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製剤と粒子設計

特集 製剤設計に貢献する新規素材

総論（解説）
製剤設計に貢献する最近の素材とレギュレーション
Recent materials and regulation contributing to the designs of pharmaceutical preparations
一般社団法人日本医薬品添加剤協会

徳永裕司

Hiroshi Tokunaga
International Pharmaceutical Excipients Council Japan
年９月12，13日に，米国メリーランド州ロックビルで開

はじめに

催されたPDGにおいて，
『一般試験法では「導電率測定
法」が新規調和合意署名され，医薬品添加物では，
「結

第十七改正日本薬局方の製剤総則の［１］製剤通則の

晶セルロース」
，
「ヒプロメロース」
，
「メチルセルロース」
，

「６」には，医薬品添加剤に関して，
「添加剤は，製剤に

および「無水リン酸水素カルシウム」の４項目の改正各

含まれる有効成分以外の物質で，有効成分及び製剤の有

2）
条が合意署名に至った』
と報告されている。また，そ

用性を高める，製剤化を容易にする，品質の安定化を図

の会議において，
「三薬局方は，三局間調和活動の体制

る，又は使用性を向上させるなどの目的で用いられる．

に関する以下の事項を含む意義のある変更に合意した」

製剤には，必要に応じて，適切な添加剤を加えることが

とされ，その内容は，
「１．三薬局方の調和作業におけ

できる．ただし，用いる添加剤はその製剤の投与量にお

る複雑な部分の合理化および縮小化のために２つの作業

いて薬理作用を示さず，無害でなければならない．また，

工程を削減」
，
「２．特定の項目の懸案事項を解決すべく，

添加剤は有効成分の治療効果を妨げるものであってはな

専門的レベルでより効率良く検討を進めるために会議の

らない．
」 と規定されている。

開催方法を変更」および「３．調和作業における戦略的

1）

最近の医薬品添加剤に関するレギュレーションの動き

方向性の策定に焦点を絞った年２回の会議開催の維持」

，

がうたわれている。さらに，国際医薬品添加剤協会
（IPEC

「２．国内での医薬品添加物規格の動き」 および「３．

Federation）との会合として，
『PDGとIPEC Federation

医薬品添加剤の持つ特異的な物理化学的特性（欧州薬局

との会合が2017年９月13日に開催された。
「元素不純物

方 に お け るFunctionality Related Characteristic，RC，

試験法」をはじめ，
「エチルセルロース」
，
「ヒドロキシ

6）
機能性関連特性）
」
について簡単に説明する。

エチルセルロース」
，
「ポリエチレングリコール」
，
「ポビ

として，
「１．医薬品添加物の国際調和関係の動き」

2〜4）

5）

ドン」
，
「アルファー化デンプン」
，
「二酸化ケイ素」およ

１．日 米欧三薬局方検討会議におけ
る医薬品添加物の各条の調和に
ついて

び「微粒子二酸化ケイ素」の各条といった事項について
議論された』と報告されている。また，2018年４月11日，
PDG第１回テレビ会議が開催された3）。2017年９月の対
面会合後，一般試験法「Q-09 注射剤の不溶性微粒子試

医薬品添加剤は，全世界で多くの医薬品に原薬と一緒

験法」および医薬品添加物「E-62 注射用水
（容器入り）
」

に処方され，医薬品添加剤の流通は国際的である。現在，

の２項目に関する専門家電話会議が開催され，日米欧の

日 米 欧 三 薬 局 方 検 討 会 議（PDG：Pharmacopoeial

専門家による意見交換が行われた。このPDGテレビ会

Discussion Group）検討中の各条（専ら，医薬品添加物）

議では，上記２項目の担当薬局方から，専門家電話会議

は62品目に上り，三薬局方間で一度調和合意された各条

における懸念事項解決に向けての成果および前回会合以

は37品目となっている。一度合意された品目であっても

降の進展について報告された。三薬局方は，前回会合に

改正要望が出され，改正の途上にある品目もある。2017

引き続き，調和作業項目の戦略的な見直しを行っており，
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第十七改正日本薬局方 第一追補・第二追補
第８回（最終回）

解説

今後の課題と動向

～国際調和に焦点を当てて～
A Comment on the Supplement I and II to the Japanese Pharmacopoeia,
Seventeenth Edition
Part 8: Challenges in International Harmonization of Pharmacopoeias
国立医薬品食品衛生研究所 所長

奥田晴宏

Haruhiro Okuda
Director General, National Institute of Health Sciences

るいは出荷ごとに再試験が必要になること，場合によっ

はじめに

ては当該原材料の使用が不可能となることもありうる。
円滑な医薬品流通や原材料のサプライチェーンの維持の

薬局方に記載された事項は，それぞれの国あるいは地
域で使用される医薬品
（原薬および製剤）
や医薬品添加物
の最も重要な品質要求事項である。WHOの報告によると，

ために各国の薬局方の調和が強く期待されているゆえん
である。
薬 局 方 の 調 和 は 現 在 で は 主 にPharmacopoeial

世界各国には65の薬局方委員会
（事務局）
が存在し，51の

Discussion Group（PDG，日米欧三薬局方検討会議）と

薬局方が知られている（欧州薬局方など地域薬局方４，

International Meeting of World Pharmacopoeias（世界

WHO作成のInternational Pharmacopoeia 1を含む） 。

薬局方会議）で取り組まれている。本稿ではこの２つの

1）

一方，現在では医薬品のサプライチェーンは世界規模

薬局方調和活動を紹介し，課題を議論する。

に拡大し，日常的に世界各地域から原薬や添加物が供給
され，製剤化され世界市場に出荷されている。例えばわ
が国においても，海外製造原薬（MFまたは承認書記載

１．Pharmacopoeial
Discussion Group

のすべての工程が海外で実施される原薬）が使用される
割合は後発品では45.0％，長期収載医薬品では50.3%に

PDGは1989年に設立され，日米欧の３薬局方間の調

達していること，さらに製剤に関しても製造の一部また

和活動を行っている。2016年までは年２回，持ち回りで

はすべてを海外に依存するケースが後発品および長期収

対面会合を開催，2017年以降は年１回の対面会合と年１

載品に関して5.0%および13.1%存在することが報告され

回のビデオ会議を実施している。調和対象は試験法と医

ている 。これは日本に限られたことではなく，欧州市

薬品添加物各条であり，2018年10月に開催されたストラ

場用の医薬品生産に用いられる原薬の80％はインドや中

スブール会合終了時点でまでに74（試験法28／31項目，

国に由来するといわれている3）。

添加物46／60項目）の調和を終えた。個別項目の調和の

2）

このように医薬品流通のグローバル化が進行している
現在，各国の薬局方の要求事項が異なると，受け入れあ

進捗状況に関してはPMDAのホームページに掲載され
ているので参照されたい4）。
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OGV
（Ongoing Process Verification）の運営モデル
―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
第２回

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

2）

3）

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 Corporation 1），Otsuka Pharmaceutical Factory, Inc. 2），National Institute of Health Sciences 3），
DASSAULT SYSTEMS 4），Santen Pharmaceutical Co., Ltd. 5）
PDA Japan Chapter, Technical Education Committee

策を踏まえた現実的な運営方法，並びに，医薬品規制調

はじめに

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

近年，ICH Q8，Q9及びQ10の浸透に伴って，開発段

OGVの連携並びに連動の可能性について３回に分けて

階から管理戦略を構築し，商業生産に展開する企業が増

紹介する。

えつつある。しかし，開発段階で得られた限定的な知識

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

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

連載１回目の『OGVの概要と管理戦略及び技術移転

のみでは，恒常的な安定生産を保証することが困難であ

との関係性』では，OGVの概要と管理戦略及び技術移

るとの考え方が広まってきており，商業生産における

転との関係について述べた。OGVは各種ガイドライン

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

で同じ概念が述べられながら，用語の不統一から，ガイ

な手法が提唱されている。

ドラインを活用する側で誤認識される可能性があり，正

本稿では，OGVの概要，及び管理戦略並びに技術移

しい理解の下でOGVの検討を開始する必要がある。さ

転との関係性を紹介するとともに，商業生産において

ら に，OGVを 取 り 入 れ る こ と で，Quality by Design

OGVを実行するうえでの課題を抽出し，それらの解決

（QbD）により系統的な知識管理の成果として得られた
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シリーズ GMP査察を巡る最近の話題 第３回

リスクベースに基づく
GMP査察施設の選択
Current topics over GMP inspection Part 3
Risk-based site selection for routine GMP inspection
GMPテクニカルアドバイザー

佐々木次雄
Tsuguo Sasaki

GMP Technical Advisor

API 製造
バルク製造
包装・表示
QC試験
QP/AP 出荷証明書
保管と物流

はじめに
製薬業界のグローバル化が進み，原薬，添加剤，資材
等の輸入のみならず製造工程の一部を海外に委託するこ
とが一般化しつつある
（図１）
。グローバルに生産される
医薬品の品質と安全性を確保するためには，医薬品製造

図１

サプライチェーンのグローバル化と複雑性

のライフサイクルを通じて，さまざまな段階で多様な努
力 が 必 要 で あ る。FDAは， 医 薬 品 製 造 監 視 査 察
（Surveillance Inspection）が進化し続ける状況に対応し，
消費者が継続的に安全で効果的な医薬品を確実に受けら
れるように，また査察資源を効果的に利用するために，

１．CDERのリスクベースに基づい
たサイト選択モデル

（MAPP 5014.1）

さまざまな措置を講じる必要が生じた。その一つとして，
リスクベースに基づく海外製造所の査察順位付けに関す

略号の定義

るマニュアル（MAPP：MANUAL OF POLICIES AND

ORA：規制業務部
（Office of Regulatory Affairs）

PROCEDURES）を発行したので，本マニュアルを紹介

OS：サーベイランス課（Office of Surveillance）
，CDER

する。本マニュアルは，2018年９月26日より有効である。

の 医 薬 品 品 質 部（OPQ：Office of Pharmaceutical

なお，筆者が強調したい箇所に下線を引いた。

Quality）
に所属。

【訳注】本マニュアルでは医薬品等の製造施設をサイト

SAP：サ ーベイランスアクションプラン（Surveillance

（sites）
と称している。日本では，医薬品等の製造業とし

Action Plan）
，サーベイランス課が作成するSSIL

ては，医薬品製造所の他に，包装，表示または保管のみ
を行う製造所，外部の試験・検査受託機関も含まれる。

を含む四半期ごとの進捗報告書。
SSIL：サ イ ト 監 視 査 察 リ ス ト（Site Surveillance

米国には，大きな調剤薬局が多数存在するが，それらも

Inspection List）
，SSMからの監視査察実施優先

サイトに含まれる。そのため，
“サイト”とはこれらを

サ イ ト の 出 力 リ ス ト で あ り， ヒ ト 用 医 薬 品

含むGMP査察対象施設の総称ととらえていただきたい。

CGMP遵守プログラム7356.002の定期的監視の一
部として査察のために選択される。
SSM：サ イト選択モデル（Site Selection Model）
，定期
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