
 

 

日  時 ： 平 成 26 年 12 月 3 日 （ 水 ） 14:00～17:00 

場  所 ： 動 物 医 薬 品 検 査 所  研 修 室  

 

 

 

 

 

 

 

 

動物用医薬品等部会  

議事録 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農林水産省動物医薬品検査所  

 



 

出席者名簿 
 

委   員         ◎明石  博臣                 乾   英夫  

             岩田   敏         上田  雅之    

             越久田  健         尾崎   博  

                児玉  幸夫        ○下田   実  

                    関崎   勉         津田  知幸  

野上  貞雄         袴塚  高志  

                         廣野  育生         福山  正文    

                 ◎：部会長  ○：部会長代理  

 

農林水産省  

 畜水産安全管理課      山本  欣也：課長補佐（薬事審査管理班担当）  

              末谷  桃子：水産安全室  水産安全専門官  

 

 

 動物医薬品検査所      伊藤  剛嗣：所長  

              中村  成幸：検査第一部長  

              濱本  修一：検査第二部長  

              嶋﨑  智章：企画連絡室長  

              江口   郁：審査調整課長  

              岩本  聖子：技術指導課長  

                           ほか  

 



 

目次 

１  開 会  

２  動 物 医 薬 品 検 査 所 長 挨 拶   

３  配 布 資 料 の 確 認  

４  議 事  

 

【審議事項】  

（３）動物用生物由来原料基準の一部改正について          ・・・・・７  

   

（１）動物用医薬品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につい

て  

  ＜動物用生物学的製剤調査会関係＞            ・・・・・ 12  

①  スイムジェン rART2／ ER 

（新有効成分含有動物用医薬品）  

＊製造販売承認の可否及び再審査期間の指定  

 

②  スイムジェン rART2 

     （新有効成分含有動物用医薬品）  

    ＊製造販売承認の可否及び再審査期間の指定  

 

  ＜動物用一般医薬品調査会関係＞  

①  エピレス錠 10mg、同 20mg、同 40mg及び同 80mg                ・・・・・ 18 

    （新有効成分含有動物用医薬品）  

    ＊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  

 

②  ペクシオン錠 50mg、同 100mg及び同 400mg          ・・・・・ 23 

    （新有効成分含有動物用医薬品）  

    ＊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  

 

③  ブラベクト錠 112.5mg、同 250mg、同 500mg、同 1000mg及び同 1400m・・・・ 30 

    （新有効成分含有動物用医薬品）  

    ＊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  

 

④  ボプリバ                                                 ・・・・・ 38 

    （新用法及び新効能動物用医薬品）  

 



 

    ＊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  

 

 

（２）動物用生物学的製剤基準の一部改正について          ・・・・・ 45 

  ＜水産用医薬品調査会関係＞  

   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  

 

 

【報告事項】  

（１）  動物用医薬品殺虫剤の製造販売承認の可否について  

  ＜動物用一般医薬品調査会関係＞  

①  ゼノシーク HDM                      ・・・・・ 46 

（測定項目又は原理が新しいもの）  

          

（２）動物用医薬品の諮問・承認状況について                      ・・・・・ 46 

 

 

５  閉 会  

 

 

 



                                

○明石部会長 本日、福山先生が参加予定なのですが、ちょっと遅れておられるようです

けれども、定刻となりましたので、部会を開催させていただきたいと思います。 

 まず初めに、委員の出欠状況を御報告いたします。本日は、池田委員、鬼武委員、中込

委員、中西委員、西川委員、森川委員から御欠席という御連絡をいただいております。出

席委員数は、現在13名なのですが、一応14名を予定しておりますし、13名ですので、成立

要件の過半数を超えておりますので、当部会が成立していることを御報告いたします。 

 また、本日は、動物用生物由来原料基準の一部改正の審議がありまして、その関係上、

東北大学の毛利先生を参考人としてお招きしております。 

 初めに、動物医薬品検査所長から御挨拶をいただきます。よろしくお願いします。 

○動物医薬品検査所長 皆様、御多忙の中、御苦労さまでございます。動物医薬品等部会

の開催に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。 

 本日はお忙しい中、皆さんお集まりいただきまして、ありがとうございます。また、委

員各位におかれましては、日頃より動物薬事行政の推進に対しまして御助言及び指導をい

ただいていることに対しまして深く感謝いたす次第でございます。 

 さて、最近の家畜衛生をめぐる話題について若干提供したいと思います。前回９月の部

会においてもちょっと紹介させていただきましたが、豚流行性下痢（ＰＥＤ）でございま

す。この病気は、昨年10月に沖縄県で発生いたしまして、12月に鹿児島・宮崎にわたり、

翌４月には関東・東海・東北でブレイクいたしまして、４月の第２週が発生のピークだっ

たようでございますけれども、この間に38道県で124万8,000頭の豚が感染し、38万5,000

頭が死亡しました。こうしたことを踏まえ、農林水産省といたしましては、専門家の議論

を踏まえ、行政機関、農家、畜産関係者が留意すべき防疫対策を整理して、ＰＥＤ防疫マ

ニュアルというものを策定し、10月24日に公表したところでございます。本年度９月にな

りまして若干散見はしておりますけれども、このマニュアルどおりにしっかりやっていく

ことが重要だと思っております。 

 さて、そういった中で、これだけ豚に影響を及ぼした病気でございますので、非常に豚

肉の需給のほうにも影響が見られております。４月から９月までの統計の比較でございま

すけれども、生産頭数につきましては対前年同期比で約３％減少しております。そういっ

た減少を補う形でもって外国からの輸入が増えておりまして、同じく４～９月の統計でご

ざいますけれども、対前年比16.7％といった形で豚肉の輸入が増えております。この病気
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は、今、北米でも流行している病気でございまして、向こうもかなり影響を受けているわ

けでございますが、そういった中で日本はどこから輸入しているかというと、主にデンマ

ークから大量に輸入しております。北米（カナダ・アメリカ）も対前年比３％程度増えて

いるわけでございますけれども、圧倒的にヨーロッパから輸入されているという状況です。

ヨーロッパの豚は特色がありますのが、アメリカ・カナダの場合はチルドで入ってくるの

ですが、デンマーク、ヨーロッパの場合は、どうしても喜望峰を回ってくる関係で、フロ

ーズンで入ってくるといった形になっております。今、日本の豚の消費のすみ分けという

のはできているのですけれども、テーブルミートは大体国産で賄っておりますけれども、

日本のハム・ソーセージの原料となる豚肉はほとんどが輸入豚肉です。そういったことも

含めて、業界といいますか、食肉メーカー等もいろいろな手だてを尽くして安定供給に努

めているわけでございますが、今回のＰＥＤのピークが４月頃でございますので、今後ま

すます生産への影響というものが出てくることが予想されます。 

 そういったことも反映して、豚肉の価格というのは今非常に高い水準で推移しておりま

して、例年ですと、豚肉というのは９月の秋の風を見るとどんどん値下がりし、その後年

末に向けて年末需要で価格が上がるといったことを毎年繰り返しているわけですが、今年

度におきましては、９月以降下がりはしましたけれども、非常に高水準で推移しておりま

して、スーパーマーケットとかお肉屋の店頭では小売価格にはなかなか反映されない部分

もあるのですけれども、卸売価格は非常に堅調に推移している状況でございます。 

 そういった中で、農林水産省はこの病気に対して、先ほど言いましたように、防疫マニ

ュアルをつくるとか、いろいろな手だてをとっております。そういった中で、この病気に

はワクチンがありまして、国内で２メーカーが製造しております。この病気を踏まえて、

ワクチンの安定供給ということで、農林水産省も一生懸命いろいろな手だてを尽くしまし

て年間300万ドーズを確保するといったことで、既に第１・第２四半期において約200万ド

ーズが製造され、９～12月の第３四半期においても約93万ドーズが生産されるといったこ

とになっております。このワクチンは、妊娠豚に対して２回接種するワクチンでございま

す。妊娠豚にワクチンを接種して、その乳汁免疫を利用して子豚の下痢を抑えるといった

ワクチンでございますけれども、この300万ドーズという数字は、日本には大体90万頭の

繁殖雌豚がおります。それに２回打つとして約180万。大体豚は年２産しますので、マッ

クスでアバウトで360万ドーズが必要になるわけですけれども、300万ドーズと、ほぼその

８割を満たす水準になっております。農林水産省の畜水産安全管理課の推計によりますと、
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今、母豚に対して７割程度のワクチンが接種されているといった推計もございます。 

 こういったことで、ワクチンの供給体制はそれなりに確保しておりますが、大事なのは

日頃の衛生管理が重要だと思っておりますので、そういったことも踏まえて、農林水産省

としては、来週の月曜日に今回できた防疫マニュアルの周知徹底と、再度防疫の強化とい

ったことを踏まえて、全国会議を開催することにしております。こういったことで、一刻

も早くこの病気が沈静化することを願う次第でございます。 

 それともう一つ、この時期になりますと話題になるのがインフルエンザでございます。

高病原性鳥インフルエンザにつきましては、本年４月に熊本県で発生いたしまして、迅速

な対応も功を奏し、またブロイラー農家だったということもありまして、最短の期間で鎮

圧に成功しております。しかしながら、今年度になりまして、渡り鳥の季節を迎え、昨今

の新聞情報にもございますけれども、11月13日には島根県で、21日には千葉県、26日には

鳥取県、27日には鹿児島県で高病原性鳥インフルエンザＨ５Ｎ１亜型が野鳥から検出され

ております。鹿児島県出水市は、鶴の飛来地として有名ですが、この鶴から検出されたよ

うでございます。実は、ここの周辺というのは、非常に大きな養鶏地帯でございまして、

養鶏の密集地帯でございます。去る平成22年度の流行のときは、島根県から端を発しまし

て、鹿児島・宮崎を含め、全国９県24農場で約183万羽がインフルエンザにかかっている

わけでございますけれども、そのときもこの鹿児島県で１例出たのが出水市でございます。

１件の農家で約8,600羽の発生が見られております。 

 この当時、私もちょっと現地に派遣されまして、鹿児島県の方々と一緒に防疫措置を講

じたわけでございますけれども、何せ密集地帯なものですから、県の方々も必死になって

対応し、１件で抑えることができたということでございます。ただし、そのときには、鹿

児島県の下部の職員の半分以上がその出水市に集結するといった状況でして、もし他のと

ころで出ていたら、これは大変なことになったのではないかと鹿児島県の方もおっしゃっ

ておりました。 

 動物衛生課としても、今現在の状況を踏まえますと、国内のどこの家きん飼養場で鳥イ

ンフルエンザが発生してもおかしくない状況ということで、非常に警戒感を強めまして、

関係者への防疫の徹底等について指導しているところでございます。こういったところが

昨今の家畜衛生をめぐる状況ということで紹介させていただきました。 

 本日の審議につきましては、製造販売承認許可として、豚のワクチンが２件、犬の特発

性てんかんに係るものが２件、犬のノミ・ダニの駆除剤が１件、牛の発情抑制に係るもの
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が１件、計６件ございます。その他に、基準の一部改正が２件、さらに報告事項として２

件と、大変盛りだくさんになっておりますけれども、慎重御審議を賜りますようお願い申

し上げまして、御挨拶とかえさせていただきます。どうぞ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。 

 それでは続きまして、事務局から配布資料の確認及び申請資料作成関与者と利益相反に

ついて御説明をお願いします。 

○事務局 それでは、お手元にお配りしております配布資料一覧の１枚紙を御覧いただけ

ればと思います。本日配布しております資料につきましては、事前送付資料といたしまし

て、赤の１～９番まで、赤のNo.１、No.２がスイムジェンのシリーズです。それから、No.

３が３分冊ございまして、３－１、３－２、３－３ということでエピレス錠、No.４がペ

クシオン錠の申請資料でございます。No.５がブラベクト錠、No.６がボプリバ、No.７は、

十数枚のプリントになっているかと思いますけれども、動物用生物学的製剤基準の一部改

正についての資料でございます。No.８が生物由来原料基準の一部改正について、No.９が

ゼノシークＨＤＭの資料ということで、こちらは事前にお配りさせていただいているもの

でございます。 

 それから、本日の当日配布資料といたしまして、No.１及びNo.２－２ということで、中

込委員から事前に御提出いただきました御意見のプリントを配布させていただいておりま

す。No.３－４、No.４－２、No.５－２が、それぞれいただいた御意見に対する業者等か

らの回答ということで、エピレス錠、ペクシオン錠、ブラベクト錠の回答のプリントです。

資料No.10といたしまして、横紙ですけれども、動物用医薬品の諮問、承認状況について

というものをお配りさせていただいております。また、後ほど御説明を差し上げます資料

のNo.11ということで、競合品目・競合企業及び申請資料作成関与委員についての24ペー

ジのプリントでございますが、こちらをお配りさせていただいております。その他、議事

次第等々がございます。 

 以上の書類、お手元に過不足ございましたら、事務局までお申しつけください。後ほど

でも結構でございます。よろしくお願い申し上げます。 

 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の説明をさせていただきます。資料No.11をお手元に御用

意ください。こちらの資料で御説明させていただきます。 

 まず、１枚めくっていただきまして、本日の審議品目の１品目め、スイムジェンｒＡＲ
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Ｔ２／ＥＲ、申請者は一般財団法人化学及血清療法研究所です。競合品目として３つ、日

生研株式会社の日生研ＡＲＢＰ・豚丹毒混合不活化ワクチン、共立製薬株式会社のスワイ

バックコンボＢＰＥ、同じく日生研株式会社の日生研ＡＲＢＰ混合不活化ワクチンＭＥを

挙げてきております。この選定理由ですが、競合品目１及び２は、豚丹毒及び豚萎縮性鼻

炎に対するワクチンであり、申請製剤と用法が同じためということ、競合品目の３つ目は、

豚丹毒に対する主剤は含まれておりませんが、豚萎縮性鼻炎に対するワクチンとしては売

上高一番手の製品であるためということでございます。 

 次のページ以降が申請資料に関する関与委員のリストになってございます。今のところ

該当はないということで回答していただいておりますので、割愛させていただきます。 

 それで、６ページ目をおめくりいただきますと、２品目めであります同じく一般財団法

人化学及血清療法研究所のスイムジェンｒＡＲＴ２の競合品目・競合企業リストというこ

とで、こちらも競合品目を３つ挙げてございまして、最初の２つは日生研株式会社の日生

研ＡＲＢＰ混合不活化ワクチンＭＥ、日生研ＡＲＢＰ・豚丹毒混合不活化ワクチンでござ

います。３品目めはゾエティス・ジャパン株式会社のアラディケーターということで、こ

の選定理由ですが、豚萎縮性鼻炎の予防を効能又は効果とするワクチンのうち売上高上位

３製剤を選びましたということでございます。 

 次のページからは同じく委員リストになりますが、こちらも特に該当なしということな

ので、説明を割愛させていただきます。 

 続きまして、11ページ目のところをめくっていただきますと、本日の審議品目３品目め

の共立製薬株式会社のエピレス錠10mg、20mg、40mg及び80mgのシリーズでございます。こ

ちらは、競合品目については１つだけ挙げてございまして、ＤＳファーマアニマルヘルス

株式会社のコンセーブ錠25mg、100mgということで、開発中のものについては弊社で把握

していないということで１つだけ挙げてきております。この選定理由ですけれども、エピ

レス錠及びコンセーブ錠とも、有効成分はゾニサミド、対象疾患は犬の特発性てんかんと

いうことから、こちらを選定したということでございます。 

 次のページからは、申請資料作成関与委員リストということで、該当なしということで

ございますので、こちらの説明は割愛させていただきます。 

 その次、14ページ目になります。本日の４品目め、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ペクシオン錠50mg、100mg及び400mgについては、競合品目をＤ

Ｓファーマアニマルヘルス株式会社のコンセーブ錠の25mg、100mgということで挙げてお
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られます。競合理由ですけれども、申請製剤と同様に犬用てんかん製剤であるためという

ことでございます。 

 次のページからが作成関与委員リストということで、こちらも該当なしということで、

説明は割愛させていただきます。 

 続きまして、17ページ目になります。本日の品目５品目めになりますブラベクト錠のシ

リーズ、こちらの申請者は株式会社インターベットでございます。競合品目３つ、メリア

ル・ジャパン株式会社のフロントラインスポットオンドッグ、フジタ製薬株式会社のマイ

フリーガード、日本イーライリリー株式会社のコンフォティス錠、こちら３つを挙げてお

ります。その理由ですけれども、ブラベクト錠の効能又は効果である「犬に寄生するノミ

及びマダニの駆除」の効能又は効果があり、かつ、売り上げの高い順に選定したというこ

とでございます。 

 次のページからが関与委員リストになっておりますが、こちらも該当なしということで

上がっておりますので、説明は割愛させていただきたいと思います。 

 続きまして、本日最後の審議品目となります。申請者はファイザー株式会社ですが、現

在名前が変わりましてゾエティス・ジャパン株式会社、こちらの申請品目ボプリバでござ

います。こちらにつきましては、競合品目はなしということで、その理由ですが、効能及

び効果の観点から、市場において競合することが想定される製品はないということです。 

 次のページから作成関与委員リストになりますが、特に該当はないということでお返事

をいただいておりますので、説明を割愛させていただきます。 

 24ページ目、最後のページになりますけれども、本日、動物用生物学的製剤基準の一部

改正についてということで、イリドウイルス病・ぶりビブリオ病、α溶血性レンサ球菌症

混合不活化ワクチン、水産ワクチンでございますが、こちらに関する製剤基準が変わると

いうことで、影響を受ける企業として、共立製薬株式会社、一般財団法人阪大微生物病研

究会、バイオ科学株式会社が挙がっておりますが、影響を受ける企業ということで、先生

方に御回答いただいているものでございます。 

 競合品目・競合企業及び申請資料作成関与委員の状況につい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、ただいまの御説明に御質問・御意見はございますか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、御了解いただいたということにして、ただいまの説明に基づいて、委員の
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方々からの申し出状況について御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これらのものに対する申し出状況について御

説明させていただきます。 

 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ました結果、岩田委員にお

かれましては、動物用一般医薬品調査会の調査会の４番目の審議品目でありますボプリバ

について、審議には御参加いただけますが、議決には御参加いただけません。また、本日

御参加いただいております参考人の毛利先生におかれましては、審議品目の（３）の原料

基準の審議には御参加いただけます。 

 事務局からは以上になります。 

○明石部会長 ありがとうございました。 

 それでは、後ほどまた御説明いたしますが、岩田先生、そういうことだそうで、よろし

くお願いします。 

 次に、旅費規程の一部改正に伴う旅程の確認について、事務局から御説明があるそうで、

よろしくお願いいたします。 

○事務局 それでは、委員の先生方の旅費規程の関係で御説明させていただきます。 

 本年の９月に、他の省庁もそうなのですが、厚生労働省の旅費規程が一部改正されまし

た。その結果、部会委員の旅費支給につきましても、旅程100km未満のところからいらっ

しゃっていただいております委員の先生方の日当が廃止されまして、交通費については実

費を支給することとなりました。これによりまして、今後は、動物用医薬品等部会の開催

ごとに委員の先生方の行きと帰りの経路、すなわち自宅もしくは勤務先からこの動物医薬

品検査所までの経路につきまして、大変お手数なのですけれども、文書による確認をさせ

ていただくこととなりました。その結果、部会の当日、御出席いただきました委員の席上

に、今後は毎回文書を配布させていただきますので、お手数ですが、これに御記載いただ

きたいと存じます。この紙につきましては、閉会後に回収いたしますので、そのまま席上

にお残しいただければと思います。 

 お手数をおかけいたしまして大変恐縮ですけれども、何とぞ御協力のほどお願い申し上

げます。 

○明石部会長 ただいまの御説明に何か御質問等ございますか。 

 特に御発言なければ、審議に入りたいと思います。 

 まず、審議事項なのですが、本日は、先ほど御説明しましたように、毛利先生に参考人
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として御出席いただいております関係上、毛利先生はお忙しい先生ですので、最後の審議

事項の（３）動物用生物由来原料基準の一部改正についての審議から入りたいと思います。

御説明をよろしくお願いします。 

○事務局 消費・安全局畜水産安全管理課の山本です。よろしくお願いします。 

 では、お手元に事前配布資料の赤のNo.８の資料を御用意ください。 

 本件は、動物用生物由来原料基準の一部改正（案）について御審議いただくものです。

本基準ですが、薬事法、法律の名前が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全

性の確保等に関する法律」と先月25日に変わりましたが、その第42条に基づき定められて

いるもので、改正に当たりまして、薬事・食品衛生審議会の意見を聞くこととされており

ます。本改正案につきましては、既に各調査会における御審議において本部会に上程して

差し支えないとの審議結果をいただいており、本日、本部会での御審議をお願いするもの

です。 

 まず、１ページ目を御覧ください。１番の現状と課題ですが、（１）動物用医薬品の製

造には、牛血清や乳糖等の反すう動物に由来する原料が使用されております。動物用医薬

品等に使用できる反すう動物由来物質につきましては、動物用生物由来原料基準の中で反

すう動物由来原料基準として基準が定められております。 

 現行の反すう動物由来原料基準につきましては、平成15年当時のＥＵ医薬品審査庁のガ

イダンスを参考に、高発生国、高発生国以外の発生国及びＢＳＥの発生のないＥＵ域内の

国、並びにそれ以外の国に分類し、原産国の分類ごとに、同ガイダンスの組織のリスク分

類を参照し、使用できる反すう動物由来原料を定めております。その後、世界的な飼料規

制の強化等によりまして、ＢＳＥの発生は大幅に減少しており、反すう動物由来原料基準

を定めた当時よりもＢＳＥのリスクが増大している国はないと考えられます。このような

状況の中、ＥＵ医薬品審査庁においては、数年前に反すう動物由来原料基準の原産国を飼

料規制やＢＳＥサーベイランスの実施状況等を科学的に評価した国際基準でありますＯＩ

ＥのＢＳＥステータスに即した分類にガイダンスを改正しております。我が国の反すう動

物由来原料基準につきましても、国際基準を踏まえつつ、組織の感染リスクを考慮して見

直す必要があると考え、本日御出席いただいておりますプリオン病の専門家で、東北大学

客員教授でいらっしゃり、食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会プリオン病小委員会

の座長でいらっしゃる毛利先生、及び同小委員会委員でもいらっしゃる動物衛生研究所の

横山先生に御意見を伺いながら、本案をまとめさせていただいております。 
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 続きまして、１枚めくっていただきまして、改正案の内容について御説明させていただ

きます。 

 まず（１）が原産国についての見直しです。現行の反すう動物由来原料基準のＢＳＥの

発生状況に基づく原産国の分類を、ＯＩＥのＢＳＥのステータスであります、無視できる

リスクの国、管理されたリスクの国及びステータスのないＯＩＥ加盟国の分類に改めると

いうことを考えております。 

 （２）が組織に関する見直しですが、ＢＳＥの感染性の程度により分類している反すう

動物由来の組織についても、世界的に使用されておりますＷＨＯの伝達性海綿状脳症にお

ける組織の感染性の分布に関する報告書や最新の科学的知見を参考に改正したいと考えて

おります。 

 組織の改正の内容は、４ページの表にお示しさせていただいております。牛由来組織に

ついては、人用医薬品で使用できないもの、ＢＳＥの高い感染性が認められた組織、ＳＲ

Ｍに該当する組織をクラスⅠ、ＢＳＥの低い感染性が認められる組織や、ＢＳＥの感染性

は認められていないけれども、ＰＭＣＡ法で異常プリオンが検出された組織をクラスⅡ、

感染性が認められない組織をクラスⅢと分けたいと考えています。緬山羊由来組織につい

ては、ＢＳＥが緬山羊に感染することを考慮し、ＢＳＥ及びスクレイピーをカバーする形

で設定しております。ＢＳＥの緬山羊での蓄積性に関する報告自体が限られているため、

牛におけるＢＳＥの感染性も考慮しております。 

 ２ページ目に戻っていただきまして、２ページの（３）からが、動物用医薬品等に使用

できる反すう動物由来原料基準についての御説明となっております。 

 ①が、無視できるリスクの国を原産国とする牛、羊及び山羊のクラスⅠの組織を除く組

織に由来する原料。 

 ②が、管理されたリスクの国を原産国とする牛、羊及び山羊のクラスⅢの組織に由来す

る原料。 

 ③が、無視できるリスクの国及び管理されたリスクの国を原産国とする牛、羊及び山羊

のクラスⅡの組織及びクラスⅢの組織に由来する獣脂。獣脂というのは、あまり動物薬で

は使われないのですが、タローが該当します。 

 ④、全てのＯＩＥ加盟国を原産国とするもののうち、１つが、牛、羊、山羊に由来する

獣脂派生物。ステアリン酸やオレイン酸といったかなり精製されているもので、これにつ

いては括弧で記載させていただいておりますが、十分な不活化処理をしたもののみ使用を
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認めるということとしております。２つ目が、牛に由来するゼラチンということで、牛の

皮や骨に由来するもので、一定の不活化処理が行われているものの使用を認める。３つ目

が、牛、羊、山羊に由来する毛派生物ということで、ラノリンやビタミンＤ３などが該当

します。これについても、毛には異常プリオンの蓄積もないということで、しかも一定の

処理をかけたものの使用を認めるということにしたいと考えております。 

 （４）としまして、牛、羊及び山羊を除く反すう動物由来原料の使用は全面的に禁止す

るといった対応をとっていきたいと考えております。 

 ３ページ目の３．が、反すう動物由来原料基準の遵守の確保となっております。従前の

とおり、動物用医薬品ごとに以下の（１）及び（２）の資料等により審査等を行って、反

すう動物由来原料基準の遵守を確保したいと考えております。 

 つまり、本日も御審議いただきます製造販売承認申請の際に、成分及び分量欄、又は製

造方法欄に、反すう動物由来原料の名称、由来動物、臓器名を記載していただくとともに、

必要な資料を添付していただきまして、それを審査の段階でチェックさせていただく。 

 （３）のところなのですが、製造販売承認後、つまり市販後におきましては、製造販売

業者におきまして製造管理と品質管理の段階で文書等に必要な情報を記録させ、保管させ

る。あと、反すう動物由来原料の原産国に関する状況とかも常に情報収集して整理してい

ただく。 

 （４）には、反すう動物由来原料基準の承認事項になりますので、もし違反した場合に

は、薬事法に抵触するということを記載させていただいています。 

 （５）が、医薬品メーカーごとに製造管理・品質管理については、毎年１回自己点検を

していただくということになります。また、国も、ここには３年と書いてありますが、５

年ごとにＧＭＰの適合性の調査を申請していただきますので、それにより調査するといっ

たことで対応してまいりたいと考えております。 

 以上で改正案についての御説明となっております。 

 なお、本改正案につきましては、農林水産省の食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部

会のプリオン病小委員会の各委員の先生方に本改正案について意見照会をさせていただい

ております。先生方には、本改正案のとおり改正した場合、反すう動物由来原料を使用し

た動物用医薬品等が反すう動物に使用されたとしても、反すう動物へのＢＳＥの感染リス

クは無視できると考えてよいかについて、専門家の方々から御意見を伺いまして、本改正

案のとおり改正して差し支えないとの御意見をいただいております。また、ＢＳＥという
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ことで、厚生労働省のほうにも事前に情報提供し、本改正案については特段意見なしとの

回答をいただいております。また、本日御承認いただけましたら、次は食品安全委員会の

ほうでも御審議いただく予定となっております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○明石部会長 ありがとうございました。 

 それでは、毛利参考人に御出席いただいていますので、ただいまの説明はかなりかた苦

しい説明だったので、できればもう少しかみ砕いてわかりやすく状況を説明していただけ

るといいかなと思いますので、よろしくお願いします。 

○毛利参考人 動物用医薬品に使用される動物用生物由来原料基準は、先ほど事務局から

御説明がありましたように、平成15年にＥＵの医薬品審査庁の基準をもとに分類されてお

ります。今回はＷＨＯのTables on Tissue Infectivity Distribution in Transmissible 

Spongiform Encephalopathies、アップデート2010年を参考に、分類そのものも４から３

に直してリニューアルされております。具体的には別紙１に示されております。 

 これらの改正案につきましては、これも事務局からの御説明のとおり、11月17日に私も

所属しております農林水産省食料・農業・農村政策審議会の家畜衛生部会プリオン病小委

員会の委員に照会がまいりました。細かい点について委員の先生方の意見が取り入れられ

ております。全体といたしましては、原材料におけるＢＳＥのリスクと、この原材料を使

った医薬品製造のプロセスによってＢＳＥのリスクが下がることを細かく評価されており

ます。原材料が使用される際にＢＳＥの強い感染性が認められる臓器由来、例えば脳とか

脊髄とかのＳＲＭの使用は否とするといった内容であること、それからＯＩＥのステータ

スに応じた規制がとられているということから、ＢＳＥのリスクそのものが無視できるほ

ど小さいのではないかと評価できると思います。 

 さらに、大変重要なことは、これらの基準の遵守について実行できるかどうかというこ

とでありますが、そのリスク管理については資料の大きな３に示されております。この改

正後のリスク管理も十分に確保されるという内容になっていると思われます。 

 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、ただいまの御説明に御質問・御意見等ございますか。特にございませんか。 

 それでは、承認ということでよろしいでしょうか。 

 御承認いただきました。 
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○事務局 ありがとうございます。 

 では、原案のとおり、薬事分科会に御報告させていただきます。ありがとうございます。 

○明石部会長 次に、審議事項（１）に戻りたいと思います。動物用生物学的製剤調査会

関係の①のスイムジェンｒＡＲＴ２／ＥＲ、それから②スイムジェンｒＡＲＴ２、製品が

非常によく似通っていますので、あわせて御説明をいただきたいと思いますが、本日は池

田委員が御欠席なので、事務局から直接御説明をお願いいたします。 

○事務局 それでは、始めさせていただきたいと思います。赤のNo.１の資料をお手元に

御用意をお願いいたします。 

 赤のNo.１の初めのタグを開いていただきまして、審議経過票というタグをお願いいた

します。こちらの審議経過票をもって説明いたします。 

 １、販売名ですが、スイムジェンｒＡＲＴ２／ＥＲ、申請者は一般財団法人化学及血清

療法研究所でございます。 

 ４番の成分及び分量ですが、主剤としまして、組換え大腸菌で産生される無毒変異型パ

スツレラ・ムルトシダ皮膚壊死毒素、組換え大腸菌で産生される無毒変異型ボルデテラ・

ブロンキセプチカ皮膚壊死毒素、組換え大腸菌で産生される豚丹毒菌欠損型表層防御抗原、

こちらの３つの組換えコンポーネントを含む豚用のワクチンでございます。アジュバント

としましては、水酸化アルミニウムゲルを用いてございます。 

 ５番、用法及び用量ですが、「妊娠豚に対し、２mLを分娩前４～６週及び２週前後の２

回筋肉内に注射する。次回の分娩からは２mLを分娩前２週前後の１回、筋肉内に注射する。

子豚（１ヶ月齢以上）には、１mLを２回、３～４週間隔で筋肉内に注射する」でございま

す。 

 ６、効能又は効果ですが、豚丹毒の予防並びにボルデテラ・ブロンキセプチカ及び毒素

産生パスツレラ・ムルトシダの混合感染又はそのいずれかの菌の感染による豚の萎縮性鼻

炎の予防でございます。 

 続きまして、後ろのほうの資料概要と書かれたタグをめくっていただきまして、概要の

７ページ目をお願いいたします。概要の７ページ目に比較の表がございます。表概

1.4.2.1、申請製剤とスイムジェンｒＡＲＴ２との比較でございます。この表は、今回の

申請者が製造している２種混合ワクチンとの比較表です。左側が今回の申請製剤、右側が

承認製剤であるスイムジェンｒＡＲＴ２でございます。成分及び分量の欄を御覧いただき

まして、右側、既承認のワクチンでございますが、こちらはパスツレラとボルデテラの皮
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膚壊死毒素を無毒化したトキソイドワクチンであるのに対しまして、今回申請の左側の製

剤は、組換え技術を利用して無毒変異型にした皮膚壊死毒素を用いてございます。また、

左側の申請製剤のもう一つの成分、豚丹毒の成分については、申請者は生ワクチンの承認

を持ってございますが、今回申請製剤では、組換え技術により菌の表層防御抗原を成分に

用いてございます。 

 ページを戻っていただきまして、４ページをお願いいたします。４ページの下に豚のラ

イフサイクルについての図がございます。この図は、繁殖母豚が種豚農家で出生し、コン

ベンショナル農場で分娩を行うライフサイクルが描かれてございます。左側から、種豚農

場における子豚の時期やコンベンショナル農場へ出荷された後に萎縮性鼻炎、ここではＡ

Ｒワクチンと表記されておりますが、この２種混合ワクチンが接種される使用例が上向き

の矢印で示されてございます。また、申請製剤のもう一つの成分である豚丹毒ワクチンは

このＡＲワクチンと同時期に使用される機会があるということから、ワクチン接種の省力

化と豚へのストレスの軽減を期待し、今回３種混合ワクチンが開発されてございます。 

 続きまして、概要の14ページをお願いいたします。概要の14ページ、一番上の1.5、申

請品目の必要性等がございます。このページの中段あたりに①～⑤で本製剤の特徴がまと

められてございます。ここでは全て紹介はいたしませんが、例えば①の中段あたりから、

これら３種の組換えコンポーネントのみのワクチンは我が国のみならず海外を含めても初

めての製剤であること、③、従来の豚丹毒生ワクチンはＳＰＦ豚等への使用制限がござい

ましたが、この組換えコンポーネントワクチンはＳＰＦ化が進んでいる種豚農場でも安全

に使用が可能であること、⑤、○○○による生産量は○○○で、効率的な製造が可能であ

ることなどの特徴がございます。 

 以上、本申請製剤は、新しい有効成分である組換えコンポーネント成分から成るワクチ

ンであることから、本日は新有効成分含有動物用薬品として御審議いただくものでござい

ます。 

 続きまして、概要の185ページをお願いいたします。概要書の185ページ、こちらは安全

性に関する試験でございます。中段あたりの５、試験群の設定でございます。今回用いた

試験は、対照群は生理食塩水を20mL投与、常用量群は、ＫＤ－367というのが申請製剤で

すが、こちらを２mL、高用量群はその10倍量である20mLを接種した各群を用意しておりま

す。各群とも豚３頭ずつ用いておりまして、こちらは妊娠豚、妊娠２ヶ月齢のものを用い

てございます。ワクチン接種は、３週間隔で２回、さらにその８週後に１回の計３回を注
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射してございます。 

 続きまして、概要の201ページ目をお願いいたします。ページ中段よりやや下に「以上

のことから」ということでまとめが記載されておりますが、「ＫＤ－367の常用量群を妊娠

豚の筋肉内に注射することで、投与部位筋肉に肉眼的及び病理組織学的に軽度な反応が認

められたものの、組織反応の修復を示唆する組織変化も伴っており、さらには、その他体

温及び体重の変化、一般状態及び分娩並びに産子におけるＫＤ－367の投与に起因すると

考えられる影響は認められなかったことから、生体に与えた影響は軽微と考えられ、本剤

の臨床応用における安全性に問題はないものと結論した」とされてございます。 

 続きまして、232ページ目をお願いいたします。232ページからは、薬理試験の成績が記

載されてございます。232ページの一番下、群わけの表を御覧ください。こちらは、パス

ツレラの最小有効抗原量を調べた試験でございます。①、②、③は、パスツレラの毒素を

○○○/mL、○○○/mL、○○○/mLと量を増やして投与、免疫した群を用意してございま

す。④は、免疫をしない非接種対照、⑤は、非免疫で、かつその後の攻撃を行わない群で

ございます。 

 続きまして、概要の234ページをお願いいたします。234ページの下の表にＰｍ毒素中和

抗体測定成績がまとめられてございます。こちらの一番左側に先ほど説明した①～⑤の各

群が記載されておりまして、右から２番目の死亡というところを御覧ください。こちらは、

攻撃後、強毒株で攻撃した後の状態を観察したものでございますが、免疫した①、②、③

の群では死亡は認められておりませんが、④では死亡を認めております。また、この攻撃

菌は豚の鼻甲介の萎縮を発症する菌でございますが、そちらについて評価したところ、１

という軽度の症状は認められておりましたが、高度の萎縮は認められておりません。また、

⑤の攻撃も何もしていない群でも１という症状を認められておりまして、このため、軽度

の萎縮というのは毒素の攻撃のみに起因するものかどうかは判断できないと考察されてお

りましたが、特にこの１という軽度の反応は問題ないと判断してございます。 

 以上の結果から、抗原量○○○/mL以上において、毒素攻撃による死亡を予防すること

が確認されております。また、免疫後の抗体価の成績から、より高度の中和抗体価を産生

するということも含めまして、○○○/mLを本申請製剤の抗原量として設定してございま

す。こちらの成績はパスツレラの成績でございますが、同様にボルデテラと豚丹毒につい

ても、攻撃試験の成績から有効抗原量が決定されております。 

 続きまして、概要の266ページをお願いいたします。266ページからは、臨床試験の成績
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が記載されてございます。臨床試験は、妊娠豚を用いた試験と１ヶ月齢以上の子豚を用い

た試験の２つの試験が行われております。これから、妊娠豚を用いた試験成績を用いて、

臨床試験の概要を説明いたします。 

 概要の286ページをお願いいたします。286ページの中段やや下に、試験に用いた群の説

明がございます。一番左側、施設Ａ、Ｂの２つの農場で臨床試験が行われております。ま

た、上段の左から、ＫＤ－367群が申請製剤、ＮＣ－001群が生理食塩水を打った陰性対照、

ＰＣ－001群が既承認ワクチンでございますスイムジェンｒＡＲＴ２を用いた陽性対照群、

この３つを置いてございます。各群には妊娠豚を30頭前後用いておりまして、そこから生

まれてきた新生豚についても評価を行ってございます。 

 続きまして、295ページをお願いいたします。295ページの上の表概14.1.9.3.5.1.1.1で

すが、こちらはパスツレラの毒素の中和抗体を測定したものでございます。抗体価の測定

時期は、ワクチンを接種した時点３点、こちらはＶ１、Ｖ２、Ｖ３と記載がございます。

その他、１回目と２回目の分娩後３～４週目の合計５ポイントで抗体価を測定してござい

ます。評価基準は、１回目と２回目の分娩時点での評価が行われています。１回目の分娩

での評価基準ですが、１回目のワクチン接種Ｖ１の時点で抗体価２倍未満のものは、１回

分娩後の抗体価が２倍以上である場合、有効と判断いたします。また、Ｖ１の時点で抗体

価が２倍以上の場合は、分娩後の抗体価がＶ１の抗体価よりも同等以上である場合、有効

と判断することになっております。同様に２回目の分娩の評価もＶ３時点での抗体価によ

って層別し、評価してございます。この判定基準に従って判定した場合、本ワクチンは有

効と判断されてございます。こちらはパスツレラの成績ですが、同様にボルデテラと豚丹

毒についても抗体価で評価され、有効と判断されてございます。 

 続きまして、概要の 298ページをお願いいたします。 298ページの下の表、

14.1.9.3.5.2.1.1をお願いいたします。先ほど説明したのは母豚の抗体応答を評価したも

のでございましたが、こちらはその母豚から生まれてきた子豚の抗体価を評価したもので

ございます。判定基準は、分娩直後及び３～４週目の平均抗体価が２倍以上、かつ抗体陽

性率が80％以上の場合、有効と判断いたします。この基準に従って判断した場合、いずれ

も抗体価２倍以上、そして陽性率は100％となっておりましたので、有効と判断されてお

ります。同様に、ボルデテラでも子豚の抗体価は有効と判断されてございます。 

 続きまして、308ページをお願いいたします。308ページの下のほうに、14.1.10.2、安

全性という部分がございます。安全性の判断基準は、「有害事象の発現頻度及びその内容
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から、安全性を評価する。治験薬と有害事象との間の因果関係について、治験薬との因果

関係が否定できない反応を副反応として評価する」でございます。「Ａ施設及びＢ施設共

に、被験動物の一般状態及び臨床症状に治験薬投与によると考えられる異常は認められず、

注射局所の観察、分娩観察にも、治験薬投与によると考えられる異常は認められなかった

ことから、妊娠豚に対する安全性が確認された」とございます。 

 以上、臨床試験において本剤の有効性及び安全性が確認されてございます。 

 ここで最初のタグに戻っていただきまして、審議経過票を御覧ください。審議経過票の

７番、動物用生物学的製剤調査会審議結果でございます。平成26年10月23日に開催されま

して、「本申請については、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、新有効成分含有動物用医薬品とい

うことで６年とする」となってございます。 

 ここでさらに最初の表紙のページに戻っていただきまして、申請製剤の比較表というと

ころを御覧ください。今説明いたしましたのは、この表の左側のスイムジェンｒＡＲＴ２

／ＥＲでございます。そして、本日お配りしております資料番号No.２は、この右側のス

イムジェンｒＡＲＴ２でございます。この２つの違いは、主剤の２つは全く同一でござい

ますが、３つ目の豚丹毒菌が含まれていない２種混合ワクチンでございます。その他の添

加剤も同一でございます。また、効能・効果は、豚丹毒の予防が欠けている部分以外は同

一でございまして、用法及び用量は同一でございます。また、使用制限期間を設定しない

というところも同一でございまして、次のページ、安全性に関する資料及び臨床試験に関

する成績に関しても特段の問題はなく、先ほど説明しました３種混合ワクチンと同様の有

効性及び安全性が確認されております。このようなことから、本日はこのNo.１とNo.２の

３種と２種の混合ワクチンについて、同時に御審議をお願いしたいと考えてございます。 

 以上が申請資料の説明でございますが、続いて、事前に委員の先生からの御意見をいた

だいておりますので、そちらについても御紹介と御回答を申し上げたいと思います。本日

お配りしました黒のNo.１及び２－２という１枚紙をお手元に御用意をお願いいたします。

資料番号１及び２－２ですが、事前に提出いただいた御意見ということで、本日御欠席の

中込委員より事前に御意見をいただいてございます。意見について読み上げさせていただ

きます。 

 まず品目名No.１、スイムジェンｒＡＲＴ２／ＥＲですが、申請書の19ページ他にござ

いますが、リン酸塩緩衝液成分などに、「リン酸水素ナトリウム」、「リン酸水素ナトリウ
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ム水和物」と記載があります。「リン酸水素ナトリウム」は「リン酸水素二ナトリウム」

と思われますので、正確な表示のほうがよいかと思います。「リン酸カリウム」では正確

な表示になっています。さらに、水和物の場合、水の入っている数が異なる場合がありま

すので、一水和物、十二水和物等、数を入れたほうが正確な表示となります。後段には

「硫酸マグネシウム七水和物」や「塩化カルシウム二水和物」という記載があります。 

 こちらに関して、事務局より御回答申し上げます。恐れ入りますが、申請書（写）とい

うタグを開いていただきまして、19ページ目をお願いいたします。申請書の19ページの下

のほうに「別紙規格３ リン酸緩衝食塩液（ＰＢＳ）」という記載がございます。各成分

が書いてございますが、その一番上に「薬添規 リン酸二水素ナトリウム」という記載が

ございます。事前にいただいた御意見では「リン酸水素」と御指摘いただいておりますが、

申請書では「リン酸二水素」になってございまして、こちらは薬添規、すなわち医薬品添

加物規格に記載されている成分でございます。この薬添規では、二水和物が規定されては

ございますが、この規格では「リン酸二水素ナトリウム」という名称になってございます。

事務局としましては、この規格と成分名のセットでものが特定できるため、本記載で問題

ないと判断してございます。 

 また、２点目の「リン酸水素ナトリウム水和物」でございますが、申請書の19ページの

別紙規格３では２つ目に記載がございます。こちらは日本薬局方の規格のものを用いてご

ざいます。日本薬局方では、リン酸水素ナトリウム水和物は十二水和物と規定されてござ

います。そのため、規格が日本薬局方と規定されて、十二水和物と特定できるため、この

記載で問題ないと判断してございます。 

 ただし、23ページ目をお願いいたします。23ページの付記10、○○○というのがござい

ます。こちらの成分の上から３つ目に同様に「リン酸水素ナトリウム水和物」という記載

がございます。こちらに関しては、単に「リン酸水素ナトリウム水和物」と記載されてお

りまして、この場合、十二水和物かどうか特定できませんので、この記載については修正

することについて申請者の確認をとりました。その修正については、後日事務局で確認い

たします。また、この対応につきましては、中込委員の了解を事前に得ております。 

 以上で御意見について説明いたしました。以上、御審議のほど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ついて御質問・御意見をお願いいたします。 
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 豚丹毒と、それから萎縮性鼻炎の組換え抗原によるコンポーネントワクチンの申請です

が、いかがでしょうか。 

 特に御質問等はございませんでしょうか。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。 

 それでは、まずスイムジェンｒＡＲＴ２／ＥＲについて、承認ということでよろしいで

すか。 

 御承認いただきました。 

 それでは続きまして、スイムジェンｒＡＲＴ２について、同様に御承認ということでよ

ろしいですか。 

 では、両製剤とも御承認いただきました。 

○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

分を含有する動物用医薬品ということで、６年といたします。 

○明石部会長 ありがとうございました。 

 それでは続きまして、動物用一般医薬品調査会関係のエピレス錠10mg、20mg、40mg及び

80mgについて、動物用一般医薬品調査会の野上先生、御説明をよろしくお願いします。 

○野上委員 エピレス錠は、共立製薬株式会社から申請された、ゾニサミドを有効成分と

し、犬の特発性てんかんに伴う発作の低減を効能又は効果とする錠剤です。本申請製剤は、

平成26年８月６日及び同11月６日に開催された動物用一般医薬品調査会における事前の審

議を終了し、本部会に上程されるものです。 

 なお、調査会審議の結果、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、

ゾニサミド原体及び製剤は劇薬に指定することが妥当と判断されました。 

 詳細につきましては、事務局から説明があります。 

○事務局 それでは、審議資料赤のNo.３－１とNo.３－３をお手元に御用意ください。主

にこの２冊を用いまして御説明申し上げます。 

 まず、３－１をお開きください。表紙をめくっていただきまして、審議経過票を御覧く

ださい。本品目は、ただいま御説明がございましたが、共立製薬株式会社から申請されま

したエピレス錠でございます。用量によりまして４製剤が設定されておりまして、それぞ

れ10mg、20mg、40mg、80mgとなっております。説明の上では４製剤をまとめましてエピレ

ス錠とさせていただきます。 
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 成分及び分量でございますけれども、主剤といたしましては、御紹介いただきましたよ

うにゾニサミドでございます。 

 １枚ページをめくっていただきまして、次の３ページでございますけれども、効能・効

果は、犬の特発性てんかんに伴う発作の低減でございます。 

 用法及び用量は、この１ページ戻った２ページ目にございますが、本剤の投与は体重

2.0kg以上の犬を対象とし、体重１kgあたり、ゾニサミドとして2.5～15mgを１日２回、食

餌と共に投与、投与後直ちに給餌、食後直ちに投与、のいずれかで経口投与する。投薬中

は１～６週間毎を目安にモニタリングとして臨床症状（発作又は副作用）の問診、生理学

的検査、血液学的検査、血液生化学的検査、血清中ゾニサミド濃度測定（定常状態最低血

中濃度）を行い、これらを指標に適宜投与量を増減する。この投与量につきましては、以

下のような記載がなされておりまして、これを参考として適宜増減ということで投与する

製剤でございます。 

 それでは、こちらのほうは少し置きまして、資料No.３－３をお手元に御用意ください。

表紙からめくっていただきまして、２つ目の青いタグ、「概要」と書かれているタグをお

開きください。目次の裏に隠れておりますけれども、「起源又は開発の経緯」というタグ

をお開きいただきまして、25ページをお開きください。犬の特発性てんかんを対象とする

本剤でございますけれども、てんかんにつきましては、大脳神経細胞におきまして電気的

な興奮が過剰に起こることによって起こるとされております。ヒトにおきましても非常に

重篤な疾患でございまして、非常に問題となっている疾患でございます。犬に関しまして

も、それが今まであまり治療の対象となってこなかった部分もございますけれども、一部

臨床におきましては、やはりそれほど珍しくない症例として、治療の対象となっていると

聞いております。 

 その次のページ、26ページをめくっていただけますでしょうか。ここに特発性てんかん

の発生状況ということでございますけれども、平均しますと、全体で、ここにございます

ように、１～２％の犬はてんかんを有すると言われております。また、その好発犬種とい

うものがありまして、好発犬種になりますと８％を超えるという報告もあるようでござい

ます。 

 こういった犬の特発性てんかんに対しましてこれまでどういう臨床の対応があったかと

申しますと、次の27ページになりますけれども、主にヒト用の製剤等を用いまして臨床現

場では治療がなされてきております。先ほど申しましたように、てんかんは脳の神経細胞
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の電気的な興奮が過剰に起こることによって発現いたしますので、主に脳の神経の興奮を

抑えるといった薬がいろいろ使われております。中段にございますけれども、古くからあ

りますようなフェノバルビタールもしくはプリミドンのようなものが用いられてきており

ます。その他、現在でも用いられておりますけれども、臭化カリウムのようなものも一応

てんかんに有効であるということで、現在でも臨床現場で使われているようでございます。

その後、ここ十数年ぐらいの傾向ではございますけれども、本剤のようなゾニサミドもし

くは他の抗てんかん薬がヒトで次々と承認されてまいりまして、動物の臨床現場におきま

してもこれらを用いた治療が行われてきていると聞いております。 

 続きまして、30ページをお開きください。本剤の有効成分であるゾニサミドでございま

すけれども、その薬理作用は、一応形式的にはＮａチャネルとかＣａチャネルの阻害によ

りまして過剰な興奮を抑制するとされておりますけれども、現在のところ詳しい薬理作用

については正確に解明されていないということが現状でございます。しかしながら、ヒト

用での抗てんかん薬としての実績その他を踏まえまして、抗てんかん薬としての有用性に

つきましては、ヒトのほうでも一定の評価がなされているものでございます。 

 33ページをお開きください。人体用医薬品のゾニサミドの使用状況ということでござい

ますけれども、同じゾニサミドを有効成分とするヒト用の医薬品としてエクセグランとい

うものがございます。こちらが今まで犬の臨床現場でも多用されてきたと聞いております。 

 なお、動物薬といたしまして、このほどコンセーブ錠というものがＤＳファーマアニマ

ルヘルス株式会社から承認されましたが、こちらのほうが同じゾニサミドを有効成分とす

る抗てんかん薬でございます。本申請につきましては、その審査中に申請されたものでご

ざいますので、また内容、用法・用量等に若干の違いがありますことから、本品目につき

ましても新有効成分含有医薬品として審査されております。 

 続きまして、37ページをお開きください。このように、臨床現場ではてんかんという疾

患は実はそれほど珍しい疾患ではないわけでございますけれども、今まで動物用の医薬品

として承認されたものは、コンセーブ錠が承認されるまではなかったわけでございます。

そういったことから、この動物薬として抗てんかん薬が承認されますと、広く抗てんかん

の治療が行われてくるということは予想されるわけでございます。そういったこともござ

いまして、この承認審査に当たりまして、申請者から獣医師向けの抗てんかん薬もしくは

てんかんという疾患に対して、会社としては広く解説文書の作成を受けております。こち

らは東京大学の松木先生に御監修いただきまして作成されたものでございますけれども、
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次のページ、38ページからずっと続いております、これが解説文書そのものでございます。

このように、てんかんの疾患の診断もしくは抗てんかん薬の選択等、幅広い範囲にわたっ

て添付文書でカバーし切れない部分の情報提供をすることを企画しているものでございま

す。 

 以上のような特徴を持ちます本剤でございますけれども、本資料の最後、添付資料目次

というところをお開きください。最後の薄いところでございます添付資料の目次でござい

ますけれども、本申請は今申し上げましたように新有効成分含有動物用医薬品として申請

されております。そのため、この添付資料目次にございますような起源又は開発の経緯、

ずっと順番にめくっていただきまして、物理的化学的試験、製造方法、安定性に関する試

験、安全性に関する試験、薬理試験、吸収等試験、薬物動態に関する試験でございま

すが、その他臨床試験に関する資料がフルセット添付されて、事務局のほうで審査を行っ

てまいりました。 

 また、最後のページに「継続して実施する臨床試験」とございますけれども、てんかん

という疾患は、一度抗てんかん薬を投与し始めますと、その発作を抑えるために継続して

投与が必要になる製剤でございます。そのため、臨床試験を終了した時点で、薬をやめる、

または変えてしまいますと、そこでてんかんの発作が再発するといったリスクがございま

した。そのようなことから、この申請に係る臨床試験を終了した後、申請に係る臨床試験

に入った症例につきましては、長期的な安全性等を評価することを名目といたしまして、

継続して臨床試験を行いまして、試験薬の臨床現場への供給を継続して行っております。 

 それでは、この中で主要な試験となります臨床試験につきまして、簡単に御紹介申し上

げます。上のほうの８番の「臨床試験」と書かれているタグをお開きいただきまして、

382ページをお開きください。本申請に添付されております臨床試験でございますが、国

内で行われた臨床試験でございます。国内で基本解析対象といたしまして、68症例を対象

といたしまして行われております。治験のデザインは、多施設共同・非盲検単群前後比較

試験でございますけれども、疾患の重篤性等から対照群が置けないといった事情がござい

ました。また、この時点では動物薬で承認されているものはございませんでしたので、本

剤投与の単群のみでの試験を行っております。組み入れ基準といたしましては、特発性て

んかん、発作を引き起こす原因が他に認められないもの、単純にてんかんのみの症状にあ

るようなてんかんを起こしている犬ということで組み入れを行っております。 

 有効性評価といたしましては、その下にございますけれども、発作の頻度を集積するこ

 21 



とによりまして、その頻度が投与前の値と比べまして有意に下がることを一つの指標とい

たしまして臨床試験を行いました。 

 結果でございますけれども、その次のページ、383ページをお開きください。試験成績

のところにございますけれども、有効性といたしましては、総合有効率としては95.3％、

その中でも低頻度かつ単発の発作を呈する犬といたしましては100％、また比較的重篤な

ものでは94.7％の有効率が得られております。安全性につきましては、本剤と因果関係が

あるものにつきましては、嘔吐、流涎、軟便、食欲低下、興奮、震え、跛行、活力低下、

おのおの１症例が観察されております。しかしながら、いずれも本剤の有用性に比べまし

て、認容性は十分あると判断されております。 

 それでは、３－１の資料の審議経過票にお戻りください。めくっていただきまして審議

経過票の４ページをお開きください。以上の資料につきまして、事務局審査を経まして、

平成26年８月６日に開催されました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。その結果、本調査会におきましては、下にありますような３項目の件につきまし

て御指摘いただきまして、継続審議とされました。 

 継続審議の内容は、１つ目は、ゾニサミドの環境運命について説明することということ

でございます。その上で、排泄を介して主成分が環境中に放出された場合の対策を講じる

ことということでございます。この趣旨といたしましては、環境中に放出されたものが、

その排泄物を介して人に対する暴露についての懸念ということで承っております。 

 ２番目といたしましては、「使用上の注意」に本剤を割錠しない旨を記載するというこ

とでございます。こちらの趣旨といたしましては、割錠の際に出ます粉末を吸入したりす

ることによりまして使用者が暴露するということを懸念されてのことでございます。 

 ３番目、「使用上の注意」に「小児にはこの薬を取り扱わせないこと」等も、この薬の

安全性等を考慮してのことと存じております。 

 いずれも、本剤ゾニサミドにつきましては、催奇形性が認められている有効成分でござ

います。そういったことを考慮して御指摘いただいたものでございます。 

 これにつきまして、以下のように申請者からは対応がなされております。環境中運命等

につきまして御説明いただいたことに加えまして、排泄物については可能な限り回収する

ことといった措置をとるという案が示されております。また、仮に排泄されて回収されな

かったと想定されるものに関しましては、環境を介してヒトに対する暴露に対する影響と

いうのはそれほど大きなものではないとの趣旨の回答がなされております。 
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 なお、「使用上の注意」に対する記載につきましては、適切に整備することが提案され

ております。 

 以上のような回答をもちまして、平成26年11月６日の同調査会におきまして再度御審議

いただきました結果、本部会に上程して差し支えないとの結論をいただきました。指摘事

項につきましては、飼い主の方に対するお願い文書ということについて、記載につきまし

て再度整備する旨の御指摘をいただいております。 

 なお、本剤ゾニサミド原体及び製剤につきましては、劇薬に指定すること、再審査期間

は６年とする旨の審議結果をいただいております。 

 なお、本品目につきましても、本日御欠席の中込委員より事前に御質問をいただいてお

ります。当日配布資料でございますけれども、黒のNo.３－４の資料をお開きください。

大きく「指摘事項及び回答」と真ん中に書いておりますが、こちらのほうで記載整備、恐

らくは誤記と思われますけれども、こちらにつきまして御指摘いただいたものでございま

す。これにつきまして、申請者からは誤植であるということで訂正をする旨の回答がなさ

れておりまして、中込委員からも了承する旨の御回答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。犬の特発性の抗てんか

ん薬だそうですが、いかがでしょうか。 

 特に御発言等はございませんか。それでは、承認ということでよろしいでしょうか。 

 それでは、御承認いただきました。 

○事務局 ありがとうございました。 

 それでは、本剤につきましては、承認を可とし、薬事分科会に報告させていただきます。

なお、再審査期間は新有効成分を含有する動物用医薬品ということで６年、ゾニサミド原

体及び製剤は劇薬に指定することといたします。ありがとうございます。 

○明石部会長  

 それでは続きまして、動物用一般医薬品調査会関係の２番目、ペクシオン錠50mg、同

100mg及び同400mg、これについて、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 ペクシオン錠は、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、イメピトインを有効成分とし、犬の特発性てんかんにおける全般発作

の発作頻度の軽減（ただし、発作重積及び群発発作を除く）を効能又は効果とする錠剤で
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ございます。本申請製剤は、平成26年11月６日に開催された動物用一般医薬品調査会にお

ける事前の審議を終了し、本部会に上程されるものです。 

 なお、調査会の審議の結果、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、イメピトイン原体及び製剤は劇薬に指定することが妥当と判断されました。 

 詳細につきましては、事務局から説明があります。 

○事務局 それでは、赤のNo.４の資料をお手元にご用意ください。 

 表紙をおめくりいただきまして、審議経過票、最初のものを御覧ください。本品目は、

ベーリンガーインゲルハイムベトメディカルジャパン株式会社より承認申請されましたペ

クシオン錠でございます。用量違いによりまして、50mg、100mg、400mgがございます。以

下の説明につきましては、まとめましてペクシオン錠とさせていただきます。 

 本剤ペクシオン錠につきましては、主剤はイメピトインと称されるものでございます。 

 １ページめくっていただきまして、２ページ目の真ん中あたりでございますけれども、

効能又は効果は、犬の特発性てんかんにおける全般発作の発作頻度の軽減（ただし、発作

重積及び群発発作を除く）とされております。 

 用法及び用量につきましては、前ページからまたがっておりますけれども、初回推奨用

量は、体重１kg当たりイメピトインとして10mg/回の１日２回投与であり、およそ12時間

間隔で経口投与する。１週以上経過しても症状が改善されない場合は、獣医師による診察

を行う。十分な効果が得られていないと診断された場合は、現投与量の50％～100％ずつ

を目安として、体重１kg当たりイメピトインとして30mg/回の１日２回投与を限度に投与

量を増量する。体重に合わせて正確な用量を投与するため、錠剤は中央の割線で二分割す

ることができるとのことでございます。この投与につきまして、以下のような投与量の換

算表がついております。 

 それでは、後のほうでございますけれども、オレンジ色の「概要書」と書かれているタ

グをお開きください。概要をずっとめくっていただきまして、１－３ページをお開きくだ

さい。本剤ペクシオン錠は、さきに御審議いただきましたエピレス錠と同様に、犬の特発

性てんかんを効能又は効果とする製剤でございます。先ほどのエピレス錠につきましては

ゾニサミドを有効成分とするものでございましたけれども、本剤イメピトインにつきまし

てはこれとは若干異なった作用機序等を有するものでございます。 

 てんかんの詳細につきましては、先ほど御説明申し上げましたので、こちらのほうにつ

きましては割愛させていただきまして、本剤の作用機序等につきまして若干御説明申し上
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げます。 

 １－３ページに模式図がございますけれども、この模式図の中では、先ほどのゾニサミ

ドにつきましては、このカルシウムチャネルもしくはナトリウムチャネルのほうを阻害す

るといったものが考えられていたものでございますけれども、本剤イメピトインにつきま

しては、それとは違いまして、抑制系の神経のほうを賦活化させる目的でＧＡＢＡＡ受容

体を賦活化させる、いわゆるベンゾジアゼピン結合部位にこれが付きまして、それを賦活

化させる作用を持っております。端的に申し上げますと、抑制系の神経を賦活化させるこ

とによりまして過剰な神経の興奮を抑えるといった作用機序を持ったものでございます。 

 このベンゾジアゼピン受容体結合部位と申しますのは、この名のとおりベンゾジアゼピ

ンという一連の系統の薬がございます。てんかんで用いられておりますようなジアゼパム

もベンゾジアゼピン系でございます。ヒト用の医薬品といたしましては、抗うつ薬、睡眠

導入薬等として使われているものでございますけれども、これと全く同じ結合部位に結合

することよって神経の興奮を抑えます。ただ、違いますところは、本剤の有効成分イメピ

トインにつきましては、この受容体の部分的な作動薬、つまり完全作動薬ではなくて部分

的に抑制するというのが本剤の特徴でございます。それによりまして、過度の鎮静や睡眠

等を起こさずに、効果的に過剰な神経の興奮のみを抑えるということを意図して製剤が設

計されているものでございます。 

 こういった製剤設計によりまして、抗てんかん薬としての効力といたしましては比較的

穏やかな部類に属するものでございますけれども、それと引きかえに、他の抗てんかん薬

に比べますと、副作用等につきましても穏やかで、継続して投与ができるということを特

徴としているものでございます。 

 本剤につきましては、ヒト用として用いられた製剤はございませんで、本邦におきまし

ては動物用としてもヒト用としても初めての有効成分でございます。また、海外におきま

しては、これまでヨーロッパ等で承認されて使用された実績がございます。 

 以上のような本剤でございますけれども、最後に添付資料一覧表がございます。こちら

をざっと御覧いただければと思います。本剤は、新有効成分含有動物用医薬品でございま

すので、起源開発の経緯、今御紹介したものの他、物理的化学的試験、製造方法、安定性

試験、その他毒性に関する試験の一連のものが添付されております。また、安全性試験、

薬効薬理試験、吸収等試験、その他臨床試験に関する試験資料が添付されてきております。

この中で臨床試験に関しましては、海外における臨床試験と国内における臨床試験の２試
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験が添付されております。本御説明に関しましては、この臨床試験につきまして簡単に御

説明申し上げます。 

 概要のほうにお戻りいただきまして、今お開きいただいているところから若干戻ってい

ただく形でございまして、14－12ページをお開きください。こちらに海外で行われました

臨床試験の概要につきまして説明がございます。試験が行われた場所はドイツでございま

すけれども、陽性対照としてフェノバルビタールを設定いたしまして、並行群間無作為化

盲験試験としてデザインされております。症例数といたしましては29施設226頭を用いて

試験を行いまして、被験薬群には116頭が割り当てられてございます。投与期間は20週間

でございます。 

 ちょうど真ん中あたりでございますが、有効性評価は評価期間中の各個体の発作の頻度

を主要評価項目としております。評価期間は登録開始から８週間後からの12週間でござい

ます。この回数から１ヶ月当たりの平均発作頻度を算出しております。 

 その下の段落にございますけれども、結果につきましては、統計検査の結果、対照薬に

比べまして非劣性であるとの結果が得られております。また、ベースライン、つまり投薬

前、本剤による治療に入る前の発作頻度に比べまして50％以上発作が低下した症例の割合

を比較したものによりますと、本剤投与群では75％に対しましてフェノバルビタール投与

群では83％、ほぼ同等と考えてよいかといった数字が得られております。 

 有害事象といたしましては、下から５行目ほどにございますけれども、傾眠／鎮静、多

飲、多尿、食欲増進及び活動過剰ということが見られておりました。これらにつきまして

は、本剤の薬理作用によるものも多いのでございますけれども、おおむね本剤を投与する

に当たりまして問題となるような症例とは考えられず、認容性は良好と考えられました。 

 続きまして、14－44ページをお開きください。日本国内で行われた臨床試験でございま

す。治験の概要につきましては、（１）の治験概要のところから記載しておりますけれど

も、実施施設として73施設を登録したのでございますけれども、組み入れられた頭数とい

たしましては30頭にとどまっております。有効性の評価につきましては、このうち20頭が

有効性評価に用いられました。 

 有効性の評価項目につきましては、この章の真ん中あたりでございますけれども、全般

発作の回数が投与前値、ベースライン値の50％以下に減少し、かつ群発発作等が認められ

ないような場合に有効としております。 

 その結果は、そのすぐ下あたりでございますけれども、有効性評価が可能であった20症
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例のうち、有効症例は16症例、有効率は80％でございました。投与期間中に認められた有

害事象は、嘔吐が２症例、下痢、腰痛、死亡、掻痒及びふらつきなどの歩行異常がおのお

の１症例見られておりました。このうち被験薬の投与と因果関係があると認められたもの

は、歩行異常でございました。これにつきましては、本剤の薬理作用とも関係するもので

ございますけれども、特に本剤の投与に関しましては認容不可といった有害事象とは認め

られませんでした。その結果、本剤の有用性につきましては良好であると結論づけられて

おります。 

 それでは、最初の審議経過票のほうにお戻りください。２ページ目にございます７番目

の項目、動物用一般医薬品調査会審議結果でございますが、このような資料につきまして、

事務局審査を経まして、平成26年11月６日の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。その結果、本剤につきましては、以下の２つの指摘事項を条件といたしまし

て、当部会に上程して差し支えないとの御判断をいただいております。 

 いただきました御指摘の事項といたしましては、「使用上の注意」でございますけれど

も、定期的に眼科的検査を行うことが望ましいと修正するということでございます。また、

その次の指摘事項は、やはり眼科的なものでございますけれども、実験動物、サルでの結

果でございますけれども、高用量を投与した場合に網膜電図に異常が認められているとい

ったことを記載するということ。また、抗てんかん薬に多かれ少なかれあるものでござい

ますけれども、本剤有効成分に催奇形性等が認められていることから、指摘事項３として、

催奇形性に関する「使用上の注意」を追加するとの御指摘をいただきました。 

 以上につきまして、申請者からはその後にあります回答書にありますような対応がなさ

れておりまして、調査会委員の先生方の御了解もいただいたところでございます。 

 なお、原薬のイメピトイン及び製剤につきましては劇薬指定が相当であるということ、

また再審査期間は６年との御判断をいただいております。 

 なお、こちらの製剤につきましても、中込委員より事前に御質問をいただいております。

当日配布資料黒のNo.４－２の資料をお手元に御用意ください。 

 御指摘いただきましたところは、大きく分けまして２点でございます。高速液体クロマ

トグラムの保持時間等の規格及び検査方法の設定でございます。こちらのほうで適切では

ないところがあったので、訂正することが妥当ではないかとの御指摘がございます。 

 また、２番目といたしましては、②のところでございますが、酢酸アンモニウム等の試

薬の名称でございますが、こちらにつきまして適切に修正することが望ましいのではない

 27 



かとの御指摘でございます。 

 ２点につきまして、申請者からはそのように修正するとの申し出が得られておりまして、

中込委員よりもその対処案で了承するとの御回答をいただいております。 

 事務局から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 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。 

○越久田委員 先ほどのゾニサミドのいわゆる注意書きと、それともう一つは今回の注意

書きとの差というのはかなりあるような気がするのですが、特に臨床上では、飼い主の扱

い方あるいは糞尿の処理の問題というのはすごく大きな意味を持つと思うのですけれども、

今回こちらのほうに対して同じような注意書きがなされるものなのか、お願いできますで

しょうか。 

○明石部会長 事務局のほうから。どうしましょうか。事務局、野上先生に答えていただ

いていいですか。よろしいですか。 

 では、野上先生から、すみません、補足で追加をお願いします。 

○野上委員 環境中に対する排出と、それから動物病院におけるその割錠等についての配

慮について、先ほどのゾニサミドのほうは、尿中にかなりの部分が、高濃度というか、投

薬されたものの多くのものが尿で排泄されるということで、そうしますと、ドッグラン等

で犬が同じようなところで排泄をしたときに濃縮される可能性がある。または、動物病院

で割錠するときに、クリーンベンチとか、そういうダクトなどは動物病院では十分整備さ

れていないでしょうといったことで、催奇形性に対して、より慎重な対応を申請者にお願

いしたというところであります。 

 申請者はそれに対して、最初は、ではおしめが必要なレベルと理解するということで、

理想的には、これからそういう、糞ではなくて、尿などの場合は、できるだけ屋外で排尿

させない、または可能な限り回収ということが、これからの企業の姿勢としても、飼い主

様または動物病院に従事される方に対して、特に催奇形性、がんに関するようなものには

より慎重な対応が必要といったことを考えているというところで、もう一度、対応の違い

としては、尿の中にかなりの部分が排泄されて、それが一部の環境に高濃度に濃縮される

リスクがあるのではないかということで、それに対して慎重な対応をと。それから、実際

に何で妊婦が扱ってはいけないのかといったことが具体的にわかるように、催奇形性等あ

るものについては明記をしてくださいというお願いをしたところでございます。 
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○明石部会長 ありがとうございます。 

 すごく気になるのは、最近こういう薬剤が出てきて、それに対して、実際に例えばドッ

グランなどに行ったときに、この犬が使っているのか、使っていないのかというのは全く

わからないですよね、その場に行って。そういうケースがあるとすれば、特にこういう薬

を使う場合には必ず獣医師側の注意というのが必要だし、逆に言えば、添付文書にもしっ

かりと記載していただくということが必要なことだと思っていますので、ぜひその辺は進

めていただければと思います。 

○野上委員 恐らく今後の審査においては、そういうドッグラン等の環境汚染及び動物病

院の薬剤調合における部分などについても、新しい知識というか、判断をもとに対応が進

んでいくものと理解しております。 

○明石部会長 事務局、追加で何かありますか。 

○事務局 今、野上先生からおっしゃっていただきましたけれども、ますます獣医療は高

度化する中で、有効性等で優れる薬であっても、そういった薬はリスクもあわせ持ってい

るというものが常でございます。そういったところから、今、糞尿を介するヒトへの暴露、

環境中への暴露というのは、一つの事象ではございますけれども、そういった安全性に関

する対策につきましては、可能な限り、「使用上の注意」等でとれるような対策につきま

してはとる所存でございます。 

 また、本剤につきましては、ゾニサミドとは、催奇形性が一部見られるとは申しまして

も、その程度につきましてはやはり差がございます。そういったところから、ここでいい

ますと、資料の後ろのほうの「申請書」と書かれた黄色いタグを開いて２枚めくっていた

だきました５ページでございます。このあたりで、本剤につきましても、ゾニサミド製剤

ほどではございませんけれども、例えば５ページ、「取扱い上の注意」の（１）でござい

ますけれども、「１回に処方する量は１ヶ月分を目安とし、獣医師又は獣医師の指示を受

けたスタッフが院内において１回の投与量毎に分包して処方すること」とございます。要

は、割錠が可能になっておりますけれども、粉が飛び散るようなことを飼い主の方に行っ

ていただくのではなく、専門的知識を有しました獣医師の方やその指示を受けた者が適切

に取り扱って割錠するという対応がなされているわけでございます。 

 その他、催奇形性等につきましても、「その他の注意」のトップに、催奇形性について

得られている情報等を表示して、これによりまして注意を喚起している。これが本剤のリ

スクに応じた対応として適切であると判断した次第でございます。 
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○明石部会長 越久田委員、よろしいですか。 

 他にございますか。他に御質問等ございませんか。 

 それでは、承認ということでよろしいでしょうか。 

 では、承認をいただきました。 

○事務局 ありがとうございます。 

 本品目につきましては、承認を可とし、薬事分科会に報告させていただきます。なお、

再審査期間は新有効成分含有動物用医薬品ということで６年間とし、イメピトイン原体及

び製剤は劇薬に指定することといたします。ありがとうございます。 

○明石部会長 それでは、ここで休憩に入りたいと思いますが、10分間の休憩ということ

で、58分まで休憩ということにしたいと思います。 

（休  憩） 

○明石部会長 それでは、議事を再開したいと思います。 

 動物用一般医薬品調査会関係の３番目、ブラベクト錠112.5mg、同250mg、500mg、

1000mg及び1400mgについて、野上先生、御説明をお願いします。 

○野上委員 ブラベクト錠は、株式会社インターベットから申請された、フルララネルを

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又は効果とする錠剤でございま

す。本申請製剤は、平成26年８月６日及び同11月６日に開催された動物用一般医薬品調査

会における事前の審議を終了し、本部会に上程されるものです。 

 なお、調査会審議の結果、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、

フルララネル原体及び製剤は劇毒薬に指定しないことが妥当と判断されました。 

 詳細につきましては、事務局から説明があります。 

○事務局 それでは、事前にお送りしました赤のNo.５の資料をお手元に御用意下さい。 

 表紙をめくっていただきまして、最初に審議経過票を御覧ください。本品目は、株式会

社インターベットより申請されましたブラベクト錠でございます。用量違いによりまして

５品目が設定されておりますけれども、以下、まとめましてブラベクト錠とさせていただ

きます。 

 成分及び分量でございますが、主剤となりますのはフルララネルでございます。 

 効能又は効果は、下のほうにございますけれども、犬に寄生するノミ及びマダニの駆除

でございます。 

 また、用法及び用量でございますけれども、体重１kg当たりフルララネル25mgを基準量
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として、各体重に応じた製剤を選択して投与するような形をとっております。 

 それでは、少し後ろのほうでございますが、「概要」と書かれたタグをお開きください。

表紙からめくっていただきまして、概要の11ページをお開きください。本剤ブラベクト錠

の主剤でありますフルララネルでございますけれども、もとは日産化学工業株式会社にお

きまして合成された農薬を本来は指向して合成された殺虫剤でございます。系統といたし

ましてはイソキサゾリン系と分類される化合物でございます。 

 その下に作用機序とございますけれども、フルララネルを主といたしますようなイソキ

サゾリン系の化合物につきましては、ＧＡＢＡ作動性のクロライドチャネルをアンタゴニ

ストとして作用いたしまして、要は抑制系の神経を抑制してしまって神経の調節を麻痺さ

せて、それで殺虫効果を発揮するというのが本剤の作用機序でございます。 

 また、一番下の行にございますけれども、本剤はＳ体とＲ体がございます。フルララネ

ルの構造式を御覧いただければ、五角形のところのＣＦ３と書かれているところの真ん中

のところが中心になりますけれども、ラセミ体として合成されるものでございますけれど

も、そのうち、作用はＳ体が主たる活性成分とされております。 

 次のページをめくっていただきまして、12ページには作用機序別に殺虫剤の分類が記載

されております。フィプロニルとか、一番上のものが本剤に類するものでございますけれ

ども、その他殺虫剤の作用機序といたしましては種々のものが開発されているものでござ

います。また、本剤に類似するものとしてフィプロニルが挙げられているところでござい

ますけれども、本剤につきましては、フィプロニルの現在市販されている製剤と異なりま

して、経口製剤でございます。そういったところで毒性等が心配されるところでございま

すけれども、主剤の設定根拠の下半分のところにありますけれども、対象動物に投与した

安全性試験でも良好な認容性が得られておりまして、十分経口投与に耐えるようなプロフ

ァイルを持つような製剤になっております。 

 続きまして、16ページをお開きください。これまで承認されておりますノミ及びマダニ

の駆除を目的とした動物用医薬品でございますけれども、ここの表にございますように、

ほとんどの製剤は滴下製剤でございます。主立ったところでいうと、フロントラインとか

プラクティック等の製剤があります。これらの多くは滴下製剤でございますけれども、本

剤は経口製剤でございます。同じように経口製剤といたしましては、上から４段目にコン

フォティス錠というものがございます。こちらが本剤と同じ経口製剤でございます。少し

前までは滴下剤が非常に幅広く用いられてきたわけでございますけれども、コンフォティ
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ス錠が近年承認されてからは、経口製剤という選択肢も臨床現場では広く受け入れられて

いると聞いております。 

 そういったことから、右側の17ページに本剤の同種同効薬としてコンフォティス錠を挙

げております。これとの比較表がこちらに記載されているところでございます。 

 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、最後、「目次」と書かれた

タグを御覧ください。めくっていただきまして、本剤は新有効成分含有動物用医薬品でご

ざいますので、毒性試験を含めてフルセットのデータが添付されております。目次といた

しまして、起源又は開発の経緯、物理的・化学的試験に関する資料、順番にページをめく

っていただきまして、製造方法に関する資料、安定性に関する資料、急性毒性他毒性に関

する資料、効力を裏付ける薬理試験、一般薬理試験、吸収等試験、続きまして最後のペー

ジに臨床試験の資料が添付されております。また、追加の資料といたしまして、バリデー

ション等に関する資料もしくは環境毒性に関する資料が添付されております。 

 なお、本剤につきましては、主に物理的・化学的資料等につきましては、日産化学のド

ラッグマスターファイルによりまして申請されております。そのため、この資料等につき

ましては記載されていないものもございますけれども、こちらのほうは資料として登録さ

れているものでございます。 

 以上のような試験資料でございますけれども、代表的な試験として、臨床試験につきま

して御説明申し上げます。概要の後ろのほうでございますが、351ページをお開きくださ

い。本申請に係る臨床試験といたしましては、日本国内で行われました実薬対照の無作為

化試験、非盲検ではありますけれども、並行群間試験が行われまして、その試験資料が添

付されております。実施施設は国内25施設を用いまして、合計で本剤試験群が116症例、

対照群が45症例を用いております。対照製剤といたしましては、先ほども挙げました同じ

経口のノミ・ダニの駆除薬でありますコンフォティス錠を用いております。 

 次のページをめくっていただきまして、概要の352ページでございます。表の下から３

段目の有効性の評価方法でございますけれども、投与後28日目、56日目、84日目にポイン

トを置きまして、この時点におけるノミ及びマダニの駆除率を測定いたしまして、これが

いずれも対照群に対して非劣性であるということ、かつ駆除率が80％以上の場合、有効と

定義して試験を行いました。有効性の評価に用いました症例は、116症例中、本剤投与群

では97症例、対照群は35症例を有効性評価に組み入れております。 

 その結果、一番下の段でございますが、ノミ・マダニのいずれにつきましても、いずれ
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の測定点におきましても、被験薬は対照薬に比べて非劣性が検証されまして、試験群の駆

除率は80％を超えておりました。 

 以上のような資料につきまして、事務局審査を経まして、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。 

 最初のページ、審議経過票にお戻りください。ページをめくっていただきまして、２ペ

ージをお開きください。まず、平成26年８月６日に開催されました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。このときの審議におきましては、本剤につきまし

ては、以下の４つの御指摘をいただきまして、継続審議との結論をいただきました。 

 御指摘といたしましては、まず１つ目、水系動物等への毒性を含む環境毒性についてデ

ータを示すこととのことでございます。特定の水系動物につきまして強い毒性が疑われた

ということから、このような御指摘をいただいたものでございます。 

 また、次の３ページ目の（２）、フルララネルの環境運命について説明することという

ことも、同様の趣旨かと存じております。 

 これにつきまして、申請者からは、先ほど追加の資料でありましたように、環境毒性に

つきまして、環境毒性試験のデータ等が示されて、考察がされております。 

 次に、４ページを御覧ください。指摘事項の３番目といたしまして、繁殖安全性試験で

異常が認められていないにもかかわらず、繁殖に用いる犬、妊娠中あるいは授乳中の犬へ

の使用を避けることとしたことについて、再度考察することとの御指摘をいただきました。 

 これにつきましては、繁殖安全性試験におきまして、若干ではございますけれども、繁

殖等に対する影響が示唆されていることから、事務局の審査の中で禁忌とすることを求め

たものでございますけれども、調査会の御審議の場では、禁忌とするほどの毒性ではない

にもかかわらず禁忌とするということは、本剤を使う有用性の恩恵を受ける範囲を狭める

ことになるといった御趣旨から、再度考察を求められたものでございます。 

 なお、臨床試験におきましても、妊娠中の動物に対する投与の実績はございませんでし

た。 

 これにつきまして、事務局も交えまして、申請者から検討して回答された結果でござい

ますけれども、毒性等の成績につきましていろいろと考察を求めまして、それにつきまし

て、最終的に６ページの一番下でございますけれども、変更前は「使用を避けること」と

いう文言であったものが、「臨床試験の症例に含まれていなかったため慎重に投与するこ

と」との記載に改めるとの回答がなされております。 

 33 



 最後、７ページでございますが、毒性試験、安全性試験等において、血液検査等で群間

で有意差が認められている項目あるいは個体において異常な値を示した項目については、

改めて有害事象であるかどうかを考察すること、なお、臨床試験及び毒性試験で認められ

ているＡＳＴとＡＬＴの上昇については、嘔吐との関連についても考察することとのこと

でございました。これにつきましては、安全性試験もしくは臨床試験で認められている有

意差とか、そういったものについての考察が不十分であるといった御趣旨でこのような御

指摘をいただいたものでございます。 

 申請者からは、再度得られておりますデータを精査いたしまして、以下にありますよう

な考察を得ております。しかしながら、今あるデータからは、特に嘔吐とＡＳＴ、ＡＬＴ

との関係でございますけれども、そういったところについて明確な因果関係ということで

は導き出すことはできなかったというのが、最終的な結論ではございます。 

 続きまして、15ページをお開きください。以上のような指摘、回答をもちまして、平成

26年11月６日の同調査会におきまして再度御審議いただきました。その結果、以下にあり

ますような指摘事項をいただきましたが、これを条件といたしまして、本部会に上程して

差し支えないとの御判断をいただきました。 

 なお、原薬及び製剤は毒劇薬にしないこと、再審査期間は６年とする旨の結論をいただ

いております。 

 いただきました御指摘といたしましては、さきの御指摘にもありました、繁殖に用いる

犬、妊娠中の犬に対する「使用上の注意」の記載の整備、もしくは、もう一つが、指摘回

答の中でラットの試験成績を用いて説明していますけれども、そもそもラットは嘔吐を起

こしにくい動物であるということで、その理由につきましては修正するといった旨の御指

摘をいただきまして、申請者からは、御指摘のとおり対応するとの回答が得られておりま

す。 

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

料No.５－２の資料をお手元に御用意ください。いただきました御指摘でございますけれ

ども、物理的・化学的試験の鏡像体過剰率というところでございます。光学分割のｅｅ

（注：enantiomeric excess）でございますけれども、こちらにつきまして、液体クロマ

トグラフィーで分離しているところはどちらに該当するのかを記載する旨の御指摘でござ

います。申請者からは、修正後にありますように、Ｓ体、Ｒ体をそれぞれ特定できており

ますので、その旨を記載するとの回答が得られております。こちらにつきまして、中込委
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員にも事前に御確認いただきまして、御了承をいただいております。 

 事務局から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 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。経口の抗ダニ・ノミ剤

の２つ目だそうですが、いかがでしょうか。特に御発言はございませんか。 

 今まで試験データのないものについては、例えば議論しないといった格好でこの部会は

やって来たような気がするのです。先ほどの話ですと、妊娠動物に対しては試験データが

ないということで、妊娠動物に使わない。調査会のほうで一旦出てきたものについて、そ

れについてデータが不確かなので、「使用しないようにする」でしたか、表現を緩めてい

るという御説明でしたが、それについてはどうなのですかね。 

○事務局 今までも、特にこのような妊娠動物に対するような症例というのは、なかなか

臨床試験では集まりにくいというのが現状でございます。そういったところから、妊娠動

物に対して、可能であれば、やはり妊娠動物であっても投与したいというケースはあるか

と思いますので、実際のところ、可能な限り適応外とするようなことは避けたいというの

が実はあります。しかしながら、有効性と安全性は臨床試験をもって証明しなければいけ

ないというのが原則でございますので、そこは非常に悩ましいところでございます。そう

いったところから、これまでも「使用上の注意」で「有効性と安全性の確立されていな

い」といった表現につきまして、非臨床試験とか、海外の使用成績、その他の成績をすべ

て勘案いたしまして、どの程度の文言とするかということを個別に考えてまいりました。 

 今回につきましては、事務局審査の段階では、これはやはり使っていただきたくないと

いった結論を出したわけでございますけれども、調査会の審議の段階では、この程度と申

しますか、こういった成績であれば、使用は差し支えないのではないか、慎重に、その旨

をわかって使うことに関しては大丈夫ではないかといった御指摘をいただきまして、この

ような記載に改めたわけでございます。 

 ですので、こういったレアケースの症例につきましては、どうしても臨床試験では症例

が不足する。そこをどのように禁忌とするのか、「使用上の注意」でどの程度の記載をす

るのかというのは、個々にその他得られているデータに基づいて、ケース・バイ・ケース

でその重さを考えているというのが現状でございます。 

○明石部会長 わかりました。ただ、今の考え方をずっと推し進めれば、大丈夫だと考え

れば大丈夫なのだという結論に行き着きそうな気がするのです。今までは、データとして

 35 



ないものに対しては、それは使わなかったり、慎重にしなさいというのをやったりしてき

たと思うので、どこまでそれを許すのかというのはやはり事務局のほうで考えていただき

たいなという気がいたします。 

○事務局 ありがとうございます。今後、事務局審査を行う中でも、そのあたりを取りま

とめていきたいと考えております。今回につきましても、臨床試験の成績がないというこ

とで、慎重投与という形で残したといったことが結論でございます。今後審査されるもの

につきましては、可能な限り治験をまとめまして、事務局のほうでまとめる方向で今後検

討してまいりたいと思います。 

○明石部会長 ありがとうございます。 

 他にはございませんでしょうか。特に御意見がないようですと、承認ということでよろ

しいでしょうか。どうぞ。 

○岩田委員 今の妊娠動物の件ですけれども、添付文書には、実際に投与して、子犬がみ

んな途中で亡くなったとか、そういう例があったということは書かれるのですね。 

○事務局 先ほどの最初の審議経過票の６ページの一番下に、先ほど御紹介したところで

ございますけれども、繁殖動物、妊娠中・授乳中の犬に対する記載としては、「国内で実

施した臨床試験の症例には含まれていなかったため」という記載で考えております。とい

いますのは、問題となりました繁殖安全性試験の結論でございますけれども、確かに投与

動物のほうはいろいろと事故のほうが数的には目立っているところではございますけれど

も、これを科学的にその御専門であります委員の先生から御指摘をいただいた結果として、

特に問題がないといった結論かと思いますので、これについては、繁殖安全性試験の結論

については、調査会の議論の中では特に問題ない成績と解されたと考えております。その

ことから、制限する根拠といたしましては、主立ったものは臨床試験で投与症例がないと

いうことになりますので、こういった記載になったかと考えております。 

○明石部会長 よろしいですか。どうぞ。 

○越久田委員 すみません。今の話ですけれども、部会長のおっしゃるとおり、これは絶

対やっていいのかどうかという判断は難しいと思います。ここから判断すると、やっても

いいのだという言葉にとられないとも限らない。その場合に、例えばそれを獣医師が処方

した場合に、その責任は獣医師にあるのか、これに書いてあるからあるのかというところ

までいってしまう可能性は十分あると思います。ただ、臨床の立場で話をすると、これが

書かれていると、まず使いません。正直なところ、使えないです、怖いですから。という
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意味で我々は理解して、こういう表現のときは使ってはいけないのだなという判断をする

と僕は思っていますけれども、大体みんなそうだと思います。 

○明石部会長 ありがとうございました。 

 その他、ございますか。よろしいですか。 

○越久田委員 先ほどおっしゃったように、この文言については、やはり事務局で本当に

どういう形が正しいのかというのは考えていただかなければいけないのではないかと思い

ますが、いかがでしょうか。 

○明石部会長 「慎重に使用する」というのをもう一度考え直したほうがいいという御意

見ですか。それについては、事務局、いかがですか。 

○越久田委員 ごめんなさい、この時点の話ではなくて、今後こういう経過が出てきたと

きに、「慎重にする」という言葉は、慎重に使えば使っていいのですよということなのか、

それとも慎重に、使わないほうがいいということなのかというのは、はっきりさせておく

べきだと思います。 

○明石部会長 私自身も、「慎重に使用する」といった場合、「使用」のほうに中心がある

ような気がしたものですから、「使用をなるべく避ける」という表現であれば避けると思

うのですが、「慎重に使用する」となると、使いなさいよ、でも使うときには一生懸命テ

イクケアしなさいよといった意味合いなのかなという気がしたもので。 

○事務局 結論といいますか、越久田委員御指摘のそういった表現のことにつきましては、

先ほど申し上げましたけれども、事務局のほうで今後前向きに取り組んで、まとめていき

たいと考えております。 

 実際のところ、臨床の先生方からそういったお話を伺うということは、実は私も聞いた

ことがございました。恐らくは、添付文書の記載事項のこういった表現がどういうことを

意味するのかということは、こちらでそれなりの意図があって書いているものであっても、

なかなかその意図が、読まれる先生方にとってみれば、解釈がなかなか難しい部分がある

のかなと最近感じているところでございます。そういったところにつきましては、今後臨

床の先生方とのいろいろなコミュニケーションとか、そういった機会がありましたら、そ

ういった記載をどう読めばいいのかといった臨床の先生方とのコミュニケーションも含め

て、今後考えて取り組んでいきたいと考えております。 

 実は、端的には、先日ありました動物臨床医学会等にも私はちょっと行ってまいりまし

たけれども、そういったところでも実はそういう議論が出ておりました。そういったこと
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も事務局のほうも受けとめまして、今後何かできることがありましたら、検討していきた

いと考えております。 

○明石部会長 ありがとうございました。 

 今の御説明でよろしいですか。この製剤についてはここにある「慎重に投与すること」

という表現でいくけれども、それについて事務局のほうで、周知徹底といいますか、啓蒙

を含めて、今後対応していただくということでよろしいでしょうか。 

○越久田委員 はい。 

○明石部会長 それでは、他に御意見がなければ、本製剤については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、本品目につきましては、承認を可とし、薬事分科会に報告させていただきま

す。なお、再審査期間は新有効成分含有動物用医薬品ということで６年間とし、フルララ

ネル原体及び製剤は毒劇薬には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最後、４番目のボプリバについて、野

上先生、御説明をお願いします。 

○野上委員 ボプリバは、ファイザー株式会社から申請された、2-10-性腺刺激ホルモン

放出ホルモン類縁体・ジフテリアトキソイド結合物溶液を有効成分とし、牛の発情行動の

抑制を効能又は効果とする注射剤でございます。本申請製剤は、平成26年８月６日及び平

成26年11月６日に開催された動物用一般医薬品調査会における事前の審議を終了し、本部

会に上程されるものです。 

 なお、調査会の審議の結果、再審査期間は新用法及び新効能動物用医薬品ということで

６年、2-10-性腺刺激ホルモン放出ホルモン類縁体とジフテリアトキソイド結合物原体及

び製剤は劇薬に指定することが妥当と判断されました。 

 詳細については、事務局から説明があります。 

○事務局 それでは、事前にお送りしております資料、赤のNo.６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、審議経過票を御覧ください。本剤は、ファイザー株式

会社、現ゾエティス・ジャパン株式会社から申請されましたボプリバでございます。 

 有効成分は、2-10-性腺刺激ホルモン放出ホルモン類縁体・ジフテリアトキソイド結合
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物溶液でございます。 

 効能又は効果は、６番にありますが、牛の発情行動の抑制でございます。 

 用法及び用量は、「性成熟前あるいは性成熟後の雌牛に、少なくとも３週間隔で２回、

頸部皮下に１回１mLを投与する。２回目の投与は、発情行動の抑制を予定する２週間前に

行うこと。ただし、初発情を抑制する場合には、１、２回目の投与を各々４～13、５～14

ヶ月齢を目処に行う必要がある」と設定されております。 

 それでは、「概要」と書かれた緑色のタグをめくっていただけますでしょうか。目次に

続きまして、１－１ページ、起源または開発の経緯に関する資料のところをお開きくださ

い。本剤の主剤であります2-10-性腺刺激ホルモン放出ホルモン類縁体・ジフテリアトキ

ソイド結合物溶液でございますが、いわゆるＧｎＲＨと言われるものをジフテリアトキソ

イドに結合させたものでございます。効能、目的としておりますのは発情行動の抑制でご

ざいますけれども、これを達成するためにＧｎＲＨを抑えるということを目的としている

ものでございますが、その作用機序といたしまして、そのままでは個体内部の免疫系に対

する影響というのはないのですけれども、ジフテリアトキソイドを結合させまして、これ

を抗原として認識させまして、ＧｎＲＨに対する自己抗体を産生させて、それによりまし

てＧｎＲＨを抑えるという作用機序をもって発情行動を抑制するといった製剤でございま

す。 

 これにつきましては、実は数年前でございますけれども、豚に対する製剤といたしまし

て、全く同じ有効成分を含有する製剤が承認されております。インプロバックという製剤

でございますけれども、こちらのほうは雄の豚に投与することによって免疫学的に去勢効

果を生むということを目的とした製剤でございます。こちらはもう既に上市されて使用さ

れているところでございます。本剤につきましては、同じ有効成分を用いて、雌牛のほう

で発情行動を抑制するという目的で製剤が開発されたものでございます。 

 次のページ、１－２ページに開発の意義等につきましてございますけれども、臨床の先

生は御承知のとおり、雌牛が性成熟してまいりますと発情行動等が起きてまいりまして、

それで非常に暴れたりとか、いろいろな発情行動を起こすわけでございます。これにより

まして、端的に申し上げますと、暴れることによって牛の皮とか肉が傷ついて商品価値を

損なうといったことがあるもので、それを抑制するという目的で本剤を使うということが

想定されております。 

 項目、箇条書きになっている下でございますけれども、発情行動というのは、発情周期
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の21日間のうちの特定の時間に発現するわけでございますけれども、その危険性がちょっ

と問題になっているというところがございます。そのある一定時間より前に本剤を投与し

て抗体を産生させることによってこれを抑えるというものでございます。 

 本申請につきましては、有効成分を含めまして、ほとんどの資料をさきに承認されまし

たインプロバックと共通の資料を用いて論理構成がされております。そのため、多くの資

料はインプロバックのものを用いておりますけれども、そのものとしまして、後ろのほう

に「別添」と書かれているタグがございますけれども、こちらのほうにインプロバックの

承認申請時の概要書が添付されております。牛に適用する際の審査につきましても、こち

らのほうで対応して審査を行ってまいりました。そういった資料構成の関係から、一番後

ろのほうに「添付資料目次」というところがございますけれども、本申請におきまして添

付されている資料は、物理的・化学的試験に関する資料、製造方法、安定性、毒性に関す

る資料、その他は吸収・分布・代謝・排泄に関する資料は省略され、臨床試験に関する資

料が添付されております。また、残留性に関する資料につきましても、本剤は休薬期間を

設定しないこととして申請されておりますけれども、残留性に関する資料につきましても

インプロバックのものを使いまして論理構成がされております。 

 以上の申請資料のうち、臨床試験に関する資料につきまして御説明申し上げます。その

前の概要14－1ページをお開きください。本申請に係る臨床試験の資料といたしましては、

国内で行われました臨床試験が１試験、添付されております。群馬県下の２農場で180頭

を供試いたしまして臨床試験が行われました。対照薬といたしましては生理食塩水、プラ

セボとお考えいただいて差し支えないかと思いますけれども、これを対照といたしました

試験を行っております。 

 14－２ページをお開きください。表14－３に試験日程について表が作成されております

けれども、本剤につきましては、先ほど申し上げましたように、性周期に従いまして、発

情の前、ある一定の期間に投与する必要がございます。そういったことから、治験薬の投

与は、０日目を基準といたしまして、０日目と４週後の28日目、それと36週後の252日目

に投与するといった投与スケジュールに従いまして治験が行われております。 

 発情行動等に関する評価に関しましては、次の14－３ページの一番上、表14－４にござ

いますが、発情行動に関するものを観察いたしまして、これをスコア化いたしまして数値

化することによって評価しております。 

 続きまして、次の14－４ページでございますけれども、下のほうにａ）主要評価項目と
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ございます。本剤の有効性評価につきましては、－21日から272日目までを21日ごと、お

よそ３週間ごとにスコアを観察いたしまして、これを統計処理いたしまして、対照としま

すプラセボに対しまして優越性を検証しているものでございます。 

 試験の結果でございますけれども、主立った試験の結果といたしましては、14－７ペー

ジをお開きください。こちらが、主要評価項目であります21日ごとのスコアの推移を被験

薬・対照薬で比較した結果でございます。その結果、表14－８でございますけれども、評

価となります21～41の３行目でございます。こちらからずっとありますけれども、統計学

的に有意に対照群に対して被験薬群のほうは低いスコアとなっておりまして、発情行動が

抑制されていることが立証されております。その後３週ごとに評価をしていますけれども、

いずれの時点におきましても対照群に比べまして有意にスコアは低いものとなっておりま

す。その推移につきまして、下の図14－１にグラフとして記載されているものでございま

す。 

 次に、本剤投与に関します安全性でございますけれども、14－17ページ及び18ページを

お開きください。被験薬群、対照薬群ともに一定の数の有害事象が観察されておりますけ

れども、被験薬群に関するものにつきまして、14－18ページの上のところを御覧ください。

被験薬群で見られました有害事象といたしましては、１頭に腫脹が認められている。それ

によります運動障害、食欲低下から削痩となって、最終的には試験から脱落しております。

しかしながら、この原因につきましては、保定場所へ誘導する際に転倒したことによる外

傷によるものが原因とされておりまして、本薬投与との因果関係はないものという評価が

なされております。従いまして、本薬と因果関係がある有害事象につきましては特に認め

られていないというのが、安全性評価の結論でございます。 

 以上のような試験資料につきましては、事務局審査を経まして、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。最初の審議経過票にお戻りください。平成26年８

月６日に開催されました同調査会におきまして御審議いただきました。この時点の審議の

結果でございますが、以下の４点に関する指摘事項をいただきまして、継続審議とされま

した。 

 御指摘の内容でございますけれども、まず１つ目は、主成分の名称の記載の統一に関す

るもので、記載整備に関するものでございます。 

 ２点目でございますけれども、資料の中で、本剤を使用することによりまして経済的な

リスク・ベネフィットの評価がされているところでございますけれども、この算定等につ
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きまして、少し適切ではない部分があるということで、費用の計算等につきましては、実

態に即して再計算を行いまして、改めてリスク・ベネフィットを検討することとされまし

た。 

 ３点目といたしましては、用法及び用量が、申請当時は「３ヶ月齢以上の雌牛」と記載

されていたものでございますけれども、これにつきまして、年齢等を考慮して、具体的な

用法・用量の記載を検討するといった御指摘をいただきました。これにつきましては、上

にあります用法及び用量はそこから修正されたものでございますけれども、当初この製剤

につきましては、先ほども申し上げましたように、発情のある一定の期間より前に投与す

るという必要がございます。そのことから、当初申請の時点では、発情を起点といたしま

して、それより前という形の考えをとっていたわけです。しかしながら、発情、特に初発

情等になりますと、かなり誤差も大きく、いつの段階でそれを投与するのかというのは具

体的ではないといったことから、具体的に月齢を定めまして、確実に初発情が抑制できる

ような月齢として定めるような意図として御指摘をいただいたものでございます。 

 ４つ目といたしましては、専用の投薬器を用いるということがございますが、本申請は、

当初専用のピストル型の連続注射器を用いて投薬することが設定されておりました。しか

しながら、昨今ありますような牛白血病の蔓延等にも関係いたしますけれども、確実に１

頭ごとに針をかえるということが求められるわけでございますけれども、それがこの連続

注射器で可能かどうかということが議論となりまして、確実に１頭ごとに針をかえるよう

な方法について再検討するという御指摘をいただきました。 

 まず、対応といたしまして、１つ目の記載整備につきましては、申請者より記載を改め

るとの申し出がなされております。 

 続きまして２点目のコストの計算でございますけれども、こちらにつきまして、具体的

には、農家の方が実際に自ら打つといった計算もありまして、そういったものの費用の積

算が適切ではないというのがその内容でございましたけれども、これにつきまして、実態

に即した計算といたしまして、共済とか、そういったものの価格を反映させまして、再度

計算して提示されております。 

 ３点目の投与時期につきましては、先ほど御説明したとおり、実際の生後何ヶ月齢とい

うことを起点とした記載に改める旨の提案がなされております。 

 最後の専用の注射器、投与器に関する問題でございますけれども、この件につきまして

は、申請者から、専用の投与器を使うということは申請内容から削除いたしまして、通常
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のシリンジを用いて投与する旨に申請内容を改めるということが提案されました。それに

伴いまして、「使用上の注意」におきましても、１頭ごとに取りかえるということは明記

いたしまして、１頭１針を徹底する旨の記載がなされております。 

 以上のような回答をもちまして、平成26年11月６日の同調査会におきまして再度御審議

をいただきました。その結果、指摘事項として２点をいただきまして、それを条件といた

しまして、本部会に上程して差し支えないとの御判断をいただきました。 

 なお、再審査期間は６年、原薬及び製剤は劇薬に指定することが相当との御判断をいた

だきました。 

 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、ただいまの説明について御意見・御質問を受けるのですが、その前に、最初

の利益相反のところにありましたように、岩田先生は、審議にはお加わりいただけるので

すが、議決にはお加わりいただけないということで、よろしくお願いします。 

 それでは、御質問・御意見はございますか。特にございませんか。 

○津田委員 ちょっと１つ質問なのですけれども、この製剤の場合、ワクチンと同じよう

な作用のような気がするのですが、その場合に、生物学的製剤にありますような局所部位

での残留とか、そういったことはしなくていいのか。それとも、休薬期間というのか、出

荷までの期間とかという設定はないのでしょうか。 

○事務局 これにつきましては、インプロバックの際にも同じような議論がなされており

ます。「別添」と書かれましたインプロバックの概要書をお開きいただきまして、この135

ページでございます。ここに、本剤の主剤を経口的にヒトが接種した場合のリスク等につ

きまして考察がなされております。これをもちまして、最終的には、反復経口摂取しても

活性・毒性等が全く認められず、残留試験は不要として申請がされております。 

 これにつきまして、インプロバックの審議の際にも残留問題調査会等で御審議をいただ

きました。御紹介申し上げるのを失念して、まことに申しわけございませんが、本品目に

つきましては、残留問題調査会におきましても御審議をいただいております。審議経過票

３ページの一番下でございますけれども、残留問題調査会におきましても御審議をいただ

きまして、当部会に上程して差し支えないとの御判断をいただいております。その論拠に

なりましたのがここにあります記載でございまして、このことから、残留試験は不要とし
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て、休薬期間、使用禁止期間等につきましても設定する必要はないとの御判断をいただい

ております。 

 なお、この評価につきましては、食品安全委員会にも諮られまして、同じ結果で差し支

えないとの御判断をいただいているものでございます。 

 以上のことから、本剤につきましては、そういった特段の使用の制限に関する設定とい

うのはせずに、今回、審査されているものでございます。 

 以上でございます。 

○明石部会長 いかがでしょうか、津田委員。よろしいですか。 

 どうぞ。 

○岩田委員 今の件ですけれども、この残留試験に関する資料のところは、要するに血中

に検出されないから大丈夫と書いてあって、一方、その次の段落では、肉にあって食べて

も大丈夫と書いてあって、実際、豚肉を食する場所にこういう注射をしたものが検出され

たとか、されないとか、あるいは検査をしていないとか、そういうことはわかっているの

ですか。つまり、このホルモンを注射しても、豚の血中にはないから大丈夫といった論調

なのですけれども、筋肉の中は測っているのですか。 

○明石部会長 今の御質問はきっと、可食部位に接種した場合、その可食部位をそのまま

直接食べたときにどうなるのか、それも安全なのかといった御質問だと思うのですが、事

務局、いかがですか。 

○岩田委員 つまり、血中に出ないから大丈夫だとは書いてあるのですけれども、その一

方、その後には食べても大丈夫と書いてあって、その辺が何かちょっと。 

○事務局 単に血中に出ないから大丈夫というだけではなくて、先ほど申し上げましたイ

ンプロバックの135ページのほうにもありますけれども、仮にそれを反復で経口摂取して

も全く活性は認められないということから、残留試験は不要という結論に至っております。 

○事務局 それと、この製剤の場合は非可食部位の頸部皮下に打つことになっております

ので、この製剤の場合は大丈夫だと思います。 

○岩田委員 わかりました。 

○明石部会長 それは、牛の場合も同じなのですね。用量も豚の場合と同じで、接種部位

も豚と同様、非可食部位に接種ということでよろしいのですね。 

○事務局 インプロバックの場合は、４週間隔で２回、頸部皮下に２mLを投与するという

ことになっております。それに対しまして、これにつきましては１mLを投与するというこ

 44 



とで、たしかチメロサールの濃度は同じだったと思います。むしろ主剤の通算投与量とし

ては本剤のほうが低くなっていると考えていただいて構わないかと思います。また、投与

部位も頸部皮下でございますので、同じでございます。 

○明石部会長 よろしいですか。 

 他、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すか。 

 それでは、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、本申請につきましては、承認を可とし、薬事分科会に報告させていただきま

す。なお、再審査期間は新用法及び新効能を有する動物用医薬品ということで６年間、2-

10-性腺刺激ホルモン放出ホルモン類縁体・ジフテリアトキソイド結合物原体及び製剤は

劇薬に指定することといたします。ありがとうございます。 

○明石部会長 それでは、審議事項のうち、製剤の審議はこれでおしまいです。 

 次に、動物用生物学的製剤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 末谷と申します。よろしくお願いします。 

 それでは、動物用生物学的製剤基準の一部改正について御説明させていただきます。資

料番号７とつきました紙をお手元に御準備ください。 

 今回の生物学的製剤基準の改正につきましては、水産用ワクチンの再審査終了に伴いま

す製剤基準への追加によるものでございます。本製剤は、ぶり及びかんぱちといったぶり

属魚類を対象としたワクチン、イリドウイルス病・ぶりビブリオ病・α溶血性レンサ球菌

症、この３種の疾病に対する混合不活化ワクチンになります。 

 本不活化ワクチンにつきましては、先発品として２製剤、再審査の審査中に後発品１製

剤が承認されまして、今、計３製剤が本製剤基準の対象となります。アジュバントは入っ

ておりません。 

 本製剤基準につきましては、従来の製剤基準と同様、製造に関する規定、製造過程にお

いて実施すべき各種試験法といったことについて規定させていただいております。また、

製剤基準で定めます貯蔵方法、有効期間につきましては、有効期間は２年または農林水産

大臣が特に定めた期間とさせていただいております。 

 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、ただいまの御説明に御質問・御意見等ございますか。 
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 特にございませんか。ないようですと、御承認ということでよろしいですか。 

 では、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、原案どおり薬事分科会に報告させていただきます。 

○明石部会長 それでは、（３）は既に最初に終わっておりますので、報告事項に移りた

いと思います。 

 報告事項の（１）動物用体外診断用医薬品の製造販売承認の可否について、ゼノシーク

ＨＤＭ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、赤の資料番号No.９をお手元に御用意ください。 

 本品目の販売名ですが、ゼノシークＨＤＭ。申請者は日本全薬工業株式会社です。 

 使用目的は、No.９資料の６番目に書いておりますが、犬の血清または血漿中の抗コナ

ヒョウヒダニアレルゲン（Ｄｅｒ ｆ２）ＩｇＥ抗体の検出（Ｄｅｒ ｆ２を抗原とする減

感作療法薬の投与対象犬を選定するための補助に用いる。）とする動物用体外診断用医薬

品でございます。これについて補足で説明させていただきます。 

 犬アトピー性皮膚炎の原因としては、さまざまなものが考えられますが、コナヒョウヒ

ダニアレルゲンであるＤｅｒ ｆ２に起因する犬アトピー性皮膚炎の減感作療法薬として、

アレルミューンという動物用医薬品が平成26年４月７日に既に承認されております。この

診断薬は、この既承認薬のアレルミューンを適用するべきか否かを判断する目的のために

開発されたものです。従いまして、アレルミューンの使用に際して必要となるものです。 

 本製剤は、測定項目が新しいものであることから、平成26年11月６日に開催されました

動物用一般医薬品調査会で御審議いただき、その結果、特に条件等はなく、承認を可とす

る御判断をいただいたものです。 

 説明は以上になります。 

○明石部会長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御説明に御質問・御意見等ございますか。 

 特にございませんか。 

 それでは、御了承いただいたということにしたいと思います。 

 次に、報告事項の（２）動物用医薬品の諮問、承認状況について、事務局のほうから御

説明をお願いします。 

○事務局 それでは、当日配布資料No.10の資料をお手元に御用意ください。動物用医薬
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品の諮問、承認状況につきまして御報告申し上げます。前回の本部会から本日までの間に

諮問、承認されたものでございます。 

 まず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品目でございますけれど

も、本日御審議いただきました品目が諮問されているものでございます。スイムジェンｒ

ＡＲＴ２／ＥＲ、一般財団法人化学及血清療法研究所、スイムジェンｒＡＲＴ２、同じく

一般財団法人化学及血清療法研究所でございます。申請年月日は平成25年９月27日と10月

１日、諮問年月日は平成26年12月２日でございます。その他、エピレス錠10mg、同20mg、

同40mg及び同80mg、共立製薬株式会社。ペクシオン錠50mg、同100mg及び同400mg、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。ブラベクト錠112.5mg、同250mg、

同500mg、同1000mg及び同1400mg、株式会社インターベット。ボプリバ、ゾエティス・ジ

ャパン株式会社。いずれも、諮問年月日としては昨日、平成26年12月2日に諮問されてお

ります。 

 また、承認状況でございますけれども、この間に承認されたものでございます。ボビバ

ックＡＣＡＩ４、共立製薬株式会社。申請年月日は平成25年７月26日でございますが、平

成26年11月７日に承認されております。バナミンペースト、株式会社インターベットでご

ざいます。こちらは、平成21年11月26日の申請でございますが、平成26年10月６日に承認

されております。ビクタス水溶散、ＤＳファーマアニマルヘルス株式会社でございます。

申請年月日は古く、平成12年５月29日でございましたが、平成26年11月10日をもって承認

されております。オスルニア、ノバルティスアニマルヘルス株式会社でございます。平成

25年11月29日の申請でございますが、平成26年10月20日をもって承認されております。裏

にまいりまして、セファメジンＺセファサット、日本全薬工業株式会社でございますが、

平成21年９月25日に申請されまして、本年10月６日に承認いたしております。最後に、マ

リンディップ、株式会社インターベットでございますが、平成18年７月13日の申請に対し

まして、本年10月６日に承認しております。 

 現在までの承認、諮問状況につきましては、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、ただいまの御説明に御質問等ございますか。 

 特にございませんか。 

 それでは、御了承いただい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 これで本日の予定していた議事は終了いたしましたけれども、委員の先生

方、何か追加で御発言等ございますか。よろしいですか。 

 では、事務局のほうは何かありますか。 

○事務局 特にございません。 

○明石部会長 それでは議事を終了したいと思いますけれども、次回の部会の開催日につ

いて、事務局から御報告があるそうです。事務局、よろしくお願いします。 

○事務局 それでは、次回の開催日ですが、皆様御承知のとおり、来年１月の下旬に委員

改選を控えておりますことから、次回開催予定日は、現在のところ一応３月３日で何とか

なりそうなのですが、まだちょっと流動的なものですから、新しい委員の先生方にも確認

をしまして、速やかに御案内を差し上げることといたしますので、決まり次第御案内とい

うことで、よろしくお願いいたします。 

○明石部会長 それでは、次回の開催は、決まり次第事務局から連絡があるということだ

そうです。 

 その他、事務局から何かありますか。 

○動物医薬品検査所企画連絡室長 企画連絡室長の嶋﨑です。 

 今日も長時間にわたり御審議、ありがとうございました。 

 今、事務局から説明がありましたように、薬事・食品衛生審議会の委員の任期は２年と

いう形で、来年の１月に委員改選が行われます。多くの先生方はそのまま継続して次回も

部会の委員という形になるのですけれども、明石部会長、それから御欠席ですけれども、

池田委員、中込委員、それから今日お見えの野上委員、福山委員、以上５名の先生方には、

今日をもちまして御退任という形になってございます。 

 長い間ありがとうございました。 

 せっかくなので、一言ずついただければと思うのですけれども、まず部会長のほうから、

すみません、お願いいたします。 

○明石部会長 私は、赤堀先生から部会長を引き継いで、２期４年やらせていただきまし

た。就任して最初の部会のときに言ったのですけれども、赤堀先生は本当にてきぱき議事

を進められて、遺漏が全くないという格好の運営をされたのですが、私は、性格が非常に

鈍くさいもので、そんなてきぱきはとてもやれないから、委員の先生方の御協力を願って

何とかやりたい、そのかわり一生懸命やりますという御挨拶をしました。おかげさまで４

年間、本当に委員の先生方の御協力と優秀な事務局のバックアップのおかげで、何とか無
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事務めてくることができました。本当にありがとうございました。 

 それが挨拶なのですけれども、もう最後なので、一言だけ感想を言わせていただきます。

この薬事の審査にかかわって10年ぐらいになりますけれども、当初は日本のメーカーの製

品の比率が結構多かったと思うのですが、最近、日本のメーカーさんは非常に劣勢といい

ますか、海外製品の審査が非常に多くなっている、比率が高くなっていると思います。そ

れで、先ほど冒頭に伊藤所長から御挨拶がありましたけれども、その際、ＰＥＤの大流行

のときに、ワクチンが足りないので、国内２社にそのワクチンの増産をお願いしたという

お話を聞きました。それは、国内メーカーだからそういう無理がきくのだろうという気が

します。あれが海外メーカーしか製品を持っていなかったら、日本のために作ってくれと

言っても、本当に作ってくれたかどうかと、すごい疑問なのです。今、外国製品が入って

くるのは、それはしようがなくて、そのために今、事務局のほうでＶＩＣＨの概念で、要

はハーモナイゼーションをとって審査をしやすくする。それは本当にそのとおりで、これ

からも進めていただきたいなと思うのですけれども、一方では、日本の国内メーカーの開

発力・技術力といったものを維持できるように、何とか行政のほうで、エンカレッジとい

うのですか、国内メーカーにこれからもやっていただけるような、そういう方策を考えて

いただけないかなという気がしています。本当はこういう部会の席で言うことではないの

でしょうけれども、本省からも来ておられるし、最後の僕の感想です。 

 本当に長い間、どうもありがとうございました。（拍手） 

○動物医薬品検査所企画連絡室長 では続きまして、野上先生、お願いいたします。 

○野上委員 動物用一般医薬品調査会で来ておりました。それで、本部会で審議していた

だく品目、恐らく上位に入ると思いますけれども、私ども調査会で審議したものにつきま

して、本部会で懇切丁寧なというか、温かい御指導をちょうだいしましたことについても、

厚く御礼申し上げます。本当にどうもありがとうございました。（拍手） 

○動物医薬品検査所企画連絡室長 最後に、では福山委員、お願いいたします。 

○福山委員 福山でございます。４年前に福安先生から引き継ぎまして、本委員会に出席

させていただくようになったのですけれども、半分近く休んでおりまして、本当にいろい

ろな先生方には大変ご迷惑をおかけしました。本当に申しわけございませんでした。この

４年間ここの審議会に出席させてもらいまして、非常に勉強になりました。本当にありが

とうございました。また、事務局の方には御迷惑をおかけしました。休んでばかりで申し

わけございませんでした。今後ともまたこの委員会がますます発展することをお祈りして
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おります。本当にどうもありがとうございました。（拍手） 

○動物医薬品検査所企画連絡室長 先生方、本当にありがとうございました。今日をもっ

て最後になるのですけれども、今後とも事務局は、審査を続けていく中で、またいろいろ

わからなかったり悩んだりすることがあります。そうしましたときに御相談させていただ

くこともあるかと思いますので、その際は御指導、御助言のほどよろしくお願いいたしま

す。本当にありがとうございました。 

 では、これで終わりにしたいと思います。 
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