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　これまで１年おきにバイオ医薬品の製造および品質試

験に関連するアウトソーシングの動向を俯瞰してきた1，2）。

２年という間隔は短いようにも感じるが，本稿に書きき

れないほどの新しい流れが起きており，「何が優れてい

るのか？」，「どの方向を目指したらよいのか？」がわか

りにくい状況となっている。

　アウトソーシングとは，開発や製造または品質試験を

外注することであるが，バイオ医薬品に関して“アウト

ソーシング”という言葉は，自社内にまったくバイオ医

薬品に関する技術および経験がない場合に外注すること

の代名詞にまでなっている。もちろんバイオ医薬品の開

発，製造および試験についても「餅は餅屋」のたとえは

当てはまるが，各社のパンフレットを見てみると，他社

には負けないという売り込みが書かれてあり，さてどこ

に委託しようかということも簡単には決まらない。受託

費用も重要ではあるが，選択の拠り所は“技術”でなく

てはならないであろう。その技術が専門的すぎて委託者

にはわからない。「わからないけれど実績のある会社で

あるので間違いないだろう」と安易にアウトソーシング

した結果，苦労されている例を多く見かけるのは少々残

念に思われる。これからバイオ医薬品の製造および品質

試験を委託しようとしておられる読者諸氏に「アウトソー

シングしてよかった」と感じていただけるよう，今回は

各社が持つ優れた固有技術に主眼を置き，CMO（受託製

造会社）およびCRO（受託試験会社）の各社の特徴，およ

び今後期待される技術について各社の資料や聞き取り調

はじめに
査を基にまとめた。本稿を読んだ上で，再度各社のホー

ムページを参照されたい。

　アウトソーシングの動向に入る前に，バイオ医薬品の

概況について触れておく。

　2015年の世界の医薬品売上の上位20位に占めるバイオ

医薬品数は11品目である（図１）。このうちバイオ医薬品

売上の上位３品目は関節リウマチ治療薬である。これら

分子標的バイオ医薬品のおかげで不治の病といわれた関

節リウマチが治る病気に変わった。その他，がん治療薬

であるリツキサン，アバスチン，ハーセプチンなども確

実に売上を伸ばしている。2015年の上位ランキングには

入っていないが，小野薬品工業がブリストル・マイヤー

ズスクイブと共同開発し，皮膚がん治療用として世に出

したオプジーボ®は，爆発的な売れ行きを見せ，次年度

の売上ランキング上位に入る見込みである。

　日本で市販されているバイオ医薬品は現在127品目あ

るが（表１），宿主別に見るとCHO細胞などの動物細胞

培養製造は65%，大腸菌や酵母などの微生物培養製造は

35%の割合となっている。

　この127品目とは別に，先行品の特許切れを待って上

市されたバイオ後続品が８品目ある（表２）。

　このうちインスリンやフィルグラスチムなど微生物を

宿主としたバイオ後続品が多いが，エポエチンカッパや

インフリキシマブのように糖タンパク質のバイオ後続品

も出てきている。今後先行品の特許切れを待って上市さ

れるバイオ後続品は，ほとんどがモノクローナル抗体で

1．バイオ医薬品の最新動向

バイオ医薬品製造および品質試験における
アウトソーシングの動向

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.

The Trend of Outsourcing in Biopharmaceuticals Manufacturing and Quality Test
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あるので，バイオ後続品においても動物細胞を用いて生

産される品目が増えてくる。

　本稿で動物細胞生産と微生物生産の分類にこだわった

のは，動物細胞培養技術と微生物培養技術が異なり，

CMOもそれぞれに専門化しているからである。動物細

胞培養は，糖タンパク質などの複合タンパク質を生産で

きる反面，製造期間が長く，特注培地等を使うため製造

コストが高くなる。一方，微生物は基本的にヒトタンパ

ク質が持つ糖鎖を産生タンパク質に付加できないため，

アルブミンのような単純タンパク質，糖鎖を持たない抗

体Fabフラグメント，ペプチドなどの生産に限られるが，

図１　世界の医薬品売上に見るバイオ医薬品の動き

表１　�日本で市販されている遺伝子組換え医薬品目数とその宿主
別内訳
タンパク種別 品目数 動物細胞 微生物

酵素 14 13 １
血液凝固線溶系因子 14 13 １
血清タンパク質 １ ０ １
ホルモン 28 ４ 24
ワクチン ４ １ ３
インターフェロン ６ ０ ６
エリスロポエチン ５ ５ ０
サイトカイン 10 １ ９
抗体 41 41 ０
複合タンパク質 ４ ４ ０

合計 127 82 45
2016年12月現在

国立医薬品食品衛生研究所生物薬品部作成（2016年12月30日）の表をもと
に作成

表２　日本で市販されているバイオ後続品とその宿主別内訳
一般名 先行商品名 後発商品名 承認年 宿主分類

インスリングラルギン ランタス® インスリン グラルギン
BS注「リリー」 2014 微生物

インスリングラルギン ランタス® インスリン グラルギン
BS注「FFP」 2016 微生物

ソマトロピン ジェノトロピン® ソマトロピンBS皮下注
「サンド」 2009 微生物

エポエチンカッパ エスポー® エポエチン アルファBS
注「JCR」 2010 動物細胞

フィルグラスチム グラン® フィルグラスチムBS注
「モチダ」/「F」 2012 微生物

フィルグラスチム グラン® フィルグラスチムBS注
「NK」/「テバ」 2013 微生物

フィルグラスチム グラン® フィルグラスチムBS注
「サンド」 2014 微生物

インフリキシマブ レミケード® インフリキシマブBS点
滴注用「NK」 2014 動物細胞

国立医薬品食品衛生研究所生物薬品部作成（2017年7月7日）の表をもとに作成
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　国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）創

薬戦略部創薬企画・評価課は，国内のアカデミアで生み

出された基礎研究の成果を医薬品として実用化するため，

オールジャパンの創薬支援体制「創薬支援ネットワーク」

の本部機能を担い，特定国立研究開発法人理化学研究所，

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所及び国立

研究開発法人産業技術総合研究所と連携して，新薬創出

に向けた事業を行っている。

　一方，AMED創薬戦略部医薬品研究課は，次世代創

薬シーズライブラリー構築プロジェクトにおいて，蛋白

－蛋白相互作用（以下，PPIという）を阻害する作用が期

待できる化合物群（分子量500程度）（以下，PPI阻害指向

性化合物等という）の創製を機関に委託し，かつ，当該

化合物群で構成されるライブラリー（以下，本ライブラ

リーという）を創薬支援ネットワークで活用することを

目的として，平成29年度以降に当該機関よりAMEDに

本ライブラリーを提供することを採択条件とした。

　本稿では本プロジェクトで構築された本ライブラリー

の概要について紹介するとともに，創薬戦略部創薬企画・

はじめに
評価課が実施する創薬総合支援事業（以下，創薬ブース

ターという）での本ライブラリーの活用について述べる。

　大学等における優れた研究成果を医薬品として実用化

するためには，モダリティーや個別の創薬シーズに応じ

た多様なライブラリーの整備が不可欠である。すでにラ

イブラリーが充実している低分子化合物は，PPIを阻害

することが困難な場合が多いこと，また，PPIの阻害が

期待できる天然物化合物は，その構造が複雑なため最適

化が困難な場合が多いこと，抗体医薬は膜透過性がない

ために細胞内での作用が期待できないこと等の課題があ

り，これら課題を解決し得る次世代創薬シーズライブラ

リーの構築が革新的医薬品創出には極めて重要である。

　AMED創薬戦略部医薬品研究課は，創薬基盤推進研

究事業（平成27年度３次公募）において，PPI阻害指向性

化合物等の創製に関する技術の高度化を目的として「次

世代創薬シーズライブラリー構築プロジェクト」に関す

る事業を開始した1）。これは，前述した従来のライブラ

リーの課題を克服するためには，PPIを阻害する作用が

１．�次世代創薬シーズライブラリー
の特徴

次世代創薬シーズライブラリー
（その４）

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）

（前）創薬支援戦略部 西日本戦略企画グループ長代理1），創薬戦略部創薬企画・評価課 調査役2）

中川善嗣1），中西　理2）

Yoshitsugu Nakagawa1）, osamu NakaNishi2）

Japan Agency for Medical Research and Development （AMED）
Deputy Director, West Japan Office, Department of Innovative Drug Discovery and Development1）,

Manager, Division of Strategic Planning and Evaluation, Department of Innovative Drug Discovery and Development2）

AMED Activities towards Innovative Drug Development: （4） 
Next Generation Drug Discovery Compound Library Project
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　2016年８月４日，EMA（European Medicines Agency）

による"Implementing ISO IDMP: Introduction to SPOR”

のビデオ発表がインターネット上で行われた1）。この中

でEMAは，ISO-IDMP（Identification of Medical 

Products）の運用をSPORという仕組みで管理すること，

およびSPORの一部のシステムが2016年末に稼働するこ

とを説明していた。それに加えて以下の２つの注目すべ

き発表が行われていた。１つはISO-IDMPの利用範囲が

当初のICH E2Bの副作用症例報告だけでなく，治験から

市販後全般にわたる申請業務，また，医薬品流通の観点

でいうと，製造所の査察や医薬品成分の製造から医薬品

の販売ルートまでの広範囲に適用されると示されたこと。

もう１つはEMAが業界に対して，ISO-IDMP維持を目

的とした社内管理体制の変更あるいは構築を要求したこ

とだ。

　ISO-IDMPとは，医薬品情報の名称やコードを統一し，

国際的な医薬品規制情報交換の円滑化を目的とした「医

薬品辞書のためのデータ項目および基準」に関する国際

規格のことである。筆者はEMAの発表以前からISO-

IDMP対応の必要性を感じ，対応システムの調査などを

行っていたが，先に述べたEMAの発表には大きな衝撃

を受けた。なぜなら，これほどまでにインパクトの大き

いものだとは認識していなかったからだ。ISO-IDMPへ

の対応は一筋縄ではいかない。副作用症例報告でいえば，

国内で用いられる医療用医薬品コード（再審査用コード）

をWHO-Drug Dictionaryに変えればOKといったような

はじめに
簡単なものではないのだ。それを治験から市販後全般に

わたる申請業務や医薬品流通の広範囲に対応するという

のは，大きなインパクトがあるといえる。

　欧米ではISO-IDMPについて数年前から学会で議論が

活発に行われ，システムの実装に向けて作業も進んでい

る。しかしながら日本では，一部の製薬企業を除いて対

応がほとんど進んでいないどころか，ISO-IDMPという

言葉すら知らないというのが現状である。本稿ではこの

ような経緯も踏まえISO-IDMPの欧米での対応状況とそ

のインパクトについて紹介する。

　ISO-IDMPの説明をする前に，ISO-IDMPの背景と

なった「データの標準化」について話をしておこう。副

作用症例報告をはじめ，さまざまな申請業務が電子化・

データ化されていく中で，データの標準化は当然行われ

ている。ただしそれは市販後や申請・審査などの分野ご

とに行われた限定的な標準化だった。用語が違う，用語

の指し示す範囲が違うというように標準化のルールが異

なっているため，それぞれの分野で標準化されたデータ

（マスターデータ）は，その分野でしか使うことができな

かったのだ。

　実際，国内で使用されている医薬品に関連するコード

は現在，約10種類あり，次のように使い分けられている。

まず，副作用症例報告の場合，承認後の医療用医薬品に

は再審査用コードを使うが，このコード体系には一般用

医薬品（一般用医薬品コード）や治験薬（治験薬コード）は

含まれていない。一般用医薬品や治験薬が投与されてい

１．データの標準化

－欧米における実装－
ISO-IDMPとその影響
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的な医薬品コードを取り決めるところから始まった。そ

の副作用症例報告は，ICH E2Bによる日米欧の３極で

統一された様式での報告が可能になった。さらに副作用

や診断名，症状に関する辞書（MedDRA）が各国語で整

備され，安全性に関する情報が国際的に共有されるよう

になってきた。しかしながら，医薬品についてはいまだ

共通のコードがなく，また，前述したように日本国内の

副作用症例報告では再審査用コード，治験薬コードや一

般用医薬品コードなど，さまざまなコードが使用されて

いる。このため，開発時から市販後までの副作用集計を

行う際には，常に別々に集計する必要がある。

　このような状況を改善するべく2003年，ICH M5とい

うワーキンググループにて共通医薬品コード開発の検討

が開始された。途中，ICHから開発主体がISOに移るな

ど紆余曲折を経たものの，2012年にはISO-IDMPが発行

された2）。しかし，翌2013年にICH M5は解散し，IDMP

がICHで取り扱われなくなってしまった3）。M5のメンテ

ナンスコストの増大，実装ガイドの内容，実装スケジュー

ルにおいて合意が得られなくなったことなどが主な原因

だといわれている。この結果，ISO-IDMPは日本を除い

た欧米２極で検討されることとなり，日本国内では当局

も業界も医薬品の標準化から取り残されることになった。

だが，世界の医薬品市場の３分の２を占める欧米で

IDMPに対応する以上，日本国内でもIDMPへの対応が

急がれるのは当然のことである。

　さて，ISO-IDMPの解説へと話を進めよう。ISO-

IDMPは以下の５つのISO規格からなっている。前述し

たようにこれらのISO規格は2012年に発行されている

（表１）。

　ISO 11615はMedicinal product informationと呼ばれ，

各国で規制当局の承認の下，販売されている医薬品を対

象としている。したがってIDを付与し管理するのは各

る場合は，一般用医薬品コードや治験薬コードを同じ医

薬品フィールドに入れて報告することになる。また，薬

価を管理する際に使うのは薬価基準収載医薬品コードで

ある。これらのコード間に関連性はまったくないため，

それぞれに同じ活性成分が使われていても，コード上は

わからない。副作用症例報告では副作用，診断名，症状

についてはMedDRAで国際的な標準化がされているが，

各国で使われている医薬品コードはまったく異なってい

るので，特定の医薬品における副作用を集計しようとし

ても容易ではない。その結果，医薬品において国際間の

データ連携をしようとするとその都度，作業が発生し，

集計が遅れたり，データに不整合が発生したりしてしま

う。医薬品による健康被害は特定の国にのみ起こるので

はない。薬害の拡大を抑えるには同時期に発生した薬害

の情報を国際連携する必要がある。そのためにも国際的

な医薬品マスターデータの構築はとても大切なことなの

だ。

　医薬品に関する販売医薬品名，活性成分名などが構造

化され，国際的に標準化されたとしたら，例えば安全性

に関しては，開発と市販後の医薬品のデータ集計や国際

的な情報収集が容易になり，より迅速な評価および対応

が可能となる。処方箋に採用されれば，どの国でも同じ，

あるいは同等の医薬品を処方できるようになる。医薬品

流通においては，偽薬の混入を防ぎ，不良医薬品の回収

もスムーズに運ぶようになる。規制当局は申請，変更，

査察等の規制情報の共有がより容易になる。すなわち，

医薬品データの標準化はまさに時代の要求なのだといえ

るだろう。

　ISO-IDMPは，もともと副作用症例報告における国際

２．ISO-IDMPとは

表１　ISO-IDMPに関連する5つのISO規格
規格番号 内容 説明
ISO 11615 Medicinal product information 

（MPID/PCID）
各国で商品ごとに付与される固有のID。
承認情報，バッチ情報などを含む。

ISO 11616 Pha rmaceu t i c a l  p r oduc t 
information （PhPID）

製品（製剤）ごとに付与される固有のID。
３つのISO規格（ISO 11238/ISO 11239/
ISO 11240）から，アルゴリズムにより自
動生成される。

ISO 11238 Substances （Substance ID/
Specified Substance ID）

製剤を構成する成分に対して付与される
固有のID。特性や構造情報を含む。

ISO 11239 Pharmaceutical dose forms, 
units of presentation, routes of 
administration and packaging

剤型，投与経路，包装等に関する統制用
語。

ISO 11240 U n i t s  o f  m e a s u r em e n t 
（UCUM）

測定の単位に関する統制用語。mg，ml
など

－欧米における実装－ISO-IDMPとその影響

90（2326） Vol.33 No.11（2017）



　人々の生命や健康を脅かさないため，飲料水や製薬用

水などの水は，その品質を適切に管理することが強く求

められている。国立研究開発法人 産業技術総合研究所

では，2012年に水プロジェクトを立ち上げ，水質の評価

と監視，浄化のニーズに応える研究開発に取り組んでい

る1）。水質検査のうちバクテリアについては，まず１日

程度をかけて培養する必要があり，検査結果を得るまで

には数日を要する。この検査に時間がかかっている状況

を打開するため，バクテリアを培養せずにその有無を検

査する装置の開発が行われている。例えばフローサイト

メーターは，検査対象水を流路に流しながらレーザー光

を照射し，バクテリアからの散乱光と蛍光を測定して検

査を行う。培養法に比べて検査時間は短縮されるものの，

フローサイトメーターは一般的に大型で高価であり，ま

た，装置操作と結果解析に一定のスキルを要することか

ら，基本的には大学等の研究機関で使われる検査装置で

ある2）。

　DVDやブルーレイに代表される光ディスクには，光

反射率が周辺部と異なる長さが１μm前後の記録部が多

数並び，情報が記録されている。光ディスクのプレーヤー

はじめに
は，集光したレーザー光でこの記録部が並んでいる箇所

を走査し，情報を再生することができる。われわれは，

この光ディスクの技術が，大きさがやはり１μm程度で

あるバクテリアの検出に応用できるとの着想を得て，そ

の検証を進めてきた。光ディスクのプレーヤーは，一般

的に小型で安価であるため，光ディスクをベースとした

検査装置が実現すれば，野外での“その場検査”や一般

の人が簡易的に行う検査にも利用しやすくなる。光ディ

スクを用いた検査では例えば，血液や尿中のカルシウム

イオン3）や，疾患のバイオマーカーとなるエクソソーム4）

など，さまざまな検出ターゲットが検討されている。本

稿では，光ディスク型バクテリア検査装置の開発にあた

り製作したプロトタイプの内容を中心に概説する。また，

夾雑物がある中でバクテリアを特定する方法の開発を並

行して進めており，その取り組みについても紹介する。

　図１に光ディスクを用いた検出系の模式図を示す。光

ディスクには，レーザー光が集光し走査するためのトラッ

クと呼ばれる溝があり，通常はこのトラック上に記録部

がある。市販のDVD等では，トラックがある面は光ディ

スクの内部にあり保護されているため，光ディスクに小

１．光ディスクを用いた検出系

光ディスクのスキャン技術を利用した
迅速簡便なバクテリア検査法

水質評価技術　―新たな展開―
第１回
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島　隆之，藤巻　真，粟津浩一
Takayuki Shima, makoTo Fujimaki, koichi awazu

Electronics and Photonics Research Institute （ESPRIT）, 
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology （AIST）

New Development in Water Quality Monitoring Techniques
Part 1：Towards Fast and Easy Inspection of Bacteria using Laser Scanning 

of the Optical Disk Technology

121（2357） Vol.33 No.11（2017）



ファームテク編集部へのご意見，ご質問，ご感想等は

じほうホームページは

E-mail アドレス：pt@jiho.co.jp
http：//www.jiho.co.jp

著作物利用許諾に関するお願い
　近年，薬学雑誌出版を取り巻く環境は大きく変貌し，誌面情報の電子化とネットワーク上での利用などに対しあらゆる面からの対処
が必要となってまいりました。そこで弊社といたしましては，記事の電子化ならびに二次利用につきまして，著作権の適正な管理・運
用をめざし，次のとおり手続きをさせていただきます。
　本誌に掲載された記事につきましては，その利用にかかわる著作権（複製権，公衆送信権，翻案権，上映権，譲渡権，二次的著作物
の利用に関する権利など著作物の利用上必要な著作権）の行使および複写権の管理を弊社に許諾いただいたものとし，今後発行する本
誌に関しましても同様の扱いとさせていただきます。
　なお，上記の許諾は，執筆者の著作権（執筆者自身による他誌・書籍への転載など）を制限するものではありませんが，本誌掲載後に
執筆者ご自身で著作物を他の書物，WEBサイト等に転用される場合も，編集部にご一報いただければ幸いです。
　ご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。� 株式会社じほう

お客様の個人情報の取扱いについて
　弊社は，書籍購入のお申込み，新聞・雑誌購読のお申込み，その他の商品のご購入やサービスのご利用にあたり，お客
様の個人情報を収集させていただき，厳重に管理しております。
　この個人情報は，書籍，新聞･雑誌，その他の商品や各種サービスのご提供・ご案内など，弊社事業活動に利用させて
いただく場合がありますので，あらかじめご了承ください。
　なお，お客様が個人情報の利用を希望されない場合や，お客様の個人情報の確認・訂正につきましては，お手数ですが
下記の窓口までご連絡ください。
　【お問い合わせ窓口】
　■E-Mail：privacy@jiho.co.jp
  〒101-8421　東京都千代田区猿楽町1-5-15 猿楽町SSビル
  株式会社 じ ほ う

特集　粉体技術の最新動向

ARTICLES

Study of GMP

製剤技術

そ の 他

月号予告
Vol.33 No．１310

■錠剤製造技術である直打を考える④ 超高速直打の研究 二瓶秀寛，小根田好次（菊水製作所）
■錠剤製造技術である直打を考える⑤ オパルモン錠の一包化達成のためのシクロデキストリンによ

る安定化と超高速打錠生産 山内慎二郎，他（小野薬品工業）
■若手製剤研究者必読！　単位操作から見た固形製剤（第３回） 竹内洋文（岐阜薬科大学）

■【新連載】医薬品用PTP包装基礎講座（第１回）PTP包装の現状と課題 三浦秀雄（創包工学研究会）
■米国での真菌性髄膜炎のアウトブレイク（2012年）の教訓から学ぶ無菌性保証
　 小暮慶明，川㟢　誠（元 武田薬品工業，ファルマ・ソリューションズ）
■口腔内崩壊錠の設計のための評価装置－ペネトアナライザ－
　 寺下敬次郎（大阪ライフサイエンスラボ），北村智浩，他（ホソカワミクロン）
■シングルユースのバイオプロセスコンポーネントおよびその他医薬品用材料の抽出物／浸出物 

分析の高まる重要性 Smriti Khera，郡　昭雄（アジレント・テクノロジー）
■ハラル医薬品・化粧品における材料，製剤技術・工程のポイント，教育トレーニングの取り組み
　 Eddy Yusuf（Management and Sci. Univ.），杉林堅次（城西国際大学）
■小児におけるドライシロップの処方・調剤の実態 小嶋　純（医療健康資源開発研究所）
■Pharma PSE Spotlight（第３回）  

ISPE Pharma PSE COP 活動紹介および15周年記念大会ワークショップ報告 杉山弘和（東京大学）
■水質評価技術－新たな展開－（第２回）  

低濃度のウイルスを簡便に検出できるバイオセンサー 安浦雅人（産業技術総合研究所）
■バイオ医薬品の分析のコツ　品質評価のための基礎と応用（第３回）  

タンパク質の構造を知る 内山　進（大阪大学）
■バイオ原薬 ガイドライン理解とその実践（第６回）  

バイオ原薬の標準品 清水理恵（大塚製薬）
■ゼロから踏み出す！統計的思考への入り口（第７回）最終回 脇坂盛雄（ミノファーゲン製薬）
■医療現場を知ろう！ 栗原正亮（こごみ薬局）
■医療機器開発の新しい型の提案（第７回） 池田浩治（東北大学病院）
■医薬品開発，品質・製造工程管理における分光測定（第14回）
　 坂本知昭（国立医薬品食品衛生研究所），他
■新EU臨床試験規則（EU-CTR）施行 Regulation（EU）No.536/2014（第13回）
　 羽石達生（羽石ファーマ・コンサルティング・サービス）
■ゼロからのプロジェクトマネジメント（第19回） 星野　隆（Star Enterprise）
■薬剤系研究者が使える！有機化学（26） 高橋秀依，夏苅英昭（帝京大学）
■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35回） 宇喜多義敬（山梨大学）
■【連載】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.120）
　 津田重城（医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団）
■製剤研究者が注目する一押しトピック

■今，求められる「データインテグリティ」の傾向と対策〔その16〕 荻原健一（シー・キャスト）
■GMP調査対応のイロハ～日常業務としてのGMP管理とデータインテグリティ～（第８回）最終回
　ラップアップ 中川原愼也（元 神奈川県庁薬務課）

■外用被覆材としての低置換度ヒドロキシプロピルセルロース（L-HPC）含水ゲルシート
　 黒崎勇二，小川　敦（岡山大学）

◦行政ニュース ◦News Topics
◦New Products ◦World News Topics




