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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

きたいと思います。 

 本日は、井上委員、大前委員、熊谷委員、山口委員及び吉川委員から、御都合により御欠

席との連絡をいただいております。 

 なお、村上委員は既にお見えになっておりますので、本日の出席委員数は 13 名となりま

して定足数に達しておりますので、本部会が成立いたしましたことを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 初めに、動物医薬品検査所長から一言御挨拶をお願いいたします。 

○動物医薬品検査所長 本日は、足元の悪い中、部会長初め、御出席いただきまして、ありが

とうございます。 

  西日本の方は暑いような日々でございますけれども、こちらの方は若干しのぎやすいとい

う状況になっておるかと思います。 

  委員の先生方には、日ごろから動物薬事関係で御助言いただきまして、ありがとうござい

ます。 

  先月１日に前回の部会を開いたわけでございますけれども、２カ月ばかりたっているとい

う状況でございます。その間の動物薬事あるいは家畜衛生、それと動物医薬品検査所の状況

を若干御説明させていただきます。 

  初めに、７月７日動物用生物学的製剤の製造販売承認に必要なチェックシートをこちらで

用意しまして、暫定的ではありますけれども、動物医薬品検査所のホームページに掲載させ

ていただきました。申請する側がきちんとチェックシートをもとに申請書あるいは資料をつ

くっていただく、その手助けとなるものだと思っております。 

  続きまして、７月９日、10 日でございますけれども、VICH、動物用医薬品の国際的なハー

モナイゼーションの会議でございますけれども、第 21 回の運営委員会がパリで開催されま

した。動物医薬品検査所の○○○○が新しい運営委員ということで参加しております。また、

こちらに来ておられます○○○○がコーディネーターということで、人も入れ替わった形で

対応しております。もう一人、運営委員は畜水産安全管理課長でございます。 

  平成８年から始まった VICH でございますけれども、今回、21 回目の運営委員会会合中で、

動物用医薬品の対象動物に対する安全性の作業部会が、設立の早期から動いていたわけでご
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ざいますけれども、それに対する作業が終わったということで、合計３つのガイドラインが

でき上がっております。これにつきましては、こちらの通知で施行したいということを考え

ております。 

  それと、７月 22 日でございますけれども、家畜伝染病予防法の施行規則が一部改正されて

おります。その中身は、ヨーネ病診断のための新しい方法として、予備的検査としてのスク

リーニングのための検査手法を規定するというものでございました。前回の部会でも報告申

し上げましたけれども、新しいヨーネ病の診断薬を使った野外における家畜伝染病予防のた

めの注記をきちんと省令化したというものでございます。 

  それと、８月１日でございますけれども、食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会の家

禽疾病小委員会が開催されております。ここの中では、御承知のように、今年春に発生しま

した野鳥におけるインフルエンザの状況と、今後どのように対応していくかということで、

環境省も野外のサーベイ、モニタリングをきちんとしていこうというところも含めて報告が

なされております。また、家畜衛生分野におきましても、鶏への蔓延防止という観点から防

疫対策を強化しようという提言をいただいております。 

  後にもう一つ、先週ですけれども、８月 21 日に動物医薬品検査所で子ども見学デーを開

催しております。これにつきましては、平成 13 年から動物医薬品検査所の広報活動という

ことで、国分寺あるいは周辺の市民の方々、子供でございますけれども、小学校の高学年、

中学生を対象に募集をしておりまして、今年は 150 名程度の応募がございました。午前、午

後、２回の開催ということで、場所も限られておりますので、合計 50 名ほどということで、

限られた形で子供たちに来ていただきまして、食の安全にかかわるところ、動物医薬品検査

所の業務も含めて紹介しております。残念ながら抽選で漏れたという方々に対しても案内を

差し上げて、またよろしくという形でつないでおります。 

  以上のように、食の安全に係る動物医薬品検査所の業務につきましても、広く皆さん方に

も御紹介していきたいという姿勢で動いている状況でございます。 

  本日の議事ということでお願いする次第でございますけれども、本日は新医薬品の承認関

係が６件、それに関する使用規制省令の改正案、さらに報告事項としまして、診断薬の承認、

再評価、再審査がございます。本日も盛りだくさんでございますけれども、できるだけ適切

な説明のもとに審議していただきたいと思いますので、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。 

  先生、今のお話の中で一つお尋ねしたいことがありますが、よろしいでしょうか。 

  鳥インフルエンザの件ですけれども、ソウルで３月から４月ごろに死亡していた猫から、

この７月にインフルエンザＨ５Ｎ１が検出されたという報告が既にあります。日本でも、早

かれ遅かれ、家畜といいますか、動物といいますか、犬や猫を対象にした死亡例が出てくる

可能性もあるんですが、そういった意味でのチェック体制といいますか、システムというの

は何か対応されておられるのでしょうか。 
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○所長 私から答えられるかどうか、不十分かと思いますけれども、インフルエンザに感染す

る動物というもの、いろんな形で情報も得ております。場合によっては、日本においても、

分離されたウイルスについては、ほかの動物に対する感染性というものも動物衛生研究所な

り大学で調べられているということも聞いております。 

  韓国の場合は、完全に撲滅し切れていないという状況下で、野外の猫なり、ほかの動物に

移っていったと私は考えておりますけれども、日本においても起こり得るという想定のもと

で今後、防疫体制も考えていかなくてはいけないと感じております。 

  まず早期発見という中で、集団の中で家畜の方は目が届いております。野鳥なり野生動物

の方も、これから環境省が重点的に目配りしていくという話ですので、防疫にかかわる、ま

た動物疾病にかかわる全体の中で、きちんと目を張りめぐらせながら対応していかなければ

いけないと感じております。 

  これからどうするかというところについては、本省にも確認を求めないといけないんです

けれども、環境省も対策委員会がありますし、農水省も委員会を持っておりますので、そこ

の中で必要な対応はしていただきたいと、こちらも考えております。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

 

 

３．配付資料の確認等 

 

○赤堀部会長 本日の会議を始めさせていただきます。 

  まず事務局から配付資料の確認と申請資料作成、さらに利益相反等に関する申合せについ

ての報告をお願いいたします。 

○事務局 配付資料について、初めに確認させていただきます。お手元に配付資料一覧という

一枚紙がございますので、それをもとに説明させていただきます。 

  配付資料一覧の下段に、事前送付資料として赤い番号が振ってあるものがございます。こ

ちらが１番から 13 番までございます。それから、上に戻っていただきまして、当日配付資

料として 14 番から 19 番までございます。14 番は「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」、15 番が一枚紙になりますが、「動物用医薬品の諮問・承認状況につ

いて」、16 番が前回の再審査報告の中で御指摘がございました「アマリン レンサ」につい

ての指摘事項に対する対応書が一枚紙でございます。17 番が「レスフロール追加資料」とな

っております。18 番が後ほど説明させていただきます競合品目・競合企業のリストになりま

す。それから、19 番は議事次第と出欠表、座席表、カレンダー、これは次回の会議の開催に

ついて決めさせていただくためにつけさせていただきました。 

  配付資料は以上でございますが、不足するもの等ございましたら、すぐ用意いたしますの

で、挙手をお願いいたします。 
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○赤堀部会長 不足の資料はございますでしょうか。 

  特にないようですので、お願いいたします。 

○事務局 続きまして、申請資料作成への関与や利益相反等に関する「審議参加に関する遵守

事項」について御報告いたします。今回は直前にお手数をおかけしてしまいまして、本当に

申し訳ございませんでした。 

  前部会から、本年３月 24 日に行われました薬事分科会における新しい申し合わせ事項が適

用されております。本日の審議事項に関する競合品目・競合企業のリストは、先ほど御説明

申し上げました資料 18 番、当日配付資料にまとめて配付させていただいております。各品

目の選定理由等について、簡単に説明させていただきます。資料 18 番をお手元に御用意く

ださい。本日、御審議いただく品目は６つございます。 

  まず、１ページ目をお開きください。 初の議題がアビテクト IB／AK です。申請者は財団

法人 化学及血清療法研究所でございます。こちらにつきまして挙げられました競合品目は

３点ございまして、“京都微研，， ポールセイバーIB、日生研Ｃ－78・IB 生ワクチン、ノビリ

ス IB4－91 で、競合企業については右側に示させていただいたとおりです。これらの品目と

企業を選定した理由ですが、下段にお示しさせていただきましたとおり、「申請品目と同様

の、血清型変異株の IBV 生ワクチンであるため」というものでございます。 

  続きまして、２品目目、２ページをお開きください。パルボテックです。申請者はメリア

ル・ジャパン株式会社です。競合品目は３点挙げられておりまして、１点目が“京都微研，， 

豚パルボワクチン・Ｋです。こちらは誤記がございまして、豚パルボワクチンとＫの間に

「・」が入ります。２点目が豚パルボワクチン“カケツケン”、３点目がファローシュアプ

ラスＢです。競合企業は右に示させていただいたとおりです。選定理由ですが、「主成分、

剤形、使用目的等が同様で、販売されている製剤が３品目であったため」とのことです。 

  続きまして、３点目、３ページへ移らせていただきます。３点目はモメタオティックです。

申請者は日本全薬工業株式会社です。競合品目としては２点挙げられております。１点目が

ビクタス S MT クリーム、２点目がウェルメイトＬ３です。競合企業は右に示した会社にな

ります。競合品目を選定した理由ですが、「申請品目と同様に、ステロイド、抗菌剤、抗真

菌剤の３成分を配合した犬の感染性（細菌及び真菌性）外耳炎治療薬であるため」というも

のでございます。 

  続きまして、４点目、４ページをお開きください。レスフロールになります。申請者はナ

ガセ医薬品株式会社です。こちらにつきましては、競合品目は該当なしという結果になって

おります。その理由でございますが、「レスフロールはフロルフェニコールとフルニキシン

メグルミンの配合剤であり、予定する効能及び効果の適応症は、牛における発熱を伴う細菌

性肺炎の治療である。現在、国内においてはこのような配合剤は販売されていないため、競

合品目の該当はなしとした」というものです。 

  続きまして、５点目、５ページになります。プロナミド錠の 2.5mg と５mg、申請者は大日
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本住友製薬株式会社です。競合品目としては２点挙げられております。１つはプリンペラン

注、そして、動物用テルペラン注となります。競合企業は右のとおりです。選定理由ですけ

れども、「上記２品目の主成分メトクロプラミドは、プロナミド錠の主成分クエン酸モサプ

リドと同様の薬理作用（セロトニン 5-HT４受容体を刺激し、上部消化管運動を促進する作

用）を有しているため」です。 

  後は６ページ目になります。６点目、ボバテクションです。申請者は日本全薬工業株式

会社です。こちらにつきましては、競合品目は該当なしとして挙げられておりません。その

理由ですけれども、「主剤である塩化ジデシルジメチルアモニウムと塩化ベンザルコニウム

の各単味消毒剤はあるものの、これら両成分を配合し、かつ牛蹄専用の殺菌消毒剤はほかに

ないので設定しなかった」というものでございます。 

  以上が競合品目と競合企業に関しての報告になります。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  ただいまの事務局からの説明につきまして、委員の先生方から御質問、御意見等ございま

すでしょうか。 

  特にないようですので、今回の申し合わせ事項についての競合品目・競合企業について、

御了解いただいたものとさせていただきます。 

  それでは、事務局から、状況について御報告をお願いいたします。 

○事務局 各委員の先生方からの申し出状況について御説明いたします。 

  今回の審議に関する利益相反に関する申し出状況ですが、いずれの議題についても御退出

いただく委員及び議決に御参加いただけない委員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。 

 

４．議    事 

 

○赤堀部会長 審議事項に移らせていただきたいと思います。 

 

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 

  毒劇薬の指定等について 

  ＜動物用生物学的製剤調査会関係＞ 

  ① アビテクト IB／AK（財団法人 化学及血清療法研究所） 

 

○赤堀部会長 初めに、(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
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の指定等について御審議をお願いしたいと思います。 

  初は、動物用生物学的製剤調査会関係の①アビテクト IB／AK の製造販売承認の可否及び 

再審査期間についてです。調査会座長の明石先生から御説明をお願いいたします。 

○明石委員 アビテクト IB／AK は、財団法人 化学及血清療法研究所から製造販売承認申請さ

れました鶏伝染性気管支炎ウイルス AK01 株を有効成分とする鶏用の生ワクチンであります。 

  本製剤は平成 20 年８月８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。よろしく

お願いします。 

○赤堀部会長 お願いいたします。 

○事務局 事前に配付させていただきました赤の資料番号１番を御用意ください。本製剤は、

財団法人 化学及血清療法研究所から製造販売承認されましたアビテクト IB／AK でござい

ます。 

  申請書（写）というタグをお開きください。１ページの５番に成分及び分量欄がございま

す。主剤にございますように、本剤は発育鶏卵培養鶏伝染性気管支炎ウイルス AK01 株を主

剤とする鶏用の生ワクチンでございます。 

  次に、飛びますが、資料概要というタグをお開きください。下にページが振ってございま

すが、概要４の次のページになります横表をお開きください。 

  一番左が本申請製剤になりますが、右に３製剤、記載されております。既に承認されてお

ります鶏伝染性気管支炎ウイルス単味の生ワクチンで、用法も本製剤と同じく点眼、散霧、

飲水のものがございます。こちらには３製剤のみが記載されておりますが、そのほかにも承

認されております鶏伝染性気管支炎ウイルスの単味の生ワクチンは多数ございますが、本製

剤 AK01 株は既に承認されております製造用株と血清学的性状が異なることから、新有効成

分含有動物用医薬品として御審議をお願いいたします。 

  詳細につきまして、概要で御説明させていただきます。以下、鶏伝染性気管支炎ウイルス

のことを IB と略して御説明させていただきます。 

  まず、資料番号１番、起源及び開発の経緯です。概要というタグ、戻っていただきまして、

開いていただき、次ページをお願いいたします。1.1.1 に記載されておりますように、IB は

IB ウイルス――以下 IBV と略させていただきます――の感染により発症する急性伝染病で、

感染した鶏は主に呼吸器症状、下痢、腎炎及び産卵低下を起こします。また、複合感染症の

原因ウイルスとして農場に甚大な被害を与えます。中和抗原領域であるＳたんぱく遺伝子の

変異頻度が高く、そのため IBV の血清学的性状は非常に多様であり、現在まで変異による新

たな株に対してワクチンが開発されてきました。 

  ２ページをお願いいたします。表１は 1994 年から 2001 年の野外分離株の中和反応とＳ１

遺伝子の RFLP 型を示しております。年代の経過とともに、既知の４つの血清型のいずれと
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も反応性の低い株が増えてきており、また RFLP ではⅦ型を示す株が増えてきております。

つまり、既承認のワクチンに対する抗体では中和されない株が増加し、新しい血清型の変異

株の出現が示唆されております。そこで、ここに示す 15 番の株を本株の製造用株として開

発されたものが本申請製剤となります。 

  ３ページをお願いいたします。表３は野外鶏血清の AK01 株に対する抗体保有状況を示した

ものです。あらゆる日齢及び地域で高い抗体保有率を示し、AK01 株に血清学的に近縁な野外

株の存在が示唆されております。 

  以上のことから、本製剤は近年になり出現した特徴的な RFLP パターンのⅦ型を示し、野外

株に対する中和試験により多くの株で交差中和反応性が認められた株をワクチン製造用株と

して開発されたものでございます。 

  次に、資料番号２番、物理化学的試験について説明させていただきます。７ページをお開

きください。2.1.1.3 では、図１に AK01 株の作出過程を示しております。こちらに示します

ように、野外分離株を発育鶏卵及び初代鶏腎培養細胞で、鶏腎細胞の培養では 50 代以上継

代したものを本生ワクチンの製造用株 AK01 株として作出しております。 

  2.1.1.4 では、野外分離後、低継代株、図１の vAK01－CK4E1 株と AK01 株の鶏に対する病

原性を比較し、８ページをお願いいたします、表６に示しますように、AK01 株及び vAK01－

CK4E1 株を比較しますと、こちらに示しますように、臨床症状、増体率から十分に弱毒化さ

れていることがわかりました。 

  同様に、飛びますが、概要の 11 ページをお開きください。こちら 2.1.2.6 では気管線毛に

対する病原性が示されております。表 10 に示されていますように、AK01 株は vAK01－CK4E1

株と比較して弱毒化されていることが確認されました。 

  済みませんが、戻りまして、９ページをお願いいたします。2.1.2.3 では同居感染試験を

行い、表７に示されていますように、同居鶏の臨床症状、中和指数から AK01 株は同居感染

することが示されております。 

  次に、2.1.2.4 では病原性復帰否定試験が行われ、AK01 株を鶏に 10 代継代した場合、10

ページをお願いいたします、表８に示されておりますように、臨床症状及び中和指数の上昇

は、AK01 株と 10 代継代した AK01－C10 株ではほぼ同等でした。増体率では両株とも非投与

対照群とはｔ検定で有意差は認められなかったのですが、AK01 株と AK01－C10 株の間では有

意差が認められました。そのことから、10 代継代した場合に、増体に影響を及ぼす変化を示

す可能性は否定できませんが、表９に示すウイルス分離の成績及び臨床症状の変化は認めら

れないことから、病原性はやや増強しても、その程度は低いと考えられました。 

  12 ページをお願いいたします。2.1.2.8 では、表 12 に示す AK01 株の血清学的性状が交差

中和試験で確認され、また 2.1.2.9 では、13 ページの表 13 に示しますように、Ｓ１たんぱ

く遺伝子の塩基配列を解析することにより遺伝学的性状で確認されました。いずれにつきま

しても、既承認の生ワクチンにない新しい型に分類されることが示されております。 
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  13 ページをお願いいたします。2.1.2.11 では AK01 株の鶏体内での増殖性が確認され、表

15 に示されますように、AK01 株では呼吸器及び消化器官から回収され、両臓器に親和性の

高いウイルスであることが確認されました。投与後、ウイルスが回収される期間は３週まで

で、４週目には消失することも確認されております。 

  概要の 15 ページをお願いいたします。2.1.2.13 では、本製造用株及び既承認ワクチン株

の気管線毛に対する病原性の比較試験が実施されました。本製造用株の病原性は供試した７

株の IB 生ワクチン株の中で中間に位置するものでした。また、2.1.2.14 では、AK01 株及び

既承認の生ワクチン株の安全性及び有効性が比較され、概要 16 ページ、表 16 に示されてお

りますように、AK01 株は、有効性は抗体の立ち上がりが１週間遅いものの、それ以降は同等

であり、表には示しておりませんが、臨床症状に差は認められませんでした。 

  次に、資料番号３番、製造方法について説明させていただきます。概要 18 ページをお願い

いたします。図３に示しますように、発育鶏卵に主ウイルスを接種し、培養尿膜腔を採取、

遠心濾過する製法で作製されております。本製造方法は現在、既承認製剤で制定されており

ます製剤基準に記載の方法と同じ方法となります。 

  次に、資料番号５番、安定性試験について説明させていただきます。試作ワクチン３ロッ

トの２～５℃における保存安定性について検討され、その結果、19 ページから 21 ページの

表 21 に示しますように、39 カ月間保存後もすべての検査項目で適合し、安定であることが

確認されました。以上より、有効期間は３年間とされております。 

  資料番号９の安全性に関する試験について説明させていただきます。22 ページをお願いい

たします。初生びなに散霧と４日齢に点眼及び経口の３とおりの投与経路につき試作ワクチ

ン１及び 100 用量を投与し、投与後 21 日目に１及び 100 用量すべて経口投与しました。次

の 23 ページをお願いいたします。表 23 に示しますように、投与後の臨床症状はくしゃみを

主とする一過性の呼吸器症状が用量相関的に見られております。 

  24 ページをお願いいたします。病理組織学的検査では気管の炎症がいずれの投与経路、用

量にも認められ、点眼投与では投与部位の眼球結膜にも炎症が認められました。いずれの所

見も２回目投与後では、より軽度になりました。そのほかの成績に試作ワクチンに関連する

変化は認められませんでした。 

  なお、散霧投与及び経口投与の 100 用量投与群ではそれぞれ１羽が死亡しましたが、いず

れも病理組織学的検査で気管の炎症が軽度であったこと、及び小型の体形であったことから、

試作ワクチンの直接な影響による死亡とは考えがたいものでした。 

  以上のことから、試作ワクチンは鶏に散霧、経口及び点眼投与した場合、一過性に呼吸器

症状が認められるものの、１用量では安全性に問題がないことが示唆されました。 

  次に、資料番号 10 番、薬理試験について御説明させていただきます。25 ページをお願い

いたします。10.2 では、 小有効抗原量及び発症防御に必要な抗体価が検討されました。そ

の結果、26 ページの表 26 に示しますように、気管線毛の運動から確認された発症防御が
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100％を示す○○○○○○○○○○○○、発症防御抗体価は中和指数 2.0 以上となりました。 

  10.3 では、抗体出現時期及びその持続が確認されまして、27 ページの図４で示されますよ

うに、ワクチン投与後、中和指数は３週目には発症防御レベルの 2.0 以上に達し、その後、

６カ月まで高い水準を持続いたしました。 

  28 ページの 10.5 では、４、18、33 及び 120 日齢の鶏 10 羽に点眼投与し、２、３及び４週

後の中和指数を測定した結果、表 28 にございますように、４日齢で中和指数の上昇が３週

以降と他の週齢と比較して遅いものでございましたが、３週以降の群は差が認められません

でした。 

  次に、30 ページをお願いいたします。10.8 では、AK01 株ワクチン投与鶏の血清学的性状

の異なる野外分離株に対する防御効果を示しております。その結果、表 31 に示しますよう

に、AK01 株は市販のワクチンと同様に、血清学的に近縁な野外株については有効ですが、

No.33、No.35 のように、血清学的性状が異なる株については有効性が低いことが示されてお

ります。 

  後に資料番号 14 番、臨床試験について御説明させていただきます。概要の 31 ページを

お願いいたします。表 32 に試験の概要を示しております。レイヤー施設１カ所、プロイラ

ー施設２カ所で治験を実施しております。散霧、飲水、点眼投与の３経路の投与群に対し、

有効性、安全性を評価いたしました。 

  32 ページをお願いいたします。本臨床試験では、いずれの施設においても IB の流行が認

められず、治験開始時の中和指数平均値が 2.0 以上であったため、判定基準につきましては、

こちらの有効性(1)の②の評価方法が採用されました。36 ページをお願いいたします。この

図は抗体価の推移を示しておりますが、いずれの群も有効性の評価基準である６週までに中

和指数 2.0 以上を満たしておりました。 

  39 ページをお願いいたします。表 34 は安全性評価の総括です。散霧、飲水及び点眼投与

のいずれの試験群におきましても、すべて安全性評価項目で安全性が確認されました。ただ

し、大腸菌症が発生した試験３では体重及び育成率は対照群と比較して有意差を生じた時期

がございましたので、大腸菌症に被験薬投与が影響を与える可能性が否定できませんでした。

したがって、大腸菌症の発生農場では本製剤の使用を控えることが望ましいと考えられ、使

用上の注意（鶏に対する注意の３．相互作用）に、「大腸菌症等の感染がある場合は鶏伝染

性気管支炎生ワクチン投与により、症状が悪化する場合があるので注意すること」と記載さ

れております。 

  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。

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 20 年８月８日の動物

用生物学的製剤調査会で御審議いただきまして、事前の調査、審議を終了し、本部会に上程

して差し支えない。なお、再審査期間は新有効成分含有動物用医薬品として６年とされてお

ります。 
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  以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  ただいま事務局から説明をいただきましたが、委員の先生方で御質問、御意見等ございま

すでしょうか。 

○山田委員 私も調査会のメンバーですけど、その場で聞き逃したことがあって、生ワクチン

で同居感染が起こるようなものについては、マーカー試験みたいなものを設けなくても別に

問題ないのでしょうか。 

○事務局 この種の生ワクチンについては、マーカー試験は必ずしも要求しておりません。で

すので、既承認のものも特段しておりません。 

○赤堀部会長 よろしいでしょうか。 

  そのほかいかがでしょうか。 

  特に御意見がないようですので、事務局案を了解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した。 

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

有効成分含有動物用医薬品ということで６年とさせていただきます。 

 

  ② パルボテック（メリアル・ジャパン株式会社） 

 

○赤堀部会長 続きまして、②パルボテックについてです。製造販売承認等の可否及び再審査

期間について、調査会座長の明石先生からお願いいたします。 

○明石委員 パルボテックはメリアル・ジャパン株式会社から製造販売承認申請されました豚

パルボウイルス・K22MF15ST94／626 株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 20 年８月８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

議を終了して、本部会に上程されるものです。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あります。よろしくお願い

します。 

○赤堀部会長 お願いいたします。 

○事務局 事前にお送りいたしました赤の資料番号２番を御用意いただきたいと思います。表

紙を開いていただきまして、 初の審議経過票をご覧いただきたいと思います。 

  本剤につきましては、メリアル・ジャパン株式会社より製造販売承認申請されましたパル

ボテックという豚用の不活化ワクチンでございます。成分・分量は豚精巣株化細胞培養豚パ

ルボウイルス K22MF15ST94／626 株。これを不活化抗原の主剤といたしまして、アジュバン

トとして軽質流動パラフィン、オレイン酸マクロゴール、脂肪族アルコール及びポリゾール

エーテルを添加している製剤でございます。 
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  用法・用量は、繁殖豚に初回免疫する場合、１用量である２mL を交配前に３週間隔で２回、

耳根部後方の頚部筋肉内に注射をする。次回以降の繁殖時に追加免疫する場合は、泌乳期間

中の遅くとも離乳期までに同様の頚部筋肉内に１回注射するというものでございます。効

能・効果は豚パルボウイルスによる死流産の予防とされております。 

  添付資料の概要と書かれましたタグ、緑色の紙でございますけれども、こちらを開いてい

ただきまして、概要の１ページ目をご覧いただきたいと思います。 

  豚パルボウイルス感染症につきましては、豚パルボウイルスの感染による妊娠豚の異常産

を特徴とする疾病でございます。通常では、このウイルスに豚が感染した場合は症状を示す

ということはないのですけれども、妊娠豚が感染した場合には死産あるいは流産等を引き起

こすということで、生産上、非常に大きな問題になるという疾病でございます。 

  また、このパルボウイルスにつきましては非常に抵抗性が強いというウイルスでございま

すので、外界の感作等で容易に不活化しないということで、一度農場に入りますと清浄化が

非常に難しいウイルスということで知られているものでございます。 

  また、一般に経産豚では 80％以上が既にパルボウイルスに対する抗体陽性ということであ

ることも言われておりますけれども、概要の８ページの表 1-2 にございますように、現在に

おいても発生が認められているものでございます。 

  戻っていただきたいのですが、概要の５ページをご覧いただきたいと思います。パルボウ

イルスに対する不活化の単味ワクチンにつきまして、表 1-1 の比較表にあるようなワクチン、

一番左側が今回の申請製剤でございますけれども、このようなものが既に承認されておりま

す。これらワクチンにつきましては、アジュバントが添加されているワクチンが今までない

ということで、パルボの単味のワクチンにアジュバントが入っているというものが今回初め

てということで、本剤につきましては新剤型動物用医薬品ということで本日、御審議いただ

くものでございます。 

  また、本剤につきましては、従来のワクチンよりも不活化前のウイルス量が多く含まれて

いるということで、防御に有効な抗体価を交配後、分娩から哺乳期まで長期間、十分に維持

して、１回の繁殖サイクルの全期間にわたって確実に当疾病を予防するということをねらっ

たワクチンとなっております。 

  12 ページをご覧ください。表 1-3-1 がございます。本剤につきましては、1983 年にフラン

スで承認されて以来、2007 年４月現在、ヨーロッパ、アジア及び南米の各国、あるいはオー

ストラリア、ニュージーランド、計 28 カ国で既に承認されているものでございます。 

  飛びますけれども、29 ページをご覧いただきたいと思います。物理的・化学的試験に関す

る資料でございます。まず製造用株の由来及び作出方法でございます。本製剤に使用されま

す製造用株のもととなった株につきましては、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○たものを製造用の原株としておるものでございます。 
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  36 ページをご覧いただきたいと思います。本製剤で免疫した豚の血清と既承認製剤で免疫

した豚の血清について、それぞれの製造用株を HA 抗原としまして、HI 試験を行って、本剤

と我が国における既承認製剤との血清学的交差性を確認しております。既承認ワクチンとし

ては○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○を用いまして、両製

剤について、用法・用量に準じて注射した豚から得られた血清を、製造用株と同じ HA 抗原

を用いまして、それぞれホモとヘテロで HI 試験を実施しております。 

  結果につきましては、37 ページの表１にございます。本製剤のホモの HA 抗原で行った HI

試験では、HA 抗体価は○○○○○、本製剤の血清と既承認製剤の HA 抗原を使った場合は、

HI 試験でも同様の○○、○○の抗体価を示しておりました。それに対しまして、既承認製剤

で免疫した豚血清では、ホモの場合は○○、ヘテロの場合は○○という抗体価を示しており

ました。これらのことから、本剤に使用されております製造用株は日本の既承認ワクチンと

交差性を示しまして、既承認製剤と同等以上の免疫原性を有する株であるということが考え

られました。 

  飛びますけれども、122 ページをご覧いただきたいと思います。本ワクチン３ロットにつ

いて、２～５℃の保存温度において長期保存安定性試験を実施しております。試験成績は

125 ページから 127 ページにございますけれども、いずれのロットにおきましても、輸入後

24 カ月間、規格に適合しているということが示されております。このため輸入後 24 カ月間

の安定性が確認されているということでございます。また、安定性試験については現在も継

続中ということでございます。 

  128 ページをご覧いただきたいと思います。安全性試験でございます。129 ページの表に試

験群の設定がございます。こちらに６カ月齢の豚、各４頭に常用量群では被験薬２mL、高用

量群では４mL、対照群としまして生理食塩液を４mL。○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。結果は 133 ページか

らございます。一般的な臨床症状の観察については表１にありますように、異常な所見は見

られなかったというところでございます。 

  体温につきましては、134 から 136 ページの表 2-1 から 2-3 及び図 1-1 から 1-3 というと

ころにございますように、すべての群で１から３回目のいずれの投与群におきましても

39.5℃以上の発熱はなく、正常な体温の範囲で推移しております。また、投与群と対照群に

統計学な有意差は認められませんでした。 

  体重につきましては、137 ページの図 2-1、各群の平均体重の推移をご覧いただきたいと思

います。表３に各群の平均体重を示しております。増体重の統計学的な解析では、いずれの

期間とも投与群と対照群で差は認められなかったという結果でございます。 

  138 ページの表４に投与部位の注射局所の反応発現率を示しております。いずれの群にお

きましても、３回の投与部位に壊死及び化膿巣は認められず、投与後の注射局所に腫脹、硬
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結、熱感は認められませんでした。 

  次に、血液学的な検査の結果を 140 ページの表 5-1 及び 141 ページの表 5-2 に示しており

ます。赤血球数、ヘモグロビン量あるいは PCV については、いずれの測定時点においても投

与群と対照群に有意な差は認められませんでした。 

  ただ、白血球数については、対照群と比較して高用量群の３回目注射の直前、こちらの白

血球数が有意に高くなっておりましたけれども、有意差が認められたのがこの１時点のみで

あるということと、投与後の推移において、特に同様の増加の傾向は見られなかったという

ことから、このワクチンの投与に起因するものではないという判断がされております。その

他の検査時点においては、対照群と投与群に有意な差は認められておりません。 

  次に、血液生化学的な検査の結果については 142 ページの表 5-3 にございます。クレアチ

ニンキナーゼと GOT について見ておりますけれども、これについても対照群と投与群で有意

な差はなかったという結果になっております。 

  次に、各群の臓器重量を 143 ページの表 6-1 に、体重比については 144 ページの表 6-2 に

示しております。また、剖検所見について、145 ページの表７に示しているところでござい

ます。全剖検動物の臓器、組織に異常は認められず、臓器重量及びその体重比についても、

それぞれの群で有意差は認められませんでした。 

  また、145 ページの表７で、投与部位の筋肉における剖検所見でございますが、常用量群

における投与部位の筋肉の白色の粒状物について、経時的な減少の傾向を示しまして、１回

目投与後の 91 日時点におきましては、投与部位の軽度な筋肉の色調変化が４頭中３頭に認

められましたけれども、白色粒状物質は全頭でスコア０という形になっておりました。当該

剖検所見の写真につきましては 148 ページの後のところについております。 

  また、病理組織学的な検査につきましては 147 ページの表８にございます。写真について

は、先ほどの剖検所見の後に添付しております。 

  先ほどの剖検で筋肉の変色が見られた個体での病理組織学的検査では、軽度の細胞浸潤と

肉芽腫様の変化が認められましたけれども、この変化は線維化しておりまして、修復過程の

末期であるということが確認されております。また、１回目投与後、91 日目の投与部位にお

きましては、筋肉の変性については認められませんでした。 

  このように１回目投与後 91 日の投与部位における剖検所見及び病理組織学的所見において、

注射局所に壊死、変性、癒着等の異常が認められず、アジュバント成分による所見が筋肉実

質に認められなかったことから、本ワクチンに含有しているアジュバントの消長期間は投与

後 91 日と考えられまして、本ワクチンについては、と畜場出荷前 13 週間は使用しないこと

という使用制限期間が設定されております。 

  149 ページをご覧ください。薬理試験でございます。154 ページに、本ワクチンの豚パルボ

ウイルスの強毒株で攻撃した有効性試験を添付しております。未経産豚 11 頭に本ワクチン

を１回投与いたしまして、６頭を無投与対照としております。これらの供試豚を自然交配さ
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せまして、妊娠した豚 15 頭、試験群 11 頭、対照群４頭について、妊娠 40 日目に強毒パル

ボウイルスで攻撃しております。 

  妊娠後 98 日目に供試豚を剖検して胎子を検査するとともに、攻撃時及び防御時に採取した

母豚の血清の HI 抗体価を測定しております。成績につきましては 156 ページの表 10-2-4 に

ございますけれども、対照群ではすべての個体がパルボウイルスに感染しておりまして、胎

子の感染率は 97％、それに対しまして、ワクチン投与群では、感染率は０％となっておりま

す。 

  また、攻撃時の母豚の HI 抗体価は、ワクチン投与群では○○○○○○の範囲、対照群では

○○○○○○の範囲であったということで、このワクチンの 小有効抗体価は母豚において

○○以上とされております。 

  また、160 ページから本ワクチンの抗原量と抗体価の関係について検討しております。不

活化前抗原量、○○、○○、○○○○○／ドーズの程度に調整したワクチンを豚パルボウイ

ルス抗体陰性豚に投与いたしまして、抗体の出現時期と抗原等を産生される抗体価の関係に

ついて検討しているところでございます。結果については 163 ページの表２として、個体別

の HI 抗体価、164 ページに表３及び図１として、抗原量と抗体価の相関及び抗体陽性率の推

移を示しております。表２及び図１に示しますように、不活化前の抗原量が高いほど抗体の

陽転時期は早く、高い抗体価が認められまして、表３に示しますように、抗原量と抗体価の

間には投与後４週及び５週において相関が認められております。 

  また、表２に示しますように、抗原量が既定値以下でございます○○、○○のものにおき

ましても、２回投与後２週目においては 小有効抗体価を上回る抗体価を示しておりました。

このことから、本ワクチンの有効抗原量は不活化前ウイルス量として１用量当たり○○○○

○○以上であるとされております。 

  次に、165 ページから免疫の持続について検討しております。パルボウイルス抗体陰性農

場において実施した臨床試験の成績から、本ワクチンの用法・用量どおりに、３週間隔で２

回、筋肉内に注射いたしまして、初回投与後 23 から 33 週、これは分娩後２週でございます

けれども、そこまでの４時点の抗体価を調査しております。 

  結果は 167 ページの表１に示しております。追加投与後３から７週には全頭ＨＩ抗体価○

○以上に陽転しておりまして、その抗体価は分娩後２週（20 から 33 週）まで維持をされて

おりました。このことから、本ワクチンを用法・用量どおりに投与すれば、妊娠期間中だけ

ではなくて、哺乳中においても防御に必要な抗体価が維持され、繁殖豚の繁殖サイクル１回

分を十分にカバーできると考えられております。 

  174 ページをご覧ください。 後に臨床試験でございます。まず○○○におきます２カ所

の豚パルボウイルス陽性農場におきます臨床試験成績でございます。供試頭数は 175 ページ

の表 1-3 にございますけれども、試験群として 82 頭、対照群として 30 頭の豚を供試してお

ります。これらの豚は治験開始２週間前に HI 抗体価を測定いたしまして、抗体価 40 倍以下
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のものをＬ区、80 倍以上のものをＨ区という形で割りつけを行っております。対照群には、

既承認ワクチンであります○○○○のワクチンを使用しております。 

  まず、分娩前の母豚に対する安全性でございます。176 ページの表 1-4 に示しますように、

投与群において 72 頭中７頭に一過性の発咳が観察されましたけれども、対照群においても

同じように発咳あるいは発熱が観察されたということから、この被験薬に起因する徴候では

ないという判断がされております。 

  また、注射局所の観察については 177 ページの表 1-5 に示しますように、いずれの農場に

おきましても腫脹等の異常は観察されませんでした。また、試験群の受胎率、異常産発生率

及び異常新生豚の発生率については、177 ページの表 1-6 にございますが、このとおり対照

群と試験群は同程度ということでございました。 

  次に、分娩後の母豚に対する安全性でございます。さきの 176 ページの表１のとおり、被

験薬注射後７日に 56 頭中１頭で一時的な食欲の低下と発熱が観察されましたけれども、こ

れは治療することなく速やかに回復したということでございます。また、注射局所の反応に

つきましては、177 ページの表 1-5 のとおり、分娩前と同様に腫脹等は観察されておりませ

んでした。また、試験群の母豚ごとの新生豚離乳時の平均体重及び離乳までの平均日数でご

ざいますけれども、178 ページの表 1-7 に示しますとおり、対照群と同程度の成績でござい

ました。 

  次に、有効性についてでございます。178 ページの表 1-8 において、本農場で採取されま

した胎盤あるいは異常産子からパルボウイルスが取れなかったということで、本農場には流

行がなかったということで、抗体価によって有効性の評価を行っております。 

  結果については、治験前の抗体価が低かったＬ区、あるいは抗体価が高かったＨ区、これ

らの抗体価の高低にかかわらず、治験薬群の注射後９週目の抗体応答は良好で、対照群との

比較においても抗体価及び抗体応答陽性率ともに同等以上であったということから、本ワク

チンは有効であると判定されております。また、分娩後も高い抗体価が維持されていること

が確認されております。 

  次に、182 ページをご覧いただきたいと思います。こちらは豚パルボウイルス抗体陰性の

農場であります○○○で行った臨床試験の成績でございます。供試頭数につきましては表 2-

3 にございますように、試験群で 17 頭、対照群で５頭となっております。本治験においては、

対照群は無投与の対照群、ネガティブコントロールとなっております。 

  成績でございますけれども、分娩前の母豚に対する安全性は 184 ページの表 2-5 に示しま

すように、臨床症状の観察では、試験群において熱射病による急性心不全で死亡したと考え

られた１例を除きまして、全頭で異常は確認されていないということでございます。また、

184 ページの表 2-6 に示しますように、注射局所に腫脹、硬結等は観察されませんでした。 

  また、受胎率異常の発生率については、185 ページの表 2-7 に示しますように、対照群と

試験群では同程度でございましたけれども、186 ページの表 2-9-2 にありますように、対照
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群の１頭で PRRS に感染した個体がございました。これで、異常新生豚の発生率について、

試験群が対照群よりも有意に低いという結果になっております。この PRRS に罹患いたしま

した１頭を除いた場合には、異常新生豚の発生率については試験群 3.6％、対照群 7.8％と

いうことで、有意な差は認められないという結果になっております。 

  当該農場におきまして、治験対照疾病の発生が認められなかったことから、本治験薬注射

によるこの効果との関係は明らかでございませんでしたけれども、試験群の異常新生豚発生

率が対照よりも低かったことから、本被験薬を注射することによって分娩に異常を及ぼさな

いことが確認されております。 

  次に、分娩後の母豚に対する安全性につきましては、184 ページの表 2-5 にございますよ

うに、臨床症状では異常は認められておりません。また、表 2-6 に注射局所でございますけ

れども、これも異常はございませんでした。 

  また、185 ページの表 2-8 にございますように、分娩後の泌乳期間中に３回目の注射を実

施いたしました試験群－１の供試母豚ごとの新生豚の離乳時の平均体重及び離乳までの平均

日数は、３回目の注射を行わなかった試験群－２と比較して同程度であったということでご

ざいます。有効性につきましては、先ほどと同様に、本農場で豚パルボウイルスの流行が認

められなかったということで、抗体価により判定をしております。 

  187 ページの表 2-10 に示しますように、試験群では治験開始前に全頭で抗体価 20 倍未満

でございましたけれども、○○○○○○○○○○○には全頭で陽転いたしまして、○○○○

○の抗体価が認められております。それに対しまして、対照群では抗体価は 20 倍未満とい

うことになっております。以上のことから、本ワクチンについては有効であるということが

確認されております。 

  また、先ほども薬理試験のところで御説明いたしましたけれども、初回注射後 20 から 33

週目まで高い抗体価を維持していたということで、長期間の免疫持続が観察されているとい

うことでございます。 

  初の審議経過票に戻っていただきまして、本製剤につきましては、平成 20 年８月８日の

動物用生物学的製剤調査会において御審議いただきまして、本日、上程されるものでござい

ます。御審議のほど、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。 

  ただいま事務局から御説明いただきましたが、委員の先生方で御質問、御意見等ございま

すでしょうか。 

○村上委員 一つ教えてください。ワクチンを接種して、その子豚を繁殖母豚に供する場合、

移行抗体はアジュバントを用いたワクチンということで、どれくらい持続するのかはお調べ

になっているのでしょうか。 

○事務局 繁殖豚に投与するワクチンということで、移行抗体の持続は検討しておりません。 

○村上委員 というのは、ピッグサイクルが非常に短いですから、半年ぐらいで種つけを始め
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ると思うんですね。移行抗体の持続がアジュバントワクチンだということで長ければ、ほか

の生ワクチンが効かなくなってしまうおそれもあると思うんですね。 

  ですから、移行抗体がどれぐらい持続するかということは、ほかの豚パルボウイルス病と

の混合ワクチン等、いろんなワクチンとの関係も大変重要なことではないかと思うので、承

認された後でも結構ですけれども、もし追跡調査があるならば調べられた方がいいと思いま

す。 

  例えば 180 ページで、抗体陰性群にワクチンを接種して、既存の不活化ワクチンとアジュ

バントワクチンとでは明らかにアジュバントワクチンの方が抗体応答はいいですよね。分娩

した子豚を例えば繁殖母豚に使う場合には、半年ぐらいすると種つけしますから、既存のワ

クチンはその前に打ち始めますので、この不活化ワクチンによる移行抗体はどれぐらい持続

するかということは、ほかの生ワクチン等の製剤にも若干影響するかもしれない。それ程長

期間持続しなければ問題はないと思いますけれど。 

○事務局 わかりました。 

○赤堀部会長 村上先生の御意見は子豚に対する他のワクチンの接種について重要な情報とし

て知っておきたいということで、そういうことをメーカー側にお願いすることはできるので

しょうか。 

○事務局 それは可能だと思います。 

○赤堀部会長 それでは、村上委員の御意見を事務局で反映させていただくことにしていただ

きたいと思います。 

  そのほかいかがでしょうか。 

○合田委員 余り本質的ではないですが、文章の問題です。向こうでの定量法と日本での定量

法の比較をして、データが出て、同等であるという表現をされているんですね。それは同等

ではなくて、日本のデータが多めに出ていて、逆に言うと、日本のデータでやったときの方

がより厳しくなるので、これでもいいだろうという、そういう表現にしないとおかしいと思

います。データの比較をするときに、データが違っているにもかかわらず、どれもみんな同

等であるからいいという書き方をされているので、そういうところは文章を直された方がい

いと思います。 

  一番典型的なのがチメロサールの定量法の比較でもそうですが、片方は HPLC で正確に測っ

ていまして、片方は発色で測っていますから、発色の方が数字は大きく出るんですね。日本

の試験は、そちらです。 

  だから、そういうところ、言葉の使い方として注意をされていた方がいいのではないかと

思います。 

○赤堀部会長 合田委員がおっしゃるのは、同等性試験に基づいて表現しているわけじゃない、

したがって、同等であるという表現は余り適切でないということですね。ごもっともな御意

見だと思います。以後、表現の仕方について御検討願います。 
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○事務局 適切に修正させるようにいたします。 

○赤堀部会長 そのほか、いかがでしょうか。 

 幾つか採用しなければならない御意見をいただきましたので、それらを反映するということ

を条件に、事務局案を了承したことにさせていただいてよろしいでしょうか。 

  ありがとうございました。 

○事務局 条件をいただいております。まず、本ワクチンを投与した母豚から生まれた子豚へ

の移行抗体の持続について、どれぐらいあるかということを確認するということ。その他、

比較試験方法の設定の中で、力価試験等で海外との試験法について比較しているものがあり、

その中で同等という表現があるけれども、それについては適切に改めるということ。この二

つを条件にいたしまして、承認を可として薬事分科会に報告させていただきたいと思います。

本申請製剤につきましては、新剤型動物用医薬品ということで、再審査期間は６年とさせて

いただきます。ありがとうございました。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

 

＜動物用抗菌性物質製剤調査会関係＞ 

  ③ モメタオティック（日本全薬工業株式会社） 

 

○赤堀部会長 続きまして、次の審議事項ですけれども、動物用抗菌性物質製剤調査会と動物

用一般医薬品調査会関係で、③モメタオティックについてです。これの製造販売承認の可否、

再審査期間及び毒劇薬の指定の要否についてです。抗菌性物質製剤調査会の山口座長が御欠

席ですので、一般医薬品調査会座長の和田先生から御説明をお願いいたします。 

○和田委員 モメタオティックは日本全薬工業株式会社から製造販売承認申請されたゲンタマ

イシン硫酸塩、フランカルボン酸モメタゾン一水和物及びクロトリマゾールを有効成分とし、

犬の感染性外耳炎を効能とするものです。 

  本製剤は平成 20 年５月 16 日に開催された動物用一般医薬品調査会、同年５月 14 日及び７

月 22 日に開催された動物用抗菌性物質製剤調査会において事前の審議を終了し、本部会に

上程されるものです。なお、再審査期間は新有効成分含有動物用医薬品及び新動物用配合剤

ということで６年になります。詳細につきましては事務局から説明があります。よろしくお

願いいたします。 

○赤堀部会長 事務局にお願いですが、委員の先生方は事前に資料を読んできておりますので、

長くても 15 分程度で御説明いただければありがたいと思います。よろしくお願いします。 

○事務局 事前にお送りいたしました赤の資料番号３番を御用意いただきたいと思います。審

議経過票と書かれましたタグをお開きいただきまして、審議経過票をご覧いただきたいと思

います。こちらは事項変更の経過となっておりますけれども、事項変更でございませんので、

承認の審議経過票ということで訂正していただきますよう、お願いいたします。 
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  本剤につきましては、日本全薬工業株式会社から製造販売承認申請されましたモメタオテ

ィックでございます。本剤１mg 中にゲンタマイシン硫酸塩を３mg、ステロイド系の抗炎症剤

でございますフランカルボン酸モメタゾンを１mg、それから、抗真菌剤でございますクロト

リマゾールを 10mg 含有した犬の液剤でございます。用法・用量につきましては、犬の体重

ごとに 15kg 未満では４滴、15～24kg では６滴、24kg 以上では８滴を犬の耳道内に片耳当た

り１日１回滴下するというものでございます。効能・効果は、本剤感受性のスタフィロコッ

カス属及び Malassezia pachydermatis を有効菌種といたします犬の感染性の外耳炎の治療

となっております。 

  概要というタグを開いていただきまして、黄色い紙でございますけれども、そちらをめく

っていただきまして、概要の８ページをお願いいたします。犬の外耳炎についても発生率が

非常に高いということで、さまざまな要因で発生することが知られております。炎症が起こ

りまして、そこに二次的に細菌や真菌が感染することによって悪化するということが知られ

ております。そのために抗生物質、抗真菌剤により、この細菌、真菌を除去した場合でも炎

症が残るということから、抗菌性物質や抗真菌剤とともに、抗炎症剤が併用されるというこ

とが一般的になっております。 

  概要の８ページの表 1-7-1 といたしまして、今回の申請製剤の既承認の犬の外耳炎治療薬

の比較表がございます。こちらの一番左側が今回の申請製剤となっております。こちらの一

番右側に、同じ日本全薬工業株式会社が承認を有しておりますオトマックスという製剤がご

ざいます。この製剤については、オトマックスに含まれております抗炎症のステロイドの成

分でございます吉草酸ベタメタゾンを抗炎症効果のより強いフランカルボン酸モメタゾンに

変更いたしまして、投与回数を１日１～２回から、１日１回に変更したものでございます。

このフランカルボン酸モメタゾン一水和物は動物用医薬品として初めての成分であるという

ことで、本剤は新有効成分含有動物用医薬品及び新動物用配合剤ということで本日、御審議

いただくものでございます。したがいまして、本申請についても、フランカルボン酸モメタ

ゾンを中心に取りまとめられているものでございます。 

  戻っていただきまして、概要の４ページ目をご覧いただきたいと思います。本剤の外国に

おけます承認状況でございます。米国で 2000 年に、オーストラリアで 2001 年に承認されて

いるものでございます。 

  それで、50 ページをご覧いただきたいと思います。50 ページにフランカルボン酸モメタゾ

ンの安定性試験の成績がございます。こちらの方で、室温での安定性の試験あるいは加速試

験、苛酷試験、あるいは光安定性試験について実施をしております。 

  原体の安定性といたしましては、少なくとも 12 カ月の安定性が確認されているというもの

でございます。光安定性につきましては、条件によっては光での分解が認められましたけれ

ども、製造時の光の照射の条件下において変化は認められず、フランカルボン酸モメタゾン

一水和物は、この製造環境において光安定性を有していることが確認されております。 
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  53 ページをご覧いただきたいと思います。製剤の安定性でございますけれども、長期の安

定性試験については 54 ページと 55 ページの表 4-2-1 から表 4-2-3 に示しております。この

中で、長期の保存試験では 12 カ月の安定性を示しているということでございます。加速試

験としまして、40℃±２℃で 12 カ月あるいは６カ月実施した中では、性状や含量等に変化

はないということでございます。また、光安定性試験については 57 ページの表 4-2-6 にあ

ります。この中では、未包装のものについてはフランカルボン酸モメタゾンにおいて光の分

解性が認められましたけれども、次の表 4-2-7 で、包装品ではいずれの成分とも定量値に変

化は見られなかったということです。これらの結果から、当該製剤につきましては、室温保

存中で少なくとも 12 カ月は安定であることが確認されております。 

  58 ページをご覧いただきたいと思います。フランカルボン酸モメタゾンの毒性試験の成績

がございます。急性毒性試験の成績については 59 ページの表 5-1-1-2 にまとめております。

ＬＤ50 につきましては、マウスの皮下投与では 2000mg／kg 以上、ラットの経口投与では

4000mg／kg 以上、経皮投与で 75mg／kg 以上、ＳＤ系ラットの皮下投与では雌で 468.8mg／

kg、雄で 461.5mg／kg、Wistar 系のラットで皮下投与では雌で 617.9mg／kg、雄では

300.3mg／kg ということでございました。主な臨床症状では体重の増加抑制、剖検所見では

リンパ系の組織委縮、副腎、胸腺の委縮あるいは頚部リンパの腫大が認められております。

また、犬における 7.5mg／kg の経皮投与の急性毒性試験では、異常は認められておりません

でした。 

  それ以降、亜急性毒性試験、慢性毒性試験、特殊毒性試験ございますけれども、それの中

ではフランカルボン酸モメタゾンを含みますコルチコステロイド系に特有の副作用というか、

毒性というか、変化は認められましたけれども、フランカルボン酸モメタゾン独自の変化は

認められなかったというものでございます。 

  88 ページから、対象動物を用いた安全性試験がございます。５カ月齢のビーグル犬に常用

量 0.1ｇ、５倍量 0.5ｇ、対照といたしまして生理食塩水 0.5ｇを１日１回７日間、点耳投与

を行いまして、一般状態、投与部位の観察、体重測定、血液生化学検査、血液学検査、ある

いは試験終了後に剖検をいたしまして、器官重量を測定して、病理学的な検査も行っており

ます。結果については 89 ページから 92 ページの表 6-2 から表 6-6 に示しております。ほと

んどの試験項目において常用量群、５倍量群とも有意な変化は見られなかったということで

ございます。 

  92 ページの表 6-6 に示しましたように、５倍量群におきましては、コルチコステロイドの

一般的な変化でございます副腎の絶対あるいは相対的な重量の減少が認められましたけれど

も、これはフランカルボン酸モメタゾン特異的な反応ではないということで、本剤の常用量

使用においては安全上問題ないということが結論づけられております。 

  後に 109 ページの臨床試験でございます。111 ページの表 9-1-1 及び表 9-1-2 にござい

ますように、国内で２カ所の治験施設において合計 18 カ所の動物病院で治験を実施してお
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ります。治験薬としては、本剤を１日１回、対照薬としてはオトマックスを１日２回７日間

投与という形にしております。被験薬群では 86 症例、対照薬群では 25 症例を割りつけてお

ります。有効性の評価については、不快感、炎症反応、腫脹、滲出液の一般症状を観察いた

しまして、それをスコア化して算出される有効率をもとに有効性を判定しております。また、

分離されました細菌、真菌を分離同定いたしまして、ゲンタマイシンあるいはクロトリマゾ

ールによる薬剤感受性試験を実施しております。 

  有効性につきましては、113 ページの表 9-1-5 に炎症に関する臨床スコア及び改善率が示

されております。各観察項目では、投与前に比較して有意に改善がされておりまして、対照

群、被験群の両群間に差はないということでございます。また、臨床スコアの改善率につき

ましても、両群間に差はないということでございました。 

  臨床スコアの改善率から算出されました有効率について、同じページの表 9-1-6 に示して

おりますけれども、被験薬の投与群は有効率として 75.9％、対照群では 72.0％ということ

で、両群間に有意差はないということでございます。 

  細菌学的な成績を 115 ページから 116 ページに示しております。菌の分離率においては有

意な差はないということでございましたけれども、対照群が菌の分離率においてやや低い結

果となっております。今回使った被験薬と対照薬の投与回数の違いによるものということが

考えられましたけれども、本剤の１回投与でも十分な抗菌効果が得られたということと、本

剤のねらいでございます炎症に関する有効率が対照薬と同等であったということから、被験

薬は有効であるという判定をされております。また安全性につきましては、本観察期間中に

有害事象は認められなかったことから、本剤は安全であるとされております。 

  なお、本剤の劇毒薬の指定でございますけれども、薬事法施行規則、これは厚生労働省の

省令でございますけれども、そちらで既に人用の医薬品としてゲンタマイシンあるいはフラ

ンカルボン酸モメタゾンについては劇薬に指定することとされております。したがいまして、

本剤につきましても劇薬と指定するということとさせていただきたいと考えております。 

  初の審議経過票に戻っていただきたいのですけれども、本剤につきましては平成 20 年５

月 14 日及び７月 22 日の動物用抗菌性物質製剤調査会及び５月 16 日の動物用一般医薬品調

査会において御審議いただきまして、本日、上程されるものでございます。 

  それでは、御審議のほど、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。 

  委員の先生方から御質問、御意見等ございますでしょうか。 

○中川委員 初のページに動物用医薬品の審議経過票が載っていますが、ここに書かれてい

る内容のことは、特に用法・用量のところで犬の体重当たりどれくらいという指示が書かれ

ているのですが、これは外耳炎の治療薬ですね。ですから、体重当たり何滴使わなければい

けないという用法・用量は、臨床現場からいくと、不適切だと私は思います。例えば 15kg

の犬で４滴、24kg で６滴、何の根拠があってこんなことを決めているのかということが１点
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ありますね。 

  それから、 後のところですが、121 ページになります。使用上の注意は獣医師向けに書

かれているのだとは思うんですが、治療法について指示があるんですね。「必要に応じて耳

道洗浄を行い、耳道内の耳垢を除去すること」と書かれていますので、獣医師に向けて書か

れているのだと思うんですね。そうなりますと、取扱い上の注意、122 ページの３番に「犬

の外耳道にノズルの先を入れ、本体を軽く押して滴下すること」と書いてあるのですが、犬

の外耳道の中にノズルの先端を入れると、先ほど申し上げたように、何滴入れなさいという

ことが不可能です、見えないですから。 

  ですから、いろんなところで表現の矛盾があるので、これは獣医師に任せて、指示として

使わせる方法としては、症状にあった適当な量を外耳道に使用し、４日以上使用しないとい

う方が、こんな細かいことをいろいろ書いて臨床現場には合わないことを書くよりは、いい

のではないかと思うので、使用上の注意並びに投与法については、もうちょっとわかりやす

い正しい方法を表現した方がいいように思います。 

○赤堀部会長 大変難しい御意見をいただいたのですけれども、事務局はいかがでしょうか。 

○事務局 118 ページから、用法・用量の設定の根拠というところがございます。本製剤は輸

入の製剤でございまして、外国においても、このような体重分けの使われ方をしているとい

う実態がございます。あと、先発品のオトマックスについても同じような使われ方をしてい

るということで、このような用法・用量の記載をしているという状況でございます。 

  使用上の注意につきましては、適切な形に修正するように指示したいと思います。 

○赤堀部会長 実際に臨床の場で、先生のおっしゃる…… 

○中川委員 先に認可されたものはそういう表現だから、今回もこれだというのは、僕は少し

……。 近の動物医療は非常に進んでまいりまして、特にこういう症例に、耳垢を取り除い

て洗浄した後、毛を抜いて、それから適宜必要量を耳道内に注入して治療するという方法は、

従来型のものとはちょっと指示が違うんですね。従来型のものは、汚れを適当に取り除いた

後に入れなさいというものですが、これは毛まで抜きなさいという指示を出していますから、

これは普通の家庭で飼い主ができることではないわけです。 

  ですから、使用する薬剤の使用量については、体重によって耳道の容積が違うわけではな

くて、むしろ体格によって違うんですね。犬の種類によって、体重が 10kg でも耳道が広い

種類もあれば、大きくてもそんなに広くない種類もあります。特に炎症を起こした外耳炎は

耳道が狭窄してくるケースも非常に多いわけですから、獣医師に使用量は任せるという表現

に変えた方が……。いつか、どこかで変えないといけないことだと感じて申し上げたという

ことです。 

○赤堀部会長 和田先生、臨床のお立場でいかがでしょうか。 

○和田委員 中川先生の御指摘のとおりだと思います。外用薬というのは、必ずしも体重当た

り、どの程度という使い方はしません。そういう意味では、実際に使用する獣医師に任せて
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よろしいのかなという。一つの使い方としては、こういう方法がありますということだと思

いますけれども、その辺はきっちり決めるかどうかという考えがあります。 

○赤堀部会長 両先生の御発言の中で非常に難しいなと思うのは、例えば小型犬、中型犬、大

型犬によって当然違ってくるだろうと。病気になったときには、中川先生がおっしゃられた

ような状況に変わってくるかもしれませんが、大まかな犬の大きさに対して、どれだけ入れ

たいというその基準は必要だろう。そのために、体重であらわした。それを獣医師が判断し

ていけばいいだろうという形の表記できている。それをなしに、適当にという表現は非常に

難しいかなという気が一つします。 

  それから、従来の獣医師であるから当然知っているだろう、だから使用上の注意にこうい

うことを書くのは必要ないじゃないかという御意見がたくさんあったと思うんですけれども、

獣医師であるから知っていると思っていても、書くべきことは書いておきたいという形で今

まできたということがございます。 

  両先生方の御指摘はごもっともですけれども、非常に対応に難しいかなというところがあ

るのですが、他の先生方、いかがでしょうか。 

○中川委員 体重当たり何滴と決めたのは耳毒性の問題だと思うんですね。多量に溢れるほど

入れると、万が一、中に滞留した場合に耳毒性の発症が強くなるということだと思うんです。

動物って、耳の中に液体を入れると振るんですよ。入れた途端に振るんです。ですから、ど

れくらい入れても、ほとんど出てしまうというのが現状ですから、体重当たり何滴というの

は余り意味ないんですね、正直言うと。ですから、それは獣医師の裁量に任せる方法の表現

に変えた方が私はいいと思います。というのは、書かれていることを忠実に守る人もいるん

ですよ。 

○赤堀部会長 個人的に私は、体重の表現は、小型犬、中型犬、大型犬という表記かなという

ふうに理解して対応したいなと思うんです。恐らく、その程度だと思うんですが、厳密に経

口投与であるとか、注射薬の投与量でないことは御指摘のとおりだと思うんです。 

  先生、そうしますと、どういうふうにしたらよろしいですか。 

○中川委員 メーカー側に、臨床現場で使われる先生方に必要な用法・用量の表記にわかりや

すく変えていただく。特に詳しい指示がいっぱい書いてあるわけですから、それに沿って使

っていただくとするならば、それはできる先生にお任せするということです。ただ、薬剤の

毒性については、こういうことが起こりますとか、使用時期がこういうものでありますとか、

配合剤はこうであるということは、このとおりにしていただくということでよろしいのでは

ないかと思います。 

○赤堀部会長 ２つの段階があるかなという気がいたします。実際にどれだけ投与すれば効果

があるかどうかというときには、用量の関係で、表現としては何 mg であるとか、何 mL であ

るとか、何滴であるとかいう表現があるだろうと思います。そのときに投与する犬の大きさ

に関係あるということで、サイエンティフィックに考えると、これだけの大きさのものには
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これだけやった方が効果ありますという試験結果に基づいて表記している。次の段階として、

実際に獣医師が使うときには、それらの情報を理解して、適宜獣医師の判断で使えばいいだ

ろうというふうに思うんです。 

  ですから、用法・用量のところで、ざっくばらんといいますか、非常に厳密でない書き方

がいいということはわからないでもないのですけれども、そういう表記ができるかどうかと

いうのは気になるのですが、事務局、いかがですか。 

○事務局 概要の８ページに比較表がございます。右から２つ目のタリビットＬ３、ウェルメ

イトＬ３というところで、「１日１回、患部に３～５滴を原則として７日間」という書き方

があります。「原則として」の書き方を入れ込むというのはいかがでしょうか。 

○合田委員 獣医師はオールマイティだと思うんですね、このときには。だから、こういうぐ

あいに用法・用量があっても本当は、獣医師は獣医師の判断で動物に対してできるはずです

ね。我々は薬剤師なので、薬剤師と医師との関係はそういう関係で、薬剤師は、少なくとも

これを見てコメントを出しますけれども、医師が「これは私の責任でもってたくさん使う」

と言えば、「そうですか」という話になります。だから、私は、ここに書かれている表現の

ままでいいのではないかなと思うんです。 

○赤堀部会長 いかがでしょうか。臨床の現場から考えると、実際にはこういう厳密な形での

用量は投与していないということもあろうかと思うんですけれども、使用上の注意に用法・

用量として書くときには、こういう書き方が適切であるという御意見をいただいたのですが、

中川先生、よろしいでしょうか。使用上の注意のところは、別に議論させていただきます。 

○中川委員 この表記でいくと、類似薬あるいは同じ投与法のものが出てくると、前例になら

って比較表が出てきますので、いつまでもこういう表記になるのではないかと思いますね。 

○赤堀部会長 例えば中型犬、小型犬、大型犬という表記をつけたものがあったように思いま

す。そのときに、どれくらいの体重という議論が 10 何年も前にあったかと思います。そこ

で、こういう薬でも体重で表記していくという形になったのではないかと理解しているんで

す。 

○中川委員 赤堀先生がおっしゃることはとってもよくわかるのですが、経口投与するとか、

注射で投薬するという場合は、当然そうなりますよね。 

  だけど、特に耳道というのは、外用薬の場合は、ほとんどの動物の場合、なめて取ってし

まうし、耳に入れると振る。上手に入れても、ほとんど出ちゃう例もあります。ですから、

これを体重表記で何滴入れなさいという指示はナンセンスのような気もするんですね。 

○赤堀部会長 いかがでしょうか。 

○中川委員 例えば 15kg で４滴以上入れるとペーシェントに問題が起こるのか、そういう根拠

があるのか、だから４滴以下にしろとか、４滴にしてほしいということなのか、その辺の根

拠がしっかりあるのであれば、この表現は大事にしなければいけないと思いますけど、読ん

でいると、そういう表記はどこにもないんですね。 
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○寺脇委員 素人ですけれども、患部からこういう外用が吸収されて全身作用を及ぼすという

ことはどうですかね。 

○中川委員 皮膚から吸収されますけれども、耳道の中の広さから考えると、この程度の薬剤

の量では全身的な影響を及ぼすようなことはない。むしろ局所的な問題の方が重要視される

べき問題だと思いますね、皮膚での反応の問題は。 

○山田委員 おっしゃることは非常によくわかったのですけれども、用法・用量を研究する前

に決めておいて、それに従って安全性も有効性も評価されてきているのだと思うんですね。

したがって、その結果に基づいてこうしなさいというときに、それを変えちゃうわけにはい

かないのではないかなと思うんです。エビデンスの部分はそういうやり方で積み上げてきた

んだと、それに基づいてこう使ってくださいとせざるを得ないのではないかと思うんです。 

○赤堀部会長 実際に使うときには獣医師の判断で対応していきなさいということだと思うん

ですけれども、先生、いかがでしょうか。 

○中川委員 わかりました。 

○赤堀部会長 それでは、用法・用量の表記につきましては事務局案を了解したことにさせて

いただきますが、使用上の注意につきまして、今御指摘のあったことについては事務局、い

かがでしょうか。 

○事務局 投与時のノズルの問題とか、そういう部分でございますけれども、適切に修正をさ

せるように指示をしたいと考えております。 

○赤堀部会長 中川先生、「使用上の注意を見ると、実際の使用の形態に合っていないという

ふうに理解する。したがって、実際に使われることに見合った表現の仕方をした方がいいだ

ろう」という御指摘ですね。 

  事務局、どういたしますか。少し検討させていただくということで、先生、これはどうい

うふうに処置をすればよろしいでしょうか。 

○中川委員 開発の経緯から使用量を体重当たりに指示するということであれば、それが確認

できるような方法で外耳道に投与するという表現に変えないといけないと思います。 

  まず、「開封後は、同封の投薬補助器に取り替えて使用すること」という指示がありまし

て、それから、「よく振り混ぜてから使用すること」、これは薬剤を均等にしてから使用し

ろと。３番目に「犬の外耳道にノズルの先を入れて、本体を軽く押して滴下すること」。そ

うすると、犬の外耳道の中にノズルの先端を入れた状態で本体を軽く押して滴下するときに、

その滴下が見えるかどうかという問題があって、これは 100％見えません、どう考えても。

「滴下することを確認できるような方法で投与すること」というふうに変えないと、体重当

たり何滴という指示を出したことにつながってこないような感じがするんですね。 

○寺脇委員 剤形は滴剤になっていない、私は現物を知らないからよくわかりませんけど。

我々、目薬とかは１滴、２滴と数えられますよね。この薬は滴剤ですね。 

○赤堀部会長 見本はありませんか。 
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○事務局 今、見本はございません。 

○寺脇委員 滴剤だと、あれありませんか。 

○中川委員 耳道の中にノズルというのは、入れ物に装着するような長いもの。犬の耳で垂直

耳道と水平耳道があって、垂直耳道の中に薬を入れないと、外側に入れると耳殻にみんなく

っついてしまいます。中には絶対入っていかないんです。 

  なぜ入っていかないかというと、基剤を全部見ますと、かなり粘ちょう性のある液剤です

よ。耳道の中には空気が入っていますから、あるいは外耳炎を起こしていると、いろんなも

のがありますから、それを洗い出しますね、エアが入ります。中に空気が入っているところ

に上から粘ちょう性のある薬剤を入れると、絶対、耳の中に入っていかないのです、中から

エアを抜かないと。だから、マッサージしろと書いてあるわけです。そうすると、耳道の中

に入れないで、耳道の上から滴下しないとだめです、本当は。 

  ですから、そういう表現にしなければいけないのだけど、取り扱いの注意ということは、

こういうふうにしてくださいねという指示です。この方法では、表現では余り好ましいとは

思えないなということはありますね。 

○事務局 形状でございますけれども、申請書の 後、概要と書かれている黄色い紙の１枚前

でございますが、別紙容器規格ということで容器の図を記載しております。上の方は液が入

っている容器で、下の方が、耳にたらすノズルの形状がこのような形になっていると、キャ

ップがこういう形ですという図は、こういう形で添付しております。 

○赤堀部会長 メーカー側は、この容器でもって入れると確実に入るということを確認されて

おられるのですか。それを心配されておられるのではないかと思います。 

○中川委員 そうじゃなくて、間違いなく耳道の中に入れるためにノズルをつけているのだと

思うんです。だから、耳道の中にノズルを入れてしまうと、４滴、滴下しなさいという指示

どおりに滴下できませんよという、そういう話をしているわけです。 

○事務局 わかりました。適切に落ちる液が見えるような形になるような使用上の注意の記載

を変更させるということで……。 

○中川委員 ノズルを耳道の中に入れなさい、つけなさい、そして、よく撹拌して耳道の中に

入れてくれという指示ですけど、 初に書かれている 15kg で４滴って、どうやって担保す

るんだという話です。 

○事務局 そこは適切に修正するように指示いたします。 

○赤堀部会長 表現としては、確実に滴下できたということを確認しなさいという表現がいい

かもしれませんね。 

○中川委員 表現を変えた方が余り細かい指示を書くよりはいいと思います。 

○赤堀部会長 それでは、使用上の注意事項につきましては、事務局に表現を一任するという

ことでよろしいでしょうか。当然、座長とも調整させていただきたいと思います。事務局と

部会長に一任をいただいたということで御了解いただいてよろしいでしょうか。 
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  ありがとうございました。 

○合田委員 ケミカルな点ですが、名前はフランカルボン酸という言葉を使われているのです

が、これはＪＡＮで決められている名前かどうか確認していただけますか。化学ですと、フ

ロイック酸です。だから、フロイック酸にするのではないかなという気がするのです。ここ

にはＪＡＮに登録されているという形が出ていないので、よくわからないのですけども、こ

こで一たんフランカルボン酸が先行してしまうと、ほかの名前にも影響を与えるのではない

かなと思います。一応確認してください。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

 事務局、よろしいでしょうか。 

○事務局 わかりました。フランカルボン酸の名称については、ＪＡＮに登録してある名前か

どうか確認させていただきます。 

○赤堀部会長 登録している名前を使うということでよろしいですか。 

○合田委員 まだ登録されていないかもしれない。 

○事務局 薬事法の施行規則の劇毒指定のところでは化学名が書いてあって、括弧してフラン

カルボン酸モメタゾンという表現はされていたかと思います。 

○合田委員 ＩＮＮは、名前はあるんですね。ＪＡＮのところで一回名前がオーソライズされ

て、もう一回、局方に入るときにオーソライズされるんですよ。どのレベルでオーソライズ

されているかわからない。厚生省がやっている部分のときは、メーカーから出た名前をだれ

も見ないまま、そのまま使っているかもしれない。だから、そこは気になります。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

 事務局で確認するということで、よろしいですか。 

○事務局 わかりました。きちんとした登録がされている名前かどうかを確認して正式な名前

にしたいと思います。 

○赤堀部会長 次回のときに結果を報告していただきます。 

○事務局 わかりました。 

○赤堀部会長 いろいろ御意見をいただきましたけれども、幾つかの条件を附すことによって、

事務局案を承認したこととさせていただきます。 

○事務局 使用上の注意のノズルを外耳道内に入れるかという部分については適切な表現に変

更させていただきます。 

  また、フランカルボン酸モメタゾンの名称についてもＪＡＮの一般的名称としてなってい

るものかどうかを確認して、適切な名前に修正したいということを条件にいたしまして、本

製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、

再審査期間につきましては、新有効性含有動物用医薬品あるいは新動物用配合剤ということ

で６年とさせていただき、劇薬に指定することといたします。 

  ありがとうございました。 
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○赤堀部会長 ありがとうございました。 

 

  ④ レスフロール（ナガセ医薬品株式会社） 

 

○赤堀部会長 続きまして、④になりますが、レスフロールの製造販売承認の可否、再審査期

間及び毒劇薬の指定の要否についてです。これも和田委員から御説明をお願いいたします。 

○和田委員 レスフロールはナガセ医薬品株式会社から製造販売承認申請されたフロルフェニ

コール及びフルニキシンメグルミンを有効成分とし、牛の発熱を伴う細菌性肺炎を効能とす

るものです。 

  本製剤は平成 20 年７月 22 日に開催された動物用抗菌性物質製剤調査会、同年８月５日に

開催された動物用一般医薬品調査会及び同年８月７日に開催された動物用医薬品残留問題調

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、再審査期間は新動

物用配合剤ということで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。

お願いします。 

○赤堀部会長 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きました赤で No.４とシールのついた資料と、

当日に配付させていただきました黒で No.17 と押印された資料を御用意ください。黒の 17

番の資料は動物用抗菌性物質製剤調査会、動物用一般医薬品調査会、動物用医薬品残留問題

調査会での指摘事項回答と、それによって変更された概要の抜粋となります。 

  それでは、申請書について御説明いたします。赤の４番の申請書と書いたタグをお開きく

ださい。本品はナガセ医薬品株式会社より平成 19 年８月 31 日付けで申請されたレスフロー

ルでございます。 

  申請書の２ページの５番をご覧ください。成分及び分量が記載されております。フロルフ

ェニコールとフルニキシンメグルミンを主成分とする注射用配合剤です。フロルフェニコー

ル及びフルニキシンメグルミンについては既に動物用医薬品として承認されており、再審査

期間も終了しておりますが、この成分の組み合わせとしては初めての製剤となります。した

がいまして、新動物用配合剤として承認申請されたものでございます。 

  同じく２ページの７番に用法及び用量が記載されております。搾乳牛を除く牛に体重１kg

当たりフロルフェニコールとして 20～40mg、フルニキシンとして 1.1～2.2mg を１回、皮下

注射します。同じく２ページの８番に効能又は効果が記載されております。有効菌種はパス

ツレラ・マルトシダ及びマンヘミア・ヘモリチカであり、適応症は牛の発熱を伴う細菌性肺

炎となっております。 

  さて、内容について御説明いたします。概要と記載されたタグの１ページ、起源又は開発

の経緯の２段目をご覧ください。フロルフェニコールは、チアンフェニコール誘導体の合成

抗菌薬であり、広い抗菌性スペクトラムを持ち、クロラムフェニコール耐性株にも有効です。
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フルニキシンは非ステロイド系消炎鎮痛薬で、アラキドン代謝におけるシクロオキシゲナー

ゼ活性を阻害することにより、プロスタグランジンの産生抑制をすることで解熱・消炎・鎮

痛効果を示すとされております。本剤は注射剤であるため、フルニキシンは可溶化のためメ

グルミン塩の形態で製剤化されております。 

  同じく１ページの表 1-2 をご覧ください。外国での承認及び使用状況について記載されて

おります。欧州を中心に 27 カ国で承認を取得しております。また、現在、国内で承認され

ている同種同効薬としては、４ページの表 1-4 にありますように、フロルフェニコール単剤

の筋肉注射剤としてフロロコール 200 注射液が承認されております。また、以前この部会で

も御了承いただき、現在、食品安全委員会にて審議中のフロルフェニコール単剤の皮下注射

剤であるニューフロールもあわせて記載されております。また、５ページの表 1-5 にござい

ますように、フルニキシンメグルミンの単剤の静脈注射剤としてフォーベット 50 注射液が

承認されております。 

  本剤の効能又は効果である牛の細菌性肺炎について御説明します。概要の６ページの 1-3．

牛の細菌性肺炎についての項目をご覧ください。 

  牛の肺炎は保育期及び育成期における罹患疾病の大部分を占めており、死亡による被害の

ほかにも慢性化に伴う発育不良等によって多大な経済的損失をもたらします。国内の牛にお

ける細菌性肺炎の治療としては、フロルフェニコールのほかには、ペニシリン系抗生物質、

マクロライド系抗生物質、テトラサイクリン系抗生物質、フルオロキノロン系抗菌剤等が使

用されておりますが、抗菌剤の投与によって原因菌を除去しても炎症自体は緩解されず、食

欲の改善が遅れ、体重の減少が続くことがしばしば認められることから、牛の細菌性肺炎の

治療に際して、補助療法として非ステロイド系抗炎症剤も用いられております。本剤は、抗

菌剤であるフロルフェニコール及び解熱消炎作用のあるフルニキシンメグルミンを配合する

ことにより、１回の投薬で細菌性肺炎の治療を行うことが可能となることから、動物のスト

レスや獣医師の作業量を軽減する利点があるとされ、開発、申請されたものです。 

  次に、本剤の毒性について御説明いたします。27 ページ、28 ページをお開きください。フ

ロルフェニコールとフルニキシンメグルミンを当該製剤とほぼ同じ重量比である 11 対１に

調製し、急性毒性試験を行っております。結果として、表 5-2 に示しますように、2000mg／

kg において、投与４日で３例中２例の死亡が認められました。 

  次に、対象動物に対する安全性試験を御説明します。30 ページの表 6-1 をご覧ください。

生理食塩水を投与した対照群、１倍量、３倍量及び５倍量の４群で試験を行っております。

認められた異常としては、投与部位の腫脹が認められております。この局所反応について精

査するために、さらに追加の試験が行われました。それについては 43 ページの表 6-22 をご

覧ください。 

  これらの投与部位の異常は、投与５日程度までは腫脹で、その後、硬結に移行し、硬結は

投与後 35 日程度まで認められました。剖検所見結果を 43 ページの表 6-23 にお示ししてお



- 30 - 

 

ります。ほぼ全例に癒着と腫瘤が認められ、腫瘤はいずれも白色、黄褐色及び黒褐色の色調

変化を伴い、筋膜上の皮下組織内に限局して認められましたが、投与部位直下の筋肉内部へ

の影響は観察されませんでした。 

  表 6-24 をご覧ください。投与異常部位の病理組織学的検査の結果が示されており、皮下組

織における軽微から中等度の肉芽性変化が認められましたが、直下筋肉に異常は認められま

せんでした。これについては、赤の４番の初めから３ページの使用上の注意においても記載

してございます。 

  続きまして、臨床試験成績について御説明いたします。60 ページの表 9-1 の試験群の欄を

ご覧ください。対照群は被験薬投与群の 低用量と 高用量の用量違いで２群、対照群とし

てフロルフェニコール単剤の投与群及びフロルフェニコール単剤とフルニキシンメグルミン

単剤を複数投与する群の合計４群で行われました。 

  試験成績としましては、被験薬群は単剤の対照薬群と比較して有意な成績が得られました。

また、２種の単剤を投与した対照群と比較しても統計学的な有意差は認められないことから、

当該製剤の有効性が確認されたものと考えられます。なお、安全性試験でも認められました

ように、被験薬投与群において投与部位の硬結が投薬後 30 日までに約半数で、投与 45 日ま

で約３割で認められました。 

  後に、本剤の残留性について説明いたします。71 ページをお開きください。本品につい

ては、表 10-1 の一番下の段の残留基準値欄にあるとおり、暫定基準が設定されており、フ

ロルフェニコールについては、牛において筋肉、脂肪、肝臓、腎臓及び食用部分で 0.2ppm

となっております。ただし、フルニキシンについては、ここには暫定基準値のみ書かれてお

りますけれども、現在は本基準が定められており、牛において筋肉、脂肪及び腎臓はここに

記載されているとおりですけれども、肝臓は 0.3ppm、小腸はそのほか食用部分となりまして

0.3ppm とされております。 

  76 ページからございます表 10-5 をご覧ください。フロルフェニコールについては、 大

条件を満たした部位において 長の休薬期間は施設－２の注射部位筋肉の 44 日でした。ま

た、フルニキシンについては消失が早く統計学的処理ができなかったものの、74、75 ページ

に示された値から、明らかに 44 日より消失は早いと考えられました。また、安全性試験に

おいて、投与後 45 日にも投与部位の硬結が認められたものの、肉芽性変化は改善されてい

ること、この変化は皮下組織にとどまり投与部位直下の筋肉組織に異常は認められないこと

から、本剤の休薬期間を 45 日と設定しております。 

  それから、本剤の毒劇薬の指定の要否でございます。動物用医薬品等取締規則より、フロ

ルフェニコールを含む製剤は、その用量に関係なく劇薬と指定されていることから、本剤に

ついては劇薬指定ということで御提案させていただきます。 

  それでは、黒の 17 番の一番初めの審議経過票をご覧ください。７番の欄に示しますとおり、

本申請については、まず平成 20 年７月 22 日に動物用抗菌性物質製剤調査会、平成 20 年８
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月５日に動物用一般医薬品調査会、平成 20 年８月７日に動物用医薬品残留問題調査会がご

ざいまして、そこで御審議いただいた結果、本部会に上程されることとなりました。再審査

期間は新動物用配合剤ということで６年とされました。残留問題調査会につきましては、休

薬期間を牛 45 日間とすることで了承されてございます。 

  以上でございます。新動物用配合剤としての御審議をよろしくお願い申し上げます。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  委員の先生方から御質問、御意見等ございますでしょうか。 

  一つ気になるのは、薬理学を専攻しているものとして、医療薬の特性から言って、一回投

与は望ましいと思うんですけれども、合剤にしておいて抗菌性物質、抗生物質を注射薬とし

て一回だけ投与する、これはどう考えればよろしいのでしょうか。 

○事務局 概要書の 54 ページの図 8-1 をご覧ください。本剤皮下投与後の血漿中フロルフェニ

コール濃度は、４時間から８時間後に 高血漿中濃度に到達した後、緩やかに減少し、投与

後 24 時間では 20mg／kg 投与群で 0.65μg、40mg／kg で 1.28μg／mL の濃度が維持されてお

ります。この濃度は有効菌種の MIC90である１μg／mL を維持する濃度であるとされますので、

問題はないかと考えております。 

○赤堀部会長 薬学の先生方、下田先生、いかがでしょうか。 

○下田委員 54 ページの表 8-3 で動態パラメータが示されているのですけれども、消失半減期

が 37.2 時間、27 時間と非常に長いということで、数日間は１回の注射でも効果は担保でき

るということだと思います。こういう処方で臨床試験をして有効性を証明しているというこ

とですので、有効であると理解してよろしいと思います。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  そのほかいかがでしょうか。特にございませんか。 

○中川委員 大した問題ではないのですが、使用上の注意の牛に対する注意のところで、これ

は誤植だと思うんですが、２番に「妊娠動物及び繁殖に用いる雄牛には使用しないこと」っ

て、妊娠動物って、これは牛の薬剤ですよね。ですから、「妊娠期または妊娠している牛」

という表現でないと、おかしいのではないかなと、それだけです。 

○事務局 御指摘のとおり、訂正を指示したいと思います。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  そのほかいかがでしょうか。 

  それでは、一部修正を条件として、事務局案を了承したこととさせていただきます。 

○事務局 ありがとうございます。 

 それでは、先生から御指摘のございました使用上の注意の牛に対する注意の制限事項の「(2)

妊娠動物」を「妊娠した牛など」というように訂正することを条件に承認を可とし、薬事分

科会に報告させていただきます。なお、再審査期間は新動物用配合剤として６年間とし、劇

薬に指定することといたします。 
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○赤堀部会長 ありがとうございました。 

 

（２）動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正について 

 

○赤堀部会長 ただいまレスフロールについて事務局案が了承されましたので、これに関連し

ており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というのが(2)の審

議事項に上がってきておりますから、これを先に進めさせていただきたいと思いますが、よ

ろしいでしょうか。 

 事務局、お願いいたします。 

○事務局 当日に配付させていただきました黒で No.14 と押印された資料を御用意ください。

動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正についてというものでございます。先ほ

どのレスフロールを承認するに当たって、当該省令の新しい各条を設けるというものでござ

います。ページをお開きいただきまして、内容を御説明いたします。現在、既に規定されて

おりますリン酸タイロシン及びスルファジミジンを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤の

後に、このアンダーラインの部分を追加するというものでございます。 

  具体的には、医薬品の項に「フロルフェニコール及びフルニキシンメグルミンを有効成分

とする配合剤たる注射剤」を入れまして、使用対象動物は「牛（搾乳牛を除く。）」、用法

及び用量は「１日量として体重１kg 当たりフロルフェニコールを 40mg 以下及びフルニキシ

ンを 2.2mg 以下の量を皮下に注射すること」、使用禁止期間につきましては「食用に供する

ためにと殺する前 45 日間」というものでございます。それに伴いまして、現在規定されて

おりますフルニキシンメグルミン及びフロルフェニコールの単剤のものにつきましては、今

回、別表第２で配合剤を定めるに当たって、この配合剤について除くという意味で、「（別

表第２に掲げるものを除く。）」と記載してございます。 

  以上、よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  委員の先生方から御質問、御意見等ございますでしょうか。 

  特にないようですので、事務局案を了承したこととさせていただきます。事務局、よろし

いでしょうか。 

○事務局 ありがとうございました。それでは、原案のとおり薬事分科会に報告させていただ

きたいと思います。 

○赤堀部会長 お願いいたします。 

  会議を始めまして２時間になりますので、10 分ほど休憩させていただきたいと思います。

４時 10 分から再開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。 

〔暫時休憩〕 

○赤堀部会長 指定の時間になりましたので、再開させていただきたいと思います。 
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（３）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 

  毒劇薬の指定等について（続） 

 ＜動物用一般医薬品調査会関係＞ 

  ⑤ プロナミド錠 2.5mg プロナミド錠５mg（大日本住友製薬株式会社） 

 

○赤堀部会長 続きまして、動物用医薬品調査会関係の⑤になりますが、プロナミド錠 2.5mg

並びにプロナミド錠５mg の製造販売承認の可否、再審査期間及び毒劇薬の指定の要否につい

て、これも和田先生からお願いいたします。 

○和田委員 プロナミド錠 2.5mg 及びプロナミド錠５mg は、大日本住友製薬株式会社から製造

販売承認申請されたクエン酸モサプリドを有効成分とし、犬の上部消化管運動機能低下に伴

う食欲不振及び嘔吐の改善を効能とするものです。 

  本製剤は平成 20 年５月 16 日及び同年８月５日に開催された動物用一般医薬品調査会にお

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。お願いします。 

○赤堀部会長 お願いいたします。 

○事務局 事前に配付させていただきました赤で No.５と書かれた資料を御用意ください。内

容につきまして、概要に沿って御説明させていただきます。 

  １ページからの起源又は開発の経緯をご覧ください。本製剤の主成分であるクエン酸モサ

プリドは、メトクロプラミドの副作用の原因となるドーパミンＤ2受容体遮断作用がなく、上

部消化管に選択的かつ強力な運動促進作用を示す化合物として開発されてきました。本剤は

人体用医薬品であるガスモチン錠と同一のものであり、異なる点は識別コードの刻印がない

ことだけです。 

  57 ページからが安定性となります。安定性試験は人体用医薬品申請時の資料であり、現在

要求しているガイドラインのものとは長期保存試験において原薬の温度及び湿度条件、製剤

の湿度条件が異なりますが、人体用医薬品の再審査期間中にも品質上の問題は特に見られて

いないことから、特に問題はないと考えております。 

  毒性試験につきましては、各種急性毒性の結果が概要の 78 ページに載っております。ＬＤ

50値は 1000mg／kg 以上がほとんどでありました。犬における急性毒性試験も実施しており、

このＬＤ50 も 400mg／kg 以上でした。ラット 13 週間経口投与試験の無毒性量は、雄で 30mg

／kg／日、雌で３mg／kg／日、ラット 26 週間経口投与試験の無毒性量は、雌雄ともに 10mg

／kg／日となっております。生殖発生毒性、抗原性、変異原性については特に問題となる結

果は得られておりません。 

  また、人体用医薬品の添付文書に腫瘍の発生率の上昇の記載があることから、マウス及び
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ラットのがん原性試験の資料も添付しております。また、その結果から犬に対する発がん性

についての見解を概要の 139 ページに記載してあります。 

  140 ページからが安全性でございます。安全性試験としましては、犬を用いた 13 週間経口

投与試験を添付しております。無毒性量は 12.5mg／kg／日とされており、臨床用量はその６

分の１から 25 分の１であることから犬への安全性に問題はないとされています。 

  161 ページからの用量設定試験におきましては、１日量 0.1、0.5、１mg／kg で実施し、１

日量として 0.5mg／kg 以上で有用性を示すと判断されました。また、148 ページからの試験

で犬の十二指腸投与による胃前庭部の運動係数測定の結果と安全性試験の結果をもとに投与

量を 0.5 から２mg／kg／日と設定しております。 

  192 ページからの臨床試験は被験薬、対照薬あわせて 105 症例について実施しております。

その結果は、有効性及び安全性について、対照薬と同等以上であることが示されております。 

  次に、本製剤の毒劇薬の指定についてでございます。各種急性毒性の結果が概要の 78 ペー

ジに載っております。マウス、ラットにおけるＬＤ50値は 1000mg／kg 以上がほとんどとなっ

ております。また、犬における急性毒性試験の結果も 80 ページに載っておりまして、こち

らのＬＤ50 も 400mg／kg 以上でした。以上のことから、毒劇薬の指定の必要はないものと考

えております。 

  初に戻っていただきまして、審議経過票をご覧ください。本製剤につきましては、平成

20 年５月 16 日及び８月５日の動物用一般医薬品調査会で御審議いただいており、事前の調

査審議を終了し、本部会に上程して差し支えないとされております。本製剤につきましては

毒劇薬に指定しないこととし、また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年間とするとされております。 

  以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  委員の先生方から御質問、御意見等ございますでしょうか。 

○中川委員 使用上の注意、３枚目ですか、気になることは犬に対する注意の４番で、「16 歳

以上の犬への投与は観察を十分に行いながら、慎重に投与すること」になっているのですが、

この 16 歳という年齢の根拠は何かございますか。 

○赤堀部会長 いかがでしょうか。 

○事務局 今探しておりますけれども、ヒアリングのときに指摘し、回答でいただいたものが

あると思います。ちょっとお待ちください。 

  ヒアリング回答と書いてあるところの後ろですけれども、「11／38」と書いてあるところ

をお開けください。申請書と書いてあるタグのかなり前のところになっております。「11／

38」と書いてあるところがございます。 

  そこに指摘事項 23 番がございます。「高齢犬の安全性に関する使用上の注意の記載を検討

すること」と、事務局から指摘をさせていただきました。理由は、人体用医薬品に高齢者へ
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の投与に関する注意事項が記載されているためということと、臨床試験では５から 186 カ月

齢の犬、安全性試験で６カ月齢の犬で実施されておりますので、それより高齢の犬の使用例

がないということで、186 カ月を 12 で割りますと、15.5 ということになりまして、16 歳と

いうことで設定させていただいたんです。 

○中川委員 わかりました。 

  今、御説明のように、具体的に年齢を入れるのは、平均値からいって 15.5 歳ですか、表現

としては「老化現象の見られる犬への投与は慎重に行う」という形が一番いいのではないか

と思います。老化現象は個体によってさまざまですから、年齢を具体的に書かない方がいい

のではないかと思うんですが、いかがでしょうか。 

○赤堀部会長 確かに犬種によって寿命も違います。もちろん個体によっても違います。ただ、

「高齢の犬」という表現はいかがですか。 

○中川委員 高齢というのも表現として難しいので、先ほど人体薬でも説明があったように、

「老化現象が見られる犬への投与は慎重に行いなさい」という表現の方がいいのではないか

と思うんですね。高齢というと、何歳から高齢だという話になっちゃうんですよ。ですから、

非常に難しい。 

  もう一点です。使用するのには制限というか、注意として「上部消化器運動機能低下症が

認められる場合に使用すること」という文言を入れれば、具体的にここに書かれていること

は要らないような気がするんですね。例えば消化器症状が改善されない場合は漫然と投与し

ないとかいろいろ書かれているのですが、この薬剤の性格からして、要は上部消化器運動機

能低下症という診断がついたものに使いなさいという表現にすべきだと思います。 

 というのは、腸の捻転がある場合には使うなとかそんなもの、腸捻転だけで薬を使う、使わ

ないという問題ではないわけですから。 

○赤堀部会長 今の表現は効能又は効果のところに書かれているわけですね。 

○中川委員 いろいろ書かれているわけです。ですけど、診断をきちんとして、上部消化管の

機能が低下している症例にこの薬を使いなさいという指示でないと、いろいろ書かれている

のですが、必要ないと私は感じるんですね。ですから、もう少し整理をされた方がいいので

はないかと思います。というのは、今まで出ているものは全部注射薬ですから、この種の薬

剤は経口投与薬では初めての申請だというふうに現場では感じています。 

○赤堀部会長 これまでの表現の仕方としては、効能・効果を明確にしていて、それで使用す

るけれども、こういうときには気をつけなさい、こういう場合には使ってはいけませんよと

いう表現はしてきたわけですね。そういう表現の仕方ですると、先生のお考えを反映するに

は、どういう表現がよろしいでしょうか。 

○中川委員 例えば一般的注意の中の４番で、「本剤の投与後、消化器症状が改善されない場

合は、漫然と投与せず、精密な検査を実施すること」、臨床現場としては、この表現が非常

に不満です。なぜかというと、投与して経過を見て改善されなければ検査をしなさいという



- 36 - 

 

のはおかしいので、きちんと検査をした後に、上部消化器機能低下症と認められた場合に使

用しなさいという表現でないとおかしいと思うんですね。 

  相互作用のところもそうですが、「本剤の作用が減弱する可能性があるので、抗コリン薬

（硫酸アトロピン、臭化ブチルスコポラミン等）を投与する場合は、投与間隔をあける等注

意すること」と、これも上部消化器機能低下症が認められている、あるいはそうではないか

という検査結果からの診断がついた場合に、この種の抗コリン薬を使うことはないんですね。

症状を余計悪くするわけですから。ですから、それと一緒に使う場合は注意しなさいという

のも、要は臨床的でないんですね。 

○赤堀部会長 いかがでしょうか。 

  一般的な注意のところでは、効果がない場合には漫然と使わないようにということはあっ

てもいいのかなと思うんですが、あとのもう一度検査をしないというのは、おっしゃられる

ように、診断が確定したからこの薬物を使うわけですから、効かなかったからもう一度、診

断し直しなさいというのは一般的な使用の注意としてはおかしいかもしれませんね。 

○中川委員 いろいろ申し上げて恐縮ですが、犬に対する注意の６番なんて、こんなものは書

く必要はないんですね。「消化管の捻転が疑われる場合には」、こんなことを書く必要はな

いと思うんですね、この薬に対する注意としては。 

○赤堀部会長 これは企業といいますか、調査会といいますか、メーカーがこういうふうに使

用上の注意に書いてきたそれなりの理由があったのだろうと思うんですけれども、いかがで

しょうか。何かを想定して使用上の注意に記載されたと思うんです。 

○事務局 使用上の注意の設定根拠につきましては、概要の 218 ページからございます。一般

的注意の 後の「消化器症状が改善されない場合は、漫然に投与せず、精密な検査を実施す

ること」の根拠につきましては、「食欲不振及び嘔吐の原因としては上部消化管運動機能低

下以外にも種々の原因による可能性があり、漫然と投与することは好ましくないため」とい

う理由でございます。また、「本剤を投与しても消化器症状が改善されない場合には、投与

前の検査で見つけることが出来ない疾患の存在も想定されることから、精密な検査を実施す

る必要がある」ということで本記載を入れているというところでございます。 

  16 歳以上の部分については、先ほど御説明したとおりでございます。 

  次に、220 ページの一番上でございますけれども、消化管の捻転の部分の記載でございま

す。これについては、「同種同効品の使用上の注意に、消化管の捻転が疑われる症例への投

与に関する記載がある」とあるために記載したと。「本剤の場合も、消化管の捻転が疑われ

る症例に投与した場合、症状が悪化する可能性がある」ということで記載をしております。 

  相互作用の抗コリン薬の部分でございますけれども、これについては「本剤の消化管運動

の促進作用は、コリン作動性神経の賦活により発現するため、抗コリン剤の併用により本剤

の作用が抑制される」ということから記載しているという理由でございます。 

○中川委員 御説明の趣旨はわかるのですが、言葉は悪いかもしれませんけれども、使う獣医
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師をほとんど信用しない注意書きがいっぱい書かれているということになります。きちんと

診断をしてから使用することということが一番前提ですからね。それから、例えば先ほど説

明のあった 218 ページの上部消化管機能低下症以外にも種々の原因、例として腫瘍とか異物

の誤飲とか、こんなものがあったときに、こんなものを投与する獣医師はいませんよ。 

○事務局 一つだけ誤解があるかもしれないので申し上げますが、この製品は要指示医薬品で

はありませんので、必ずしも獣医師の処方がないと買えないものではないんです。使用上の

注意の３ページ目の一般的注意の３番目、「本剤は獣医師の指導の下で使用すること」とい

うのは、要指示薬という意味ではないので、一般の方が使うことも想定した上で細かく使用

上の注意をつけているという趣旨でございます。 

○中川委員 御説明はわかりました。 

  そうしますと、ここに書かれている例えば使用上の注意の相互作用なんていうのは、普通

の方が読んでも意味のわからないことが書かれているということになってしまう。獣医師で

ないと、これはわからないだろうと思うんですが、どんなものですか。 

○事務局 一般的注意のところで、「獣医師の指導の下で使用すること」と書いてございます

ので、決まった話で申し訳ないのですが、何か御不明な点があれば獣医師さんに相談してく

ださいという書き方になっております。 

○中川委員 これは一般の薬局で販売が可能な薬であるという前提ですね。そういうことです

ね。 

○事務局 そうです。 

○中川委員 わかりました。 

  それにしても、６番はちょっとおかしいね。適切な処置を施した後に投与することって、

素人がこんなこと考えますか。要は、全体的に流れとして、一般の人のために使用上の注意

を書くのであれば、それなりの書き方。ですから、一般の人と獣医師とを両方混合して使用

上の注意を書いているところに、前例があるからこういうふうにしてきたというやり方はど

こかで変えていかないとだめだと僕は思っているんですよ。 

○事務局 事務局の気がつかないところがいっぱいございまして申し訳ございませんが、よろ

しくお願いいたします。もし変えたいと、ここをこうしろということで御意見をいただけれ

ば、これは変えさせていただきます。 

○中川委員 もわかりやすい方法としては、使用上の注意に獣医師向けと一般の人向けにき

ちんと分ける方法を書くか、獣医師が使用する立場で読む注意事項と一般の人が買って読む

注意事項というのは、これは混在しているわけでしょう。 

○事務局 使用上の注意は、この製剤だけではなくて、すべての製剤にこういう状態になって

いると思います。これについては、今ここでということではなくて、別途、事務局で考えさ

せていただきたいと思います。 

○赤堀部会長 それにしても、ここはおかしいというところはございますか。 
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○中川委員 話が堂々めぐりになってしまう。一般の人たちを対象としたことも意識して書か

れている注意書きであるという前提であるとするならば、消化器の捻転が疑われるなんてい

うことは素人にはわかりません。ですから、読んでいて、使う側の獣医師の立場として、何

でこんなことまで書くんだという、我々を信じていないのか、あるいは我々をユーザーとし

てきちんと意識しているのかという疑いを持ってしまうというのが一つ。 

  どんな薬にもいっぱい書かれていて、私、産業動物のときに前に言ったことありますけれ

ども、一般の人、農家の人たちが自家防疫のために使うように注射薬や何かもみんな書かれ

ているのですね、何かあったら獣医師に相談しなさいとか、診察を受けろと。そうすると、

ほとんど獣医師の役割はない、市場としては。農家が市場であって、獣医師は関係ない。も

し何かあるのだったら、獣医師に相談しなさいって、置き去りにされている状況が非常に問

題だと言ったことが一回あるのです。 

  獣医師をきちんと現場の医療責任者として意識して書いていただく注意書きと、一般の農

家の方、あるいは小動物であれば飼い主が読むべき注意というのは、どこかで明確にきちん

としていかなければいけない時代が来ているのではないかと私は思います。ですから、その

都度、新薬が出て申請書が来るたびに同じ話が堂々めぐりになってしまうのです。 

○寺脇委員 医療用の医薬品を扱っている人間としての意見ですけれども、確かに人体の場合

は医療用医薬品と一般用医薬品はきれいに分かれておりまして、能書も医療用の医薬品の書

き方と一般用の医薬品と分かれておるのですが、先生おっしゃるように、動物用医薬の場合

は要処方薬と獣医師の指示薬と分かれているのですけれども、要処方薬と指示薬の能書の書

き方が混乱しているのではないかなと私自身、思います。 

  それと、現実的には、要処方薬の場合は獣医師がかかわっていらっしゃるのですけれども、

指示薬の場合は獣医師の目を全然離れて、我々の世界も通り越して、卸屋さんから農家に行

っているのが現状で、私たち薬剤師が問題にしているのは、動物用の医薬品であっても、農

家の人たちとの間に安全性を確保するために約定上の許可を受けた人がちゃんと扱うべきじ

ゃないかと言っているのですけれども、まさしく現実をこの能書はあらわしているのではな

いでしょうか。 

○赤堀部会長 貴重な御意見をいただいたのですが、事務局としては、具体的にここをこうし

なさいという意見がないと困るかなという気もします。そうしましたら、恐縮ですけれども、

一般的注意事項の４番では、「改善されない場合は、漫然と投与しないこと」という表現に

するという一つの案がありますか。 

○中川委員 そうですね。 

○赤堀部会長 あと幾つかあると思いますけど、それでメーカー側が了解すればそれでいいし、

そうじゃなくて残しておきたいということであれば、こういうことで残しておきたいという

ことが明確に出てくると思いますので、その辺を事務局で調整していただければと思います。 

  そういう意味では、もう一点が犬に対する注意で、６番の「消化管の捻転が疑われる場合
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には、適切な処置を施した後に投与すること」は、不要ではないかということですけれども、

そんな感じがしないでもないという気がします。これについても事務局で調整をお願いした

い。 

  それから、 初に出ました犬に対する注意事項の４番ですけれども、「16 歳以上の犬への

投与」ということに対しては、「老化の見られる犬への投与に対しては」という表現だとい

うことで御意見をいただいたのですが、この辺はいかがでしょうか。この辺は私もわかりか

ねるのですが、老化の見られるというのも難しいかなという気がするのですけれども、いか

がでしょうか、先生の御意見をいただきたいんですが。 

○中川委員 先ほど説明にあった 15.5 ということを考慮して 16 歳以上というふうにしたとい

う説明でしたが、必ずしも 15.5 歳が老化を伴う年齢というふうに当たる犬ばかりではない

んですね。 

  平たく言いますと、 近、先天性疾患が一切ない犬で平均的な寿命は、小型犬の場合は 18

年ぐらいですね。それ以上生きる犬もたくさんいます。それから、遺伝的に腎や肝の老化に

伴う機能障害を伴う血統の場合は９歳ぐらいから老化現象が始まってきます。老化つまり高

齢化というのは何を基準にするかというと、犬の場合は白内障の発症する年齢も一つの基準

になっているんですね。早い犬ですと、老化を伴う白内障の発症は８歳ぐらいから始まるの

ですね。でも、８歳になると必ず白内障が始まるわけではなくて、犬種あるいは個体によっ

ては 13 年以上たってから始まる。 

  犬というのは、老化性白内障は必ずと言っていいほど伴う老化現象の一つでありますので、

そういうことを考慮すると、具体的に 16 歳以上というのは、使う側として、この薬剤を投

与したいと思うときに、この犬が 15 歳８カ月だったら 16 歳じゃないのかとか、そういう問

題までなってしまうので、そこは「老化現象を伴う犬への投与は、観察を十分行いながら慎

重に投与すること」という表現にしていただければ、11 歳でも老化現象がある犬にこの薬を

投与しようと思うとき、獣医師は、用量を少なくするとか、１回投与して様子を見て、場合

によっては、異常があれば生化学検査をして、どこに異常が出たかということを確認しなが

ら使うとか、そういうことになっていくのではないかと思うんです。 

  この薬の上部消化管機能低下症に伴うと具体的には書かれていますけれども、実際に現場

ではどういう症例で使うかというと、「 近、食欲がないんです」という症例には使われる

だろうと思うんです。嘔吐もなくて、下痢もないという場合に、この薬をちょっと飲ませて

みましょうかということになるんですね。 

  そういう診療は、今はエビデンス・ベースド・メディスンといいまして、これからはそう

いう異常を訴えた場合は、どこに異常があるのかわかる範囲で、推測ではなく、検査、いわ

ゆるエビデンスをとってから薬を使うという傾向が小動物の傾向になってきていますので、

従来型の「食欲がないから」と言われたら、「この薬を飲ませてみて、様子見ましょうね」

というような治療法は今後、衰退していく方向です。 
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  ですから、薬剤にこういう表現を使ってほしくないんです、私としては。そういう意味も

込めて申し上げたので、そこのところは、特に先ほど申し上げた獣医師向けの注意と一般使

用者、飼育者向けの注意は明確にどこかで議論していただきたいと思います。 

○赤堀部会長 確かに、16 歳、根拠のあるようで、根拠がないということだと思うので、この

表現は適切でないと私も思います。そういう意味で、表現としては、「老化現象の見られる

犬への」ということが適切ではないかということですが、いかがでしょうか。 

 特に御意見がないようでしたら、先ほどいろいろ御意見いただいたことを踏まえて、使用上

の注意を修正するということについてメーカー側に打診をするということで事務局に一任し

たいと思うんですが、そういう対応でよろしいでしょうか。 

 ということで、一部、幾つかの条件を踏まえて事務局案を了承したことにさせていただきた

いと思います。 

 事務局、よろしいでしょうか。 

○事務局 ありがとうございます。 

 使用上の注意で 16 歳以上の犬を老化現象の見られる犬と直すことと、一般的注意の４番で漫

然と投与しないことにすること、犬に対する注意の６番を削除するということを条件に承認

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

用医薬品ということで６年間とし、毒劇薬には指定しないこととします。 

○赤堀部会長 どうもありがとうございました。 

 

  ⑥ ボバテクション（日本全薬工業株式会社） 

 

○赤堀部会長 続きまして、審議事項の 後になりますけれども、⑥ボバテクションの製造販

売承認の可否、再審査期間及び毒劇薬の指定の要否について、和田委員から御説明をお願い

いたします。 

○和田委員 ボバテクションは日本全薬工業株式会社から製造販売承認申請された塩化ジデシ

ルジメチルアンモニウム及び塩化ベンザルコニウムを有効成分とし、牛の蹄の殺菌消毒を効

能とするものです。 

  本製剤は平成 20 年８月５日に開催された動物用一般医薬品調査会及び同年８月７日に開催

された動物用医薬品残留問題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、再審査期間は新動物用配合剤ということで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。お願いします。 

○赤堀部会長 お願いいたします。 

○事務局 事前に配付させていただきました赤で No.８と書かれた資料をご覧ください。内容

につきまして、概要に沿って御説明させていただきます。 

  １ページからの起源又は開発の経緯をご覧ください。本剤は第４級アンモニウム塩である
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塩化ジデシルジメチルアンモニウムと塩化ベンザルコニウムを有機物存在下で 小殺菌濃度

を比較したところ、配合した方が単独より濃度が低かったことから、常に糞尿で汚染される

蹄の殺菌消毒に有用な製剤として開発されてきました。なお、米国及びカナダでは本剤の２

種の第４級アンモニウム塩に、さらに２種類の第４級アンモニウム塩を配合した製剤が販売

されております。 

  ９ページからが安定性に関する資料となります。長期保存試験においては 36 カ月までほぼ

安定な結果が得られています。苛酷試験については、凍結、融解を２回繰り返したときには

変化を認めませんでしたが、50℃で保存したときには 10 日経過時点で容器の破損、液漏れ

が認められました。長期安定性試験は 10℃から 28℃の範囲で行っていることから、貯蔵方

法は 28℃以下と記載することとしています。 

  12 ページからが急性毒性です。塩化ジデシルジメチルアンモニウム、塩化ベンザルコニウ

ム、２成分を製剤の比率と同様に配合したものの３種類の原体につきまして、急性経口毒性

試験、急性経皮毒性試験、急性皮膚刺激性試験、急性眼刺激性試験を行っております。いず

れの結果も２成分を配合することによる相乗作用、相加作用は認められませんでしたので、

それ以降の試験結果は添付しておりません。 

  22 ページからが安全性についてです。非泌乳牛 12 頭を用いて、無投与対照群、50 倍希釈

の常用量群、10 倍希釈の高用量群に１日２回、蹄及び蹄間部皮膚表面に噴霧処置しました。

10 倍希釈の高用量群では４日目に蹄患部の皮膚の発赤、腫脹、疼痛が見られ、５日目には症

状の悪化、食欲低下、血液検査においても白血球数の増加が認められたことから、１日２回

４日間の噴霧での安全性は確保できないとされました。50 倍希釈の常用量群では、12 日目

以降、蹄患部の皮膚に発赤、腫脹、疼痛が認められたことから、14 日間の連続投与は安全性

を確保できないとされましたが、７日間の連続噴霧は安全性が確保されるものとされました。 

  35 ページからが臨床試験です。臨床試験は、１つの牧場で噴霧、２つの牧場で蹄浴で投与

し、蹄表面における総菌数と臨床症状で評価を行っております。蹄の汚染状況により対照群

との間に有意差が認められないものもありましたが、一定の効果は確認されております。 

  48 ページからが残留についてです。残留性予備試験として、無投与対照群、製剤の 50 倍

希釈の常用量群、10 倍希釈の高用量群において、１日２回の噴霧を行い、噴霧開始後 14 日

目までの血清中の塩化ベンザルコニウムと塩化ジデシルジメチルアンモニウムの量を計量し

ております。その結果、いずれの採材時点においても検出限界以下となりました。ただし、

塩化ベンザルコニウムの検出限界は 0.38μg／mL、塩化ジデシルジメチルアンモニウムの検

出限界は 0.63μg／mL となっております。また、蹄への局所適用であり、既承認製剤の畜体

噴霧のものより薬剤量は少ないこと、皮膚からの吸収はされにくいと考えられることから、

休薬期間の設定は不要としております。 

  次に、本製剤の毒劇薬の指定についてでございます。概要の 12 ページに急性経口毒性試験

の結果がございます。原体におきまして、塩化ジデシルジメチルアルモンニウムと塩化ベン
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ザルコニウムを製剤と同じ６対４に配合したもののＬＤ50 が 312mg／kg であり、製剤はこの

原体を 20％含有するものであることから、毒劇薬の対象にはならないものと考えております。 

  初に戻っていただきまして、審議経過票をご覧ください。本製剤につきましては、平成

20 年８月５日の動物用一般医薬品調査会、８月７日の動物用医薬品残留問題調査会で御審議

いただきまして事前の調査審議を終了し、本部会に上程して差し支えないとされております。

本製剤につきましては、毒劇薬に指定しないこととし、再審査期間は新動物用配合剤という

ことで６年とするとされております。なお、審議経過票の８番、動物用医薬品等部会の日付

が「10 月 26 日」となっておりますが、「８月」の誤記でございます。 

  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。 

  委員の先生方から御質問、御意見等ございますでしょうか。 

○福安委員 臨床データのことですけれども、概要の 38 ページの臨床試験のスケジュールとし

て、噴霧する前に総菌数を測られ、４クールですね、４週後に終わった後に 終的な総菌数

を測られている。その間、クールごとの検査のデータはないのかということ。２点目として

は、総菌数ではなくて、蹄病としての病原菌、フソバクテリウムだとか、 初のところに書

かれているように、病原菌が実際に検出されているのかどうかということです。検出したデ

ータがあるのかどうか。 

  といいますのは、臨床のデータとして、この期間中に発症はあったという記載があるので

すけれども、症状としては出ているんだけど、病原菌がどういう動向だったのか、そのデー

タがあるのかないのかということを確認したい。 

○赤堀部会長 事務局、いかがでしょうか。 

○事務局 総菌数につきましては、処置前のプレと初回時と 後のときの３回しかやっており

ません。臨床症状につきましては、１週間ごとのスコアの結果が 46 ページにございます。

病原菌の検出はしておりません。 

○赤堀部会長 答えになっていないような気がするのですけど、いかがでしょうか。 

○福安委員 この臨床試験は、消毒剤として、総菌数の推移をもって判定したということでよ

ろしいですか。そういう認識でよろしいですか。 

  といいますのは、 初のところで、蹄病という一つの病気の消毒剤と、抗菌剤ではなく消

毒剤としてやるということであって、病原菌もスタフィロコッカス・アウレウスだとか、

Arcanobacterium pyogenes、フソバクテリウムということが記載されている。 

  この野外試験においても、確かにパーセントはそんなに高くはないのですけれども、臨床

症状として出ているということからすると、当然、病原菌は検査すべきじゃないかというよ

うに思うんです。その辺はなされていなくて、臨床データとして総菌数だけの推移でもって

評価したということは、そうすると、何のための臨床試験なんだ、何を目的とした臨床試験

なのだということになろうかと思うのです。 
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○赤堀部会長 いかがでしょうか。 

○事務局 ヒアリングの指摘事項回答が３つほどくっついておりますけれども、その一番後ろ

の 11 ページをご覧いただけますでしょうか。臨床試験のところに、43 という指摘事項及び

44 という指摘事項がございます。 

  43 の指摘事項は、まさに蹄病の起因菌でなくて総菌数で評価したということについて指摘

をしておるわけです。その回答として、臨床現場の消毒効果を確認することを目的としてや

ったために、起因菌に対する効果を見るのではなくて、総菌数の推移で評価することができ

るということでメーカーは判断して、こういったデータをつけてきたという経緯になってご

ざいます。 

○赤堀部会長 その効果判定基準の妥当性ですね、福安委員が指摘されているのは。それにつ

いて、調査会というか、事務局でも結構ですが、御説明いただけますか。 

○事務局 同じく次の 44 の指摘回答を見ていただきますと、有効性評価ということで、そうい

ったものが総菌数で見ることについて指摘をしておるのですけれども、蹄に噴霧する、もし

くは蹄浴するという製剤ということで、牛のありようですね、フリーストールとかタイスト

ールとかいろんな形式で飼われておるわけですけれども、そういったところの汚染状況を大

きく反映してしまうということがありまして、実際に菌数の増減で評価するのは非常に難し

いという回答になってございます。 

○福安委員 総菌数が下がっているから効果があったんだということですね、結論的には。 

 そうしますと、臨床現場で難しいような場合、体表だとか、環境を消毒する場合には、ター

ゲットとする菌の推移が重要だと思うのです。消毒剤というのは消毒する目的の菌があると

思うのですよ。それが下がればいい。逆に言うと、総菌数は下がらなくても、その菌が下が

ればいいのだという形が消毒剤の使命だろう、目的だろうと思うのですね。 

  ターゲットになる菌をきちんとする。しかし、菌は下がっているけども、病気は治らない

可能性はあるわけですね。だけども、そういう環境を消毒することによって、菌を下げてい

ることによって、だんだん下がってきます。そうすると、疾病も出なくなってくるというの

が消毒剤の使い方、毎日消毒しなさいということの使い方だろうと思うんです。 

  ですから、確かに相当な量ですから、製剤原体の製剤は 500 倍から 2000 倍で使うのが基本

になっているのだろうと思うんですね、これまで市販されているもの。今回は 50 倍ですよ

ね。50 倍で蹄を消毒するのだということになっている。ですから、この蹄のところを病原体

がいるという前提でやられて、総菌数を落とすということじゃなくて、病原体を少なくする

のだろうというのが目的じゃないかと考えると、蹄から病原体が、いるかいないか、それを

５日間やることによって少なくなってきているのだというデータが取れれば有効だという形

で評価すべきじゃないかというふうに思います。これは意見です。 

  もう一点ですね。概要の 39 ページですけれども、 初のところで病気の罹患率ということ

がありますね、試験する前に罹患率幾らだったと。あとは試験期間中の発生率で比較されて
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いるということ。試験が終わった期間、終了時の罹患率だろう。途中の発生率は幾らだった

のだというのと、 初の罹患率を比較しても意味がないのではないかと思います。その辺は

僕の考え方ですからあれですけれども、治療が終わった時点の罹患率が幾らだったのかとい

うこと。途中期間の発生率と 初の罹患率を比較する必要はないと思います。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  福安委員からは有効性の判定基準に妥当性が認められないという御意見をいただきました。

それに対して、ほかの先生方の御意見をいただきたいと思います。いかがでしょうか。 

  福安委員は、そうは言うけれども、このデータで十分評価できるというふうにするのか、

福安委員のおっしゃられるように、有効性の判断をするには適切なデータが示されていない

ので判断が難しいとするのか、どちらかを決めなければならないと思いますけど、いかがで

しょうか。 

○福安委員 先ほどの臨床データの罹患率の比較のところのページを間違えました。45 ページ

ですね。失礼しました。45 ページの表 14-9、14-10 になっています。２つの農場があります

から。 

○赤堀部会長 いかがいたしましょうか。 

○下田委員 ４級アンモニウムの薬効からすれば、グラム陰性菌も陽性菌もかなり殺菌できる

という一般的な性格がありますよね。 

 それと、概要の 29 ページに表 10-1、殺菌力比較試験成績というのがあるのですね。これは

vitro の試験ですけれども、この薬であると先生がおっしゃっているフソバクテリウムだと

２万倍希釈で有効だとか、vitro ではありますけれども、そういう有効性は調べられている

ので、総菌数を減らすということは、こういった菌も含めて減らしているだろうと解釈して

いいのではないかと考えます。 

○赤堀部会長 という御意見をいただきました。そのほか、いかがでしょうか。 

  福安先生、45 ページのところは罹患率と表現しているけれども、これは罹患率ではないと

いう御指摘ですか。 

○福安委員 例えば表 14-9 の一番下の段になりますが、試験期間中の発症は発生率だと思うん

ですね。17 頭いて１頭発症しましたよと。その前は処置前の頭数が書いてあって、この１頭

は終了時に治っていたのかどうかということだろうと思います。下の対照群も５頭は治って

いるのか、治っていないのか。試験期間中に発症しましたよというのが５頭ありましたとい

うことを意味しているのだろうと思うんですね、この表現は。 

  確かに、いろいろなところに書かれていることをまとめられているところを見ると、そう

だと。ちょうどこれが終わった時点では、この５頭は被験群ですかね、試験群と同じような

形で物すごく減っているのではないか。増えているところもあるということですね。ただ、

比較する基準がちょっと違うのではないかという。 

○赤堀部会長 被験薬を使えば蹄に炎症が起きたものが少なくなっていたと、薬の効果があっ
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たと。対照群ではそれが増えていた。だから、使わないといけないですよというふうに解釈

はできないでしょうか。使った方がいいですよというふうに。 

○福安委員 一般薬というのは、消毒剤とどうやって比較するのですかね。試験期間中、４ク

ールぐらいありますから、４週間ぐらいあるわけですね。その間に投薬すると、17 頭のうち

１頭しか発症しなかったよ。これは発症しなかった。罹患したのが１頭ですよと。試験期間

中の発症率ですから。 

  そうすると、試験前には３頭いるわけですね。18 頭いて３頭かかっているわけです。その

３頭かかったのは、どうなっているかということですね。それが記載されていないわけです

よ。終了した時点に１頭だというのは、試験期間中には１頭出ているけれども、３頭は治っ

ているのか、治っていないのかということは、細かく言うとなるわけです。だから、基準が

違うと思うのです。期間の罹患率と 初の罹患率は違うのではないかと思うんです。 

○合田委員 こういうのは個別のデータが全部要るんですね。この１匹がどうなったかという

のを全部見て、それで判断しないとだめで、こうやって数字でまとめてしまった例なんてい

うのは何も判断ができないのだと思うのです。だから、本当はそれを見て判断をし直すべき

じゃないですかね。 

  それから、動物だと数やるのは難しいのだろうと思うんですけれども、この試験だったら

もっとできそうな感じ、数をもっとたくさんやってほしいなと思うのです。このぐらいの数

で統計的な有意を言っていいのかというのは、すごく不安です。 

  ただし、薬剤的な効果を考えたときに、これは効くだろうなという想像はあるのです。初

めに、そういうことを思わずに、この結果だけ見てしまうと、このことについてもっとＮ数

がほしいと私は思います。 

○山田委員 この効能又は効果が牛の蹄の殺菌消毒となっているので、決して蹄の病気の予防

でもないし、治療薬でもないのですね。そうすると、ここの効能・効果で言えば、総細菌数

が減って、しかもその中から彼らが調べたことから類推すれば、蹄病の予防につながるので

はないかということではないかと思うのです。 

○赤堀部会長 効果が殺菌ですのでということですね。対象とした菌はトータルとしての菌数

を見ていると。それが減っているから殺菌効果はあったということで……。 

○福安委員 そうすると、今後の消毒剤というのは、臨床試験においては総菌数を見ていけば

いいと。例えば犬のシャンプーとか何か消毒しますよということがあったとすれば、皮膚病。

そうすると、そこの総菌数を見ればいいという形になってしまうんじゃないかと思うんです

ね、前例として。 

  それもありだというのだったらいいです、それは。そういう考え方もありますよというの

だったら、それはいいんですね。消毒剤というのは、古い考え方かもわからないのですけど、

病原菌をやっつけるのが消毒剤だと、普通の菌はやっつけなくてもいいのだという固定概念

を持っていたものですから。こういうぐあいに学生にも教えているというところもあるわけ
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です。 

  だから、せめて普通の菌がなくなればいいですよというのは、先ほどの意見の繰り返しに

なりますけれども。 

○赤堀部会長 事務局、御発言あるようですので、お願いします。 

○事務局 データを見ておりまして、遅くなりました。表 14-9 の場合でいきますと、３頭罹患

していたうちの１頭は、そのまま治らないというか、試験期間中の１頭は同一の１頭でして、

残りの２頭につきましては治癒したというデータになっております。 

 それで、対照群の１頭、処置前の１頭が試験期間中の５頭に含まれておりまして、そのほか

４頭が新たに発病したという成績になっております。 

○赤堀部会長 よくわかりました。合田先生の御意見の中で、そういうデータが出てきたので

わかったということで理解できると思います。したがいまして、あくまでも殺菌効果があっ

たか、なかったかということを目途として試験をしたと。 

○下田委員 Ｋ牧場はわかりますか。表 14-9 ですけれども、表 14-10 は。 

○赤堀部会長 10 の方は、事務局いかがでしょうか、同じように。 

○下田委員 10 の方が数字は少し気になるんですね。 

○赤堀部会長 一つ確認しておきたいことは、罹患率を減少させるという効能・効果ではない

ということですね。 

○福安委員 この臨床データは参考データとして読むわけですから、それはいいと思うんです

けれども、そうすると、 初に返るんですけれども、総菌数と病原菌なのか、どっちだとい

うことです。総菌数でいいということだったら、それでいいです、臨床データについては。

そこを詳細に検討していきますと、これは抗菌剤になってしまいます。一般薬じゃなくなっ

てしまうというところがありますので、それは附則のデータとして読めばいいということで

すね。ですから、菌の動向が重要ですよということを言っておきたい。 

○赤堀部会長 その件につきましては、下田先生の御発言のように、トータルとして見る分に

ついては、それほど不適切な判断ではないということが一つ。 

  それから、vivo での試験はしていないけど、in vitro では対象とする菌種、発生の原因と

なる菌種に対しても効果があるということで、実際には調べていないけれども、それらを総

合すると有効性があると判断してもそれほど不適切ではないというふうに理解してもいいだ

ろうという御意見だったと思います。 

  ですから、十分ではないかもしれないけれども、有効性を否定するものでもないと理解で

きるかなという気がするのですが、いかがでしょうか。 

○福安委員 それはわかりました。それは理解しましたので、了解します。 

  今後、消毒剤については、こういう考え方でもある程度臨床評価できるというぐあいにな

ってまいります。今はケース・バイ・ケースでしょうけど、了解しました。 

○赤堀部会長 よろしいでしょうか。 
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○事務局 表 14-10 ですけれども、処置前と期間中ということで、被験薬群では６頭、５頭の

うち２頭が共通している個体です。対照群の方は、１頭は 後の段階まで症状を出している

という成績になっております。 

○赤堀部会長 それらは参考資料として評価のときに利用させていただくということだろうと

思います。 

  福安先生から貴重な御意見をいただきましたので、今度、調査会で議論するときに、福安

先生の御意見も考慮しながら御検討いただくということを踏まえて、事務局案を了解したと

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す。承認を可とし、薬事分科会に報告させていただきます。な

お、再審査期間は新動物配合剤ということで６年間とし、毒劇薬には指定しないこととしま

す。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  審議事項はこれで終了いたしましたので、報告事項に移らせていただきたいと思います。 

 

Ⅱ）報告事項 

（１）動物用医薬品の承認事項変更承認の可否について 

 ＜動物用一般医薬品調査会関係＞ 

  ① 酢酸リンゲル－Ｖ注射液（日本全薬工業株式会社） 

 

○赤堀部会長 まず（１）の動物用医薬品の承認事項変更承認の可否についてです。 

  説明をお願いいたします。 

○事務局 資料番号赤の９をご覧ください。本剤は日本全薬工業株式会社から製造販売承認申

請されました酢酸リンゲル－Ｖ注射液でございます。同社の既承認製剤である乳酸リンゲル

液、製品名がハルゼンＶ注射液の主剤のうち、乳酸ナトリウムが酢酸ナトリウム水和物に置

き替わったものとなっております。効能は牛の細胞外液の補給、アシドーシスの補正である

注射液でございます。 

  この製剤は類似処方動物用医薬品として平成 20 年８月５日の動物用一般医薬品調査会及び

８月７日の動物用医薬品残留問題調査会で御審議いただきまして、本日、部会に御報告させ

ていただいております。なお、再審査期間についても、総合的に見て新規性のない類似処方

動物用医薬品であるため、設定しないこととして調査会でも御了解いただいております。 

○赤堀部会長 ただいま御報告いただきましたけれども、先生方で特段の御意見、御質問等ご

ざいますでしょうか。 

  特にないようですので、御報告していただいたことを了解したものとみなします。 

○事務局 ありがとうございました。 
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（２）動物用体外診断用医薬品の承認の可否について 

 ＜動物用生物学的製剤調査会関係＞ 

  ① 牛白血病エライザキット（チッソ株式会社） 

 

○赤堀部会長 続いて、（２）動物用体外診断用医薬品の承認の可否についてです。 

  説明をお願いいたします。 

○事務局 資料赤の 10 番でございます。チッソ株式会社から製造販売承認されました体外診断

用医薬品である牛白血病エライザキットでございます。成分分量については２枚目からの別

紙１、使用方法については４枚目からの別紙２ということでつけさせていただいております。 

  こちらは牛白血病ウイルス持続感染の羊胎子の腎細胞からｇｐ51 という蛋白を抽出いたし

まして、それをマイクロストリップに固相化しているものでございます。このストリップに

牛の血清を乗せまして、そこの抗体を間接のエライザ法で検出して測定するものでございま

す。 

  判定につきましては、検体の吸光度と指示陽性血清の吸光度を測定いたしまして、そこか

らＳ／Ｐ値を出しまして、Ｓ／Ｐ値 0.3 以上を陽性、0.3 未満を陰性とするものでございま

す。使用目的については牛血清中の牛白血病ウイルスの抗体の検出となっております。 

  従来、牛白血病抗体の検出キットは寒天ゲル内沈降反応であるとか、受身赤血球凝集反応

のキットが既にあるんですけれども、エライザで測るものは初めてということで、測定項目

また原理が新しいものとして、８月８日の動物用生物学的製剤調査会で御審議いただいたも

のでございます。 

  以上でございます。 

○赤堀部会長 ただいま御報告いただきましたけれども、先生方で特段の御意見、御質問等ご

ざいますでしょうか。 

  特にないようですので、御報告していただいたことを了解したものとみなします。 

○事務局 ありがとうございました。 

 

（３）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 ミルベマイシン 

  ② アクリフラビン 

  ③ カルバリル 

 

○赤堀部会長 続きまして、（３）動物用医薬品の再評価について。これは３製剤ございます。

説明をお願いいたします。 
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○事務局 赤の 11 番の資料をお手元に御用意ください。動物用医薬品の再評価について、３成

分について報告させていただきます。 

 １点目がミルベマイシンオキシムです。この成分につきましては、犬用のイベルメクチン製

剤の再評価に関連しまして、イベルメクチンと同類の製剤ミルベマイシンオキシム、ラチデ

クチン、モキシデクチン、セラメクチンについても、コリー犬などの安全性について確認す

るべきだという御意見が再評価調査会で出ましたので、それによって審議を行っておりまし

た。 

  資料の２ページをお開きください。⑨と書かれているところがございます。こちらにつき

ましては、今年の２月７日の再評価調査会におきまして、「イベルメクチンと同系統なアベ

ルメクチン類及びミルベマイシンオキシムの犬用駆虫剤の成分についても、コリー犬及びそ

の系統の犬種に対する使用上の注意の追記は、原則的に必要と考えられる」とされました。

したがいまして、原則的にコリー犬への注意事項は追記が必要ということになりましたが、

製剤ごとに新たな文献報告や資料などが提出されれば、その内容について以後の再評価調査

会において再度審議を行い、その結果に適する対応をとることになりました。 

  ３ページ目をお開きください。ミルベマイシンオキシムについてです。該当する製剤は５

ページに一覧として挙げさせていただきました。システックのシリーズとミルベマイシンの

錠剤と顆粒剤になります。こちらの成分につきましては、製造販売業者であるノバルティス

アニマルヘルス株式会社がＭＤＲ１遺伝子の変異を有するコリー犬で安全性試験を行いまし

て、その結果を調査会へ提出されました。 

  その試験の概要ですけれども、３ページの中ほどに示させていただきました。「ＭＤＲ１

遺伝子の変異を有することを確認した健康なコリー犬 14 頭にミルベマイシンオキシムを経

口投与したところ、3.75mg／kg 投与群では、毒性徴候は見られなかったが、5.625mg／kg 投

与群では１／２頭で毒性徴候（運動失調）が認められた」というものです。「日本国内で現

在市販されているミルベマイシンオキシム製剤の用量は 0.25～1.0mg／kg であり、ＭＤＲ１

遺伝子の変異が確認されたコリー犬においても、安全域に十分な余裕があると考えられた」。 

  この結果を受けまして、製造販売業者の意見をその下に示させていただきました。結論と

しては、ある一定までの量以上になると神経毒性は認められるのですけれども、用法・用量

を厳守する限りは遺伝子の変異を有する犬でも安全に使用できるということで、使用上の注

意の追記は不要という意見が出されました。 

  これにつきまして、調査会といたしましては、その下、⑪になりますけれども、「ＭＤＲ

１遺伝子の変異を有することを確認したコリー犬による安全性試験の結果から、さらに使用

者に対し注意を促すため、外国で販売されている製剤の添付文書を元に適切な使用上の注意

を追記すること。追記する内容については、次回本調査会において審議を行うこと」とされ

ました。 

  これを受けまして前回、７月 31 日の再評価調査会において製造販売業者が提出した意見に
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ついて審議を行いました。製造販売業者が出してきた意見ですが、４ページの上の方に括弧

書きで示させていただきました。「ミルベマイシンオキシムの試験において、コリー犬及び

その系統の犬に対する安全域は他の犬種に比べて少ないことが示されている。これらの犬種

に対しては用法・用量を厳密に守ること」といったものでございます。ただ、この記載の中

で「安全域が少ない」という表現は少し奇異な感じがいたしましたので、「安全域が狭い」

ということで、その下に⑬で示されてありますとおりの審議結果の内容を制限事項に追記す

るということで、「再評価指定しないが、今後とも情報収集に努めること」とされました。 

  続きまして、次の成分に移らせていただきます。次はアクリフラビンです。７ページをお

開きください。アクリフラビンに関しては２件の文献情報がございます。１点目が７ページ

に概要を示させていただいたものです。サルモネラ株を用いた復帰変異、ヒトのリンパ球細

胞を用いた染色体異常、ヒトのリンパ球細胞を用いた姉妹染色体分体交換、マウスの骨髄に

おける in vivo 染色体異常試験などを行った結果、変異原性があることが示唆されたという

ものです。次の文献ですが、16 ページをお開きください。先ほどの文献と同じ著者になりま

すが、こちらはサルモネラ株を用いた復帰変異試験において変異原性が示されたと、このよ

うに２件の報告がございました。 

  続きまして、23 ページをお開きください。国内でこの成分の対象となる品目は１社１製剤

がございます。24 ページに、これらの考慮事項と対応について示させていただきました。24

ページの考慮事項のところですが、現在の使用上の注意では、アクリフラビンについて変異

原性の記載はございません。また、現在記載されている注意としては、使用者に対する注意

として、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

ことなどが示されております。 

  対応ですが、「今般の再評価スクリーニング作業における報告は、アクリフラビンに変異

原性があるとの報告である。既に使用上の注意【使用者に対する注意】としての取扱い上の

注意が記載されているが、さらに注意を促すため、使用上の注意を次のとおり修正し、再評

価指定しないが今後とも情報収集に努めることとする」、修正事項として、３点、下に挙げ

させていただきました。 

  まず１点が使用者に対する注意です。「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」ということについて、「本剤が」ということを明確

にするために、それを追記しました。 

  ２点目として、「保管乃上の注意」という記載がありましたが、これにつきましては、現

在の使用上の注意の記載の事例にあわせて、「保管上の注意」に変更すること。あと、「子

児の手に届かないところに保管すること」は、「小児の手の届かないところに保管するこ

と」ということにいたしています。 

  ３点目、その他の注意といたしましては、変異原性に関する記載になりますけれども、マ

ラカイトグリーンに関する情報の評価がありといった後ろに、「またアクリフラビンには培
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養細胞及び細菌を用いた試験において、染色体異常が認められるなど変異原性に関する報告

がある」という記載をすることになりました。 

  続きまして、カルバリルに移らせていただきます。次の 25 ページをお開きください。カル

バリルにつきましては４件の文献報告がございまして、それによる対応をとりました。１点

目が 25 ページに概要を示させていただきましたが、こちらは精子の遺伝子及び形態の異常

にカルバリルが関与する可能性が強く示唆されたという情報でございます。次は 35 ページ

をお開きください。２件目ですが、こちらについてはカルバリルが生殖機能に何らかの影響

を及ぼす可能性が高いことが示唆されたという内容でございます。３件目の文献ですが、少

し飛びまして 42 ページをお開きください。先ほどの著者と同じ著者が報告しているもので

す。こちらにつきましても、本剤が精子中のＤＮＡ損傷に関与する可能性が高いことが示唆

されたという情報です。続きまして、４件目の報告ですが、51 ページをお開きください。こ

ちらの情報ですけれども、遺伝子レベルで影響を与える可能性を示唆するものであるという

ことです。 

  以上の４件を受けまして、対応については、59 ページ、60 ページをお開きください。見開

きのページになります。59 ページの下半分に示させていただきましたが、考慮事項のところ

ですが、この成分については過去に一度、再評価指定を受けております。その際に変異原性、

催奇形性、発生毒性があるという報告を受けて対応された結果、使用上の注意に適切な注意

が記載されることとなりました。 

  隣の 60 ページの対応のところに移らせていただきます。「今般の再評価スクリーニング作

業における報告は、カルバリルによる生殖毒性、細胞毒性についての報告である。本剤は、

すでに過去の再評価指定の際、妊娠牛、搾乳牛、種鶏及び使用者に対する注意は追記されて

いるが、今般の報告にある精子の異常等については、情報提供が必要であると考えられるこ

とから、使用上の注意【その他の注意】に「カルバリルはヒトの精子濃度、形態、染色体等

に影響を与える可能性があるとの報告がある。」旨追記し、再評価指定しないが、今後とも

情報収集に努めることとする」とされました。 

  以上が再評価についての内容でございます。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  ただいま事務局から再評価について御報告いただきましたが、委員の先生方から何か特段

の御質問等ございますでしょうか。 

○中川委員 大したことではないのですが、日本語としてちょっとおかしいところが 24 ページ

の保管上の注意をこういうふうに直しましたというのがありまして、「小児の手の届かない

ところに保管すること」となっていますが、これは「の」「の」と続くので日本語的にはお

かしいですね。ですから、直すとすれば、「小児が手の届かないところに保管すること」と

しないと、日本語としてはおかしいのではないかと私は思うのです。 

○赤堀部会長 ほかの注意のところにもこういう表現であったように記憶しているのですが、
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いかがでしょうか。 

○事務局 本記載事項については以前、部会でも諮らせていただいた使用上の注意の記載例に

従って記載してきておりますので、これを直すということは、 初から全部、一度直したほ

かのメーカーも合わせて直すと、かなり大きいので、今後、そういった表現については検討

させていただくことにさせていただければと思いますが、よろしいでしょうか。 

○赤堀部会長 動物用医薬品に限らず、ほかのところでもこういう表現が非常に多いですね。

例えば農薬にしてもそうです。それで統一しましょうということで、こういうことになった

と思うんです。おっしゃられるように、主語が何だろうかということになりますけれども、

これまでの表現をせっかく改めてきましたので、しばらくこのままでよろしいでしょうか。

――ということで、御了解いただいたことにさせていただきます。 

○事務局 ありがとうございます。 

 

（４）動物用医薬品の再審査について 

 ＜動物用医薬品再評価調査会関係＞ 

  ① カルメドック チュアブルＰ34 （メリアル・ジャパン株式会社） 

    カルメドック チュアブルＰ68 （     〃       ） 

    カルメドック チュアブルＰ136 （     〃       ） 

    カルメドック チュアブルＰ272 （     〃       ） 

  ② ビクタスＳ ＭＴクリーム（東興製薬株式会社） 

  ③ “京都微研，， 牛下痢５種混合不活化ワクチン（株式会社 微生物化学研究所） 

  ④ ストックガード５（共立製薬株式会社） 

  ⑤ レイヤーミューン ＳＥ－ＮＢ（株式会社シーエーエフ ラボラトリーズ） 

  ⑥ ビニューバックス ＳＥ（メリアル・ジャパン株式会社） 

  ⑦ ノビリスＩＢ ４－９１（株式会社インターベット） 

  ⑧ サイデクチン ポアオン（共立製薬株式会社） 

 

○赤堀部会長 続きまして、（１）動物用医薬品の再審査について、一括して御報告をお願い

いたします。 

○事務局 事前に送付させていただきました赤の 12 番の資料と、当日配付させていただきまし

た 16 番の資料、一枚紙になりますが、これをお手元に御用意ください。 

 まず事前に送付させていただきました赤の 12 番の関係するものについて説明させていただき

ます。 

  １点目ですが、カルドメックチュアブルＰ34、Ｐ68、Ｐ136、及びＰ272 です。１ページ目

をお開きください。まずカルドメックチュアブルＰ34 です。申請者はメリアル・ジャパン株

式会社です。再審査期間ですが、平成９年 11 月 17 日から平成 15 年 11 月 17 日となってお
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りますが、申し訳ございません、こちらは「平成 15 年 11 月 16 日」の誤記でした。 

  こちらの成分ですが、主剤は２つございまして、パモ酸ピランテルとイベルメクチンでご

ざいます。この主剤の量によってＰ34、Ｐ68、Ｐ136 というように名称が変わっております。 

  用法及び用量ですが、体重１kg 当たりイベルメクチン６μg、パモ酸ピランテル 14.4mg を

基準量として、体重 5.6kg 以下の犬に本剤を１個接種させる。本剤は犬糸状虫感染開始後１

カ月から感染終了後１カ月までの期間、毎月１回、１カ月間隔で摂取させる。効能又は効果

ですが、犬糸状虫の寄生予防及び犬回虫及び犬鉤虫の駆除となっております。 

  使用上の注意の案が下に添付されておりますが、こちらも一点誤記がございます。２ペー

ジの上の方にあります２、副作用の(4)コリー犬及びその系統の犬種に対しというイベルメ

クチンの再評価における審議結果を受けて追記された記載でございますが、こちらは指示と

しては制限事項に入れることとなっておりまして、実際の使用上の注意の変更届けは今年の

２月 26 日に出されておりまして、それは指示に従って制限事項に書かれておりますので実

質的な問題はございませんが、こちらの審議経過票で誤記となってしまいましたので、これ

は後ほど訂正させます。 

  ２ページの下の方に移らせていただきます。７月 31 日の動物用医薬品再評価調査会の審議

結果です。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されました。 

  続きまして、Ｐ68 ですが、３ページから４ページにかけて示させていただいております。

こちらは主剤の量が多くなっておりまして、Ｐ34 と異なる点は用法及び用量のところで、体

重 5.7 から 11.3kg の犬に本剤を１個、摂取させる。後のページの５ページから以降のＰ136、

７ページからのＰ272 も、それぞれ体重に応じて、それぞれの製剤を１個与えるという形に

なっております。 

  カルドメックチュアブルの次は９ページのビクタスＳ ＭＴクリームの再審査に移らせてい

ただきます。ビクタスＳ ＭＴクリームですが、今回の再審査は猫への効能追加に係る再審

査でございます。主剤ですが、オルビフロキサシンと硝酸ミコナゾール、トリアムシノロン

アセトニドが含まれております。 

  用法及び用量ですが、１日１回、患部に適量を塗布する。効能又は効果ですが、この再審

査は猫に限るものですので、猫で言いますと、スタフィロコッカス属菌、シュードモナス属

菌、大腸菌、マラセチア・パチデルマチス、皮膚糸状菌でして、細菌性及び真菌性外耳炎、

細菌性及び真菌性皮膚感染症が対象となっております。 

  隣の 10 ページに移らせていただきます。動物用医薬品再評価調査会の審議結果です。審議

結果といたしましては、「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」とされました。 

  続きまして、11 ページ、今度はワクチンになります。“京都微研，， 牛下痢５種混合不活化

ワクチンです。申請者は株式会社 微生物化学研究所です。 
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 成分及び分量のところですが、主剤としては五つ含まれておりまして、牛ロタウイルスの株

が３株、牛コロナウイルスの No.66／Ｈ株感染 HAL 細胞可溶化抗原が含まれております。そ

れから、大腸菌のＫ99 線毛の精製線毛抗原たんぱくが含まれております。アジュバントとし

てはリン酸アルミニウムゲルが含まれております。 

  用法及び用量ですけれども、「妊娠牛の筋肉内に１mL ずつを１か月間隔で２回注射する。

第１回は分娩予定日前約 1.5 か月に、第２回は分娩予定日前約 0.5 か月に注射を行う。ただ

し、前年に本剤の注射を受けた牛は分娩予定日前約 0.5 か月に１回注射を行う」というもの

です。効能又は効果ですが、「母子免疫による産子の牛ロタウイルス病、牛コロナウイルス

病及び牛の大腸菌症の予防」でございます。 

  動物用医薬品再評価調査会の審議結果ですが、「有効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」とされました。 

  続きまして、14 ページをお開きください。ストックガード５です。こちらの申請者は共立

製薬株式会社です。 

  成分・分量に関してですが、主剤として５種類、含まれております。牛伝染性鼻気管炎ウ

イルス、牛ウイルス性下痢－粘膜病ウイルスⅠ型及びⅡ型、牛パラインフルエンザ３型ウイ

ルス、そして牛ＲＳウイルスです。アジュバントとしては、乾燥水酸化アルミニウムゲル、

サポニンが含まれております。 

  用法及び用量ですが、２mL を３～５週間隔で２回、筋肉内に注射する。追加免疫用として

本ワクチンを使用する場合には、半年～１年ごとに２mL を筋肉内注射するというものです。

効能又は効果ですが、牛伝染性鼻気管炎、牛ウイルス性下痢－粘膜病、牛のパラインフルエ

ンザ及び牛のＲＳウイルス感染症の予防でございます。 

  動物用医薬品再評価調査会の審議結果ですが、「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」とされまし

た。 

  続きまして、18 ページをお開きください。レイヤーミューンＳＥ－ＮＢです。申請者は株

式会社シーエーエフ ラボラトリーズです。 

  成分及び分量のところですが、主剤といたしまして、サルモネラ・エンテリティディス、

３種類の株が入っております。あとはニューカッスル病ウイルス、そして鶏伝染性気管支炎

ウイルスが２種類入っております。アジュバントとしては、ライトミネラルオイルが使用さ

れております。用法及び用量ですが、12 週齢以上の種鶏及び採卵鶏の肩部に１羽当たり

0.5mL の皮下注射を行う。効能又は効果は、鶏の腸管におけるサルモネラ・エンテリティデ

ィスの定着の軽減及びニューカッスル病、鶏伝染性気管支炎の予防です。 

  動物用医薬品再評価調査会の審議結果でございますが、「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

されました。 
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  こちらの使用上の注意案が 19 ページから示されております。この中の一般的注意の「(6)

本剤の注射と併せて、国が定めた鶏卵のサルモネラ総合対策指針に基づき総合的な衛生管理

対策を実施すること」、この記載を審査の過程で追記させました。この指摘ですけれども、

昨年の 11 月 28 日の本部会で、新規承認申請された鶏サルモネラ不活化ワクチンの審議にお

いて、この記載を使用上の注意に追記すべきとされましたので、再審査の品目についてもあ

わせて対応を行いました。 

  続きまして、22 ページをお開きください。ビニューバックスＳＥです。こちらも鶏のサル

モネラのワクチンです。主剤としては、サルモネラ・エンテリティディスが含まれておりま

す。アジュバントは流動パラフィンです。 

  こちらの用法及び用量ですが、５週齢以上の種鶏又は採卵鶏の脚部筋肉内に１羽当たり

0.3mL を注射するというものです。効能又は効果ですが、種鶏又は採卵鶏の腸管におけるサ

ルモネラ・エンテリティディスの定着の軽減です。 

  動物用医薬品再評価調査会の審議結果ですが、「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」とされまし

た。 

  23 ページから使用上の注意の案が添付されておりますが、こちらにつきましても、先ほど

の製剤と同様に一般的注意のところに衛生対策に関する注意事項を追記しております。 

  続きまして、26 ページをお開きください。ノビリス IB 4-91 です。申請者は株式会社イン

ターベットです。こちらの主剤ですが、鶏伝染性気管支炎ウイルス 4-91 株が含まれており

ます。用法及び用量ですが、散霧接種と飲水投与がございます。それぞれ(1)と(2)に示され

た方法で使用するものです。効能又は効果ですが、鶏伝染性気管支炎の予防です。再評価調

査会の審議結果ですが、「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」とされました。 

  続きまして、30 ページをお開きください。サイデクチン ポアオン、一般薬になります。

申請者は共立製薬株式会社です。こちらの成分ですが、主剤としてモキシデクチンを含んで

おります。用法及び用量ですが、体重１kg 当たりモキシデクチンとして 500μg（本剤とし

て 0.1mL）を１回、牛（搾乳牛を除く。）の背線部のき甲から尾根にかけて直線的に注ぐ。

効能又は効果ですが、牛（搾乳牛を除く。）の下記の内部寄生虫及び外部寄生虫の駆除。内

部寄生虫として、オステルターグ胃虫及びクーペリア、牛肺虫。外部寄生虫として疥癬ダニ

（食皮ヒゼンダニ）、ウシホソジラミとなっております。 

  動物用医薬品再評価調査会の審議結果です。１回目の審議は、今年の５月９日に行われま

した。審議結果が資料の内容を整備した上で継続審議とする。審議結果に対する意見等が申

請者から出されました。資料内容の整備ですけれども、後ほど示させていただきますが、使

用上の注意の記載の整備と、外部寄生虫の記載についてということで、それに関連する意見、

資料等を出されまして、それをもとに７月 31 日の調査会で再審議を行いました。この審議
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結果でございますが、「資料の整備を条件とし、有効性及び安全性に関する評価に基づき有

用性が認められるものとして、動物用医薬品等部会に報告して差し支えない」。 

  資料整備事項でございますが、次のページの使用上の注意の案をご覧ください。この中の

下の方にあります「取扱い上の注意」として、下線が引かれている記載がございます。こち

らの記載ですが、「本剤は魚及びある種の水棲生物に」という記載になっておりますが、も

ともとの記載は「本剤は」というところが「モキシデクチンは土と容易に結合し不活化され

るが、遊離したモキシデクチンは魚及びある種の水棲生物に」という記載になっておりまし

た。 

  「土と容易に結合し不活化される」ということが、使用者が残った液などを安易に土壌な

どへ廃棄することが可能であるという誤解を招くおそれがあるということで削除するという

ことになりました。これを受けまして、申請者はこの部分の記載を削除して、31 ページに示

すような取扱い上の注意に整備いたしました。 

  以上が 12 番の資料に関する再審査の報告になります。 

  続きまして、16 番の当日配付資料をお手元に御用意ください。これは水産用医薬品の調査

会関係の製剤でございます。アマリン レンサ、申請者は日生研株式会社の再審査の報告に

おける指摘事項についてです。 

  まず経緯ですけれども、１番をご覧ください。前回の７月１日開催の動物用医薬品等部会

におけるアマリン レンサの再審査の報告時に福安委員から御指摘がありました使用上の注

意の（案）記載内容について、以下のとおり、本部会に御報告するように指摘を受けました。

これに関して、いろいろと確認をいたしましたことを説明させていただきます。 

  使用上の注意（案）について、以下の事項を次回の部会に報告することとして、その報告

内容です。「使用上の注意（案）の【魚に対する注意】の１．制限事項の(2)「病気の治療

後４日以内の魚には使用しないこと」との注意と、２．相互作用の(1)の「他の薬剤を使用

後１週間以内の魚に使用しないこと」との記載については、使用者が混乱するおそれがある

ので、その解釈について説明すること」というものでございました。 

  これに対しまして、２番の指摘に対する対応をご覧ください。 

（１）事務局及び申請者において、御指摘の事項の解釈について検討したところ、制限事項の

（２）の「病気の治療後４日以内の魚には使用しないこと」については、他の医薬品の使用

も含めた治療後４日以内の魚に対し、本製剤の使用を制限するための注意であり、ご指摘の

とおり、２．相互作用の（１）の「他の薬剤を使用後１週間以内の魚に使用しないこと」と

の記載と矛盾することがわかりました。 

（２）また、申請者及び事務局において、このような記載となった経緯を調べたところ、ご指

摘のありました２．相互作用の（１）の「他の薬剤を使用後１週間以内の魚に使用しないこ

と」との記載については、平成 17 年 11 月 30 日付けの本製剤の製造販売承認事項変更承認

申請（対象魚種を「ぶり属魚類」に拡大）の際に、事務局から、「他の薬剤を使用後１週間
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以内の魚に使用しないこと」を記載するよう不適切な指摘をしたため、記載されたことが明

らかとなりました。また、申請者の方においても、特段の疑問も感じず、現在まで記載され

ていたとのことです。 

（３）そこで、今回の本部会からのご指摘を踏まえ、２．相互作用の（１）の記載を「他の薬

剤を使用後４日以内の魚に使用しないこと」に整備することにしたいと考えています。 

（４）なお、他の水産用ワクチンにおいて、同様の誤りがないか確認したところ、他の製剤に

は誤りがありませんでした。 

ということです。 

  以上について報告させていただきました。 

○赤堀部会長 どうもありがとうございました。 

 ただいま一括して御報告いただきましたが、先生方で特段の御質問等ございますでしょうか。 

○山田委員 参考のためにお聞きしたいのですけれども、例えば 18 ページのレイヤーミューン

みたいな混合ワクチンの有効性を判断するときに、コンポーネントごとに調べるのか、それ

とも全体すべてで有効性を判断するのかという点が一つ。 

  それから、ＳＥに関しては、定着の軽減が効能・効果になっていますけれども、それはど

ういうふうに調べて有効であるという判断をされるようになったのかを教えていただければ

と思います。 

○事務局 後の御質問から。要するに、効能・効果でサルモネラ・エンテリティディスの言わ

れている鶏の腸管内における定着の軽減ということの根拠となるデータはということと思い

ますけれども、ほとんどというか、実際のこの種の同種同効製剤というのはかなり既に多く

のものが認可されていまして、そのときの効能・効果を裏づけるデータとしては、チャレン

ジ試験をしているのです。 

  臨床試験の中でも、薬効薬理の試験、いわゆる効力を裏づける試験、薬理試験ですね、そ

こでもチャレンジをしておりますし、実際の臨床試験の中でも、サルモネラですので、細胞

性免疫ということを考えると、抗体応答だけでは不十分だということで、一部の鶏を買い上

げて、ＳＥの中でも強毒な株がありますので、攻撃試験をして、実際に盲腸便における排菌

の程度を対照群と比較をして見ています。それで、こういう効能・効果をうたっているとい

うことになります。 

  ですので、臨床試験で、鶏の病気では、ごく限られた条件、非常に小さなひなであるとか、

そういうものにはある程度病原性があるのでしょうけれども、通常の鶏ではないので、いわ

ゆる食中毒対応型のワクチンというふうに考えていただいて、その中で今言ったような試験

を行った上で、こういう効能・効果をつけているというのがお答えです。 

  先生、 初の御質問、申し訳ありません。 

○山田委員 次は余り重要ではないけれども、本当はＳＥの方をお聞きしたかったんです。 

 こういう混合ワクチンで、いろんなコンポーネントがありますね。それで、この製剤を混合
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製剤として有効であると判断するときには、それぞれのコンポーネントについて、すべてが

有効であるというふうに判断されたと解釈してよろしいかということです。 

○事務局 それで結構です。 

○山田委員 わかりました。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

 そのほかいかがでしょうか。 

○福安委員 製剤が５つそれぞれ単品で効果があったから、この製剤は効果があったと。 

○事務局 山田先生が御質問されたのは、それぞれの効能を裏づけるためのデータを個々に見

ているのかという御質問だと思ったので、薬効薬理の試験でもそれぞれの抗体応答なり、さ

っきお話したようなチャレンジ試験をやって個々に見ているという意味であって、トータル

としては、ああいう臨床試験なんかで見ています。山田先生のはそういう御質問だと……。 

○山田委員 例えば５つコンポーネントがあって、そのうちの１個だけで効いていて、ほかが

効かないという、それでオーケーしているわけじゃないですよねという確認を取りたかった。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

 そのほかございますでしょうか。 

 特にないようですので、報告事項を了解したことにさせていただきます。 

○事務局 ありがとうございました。 

 

（５）動物用医薬品の諮問・承認状況について 

 

○赤堀部会長 報告事項の 後になりますけれども、（５）動物用医薬品の諮問・承認状況に

ついて、事務局から御報告をお願いいたします。 

○事務局 当日配付資料の黒の No.15 でございます。前回、７月１日の部会以降、審議会に諮

問・承認したものについて御報告いたします。 

  まず、諮問状況でございます。１枚目のアビテクト IB／AK から２枚目の２つ目のボバテク

ションまで、本日、御審議いただいたものにつきまして、本年８月 14 日付けで薬事・食品

衛生審議会に諮問をいたしております。承認状況は２枚目でございますけれども、前回の当

部会で御審議いただきましたインターベットのポーシリス PCV、これは豚のサーコのワクチ

ンでございますけれども、それと、同じ会社のノビリス TRT+IBmulti+ND+EDS、これは鶏用

の不活化ワクチンでございますけれども、これについて、それぞれ７月 17 日と８月 13 日に

承認されております。 

  以上でございます。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  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、諮問・承認状況についても了解されたことといたします。 
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Ⅲ）そ の 他 

 ① 用法・用量欄における「通常」という記載について 

 

○赤堀部会長 後になりますけれども、その他で、用法・用量欄における「通常」という記

載についてということで、事務局から報告があるようですので、お願いいたします。 

○事務局 事前に送付させていただきました 13 番の資料をお手元に御用意ください。こちらを

開いていただきまして、まず経緯ですけれども、平成 20 年５月９日開催における動物用医

薬品再評価調査会の審議において、用法・用量欄に記載されている「通常」という記載は不

適切であるとの御指摘がございました。その記載例ですが、その下に考慮事項の１番として

示させていただきました。 

  １つは「通常１回１～２滴、１日４回点眼する」という表現がございました。それから、

「通常、体重１kg あたり○○として、１回△mg を１日１回経口投与する」といったような

記載でございます。 

  考慮事項の２点目です。現在、抗菌性物質製剤の承認に際しては、耐性菌の問題や残留事

故を防止する必要があることから、「通常」という記載はしておりません。 

  ３点目です。休薬期間、使用禁止期間が設定されている一般薬、及び所定の用法及び用量

で使用することにより休薬期間なしとされた一般薬については、残留事故を防止する必要が

あることから、原則として「通常」は削除すべきである。 

  ４点目です。生物学的製剤（ワクチンなど）は、投与する週齢の目安を記載するための

「通常」を記載していることから、必ずしも削除する必要はない。この例ですけれども、

「飲水または噴霧によって投与する。ただし、噴霧投与は通常４週齢以降で行う」といった

例でございます。 

  ５点目として、診断薬、医療機器は一般的な意味での記載に過ぎないことから削除する必

要はないと考えられました。例として、例えば診断薬ですが、「尿試料は通常の尿採取方法

を用いて採取する」、機器に関して、「通常の注射筒の要領で筒内に薬液を吸い込ませ、つ

ばもとに２本の指をかけ、グリップロッドの頭に親指をかけて圧し注射する」といった記載

でございます。 

  これらをまとめまして、対応としては２ページに示させていただきました。 

  すべての動物用抗菌性物質製剤、休薬期間又は使用禁止期間が設定されている一般薬、及

び所定の用法及び用量で使用することにより休薬期間なしとされた一般薬は、用法及び用量

を厳守する必要があるため、用法及び用量欄において「通常」を記載しないこととする。 

  その他の製剤は、特に安全性に影響を及ぼさない限り「通常」を記載しても差し支えない

こととする。 
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  なお、「通常」を使用しないこととする医薬品で、現時点で用法及び用量に「通常」を記

載しているものについては、承認事項が変更される際又は添付文書、包装資材の更新の際に

併せて削除させることとする。なお、後者の場合は、承認事項軽微変更届出による措置で差

し支えない。 

  以上のような対応を取ることといたしました。 

  以上です。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  このことにつきまして、何かございますでしょうか。 

○山田委員 今日の外用薬で中川先生がおっしゃったように、獣医師の裁量でできるようなも

のの場合、例えば通常というのを入れておけばやりやすいんじゃないかと逆に思ったんです

けれども、この規則でいくと、さっきの外用薬に関しては、耳に入れるやつですね、通常と

いうのが、さっきのは抗生剤が入っていたんですよね。だから、使えないということになっ

てしまうような気もするんですけど。 

○事務局 先ほどのは犬、猫のものです。犬用の外耳薬、すべて…… 

○事務局 すべての抗菌剤になるので、犬、猫も入ります。 

○赤堀部会長 こういう表現をする対象になりますね。 

○事務局 現在、薬剤耐性菌の問題がいろいろございますので、抗菌性物質製剤については、

用法・用量はある程度きちんとフィックスしなければいけないかなと。先ほど御指摘ありま

したように、確かに臨床上の事態はあろうかと思いますけれども、承認する製剤としての用

法・用量としては、しかるべく定めなければいけないかなと考えております。 

○赤堀部会長 よろしいでしょうか。別の問題がありまして、そういう対応だということにな

ります。 

  そのほか、いかがでしょうか。 

  特にないようですので、その他の項につきましても了解したこととさせていただきます。

ありがとうございました。 

  委員の先生方で特別御発言ございますでしょうか。 

  特にないようですので、事務局から、次回につきまして、お願いいたします。 

○事務局 事前に御連絡いただき、どうもありがとうございました。委員の皆様からいただい

た結果をまとめましたところ、部会長の出席が可能であり、 も多くの委員が出席可能な日

として、平成 20 年 11 月 19 日水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 よろしいでしょうか。事前にアンケートした結果で提案されておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○事務局 よろしくお願いします。 

○赤堀部会長 事務局の方でも、そのほか何かございますでしょうか。 
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○事務局 特にございません。 

 

５．閉    会 

 

○赤堀部会長 委員の先生方も、事務局も特にないようですので、本日は本当に長時間、予定

よりも１時間オーバーいたしましたけれども、活発な御審議をいただきまして、どうもあり

がとうございました。 


