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　医薬品添加剤はJP17製剤総則には「添加剤は，製剤

に含まれる有効成分以外の物質で，有効成分及び製剤の

有用性を高める，製剤化を容易にする，品質の安定化を

図る，又は使用性を向上させるなどの目的で用いられる．」

と記載されており，一般的に添加剤は医薬品には不可欠

な成分である。

　平成25年８月30日付の医薬品GMP施行通知に，「原料

等の供給者管理」が「製品の品質管理のために必要な業

務」として追加された。このことにより，医薬品添加剤

の供給者を含めた原材料等の供給者を適切に管理するこ

とが，医薬品製造業者が製造する医薬品の品質確保に必

要であることが示された。しかし，既存の「医薬品添加

剤GMP自主基準　2014年改訂版」の趣旨及び利用方法

は広く周知されておらず，医薬品添加剤製造業者と，医

薬品添加剤を使用する医薬品製造業者の双方にとって有

益であり，実効性のある自主基準を作成することが求め

られていた。そこで，厚生労働行政推進調査事業費補助

金　平成28年度　医薬品・医療機器等レギュラトリーサ

イエンス政策研究事業「GMP，QMS，GTP及び医薬品

添加剤のガイドラインの国際整合化に関する研究」（研

究代表者：櫻井信豪 PMDA品質管理部 部長）の研究活

動として，｢医薬品添加剤GMP自主基準　2014年改訂版」

の内容を見直し，改訂することとなった。班会議での議

論に基づき，｢医薬品添加剤GMP自主基準　2016年改訂

版」が，平成28年８月24日付けで厚生労働省医薬・生活

はじめに
衛生局 監視指導・麻薬対策課から事務連絡として発出

された。さらに，関連質疑応答集が平成28年８月23日及

び平成29年２月20日付けで日本医薬品添加剤協会のホー

ムページに掲載された。

　本稿では，｢医薬品添加剤GMP自主基準　2016年改訂

版」の概要について解説する。

　これまで，日本医薬品添加剤協会は，1996年に「医薬

品添加剤の製造管理及び品質管理に関する自主基準

（GMPソフト）」を，1998年に「医薬品添加剤製造所の

構造設備に関する自主基準（GMPハード）」を作成し，

2006年に医薬品GMP省令の改正に合わせてこれらの自

主基準の改訂を行った。また，同年に，医薬品添加剤製

造所のための国際的な医薬品添加剤GMP基準として，

「IPEC-PQG 合同GMPガイド2006」が提案されたため，

日本医薬品添加剤協会は，この国際的な基準と既存の国

内の自主基準との整合化を図ることとし，「IPEC-PQG

合同GMPガイド2006」と国内の自主基準との比較検討

を行った。その結果を踏まえ，2014年に「医薬品添加剤

GMP自主基準　2014年改訂版」を発行した。

　しかし，「医薬品添加剤GMP自主基準　2014年改訂版」

の趣旨及び利用方法が広く周知されるには至らなかった。

そのため，医薬品添加剤製造業者からは，添加剤が最終

製品に与えるリスクに応じて，誰が，何を，どこまで管

１．�医薬品添加剤GMP自主基準の
改訂及び関連質疑応答集の作成
に至った背景

医薬品添加剤GMP自主基準及び
関連質疑応答集の解説

医薬品医療機器総合機構1），武田薬品工業株式会社2），信越化学工業株式会社3），

医薬品添加剤GMP自主基準適合審査会4），日本医薬品添加剤協会5）

原　賢太郎1），松永浩和2），沼　しのぶ3），長江晴男4），木嶋敬二5）

Kentaro Hara1）, HiroKazu Matsunaga2）, sHinobu nuMa3）, Haruo nagae4）, Keiji KijiMa5）

Pharmaceuticals and Medical Devices Agency1）, Takeda Pharmaceutical Company Limited2）, Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.3）, 
GMP Auditing Board for Pharmaceutical Excipients4）, International Pharmaceutical Excipients Council Japan5）

Self-imposed Standards of GMP for Pharmaceutical Excipients（2016）and 
its Questions and Answers
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　そこで，厚生労働行政推進調査事業費補助金平成28年

度医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研

究事業「GMP，QMS，GTP及び医薬品添加剤のガイド

ラインの国際整合化に関する研究」（研究代表者：櫻井

信豪 PMDA品質管理部部長）の研究活動として，｢医薬

品添加剤GMP自主基準　2014年改訂版」の内容を見直

し，改訂することとした。研究班メンバーは，日本医薬

品添加剤協会，日本製薬団体連合会（品質委員会），薬添

GMP監査情報共有会，国立医薬品食品衛生研究所，

PMDA品質管理部から選定された。改訂に当たっては，

｢医薬品添加剤GMP自主基準　2014年改訂版」を医薬品

添加剤製造業者及び医薬品製造業者の双方が照査し，国

際標準と同等レベルの製造管理及び品質管理の内容に引

き上げること，そして，双方にとって有益であり，実効

性のある自主基準に改訂した上で，それを医薬品添加剤

製造業者が適切に運用することにより医薬品の品質を確

保することに寄与することを目的とした。

　「医薬品添加剤GMP自主基準　2014年改訂版」の内容

について，医薬品添加剤製造業者及び医薬品製造業者か

ら意見収集を行った。具体的には，「医薬品添加剤GMP

自主基準　2014年改訂版」に対する意見収集の作業を，

単に改訂を要する箇所を収集する作業に留めず，医薬品

添加剤製造業者及び医薬品製造業者に，自主基準の存在

及びその内容を広く認識してもらう作業としても位置づ

けた。そのため，日本医薬品添加剤協会から医薬品添加

剤製造業者に繰り返し広く声がけをすることに加え，過

２．�｢医薬品添加剤GMP自主基準　
2014年改訂版」の改訂作業の
方法

理する必要があるのか，添加剤製造業者と医薬品製造業

者の間で考え方を擦り合わせていきたいとの声が寄せら

れ，また，医薬品製造業者からは，最終製剤の品質を確

保するために添加剤の品質管理は非常に重要であること

から，具体的な事例も示しながら，医薬品添加剤GMP

自主基準の考え方を広く浸透させ，有用な自主基準とし

ていきたいとの声が寄せられていた。

　以上の背景から，医薬品添加剤製造業者と，医薬品添

加剤を使用する医薬品製造業者の双方にとって有益であ

り，実効性のある自主基準を作成することが求められて

いた。

医薬品添加剤GMP自主基準及び関連質疑応答集の解説原
薬
・
添
加
剤
特
集
①
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　医薬品製造における原材料管理の業務をしていると次

のような問題にしばしば直面する。「使用予定の原材料

が実は医薬品用途として製造されていなかった」，「サプ

ライチェーンが複雑なため製造サイトの情報が入手でき

ない」，「重要な変更情報が通知されなかった」などであ

る。これらの問題が原材料管理におけるリスクにつなが

る。また医薬品の原材料の種類は多岐にわたっており，

その使用用途や目的によって異なったリスクが存在する。

さらにサプライヤーの製造・品質管理の状況もさまざま

であり，求められる品質要求も異なる（図１）。そういっ

た多種多様な課題がある中，製薬会社は原材料の種類や

はじめに
使用用途に応じたリスクに基づき，適切な管理をするこ

とが求められている。そしてグローバルな原材料の調達

と安全で高品質な医薬品の供給のために，原材料管理の

分野は，製薬会社が取り組むべき最優先課題の一つであ

る。本稿では，医薬品原材料の中でも最も重要なものの

一つである医薬品添加剤に目を向けてみたい。

　医薬品添加剤について日本薬局方は以下のように規定

している1）；「添加剤は，製剤に含まれる有効成分以外

の物質で，有効成分及び製剤の有効性を高める，製剤化

を容易にする，品質の安定化を図る，又は使用性を向上

させるなどの目的で用いられる（中略）。ただし，用いる

添加剤はその製剤の投与量において薬理作用を示さず，

無害でなければならない。また，添加剤は有効成分の治

療効果を妨げるものであってはならない」。すなわち医

薬品添加剤において考慮すべき重要なポイントは，医薬

品を「投与・使用」する際の添加剤による影響と（安全

性なども含まれる），医薬品の製剤中における添加剤の

「機能」の２点である。

　本稿では，医薬品添加剤に求められているグローバル

な要求・期待事項の紹介と，それらを踏まえ製薬会社が

どのように添加剤の管理に取り組むべきか，について論

じる。特に昨今もっともホットなトピックの一つである

「医薬品添加剤リスクアセスメント」について深く議論

したい。本稿では医薬品添加剤のユーザーとして医薬品

製造業者，医薬品製造販売業者などを総称し，「製薬会

社」とする。また医薬品添加剤の供給側として，医薬品

医薬品に関連する原材料
特徴 品質要求 例

医薬品添加剤 最終医薬品の構成
成分

原薬に比べて
緩やか

塩，アルコール類等
化学物質が多い

原薬 最終医薬品の構成
成分

GMPなど高い
管理要求 ‐

直接接触包材 最終医薬品に接する
包材

薬局方等に記載 バイアル，シリンジ
など

ラベル・添付文書
など

最終医薬品中に使用
される

記載内容に高い
要求 ‐

出発物質 製造プロセス ケースバイケース 特殊な化学物質な
ど

製造用原料 製造プロセス中で使
用

プロセスの段階に
もよる

培地
溶媒バッファー

QC試薬など 製造プロセス中で使
用

JIS，局方要求など

二次三次包材 最終製品の輸送保護 ケースバイケース テープ，箱など

試験用試薬

図１　医薬品添加剤とは？

世界の要求，期待事項をもとに製薬会社での
医薬品添加剤リスクアセスメントを中心に

医薬品添加剤のグローバル品質

中外製薬株式会社 品質保証部

本多大地，野々委佐男，礒合敦
Daichi honDa, isao nono, atsushi isoai

Quality Assurance Department, Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.

Global quality on pharmaceutical excipients
Excipient risk assessment according to global regulation and expectation
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（1）GMPの適合設備
　筆者が国内，国外の製造所を監査した経験からみると，

原薬ならびに医薬品の製造所においては，製造・試験に

必要な機器・設備はほぼ充足しており，従来見受けられ

た前近代的な製造設備で医薬品を製造している製造所は

稀であるといえる。一部の原薬工場は，半世紀を超えて

使用していると思われる反応器を用いて製造を続けてい

ることが見受けられるが，その反応器はGMPに適合す

るように保守維持されていて，監査時には製造に十分耐

えられる状態であった。しかしそのような製造所であっ

ても，品質管理室は，近代的な検査機器が装備されてい

る。全体的に見て，各国とも近代的な品質管理・分析機

器が不足している原薬・医薬品工場は稀である。

　一方，現在問題になっているのが，医薬品の中間体も

しくは出発原料を製造する化学品工場である。出発原

料・中間体を製造する化学品工場は，本来医薬品を製造

することを目的としていないため，GMPどころか

ISO9000にすら適合していない製造所もあり，また，安

価な出発原料・中間体を求め，中国・インドの化学品工

場にその製造を依存している場合，その設備は旧式，前

近代的な製造設備であることが稀にある。また，化学品

の製造を主業とするため，化学品の品質管理項目の分析

１．�近年，海外原薬工場を�
監査する際に観察される事項

に必要な機器のみ備えられ，医薬品の原料・中間体の品

質検査施設としては貧弱な施設に出会うことがある。

（2）コンピュータ化させた設備
　前述のように，大多数の製造所は品質管理室に最新式

の分析機器を導入して品質検査を行っている。分析機器

はコンピュータ制御されているため，個々の分析機器は

スタンドアローンのコンピュータ（PC）に接続されている。

コンピュータ化された分析機器をLIMS等で総合的にデー

タ管理する製造所はまだ少ない。このため，個々のスタ

ンドアローンのPCでデータ処理・保管しているのが大

多数であるが，アクセス管理，データの削除・改ざん防

止，バックアップ等の対策が不十分であることが多い。

スタンドアローンのPCでのデータ管理全般に関しては，

FDAの査察時入念に照査され，非常に多くの#483，

Warning Letterが発出されている1）。

　このコンピュータ管理（FDAはデータインテグリティ

と呼んでいる）に関して，監査でみられるのは責任の所

在が不適切であることがまずあげられる。データインテ

グリティの管理は，本来品質保証部門の文書管理の範疇

であるはずが，PC上のデータという名称のため，責任

があたかもコンピュータ関連部門（多くはIT部門と称さ

れる）の責任のように扱われ，品質保証部門が関与して

いないことが多い。また，実際に分析機器を用いる品質

管理試験室の分析者が電子データの取り扱いに疎く，そ

のデータの保存方法，改ざん防止に対して知識が十分で

最近の海外原薬工場の品質の現状も踏まえて

原薬工場における
品質阻害要素の分析と監査のポイント

GMPコンサルタント

古澤 久仁彦
KunihiKo Furuzawa
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Analysis of quality impairment factors at the drug substance factory and points of audit
―Based on the current state of quality of overseas drug substance factory recently
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　医薬品製造・開発は，過去15年間に大きく変化した。

この変化は，「Quality by Testing（QbT）」から「Quality 

by Design（QbD）」という言葉で表現されることが多いが，

「Don’t ask ! Don’t tell ! からの脱却」ともいうことがで

きる。しかし，基本は製剤の科学的な理解とRiskに基づ

いた取り組みである。そして，各企業は自社のシステム

が品質を確立し恒常的に維持できるものであることを，

科学的な根拠（データ）を以て自ら説明しなければならな

くなった。その結果として，企業はFlexibilityを手にす

ることになるが，このFlexibilityは，次のようなことを

意 味 し て い る。“What this flexibility means is that 

more responsibility for compliance and maintaining 

quality shifts from FDA to the company”1）.

　この品質に対する科学的な根拠を説明するために数多

くの数値が利用される。しかし，そうした数値がもつ意

味を真に理解できているであろうか？　“ガイドライン

に記載されているから”，“教科書に書いてあるから”な

どと安易に利用していないだろうか？　例えば，「40℃

下で６カ月安定性を保証できるなら室温（25℃）で３年の

安定性を期待できる」といった話を耳にするが，これは

無条件に成立するものではなく，分解にかかわる活性化

エネルギーがある条件を満たすときに成立するものであ

ることを理解しているだろうか。

　この他にも製剤や薬剤学の分野では，数多くの数値が

その背景や成り立ちを意識することなく妥当性を説明す

はじめに
る際に使用されている。そのため，もしシステムに変更

が加えられた場合，その数値をどのように取り扱ったら

よいのか応用が利かないことになってしまう。技術損失

がささやかれる今日，本連載では，医薬品開発・製造現

場でしばしば現れる数値に着目し，その数値の背景や含

まれている真の意味について各分野の専門家に紹介して

いただく。それを理解してこそ，その数値を生きた数値

として自らシステムの中で活用できるとともに，変更す

る際にも納得できる中で変更することにつながる。

　通常，われわれの活動の中で使用される数値には，①

絶対値として意味がある場合，②他の数値と比較するこ

とで意味を持つ場合，③①と②の組み合わせとなる場合，

の３つの場合が考えられる。このように，まずはその数

値がもつ意味を理解する必要がある。

（1）絶対値としての数値
　①の場合としては，温度のような物理化学的な数値が

該当する。このような数値は，通常物理的あるいは物理

化学的な特性を示す式の中で使用される。例えば，薬物

の分解速度を示すArrhenius式には，絶対温度が含まれ

ている。この温度の数値自体には議論を挟む余地はなく，

問題にすべきことは，その温度を測定する場合の測定精

度である。物理の世界では，この問題は極めて重要であ

り，近年ノーベル物理学賞の対象になった研究の最大の

課題は誤差との闘いともいわれる。例えば，ヒッグス粒

１．数値が意味するもの

連載開始にあたって第１回
数値で学ぶ GMPと医薬品開発

元 武州製薬株式会社1），高崎健康福祉大学2）

宮嶋勝春1），寺田勝英2）

Masaharu MiyajiMa1）, Katsuhide terada2）

ex Bushu Pharmaceuticals LTD.1）, Takasaki University of Health and Welfare2）
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　読者のみなさまは，“統計／確率”と聞いて何を想像

されるでしょうか？

　学生時代，受験に際しては偏差値が学校選びの基準と

なりました。この偏差値がどういう意味を持っているか

を理解している人はすでに統計をご存知の方です。一回

だけ買うなら，宝くじと馬券ではどちらが戻ってくるお

金が大きいかを知っている人は，すでに確率の概念があ

ります。

　多かれ少なかれ，統計／確率はどこかで少しは学んで

います。わたしの経験では，高校の数学で組合せ／確率

を学びました。大学では統計を学び“優”（成績の優／

良／可／不可）でしたが，ほとんど記憶に残っていません。

それは必要性が低かったからだと思います。学びは“学

びたい”という強い気持ちが必要になります。その学び

の先の目的がしっかりしているかどうかが重要です。

　そして製薬企業に就職し，工場の品質管理部に配属に

なりました。理学部の化学科卒で研究室は有機合成でし

たので，品質管理部で実施する試験は初めてのことでし

た。そこで，新人らしく“品質管理”を学ぼうと目的を

はじめに
もって大きな本屋さんに行き，品質管理の本を眺めたと

ころ，そこに書かれていたのはかすかに記憶に残る，大

学時代に学んだ統計／確率でした。「えっ？　品質管理

は統計？」と驚いたのを今でも覚えています。

　試験をやり出した頃は，高校で学んだ化学が一番役立

ちました。統計が必要だと実感したのは，“注射剤の不

溶性異物対策”を検討し始めたときです。まずは官能検

査を独学で学び，不溶性異物対策に活用しました。官能

検査では人が検査するので，人の教育訓練と認定がとて

も重要になります。また，人が行う以上は誤検査もあり

ますので，その対策も必要になります。かつ，全数検査

は100％でないため，どうしても残存不良が残ります。

そのため，母不良率が高いときはどうすればよいかなど

検討しました。

　その後，日本科学技術連盟の“QCベーシックコース”

を学ぶ機会を会社から与えられました。一週間×6カ月

で宿題も多いコースでしたが，大学と違い統計の必要性

を実感していたので学びにも力が入りました。ここで，

統計／確率の概念を身につけたことが，その後のQC／

QAの活動ならびに品質の責任者として判断を求められ

るときの基礎となりました。そのときいただいた優秀賞

の時計は今も時を刻んでいます。コース修了後，工場内

第１回
医薬品品質保証で理解しておきたい統計／確率

株式会社ミノファーゲン製薬　顧問

脇坂盛雄
Morio Wakisaka

Minophagen Pharmaceutical Co., LTD. Advisor
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