
歩き出す、新時代と新しい旅へ

中国薬典概況と2020版中国薬典の編纂状態

中国国家薬典委員会 張偉
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本日の内容

中国薬典の基本概況

*薬典委員会の概況 *常設組織の概況

中国薬典編纂の計画

次の改正版薬典の編纂の現状

日中薬局方の規格の協同
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「中国薬典」は国家医薬品管理監督部門

の発出する、医薬品品質と使用の安全性

、品質管理のため定める医薬品法典であ

る。「中国薬典」は医薬品品質管理、国民

の医療保健上の権益保障及び我が国の

医薬品産業の発展に対するのは非常な

重要な役割がある。

「中国薬典」の位置づけと役割

国家医薬品規格は、医薬品品質を保証するため、医薬品の品質指標、一般試験法及び製造プロ

セスに対する行う技術的な国家レベルの規定となり、医薬品の研究から、製造、販売、流通、監督

管理まで各段階において守らなければならない強制的な技術原則と法的根拠である。

「中華人民共和国薬品管理法」に

おいて明確的に記載する：「医薬品

は必ず国家医薬品規格に適合す

る。国務院医薬品管理監督部門が

発出する「中華人民共和国薬典」と

医薬品規格は国家レベルの医薬

品規格である。」
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 1950年に、衛生部は薬典委員会を成立し、事務局（常設組織）を設置し、専門家チームを

結成する上で、薬典の編纂が始まった。最も早く成立された標準化機構の一つである。

 以来、合計十届の薬典委員会が十改正版の「中国薬典」の編纂を完成した。

 全国から有名な西洋医薬と中医薬の専門家を委員とし、5年ごとに交替。

 主任委員1人、副主任委員若干。

薬典委員会基本状況
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歴届の主任委員

55

 主任委員は通常当時の衛生

部部長又は医薬品監督管理

局長に兼任される
李德全

第一、二届
湯藤漢

第三届

銭信忠

第四届

崔月犁

第五届

陳敏章

第六、七届
邵明立

第九届

陳竺

第十届

毕井泉

第十届
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薬典委員会委員全体集合写真

6
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第十届, 350人，2010年

第六届，168 人，1991年

第一届，44人，1950年

第十一届，407人，2017年



历届薬典委員会委員人数变化
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常務副主任委員
呉浈副局長

第十一届薬典委員会構成

主任委員
毕井泉局長

副主任委員
張伯礼、陳凯先、曹雪涛院士

実施委員会67人

コンサルタント委員18人
(院士11人）

26分野別委員会、計340人

 院士委員16人

 各分野委員会主任26人（兼）

 機構委員15人

 プロエキスパート6人

 マネージメントエキスパート4人

オブザーバー12人

（医薬社団代表）
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 26分野別委員会が設置され、合計340人

第十一届薬典委員会分野別委員会の設置

民族医薬品専門委員会16人
生薬・草薬第一専門委員会16人
生薬・草薬第二専門委員会16人
中薬製剤第一専門委員会15人
中薬製剤第二専門委員会15人
天然物専門委員会8人
漢方薬リスク評価専門委員会11人

中薬97人 化学薬品65人

医学54人

漢方医学専門委員会31人
医学専門委員会23人

化学薬品第一専門委員会13人
化学薬品第二専門委員会13人
化学薬品第三専門委員会会13人
化学薬品第四専門委員会11人
生物化学薬品専門委員会11人
放射線関連医薬品専門委員会4人

生物技術専門委員会13人
ワクチン製剤専門委員会17人
血液由来製品専門委員会7人
生物薬品通則専門委員会5人

生物薬品42人

総合（通用性、医薬品添加剤と包装材）82人

理化分析専門委員会18人、製剤専門委員会17人、微生物専門委員会9人、
名称与術語専門委員会9人、生物検定専門委員会8人、
医薬品添加剤と包装材専門委員会13人、基準物質専門委員会8人



薬典委員の分布

药检机构 科研机构 医疗机构 生产企业 管理部门

第十一届薬典委員の所属分布

基本現状

146
（42%）

117
（33%）

31

（9%）

15
3%

40
（11%）

10
医薬品
検定機関

アカデミア 医療機関 医薬品
メーカー

管理部門
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1953年 2015年

次の委員会の設立

薬典記載品目決定
（原則、リスト、範囲）

研究内容の決定

原案（分野、審議、実施）

実行

CSDA公示

実施委員会審議（化学技術、経済的、
社会的等重大事項に係る）

次の委員会の設立

2020年

「中国薬典」編纂流れ
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薬典委員会の常設組織

国家薬典委員会

事務局

人事処

業務総合処

漢方薬基準処

化学薬品基準処

生物薬品基準処

医学情報処

対外交流処

品質管理処

 CNDAに所属

 事務局長責任制

 「薬品管理法」によって、国家医薬品規

格の作成と修正を担当する
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常設機構の主な役割

 「中国薬典」とその追補の作成と修正

 国家医薬品規格における医薬品添加剤、医薬品と直接接触する包装材の技術要件と規格の作成と
修正

 「中国薬典」と国家医薬品規格の実行状況の評価

 「中国薬典」と国家医薬品規格のトレーニングと問い合わせ

 医薬品、医薬品添加剤、医薬品と直接接触する包装材と容器の基準管理、医薬品規格管理システ
ムの完備

 医薬品標準化戦略、医薬品規格管理政策及び技術規制の研究活動を実施、医薬品の医療情報の
分析と評価を担当

 医薬品規格のグローバル活動と国際協力を展開、医薬品規格の国際的適用性認証及び国際的な
医薬品規格の作成と修正

 医薬品規格の情報化

 「中国薬典」付属本、「中国医薬品規格」誌の編集、出版と発行

 「薬典委員会規制」により、薬典委員会業務に関する会議の手配

 そのほか中国国家食品医薬品監督管理総局の依頼業務
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 国家医薬品規格体系は、「中国薬典」を核とし、

局より公示する基準と薬事申請基準をもととし、

地方生薬・草薬基準を補足とする。

 国家医薬品規格は合計約1.8万个

 「中国薬典」は我が国の政府が医薬品品質を

保証するため、国民の医薬品使用上の安全性、

有効性と品質保証できるため定めた技術的な

法典であり、医薬品の研究から、製造、販売、

流通、監督管理までの法的根拠である。

 我が国の医薬品規格体系の核として、薬典の

改正は我が国の医薬品品質管理レベルと検定

レベルに積極的な影響を与える。

国家医薬品規格の全体情報

局より公示する
基準

薬事申請基準

省の生薬・草薬基準

「中国薬典」基準
5608品目



上古时期先人在生活实践中逐渐发现一些植物、动物和矿物的医疗作用，因

当时文字未立，人们通过口耳相传延续着记忆。“神农尝百草”与“伊尹制汤液”的

传说，反映了中华先民认识和使用药物的起源。

神農が草薬を摘みとる

随着文字的创造和使用，金文有 “藥”字出现。「说文解字」释

“药” 为“治病草也”。「诗经」中涉及植物、动物共300多种， 其

中不少是后世本草著作中收载的药物。

上古時代に、植物、動物、鉱物の医療効能は先
人に見つかられた。当時文字というものがなかった
ので、口から耳に伝えながら記憶を持続させてきた。
「神農が百種類以上の草薬を試してみる」と「伊尹が
薬液を作る」などの伝説も、中華祖先の薬物への最
初の印象となる。

文字が作られた後、金の文字においては「藥」の
文字があった。「説文解字」においては「薬」を「病気
を治す草」と定義した。「詩経」においては300種類以
上の植物と動物に係り、うちたくさんの品目もその後
のほかの本草書籍に収載された。

古代中国における薬物典籍
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日本森立之辑注

「神農本草経」
（中国中医科学院図書館）

秦と漢王朝は漢方医学発展歴史に対しては非常に重要な時期である。西漢には専用の薬学典籍
があり始め、当時は草薬が多かったため、これらの典籍を「本草」と呼ぶ。

残念ながら、秦と漢王朝の「本草」は大部失われてしまった。東漢の「神農本草経」は現存の最も
古い「本草」であり、著者は古代医学官「本草待詔」。3つの卷（冊）に分け、365種類の薬物が収載
された。薬典の雛形とはいえる。
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古代中国における薬物典籍



唐顕慶二年（公元657年）、朝廷の命令によ

り、蘇敬等20人が「新修本草」を作成し、657

年～659年に公示した。

唐朝「新修本草」

「新修本草」は、我が国の歴症上の

初めての公的な本草となり、図経7卷

、薬図25卷を含めて、合計50種類の

薬物を収載した。世界上でも最も古

い古代「薬典」とはいえる。

「新修本草」

豊かな内容。公示以来、日本や朝鮮

等の国へも
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「本草網目」 万歴二十三年（1596年）に正

式に発行、合計52卷、約190万文字。1892

種類の薬物、11096条漢方を収載する。

1109枚説明図がある。

明朝「本草網目」

李時珍

着

制錦堂「本草網目」
河南

「本草網目」は古代中国の薬学歴史上の最も
豊かな薬学著作であり、「東方薬物巨典」と呼
ばれる。17世紀から、日本語、朝鮮語、フラン
ス語、ドイツ語、英語、ロシア語などに翻訳さ
れ、イギリスの生物学者であるダーウィンに
「1596年の百科全書」と呼ばれる。
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朝 編集 書籍 作成時代 歴史上の影響

東漢 本草待詔 「神農本草経」 公元2世紀 我が国の初めての系統的な薬学著作、
薬典の役割がある

南北朝 陶弘景 「本草経集注」 500年 我国古代薬典の雛形

唐朝 蘇敬等 「新修本草」 659年 世界中の最も古い薬物典籍

宋朝 劉翰等 「開宝本草」 974年 手書きコピーからプリントへ

掌禹锡 「嘉祐本草」 1060年 出典が多い、幅広い分野で

蘇頌等 「本草図経」 1061年 既存の初めてのプリントスペクトル

唐慎微 「経史証類備急本草」 1097年 当時の中薬本草を一括

陳承等 「太平惠民和剤局方」 1208年 中国初の製剤薬典

明朝 劉文泰 「本草品匯精要」 1505年 最後の公的編纂された本草書籍、カラー
スペクトル付き

（無名氏） 「補遺雷公炮制便覧」 1591年 219砲制の図（カラー）を新しく追加

李時珍 「本草網目」 1596年 我が国の本草歴史上の巨作

古代中国における薬物典籍の発展
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新中国が建国以来発行した十版の薬典

1953  1963 1977   1985 1990   1995 2000   2005 2010  2015
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 生薬・草薬

 植物油脂とエキス

 単味生薬製剤と配合生
薬製剤等

 化学薬品、抗生物質

 生物化学製品

 放射線関連製品など

 製剤通則

 一般試験法通則

 ガイドライン、

 添加剤など

 生物薬品

 ワクチン、血液由
来製品、診断製剤
など

現行の「中国薬典」 2015年版の概況
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類別
2010版薬典

収載品目数

2015年版薬典

収載予定品

目数

新規収載品

目数

修正された品

目数

収載しない品

目数

漢方薬 2165 2598 440 517 7

化学薬品 2139 2603 492 415 28

医薬品添加剤 132 270 137 97 2

生物薬品

品目 131 137 13 105 6

通則、総論 10 108 10 21 /

合計 4567 5608 1082 1134 43

通則（添付） / 317 43 67 /

「中国薬典」2015年版と2010年版の比較
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中国薬典2015年版の概況

「中
国
薬
典
」20
15
年
版

前書き
薬典委
員リス
ト

薬典

変遷
凡例

通則

（Ⅳ）

各条

（I/II/

Ⅲ/Ⅳ）

Ｉｎｄ
ｅｘ

 凡例：「中国薬典」で医薬品品質検定を行うときの基本的な原則。「中国薬典」の各条、添付と品

質検定に関する共通問題への統一規定。

 各条：薬物自身の理化学、生物学特徴により、承認された処方原、製造プロセス、貯蔵搬送に基

づいた、医薬品の品質と安定性を検定する技術的な規定。

 通則：「中国薬典」第四部は主に製剤通則、一般試験法とガイドライン等を収載。

化药

生物制品



中国薬典と欧米薬典が収載した化学薬品の品目数

1639 620
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各国における薬典規格の比較と解析

药用辅料标准安全性控制指标比较(199个品种)

高于国外标准

国外标准基本一致

低于国外标准

高于占27%
低于占16.5%

基本一致占56.5%

83%的安全性控制指标达到或与国际水平

項目名 (数/新規) ChP 2015 USP 39 NF 34 EP 9.0

通則数/新規 317/42 333/12 334/4
製剤通則 38/1 14; >1000: 6/1

（<1151>32剤型を簡単
に紹介）

40規程、29剤型

確認試験 35 43 37
スペクトル法 11/2 12 13
クロマトグラフィー法 11/2 4 （<621>5クロマトグ

ラ フ ィ ー 法 を 簡 単 に 紹
介）

14/1

物理コンスタント測定法 12 14 21
その他測定法 10 33/1 32
限度検査法 18 27/1 32
特性検査法 15/4 25/4 33
漢方薬そのほか方法 16/4 -- 23
生物検査測定法 129/15a 21/2b 68/3c

微生物検査法 6/1 6 10
基準品、基準物質と試薬
相関

9/1 1d 8

装置 -- 4 6
容器・容器材料 2/2 (ガイドライ

ン)
5 24

ChP 2015ガイドライン/ 30/15 142/4 18

USP 39通用情報/
EP 9.0 General texts 

--検測技術 6/5 27/3 4
--検測方法作成とバリ

デーション
12/7 48/1 4

--通用ガイドライン 12/3 58 10
そのほか 11/1 16 30

(添加剤、砲製、用水
など通則 6/1
及び特定の生物由来
動物5)

(一般要件7
及び食品補充剤9)

(General
monographs20及 び
剤型、ワクチン、血
清、放射性、植物製

ChP 2015、USP 39、EP 9.0通則及び新規通則数

25

医薬品添加剤安全性管理指標の比較（199品目）

海外基準より高い
海外基準とほぼ一致
海外基準より低い

83％安全性管理指標は海外基準より高い又はほぼ一致
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「中国薬典」付属書籍

 国家医薬品規格手引き

 医薬品赤外スペクトル集

 中国医薬品通用名称

 「中国薬典」2015年版（英語版）

 「中国薬典注釈」

 医薬品使用臨床注意事項

 生薬粉末顕微鑑別図鑑

 生薬ＴＬＣ図集

 中国医薬品規格誌

 国家医薬品規格集

 国内外医薬品添加剤基準比較

 ディジタル化生薬基準

 「中国薬典分析検定技術ガイドライン」

http://www.chp.org.cn/cms/general/publication/series/000010.html
http://www.chp.org.cn/cms/general/publication/series/000010.html


ディジタル基準プラットフォームの設立

 「中国薬典」を核とする国家医薬品ディジタ
ル基準情報プラットフォームを設立

 「ビッグデータ」と「インターネットプラス」のコ
ンセプトを融合する国家医薬品規格サービ
ス

 医薬品開発、製造、検定、管理監督、認証、
アカデミー及び教育などに特定な情報サー
ビス

1、最も全面的、時効性のある各国の医薬品添加剤規格
情報を提供する

2、各版各国の薬典における医薬品添加剤規格の比較「ビ
ッグデータ」

3、今後の医薬品添加剤規格策定及びその修正追補に根
拠を与える

4、これからの医薬品添加剤と包装材と製剤との関連審査
に技術サポートを提供する
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本日の内容

• 中国薬典の基本概況

*薬典委員会の概況 *常設組織の概況

• 中国薬典編纂の計画

• 次の改正版薬典の編纂の現状

• 日中薬局方の規格の協同
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第十一届薬典委員会の成立

2017年8月29日に、第十一届薬典委員会成立及び第一回全体委員会議が北京

に開催された。本会議の主なミッションのは2020年版「中国薬典」編纂業務の支

配、医薬品規格のリフォームを推進、医薬品規格の全ライフサイクル管理、さらに

医薬品品質をより一方に向上させる。

以下の3つ議題を審議した。

 薬典委員会章程

 薬典委員管理方法

 2020年版「中国薬典」の編纂概要
29



「中国薬典」2020年版の編纂概要——全体目標

 「中国薬典」規格体系の完備、「中国薬典」規格の全体レベルを向上させる。

 より謹厳的な「中国薬典」の規格作成、より合理化の品目選定、よりよい規格の

国際調和、より科学的な規格作成

 漢方薬規格を国際規格をリードする。化学薬品と医薬品添加剤規格に満たす

又はやや満たす、生物薬品規格を先端技術に追いつけ、国際レベルと一致す

るように。
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 収載品目数を適当に増やす、臨床ニーズをよりよく満たせる

 「臨床で常用、効果が確実、使用の安全性、プロセスが熟す、品質がコントロールできる」

 国家基本医薬品カタログ、国民保険適用医薬品カタログをカバーする。臨床で医療用医薬品ガイ

ドラインの調整に合わせる

 原薬、漢方薬材、医薬品添加剤の規格収載を主とする。製剤の新規収載が我が国の医薬品イノ

ベーション成果をできる限り表現する

 「中国薬典」2020版に収載される品目数は合計約6500に達する。うち、約220品目の漢方薬、約

420品目の化学薬品、約30品目の生物薬品、約100品目の医薬品添加剤、30品目の包装材、合

計約800品目を新規収載する予定。既に収載された品目の中には1300品目を改正する予定、う

ち漢方薬500品目、化学薬品600品目、生物薬品150品目、医薬品添加剤150品目。

「中国薬典」2020年版の編纂概要——主なミッション
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 医薬品規格の淘汰システムをパーフェクトさせる

承認番号がなくした、既に製造されない、品質が管理できない、剤型が不適合、安定

性が高くない等医薬品の規格を淘汰

 医薬品の一般技術性要求を向上させる

 進化した検定技術の応用をより一歩前へ

 医薬品安全性と有効性の管理方法の研究と作成を強化する

 增订相关检测方法约30个，新增通則及总论20个。約30一般試験法、20通則と総論、

15ガイドラインを新規収載。60一般試験法、12通則と総論、10ガイドラインを改正。

 中国薬典規格の国際調和を強化する

「中国薬典」2020年版の編纂概要——主なミッション
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 「中国薬典」構成を規範

 各部の薬典の間に基準をより調和させる。

 医薬品通用名称の名づけ規範を統一させる（化学薬品、漢方薬、生物薬品、添加剤及び包

装材を含む）

 医薬品規格のコードシステムを検討、薬典の用語リストを作成

 「中国薬典」標準体系を完備する

 化学薬品、漢方薬、生物薬品、原薬、添加剤、包装材及び標準物質に関する医薬品規格

体系

 薬典の凡例、通則（一般試験法通則、製剤通則）、総論及び医薬品の開発、製造、貯蔵、

流通など全ライフサイクルに係るガイドラインの技術要件

「中国薬典」2020年版の編纂概要——ミッションと目標
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 中医臨床に向け、漢方薬品質管理技術体系を構築し、漢方薬規格を策定

 安全性について：

 外来性不純物の安全性への影響を効果的にコントロールし、生薬・草薬の重金属、有害エレメント、農薬残留の限度規格の策

定

 カビが生じやすい生薬・草薬のマイコトキシン限度規格の策定

 内因性毒性成分の安全性への影響を効果的にコントロールし、特に漢方薬の特徴に適合する肝腎毒性の予測と評価方法の

解決

 安全性の検定基準及びガイドラインの作成

 有効性について：

 漢方薬の規格の専有性と全体性を強化、漢方薬の試験法の革新する

 中医臨床効果に向け生物評価と測定法に関する研究活動の展開

 形態、顕微、化学成分、生物効果と合わせて、漢方薬の効果を表現できる基準体系の探索

「中国薬典」2020年版の編纂概要——漢方薬（一部）
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 不純物と類縁物質の分析法をより完備させる

 毒性のある、有害性のある不純物の管理を強化

 医薬品安全性に関する管理項目と限度基準の研究と策定

 後発医薬品一致性評価の成果を規格管理へ

 固体製剤の溶出度と釈放度の試験法を完備する

 徐放性製剤等新型製剤に対する品質評価法と管理指標の確認

「中国薬典」2020年版の編纂概要——化学薬品（二部）
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 各条内容と通用名称をより規範させる

 生物薬品全ライフサイクルの品質管理の要件を完備し、通用性技術要件を補充し、通用性技術要件の規範

性及び各条との関連性を強化する

 生物検測技術、方法及び技術ガイドラインを補充する。技術と方法の優先を基本原則とし、源から規格の緻

密性、化学性と適用性を保証する。検測方法の標準化を強調し、国家標準物質をより完備させる。動物試

験代替法の研究及び生物薬品の品質管理における理化分析法の応用を推進する。

 収載内容を調整、治療性生物薬品の技術要求を確認、収載促進

「中国薬典」2020年版の編纂概要——生物薬品（三部）
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 一般試験法

• 科学性、規範性、実用性、可操作性

• 共通試験法の通用性、適用性と安定性をより向上させる

• 国際の薬典規格のトレンドに追いつけ、進化した試験法の応用をより促進する

 製剤通則

• 熟成した新剤型の新規収載を増加

• 製剤の全ライフサイクル管理

• 医薬品添加剤の機能性と製剤通則技術要件と合わせ、製剤の安定性と各ロット間の一致性

を保証する。

 ガイドライン

• 我が国の医薬品開発、製造、プロセス管理、分析法バリデーション、試験データ解析及び医

薬品包装材、輸送、貯蔵など完備する。

「中国薬典」2020年版の編纂概要——総則（四部）
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 標準物質：

• 標準物質の用意、標準化、管理、使用、審議などに関する技術要件

• 建立国家医薬品標準物質データベースを設立

• 国家医薬品規格は標準物質と一致するはず、ドキュメントと実物の統一

を求める

「中国薬典」2020年版の編纂概要——総則（四部）
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 医薬品添加剤と包装材

• 医薬品添加剤と包装材の規格体系の設立

• 通用性要件とガイドラインの策定を強化、医薬品とその添加剤、包装材の関

連承認審査制度に技術保証を提供

• よく使われる医薬品添加剤と重要な包装材を追加収載、品目の更新を促進

• 医薬品添加剤と包装材の安全性を強化、国際上の相関要求と一致する

「中国薬典」2020年版の編纂概要——総則（四部）
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本日の内容

中国薬典の基本概況

*薬典委員会の概況 *常設組織の概況

中国薬典編纂の計画

次の改正版薬典の編纂の現状

日中薬局方の規格の協同
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2009-2017医薬品規格の研究任務

41

 7756医薬品規格向上の課題、うち5400以上が完成された

 「十三五」計画によって、3050医薬品規格を向上するのは目標

 1100以上の課題が設置した。2017年まで、うち800以上が完成された

 2018年に、318項目及び24方法学研究と通用性技術要件課題を設置予定

包装材

方法学

添加剤

生物薬品

化学薬品

漢方薬



トータル薬典規格体系を構築

薬典規格体系を完備

医薬品規格のレベルアップ

「中国薬典」を核とする

製剤通則
規格体系

医薬品添加剤
規格体系

医薬品包装
材标准体系

分析検定
技術体系

包装材
規格体系

医薬品規格体系の構築

42

分子生物科学
検定技術体系

規範性、新規性、国際調和、特徴性



 方法の比較

 方法の応用

分析検定技術体系を構築

分析法
バリデーション

データ処理情報化プラットフォーム

方法を構築

方法を修正

安定性研究

実験室能力バリ
デーション

 ロット間一致性

違う製品に対する
一致性評価

 限度策定

薬典規格の科学性、権威性

最も謹厳的な規格

分析方法は医薬品検定法の基礎である
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技术要求体系 Database
国家標準核酸
序列データ
ベース

情報プラットフォーム

分子生物科学検定技術体系の構築

中国薬典の分子生物学検定技術体系を構築

各技術要件通則及び各医薬品品質
管理の鑑別方法 判定準拠

分子生物学检测体系

中药材PCR、 核酸测序检测技术

通則

生化药、动物来源材料PCR、

核酸测序检测技术通則

外源因子污染鉴定PCR、

核酸测序检测通則

国家标准核酸序列制备技术指南 分子生物学检测技术平台的建立

44
生物薬品



医薬品添加剤規格体系を構築

添加剤通則

高リスク製剤を
使用

普通の製剤を使
用

注射剤、
吸入製剤
目の製剤
等

全体
要件

化学合成、半合成

天然物

植物来源

動物来源

炮制添加剤

原薬、添
加剤

製造プロセ
ス

成品 包装 輸送

 Vendorの監査
品質管理
動物植物由来
の管理

外因の管理

製造プロセス管理
中間試験品の品質管
理

動物由来材料のウイ
ルスバリデーション

不純物、類縁物質の
管理

安定な製造プロセス

添加剤規格
添加剤命名、術語
赤外スペクトル
安定性評価
効能性評価
添加剤のロット別管理
不純物と類縁物質の管理

包装要件 貯蔵要件

使用

医薬品添加剤製造管理規範ＧＭＰ
（高リスク、経口、外用製剤。。。）

新しい添
加剤

生物安全性評価ガ
イドライン

製剤

ポリマー

大分子

共処理

混ぜる

関連承認審
査ガイドラ
イン
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医薬品包装材の規格体系を構築

医薬品包装材
通則

高リスク製剤使
用

普通製剤使用

全体
要件

ガラス

ゴム

プラスチック

金属

輸液バッグ。。

原料
製造プロセ

ス
成品 包装

貯蔵、
輸送

 Vendorの監査
 品質管理
 確認試験、構

造
 安全性評価法
（体内、体外
法）

 製造プロセス管理

 中间品品質管理

 プロセスの安定性

 医薬品包装材規格
中国薬典、YBB

 医薬品包装材命
名、術語

 確認試験法
 安定性評価
 安全性評価方法
 医薬品包装材の浸

出物
 医薬品包装材分批

医薬品包装
材の要件

医薬品包装
材に対する
貯蔵・輸送
要件

使用

医薬品包装材生产管理规范GMP
玻璃、 橡胶、塑料、输液袋、金
属。。

新材料 安全性評価ガイドライン

製剤

関連承認審
査ガイドラ
イン
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漢方薬安全性管理技術研究を強化

 漢方薬の安全性評価研究

• 漢方薬外来性汚染物の安全性評価データ研究

• 16種類生薬・草薬において農薬残留限度基準に関する研究

– 「薬食同源」

– 党参、トウキ、陳皮、夏目、ヤブチン、キク、金銀花、クコ、三七、

人参

 生薬・草薬における重金属及び有害エレメント限度基準研究

（160種類、約50種類農薬に係る）
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化学薬製剤品質管理技術研究を強化

• 薬物製剤安定性評価

• 徐放性製剤品質評価研究及びガイドライン

• 薬物晶形の研究及び評価

• リボゾーム、微粒子ガイドライン

• 溶出度測定ガイドライン

• 溶出度測定法の完善（流池法、往復円筒法）

• 残留溶剤測定

• 2015年版「中国薬典」第二部の解釈の原案作成
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生物製剤品質管理技術研究を強化

 通則

• 生物薬品命名原則

• PEG化組換えタンパク質製品の品質管理について通用性の技術的要求（総論）

• アレルゲン製品の品質管理の通用性の技術的要件（総論）

• ワクチンアルツハイマー規格の策定

• 遺伝子治療薬の一般的な技術的要件（総論）

 測定法

•組み換え細胞因子における不純物と類縁物質の測定及び方法研究

•組み換えモノクローナル抗体の糖度分析法の確立

•人用ポリエチレングリコール化のたんぱく質ポリペプチド 49



通用性技術要件研究を展開

 滴眼剤における抑菌剤の定量
法

 中薬マイコトキシン検定法の
構築（ELISA）

 医薬品添加剤の効能性に関す
る評価法の構築

 医薬品包装材の細胞毒性及び
その評価法の構築

 大分子医薬品添加剤の分子量
及び分子量の分布測定

 医薬品添加剤通則の修正

 医薬品包装材の微生物検査法

 医薬品包装材の无菌検査法

 カプセル（カラカプセル）
通則

 薬用ガラスと容器通則

 医薬品包装材のゴム栓通則

 製薬用水（修正）

 医薬品包装材通則の修正

 医薬品包装材命名原則

 医薬品添加剤命名原則

 医薬品添加剤通則の修正

 プレフィルドシリンジ通則

 中薬製剤製造通則

 注射剤製造通則

 滅菌法

 医薬品規格の分析法バリ

デーション

 統計分析

 徐放性製剤

 医薬品添加剤と医薬品との

相容性研究

 医薬品添加剤の生物安全性

評価

 医薬品添加剤適用性研究

 医薬品包装材適用性研究

 医薬品包装材安定性評価

技術通則 ガイドライン試験方法通則
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2015版薬典第1追補の編纂を完了

2015年版薬典第1追補は国家局に承認されて、近頃実施する

項目 追加 修正 合計 合計

漢方薬 33 112 145

426化学薬品 60 135 195

生物薬品 1 43 44

医薬品添加
剤

42 42

通則 4 5 9 9
51



ICH Q4 の中国での実施

 2017年6月，国家食品医薬品监督管理
総局がＩＣＨの第8のメンバー
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 2018年6月7日，中国国家薬品監督管理局
はＩＣＨ管理委員会メンバーに当選した
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ICH Q4 の中国での実施

 Q4ガイドライン実施のタイムライン

2018

2019

2020

2021

2022

公示後、中
国薬典とと
もに正式に
実施

翻訳、2015版「中国薬
典」の通則とICH Q4B
付録の比較

試験研究、バリデー
ションと調査を展開

国家薬典委員会分野別委
員会の審議により、原案
作成

原案➡最終版



薬典の付属書籍の出版と発行

54

• 2015年版薬典英語版及びデジタルバージョン

• 初めての「中国薬典分析検測技術ガイドライ

ン」

• 2015年版「医薬品臨床使用注意事項」



本日の内容

• 中国薬典の基本概況

*薬典委員会の概況 *常設組織の概況

• 中国薬典編纂の計画

• 次の改正版薬典の編纂の現状

• 日中薬局方の規格の協同
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日中薬局方に関する二国間の会合

中米薬典機関が第1回グローバル薬典サミットを開催する
2011年 北京

サミットに参加した10国・地域の薬典機関は「薬典
協同宣言」をサインした

Dr.Toru Kawanishi
口頭発表
日本国立衛生研究
所 副主任



日本の薬典機関は積極的に中米薬典サミットに参加する

日本代表団は2014第七回中米薬典サミットを参加
2014年 成都 57

Dr.Tadano 博士は2014中国薬典科学年会で口頭発表

日中薬局方に関する二国間の会合



2012年第五回中米薬典サミット
58

Dr.Toru KAWANISHI,
PhD日本国立健康科学研究院(NIHS) 
副院長 日本PMDA専門委員会委員長

日中薬局方に関する二国間の会合



第六回WHO世界薬典大会 2015年 蘇州 2015中国薬典科学年会 2015年 蘇州
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第六回WHO世界薬典大会に参加
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当時の中国薬典委員会副事

務長は日本厚生労働省代表

者が日中薬局方合作MOUを

サイン

第八回WHO世界薬典大会で、

張偉事務局長は日本の業者

に2015年版「中国薬典」英語

版のデジタルバージョンを送っ

た

第八回WHO世界薬典大会に参加
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谢谢大家！

ありがとうございます！

Thank  you ！


