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　厚生労働省より待望の「医薬品の適正流通（GDP）ガ

イドライン」（以下，GDPガイドライン）が平成30年12

月28日 付 で 発 出 さ れ た1）。GDP（Good Distribution 

Practice）は医薬品の品質保証の要件の一つとして近年

大いに注目されており，わが国でもGDPガイドライン

が制定されたことは製薬業界のみならず，関連の業界も

含めて，大きなインパクトを与えることになろう。すで

に製薬企業各社では，このGDPガイドラインを見据え

てさまざまな対応が実施，あるいは検討されており，今

後のGDPに関する議論の高まりと製薬企業の取組みが

期待されるところである。

　こういう状況に対応して，筆者らはすでにGDPの概

要と展望について本誌上で解説しており2），さらにGDP

を巡る国内の動向とGDPの運用にあたって製薬企業に

求められる課題をこのGDPガイドラインのベースとなっ

たGDPガイドライン素案（後述）に基づき報告した3）。今

回はGDPガイドラインの要点と考えられる事項を解説し，

製薬企業としてなすべき方向性について筆者らの見解を

お示ししたいと考えている。先述の２つの報告も併せて

ご参照いただければ幸甚である。

　まず，GDPガイドライン発出の背景について説明する。

わが国は2014年７月にPIC/Sに加盟したが，これに連動

して同年６月に発効となったPIC/SのGDPガイドライン

（以下，PIC/S GDP）4）をどのように国内で施行し，運用

はじめに

１．GDPガイドラインについて

するかということが行政上の１つの課題となった5）。

　こうした行政の動きに応じて，厚生労働行政推進調査

事業「GMP，QMS及びGCTPのガイドラインの国際整

合化に関する研究」（研究代表者：医薬品医療機器総合

機構　櫻井信豪先生）の分担研究「医薬品流通にかかる

ガイドラインの国際整合性に関する研究」（分担研究者：

金沢大学　木村和子先生）研究班（以下，GDP研究班）が

2016年３月に発足し，筆者の一人（小山）も委員として参

画した。この研究班でPIC/S GDPをベースとして，わ

が国の法令や流通の業態を考慮した日本版のGDPガイ

ドラインの研究が始まった。

　その成果物として，2017年度に「日本版GDPガイド

ライン素案（H28年度版）」（以下，GDPガイドライン素案）

が作成され，厚生労働省に提出された6）。このGDPガイ

ドライン素案に準拠して，厚生労働省より公式にGDP

ガイドラインが発出されるに至った。

　なお，前報3）ではGDPガイドラインが未発出であった

ため，GDPガイドライン素案に基づいて考察を進めたが，

このGDPガイドラインではGDPガイドライン素案から

本質的な内容や章立て（目次），主な条項に特段の変更は

ないことから，GDPガイドライン素案はGDPガイドラ

インに読み替えていただくことで，読者の皆様のご検討

にご利用いただけるものと考えている。

　このGDPガイドラインは，医薬品の適正流通に関して，

卸売販売業者と製造販売業者（以下，卸売販売業者等）の

自主的な取り組みを促すために示すもので，いわゆる自

主基準と考えることができる。このため，GMP省令等

のような拘束力のあるものではなく，したがって業許可

取得や更新の要件ではない。この点について，あらかじ

め明確にしておきたい。

日本版GDPガイドラインの概要と要点，
製薬企業への今後の期待

GDP対応および流通・輸送の
品質確保に向けて
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　2014年に日本がPIC/Sに加盟して以降，PIC/S GDPガ

イドライン（日本語訳）1）をベースとした日本版GDPガイ

ドライン（医薬品の適正流通（GDP）ガイドライン2））の策

定準備が進められ，2018年12月28日に正式に発出された。

GDPは，医薬品の物流に関する適正流通基準として製

品に対する品質の完全性の確保を求めており，関連する

業務を行っている企業においては関心が高まっている。

GDPガイドラインの内容としては，偽造医薬品の混入

防止と医薬品の保管・輸送中の適正管理があげられ，偽

造医薬品の混入防止の部分においては，先行して規制が

確立されていた。一方，医薬品の保管・輸送中の適正管

理においては，品質の完全性の確保という観点から検討

が進められた。

　その中で最も重要となるのが医薬品の温度管理である。

適切な温度管理を行うためには，温度管理に使用する温

度計を正しく管理しなければならない。温度計の適正管

理をするには，定期的な校正を実施し，温度計が正しい

温度を計測できているかどうかを把握する必要がある。

しかし，温度計の適正管理については，医薬品流通に関

連する業務を行っている企業では対応状況がさまざまな

状態である。これまで医薬品流通の規制対象ではなかっ

た倉庫業者や運送業者への業務委託もGDPに関わって

くることになるため，異業種間での連携や契約の締結が

必要となってくる。

　日本品質保証機構（以下，略称JQA）では，ISO認証や

はじめに
電気製品・医療機器の認証試験など８分野の事業を行っ

ているが，その中で計量計測部門では，計測器の校正・

特定計量器の検定を行っている。

　計測器の校正は，ISO/IEC17025に基づき第三者機関

から認定された「認定校正」を中心にさまざまな計測器

について校正サービスを実施しており，国内最大規模の

校正機関として事業を行っている。そこで本稿では，適

切な温度管理を行う上で非常に重要な意味を持つことに

なる温度計の校正について，不確かさやトレーサビリティ

の確保など基本的な考え方から，校正結果に対する適合

性評価，国際的に通用する校正証明書の適切な利用と相

互承認まで，GDPに関連した温度管理に役立つ知識に

ついて，専門的事業者の立場から紹介する。

　従来，国内で医薬品の取扱い業務を行っている企業で

は，JGSP（医薬品卸業の実践規範）3）を参考に自主基準と

いうかたちで各社対応をとってきた。日本版GDPガイ

ドラインが発行された今後も，これまでの自主基準と大

きくかけ離れたものにはならない見込みではあるが，使

用する機器や保管・輸送に関する部分については，第３

章「施設及び機器」および第９章「輸送」において，よ

り具体的な要求があるため，追加で対応する必要がある。

　第３章では，医薬品を保管管理するにあたって必要と

なる機器について記載されている。3.1では，医薬品の

適切な保管および流通を保証することができるように適

1．医薬品の適正流通（GDP）ガイド
ラインで求められる温度測定

GDP対応を見据えた
温度計校正とトレーサビリティ確保

GDP対応および流通・輸送の
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　The International Air Transport Association（IATA-

国際航空運送協会）は，世界のエアラインの約290社が加

盟する業界団体で，航空輸送量のうち加盟エアラインの

占める割合は82％に上る。IATAは，航空業界のさまざ

まな分野の活動をサポートし，また航空業界が抱える課

題に対して業界方針の立案やガイドラインの策定などの

支援を行っている。医薬品輸送の分野では，航空業界の

ステークホルダーやレギュレーターとともに，Center 

o f  Exce l lence for  Independent Val idators  in 

Pharmaceutical Logistics（CEIV Pharma−医薬品航空輸

送認証プログラム）を作り上げた（図１）。この認証プロ

グラムは，各輸送業者，航空輸送サプライチェーン全体

に対して，正しい医薬品貨物ハンドリングへの道筋をつ

けるものである。

１．上昇傾向の業界展望と航空輸送の課題
　2018年には，バイオ医薬品およびバイオ関連の世界的

な売上高は1兆1,880億米ドルに達する見込みである1）。

　日本でも同様に海外との医薬品取引も堅調に推移して

いる。医薬品関連の輸出入はともにプラス成長を遂げ，

2017年の輸入額は２兆6,550億円，輸出額は5,590億円に

達した。また重量でも，2000年の輸出量28,383トンに対し，

IATAについて

CEIV Pharmaとは？

2017年の輸出量42,915トン，輸入量は53,389トンから17

年間で101,150トンにまで成長した（図２）。

　海外との医薬品輸送では，その価格の高さと時間的・

温度的な繊細さから航空輸送へのニーズは高い。事実，

医薬品貨物の航空輸送量は，一般貨物輸送量の成長率を

上回るスピードで増加している。グローバル規模では，

とくに医薬品の保冷貨物輸送量は2005年から2016年の間

の年平均成長率が5.3%となっている2）。

　しかし，どの医薬品の荷主企業や取扱業者も口をそろ

えて，「貨物トン数が大きくなるほど，物流上の課題も

1） Pharmaceutical Commerce, Biopharma Cold-Chain Market Forecast
2） Seabury Global Trade Database, Pharma Monthly Dataset

図１　CEIV PHARMAロゴ

図２　日本における医薬品輸出入重量
出典：財務省貿易統計　医薬品　概況品コード507

医薬品国際航空輸送の品質認証プログラム
“IATA CEIV Pharma”について

GDP対応および流通・輸送の
品質確保に向けて
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　今回から数回にわたり，長年医薬品工場を設計し建設

している弊社より「医薬品工場の設計とトレンド」と題

し，固形製剤，無菌製剤，原薬，バイオ，再生医療など

の工場設計に関しての考え方の基本から最新のトレンド

までを連載する形で紹介する。

　連載の後半には建築設計や空調設計，BIMを活用した

設計なども紹介する予定である。本連載第１回目では，

固形製剤工場の設計について紹介する。

　従来の固形製剤工場をあえて５つの特徴で紹介すると，

①まず原料から製品に至るまで粉粒体を扱う工場である

ため生産時に粉じんを伴う，②同じ工場内で多品種生産

することが多く，③それぞれの品種からの粉じんによる

交叉汚染防止のために各工程を部屋に仕切って封じ込め

るようにしている，④均一性保証の容易性からバッチ工

程が多く，ワンルーム（室）・ワンマシン（工程）となって

おり，⑤その工程（室）間の中間品は容器による移送・保

管が行われる。

　要約すると複数の部屋間を容器が動き回って，粉粒体

からの粉じんを封じ込めながら生産しているのが固形製

剤工場の姿である。このため，生産の種類・量により容

器のタイプと動かし方が変わり，そこに何を選択するか

がその工場の生産性ならびに作業性を左右する重要なポ

イントとなる。

　本稿では容器とその動かし方に焦点を当て固形製剤工

場の過去から現在に至る動向と今後のトレンドについて

はじめに
考え，その一つとして新しい工場の形を紹介する。

（1）FA工場の登場
　1970年代に日本でもGMPに合致する努力がはじめられ，

1980年に厚生省令として交付されるに至ってさらなる品

質と生産性のため工場を自動（Factory Automation：

FA）化する動きが加速した。固形製剤工場にあっては生

産機械の進歩もさることながら，付加価値を生まない搬

送・保管工程を自動化することで生産性向上と間違い防

止を実現してきた。

　固形製剤工場の形態は生産設備への粉粒体（原料）の投

入方法により，図１のような３方式に分けられる。従来

の固形製剤工場は人手で容器を搬送し，工程室内で持ち

上げて設備に供給する水平方式と呼ばれる工場形態で

あったため，自動化はこの形に当てはめるよう無人搬送

車（Auto Guided Vehicle：AGV）がまず適用され，容器

はそれまでに使用していた底弁のない容器（蓋付きの小

型容器）を使用していた。水平方式には別名があり，容

器がジャンプするように水平移動をすることからカンガ

ルー方式とも呼ばれている。

　その後ブロックバスター品が登場するに至って生産性

向上のためロットサイズ拡大の動きが加速し，容器もそ

れに伴い大型化した。１，２品種を大量に製造する工場

（少品種大量工場）にあっては究極の合理化として工程間

を空気輸送でつなぐ工程単位連続方式（開発者の命名で

パールチェーン方式）という工場が出現する。工程室間

１．固形製剤工場の推移

固形製剤工場の設計〜新しい工場の形〜

第１回医薬品工場の設計とトレンド

日揮株式会社
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Masatsugu Ido
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　ICH Q8ガイドライン（「製剤開発に関するガイドライ

ン」，薬食審査発第0901001号，平成18年９月１日）が施

行されてから10年以上経過する現在において，Quality 

by Design（以下，QbD）という用語は医薬品業界におい

て浸透し，その関連する用語集は日本薬局方参考情報に

採用される状況にまで至っている。一方，Qカルテット

ガイドライン（ICH Q8，Q9，Q10 & Q11）に記載されて

いるさまざまな用語（「QbD」，「デザインスペース」，「管

理戦略」，「品質リスクマネジメント」，「リアルタイムリ

リース試験」等）は，用語としては理解されているものの，

その取り組みあるいは実践方法等についてはいまだに多

くの議論等がなされており，医薬品の製剤開発あるいは

商業生産部門の担当者はQbD（Qカルテット）に基づく製

品のよりよい品質保証に試行錯誤している。このような

現状を鑑み，今回今一度QbD，Qカルテットのガイドラ

インが意図する基本的な概念を振り返り，“今さら聞け

ない「QbDって何？」”と題した内容を筆者の経験に基

づき，いくつかの事例を交えて数回にわたり紹介する。

　また，本稿ではCMC（Chemistry，Manufacturing and 

Controls）に関する国内の薬事規制，あるいは現在ICH

（International Council for Harmonisation of Technical 

Requirements for Pharmaceuticals for Human Use，医

はじめに
薬品規制調和国際会議）の場で議論されているICH Q12

（「医薬品のライフサイクルマネジメント」に関するガイ

ドライン）及びQ13（連続生産）についても簡単に紹介す

る予定である。

　なお，本稿は2018年12月現在の情報に基づき執筆して

いるので，その後の新たな情報については，最新の通知

等をご参考いただきたい。また，QbDに関連した多く

の書籍等もすでに刊行されているので併せてご参考いた

だきたい。

　ここ数年，医薬品開発は急激な勢いでグローバル化が

進んでおり，ICHガイドラインの実装に伴い臨床データ

はすでに三極での承認申請に数多く利用されている。

CMC（品質）の分野においても同様にグローバル化が進

んでおり，特にICHガイドラインが調和されて以降，活

発にCMCデータの三極での利用が進められている。

　ICHは1990年に三極の行政（日本：MHLW，米国：

FDA，EU：EMA）及び業界団体（日本：JPMA，米国：

PhRMA，EU：EFPIA）により組織され，これまで新薬

審査に関する数多くのガイドラインの国際調和が進めら

れてきた。特に画期的であったのは，2000年11月に

CTD（Common Technical Document，国際共通化資料）

１．�医薬品の品質を取り巻く環境と
ICH-Q（品質）ガイドライン

「QbDって何？」今さら聞けない

第１回

医薬品品質保証のパラダイムシフト

グラクソ・スミスクライン株式会社
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