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１．開    会 
 

【○○委員】それでは、定刻をちょっと回りましたけれども、ただいまから動物用医薬品

等部会を開催いたしたいと存じます。 

 

２．畜水産安全管理課長挨拶 
 

【○○委員】初めに、畜水産安全管理課長からごあいさつをお願い申し上げます。 

【畜水産安全管理課長】薬事・食品衛生審議会動物用医薬品等部会の開催に当たり、一言

ごあいさつを申し上げます。 

委員の先生方には、本日はお忙しい中、本部会に出席を賜り、まことにありがとうござ

います。また日頃から動物薬事行政の推進に当たり御指導、御助言をいただいております

ことを、この場を借りて感謝申し上げます。 

 最近の動物衛生、畜水産物の安全をめぐる情勢でございますが、まず、昨年 6 月から 12

月まで茨城県を中心に発生した高病原性鳥インフルエンザにつきましては、4 月末までに

一連の防疫措置が完了いたしまして、7 月末には我が国は国際的にも清浄国に復帰したと

ころでございます。9 月 28 日に感染経路究明チームによる取りまとめが行われ、その報告

書によりますと、ウイルスの由来、侵入経路については特定することはできなかったが、

ウイルスの性状、発生地域が限局していることなどから、原因として、中米由来ウイルス

株から作出された未承認ワクチンまたはウイルスそのものが持ち込まれて不法に使用され

た可能性が否定できないとの報告をいただいたところでございます。 

 また、高病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針の一部変更につきま

しても、弱毒タイプのウイルスの感染が確認された場合における防疫措置を追加し、その

ほか所要の規定を整備するために変更を行うことといたしまして、現在、今月の 24 日まで

の期限つきでパブリックコメントを行っているところでございます。本日は国内で開発さ

れた鳥インフルエンザワクチンの承認の可否について御議論いただくことになっておりま

す。 

 次に、昨年 12 月に輸入再開されたものの、1 月に危険部位である脊柱のついた子牛が輸

入されて、輸入が再度禁止されておりました米国産牛肉についてでございますが、7 月 22

日に輸入手続の再々開が行われたわけでございますが、先月、10 月 30 日に動物検疫所大

阪出張所におきまして、大阪港に到着した貨物の中に、特定危険部位ではありませんが、

米国農務省発行の衛生証明書に記載されていない胸腺が確認されました。同時に到着いた

しました他の牛肉全箱を開梱して現物検査を行いましたが、問題は発見されませんでした。

しかしながら厚生労働省と農林水産省といたしましては、米国側の対日輸出プログラムの

実施状況を検証する期間であることを踏まえ、念のために当面、胸腺を輸出した出荷施設
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からの輸入手続を保留している状況にございます。 

 最近の情勢を簡単に紹介させていただきました。本日は、先程触れましたが、鳥インフ

ルエンザワクチンなど 8 品目の動物用医薬品の承認の可否等について御審議いただくこと

としております。どうか忌憚のない意見をいただければと考えております。よろしくお願

いいたします。 

【○○委員】どうも、課長、ありがとうございました。 

 それでは議事に移るわけでございますが、その前に、私事で大変申し訳ございません。

私、体調を崩しまして 10 日ばかり入院しておりまして、一昨日シャバに戻ってまいりまし

た。そんなわけで、今回の座長、ちょっと自信がなかったものですから、部会長代理の○

○委員にお願いするということでご承諾いただきましたので、これ以降の議事の進行につ

いては座長として○○委員にお願いしたいと思います。もちろん私、可能な限り議事に参

加させていただきますが、何分よろしくお願い申し上げます。 

【○○委員】それでは、ご指名ですので、○○委員に代わりまして本日の進行係を務めさ

せていただきます。○○委員ほど上手に進行役ができないと思いますが、先生方のご協力

をよろしくお願い申し上げたいと思います。 

 ところが、今日、部会の委員 19 名中過半数の 10 名以上となっておりますが、ご覧いた

だいてわかりますように 9 名しか出席がありません。○○委員が少し遅れるということで

ございます。○○委員がお見えになってから正式にこの部会を開催することにさせていた

だきたいと思うのですが、本日、審議する事項がたくさんありますので、審議は進めさせ

ていただいて、部会が成立した時点でそのことについての決議を確認するという形をとら

せていただきたいのですが、よろしいでしょうか。 

 大変不規則的なことで申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。 

 

３．配付資料の確認 
 

【○○委員】それでは始めさせていただきますが、まず本日の配付資料の確認を事務局か

らお願いいたします。 

【事務局】それでは配付資料につきましてご説明させていただきます。配付資料一覧をお

手元に御準備ください。 

当日配付資料といたしまして黒で番号をさせていただいております。１つ目が黒の

No.6-2、動物用生物学的製剤基準の一部改正についてでございます。それから、黒の No.11、

動物用医薬品の諮問・承認状況について。A4 横紙の 1 枚紙でございます。それから黒の

12 番、シードロットシステムの検討状況について。1 冊になっております。それから黒の

13 番、議事次第、出欠表、座席表、カレンダーをセットにしたものが 1 冊となっておりま

す。 

【○○委員】委員の先生方で、資料の過不足がございますでしょうか。 
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特にないようです。ありがとうございました。 

【事務局】念のため、既に送付させていただきました資料につきましても簡単にご説明さ

せていただきます。こちらは赤でナンバリングさせていただいております。 

赤の No.1、“京都微研„キャトルバクト 3。赤の No.2 がファローシュアプラス B で、フ

ァイザー株式会社の申請したものでございます。赤の No.3-1 から 3-4 までが、化学及血清

療法研究所、微生物化学研究所、日生研株式会社、北里研究所から承認申請のございまし

た鳥インフルエンザワクチンの資料でございます。それから、赤の No.4、AE 乾燥生ワク

チン。日生研株式会社から申請されたものでございます。それから、5 番、コンベニア注。

ファイザー株式会社から申請されたものでございます。赤の No.6、動物用生物学的製剤基

準の一部改正について。赤の No.7、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。それから、赤の No.8、動物用抗生物質医薬品基準の一部改正について。それから、

赤の No.9、ニューフロール。赤の No.10 が動物用医薬品の再審査について、審議経過票を

取りまとめさせていただいたものでございます。 

 こちらもお手元にないようでしたらお持ちしますので、お手を挙げてお知らせ願えれば

と思います。 

【○○委員】ありがとうございました。 

 委員の先生方でお持ちでない先生はおられますか。 

 特にないようですので、資料は揃っていると思います。 

 それでは、○○委員がお見えくださいましたので、正式に動物用医薬品等部会を開催さ

せていただきたいと思います。 

 

 

４．議    題 

Ⅰ）審議事項 

（１）動物用医薬品の承認の可否、毒・劇薬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〉 

①“京都微研„キャトルバクト３（新有効成分含有動物用医薬品） 

（株）微生物化学研究所 

 

【○○委員】それでは議事に入らせていただきます。 

 まず（１）ですが、動物用医薬品の承認の可否、毒・劇薬の指定及び再審査期間の指定

についてということで、動物用生物学的製剤調査会関係でございます。①の“京都微研„

キャトルバクト 3 についてですが、調査会の○○委員からお願いいたします。 

【○○委員】“京都微研„キャトルバクト 3 は、株式会社 微生物化学研究所から製造承認申

請されたヒストフィルス・ソムニ、パスツレラ・ムルトシダ、マンヘミア・ヘモリティカ

を有効成分とする牛用の不活化ワクチンであります。本製剤は、平成 18 年 10 月 30 日に開
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催されました動物用生物学的製剤調査会において事前の審査を終了し、本部会に上程され

るものであります。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

となります。詳細につきましては事務局から説明があります。 

【○○委員】お願いいたします。 

【事務局】それでは、事前に配付させていただいております赤の No.1、動物用医薬品製造

承認申請書“京都微研„ キャトルバクト 3 をお手元に御準備ください。 

 まず 1 ページ目をお開きいただきまして、審議経過票をご覧ください。本製剤は、株式

会社微生物化学研究所から製造承認申請されました“京都微研„キャトルバクト 3 でござい

ます。2 ページ目でございます。本製剤の成分及び分量でございますが、ヒストフィルス・

ソムニ M-1 Br 株、それからパスツレラ・ムルトシダ BP165/B 株及びマンヘミア・ヘモリ

ティカ HL2/B 株を有効成分とし――また 1 ページ目にお戻りください――効能・効果と

いたしましては、6 の欄でございますが、ヒストフィルス・ソムニ感染症、パスツレラ・

ムルトシダの感染による肺炎及びマンヘミア・ヘモリティカの感染による肺炎の予防でご

ざいます。 

 それでは、概要の 1 ページ目をお開きください。起源又は開発の経緯のところでござい

ますが、表 1、表 2 に示しますように、平成 10 年から 14 年の家畜共済における死廃事故、

病傷事故の中でも大きな割合を示し、生産性の大きな阻害要因となっていることがわかり

ます肉用牛の肺炎でございますが、肺炎の発生は、11 カ月齢前後までの牛で、特に輸送な

どストレスがかかるときに集中し、牛呼吸器病症候群（BRCD）として認識されています。

現在、肺炎の原因となる病原体のうち、各種ウイルスに対してはワクチンが接種され、予

防効果を上げておりますが、細菌に対してはマンヘミア・ヘモリティカに対するワクチン

のみ応用されているに過ぎないということでございます。 

 野外で発症した肺炎から比較的高率に分離されるヒストフィルス・ソムニ（旧名ヘモフ

ィルス・ソムナス）とパスツレラ・ムルトシダと、強いストレス下では単独でも肺炎を発

症させるマンヘミア・ヘモリティカの 3 種類の細菌を重要視し、ワクチンを開発、承認申

請されたものでございます。 

 次に概要の概－7、A3 の紙を折り畳んだものでございますが、表 4 をご覧ください。各

抗原量の設定については、ヒストフィルス・ソムニでは既承認薬である“京都微研„ 牛ヘ

モフィルスワクチン‐C と同じ M-1 Br 株の不活化前菌体を抗原として用いております。抗

原の含有量につきましては、概要の 57 ページ、表 42 の成績から、既承認製剤の効能・効

果である髄膜脳炎の予防に必要な ELISA 抗体価、200 倍で肺炎の防御効果も認められたこ

とから、最小有効抗原量を、“京都微研„牛ヘモフィルスワクチン‐C と同様の 1 用量当た

り 5×109 個に設定してあります。 

 パスツレラ・ムルトシダの場合は、野外分離株の BP16 株を継代しました BP165/B 株を

不活化前菌体の状態で抗原として用いております。分量については、概－58 から 59 ペー

ジにかけての表 43、44、45 をごらんください。こちらの成績から、最小有効抗体価 ELISA
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抗体価で 100 倍であったことから、この抗体価を得るに必要な抗原量として 1 用量当たり

1×1010個と設定しております。 

  次に、マンヘミア・ヘモリティカは、酵母株の中でロイコトキシン産生能が高かった

HL 2 株の継代株である HL 2/B 株の濃縮培養上清を抗原として用いております。分量につ

いては、概－60 から 63 ページの表 46、47、48、49、50 の成績から、最小有効抗体価が

ELISA 抗体価で 200 倍であったことから、この抗体価を得るに必要な抗原量として 1 用量

当たり ELISA 抗体価 800 倍と設定しております。 

 また、GCP 適用の臨床試験では重大な副作用は確認されておりませんが、いずれの抗原

もグラム陰性菌に由来し、エンドトキシンによる副作用を最小限として安全性を確保する

目的から、各抗原含有量に上限値が設定されております。その量は、GLP 適用の安全試験

及び臨床試験の接種材料であり、安全性が確認され、最も抗原含有量の多い試作ロット 3

の含有抗原量としております。こちらは最小有効抗原量の約 2 倍量を添加しております。

アジュバントは、オイルアジュバントではなく、実績のあるリン酸アルミニウムゲルアジ

ュバントを使用しております。 

 製造方法の概要につきましては、ページを戻っていただきまして、概－40 ページをお開

きください。図 6 に示しております。 

 次に効能・効果についてですが、概要の 56 から 63 ページに示しました発症防御試験成

績及び臨床試験の各症例において、試作ワクチン接種群に肺炎の発症がなく、最小有効抗

体価以上の抗体価が確認されたことから、ヒストフィルス・ソムニ感染症、パスツレラ・

ムルトシダ感染による肺炎及びマンヘミア・ヘモリティカ感染による肺炎の予防としてお

ります。 

 次に用法・用量でございますが、概－65 ページをお開きください。注射部位につきまし

て、65 ページの表 54、55 の成績から、注射部位を特に指定せず、筋肉内注射とし、注射

量は 63 ページの表 51、52、53 の成績から、一般的には 2 mL としております。また、66

ページの表 56 の成績から、1 カ月間で 2 回注射としております。抗体の持続は、2 回目注

射後 3 カ月間までは有効抗体価を保持していることが本試験で確認されております。 

 貯蔵方法及び有効期間につきましては、概－41 ページの表 41-1 から 55 ページの表 41-5

に示したように、4 °C で保存した試作ワクチンはいずれの試験も製造後 27 カ月の保存に

よっても品質に影響がないという結果が得られております。この結果から、貯蔵方法は一

般的な液状不活化ワクチンの貯法である 2～10 °C とし、有効期間は 2 年と設定されており

ます。 

 試作ロットの製造記録、検査記録につきましては、概－36 ページの表 35 から、概－39

ページの表 40 をごらんください。 

申請製剤は、3 種類のグラム陰性菌由来物質を混合していることから、より安全性を確

保するため、概要の 7 ページ目から 8 ページ目にかけて使用上の注意を記載しておりまし

て、使用上の注意の 2 副反応の項目に、「（５）過敏体質の牛及び本剤の投与歴が 2 回以上
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ある牛では副反応の発生率が高まることがある。」、それから（６）としまして、「本剤には

グラム陰性菌由来のエンドトキシンが含まれているため、副反応が発現しやすい旨を畜主

に説明し、注射後の経過観察を十分におこなうこと。」と記載し、使用者に注意を喚起して

おります。 

 なお、審議経過票の 1 ページにお戻りいただきたいと思いますが、7 の動物用生物学的

製剤調査会審議結果におきまして、平成 18 年 7 月 24 日に開催された際に指摘事項といた

しまして、「1. 出荷制限の設定について再検討すること。また、出荷制限を設定しない場

合、その理由を科学的根拠に基づき明確にすること」という指摘を受けておりまして、こ

れに対して申請者側は 4 カ月間の出荷制限期間を設定することとしております。 

 また、2 番目の指摘といたしまして、臨床試験における抗体応答について、臨床試験で

設定されたヒストフィルス・ソムニの単味ワクチンを接種した対照群の結果と、別に検討

された薬理試験の成績は明確に分けて再構築し直すことということで、資料の整備をして

いるところでございます。 

 以上の指摘事項に対する対応が適切とみなされ、平成 18 年 10 月 30 日に生物学的製剤調

査会におきまして承認を可としていただいております。 

 それから、本日ご欠席の委員からご意見をいただいておりますので披露させていただき

たいと思います。 

 まず、概要の 7 ページ、こちらの貯蔵温度が 2～10 °C とされておりますが、同社の“京

都微研„ 牛ヘモフィルスワクチン‐Cの貯蔵温度は2～5 °Cとなっていることとの関係は、

ということでございますが、動物用生物学的製剤基準の通則の改正に伴い、貯法は液状製

剤にあっては 2～10 °C とされ、“京都微研„ 牛ヘモフィルスワクチン‐C は通則改正前の

承認であるため、貯法が 2～5 °C の記載となっております。 

 もう 1 点ご指摘でございますが、概要の 66 ページ、表 56 の注射間隔の設定及び抗体応

答の表では、Pm は Hs や Mh に比べて抗体の応答が不安定と考えてよいのでしょうかと

いうご質問がございました。これにつきましては、Pm は、注射間隔 2 カ月では有効抗体

価 100 を下回るが、1カ月間隔で接種すると有効抗体価 100 以上を保持している。Mh も、

R32 の個体では 2 カ月後 800 、3 カ月後 400 と抗体価が落ちており、2 カ月間隔で投与し

た Y51 も 1 カ月後 400 が 2 カ月後に 200 と落ちている。Pm は他に比べて抗体の応答が

不安定ということではないと考えられるという回答でございます。 

 そのほか、これは別途、今般の動物用生物学的製剤基準の一部改正に反映させていただ

いておりますが、「ヘモフィルス・ソムナス」という名称を「ヒストフィルス・ソムニ」に

改めるべきではないか。これは製剤基準の方でございます。 

 長くなりましたが、以上でご説明を終わらせていただきたいと思います。 

【○○委員】ありがとうございました。 

それでは、委員の先生方から御意見あるいは御質問等ございますでしょうか。 

 事務局にお尋ねいたしますが、文書でご意見をいただいた中で、1 番目と 2 番目につい
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ては今のお話でよく理解できたのですが、3 番目のヒストフィルス・ソムニについての対

応はどのように。 

【事務局】こちらは、この後ご審議いただきます動物用生物学的製剤基準の一部改正とい

う形で、名称を変更する形の一部改正を提出させていただいております。 

【○○委員】わかりました。では、後でご審議ということになろうかと思います。 

 何か、先生方からご質問、ご意見等ございますでしょうか。 

 特にないようですが、私から、審議経過票の 2 ページで、別紙の（３）の一番最後の 9.3.1.2 

の 2)と 3)のところの「P<0.01%」という表記は適切でないと思いますので、ご訂正いただ

ければと思います。 

【事務局】この点については、申請者に指示して訂正させたいと思います。 

【○○委員】危険率であらわせば 0.01%、P でいくと 0.01 だと思います。 

 そのほか何かございますでしょうか。 

 特にご発言がないようですので、それではご承認をいただいたということでよろしいで

しょうか。 

 ありがとうございました。 

【事務局】すみません。もう 1 点だけ。 

【○○委員】どうぞ。 

【事務局】メーカーの方から変更させていただきたいという要望事項でございます。審議

経過票の 4 ページ目をお開きください。2 副反応とございます。そちらの（１） のところ

で、「エピネフリンを注射する等の適切な処置を行うこと」とございます。ここにつきまし

て、実際にエピネフリンを所持されている獣医師の先生方があまりいらっしゃらない等の

ことがございますので、表現を変えたいということで、ここのところを「速やかに獣医師

の診察を受けるように指導するとともに、副反応の種類、程度に応じて保温、輸液及び薬

剤の投与（強心剤、アレルギー用剤、副腎皮質ホルモン剤、入手できる場合はエピネフリ

ン）等の適切な処置を行うこと。」という風に変更させていただきたいという要望が上がっ

ております。 

【○○委員】使用上の注意の副反応のところで訂正をしたいということですが、言葉で言

われただけではなかなか理解しづらいところがあるのですが、現在はアナフィラキシー様

症状、徴候だと思うんですが、徴候が認められた場合はエピネフリンを注射するというこ

とで、アナフィラキシーショックの場合には当然そういう処置でいいと思うのですが、ア

ナフィラキシー様徴候というといろいろな徴候があるにもかかわらずエピネフリンという

のは不適切ではないかという気がするのですが。理由の説明として、ほとんどの開業獣医

さんがエピネフリンを持っていなくて、それゆえに変えたいというのは根拠にならないと

思うんですね。入手できるならば投与しなさいというのも変な話で、使用上の注意に記載

する理由にはならないと思うのですが、いかがでしょうか。 

ですから、それはなかったことにしていただいて。 
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【事務局】では、これまで通りの…。 

【○○委員】そうでなく、理由を。獣医さんが持っていないから使わなくていいとか、入

手できたら投与しなさいとかいうのはちょっと違うと思うんですね。 

【事務局】では、理由を検討するようにさせていただきます。 

【○○委員】具体的なそれぞれの薬剤とか対応の処置法とかを副反応の欄に書かなくても、

私はいいと思うんです。「アナフィラキシー様症状が認められた場合は、適切な処置を行う

こと。」だけでいいんじゃないでしょうかね。 

【○○委員】○○委員、いかがでしょうか。 

【○○委員】牛用にエピネフリンというのは承認されているのでしょうか。 

【事務局】ないと思われます。獣医用のモノはいったん動物用医薬品として承認申請し直

す形をとって、していなければ人用しか残らない形になっていると思うので。 

【○○委員】現状では承認されていないという判断でよろしいですか。 

【○○委員】共済の使用薬物のマニュアルがありますね。あの中に入っていませんか。そ

れを確認されればはっきりすると思うんです。 

【○○委員】恐らく入っていると思います。家畜共済薬価基準の中にエピネフリンがない

はずはないですから。 

【○○委員】現場では見たことがありますからね。 

【事務局】今、確認できまして、川崎三鷹製薬の方から動物用エピネフリンが承認されて

いるそうです。 

【○○委員】ありがとうございました。 

○○委員、どうぞ。 

【○○委員】アナフィラキシーが起きた場合の対応というのは、軽度から重篤なものまで

違っていて、軽度なものにエピネフリンを使うことはないと思いますから、その対応はこ

こに全部書こうとすると大変だと思いますので、獣医師が適宜判断して対応することとい

う風になるかと思います。いかがでしょうか。 

【○○委員】ありがとうございました。 

○○委員、○○委員から御発言いただき、ほぼ同じ御意見だと思うのですが、それでは、

表現につきましては、この場ですぐ出てきませんので、事務局にお願いするということで

よろしいでしょうか。あとは部会長の○○委員と、今日の座長の私に、表現については御

一任いただけると大変ありがたいのですが、そういう対応でよろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。 

 そういうことで、このものについては承認されたということでよろしいでしょうか。 

【事務局】ありがとうございます。 

 それでは、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たいと

思います。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 年間といた

したいと思います。 
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【○○委員】ありがとうございました。 

 

 

②ファローシュアプラスＢ 

（新有効成分含有動物用医薬品、新動物用配合剤） 

ファイザー（株） 

 

【○○委員】それでは、続きまして審議事項（１）の②になりますが、ファローシュアプ

ラスＢの輸入承認の可否等についての審議です。これも○○委員から御説明をお願いいた

します。 

【○○委員】ファローシュアプラス B は、ファイザー株式会社から輸入承認申請された豚

パルボウイルス、豚丹毒菌、レプトスピラ・インテロガンスを有効成分とする豚用の不活

化ワクチンであります。本製剤は、平成 18 年 10 月 30 日に開催されました動物用生物学的

製剤調査会において事前の審査を終了し、本部会に上程されるものです。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 年となります。詳細については事務局

から説明があります。 

【○○委員】お願いいたします。 

【事務局】それでは御説明させていただきます。資料赤の No.2、動物用医薬品輸入承認申

請書ファローシュアプラス B をお手元に御準備ください。 

 1 ページ目をお開きください。動物用医薬品輸入承認審議経過票と書かれているところ

でございます。本製剤は、ファイザー株式会社から輸入承認申請されましたファローシュ

アプラス B でございます。本製剤は、6 効能又は効果にございますように、豚パルボウイ

ルス感染症及び豚丹毒の予防並びにレプトスピラ病（ブラティスラーバ、カニコーラ、グ

リッポチフォーサ、ハージョ、イクテロヘモラジー、ポモナ）による異常産の予防でござ

います。豚パルボとか豚丹毒の不活化ワクチンにつきましては、既に承認されているもの

がございますが、豚のレプトスピラのワクチンは初めてということでございます。また、

その混合ワクチンも初めてということになりますので、新有効成分含有動物用医薬品及び

新動物用配合剤として御審議をお願いいたします。 

 それでは概要に沿って御説明させていただきます。概要の 1 ページ目をお開きください。

起源又は開発の経緯に関する資料のところでございます。本剤ファローシュアプラス B は

豚パルボウイルス、豚丹毒菌及び 6 種血清型のレプトスピラ・インテロガンスを不活化し

て抗原とする繁殖豚用の不活化ワクチン製剤でございます。 

 製造国における開発の経緯でございます。米国ファイザー社の母豚用ワクチンの開発の

歴史は古く、1950 年代に豚丹毒の単味ワクチンを開発したことから始まっております。そ

の後、本剤と同じ組成の抗原分画を含む FarrowSure® B を開発し、1989 年に米国農務省

の承認を取得し、販売されております。さらに、豚丹毒の新しい製造用原株を採用し、新
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たに開発されたアジュバントのレシチン加軽質流動パラフィンを加えて、効力を高めた本

申請製剤の FarrowSure® Plus B を開発されております。本剤は米国において 2001 年 5 月

17 日付けで農務省の承認を取得し、米国を初め世界各国で承認・販売されているものでご

ざいます。 

 次に 2 ページ目をお開きください。日本における開発の経緯でございます。ファローシ

ュアプラス B は 2002 年に米国からの導入を計画し、2003 年当初から開発に着手されてお

ります。2003 年 6 月から 2004 年 3 月にかけて宮城県、福島県及び群馬県の 3 農場で GCP

省令にのっとった治験を実施し、国内の野外における有効性及び安全性を確認しておりま

す。また、2003 年 6 月から 12 月に GLP 省令に基づく対象動物の安全性試験及びアジュバ

ント消失確認試験をそれぞれ実施しております。 

 次に開発の意義のところでございますが、本剤の対象疾病の 1 つである豚パルボウイル

スに免疫のない妊娠豚が感染すると、垂直感染が起こり胎子の死亡、産子数の減少あるい

は死産などの異常産が発生しております。 

 また、豚丹毒は豚の伝染病の中でも古典的なものの 1 つでございますが、今なお各地で

発生しており、特に平成 11 年から 12 年より豚コレラワクチンの接種が原則中止になった

ことから、それまで汎用されていた混合ワクチンが使用できなくなり、接種率も低下し、

と畜場における本病の摘発率も増加しているように思われております。 

 それから、レプトスピラ病も繁殖豚における異常産の原因の 1 つとして知られ、人獣共

通感染症であるので、公衆衛生上からも重視すべき疾病と考えられております。 

 4 ページ目でございますが、菊池らの調査では、本剤に使用されている 6 種の血清型全

てのレプトスピラが我が国において存在していることが確認されております。我が国にお

きましては、現在、豚パルボウイルス感染症及び豚丹毒の単味あるいは混合のワクチンは

販売されておりますが、豚用のレプトスピラ病ワクチンは販売されておらず、3 種の病原

体混合ワクチンも販売されていないことから、本剤の開発の意義は高いものと考えている

ということでございます。 

 外国での承認状況でございますが、外国での承認状況及び販売状況は 4 ページから 5 ペ

ージ目を御覧ください。表 1-3 及び表 1-4 のとおりでございます。 

 次に、9 ページ目をお開きください。物理的、化学的、生物学的性質、規格及び検査方

法の設定に関する資料でございます。 

 ちょっと飛びますが、25 ページ目、資料番号 19～33 で各抗原の力価試験法の検討を行

い、力価試験法を設定しております。 

 次に、また飛びますが、40 ページをお開きください。資料番号 35 で規格及び検査方法

の設定に関して検討して、その内容を 40 ページから 44 ページまでに記載しております。 

 次に 45 ページ目をお開きください。自家試験成績でございますが、表 2-42 から 46 の通

りの結果が出ております。3 ロットとも全ての項目で適合または十分な力価を有している

ということでございます。 
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 次に 49 ページ目でございます。3. 安定性に関する資料（資料番号 36）でございますが、

本剤の経時安定性試験を三島ラボラトリーで実施している試験成績でございます。3 ロッ

トを、2～7 °C に製造後 15～28 カ月間保存した成績が表 3-1 に当たるものでございます。

各試験項目につきまして有意な変化は認められず、少なくとも 21 カ月間は安定であること

が確認されております。 

 次に 52 ページをお開きください。7. 安全性に関する資料（資料番号 37-38）でございま

す。本剤を 6 カ月齢の繁殖用未経産豚の頸部筋肉内に、種付け前 6 週及び 3 週の 2 回投与

し、その安全性を検討しております。また、分娩 3 週後、第 3 回目の投与を行い、その安

全性と追加投与による抗体応答を調査しております。 

 試験設計及び観察項目は、表 7-1 及び表 7-2 に示しております。その結果、被験物質投

与群の母豚は正常に分娩し、試験期間を通じて死亡も認められませんでした。臨床観察に

おいて、被験物質投与群の全ての供試豚に投与後体温の上昇が認められ、それに伴って元

気消失、食欲不振あるいは軽度の腹式呼吸が観察されましたが、これらの所見は投与後 1

ないし 2 日で消失し、一過性のものでございました。剖検並びに病理組織検査の結果にお

いても、特筆すべき異常は認められておりません。以上の結果から、ファローシュアプラ

ス B の繁殖豚への臨床応用は差し支えないものと考えられているものでございます。 

 次に 57 ページ目を御覧ください。アジュバント消長確認試験でございます。本剤を 6

カ月齢の繁殖用未経産豚の頸部筋肉内に常用量の 5 mL を単回投与し、アジュバントの消

長について観察しております。試験設計及び観察項目は、表 7-7、それから次のページの

表 7-8 に示しております。 

 その結果、剖検による投与部位の肉眼的観察で、投与 3 週後の投与局所に境界不明瞭な

淡黄色脂肪様の色調変化を認め、その割面に湿潤な光沢をしたオイルアジュバント様残留

物が 3 例中 3 例に認められましたが、投与 10 週後以降ではその変化は認められておりませ

ん。以上のことから、肉眼的観察では投与 10 週後以降オイルアジュバント様残留物は認め

られず、投与 3 週後を超えた日から投与 10 週後までの間にオイルアジュバントは消失した

ものと考えられております。 

 次に、60 ページ目をお開きください。8. 薬理試験に関する資料でございます。資料 39

～46 において製造用株の免疫原性を検討し、製造用株で作製されたワクチンは、レプトス

ピラ・ハージョを除き、各抗原分画の強毒化株の感染に対して十分な予防効果があること

を確認しております。 

 また、資料番号 43（74 ページ）でございます。レプトスピラと豚パルボウイルス分画間

でワクチン内の干渉作用がないことが確認されております。 

 資料 37 におきましては、分娩後の追加投与による抗体応答を調査し、本剤を 2 回注射さ

れた母豚に対して分娩 3 週後、ほぼ 20 日でございますが、追加単回投与することにより、

豚パルボウイルス、豚丹毒、6 種血清型レプトスピラに対して速やかな抗体応答が認めら

れ、ブースター効果が確認されました。 
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 また飛びますが、85 ページ、臨床試験に関する資料でございます。本剤の臨床試験の概

要については、そのページの総括表にまとめた通りでございます。国内の 3 実施施設にお

いて、6 カ月齢以上の繁殖用未経産豚 128 頭を供試し臨床試験を実施しております。本試

験につきましては、試験期間中、いずれの実施施設においても対象疾病の流行が観察され

ませんでしたので、臨床的評価はできず、抗体応答の結果で有効性を判定しております。 

 その結果、ワクチン投与後の各抗原分画の抗体価は対照群に比べていずれも高く、ワク

チン投与前と比べても有意に上昇し、有効性が確認されております。また、安全性につき

ましては、軽度の食欲低下及び局所の腫脹が一部に認められましたが、全身性の重篤な有

害事象は観察されず、また、分娩状況、一腹当たりの産子数、正常産子の割合及び異常産

子の割合にも対照群と差はなく、本剤の安全性が確認されております。 

 次に 97 ページ目をお開きください。用法・用量設定の根拠でございます。資料 39～44

で、本剤含有抗原の製造用株の免疫原性が確認されております。また、資料 45～47 で各抗

原分画間の干渉作用もなく、混合ワクチンとして各抗原が十分機能していることを証明し

ていると考えております。資料 48 で米国市販品を被験薬として国内の 3 実施施設において

臨床試験を実施しております。その結果、本ワクチンの有効性と安全性が確認されており

ます。また、資料 37 で種付け前に 2 回注射した母豚に分娩後 3 週で 1 回追加回投与した結

果、ブースター効果が確認されております。以上の結果より、本ワクチンの用法・用量を、

97 ページの上段に示す通り設定しております。 

 最後に使用上の注意設定の根拠でございます。使用上の注意として、「一般的注意」、「使

用者に対する注意」、「対象動物に対する注意」、「取扱い上の注意」並びに「保管上の注意」

の 5 項目を、記載の通り設定させていただいております。以上でございます。 

 

 それから、御欠席の委員等からの御意見を御紹介させていただきたいと思います。 

 ファローシュアプラス B につきまして、審議経過票の 3 ページの使用上の注意の【使用

者に対する注意】における「直ちにワクチンを吸引器具などを用いて誤注射部位から吸い

出すこと。」の記載は、以前の本部会での審議において、簡単に吸い出せるものではなく非

現実的であること、医療行為につながるような記載であり、医師の診察を受けることが先

決であるという理由で削除することとした経緯があります。したがって、今回の製剤につ

いてもこのような記載を削除し、医師の診察を受けるように指示すべきです。なお、この

ような背景から、平成 18 年 4 月 5 日の事務連絡の記載においては訂正されているものと承

知しておりますということで、御指摘の通り、この点については記載を整備させていただ

きたいと思います。 

 もう 1 点、審議経過票にお戻りください。生物学的製剤調査会審議結果がございます。

こちらのワクチンにつきましては、平成 17年 10月 28日に一度審議をしていただきまして、

継続審議となっております。 

 次に、審議経過票の 2 ページ目を御覧ください。平成 18 年 1 月 27 日に再度御審議をい



 

 

 

13 
 
 

ただいております。その際に、「(1) 前回の指摘事項 1 に対する回答では不明確なので、改

めてレプトスピラ・インテロガンス各血清型について最小有効抗原量の設定根拠を示すこ

と。例えば各血清について規定の抗原量で十分な効果（レプトスピラ血症の予防）がある

ことを示すデータを添付すること。(2) 米国における臨床試験又は市販後成績等から各血

清型に対する本剤の異常産の予防効果を示すこと。」という御指摘を受けております。 

これにつきまして、(1) といたしまして、本剤の用量別抗体応答試験を実施し、豚レプ

トスピラ抗原含有量の妥当性を検討しております。その結果、本剤の投与は抗体応答に用

量依存性が認められ、6 種血清型のいずれに対する抗体も、1 用量と 2 用量群の間に有意な

差がなく、最小有効抗体価以上を示した頭数が 1 用量群で 90%以上であったことから、本

剤の抗原含有量の妥当性が確認されたという回答をしてきております。それから、2 番目

といたしまして、本剤の有効性に関する資料として、L. ブラティスラーバの有効性を報告

している学術雑誌を追加提出しているというものでございます。 

 以上の対応につきまして、平成 18 年 10 月 30 日、同調査会において審議していただき、

承認を可としていただいております。 

以上でございます。 

 

【○○委員】ありがとうございました。 

 この製剤につきましては 3 度にわたる調査会での審議を経て上程されてきたものです。

上程されてきまして、本日の説明にございましたように、使用上の注意で部会委員の先生

から文書で御指摘いただいた。それは使用者に対する注意事項のところで、先に確認され

ているけれども、それが訂正されないで出てきているということで、訂正した方がいいと

いうことです。それはこの部会で確認された通りに対応したいという事務局案でございま

す。 

 それでは、ただいまの御説明につきまして先生方から御質問、御意見等ございますでし

ょうか。 

 特に御発言ございませんか。 

 それでは、特に御発言がないようですので、事務局案を承認していただいたものと認め

ます。 

【事務局】ありがとうございました。 

 承認を可とし、薬事分科会に御報告させていただきたいと思います。なお、再審査期間

は、新有効成分含有動物用医薬品ということで 6 年間とさせていただきたいと思います。

ありがとうございました。 

 

 

③オイルバックス AI 

（新有効成分含有動物用医薬品） 
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(財）化学及血清療法研究所 

④“京都微研„ポールセーバーAI 

（新有効成分含有動物用医薬品） 

(株）微生物化学研究所 

⑤ナバック AI 

（新有効成分含有動物用医薬品） 

日生研（株） 

⑥鳥インフルエンザワクチン「北研」 

（新有効成分含有動物用医薬品） 

（社）北里研究所 

 

【○○委員】それでは、続きまして③のオイルバックス AI ですが、後の④、⑤、⑥も同

様の製剤になっておりますので、③、④、⑤、⑥につきましては一括して審議させていた

だきたいんですが、よろしいでしょうか。 

 それでは、引き続き動物用生物学的製剤調査会関係ですが、③オイルバックス AI、④の

“京都微研„ポールセーバーAI、⑤のナバック AI 及び⑥の鳥インフルエンザワクチン「北

研」の製造販売承認の可否についてでございます。これも○○委員から御説明をお願いい

たします。 

【○○委員】オイルバックス AI、“京都微研„ポールセーバーAI、ナバック AI 及び鳥イン

フルエンザワクチン「北研」は、財団法人化学及血清療法研究所、株式会社微生物化学研

究所、日生研株式会社及び社団法人北里研究所から共同開発により製造販売承認申請され

た鳥インフルエンザウイルス H5N1 亜型、鳥インフルエンザウイルス H7N7 亜型及び動物

用生物学的製剤基準において定める株を有効成分とする鶏用の不活化ワクチンであります。

本製剤は、平成 18 年 10 月 30 日に開催されました動物用生物学的製剤調査会において事前

の審査を終了し、本部会に上程されたものです。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 年となります。詳細については事務局から説明があります。 

【○○委員】それでは事務局からよろしくお願いいたします。 

【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 No.3-1 をお手元に御準

備ください。こちらを中心に説明を進めさせていただきたいと思います。 

 審議経過票をお開きください。本製剤は、財団法人化学及血清療法研究所、株式会社微

生物化学研究所、日生研株式会社、社団法人北里研究所から共同承認申請されました鳥イ

ンフルエンザ（油性アジュバント加）不活化ワクチンでございます。成分及び分量といた

しましては、ワクチン 1 ボトル中に鳥インフルエンザウイルス H5N1 亜型、または鳥イン

フルエンザウイルス H7N7 亜型、または動物用生物学的製剤基準において定める株を含有

するものでございます。効能又は効果といたしましては、鳥インフルエンザの発症予防及

びウイルス排泄の抑制ということでございます。 
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 概要の説明に入る前に、事務局から当該製品について申請に至る経緯を簡単に御説明さ

せていただければと思います。本製剤につきましては、課長からの説明の中にも一部ござ

いましたが、鳥インフルエンザの海外での人の感染や、国内での発生により養鶏産業への

被害が出ている状況の中、消費者や生産者にとって安全・安心を確保することが強く求め

られている状況にかんがみ、国の事業として当該 4 研究所等に開発を進めさせていたもの

でございます。既に承認されております 3 社から申請された輸入製品と同様、優先審査と

いう風に事務局としては考えて取り扱わせていただいているところでございます。 

 このような状況の中、危機管理体制の一環といたしまして、ワクチンを使用しなければ

ならない時に使用できるワクチンが輸入ワクチンだけですと、海外での発生状況によって

はワクチンが供給されない事態も想定されることから、国内における製造能力を確保する

ことを目的として開発を進めておりました。 

 また、動物用生物学的製剤での事例は少ないのですが、共同申請という形式をとってお

りまして、申請代表者――この場合は化学及血清療法研究所でございますが――以外の申

請者の資料から、共同申請ということでかなりの申請資料が省略されております。共同申

請の際、申請代表者以外の申請者の添付すべき資料は――例えば化血研以外の日生研ある

いは微生物化学研究所、北里研究所が添付している資料のことを申し上げておりますが―

―物理的、化学的試験のうち、実測値に関する資料、製造方法に関する資料、安定性に関

する資料を添付するのみでよいとしているところでございます。 

鳥インフルエンザ（油性アジュバント加）不活化ワクチンにつきましては、既に輸入品

として承認をいただいておりまして、その際も優先審査ということで、一部不足していた

安定性試験等につきましては承認後提出することでよしという形で承認をいただいている

ということがございます。当該申請におきましても、もし委員の皆様方の審議の中で足り

ない資料がございましたら、それにつきましては、できれば輸入品と同様の扱いをさせて

いただければと思っているところでございます。 

 また、当該製剤につきましては、平成 16 年 10 月に開催されました鳥インフルエンザワ

クチン等緊急開発事業のうちの検討委員会におきましても、各開発所社の申請予定製剤の

アジュバントの組成がそれぞれ異なるものではあるが同一の医薬品と見なすと判断され、

この判断を理由として、いずれの製剤もアジュバントとして流動パラフィンを含み、乳化

剤には化学的に近似の化合物を使用しているといった理由から共同申請という形を今回と

らせていただいている面もございます。以上、本日の御審議におきまして御留意いただけ

ればと思っているところでございます。 

 

 それでは本題に入らせていただきまして、概要の 1 ページ目から説明させていただきた

いと思います。最初に、概－1 の一番下に、今回の製剤の 1 ドーズ当たりの抗原量の表記

について説明を特に添付させていただいております。HA 価 64 倍/50 µL の抗原液が 1 ド

ーズ当たり 0.125 mL 含まれる場合には、64 に 50 分の 125 を掛けて得られる 160 HA 単位
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をドーズ当たりで表記しております。 

 続きまして概要の 7 ページ目をお開きください。製造用株の由来及び作出ですが、ワク

チン株はいずれも北海道大学において分離されたウイルスを親株とし、北大で作出された

リアソータント株になっております。まず H5 ワクチン株でございますが、いずれも株は

モンゴルに由来しておりまして、H5N2 と H7N1 のリアソータントになっております。卵

で高い増殖性を示す H9N2 とのかけ合わせも試みられておりますが、結果としてワクチン

株の H9N2 遺伝子分節は含まれておりません。 

 続きましてH7ワクチン株ですが、概－8ページでございますが、こちらはH7N7とH9N2

のリアソータントになります。ワクチン株には H9 由来の遺伝子として NP 分節と N 分節

が含まれております。 

 続きまして概－13 ページでございます。H5 ワクチン株の免疫血清を用いた交差性試験

の結果を示したものでございます。表に示しますように、256 倍の HI 抗体価を有する抗

血清を用いまして交差性試験を行いましたところ、（試験を行った）全ての株との間に 16

倍から 1,024 倍の交差性が確認されております。 

 概－14 ページでございますが、H7 ワクチン株免疫血清の交差性を示しております。同

様に、表の下から 2 行目 Italy 株（H7N1）を除いて、その他の株とは 32 倍から 1,024 倍

で明らかに交差することが確認されております。 

 さらに次のページ（概－15）を御覧ください。製造用株の病原性でございます。両ワク

チン株ともに静脈内病原性指数（IVPI）はゼロであり、鶏に対して病原性がないことが確

認されております。 

 続きまして概－16 ページですが、こちらは H5 ワクチン株の HA 蛋白質の開裂部位にお

けるアミノ酸配列を示しております。表に示すように、開裂部位におきましては塩基性ア

ミノ酸の連続は認められず、親株同様、弱毒型であることが確認されております。 

 次のページ（概－17）をお願いいたします。こちらは H7 に当たりますが、親株同様、

ワクチン株は弱毒型のアミノ酸配列を持っていることが確認されております。 

 続きまして、飛びますが、概－29 ページをお開きください。安全性に関する試験資料で

ございます。試験は畜産生物科学安全研究所に委託して実施しております。ワクチンとし

ては、H5 試作ワクチンにつきましては化血研製のもの、H7 ワクチンにつきましては北研

製のものを代表して使用しております。 

 概－31 ページを御覧ください。表 9.1.3.4 に試験群の設定を記載させていただいておりま

す。両ワクチンともに常用量、3 倍量の群を設定し、いずれも 1 群当たり雌雄各 6 羽を使

用しております。注射の方は、4 週齢の SPF 鶏を用いて、脚部筋肉内に 1 回注射し、その

後 4 週間観察を行っております。 

 結果といたしましては、概－40 ページをお開きください。考察及び結論の下から 2 段落

目でございますが、一般状態、体重増加、剖検所見、器官重量等に変化は認められており

ません。注射部位につきましては両ワクチンの常用量、3 倍量ともに注射後に軽度な腫脹、



 

 

 

17 
 
 

剖検で筋肉内、筋間に黄色部、病理組織検査で大小のオイルシスト、軽度な炎症性細胞浸

潤等が認められておりますが、局所傷害性は弱かったと判定されております。以上より、

両試作ワクチンは、鶏への常用量での使用において安全性に問題はないものと結論してお

ります。 

 続きまして概－43 ページ目をお開きください。概－41 ページ目から始まっておりますが、

アジュバントの消長を見た試験群の設定が概－43 ページ表 9.2.3.4 に記載されております。

両ワクチンともに、注射後 8～16、20 週の 3 回、各 3 羽を剖検し注射部位におけるオイル

シストの残留を調べております。概－46 ページに結果を示しております。表 9.2.5 に示す

ように、H5 試作ワクチンでは 20 週、H7 試作ワクチンでは 16 週において残留が認められ

なくなっております。すなわち、アジュバントは注射後 20 週未満で消失するものと結論さ

れております。 

 さらに次のページ（概－47）をお願いいたします。薬理試験でございます。まず注射部

位による抗体応答の比較ですが、概－48 ページに示しますように、1 ドーズ当たり 3,072 か

ら 31 HA 単位のワクチンを調整し、頸部皮下注射と脚部筋肉内注射で抗体の上がりを比較

しております。その結果、いずれにおきましても脚部筋肉内の方が高い抗体応答を示して

いますことから、用法としては脚部筋肉内注射を選択しております。 

 次に概－49 ページ目をお開きください。発症防御に必要な最小有効抗体価及び最小有効

抗原量に関する資料でございます。概－51 ページの表 10.2.1 に示しますように、1 ドーズ

当たり 80、160、640 HA 単位のワクチンを調整し免疫しております。いずれも抗体価がピ

ークに達し安定した 7 週の時点で強毒な山口株を用いて点鼻接種による攻撃試験を実施し

ております。 

 その結果、――概－52 ページ表 10.2.2 を御覧ください――80 HA 単位免疫群におきまし

ては攻撃時 HI 抗体価が 4 倍と 8 倍の鶏が発症し死亡しております。これらの鶏からは攻

撃ウイルスも回収されております。16 倍以上の抗体価を持つ鶏はほぼ防御していますが、

32 倍の鶏におきまして、80 HA 単位で免疫しております個体番号 149 の鶏が 10 日目で死

亡しております。しかしながら、この鶏からは攻撃ウイルスは回収されておらず（表 10.2.3）、

死因がインフルエンザであることの確認はとれませんでしたので、今回の判定からは除外

しております。以上の結果より、最小有効抗体価としては 16 倍以上と判断しております。 

また、この 16 倍を得るための抗原量としては 160 HA 単位/dose でありました。 

  続きまして概－55 ページを御覧ください。免疫の成立時期及び持続に関する試験です。

結果を概－56 ページ表 10.3.1 と表 10.3.2 に示しております。まず、H5 試作ワクチンの免

疫試験（表 10.3.1）でございますが、免疫後 2 週の時点で全ての個体が 32 倍以上の HI 抗

体価を有しております。この抗体価は少なくとも 28 週持続し、28 週の時点においても全

ての個体が HI 抗体価 256 倍以上を示しております。H7 試作ワクチン（表 10.3.2）につき

ましても、注射後 3 週目で全ての個体が 256 倍以上の抗体価を有しております。この抗体

価は少なくとも 26 週間持続することが確認されております。以上より、免疫成立時期は注
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射後 2～3 週目であり、少なくとも 26 週間免疫が持続することが確認されております。 

 続きまして概－62 ページ、臨床試験成績でございます。試験区の設定を表 14.2.1 に示し

ております。まず H5 試作ワクチンですが、化血研製のワクチンを用い、化血研と京都微

研において、それぞれ 4 週齢と 76 週齢の鶏を用いて試験をしております。一方、H7 試作

ワクチンにつきましては北研製のワクチンを用いまして、日生研と北研におきまして 5 週

齢、75 週齢の鶏を用いて試験を行っております。 

 概－69 ページ目をお開きください。結論でございますが、いずれの試験区においても試

験群は注射後 3 週目で 90％以上、8 週目で全個体が有効抗体価である 16 倍以上の抗体価を

有しており、鳥インフルエンザに対して有効であることが確認されております。また、注

射後の臨床観察、注射局所観察、体重、育成率、産卵率等、いずれにおいても異常は認め

られず、鶏に対して安全であることが確認されております。以上でございます。 

 

 それから、欠席委員からの御意見を披露させていただきます。 

 概要の 36 ページ「好酸球の増加」は免疫反応に伴うものでしょうかという御質問に対し

てですが、添付資料 9.1 の 10 ページの記載でこちら（資料 No.3－1）には出ておりません

が、「好酸球は抗原抗体反応時のアレルギー反応に伴って増加することが知られており、本

ワクチンの注射による抗体産生と関連した所見と考えられる。」なお、本反応につきまして

は H5 及び H7 試作ワクチンの 3 倍量接種群においてのみ認められており、常用量接種群

では認められておりません、という回答でございます。 

 それから、概要の 49 ページ目をお開きください。試作ワクチンに対する有効性の判定は、

H5 ワクチンでは 2004 年分離の H5 山口株と、H7 ワクチンに対しては 1999 年分離の H7

イタリア株を用いた攻撃試験での有効性を示しているが、ワクチン株、免疫血清の HI 交

差性や中和交差性が低い株での有効性はどうでしょうかという御指摘でございます。 

 これにつきまして、概要の 57 ページ、10.4 試作ワクチンの有効性確認試験におきまして、

H7 ワクチン接種鶏の攻撃に用いたイタリア株(A/turkey/Itary/4580/99 (H7N1))は、概要

14 ページの表 2.2.1.6 に見られますように、H7 試作ワクチン株免疫血清に対して HI 交差

性及び中和交差性のいずれも低い株である。このような株での攻撃に対して H7 試作ワク

チンの有効性が確認されていることから、いずれのワクチンも、交差性の低い株に対して

ある程度幅広い有効性が期待できるものと考えております。 

 H5 試作ワクチンについては、既承認の H5N2 型ワクチン及び H5N9 型ワクチン免疫鶏

を、日本で分離された山口株(A/chicken/Yamaguchi/04 (H5N1))で攻撃した試験資料にお

いて、いずれのワクチンも有効性を示している。この際のワクチン免疫鶏血清について、

山口株あるいは H5 試作ワクチン株を HA 抗原として用いた HI 試験成績では、両株の HI

交差性はそれほど高くなかった。本申請資料中では、H5 ワクチンについて H7 ワクチンの

ように交差性の低い株での攻撃試験を実施していないが、既承認製剤の試験成績等も考慮

すると、H7 ワクチンと同様の効果が期待できるものと考えられる。以上でございます。 
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 続きまして、「概要の 69 ページ『鳥インフルエンザに対して有効』とあるが、それぞれ

H5 及び H7 に対してということか」という御質問でございます。これに対しましては、

H5 及び H7 型について HI 抗体価として十分有効な抗体価であると確認しておりますとい

う回答でございます。 

 続きまして、「今回ワクチンに使用された株は H5N1、H7N7 であるが、抗体検査にて、

山口株やヨーロッパにて流行した H7 鳥インフルエンザウイルスとの区別はできるのか。

ワクチン抗体と自然抗体との識別はできるか」という問いあわせでございますが、現在の

ところ、HI 試験、NI 試験、中和試験等の一般的な血清学的手法では抗体は識別できない

と考えております。現在、国の事業で実施しているものでございますが、NS1 抗体を検出

してワクチン抗体と感染抗体とを識別する ELISA 法について検討しております。この

ELISA法が完成すれば野外感染による抗体とワクチン抗体との区別ができてくると考えて

おります。 

 以上でございます。長々と申し訳ございません。 

 

【○○委員】ありがとうございました。 

 文書でいただいた質問については、今御回答をいただいたところでよろしいでしょうか。 

 それでは、先生方の方でただいまの説明に対して御質問、御意見等ございますでしょう

か。特に、これは行政的な要求に基づいて開発されたワクチンであることと備蓄用のワク

チンであるということで、4 つの製剤が必ずしも同じものではないけれども一括して審査

することについて。有効性と安全性のデータを見る限り、それは証明されているというこ

とで調査会では承認して上程されてきたものであります。 

 いかがでしょうか。 

【○○委員】先程の欠席の委員からの質問と全く同じなのですが、概－40 ページの考察と

結論の中で書かれていることは適当ではないと私も思うんですね。しかも 3 倍量のドーズ

で試験した場合に、より一層好酸球の増加が認められるということから考えても、これが

ワクチンの注射による抗体産生に関連した所見というのは、きちっとした説明をしていな

いように感じられます。 

【○○委員】調査会での議論はいかがだったでしょうか。 

【○○委員】もう 1 点、「同群における白血球数の減少は一過性のものであった。」という

のは、なぜ白血球が減ったのかということについては説明がないわけですね。何を根拠に

しているのかということは。この辺は同じ疑問です。 

【○○委員】回答では不十分である。 

どうぞ、○○委員。 

【○○委員】私も、この辺は専門家ではないんですが、ワクチンに関して血液学的な検査

をしてください。 

当然、安全試験ですので求められているんですが、少なくともこういう結果が出たとい
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うことは「事実」だと思います。他のワクチンでも同じような現象が起こるのかどうか、

調べてみないと分からないですが、その辺、もう少し幅広く、過去のものも遡ってこちら

で調査をして、同じような現象があるのであれば問題ないと思うんですが。これが特殊か

どうか、考察もはっきりしないですが、もう少し調べていただけたらという意見です。 

【○○委員】ありがとうございました。その他…。 

【○○委員】よろしいですか。 

【○○委員】はい、どうぞ。 

【○○委員】先程、事務局もおっしゃったように、この鳥インフルエンザワクチンは緊急

開発ということで 2 年前に輸入品 3 品目を承認しております。今回、国内産ということで、

緊急事業で 4 メーカーが開発してきたんですが、4 メーカーとも既に馬用のインフルエン

ザ、あるいは豚用のインフルエンザといった動物用のインフルエンザのワクチン製造の経

験があるということ、一部のメーカーは既に人のワクチンも作っている。そういうことも

あって、国内での製造体制というか、基盤があった。さらに北大なりの研究の成果もあっ

て、ワクチン開発の基礎的なところも出来上がっていた。このような日本のワクチン開発

の実力があっての短期の成果だと私は認識しています。 

 そうは言っても、国内で発生がない状況で試験をして出来上がっているデータですので、

当然不足するところはあると思います。それに関しては事務局も十分承知した上で、足り

ないところはもう少し出してください。それは先程言った通りですので、よろしくフォロ

ーをしていただきたいと思います。 

【○○委員】ありがとうございました。 

 ○○委員の御発言は、安全性の問題でその辺のところの考察がしっかりなされていない

という御指摘だと思いますが。 

【○○委員】まず、結論の理由として、好酸球が増えたのは抗体産生のためだというのは

おかしい。因果関係か分かりません。疑われるのは、アジュバントの量が多いから、それ

に反応して何らかの生体反応で好酸球が増えてきたのか、それは分かりません。分かりま

せんけど、結論の理由としてはちょっと納得いかないなということですね。 

【○○委員】抗体価の方はいかがでしょう。 

【○○委員】白血球が減少してきたことは、ワクチン接種をすると白血球が減ってくると

いうのはよくあるケースなんで、これは一般的なワクチン反応の 1 つだという説明なら分

かるんですが、一過性で問題がなかったという説明はあまり説得力もないし、書いてある

意味がないような気がしました。 

【○○委員】ありがとうございました。 

○○委員の御発言は、考察に論理性がないという御指摘だと思いますが、これに対して、

事務局からはそれ以上の答えはないわけですね。 

【事務局】データからいくと、単に常用量では変化がなく 3 倍量で出ているという状況と、

好酸球では 3 倍量で比較的接種の早い時期から出ていて、白血球数の変化は少し後れて出
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ている。そういう事実から推察するしかないだろうと思っております。そこについては、

もしよろしければ考察の仕方をもう少し検討させたいと思います。 

【○○委員】理由がはっきり分からないまでも、論理性を持って考察しなさい。こういう

御指摘だと思います。ですから、考察の部分を少し手直しをするということで事務局レベ

ルで対応していただけますでしょうか。 

【事務局】責任を持って対応させたいと思います。 

【○○委員】その他、委員の先生方で御質問、御意見。 

どうぞ。 

【○○委員】このワクチンは備蓄するものですね。当面は。 

【事務局】おっしゃる通りで、現状においてはすぐに使用されるとは考えにくい状況と考

えております。当面は備蓄という形になるのではないかと考えております。 

【○○委員】もう 1 つ、用法・用量と使用上の注意のところですが、審議経過票の 1 ペー

ジの 5 番の用法及び用量で、通常は 0.5 mL ずつ注射する。その次に、家畜伝染病予防法云々

の防疫指針に従い使用することという用法になっています。あと、次のページの使用上の

注意の【一般的注意】の(6)で、本剤は国が定めた防疫指針に基づいて使用すること。同じ

言葉が使用上の注意に書いてあるんですが、使用上の注意の方は削除した方が適切ではな

いかと思います。 

【事務局】おっしゃる通りで、これは用法及び用量の方に記載して、使用上の注意からは

削除する形にしたいと思います。 

【○○委員】御指摘ありがとうございました。 

 ○○委員。 

【○○委員】【使用者に対する注意】ですが、先ほど審議された No.1、No.2 と共通して、

理由は同じ理由だと思うので、できれば表現を統一した方がよろしいのではないか。そう

でないと毎回同じことで意見が出てくる事になりますので。 

【事務局】おっしゃる通りで、本年の 4 月 5 日に出しました使用上の注意の事務連絡で、

この点を統一させるようにしておりましたが、まだ事務局の指導が行き届いていないよう

で、その点については統一させたいと思います。 

【○○委員】その他、何かございますでしょうか。 

【○○委員】すみません。ちょっと脱線の質問ですが、4 社で開発していますね。最終的

にこれが承認された場合、国内で必要量を 4 社で分担して作るんですか、それとも、最後

は 4 社の入札で決まるんですか。 

【事務局】はっきり申しまして、その辺については事務局からは御回答しにくい点でござ

います。来年度一体どれだけ備蓄するのかというのも、消費・安全局の動物衛生課の方で

決定するものでございますから、我々も一体どれだけ来年度は備蓄するんですかといった

ことについては現段階では分かりませんので、その点がどういう風になるのかは、何とも

お答えしようがないところでございます。 
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【○○委員】その他、ございますでしょうか。 

【○○委員】このワクチン、備蓄するという形で措置されると思いますが、インフルエン

ザのワクチンは、変異があるということですので、いろいろな株が出てきても対応できる

ような形で製造用株のところも記載していると思うんですね。今後、将来に向けて、株が

違っても、新しい開発という形になりますが、開発方法なり承認の仕方を今一度整理して

報告してもらいたいと思います。その度に承認審査するのか、ある程度固まった段階では

報告にとどめるのか、その辺も事務局の方で、今までの実績も含めて検討してもらいたい

と思います。 

【○○委員】おっしゃる通りで、事務局としても実はシステムを検討している最中でござ

いまして、できるだけ早く委員の皆様にも御紹介できればと思っているところでございま

す。例えば人の方で、インフルエンザにつきましては他の製剤とは異なる取り扱いをして

いると伺っております。その辺のシステムを検討対象として、今後、動物用医薬品につき

ましても、特に今回のような鳥インフルエンザワクチンについては国としてのシステムの

在り方を将来的には明確にさせていただければと思っております。 

【○○委員】ありがとうございました。 

 それでは、その他、特に御意見がないようですので、この製剤につきましては、考察と

使用上の注意を整備することを条件に付すことにさせていただきたいと思うんですが、こ

れにつきましては、ここで御報告する方がいいのか、あるいは事務局と部会長と、今日の

座長にお任せいただくか、どちらがよろしいでしょうか。 

特に○○委員、考察とか使用上の注意につきまして御発言いただきましたけれども。 

【○○委員】そういうように指導していただければ。 

【○○委員】それでは、部会長と、今日の座長と事務局にお任せいただくということで、

御了承いただいたということでよろしいでしょうか。 

 もう 1 点は、今後の対応について報告をしていただきたいと牧江委員から御発言があり

ましたので、これもできれば条件とさせていただきたいと思うんですが、そういう条件付

けは。 

【事務局】承認の条件にはちょっと。 

【○○委員】承認とは別ですが。 

【事務局】事務局としても検討の最中でございまして、できるだけ早く御紹介できればと

思っております。 

【○○委員】それでは、本製剤につきましては、考察と使用上の注意を整備することを条

件に御承認いただいたものとさせていただきます。 

 あわせて、今後の対応については、何らかの機会にどう対応していくかという御報告を

いただければありがたいという御発言があったということで記録にとどめておいていただ

ければと思いますが、それでよろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。 
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【事務局】どうもありがとうございます。 

 それでは、今の 2 点を整備することを条件といたしまして、承認を可とし、薬事分科会

に御報告させていただきたいと思います。なお、再審査期間につきましては、新有効成分

含有動物用医薬品として 6 年間とさせていただきたいと思います。どうもありがとうござ

いました。 

【○○委員】ありがとうございました。 

 

 

⑦AE 乾燥生ワクチン 

（新投与経路動物用医薬品） 

日生研（株） 

 

【○○委員】それでは、続きまして⑦になります。AE 乾燥生ワクチンについてですが、

これも○○委員から御説明をお願いいたします。 

【○○委員】AE 乾燥生ワクチンは、日生研株式会社から製造販売承認事項変更承認申請

された鶏脳脊髄炎ウイルスを有効成分とする鶏用の生ワクチンです。本製剤は、平成 18

年 10 月 30 日に開催されました動物用生物学的製剤調査会において事前の審査を終了し、

本部会に上程されるものです。なお、再審査期間ですが、「新投与経路動物用医薬品」とい

うことで 6 年となります。詳細については事務局から説明があります。 

【○○委員】事務局、お願いいたします。 

【事務局】それでは御説明させていただきたいと思います。資料赤の No.4、動物用医薬品

製造販売承認事項変更承認審議経過票をお手元に御準備ください。こちらが AE 乾燥生ワ

クチンの資料でございます。 

 本製剤は、日生研株式会社より事項変更承認申請されました AE 乾燥生ワクチンでござ

います。成分及び分量は、1 バイアル当たり鶏脳脊髄炎ウイルス 0596 株を 104.3 CID50以上

を含有する飲水又は経口投与剤でございます。効能・効果といたしましては、鶏脳脊髄炎

の予防でございます。 

 なお、今回、一部事項変更承認申請でございますが、新たに飲水投与を追加したもので

ございます。 

 それでは、概要書をお開きください。黄色のタッグのところでございます。 

 概－1 から御説明させていただきます。鶏脳脊髄炎（AE）の現状でございますが、これ

はコロナウイルスによって起こる疾病で、幼雛の場合には鶏脳脊髄炎、産卵鶏におきまし

ては産卵率の低下を主徴とする病気でございます。中大雛期におきましては感染しても臨

床症状を全く示さず、経済的な被害も全く認められません。1963 年に我が国で初めて本病

の流行が確認されましたが、それ以来今日まで、野外はこのウイルスによって非常に濃厚

に汚染されていると言われております。近年、衛生管理がかなり行き届いておりまして、



 

 

 

24 
 
 

以前ほど発生はございませんが、現在でも依然として発生報告が見られるということでご

ざいます。 

 本病の予防対策につきましては、日本で確認された後、アメリカで、いわゆる計画感染

型のワクチンとして、野外の AE ウイルスを全く症状が表われない中大雛期に計画的に感

染させ、能動的な免疫を与えるという方法によって本病の予防ができることが実用化に入

っておりまして、我が国でも 1970 年に同じ考え方のワクチンが本剤として製品化され、導

入されたものでございます。 

 本剤が承認を取得した 1970 年当時は、経口投与あるいは飲水投与の 2 つの方法が実際に

野外で行われてはいましたが、当時は飲水投与するより経口投与する方が、どちらかとい

うと省力的との認識がありまして、経口投与という形で承認されたという経緯がございま

す。なお、近年、給水形態から――これは機器の改善によるところが大きいということで

すが――経口投与するよりも飲水投与する方が省力的であるという状況になっているとい

うことでございます。今回、このワクチンに新たに飲水投与法を加えて予防にあたりたい

ということは、以上の理由からでございます。 

 次に、安全性に関する試験ということで、概－2 ページ目、9（安全性に関する資料）に

進ませていただきます。現在のワクチンが、100 日齢以上の鶏を対象として経口投与され

ておりますが、先程の説明にもありましたように、中大雛期におきましては全く症状を示

さないということですので今回の成績には提示されておりませんが、このワクチンウイル

スは 1 週齢以上の雛に対して全く症状を出さないという成績が得られております。このワ

クチンそのものは中大雛に対して全く無症状、安全に使用できると言えるということでご

ざいます。 

 次に薬理試験。概－2 ページの下から 4 行目でございますが、経口投与あるいは飲水投

与した場合に――成績自体は概－3 ページに記載されておりますが――投与後 2 週あるい

は 3 週でほぼ 100%（8 羽中 7 羽）の免疫が得られることより、非常に感染性の強いウイル

スということでございます。 

 それから、野外における実際に飲水投与した場合の成績といたしまして、概－3 の 10.2

から概－4 ページでございます。概－3 ページから御説明させていただきますと、飲水投与

した後の抗体の陽転状況、2 週後で 100%陽転しており、その成績を示しております（表

10.2）。概－4 ページでございますが、経口投与した場合の抗体陽転時期を示しているもの

です。このワクチンが承認されたのが昭和 45 年ということで、その当時の申請書の内容に

合わせた記載の方法をとらせていただいています。それから、概要の 4 ページの下のとこ

ろで、10.4 同一ロットのワクチンにおける飲水及び経口投与試験の比較でございます。飲

水あるいは経口投与した場合の抗体の陽性率等を示しております。これらのことから、飲

水投与におきましても、従来の経口投与ワクチンと同じように免疫が効率的にできること

が分かるということです。 

 概－5 ページ目ですが、用法・用量の設定についてです。現在の資料で経口あるいは飲
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水投与に応用できるということで、その根拠が概要の 5 ページに示されております。以上

が当該製剤に関する御説明でございます。 

 

 それでは、欠席委員等からの御意見を公表させていただきたいと思います。 

 用語の統一ということで、概要の 1 ページの 1.1 の 2 行目、「幼雛」は「幼すう」で、「雛」

を平仮名に。それから、概－2 ページの 9.1 の「雛」は、これも平仮名の「ひな」に修正

すべきではないかということで、これについては修正させていただきたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。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、委員の先生方から、ただいまの説明に関して質問あるいは御意見等ございま

すでしょうか。 

【○○委員】申請資料で、既承認との比較というのがないのですが。私が承知している中

では、これは 100 日齢以上の鶏ということで成鶏に近いところで免疫しないという、多少

病原性が強い株であると、そこは承知しています。しかし、比較的病原性が弱い、初生に

使うような鶏脳脊髄炎生ワクチンがあると思います。それは経口で全羽に投与するものも

あるので、そこの違いがこの申請書では明確にされていないと思うんです。このことを申

請者の方できちっと整理していただければ、新薬なのか、初生に使うものと 100 日、そこ

は違うので、いわゆる用法違いというか、事項変更の部分を、もう少し明確にした上で審

議する必要があると思います。 

【○○委員】事務局、いかがでしょうか。 

【事務局】これにつきましては、当方では用法・用量が違うものだろうと考えて取扱いを

これまで進めさせていただいておりました。 

【○○委員】今の回答でよろしいでしょうか。 

【○○委員】提案です。新しいものには違いないんですが、もう一度申請者の方で経口投

与の位置付けをきちっと整理していただいて、既承認のものとどこが違うのか、明らかに

違うのか、用法上少し違うだけなのか、というところを示すようにしてください。最後に、

全くの新しい新投与経路の医薬品なのか、用法の違う経口投与の医薬品なのかによって、

再審査が 6 年になるのか 2 年になるのかも違います。メーカーに指示して確認を取った上

で調査会の方で最終的に結論を出していただけたらというのが私の意見です。 

【○○委員】先生の御意見は、これが新投与経路という形で上がってきているけれども、

本当にそうなのかどうか、その辺が明確になっていない。 

これは少なくとも調査会レベルでは明確にしてきたと思うので、どうでしょうか。 

【事務局】従来から株違いは、投与経路が一緒でも新規性ありということで取り扱ってき

ました。あとは、株が今回の株とこれまで承認になっている株が同じかどうか確認する必

要性はあるのかなと考えております。 
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 たしか 2 製剤ぐらい、既に飲水投与で承認を取った製剤があると思います。株が違うと

全く別物と判断をせざるを得ないのかなと思っておりますが。 

【○○委員】株が違えばフルデータを出してくださいという指示が出ると思います。それ

に則って必要な資料が、安全性も含めて出されているので、そこの部分は私は当然だと思

っています。 

申請者の方も、この位置づけを明確にしていないと思うんですよ。既承認との違いとい

うものが概要を見ても分からないので、整理していただきたいと思います。 

【○○委員】すみません。確認させていただきたいのですが、今日審議しておりますこの

製剤は、新投与経路によるという位置づけでよろしいんですか。もしそうでないとすると。 

【○○委員】調査会はそういう形で承認してこちらに来たんですが、申し訳ないんですが、

私が見る限りは、新用法という位置づけともとれるので。 

【事務局】新用法だと、もう少し取り扱いが違ってきます。 

【○○委員】再審査期間が 2 年になると思います。 

【事務局】データ的には、今回のデータで十分のはずですね。 

【○○委員】ただ、肝心なのは、ここで審議する時に、新投与法によるものなのか、ある

いは新用法によるものなのか、これは最初に明確にしておく必要がありますね。その辺が

あやふやで審議はできないだろうというのはごもっともなことなので、調査会及び事務局

ではあくまでも新投与法でいくということなのか、今御指摘いただいたように、これは新

用法の可能性もあるから、その辺のところをもう一度調べ直さなければいけないよという

ことなんでしょうか。どちらでしょうか。 

【事務局】事務局といたしましても、新投与経路ということでこれまで御審議をお願いし

てきたところでございます。 

【○○委員】わかりました。 

 ちょっと意見の違いがありますので、これはまた議論になると思いますが、その他、こ

れに関して、動薬検の方でも結構ですが、何か御意見、コメントをいただけますでしょう

か。あるいは調査会でも結構ですが。 

【事務局】動薬検ですが、確かに○○委員から御発言がありましたように、私ども、事前

の調査の段階で見落としがあったと思います。それは、既承認の飲水投与、先程 2 製剤と

いう御説明がありましたが、それの用法・用量とか概要と比較していなかったというとこ

ろに問題があったんだろうと考えておりまして、私としては、もう一度調査会等で検討し

た方が、より適切な形ができるのかなと思っております。 

【○○委員】おっしゃられるように、ここで審議する中身が違っている。新投与法なのか、

用法が違うのかということであれば、これは調査会でもう一度御議論いただくことになる

と思うんですね。 

どうでしょうか、委員の先生方。審議されている項目が違うという、基本的なところで

御指摘をいただいたということになりますが。動薬検からもコメントとして、新投与法で
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なくて新用法かもしれない。その辺のところをはっきりして再び上程していただいた方が

いいだろうという御発言をいただきましたが。事務局、いかがでしょうか。 

【事務局】なかなか難しいところが、科学的な評価としては調査会で結論を出していただ

いた。再審査期間の部分は置いておきまして、多分科学的な評価というのは変わらない。

データ自体が変わるわけではないので、科学的な評価に基づく御判断は間違いないものと

判断しております。誠に申しわけないんですが、事務局が事務処理上の手続の仕方を誤っ

たものかも知れません。 

 再審査期間についてもう一度調査会に聴くべきだとは思いますが、科学的な評価は既に

終わっているわけですので、できれば事務局の方でもう一度整理させていただいて、調査

会をもう一度開くという形ではなくて、我々の整理の仕方に対して全員の御意見をいただ

いて、了承していただければ、部会にそのままかけさせていただけないでしょうか。 

 あくまでこれは事務局側の手続上の不備と言わざるを得ないと思うので、科学的な問題

ではないのだろうと思っております。 

【○○委員】議論の中身はともかくとして、調査会で議論した前提が全然違っているんだ

ということになれば、これを勝手に変えることはできないだろう。調査会で納得した上で

ないと部会では議論できないと思うんですね。従いまして、集まって調査会を開く、開か

ないは別にして、形の上では調査会を開いていただいて、メールでも結構ですし、ファッ

クスでも構いませんが、調査会を開いていただいて、そのことを確認して部会に上げてい

ただくという形をとらないと。 

【事務局】おっしゃる通りです。至急、事務局の方で適切な方法を検討した上で、調査会

の委員にお諮りして、御了解が得られた上でもう一度部会の方に御連絡させていただきた

いと思います。 

【○○委員】記録上は、調査会でもう一度御審議を願うという形をとらせていただきたい

のですが、よろしいでしょうか。 

【○○委員】基本的には先生の御意見に賛成で、調査会の先生方の認識がどのようであっ

たかということが分からないので何とも言えないですが、私も、これはどうもおかしいと

思っていて、全く予防の方法が以前と違うと思うんです。ですから、用法が違うというこ

とで審議をし直した方がいいであろうという部会の判断を調査会に伝えれば、調査会とし

てももう一度審議した方がいいんじゃないかという御意見になるんじゃないかと思うんで

す。それは調査会の方で御判断いただければと思いますが、再度審議が必要なんじゃない

かと私は思います。 

【○○委員】ありがとうございました。 

多くの委員の先生方がそういう御発言ですし、私も、今日の進行係の立場としてもそう

思いますので、事務局は大変でしょうけれども、もう一度調査会で御検討をいただいてと

いうことで議事録にとどめさせていただきたいと思います。 

調査会の開き方は、調査会の座長と事務局で御検討いただければいいと思いますので、
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よろしくお願いいたします。 

【事務局】分かりました。そのように取り扱わせていただきたいと思います。 

【○○委員】それでは、この製剤につきましては継続審議ということにさせていただきた

いと思います。 

 

（２）動物用生物学的製剤基準の一部改正について 

＜動物用生物学的製剤調査会関係＞ 

                      

【○○委員】続きまして⑧ですが、①から⑦まで審議してきましたのが生物学的製剤でご

ざいます。従いまして、（２）動物用生物学的製剤基準の一部改正についての審議を先にさ

せていただいて、⑧に戻って審議するという形にさせていただいた方がわかりやすいと思

いますが、いかがでしょうか。 

 ではそのようにさせていただきたいと思います。 

 では事務局、お願いいたします。 

【事務局】動物用生物学的製剤基準の一部改正についてでございます。お手元に赤の No.6、

それから黒の No.6.-2 の資料を御準備ください。 

 まず赤の No.6 の動物用生物学的製剤基準の一部改正についてでございます。 

1 つ目が鳥インフルエンザ（油性アジュバント加）不活化ワクチン。これは既に輸入承

認製品について製剤基準が作成されたものにつきまして、今般国内製造の鳥インフルエン

ザワクチンが承認審議されたことにあわせて基準の改正を行うものでございます。5 ペー

ジ目の新旧対照表を御覧ください。それぞれ下線部のところにつきまして、現行、改正案

という形で、今回承認される製剤に合わせた数値等の変更を行っております。また、一部

文言の整理もさせていただいております。 

 2 点目が鶏コクシジウム感染症（アセルブリナ・テネラ・マキシマ）混合生ワクチンで

ございます。13 ページ目の新旧対照表をごらんください。こちらは一部事項変更承認がご

ざいまして、それに合わせて今般、記載のあり方を一部事項変更承認申請の方に合わさせ

ていただいたものでございます。14 ページ以降、改正案のところにアンダーラインをさせ

ていただいております。 

 それから、当日配付資料で、黒の No.6-2、牛ヘモフィルス・ソムナス感染症（アジュバ

ント加）不活化ワクチンでございます。こちらは 5 ページ目の新旧対照表でございます。

これは名称の変更に伴う基準の改正ということになります。現行、「ヘモフィルス・ソムナ

ス」とされているものを、改正案といたしまして「ヒストフィルス・ソムニ（ヘモフィル

ス・ソムナス）」に変更させていただくものでございます。 

 甚だ簡単ではございますが、以上が動物用生物学的製剤基準の一部改正についてでござ

います。 

【○○委員】ありがとうございました。 
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 それでは、委員の先生方から御質問あるいは御意見等はございますでしょか。 

 特に御発言はございませんか。 

 特に御発言がないようですので、御承認いただいたことといたします。 

【事務局】ありがとうございました。原案どおり薬事分科会に御報告させていただきたい

と思います。 

【○○委員】ちょうど 2時間経ったんですが、10分ぐらい休憩してもよろしいでしょうか。 

【事務局】お願いします。 

【○○委員】それでは、3 時 40 分から再会するということでよろしくお願いいたします。 

                  

〔暫時休憩〕 

 

【○○委員】それでは、揃いましたので再会させていただきたいと思います。 

 

〈動物用抗菌性物質製剤調査会関係〉 

⑧コンベニア注 

（新有効成分含有動物用医薬品） 

ファイザー（株） 

 

【○○委員】続きまして、議題（１）の⑧になります。動物用抗菌性物質製剤調査会関係

ですが、⑧のコンベニア注です。これも、○○委員が欠席のため○○委員から御説明いた

だけますか。 

【○○委員】ファイザー株式会社のコンベニア注は、セフォベシンナトリウムを主剤とす

る注射剤で、適応症は犬、猫の細菌性皮膚感染症です。本件は、動物用抗菌性物質製剤調

査会において 3 回審議されまして、平成 18 年 10 月 18 日に開催された調査会において、「条

件つきで調査会における承認の可否に関する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ものとする。なお、毒劇薬には該当しないものとし、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 年間とする」という審議結果でした。

調査会後にこの条件を満たしたことを確認しましたので、本日の部会に上程されたもので

す。詳細については事務局より説明があります。 

【○○委員】事務局、お願いいたします。 

【事務局】それでは御説明いたします。お手元に赤の No.5、動物用医薬品輸入承認申請書

コンベニア注というものを御用意ください。 

1 枚めくっていただきますと、輸入承認審議経過票というのがございます。ここに書か

れております販売名コンベニア注、申請者名がファイザー株式会社。本品は、第 3 世代の

セファロスポリン系抗生物質であるセフォベシンナトリウムを主剤とする用時溶解の注射

剤でございます。用法・用量は、1 mL 当たり注射 80 mg（力価）となるように注射用水
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で溶解して用いるということで、体重 1 kg 当たりセフォベシンとして下記の通り皮下に 1

回注射する。犬 8 mg（力価）、猫 8 mg（力価）でございます。効能又は効果は、適応症と

しましては犬、猫の細菌性皮膚感染症。有効菌種はスタフィロコッカス・アウレウス、ス

タフィロコッカス・インターメディウス、スタフィロコッカス・シムランス、プロテウス・

ミラビリス、バスツレラ・ムルトシダとなっております。 

 本件は、動物用抗菌性物質製剤調査会におきまして 3 回御審議いただきました。10 月 18

日の調査会におきまして、「条件つきで調査会における承認の可否に関する事前の調査審議

を終了し、動物用医薬品等部会に上程して差し支えない。なお、毒劇薬には該当しないも

のとし、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 年間とする」という

審議結果でございました。なお、先程福安委員から御説明がございましたように、調査会

で出されたこの時の条件につきましては、調査会後にこの条件を満たしたことを確認いた

だいております。 

 それでは、本剤につきまして概要に沿って説明いたします。概要と書かれたタッグを開

いてください。真ん中ぐらいのところにあります緑のタッグでございます。 

その 1 ページ目を御覧ください。目次をめくっていただきまして、1 ページ目、イ．起源

および開発の経緯と書いたところでございます。本剤の有効成分でありますセフォベシン

ナトリウムですが、セフォベシンは、第 3 世代のセファロスポリン系、以下セフェム系と

略させていただきますが、その抗生物質で、化学名及び構造式はこちらに示してある通り

でございます。 

 開発の経緯ですが、本剤は、β－ラクタマーゼに安定で、広範囲の抗菌作用を持つこと

と、皮下注射後の血中濃度の持続が長い等の特徴を有することから、イヌ・ネコ専用の動

物用医薬品としての開発が進められました。 

 次のページ（2 ページ）を御覧ください。開発の意義です。表イ－1 に人体用医薬品とし

て使用される抗菌性物質製剤の約 15%がセフェム系抗生物質だという表がございます。セ

フェム系抗生物質は広い抗菌スペクトルを有し、副作用の発生頻度が比較的少ない等の特

徴があることから、皮膚感染症を初め広く使用されている人体で重要な医薬品となってお

ります。 

β－ラクタム系抗生物質の耐性獲得機序は、3 ページの①、②、③という 3 つの機序が知

られております。 

 4 ページをお開けください。4 ページの表イ－2 ですが、これは人の臨床分離株の第 3

世代セフェム系抗生物質に対する感受性を示しております。上から 2 行目のメチシリン耐

性黄色ブドウ球菌などに対しては感受性が低くなっております。同じ 4 ページの下ですが、

表イ－3 は牛・豚の国内野外分離菌に対するセフチオフル、これは第３世代セフェムです

が、本剤とは別の薬剤です。セフチオフルの最小発育阻止濃度（MIC）が書いてあります。

牛の使用歴のある農場で分離されたバスツレラ・ムルトシダ、一番上の行でございますが、

その感受性率が若干下がっております。 
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 5 ページの表イ－4 です。イヌ及びネコ由来分離株に対するセフォベシンの MIC です。

また、6 ページを開けてください。6 ページの表イ－5 は家畜由来各種細菌に対する MIC

が示してあります。 

 同じ 6 ページの 5) で、当該製剤の用法等が限定的で十分に管理ができるものであるか

否かの検討とあります。本剤は、人でも重要な医薬品であります、第 3 世代セフェム系の

抗生物質でありますところから、この製剤を使用した場合に、用法が限定的で十分に管理

ができるということが重要なポイントとなります。 

 そちらに書かれております十分に管理ができるという根拠でございますが、本剤は要指

示動物用医薬品として、獣医師の十分な管理のもとで使用される注射剤であります。また、

その使用はイヌ・ネコの細菌性皮膚感染症の治療のみということで、また、治療は 1 回の

皮下投与で行われること、それから、注意事項に「第一選択薬が無効の症例のみに限り使

用すること。」と記載されていることから、限定的で十分な管理ができるものと考えられる

という記載があります。 

 さらに、6) ですが、当該製剤を使用することによる人に対するリスクということですが、

人に対するリスクは小さいと考える理由として、環境中で分解すると考えられること、そ

れから、家畜由来菌の感受性の年度による変化が少ないという理由が書いてあります。 

 さらに、家畜衛生上の有用性ということで、7 ページの表イ－6 を御覧ください。イヌ・

ネコの細菌性皮膚感染症の医薬品、現在承認されているものはこういうものだということ

が書かれております。 

 また、2) ですが、対象疾病の罹患率としまして、イヌでは全来院数の 17.6～19.2%、ネ

コでは 6.9～8.3%が皮膚病だということで、罹患率もかなりあるということです。 

 7 ページの一番下ですが、本剤の特徴としては、まず広い抗菌スペクトルがあるという

こと、それから 1 回の皮下注射で 14 日間持続の効果があるということ、それから重大な副

作用が認められないということをもちまして、比較的治癒経過の長い細菌性皮膚感染症の

治療薬としては優れているということを示しております。 

 また、使用上の注意により適正使用を促しますということも書かれています。 

 最後、12 ページ目でございますが、海外での承認状況及び使用状況。12 ページの 3. と

書かれているところですが、欧州では 2006 年 6 月に承認されたというものでございます。 

 この後ですが、16 ページから 56 ページには物理的・化学的試験の成績が書かれており

ますが、これは説明を特に要しませんので、いたしません。 

 57 ページ以降が安定性の試験ということで、73 ページを開けてください。4) の(b) 溶

解液の試験というところです。溶解液と書かれておりますが、本剤は用時溶解とはいえ、

溶解してから 4 週間は冷蔵保存でまた使えるという用法となっております。使用上の注意

に書かれております。ですので、溶解液の安定性の試験というのを特別に実施しておりま

す。 

 69 ページの表ハ－16 をご覧ください。これは保存条件 5 °C、なりゆき湿度でコンベニ
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ア注の溶解液の安定性試験を実施しております。データが書いてありますが、注目してい

ただきたいところというか、調査会で問題になったのは外観のところですが、0 週が淡黄

色、4 週が濃い橙色ということで、溶解して保存すると着色するということで、この点が

調査会で御審議の中で何回か御指摘を受けたところでございます。それにつきましては、

後ほど御説明いたします。 

 さらに、74 ページは毒性および安全性に関する資料で、74 ページの表ニ－1 ですが、セ

フォベシンの毒性試験一覧表ということで毒性試験成績をまとめたものですが、急性毒性

にしましても、亜急性・慢性毒性にいたしましても、かなり毒性の低いものである。また、

生殖・発生毒性で催奇形性は認められないということ、それから変異原性も陰性というも

のでございました。 

 89 ページを御覧ください。対象動物における安全性試験ということで、89 ページ、表ニ

－8 を御覧ください。コンベニア注の安全性試験一覧表ということで、イヌとネコを用い

た試験になっております。投与経路、期間は、皮下・単回または皮下・7 日間隔で 5 回と

いう試験になっております。本剤は単回投与の製剤でございますので、7 日間隔で 5 回と

いうのはかなり限界投与ということになります。無影響量でございますが、単回投与の場

合は、イヌの場合ですと 180 mg/kg/日ということで、常用量の 22.5 倍。5 回投与の場合

は 60mg/kg/日で、ネコも同じような形となっております。このように安全性が確認され

たものでございます。 

 98 ページ以降は薬理試験となっております。薬理試験としまして、抗菌関係、用量設定、

それと一般薬理試験の成績がつけられております。 

 また、113 ページ以降は吸収等試験、145 ページ以降は臨床試験となっております。 

 175 ページを開けてください。チ．申請書記載事項の根拠と書かれております。1.「用

法及び用量」の根拠と書かれております。本剤の用法・用量は、冒頭に説明いたしました

ように、体重 1 kg 当たりセフォベシンとして皮下に 1 回注射ということで、犬も猫も 8 mg

（力価）ということになっております。 

 この根拠ですが、イヌにおけるセフォベシンの用量は、Staphylococcus aureus を人為感

染させたイヌにセフォベシンを 4、 8、 12 mg/kg の用量で単回皮下投与した用量設定試

験、これが 109 ページになります。109 ページを開けてください。表ホ－12 という表がつ

けられております。これが用量設定試験、イヌにおける S. aureus 実験感染に対する 4 

mg/kg、8 mg/kg、12 mg/kg 投与の有効性ということです。その中で、T4 ということで

セフォベシン 8 mg/kgを投与した群の 7日目のデータを御覧ください。このデータですが、

各試験日における菌分離陰性部位数%ということで 90 と書かれています。T1 が生理食塩

液ですが、これが 68 と書かれておりまして、T2 も生理食塩液で、57 と記載されておりま

す。この無投薬対照群と比べましてセフォベシン 8 mg/kg 群の菌分離陰性部位数が有意

に多かったということで、これが用量設定根拠となっております。 

 また 175 ページをお願いいたします。3 行目まで御説明いたしまして、また、国内にお
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ける野外分離菌のセフォベシンに対する薬剤感受性試験成績、それからイヌにセフォベシ

ンを単回皮下投与後の血漿中薬物濃度、これが 116 ページの表ヘ－3 です。116 ページを

御覧ください。116 ページの表ヘ－3 ですが、イヌにセフォベシンの常用量、8 mg/kg を

単回皮下あるいは静脈内投与時の血中薬物動態パラメータとあります。そして、126 ペー

ジの図ヘ－8、血漿中及び滲出液と漏出液中のセフォベシン濃度推移と書かれております。

これが血中あるいは滲出液中の濃度になります。 

 また 175 ページに戻ってください。6 行目ですね。対象動物における安全性試験成績並

びに国内における臨床試験成績において安全性及び有効性を検討した結果、8 mg/kg/日

の用量の妥当性が確認されたということで、157 ページを開けてください。157 ページの

表ト－11、これが臨床試験成績で有効性を示した試験です。T01 群セフォベシンと、T02

群オルビフロキサシンを比較いたしましたところ、右の方のカラムですが、治験終了時の

検査におきまして、有効率 87.5%がセフォベシン群、そしてオルビフロキサシン群が 73.3%

ということで、対照群と比較して同等ということになります。そして、158 ページを開け

てください。有害事象ということで、臨床試験におきまして特に有害事象は観察されませ

んでしたということで、常用量の安全性が確認されたということです。 

 175 ページに戻ってください。次はネコにおけるセフォベシンの用量ですが、これはネ

コの組織ケージ試験を行って滲出液のセフォベシン濃度と、ネコの皮膚感染症の重要な菌

種である Pasteurella multocida に対する MIC 値との比較によって決めたということになり

ます。 

 臨床試験成績でございますが、172 ページになります。172 ページの表ト－23、ネコの

細菌性皮膚感染症の治療における有効性ということで、こちらでもセフォベシン群とオル

ビフロキサシン群を比較しております。セフォベシン群は 87.2％の有効率に対しまして、

オルビフロキサシン群が 89.1％ということで、同等ということになります。 

 安全性につきましては、173 ページの表ト－24、ネコの試験群毎の有害事象の要約とい

うことで、セフォベシン群について 1 例、食欲不振がありますが、脚注に、臨床担当獣医

師は、投薬との関連について「可能性はない」と判断したということが書かれております。

これをもちまして安全性も確認されたということになります。また、先程申し上げました

ような対象動物の安全性試験の成績もございますので、安全性試験のこともありまして、

確認されたということでございます。 

 175 ページに戻ってください。2.「効能又は効果」の根拠としまして、本剤の「効能又

は効果」と書かれて、有効菌種と適応症が示されております。1 ページめくっていただき

まして、176 ページ。この菌種につきましては、いずれもイヌ及びネコの細菌性皮膚感染

症を対象とした国内臨床試験で 10 株以上分離され、また、MIC 試験において感受性が確

認されたものです。また、国内臨床試験において有効性も確認されましたとなっておりま

す。以上が「用法及び用量」と「効能又は効果」の根拠ということになります。 
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あと、途中で申し上げました溶解後の液の着色につきまして調査会で何度か御指摘を受

けましたので、その対応について御説明いたします。 

 審議経過票の次に別紙 1 というグレーのタッグがございます。その 4 ページに着色につ

いて図示されております。溶解後 2 週間経過すると、室温、冷所におきましてこのような

色となるということです。 

 この問題につきまして、まず 1 点目として、冷蔵保存した場合に着色するのですが、抗

菌活性の減少があるかどうかという御指摘がございました。別紙 1 の 9 ページ目を開けて

ください。安定性の試験を実施したところ、表－2 コンベニア注の溶解後の安定性試験と

いうことで、冷所（遮光）保存。これは使用上の注意におきまして冷所保存ということが

言われておりますので、冷所保存して 4 週間の段階で、円筒平板法、力価を測るものです

が、99.6%の力価ということで、力価は落ちないことが確認されました。 

さらに、もう 1 つの御指摘としまして、保存品を使用した場合の毒性についてというこ

とで、細胞毒性試験を要求されました。緑色のタッグの別紙 2 の 1 ページに表－1 コンベ

ニア注の溶解液の細胞毒性というのがございます。この試験試料 1 というのは 4 °C で 28

日間保存後のもので、試験試料 3 というのが溶解直後のものでございますが、これを比較

しましても、4 週間 4 °C で保存したものでも細胞毒性は増えていないという成績になって

おります。 

 さらに、もう 1 つ、赤色の物質の検出をして、可能であれば何であるか想定しなさいと

いう御指摘がありました。別紙 2 の４ページ目を開けてください。調査会の委員の示され

た分析条件ということで、4 ページの図 2 をごらんください。色がついている 9.4 分のピー

クですが、これが一番赤色物質が多いものだろうということです。このものにつきまして、

質量が 270 ダルトンであるというところまでは究明いたしましたが、4 °C で 34 日間保存

した場合でも含有量は 0.01%未満であるということで、色は着くのですが、微量であると

いうことが示されております。 

審議経過票、一番前のページに戻ってください。それを 1 枚めくっていただきますと使用

上の注意がございます。調査会の御指摘によりまして、溶解液の安定性とか溶解液の抗菌

活性とかいろいろ試験をいたしました。それが使用上の注意に反映されております。使用

上の注意の【取扱い上の注意】の(2)ですが、「本剤の溶解後はしゃ光して 2～8 °C で保存

し、4 週間以内に使用すること。」、 【その他の注意】の「(1) 本剤の溶解液は時間の経過

と共に、帯黄色～帯赤色に変化するが、本剤を 4 °C・しゃ光条件下で 4 週間保存した場合、

色調の変化は力価に影響を与えないという成績がある。(2) 本剤を、室温・光暴露条件下 4

週間保存した場合に、in vitro の試験系において細胞毒性が見られたという成績がある。」

この 2 点に反映させました。 

 以上で御説明を終わります。よろしく御審議をお願いいたします。 

 

【○○委員】ありがとうございました。 
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ただいまの事務局の説明に関しまして、委員の先生方から御質問あるいは御意見ござい

ますでしょうか。 

【○○委員】適応症に関してお聞きしたいのですが、本剤に関してはイヌとネコの細菌性

皮膚感染症となっていますが、膿瘍というのはネコでは非常に多くの割合を占めていて、

イヌでもある程度の割合があると思うんです。膿瘍というのは皮下だったりして、皮膚の

感染症ではないことが結構多いのですが、その言い方に私としては違和感を感じているん

ですが。 

【○○委員】調査会での審議で、何かその点に関して議論がありましたでしょうか。 

【事務局】記憶にないのですが。ちょっとお待ちください。 

すみません。調査会の御指摘としてはありませんでした。 

【○○委員】そうしますと、適応症の中にはアブセス、膿瘍というのは入ってきておりま

すでしょうか。 

【○○委員】多いんですね。今、御説明のあった概要の 171 ページ、上の表ト－21 ネコの

治験開始時の細菌性皮膚感染症の診断。60 例中 34 例、56.7%が膿瘍なんですね。外傷とい

うのもあって、皮膚感染症というのは我々の判断では、皮膚の疾患であって、そのうち真

菌とか寄生虫ではなく細菌の感染が起きているものを皮膚感染症と言っているものですか

ら、外傷とか膿瘍というのはちょっと違っていて、特にネコの場合には、ひっかき傷が皮

下に入って、そこで菌が増えて皮膚が感染している、というよりも皮下に化膿創ができる

といったようなことなものですから、実際にこの薬は有効なので、それに対しても有効で

いいと思うんですが、皮膚感染症というと、膿瘍は違うと思ったんです。 

【○○委員】御指摘は、皮膚感染症を適応症としておきながら、実際に行われた治験では

皮膚感染症に該当しない膿瘍が含まれ、しかもそのデータが大変多いということで、適応

症を皮膚感染症としていいのかどうかという御指摘ですが。 

【事務局】その点につきまして、162 ページに対象動物の選定基準がございます。ネコの

試験ですが、「臨床的に有意な皮膚感染症の臨床症状として以下の病変が 1 つ以上認められ

た」ということで、紅斑と滲出物または腫脹。Day 0 に少なくとも 1 つの臨床症状が中等

度または重度と分類されたものということがございます。あとは、治験を続行するために、

投薬開始前の細菌検査試料からの病原菌の培養、同定で細菌感染の確定が行われたと書い

てございます。この選定基準で行いました試験ですので、この選定基準が細菌性皮膚感染

症では妥当ではないということでありましたら、そういうことになるかと思うんですが、

いかがでしょうか。 

【○○委員】そうですね。皮膚感染症としては、ここに挙げている紅斑だとか滲出物、こ

れは、先生、よろしいわけですね。しかしながら、選定基準の中に膿瘍というものはない。

対象にはしていない。にも関わらずデータは対象にしていない膿瘍の治験がほとんど半分

である。それで皮膚感染症の適応症としていいのかどうかという御指摘ですが、これにつ

いては調査会で御議論いただいた方がいいのかなという気がしますが、事務局レベルで回
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答ができるようでしたら。 

【事務局】事務局レベルで申しわけございません。これは臨床試験の選定基準ですので、

171 ページの診断別の割合として膿瘍ということではあったわけですが、実際問題として

選定基準に一致したものだけを選んだわけですね。ですから、診断の方で膿瘍とされたに

しても、動物を選定する基準が正しいのであれば細菌性の皮膚感染症として認めていいの

ではないかと御判断いただけませんでしょうか。 

【○○委員】少し議論しなければいけないと思います。 

 どうぞ。 

【○○委員】私、この調査会のメンバーの一人なのですが、確かに定義上は辻本先生がお

っしゃる通りですが、調査会の段階で明確に、いわゆる表面的な感染と、膿瘍といいます

か、アブセスというのは深いの、浅いの、いろいろあるでしょうけれども、いわゆる発疹

の、表面から見える膿みの溜まったやつ、膿疱ですね、そういうような解釈で見過ごして

きている。ですから明確な分類はしていなかったという記憶がございます。 

【○○委員】それでしたら言い方を変えればいいだけで、つまり皮膚に膿疱があって、そ

れは細菌感染によって起き得た。それでしたら皮膚感染症でいいと思うんです。ただ、実

際にこの症例が膿瘍ではなかったのかどうか、ちょっと疑問に思って、あとは、私の経験

ではネコは比較的細菌性皮膚感染症に強い動物で、イヌのように二次的な細菌感染で困る

というのはあまりいないんですね。逆に、膿瘍は結構多いんですね。 

だから、私が思うには、本当の、といいますか、皮膚表層の感染症の症例があまり多く

ないために膿瘍の比率が上がってしまったのではないか。だからそれを除外すべきではな

くて、適応症の疾患例をもう少し現実に即した形で書いていただければ構わないと思うん

です。事実を知りたかったということです。 

【○○委員】ただ、調査会では適応症を皮膚感染症としてその効果を認めてきた。部会で、

そうじゃないですよ、少し広げますよということは可能でしょうか。 

【○○委員】いや、私は、膿疱なのか、膿疱と膿瘍が混ざったものなのか、膿瘍なのか、

そこをはっきりさせていただければ、その上で議論をすればいいかと思います。 

【○○委員】ただ、提出された資料を見る限りでは膿疱ということは窺えない。あくまで

も膿瘍と書いてありますから、勝手に推測することになりますので、調査会の方で、こう

いう風に表現しているけれども、中身は膿瘍だったよと言っていただければいいわけです

ね。 

【○○委員】ええ。そこから考えればいい。 

【○○委員】調査会の委員なんですが、先程○○委員がおっしゃったような形で、いわゆ

る臨床症例を選択する評価基準のところで症例を決定するわけなんで、その時にこういう

基準でやられているということで、最後のところの表現が、膿瘍というのは適切であった

かどうかということに問題があろうかと思うんですね。調査会ではこの表現については問

題にならずに、見逃したというか、落としてしまったということですから、先程あったよ
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うに、膿疱という形であるかどうかをまず確認することが先決だと思います。それであれ

ば、これを書き直す、修正するということでよかろうかと思うんですけれども、もしそう

でなかったということになると、症例の数を整理しないと駄目ということになろうかと思

います。 

【○○委員】私達、この部会では、膿疱であると提出されてきた資料をそのまま理解する

しかないんですね。調査会の方ではそうじゃなかったよと言ってくださればいいんですが、

そうでない限り、私たちは膿瘍として扱わざるを得ないと思うんです。いかがでしょうか。 

【○○委員】おっしゃる通りだと思うんです。今日は座長の○○委員は御欠席ですが、も

ちろん、御存知の通り微生物の大家ですが、この議論は、私も見落としました。膿疱のつ

もりで、ずっと見落としています。ですから、事務局に私の立場から確認をお願いしたい

んですが、まず、○○委員もこれを見落としちゃったのかどうか。「膿疱」と読み違えてず

っと見てきたのかどうかということ。それから、もう 1 つは、いわゆる治験段階で「膿疱」

を「膿瘍」と書き違えて、誰も気づかずにここまできたのか。おっしゃる通りで、アブセ

スだったらかなり深いものもあるわけですから、いわゆる皮膚の疾患とは言えないわけで

すね。ですから、臨床試験の段階で何を膿瘍と表現したのか、そこのところを宿題にして、

確認をしていただくべきだと思うんですが。 

【○○委員】おっしゃられる通りだと思います。どこかの段階で「膿疱」という言葉が「膿

瘍」に変わっていたとか、そういうことであれば、それを前提に議論はできないと思いま

す。従いまして、現在の段階では事務局からも調査会からも明確な回答が得られないとい

うことになりますと、これは継続審議にさせていただかざるを得ないと思うんですが、い

かがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、大変恐縮ですが、継続審議ということで、委員の先生方から御発言いただき

ましたことを明確にして、次の部会で審議する。場合によっては調査会で再度御審議いた

だくという形にさせていただきたいと思うんですが、よろしいでしょうか。 

 特に御異議がないようですから、そのように取り扱わせていただきたいと思います。 

 それでは、次に議題（３）と（４）をやろうと思ったんですが、継続審議になりました

ので、次回に回すことにさせていただきたいと思います。 

【事務局】それでは、1 点だけ御確認をお願いいたします。 

 今の条件でございますが、ネコの臨床試験におきまして「膿瘍」をどういう形で定義し

ていたのかということを確認するということで。 

【○○委員】いえ、具体的には、適応症として審議されてきたけれども、それは適応症の

中に入っていない。出されたデータが膿瘍のデータがほとんどであって、皮膚感染症とい

う適応症のデータが示されていない。その議論の課程の中で、「膿疱」というのを間違えて

「膿瘍」と書いていましたということですが、これはここで指摘することではなくて、こ

こで指摘することは、適応症としての皮膚感染症に効くか効かないかという判断をするに
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ついては、対象疾患のデータがない。半分が膿瘍である。このことについて調査会で再審

議をお願いしたいということだと思うんですが、どうでしょうか。 

【事務局】それは調査会でということですか。部会の継続ではなくて。 

【○○委員】調査会で認めて出てきたデータが、ここで審議しようと思ったけれど、感染

症は対象になっていないんですね。ほとんどがアブセス（膿瘍）ですから。ここで、「膿疱」

じゃないですか、言葉の表現が間違っているんですかという指摘はできないと思うんです。 

【事務局】それでは、適応症として、本当にこれが膿瘍だったかどうかということを含め

まして、抗菌性物質調査会でもう一度御審議をいただくということで。 

ありがとうございました。 

【○○委員】よろしくお願いします。 

 ということで、よろしいでしょうか。 

【○○委員】ただいまの問題はそういう帰結でよろしいと思うんですが、もう 1 点、戻し

ていただけるのであれば、178 ページの下の方で【保管上の注意】というところがありま

して、その(2)に「2～8 °C に保存すること」。その部分が、【その他の注意】の項で、時間

の経過とともに色調が変化するということが書かれていて、4 °C・しゃ光条件では力価が

落ちないということが書かれていて、2 番目として室温や光に暴露した条件では細胞毒性

が現れることがあるということが書かれているんですが、これを 1 つにうまくまとめてい

ただいた方が、使用する側にとっては、こういう条件で、こういう根拠により 2～8 °C に

保存して使用しろということにしていただいた方がわかりやすいのではないかなと思うん

ですが、いかがでしょうか。 

【○○委員】調査会で再審議していただくときに、使用上の注意の書き方についてもあわ

せて御検討いただきたいということで、よろしいでしょうか。 

【事務局】はい。どうもありがとうございました。 

【○○委員】どうも御指摘ありがとうございました。 

 

（３）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 

及び 

Ⅱ）報告事項 

（１）動物用医薬品の承認の可否及び再審査期間の指定について 

〈動物用抗菌性物質製剤調査会関係〉 

①ニューフロール 

（新用量動物用医薬品） 

ナガセ医薬品（株） 

 

【○○委員】それでは、続きまして議題（３）に移らせていただきます。動物用医薬品の

使用の規制に関する省令の一部改正についてです。この件について審議するに際しまして、
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次のⅡ）報告事項の（１）の①ニューフロール、このことについて報告をして説明をいた

だいた方がわかりやすいということですので、Ⅱ）報告事項の（１）をあわせてお願いす

ることにさせていただきたいと思います。 

【事務局】それでは、赤の No.7 と赤の No.9、両方について御説明いたします。 

 赤の No.7 でございますが、動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正につい

て（案）でございます。これにつきましては、フロルフェニコールを有効成分とする注射

剤の使用基準の改正ということになります。これが、赤の No.9 に報告事項として出させ

ていただきましたニューフロールという製剤に関する使用基準の改正になりますので、あ

わせて説明させていただきます。 

 赤の No.9 をごらんください。審議経過票となります。ナガセ医薬品株式会社のニュー

フロールは、牛の体重 1 kg 当たりフロルフェニコールとして 20 mg を頸部皮下に 1 回注

射するという用法の医薬品でございまして、成分及び分量は本品 1 mL 中にフロルフェニ

コール 300 mg を含有する注射剤。効能又は効果は、適応症として牛の細菌性肺炎。有効

菌種としてパスツレラ・マルトシダ、マンヘミア・ヘモリチカということです。 

 この製剤ですが、同じようにフロルフェニコールを有効成分とする注射剤といたしまし

て、また同じ効能・効果で、筋肉内にこの製剤の 2 分の 1 量、10 mg/kg を 2～3 日間投与

するという製剤がありますが、ニューフロールは 1 回投与で有効という優位な点があると

いうことで開発されたものです。本剤は既存の製剤より用量が多いということで、新用量

動物用医薬品として取り扱いますので、部会報告となります。 

 本製剤は、平成 18 年７月 13 日及び 10 月 18 日の抗菌性物質製剤調査会において審議さ

れまして、条件つきで承認を可とし、動物用医薬品等部会に報告して差し支えない。新用

量動物用医薬品ということで再審査は行わないこととするという審議結果となりました。

また、11 月１日の動物用医薬品残留問題調査会におきまして、承認を可とし、動物用医薬

品等部会に報告して差し支えないという審議結果をいただきました。また、抗菌性物質製

剤調査会における条件につきましては、本部会前に確認しております。 

 今回の資料 No.7 の使用基準の改正案でございますが、この承認に伴う改正についての

ものです。11 月１日に開催されました動物用医薬品残留問題調査会において承認をいただ

きました。 

 資料 No.7 を御覧ください。アンダーラインで示したところが今回追加となります。医

薬品として、フロルフェニコールを有効成分とする注射剤。使用対象動物、牛（搾乳牛を

除く。）。アンダーラインで示した用法及び用量としまして、1 日量として体重 1 kg 当たり

20 mg 以下の量を皮下に注射すること。使用禁止期間として、食用に供するためにと殺す

る前 40 日間という案になっております。 

 従来の製剤ですが、その下にあります、1 日量として体重 1 kg 当たり 10 mg 以下の量を

筋肉内に注射するという製剤でございまして、こちらは使用禁止期間が食用に供するため

にと殺する前 30 日間となっております。 
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 以上、使用基準の改正案につきましては御審議を、また、資料 No.9 のニューフロール

の輸入承認に関しては、報告ですので、御確認をお願いいたします。 

【○○委員】ありがとうございました。 

 それでは、ニューフロールの報告を受けまして、動物用医薬品の使用の規制に関する省

令のただいま御説明いただきました件について審議に入りたいと思います。委員の先生方、

何か御質問、御意見ございますでしょうか。 

 特に御意見等ございませんか。 

 それでは、事務局からお示しいただきました案を承認していただいたものといたします。 

【事務局】ありがとうございました。 

 

（２）動物用医薬品の再審査について 

〈動物用医薬品再評価調査会関係〉 

    ①ミコラル経口液                  日本全薬工業（株） 

      経口用ミコラル               日本イーライリリー（株） 

    ②ネモバック                 メリアル・ジャパン（株） 

    ③ポーシリスＥＲＹ                 松研薬品工業（株） 

     ポーシリスＥＲＹ「Ⅳ」             （株）インターベット 

    ④牛サルモネラ２価ワクチン「北研」          （株）北里研究所 

    ⑤オプティミューン眼軟膏              ナガセ医薬品（株） 

    ⑥ベンチプルミン－シロップ  

             ベーリンガーインゲルハイムベトメディカジャパン（株） 

    ⑦コバルジン                       （株）クレハ 

    ⑧日生研ＭＰＳ不活化ワクチン               日生研（株） 

 

【○○委員】それでは、続きましてⅡ）報告事項の（２）に入らせていただきたいと思い

ます。動物用医薬品の再審査について。事務局から御説明をお願いいたします。 

【事務局】それでは、赤の No.10 により報告いたします。お手元に御用意をお願いいたし

ます。 

まず 1 つ目ですが、1 ページでございます。ミコラル経口液。申請者は日本全薬工業株

式会社です。効能又は効果ですが、本剤感性の下記菌種ということで、パスツレラ・ムル

トシダなどがあります。適応症は牛の肺炎でございます。1 枚めくっていただきまして 2

ページですが、再評価調査会での審議結果ですが、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、動物用医薬品部会に報告して差し支えないという結果

でございます。 

 2 つ目でございます。3 ページ。経口用ミコラルです。申請者は日本イーライリリー株式

会社。効能・効果ですが、これも先程と同じようにパスツレラ・ムルトシダなど、適応症
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は牛の肺炎でございます。調査会での審議結果ですが、4 ページを御覧いただきまして、

これも有効性・安全性に関する評価に基づき有用性が認められるものとして、部会に報告

して差し支えないというものでございました。 

 3 つ目ですが、ネモバック。これは申請者がメリアル・ジャパン株式会社でございます。

効能・効果が、トリニューモウイルス感染による鶏の呼吸器症状の予防でございます。調

査会での審議結果でございますが、これも有効性・安全性に関する評価に基づき有用性が

認められるものとして、動物用医薬品等部会に報告して差し支えないというものでござい

ました。 

 次に、9 ページでございます。ポーシリス ERY、それからポーシリス ERY「IV」でござ

います。申請者ですが、松研薬品工業株式会社、株式会社インターベットでございます。

効能・効果ですが、豚丹毒の予防でございます。調査会での審議結果ですが、これも同様

に、有用性が認められるものとして、部会に報告して差し支えないというものでございま

した。 

 次に、15 ページでございます。牛サルモネラ 2 価ワクチン「北研」です。申請者は北里

研究所でございます。効能又は効果ですが、サルモネラ・ティフィムリウム及びサルモネ

ラ・ダブリンによる牛サルモネラ症の発症予防です。審議結果でございますが、これも有

用性が認められるものとして、部会に報告して差し支えないというものでございます。 

 それから、19 ページでございます。オプティミューン眼軟膏です。申請者はナガセ医薬

品株式会社。効能又は効果ですが、犬の乾性角結膜炎の症状の改善でございます。調査会

での審議結果ですが、これも有用性が認められるものとして、部会に報告して差し支えな

いというものでございました。 

 それから、23 ページでございます。ベンチプルミン－シロップ。申請者はベーリンガー

インゲルハイムベトメディカジャパン株式会社でございます。効能又は効果は、肺炎の子

馬でみられる呼吸器症状（労作性呼吸、発咳、鼻汁排泄など）の軽減でございます。調査

会での審議結果ですが、これも有用性が認められるものとして、部会に報告して差し支え

ないというものでございました。 

 それから、27 ページです。コバルジン。申請者は株式会社クレハです。効能又は効果は、

猫の慢性腎不全における尿毒症症状の発現の抑制でございます。審議結果でございますが、

「資料の整備を条件とし」ということで、下に修正がありますが、それを条件とし、有効

性・安全性に関する評価に基づき有用性が認められるものとして、動物用医薬品等部会に

報告して差し支えないというもので、これは御指摘に従い資料を整備しております。 

 それから、31 ページでございます。日生研 MPS 不活化ワクチン。申請者は日生研株式

会社です。効能又は効果ですが、豚のマイコプラズマ肺炎による肺病変形成の抑制並びに

増体量抑制及び飼料効率低下の軽減です。調査会での審議結果ですが、「資料の整備を条件

として」ということで、これはここに書いてありませんが、抗体価と肺病変の相関につい

ての資料を整備することというものでございます。その整備を条件として、有効性及び安
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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もので、資料につきましては整備されております。以上でございま

す。 

【○○委員】ありがとうございました。 

 事務局の方で言い落とされたかもしれません。2 ページの再評価調査会審議結果のとこ

ろで、動物用医薬品部会になっていますが、「動物用医薬品等部会」と訂正すると伺ってお

ります。同じように、4 ページも「等」が抜けておりますので、言い落とされたと思いま

すので、御訂正いただければと思います。 

【事務局】はい。訂正いたします。 

【○○委員】それでは、今御説明いただきましたが、委員の先生方から御質問等ございま

すでしょうか。 

 それでは、特に御発言ないようですので、ただいまの御報告を承認したことにさせてい

ただきたいと思います。 

【事務局】ありがとうございます。 

 

（３）動物用医薬品の諮問・承認状況について 
 

【○○委員】それでは、続きまして報告事項の（３）になりますが、動物用医薬品の諮問・

承認状況について。事務局からお願いいたします。 

【事務局】それでは、続きまして報告事項、動物用医薬品の諮問・承認（事項変更を含む）

状況について御説明させていただきたいと思います。 

当日配付資料の黒の No.11 をお手元に御準備ください。こちらは平成 18 年 8 月 23 日か

ら 11 月 21 日にかけての諮問状況、承認状況についての表でございます。 

 諮問状況につきまして、本日御審議いただきましたオイルバックス AI、“京都微研„ポー

ルセーバーAI、ナバック AI、鳥インフルエンザワクチン「北研」、それから、2 段下がっ

て AE 乾燥生ワクチン、生物学的製剤についてはこれら 5 製剤を現在、薬事・食品衛生審

議会の方に諮問させていただいております。これ以外では、ファイザー株式会社からの申

請でございますが抗菌剤としてピルスーと、一番下のアイブロシン－10、アイブロシン－

50、こちらはエコファーマ株式会社からの申請でございますが、この 2 点についても諮問

をさせていただいております。 

 2 番目の承認状況でございますが、本年の 8 月 23 日から 11 月 21 日の間に承認されたも

のといたしましては、生物学的製剤といたしましてニッピブルの BSE 検査キット、こちら

が平成 18 年 11 月 13 日付けで承認されております。以上でございます。 

【○○委員】ありがとうございました。 

 ただいま御説明いただきましたことにつきまして、御質問等ございますでしょうか。 

 特に御質問ございませんか。 
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 それでは、御承認いただいたものとさせていただきます。 

【事務局】ありがとうございます。 

 

 

Ⅲ）その他 

（１）シードロットシステムの検討状況について 
 

【○○委員】それでは、Ⅲ）その他の（１）シードロットシステムの検討状況について。

事務局から御説明をお願いいたします。 

【事務局】お久しぶりでございます。私、今、動物医薬品検査所でこれから御説明させて

いただきます動物用ワクチンのシードロットシステムについての企画立案に携わっており

ます。このシードロットシステムにつきましては今年初めの本部会だったかと思うんです

が、こういうシステムですよということを簡単に御説明させていただいたんですが、それ

以降、若干進捗がございましたので、今日はそこにつきまして御説明させていただきたい

と思います。資料黒の No.12 を御覧ください。 

 以前もお話しさせていただいたんですが、動物用のワクチンにつきまして、新しいシー

ドロットシステムの導入というものを検討している段階でございます。シードロットシス

テムの概要ということで、1. の（１）にその定義、これは以前、御説明させていただいた

際に用いた資料に書いてあることですので、割愛させていただきますが、製造用株とか製

造用の細胞、これらをマスターシード、ワーキングシード、プロダクションシードという

風に区別をいたしまして、それぞれに規格を設けて、その規格を満たすように作製、維持、

管理する。GMP のもとで作製、維持、管理するというシステムでございます。 

 （２）の製造工程と GMP の関係。これも以前御説明させていただきましたが、野外分

離株以降からのマスターシード、ワーキングシード、プロダクションシード、それから原

液、こういったものを原薬たる医薬品と位置づけまして、GMP の対象という形にさせて

いただくというものでございます。 

 今回進捗があった部分ですが、次のページをめくっていただきますと、2. シードロット

規格というのがございます。今お話ししましたように、マスターシード、ワーキングシー

ド、プロダクションシードに規定する具体的な規格というものをずっと考えてきたという

ことで、具体的には次のページから始まるんですが、シードロット規格（原案）というも

の、これが各シードの規格になっております。 

 それから、このシードロット規格の中にいろいろな試験方法が出てくるんですが、3. 試

験方法ということで、（１）（２）（３）（４）と 4 つの試験方法がありますが、新たにシー

ドロットシステムを導入する際に考えております新しい 4 つの試験方法、こういったもの

も今検討している段階でございます。 

 また、その下の 4. SPF 動物規格ですが、これは後ほど御説明しますが、初代細胞を用い
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てワクチンを作る際の、初代細胞の由来動物の規格というものが SPF 動物規格という風に

なっております。 

 シードロット規格と 4 つの試験方法、それから SPF 動物規格というものを動物用生物学

的製剤基準に収載する予定でございます。いわゆる動生剤基準の一部改正ということにな

りますので、いずれそういう形で本部会で御審議をお願いしたいというものでございます。 

 

 簡単に「シードロット規格」について御説明させていただきたいと思いますが、まず、

シードロット規格は、ワクチンシードと、セルシードと、発育卵と、その他の材料という

大きく 4 つで構成されています。 

 まずワクチンシードですが、1.1 で定義がありまして、1.2 で継代数の範囲、それから

1.3 作製方法と続きまして、1.5 シードの由来並びに規格及び検査方法とございますが、具

体的にはシードの由来に関する記録をとったり、1.5.2 には規格及び検査方法、これが一番

重要になってくるんですが、各シードにこういう規格を設けて、こういう検査方法をやっ

ていただくというのがここで決まっています。 

 さらに具体的には、この規格及び検査方法は生ワクチンと不活化ワクチン、ウイルス製

剤とバクテリア製剤と 4 つに分けて規定をされております。（シードロット規格（原案）の）

2 ページ目になりますが、まず 1.5.2.1 生ウイルスワクチンということで、マスターシード

ウイルスにつきましては同定試験、無菌試験、マイコプラズマ否定試験、外来性ウイルス

否定試験、対象動物を用いた免疫原性試験、対象動物を用いた安全性試験、病原性復帰試

験、こういった各種試験が設定されています。 

 シードロットシステムの制度は、なるべく上流、アップストリームの方でいろいろな試

験をちゃんとすることで、下流、ダウンストリームの方ではなるべく検査は省略しましょ

うというコンセプトに基づいたシステムでございます。従いまして、マスターシードにつ

きましてこれだけたくさんの、いろいろな試験をやっていただくという形になっていまし

て、それ以降のワーキングシードウイルス、プロダクションシードウイルスにつきまして

は無菌試験とマイコプラズマ否定試験だけをやるという風な規定になっています。 

 3 ページの 1.5.2.2 からはバクテリアの生ワクチンの規定になっていますが、これも基本

的には同じような形になっておりまして、マスターシード菌につきましては同定試験、夾

雑菌否定試験、対象動物を用いた免疫原性試験、対象動物を用いた安全性試験、病原性復

帰試験がそれぞれ設定されております。それ以下のワーキングシード、プロダクションシ

ードにつきましては夾雑菌否定試験だけをやるという風になっております。それが生ワク

チンのシードの規格でございます。 

 続きまして不活化ワクチンのシードの規格でございますが、4 ページからになります。

基本的には同じような形になっていますが、マスターシードのウイルスにつきましては同

定試験と無菌試験とマイコの否定試験と外来性ウイルス否定試験。ワーキングとプロダク

ションは無菌試験とマイコの否定試験になっています。 
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 不活化の細菌のワクチンの方は、マスターシード菌につきましては同定試験と夾雑菌否

定試験、ワーキングとプロダクションにつきましては夾雑菌否定試験のみという形になっ

ています。以上がワクチンシードの規格でございます。 

 続きまして、2 はセルシード。つまり、製造の方も含めましてウイルスシードを増やす

時に使う細胞の規格でございまして、株化細胞と初代細胞の２つに分けて規定されており

ます。 

 まず 2.1 株化細胞ということで、その定義がありまして、2.1.2 のところには継代数の範

囲ということで、20 代以内と記載されています。それから作製方法、保存と続きまして、

具体的な規格は 6 ページの 2.1.5 から（セルシードの）規格及び検査方法がございますが、

マスターセルシードにつきましては、培養性状試験、起源動物種同定試験、無菌試験、マ

イコプラズマ否定試験、外来性ウイルス否定試験、核学的（染色体）性状試験、それから

腫瘍形成性／腫瘍原性試験という 7 つの試験が規定されております。ワーキングシード、

プロダクションシードにつきましては、培養性状試験と無菌試験とマイコの否定試験がそ

れぞれ規定されているのみでございます。 

 株化細胞の規格及び検査方法は以上でございまして、初代細胞の方は 8 ページの 2.2 か

ら規定されておりますが、ここで 1 つ注意していただきたいところがありまして、2.2.2 の

ところに使用の条件という項目があるんですが、基本的にシードロットシステムにつきま

しては、ワクチンの製造には株化細胞を使ってください。ただ、どうしても株化細胞では

作れないようなものについては、これから示します規格にあった初代細胞を選択してもい

いですよという設定になっております。 

 その使ってもいいよという初代細胞につきましては、その規格及び検査方法が 2.2.5 か

ら記載されていますが、まず SPF 動物規格に適合した動物からとった細胞で作ってくださ

いというのが大前提になっております。それ以降、2.2.5.2.1 マスタープライマリーセルシ

ードの規格ということで、培養性状試験と無菌試験とマイコプラズマ否定試験。ワーキン

グとプロダクションも培養性状試験と無菌試験とマイコの否定試験がそれぞれ設定されて

いるという形になっております。これが初代細胞の規格及び検査方法でございます。 

 それから、細胞ではなくて卵、発育卵を使って作るものもございますので、それについ

ての規格が 9 ページの 3. 発育卵ということで示してあります。これも基本的には SPF 動

物からとれた発育卵を使っていただいて、その発育卵について孵卵性状試験というものを

実施していただくという形になっております。 

 最後の 4 はその他の材料ということで、それ以外の培地とか消化液、そういったものに

ついては、当然なんですが、微生物や異物が混入していないものを使ってくださいという

規定がされてございます。以上がシードロット規格でございます。 

 

 最後に横長の表を 3 枚ほどつけさせていただいたんですが、これは、実際にシードロッ

トシステムが導入された後、各製品がシードロットシステムに移行する際の承認事項変更
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承認申請書に添付するべき資料を示したものでございます。具体的には、再審査が終了し

た製品と、再審査期間中のもの、それから、これから新規承認するものという 3 つに大き

く分けさせていただきまして、再審査が終わって既に何年も経っている製品につきまして

は、最低限の資料をもってシードロットシステム化してもいいよという形になっておりま

す。 

 当然、新規承認のものはフルデータという、必要な資料は全部つけていただくという形

になっております。本部会に上がってくる製品につきましてはすべて新薬になりますので、

先生方に今後シードロットシステムということで御審議していただくものは、全てのこれ

らの試験資料がついたものを御審議していただく形になるということでございます。以上

でございます。 

【○○委員】ありがとうございました。 

 それでは、委員の先生方から御質問ございますでしょうか。 

 特にないようですね。 

 どうもありがとうございました。 

 

（２）その他 
 

【○○委員】その他のその他になりますが、事務局から何かございますでしょうか。 

【事務局】特にございません。 

【○○委員】特にないそうですので、それでは、本日の審議事項はこれで全て終了いたし

ました。不慣れなもので、先生方に御迷惑をおかけしましたが、何とか任務を果たすこと

ができました。厚く御礼申し上げます。 

 それでは、最後になりますが、次回の開催予定日ですが、事務局からございますか。 

【事務局】黒の No.13 の最後にカレンダーをつけてございます。参考にしていただければ

と思いますが、次回は来年 3 月 6 日、火曜日ではいかがでしょうか。 

【○○委員】今ここで、この日という訳にはいかないでしょうけれども、とりあえずその

日にということで、御都合の悪い先生方は御連絡いただくということで、3 月 6 日火曜日

ということにさせていただきます。時間は今日のように１時半ですか。 

【事務局】はい。 

 

５．閉    会 

 

【○○委員】それでは、これで全て終了いたしました。どうもありがとうございました。 

 


