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　近年，バイオ医薬品の売上高は年々増加している。日

本においては2016年には約１兆4,219億円，バイオ医薬

品比率13.6%に達しており，2001年の3,491億円から大き

く増加している（図１）。そのバイオ医薬品市場の内訳を

見てみると，2005年頃は85%が抗体医薬品以外のリコン

ビナントタンパクであったのに対し，2013年には抗体医

薬品（Fc融合タンパクも含む）が５割以上を占め，2016

年には62.9%にまで伸長している。抗体医薬品の売上高は，

2016年は約8,943億円であり，日本の医薬品市場の約8.6%

を占めるまでに至っている。このような抗体医薬品を中

１．バイオ医薬品の市場動向
心としたバイオ医薬品市場の拡大は，予想を超えるスピー

ドで進展してきたと捉えられる。

　世界市場を見てみると，さらにバイオ医薬品比率は高

まっており，2016年には約2,012億ドル（バイオ医薬品比

率31.5%）に達している。さらに，2022年には約3,249億

ドル（バイオ医薬品比率37.5%）に達すると，今後も売上

の増加が見込まれている1）。このような背景から，また，

現在の抗体医薬品等の開発状況を見ても，今後，日本に

おいてもさらにバイオ医薬品比率は高まる可能性がある。

　バイオ医薬品市場の拡大の背景の１つには，承認品目

数の増加があげられる（図２）。抗体医薬品においても，

1）EvaluatePharmaをもとに算出
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図１　日本のバイオ医薬品市場の推移
出所：Copyright Ⓒ 2018 IQVIA. JPM 2017年３月MATをもとに
作成　無断転載禁止
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図２　抗体医薬品承認品目数の推移
出 所： 国 立 医 薬 品 食 品 衛 生 研 究 所 ホ ー ム ペ ー ジ お よ び
Pharmaprojects をもとに作成

バイオ医薬品の生産・剤形面から見た動向

バイオ医薬品製造の最新動向●❶特集

Meiji Seika ファルマ株式会社　バイオ医薬事業推進部

（元　日本製薬工業協会　医薬産業政策研究所　主任研究員）

赤羽宏友
Hirotomo AkAbAne

Bussiness Planning & Operation, Biologics, Meiji Seika Pharma Co., Ltd.
Former Research Fellow, Office of Pharmaceutical Industry Research,

Japan Pharmaceutical Manufacturers Association（JPMA）

The trends of biologics seen from aspects of production and dosage form
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　厚生労働科学研究「医薬品のライフサイクルを通じた

品質確保と改善に関する研究－製剤のライフサイクルに

わたる品質保証に関する研究－：活動期間2012年－2014

年度」及び国立研究開発法人日本医療研究開発機構

（AMED）医薬品等規制調和・評価研究事業の分担研究

「製剤のライフサイクルにわたる品質保証に関する研究（活

動期間2015年－2017年度）」（代表者　国立医薬品食品衛

生研究所　香取典子）の管理戦略分科会では，ICH Q8以

降新たに出現した用語の中から，「管理戦略」という用

語が「医薬品のライフサイクルを通じた品質確保と改善」

を実現する上で特に重要なkeywordと考え，用語の定義

の解釈を中心に医薬品ライフサイクルにおける「管理戦

略」の役割について検討を行ってきた。その検討内容を

本報にて２号（８月号・９月号）に分けて報告する。

　2012年度から2014年度までの活動では，ICH Q10で定

義されている「管理戦略」は一般的に用いられる「戦略」

という用語とは意味が異なっていることを明らかにした。

その概要は以下の通りである。

　戦略とは，もともと戦いに勝つための方法や計画を指

す用語であったが，現代では戦いに限らず「ある目標を

達成するために練られる長期的な視点から立案される計

はじめに
画」の意味でも用いられるようになり，ビジネス等の世

界では広く一般的に使用される用語となった。辞書で解

説される戦略の意味を以下に示す。

戦略

広辞苑：戦術より広範囲な作戦計画。各種の戦闘を総

合し，戦争を全局的に運用する方法。

（後略）

Strategy

オックスフォード現代英英辞典：a plan that is intended 

to achieve a particular purpose

オックスフォード新英英辞典：a plan of action designed 

to achieve a long-term or overall aim

ロングマン英英辞典：a planned series of actions for 

achieving something

・ 目標を定めそれを達成するために計画を立て実行して

いく。

・ 目標達成のために利用可能なリソース（人，物，金，

情報）を活用しながら，実行の過程で生じる状況変化

（環境変化）に応じて柔軟に戦略の変更を行っていく。

　これらが辞書的な意味から思い描かれる戦略のイメー

ジである。「ある目標を達成するために練られる長期的

な視点から立案される計画」を意味する戦略には，将来

ICHガイドラインにおける
市販後の管理戦略の変遷についての考察

AMED（香取班）管理戦略分科会

小野薬品工業株式会社 信頼性保証本部1），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2），

塩野義製薬株式会社 生産本部 杭瀬事業所 品質部門3），国立医薬品食品衛生研究所4），山口県健康福祉部薬務課5），

大鵬薬品工業株式会社 生産本部 生産技術部6），科研製薬株式会社 薬制部門 品質保証部7），興和株式会社 品質保証部8），

大塚製薬株式会社 生産本部 生産技術部（原薬担当）9）

伊井義則1），◎今井昭生2），隈井和正3），檜山行雄4），矢野理史5），池松康之2），
岡本拓己6），澤田章弘7），澤田克彦8），仲川知則9），香取典子4）

◎：分科会座長

Working Group on Control Strategy, AMED（Japan Agency for Medical Research and Development）

Consideration on the transition of the control strategy of post-marketing 
in ICH guidelines
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　本年４月にスイス・ジュネーブで行われたPIC/S総会

において，PIC/S GMP Guide Part 1の改訂が承認され

たことがプレスリリース1）によって明らかとなった。そ

の改訂版2）は６月になってようやく公開されたが，発効

は７月１日とされた。改訂されたのは第３章（建物およ

び設備），第５章（製造），第８章（苦情および製品回収）

である。改訂版が発出されてから施行までの期間が非常

に短いとも思われるが，その背景や改訂の要点について

解説する。

　今回の改訂の目的は，第３，５章に関しては，交叉汚

染の防止を一層科学的な観点から推し進めようとするも

ので，EMAから2014年11月に発出されたガイドライン

“Guideline on setting health based exposure limits for 

use in risk identification in the manufacture of different 

medicinal products in shared facilities”3）の影響を多分に

受けている。EUでは今回のPIC/Sの改訂に先立ち，す

でにGMP Part 1第３，５章（第８章も同じ）は2014年８

月に発出され，2015年３月より施行となっている。

PIC/SのGMPは基本的にEUのGMPに追随する形をとっ

ているので，このEUのガイドの改訂をベースにPIC/S

ガイドの改訂の検討が行われてきた。したがって，ある

意味ですでにこの改訂の基本的な内容は公知の状態にあ

り，プレスリリースでも改訂されたものは基本的にEU

のガイドと同等であることが記載されている。したがっ

て，６月に改訂文が発出され，７月より施行となっても

はじめに

１．改訂の目的と背景

うなずけるものである。

　なお，今回の改訂版の発出に併せて，これに関連する

Aide-Memoire PI 043-1「共用施設における交叉汚染」4）

も発出されているので，参考にされたい。

　第５章の改訂のもう一つの目的は，医薬品の製造に使

用する原薬および添加剤の信頼性確保に関するもので，

原薬に関してはGDPの原則を守ることを求めており，添

加剤に関しては添加剤メーカーにおけるGMPの実施状

況についてリスクアセスメントを行い，信頼性の確保に

努めることを求めている。

　第８章の改訂の目的は，これまでの苦情処理および製

品回収に関するガイドでは，その対応の仕方に関して十

分な理解が進まず，GMP査察において多くの問題が指

摘されてきたことに対応するものである。すなわち，苦

情あるいは製品回収に至る品質不良が発生あるいは判明

した場合の調査や対策の立て方が不十分であるケースが

しばしば報告されてきた。規制当局としては，リスクベー

スのアプローチをさらに進め，十分実効性のある対策が

立てられるよう改訂を行ったものと思われる。

　第３章の改訂ポイントは交叉汚染防止における製造区

域の記述の変更である。実際に第３章で変更になったの

は3.6項のみで，交叉汚染の防止には品質リスクマネジ

メントの原則を用いることが謳われている。旧版では，

ある種の抗生物質，ある種のホルモン，ある種の細胞毒

性物質，ある種の高活性薬物という表現が用いられ，こ

れらの薬物の製造は他の医薬品と同じ施設での製造は禁

止するとなっていたが，このような表現は削除され，あ

くまでもリスクベースで，かつ科学的なデータに基づい

２．第３章改訂の要点

PIC/S GMP Guide改訂の要点

個人コンサルタント

服部宗孝
Munetaka Hattori

Independent Consultant

Key Points in the Revision of PIC/S GMP Guide
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　再生医療等製品ビジネスへ参入を考慮されている企業

の方やファンドの多くの皆さんは，「再生医療等製品は

利益が大きい」と考えられているであろうと思う。しか

し，本当に再生医療等製品は儲かるものなのか。たしか

に，医薬品産業には「ブロックバスター」と呼ばれる大

型製品が存在し，その売り上げが会社の利益に大きく貢

献した例は少なからず存在する。とはいっても，当初の

想定どおりの利益を得られなかった製品は数えきれない

ぐらい存在する。このため，今回は再生医療等製品の価

格決定方法と販売後に得られることが期待される利益に

ついて説明したいと思う。今回は開発費用については考

慮しないことにさせていただく。この理由として，開発

コストは疾患や臨床試験デザインに大きく依存するため

である。利益に関してはもちろん「売り上げ－コスト」

で計算されるため，開発コストが大きく影響することは

いうまでもないが，この開発コストなどについては，次

回以降説明させていただくので，ご容赦いただきたい。

　なお，価格決定には多くのステークホルダーが関与し

ているし，いろいろな解釈があるため，今回説明させて

いただく内容については，概念的な考え方として受け止

めていただければ幸いである。

はじめに

　再生医療等製品の価格を考える前に，わが国における

医療費がどの程度の額になっているのか，おさらいをし

ておきたい。

　図１は，国民的医療費の総額について示したものであ

る。平成27年度国民医療費は42兆3,644億円であり，26

年度から１兆5,573億円，3.8％の増加になっている。こ

１．日本における医療費と再生医療
の患者負担

図１　国民医療費・対国内総生産・ 対国民所得比率の年次推移
出典：厚生労働省ホームページ　平成27年度国民的医療費の概況

再生医療 産業化の課題

再生医療等製品ビジネスの描き方
第２回 再生医療等製品の価格と利益

How to draw a Cellular and Tissue-based product business
Part 2 Prices and profits of Cellular and Tissue-based Products

株式会社PPG

足立武司
Takeshi adachi

PPG Inc.
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　医薬品における「無菌」とは何を意味するのであろう

か。無菌医薬品の設計や製造に関わる人たちからは，「あ

る単位容器中に微生物の存在する確率が10－6以下の状態」

との答えが返ってくるであろう。それでは「薬液をろ過

滅菌して，最終容器中に分注し，凍結乾燥後に密封した

無菌バイアル製剤」と，「最終容器に充填した後，密封

して，121℃で15分間の湿熱（蒸気）滅菌を行った無菌の

バイアル製剤」を考えた場合，この２つの製剤の「無菌」

は同じ意味であるかという疑問が湧いてくる。

　日本薬局方第十七改正（JP17と略記，以下同様）の通

則40では，無菌，滅菌そして無菌操作が次のように定義

されている。「無菌とは，定められた方法で対象微生物

が検出されないことをいう。 滅菌とは，被滅菌物の中

の全ての微生物を殺滅又は除去することをいう。無菌操

作とは，無菌を維持するために管理された方法で行う操

作をいう」。

　しかし無菌の概念は多様であり，上記の定義によって

運用できない事例は数多く存在する。医薬品，医療現場

（病院等），医療機器，そして再生医療などの各分野での

無菌の概念は異なっており，また科学技術の進歩ととも

に変化している。特に，培養を伴わない微生物の検出方

法（いわゆる，微生物迅速検出法）の近年における技術的

発展やその適用事例の著しい増加は，無菌の概念をこれ

はじめに
まで以上に変化させる可能性をもっている。

　無菌すなわち「菌のいないこと」を証明するのは，「無

を証明すること」であり，それは将来も達成し得ないこ

とである。しかし医薬品の滅菌条件を設計し，滅菌前の

医薬品中の菌数（バイオバーデン）の管理を行うためには，

無菌という概念の“目標”となる具体的な数値の共通認

識をもつことは，重要かつ不可欠な要件である。前述の

「微生物の存在確率が10－6以下の状態」とは，最終滅菌

医薬品の製造における，この共通する設計上や品質面で

の「目標」数値と見なすことができる。この「目標」数

値を，恒常的にかつ信頼性をもって達成すべく，滅菌条

件（例えば，湿熱滅菌での温度と時間）が設定される。し

かし無菌性の「目標」数値は同じであっても，この滅菌

条件は滅菌プロセスを設計するうえでの前提条件（例え

ばバイオバーデン）によって変動する相対値なのである。

　本稿では前編において，主として湿熱滅菌（蒸気滅菌）

に軸足を置き，注射剤の無菌化の条件（湿熱滅菌であれば，

温度，時間そして圧力）の変遷が，その時代の知識と技

術を反映したものであることを紹介する。後編では，F0

値およびろ過滅菌を含めた無菌性保証論の変遷を紹介す

る。

　学問や技術のいずれの分野でも同じであるが，大きな

１．�無菌医薬品の製造技術の２つの潮
流

数値で学ぶ�GMPと医薬品開発

元 武田薬品工業株式会社

小暮慶明
Yoshiaki kogure

ex. TAKEDA PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Learn GMP and drug development from NUMBER
Part 9 Numerical Transition upon Steam Sterilization Conditions and Sterility Assurance

（First Volume）

湿熱滅菌条件の数値的変遷と
無菌性保証（前編）第９回
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