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　医薬品の開発，製造，流通，販売の国際化が急速に進

む近年，各国規制当局間の協力も活発になってきている。

　1990年代，ICHの活動に代表されるように日米欧を中

心とした規制調和（ハーモニゼーション）の活動が開始さ

れ，2000年代には規制収束（コンバージェンス）という概

念が一般化してきた。コンバージェンスとは，日米欧に

加え，より多くの国々が薬事規制の整備を進めたが，キャ

パシティの不足などから直ちに規制調和はできないため，

可能な範囲で規制，ガイドラインの共通化を図ろうとい

う試みである。APEC規制調和委員会などが中心となり，

その活動を推進してきている。

　こういった流れの中で，2010年代にはリライアンスと

いう概念が定着，各国規制当局はそれぞれの状況に応じ，

リライアンスに基づく仕組みを積極的に導入している。

特に，最近，WHOが主導的に，リライアンスを各国に

推奨するとともに，WHO自身も既存のプロジェクトに

加え，新たなプロジェクトを立ち上げているため，各国

はリライアンスへの関心を高めている（図１）。

　リライアンスは基本的には，各国が自らの業務の効率

化，そして何よりも，当該国の患者・国民への医薬品ア

クセスの向上，迅速化を進めるために実施している。し

かしながら，リライアンスのもたらす成果は多様であり，

結果として審査の迅速化・簡略化，査察の省略などに結

はじめに

びつくため，産業界にも，開発コストの低減や開発・審

査期間の短縮など，さまざまなメリットをもたらす。

　本稿では，各国及びWHOのリライアンス活動の現状

を説明するとともに，最後に今後の日本の対応等につい

て紹介する。

　なお，本稿は著者の個人的見解を示すものであり，所

属する組織の公式な見解ではないことを申し添える。

　WHOは規制当局間の協力活動について図２のとおり

分類・整理している。①は規制当局の協力と基礎となる

もので，規制当局間の信頼性の醸成や，ICHの活動に代

表されるハーモニゼーション，APEC RHSC（Regulatory 

Harmonization Steering Committee;規制調和運営委員

１．リライアンスの定義

1990s

2000s
2010s

2020s

Harmonization

Reliance
Convergence

図１　Global化に伴う規制環境の推移

多様化するRelianceと
今後の展開

Diversification of reliance and its future prospective

医薬品医療機器総合機構 国際部

中島宣雅
Nobumasa Nakashima

Pharmaceuticals and Medical Devices Agency
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　慶應義塾大学病院（以下，当院）は2019年5月現在，病

床数960床，１日平均の外来患者数3,086名，入院患者数

784人であり，特定機能病院をはじめとする各種中核病

院としての機能を担っている。当院薬剤部において採用

薬品数は約2,300品目，１日あたり外来処方せん平均1,550

枚，入院処方せん平均650枚，また抗がん剤調製も含め

た注射薬混合調製も約450件行っており，全国でも調剤・

調製件数が多い薬剤部の一つである。

　これだけ多くの調剤・調製件数を安全に業務遂行する

ために，以前は医薬品名や規格量の表示方法などを工夫

し調剤時の取り間違い防止策を講じてきた。しかしこれ

らの対策には限界があり，確実な防止策が望まれていた

中，2006年の厚生労働省通知「医療用医薬品へのバー

コード表示の実施について」により，バーコード表示の

実施要項が示され1），当院薬剤部でもバーコード認証を

活用した調剤システム（以下，バーコード調剤）を開発し2），

注射薬調剤は2009年11月から，内外用薬調剤は2010年４

月から導入している。

　本稿では内外用調剤におけるバーコード調剤導入の経

緯ならびに変遷を紹介するとともに，それらの評価なら

びに問題点について述べる。

背景

①JANコードを利用したバーコード調剤

　2010年４月のバーコード調剤導入当初はJANコードを

利用した調剤システムであり，対象医薬品を限定して行っ

ていた。バーコード調剤対象医薬品の選定には厚生労働

省科学研究「医薬品の安全使用のための業務手順書」作

成マニュアルにおいて「ハイリスク薬」とされている医

薬品の中で，抗がん剤，血液凝固阻止薬，ジギタリス製

剤，テオフィリン製剤，糖尿病薬，自己注射薬等，計

135品目を対象とした。システムの概要は，株式会社ユ

ヤマの調剤支援システム（YUNICOM-EX）の薬剤マス

ターにJANコードを登録し，薬袋の右下にバーコードを

印字させ，薬品棚に設置したJANコードと照合させる内

容である。バーコード照合にはアプリケーション開発用

ソフトBT-Navigatorでプログラム作成したハンディー

ターミナル（共に株式会社Keyence）を用いた。手順とし

ては薬袋右下のバーコードを読み込ませ，次いで薬品棚

に付番されたJANコードを読み取り照合させる（図１）。

照合させたコードが異なる場合は操作エラーとなり，調

剤が完了しないようにした。

　バーコード調剤の有用性を検証するため，バーコード

調剤導入前後５カ月におけるバーコード調剤対象薬剤に

おけるインシデント件数の比較検討を行った（表１）3）。

インシデント件数の合計は導入前で総調剤件数53,149件

中25件，導入後では58,456件中２件であり，薬剤の取り

１．�内外用調剤でのバーコード調剤
導入の経緯ならびに変遷

慶應義塾大学病院薬剤部1），慶應義塾大学薬学部病院薬学講座2）

松尾健介1），村松　博1），青森　達1, 2）

KensuKe Matsuo1）, HirosHi MuraMatsu1）, toHru aoMori1, 2）

Department of Hospital Pharmacy, Keio University1），School of Medicine, Keio University2）

バーコードを活用した調剤業務における
医薬品包装の問題点

医薬品包装の改善点と最新動向●❶特集

Problem of pharmaceutical package in dispensing using barcodes
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　病院薬剤部において，医薬品を取り巻く環境は大きな

変化を遂げている。そのような状況のなかで，より安全

に，そしてスピーディに調剤を行うにあたって病院薬剤

部として取り組んでいる内容を紹介するとともに，改善

を期待する包装に関する懸念事項について紹介させてい

ただく。また，本文内では具体的な製品をあげている部

分があるが，よりよい医療を求める現場から声を上げる

ために一例として示しているものであることをご理解，

ご容赦いただきたい。

　2015年に医療用医薬品のGS-1データバー（以下，

GS-1）表示が始まり，埼玉医科大学病院（以下，当院）で

も活用してきた。

　調剤室においてはPTPシートなどの取り揃え（計数調

剤）業務において，処方箋のバーコードを読み取ること

で指示された医薬品を計数調剤用機器（ハンディターミ

ナル）へデータを取り込み，調剤包装単位コードや販売

包装単位コードのGS-1を読み取ることで医薬品を照合し，

調剤者が取り揃えた医薬品の数量を入力することをもっ

て調剤完了としている。この一連の行為は，調剤時に起

こりやすい３つの過誤，①類似する名称や形状による取

り間違え，②成分は同一であるが規格や剤形が複数ある

場合の取り間違え，③調剤の数量間違え，を回避するも

のである。

　注射室では患者さんごとに１施用分ずつ注射薬のセッ

はじめに

バーコードの活用

トを作成（監査業務）の際に同様にGS-1を読み取って指

示と医薬品の照合をしている。さらに，数量の間違いを

回避するために払い出す数量分を１薬品ずつバーコード

の読み取りを行っている。血液製剤（特定生物由来製品）

においては，GS-1に含まれている製造番号と期限を同

時に読み取ることで医薬品医療機器等法に規定されてい

る投与の記録を自動的に作成し，業務の効率化を図って

いる。

　人は間違いを犯すということを前提として，いかに安

全に医薬品を取り扱うかが重要である。先入観による小

さな間違いが大きな事故につながる可能性がある。

GS-1の活用は安心で安全な薬物療法の提供において重

要な役割を担っている。また，トレーサビリティの確保

を目的とする業務の効率化にも有用な手段となる。

　ところで，平成31年４月２日に厚生労働省から通知「調

剤業務のあり方について」が発出された1）。この通知に

おいて，薬剤師の指示に基づいて薬剤師以外の者が医薬

品の取り揃え業務を行うことは妥当である，と示されて

いる。当院薬剤部の調剤室で使用しているハンディター

ミナルを用いた取り揃え業務は，薬の専門知識がない者

であっても安全で確実に医薬品の取り揃えを行うことが

可能であり，今般の通知に速やかに対応できるものと考

えている。

バーコードを読み取れない包装

　上記の通り，有用なバーコードであるが，せっかく

GS-1を表示していても背景色を設けていない印刷のも

のはレーザータイプのバーコードリーダーでは読み取り

にくく業務効率が低下する。また，以前にはJANコード

のバーコード上に開封用のテープが巻かれていて，バー

コードリーダーでまったく読み取ることができない製品

埼玉医科大学病院 薬剤部

伊藤護之
Moriyuki ito

Department of Pharmacy, Saitama Medical University Hospital

薬剤部の調剤業務からみた包装改善要望

医薬品包装の改善点と最新動向●❷特集

Request of pharmaceutical package from pharmacist dispensing
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PPD製 剤 術技

製剤と粒子設計

　湿式ボールミルは，媒体ボール同士をスラリー中で衝

突させることで粉砕を行う装置であり，粉砕性能や汎用

性の高さに加え，構造がシンプルなため大型化も容易と

いった特徴がある。そのため，セラミックス，高分子材

料1），鉄・非鉄金属2）などの原料，中間製品，最終製品

などの幅広い産業分野の粉砕工程で利用されている。こ

うした製品に求められる機能や性能は年々高まりつつあ

り，特に最近では，ナノレベルの非常に微細な粒子が求

められることも少なくない。こうした現状に付随して，

湿式ボールミルをより精密に制御する技術の確立が急が

れるようになった。しかしながら，湿式ボールミルによ

る粉砕の制御は難しく，数多くの粉砕に関する実験結果

が報告されている現在においても3, 4），経験的知見に依

存した操業に頼らざるをえないのが現状である。また，

ナノレベルの粒子の粉砕に関しては次の３つの現象が顕

著となるため，粉砕自体が困難な場合が多いことも課題

となっている。

1） 工業的に粒子を製造する場合，１μm程度の粒子径

で粉砕速度が著しく低下する“粉砕限界”が存在す

ること5～7）。

2） 粉砕操作にもかかわらず，逆に粒子径が増大する“再

凝集”が発現すること5, 6）。

3） 媒体同士や媒体-容器壁間の衝突による“コンタミ

ネーション”が増加すること6, 8）。

　湿式ボールミルの制御を困難としている背景には，湿

式ボールミル内で進行する粉砕の様子が極めて微視的か

つ瞬間的な現象であるため，実験から観察および解析す

ることが難しく，粉砕のメカニズムを十分に把握できて

はじめに
いないということがある。こうした実験により観察およ

び解析困難な場合に有効な手法としてシミュレーション

があり，これまでにも，粉体シミュレーションにおいて

一 般 的 に 用 い ら れ る 離 散 要 素 法（Distinct Element 

Method （DEM））9）による湿式ボールミルの解析が盛ん

に行われてきた10～12）。しかしながら，その多くは，媒

体ボールの運動について解析したものであり，砕料粒子

の運動および破壊挙動は無視されているため，粉砕のメ

カニズムを詳細に解析することは難しいとされてきた。

　一方で，媒体ボール，凝集体，分散媒の運動をシミュ

レーションにより表現することで，凝集体が湿式ボール

ミル中で解砕されるメカニズムの解析に成功した事例が

存在する13）。この事例のように，砕料粒子も含めた解析

を粉砕のメカニズム解析に応用することで，現状課題と

なっている粉砕限界，再凝集，コンタミネーションといっ

た砕料粒子スケールで見られる現象に対する理解が促進

される可能性がある。

　そこで本稿では，粉砕における課題のなかからまず粉

砕限界に着目し，媒体ボール，砕料粒子，分散媒の運動

をシミュレーションにより表現することで，粉砕限界の

発現メカニズムについて解析した事例について紹介する

とともに，粉砕限界の突破方法について検討した事例も

示す。

　湿式ボールミル中で砕料粒子が粉砕されるためにはま

ず，衝突する媒体ボール間に砕料粒子が捕らえられるこ

とが必要である。粉砕限界が媒体ボール間に捕らえられ

ていないことに起因しているとすると，砕料粒子径が小

さくなったとき捕らえられる砕料粒子体積（捕獲粒子体

１．粉砕限界の発現メカニズムの解析

Analysis for behavior of Sandwiched particles between two balls in liquid
東北大学 多元物質科学研究所

久志本 築，石原真吾，加納純也
KizuKu Kushimoto，shingo ishihara，Junya Kano

Institute of Multidisciplinary Research for Advanced Materials, Tohoku University

液中での媒体ボール間における
砕料粒子捕獲挙動の解析

製剤設計・プロセスの見える化特集 1
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　経口ゼリー剤は2011年，第十六改正日本薬局方に追加

された新しい剤形である。1995年に佐藤製薬が本邦初の

経口ゼリー製剤である「カロリールゼリー」を発売した

後，各社が経口ゼリー剤の開発を行い，2019年11月現在，

医療用医薬品としてポリスチレンスルホン酸カルシウム1），

グラニセトロン塩酸塩2），アシクロビル3），イソソルビド4），

ドネペジル塩酸塩5）などを含む19品目（有効成分13種類）

が上市されている。さらに，近年では溶出制御や個包装

を可能にするために，水を加えると直ちにゼリー剤にな

るドライゼリーの研究開発も進められている6）。

　経口ゼリー剤は上記に示したようにいくつもの製剤が

上市されているものの，実際の製剤開発を考えた場合，

依然として技術的なハードルは高い。例えば，大量の水

分を含む経口ゼリー剤の開発では，一般的な経口投与製

剤の錠剤とは大きく異なる独自の処方設計が必要であり，

さらに，調製される経口ゼリー剤の物性は，さまざまな

設計因子（処方因子や製造条件）によって著しい影響を受

ける（図１）。目的とする機能や品質を有する経口ゼリー

剤の設計には，設計因子-特性間の複雑な因果関係の理

解が重要であるものの，現状では，経口ゼリー剤の処方

設計に関する報告例は著しく少なく，十分な知見が得ら

れているとはいえない。近年，Quality by Design（QbD）

に基づいた製剤設計が重要視されるなか，錠剤に関する

1．背景

設計因子-特性間の因果関係については多数報告されて

いる一方で，経口ゼリー剤に関する研究事例は極めて少

ない。

　このような背景から，本研究では実験計画法や種々の

多変量データ解析手法を駆使して，経口ゼリー剤の処方

と製剤物性との因果関係を詳細に評価した。３種類のゼ

リー基剤の配合比を実験計画法に基づいて変化させたゼ

リーを試料として調製し，それらの物性（破断応力，破

断ひずみ，弾性率および薬物溶出率）を測定した。続い

て実験結果を応答曲面法によって解析し，ゼリー基剤の

処方と各種物性との因果関係の視覚化を行った。さらに，

決定木分析を適用してゼリー強度（破断応力，破断ひずみ，

処方
主薬含量
ゼリー基剤
防腐剤
pH調整剤
甘味料

など

かたさ

味

溶出性

類縁物質量

保存安定性

製法
生産スケール
基剤の溶解温度
撹拌速度
冷却方法

など
など

ゼリーの物性設計変数

図１　設計変数と経口ゼリー剤の物性の関係性
設計変数も製剤物性も複数あり，それぞれの関連性が異なるため，
すべての関係性を理解することは難しい。

応答曲面法および決定木分析を活用した
経口ゼリー製剤の処方設計

Design of a jelly dosage form for oral administration using response 
surface method and decision tree

日医工株式会社1），富山大学 製剤設計学講座2）

林　祥弘1），横川雅光1），大貫義則2），熊田俊吾1）

Yoshihiro haYashi1）, MasaMitsu Yokokawa1）, Yoshinori onuki2）, shungo kuMada1）

Nichi-Iko Pharmaceutical Co.,Ltd.1），University of Toyama2）
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　健常人が食事を摂ると，すい臓のβ細胞からインスリ

ンが分泌され，血液中のグルコース濃度（血糖値）の増加

を抑制し，適正な濃度域を維持することができている。

糖尿病とは，このインスリンの作用不足によって生じる

慢性的な高血糖状態を主とする代謝疾患群である。生活

水準，医療水準の向上とともに患者数が増え続けており，

2045年には6.3億人に拡大すると予想されている。なか

でもアジア（インドを含む）地域は，全世界の糖尿病患者

の50％以上を占める地域となり，患者数も持続的に増加

すると予想されていることから，この地域における糖尿

病疾病管理の重要性はますます高まっている1）。

　糖尿病は，主に１型糖尿病と２型糖尿病に分類される。

１型糖尿病は，インスリンを合成・分泌するすい臓のβ

細胞の破壊・消失が主要原因であり，インスリンの投与

が必須となる。自己免疫障害など，発症原因が不明な場

合も多く，若年の患者が多いことも特徴である。一方で，

２型糖尿病は過食，運動不足，肥満，ストレスなどによっ

て生じるインスリン分泌低下と感受性低下が原因となる。

運動療法，食事療法や経口薬，インスリン投与など治療

はじめに

１　糖尿病治療の背景

の選択肢も幅広い。生活習慣が要因であることも多く，

中高年の患者が多いことも特徴である（表１）。

　インスリンは，1921年にトロント大学のFrederick 

BantingとCharles Bestがすい臓からの抽出物が血糖値

を下げることを発見したことに由来する奇跡の治療薬で

あり，ペニシリンの発見などと並ぶ20世紀最大の医学上

の発見だといわれている。インスリンによる治療は，死

の淵にあった多くの１型糖尿病患者の命を救い，栄養状

態を劇的に改善した。また，その奇跡的な効果を解明し

ようとする研究は科学に多大な貢献をもたらし，ノーベ

ル賞の歴史にたびたび登場している。インスリン発見の

２年後に世界初のインスリン製剤が発売となったのち，

さまざまな技術革新を経て進化を続け，約100年を経過

した今でも多くの糖尿病患者を救い続けている。製剤側

の進化としては，インスリンの結晶化，持続性製剤の開

発，ヒトインスリン製剤，インスリンアナログ製剤など

枚挙にいとまがない2）。

　インスリン製剤の進化に合わせて，インスリンを投与

表１　１型糖尿病と２型糖尿病
１型糖尿病 ２型糖尿病

要因
自己免疫障害など，

発症原因が不明な場合
も多い

生活習慣

患者 若年患者も多い 主に中高齢者
患者数 少ない 多い

治療法 インスリン投与中心 運動療法，食事療法や経口薬，
インスリン投与など

日本初のパッチ式インスリンポンプの開発

テルモ株式会社 ホスピタルカンパニー，ME開発部1），DMヘルスケア R&D部門2），DMヘルスケア CSII リーダー3）

内山城司1），川本秀雄2），吉野敬亮3）

JoJi Uchiyama1）, hideo Kawamoto2）, KeisUKe yoshino3）

ME Development1）, R&D, DM Healthcare2）, Leader, CSII, DM Healthcare3）, Hospital Company, Terumo Corporation

Development of Japan’s first wearable patch pump for insulin delivery
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