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１．開   会 

 

○赤堀部会長 それでは、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、熊谷委員、田村委員、寺脇委員、福安委員、前田委員、山口委員、山田委員から、

御都合により御欠席との連絡をいただいておりますが、出席委員数が 11 名となっておりま

して、定足数に達しておりますので、本部会が成立することを報告させていただいて始めさ

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 それでは初めに、動物医薬品検査所長の方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 動物医薬品検査所長でございます。一言御挨拶させていただきます。 

  きのうから３月になりましたけれども、まだ少し寒い日々が続いております。本日、皆様

お忙しい中、こちらの方にお越しいただきましてありがとうございます。 

 ちょうど１年前に、ウズラのインフルエンザ発生ということで、この場の挨拶の中で御紹介

したのですが、愛知県における本病は、昨年の２月、３月におきまして皆様方、家畜衛生関

係者のお力添えで無事に終息いたしました。その疫学調査結果報告書が先月 23 日に農林水

産省のホームページに掲載されております。そちらをご覧いただければと思います。 

  さて、今日と明日に獣医師国家試験が実施されております。第 61 回の国家試験というこ

とで、受験生の皆さん一生懸命試験問題に取り組んでいることと思います。そこの中で獣医

療の基本的な事項ということで、基本的な法規もきちっと理解した獣医師を世の中に送り出

すために、薬事法についても出題範囲になっています。私たちがかかわっている動物用医薬

品についても、きちんとした使い方をしていただいて、家畜生産者の方にも指示書をきちん

とした形で提供していただきたいと願っております。それに対して、当然、国の方としても

動物薬事に係るいろいろな情報提供、啓発もしていかなければいけないと思っています。 

  ところで、来月からいよいよ 22年度という新しい年度に入るわけでございますが、現在、

政府予算が国会で審議されている 中でございます。動物医薬品検査所関係について簡単に

御紹介させていただきますと、総額 10 億 7,900 万円で対前年比で少し多くなっておりまし

て、昨年比 103.5％ということで 3.5％増額されております。ここの中の検査事業ということ

で、一番大事な食の安全及び消費者の信頼確保対策に必要な経費として３億 1,600 万円、対

前年から見ると 3,500 万円ほど増額になっております。その中身を見ますと、動物用医薬品

の承認申請資料に関する国際的なガイドライン、VICHと言っておりますが、それに関する策

定とか、さらにグローバルアウトリーチということで、国際的な普及活動をするために VICH
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の業務を拡大するという動きがございます。 

  それともう１つ、こちらに動物衛生研究所長がおられますけれども、動物衛生研究所と動

物医薬品検査所が一緒になって、OIE のコラボレーティングセンターとして活動していこう

ということで、現在 OIEの方に申請しておりまして、この１月に生物基準委員会の方で一応

その申請が了承された状況でございます。そういう話を聞いておりますが、これからの作業

として OIEの理事会、さらには５月に開催されるアジア地域の委員会と総会の場で了承され

て、正式な協力機関という形で動けるような状況になっております。このような形で VICH

の主メンバーは、ヨーロッパ、アメリカ、日本という３極ですが、ヨーロッパの方には医薬

品に関する協力機関がございます。アメリカも USDA が中心となって、南北アメリカについ

ての協力をしているところですが、日本は今まで医薬品に関する OIEでの協力体制、国際的

協力体制がありませんでした。JICAの関係で日本の国際協力はしていたわけですが、きちん

と OIEの場を使ってという、そんな動きがこれからできるのではないかと思っております。 

  それ以外にも、拡充予算として、インフルエンザなどの抗原変異の激しい株についてその

流行状況を確認して、新しいワクチン株を選定する事業も組まれている状況でございます。

このような形で来年度以降の私たちの業務展開が計画されていることを御紹介しておきます。 

  さて、本日の審議の関係ですが、御多分に洩れず、医薬品の承認申請、製剤基準、再評価、

再審査といったたくさんの審議・報告事項が上程されている状況でございます。先生方の忌

憚のない御意見をいただきまして、きちんとした承認、その他の手続きをとらせていただき

ますので、本日もよろしく御審議をお願いします。 

  以上で私の挨拶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。 

 

３．配布資料の確認 

 

○赤堀部会長 続きまして、事務局から配布資料の確認、また、薬事分科会審議参加規程に係

る申請資料の作成関与者と利益相反に関する報告をお願いいたします。 

○事務局 では、配布資料を確認させていただきます。お手元の配布資料一覧でご確認くださ

い。 

  まず、黒でナンバーを打ちました当日配布資料ですが、№３－２としてピレキシン 10％の

差し替え、№６－２としてコンフォティス錠の差し替え資料、№15 としてピレキシン 10％

の毒劇薬指定資料、№16 としてアドレスタンの毒劇薬指定資料、№17 としてステロップの

毒劇薬指定資料、№18 として動物用医薬品の諮問・承認状況について、№19 として競合品

目・競合企業及び申請資料作成関与委員について、№20として左肩にクリップでとめた資料

ですが、本日の議事次第、出欠表、座席表、カレンダーとなっております。№21としてアセ

トアミノフェンを有効成分とする医薬品の使用規制省令一部改正案について、№22として承

認申請書成分及び分量欄におけるＵＳＰ及びＥＰの取り扱いについて、がございます。 
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  また、事前送付資料として赤でナンバーを打ったものですが、№１が欠番となっていまし

て、№２から 14までを事前にお送りさせていただいております。 

 本日の配布資料は以上ですが、もし不足等ございましたら至急用意しますので、お知らせく

ださい。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  委員の先生方、いかがでしょうか。特に欠落している資料はございますでしょうか。 

  特にないようです。どうもありがとうございました。 

○事務局 ありがとうございます。 

  続きまして、本日の審議事項に関する競合品目・競合企業リスト並びに基準の改正等によ

り影響を受ける企業について御説明いたします。資料番号は、当日配布資料黒の№19になり

ます。ご用意ください。 

  本日の競合品目・競合企業及び申請資料作成関与委員についてですが、１ページ目、マラ

セブ、申請者名は株式会社キリカン洋行です。こちらの競合品目は該当なしということで、

その理由は、効能及び効果、使用方法等から本剤に競合する品目は存在しないと考えるとの

ことです。 

  ２ページ目です。申請品目、ピレキシン 10％。申請者は日本全薬工業株式会社。競合品目

としてアレンジャー10 及び 30、企業は明治製菓株式会社をあげております。この理由です

が、有効成分、対象動物及び１回当たりの用量が申請品目と同一であったということでござ

います。 

  ３ページ、申請品目、アドレスタン 10mg、30mg、60mg。申請者は共立製薬株式会社で

すが、こちらは競合品目はなしということです。その理由ですが、他社製剤には同様の効能・

効果を標榜するものがなく、この有効成分は日本国内の動物用医薬品としては、新有効成分

であるためということでございます。 

  ４ページ目、申請品目、ステロップ。申請者は千寿製薬株式会社でございます。こちらも

競合品目はなしということです。理由ですが、他社品目には本品目のようなステロイド点眼

剤がないためでございます。 

  ５ページ目、コンフォティス錠 140mg、同 270mg、同 560mg。申請者は日本イーライリ

リー株式会社でございます。競合品目として、１品目めがフロントライン  スポットオン  ド

ッグ、競合企業はメリアル・ジャパン株式会社。２品目めがプラクーティック、競合企業は

ノバルティス  アニマルヘルス株式会社。３品目めにフォートレオン、企業名はバイエル薬品

株式会社をあげております。理由ですが、動物用医薬品として、既に承認を受けている、外

部寄生虫駆除剤のうち、対象が犬である同種同効品目の、売り上げ上位３品目を選定したと

いうことでございます。 

  ６ページ目です。申請品目はピシバック注 LVS、申請者は共立製薬株式会社です。こちら

は競合品目として、１品目めは“京都微研„  マリナコンビ－２、企業名は株式会社 微生物

化学研究所。競合品目にイリド・レンサ混合不活化ワクチン「ビケン」、３品目めとしてイリ
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ド・レンサ・ビブリオ混合不活化ワクチン「ビケン」、企業名はいずれも財団法人 阪大微生

物病研究会ですが、これらが選定されております。その理由については、効能及び効果、対

象魚種の類似性により選定したということでございます。 

 ７ページと８ページに、動物用生物学的製剤基準の一部改正により影響を受ける企業リスト

がございます。 

  ９ページに、動物用生物由来製品への指定により影響を受ける企業リストがございます。 

  続きまして、10ページと 11ページに、動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改

正により影響を受ける企業のリストがございます。 

 12ページに、動物用抗生物質医薬品基準の改正により影響を受ける企業のリストがございま

す。 

  競合品目・競合企業並びに基準の改正等により影響を受ける企業に関しては、以上です。 

○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、委員の先生方の中で御質問、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、競合品目・競合企業についてはご了解いただいたということで、これに基づい

て委員からの申し出のあった状況について事務局から報告をお願いします。 

○事務局 委員の先生方からのお申し出状況についてご説明いたします。 

  先般ご提出いただきました利益相反に関する報告を取りまとめました結果、本日の審議事

項、（１）の②のピレキシン 10％については下田委員が、また、⑤のコンフォティス錠 140mg、

270mg、560mgについては廣野委員が議決にご参加いただけませんので、ご報告申し上げま

す。他に審議に参加できない、または議決に加われない委員はいらっしゃいませんでした。 

  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 

 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 

  ＜動物用一般医薬品調査会関係＞ 

   ① マラセブ（株式会社キリカン洋行） 

 

○赤堀部会長 それでは、審議事項に入らせていただきたいと思います。 

  初に（１）番になりますが、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御審議をお願いしたいと思います。 

  それでは、動物用一般医薬品調査会関係で、①の「マラセブ」の製造販売承認の可否並び

に再審査期間及び毒劇薬の指定の要否についてですが、動物用一般医薬品調査会の座長であ
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る和田先生から御説明をお願いします。 

○和田委員 マラセブは、株式会社キリカン洋行から製造販売承認申請された、クロルヘキシ

ジングルコン酸塩、ミコナゾール硝酸塩を有効成分とし、犬のマラセチアによる脂漏性皮膚

炎を効能とするものです。 

  本製剤は、平成 21年 11月 16日及び平成 22年１月 26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調査審議を終了し、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。 

○赤堀部会長 事務局、お願いいたします。 

○事務局 それでは、事前に配布しました赤で「№２」と書かれた資料を御用意ください。オ

レンジのタグの「申請書」と書かれたところをご覧ください。 

  マラセブは、株式会社キリカン洋行から申請されました、クロルヘキシジングルコン酸塩

及びミコナゾール硝酸塩を有効成分とする、犬のマラセチアによる脂漏性皮膚炎を効能・効

果とする液剤でございます。 

  内容について概要に沿って御説明させていただきます。青のタグの「概要書」と書かれた

ところをご覧ください。 

  １－１からが起源又は開発の経緯となります。日本の小動物病院における犬の皮膚病の中

で、感染性皮膚疾患が占める比率は 61％と高く、その中でも、マラセチア及びスタフィロコ

ッカスに起因するとされている皮膚感染症の占める比率は 83％と高い旨の統計があります。

しかし現状では、国内における既承認の医薬品及び医薬部外品では、両方の菌に有効なシャ

ンプー製剤の承認はありません。本製剤は、オーストラリアにおいて、犬及び猫の皮膚感染

症治療用シャンプーとして開発されたものであり、1996年に同国で動物用医薬品として承認

され、現在、イギリスやアメリカを含む海外９カ国で販売実績がございます。 

  次に、４－１からが安定性となります。製剤の長期保存試験として、25℃及び 30℃で正立、

倒立で 24カ月、40℃の加速試験で 12カ月、苛酷試験を行っています。30℃の試験では、24

カ月でクロルヘキシジングルコン酸塩が規格値を外れるものがありますが、使用上の注意の

「高温を避けて保管すること」との記載で担保できるとしております。 

  ６－１からが安全性となります。犬に週に２回、４週連続で設定用量の 2.1 から 2.6 倍の

量を計８回適用して、特に問題となるような異常は認められませんでした。 

  ８－１からが吸収等になります。８－10に示したように、犬に 高用量を投与して行った

経皮吸収試験の結果から、24時間までミコナゾールとクロルヘキシジンの血中移行は認めら

れず、経皮吸収は極めて低いことが示されています。 

  ９が臨床試験となります。日本での臨床試験は、18機関において二硫化セレンを含有する

製剤を対照薬として行っています。有効性は、皮膚症状の項目の臨床評価値の改善率から判

定し、著効及び有効と判定されたものを有効症例とし、有効率を算出しております。本製剤

は 76.3％の改善率及び 74.0％の有効率を示し、対照薬群の改善率 47.6％、有効率 20.0％より
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高いことが確認されています。安全性については、有意差は認められず、対照薬と同等でし

た。また、海外での有効性評価試験は、日本での臨床試験と有効性評価方法に多少違いがあ

りますが、有効性が確認されています。 

  次に毒劇薬の指定について御説明いたします。概要の５－４及び５－５の急性毒性の結果

をご覧ください。ミコナゾール硝酸塩の LD50が 2,500mg/kg、クロルヘキシジングルコン酸

塩の LD50は 1,000mg/kg、ミコナゾール硝酸塩、クロルヘキシジングルコン酸塩を重量比１：

１で配合したものの LD50が 2,000mg/kgとなっていることから、毒劇薬には該当しないと考

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。本製剤は、平成 21 年 10 月

16 日及び平成 22 年１月 26 日に開催された動物用一般医薬品調査会において御審議いただ

き、本部会に上程可能とされたものでございます。新動物用配合剤となりますので、承認の

可否並びに再審査期間及び毒劇薬の指定について御審議をお願いしたいと考えております。 

  以上、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、御意見等ございますでしょうか。 

○中川委員 概要の１－２をご覧ください。図１に、マラセチア皮膚常在菌がスタフィロコッ

カス皮膚常在菌とともに健康な皮膚には常在している。その下の矢印の横に、表皮脂質の量

的異常により、好脂性のマラセチアが異常増殖すると書かれています。この薬の効果ですが、

マラセチアによる脂漏性皮膚炎というのは矛盾しませんか。どう考えても臨床的に、脂漏性

皮膚炎があるところにマラセチアが増殖するのであって、マラセチアが感染して脂漏性皮膚

炎になるということはあり得ないわけです。根本的にこれは表現が違うのではないですか。 

○赤堀部会長 審査の根本にかかわるような御質問ですが、和田先生、何か調査会の方で。 

○事務局 事務局からですが、この効能・効果ですが、メーカーが 初に出してきたのは感染

性皮膚炎という話だったのですが、マラセチアが原因ではなくて、感染症ではなくて、先生

のおっしゃったとおり、何らかの原因があって脂漏ができて、それでマラセチアが増えるこ

とで症状が悪化するという病態で、効能の書き方は非常に事務局としても迷っておりました。

脂漏性皮膚炎という診断は間違いないと思うのですが、対象となっている標的の病原体とい

うか菌としてマラセチアを主とした配合の薬になっていますので、事務局側で、マラセチア

による脂漏性皮膚炎という効能を書くように指示したのですが、これが不適切であれば、先

生方から適切な効能・効果を御提案いただきたいと思います。 

○赤堀部会長 確かに原因になるものは別のものであって、それの疾患名をつけるのは不適切

だろうという臨床家の先生のお話ですが、先生、有効対象疾病としては何かいい名称はござ

いますでしょうか。 

○中川委員 効能・効果ですが、いわゆる皮膚にマラセチアとスタフィロコッカスに起因する

皮膚炎の治療薬、あるいはシャンプーということで認可したらどうですか。脂漏性皮膚炎は

余分だと思うのです。 
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○事務局 皮膚に脂漏がある場合でも、脂漏性皮膚炎という効能でない方が適切だということ

でよろしいですか。 

○中川委員 恐らくマラセチアとスタフィロコッカス両方が感染しているものに、マラセブを

使うと治療効果は上がりますよという目的ですね。脂漏性皮膚炎は全く関係ないと思うので

す。 

○事務局 わかりました。ありがとうございます。 

○赤堀部会長 事務局では、脂漏性皮膚炎の中で特にマラセチアが増殖している疾患のときに

効果があるだろうと言っているので、その脂漏性皮膚炎を事務局として表に出したかったと

いうことですが、先生の方では、それはない方がいいということでしょうか。 

○中川委員 臨床的に、脂漏性皮膚炎がイコール、マラセチアということではないですね。 

○事務局 違います。 

○中川委員 だから、この薬剤の効能・効果には脂漏性皮膚炎は関係ないと思うのです。 

○事務局 例えばマラセチア皮膚炎という疾病名はあるのですが。 

○中川委員 それでいいのだと思います。 

○事務局 そちらの方がよろしいですか。であれば、そちらに直した上で。効果の判定方法に

は特に差はないと思いますので、臨床試験の組み入れ基準としては、あくまでもマラセチア

を顕微鏡観察して陽性だったものを組み入れています。マラセチア皮膚炎と直した上で、効

果もこのとおりだと思います。この効果に対しても特にあれば何か御意見をいただきたいと

思います。 

○赤堀部会長 他の先生方、いかがでしょうか。 

  ただ、原因はマラセチアではないわけですね。皮膚炎になって、その経過の中でマラセチ

アが増えている。そういうときには効果があるということですか。 

○中川委員 簡単に申し上げますと、乾性脂漏症と湿性脂漏症があります。湿性脂漏症の中に、

体温と脂肪によって常在菌のマラセチアが増殖し、それによって皮膚炎が悪化するのです。

それは特に痒み、掻痒が増殖するのです。ですから、その治療のためにこの製剤を使う。そ

して、それがひどくなるとブドウ球菌の感染も併発して起こるというケースもあるので、こ

のシャンプーが効果あるのではないかという目的でつくられたと思うのです。ですから、そ

れを表に出して効能・効果をうたわないと、あたかも脂漏性皮膚炎が治るような誤解を与え

るのと、もう１つは臨床的にマラセチアによって脂漏性皮膚炎は起こるわけではないという

ことですから。 

○事務局 ありがとうございます。 

○赤堀部会長 臨床家の先生の方では、マラセチア皮膚炎という疾患名であってもいいと、い

かがでしょうか。和田先生、調査会委員の立場としては。 

○和田委員 今の先生の御指摘のところと、それから事務局のところでも決められない状況で

きましたので。それから、話題としてはそこまで出ませんでした。ですから、ここで先生の

御指摘と事務局のところで整理していただければと考えます。 
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○赤堀部会長 わかりました。 

  それでは、効能又は効果については、犬のマラセチア皮膚炎ということで、特に御異議が

なければそのようにさせていただきたいのですが、やはり表現としておかしいという先生が

おられましたら、御発言いただけるとありがたいです。 

  それでは、特にないようですので、マラセチア皮膚炎を効能・効果にあげるということで

よろしいでしょうか。 

  ありがとうございました。それでは、効能・効果を変更するということで御承認いただい

たことといたします。 

○事務局 ありがとうございます。効能又は効果を､犬のマラセチア皮膚炎とすることを条件と

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、再審査期間は新動物用配

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。 

 

   ② ピレキシン 10％（日本全薬工業株式会社） 

 

○赤堀部会長 続きまして、②になりますが、「ピレキシン 10％」について製造販売承認の可

否並びに再審査期間及び毒劇薬の指定の要否についでですが、動物用一般医薬品調査会の座

長である和田先生からお願いしたいと思います。 

○和田委員 ピレキシン 10％は、日本全薬工業株式会社から製造販売承認申請されたアセトア

ミノフェンを有効成分とし、豚の細菌性肺炎における解熱を効能とするものです。本製剤は、

平成 22 年１月 26 日に開催された動物用一般医薬品調査会、同年２月 16 日に開催された動

物用医薬品残留問題調査会において、事前の調査審議を終了し、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。 

○赤堀部会長 事務局、お願いいたします。 

○事務局 それでは、事前にお送りしました資料番号赤の№３番、また審議経過票の差し替え

がございましたので、当日配布資料の黒の３－２番、また本剤の劇毒薬指定に関する資料で

ございます黒の№15番の資料を御用意いただきたいと思います。 

  それでは、当日配布の黒の№３－２番、審議経過票をご覧いただきたいと思います。本剤

については、日本全薬工業株式会社から承認申請されたピレキシン 10％でございます。 

  本剤は、アセトアミノフェンを主剤とする豚の解熱薬でございまして、用法・用量は本剤

を体重１kg 当たり 300mg、アセトアミノフェンとして体重１kg 当たり 30mg を飼料に均一

に混じて５日間連続投与する。また、適切な抗菌剤とともに使用することとされております。

効能・効果については、哺乳豚を除く豚の細菌性肺炎における解熱とされております。 

  それから、資料№赤の３番の「概要」と書かれているタグのついた青い紙がございますが、

概要の２ページ、開発の経緯をご覧いただきたいと思います。アセトアミノフェンについて

は、非ピラゾロン系の解熱鎮痛剤でございまして、ヒト用の医薬品として広く使用されてい
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るものでございます。 

  豚においては、次のページの表Ⅰ－１に示すような感染性の発熱性の疾患が知られていま

すが、豚に対する解熱薬としては５ページから６ページにあるとおり、国内において承認さ

れているものについては注射剤のみとなっておりまして、投与による豚のストレス、あるい

は多頭数飼育することの煩雑さの問題から、野外では経口投与の簡便な投与方法の製剤が求

められておりまして、その要望にこたえるために本剤を開発したということでございます。 

  ８ページをお願いします。本剤は○○○○で製造されまして、「○○○○○○○」という名

称で海外では販売されているものでございます。こちらの表にあるとおりＥＵ等で使用され

ているものですが、我が国においてアセトアミノフェンを主剤とする豚の解熱薬については、

以前に類似の製剤を本部会においても御審議いただいておりますが、現在のところそれはま

だ承認されていないということで、新有効成分含有動物用医薬品ということで、本日御審議

いただくものでございます。 

  次に概要の 85 ページをお願いします。本剤の豚に対する安全性試験でございます。本剤

の常用量、２倍量及び５倍量を朝と夕の２回、連続投与で経口投与としております。 

  87ページの６の試験結果の臨床所見のとおり、常用量群で１頭、試験６日目に採血後に死

亡していますが、これらについては死亡前の状況、あるいは剖検の結果から、闘争や採血の

ストレスによるものだと考えられまして、本剤投与に起因するものではないということでご

ざいます。 

  89ページ、表Ⅸ－４番のとおり、血液生化学的検査において幾つか異常値が見られたもの

がありましたが、これについては対照群においても同様に見られたということから、本剤の

影響によるものではないとされています。したがいまして、豚における本剤の安全性につい

ては確認されているということでございます。 

  91ページから繁殖母豚での催奇形性試験を行っていますが、生殖に対する本剤投与の影響

はないとされています。 

  99ページをお願いします。薬理試験については、LPSを用いた発熱モデル豚を使用した本

剤の用量設定の試験を行っています。本剤を 7.5、15、30mg/kg を半日量として豚に懸濁液

として強制経口投与を行い、その直後、LPSを 0.5μg/kg耳静脈から投与しております。 

  その結果、100ページの図Ⅹ－４のとおり、中用量の 15mg/kg群において、LPSのみを投

与した陽性対照群との間に有意な体温の低下が認められておりまして、その程度が高用量群

の 30mg/kg 投与群と差がなかったことから、本剤の半日量を 15mg/kg として、１日量とし

ては 30mg/kgという用量を設定しております。 

  101 ページをお願いします。アセトアミノフェンの坐剤、ウサギを使った坐剤での直腸投

与による解熱効果を確認しております。正常体温による作用では、102 ページの図Ⅹ－６の

とおり、１匹当たり 200mgまでの投与群では無投与対照群との直腸温の差はございませんで

したが、400mgの投与群でわずかに下降が見られとされております。 

  次に、腸チフスパラチフスワクチンを耳静脈から投与して発熱させたウサギに対する解熱
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作用では、103 ページの図Ⅹ－７のとおり、アセトアミノフェンを坐剤及び経口剤で投与し

た場合には、ともに用量依存的な発熱抑制作用が見られております。 

 また、本剤を 32 日間連続で直腸内に投与し、腸チフスパラチフスの混合ワクチンで発熱さ

せた治験では、図Ⅹ－８のとおりアセトアミノフェンの耐性は認められず、直腸温の低下が

単回投与と同様に確認されております。 

  次に 125ページをお願いします。本剤の臨床試験ですが、○○○内の２カ所の施設で実施

されております。試験には、126ページにあるとおり、肺炎の症状が観察された体温が 40℃

以上の豚、あるいは同居豚で発熱したものを供試しておりまして、試験群については、本剤

と○○○○○○○○○○の散剤を飼料添加しております。対照群については、○○○○○○

○○○○の散剤のみを飼料添加した群としております。 

  有効性については、131 ページの表ⅩⅣ－２、132 ページの表ⅩⅣ－３、133 ページの表

ⅩⅣ－４にあるとおり、試験群では対照群に対して有意な解熱効果が認められたとなってお

ります。 

  また、134 ページの肺炎に対する有効率については、試験群と対照群で差がなかったこと

から、本剤については肺炎に対する治療効果がないことが確認されております。 

  安全性については、139ページの表ⅩⅣ－12のとおり、一過性の軟便が試験群、対照群と

もに見られていますが、臨床試験としては、それ以外の異常は見られなかったということで、

臨床所見としては異常がないということでございます。 

  140ページで増体重を見ておりますが、表ⅩⅣ－13にあるとおり、試験群と対照群で増体

重に有意差は見られなかったことから、本剤の臨床試験における安全性は確認されておりま

す。 

  次に 143ページをお願いします。本剤の残留性試験成績でございます。残留性試験につい

ては国内２カ所で実施しておりまして、アセトアミノフェンの正式な ADI及び MRLが国内、

海外においてもまだ設定されていないことから、178ページにございますとおり、２ppmの

値を独自の MRLということで設定しております。 

  結果については、180ページにあるとおり、各施設における標的臓器の 95％ 大許容濃度

において、投与後１日で２ppmを下回ることから、本剤の休薬期間を投与後１日と設定して

おります。 

  当日配布資料の黒の№15番をご覧ください。本剤の毒劇薬の指定についてですが、アセト

アミノフェンについては、人用の医薬品として薬事法施行規則（厚生労働省令）に基づいて、

70番のパラアセトアミノフェノール及びその製剤ということで、劇薬に指定することとされ

ております。したがいまして、こちらの規定に基づいて、本製剤については原体製剤ととも

に劇薬に指定するとさせていただきたいと考えております。 

  後に黒の３－２の審議経過票をご覧ください。本剤については、本年１月 26 日の動物

用一般医薬品調査会及び２月 16 日の動物用医薬品残留問題調査会において御審議をいただ

きまして、こちらによる御指摘をいただきまして、これを整備することを条件に本部会に上
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程されたものでございます。 

  説明は以上でございます。御審議のほど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。 

  それでは、先生方の方から御質問、御意見をいただきたいのですが、あらかじめ 初に御

了解いただきましたように、下田先生には御発言はいただきますけれども、議決のときは御

遠慮していただくことになっておりますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、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、御承認いただいたということでよろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。 

○事務局 それでは、本剤につきましては承認を可としまして、薬事分科会に報告させていた

だきます。なお、再審査期間については、新有効成分含有動物用医薬品ということで６年と

させていただき、劇薬に指定することとさせていただきます。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 それでは、この製剤、ピレキシン 10％の御承認をいただきましたので、続きま

して、関連事項として、審議事項の（４）番にござい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の御審議をいただきたいと思いますが。事務局から、あわせて先

ほど御説明いただきましたので、先生方から御質問、御意見等いただければと思います。よ

ろしくお願いいたします。いかがでしょうか。 

○事務局 こちらの剤については、先発のアレンジャーについて御説明させていただきます。 

○赤堀部会長 そうですね。よろしくお願いいたします。 

○事務局 それでは、説明させていただきます。当日配布資料黒の№21をご覧ください。この

資料は、現在申請されているピレキシン 10％と、それ以前に承認申請されておりまして、ま

だ承認になっていないアレンジャー10、及びアレンジャー30という製剤がございます。その

説明になります。 

  経緯としては、アセトアミノフェンを有効成分とする豚の経口投与剤が、現在２種類（計

３製剤）承認を申請中でございまして、これらは医薬品添加物とか用法が異なります。今回

御審議いただいたピレキシン 10％は経口投与剤で飼料添加剤しかないのですが、先ごろ御審

議いただきましたアレンジャー10、アレンジャー30については飲水添加剤もございます。投

与日数は、今回は５日ですが、先に御審議いただいた製剤は１回ということなので、そこが

違います。ピレキシン 10％の承認に伴って、本日御審議いただく赤の№９－１という案がご

ざいます。その他に、先日御審議いただきました（１）アレンジャー10及びアレンジャー30

という使用基準の改正案が既にございます。ということで、このあたりの御説明をさせてい

ただきます。 

  21の２のところですが、残留試験成績と予想される残留基準の設定とあります。（１）、（２）



 

 - 12 - 

で使用禁止期間が３日間ないし１日間という形になっておりまして、この使用禁止期間は、

いずれも申請者が申請した日数に基づいておりますので、アレンジャー２製剤は３日間で申

請され、これに基づいて食品安全委員会が現在、評価書案のパブリックコメントを実施中で

す。今回ピレキシン 10％を御審議いただくと、案が２つできることになります。 

  また、１枚めくっていただいて、これが動物用医薬品の承認等に伴う MRL残留基準値の見

直しフローとなっております。上から下に向けて審議が進んでいくわけですが、まず企業か

ら承認申請が行われると、農林水産省に到達しまして、その次に薬事・食品衛生審議会の薬

事分科会、こちらの部会も薬事分科会ですが、これの審議がなされまして、その途中から厚

生労働省の諮問、食品安全委員会の諮問となります。これは上から下に従って行きますが、

終的な結論として、一番下の動物用医薬品の承認に至るまでに、食品安全委員会のところ

では ADIが審議され、厚生労働省では MRL（残留基準）が審議されることになります。現在、

食品安全委員会のところに「１」と振ってありますが、先に承認申請されたアレンジャーは

この１の段階になります。本日御審議いただいているピレキシンは２（薬事・食品衛生審議

会）の段階になります。 

  また、もとに戻っていただきまして、１ページ目です。２のところを御説明します。アレ

ンジャー２製剤は、食品安全委員会でパブリックコメント実施中となっておりまして、もし、

アレンジャー２製剤の 終投与後、３日の組織残留濃度をもとにして先に残留基準が決まり

ますと、その残留基準よりも、今回御審議いただくピレキシン 10％の 終投与後１日、これ

は使用禁止期間の案になっていますが、組織残留濃度の方が高いので、もしアレンジャーを

もとにして残留基準が設定されたとすると、ピレキシンの使用に伴う残留基準値よりも低く

なり、ピレキシンの使用に支障が生ずることになります。 

  ということで３番ですが、２つの案があります。この取り扱いの予定として、今後の食品

安全委員会、薬事・食品衛生審議会の食品衛生分科会の審議によって、アセトアミノフェン

の残留基準設定に係る経過は２つのパターンが考えられますが、現時点ではどちらになるか

予測ができません。後日この３つの製剤ともに承認されることになると、それを全部使用可

能とするような使用基準改正に係る審議が必要となることが考えられます。 

  （Ａ）パターンとしては、使用基準改正案（１）、アレンジャーの方が先に行きまして、残

留基準が設定される場合になります。そうするとアレンジャー２製剤が先に承認され、残留

基準と使用基準（１）をまず設定します。その後ピレキシン 10％の承認時に３製剤の使用を

可能とするような残留基準の改正と使用基準の改正が必要となります。 

  パターン（Ｂ）ですが、これは使用基準改正案（１）と（２）の根拠資料、これは承認申

請資料ですが、これをあわせて残留基準が設定される場合になります。この場合には、 初

から３製剤の使用可能とするような残留基準の設定及び使用基準の改正が必要となるという

ことになります。 

  ただ、これは先の話ですので、本日御審議いただきたいのは、21の（２）にある「ピレキ

シン 10％」の改正案です。ピレキシン 10％のみの資料に基づいて、本日の赤の№９－１に
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ついて御審議いただきたいと思います。 

  以上、説明を終わります。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。大変よくわかりました。 

  本日は、先ほど御承認いただきましたピレキシン 10％についての残留基準を決めたいとい

うことでございます。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。 

  それでは、今後の経過を踏まえた上で事務局案を了解したということにさせていただきた

いと思います。 

○事務局 ありがとうございます。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

ます。また、今後の MRLの設定状況等によりまして、改正する際には御審議をお願いします

ので、よろしくお願いいたします。 

 

 （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 

   について（つづき） 

   ③ アドレスタン 10mg、同 30mg、同 60mg（共立製薬株式会社） 

 

○赤堀部会長 それでは、審議事項（１）番に戻りまして、③の「アドレスタン 10mg、30mg、

60mg」の製造販売承認の可否並びに再審査期間及び毒劇薬の指定の要否についてです。これ

も動物用一般医薬品調査会の座長であります和田先生の方から御説明をお願いいたします。 

○和田委員 それでは、アドレスタン 10mg、30mg、60mg は、共立製薬株式会社から製造販

売承認申請されたトリロスタンを有効成分とし、犬の副腎皮質機能亢進症（クッシング症候

群）に伴う諸症状の改善を効能とするものです。 

  本製剤は、平成 22年１月 26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調査

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年になります。詳細については事務局から説明があります。 

○赤堀部会長 事務局、お願いいたします。 

○事務局 それでは、事前に配布しました赤で「№４」と書かれた資料を御用意ください。４

分冊となっていますが、№４－４の資料をご覧ください。「申請書」と書かれたタグのところ

をご覧ください。 

  アドレスタンは、共立製薬株式会社から申請されたものであり、トリロスタンを有効成分

とする犬の副腎皮質機能亢進症（クッシング症候群）に伴う諸症状の改善を効能・効果とす

るカプセル剤です。１カプセル当たりのトリロスタンの量により、アドレスタン10mg、30mg、

60mgの３製剤があります。投与は１日１回で、初期投与量 2.2～6.7mg/kgを 10～14日目ま

で投与します。その後は、ACTH刺激試験結果や臨床症状に基づいて調整を行います。 

  内容について概要に沿って御説明させていただきます。青の「概要」と書かれたタグをご

覧ください。７ページからが起源又は開発の経緯になります。副腎皮質機能亢進症は、副腎

皮質ホルモンであるコルチゾールの分泌過剰により起こる内分泌疾患で、その主症状は多飲、
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多尿、多食、脱毛、色素沈着等の皮膚症状、腹部膨満など多岐にわたります。 

  トリロスタンは、副腎皮質ステロイドホルモン生合成酵素の１つである３β－

hydroxysteroid dehydrogenaseを阻害することにより、生体内の副腎皮質ホルモンの合成を抑

制する化合物です。 

  トリロスタンは、ヒトの医療用医薬品としては、日本国内で 1986 年２月から販売されて

います。動物用医薬品としては、英国、米国を含む 20 カ国程度で犬のクッシング症候群の

改善薬として承認を取得しています。犬の副腎皮質機能亢進症は、ヒトや猫と比較して発生

率が高いが、日本国内において動物用医薬品として承認許可された医薬品がいまだないこと

から、開発を行ったものでございます。 

  162 ページからが安全性となります。トリロスタンを犬に 60mg、120mg、300mg/頭/日

で３カ月反復経口投与した試験において、60mg/頭/日投与群から血中ナトリウム及びクロラ

イドの低値が認められました。初期投与量の１倍、３倍、５倍量を１日２回投与し、３カ月

反復経口投与したところ、初期投与量の１日２回投与群においても、コルチゾールの遊離抑

制、副腎皮質の肥大などが認められました。３倍量及び５倍量の２回投与では死亡も認めら

れ、コレステロール、GGT、呼吸数あるいは心拍数の低値も認められました。両安全性試験

の結果から、１日１回投与より１日２回投与の方が毒性発現の増強が認められました。 

  203 ページからが吸収等試験となります。211 ページからですが、トリロスタンを犬に単

回経口投与したところ、血中及び尿中のいずれにおいてもケトトリロスタン以外の代謝物は

認められませんでした。また、主排泄経路は、胆汁中排泄であることが示唆されました。 

  213 ページからですが、トリロスタンを１日１回投与と１日２回投与の反復経口投与を比

較したところ、トリロスタン及びケトトリロスタンとも、Cmax は同程度でしたが、AUC は

１日２回の方が１日１回投与より高値を示しました。 

  220 ページからでは、犬に経口投与した場合の食事の影響も調べていますが、非絶食下の

方が絶食下よりも良好に吸収されました。 

  223 ページからは、トリロスタンを１日２回 15 日連続経口投与した結果から、反復投与

による蓄積性はないことを示しております。 

  237 ページからが臨床試験となります。238 ページからが国内試験です。陰性対照は動物

福祉と倫理的観点から、陽性対照は既承認薬がないことから、設定しておりません。有効性

は、ACTH 刺激試験でのコルチゾールの値による評価では投与開始 12週で 66.7％の有効率、

臨床症状による評価では投与開始 12 週で 83.3％の有効率、コルチゾールによる評価と臨床

症状の評価のいずれか一方、あるいはその両方が有効とされたものを総合的に有効とすると、

投与開始後 12 週の有効率は 96.7％でした。安全性については、軽度から中等度の消化器症

状が高頻度で見られましたが、回復性が見られました。また、副腎皮質機能低下症、血液生

化学的検査及び血液学的検査の異常が認められました。 

  255 ページからが海外臨床試験となります。国内試験とほぼ同様です。有効性は、ACTH

刺激試験でのコルチゾールの値による評価では投与開始 12 週で 91.1％の有効率、臨床症状
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による評価では投与開始 12 週で 90.0％の有効率、コルチゾールによる評価と臨床症状の評

価の両方で改善が認められたものを有効とすると、投与開始後 12 週の有効率は 77.3％でし

た。安全性については、消化器症状は高頻度で認められましたが、中程度で一過性でした。

また、副腎皮質機能低下症、血液生化学的検査及び血液学的検査の異常が認められました。 

  臨床試験で認められている副腎皮質機能低下症は、トリロスタンの薬理作用によるものと

考えられ、トリロスタンの薬理作用の指標である血中のコルチゾール及び電解質の経時的な

モニタリングを行い、投与量を適宜増減し適正に使用することにより、制御可能であると考

察しております。 

  次に毒劇薬の指定について御説明します。薬事法施行規則第 204条、別表第３の資料をご

覧ください。当日配布資料の№16となります。７の２がトリロスタンでございます。トリロ

スタンは、既に原薬については劇薬に指定されています。また、第 204条の別表第３の中で、

１個中トリロスタン 60mg 以下を含有する内容剤は劇薬から除外されておりますので、本製

剤についても劇薬には該当しないこととなります。 

  続きまして、№４－１の分冊の資料の審議経過票をご覧ください。本製剤は、平成 22 年

１月 26 日に開催された動物用一般医薬品調査会において御審議いただき、本部会に上程可

能とされたものでございます。新有効成分含有動物用医薬品となりますので、承認の可否並

びに再審査期間及び毒劇薬の指定について御審議をお願いしたいと考えております。 

  以上、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、委員の先生方で何か御質問、御意見等ござ

いますでしょうか。 

○中川委員 直接、薬の効能・効果とは関係ないのですが、概要の 280ページ、用法・用量の

一番下に、至適投与量の指標として ACTH刺激試験が書かれていますが、ここで「正常範囲」

という言葉が使われています。これはホルモンの動態、あるいはそれぞれの個体差から言っ

て、正常範囲というのではないと思うのです。ですから、あくまでも健康と思われる犬のコ

ルチゾール濃度がこの範囲内だということだから、基準値でないとおかしいのではないです

か。 

○赤堀部会長 正常値とは何ぞやということで、よく議論されるところなのですが、事務局、

いかがでしょうか。 

○事務局 貴重な御意見、ありがとうございました。先生の御意見を反映して、基準値に修正

させたいと思います。 

○中川委員 それでは次ですが、４－１の１ページ目に使用上の注意が書かれています。この

薬は臨床家にとっては、非常に早く販売されることが期待されていた薬品だと思うのですが、

この薬は非常に危険なのです。言ってみれば、投与法を間違えると取り返しのつかないほど

の副腎不全症を起こしますから、非常に使い方が難しい。 

  まず制限事項の中ですが、２番の「腎障害又は肝障害がある犬に投与しないこと。」と書い
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てあります。御存じのように高コルチゾール血症が長期間続く病気ですから、当然肝臓の障

害が起こっているケースが圧倒的に多いわけです。ですから、制限事項はもう少し肝障害の

内容について詳しく書かれていないといけないと思うのですが、いかがですか。 

○赤堀部会長 和田先生、これは調査会の方で何か議論がありましたでしょうか。 

○和田委員 そこまでは話題は出ませんでした。 

○赤堀部会長 事務局、今の中川委員の御質問に対していかがでしょうか。 

○事務局 質問に質問で返すのは大変申し訳ないのですが、どのように記載したらよいか、御

提案いただけないでしょうか。 

○中川委員 まず高コルチゾール血症で一番起こるのは、いわゆる薬剤を使ったときに起こる

症状としては高コルチゾールによる肝炎です。コルチゾール性肝炎と通常言います。大体、

クッシングを起こしてひどい経過の長い犬はほとんど。例えばこれ肝障害があるというのは、

何をもって肝障害とするかという定義もすごく難しいのです。恐らくここで書かれているこ

とは、生化学的検査をやったら、肝に関する酵素の数値が異常に高いとか、そういうことで

肝障害があるのではないかという判断をするのではないかと思われます。そうなると制限事

項がこれだと、これは全部引っかかってきてこの薬が使えないということになる。ですから、

これは正直言うと臨床家に任した方が僕はいいと思うのです。病態、年齢もそうですし、性

別もかなりいろいろあるのです。雄と雌とでは問題がある。というのは、ステロイドですか

らテストステロンとのかかわりもあるので、雄と雌ではちょっと違うのです。その辺も含め

て治療についてはむしろ私は、腎障害や肝障害が見られる場合には、十分慎重に投与するこ

とか何かにしておいた方がいいのではないかと思います。つまり制限をしないで、これは治

療する獣医師に判断は任せた方がいいのではないかという気がします。 

○赤堀部会長 いかがでしょうか、確かにおっしゃるとおりだと思うのですけれども。 

○事務局 ありがとうございます。 

  もう１点、確認させていただいてもよろしいでしょうか。アドレスタンの概要書の 14 ペ

ージに米国の添付文書の要約が載っています。そこでは、禁忌として「原発性肝疾患」とあ

りますが、「原発性肝疾患については使ってはいけない。それ以外については獣医師が慎重に

判断して投与する」としたほうがよろしいのでしょうか。それとも、「十分慎重に投与」とし

たほうがよろしいでしょうか。 

○中川委員 原発性肝疾患というものは、ウイルス感染も含めて範疇が結構あります。ですか

ら、どういうふうに臨床家が理解するか。私が一番心配するのは、冒頭申し上げたように、

これは使い方で非常にリスクがある薬です。ですから、その辺を慎重に投与するためには、

クッシングの治療と病態について相当詳しい先生でないと、この薬を使うのは一般の臨床家

には難しいだろうと思います。今おっしゃられた項を加えるのであれば、加えておいても差

し支えはないと思いますが、では、原発性肝疾患というのは何を指すのかという質問に対し

て、どう答えるかは難しいですね。 

○赤堀部会長 貴重な御意見をいただきましたが、事務局いかがでしょうか。制限事項に原発
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性肝疾患を加えて、その他の肝障害のある場合については慎重に投与すること、という使用

上の注意に改めるということでよろしいでしょうか。 

○中川委員 制限事項になっています。 

○赤堀部会長 わかりました。 

  その他、委員の先生方から御質問、御意見等ございますか。 

○中川委員 その下の（２）番の副作用ですが、本剤のいかなる投与量においても副腎皮質機

能低下症（アジソン病）が発現する可能性があります。その後に、「通常、投与中止及び対症

療法により回復するが、永続的な場合もある。」、先ほど来申し上げている事情から、これは

非常に好ましくない表現だと思います。この後は、「可能性があり、血中コルチゾール値のモ

ニタリングと臨床症状を十分注意深く観察すること」ということを入れておかないと、永続

的な場合もある。簡単に言うと、永続的ということでは、そのままでは放っておくと死んで

しまうということですから、今度は副腎機能低下症の治療を一生涯続けていかなければなら

なくなります。ですから、その辺も含めて使用上の注意の副作用については、そのように表

現した方が私はいいのではないかと思います。 

  それから、その下の（４）番ですが、国内外の臨床試験において、臨床症状として、副作

用ですよ、運動不耐性、これはいいのですが、無食欲／食欲不振、これが出たときはほとん

どだめになった状態ですから、副作用のレベルではないと思います。食欲不振はいいですが、

食欲がなくなるということは、つまりこれは PU、PD が主な諸症状ですから、食欲がなくな

るほどこの投薬を行うということは、非常に過剰投与になって副腎が働かない状態になって

いるということが１つ。それから、副腎皮質ホルモンの分泌が悪いために、生理的な MICH

に対応できない状態になっているということですから。 

  それから、その次の次ですが、尿路感染症／血尿、これはこの薬との因果関係が明確でな

いのですが、これはわかっているのですか。この薬を投与した場合に副作用として、尿路感

染症や血尿が起こることがありますよという薬との因果関係は、何かあるのですか。 

○事務局 尿路感染症と血尿と本剤との関係は、明確なものにはなっておりません。また、（４）

の記載内容が、通常の副作用の書きぶりとは異なり、臨床試験で確認された有害事象が記載

されていることから、妥当ではない部分については、御相談させていただきながら修正させ

ていただければと思います。 

○中川委員 その点がおわかりになっているのでしたら、ここに書かれていることは、生化学

的検査の結果得られた注意と、そうでない臨床症状の注意は明確に分けてください。これは

混在しているのです。 

  以上です。 

○赤堀部会長 貴重な御意見、ありがとうございました。後に事務局レベルで、使用上の注意

を訂正する段階で、また中川先生の御意見をいただきながら修正を加えさせていただくとい

うことにさせていただきたいと思います。 

  その他に委員の先生方、いかがでしょうか。 



 

 - 18 - 

○合田委員 あまり重要なことではないのですが、今回、割と化学のところもコメントをつけ

られた方がいて、直っていると思うのですが、明らかに間違いがあります。96 ページの

50.32MHzの NMRは絶対 50.32MHzではないですね。400MHzでとっていますから、100MHz

ぐらいの NMRだと思います。 

  それから、その後の 98 ページ以降から出ているのは、CH‐COSY でやると、多分炭素核で

やられているから、400 という数字は絶対上がらないと思います。400MHz のようになるこ

とは多分ないです。だから、記載的なミス、科学的に正しくないミスが幾つかありますから、

それは訂正をされた方がいいと思います。NMRの関数のところです。 

○赤堀部会長 事務局、合田先生から御発言いただいたところはわかりますでしょうか。 

○合田委員 ４－１の 96ページの図です。これは 50.32MHzと書いてありますが、上に 400MHz

の NMR を使って測定しているのは、多分 100MHz クラスですね。それから 98 ページは、

CH‐COSY というところで少なくとも炭素核を観測していますから、400MHz ということは多

分ないです。これも 100MHzクラスのデータなのかと思いながら見ています。そこの３点で

す。100ページまでです。非常に小さいことですが。 

○事務局 申請者に確認して修正させたいと思います。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

 その他、いかがでしょうか。 

○中川委員 大変恐縮ですが、資料４－１の２ページに適用上の注意があるのですが、その（１）

番です。ここで、「本剤の投与開始前に、下記事項について飼い主と同意（インフォームドコ

ンセント）をする必要がある。」と書かれているのですが、飼い主から、この治療を行いこの

薬を投与することで起こる副作用を説明することは、インフォームドコンセントではありま

せん。ですから、まずこの文は外してください。それが第１点です。 

  それから、３行目、「副作用がみられた場合には、直ちに投与を中止し、獣医師に連絡する

こと。」ではなくて、投与を中止することがまず第１点です。 

  この副作用は非常に大きな問題になりますので、必ず対症療法しなければいけないわけで

すから、直ちに獣医師の指示に従って治療することとか、何か表現を変えなければいけない

だろうと思います。そのまま薬を飲ませないでおいても死亡してしまうケースがありますか

ら。 

  それから、（２）番の「本剤の増量時には、特に注意深いモニタリングを行うこと。」と書

いてありますが、ここは、「本剤を増量するときは、必ずモニタリングを行うこと」に変えた

方が私はいいと思います。理由は、いかなる投与においても永続的な副腎機能低下症、つま

りアジソン病、あるいは消化器症状、軟便や下痢、嘔吐が発現する可能性があるので、必ず

効果があまり見られないと思って増量するときは、十分モニタリングはやらないといけない。

これは必須です。 

  それからもう１つは、さっきのインフォームドコンセントと書かれているところですが、

これは、「投与開始前に、飼い主に十分説明して同意を得ること」という日本語に直してくだ
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さい。インフォームドコンセントの意味はそういう意味ではありませんので。 

○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。 

  それでは、その他特にないようですので、これまで御指摘、御意見いただきましたように、

資料の整備をすることを条件、それから使用上の注意を適切な表現に変える、この２つを条

件として御承認いただいたということでよろしいでしょうか。 

 訂正の仕方については、事務局と座長と、それから御発言を主にいただきました中川先生、

合田先生の方にお尋ねしながら整備させていただく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。それでは、使用上の注意を適切な表現に変えるよう記載整

備をすることと、あと概要の 280ページの正常範囲を基準値に変える、あと資料４－１の 96

と 98 の誤記を訂正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、製剤

を毒劇薬には指定しないこととします。 

 

   ④ ステロップ（千寿製薬株式会社） 

 

○赤堀部会長 それでは、続きまして④番になりますが、「ステロップ」の製造販売承認の可否

並びに再審査期間及び毒劇薬の指定の要否についてですが、動物用一般医薬品調査会の座長

である和田先生から、このことについても御説明をお願いします。 

○和田委員 ステロップは、千寿製薬株式会社から製造販売承認申請されたジフルプレドナー

トを有効成分とし、犬の結膜炎、角膜炎、眼瞼炎、ぶどう膜炎を効能とするものです。 

  本製剤は、平成 22年１月 26日に開催された動物用一般医薬品調査会において、事前の調

査審議を終了し、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。詳細については、事務局から説明があります。 

○赤堀部会長 事務局、お願いいたします。 

○事務局 それでは、事前に配布しました赤で「№５」と書かれた資料を御用意ください。「申

請書写し」と書かれたタグのところをご覧ください。 

  本剤は、千寿製薬株式会社より製造販売承認申請された「ステロップ」でございます。ジ

フルプレドナートを主剤とし、犬の結膜炎、角膜炎、眼瞼炎、ぶどう膜炎を効能又は効果と

する点眼液でございます。 

  内容について概要に沿って御説明させていただきます。「概要書」と書かれたタグのところ

をご覧ください。１ページからの起源又は開発の経緯をお願いします。ジフルプレドナート

は、プレドニゾロン誘導体の副腎皮質ホルモンで、その作用機序は他のステロイド剤と同様

に、ステロイドレセプターに結合して、ホスホリパーゼ A2 の活性を阻害するタンパク質を

生合成し、アラキドン酸代謝物の生成を阻害することにより、抗炎症作用及び抗アレルギー
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作用を示すと考えられています。 

  ステロイド剤は、強い抗炎症作用を示すことが知られている一方で、グルココルチコイド

作用の過剰発現による症状や続発性腎不全に基づく症状が副作用として知られています。ま

た、犬では、炎症性眼疾患に対し、ステロイドを長期局所投与した症例において、下垂体副

腎皮質系の抑制が認められたことが報告されています。 

  局所投与では、全身投与に比べ作用部位の薬剤濃度を上げることができ、薬剤の総投与量

を少なくでき、全身的な副作用を軽減できること。また、本剤は局所投与部位では強い薬理

効果を示すが、体内では速やかに代謝されて不活化される薬剤であることから、ステロイド

剤の副作用を少なくすることができ、有用であると考えられることから、開発を行ったもの

です。 

  また、外国も含め、動物用医薬品としてジフルプレドナートを含む点眼液は発売されてお

りません。 

  47ページからの安定性に関してお願いします。原薬の安定性試験は、固体状態及び懸濁状

態で行っており、通常の保存条件下では安定であり、遮光保存すれば極めて安定である結果

が得られています。製剤の安定性は、長期保存試験及び加速試験の結果から、室温保存で３

年間の安定性が担保されています。また、過酷試験の結果に基づき、本剤の保管においては、

高温を避け室温で保存し、凍結を避けて保管すること。また、外箱開封後は、直射日光を避

けて保存する必要があるとの使用上の注意が設定されております。 

  79ページから、毒性に関する資料をお願いします。原薬の毒性については、既存のステロ

イド剤と同様のものとなっております。製剤の毒性については、ウサギ及び犬を用いて１日

４回、４週間点眼して行っておりますが、認められた変化はステロイド特有のものとされ、

本剤に特異的なものではないとされております。 

  また、熱劣化品をウサギに２週間、反復点眼投与し、眼科的検査を含めた評価を行ってい

ますが、製剤と同等との結果が得られています。また、製剤の分解生成物の遺伝毒性試験を

行い、遺伝毒性を誘発しない旨の結果が得られています。 

  さらに、本剤に乳化剤として配合されているポリソルベート 80 の含量が○％と高いこと

から、ポリソルベート溶液のみの点眼試験をウサギを用いて行っていますが、特に異常は認

められていません。 

  111 ページからの安全性に関する資料をお願いします。本剤を犬に対して１日４回、点眼

投与群を常用量群、８回点眼投与群を高用量群として、14 日間連続投与して行っています。

血液学及び血液生化学検査において認められている異常は、ステロイド剤で一般的に認めら

れるものでした。投与部位である眼球については、異常は認められませんでした。 

  以上の結果から、通常の使用条件において、ステロイド剤投与時に一般的に認められる影

響に注意すれば、安全性上問題ないものと結論づけています。 

  163 ページから臨床試験になります。結膜炎、角膜炎、眼瞼炎の効能・効果に対する比較

臨床試験は、0.1％プラノプロフェン点眼液を対照薬として１回１～２滴、１日４回、 低３
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日間、原則として７日間連続投与で、50施設において行いました。 

  有効性は、観察基準に従って臨床症状をスコア化し、全般有効度判定基準に基づき、点眼

開始前のスコア合計点と点眼終了日のスコア合計点の差から、著効、有効、無効、悪化の４

段階で判定し、統計処理を行いました。 

  有効以上を示した症例の割合を示した累積有効率を求めたところ、被験薬群では 93.1％、

対照群では81.8％でした。これらの累積有効率を統計処理したところ、被験薬は犬の結膜炎、

角膜炎又は眼瞼炎に有効であり、また対照群に比べて有効性の高い薬剤であると判断されま

した。 

  ぶどう膜炎に対する臨床試験は、対照群を置かずに行っています。本剤の効果を適切に判

断するために、他のステロイドの併用を禁止することとしたため治療に時間がかかることが

予測されたことから、用法・用量は１回１～２滴、１日４回、 低３日間、原則として 14

日間点眼するとし、12施設において行いました。 

  有効性は、観察基準に従って臨床症状をスコア化し、全般有効度を求めました。有効以上

を示した症例の割合を示した累積有効率は 96.2％であり、有効性が確認されています。 

  次に毒劇薬の指定について御説明いたします。当日配布資料の№17をご覧ください。薬事

法施行規則第 204条別表第３の資料です。７の９がジフルプレドナートでございます。ジフ

ルプレドナートは、既に原薬については劇薬に指定されております。また、0.05％以下を含

有する外用剤は劇薬から除外されておりますので、本製剤についても劇薬には該当しないこ

ととなります。 

  初に戻っていただきまして、審議経過票をご覧ください。本製剤は、平成 22年１月 26

日に開催された動物用一般医薬品調査会において御審議いただき、本部会に上程可能とされ

たものでございます。新有効成分含有動物用医薬品となりますので、承認の可否並びに再審

査期間及び毒劇薬の指定について御審議をお願いしたいと考えております。 

  以上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、事務局の方から御説明いただきましたが、委員の先生方で何か御質問、御意見

等ございますでしょうか。 

○中川委員 概要の 188 ページの使用上の注意のところですが、この（５）番目に、「小型犬

及び若齢犬では、本剤の安全性は確立されていないので、投与する場合は十分注意すること。」

と書かれているのですが、今回、８施設で臨床試験をやっていますよね。その犬種と体重は

わかりますか。体重、犬種、年齢。カルテをつくってやっていると思うのです。そこに資料

としてなければ、何をもって小型犬としているかという基準ですね。この臨床試験をやった

病院の名前がずらっとあがっていますが、非常に眼科に力を入れている先生方の病院ですの

で、当然小型犬が圧倒的に治験例は多いと思うのです。ここであえて小型犬及び若齢犬とい

うのを加えたのは、何か根拠は。今の説明を聞いていると、特にあまり問題はなさそうに思

うのですが、その辺の因果関係を教えていただければと思います。 
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○赤堀部会長 事務局、いかがでしょうか。 

○事務局 添付資料を確認いたしますので、少しお時間いただけますでしょうか。 

○赤堀部会長 中川委員の質問に対しまして少し時間をいただくということで、その他、委員

の先生方から何かございますでしょうか。 

 その他、委員の先生方から御質問ございませんでしたので、中川先生からの質問に対しては

後ほど回答することにして、それ以外、本件については、先生方、特に審議結果に影響を与

えるわけではないということですね。 

○中川委員 ないです。ただ、特に重要な問題点が、例えば臨床試験をやったのが全部体重が

５kg、10kg以上で、小型犬が含まれていないので安全性が担保できないとか、何かそういう

事情があるなら別ですが、恐らく今この薬剤を使用したいと考えている対象の犬は 10kg 以

下だと思うのです。つまり飼育されている犬の今の平均体重が 10kg を割っているのです。

ですから、そんなにリスクをここであえて書かなくても、十分獣医師が治療する上での安全

性を自ら担保する程度の注意でいいのではないか。つまりこれを書かないでもいいのではな

いかということを申し上げたわけです。 

○赤堀部会長 それでは、原資料を確認していただいて、臨床試験に用いられた犬が 10kg 以

下のものが含まれていなければ、使用上の注意に書かなければなりませんが、含まれておれ

ば、あえて使用上の注意の中に、小型犬ということを記載する必要がないという御意見でご

ざいます。そのように対応させていただくということで、御承認いただいたということでよ

ろしいですか。それとも、わかりますか。 

 お願いいたします。 

○事務局 添付資料を確認しましたが、体重の記載はありませんが、６カ月齢のマルチーズや

10カ月齢の雑種、１歳のキャバリア・キングチャールズ・エスパニエルなどがおりますので、

先生の御指摘のあった体重(10kg)よりは低い範囲に含まれると思います。 

○中川委員 あと抽象的な「小型犬」、「中型犬」という表現は、薬剤の使用上の注意とかそう

いうところには使わないでほしいのです。何か制限するのであったら、体重なり体表面積な

り明確な基準を示してほしい。 

○事務局 月齢などでですね。 

○中川委員 月齢、体表面積とかそういうものをきちっとしていただかないと、使う方では抽

象的な表現というのは非常に困ります。 

○赤堀部会長 ついでに私の方からお尋ねしたいのですが、臨床試験に用いた犬の体重が記載

されていないということは、GCPに合致している試験と理解してよろしいのでしょうか。 

○事務局 本試験は、GCPに適合しております。GCPは、試験の信頼性を確保するものであり、

試験方法の妥当性を問うものではないことから、体重を測定していないことで不適合とはさ

れておりません。本試験で、体重に関して特段の指摘をしていないのは、錠剤のように投与

量を設定するために体重が必要とされる製剤ではなく、体重にかかわらず目に１～２滴と、

必ずしも体重が必要ではない試験であったためです。 
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○赤堀部会長 ただ、効能・効果の条件になることとは別にして、用いられた動物の年齢、性

別、体重などを明確にしておくのは必須条件だと思うのです。GCPから言えば、その辺はい

かがですか。 

○事務局 GCP上は必須ではないのですが、一般的に臨床で試験としては求めた方がよい条件

だと思います。 

○赤堀部会長 中川委員の貴重な御質問、御指摘をいただいたということで、以後の臨床試験

のデータについても、これから整備し、対応を事務局がしてくださるということでありがた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

  その他、いかがでしょうか。事務局何かございますか。 

○事務局 事務局からは特にございません。 

○赤堀部会長 それでは、これ（小型犬及び若齢犬への投与の際の注意事項）は外すというこ

とですか。 

○事務局 使用上の注意の小型犬、若齢犬に対する記載については、削るということで。 

○赤堀部会長 小型犬というところだけ削れば。幼若犬はそのまま残しておいてもいいと思い

ますが。よろしいですね。 

  それでは、使用上の注意を一部修正するということで、御承認いただいたということでよ

ろしいでしょうか。 

  ありがとうございました。 

○事務局 それでは、使用上の注意の犬に対する注意のうち、小型犬に対する記載については

削除させていただきまして、本剤については承認を可として、薬事分科会に報告させていた

だきます。なお、再審査期間については、新有効成分含有動物用医薬品ということで６年間

としまして、製剤を毒劇薬には指定しないということでございます。ありがとうございまし

た。 

 

   ⑤ コンフォティス錠 140mg、同 270mg、同 560mg（日本イーライリリー株式会社）  

 

○赤堀部会長 それでは、続きまして動物用一般医薬品調査会関係では 後になりますが、⑤

の「コンフォティス錠 140mg、270mg、560mg」の製造販売承認の可否並びに再審査期間及

び毒劇薬の指定の要否についてです。これも座長の和田先生から御説明をお願いします。 

○和田委員 コンフォティス錠 140mg、270mg、560mgは、日本イーライリリー株式会社から

製造販売承認申請されたスピノサドを有効成分とし、犬に寄生するノミ及びマダニの駆除を

効能とするものです。 

  本製剤は、平成 22年１月 26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調査

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。 

○赤堀部会長 事務局、お願いいたします。 
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○事務局 それでは、事前にお送りしました資料番号赤の№６番の資料、それから審議経過票

の用法・用量のところに誤記がございましたので、当日配布資料の黒の№６－２として差し

替えをお配りしておりますので、そちらも御用意いただきたいと思います。 

  本剤については、日本イーライリリー株式会社より承認申請されましたコンフォティス錠

の用量の異なる３製剤でございます。 

  黒の№６－２の審議経過票に基づいて御説明いたします。成分・分量ですが、本剤は１錠

中に 140mg、270mg、560mgのスピノサドを主剤とした犬の外部寄生虫駆除剤となっていま

す。 

  ６－２の次のページをお願いします。用法・用量については、体重１ｋｇ当たりスピノサ

ド 30mgを基準量として、140mg製剤では体重 2.3kg以上～4.5kg未満、270mg製剤では 4.5kg

以上～９kg未満、560mg製剤では９kg以上～18kg未満の犬を対象として、本剤１錠を投与

前後に少量の餌を与えながら経口投与するか、餌に混合して投与するとしております。また、

体重 18kg 以上の犬については、560mg 製剤において 30mg を基準量として錠剤を組み合わ

せて投与することとしております。 

  効能・効果については、犬に寄生するノミ及びマダニの駆除とされております。 

  それでは、資料の赤の№６番の概要に基づいて御説明します。「試験成績等の概要」と書か

れている薄いグレーの紙を開いていただきまして、概要の６ページをご覧いただきたいと思

います。開発の経緯でございます。 

  犬用のノミ、ダニの駆除剤については、既にさまざまなものが承認されており、使用され

ています。しかしながら、これらのものについては承認されてからかなり時間が経っている

ものもあるということで、これらに対するノミ、ダニの耐性化という部分が懸念されている

ところでございます。このため、新たな作用機序の薬剤の承認が望まれているところでござ

います。 

  また、今の犬に対するノミの駆除剤については、スポットオン製剤のものが多いというこ

とで、投与に対してヒトへの曝露の危険性があること、犬のシャンプーができないとか犬が

嫌がるとかそういう懸念がありますので、経口投与による予防ということで申請されてきた

ものとなっております。 

  次に８ページをお願いします。スピノサドにつきましては、農薬として既に世界各国で使

用されているものでございます。また、海外では動物用医薬品ということで食用動物の方で

使用されておりまして、本剤については、米国で犬用ということで承認されております。た

だし、米国の承認においては、今回日本と異なりましてノミのみの効能ということで、マダ

ニに対する効能は取得していないということでございます。我が国においてはスピノサドを

主剤とした動物用医薬品については初めてということでございますので、新有効成分含有動

物用医薬品ということで本日御審議いただくものでございます。 

  次に概要の 149ページをご覧ください。本剤の安全性試験でございます。本剤の犬に対す

る安全性試験ですが、本剤の常用量、３倍量及び５倍量を用いて試験しております。３倍量、
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５倍量については、常用量群の 高量について、そのサイクル中に３又は５日間連続投与す

るという方法で行っております。 

  こちらで主に見られた異常としては、150 ページにありますとおり、各群の初回投与で嘔

吐が強く見られたというものがございます。また３倍量、５倍量のところでは、病理組織学

的な所見でリンパ組織の空胞化が見られております。しかしながら、いずれの異常について

も安全性については問題がない程度のものとされております。 

  これらの異常については、155 ページからの 10 倍量での安全性試験でも同じような異常

が見られておりますが、犬への有害性については少ないとされております。 

  また、156 ページから繁殖雌犬での安全性試験を行っておりますが、こちらでも生殖等に

対する大きな異常は見られないとされております。 

  次に 164ページをお願いします。薬効・薬理の試験ですが、ネコノミを犬に寄生させて本

剤の至適用量の検討を行っております。その結果、165 ページの表Ⅹ－３及び図Ⅹ－１の結

果から、本剤の 小有効量を 30mg/kgと設定しております。 

  次に 171ページをご覧ください。ネコノミを実験感染させた犬での駆除効果を見ています。

こちらについては表Ⅹ－７にありますとおり、本剤の 30～40mg/kg の単回経口投与で、投

与 37 日目においても、投与対照群に比較して有意な駆除効果が見られているということで

ございます。 

  次に、176 ページからネコノミとクリイロコイタマダニの混合感染による犬での効果を確

認しております。ノミについては 177ページの表Ⅹ－11のとおり、本剤 50mg/kg投与群に

おいて、投与後 37日まで 90％以上の駆除効果を示しておりました。しかしながらマダニに

対する効果については、表Ⅹ－12 のとおり、50mg/kg 投与群においては、投与後１日目で

は 90％以上の駆除効果を示していますが、16日以降では 50％以上の駆除効果ということで、

本剤の持続性について疑問があるという成績になっております。 

  これら持続性の問題があったことから、177 ページの下からございます国内でのフタトケ

チマダニの実験感染試験を行っています。その結果、本剤 30～60mg/kg の投与後、１日目

のマダニの寄生では、180ページの表Ⅹ－14にあるように、対照薬として用いているフィプ

ロニルのスポットオン製剤と同等の寄生マダニの減少率をしていますが、持続性を確認する

ための投与後 10 日、20 日目に、２回目、３回目投与の再寄生の結果ですが、181 ページの

表Ⅹ－16 及び 182 ページの表Ⅹ－18 にあるとおり、投与後日数の経過に伴いマダニ駆除効

果の発現の遅延が見られて、減少率からは無投与対照群と差が見られないという結果でした。 

  しかしながら、181 ページの表Ⅹ－17 及び 182 ページの表Ⅹ－19 にあるとおり、落下マ

ダニの吸血状況からは、本剤投与群と無投与対照群の方で差が見られて、本剤投与によって

マダニを落下させるような効能・効果については時間とともに減弱しますが、飽血落下の抑

制効果については維持していることが確認されております。 

  次に 207ページをお願いします。ノミに対する臨床試験です。国内８施設で試験を行って

おりまして、陽性対照群としてはフィプロニルのスポットオン製剤を使用しております。有
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効性については、ノミの寄生数をスコア化して陽性対照群との比較を行っております。 

  結果については、212 ページの表ⅩⅣ－３のとおり、被験群、対照群ともに投与後４週ま

で 90％以上の駆除率を示しておりまして、持続期間についても、213ページの表ⅩⅣ－５に

あるとおり、被験群、対照群とも約 38 日程度の持続ということで、ほぼ同等の結果となっ

ています。 

  安全性については 214ページにございますが、投与群の４頭で嘔吐が、１頭で流涎が見ら

れたということですが、いずれも軽度なもので、臨床上の安全性については問題ないという

ことでございます。 

  また、マダニの臨床試験においてマダニとノミとの混合した症例についても、ノミへの効

果を見ております。それについては 215ページのⅩⅣ.２のノミに対する臨床試験でまとめて

おりますが、こちらもノミに対する有効性については確認されています。 

  次にマダニに対する臨床試験が 217ページです。有効性については、224ページの表ⅩⅣ

－14、表ⅩⅣ－15にあるとおり、投与後４週までマダニの駆除率及び寄生数は対照群である

フィプロニル投与群と同等でございます。また、駆除効果の持続についても、225 ページの

表ⅩⅣ－17にあるとおり、いずれのものについても約 27日間という持続期間を持っており

まして、試験群、対照群についてはほぼ同等の成績となっております。 

  安全性については 227 ページからですが、表ⅩⅣ－22 のとおり、被験群で１頭、車酔い

と思われる嘔吐が見られていますが、それ以外の臨床上の異常は見られません。以上の結果

から、本剤の野外における有効性及び安全性について確認されております。 

 次に本剤の毒劇薬の指定についてですが、概要の 117ページをお願いします。表Ⅵ－１にス

ピノサドの急性毒性試験における LD50の値が示されています。これらの結果からスピノサド

については、劇毒薬の指定の基準である、経口投与で LD50が 300mg/kg以下、腹腔内投与で

100mg/kg 以下を上回っておりますので、本剤については原体及び製剤ともに劇毒薬には指

定しないこととさせていただきたいと考えております。 

  後に、当日配布資料の黒の６－２番の審議経過票でございます。こちらにございますと

おり、本剤については、本年１月 26 日開催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、使用上の注意に、マダニに関する有効性の記載を整備すること、あるいは嗜好

性を高めるために含有されているビーフフレーバーがγ線滅菌されていることから、それら

に対する安全性の資料を整備することを条件に、本会への上程を可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、委員の先生方から何か御質問、御意見等ご

ざいますでしょうか。 

  あらかじめお断りしておきたいと思いますが、初めに御承認いただきましたように、この

審議事項については、廣野委員には御審議にはお加わりいただけますが、議決には参加して
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いただかないことになっておりますので、よろしくお願いいたします。 

○合田委員 16ページから、全部構造式が書いてありますが、糖の構造がどうも違うような気

がすごくするのです。これは向きを左向きに書いていますね。本当は右向きに書かないと立

体が合わないと思うのですが、大丈夫ですか。我々は普通書くときには、糖でこういう形で

書くときには、立体を間違えないように右向きで書くんです。これは左向きで書いているか

ら、すべてのもので逆に書いているような気がするのです。完全に確認しきっていませんが、

確認してみてください。多分間違っていそうな気がします。 

○事務局 ありがとうございます。確認しまして、適正に修正したいと思います。 

○合田委員 １カ所ではなくて、もう全部そう思って書いていますよね。 

○赤堀部会長 御指摘ありがとうございました。事務局の方で調べまして、もし間違っていれ

ば修正することにさせていただきたいと思います。 

  その他、いかがでしょうか。 

○中川委員 申請書の２枚目に使用上の注意がありますが、そこに適用上の注意として、（２）

番に「本剤投与の１時間以内に嘔吐した場合は、同量を再投与することが好ましい。」と書い

てありますが、これは恐らく薬が十分吸収されていないので、嘔吐した場合にはもう１回投

与し直しなさいという意味だと思うのです。この薬剤が原因で嘔吐した場合に、もう一度飲

ませることを指示しているという場合もあり得ますね。ですから、僕はこの項目は要らない

と思います。まず獣医師が判断すべきことだろうと思います。 

  それからもう１つは、（３）番目の文言ですが、「再感染を 小限にするため、複数飼育の

場合は全頭に与えることが重要である。」と書かれていますが、この表現はあまり好ましくな

いと私は思います。書くのであれば、「複数飼育の場合は、相互感染を防止するため、全頭に

投与することが望ましい」、このくらいにすべきだと私は思いますが、いかがでしょうか。 

○赤堀部会長 御指摘ありがとうございました。事務局いかがでしょうか、使用上の注意の表

現の仕方が適切ではないのではないかという御意見ですが。 

○事務局 少しお時間いただけますか。 

 （３）の方の再感染を 小限にするため云々の使用上の注意の指摘につきましては、先生の

おっしゃるとおり修正させていただきたいと思っております。 

○赤堀部会長 ２については、いかがでしょうか。 

○事務局 嘔吐した場合に再投与するという規定は、安全性試験等においてもそのように規定

されて、実際は試験が行われております。実際１時間以内に再投与して、特段何か副作用が

出ることは見られていないことから、この記載は残したものになっております。 

○赤堀部会長 この薬剤の副作用として嘔吐を誘発することがあり、嘔吐が起きたときにはも

う一度投与しなさいということですね。それについてどう表現するかということで中川先生

の方から御質問、御意見があったのですが、先生、実際には再投与しているのでということ

ですが、いかがでしょうか。 

○中川委員 恐らく言おうとしていることは、１時間以内に嘔吐した場合は、薬効がないから
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ということを言いたいのだろうから、僕は違う表現の方がいいと思うのです。再投与しなさ

いというよりは、薬効がないのだから、十分そこは考えなければいけないことだろうと思い

ます。 

  ただ、例えば犬が疾患を持っている、あるいは極端な貧血をしている場合は、こういう薬

剤を投与するとすぐ嘔吐します。だけど、そこで１時間以内に吐いたからもう１回飲まそう

と、その日にそこで飲ませばまた吐きますよ。そういうことは獣医師の裁量権の中で考えさ

せる問題であって、注意事項に書くべきことではないだろうと思います。あえて書くのであ

れば、１時間以内に嘔吐した場合は、薬効が不十分であるということを書いておけばいいの

であって。 

○事務局 例えば使用上の注意が、今おっしゃっている部分について、本剤投与の１時間以内

に嘔吐した場合は、獣医師の判断によって再投与を検討すること、というような文言でいか

がでしょうか。 

○中川委員 もちろんそれでも結構ですけれども、まかり間違って、二度続けてまた吐いた。

もう一回また飲ました。どんどん動物が具合が悪くなったとき、だれが責任を持つのだとい

う話になる。指示書にそういうふうに書かれているから、飲ませたのだ。１時間以内に吐い

た場合は、再投与しろと書いてあるから、何回も投与したのだという話になるわけです。そ

こは獣医師に任せる表現の方が僕はいいと思います。 

○事務局 ありがとうございます。修正したいと思います。 

○赤堀部会長 表現はともかくとして、事務局から今、そういう形での使用上の注意事項に訂

正することとさせていただきたいと思います。 

  その他、いかがでしょうか。 

○小川委員 瑣末なことですが、概要書の 165ページの図Ⅹ－１というのがあります。それぞ

れ３本ずつグラフになっていて、異符合のものに有意差ありということですが、15mg はこ

れだけ差があって、有意差がないことになっていますが、これは何かの間違いではないでし

ょうか。というのは、20mgはこの差で有意差ありになっていますね。 

○事務局 この点は確認いたします。 

○赤堀部会長 事務局の方で確認して、もし小川先生の御指摘どおりでしたら、資料を整備す

ることにさせていただきたいと思います。 

  その他、いかがでしょうか。 

  その他、特に御質問、御意見がないようですので、使用上の注意を一部訂正することを条

件に承認を可とさせていただきたいと思います。 

○事務局 それでは、構造式については事務局の方でまた確認させていただきまして、間違っ

ているようであれば直させていただきたいと思います。また、使用上の注意については、適

用上の注意について修正させていただきたいと思います。また、今のノミの薬効・薬理の用

量の試験ですが、それについても事務局で確認させていただきまして、間違いであれば修正

させていただくことを条件としまして、本剤については、承認を可として薬事分科会に報告



 

 - 29 - 

させていただきます。なお、再審査期間については、新有効成分含有動物用医薬品というこ

とで６年としまして、毒劇薬には指定しないとさせていただきます。ありがとうございまし

た。 

 

   ＜水産用医薬品調査会関係＞ 

   ⑥ ピシバック 注 LVS（共立製薬株式会社） 

 

○赤堀部会長 それでは、続きまして水産用医薬品調査会関係の審議事項に入らせていただき

ます。⑥の「ピシバック  注  LVS」であります。小川先生の方からお願いいたします。 

○小川委員 ピシバック  注  LVS は、共立製薬株式会社から製造販売承認申請された水産用不

活化ワクチンであり、ラクトコッカス・ガルビエ  KS‐7M株、ビブリオ・アングイラルム  KT‐5

株、ストレプトコッカス・ジスガラクチエ・サブスピーシーズ・ジスガラクチエ  SD3M株を

主剤としています。 

  本製剤は、昨年２月６日の水産用医薬品調査会において継続審議となりましたが、本年２

月 15日の水産用医薬品調査会で事前の審議を終了したので、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。 

○赤堀部会長 事務局、お願いたします。 

○事務局 では、事前配布資料の赤の№７の資料をお手元に御用意ください。一番 初の審議

経過票をお開きください。御審議いただく品目はピシバック  注  LVS、申請者は共立製薬株

式会社です。 

  本剤の成分は、ラクトコッカス・ガルビエ  KS‐７M 株、ビブリオ・アングイラルム  KT‐5

株、ストレプトコッカス・ジスガラクチエ・サブスピーシーズ・ジスガラクチエ  SD3M株の

３つの不活化菌株を主剤としております。 

  用法・用量ですが、体重約 20ｇから約 1.3kgのかんぱちの腹腔内に本ワクチンを１尾につ

き 0.1mL ずつ注射をします。効能･効果は、かんぱちのα溶血性レンサ球菌症の予防、J‐O‐3

型ビブリオ病の予防、ストレプトコッカス・ジスガラクチエ感染症による死亡率の低減とな

っております。 

  続きまして、概要の１ページをご覧ください。本剤の開発の経緯ですが、養殖かんぱちに

おいて被害が大きいα溶血性レンサ球菌症及びビブリオ病に対するワクチンは市販されてい

ます。一方、近年、ストレプトコッカス・ジスガラクチエ感染症が問題となってきましたが、

いまだワクチンは実用化に至っておりません。これらの重要な疾病は、同じ生けす内で発生

することもあるため、同時に予防することを可能とする３種混合ワクチンの開発に着手した

とのことです。 

  続きまして、９ページの表１をご覧ください。ラクトコッカス・ガルビエ製造用株の免疫

原性について攻撃試験により検討しております。その結果、対照群の生存率０％に対して、
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培養菌液、上清菌体をそれぞれ注射した場合の生存率は 100％、90％、100％となっており

まして、免疫原性が確認されております。 

  続きまして、18ページの表１をご覧ください。同様にビブリオ・アングイラルムの製造用

株の免疫原性について、攻撃試験により検討しております。その結果、対照群の生存率が０％

に対し、培養菌液、上清菌体を注射した場合の生存率はすべて 100％となっておりまして、

免疫原性が確認されております。 

  続きまして、27ページの表１をご覧ください。同様に、ストレプトコッカス・ジスガラク

チエの製造用株の免疫原性について、攻撃試験により検討しております。その結果、対照群

及び上清注射群の生存率は０％ですが、菌液注射群では 23％、沈渣抗原注射群では 36％と

なっており、免疫原性が確認されております。 

  続きまして、33ページの表１と表２、その次のページの表３をご覧ください。３種の製造

用株を混合した場合の免疫原性について、攻撃試験及び抗体価測定により検討しております。

その結果、各抗原を混合しても、それぞれ免疫原性が確認されております。 

  続きまして、60ページの表１をご覧ください。α溶血性レンサ球菌症の免疫持続について

検討しております。その結果ですが、ワクチン接種後約２カ月まで効力が確認されておりま

す。 

  次の 61 ページの表１をご覧ください。同様に、ビブリオ病についても、ワクチン接種後

２カ月までの効力が確認されております。 

  続きまして、62ページの表１をご覧ください。ここからがストレプトコッカス・ジスガラ

クチエ感染症の免疫持続について検討しております。その結果、ワクチン接種後約２カ月ま

で効力が確認されております。 

  次の 63ページから 65ページまでは、追加試験としてストレプトコッカス・ジスガラクチ

エ感染症の３カ月以上の免疫持続について検討しております。その結果、ワクチン接種後３

カ月、５カ月では効力が確認されましたが、４カ月では免疫群の生存率が対照群を常に上回

りましたが、有意差は確認できませんでした。 

  次に 66 ページをご覧ください。ここから臨床試験について記載されております。まず表

１にありますように、2006 年度に計５カ所、2007 年度は次のページの表２にありますよう

に、計３カ所で実施しております。 

  2006年度の臨床試験の結果について、111ページの表 13をご覧ください。有効性につい

ては、臨床試験ではビブリオ病及びストレプトコッカス・ジスガラクチエ感染症について、

それぞれ１施設で有効性が確認されております。その他の施設では、疾病の発生が認められ

なかったり、または疾病に有効な薬剤が投与されたとの理由で、判定不能となっております。 

  攻撃試験では、ストレプトコッカス・ジスガラクチエ感染症について、１例のみ有効性が

確認されませんでした。理由として、直前までに有効な薬剤が投与されていたことによる影

響が考察されております。 

  次に 113ページの表 15をご覧ください。2007年度の臨床試験の結果についてです。有効



 

 - 31 - 

性については、臨床試験では、α溶血性レンサ球菌症及びストレプトコッカス・ジスガラク

チエ感染症について、それぞれ１施設で有効と判断しております。その他の施設では疾病の

発生が見られなかった、または検査尾数が少なかったとの理由で、判定不能となっておりま

す。 

  攻撃試験では、ストレプトコッカス・ジスガラクチエ感染症について、１例のみ有意差が

なく、無効となっております。理由としては、接種時に赤潮等が発生したことによる環境ス

トレスの影響が考察されております。 

  初の審議経過票にお戻りください。水産用医薬品調査会の審議結果ですが、本剤は、昨

年２月６日の調査会及び本年２月 15 日の調査会にてご審議いただきまして、資料を整備す

ることを条件に、動物用医薬品等部会に上程しても差し支えないとのご審議結果をいただい

たところです。 

  資料説明は以上でございます。ご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。 

 ただいま事務局の方からご説明いただきましたが、委員の先生方から何かご質問、ご意見等

ございますでしょうか。 

○中川委員 表紙から３枚目、適用上の注意の（6）番目で、「注射部位を遵守すること。」と

書かれていますが、どこを読んでも注射部位が書いてないです。これは、そういう表現でよ

ろしいのでしょうか。 

○赤堀部会長 事務局、いかがでしょうか。 

○事務局 申請書の６ページをお開きください。７番に用法及び用量というのがありまして、

「かんぱちの腹腔内」ということで、この括弧の中に入っているように、腹腔内というとこ

ろが注射部というふうに記載されておりますので、それが注射部位になります。 

○中川委員 使用説明書の中に書かれているわけですね。 

○事務局 そうです。 

○中川委員 それだったらいいです。 

○事務局 この用法及び用量というのが表に出るところですので、そこでもう規定されていま

すので、そこが注射部位になります。 

○中川委員 わかりました。 

○赤堀部会長 その他、いかがでしょうか。 

  それでは、特に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ますが、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、新有効成分含有動物用医薬品及び新動物用配合剤ということで６年とし

ます。ありがとうございました。 

○赤堀部会長 それでは、ちょうど始まりまして２時間たちましたので、10分間の休憩という
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ことで、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〕 

 

 （４）動物用生物学的製剤基準の一部改正について 

   ＜動物用生物学的製剤調査会関係＞ 

 

○赤堀部会長 再開させていただきます。 

  議事次第の審議事項（２）になりますが、動物用生物学的製剤基準の一部改正についてで

す。事務局の方から御説明をお願いいたします。 

○事務局 事前にお送りしました赤の№８番の資料を御用意ください。今回の動物用生物学的

製剤基準の改正については、大きく３つの内容に分かれております。１つ目が再審査が終了

し動物用生物学的製剤基準に各条を追加するもの、２つ目が製剤のシードロット化に伴い各

条に追加するもの、３つ目が既に基準があるものについて、その一部を改正するものとなっ

ております。 

  それでは、表紙をめくっていただいて１ページ目をご覧ください。まず、再審査の終了に

伴って基準の医薬品各条に追加するものでございます。 

  １つ目が、豚ボルデテラ感染症・豚パスツレラ症（全菌体・部分精製トキソイド）混合（油

性アジュバント加）不活化ワクチンでございます。 

  １の定義ですが、ボルデテラ・ブロンキセプチカの培養菌液を不活化したもの、パスツレ

ラ・ムルトシダの培養菌体を不活化したもの及びパスツレラ・ムルトシダの培養菌体より得

た皮膚壊死毒素を部分精製した後不活化し、アルミニウムゲルで内毒素を吸着したものを混

合し、油性アジュバントを添加したワクチンである、としております。 

  製法ですが、2.1.1のボルデテラ・ブロンキセプチカの製造用株は、ボルデテラ・ブロンキ

セプチカⅠ相菌 2‐9 NADL株又はこれと同等と認められた株。2.1.2のパスツレラ・ムルトシ

ダの株については、Ｄ型８株又はこれと同等と認められた株とされております。 

  2.2の製造用材料として、それぞれの有効成分に関する培地について規定しております。 

  次のページをお願いします。次に 2.3の原液、2.4の 終バルク、2.5の小分製品というこ

とで、各製造工程に関する規定を行っているところです。 

  次に３の試験方法ということで、3.1 の培養菌液の試験、次のページで 3.2 の原液の試験、

次のページの 3.3 の小分製品の試験ということで、各製造工程の試験方法が規定されており

ます。小分製品の試験としては、3.3.1の特性試験、3.3.2の pH測定試験、3.3.3の無菌試験、

3.3.4の無毒化試験。次のページですが、3.3.5のチメロサール定量試験、3.3.6のホルマリン

定量試験、3.3.7 の対象動物を用いた安全試験、3.3.8 の力価試験、こちらについてはボルデ

テラ、パスツレラそれぞれの力価試験が設定されているものでございます。 

  次のページをお願いいたします。４で貯法及び有効期間が設定されておりまして、有効期
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間は２年間とする。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合には、その期間とする、として

おります。 

  ５のその他ということで、添付文書等記載事項を規定しておりまして、と畜場出荷前の所

定の期間は使用しない旨ということで、この内容を使用上の注意に記載することを規定して

おります。 

  次に 10 ページをお願いします。再審査が終了したものの２つ目ですが、猫ウイルス性鼻

気管炎・猫カリシウイルス感染症・猫汎白血球減少症・猫白血病・猫クラミジア感染症混合

（油性アジュバント加）不活化ワクチンでございます。 

  定義については、猫ウイルス性鼻気管炎ウイルス、猫カリシウイルス、猫汎白血球減少症

ウイルス、猫白血病ウイルス及びクラミドフィラ・フェリスをそれぞれ培養細胞で増殖させ

て得た培養液をそれぞれ不活化したもの又は濃縮したものを混合し、油性アジュバントを添

加したワクチンであるとされています。 

  製造用株ですが、猫ウイルス性鼻気管炎については、605 株又はこれと同等と認められた

株。猫カリシウイルスについては、225 株又はこれと同等と認められた株。猫汎白血球減少

症ウイルスについては、cu‐4株又はこれと同等と認められた株。猫白血病ウイルスについて

は、11 ページ目の一番上ですが、1161E 株持続感染細胞株又はこれと同等と認められた株。

クラミドフィラ・フェリスについては、Cello株又はこれと同等と認められた株とされており

ます。 

  次に製造用材料ですが、2.2.1 の猫ウイルス性鼻気管炎ウイルス、2.2.2 の猫カリシウイル

ス、2.2.3の猫汎白血球減少症ウイルスについては、猫腎継代細胞又は製造に適当と認められ

た培養細胞を用いるとされております。また、猫白血病ウイルスについては 2.2.4 ですが、

製造用猫白血病ウイルス持続感染細胞又は製造に適当と認められた培養細胞を用いる。クラ

ミドフィラ・フェリスについては、犬腎継代細胞又は製造に適当と認められた培養細胞を用

いるとされております。 

  その他、原液のところですが、13ページをお願いします。原液の規定がございまして、2.4

の 終バルク、2.5の小分製品ということで、製造方法が規定されております。 

  ３の試験方法ということで、3.1の培養細胞の試験、3.2のウイルス浮遊液及びクラミドフ

ィラ・フェリス浮遊液の試験、それから 16 ページをお願いします。3.3 の原液の試験、17

ページの 3.4 の小分製品の試験が設定されておりまして、小分製品の試験の中には、特性試

験、pH測定試験、無菌試験、チメロサール定量試験、ホルマリン定量試験、毒性限度確認試

験が規定されておりますが、その他、有効抗原定量試験ということで、猫白血病とクラミド

フィラ・フェリスについては、ELISA 法によって抗原定量を行うことで有効性を確認するこ

ととしております。 

  また、対象動物である猫を用いた安全試験、次のページですが、3.4.9.1で猫ウイルス性鼻

気管炎、3.4.9.2 で猫カリシウイルス感染症、19 ページの 3.4.9.3 で猫汎白血球減少症の力価

試験ということで、それぞれラットの血清を用いた抗体測定による力価試験が設定されてお
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ります。 

  次に 24ページをお願いします。再審査関係の 後ですが、猫ウイルス性鼻気管炎･猫カリ

シウイルス感染症３価・猫汎白血球減少症・猫白血病（組換え型）・猫クラミジア感染症混合

（油性アジュバント加）不活化ワクチンでございます。 

  定義については、こちらにあるとおりでございます。先ほどの基準とは。猫カリシウイル

スが３価入っていること、猫白血病ウイルスが組換えのものを使用していることが異なって

いるところでございます。 

  製造用株については、猫ウイルス性鼻気管炎は、FR‐1 株又はこれと同等と認められた株。

猫カリシウイルスは、FC‐7株、FC‐28株及び FC‐64株又は製造に適当と認められた３種類の

株。猫汎白血球減少症は、FP‐5 株又はこれと同等と認められた株。猫白血病ウイルス gp70

組換え大腸菌は、pEL 株又はこれと同等と認められた株。次のページですが、クラミドフィ

ラ・フェリスは、Fe/C‐P8株又はこれと同等と認められた株を使用するとされております。 

  製造用材料の培養細胞ですが、猫ウイルス性鼻気管炎、猫カリシウイルス、猫汎白血球減

少症については、猫腎の継代細胞又は製造に適当と認められた培養細胞を用いるとされてお

ります。クラミドフィラ・フェリスについては、SL細胞又は製造に適当と認められた培養細

胞を用いると規定されております。 

  次に 27ページをお願いします。３の試験法については、培養細胞の試験、3.2でウイルス

感染細胞上清、ウイルス浮遊液又はクラミドフェラ・フェリス浮遊液の試験とされておりま

す。 

  次に 29 ページですが、3.3 の培養菌液の試験、3.4 の不活化菌液の試験がございまして、

3.5の原液の試験が設定されております。 

  次に 31 ページをお願いします。3.6 で７種混合原液の試験、3.7 で小分製品の試験を規定

されておりまして、小分製品の試験として、特性試験、無菌試験、ホルマリン定量試験、異

常毒性否定試験及び猫を用いた安全試験が設定されております。 

  次のページをお願いします。先ほどの猫のワクチンでは、猫白血病とクラミドフィラ・フ

ェリスについては、ELISA で抗原を測定して有効性を確認するという方法でしたが、本剤に

ついては、すべての有効成分についてラットの血清の抗体価を検出する方法で力価試験が設

定されていることが違っているところでございます。 

  次に 39 ページをお願いします。シードロット製剤が承認申請されたことに伴うシードロ

ット製剤としての基準の追加でございます。１つ目は牛用のウイルスワクチンですが、イバ

ラキ病生ワクチン（シード）でございます。 

  定義については、シードロット規格に適合した弱毒イバラキウイルスを同規格に適合した

初代細胞で増殖させて得たウイルス液を凍結乾燥したワクチンであるとされております。 

  本剤の製造用株については、弱毒イバラキウイルス№２株又はこれと同等と認められた株

と規定されております。また、マスターシードウイルスの小分製品までの継代数ということ

で、マスターシードウイルスから小分製品までの 高継代数は、５代以内でなければならな



 

 - 35 - 

いという継代数の制限がされております。また、ワーキングシードウイルス及びプロダクシ

ョンシードウイルスの増殖あるいは保存について規定されております。 

  本剤の製造用細胞については、2.2の製造用材料の 2.2.1の初代細胞にあるとおり、SPF動

物規格の 2.6 に適合した鶏胚初代細胞又は製造に適当と認められた細胞を用いるとされてお

ります。本剤の製造用株である鶏胚初代細胞については継代ができませんので、こちらにつ

いてはマスタープライマリーセルシードを、そのままプロダクションプライマリーセルシー

ドとして使用することとしております。 

  次のページをお願いします。３の試験法ですが、マスターシードウイルスの試験というこ

とで、3.1.1.1の同定試験、3.1.1.2の無菌試験、3.1.1.3マイコプラズマ否定試験、3.1.1.4の外

来性ウイルス否定試験を行うこととされております。この外来性ウイルス否定試験について

は、3.1.1.4.1 の共通ウイルス否定試験、3.1.1.4.2 の特定ウイルス否定試験を行うこととされ

ていますが、本剤については鶏用の細胞を用いた牛用のワクチンということで、3.1.1.4.2.1

の特定ウイルス否定試験の内容としては、牛 RS ウイルス、ブルータングウイルス及び鶏脳

脊髄炎ウイルスについて実施することとされております。 

  また、3.1.1.4.2.2 の個別ウイルス否定試験については、鶏白血病ウイルス、細網内皮症ウ

イルス、牛ウイルス性下痢－粘膜病ウイルス、ロタウイルス、牛白血病ウイルス、日本脳炎

ウイルス又は狂犬病ウイルス及び鶏脳脊髄炎ウイルスについて否定するとされております。

この鶏脳脊髄炎ウイルスについては、3.1.1.4.2.1の試験又は 3.1.1.4.2.2の試験のどちらかで否

定されればよいとしております。 

  その他、マスターシードウイルスの試験としては、3.1.1.5の対象動物を用いた免疫原性試

験、3.1.1.6の対象動物を用いた安全性確認試験、次のページですが、3.1.1.7の病原性復帰確

認試験を規定しております。また、ワーキングシードウイルスの試験及びプロダクションシ

ードウイルスの試験として、無菌試験及びマイコプラズマ否定試験を規定しております。 

  次に、初代細胞の試験ということで、3.2.1のマスタープライマリーセルシードの試験とい

うことで、培養性状試験、無菌試験、マイコプラズマ否定試験が規定されております。 

  以降の試験内容につきましては、非シードロット製剤と同様となっておりますが、非シー

ドロット製剤で行っておりました小分製品での迷入ウイルス否定試験については、シードロ

ット製剤では実施しないということでございますので、規定から外しております。 

  次に 44ページをお願いします。次にバクテリア関係のシードロット製剤でございますが、

炭疽生ワクチン（シード）でございます。 

  定義は、シードロット規格に適合した無莢膜弱毒炭疽菌芽胞を 50vol％のグリセリン加生

理食塩液等に浮遊したワクチンであるとされております。 

  製造用株の名称については、無莢膜弱毒炭疽菌 34Ｆ2株又はこれと同等と認められた株と

されております。マスターシード菌の小分製品までの 高継代数については、10代以内でな

ければならないとされております。その他、バクテリアのシードロット製剤においても、ワ

ーキングシード菌及びプロダクションシード菌の増殖及び保存等について規定されておりま
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す。 

  次のページですが、３の試験法でマスターシード菌の試験ですが、3.1.1.1 の同定試験、

3.1.1.2の夾雑菌否定試験、3.1.1.3の対象動物を用いた免疫原性試験、3.1.1.4の対象動物を用

いた安全性確認試験、3.1.1.5の病原性復帰確認試験が規定されております。また、ワーキン

グシード菌の試験、プロダクションシード菌の試験として、夾雑菌否定試験を行うこととさ

れております。 

  3.2の培養菌液以降の試験については、非シードロット製剤と同様となっております。 

  次に 47 ページですが、５番のその他ということで、添付文書等記載事項が規定されてお

りまして、牛及び馬以外の動物に用いてならない旨及び注射局所が著しく腫れ、又は高熱を

発した場合には、直ちに治療する旨を使用上の注意に記載することが規定されております。 

  次に 48 ページをお願いします。豚用の不活化シードロット製剤ですが、豚アクチノバシ

ラス・プルロニューモニエ（１・２・５型）感染症（油性アジュバント加）不活化ワクチン

（シード）でございます。 

  定義については、シードロット規格に適合したアクチノバシラス・プルロニューモニエ１

型菌、２型菌及び５型菌の培養上清濃縮液を不活化した後、混合し、油性アジュバントを添

加したワクチンであるとしております。 

  製造用株については、アクチノバシラス・プルロニューモニエ１型菌は Y‐1‐1 株、２型菌

については G‐4‐1 株、次のページですが、５型菌については E‐3‐1 株又はこれと同等と認め

られた株とされております。 

  マスターシード菌の小分製品までの 高継代数については、先ほどの炭疽の生ワクチンと

同様に、小分製品までの 高継代数は、10代以内でなければならないとされています。 

  次に 50ページですが、試験法ですが、本剤はバクテリアの不活化ワクチンということで、

マスターシード菌の試験として、3.1.1.1の同定試験、3.1.1.2の夾雑菌否定試験を行うことと

しております。また、ワーキングシード菌の試験とプロダクションシード菌の試験について

は、夾雑菌否定試験を実施するとしております。 

  以下については、非シードロット製剤と同じになっております。 

  次に 53 ページをお願いします。こちらに添付文書等記載事項ということで５番のその他

ですが、と畜場出荷前の所定の期間は使用しない旨を使用上の注意に記載するとしておりま

す。これについては、油性アジュバント等の不活化ワクチンについては共通に記載するべき

内容ということで、記載されております。 

  次に 57 ページをお願いします。豚アクチノバシラス・プルロニューモニエ（１・２・５

型）感染症・豚丹毒混合（油性アジュバント加）不活化ワクチン（シード）でございます。

こちらの製造用株のうち、アクチノバシラス・プルロニューモニエについては、先ほどのワ

クチンと同様でございます。 

  次のページをお願いします。2.1.4の豚丹毒菌の製造用株がございますが、こちらの株につ

いては、豚丹毒菌 Kyoto 株（血清型２型）又はこれと同等と認められた株を使用するとされ
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ております。 

  本剤のマスターシード菌から小分製品までの 高継代数、マスターシード菌等の試験項目

については、先ほどのアクチノバシラス・プルロニューモニエのワクチンと同様となってお

ります。 

  次に 69 ページをお願いします。豚ボルデテラ感染症・豚パスツレラ症（全菌体・部分精

製トキソイド）混合（油性アジュバント加）不活化ワクチン（シード）でございます。 

 本剤の製造用株については、2.1.1のボルデテラ・ブロンキセプチカ１相菌 2‐9 NADL株又は

これと同等と認められた株。2.1.2のパスツレラ・ムルトシダＤ型８株又はこれと同等と認め

られた株とされております。 

  マスターシード菌から小分製品までの 高継代数、マスターシード菌等の試験項目につい

ては、先ほどのアクチノバシラス・プルロニューモニエのワクチンと同様となっております。 

  次に 79 ページをお願いします。鶏用の生のシードロット製剤ですが、 初にニューカッ

スル病生ワクチン（シード）でございます。 

  定義については、シードロット規格に適合した弱毒ニューカッスル病ウイルスを同規格に

適合した発育鶏卵で増殖させて得たウイルス液を凍結乾燥したワクチンであるとしておりま

す。 

  製造用株の名称については、弱毒ニューカッスル病ウイルス B1 株又はこれと同等と認め

られた株とされております。マスターシードウイルスの小分製品までの継代数については、

先ほどのイバラキ病生ワクチンと同様に５代までとされております。また、本剤については、

製造用材料として発育鶏卵を用いるとされております。 

  次のページをお願いします。３の試験法ですが、マスターシードウイルスの試験項目につ

いては、先ほどのイバラキ病生ワクチンと同様でございます。ただ、本剤については発育鶏

卵で培養する鶏用のワクチンということで、3.1.1.4 の外来性ウイルス否定試験、この中の

3.1.1.4.2.1の特定ウイルス否定一般試験については、鶏脳脊髄炎ウイルスについて、3.1.1.4.2.2

の個別ウイルス否定試験については、鶏白血病ウイルス、細網内皮症ウイルス及び鶏脳脊髄

炎ウイルスについて否定するとされておりまして、鶏脳脊髄炎ウイルスについてはどちらか

で否定されればよいとされております。 

  次のページをお願いします。製造用に使う発育鶏卵の試験を 3.2 で設定しておりまして、

孵卵性状の試験を行うこととされております。 

  次に 84ページをお願いします。鶏伝染性喉頭気管炎生ワクチン（シード）でございます。

定義は、シードロット規格に適合した弱毒鶏伝染性喉頭気管炎ウイルスを同規格に適合した

発育鶏卵又は初代細胞で増殖させて得たウイルス液を凍結乾燥したワクチンであるとされて

おります。 

  製造用株の名称については、弱毒鶏伝染性喉頭気管炎ウイルス CE 株又はこれと同等と認

められた株とされております。 高継代数については、ニューカッスル病生ワクチンと共通

でございます。製造用材料としては、発育鶏卵を用いる場合。また、次のページにございま



 

 - 38 - 

すとおり、初代細胞として鶏胚肝初代細胞を用いる場合を規定しております。ウイルスシー

ドの試験項目については、先ほどのニューカッスル病生ワクチンと同じでございます。 

  次のページをお願いします。発育鶏卵の試験ということで 3.2 の規定がございますが、発

育鶏卵の試験としては、孵卵性状試験を行うこととされております。また、初代細胞の試験

で、マスタープライマリーセルシードの試験として、無菌試験、マイコプラズマ否定試験を

行うこととされております。 

  次に 90 ページをお願いします。鶏伝染性喉頭気管炎凍結生ワクチン（シード）でござい

ます。先ほどの鶏伝染性喉頭気管炎（ILT）生ワクチンとの違いですが、こちらについては初

代細胞のみで培養すること、製剤が凍結製剤であるところでございます。 

  内容としては、先ほどの ITL の凍結乾燥生ワクチンと同様の内容ですが、2.2 の製造用材

料として、先ほどの凍結乾燥のワクチンは鶏胚肝初代細胞を使うということでしたが、こち

らについては鶏胚初代細胞を使うところが異なっております。継代数、試験項目については

先ほどの基準と同じとなっております。 

  次に 95ページをお願いします。鶏用の不活化ワクチンのシードロット製剤でございます。

鶏サルモネラ症（サルモネラ・エンテリティディス）（アジュバント加）不活化ワクチン（シ

ード）でございます。 

  定義については、シードロット規格に適合したサルモネラ・エンテリティディス培養菌液

を不活化し、アルミニウムゲルアジュバントを添加したワクチンであるとされております。 

  製造用株の名称については、サルモネラ・エンテリティディス P125/109 株又はこれと同

等と認められた株とされております。本剤については、小分製品までの継代数、あるいはシ

ード菌関係の試験項目については、先ほどの豚の不活化ワクチンと同様となっています。 

  次に 98 ページをお願いします。５番のその他ということで、本剤の添付文書等の記載事

項が規定されておりまして、１番、本剤を鶏に使用する場合は、事前に 寄りの家畜保健衛

生所に相談の上、指示を受け、標識した無注射鶏を１％程度残す旨。２番として、本剤を投

与した鶏はひな白痢の抗体検査で陽性を示す旨、を書くこととされております。３番として、

従来、使用上の注意については記載しておりましたが、基準の添付文書等の記載事項として

は入れていなかった内容ということで、本剤の投与と併せて、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旨、ということも記載することと

しております。これについては、その他のサルモネラ・エンテリティディス関係のワクチン

についても同様に整備することにしております。 

  次に 99 ページをお願いします。マイコプラズマ・ガリセプチカム感染症（油性アジュバ

ント加）不活化ワクチン（シード）でございます。 

  定義については、シードロット規格に適合したマイコプラズマ・ガリセプチカムの培養菌

液を不活化し、油性アジュバントを添加したワクチンであるとされております。 

  製造用株の名称については、マイコプラズマ・ガリセプチカム 63‐523 株又はこれと同等

と認められた株とされております。こちらの継代数、あるいはシード菌関係の試験項目につ
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いては、その他の不活化ワクチンのものと同様となっています。 

  次に 103ページをお願いします。シードロット関係の 後ですが、猫用の生ワクチンでご

ざいます。猫ウイルス性鼻気管炎・猫カリシウイルス感染症・猫汎白血球減少症混合生ワク

チン（シード）でございます。 

  定義については、シードロット規格に適合した弱毒猫ウイルス性鼻気管炎ウイルス、弱毒

猫カリシウイルス及び弱毒猫汎白血球減少症ウイルスをそれぞれ同規格に適合した株化細胞

で増殖させて得たウイルス液を混合し、凍結乾燥したワクチンであるとされております。 

  製造用株の名称については、2.1.1の猫ウイルス性鼻気管炎については FVRm株又はこれと

同等と認められた株。2.1.2の猫カリシウイルスについては F9株。次のページですが、2.1.3

の猫汎白血球減少症ウイルスについては、Snow leopard株又はこれと同等と認められた株と

規定されております。こちらの 高継代数については、他の生ワクチン製剤と同様とされて

おります。 

  105 ページですが、本剤の製造用細胞は、2.2 の製造用材料にございますとおり、2.2.1 の

猫ウイルス性鼻気管炎ウイルス、2.2.2 の猫カリシウイルス、次のページの 2.2.3 の猫汎白血

球減少症ウイルスについては、いずれも猫腎継代細胞又は製造に適当と認められた株化細胞

を用いるとされております。 

  次のページをお願いします。３の試験法ですが、本剤のマスターウイルスシードの試験項

目については、他の生ウイルスワクチンのシードロット製剤と同様となっております。 

  また、3.1.1.4の外来性ウイルス否定試験については、猫の細胞を用いた猫用のワクチンと

いうことで、3.1.1.4.2の特定ウイルス否定試験の、次のページですが、3.1.1.4.2.1の特定ウイ

ルス否定一般試験については、猫白血病ウイルス／猫肉腫ウイルスについて、また 3.1.1.4.2.2

の個別ウイルス否定試験については、牛ウイルス性下痢－粘膜病ウイルス、犬パルボウイル

ス又は猫汎白血球減少症ウイルス及び日本脳炎ウイルス又は狂犬病ウイルスについて規定す

るとされています。 

  また、本剤については株化細胞を用いておりますので、3.2 として株化細胞の試験を規定

しています。マスターセルシードの試験として、3.2.1.1の培養性状試験、3.2.1.2の起源動物

種同定試験、3.2.1.3 の無菌試験、3.2.1.4 のマイコプラズマ否定試験及び 3.2.1.5 の外来性ウ

イルス否定試験を行うこととしております。こちらの外来性ウイルス試験の内容については、

マスターシードウイルスの内容と同じになっております。 

  次の 109ページをお願いします。その他のマスターセルシードの試験ということで、3.2.1.6

の核学的（染色体）性状試験、3.2.1.7 の腫瘍形成試験／腫瘍原性試験を規定しております。

また、ワーキングセルシード及びプロダクションセルシード試験として、培養性状の試験、

無菌試験及びマイコプラズマ否定試験を規定しております。 

  次に 124ページをお願いします。こちらからが既に製剤基準が設定されているものについ

て、その内容の一部を改正するものでございます。 

  まず豚アクチノバシラス・プルロニューモニエ（１・２・５型）感染症（油性アジュバン
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ト加）不活化ワクチンでございます。 

  124 ページをお願いします。こちらは改正の新旧対照表となっていまして、右側が現行の

内容、左側が改正案となっています。右側の現行の定義のところにあるとおり、現行の本剤

の基準については、本剤の有効成分の名称を「APP」と略するという形にしていますが、先

ほどシードロット製剤の基準について御説明しましたが、こちらの記載等記載全般について、

こちらのシードロット製剤の基準の案に合わせて記載整備を行ったという改正案の内容にな

っています。 

  次に 141ページをお願いします。豚アクチノバシラス・プルロニューモニエ（１・２・５

型）感染症・豚丹毒混合（油性アジュバント加）不活化ワクチンでございます。 

  新旧対照表ですが、こちらについても先ほどの同じ製剤のシードロットの基準がございま

したが、それに合わせた記載の整備の内容の改正になっております。 

  次に 146ページをお願いします。鶏サルモネラ症（サルモネラ・エンテリティディス）（ア

ジュバント加）不活化ワクチンでございます。 

  新旧対照表ですが、こちらについても、先ほど御説明したこちらの製剤と同じもののシー

ドロット製剤の内容に合わせて記載を整備したものでございます。改正案の５番のところで、

３番の「本剤の投与と併せて、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旨」を新たに追加したものでございます。 

  次に 156ページをお願いします。鶏サルモネラ症（サルモネラ・エンテリティディス）（油

性アジュバント加）不活化ワクチンでございます。 

  こちらについても、先ほどの鶏サルモネラのアルミニウムゲルアジュバントのシードロッ

ト製剤がございますが、その基準に合わせて、こちらの 5.1 の添付文書の記載事項に先ほど

申し上げた内容を追加したというものでございます。 

  次に 166ページでございます。ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎２価・鶏サルモネラ

症（サルモネラ・エンテリティディス）混合（油性アジュバント加）不活化ワクチンでござ

います。 

  こちらについても、5.1 の添付文書の記載事項に先ほどと同様の新たに追加する内容をつ

け加えたというものでございます。 

  次に 176 ページでございます。鶏サルモネラ症（サルモネラ・エンテリティディス）（油

性アジュバント加）不活化ワクチン（シード）でございます。 

 こちらはシードロット製剤としても既に基準があるものですが、こちらについても、5.1 の

添付文書等の記載事項ということで、先ほどと同様な新たに追加する内容を追加する改正と

なっております。 

  次に 180ページをお願いします。製剤基準関係の 後ですが、鶏伝染性コリーザ（Ａ型）

診断用赤血球凝集抗原の製剤基準改正案の新旧対照表でございます。 

  2.3の原液のうち、2.3.1の培養菌液の製法について、右側の現行にあります、「種菌を培地

に移植し、37℃で１～２日間培養したものを培地に移植し、37℃で１～２日間培養し培養菌
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液とする。」という記載について、左側の改正案にあるとおり、「発育鶏卵の卵黄嚢で培養し

た種菌を製造用培地に接種し、37℃で１～２日間培養し、培養菌液とする。ただし、卵黄の

採取は、種菌接種後 30時間以内に鶏胚が死亡したものに限られる。」ということで、製法に

ついて詳細に記載したという内容となっています。 

  非常に長くなりまして申し訳ございませんでしたが、説明は以上でございます。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御説明いただきましたが、委員の先生方から何か御質問、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、特に御発言はないようですので、事務局案を了解したこととさせていただきま

す。 

○事務局 本案につきましては、原案のとおり薬事分科会に報告させていただきます。ありが

とうございました。 

 

 （５）動物用生物由来製品に指定する件について 

   ＜動物用生物学的製剤調査会関係＞ 

 

○赤堀部会長 続きまして、議事次第の審議事項（３）になりますが、動物用生物学的製剤基

準の一部改正についてです。事務局から説明をお願いします。 

○事務局 事前にお送りしました赤の№14番の資料を御用意ください。先ほど製剤基準の改正

案のところで御説明しましたが、今般、シードロット製剤として、炭疽生ワクチン、ニュー

カッスル病生ワクチンを新たに承認する予定としております。炭疽あるいはニューカッスル

病のように、家畜伝染病予防法の法定伝染病に指定されているものに対する生ワクチンにつ

いては、生物由来製品に指定することとされておりますが、シードロット製剤については、

一般的名称が非シードロット製剤から変更になるということで、新たに１の（２）にある「農

林水産大臣が指定する生物由来製品を定める件」という生物由来製品を指定する告示があり

ますが、そちらに新たに加えるという改正でございます。 

  具体的には、２ページに新旧対照表がございます。下側が現行の内容で、上が改正案でご

ざいます。（19）のニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎混合生ワクチンの次に（20）とし

て炭疽生ワクチン（シード）、（21）としてニューカッスル病生ワクチン（シード）を追加す

るという改正になっております。 

  以上でございます。御審議をお願いします。 

○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、委員の先生方から何か御質問、御意見等ご

ざいますでしょうか。 
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  よろしいでしょうか。 

  それでは、特に御意見等ございませんので、事務局案を了承したこととさせていただきま

す。 

○事務局 それでは、本案は原案どおり薬事分科会に報告させていただきます。ありがとうご

ざいました。 

 

 （６）動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正について 

   ＜動物用医薬品残留問題調査会関係＞ 

 

○赤堀部会長 続きまして、議事次第、審議事項（４）の動物用医薬品の使用の規制に関する

省令の一部改正についてです。事務局から御説明をお願いします。 

○事務局 それでは、事前に配布しました赤で№９－２及び№９－３とシールのついた資料を

御用意ください。 

  まず赤の９－３の資料の１ページ目、審議経過票をご覧ください。本要望書は、バイエル

薬品株式会社より、平成 21年７月 31日付で提出されたエンロフロキサシンを有効成分とす

る製剤の使用規制省令の一部改正の要望書でございます。本件は、平成 22年２月 16日に開

催された動物用医薬品残留問題調査会で調査審議されまして、動物用医薬品等部会に上程し

ても差し支えないとされたものです。 

  次に、「要望書」と記載されたタグを開き、要望書の記の（1）をご覧ください。対象とな

る製剤は、エンロフロキサシンを有効成分とする注射剤（アルギニンを含有するもの（これ

と有効成分、分量、用法、用量、効能・効果等が統一性を有すると認められるものを含む）

を除く。）であり、バイトリル 2.5％注射液、バイトリル５％注射液及びバイトリル 10％注射

液が該当します。 

  次のページの要望書の記の（2）の新旧対照表をご覧ください。現行の牛に対する使用禁

止期間は、「食用に供するためにと殺する前 14 日間又は食用に供するために搾乳する前 96

時間」となっております。今回このうち搾乳牛について、食用に供するために搾乳する前 60

時間というように、使用禁止期間を 96時間から 60時間に変更することを要望しています。 

  概要書の２ページをご覧ください。使用禁止期間の再設定に係る経緯が記載されています。

エンロフロキサシン製剤が承認された当時の休薬期間の設定方法は、エンロフロキサシンが

検出限界未満となるような安全域を見越して休薬期間を設定する方法がとられていました。 

  しかし、平成 18 年にエンロフロキサシンの残留基準が設定されまして、エンロフロキサ

シン製剤の使用禁止期間については、輸入承認申請時の残留試験データを現行のガイドライ

ンに従った統計学的解析による休薬期間設定方法等により再検討され、食用に供するための

牛、鶏、豚については、表１のとおり使用禁止期間が変更されました。 

  次に概要書の４ページの表３をご覧ください。エンロフロキサシンの牛に対する残留基準

が記載されています。乳の残留基準値は、エンロフロキサシンとシプロフロキサシンの和と
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して 0.05ppmと設定されました。この値をもとに、エンロフロキサシン製剤の輸入承認事項

変更承認申請時に実施された残留試験の報告書に示されたエンロフロキサシン及びシプロフ

ロキサシンの和を用いて、現行の残留試験ガイドラインに沿った統計学的解析による休薬期

間の推定が可能と判断し、使用規制省令の一部改正の要望書が提出されました。 

  概要書の 16 ページをご覧ください。輸入承認事項変更承認申請書の添付資料の残留試験

データをもとに残留基準を用いて、現行の残留試験ガイドラインに従った統計学的解析によ

る休薬期間を推定したところ、休薬期間は 49から 59時間と推定されました。使用者の安全

性を考慮して、使用禁止期間は 60時間と設定しました。 

  続きまして、赤で№９－２とシールのついた資料を御用意ください。今回の要望に伴う使

用規制省令の一部改正案でございます。裏の新旧対照表をご覧ください。右側が現行でござ

います。使用禁止期間の欄の牛乳の出荷に関する部分、アンダーラインがある部分ですが、

これを 96時間から、60時間に変更したいと考えております。 

  以上、よろしく御審議のほどお願いします。 

○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、御意見等ございますでしょうか。 

  よろしいでしょうか。 

  特にないようですので、事務局案を了解したことといたします。 

○事務局 ありがとうございます。原案どおり薬事分科会に報告させていただきます。 

 

 （７）動物用抗生物質医薬品基準の一部改正について 

   ＜動物用抗菌性物質製剤調査会関係＞ 

 

○赤堀部会長 それでは、続きまして審議事項の 後になりますが、（５）の動物用抗生物質医

薬品基準の一部改正について、事務局から御説明をお願いします。 

○事務局 事前にお送りしました赤の№10番の資料を御用意いただきたいと思います。赤の№

10 番の資料が動物用抗生物質医薬品基準の改正案となっております。タイトルは、「塩酸ク

リンダマイシン錠（案）」となっております。 

  このクリンダマイシン塩酸を主剤とする製剤として、既にカプセル剤が承認されておりま

して、基準が整備されている状況でございます。今般、№10の資料の８ページからあるとお

り、株式会社ビルバックジャパンから、クリンダマイシン塩酸塩を主剤とする錠剤の承認申

請があったことから、その規格等について基準に追加するという改正案となっています。詳

細については、新旧対照表で御説明しますので、資料の４ページをご覧ください。右側が現

行、左側が改正案となっています。 

  現行の塩酸クリンダマイシンカプセルの次に、塩酸クリンダマイシン錠ということで、規

格及び検査方法の規定を追加しています。まず確認試験ということで、液体クロマトグラフ

法の規定を行っております。 
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  次のページをお願いします。本剤の規格については、（１）で表示された力価の 90～120％

を含む。水分については 6.5％以下とされています。また、力価試験ということで（２）の

円筒平板法、次のページですが、（２）の液体クロマトグラフ法の２つが設定されているもの

でございます。 

  次のページをお願いします。本基準の付表の緩衝液について、錠剤の液体クロマトグラフ

法で使用する pH7.5の 0.05mol/Lリン酸塩緩衝液の規格を追加したものでございます。 

  説明は以上でございます。御審議のほど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。 

  ただいまの事務局からの説明について御質問ございますか。 

○合田委員 初はクリンダマイシン塩酸塩と言われて、ここのものは塩酸クリンダマイシン

になっています。どちらでいかれるのですか。本当は全部、塩酸塩の方向にするのだろうと

思うのですが、今の基準そのものが、塩酸クリンダマイシンカプセルが残っているから、そ

こに入れるということですか。 

○事務局 ９ページをご覧いただきたいと思います。現在の承認申請等の成分については、日

本薬局方の記載に合わせて、このように塩について後ろにつける形にしております。ただ、

動物用抗生物質医薬品基準については、この主剤の記載が、まだ日本薬局方に合わせた形に

整備されていない状況でございます。以前の局方の形ということで、この塩の部分が前半に

きているということで現在のところ整備しています。今後、この動物用抗生物質医薬品基準

についても全面的に見直しを行いまして、こちらの主剤等の表記についても、日本薬局方等

と統一するような形で検討したいと考えております。 

○赤堀部会長 合田委員から御指摘いただいたことについては、逐次対応していきたいという

ことですね。 

○合田委員 全面改定というのがあるのですか。動物用抗生物質医薬品基準がどういうぐあい

に改正されたかよくわからないのですが。 

○事務局 基本的には日本薬局方が改正されたときに、それに合わせて改正するのが順当では

ありますが、まだその作業は手がついておりませんので、その辺を全部合わせて全面的な改

正をということで、今作業を検討しておるところでございます。 

○赤堀部会長 少し時間がかかるかもしれませんが。 

○合田委員 もう５年たっているのですね。次のが出るから。 

○赤堀部会長 ということで、できるだけ速やかに対応していただきたいということだと思い

ます。 

○事務局 次の改正には間に合うようにしたいと思います。 

○赤堀部会長 お願いいたします。ありがとうございました。 

  その他、いかがでしょうか。 

  それでは、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 本案につきましては薬事分科会に報告させていただきます。ありがとうございまし
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た。 

 

Ⅱ）報告事項 

 （１）動物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 牛ブルセラエライザキット（チッソ株式会社） 

 

○赤堀部会長 審議事項は終わりましたので、続いて報告事項に入らせていただきたいと思い

ます。まず（１）の動物用医薬品の承認の可否についてです。事務局から御説明をお願いし

ます。 

○事務局 それでは、事前にお送りしました赤の№11番の資料を御用意ください。動物用体外

診断用医薬品の審議結果に関する御報告でございます。 

  本剤は、チッソ株式会社より承認申請されました「牛ブルセラエライザキット」でござい

ます。牛のブルセラ病診断用の体外診断用医薬品としては、急速凝集反応、試験管凝集反応、

補体結合反応用の抗原が既に承認されておりますが、エライザキットというものは我が国で

は初めてなものですので、「測定項目又は原理が新しいもの」という取り扱いをしております。 

  本製剤については、審議経過票の７番に記載がございますように、平成 22 年２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、御了承をいただいております。 

  成分・分量に関しては、次のページの別紙１をご覧ください。ブルセラ・アボルタス 99

株抽出精製 lipopolysaccharideを固相化したマイクロストリップから構成されるもので、その

他洗浄液、指示血清、２次抗体溶液、発色基質液、反応停止液等が付属しております。 

  使用方法は、次のページの別紙２のとおり、間接 ELISA法を行うというものでございます。 

  審議経過票に戻っていただきまして、本製剤の使用目的ですが、５と６の右側に書かれて

いる内容が逆になっております。６の使用方法欄に記載されている内容が使用目的になりま

す。使用目的は、牛血清中のブルセラ・アボルタスに対する抗体の検出でございます。また、

本製剤承認後ですが、家畜伝染病予防法施行規則の別表第１等の改正も検討される予定とな

っております。 

  以上でございます。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  ただいまの御報告につきまして、委員の先生方から特段の御質問等ございますでしょうか。 

  特にないようですので、御了承いただいたものといたします。 

○事務局 ありがとうございました。 

 

 （２）動物用医薬品の再評価について 

   ＜動物用医薬品再評価調査会関係＞ 

   ① 平成 22年度  定期再評価スクリーニング対象成分 
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   ② セフチオフルナトリウム 

   ③ オキシテトラサイクリン 

   ④ デキストラン鉄 

 

○赤堀部会長 続きまして、（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

局からご説明をお願いします。 

○事務局 それでは、事前に送付しました赤の№12の資料をご用意ください。こちらで説明さ

せていただきます。動物用医薬品の再評価についてでございます。 

  １ページめくっていただきまして、平成 22 年度、来年度の定期再評価スクリーニング対

象成分についてでございます。定期再評価スクリーニングと申しますのは、現在、国内で動

物用医薬品として承認されている成分から、毎年度対象とする成分を決めまして、当所にお

いてデータベース等を検索し、有効性・安全性について問題となる文献を調べる作業でござ

います。この作業は、新規に承認された時点、あるいは再審査期間が終了した時点から５年

後に一度、その後は概ね 10年ごとに行うこととしております。 

  １ページ目に生物学的製剤がございますが、来年度においては、１として平成 17 年度に

新規承認された医薬品の成分のうち再審査対象でなかったもの、２として平成 17 年度に再

審査が終了した医薬品の成分、３として平成 13 年度に再評価スクリーニングを行ったもの

のうち今年度実施していないものについて、来年度のスクリーニング対象成分といたします。 

  ３ページ目と４ページ目に、一般医薬品及び抗菌性物質製剤についてリストが挙げてござ

いますが、同様に、平成 17年度に新規承認されたもののうち再審査の対象でなかったもの、

平成 17年度に再審査期間が終了したもの、それから、平成 13年度再評価スクリーニング対

象成分のうち今年度の対象でなかったものについて、スクリーニングを実施します。 

  ５ページをご覧ください。こちらにございますように生物学的製剤 32成分、一般医薬品・

抗菌性物質製剤 37成分、合計 69成分について、来年度定期再評価スクリーニングを実施い

たします。 

  続きまして、再評価スクリーニングにより検討を要するとされた成分に対する対象案につ

いて、本年２月４日の動物用医薬品再評価調査会でご審議いただいたものについてご報告い

たします。 

  ７ページをご覧ください。（２）セフチオフルナトリウムということでございます。こちら

については、業務上の接触アレルギーに関する１例の症例報告があったというものでござい

ます。 

  10 ページをご覧ください。対象製剤ですが、セフチオフルナトリウムを含有する製剤は、

現在１製剤、エクセネル注という牛・豚の筋肉内注射をする製剤が承認されております。 

  12ページをご覧ください。検討を要する成分についての取り扱いですが、情報の概要とし

て、本文献は、セフチオフルは他のセファロスポリン系薬剤と交差しない特異なアレルギー

を起こすことがあるとの報告でした。この患者は、アトピー等の関連疾病の病歴を持たない
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鶏のワクチン接種者であったということで、ワクチンの溶解液にセフチオフルを加えて接種

作業を行ったところ、湿疹等を伴う掻痒性皮膚炎の症状を呈したという、外国の報告です。

溶解液とセフチオフルを用いたパッチテストの結果、セフチオフルのみで強い反応を起こし、

ペニシリン系の薬剤やセフチオフルでない他のセファロスポリン系薬剤については陰性であ

ったということです。 

  考慮事項として、現在書かれている使用上の注意ですが、使用者に対する注意として、「ペ

ニシリン系及びセファロスポリン系薬剤に過敏性反応を示したことのある人は皮膚炎等のア

レルギー症状を起こすことがあるため、皮膚に付着した場合は直ちに洗い流すこと。」との記

載があります。今回は、ペニシリン系及びセファロスポリン系薬剤と交差しない反応があっ

たということで、再評価スクリーニングの対象としたものです。 

  考慮事項の２つ目ですが、エクセネル注は諸外国において承認されておりまして、添付文

書にこのような記載がされております。（１）の米国では、ペニシリン系やエフェム薬剤はア

レルギー反応を引き起こすことがあるということ、過敏症である人は使用を避けること。ま

た、目に入ったとき、皮膚に付着したときは洗い流すことという注意がされております。 

  次のページをご覧ください。対応として、本文献は、セフチオフルは他のセファロスポリ

ン系薬剤と交差しない特異なアレルギーを起こすことがあるとの報告です。使用者に対し注

意喚起を行うため、使用上の注意の【使用者に対する注意】を「皮膚炎等のアレルギー症状

を起こすことがあるため、皮膚に付着した場合は直ちに洗い流すこと。特に、ペニシリン系

及びセファロスポリン系薬剤に過敏症反応を示したことのある人は注意すること。」に変更し

まして、ペニシリン系及びセファロスポリン系薬剤に過敏症反応がない方にも、注意を促す

ような形に変更したいと考えております。 

  続きまして 15 ページをご覧ください。オキシテトラサイクリンに関する報告です。これ

はオキシテトラサイクリンの催奇形性に関する報告ということで、ハンガリーでヒトの妊娠

中のオキシテトラサイクリン経口投与と胎児や乳児の軽微ではない先天的異常の発生との関

係に関する解析を実施したというものです。 

  24ページをご覧ください。この報告は、オキシテトラサイクリンについての報告でしたが、

類似成分として、オキシテトラサイクリンとその塩類、塩酸クロルテトラサイクリン、ドキ

シサイクリンについても対象成分として検討を行いました。 

  34 ページをご覧ください。検討を要する成分についての取り扱いですが、情報の内容は、

本報告は、ハンガリーにおいて妊娠中にオキシテトラサイクリンを経口投与された妊婦の胎

児に対する催奇形性について調査・解析したところ、妊娠２カ月ごろまでに投与された妊婦

では、胎児に催奇形性の可能性があるとの報告でした。 

  考慮事項として、現在記載されている使用上の注意ですが、オキシテトラサイクリン製剤

には、催奇形性に関する注意とか妊娠動物や使用者に対する注意の記載はございません。ク

ロルテトラサイクリン製剤には、現在、「本剤の有効成分と類似する成分で実験動物で胎子毒

性が認められているので、妊娠している動物には慎重に投与すること。」という記載がござい
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ます。オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン、ドキシサイクリン、いずれのテ

トラサイクリン系製剤にも、妊娠中の女性に対する使用上の注意の記載はございません。ま

た、散剤については、一般的な注意として、使用の際にマスクや手袋を着用する旨の注意が

記載されているものもございます。 

  過去の再評価の結果ということでございますが、何度か再評価スクリーニングをしており

まして、現在、オキシテトラサイクリンについては起炎性に関する注意、塩酸テトラサイク

リン、塩酸クロルテトラサイクリンについては、先ほど申し上げたような胎子毒性に関する

注意が記載されているところです。 

  35ページをご覧ください。これは平成９年の動物用医薬品再評価調査会で、塩酸クロルテ

トラサイクリン、塩酸テトラサイクリンについて、胎子毒性に関する注意を記載されたこと

がありましたが、このときは、オキシテトラサイクリン及びドキシサイクリン製剤について

は対応いたしませんでした。 

  35ページの中ほどですが、人体用医薬品の添付文書については、テトラサイクリン系の薬

剤に「実験動物（ラット）で胎児毒性が認められているので、妊婦又は妊娠している可能性

のある婦人には治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。」と

いう注意が記載されております。 

  次に、その他の文献として、本文献の著者はドキシサイクリンでも類似の調査を行ってお

りまして、この調査では、ドキシサイクリンには催奇形性の可能性はないという報告でした。 

  また、ファイザー社から意見照会に対して論文が報告されておりまして、マウス及びラッ

トでオキシテトラサイクリンについての催奇形性の調査を行ったけれども、催奇形性は認め

られなかったという報告もあるという情報が寄せられております。 

  36ページの上から１つ目の丸ですが、FDAの評価書ということで、ドキシサイクリンにつ

いては、FDAのウェブサイトで、妊産婦に対する毒性等についての評価書がありまして、「重

大な催奇形性リスクはないようであるけれども、リスクがないというにはデータが不十分で

ある」という結論でした。 

  対応について、本報告は、ハンガリーで調査した、ヒトでのオキシテトラサイクリンの催

奇形性に関する報告です。オキシテトラサイクリンの催奇形性については、本報告のように

ヒトで認められたとする報告や、実験動物において認められたとする報告もありますが、一

方では、ラットなどでは認められなかったという報告もあります。また、現在承認されてい

る用法・用量でこのような催奇形性が認められるかどうかは本報告だけでは判断されません

ので、今後とも情報収集に努めたいと思います。 

  ただし、本報告の内容については、使用者に対し情報提供を行い、注意を促すべきと考え

ますので、オキシテトラサイクリン系製剤について、使用上の注意に催奇形性に関する注意

を追記することとしたいと思います。 

  また、本報告においては、その他のテトラサイクリン系製剤については触れておりません

し、類似の調査においてドキシサイクリンでは催奇形性はないという報告もございますが、
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人体用のテトラサイクリン系製剤について胎児毒性に注意があることが記載されており、

FDAの調査書でも催奇形性リスクがないとは言い切れないとされていますので、今回は、テ

トラサイクリン系の製剤について統一性をとった使用上の注意にしたいと考えております。 

  36ページの下から、追記内容ということですが、使用者に対する注意として、オキシテト

ラサイクリン製剤については、「本剤の有効成分であるオキシテトラサイクリンには、ヒトや

実験動物に対する催奇形性に関する報告があるので、妊娠中の女性が投与作業を行う場合は

注意すること。」 

  ドキシサイクリン及びクロルテトラサイクリン製剤については、「本剤の有効成分と類似す

る成分で」という書き方で同様の注意を、また、こちらは一般的な注意かもしれませんが、

注射剤以外のオキシテトラサイクリン、ドキシサイクリン、クロルテトラサイクリン製剤の

３剤については、「取り扱い時には、防護めがね、マスク、手袋、作業着等を着用すること。」 

  また、対象動物に対する注意について、クロルテトラサイクリン等で記載されている胎子

毒性に関する注意が、現在、オキシテトラサイクリン及びドキシサイクリン製剤には記載さ

れておりませんので、こちらも「本剤の有効成分と類似する成分で」という書き方で、胎子

毒性についての注意を追加したいと考えております。 

  続きまして、38ページでございます。デキストラン鉄でございます。こちらは当所に養豚

業者から情報提供があり、さらに、それに関連して得られた情報について、過去に再評価で

評価した文献ではあるのですが、再度検討を行ったというものです。 

  50ページをご覧ください。情報の内容ですが、当所に対して、養豚業者より、豚に鉄剤を

投与したところ、100 頭程度のうち 11 頭、このうち投与後４～５カ月たったものもあった

のだけれども、それに、と殺時に注射部位の着色が認められたという情報が寄せられました。

この養豚業者からは、そのために格付が下げられて、大変な損をしたというお話でした。 

  該当製剤の承認を持つメーカーに意見照会を行ったところ、「当該事例については把握して

おりまして、食肉衛生検査所の調査でも鉄分が検出されたということで、鉄剤投与と着色の

因果関係は明らかと思われる。ただし、養豚業者への聞き取りでは、鉄剤の投与月齢等につ

いて正確なことは不明であった。」との回答がありました。 

  なお、平成 63 年４月 21 日に、再評価結果その 13 ということで文献が報告されているの

ですが、この文献で、生後３カ月の豚にデキストラン鉄を注射すると、と殺時に変色が残っ

ていたという報告が評価されておりました。 

  考慮事項ですが、品目の概要として、国内で承認されている豚用の注射用鉄剤はすべてデ

キストラン鉄を主剤とします。効能・効果等の内容ですが、日本全薬工業株式会社の１製剤

のみ、効能・効果が「子豚の」という形で子豚に限定されておりまして、用法・用量も「生

後２～４日以内の子豚」という割と限定的な書き方。また、使用上の注意には、「注射部位が

錆色に着色することがある。なお、この着色は注射後８週までには消失する」という記載が

あります。 

  これ以外のすべての製剤は、効能・効果として「豚：貧血、子豚の鉄欠乏性貧血」、あるい
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は、豚を除いた形で「子豚の鉄欠乏性貧血の予防」のみのものもありますが、用法・用量は

「子豚に１回ないし数日ごとに投与する」、使用上の注意は「本剤投与後、注射部位が錆色に

着色することがあるので、食用としての出荷直前は投与しないこと」という記載で統一され

ております。このように、「食用としての出荷直前は」という記載はあるのですが、３～４カ

月たったものもという意見がありましたので、今回検討を行いました。 

  50ページの下の方、現場での鉄剤の使用方法ですが、メーカー等に聞き取りを行ったとこ

ろ、子豚の貧血予防のため、生後２～３日齢で鉄剤の注射を行うのが一般的であろうという

ことでした。 

  51ページでございます。同様の事例について、メーカーに調査を行いましたけれども、こ

のような報告は過去にはないということでした。 

  対応ですが、昭和 63 年４月 21 日付の再評価結果その 13 で評価された文献は、生後３カ

月の豚にデキストラン鉄を投与した際に、注射部位に変色が見られたという報告です。デキ

ストラン鉄は、製法等により分子量等が異なる可能性があり、国内で承認されている製剤で

生後何カ月までに投与すれば着色を防げるかという知見はございませんが、今回、野外での

使用でこのような事例があったことから、使用者に対して情報提供をするため、以下の対応

をとることを条件に、再評価指定はせず、今後とも情報収集に努めることとしました。 

  まず使用上の注意の記載については、【その他の注意】に「豚で鉄剤を生後３カ月以降に投

与した場合、注射部位に変色が見られたとの文献情報がある」旨を追記する。また、現在、

【効能又は効果】の豚に関する記載が、「豚：貧血、子豚の鉄欠乏性貧血」となっている製剤

については、子豚でない豚に投与されるおそれがあることから、「豚：子豚の鉄欠乏性貧血」

と整備いたします。 

  事務局からは以上でございます。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。明快に御説明いただきました。 

  委員の先生方の方で御質問等ございますでしょうか。 

  それでは、特段の御質問等もないようですので、事務局案を了解したことといたします。 

○事務局 ありがとうございます。 

 

 （３）動物用医薬品の再審査について 

   ＜動物用医薬品再評価調査会関係＞ 

   ① エコノア１％プレミックス（ノバルティスアニマルヘルス株式会社） 

     エコノア 10％プレミックス（        〃         ） 

 

○赤堀部会長 続きまして、（３）の動物用医薬品の再審査について、事務局からお願いします。 

○事務局 それでは、事前に送付しました赤の№13の資料をご覧ください。動物用医薬品の再

審査についてでございます。 

  １ページめくっていただきまして、再審査審議経過票がございます。エコノア１％プレミ
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ックス及びエコノア 10％プレミックスでございます。申請者は、ノバルティスアニマルヘル

ス株式会社、再審査期間は６年間でございました。 

  成分及び分量が２ページ目にございますが、塩酸バルネムリンを主剤とします。 

  用法及び用量が３ページ目にございます。豚赤痢、豚マイコプラズマ肺炎、慢性型豚増殖

性腸炎について、それぞれ規定の用量を飼料に均一に混じて、７日間経口投与するというも

のです。 

  また１ページ目にお戻りください。効能又は効果ですが、有効菌種が、本剤感受性のブラ

キスピラ  ハイオディセンテリー、マイコプラズマ  ハイオニューモニエ、ローソニア  イント

ラセルラーシスとなっておりまして、適応症は豚の豚赤痢、豚マイコプラズマ肺炎、慢性型

豚増殖性腸炎でございます。 

  使用上の注意は、４ページにございます。 

  本再審査申請につきして、平成 22 年２月４日の動物用医薬品再評価調査会でご審議いた

だきまして、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て、本部

会に報告して差し支えないとされたものです。 

  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。 

  ただいまの事務からの説明に対して、先生方から特段の御質問等ございますでしょうか。 

  よろしいでしょうか。 

  特にないようですので、事務局案を了解したことといたします。 

○事務局 ありがとうございます。 

 

 （４）動物用医薬品の諮問・承認状況について 

 

○赤堀部会長 それでは、報告事項（４）になりますが、動物用医薬品の諮問・承認状況につ

いて、事務局から御説明をお願いします。 

○事務局 当日配布資料の黒の№18番を御用意ください。こちらの内容は、前回の部会以降の

諮問・承認の状況でございます。 

  まず１番の諮問状況ですが、本日御審議いただきました動物用一般医薬品調査会関係のマ

ラセブ、ピリキシン 10％、アドレスタン 10mg、30mg、60mg、ステロップ、コンフォティ

ス錠 140mg、270mg、560mg。次のページをお願いします。水産用医薬品調査会関係のピシ

バック  注  LVS、これらにつきましては、いずれも本年２月 26日付で薬事・食品衛生審議会

に諮問を行ったところでございます。 

  次に、２番の承認状況ですが、 初に動物用生物学的製剤調査会関係で、株式会社 微生

物化学研究所の“京都微研„キャトルウィン－ＢＯ2が平成 21年 12月 18日付、同じく、株

式会社 微生物化学研究所の“京都微研„キャトルウィンＢＣが本年の１月 15日付に、それ

ぞれ承認されております。 
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  次のページをお願いします。また、動物用抗菌性物質製剤調査会関係ですが、千寿製薬の

ロメワンについて、犬の外耳炎の適応症を点耳投与で追加しました事項変更について本年の

１月 19 日に、また、一般用医薬品調査会関係ですが、ファイザー株式会社のインプロバッ

クが本年の２月２日にそれぞれ承認されております。 

  諮問・承認状況については、以上でございます。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  ただいまの報告につきまして、特段の御質問等ございますでしょうか。 

  特にないようですので、了解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した。 

 

Ⅲ）そ の 他 

 

○赤堀部会長 続きまして、その他になりますが、事務局から何かございますでしょうか。 

○事務局 黒の№22の資料をお手元に御用意ください。承認申請書（生物学的製剤を除く）の

別紙規格における USP及び EPの取り扱いについてということでございます。 

  背景を説明させていただきますと、今日もたくさんございましたが、動物用医薬品等の製

造販売承認申請書の「成分・分量」欄に、配合する成分名と分量が記載されているのですが、

それと同時に規格も記載しております。 

  配合する成分の規格が、日本薬局方等の公定書に記載されている成分については、「成分・

分量」欄に規格名を、具体的に言えば「日本薬局方  アセトアミノフェン」という形で記載す

ることで、そういった具体的な規格の内容を記載することを省略できることとしております。 

  しかしながら、米国の薬局方とか欧州の薬局方等については、記載されている成分につい

ては、省略を認めずに、別紙規格として全部記載するという形になっております。 

 ところが、近年、外資系の製造販売業者が大変増加しておりまして、USP とか EP の規格に

適合する原薬とか医薬品添加物を使用した動物用医薬品の承認申請というものが大変増加し

ておりまして、USP や EP を別紙規格として承認申請書に記載する際に、当該規格を日本語

に翻訳するとか、日本薬局方の通則とか一般試験法を準用して、記載方法を日本薬局方に合

わせた形で記載するという作業を行っておりまして、申請者は、日本薬局方と米国薬局方や

欧州薬局方との共通でないものがあるために、その翻訳のために非常に大きな負担を担って

いるということでございます。また、内容も理解しにくい形になっておりまして、皆さんに

御迷惑をかけているところでございます。 

  そういったこともありまして、業界団体を通じて、米国薬局方とか欧州薬局方については、

日本薬局方と同様に規格の内容の記載を省略することを認めてほしいという要望が出されて

おりまして、そういったことに対する対応として検討を行ったところでございます。 

  具体的な対応ですが、基本的には日米 EU の薬局方調和検討会議（PDG）で、そういった

公定書のハーモナイゼーション作業が進められていることもございます。それから申請者の
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負担軽減も図りたいということで、承認申請書における USP、EPの取り扱いを変更すること

です。 

  具体的には下の丸にございますけれども、成分及び分量欄の配合成分（原薬と医薬品添加

物）の規格において、米国薬局方及び欧州薬局方に記載されているもの（現行以降の版のも

のに限る。）については、別紙規格において、具体的にその規格を記載せずに、米国薬局方の

何々とか、欧州薬局方の何々という省略記載を認めることとしたいということでございます。

ただし、薬事法第 42 条に定める製剤基準については、そうはしないということにしたいと

思います。 

  別紙規格等に、成分・分量で含まれているものについてはそういうふうにしたいのですが、

製剤そのものの規格検査方法については、現行どおり省略を認めないという形にさせていた

だきたいと思っております。 

  こうすることによりまして、承認申請書に添付される別紙規格の中に、具体的な規格が書

かれないということになりまして、承認審査のときに不都合が生じることもございます。そ

れらについては、現行版以降の欧州薬局方なり米国薬局方を当所で確保しまして、必要であ

ればそのコピーを皆さんのところへお配りして、審査に当たっていただくことにしたいと考

えております。 

  以上でございます。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  合田先生、何か。 

○合田委員 こういうことは、ヒトの医薬品はやっていないですよね。 

○事務局 やっていません。 

○合田委員 EU、USAで日本薬局方の日本から出て行く医薬品が、日本薬局方で OKというこ

とではないですよね。これはすごく変な話だと思うのです。我々はこれをやられると、今コ

ピーして配られると言われましたけれども、我々が自腹で全部 EP も USP も買わなければい

けなくなるんです。比較しようと思っても比較できなくなりますよ。そのものと、それから

近くのものを全部比較しなければいけない。これは、USP と EP を例えば委員に全部配ると

いう話があってからじゃないですか。 

○事務局 承認申請書が来たときに、別紙規格で EP なり USP を準用しておれば、それに該当

する部分については、審査に必要であれば配らせていただきたいと思っております。 

  海外の方で、日本の方でも、次のページを見ていただきますと、今動物用医薬品の方がど

ういうふうになっているかということなのですが、認めている規格は当然のことながら、日

本薬局方を初めとして、日本国内で公定書として認められているものを製剤の規格として、

原薬も含めてですが、採用することにしております。その基本方針は変えないという形にな

ります。ただし、配合されている成分の別紙規格に準用を認めるという形で、名を取って実

を捨てるということになりますでしょうか、実際は制度上は、あくまでも海外の公定書をそ

のまま引用することは認めないけれども、別紙規格においては準用を認めるという形で整備
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したいと思っております。 

○合田委員 少なくとも天然物ですと、全く考え方が違うのです。医薬品としての考え方が。

だから、原薬で考え方が違うからそれで出てくると、それを一々本当は見なければいけない

と僕は思っているのです。わからないですよ、日本から動物薬が出て行く数がほとんどなく

て、海外から入ってくるものばかりだから、もうそれしかやりようがないという話だったら

別だと思いますが、僕はこの話はあまり納得しかねます。 

○赤堀部会長 基本的には日本の動物薬が海外に出て行くことはあり得ると思います。決して

ないわけではない。 

○合田委員 少なくともハーモナイズというのは、向こうもそうするんですよ。だから、それ

がない限り、日本がどうしてこれを譲らなければいけないのかと思います。 

○赤堀部会長 ということで、委員の中から貴重な御意見が出ましたので、今ここで了解する

ことではなくて、もう少し煮詰めていただきたい、検討していただきたいということでよろ

しいでしょうか。 

○事務局 それでは、引き続き検討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。 

  その他、何かございますでしょうか。 

○事務局 事務局からですが、調査会等に所属されている先生方には既にお願いしております

が、現在、先生方は現職であるとか所属先等について事務局の方に登録させていただいてお

ります。４月になりますと人事異動が多くなりますので、その際にまたその所属等変更にな

りましたら、事務局の方まで御連絡いただけますようお願いいたします。 

  以上でございます。 

○赤堀部会長 わかりました。事務局の方から先生方の方にお願いということで御報告いただ

きました。 

  その他、事務局何かございますか。特にないですか。 

  それでは、委員の先生方から何かございますでしょうか。 

 特にないようですので、以上をもちまして本日の議事を終了させていただきたいと思います。 

  それでは、次回の開催日を決めておきたいと思いますが、事前に事務局から送付していた

だきましたカレンダーに先生方の御都合をお伺いしております。その結果によりまして事務

局から候補日を挙げていただきたいと思います。 

○事務局 当日配布資料 20 番の一番 後がカレンダーになります。日程調整について事前の

御連絡をいただきどうもありがとうございました。先生方から御連絡いただいた結果をまと

めましたところ、部会長に御出席いただけて、かつ も多くの先生方が御出席可能な日であ

ります、平成 22 年７月２日金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。

よろしくお願いいたします。 

○赤堀部会長 ということで御了解いただければ幸いだと思います。よろしくお願いいたしま

す。 
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  その他、事務局特に何かございますでしょうか。 

○事務局 ありません。 

 

５．閉   会 

 

○赤堀部会長 それでは、本日も長時間にわたりまして、御審議いただきどうもありがとうご

ざいました。これにて閉会とさせていただきます。ありがとうございました。 

 


