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　2017年12月20日， 当 初 予 定 よ り ２ 年 以 上 遅 れ て，

PIC/S-GMP Annex 1 “Manufacture of sterile medicinal 

products”の改訂ドラフトが公表された。Annex 1は

EU GMP/GDP IWGとPIC/S Committeeが共同で改訂作

業を行うとのことで注目を浴びてきた。これまでに発行

された種々のPIC/S-GMP AnnexはEU-GMP Annexの

丸写しであっただけに，改訂作業を共同で行うことは関

係規制当局や業界にとっても歓迎すべきことであった。

Annex 1の改訂作業を開始するにあたり，EU GMP/

GDP IWGとPIC/S Committeeが共同で出したコンセプ

トペーパーには，改訂作業のタイムスケジュールと主な

改訂ポイントが提示された（表１，２）。

　Annex 1の改訂作業メンバー国に日本も参加し（表３），

はじめに

環境モニタリングとシングルユースの原案作成リーダー

国になった。２年前の原案作成段階で，厚生労働科学研

究班（研究主任：櫻井信豪氏，PMDA品質管理部長）を

立ち上げ，日薬連傘下業界団体や日本PDA製薬学会な

どが研究班メンバーとなり，短期間に原案をまとめ上げ

た。しかし，全体的作業が２年以上遅れた理由の１つに，

EMAから改訂ドラフトを出す前にEU Commission（欧

州委員会）での精査が必要であったと伺っている。

表１　改訂作業タイムスケジュール
改訂作業 当初の予定 新規予定

EU GMP/GDP IWGとPIC/S 
Committeeが合意 2015年１月

改訂ドラフトの提示 2015年10月 2017年12月20日
ドラフトに対するパブコメ締切日 2016年４月 2018年３月20日
EU GMP/GDP IWGで再検討 2016年６月
PIC/S Committeeで再検討 2016年７月

表２　改訂理由

◦�Annex 1が発行されて以来，関連するICHの概念の導入と必然的な規制の変更や技術の進歩は，現行のAnnex 1に反映されていない。 さ
らに，より国際的な意見に合わせて，必要に応じてこのガイドラインを国際的な要件と整合させる機会とする。また，他のEUまたは
PIC/S医薬品ガイドライン文書との一貫性を確保する機会とする。

◦�無菌医薬品の製造に関する現行GMPガイドラインは，品質リスクマネジメントへの体系的なアプローチを提供するICH Q9ガイドラインや，
ICH Q10ガイドラインの開発前に発行されたものである。ICH Q10は，新しい品質システムを確立し，製品品質の実現，およびライフサ
イクル全体にわたる継続的な改善を容易にすることを述べている。

◦�改訂されたガイドラインは，無菌医薬品の製造のための施設，機器およびプロセスの設計および実施において，Q9およびQ10がどの程度
遵守されるべきかを明らかにするであろう。新たなGMPガイダンスが必要なその他の変更には，欧州薬局方（EP）の「注射用水の製造の
ための蒸留法以外の方法に関するモノグラフ」の改訂を含む。

◦�現行ガイドラインは，一部の非無菌最終製品の製造条件および製品の製造初期段階に関するガイダンスを提供するために使用されるため，
改訂されたガイドラインは，品質リスクマネジメントの原則を適切に利用するこれらの領域を明らかにするであろう。したがって，ガイ
ドラインの範囲とタイトルは，これらの参考文献を包含するように広げられるべきである。これは現在行われていることの明確化であり，
新たな創造は期待されない。

◦�現行ガイドラインは，無菌医薬品の製造における進歩を反映していない；改訂ガイドラインには，製品に有害な影響を及ぼさないように，
また現在カバーされていない新しい技術の導入を奨励するために，新技術の導入を受け入れる予定である。

◦�現行ガイドラインには過去の不正確さとあいまいな部分が含まれているが，改訂ガイドラインには不正確さを修正し，あいまいさを取り
除き，GMPの期待をより明確に解釈するための詳細を提供する。

PIC/S-GMP Annex 1
改訂ドラフトの特徴

武蔵野大学薬学部

佐々木次雄
Tsuguo sasaki

Faculty of Pharmaceutical Sciences, Musashino University

Points on revised draft for PIC/S-GMP Annex 1
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　国立医薬品食品衛生研究所（国衛研）は，1988年に制定

された「多極分散型国土形成促進法」に基づく「国の行

政機関等の移転について」（昭和63年７月19日閣議決定）

により移転対象施設となり，2012年に川崎市川崎区殿町

への移転が決定。昨年2017年６月末に新庁舎が竣工した。

　新庁舎が建つエリアは，殿町国際戦略拠点「キングス

カイフロント」とよばれ，実験動物中央研究所や，創薬

ベンチャーのペプチドリームなど，ライフサイエンス・

環境分野を中心とした最先端企業や研究機関が集まって

いる。キングスカイフロントの「キング（KING）」は，

「Kawasaki INnovation Gateway」の頭文字と，「殿町」

の地名が由来だという。

　国衛研は2017年９月末から移転を開始し，2018年１月

末には移転を完了する予定。取材当時（2017年11月）は移

殿町国際戦略拠点
キングスカイフロントへ移転

転中であったため，壁や通路には養生が施されている状

態だったが，国衛研所長の川西徹氏に施設内を案内いた

だいた。ここでは施設の概要を紹介する。

▲国衛研新庁舎

▲�所長室・副所長室の窓からは，空き地の先に対岸の羽田空港が
見えた

入口

正門

管理・研究棟 NMR棟

薬用植物栽培棟

中庭

憩いスペース

施設西側から撮影。2棟の管
理・研究棟が中庭を挟んで南
北に建っている

通路先の動物・エネルギー
エリアの配置図

施設中央に位置する中庭。
メンテナンスしやすいよう
空調等の設備が中庭に面し
て配置されている

N

図１　施設概略図

国立医薬品食品衛生研究所
新庁舎（川崎）へ移転
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　連載第１回から第３回までは，打錠用粉体を調製する

ための造粒・乾燥・整粒・混合（滑沢混合を含む）における

操作条件の変動が製剤品質に及ぼす影響を概説した1～3）。

第４回は第３回までの内容を踏まえ，「打錠工程」につ

いて，特に，打錠の各種操作条件の変動が製剤品質に及

ぼす影響を中心に概説する。なお，打錠工程は，以下の

とおり２回の連載に分けて概説する。

【第４回（打錠工程／前編）】

• 打錠機構

• 打錠工程における薬物の均一性に及ぼす代表的な因子

•  打錠用粉体の各種物性が錠剤の質量偏差（含量均一性）

に及ぼす影響

•  打錠工程での打錠用粉体の供給方式が錠剤の質量偏差

に及ぼす影響

• 撹拌強制フィーダーの付与が錠剤特性に及ぼす影響

•  打錠を含めた製剤の製造過程における薬物の結晶形評価

【第５回（打錠工程／後編）】

• 打錠障害の発生原因とその低減策等

はじめに
　また，前回までと同様に，種々の模式図（概念図）を用

いることにより，本件に関わる諸氏に対して容易に理解

できるように努めた。さらに，適宜米国FDAやICH等

のグローバルを考慮した各種ガイドラインを交えた説明

を付与することにより，グローバル承認申請および商業

生産までを俯瞰した製剤検討の必要性にも配慮した。な

お，打錠にて得られる種々の錠剤特性は，打錠用粉体の

物理化学的特性に大きく依存する。そのため，第１回か

ら第３回までの連載内容も確認いただければ幸甚であ

る1～3）。

　錠剤は，散剤の問題点・課題点である服用しづらさや

携帯性の改善等を目的に開発された剤形であり4），加えて，

薬物の溶出制御や味・臭いのマスキングも可能であるこ

とから，患者や生活者に最も好まれる剤形である5, 6）。

また，日本における医薬品剤形分類別生産金額では錠剤

が50%以上を占めていることから7），錠剤は重要な剤形

の１つである。

　一般的に錠剤は打錠用粉体を圧縮（打錠）することによ

１．打錠

第４回
打錠条件の変動が製剤品質に

及ぼす影響（前編）

固形製剤の製造における
単位操作と製剤品質

エーザイ株式会社 グローバルクオリティ本部 日本リージョナルクオリティ統括部

池松康之
YasuYuki ikematsu

Japan Regional Quality, Global Quality HQs, Eisai Co., Ltd.

Unit Operation and Product Quality in Manufacture of Solid Preparation
Part 4

Effect of the Variability of Tableting Process Conditions on the Product Quality (Part 1)

連載
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　製薬プロセスシステム工学（Pharmaceutical Process 

Systems Engineering：Pharma PSE1, 2））の研究成果を紹

介するPharma PSE Spotlightの第４回目として，注射剤

製造における賦形剤使用プロセスの多目的設計3）を紹介

する。

　注射剤製造では，ベンジルアルコールのように，開封

に伴って品質劣化してしまう賦形剤が多く使われている。

PIC/S規制によって，従来のリリース検査に加えてID試

験も求められるようになるなかで，発注タイミングや容

器体積をどのように決めたらよいか，という問いに答え

られる手法を開発した。

　本稿ではまず多目的最適の基礎に触れたのち，手法を

ベンジルアルコールのケーススタディとともに紹介する。

論文内容を紹介した他の書籍4, 5）もあわせて参考にされ

たい。

　多目的設計とは，複数の目的関数がある設計のことで

ある。図１に概念図を示す。いま仮に複数の設計案が得

られていて，一つひとつを「製造コスト」と「品質リス

ク」の目的関数で評価できたとしよう。「コスト」と「リ

スク」はともに最小化したいので，図の左下方向が望ま

しい方向である。ここで，点A，B，Cに注目する。点B

は点Aよりも製造コスト，品質リスクがともに高く劣っ

はじめに

１．多目的設計の基礎

ている（＝点Aに支配されている）ことがわかる。点Cは

点Aより品質リスクでは劣るものの，製造コストでは優

れているため，点Aに支配されているとはいえない。点A，

Cのように，「他のどの点にも支配されていない点の集合」

は多目的に最適であり，これを「パレート最適」と呼ぶ。

　２つ以上の競合する目的関数がある場合，まず，この

「パレート最適」を特定することが重要となる。パレー

ト最適な設計案のなかから実際どれを選択するかは，意

思決定者の判断に委ねられる。点A，Cの場合では，点

Aは点Cよりも品質リスクは低いが製造コストは高い，

というトレードオフの関係があるため，２つの目的関数

のどちらをどれだけ優先するのかによって，意思決定が

変わってくる。

　式（1）は多目的設計の設計問題を数式で表現したもの

である。

目的関数2：製造コスト

目
的
関
数
1：
品
質
リ
ス
ク

B
C

A

多目的最適

それ以外の設計案

（パレート最適）

図１　多目的設計の概念図
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　本誌2017年６月号インターフェックスジャパン特集号

にて，「FDA 483指摘に基づくデータインテグリティ実

務対応」のポイントを紹介した。その記事に引き続き，

データインテグリティを指摘した140件のFDA 483の分

析結果，およびその分析において得られたデータインテ

グリティ対応の留意点を連載にて紹介する。本稿はその

連載第３回（最終回）である。なお，見出しおよび図表・

文献番号は，連載全体を通して付番している。

　第１回　コンピュータ化システムにおける実務対応

　　１．データインテグリティとは

　　２．厳しいGMP査察

　　３．用語の説明

　　４．コンピュータ化システムにおける実務対応

　第２回　FDA 483に見るデータインテグリティ指摘

　　５． 140件のFDA 483にみるデータインテグリティ

指摘

　　６．FDA 483指摘内容とその対応

　第３回　 FDAのOOS調査ガイダンス概要とデータイ

はじめに
ンテグリティ対応　今すぐ行うべきこと行え

ること（本稿）

　　７．FDAのOOS調査ガイダンス概要

　　８．今すぐ行うべきこと行えること

　OOS処理不適合との指摘を受けないためには，FDA

が2006年に発出した以下のOOS調査ガイダンス11）に従う

のがよい。

　「Guidance for Industry, Investigating Out-of-

Specification（OOS）Test Results for Pharmaceutical 

Production, October 2006（業界向けガイダンス：医薬品

製造における規格外（OOS）テスト結果の調査（2006年10

月））」

　このガイダンスの前半「フェーズ１：ラボにおける初

期調査」に従えば，OOS処理不適合との指摘をラボに

おいて受けることはないと考えられる。また，FDA査

察を受けない企業においてもたいへん参考になるガイダ

ンスである。以下，「フェーズ１：ラボにおける初期調査」

７．�FDAのOOS調査ガイダンス概
要

FDAのOOS調査ガイダンス概要と
データインテグリティ対応

今すぐ行うべきこと行えること

その３〔最終回〕
データインテグリティ実務対応の留意点
～FDA�483指摘140件に基づく～
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