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○明石部会長 それでは、定刻となりましたので、「動物用医薬品等部会」を開催したいと

思います。 

 本日は、岩田委員、下田委員、西川委員、森川委員から御都合で御欠席とお伺いしてお

ります。また、袴塚委員からは 30 分ほど遅れるという御連絡をいただいております。した

がいまして、現時点で出席委員数が 15 名ということで、部会として成立しておりますこと

を御報告いたします。 

 まず、動物医薬品検査所長から御挨拶をお願いいたします。 

○伊藤所長 皆さん、御苦労さまでございます。動物医薬品検査所長の伊藤でございます。 

 動物用医薬品等部会の開催に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 

 本日はお忙しい中、当部会に御出席いただきまして、まことにありがとうございます。

また、日ごろより各委員におかれましては、動物用薬事行政の推進並びに御助言、御指導

等をいただいていますことに関しまして、この場を借りて深く御礼申し上げる次第でござ

います。 

 さて、前々回の部会のときにちょっと御紹介をしました薬事法でございますが、前回の

国会で継続審議となっておりましたが、去る 11 月 1 日に衆議院の厚生労働委員会におきま

して審議され、賛成多数で可決されまして、５日に本会議で可決されました。直ちに参議

院に送られまして、11 月 19 日に参議院の厚生労働委員会において審議されまして、同じ

く賛成多数で可決され、20 日に本会議で可決、成立した次第でございます。聞くところに

よると、公布の日はきょうになると聞いております。 

 今回の薬事法の改正につきましては、主な内容といたしまして、１つに製造販売業者は

新の知見に基づく事項を添付文書に記載して厚生労働大臣に届けるといったようなこと

によって、医薬品医療機器等の安全対策を強化するといったことと、高度医療機器の製造

販売については登録認証機関による認証の対象とするといったことが含まれております。

さらに再生医療等製品を新たに定義いたしまして、これについては条件及び期限つき承認

を認めるといった内容が主な内容として組み込まれております。 

 さらに、薬事法という法律自体の名前が変わりまして、長いんですが、「医薬品・医療機

器等の品質有効性及び安全性の確保に関する法律」と長い名前に変わるそうでございます。

これを略称といいまして、舌をかみそうなんですが、「医薬品医療機器等法」という言葉に

なるように聞いております。 

 また、今現在なんですけれども、 高裁で違憲判決を受けたインターネットの薬の販売

についてなんですが、これにつきましては別途審議ということで、つい先日、衆議院のほ

うで審議がなされておりまして、12 月 6 日に国会会期末ですが、それまでには改正案が出

てくるのではないかと思っております。 

 さて、2010 年５月の OIE 総会におきまして、アジアにおける家畜疾病の診断及び防疫と

動物用医薬品の評価といった分野について、当所と動物衛生研究所が共同で OIE のコラボ

レーションセンターの指定を受けております。その後、2011 年に開かれましたワークショ
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ップによって、OIE コラボレーションセンターはアジア地域のメンバーの国の検査能力の

向上のための短期的な研修を行いなさいというようなことが提案されました。それを受け

まして、当所と動物衛生研究所の共同で 2012 年２月に第１回目の研修を開いたところでご

ざいます。 

 そのときのテーマが鶏用のワクチンの検査方法ということでございました。その年の 11

月に各国からの要望を聞きまして、第２回目の研修会を実施しました。そのときのテーマ

は狂犬病と豚丹毒のワクチンの検査方法でありました。今年の 10 月に第３回目ということ

で、研修会を開いたわけですが、各国の要望を踏まえたところ、魚のワクチンについてや

ってほしいということでございまして、参加国はミャンマー、シンガポール、ベトナム、

インドネシア、タイの５カ国でございます。 

 私もこのときに、なぜ魚かなということに疑問を持ちまして調べましたところ、世界の

養殖というのが約 6,000 万トンの水揚げがあるそうでございます。そのうちの 61％が実は

中国でございまして、その主体はコイとかフナの淡水魚だと思います。その次がインドで

して、第３位がベトナム、第４位がインドネシア、６位がタイ、マレーシアは 16 位、日本

は 11 位になっておりまして、いずれもこの東南アジアという国は非常に養殖が盛んな国で

あると。 

 さらに、ここの東南アジア自体を見ますと、やはり魚の消費量が多い国でございまして、

日本というのは魚の消費量が世界トップクラスで年間１人当たり 56kg ぐらい食べている

わけでございます。それを例えばアメリカなどと比較しますと 24kg、EU は 23kg といった

状況でございます。欧米の方々は魚以上に肉を食べますので、特にアメリカなどは１人当

たり 100kg ぐらい肉を食べるわけです。 

 そういった中で、日本は肉の消費量は約 45kg ぐらいでございますけれども、非常に魚の

ウエイトの高い国です。それにも増してというか、やはり東南アジアは非常に魚の消費量

が多うございまして、ミャンマーとかマレーシアになりますと１人当たり約 50kg と日本と

遜色のない魚の消費が行われております。 

 そういった中で、やはり東南アジアの国々も経済成長を受けまして、富裕層というか、

そういう方々が増えております。今回の研修に来られた方々に、魚のワクチンということ

であるけれども、一体どんな魚種をターゲットにしているかと聞いたころ、実はハタがタ

ーゲットだと言っておりました。日本の養殖はブリ、ハマチあるいはマダイといったもの

が主体で、ハタはまだ少ないとは聞いておりますけれども、彼らは高級魚であるハタを養

殖して、輸出に持っていこうというようなことを考えておるようでございます。 

 余談になりましたが、今日の部会の中で一番 後でございますけれども、ハタに関する

案件もございますので、今日御審議いただきますことも含めまして、慎重な御審議をお願

いしたいと思います。どうもありがとうございました。 

○明石部会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして、事務局のほうから配布資料の確認と申請資料作成関与者と利益
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相反の御説明をお願いします。 

○事務局 それでは、お手元にご議事次第、座席表、出欠表がございますが、それに引き

続きまして、配布資料一覧をお配りしておりますので、こちらをお手元に御用意いただけ

ればと思います。 

 それでは、配布資料一覧はお手元にございますでしょうか。もしおありにならない委員

の先生方がいらっしゃいましたら、お知らせください。よろしいでしょうか。 

 それでは、配布資料一覧に基づいて、本日の配布資料を御説明申し上げます。 

 まず、事前送付資料ということで、資料番号が赤の№１～№５まで、本日の審議品目で

あります、メタカム２％注射液、セミントラ、ネクスガード、コンベニア注、イリド不活

化ワクチン「ビケン」、こちらの申請書がございます。 

 それ以外に本日、当日配布資料ということで、番号なしの議事次第、配布資料一覧、出

欠表、座席表。 

 №１－２「メタカム２％注射液 意見への回答」 

 №２－２「セミントラ４mg/mL 経口液猫 差し替え資料」 

 №２－３「セミントラ４mg/mL 経口液猫 意見への回答」 

 №３－２「ネクスガード 11.3、同 28.3、同 68 及び同 136 意見への回答」 

 №４－２「コンベニア注 意見への回答」 

 №４－３「コンベニア注 差し替え資料」 

 №６「ニトロフラン系製剤の取扱いについて」 

 №７「動物用医薬品の諮問・承認状況について」、横長の表でございます。 

 №８－１、８－２「ワクチン製造用株変更に関する承認審査手続の見直し（案）」 

 №９「アジュバント加ワクチンの使用制限期間の見直し（案）」 

 №10「水産用ワクチンの属ごとの承認に必要な試験に関する指針について（案）」 

 №11「競合品目・競合企業及び申請資料作成関与委員について」という資料でございま

す。 

 お手元に過不足等がございましたら、事務局までお申しつけください。よろしいでしょ

うか。 

 それでは、よろしければ、本日の資料番号黒の№11 をお手元に御用意ください。こちら

で競合品目・競合企業、申請資料作成関与委員についての御説明を申し上げます。 

 黒の№11、目次のページを１枚めくっていただきますと、本日の審議品目の１品目目、

メタカム２％注射液でございます。申請者名はベーリンガーインゲルハイムベトメディカ

ジャパン株式会社。 

 こちらは本日、競合品目を３つ挙げてございます。フォーベット 50 注射液、ナガセ医薬

品株式会社。フルニキシン注５％/10％「フジタ」、フジタ製薬株式会社。メロキシカム２％

注「フジタ」、フジタ製薬株式会社のものでございます。 

 競合品目を選定した理由ですが、「薬効分類が本剤と同じ非ステロイド性抗炎症剤
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（NSAIDs）に分類される動物用医薬品であり、牛に対する効能及び効果を有している製品

のため。」となってございます。 

 ページを３枚ほどめくっていただきまして、６ページになります。本日の審議品目の２

品目目でございます。セミントラ４mg/mL 経口液猫。こちらも申請者はベーリンガーイン

ゲルハイムベトメディカジャパン株式会社のものでございます。 

 こちらは競合品目は３つ、フォルテコール錠 2.5mg フレーバー、同５mg、同５mg フレー

バー、ノバルティス・アニマルヘルス株式会社。エースワーカー錠 0.5、同１、同２、同

８、こちらもノバルティスのものでございます。エナカルド錠１、同 2.5、同５、同 10、

同 20、メリアル・ジャパン株式会社のものということで挙げてございます。 

 これらの競合品目を選定した理由ですが、「上記の３品目は申請製剤と同様にレニン・ア

ンジオテンシン・アルドステロン系の抑制作用を有するため。また、競合品目１は猫の慢

性腎不全における尿蛋白の漏出抑制を効能効果としているため」となってございます。 

 こちらから２枚めくっていただきまして、11 ページになります。本日の審議品目３つ目

のネクスガードでございます。申請者名はメリアル・ジャパン株式会社。 

 こちらは競合品目は１品目挙げておられます。コンフォティス錠 140mg、270mg、560mg、

日本イーライリリー株式会社のものでございます。 

 こちらを選定した理由ですが、「犬に寄生するノミとマダニに対する効能を持つ経口製剤

である。」ということで、この１品目を挙げてございます。 

 ここから２枚めくっていただきまして、14 ページになります。本日の４品目目の審議品

目でございます。コンベニア注、ファイザー株式会社、現在はゾエティス・ジャパン株式

会社と名前が変わっております。 

 こちらは競合品目が３つ、ビルデンタマイシン 25、同 75、株式会社ビルバックジャパン

のもの。バイトリル 15mg 錠他、バイエル薬品株式会社のもの。動物用ウェルメイト錠 15

他、Meiji Seika ファルマ株式会社ということで３つ挙げてございます。 

 これらの選定理由ですが、「『ビルデンタマイシン 25、75』は犬の歯周病を適応症とした

同種同効品であるため。『バイトリル』および『動物用ウェルメイト』は『コンベニア注』

と同様に第二次選択薬として使用される犬用抗菌性物質製剤であるため。」ということでご

ざいます。 

 こちらから、また２枚めくっていただきまして、19 ページになります。本日 後の審議

品目でございます、イリド不活化ワクチン「ビケン」、申請者は一般財団法人阪大微生物病

研究会。 

 競合品目はなしということで、その理由ですが、「現在までに、クエ及びマハタのイリド

ウイルス病を予防するワクチンは販売されていない。また、申請者が調べた範囲内では、

他社のクエ及びマハタのイリドウイルス病を予防するワクチンの開発に関する情報は確認

できなかった。これらのことから、競合企業に該当する企業はなしと判断した。」でござい

ます。 
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 本日の審議品目に関する競合品目・競合企業並びに、影響を受ける企業に関しましては、

以上でございます。 

○明石部会長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいま御説明いただきました競合品目とその選定した理由につきましては、

御質問、御意見をお願いします。いかがでしょうか。何かございますか。よろしいですか。 

 それでは、御了承いただきました。その結果、各委員の先生方からの申し出状況の説明

をお願いします。 

○事務局 それでは、各委員の先生方からのお申し出状況について御説明をいたします。 

 御提出いただきました利益相反に関する御報告を取りまとめた結果、本日の審議につい

て、委員の方で審議に御参加いただけない、あるいは議決に御参加いただけない委員はご

ざいませんでした。 

 事務局からは以上です。 

○明石部会長 ありがとうございました。 

 それでは、皆さんが議決に御参加いただけるということで、議事に入りたいと思います。 

 それでは、審議事項の「（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、メタカム２％注射液。 

 これについて、動物用一般医薬品調査会の座長の野上先生、御説明をお願いします。 

○野上委員 よろしくお願いいたします。 

 メタカム２％注射液は、ベーリンガーインゲルハイムベトメディカジャパン株式会社か

ら申請されたメロキシカムを有効成分とする注射剤です。 

 効能又は効果に、子牛の感染症の急性下痢症に伴う臨床症状の軽減を追加するために承

認事項変更承認申請されました。 

 本申請製剤は平成 25 年 11 月６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、再審査期間は新効能動物用医薬品と

いうことで２年となります。 

 詳細につきましては、事務局から御説明があります。お願いいたします。 

○事務局 それでは、事前にお送りしております赤の番号№１の資料と、あわせまして、

当日配布資料でお配りしております№１－２の資料をお手元に御用意ください。 

 表紙をめくっていただきまして、審議経過票をごらんください。 

 本剤はただいま御紹介がありましたが、メタカム２％注射液、申請者はベーリンガーイ

ンゲルハイムベトメディカジャパン株式会社でございます。 

 本申請につきましては、本剤は既承認のものでございますけれども、効能又は効果の２

行目「子牛の感染性の急性下痢症に伴う臨床症状（活力、食欲、糞便性状、脱水及び体温）

の軽減。ただし、補液を要しない程度の症例に限る」、こちらを追加する事項変更申請でご

ざいます。 

 それでは、概要書と書かれたタブをお開きください。 
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 1-2 ページ、本剤はただいま申し上げましたように、子牛の下痢症に関する効能の追加

でございますけれども、こちらのほうは「（２）牛の下痢症、発生状況及び経済的影響」等

につきまして、まとめております。 

 まず「ａ）子牛における定義」でございます。持続した下痢状態が続く場合を下痢症と

呼んで、いわゆる疾患のような形で臨床の現場では多いと聞いております。 

 また、その原因でございますけれども、ｂ）のところにございますが、非感染性及び感

染性の下痢症に分類されるとのことでございます。 

 主な原因等につきましては、次のページの表 1-2「牛の下痢症の分類及び主要原因」に

まとめられております。感染性であれば、ウイルス性、細菌性、原虫性等がございます。 

 1-8 ページ、本剤は非ステロイド性抗炎症薬、いわゆる NSAIDs に分類されるものでござ

います。その作用機序はシクロオキシゲナーゼ２活性を阻害することによりまして、炎症

メディエータ等の産生を抑制することによります。本剤は新たに追加する適応症の下痢症

の作用機序につきまして、ここでまとめられております。 

 「（３）本剤の下痢症に対する作用機序」の２段落目でございます。「下痢症は、非感染

性または感染性原因により腸管粘膜細胞が傷害されることによる」とございますけれども、

この腸管粘膜細胞の炎症を抑えることによりまして、下痢症に伴う諸症状の緩和を目的と

したものでございます。やはり作用機序といたしましては、通常どおり COX-2 活性を抑制

することによるものでございます。 

 1-19 ページ、こちらには牛の下痢症に対する本剤の意義につきまして、記載されており

ます。一般的にこの NSAIDs によります治療は対症療法といたしまして、症状の緩和を目的

として投与されるものでございますけれども、それにつきまして、牛の臨床上の意義につ

いて、こちらのほうでまとめております。 

 要点といたしましては、１段落目の一番 後あたりですが、「過度の炎症（下痢）を抑制

するということは、治癒後の発育不良や治療代の節約の点において重要と考えられる」、こ

の点におきまして、使用する価値を見出しております。このようなプロファイルを持つ本

剤でございますけれども、本申請に当たりましては、次の添付資料目次と書かれておりま

すタブをお開きください。 

 本申請は既承認薬品に対する効能追加でございますので、主に添付されております資料

は追加される効能に対するものでございます。起源または開発の経緯に関する資料のほか、

薬理作用に関する資料、臨床試験に関する資料が添付されております。臨床試験は国内臨

床試験としまして、１試験が添付されております。 

 以上の資料につきまして、事務局のほうで事前の審査を行いまして、一般薬調査会にお

きまして御審議をいただきました。 

 一番 初の審議経過票のほうにお戻りください。本剤につきまして、平成 25 年 11 月６

日の動物用一般医薬品調査会におきまして、御審議いただきました。審議に先立ちまして、

本品目の審査におきましては、事務局側と申請者との間で意見の一致を見なかった点がご
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ざいましたので、意見書を事務局のほうで作成いたしまして、調査会に提出いたしました。

それにつきまして、この指摘回答の後ろに隠れておりますが、意見書と書かれたタブをお

開きください。 

 意見書の内容といたしましては、主に３点ございます。「２．意見書」の（１）をご覧く

ださい。問題点というところの真ん中あたりですが、本剤はもともとの申請の効能は、臨

床症状の軽減という一般的な臨床症状という形の申請でございました。これに対しまして、

臨床試験では諸般の臨床試験の兆候等につきまして評価を行っておるわけでございます。

一般的に下痢症に伴う臨床症状でまず考えつくのは下痢でございますが、本剤につきまし

ては、直接下痢そのものに対する効果を有しているものではございません。そのことから

真ん中にありますが、真に期待される効能につきまして、具体的に記載する必要があるだ

ろうということで、意見書の内容の一つとさせていただきました。 

 その下、対応案の一番下のほうでございます。活力、食欲、糞便性状、脱水及び体温に

おいて評価されていることから、これらのことを効能に記載すべきであるというような意

見を申し上げました。 

 続きまして、（２）でございます。日本国内臨床試験で組み入れられた症例でございます

けれども、結果としてですが、補液療法等を必要としない軽度の脱水症例のみが組み入れ

られておりました。 

 このことから次のページの対応案のところございますけれども、効能又は効果におきま

して、事務局といたしましては、アンダーラインのところ、「ただし、補液を要しない程度

の症例に限る」とすることが相当と考え、意見を申し上げました。 

 （３）でございますけれども、本剤 NSAIDs につきましては、頻発する副作用といたしま

して、やはり消化管障害というものが本質的にございます。ただし、今回につきまして、

下痢症を対象とすることから、そういったリスクが顕在化することが危惧されました。そ

れに対しまして、臨床試験の評価では、便の色や血便等につきましては、十分な評価がな

されていないと事務局では判断いたしました。 

 このことから、対応案のところにございますけれども、使用上の注意に「血便を伴う症

例や出血性下痢症の症例に対する有効性及び安全性は確認されていない」と記載すること

が相当と申し上げました。 

 これに対しまして、申請者からは３番でございます。 

 （１）の臨床症状の具体的記載につきましては、事務局の意見どおり、活力、食欲、糞

便性状、脱水及び体温につきまして記載することの申し出がなされました。 

 （２）の軽度の脱水症例が組み入れられた対応につきましては、申請者といたしまして

は、効能又は効果において症例を限るのではなく、使用上の注意の制限事項に屋内臨床試

験では補液を必要とする脱水を伴う症例での有効性及び安全性は確認されていないとの注

意を喚起することで対応したいとの申し出がございました。 

 （３）便の色、血便に対するものでございます。こちらにつきましては、事務局の意見
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どおり、使用上の注意に「血便を伴う症例や出血性下痢症の症例に対する有効性及び安全

性は確認されていない」との記載を追加する旨が申し入れられました。 

 以上の意見書につきまして、一般医薬品調査会におきまして御審議をいただきました結

果でございますが、 初の審議経過票の７番の指摘事項といたしまして、「（１）効能又は

効果は、『子牛の感染性の急性下痢症に伴う臨床症状（活力、食欲、糞便性状、脱水及び体

温）の軽減。ただし、補液を要しない程度の症例に限る。』とすること。（２）使用上の注

意【牛に対する注意】１制限事項に、『血便を伴う症例や出血性下痢の症例に対する有効性

及び安全性は確認されていない。』との記載を追加すること」。 

 以上の２点の指摘事項をいただきまして、これを条件といたしまして、本調査会での承

認の可否に関する事前の調査審議を終了し、動物用医薬品等部会に上程して差し支えない。

なお、再審査期間は２年とするとの御判断をいただきました。これをもちまして、本日、

当部会におきまして御審議をいただく次第でございます。 

 なお、本品目につきましては、事前に中込委員より御意見をいただいております。こち

らは当日配布資料№１－２にその内容と、あらかじめ問い合わせをしました申請者の回答

をまとめております。 

 １枚目がその内容になりますが、５点ございます。 

 １点目から４点目は、規格及び検査方法に伴います記載に関することでございます。

初の４点についての詳細な内容につきまして、御紹介は割愛させていただきますが、申請

者からは、御意見どおり修正をするとの申し出をいただいております。 

 ５点目、○○○の規格及び検査方法で、○○○なので○○○の項目が必要ということで

ございます。回答といたしましては、本品は○○○として購入しているということ。○○

○試験は実施していないが、○○○であることの確認は別紙規格（９）に定める他の試験

で確認ができるとの回答を得ております。 

 これにつきまして、事務局のほうで確認をしましたところ、○○○の別紙規格（９）に

つきましては、基本的に EP 欧州薬局方の規格及び検査方法を参考として設定されておりま

すが、この中で○○○○というような試験項目が設定されております。こちらのほうは別

紙規格（９）も反映されておりますが、これが日本薬局方で定めます○○○の試験とほぼ

同じ意味をなしていると事務局の方では考えておりまして、こちらにより○○○であると

いう確認がおおよそとれるものと考えております。 

 本品目の御説明は以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○明石部会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明に御質問、御意見をお願いしますけれども、その前に中込先

生、記載整備については整備をするということで、 後の○○○についてはこれでよろし

いでしょうか。 

○中込委員 結構です。 

○明石部会長 ありがとうございます。 



13 
 

 それでは、そのほかに御質問、御意見はございませんでしょうか。どうぞ。 

○鬼武委員 もう承認されて安全性が確認されているということですが、ちょっと関連し

て教えてください。中込先生からも御指摘があったんですけれども、この申請資料の２ペ

ージのところで、製剤として入っております１つは○○○と○○○○。この２つの可溶化

剤について、ジオキサンともう一つ物質の規格が要するに１ppm 以下、もしくはという記

載があったと思います。 

 ジオキサン等につきましては、遺伝毒性発がん物質ということで、規格がこれで守られ

ていれば一応安全性は確認できると理解をしてよろしいのでしょうか。この点を確認させ

てください。 

○明石部会長 いかがですか。 

○事務局 この規格につきましては、EP 欧州薬局方の規格から来ておりまして、一応この

規格を満たしておれば、問題はないだろうと判断をしております。 

○明石部会長 よろしいですか。 

○鬼武委員 私は毒性の専門家ではないので、ほかの物質で食品安全委員会のときに乳化

剤で同じくジオキサンとかの規格について、近年、添加物に指定されたときに規格がたし

か同じような、その ppm は覚えていないのですが、あったと思います。ジオキサン等につ

いては遺伝毒性発がん物質なので、なるべく低ければ低いほうがいいと思いましたので、

コメントさせてもらった次第です。 

 以上です。 

○明石部会長 一応安全性は担保されているぐらいの量なんだということでよろしいです

ね。 

 そのほかに御質問、御意見はございませんか。どうぞ。 

○日野委員 先ほどの中で、消化性下痢症、血便のことが論点となったわけですけれども、

この薬は実際に人においても、特に高齢者の中で消化性の潰瘍とか問題になっている薬だ

ということがありまして、出血性のことは気にしているんですが、消化性の潰瘍発生性の

胃腸管障害については別に問題視をしている記載は日本においてはないんですけれども、 

資料の 1-33 に、例えばイギリスですとその記載があるのですが、日本においては特にその

辺については留意がされていないということなんですが、それについてコメントをお願い

したいと思います。 

○明石部会長 事務局、いかがですか。 

○事務局 消化性の潰瘍に関しまして、日本のほうには特に何も記載されていないという

ことでございますけれども、日本に今まで提出された資料で具体的にそういう事例がなか

ったということで、使用上の注意には特に記載しているわけではございません。ただし、

これは NSAIDs ということですので、そういった性状が一般にあるだろうと、こちらとして

は考えておりまして、今回は出血性のものについては使わないという制限を使用上の注意

に書き加えているという状況でございます。 
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○日野委員 その観点で見てみますと、概要書の青いタブの 1-23 ページにフォーベット

50 注射液との比較表があります。真ん中くらいに、胃・十二指腸潰瘍、腎不全がある場合

は投与しないことという記載がありますが、メタカムについてはその記載はないというこ

とで、そういう観点から見ると、フォーベットについてはそういった報告があったから記

載があり、メタカムについてはないので、なかったという解釈でよろしいのでしょうか。 

○事務局 フルニキシン、フォーベットについてでございますけれども、事例を今、持っ

ておりませんので確認はできませんが、申請時点でもしくは諸外国のデータから、そうい

ったことがあったために、こういうような使用上の注意がついたのだろうと考えておりま

す。 

○事務局 補足いたしますと、それを裏づけるといいますか、理論的なものでございます

けれども、概要の 1-19 ページをご覧いただけますでしょうか。６行目の真ん中あたりから

ですが、「本剤は、腸管粘膜の保護に関わる COX-1 ではなく、炎症に起因する COX-2 の活性

を主に阻害する薬剤である」とあります。 

 これは既承認のものでありますので、こちらのほうで詳細なデータはないのですけれど

も、いわゆるオキシカム系の中ではメロキシカムという製剤が比較的 COX-2 への選択性が

高いと言われている製剤ではございます。こういったところもあって、比較的、通常、臨

床の現場で使っていく分には、牛に関しては特にそういったものが目立ったものはなかっ

たというということになるかと思います。 

○日野委員 わかりました。 

○明石部会長 日野委員、今の説明でよろしいですか。何となく納得できない。ただ、事

務局の御説明ですと、潰瘍形成については報告がないということでよろしいですか。そう

いう可能性はあるけれども、特に諸外国でも文献的にそういう報告は出ていないので、今

回は使用制限にはつけていないと。 

○事務局 今回審議いただいてございますメタカムに関しては、そういう報告は今のとこ

ろはないと認識しております。 

○明石部会長 ということだそうです。 

 そのほかにございますか。どうぞ。 

○尾崎委員 1-10 と 10-3 に、下痢症に対するメタカムの作用機序ということでシェーマ

図があるんですけれども、私は薬理学の立場からですが、ここには明らかに間違いがあり

ます。ここで説明すると長くなりますので、後ほど事務局のほうに伝えます。 

○明石部会長 わかりました。 

 そのほかにございますか。特に御発言がないようですと、承認ということでよろしいで

しょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○明石部会長 それでは、中込委員から御指摘の記載整備と、尾崎委員から御指摘の修正

をしていただくというのを条件にして、承認ということにしたいと思います。 
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○事務局 ありがとうございます。 

 それでは、本剤につきましては、御指摘いただきました点を記載整備することを条件と

いたしまして、承認を可とし、薬事分科会に報告させていただきます。なお、再審査期間

は新効能動物用医薬品ということで２年間とさせていただきます。ありがとうございます。 

○明石部会長 それでは、一般医薬品調査会関係の２番目で、セミントラ４mg/mL 経口液

猫についても、座長の野上委員から御説明をお願いします。 

○野上委員 セミントラ４mg/mL 経口液猫は、ベーリンガーインゲルハイムベトメディカ

ジャパン株式会社から申請された、テルミサルタンを有効成分とし、猫の慢性腎臓病にお

ける尿たんぱくの漏出抑制を効能又は効果とする液剤でございます。 

 本申請製剤は平成 25 年 11 月６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、事務局から説明がございます。よろしくお願いいたします。 

○事務局 それでは、事前にお送りしております赤の№２の資料、加えまして、当日配布

資料№２－２及び２－３をお手元に御用意ください。なお、２－２のほうに概要書の１ペ

ージ目の差し替えがついております。こちらのほうをあわせてお読みください。 

 赤の№２の表紙をめくっていただきまして、審議経過票をごらんください。 

 本剤の販売名はセミントラ４mg/mL 経口液猫、申請者はベーリンガーインゲルハイムベ

トメディカジャパン株式会社でございます。 

 本剤の効能・効果は６番にございますけれども、猫の慢性腎臓病（慢性腎不全）におけ

る尿たんぱくの漏出抑制ということで申請されております。 

 主剤は４番にございますが、テルミサルタンでございます。 

 それでは、概要書と書かれたタブをお開きください。目次等を飛ばしていただきまして、

1-1 ページ、起源または開発の経緯でございます。こちらのほうは先ほど申し上げました

差し替えの黒の№２－２をご覧いただければと思います。 

 一番下「（２）開発の経緯」の「人用医薬品の開発」でございます。本剤はテルミサルタ

ンを有効成分とします製剤でございますけれども、既に人用医薬品として製造販売承認が

なされ、上市されております。日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社よりミカルディ

ス錠として現在販売されております。効能又は効果につきましては、人の場合は高血圧症

となっております。 

 1-2 ページの一番上「動物用医薬品の開発」でございます。こちらではベーリンガーイ

ンゲルハイムベトメディカ社におきまして、猫の慢性腎臓病（CKD）の治療薬として製剤の

開発をされております。 

 本剤の効能・効果の慢性腎臓病につきましては、これまで一般的に慢性腎不全と言われ

た疾患とほぼ同一の疾患と考えていただいて結構かと思います。その経緯につきましては、

このページの下、脚注の１番のところに説明がございます。 
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 慢性腎不全と申しますのは、いわゆる排泄機能、尿を分泌して排泄するという機能全体

の機能不全に対する用語でございます。それに対しまして、本質的に腎臓の疾患でありま

すこの病態を正確に表現するものといたしまして、近年、人のほうでも慢性腎臓病（CKD）

というような言葉が使われ出しております。こちらは学会のほうでオーソライズされまし

て、現在、順次このような言葉に切り替わっております。 

 しかしながら、一般的に臨床現場におきましては、まだまだ慢性腎不全という言葉のほ

うが使われておりますので、そちらも加えまして、本剤の効能又は効果におきましては、

両方を併記する形で効能又は効果を設定しております。 

 1-3 ページ、本剤の薬理作用でございます。本剤の有効成分テルミサルタンの主な作用

は、アンジオンテンシンⅡの受容体 AT-1 受容体をブロックする AT-1 受容体ブロッカーで

ございます。一般的にカテゴリーとしては ARB と称されるものでございます。これにより

まして、アンジオテンシン系によります血管収縮を抑制いたしまして、血管拡張を促し、

それによりまして降圧作用を示す製剤でございます。 

 本剤の薬理作用の特徴といたしましては（４）にありますように、アンジオテンシンⅡ

の AT-1 受容体に非常に選択的に作用し、強い拮抗作用を示すということが特徴として挙げ

られております。 

 1-5 ページ、本剤の適応症であります慢性腎臓病に関する猫の発生状況等につきまして、

こちらのほうでまとめられております。１行目にございますけれども、報告によりますと

12 歳以上の猫におきましては、慢性腎臓病の罹患率は 30％と見積もられているとの報告が

ございます。臨床的に猫の慢性腎臓病、腎不全は比較的普通に目にする疾患でございます。

特に高齢になりますと、かなりの確率で腎臓に疾患を抱えている症例は来院するものと考

えております。 

 これに対しまして、本剤の作用でございます。先ほど申し上げましたように本剤の作用

は、血管を拡張することによる降圧作用が直接的な作用でございます。それによりまして、

腎臓にかかります血圧を下げることによりまして、腎臓の保護を行いまして、それにより

まして尿たんぱくの漏出を抑制するものでございます。なお、尿たんぱくの漏出抑制が CKD

の予後につながるということにつきましても、別途報告がございます。 

 1-10 ページ、こちらには国内におきまして上市されております同種同効薬につきまして、

まとめております。本剤と同じ猫の慢性腎不全、慢性腎臓病における尿たんぱくの漏出抑

制といたしましては、左側でございますが、フォルテコール錠 2.5mg、５mg が承認されて

おります。こちらはいわゆる ACE インヒビター、アンジオテンシン変換酵素阻害薬（ACEi）

でございまして、同じように降圧作用を示して、腎保護を行うものでございます。 

 その他、対症療法でございますけれども、臨床現場におきましては右側、コバルジンで

ございますが、こちらは吸着炭を主成分とするもので、これによりまして尿毒症を緩解さ

せるといったような目的で、同じような症例に用いられているものでございます。 

 以上のような背景をもちます本剤でございますけれども、本剤は新有効成分含有医薬品
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として承認申請されております。 

 一番 後のほう、添付資料一覧と書かれているタブをお開きください。本剤の承認申請

に当たりましては、新有効成分含有医薬品として、ほぼフルのデータが添付されておりま

す。起源または開発の経緯、物理的・化学的試験、製造方法、順次ページをめくっていた

だきまして、安定性試験、毒性試験、安全性試験、薬効薬理試験、一般薬理試験、吸収等

試験、続きまして、臨床試験が添付されてございます。臨床試験につきましては、海外臨

床試験に対しまして、国内におきましても臨床試験を行った試験結果が添付されておりま

す。 

 これらの資料につきまして、事務局におきまして審査を行いまして、動物用一般医薬品

調査会におきまして御審議いただきました。 初の審議経過票にお戻りください。 

 ７番でございますが、動物用一般医薬品調査会審議結果といたしまして、平成 25 年 11

月６日に御審議いただきました結果といたしまして、本剤については「２.指摘事項」を条

件に本調査会での承認の可否に関する事前の調査審議を終了し、動物用医薬品等部会に上

程して差し支えない。なお、再審査期間は６年とする。また、原薬及び製剤は毒劇薬に指

定しないとのことでございます。 

 いただきました指摘事項２点でございますが、いずれも物理的及び化学的試験方法に伴

います記載整備のところで、NMR 及び IUPAC 名につきまして御指摘いただきました。こち

らのほうにつきましては、申請者より修正するとの申し出がなされております。 

 また、本申請につきましても、中込委員より事前に御意見をいただいております。当日

配布資料№２－２をお手元に御用意ください。 

 いただきました御意見ですが、まず１つ目「効能・効果に血圧降下が入っていないのは、

この投与量では血圧に影響を与えない、ということでしょうか、指摘事項回答書を読んで

も降圧作用があると思われるのですが」ということでございます。確かに先ほど申し上げ

ましたように、本剤は人用では高血圧症に対して使われる薬でございます。 

 回答といたしましては、あらかじめ申請者より回答をいただいております。臨床試験に

おきまして、既承認薬のフォルテコール錠の尿タンパクの漏出抑制を有効性評価指標とし

て開発をしたところから、本剤の効能としては尿タンパクの漏出抑制としたということで

ございます。 

 ２番で、ヒトにおいての ARBs や ACEi の一般的な注意について御指摘をいただいており

ますが、こちらにつきましては申請者より、指摘に沿いまして修正を行うとの申し出をい

ただいております。 

 事務局からの説明は以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○明石部会長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御説明に御質問、御意見をお願いします。中込委員はいかがです

か。 

○中込委員 私は今、声がかれているもので申しわけないです。指摘をさせていただいた
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のは、１つは、これは ARB だから間違いなく血圧が下がるにもかかわらず、注意事項のと

ころに高血圧薬であるという記述が全く入っていないんです。人ごとみたいにレニン―ア

ンジオテンシン系の薬物はこうだという一般的注意事項だけで、本剤がこの作用があると

いうのが入っていなかったので、これは効能・効果は入れなくてもいいんですけれども、

注意事項のところに、本剤は血圧の降下作用があると一言入れておいたほうがいいのでは

ないかと思いました。 

 ②のも全く同じです。 

 以上です。 

○明石部会長 効能・効果には高血圧について試験を行っていないので、ここに書いてあ

るように慢性腎臓病における尿たんぱくの漏出抑制とされていると言うことですね。ただ

いまの中込委員の御質問による高血圧についての注意書きというのはいかがですか。 

○事務局 中込委員がおっしゃいますように、本剤は降圧作用があることは間違いなく事

実であります。そのことから、指摘事項としていただきましたら、申請者のほうに使用上

の注意に記載する旨を指示したいと考えております。 

○明石部会長 では、事務局にお任せしてよろしいですか。 

○中込委員 はい。 

○明石部会長 ありがとうございます。 

 それでは、ほかに御質問、御意見はございませんでしょうか。特に御発言はございませ

んか。 

（「異議なし」と声あり） 

○明石部会長 それでは、ただいまの使用上の注意について適切な文言を事務局の責任に

おいて追加していただくということにして、承認ということにしたいと思います。 

○事務局 ありがとうございます。 

 それでは、本剤につきましては、ただ今いただきました使用上の注意に、本剤は降圧作

用がある旨を記載することを条件といたしまして、承認を可とし、薬事分科会に報告させ

ていただきます。 

 なお、再審査期間は新有効成分含有医薬品ですので６年間とし、原体及び製剤は毒劇薬

に指定しないこととさせていただきます。ありがとうございます。 

○明石部会長 それでは、一般医薬品調査会関係の 後の３番、ネクスガード 11.3、同 28.3、

同 68 及び同 136 について、野上先生から御説明をお願いします。 

○野上委員 ネクスガード 11.3、同 28.3、同 68 及び同 136 は、メリアル・ジャパン株式

会社から申請されたアフォキソラネルを有効成分とし、犬のノミ及びマダニの駆除を効能

または効果とするチュアブル剤でございます。 

 本申請製剤は平成 25 年 11 月６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年間となります。 
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 詳細につきましては、事務局から御説明があります。お願いいたします。 

○事務局 それでは、事前にお送りしております赤の№３の資料及び当日配布資料黒の№

３－２の資料をお手元に御用意ください。 

 №３の資料の表紙をめくっていただきまして、審議経過票をお開きください。本剤、販

売名はネクスガード 11.3、以下、含量違いで 28.3、68、136 がございますけれども、以降

の説明につきましては、代表して 11.3 のほうで説明させていただきます。 

 申請者はメリアル・ジャパン株式会社、有効成分はアフォキソラネルでございます。 

 用法及び用量は、体重１kg 当たりアフォキソラネル 2.5mg を基準量として、体重 1.8kg

以上の犬から体重 4.5kg 未満の犬に本剤を１個摂取させるということでございます。こち

らの体重に関しましては、含量の違いによりまして、変えてございます。 

 効能又は効果は、犬でノミ及びマダニの駆除でございます。 

 それでは、概要書と書かれたタブをお開きください。 

 目次に関するところを飛ばしていただきまして、1-1 ページをお開きください。本剤ネ

クスガードの有効成分でありますアフォキソラネルでございますけれども、こちらは一番

上「有効成分及び製剤等の情報」にありますように、イソオキサゾリン系と称されます系

統の新規化合物でございまして、いわゆる殺虫剤として開発されたものでございます。 

 その構造につきましては、図 1-1-1 に化学構造を示してございます。 

 本剤イソオキサゾリン系に共通する作用機序でございますけれども、その下の節にござ

います。作用機序としては GABA-C1 受容体に特異的に結合して、クロライドイオンのチャ

ネルの流れを阻止することで神経を遮断するといった作用機序を有しております。こちら

につきましては、ノミ、ダニの駆除等で広範に用いられておりますフィプロニル等につき

ましても同様の作用機序を有しております。 

 本剤ネクスガードの大きな特徴でございますけれども、次の 1-2 ページをご覧ください。

真ん中のグラフより少し上でございますけれども、2.5mg/kg の用量で経口投与することに

よりまして、30 日間ノミ、ダニを駆除する血中濃度を維持するというのが大きな特徴でご

ざいます。 

 下の図 1-1-3 に血中濃度の推移のグラフがございます。 

 さらに一番下の段落でございますけれども、投与後、30 分後から既にノミの殺滅作用を

有するという即効性につきましても兼ね備えているということでございます。これらが本

剤の大きな特徴として申請されてきております。 

 1-4 ページ、本剤を殺虫剤として適用した場合の作用機序上の特徴でございます。２段

落目でございますけれども、昆虫の GABA 受容体につきまして、本剤有効成分アフォキソラ

ネルが阻害いたしますが、その受容体の違いによりまして、哺乳類が有します GABA 受容体

につきましては、ほとんど作用しないという高い選択毒性を有しております。このことか

ら、哺乳類に対しましては大きな作用を有せず、殺虫作用を発現するものでございます。 

 1-12 ページ、本剤の同種同効品につきまして、一覧として横の表でまとめております。



20 
 

本剤と直接近い同種同効品につきましては、こちらは 1-12 ページにありますように、コン

フォティス錠がございます。こちらは日本イーライリリー株式会社が承認を有しておりま

す。有効成分はスピノサドでございます。こちらも同様に経口投与によりまして、ノミ及

びダニを駆除するものでございます。 

 そのほか、以下、表が続きますが、現在、臨床現場で用いられておりますノミ、ダニの

駆除剤はいわゆるスポットオン製剤が多く使われております。むしろ経口投与剤はどちら

かというと少ないほうでございますけれども、既存の経口剤といたしましては、1-20 ペー

ジの右側、キャプスター錠、プログラムＡ錠がございます。こちらのほうがニテンピラム

を有効成分とする経口剤で、ノミだけでございますけれども、駆除の効能を有しておりま

す。 

 また、1-21 ページの左側、プログラム錠がございます。こちらのほうも経口での殺虫剤

でございます。こちらのほうはノミの孵化阻害及び幼虫の脱皮阻害を効能として持ち合わ

せております。こちらのほうは、いわゆる昆虫の変態阻害を作用機序としております。 

 以上のような背景を持ちます本剤でございますけれども、新有効成分含有医薬品として

承認申請されております。 

 その添付資料としましては、この後の添付資料目次をお開きください。本剤の申請に当

たりましては、ほぼフルのデータが添付されております。開発の経緯、物理的・化学的試

験、製造方法に関する資料、安定性に関する試験、急性毒性に関する資料、慢性毒性に関

する資料、ページを順次めくっていただきまして、特殊毒性に関する資料、安全性に関す

る資料、効力を裏づける試験に関する資料、一般薬理試験に関する資料、吸収・分布・代

謝・排泄に関する資料及び臨床試験に関する資料が添付されております。臨床試験はノミ

とマダニの別に国内で行いました臨床試験が添付されております。 

 初の審議経過票のほうにお戻りください。以上のような資料につきまして、事務局の

ほうで事前に審査を行いました。その結果につきまして、審議経過票の７番にございます

が、平成 25 年 11 月６日の動物用一般医薬品調査会におきまして御審議いただきました。

審議に当たりましては、本剤につきまして、事務局と申請者で意見が一致しない部分がご

ざいましたので、意見書を提出しております。 

 意見書につきましては、「４回目」と書かれたタブをお開きください。こちらのほうが意

見書の内容になっております。意見書の主要な論点ですれども、「１.当該製剤の申請内容

について」でございます。 

 当該製剤は、承認申請時は犬のノミ及びマダニの駆除に加えまして、及び「ノミを速や

かに殺滅することによるノミ寄生予防」を効能・効果として申請されておりました。これ

につきまして、事務局といたしましては、本剤は経口投与によりまして、ノミ、ダニを殺

滅する薬剤でございます。したがいまして、ノミが一度寄生しまして、吸血をしないとノ

ミを殺滅することができないというような機序を有しております。 

 このことから本質的に寄生予防ということがなじまない製剤であると考えて、申請者と
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議論を行っておりました。そういったことから本剤申請に関しましては、ノミを速やかに

殺滅することによるノミ寄生予防は削除することが妥当であると考えまして、意見書とし

て御報告しております。 

 これにつきまして、１ページめくっていただきまして「３．申請者の意見」のところで

ございます。申請者といたしましては、本剤の作用の発現が非常に速やかであること。そ

のことからノミを速やかに殺滅し、ノミのライフサイクルを遮断することによりまして、

結果的に寄生を予防する。そういった機序から寄生予防という効能を申請したということ

であります。しかしながら、対応につきましては調査会による判断に従うとの見解が示さ

れております。 

 これ以外に事務局といたしましては、戻りまして２番からでございますけれども、規格

及び検査方法のところの標準品の取り扱いについて明確に規定することを求めております。

そのほか、使用上の注意におきまして、繁殖中、妊娠中、授乳中の犬に対する使用上の注

意におきまして、安全性が確認されていないことから使用を避けることとの記載を求めま

した。また、臨床試験におきまして、因果関係は不明ではありますけれども、やはり嘔吐

が見られているということから、そのことを使用上の注意に記載することを求めておりま

す。 

 本剤の審査中に米国におきまして承認された模様でございますけれども、その内容にお

きまして、添付文書の内容が日本の申請と若干齟齬がございましたので、米国のほうで注

意喚起をされていることにつきましては、我が国におきましても注意喚起を求めておりま

す。 

 これにつきまして、１～３番目のところにつきましては、申請者から、求めに従うとの

申し出がなされております。４番目の米国での承認内容の範囲につきましては、次のペー

ジの一番下のほうでございますが、犬に対する注意の副作用に以下の記載を追加するとい

うことで、「国内外の野外臨床試験において、皮膚の乾燥、下痢、嗜眠及び食欲不振が見ら

れたとの報告がある。」適用上の注意に、「てんかん発作の病歴がある犬には慎重に投与す

ること。」を追加する旨が用いられました。 

 以上の意見書を中心といたしまして御審議をいただきました結果でございますけれども、

調査会と書かれたタブをお開きください。審議結果につきましては、「本剤については２の

指摘事項を条件に、本調査会での承認の可否に関する事前の調査審議を終了し、動物用医

薬品等部会に上程して差し支えない。なお、再審査期間は６年とする。また、原薬及び製

剤は毒劇薬に指定しない。」との御判断でございました。 

 指摘事項といたしましては、事務局からの意見書の内容に沿った形でございますが、「効

能又は効果からノミを速やかに殺滅することによるノミ寄生予防を削除すること。」「意見

書２、その他（２）については、3.申請者の対応案中の『繁殖中』という言葉を『繁殖に

用いる犬』等の適切な表現に修正し、使用上の注意に記載を追加すること。」 

 意見書の２のその他（３）および（４）については、申請者対応案のとおり、使用上の
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注意に記載を追加すること。 

 また、効力を裏づける試験中、EC50 という項目がございましたが、これの取り扱いにつ

きましては「削除することを含めて記載整備をすること。」とのことでございます。こちら

につきましては、申請者からは指摘に基づきまして対応するとの申し出がなされておりま

す。 

 本申請につきましても、中込委員から事前に御意見をいただいております。当日配布資

料№３－２をごらんください。 

 １点目「ラセミ体の結果から、Ｓ体、Ｒ体の生理活性に大きな違いがあることが示唆さ

れる結果が得られていない、とありますが、この根拠を明らかにしていただきたい」との

ことでございます。 

 こちらにつきまして申請者からは、直接Ｓ体とＲ体を○○○して○○○○を測定するよ

うな、そういった試験はされていないとのことでございます。また、薬物動態試験の結果

ですとか PK、PD の結果から生理活性に大きな違いはないと示唆されることの説明がなされ

ております。 

 ２ページ目、HPLC の測定条件のうち、測定波長でございます。こちらにつきまして、溶

出試験、定量法におきまして似たような試験が設定されているにもかかわらず、検出の波

長が異なるという点についてでございますけれども、それぞれ適切な測定波長を設定した

ということでございますが、これは試験法を作成する段階で 適な波長を選んだというよ

うな趣旨の回答がなされておりまして、各分析方法はバリデートがなされているというこ

とで、定量法として問題がない旨の説明がされております。 

 後に、類縁物質を HPLC で測定する方法でございますけれども、各物質による相対感度

係数の設定につきまして御質問がございました。これにつきまして、類縁物質の試験にお

きましてターゲットとしております主分解物が○○○ございますけれども、主剤アフォキ

ソラネルと○○○につきまして、ほぼ構造的に差がないということから、吸収波長を考慮

して、相対感度係数を○として設定したとの回答がなされております。 

 事務局からの説明につきましては以上でございます。よろしく御審議をお願いいたしま

す。 

○明石部会長 ありがとうございました。 

 それでは、本申請について御質問、御意見をいただく前に、中込先生、いかがでしょう

か。 

○中込委員 たびたびで済みません。回答の１番ですけれども、もともとラセミ体で測っ

ているんだから、特にＳ体、Ｒ体についての記述は全く必要ないので、大きな違いがある

とかないとか言わないで、あくまでラセミ体の結果であるというふうにしたほうがいいの

ではないかと思います。指摘事項の回答をずっと読んでいくと、Ｓ体、Ｒ体に何か差があ

りそうな記述があったので質問をしましたので、ラセミ体ならラセミ体のまま、全部やっ

てしまったほうが、その記述としては整合性があるという気がしました。ここの書いてい
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る回答を読んでも、Ｓ体とＲ体の差があるとはとても思えないので、こちらのほうは、や

はりラセミ体のままの有効性ということでいいと思います。 

 ２番ですが、これは非常に気になるところで、検出の波長を特に溶出性の試験で早い時

間を○○nm で測って、遅い時間を○○nm で測っているので、下のほうは○○nm で測定し

ているので、上のほうも○○ないし、その辺の波長で測定できるはずなんですけれども、

わざわざ早い時間を○○にして、遅い時間を○○にしたということは、もしかすると余計

なものを検出しないために途中で波長を変えたのではないかという変な勘繰りをしてしま

うので、この辺はクロマトグラムをきちんと見てみないとはっきりしないのですが、何と

なく作為を私は感じます。 

 以上です。 

○明石部会長 どうもありがとうございました。 

 事務局、いかがですか。 

○事務局 こちらにつきまして、申請者のほうに問い合わせをしていたところでございま

すけれども、何しろ設定をしたのは米国の本社ということで、得られた回答が現在のとこ

ろはこのようなことでございます。おっしゃいますように確かに途中で波長を変える意図

はいま一つはっきりしない部分ではございますけれども、これにつきましては、継続して

申請者のほうに情報を求めております。 

 その中で、基本的には測定方法自体につきましてはバリデートも行われておりますので、

適切に測定は可能であるものと判断しておりますけれども、少しその背景につきまして確

認をさせていただきまして、場合によっては中込委員を初め、関係の委員の先生方に御相

談をさせていただくこともあるかと思いますが、基本的には定量法としては確立されてい

るのかなと判断はしております。 

○明石部会長 ということだそうですが、質問を読んでも回答を読んでも、ちょっと専門

外なので何が書かれているかはよくわかっていない面があって申しわけないんですけれど

も、今の説明でいかがですか。 

○中込委員 補足しますと、波長が短いほうが、ほかの物質がいっぱい検出できる。しか

も、クロマトグラフィーの場合は時間が早いほうに、いわゆる夾雑物がたくさん出てくる

傾向があるので、溶出性試験でよけいなものが出てくると波長の短いところで、時間の早

いところに出てくる傾向になる。悪い言い方をすれば、これは○○nm ですと、それを測定

しないで済む。○○nm もしくは○○nm だと、余計なものを測ってしまいかねないので、特

に溶出性試験で余計なものを測りたくないために、早い時間は波長の高いところで設定し

て、遅いところで波長の低いところに戻したのではないかという変な気の回し方をしてし

まったんです。 

○事務局 いただきました御意見も申請者のほうに伝えて、引き続き確認をさせていただ

ければと考えております。 

○明石部会長 少なくとも本製剤について根本的な瑕疵というわけではないと考えてよろ
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しいですか。そうすると、記載整備ということで後ほど事務局が申請者と連絡をとって記

載整備をしていただくということでよろしいでしょうか。 

○中込委員 はい。 

○明石部会長 それでは、ほかに御質問、御意見はございませんでしょうか。どうぞ。 

○鬼武委員 細かいことで本質的なことではないかもしれませんけれども、確認をさせて

ください。審議経過の 初のページのネクスガードから４剤ぐらいあります。全て賦形剤

の○○○○とか○○○○○についての日本の承認等ということで、向こうから回答が来て

いるのが３回目のところにタグであるんですけれども、まず大豆素材であって、組換え体

がアメリカでかなり大豆等は使われているので、その承認と日本の承認が合致しているの

かということだと思うんです。向こうとしては、日本の食品衛生法にも合ったものが使わ

れているのではないかということがあるのですが、多分アメリカで申請されたものと日本

の申請時期で安全性の承認は、多分少しずれがあるのではないかと思いますけれども、こ

れはこういう確認でいいのかというのが１つちょっと気にかかりました。本質的なことで

はないですけれども、レギュレーションとして、そういうのはずれがあってもいいのかな

と。 

 もう一つは、これは食品衛生法に該当しないので、医薬品の場合は、○○○○はこうい

う賦形剤はいいわけですね。食品衛生法の場合は以前にサプリメントで、アメリカのもの

で日本で回収があったと思うんです。これはそのときにガンマ線照射がされていたという

ことで、メーカーが自主的にたしか取り下げたというか、市場から外したと思いますので、

法律上の取り扱いはその辺がいいのかというのを、賦形剤のこの○○○○と、あと○○○

○○もそうだと思いますけれども、その確認がしたいというのが１点。 

 もう一点は、これも確認をしてもらえばいいんですけれども、○○○○○というのが量

的ないろいろな形で入ってきていますが、これも不純物で遺伝毒性発がん物質がたしかあ

って、日本の場合の規格で決められていたと思います。アメリカの規格はあると書いてあ

るのですが、何があるかと書いていないから私は見れなかったものですから、この２点を

確認したい。 

 以上です。 

○明石部会長 事務局、お願いします。 

○事務局 組換え体に関してでございますけれども、実際は動物用医薬品で組換え体はど

のように審議審査するかというガイドラインが今、検討の俎上に上っておりまして、現段

階ではそのガイドラインの原案みたいなものに基づいて、メーカーは資料を提出してきて

おります。この製剤につきましては、当然のことながら○○○○とか、そういった組換え

由来の原料が使われておるわけですけれども、基本的には米国と日本とで若干のタイムラ

グがありますが、日本で認可されないものは米国で作付けされない状況に現在ありますの

で、問題はないかなと考えております。 

 ○○○でございますけれども、これにつきましても時間がかかっておりますが、ガイド
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ライン案を現在検討している段階でございまして、近々放射線で滅菌した製剤のガイドラ

インが出せるのではないかと思います。その原案についてはもう業界に公表しておりまし

て、それに基づいてデータを出してきているというところでございます。これはその原案

に大体沿う形でデータを出してきておりまして、これで安全性評価ができると考えておる

わけでございます。 

 ○○○○○につきましては、別紙規格のところで引用されている規格が USP でございま

すので、アメリカの医薬品の原料規格ということになりまして、それで問題はないものと

考えてございます。 

○明石部会長 今の回答でいかがですか。 

○鬼武委員 あとで中身がもしあったら、コピーをもらえますか。USP の規格の中身は入

っていないですね。本質的なことでないんですけれども、そういうのがきちんと付いてい

ないと。 

 それと１点目の点については、今の法律が日本の場合はそういう面では不備な面がある

のだったら、ガイドラインか何か、私は組換え体は使うのがいけないとか、○○○○がい

けないということではないんですけれども、いわゆるレギュレーションとして合っていな

い部分で、そういう齟齬を早めに解決する手段は必要だと思いますので、そういう面では

ガイドラインでまず整備してもらって、日本でもそういうのを認めることは、私は別に反

対ではないということは付記しておきます。 

○明石部会長 一応ガイドラインを策定中ということで、策定中のガイドラインを示して

安全性を担保しているのだという御説明でしたけれども、よろしいですか。 

 ほかに御質問、御意見はございませんか。よろしいですか。 

 特に御発言がなければ、承認ということにしたいと思います。これについては承認の条

件は付けるのですが、どういうふうに条件づけをしていいのかはよくわからないので、中

込先生と申請者、それと事務局で御協議いただいて、直すところは直すということでよろ

しいですか。 

○事務局 中込委員からいただきました御意見につきましては、申請者のほうに改めて確

認いたしまして、その上で必要に応じまして御相談をさせていただければと思いますけれ

ども、必要に応じまして、内容の記載整備を行うということを条件として、御判断をいた

だければと思います。 

○明石部会長 それでは内容は事務局に一任するということで、承認ということにしたい

と思います。 

○事務局 ありがとうございます。 

 本剤につきましては、ただいまいただきました御意見に基づきまして内容を確認いたし

まして、必要に応じて記載整備をすることを条件といたしまして、承認を可とし、薬事分

科会に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医薬品ということで６年間とし、原体及び製剤は毒
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劇薬に指定しないこととさせていただきます。ありがとうございます。 

○明石部会長 それでは、次の抗菌性物質製剤調査会関係のコンベニア注に移りたいと思

います。これについて座長の岩田先生が御欠席ということで、かわりに児玉先生から御説

明があります。よろしくお願いします。 

○児玉委員 コンベニア注です。コンベニア注は旧ファイザー、現ゾエティス・ジャパン

株式会社が犬の細菌性皮膚感染症、細菌性尿路感染症と猫の細菌性皮膚感染症に対する効

能で既に承認を有しておりますセフォベシンナトリウムを有効成分とする注射剤です。今

回の本申請は犬に対する歯周病の効能を追加するというものになります。本件は平成 25

年 10月 16日に開催されまし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、再審査期間は新効能動物用医薬品ということで２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。 

○事務局 それでは、赤の№４の資料及び当日配布資料黒の№４－２及び４－３をお手元

に御用意ください。 

 №４の表紙をお開きいただきまして、審議経過票をごらんください。なお、この審議経

過票でございますけれども、№４－３が差し替えとなっております。こちらのほうをごら

んいただければと思います。 

 本剤、販売名はコンベニア注、一般名は注射用セフォベシンナトリウム、申請者はファ

イザー株式会社、現ゾエティス・ジャパン株式会社でございます。 

 本剤の主剤はセフォベシンナトリウムでございます。 

 用法及び用量は、本剤は表示力価に従い１mL 当たり 80mg となるように注射用水で溶解

して用いる。体重１kg 当たりセフォベシンとして下記のとおり皮下に１回注射する。犬及

び猫の両方で８mg でございます。 

 効能・効果は、有効菌種及び適応症につきまして、６番に示しているとおりでございま

す。本申請につきましては、既承認のものに対して効能を追加する申請でございまして、

今回追加する適応症は犬で一番 後にあります歯周病でございます。 

 また、この適応症の追加に伴いまして、有効菌種でございますが、３行目、ポルフィロ

モナス・グラエ、ポルフィロモナス・サリボサが有効菌種として追加されております。 

 それでは、概要と書かれた緑色のタブをお開きください。目次等を飛ばしていただきま

しいて、起源または開発の経緯、1-2 ページをお開きください。 

 本剤コンベニア注の有効成分はセフォベシンナトリウムでございますけれども、これの

分類といたしましては、いわゆるβラクタム系の中の第３世代セフェム、学会等では第３

世代セファロスポリンと称するのが正式であると聞いておりますが、これに類する抗生物

質製剤でございます。 

 ちょうど真ん中あたりにございますけれども、作用機序といたしましては、ほかのβラ

クタム系の抗生物質と同様に、細菌の細胞壁にありますペプチドグリカンの生合成を阻害
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することによりまして、作用を発揮するものでございます。 

 なお、第３世代セフェム系抗菌性物質製剤は、動物用医薬品といたしましては、いわゆ

る新キノロン系等製剤に該当するという判断をしておりまして、本剤等につきましても全

て第２次選択薬としての取り扱いとし、諸般の調査等について義務を課しているところで

ございます。 

 「（ｂ）動物用医薬品」の冒頭に記載しておりますけれども、本剤以外に用いられており

ます第３世代セフェム系抗菌性物質製剤といたしましては、セフチオフル、セフキノム及

びセフポドキシムを主成分とするものがございます。具体的な薬剤等につきましては、次

のページの表 1-3 に薬剤名等が列記しております。 

 1-9 ページ、「（２）家畜衛生に関する資料」と称しておりますが、「１）犬の歯周病の家

畜衛生上の重要性」でございます。 

 本申請に係ります追加される効能である歯周病でございますけれども、犬の歯周病とい

うのは、臨床現場では一般的によく目にする疾患であると聞いております。２段落目あた

りでございますけれども、一般的に２歳以上の犬であれば、80％以上が何らかの形で歯周

病に罹患していると言われているとの報告がございます。また、発生につきましては、加

齢に伴いまして、増えてくるということになっております。 

 1-10 ページ、このように臨床現場では一般的に目にする歯周病でございますけれども、

それに対しまして本剤適応症を取得する目的で申請されておりますが、1-10 ページの２段

落目からでございますけれども、一般的に歯周病の治療は即薬物治療が第１選択になると

いうものではございません。 

 ここにありますように、基本的にはスケーリング、ルートプレーニングなどの器械的処

置がまず 初に考慮されるものと考えております。あとはポリッシング等になりますけれ

ども、いずれも全身麻酔下によりまして行う術式でございます。これらに伴いまして、獣

医師が必要との判断によりまして、抗菌剤が投与されるというのが薬物の歯周病に対する

治療上の位置と考えております。 

 なお、同じ歯周病に対する効能を有しております動物用医薬品でございますけれども、

その下の（２）にございますが、現在承認されておりますのはアンチローブ 25、ビルデン

タマイシン 75 及び同 150、いずれもリンコマイシン系でありますクリンダマイシンの製剤

でございます。 

 こちらにつきましては、次のページの表 1-12 から詳細につきまして記載をしているとこ

ろでございます。 

 1-14 ページ、「1-3.海外での承認状況および使用状況」につきましても、こちらのほう

をまとめております。本剤の歯周病等の効能につきましては、ニュージーランド、EU、ク

ロアチア、メキシコ、アルゼンチンにおきまして、既に承認されているとのことでござい

ます。 

 このような背景を有します本申請でございますけれども、申請に当たりましては添付資
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料といたしまして、添付資料目次とありますタブをめくっていただき、基本的には追加す

る効能に関する資料が主な資料でございます。開発の経緯に関する資料及び効能の効力を

裏づける試験に関する資料、臨床試験に関する資料。臨床試験につきましては、我が国に

おきまして用いました有効性・安全性に関する臨床試験資料及び第１次選択薬無効症例に

対する臨床試験の資料が添付されてきております。 

 初の審議経過票のほうにお戻りください。№４－３の資料でございます。以上のよう

な資料につきまして、事前に事務局のほうで審査を行いまして、７番にございますけれど

も、平成 25 年７月 29 日の動物用抗菌性物質製剤調査会におきまして御審議をいただきま

した。 

 その審議結果につきましては、以下の資料を整備することとし、継続審議とするとの御

判断をいただきました。指摘事項といたしましては、効能・効果に伴う本剤の使用量の増

加が耐性菌の発現に与える影響について既承認の効能の再審査期間中に収集したデータか

ら考察すること。本剤が２次選択薬として適正に使用されるように情報提供等の対策を検

討することとの御指摘でございました。 

 これに対しまして申請者からは、（１）でございますけれども、対応の冒頭でございます

が、本剤の効能追加を行いまして、使用量の増加でございますけれども、対前年○％、お

よそ○割強が伸びると見ておるところでございます。そういったところでございますが、

先ほど申しましたように、歯周病の治療はまず第一に本剤の投与ではないということ。そ

ういったことから考察いたしまして、懸念されるような耐性菌の発現に当たる影響が著し

く増加するということはないという旨を考察しておるところでございます。 

 また、第２次選択薬としての情報提供につきましては、次のページでございますけれど

も、以下の対策を講じることといたしまして、営業等の社員を通じました周知徹底及び使

用上の注意につきまして、より一層第２次選択薬としての使用を徹底するための改訂を行

う旨が申し出られております。 

 以上のような回答をもちまして、平成 25 年 10 月 16 日の同調査会におきまして御審議を

いただきました結果、本剤につきましては以下の条件に本調査会での承認の可否に関する

事前の調査審議を終了し、動物用医薬品等部会に上程して差し支えない。なお、本剤の再

審査期間は新効能動物用医薬品ということで２年間とするとの御判断をいただいておりま

す。 

 御指摘といたしましては、使用上の注意の犬及び猫に対する注意の制限事項に、歯周病

に対するアプローチの内容を適切に記載することとの御指摘。また、本剤の使用量の増加

により耐性菌が増加する可能性が否定できないことから、新キノロン等製剤に係る調査等

で求められている薬剤感受性調査成績の報告において、耐性菌の発現状況が評価可能とな

るような十分な数を分離するよう努めることとの御指摘でございました。 

 これに対しまして、申請者からは本剤を使用する際の歯周病に対する基本的なアプロー

チでございますけれども、犬の歯周病に対して用いる場合には、まずスケーリング等の器
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械的処置や外科的処置を検討すること。その上で抗菌剤の投与が適切と判断される場合で、

第１次選択薬が無効である症例に限り、本剤を投与することを加えるとの申し出がなされ

ております。また、新キノロン等製剤に係る調査では、十分な数を分離するよう努めると

の申し出がされております。 

 事務局からの説明は以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○明石部会長 ありがとうございました。それでは、№４－２の説明はいいですか。 

○事務局 申しわけございません。当日配布資料№４－２におきまして、中込委員より事

前に御指摘をいただいております。 

 御指摘内容につきましては、使用上の注意のその他の注意のところで、「本剤を、室温・

散光条件下で４週間保存した場合」という保存に関する注意でございますけれども、本剤

の定義で開封をする前なのか、それとも溶解したもののどちらかということでございます。 

 申請者からは、本剤は溶解後のものに関する記載でございますので、それが明確になる

よう修正するとの申し出をいただいております。 

 御説明は以上でございます。 

○明石部会長 ありがとうございました。 

 それでは、これは記載整備をするということでよろしいですね。ほかに御質問、御意見

はございませんでしょうか。どうぞ。 

○鬼武委員 部会の下のほうでも十分に議論されていますので、やはり耐性菌、ニューキ

ノロン剤等については、海外では使用については慎重に行っておりますので、この点は致

し方ないんですけれども、これは別にあれですね。国内で例えばキノロン剤が増えたりし

たら、耐性菌は耐性菌でまたモニタリングとかサーベイランスをしているから、そことの

関係でわかってくるんですね。 

○事務局 はい。 

○鬼武委員 わかりました。本当に細かいことであれですが、1-17 のところに EU の承認

のところで、海外で問題になったということが書いてあるんですけれども、６行目くらい

に歯磨きといった日常的な衛生管理と言っているのですが、犬とかペットも歯磨きをさせ

るんですか。それがわからなかったので、そうではなくて、スケーリングとかいうことで

軽減されるとか、犬もそういうふうに歯磨きを獣医さんが指導したりするのが普通なんで

すか。人だったらわかったんだけれども、動物でもあるんですか。回答にはそういうこと

は書いていないんです。ここにだけ、原則は歯磨きといった日常的な衛生管理と書いてあ

るんです。 

○明石部会長 越久田委員に御説明いただいたほうがいいかと思います。 

○越久田委員 現実的に日常からの歯の手入れは進めています。あくまでもこのスケーリ

ングその他というのは、いわゆる歯がおかしくなった状況のもとで歯石をとったりという

形でやるケースで、その後に抗生物質を使うというケースで、ただ単に歯が悪くなるのを

ずっと待っているのは昔の時代であって、現在は若いころから手入れをするような指導は
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しているようです。 

○鬼武委員 ありがとうございました。そこを知りたかったんです。本文には載っていな

くて、ここだけに書いてあるので、気になったんです。 

○越久田委員 ついでに１つよろしいですか。今回の第１次選択薬が無効である場合とい

う、これが記載されたのはすごくいいことだと思います。やはりここにも書いてあるよう

に、営業のサイドで、この薬は注射で長期間効くから楽ですよという表現がすごく出回っ

ているのは事実だと思います。我々臨床の者は注意しなければいけないというのは事実で

すし、逆にこれを書いておかないと飼い主の方も要するに手間がかからない治療を考える

のはすごく怖いところであって、今回の指摘は鋭いところだと思っております。 

○明石部会長 どうもありがとうございました。 

 ほかに御質問、御意見はございませんか。御発言がないようですと、承認ということで

よろしいですか。 

（「異議なし」と声あり） 

○明石部会長 それでは、これも記載整備をしていただくことを条件に承認したいと思い

ます。 

○事務局 ありがとうございます。 

 それでは、本剤はいただきました記載整備を条件といたしまして承認を可とし、薬事分

科会に報告させていただきます。 

 なお、再審査期間は新効能動物用医薬品ということで２年間とさせていただきます。あ

りがとうございます。 

○明石部会長 事務局、いかがしますか。休憩を入れますか。それとも、審議事項が全部

終わってから休憩にしますか。どちらがいいですか。 

○事務局 では、休憩をお願いします。 

○明石部会長 それでは、ただいま３時 40 分ですので、３時 50 分まで休憩にしたいと思

います。 

（休  憩） 

○明石部会長 それでは、再開したいと思います。審議事項の 後で、水産用医薬品調査

会関係、イリド不活化ワクチン「ビケン」、これについて座長の廣野先生から御説明をお願

いします。 

○廣野委員 説明させていただきます。イリド不活化ワクチン「ビケン」は、一般財団法

人阪大微生物病研究会から製造販売承認事項変更承認申請されたイサキヒレ株化細胞培養

マダイイリドウイルス Ehime-1/GF14 株不活化ウイルス液を主剤とする水産用ワクチンで

す。本申請はクエ及びマハタへの適用を追加するためのものです。 

 本製剤は平成 25年 10月 30日に開催された水産用医薬品調査会において事前の審議を終

了し、本部会に上程されるものです。なお、再審査期間は新効能動物用医薬品ということ

で２年となります。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。 
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○事務局 では、事務局から説明をさせていただきます。資料№５と書かれた資料をお手

元に御準備ください。 

 表紙をめくっていただきまして、審議経過票のページをお開きください。本剤は一般財

団法人阪大微生物病研究会が製造販売しますイサキヒレ株化細胞培養マダイイリドウイル

ス Ehime-1/GF14 株不活化ウイルス液を含みますイリドウイルス病の予防を目的としまし

た注射剤になります。 

 本製剤は既にマダイ、ブリ属魚類、シマアジ、ヤイトハタ、チャイロマルハタといった

魚種に対して承認を得ているものですが、このたびの事項変更承認申請にて対象魚種にク

エとマハタを追加する申請になってございます。 

 クエとマハタでの用法・用量ですが、魚体重約５～50g の魚の腹腔内に 0.1mL の本剤を

１回注射することとされております。なお、本剤の製剤の規格等に変更はございません。

本申請につきましては、10月 30日の水産用医薬品調査会の審議が終了しましたことから、

本部会へ上程されたものになります。 

 それでは、資料の下から３つ目のタグにあります概要書のページをめくっていただきま

して、１ページ目の「起源又は発見（開発）の経緯」をごらんください。 

 イリドウイルス病の被害ですが、表１にございますとおり、現在、マダイ、ブリ属魚類、

シマアジを初めとしまして、30 種類以上の魚種で確認をされております。 

 ２ページ、図１と２をごらんください。このうちハタ科魚類のクエとマハタにつきまし

ては、近年市場価値が高まっておりまして、養殖生産尾数が増加傾向にございますが、本

病はこのマハタやクエの種苗生産過程におきまして、大量死を引き起こすことが報告され

ておりますため、今回既存のイリドワクチンにつきまして、適用拡大の申請がなされたも

のになります。 

 なお、補足というか余談になりますが、本申請で行われた試験結果、資料の一部につき

ましては、後ほど御説明いたしますワクチンの適用拡大に係る資料を検討用資料として用

いられております。 

 それでは、申請書に添付されました試験結果の概略について簡単に御説明をさせていた

だきます。 

 初めに、ワクチン製造株である Ehime-1 株と野外流行株の比較について御説明をいたし

ます。資料の 11 ページの表 2 をごらんください。こちらの表ですが、縦にクエとマハタを

含む複数の魚種から分離されましたイリドウイルスの野外株を、横には Ehime-1 株由来○

○○○を認識します○○○○○の○つをお示ししております。どのウイルス株につきまし

ても、全ての○○○○○において反応性を示しておりますので、こちらの○○○○○が認

識する○○○はワクチンの製造株である Ehime-1 株と野外流行株下において同一であるこ

とが示唆されております。 

 12 ページの表１と 13 ページの表２をごらんください。野外流行株の○○○結果をお示

ししておりますが、○○○○及び○○○○において、Ehime-1 株と野外株のものは高い○
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○○を有していることが確認されております。 

 以上より Ehime-1 株とクエ及びマハタ由来のウイルス株は、○○○○○の反応性と○○

○○な性状が類似されていると推察されております。 

 続きまして、安全性試験について御説明をいたします。27 ページの表１及び 28 ページ

の表２をごらんください。これらの表は本製剤の常用量である 0.1mL 投与群、高用量であ

る 0.2mL 投与群、対象として生理食塩液 0.1mL 投与群の３群のクエにおける投与から○日

間の一般状態と解剖の結果になります。各群とも本剤投与後の体色、遊泳異常などの一般

状態に異常は認められず、魚体重、剖検所見などにおいても群の間に差は認められません

でした。マハタについても同様の結果が得られておりまして、本剤のクエとマハタに対す

る安全性に問題はないと結論されております。 

 続きまして、有効性確認試験について御説明いたします。32 ページと 33 ページをごら

んください。図は魚体重５～50g のクエを本剤で免疫しまして、ウイルス攻撃した後の累

積死亡率をお示ししておりますが、本剤投与群では投与していない対象群の累積死亡率と

の間に有意に差が認められたことから、５～50g の魚体重のクエに対して本剤の有効性が

確認されております。なお、マハタも同様の結果が得られております。 

 続きまして、投与部位、投与量、注射針の深度の設定試験について御説明をいたします。

資料は 37～40 ページと 49～52 ページに記載されておりますが、本剤では既に承認がある

マダイやヤイトハタなどの用法・用量を基準に試験を実施した結果、既承認魚種の用法・

用量と同様に腹腔内に 0.1mLを１回投与すること及び投与時の注射針の深度は３mmと設定

することで効果が認められております。 

 続きまして、臨床試験について御説明をいたします。54 ページの表をごらんください。

臨床試験ではクエとマハタについて、それぞれ国内２カ所の養殖場にて本剤を投与し、○

週間の観察を行っております。結果は 58 ページ、59 ページにお示しをしておりますが、

マハタ、クエともに、この臨床期間中、試験施設においてイリドウイルス病の発生があり

ませんで、本病による死亡は認められませんでした。ですので、被験薬投与群と無投与対

象群の一部を実験室内に搬送しまして、これらの魚に対しウイルス攻撃試験を行いました

ところ、被験薬投与群の死亡率が無投与対象群の死亡率よりも有意に低かったことから、

臨床試験において、クエ及びマハタともにワクチンは有効と判定されております。 

 以上のことから、イリド不活化ワクチン「ビケン」をクエ及びマハタに 0.1mL ずつ腹腔

内投与することにより、イリドウイルス病の予防に対して有効であると結論をされており

ます。 

 以上でございます。審議をよろしくお願いいたします。 

○明石部会長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御説明に御質問、御意見をお願いします。既に承認済みのイリド

ウイルス病のワクチンの魚種の適用拡大をするというものですが、いかがでしょうか。御

発言はございませんか。 
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 そうしますと、承認ということでよろしいですか。 

（「異議なし」と声あり） 

○明石部会長 御承認いただきました。 

○事務局 ありがとうございます。 

 それでは、承認を可としまして、薬事分科会のほうに報告をさせていただきます。なお、

再審査期間は新効能動物用医薬品ということで２年とさせていただきます。 

○明石部会長 以上で審議事項は終了いたしました。 

 それでは、報告事項に移りたいと思います。報告事項の「（１）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、ニトロフラン系製剤の取り扱いについて、事務

局から御説明をお願いします。 

○事務局 それでは、御説明をさせていただきます。資料№６をお手元に御準備ください。 

 ニトロフラン系製剤の取り扱いについて、まず「１ 経緯」を御説明させていただきま

す。 

 ニトロフラン系製剤のうち、フラゾリドンにつきましては平成９年 12 月３日、ニトロフ

ラゾン、ジフラゾン及びニフルスチレン酸ナトリウムにつきましては、平成 11 年２月 25

日に開催されました動物用医薬品再評価調査会において、人に対する安全性及び残留性の

観点から再評価指定することが妥当とされたところでございます。 

 この結果を受けまして、豚等の食用動物への使用について承認されておりましたニトロ

フラン系製剤につきましては、製造販売業者が自主的に承認を整理していたところでござ

います。 

 一方、ニトロフラン系製剤につきましては、以前より魚類の細菌症対策として使用され

ておりまして、特にカレイ目魚類の滑走細菌症対策としまして、当時、同疾病に対する有

効な代替薬がなかったために、平成 11 年６月４日の同調査会におきまして、代替薬が承認

されるまでの間はカレイ目魚類を対象としたニトロフラン系製剤、具体的にはニフルスチ

レン酸ナトリウム製剤になるのですが、こちらについては再評価指定はせずに、用法及び

用量を限定することで承認の継続を認めることとされたところでございます。 

 今般、カレイ目魚類の滑走細菌症対策としてニトロフラン系製剤に代わる消毒薬が開発

され、近々承認される見込みとなっております。 

 一方、（４）につきまして、カレイ目魚類を対象とした製剤の製造販売業者にその旨を周

知しましたところ、全ての業者から承認を整理する意向であるという旨の回答を得ている

ところでございます。 

 これを踏まえまして、10 月 18 日に開催されました動物用再評価調査会で、以下のとお

り御相談をさせていただきまして、御回答いただいております。 

 まず１つ目が、ニトロフラン系製剤につきましては、１番の（３）のとおり措置されて

きたところでありますが、１の（４）のとおり、代替薬の承認のめどがつきましたことか

ら、カレイ目魚類を対象としたニフルスチレン酸ナトリウム製剤につきましても、改めて
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再評価指定をすることが妥当とすること。ただし、薬事法関係事務の取り扱いについてと

いう局長通知の第３の 11（１）に再評価の対象となる医薬品については、製造販売業者が

引き続き製造販売をする意思を有する品目とするとされておりまして、上記１の（５）の

とおり、カレイ目魚類を対象動物とした製剤につきましては、製造販売業者が自主的に承

認を整理するという意向を示しておりますので、承認が整理された場合については、実際

の再評価指定は行わないということとしたいと存じます。 

 また、（２）ですが、観賞用魚類を対象動物とするニトロフラン系製剤につきましては、

食用動物用ではないことから、使用上の注意を整備して取り扱いに関する注意喚起を行う

こととして、引き続き承認を維持することとして差し支えないとされております。なお、

観賞用魚類の製剤における使用上の注意の整備などにつきましては、平成 11 年の当時に一

度見直しを行いまして整備させているところですので、変更の必要の有無も含めまして、

こちらは事務局に御一任いただいたところでございます。 

 以上、御報告を終わります。 

○明石部会長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御報告に御質問、御意見等はございますでしょうか。どうぞ。 

○鬼武委員 多分、事務局の方は既に御存じだと思うんですけれども、ニトロフラン剤に

ついては国際的なコーデックス委員会の残留動物用医薬品部会、CCRVDF では ADI が設定で

きない中にニトロフラン剤が既に入っていまして、それがこの間にいろいろ審議されてい

るというのは御存じだと思いまして、世界的にはそういう一つの使わない方向にあるとい

うことがあると思います。それが１つ。 

 日本では一方でポジティブリスト制が 2006 年に施行されて、その中の別表１というのは

本当はポジティブリストだから使わないリストではないと思うんですけれども、11 薬剤ぐ

らいかな。その６薬剤が動物用医薬品だと思いますが、それは不検出リストということで、

それもいわゆる出てはいけないということで、使ってはいけないような物質と同じように

私は理解をしていまして、こういう薬剤、ニトロフラン系の剤について、やはり国際的に

も国内の食品衛生法でもかなり厳しく使うことについては制限されている品目なので、そ

のことについて、やはり同じように事業者のほうにはきちんと伝えるべきだと私は思うん

です。 

 ５～６年きちんと議論されて、それは多分、当局も何回も会議でやられて御存じだと思

いますから、ぜひそういうことも含めて情報をもう少し出してあげないと、この有効性は

一方ではあるんですが、国際的な動向なり食品衛生法の動向を出さないと企業のほうも判

断のしようがないし、やはりこれは制限する方向にあるんだなということが、この文章で

は私は読み取れなかったんです。ぜひそれは少し付加して、そういう情報も入れていただ

ければと思っています。意見です。 

○明石部会長 ありがとうございました。 

 それについては事務局のほうで御考慮いただくということでよろしいですか。 
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○事務局 畜水産安全管理課の関谷です。 

 この件については、このメーカーには当然、平成 11 年のころから、きちんとどういう懸

念があってということはお伝えはしてありますので、御意見を踏まえまして、そういった

ところも徹底をしていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○明石部会長 この取り扱いについての文章中には、特段加えなくてもよろしいですか。

個別にもう一度、注意喚起はするという。 

○鬼武委員 それは事務局にお任せしますが、普通の人もこういう文書が出たときに、日

本の行政として、こういうことも広く知らせたほうが、会議に出ている資料とか関心のあ

る人は、こういうニトロフラン剤の国際的動向なり食品衛生法の動向がわかるんでしょう

けれども、ほかの人は多分知らないですね。ですから、こういう情報についても的確に

新の情報をきちんと伝えたほうが私はいいと思います。これに書くかどうかは別ですけれ

ども、例えば農水省がニトロフラン剤の取り扱いについては、国際的にはこういう状況に

あるとかいう状況も適宜出すほうが私はいいと考えている次第です。 

○事務局 広く啓発というか、考えていきたいと思います。 

○明石部会長 ありがとうございます。 

 それでは、ほかに御意見はございますでしょうか。再評価調査会でこういう相談をした

という御報告を受けたのですが、結果というのは了承するということでよろしいんですね。 

○事務局 はい。 

○明石部会長 ほかにございませんか。 

（「異議なし」と声あり） 

○明石部会長 それでは、御了解いただいたというふうにしたいと思います。 

○事務局 ありがとうございました。 

○明石部会長 それでは、報告事項の「（２）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 それでは、当日配布資料№７の資料をお手元に御用意ください。動物用医薬品

の諮問、承認状況ということで、まとめて御報告を申し上げます。前回の当部会の開催か

ら本日までの間に諮問、承認されたものについてでございます。 

 諮問状況でございますけれども、現在諮問されておりますのは、本日御審議いただきま

した５品目でございます。コンベニア注、ファイザー株式会社。メタカム２％注射液、ベ

ーリンガーインゲルハイムベトメディカジャパン株式会社。セミントラ４mg/mL 経口液猫、

ベーリンガーインゲルハイムベトメディカジャパン株式会社。ネクスガード 11.3、同 28.3、

同 68 及び同 136、メリアル・ジャパン株式会社。イリド不活化ワクチン「ビケン」、一般

財団法人阪大微生物病研究会でございます。 

 次のページでございますが、この期間中に承認されたものにつきまして御報告申し上げ

ます。 

 まず、生物調査会ですが、エムバック、株式会社科学飼料研究所。承認年月日は平成 25
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年９月 25 日でございます。本件につきましては、平成 25 年 11 月 11 日をもちまして、株

式会社インターベットに承継されております。あわせて御報告申し上げます。 

 IDEXX BVDV Ag エリーザキット、アイデックスラボラトリー株式会社。承認年月日は平

成 25 年９月 25 日。 

 “京都微研”カーフウィン６、株式会社微生物化学研究所。平成 25 年９月３日の承認で

ございます。 

 スワイバックコンポ BPE、共立製薬株式会社。こちらは平成 25 年 10 月４日に承認して

おります。 

 抗菌性物質製剤調査会関係でございますけれども、まず、ピルスー、ファイザー株式会

社。承認年月日は平成 25 年９月６日。 

 続きまして、ドラクシンと書いておりますけれども、これは誤記でございます。申しわ

けございません。正しくはバイトリル 10％注射液でございます。バイエル薬品株式会社。

承認年月日は平成 25 年 10 月 11 日でございます。 

 続きまして、一般医薬品調査会関係でございます。インターセプターＳチュアブルＳ、

同Ｍ、同Ｌ及び同 LL、ノバルティス・アニマルヘルス株式会社。こちらは平成 25 年 9 月

11 日。 

 ピレキシン 10％、日本全薬工業株式会社。平成 25 年 10 月 11 日に承認しております。 

 インターベリーα、ホクサン株式会社。申請時では北里第一三共ワクチン株式会社でご

ざいましたが、こちらは平成 25 年 10 月 11 日に承認しております。 

 裏のほうにまいりまして、パラディア錠 10、同 15 及び同 50、ゾエティス・ジャパン株

式会社。こちらは平成 25 年 10 月 11 日。 

 セボゾールシャンプー、共立製薬株式会社。こちらは平成 25 年 10 月 16 日に承認してお

ります。 

 以上、御報告を申し上げます。 

○明石部会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御報告に何か御質問等はございますでしょうか。よろしいですか。 

（「異議なし」と声あり） 

○明石部会長 それでは、御了承をいただきました。 

○事務局 ありがとうございます。 

○明石部会長 次に、その他ですが「（１）ワクチン製造用株変更に関する承認審査手続の

見直し（案）」、これについて事務局のほうから御説明をお願いします。 

○事務局 それでは、黒の№８－１と８－２をお手元に御用意をお願いいたします。本日

お配りしたものでございます。 

 №８－１から説明いたします。ワクチン製造用株変更に関する承認審査手続の見直しと

いうことで、現在検討している案について御説明申し上げます。 

 それでは、まず初めに現状を御説明したいと思います。恐れ入りますが、３ページ目を
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お願いいたします。こちらは新旧対照表でございまして、左が改正後、右が現行のもので

ございます。 

 右側をごらんいただきまして現行ですが、右の中段あたりに「別表第三 食用動物に用

いる動物用医薬品の製造販売承認申請書に添付することを必要としない資料」がございま

す。その下に○×が並んでございまして、一番左側に生物学と数字の７がございます。こ

ちらはページが切れておりますけれども、生物学的製剤に添付を必要としない資料を説明

するものでして、数字の７というのは新薬に該当するものです。新薬ということで、 も

資料を要求しているものでございます。つまり、ワクチンに関しましては、 大でこちら

に○がついているものを要求しているということでございます。 

 具体的に確認していきますと、表の上の資料区分ですが、起源または開発の経緯、物理・

化学的試験、製造方法、安定性、安全性、薬理、臨床試験というものをワクチンでは求め

てございます。 

 続きまして、５ページ目をお願いいたします。現行であります右側をお願いいたします。

一番上が区分の番号が 12 となってございますが、こちらは「動物用として既に承認されて

いるものと菌（ウイルス）株は異なるが、生物学的本質、組成、用法、用法、効能又は効

果、菌（ウイルス）株の性状が同等であると判断されるもの」でございます。 

 こちらは例えば、牛の○○病のワクチンというものを考えた場合、主剤の○○ウイルス

というものは同じになりますが、その製造用株が異なるもので、しかし、その用法でした

り用量でしたり、効能・効果などは同じような場合が該当します。そのようなものは、こ

の○×を見ていただくと、○が１番目、２番目、３番目、５番目についておりますが、そ

れ以降は×となってございます。新薬との違いというものは、安全性と薬理と臨床試験が

不要というものになります。 

 本日御説明する内容というのは、後で御説明いたします現状に対応するために、この安

全性、薬理、臨床などの資料添付を不要とする区分の範囲拡大をいたしまして、現場のニ

ーズに対応したワクチンを迅速に供給できる仕組みを設けるものでございます。 

 １ページ目に戻っていただきまして、現状と課題を読ませていただきます。 

 原則、既承認ワクチンと製造用株の菌（ウイルス）株が異なるワクチンは、生物学的本

質が新しいもの（いわゆる新薬）として、安全性試験、臨床試験等に基づき、その安全性・

有効性等を十分に審査する必要があります。そのため、動物医薬品検査所の事務局審査の

後、薬事・食品衛生審議会での審査を経て承認されることとなり、開発から実用化まで多

くの時間と経費を要します。 

 一方、動物用ワクチン製造販売業者や畜産現場からは、増殖性等の性状が良い製造に適

したワクチンや野外における流行株に対応したワクチンの迅速な供給やそのための承認審

査の見直しが望まれています。 

 １.再審査期間中に同一の製剤販売業者が製造用株を変更する場合 

 （１）現状 
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 現在、既承認ワクチンと製造用株が異なるが増殖性等の製造に適した株を用いたワクチ

ンについては、動物医薬品検査所が実施する同等性試験（製造用株の病原性、抗原性など

の性状に関する資料の書類検査及び製剤を用いた品質試験成績等）により既承認ワクチン

と有効性及び安全性が同等な製剤（以下「異株同製剤」という。）と認められた場合、安全

性試験、薬理試験及び臨床試験を求めず、軽減された資料に基づき、事務局審査のみで承

認されています。（ただし、再審査により既承認ワクチンの安全性及び有効性か確認された

ものに限る。） 

 （２）課題 

 開発時の試験成績、特に臨床試験においては症例数や使用範囲等に制約があることから、

新薬においては承認後の仕様成績等を調査し、実績を積むことにより開発時に立証した有

効性及び安全性を追加で検証していく必要があります（再審査制度）。そのため、既承認ワ

クチンの再審査期間中は、異株同製剤に該当するもの（以下「再審査期間中の異株同製剤」

という。）であっても、承認後の有効性及び安全性の検証を行う必要があることから、申請

時の臨床試験等の省略は認めず、新薬として現在は扱っています。 

 しかしながら、既承認ワクチンの承認を得ている製造販売業者においては、既承認ワク

チン開発時の臨床試験等の成績を有し、承認後の使用成績等の調査を行っていることから、

「再審査期間中の異株同製剤」の開発時の臨床試験等を省略しても、承認後の有効性及び

安全性の検証を行うことが可能と考えられます。また、「再審査期間中の異株同製剤」は既

承認製剤と有効性及び安全性が同等であることから、既承認ワクチンの再審査期間中、「再

審査期間中の異株同製剤」にも同様に使用成績等の調査を求めることにより、両者の調査

結果を合わせて考えることができ、承認後の有効性及び安全性の検証を行うことが可能と

考えられます。 

 （３）対応案 

 ① 再審査期間中であっても、動物医薬品検査所が認めた異株同製剤については、既承

認ワクチンと同一製造販売業者のものに限り、再審査終了後の異株同製剤と同じく安全性

試験、薬理試験及び臨床試験を不要とし、事務局審査のみとします。また、承認した「再

審査期間中の異株同製剤」については、使用成績等の調査を既承認ワクチンの再審査期間

中行い、再審査期間中の異株同製剤についても再審査を受けなければならないものとしま

す。 

 ③ これにより、既承認ワクチンが再審査期間中であっても、同一の製造販売業者が製

造により適したワクチン株へ迅速に変更することができるようになります。 

 ２番目は１番目とは別のものなります。 

 ２．再審査終了後に不活化ワクチンにおいて抗原性の異なる製造用株に変更する場合で

ございます。上との違いは、再審査終了後と不活化ワクチンに限定していることにござい

ます。 

 （１）現状 
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 既承認ワクチンと製造用株の抗原性が異なる不活化ワクチンは新薬として承認されてい

ます。 

 （２）課題 

 既承認ワクチンと製造用株の抗原性が異なる不活化ワクチンは、生ワクチンと異なり製

造用株の病原性の復帰等の問題がないこと、再審査により既承認ワクチンにおいて安全

性・有効性が既に確認されていることから、動物医薬品検査所が実施する確認試験（製造

用株の抗原性などの性状に関する資料の書類検査及び製剤の品質試験等）により、製造用

株の抗原性が大きく異ならないこと、既承認ワクチンと有効性及び安全性に同等性が認め

られるものについては、安全性試験及び臨床試験を省略しても有効性及び安全性を評価す

ることが可能と考えられます。 

 （３）対応案 

 ① 再審査が終了した不活化ワクチンの製造用株と抗原性が異なる製造用株（抗原性が

大きく異ならないものに限る。）を用いたワクチンのうち、動物医薬品検査所が確認試験に

より既承認ワクチンとの同等性を認めたものについては、安全性試験及び臨床試験を不要

（薬理試験は必要）とし、事務局審査のみとします。 

 ② これにより、再審査が終了した既承認製剤の製造用株と抗原性の異なる野外におけ

る流行株に対応した製造用株へ迅速に変更することができるようになります。 

 もう一枚の紙の№８－２をお願いいたします。こちらの図を用いて、今の内容を簡潔に

まとめてみたいと思います。 

 「１．再審査期間中に同一の製造販売業者が製造用株を変更する場合」です。現行とし

ましては、例えばＡ社の先発品があるようなものに関しましては、緑色の再審査終了後に

おいては異株同製剤として、後発品として申請を認めておりましたが、以前は再審査終了

より以前は新薬として扱ってございました。改正後は、Ａ社の先発品に対して、同じＡ社

が後発品を開発した場合は、再審査終了前であっても後発品としての申請を受けつけると

いうものでございます。 

 「２．再審査終了後の抗原性の異なる不活化ワクチン製造用株に変更する場合」です。

こちらは再審査終了後のお話になりますが、現行としましては、株の異なる製剤について、

株の抗原性について確認しまして、同等であれば後発品として認めておりましたが、同等

でない場合は新薬として扱ってございました。改正後は株が異なる製剤について抗原性に

ついて確認をしまして、赤字のところになりますが、既承認と同等ではないけれども、抗

原性が大きく異ならないものに関しては、新しい区分で申請を受けつける。新薬よりは少

しハードルを下げて申請を受けつけるというものでございます。 

 以上、説明になります。よろしくお願いいたします。 

○明石部会長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御説明に御質問、御意見をお願いします。いかがでしょうか。ワ

クチン製造用の株を変更する場合に、一定の条件を満たせば申請の簡素化を認めるという
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御説明でしたが、よろしいですか。どうぞ。 

○鬼武委員 教えてください。８－１と８－２の見方なんですけれども、８－２の再審査

終了の決定判断図みたいなものでなっているんですが、区分が７、12、13 とあるんですけ

れども、本来は８－１で言うと区分からいくと７～13 までがあって、それがどこかに分類

されるという理解でいいですか。 

○事務局 少し混乱するような書き方で申しわけございません。資料№８－１の４ページ、

５ページ目をお願いいたします。右側が現行で、左側が改正後の案でございます。現在は

右側ですが、13 番までございます。そこに左側にありますように 12 番を新たに追加しま

して、既存の 12 番、13 番は条がずれまして、13、14 になります。 

 ですので、№８－２の下のほうでいきますと、上から区分７、12、７、新 12、新 13 と

なっておりますが、この上の区分 12 と一番下の新区分 13 は同じものになります。 

○明石部会長 おわかりですか。 

○鬼武委員 何となくわかりましたが、要するに８－２は簡略化しているけれども、変わ

ったところだけですね。８－１のほうだと今までは現状 13 あったんでしょう。13 が全部

判断樹みたいな形で私は見たかったわけです。だけど、これを見ていると新しいものだけ

を、変更したところだけが変わったということですね。８－２が全部の８－１の簡略化に

なっていないんですね。８－１はとにかくどこかに分類でいけば。 

○小川主任検査官 昔の 12 になります。 

○鬼武委員 区分としては、８－２だと足りないでしょう。 

○明石部会長 いかがですか。８－２の表で、再審査期間中の同一の製造販売業者が製造

用株を変更する場合に審査区分が書いていないので、わかりづらいのかと思いますけれど

も、実際には現在のところはＡ社が製造用株を変えようとしても区分７を新薬として申請

しなければいけなかったのを、開発業者であれば区分 12 になるんですか。 

○事務局 新区分 12 になります。 

○明石部会長 新区分 12 の臨床試験等は不要で、起源または開発、物理・化学的、製造方

法、これらにプラスで薬理試験をつけて出せば構いませんよという説明だと思いますけれ

ども、その点で若干申請がしやすくなるということでよろしいですか。 

○鬼武委員 何となくわかりますが、全部が書かれていないから。 

○事務局 まずワクチンを申請されますと、申請された内容によって、８－１の３ページ

から５ページのそれぞれの区分のどこに該当するかなということで申請者の方が考えて、

申請されてきます。今回の見直しは、その中で今までなかったアンダーラインが引いてあ

る 12 という区分を新しく追加して、申請しやすくしようという試みで、それに伴って若干

表がずれてくるという形で、８－２の中では全部の区分は書いていないので、混乱させて

しまったかもしれないです。 

○鬼武委員 それだったらいいです。全体があって、わかったと思ったので、そこだけ確

認したかったんです。 
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○明石部会長 いずれにしても、若干手続きを簡素化するということだと思います。 

○鬼武委員 そこは理解できたんですけれども、判断図だったら全部がないと、どこに行

くかというのがわからなかったものですから、本当に素人な質問で申しわけないです。 

○明石部会長 いかがでしょうか。８－２の表はわかりづらいかなと思います。 

○事務局 ２番のほうについて説明しますと、今までは区分７ということでやっていたん

です。それを新たにつくった区分 12 というのでやろうということで、具体的に区分７と新

しい区分 12 を比較してみていただければわかるんですけれども、○が×に変わっていると

ころが安全性に関する試験と臨床試験、これを省いていいですよという整理になっていま

す。 

○明石部会長 そのほかに御質問等はございますでしょうか。よろしいですか。 

（「異議なし」と声あり） 

○明石部会長 それでは、御了承いただきました。 

○事務局 ありがとうございました。 

○明石部会長 では、その他の「（２）アジュバント加ワクチンの使用制限期間の見直し

（案）」について、事務局から御説明をお願いします。 

○事務局 それでは、お手元の№９の資料をごらんいただければと思います。きょう御相

談させていただきたいのは、アジュバント加ワクチンの使用制限期間の見直し（案）とい

うことでございます。 

 「１．背景及び問題点」の（１）ですが、不活化ワクチンの多くは、先生方は御承知の

とおり、接種動物に十分な免疫をつけるという目的で、抗原を注射部位に長期間とどまら

せるという成分、これをアジュバントと呼んでいますけれども、これを添加して製剤を製

造しております。アジュバントの成分は多くは医薬品添加剤とか食品添加物として既にほ

かの用途で使われているようなものが使われるのですが、それが参考資料２に一覧があり

ます。これは主な例ですけれども、こういったものがワクチンに添加されて使われている

ということです。 

 （２）としまして、このワクチンの製造販売承認の際には、御承知のとおり食品安全委

員会のほうで人への影響、食品健康影響評価がなされて承認されるということになるんで

すけれども、この食品安全委員会の食品健康影響評価において、アジュバント加ワクチン

の評価の中では、異物としてアジュバント成分が注射部位の顕微鏡下で、顕微鏡でのぞい

て病理組織を見て、それでアジュバント成分らしきものが消失するまでの期間は、その接

種動物を食用に供するためにと畜場に出荷しないという前提で行われています。 

 実際に括弧書きで書いてありますけれども、平成 16 年に肉眼的にワクチン接種の影響は

ほとんど消失していても、病理組織学的に顕微鏡で見て異物としてのアジュバント成分が

残っていることを示す局所反応が見られる場合には、使用制限期間を延長してくださいと、

そういった評価がされております。 

 一方で、そのと畜場法とか、あるいは「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法
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律」、これは食鳥処理法と略しますけれども、こういった法律ではワクチン等を注射されて、

著しい反応を呈している家畜については、と畜とか解体の禁止が定められていまして、こ

れを根拠にしまして、厚生労働省としてはワクチン、生物学的製剤を注射して二十日以内

の家畜はと畜申請しないようにということで指導をしているという現状でございます。 

 このような状況の中で、農林水産省がワクチンを承認する際には、注射部位におけるア

ジュバント加不活化ワクチンの異物が消失する時点が先ほど厚生労働省が指導している二

十日間というものを超えてしまう場合には、その期間を使用制限期間として添付文書の使

用上の注意がございますけれども、製剤の添付文書の使用上の注意に記載するという取り

扱いをしております。 

 そういった流れで、この使用制限期間を定めているわけですけれども、我が国のアジュ

バント含有ワクチンの使用制限期間は、食安委における評価の内容がアジュバント成分の

人の健康影響という観点ではなくて、注射部位からの消失という、顕微鏡で見ての消失と

いうところでされていますので、非常に長い期間が定められています。ここに 長で１年

以上と書いておりますけれども、具体的には参考資料１で一覧の主なものがあります。 

 これは日本でも承認があって、EU とか米国でも承認があるという主な製剤を比較してい

るものですけれども、これらの製剤で例えば使用制限期間は日本と書いてありまして、こ

れは 36 週、252 日というものが、EU ではゼロということ。あるいはアメリカで見ますと真

ん中ぐらいでしょうか、MG 不活化ワクチンが日本では 100 日、これは先ほどよりは差はな

いですけれども、米国では 42 日ということで、非常に差がございます。 

 それはなぜかということなんですけれども、本文のほうに戻っていただきまして、EU と

か米国ではアジュバント成分の健康影響評価をもとに、使用制限期間を設定しているとい

うことですので、そこの考え方が異なっている。それによって日本の使用制限期間が長い

傾向があるという状況でございます。 

 この使用制限期間が非常に長いということがありますと、ここの（６）に書いておりま

すけれども、効果が高いワクチンでも飼育期間が非常に短いブロイラーとか肥育豚ですと、

もう育ってしまう。使用制限期間を待っていては出荷の適期を過ぎてしまうというような

ことで、なかなかいいワクチンでも使う場面が限られてしまうというようなこと。あるい

は海外から輸入される畜産物では、必ずしも日本で決められている使用制限期間を守って

というか、使用制限期間なのに海外では違う扱いをされているので、輸入畜産物にはそう

いったワクチンも使用されているものもあるということで、畜産物の取り扱いも異なると

いうような状況が生まれております。 

 こういったことで国内の生産者団体とか、あるいは動物薬のメーカーの方々からも使用

制限期間の見直しを求める強い要望が来ております。これに関しては、もちろんその安全

性がきちんと担保されていなければだめということになるわけですけれども、食品安全委

員会の評価のところを少し見直していただいて、もちろんその安全性等も含めて担保でき

れば見直せるのではないかと考えております。 
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 ２番に今後の対応方針ということで書かせていただいておりますけれども、EU や米国に

おける取り扱いを参考としまして、使用制限期間の短縮に向けて注射部位からの異物の消

失のみに着目した評価ではなくて、アジュバント成分の毒性学的知見に基づいて、人への

健康影響の観点から評価をしてもらうということ。ワクチン接種家畜のと畜検査等の取り

扱いについて少し検討させていただいて、食品安全委員会及び厚生労働省と協議をする。 

 その協議結果あるいは食品安全委員会できちんと評価をした上で、これらの成分の安全

性をきちんと科学的知見に基づいて評価してもらった上で、既承認のワクチンの使用制限

期間が見直せるのかどうか。見直せれば、見直していきたいし、あるいは今後新たに承認

申請されるワクチンの使用制限期間の設定についても同様に食品安全委員会のほうで、そ

ういった観点からの評価をしていただくということで見直せないかということで、こうい

った方向で食品安全委員会、厚生労働省と評価依頼あるいは協議をしていきたいと考えて

おります。 

 事前に生物学的製剤調査会の先生方、主にこのお話は牛、豚、鶏という家畜ですけれど

も、水産用ワクチンでも一部アジュバントが使われているものがありますので、事前に生

物調査会と水産薬調査会の先生方にもｅメールになってしまったんですが、御意見を伺っ

ております。生物調査会の先生方では、方針的にこういう方向で検討していくと。きちん

とした評価に基づいて見直せるものは見直していくという方針については了解していただ

いております。ただ、注射部位の品質的な問題ですね。見た目とか品質的な問題は、そち

らも安全性とあわせて担保していく必要があるというような御意見をいただいております。 

 また、水産用ワクチンに関しましては、水産動物はお刺身で食べたり、あるいは全体を

食べるということもありますので、そういった水産動物の特性も考慮するべきだというよ

うな御意見をいたただいていますけれども、こういう検討をしていくという方向性につい

ては、御了解をいただいております。 

 水産動物につきましては、見た目を消費者がどう受け取るか。あるいは品質の面でどう

かというところも、それは安全性上は問題なくても、そういうところも検討するべきだと

いう御意見をいただいております。もちろん、そういった御意見を踏まえて、安全性はも

ちろん担保されていなければいけないですし、そういった品質的なところも措置を検討し

ていきたいと考えております。 

 本日は、この方針で検討していくというこの方向性について、御意見を伺えればという

ことで考えております。よろしくお願いいたします。 

○明石部会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御説明に御質問、御意見をお願いします。生物学的製剤調査会、

この部会でも使用制限期間の件については何回か議論をした覚えがあります。現在のとこ

ろ、使用制限期間は注射部位のアジュバントの残留というのを目安にして決めているわけ

ですけれども、それを人への安全性評価でできないかというのを検討したいという事務局

からの御提案だと思いますけれども、いかがでしょうか。どうぞ。 
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○池田委員 これは参考資料１の表のところです。日本での使用制限期間で長い 36 週とか

いうのがありますけれども、これがワクチンの許可の段階の制限の期間ですね。 

○事務局 そうです。承認するときに使用上の注意として、使用制限期間が定められます。 

○池田委員 もう一つ、と畜場に出荷する二十日間前までに打たなければいけないという

ダブルのチェックが日本ではありますね。この EU のゼロがにわかに、そういう２つのスタ

ンダードがあったりして、比較がどこまでできるのかなというところがあって、議論する

前にここら辺をもう少し調べたほうがいいのではないかという懸念があります。 

○事務局 もちろん EU がゼロだからといって、そのままゼロにするということを考えては

いないということは申し上げておきたいのですが、先生がおっしゃるように、EU のゼロの

意味ですね。実際にと畜場でどういうことがされているか。そういうところを今、並行し

て調査をしておりますので、そういった詳細をきちんと確認しながら、EU がゼロだから日

本もゼロということではなくて、きちんとした食安委の評価と諸外国の状況も含めて、そ

の品質も担保するということをきちんと検討していきたいと考えております。 

○明石部会長 よろしいですか。 

○池田委員 はい。 

○明石部会長 ほかにございますか。どうぞ。 

○中込委員 これはアジュバントが局部的に残っている部分が問題なんですね。その部分

だけ食べなければいいというわけにはいかないんですか。出荷のときに除く。 

○事務局 それは例えばと畜場で注射部位がきちんと特定できて、そこを 初から取り除

くということも１つの手段としては想定されるんですけれども、それが実際に現場でうま

く回るかどうかというようなところも含めて、そういったものも含めて、ここに書かせて

いただいたように、と畜場での検査のあり方とか、そこも含めて検討していくと。 

 ただ、まず成分としての安全性を担保する上での考えとしてはどうかということが今ま

で明確でなかったので、それが安全性なのか、それとも単に残っているか否かだけで判断

されているのかというのが必ずしも明確になっていないという現状もありましたので、ま

ずはその安全性の観点からの評価をきちんとした上で、安全だったら、安全性を担保する

ために、あるいは品質を担保するための措置として、検査等はどういうあり方があるかと

いうのを含めて検討していきたいと思いますので、先生がおっしゃるような措置も１つの

手法ではあると思いますが、そこは実際に現場でできるかどうかというところも含めて検

討していかなければいけないと思います。 

○明石部会長 どうぞ。 

○上田委員 合理的判断をしていただければよろしいかと思いますし、そういう部位が消

費者のほうに行きましたら返品になりますから、大丈夫だと思いますけれども。 

○中込委員 でも、ひき肉になってしまったり、ミンチになってしまったら、わかりませ

ん。 

○上田委員 そうですね。ただ、合理的な判断をすればよろしいのではないかと思います。 
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○明石部会長 ワクチンには用法・用量が規定されていて、例えば頚部皮下に接種するで

あるとか、そういうふうに書いてあるんですけれども、頚部皮下と言ってもかなり幅が広

いですし、それをどこまで外すというのはなかなか難しいのかなと思います。今までは使

用制限期間を接種部位の病理学的変化で見ていたんですけれども、その病理学的変化もな

かなか科学的に分析するというのは難しくて、いわゆるオイルアジュバントみたいなもの

でオイルが残っていれば、当然それは病理組織学的に検出可能なんですが、その変化がだ

んだん軽減してくると、どこまでアジュバントが残っているかというのは、今までもかな

り議論をしてきたと思います。それをできれば、人への安全性評価で置き換えてやりたい

というのが事務局の考え方だろうと思います。 

 いかがでしょうか。ほかに御意見はございませんでしょうか。どうぞ。 

○鬼武委員 参考資料２にアジュバントに使われている成分があって、これは人用の医薬

品の添加剤だったり、食品添加物としてあると思いますので、ある程度その ADI が設定さ

れたり、必要がないものだと、これをぱっと見たら、そう思います。ただ、食品添加物の

場合と医薬品の場合と規格基準というか残留不純物の規制が多分全く一緒ではないような

気もしたので、その辺をきちんと調べてもらって、それを食品安全委員会にかける必要が

あると思います。 

 先ほどジオキサンの問題がポリソルベートのところの規格で、たしかジオキサンは不純

物として規格が必要だということで添加物の方は確か決められていて、それのリスク評価

もしていたと思いますので、参考に。ですから、一旦はこの成分の安全性について、食品

安全委員会にかけることについては、私は賛成はします。 

○事務強 ありがとうございます。食品安全委員会のほうで、この成分について安全であ

るかどうかということは、評価依頼をしまして判断されるということになります。 

○明石部会長 １つお聞きしたいのですけれども、例えば食品安全委員会に諮問をして、

ADI の面から行くと、使われていたアジュバントに全く問題がないという話になると、

終的には EU のように接種０日でも構わない、出荷可能ということになるかもしれないんで

すね。その場合、この調査会や部会で、今までアジュバントの残留ということで審議をし

てきた経過があります。それについてはどうなりますか。 

○事務局 これから検討していきますので、もしそれで何かしら、こういった考えでとい

うことで見直しができましたら、やはりその考えに基づいて、こちらの部会でも御審議を

いただくようになるとは思いますけれども、そこは今後の検討次第ということにはなるか

と思います。 

○明石部会長 我々としても、食安委の評価がどうであれ、それについてはまた検討する

機会があるということでよろしいですね。 

○事務局 そうですね。御相談させていただきながら、進めたいと思います。 

○明石部会長 ということだそうです。まず食安委にどういう科学的な評価をしていただ

くかというのがわからないとどうしようもないので、今後の対応方法という方向で食安委
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の意見を聞きたいという事務局の考え方について認めていだたきたい、御了承いただきた

いという趣旨だろうと思いますけれども、いかがでしょうか。よろしいですか。特に御発

言はございませんか。 

 それでは、こういう方向性については御了承いただくということでよろしいですね。 

（「異議なし」と声あり） 

○明石部会長 では、御了承いただきました。 

○事務局 ありがとうございました。 

○明石部会長 それでは、その他の 後「（３）水産用ワクチンの属ごとの承認に必要な試

験に関する指針について（案）」、御説明をお願いします。 

○事務局 それでは、お手元に当日配布資料の№10 を御用意ください。水産用ワクチンの

属ごとの承認に必要な試験に関する指針案について御説明をさせていただきます。 

 （１）ですが、水産用ワクチンにつきましては、原則として魚種ごとに承認をされるこ

とから、主要な養殖魚種を対象としたワクチンにつきましては、比較的開発・承認が進め

られている一方で、養殖生産量が少ない魚種を対象としたワクチンにつきましては、開発

費用と市場規模などの問題によって開発が困難な状況にございます。 

 この後の説明に入る前に補足として、魚の分類についてお話をさせていただきたいので

すが、日本の魚の養殖で大きな部分を占めておりますブリとかカンパチにつきましては、

魚の分類の中ではスズキ目という目の中のブリ属に分類されます。また、非常にブリと姿

形が似ているヒラマサという魚がいるのですけれども、こちらはブリ、カンパチと比べま

して、養殖規模は非常に少ない養殖魚種になるのですが、こちらのヒラマサもブリとカン

パチと同じようにブリ属というものに含まれてございます。 

 先ほど御審議いただきましたときに出てきました、マハタとかクエといった魚種につき

ましても、実はブリと同じスズキ目の中のマハタ属という属に含まれている魚になります。

水産用医薬品の承認の分類ですけれども、抗生物質製剤などにつきましては、目ごとにト

ータルで承認をしておりまして、ある抗生剤について承認魚種はスズキ目魚類となってお

りましたら、ブリ、カンパチ、それから、マタハ、クエにも使える形になっているのです

が、ワクチンにつきましては魚種ごと、例えばブリとかカンパチ、マハタといった個別の

魚種について、個別に承認がされている現状にございます。 

 （２）ですが、ブリ属魚類のうち、主要な養殖魚種でございましたブリやカンパチにつ

きましては、養殖規模が非常に大きいので、さまざまなワクチンが承認されておりました

が、一方で同じブリ属の中でも少量の養殖魚種でありましたヒラマサなどにつきましては、

非常に市場規模が小さいので、ヒラマサについて試験をして承認をとるというメーカーが

非常に少なくて、使用できるワクチンがほとんどございませんでした。 

 これを受けまして、平成 12 年にブリ属魚類を対象とた水産用ワクチンの承認に必要な試

験に関する指針という、省略しましてブリ属魚類適用拡大指針と申しますが、こちらを作

成しまして、この指針にのっとって試験等を実施しました水産用ワクチンについては、こ
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のヒラマサ等を含むブリ属魚類全体を包括的に承認することを可能とした経緯がございま

す。 

 （３）です。 近の我が国の養殖業の傾向としまして、より商品価値の高い魚種の養殖

技術が進められたことから、少量多品種生産が盛んになりつつございます。特にハタ科魚

類につきましては、マハタ、キジハタ、クエ、ヤイトハタ、アカハタ、チャイロマルハタ

など、多くの魚種が養殖・放流用として飼養されておりますが、それぞれの養殖規模がそ

んなに大きくはないことから、開発費用等の問題によりまして、現在使用できるワクチン

と対象魚種はごく少数に限られている現状にございます。 

 （４）ですが、上記（３）の問題に対しまして、水産用医薬品調査会のほうで、ブリ属

魚類と同じようにハタ科魚類における水産用ワクチンの個別の種から属への適用拡大につ

いて検討を進めていただきまして、今般、別添１のとおり、マハタ及びマハタ属魚類を対

象とした水産用ワクチンの承認に必要な試験に関する指針（案）、以下、マハタ属等魚類適

応拡大指針（案）と申しますが、こちらを作成しましたので、御報告をしたいと思います。 

 （５）ですが、なお、マハタ属等魚類適応拡大指針（案）は、さきに出ていましたブリ

属魚類適用拡大指針をもとに作成をしましたが、ブリ属魚類適用拡大指針につきましては、

薬事法に係る各種関係通知の改正がその間ありました関係で、記載の内容が実は現状に即

した内容に一部なっていなくて、修正をする必要が生じてしまいましたことから、別添２

のとおり、ブリ属魚類適用拡大指針をまた修正しまして、今回お示ししますマハタ属の指

針と統合した上で、適切に通知として収載することとしたいと思います。 

 まず、１枚めくって別添１をお開きください。今回、水産用医薬品調査会のほうで作成

しました、マハタ属等の魚類適用拡大指針の（案）になります。こちらは概要だけ簡単に

ポイントを絞って御説明をさせていただきます。 

 基本的な考え方のところに示してございますが、我が国の養殖実態等を勘案しまして、

当面ワクチンが使用されると考えられる魚種であるマハタ、クエ、ヤイトハタ、チャイロ

マルハタ、この４種の魚種について試験を中心に実施することとしております。この４種

のうち、試験の方法ですが、魚では免疫力に影響を与える大きな一因として水温が挙げら

れておりまして、この４種のハタは生息する水温帯ごとの試験が必要であると考えられた

ことから、西日本で主に養殖をされているマハタとクエのどちらか１魚種と、沖縄地方で

養殖をされているヤイトハタとチャイロマルハタの１魚種ずつ、計２魚種を用いて試験を

基本実施すること。その試験を基本実施してあれば、マハタ及びマハタ属魚類として、そ

のほかのキジハタとか、そういった非常に生産量が少ない魚種にも使えるようにできるよ

うな試験指針となっております。 

 細かい補足になるのですが、指針のタイトルはマハタ及びマハタ属魚類になっているの

ですが、実は日本で養殖をされているハタのうち、一番多いのはマハタなのですが、この

マハタは実はマハタ属に分類されるという説と、別のヒポルトゥス属という別の属に分類

されるとの説がございまして、こういった長い名前のタイトルになってしまっております。 
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 次に１枚めくっていただきまして、別添２をごらんください。 初の（５）で説明をし

ましたブリ属魚類の適用拡大指針の修正について、簡単に御説明をさせていただきます。 

 ３つに分けられた表のうち、一番左側が簡単に御説明しました新しい指針（案）、マハタ

の指針（案）になります。一番右側にあります欄の指針が現行のブリ属魚類適用拡大指針

になります。今この現行の適用拡大指針ですと現状の通知の内容の一部合っていない部分

がありますので、一番左のマハタ属の指針に合わせて、真ん中にある指針（案）のとおり

にブリ属の内容を改正して、それで改めて通知にしたいということでございます。 

 以上でございます。 

○明石部会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御説明に御質問、御意見等はございますでしょうか。今まで魚種

単位の承認をしていたけれども、ブリと同時にマハタ属についても２魚種をやれば、全体

の属に適用拡大できるというお話ですが、いかがでしょうか。どうぞ。 

○鬼武委員 聞いていいですか。水産用のこういう動物薬ワクチンの承認について適用が

少し拡大してという方針はわかりますけれども、これは例えば食用動物はそういう考え方

には、今はなっていますか。 

○事務局 家畜はなっていないです。魚は対象になる魚が非常に多い割に、市場規模が小

さいですので。 

○鬼武委員 そうなることだったら困ったなと思ったので、わかりました。 

○明石部会長 先ほどの御説明で、ブリ属のほうはブリとカンパチは養殖している数が多

いから試験が簡単だけれども、ヒラマサは少ないのでなかなか試験ができないけれども、

同じ種類だから、ブリとカンパチをやればヒラマサもいいだろうというお話だったんです

ね。マハタ属の養殖規模はどの魚種が少量養殖なんですか。 

○事務局 どの魚種も余り多くはないです。 

○明石部会長 どれもみんな多くはないですか。 

○事務局 多くはないです。 

○明石部会長 その中でもマハタとクエとヤイトハタ、チャイロマルハタの２つを選んで

いる理由は何ですか。水温というのは聞きましたけれども。 

○事務局 このマハタとクエとヤイトハタとチャイロマルハタというのは、完全養殖をさ

れている魚種になっていまして、通常ワクチンを使う事例は放流用には余り適さないとい

うか、結局放流して自分の収益に入ってくるわけではないので、通常、放流用にはワクチ

ンは使われずに、完全養殖される魚に通常ワクチンを使われるんです。それがハタの中で

はこの４魚種になります。 

○明石部会長 わかりました。ほかにございますか。よろしいですか。 

（「異議なし」と声あり） 

○明石部会長 それでは、了承したということにしたいと思います。 

○事務局 ありがとうございました。 
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○明石部会長 一応これで審議事項、報告事項は終わりましたけれども、事務局から何か

ありますか。 

○事務局 特にございません。 

○明石部会長 それでは、次回の開催日について、事務局のほうから御説明をお願いしま

す。 

○事務局 それでは、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。委員の

先生方から御連絡をいただいた結果をまとめまして、部会長の出席が可能であり、 も多

くの先生が出席可能な日であります、平成 26 年３月 10 日月曜日でございます。この日の

午後の開催とさせていただきたいと考えております。 

○明石部会長 次回は３月 10 日ということです。かなり先ですが、予定をお願いします。 

 それでは、事務局はほかにないですか。 

○事務局 特にございません。 

○明石部会長 では、委員の先生方から何か御発言はございますか。よろしいですか。 

 それでは、本日は長い間、審議をありがとうございました。これで終了としたいと思い

ます。どうもありがとうございました。 

 

 


