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　本シリーズ「経営者に向けた医薬品品質システム講座

（その１）」では，医薬品品質システム（以下，PQS）の全

体像について経営陣の責任を中心に解説した。また，自

社でPQSを構築するのに際し，まず，経営陣の責任に関

わる事項からシステムを整備し，その後，GMP活動と

リンクしていく方法を強調した。本シリーズその２では，

経営者向けというよりは，むしろより専門的な観点とな

るが，PQSを運用するために知っておく必要があること

から，PQSを構成する各要素の機能とGMP活動との関

連性に焦点を当てて解説したい。なお，本シリーズは

PQSガイドラインの作成に関わった経験からPQSの本質

を説明するものであって，規制に関するPMDAの見解

を述べるものではないことに改めてご留意いただきたい。

Point：

◦�PQSは４つの「PQSの要素」と２つの「達成のため

の手法」から構成される。

◦�PQSの４つの要素は，「モニタリングシステム」，

「CAPA」，「変更マネジメント」，「品質マネジメン

トレビュー」である。

◦�達成のための手法は，「知識管理」，「品質リスクマ

ネジメント」である。

はじめに

１．�PQSの要素（PQS�Elements）
と達成のための手法（Enablers）

　PQSガイドラインの別添２1）に，PQSガイドラインを

形作るキーワードが図示されており，これを再掲したも

のが図１である。図には，４つの「PQSの要素」（以下，

PQS�Elements）と２つの「達成のための手法」（以下，

Enablers）が示されている。PQS�Elementsには，「製造

プロセスの稼働性能及び製品品質のモニタリングシステ

ム（以下，モニタリングシステム）」，「是正措置及び予防

措置システム（以下，CAPA）」，「変更マネジメントシス

テム（以下，変更マネジメント）」並びに「製造プロセス

の稼働性能及び製品品質のマネジメントレビュー（以下，

品質マネジメントレビュー）」が定義されている。一方，

Enablersは，PQSガイドラインに用語として，「目標を

達成するための手段を提供する手法又はプロセス」と定

義され，知識管理と品質リスクマネジメントがそれに該

当すると，ガイドライン本文に解説されている。

“Enabler”は，直訳すれば「可能にするもの」となるが，

ガイドラインを表現するのに適切な翻訳を検討した結果，

GMP

製剤開発 商業生産 製品の終結技術移転

治験薬

経営陣の責任

製造プロセスの稼働性能及び製品品質のモニタリングシステム
是正措置及び予防措置（CAPA）システム
変更マネジメントシステム
品質マネジメントレビュー

知識管理達成のため
の手法
Enablers

医薬品品質
システム要素
PQS Elements

品質リスクマネジメント

図１　医薬品品質システムモデルの図解（ICH Q10付属書２より）

（その２）
経営者に向けた医薬品品質システム講座

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

医薬品品質管理部1），審議役2）

寶田哲仁1），櫻井信豪2）

TeTsuhiTo Takarada1）, shingo sakurai2）

Office of Manufacturing Quality for Drugs1）, Senior Director 2）,
Pharmaceuticals and Medical Devices Agency（PMDA）

PQS—A Commentary for the Senior Management -2
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　近年，「医療」が飛躍的に進化し，これまで治療が困

難と考えられていた疾患に対して積極的にアプローチで

きる時代となった。この進化の傾向は，「医薬品」の分

野においても例外ではなく，分子標的薬やバイオ製剤な

ど新しい作用機序を有する医薬品が数多く創薬されてい

る。

　医療技術や医薬品等の「医療」が進化していくことは，

患者のQOL（quality of life：生活の質）や健康増進の向上

に直結すると考えられることから，患者等が「医療」に

求めるニーズは，医療が進歩していくことにつれ拡大し，

そして多様化していくと推測できる。医師，薬剤師，さ

らには看護師等の医療従事者は，高度な医療を安全・安

心に提供していくことが社会的使命であることを踏まえ

ると，患者等が「医療」に求めるニーズに対して，積極

的に対応していくことが必要であると考えられる。

　また一方で，「医療」に対するニーズは「医療従事者

側」にも存在する。多様化および複雑化する医療現場で

は，「医療の安全性」を担保することが重要視されており，

効率化やリスクマネジメントを踏まえた視点が注目され

ている。

　そこで，本稿では，「医療」の中で，特に患者および

医療者側が共通に取り扱う「医薬品」に着目し，病棟で

臨床業務に従事する薬剤師が薬学的な介入を実践した事

例から患者および医療者が期待する医薬品の製剤特性に

ついて紹介する。

はじめに

　近年，医療の高度化および多様化が進み，安心で安全

な医療を効率的に提供していくためには，多職種が協働

した医療体制が必要不可欠であり，チーム医療の推進に

伴い病院薬剤師の臨床業務もここ数年で大きく変貌した

（図１）。

　これまでの病院薬剤師の主な臨床業務としては，外来

患者を中心とした調剤業務や製剤業務が中心であり，病

棟での薬剤業務としては定数配置薬の確認等の「薬品管

理」を主とした業務内容であった。これが1990年代に入

ると，薬物治療における質と安全性の確保，さらには医

療費の適正化等を目的として「医薬分業」が加速的に進

められた。その結果，多くの医療機関において，外来処

方せんは「院内処方せん」から「院外処方せん」へとシ

フトされ，医薬分業率は2003年に50％1），そして2015年

１．病院薬剤師の役割

図１　病院薬剤師の業務変遷

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

岡山大学病院 薬剤部

村川公央，北村佳久，千堂年昭
KiminaKa muraKawa, Yoshihisa Kitamura, toshiaKi sendo

Department of Pharmacy, Okayama University Hospital

Prospective development of pharmaceutical formulations based on 
medical needs obtained from pharmaceutical care of ward pharmacists
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●�品質の観点から見る，再生医療等製品と医薬品の本質

的な違い

【嶽北】まずは，自家培養角膜上皮の承認申請，おめで

とうございます＊1。

【畠】ありがとうございます。正直に申し上げて，本当

に角膜は時間がかかってしまいました。一般的に言える

ことですが，なかなか有効性の評価の仕方が難しいです

よね。例えば実は角膜内層である角膜実質の混濁ができ

ているのに，視力だけで上皮の再建の有効性を評価でき

るのかなんていうのは難しい問題です。

【嶽北】角膜は特にそれがあるでしょうね。角膜を開い

てみないと実質の混濁がわからない。ですから混濁して

いた場合は直接治療のための製品にはならない。そもそ

も角膜の治療目的とは視力改善なのかというところにも

つながってきます。

【畠】そういうところの共通認識はすごく重要です。そ

＊1 ：J-TEC社は2019年３月，国内初となる角膜上皮幹細胞疲弊症治療を目的とした自家培養角膜上皮の国内製造販売承認申請を行った。

もそも製品ごとの有効性はどこに帰着するかということ

ですよね。臨床的意義は何かという論点も一概にはまと

まりにくい。なかなか難しい問題です。

【嶽北】あの手の製品は患者さんも少なく，評価できる

ことも限られている。その中で臨床的意義をみつけてそ

れを主要評価項目なりに落とし込んだ上でそれが達成で

きるのかを計画でよく検討しなければいけません。すべ

てにおいて再生医療等製品の開発にはその難しさがあり

ますね。

【畠】薬との違いをよく言われますが，例えば安全性や

有効性が用量にどれぐらい相関しているのかということ

もありますよね。一般的に医薬品は，用量に応じて作用

も増大するでしょうし，その意味で安全性を脅かすリス

クも増える。一方で，効果が高まるともいえます。つま

り，安全性と有効性が用量にゆだねられています。一方，

再生医療ではこうした用量依存性があまりありません。

再生医療の品質を考える

嶽北先生が訊く談対

再生医療のいまと未来 第１回

株式会社ジャパン・ティッシュ・

エンジニアリング（J-TEC）

代表取締役社長

畠　賢一郎氏

大阪大学大学院医学系研究科

重症下肢虚血治療学共同研究講座

特任准教授（常勤）

嶽北和宏氏
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　製薬企業にとって，逸脱管理は変更管理と並んで医薬

品の品質保証のためにGQP，GMPの両面から重要な事

案である。

　逸脱管理については，すでに本誌でもしばしば記事が

掲載されており，よく議論されているが，その多くは製

造所（製造業者）におけるGMP上の事例研究であり，逸

脱管理そのものの考え方が対象となったことは少ないよ

うに思われる1）。筆者らは，逸脱管理とは何か？ という

古くて新しい課題に対して，特に逸脱をどのように適切

に認識すればよいのかという観点から取り組み，また従

来は論じられることが少なかったGQP省令に基づく製

造販売業者による製造所管理の一環としての逸脱管理に

ついても考察したので，見解をまとめて報告したい。

　逸脱発生は製造及び試験検査プロセスを改善し，品質

確保を達成する積極的な機会である。製造所にとって，

逸脱対応は多大な役務を必要とするが，逸脱の発生を品

質向上の機会ととらえ，CAPA（Corrective action／是

正措置とPreventive action／予防措置）として適切な対

策を実施することによって再発を防止し，対応コストも

低減させることができる。また，適切な逸脱管理を遂行

はじめに

1．逸脱管理のあるべき姿

することは製造所の頑健な品質システムの構築と維持に

とって必須の要件である。

　筆者らの一人は過去に米国系多国籍製薬企業の日本法

人で品質保証部門長を務めた経歴があるが，その折に米

国本社がFDAから次のような指導を受けたと聞き，非

常にインパクトを感じた経験がある。

　すなわち，

　・ 不適切な逸脱（と変更）管理はFDAの品質システム

の規制に対する重大な違反である。

　・ 逸脱（と変更）管理ができていない製造所は，その他

の品質システムにも欠陥がある（図１）。

　さらに，逸脱管理はGMP省令及びGQP省令における

要件であるが，単なるコンプライアンス遵守という立場

から一歩踏み出し，医療機関や患者さん等の医薬品の使

用者により良い品質とより高い安全性を有する医薬品を

お届けするという，顧客本位の考え方が重要である。

図１　FDAの指導

　　　　　：GMPとGQPに基づく
逸脱管理の考え方とその展開

Reconsideration of Deviation Control : Overview of Deviation Control and its 
Implementation for Pharmaceutical Companies based on GMP and GQP

塩野義製薬株式会社 信頼性保証本部 品質保証部1），シオノギファーマ株式会社 品質保証部2）

下田絵理1），小山靖人2）

Eri Shimoda1）, YaSuto KoYama2）

Quality Assurance Department, Corporate Quality Management Division, Shionogi & Co., Ltd.1）,
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　これまで３回にわたって，バイオ医薬品の生産に中外

製薬がどう取り組んできたかについて触れてきた。最終

回となる本稿では現在われわれが取り組んでいる次世代

のバイオ生産戦略について述べる。

　バイオ医薬品に参入した当初の中外製薬は，比較的小

さなスケールで組換えタンパク質を生産していた。続い

て抗体の時代に入ると，大型培養設備を用いた生産に変

わってゆく。その後改変抗体の時代になると，抗体の生

産量や種類に応じて，複数の異なるタイプの生産設備を

運用するようになる（バイオ生産設備ポートフォリオ）。

バイオ医薬品の世代，生産量や種類の変化につれて，生

産戦略もその時々で変化してきた。

　2010年代の中頃になると，シングルユース設備である

浮間の新UK-1，2が完成し，少量多品種生産にフォーカ

スしたUK-3の建設も始まった。UK-1，2，3がそろうと，

既存のUT-1，2（宇都宮）と合わせて，自社発の開発候補

抗体を受け止める社内生産体制がほぼできあがる。しか

はじめに
し一方で，複数の開発候補抗体が連続的に創製されるよ

うになり，グローバル開発競争もますます激化してくる

と，ようやく整備された社内生産体制ですらキャパシティ

やフレキシビリティの点で不足を感じるようになってい

た。その当時次の課題として考え始めていたのが，“バ

イオ生産設備ポートフォリオ”の少し先の未来の姿をど

う描くかであった。

　2015年に，韓国で開かれたバイオ生産関連のカンファ

レンスでアムジェンのシンガポール工場のコンセプトを

聞き，翌年実際に訪問する機会があった。そこで見た抗

体生産工場は，従来の大型ステンレス培養槽を有する大

規模な工場とは異なる，小規模でフレキシビリティの高

い工場であった。中でも，バイオ生産設備を作る際に，

まず製造・建設コスト，建設期間，改造の自由度などの

目標を設定し，次に高産生細胞，シングルユース，建設・

設備のモジュール化などさまざまな分野の先進技術を集

積・統合してその目標を実現する，というアプローチが

強く印象に残った。

　そこで，われわれの次世代のバイオ生産設備について

も，まず“バイオ生産設備ポートフォリオ”の中に取り

バイオ生産戦略とNext Generation Factory
第４回：次世代のバイオ生産戦略

－NGF（Next Generation Factory）－

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 4：Next Generation Biomanufacturing Strategy

－NGF（Next Generation Factory）－
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ファームテク編集部へのご意見，ご質問，ご感想等は

じほうホームページは

E-mail アドレス：pt@jiho.co.jp
http：//www.jiho.co.jp

著作物利用許諾に関するお願い
　近年，薬学雑誌出版を取り巻く環境は大きく変貌し，誌面情報の電子化とネットワーク上での利用などに対しあらゆる面からの対処
が必要となってまいりました。そこで弊社といたしましては，記事の電子化ならびに二次利用につきまして，著作権の適正な管理・運
用をめざし，次のとおり手続きをさせていただきます。
　本誌に掲載された記事につきましては，その利用にかかわる著作権（複製権，公衆送信権，翻案権，上映権，譲渡権，二次的著作物
の利用に関する権利など著作物の利用上必要な著作権）の行使および複写権の管理を弊社に許諾いただいたものとし，今後発行する本
誌に関しましても同様の扱いとさせていただきます。
　なお，上記の許諾は，執筆者の著作権（執筆者自身による他誌・書籍への転載など）を制限するものではありませんが，本誌掲載後に
執筆者ご自身で著作物を他の書物，WEBサイト等に転用される場合も，編集部にご一報いただければ幸いです。
　ご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。� 株式会社じほう

お客様の個人情報の取扱いについて
　弊社は，書籍購入のお申込み，新聞・雑誌購読のお申込み，その他の商品のご購入やサービスのご利用にあたり，お客
様の個人情報を収集させていただき，厳重に管理しております。
　この個人情報は，書籍，新聞･雑誌，その他の商品や各種サービスのご提供・ご案内など，弊社事業活動に利用させて
いただく場合がありますので，あらかじめご了承ください。
　なお，お客様が個人情報の利用を希望されない場合や，お客様の個人情報の確認・訂正につきましては，お手数ですが
下記の窓口までご連絡ください。
　【お問い合わせ窓口】
　■E-Mail：privacy@jiho.co.jp
  〒101-8421　東京都千代田区神田猿楽町1-5-15 猿楽町SSビル
  株式会社 じ ほ う
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製剤技術

そ の 他

■無菌医薬品の製造に関する欧州ガイドライン� �
� 佐々木次雄（GMPテクニカルアドバイザー）

■シリーズ　GMP査察を巡る最近の話題（第10回）� �
� 佐々木次雄（GMPテクニカルアドバイザー）

■ICH�Q3を踏まえた閾値のある物質のPDE設定に関する科学� �
� 広瀬明彦（国立医薬品食品衛生研究所）

■次世代シーケンシングによるバイオ医薬品等のウイルス安全性評価� �
（番外編２）�2019�PDA�Virus�Safety�Forum�参加報告� �
� 河野　健（国立医薬品食品衛生研究所）
■【対談連載】嶽北先生が訊く　再生医療のいまと未来（第２回）� �
� 畠　賢一郎氏（J-TEC），嶽北和宏氏（大阪大学）

■医薬品開発，品質・製造工程管理における分光測定（第33回）� �
� 坂本知昭（国立医薬品食品衛生研究所）

■臨床試験参加者のグローバルテーマの特定�―治験医薬品の使用経験―� �
� 川上浩司（京都大学）

■凍結乾燥技術セミナー参加記� 川崎英典（塩野義製薬）
■製剤研究者が注目する一押しトピック
■薬剤系研究者が使える！有機化学（48）� �
� 高橋秀依（東京理科大学），夏苅英昭（東京大学）

■薬の名前�続：ステムを知れば薬がわかる（第16回）� �
� 宮田直樹（名古屋市立大学），他

■医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団ニュース（No.142）� �
� 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）

■中小規模組織におけるQRMのインフラ整備（第20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】非晶質固体分散体の物理安定性および過飽和溶解の科学��
� 川上亘作（物質・材料研究機構）
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