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薬事・食品衛生審議会薬事分科会動物用医薬品等部会 

 

                          平成２８年２月２４日（水） 

                          １３：５４～１６：２７ 

                       農林水産省動物医薬品検査所研修室 

 

議 事 次 第 

 

   Ⅰ 開 会 

   Ⅱ 動物医薬品検査所長挨拶 

   Ⅲ 配布資料の確認 

   Ⅳ 議 事 

    【審議事項】 

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

      ＜水産用医薬品調査会関係＞ 

      ピシバック注レンサα２ 

        （新有効成分含有動物用医薬品、新動物用配合剤） 

        ＊製造販売承認の可否及び再審査期間の指定 

    （２）動物用医薬品の製造販売承認事項変更承認申請の可否並びに再審査期間の

指定について 

      Ｍバックイニエ 

        （新効能動物用医薬品：適応魚種にカワハギを追加） 

        ＊製造販売承認の可否及び再審査期間の指定 

    （３）動物用生物学的製剤基準の一部改正について 

      ＜動物用生物学的製剤調査会関係＞ 

       ・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 

       ・動物用生物学的製剤基準の各条の一部を改正するもの 

       ・動物用生物学的製剤基準の通則、一般試験法又は規格の一部を改正又は
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追加するもの 

    【報告事項】 

    （１）動物用医薬品の承認の可否について 

      ＜動物用一般医薬品調査会関係＞ 

      ①メタカム0.15％経口懸濁液、同0.05％経口懸濁液、メタカムチュアブル錠

1.0mg及び同2.5mg 

        （新効能動物用医薬品） 

    （２）希少疾病を対象とする動物用医薬品の臨床試験の見直しの水産用医薬品へ

の適応及び運用について 

    （３）動物用医薬品の諮問・承認状況について 

    【その他】 

    （１）牛豚用フルオロキノロン剤のリスク管理措置 

   Ⅴ 開 会 

      

     文書報告 

    ・平成28年度 定期再評価スクリーニング対象成分について 
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午後１時５４分開会 

○下田部会長 それでは、ちょっと早いんですけれども、委員の先生方、皆さんおそろい

ということで、これから、動物医薬品等部会を開催したいと思います。 

 初めに、委員の出席状況を確認いたします。 

本日は岩田委員、越久田委員、手島委員、西川委員、廣野委員からご都合によりご欠

席との連絡をいただいております。出席委員数が現時点で14名であり、成立要件の過半数

を超えていますので、当部会が成立していることをご報告いたします。 

 それでは、動物医薬品検査所長からご挨拶をお願いいたします。 

○事務局 それでは、本日はどうも遠路お集まりいただきありがとうございます。前回の

部会が、12月11日ということですので、その後の情勢で、幾つかご紹介させていただきま

す。 

 まず、１点目は、隣の韓国で口蹄疫が発生しております。１月11日に養豚農家で発生し、

17日に、引き続いて２件目の養豚農家で発生していると。道というんですね、あそこは。

違う道で発生しているということで、非常に気になる情勢であると。 

 春節は、先週終わったんですけれども、春節が終わった人の大移動の後というのは非常

に侵入のリスクも高まる時期ということで、動物検疫のほうでは非常に今、水際対策とい

うのを強化しているところでございます。 

 もう２点ですね。その後のということで、化血研の行政処分が年明け19日に通知されて

おります。業務停止30日間ということで、１月26日から２月24日と、本日までの30日間の

業務停止であります。本日から、また業務を再開ということになりますが、業務体制の見

直しというものをしっかりするようにという指示のもとで、化血研の対応を今後、引き続

き、さらに対応を進めていくということになります。 

 ３点目は、ご報告ですが、動物用抗生物質医薬品基準の廃止。これについて、通知は１

月に出しておりますが、本年度末までで、この基準を廃止するということになります。動

物用の抗生物質の基準がなくなるということで、基準によらず、もうちょっと自社基準と

いうことで、自由な製剤開発は可能になるということになりまして、むしろ、そちらのほ

うが狙いでもあったというところになります。 

 以上が動きですが、今後の話として、今、抗生物質の話が出ましたけれども、薬剤耐性

菌問題ということで、日本の国内行動計画というものを今、急ぎつくっているところであ

ります。ＷＨＯがグローバルなアクションプランを昨年５月、既につくっておるわけです
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けれども、日本はまだできていないということで、伊勢志摩サミットが５月26、27にあり

ます。そこでは、各国に知らせるということになりますが、そこに向けて厚労と農水、関

係省庁で行動計画をつくっていると。当所は、10数年来、耐性菌のＪＶＡＲＭというモニ

タリングシステムを立ち上げて実績しております。この行動計画においても、当所は基幹

ラボとして、しっかりとした体制を組んでいくという計画の中に組み込んでいくというこ

とになります。この計画も今後、固まってきましたら、また紹介させていただきたいと思

います。 

 以上、いろんな幾つかの動きをご紹介しましたけれども、本日は、通常審議のほかにシ

ードロットシステムの対象ワクチンを拡大するというような議事もございます。皆様方に

おかれましては、よろしくご審議をいただければと思います。どうかよろしくお願いしま

す。 

○下田部会長 ありがとうございました。 

 続きまして、配布資料の確認、さらに申請資料の作成関与者と利益相反等に関する報告

をお願いいたします。 

○事務局 それでは、配布資料の確認をさせていただきます。 

 まず、今般、調査会の開催時期との関係から、事務局での部会の電子資料の準備が間に

合わなくて、今回、配布資料が紙になってしまったことをおわび申し上げます。 

 それでは、配布資料の確認をさせていただきます。 

 お手元にクリップどめで、１枚目が動物用医薬品等部会の議事次第となっている紙の束

があるかと思いますが、こちら１枚めくっていいただきますと配布資料一覧になってござ

います。お手元にご用意ください。 

 本日、当日配布資料といたしまして、このクリップどめの紙とは別にお手元にお配りし

ているかと思いますけれども、黒のNo.３－１と３－２ということで、動物用生物学的製

剤基準の一部改正についての本日の差しかえ版、こちらをご用意してございます。 

 それから、資料のNo.８ということで、本日、その他の議事としてご報告申し上げます、

牛豚用フルオロキノロン剤のリスク管理措置についてという、数枚のホチキスどめの資料、

こちらをご用意させていただいております。 

 それから、このクリップどめの資料のほうに戻りまして、議事次第、それから資料一覧、

それから、出欠表、座席表、チェックシートがございまして、その後ろに黒のNo.５とし

まして、希少疾病を対象とする動物用医薬品の臨床試験の見直しの水産用医薬品への適応
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及び運用についてという１枚紙と、その別添ですね。 

 それから、その次に、資料の黒のNo.６ということで、動物用医薬品の諮問・承認の一

覧の横表がございます。 

 さらに１枚めくっていただきますと、資料No.９ということで、動物用医薬品等製販業

者等に対する行政処分についてということでのホチキスどめのプレスリリースの資料がご

ざいます。 

 それから、その後に参考資料１として、本日の競合品目・競合企業及び申請資料作成関

与委員についての２枚紙のリストがございます。それの最後のところに、参考資料２とい

たしまして、これは、委員必携の抜粋になりますけれども、薬事分科会審議参加規程とい

うことで、ホチキスどめの資料をご用意させていただいております。 

 お手元、資料、過不足ございましたら、お申しつけください。 

 また、事前配布資料といたしまして、赤のNo.１から２、３、４、それからNo.７という

ことで、No.１がピシバック注レンサα２の資料、No.２がＭバックイニエの資料です。No.

３が動生剤基準の一部改正について、No.４がメタカムの審議経過票ですね。それから、

赤のNo.７といたしまして、本日の文書報告ということで、来年度の定期再評価スクリー

ニングの対象成分について、来年度これをやりますということで、お配りをさせていただ

いております。 

 資料は以上になりますので、お手元に過不足ございましたら、お申しつけください。 

 それでは、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

の改正等に影響を受ける企業についてご説明をさせていただきます。 

 説明に先立ちまして、薬事分科会審議参加規程及び審議参加に関する確認事項について、

かいつまんでご説明を差し上げます。 

 先ほどお配りしたクリップどめの資料の一番後ろの資料になりますけれども、参考資料

２の資料をごらんください。 

 薬事分科会審議参加規程には、審議の中立性・公平性の確保のため、委員の任命要件の

ほか、医薬品等の審議及び議決への委員の参加の取り扱いが規定されてございます。 

 順にご説明をしますと、まず、参考資料の２を１枚めくっていただきました２ページ目

の下のところですね。第５条のところで、医薬品等の承認、調査審議において申請資料の

著者、それから、いろいろずらっと書いてあるんですが、かいつまんで申し上げますと、

治験実施責任者、それから製造販売後臨床試験実施責任者、治験担当者、製造販売後臨床
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試験担当者、治験調整責任者、治験調整委員会の委員、それから医学、薬学、獣医学、生

物統計学等の専門家として申請資料の作成に密接に関与した者、規定ではこれらの方々を

まとめて申請資料作成関与者ということで定義をしておりますが、これらの方が委員であ

る場合には、関係する審議品目の審議開始の際にその氏名を報告しまして、審議または議

決の際に特に必要である場合以外は、ご退出をいただくということとしております。 

 それから、続きまして３ページ目の下のところになりますけれども、第６条のところで

は、申請者からの依頼によらずに作成された資料であって、提出資料として利用されたも

のに、著者またはその作成に密接に関与した者として委員が含まれている場合、関係する

審議品目の審議開始の際にその氏名を報告しまして、また審議または議決の際に特に必要

である場合以外は、ご退出をいただくということとされています。 

 それから、第７条のところですね。審議品目と競合することが想定される競合品目、そ

の数を３品目以内とするとしていますが、これに係る申請資料の作成に密接に関与した者

については、先の５条の規定、申請資料の作成関与者の取り扱いの規定を準用するとして

います。 

 それから、４ページ目の第11条のところになりますけれども、寄附金・契約金等の定義

がここでなされておりまして、コンサルタント料・指導料のほか、特許権量・特許権使用

料・商標権による報酬、それから講演・原稿執筆等の報酬、委員が使い道を決められる寄

附金・研究契約金、それから、委員が保有している当該企業の株式の株式価値などが寄附

金・契約金に含まれるということになっております。 

 それから、第12条のところでは、この寄附金・契約金等、11条で定義しておりますこの

お金を委員等本人、配偶者、両親及び子であって、委員と生計を一にする者が、今年度を

含む過去３年度分のうち、審議品目の製販業者または競合企業からの受取額として、年度

当たり500万を超える額を受け取っている場合には当該品目の審議または議決の間、当該

委員にはご退出をいただくことが定められております。 

 続きまして、第13条のところでは、その金額が500万以下である場合には、当該委員が

当該審議品目の議決に加わらないけれども、意見を述べることができること、さらに金額

が50万以下の場合には、議決にも加わることができる、特に制限がないということが定め

られています。 

 続きまして、資料、もう一枚めくっていいただきますと、薬事分科会審議参加規程の運

用を図るための審議参加に関する確認事項という資料がございます。 
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 こちらでは、先ほどの11条関係として先ほどご説明しましたもののほかに、寄附金・契

約金等の対象に入るもの、それから、学会長の立場で当該学会に対する寄附金等を受け取

った場合の取り扱いについて、さらに詳細な説明があります。 

 また、12条関係ということで、その下のところになりますけれども、生計を一にする者

とみなす場合の詳細というのがこちらで説明をされております。 

 以上のような内容に基づきまして、審議品目及び競合品目・競合企業に関する資料作成

の関与委員、それから、寄附金・契約金等による審議参加の取り扱いをさせていただいて

おりますので、ご紹介をいたします。 

 それでは、これらの取り扱いに基づく本部会の競合品目・競合企業及び承認資料作成関

与委員について、参考資料の１番、１つ前の資料になりますけれども、こちらでご説明を

させていただきます。 

 資料の１枚目めくっていいただきますと、ピシバック注レンサα２の競合品目・競合企

業リストになっています。 

 こちら、申請者が共立製薬株式会社ということで、競合品目３つ。バイオ科学株式会社

のマリンジェンナーレンサ１、それから、松研薬品工業株式会社のＭバックレンサ注、そ

れから、株式会社 科学飼料研究所のポセイドン「レンサ球菌」というものが挙がってご

ざいます。 

 これらの品目を選定した理由ですけれども、効能、効果の類似性、それから、対象動物

の類似性により選定をしたということで、競合品目１、２、３ともに、ぶり属魚類のα溶

血性レンサ球菌（従来血清型）の予防用であり、この３種類がα溶血性レンサ球菌症（従

来血清型）単味ワクチンとして認可をされていると。それに対して本申請品目は、上記α

溶血性レンサ球菌（従来血清型）に、異なる新しい血清型のα溶血性レンサ球菌症を加え

た初の２価ワクチンであることから、これら３種の単味ワクチンが競合品となり得ると判

断したということでございます。 

 続きまして、２品目目のＭバックイニエになります。松研薬品工業株式会社のものでご

ざいます。 

 こちらについては、競合品目がマリンジェンナーヒラレン１、バイオ科学株式会社。こ

ちらを挙げてございます。ヒラメの不活化ワクチンで初めて承認された「Ｍバックイニ

エ」と同じ単味ワクチン「マリンジェンナーヒラレン１」が市場において競合することが

想定される製品と考えられるため、競合品目として選定をしたということでございます。 
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 続きまして、最後のページのところになりますけれども、審議品目の３つ目になります、

動物用生物学的製剤基準の一部改正について影響を受ける企業リストということで、ここ

に書いてあるとおりの形。各条に対して影響を受ける企業ということで、企業名が並んで

ございます。 

 競合品目・競合企業並びに基準の改正等により影響を受ける企業につきましては、以上

となります。 

○下田部会長 ありがとうございました。 

 ただいまの事務局からの説明について、何かご意見あるいはご質問あればお願いいたし

ます。 

 委員の先生方、よろしいでしょうか。 

 それでは、競合品目、競合企業については、ご了解いただいたということで、これに基

づいて、委員からの申し出があった状況について、事務局からご報告をお願いいたします。 

○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ご説明をさせていただ

きます。 

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

ついて、委員の先生方で審議にご参加いただけない、あるいは議決にご参加いただけない

先生方はいらっしゃいませんでした。 

 事務局からは以上です。 

○下田部会長 ありがとうございました。 

 それでは、よろしいでしょうか。 

 それでは、議事に入ります。 

 議事次第の順に進行いたします。 

 まずは、審議事項（１）動物用医薬品の製造販売承認等の可否並びに再審査期間の指定

について。 

 審議に先立ちまして、本品目の申請資料について、申請者から申請資料作成関与者のリ

ストの提出を受けたところ、中西委員が概要の資料番号１の「起源又は開発の経緯」の利

用資料作成関与者に該当していると申請者からの申告がありましたので、ご報告をいたし

ます。 

 なお、薬事分科会審議参加規程の第６条の第２号に基づき、利用資料作成関与者である

中西委員は、当該資料については発言することができないこととなっておりますので、該
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当する資料の部分について発言をお控えいただくようお願いいたします。 

 水産用医薬品調査会関係のピシバック注レンサα２について、水産用医薬品調査会副座

長の中西委員から、ご説明をお願いいたします。 

○中西委員 それでは、No.１の資料でございます。 

 ピシバック注レンサα２は、共立製薬株式会社から製造販売承認を申請されました。 

 ラクトコッカス・ガルビエＫＳ-７Ｍ株及びＬＧ13Ｅ株不活化菌液を主剤とする水産用

不活化ワクチンです。 

 本製剤は、平成28年２月８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、新有効成分含有動物用医薬

品ということで、６年となります。 

 詳細につきましては、事務局から説明があります。 

○事務局 それでは、引き続きましてご説明させていただきます。 

 お手元に既にあるかと思いますけれども、１枚めくっていただきまして、審議経過票を

ごらんください。 

 申請者でございますけれども、共立製薬株式会社になります。 

 本剤の成分は、成分及び分量に記載されておりますとおり、ラクトコッカス・ガルビエ

ＫＳ-７Ｍ株及びＬＧ13Ｅ株の不活化菌液を主剤としております。こちらのＬＧ13Ｅ株が

新有効成分となっております。 

 用法及び用量ですが、麻酔した、体重約20～約200ｇのぶり属魚類の腹腔内に、連続注

射器を用いまして、0.1mLを１回注射いたします。 

 効能又は効果でございますが、ぶり属魚類のα溶血性レンサ球菌症の予防となっており

ます。 

 本剤は、先ほど中西委員からご発言がございましたとおり、本年２月８日開催の水産用

医薬品調査会におきまして資料を整備すること等を条件に、動物用医薬品等部会に上程し

て差し支えないとの審議結果をいただいておりまして、今回、資料整備が済みましたので、

本部会のご審議を受けることとなりました。 

 続きまして、中ほどにございます黄色いタグの概要書をお開きください。 

 そちらを５枚ほどめくっていただきまして、１－１ページ、「起源又は開発の経緯」の

ページをお開きください。 

 まず、α溶血性レンサ球菌症についてご説明いたします。 
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 上から２パラグラフ目をごらんください。 

 α溶血性レンサ球菌症は、1974年に九州及び四国の一部の養殖場で初めて発生が確認さ

れて以来、ぶり属魚類養殖におきまして、最も経済的被害の大きい疾病でございましたが、

1997年に、海産養殖魚といたしまして初めてのワクチンとなります、ぶり用の経口ワクチ

ンが認可されまして、その後、ワクチンの普及によりα溶血性レンサ球菌症の発生は著し

く減少いたしました。しかしながら、2012年に大分県におきまして、α溶血性レンサ球菌

症のワクチンを投与しておりましたぶり養殖業者におきまして、α溶血性レンサ球菌症の

症状を呈して死亡するという事例が報告されました。 

 こちらの死亡魚の検査を実施いたしましたところ、原因菌はラクトコッカス・ガルビエ

とＰＣＲでは同定されたものの、診断用抗血清ＫＧ－（こちらを以下は便宜上、従来血清

型といたします）には凝集せず、ＫＧ－とは異なる血清型のラクトコッカス・ガルビエ

（こちらを以下、新血清型といたします）と考えられました。 

 新血清型によるα溶血性レンサ球菌症は、夏から冬季にかけて発生いたしまして、出荷

前の２～３kgのサイズの魚でも被害が生じておりまして、累積死亡率は最大で10％に達し

たという報告もあり、産業上の大きな問題となっております。 

 発症魚は従来血清型と同じ症状を呈しまして、外観症状からの判別は困難とのことです。 

 続きまして、製造用株の特徴、安全性等についてご説明します。 

 １－４ページをごらんください。 

 こちらに、人に対する安全性について記載しておりますが、ラクトコッカス・ガルビエ

の人における感染事例は、まれにはございますが、本製剤は不活化ワクチンでございます

ので、感染性を有することなく、人に対する安全性には問題ないと考えられております。 

 また、本ワクチンの添加剤成分でございますホルマリン及びリン酸緩衝食塩液につきま

しては、食品安全委員会で既に評価されておりまして、ワクチンの添加剤として使用され

る限りにおきましては、人への健康影響は無視されるものとなっております。 

 続きまして、１－５ページをごらんください。右側のページになります。 

 国内外での既承認製剤、類似製剤についてですが、先ほど申し上げましたとおり、新血

清型のラクトコッカス・ガルビエを含有するワクチンは、国内では初めての製剤になりま

す。 

 続きまして、概要の２－１ページをお開きください。 

 こちらは、既承認薬に含有されております、ＫＳ-７Ｍ株の製造用株について、由来、
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生化学的性状、血清学的性状、病原性、免疫原性を示した資料になりますので、今回は割

愛させていただきます。 

 続きまして、２－11ページ目をお開きください。 

 こちらからは、新規有効成分でございますＬＧ13Ｅ株について、由来及び作出過程を２

－11ページに、生化学的、血清学的及び遺伝学的性状につきましては、従来型であります

ＫＳ-７Ｍ株との比較を、２－12ページの表2-2-1-2にお示ししております。ごらんいただ

きましたとおり、ＬＧ13Ｅ株につきましては、ＫＳ－及びＫＳ＋の両血清に凝集しており

ません。 

 続きまして、２－16ページをお開きください。 

 ２－16ページ以降で、製造用株及び攻撃株の病原性の検討をしております。 

 まず、２－23ページをお開きください。 

 ＬＧ13Ｅ株の免疫原性についてですが、表2-2-5-2のように、攻撃試験を実施しており

ます。ぶり及びかんぱちで、それぞれ３種の免疫群及び対照群に対しまして、攻撃用株の

ＬＣ1301株を使用し、実験しましたところ、図2-2-5-2-1及び2-2-5-2-2でお示ししており

ますとおり、対照群の生残率が５～11％であったのに対しまして、不活化菌液免疫群及び

菌体抗原免疫群は80～100％と、有意に高い生残率を示しましたことから、攻撃後14日間

で、製造用株ＬＧ13Ｅは、免疫原性を有することがわかりました。 

 続きまして、２－28、29ページをお開きください。 

 安定性試験といたしまして、製造用株20代継代後の病原性及び免疫原性を比較しており

ます。こちらの結果より、20代までは原株と同程度の免疫原性を有することが確認されて

おります。 

 続きまして、２－31ページ目をお開きください。 

 凍結保存後11カ月の製造用株の不活化抗原と、凍結保存後１カ月以内に作製した不活化

抗原免疫群を比較したものになりますが、11カ月凍結保存までは、同定度の免疫原性を有

することが確認されております。 

 続きまして、試作ワクチンの安全性試験についてですが、９－１ページ、概要の９をお

開きいただきまして、こちらの９－１ページに、ぶり及びかんぱちを用いて、１倍量及び

５倍量の２用量と対照群で安全性試験を実施しております。 

 結果でございますが、いずれの投与群におきましても異常は認められず、被験物質はぶ

りに対して安全であると結論づけられております。 
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 続きまして、10－１ページをお開きください。 

 こちらの資料では、製造用株の最小有効抗原量、免疫持続時間、野外流行株に対する効

力試験等を検討しております。 

 新血清型有効株の最小有効抗原量は、10－８ページ目をお開きいただきまして、こちら

にお示ししておりますとおり、○倍希釈時の抗原量であることが明らかにされております。 

 10－13、14ページ目には、新血清型の免疫持続期間をお示ししておりますが、注射後６

カ月は免疫が持続することが確認されております。 

 続きまして、10－36ページ目をお開きください。 

 10－36ページ以降には、野外流行株に対する効力試験をお示ししておりますが、本ワク

チンは、野外で流行しております新血清型に対しても、有効性を有することが認められて

おります。 

 最後になりますが、14－１ページ目をお開きください。 

 こちらは、試作ワクチンを用いて実施いたしました臨床試験に関する資料となります。 

 試験は、愛媛県及び大分県の計６施設で、ぶり11万4,702尾及びかんぱち２万3,311尾を

用いて試験を実施しております。 

 供試魚の平均体重は、ぶりが約59～87ｇ。かんぱちが88～116ｇとなっており、ぶり及

びかんぱちの腹腔内に１尾当たり0.1mLを注射いたしまして、安全性及び有効性を確認し

ております。 

 まず、有効性についてですが、14－13ページをお開きください。 

 こちらは、従来血清型での臨床試験においてですが、従来血清型の臨床試験におきまし

ては、αレンサ球菌症の発生は認められませんでしたが、14－14ページにお示ししており

ます実験的攻撃試験の結果におきましては、各実験施設におきまして、被験薬投与群の死

亡率は、対照群よりも有意に低い値が認められております。 

 新血清型での臨床試験におきましては、αレンサ球菌症の発生が認められまして、次の

14－15ページにお示ししておりますが、発生した養殖場では、被験薬投与群と対照群で有

意差が認められております。 

 また、14－16ページ目に攻撃試験を行っておりますが、そちらの試験におきましても、

被験薬投与群と対照群間に有意差が認められております。 

 安全性についてでございますが、14－17ページ目をごらんください。 

 いずれの試験におきましても、被験薬投与群は対照群と比較いたしまして、平均体重及
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び総重量の減少は認められず、また被験薬投与による一般状態の異常も認められなかった

ことから安全性に問題はないと考えられました。 

 私からの資料説明は、以上になります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○下田部会長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明につきまして、ご意見あるいはご質問あればお願いいたしま

す。いかがでしょうか。 

 尾崎先生、お願いいたします。 

○尾崎委員 内容ではないんですけれども、記載ミスがありました。 

 14－１、表の真ん中あたりが、ぶりの平均体重59～87、かんぱちが88～116とあるんで

すけれども。14－３の一番下のまとめのところ、ぶりが60～87、かんぱちが88～116と一

致していませんので、どちらかだと思います。 

○下田部会長 事務局、いかがでしょうか。 

○事務局 記載整備をさせることといたします。 

○下田部会長 ありがとうございます。 

 ほかに、いかがでしょうか。 

 特にないようでしたら、ご承認いただいたというふうにさせていただきたいと思います

けれども、先生方よろしいでしょうか。 

 それでは、先ほどの、記載整備をするということで、ご承認をいただいたものというこ

とにさせていただきます。 

○事務局 ありがとうございます。 

 それでは、先ほどご指摘いただいた記載整備を条件を可としまして、薬事分科会に報告

させていただきます。 

 なお、再審査期間は、新有効成分含有動物用医薬品ということで６年間といたします。 

○下田部会長 続きまして、同じく水産用医薬品調査会関係のＭバックイニエの製造販売

承認事項変更承認申請の可否並びに再審査期間の指定について、副座長の中西委員からご

説明をお願いいたします。 

○中西委員 Ｍバックイニエ、No.２の資料でございますが、こちらのほうは、松研薬品

工業株式会社が製造承認を有するストレプトコッカス・イニエＦ２Ｋ株不活化菌液を主剤

とする水産用不活化ワクチンで、このたび製造販売承認事項について変更承認申請がなさ

れたものです。 
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 本製剤は、平成28年２月８日に開催されました水産用医薬品調査会におきまして事前の

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。よろしくお願いします。 

○事務局 ありがとうございます。 

 それでは、ご説明いたします。 

 赤の資料番号２と書かれた資料をお手元にご準備ください。 

 そちらから２枚ほどめくっていただきまして、審議経過票をお開きください。 

 本剤は、ただいまご説明いただいたとおり、松研薬品工業株式会社が製造販売いたしま

す、ストレプトコッカス・イニエＦ２Ｋ株の不活化菌液を含むヒラメのβ溶血性レンサ球

菌症の予防を目的とした注射剤になります。 

 このたびの事項変更承認申請では、対象魚種にカワハギを追加するものになります。 

カワハギでの用法・用量につきましては、魚体重、約５～100ｇの魚の腹腔内に連続注射

器を用いまして、0.1mLを注射することとして申請されております。 

 本申請につきましては、２月８日に水産用医薬品調査会の審議が終了いたしましたこと

から、本部会へ上程されたものになります。 

 続いて、資料の中ほどの青色のタグにございます概要書をお開きいただきまして、３枚

ほどめくっていただいた概１－１、「起源又は開発の経緯」ページをお開きください。 

 カワハギのβ溶血性レンサ球菌症は、ストレプトコッカス・イニエの感染によって引き

起こされまして、2005年から2009年度の５年間に愛媛県、大分県、宮崎県の事業報告で報

告された疾病診断数287件の中で、疾病原因といたしまして最も多い、全体の42％を占め

ておりますことが報告されております。そのため、カワハギの疾病の中でも重要でござい

ます本病の予防がワクチンによってできれば、養殖カワハギの安定的な生産ですとか供給

が可能になると想定されまして、ヒラメの既承認製剤、Ｍバックイニエがカワハギのβ溶

血性レンサ球菌症に有効であるという報告がされましたことから、今回、既承認製剤の使

用対象種として、カワハギを追加する申請がなされております。 

 続きまして、青色のタグの概２をお開きください。 

 概の２の２－１ページをごらんください。 

 カワハギ由来攻撃株３株の生物学的性状及び血清学的性状についてでございますが、承

認申請時のヒラメ由来攻撃株、Ｃ１Ｎ株及び製造用株Ｆ２Ｋ株のそれと比較しております。 
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 次のページの概２－２のページをごらんいただきまして、生物学的性状につきましては

完全には一致しておりませんでしたが、表２に記載しております血清学的性状は、用いた

全ての株で血清型38－タイプと判定されております。 

 続きまして、青色のタグ、概９をお開きください。 

 こちらの概９の１ページをごらんください。 

 投与時平均体重6.6ｇ～6.8ｇのカワハギを用いまして、本ワクチンの安全性について検

討をしております。 

 その結果といたしまして、いずれの試験群も一般状態に異常は認められませんでした。 

 剖検におきましても各群とも異常は認められず、投与部位における被験物質の残存も認

められておりません。 

 投与後14日の脾臓及び肝臓について実施した病理組織学的検査におきましても、ワクチ

ン投与に起因すると考えられる変化は認められておりません。 

 以上のことから、本ワクチンをカワハギに腹腔内投与いたしましても、その安全性に問

題はないと考えられました。 

 続きまして、青色のタグの概10をお開きいただきまして、概10－１ページをごらんくだ

さい。 

 本ワクチンの、カワハギにおきます腹腔内注射免疫法及び筋肉内注射免疫法による有効

性について試験しております。 

 その結果ですが、腹腔内注射免疫及び筋肉内注射免疫のいずれにおきましても、有効性

が認められまして、両注射免疫法による明らかな違いは認められませんでした。 

 続きまして、概の10－３ページをお開きください。 

 本ワクチンの、カワハギにおきます最小有効量を確認するため、有効性試験を行ってお

ります。 

 その結果ですが、腹腔内注射攻撃法におきます本ワクチンのカワハギにおける最小有効

量は、１/25ドーズ以上であることが確認されております。 

 続きまして、概10－５ページをお開きください。 

 分離場所の異なりますカワハギ由来ストレプトコッカス・イニエ株に対する本ワクチン

の有効性について検討しております。 

 その結果ですが、カワハギにおきまして、分離場所の異なるカワハギ由来株の攻撃にお

いて、本ワクチンの有効性が確認されております。 
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 続きまして、概10－８ページをお開きください。 

 本ワクチンの、カワハギに対する免疫成立時期及び免疫持続を確認するため、有効性試

験を行っております。 

 その結果ですが、平均魚体重48.5ｇのカワハギにおきまして、免疫14日後の有効性が確

認され、また平均魚体重12.1ｇのカワハギにおきまして、免疫36週～52週後までの有効性

が確認されております。 

 続きまして、概10－14ページをお開きください。 

 こちらでは、本ワクチンのワクチン効果に対します魚体重の影響について検討をしてお

ります。 

 その結果ですが、平均魚体重７ｇ、20.2ｇ、27.5ｇ、27.8ｇ、47.8ｇ及び49.3ｇのカワ

ハギにおきまして、それぞれ有効性が確認されております。 

 １枚目めくっていただきまして、概10－16ページをお開きください。 

 こちらでは、本ワクチンの、ワクチン効果に対します飼育水温の影響について検討をし

ております。 

 結果ですが、飼育水温が15℃～25℃におきまして、有効性が確認されております。 

 続きまして、青色で概14と書かれたタグをお開きいただきまして、概14－１ページをご

らんください。 

 こちらは、臨床試験のページになります。 

 養殖カワハギにおける安全性及び有効性を検討するため、過去にβ溶血性レンサ球菌症

が報告された等の理由で、宮崎県の２カ所の養殖場を選択しまして、飼育中のカワハギ平

均体重18ｇ及び90.3ｇ、合計1,130尾に既承認製剤Ｍバックイニエを投与して、12週間、

観察を行っております。 

 その結果ですが、試験を実施した２施設におきまして、β溶血性レンサ球菌症の発生は

確認されませんでして、試験開始後、４週ごとの各期間及び全治験期間の累積死亡率でも、

両施設の対照薬投与群と被験薬投与群の間に差は認められず、臨床現場におきます効果は

判定不能でございました。そのため、両施設から、投与12週後に実験施設へ供試魚を搬送

いたしまして、搬送２週後に実験的感染試験を行いましたところ、両施設で有効性が認め

られました。そのことにより、Ｍバックイニエはカワハギのβ溶血性レンサ球菌症の予防

に対して有効であると考えられました。 

 また、治験薬投与直後から投与２週後まで、Ｍバックイニエ投与によると思われる一般
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状態の異常及び対照群と試験群間の累積死亡率の差はともに認められず、治験終了時まで

において、異常及び累積死亡率の差は認められませんでした。 

 さらに、治験終了時の総重量及び平均体重におきまして、被験薬投与群は対照群よりも

すぐれており、臨床試験における被験薬の安全性が認められております。 

 以上のことから既承認製剤Ｍバックイニエを養殖カワハギに0.1mL腹腔内投与すること

によりまして、β溶血性レンサ球菌症の予防に対して有効であると考えられました。 

 また、Ｍバックイニエの投与によると思われる一般状態の異常は観察されず、臨床応用

におきます安全性に問題はないと考えられました。 

 以上で説明を終わります。 

○下田部会長 ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、ご意見ご質問等がございましたらお願いいたします。 

 鬼武先生、どうぞ。 

○鬼武委員 先ほど説明を受けました概の10－16ページに、この安全性が確認された飼育

の水温が15～25℃が適温ということが確認されており、それで、使用上の注意としては、

これは一般的にその養殖をする飼育の水温帯というのは、この15℃～25℃というのは、普

通、一般には常識的なものというか、そういうもので使用されるものなんでしょうか。 

○下田部会長 いかがでしょうか。 

 じゃ、中西委員、お願いいたします。 

○中西委員 大体、それで十分カバー、範囲の中に入っております。 

○鬼武委員 そうですか。わかりました。ありがとうございました。 

○下田部会長 ほかにいかがでしょうか。 

 特にないようですので、ご承認いただいたということにさせていただきたいと思います

けれども、よろしいでしょうか。 

 それでは、ご承認いただいたものと認めさせていただきます。 

○事務局 ありがとうございます。 

 それでは、承認を可といたしまして、薬事分科会に報告させていただきます。 

 なお、再審査期間は、新効能動物用医薬品ということで２年間といたします。 

○下田部会長 続きまして、審議事項（３）の動物用生物学的製剤基準の一部改正につい

て、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局 それでは、説明いたします。 
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 赤のNo.３と黒のNo.３－１、３－２の資料をお手元にご用意をお願いいたします。 

 こちらの３つの資料、赤のNo.３と黒のNo.３－１、３－２、３つの資料で動物用生物学

的製剤基準の一部改正をご説明いたします。 

 それでは、まず赤のNo.３を説明したいと思います。 

 本日は大きく分けて３つの内容をご審議いただきます。 

 １つ目は、１、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として、

２つの各条を説明いたします。 

 ２つ目は、２、動物用生物学的製剤基準の各条の一部を改正するものとして、10種類の

各条を説明いたします。これらの多くは、記載整備になります。 

 ３つ目。次のページでございますが、３、動物用生物学的製剤基準の通則、一般試験法

及び規格の一部を改正するものとして、６つの項目を説明いたします。これらはシードロ

ット規格の改正に伴うものと、無菌試験法の見直しによるものでございます。 

 まず、１ページ目をお願いいたします。 

 こちらは、豚サーコウイルス（２型・組換え型）感染症（酢酸トコフェロール・油性ア

ジュバント加）不活化ワクチンの再審査の審議が終了したことに伴いまして、新たにその

基準を追加するものでございます。 

 １、定義でございますが、本剤は豚サーコウイルス２型オープンリーディングフレーム

２遺伝子を挿入したバキュロウイルスを培養細胞で増殖させて得たウイルス液を不活化し、

酢酸トコフェロール及び油性アジュバントを添加したワクチンでございます。 

 ２、製法に記載された内容でございますが、こちらには、製造用株の性状や継代、保存

方法、製造用材料が規定され、また原液から小分製品までの作製方法が規定されてござい

ます。 

 続きまして、２ページ目をお願いいたします。 

 ２ページ目に３、試験法がございます。こちらには、製造工程ごとの試験が規定されて

ございます。 

 ３ページ目の下のほうに、3.4、小分製品の試験がございますが、こちらには、不活化

ウイルス製剤に規定されている一般的な試験項目であります特性試験、pH測定試験、無菌

試験、アジュバント定量試験、安全試験、毒性限度確認試験、力価試験が規定されてござ

います。 

 続きまして、10ページをお願いいたします。 
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 10ページ。こちらは鶏脳脊髄炎・鶏痘混合生ワクチン（シード）の各条を新たに追加す

るものでございます。 

 １、定義でございますが、本剤は、鶏脳脊髄炎ウイルス及び弱毒鶏痘ウイルスを発育鶏

卵で増殖させて得たウイルス液を混合した液状ワクチンでございます。 

 ２、製法に記載された内容でございますが、こちらには、製造用株の性状や継代、保存

方法、製造用材料が規定され、また原液から小分製品までの作製方法が規定されてござい

ます。 

 続いて、12ページをお願いいたします。 

 12ページに、３、試験法がございます。こちらには、製造工程ごとの試験が規定されて

ございます。 

 14ページをお願いいたします。 

 14ページ、3.5、小分製品の試験がございますが、こちらには特性試験、マイコプラズ

マ否定試験、サルモネラ否定試験、生菌数限度試験、鶏脳脊髄炎ウイルス含有量試験、安

全及び発痘試験、鶏脳脊髄炎力価試験が規定されてございます。 

 続きまして、25ページをお願いいたします。 

 25ページは、豚ボルデテラ感染症・豚パスツレラ症（全菌体・部分精製トキソイド）混

合（油性アジュバント加）不活化ワクチンでございます。 

 こちらは、記載整備及び誤記の修正でございます。 

 表中、右側の特性試験の項のところに下線部がございまして、「異物又は異臭」となっ

ているところ、左側、「異物及び異臭」に整備いたします。 

 また、右側の付記７、洗浄液の成分に引かれた下線部ですが、「無水リン酸水素二カリ

ウム」の「無水」を削除いたします。同様の削除は付記14でも行います。 

 次に、付記８。リン酸緩衝食塩液の下線部、「無水リン酸水素二カリウム」は誤記でご

ざいまして、「無水リン酸水素二ナトリウム」に改めます。 

 以上でございます。同じ対応は、もう一つの基準、豚ボルデテラ感染症・豚パスツレラ

症（全菌体・部分精製トキソイド）混合（油性アジュバント加）不活化ワクチン（シー

ド）でも同様に行います。 

 続きまして、72ページ目をお願いいたします。 

 72ページは、ジステンパー・犬アデノウイルス（２型）感染症・犬パラインフルエン

ザ・犬パルボウイルス感染症・犬コロナウイルス感染症混合ワクチンでございます。 
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 こちらも記載整備と誤記の修正でございます。 

 79ページをお願いいたします。 

 79ページの最後、下のところに、付記７というのがございまして、付記７、抗犬パルボ

ウイルス血清がございますが、右側の下線部、「ジステンパーウイルスで免疫した兎、モ

ルモット又はフェレットの血清」とございます。これは明らかな間違いでございまして、

正しくは左側の「犬パルボウイルスで免疫した」に改めます。 

 また、その上の付記４でございますが、抗ジステンパーウイルス血清の免疫に用いる動

物ですが、右側に兎、モルモットとございますが、ここにフェレットを追加いたします。

これも基準案作成時の誤りだったと思われます。申しわけございませんでした。 

 この種の誤記につきましては、昨年の10月の生物学的製剤調査会で、新しい基準を作成

したときにご指摘いただきました。その後、既存のものを見直したところ、同様の誤りが

あり、今回、修正させていただくものでございます。 

 この基準のほか、４つの犬用混合ワクチンでも同様に修正をいたします。 

 続きまして、資料をかえていただきまして、黒のNo.３－２をお手元にご用意をお願い

いたします。 

 黒の３－２、シードロット（ＳＬ）規格改正概要という資料をもちまして、シードロッ

ト規格の改正に伴います一連の改正概要を説明したいと思います。 

 １ページ目。シードロット（ＳＬ）規格改正概要をごらんください。 

 以下、シードロットをＳＬと略させていただきます。 

 まず、現行のＳＬ規格でございますが、こちらは平成20年に制定をしてございます。 

 動物用ワクチンは、主剤であるウイルスや細菌などの製造に用いる微生物株を継代して

製造を行いますが、その継代により性質が変化する可能性がございます。そのため、平成

20年の改正前は、ロットごとに行う小分け製品、つまり最終製品における検査によって品

質を担保することに重点を置きまして、原則、全ての動物用ワクチンは、製造業者が行う

品質検査に加えまして、国家検定を行ってございました。 

 平成20年の改正では、製造に用いる株の大もとをマスターシードとしまして厳格に管理

いたしまして、マスターシードからの継代数に制限を規定したり、マスターシードに外来

性ウイルスが混入していないかどうかを調べたり、マスターシードの免疫原性、安全性、

病原性復帰の可能性がないことなどを確認する規格を新たに設定いたしました。 

 このＳＬ規格に適合した製剤をシードロット製剤としまして、合理的に品質が確保され
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たものとして、原則、検定対象から除外する仕組みを設けてございます。 

 平成20年に制定した現行のＳＬ規格の対象は、この資料の上に書かれてございますとお

り、牛、馬、豚、鶏、犬、猫用ワクチンを対象として、また、生または不活化、ウイルス

または細菌ワクチンを対象としてございました。 

 今回の改正では、これらの対象製剤を拡大することを目的として、検討してございます。 

 具体的には、資料の下の遺伝子組換えワクチンや遺伝子組換えたん白ワクチン、生コク

シジウムワクチン、そして水産用ワクチンの追加を行います。 

 なお、最初の遺伝子組換えワクチン（遺伝子組換えたん白ワクチン）という記載でござ

いますが、こちらは例えば、カナリアポックスウイルスに猫白血病ウイルス遺伝子を導入

した組換えウイルスのものをワクチンの主剤としている場合を前者の遺伝子組換えワクチ

ンとしまして、例えば、大腸菌を組み換えて猫白血病ウイルスの抗原たん白を発現させ、

そのたん白を精製したものをワクチンの主剤としている場合を、後者の遺伝子組換えたん

白ワクチンと、区別してございます。区別した理由は、例えば、大腸菌に猫白血病ウイル

スを組み込んだものですが、このものの規格としては、組換えの細菌ワクチンのように扱

えばよいのですが、その場合、ウイルス感染症を効能とするワクチンを細菌ワクチンと同

じく区分するのは適当ではないと考えまして、新しい区分を設けてございます。 

 続きまして、２ページ目をお願いいたします。 

 今回の対象となる既承認製剤数でございます。 

 現行の制度では、417製剤をカバーしておりまして、これは、動物用ワクチンの約９割

を網羅する形で運用してございました。今回、残りの１割の部分をカバーする組換えワク

チン、コクシジウムワクチン、そして水産用ワクチンを対象とするように改正を検討して

おります。 

 ３ページ目をお願いいたします。 

 シードロット規格の全体構成をこの資料でご説明いたします。 

 まず、大きな項目として、１、ワクチンシード、２、セルシード、３、発育鶏卵、５、

その他の材料というのが既存のものなんでございますが、今回、そこに４、鶏を追加いた

しました。これは、生のコクシジウムワクチンの製造に、生きた鶏を使用するということ

から、そのための規格を追加するものでございます。 

 次に、１、ワクチンシードの規格の中身をごらんいただきまして、1.1、継代数の範囲

とございますが、ここでは、コクシジウムの継代数の規定を追加してございます。 
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 次に、1.2、作成方法。1.3、保存。1.4、シードの由来並びに規格及び検査方法とござ

います。この1.4の中の1.4.1、由来に関する記録において、遺伝子組換え微生物の起源に

関する情報の記録を追加してございます。 

 次に、1.4.2、規格及び検査方法の中に、現在、黒字の４項目がございますが、生ウイ

ルスワクチン、生菌ワクチン、不活化ウイルスワクチン、不活化細菌ワクチンがあります。

今回、それぞれの種類のワクチンの規格として、組換え遺伝子等安定性確認試験を追加し

ました。そして、黒字の４種類のワクチンに並列する形として、1.4.2.5、遺伝子組換え

たん白ワクチンと1.4.2.6、生コクシジウムワクチンを追加してございます。 

 次に、こちらの青字の「次ページ例」とあります1.4.2.1、生ウイルスワクチンを例に、

個別の規格の詳細を説明いたします。 

 ４ページ目をお願いいたします。 

 こちらは、生ウイルスワクチンの規格を例としまして、そのマスターシードウイルスの

規格の項目を列記してございます。 

 マスターシードウイルスの現行の規格は、同定試験、無菌試験、マイコプラズマ否定試

験、外来性ウイルス否定試験、対象動物を用いた免疫原性試験、対象動物を用いた安全性

確認試験、病原性復帰確認試験でございましたが、これに今回、組換え遺伝子等安定性確

認試験を追加してございます。 

 次に、５ページ目をお願いいたします。 

 ５ページ目は、今、説明いたしましたシードロット規格と、それに関連した今回の基準

改正の全体像をまとめた表でございます。 

 最上段の行のところですが、今回改正する基準の項目が並べてございます。左側から先

ほど説明しましたシードロット規格のほか、試験方法を規定した、組換え遺伝子等安定性

確認試験法、外来性ウイルス否定試験法、対象動物を用いた免疫原性確認試験法の３つの

試験法と通則でございます。 

 続きまして、左側の列でございますが、こちらはワクチンの種類ごとに分類したもので

ございまして、上から遺伝子組換えワクチン、遺伝子組換えたん白ワクチン、コクシジウ

ムワクチン、水産用ワクチンでございます。 

 上段左のシードロット規格は、先ほど詳細を説明した部分でございます。 

 その右側、組換え遺伝子等安定性確認試験法は、今回新しく設定したもので、これは、

黄色とオレンジのセルの遺伝子組換えまたは、たん白ワクチンに適用されます。 
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 その右側、外来性ウイルス否定試験は、現行の試験法を一部改正いたします。新しい部

分は、緑色のコクシジウムワクチンを追加することに伴いまして、定義及び試料の項に

「マスターシードコクシジウム」の規定を追加してございます。また、水色のセルの水産

用ワクチンを追加することに伴いまして、コイヘルペスウイルス否定試験を新設してござ

います。なお、黄色とオレンジ色のセルの遺伝子組換えまたはたん白ワクチンのうち、ウ

イルスを製造に用いるものについては、現行の規定が適用されます。 

 その右側、対象動物を用いた免疫原性確認試験法は、現行の試験法を一部改正いたしま

す。新しい部分は、緑色のセルのコクシジウムワクチンを追加することに伴い、検体の項

に「マスターシードコクシジウム」の規定を追加します。 

 その右側、通則は、現行の通則を一部改正し、マスターコクシジウム等の定義を追加し

てございます。 

 それでは、こちらの左のシードロット規格以外の一般試験法や通則について、赤のNo.

３の資料に戻って詳細をご説明いたします。 

 赤のNo.３の181ページをお願いいたします。 

 181ページ。外来性ウイルス否定試験の新旧対照表でございます。左側が改正案、右側

が現行でございます。 

 最初の下線部ですが、マスターシードウイルスとマスターセルシードに並列して、マス

ターシードコクシジウムを追加してございます。同様の追加は、ほかの部分でも行ってご

ざいます。 

 同じページの一番下の下線部は、2.1.2、試験方法、2.1.2.1、培養とありますが、これ

は感受性細胞接種試験の場合でございまして、培養の方法が規定されてございます。ここ

に魚由来細胞の培養方法の規定を追加してございます。なお、哺乳動物等の培養細胞では、

一般に37℃で培養されてございますが、魚由来細胞では、個別に設定されるため、各条の

部に規定することとしてございます。 

 続きまして、182ページをお願いいたします。 

 182ページの下のほうに下線部がございまして、3.2.11、コイヘルペスウイルス否定試

験を追加してございます。この試験法として、細胞観察の方法または蛍光抗体法を規定し

てございます。 

 続きまして、185ページをお願いいたします。 

 185ページ。対象動物を用いた免疫原性試験の新旧対照表でございます。左側が改正案、
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右側が現行でございます。 

 まず、1.1の検体というところを先に見ていただきたいのですが、ここには、試験に用

いる検体はマスターシードコクシジウムを10代継代したものを用いる規定を追加してござ

います。 

 続いて、一番上の下線部に戻っていただきますと、ここでは試験の目的が規定された一

文がございます。右側、現行ですが、「生ワクチンのマスターシードのワクチン接種対象

動物に対する免疫原性が継代によって変化しないことを確かめる方法である」でございま

す。こちらの改正案は、「生ワクチンのマスターシードが継代を経てもワクチン接種対象

動物に対する免疫原性を保持していることを確かめる方法である」でございます。つまり、

現行は、継代による免疫原性の変化を確かめるための試験として、マスターシードとその

最高継代数のものの対象動物における免疫原性の比較を行ってございました。これを改正

後には、最高継代数のものを用いて試験をしまして、そこで免疫原性が保持されているこ

とを確認する試験になります。これは、今回、遺伝子組換えワクチンを検討していく中で、

ヨーロッパでのシードの対象動物に対する免疫原性の考え方を参考としてございます。そ

の考え方は、最高継代数において免疫原性が保持されていればよしとするものでございま

して、日本でも今回を期に、試験の目的を改正してございます。なお、この改正により、

３Ｒの観点からも、試験に用いる動物数の削減を期待することができます。 

 続きまして、186ページをお願いいたします。 

 組換え遺伝子等安定性確認試験法でございます。 

 こちらは、今回新たに設けた試験法でございます。 

 試験の目的は、最初に書いてあるように、遺伝子組換え技術により作製されたマスター

シードについて、改変された核酸及び特性の継代時における安定性を確かめる試験でござ

います。 

 検体には、マスターシードと最高継代数のものを用います。 

 試験方法としましては、2.1、遺伝子安定性確認試験として、マスターシードと継代し

たものの改変部位の核酸について、その存在状態及び塩基配列を比較し、差異がないこと

を確認するものでございます。 

 また、2.2、特性安定性確認試験として、マスターシードと継代したものについて、核

酸を改変したことにより得られた特性の変化がないことを確認するものでございます。 

 続きまして、資料を戻っていただきまして、174ページをお願いいたします。 
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 174ページ。通則の新旧対照表でございます。左側が改正案、右側が現行でございます。 

 まず、20をごらんください。マスターシードを定義した部分でございますが、ここに、

マスターシードコクシジウム、ワーキングシードコクシジウム、プロダクションシードコ

クシジウムを追加いたしました。 

 また、次に上の16でございますが、こちらは非シードロット製剤の製造用株の規定で、

原株、原種、種のウイルスや細菌を定義した部分でございます。ここにコクシジウムの規

定がございませんでしたので、今回、シードロットの見直しに合わせて規定を追加いたし

ます。 

 続きまして、ページを戻っていただきまして、42ページをお願いいたします。 

 42ページ、鶏コクシジウム感染症（ネカトリックス）生ワクチンの新旧対照表です。左

側が改正案、右側が現行でございます。 

 こちらは、先ほどの通則の原種コクシジウム、種コクシジウムを定義したことに伴いま

して、こちらの各条の文言もそれに合わせて修正を行ってございます。この各条のほか、

２つの鶏コクシジウムワクチンも、同様に改正してございます。 

 以上、シードロット規格の改正に伴うものの説明でございました。 

 続きまして、最後に、資料をかえていただきまして、黒のNo.３－１を、お手元にご用

意をお願いいたします。 

 黒の３－１の資料を用いまして、ここからは無菌試験法の改正をご説明いたします。 

 今回の、まず改正の概要でございますが、今回、無菌試験法につきまして、日本薬局方

の方法を準用できるようにすること、そして、動物用生物学的製剤基準のこちらの方法の

細部を日局の方法を参考に見直すことを目的として改正してございます。 

 背景といたしましては、現行の動物用生物学的製剤基準の無菌試験法は、ヒトのワクチ

ン等の基準でございます生物学的製剤基準の方法を参考に、昭和62年に制定されてござい

ます。ヒトの基準はその後、日局の方法を準用することとなり、また日局の無菌試験法は

現在、日米欧の三極でハーモナイズが行われてございます。このような背景がある中で、

今般こちらの動物用生物学的製剤基準の無菌試験法を見直しまして、日本薬局方の方法を

準用できるようにすること、そして、動物用生物学的製剤基準の方法の培地の組成でした

り性能試験に用いる菌株を、日局と統一することなどの見直しを行います。この改正によ

り、日局とハーモナイズしている欧米の無菌試験法で行われた海外の製品の試験成績をス

ムーズに受け入れ可能となること、また、日本薬局方と同じ培地や性能試験用菌株を利用
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することで試験材料の汎用性、利便性が広がることを期待してございます。 

 それでは、具体的に、改正内容を新旧対照表で説明いたします。 

 ページをめくっていただきまして、５ページ目をお願いいたします。左側が改正案、右

側が現行でございます。 

 右側の現行、一番上の下線部、「無菌試験法（直接法に限る。）」とございますが、こ

ちらは、日本薬局方の無菌試験法については、現在、直接法に限って準用できるという規

定でございます。厳密に申し上げますと、現在も日本薬局方を一部準用可能ではございま

すが、現在は、直接法に限って限定してございます。こちらは、平成25年の改正時に、日

局の準用の規定が追加されてございます。このときは、日局と動物用生物学的製剤基準の

２つの方法で無菌試験を行っている製造所の品質管理部門の合理化を目的としまして、日

局を準用できるよう見直してございます。 

 なお、日局の無菌試験法は、この直接法のほか、メンブランフィルター法の２つの方法

が規定されてございます。動物用生物学的製剤基準に規定されている方法は直接法でござ

いまして、当時、業界からの要望は直接法を準用できるようにしたいということで、直接

法に限定した記載となってございました。今回、見直しにおいて、特にメンブランフィル

ター法を不可とする理由はなく、その直接法を限定する規定を外すこととしてございます。 

 次に、1.1.1、液状チオグリコール酸培地の組成の見直しでございます。こちらは細菌

否定試験に用いる培地の組成で、その成分は変更しませんが、その分量を日局に合わせて

改正いたします。また調製方法などについても、日局に合わせて改正を行ってございます。 

 次に、左側、1.1.1.2、適合性でございますが、こちらは、試験に用いる培地の性能を

確認する試験を規定するものでございます。発育試験に用いる菌株を、日局の方法に合わ

せ ま し て 、 Clostridium sporogenes 、 Pseudomonas aeruginosa 及 び Staphylococcus 

aureusを従来の菌株に加え、どちらでも利用可能とする規定に改めてございます。 

 このページの、一番下の下線部をごらんください。右側、「接種量」と書いてある部分

は、「最少接種量」に改めてございます。 

 次のページ、６ページの下のほうに、2.1.1.2、適合性がございます。こちらは、真菌

否定試験に用いる培地の性能を確認する試験の規定でございます。こちらも、日局に合わ

せて、Aspergillus、Bacillus、Candidaの菌株を従来の菌株に追加してございます。 

 その下、2.1.2、ソイビーン・カゼイン・ダイジェスト液状培地でございますが、調製

時のpHの規定を日局に合わせて見直し、また、保管条件も追加してございます。 
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 以上でございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○下田部会長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明につきまして、ご意見あるいはご質問がありましたらお願い

いたします。 

 関崎先生、お願いいたします。 

○関崎委員 ２点あります。 

 １点目は、今ご説明ありました無菌試験法の中の発育試験のところで、資料の新旧対照

表でいきますと、５ページと６ページのところにあるんですが、発育試験の中に溶血レン

サ球菌という記載がありますけれども、これは現行法も溶血レンサ球菌と書かれていたの

で、そのまま記載されたのかと思いますが、ご承知のようにレンサ球菌にはα溶血性、β

溶血性、それから、溶血しないものはγ溶血性という特殊な呼び方がありますので、それ

をどれに使うのかというのを限定されるほうがよろしいかと思うのですが、いかがでしょ

うか。 

○事務局 ご指摘のとおり、現行そのままにしてございます。こちら実際、当所のほうで

はStreptococcus zooepidemicusを使ってございまして、どういったものを使っているか

というお答えですと、その菌を使ってございまして、ただ、従来からこの書き方で、今ま

で使っているものはそのまま使えるという趣旨で、今回改正をしてございますので、この

記載のまま検討をしてと。 

○関崎委員 それでしたら、具体的に、ほかの菌種に関しては、Clostridiumですとか、

Pseudomonasですとか学名で記載されておりますので、この改正を期に、Streptococcus 

zooepidemicus、正確にはStreptococcus equi subspecies zooepidemicusかと思いますけ

れども、そのような記載をすることがいいかと思いますが、いかがでしょうか。 

○事務局 その辺、ちょっと確認させていただきまして、正確な表記にさせていただきた

いと思います。 

○関崎委員 もう一点、小さい点で恐縮なんですが、資料、赤のNo.３の174ページなんで

すけれども、174ページの新旧対照表。非常に細かいことで恐縮なんですが。この中の16

の行ですね。「「原株」とは」と書いてある、その次の段落の「「原種ウイルス」、「原種

菌」何々とは」、この下線部の部分にいくんですが、下線部の「種菌又は「種コクシジウ

ム」」とあるんですけれども、この下線部のところの「種コクシジウム」のかぎ括弧は不
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要なのではと思うんですが。 

○下田部会長 いかがでしょうか、事務局。 

○事務局 すみません、修正いたします。ありがとうございました。 

○下田部会長 どうもありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 鬼武先生、お願いいたします。 

○鬼武委員 私も、私が理解ができていない部分があると思いますので。 

 まず、先ほどお話がちょっとありました、資料No.３－１の６ページの2.1.1.2.1の発育

試験ということで新旧対照で、これは多分、日法とかと同じ書き方にしているか知りませ

んけれども、菌種が「及び」、「、」、「又は」とかなっているんで、これはどういうふうに

読んだらいいかさっぱりわからないんですが、普通の人がわかるように、例えば２種だけ

使うとか、３種とか、そういう意味なんじゃないですかね、これ。これが、「及び」とか

「、」とか、また「及び」とかついているので。 

○事務局 ここの意味でございます。まず、６ページの右側の2.1.1.2.１、発育試験のほ

う、こちらは従来の方法なんですが、従来はAspergillusとCandida、こちらの２つをセッ

トで用いるということだったんですが、今回追加で、この２つのセットまたは３つのセッ

ト、Aspergillus、Bacillus、Candidaの３つのセットを用いる。そのどちらでも使えるよ

うに規定してございます。 

○事務局 補足しますと、新旧で見るとそのように理解できるけれども、改正案だけ見る

と「及び」と「又は」がつながっていて、どこで切れるのかわかりませんので、グルーピ

ングをして。 

○鬼武委員 法律である文章でどこにまでかかるかというのがさっぱりわからないので、

ちょっと工夫をしてもらったほうがいいような。全く素人なんで、普通の人はわかるかも

しれませんが。 

○事務局 おっしゃるとおりだと思います。わかるように、グループとして、①と②とか

つけるということですね。 

○鬼武委員 あと２つ、聞いていいですか。 

 それが１つと、あと、それと先ほどの説明にあった、これも本資料を見たらいいんでし

ょうか。No.３－２の３ページに、シードロットの規格のところで、1.4.2に生ワクチンの

ところは、次ページの青の例ということで、1.4.2.1.1の１から７というのが従来、マス
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ターシード同定試験から病原性復帰確認試験まであって、追加で、赤が1.8となるのは理

解できたんですが、それから下のやつが、多分６番までなって、生菌ワクチンの場合は、

1.4.2.2.1.1から1.5というのが従来あって、今回、省略はされているんでしょうけれども、

ちょっとそこもわからなかったんですね。要するに、新旧がないのでというのは、ちょっ

と気がつきました。事務局で確認できていたらいいですけれども、私はこれを見て、どの

部分が従来あったのかというのがちょっと理解できない。それはお任せします。 

 それと、もう一点だけ、細かい点でちょっと気づいたんですけれども。今回、No.３の

資料をずっと見ていて、これって一般的な人が見るときはＰＤＦか何かで通知して見るん

ですか。何で見るんですか、文章自体は。ＰＤＦになったやつですか。つまり、私はちょ

っとこの文章を、文字の字体を見ていると、これでコピーをしたら多分、字が消えたりな

んかしてわからなくなるんじゃ…… 

 例えば５ページの、真ん中から下の3.4.7.1.3のところに、8.0のlog２とちっちゃい字が

書いて、下つきの字とかですね。上つきの字も、どこだったか。それから、１ページのと

ころの2.1.1の名称のところの一番右側のほうも、BacPCV2-Orf2と読めるんだけれども、

字体が非常に見にくくて、ＰＤＦでこれからコピーとかしたら、字がだんだん崩れて読め

なくなるんじゃないかなと、ちょっと。 

 要するに、誤記ではないんだけれども、普通の人が見るときに、何かこれって、通知の

文章の字体とか決まっているんですか。何か非常にこの文章を見ているとわかりにくいな

と思って、何か間違わないかなという気がちょっとしたものですから。事務局で、今じゃ

なくていいんですけれども。私は、普通の人が見たらこんな字って、今読みにくいので。

大体、今わかりやすい文字体にかえていると思うんですよね。だから、もしそういう、誤

記をなくすのだったら、そこも含めて検討していただければと思います。これはお願いで

す。 

 以上です。 

○下田部会長 事務局いかがでしょうか。 

○事務局 ご意見ありがとうございます。 

 この基準なんですけれども、当省のホームページ等で、改正後のものについては公表し

ております。その際は、おっしゃいますように、ＰＤＦのファイルで提供しております。

通常こういったＰＤＦで私どもがアップロードする場合、いわゆるテキストファイルを裏

に打ったような形になっておりまして、そこで、テキストレベルで文字が何かというのを
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特定は一応できるようにはなっております。そういったところで、もし画像として読みに

くいということであれば、そういうところで読むことは可能にはなってはおります。ただ、

ちょっと、そのあたり少し一般の方がお読みになられてわかりやすいかどうかというのを

まだ検討の余地はありますので、今後の参考にして、改善、検討していきたいと思います。

ありがとうございます。 

○下田部会長 どうもありがとうございます。 

 はい、お願いいたします。 

○森川委員 ちょっと、教えていただきたいことがあるんですけれども。 

 各条のところで、例えば製造用株で、何とか何とか株と書いてあって、「又は適当」と

認められる株という記載があるんですけれども。あと、使う細胞とか培地とかも「又は」

なんとかとあって、これは、例えばＡというメーカーさんが最初に申請したときに動物用

生物学的製剤基準をつくられるので、その名前になっているんだけれども、ほかのＢ社さ

んとかＡ社さんがまた違う株を使うとかいうことに対応するために細胞とか、その辺はな

っていると思うんですが、それでよろしいでしょうか。 

○事務局 はい、そのとおりでございます。 

○森川委員 それ以外のところで、「特に認めた場合には」という記載のところは全て

「農林水産大臣が特に認めた場合には」というふうに変わっているんですけれども。 

○事務局 ここは、書き方を今ちょっと法令のほうで修正するように言われておりまして、

この意味というのは、各個別の品目の承認で認められたという意味になります。 

○森川委員 わかりました。 

○下田部会長 ほかにいかがでしょうか。 

 森川先生。 

○森川委員 先ほどのＰＤＦなのか、動物用生物学的製剤基準の話なんですけれども、こ

ういう改正とか追加とかあったときとか、特に通則とかみたいときに全体を見たいなと思

うときがあるんですけれども、動物用生物学的製剤基準というのはどこかホームページに

いけば見られるというのであれば、その情報をちょっといただいていくとうれしいかなと

思うんですけれども。 

○事務局 当所のホームページのほうに、全各条と通則が出ております。 

○下田部会長 ほかにいかがでしょうか。 

 特にないようでしたら、委員の先生方にご指摘いただいた点を踏まえて修正するという
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ことを条件にして、ご承認いただいたということにさせていただきたいと思いますけれど

も、よろしいでしょうか。 

 じゃ、そのようにさせていただきます。 

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

す。 

 なお、ご指摘いただいた点、見直し、修正等かけまして、そこは対応したいと思います。 

○下田部会長 続きまして、報告事項（１）動物用医薬品の承認の可否について。メタカ

ム0.15％経口懸濁液、同0.05％経口懸濁液、メタカムチュアブル錠1.0mg及び同2.5mgにつ

いて、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局 それでは、ご説明申し上げます。 

 事前にお送りしております、赤のNo.４の資料をお手元にご用意ください。 

 本件でございますが、１番の販売名にございますメタカム0.15％経口懸濁液、同0.05％

経口懸濁液、同チュアブル錠1.0mg、チュアブル錠2.5mg、この４品目に係ります効能の追

加に係る事項変更の審議に関してでございます。 

 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。 

 成分及び分量は、各々の設定の分量におきまして、メロキシカムを有効成分として含有

する製剤でございます。 

 このたび申請されました変更点でございますけれども、２ページのほうをごらんいただ

きまして、６番、「効能又は効果」でございますけれども、既承認の効能または効果は上

の犬の運動器疾患に伴う炎症及び疼痛の緩和でございますが、これに外科手術（整形外科

手術、軟部組織手術及び歯科処置）によって生じる急性疼痛の緩和を追加するものでござ

います。 

 また、これに伴いまして、前のページでございますけれども、５番目にありますが、用

法及び用量のところに、この外科手術に伴う効能に関する用法及び用量が追加されている

ものでございます。 

 こちらでございますけれども、既承認の内容として、運動器疾患に伴う疼痛の緩和がご

ざいますけれども、これに外科手術の適用を効能追加をするというもので、正式に考えま

すと、効能の追加ですので調査会審議、部会審議というふうになるわけでございますけれ

ども、同じ疼痛の緩和ということで、明らかに異質の効能とまでは言えないというような

判断がございまして―失礼いたしました。薬事分科会における確認事項の中の表にご
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ざいます区分の９、新効能動物用医薬品、新用量動物用医薬品及び類似処方動物用配合剤

であって、申請動物用医薬品の適用、毒性、副作用等から見て、調査会審議が適当である

と部会長が決定するもの、こちらのほうに該当するものといたしまして、部会長のご承認

を得まして、動物用一般医薬品調査会におきましてご審議をいただいたものでございます。

こちらのほう、取り扱いが調査会のほうは審議、部会のほうが報告となっておりますので、

このたび、その結果についてご報告申し上げるものでございます。 

 ご審議いただいた結果でございますが、２ページ目の７番のところでございます。動物

用一般医薬品調査会審議結果のところでございますけれども、平成28年１月19日の同調査

会におきましてご審議をいただきまして、本剤については、次の（１）から（６）を条件

に承認を可とし、本調査会での調査審議を終了し、動物用医薬品等部会に報告して差し支

えないとのご判断をいただきました。なお、再審査期間は設定しないこととされておりま

す。 

 いただきました指摘事項でございますけれども、その詳細は、右、３ページ目のほうか

ら、別紙としてございます。 

 まず、指摘事項（１）でございますが、効能効果につきまして、もともと、「軽度～重

度の」という文言が入っておりましたが、こちらのほうを削除することというご指摘をい

ただきました。こちらのほう、申請者のほうから、指摘のとおり、削除する旨の回答を得

ております。 

 続きまして、指摘事項（２）でございますが、使用上の注意において、本剤の投与に当

たっては腎機能を精査することについて注意喚起することとのご指摘をいただいておりま

す。こちらにつきましても、申請者より、指摘に従いまして腎機能に関する検査を実施す

る旨を、使用上の注意に追加するとの申し出を得ております。 

 続きまして、指摘事項（３）でございますが、本剤、香料といたしまして、ハニーアロ

マと称します物質を使っておりますけれども、こちらの規格及び検査方法について、本質

を記載するとともに、標準品について必要な規格等を設定することとのご指摘をいただい

ております。これにつきまして、香料につきましては、香料の製造会社等の企業秘密等に

かかわることがございまして、なかなか十分な記載とは言いづらいものではございますけ

れども、可能な限り、本質等について、対応にございますような内容を記載するというよ

うな回答を得ております。 

 次に、指摘事項の（４）でございます。キシリトールの含有量について、使用上の注意
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において情報提供することを検討することとのご指摘でございます。本剤、添加物といた

しましてキシリトールを含有しておりますけれども、ご承知のように、犬に対してキシリ

トールというのは、一定の毒性を維持することが知られております。 

 このことから、申請者のほうにおきまして対応を検討いただきましたが、本申請、事項

変更でございまして、これまでに我が国におきましても、本剤、上市されておりまして、

犬に対して使用実績がございます。また、海外でも使われておりますけれども、それを含

めて、キシリトールによると考えられるような副作用報告はなかったというような点がご

ざいまして、そのことから、今後、有害事象の収集、解析に努めて、今後必要が生じれば、

使用上の注意等において注意喚起することを検討するとの回答を得ております。 

 次に４ページ目のほうにいっておりますが、指摘事項の（５）でございます。液剤につ

いて、国内で飼育されている犬の大きさを考慮し、適切なサイズのシリンジを添付するこ

とを検討するとのことでございます。本剤、液剤の製剤につきましては、投与に独自の目

盛りを振りましたシリンジを添付しているものでございますけれども、実はこのシリンジ

が、海外で多く飼われております比較的大型の犬に対応するようなシリンジでございまし

た。そのことから、我が国で多数飼育されておるような、そういった犬の体型に合わせた

シリンジが適当ではないかというご意見をいただいたものでございます。これに対しまし

て、申請者からは、シリンジサイズとしてはグローバルで統一されているので、我が国だ

けで個別に対応することはなかなか難しいと。しかしながら、昨年６月でございますけれ

ども、国内向けに別途、医療機器としまして小型犬用のシリンジを設定いたしまして販売

をしていると、そういった回答を得ております。必要に応じて、そちらのほうが使いやす

いということであれば、そちらをお使いいただくということになるかというふうに思いま

す。 

 最後でございますが、指摘事項（６）番。チュアブル錠について、投与に際し必要に応

じて少量の水を飲ませることを使用上の注意に追加することを検討することとのことでご

ざいます。こちらのほう、特に臨床関係の先生方から、チュアブル錠を飲ませるときに水

を飲ませてよければ、そのほうが投与がスムーズになるというようなご意見をいただきま

して、申請者に検討いただいたものでございますけれども、申請者からは、ご指摘のとお

り、術前に投与する際には、必要に応じ少量の水とともに投与することとの使用上の注意

を追加するとの回答を得ております。 

 ご報告につきましては、以上でございます。 
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○下田部会長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明につきまして、ご意見、質問等があればお願いいたします。

いかがでしょうか。 

 鬼武先生、お願いいたします。 

○鬼武委員 ちょっと教えてください。別紙の１の３ページですか、指摘事項の（３）番

目の香料のことについての、もう少し記載をということで書いてあって、その対応という

ことで、商品名と、あと性状だけが書いてあるんですが、例えば、この香料を使っている

何か起源とかを特定するときに、どういうもので香料をつくっているとか、そういう情報

が要るんじゃないですか。これぐらいで十分なんでしょうか。これ以上はやっぱり難しい

んですか。例えば、食品添加物でヨーロッパのほうで禁止とかなった香料とかある場合は、

何とか系の香料でどうとかいう情報は日本に来たりするんですよね。これだけの商品名と、

こんな性状とか屈折率とかいうぐらいの情報というのは余り要らないような気がするんだ

けれども。もっと、起源に迫るような情報があったほうがいいんじゃないかと。これは、

やっぱり企業秘密で難しいんですか。 

○事務局 おっしゃいますように、性状として物を特定する、特定といいますか、その物

質自体を特定するという意味でいきますと、なかなか難しいような内容にはなっておりま

す。しかしながら、その安全性につきましては、この製剤を用いまして、安全性試験の中

で一緒に、犬に対する安全性に関しては評価をしているということにはなっております。

その上で、この規格を設定する意図といたしまして、最初にその開発段階で犬を用いて安

全性を確認したものと同等のものが常に今後、供給され続けるということ、そのことを念

頭に置きまして、こういった性状、屈折率とか比重、こういったもので、最大限、可能な

限りのところではございますけれども、同等のものが供給できるという観点で、最大限こ

ういったものを設定するということになったものでございます。 

○下田部会長 よろしいでしょうか。 

○鬼武委員 すみません。私は素人なものでしたから、こういう、ちょっと突拍子のない

質問をして大変申しわけなかったんですが。多分、量が少ないということと、安全性自体

は確認されているということは、よく理解できたんですが、実際に使っていて、市場に出

て、その後、海外で何か、その特定の香料が何か問題があって、その国でやめたりしたと

きに、同じような香料が例えば日本の場合、使われていないかということがあったら、そ

の特定をする場合に、これぐらいの情報だと、職員だったら結構、私は難しいかなという
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気がしたので、そういうことで、ちょっと意見を申し上げた次第であります。 

 別に、それ以上、論議をあれするつもりはないんですけれども、ちょっと情報が、これ

だと何となく不十分かなという気はしたんです。 

○下田部会長 事務局、その点についてはいかがですか。もしそのような状況が起こって

も、これで問題ないというご判断という。 

○事務局 いただきましたご懸念につきましては、理解いたしましたので、少し申請者の

ほうに確認いたしまして、その状況をまた、少し検討をしてみたいと思います。ありがと

うございます。 

○下田部会長 ほかにいかがでしょうか。 

 特にないようでしたら、ご了承いただいたということにさせていただきたいと思います。 

○事務局 ありがとうございました。 

○下田部会長 続きまして、報告事項（２）、希少疾病を対象とする動物用医薬品の臨床

試験の見直しの水産用医薬品の適応及び運用について、水産用医薬品調査会副座長の中西

委員から、ご報告お願いいたします。 

○中西委員 それでは、きょうのクリップどめの資料の、ちょうど５ページ目のNo.５と

いう、５枚目になります。No.５のほうをご用意願います。 

 希少疾病を対象とする動物用医薬品の臨床試験の見直しにつきましては、既に前回の部

会及び事務局からのメールで審議を行ったところです。ただ、水産用医薬品における運用

につきましては、これまで議論がされていませんでした。そこで、平成28年２月８日の水

産用医薬品調査会におきまして議論を行いました。その結果ですけれども、この２ページ

目の裏の３のところに、「また、上記に」とありますけれども、運用に記載のとおり、水

産用分野におきましては、魚種によってサイズ、重量、経済的な価値等が異なります。例

えばマグロですとかは牛に相当するような大きさですし、一方では鮎とかですとそんなに

大きくないという、体重、重量とか、経済価値も大変異なります。そういう点で、畜産の

ような線引きは困難であることから、申請者からの相談の都度、調査会で議論して、適応

の可否を判断することといたしました。このこととして、ご報告申し上げます。 

 以上です。 

○下田部会長 ありがとうございました。 

 何か、追加の点…… 

○事務局 ありがとうございますなお、別添につけております、希少疾病を対象とする動
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物用医薬品の臨床試験の見直しにつきましては、平成28年２月10日付で施工されておりま

すことを捕捉させていただきます。 

 以上です。 

○下田部会長 ありがとうございます。 

 それでは、ただいまの説明につきまして、ご質問あるいはご意見あればお願いいたしま

す。いかがでしょうか。 

 関崎先生、お願いいたします。 

○関崎委員 今のNo.５の２ページ目の「運用」の中の言葉遣いなんですけれども。 

 （１）の中に、「その都度、水産用医薬品調査会にご相談させていただき」というのは、

余り正しい日本語ではないと思うんですが、修正したほうがいいと思います。 

○下田部会長 これは、そうですね。修正を、じゃ、お願いいたします。 

○事務局 ありがとうございます。それでは、修正いたします。 

○下田部会長 ほかにいかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、特にないようですので、ご了承いただいたということにさせていただきます。 

 続きまして、報告事項（３）、動物用医薬品の諮問・承認状況について。事務局から報

告をお願いたします。 

○事務局 それでは、当日配布資料、黒の番号、No.６をお手元にご用意ください。動物

用医薬品の諮問、承認状況でございます。 

 まず、諮問状況でございます。現在、薬食審のほうに諮問されておりますのは、本日、

ご審議をいただきました２品目でございます。ピシバック注レンサα２、共立製薬株式会

社。諮問年月日は28年２月16日。Ｍバックイニエ、松研薬品工業株式会社。こちらのほう

も同じように、諮問年月日は平成28年２月16日でございます。 

 続きまして、裏のほうにいっていただきまして、承認状況でございます。 

 前回の本部会から本日までの間に承認された品目でございます。調査会審議以上のもの

でございますが、２品目ございまして、この２品目は共同開発品目でございますので、一

緒のものとしてご審議いただいたものでございますが、水産用ベネサール、あすかアニマ

ルヘルス株式会社。有効成分はプラジクアンテルで、効能効果は、クロマグロを含むスズ

キ目魚類の住血吸虫の駆除の追加でございます。 

 同じく、ハダクリーン。バイエル薬品株式会社でございますして、成分名、効能効果は
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同様でございます。 

 両製剤とも、平成27年11月19日に承認しております。 

 ご報告、以上でございます。 

○下田部会長 ありがとうございました。 

 ただいまの報告について、ご質問あるいはご意見あればお願いいたします。 

 委員の先生方、よろしいでしょうか。 

 それでは、ご了承いただいたということにさせていただきます。 

○事務局 ありがとうございます。 

○下田部会長 報告事項が終わりまして、次は、その他ですね。 

 その他の（１）牛豚用フルオロキノロン剤のリスク管理措置について、事務局から説明

をお願いいたします。 

○事務局 お手元の黒No.８の資料をお願いいたします。束ねていない、ばらで配らせて

いただいております。No.８をお願いします。 

 本件につきましては、牛豚用フルオロキノロン剤のリスク管理措置案ということで、ご

存じのとおり、この部会で、承認についてご審議いただいた品目につきましては、食用動

物に使用するものに関しては、この後、食品安全委員会に意見を聴取するということにな

ってございます。 

 その食品安全委員会で、食品健康影響評価というものがされるんですけれども、抗菌剤

の場合はその毒性だけでなくて、薬剤耐性の観点からの人への影響も評価されるというこ

とになっております。 

 今回ご説明させていただくのは、ここの１の（１）に書いてございますけれども、豚用

のエンロフロキサシン製剤（バイトリルワンジェクト）、これは１回投与の注射剤なんで

すけれども、本部会でもご審議いただいたものなんですけれども、食品安全委員会で食品

健康影響評価が行われまして、これは薬剤耐性の観点の評価が、昨年の５月に回答が食品

安全委員会から来ております。 

 このフルオロキノロン剤に関しましては、牛と豚用のフルオロキノロン製剤まとめて、

食品安全委員会は評価を行っておりまして、今回のバイトリルワンジェクト以前に承認さ

れているもの、あるいは再審査のものをまとめて、牛豚用のフルオロキノロン剤として、

薬剤耐性菌の観点の評価が行われておりました。これが平成22年３月に結果が出されてお

ります。今回の、新しいバイトリルワンジェクトの承認申請に伴った評価ということで、
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評価書というのが出るんですけれども、それの第２版ということで、評価がされた結果が

回答されました。 

 この評価におきまして、これまで第１版の評価で、このリスク評価の中では、ハザード

として、耐性菌サルモネラ、カンピロバクター、腸管出血性大腸菌がハザードとして特定

をされております。このハザードとして特定されたものというのは、以前の評価と同じで

す。これらのハザードが選択されまして、食品を介してヒトが暴露されて、ヒトで使用す

る抗菌性物質の治療が減弱または喪失するという影響があるという可能性は否定できない

ということで、そのリスクの程度は中等度と、これが第１版と同じということで、この食

品健康影響評価自体、総合的な評価自体は変更がございませんでした。 

 （３）のほうなんですけれども、ただ、これらのハザードのうちカンピロバクターにつ

いて、今回の第２版の評価の中で「ハザードの出現」という評価項目があるんですけれど

も、その中で、カンピロバクターは大腸菌やサルモネラと比較しまして、フルオロキノロ

ンの耐性を獲得しやすいと、１段階の変異で耐性を獲得するというようなことが関係する

と言われているそうですけれども、そういったことを評価されまして、豚において懸念が

大きいと。この項目に関しての評価が「懸念が大きい」とされました。ですので、これを

受けまして、食品安全委員会は、その評価書の一番後ろのところに「その他の考察」とい

うことで農林水産省とかがとりますリスク管理措置に対する提言を行うということになっ

ておりまして、その評価書の中の「その他の考察」におきまして、このカンピロバクター

の件について、この懸念を提言するために、より一層の慎重使用の指導等を検討が必要で

すということが付言されたところです。 

 これを受けまして、農林水産省としての対応ということで、きょうご説明をさせていた

だくことになります。 

 食品安全委員会の、その評価書の「その他の考察」の記載が、ここはちょっとちっちゃ

い字で申しわけございませんが、ここに書いてあるようなことで、リスク管理措置につい

て、より一層の慎重使用の指導等を検討が必要であるという付言がございます。 

 その対応として、２番にありますけれども、これは、評価自体は牛豚用フルオロキノロ

ン剤ということでの評価ですので、それの対応ということになりますけれども、今回は、

豚におけるカンピロバクターが特に懸念が大きいという項目があるということですので、

それへの対応ということになります。 

 まず、２の（１）、一番下にありますけれども、引き続き講じるリスク管理措置という
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ことで、これは平成22年の評価、第１版の評価が出たときに対応してきたものでございま

す。 

 次のページになりますけれども、第一次選択薬が無効な症例に限り、第二次選択薬とし

て使用することを徹底させるということで、いろんなその外装、パッケージの直接の容器

とか、そういったところへの記載等を充実させるとかといった対応をしてきております。 

 それから、イですけれども、きちんと投与後一定期間内に効果があるかどうかを判定し

ていただいて、効果が見られない場合には、獣医師の判断で薬剤変更することを徹底とい

うことで、これは実際に添付文書等にも書いていただくというような対応。 

 また、ウに関しましては、ＪＶＡＲＭという、先ほど所長からの挨拶にもありましたけ

れども、薬剤耐性菌のモニタリング調査、これを充実していくということで、屠畜場での

モニタリング調査等を開始しています。 

 これらの、今までやってきたことに加えまして、（２）でございますけれども、今回の

第２版の評価結果を踏まえた措置ということで、特に豚において、フルオロキノロン耐性

のカンピロバクター属菌が耐性化するという、そういうことを提言しなければいけないと

いうことで、２つ、アとイということで取り組みを考えております。 

 まず、１つ目としては、慎重使用のより一層の徹底ということで、これは以前、本部会

でもご説明をさせていただきましたけれども、畜産物生産における慎重使用、抗菌性物質

製剤の慎重値用に関する基本的な考え方というガイドラインを作成をしております。いろ

いろなリーフレットとか、獣医師向け、生産者向けのものをつくりまして、普及をしてい

るところです。この中でも、フルオロキノロンに関しましては、特に、下に示しているよ

うな項目を重点的に徹底していただこうと考えております。 

 まず、その治療対象となる細菌の薬剤感受性試験を行うということで、感受性を確認し

た上で、これは第二次選択薬ですので、第二次選択薬として使っていただく。 

 また、これは当然と言えば当然ですけれども、承認された用法・用量、効能・効果を守

っていただきながら、必要最小限の期間の投与としていただく。 

 あるいは、これはフルオロキノロン製剤全体として投与経路、なるべく腸内細菌への暴

露が少ないものを選ぶことも必要ではないかと。特に動物の腸内細菌において耐性菌が選

択されるということが懸念されるので、そういった投与経路も考慮していただくというこ

とです。 

 この慎重使用に関する基本的な考え方の概要を、参考資料の１ということで次のページ
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に示させていただいております。これは既に作成したものでございますけれども、この中

で、例えば２のポイントにありますけれども、２の（２）で、抗菌剤の慎重使用のポイン

トがありますけれども、今ご説明した項目も、この中に規定をされております。そういっ

たところを、ちょっと重点的に指導していきたいと思います。 

 それから、戻っていただきまして、（２）のイです。もう一つの対策、取り組みですけ

れども、農場における飼養衛生管理の徹底ということで、これは、家畜伝染病予防法とい

う法律で、飼養衛生管理基準というものが設定をされております。 

 これはもちろん、家畜の感染症の観点というのもあるんですけれども、今回のような、

カンピロバクターといった食中毒菌、これは、豚で病原性が必ずしもあるわけではないん

ですけれども、食品を通じて人に影響する可能性のあるような、そういった、このカンピ

ロバクターのような、こういうものが家畜を汚染するということも、衛生管理を徹底する

ことによって、飼養衛生管理水準を向上させることによって、その観点の対策としても非

常に有効になると。感染症自体を予防していただくと、防いでいただくということが抗菌

剤を使用する機会を減らすということにつながりますので、結果的に耐性菌の対策にもつ

ながるという、非常に基本的なところでございますけれども、そこをやはり徹底していた

だくということが必要だと考えております。 

 豚農場において、一層の衛生管理の徹底を図っていただくということで、飼養衛生管理

基準につきましては、３枚めくっていただきまして、今めくっていただいたところが、こ

れは基本的な考え方のリーフレットの関係ですので、後ほどごらんいただければと思いま

すが、参考資料２と書いてある横になっているところが、最後の１枚です、すみません。

最後の１枚の最初のページ、参考資料２とありますけれども、これが家畜伝染病予防法に

基づく飼養衛生管理基準の設定ということでご説明をさせていただいていますけれども、

四角の枠が上にありますが、２ポツのところで、飼養衛生管理の徹底は食品の安全性を確

保するための生産段階における取り組みともなるということで、今、私がご説明した、そ

ういった観点の効果もあるというふうに考えてございます。 

 実際には、ここの下の円に書いてありますように、年１回以上の農場への立入検査とか、

あるいは勧告、命令といった、そういう手順を通じて罰則も設けられているというような

ことでございます。そういった取り組みをすることによって、耐性菌のほうの対策にもつ

なげたいというふうに考えているところでございます。 

 もとに戻っていただきまして、イのところ、最後に書いてありますけれども、やはりカ
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ンピロバクター属に関しては、豚でその症状を示さないということがほとんどですので、

だけれども豚の消化管の中で残って生きているというような状況もありますので、カンピ

ロバクターが豚でいるのかいないのかといった、その検査を行うことも重要だと考えてお

りますので、その観点の指導等も行っていければと考えております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○下田部会長 ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、ご質問あるいはご意見等あればお願いいたします。 

 関崎先生、お願いいたします。 

○関崎委員 カンピロバクターが農場に入ってくるのを防止するのに、飼養衛生管理基準

を守れというふうにおっしゃっているんですけれども、あれは一体どこからどういうふう

に豚のところに入ってくるか、鶏もそうだと思うんですが、今だにその感染ルートとか原

因とか、ほとんどわからない状態ですよね。それで徹底しろ、徹底しろと言ったって、何

を徹底したらいいのかわからないと思いますし、これで守れるとは全く思えないんですけ

れども。 

 それと、ここに今、津田所長もちょろっと言ってらっしゃったんですけれども、カンピ

ロバクターの検査をしろというのも、実際、現実的にそれができるのかどうか。できもし

ないことをやれと言っても、無理だと思います。 

 僕も、部会の前にちょっと個別に意見を言ってくれと言われまして、薬を使えば絶対、

耐性菌は出るんですけれども、薬を使うのをやめると、不思議とだんだんいなくなってく

るというのは、もう過去の経験でわかっていまして。要するに菌にとっては、耐性になっ

ているのは、相当な余分なエネルギーを使う負荷ですから、薬さえなければ、耐性じゃな

い菌のほうがずっとよく発育しますので、だんだん、菌叢が入れかわってくるんですよ。

耐性が出ているかどうかを調べるとしたら、やっぱり薬を使った後に、余り時間を置かな

いうちに出ているのかどうかというのをチェックするというのが一番大事で、年に１回と

か、日常的にとか、そういう検査では余りやる意味がないんじゃないかと思うんですけれ

ども。 

 この管理措置というのは、はっきり言ってこれはちょっと、細菌学的に見ても余り効果

を期待できない、何を考えているのかと、わからないやり方にしか思えないんですけれど

も、いかがでしょうか。 

○下田部会長 いかがでしょうか。 
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○事務局 ご指摘ありがとうございます。 

 実際に、確かにカンピロバクターがどういうふうに入っていくかとかというところは分

かっていないところが多くて、実際に、この飼養衛生管理基準が直接的にそれを守ればカ

ンピロバクターが本当にきれいになるのかというのは、確かに保証はできるということで

はないのかもしれないんですが、ただ、我々が考えておりますのは、衛生管理の衛生水準

の向上があれば、それは、なかなかその理由がわかっていない以上、効果があるかどうか

というところはご指摘のとおりかと思いますけれども、全体の飼養衛生管理を徹底するこ

とによって、やはりカンピロバクターにも、いい方向に影響があるのではないかと考えて

います。 

 これは、鶏のフルオロキノロン剤のときにも、同様の食品安全委員会の評価がありまし

て、そういったときに、やはり農林水産省で生産衛生のハンドブックというのをつくった

りしているんですけれども。その中でも、鶏の場合ですけれども、やはり、通常の衛生管

理をきちんと徹底することによって、ある程度、カンピロバクターにも効果があるという

ようなことが、そのハンドブックでも示しているところではございます。 

 もう一点、実際に検査をしろと言われても、なかなかできないというところもあります。

これも、通常の方法でやりますと非常に手間がかかるということもありますので、例えば、

先ほど申し上げた鶏のときでは、農林水産省の事業で、農場段階でカンピロバクターを検

査できるようなキットを開発をしたり、そういった取り組みもあわせてさせていただいて

おりますので、今回、豚ということでございますので、そういった取り組みを検討させて

いただければと考えております。 

○下田部会長 関崎先生。 

○関崎委員 今、事業でやっている簡易なキットというのは、菌がいるかいないかですよ

ね。 

○事務局 そうですね。 

○関崎委員 フルオロキノロン耐性がいるかいないかじゃないですよね。 

○事務局 そうですね。直接的には耐性菌の有無ということではなくて、まず清浄化すれ

ば、フルオロキノロンに暴露される細菌がいなければ耐性化もしないわけなので、まずき

れいにするということも対策としては有効ではないかなと考えております。 

○関崎委員 企業養鶏のような大規模なところでは、その衛生管理というのは我々が想像

している以上に厳密に管理されておりまして、例えば私のような大学の人間が中を見せて
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くださいと言っても、大概の場合は敷地にも入れてくれないというところも多いぐらいし

っかり管理されているんですね。そういう状況で、豚にカンピロバクター・コーライが、

どれぐらいの割合で今、汚染されているのかというデータはあるんでしょうか。それだけ

きっちりやっているけれどもという話なんですけれども。そういうふうに、きっちりやれ

ばいなくなるとおっしゃるんですけれども、いなくなるのか。 

○事務局 それは、いなくなるという保証は確かにないです。ですので、それは一定の効

果を期待してということにはなりますけれども、一方で、カンピロバクターの耐性菌のほ

うのモニタリング調査の中では、やはり豚のコリが分離されてくるし、その耐性率も一定

程度あるといういような状況がありますので、そこは耐性の状況がどうかというのはモニ

タリングのほうでやっておりますので、その動向を把握するということは引き続き行いま

すけれども、やはりその基本的なところとして、先ほどご紹介した慎重使用の考え方にも

書いてあるんですけれども、一般的な感染症の予防の取り組みをすることによって抗菌剤

の使用の機会を減らしていくということも、やはり一定の効果はあるのかなという、その

考えでございます。 

○関崎委員 要するに、耐性菌が出てほしくないということで、そこに絞った管理措置を

やるべきなのに、一般的な衛生管理をやっていればカンピロがいなくなるかもしれないと

いう、何か問題をすりかえているような気がして。耐性菌のところの検査をきっちりやる

ということを書くほうが私はいいと思うんですけれども。 

○事務局 耐性菌のほうは、ですから、そのモニタリング調査できちんとやって。 

○関崎委員 それは、モニタリング調査は全国的にどういうふうに耐性菌の出現率があり

ましたというデータは出ますけれども。 

 いや、だから薬を使った農家ではどうなのか、そういう話だと思うんですけれども。薬

を使えば出てきますから、それがどうなのか、どのぐらい出てきているのか、そういうと

ころをチェックすべきなんじゃないかなと。それがリスク管理ではないかと思うんですけ

れども。 

○事務局 使用した農家での発現状況は、メーカーさんを通じまして、市販後の調査の一

環として、そこの調査もいたしております。そういう調査結果を通じて、そこも把握しな

がら取り組んでいきたいと思いますので。 

○下田部会長 よろしいでしょうか。 

 鬼武先生。 
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○鬼武委員 私は、今回の管理措置の案をまた公表されるというのは、取り組みとしては、

やはり食品安全委員会で、フルオロキノロン剤の第２版の健康影響評価としての耐性菌の

程度も出たと、その確認をして、関係者に、１つは、そういうリスクの程度と慎重使用に

ついて、改めてもう一度喚起するという面では必要なことだというふうに思います。実際

の管理措置として、この中身が適切に全部、農場段階でできるかというのは別として、そ

れはあるということと、それから、前回の鶏用のときは、農林水産省消費・安全局のほう

で、たしか関係者を呼んで意見交換会を、私は出た記憶があるんですが、やったという記

憶があります。 

 ですから、やり方としては、要するに世の中の人、この関係者の人に、いろんな形で、

まず知ってもらうということが重要であるから、この通知だけじゃなくて、そういう農林

水産省の本庁のほうで消費・安全局のほうが関係者をまた集めて、そういうことを言って

生産者の方にも理解してもらうとか、いろいろな角度を変えた取り組みが私は重要ではな

いかという気はしています。管理措置として、ここに書かれてある、カンピロバクターを

現場で検査するというのは大変でしょうし、そんなことは難しいかなという気はしたんで

すが、全体として、もう少し別の角度から、いろんな形で農林水産省が、慎重使用と言っ

ても、なかなか一般の人はわかりにくいと思うんですが、そのことを言い続けるしかない

ので、いろんな形で広報したほうが認知をされるんだと思いますから、そこは、今回の場

合は、これからも効果が少しでも上がるためには必要かなというふうに思っています。 

 私は、これは意見です。よろしくお願いします。 

○下田部会長 ありがとうございました。 

 事務局、今のご意見に対して。 

○事務局 ありがとうございます。 

 冒頭の所長からのご挨拶にありましたけれども、今、薬剤耐性の国の行動計画というの

を検討している状況です。伊勢志摩サミットに向けて、人の分野、動物の分野含めて、分

野横断的に対応していかなきゃいけないということで、そういう検討をしている状況です。

これはまた改めて、ご説明、ご紹介をさせていただきたいと思っておりますし、そういう

中で、やはりいろんな普及啓発とか意識向上が重要だということも国際的にも言われてお

りますので、そういった取り組みも今後、充実させていきたいと考えております。ありが

とうございます。 

○下田部会長 ほかにいかがでしょうか。 
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 特にありませんでしょうか。 

 それでは、今出た委員の先生方からのご意見も踏まえて、今後いろいろ対応していただ

ければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

○事務局 ありがとうございました。 

○下田部会長 予定していた議事は終了いたしましたが、事務局から何かございますでし

ょうか。 

○事務局 企画連絡室長の嶋﨑です。 

 お手元の資料の黒のNo.９をご用意ください。プレスリリースというふうに書かれてい

るものでございます。 

 冒頭、所長の山本のほうからも、少しお話がありましたけれども、「動物医薬品等製造

販売業者等に対する行政処分について」というタイトルのプレスリリースなんですけれど

も、既に新聞報道等でご承知かと存じますが、このたび熊本県にあります一般財団法人化

学及血清療法研究所に、医薬品、医療機器等法の違反がありまして、１月19日付で処分が

おりましたので、その概要をご報告させていただきます。 

 まず、処分の内容ですけれども、平成28年１月26日から２月24日、きょうまでの30日間、

動物用医薬品の製造販売業、それから動物用医薬品の製造業、それから動物用体外診断用

医薬品の製造販売業のそれぞれにつきまして、業務停止というふうにさせていただいてお

ります。なお、動物用体外診断用医薬品の製造業につきましては、今般、違反がなかった

ことから、業務停止の対象にはなっておりません。 

 ただし、これによりまして、現場で不足が生じる可能性があるものにつきまして、１枚

めくっていただきますと、別添１にありますが、この10製剤につきましては、業務停止の

対象外というふうにさせていただいているところでございます。 

 それから、処分内容としましては、これらの業務について、製造管理、品質管理の方法

を改善することというふうにされています。 

 １枚目に戻っていきまして、３のところに処分理由というふうにあるんですけれども、

３のところになりますけれども、（１）で、動物用医薬品、動物体外診断用医薬品の製造

に当たり、製造販売の承認内容を適切に反映した製品標準書ですとか品質管理基準書、こ

れに基づいて製造管理・品質管理を行っていなかったということでございますが、どうい

うことかといいますと、承認申請書に書かれた、つまり承認された製造方法ですとか品質

管理の方法がＧＭＰ上、整備しなければならない製品標準書ですとか、品質管理基準書と



 46

整合性がとられておりませんで、実際その製造の現場におきまして、承認内容と異なる製

造ですとか品質管理が行われていたということでございます。また、こうした不整合が生

じる場合は、製造管理、品質管理の改善など必要な措置を講じるべきというふうになって

いるんですけれども、そうした措置も講じていなかったということが処分理由となってご

ざいます。 

 じゃ、具体的にどういう不整合があったのかということなんですけれども、２枚目の裏

に、細かい字で恐縮なんですけれども、表がございます。ここに１から44の製剤が載って

いるんですけれども、これは、この処分を受ける際に一般財団法人化学及血清療法研究所

が製造販売していた製剤の一覧でございます。これらのうち、１から29の製品までにつき

まして、右から２つ目の列に「承認内容との違い」という列があるかと思いますが、ここ

にある①から⑤の違いが、それぞれ認められました。 

 ①は、製造に用いる牛血清。これは動物用生物学的製剤基準により非働化したものを用

いるというふうにされているんですけれども、①のついた10製剤は、非働化しなかった牛

血清を使っていたということでございます。 

 ②は①のツベルクリンと③の牛ヒストフィルス・ソムニワクチン“化血研”でございま

すけれども、ツベルクリンにつきましては、濃縮を限外ろ過に変更した際に抜けてしまう

グリセリンを、その後、追加していたというものでございます。また、牛ヒストフィル

ス・ソムニワクチン“化血研”は、同じように濃縮の際の限外ろ過で、今度はホルマリン

が抜けてしまうんですけれども、その抜けたホルマリンを後で追加していたというもので

ございます。 

 ③は、②にあります、ブルセラ急速診断用菌液でございますけれども、これは加熱殺菌

後に濃縮、遠心する工程で用いる生理食塩水に、フェノールを追加していたというもので

ございます。 

 続きまして、④は、ニューカッスル病ウイルス赤血球凝集素のところにありますけれど

も、安定剤としてブドウ糖を入れることになっているんですけれども、ポリビニールピロ

リドンですとか乳糖水和物、デキストリン水和物もあわせて加えていたというものでござ

います。 

 最後に⑤ですけれども、これは製造ではなくて、最終製品で行う品質管理のマイコプラ

ズマの否定試験とサルモネラの否定試験、これで使う培地、この否定試験で使う培地なん

ですけれども、この培地については動物用生物学的製剤基準で定められた、マイコプラズ
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マについては４株、サルモネラについては３株がちゃんと生えるかということを確認して、

ちゃんと生えたものを使うというふうになっていたんですけれども、その確認行為を一部

していなかったということでございます。 

 こうした不整合が、この別添２の１から29までの製剤で確認されたということでござい

ます。 

 ヒト用の血液製剤のほうでは、その資料、データの隠蔽ですとか改ざんとかがあったん

ですけれども、動物用生物学的製剤のほうではこうした隠蔽や改ざん等は、確認はされま

せんでした。なお、これらの製剤の不整合があった点につきましては、事項変更承認です

とか軽微変更届などで、既に所定の手続きは済ませているところでございます。 

 最後に、ちょっと戻りまして、１枚目の裏に「その他」というふうにありますけれども、

この業務停止期間、きょうで業務停止は終わるんですけれども、この業務停止期間中に家

畜衛生上、供給が必要となったものがあった場合には、先ほどの10製剤に加えまして、そ

の対象から除外して、ちゃんと家畜衛生上、問題がないように供給をしますよということ

が書いてあります。 

 以上でございます。 

○下田部会長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明につきまして。 

 はい、森川先生。 

○森川委員 これに伴って、これで問題ないということで、その一部製造承認変更が出さ

れていいというやつはあっていいんだけれども、生ワクチンので、ウイルスワクチンで牛

の血清を非働化していなかった案件、それによって何らかの牛由来のウイルスなんかの混

入があったかどうかというのは、どうなっているんでしょうか。 

○事務局 非働化はしていなかったんですけれども、当然その最終製品につきましては全

てのロットで迷入ウイルス否定試験が行われておりますし、それで、そういった迷入ウイ

ルスがあったという事実はありませんので、このものについて、その迷入ウイルスがあっ

たという事実は確認されていません。 

○下田部会長 はい、どうぞ。 

○事務局 ちょっと加えてご説明します。検査一部長の大石でございます。 

 血清自体も、使う場合は迷入ウイルス否定試験をやれということになっていますので、

その試験はやっております。 
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 それから、なぜ非働化しなかったかというのが、理由はやっぱり牛胎子血清が多いので、

非働化する目的である補体がほとんど入っていないということで、非働化をしなかったと

いうことでございます。 

○下田部会長 ほかにいかがでしょうか。 

 鬼武先生、どうぞ。 

○鬼武委員 私は全然わからないんで聞きたいんですけれども、ヒト用の場合は隠蔽、改

ざんがあったということでいろんな処置をされていて、動物用医薬品については、多分こ

ういう検査所とか本庁の方が行かれて、現場を見られて措置を決められたと思うんですが、

１カ月というのは、これは、それも本庁で決められると、妥当性というか、そういうのは

どういうふうに。今まで、こんなことって、あったんですか。私はわからないんで、今回

の１カ月の妥当性とそれと業務停止対象外というのは、緊急時で必要だということとか含

めて、バランスがこんなものでいいんですかということを、ちょっとお伺いしたかったん

です。一般的な話です。難しいなら、回答は要りませんけれども、単純な質問。 

○下田部会長 いかがでしょうか。 

○事務局 厚生労働省のほうは、110日ぐらいだったかと思うんですけれども、今回のこ

ちらの動物のほうは30日ということなんですけれども、過去にもそういう業務停止処分と

いうのはあったところなんですけれども、こういった今回の事案につきましては、そうい

った無許可ですとか未承認ですとか改ざんと、そういったものには該当しなかったんです

けれども、承認どおりにつくっていなかった製剤というものが、この一般財団法人化学及

血清療法研究所が製造販売している製剤の半分以上にもわたりまして、薬事製造に対する

信頼を大きく損ねたということを踏まえまして、今回のこういった処分に当たったという

ことでございます。 

 ヒトの医薬品で認められたような隠蔽、改ざんというものはなかったんですけれども、

過去の事例に鑑みまして、30日ぐらいが妥当だというところでございます。 

○鬼武委員 どうもありがとうございました。 

○事務局 ちょっと、いろいろ言ったんでわかりにくかったかもわからないですけれども、

過去の事例を踏まえてかなり重い目の、無許可製造なんかの事例と同じ程度、厳しくあれ

しているということです。 

 ヒトのほうも、血液製剤とヒトのワクチンのほうと２つ部門があって、血液製剤のほう

がその隠蔽とか改ざんとか、そこが非常に重くカウントされて110日というようなことな
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んで、こちらのほうもそういうのをバランスとりながら、ちゃんと。 

 さっきの、あと、マイコプラズマの試験とかやっていないと言ったのは、全くやってい

ないわけじゃなくて、４つ菌種があると幾つかやっていたりとか、あと業者のほうが製造

元でやっている試験を確認して、それで済ませたりとか、そういうコンビネーションでや

っていたということで、決め事どおりにやっていなかった、そういう意味です。 

○下田部会長 はい、お願いします。 

○山田委員 一般財団法人化学及血清療法研究所だけじゃなくて、ついこの間、ほかの業

者でもこういう不正がありましたね、処分が。もしかすると、こういう業界全体の何か緩

みとか、そういったものを反映しているんじゃないかという危惧を一般の人が持つ可能性

もあると。そういうことに対して、やっぱり業界団体等を通じて、業者全体に対する危機

感を持つような指導とか、そういうのも必要だと思うんですけれども、その辺もお考えな

んでしょうか。 

○事務局 さっきの罰則も今のご質問も本省のあれなんで、動物用医薬品検査所ではない

ですけれども、業界全社に対する自主点検と報告を求めていると。その報告を見て、また

必要な立ち入りを行う。 

 あと、ＧＭＰの管理というようなところが非常に重要になりますので、来月、ここを会

場に、製造管理者を呼んで、全員にしっかり厳守をするということ。 

 あと、やはり、承認書に何が書いてあって、動物用生物学的製剤基準等があって、ＧＭ

Ｐでは何を書くべきかという、そういう、どこで何を管理すべきかという概念をしっかり、

やはり整備をしていくというのは我々も含めての課題だと思うんで、それは来年度以降、

そういうガイドライン的なものも考えていかなきゃいけないのかなということで、いろい

ろ総合的にやっていきたいと思っております。 

○山田委員 我々はボランティアなんですけれども、基本的にその承認とか、そういうと

ころにかかわるところで、そのシステムの根幹の部分なので、そういうものがないがしろ

にされるんだと僕らのやっていることが否定されるような気にもなりますので、ぜひよろ

しくお願いいたしたいと思います。 

○下田部会長 ほかにありますでしょうか。 

 それでは、予定した議事はこれで終了いたしましたけれども、委員の先生方から何かあ

りますでしょうか。 

 特にないようですので、以上で本日の議事を終了させていただきます。 
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 次回の部会開催日について、事務局から報告をお願いいたします。 

○事務局 申しわけございません、次回の開催日の前に、１点、事務的なお話ですけれど

も、少しご連絡をさせていただければと思います。 

 本年度より、ご審議をいただきます資料につきましては電子化を行いまして、パソコン

を使ってご審議をいただいていたところでございます。本日、少し機材ぐり等の都合から

紙でご審議いただくことになりまして、混乱をいただいたことになります。まことに申し

わけございません。 

 実は、来年度から、このシステムでございますけれども、本年度使っていたパソコンに

加えまして、新たに機種を導入することが決定いたしまして、そのご報告をちょっとさせ

ていただければと思います。 

 今年度、パソコンを使ってやっていたわけですけれども、来年度につきましては、選定

いたしました機種は、今のところマイクロソフト社のSurface Pro３というタブレットの

大型のパソコンがございまして、それを用いて運用していきたいというふうに考えており

ます。ノートパソコンと異なりまして、タブレットでございますので、非常に液晶の画面

は高精細で読みやすくなっております。また、縦にしてお持ちいただいて、そのままめく

っていただくということができますので、現在よりは非常に使いやすくなるのではないか

というふうに考えております。 

 なかなか紙から電子化への移行というのも、うまくいくところ、いかないところ等ある

かと思いますけれども、膨大な紙を使うということを削減するというのは世の流れでもご

ざいますので、ぜひともご協力いただきまして、私どももスムーズに運用できるよう努力

してまいりますので、ぜひともご協力をいただきたいと思います。 

 次回に少しデモを行ったりとか、そういうことも検討しておりますので、また運用等に

つきまして何かお気づきの点等ございましたら、ご意見をいただければ幸いでございます。 

 以上でございます。 

○下田部会長 それでは、開催予定、お願いいたします。 

○事務局 それでは、続きまして、次回の部会開催日について事務局から報告させていた

だきます。 

 事前のご連絡をいただき、どうもありがとうございました。先生方からご連絡をいただ

きました結果をまとめましたところ、部会長の出席が可能であり最も多くの委員の出席可

能な日であります、平成28年５月31日火曜日でございます。５月31日火曜日の午後の開催
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とさせていただきたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

○下田部会長 それでは、次回開催予定は平成28年５月31日の火曜日の午後といたします。 

 その他、事務局から何かありますでしょうか。 

○事務局 本日の部会、27年度の最後の開催となりました。委員の皆様のご任期、あと１

年ございますけれども、年度が変わりますことから、所属、肩書等あるいは異動等、お知

らせいただいている内容にご変更がございましたら、随時、事務局までご連絡をいただけ

ますよう、よろしくお願いいたします。 

○下田部会長 それでは、本日はご審議いただきありがとうございました。 

 これで閉会にさせていただきます。どうもありがとうございました。 

午後４時２７分閉会 


