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１．開      会 

 

【○○委員】それでは、定刻を少し過ぎましたけれども、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、薬事室長から御挨拶いただきます。 

【薬事・飼料安全室長】大変お待たせいたしました。遅参いたしまして大変申しわけござ

いませんでした。 

 動物用医薬品等部会委員各位におかれましては、大変お暑い中、御出席賜りまして誠に

ありがとうございます。 

 今遅れました原因も、実は先ほどまで家きん疾病小委員会を開催していたからでござい

まして、現在、○○小委員長と課長が記者発表している状況にございます。 

 御承知のとおり、６月 26 日に弱毒タイプの高病原性鳥インフルエンザＨ５Ｎ２亜型の

ものが茨城県で発生したわけでございます。残念ながらこれまで 29 件の発生がございま

して、トータルの飼養羽数は約 400 万羽に達しております。一部殺処分をしないで残して

いる部分がございますけれども、基本的にはすべて殺処分をするという防疫対応をとって

おります。 

 最初は水海道市の方で７例ほど発生があったわけですけれども、その導入元をたどって

いくと、結果的には現在発生が見られております茨城県の小川町の周辺、日本で最も採卵

鶏が密集して飼養されている地帯であったということでございました。 

 今回小川町の発生で周囲５km の農家を検査しましたところ、14 例の感染農場が確認さ

れております。これまでは発生農場の周囲は蔓延しているという状況はなかったわけです

けれども、この小川町周辺だけはほかの地域よりも広く感染しているという状況でござい

ます。恐らくこの地域が早いうちから感染が広がっていたのではないかというふうに考え

ているところでございます。 
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 いずれにしましても、広がっている部分はありますけれども、基本的には疫学関連農場

を中心に被害が広がっているということで、迅速に隣の農場にどんどん広がっていくとい

う状況にはないというふうに考えておりますので、従来の防疫方針どおり摘発淘汰で対応

していくということで、現段階では不活化ワクチンを使用する必要はないというような御

判断も先ほどいただいたところでございます。 

 一方でなぜこういう発生があったのかということで、感染経路究明チームといったもの

の会合も開いておりまして、一昨日、一部の委員に集まっていただき、また９日には感染

経路究明チームの会合を開く予定にしております。 

 今回茨城で分離された株は、世界中のＨ５亜型のウイルスのシークエンスデータから比

較しますと、2000 年から 2002 年ごろにグアテマラで分離された株と最も近いというデー

タがとれております。私どもが持っているデータが少ないものですから、ＵＳＤＡの家き

ん疾病の研究所の方にもこの茨城のデータを送りまして、彼らが非公表のものを含めて持

っているデータと比較していただきましたところ、やはり動物衛生研究所で調べられたと

おり、グアテマラ、メキシコといった中米で分離されたものと最も近いということになっ

ております。 

 こういった株が渡り鳥を通じて自然に来るというのは非常に考え難いということでござ

いまして、何らかの人為的な要因で日本に持ち込まれたのではないかというような意見が

強く出されております。 

 防疫対応の傍らこういった原因究明につきましても、非常に難しい点はございますけれ

ども、進めてまいりたいと考えているところでございます。 

 それから、ＢＳＥにつきましては、ここに○○委員がおられますが、大変御苦労をおか

けしているわけですけれども、既に国内対策の見直しにつきましては、飼料規制の見直し

として、輸入の配混合飼料の原材料を届け出るという仕組みを新たに設けたわけでござい

ます。既に８月 30 日に公布しておりまして、９月 30 日までに既存の業者も含めまして報

告を完了していただくという予定になっております。一定の目標を立てて計画的にチェッ

クを進めるべきとの御指摘もいただいておりますので、その成果はまた食品安全委員会の

方にお返しして御評価いただきたいと思っております。 

 あわせまして、飼料の販売の小売店につきましても届出の対象として加えております。

また、農家に対しましても、都道府県、あるいは地方農政局等が一緒になって綿密な指導

監督を行う予定にしているところであります。 
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 それから、前から申し上げておりますように、10 月１日からは衛生管理課は２つの課

になるということでありまして、以前、動物衛生課と動物安全課というふうに申し上げて

おりましたが、動物安全課という名前が変更になっておりまして、畜水産安全管理課とい

う、ちょっと長いのですけれども、畜水産物の安全を扱っているということで、畜水産安

全管理課という名前になるということで現在政令の改正作業が進められているところでご

ざいます。 

 本日は少々品目数が多いわけでございまして、時間内に終わるかどうか御迷惑をおかけ

するところでございますが、よろしく御審議をいただきますようにお願いいたしまして、

御挨拶とさせていただきます。 

【○○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、本題に入ります。 

 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、黒でナンバリングしてあるものをお手元に御用意さ

せていただいております。 

 まず、当日配付資料一覧がございまして、その下に№15 になりますが、本日の議事次

第と委員の出欠表と座席表がございます。 

 №16 は、動物用医薬品の諮問・承認状況ということで、いつも最後に御紹介させてい

ただいているものでございます。後ほど事務局から御説明させていただきます。 

 №17 は、この後、６番目だったと思いますが、プリオザイムの審議経過票と承認申請

書に一部誤りがありましたので、その訂正のものでございます。 

 №18 は、動物用生物学的製剤基準の一部改正ということで、これは事前にお配りさせ

ていただいているのですけれども、新旧対照表がついていませんでしたので、急遽それを

御用意させていただきました。 

 それから、№19 は次回の日程を決めていただく際の 11 月、12 月のカレンダーでござい

ます。 

 以上でございます。御確認のほどよろしくお願いいたします。 

【○○委員】先生方、全部そろってますでしょうか。よろしいですね。 
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  ４． 議   題 

   Ⅰ） 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〕 

     【新有効成分含有動物用医薬品】（輸入承認） 

      ①ＭＳ生ワクチン（ＮＢＩ） 

 

【○○委員】それでは、早速議事に入ります。 

 最初に審議事項で、動物用生物学的製剤調査会関係の議事次第（１）の①ＭＳ生ワクチ

ンの輸入承認の可否について。 

 これは座長の○○委員から説明をお願いいたします。 

【○○委員】ＭＳ生ワクチン（ＮＢＩ）、これは日本バイオロジカル株式会社から輸入承

認申請されたものです。 

 マイコプラズマ・シノビエを有効成分とする鶏用の生ワクチンであります。 

 本製剤は、平成 17 年７月８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をお願いします。 

【事務局】それでは、事前に配付させていただきました赤でナンバリングしてあります赤

の１番をご覧ください。オレンジ色の申請書とありますタグがありますので、そちらをお

開きください。 

 本製剤は、日本バイオロジカル株式会社から輸入承認申請されましたＭＳ生ワクチン

（ＮＢＩ）でございます。 

 本製剤は、マイコプラズマ・シノビエを主剤とします鶏用の生ワクチンで、次のページ

の一番下に用法・用量がございますが、微温水で融解した後、点眼用器具をつけまして、

鶏１羽１羽に点眼接種するというものでございます。 

 効能・効果は次のページになりますが、マイコプラズマ・シノビエ感染に伴う呼吸器疾

病（気嚢炎）の発症予防又は軽減というものでございます。 

 マイコプラズマ・シノビエを有効成分とします生ワクチンは初めてでございますので、
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新有効成分含有動物用医薬品として御審議を願います。 

 それでは、本申請の添付資料につきましてその概要を御説明させていただきます。黄色

の概要とありますタグをお開きください。 

 ５枚目に概－１ページがありますが、そちらをご覧ください。起源又は開発の経緯に関

する資料になります。 

 マイコプラズマ・シノビエによる家きんの疾病は、日本を含みます諸外国で発生してお

り、マイコプラズマ・ガリセプチカムと同様に鶏の呼吸器病の１つとして知られておりま

す。 

 ただ、一般的には不顕性感染が多く、大抵の場合はマイコプラズマ・ガリセプチカムや

ニューカッスルですとかＩＢ、こういったものとの混合感染によって滑膜炎ですとか気嚢

炎が起こりまして、それらによる育成率や生存率の低下ということで、経済的損失を生じ

るという病気のようでございます。 

 現在、本病の対策としては、抗菌剤による予防、治療というものが主体をなしているよ

うでございますが、生産者からはワクチンの開発というものが強く要望されているという

ところでございます。 

 そうした背景の中で、本剤は、温度感受性変異株をワクチン株とする世界で初めてのマ

イコプラズマ・シノビエに対する生ワクチンでございまして、概－３ページの上の表１－

２－１に示しますように、オーストラリア、メキシコ、ニュージーランド及びドミニカ共

和国で承認されているものでございます。 

 概－５ページの下に、人に対する安全性を示してありますが、この製造用株は鳥類以外

では定着増殖が認められず、扱う人に対しても安全でありまして、鶏の筋肉でも増殖しな

いということから、鶏肉を食べても安全であるというふうにされているものでございます。 

 続きまして、概－７ページに、物理・化学的試験がございます。 

 本剤のワクチン株は、オーストラリアの野外分離株を突然変異誘発剤で処理いたしまし

て、概－８ページの表２－１－１に示しますように、得られましたクローンから温度感受

性変異の有無、上部気道の定着、それから抗体応答、こういったことによりクローンＨと

いうものを選抜しまして、ＭＳ－Ｈ株というふうに命名したものでございます。 

 続きまして、概－17 ページをお開きください。病原性復帰の検討でございますが、鶏

を使いまして５代継代した２株と培地を使って 10 代継代しました１株につきまして病原

性復帰を調べましたが、次のページの表２－５－１に示しますように、いずれの株も直接
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気嚢に接種しても病変を惹起せず、温度感受性を維持して病原性の復帰というものは認め

られませんでした。 

 それから、同居感染性につきましては、概－19 ページの下の方からになりますが、10

羽の鶏に本ワクチンを接種して、３週後に２羽の鶏と同居させましたところ、次のページ

の表２－７－１に示しますように、同居後２週でその２羽からシノビエが分離され、同居

感染性が確認されているところでございます。 

 続きまして、少し飛びますが、概－37 ページでございます。安定性に関する資料でご

ざいます。３バッチにつきまして、－70℃での長期保存試験を実施しましたところ、製造

後、５～６年経過しても生菌数の低下は認められず、表３－１－１に示しますように、温

度感受性マーカーも保持されており、安定であることが確認されてございます。 

 また、本剤は、メーカーから注文を受けますと、ドライアイスと一緒に輸送しまして、

養鶏場では翌日使うというところで、－20℃で保存します。つまり、使うという注文を受

けると、前日にドライアイスで輸送して、養鶏場では－20℃で保存する。 

 そこで、－20℃のフリーザーでの安定性についても検討しておりまして、概－38 ペー

ジの表３－１－２になりますが、４週間は生菌数の低下は認められず、６週間でちょっと

下がってきておりますが、温度マーカーは６週間でも保持されていたということでござい

ます。 

 続きまして、概－45 ページになります。安全性に関する資料でございます。21 日齢の

白色レグホンを１群 15 羽といたしまして、常用量と 10 倍量を単回点眼投与しまして、35

日間、毎日一般状態を観察しまして、７日ごとに体重、飼料摂取量、増体量を調べ、観察

期間終了時に血液学的検査、血液生化学的検査、それから剖検、病理検査を実施いたしま

した。その結果を次のページの概－46 ページの表に示しますが、まず表７－１－１に示

しますように、一般状態、増体重、飼料摂取量、血液学的検査、血液生化学的検査におき

ましては、被験物質による変化は認められませんでした。育成率も 100％であったという

ことでございます。 

 それから、表７－１－２では、剖検及び病理の検査成績を示していますが、剖検では異

常は認められませんでしたが、組織学的所見では表に示します変化が認められました。こ

れらはいずれも免疫応答によるものというふうに考えられておりまして、本剤の安全性に

は問題はないというふうに結論されてございます。 

 それから、概－47 ページの薬理に関する資料でございますが、このページの下からワ
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クチンの最小有効量の検討というものを行っておりますが、まず２種類の攻撃試験を実施

してございます。 

 概－49 ページの表８－２－１を見ていただきますと、まず上段の方に試験１というこ

とで、各群８羽の鶏に 0.5 ドーズ、１ドーズ、２ドーズ、４ドーズのワクチンを投与いた

しまして、免疫後６週目に攻撃菌を右側胸部気嚢内に直接注射いたしまして攻撃しまして、

17 日後に剖検して、気嚢の肉眼的病変の程度をスコアで評価したというものでございま

す。 

 一方、下段の試験２という方は、８つの鶏群につきましてグループ１、２――表では対

照１、２となってございますが、これは無免疫対照群といたしまして、グループ３、４、

５，６は上のところに記載してあるものになるのですけれども、１ドーズ投与したもの、

グループ７には２ドーズを投与したもの、グループ８は４ドーズを投与したものというこ

とでそれぞれを投与いたしまして、６週後にグループ２から８にシノビエとＩＢで攻撃し

まして、攻撃２週後に剖検、気嚢を検査して、スコアで評価したというものでございます。 

 その結果、試験１、２、それぞれにおきまして攻撃時と剖検時の血清についてシノビエ

に対する凝集スコアとＥＬＩＳＡ抗体価も測定しております。 

 その結果をまとめたのが表８－２－１になるわけですが、この結果をもとに 75％防御

量と 50％防御量というものを算出したのが次のページの８－２－２になります。この結

果から概ねなんですけれども、例えばＰＤ75per30μL のところは平均値が 7.20、また、

ＩＤ75per30μL のところの平均値は 7.35 という数字からしまして、おおむねその群間を

７割ぐらい防御できるという最小有効量は１羽当たりおおむね 107.25ＣＣＵぐらいではな

いかというふうに結論づけられているところでございます。 

 それから、概－55 ページになりますが、免疫持続の検討を行ってございます。免疫後

15 週と 40 週で攻撃しましたところ、次のページ以降の表に示しますように、気嚢の肉眼

病変形成阻止を指標とする評価で、統計学的な有意な防御を示しまして、ＲＳＡ抗体陽性

率も 100％であったことから、40 週までは防御効果が持続するということがわかってござ

います。 

 最後に、概－58 ページ、臨床試験になりますが、隣のページの表にまとめてございま

すが、３県５農場におきまして臨床試験を実施しております。４週齢又は７週齢、あるい

は 13 週齢で本ワクチンを１ドーズ投与いたしまして、この評価項目の欄に示しますもの

を指標に安全性及び有効性を評価いたしました。 
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 そうしましたところ、まず千葉県の農場におきましては、概－60 ページの表 12－１－

１に示しますように、安全性の評価は一般臨床症状や増体重、生存率、産卵率等で対照群

間で有意差がなく、安全性が確認されてございます。有効性につきましては、対照群での

凝集抗体価の上昇が認められましたが、分離された菌がワクチン株ということで、野外感

染が起こらなかったということで、有効性についての確認はこの農場ではできませんでし

た。 

 次に、宮崎１の農場でございますが、概－62 ページの表 12－２－１に示しますように、

安全性の評価につきましては、各項目で対照群と有意差がなく、安全性が確認されてござ

います。また、有効性につきましても先ほどと同じように、野外感染が起きなかったとい

うことで、有効性の確認はできませんでした。 

 次に、茨城県と宮崎県２の農場では、概－64 ページと 65 ページに示しますように、増

体重では有意差があったポイントもありましたが、その他は対照群との有意差はありませ

んでした。それから、有効性につきましては、表 12－３－２に示しますように、対照群

から野外株が分離されまして、野外感染が確認されましたが、いずれの農場も試験群の産

卵成績は対照群のそれに比較しまして良好であったということから、有効性が認められた

というふうになってございます。 

 最初のページに戻っていただきまして、審議経過票をご覧ください。 

 本剤は、まず平成 17 年１月 21 日の生物の調査会で御審議をいただきまして、この表の

７の欄に示しますように、５つの点の指摘事項をもちまして継続審議となりました。 

 その後、これらの指摘事項に対する回答がブルーのタグのところで示しますように整理

されましたので、改めて７月８日の調査会で御審議いただきまして、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とされております。 

 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年という結果でござ

いました。 

 以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

【○○委員】ありがとうございました。 

 それでは、先生方、御質問、あるいは御意見等ございましたらどうぞ。 

 御発言ありませんでしょうか。 

【事務局】きょうは御欠席の○○委員（注：途中で出席）からコメントが１つきておりま

すので、御紹介させていただきたいと思います。今参考資料をお配りします。 
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 まず表紙の丸のところが御指摘の事項になりますので、そちらを読み上げさせていただ

きます。 

 「ヒアリング指摘事項（初回）回答書のｐ２の「７．貯蔵方法」及び「８．有効期間」

の指摘事項「・倉出し後については、使用上の注意に転記すること」の指摘理由として

「・記載整備のため。」としていますが、どのような理由から記載を整備する必要がある

こととして指摘したのでしょうか。 

 また、平成７年８月 30 日に承認された「Ｍｇ生ワクチン（ＮＢＩ）」の承認申請書（最

新承認事項変更承認：平成９年９月 17 日）の貯蔵方法欄及び有効期間欄には、倉出し後

に関する記載がありますが、両製剤の取り扱いが異なっても問題はないのでしょうか。」

という御指摘でございます。 

 まず、倉出しというはどういうことからといいますと、動物用生物学的製剤基準の通則

に倉出しというものの説明がございます。それを読み上げますと、倉出しとは、動物用生

物学的製剤を製造所等の貯蔵庫から販売又は移送の目的で取り出すことをいう。動物用生

物学的製剤は、倉出し以前において一定の温度で貯蔵されなければならないという定義が

通則にございます。 

 今お配りしました資料の２ページ以降に既に承認になっていますＭｇ生ワクチン（ＮＢ

Ｉ）の承認申請書をつけていただいているのですが、３枚目の８と９のところに貯蔵方法

と有効期間がございます。貯蔵方法は「－70℃以下で貯蔵する。ただし、倉出し後は－

20℃以下で貯蔵する」というふうになっています。有効期間は、「製造後１年間。ただし、

倉出し後は４週間」というふうになってございます。 

 当時はこういう形で承認されたのでございますが、まず薬事法上、有効期間が定められ

ている医薬品につきましては、使用の期限を直接の容器に記載するというふうに決められ

てございます。つまり、有効期間が１年というふうに承認されているものは、製造してか

ら１年後の、要するに何年何月という日付を直接の容器に刻印しなければなりません。 

 また、生物学的製剤は貯蔵方法も直接の容器に記載するというふうにされています。つ

まり、－70℃に保存しなさいというものは－70℃というふうに記載をするというふうに決

められてございます。 

 このＭｇの生ワクチンのように、有効期間が２つ規定されている。つまり、製造後１年

と倉出し後４週というふうに２つ規定されていますと、使用の期限を２つ記載しなければ

ならないというふうになります。ただし、実際はこのＭｇ生ワクチンも使用の期限を２つ
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は書いていないのです。製造後１年ということで、１年後の使用期限しか書いていません。 

 それで、実際このワクチンはどういうふうに流通していくのですかということを製造メ

ーカーさんに聞きましたら、先ほど説明させていただきましたけれども、要指示医薬品で

すので、当然指示書が切られた後、その農場でこのワクチンを投与しますよという前日に

ドライアイスとともにメーカーから直接農場に輸送されて、農場には－20℃の冷蔵庫が大

抵あるそうなので、１晩－20℃に置いて、翌日には投与するというのがこの製品の流通方

法だということでございます。 

 したがって、倉出し後は速やかに使用されるということが明らかでございますので、あ

えて倉出し後の貯蔵方法ですとか、有効期間につきましては承認事項とせず、倉出後の取

り扱いがユーザーさんにわかるように、使用上の注意に記載するというふうに整理させて

もらったものでございます。 

 したがいまして、今回のＭＳ生ワクチンについて、貯蔵方法、有効期間の欄に倉出し後

の記載は削除して、使用上の注意の方にそれを記載するというふうに整理させていただい

たものでございます。 

 そうすると、今の承認になっているＭｇの生ワクチンと合わないではないかという話に

なるのですけれども、これはこれでこういう形で今承認されておりますので、何か別の機

会に事項変更なりがあった場合に、同様に整理させるという措置をとりたいというふうに

考えてございます。 

 今の話はきのう○○委員には私の方からお話をしまして、御了承いただいておりまして、

その旨、議事録に残せればということで、御了承いただいているところでございます。 

【○○委員】先生方、よろしゅうございますか。 

 今の使用上の注意というのは、具体的にはどこかに記載されていますか。 

【事務局】申請書のタグの８ページになります。使用上の注意が６ページからですが、ず

うっと進んでいきまして、今の件が書いてあるのが７ページの下になります。７ページの

一番下のところに取扱い上の注意の（３）ということで、「使用期限を過ぎたものは使用

しないこと。倉出し後は－20℃以下で貯蔵するが、この場合の使用期限は４週間となるの

で注意すること」というふうに記載させてございます。 

【○○委員】ほかにどなたか御質問等ございますか。 

【○○委員】倉出しの定義を先ほど説明していただいたのですが、そこで使用する「ク

ラ」という字はどちらが正しいのですか。 
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【事務局】○○委員の指摘事項のクラが間違っています。製剤基準に書いてあるクラが正

しくて、製剤基準のクラは倉敷の倉でございます。 

【○○委員】ほかに御発言ございませんか。 

【○○委員】この場合の取扱い上の注意の４週というのはどれだけ規制力を持っているん

ですか。注意だから、やむを得なければ５週でもいいということになるわけですか。 

【事務局】承認事項ではありませんので、通常、承認事項に記載されているものは、この

申請者が守るという話になりますので、倉出し後の話はユーザーさんの話になりますので、

ユーザーさんが４週過ぎたものを使ったからといって何か罰せられるとかということはあ

りません。ただ、データ上、４週は最低大丈夫というデータがありますので、それを過ぎ

たものは効かないかもしれないから使わないでくださいよということでこの使用上の注意

に書かせていただいているということです。 仮に使っても罰せられるということはあり

ませんが、使っても効かない可能性がありますので、使わないでくださいということでご

ざいます。 

【○○委員】ほかにはございますか。 

 今の問題は実際には獣医師の指示によって接種されるわけですね。 

【事務局】はい、そうです。 

【○○委員】ですから、最終責任はその獣医師が持たなければならないということになり

ますね。 

【事務局】はい。養鶏の世界ですと、プログラムでワクチンを接種いたしますので、その

プログラムに従って獣医師が指示書を切る形になります。したがって、当然何月何日にこ

の鶏群にこのワクチンを打つよということで指示書を切りますので、先ほど言いましたよ

うに、大体前の日に納品されて、次の日に打つという形になりますので、実態上４週以上

の間ほったらかしておいて使うということはないというふうに考えられます。 

【○○委員】ほかに御発言はございませんでしょうか。 

 特にないようです。 

 では、これ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。 
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     〔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） 

      ②セボフロ 

 

【○○委員】それでは、続きまして審議事項で、今度は一般医薬品調査会関係のものでご

ざいまして、（１）の②セボフロの製造承認の可否について、一般医薬品調査会座長の○

○委員がきょうはお休みでございますので、○○委員から説明をお願いいたします。 

【○○委員】では、私の方から説明させていただきます。 

 セボフロは、丸石製薬株式会社から申請されましたセボフルランを有効成分とする犬用

の全身麻酔薬であります。 

 平成 17 年２月 15 日、４月 14 日及び７月 19 日の動物用一般薬品調査会で審議され、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こととなりました。 

 詳細については事務局から説明があります。 

事務局 それでは、事前に配付させていただきました黒の№２をご覧ください。水色のタ

グで申請書とあるところをお開きください。 

 本製剤は、丸石製薬株式会社から製造承認申請されましたセボフロでございます。 

 本製剤は、セボフルランを含有する犬用の全身麻酔剤でございまして、用法・用量は３

枚めくっていただいた別紙（２）に示しますように、維持麻酔のみに用いる場合と導入及

び維持麻酔に用いる場合とに分けてありますが、基本的には気管内チューブを用いて酸素

と混合して使用するというものでございます。 

 セボフルランは、人体用医薬品として既に承認されていますが、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お願いいたします。 

 それでは、本申請の概要につきまして御説明させていただきますが、概要書とあります

タグをお開きください。５ページからが起源又は発見の経緯及び外国における使用状況と

いうことでございますが、この全身麻酔剤というものは、これまでハロタンですとか、エ

ンフルラン、イソフルランというものがございましたが、それぞれに肝毒性や痙攣誘発作

用というものがございまして、より有用性の高い吸入麻酔剤の開発というものが期待され

てございました。そうしましたところ、すぐれた麻酔作用を有し、麻酔深度調節性にすぐ

れ、肝毒性ですとか腎毒性が認められない新規の吸入麻酔剤としてイソフルランの類縁物
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質でありますセボフルランが開発されたということでございます。 

 セボフルランは、まず人体用の麻酔薬として米国で開発されまして、我が国では 1990

年に厚生労働省の承認を得ております。 

 動物用といたしましては、米国で犬用の麻酔剤としまして開発が進みまして、1999 年

に米国で、さらに 2002 年にはＥＵでそれぞれ承認されているものでございます。 

 そこで、我が国でも承認を取得しようということで、申請者でございます丸石製薬が株

式会社アルビスという会社と共同開発いたしまして、今回の申請に至ったというところで

ございます。 

 ７ページの２に、海外における許可並びに使用状況をお示ししますが、人体用としては

世界 37 カ国以上で承認されており、動物用としては表Ⅰ－２に示しますように米国並び

にＥＵ各国で承認されてございます。 

 16 ページをお開きください。物理化学的性質並びに規格及び検査方法を示しますが、

まず 21 ページの上の方にあります表Ⅱ－６に分配係数という表がございますが、血液／

ガス分配係数ということで、0.63±0.06。ガス麻酔剤としては最も低いものの１つでござ

いまして、その下の４－10 に示しますように、セボフルランは燃焼性が低くて、引火性

はなく、酸素中、亜酸化窒素中及びこれらの混合気体中では燃焼性が低くて、臨床におけ

る使用上全く問題ないというふうにされているものでございます。 

 次に、31 ページになります。安定性に関する資料でございますが、33 ページの上の表

Ⅲ－２に長期保存試験を示しております。長期保存試験（Ａ）において、３ロット、３年

以上の試験を実施いたしまして、結果は次のページから続きます表Ⅲ－３～６まで続くの

ですけれども、36.2 カ月の安定性が確認されてございます。通常医薬品の場合、３年以

上の安定性が確認されますと、有効期間は記載しなくてもいいというふうになっています

ので、本申請の有効期間の欄は空欄になってございます。 

 少し飛びますが、56 ページをお願いいたします。急性毒性試験でございます。 

 まず、マウスにおける経口投与急性毒性試験では、オスでのＬＤ50 は 24.3mL／kg、雌

では 18.2mL／kg でした。腹腔内投与では、次のページに示しますように、雄で 11.7、雌

で 10.5 でございました。 

 それから、ラットでの急性毒性試験は、経口投与では、60 ページに示しますように、

雄で 16.6、雌で 10.8、腹腔内投与ですと、61 ページに示しますように、雄で 7.4、雌で

6.3 ということでございました。 
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 69 ページからはラットにおける８週間の吸入亜急性毒性試験を示してございますが、

その最大無作用量は 0.1ＭＡＣ、つまり 0.22％ということでございました。 

 79 ページからは特殊毒性試験に関する資料として、生殖に及ぼす影響に関する試験と

いうものを実施してございますが、その結果を表Ⅵ－１にまとめてありますが、セボフル

ランは親動物の生殖機能、胎子の発生、出生子の発育分化に影響を及ぼさないというふう

に判断されてございます。 

 続きまして、103 ページをご覧ください。安全性試験でございます。 

 ８～９カ月齢の雌雄各４頭のビーグル犬を用いまして、試験群の設定のところに示しま

すように、１日目に低用量、４日目に中用量、７日目に高用量を全身麻酔装置及びガスマ

スクを用いて吸入投与いたしました。そして、その下の欄の安全性の評価に示す各観察項

目をもって安全性に及ぼす影響について評価いたしました。 

 その結果を次のページにまとめてありますが、セボフルラン投与により呼吸数の減少、

及び呼吸性アシドーシス、血圧低下、心拍数増加、体温低下が示されましたが、いずれも

他の吸入麻酔薬にも認められるもので、麻酔時に共通した変化というふうに考えられまし

た。 

 また、肝機能及び腎機能への影響は投与翌日以降で回復する可逆性の変化でございまし

た。 

 それから、麻酔の濃度としましては、2.0ＭＡＣまでの適用では影響がありませんでし

たが、2.5ＭＡＣでは呼吸不全になる可能性があるため、留意する必要があるというふう

に考えられました。 

 続きまして、薬理試験でございますが、113 ページになります。犬における導入時間を

ハロタンとイソフルランとで比較しているという試験でございます。一番下の表Ⅷ－９に

示しますように、それぞれの 50％rise time は、セボフルランで 0.16 分、イソフルラン

で 0.33 分、ハロタンで 2.02 分。80％rise time ですと、1.13 分、10.9 分、44.3 分とい

うことで、セボフルランの導入が非常に早いということが示されてございます。 

 それから、118 ページになりますが、犬におけるセボフルランとイソフルランの導入及

び回復を比較したものでございますが、120 ページの表Ⅷ－16 に示しますように、導入に

ついては眼瞼反射喪失までの時間、尻尾のクランプの反応が陰性になるまでの時間、気管

内挿入が可能となるまでの時間、これらがイソフルランよりセボフルランの方が有意に短

いという結果でございました。 
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 また、導入の容易さに関する評価でも表Ⅷ－17 に示しますように、セボフルランの方

が有意にすぐれているということでございました。 

 また、回復につきましては、表Ⅷ－18 に各回復の指標までの平均時間を示してござい

ますが、セボフルランとイソフルランに有意な差は認められませんでした。 

 続きまして、141 ページになりますが、吸収、分布、代謝、排泄に関する資料でござい

ます。 

 犬に吸収されましたセボフルランは、そのほとんどが未変化体のまま呼気中に排出され

ますが、一部は血中に入りまして代謝され、速やかに尿中に排泄されるというふうに考え

てられてございます。 

 最後に、156 ページから臨床試験になります。海外３カ所、国内５カ所の計８カ所で合

計 339 頭の犬につきまして臨床試験を実施いたしました。 

 まず、国内臨床試験でございますが、セボフルランを麻酔前投与剤及び導入剤と併用し

た場合、並びに導入と維持に単独使用した場合の有効性と安全性をイソフルランと比較し、

評価しました。そうしましたところ、有効性の評価につきましては、いろいろな指標の結

果を 165 ページの表ⅩⅡ－18 から 32 までの各表に示してありますけれども、いわゆる挿

管が可能となる時間ですとか、導入の容易さ、それから維持麻酔中の体温、血圧、呼吸数

の低下など、こういったものがイソフルランと同等またはそれ以上のいい結果が得られて

ございます。 

 それから、安全性の評価につきましては、171 ページの表ⅩⅡ33 から 37 までに示しま

すが、特に有害事象の発現頻度を表ⅩⅡ－35 に示しますが、有害事象の頻度につきまし

ては、セボフルラン投与群とイソフルラン投与群とで有意差はありませんでした。 

 179 ページからは外国における臨床試験の成績を示してございますが、15 分以上の手術

を受けるという 196 頭の犬を対象に臨床的な安全性と有効性を評価したところ。前投薬と

導入薬の組み合わせにより、６群に分けて導入時間ですとか、麻酔の維持時間、この薬の

質に関する主観的評価、さらに体温ですとか脈拍数、こういったものを測定しております。

そうしましたところ、麻酔の導入、維持及び回復ではすべて良好な結果が得られておりま

す。それから、低血圧や頻呼吸などが認められておりますが、他の麻酔薬にも認められる

ようなもので、それに比べて劣るようなものではなく、安全に使用することができるとい

うふうに結論づけられてございます。 

 最初に戻りまして、表紙をめくっていただきますと、審議経過票があります。 
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 本製剤につきましては、７の欄に示しますように、一般薬の調査会におきまして３回の

御審議をいただいております。この審議の中では用法・用量の記載ですとか、使用上の注

意における副作用の記載、これらを整備するということで、御議論がなされておりまして、

今般これらがきちんと整備できたということで、調査会での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というふうにされたものでございます。 

 なお、本剤の毒・劇薬の指定につきましては、本剤はセボフルランを主剤とする吸入麻

酔剤でございますが、急性毒性試験では、先ほど説明しましたように、概要の 56 ページ

の表Ⅳ－１にマウスにおける経口の急性毒性試験の結果がまとめてありますが、通常です

と、mg／kg で書くのですけれども、このものは液状なので、mL／kg になっているのです

が、これを mg／kg に換算いたしますと、この成分の比重が 1.525 ということなので、そ

れを掛けますと、雄のＬＤ50 が 37.05ｇ／kg、雌は 27.75ｇ／kg ということで、つまり、

毒・劇薬の指標であります 30mg／kg よりも、単位が違いますので、はるかに高い値とい

うふうになります。 

 ところが、概要の 111 ページのところをご覧いただきますと、表Ⅷ－６に示しますよう

に、このものの安全域は 1.30 と 1.57 ということで、エンフルランよりもちょっと高い程

度で、いわゆる安全域は低いというふうに認められるものでございます。 

 それから、このセボフルランは、先ほども御説明しましたように、人体用の麻酔薬とし

て既に承認されていますが、厚生労働省はこれと同じデータで、このセボフルランを劇薬

に指定しております。 

 また、類似薬でありますイソフルランにつきましては、これは人体薬、動物薬、両方承

認があるのですけれども、厚生労働省、農林水産省ともにイソフルランは劇薬に指定して

ございます。 

 こういったことを考慮いたしますと、特に同じセボフルランを厚労省は劇薬、農水はそ

うじゃないよとするのはちょっと問題がありますし、同類の薬であるイソフルランが劇薬

になっているということから、本剤につきましても劇薬指定というものを御提案させてい

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、御意見等をお願いいたします。 

【○○委員】１つお尋ねしたいのですけれども、この申請書の１ページにあります規格及

び検査方法のところで、定量しているのですが、定量値が 99.9875～100％ということで、
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前のヒアリング指摘事項にもこの小数のけた数が多いということが書いてあるのですが、

この化合物の定量は直接定量を行っていないのです。純度試験で求めた低沸点、あるいは

高沸点の不純物を 100％から差し引いて定量値を出していると概要の 29 ページに記載が

あります。そして、純度試験の測定精度は非常に良いので、上限を 100％としたそのよう

な定量値の範囲をそこに書いてあるのですけれども、これは 100％ということもあり得る

のでしょうか。 

 もしそうであったら、100％±何％とか、0.00 何％とか、そういうような表記の方がま

だ少し馴染むのではないかなと思うんです。ＥＰでは小数以下４けたの表示もあるという

ふうに書いてありますけれど、日局ではこういう表示はちょっとなじまないような気がす

るのです。 

 それとなぜ直接定量ができないのでしょうか。その辺、もし御存じだったら教えていた

だきたい。 

【事務局】ちょっと私、詳しくわからないのですが、恐らく厚生労働省の方で承認されて

いる形が多分これと同じような形で純度試験ということで規定されているのだと思います。 

【○○委員】表現の仕方もこういう表現の仕方になっているのでしょうか。私、調べてく

ればよかったのですけれど……。 

【事務局】確認はしておりませんが、物は全く同じもので、使っている資料とかも全く同

じものを使っていますので、ここら辺の定量法の記載も人の方と特段変える必要はないと

いうことで、同じ記載になっていると思います。 

【○○委員】前の方のヒアリングの指摘事項の１ページでしょうか。そこに確かに書いて

ありますけれど、「上限は実測値ではないので 100％としている」という、これがちょっ

と気になるのと、それから「ＥＰでもこの記載方法を取っている」というふうに書いてあ

るので、もし日局でそういう記載をしているのであれば、どうしてここでＪＰというふう

に書いてないのかなと思ったんです。 

【事務局】済みません。わかりません。 

【○○委員】ここでは即答ができないということのようですが、○○委員、ちょっとお伺

いするのですが、これは、先生のおっしゃる方に直すのが筋ということでしょうか。それ

とも前例があって、それにあわせるべきということでしょうか。 

【○○委員】よくわからないのですけれども、私もＪＰを見てくればよかったと思うんで

すが、ＪＰでこれが許可になっているのであれば、日本ではＪＰに準ずるということだか
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ら、ちょっと変だけれど、しようがないなと思いますけれども、どうでしょうか。よくわ

かりませんけれど。 

【○○委員】では、これは、そこらは確認していただいて、それでしかるべく修正といい

ますか、もし必要であれば直すということでよろしいでしょうか。 

【事務局】わかりました。では、申請者の方に確認しまして…。 

【○○委員】これは事務局に預けますので、ある意味ではこの審議の本質論ではありませ

んと、私、勝手に解釈しますが、それでよろしいでしょうか。 

【事務局】はい、わかりました。 

【○○委員】ほかにはいかがでしょうか。御発言ございますか。 

 特にないでしょうか。 

 ちょっとこの審議経過票にミスがあるんですけれども。 

【○○委員】審議経過票のところですね。７番のところですか。 

【○○委員】ええ、７番の①の２行目。 

【○○委員】指摘事項のところで、「副作用が国際と海外で異なり」と、これはどういう

意味なんでしょうか。 

【事務局】済みません。これは「国内」です。 

【○○委員】それから、その次の下の……。 

【事務局】これは「前投与薬」です。済みません。 

【○○委員】そうですね。 

【○○委員】意味不明の４文字がありますが、これは「前投与薬」ですね。 

【○○委員】もう１点、第３回審議のところで、先ほども事務局の方から御説明いただき

ましたけれども、「本剤は劇薬に指定したい」ということですが、劇薬だとか毒薬に指定

するのはこの部会で決めてよろしいのでしょうか。 

【事務局】はい、毒・劇薬の指定は、薬事・食品衛生審議会の意見を聞いて決めるように

と法律にありますので、むしろこの部会で御了承いただかないと劇薬に指定できなくなり

ます。 

【○○委員】よろしいでしょうか。 

 ほかに御発言ございますか。 

【○○委員】お尋ねしたいのですが、まず対象動物に対する注意というところの制限事項

の中で幼若動物……。 
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【○○委員】何ページですか。 

【○○委員】申請書ですね。 

【事務局】多分概要書というタグの２枚前が使用上の注意になります。 

【○○委員】そうです。 

 そこで、幼若動物は括弧して６カ月齢以下と書いてあるのですが、２番の高齢動物、こ

れはどういうことを指すのでしょうか。 

【事務局】概要の一番最後の方になりますが、191 ページに使用上の注意の設定根拠とい

うのがあるのですが、その設定根拠は「高齢動物ならびに幼若動物においては、安全性が

確立されておらず、本剤を慎重に投与する必要があるため記載した。」というふうにしか

記載されてございませんで、それ以上の詳しいインフォメーションは持ち合わせておりま

せん。 

【○○委員】非常に概念的なんですね、高齢というのは。同じ概念的だったら老齢動物な

らわかるんですがね。要するに老化現象というのは個体によって差がありますので、高齢

ですと、年齢が高いということで、これは年数を数えるわけですから、何歳以上が高齢で

という規定ができますと、そういうものに注意しなさいということになると、年齢では老

化現象は臨床的には判断するのは難しい。15 歳でも非常に元気なものもあれば、13 歳で

老化しちゃうものもありますので、今後その辺をもう少しわかりやすくていただけるとい

いかなと。しかも、幼若動物というのは６カ月未満と具体的に書いてあるわけですね。じ

ゃ、高齢は何歳以上なのかという話にならないとも限りませんね。そこがちょっと気にな

ります。 

 それから、このセボフルランという麻酔薬は非常に呼吸抑制が強いんですね、実際に使

っていると。今まで人体用薬をかなり使っている例がありましてね。麻酔深度がイソフル

ランに比べるとかなり沈痛作用が弱いために、濃度が高くなるんです。同じ疼痛の手術を

するときに、イソフルランだと２％ぐらいで維持できるものが、セボフルランを使うと

3.5 から４使わないと痛みが出ちゃうんです。そうなると、当然濃度が高くなりますから、

呼吸抑制が起こる頻度が高くなるんですね。ほかの安全性はイソフルランよりもすぐれて

いるんですが、これが欠点なんです、この薬の。その辺について使用上の注意の中で必要

な疼痛管理ができる深度以上には使わない方がいいというような表現とか、あるいは他の

鎮痛薬剤との組み合わせによって、できるだけ少ない濃度で使用した方がいいというよう

なことを書いていただくと臨床家は非常に助かるのですが。セボフルランは夢中になって
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いると呼吸が止まっている例が非常に多いです。ですから、これはバイタルサインを管理

できる装置をつけないで使うと非常に危険なんですね。 

 ですから、その辺をもう少し具体的に使用者にわかりやすいようにしていただけると、

より一層安全にこの薬が使えるのではないかなという気がします。 

 以上です。 

【○○委員】○○委員、例えばその臨床現場に呼吸促進剤などを準備する、一般の手術だ

ったら当たり前だと思いますけれども、そういうような具体的な表現でしょうか。それと

も、というのは一般薬からとにかくここまで上がってきていますね。一般薬の調査会では

そこら辺のディスカッションがされたかどうか。 

【事務局】一般薬では使用上の注意ですと副作用の記載をかなり綿密に御審議していただ

いたという経緯がございます。当然副作用の項目を見ますと、呼吸数の低下というものが

33.7％ありましたよというのが一応インフォメーションとしては提示してあるのですけれ

ども、今、○○委員が言われたような、使用者にわかりやすいような、危険性が起きない

ような表現にはちょっとなっていないものですから、そこまでのケアはできていないかな

という気はします。 

【○○委員】この範囲ではね。 

【事務局】はい。 

【○○委員】概要書の２枚前のところの対象動物に対する注意の中で４番目に、「ハロセ

ン麻酔に比べ強い呼吸抑制作用を示す報告がある」と、ここに引っかかってくるんですよ。

報告がありますよだけでは、これは新たに製造承認される薬ですから、その辺をもう少し

使用者にわかりやすい表現で書いていただければと思います。 

 それから、文言なんですが、これは犬に対するガス麻酔薬として承認するということで、

犬という言葉が入っていますね。 

【事務局】はい。 

【○○委員】それでいながら、使用上の注意の対象動物に対する注意というのはちょっと

矛盾しませんか。 

 犬という動物に麻酔をかけるために製造申請をされ、これから許可されて、販売しよう

というものを対象動物に対する注意というのは、そうなると、他の対象動物に使ってもい

いということになりませんか。ここでは犬と限定しているであれば、すべて文言は全部犬

で統一していただかないといけないのではないかなという気がするのですけれど。 
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【事務局】使用上の注意は、今日一番最後に使用上の注意の記載例ということで御相談さ

せていただきたいと考えているのですけれども、今までもそうだったのですが、使用上の

注意については、基本的にフォームを統一しましょうという話がありまして、この黒い括

弧で一般的注意、使用者に対する注意、対象動物に対する注意とフォームを決めた経緯が

ありますので、犬にしか使わないからここは犬と直しても、当然添付文書としては問題は

ないでしょうけれども、例えば抗生物質とかでいろんな動物に使えますよというものがあ

りますと、牛、豚・・・と全部書く必要があるのかなという気もありますので、その辺は

どうなのかなというと、私も悩ましいところなんですが……。 

【○○委員】ですから、制限事項の先ほど指摘した高齢動物にしても、幼若動物にしても、

犬に許可する麻酔薬であれば、これは高齢犬であり、幼若犬なんですよね。 

 というのは、いろいろな新しいコンパニオンアニマル用の薬剤がこれからも申請されて

くると思うんですが、どこか決めておかないと、常に同じような整合性のない文言がいっ

ぱい出てくるということで、そのたびにこういう審議をしているときに、同じことを、申

請薬が変わるたびに同じ意見がまた出てくるというようなことになりますので、その辺、

どこか統一された方がいいのではないかなと思います。例えば１種の動物に対する許可で

あればその１種の動物を表現するとかね。多種の動物に応用できるものだったら対象動物

という文言を使うとか、その辺は明確にされた方が私はいいような気がするんです。 

【○○委員】今の問題は、そうすると、部分的には宿題ですか。 

【事務局】そうですね。 

【○○委員】後でこれに関するテーマがあるようですから、あるいはそのときにいろいろ

御発言いただいて、考えていくということにしたいと思います。 

【○○委員】今の○○委員の御発言、非常に重要なことだとお伺いしていたのですけれど

も、例えば概要書の 117 ページですか、鎮痛効果、これは「エンフルランやハロタンと同

様に鎮痛作用が認められた」という表記しかないんですね。したがいまして、もしそうい

うことが事実としてあるとすると、申請者に対して鎮痛効果についてさらなる考察をとい

うようなことを求めるべきではないかという気が１ついたしました。 

 それから、呼吸抑制が強いということであれば、このことについてもやはり１つの考察

を求めるべきではないだろうか。マウスやラットのデータ、急性毒性試験、吸入毒性試験

を見てみますと、すべてではありませんが、急に濃度が上がると動物が死んでいる。その

下のレベルだとほとんど死んでいないという形で、かなり毒性が出るといいますか、呼吸
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抑制かどうかわかりませんけれども、死の転帰をとるレベルが急激にくる可能性があると

いうことになりますと、少し厄介な薬物であるかなという気もするので、その辺の呼吸抑

制に対することと鎮痛作用に対することについては、メーカー側の考察をお願いしたいと

いう気がいたします。 

【○○委員】ただいまの問題、どうでしょうか、いわゆる注意書きに表現をする範囲のこ

とでしょうか。それとも調査会で十分なディスカッションをしていないとすると、ほかの

副作用は項目としては挙げたが、命にかかわる重大な部分を掘り下げてディスカッション

していなかったということになると、ちょっと問題があるかなという考え方も当然出てき

ますね。 

【事務局】今のお話については、一般薬の調査会では大変時間をかけて御議論いただいて

おります。呼吸停止をするということについても十分な認識を持って御審議をされて、使

用上の注意で十分考慮するようにということを考えて、ここに「呼吸機能・循環動態に対

して抑制的に作用するため、吸入中は厳重に動物の全身状態を管理すること」等、使用上

の注意でこういったことをきちっと書いて管理しなければいけないのだということを御議

論いただいております。 

 さらにその上でどうするのかという、先ほどの方から○○委員の御指摘のあったその先

にどうしたらいいかという話については特に触れておりませんけれども、きちっと管理を

しなければいけないということについては、かなりお時間をとって御議論いただいており

ますので、そこは調査会としては十分議論されているというふうに理解しております。 

【○○委員】わかりました。 

【○○委員】結構です。わかりました。 

【○○委員】そうすると、もう１度、しつこいようですが、主としてユーザー側の○○委

員に伺いますが、この注意書き、もちろんまじめに読めば当然それは考えられる。 

 それから、もう１つは、幸か不幸か、この薬物はかなりの臨床経験が実はあるんですね。

人体薬を使っての臨床経験をお持ちの方はかなりいる。ですから、経験的にはどう扱うべ

きかということはわかっているけれども、ここでの審議を経て、新規に出るわけですから、

それとは関係なく、筋の通った文言で表現しなければならないと思うんです。その場合に、

○○委員、この表現で何か修正を加える必要があるかどうか、そこら辺で御意見をいただ

けますか。 

【○○委員】実はセボフルランという薬は現在麻酔薬の中では非常に単価が高いんですよ。
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ですから、安全性とか、あるいは動物に麻酔をかけるときの、特に疾患が重い状態、開胸

するとか、心臓をとめて手術するとか、そういうケースではセボフルランを使っているケ

ースがあるんですが、一般的にはイソフルランの方が単価が安いので、今一番普及してい

る薬はイソフルランです。ハロタンの例が出ていますが、フロセンはほとんど使われなく

なりつつある薬ですね。 

 そうしますと、今、人体薬として売られているものを使用しているわけですから、獣医

師の裁量権で責任を持って使うということで使っているわけですが、今度は動物薬として

許可になれば、これはその範囲から外れますね。要するに獣医師がだれでも使用して構わ

ない薬ということになりますので、恐らく値段が安くなると普及してくるんですね、一般

臨床家の中に。 

 もう１つは、この麻酔薬を使うには、気化させる道具、気化器という道具が必要になり

ます。これが非常に高いんです。ですから、この麻酔薬を導入したいと思う人は気化器も

買わなければいけなくなりますので、当然、買った以上は使用しないといけませんね。ユ

ーザーの立場の意見で申しわけないですが。マスクで導入した場合に、ほかの薬剤と比べ

て非常に麻酔深度は早く得られるとか、挿管がしやすいとかというデータがたくさん出て

いるんですが、現実にはそんなことで挿管する獣医師はほとんどいません。現実には前投

与薬で挿管をしてから、ガス麻酔を使うのが一般的ですから、そうすると前投与薬がきい

ている間はガス麻酔濃度はゼロか、もしくは非常に低濃度で酸素と一緒に吸入させるわけ

ですね。そして、前投与薬は何を使うかで、どれくらいの時間で前投与薬が切れるかとい

うことに合わせて、今度は吸入麻酔薬の濃度を上げていくという手法を使うんですよ。 

 ですから、前投与薬の種類によって痛みが出てくる時間がどれくらいかということは差

があるわけですね。そのときに、もう既に手術に入っている段階で、疼痛があらわれます

と、動体といって動物が動いてしまいます。そのために、動くと手術がやりにくいので、

当然濃度を上げて、深麻酔、そのときに呼吸が止まる事故が起こるんです。 

 ですから、その辺について新たに動物薬として認可をいただけるのであれば、僕はその

点を単に呼吸抑制があることがあるという報告があるという記載だけではちょっと物足り

ないかというふうに感じて御意見を申し上げたわけです。 

 以上です。 

【○○委員】先生方、今の御意見十分に御理解いただけたと思うんですが、表現を変える

ことで、より安全に対応できるということで、何か良い表現はありませんか。 
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【○○委員】４番のハロセン麻酔に比べ強い呼吸抑制作用を示す報告があるので、麻酔深

度については十分モニタリングをしながら注意することぐらいは書いてほしいですね。 

 でも、僕がこんな文言を決めるのはおかしいんですよ。メーカーが決めなければいけな

いと思います。 

【○○委員】本来はね。 

【○○委員】私がここで文言を提案するのは変だと思って言わなかったんですがね。 

【○○委員】ただ、ＰＬ法の絡みからいきますと、当然メーカー側でこれは何らかの対応

をしなければなりません。ですから、どうでしょうか。そこら辺のところをもう１度メー

カーによく正して、本質論はこれでいいのだと思うんですが、より安全のための表現を加

えるというようなことを宿題にするのがよろしいかなと思うんですが、どうでしょうか。 

【○○委員】その方がいいと思います。 

【○○委員】先生方、よろしいでしょうか。 

 どうぞ。 

【○○委員】その後ろの適用上の注意の（３）に､「麻酔中は、犬の呼吸を注意深く監視

し、必要に応じて酸素補給や補助換気を行い、場合によっては併用を行うこと」というこ

とでは避けられないのですか。先ほどの注意事項のハロセンに比べて呼吸抑制作用を示す

報告があって、どうしても深度維持するために用量が過剰というか、ある限度を超える危

険性のあるとき、この適用上の注意ではとてもカバーできない事故になるというんですか。 

【○○委員】これ、どうでしょうかね。急激な濃度の変化に問題があるんですよね。そこ

ら辺がちょっと一言加われば、あるいはこれと組み合わせて十分表現はできているという

ふうにも考えられますね。 

【○○委員】麻酔中は注意深く監視し、用量を増す場合はどうするというような表現にな

るのでしょうか。 

【事務局】私、○○委員のお話をお聞きしていて、多分、通常の先生方は今イソフルラン

を使われているわけですね。もしこれが承認になったら、セボフルランを使ってみようか

なということになって、高い器械を買われて、使ったときに、イソフルランと同じような

感覚で使われると、麻酔の深度が深くなる、犬の状態を見ながらやると、必然的に深くな

ってしまう。そのときに事故が起きる可能性があるということを御懸念されての御意見だ

と思いますので、そういったことが起こるかもしれませんから注意してくださいと記載す

るというのはいかがでしょうか。これはイソフルランの類縁薬ですけれども、いわゆる麻
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酔の深度がどうしても深くならないと効きませんから、深くしなければならない場合には、

こういう事故が起きる可能性があるので、十分注意してくださいねということを具体的に

ここに書いた方がいいのかなというふうに思ったんですが。 

【○○委員】そうですね。 

 一般論として、どうもお役所の傾向として、同じ言葉で、あっちの薬もこっちの薬も統

一したいという、いや、何となく気持ちはわかるのですけれども、８割、９割はそうであ

っても、この個性を生かす表現が１行なり、項目の中にあってもいいのではないかなと。

これはその都度その薬が１つの顔を持っているわけですから、やはり特異なものがそこに

加わっても、これは差し支えないと思うんですね。ですから、まさにこれの場合には１つ

の例ではないでしょうか。 

【事務局】今の話はＰＬ法に非常に絡んでくる話だと思いますので、申請者、要するに販

売する方がきっちり文言を決めて、こういうふうに書かせていただきますというふうにす

るべきだと思いますので、今の趣旨を事務局の方から申請者に伝えまして、それで申請者

の方でしかるべき文言をこの使用上の注意に加えるということでどうでございましょうか。 

【○○委員】今の事務局の御発言でいかがでしょうか。大方の先生は、というよりも、そ

れが一番良いと思います。 

【○○委員】概要の 171 ページを見ますと、「有害事象の内容ならびに発現頻度」という

のがありまして、Ａ－88 というのはイソフルランですね。維持麻酔中のケースで、呼吸

数低下とか、低体温とか、低血圧が起こる、そういう頻度はイソフルランより低かったと

書いてあるんですね、この臨床試験で。そうすると、例えばイソフルランよりも、実際の

ユーザーとしては、イソフルランにはこういうふうに書いてあって、それ以上何か危険そ

うなことを書くということになると、恐らくメーカー側はそれをできればしたくないとい

うことになって、実際にこういうデータがあるとすると、なかなか難しいのではないかと

いうふうに僕は思ったんですけれど。 

 データとして出てきているわけですね。 

【○○委員】そうです。一応はね。 

 ただいま○○委員の御発言もこの資料の中に載っておりますので、ごもっともだと思い

ます。 

 ただ、いいことかどうかは別としまして、現実にいわゆる人体薬を使用しての臨床経験

が実はかなり定着している。ですから、慣れている方は全く問題ない。ここで問題になる
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のは、世に出たときに、今までお使いにならなかった先生がその能書きどおりにぱっと使

ってということだと思うんです。 

 ですから、しつこいようですが、先ほども私申し上げましたが、人体薬の延長上で物を

考えるのではなくて、動物用薬としてやはり必要最小限の注意は喚起しなければならんだ

ろうと思うんですね。 

 ですから、やはり今のような御意見も踏まえた上でメーカー側と本音の話を事務局がし

ていただいて、その上で筋の通った注意書きができれば、これは問題なかろうかと思うん

ですが、先生方、いかがなものでしょうか。 

 ということで、これは本質的には承認の方向でもいいのではないかと。ただ、より安全

に利用されるためのいまひとつ味つけが必要だろうと。今の議論の中からそう解釈いたし

ましたが、どなたかそれは違うよというような異論をお持ちの先生方、いらっしゃいまし

ょうか。 

【○○委員】私はそれで結構です。 

【○○委員】○○委員、事務局に預けてちょっと練ってもらうということで……。 

【○○委員】そうですね。○○委員の御指摘は多分メーカーはそう考えると思うんですが、

実はセボフルランを使うと、今まで使った麻酔薬と比較して、最初に申し上げたように、

かなり濃度が高くないと鎮痛作用が維持できないという、そのことといわゆる呼吸抑制と

は非常に深い関係にあることが実はデータの中では示されていないんですよね。だけど現

実にはそういう性格を持った薬、性質を持った薬、薬剤だというふうに我々は認識してい

るんですね。 

 そうしますと、使用上の注意の中の適用上の注意で、「なるべく蘇生設備や呼吸維持に

必要な設備がある所で使用すること」と。「なるべく」と書いてあるんですね。これはそ

の後の取扱い上の注意の中で「麻酔技術に熟達した専門獣医師が使用すること」となって

いる。非常に、何ていうのか、どなたでも使用できますよ、装置さえあれば使えますよ、

安全性は高いですよ、今までのイソフルランやハロタンと比べたら十分こっちの方の安全

性も高いしということで、安全に関する美辞麗句をうたいながら、ちょっと呼吸抑制があ

るので注意して使ってください、専門的な技術を持っていないと使ってはだめですよと。

何か非常に――変ですか、僕が言っていることは。おかしいですかね。 

【○○委員】そうですね。「なるべく」は本当はとってしまった方が……。 

【事務局】「なるべく」というのはちょっとおかしいですね。 
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【○○委員】これは全体を曖昧にしていますね。むしろ……。 

【○○委員】曖昧さがあります。 

【○○委員】多分表現のこういうところどころに出てくる曖昧さが、逆に言うと、何てい

うか、このもの自体をぼやっとぼやかしてしまっているんです。やはり麻酔薬ですから、

扱い方一つ間違えば当然死に至る。ですから、こういうあいまいな文章はむしろ切り取っ

て、また蘇生その他の装置は、大体吸入麻酔をやる施設だったら持っているはずとは思い

ますけれどね。一番怖いのはやはりこういう入り口から安易に飛びつかれた、今まで経験

のない方が安易に飛びついて、それで事故を起こしてということがやはり問題になると思

いますので、このあいまいな表現もとった方がいいのではないかと、そういうような気が

いたしますね。 

 それで、これは際限がありませんけれども、いかがですか。一応承認ということにして、

この字句の訂正等々、少し積極的に事務局でメーカー側とディスカスしてもらう。改善可

能な限り、そして役所の言葉として問題のない限り、この筋を通すということでどうでし

ょうか。 

 先生方、それでよろしいでしょうか。 

【○○委員】それで良いと思います。特に○○委員がおっしゃった鎮痛を抑えるために上

げるというときに、実際に使われる方が危ないという認識ですので、その辺ははっきりと

ディスカッションをしっかりしていただきたい。 

【○○委員】そうですね。特に結局急激な濃度の変化――変化といっても下げるのではな

くて、上げる方ですね。そこら辺のところで懸念があるよということ、ここら辺をポイン

トにしてどうでしょうか、よく話していただくと。 

 で、よろしいですか。 

 それでは、これは承認ということにして、その必要な事務上の手続をもう少し詰めてい

ただくということでいかがでしょうか。 

【事務局】ありがとうございました。 

 それでは、本剤につきましては、まず○○委員から御指摘がありました純度試験の記載

というものを確認して整備させていただきます。 

 それから、○○委員から御指摘がありました鎮痛抑制と呼吸抑制についてのメーカーの

コメント、これもいただいておきましょうか。メーカーの方から鎮痛抑制と呼吸抑制につ

いてのコメントをもらっておくこと。 
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 それから、今御議論いただきました使用上の注意の本剤の使用における危険性について

の記載ですね。そういったことがしっかりわかるような形で使用上の注意の文言を加える。

この点については事務局と申請者とで話し合って決めるということで、これらの点を条件

いたしまして、承認を可として、薬事分科会に報告させていただきます。 

 なお、再審査期間は、新有効成分含有動物用医薬品ということで６年間というふうにさ

せていただきます。 

 また、本剤は劇薬指定ということにさせていただきます。 

 

     【新効能動物用医薬品】（輸入承認事項変更承認） 

      ③フォルテコール錠５ｍｇ 

 

【○○委員】それでは、次へまいりましょう。 

 同じく一般医薬品調査会関係で、③フォルテコール錠５mg の輸入承認事項変更承認と

いうことでございまして、これも○○委員から説明をお願いいたします。 

【○○委員】フォルテコール錠５mg は、ノバルティスアニマルヘルス株式会社から申請

されました塩酸ベナゼプリルを有効成分とする錠剤で、効能・効果に猫用の慢性腎不全に

おける尿蛋白の漏出抑制を追加するものであります。 

 平成 16 年４月 15 日、７月 20 日及び平成 17 年７月 19 日の動物用一般医薬品調査会で

審議され、事前の審査審議を終了し、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黒の３番を御用意くださ

い。中ほどに黄色のタグで申請書写というのがありますので、そちらをお開きください。 

 本製剤は、ノバルティスアニマルヘルス株式会社から輸入承認事項変更承認申請されま

したフォルテコール錠５mg でございます。 

 本製剤は、塩酸ベナゼプリルを主剤とする錠剤でございまして、次のページの中ほど６

のところに効能・効果を示しておりますが、これまでは上段の犬の僧帽弁閉鎖不全におけ

る慢性心不全の症状の改善という効能・効果でございましたが、今般それらに、その下に

示します猫の慢性腎不全における尿蛋白の漏出抑制という効能・効果を追加したいという

申請でございます。 
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 塩酸ベナゼプリルの猫に対するこういった効能・効果は初めてございますので、新効能

動物用医薬品ということで御審議を願います。 

 それでは、本剤の概要について御説明させていただきます。概要書とありますタグをお

開きください。 

 最初に目次がありまして、まずはⅠ－２ページをお開きください。 

 猫の慢性腎不全は年々増加傾向にあるようでございまして、現在の治療法といたしまし

ては根本的な治療は見込めず、経口の吸着剤の投与ですとか、利尿剤、食餌療法などの対

症療法が主流となっています。近年、アンジオテンシン変換酵素阻害剤がその治療薬とし

て注目をされているところでございます。 

 この塩酸ベナゼプリルは、Ⅰ－３ページの図に示しますように、腎臓の輸出細動脈が拡

張されて、腎糸球体内圧が降下し、また、メサンギウム細胞の増殖が抑制されまして、ネ

フロンの機能消失や尿蛋白の漏出を改善するという効果があるようでございます。 

 Ⅰ－５ページには外国での承認状況を示しますが、猫の慢性腎不全の適応症の追加とい

うものは全部で 17 カ国において承認されてございます。 

 少し飛びますが、Ⅶ－１ページをお開きください。安全性試験でございますが、猫 24

頭を雌雄各３頭ずつに分けまして、本剤の１倍量、３倍量、５倍量を 28 日間にわたって

投与しまして、体重、飼料摂取量、一般臨床症状、血液学的検査、血液生化学的検査、主

要臓器の肉眼所見、組織学的検査を実施いたしました。 

 その結果を表Ⅶ－１に示しますが、本剤投与群には軽微な下痢が散発的に見られました

が、本剤の投与による影響ではないというふうに判断されました。 

 それから、血液及び血液生化学的検査では、全群におきまして正常範囲内ということで

した。 

 以上のことから、本剤を毎日経口投与しても有害作用は見られませんでしたということ

でございます。 

 次に、１年間の慢性毒性試験というものを行っております。次のⅦ－２ページになりま

すが、雌雄各６頭の猫に本剤を２mg／kg／day、それから 10mg／kg、20mg／kg を１日１回

１年間にわたりまして投与しましたところ、次のⅦ－３ページの表に示しますように、い

ろいろ細かい変化はあったのでございますが、総じて特筆すべき変化というものは認めら

れず、耐容性を示したというふうに結論づけられてございます。 

 次に、Ⅷ－７ページをお開きください。この塩酸ベナゼプリルの実験的慢性腎不全モデ
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ル猫への影響を見た試験でございますが、実験的に作成した部分腎摘出モデルの猫にこの

表Ⅷ－７に示しますように、本剤を２週間投与いたしまして、投与終了後７日目に血圧及

びＲＡＡ系因子を測定いたしました。 

 その結果、次のページの表Ⅷ－８に示しますように、血圧は、本剤投与により、投与前

に比べ低い値になりました。また、ＲＡＡ系への影響につきましては、アンジオテンシン

Ⅰ、Ⅱ及びアルドステロンの各血中濃度は、本剤投与前に比べて低い値となりました。 

 それから、自然発症の慢性腎不全の猫を用いました本剤の尿蛋白に対する影響につきま

して調べた試験がⅧ－８ページの２）になります。６頭の猫に１週間ごとに暫時増量させ

て本剤を 24 週まで投与いたしまして、１週間の１回、臨床症状、ＢＵＮ、血中クレアチ

ニン、血中リンの各濃度及び尿蛋白について観察いたしました。 

 その結果をⅧ－10 ページからの表に示しますが、ＢＵＮ、血中クレアチニン、血中リ

ンの濃度は開始時に比べて 24 週目では低下しておりました。尿蛋白につきましても投与

後１週目から有意な減少が認め、24 週ではすべての猫で尿蛋白が検出されなくなりまし

た。 

 続きまして、Ⅹ－３ページをお開きください。血漿のベナゼプリラート体内動態のパラ

メータをまとめて示したものでございますが、本剤を単回経口投与した際のＴｍａｘは２～

４時間、平均滞留時間は長く、平均値は 23 時間でございました。 

 また、反復投与では、半減期が 12.6 時間で、１日１回投与を２～３回反復することで

血漿中ベナゼプリラートの濃度は定常状態に達するということでございます。 

 続きまして、ⅩⅡ－１ページをお開きください。臨床試験でございます。 

 国内での臨床試験は、21 施設 61 症状につきまして、本剤 0.5mg／kg を１日１回投与い

たしまして、臨床検査、血液検査、尿検査を実施いたしまして有効性を判定いたしました。 

 そうしましたところ、臨床検査では、本剤投与群とプラセボ群とでは有意差は認められ

ませんでした。 

 血液検査では、ⅩⅡ－４ページの図ⅩⅡ－１にＢＵＮの変動を示しておりますが、それ

から次の次のページのⅩⅡ－７ページの図ⅩⅡ－５には血清クレアチニンの変動値という

ものを示しておりますが、いずれも有意差はありませんでした。 

 それから、尿検査ではⅩⅡ－12 ページの図ⅩⅡ－９に示します尿蛋白の変動を示して

おりますけれども、ここでも有意差は認められませんでした。 

 しかし、次のページの図ⅩⅡ－10 に示しますいわゆるＰＣＲの変動におきましては群
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間に有意差を認めたというところでございます。要するにこのＰＣＲだけ投与群とプラセ

ボ群とで有意差が認められたということでございます。 

 それから、その他の項目としまして、同じⅩⅡ－13 ページの下の（２）「獣医師による

クオリティーオブライフ向上および有効性の判定」ということでございますが、この評価

を次のページの図ⅩⅡ－11 に示しますが、試験群は対照群に比べて有意にクオリティー

オブライフを改善させるような結果が得られなかったということでございます。 

 しかし、本剤の有効性につきましては、その下の図になりますが、図ⅩⅡ－12 に示し

ますように、被験薬の有効性というものが有意にあったというふうに判断されているとこ

ろでございます。 

 以上の結果から本剤の有効性は、先ほど言いましたようにＰＣＲの点で有意差があった

ということと、今の図ⅩⅡ－12 における獣医師の判断というところで有効性があったと

いうことで、効果があったというふうに結論づけられているものでございます。 

 済みませんが、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、７の欄に示しますように、16 年４月 15 日、７月 20 日、それ

から 17 年７月 19 日と３回の動物用一般医薬品調査会で御審議をいただきまして、まず最

初の審議では臨床試験で有効性を明確に示すようにという御指摘を受けまして、その後、

最初に記載されていた効能・効果がきちんとデータ上明記されていないということで、効

能・効果をきちんと示すデータをつけなさいよ、そういう指摘をしたのですけれども、改

めて試験をするというのはなかなか難しいので、今あるデータの中でどういう効能・効果

が言えますかというふうな判断を申請者がいたしまして、効能・効果の表記を今回お示し

しています慢性腎不全における尿蛋白の漏出抑制に改めてきまして、７月 19 日の調査会

で了承されまして、本部会に上程して差し支えないとされたものでございます。 

 再審査期間につきましては、このものは新効能動物用医薬品ということでございますの

で、２年間というふうにするということでございます。 

 それから、本剤の毒・劇薬の指定につきましては、これはそもそも犬用の僧帽弁閉鎖不

全による慢性心不全に対する医薬品として承認されているのですけれども、現時点では

毒・劇薬には指定されていません。今回の事項変更で対象動物に猫が追加されるというこ

とになるわけですが、猫に対しましても、特に安全性試験において問題になるというデー

タはありませんので、今回の猫に対する効能・効果を追加するに際しましても毒・劇薬に

は指定しないということで御提案させていただきます。 
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 以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

【○○委員】それでは、ただいまの説明につきましてまず御質問、それから御意見を伺い

ます。 

 どなたか御発言ありますか。 

【○○委員】質問でも意見でもないのですけれども、文字の訂正をお願いしたいと思うん

ですけれど、申請書の写しの別紙３のところにちょっと太字で書いてある「重量偏差試

験」というのがありますけれども、これは「質量偏差試験」に直しておいていただきたい

と思います。 

【事務局】はい、わかりました。 

【○○委員】ほかには御発言ございませんか。 

 よろしいですか。 

 確認しておきたいのですが、審議経過票の４枚目ですか、使用上の注意、この要指示薬

の表現ですが、ぜひこれは前へ出すという習慣をつけていただきたいと思います。 

【事務局】はい、一番上に持っていきます。 

【○○委員】ほかには御発言ございませんか。 

 特にないようです。 

 それでは、承認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、新効能動物用医薬品ということで、２年間というふうにさせてい

ただきます。 

【○○委員】それでは、次なんですが、唐突ですが、この時計で 10 分弱になりますが、

８分ばかり休憩にしたいと思います。３時半から次を開始しますので、○○委員よろしく

お願いします。 

 

〔暫時休憩〕 

 

     【新投与経路動物用医薬品】（輸入承認） 

      ④ラーバデックス１％ 
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【○○委員】それでは、始めましょう。 

 次は、同じく一般医薬品調査会関係ですね。議事次第（１）の④のラーバデックス１％、

これの輸入承認の可否について、○○委員から説明をお願いします。 

【○○委員】ラーバデックス１％は、ノバルティスアニマルヘルス株式会社から申請され

ましたシロマジンを有効成分とする産卵鶏舎内のハエの幼虫の駆除剤であります。 

 平成 17 年２月 14 日の動物用医薬品残留問題調査会、２月 15 日及び７月 19 日の動物用

一般医薬品調査会で審議され、事前の審査審議を終了し、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黒の４番を御用意くださ

い。これも先ほどと同じように真ん中に黄色いタグで申請書写しというのがありますので、

そちらをお開きください。 

 本剤は、ノバルティスアニマルヘルス株式会社から輸入申請承認されましたラーバデッ

クス１％でございます。 

 本剤は、ＩＧＲでございますシロマジンを主剤とする飼料添加型の駆除剤でございまし

て、本剤をえさにまぜて鶏に投与し、その鶏の糞、鶏糞中に本剤が残ることでウジの発生

を抑えまして、結果として産卵鶏舎内のハエの幼虫の駆除を効能・効果とするものでござ

います。 

 シロマジンは既に承認されている成分でございますが、こうした飼料添加で用いるもの

は初めてですので、新投与経路動物用医薬品として御審議を願います。 

 それでは、本申請の添付資料につきまして御説明させていただきます。概要書というタ

グがありますので、そちらをお開きいただいて、目次がありまして、その後のⅠ－２ペー

ジをお開きください。 

 シロマジンは、ハエ等の双翅目の昆虫の幼虫に特異的に作用いたしまして、クチクラ層

周辺を菲薄化または硬化させることにより、幼虫の発育を阻害するＩＧＲ剤でございます。

具体的には図Ⅰ－２に示しますように、幼虫の時期に作用し、次のステージに進めないよ

うにするというものでございます。 

 シロマジンを主成分とする製剤は、その下の表Ⅰ－１に示しますように、ネポレックス

という散布剤が既に承認されてございますが、これは鶏糞などハエの発生源に動力噴霧機

を用いて散布するというものでございますが、養鶏場での薬剤散布に要する労力ですとか
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経費、こういったものが増加する傾向にございまして、今般こうした飼料添加のシロマジ

ンということで輸入承認申請したいと。労力の低コスト化を図りたいというものでござい

ます。 

 こうした飼料添加剤による方法によりますと、いわゆる鶏舎の構造ですとか規模、こう

いったものにかかわらず、ハエの発生源であります鶏糞にシロマジンを効率的に含有させ

ることができ、散布に要する人件費だとかそういったものを大幅に削減することが可能に

なりまして、養鶏経営上の利点も大きいというものでございます。 

 次に、Ⅰ－８ページをお開きください。Ⅰ－８ページとⅠ－９ページには本剤の外国で

の使用状況を示したものでございますが、本剤は 20 カ国以上で承認、販売されておりま

して、その使用状況はⅠ－９ページの表Ⅰ－８に示しますように、米国を中心に幅広く使

用されているというものでございます。 

 続まして、少し飛びますが、Ⅲ－１ページをお開きください。安定性試験でございます。

実生産スケール３ロットにつきまして長期保存試験を実施しましたところ、36 カ月間の

安定性が確認されてございます。 

 続きまして、Ⅳ－１ページをお開きください。急性毒性試験でございます。マウス、ラ

ットにおける経口、腹腔及び皮下投与による急性毒性試験でございますが、表Ⅳ－１の中

段、中ほどに各ＬＤ50 を示しておりますが、いずれも毒性は低く、種差、性差はないとい

うふうに考えられてございます。 

 続きまして、Ⅶ－１ページをお開きください。ちょっと飛びますが、安全性試験でござ

いますが、各群 10 羽の産卵鶏を３群用意いたしまして、常用量群、10 倍量群、対照群と

いたしまして、本剤を 28 日間連続投与し、投与後７日まで、一般状態や体重、飼料摂取

量などを観察項目といたしました。 

 その結果を次のページから示しますが、まず一般状態には特に変化は認められず、体重

にも有意差は認められませんでした。 

 それから、飼料摂取量、産卵率、卵重も被験物質、本剤による影響というものはなかっ

たということでございます。 

 それから、血液学的検査では単球の出現率が 10 倍量群で有意な低下が認められ、血液

生化学的検査では、血糖とナトリウムの有意な差が認められておりますが、投与前の検査

値と比較いたしますと、いずれも有意差は認められませんでした。 

 それから、剖検所見につきましては、特記すべき所見は見られず、臓器の重量でも有意
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差は認められませんでした。 

 以上の結果から本剤の安全性には問題がないものと判断されてございます。 

 続きまして、薬効薬理試験でございますが、Ⅷ－９ページに、産卵鶏に本剤 1.5ppm を

飼料添加で投与して、そのときのハエの発生予防効果の比較試験を実施しておりますが、

まず試験１では２つの養鶏場のうち、一方には本剤を飼料添加し、他方は無投与としまし

て、そこからとった鶏糞サンプルからハエ幼虫の数、ハエの種類というものを同定しまし

た。 

 その結果をⅧ－10 ページに示しますが、イエバエの幼虫数の減少というものは認めら

れましたが、ヒメイエバエでは効果は認めらなかったということでございます。 

 そこで、今度は試験の２、試験の３といたしまして、投与量を５ppm にふやしまして、

同様の試験を実施いたしましたところ、次のページの表Ⅷ－５、それから表Ⅷ－６に示し

ますように、ハエの幼虫の著しい減少が見られました。したがいまして、本剤を５ppm 飼

料添加し、２～４週間連続して投与することによって、顕著なハエの発生予防効果がある

というふうに結論されているものでございます。 

 続きまして、ⅩⅡ－１ページからで臨床試験になります。まず岡山県におきまして、表

ⅩⅡ－１の飼料区分という表があるのですが、この表に示しますように、5.0ppm 群と

2.5ppm 群、それから対照群を用意いたしまして、次のページの調査項目に示す項目を調

べましたところ、サナギの発生数、それからサナギの発生スコア、ハエ幼虫の発生実数に

おいて対照群と有意差が認められまして、本剤を５ppm 飼料添加することで確実なハエの

発生防止効果が持続的に得られるというふうに結論されてございます。 

 また、副作用等の有害事象も見られなかったことから、安全性にも問題はないというふ

うになってございます。 

 それから、ⅩⅡ－５ページからは香川県の農場で実施した臨床試験でございますが、こ

こでは本剤を５ppm 飼料添加し、28 日間投与したということでございますが、ⅩⅡ－７ペ

ージの図に示しますように、観察期間中のハエの幼虫数は対照群より低く、死亡ハエ幼虫

数は逆に高いという結果になりました。 

 最後に、ⅩⅢ－１ページの残留試験でございます。本剤を鶏に 28 日間連続投与し、投

与開始後 14 日、投与終了後２時間、１日、３日に主要臓器について本剤の残留を調べま

したところ、まず主要臓器につきましては、ⅩⅢ－６ページの表にまとめてありますが、

投与終了後１日ですべての臓器から検出されなくなりました。 
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 また、卵につきましては、次のページの表ⅩⅢ－４に示しますように、投与後３日で卵

白の全試料が、卵黄ですと、３例中２例が検出限界以下になってございます。 

 これらの結果から、残留問題調査会で御審議の際、当初事務局の方からは使用禁止期間

は設定しなくてもいいのではないかというふうに御提案させていただいたところでござい

ますが、卵については差し支えないが、鶏肉については安全性をとるということで、検出

されない２ポイントをもって使用禁止期間と設定するという基本的なコンセプトに基づい

て２日間の使用禁止期間を設定するというふうに審議結果をいただいてございます。 

 それでは、一番最初に戻りまして審議経過票をご覧ください。 

 本剤につきましては、まず 17 年２月 14 日の残留問題調査会、それから次の日の２月

15 日、それから７月 19 日の一般薬の調査会で御審議いただきまして、残留問題調査会で

は先ほど申しましたように、２日間の使用禁止期間を設けること。一般薬調査会の方では、

最初の審議ではシロマジンが含有する鶏糞が草花の肥料として使用された場合の土壌に対

する影響を説明しなさいという指摘事項をもって一旦継続審議となりましたが、そのシロ

マジンの分解産物ですとか半減期、その場合の濃度等をもって土壌には影響しないという

回答をもちまして一般薬の調査会での事前の調査審議を終了いたしまして、本部会に上程

して差し支えないとされたものです。 

 また、再審査期間は、新投与経路動物用医薬品ということで６年というものでございま

した。 

 なお、本剤の毒・劇薬の指定につきましては、先ほども説明しました概要Ⅳ－１ページ

の急性毒性試験のところなんですけれども、マウス、ラットのＬＤ50 は、この表の中に示

しますように、劇薬の指標でございます 300mg／kg をはるかに上回っている値になってご

ざいます。したがいまして、シロマジンを主剤とする、先ほど言いました既承認の散布剤

のネポレックスも毒・劇薬には指定されていませんし、本剤の安全性試験においても目立

った有害事象は認められていないということから、このラーバテックス１％につきまして

も毒・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。 

 以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

【○○委員】それでは、ただいまの説明につきまして御質問、あるいは御意見等ございま

したらどうぞ。 

 どなたか御発言ございませんか。 

【○○委員】１点伺いたいのですが、対象動物に対する注意の中で肉用鶏には投与しない
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というのは、先ほどの２日間待てば産卵鶏でも肉用に供しても構わないという御報告と矛

盾しないのですか。なぜ制限をしているのですか。 

【事務局】このものは、使用上の注意の……。 

【○○委員】飼養形態で、高床式以外は使用するなということで、肉用鶏はだめだと、そ

ういう意味ですか。 

【事務局】そうです。 

 これは使用上の注意の一般的注意の（３）のところに「高床式雛壇鶏舎にのみ使用する

こと」というふうになっていまして、つまり、ネポレックス、散布剤が使えないようなと

ころで使ってくださいというふうな製剤でございます。当然高床式雛壇鶏舎というのは産

卵鶏になりますので、そこでしか使わないというものになっています。 

【○○委員】よろしいですか。 

 ほかには御発言ございませんか。 

 特にないようですね。 

 それでは、承認といたします。 

【事務局】ありがとうございました。 

 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、再審査期間は新投与経路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。 

 

     （２）動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正について 

     〔動物用医薬品残留問題調査会関係〕 

 

【○○委員】唐突ですが、これにただいまの製剤に関するものが議事次第の（３）ですね。

これに飛びまして、ラーバテックス１％、これに伴う動物用医薬品の使用の規制に関する

省令の一部改正ということのようです。これについて。 

【事務局】これもあわせて御審議をお願いいたしたいと思います。 

 事前に配付させていただきました資料№９番、２枚紙なんですけれども、これをご覧に

なっていただきたいと思います。 

 先ほど御説明いたしましたように、残留問題調査会の方から使用禁止期間２日間を設定

するようにという御審議結果がありますので、それによって動物用医薬品の使用の規制に
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関する省令を一部改正するというものでございます。 

 具体的にはこの１枚目の別表１というところに示しますように、医薬品の欄に「シロマ

ジンを有効成分とする飼料添加剤」というのを加えまして、使用対象動物は「鶏」、用法

及び用量は「飼料１ｔ当たり５ｇ以下の量を混じて経口投与すること。」、使用禁止期間は

「食用に供するためにと殺する前２日間」という文言でございます。 

 これをこの別表１に加えるという省令の一部改正でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

【○○委員】ただいまの説明につきまして御質問等ございましょうか。 

【○○委員】この鶏というのはブロイラーもレイヤーも含めてという話…、先ほど○○委

員の話もあるのですけれど、そちらの方も意識してということですか。 

 使うのは産卵鶏、あるいは高床式で使うだとか、そういうことになるのでしょうけれど

…平飼いではないということでしょうか。 

【事務局】本剤は、先ほど御説明しましたように、産卵鶏にしか使いません。したがって、

ここに書いてある鶏というのは産卵鶏しか考えていませんので……。 

 通常産卵鶏を除くという表現はあるのですけれども、肉用鶏を除くという表現をとって

いるものがないものですから、コンセプトとしては当然肉用鶏には使えませんので、ここ

に示します鶏は肉養鶏を除いているものを対象としています。 

【○○委員】我々は説明を聞いていてわかるのですが、一応これは鶏としたとき、鶏の中

には肉用鶏と採卵鶏という２つの種類があるので、両方指しているなら、その両方にすれ

ばいいし、片方なら、例えば採卵鶏だとか、産卵鶏とか、そういうふうにすべきと思うん

ですね。 

 要するにブロイラーでもケージ飼いして、糞が下の方に落ちるようなものであれば、ブ

ロイラーのケージ飼いでも使えるわけですよね。ブロイラーは普段は平飼いでやっていま

すけれど、ケージ飼いをした場合にはブロイラーにも使用して、そこから落ちてくる糞の

中にこの薬が入っていれば、ハエ、ウジだとかそういうものの防止になるということにな

るわけですね。 

【事務局】はい、使えます。 

【○○委員】そうすると、そういったことでオーストラリアあたりは 10 倍量の強いもの

でやって、ブロイラーも採卵鶏も使うというようなことをやっているのかなと思うんです。 

【事務局】はい、そうです。 
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【○○委員】ということは将来を見越していくと、今は対象として産卵鶏でしか使わない

けれども、将来的にはどうなのかということがあるから、ここは鶏としておけばブロイラ

ーも、先々のことを考えるとそうなるのですが、ただ、ブロイラーの場合はブロイラーで、

採卵鶏と違って、えさの摂取量だとかいろいろ違いますよね。 

【事務局】はい。 

【○○委員】ちょっとそういうのがあって、小さなところで、大変申しわけなかったので

すけれど。 

【○○委員】○○委員、よろしいですか。 

【○○委員】はい。 

【○○委員】恐らく、私、毎度言うとおり、役所の言葉というのは急には変えられないと

いう、何か難しいことがたくさんありましてね。ですから、よくわかるんですけれども、

やはりある意味ではだれが見ても理解のできる表現、一般大衆にも誤解のないような表現

というのは情報公開の時代にはこれからますます重要になってくると思うんですね。です

から、折に触れ、こういうものの見直しといいますか、より効果的な表現というのはやは

り考えていかなければならない。そういうことではないかと思うんで、これはいずれ、い

つかわかりませんが、長い時間をかけた宿題ではないかと思います。 

 ということで、先生方、よろしいでしょうか。とりあえずここは……。 

 鶏はまずいですか。 

【○○委員】いや、そういうことではなくて、この使用のコンセプトの今の説明でよくわ

からないのですけれども、休薬期間は肉用鶏でなければなぜ定まっているのですか。 

【○○委員】肉用鶏でなければというのもちょっと問題があるんですよ。産卵鶏でも廃鶏

になったときに一部食鳥処理に送られるんですね。そのときに、やはり我々の実際食べる

ものとして入るのが筋肉の部分と卵管と卵巣なんですね。そういったところは実際に食べ

る方にまわされ、後は加工されることになります。 

【○○委員】よろしいですか。 

【○○委員】はい。 

【○○委員】大体そうですね。鶏というのは採卵の期間は２年間ぐらいですよね。 

【事務局】はい、そうです。 

【○○委員】２年も卵をとったら、後はそこそこ肉になっているわけですね。現実には。

ですから、十分この注意書きが生きる可能性があるわけです。 
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【事務局】はい、そうです。 

【○○委員】では、承認といたします。 

【事務局】ありがとうございました。 

 本案につきましては、承認を可とし、薬事分科会に報告させていただきます。 

 

     （３）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） 

      ⑤エトジェシックパラタブ 150、同 300 

 

【○○委員】それでは、引き続きまして、やはり一般医薬品調査会の関係で⑤でございま

す。エトジェシックパラタブ 150、同 300、これの製造承認の可否について、これも○○

委員から説明をお願いいたします。 

【○○委員】エトジェシックパラタブ 150、同 300 は共立製薬株式会社から申請されまし

たエトドラクを有効成分とする犬用の消炎鎮痛剤であります。 

 平成 17 年４月 14 日及び７月 19 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とこととなりました。 

 詳細については事務局から説明があります。 

【事務局】それでは、事前に配付させていただきました資料番号黒の５番を御用意くださ

い。これも中ほどに黄色の申請書というタグがありますので、そちらをお開きください。 

 本剤は、共立製薬株式会社から製造承認申請されましたエトジェシックパラタブ 150、

それから容量違いのエトジェシックパラタブ 300 でございます。 

 本剤は、エトドラクを主剤とする錠剤でございまして、犬の運動器疾患に伴う炎症及び

疼痛緩和、犬の術後の炎症及び疼痛の緩和を効能・効果とするものです。 

 エトドラクは人用医薬品として承認されている成分でございますが、動物用としては初

めてですので、新有効成分含有動物用医薬品として御審議をお願いいたします。 

 それでは、本剤の概要について御説明いたします。今度は緑色のタグで、概要とありま

すので、そちらをお開きください。 

 目次がございまして、１ページ、起源又は発見（開発）の経緯でございます。 
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 本剤の主剤でありますエトドラクは、非ステロイド性抗炎症剤でございまして、その作

用機序は他のＮＳＡＩＤと同様に、シクロオキシゲナーゼ、ＣＯＸ活性の阻害によるもの

と考えられております。ＣＯＸ－２に対する選択性も高いということが示されてございま

す。 

 本剤は、製造承認申請ということでございますが、実は海外で既にでき上がった錠剤を

輸入いたしまして、この申請者はラッピングをするだけということでございますので、実

際このものは外国で使用されてございます。 

 ４ページの表３に示しますように、動物用医薬品としての本剤の承認国の一覧が示され

てございますが、エトジェシック錠としては 10 カ国、パラタブでは２カ国で承認されて

います。 

 エトドラクという成分は人用として既に承認されていますので、物理的、化学的試験は

省略させていただきまして、ちょっと飛びまして、36 ページをお開きください。安定性

試験でございますが、本剤の 150 と 300、それぞれを３ロットずつ用いまして長期保存試

験を実施しましたところ、44 ページ、45 ページにその結果の一覧を示す表がございます

が、36 カ月の安定性が確認されてございます。 

 続きまして、47 ページに急性毒性試験を示していますが、マウス、ラット、犬を用い

た急性毒性試験でございますが、各ＬＤ50 につきましてはこのページの上の方にあります

表に示す値でございます。 

 続きまして、またもう少し飛びますが、67 ページをお開きください。安全性試験でご

ざいます。次の 68 ページの表に示しますように、１群を雄３頭、雌２頭の計５頭といた

しまして、それを３群用意いたしまして、常用量群、３倍量群、対照群としまして、１日

１回、14 日間本剤を強制的に経口投与いたしました。そして、表の中ほどに示します観

察および測定項目として本剤の安全性を評価いたしました。 

 その結果を 69 ページの下の表に示しますが、常用量群、３倍量群ともに一般状態とし

ては嘔吐、血便が見られ、血液学的検査では、次のページになりますが、赤血球数や血色

素量、ヘマトクリット値の低値傾向、それから網状赤血球数や白血球の高値が認められま

した。 

 血液生化学的検査では、コリンエステラーゼの低値、総蛋白、アルブミン及びグロブリ

ンの低値が認められました。 

 剖検所見では胃粘膜及び腸粘膜の赤色化、病理組織学的検査では、胃粘膜の浮腫、腸の
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剥離、糜爛が認められてございます。 

 以上の結果から本剤の主な副作用として、消化管障害が認められていましたが、いずれ

も軽度なものということで、病理組織学的検査でも消化管粘膜の糜爛が認められたものの、

潰瘍や急性炎症像は認められなかったということから、いずれも軽度なものというふうに

判断されて、安全性上問題はないだろうというふうになってございます。 

 続きまして、90 ページをお開きください。8.12 で本剤の有効性、用量決定試験を示し

てございますが、まず慢性股関節形成不全の犬につきまして、91 ページの表の上段に示

しますように、それらを３群に分けまして、本剤を１日１回、８日間投与しまして、その

下の検査項目の欄に示しますように、観察、評価をいたしました。 

 そうしましたところ、次の 92 ページからその試験結果を示してございますが、本剤の

有効性が確認された試験は力価測定台検査という試験でございますが、この表１にその結

果を示しますが、後肢の垂直インパルスは、本剤の投与前に対して有意な増加が示され、

垂直ピーク、頭蓋尾ピーク、頭蓋尾インパルス面積においても有意な改善が認められたと

いうことでございます。 

 それから、100 ページをお開きください。100 ページには本剤の単回投与後の吸収、分

布及び排泄を示しているものでございますが、次の 101 ページの表１に本剤の薬物動態パ

ラメータの値を示しますが、犬での消失半減期は 14.4 時間で、排泄につきましては、103

ページの表２に示しますように、犬におきます主な排泄は糞中であるということがわかり

ました。 

 最後に、117 ページでございますが、臨床試験でございます。 

 118 ページからまず国内の臨床試験を示しますが、被験動物を運動器疾患と手術後に分

けて評価していますが、120 ページから 121 ページまでの表に示しますように、治験群と

投与量、投与期間といたしまして、対照薬はリマダイル錠、またはケトフェン注１％を投

与しまして、観察項目／時期の欄に示しますように、評価判定をいたしました。 

 その結果を 121 ページの下の表に示しますが、まず対象疾患を運動器疾患とした場合、

平均改善率と有効率は対照薬のそれと同等であり、一般臨床症状でも対照群とほぼ同等の

改善が認められました。 

 また、有害事象につきましては、嘔吐や下痢が認められましたが、重篤な症状ではあり

ませんでした。 

 次に、対象疾患を手術後とした場合ですが、122 ページの下の表に示しますように、被
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験薬群の平均改善率及び有効率は対照薬群のそれとほぼ同様に推移いたしました。 

 一般臨床症状も対照薬群とほぼ同等の改善が認められております。 

 また、有害事象につきましては、嘔吐、下痢、過敏――これは神経過敏だと思いますが

――が認められましたが、重篤なものではありませんでした。 

 次に、126 ページからはヨーロッパでの野外有効性試験を示しておりますが、まず、筋

骨格系障害の犬に対しまして、127 ページの表に示しますように、対照薬をメタカム

0.15％経口懸濁液といたしまして、観察項目／時期の欄に示しますように評価、判定をい

たしました。 

 その結果を 129 ページ以降の表に示してありますが、有効性につきましては、被験薬群

と対照薬群との間で平均投与期間、反応率、改善率、これらに有意差はなく、両群の改善

率は高く、両製剤とも有効であるということが示唆されました。 

 安全性につきましては、投与を中止するほどの重篤な胃腸障害を示した例は両群ともに

５頭のみでございまして、両群とも腎機能ですとか肝機能に影響するものはなかったとい

うものでございます。 

 それから、137 ページからは手術後の疼痛についてヨーロッパでの野外有効試験という

ことでございますが、139 ページからその試験結果を示しますが、疼痛スコア、鎮痛スコ

ア、炎症スコアにつきまして、被験薬群と対照薬群では有意差はなく、同等の有効性が示

されました。 

 また、安全性につきましては被験薬群では副作用は認められず、本剤の安全性が確認さ

れたというところでございます。 

 それでは、最初に戻りまして、審議経過票の方をご覧ください。 

 また７番の欄でございますが、本剤につきましては、４月 14 日、それから７月 19 日の

一般薬の調査会で御審議いただきまして、使用上の注意の副作用の項の記載を整備するこ

と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とされたところでご

ざいます。 

 なお、本剤の毒・劇薬の指定につきましては、先ほど御説明しました概要の 47 ページ

の急性毒性試験の結果で示しますように、動物種でかなり数値に違いがありますが、ラッ

トでのＬＤ50は経口投与で雄が 94、雌で 275。劇薬指標の 300mg を下回っているという結

果でございます。腹腔内投与では雄で 100mg、雌で 145mg。これは劇薬指標は腹腔内投与

の場合は 100mg ですので、雄のみ同じというふうになってございます。皮下投与ですと、
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113 の 216 ということで、劇薬指定は 200mg になりますので、雄のみ下回っているという

ことでございます。 

 それから、安全性試験では先ほど御説明しましたように、３倍量の投与群で嘔吐や血便

など、こういったものが認められてございまして、これも劇薬の指標でございます 10 倍

量を長期間連続投与した場合、機能又は組織に障害を認めるものというものに該当するの

ではないかというふうに考えられてございます。 

 それから、このエトドラクは、厚生労働省の方で人体用としても承認されていますが、

厚労省の方でも劇薬に指定されてございます。ＮＳＡＩＤということもありまして、他の

ＮＳＡＩＤもすべて劇薬指定されていることから、本剤につきましても劇薬指定というも

の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。 

 特に御発言ございませんか。 

【○○委員】申請書の別紙規格１のところなんですけれども、純度試験の塩素というとこ

ろなんですが、これは単位を直していただきたいと思うんですが、４ページの備考という

ところに、用語、試薬、試験方法等については、日局の規定を準用すると書いてあります

ので、塩素は日局ではパーセント表示になっております。ですから、パーセント表示に訂

正できたらしておいた方がいいのではないかと思います。 

【事務局】わかりました。 

【○○委員】ほかには御発言ありませんか。 

 よろしいでしょうか。 

 特にないようです。 

 それでは、承認といたします。 

【事務局】ありがとうございました。 

 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年間させていただ

きます。 

 また、本剤は、劇薬に指定するということとさせていただきます。 
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     【新有効成分含有動物用医薬品】（製造承認） 

      ⑥プリオザイム 

 

【○○委員】では、続きまして、審議事項のやはり一般医薬品調査会でございます。⑥プ

リオザイム、これの製造承認の可否等について、○○委員から説明をお願いします。 

【○○委員】プリオザイムは、明治製菓株式会社から申請されましたケラチナーゼを有効

成分とする牛海綿状脳症由来の異常プリオンタンパク質の汚染除去剤であります。 

 平成 17 年７月 19 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とこととなりました。 

 詳細については事務局から説明があります。 

【事務局】それでは、事前に配付いたしました資料番号黒の６番を御用意ください。冒頭

御説明しましたように、申請書に一部間違いがありましたので、まずは本日当日配付資料

の№17 の４枚目に申請書がありますので、そちらをご覧ください。 

 本剤は、明治製菓株式会社から製造承認申請されましたプリオザイムでございます。 

 本剤は、ケラチナーゼを主剤とする消毒剤でございまして、次のページに用法・用量を

示しますが、本剤を溶解した液にと畜場での牛の解体等に用いる器具器材を浸漬すること

で牛海綿状脳症由来の異常プリオンタンパク質を分解するというものでございます。 

 効能・効果は牛海綿状脳症由来の異常プリオンタンパク質の汚染除去でございます。 

 ケラチナーゼを主剤とする消毒剤は初めてでございますので、新有効成分含有動物用医

薬品として御審議をお願いいたします。 

 それでは、資料の方に戻っていただきまして、概要とあります水色のタグがありますの

で、そちらをお開きください。 

 １ページ目が起源又は発見（開発）の経緯でございます。 

 御承知のとおり、現在我が国はと畜場におきましてＢＳＥの検査を実施しているところ

でございますが、食肉検査場ですか、と畜場におきましては、異常プリオンタンパク質の

不活化としまして、ＷＨＯのガイドラインに基づいて、使用した器具器材を１規定の水酸

化ナトリウム溶液及び２％の次亜塩素酸ナトリウム溶液に１時間漬けるか、134℃18 分の

処理により不活化するというふうに決められてございます。 

 しかし、この次亜塩素酸ナトリウムは揮発性があり、吸引しますと頭痛などの症状を引

き起こし、毒性も高いというものでございます。また、水酸化ナトリウムは強アルカリ性
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物質であるということから、皮膚ですとか眼に対する刺激性も強い。つまり、こういった

ものは現場で非常に扱いづらいというふうになっていることから、これに替わる異常プリ

オンタンパク質の不活化方法というものが求められてきているところでございます。 

 そうしましたところ、申請者は動物衛生研究所との共同研究で異常プリオンタンパク質

を分解する酵素というものの探索を開始いたしまして、このケラチナーゼを産生する菌を

見出しまして、本剤の申請に至ったというところでございます。 

 ６ページから物理、化学的試験を示します。このケラチナーゼは Bacillus 

licheniformis を培養することで産生されまして、それをろ過、濃縮し、乾燥・粉末化し

たものでございます。 

 ６ページの３）からケラチナーゼの物理・化学的性質を示しますが、水にやや溶けやす

く、至適ｐＨは 8.0～9.0 で、至適温度は、ｐＨが 8.0 だと 50～60℃、ｐＨが 9.0 だと 60

～70℃というものでございます。 

 次に、製剤プリオザイムの特徴でございますが、12 ページをご覧いただきますと、剤

型は粒状でございまして、着色剤としまして黄色４号が含まれてございますので、淡黄褐

色から褐色の粒ということで、1700μｍのふるいを通過いたしまして、150μｍのふるい

では通過は 10％以下といった、そういった大きさの粒状のものでございます。 

 溶解性は非常によく、本品１ｇ中にケラチナーゼ 360 単位以上を含むというものでござ

います。 

 19 ページからが安定性に関する試験でございますが、製剤の長期保存試験は 22 ページ

になります。22 ページから製剤の長期保存試験を示してございますが、現時点ではまだ

３カ月までの有効性しか認められておりませんで、試験自体は継続していますので、いず

れはもう少し長い有効期間になるかと思われます。 

 続きまして、39 ページをお開きください。急性毒性に関する試験でございますが、ラ

ットでの致死量は、表４－２に示しますように、経口投与で 2000mg／kg 以上、皮下投与

で 300mg／kg、腹腔内投与ですと 50mg／kg というふうになってございます。 

 本剤は消毒薬で、直接畜体等に用いるものではありませんので、安全性の試験はござい

ません。47 ページに効力を裏づける試験がございます。 

 49 ページにケラチナーゼによる異常プリオンタンパク質の分解ということで、マウス

由来のＰrＰＳｃObihiro 株を用いて、このケラチナーゼをトリス緩衝液で段階希釈いたし

まして、それに等量の脳のホモジネートを混和して、酵素と反応させて、ウェスタンブロ
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ットでプリオンを検出しました。 

 そうしましたところ、図８－４に示しますように、37℃で反応を行った場合はケラチナ

ーゼは 560μｇ／mL 以上の濃度でプリオンを検出限界以下までに分解してございます。ま

た、50℃で反応を行った場合は、56μｇ／mL 以上の濃度でプリオンを検出限界以下まで

に分解しております。 

 次に、50 ページからが製剤、つまりプリオザイムを使ってマウス由来の異常プリオン

タンパク質を分解するかどうかを調べた試験でございます。その結果を 51 ページの図８

－５、８－６に示しますが、ちょっと写真の写りが悪くてバンドが見えたり、見えなかっ

たりしているかと思いますが、一応結論の文章の中ではまずプリオザイムの濃度が 252μ

ｇ／mL 以上の濃度では 37℃から 60℃、１時間処理することによって、0.5％の異常プリ

オンの Obihiro 株を検出限界以下までに分解しております。バンドが見づらいので申し訳

ないのですけれど。 

 続きまして、53 ページからは牛由来の、実際の牛の異常プリオンタンパクを用いてプ

リオザイムの分解能というものを調べてございます。結果は次のページの８－８に示しま

すが、50℃で反応を行った場合、126μｇ／mL 以上の酵素量を用いることで、１時間で

0.625％の脳のホモジネートに含まれる牛のプリオンを検出限界以下まで分解してござい

ます。 

 先ほどの結果とこの結果を比較しますと、どうもこのプリオザイムといいますか、ケラ

チナーゼはマウス由来のプリオンよりも牛由来のプリオンの方をより分解する。プリオン

から言うと、牛の方が分解されやすいというような結果でございます。 

 続きまして、55 ページはメスの刃の汚染除去モデルを用いましたプリオザイムの汚染

除去能ということで、実際異常プリオンが器具器材に付着していた場合、本剤の使用で異

常プリオンが分解されるかどうかというのを調べた実験でございます。 

 56 ページの図８－９にメスの刃に残った異常プリオンを市販の標識及び検出システム

により検出しましたところ、プリオザイム 32μｇではメスの先にわずかに異常プリオン

が残ってしまいましたが、126μｇでは異常プリオンが検出されずに、こういったステン

レス製のメスの刃に固着した異常プリオンも効率よく汚染除去することができるというこ

とがわかったものでございます。 

 それから、57 ページは牛の血清がプリオザイムの効果に影響するのかどうかを調べた

ものでございますが、次のページの図８－10 に画像を示していますが、牛の血清が全然
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入っていないのから 0.1％、１％まで混入した場合には影響はなかったのですけれども、

10％混入すると本剤の汚染除去能力にちょっと影響が出ているという結果でございます。 

 それから、本剤は、実際、水道水に溶かして使用するというものでございますので、水

の硬度の違いが本剤の効果に影響するかどうかというのを見たのが 59 ページからの資料

でございます。60 ページの図８－12 をご覧いただきますと、水の硬度が 0.75 度、1.5 度

の場合にはバンドが検出されなかったので、検出限界以下までプリオンを分解していると

いうものでございます。しかし、水の硬度がゼロ、つまり精製水ですと、わずかにバンド

が確認され、プリオザイムの汚染除去能力が十分に発揮されないということがわかりまし

た。 

 したがいまして、61 ページの表８－２に示しますように、我が国の各都市の市水のい

ろんな数値を見てみますと、それなりに硬度があるというふうになっていますので、普通

に水道水を使っていただく分には汚染除去能力には影響するものではないというふうに考

えられました。 

 ただ、精製水を使うと汚染除去能力が低下するということですので、使用上の注意には

精製水は使わないことという旨の記載をさせていただいてございます。 

 それから、処理する器具器材の素材、材質によりましてプリオザイムの能力に影響が出

るかどうかというのを調べたのが 62 ページからでございますが、ブチルゴム、塩化ビニ

ル、アクリル、ステンレス、これらについて検討しましたところ、ブチルゴムでごくわず

かですが、処理した後、異常プリオンが検出されてしまいました。これにつきましてもブ

チルゴムでは十分な汚染除去効果が期待できないということが考えられますので、その旨

使用上の注意に記載させていただいてございます。 

 それから、最後に臨床試験なんですけれども、これは 66 ページにあるのですが、実際

異常プリオンタンパクを用いた野外での試験というものは実施困難であるため、先ほど御

説明しましたメスの刃をモデルとした試験の結果から、実際現場でも使えるのだろうとい

うふうに評価していただきたいということでございます。事実上、と畜場とかでの臨床試

験はできないということでございます。 

 それでは、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、７月 19 日の一般薬の調査会で御審議いただき、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とされたものでございます。 

 なお、本剤の毒・劇薬の指定につきましては、まず急性毒性試験では、ラットにおける
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ＬＤ50が経口投与では 2000mg、皮下投与になると 300mg で、腹腔内投与だと 50mg という

ことで、だんだん下になってくると、劇薬の指標であります値を下回るという結果になっ

ています。いわゆるタンバク分解酵素ですので、投与経路によってこれだけの差が生じる

のだろうということでございますが、実際そもそも毒・劇薬の指定というのは、その剤が

人又は動物の身体に摂取されたり、吸着、外用された場合に、その用量が致死量に近いと

か、蓄積作用があるとか、副作用が強いとか、そういった場合に毒・劇薬に指定するとい

うコンセプトがございます。このものはいわゆる消毒薬みたいなものでありまして、人体

や畜体に直接適用されるものではございません。したがいまして、この毒・劇薬の指定の

考え方にはなじまないのではないかというふうに考えまして、本剤については毒・劇薬に

は指定をしないという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。 

 それでは、御発言をどうぞ。 

 特に御発言ございませんか。 

【○○委員】実際に今現場で使われているものとこのものとの比較はありますか。 

【事務局】１規定の水酸化ナトリウムとか、その比較はしていないと思います。 

【○○委員】何となく効きそうな気もするんですけれど、本当に効いていると判断してい

いかどうか、ちょっとその辺のところが心配なんです。○○委員、どうでしょう。 

【○○委員】○○委員、どうですか、御発言いただけますか。 

【○○委員】確かに全く性格が違うもので、今までのものはそういう意味ではどちらかと

化学的に不活化するというか、苛性ソーダにしても、ＳＤＳで煮てしまうのも、これとは

違うもので、基本的にはマウスの脳内接種に対しての感染性とか、そういう格好でどのく

らい不活化されるかということを基本的な指標にしてやってきたんですけれども、この場

合はウェスタンブロットでプリオンタンパクそのものが見られないという格好でやってい

て、感染性が本当になくなったかどうかという、バンドがないんだからないだろうという

感じになっているので、確かにアッセイ系が違うんですけれど、ただ、食品安全委員会で

かつて肥料に使っていいかどうかという、汚染した可能性のあるもの由来で、コラゲ処理

した残りのものをさらにアルカリ処理して、一般的に再利用可能かという審議をしたこと

があるのですけれど、そのときは一応ウェスタンブロットで最終過程で全くバンドが見え

なくなるという動衛研の結果と、それがマウスにおいてもパラレルにいくという、10 の
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６乗ぐらいバンドが見えなくなったときは下がっているというデータをもらって、再利用

可能だろうという審議をしたことはあるんですけれども、そういう意味ではちょっと対象

と作用機序が違うので、アッセイシステムも違う格好にはなっているけれど、一般的には

ウェスタンブロットでこういう格好でバンドが見えなくなれば感染性も失活するだろうと

いうふうに考えてはいます。一般論としては。 

【○○委員】よろしいですか。 

【○○委員】はい、わかりました。 

【○○委員】ほかに御発言ありませんか。 

 特にないですね。 

 これは結局のところは用時調製、１回使ったら使い捨て。 

【事務局】はい、そうです。 

【○○委員】廃棄は一般の下水でいいんですか。 

 後ろの方に使用上の注意のところにいろいろ挙がっているようですけれども……。 

【事務局】廃棄については使用上の注意の取扱い上の注意の（10）に「本剤の溶解液はア

ルカリ性であるので希釈または中和するなどして地方自治体の下水道条例に従って廃棄す

ること」というふうになっています。 

【○○委員】要はそのまま下水に流せる。そのままといいますか、下水に流せる……。 

【事務局】処理をして流していただいて結構ですということです。 

【○○委員】いかがですか。ほかに御発言ありませんか。 

 それでは、承認といたしましょう。 

【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。 

 

     〔動物用抗菌性物質製剤調査会関係〕 

     【新有効成含有及び新配合動物用医薬品】（輸入承認） 

      ⑦オトマックス 

 

【○○委員】では、続きまして、審議事項でございます。 

 抗菌性物質製剤調査会の関係で、⑦オトマックスの輸入承認の可否等について。これは

動物用抗菌性物質製剤調査会の座長の○○委員、御説明をお願いいたします。 
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【○○委員】オトマックスは、ナガセ医薬品株式会社によって申請がなされたもので、硫

酸ゲンタマイシン、吉草酸ベタメタゾン及びクロトリマゾールを主剤とする液剤で、適応

症は犬の感染性外耳炎です。 

 本件につきましては、動物用抗菌性物質製剤調査会における審議により、指摘事項につ

いて添付資料を整備した上で、承認の可否に関する事前の調査会審議を終了し、動物用医

薬品等部会に上程して差し支えないとされました。 

 なお、硫酸ゲンタマイシンを 0.3％含有することから劇薬に該当し、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年間としています。 

 詳細は事務局より説明がございます。よろしくお願いします。 

【事務局】それでは、説明させていただきます。事前配付資料の赤の７番をご覧ください。 

 一番上のページに審議経過票が書かれておりますけれども、オトマックスということで、

申請者名はナガセ医薬品株式会社。 

 成分及び分量は本品１ｇ中に硫酸ゲンタマイシン３mg（力価）、吉草酸ベタメタゾン

1.214mg（ベタメタゾンとして１mg）及びクロトリマゾール 10mg を含有する液剤です。 

 用法・用量はそちらに書きましたような本剤の下記の量を犬の外耳内に、片耳当たり１

日１～２回滴下する。犬の体重ごとに滴数が書いてあります。 

 なお、投与するに当たり、以下について注意することということがありまして、外耳内

に異物、汚物、痂皮化した滲出物等は非刺激性の洗浄液で取り去り、治療部位に生えてい

る余分な毛は引き抜くこと。 

 ２番目、外耳道内における薬液の拡散を図るため、本剤の投与後は耳を軽くマッサージ

すること。 

 効能・効果としまして、有効菌種は、本剤感受性のそちらに書かれている菌種。適応症

は犬の感染性外耳炎ということです。 

 この品目は、先ほど御説明にありましたように、動物用抗菌性物質製剤調査会における

２回の審議を経ましてこちらに上程されたものです。 

 それでは、最初に申請書と書かれたタグのところをめくっていただけますでしょうか。

こちらは先ほど説明いたしましたような製造業者さんの名前とか成分、分量が書かれてお

ります。 

 主剤は、日局品のゲンタマイシンとベタメタゾンとクロトリマゾールになっております。 

 製造方法は、輸入相手先の製造方法によるということで、剤型は液剤です。 
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 用法・用量は、先ほど御説明しましたとおり、効能・効果もそのとおりで、貯蔵方法は

特に記載がなく、有効期間は２年となっております。 

 規格及び検査方法は別紙のとおりということで、別紙をあけていただきますと、６ペー

ジになりますけれども、オトマックスの規格及び検査方法ということで規定されておりま

す。 

 また戻りまして、申請書の３ページ目には使用上の注意として多くのことが書かれてお

ります。この中で一番問題になりましたのは毒性関係で、３ページ目の使用者に対する注

意のところで、（３）吉草酸ベタメタゾンはラットにおいて、クロトリマゾールはマウス

において催奇形性作用が認められたとの報告があることから、妊娠又は妊娠している可能

性がある者は慎重に使用するということが記載されています。 

 それから、１枚めくっていただきまして、４ページ目の（５）ですけれども、吉草酸ベ

タメタゾンはラットにおいて催奇形性作用、ウサギにおいては胎子致死作用、クロトリマ

ゾールはマウスにおいて催奇形性作用、ラットにおいて出産子の死亡率の増加が認められ

たとの報告があることから、妊娠又は妊娠している可能性がある犬には使用しないことと

いうことが記載されています。 

 概要に沿って御説明いたします。概要のタグをあけてください。 

 まず概要の目次というところ、１ページ目を見ていただききますと、起源又は開発の経

緯がありまして、物理的、化学的試験、安定性試験、急性毒性試験、亜急性、慢性毒性試

験がありまして、特殊毒性が催奇形性と変異原性とその他の特殊毒性というのがあります。

安全性試験がありまして、効力を裏づける試験資料、一般薬理の資料、吸収等試験、臨床

試験、総括として用法・用量の設定根拠、有効菌種の設定根拠、使用上の注意の設定根拠

となっております。これに沿って御説明いたします。 

 起源又は開発の経緯ですけれども、７ページ目をあけてください。このオトマックスと

いう製剤は、表１－４－２に示されておりますように、諸外国でたくさんの承認を持った

製剤です。 

 また、６ページ目に書いてあります米国での販売本数もかなり多くなっております。 

 そして、その次のページ、８ページ目からは家畜衛生上の有用性ということなんですけ

れども、書かれておりますのは、９ページ目に移りますと、表１－５－２で獣医師による

個人輸入件数の多い医薬品リストの中で軟膏剤で外耳炎の薬がかなりありますが、これが

オトマックスの類似製剤であるというようなことなんです。 



 

 - 53 - 

 そして、９ページ目の１－６の配合理由並びに配合比設定の根拠ということですけれど

も、外耳炎の原因は多岐にわたっているが、一般的には細菌あるいは真菌の単独、あるい

は混合感染であることが多い。今回の臨床試験における薬剤投与前の外耳からの菌分離成

績においては、44.8％の症例で細菌及び真菌が確認されておりということで、同時に感染

したものに対して抗真菌薬と抗菌薬と一緒に入っているということで有用性があるという

ことになっております。 

 そして、12 ページをあけてください。こちらには物理的、化学的試験ということで、

硫酸ゲンタマイシン、それから吉草酸ベタメタゾン、クロトリマゾールについて日局に収

載されているものが書かれております。 

 その次のページですけれども、14 ページにオトマックスの組成が書いてありまして、

15 ページの方からはオトマックスの規格及び検査方法の設定に関する資料ということが

書かれております。いずれもその試験をして、規格値を決めて、それに適合しているとい

うようなことが書かれております。 

 16 ページからは安定性に関する試験ということなんですけれども、こちらも安定性試

験をいろいろな条件で規定された条件で実施していまして、16 ページの中段ですけれど

も、オトマックスについて安定性を調べたが、室温 24 カ月の保存で性状及び各有効成分

の含量に変化は見られなかったことから、少なくとも２年間は安定であることが確認され

たということで、有効期間は２年間が設定されております。 

 その次の 22 ページなんですけれども、急性毒性に関する試験ということで、各配合成

分である吉草酸ベタメタゾン、23 ページにクロトリマゾール、さらに 24 ページに硫酸ゲ

ンタマイシンの急性毒性が書かれております。 

 また、配合剤としての試験も行っておりまして、25 ページ、表４－４－１では、オト

マックス製剤のラットにおける急性毒性試験の成績がありまして、ＬＤ50 はいずれも

1000mg／kg より多いということになっております。 

 また、26 ページからは亜急性毒性及び慢性毒性に関する試験ということで、皮下投与

の場合の反復の試験がいろいろと書いてあります。各成分について書かれて、ベタメタゾ

ンとクロトリマゾールの亜急性、慢性毒性試験成績が書かれております。 

 そして、34 ページなんですけれども、こちらは特殊毒性に関する試験ということで、

催奇形性試験ですが、このまとめのところで 34 ページですけれども、吉草酸ベタメタゾ

ンですけれども、真ん中あたりにステロイド剤に共通して見られる口蓋裂などの奇形が認
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められたということが書かれておりまして、人体用吉草酸ベタメタゾン製剤の使用上の注

意には「妊婦又は妊娠している可能性のある婦人に対しては大量又は長期にわたる広範囲

使用を避けると」という記載があります。 

 また、クロトリマゾールに関しましては、マウスで 100mg／kg 投与群で胎子骨格に対す

る影響が高頻度に認められたというようなことが書かれておりますが、多くの妊婦を対象

とした疫学的調査成績においては、催奇形性を示唆する所見は得られていないと書かれて

おります。 

 硫酸ゲンタマイシンにつきましては、催奇形性がありませんと書かれております。 

 そして、試験成績が個々につけられておりますけれども、その次が変異原性試験なんで

すが、変異原性試験成績、41 ページ以降なんですけれども、変異原性に関しましては、

いずれもないということで成績がつけられております。 

 そして、安全性試験、51 ページですけれども、対象動物を用いた安全性試験の成績で

す。試験は７－１と７－２と２つやっているのですけれども、まず７－１の試験の方の成

績ですが、表７－１が 52 ページに示されております。無投与、プラセボ、１倍量、３倍

量、５倍量で、特に５倍量で嘔吐が見られていますということで、７－２の試験を実施し

ました。これは欧州ガイドラインに従ったオトマックスの犬に対する安全性試験というこ

とです。このときには犬の耳に丘疹ができるというようなことで、表７－２に示されてお

ります。 

 さらに、54 ページからは効力を裏づける試験ということで、54 ページの表８－１－１

をご覧ください。これは犬の外耳道から分離した外耳炎分離菌に対する菌感受性細菌試験

ということで、供試細菌としてはそこに書かれております Staphylococcus ですとか、

Pseudomonas ですとかという起因菌に該当するものが示されておりまして、その中でＧＭ

というのが今回の成分であるゲンタマイシンです。感受性はあるということです。 

 その次のページ、表８－１－２ですけれども、これは臨床分離株のゲンタマイシンに対

する薬剤感受性ということで、この中では一番上の欄のところで、Staphylococcus の

intermedius、これは起因菌なんですけれども、それについてはＭＩＣ50が 0.10 というこ

とで、良好ということで、細菌に対する感受性がゲンタマイシンはあるという根拠を示し

ております。 

 その次ですけれど、吉草酸ベタメタゾンの抗炎症作用ということで、１枚めくっていた

だきまして 56 ページ、図８－２－１のＢＶというのが今回の吉草酸ベタメタゾンという
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ことです。これはコントロールと比べましても有意差が出ています。 

 さらに、クロトリマゾールなんですけれども、57 ページ、表８－３－１に抗真菌剤の

Malassezia に対する最小発育阻止濃度ということで、ＣＴＺと書かれておりますのが今

回の対象のクロトリマゾールです。 

 あと、臨床試験における感受性成績なども書かれております。 

 オトマックスの有効性ということで、58 ページ以降なんですけれども、59 ページの表

ですけれども、これは３剤配合した場合の有効性ということで、オトマックスは３剤配合、

表８－４－１－１のトパゲンというのがゲンタマイシンとベタメタゾンの配合剤、クロト

リマゾールということで、３剤配合した場合の有効性を示しております。プラセボに対し

て有意差があるということです。 

 一般薬理に関する試験ということなんですけれども、その前に 60 ページが用量確認試

験ということで、表８－４－２－１です．常用量を決めなくてはいけませんので、何滴が

常用量に当たるかというようなことを試験いたしましたところ、表８－４－２－１、常用

量として予定されています４滴の場合の投与後の菌数の消失を見ると、これはかなりいい

ということで、表８－４－２－２ですけれども、外耳炎の犬に対するオトマックス投与の

有効率ということで、常用量群が 80％ということで、これは投与量の確認試験というこ

とになります。 

 61 ページ目の９、一般薬理の試験ということで、いろいろな中枢神経系ですとか、循

環系、自律神経系について吉草酸ベタメタゾン、それからクロトリマゾールなどの試験成

績が出ております。62 ページ、63 ページあたりです。 

 吸収等試験ですけれど、64 ページ以降ですが、65 ページをあけてください。表 10－１

で耳に投与したゲンタマイシンの尿中排泄ということで、鼓膜を切除した犬とそうではな

い犬について耳に投与した場合に、尿中回収率がどのくらいかということが書かれており

ます。鼓膜切除の場合が若干高目ですけれども、吸収はされるということです。 

 表 10－２ですけれども、これは吉草酸ベタメタゾンなんですけれども、これも投与し

て、その後、一番右の欄ですけれども、投与に対するパーセントで、このくらいの量が排

泄されるということになっています。 

 10－３がクロトリマゾールの吸収及び排泄試験ということで放射活性が示されておりま

す。 

 さらに、68 ページからが臨床試験です。臨床試験ですけれども、試験法が 68 ページの
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犬の外耳炎の臨床スコアと書かれておりまして、獣医師により外耳炎と診断された犬につ

きまして３段階にスコア化して記録したということです。項目は不快感、炎症反応、腫脹、

滲出液ということで分けております。 

 さらに、投薬前及び投薬後２日に犬の耳からスワブをとって細菌学的検査も行っており

ます。 

 そして、スコアの改善率を 68 ページの一番下の式で出しております。 

 69 ページは改善率から求められる効果判定の基準を示しております。 

 有効率も 69 ページの式で算出しております。 

 そして、72 ページなんですけれども、表 12－１－６というのが臨床試験成績というこ

とです。被験薬１回投与、２回投与、対照薬１回投与ということで、被験薬の投与により

有効率がそれぞれ１回投与が 77.4％、２回投与が 81.5％という高い有効率が得られてお

ります。 

 副作用ですけれども、72 ページの一番下ですが、過敏症が１例あっただけだというこ

とです。 

 そして、総括として 76 ページですけれども、総括と書かれておりまして、そこに用量

設定根拠ですとか、77 ページの下は最終的に決定した用法・用量が書いてあります。有

効菌種につきましても臨床試験で分離された菌株から得たというようなことが書かれてお

ります。 

 79 ページですけれども、使用上の注意の設定根拠がそれぞれ書かれております。 

 ということで、概要の説明は以上なんですけれども、また戻りまして、調査会と書かれ

たタグの回答第１回というところをあけてください。そこは１回目の調査会におきます指

摘事項と回答が書かれております。指摘事項は２点ありまして、１ページの審議結果です

けれども、１）として、「本剤は、細菌及び真菌に同時に感染し、炎症を起こしている症

例の治療を目的とした」とありますので、同時感染での有効性を調べなさいと。 

 ２）ですけれども、クロトリマゾールの催奇形性と変異原性について明らかにすること

という指摘が出ております。 

 １点目につきましては１ページ、そこの表に示しましたように、同時に分離された真菌

と細菌が同時に分離された被験動物でも有効だということが書かれておりまして、３ペー

ジ目ですけれども、クロトリマゾールにおける催奇形性試験、ウサギ等の非げっ歯類を用

いた催奇形性試験ということですけれども、これは要点といたしましては、マウスで催奇
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形性作用が認められているので、ほかの、人については長年の使用実績により、クロトリ

マゾールは先天性異常症の有病率上昇に関係しなかったという表の成績などがございます

ので、今回は非げっ歯類を用いた催奇形性試験は実施しなくても使用上の注意に適切に記

載することで対応できるであろうという調査会の御判断です。 

 あと、催奇形性以外に変異原性試験ということが６ページですけれども、哺乳類の培養

細胞を用いた染色体異常試験は実施して、陰性でしたというとです。 

 以上述べましたような製剤の概要と調査会の審議結果です。 

 また、この製剤につきましては、ゲンタマイシンを 0.3％含んでいる外用剤ということ

なので、劇薬指定ということです。 

 以上です。 

【○○委員】ありがとうございました。 

 では、ただいまの説明につきましてまず御質問、あるいは御意見等をいただきたいと思

います。 

【○○委員】使用上の注意ですね。別紙の３ですか。５ページ、これでいいんですね。こ

こに書かれていることでよろしいですね。 

【事務局】はい、そうです。これが使用上の注意になります。 

【○○委員】その一般的注意の（３）に「本剤を耳道内に滴下し」と使用方法が書かれて

おりますね。これ以外のことは、よく読んだのですが、書かれていないんですね、使用方

法については。 

 ところが、概要の、先ほど説明いただいたページ 76 の海外では使用する量をきちっと

規定しているわけですね。ページ 76、総括のところですね。「本剤の下記量を１日２回、

犬の外耳内に滴下する」と。体重 15kg であれば４滴、215ｇのボトルだと２滴だと、倍量

になるから。こういうふうに細かく規定しているわけですよ。この使用上の注意にはこれ

は一切反映されていませんね。 

【事務局】それにつきましては申請書の２ページ目のところに用法及び用量が書かれてお

りまして、そちらで記載してありますので、使用上の注意よりも強い規制になるという…

…。 

【○○委員】これはこの薬剤に添付されてくるわけですか。 

【事務局】はい。もちろん。 

 ですので、こちらでもしよろしければ……。 
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【○○委員】はい、わかりました。 

 それから、使用上の注意の中の対象動物に対する注意。そこの副作用ですが、３番の

「本剤の投与により、老齢犬で一過性の聴覚障害が起こる」という文言がありますが、こ

の薬剤では先ほどのことにこだわりますけれど、「高齢」ではなくて、「老齢」になってい

ますね。 

【事務局】はい。 

【○○委員】このことと、（７）の「アミノグリコシドの投与により、前庭、蝸牛及び腎

の可逆的」云々の毒性と書いてありますが、このことと原因は同じなんですか。理由です

ね。３番の聴覚障害が起こる理由と７番のアミノグリコシドの副作用と同じことではない

んですか。あるいは別のことなんですか。老齢犬という特殊な条件をつけてありますが。 

【事務局】ちょっと確認しないとわからないのですが、一般論として申し上げますと、ア

ミノグリコシドで知られている聴覚障害を（３）で言っているのだと思いますけれども、

高齢の場合には排泄ですとか、腎臓関係の衰えといいますか、それがあるものですから、

発現しやすいというようなことなのではないかと思うんですが……。 

【○○委員】だとすれば、これは分ける意味がないですよね。３と７とね。１つの文言の

中にアミノグリコシドの毒性について説明し、老齢犬では極めて危険であるから注意しな

さいという文言にした方がよろしいかと思うんですね。 

【事務局】はい、わかりました。 

【○○委員】それから、今度は４番ですね。「長期間の投与又は過剰投与は、免疫抑制効

果を示すことがある」と書かれていますね。これは恐らくベタメタゾンの副作用だと思う

んですよ。そうですね。 

 そうすると、今度、５番の「コルチコステロイドを投与した後において、生体のステロ

イド産生能が低下することがある」。これは「することがある」ではなくて、これは副腎

抑制が起こると書かなければいけませんよね。これは一般的常識です。 

 コルチコステロイド、あるいはステロイド系の薬剤というのは皮膚からの吸収というの

は一番影響が強いんですよ。ですから、外耳道も皮膚ですから、当然吸収は極めて高いと

思うんですね。耳道の中の表面積を考えると、そんなに多くはないだろうと考えるかもし

れませんが、使用法については１日２回滴下しなさいと指示が出ていますから、そうしま

すと、薬剤の制限をきちっと説明しないで、漫然と入れていますとね。動物というのは耳

の中に何か入れますと必ず振るんですよ。振りますと、薬剤はほとんど耳翼に飛び散って
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しまいます。そういうふうにできているんですね。したがって、耳翼という皮膚の表面積

の広いところにその薬が散布されますよね。そうすると、当然中に入れた薬が作用する量

だけ入れているのにもかかわらず、振ってしまうので、治療効果が上がらないからまた入

れるということにつながってくるんですよ。 

 ですから、特に副腎皮質、ステロイド、特にベタメタゾンはプレドニゾロンの 30 倍と

も 50 倍とも言われるほど副作用が強い、また、半減期が非常に長い。そういったことを

考えると、たかが外耳炎だからということでこれを漫然と使った場合の副腎抑制に注意す

るというような文言はどうしても僕は必要だと思うんですね。 

 それから、先ほどのように治験的スコア、いわゆる薬剤の効果を見るスコアを見ている

と、きちっとした外耳炎の診断をしないでやっているんですよ。要は耳がかゆいだの、痛

いだの、化膿しているだの、そういうのを適当に獣医師がこの薬剤を使ってよくなるかど

うかを見ているだけの話で。 

 外耳炎というのはいろんな原因で起こります．特に一番発症率の高いのが脂漏性外耳炎

というタイプのもので、これに細菌が感染する。つまり、脂漏に、つまり耳道の皮膚から

分泌される脂肪をマラセチアが栄養源として寄生するわけですね。ですから、そのマラセ

チアを殺すために薬剤を入れるだけでは、正直言うと症状は消えるけれど、すぐ再発する

んですよ。これは当然のことなんです。ですから、きちっとした診断のもとに治験をやら

ずに単なる症状だけでスコアをつけていますが、僕はこういう薬剤を漫然と使った場合の

ステロイド剤の危険性というのは、アミノグリコシドの副作用よりもはるかに強いと考え

ておかなければいけないと思います。 

【○○委員】かなり厳しい指摘がございましたけれども、ほかに御発言。 

【○○委員】少し○○委員の御質問、御意見にかかるところもありますけれども、用法・

用量のところについてお尋ねしたいのですが、申請書の２ページでは犬の大きさによって

４滴であるとか、６滴であるとか、８滴であるとか決めておりますけれども、これを決め

た根拠は全くないんですね。臨床試験では４滴の１回投与と２回投与だけしかないんです

ね。これでは用法・用量を決めた根拠にはならないだろうという気がいたします。 

 それから、概要の 60 ページで有効投与量の確認試験ということで、これは用量設定試

験だと思うんですけれども、この試験では単に１滴と４滴だけの投与試験をして、そして

４滴がきいたから４滴にしましょうということですけれども、少なくとも用量設定試験で

あれば、３用量、２滴でもいいのではないかという気がするんですね。そうしますと、２
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滴ではだめで、やっぱり４滴要るんだよという用量設定試験に基づいての臨床試験が行わ

れていない。臨床試験においても先ほど申し上げましたように、用量・用法を決定する根

拠となるデータが出ていないということで、果たしてこれで適切な判断ができるのか疑問

を持ちました。 

【○○委員】お２人からかなり厳しい指摘があったようですが、具体的に、今の問題をど

のように解決といいますか、表現するか、あるいは対応するか、これを考える必要がある

と思うんですが、関連して御発言ございませんか。 

【○○委員】今の先生方の御意見、ごもっともな御意見であります。当然のことながら、

かなりストリクトなプロトコルを組まなければいけないということになるわけですが、実

は調査会でどういう取扱いがされるかといいますと、今非常にストリクトなプロトコルに

してしまうと実際上治験が行えない。先ほどおっしゃったように、しっかりとした形で、

例えば感染性外耳炎というのをどうやってしっかりとクライテリアを作ってやるかと、そ

ういったことも問題になります。そういったことを常に議論しているのですが、結果的に

はそういう治験の難しさが日本では薬を開発できないということにつながる。その結果と

して、結局は人の薬を使っているのだと。本来ならば動物に使いやすい薬を、剤型も含め

て、使いやすい薬を開発しなければいけないのだけれども、治験の困難さがそういったも

のを阻んでいるという意見も強いんですね。これは決してサイエンティフィックなことで

はないのですけれども。 

 それで、一応外国で使われて、その効果が一応認められているような薬、そういったも

のを日本に外挿する場合に、ある程度有効性が日本でも変わらないという、そういったと

ころを証明することによって一応妥当であろうという結論に持っていこうというような考

え方もあろうかと思います。非常に甘いと思いますし、先生方が言われたことはよくわか

りますが、本当に科学的にしっかりと異論を唱えさせないためのデータを出すということ

は現状ではなかなか困難であろうと。 

 しかし、最低限、外国のものを外挿してもおかしくはないという、そういうデータをと

りましょうということでこういう形で調査会では認めたというのが実情です。 

 先生、先ほどコルチコステロイドのことをおっしゃいましたけれども、これは週余にわ

たって投与しないという制限がありますね。 

【事務局】はい、使用上の注意についております。 

【○○委員】効果がなかった場合は変えることということと、耳を清潔にすることを常に



 

 - 61 - 

やりましょうということは書かれています。当然薬だけではきかないということは言われ

ておりますので、耳内の清潔を保つというようなことが書かれています。 

 これに関してはしっかりとやるべきだという御意見もあろう思いますし、そういう意見

をここでしっかりと出してもらえれば、それに沿って調査会では、こういうことでなけれ

ばいけないので、しっかりとしたプロトコルでやりましょうということができると思いま

す。その意見を今日伺っておけば、しっかりとした方針も出せますので、そこの意見を聞

かせていただければと思います。 

【○○委員】先生のおっしゃられること、よくわかりまして、日本ではできない状況、こ

れもあり得ると思いますが、ただ、用量・用法設定につきましては、少なくともＥＢＭ、

獣医学ですとＥＢＶＭといいますでしょうか、根拠に基づいて用法・用量は決定すべきで

あって、そういうことから考えますと、ちょっとこの用法・用量の根拠ではＥＢＶＭが乏

しいのではないかという気がするんです。 

【○○委員】それは全くそのとおりだと思います。 

 ただ、外国に１つの資料がある。それを基にこちらでも用量を変えるとこれだけ差が出

ますよということで、十分量をやるためにはこれだけ投与しましょうという形で出されて

きたということですね。 

 恐らく量をどこまでとすればいいかというのは、母集団のばらつきもあるでしょうし、

かなり頭数を揃えなければいけない。しかも、細菌と真菌と両方合併したものとか、そう

いう細菌学的なものをきちんと出そうとすると、かなり頭数が増えてくるわけですね。そ

ういったことを考えたとき、実際欧米で使われていてそれなりに効果等が実証されている

ものに対しては、それを基に日本の動物の場合、少なくてもいいのかどうか、あるいは多

くしなければいけないのかどうかという観点からそれを実証することによって、既存のも

のを使わせてもらおうという、そういう形でこの用量が設定されたものだと思います。 

【○○委員】事務局、この薬剤に限らず、大体輸入品というと、どうも生産している母国

の、何といいますか、データが中心になって、右へ倣え的な反応で日本でも普及するとい

う傾向が強いと思うんですね。これはこの抗菌剤に限らず、一般的な傾向だというような

気がするのですけれども、どこまでこれをいじるというか、どこまで規制をかけて、生産

国のいわゆるマニュアルには従わないのだというような、どう言ったらいいでしょうね。

規制といいますか、あるいは制限といいますか、何かそういうことというのは日本独自で

当然やるべきことなんでしょうか、やれることなんでしょうか。 
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【事務局】今の動物用医薬品の審査の国際的なハーモナイゼーションについては、あくま

でも今はこういった添付資料の、例えばマテリアルメソッドのガイドラインをつくるとい

うことですね。この程度の話であって、いわゆる審査基準ですよね、その薬がいいか、悪

いかというふうに判断する審査基準までは各国でハーモナイズするという話にはなってい

ないです。つまり、それはそれぞれ各お国での事情もあるでしょうから、要するにアメリ

カとＥＵで承認になっているから、日本でも承認にしてもらって当たり前でしょうと、そ

ういう話にはならない。あくまでも日本は日本で判断ができるというものです。ただ、添

付資料については外国データを十分活用できるというスタンスになっていますので、それ

はあくまでもサイエンティフィックな話ですよね。サイエンティフィックに評価できるデ

ータならば、それで評価をしましょうというようになっています。 

 したがいまして、外国データであれ、国内データであれ、評価できるものはそれで評価

していただく。でも、それで例えば今みたいに用法・用量の評価ができないということに

なれば、当然評価ができるデータをつけていらっしゃいという御指摘になるかと思います。 

【○○委員】ということは、ここである程度の注文をつけて、それなりの表現に変えさせ

るということは当然できるわけですね。 

【事務局】はい。 

【○○委員】さて、よろしいですか。 

 どうぞ。 

【○○委員】一応用量、量的なものがはっきりわかるような形の、そういう試験を組みな

さいということですね。 

【○○委員】どうぞ、○○委員。 

【○○委員】済みません。途中から入って、また時間が来たら退席しますけれども、先ほ

ど外国のデータも使えるという事務局からの発言がありました。概要しか見ていないので

すが、外国ではこうなっているという結果が書いてあるだけですけれど、当然最初の承認

を受けたところでは用法・用量にかかわるデータはあると思うんですね。ですから、必要

があれば、国内で設定するよりも、外国のデータをまず開示していただいて、それが妥当

かどうかという、そこを確認すれば私はそれでいいと思うんです。審議会の場でここが足

りないということであれば、そのデータを確認するというところから始めたらどうでしょ

うか。 

【○○委員】それはこのものに限らない一般論ということですね。 
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【○○委員】先ほども外国のものは皆さん今まで共通に認識してきて、こういう形で審議

会の場へ上がってきていると思うんですけれども、それがデータとして不足だと、ここの

場で用法・用量の設定として十分でないということならば、その設定の根拠を改めてデー

タとして作らせる前に、データがあるのであれば開示してくださいという、まずそういう

順番だと思います。 

【○○委員】もちろんそのとおりだと思うんですけれども、そうしますと、概要の 76 ペ

ージですね。37 カ国で承認されているものは、15kg 未満のものは４滴、15kg 以上のもの

は８滴と、こういうデータだけしかないんですね。したがいまして、体重の大きさによっ

て何滴、何滴という根拠が全くないものですから、もちろんそれを示すデータがあればお

っしゃられるとおり、明示していただければと思います。 

【○○委員】さて、どうやら薬剤としては効果はありそうだと。ところが、もとへ戻りま

すと、やはり気になるのは、特に臨床試験、あるいは基本的なデータの蓄積の段階からど

うもやや難ありということになりますと、非常にこの扱いは難しくなるわけですが、今の

比較的厳しい御意見の先生方にあえてお伺いしますけれども、それでは、この会は毎度申

し上げているとおり、承認でなければ継続なわけですから、どの部分をどうカバーするこ

とによってコンセンサスが得られるとお考えなのか、そして、継続ということを前提にす

るのであれば、どの部分をどう変えるかという御発言をぜひいただきたいと思います。そ

こに的を絞ってお願いしたいと思います。 

【○○委員】私、１点だけお願いしたいのは、用法・用量を決めたときの根拠を示してい

ただきたい。これだけです。 

【○○委員】○○委員、お願いします。 

【○○委員】使用上の注意の書かれている文言ですね。特に対象動物に対する注意、ここ

の副作用の項は、もう少し文章をわかりやすくする必要があります。こんなに多くの項目

ではなくて、共通している部分があります。 

 それから、アミノグリコシドに対する注意とステロイドに対する注意が入り混じって書

かれているんですね。これも文章をもう少し整理して、わかりやすく、使用者、つまり使

う獣医師が読んですぐわかるような形の文章に変えることですね。 

 そして、催奇形性について書かれていることももう少し明確に、催奇形性があるから、

そしてその理由としてはこういうことだよというようなことを書いていただいた方がいい

かと思うんですね。 
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 ８番の「妊娠中の犬にコルチコステロイドを投与すると、産子に口蓋裂、前肢奇形、ア

ザラシ状奇形及び全身水腫が生じることが報告されている。妊娠末期３カ月の犬にコルチ

コステロイドを投与すると分娩誘起」云々とありますが、妊娠末期３カ月の犬というよう

な間違いもあるわけですね。犬の妊娠期間は 63 日ですから、３カ月も妊娠しているとい

うのはありえません。 

 申請書がきちんと作成されていないのではないでしょうか。だから、こういう問題を指

摘されるので、もう少し整理をして下さいということで、僕はこれらについて直していた

だければ結構です。 

【○○委員】いや、これはうかつでした。私もこれは見落としてしまいました。 

どうでしょうか。 

 これはこのあたりを事務局からもう１度まず今挙がった問題点、これをメーカー側にも

う１回指摘していただいて、資料といいますか、報告を出し直させる。つまり継続という

ことにしたいと思います。 

 継続するについては、ではこれだけの注文をしたいというほかの御発言がもしありまし

たらお聞きした方がいいのではないかと思います。 

【○○委員】単純なことなんですけれども、輸入申請書の方には、いわゆる主剤と基剤で

すね。流動パラフィンとゲル化。５番のところには――５番じゃない、４番ですか、成分

及び分量のところには基剤が書かれていないで、液剤なんですけれども、液剤だけでいい

のかなというふうに思いました。ですから、わかっているなら、書いてあった方がいいん

じゃないのかなと思いました。 

【○○委員】事務局、今の部分わかりましたか。 

【事務局】わかりました。審議経過票の書き方ということですね。わかりました。 

【○○委員】ほかに同様といいますか、継続ということを前提にして特に御発言ございま

せんか。 

【○○委員】ちょっと確認しないといけないんですが、審議経過票は公表資料になるので

しょうか。成分、分量はメーカー個人の財産です。そこはある程度省略するのかを確認し

ておく必要があると思います。公表データかどうかを確認した方がいいと思います。 

【○○委員】そうですね。当然それは不必要に細かく書く必要はないと思いますのでね。

法的に許される範囲の表現というのはあると思いますので。 

【○○委員】それはよくわかるんですけれども、人に対する軟膏なんかでも、液剤なんか
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でもある程度しか書いていません。ノウハウとのところ、いわゆる緩衝剤とかそういうよ

うなものは書いていません。 

 しかしながら、主なところは書いていただかないと、メーカーのノウハウの部分まで出

せと言っているわけではございませんので、その辺は話し合っていただければと思います。 

【○○委員】あとは……。 

 チェアマンの○○委員、ほかに御発言ありませんか。 

【○○委員】今御指摘の点は全くもっともですが、ただ、どこまで徹底すればよいのか、

やはりここの部会でもぶれるんですね。ある時は非常に簡単に済むし、ある時は厳しくな

るという。ですから、なかなかどこにスタンスを置いてやっていけばいいのか。私も本当

にサイエンティフィックな形からいけば、評価する上においては厳しくしなければけない

と思います。しかし、そのような形だとなかなか日本では開発できない。しかも金銭的に

ものすごく莫大なものがかかる。それで使用できないという状況になる。しかし、一方で

は人用のものを簡単に使える。しかし、これは動物にとっては決して幸せなことではない

のだと。剤型とかそういったことを考えるともっと動物によりいいものが作れるはずなの

だと。そのような意見も出ると、どうにかしてうまく外挿できるものは外挿しながら、よ

り効率よく、日本で開発できる方法が見つからないかなと、そういうふうな形で今取り組

んでいるわけですね。決して企業サイドとかそういったことに立っているわけではなくて、

それを――これはチェアマンの能力の問題なのかもしれませんが、どこまで、今後どうい

う形でやっていくべきなのか、そういった意見も少し聞かせていただければ次の検討の際

に役に立つのではないかと思います。 

 先ほどの○○委員がおっしゃった副作用の件に関しても全くそのとおりだと思いますし、

そういったところに小さく目が届いていなかったことは事実だと思います。これに関して

はすぐにでも対応できると思います。 

 ○○委員がおっしゃったのは少なくとも外国にそれだけのものを説明する理由、それな

りのデータがあれば、そういったものをしっかりと持ってきて、しかも日本でも有効性が

あったと。だからこのように設定できるんだよということであればいいという御意見です

よね。 

 どうもありがとうございます。 

【○○委員】チェアマンの○○委員なんて言いながら、私もきょうはここへ座っています

けれども、同じ調査会のメンバーなものですから、ここまで上がってきてしまったことに
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ついてはどうであったかなと思っていますが、やはり調査会は調査会のそれぞれの個性や

顔がございます。やはりこういう会で御指摘いただくことで、これは差し戻しということ

ではなくて、継続ということで事務局よろしくお願い申し上げます。 

 では、この件は継続ということでひとつ御了承ください。 

【事務局】どうもありがとうございました。 

 この件につきましては、用法・用量の設定根拠の資料を確認することと、使用上の注意

の文言の整理をすること、審議経過票にどこまで書けるかという点を確認することの３点

について検討するということで継続審議といたします。 

 どうもありがとうございます。 

 

     （４）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及び水産用医薬品調査会関係〕 

 

【○○委員】それでは、続きまして、動物用生物学的製剤基準の一部改正でございます。

これは座長の○○委員が本日タイムリミットで退席なさいましたので、事務局から説明を

していただけますか。 

【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８番、それと当日配

付資料の№18 を御用意ください。 

 動物用生物学的製剤基準の一部改正についてということで、本案につきましては７月８

日の生物学的製剤調査会で御審議いただきまして、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とされたものでございます。 

 今回３点ございます。 

 ぶりα溶血性レンサ球菌症不活化ワクチン、これは再審査期間が終了したことに伴う新

たな製剤基準の各条の追加でございます。それから、２番の豚丹毒生ワクチン。それから、

３番の猫の３混のワクチン。これは事項変更承認に伴う製剤基準の一部改正でございます。 

 では、まず１番の方の担当から御説明させていただきます。 

【事務局】まず資料番号８の１ページ、ぶりのα溶血性レンサ球菌症不活化ワクチンの動

物用生物学的製剤基準案について説明いたします。 

 これは既承認製剤の再審査が終了したことに伴い、新たに追加するものです。８月１日

水産用医薬品調査会で審議をしていただき、本部会に上程して差し支えないものとされま
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した。 

 まず、定義ですが、「ラクトコッカス・ガルビエの培養菌液を不活化した又は不活化し

たものを濃縮ワクチンである」としております。 

 製法ですが、ラクトコッカス・ガルビエ KS-7M 株又はこれと同等と認められた株を適当

と認められた培地で培養し、それにホルマリンを添加したもの、又はホルマリンを添加し、

遠心し、濃縮したものを希釈溶液に浮遊させたものを原液とします。 

 培養菌液の夾雑菌否定試験は、一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、又は

検体をギムザ染色して観察するとき、ラクトコッカス・ガルビエ以外の菌を認めない。 

 生菌数試験の試料は、ブレイン・ハート・インフュージョン寒天培地に接種して、集落

を数えて算出する。 

 検体中の生菌数は、１mL 中 10９個以上でなければならないとしております。 

 不活化菌液の不活化試験は、ブレイン・ハート・インフュージョン寒天培地で７日間培

養したとき、集落を認めてはならないとしております。 

 原液の試験及び小分製品の試験については、すべて一般試験法を準用することとしてお

ります。 

 次に、培養菌液の不活化ワクチンの安全試験ですが、体重 100ｇ以上のぶりを試験群 15

尾以上、対照群 15 尾以上を用いて、ワクチンを５日間経口投与し、25℃で 14 日間観察し、

試験群及び対照群に臨床的な異常を認めてはならないとしております。 

 培養菌液濃縮不活化ワクチンの安全試験についてもこれを準用しますが、試験動物につ

いては、50ｇ以上のぶりとしております。 

 力価試験については、安全試験に用いたぶりにラクトコッカス・ガルビエの強毒菌を腹

腔内接種し、25℃で 14 日間観察して各群の生死を調べ、試験群の生存率が対照群のそれ

よりも有意に高い値でなければならないとしております。この場合、対照群は 60％以上

が死亡しなければなりません。 

 最後に、貯法及び有効期間ですが、有効期間は２年間とする。ただし、農林水産大臣が

特に必要と認めた場合は、その期間とするとしております。 

事務局 続きまして、２番目の豚丹毒生ワクチンの一部改正案でございます。 

 豚丹毒の生ワクチンは、現在７社が承認を持っているのですけれども、このうち１社の

みが有効期間の延長の申請をしてきました。それに伴う製剤基準の一部改正でございます。 

 当日配付資料の 18 番の方の５ページをご覧いただきたいのですが、５ページの一番下
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の方に４、貯法及び有効期間というのがありまして、今あるものはすべて有効期間が１年

６カ月なんですけれども、その１社だけが２年間というふうに延ばしてきました。今後も

しかしたらほかの会社が２年にするかもしれませんし、２年にした会社がもっと延ばすか

もしれませんので、今後はその都度改正を要しないように、左側の欄に示しますように、

有効期間は１年６カ月間とする。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合はその期間とす

るということで、申請されたものはその期間でいいですよという文章を加えるという一部

改正でございます。 

 続きまして、３番目は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（油性アジュバント加）不活化ワクチンの製剤基準の一部改正でございまして、

これは共立製薬さんがフェロバックス３という製品のワクチンの承認を持っているのです

けれども、規格及び検査方法で異常毒性否定試験、マウス、ラットを使った毒性を調べる

異常毒性否定試験というのを設定してあるのですけれども、それを毒性限度確認試験、マ

ウス又はモルモットを使う別の試験に変更したいというものでございます。具体的には新

旧対照表の方の 11 ページになります。上の方になりますけれども、現在は 3.5.4 という

ことで、異常毒性否定試験だけが設定されてございます。いわゆるフェロバックス３では

ない、ほかの猫の３混は異常毒性否定試験をやるということになっています。けれども、

フェロバックス３だけは毒性限度確認試験に替えたいということですので、異常毒性否定

試験、本試験を行うことができない場合は 3.5.5 の試験を行うという文章を加えまして、

その下に毒性限度確認試験ということで、「一般試験法の毒性限度確認試験法１を準用し

て試験するとき、適合しなければならない」という文章を加えでございます。 

 あとはこれにあわせて文言の整理を一部させていただいたところはアンダーラインが引

いてございます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

【○○委員】ただいまの説明につきまして御質問等ございますか。 

【○○委員】ぶりα溶血性レンサ球菌症の不活化ワクチンで、有効期間２年とおっしゃい

ましたよね。 

 では、対照表には１年と書いてあるのだけれども、こっちが間違いということですか。 

【事務局】そうです。 

【○○委員】ミスがあったら直しておいてください。 

 ほかにございますか。 
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 よろしいでしょうか。 

 一応審議事項でございますので、ほかに御意見等ございませんか。 

 それでは、承認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。 

 

     （５）動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正について 

     〔動物用医薬品残留問題調査会〕 

 

【○○委員】続きまして、議事次第の（３）動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一

部改正のうち、事前配付資料９－２、これについて動物用医薬品残留問題調査会の座長、

きょう○○委員が御欠席ですので、○○委員から説明をお願いいたします。 

【○○委員】では、私から説明させていただきます。 

 食品衛生法の改正により、農薬等が残留する食品の販売等を原則禁止する制度、いわゆ

るポジティブリスト制度が平成 18 年５月より導入され、動物用医薬品についても残留基

準を超えて残留する食品の流通が禁止されます。このポジティブリスト制度に対応するた

めに、既存の動物用医薬品について残留問題調査会において現行の使用禁止期間又は休薬

期間で残留基準を超えて残留することがないかどうかを確認し、必要な場合は使用基準の

新規設定又は改正を行うこととしました。 

 本案の詳細については事務局より説明いたします。 

【事務局】それでは、事務局から説明させていただきます。事前配付資料の赤の№９－２

をお願いいたします。お手元にありますでしょうか。 

 これは表紙のところに「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」

ということで、３種類入っております。 

 （１）が食品衛生法改正に伴う動物用医薬品の対応について、これはどういう改正が行

われるので、どういう対応が必要かというような概論を示ししております。 

 （２）が今回改正いたします使用基準の改正案を示ししております。 

 （３）は参考資料といたしまして、食品に残留する農薬等に関するポジティブリスト制

度の導入についてということで、３種類のものをセットしております。 

 それでは、１枚めくっていただけますか。ちょっと字が切れてしまって申しわけないの
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ですけれども、（１）食品衛生法改正に伴う動物用医薬品の対応についてということで、

１ページ目、これは厚生労働省が説明のために使っている１枚紙ということですが、御説

明させていただきます。 

 食品に残留する農薬等の「等」には動物用医薬品と飼料添加物が含まれます。これは食

品衛生法の改正が３年ぐらい前に行われまして、それに伴った制度が平成 18 年５月に実

施される、施行されるいということになっております。ということで、食品衛生法の第

11 条の第３項関係ということです。 

 左側に現行の規制を書きましたけれども、農薬及び飼料添加物と動物用医薬品につきま

しては、現在は食品衛生法上はこのような規制になっておりますということが書かれてお

ります。 

 上の方に四角で囲ってあります「食品の成分に係る規格（残留基準）が定められている

もの」というカテゴリーがありますけれども、これは現在 246 農薬、31 の動物用医薬品

について残留基準が設定されております。 

 残留基準と申しますのは、例えば農薬の場合には、米中にある農薬を何 ppm を超えて残

留してはいけない。動物用医薬品でありましたら、牛肉に何 ppm、例えばオキシテトラサ

イクリンというようなものがどのくらい、例えば 0.11ppm を超えて残留してはいけないと

いうような規格が残留基準という形で定められているものということです。この基準が定

められているものに関しましては、その定められた残留基準を超えて農薬等が残留する食

品の流通は禁止されております。 

 また、その下に書いてありますけれど、規格がない場合には、もし仮に食品中に農薬な

り動物用医薬品が残留していても基本的に流通の規制はないということになっております。 

 ただ、このほかに抗生物質と合成抗菌剤につきましては、食品に残留してはいけないと

か、そういうような形の基準がありますので、それに照らしていけば、現在、抗生物質、

合成抗菌剤については残留してはいけないという基準も、ここには書いてないですけれど、

ありますということです。 

 そして、右なんですけれども、ポジティブリスト制度が施行される来年、18 年５月以

降につきましては、農薬、飼料添加物及び動物用医薬品につきましては３つのカテゴリー

が存在することになります。 

 基本は、その真ん中に書かれております「食品の成分に係る規格（残留基準）が定めら

れていないもの」というのが基本になりまして、これにつきましては「人の健康を損なう
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おそれのない量として厚生労働大臣が一定量を告示」するもので、現在まだ案なのですけ

れども、最終案として示されていますのが 0.01ppm になっております。もし基準がない場

合には、今後、平成 18 年５月の施行以降につきましては 0.01ppm を超えて残留してはい

けないということになります。そのような食品の流通は禁止されます。 

 右側なんですけれども、「厚生労働大臣が指定する物質」、これは「人の健康を損なうお

それのないことが明らかであるものを告示」ということで、比較的というか、かなり無害

なものについて特に基準を定めないということで、このものについては基準を定めないの

ですけれども、どのくらい残留していてもいいということで、そういう厚生労働大臣の品

名の指定になります。これは今回のポジティブリスト制度の対象外ということになります。 

 さらに、一番左なんですけれども、「食品の成分に係る規格（残留基準）が定められて

いるもの」ということで、現在も定められている基準はあるのですけれども、それに加え

てかなり多数の残留基準が定められるということで現在最終案が公表されております。ポ

ジティブリスト制度の施行まで現行法の食品衛生法の第 11 条第１項に基づいて、農薬取

締法に基づく基準、国際基準、欧米の基準等を踏まえた暫定的な基準を設定する。通常は

１日許容摂取量をもとに残留基準を設定するのですけれども、そういうことではなくて、

とりあえず外国の基準があったり、農薬で登録があったり、動物用医薬品ですと承認があ

ったりするものについては、それの現在承認されたときに審査された内容で基準をつくる。

動物用医薬品の場合につきましては、承認申請時、あるいは再評価時の検出限界値をもっ

て残留基準にするという暫定的ですけれど、そういう取り扱いになっております。 

 また、そのほかに「登録等と同時の残留基準設定など、残留基準設定の促進」というこ

とは、例えば本日御審議いただきましたシロマジンのようなもので、もしそれが――シロ

マジンは残留基準があるのですけれども、基準がないようなものが新たに承認されるよう

な場合には、承認に伴って同時に残留基準をつくるのだという、こういう形になります。 

 この残留基準が設定されたものにつきましては、「残留基準値を超えて農薬等が残留す

る食品の流通を禁止する」という制度になっております。 

 これが食品衛生法の改正ということなんですけれども、その次のページ、２ページ目は

「ポジティブリスト制への対応が必要な成分の範囲」ということで、新しく制度ができる

ものですから、農林水産省としても動物薬をどうやって使用していったらいいか、現行の

使用方法で大丈夫かどうか確認しなくてはいけないことなんですけれども、農薬・動物用

医薬品の成分としましては、暫定基準値設定成分が、そこの真ん中にありますけれども、
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アザペロンですとか、アスポキシシリンなど、715 成分あります。これは農薬も含んだ数

ですので、動物用医薬品としてはもう少し少ない数です。 

 既設定成分は左側ですけれども、それは既に残留基準が設定されており、暫定基準は設

定されないものということです。これが動物用医薬品ですとフェバンテル／フェンベンダ

ゾールなどありまして、62 成分です。 

 そのほかに、不検出成分とありまして、カルバドックス、クロラムフェニコール、ニト

ロフランなどの場合には、発がん性があるとかということ、特に重大な毒性があるものに

ついては、基準値を設けて、不検出とするということになります。不検出とされますと、

動物用医薬品として、例えば食用動物に承認があるようなものの場合には使用ができなく

なるような形をこれまではとっておりました。 

 その枠の外に書いてあります一律基準というのは、基準が設定されない場合には、一律

基準値 0.01ppm が適用されるということで、対象外成分というのは、先ほどの１ページで

御説明いたしましたように、ビタミンですとか、アミノ酸とか、食品自体にあるものです

とか、そういうものにつきましては、健康影響評価の結果に基づいて健康影響がないと判

断されるということで、特に値を決めたりとはせず、対象外成分として指定するというこ

とで、その次のページをお願いします。 

 現在使用基準としましては、抗菌剤を中心にかなりの成分があるのですけれども、使用

基準が設定されていない動物用医薬品もあるのですけれども、それについてどういう作業

をするかということです。 

 使用基準設定が必要な動物用医薬品というのは、とりあえずまず暫定残留基準値が設定

される予定の成分 715 ですけれども、農薬を含みますので、もう少し少なくなります。 

 使用基準の中で既設定、既に設定されているものが左側のラインですけれども、85 成

分 16 配合で、374 項目。使用基準が単味の製剤につきましては、１つの成分で、例えば

１つの動物で１つの用法につき１つの項目という形で設定されますし、配合につきまして

も同様なんですけれど、そのような形で 374 項目あります。 

 右側ですけれども、使用基準未設定ということで、71 成分と 13 配合で 189 項目。これ

は見込みですので、若干異なる可能性もあります。 

 一番左の使用基準既設定のものにつきましては、まず暫定残留基準値の適合確認という

ことを行います。これは何を意味するかといいますと、使用基準が例えば新しく設定され

たとしますと、使用基準には使用禁止期間が定められているのですけれども、用法・用量
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に従って使用禁止期間を守った場合に、肉ですとか、乳ですとか、卵ですとか、それがす

べて暫定残留基準値をクリアしなくてはいけないということで、それを確認するための作

業をします。 

 Step１、２、３、４とありますけれども、Step１は、承認等申請資料ということで、承

認時の残留試験データですとか、再評価のときの残留試験データですとか、それを集めま

して、それで確認ができるかどうかという書類の選別作業をしました。 

 Step２は、その他の既存資料ということで、文献を当たりまして、文献上適合性確認で

きることを作業としました。適合が確認できたものは左側のラインになりまして、見直し

が不要。省令改正――省令というのは使用基準の省令ですけれども、省令改正不要となり

ます。 

 もし書類上で確認ができなかった場合には Step３にいきまして、確認試験ということ

ですけれども、確認試験というのは、４ページ目のところに「ステップ３：動物試験によ

る確認（組織等の分析は１時点）」とありますけれども、これは現行の使用禁止期間を守

った場合に、その１時点でもって、例えば残留試験を行いまして、と殺をいたしまして、

採材しまして、残留基準をオーバーしているか、下回っているかということを確認すると

いう試験です。もしそれで確認できましたものにつきましては左のライン、もし確認でき

なかった場合には右のラインということになります。もし確認できなかった、現在の使用

禁止期間を守っても残留基準値を超える残留がある場合には Step４ということで、残留

試験です。これは４ページ目のところで、「動物試験による使用禁止期間の設定（分析は

数時点）」とありますけれども、１点で確認できなかったものですから、より長い、数点

をとりまして、どの時点で消失するかということを動物試験を組みましてやります。そし

て、それを統計学的に処理いたしまして、休薬期間を設定するということです。それをも

とに使用基準を設定いたしまして、省令改正をするということです。 

 右のラインにつきまして、使用基準未設定成分につきましても同様な処理をいたしまし

て、同じように新たに使用基準を設定することになります。この場合は既に使用基準が設

定されていませんので、必ず省令改正、基準追加ということになります。 

 ということで、これが一連のラインですけれども、４ページ目は先ほど若干説明しまし

たけれども、各ステップでどのくらい作業をしていたかということで、項目数を示してお

ります。 

 その次のページなんですけれども、５ページ目ですが、先ほど暫定基準が設定されるけ
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れども、それ以外のものには対象外物質と暫定基準と、あと残りは一律基準、0.01ppm と

いうことになりますけれども、そこなんですが、リストに入っていない動物用医薬品につ

きましては一律基準ということになりますので、それを今検索中です。カテゴリーとして

は、そこに書いてある食品、食品添加物、生体成分、医薬品と４カテゴリーに分けて、今

後作業を進めまして、次回以降の部会にかけるということになります。まだ調査会での御

審議をいただいておりません。 

 その次の（２）ですけれども、「使用基準改正案」ということで、こちらの実際の改正

案になります。 

 略号のところなんですけれども、①の「未」が現在まだ確定していないもの。というの

は残留調査会でも確認していただいていなものです。「確」というのは、既収載項目で確

認を終わっているもので、現行の休薬期間、使用基準の禁止期間で大丈夫なもの。「追」

は追加収載項目で確認作業を終わったもの。「削」と削除予定項目。削除予定項目ですけ

れども、これまで使用基準は余り削除されてきておりませんけれども、今回食品衛生法が

改正されるということで、現在承認がないようなものにつきまして削除しようという方向

で検討いたしました。「変」というのは、現在の内容が変更される予定のものです。７ペ

ージが省令、そして８ページ以降にいろいろな「未」ですとか、「確」ですとか、「追」で

すとかという形で示してあります。これらは残留問題調査会で確認されているものですの

で、今回こういうものであるということで御承認いただければいいかと思います。 

 最後に 48 ページが参考資料なんですけれども、厚生労働省の方で出されましたポジテ

ィブリスト制度についての解説を一部抜粋しておりますので、御確認ください。 

 以上で説明を終わります。 

【○○委員】ありがとうございました。 

 どなたか御質問、御意見等ございますか。 

 特に御発言はございませんね。 

 それでは、これは承認ということにいたします。 

【事務局】ありがとうございます。 

 原案どおり薬事分科会の方に報告させていただきます。 

 

     （６）動物用抗生物質医薬品基準の一部改正について 

     〔動物用抗菌性物質製剤調査会関係〕 
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【○○委員】それでは、続きまして、議事次第の（４）動物用抗生物質医薬品基準の一部

改正ということなのですが、○○委員もタイムリミットで御退席のようでございますので、

これは事務局から説明をお願いできますか。 

【事務局】事務局から説明させていただきます。 

 赤の資料№10 ですけれども、今回御審議いただきましたオトマックスにつきましての

動物用抗生物質医薬品基準の一部改正案です。 

 これは継続審議となりましたのですが、ですから、今回これにつきましては次回の審議

とさせていただきます。 

 もう１つですけれども、めくって４ページ目になりますけれども、硫酸フラジオマイシ

ン散というものがございまして、これにつきましてはこの内容でいいかどうか御確認いた

だきたいと思います。 

【○○委員】これは読み上げたら切りがないから……。 

【事務局】説明いたします。 

 硫酸フラジオマイシン散なんですけれども、現在の動物用抗生物質医薬品基準医薬品各

条に追加ということです。 

 本品は、硫酸フラジオマイシンの散剤で、規格といたしましては、90％から 120％とい

うことと、乾燥減量が 8.0％以下という規格がありまして、試験法としましては、力価試

験が円筒平板法として通常用いられている方法でやっております。 

 めくっていただきまして、（２）標準曲線法というのもありまして、そこに書きました

ような方法でいたします。 

 （３）比濁法というのもございます。 

 ということで、３種類の力価試験法がありまして、こういう規格になっております。 

 よろしく御審議ください。 

【○○委員】ただいまの前段は継続ということになったわけですが、後段の説明でどなた

か御発言ございますか。 

 よろしいでしょうか。 

 では、後段の方は承認ということにいたします。 

【事務局】ありがとうございました。 
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   Ⅱ） 報告事項 

     （１）動物用医薬品の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】（製造承認事項変更承認） 

       ピシバック注３混 

 

【○○委員】これでいわゆる審議事項が終了ということでございまして、続きまして報告

事項に移ります。 

 議事次第の（５）ですね。ピシバック注３混、製造承認事項変更承認の可否、事務局か

ら説明をお願いいたします。 

事務局 動物用医薬品製造承認事項変更承認の可否について、資料番号 11 の審議経過票

に基づき報告します。 

 販売名は、ピシバック注３混。 

 申請者は、共立製薬株式会社です。 

 成分及び分量ですが、液状不活化ワクチン１バイアル 500mL 中、ラクトコッカス・ガル

ビエ KS-7M 株不活化菌が不活化前生菌数で 2.2×10１１個以上、ビブリオ・アングイラルム

KT-5 株不活化菌が不活化前生菌数で 2.5×10１０個以上、及びマダイイリドウイルス YI-

717 株不活化ウイルスが不活化前ウイルス感染価で 10９．０TCID５０以上含有されている注射

ワクチンです。 

 用法及び用量ですが、体重約 10～約 860ｇのぶり属魚類の腹腔内に連続注射器を用いて、

0.1mL を１回注射するとされています。 

 効能又は効果ですが、体重約 10～約 860ｇのぶり属魚類のα溶血性レンサ球菌症及び

J-O-3 型ビブリオ病の予防、並びに体重約 10～約 120ｇのぶり属魚類のイリドウイルス感

染症の予防です。 

 製造承認事項の変更承認申請の主な内容ですが、効能又は効果について、これまではぶ

りのα溶血性レンサ球菌症、J-O-3 型ビブリオ病及びイリドウイルス感染症の予防でした

が、この対象動物をぶりからぶり属へと効能拡大するものです。 

 また、これに伴い、用法及び用量の対象動物の魚体重についても、これまで約 10～約

120ｇであったものを約 10～約 860ｇへと拡大するというものです。 

 ８月１日に開催されました水産用医薬品調査会の審議では、120ｇを超える大きさのぶ
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り属魚類について、イリドウイルス感染症に対する予防効果が十分示されていないとの審

議結果が得られたことから、効能又は効果から 120ｇを超えるぶり属魚類についてイリド

ウイルス感染症の予防を外すことを条件に所定の審議を終了しております。 

 これに伴い、使用上の注意の一般的注意として、本剤をα溶血性レンサ球菌症及び J-

O-3 型ビブリオ病の予防に用いる場合は、体重約 10～約 860ｇの健康なぶり属魚類に使用

すること。これを超える体重のぶり属魚類では十分な効果がないおそれがあるとの記述と、

本剤をイリドウイルス感染症の予防に用いる場合は体重約 10～約 120ｇの健康なぶり属魚

類に使用すること。これを超える体重のぶり属魚類では十分な効果がないおそれがあると

の記述を加えることとしております。 

 ピシバック注３混についての報告は以上です。 

【○○委員】ありがとうございました。 

 ただいまの報告について特段の御質問等ございますか。 

 ないようですね。 

 

     （２）動物用医薬品の再評価について 

     〔動物用医薬品再評価調査会関係〕 

      ①平成 16 年度臨時再評価スクリーニングによる検討成分の取扱いについて 

        ジクロルボス 

      ②平成 16 年度臨時再評価スクリーニングによる検討成分の取扱いについて 

        モキシデクチン 

 

【○○委員】では、次にまいりましょう。 

 議事次第の（６）動物用医薬品の再評価について、これも事務局からお願いします。 

【事務局】事前に配付いたしました赤№12 の１枚紙です。 

 再評価調査会が平成 17 年７月 27 日に開催されまして、２つの成分について評価を行い

ました。 

 １番目の成分、ジクロルボスですけれども、検討の対象となった情報ということで、本

成分を含有する蒸散剤の安全性について、長時間暴露した場合には人に対する安全域を上

回るおそれがあることから、厚生労働省により用法・用量及び使用上の注意の変更の措置

がとられたとの情報。人用のジクロルボス製剤についての情報がありました。 
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 調査会の審議結果ですけれども、動物用の蒸散剤については、厚生労働省の措置と同様

に用法・用量に「人が長時間留まらない区域」に限定する旨、使用上の注意に「居室、飲

食する場所及び飲食物が露出している場所では使用しないこと」を追加記載することとし、

再評価指定しないこととされました。 

 ２番目の成分、モキシデクチンですけれども、検討の対象となった情報は、本成分を有

効成分とする犬用の注射剤について、米国での副作用の多発を受けてＦＤＡが製造元に対

して回収を要請したとの情報がありました。 

 調査会の審議結果ですけれども、本剤につきましては、平成 14 年に副作用と思われる

死亡例が５例報告され、使用上の注意の変更等によるアナフィラキシー様反応等の副作用

に対する注意喚起等の措置が行われました。 

 その後、報告された副作用は平成 14 年にさらに１例の死亡例と、16 年、17 年に１例の

死亡例ですけれども、副作用の頻度が増加しているとは考えられません。 

 したがって、直ちに国内において回収等の措置が必要とは思われないけれども、引き続

き今後の米国における取扱い、関連情報の収集に努めることとし、再評価指定はしないこ

ととする。 

 なお、米国における取扱いについて新しい情報が得られた場合に当調査会に報告すると

いう審議結果でございました。 

 以上です。 

【○○委員】ありがとうございました。 

 どなたか御質問等ございますか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、次にいきましょう。 

【事務局】ありがとうございます。 

 

     （３）動物用医薬品の再審査について 

      ①アドバンテージ原体 

        アドバンテージスポット 40 犬用 

        アドバンテージスポット 100 犬用 

        アドバンテージスポット 250 犬用 

        アドバンテージスポット 400 犬用 
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        アドバンテージスポット 40 猫用 

        アドバンテージスポット 80 猫用 

      ②アイボメック トピカル 

      ③動物用アミペニックス 

      ④インフェニック２％散 

      ⑤インフェニック 10％液 

      ⑥日生研グレーサー病２価ワクチン 

      ⑦フィバキシンＦｅＬＶ 

        フォートダッジフィバキシンＦｅＬＶ 

 

【○○委員】議事次第の（７）動物用医薬品の再審査について、事務局からお願いいたし

ます。 

【事務局】事前配付資料の№13 をお手元にお願いします。 

 動物用医薬品再評価調査会で再審査が行われまして、表紙に書きました製剤についての

ものです。 

 1 枚めくっていただきまして、アドバンテージです。アドバンテージは原体につきまし

て、審議結果は、有効性及び安全性に関する評価に基づき有用性が認められるものとして、

動物用医薬品等部会に報告して差し支えないという結果でした。 

 そして、その次ですけれども、アドバンテージスポット 40 犬用、100 犬用、250 犬用、

さらにその次は 400 犬用とありまして、その次が 40 の猫用、80 の猫用と続きます。これ

は、犬、猫という対象動物の違いと、あとは含量の違いということです。 

 最後のアドバンテージスポット 80 猫用について説明いたします。これにつきましては、

バイオメディカル株式会社の成分・分量として、１個中イミダクロプリド 80mg を含有す

る液剤。これは容量がほかの製剤と違うのですけれども、用法及び用量が個別に設定され

ておりまして、例えばこの 80 猫用の場合ですと、体重 4.1kg 以上の猫について、その皮

膚につけて、１個を直接滴下というような形になっております。 

 使用上の注意は別紙としてつけられております。 

 添付資料も再評価調査会のときに審議された添付資料なんですけれども、使用成績等の

調査概要、使用成績に関する資料、効能・効果及び安全性の調査資料、外国での承認等に

ついてということで、マル、バツで示されております。 
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 再評価調査会で御審議いただいた結果が、有効性及び安全性に関する評価に基づき有用

性が認められるものとして、動物用医薬品等部会に報告して差し支えないという評価であ

りました。 

 そして、２枚めくっていただきまして、その次がアイボメック トピカルです。 

 これは成分・分量として、１mL 中イベルメクチン 5.0mg を含有する外用剤ということ

です。 

 用法・用量に示されたような用量で、直線的に牛の背中に注ぐような製剤ということで

す。 

 効能又は効果は、そちらに示されました内部寄生虫、外部寄生虫の駆除、それとマダニ

による吸血の抑制ということです。 

 使用上の注意はそこにつけられております。 

 審議結果ですけれども、これにつきましても有効性及び安全性に関する評価に基づき有

用性が認められるものとし、動物用医薬品等特別部会に報告して差し支えないというもの

であります。 

 その次のページですけれども、動物用アミペニックスです。 

 注射用アンピシリンナトリウムということで、用法・用量は１kg 当たりアンピシリン

として 20mg（力価）を２～３日間皮下に注射するというもので、効能・効果は、適応症、

細菌性皮膚感染症で、有効菌種も定められております。これにつきましても有用性が認め

られるものとして、動物用医薬品等部会に報告して差し支えないということになります。 

 備考に書きました使用上の注意変更届提出予定というのは、こちらですべて審議を終わ

りましたら使用上の注意（案）に沿った形で直しますということで、ほかのものは備考に

入っていませんですけれども、皆同じ扱いです。 

 その次のページですけれども、インフェック２％散。そして２枚めくりますとインフェ

ック 10％液、いずれもノルフロキサシンの製剤で、片方は豚の細菌性下痢、胸膜肺炎、

もう１つの方は鶏の大腸菌症ということです。 

 ２ページめくっていただきましたインフェック 10％液ですけれども、そちらにありま

すような成分・分量ということで、用法・用量がこちらの場合は飲水に溶解して経口投与

ということです。効能・効果は大腸菌を有効菌種とする鶏大腸菌症。これにつきましても

有用性が認められるものとして当部会に報告して差し支えないという結論でありました。 

 そしてまためくりまして、日生研グレーサー病２価ワクチンですけれども、これはワク
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チンなんですけれども、そちらに成分・分量が示されておりますようなワクチンです。用

法・用量は豚の筋肉内に注射ということです。効能・効果はグレーサー病の予防です。こ

れにつきましても有用性が認められるものとして動物用医薬品等部会に報告して差し支え

ないという御審議結果です。 

 まためくっていただきまして、フィバキシンＦｅＬＶですけれども、これは表紙のとこ

ろにはフィバキシンＦｅＬＶとフォートダッジフィバキシンＦｅＬＶと２つ製剤がありま

すけれども、同じ製剤でございますので、審議経過票は１枚ということです。これはワク

チンなんですけれども、成分・分量がそこに書かれたようなもの、用法・用量は皮下注射

ということで、何回というのが書かれております。効能又は効果は、猫白血病ウイルスに

よる持続性ウイルス血症の予防ということです。使用上の注意は次のページということで、

これにつきましては審議結果は資料の整備を条件とし、有効性及び安全性に関する評価に

基づき有用性が認められるものとして動物用医薬品等部会に報告して差し支えないという

ことなんですけれども、資料整備の内容が有効性に関する調査において判定不能された症

例のうち、安全性の調査のみを実施し、抗体価の測定を行わなかった 1000 症例について

有効性に関する調査においては除外症例として取り扱うということで、整備いたしました。

これを除きましても抗体価をきちんと測定した有効症例が十分あるということです。 

 以上、御報告させていただきました。 

【○○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。 

 

     （４）「使用上の注意」の記載例について（案） 

 

【○○委員】それでは、次へいきましょう。 

 今度は議事次第の（８）使用上の注意の記載例について、これも事務局からお願いしま

す。 

事務局 それでは、事前に配付させていただいています資料番号赤の 14 番を御用意くだ

さい。 

 使用上の注意の記載例ということでございまして、今までこの使用上の注意の記載例に

つきましては事務局の方から医薬品の協会の方に事務連絡を出しておりまして、それに基
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づきましてメーカーさんがそれぞれの製剤の使用上の注意を作成してきているところでご

ざいます。 

 しかし、先ほども御議論がありましたように、最近、現状に合わなくなってきているも

のがでてきたり、調査会や部会等で御指摘を受けるものも多くなってきましたので、この

際、全面的に見直そうということで、新たに、この資料に示します使用上の注意の記載例

についてというものを事務局が作成したというものでございます。 

 本案につきましては、既に各調査会にお示しさせていただきまして御了承をいただいて

いるというところでございます。本日この部会で御了承いただければ、近日、事務連絡と

して社団法人日本動物用医薬品協会に送りまして、今後承認申請される医薬品につきまし

てはこの新しい使用上の注意の記載例に従って使用上の注意を作成していただくというこ

とになります。 

 また、既に承認されている医薬品につきましては、急にこの新しい使用上の注意に合わ

せて変更しなさいということはなかなか言えませんし、そうすると大変な作業になります

ので、再審査ですとか、再評価、それから事項変更承認申請、こういった際に合わせて変

更していただくというふうにさせていただきたいと思っております。 

 それでは、時間もちょっと押していますので、中身について簡単に御説明させていただ

きます。 

 １枚めくっていただきますと、横になっているのですけれども、まず生物学的製剤と一

般医薬品と抗菌性物質と水産用医薬品というふうに４つに大きく分けてございます。 

 まず、「生物学的製剤の記載例」ということですけれども、先ほどもありましたように、

大きくまず「一般的注意」がありまして、その中に伝染病関係のものですとか、要指示の

ものはこうですよと。 

 「要指示医薬品」のところは、「本剤は要指示医薬品であるので獣医師」、ここに「等」

が抜けておりますので、「等」を加えてください。「獣医師等の処方せん・指示により使用

すること」という文言を加えます。実際に家伝法関係のものというのは余りありませんの

で、実際にはこの要指示の文章が一番先頭にくるという形になります。 

 それから、（５）の「使用の制限の遵守」につきましては、不活化ワクチン、肉用鶏に

使用されない不活化ワクチンということで一応分けてこういう記載をさせていただいてご

ざいます。 

 それから、次のページになります。今度は「使用者に対する注意」ということで、「人
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獣共通感染症の病原体に関する記載」ですとか、「誤注射に関する記載」、こういったもの

を記載いたします。 

 次のページには「作業時の防護に関する記載」でございます。 

 ４ページになりますが、先ほどちょっと御議論になりました「対象動物に対する注意」

ということでございます。 

 まず１番に「制限事項」、２番に「副反応」――ワクチンの場合は副反応という表現を

使わせていただいています。 

 次の５ページですと、「相互作用」、これはワクチンによって干渉ですとかエンハソスメ

ントがあるような、そういったものを書くということです。 

 それから、「適用上の注意」ですが、下から２つ目のポツのところで「注射器具（注射

針）は（原則として）１頭ずつ取り替えること」というふうになっていますが、犬、猫で

すとか牛ぐらいはこの「原則として」というのは入れません。鶏とか、実際１羽１羽かえ

ることが不可能だというものについては「原則として」という文言を加えるという形にさ

せていただきます。 

 それから、次のページには「取扱い上の注意」ということで、「使用にあたっての注

意」ですとか、次の７ページには「廃棄に関する事項」ということで、これも今までいろ

いろ御議論になっておりましたが、今までは医療用廃棄物として処理、処分することとい

う記載でしたが、またお役所的で申しわけないのですけれども、医療廃棄物という法律用

語はありませんで、実際は産業廃棄物のうちの何かに当たるという形になります。実際、

そのものがどういうふうに処理をしたらいいのかというのは、各地方公共団体の条例で違

っておりまして、一概にこう処理しなさいよというのが言えないというのが実情でござい

ます。したがいまして、こういった、例えば「不活化されていない生物学的製剤」につき

ましては、「使い残りのワクチン及び使用済みの容器は、消毒又は滅菌後に地方公共団体

条例等に従い処分、若しくは感染性廃棄物として処分すること」という記載にさせていた

だきました。ほかのものも大体それに似た形で地方公共団体条例という言葉で整理させて

いただいております。 

 それから、「液体窒素の取扱いに関する事項」。液体窒素は取扱いが危ないので、そうい

うものについてはこういう記載をするということで、あとは「保管上の注意」「その他の

注意」というふうになってございます。 

 ９ページからが一般医薬品の使用上の注意になります。 
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 要指示医薬品のものは、同じように、「本剤は要指示医薬品であるので獣医師等」、これ

も「等」が抜けています．「獣医師等の処方せん・指示により使用すること」というふう

になっています。 

 （４）に「使用期間、休薬期間の遵守」ということで、これにつきましては先ほどの動

物用医薬品の使用規制省令で使用基準が定められている製剤については、「本剤は、「使用

基準」の定めるところにより使用すること」という文章を記載いたします。使用基準は設

定されていないのですけれども、休薬期間が定められているという製品がございます。そ

ういうものについては、「本剤投与後、下記の期間は食用に供する目的で出荷等を行わな

いこと」ということで、対象動物を書いていただいて、何日間というふうに記載いたしま

す。まれになんですけれども、使用基準と休薬期間の両方が定められている製剤がござい

ます。例えば牛に使う場合には使用基準が定められているけれども、ヒツジとかヤギに使

う場合にはそれが定められていないというものがございまして、そういうものについては

本剤を、例えば牛に投与する場合は、使用基準の定めるところにより使用することと。本

剤をヤギに投与する場合は、本剤投与後下記の期間は食用に供する目的で出荷等を行わな

いこと。ヤギ、何日間というふう書かせるようにいたします。 

 それから、次に要指示医薬品以外の医薬品で、どうしても獣医さんの指導のもとで使わ

なければならないというものがございますので、そういうものについては「本剤は獣医師

の指導の下に使用すること」というふうに記載させます。 

 それから、「使用者に対する注意」がございまして、最近の製剤でございますと、右下

にありますスポットオン製剤、これについては本剤投与後何時間はとか、完全に乾くまで

は投与部位に直接触れないことと、こういう注意を記載させるようにいたします。 

 次の 11 ページからは今度は「対象動物に対する注意」でございます。先ほどのワクチ

ンと同じように、「制限事項」がありまして、「制限事項」の一番右下には、今流行りの、

きょうも御審議にありましたＮＳＡＩＤの使用上の注意がございます。「胃・十二腸潰瘍、

血液凝固性障害、腎不全がある動物には投与しないこと」というふうな注意でございます。 

 次のページ、12 ページには「副作用」「相互作用」。この「相互作用」につきましても

２つ目のポツ以降はいわゆるＮＳＡＩＤに書かせる使用上の注意でございます。 

 13 ページは「適用上の注意」でございまして、各製剤で注意すべきことを記載するよ

うになります。 

 それから、「取扱い上の注意」になりまして、14 ページの上には先ほど御説明しました
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「廃棄に関する注意事項」ということで、これも「地方公共団体の条例に従い」というこ

とで整理させていただいてございます。 

 「保管上の注意」「その他の注意」となってございます。 

 それから、15 ページは「抗菌性物質製剤」でございます。抗菌性物質製剤は、先ほど

の一般薬と違うところは、まず「効能・効果の遵守」のところで、ニューキノロン系の新

規の抗菌性物質とそれ以外のものとで記載するものを変えてございます。 

 また、用法・用量につきましても、ニューキノロン系とそうでないものにまず大きく分

けまして、さらにその中で用法・用量に投与期間が設定されているものとされていないも

のとで記載を分けるという形をとってございます。 

 16 ページの上には「使用基準、休薬期間の遵守」ということで、これは先ほど一般薬

のところで御説明したものと同じでございます。 

 その後、「使用者に対する注意」が同じようにありまして、次の 17 ページは「対象動物

に対する注意」ということで、「制限事項」「副作用」、次の 18 ページは「相互作用」、こ

の「フロセミド等の利尿薬」というのは、カナマイシンに書かれている相互作用の使用上

の注意でございます。 

 「適用上の注意」がありまして、その後、「取扱い上の注意」ということで、同じよう

に廃棄に関する事項が地方公共団体ということで記載してございます。 

 最後に「保管上の注意」と「その他の注意」になってございます。 

 続きまして、水産用医薬品の使用上の注意について担当の方から説明いたします。 

事務局 続きまして、水産用医薬品の使用上の注意の記載例について説明いたします。19

ページの次のページからになります。 

 水産用医薬品の使用上の注意の記載例については、その他の動物用医薬品の使用上の注

意の記載例と大きく異なるものとなっております。その理由として、その対象動物の生物

学的特性及びその使用方法が他の動物用医薬品と異なっていることに加えて、水産用医薬

品の場合は、要指示医薬品制度の対象となっていないこともあり、その使用に当たり獣医

師が関与することはまれで、ほとんどの場合、養殖業者自らが使用しているということが

挙げられます。これまでの使用上の注意は獣医師が関与することを前提としているその他

の動物用医薬品の使用上の注意に準じて記載していたため、どちらかと言えば獣医師向け

に書かれておりました。 

 そこで、養殖業者に対して使用上の注意をよく読んで使用しなさいと指導しても、用
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法・用量とは何だ、効能・効果とは何だというぐあいで、読んでもよくわからないとよく

言われておりました。 

 このようなことから、水産用医薬品の使用上の注意の記載例を作成することに当たって

は、専門用語を使用せずに、養殖業者が理解しやすい表現を用いること。人はなぜそれを

しなければならないかということを理解しなければ、進んでそれを遵守しようと思わない

ことから、できるだけ養殖業者が理解しやすい理由、説明を加えることの２点を基本方針

として水産用医薬品の使用上の注意の記載例を新たに作成しました。 

 では、具体的な内容ですが、例えば生物学的製剤の一般的注意の（１）の効能・効果に

関する記載例ですが、これまでは「本剤は、効能・効果において定められた適応症の予防

のみに使用すること」となっておりましたが、「効能・効果」という言葉や「適応症」と

いう言葉がわかりにくいということ、「本剤」という言葉も一般的でないことから、「本

剤」を一般的な言い方である「本品」に改め、「本品は、○○又は△△の○○及び△△を

予防するために使用し、○○又は△△以外の動物には使用しないこと」としております。 

 その下の（２）ですが、これは用法・用量の遵守に関する注意ですが、用法及び用量に

かわる一般的な表現がないことから、これについてはそのまま使用し、用法及び用量につ

いては、使用説明書の別の部分に記載されていることから、それに従いなさいという意味

で、「本使用説明書の【用法及び用量】に従って正しく使用すること」とし、その前に

「本品は、正しく使用しなければ病気の予防効果が得られないおそれがあるので」と、理

由を付しました。 

 一般医薬品及び抗菌性物質製剤の場合も同様の方針で記載例を作成しております。 

 ２枚めくりまして、３ページの中ほどに「魚に対する注意」という欄があります。これ

はその他の動物用医薬品では「対象動物に対する注意」となっておりますが、「対象動物

に対する注意」では、養殖業者は魚に対する注意だとは思わないから読まないとの意見が

あるため、養殖業者にわかりやすいよう、｢魚に対する注意｣であることを明記しておりま

す。 

 以上水産用医薬品の使用上の注意の記載例について簡単に説明させていただきました。 

 御意見、御助言、よろしくお願いします。 

【○○委員】ありがとうございました。 

 それでは、今説明のありました魚を含む全般について御質問等ございましたら。 

【○○委員】調査会が十分議論したので申しわけないですけれど、ちょっと今気がついた
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点で、見落としていたところが幾つかありますので、教えてください。 

 まず５ページですけれども、２つ目のカラムで、「猫において」のところで、「繊維肉

腫」の「繊維」は今でもこのままでよかったのでしょうか。後で結構ですので、ちょっと

調べておいていただけますでしょうか。 

【事務局】これは多分間違いで、ラインの方の「線維」の字だと思います。 

【○○委員】ほかにも出てまいりますので、お願いいたします。 

【事務局】はい、直します。 

【○○委員】それから、次の「相互作用」のところで、右側の「その他」ですけれども、

「本剤と○○ワクチン」のところですが、その最後のところで、「本剤の効果が抑制され

るので」とありますが、何となくすっと読めなかったのですが、例えば効果が減弱すると

か、何か別の表現があるのかなと思ったんです。 

 同じように、そのページの最後の右側「その他（必要に応じて）」というところで、「移

行抗体価の高い個体では、ワクチン効果が抑制されることがあるので」、この場合、十分

なワクチン効果が得られないことがあるのでというのが適切かなと思ったんですけれど、

これも後で御検討ください。 

 それから、６ページ先ほどの「繊維」の「繊」が右側の３つ目のカラムのところに出て

きております。 

 それから、12 ページになります。「相互作用」のところで、中黒の４番目、「フロセミ

ド等の利尿薬とその併用により」、後でも出てきましたけれども、「フロセミド等の利尿薬

との併用」ではないでしょうか。 

【事務局】「との」ですね。済みません。 

【○○委員】それから、15 ページですけれども、抗菌性物質製剤のところで、（２）は左

側にニューキノロン以外がきて、右側にニューキノロン剤がきます。その次の（３）は左

側にニューキノロンがあり、右側はニューキノロン以外になっております。読んでいてち

ょっと戸惑うかなと思いますので、統一していただくとわかりやすいかなと思いました。 

【事務局】左側をニューキノロンにして、右側を以外にいたします。 

【○○委員】それから、水産薬のところで、１ページになります。先ほど御説明いただき

ました生物学的製剤、一般的注意の中で、（１）ですけれども、その最後で「動物には使

用しないこと」ということで、これは動物だとか、ほかの魚種の魚はいいのかとうふうに

一般の方は思ってしまうかもしれませんので、魚や動物、あるいは……。 
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【事務局】ここはちょっと悩ましいところで、「魚には使用しないことと」となると、ほ

かの動物には使っていいだろうと。 

【○○委員】ですから、「魚や動物には使用しないこと」という形の方がいいのかなと思

ったのですが、ちょっと御検討ください。 

【事務局】はい。 

【○○委員】以上です。 

【○○委員】今の字句の問題はもう１回よく見直していただく。 

 それから、魚の方もせっかくのそういう目的を持った改変ですから、間違っても誤解の

生じないような……。 

 まだありますか。 

【○○委員】済みません。１点忘れておりました。 

 この記載例には出てきませんが、動物で症状という言葉を使われてきておりまして、症

状というのは自覚症状ですので、きょうも審議事項の中に幾つか出てきましたが、私は、

サイン、徴候の方が適切ではないかと思いますので……。 

【○○委員】徴候……。 

【○○委員】はい。 

【事務局】「症状」を「徴候」……。 

【○○委員】ええ。症状は自覚症状で、頭が痛いとか、おなかが痛いのが症状でして、徴

候、私たちはサインを見ているわけですね。お願いいたします 

【事務局】はい、わかりました。 

【○○委員】これはあっちこっちに出てくるかもしれませんね。 

 今の御意見、あえて確認しますけれど、ほかの先生方、御同様の御意見でよろしいです

か。 

【事務局】先ほど○○委員から御意見いただいた対象動物に対する注意のところは本当に

犬しか使わないものについては犬と書かせた方がいいかというところなんですけれども…

…。 

【○○委員】○○委員、こういう機会ですから、せっかく改変しようかという機会ですか

ら、そこら辺のところでちょっとあれば御意見を……。 

【○○委員】動物種が限定されている場合は限定された動物種を書くべきだと思います。 

【事務局】わかりました。 
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【○○委員】というのは流用してもいいようなニュアンスがにおってしまうんですよね。

はっきりは書かないけれど、使ってもいいぞというニュアンスに聞こえてしまうので、や

っぱり明確にきちっと決められた形で審議をされて、承認されるわけですから、それは対

象動物が決まっているものについてはその対象動物だけにした方がいいと思います。 

【事務局】わかりました。 

 そうしますと、実際にはワクチンはほとんど対象動物が決まっていますので、その動物

に対する注意という記載にさせていただきます。 

 一般薬、それから抗菌物質については、１つしか決まっていないものと、複数の動物が

ありますので、そうですね、例えば犬と猫ぐらいでしたら、犬及び猫に対する注意という

ような書き方がよろしいかと思います。牛、豚、鶏にも全部使えるよというようなものは、

それを全部列記するというのはちょっと困難なので、対象動物という表現にさせていただ

きます。 

【○○委員】そうですね。まずは対象動物が明記されるでしょうから。臨機応変と言って

はまた話が無茶苦茶になりますので、やはり先ほど私が申し上げたように、１つのフォー

マットはあるとしても、やはり１つずつの注意書きには個性があってもいいのではないか

なという気がいたしますので、ぜひここのところも含めてもう１度よく内容を御検討いた

だいた上での通達というんですか、そういうことにしていただきたいと思います。 

 いずれにしてもこれは実践するにはまだ先の話になるのでしょうか。 

【事務局】きょう御了承いただければ早々に手続をとりまして、事務連絡として協会の方

に発出したいと思っています。急にというわけにいきませんので、少し経過措置はとりた

いと思いますけれども、いずれはこの形で整備されたものが承認申請として上がってくる

形になると思います。 

【○○委員】ほかに御意見等ございますか。 

【○○委員】先ほどから御説明で２ページにも出てきますけれども、６番の「本剤は獣医

師の適正な」というところに「等」を入れられました。ほかの部分も「等」を入れられま

したけれども、その「等」というのはどういうことですか。また、もう１つの疑問点は水

産動物の方で、獣医師の処方による使用ということは重要なことだと思うんですが、説明

の中においては、いかにも獣医師の指示がなくても使えるようにするのだというようにニ

ュアンスにとれたんですけれども、そういうのはちょっといかがなものかなというような

気がしたんです。 
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【事務局】まず、２ページの（６）のところの「獣医師」の後の「等」は、これは入れま

せん。「等」を入れるのはあくまでも１ページの要指示医薬品のものに対しては「本剤は

要指示医薬品であるので獣医師等の処方せん・指示により使用すること」という表記で

「等」というふうに入れさせていただきます。 

 結論から申しますと、薬事法で処方薬、要指示薬については、獣医師等の処方せん・指

示というふうに書きなさいというふうに法律で定められてございます。 

 この「等」というのは何を指すかというと、お医者さんと歯科医師さんを指します。お

医者さんと歯科医師さんが動物の診療をするのはけしからんではないかということになる

のですけれども、これは本当にはあり得ないのでしょうけれども、お医者さんが自分の患

者さんにこの動物用医薬品を処方する場合があるのではないかということで、その権利と

いうんですかね、お医者さんのその権利は奪ってはいかんだろうと。もしそういうことを

やりたいというお医者さんがいれば、それはできる道は残しておかなければならないだろ

うということで、「獣医師等」という「等」で、お医者さんと歯科医師さんを読むという

ふうに法律上規定されてございます。 

 非常に混乱を招くような表現なのでございますが、いかんせん、法律で決まっておりま

すので、私どもでこれは「等」と書かなくていいよというのは、申しわけないですけれど、

できません。したがいまして、これは「等」と書いていただくしかないことでございます。 

【○○委員】結局法律文書ですから、そのまま引用しなければならんということなんです

ね。 

【事務局】逆に獣医師の権限を医師、歯科医師から侵害されるのではないかという懸念も

あろうかと思います。実はそうなっていませんで、動物用医薬品の要指示医薬品の対象動

物は獣医師法 17 条の獣医師の専用になっている対象動物と一致させてありますので、も

し医師、歯科医師が動物用の要指示医薬品について指示書を書けば、獣医師法 17 条違反

ということになりますので、それはできないということで、今説明しましたように、人に

対して動物用医薬品を処方する場合しかあり得ないということです。 

【○○委員】そういうことが実際にあるかどうかわかりませんけれども、法律文書の窮屈

なところ。ですから、いずれ合理的にもし改変されれば「等」はなくなるのだろうと思い

ます。それまで仕方がございませんね。 

 ほかにはいかがで……、もう１つ、水産薬の方の問題ですね。何か……。 

【○○委員】やはり医薬品ですから、獣医師の先生方の指示に従って使われているものと
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信じておりましたけれども、今の御説明では養殖業者が直接わかるようにというような御

説明でありました。消費者にわかりやすいというのは賛成でございますけれども、やはり

医薬品ですから、獣医師の先生方の管理というのを明確にしていただきたいと感じました。 

【事務局】これも法律で水産用医薬品は要指示医薬品制度の対象になっておりませんので、

獣医師の管理がなくても使えることになっておりますので、実際獣医師の指示によって使

っているという事例はほとんどないかと思います。その部分を補完する意味で、例えば使

用上の注意の今の記載例で言いますと、生物学的製剤の（５）とか（６）として獣医師に

かわる機関としてこういった指導機関の指導を受けることというふうな記載を入れること

にしておりますし、抗菌剤につきましても、次のページの一番右の欄の（９）に、これも

指導機関に相談するようにということで適正使用を担保しながら使用するようにさせてお

ります。 

【○○委員】実際にはお役所が関与するわけですね。家保か何かがね。 

【事務局】実際には水産試験場が関与して使わせているということなのですが、魚病のこ

とにもっと手を出してくれる獣医師の数が増えれば、獣医師にそういったことをやるとい

うこともできるのでしょうが、現状ではほとんどそういった獣医さんがいないというのが

実情です。 

【○○委員】よろしいでしょうか。 

 現実は野放図に使われる心配はまずないと考えていいわけですね。 

【○○委員】管理はちゃんとするということですね。 

【○○委員】ほかにはよろしいでしょうか。 

 どうぞ、○○委員。 

【○○委員】この使用上の注意とは関係ないのですけれど、添付文書という観点で考える

と、例えば人体薬であれば、例えば動態学的プロフィールというのは必ず載っていて、例

えば腎臓からなくなっていくとか、主に代謝でなくなっていくとか、いろんなプロフィー

ルが書いてあるのですけれど、残念ながら動物用医薬品にはそういうことは全く書いてな

い。例えば獣医師さんが幾つか薬を選択できるという状況のとき、例えば肝臓が悪い場合、

腎臓から出ていく薬を使いたいといっても、これが添付文書の中に書いてないので、例え

ばそれは薬理学の本を見るとか、いろいろ大変なことが起こる。こういう改正の機に当た

ってそういうことも御検討していただけると非常に助かるということで、これはお願いで

すが。 
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【○○委員】ありがとうございました。 

 何かコメントありますか。 

【事務局】確かに人用の医薬品、特に医療用薬品についてはかなりしっかりした添付文書

というよりも添付本みたいなものがついているということで、そういったものにそういっ

たプロフィールがしっかり記載されていますけれども、いかんせん動物用医薬品の場合は

なかなかそこまで対応できていないというのが実情です。ただ、フィールドの先生方にそ

ういうニーズがあれば、当然メーカーの方がそういう対応をするということになるかと思

いますので、我々事務局とメーカーさんとコミュニケーションとりながらそういうような

方向で話が進められれば検討はしてみたいと思います。 

【○○委員】今回の通知とは一緒には難しいかもしれないですが、今後のこれも一種の宿

題かなと思いますね。 

 ひとつよろしくお願いします。 

 ほかによろしいでしょうか。 

 では、この項はとりあえず終わりまして、もう１つありますね。 

 

     （５）動物用医薬品の諮問・承認状況について 

 

【○○委員】議事次第の（９）の動物用医薬品の諮問・承認状況について、事務局、お願

いします。 

【事務局】当日配付資料の 16 番をご覧ください。 

 前回の本部会から本日までの間に諮問、また承認されたものの御報告でございます。 

 まず諮問状況でございますが、一般薬関係でございます。 

 フラッシュベイト、エコスピードということで、有恒薬品株式会社からのものでござい

ます。ジノテフランを含有する散剤ということで、いずれ本部会で御審議いただいて薬事

分科会の方に報告させていただくものでございます。 

 それから、抗菌剤でございますが、エクセネル注でございます。これは効能追加でござ

います。牛の趾間フレグモーネを効能追加するものでございます。これも本部会で御審議

していただきまして、薬事分科会で報告という形になります。 

 その下のエコノア１％プレミックス、その下の 10 プレミックス、ノバルティスの製品

でございますが、これも効能追加でございます。豚の増殖性腸炎を効能に追加するもので
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ございます。これもいずれ本部会で御審議をお願いするというものでございます。 

 以上４点でございます。本日付けで諮問させていただいてございます。 

 それから、次のページは承認状況でございます。 

 まず一般薬関係でございますが、インタードッグ、東レ株式会社のものです。イヌイン

ターフェロンを含有する注射剤でございます。これは６月３日の本部会で御審議していた

だきまして、６月８日に承認という形になってございます。 

 それから、ノックベイトでございます。バイエル株式会社のイミダクロプリドを含有す

る散剤でございます。これは６月３日に本部会に報告させていただいてございます。６月

21 日に承認されてございます。 

 それから、抗菌剤は、ロメワン、千寿製薬のものでございますが、塩酸ロメフロキシン

を含有する点眼剤でございます。３月 10 日の本部会で御審議をいただいておりまして、

８月 19 日に承認という形になってございます。 

 以上でございます。 

【○○委員】ありがとうございました。 

 特段の御質問等ございませんか。 

 よろしいですか。 

 

  Ⅲ） そ の 他 

 

【○○委員】それでは、一応報告を全部終わりまして、その他ですが、事務局、その他は

次回の日程ですか。 

【事務局】次回の日程でございます。 

 №19 にカレンダーを御用意させていただいてございます。３カ月おきということです

ので、本当ですと、８月に開催する予定だったのでちょっとずれ込んで今日になってしま

ったのですが、11 月、12 月のカレンダーを御用意させていただいてございます。 

 ほかの調査会とかの日程、それから薬事分科会の日程等を勘案いたしまして、12 月２

日、金曜日を御提案させていただきたいのですけれども、御都合の方、どうでございまし

ょうか。 

【○○委員】いかがでしょうか。 

 12 月２日という提案ですが、今、いいとも悪いともなかなか表現のしようがないと思
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いますが、とりあえずこの日を予定ということにしていただけるといいですね。 

【事務局】それでは、次回は 12 月２日、金曜日ということで一応予定させていただきま

す。 

 

閉      会 

 

【○○委員】そういたしますと、本日の審議事項、報告事項、そしてその他の事項、全部

終了いたしました。 

 大変長い時間ありがとうございました。また次回よろしくお願い申し上げます。 

 


