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　化学的合成による原薬においては，「原薬出発物質」

（以下，出発物質）を工程に導入する段階から原薬GMP

が適用される1）。そのため，原料，中間体のうちどの化

合物が出発物質として承認されるかは極めて重要な問題

である。特に，選定した出発物質が申請時に認められず，

さらに上流の化合物にさかのぼるようなことになれば，

実生産バリデーションのやり直しや，最悪の場合には予

定していた供給業者がGMP対応できないことにより使

用できなくなることも考えられる。また，申請した国・

地域により，出発物質が異なるようなことになれば，当

該原薬の製造管理および品質管理に対しても深刻な影響

を及ぼす可能性がある。そのため，ICH Q11 原薬の開

発と製造ガイドライン2）（以下，Q11）に示された出発物

質選定の一般原則を正しく理解して出発物質を選定し，

申請するすべての国においてそのまま承認されうる申請

資料を準備することは，企業にとっては極めて重大な課

題である。

　規制当局と企業との間のみならず日・米・EUの地域

間においても，Q11の一般原則を個別の事例に適用する

際に差異が存在するため，理解や解釈に差が生じないよ

うに「原薬の開発と製造（化学薬品及びバイオテクノロ

ジー応用医薬品／生物起源由来医薬品）」に関する質疑

応答集（Q&A）について3）」（以下，Q&Aと略す）が作成

され，平成30年９月14日付け事務連絡として発出された。

また，当該Q&Aへの理解を促進するための教育用資材

として「Training Material4）」（英語版のみ）が作成され，

ICHのウェブサイトに掲載されている。

　本稿では，Q&AおよびTraining Materialの全体構成

はじめに
について俯瞰するとともに，これらの内容を補足する目

的でサクラミル原薬S2モック5）のCP-8の事例を用いて，

出発物質の選定について企業の観点から考察する。

　Q&AおよびTraining Materialの内容を確認する前に，

出発物質選定の一般原則について再確認する。Q11の「5. 

出発物質及び生物起源原材料の選定」において出発物質

選定の一般原則として以下の６項目が示されている。

１．出発物質の選定原則

① 一般的に，製造工程の開始付近で生ずる物質特性や

操作条件の変更は，原薬の品質に影響を及ぼす可能

性が低い。

② 不純物が工程中でどのように生成し，各製造工程を

変更した場合に不純物の生成，挙動及び除去に対し

てどのような影響を及ぼすのか，また提案された管

理戦略がなぜ原薬の製造工程に適切であるのかを，

規制当局が理解できるように，原薬の製造工程を承

認申請添付資料に十分に記述する必要がある。通常，

これは複数の化学変換工程の説明を含む。

③ 原薬の不純物プロファイルに影響を及ぼす製造工程

は，承認申請添付資料に記述される製造工程

（3.2.S.2.2）に含める必要がある。

④ 枝分かれした合成ルートを収斂して原薬を合成する

場合には，各分岐したルートにおける製造は１つあ

るいは複数の出発物質から開始される。

⑤ 出発物質は，化学的特性及び構造が明確にされてい

る物質である必要がある。通常，単離出来ない中間

体は適切な出発物質とはみなされない。

⑥ 出発物質は，原薬の構造中の重要な構成部分となる。

ICH Q11 Q&A（質疑応答集）について

大塚製薬株式会社

長谷川　隆
Takashi hasegawa

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

Commentary on ICH Q11 Q&As - Industrial Perspective -
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　バイオ医薬品は，低分子医薬品では達成できない薬理

作用を有するタンパク質などの生体高分子を有効成分と

して活用した医薬品であり，その標的特異性や生体適合

性から高薬効・低副作用が期待されている。バイオ医薬

品は，現在も世界中で開発競争が展開されており，全世

界で7,000を超えるバイオ医薬品が開発され，その多く

が画期的新薬となる可能性を秘めているともいわれてい

る1）。また，全世界における医薬品売上上位品目にバイ

オ医薬品が占める割合も大きくなっている2, 3）。

　一方，低分子医薬品と比較してバイオ医薬品の有効成

分であるタンパク質は，その構造の複雑さから製造プロ

セスや外部環境ストレス（例えば，熱，光，高／低pHへ

の曝露，振動に伴う気液界面との接触，撹拌によるせん

断，プラスチック部材などの疎水表面との接触，金属イ

オンやフリーラジカルなどの化学反応を惹起する物質の

混入）による影響を受けやすく，有効性・安全性が期待

できる適切な品質を保持した状態でベッドサイドにまで

届けることが難しい4）。

　医薬品添加剤はバイオ医薬品の重要品質特性（Critical 

Quality Attribute；CQA）のうち，特に製剤の保存に伴っ

て変化する可能性があるCQAの制御を主な目的として

配合されており，処方設計によるバイオ医薬品の品質制

御において中心的な役割を果たしている。さまざまな機

能を有する医薬品添加剤を適切に組み合わせて処方（pH

や医薬品添加剤の種類および配合量の組み合わせ）を設

はじめに
計することにより，保存期間を通じてバイオ医薬品の

CQAが制御される。しかし，医薬品添加剤由来の不純

物が逆にタンパク質の安定性を損なうこともあり，医薬

品添加剤の品質がバイオ医薬品の品質に悪影響を与える

潜在リスクを理解し，これを最小化する必要がある。

　本稿では，品質制御の観点から，バイオ医薬品製造に

おいて必要不可欠となっている医薬品添加剤について，

その品質がバイオ医薬品の品質に与える潜在リスクを踏

まえながら，求められる医薬品添加剤の品質について述

べる。

　バイオ医薬品の品質制御における医薬品添加剤の役割

について述べる前に，本項ではバイオ医薬品のCQAお

よびその制御の全体像についてまず概説する。医薬品の

製造プロセスは有効成分である原薬の製造，原薬を含む

最終製品である製剤の製造からなるが，バイオ医薬品の

製造プロセスは単一な化合物である原薬粉末などから医

薬品添加剤を添加して製剤化される低分子医薬品とは異

なる。多くのバイオ医薬品は有効成分を含む溶液として

原薬を製造し，その原薬に種々の医薬品添加剤を加えて

適切な処方に調液した後，無菌化・充填することで製剤

化する（図１）。

　図２にバイオ医薬品のCQAの例を示す5）。CQAは，

最終製品たる製剤が目標製品品質プロファイル（Quality 

Target Product Profile；QTPP）に設定されている製品

１．�バイオ医薬品の重要品質特性と
その制御

バイオ医薬品製造において
求められる医薬品添加剤の品質

協和発酵キリン株式会社 生産本部 バイオ生産技術研究所 製剤グループ

小林範幸
Noriyuki kobayashi

Bio Process Research and Development Laboratories, Production Division, Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd.

Quality Requirements for Pharmaceutical Excipients in Manufacturing of 
Biopharmaceutical Products
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　2018年７月，基準値を超える発がん性物質の原薬への

混入がEUの製薬会社の医薬品において検出され，EMA

はこの原薬を用いた医薬品の回収を指示するという重大

な事案が発生した。筆者は，本件の発端は変更管理の不

備によるものと考えている。そこで，本事案の経過や情

報をまとめ，FDA・EMAが期待する変更管理について

考えてみたい。なお，本稿は周辺情報を整理したうえで

の筆者個人の考えに基づくものである点にご留意いただ

きたい。

　EMAは2018年７月５日に原薬バルサルタンを含む医

薬品の回収を指示している1）。

１．バルサルタン回収の発端

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co.,Ltd.（以下“ZHP

社”）で製造された原薬にN-ニトロソジメチルアミン

（NDMA）が閾値を超えて検出されたため，当該原薬

を使用している製剤の，EU全域での回収を指示した。

都内の医薬品製造販売業者から高血圧症治療薬バルサ

ルタン錠20mg「AA」，同40mg 「AA」，同80mg「AA」

及び同160mg「AA」を自主回収する旨，医薬品，医

療機器等の 品質，有効性及び安全性の確保等に関す

る法律（以下「医薬品医療機器等法」という。）に基づ

く報告がありましたのでお知らせします。

　日本においても，2018年７月６日に，バルサルタンを

含む医薬品の自主回収の公示が発出されている3）。

　EUにとどまらず，米国FDAは2018年７月13日に当該

製造所の原薬を含む医薬品の回収を指示している。

FDAは2018年9月28日付で，当該原薬製造工場をImport 

alertのリストに入れている2）。

・ ZHP社で製造された原薬を使用している製剤に関

して，３社，５種の医薬品を回収することを2018年

７月13日に公表している。

　これらの回収は，同一の製造所の原薬を用いていたこ

とに起因することとなった。さらに当該原薬を製造して

いるZHP社は，バルサルタン原薬の全世界の需要の多く

を供給していたため，このような世界規模の同時回収が

起きた。

　このためFDAは緊急査察として，2018年７月23日～

８月30日，当該原薬製造所を査察して不備を検出した。

だ が， 当 該 製 造 所 のFDAの#483で の 指 摘 に 対 す る

CAPA・ 回 答 に 不 備 が あ っ た た め，11月 にWarning 

letter（WL）を発出した。

　またEMAは，2018年９月13日にZHP社の原薬品質に

関して査察し，不備が観察されたため10月12日付で

GMP non-compliance製造所に指定した。

　ZHP社が製造したバルサルタン原薬を用いて製造され

た医薬品に，N-ニトロソジメチルアミン（NDMA）が検

２．不純物混入の背景

バルサルタン不純物問題の原因と対策の考察
～変更管理の不備という側面～

GＭPコンサルタント

古澤久仁彦
KunihiKo Furuzawa

GMP Consultant

Consideration of cause and countermeasure of valsartan impurity problem
―Aspect of change management inadequacy―
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　約80社の製薬企業が集まる富山県。薬事工業生産動態

統計調査によると，富山県は2015年，2016年と２年連続

で都道府県別医薬品生産金額の１位に輝いた。2005年の

生産額は全国８位と目立たなかったが，時流に合わせた

戦略が功を奏し，10年間で生産額を2,636億円から7,325

億円へと大きく伸ばした。この成長は，多くの製薬企業

が集積した土地柄だけでなく，地域で連携することによっ

てさらに大きな力を生み出した結果であった。

　2018年10月，「『くすりのシリコンバレーTOYAMA』

創造計画」（以下，コンソーシアム）が「地域における大

学振興・若者雇用創出事業に関する計画」として認定さ

れた。これにともない，富山県の地域としての取り組み

がさらに強化されるとみられる。本計画では認定の10年

後となる2028年までに医薬品生産額１兆円達成を目標の

１つに掲げている。

　富山の強みは生産額だけではない。規制当局の拠点の

１つとして重要な役割を担い始めている。2016年に

PMDA北陸支部が開設され，支部内にアジア医薬品・

医療機器トレーニングセンター研修所が設置された。こ

こではアジア主要国に赴いた研修を含め，アジアの規制

当局から要望のある分野や審査・査察等の能力に応じた

トレーニング機会を提供している。このようにアジア全

体の保健衛生の確保に貢献するとともに，日本の薬事規

制等をアジアの規制当局に積極的に発信して理解を促進

する。さらに，海外の薬事行政官を対象としたJICAの

研修プログラムの一部も富山で行う。このような実績が

評価され，2019年11月には日本初のPIC/S総会が富山で

開催されることが決定した。

　富山県の医薬品生産額が大幅に増加したきっかけとし

て，ジェネリック医薬品の使用促進と，2005年の薬事法

１兆円産業を目指す

地域の強みと時流に合わせた戦略

改正による医薬品製造全面委託解禁の２つがあげられる。

いずれも国の方針や医薬品製造の潮流であるが，同県の

強みを組み合わせた戦略的な産業促進が成功を導いた。

　現在につながる大きな動きとしては，2009年に設置さ

れた産学官からなる富山県医薬品産業活性化懇話会があ

る。富山県および県薬業界が取るべき施策展開などの方

向性を検討した本懇話会で示された具体的な戦略に沿っ

て，各種取り組みがなされてきた。2013年に再度，同懇

話会が開催され，①製造技術力等の強化と関連産業等と

の連携，②情報発信と企業立地しやすい環境づくり，③

国際化の推進，④人材の確保・育成―を４つの柱として，

現在もこの方針をもとに取り組みが進められている（図１）。

　富山県の医薬品産業は伝統的な配置薬から，OTC，

新薬，後発品まで幅広い。そして，製法や剤形に強みを

もち，貼付剤や軟膏といった特殊な剤形で高い技術力を

もつ企業が多い。県はこういった特長を活かすために，

各企業の研究開発について初期投資のかかるものなどを

支援している（図２）。

　また，これらの企業の多くが加盟する富山県薬業連合

会（薬連）では委員会活動などを通して技術の向上や富山

の医薬品産業の活性化を行っている。例えば，合同の新

人研修会や展示会への共同出展，受託製造推進等事業や，

無菌や連続生産といったテーマを絞った製造や品質管理

のレベルアップを図る事業を実施している。

　このようにして製薬企業同士がお互いを高め合いなが

ら，親交を深めて情報交換を行う関係ができている。ま

た，加盟社には周辺産業や銀行なども名を連ね，その数

は140社にのぼる。

　地域としての取り組みだからこそできることとして，

スイス バーゼル地域との連携交流がある。バーゼルは

ノバルティスやロシュといった大手製薬企業や研究所が

集積する世界の薬都である。2006年に交流がスタートし，

2009年に医薬品分野等の交流協定・宣言が締結され，現

世界とつながる地域連携

「くすりの富山」から「薬都とやま」へ

富山特集❶

編集部
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　第十七改正日本薬局方（17局）の生薬関連の改正におけ

る最大のトピックスは，生薬カンゾウのグリチルリチン

酸（GL）定量法およびその規格値の改正であった。改正

前のHPLC定量法では，グリチルリチン酸とそのジアス

テレオマーのガラクツロ型グリチルリチン酸（ガラクツ

ロ型GL）（図１）を１つのピークにまとめて定量していた

が（図２），改正法では移動相を変更し，GLとガラクツ

ロ型GLをクロマト上で明確に分離し，GLだけを定量す

はじめに

ることとなった（図３）。カンゾウは漢方処方の約７割に

配合される極めて重要な生薬であり，その定量法と定量

規格値の改正の影響は大きいため，慎重に検討された。

　17局において，カンゾウに加えて，カンゾウ末および

シャカンゾウが改正され，カンゾウエキス，カンゾウ粗

エキス，および24品目のカンゾウ配合漢方処方エキスは，

2017年12月施行の第十七改正日本薬局方第一追補（17局

第一追補）において一斉に改正された。

　本稿では，日本薬局方原案検討委員会生薬等A委員

会・生薬等B委員会（生薬等委員会）での検討内容を基礎

として，17局第一追補におけるカンゾウ関連の改正内容

グリチルリチン酸
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図１　�グリチルリチン酸およびガラクツロ型グリチルリチン酸の
化学構造

［岡田敏史，北島文，谷本剛，佐竹元吉，「国立衛生試験所グリチ
ルリチン酸標準品（Control 941）」，衛生試験所報告第113号（1995）
より］

グリチルリチン酸
グリチルリチン酸

a）標準溶液 b）試料溶液

図２　�第16改正日本薬局方に規定されたカンゾウのグリチルリチ
ン酸定量法におけるHPLCクロマトグラムの一例
測定条件：測定波長（254nm），カラム温度（20℃），流量（1.0mL/min），
注入量（20μL），移動相（薄めた酢酸（31）（1→15）/アセトニトリル
混液（3：2））

［a）グリチルリチン酸標準溶液のクロマトグラム，b）カンゾウ試
料溶液のクロマトグラム，クロマトグラムは日本漢方生薬製剤協
会技術委員会試験法部会の提供］

医薬品各条
生薬関連の改正のポイント

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 生薬部

袴塚高志
Takashi hakamaTsuka

Division of Pharmacognosy, Phytochemistry and Narcotics, National Institute of Health Sciences （NIHS）

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

Points of Revision on Monographs and Relevant Issues in the Field of Crude Drugs
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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，前回より“今さら聞けない「QbDって何？」”

と題した内容で執筆を開始した。

　第２回目の本稿では，QbDを本格的に理解するにあ

たり，国内のCMCの薬事規制である「承認申請書の記

載事項に関する指針について」（薬食審査発第0210001号，

平成17年２月10日）をまず理解しておく必要があること

からその内容を紹介する。

はじめに

　2006年９月の「製剤開発に関するガイドライン」（ICH 

Q8）が施行される以前に，国内においては2005年４月１

日付で薬事法（現薬機法）が大幅に改正されるとともに，

それに先駆け2005年２月10日に当局より「承認申請書の

記載事項に関する指針について」が通知された。

　「承認申請書の記載事項に関する指針について」の通

知に基づき，新医薬品の製造販売承認申請書の製造方法

の記載にあたっては，各工程パラメータなどは，届出事

項と一変事項に切り分けて記載することが要求されるこ

ととなった。すなわち国内では医薬品の製造販売におい

て，承認書を用いた変更管理システムが採用されること

になり，承認申請時に提出する製造販売承認申請書は，

当該製品が承認されると承認書となり，市販される製剤

は，承認書の内容に基づいて製造・出荷し，変更管理す

ることが必要となったため，承認申請書は極めて重要な

文書となった。また，製造販売承認申請書には，CMC

に係る情報として，当該製品の原薬の一般的名称や製剤

の販売名，成分及び分量又は本質（処方），製造方法，貯

蔵方法及び有効期間，規格及び試験方法，製造販売する

品目の製造所などを記載することが求められている。し

たがって，QbD手法（QbDアプローチ）を適用した原薬

及び製剤の承認申請書の製造方法欄の記載にあたっても，

１．改正薬事法と承認申請書

「QbDって何？」今さら聞けない

第２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

岡崎公哉
Kimiya OKazaKi

GlaxoSmithKline K.K.

“What is QbD?”, we’ve no longer asked…
–Paradigm Shift of Quality Assurance in New Drugs–

Part 2
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