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　近年，日本を含め多くの国でジェネリック医薬品の社

会的役割が高まっている。その１つの理由として，各国

のヘルスケアコストの上昇があげられ，既存のヘルスケ

アシステムを維持するための１つの方策としてジェネリッ

ク医薬品使用の促進がある。これにともない，各国でジェ

ネリック医薬品開発が活発化しており，各国の規制当局

の審査において既存の人的資源を増やすことに加え，各

国との審査協力の構築や審査の効率化の必要性が重要と

なってきている。そのような背景のもと，規制当局のみ

の国際会議として，国際後発医薬品規制当局パイロット

会 議（International Generic Drug Regulators Pilot：

IGDRP）がジェネリック医薬品の規制に関する情報交換

や協力を目的に立ち上がった。初めての会議は2011年に

はじめに
カナダ（オタワ）で開催され，その後米国（ワシントン）で

２回目の会議が行われ，３年間（2012～2014年）のパイ

ロットとして活動が開始された1）。2014年のパイロット

期間終了後，2014年に“Pilot”を“Programme”と名

称を変更し，新たに国際後発医薬品規制当局プログラム

会 議（International Generic Drug Regulators 

Programme：IGDRP）として，３年間（2015～2017年）活

動 を 継 続 し て き た。2018年 か ら はInternational 

Pharmaceutical Regulators Forum（IPRF）とIGDRPが統

合し，国際薬事規制当局者プログラム会議（International 

Pharmaceutical Regulators Programme：IPRP）として

活動が継続している。現在，PMDAのジェネリック医

薬品等審査部が関わっているジェネリック医薬品に関す

るワーキンググループ（WG）として，Bioequivalenceと

Qualityの２つのWGがある。2017年時点のWGの参加機

関（片方のWGのみ参加含む）を表１に示す2）。本稿では，

略称 名称 国・地域
ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária ブラジル
CFDA China Food and Drug Administration 中国
EDQM European Directorate for the Quality of Medicines and HealthCare 欧州
EU European Union 欧州
COFEPRIS Federal Commission for the Protection against Sanitary Risks メキシコ
ROSDRAVNADZOR Federal Service for Surveillance in Healthcare and Social Development ロシア
HC Health Canada カナダ
HSA Health Sciences Authority シンガポール
INVIMA Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentosy Alimentos コロンビア
Medsafe New Zealand Medicines and Medical Devices Safety Authority ニュージーランド
MFDS Ministry of Food and Drug Safety 韓国
MCC Medicines Control Council 南アフリカ
PMDA Pharmaceuticals and Medical Devices Agency 日本
　 Swissmedic スイス
TFDA Taiwan Food and Drug Administration 台湾
TGA Therapeutic Goods Administration オーストラリア
U.S. FDA U.S. Food and Drug Administration 米国
WHO World Health Organization 　

表１　IPRPのジェネリック医薬品に関するBioequivalenceまたはQuality WGに参加している団体

ジェネリック医薬品審査の国際化

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 ジェネリック医薬品等審査部

栗林 亮佑
Ryosuke kuRibayashi

Office of Generic Drugs, Pharmaceuticals and Medical Devices Agency

Globalization of generic drugs review

7（3125） Vol.34 No.15（2018）



いるが，さらに充実させていきたい。現在企業に勤めら

れているGMP/QMS領域のエキスパートの方々には，正

規職員への転換を前提とした嘱託や，在宅職員として，

GMP/QMS調査業務を担うわれわれの仲間になっていた

だきたい」と倉持氏は語る。

在宅職員制度について
　在宅職員制度はPMDAの事務所（東京，大阪）に通う

ことができない場所に居住している場合が対象となり，

自宅から直接国内外の製造所の実地調査に出向く。月の

半分程度は出張となるケースが多いが，調査計画の立案，

調査報告書の作成等は自宅で行うというもの。導入研修

（OJT含む）として東京等のPMDAで約６カ月間の研修

を受講したあとに実際の調査業務に就く。在宅職員は月

に海外調査，国内調査各１回を目途に担当する。

　応募資格は，医薬品または医療機器の製造管理および

品質管理の５年以上の実務経験や査察経験および製造管

理，品質管理を評価するために必要な知識を有する原則

大学卒以上（経験があれば高専卒等も可）。

　応募者は履歴書や研究業績などの自己紹介書などの書

類審査通過後に，第２次審査として小論文およびグルー

プディスカッション，そして幹部面接による第３次審査

により選考される。

　「グループディスカッションではPMDAの品質管理部

のエキスパート数名と，GMPに関するトピックス，た

とえば逸脱事例や変更管理の事例などの具体的なテーマ

　医薬品医療機器総合機構（PMDA）の品質管理部では，

年々増加しているインドや中国等の原薬製造所に対する

GMP適合性調査や国内製造所の無通告査察へ対応する

ために体制強化を図っている。その対策の１つが在宅職

員制度の導入だ。これは自宅から直接海外や国内の製造

所に赴き，調査を行うというもの。本制度について，今

年８月より品質管理部長に就任した倉持憲路氏，および

審議役（品質管理担当）の櫻井信豪氏に話を聞いた。

GMPに思い入れ，倉持氏
　平成元年に厚生省（当時）に入省した倉持氏。最初に配

属された監視指導課（当時）でGMPを３年半担当した後，

審査課（当時）へ異動，その後，平成６年４月から８年３

月まで静岡県薬務課でGMP担当として製薬企業への査

察等に携わってきた。

　「今回，約20年ぶりにGMPの業務に就くこととなった

が，入省当時の最初の７年間の大部分で，GMPに関与

してきたことから思い入れが特に強い分野。入省当時は

GMPは許可等の要件ではなく，遵守基準に過ぎなかっ

たことから，都道府県によってGMPへの取り組み方に

ばらつきがあったが，PIC/S加盟を果たした現在，全国

の都道府県が積極的に取り組んでいる。また，以前は海

外の製造所に実地調査に行くことは考えられなかったが，

現在はリスクベースに基づいて実地調査を進めている。

まさに，隔世の感がある。PMDAが独立法人化され体

制が強化されたことにより，職員の質の向上を実感して

医薬品医療機器総合機構品質管理部長・
倉持憲路氏，審議役（品質管理担当）・
櫻井信豪氏に聞く

正規職員への転換を前提とした
在宅職員を募集
－バイオ医薬，原薬等の 
エキスパートに期待

▲櫻井信豪氏（左），倉持憲路氏（右）

INTERVIEW
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　近年，ICH Q８，Q９及びQ10の浸透に伴って，開発

段階から管理戦略を構築し，商業生産に展開する企業が

増えつつある。しかし，開発段階で得られた限定的な知

識と経験のみに基づく管理戦略は，長期的な安定生産を

実現するうえで不完全であるケースが想定される。一方，

従来の連続３ロット製造によるプロセスバリデーション

のみでは，恒常的な安定生産を保証することが困難であ

るとの考え方が広まってきており，商業生産における

Ongoing Process Verification（以下，OGV）という新た

な手法が提唱されている。

　本稿では，OGVの概要，及び管理戦略並びに技術移

転との関係性を紹介するとともに，商業生産において

OGVを実行するうえでの課題を抽出し，それらの解決

はじめに
策を踏まえた現実的な運営方法，並びに，医薬品規制調

和国際会議（以下，ICH）において検討中のガイドライン

「ICH Q12 医薬品のライフサイクルマネジメント」と

OGVの連携並びに連動の可能性について３回に分けて

紹介する。

　連載１回目の『OGVの概要と管理戦略及び技術移転

との関係性』では，プロセスバリデーションの新しい形

としてのOGVについて，各種ガイドラインやGMP活動

での位置づけを解説する。また，Quality by Design（以下，

QbD）の手法を用いて構築した管理戦略との連動や技術

移転において，OGVの活用イメージとその有用性につ

いても述べる。

連載１回目： OGVの概要と管理戦略及び技術移転との関係性
連載２回目： OGVの実行上の課題と現実的な運営
連載３回目：OGVとICH Q12の連携及び連動

第１回

OGV実行における“注意すべき”工程パラメータ及び
物質特性のモニター選定の判断基準を含む

マスタープラン及びマスタープランと製品品質の
照査との関連づけの検討

―運営上の役割・機能，プロトコール作成時期，判定基準と活用―

OGV（Ongoing Process Verification）の運営モデル

日本PDA製薬学会　技術教育委員会　非固形製剤分科会

テルモ株式会社1），株式会社大塚製薬工場2），国立医薬品食品衛生研究所3），ダッソー・システムズ株式会社4），参天製薬株式会社5）

浅川みちる1），菊地基哉2），檜山行雄3），臺場昭人4），坪井貴司5）

Michiru AsAkAwA1），MotoyA kikuchi2），yukio hiyAMA3），Akito DAibA4） tAkAshi tsuboi5）

Terumo Corporation1），Otsuka Pharmaceutical Factory, Inc.2），National Institute of Health Sciences3），
DASSAULT SYSTEMS4），Santen Pharmaceutical Co., Ltd.5）

PDA Japan Chapter, Technical Education Committee

Management model for Ongoing Process Verification -Role＆function, timing of protocol 
preparation decision criteria and it’s effective utilization on the management.

Consideration of master plan including determination criteria for monitor selection of 
material parameters and material characteristics to be noted in OGV execution and  

association between master plan and inspection of product quality.
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　医薬品の有効性や安全性を保証するうえで医薬品は製

造されて患者に投与されるまでの間，定められた品質が

維持されていることが不可欠であり，ある条件において

どのくらいの間，医薬品の品質が保たれているかを示す

科学的データが必要となる。新有効成分医薬品の承認申

請の際に必要な安定性試験に関する要件に関しては，日

本，欧州，米国の３極において国際調和ガイドラインと

して合意されている。日本薬局方は医薬品の規格試験法

を定めたものであるが，含量規格や類縁物質の規格を設

定する際に有効成分の経時的減少や類縁物質の経時的増

加を考慮した規格値を設定するにあたって，医薬品の安

定性試験の結果の知見が不可欠であり，日本薬局方の参

考情報として国際調和された医薬品の安定性試験の標準

的な実施方法を記述することは有用なことと考えられる。

第十七改正日本薬局方第一追補に新規収載された参考情

報「医薬品の安定性試験の実施方法」は，日本，欧州，

米国の３極において国際調和されたICH Q1AR2，ICH 

Q1B，およびICH Q1Dガイドラインに基づいて医薬品

の安定性試験の実施方法に関する記述を抽出し，まとめ

はじめに
たものであり，本稿においては安定性試験を実施するう

えでの留意点等について解説したい。

　本参考情報においては医薬品の安定性試験で行われる

苛酷試験，加速試験，長期保存試験の３つの試験の目的

が記されている。原薬の苛酷試験は，生成の可能性があ

る分解生成物を同定し，分解経路や医薬品本来の安定性

を明らかにするために行われるものであり，また，安定

性試験に用いる分析方法の開発およびその妥当性を評価

するのにも役立つものである。原薬においては温度，湿

度，酸素，pH，光などのさまざまな因子の影響につい

て検討することになる。製剤においては，苛酷条件の影

響を評価するために，光安定性試験を行うとともに，特

定の製剤 （例えば，定量吸入式製剤，クリーム剤，乳剤，

冷蔵保存の液剤など） については，製剤の特性に応じて，

特殊な試験を行う。

　長期保存試験の目的は，原薬のリテスト期間および製

剤の有効期間を設定するために行うものであり，定めら

１．�苛酷試験，長期保存試験，加速試験，中間的試験の目的と実施
条件について

第一追補 参考情報の改正のポイント（その２）
医薬品の安定性試験の実施方法について

第十七改正日本薬局方�第一追補・第二追補　解説

国立医薬品食品衛生研究所 薬品部 客員研究員

阿曽幸男
Yukio Aso

Division of Drugs, National Institute of Health Sciences

A Comment on the Supplement I and II to the Japanese Pharmacopoeia, 
Seventeenth Edition

Part 7: Comments and Points of the general information（2）
Conditions for Stability Testing of Pharmaceuticals

第７回
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　日本は，関係各国との間で，医薬品等製造所の査察結

果の相互受入を義務付ける国際約束である相互承認協定

（Mutual Recognition Agreement：MRA）を締結，また

は国際約束を構成しないが相互に査察結果報告書もしく

は証明書を発行すること等の協力についての覚書である

GMP調査等協力覚書（Memorandum of Understanding：

MOU）を交わしてきた。法的拘束力をもたないMOU締

結国は，輸入特例対象国として，オーストラリア，スイ

ス，スウェーデンおよびドイツであり，対象医薬品は原

薬，治験薬を含む医薬品全般である。

　MRAについては，当初，日・EC相互承認協定の枠組

み（15カ国）のなかで運用してきたが，2016年に厚生労働

省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課課長通知「相

互承認に関する日本国と欧州共同体との間の協定の運用

について」（薬生監麻発0426第３号，平成28年４月26日）

が発出されたことにより，EU加盟国すべて（28カ国）が

MRA対象国になった。MRA対象医薬品は，化学的医薬

品（chemical pharmaceuticals）で あ り， 原 薬（active 

pharmaceutical ingredient）， 免 疫 学 的 医 薬 品

（immunological medicinal product）および無菌医薬品

（sterile medicinal product）は，MRA対象外とした。

　しかし，2018年７月，厚生労働省医薬・生活衛生局監

視指導・麻薬対策課課長通知「相互承認に関する日本国

と欧州共同体との間の協定の運用についての一部改正に

ついて」（薬生監麻発0718第１号，平成30年７月18日）が

発出されたことにより，日欧MRAに基づくGMP相互承

１．日本とEUとのMRA/MOU
認対象医薬品は，原薬，無菌製剤，ワクチンなどの生物

学的医薬品にも拡大し，ほとんどの医薬品をカバーする

ことになった（表１）。

　日欧MRAに基づくGMP相互承認により，図１に示す

ように，日本の製薬企業で出荷試験に適合した医薬品に

ついては，EU圏の受け入れ国で同じ試験を繰り返すこ

表１　日欧MRAに基づくGMP相互承認対象医薬品

①　化学的医薬品 
　　原薬及び無菌製剤について，新たに対象医薬品とする。
②　生物学的医薬品※

　　 原薬および無菌製剤（ワクチン等）を含め，新たに対象医薬
品とする。ただし，適用されるGMPの同等性が再確認され
ていない以下のものを除く。 

　　ア　 不特定多数のドナーから採取されたヒト血液・組織・
細胞に由来する医薬品 

　　イ　トランスジェニック動物・植物に由来する医薬品
　※ 生物学的医薬品には，免疫学的製剤（immunologicals）及び

ワクチン類（vaccines）が含まれ，また，微生物，動物又は
植物に由来する医薬品のほか，我が国でいう「遺伝子組換
え技術応用医薬品」，「細胞培養技術応用医薬品」も含まれ
る。

輸入元
輸入ロット製品ごとに試験実施

市場出荷

医薬品製造所
出荷ロットごとに試験実施

重複

GMP査察

図１　MRA締結前

EUとのMRA締結
GMP査察を巡る最近の話題 第２回シリーズ

GMPテクニカルアドバイザー

佐々木次雄
Tsuguo sasaki

GMP Technical Advisor

Current topics over GMP inspection Part 2
Mutual Recognition Agreement （MRA） with the European Union（EU）
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