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　中国では1980年に「医薬品包装管理方法」（試案）が施

行されて以来，2015年に「医薬品医療機器審査承認制度

についての国務院意見」を発表するまでに，中国医薬品

包材の監督管理方式は，以前の医薬品包材の登録制度か

ら医薬品製剤との関連登録申請，審査認可制度へ変更さ

れている。本稿では，中国医薬品包材規制改革の歩みと

改革内容について紹介する。

　これまでの中国医薬品包材監督管理の歩みは，主とし

て，①生産者認可制，②製品登録制，③現行の医薬品製

剤と関連登録申請，審査・認可制度の３段階に分けられ

る。詳細を表１に示す。

１．中国医薬品包材法規制改革の歩み

表１　中国医薬品包材の法規制改革の歩み
時期 法規制内容 管理方式

1980年 国家医薬管理総局が《医薬品包装管理方法》（試案）を公
表，1981年７月に全国で実施。

《医薬品包装管理方法》（試案）で“医薬品と直接接触する
包材容器の生産企業は必ず審査認可を受け，《医薬用包材
容器生産許可証》を取得すること”と規定。
すなわち医薬品包材の生産企業に対し，生産許可制で管理。

生産企業認可制

2001年12月１日 全人大が《中華人民共和国医薬品管理法》を公表。 製品登録制度
2001年９月15日 国務院《中華人民共和国医薬品管理法実施条例》を公表

し，医薬品包材製品の登録管理について，法的根拠を確立。
2004年７月20日 国家食品薬品監督管理局《医薬品と直接接触する包材容器

の管理方法》（局令第13号）を公表。
同公告で医薬品包材の基準，医薬品包材の登録，医薬品包
材の再登録，医薬品包材の補足申請，再審査，監督検査と
法的責任等を明確に規定。
同時に実施される登録管理の医薬品包材製品リスト，医薬
品包装の生産申請，輸入申請，再登録と申請の補足資料基
準，医薬品包材生産現場の検査基準と生産クリーンルーム

（エリア）基準を公表。
2015年８月 国務院が《医薬医療機器の審査認可制度改革についての意

見》【国発（2015）44号】を公表し，中国医薬医療機器の審
査認可制度改革が開始。
医薬品，包材，副原料のそれぞれ単独での審査から医薬品，
包材，副原料との関連審査へ変更し，医薬品の登録申請を
行うと同時に包材，副原料の審査の実施を提案。

審査認可制度

中国医薬包装協会秘書長

蔡弘
Cai hONG

Secretary General, China National Pharmaceutical Packaging Association
翻訳：

三井化学（中国）管理有限公司

魚明浩
Yu miNG haO

MITSUI CHEMICALS（CHINA）CO., LTD.

中国医薬品包材管理制度改革

医薬品包装UpToDate●❶特集

Reform of pharmaceutical packaging system in China
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　医薬品の一般名（nonproprietary nameまたはgeneric 

name）は，原則としてステム（stem）を用いて命名され

ている。ステムは，医薬品の化学構造，由来，薬理作用，

薬効，あるいは標的とする生体分子などに基づいて定義

されており，ステムとその定義を知ることによって医薬

品が分類でき，またその作用をよりよく理解することが

できる。

　著者らは，2006～2010年に50回にわたり，本誌に「薬

の名前　ステムを知れば薬がわかる」を連載し，290の

ステムとその定義およびそのステムを用いた医薬品名を

紹介した1）。また，2013年に，書籍「医薬品の名前 ステ

ムを知ればクスリがわかる」2）を上梓し，日本で上市さ

れている医薬品を中心にステムを紹介した。連載終了後

約８年，書籍上梓後約５年が経過したが，その間に新し

いステムを用いた多くの重要な医薬品が誕生している。

そこで，今回，本連載「薬の名前　続：ステムを知れば

薬がわかる」を再開し，前回の連載以降に誕生したステ

ムを中心に，ステムとその定義およびそのステムを用い

た医薬品を紹介する。なお，本連載では，化学薬品類の

ステムについては宮田が，生物薬品類のステムについて

は川崎が，また，医薬品の薬理作用や薬効については田

はじめに
辺が主に担当する。

　「-vir（-）」は，抗ウイルス薬を示すステムである。以

下に，「-vir（-）」および「-vir（-）」から派生した新しい

ステムおよびそのステムを用いた医薬品名を紹介する。

なお，すでに参考文献1，2）で解説した内容については，

ステムの定義と医薬品名のみを紹介する。

 ステム1-1   「-asvir」：C型肝炎ウイルス（HCV）
のNS5A阻害薬

　ステム「-asvir」は，C型肝炎ウイルス（HCV）の非構

造タンパク質（NS）5Aを阻害する抗ウイルス薬を定義す

るステムである。ステム「-asvir」を持つ医薬品は，

HCVのNS5Aを阻害して，C型慢性肝炎またはC型代償

性肝硬変におけるウイルス血症を改善する。

　HCVの膜にあるNS5Aは，ウイルスRNAの複製に関

与するリンタンパク質である。NS5Aは他のNSと結合し

NS複製複合体を形成し，ウイルス複製を制御している。

HCVのNS5A複合体形成を阻害することによりウイルス

の増殖が抑制される。

　HCVは，遺伝子（ジェノタイプ）の違いで多くのジェ

ノタイプ1a，1b，2a，2b，---，6aに分類されるので，

ステム１　　「-vir（-）」：抗ウイルス薬3）

第１回

続：ステムを知れば薬がわかる
薬 の 名 前

名古屋市立大学 創薬基盤科学研究所1），北里大学 薬学部2），横浜市立大学大学院 生命医科学研究科3）

宮田直樹1），田辺光男2），川崎ナナ3）

NaOKi miYaTa1），miTSuO TaNaBE2），NaNa KaWaSaKi3）

Institute of Drug Discovery Science, Nagoya City University1），
School of Pharmacy, Kitasato University2），

Graduate School of Medical Life Science, Yokohama City University3）

Stems used in drug names: For the better understanding 
of pharmacological actions of drugs, continued
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　治験薬は，有効性や安全性をはじめとし，種々の知見

を収集するために臨床試験に供される薬剤であり，適切

な構造設備，製造管理および品質管理が採られている，

いわゆるGMP施設で製造される。また，製造以降の保

管や配送についても，品質の確保や交付を確実に行うた

めの厳しい管理が求められている。このような規制要件

を遵守し，被験者保護のポリシーに基づき，治験薬は治

験依頼者自らにより製造管理，品質管理および供給管理

がデザインされ，実践されてきた。近年では，国際共同

治験も珍しいものではなくなり，汎用される治験薬供給

管理システムが日本にも導入されるなどの変革が進行し

ている。治験薬供給の実情を把握するため，ISPE日本

本部 治験薬（IP）COPは，治験に協力いただいている医

療機関の治験薬関連業務従事者を対

象として，ウェブ上での調査を2015

年2～3月に実施した（Site Survey）。

その結果，管理システムの操作や取

り扱いなどの情報共有の点で，改善

の余地があることを浮き彫りにした1）。

一方，ISPE国際本部は，米国やEU，

中国において，治験薬供給に対する

被験者の意識調査を2012～2015年に

実施し，治験薬供給の改善点を検討

するうえでの有益な示唆を得たと報

告している2, 3）。

　今回ISPE日本本部 IP COPは，本

邦において治験に参加した経験のあ

緒言
る方を対象に，治験薬使用者の視点から，どのような経

験をし，どのような意見をもったのかについて聞き取り，

将来への改善につなげていくことを目的として調査を実

施したので報告する。

　本調査は，マーケティング・リサーチ会社に登録され

ていた全国の20歳以上の男女の患者グループから，過去

3年以内に治験に参加した経験をもつ人々を抽出して対

象とし，ウェブおよびスマートフォンなどのツールを介

した無記名のアンケートとして2017年3月7～9日の期間

に実施した。調査依頼対象者数2,688件のうち，有効回

答数は2,045件（回収率76％）であった。

　質問項目には，2015年にISPE国際本部がEUおよび中

国で実施した調査のなかから，治験薬の使いやすさや包

装形態，供給方法などに関する18項目を含めており，先

１．調査方法

表１　アンケートの質問項目
•治験薬キットの使いやすさ（総合的）
• 治験薬は渡された時のままの包装で保管

したか
•受け取った治験薬の包装形態
• どのような包装が好ましいか（錠剤・カ

プセル剤）
• 自宅に持ち帰る際に，治験薬キットの大

きさをどう感じたか
• 自宅で治験薬キットを保存することは容

易だったか
• 治験薬のどの点について，どの程度改善

を希望するか
• 医療機関からの説明に加えて追加情報を

得る場合に有用な方法
• 繰り返し処方される治験薬や，再補充さ

れる治験薬が自宅に配送されるとしたら
有益か

•治験薬ラベルの文字は読みやすかったか
• 治験薬に「ブックレットラベル」は貼っ

てあったか
•ブックレットラベルを開いて読んだか
• 日本語のページを見つけるのは簡単だっ

たか
•残った治験薬を医療機関に返却したか
•返却しなかった理由
• 治験薬キットの包装に施された工夫は，

スケジュールどおりに飲むための役に立っ
たか

• 治験薬の飲み忘れ防止のための方法がど
の程度有用か

• 治験薬の飲み忘れ防止のために有用と考
える方法（フリーテキスト）

日本における治験薬供給に関する
被験者への調査結果

Patient Survey Results on Clinical Supplies in Japan

ISPE日本本部 治験薬（IP）COP

Site Survey-Patient Surveyワーキンググループ

ISPE Japan Investigational Product（IP）COP
Site Survey-Patient Survey Working Group
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（1）概要
　今回のRisk-MaPPの改訂内容を見ると，基本的なと

ころは変わらないものの，特に洗浄に関係する部分が拡

充され，目視検査に関する項目も大幅に増えるなど，よ

り実際的な内容になっているとも考えられる。

　EU-GMPおよびEMAガイドラインが発出された2014

年以降の洗浄評価を巡る各方面での検討，専門家による

議論，各種報文などの知見が，新規項目とともに，端的

な表現で凝縮された形で織り込まれている。部分的に，

前記のEMA Q＆Aドラフトを念頭において記述された

と思われる箇所もある。

　このため，Risk-MaPP改訂版を手に取り，その内容

を参照したいときに，ガイドラインの意図していること

がわかりにくいのではないかと思われる箇所も結構ある。

なお，改訂の背景などについては，「1.3 改訂の理由」に

て記述されている。

　まず，改訂内容の全般は以下のとおりである。

①関連規制の動向の取り込み

・ EU-GMPおよびEMAガイドラインの内容を取り込ん

でいる。

・ ICH M7（変異原性不純物に対する限度値設定）を取り

込んでいる。

②ADE設定に関する項目

３．Risk-MaPP改訂版について
・ EMAガイドラインの式とNaumannらの式を併記して

いる。用語も一部修正している。

・ハザード物質の定義に，低用量の数値が明記された。

③洗浄評価に関する項目

・ 用語STVに代えて，スワブ残留レベルSRLとなった（リ

ミットという表記を避けて，レベルとしていることに

注意したい）。

・ 目視検査に関する項目が大幅に増え，その重要性を指

摘している。

・ 洗浄バリデーションにおけるテストランの回数につい

ては，従来の３回でよいのではないかと提唱している。

④封じ込めに関する項目

・用語DT（設計目標）がなくなった。

⑤RAツールに関する項目

・ FMEAにおけるランク区分表中にADEが明記されて

いる（例かもしれないが）。５段階のハザード区分に該

当する。

⑥事例集

・ 旧版にあったペニシリン製造の事例は削除された。

・ 既存設備についての適用事例が追加された。そのなか

で，洗浄評価のシミュレーションが例示されている。

（2）HBELの設定に関する項目
　HBELの設定に関連する主要な改訂項目は以下のとお

りである。

第２回
現状の整理と今後に向けて

毒性学的評価による洗浄バリデーション

ファルマハイジーンサポート 代表

島　一己
Kazumi Shima
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