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医薬品製造アウトソーシング

特集

❶
●

グローバルにみるCMOの
事業環境と成長機会
Global CMO landscape and growth opportunities
L.E.K.コンサルティング
プリンシパル

井ノ口

雄大

Yuta Inokuchi
Principal, L.E.K. Consulting

はじめに

１．医薬品業界の動向

CMOは， 医 薬 品 製 造 受 託 機 関（Contract

CMOは受託ビジネスであるため，その市場動向は顧

Manufacturing Organization）の略称であり，製薬企業

客にあたる医療用医薬品市場の動向に大きく左右される。

から臨床試験用医薬品あるいは商用医薬品の製造を受託

そのため，グローバルCMO市場の今後を占うためには，

する。国内では，2005年に改正薬事法が施行されて以降，

医療用医薬品市場がどこに向かっているのか検討するこ

製薬企業によるアウトソーシングが可能となっており，

とが欠かせない。

2017年には国内で3,500億円程度の規模の市場を形成す

医療用医薬品市場は国内外において堅調に成長してい

るに至っている。今回は，このCMO市場について，グ

る（図１）
。先進各国における医療費抑制圧力やジェネ

ローバルトレンドを捉えた上で，国内企業を含むCMO

リック品の普及による価格低下などが懸念される一方で，

企業が今後とりうる成長の方向性について論じる。

特にがん・希少疾病領域において顕著な画期的新薬の上
市，新興国における医薬品アクセスの改善などのプラス
要因が市場成長を後押ししている。このような医療用医

CAGR
(予測期間)

予測期間

2010

11

12

13

14

15

16

17

18E

19F

20F

21F

22F

23F

合計

6.4%

ジェネリック
医薬品

5.2％

ブランド
医薬品

6.5％

24F

Source: EvaluatePharma World Review 2018, L.E.K. analysis

図１

グローバルの医療用医薬品市場（2010-2024年）
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特集

医薬品製造アウトソーシング

❷
●

座談会

わが国の医薬品産業の課題とCDMOへの期待
―新しいモダリティ，連続生産への取り組みを考える―

出席者（50音順）
株式会社富士薬品 本部長付部長・日本CMO協会副会長

永代尚武氏

中外製薬株式会社 顧問

久保庭均氏

医薬品医療機器総合機構（PMDA）医薬品品質管理部長

倉持憲路氏

クオリテックファーマ株式会社 品質統括部長 総括製造販売責任者・日本CMO協会会長

土居功一氏

東和薬品株式会社 上席執行役員 生産本部長

中島隆規氏

（司会）
シミックCMO株式会社 執行役員 事業開発本部長

村上秀樹氏

を議論したいと思います。

内製，外製，その選択のポイントは？

それでは，議論する前に自己紹介をお願いします。
【倉持】私は平成元年４月に厚生省（当時）に入省し，平

【村上】本日の座談会で司会を務めさせていただきます

成４年９月まで，薬務局監視指導課（当時）でGMPを担

村上と申します。今回のテーマは，わが国の医薬品産業

当していました。さらに，平成６年４月～平成８年３月

の課題とCDMOへの期待，ということになっております。

まで静岡県保健衛生部薬務課（当時）でGMPを担当し，

まず，その背景ですが，近年，抗体医薬や核酸医薬といっ

その後，厚生労働省の各部署の他，防衛庁
（当時）
，内閣

た新しいモダリティが登場し，医療現場に供給されるよ

府，環境省等に出向した経験があります。そして，平成

うになってきました。一方では，コスト削減やグローバ

30年 ８ 月 に 独 立 行 政 法 人 医 薬 品 医 療 機 器 総 合 機 構

ル競争が激化しており，連続生産という新たなる技術に

（PMDA）の品質管理部長，平成31年１月に組織改編に

も注目が集まってきています。また，薬価引き下げ，そ

より医薬品品質管理部長となり，薬機法に基づくGMP

して長期収載品をどうするかということも製薬企業にとっ

／GCTP調査，再生医療等安全性確保法に基づく施設調

ては頭の痛い問題になってきています。このような状況

査等を担当しています。

からか，最近では高品質でありながら，いかに効率的に，

【久保庭】1981年に中外製薬に入社し，開発研究所分析

安定的に医薬品を生産していくかということが，医薬品

センター，探索研究所，化学研究所で研究開発に携わり

業界では課題になってきているように思います。そこで，

ました。その後，事業開発部で製品および技術ライセン

今回は，これらの課題に対してCDMOへ期待すること

ス業務，ロシュとのアライアンス業務を経験しました。

について，先発メーカー，ジェネリックメーカー，ある

2007年に製薬本部に異動し，製薬技術研究部長，CMC

いは行政の立場から，今後，どのように取り組むべきか

開発部長，製薬企画部長を務め，その後執行役員製薬本
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粉体シミュレーションの医薬品製造への応用
（その１）
Application of discrete element method to pharmaceutical manufacturing
東京大学大学院工学系研究科 レジリエンス工学研究センター

酒井幹夫
Mikio Sakai

Resilience Engineering Research Center, School of Engineering, The University of Tokyo

はじめに
筆者の専門は粉体の数値シミュレーションであり，数
値シミュレーション手法を独自開発したり，粉体が係わ
る諸現象の解明にコンピュータシミュレーション技術を

粉体混合（バッチ）

粉体混合（連続）

造粒

乾燥

粉砕

粉末充填

活用したりしている。また，日本粉体工業技術協会の粉
体シミュレーション技術利用分科会のコーディネータ
（学側の取り纏め）
を仰せつかっており，粉体シミュレー
ション技術の産業への浸透を促す役割を担っている。近
年，筆者のもとに製薬・食品メーカーや粉体機器開発

図１

製剤における粉体プロセス

メーカーから粉体プロセスの設計・運転条件の最適化や
スケールアップの相談が舞い込んでいることから，産業

が何かきちんとわかっていれば，粉体シミュレーション

界から粉体シミュレーションに対する期待が高まってい

は十分に役立てられると思う。これらの粉体プロセスを

ることを実感している。最先端の粉体シミュレーション

モデル化する上で，いったい何が必要になるのか？

ソフトウェアは，コンピュータシミュレーションの専門

えば，粉体を構成する固体粒子そのもののモデル化，複

知識がなくても，簡単かつ直感的な操作で粉体シミュレー

雑な形状の容器のモデル化，移動する壁面のモデル化お

ションを実行できるようになっているので，ぜひ，積極

よび固体粒子と流体
（気体もしくは液体）
との相互作用の

的に活用してほしい。コンピュータシミュレーションに

モデル化，などが必要になるのであろうか？

おいて設定すべき物性値も多くない。このような背景か

これらの数値シミュレーションにおけるモデリングにつ

ら，本稿では，最先端の粉体シミュレーション技術を紹

いて式などを用いず，できるかぎり平易な言葉で説明し

介したいと思う（専門家でなくても理解できるように，

たい。

例

次項にて，

式を一切用いないで説明を試みたい）
。
錠剤をはじめとする医薬品は，図１のようなさまざま

１．数値シミュレーションモデル

な粉体プロセスを経て製造される。粉体混合，造粒，乾
燥，粉砕および粉末充填といった粉体プロセスにおいて

（1）
離散要素法

粉体シミュレーションが応用されつつある。このような

粉体の数値シミュレーションには，離散要素法（英語

体系の現象を完全に模擬できなくても，把握したいこと

名はDiscrete Element Methodであり，以下，DEMと記
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分析法のライフサイクルマネジメント
～現状と今後の機会～
Analytical Procedure Lifecycle Management
―Current Status and Opportunities―

Phil Borman1）, Hatsuki Asahara1）, Andy Rignall2）, Melissa Hanna-Brown3）,
Oliver Grosche4）, Peter Hamilton1）, Annick Gervais5）,
Stephanie Katzenbach6）, Jette Wypych7）, Jörg Hoffmann8）,
Joachim Ermer9）, Kieran McLaughlin10）, Thomas Uhlich11）,
Christof Finkler12）, Katrin Liebelt13）
GlaxoSmithKline 1）, AstraZeneca 2）, Pfizer 3）, Elanco 4）, UCB 5）, AbbVie 6）,
Amgen 7）, Merck 8）, Sanofi 9）, MSD 10）, Bayer 11）, Roche 12）, Novartis 13）

ルの適用方法について示すことが有用であろう。そこで，

１．緒言

今回，Analytical QbDの概念を実際のプロジェクトに適
用した経験を有する筆者らが，現時点での理解に基づき，

2010年，欧州製薬団体連合会（EFPIA）と米国研究製

そのさまざまな側面に関して重要と思われる内容を質疑

薬工業協会（PhRMA）の分析法のクオリティ・バイ・デ

応答形式で取りまとめることとした。また，Analytical

ザイン
（Analytical QbD）
を重要視するグループは，業界

QbDに係る定義の提案やより進んだ分析法のライフサ

内の議論を促進し，分析法にQbDの原理を適用する意

イクルに関する概念の個々の要素の実例も示し，それら

義および機会について議論を深めるために，共同論文を

が，どのような点で，新規の規制概念やガイダンスを補

公表した （現在は「
（分析法に）
QbDの原理を適用する」

強するうえで助けとなる潜在性を有しているのかについ

というより「分析法の開発および利用へのより進んだ手

ても述べる。

＊1

法の適用」というほうが一般的。また，本稿において「分
析法」と「試験方法」は同様の意味として使用）
。他の
新しいパラダイムと同様，前述の論文が公表されたこと
で，Analytical QbDの概念は，業界，規制当局および薬

２．分 析法のライフサイクルマネジ
メントのためのより進んだ手法
とは？

局方にて，広く議論されるようになり，大きな進化を遂
げてきた。また，医薬品のライフサイクルマネジメント

まず，分析法のライフサイクルとは，分析法の開発か

をより確実なものとするために，新たな規制概念も創出

らバリデーション，分析法の移転，分析操作の実施およ

されている。

び変更管理を経て最終的に使用を中止するまでのすべて

近年，分析法のライフサイクルに，より進んだ手法を

の活動を指すと一般に理解されている。分析法のライフ

適用することの技術的な利点は明確になってきたが，実

サイクルマネジメントに関する概念において，より進ん

際，その利点がどのように具現化されるのかを示すため

だ手法を分析法の開発や利用に適用することは，
「品質

には，Analytical QbDの概念について解説し，またツー

に対するリスクの評価は，科学的知見に基づき，かつ最

＊1：Schweitzer, M., Pohl M., Hanna-Brown M., et al（2010）,“Implications and Opportunities of Applying QbD Principles to Analytical
Measurements”, Pharm. Tech., 34（2）,p52-59.
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医薬品用途特許の経済的価値
Economic Profit of Pharmaceutical Use Patents
横浜市立大学医学群 健康社会医学ユニット
東京大学大学院 薬学系研究科医薬政策学

五十嵐

中

Ataru Igarashi
Unit of Public Health and Preventive Medicine, Yokohama City University School of Medicine
Department of Health Economics and Outcomes Research, Graduate School of Pharmaceutical Sciences,
The University of Tokyo

の出願が嚆矢となり，用途特許，製剤特許の出願がその

１．はじめに

後に続くケースが多い
（図１）
。物質特許はクレームに薬
効が記載されるため物質特許と第一用途は同一特許とな

新薬開発は成功確率が25,965分の１と極めて低いうえ，

るが，医薬品開発においては第一用途での開発が臨床試

10年以上にわたる長い年月と膨大な研究開発費を必要と

験において安全性や有効性の観点からドロップアウトす

する1）。大手製薬企業１社の年間平均研究開発費は2016

るケースや，ドロップアウトまでは起こらなくても新た

年に1,301億円 にのぼる。それゆえ，知的財産権の保護

な用途での開発確度が高いと判断した場合に第二用途に

を通した独占販売は，開発コストの回収と研究開発の資

移行する場合も多いため，用途特許等の出願タイミング

金源としても重要である。特許権は発明者に一定期間の

を見極めつつ，各特許を駆使して独占的期間の延長を図

独占権を保護しつつ，期間経過後は技術を公開して共通

ることはLCM戦略の要の一つといえる。

1）

の財産とするという，多面的な権利である。通常の権利
期間は出願から20年で満了するが，医薬品については臨
床試験開始から製造承認日までの期間は，独占実施の機
会が実質的に確保できない特殊性が存在するため，当該
期間の回復として特許権の存続期間を最大５年延長する
ことが可能である
（特許法第67条第２項）
。
医薬品に関連する特許は，有効成分そのものを対象と
する ｢物質特許｣，有効成分の製造法にかかわる ｢製法
特許｣，効能・効果にかかわる ｢用途特許｣，医薬品の安
定性や製剤上の工夫に与えられる ｢製剤特許｣ など複数
種の特許が存在し，１つの有効成分に対して多角的に出

図１

医薬品の開発と特許出願

願・登録すること，後発薬参入を想定して出願のタイミ
ングを見極めつつ特許延長制度を活用するなど，複眼的

他方，後発薬の上市は先発薬の再審査期間満了後に製

に知財ライフサイクルマネジメント（LCM）戦略を進め

造販売申請が可能となるが，特に物質特許および用途特

ることが重要になる。LCM戦略については各社の判断

許に限ってはパテントリンケージ制度によりこの製造販

やポリシーに負う部分が大きいが，一般的には物質特許

売承認審査の過程で先発薬メーカー側から特許情報報告
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ARTICLES

■乾式造粒法を用いた服薬アドヒアランス向上のための製剤設計

寺下敬次郎
（大阪ライフサイエンスラボ）
，長門琢也
（パウレック）
，他

■滋賀県 第１回薬業スキルアップセミナー 日本版GDPガイドライン対応の
日本PDA製薬学会 関西勉強会
課題と解決策
（東京大学）
■粉体シミュレーションの医薬品製造への応用
（その２）
 酒井幹夫
■今さら聞けない
「QbDって何？」―医薬品品質保証のパラダイムシフト―
岡崎公哉
（GSK）
（第８回）

■医薬品工場の設計とトレンド
（第８回）
最終回

小嶋 威
（日揮）
再生医療等製品に係る作業所の計画
■シリーズ GMP査察を巡る最近の話題
（第12回）


佐々木次雄
（GMPテクニカルアドバイザー）

野村香織
（東京慈恵会医科大学）
■欧州の市販後薬事規制
（第11回）

■Pharma PSE Spotlight
（第９回）


注射剤製造におけるシングルユース・マルチユース選択支援のためのオン
白畑春来，杉山弘和
（東京大学）
ラインツール
「TECHoice」

■
【対談連載】
嶽北先生が訊く 再生医療のいまと未来
（第４回）


鮫島 正
（テルモ）
×嶽北和宏
（大阪大学）

■製剤研究者が注目する一押しトピック

■薬の名前 続：ステムを知れば薬がわかる
（第18回）
最終回
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.144）


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）


Study of GMP

■中小規模組織におけるQRMのインフラ整備
（第22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）


製剤技術

■
【製剤と粒子設計】
遺伝子・核酸医療を目指した環境応答性脂質様材料の分
田中浩揮，秋田英万
（千葉大学）
子設計

そ の 他

◦行政ニュース

◦News Topics

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

◦World News Topics

pt@jiho.co.jp

E-mail アドレス：

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

