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第12回薬事規制当局サミット
（京都サミット）の結果と
今後の国際的な薬事規制の方向性について
The report of the 12th Summit Heads of Medicines Regulatory Agencies and
the future direction of international pharmaceutical regulations

厚生労働省 医薬・生活衛生局総務課 国際薬事規制室 室長

中島宣雅

Nobumasa Nakashima
Ministry of Health, Labour and Welfare

はじめに

１．第12回 薬 事 規 制 当 局 サ ミ ッ ト
（京都サミット）

厚生労働省は，独立行政法人 医薬品医療機総合機構
（PMDA）と京都府とともに，2017年10月24，25日に京

薬事規制当局サミットは，薬事規制当局のトップが毎

都において，第12回薬事規制当局サミットを主催した。

年集まり，共通課題について意見交換を行う場であり，

また，サミットと合わせてICMRA
（薬事規制当局国際連

2006年にFDA創設100周年記念をきっかけに初めて開催

携）
会合，アジアネットワーク会合，各国との二国間会合，

され，今回で12回目となる
（表１参照）
。欧州・アフリカ，

薬事規制当局サミットシンポジウムを実施した。本稿で

アジア・オセアニア，南北アメリカ，という３つの地理

は，これらの結果概要を紹介するとともに，本会合を踏

的区分の間で開催地をローテーションしてきている。開

まえて，今後の国際的な薬事規制の方向性について私見

催形式は非公開で，会議形態はチャタムハウスルール
（注

を述べたい。

１）
に基づいて実施されている。
表１
年
2006
2007
2008
2009
2010
2011

薬事規制当局サミット－これまでの開催－
開催国・当局名
米国・FDA
アイルランド・IRB
シンガポール・HSA
カナダ・HC
英国・MHRA
豪州・TGA

開催場所
ワシントン
ダブリン
シンガポール
オタワ
ロンドン
シドニー

2012 ブラジル・ANVISA

マナウス

2013 オランダ・MEB

アムステルダム

2014
2015
2016
2017

北京
メキシコシティ
インターラーケン
京都

中国・CFDA
メキシコ・COFEPRIS
スイス・Swissmedic
日本・厚労省/PMDA

その他

“ICMRA”の検討開始
“ICMRA”の設立
ICMRA会合の開催
2013年6月にワシントン
2013年12月にアムステルダム
※ICMRAとサミットの連続開催
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第12回薬事規制当局サミット（京都サミット）の結果と今後の国際的な薬事規制の方向性について
京都サミットは日本が初めて開催した薬事規制当局サ

医薬品においてはICH，医療機器においてはIMDRFと，

ミットであり，世界29の国と地域から，各国薬事規制当

規制の国際調和の主たるプラットフォームが整備されて

局の長官など86人が参加した。22カ国・地域のメンバー

いる。しかしながら，今まで再生医療等製品は各国とも

に加え，日本がアジア各国をオブザーバとして招待して

自国の製品開発，制度・ガイドラインの整備の対応にお

いる。

われ，国際調和に踏み出すことができない状況が続いて

チャタムハウスルール：参加者は自由に情報を活
（注１）

い た。 本 会 合 で は， そ の プ ラ ッ ト フ ォ ー ム と し て，

用してよいが，会議外では発言者は明らかにはし

WHO，IPRF（注２）
，ICHと具体的に示した上で，当該

ない。

分野の国際調和を本格的に実施することに同意した。本
会合の最大の成果といえよう。

京都サミットでは，イノベーションと国際協力をト

なお，筆者らは，サミット翌月に開催されたIPRF会

ピックとして取り上げ，意見交換を行い，以下の取りま

合において，再生医療等製品をIPRFで積極的に実施す

とめを行った。

ることを提案し，各国から原則同意を得ることができた。
今後，IPRFを中心に再生医療等製品の国際的調和の議

（1）
イ ノベーション（革新的技術に対する薬事規
制のあり方）

論を進めていくこととしたい。
IPRF（International Pharmaceutical Regulators
（注２）

今回会合では，革新的技術として，再生医療等製品，

Forum，国際薬事規制当局者フォーラム）
：平成

リアルワールドデータ（RWD）に対する薬事規制のあり

20年に発足，日，米，欧，カナダ，スイス等14カ

方について議論が行われた。参加当局が今後の活動に関

国の薬事規制当局が参加。ICHでは取り扱わない

して合意した事項は以下のとおり。

規制協力や共通の懸念事項，調和に関する情報交
換 等 を 行 う。2018年 １ 月 か ら は，IGDRP

①再生医療等製品の国際的な規制調和の推進

（International Generic Drug Regulators

○各当局は，再生医療等製品の特徴を適切に反映した

Programme，国際ジェネリック医薬品規制当局

規制の実施と，その国際的な調和の必要性を認識す

プ ロ グ ラ ム ）と 統 合 さ れ，IPRP（International

る。

Pharmaceutical Regulators Programme）と な る

○各 当 局 は 既 存 の 国 際 的 な 枠 組 み（WHO，ICH，

ことが決定している。

IPRF）を活用し，再生医療等製品に関する国際的な
②リアルワールドデータ
（RWD）
の活用

規制調和を推進する。

○各当局は，それぞれ薬事規制においてリアルワール
ドデータ（RWD）の活用を進めているが，さまざま

［解説］
日本においては，すでに医薬品医療機器法により，医

な技術的な課題に直面している。これら課題に各当

薬品・医療機器とは異なる制度的区分として再生医療等

局の知見を集めて効果的に対処するため，RWDに

製品は位置付けられ，当該製品を対象にした条件期限付

関する国際シンポジウムの開催
（検討中）
等を通じて，

き承認制度などの制度やガイドラインが整備されている。

各当局の意見交換を推進する。

しかし，国際的には，現時点でも再生医療等製品の位置
付けを明確にしていない国も多い。例えば，中国は，現
在，以前の日本と同様，幹細胞など細胞由来製品を医薬

［解説］
RWDは，その量も莫大であるが，質も多様であり，

品として，培養皮膚など組織関連製品を医療機器として

それを実際に薬事規制に活用するためには，RWDをリ

取り扱っているが，新たに再生医療等製品のカテゴリー

アルワールドエビデンス（RWE）としていく必要がある。

の整備を検討している。京都サミットにおいて各国が再

RWDを薬事規制に活用する際のさまざまな技術的な課

生医療等製品に関する特徴を適切に反映して各国規制を

題として，RWDを使用できる範囲，RWDを科学的根拠

整備することが同意されたことにより，今後，各国で再

として利用可能にするための収集・標準化・実証・検証

生医療等製品の特徴を踏まえた制度構築が進むことが期

などのプロセス，RWD収集のためのレジストリ等の基

待される。

盤整備等がある。
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特集 コーティング

1

微粒子コーティング
― 装置プロセス・素材・製品開発に関する国内動向
Fine Particle Coating: Recent Advances in Apparatuses, Processes, Materials and Products
神戸学院大学 薬学部 製剤学研究室

市川秀喜

Hideki Ichikawa
Laboratory of Pharmaceutical Technology, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Kobe Gakuin University

はじめに
コーティングプロセスは，医薬品固形製剤の製品品質
の向上や機能性の付与のための重要な単位操作のひとつ
として，汎用されてきた。具体的には，表面改質などに
よるハンドリング性の改善，防湿や遮光などの品質の安
定化，製剤の識別性や審美性の向上，不快な臭味のマス
キング，腸溶性・徐放性などの放出制御機能の付与など，
その目的は多岐にわたる。
コーティング操作には多くの方法が提唱されている。
その中で，医薬品製剤においては，転動あるいは流動し
ている粒子群へのコーティング物質の湿式スプレーが主
流を占めている。こうした湿式スプレーコーティング技
術は長い歴史を有しており，製薬分野での先駆的研究と
さ れ るDale E. Wurster教 授 に よ るAir-Suspension
Coating（気中懸濁被覆）法に関する論文発表がなされた

図１

Dale Eric Wurster教授の論文1）

のは1959年に遡る（図１） 。製薬分野ではいわゆるワー
1）

スター法（工学的な名称はボトムスプレー式ドラフト

崩壊錠やドライシロップ剤などに代表される易服用性製

チューブ付噴流層）と称される装置を用いて，錠剤のよ

剤の製造ニーズが大きな高まりをみせている。これに後

うな大きなサイズから40～80meshの粒子に至るまで，

押しされ，スプレーコーティングの対象は従来技術では

それらのコーティングを可能ならしめたことが記されて

困難であった200μm以下の微粒子にまで拡張しつつある。

いる。それから半世紀以上を経た今日では，錠剤や顆粒

実際，先発品，ジェネリック品を問わず，微粒子コー

剤など比較的大きな粒子を対象としたスプレーコーティ

ティングを利用した実製品が上市されている。しかしな

ング技術は単位操作としてほぼ確立され，すでに一定の

がら，このサイズレベルの粒子への湿式スプレーコーティ

技術水準に達しているように見受けられる。こうしたコー

ングには，生産効率と品質の再現性に難点があり，実用

ティングプロセスの技術的進歩は，この間，種々の機構

レベルでは凝集を防ぎ，高い収率を維持しつつ，いかに

をもつ装置やさまざまなタイプの製剤添加物の開発が盛

薄いコーティング膜で所望の機能を発揮できるかなど，

んになされ，多くの実製品が登場したことに負うところ

克服すべき課題が多く残されている。本稿では，こうし

も大きい。

た微粒子コーティングの本邦における現状と研究開発動

周知のとおり，近年は放出制御ユニットを含む口腔内

向を中心に述べる。
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PDE設定検討会の紹介
Introduction of PDE Setting Roundtable

PDE設定検討会
PDE Setting Roundtable

１．GMP交 叉 汚 染 防 止 要 件 の 革 新
的な改定
医薬品製造では，装置を共有して，多品目を製造する
製造施設が多くみられる。また，製薬企業は，高品質で
安全な医薬品を製造するために，GMP要件の重要なコ
ンセプトの１つである交叉汚染防止に努めてきた。その
中で，ペニシリンといった感作性が著しい物質や“ある
種”の高活性医薬品
（ホルモン，細胞毒性物質等）
の製造
については，より厳しい交叉汚染防止対策が求められ，
製造施設の専用化が必要とされてきた。しかし，いかな
る当局のGMPでも，上記の“ある種”の医薬品が特定
されず，その定義は必ずしも明確ではなかった。さらに
は，製造設備の範囲や作業員などをどこまで専用化すれ
ばよいかといった要求事項が明確にされなかった。この
点で，GMP規制当局と医薬品製造業界双方で，少なか
らず混乱してきた。こうした中で，検出感度の向上，品

図１

品質リスクマネジメントフロー（ICH Q9より）

質管理手法の改善，工程操作のクローズド化や封じ込め
技術の進歩によって，交叉汚染防止に対する技術的解決

この定義を交叉汚染リスクに適用した場合は，
「交叉汚

法がもたらされるようになり，新たな交叉汚染対策のコ

染リスクは，化合物Aが他の製品Bに混入する
（キャリー

ンセプトが要望されてきた。

オーバ）
度合と化合物Aが製品Bを投与される患者に健康

一方，医薬品の品質管理におけるリスクマネジメント

障害を引き起こす潜在的能力（ハザード）の組み合わせ：

手法の有用性に対する認識が高まり，品質リスクマネジ

Risk＝f（Hazard・Exposure）」と考えることができる。

メントに関するガイドライン（ICH Q9）が発出された。

施設の専用化，製造工程の隔離，封じ込め対策は，こう

ICH Q9は，医薬品の品質に関するリスクマネジメント

した医薬品製造における交叉汚染リスクを，ICH Q9の

について規定したものであるが，①「リスク」を定義し，

「品質リスクマネジメント」で提唱された品質リスクマ

②リスクマネジメントプロセスの基本フローを提示した，

ネジメントプロセス
（図１）
をもとに設定されるべきとい

画期的なガイドラインといえる。そこに示されたリスク

われるようになった。

マネジメントプロセスは，交叉汚染リスクに関しても有

このリスクベースアプローチにより，交叉汚染リスク

効である。ICH Q9では，
「リスクとは危害の発生する確

を受容可能なレベル以下に維持できることが検証されれ

率とそれが顕在化した場合の重大性の組み合わせ：Risk

ば，１つの施設内で複数の高活性医薬品の製造が許容さ

＝f（Severity・Probability）
」であると定義されている。

れることも現実的となった。そうしたリスクベースアプ
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PDE設定検討会の紹介
ローチの結果では，特定の医薬品製造を隔離した施設で
行う必要がある場合もあるが，それらはCase by Caseで

３．PDE設定における問題点

ある。隔離施設や専用施設とするかどうかは，医薬品の
持つ潜在的なハザード（健康被害を引き起こす化合物の

PDEの設定が，医薬品製造における交叉汚染防止要

潜在的能力）
，製造工程の特性，別の製品への重大な交

件において必須となってきたが，以下のような問題が明

叉汚染がないことを証明する製造業者の能力やその製造

らかとなってきた。

設備の封じ込め性能に応じて決定すべきであるとされる

①欧米の大手製薬企業では，産業衛生の観点から毒性学

ようになった。

者がPDEを設定してきた。この指標が，GMPの交叉
汚染リスクの指標として導入されたことになるが，日

２．PDE
（１日曝露許容量）
の設定

本の製薬企業では，薬剤のPDEは設定されてこなかっ
た。したがって，多くの日本の製薬企業では，GMP

こうしたリスクベースアプローチを踏まえて，EU-

上必須とされるようになったPDE設定を組織的に遂

GMP交叉汚染防止要件（Chapter 3.6 & 5.18 - 22）が改定

行する基盤が整備されていない。すなわち，多くの製

され，2015年３月１日より施行されている。さらに，医

薬企業が正しくPDEを設定し，適正なリスクアセス

薬品のPDE（１日曝露許容量）の設定に関するガイドラ

メントを実施できていない。

イン「Guideline on setting health based exposure limits
for use in risk identification in the manufacture of
different medicinal products in shared facilities」

②PDE設定の専門家は，いわゆる産業衛生毒性学者（薬
剤の安全性評価を専門とする毒性学者とはその専門性

（EMA/CHMP/CVMP/SWP/169430/2012）も2015年 ６

が異なる）であり，GMP査察当局にはそうした専門家

月１日より施行されている。さらには，EU-GMPおよ

はいなかったはずで，査察当局にとっても，製薬企業

びPIC/S-GMP Annex-15「Qualification and Validation」

が設定したPDEを適正に評価する体制が十分に整っ

の改定版では，PDEに基づく洗浄バリデーション限界

ているとはいえない。

値の設定が明確に要求されている。こうした画期的な改
定は，ICH Q9/Q3Cが３極査察当局によって合意された

【注記】産業衛生とは，広義としては，
「作業環境での

2005年から，多くの欧米専門家によって議論され結実し

従業員の健康を損なう危険因子を推察，認知，評価，

たもので，確実にEMA/FDA/PIC/S-GMPの交叉汚染

制御することにより，職業に起因する従業員の健康障

防止要件に反映され，日本の査察当局の査察にも反映さ

害を回避する技術／科学」といわれている。従業員の

れていくことは必至と考えられる。

健康を守るために，企業とその産業衛生担当者のみな

ICH Q9では，その品質リスクマネジメントの２つの

らず，全従業員が取り組まねばならないものである。

主要原則を以下のとおりとしている。

ただし本稿では，このうち薬剤が従業員の健康を損な

◦品質に対するリスクの評価は，科学的知見に基づき，

うリスクを分析・評価し，そのリスクが受容されるた

かつ最終的に患者保護に帰結されるべきである。

めに必要な軽減策
（封じ込め）
を構築する一連の考え方

◦品質リスクマネジメントプロセスにおける労力，形式，

として記載している。産業衛生毒性学者は，薬剤の薬

文書化の程度は当該リスクの程度に相応すべきである。

効も有害な毒性として，従業員に対する１日曝露許容

この原則は医薬品の品質管理のあらゆる局面で適用さ

量を科学的に設定する専門家である。

れるものであるが，これを交叉汚染リスクの評価に適用
「科学的知見に基づき」交叉汚染によって引き
すると，

③産 業衛生毒性学者によって設定されるPDEの値が大

起こされる患者の健康障害リスクを評価する指標となる

きく異なる場合があることが知られている。基本的に

のが，PDE（１日曝露許容量）ということになる。すな

は，各事業所の責任においてPDEは設定されてきた

わち，今後PDEの設定は医薬品製造にあたっては必須

ため，こうしたPDEの差異について業界全体で問題

といえる。

視されることはなかったが，この概念がGMPに取り
込まれた以上，製造設備の様相が大きく変わる可能性
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若手製剤研究者必読！
単位操作から見た固形製剤

５回

第

粉砕

粉体をイメージする
Calling up the image of powder

アステラスファーマテック株式会社 焼津技術センター

保地毅彦

Takehiko Yasuji
Yaizu Technology Center, Astellas Pharma Tech Co., LTD.

次粒子）としての物性を考慮するべきである。例えば，

はじめに

凝集体としての流動性，充てん性，飛散性，付着凝集性
などの粒子特性は，混合・造粒・打錠等の製剤プロセス

医薬品固形製剤は，それぞれに意味をもつ複数の単位

に影響を及ぼす。粉砕を理解する上でも，粒子径や粒子

操作を経て製品化される。各単位操作の理解，さらには，

形状といった個々の一次粒子特性とともに，流動性や充

「この単位操作は品質特性（Quality Attribute）にどのよ
うに影響するのか？

その単位操作の重要なプロセスパ

ラメーター（Critical Process Parameter）は何か？」を

てん性，粒度分布などの二次粒子特性をとらえることが
重要である。
本稿では，連載の主旨である製剤開発や製造を行って

理解することが大切である。また，各製剤プロセスは，

いく上で大切な基礎，それを支える理論の理解を深める

連続的かつ相互依存的であり，それぞれの単位操作は，

ことを目的とする。本稿を一読いただける若手研究者の

後工程に影響を及ぼし，最終的には製剤品質特性にも影

皆さまに，粉砕や粉砕された物質の特性をとらえてイメー

響があることは想像に難くない。製剤の品質は製剤プロ

ジしていただく一助となれば幸いである。

セスで作り込まれる。本稿のテーマである粉砕，特に医
薬品製剤に使用する活性成分
（原薬）
の粉砕工程は，造粒

１．粉砕の意義

―混合―打錠―コーティングと続く製剤プロセスの最上
流にある。一方で，原薬プロセスの視点からみると，反

粉砕とは，固体粒子の粒子径を適切な大きさに小さく

応―抽出・置換―晶析―濾過―乾燥と続く原薬の品質特

するための単位操作である。なお，似た言葉である解砕

性を決めるプロセスの最下流でもある。言い換えれば，

とは，微粒子の塊
（凝集体）
に衝撃等を与えて，文字どお

「粉砕」は，原薬と製剤のプロセスをつなぐ重要な単位
操作といえる。

り，塊をほぐす操作であり，定義的に粉砕とは異なる。
その一方で，固結
（凝集）
している塊を粉砕と同様の単位

医薬品固形製剤で汎用される粉体は，多数の微細な固

操作・装置を用いて，解砕することも多いことから，粉

体粒子が分散あるいは堆積したものであり，固体である

砕と解砕はまとめて取り扱われることが多い。類似の操

とともに流動するといった液体様の性質ももつ。各結晶

作であっても，粉体をイメージする上で，両者を区別し

あるいは非晶質粒子を一次粒子と呼び，複数個の一次粒

て理解する必要がある。

子の凝集体を二次粒子という。粉体を取り扱う場合には，

医薬品固形製剤における粉砕操作は，製剤の品質を維

粒子径，粒子形状，密度といった，一次粒子としての物

持するための重要なプロセスとして位置づけられている1）。

理学的特性（物性）を評価することに加えて，凝集体（二

１つには，原薬は，結晶や粒度が粗大であることが多く，
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原薬工場（非無菌）への
GMP監査のポイント その２
Audit Points of GMP to the API facilities（limited only non-sterile API）
NPO-QAセンター会員（元医薬品医療機器総合機構 品質管理部 GMPエキスパート）

萬

弘太郎

Hirotaroh Yorozu
NPO-QA Center（ex-GMP Expert, GMP Audit Division, Office of GMP/QMS Inspection of PMDA）

１．GMP監査の必要性
（1）
監査はなぜ必要か

（2）
監査の目的
GMP監査の目的には以下のようなポイントがある
（JIS
Q 19011：2012（ISO 19011：2011）
より引用）
。

監査の必要性として，製品へのリスクが大きい工程等

・各マネジメントシステム及び，必要に応じてその機能

に関し，受託者，供給業者
（以下，供給業者等）
が実行し

の改善への寄与。例えば，あるモニタリングシステム

ている作業状況を委託者や購入者
（以下，委託者等）
自ら

の規格に対する妥当性を確認し，必要に応じて改善・

がその現場に出向き，作業している者を観察し，聞き取

改良するなど。

り，一次記録の確認等，作業に係る直接証拠に基づく承
認書，手順書等の規程や取り決めと実際の作業との整合

・逸脱や苦情等の発生に対する供給者の対応のレベルの
確認。

性について製造管理，品質管理上に問題ないことを確認

・取り決め上の要求事項への適合状況の確認。

する点にある。

・各種マネジメントシステムについて，その有効性及び

委託者等が行うべき監査を，自社の人員不足や知識・
経験不足，相手先供給業者等との理解・協力不足等の理

（監査側の）
方針との整合性
（同等レベルか）
の判定。
会社
［注：組織のマネジメントシステムには，このほかにも

由により製造管理，品質管理のほとんどを相手任せにし

複数の異なるマネジメントシステムがありうる。例えば，

ているような点があれば，医薬品製造販売業者として，

安全マネジメントシステム，環境マネジメントシステム

ぜひとも安全で安心な医薬品供給という社会的使命に立

などがあげられる］

ち返る必要がある。
頻繁にあるとは思われないが，供給業者等においては

（3）
監査と査察は目的が違う

委 託 者 等 他 者 の 眼 が な い と い う こ と で，GMPの 基 本

査察（Inspection）は規制権限を有する行政当局が行う

（GMP３原則）を後まわしにして，効率・コスト優先に

ものであり，
「調査」もしくは「立ち入り検査」である。

なってしまう恐れがあるので，重要な原材料は委託者・

すなわち，法令規定事項が揃っていること，法令違反の

購入者自ら受託者・供給業者を訪問監査して慎重に評価

有無を調査・確認または検査し，不備があれば指摘し，

するべきである。

重大な不備であれば改善命令，業務停止もある。

供給業者等においてGMP３原則のレベル維持には大

一方，監査（Audit）は聞き取り（質問）による検査であ

きな努力と資源が必要である。委託者は評価後も第三者

り，監査基準（2.1.1）が満たされている程度を判定するた

の眼で定期的な監査を行い，適正なレベル維持・向上を

めに，監査証拠（2.1.2）を収集し，検証できる記録，事実

確認していく必要がある。

を客観的に評価するための体系的で，独立し，文書化さ
れた活動である。
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