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１．開   会 

 

【赤堀部会長】定刻になりましたので、ただいまから動物用医薬品等部会を開催させてい

ただきます。 

 本日は、あらかじめ井上委員、熊谷委員、寺脇委員、中川委員、廣野委員から御都合に

より欠席との連絡をいただいております。しかしながら、出席委員数13名でございますの

で、本部会の定足数に達していることから、この部会が成立していることをまず御報告さ

せていただきたいと思います。 

 

２．動物医薬品検査所長挨拶 

 

【赤堀部会長】それでは、事務局が農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課から動物医

薬品検査所の方に移りましたこともございまして、本日、はじめてのこの場での部会の開

催ということになりますが、動物医薬品検査所長の方からごあいさつをお願いできますで

しょうか。 

【動物医薬品検査所長】本日はお暑い中、遠いところをおこしいただきましてありがとう

ございます。昨日から梅雨入りという状況でございますが、このような良い天気になって

います。 

 また、お忙しい中、本日の審議よろしくお願いします。 

 先ほど冒頭、部会長からも紹介がありましたが、この４月から動物用医薬品の承認審査

の体制が変わったことから、組織的に動物医薬品検査所の方で審査を受け持つということ

になりました。本省におきましても、従来、薬事審査第１班、薬事審査第２班という班が

薬事審査管理班という形で変わっております。また、それ以外にも、企画部門をきちんと

するということで、薬事安全基準班が薬事安全企画班に変わっております。 

 本省は、企画という形でやっていただいておりますので、審査はこちらでやります。具

体的な承認に伴ういろいろな諮問事項、あるいは食品安全委員会に関することは本省でや

っていただくことになっております。 

 また、本日、御審議していただきます製剤基準の関係は、当然告示という 後の作業が

ございます。これにつきましても本省で担当していただく。そういう仕組みで承認審査、

薬事関係の業務が動いていくということを御承知いただければと思います。 

 動物医薬品検査所ではじめて開催する部会でございますので、当所の案内を配布させて

いただきました。また時間があれば簡単な紹介をさせていただきたいと思っております。 
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 実は私、３月の部会の席で退任するということをお伝えしましたけれども、その後任と

して大前委員が着任されておりますので、ここで紹介させていただきたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

 薬事衛生に関するトピックということで、鳥インフルエンザ関係、この１月、宮崎、岡

山で発生して、５月８日にはまた清浄という形で復帰しておりますけれども、昨日、家き

ん疾病小委員会が本省で開催されております。この１月の発生、それに伴う防疫対策を１

つの大きな手がかりとして、今年の冬に向けて、またきちんと対応しなくてはいけないと

いうことで、昨日、専門家の方々の意見を聞いて、今後、防疫指針を改正していくという

話を聞いております。また、今後きちんと対応していきたいということを当方も考えてお

ります。 

 また、中国製の医薬品が海外でちょっと問題があるということで、具体的には、グリセ

リンをジエチレングリコールにすりかえて製品化していた。それは安全性に非常に大きな

問題になっているということは御承知のとおりでございます。国内におきましても、動物

用医薬品で中国製のグリセリンを使っているかどうかを確認しておりましたけれども、現

時点で使っていないという報告結果を受けております。 

 このような安全に対しても、きちんと海外の情報を含めて対応していかなければいけな

い、こう思っております。 

 それ以外にも、今年６月から感染症法が改正されまして、微生物の取扱いというのが動

物医薬品検査所も、ほかの先生方の機関も同様かと思いますけれども、いろいろなバイオ

セキュリティが必要になってきている時代だと認識しております。 

 実際にこれから審議するということでお願いしますけれども、この組織が変わったとい

うことは、より効率的な審査をしていくという、そういう趣旨で動物医薬品検査所の方が

審査を受け持って、従来から本省とこちらが協力しながら審査をしておりましたけれども、

それを集約するということで、申請者の方も窓口が一本化されるし、また、対応もこちら

の方を通じてきちんとできる、そういうふうに思っておりますので、御理解いただけたら

と思います。 

 今日の審議事項、お手元にございます既に配布してあります資料、また、当日配布資料、

目白押しということで、よろしく審議を願えたらと思います。簡単でございますけれども、

あいさつにかえさせていただきます。 

 よろしくお願いします。 

【赤堀部会長】どうもありがとうございました。 
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３．事務局の紹介 

 

【赤堀部会長】それでは、続きまして企画連絡室長から、事務局の御紹介をお願いいたし

ます。 

【事務局】よろしくお願いします。 

 資料番号黒い11番というのがあろうかと思いますけれども、その２枚目に座席表がござ

います。これを御覧願います。所長の先ほどのあいさつの中にもありましたように、４月

から体制が変わっております。それから、人事異動もございまして、事務局のメンバーが

代わっておりますので、私から簡単に紹介させていただきます。 

 まず、今、あいさつ申し上げました所長の隣、農林水産省消費・安全局畜水産安全管理

課から、審査管理班長、関口でございます。 

 それから、同じ側で検査第一部長の高橋でございます。 

 その隣、検査第二部長の髙橋でございます。 

 それから、こちら側でございますが、私の隣、新しく設置されました審査調整課長の嶋

﨑でございます。 

 その隣、技術指導課長の小島でございます。 

 それから、畜水産安全管理課水産安全室の三上でございます。 

 それから、向こう側の後ろに座っておりますが、担当関係検査室でございます魚類製剤

検査室長の野牛でございます。 

 それから、薬剤作用検査室長の永井でございます。 

 それから、こちら側の後ろに審査調整課係長の川西、永田、村田でございます。 

 それから、さらに後ろ側に技術指導課の金原、江原でございます。 

 簡単ですが、事務局は、こういう布陣で対応させていただきたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

【赤堀部会長】どうもありがとうございました。 

 

４．配布資料の確認等 

 

【赤堀部会長】それでは、部会を始めさせていただきますが、まずはじめに配布資料の確

認と審議前の連絡事項を事務局からお願いいたします。 

【事務局】それでは、お手元に配布資料一覧という紙が１枚ございますので、それを御用

意ください。よろしいでしょうか。 

 事前に送付させていただきました資料につきましては、下の方に赤い番号で示しており
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ます。１－１から８までございます。 

 本日は当日配布資料といたしましては、上の方に番号を書かせていただきましたが、ま

ずNo.３のノルバックス 類結／レンサ Oil の差し替えの部分がございます。同じ番号で

No.３と打ってあります。 

 続きましてNo.９ですが、動物用生物学的製剤基準の一部改正について。 

 続きましてNo.10、動物用医薬品の諮問・承認状況について。こちらは１枚紙で両面の

印刷になっております。 

 それからNo.11で議事次第、出欠表、座席表、カレンダーをまとめたものがございます。 

 不足する資料等ございませんでしょうか。 

【赤堀部会長】いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

【事務局】ありがとうございます。 

 続きまして、本日の審議に先立ちまして、利益相反問題について連絡させていただきま

す。 

 委員の先生方には、事前に薬事食品衛生審議会薬事分科会における利益相反問題の対応

についてという文書を送付させていただいております。 

 それに示させていただきましたとおり、本年４月23日に開催されました薬事分科会にお

きまして、利益相反について審議されました。 

 その結果、審議会委員の利益相反に関するルールを検討するためのワーキンググループ

を設置しまして、年内をめどにルールを策定するということになりました。 

 このルールが策定されるまでの間は、暫定のルールによって対応するということになっ

たところでございます。 

 このルールに基づくことになりまして、部会と調査会の開催前に、毎回アンケートを取

る必要が出てまいりました。部会及び調査会の先生方におかれましては、各品目の事前の

検討、それから、会議への御参加、御協力を前々からお願いしているところですが、これ

に加えて、さらに利益相反のチェック、あるいは自己申告の作業をお願いすることになっ

ておりまして、はなはだ恐縮ですが、事情を御理解いただきまして、御協力いただけます

よう、よろしくお願い申し上げます。 

 なお、今回の審議に関する利益相反に関する申し出状況についてですが、いずれの議題

につきましても、御退出いただく委員の先生、また、議決に参加いただけない委員の先生

はいらっしゃいませんでしたので、このまま御審議をよろしくお願い申し上げます。 

 事務局からは以上です。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

 これは毎回アンケートを取るということですので、毎回、審議事項に上がっているとこ
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ろと利益相反がある場合だけお知らせいただくということでよろしいわけですね。 

【事務局】はい。 

【赤堀部会長】ということですので、よろしくお願いいたします。 

 先ほどの事務局から御説明につきまして、何か先生方で御質問等ございますでしょうか。

特にないようですので、それでは議事に移らせていただきます。 

 

５．議   事 

Ⅰ）審 議 事 項 

（１）動物用医薬品の製造販売承認等の可否並びに再審査期間及び毒劇薬の指定について 

            〈動物用生物学的製剤調査会関係〉 

      ① ポーシリス  Begonia ＤＦ・１０（株式会社インターベット） 

      ② ポーシリス  Begonia ＤＦ・５０（株式会社インターベット） 

 

【赤堀部会長】まずはじめに、審議事項（１）ですけれども、動物用医薬品の製造販売承

認等の可否並びに再審査期間及び毒劇薬の指定についてでございます。 初に、動物用生

物学的製剤調査会関係の①ポーシリス Begonia ＤＦ・１０及び②のポーシリス  Begonia 

ＤＦ・５０の製造販売承認の可否等についてですが、これは調査会座長の明石先生の方か

ら説明をお願いできますでしょうか。①番と②番は同じ製品ですので、一括して審議させ

ていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

【明石委員】それでは、御説明いたします。 

 ポーシリス  Begonia ＤＦ・１０、ポーシリス  Begonia ＤＦ・５０でございますが、

株式会社インターベットから製造販売承認申請されました Vero 細胞培養弱毒オーエスキ

ー病ウイルスベゴニア株を有効成分とする豚用の生ワクチンであります。 

 本製剤は、平成19年５月24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

の審議を終了し、本部会に上程されるものであります。 

 なお、再審査期間は、新剤型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ございます。よろしくお願いします。 

【赤堀部会長】先生方、事前に資料を御覧いただいておると思いますが、事務局の説明は

10分程度でよろしくお願いします。 

【事務局】それでは、事前に配布させていただきました資料番号赤の１－１と１－２を御

用意ください。 

 この１－１と１－２は、成分の濃度が異なっているだけで、つまり同じ分注量の中で１

－１は10頭分、１－２は50頭分を含有しているワクチンでございまして、それで若干品名
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が異なるということで別申請になっています。中身は全く同じものでございますので、こ

れからの説明は１－１の方を使って行いたいと思います。 

 それでは、１－１の申請書とありますタグをお開きください。 

 本製剤は株式会社インターベットから製造販売承認申請されましたポーシリス Begonia 

ＤＦ・１０、１－２の方は５０でございます。 

 本製剤は、Vero 細胞培養弱毒オーエスキー病ウイルスベゴニア株をワクチン株とし、

溶解用液の方にアジュバントとしてｄｌ－α－酢酸トコフェロールを含有する豚用の生ワ

クチンで、効能・効果は、この申請書の４ページ中ほどにありますように、豚のオーエス

キー病の発症予防でございます。 

 オーエスキー病の生ワクチンは、これまで幾つか承認されていますけれども、溶解用液

にアジュバントとして酢酸トコフェロールを含むものははじめてでございますので、既承

認のオーエスキー病生ワクチンと異なる新剤型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、詳細につきまして概要により御説明させていただきます。 

 概要書の概－１ページをお開きください。 

 豚のオーエスキー病は、オーエスキー病ウイルスの感染によって、哺乳豚の死亡ですと

か、繁殖母豚の死流産、それから、肥育豚の発育不良、こういったものを起こす病気でご

ざいまして、本病に対しては、ワクチンにより、その予防を図っているところでございま

す。 

 概－５ページに本製剤と既承認の製剤との対比表がございますが、横になっている表で

ございますが、一番左側が今回の申請製剤、その右側に既承認の製剤がずらずらっと並ん

でおります。 

 左から２番目、つまり既承認製剤のうちの一番左側にポーシリス  Begonia １０、それ

から、ポーシリス  Begonia ５０というのが、それから、オーエスキー病生ワクチン、ノ

ビポルバック１０と５０というのがありますけれども、今回、この申請の製剤とはワクチ

ン株が同じベゴニア株でございます。 

 このベゴニア株は、既に承認されているワクチン株ということになります。 

 では、今回の申請が上がったワクチンと、この既承認のノビポルバックとはどこが違う

のかというふうになりますと、それをまとめましたのが、ちょっと戻りまして概－３ペー

ジの表２になります。 

 概－３の表２は、左側が今回の申請製剤、それから、右側が既承認の製剤ということに

なりますが、こうして見ますと、主な相違点は、申請製剤には、製造用培地に動物由来物

質を含んでいません。これは動物由来物質による微生物の混入の危険性をなくすためとい
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うことでとった措置でございます。 

 それから、先ほど言いましたように、溶解用液の主成分が表の一番下の欄にありますけ

れども、既承認製剤は、単なるサッカロース加リン酸緩衝液でございますが、今回の申請

製剤は、ビタミンＥの酢酸誘導体でございますｄｌ－α－酢酸トコフェロールがアジュバ

ントになっているというものでございます。 

 これは既承認の製剤よりもさらに有効性を高めるためにということで開発されたもので

ございます。 

 概－７ページを御覧ください。 

 概－７ページに外国における使用状況が記載されていますけれども、まず本剤の承認は

ヨーロッパの17カ国で承認されています。これとは別に全く動物由来物質を含まない、製

造工程だけではなくて、安定剤も動物由来物質でないという、こういう安定剤を用いたワ

クチンというものが今、ヨーロッパの方で申請中でございまして、それが理由で本剤はヨ

ーロッパの17カ国ではまだ販売されていないということでございます。 

 しかし、この動物由来物質を含む、つまり既承認のノビポルバックに酢酸トコフェロー 

ルのアジュバントを含む溶解用液をくっつけて売っているものというのがあるようでして、 

それはこの表４に示す国々でこれぐらいの販売高があるというものだそうでございます。 

 続きましてこのワクチン株であるベゴニア株は既に承認されている株ですので、株の性

状に関しては省略させてもらいまして、ちょっと飛びまして概－39ページを御覧ください。 

 これは動物由来成分を含まない培地で培養した Vero 細胞におけるベゴニア株の増殖性

を調べたものです。 

 まず動物由来成分を含む培地と、含まない培地でそれぞれ Vero 細胞を培養しましたと

ころ、表１に示しますように、その平均細胞生産量は同等でございました。 

 また、ベゴニア株の増殖性については、それぞれの培地で製造した、その製造工程中の

ウイルス価を測っていて、その結果を概－40ページの表２に示してございますが、培地に

動物由来物質を含む場合と含まない場合で、両群間に有意差は認められませんでした。 

 従って、動物由来成分フリーで製造しても、従来と同等のウイルス量が得られるという

ことが確認されております。 

 次に概－56ページを御覧ください。 

 安定性の試験でございますけれども、輸入したワクチンは、３ロットにつきまして36か

月間の保存をして安定性を調べましたところ、表１－１、それから１－２、１－３とロッ

トごとに違いますけれども、これに示しますように、いずれのロットにおきましても、す

べて規格及び検査方法の試験項目に適合しており、製造後、36か月間は安定性が確認され

ております。 
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 従いまして、申請書の有効期間は製造後３年間となっております。 

 次に概－58ページでございますが、溶解後の安定性を調べていますけれども、ワクチン

を溶解後１時間、２時間、３時間でそれぞれウイルス含有量を測定しましたところ、表１

に示しますように、ウイルス価の低下は認められず、溶解しても３時間は安定であるとい

うことが確認されております。 

 続きまして概－59ページですけれども、安全性試験です。 

 ３週齢の子豚15頭を10頭と５頭に分けまして、10頭の子豚にワクチンの高用量を右頸部

筋肉内に注射しまして、その３週後に今度は常用量を左の頸部の筋肉内に注射しまして、

その接種後７日まで臨床観察を行う、それから、注射部位の触診等をいたしました。 

 また、２回目注射後、14日目にすべての豚をと殺しまして、左頸部の注射部位の肉眼的

観察を行っております。 

 その結果につきましては、まず表１に注射後の臨床観察の結果を示しますが、下痢が両

群に認められておりますけれども、両群に認められたということから、この下痢はワクチ

ンに起因しないものというふうに結論づけられてございます。 

 それから、注射後の局所反応につきましては、表２に示しますように、注射局所の反応

は認められませんでした。 

 それから、注射部位の肉眼検査につきましては、概－61ページに示しますように、注射

後２週では、10頭中７頭に小さな病変が認められまして、そのうち３頭にワクチン残留物

の貯留が認められております。 

 病変の組織学的検査成績というものを表７に示してありますが、いずれも膠原線維の変

性を伴う肉芽腫ということで、いわゆる注射による反応組織として容認されるものだとい

うふうに考えられております。 

 そこで、今度ちょっと戻りまして概－46ページを見ていただきたいのですけれども、こ

れも本剤の豚に対する安全性を見た試験でございますが、先ほどのデータは注射後２週で

残留物が残っていたということですけれども、これは今度、注射後４週目で注射局所の肉

眼病変を見ておりまして、いずれの豚にも肉眼病変が認められなかった。４週ではきれい

になっていました。こういうふうになっております。 

 従いまして、使用上の注意の一般的注意に、４週で認められなかったということから、

本剤は、と畜場出荷前28日間は使用しないことという出荷制限の項目を入れさせていただ

いております。 

 また戻りまして今度は概－63ページを御覧ください。 

 本剤は、妊娠豚にも使用を予定しておりますので、妊娠豚に対する安全性についても検

討いたしております。 
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 妊娠４～５週の繁殖豚５頭と、妊娠10～11週の繁殖豚５頭にワクチンを高用量接種いた

しまして臨床観察を行い、分娩時には産子等につきましても観察しております。 

 その結果、まず繁殖豚では、ちょっと表で結果が出ていないのですけれども、臨床上、

異常は認められておりませんで、表１に示しますように有意な体温上昇も認められません

でした。 

 それから、分娩成績の方につきましては、次のページの表２にまとめてありますけれど

も、ワクチン注射群と対照群において有意な差は認められておりません。 

 続きまして、今度は有効性についてですが、概－65ページに、本剤と既承認製剤の有効

性を比較しています。本剤とアジュバントを含まない既承認製剤を豚に接種いたしまして、

注射後２週目及び４週目に採血した血清について中和抗体を測定しましたところ、表１に

示しますように、本剤は既承認製剤と同等以上の中和抗体価を産生させるものというふう

に考えられました。 

 次に今度は免疫持続につきましては、本剤と既承認製剤であるスバキシンオーエスキー

とポーシリス  Begonia 、これを接種した豚の血清について中和抗体の推移を調べており

ますけれども、その結果が概－66ページの表１になりますが、本剤を接種した後の中和抗

体の推移は Begonia と同等以上の値で推移いたしまして、この Begonia の免疫持続期間

というのが３カ月でございますけれども、これをもって本剤も３カ月以上は持続するだろ

うというふうに考察されてございます。 

 後に臨床試験になります。 

 概－67ページからになりますが、鹿児島県下にあります一貫生産農場、２つの養豚場に

おきまして繁殖豚計60頭、肥育豚計120頭につきまして本剤の有効性及び安全性について

試験をいたしております。 

 まず有効性につきましては、これら農場でオーエスキー病の流行がなかったものですか

ら、その場合の評価方法に従いまして、抗体応答のみで評価をいたしております。 

 つまり本剤注射後、中和抗体価が注射時に抗体を有しない場合は２倍以上、有している

場合には、それ以上を示して、試験群の抗体応答陽性率が陽性対照と比較して同等または

有意に高い場合を有効というふうにしております。 

 そこでまず繁殖豚の中和抗体価の推移を概－70ページの表４に示しますように、いずれ

の農場でも、試験群の豚は、ワクチン注射後２倍以上、又は注射時以上の抗体価を示して

おりまして、表５には抗体応答陽性率を示しますが、この農場では試験群と陽性対照群は

有意な差は認められず、別の農場の方では、試験群が陽性対照群よりも有意に高い率を示

しておりまして、それぞれ有効というふうに考えられております。 

 また、肥育豚での有効性につきましては、概－72ページの表10、それから、次のページ
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の表11、それから概－74ページの表16、表17というところにそれぞれ中和抗体価の推移、

それから、抗体応答陽性率が示されておりますけれども、ここでも抗体を保有していない

試験豚は、注射後２倍以上の抗体価を示している。又は注射後の抗体価が注射時以上の抗

体価を示している。それから、抗体応答の陽性率は、陽性対照と比較して同等または有意

に高い率というふうになっておりますので、この肥育豚につきましても有効というふうに

判定されております。 

 それから、臨床試験におきます安全性の評価でございますが、概－69ページを御覧いた

だきますと、まず繁殖豚の試験成績が載っておりますが、表１を見ていただきますと、臨

床的な異常は認められず、表２では局所反応も認められませんで、分娩成績は、表３に示

しますが、陽性対照群との間に有意な差はなかったというふうになっております。 

 それから、肥育豚につきましても、概－71ページの表７、８を見ますと、異常もなく、

概－73ページの表13、それから、表14の方も異常なしというふうになっておりまして、安

全性にもそれぞれ問題がないという形になっております。 

 以上のことから、臨床試験におきまして、本剤の繁殖豚及び肥育豚に対する安全性と有

効性が確認されております。 

 一番 初に戻っていただきまして、表紙をめくっていただきますと審議経過票がござい

ますので、そちらの方を御覧ください。 

 審議経過票の７の欄に示しますように、本申請につきましては、平成19年５月24日の動

物用生物学的製剤調査会で御審議をいただきまして、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。なお、再審査期間は、新剤型動物用医薬品ということで６年と

いうふうにされております。 

 以上でございます。御審議のほどをよろしくお願いいたします。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

 それでは、ただいま御説明いただきましたけれども、委員の先生方の方で御質問、御意

見等ございますでしょうか。 

 調査会では、多くの指摘事項、それに対する回答に基づきまして十分御審議されている

ように承りましたけれども、いかがでしょうか。 

【山口委員】59ページの安全性試験のところでちょっとお伺いしたいのですが、概要書の

59ページです。 

 ２回、ワクチンの投与が行われていて、１回目の投与のときに下痢の症状が全頭に出た。

これはこのワクチンのせいではなかったとすればどういったことが理由として考えられま

すか。 

 そして、２回目には全然そういったものが出てないけれども、２回目の注射のときには
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どうしてそういったものが出なかったのか。ちょっと疑問に思ったものですから、お伺い

しました。 

【赤堀部会長】いかがでしょうか。 

【事務局】まず実際、これはＧＬＰに基づいて行われた試験でございますけれども、その

試験報告の中に、この下痢の原因というものまでは究明されておりませんで、下痢があっ

たという記載しかありません。通常ですと、ＧＬＰでしっかり管理されたところでやられ

ている試験なので、ほかからの何か病気の感染ということは考えられないのですけれども、

１回目にだけ見えて、しかも両群に見えて、２回目には見られてないということになると、

どうしても何か下痢を起こすものが１回目注射後に両群に感染があったのではないかとい

う推察しかできませんで、その辺の細かい調査を、この申請書の添付データの方ではやっ

ていないものですから、ちょっと私どもの方でも把握ができておりません。 

【赤堀部会長】明石先生、調査会の方で何か議論がございましたでしょうか。 

【明石委員】今、説明のあったとおりで、問題になりましたけれども、やはり調査ができ

ないというので、それ以上踏み込めなかった。 

【赤堀部会長】山口先生、いかがでしょうか。ちょっと御満足いける回答にはなってない

かもしれませんが。 

【山口委員】難しい質問かもしれませんが、なぜ下痢がワクチンのせいではなかったとい

うにはちょっと説明不足かなと思ったものですから。 

【合田委員】同じことなんですけれども、そういうことがＧＬＰ対応のラボで普通起こっ

ているのだったらいいのだと思うのですけれども、起こっているのですか。そういうよう

に、ときに下痢を普段起こすことがあるというのがあればあり得るのかなと思いますけれ

ども。 

【赤堀部会長】事務局、いかがでしょうか。 

【事務局】これは推察でしかないのですけれども、まず今回の試験に使ったのは３週齢の

子豚ということで非常に小さい豚でございます。それで１回目と２回目は、接種している

量が違いまして、１回目の方が多い量、ボリュームとしても多い量を投与しています。 

 従いまして、それが何かトリガーになりまして、いわゆるストレスみたいなものがかか

って１回目は下痢が起こった。そのときに、では対照群の方は何で下痢が起こったのだ。

ストレスがかかってないじゃないかということになるのですけれども、それにつきまして

は、何か下痢が起こった原因、要するにストレスによって腸管内のバクテリアなり何かが

変わって、当然全く別のところで飼育は多分してないと思いまして、多分近くのところで

飼育をしているので、それが飼育者なり何かを介して感染をして、それで対照群の方にも

同じような症状が出たのかという推測の域しか出ないのですけれども、ちょっとそれぐら
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いしか私どもでは考えが及びませんで、すみません。 

【赤堀部会長】根拠はないけれども、考えてみればそういうことぐらいしかないのかなと

いうところではないかと思います。ただ、それがおっしゃられるように、本当にそのよう

な状況が起こりうる施設がＧＬＰの施設でいいかどうかという。 

【合田委員】ＧＬＰ対応がまずいのではないですかということになるわけですね。だから

それは本当は本質的に解決すべきことなのではないですか。 

【福安委員】３週齢のこの時期の子豚というのは多分ものすごくデリケートなんですね。

食事をした後にすぐつかまえたりすると下痢をしてしまうというようなこともあり得るわ

けです。今、事務局の方からちょっと感染かなというような話もありましたけれども、多

分僕は感染でないと思うのです。飼育状況の、餌を食べた後だったから、個体によって、

すべてが起きているということになると、この時期だとすると感染というのは考えられる

のですけれども、頭数があって、それで一時的に、先ほど注射量もちょっと違うというよ

うな発言があったものですから、もしかしたら、これは注射量というのは、個体差はあり

ますけれども、ストレスによるちょっと排便してしまったというような感じではないか。

下痢として出てしまったというような状況ではないかという可能性が多分にあるのではな

いかというような。 

【合田委員】要するに、与えてない方にも出ているわけですね。だから与えてないものの

方がどうして出たのかなというところがやはり一番疑問ですけれども。 

【赤堀部会長】 多分これは獣医師の立場で、子豚の生理的なことを理解しないと非常に

難しいところがあるという気もするのですが、谷口先生、ちょっとその辺のところを。 

【谷口委員】豚の専門ではないですが、やはり事例によって哺乳期には下痢を起こしやす

いようで、いろんな原因で起こるようです。今回のものは確かにこれがワクチンによるも

のか、そうでないものかということは、厳密に区別していくということは大事だと思いま

す。いろんなことで起こりますので、それがどこまでネグレクティブなものでできるかと

いう判断が必要と思います。 

 ただ、一般に哺乳期から離乳期の豚では下痢は起こりやすい、いろんなもので起こりや

すいということはバックグラウンドとしてあるのではないかということも理解する必要が

あると思います。 

【赤堀部会長】和田先生、産業動物の方の臨床家として。 

【和田委員】福安先生のお話、そのとおりで、ちょうど３週齢、生後21日、大体離乳とか、

あるいは固形飼料の給与とか始まりまして、そういう時期ですから、人がそこに介在して、

こういう処置をしますと、大体糞は軟らかくなるというのは一般的です。 

 そういうふうなことで、１回目と２回目の違いというのは、その辺に起因しているので
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はないかと思います。日にち、日齢の違いというふうな。 

 それから、その辺のところは、これは実際に試験をやったところに確認をして、３週齢

のところではどういう状況なのかということを確認されればよろしいのではないかという

ふうに考えますけれども。 

【合田委員】対照群の方に下痢が出なくても、こういうことは起こり得るということであ

れば問題ないのだと思いますが。これはたまたま対照群で下痢が起きてしまっているから

有意差がないというような感覚でいわれるわけではないのですね、本質的にここに下痢が

起きたとしても、このぐらいの下痢が起きたとしても当然あり得るでしょう。そういうニ

ュアンスなんですね、皆さん、言われているのは。 

【赤堀部会長】今までのお話は、ワクチンの接種以外にかかる、つまりワクチンを接種し

たという要因にかかわらず、子豚の離乳期は非常にナーバスであって、ちょっとした人の

介在なり、ほかのストレスなど刺激が加わると、下痢まではいかなくても軟便になったり

する。それが一般的な状態の中で起こり得る。従って、ワクチンを接種した影響というも

のは、下痢、軟便だけからは考えられなかったということでしょう。対照群にも、ワクチ

ン接種群にも同じような徴候が観察されたことはこのように理解しているということで、

私もそれで理解ができるのですけれども。 

 よろしいでしょうか。 

 先生はワクチンの影響というふうに考えたわけですか。 

【合田委員】いや、そうではなくて、先生が言われるように、一般的な状況であるという

のであれば、多分それでいいのでしょうけれども、そうすると一般的な状況であるという

ことは、要するに対照群側の方に出ようが出まいが、たまたまなんか確率で起きるとすれ

ば、ワクチン群の方にだけ出たとしてもこういう議論をされるということですね。そのこ

とについて。 

 要するにちょっと気になっているのは、対照群の方にも出ているからということで、本

当は起こり得るという、何かほかの問題があったにもかかわらず、そこで消えてしまって

いるということではないという。 

【赤堀部会長】よくわかります。 

【山口委員】そうしますと、幼若の豚では、正常でもしばしばみられる様な症状は副作用

として取り上げるべきではないという考え方になりますね。 

 副作用を見るものに適してない症状を取り上げたために、対照群でも全部みられてしま

った。しかし、２回目はどちらも起きていませんが、それは恐らく３週間後ですから豚も

かなり成長しており、下痢はみられなかったという考え方の方がむしろ分かり易いのでは

ないかというふうに思いましたけれども。 
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【赤堀部会長】ありがとうございます。 

【事務局】このものの用法・用量、申請書の４ページのところを見ていただくと、このも

のの用法としては、子豚への用法と、いわゆる妊娠豚への用法と２つございまして、こう

いうことから安全試験を両者で試験を２つ行っているということであります。 

 前者の方の子豚への適用というか、いわゆる豚というか、子豚ないしは肥育時の豚への

適用ということで、いわゆる、週齢の下限が８週齢でございます。本当ですと、この下限

の週齢である８週齢を使った安全性試験が妥当ではあるとは思うのですけれども、今の安

全性試験、ＧＬＰですので、そのガイドラインによりますと、基本的には私は８週だと思

うのですが、ただ、その書きぶりとしては、より反応性が強く、つまりよりシビアに安全

性が認められる週齢であれば、いわゆる今回のような３週齢での試験も可能であるという

ような書きぶりになっております。ですので、そういうことからして、恐らく今、いろい

ろ議論ございますけれども、３週齢は離乳の前後、非常にそういう面では下痢が起こりや

すいという状況がありますので、ちょっと言い方があれなんでしょうけれども、試験設計

そのものがかなり厳しかったというふうな現状もあるかと思います。お答えになるかどう

かあれですが。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

 山口先生の御指摘のように、３週齢の被験豚にみられた下痢をワクチン接種の影響のパ

ラメーターとするにはしづらいところがある。つまりほかのいろんな要因でもって下痢が

起こり得るとすると、それはパラメーターになり得ないであろうと、観察項目としたけれ

ども、この週齢の子豚の下痢はパラメーターにはなり得ない、これでもって副作用とする

判断はできないだろうというふうに考えるということでよろしいでしょうか。 

 そこで、３週齢、（離乳期）のときには、対照群にも、ワクチン接種群にも下痢が認め

られたけれども、それは副作用のパラメーターにはならないのであると判断されたという

ふうに理解させていただきたいのですが、よろしいでしょうか。 

【合田委員】３週齢だというところで、もともとすごくナーバスだからという理由はよく

わかるのですが、結局よくわからないのは、それはワクチンを接種するということがスト

レスでここで出たという説明をされるのですか。それともワクチンを、接種をしようがし

まいがナーバスだなという説明をされたので、数字的には若干はワクチンを接種した方が

多いのか多くないのか、同じなんですね。だからワクチンを接種しようがしまいが、何ら

かのストレスがこの時期によくかかるので起きた。そういう理解なんですね、これは。 

【赤堀部会長】そういう理解は、３週齢の離乳期の時点では、いつも下痢が起きているか

というと、そうではなくて下痢の起こる状況のときもあるし起こらないときもある。ただ、

わずかなストレスでも離乳期の時点では、非常に子豚の下痢は起こりやすいんだというこ
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とを考えたときに、それはパラメーターになり得ないだろう。ですから、パラメーターに

なり得ないものを取り上げて議論するのは非常にしにくいのだということで、ここでの下

痢は、特に取り上げない方がいいだろうというふうに理解した方がいいかなと思っている

のです。 

【合田委員】了解しました。 

【赤堀部会長】ただ、合田委員から御指摘いただきましたように、ＧＬＰの施設として本

当にそれで大丈夫ですかというチェックをやはりどこかで（事務局レベルで）ぜひ確認し

ておいていただきたいと思うのです。とくにこのような問題が起きたとき。 

【事務局】はい、わかりました。 

【赤堀部会長】合田先生、その程度でよろしいですか。 

【合田委員】はい。 

【畜水産安全管理課】ヒアリング指摘事項回答書の12ページにありますように、安全試験

は、ヨーロッパ薬局方に従って、３週齢の豚を使用して実施されたものです。 

【赤堀部会長】それでは、特にその他御意見ございますでしょうか。 

【事務局】きょう、御欠席の熊谷委員から、御意見といいますか、ファックスが来ており

ますので、ちょっとそれを御紹介させていただきます。 

 本質的な話ではございません。 

 まず１点目は、使用上の注意ですけれども、使用上の注意は、審議経過票の次のページ

から使用上の注意がございますけれども、使用上の注意の一番 後に、保管上の注意とい

うところがあり、ここの（２）のところなんですけれども、直射日光又は加温は品質に影

響を与えるので避けることというふうに書いてあるのですが、何を避けるのか具体的に記

載するようにという御指示がございました。ここにつきましては、今、事務局の方が出し

ています使用上の注意の記載例に従いまして、本剤の保管は直射日光、それから、加温を

避けることという記載にさせていただきます。 

 それから、熊谷委員から、もう１点、このものの保管の温度は冷蔵なのか、室温なのか

ということなんですけれども、これは承認事項上、貯法が記載されていまして、２°～

５°というふうに貯蔵方法が決まっておりますので、そういうふうにちゃんといわゆる冷

蔵で保存するというふうになっております。 

 以上２点の御指摘がありましたので、御紹介させていただきました。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

 それでは、熊谷委員の方から御指摘いただきましたように使用上の注意を一部修正する

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。 

 その他特に御意見はありますか。 
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【谷口委員】ほかの方から意見がないので、ちょっと些細なことですけれども、まず概要

の５ページの表３の対比表のところで、一番左側のポーシリスというのが、これが今回の

例ということでよろしいですね。 

 そうしますと、用法及び用量のところで、0.2mL皮内というのは、これでよろしいので

しょうか。 

【事務局】これは間違いでございます。用法・用量は２mLを筋肉内注射です。これはこの

表が間違っております。すみません。 

【谷口委員】ありがとうございます。 

 それとあと、やはりこの４ページの使用上の注意のところの書きぶりについて、制限事

項のところで、本剤は豚以外には接種しないことという根拠は、ウサギとかほかの動物に

も病原性があるからということで出てきていると思いますが、この書きぶりは、たまたま

本日の資料で、水産関係から出ているところでは、ほかの魚や動物に使用しないとされた

書き方もあり、表現の統一がどうなのかなと思いました。 

 それと、１の制限事項の（６）のところに、豚に他種動物を近づけないことという、こ

ういった意味も、これは実際、飼っている現場でどういう動物を近づけないとの表現につ

いてもどうなのかと思いました。つまらないことですみません。 

【赤堀部会長】事務局いかがでしょうか。 

【事務局】使用上の注意につきましては、目次のタグの２ページ前くらいから使用上の注

意の設定根拠が記載されております。 

 まず豚に対する注意の制限事項で、本剤は、豚以外には接種しないことについて、その

右側に書いてありますように、本剤は牛、めん羊及び猫に対して病原性を示さないが、犬

に筋肉内注射した場合には病原性を示すことから設定したというものでございます。 

 それから、（６）の本剤の接種した豚に他種動物を近づけないことについては、本剤の

ワクチン株は犬及びウサギに筋肉内接種すると病原性が認められること、及びオーエスキ

ー病ウイルスは、牛、山羊、羊、猫及び犬で自然感染が認められていることから、こうい

うのを設定したというふうになっております。 

【谷口委員】その設定の根拠はわかりますが、これを読んで、例えば使用上の処方を見た

ときに、これはどのような動物なのかとか、具体的にわかるのかということが気になりま

した。 

【事務局】この点の文章を見ただけですと、具体的にはどの動物を近づけてはよくないと

いうことまではちょっとわからないようになっています。 

 基本的に要指示医薬品ですので、獣医師が必ず介在するというのが前提なんですけれど

も、獣医師がみずから調べていただくか、わからない場合には、必ず株式会社インターベ
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ットの連絡先が書いてありますので、そちらの方に問い合わせるかという形が実際の話か

なと思います。 

【赤堀部会長】今、谷口先生が御指摘いただいたことは、このワクチンだけでなくて、ほ

かにも通用することですね。 

 ですから、事務局でほかの製剤、既承認のものを含めて少し表現の仕方を検討しなけれ

ばいけないという宿題をいただいたと理解したいのですが、よろしいでしょうか。 

【事務局】わかりました。 

 使用上の注意につきましては、なるべく見直すような対応もしておりますので、その中

に組み込んで、今後、ほかの製剤についてもどう対応するかを検討いたしたいと思います。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

 その他。 

【合田委員】確認をしたいのですけれども、これは１－１のものと１－２のものがありま

すけれども、これは単純にバイアルのサイズが違うだけと考えてよろしいのですね、要す

るに使用時溶解後の濃度は同じなんですね。だからそれの間違いはないということですね。 

【赤堀部会長】はい。 

【合田委員】わかりました。ありがとうございます。 

【赤堀部会長】その他何かございますでしょうか。 

 それでは、多くの御意見をいただきましたけれども、一部資料を整備することと、それ

から、一部使用上の注意を訂正するということで本剤を御承認いただいたということにさ

せていただいてよろしいでしょうか。 

 ではそのようにさせていただきます。 

【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、新剤型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。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

 

            〈動物用一般医薬品調査会関係〉 

     ③ フォアガルド キャット スポット（住化エンビロサイエンス株式会社） 

     ④ フォアガルド Ｃ スポット（住化ライフテク株式会社） 

 

【赤堀部会長】それでは、続きまして③と④、これは同じ製剤です。動物用一般用医薬品

調査会関係ですが、③のフォアガルド キャット スポット及び④のフォアガルド Ｃ 

スポットの製造販売承認の可否等についてです。 
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 調査会座長の和田先生の方から御説明いただけますか。 

【和田委員】それでは、フォアガルド キャット スポット及びフォアガルド Ｃ スポ

ット、それぞれ住化エンビロサイエンス株式会社及び住化ライフテク株式会社から、製造

販売承認申請されたジノテフラン及びピリプロキシフェン、これを有効成分とする猫に寄

生するノミの駆除、ノミの卵の孵化阻害を効能・効果とする一般医薬品です。 

 本製剤は、平成19年５月11日に開催された動物用一般用医薬品調査会において、事前の

審議を終了し、本部会に上程されるものです。 

 なお、再審査期間は、新有効成分含有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ございます。よろしくお願いいたします。 

【事務局】それでは、資料番号赤の２番を御用意ください。 

 申請書（写）という水色のタグがありますので、そちらをお開きください。 

 本剤は、有恒薬品工業株式会社、現在は住化エンビロサイエンス株式会社というふうに

名前が変わっております。それから、住化ライフテク株式会社、この２社から共同で製造

販売承認申請されましたフォアガルド キャット スポット、それからフォアガルド Ｃ 

スポットでございます。 

 本剤は、ジノテフランとピリプロキシフェンを主剤とするスポットオン製剤でございま

して、効能・効果は、猫に寄生するノミの駆除、ノミの卵の孵化阻害及び幼虫の脱皮阻害

によるノミ成虫の寄生予防でございます。 

 まずピリプロキシフェンの方は、既に動物用医薬品として承認されている成分でござい

ますが、ジノテフランは初めての成分でございますので、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、詳細につきまして、御説明させていただきます。 

 概要書の１ページ目をお開きください。 

 猫のノミ駆除につきましては、これまでいろいろな薬が開発されて、承認されてきてい

るのですけれども、 近では滴下型液剤、いわゆるスポットオン製剤が主流になっている

ところでございます。 

 そうしたことから本剤についても、より簡便な方法で猫のノミ駆除ができないかという

ことで、開発が始まったというものでございます。 

 今回の新有効成分でございますジノテフランは、三井化学株式会社が日本国内で開発し

た化合物でございまして、いわゆるネオニコチノイド系殺虫剤といわれる系統に属しまし

て、昆虫の神経節シナプス後膜に存在いたしますニコチン性アセチルコリンレセプター、

これに直接結合いたしまして、神経を過剰に興奮させることによって殺虫作用を示すとい

うものでございます。 
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 このジノテフランは、ノミに対して非常に高い殺虫効果を有していますけれども、一方

で哺乳類への毒性は非常に低いということから、動物に直接使用できる外用剤として優れ

た性質を有するものというふうに判断されたものです。 

 次、５ページを御覧ください。 

 ジノテフランは、医薬品として国内で実用化されたものはありませんけれども、農薬と

しては2002年より発売されておりまして、幅広く使用されているものです。 

 また、海外におきましては、動物用医薬品として、アメリカにおいて猫用のスポットオ

ン製剤として登録されております。 

 もちろん海外でも農薬としても使われております。 

 少し飛びますが27ページを御覧ください。 

 この27ページには、ジノテフランの物理的化学的性質が載ってございます。 

 このジノテフランは、白色の粉末で無味無臭、その溶解性は次のページの表ロ－７に示

していますが、水にはやや溶けやすいという性質のものです。 

 また、ちょっと飛びますけれども、今度は65ページを御覧ください。 

 65ページは製造方法に関する資料が添付されておりますが、次の66ページを見ていただ

きますと、本剤のポリプロピレンの容器の見取り図が載っております。この先端が丸くな

ったり、四角くなったりしているのですけれども、この先を切って、中身を猫の皮膚に直

接滴下するというものでございます。 

 続きまして79ページを御覧ください。 

 79ページは、本剤の安定性試験です。 

 本剤は、先ほどのポリプロピレン製の容器に入れたものを試料といたしまして、室温で

24カ月間保存する長期保存試験を実施しました。 

 次のページの表に示しますように、本剤は24カ月間安定であったということでございま

す。 

 従いまして、申請書の有効期間は２年間というふうになっております。 

 続きまして毒性試験関係でございますけれども、90ページから92ページに毒性関係のも

のが総括としてまとめられております。 

 まず90ページの（１）の急性毒性でございますが、①のジノテフランの毒性では、ラッ

ト経口投与によるＬＤ50は10mL／kg投与で雌雄とも5,000mg／kg以上、また、ラットの経

皮投与ですと、ＬＤ50は雌雄とも2,000mg／kg以上という結果でございました。 

 それから、②の方は製剤の毒性でございますけれども、ラットでの致死量は、経口でも

経皮でも2,000mg／kg以上というふうになっております。 

 それから、（２）は亜急性毒性、及び、慢性毒性です。結論だけ申し上げますと、ラッ
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トの経口投与での無毒性量は、雌雄ともに25,000ppm、それから、ラットでの反復経皮投

与での無毒性量は1,000mg／kg以上ということでございます。 

 91ページの（３）からが特殊毒性になりますけれども、まずラットでの急性吸入毒性試

験では、ＬＣ50が雌雄ともに4.09mg／Ｌを上回り、反復吸入毒性試験では、無毒性量は、

雌雄とも2.08mg／Ｌ／day以上ということでございました。 

 それから、生殖機能に関する無毒性量、及び胚の発生に関する無毒性量は、それぞれ

1,000mg／kg／dayでございました。 

 それから、92ページになりますが、ラット及びウサギの胚・胎子の発生への影響に関す

る試験では、催奇形性作用もなく、胚ですとか、子供に対する致死作用もなく、胎内での

発育にも影響が認められておりません。 

 また、スポットオン製剤ということで、ウサギでの目及び皮膚の一次刺激性試験を行っ

ておりますけれども、軽度の刺激ありというふうには判断されております。 

 製剤での毒性では、目に対する刺激性は軽度で、皮膚の一次刺激性は認められなかった

というふうになっております。 

 モルモットでの皮膚感作性も陰性でございました。 

 それから、復帰突然変異試験、染色体異常試験、小核試験、これらはいずれも陰性とい

うことでございました。 

 また、ちょっと飛びますが、132ページを御覧ください。 

 猫に対する安全性試験です。 

 ６～７カ月齢の猫を、雌雄各３頭、３群に分けまして、133ページの表に示しますよう

に、対照群、常用量群、３倍量群というふうに群分けをしまして、１日１回、３日間連続

投与し、それを１クールとして、また１カ月間隔をあけて２クール行ったものです。 

 そうしましたところ、３倍量群でも一般状態、それから、体重、血液学的検査、血液生

化学的検査、いずれも異常なしということで、本剤は、猫に対する臨床試験にあたって、

安全性の上から、問題ないというふうに考えられております。 

 続きまして、本剤の有効性でございますけれども、139ページに皮膚滴下型外部寄生虫

駆除剤のネコノミ人工寄生猫を用いた効果確認試験がございます。ジノテフランにつきま

しては、用量相関も調べる目的で、このページの下の表１に示しますように2.5％、それ

から、５％、10％、この３段階の濃度の製剤を調剤いたしまして、この真ん中のところの

表にあるスケジュールに基づきまして本剤を投与し、ネコノミを寄生させて回収したとい

う試験を５回繰り返しました。 

 その結果を次のページの表２に示しますが、10％の製剤ですと、投与後８時間でほぼ完

全なノミ成虫の駆除効果が認められておりまして、それ以降効果はおよそ１カ月間は持続
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するという結果が得られております。 

 それから、本剤の即効的効果につきまして確認する試験が141ページからになりますけ

れども、真ん中の図に示しますようなスケジュールで、投与前後でノミの寄生及び回収を

行いました。 

 その結果をその下の表に示してありますが、対照薬としてアドバンテージという製剤と、

あとフロントラインという既承認の製剤、これらを陽性対照に置いて実施をしております。

いずれも投与後２日目でノミの寄生率が０％というふうになっておりまして、既承認製剤

と同様に、本剤の即効的効果が期待できるというものです。 

 この試験は、即効効果をみたものでしたので、今度はどれぐらい持続するだろうという

のが次の143ページからになります。 

 これも真ん中の図にありますようなスケジュールで、今回、この場合は既承認製剤とし

てアドバンテージという製剤を陽性対照に置いて実施しました。 

 次の144ページの表２のところに結果をお示ししてございますが、投与後31日目におき

ましても、本剤と既承認のアドバンテージは同等の効果が得られておりまして、約１カ月

間の効果持続が認められたというものでございます。 

 続きまして、この新有効成分、ジノテフランの吸収、分布、代謝、排泄でございますけ

れども、154ページから155ページにかけまして、吸排、代謝の内容をまとめております。 

 このジノテフランは、ラットに経口投与したとき、速やかに吸収されまして、すべての

組織に広く分布して、代謝につきましては90％以上が未変化体として排泄されて、その主

要な排泄経路となっております。 

 後になりますけれども、188ページが臨床試験でございます。 

 東京都と神奈川県、群馬県、愛知県、これらに位置します計５機関におきましてイミダ

クロプリドという成分を主剤とする同種同効薬をいわゆる対照薬といたしまして、本剤の

有効性と安全性を試験いたしました。 

 ノミの寄生が認められました猫に本剤、又は対照薬を投与しまして、投与後１日目、３

日目、１週目、２週目、３週目、４週目、６週目でそれぞれノミの寄生数を検査いたしま

した。190ページの真ん中にスコアの表があるのですけれども、この表に従ってスコア化

いたしまして、その下に駆除率の計算式があるのですけれども、これに従って駆除率を算

出して、対照薬と同等以上であった場合、有効と評価をいたしました。 

 また、安全性につきましては、有害事象の発現頻度、それから、その内容から、総合的

に評価をするというふうにしております。 

 実際に臨床試験の対象とされました動物は、191ページの表１、それから、表２に示し

ますとおりですけれども、合計145頭が解析対象になっております。 
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 また、次のページの表３には、これら145頭の対象動物の飼育条件がそれぞれ分けて記

載されております。 

 まず有効性につきましては、表４に示しますように、４頭が除外されていますので141

頭について評価を行っております。 

 このノミの駆除率の推移をわかりやすくグラフにしたものが194ページの図１になりま

す。ノミ駆除の推移のグラフです。 

 本剤及び対照薬とも１週目から３週目までは90％以上の駆除率を示しておりまして、対

照薬は４週目でちょっと低下してきているのですけれども、本剤は４週目でも90％をキー

プしております。６週目では、本剤の駆除率と対照薬の駆除率には有意な差が認められて

おります。 

 それから、効果の発現時期は、本剤と対照薬とで有意差はありませんでしたが、持続期

間は本剤の方が長いという結果になっております。 

 それから、次に本剤の安全性ですが、198ページの上に表10という小さい表があり、こ

こに簡単に結果がまとめられております。 

 本剤を投与した症例は97症例、それから、対照薬を投与したのは48症例ですが、本剤を

投与した１例にのみ、投与後１日に軽度の嘔吐、それから、下痢が認められたというもの

です。ただ２日目にはもう回復しているということで、有害事象の発現頻度ということに

つきましては、本剤と対照薬とで有意差がなかったというものです。 

 それから本剤の毒劇薬の指定の要否でございますけれども、先ほど急性毒性のところで

ジノテフランの毒性はラットの経口で5,000mg/kgとか2,000mg/kg、また製剤でも

2,000mg/kgというふうにお話しましたけれども、いずれも毒劇薬の指定の基準値、

50mg/kg、300mg/kgを大きく上回っている数値でございます。 

 また、猫を用いた安全性試験におきましても、３倍量でも一般状態、体重、血液などで

異常が認められておりません。 

 また、今、お話しましたように、臨床試験の安全性評価におきましても、有害事象は１

例のみということで、特に問題になっているというものではございません。 

 御参考までに、この臨床試験で対照薬として用いられております同種同効薬のイミダク

ロプリドを含有するアドバンテージスポットですとか、イミダクロプリドとピリプロキシ

フェンとの配合剤のアドバンテージプラス猫用、こういったものもいずれも劇薬には指定

されておりません。 

 以上のことから、本剤につきましては、毒劇薬に指定をしないということを事務局より

提案させていただきます。 

 それでは、一番 初に戻っていただきまして、表紙をめくっていただきますと審議経過
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票がございますので、そちらを御覧ください。 

 ７の欄を見ていただきますと、本申請につきましては、平成19年５月11日に開催されま

した動物用一般医薬品調査会で御審議をいただきまして、この（１）から（３）に示しま

すような、いわゆる記載の整備でございますが、この記載の整備をするということで事前

の調査の審議を終了し、毒劇薬には指定をしないということで本部会に上程して差し支え

ない。なお、再審査期間は、新有効成分含有動物用医薬品ということで６年間とされたも

のでございます。 

 以上でございます。御審議のほどをよろしくお願いいたします。 

【赤堀部会長】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、御意見等お願いしたいと思いますが。 

 いかがでしょうか。特に御質問、御意見等ございませんでしょうか。 

【山田委員】本質的なことではないのですけれども、概要の５ページ、ジノテフランの海

外での使用状況というところで、アメリカにおいて2005年に登録されているけれども、現

時点では販売されていないというふうに記載があるのですが、これは何か背景がおわかり

でしょうか。 

【赤堀部会長】これは指摘事項で回答があったように思ったのですが、事務局の方で。 

【事務局】ちょっと私の記憶なんですけれども、恐らくアメリカでは、ジノテフラン単体

だとどうも売れないようでございます。やはりアメリカの方も、成虫をたたいてなおかつ

卵もたたくというコンバイン製剤でないと売れないそうで、これはジノテフラン単体での

許可ということですので、売れないので実績がないというふうに、たしかそういう話があ

ったのではないかというふうに記憶しております。 

【赤堀部会長】ページは忘れましたけれども、どこかにありました。その他特によろしい

ですか。 

【和田委員】調査会のところでもやはり同じような質問がございまして、それでアメリカ

では、この単体で許可を取っても売れない。それで成虫だけでなくて、卵の方をシャット

するものも含めないと、もう既にこれまでいろんな薬が出ているものですから、そういう

ことで配合して、これはそういうことでアメリカでは売られてない、販売してないという

ことなんです。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

 その他何かございますでしょうか。 

【小川委員】ちょっとわからないので質問いたします。 

 この薬の有効性というのは、被毛に薬が少なくとも１カ月ぐらいは残るということで、

それで有効性があるというふうに理解するのですけれども、猫の場合、洗ったりしないの
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ですか。これは洗い流しちゃったら有効性が担保されなくなっちゃうのかどうか、その辺

はわからないので教えてください。 

【事務局】やはり洗ってしまうと効果が当然落ちますので、一応使用上の注意に、本剤、

猫に対する注意の制限事項の４）、審議経過票の次のページに使用上の注意がございます

けれども、そこの猫に対する注意の制限事項の４）のところに、本剤投与後約１カ月間は

シャンプーを控えることという記載がございます。 

【小川委員】ありがとうございました。 

【赤堀部会長】その他ございますでしょうか。 

 それでは、特に御意見等ございませんので、本製剤につきまして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した。 

 本剤につきましては、承認を可とし、薬事分科会に報告させていただきます。 

 なお、再審査期間は、新有効成分含有動物用医薬品ということで６年間とし、毒劇薬に

は指定をしないものとさせていただきます。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

 

              〈水産用医薬品調査会関係〉 

         ⑤ ノルバックス 類結／レンサ Oil（株式会社インターベット） 

 

【赤堀部会長】続きまして、水産用医薬品調査会関係のものですが、⑤のノルバックス 

類結／レンサ Oil の輸入承認の可否等についてです。 

 調査会座長の小川先生からお願いいたします。 

【小川委員】ノルバックス 類結／レンサ Oil は、株式会社インターベットから輸入承

認申請されたフォトバクテリウム・ダムセラ・サブスピーシーズ・ピスシシダＰｐ66株及

びラクトコッカス・ガルビエＩＮＳ050株を有効成分とするブリ用の不活化ワクチンであ

ります。 

 本製剤は、平成19年４月20日に開催されました水産用医薬品調査会において、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、事務局から説明をお願いします。 

【赤堀部会長】事務局、お願いいたします。 

【事務局】まずはじめに、一番後ろの方のタグ、申請書の方をお開きください。 

 本申請製剤は、フォトバクテリウム・ダムセラ・サブスピーシーズ・ピスシシダ及びラ
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クトコッカス・ガルビエの不活化菌をそれぞれ１ボトル250mL中に1.7×1011個を含有し、

オイルアジュバント182mLを含む２種混合オイルイアジュバント加不活化ワクチンでござ

います。 

 製造方法は、抗原となる製造用菌種を培養後、ホルマリンで不活化し、オイルアジュバ

ントと混合したものをペットボトルに小分けし、密栓します。 

 用法・用量は、体重約30～110ｇのブリの腹腔内に0.1mLを１回注射します。 

 効能・効果は、ブリの類結節症及びα溶血性レンサ球菌症の予防です。 

 貯蔵方法は、２℃から10℃で、製造後３年４か月間有効です。 

 ここで少し訂正がございます。11ページ目、一番上の１行目でございますが、産業廃棄

物所分業の「所分」の字が間違っております。申しわけございませんが、正しい「処分」

に御訂正ください。 

 本製剤の新規性は、フォトバクテリウム・ダムセラ・サブスピーシーズ・ピスシシダの

不活化抗原を含むということと、水産用では初めてになるのですが、オイルアジュバント

加ワクチンであるということです。 

 それでは、概要に沿って説明させていただきます。上から３つ目のタグ、概要書の方を

お開きください。 

 概－１ページを御覧ください。開発の経緯です。 

 類結節症及びα溶血性レンサ球菌症は、ブリ養殖における重要な疾病です。類結節症に

対しては、ワクチンが未承認であることから、もっぱら抗生物質による治療が行われてい

ます。 

 α溶血性レンサ球菌症に対しては、既にワクチンが承認され、抗生物質に代わって使用

されています。 

 これらの疾病に対し、ノンアジュバントワクチン及びオイルアジュバント加ワクチンの

比較を行った結果、特に類結節症に対してはオイルアジュバント加ワクチンが有効である

ということを確認しました。 

 また、本ワクチンは、オイルアジュバントを含むことから、ワクチンが注射部位に長く

残留することが考えられますが、アジュバント成分は人に対して安全であることから、食

用となるブリに使用しても安全であると判断しました。 

 以上のことから、ブリに対する安全性と有効性を確認したことから、本製剤の輸入承認

の申請に至ったということでございます。 

 15ページをお開きください。 

 人に対する安全性についてです。 

 本製剤は不活化ワクチンであることから、製造用株の人に対する安全性に問題はないと
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考えられます。 

 また、アジュバントは、オレイン酸エチル、スクアラン、無水マンニトールオレイン酸

エステル及びポリオキシエチレン硬化ひまし油からなり、いずれも人体用薬品、栄養補助

剤、栄養補助食品、動物用医薬品等に使用されており、人に対する安全性に問題はないと

考えられます。 

 続いて17ページをお願いいたします。 

 物理的・化学的試験の成績です。 

 製造用株は、類結節症を呈した養殖ブリから分離されたフォトバクテリウム・ダムセ

ラ・サブスピーシーズ・ピスシシダＰｐ66株及びα溶血性レンサ球菌症を呈した養殖ブリ

から分離されたラクトコッカス・ガルビエＩＮＳ050株です。 

 Ｐｐ66株の生化学的性状を19ページから、血清学的性状を24ページから、ブリに対する

病原性を25ページから27ページにそれぞれ示してございます。 

 詳しい内容は割愛いたしますが、Ｐｐ66株はフォトバクテリウム・ダムセラ・サブスピ

ーシーズ・ピスシシダの標準株と基本的な性状で一致し、ブリに対する病原性はないか、

あるいは低い株ということでございます。 

 次に29ページをお願いいたします。 

 ラクトコッカス・ガルビエＩＮＳ050株の生化学的性状は29ページから、血清学的性状

は32ページからで、ブリに対する病原性は35ページからそれぞれ示しております。 

 このＩＮＳ050株は、ラクトコッカス・ガルビエの標準株と基本的な性状で一致し、ブ

リに対する病原性を有しているＫＧ（－）型の株です。 

 少し飛びまして65ページをお開きください。 

 アジュバントの性状と残留性に関する資料です。 

 アジュバントは、ＳＥＰＩＣ社製のモンタナイド763ＡＶＧというもので、表１に示し

ましたように、同社の規格により品質が保証されたものを使用しております。 

 アジュバントの残留性についてですが、ブリに対する室内試験、これは68ページにござ

いますが、この中の表２のとおり、ワクチン注射後18週目から、また、野外試験では、70

ページの、表２にございますように、25週目から残留が認められなくなることが確認され

ております。 

 従って、出荷までにおよそ70週を要する養殖ブリでは、本製剤の残留性に問題はないと

考えられました。 

 73ページをお開きください。 

 安全性に関する成績です。 

 １用量、２用量注射によるブリに対する安全性を試験した結果、76ページ、表４に示し
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ましたように、ワクチン注射後一過性の食欲の低下が認められましたが、成長、飼料効率

は良好でした。 

 ワクチン注射後21日目には検査したすべてのワクチン注射魚にワクチンの残留が認めら

れ、77ページ表６のとおり、接種部位の病理組織学的観察では、細胞浸潤は認められまし

たが、壊死等の強い細胞障害は認められず、本製剤のブリに対する安全性が確認されまし

た。 

 続いて78ページをお願いします。 

 薬理試験の資料です。 

 製造用株であるＰｐ66株及びＩＮＳ050株の 小有効抗原量を検討しました。 

 その結果、Ｐｐ66株は、次の79ページ表３のとおり、１尾当たり５×106個以上、ＩＮ

Ｓ050株は81ページ、表３のとおり、１尾当たり１×106個以上の抗原量があれば十分であ

ることが判明いたしました。 

 83ページをお願いいたします。 

 免疫出現持続期間及びアジュバント添加効果を検討しました。 

 いずれも攻撃試験により評価しております。 

 類結節症に対する免疫出現時期は、次、続いていただいて84ページ、表３に示しました

ように、ワクチン注射後21日目、α溶血性レンサ球菌症に対しては、表４に示しましたよ

うに、７日目でございました。 

 87ページにいっていただいて、アジュバントの添加効果は、表４に示しましたとおり、

類結節症に対してはアジュバント加ワクチンの場合に防御効果が認められ、α溶血性レン

サ球菌症に対してはアジュバントの有無にかかわらず、防御効果が認められました。 

 また、89ページから90ページの表３、表４に示しましたように、両疾病に対する免疫の

持続期間は、少なくとも20週間であることが判明しました。 

 91ページをお願いします。臨床試験の結果です。 

 長崎県の２カ所のブリ養殖場において臨床試験を実施した結果、試験群には臨床観察、

成長、飼料効率等に異常は認められず、安全性が確認されました。 

 次、98ページをお開きください。 

 この中の表８、９に示しましたように、対照群において類結節症及びα溶血性レンサ球

菌症が発生したのに対し、試験群には両疾病は認められず、有効性が確認されました。 

 それでは、一番 初の審議経過票にお戻りください。 

 本申請につきましては、７の欄にありますように、平成19年４月20日に開催されました

水産用医薬品調査会で御審議をいただき、この中の特に３番及び４番で、適用範囲を体重

約30～約110ｇに変更すること、及びこの変更に伴い、規格実測値等に関する試験等につ
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いて、新たな追加試験等を実施することなく、そのまま活用できるとする科学的根拠を説

明することを条件に審議を終了しております。 

 魚体重の適用範囲の下限については、申請者は、免疫持続期間の評価に用いた17ｇを採

用しておりましたが、安全性試験及び臨床試験の結果から、30ｇが妥当とされました。 

 上限については、申請者は臨床試験の 大魚、臨床試験に用いた一番大きい魚の体重を

採用していましたが、これについても平均値である110ｇが妥当とされました。 

 従って、申請書の用法及び用量は、体重約30～約110ｇとなっております。 

 また、規格実測値等に関する試験及び安定性に関する試験の一部は30ｇ未満のブリを使

用しており、下限が30ｇに変更された場合、これらのデータを採用しても差し支えないか

ということで、そのまま活用できるとする科学的根拠を説明することとされたわけですが、

これについて別紙の追加資料、こちらの方の内容を水産用医薬品調査会のすべての委員に

お伺いしまして、すべての委員から、当該説明は妥当の旨、了解が得られたところでござ

います。 

 なお、新有効成分含有動物用医薬品ということで、この７の欄の１として再審査期間は

６年。 

 また、出荷制限期間は、既に御説明のとおり、接種25週目から残留がないことから、49

週間で問題はないと考えられるものの、科学的妥当性が実証されてないことから、２とし

て再審査期間中に妥当性を明確にできる試験・調査を実施することとされております。 

 後になりますが、ここでは私の方、出荷制限期間という言葉を使っておりますが、水

産用ワクチンでは、家畜と違いまして、今までアジュバント加ワクチンというものがあり

ませんでしたので、このような表現はわかりづらいとの御指摘がございまして、５番目、

６番目のように改めるよう指示されたところでございます。 

 以上です。御審議のほどをよろしくお願いいたします。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

 調査会では、市販後の調査を条件に承認していいという結論で事務局案として提出され

てきておりますが、いかがでしょうか。 

【合田委員】アジュバントの安全性は、こういうぐらいのレベルで本質的な問題はないの

ですか。ここで言われているのは、過去に使った魚は食べているからそれで安全なんだと

いう結論ですね。アジュバントそのものの規格というのはまともに公開されてないですね。

その原料を何を使ったかというのは、こんなものを使ってと大まかに書いてあるだけで、

そのもの自身は何も規格がない。 

 例えばスクアラン、名前も何か変だなと思いながら見ていたのですけれども、魚に使っ

てから人に入るからいいんだろうという考え方もあるのでしょうけれども、ちょっとすご
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い気にはなるのですけれども。 

 要するに元の規格、元のアジュバントの個別の原料の規格がしっかりあって、これで担

保されているかという言い方ではないですね、これは。 

【赤堀部会長】事務局、質問の趣旨、おわかりいただけたと思いますが、いかがでしょう

か。 

【事務局】質問の趣旨に対する回答になるかわかりませんが、この後、食品安全委員会に

は当然諮問することとしておりますので、そちらで（人への安全性は）評価されるものと

考えております。 

【赤堀部会長】すっきりしないところがあるかもしれませんが。 

【合田委員】もう１つ、スクアランという名前はだめなんですね、スクアレンにしないと

少なくともルール上はなっていますね、結構すごいいいかげんだなと思いながら見ていた

のですけれども、スクアレンにするか、英語読みにされるかですね。これも要するに業界

が使いたいから使っている名前で使われていますね。 

【赤堀部会長】英語のものを日本語表記すると難しいところがあるのですけれども。 

【合田委員】医薬品の場合、ルールが決まっていますから、スクアレンしかないですね。 

【赤堀部会長】それはそうしますと、やはり資料の整備ということで訂正していただいた

方がいいということですね。 

【事務局】ではスクアレンに訂正するように申し伝えます。 

（その後、メーカーに確認し「スクアラン」で正しいことが判明したが、申請書にはスク

アレンに関する記載が混同していたため「スクアラン」に関する記載に改めさせた。） 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

 その他いかがでしょうか。 

【山口委員】このワクチンの接種法は具体的にはどの様にやるのですか。確実に１匹ずつ

行うのですか。 

【事務局】麻酔をかけまして、台に魚を置きまして、これで連続注射器で打っていきます。 

【赤堀部会長】その他いかがでしょうか。 

 合田先生のアジュバントの安全性の保証は、食品安全委員会で検討されると。 

【合田委員】食品安全委員会でやっているのだから、それは仕方ないですけれども。 

【赤堀部会長】ということでよろしいでしょうか。 

 その他いかがでしょうか。 

 それでは、特に御意見がないようですので、一部資料の表現を訂正するということを条

件に承認させ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。 



- 30 - 

 それでは、今のスクアランをスクアレンにするというところを条件にいたしまして、承

認を可とし、薬事分科会に報告させていただきます。 

 なお、再審査期間は、新有効成分含有動物用医薬品ということで、６年間とさせていた

だきます。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

 

        （２）動物用生物学的製剤基準の一部改正について 

 

【赤堀部会長】それでは、審議事項では 後の（２）になりますけれども、動物用生物学

的製剤基準の一部改正についてです。 

【明石委員】それでは、動物用生物学的製剤基準の一部改正について御説明いたします。 

 本改正案は、産卵低下症候群－1976（油性アジュバント加）不活化ワクチンについて、

新規に製剤が承認されることに伴う既存の基準の一部改正を行うためのものです。 

 本案は、平成19年５月24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、本部会に上程されました。 

 詳細につきましては、事務局から説明があります。 

【事務局】それでは、資料No.９を御用意ください。 

 製剤基準の一部改正でございます。 

 項目は１つだけでございます。産卵低下症候群－1976（油性アジュバント加）不活化ワ

クチン、この項目でございます。 

 このものの後発品の承認に伴う製剤基準の一部改正でございます。 

 まずこのＥＤＳの不活化ワクチンでございますけれども、既に５社が承認を持っていま

して、今回が６社目というものでございます。 

 ５ページに、新旧対照表がございますが、そちらを見ていただくとわかりやすいといい

ますか、ちょっと複雑なんですけれども、まずＥＤＳの不活化ワクチンは、平成９年か10

年ぐらいだったと思うのですけれども、財団法人化学及血清療法研究所と株式会社微生物

化学研究所が、共同申請ではないのですけれども、ほぼ同時に申請を出してきまして、そ

のときは新薬として審議が進んできたという経緯がございます。 

 若干そのときは株式会社微生物化学研究所の方が先に話が進んでいたようなんですけれ

ども、株式会社微生物化学研究所のものをもとにまず製剤基準といいますか、検定基準が

当時、つくられたというのがまずはじめてです。 

 ところがよく調べてみましたら、実際に承認のときは、財団法人化学及血清療法研究所

の方が先に承認されたようでございます。 
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 従いまして、製剤基準は、基本的に一番 初に承認されたものをベースに書くというき

まりがありますので、まずちょっとそこで齟齬が生じているというのが今の状況でござい

ます。 

 その後、日生研株式会社ですとか、インターベット株式会社とか、いろいろ後発品が出

て、それぞれみんな細かいところは違うのですけれども、通則の34ですとか、通則の５番

で、あえて製剤基準の改正までせずにいいだろう、同等だろうというふうに考えて、今ま

で読んできたという経緯がございます。 

 今回、６社目の株式会社科学飼料研究所が申請してきたということなんですけれども、

いろいろ細かいところも含めて違っているということで、余りにも通則の34にあてはめる

にはちょっと無理があるというところも出てきましたので、今回、それらもまとめまして、

全部きっちり整理しましょうということで、この改正案になっております。 

 具体的には、まず定義のところを見ていただきますと、株式会社微生物化学研究所のも

のが発育あひる卵でつくっていたものですから、その発育あひる卵しかないのですけれど

も、今回、他社のものも考えて、または発育鶏卵というものを加えさせていただいており

ます。 

 それから、製造用株なんですけれども、今は台畜株というのが載っているのですけれど

も、これは株式会社微生物化学研究所の株なんですが、先ほどお話しましたように、 初

に承認になったのは財団法人化学及血清療法研究所なので、財団法人化学及血清療法研究

所の方はＫＥ－80という株ですので、台畜株をＫＥ－80で、またはこれと同等というふう

にさせていただいてございます。 

 それから、今まではあひる卵だけだったのですけれども、鶏の卵、それから培養細胞、

こういったものを使って製造するというものがありましたので、そこが読めるように製造

用材料のところを変えております。 

 それから、それに伴って細々した変わっているところがあるのですけれども、大きく変

わったのは、次のページの３．２のウイルス浮遊試験です。今まではウイルス浮遊試験の

ウイルス含有量試験、しかもあひる卵を使ったウイルス含有量試験だけが規定されていた

のですけれども、実際には培養細胞を用いたものですとか、ウイルス含有量試験でなくて

赤血球凝集試験で抗体価を担保しているという製品がございますので、ウイルス浮遊液の

試験として、ウイルス含有量試験と、赤血球凝集試験の２つを記載するようにいたしまし

た。 

 また、ウイルス含有量試験については、あひる卵だけでなくて、培養細胞を用いた試験

もありますので、それも加えさせていただいているところです。 

 それから不活化試験につきましても、試験方法で、発育卵を用いた場合と、培養細胞を
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用いている場合がありますので、それについても記載をちゃんとさせていただきました。 

 通常ですと、後発品の申請というだけで、製剤基準の改正というふうになっているので

すけれども、今回は、６社もいろんな製品があって、ちょっとごちゃごちゃになってきた

ところもありましたので、改めて整備させていただくという意味で、今回、製剤基準の一

部改正案ということで御提案させていただきました。 

 御審議のほどをよろしくお願いいたします。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

 御提案の趣旨は御理解いただいたと思いますが、先生方で何か御質問、御意見等ござい

ますでしょうか。 

 いかがでしょうか。 

 特に御質問、御発言がなければ、御了承いただいたとしてよろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。 

 それでは、審議事項が終わりまして報告事項に移りますが、10分間、休憩させていただ

きたいと思います。 

 ３時55分からということでお願いいたします。 

                 〔暫時休憩〕 

【赤堀部会長】それでは、再開させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

Ⅱ）報 告 事 項 

           （１）製造販売承認事項変更承認等の可否 

            〈動物用生物学的製剤調査会関係〉 

           ① 豚コレラ エライザキットⅡ（チッソ株式会社） 

 

【赤堀部会長】それでは、報告事項に移りたいと思います。 

 （１）番ですけれども、動物用生物学的製剤調査会関係の豚コレラエライザキットⅡの

製造販売承認事項変更承認等の可否について、事務局の方から説明をお願いいたします。 

【事務局】赤のNo.４を御覧ください。 

 動物用医薬品製造承認審議経過票でございます。 

 チッソ株式会社からの製品で豚コレラエライザキットⅡでございます。 

 豚血清中の豚コレラに対する抗体を検出するエライザキットなんですけれども、チッソ

株式会社は、これと同じものを既に豚コレラエライザキットという形で承認を持っていま

す。今回のⅡはどう違うのかといいますと、中のコンポーネントにあります二次抗体溶液

に保存剤として含まれているチメロサールをプロクリン950、つまり2-メチル-4-イソチア
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ゾリン-3-オンというのに変え、要するに廃棄をし易くしたというものでございます。 

 基本的なものは前のエライザキットとこのⅡは全然変わらないものでございます。通常

こういうものですと、事務局で対応をするものでございますが、豚コレラですとかヨーネ、

それから、ＢＳＥ、こういった法定伝染病では、非常に重要な診断アイテムということで、

一応調査会で御相談させていただいて、部会に報告させていただいている次第です。 

 従いまして、この豚コレラエライザキットⅡにつきましても、本日、御報告させていた

だきます。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

 報告の趣旨は御理解いただいたと思いますが、特段、先生方で何か御質問等ございます

でしょうか。 

【和田委員】 後のページの使用上の注意のところの真ん中辺の取扱い上の注意（１）の

３行目で、異常がみられた時は後医師の診察を受ける、この「後」というのはどういう…

…。 

【事務局】この「後」という字は要らない。 

【和田委員】それだけです。 

【赤堀部会長】御指摘ありがとうございました。 

 それでは、御了承いただいたということにさせていただきます。ありがとうございまし

た。 

             〈動物用一般医薬品調査会関係〉 

          ② アンテック ビルコンＳ（バイエルメディカル株式会社） 

 

【赤堀部会長】続きまして報告事項の②になります。アンテック ビルコンＳの製造販売

承認事項変更承認等の可否についてですが、事務局から御説明をお願いいたします。 

【事務局】資料No.赤の５番を御覧ください。 

 アンテック ビルコンＳは、バイエルメディカル株式会社の製品でございます。 

 これも既に承認されているものでございまして、効能又は効果の欄を御覧いただきます

と、（３）のところに踏込槽での消毒というのがあります。今回これを、効能追加として

きたものです。 

 これに合わせまして、用法及び用量のところ、４番に踏込槽での消毒：100倍希釈液を

使用し、薬液の更新は１週毎又はひどく汚れた時とするというものを加えてきている効能

追加でございます。 

 従いまして、この程度の効能追加につきましては、調査会審議、部会報告ということで

すので、本日、部会の方に御報告させていただいているというものです。 
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 以上でございます。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

 委員の先生方は何か御質問、御意見等ございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、ただいまの御報告を了承させていただいたことにいたします。 

 

            （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 スルファドキシン 

               ② マラカイトグリーン 

 

【赤堀部会長】続きまして報告事項（２）番になりますが、動物用医薬品の再評価につい

てです。事務局から御説明をお願いいたします。 

【事務局】事前に配布させていただきました赤いナンバーの資料６番の方をお手元に御用

意ください。 

 再評価調査会は、平成19年５月９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。 

 まず１番目の成分は、１ページ目のスルファドキシンです。 

 ２ページ目に本成分を主剤とする対象となる品目について示しております。国内では４

社から４製剤が製造販売されております。 

 検討の対象となった情報ですが、１ページ目にお戻りください。 

 トリメトプリムとスルファドキシンの配合剤を１日１回体重１kg当たり0.066mLの用量

で筋肉内に注射した豚で、休薬期間10日間の血漿から、豚の食用部分の 大残留限界（Ｍ

ＲＬ）値を超える濃度のスルファドキシンが検出されたという報告です。 

 調査会の審議結果ですが、本報告は、ＭＲＬ値を超えるスルファドキシンが検出された

という結果ですが、１ページ目の下の方に括弧で備考をしておりますけれども、試験頭数

が少ないことや、投与量の多い豚の方からスルファドキシン濃度が低く検出されているな

どといったことから、幾つか検討課題が残されておりまして、この情報をもって直ちに当

該製剤の安全性の判断材料とすることはできないということから、対応といたしましては、

一番下に示させていただきましたけれども、本報告は、１例報告であることから、本成分

については、今後とも関連情報の収集に努めることとし、再評価指定しないこととすると

されました。 

 続きまして２番目の成分ですが、３ページ目からお示しするマラカイトグリーンです。 
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 ４ページ目に本成分を主剤とする対象となる品目について示しております。国内では４

社から６製剤が製造販売されております。 

 そして３ページ目に戻ってください。 

 検討の対象となった情報は、マラカイトグリーンのＤＮＡ損傷の影響を、単細胞ゲル電

気泳動法、コメット法という手法を用いて評価したところ、培養細胞で、細胞毒性が検出

されたということで、マラカイトグリーンにおいてＤＮＡ損傷が確認されたという報告で

す。 

 調査会の審議結果ですが、この報告１件だけをもってマラカイトグリーンが変異原性を

有すると評価するのは難しいと考えられますが、2005年の11月に、食品安全委員会から出

された「動物用医薬品評価書 マラカイトグリーン及びロイコマラカイトグリーンの食品

健康影響評価について」によりますと、現段階では毒性評価は終了していないものの、発

癌性や遺伝毒性が否定できないとされております。 

 そこで３ページ目の下の方の①から③の方に示しますように、マラカイトグリーンを主

剤とする製剤について、使用上の注意【その他の注意】としてマラカイトグリーンは実験

動物において、発癌性や遺伝毒性が否定できないという評価がある旨を追記することと。 

 それから、２番目としまして、使用者への注意喚起として、使用上の注意に、使用者に

対して直接皮膚などに付着しないように注意すること、付着した場合は直ちに水洗いする

ことなど、使用上の注意に記載されていない製剤については追記すること。 

 それから、③番目としまして、使用後の薬剤や使用済みの容器を適切に処分しない場合

には、環境へのリスクも考えられることから、使用上の注意へ「本剤使用後の薬剤ならび

に使い残りの薬剤は、直接に河川、湖沼、海域等に流さないこと。」及び「使用済みの容

器等は地方公共団体の条例等に従い適切に処分すること。」という旨を追記することとし

ました。 

 このようなことを使用上の注意へ追記することといたしまして、再評価指定はしないが、

今後とも同様の情報収集に努めることとされました。 

 再評価関係は以上です。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

 委員の先生方で御質問等ございますでしょうか。 

【吉川委員】このマラカイトグリーンの方、言っている意味はわかるのですけれども、こ

れはもともと使う方法としては鑑賞魚の薬浴ですね。そうすると、環境に配慮して流すな

と書いてあるのは、薬剤の方は非常に濃いから流してはいけないという意味にとるのです

か。ちょっとどうすればいいのか、こういうふうに書かれたら、使った人はどうしたらい

いんだという疑問がわくような気がするのです。 
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【赤堀部会長】事務局いかがでしょうか。使用した後の、捨ててはいけないということに

関しては。 

【事務局】③の方ですが、確かに使用済みのものというのは地方公共団体の条例等に従っ

て適切に処分していただくということになるかと思うのですけれども。 

【赤堀部会長】下水に流してはいけないというニュアンス……。 

【吉川委員】注意書きにこう書いてあるときに、鑑賞魚の治療用に当たり前で水に溶かし

て処理するわけですね。そうすると溶かした方の水の処理はどうしたらいいのという質問

が来るのではないでしょうか。 

 それはもし説明があるとすれば、原液は濃いからそのまま流してはいけませんよという

意味なのか、使った液はどうしたらいいんだという。 

【赤堀部会長】この文章をそのまま理解しますと、使用した後のものも直接河川に流して

はいけない。河川でなければいいということですね。例えば下水ですと、これは下水処理

をするから多分環境に対しては影響はないだろう。だから直接は困るけれども、下水はい

いというふうに単純に理解、解釈する、そういうことでよろしいでしょうか。それとも…

…。 

【福安委員】そうすると直接というのが入っている意味が、そういうぐあいにとれるので

すね。自然界に直接に流さないでください。そうすると下水には流してもいいんだという

ような理解をしたのですけれども、解釈として。 

【事務局】ただ、この③の前段のところに環境へのリスクも考えられるというのがありま

すので、下水に流したら環境へのリスクはないかといわれると、多分それはなくはないの

だろうと思いますので、それは下水にも多分流してはいけないと考えざるを得ないのかな

と。そうすると、どう処理をしていいか私も困るのですけれども……。 

【事務局】この表現、非常にわかりにくい点もあろうかと思うのですけれども、 初の注意

書きは、「使用後の薬剤」というのは当然溶解した魚のいる水槽に薬剤を溶かしたものも含

んでいるということで考えているわけでございます。「並びに使い残りの薬剤」というのは、

製剤の容器に残っている薬剤、それらを直接は河川等に流さないでくださいよということを

注意をしているわけです。では下水に流すのはいけないかどうかというのは、ここは確かに

触れてないです。 

 通常の家庭で飼われているような、例えば数十センチの水槽１つ分とか、その程度のも

のというのは別にどうということはないのですね。河川に流してはいかんかも知れません

けれども、だけど大量にお飼いになっている業者ということでなくても、かなりたくさん

の魚をお飼いになっている方も中にはいらっしゃる。そういう方が大量に河川等に流され

たら非常に困ります。望ましくは、もちろん家庭でちゃんと処理するのが一番いいですが、
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そういうことは実際には家庭ではできませんから、それは下水に流すということもやむを

得なかろうということで、下水とは書いてない。 

 では田舎では下水がないからそのまま流すのか、そこまで細かく整理をして、この注意

を書いているわけではありませんので、一般的にこの程度のことはしてほしいというよう

な形で書いてあるわけです。 

 その後の使用済みの容器等が例えば使い残りとかが入っていたということも含めて、あ

るいは小分けしてお使いになられる方もいるわけでしょうから、そういう小分も含めてと

いうことで、薬液がついているようなものについては条例に従って処分してくださいとい

う広い意味で書いております。 

 若干わかりにくい点はあるのですけれども、この程度の言い方しかできないのかなとい

うことで、整理をしているということでございます。 

【赤堀部会長】吉川先生、今の説明で御了解いただく、あるいは何か適切な表現があれば

いただきたいと思うのですが。 

【吉川委員】この文章からそれだけのものを読みとれというのは結構厳しいかなと思う、

ではそうすると、③番については、使用後の薬剤を適切に処分するというのは、実際には

どういうことをすれば具体的に適切な処分になるのですか。 

【事務局】何を適切にするか大変難しい。先ほど申し上げましたように、吸着させるなり

なんなりというのが一番いいと思いますけれども、家庭で考えればなかなか難しいわけで

すから、そもそも容器に残ったままのものをざっと流すという発想は基本的にないのだろ

うというふうには思っています。思っていますけれども、もしも残ったら、それは水で希

釈して流していただくんだろうと思います。ただ、基本的には必要だから買っているわけ

ですので、残った薬剤は水に希釈して流すとか、そういうことをここに書くというのもま

たちょっと変かなということで、そこまでは触れてないということでございます。 

【赤堀部会長】難しい問題を投げかけられたような感じがするのですが。 

【大前委員】それと同じような問題が、今さっき審議しましたNo.５ですか、消毒薬の取

扱い注意というところで、No.５のものの（11）にやはり同じような表現があるのですね。

いっていることは多分これと一緒なんだと思うので。 

 ですからこういう形の文章の方がいいのかなという気はちょっとしたのですけれども。

いっていることは多分同じようなことをいっていると思いますけれども。 

【赤堀部会長】大前先生のお話のように、No.５の方では、なんとなく責任をどっか別の

ところにお願いしたという形をとっているようなことなんですけれども。 

【吉川委員】こっちの方がうまいですね。 

【赤堀部会長】これは報告事項なんですが、部会で御質問があったということで、事務局
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としてはもう一度調査会で相談してくださるのですか。それともどう対応すればよろしい

でしょうか。 

【事務局】恐らく環境に影響をしないようにすれば廃棄をしてもいいのではないかという

考えに立てば、では具体的にどうすれば環境に影響せずに水系に廃棄できるのかという話

になってくると思います。 

 従って、その観点に立って実際、このものを販売しているような業者とどういう文言で

ユーザーの方に情報提供すれば、ユーザーがそれに従ってやってくれるのかというところ

をちょっと考えて、あくまでもこういうやり方は環境にリスクがあるだろうからだめです

よ。でもこうすれば恐らく環境にはリスクがそれほどないだろうから、こういうふうに廃

棄をしてくださいというところで、ユーザーに対してわかりやすい記載方法を提供すると

いうところを業者と事務局とで検討することからスタートする話かなというふうに思って

います。 

【赤堀部会長】この場で表現をどうしましょうかというのは非常に難しいことだと思いま

すので、この注意書きは、使用者側からすると非常に不親切、わかりにくいという御指摘

をいただいた。従って、表現をどうするかについては事務局とメーカー側のところでどう

いう表現をすれば親切な表現になるのか御検討いただくということで吉川先生、よろしい

でしょうか。 

【前田委員】これは一般の家庭の方も読むわけですね。そうすると一般の家庭の方は、地

方公共団体の条例等に従ってというのはわかるのですか。 

【赤堀部会長】私の推測ですけれども、恐らく市役所なり、そういうところに問い合わせ

せざるを得ないだろうと思うのですが。 

【前田委員】いわゆるプラスチックごみとか、不燃ごみとか、そういうのはわかるかもし

れないのですけれども、医療用廃棄物とか、そういうのはわからないのではないでしょう

か。 

 それともう１つ、よく私たちは酸とかアルカリの濃いものは、大量の水とともに処理を

するというような書き方をするのですね。濃縮されれば同じことなんですけれども、でも

そういうふうにしてリスクを下げるというような表現は使っています。参考までに。 

【谷口委員】そういう観点では、スポットについての、あのような書き方もよくわからな

い。使用上のところで。本当にだれが責任を持つかと思います。 

【谷口委員】そういう中で、使い方について、今日は 初の方で言えなかったですが、例

えば（審議）No.２のところでも、アレルギー、溶剤に非常に過敏症が起こる可能性があ

るとされていますが、知らない人がさわったときとか、アセチルコリンを使っているけれ

ども、特に治療法がないとか、解毒剤がないとかということに対してどのように対処する
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のかとか、また、薬剤を使っていることをほかの人にも知らせてわかるようにするために、

だれがどのようにやるのとかいうことも、これもみんな使う人の責任になっていますが、

わかりやすく書く必要はどうなのでしょうか。 

【赤堀部会長】今の御議論、もとに戻ることになりますので、ここでは報告事項に対して

注意書きが少し不親切である。表現の仕方を考えた方がいいだろうという御指摘をいただ

いたということでしかないかなと思うのですが、いかがでしょうか。吉川先生、そういう

ことでよろしいでしょうか。 

 事務局は、メーカー側と少しどういう適切な表現がいいのかご検討下さい。 

【事務局】ちょっと宿題としていただいた形で、すみません。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

 実は私の方から１つ、 初のスルファドキシンの方なんですけれども、対応策として１

例報告であるからという理由で従来の対応をするという件ですが、これは人の健康、安全

に関わってくることなんですね。そのことを考えるとＧＬＰに対応してない施設でのデー

タだからという理由で、あるいは、１例報告だからという理由で、従来の対応をするとい

う判断で良いのか。何かもっと注意しなくてもいいのか。もう少し大きな理由があって、

だから今回もこういう対応でいいんだということだと良くわかるのですけれども、その辺、

いかがでしょうか。 

 特に吉川先生、こういう対応でよろしいでしょうか。 

【吉川委員】経過というか、データというか背景のところがよく書いてないので、投与量 

の多い豚の方が血漿中の残留濃度が低く検出されているという点も、どの程度の投与量で、 

個体差もありますから、でもその２頭目、低い方は 大量は超していなかったということ

なんですね、恐らく。 

 １例であってもいけないのかどうかという問題があるのですけれども、ちょっとそうい

う意味では、どのぐらいの母集団に対してどのくらいの抜き取り調査でこういうケースが

出たのか、その辺も情報がないとちょっとこの文章だけでは、どのぐらいのリスクを負う

ことになるのかというのはわかりかねるところはあるとは思うのですね。 

 でも多分１例報告であるからという書きぶりの中には、相当な母集団を調べたというこ

となのか、私にもちょっとわからないのですけれども、あるいはたまたま幾つかの抜き取

りの中から１頭出たということなのか、ちょっとその辺もわかれば、そういうコメントを

含めて考えた方がいい気はしますけれども。 

【赤堀部会長】これは投与実験ですね。 

【事務局】そうです。 

【赤堀部会長】投与実験の結果、とにかく基準値を超していたということですね。 
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【事務局】はい。まず数が少ないということと、あと１回だけ投与したよりも、２回投与

したものの方がちょっと値が低く出てしまっていたりとかということがあります。 

【吉川委員】私は勘違いしていました。これは２頭のうちの１頭、そういう意味ですか。

そうでないのですか、実際にはどのぐらい、非ＧＬＰであってもいいのですけれども、こ

のロットというか、データのもとになったのは何頭くらいの豚を使って、実際にどのよう

なレベルの残留だったのか。 

【事務局】豚、供試数は６頭です。６頭で休薬１日目、３日目、10日目、それから、２回

打った場合の10日目とあと無投与で見ているというものです。 

【吉川委員】１頭だけがずば抜けて10日目の残留量が高かったということなんですか。 

【事務局】10日目をチェックしたのは２頭ありますけれども、そのうち１頭ですね。 

【吉川委員】Ｎ＝６で打って、経時的にとっていって、10日目でここでひっかかったのは

２頭のうちの１頭ということですか。私が答えなければいけないのですか。 

【山口委員】これは残留性のことを問題にしているわけで、その検査方法が信頼できるも

のであるならば、例えば数が少なくても、１頭から予期せぬ残留性が認められたというこ

とで、安全性の立場からいくと、そういったものは取り上げなければいけない問題ではあ

るわけですね。 

【下田委員】私の記憶では、0.02ppmを多少上回っているという、たしかそういうデータ

だったと思うのですね。それで残留の考え方というのは、どうやって休薬期間を決めてい

るかというと、95％の確率で、100頭中99頭はその値を下回る、そこで決めているのです

ね。 

 ですから、まれにはこういうのが出るということは、それはあってもしかるべきで、そ

れであと信頼性がないとか、そういうことではなくて、いろいろずっと使われてきた古い

薬なわけですけれども、そういう中でたまたま１回出た。だからこれが何回も頻回に出る

ようなこととはちょっと思えないということで、今後ともこういったことに関連する情報

を収集して様子を見たらどうかというのが再評価調査会だったです。 

【山口委員】わかりました。 

【赤堀部会長】供試豚は２頭ですね、２頭のうち１頭出てきているわけですね。実際に６

頭は使っているけれども、検査した点では２頭中の１頭ですから。 

【下田委員】それが要するに50％という考え方ではなくて、その１頭はたまたまそういう

異常を示した頭数である可能性があるのではないかということなんですね。 

【合田委員】文献報告というのはどういうレベルの文献報告なんですか。会社から出てき

た文献報告ですか。 

【赤堀部会長】事務局の方でお願いできますか。 



- 41 - 

【事務局】会社ではなく再評価のスクリーニングということで年度ごとに調査対象成分を

決め事務局が収集したものです。 

 文献情報については、そういった検索をしまして、重要度をつけているということなん

ですけれども。 

【合田委員】これは独立にやられた文献結果ということなんですか、どこかの団体が。 

【赤堀部会長】いや、これは事務局で調べた分です。 

【合田委員】実験そのものは事務局が実験した。 

【事務局】違います。文献がございまして、それをもとに、スクリーニングした文献をも

とに、その内容を調べて。 

【合田委員】ですから、要するに直接アクセスするところではなくて、どこかの団体が実

験をされた論文が出てきて、それからこれを取ってきたということですね。 

 だから結局論文のデータの本質的な精度とかどうかとかいう部分についてもバイアスは

かかっているわけですね、データとしては。 

【山口委員】ジャーナルとしてどういうレベルのジャーナルかということも１つ参考には

なると思います。 

【事務局】カナディアン・ジャーナル・オブ・ベテリナリー・リサーチでございます。 

【山口委員】そうすると質の保障はあるわけですね。 

 実際先ほど下田委員がおっしゃったように、少なくとも100％大丈夫だということでは

なくて、95％ぐらいカバーができるんだという形でもって安全性を見ているということで

あれば、ごく一部がひっかかってきたものである、従って、情報を増やすことによっても

う少し頻度を見てみましょうという、方向性は特に間違っていないと思いますけれども。 

【事務局】先ほど下田先生からコメントがございましたように、再評価調査会では、そう

いう御結論をいただきました。 

 その理由としては、長年使ってきた薬であるという先ほどのコメントに加えて、ここに

書いてありますように、備考のところにありますが、この文献の詳細を十分書いて御紹介

できておりませんので、こういう議論になったかと思いますが、豚を６頭使っております。

そのうち、それぞれ１頭ずつ条件が違います。投与量は５頭に0.066mLの用量で、この投

与量は同じなんですが、これを休薬１日、３日、10日を２頭、それと２回投与したのを１

頭、それから、無投与、投与してない豚、これで６頭なんですが、このうち10日目で見た

ときに、その２頭がこのＭＲＬ以上だった。 

 ただ、２回投与したものでそれ以下だったので、この文献情報だけではちょっとこの休

薬10日というのが妥当でないとはなかなかいえないのではないかということなんです。 

 ですから、この１例報告であることからというのは、１本の報告で、投与実験でありま
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して、野外で使用されていて見つかったという事例ではございません。 

 その辺を考え合わせて結論を出していただいたということでございます。 

【山口委員】ただいまの意見に関しては少し意見があるのですが、例えば２回打って高く

出るべきものが低く出ているから少しデータそのものの、信憑性に疑いがあるのではない

かという、ニュアンスで受けとりましたけれども、それでよろしいですね。 

 それはしかし、これは個々の個体差がものすごくあるわけで、たくさんやったからたく

さん出なければいけないという理由はないわけですね。１回やっても例えば肝臓の代謝と

か、腎排泄、そういったものが非常に阻害されている場合にはものすごく遷延しますので、

投与量に対してパラレルではなかったのでデータそのものの信憑性を……という形に結び

つけてしまうのは少し問題があるのではないかと思います。 

【赤堀部会長】私が言い出したことなんですが、どういたしましょうか。 

【下田委員】たしか僕の記憶だと投与量は50mL／kgぐらいだったと思うのですけれども、

それでスルファドキシンというのは非常に半減期の長い薬なんですけれども、私の経験で

は、スルファジメトキシンというのはもっと半減期が長いものでも、せいぜい半減期が20

時間ぐらいなので、実際、10日もこんなに残るというのはやはりちょっと考えにくいとい

うことはたしかです。 

 例えばこれは筋注だったですね。ですから、筋注でうまく筋注できなくて、筋注部位に

注射液が残ってしまった。じわじわゆっくりゆっくり例えば吸収されたというような、そ

ういういわゆる筋肉内注射することによる誤った投与の仕方で多分こうなることになった

ことは十分考えられる。通常の吸収速度、半減期を考えれば、10日も残るなんてことはち

ょっと考えられない性格の薬です。 

【赤堀部会長】ちょっとお尋ねしたいのですが、この合剤が実際に使われる使われ方と、

それから、この試験で投与した筋肉内投与というのはこれは全く違う方法でやられた。こ

ういうことですか。 

【下田委員】これは多分トリブリッセンとか、そういった系統の配合剤だと思うのですけ

れども、筋肉内注射が適用経路なんです。 

【赤堀部会長】そうですね。 

 そうしますと、臨床上、使われている適用経路で投与した結果として６例中２例に出て

きた。こういうことですね。 

【下田委員】はい。 

【赤堀部会長】そうすると、従来の常識から考えていくと、ここまで残留することは考え

られないけれども、出てきたことは事実であるとすると、その結果をどう判断するか。特

に人の健康を考えていく上で、どういうふうにこのデータを活かしていけばいいというこ
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とが大事になってくると思うのですが。 

【下田委員】あと健康上の問題ということがあるのですけれども、基本的に日本のＭＲＬ

というのは検出限界で決めてしまっている。ですから、欧米よりもはるかに低いところで

レベルが決まってしまっているのですね。実際に私の記憶ですと、0.02は上回ったけれど

も、非常に高い濃度であるわけではなくて、0.02をただちょっと上回っているという程度

なんですね。ですから、実際の健康とか、そういうことを考えても、とても人の健康を害

するような残留ではないということは間違いありません。 

【赤堀部会長】そうしましたら、データは少なくとも規制されている 大残留限界値ＭＲ

Ｌぎりぎりのところであった。しかも人への健康影響、例数など総合的に判断したという

ことであれば、少しまだ理解しやすいかなと思うのですけれども、ただ１例報告であった

から、だから陽性例でも従来の対応どおり、これは様子をみましょうというのは判断とし

て大ざっぱという気がしたものですから、それでお尋ねした次第です。 

 今回のような議論を踏まえて、直ちに規制をするとか、いろんな対応をとるということ

は必要ないだろうというふうに判断したということであれば私にもよくわかるのですが、

そういうふうに理解してよろしいわけですか。 

【下田委員】はい。 

【山口委員】私は特に先ほどの先生の御意見で、95％ぐらいの中でちゃんと確保されてい

ればいいんだよ。そういう考え方で動いているとおっしゃったことで、もうあえてその一

部が95％を超えたものがこれであろう、しかしやはり注意しなければいけないし、これが

もっと多いかもしれないので、今後、注意して見ていきましょうという、そういうスタン

スでいいのではないかと私は思ったのですが。 

 ただ、ここに 大残留限界と書いてあるのですね、検出限界以下とは書いてないのです

ね。だから私が理解したのは 大残留限界というのはもうこれ以上あってはいけませんよ

という、そういう値かと思って理解していたのですが。 

【下田委員】そうではないです。 

【山口委員】そうだとすれば、これ以上であってはいけないと決めた値を超えたものがあ

ったということで、やはり注意していかなければいけないことにはなりますね。 

【下田委員】それはそうです。 

【赤堀部会長】それでは、対応案の表現につきましては、少し事務局レベルと私の方にお

任せいただくということで、報告を了解し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】ありがとうございました。 
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            （３）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 フロントライン・スプレー（メリアル・ジャパン株式会社） 

     ② デュオカラー Ｌ（住化ライフテク株式会社） 

     ③ ノビリスＣＡＶ Ｐ４（株式会社インターベット） 

     ④ ノビリスE.coli inac（株式会社インターベット） 

     ⑤ ノビリスTRT inac（株式会社インターベット） 

     ⑥ ノビリスTRT+IBmulti+G+ND（株式会社インターベット） 

     ⑦ “京都微研„  キャナイン－９（株式会社 微生物化学研究所） 

     ⑧ “京都微研„  キャナイン－９Ⅱ（株式会社 微生物化学研究所） 

     ⑨ “京都微研„  キャナイン－６（株式会社 微生物化学研究所） 

 

【赤堀部会長】それでは、続きまして報告事項（３）番になりますが、動物用医薬品の再

審査についてです。 

 事務局から御説明をお願いいたします。 

【事務局】それでは、赤い資料No.７をお手元に御用意ください。 

 全部で９品目ございます。 

 まず１ページ目、１つ目ですけれども、フロントライン・スプレーです。 

 申請者はメリアル・ジャパン株式会社です。 

 効能又は効果ですが、犬及び猫のノミ、マダニの駆除となっております。 

 次の２ページ目に５月９日の再評価調査会での審議結果を示しております。 

 本製剤については、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ございます。 

 続きまして２品目目ですが、３ページ目にお示ししておりますデュオカラーＬです。 

 申請者は住化ライフテク株式会社です。 

 効能又は効果についてですが、犬に寄生するノミ及びマダニの駆除、ノミの卵の孵化阻

害となっております。 

 ５月９日の調査会での審議結果ですが、下から２段目にございますけれども、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て、部会に報告して差し支え

ないという結果でございます。 

 続きまして３点目ですが、６ページにお示ししておりますノビリスＣＡＶ Ｐ４です。 

 申請者は株式会社インターベットです。 
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 効能又は効果ですが、種鶏を免疫し、介卵性移行抗体によるひなの鶏貧血ウイルス感染

症の予防となっております。 

 調査会の審議結果は、下から２段目のところにお示ししましたが、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

し支えないという結果でございます。 

 ４点目ですが、10ページからになります。 

 ノビリス E.coli inacで、申請者は株式会社インターベットです。 

 効能又は効果は、種鶏及びひなの大腸菌症の発症の軽減です。 

 調査会の審議結果ですが、これ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ございま

した。 

 ５点目ですが、13ページ目をお開きください。 

 品名はノビリス ＴＲＴ inacで、申請者は同じく株式会社インターベットです。 

 効能又は効果についてですが、鶏のトリニューモウイルス感染による呼吸器症状及び産

卵低下の予防となっております。 

 調査会での審議結果ですが、こちらにつきましても同様に、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

ないという結果でございました。 

 続きまして６品目目ですが、16ページからお示ししておりますノビリス ＴＲＴ＋ＩＢ

multi＋Ｇ＋ＮＤで、こちらの申請者も株式会社インターベットです。 

 効能又は効果ですが、中段のあたりにありますニューカッスル病、鶏伝染性気管支炎及

び伝染性ファブリキウス嚢病の予防ならびに鶏のトリニューモウイルス感染による呼吸器

症状及び産卵低下の予防となっております。 

 調査会の審議結果ですが、こちらにつきましても、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。 

 続きまして７品目目ですが、19ページからです。 

 “京都微研„ キャナイン－９というものです。 

 申請者は、株式会社微生物化学研究所。 

 効能又は効果につきましては、犬のジステンパー、犬伝染性肝炎、犬アデノウイルス

（２型）感染症、犬パラインフルエンザ、犬パルボウイルス感染症、犬コロナウイルス感

染症及び犬レプトスピラ病の予防となっております。 

 こちらの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、動物用医薬品等部会に報告して差し支えないという結果でござ
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いました。 

 続きまして８品目目ですが、23ページになります。 

 “京都微研„ キャナイン－９Ⅱです。 

 申請者は同じく株式会社微生物化学研究所です。 

 効能又は効果は、先にあげました“京都微研„ キャナイン－９と同じですが、本製剤は、

主剤の１つであるパルボウイルスの株が異なるものです。 

 調査会での審議結果ですが、こちらにつきましても、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。 

 続きまして 後の品目になりますが、27ページからの記載になります。 

 “京都微研„ キャナイン－６です。 

 申請者は同じく株式会社微生物化学研究所です。 

 効能又は効果ですが、犬ジステンパー、犬伝染性肝炎、犬アデノウイルス（２型）感染症、 

犬パラインフルエンザ、犬パルボウイルス感染症及び犬コロナウイルス感染症の予防とな

っております。 

 先にあげましたキャナイン－９のうちレプトスピラの成分が含まれていない製剤です。 

 調査会の審議結果ですが、27ページの下の方にお示ししておりますように、資料整備の

条件として、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まし

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す。 

 具体的な資料整備の条件ですが、ページをめくっていただきまして使用上の注意の案の

犬に対する注意のうち、29ページの中ほどにございます２副反応というのがありますが、

こちらの（２）のショックに示す循環障害の項目があげられておりますけれども、この中

で血圧の低下と記載されていますけれども、その次に心拍数の低下を追記するということ

でございます。 

 資料については、再評価調査会での指摘を受けこちらにお示ししましたとおりに既に整

備されております。 

 再審査については以上となります。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

 再審査の審議結果を御報告いただきましたが、先生方で御意見、御質問等ございますで

しょうか。 

【和田委員】鶏の方の８ページのところで、４の適用上の注意の（７）に、汚染した注射

針による云々というふうな、こういう注意がここに入っていまして、その後に出てくる鶏

用の場合には、こういう注意書きは入っていないのですけれども、その辺は何か差をつけ

ているというか、あるのでしょうか。 
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 ですから、次の12ページのところで、やはり適用上の注意で（１）から（４）まであり

まして、そこには使用した針の関係のことの注意書きは入ってない。同じように筋肉注射

ということで用法・用量があるのですけれども。 

【赤堀部会長】同じ鶏に注射するのに、使用上の注意のところで注意書きが違っているけ

れども、統一した方がいいのではないかという御意見ですか。 

【和田委員】単純に言えばそれだけのことです。 

【事務局】まず御指摘のありましたノビリスＣＡＶ Ｐ４の方は、種鶏を免疫するという

製剤でございます。それ以外のものは種鶏にももちろん使ってもいいのでしょうけれども、

恐らくそうではなくて、種鶏以外のものに使っているケースが多くて、例えば連続注射器

とか、そういったものを用いて投与している場合があるかと思います。 

 従いまして、例えばノビリス ＴＲＴの方には、注射器具は滅菌又は煮沸消毒されたも

のというような記載がある。多分これは連続注射器を想定しての使用上の注意だと思いま

す。 

 ただ、そうはいいましても、こっちには書いてあって、こっちには書いてないというの

はバランス的にはおかしい話になりますので、ちょっとメーカーの方に、実際、現場での

使用実態等を勘案して、それに見合った使用上の注意を書くようにいたします。 

【赤堀部会長】この問題は他にもありまして、同じ製剤でありながら、使用上の注意の記

載のしかたに違いがあるということで、それは随時事務局で統一していくようにと、前々

から御発言がありましたので、その１つということで御対応いただければと思いますが、

よろしいでしょうか。お願いいたします。 

 その他、特に先生方の方で御質問等ございませんでしょうか。 

【大前委員】教えてほしいのですけれども、キャナイン－６との関係ですけれども、６の

方で心拍数の低下というのは一応書く、いわゆるウイルスの部分は９の方と同じですね。

こちらの方は何もその辺は処置しなくていいというか、そういう症例があがってこなかっ

たというふうなことで理解して、そういう整理になったということなんでしょうか。 

【事務局】キャナイン－９と６の副作用等の報告の一覧を見たのですけれども、 

その中で６の方にだけこういった報告が複数出ておりました。そういった背景がありまし

たのでつけ加えたということです。 

【大前委員】９の方には全然その報告はなかった。 

【事務局】ございませんでした。 

【大前委員】成分としてはまさにダブりますね。 

【事務局】そうですね、同じです。 

【大前委員】６にレプトスピラをプラスしたのが９ですね。 
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【事務局】そのとおりで、再評価の調査会の中でもそういう議論がございまして、ただ、

どちらにも書くべきかということも御質問をしましたところ、どちらとも書かないといけ

ないということではなくて、副作用情報としてあがってきているから、６の方には書かな

いといけないなという整理でございました。 

【大前委員】そうすると、９についても、そういうことにちょっと気をつけながら、当然

副作用関係の法令に基づいたものを収集してくださいよ、そういうところを特に気をつけ

ておいてくださいよといっていただければいいのかなというふうな気がします。成分的に

は同じなんで、たまたま９の方の使い方が少ないとか、そういうこともあろうかと思いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。貴重な御指摘だと思います。 

 その他よろしいでしょうか。 

 それでは、報告事項に対しまして了承させていただいたことにいたします。ありがとう

ございました。 

【事務局】ありがとうございました。 

 

          （４）動物用医薬品の諮問・承認状況について 

 

【赤堀部会長】続きましてその他になりますが、その前に、動物用医薬品の諮問・承認状

況の報告をお願いいたします。 

【事務局】資料No.10の１枚紙を御用意ください。いつものように、前回の本部会から本

日までの間に諮問されたもの、それから、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、本日、御審議していただいたものでございます。ポーシ

リス Begonia ＤＦ・１０と５０、それから、フォアガルド Ｃ スポット、フォアガル

ドキャットスポットの方は既に諮問させていただいているというものでございます。これ

らが19年６月４日にそれぞれ諮問されて、本日、御審議していただいたということでござ

います。 

 諮問状況は以上３点でございます。 

 承認状況でございますが、まず鳥インフルエンザワクチン「北研」でございます。これ

は平成18年11月21日に本部会で御審議していただいております。国内製造の鳥インフルエ

ンザワクチンは４つあったかと思いますけれども、ほかの３製剤は、平成19年１月15日に

既に承認になっております。これだけ少しアジュバントが異なっておりましたので、食品

安全委員会の方に回っていたという関係で、少し承認が遅れて、３月29日に承認になって

おります。 
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 それから、コンベニア注でございますけれども、３月６日の本部会で御審議していただ

きまして、５月18日に承認になってございます。 

 それから裏になりますけれども、今度は“京都微研„ マイコミックス３です。３月６日

の本部会で御審議していただいて、５月18日に承認されました。 

 その次のＡＥ乾燥生ワクチン、これにつきましては、平成18年11月21日に報告させてい

ただいて、５月18日に承認になっているものでございます。 

 それから、今度は一般薬関係のフォーベット５０注射液、これは３月６日に本部会に御

報告させていただきまして、５月18日に承認されました。 

 それから、プラクーティック、これも３月６日に本部会で御審議いただきまして、５月

18日に承認になっております。 

 後にファローシュアプラスＢ、これは平成18年11月21日の本部会で御審議をいただき

まして、その後、食品安全委員会の方に意見照会が行きまして、５月22日に承認になって

いるものでございます。 

 以上でございます。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

 御質問等ございますでしょうか。 

 それでは、特にないようですので、御了承いただいたことにいたします。 

 

Ⅲ）そ の 他 

（１）「徴候」等について 

 

【赤堀部会長】続きましてその他ですが、事務局の方からお願いいたします。 

【事務局】資料番号、赤の番号ですけれども、８番を御用意いただきたいと思います。

「徴候」等についてというタイトルがついております。 

 こちらの経緯をまず説明させていただきます。 

 使用上の注意に記載されている「症状」という言葉、再審査時に「徴候」へと順次変更

しています。 

 平成18年２月22日に開催された動物用医薬品等部会において、効能又は効果を「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」とする製剤、ネモバックというものが

ございますが、それについて審議されました。 

 その際に当該品目について「呼吸器症状の予防が効能又は効果として適切であるのか」、 

「呼吸器徴候の軽減又は発現の予防という記載になるのではないか」などの意見がござい

まして、効能又は効果の記載については、再評価調査会で審議することで合意されました。 
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 同年４月26日に開催された動物用医薬品再評価調査会におきまして、効能又は効果を、

「鶏のトリニューモウイルス感染による呼吸器症状の予防」とする製剤ノビリスＴＲＴ・ 

1000の再審査について審議されまして、効能又は効果の記載についても審議されました。 

 審議の結果、当該調査会では、「症状」ではなく「徴候」を用いることとして当該製剤

の効能又は効果を呼吸器徴候の発現の予防とするのが適切であるとして部会に報告しまし

て、今後は部会及びその他の調査会と調整をとりながら表現を整備することで合意されま

した。 

 ５月25日に開催されました動物用医薬品等部会において、各調査会に意見を聞き、それ

を踏まえて部会で審議するということで合意されました。 

 以上のことから、その結果がまとまりましたので、２枚目、３ページ目になりますけれ

ども、こちらに示させていただきました。 

 本案件につきましては、生物学的製剤調査会の方から、権威ある学会ないし団体等へ意

見照会をするべきであるという御意見をいただいております。 

 その他の調査会につきましては、「徴候」への変更を了承ということになっております。 

 従って、意見照会をする場合には、具体的にどのようなところを対象とすべきかについ

て御意見をお願い申し上げたいと思います。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

 調査会では、具体的にどういうところに聞いた方がいいよというようなご指示やコメン

トはなかったのですか。 

【明石委員】動物用生物学的製剤調査会で審議した結果で、「徴候」とするのに一向に問

題はない。ただ、当時は農林水産省の委員会、調査会であるとか部会で学術用語の統一を

することが妥当かどうかというのが意見として出ました。 

 学術団体がこういう用語に、国が使っているのはおかしいからこうしなさいというのは

非常に合理的だろうというふうに思われますけれども、この部会から学術用語をこう決め

ますということが本当に正しいのかどうか。例えば獣医関係ですと獣医学会というような

団体もありますので、そういう団体にこうすることでいかがでしょうかというような意見

照会をしていただいて、団体の方から、それが正しい使い方であるとお墨付きをいただい

た方がいいのではないかというのが調査会としての考え方です。 

【赤堀部会長】ありがとうございます。よくわかりました。 

 事務局の方からは、どこに問い合わせをした方がいいだろうかというお尋ねをいただい

ておるのですが、先生は日本獣医学会が適切というふうに考えてよろしいでしょうか。 

【明石委員】臨床用語ですので、それは日本獣医学会であろうと、医学界であろうとかま

わないと思うのですが、いずれにしても学術団体の意見としてそういうものの使用が適切
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であるというお墨付きみたいなのがあった方が、その結果をもって国がそういうふうにな

らうというのが一番状況としてはいいのではないかというのが調査会としての意見でした。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

 事務局としてはどこに尋ねた方がいいとお考えでしょうか。 

【事務局】今のお話のとおり、学術団体として日本獣医学会というのが妥当と考えており

ます。 

 また、その他としては、動物用医薬品の製造販売、使用の現場において不都合や混乱が

生じないようにすることも必要があると思いますので、日本獣医師会、日本動物用医薬品

協会なども考えております。 

【赤堀部会長】もしできましたら、例えばトキシコロジーの関連で、動物実験のデータを

どう評価するかということでも出てくると思いますから、トキシコロジー学会などにもお

尋ねしていただいたらどうでしょうか。 

 その他何か適切な学会あるいは協会といいますか、ありますでしょうか。 

 それでは、今あげられたようなところにお尋ねして、もう一度ここで議論する。こうい

うことになるわけですね。 

【事務局】そうしましたら、今あげていただきました４つになりますね。 

【赤堀部会長】例えばということで御理解いただいて、何もそれにこだわらなくて、事務

局の方がもっといろいろあると思えばそこにお伺いすることは結構だと思いますし。 

【事務局】まず意見照会の案文というものをつくらないといけないと思いますので、それ

をとりまとめて後日、相談させていただきたいと思います。 

【事務局】わかりました。 

 というようなことでよろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。 

 それではその他ですけれども、先生方で何かございますでしょうか。 

 なければ事務局、何かございますか。 

【事務局】特にございません。 

【赤堀部会長】それでは、特にその他ございませんので、以上で本日の議事は終了させて

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。 

 次回の開催日のことについて事務局からお話しいただいければと思います。 

【事務局】今回は、事前にカレンダーを送らせていただきまして、いろいろ御都合の悪い

こと等について印をつけてお返しいただきました。事前の御連絡どうもありがとうござい

ました。 
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 委員の皆様から御連絡いただいた結果をまとめさせていただきましたところ、部会長の

出席が可能であって、 も多くの委員が出席可能な日としましては、９月10日月曜日の午

後の開催とさせていただきたいと考えておりますが、いかがでしょうか。 

【赤堀部会長】いかがでしょうか。 

 とりあえずその日程ということでよろしくお願いいたします。 

【事務局】ありがとうございました。 

【赤堀部会長】過半数は大丈夫ですね。 

【事務局】はい。 

 

６．閉   会 

 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 


