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　本連載では，固形製剤の開発・製造に関してベテラ

ンならば経験的に身に付けている感覚を，基礎に立ち

返って解説します。第１回では，医薬品製造現場で求

められることと基礎のつながりをテーマとした座談会

を開催しました。

●トラブルシューティングには基礎が必要

竹内　まずは自己紹介を兼ねて私からお話しします。

　製剤を主に教育，それから学会といったところで関わっ

てきて，本日ご出席の３人の先生方とも知り合いました。

製剤プロセス，特に基礎ということで，大学での話をさ

せていただきます。昔は「製剤工学」という科目まであ

りましたが，それが全体の時間数から「製剤」の中に圧

縮されました。それでも本企画の大きなテーマである単

位操作のことも，例えば混合でも混合度といった内容に

ついてある程度話す時間がありました。しかし，特に薬

学教育６年制への移行が契機となり，製剤の講義時間そ

のものは減っていませんが，特に医薬品の開発，あるい

はDDS（drug delivery system）などに割く時間が増えて，

残念ながら製剤プロセスそのものについては，「このよ

うにして製剤はできます」という話しかできておらず，

その元になるところが若干欠落しているかなという自分

自身の教育面での反省もあります。

　そのようななかで本企画がうまくまとまれば非常に有

益なものになるのではないかということで，お忙しいな

か３人の先生方にお集まりいただきました。

　それでは，順番にお願いいたします。

北村　私は沢井製薬に入社後，一貫して製剤研究に携わ

り，医薬品の処方設計と，その工業化の研究に従事して

います。分野的には固形製剤をずっとやってきたので，

製剤の開発・製造現場と基礎

座談会

若手製剤研究者必読！
単位操作から見た固形製剤

司　会　竹内洋文氏（岐阜薬科大学教授）

出席者（五十音順）

北村雅弘氏（沢井製薬株式会社）

田原耕平氏（岐阜薬科大学准教授）

保地毅彦氏（アステラス製薬株式会社）

The Basis for Pharmaceutical Development and Manufacturing

１第 回
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　国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）は，

わが国の医療研究開発およびその環境整備の中核的な役

割を担う機関として，平成27年４月に設立された。これ

により，従来は文部科学省・厚生労働省・経済産業省が

独自に実施していた医療分野の研究開発予算をAMED

に集約し，国の医療研究開発を一元的に管理することで，

基礎研究から臨床まで切れ目のない一貫した研究開発支

援体制の構築が可能となった。設立以降，AMEDでは，

健康・医療戦略推進本部が定める「医療分野研究開発推

進計画」に基づき，９つの重点分野を中心とする医療研

究開発を推進している。AMEDの創薬戦略部医薬品研

究課は，その重点分野の１つである「オールジャパンで

の医薬品創出」を推進し，アカデミアと企業が一体と

なった革新的医薬品の創出を目指してきた。本稿では，

当課担当事業の柱の一つである，次世代バイオ医薬品創

出のための基盤技術開発を目的とした「革新的バイオ医

薬品創出基盤技術開発事業」（以下，本事業という）を紹

介する。

はじめに

　バイオ医薬品は，バイオテクノロジーを駆使して開発・

製造された生体高分子を主原料とする医薬品の総称であ

る。高次構造に基づく特異的な生物学的機能と，それに

よる高い治療効果を有することから，さまざまな難治性

疾患克服に向けた展開が進められている。その結果とし

て，わが国で2016年に承認された新有効成分含有医薬品

におけるバイオ医薬品の占有率は27％（52品目中14品目）

と高い割合となっている。こうしたバイオ医薬品の躍進

の背景には，これを後押ししたいくつかの画期的な技術

革新が存在した。1980年代に開発が進められたバイオ医

薬品は，インスリンやインターフェロンなど，生体内で

微量に存在するホルモンやサイトカインを大量製造した

ものであり，これら初期のバイオ医薬品の開発には，遺

伝子組換え技術と微生物・細胞培養技術が基盤的な役割

を果たした。その後，1990年代以降に登場した抗体医薬

の開発では，中核技術である細胞融合法によるモノクロー

ナル抗体の作製に加え，タンパク質工学を駆使した高機

能化，マウスモノクローナル抗体のヒトキメラ化／ヒト

化，高密度細胞培養，分離・精製技術など，抗体医薬の

開発・製造に必須となる複数の基盤技術が組み合わされ

１．事業背景

革新的バイオ医薬品創出基盤技術開発事業
（その３）

AMEDにおける
創薬などの支援の取組について

日本医療研究開発機構（AMED） 創薬戦略部医薬品研究課 主幹

渡邊秀樹
Hideki Watanabe

Deputy Manager
Japan Agency for Medical Research and Development （AMED）

Department of Innovative Drug Discovery and Development, Division of Drug Research

AMED Activities towards Innovative Drug Development: （3） 
Basic Science and Platform Technology Program for Innovative Biological Medicine
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　「プロセス所要時間を半減する」ことを目標に，高速

流動層造粒装置の開発に着手した。①単位時間当たりの

スプレー供給速度を大幅に増加する，②吸気温度を

120℃にするなど，従来タブーとされていた操作を組み

合わせることで，初期目標は達成された。すなわち，造

粒，乾燥時間の50％削減が，パイロットスケールおよび

生産スケールで達成できた。本稿では，高速流動層造粒

乾燥装置の設計プロセス1）と実験データについて記述する。

　流動層造粒とは，粉粒体原料を空気中に浮遊懸濁させ，

そこにバインダーを噴霧して粒子どうしを付着凝集させ

る造粒法であり，通常，バッチプロセスにより乾燥まで

行われる。装置の構成を図１に示す。スクリーン（空気

分散板）上に供給された粒子は，下から吹き上げる空気

流により流動化し，層内を上昇する。原料を仕込む容器

（原料容器）は上方にいくほど内径が大きくなる形状であ

り，内径の増大とともに空気流の上昇速度は減少し，粒

子は装置内壁面に沿って落下する。こうして粒子群は，

いわゆる気中懸濁状態を保ちながら，緩やかな上下方向

の循環流を形成する。

　バインダーを噴霧するスプレーガンは，粒子層よりも

上方の層内中央部に位置し，下向きにスプレーするよう

に取り付けられている（トップスプレー）。スプレー液を

はじめに

１．流動層造粒装置の基本操作

霧化するために，通常は圧縮空気を用いて微粒化する２

流体ノズルが使用される。

（1）乾燥時間の短縮
　流動層造粒乾燥装置において，乾燥能力（厳密には恒

率乾燥期間における乾燥速度）は，吸気風量および吸気

温度（正確には吸気温度－製品温度の差）に比例する。し

たがって，乾燥時間を短縮するには，これらの因子を増

大すればよい。吸気風量を増加すると，微粉が舞い立ち

フィルターの負荷が大きくなり，正常な流動を阻害する

ため，実質的には吸気風量を大きく増加させることは難

２．�プロセス所要時間を半減するた
めに

排風機

集塵機
排気弁

空気加熱器

吸気フィルター吸気弁

スプレーガン

スクリーン

流動ケーシング

原料容器

本体

フィルター

図１　流動層造粒装置の構成

常識の打破
高速流動層造粒装置の開発

フロイント産業株式会社

武井成通，武内優貴，磯部重実，鵜野澤一臣
Narimichi Takei, masaki Takeuchi, shigemi isobe, kazuomi uNosawa

FREUND CORPORATION

Development of High Speed Fluid Bed Granulator
－Breakthrough Innovation–
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　第１回の終わりに規制のハーモナイゼーションが進ん

でいないと書いた。日本においても“ビジネス上のグロー

バリゼーション”が標準化してきており，日本国内完結

型の鎖国的ビジネスはもう通用しない。しかし，韓国と

日本の間で医薬品ビジネスを進めようとするとき，相手

方の規制基準がわれわれ日本の基準と一致しているか十

分確認されないまま，開発や申請作業が行われているよ

うに見受けられる。韓国政府から出される規制文書のほ

とんどは韓国国内企業向けに出されたものである。デリ

ケートな政治問題が頭によぎり，ビジネスにおいても韓

国対応にぎこちなさが残るわれわれ日本に対し，韓国は

政府も企業も自国を中心に据えて明確にバイオ医薬品を

自国産業の柱として進めている。지식경제부（知識経済

省）の김준동（ギムジュンドン）신산업정책관（新産業政策

官）は，“바이오시밀러는 바이오·제약산 업 세계시장 

진출을 위한 전략적 징검다리（バイオシミラーは，バイ

オ・製薬産業の世界市場への進出のための戦略的架け

橋）”として，国が旗揚げし，今後の韓国医薬品産業の

方向性を示した1）。産官共同でバイオ医薬品立国を宣言

した韓国の企業を相手に対等な立場でビジネスを進める

ために，まずはバイオ医薬品の製造管理，品質管理に関

する韓国の規制に基づいて製造されたバイオ医薬品が，

１．�韓国のバイオ医薬品ガイドライ
ンについてわれわれはどれだけ
知っているか？

日本の規制にそのまま適応できるのか？ について検証

を行う必要がある。

　医薬品や保健衛生を担当する政府機関は，1998年に保

健福祉部傘下の外庁として식품의약품안전청（食品医薬

品安全庁）が建てられた。日本のPMDAにあたる식품의

약품안전처（食品医薬品安全処，MFDS）は，2013年に박

근혜（パククネ）前大統領のときに行政府の首班（日本の

首相）である국무총리（国務総理）の直轄である처（処）と

いう上位機関に昇格した。

　식품의약품안전처（食品医薬品安全処，MFDS）の組織

および機能は，おおむね日本のPMDAと同じである。

そのうちバイオ医薬品の審査を行う部門の組織図は図１

のとおりである2）。

　バイオ医薬品の審査は，従来型の生物薬品，遺伝子組

換え製品審査部および遺伝子治療・細胞治療製品審査部

に分かれる。韓国当局に国内製造販売製品あるいは輸入

品として申請されたバイオ医薬品は，それぞれの分類に

対応する審査部が品質，有効性および安全性の審査を行

い，最終的に承認の判定を下す。安全性および有効性の

高い医薬品を国民に提供するためにどういった点に着目

して審査するかについては，食品医薬品安全処という省

庁名にも表れているように，まず安全性の評価を第一に

２．�韓国政府のバイオ医薬品の推進
および監督業務はどうなってい
るか？

韓国政府から出されているバイオ医薬品施策および
バイオ医薬品関連ガイドラインの最新動向

第２回韓国のバイオ医薬品事情連載

株式会社ファーマトリエ

岡村元義，岡入梨沙，馬場玲佳
Motoyoshi okaMura, risa okairi, reika BanBa

Pharmatelier Inc.
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　医薬品製造業界はジェネリック80％対応に向けて変革

のときを迎えている。ジェネリック業界だけでなく，医

薬品製造業界全体で設備投資が続いている。先発医薬品

メーカー，受託メーカーも，製造の移管，集約など大規

模な生産拠点の見直し，戦略製品への集中による生産ラ

イン増産対応が推進されている。

　これら設備投資が終焉を迎えようとするなか，最新鋭

の設備，システムに対して，限られた要員でいかにして

メンテナンスしていくのかが，大きな課題になる。

　さらに，最近の医薬品製造施設のメンテナンスを取り

巻く環境の変化は著しい。リスクマネジメントの考えが

メンテナンスにおいても浸透してきている。当然ながら，

これまで品質の影響に関してリスクを考慮し，再クオリ

フィケーション，キャリブレーションは重厚に対応して

きた。しかし，「環境」，「安全」などのリスクを考慮し

たメンテナンス項目の抽出や，再クオリフィケーション，

キャリブレーション対象の「選定根拠」や「周期決定の

はじめに
根拠」に関して文書としてまとめられていないのが実情

である。

　本稿では「リスクベースアプローチによるキャリブレー

ションがもたらす利益」について，目的から具体的な対

応方法，期待される効果について説明する。

　メンテナンス業務は定例業務と非定例業務に大別され

る。

　メンテナンス業務の理想的な対応は，生産性向上を達

成するために，定例業務を効率化し，改良・改善の検討

などの非定例業務に要員リソースを集中させることである。

　しかし，多くのメンテナンス担当者は労務インパクト

の大きなGMP業務に時間を費やしている。今後，工場

の生産性を向上させるために，メンテナンスを充実させ，

生産停止などの“トラブルを削減”し，GMP対象機器

を適正に選定し対応することで，“業務効率化”を実現

させ，トータルメンテナンスの目的である“コストの削

１．�リスクベースアプローチがもた
らす利益

第８回

医薬品製造施設のリスクベース
アプローチによるキャリブレーション
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