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　2019年２月26日に「Quality Considerations for 

Continuous Manufacturing（連続生産に関する品質上の

留意事項）」と題するドラフトガイダンス1）が米国FDA

のウェブサイトに公開された。

　これまで，連続生産に関する規制当局からの発出文書

はそれほど多くなく，例えば，①医薬品の連続生産を導

入する際の考え方について（暫定案）（PMDA，平成30年

３月30日）2），②ICH Q13 原薬および製剤の連続生産（た

だし，現時点ではコンセプトペーパー3）のみ）の２つの

みであり，その他に参考にできる文書としては，③

ASTM E2968-14 製薬産業における連続生産の適用に関

す る 標 準 ガ イ ド4）， ④ISCMPのRegulatory White 

Paper5），⑤C-SOPSの医薬品製造における固形製剤の連

続生産の実装と開発のための最新の推奨事項6） 等がある。

このうち①と②は規制側の連続生産に関する要求の重要

事項あるいは概要のみを示したもので，詳細なものでは

なかった。また③～⑤はかなり詳細な留意事項が記述さ

れているものの，産官学が共同して作成したもので，規

制当局からの正式発出文書ではない。

　今回，連続生産に関する規制側の詳細な考え方が成文

という形で初めて明らかになったので，そのポイントを

解説してみたい。ただし，まだドラフトガイダンスであ

るので，今後内容が修正される可能性は残っている。

　本ドラフトガイダンスの目的は序文に明確に示されて

はじめに

１．ドラフトガイダンスの概要

おり，そこには，本ガイダンスが小分子の経口固形製剤

を対象としたもので，NDA，ANDA，変更申請におい

て申請者が留意すべき事項の取り扱いに関する推奨事項

を提示したものであることが示されている。

　また，連続生産の定義も示されており，まずは1）原料

がプロセス内に連続して供給され，加工され，出来上がっ

たものが連続して取り出されるプロセスであり，2）一連

の２つ以上の単位操作からなる統合されたプロセスであ

るとも記されている。

　これまで，連続生産に関しては前記定義の1）について

は多くの人が理解するところであったが，個々の単位操

作のつながりについてはその解釈がはっきりしていなかっ

た部分でもあり，今回それが明確にされた。これにより，

例えば，直打により製造されていたプロセスも打錠工程

が連続で進められるだけでは連続プロセスとは言えず，

例えばその前の混合工程も連続プロセスで連結されてい

て初めて連続生産と定義できることが明らかとなった。

　なお，本ドラフトガイダンスには直接表現されていな

いが，これまでのFDAの担当官による講演資料7）等から

判断すると，サブバッチによる連続的な生産形態，例え

ば，混合を小さな単位のサブバッチで混合し，これを連

続的に繰り返す，あるいはフィルムコーティングを少量

バッチ単位で短時間に行い，これを繰り返す，などの方

法も広い意味での連続生産と見なされ得る，すなわち，

後述する連続生産のメリットを享受できる方法であると

理解できる。

　本ドラフトガイダンスの内容を理解するには目次を確

認するのが最も容易であるので，表１にそれを示す。ま

た，以降に本ガイダンスで示された連続生産に特有の当

局の要求事項を中心に記してみたい。

ドラフトガイダンスに示された
連続生産に関するFDAの要求

個人コンサルタント

服部宗孝
Munetaka Hattori

Independent Consultant

Requirements by USFDA
Shown in the Draft Guidance on Continuous Manufacturing

7（1417） Vol.35 No.8（2019）



　医薬品規制調和国際会議（ICH）は2014年６月に新たに

「潜在的発がんリスクを低減するための医薬品中DNA反

応性（変異原性）不純物の評価及び管理ガイドライン：

ICH-M7」を定めた。従来，医薬品中の不純物について

はICH-Q3A：「新有効成分含有医薬品のうち原薬の不純

物に関するガイドライン」，及びICH-Q3B：「新有効成

分含有医薬品のうち製剤の不純物に関するガイドライン」

で指針が示されているが，DNA反応性不純物については，

限られた指針しか示されていない。本ガイドラインは，

医薬品中不純物の潜在的発がんリスクを低減化するため

に不純物の構造決定，変異原性の同定とその発がんリス

ク評価，及び管理に関する実用的な手法の枠組みを示し

ている。本稿ではまず，ICH-M7ガイドラインの背景と

概要を述べる。ICH-M7ガイドラインはその後，医薬品

製造でよく不純物として検出される変異原性物質，もし

くは発がん物質とみなされている14種類の化学物質の許

容摂取量と，その算出方法を示した補遺が補完され，

2017年３月に改訂された（ICH-M7（R1））。本稿の後半で

は，この化合物特異的な許容摂取量算出について述べる。

なお，本稿は2018年９月19日に大阪で開催されたRisk 

MaPP（2nd Edition）翻訳版出版記念セミナーでの講演内

容を一部改変して著述したものである。

はじめに

　医薬品原薬には合成過程の原料，溶媒，触媒，反応中

間体，副産物等が不純物として存在することがある。ま

た，製剤からは長期の保存中に分解物が生じ不純物とな

ることもある。これら不純物の安全性にも注意を向ける

必要がある。医薬品中の不純物のICH-Q3ガイドライン

では，医薬品（原薬および製剤）の不純物の規格限度値に

関して，最大１日投与量に基づく安全性確認の閾値を規

定し，それを超えるものについては，安全性を確認する

ための試験を求めている。しかしながら，それら不純物

に遺伝毒性が疑われた場合は問題である。一般に遺伝毒

性には閾値がないとされているため，たとえその不純物

が微量であったとしても，その暴露による健康影響は否

定できず，何らかのリスク評価と管理が必要である（図１）。

　ICHでは医薬品規制に関するガイドラインを科学的・

技術的な観点から策定している。不純物のガイドライン

としてQ3がある。ここではQ3A（原薬の不純物に関する

ガイドライン），Q3B（製剤の不純物に関するガイドライ

ン）の構造決定が必要な閾値（不純物量がその値を超える

１．�医薬品中に含まれる� �
遺伝毒性不純物とは？

２．�医薬品の不純物に関する� �
ICH品質ガイドライン

医薬品中の変異原性不純物の安全性評価と管理
―ICH�M7を踏まえた遺伝毒性物質の許容値の設定に関する科学―

国立医薬品食品衛生研究所 変異遺伝部 部長

本間正充
MasaMitsu HonMa

Director, Division of Genetics and Mutagenesis,
National Institute of Health Sciences

Assessment and control of mutagenic impurities in pharmaceuticals
― Science for the calculation of acceptable intakes of genotoxic compounds based on ICH-M7―
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　医薬の製剤を製造するうえで，打錠に適した粒子設計

に関する資料は標準処方研究会・打錠用顆粒に関する研

究（1992年～）1～3）で詳細に報告され，打錠の良否は前段

階の打錠用粒子の粒子物性が重要であると解説している。

　また，最近の潮流として，コスト削減と服用性に関す

る課題が求められ，連続式造粒システムや乾式直打に関

する話題が多く，製造現場ではコスト削減を目指した原

薬の購入先（A社，B社，C社など）の検討がなされている。

しかし，各社の粉体物性は同じではない。さらに，同じ

原薬メーカーでも原薬粒子の粉体物性が季節変動するこ

とは周知であるが，これに関する記述はなく，原薬粒子

に変動があると同等品質の錠剤は得られない。このため

前処理を行い【打錠に適した粒子設計・粒子加工】とす

ることで乾式直打やコスト削減に関わる検討を行った。

　医薬品は安全性と有効性が最優先され，その確認は小

規模試製，中間規模試製，商用生産と移行するが，打錠

に関するトラブルの要因のほとんどが，打錠用粒子にあ

はじめに
り，今後はプレミックス原薬の提供が重要と考える。

（1）原薬粒子について
①同じ原薬が入荷していると思い込んでいないか？

　原薬粒子は数社から供給（市販）されて，安価な原薬

メーカー（2nd source）からの購入も検討されている。し

かし，各社の原薬は不揃いで粉体物性（粒子径・粒度分

布・粒子形状・粒子密度・帯電性・分子間力・表面エネ

ルギーなど）は前述したように同じ粉体物性の原薬粒子

として処方設計がスタートしている。同じ製品を製造す

るためには，不揃いな原薬粒子の粉体物性に関する調査・

分析や前処理が必須条件であり，変動している原薬粒子

を使用しても同じ製品は得られない。さらに，製剤工場

はGMP対応のため作業室の湿度管理も，より厳しくなり，

微粉砕された原薬粒子は静電気などに起因した凝集や，

分子間力（Van der Waals 力），表面エネルギーも大きく

なり，二次凝集が生成しやすく，凝集粒子は分散されず

１．�原薬粒子の粉体物性（粒子形状・�
粒子密度・粒子径など）

不揃いな原薬（A社，B社，C社）における
溶出不適合の解消を目指した

粒子設計・粒子加工
Particulate design and processing to aim for solving non-conforming dissolution problems 

caused by irregular shape and size particles of active pharmaceutical ingredients（A, B 
and C companies）

PHテクノラボ（製剤技術コンサルタント）

日本臓器製薬株式会社 技術顧問

株式会社パウレック 技術顧問

（日本薬剤学会・製剤の達人）

坂本　浩
HirosHi sakamoto

PH Techno Labo（Pharmaceutical Technical Consulting）
Technical Adviser, Development Division, NIPPON ZOKI Pharmaceutical Co., Ltd.

Technical Adviser, POWREX Corporation
[The Master of Pharmaceutical Technology] by The Academy of Pharmaceutical Science and Technology, Japan（APSTJ）
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　産業衛生の観点から製薬分野に導入された封じ込め技

術は，より効き目の高い医薬品の開発が増えるなかで交

叉汚染などGMPの観点からも重要視されるに至っている。

また，新薬分野では複数品目が同時並行で開発され，

ジェネリック分野でも多品目を取り扱うことから，製薬

工場（以下，プラント）の主軸は多品目生産にシフトして

久しい。局排ブースなどの気流式の封じ込め技術も含め

れば，今や封じ込め技術が適用されていないプラントは

ないといっても過言ではなく，まさにプラントを構成す

る基幹技術の大きな柱の１つとなっている。

　GMP要件や設計基盤となるガイドラインの整備も，

前述した位置づけの変化に伴い進められている。ICH 

Q9の品質リスクマネジメントを起点とした交叉汚染防

止に関しては，ISPEからBaseline®Guide として“Risk-

Based Manufacture of Pharmaceutical Products”（通称，

Risk MaPP）が発行され，その後にEU-GMPにも要件が

加えられた。また，Risk MaPPは第二版が2017年に発行

されている。封じ込め技術の性能評価に関しては，各サ

プライヤの装置を画一的に評価するために2005年に

ISPEからGood Practice Guideが発行され，現在はより

実際の製造に近い模擬評価を行うために“Assessing 

the Part icu late Conta inment Performance of 

Pharmaceutical Equipment Second Edition”が発行さ

れている。

　このような環境の変化に伴い，各製薬会社は部分的な

１．封じ込め技術に関する要求の変化
封じ込め技術の適用から，プラント全体に対する交叉汚

染防止のリスクアセスメントを行い，そのリスクをコン

トロールするために技術的手段（ハード）と組織的手段（ソ

フト）を広く適用することを実践しようとしている。また，

将来を含めた多品目に対応するために，封じ込め性能の

設計基準においてもOEL＊1≦0.1μg/m3やそれを下回る

数値を要求されるケースが近年増加している。本稿では，

これらの要求の変化に対応するために，弊社が実践する

封じ込め技術の一部を紹介する。

＊1　 職業曝露限界：８時間／日（週５日）労働作業を行っても
生涯影響が出ない作業環境の気中濃度

　製薬会社とともに封じ込め計画を検討するにあたり，

“封じ込め設計の位置づけ”と“封じ込め設備の限界”

を以下のとおり確認している。前者の位置づけは，産業

衛生の観点による封じ込め設計が交叉汚染防止の目的に

一致することを意味している。後者の限界の確認は，リ

スクを明確化したコントロールが必要であることを意図

している。

　 封じ込め設計の位置づけ（産業衛生と交叉汚染との関

係の整理）

　　�製造に係る作業者は，封じ込め対象物質に対して

最も曝露の度合いが高く，作業者保護は交叉汚染

防止の要求（メカニカルトランスファーおよびエ

アボーントランスファー対策）と同等もしくはよ

２．封じ込め計画

実践的な封じ込め計画と設計／検証

第５回医薬品工場の設計とトレンド

日揮株式会社

小嶋　威
Takeshi kojima

JGC CORPORATION

Facility Design and Recent Trend for Pharmaceutical Factory
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　“CMOマネジメント”について筆者が考え始めたのは，

生産機能の責任者になる前年の2011年頃である。少し長

くなるが，その経緯について触れる。

　2011年の夏に，バーゼル（ロシュ）に２週間，サウスサ

ンフランシスコ（ジェネンテック）に１週間滞在し，ロシュ

グ ル ー プ の 生 産・CMC開 発 機 能 で あ るPharma 

Technical Operation（通称PT）のディレクターたちと面

談する機会があった。１対１のミーティングを１日に４

件，一度に複数のメンバーと会うこともあったので，都

合70～80人と面談した。ハードスケジュールではあった

が，ロシュPTのリーダーたちの考え方を直接肌で感じ

られたことは，のちにロシュグループの一員としての中

外製薬の生産戦略を考える上で，大変有益な経験となっ

た。

　 そ の と き に 会 っ た リ ー ダ ー の 一 人 に，Global 

Procurement & CMO機能の責任者がいた。大手CMO

でCEOの経験もあった彼が，面談の際に発した一言が

強く印象に残った。曰く『CMOに委託した生産がうま

くいかないと，多くの人たちは「あのCMOは良くなかっ

た，もっと良いCMOを選ぶべきだった」と言う。しかし，

はじめに
委託生産を成功させるために最も留意すべきことは，

CMOとの提携をいかにマネジメントするかである。う

まくいかないのは自分たちが提携をうまくマネジメント

できていないからだ』。これを聞いたとき，まるで自分

たちのことを言い当てられたようでドキリとした。そし

て以降，筆者が外製戦略を考える根底にこの言葉がある。

委託生産の遂行力を向上させるためには，CMOとの提

携をマネジメントする専門機能が必要であると考え始め

たのもこの頃からであった。

　ちなみに，“CMOマネジメント”という呼び方をして

いるが，われわれがマネジメントできるのはCMOとの

提携であって，パートナーであるCMOではない。

　中外製薬のバイオ原薬生産の変遷を，内外製選択の視

点で振り返ってみよう。第一世代のバイオ医薬品である

EPO，G-CSFは，委託生産ではなく自社生産された。

EPO，G-CSFは，抗体に比べると必要なタンパク質の

量が少なく，培養槽の規模も1,000～2,500L程度と小さい。

したがって，設備投資額や建設期間も抗体ほど大がかり

にはならず，設備投資リスクも大きくなかった。さらに

１．�バイオ原薬の内外製選択（Make�
or�Buy）とCMOマネジメント

バイオ生産戦略とNext�Generation�Factory
第３回：CMOマネジメント

わが国におけるバイオ医薬製造技術の
未来を考える

シリーズ

中外製薬株式会社　顧問

久保庭　均
HitosHi Kuboniwa

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.

Biomanufacturing Strategy and Next Generation Factory
PART 3：CMO Management
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■対談：再生医療 産業化への課題（仮） 畠　賢一郎（J-TEC），嶽北和宏（大阪大学）
■病棟薬剤師の薬学的介入事例から見える医療ニーズを踏まえた製剤開発を考える  

 村川公央，北村佳久，千堂年昭（岡山大学）
■経営者に向けた医薬品品質システム講座（その２） 寶田哲仁, 櫻井信豪（PMDA）
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 坂本知昭（国立医薬品食品衛生研究所）
■医薬品エンジニア向けのブロックチェーン 川上浩司（京都大学）
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 津田重城（医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団）

■無通告を含む査察への準備および対応（第３回） 山﨑龍一（日本製薬）
■中小規模組織におけるQRMのインフラ整備（第19回）  

 柳澤徳雄（アクテリオン ファーマシューティカルズ ジャパン）

■【製剤と粒子設計】小児および高齢者への投薬を容易にする製剤開発 原田　努（昭和大学）
■【製剤と粒子設計】コロイド微粒子の自己集合による構造形成  

 山中淳平，奥薗　透，豊玉彰子（名古屋市立大学）
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