
Vol.32  N
o.10  Septem

ber  2016

ファームテクジャパン  第32巻第10号  平成28年９月１日発行（毎月１回１日発行）

Vol.32　No.10　September  2016

発
行
所

じ
ほ
う

（株）

平
成
二
十
八
年
九
月
一
日
発
行（
毎
月
一
日
発
行
）

©

〒　
　

　
東
京
都
千
代
田
区
猿
楽
町
一
│
五
│
一
五
　
猿
楽
町
S
S
ビ
ル

T
E
L    

０
３
│

３
２
３
３
│

６
３
６
４（
編
集
）
３
２
３
３
│

６
３
３
６（
購
読
）

３
２
３
３
│

６
３
４
１（
広
告
営
業
）

101-
8421

定
価
﹇
本
体
一
、
九
〇
〇
円
＋
税
﹈



アウトソーシング特集
■1 座談会  医薬品のアウトソーシングの現状と課題   
　（出席者）安藤修一氏，池田かおり氏，片山博仁氏，木村元彦氏，（司会）笠井隆行氏  　7
■2ビジネスを成功に導くこれからの医薬品製造アウトソーシング戦略／村田兼一  　27
■3バイオ医薬品受託製造業者（CMO）の適切な選択と利用について／津村治彦  　37

INTERVIEW  █日本薬局方130周年記念シンポジウム／宮崎生子氏  　46
 █創薬・創剤人／奥田知将氏，伊藤貴章氏  　48

REPORT  █ 新製剤技術とエンジニアリングを考える会 第14回技術講演会開催  　52

ARTICLES
 █医薬品開発，品質・製造工程管理における分光測定 赤外分光法（その１）透過測定   
　／坂本知昭，閑林直人，赤尾賢一，福田晋一郎  　55
 █ 【PTPのクオリフィケーション・バリデーションと品質保証（第２回）】 
　PTP包装・ピロー包装のクオリフィケーションについて／本間　尚  　59
 █ 【硬カプセル概論（第２回）】添加剤，製造／長田俊治  　67
 █ OPEX活用の実際 拠点変革（サイト・トランスフォーメーション）（第２回）／太田信之 　73
 █ PIC/S時代の洗浄工程と洗浄バリデーション入門（第４回）／永田記章  　79
 █ゼロからのプロジェクトマネジメント（第６回）／星野　隆  　83
 █ 【本当に知ってる？正しい細胞培養の手法（その13）】試薬の希釈，できていますか？／筒井健機 　87
 █ 微生物試験法Q＆A−現場の困った！ に答える誌上セミナー（第35回）／佐々木次雄 　99
 █第32回日本DDS学会学術集会レポート／麓　伸太郎  　103
 █ 【製品開発のための相図から読み解く界面活性剤の物性 実例に基づく製剤化と応用特性制御のヒント（第２回）】   
　界面活性剤疎水基の種類と相挙動／山下裕司  　107
 █ 新EU臨床試験規則（EU-CTR）施行 Regulation（EU）No.536/2014（第３回）／羽石達生 　115
 █ 【薬剤系研究者が使える！有機化学（13）】β-ラクタム系抗菌薬の化学／高橋秀依，夏苅英昭 　121
 █製剤研究者が注目する一押しトピック  　125
 █ 【医療機器ソフトウェア−ソフトウェアライフサイクルプロセス（第23回）】ソフトウェア保守プロセス／宇喜多義敬 　129
 █医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団ニュース（No.107）／津田重城  　131

Study of GMP
 █    RABSに関するアンケート結果の報告／ISPE日本本部 無菌COP  　139
 █ 今，求められる「データインテグリティ」の傾向と対策（その３）／荻原健一  　147

製剤技術
 █ 【製剤と粒子設計】 ナフトピジルOD錠「サワイ」の製剤設計 

／野沢健児，河井嶺男，梅村香織，柳　敏宏，德永雄二  　155
 █ 【製剤と粒子設計】 粒子加工技術分科会 平成28年度 第１回見学・講演会印象記／日本製薬株式会社 大阪工場／本城政稔 　163

◇編集顧問
大矢晴彦  横浜国立大学名誉教授
仲井由宣  千葉大学名誉教授

◇編集委員
川嶋嘉明  �愛知学院大学特任教

授・岐阜薬科大学名誉
教授

園部  尚  �地域創生ビジョン研究
所代表組合員

永井恒司 （財）永井記念薬学国
  際交流財団理事長
長江晴男  NPO-QAセンター
  代表副理事

●行政ニュース  153
核酸（siRNA）搭載ナノ製
剤開発に指針
●News Topics  168
●New PRODUCTS  172
◆次号予告  208

■World News Topics  173
ガイドライン関連，品質関
連，警告書関連，483文書，
製品回収関連，ガイダンス
関連

製剤技術とGMPの最先端技術情報誌

（Vol.32 No.10）

2016

9 CONTENTS

5（1805） Vol.32 No.10（2016）



【笠井】本日はお忙しい中，お集まりいただき，誠にあ

りがとうございます。本日は昨今，非常に注目を浴びて

いる医薬品の製造，特に製造のアウトソーシングに関し

てさまざまなお立場の先生方にお集まりいただき議論し

ていきたいと思います。

　本誌ではこれまでにもアウトソーシングをテーマに座

談会を開催してきましたが，従来は委託側もしくは受託

側どちらかの立場の方のみにお集まりいただいていまし

たが，今回は趣向を変えまして，委託側と受託側双方に

お集まりいただき，医薬品の製造に関する現状，抱えて

いる課題，それぞれの企業活動，協会活動の今後の方向

自製か，内製かの戦略決定の鍵とは？
性などについて議論できればと思っています。今回は委

託する側として，内資および外資の新薬メーカー，内資

ジェネリックメーカーからお集まりいただき，また

CMO（Contract Manufacturing Organization）協会会長

の安藤さんにも来ていただいています。ではトップバッ

ターとして内資新薬メーカーの池田さん，自己紹介をお

願いします。

【池田】塩野義製薬の池田です。グローバルSCM（supply 

chain management）本部のサプライビジネス戦略部長を

務めております。サプライビジネス戦略部は，グローバ

ルサプライチェーンにおいて製造・供給に関する戦略を

練るという業務を担当している部署です。すなわち，自

社製造するかあるいは外部委託製造するかといった製造

サイト戦略や製販品のライフプラン戦略を検討している

医薬品のアウトソーシングの現状と課題

アウトソーシング特集●❶

座談会

クオリテックファーマ株式会社 取締役副社長，
日本CMO協会会長 安藤修一氏
塩野義製薬株式会社 グローバルSCM本部
サプライビジネス戦略部長 池田かおり氏
バイエル薬品株式会社 執行役員
プロダクトサプライジャパン本部長 片山博仁氏
沢井製薬株式会社 理事
生産本部 生産統括部長 木村元彦氏

（司会）武州製薬株式会社 会長，
日本CMO協会前会長 笠井隆行氏

■出席者（50音順） 

－グローバル化，Quality Metrics，バイオ医薬など
広がる新たな取り組みを探る－
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んので，日本側のサプライチェーンやQAのコミュニケー

ションとコラボレーションの実力が重要になってきます。

やはり日本の品質と供給の双方ともを完璧にこなすため

には，どうしても日本工場の役割が重要になります。さ

て，バイエルの滋賀工場の生産設備にフィットしないも

のや数量的にどうしても効率が悪い品目などに関しては，

日本国内のCMO企業への外注が非常に重要な意味を持っ

てきます。SKUベースでは，だいたい国内の約25％は

日本国内のCMO企業にお願いしています。そして，重

要な製品については自社工場で製造しています。リスク

マネジメントの観点からも，主力品の製造はできるだけ

自社工場で，という考え方がベースにあります。

【笠井】主力品というのは売上と利益率の観点からですか。

【片山】はい，そうです。加えて，戦略的に，あるいは

供給義務的に重要な製品ということになります。それに

加えて滋賀工場では日本国内だけで開発されて滋賀工場

から発売された製品があり，これは今も滋賀工場から出

荷しています。規模は非常に小さいのですが，ライフサ

イクルマネジメント上の新剤形は，滋賀工場に開発部門

のCMC（Chemistry Manufacturing and Controls）が一緒

にいますので，そこと共同で製剤開発を行い，技術が

フィットすれば初期生産を自社で行うという体制がとれ

ています。

【笠井】原薬はどうされていますか。

【片山】低分子原薬はドイツの自社工場から入手してい

ます。

【笠井】ある外資系企業の方は「原薬は90％外注する」

ジェネリック医薬品の急激な生産量
上昇と受託製造

わけですが，戦略の検討および実行において，CMO企

業の皆さまにはいろいろとご協力をいただいています。

弊社は創薬型製薬企業として成長することを中期経営計

画で掲げておりますが，新薬創出に向けた研究開発に投

資していくためには売上確保とともに製造原価低減は必

須です。そのため，サプライビジネス戦略部ではあらゆ

る原価低減策を検討しているわけですが，その中でも外

部委託製造はコスト戦略として重要な位置づけにありま

す。ただし，弊社は自社製造をやめるということは考え

ておりません。創薬型製薬企業として成長いたしますが，

シオノギの基本方針は「創り，造り，売る」です。「創り」

は創薬，「造り」は製造。製造するということは会社の

方針の１つであり，技術を守っていくためにも自社製造

は続けます。しかし，会社として利益を創出していくた

めに，自社製造ではなく外部委託製造を選択するほうが

メリットがあると判断する場面も多々あり，CMO企業

の皆さまにはたいへんお世話になっております。

【笠井】「創り，造り，売る」に「任せる」も入ってくる

ということですね。では片山さん，お願いします。

【片山】バイエル薬品のプロダクトサプライジャパン本

部長を務めている片山です。弊社はOTCと医療機器を

除いた医療用医薬品を製造している工場が世界に15カ所

以上あります。この拠点数で効率が良いかどうかは常に

問い直されています。一方，R&D費用を稼ぐために生

産本部に課せられたコストダウンの目標は常に厳しいも

のがありますので，各工場はそれぞれのサイトで，いか

にコストを下げるかということを日々，考えている状況

です。では日本はどうかといいますと，日本も十分な競

争力を持ってやれていると思っています。ただ日本で絶

対にやってはいけないことが「回収」と「欠品」の２つ

です。これは他国とはずいぶん様子が違います。回収を

してはいけないことは当たり前なのですが，欠品に対す

る考え方は，日本は100％ダメですが，海外では98%台

を許容する例もあり，必ずしもそうではありません。で

すので，そのような意味で日本のサプライチェーンはす

ごく気を使います。バイエルは約65%のSKU（stock 

keeping unit）は中間製剤または完成品で世界の10数カ

所の工場から輸入していますので，これをグローバルな

市場感覚の違う人たちと一緒にマネージしなければいけ

ません。以前に比べてドイツ本社の多くの人は日本のこ

とをよくわかってくれていますが人事異動もありますし，

常に日本を理解してくれている状況になるとは限りませ

▲池田かおり氏

アウトソーシング特集●❶ 医薬品のアウトソーシングの現状と課題
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　大手医薬品メーカーによる工場の売却や整理が行われ

ている。2002年に厚生労働省が発表した「医薬品産業ビ

ジョン」によってかよらずか，大手医薬品メーカー同士

の合併や買収でアステラス製薬，第一三共，田辺三菱製

薬，大日本住友製薬などが誕生，合併によるシナジー効

果を出す目的で工場の整理統合が進められてきた。2005

年の薬事法改正により医薬品製造の全面委託が可能と

なったことをきっかけに，先発メーカーは製造のアウト

ソーシングを進めることで，自社工場のもつ要員・設備・

スペースを新製品の製造に活用するという戦略だったの

だが，そのシナリオが少し変化してきている。新製品の

投入はなく生産物量が減少，工場稼働率が低下すること

に伴って製造コストは上昇し，複数の工場を維持してい

くことが難しくなってきている。アステラス製薬の富士

工場，第一三共の静岡工場，田辺三菱製薬の足利工場，

エーザイの美里工場と，どの工場もかつて各メーカーの

主力工場として活躍してきた工場であり，技術や品質の

みならず生産性においても日本の医薬品工場をリードし

てきた工場ともいえるのだが，そういった工場であった

としてもジェネリックメーカーやCMOへの譲渡や工場

閉鎖に向かうことになる。

　これらを見ていると，医薬品メーカー各社がその製品

ポートフォリオだけでなく，いわゆるサプライチェーン

においても「医薬品産業ビジョン2013」に謳われている

「勝ちパターンのビジネスモデル」を模索しているよう

にも思える。そのサプライチェーンの中心にある医薬品

製造の分野でも，2005年以来医薬品製造委受託が大きく

はじめに
拡 大 し，CMO（Contract Manufacturing Organization）

が急成長している。

　本稿ではこの医薬品製造委受託について，委託者側と

受託者側双方からの戦略のあり方について考察する。

　これまでの医薬品製造委受託のビジネスモデルは先発

メーカーが新製品を発売する際に，自社に製造設備を整

えるまでの治験薬製造から初期生産・販売増により生産

量が能力を超えるときのピークカット・長期収載品と

なってさらなるコストダウンを図りたい場合や製造設備

を他の製品製造へ転用したい場合，設備更新によるコス

トアップを回避したい場合など，先発メーカーの製造を

補完する形で拡大してきた （図１）。前述した医薬品メー

カー同士の合併により工場の整理統合が進められるなか，

医薬品の継続的な供給を確保しつつ，さらなるコスト削

減を進めたいという委託者側の思惑と，低コスト生産を

基本に受託品目の拡大でさらなる低コスト生産を図りた

１．医薬品ものづくりの環境変化

治験薬生産 初度生産

承認 特許切れ

生産物量が生産能力を超えた
場合の一時的なピークカット

製造のインフラ（設備・技術等）を持たない製品，特殊製剤・導入品 等

自グループに本格生産
体制を整えるまでの治
験薬から初度生産

薬価ダウンによる低コスト化
物量ダウンによる生産効率の低下
自グループ設備・能力の有効活用
生産設備老朽化による更新回避

商用生産

図１　CMOへのアウトソーシングモデル

ビジネスを成功に導く
これからの医薬品製造アウトソーシング戦略

アウトソーシング特集●❷

村田兼一コンサルティング株式会社 代表取締役

村田兼一
Kenichi Murata

Representative Director, K. M. Consulting Inc.

Pharmaceutical manufacturing outsourcing strategy for leading the business success
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場はアウトソーシングによって空いたキャパシティをそ

ういった新製品で埋めることができず，逆に後発医薬品

の使用促進策により生産能力の拡大が急務となっている

ジェネリックメーカーや，先発の長期収載品中心の受託

から後発医薬品の受託までビジネスを拡大していこうと

するCMOに売却する，といった選択肢を採用すること

になる。

　2015年骨太の方針で決定された後発医薬品の数量シェ

ア目標80％に向けジェネリックメーカー各社は，生産能

力確保に向けて先発メーカーの工場買収だけでなく，生

産設備の増強や新工場の建設を着々と進めているのだが，

現在公表されているジェネリックメーカー各社の生産能

力増強策を合わせても80％を確保することは難しいと考

えている（表１）。加えて，2018年問題といわれているジェ

ネリック医薬品の新製品となるべき大型先発薬の特許切

れが2018年以降減少していくことや，ジェネリック医薬

品の普及には品質改善，安定供給，流通システム，健康

２．�後発医薬品の数量シェア目標
80％に向けた医薬品製造の課題

いCMOとの戦略が一致した結果であるともいえる。

　度重なる改定により先発メーカーの薬価が下がるなか，

特許が切れて長期収載品となっても製造コストを低減す

ることで一定の利益を確保してきたのだが，後発医薬品

の使用促進策が浸透し長期収載品としての生産物量が大

きく減少した今，稼働率の低下に加え，原材料調達の面

でも製造コストの増大は避けられない。

　先発メーカーにとっての製造委受託のもう１つの狙い

は，新製品の製造に必要な要員・設備のキャパシティを，

アウトソーシングによって工場の規模を拡張することな

く確保することにあった。ところが21世紀に入り，低分

子医薬品の新製品開発に手詰まり感が広がるなか，バイ

オ医薬品が注目を浴びるようになると，大手先発メーカー

の開発のベクトルはバイオ医薬品第二世代といわれる抗

体医薬に方向転換してきており，医薬品製造工場も従来

型の経口固形製剤を中心とする低分子医薬品の製造から

注射剤主体のバイオ医薬品製造へと技術的，設備的にも

転換をしていく必要に迫られている。

　経口固形製剤でも，抗がん剤など製造での封じ込めの

必要な高薬理活性の医薬品も多数登場してくるようにな

り，前述した従来型の一般経口固形製剤を中心とした工
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　バイオ医薬品あるいはバイオ医薬品の開発候補化合物

を製造しようとすると，クリーンルームを適切に配した

専用施設にて製造する必要があり，その設備と建屋建設

への投資および運営費用は非常に高額である。これらの

施設や運転ノウハウ，要員を持たない場合は製造受託製

造 業 者（Contract Manufacturing Organization， 以 下

CMOと略す）を利用することになる。 

　筆者は国内医薬品メーカーにてバイオ医薬品の製造プ

ロセス開発に約30年近く従事し，社内プロジェクトはも

とよりAMGEN社等との共同開発プロジェクトも含め，

複数のバイオ医薬品の，国内外CMOへの委託製造作業

を経験した。

　本稿ではこれらの経験をもとに，バイオ医薬品の「原

薬」製造受託会社の選択と実際に利用する場合の留意点

について，またバイオ医薬品開発時の生産領域での諸注

意についても併せて記載したい。

　バイオ医薬品あるいは医薬品候補（以下，２つを合わ

せてバイオ医薬品と略す）の委託製造を考え，インター

ネットを検索すると数百のCMOが表示される。この結

果を前に，どのCMOを選べばよいのか途方にくれるか

もしれないが，CMOのセレクションの前にやっておく

ことがある。

はじめに

１．CMO選択の準備

（1）委託目的を明らかにしておく
　あたりまえのことだが，委託製造する目的を明らかに

しておくことは重要である。世界には多数のCMOがあり，

その目的に合致したCMOを選択しなければ余計な出費や，

無用な委託製造に伴う苦労をしかねないからである。表１，

表２に主な海外および日本のCMOを示した。

　さて，どのような目的があり，その目的ごとに何を考

えておくべきなのだろうか。

①研究用の試料として大量にサンプルを得たい場合

　これは，医薬品開発の初期段階にあり，試料を大量に

得て医薬品の開発に資する価値があるかの評価試験，つ

まり各種の詳細なin vivo/in vitroの試験を行うためのサ

ンプル入手を目的とすることが多い。さらには，製剤化

が可能かどうかの見極めのために大量の試料入手を目的

とすることもあるであろう。

　このような委託では，ヒトに投与するために遵守すべ

き種々の法的要件（例えばGMP要件など）を満たす製造

所をむやみに利用することは得策ではない。なぜなら，

法的要件に準拠するための設備投資費用，設備管理費用，

多数の書類整備，製造要員のトレーニング費用などがか

かるため，これらの費用が受託費用に組み込まれ高額に

なるからである。単に大量の試料調製を目的とするので

あれば，医薬品の製造設備ではなく，研究ラボなどでの

製造を念頭に受託会社を探すのがよいだろう。しかし，

試験の目的により種々の委託側の検討が必要であること

はいうまでもない。例えば，試料調製のための宿主に必

要な条件，得られた試料の必要スペックなどを，委託側

がCMOに十分説明することが必要である。

バイオ医薬品受託製造業者（CMO）の
適切な選択と利用について
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③�前期臨床試験（Phase�1，Phase�2aなど）向けの治験用

原薬を委託製造する場合

　臨床試験に利用する原薬を委託製造することになる。

したがって，臨床試験を実施する国々の法的要件，主に

はGMPに準拠したハードとソフトで製造できるCMOを

選択することが必須となる。最近では医薬品規制調和国

際 会 議（International Council for Harmonisation of 

Technical Requirement for  Pharmaceuticals for 

Human Use，以下ICHと略す）で合意されたGMP要件で

あるICH Q7の内容を満たすことを確認していくことが

必要である。前期の臨床試験は一般的には試験規模が小

さく，試験期間も短いものが多い。この段階ではスケ

ジュールどおりにヒトに投与する薬剤を製造実現できる

ようにすることが一番の関心事項になる。つまり，技術

移管からはじまる一連の委託作業，技術移管作業を，所

望するスケジュールに従ってCMOが受託できるのか，

②�医薬品開発を前提とした非臨床試験，薬剤開発試験等

のための試料の委託製造を行う場合

　前述の①にあげた例と類似した委託内容になる。つま

り，製造された試料はヒトに投与されることを意図して

いないので，製造にGMP等の法的要件は不要となる。

しかしこの場合，製造そのものの記録や，利用した試料

を用いた試験データが医薬品の承認申請資料に用いられ

ると考えられるため，その製造記録，試験データは申請

する国の申請要件に合致している必要があることに留意

するべきである。さもなければ再試験が必要になるかも

しれない。一般的には，非臨床試験や薬剤データに用い

られた試料は，臨床試験で用いられるものと同等品質の

ものであることが求められる。

表２　日本の主な原薬CMO
名称 所在 容量 対応ステージ 品目 発現系 備考

東洋紡
（旧東洋紡バイオ
ロジックス）

滋賀県大津市，
福井県敦賀市

4,000L 非臨床〜
商業生産

抗体，蛋白製
剤ほか

動物細胞，大腸菌，
酵母など

90年代より受託。STAR技術を導入

旭硝子 千葉県市原市，
神奈川県横浜市

3,000L 非臨床〜
商業生産

蛋白製剤中心 大腸菌，酵母など 分裂酵母発現系ASPEXを保有

横浜バイオリサー
チアンドサプライ 

（YBRS）

神奈川県横浜市 900L 非臨床〜初期臨床 抗体，蛋白製
剤ほか

動物細胞，大腸菌，
酵母など

受託ベンチャー
2,000LのBS工場稼働

UMNファーマ 秋田県秋田市，
岐阜県揖斐郡

42,000L 非臨床〜
商業生産

抗体，ワクチ
ンほか

動物細胞，昆虫細胞 ワクチン開発ベンチャー

三菱ガス化学
（MGCファーマ）

新潟県新潟市 50L 非臨床 抗体 動物細胞 台湾企業と提携して開始。米国キャタレ
ント社と提携

［青木謙治：バイオ医薬品分野の動向と我が国を取り巻く競争環境．Mizuho Industry Focus, vol. 156, 2014年７月を改変］

表１　海外の主な原薬CMO
名称 国（本社） 所在 容量 対応ステージ 注記

ロンザ スイス EU, US，シン
ガポールなど

約30万L Non clinical - 
commercial

バイオCMOの老舗。自社製造技術を保有
（GS Systemほか）

ベーリンガー
インゲルハイム

ドイツ ドイツ，
オーストリア

約20万L Non clinical - 
commercial

製薬企業。独自高発現技術を保有
（BI-HEX）

サンド ドイツ オーストリア 約20万L Non clinical - 
commercial

バイオシミラーの開拓企業。高発現技術
NAFT保有

Patheon 米国 US，欧州，
オーストラリア

約４万L Non clinical - 
commercial

PER.C6技術を保有。2014年にDSMと合
併

富士フイルムダ
イオシンスバイ
オテクノロジー
ズ

米国，英国 US，UK 約2.5万L Non clinical - 
commercial

親会社は富士フイルム。動物細胞と微生
物，両方の製造施設を保有

セルトリオン 韓国 韓国 約５万L Non clinical - 
commercial

バイオシミラー開発事業を積極展開

サムソン バイ
オロジックス

韓国 韓国 約３万L Non clinical - 
commercial

サムソンGとクインタイルズの合弁で設立。
バイオシミラー事業を積極展開

［青木謙治：バイオ医薬品分野の動向と我が国を取り巻く競争環境．Mizuho Industry Focus, vol. 156, 2014年７月を改変］
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