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シリーズ

わが国におけるバイオ医薬製造技術の
未来を考える

バイオ医薬品生産技術 ―現状と今後の課題
Production of Biologics -Past and Future大阪大学大学院工学研究科，次世代バイオ医薬品製造技術研究組合

大政健史

Takeshi Omasa
Graduate School of Engineering, Osaka University, Manufacturing Technology Association of Biologics

はじめに

，

，

いわゆるバイオ医薬品という一般的な名称においては，
バイオテクノロジーやそれに関するさまざまな医薬品が
含まれ，全体とした定義は，意外とはっきりしてはいな
い。その中でも，生きた生物を用いた反応工程がその生

，

産に必要とされる生物薬品（バイオテクノロジー応用医
薬品／生物起源由来医薬品）
，特にタンパク質やその誘
導体，およびそれらを構成成分とする医薬品（例えば，
抗体-薬物複合体）
は，生産工程に生物反応を含んでいる
という特徴があり，近年著しく発展してきている分野で
ある。

図１

化学プロセスと生物プロセスによる物質生産
（文献1）より改変）

あり，抗体医薬に代表される糖タンパク質医薬品におい

生物を用いる生物プロセスにおいては，化学プロセス

ては，高等真核生物である動物細胞を用いた生産技術が

による生産と比べて，いくつかの特徴がある。特に大き

必要とされる。特に21世紀に入って動物細胞を用いた生

な特徴は，生きた細胞
（生物）
を用いるため，各単位操作

産技術は長足の進歩を遂げ，さらに周辺技術も格段に発

が同じ場所で行われなければならず，中間体原料といっ

展し，10g/Lを超える生産例もいくつも報告されている。

たものが通常はなく，プロセス全体としては一気通貫に

これらの長足の進歩は，特に2005年に世界の医薬品売上

て生産が行われる必要がある
（図１）
。これらの特徴はタ

高ランキングベスト10に抗体医薬がランクインしてから

ンパク質医薬品生産のみならず，ワクチンや，遺伝子治

顕著になった2）。以降，年々，ランキングにおける抗体

療用ベクター，抗生物質生産など，生きた生物を用いる

医薬の金額ベースでの割合は増加し，特に，2011年から

プロセスにおいては共通の特徴である。

2012年にかけて，１位および２位の低分子医薬品の特許

タンパク質医薬品生産においては，生命現象
（生物）
を

切れを迎え，ランキングにおいて，７品目がバイオ医薬

利用したタンパク質合成は，現在欠くことができない工

品となった2）。現在においては，バイオ医薬品が世界の

程の１つである。特に，タンパク質医薬品の多くは生体

製薬会社の成長エンジンとしての役割を果たしていると

内生理活性に糖鎖修飾に代表される翻訳後修飾が必要で

いうのは，ランキングに明示的に示されているように，
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第十七改正日本薬局方 第一追補・第二追補
第２回

解説

製剤総則及び製剤試験の改正のポイント
A Comment on the Supplement I and II to the Japanese Pharmacopoeia,
Seventeenth Edition
Part 2: Comments and Points of Revision on General Rules for
Preparations and Tests for Preparations
一般社団法人製剤機械技術学会（元 医薬品医療機器総合機構 規格基準部）1），高崎健康福祉大学 薬学部2）

柘植英哉1），寺田勝英2）

Hideya Tsuge1），Katsuhide Terada2）
Japan Society of Pharmaceutical Machinery and Engineering（Former Division of Pharmacopoeia and Standards for Drugs,
Office of Standards and Guidelines Department, Pharmaceuticals and Medical Devices Agency（PMDA））1）,
Faculty of Pharmacy, Takasaki University of Health and Welfare 2）

測定法 」が新規収載された。また，G7. 医薬品包装関連

はじめに

においては，
「ガラス製医薬品容器」
，および「固形製剤
のブリスター包装の水蒸気透過性試験法」が新規収載さ

第十七改正日本薬局方第一追補（以下，日局17-1）は，
平成29年12月１日に告示され，施行された。本報告では，

れた。
日局17-2 製剤総則においては，3.1. 注射剤の項の小分

日局原案検討委員会・製剤委員会で審議を行い，日局

類として，
「3.1.4. リポソーム注射剤」が新規収載される

17-1に収載された項目，第十七改正日本薬局方第二追補

予定である。また，一般試験法においては，
「6.16 半固

（以下，日局17-2）
収載に向けて検討されている項目及び
その背景・内容について概説する。

形製剤の流動学的測定法」が新規収載される予定である。
以下に，詳述する。

日局17-1 製剤総則においては，
［1］製剤通則（9）に
「5.02 生薬及び生薬を主たる原料とする製剤の微生物限
度試験法」を追記するとともに，
［3］製剤各条に1.8. 経

１．日 局17-1において改正された
製剤総則の概要

口フィルム剤等を新規収載するとし，吸入粉末剤等を対
象とした以下に示す一般試験法及び参考情報の新規収載

改正の概要は表１に示したが，第十七改正日本薬局方

に伴い，関連する剤形の記載の改正を行った。さらに，

（以下，日局17）において，
「5.02 生薬の微生物限度試験

坐剤，腟用坐剤の放出性の記載及び外用液剤の分包品の

法」は，そのタイトルを「5.02 生薬及び生薬を主たる原

記載が改正された。

料とする製剤の微生物限度試験法」に改正するとともに，

日局17-1 一般試験法については，
「6.02 製剤均一性試

国際調和された「4.05 微生物限度試験」との整合性を図

験法」の改正がなされ，
「6.14 吸入剤の送達量均一性試

り，生薬に特有の試験法を規定した。この改正を受けて，

験法」および「6.15 吸入剤の空気力学的粒度測定法」の

日局17-1 製剤総則［1］製剤通則において，
「
（9）非無菌

２試験法を新規収載した。

製剤であっても，微生物による汚染や増殖を避け，必要

日局17-1 参考情報については，G6. 製剤関連において，
「ガラスインピンジャーによる吸入剤の空気力学的粒度

に応じて，微生物限度試験法〈4.05〉又は生薬及び生薬
を主たる原料とする製剤の微生物限度試験法〈5.02〉を
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薬 の 名 前
続：ステムを知れば薬がわかる
Stems used in drug names: For the better understanding
of pharmacological actions of drugs, continued

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

川崎ナナ1），田辺光男2），宮田直樹3）

Nana Kawasaki1），Mitsuo Tanabe2），Naoki Miyata3）
Graduate School of Medical Life Science, Yokohama City University 1）,
School of Pharmacy, Kitasato University 2），
Institute of Drug Discovery Science, Nagoya City University 3）

（ゲムツズマブ オゾガマイシン）
，Infliximab（インフリ

はじめに

キシマブ）
，Omalizumab（オマリズマブ）
，Palivizumab
（パリビズマブ）
，Regavirumab（ レ ガ ビ ル マ ブ ）
，

第１回
（本誌2018年５月号）
では，化学薬品類のステム

Rituximab
（リツキシマブ）
，Tocilizumab
（トシリズマブ）
，

のなかで，抗ウイルス薬を定義するステム「-vir（-）
」

およびTrastuzumab（トラスツズマブ）を紹介した。こ

およびステム「-vir
（-）
」から派生したステム「-asvir」
，

のうち，アブシキシマブとレガビルマブ以外は国内で上

「-buvir」
，
「-previr」
，
「-tegravir」などを紹介した。今
回は生物薬品類のステムの第１回として，モノクローナ
ル抗体
（抗体）
を定義する「-mab」を紹介する。

市されている。
2009年，INN専門協議は抗体の命名ルールを一部変更
した。2013年発刊の書籍「医薬品の名前 ステムを知れ
ばクスリがわかる」2）では，変更後の命名ルールと，本

ステム２

「-mab」
：モノクローナル抗体

誌での連載第７回以降に承認されたCanakinumab（カナ
キヌマブ）
，Eclizumab（エクリズマブ）
，Golimumab（ゴ

「-mab」 は， モ ノ ク ロ ー ナ ル 抗 体（monoclonal
antibody）
を表すステムである。

リ ム マ ブ ）
，Panitumumab（ パ ニ ツ ム マ ブ ）
，
Ranibizumab（ラニビズマブ）
，およびUstekinumab（ウ
ステキヌマブ）
を紹介した。

（1）
「-mab」に関するこれまでの紹介

抗体医薬品開発はその後も目覚ましい進展を遂げ，

ステム「-mab」の命名ルールは，本誌での連載「薬

「-mab」はINN収載数としては最も多いステムとなって

の名前 ステムを知れば薬がわかる」 の第７回
（Vol. 23
（2）

い る。2018年 ３ 月 末 現 在，
「-mab」 のINN収 載 数 は 約

283-289
（2007）
）
で解説している。
「-mab」を持つ抗体と

500に上り，わが国における上市数も50品目を超えている。

して，当時JANに収載されていたAbciximab（アブシキ

品目数が増えたため新しい医薬品に命名することが困難

シマブ）
，Adalimumab（アダリムマブ）
，Basiliximab（バ

となり，命名に柔軟性を持たせることを目的として，

シリキシマブ）
，Bevacizumab（ ベ バ シ ズ マ ブ ）
，

2017年５月，INN専門協議は再び抗体の命名ルールを変

Cetuximab
（セツキシマブ）
，Iburitumomab Tiuxetan
（イ

更した3, 4）。今回は，2017年の変更点と，2013年の書籍

ブリツモマブ チウキセタン）
，Gemtuzumab Ozogamicin

発刊以降に承認された抗体医薬品を紹介する5, 6）。

1）
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数値で学ぶ GMPと医薬品開発
40℃/75％RH加速試験が
第８回
もつ意味とは何か
Learn GMP and drug development from NUMBER
Part 8 Meaning of the Conditions of 40℃/75%RH for Accelerated Stability Study
国立医薬品食品衛生研究所 薬品部

宮崎玉樹，阿曽幸男

Tamaki Miyazaki, Yukio Aso
Division of Drugs, National Institute of Health Sciences

はじめに
医薬品は，製造されてから実際に患者が服用するまで

ない製剤に適用する長期保存試験の保存温度に関しては，
25℃の一定の温度を推奨している。25℃がどのような根
拠によって選ばれたかについてまず考えたい。経時的に

の間に温度，湿度，光，酸素などのさまざまな環境条件

変化し製剤の有効期間を決定する製剤の特性値として，

で保存され流通する。流通する間，医薬品は一定レベル

有効成分の定量値や分解によって生ずる類縁物質量があ

以上の品質が保たれていることが必須となる。一定の品

る。このような製剤特性値の経時的な変化は化学的分解

質レベルを保つと考えられる期間が有効期間であり，有

によって引き起こされる。このような医薬品の化学的分

効期間を設定するために医薬品の安定性試験が行われる。

解について長期保存試験を行うときの温度条件として，

「ICH Q1A
（R2）
安定性試験ガイドライン」では保存温度

変動する温度の平均温度が考えられる。そこで，変動す

を表記しない一般的な製剤の安定性試験の試験条件とし

る温度条件とその平均温度の条件で保存したときに，分

て， 長 期 保 存 試 験 は25 ℃/60 ％RH， 加 速 試 験 は40 ℃/

解反応がどのように進行するかをシミュレーションして

75％RHの条件が推奨されている。本稿においては40℃/

みる。温度条件としては，図１の実線で示すような１年

75％RHの条件で６カ月間加速試験を行い，安定であれば，

を通じて20℃±10℃の範囲で変動する温度条件と20℃一

室温３年間の安定性が推定される場合とはどのような場

定温度条件を仮定する。化学的な分解速度定数（k）の温

合なのかという質問に答えることを念頭に置き，保存条

度依存性は多くの場合Arrhenius式（式（1）
）によって記

件を記載しない一般的な医薬品の長期保存試験条件である

述できる。

25℃/60％RHならびに加速試験条件である40℃/75％RH

20℃±10℃ vs 20℃一定
35

見解を述べたものであり，厚労省やPMDAの公式見解

30

ではないことをあらかじめお断りする。

25

１．長期保存試験条件

気温（℃）

の意味について考察する。なお，本稿は筆者の個人的な

5

件で保存され，また変動する温度の平均温度も地域ごと
性試験ガイドライン」では，ラベルに保存温度を表記し

15
10

市場に流通する医薬品は年間を通じて変動する温度条
に大きく異なる。にもかかわらず，
「ICH Q1A
（R2）
安定

20

図１

0

3

6
保存期間（月）

9

12

一定温度条件と変動する温度条件のモデル
実線：20℃±10℃，破線：20℃一定
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毒性学的評価による洗浄バリデーション
現状の整理と今後に向けて
第３回
Cleaning validation based on a toxicological evaluation
- Current status of its progress and further development Part 3
ファルマハイジーンサポート 代表

島

一己

Kazumi Shima
Pharma Hygiene Support

６．従来の洗浄評価における課題
（1）
伝統的な洗浄評価基準
イーライリリー社のFourmanおよびMullenによる洗

（2）
0.1％投与量基準について
原論文では，以下のようになっている
（文責筆者）
。
「・・・

1/1000（0.1％）は，３つの10からなっている。

最初の10は，薬物は多くの場合，その１日投与量の1/10

浄評価基準に関する論文が発表されたのは1993年である6）。

以下では不活性であるということによる。２番目の10は，

この基準は，次の３つの視点を複合的に用いて評価する

安全係数としての10である。３番目の10は，洗浄バリデー

ことを提唱したものである。すなわち，

ションの堅牢性に関する要因として，すなわち，より厳

・0.1％投与量基準

しくなる基準でも対応できうるように十分厳密であるべ

・10ppm基準

きであることを勘案しての10である。
・・・」

・目視検査
であり，これらのうち最も厳しいものを採用するとして
いる。
それまでの評価基準では，複合的に評価するという視
点が取り入れられておらず，１つの基準で評価していた
ものを，３つの条件で総合的に評価することに改めたも
のである。

ここで，問題と思われる点は以下の２点である。
①1/10以下であれば不活性であるという根拠が，論文
中には示されていない。
②２番目，３番目の安全係数，堅牢性要因に関して，
曖昧さが残る。
実際に0.1％投与量基準に基づいて数値計算を行って
みると, 条件によっては得られる数値が大きく振れるこ

以来，この基準はWHOなどの国際的なガイドライン

とがある。非常に厳しい結果となることがある一方で,

やPIC/Sの検査官用ガイドラインPI 006-3（2007）などに

別の計算事例では, 現実的にはあり得ないような, 残さ

広く採用されており，いわばデファクトスタンダードと

の量として極めて大きい数値
（洗浄としては非常に緩い側）

なっているのが現状である。

になることがある。過剰に保護的となる場合もあり，逆

しかしながら，昨今のように透明性・説明性が問われ

に，ときには十分に保護的であるとはいえないことがあ

る時代背景，ならびに当時以降の医薬品開発の進捗状況

る。このような計算事例は, APICガイドライン-2000の

からすると，その論文の前提となっている事項について，

計算例にも見られるとおりである。

いろいろな問題点が浮かび上がってきているのが実情で
ある。以下に私見を含め，それらを紹介する。

0.1％投与量基準の計算では，分子側に前製品の，そ
して分母側に次製品の臨床投与量が必要とされる。
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徳重大輔
（SK特許業務法人）
■
【新連載】
事例で学ぶ 特許調査のコツ
（仮）

■高圧二酸化炭素による水不溶性高分子の相転移を利用した口腔内崩壊錠の設計
真栄田篤，伊藤佳孝
（アステラス製薬）

■第十七改正日本薬局方 第一追補・第二追補 解説
（第３回）
合田幸広
（国立医薬品食品衛生研究所）
化学薬品各条 改正のポイント
布目 温
（布目技術士事務所）
■WFIを自主管理するに至る道のり
（9）

■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12回）
本田真也
（産業技術総合研究所）
バイオ医薬品に含まれる不純物
大政健史
（大阪大学）
■シリーズ：わが国におけるバイオ医薬製造技術の未来を考える②
■現場力を養う！製薬に必要な統計知識・スキルのエッセンス
（第６回）
内田圭介
（中外製薬工業）

■医薬品開発，品質・製造工程管理における分光測定
（第22回）
坂本知昭
（国立医薬品食品衛生研究所）
，赤尾賢一
（日本分光）

■製剤研究者が注目する一押しトピック
児玉智史
（日本曹達）
■錠剤製造技術である直打を考える⑮
■若手製剤研究者必読！ 単位操作からみた固形製剤
（第11回）
保地毅彦
（アステラスファーマテック）

中川潤一，菅澤広明
（三井化学）
■PTP基礎講座
（第９回）

■第８回製剤技師認定試験 問題と解説
（４）
（応用編）
公益社団法人 日本薬剤学会 製剤技師認定委員会

■次世代シーケンシングによるバイオ医薬品等のウイルス安全性評価
（第４回）
上村泰央
（ジーンベイ）

宮田直樹
（名古屋市立大学）
，他
■薬の名前 続：ステムを知れば薬がわかる
（第３回）

菅原敬信
（熊本大学）
■ウイルスの人工合成
（第２回）

高橋秀依
（東京理科大学）
，夏苅英昭
（東京大学）
■薬剤系研究者が使える！有機化学
（35）

■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.129）
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）

池田浩治
（東北大学病院）
■医療機器開発の新しい型の提案
（第16回）


Study of GMP
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島 一己
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柳澤徳雄
（バクスター）
■中小規模組織におけるQRMのインフラ整備
（第７回）


製剤技術

■
【製剤と粒子設計】
医薬品共結晶を用いた製剤開発

そ の 他

◦行政ニュース
◦New Products

深水啓朗
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◦News Topics
◦World News Topics
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著作物利用許諾に関するお願い
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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。
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お客様の個人情報の取扱いについて
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