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PPD製 剤 術技

製剤と粒子設計

　バッチ製造が主流である医薬品製造において，連続生

産プロセスの導入が注目を集めている。特に近年，固形

製剤の製造工程を連続化し製造された薬剤が，いくつか

海外にて承認された。2015年には嚢胞性線維症治療薬

Orkambi（Vertex Pharmaceuticals社 ）が 新 薬 と し て，

2016年 に はHIV治 療 薬Prezista（Janssen Therapeutics

社）がバッチ製造から連続製造の切り替え（既存品の一変

申請）として米国食品医薬品局（FDA）に承認された。規

制当局も連続生産に前向きな姿勢を示しており，日本国

内でも議論が活発になっていることから，国内でも近い

うちに連続製造された医薬品の承認申請の動きがあるこ

とが予想される。また，原薬粉体から固形製剤化までの

プロセス（混合・造粒・乾燥・打錠）の連続化だけではな

く，原薬（API）の合成から精製（晶析）といった製造工程

はじめに
の上流も含めてシームレスに製造プロセスを統合

（integration）しようとする研究開発の動きもある（図１）。

厳格な規制のために伝統的かつ保守的な製造手法が重視

されてきた医薬品の製造において，連続生産など新しい

テクノロジーの実用化には，産官学の連携が必要不可欠

である。製造プロセスの効率化や連続化はバイオ医薬で

も注目されているが，本稿では低分子化合物，特に固形

製剤の製造を中心に，連続生産の基本的な考え方とアカ

デミアの立場から連続生産技術の現状と将来展望につい

て記述する。

　反応器（生産装置）に対し，原料を投入し反応させ，生

成物を回収（抜出）する方法により，①バッチ式（回分式），

②連続式（フロー），③セミバッチ式（半回分，半連続）に

大別できる（図２）。バッチ式は，全原料を一度に投入し

１．固形製剤の連続生産

晶析 造粒
打錠

コーティング

API製造（バッチ） 製剤化（バッチ）

合成

検査 検査

保管・輸送

検査 検査

混合 造粒 打錠
コーティング

製剤化（連続）

保管・輸送

混合 造粒 打錠
コーティング

医薬品製造プロセスの統合（End-to-End連続化）

フロー精密合成 連続晶析

新しい技術による錠剤化

PATと工程内管理システム

PATと工程内管理システム

混合

図１　�医薬品（固形製剤）製造における連続生産および統合型医薬品製造プ
ロセスのコンセプト1）

①バッチ式 反応

原料供給

回収

時間

反応

原料供給

反応

原料供給

回収

反応

原料供給

回収

反応

原料供給

回収

反応

原料供給

回収

②連続式

③セミバッチ式

図２　バッチ式，連続式，セミバッチ式の比較1）

Pharmaceutical continuous manufacturing technology as an academic perspective
岐阜薬科大学 准教授

田原耕平
Kohei Tahara

Associate Professor, Gifu Pharmaceutical University

連続生産技術の進展と展望（アカデミアの立場から）
１．連続生産技術の進展と展望
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PPD製 剤 術技

製剤と粒子設計

　医薬品企業は，2000年以降の大型製品（ブロックバス

ター）の特許切れ，政府の医療費抑制政策，新薬創出の

難易度上昇による研究開発費の増大等により生産性の向

上が急務となっている。このような事業環境の変化の結

果，高品質の医薬品を低コストで提供するために連続生

産の導入が欧米メガファーマを中心に進んでいる。特に，

FDAは連続生産の取り組みに熱心であり，2011年に開

催された「AAPS Annual Meeting and Exposition」の

基調演説でJanet Woodcock氏が今後25年間に医薬品産

業で起こる技術的進展の１つに，現在主流のバッチ生産

が連続生産に置き換わる可能性に言及している。本稿で

は，連続生産が医薬品産業で注目されている理由を製薬

企業の立場から解き明かし，連続生産技術の現状および

将来展望について述べる。

　医薬品産業以外の石油化学，高分子，食品などの他産

業では，連続生産は製品を大量に低コストで生産する技

術として従来から活用されているが，医薬品産業ではバッ

チ生産が主流であった。医薬品は各工程間で工程試験を

実施し合格してから次工程に進むため，バッチ式が適し

ていた。さらに，変更はすべて規制当局の承認が必要で

あることから柔軟性に乏しく，連続生産などの新技術の

採用が進まなかったと考えられる。しかしながら，2003

年にFDAから“Pharmaceutical cGMP for the 21st 

はじめに

１．�医薬品産業における連続生産の
利点

Century Initiative”が発表され，その後のICHにおける

活動でサイエンス，およびリスクベースに基づいた医薬

品の品質マネジメントの概念が広く浸透したこと，およ

びProcess Analytical Technology（以下PAT）ツールの

進展により製造プロセスのリアルタイムモニタリングが

可能になったことも，医薬品生産に連続生産の導入が進

んでいる要因となっている。

　図１に医薬品のライフサイクルにわたる，連続生産を

適用する利点について示す。本項では，（1）研究開発時，

および（2）上市後に分けて連続生産の利点を詳細に述べる。

（1）研究開発時
　Paulらにより医薬品開発のコストを評価するためのモ

デルが提唱されている1）。それによると，１つの新薬を

上市するためには12.4個の候補化合物の非臨床試験を実

施する必要があり，そのうちProof of Concept（POC）が

確認され，第２相試験を突破できるのは1.6個である。

一方，第２相試験を突破すれば上市まで至る可能性は高

承認審査 上市P1 P3P2bP2a

研究開発 商用生産

QbDの適用

スケールアップ

工業化検討
（PQ/PV）

技術移管

柔軟な生産計画

処方／製造プロセス設計 高品質な医薬品の設計
・スケールアップ不要であり，少量

の原薬で実製造を反映したDoE
実施

・PATの活用

・従来のPVに比べてより高
度な品質保証が可能に。

時間により製造量を調整可能

コンプライアンスコストの削減

継続的工程確認の適用スケールアップが不要
・開発期間を短縮できる。
・原薬使用量を削減できる。

製造コスト削減
・バッチ式よりも固定費が低い
・製造リードタイムの短縮

Continuous Process Verification

変更管理

図１　医薬品のライフサイクルと連続生産の利点

Industry Perspective on Continuous Manufacturing－Past, Present and Future
大日本住友製薬株式会社 技術研究本部 製剤研究所

松井康博
Yasuhiro Matsui

Formulation Research & Development Laboratories,
Technology Research & Development, Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd.

連続生産技術の進展と展望（製薬企業の立場から）
１．連続生産技術の進展と展望
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　薬事法改正により，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（医薬品医療機器法

／薬機法，以下「医薬品医療機器法」という。）が施行さ

れ，細胞加工物からなる製品は，新たに再生医療等製品

として承認されることとなった。一方で，この新たな規

制の枠組みにおいて，医薬品とは異なる特有の品質特性

を有する再生医療等製品のCMC研究開発，品質管理の

経験は十分に蓄積されているとは言い難く，多くの課題

に対し適切な対応が求められる。特に，再生医療等製品

の治験段階における製造管理及び品質管理については，

再生医療等製品GCP省令（平成26年厚生労働省令第89号）

に基づき適切に品質確保を行う必要があるが，治験薬

GMP（平成20年７月９日付け薬食発第0709004号厚生労

働省医薬食品局長通知「治験薬の製造管理，品質管理等

に関する基準（治験薬GMP）について」）のような基準が

明示されているわけではない。本稿では，これまでに医

薬品医療機器総合機構（以下「PMDA」という。）で実施

した薬事戦略相談，承認審査等の経験を踏まえ，再生医

療等製品の治験段階での品質確保の要点と製造管理及び

品質管理の在り方について概説する。

　なお，本稿の内容は著者の個人的見解に基づくもので

あり，PMDAの公式見解を示すものではない。

はじめに

　再生医療は，身体の構造機能を再建，修復し，又はこ

れまで有効な治療法のなかった疾病を治療する可能性を

もった革新的な医療として期待が寄せられている。その

ような背景の中，再生医療を国民が迅速かつ安全に受け

られるようにするための施策の総合的な推進に関する法

律（再生医療推進法）が平成25年５月に公布され，再生医

療を利用する機会を国民に提供するため，迅速かつ安全

な研究開発等に関する政府の基本方針の策定や必要な法

制上の措置等を行うことが明記された。これに伴い，再

生医療の新たな法的枠組みとして再生医療等の安全性の

確保等に関する法律（再生医療等安全性確保法）が，また，

薬事法改正により，医薬品医療機器法が平成26年11月よ

り施行され，再生医療の安全性を慎重に確保しつつ，実

用化が図られているところである。医薬品医療機器法で

は，従来の類別である医薬品，医療機器と別に，再生医

療等製品が新たに定義された。この法律で「再生医療等

製品」とは，人又は動物の細胞に培養その他の加工を施

したものであって，①人又は動物の身体の構造又は機能

の再建，修復又は形成，②人又は動物の疾病の治療又は

予防を目的としたもの，さらに，③人又は動物の疾病の

治療に使用されることが目的とされている物のうち，人

１．�再生医療を取り巻く新たな規制
の枠組み

治験製品の品質確保と
製造管理・品質管理

Consideration for manufacturing and quality control of regenerative 
medicinal products during clinical trial

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 再生医療製品等審査部

尾山和信
Kazunobu oyama

Pharmaceuticals and Medical Devices Agency
Office of Cellular and Tissue-based Products

再生医療特集
１

−再生医療等製品の品質を全体的にみて
品質管理と製造管理はどうあるべきか−
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　ヒト胚性幹（ES）細胞やヒト人工多能性幹（iPS）細胞な

どのヒト多能性幹細胞は，基礎研究のみならず，再生医

療における細胞治療，薬効・毒性評価など創薬研究のス

クリーニングツールとしての利用など産業面にも広く利

用され始めている。より多くの産業応用を実現するには，

細胞の品質ならびに安全性を確保し，安定に大量供給で

きることが重要である。しかし，ヒト多能性幹細胞はさ

まざまな理由で，細胞の増殖，分化状態，分化能，遺伝

子発現が著しく変化する。特に，培養環境の変化に敏感

であり，短期的には分化状態，増殖の突発的な変化が見

られ，長期的には分化能や染色体構成などが元の細胞集

団とは異なる性質の細胞集団に置き換わることがある。

そのため，定期的に品質を確認する必要があるが，現状

ではヒト多能性を担保する絶対的な分子は特定されてい

ないため，種々の評価指標を用いる必要がある。本稿で

は，重要な評価指標の１つとされながら，客観的評価方

法が策定されてこなかった細胞形態について概説する。

　ヒト多能性幹細胞を使用する場合，細胞同一性認証試

験やウイルス・微生物検査などの基本検査の他に，種々

の特性確認が必要である1）。受精卵から作製するヒトES

細胞はもちろん，ヒトiPS細胞も自ら樹立するより，一

定の品質を担保された細胞株をバンクから入手する場合

はじめに

１．�ヒト多能性幹細胞の� �
品質の評価指標

のほうが多い時代となってきているのではないだろうか。

とはいえ，バンクから入手したヒト多能性幹細胞も品質

は変わりやすく，研究や製造などのいずれに用いる場合

でも，まず，施設内で使用するためのワーキングバンク

を作製する必要がある。作製されたワーキングバンクは

微生物検査だけでなく，入手した際の特性と差異がない

ことを確認することが重要である。また，継続的に培養

維持を行う場合は，定期的に，その特性に差異がないこ

とを確認することが望ましい。特性の指標としては，以

下の項目があげられる。

　①細胞形態

　②細胞の増殖速度

　③表面抗原発現プロフィール

　④遺伝子発現プロフィール

　⑤分化能

　⑥核型

　ヒト多能性幹細胞の未分化性や，あるいは多能性を示

す絶対的な分子は発見されていないことから，①～⑥の

検査を併せて実施する必要がある。

　未分化状態のヒト多能性幹細胞は，細胞は小さく，細

胞質に対して高い核の割合を呈し，細胞と細胞の境界が

不明瞭でコンパクトなコロニーを形成する2, 3）。このよ

うな形態は特徴的であることから，最も信用性が高い指

標であるといわれている4, 5）。しかし，研究者の経験に

頼るところが大きく，誰もが信用性の高い評価法として

利用できるわけではない。フィーダー細胞を用いる場合

２．ヒト多能性幹細胞の形態

ヒト多能性幹細胞の形態による
品質評価とその応用

Development and application of evaluation methods for human pluripotent 
stem cells using cell /colony morphology

国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 ヒト幹細胞応用開発室 招へいリーダー
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　『日本再興戦略』（2013年６月）の『戦略市場創造プラ

ン』では，『国民の「健康寿命」の延伸』を第一の目標

に置いている。医薬品産業は知識集約型・高付加価値産

業の代表格であり，先進国においては産業政策の中核に

位置づけられ，国家の支援の下で先端技術の集積が進め

られている。その技術フロンティアにおいて，わが国の

産業界が一定の存在感を示すためには，イノベーション

の源となる大規模な先端知的基盤を先行して整備する必

要がある。このような課題を背景に，経済産業省は「次

世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業」を

開始した。現在「天然化合物及びITを活用した革新的

医薬品創出技術」，「国際基準に適合した次世代抗体医薬

等の製造技術」，「体液中マイクロRNA測定技術基盤開

発」及び「糖鎖利用による革新的創薬技術開発」からな

り，2015年４月に日本医療研究開発機構（AMED）の発

足とともに，AMEDに事業移管され実施されている。

　患者ごとに適した治療を実現する個別化医療の実施に

は，より多くの新規医薬品の創製が求められているが，

新薬の創製は困難に直面している。そこで新たな創薬技

術の創出を目指して，「天然化合物及びITを活用した革

新的医薬品創出技術」プロジェクトは2013年より開始さ

れた。本プロジェクトは，構造の多様性に富んだ天然化

はじめに
合物を再び創薬シーズとして活用するための物質生産技

術基盤を確立し，かつ複雑な構造をもつ化合物の薬効を

的確に予測するための動的構造シミュレーションを実現

するIT技術の確立を目標とする。

　天然化合物は，従来から抗生物質をはじめさまざまな

新薬のシーズとして応用されてきた。しかし新薬に対す

る要求水準が高まり，規制当局の承認を得るために化学

構造の最適化を強く求められるようになった結果，生産

が不安定であることや，化学構造が複雑なため有機合成

展開が難しいことなどの理由から，天然化合物は創薬シー

ズとしての魅力が低下した。しかし，創薬に応用可能な

天然化合物資源は膨大であり，創薬シーズとしてのポテ

ンシャルは大きいと考えられる。つまり，必要とする化

学構造をもつ天然化合物を直接生産する微生物を発見し，

その生産遺伝子を活用できれば，利用が難しかった天然

化合物の安定生産が可能になり，再び天然化合物を創薬

シーズとして活用できる場面が広がると考えられる。

　また，構造生物学とIT技術は，すでに創薬に応用さ

れているが，これまで真空下の結晶構造をその基礎にお

いてきた。そのため，創薬標的分子が本来生体膜や水分

子などの生体環境下で機能し，薬は動的相互作用により

標的分子に作用し薬効を発現している実態は十分に反映

されず，創薬の生産性向上に当初期待したほどには貢献

してこなかった。しかし，生体環境下での動的相互作用

を解析する技術を開発すれば，より創薬標的分子の機能

AMED Activities towards: Development of core technologies for innovative drug 
development based upon natural products and IT

日本医療研究開発機構（AMED） 戦略推進部 医薬品研究課 主幹

新谷　昇
Noboru ShiNtaNi
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Japan Agency for Medical Research and Development （AMED）
Department of Research Promotion, Division of Drug Research

「天然化合物及びITを活用した
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化合物との相互作用を考察しやすい創薬標的が望ましい。

そのため，基質特異性が厳格な酵素や低分子をリガンド

とするGPCRなどの受容体が創薬標的として選ばれた。

このような分子のうち，創薬意義が明確な分子はごく一

部であり，多くの製薬企業で探索されるようになってし

まい，すぐに従来創薬標的とは考えなかった分子につい

ても創薬の対象とする必要性が生じた。しかし，このよ

うな分子では，キャビティが存在しないことから，用意

した化合物ライブラリからは十分なヒットが得られず，

また結晶構造からも薬物と標的分子との相互作用に関す

る構造情報が読み取れないことから，より広範囲に相互

作用が可能な複雑な構造をもつ化合物（すなわち天然化

合物）が必要とされるようになった。

　天然化合物を現在の創薬システムに応用するためには，

ライブラリとして多様な構造の化合物を多数供給できる

こと，評価に必要な十分な量を供給できること，構造類

似な周辺化合物をデザインし目的の化合物を自在に供給

できること，が必要である。その実現には，さまざまな

天然化合物についてその生産遺伝子をクローニングし，

ライブラリ化した遺伝子を用いて物質生産する技術が必

要である。

（2）天然物事業の概要
　医薬品開発において天然化合物を有効に活用するにあ

たっては，有望な未利用生合成遺伝子や巨大生合成遺伝

子を取得し，これらを用いた安定的かつ効率的な生産技

術を開発することが必要である。本プロジェクトでは，

わが国が強みとする微生物ライブラリや，天然物化学に

対する知識・ノウハウなどを最大限に活用し，優れた医

薬品候補となりうる天然化合物を安定的かつ効率的に生

産するための以下の技術開発を行う。さらに，次項で紹

介する「ITを活用した革新的医薬品創出基盤技術開発」

と連携し，がんなどの個別化医療に対応した医薬品の創

製に技術的に貢献する。

①有用天然化合物生産の高度化・高品質化

　Bacterial Artificial Chromosome（BAC）などの人工染

色体による巨大生合成遺伝子クラスターの取得，巨大生

合成遺伝子クラスターのホスト菌株への導入，生合成遺

伝子発現系の制御，生産性向上，ホスト菌株創製などに

関して，より高度化・高品質化を図り，生合成遺伝子ク

ラスターを用いた物質生産の効率化，高生産化を行う。 

的構造への理解が深まり，創薬の効率化に大いに役立つ

と考えられる。そこで本プロジェクトでは，有用天然化

合物生産の高度化・高品質化と生体環境下での動的相互

作用の解析―２つの先端技術基盤の構築を課題として，

事業に取り組んでいるところである。

（1）天然物事業の背景
　これまで，自然界に存在する天然化合物を微生物や植

物などの特定の成分として抽出・合成・薬効評価などを

行い，多くの医薬品を作り出してきた。現在，上市され

ている低分子医薬品の約６割以上は，天然化合物あるい

はその構造を模倣した化合物である。しかし，遺伝子組

換え技術を応用した創薬スクリーニング技術により，よ

り直接的に目的とする創薬標的に対し，効率的かつ迅速

にスクリーニングすることが可能になったため，医薬品

研究はよりシステム化された。その過程で，放射性同位

体から蛍光発色に検出系が代わるなどスクリーニング系

が高度化されるに従って，妨害物質を含む粗抽出物での

スクリーニングは避けられるようになり，十分量が精製

され保存されている天然化合物のみがスクリーニングに

提供されるようになった。そのため，事前に薬効がある

かどうかわからない天然化合物を精製してまで化合物ラ

イブラリに加えることは割に合わないと考えられるよう

になった。また，１次スクリーニングにヒットしても，

化学構造が複雑なため有機合成展開が難しく，医薬品と

しての特性を満たす構造最適化を行うことが困難である

ことから，天然化合物はリード最適化の創薬プロセスに

は組み込みにくい。結果として，ヒット化合物周辺に十

分なライブラリ化合物が集まらず，医薬品のあるべき構

造についての情報を十分に提供できなかった。

　しかし，システム化された創薬が大規模に行われるよ

うになると，すぐに生産性の新たな壁に直面することと

なった。つまり創薬に適した標的分子を新たに見出すの

が困難になったのである。

　高効率スクリーニング（HTS）に適した創薬標的は，相

互作用のメカニズムが単純でスクリーニング系を遺伝子

組換え技術で構築しやすいものがよい。また，ヒット化

合物の構造最適化においても，ヒット化合物と相互作用

するポケット（キャビティ）がコンパクトであり，ヒット

１．�次世代型有用天然化合物の生産
技術開発（天然物事業）
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