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　医薬品分野の国際協力で最も成功した活動例を問われ

れば，多くの関係者はICH（医薬品規制調和国際会議）を

あげるのではないでしょうか。

　ICHは，1990年４月に，必要な患者に安全で有効な新

医薬品をより早く提供するため，日米EU三極の規制当

局および産業界の代表により，医薬品承認審査の基準の

合理化，標準化を目的として設立されました。ICH発足

以来，新医薬品の品質・有効性・安全性の評価にかかわ

る技術的なガイドライン，承認申請資料の形式，市販後

安全体制に関するガイドラインなど，80を超えるガイド

ラインが合意（調和）されました。具体的には，例えば，

医薬品の臨床試験の実施に関する省令［E6］，eCTD（電

子化コモンテクニカル・ドキュメント：医薬品の承認申

請のための国際共通化資料の電子化）［M8］，原薬の

GMPガイドライン［Q7］など，薬事規制の根幹となる

ようなガイドラインが多くあります。

　また，ICHガイドラインは，国際貿易障壁の軽減，重

複試験と研究開発資源の削減に加え，ICHに参加してい

ない地域との交流や情報の共有化においても大きな成果

をあげてきました。

　しかしながら，近年，新医薬品の開発，製造，販売に

関するグローバル環境は劇的に変化しています。具体的

には，中国，インド，ブラジル，ASEAN各国などにお

いて新医薬品の開発等が開始される，もしくは医薬品規

制当局が整備されてきています。これらの国においては，

現在，薬事規制やガイドライン等の整備も進められてき

はじめに
ていますが，日米欧などの先進国と異なるものが整備さ

れる，もしくはその可能性があります。

　このような状況を回避し，さらにグローバルな医薬品

開発・審査の環境を改善するため，ICHは自ら改革の道

を選びました。本稿では，ICHの改革結果とICHの新た

な取組みについて紹介します。

　ICHは，以下の３つを主たる目的として改革を行いま

した。

①国際的な薬事規制調和の主たる組織となる。

②�すべての薬事規制当局や関連業界に薬事規制調和によ

り積極的に関与する機会を提供する組織を創造する。

③効果的でよく管理された運営と調和作業を維持する。

　また，ICH改革を進める上で，改革の基本方針として

以下の４つの事項に同意しました。

①ガバナンスと透明性

　ICHのガバナンスにおける規制当局者の役割を増大

し，ICHおよびその手続きの透明性を改善する。

②国際的なアウトリーチ

　ICHガイドラインに影響を受ける日米EU以外の規

制当局者や国際的な産業界の関与を高める。

③予算

　産業界に依存していた予算構造を改め，代替的な予

算モデルを整備する。

１． ICH改革の目的

２． ICH改革の基本方針（４本の柱）

ICH改革と新たな取組み
ICH Reform and Future Directions

厚生労働省 医薬・生活衛生局 国際薬事規制室 国際化専門官

高梨文人
Fumihito takanashi

Office of International Regulatory Affairs, Pharmaceutical Safety and Environmental Health Bureau, 
Ministry of Health, Labour and Welfare
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基づく非営利法人として新ICHが設立されました。1990

年の旧ICH設立時と同様，日米EUの薬事規制当局と新

薬研究型製薬団体の６メンバーが創始メンバーとなりま

した。また，設立総会においてはICH定款が合意される

とともに，ヘルスカナダとスイスメディックが常任規制

当局として参加が認められました。

　また，2015年12月には米国ジャクソンビル（フロリダ）

にて第１回ICH総会が開催され，ブラジル薬事規制当局

④法人格の整備

　ICHを法人として位置づける。

　上記のようなICH改革の目的や基本方針を踏まえ，各

国の代表による３年以上にわたる精力的な議論と調整の

結果，2015年10月23日に設立総会が開催されスイス法に

３． ICH改革の概要

従来ICH 新ICH
法人格 ・法人格はなし（国際製薬協が各種支援）

・参加国の同意に基づく設置
・スイス法に基づく法人（規制当局が主体）
　［ICH定款　Art.�60�et�seq..�Of�the�Swiss�Civil�Code］

名称 ・�International�Conference�for�
Harmonization�of�Technical�
Requirements�for�Registration�of�
Pharmaceuticals�for�human�use�
・日米EU医薬品規制調和国際会議�

・�International�Council�for�Harmonization�of�Technical�
Requirements�for�Pharmaceuticals�for�human�use

・医薬品規制調和国際会議�

組織・団体構成 ・スイス　ジュネーブに本部
・�執行委員会，MEDRA委員会，作業部会，
事務局（監査法人）

・�６メンバー（日米EU３規制メンバー＋３
業界メンバー）と準メンバー（スイス，カ
ナダ規制メンバー）

・スイス　ジュネーブに本部
・�総会，管理委員会，MEDDRA管理委員会，作業部会，事
務局，監査法人
・�メンバー：1.�規制当局創始メンバー（日米EU），2.�産業界
創始メンバー（日米EU），3.�常任規制当局メンバー（スイス，
カナダ），4.�規制当局メンバー（その他），5.�産業界メンバー
（その他）

規制当局創始メンバーと他メン
バーとの主な権限の違い

・�議決権限があるのは６メンバーのみ（2014
年からはスイス，カナダも投票権あり。
ただし，拒否権はなし。）

・各メンバーは総会における投票権をもつ。
・�規制当局創始メンバー（日米EU）には主要事項に関する拒
否権。
・�規制当局創始メンバー＋産業界創始メンバー＋常任規制
当局メンバー計８団体は管理委員会の常任メンバー。

規制当局メンバーと産業界メン
バーの権限

・�６メンバーの権限は原則，平等（2014年か
らはガイドライン作成については，規制
当局メンバーが優位となる。）

・�産業界メンバーはガイドラインに関する投票権はなし。
その他も原則，規制当局メンバーの判断を優先。

総会と管理委員会の権限関係 ・�総会はないため，執行委員会がすべてを
決定

・�スイス法に基づき総会が最終的な決定を行わなければな
らない事項を除き，原則，管理委員会が決定。
・�総会の決定事項のうち主要事項には規制創始メンバーに
よる拒否権を設定するか，管理委員会の推薦が必要な仕
組み。

総会新メンバーの加入条件，権
限・義務等

－ 規制当局：一定の期間オブザーバーとしてICH活動に参加，
一定のガイドラインを既に遵守など。
産業界：国際的な組織。ガイドラインの影響を受けること。
専門家を派遣することなど。

管理委員会の構成 ・全ての団体が執行委員会メンバー ・�従来からの参加メンバーが管理委員会の常任メンバー（８
メンバー）。
・�最大14メンバーのうち，最大６メンバーが新規メンバー
から選出可能（2018年１月１日から）。４メンバーが規制
当局，２メンバーが産業界。４年ごとに改選。再選可。

管理委員会新メンバー選定基準，
権利と責任等

・�全ての団体が執行委員会メンバーのため
選定基準は特になし。

・執行委員会における投票権
・�専門家会合の議長やラポーターとなる　
など。

・�過去４年にわたりICHに参加。ガイドラインの実装状況
がすぐれているなど。
・管理委員会における投票権
・作業部会の議長やラポーターとなる
・規制当局創始メンバーには主要事項に関する拒否権あり
　など。

RoP（Rules�of�Procedure）等 ・特に規定なし。 ・各規定の詳細は，RoPに記載されている。
年会費等 ・規制当局からの支払いはないため規定なし。・経費は，年会費，拠出金等によって賄われる。

（日本は年会費として支払い予定）
・�各メンバーの年会費等の支払金額は公平，比例的，透明
性を確保する。
・経過措置期間の２年間は，現行の８メンバーのみが支払う。

表１　ICH改革の概要

ICH改革と新たな取組み
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　熊本地震は，従来までの地震のメカニズムに対する考

え方を大きく変えさせられる地震となった。わが国はこ

れまでに多くの地震を経験し，建築基準法も段階的に整

備されてきており，現在は1981年に見直し改正された耐

震基準（いわゆる『新耐震設計法』）で運用されている。

この設計法の基本的な考え方は，「建物が存続中に極（ご

く）稀（まれ）に１回程度起きるであろう地震に対して人

命を守ることを基準とする」ということになる。しかし

熊本地震は短期間に前震，本震，余震を含み極稀に起き

るとされていた震度７クラスの大規模な地震が数回起き

てしまったことにより，公共建築物をはじめ，木造家屋，

マンション，工場建屋に大きな被害を及ぼした。

　このような「波状的（繰り返し）地震」の発生はこれま

で想定されておらず，阪神・淡路大震災の起きた1995年

以降に施行された耐震改修促進法（旧耐震基準の建物を

現行基準に補強改修を行う目的で制定）を受けて改修さ

れた建物であっても，今回のような地震に対応できうる

か疑問が残る。いつ発生するかわからない地震に対し，

いたずらに不安を抱き続けて何も対策を施さないままに

終わらせてはいけない。本稿は，製薬工場・研究施設等

の生産設備を震度７程度の地震から人と財産を守るため

はじめに
の一般的な構法として耐震・免震・制震構法について述

べるとともに，制震構法の実施例などを紹介する。

　地震の揺れに抵抗させるための構造形式は「耐震」・「免

震」・「制震」があり，これら３種類の特徴を以下に記す。

（1）「耐震」構法の主な特徴
　耐震構法は，建物の基礎（杭基礎，直接基礎）を介して

地盤に強固に設置され，地震に対して建物の構造部材で

抵抗することで，地震力に耐える構法である。この構法

は建物本体の構造部材（柱，梁，壁など）で抵抗するため，

ある程度以上の大きな地震力では構造部材が壊れること

で変形量を稼ぎ地震入力エネルギーを吸収する。大地震

に対して建物を壊すことで地震エネルギーを消費させ人

命を守る仕組みとなっている。

　この大きな地震とは，建物が生涯で経験する最大の地

震（約500年に１回程度の極稀な地震）を想定している。

　現在の地震に抵抗する構法として，1981年に建築基準

法により法制化されている。広く一般化された構法であ

り，イニシャルコストも比較的安く構築できる。

１．�耐震・免震・制震の主な特徴と
相違点について

　本稿寄稿にあたりまして，2016年熊本地震（以下，「熊本地震」）により亡くなられた方々

に哀悼の意を捧げますとともに，被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

「波状的（繰り返し）地震に対応する
工場・研究施設への制震構法の適用」

について

飛島建設株式会社 建築事業本部 耐震ソリューション部

久保田雅春
Masaharu Kubota

Tobishima Corporation, Architecture and Engineering Headquarters

Regard to the application of the seismic response control system to the factory and 
research facility for the cyclical repetition earthquake
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な場所・建物にも設置することができる。新築時には建

物本体と同時に制震装置の設置が可能で，改修時は利用

しながらの工事の検討も可能となる。

　現在の地震に抵抗する構法として，新築・改修両面か

ら考えて，コストパフォーマンスに優れ比較的新しい構

法であることから，今後さらに期待されている。

　制震構法にはいろいろな種類の装置があるが，その１

つとしてトグル制震ブレースがある。ここで，「制震」

についてもう少し説明する。制震構法は，「減衰」とい

うエネルギー吸収する要素を建物に与えることができる。

建物は元々１～３％と非常に小さい減衰能力しか持って

いないが，制震装置により何倍もの「減衰」が与えられ

る。「減衰」とは「damping」＝「ダンパー」で，自動

車でいうショックアブソーバーのように振動を和らげ，

吸収する要素といえる。

　トグル制震ブレースはトグル機構という梃子（てこ）を

使い，エネルギー吸収のエンジン部にオイルダンパーを

採用し，梃子の応用で何倍にも効果を高めるように工夫

したシステムである。

　図４に示すように一般的な梃子は支点力点作用点が一

直線状になっている。また図５に示す穴あきパンチのよ

うに，ヒンジを介してトグル機構を用いることで一直線

でない梃子を構成し小さな力で大きな力を得ることがで

きる道具が身近にある。ここからヒントを得て，建物に

設置可能となるように図６に示すようなトグル制震ブレー

スの形状を考案し実際の装置へと発展させた。

　トグル制震ブレースの特徴について触れておく。部材

の構成は図６に示すように，２本のトグル腕と１本のオ

イルダンパーをそれぞれの連結部を回転支承で接合し，

建物のフレームに合わせ組み込む装置としている。図６

２．トグル制震ブレースとは

（2）「免震」構法の主な特徴
　免震構法は地表からの地震力の影響を受けないように

することが基本コンセプトとして考えられた構法である。

地震の力（動き）をなるべく建物に伝えないように，免震

装置を基礎部分あるいは中間階に取り付け，この装置が

大きく水平変形し地震エネルギーを吸収し受け流すよう

に工夫されている。

　免震装置が地震エネルギーをすべて吸収するため，装

置に変形が集中して大きく水平に動く。また，軟弱地盤

などへの建設が難しく，大きく動くための敷地の余裕も

必要となり，耐震・制震より建設のための前提条件が相

対的に多くなる。しかし，さまざまな条件がクリアでき

れば，現在の地震に抵抗する構法としてはかなり優れて

おり，阪神・淡路大震災以降急激に普及した構法である。

（3）「制震」構法の主な特徴
　制震構法の建設条件は，建物を基礎で地盤に強固に設

置することは耐震構法と同様である。しかし，制震構法

は建物本体の構造部材（柱，梁，壁など）の負担を軽減す

るために制震装置が地震エネルギーを効率よく吸収する

仕組みとなっている。

　また，制震装置を設置する場所の制約が少ないので，

住環境や生産機能等をあまり邪魔することなく，建物の

要求性能とコストに合わせ装置の数を調整できる。さら

に，地盤などの制約条件を受けることが少なくどのよう

揺れに耐える耐震構法
柱や壁の頑強な構造部材が，

建物全体で頑張る

耐震構造
（空手）

ある程度の強さがあるゆえに許容以上の衝撃にもろい

図１　耐震構法のイメージと変形と耐力の関係

揺れを免れる免震構法
建物の下にある免震装置が，

地震の振動が建物に伝わるのを防ぐ
免震構造
（合気道）

振動に身を任せて衝撃を回避

図２　免震構法のイメージと変形と耐力の関係

揺れを制する制震構法
建物に設置した制震装置が
地震エネルギーを吸収する 制震構造

（柔道）
トグル機構の受身により衝撃を減少させダメージが少ない

図３　制震構法のイメージと変形と耐力の関係

「波状的（繰り返し）地震に対応する工場・研究施設への制震構法の適用」について
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　製剤開発の目的は，適正な品質を有する製品を設計し，

意図された機能を有する製品を一貫して供給できる製造

工程を設計することである1, 2）。一般に，製品化に至る

までの医薬品製剤の研究過程を時系列で列挙すれば，製

剤化研究，工業化研究（スケールアップ），そして，生産

化研究の３つの段階に大きく分けられる3）。局所投与を

目的とした外用剤においても同様であり，開発ステージ

が進むにつれて製剤の製造スケールが必然的に大きくな

るため，製剤設計の段階から将来の市販製品を想定した

製造方法の検討が必要になる4～9）。半固形製剤（外用剤）

の製剤研究の進め方においても，基本的に他剤形と同じ

であるが，外用剤特有の皮膚への刺激性や使用感の課題

があり，臨床試験の段階で処方変更が生じた場合，基剤

の影響による安全性データなどの取り直しにつながるケー

スもあるため，効率的な製品開発のためには，初期段階

で設計した処方がそのまま最終製剤につながることが望

ましい。また，外用剤の製造方法において，例えば，混

合撹拌工程において冷却工程を必要とすることなどによ

り，スケールエフェクトの影響を受けることがしばしば

経験される10, 11）。それゆえ，初期段階でのリスクアセス

メントを基に，重要品質特性に対する各製造工程の影響

度を抽出し確認することは重要である12, 13）。本稿では，

アトピー性皮膚炎治療用の液滴分散型・油脂性軟膏剤の

事例を基に，目標とした品質特性の確保に向けた処方ス

クリーニング研究の経緯と，該スクリーニング研究で選

定した臨床試験用の候補処方に関し，恒常的な安定生産

はじめに
を目指した製造方法の検討内容について説明したい。

　PDE4阻害剤として有用なナフタレン誘導体（図１）は，

アトピー性皮膚炎の局所治療が期待される薬物である14）。

この外用剤の製剤化研究15）に際しては，皮膚炎に代表さ

れる紅斑，びらん，丘疹，落屑などの病態皮膚に塗布す

ることより，皮膚刺激性の低い油脂性軟膏剤を選定した。

次に，表１に示した目標品質（暫定規格）を定め，これを

満足するように，処方化研究を進めた。この際，軟膏剤

の構成成分は，すでに使用前例のある添加剤（溶剤）16）の

選択を基本とした。なお，本薬物は難溶性であるため，

多価アルコール（1, 3-ブチレングリコール）に溶解させ，

界面活性剤を用いて油脂性基剤（炭化水素）に液滴状態で

分散させる（API solved droplet in oil）ことにした。また，

軟膏剤を適切な硬度に調節する目的で，固形の油脂成分

他（ミツロウ，脂肪酸類）を添加し，さらに，薬物の安定

性を向上させる目的で，安定化剤（BHT）を配合した処

１．�局所適用の油脂性軟膏剤の製剤
設計

Chemical name：1-[2-[(4S)-4-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinolone-1-yl]-4-pyridyl]-2,3-bis(hydroxymethyl)

-6,7-dimethoxy naphthalene, 3/2 hydrate  

Molecular formula：C28H28N2O5･3/2H2O，Molecular weight：499.56

図１　薬物の化学名および構造

局所適用・油脂性軟膏剤の製剤設計と
製造工程の開発について
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表１　液滴分散型・油脂性軟膏剤の目標品質（暫定規格）
試験項目　 目標品質 

外観・性状（顕微鏡観察下） 白色から淡黄白色半透明の軟膏剤，
原薬に由来する針状結晶がみられない

硬さ（針入度） 針入度：6.5mm以上
離漿性（ブリーディング率） 30℃・２カ月保存時のブリーディング率：５%以下
薬物の含量均一性，RSD（％）
　・中間製品
　・チューブ内・含量均一性

・中間製品：３%以下 
・チューブ： RSD６％以下

（薬物含量，対表示率：90～110％）
薬物含量定量 対表示率：95～105％
純度試験（不純物含量） 0.1%以下

表２　液滴分散型・油脂性軟膏剤の処方スクリーニング� �
a）ゲル化炭化水素の添加量の検討
添加剤成分 処方No. Rp.1 Rp.2 Rp.3 Rp.4 Rp.5 Rp.6 
ナフタレン誘導体（API） 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
1,3-ブチレングリコール 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
ポリオキシエチレン（196）ポリオキ
シプロピレン（67）グリコール

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

ゲル化炭化水素 ― 5.0 15.0 25.0 50.0 64.0
その他の成分　

（BHT，DIPA，クエン酸水和物，
サラシミツロウ，ステアリルアル
コール，白色ワセリンなど）

q.s. q.s q.s q.s q.s q.s

全量（％）　 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
＜理化学試験評価＞

薬物の含量均一性，
RSD（％）

開始時 100.0±0.6 100.6±0.6 100.0±1.0 98.7±0.6 99.0±0.4 ―
40℃・１カ月 100.3±7.7  96.0±8.2  99.5±1.3 99.5±1.4 99.2±0.5 ―
40℃・２カ月 ― ―  98.2±5.2 96.8±2.6 98.3±1.9 ―

針入度（mm） 開始時 10.0 10.1 7.6 7.1 6.0 5.5
ブリーディング率（％）30℃・２カ月 7.7 6.5 3.4 1.8 2.3 ―

b）界面活性剤の種類の検討
添加剤成分 処方No. Rp.11 Rp.12 Rp.13 Rp.14 Rp.15 Rp.16 
主薬 ナフタレン誘導体（API） 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
溶剤 1,3-ブチレングリコール 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
基剤 ゲル化炭化水素 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0

界面活性剤

ポリオキシエチレン（196）ポリ
オキシプロピレン（67）グリコー
ル　　

5.0 ― ― ― ― ―

モノステアリン酸ポリオキシエ
チレン（55）グリコール

― 5.0 ― ― ― ―

モノステアリン酸ソルビタン ― ― 5.0
モノステアリン酸グリセリン ― ― ― 5.0 ― ―
ステアリン酸 ― ― ― ― 5.0 ―
ショ糖脂肪酸エステル ― ― ― ― ― 5.0

基剤

その他の成分
（BHT，DIPA，クエン酸水和
物，サラシミツロウ，ステアリ
ルアルコール，白色ワセリンな
ど）

q.s. q.s q.s q.s q.s q.s

全量（％） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
＜理化学試験評価＞

開始時 98.7±0.6 101.0±0.5 100.8±0.6 101.0±0.5 ― 98.6±0.3
薬物の含量均一性，
RSD（％）

40℃・１カ月 99.5±1.4 100.8±0.7  99.4±0.6 100.6±0.3 ― 99.7±0.5
40℃・２カ月 96.8±2.6 100.6±2.5 ― ― ― 98.9±1.5

分解物生成量（％） 開始時 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60℃・２週 0.07 0.27 0.43 0.20 1.32 0.20

局所適用・油脂性軟膏剤の製剤設計と製造工程の開発について
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