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　近年，製薬業界では創薬標的の枯渇が問題となってい

るが，これに対する戦略の１つとして，新しい機序で薬

理作用を発揮する新規モダリティの開拓が活発化してい

る。核酸医薬品はタンパク質を標的とする従来の医薬品

とは異なり，RNAのレベルで生体を制御できる点が大

きな特色であり（図１），この数年で急速に実用化が進ん

でいることからも注目を集めている。核酸医薬品は最近

まで，「原理的には魅力的だが，実際に医薬品にするの

は難しい」という認識が根強かったが，遺伝性疾患を対

はじめに
象とする複数の既承認核酸医薬品で劇的な治療効果が得

られてきたことから，「アンメットメディカルニーズに

対応しうる実現可能なモダリティ」という認識に変化し

てきている。国内においても，有効性，安全性，体内動

態等の観点から核酸医薬品を高機能化する優れた技術が

開発されており，実用化に向けた動きが加速している。

　この背景のもと，本誌『PHARM TECH JAPAN』で

は，国内における核酸医薬品開発の現状を整理すべく，

全12回にわたる連載特集「核酸医薬品の創出に向けた産

官学の取り組み」を企画した。本企画では，産官学それ

ぞれの立場から核酸医薬品創出に向けた動きをご執筆い

ただくが，「学」については特に，日本発の優れた技術

を実用化につなげる道筋（ベンチャー設立，企業導出等）

について紹介していただく。また，「産」における核酸

医薬品への期待と具体的な取り組み，さらには，「官」

が主導する規制整備の現状とその考え方についても，最

新の動向を解説していただく。第１回となる本稿では，

以降の連載の理解を助けるため，核酸医薬品に関する基

礎知識をお伝えするとともに，その世界的な開発動向を

タンパク質DNA RNA

低分子医薬品, 抗体医薬品核酸医薬品遺伝子治療用製品

図１　核酸医薬品の作用点

核酸医薬品の開発動向と
規制整備の現状

核酸医薬品の創出に向けた
産官学の取り組み

１ 回第

Coordinated activities of industry-government-
academia for efficient development of 

oligonucleotide therapeutics
Part 1

Current Status of Development of 
Oligonucleotide Therapeutics
国立医薬品食品衛生研究所 遺伝子医薬部

井上貴雄
Takao Inoue

Division of Molecular Target and Gene Therapy Products, 
National Institute of Health Sciences
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きに京都大学の客員准教授であり，エンジェル投資家が

本業の瀧本哲史氏と出会い，興味を示してもらい，起業

して投資をしていただけることになった」と語る。しか

し2017年１月に浅利大介氏が代表取締役CEOとして経営

に参画するまでは本格的なビジネスモデルは描かなかった。

その理由について「ある先生から，君は経営にタッチし

てはダメ。技術のみに専念しなさい。スタートアップ企

業が失敗してきたのは，経営がわからない大学の先生が

経営に関わったからだと言われたから」と樋口氏は笑う。

　「本人には相談していなかったのですが，最初から経

営は浅利に任せたいと考えていました。浅利とは京都大

学工学部の１年生の時からの友人で，人と違う発想をす

るおもしろい奴だと思っていました。2016年10月にわれ

われの恩師だった船引卓三先生の喜寿の会で浅利に会っ

て，構想を話したところ結果として受け入れてもらった」

と樋口氏。

　浅利氏は大学卒業後はサノフィ・アベンティスの研究

所に６年間勤務し，その後は日東電工の製剤部門で医薬

品の研究に８年間ほど携わっていた。日東電工では，エ

キサイティングな仕事を創りだすというチャレンジをサ

ポートするために，次世代リーダー育成を目指した社内

ビジネススクールが用意されており，浅利氏も受講する

など幹部生として将来を嘱望されていた。

　「スクールで経営学などを学んでいるうちに，企業の

経営に携わりたいと考えていました。ただ友達同士だと

逆にやりにくいのではと思ったのですが，投資家の瀧本

さんと話していて，やってみようということになりまし

た。日東電工からは“辞めるのは残念だが，このスクー

ルの成功例だ”と言ってもらいました」と浅利氏は語る。

　ノーベル化学賞の候補とも言われている京都大学高等

研究院の北川進特別教授が1997年に発見した多孔性配位

高分子PCP/MOF技術に特化し，エネルギー，マテリア

ルやライフサイエンス分野での商業進出を目指す

Atomis。PCP/MOF（図１）は金属と有機化合物が規則

性を持ち連続的に三次元構造を形成し，ナノレベルに制

御された多孔性を有する物質の総称であり，細孔内にガ

スを効率的に吸着させる特徴を持つことから近年注目を

集めている。同社の創業者で最高技術責任者であり，京

都大学高等研究院物質－細胞統合システム拠点 iCeMS

解析センターマテリアルズ部門責任者，特定助教の樋口

雅一氏は「ガスや小分子の制御が可能なPCP/MOFは世

界のさまざまな産業に役立つことができる存在。この技

術を使ってガスの薬も実現させたい」と語る。

京都大学の同級生３人がタッグ
　Atomisは2015年２月に樋口氏が創業した。そのきっか

けについて樋口氏は「北川研究室で企業等と共同研究を

して，その成果として特許が100件以上あるが，10年経

過してもそれらがアプリケーションに結びつくことはなかっ

た。どうして？と疑問に感じていたが，進行中のプロジェ

クトや研究に勤しむ日々を過ごしていた。そのようなと

図１　PCP/MOF

▲�創業者�CTO／京都大学高等研究院　物質－細胞統合システム拠点（iCeMS）特定助教　樋口雅一氏（右）� �
代表取締役CEO　浅利大介氏（左）

株式会社Atomis

多孔性配位高分子で
「ガスの薬」の実現を目指す
－製剤研究者出身のCEOが

“ガスバイオロジー”の扉を拓く－

ベンチャー企業 INTERVIEW
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　「医薬品製造工程パラメータ設計・管理と試験評価設

計・管理の融合」をテーマに2015年２月に立ち上がった

日本PDA製薬学会・技術教育委員会において，今井

（エーザイ），川島（GSK），雲林（エーザイ），杉浦（テル

１．前回までのあらすじ
モ），長遠（富士フイルム）及び横山（エーザイ）（50音順）

からなる本分科会は，Quality by Design（QbD）アプロー

チによりもたらされるメリットは従来法に比べて多大な

ものがあると考え，業界全体へ普及させていくための提

言を行ってきた。

　2015年日本PDA製薬学会年会の参加者に対し実施し

たアンケート調査から，行政 vs 企業，外資企業 vs 内

医薬品原薬のQbDアプローチにおける
リスクアセスメントの事例紹介

（サクラミル原薬を題材に）
－原薬プロセス開発における重要品質特性（CQA），

重要プロセスパラメータ（CPP）及び重要物質特性（CMA）の
特定に向けた作業プロセスの提案（Part 3）－

The case study of the risk assessments based 
on QbD approach for Sakuramil drug substance

—The proposal of the attribution process for the risk assessments of CQA CPP 
and CMA in the process development for the drug substance（Part 3）—

日本PDA製薬学会 技術教育委員会

エーザイ株式会社 プロダクトクオリティ本部 日本・アジア リージョナルクオリティ統括部1），

グラクソ・スミスクライン株式会社 薬事部門CMC薬事部2），

エーザイ株式会社 メディスン開発センターファーマシューティカル・サイエンス＆テクノロジー機能ユニット 分析研究部3），

テルモ山口D＆D株式会社 品質保証部 試験課 兼 テルモ株式会社 甲府医薬品工場 信頼性保証室 開発QA4），

富士フイルム株式会社 R&D統括本部 バイオサイエンス＆エンジニアリング研究所5）

今井昭生1），川島忠史2），雲林秀樹3），杉浦　大4），
長遠裕介5），横山　誠3）（50音順）

Akio imAi1），TAdAshi kAwAshimA2），hideki kumobAyAshi3），dAi sugiurA4），
yusuke NAgATo5），mAkoTo yokoyAmA3）

Eisai Co., Ltd. Product Quality Headquarters, Japan・Asia Regional Quality1）,
GlaxoSmithKline K.K. CMC RA Department, Regulatory Affairs2）,

Eisai Co., Ltd. Pharmaceutical Science & Technology Function Unit Analytical Research Department3）,
TERUMO YAMAGUCHI D&D CORPORATION Quality Control Section, 

Quality Management Division & TERUMO CORPORATION Quality Assurance Office（Development QA）4）,
FUJIFILM Corporation Bio Science & Engineering Laboratory 

Research & Development Management Headquarters5）

PDA Japan Chapter, Technical Education Committee
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　乾式造粒法は欧米において製剤化のファーストチョイ

スとされることが少なくない。これはわが国において多

用されている湿式造粒法に比べ，液体結合剤などを添加

しないことから，工程の簡略化や乾燥工程不要，ならび

に洗浄が簡単であることから，生産コストダウンにつな

がることによるものと考えられる。今後の固形製剤設計

および生産においては，ますますコストの低減が不可欠

になることから，乾式造粒法に再注目されてきた1）。も

ちろん，乾式造粒法は装置的特徴から，海外において「連

続生産」に採用されている例も多くある。

　この乾式造粒法は，水分に不安定な原料，熱に弱い原

料，かさ密度の低い（軽質）または流動性の悪い原料など

に適していることが知られている1, 2）。最近は高薬理製

剤の製造にも採用されるようになってきた。もちろん，

装置はコンテインメント仕様である。

　代表的な経口固形製剤に錠剤，顆粒剤，粉剤およびカ

プセル剤などがある。最近は小児・高齢者あるいは嚥下

機能が低下した患者に対し，服用しやすくするために，

剤形や大きさなどから検討されてきている。例えば口腔

内崩壊錠（OD錠）3），ミニタブレット4, 5），マイクロOD

錠6〜8）およびゼリー製剤9）などがある。また，日本独自

の製剤である顆粒剤は，散剤に比べて飛散性や付着性が

少なく，流動性がよいので調剤しやすく，さらに患者に

とっても服用しやすいとされている。しかし，服用時に

顆粒が歯に挟まったり，舌にぬめり感，ぱさぱさ感，お

はじめに
よびざらつきを感じるなどの問題点の指摘がある。この

ことが，服薬アドヒアランスの低下につながると考えら

れる。つまり，患者にとって優しく，服用しやすい特長

をもつ顆粒剤の設計および生産が期待されている。しか

し，いまだ十分でないのが現実であろう。

　最近，優れた機能を付与した添加剤・賦形剤の開発に

加えて，製剤化装置の特長を生かした製剤設計などが精

力的に行われている。筆者らは「ゲル状保水性賦形剤」

に注目し，「易服用型顆粒剤」を設計することを試みた。

ゲル状保水性賦形剤は，口腔内唾液や少量の水分と接触

することにより，嚥下および服用を容易にする機能をも

つ。したがって，製剤化において液体のバインダーなど

に濡れると本来の機能を十分に発揮できない。そこで「乾

式造粒法」の特長に注目し，製剤化に採用することにし

た。

　本研究では，経口固形製剤の服用困難な小児・高齢者

ならびに嚥下機能が低下した患者に対し，服薬アドヒア

ランスの向上を目的として，易服用型顆粒剤を設計する

ために，ゲル状保水性賦形剤を用い，乾式造粒法を採用

し，Quality by Design（QbD）に基づいて実験を行った。

まず，易服用型顆粒剤の目標製品品質プロファイル

（QTPP）とその設定値を決め，工程パラメータ（PP）を抽

出し，実験計画法のBox Behnken法にて実験した。次に，

顆粒剤の製品品質や重要品質特性（CQA）に影響を及ぼ

すPPの影響を調べるとともに，製品品質・CQAとPPの

関係を応答曲面法にて表現し，易服用型顆粒剤設計の最

適化を考察した。さらにQTPPの設定値を満たす易服用

型顆粒剤を設計するためにデザインスペース（DS）の構

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

Formulation Design for Improvement of Adherence 
Using the Dry Granulation Process

大阪ライフサイエンスラボ1），株式会社パウレック2）

寺下敬次郎1），牛島悠太2），平田健二2），長門琢也2）

Keijiro TerashiTa1）, YuTa ushijima2）, Kenji hiraTa2）, TaKuYa nagaTo2）

Osaka Life Science Labo1）, POWREX CORPORATION2）
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　再生医療等製品は製品自体の滅菌処理ができず，多様

な細胞加工を長期にわたり繰り返し適用することから，

リスクコミュニケーションを繰り返しながら注意深く検

討する必要がある。GCTP省令ではその多様性に柔軟に

対応するため，作業所を細分化せず無菌操作等区域と清

浄度管理区域との２つに分類している。これらの清浄度

が管理された区域と外部との境界では作業者と原材料が

往来するため，外部からの汚染源の移動に配慮が必要と

なる。

　個々の要件はGCTP省令に記載されているが，原則に

立ち返り作業所の要件を確認すると製品品質を確保する

ことであり，それは「目的とする製品の品質保証システ

ムが構築されていること（有効性の確保）」，「汚染しない

こと（汚染の防止）」，そして，「混同しないこと（混同の

防止）」である（図１）。これら３つの要件は，GMPにお

ける医薬品製造施設の要件と本質的に変わらない。

　製品の有効性は目的細胞の純度や細胞数などの期待さ

れた規格に対する適合性であり，有効性を確保するため

の保証システムを構築しなければならない。培養技術や

規格設定などを含め，主に細胞加工の検討で取り扱う（図

１における①）。汚染の防止は培養設備の操作手順や滅

菌前準備などの作業工程のなかで防止する方法と，環境

機器や清浄度管理などの作業所として防止する方法とが

１．�再生医療等製品における作業所
の考え方

ある（図１における②）。ここで作業工程とは適切に計画

された細胞加工を行うための具体的な手段や手順を意図

して用いている＊1。作業工程として汚染を防止する場合

も周囲環境は汚染リスクの基準となるため，清浄度を維

持する作業所の役割は大きい。混同の防止は資材の表示

など運用や作業者の教育により対応することもできるが，

動線や作業スペースの分離，保管場所の確保などの人為

的なミスが生じにくいレイアウトや動線計画も重要であ

り，これは作業所の空間設計として検討することになる

（図１における③）。

　再生医療等製品の分野は現在も経験を蓄積している段

階にあることから，作業者が直接的に操作することも多

く，形態は多種多様である。そのために「その時点の学

問の進歩を反映した合理的根拠に基づき，ケース・バ

イ・ケースで柔軟に対応すること（品質及び安全性確保

図１　製品品質の３原則

再生医療等製品に係る作業所の計画
〔最終回〕

第８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
Part 8：Facility Planning for Regenerative Medicines
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●新しい治療法・製品の初回導入率をいかに上げるか

【嶽北】ハートシートが条件及び期限付きで承認されて

４年目になりますね。昨年度，承認期限が３年延長され

ましたが，どのような市販後調査の進捗でしょうか。

【鮫島】有効性についての情報の集積が当初の見込みよ

りも大幅に遅れているというのが正直なところです。一

番の原因は，既存の心不全治療の中にこのハートシート

をどうやって組み入れるかという部分です。先生方に治

療法の趣旨は理解していただけるものの，実際に日常診

療で患者さんに勧める段階で躊躇されます。

　ハートシートは2015年の時点で，安全性が示され，有

効性が推定されたのですが，治験段階で少ない症例数だっ

たので，さらに評価を続けるということで条件及び期限

付き承認をいただきました。ただ，結果的に有効性がはっ

きりしていないという印象をおもちの循環器の先生もい

らっしゃいます。そうすると患者さんへの説明が難しい

というわけですね。

【嶽北】何万という症例でのスタディをやってきている

循環器内科の先生方からすると，外科の分野で開発され

たこのような再生医療に対してエビデンスの量に関する

相場観からくる違和感はあるだろうと想像はできます。

【鮫島】そうですね。ただ，そうはいっても循環器の先

生方も既存の治療法のみでは重症心不全の患者さんを救

えないということは認識されているのですが，では日常

診療の中でこの新しい治療を患者さんに勧めるかという

と，また高いハードルがあるわけです。

【嶽北】再生医療の分野でよくあるのは，既存の内科的

治療不応および外科的治療で不十分な患者さんに新治療

を適用するということが前提です。患者さんに対して新

治療に向かわず既存治療をそのまま継続する方向をとら

れる傾向にあるわけですね。

【鮫島】1～２カ月に１回程度の外来で薬を使ってコント

ハートシートに学ぶ，
再生医療等製品の製造と販売（1/2）

嶽北先生が訊く談対

再生医療のいまと未来 第４回

テルモ株式会社 執行役員 心臓血管カンパニー

ハートシート事業室長

コーポレートR&Dセンター再生医療リーダー

鮫島　正氏

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

75（2601） Vol.35 No.13（2019）



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

月号予告
Vol.35 No．1411

ARTICLES

Study of GMP

製剤技術

そ の 他

■【新連載】医療薬学研究の最先端（第１回）� �
社会に貢献する医療薬学系研究の推進� 寺田智祐（滋賀医科大学）

■生命とは何か？　生命・病気・死の新しい人間モデル� �
� ハンス・ローエンバーガー（バーゼル大学），訳：木村　豪（塩野義製薬）

■核酸医薬品の創出に向けた産官学の取り組み（第２回）� �
糖部および塩基部の修飾，アンチセンス� 小比賀　聡（大阪大学）

■側方噴霧法による精密微細造粒� 増田義典（耕薬研究所）
■世界のGMPトレンドとそれをリードする無菌医薬品製造最新技術の追求� �
� 竹田智治（ナガセ医薬品），永井　兼（エアレックス）
■製剤研究者が注目する一押しトピック
■若手製剤研究者必読！単位操作から見た固形製剤（第18回）� �
粒子コーティング　他工程に与える影響� 福田誠人（スペラファーマ）

■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（東京大学）
■連続生産のための包括的な管理戦略� 川上浩司（京都大学）
■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―（第９回）� 岡崎公哉（GSK）

■シリーズ　GMP査察を巡る最近の話題（第13回）� �
� 佐々木次雄（GMPテクニカルアドバイザー）

■【対談連載】嶽北先生が訊く�再生医療のいまと未来（第５回）� �
� 鮫島　正（テルモ）×嶽北和宏（大阪大学）

■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.145）� �
� 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23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】経口ゼリー剤の新形態� �
―ドライゼリーの開発―� 垣野由佳理（大蔵製薬）

◦行政ニュース　　◦News�Topics　　◦World�News�Topics




