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動物の循環器第 51巻 1号1-7(2018) 

総説

動物用医薬品の研究開発から承認申請について

循環器領域の製剤を中心に

木 下現和久井康裕

ベーリンガーインゲルハイムアニマルヘルスジャパン株式会社

〒141-6017東京都品川区大崎2-1-1ThinkPark Tower 

（受理 2018年 5月9日）

要約

動物用医薬品は，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（医薬品医

療機器等法，平成26年の法改正以前は薬事法と呼ばれていたヒト用医薬品と共通の法律）の規制下に

ある。製薬企業等は，探索研究で発見した有望な候補物質について動物に簡便に投薬できるように製

剤化し，毒性試験，薬理試験，実際に使用される動物種を用いた対象動物安全性試験及び吸収・分

布・代謝・排泄を検討する薬物動態試験及び臨床試験を実施し承認申請を行う。その後，農林水産省

による事務局審査薬事・食品衛生審議会によるいくつかの審査会審査を経て，品質，有効性及び安

全性のすべてが認められた場合に承認される。新規動物用医薬品は承認された際に通常6年間の再審

壺期間が設定される。製薬企業等は再審査期間中に使用成績調査を行い，再審査を受け承認審査のす

べてを終了する。循環器領域の動物用医薬品開発では，医薬品として既承認の化合物を利用するケー

スが主で，開発が成功する可能性は高い。開発の一番大きなリスクは臨床試験に潜んでいる。循環器

の診断・治療の経験が豊富で，高度でかつ安定した診断技術を有する獣医師等の協力が不可欠であ

る。動物の循環器領域に充実した動物用医薬品を供給するため，臨床試験や使用成績調査等の実施に

は本会員のご理解とご支援を期待したい。
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動物用医薬品の研究開発から承認申請について 循環器領域の製剤を中心に

はじめに

新規の動物用医薬品は，およそ7~8年の研

究開発期間を経て門各国の規制当局に承認申

請される。わが国では，動物用医薬品も，ヒト

用医薬品と同じ医薬品医療機器等法で規制され

る2)が動物用医薬品については農林水産省が

所轄し，審査の中心的な役割を担っている。審

査期間は動物用医薬品の種類，対象動物種，提

出された試験成韻の内容により幅があるが，愛

玩動物のための一般医薬品の場合2年程度を要

している。

承認申請に必要な資料は農林水産省令や関連

通知等の規則に従う必要がある。その一方で，

平成8年以降日米欧の三極で動物用医薬品の

承認審査資料の調和に関する国際協力会議

(VICH, International Cooperation on Harmoni-

zation of Technical Requirements for Regis-

tration of Veterinary Medicinal Products)が

組織され， 8米欧の開発試験に関するガイドラ

インの共通化が進んでいる叫

本稿では，わが国における動物用医薬品の研

究開発及び承認申請について，循環器疾患に用

いられる動物用医薬品に関する話題を中心に，

試験及びガイドライン，承認審査や承認後の諸

制度について概説する。

探索研究～医薬品の転用

医薬品の開発の始まりは，無数の化合物を合

成，培養，抽出する従来からの手法や，近年で

はゲノム，プロテオーム解析などを通じて，病

態に関わる標的分子を見つけだす手法により得

られたリード化合物から最適化された候補物質

を選択する叫このような手法により発明され

た代表例が犬糸状虫症の予防薬であるイベルメ

クチンで開発者の大村智らが2015年に

ノーベル生理学・医学賞を受賞したことは記憶

に新しい。イベルメクチン， ミルベマイシン，

モキシデクチン等マクロライド系の犬糸状虫症

予防薬の普及により， 1980年代まで獣医師が

取り扱う循環器疾患の主流であった犬糸状虫症

は， 21世紀に入り急速に減少した。さらに犬

糸状虫症予防薬と同時期に承認された犬パルボ

ウイルスや犬ジステンパーウイルス感染症予防

ワクチンの普及と相まって，犬の平均寿命が急

速に伸び，以後，慢性心不全が犬の循環器疾患

の主たる対象となった。

動物用医薬品の場合には，ヒト用医薬品又は

ヒト用医薬品の探索研究段階で発見された候補

物質の中から選択されることも多い。

フイロコキシブ（品名：プレビコックスR)

は，動物用医薬品として日本で初めて承認され

たコキシブ系の非ステロイド系消炎鎖痛薬であ

る。米国メルク社がヒト用のコキシブ製剤を探

索する過程で発見された100種類以上の候補物

質の中で犬のシクロオキシゲナーゼ2阻害選択

性に優れている点でヒト用医薬品よりも犬によ

り適した候補物質が選択された良例である。実

は， 日本では犬用のフィロコキシブ製剤がヒト

用のコキシブ製剤より早期に承認された。理由

は，当時ヒト用の某コキシブ製剤の承認審査の

過程で，長期の服用による心血管イベントが増

加する可能性が問題視され，すべてのコキシブ

製剤の承認が大幅に遅れたためである。犬では

冠動脈にバイパス血管ができやすく心血管系イ

ベント自体が非常に珍しいことが早期の承認に

幸いした。

慢性疾患の治療薬の分野では，ヒト用医薬品

として既に承認されている有効成分を動物用医

薬品として開発することも多い。この場合， ヒ
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ト用医薬品の開発のために実施された毒性試験

成績等を利用できる点や，動物への臨床使用の

知見がある場合が多く，効率的な開発が可能で

ある。

特に循環器系の製剤では，歴史的にヒト用医

薬品と同一の有効成分を含む製剤の開発が活発

に行われてきた。 1994年11月118に二つのア

ンジオテンシン変換酵素阻害薬，アラセプリル

製剤（品名：アピナックR錠）とエナラプリル

製剤（品名：エナカルドR錠）が同時に承認さ

れたのが歴史の始まりであった。この本邦初の

犬の心不全薬の発売を契機に，野外臨床試験の

プロトコルを基にした犬の慢性心不全の診断・

治療方法が標準化された。さらに産学共同によ

る教育・啓発活動と，超音波診断装置の普及も

手伝って，標準化された診断・治療法は愛玩動

物の一般診療を主たる業務とする獣医師の間に

瞬く間に浸透した。

製剤研究

製剤研究では，新薬候補物質の物理化学的性

質を明らかにし，その特性と利用目的を考慮し

た剤形・製剤処方を検討し，最も適した製剤を

決定する。特に愛玩動物の心臓疾患や腎臓疾患

の様に，長期間の投薬が必要な場合には錠剤の

小型化や液剤化，あるいは嗜好性の高い剤型の

開発が必要となる。製剤の品質を確保するため

に規格及び検査方法を設定し，保存条件や使用

期限を決定するための安定性試験も実施され

る。規格及び検査方法に用いる分析方法のバリ

デーションや安定性試験等の試験成績は，医薬

品の品質を保証するうえで重要であり，試験方

法に関するガイドラインは国際調和が早くから

進められた分野である凡

非（前）臨床試験

探索研究により選択された候補物質につい

て．毒性試験．薬理試験．安全性試験及び薬物

動態試験（吸収等試験）を実施する。これらの

試験の一部は実際に臨床適用される動物種で有

効性や安全性を検討する点で，ヒト用医薬品の

非臨床試験とは異なる。臨床適用する犬や猫を

使ったinvivo条件下の薬理試験，安全性試験

及び薬物動態試験の試験成績により，野外臨床

試験（治験）実施の可否を決定する。さらにこ

れらの前臨床試験成績から得られた知見は治験

担当獣医師への情報提供，そして飼い主へのイ

ンフォームドコンセントとしても重要な情報と

なる。

毒性試験：実験動物を用いた急性・亜急性・

慢性蒋性試験生殖•発生毒性試験変異原性

試験（必要に応じてがん原性試験）及び用法や

剤形等の条件によって必要とされる皮膚・粘膜

刺激試験皮膚アレルギー試験吸入毒性試験

等により毒性を検討する。毒性試験は動物用医

薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準

(GLP省令）5)に準拠して実施する。

薬理試験：効力を裏づけるためにinvitro及

びinvivo等の試験系を用いた作用機序の検討，

臨床使用する用法及び用量を決定する用量決定

試験，決定した用法及び用量により申請する効

能又は効果に対する有効性を確認する用量確認

試験を実施する。用量決定試験では一般的に4

試験群（無投薬対照，異なる 3用量の被験薬投

薬群），用量確認試験では3試験群（無投薬対

照群，陽性対照群，被験薬投薬群）を必要とす

る。仮に統計解析に必要な頭数を 1群6頭で計

算すると， 42頭の実験モデルが必要となる。

薬理試験では適切な病態疾患モデルを均ー的に
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作成することが肝要である。実験的僧帽弁閉鎖

不全症モデルでは，外科的に僧帽弁の腱索を切

断する方法が主流であるが，均ーな病態モデル

を多数用意するには熟練の技術と経験が必要で

ある。

対象動物安全性試験：実際に臨床の場で使用

される動物種を用いて臨床で使用される最高用

量以上の用量を投与して安全性を検討する。通

常は無投薬対照群，推奨用量投薬群，その3倍

量群と 5倍量群の計4群設定し， 1試験群につ

き8頭を使用する。ちなみに5倍量投薬群は推

奨用量上限の5倍量に相当するため，犬の体璽

によっては推奨用量の10倍量近くになる。試

験期間は通常，推奨投薬期間の3倍の長さで設

定する。慢性心不全の治療薬で1カ月ごとに処

方が必要な薬剤であれば， 3カ月間の試験が必

要となる。試験期間中の臨床所見，検査所見，

そして試験終了時の解剖所見の結果から有害事

象を検出し，統計解析を行う。そして個々の有

害事象について用量依存性や褥性試験所見との

相関性を検討し，副作用の可能性を考察する。

これらの情報は治験の際に予想される有害事象

として，治験担当獣医師や飼い主に周知され

る。また，必要に応じて製品の使用上の注意に

記載する。対象動物安全性試験はGLP省令に

準拠して実施する必要がある。実験に使用する

動物数の削減「3Rの原則」の理念に基づき

VICHガイドライン43が整備されたことから，

一つの安全性試験成績を日米欧の審査に利用で

きるようになった。

吸収等試験：血中濃度の時間的な推移と，主

要臓器への分布及び代謝，排泄を測定する。必 ー

要に応じて代謝物の血中濃度の測定を行う 6)。

この情報は用量決定試験で三つの試験用量を決

定する際の重要な情報となる。また，製剤の使

用上の注意で，他の動物用医薬品との飲み合わ

せの禁忌について記載されることが多いが，吸

収・代謝・排泄等の試験結果を根拠にしてい

る。心疾患や腎疾患の治療薬では排泄経路（腎

臓排泄，肝臓排泄，あるいはその両方）は獣医

師の薬剤選択の際の重要な情報となる。

このほか，新規有効成分については，中枢神

経呼吸器系・循環器系に及ぽす影響等につい

て，げっ歯類またはウサギを用いた一般薬理試

験の情報が必要である。

野外臨床試験（治験）

非（前）臨床試験に基づき設定された効能・

効果，そして安全性を臨床現場で確認すること

が治験の主たる目的である。治験は動物用医薬

品の臨床試験の実施の基準に関する省令 (GCP

省令）7)に準拠して実施する。このGCP省令に

は，治験を行うための組織とその要件等が詳細

に規定されている。その他，被験動物の所有者

へのインフォームドコンセントなど，倫理的に

配慮すべき事項と科学的に適正に試験を実施す

るための治験実施計画書，実施，モニタリン

グ，監査記録及び報告等の事項等が規定され

ている見治験実施計画書には治験・試験群ヘ

の組み入れ基準バイアスの影響を避けるため

の盲検化の方法有効性と安全性に関する適切

な評価方法統計解析法などをあらかじめ規定

し，関連書類とともに農林水産省に届け出る。

臨床試験は2カ所以上の施設において，適切な

統計解析による評価が可能な症例数を供試する

こととされている。最低症例数は効能ごとに

60症例と定められている。安全性と有効性の

評価は特別な理由がない限り，バイアスを防ぐ

ため盲検下で行われ，評価者は試験群の内容

（通常は，被験薬と既承認の対照薬）を知らさ

れずに評価する。治験が終了すると治験計画書
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に記載された統計解析を含む方法により評価し

て報告書を作成する。評価方法を治験の開始前

にあらかじめ規定しておくことで，結果を見て

評価方法を変えるような恣意的な解析を防ぐこ

とができる。新規有効成分を含有する循環器用

製剤の治験では，聴診，打診から超音波検査ま

で，高い精度と再現性が求められる。さらに，

有害事象の検出，そして有害事象と投薬との因

果関係の考察を含めて治験担当獣医師の高い技

量と経験が不可欠である。

承認申請

承認申請は動物用医薬品等の製造管理及び品

質管理に関する省令 (GQP省令）9)及び動物用

医薬品等の製造販売後安全管理の基準に関する

省令 (GVP省令） 10) に基づき，動物用医薬品等

の製造販売業の業許可を有する者が承認申請を

行う。承認申請を行う医薬品の有効成分が全く

新しい化合物である場合，既存の化合物の新し

い剤形又は配合剤である場合，ヒト用医薬品と

して承認されている化合物である場合，既承認

の動物用医薬品と生物学的同等性を有する後発

医薬品である場合等の区分により審査に必要な

資料が定められている。平成27年より動物用

医薬品の充実を促進するため，ヒト用医薬品と

して承認されている医薬品を愛玩動物のための

医薬品として開発する場合，当該医薬品が動物

に使用された使用実績を調壺し公知の文献等を

収集することで臨床試験を免除する特例申請制

度が施行された 11)。この制度を利用した動物用

医薬品の開発を促進するためには，動物用医薬

品として承認販売後はヒト用医薬品を使用しな

い等のルール作りが必要かもしれない。

承認審査：動物用医薬品の承認のための審査

は，動物医薬品検査所の専門官による審査（事

務局審査）から始まり，その後，有識者より構

成される薬事・食品衛生審議会によるいくつか

の審究会審査を経て，品質有効性及び安全性

が認められた場合に承認される。

再審査：新規動物用医薬品には承認時に通常

6年間の再審査期間が設定される。再審査期間

中に動物用医薬品等製造販売後の調杢及び試験

の実施に関する基準 (GPSP省令） 12) に基づき

使用成績調査を実施し，再審査期間終了時に副

作用情報や文献情報と併せて再審査申請を行

う。農林水産省による事務局審査と動物用医薬

品再評価調査会の審査により，品質，有効性及

び安全性が実証されることにより再審査が終了

し，製剤は正式な承認を得ることになる。この

再審査のための使用成績調査等は，先発品にの

み課された膨大な費用と時間を要する作業であ

る。なお，再審査期間中は特許の有無にかかわ

らず後発品は承認されない。

再評価：承認された動物用医薬品について，

科学の進歩等により，後日承認された際に提出

した試験成績と異なる新たな知見が報告された

場合には，農林水産省及び薬事・食品衛生審議

会により再評価が行われ，必要に応じて新たな

措置がなされる。

おわりに

循環器領域の動物用医薬品の開発において医

薬品として既承認の化合物（有効成分）を利用

することができる場合には，動物の循環器の専

門家らによる使用経験に基づいた効能・効果そ

してその用法・用量が定まっているため，開発

成功の可能性は高い。非（前）臨床においては，

対象動物への投与に最適化された製剤設計とそ

の品質（安定性）の確保．そして実験疾患モデ

ルの作成が成功の鍵となる。一見すると何ら問
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動物用医薬品の研究開発から承認申請について 循環器領域の製剤を中心に

題はなさそうで，実は開発の一番大きなリスク

となるのが治験のできである。前述のとおり，

循環器用製剤の治験では，循環器の診断・治療

の経験が豊富で高度でかつ安定した診断技術を

有する獣医師とスタッフの協力が不可欠であ

る。下記の表に示すとおり，すでに多くの動物

用の循環器領域の製剤が承認されているが，ヒ

ト用医薬品と比較すると薬効の区分は極めて限

定されている。動物の循環器医療に充実した動

物用医薬品を開発そして供給するために，製薬

メーカーが治験や使用成績調査等を実施する際

には，本学会に所属する臨床獣医師及び獣医療

スタッフのご理解とご支援をいただきたい。そ

して，動物用医薬品として承認された区分の製

剤がある場合には，ヒト用医薬品ではなく動物

用医薬品を積極的に使用していただきたい。以

上2点，動物用医薬品を開発する立場から学会

会員の皆様にお願いして，本稿の結びとした

い。
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木下現，和久井康裕

循環器領域における動物用医薬品

区分 主成分 品目名（先発医薬品）
対象

効能効果
動物

アンジオテンシン エナラプリル エナカルドR錠 犬 僧帽弁閉鎖不全に

変換酵素阻害薬 マレイン酸塩 (1, 2.5, 5, 20 mg) よる慢性心不全に

ベーリンガーインゲルハイム 伴う症状の改善

アニマルヘルスジャパン

株式会社

アラセプリル ァピナックR錠 犬 僧帽弁閉鎖不全に

(6, 12.5, 25 mg) よる慢性心不全に

DSファーマアニマルヘルス 伴う症状の改善

株式会社

テモカプリル エースワーカーR錠 犬 僧帽弁閉鎖不全に

塩酸塩 (0.5, 1. 2 mg) よる慢性心不全に

エランコジャパン株式会社 伴う症状の改善

ラミプリル バソトップR(Pl.25,P2.5) 犬 僧帽弁閉鎖不全に

株式会社インターベット よる慢性心不全に

伴う症状の改善

ベナゼプリル フォルテコールR錠 犬 犬：僧帽弁閉鎖不

塩酸塩 (2.5 mgフレーバー， 猫 全による慢性心不

5mgフレーバー） 全の症状の改善

エランコジャパン株式会社 猫：慢性腎不全に

おける尿蛋白の漏

出抑制

ホスホジェステラーゼIII ピモベンダン ベトメデイン町1.25,2.5, 5), 犬 僧帽弁閉鎖不全に

阻害薬 ベトメデインRチュアブル よる慢性心不全に

(1.25, 2.5, 5) 伴う症状の改善

ベーリンガーインゲルハイム

アニマルヘルスジャパン

株式会社

アンジオテンシン ベナゼプリル フォルテコールRプラスs, 犬 僧帽弁閉鎖不全に

変換酵素阻害薬／ 塩酸塩／ プラス L よる慢性心不全に

ホスホジエステラーゼIII ピモベンダン エランコジャパン株式会社 伴う症状の改善

阻害薬

アンジオテンシンII テルミサルタン セミントラ R4mg/mL 猫 慢性腎臓病（慢性

受容体拮抗薬 経口液猫 腎不全）における

ベーリンガーインゲルハイム 尿蛋白の漏出抑制

アニマルヘルスジャパン

株式会社

利尿薬 フロセミド デイマゾンR注 犬 犬糸状虫寄生によ

株式会社インターベット る腹水・浮腫時の

利尿促進

プロスタサイクリン ベラプロスト ラプロスR 猫 IRISステージ2-
誘導体 ナトリウム 東レ株式会社 3の慢性腎臓病に

おける腎機能低下

の抑制及び臨床症

状の改善

R登録商標
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