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日本製薬団体連合会のご紹介
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◆ 設立 １９４８年１０月１６日

◆ 目的

本会は医薬品工業の発展に必要な事項について調
査研究し、業界の公正な意見をとりまとめその実現
に努力するとともに、会員相互の親睦、連絡及び啓
発をはかり、会員たる加盟団体構成員の事業に共
通の利益を増進し、もって医薬品工業の健全なる発
達並びに国民生活の向上に寄与することを目的と
する。

◆ 構成
３１団体
１）業態別：１5団体（医療用、一般用など）
２）地域別：１6団体（東京、大阪等他各都道府県）



日本製薬団体連合会の機構図
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日本薬局方と業界団体
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◆ １８８６年６月 日本薬局方（第一版） ４６８品目収載

・・・
◆ １９５１年３月 第六改正日本薬局方 ６３４品目収載

第六改正の審議から、国公立試験研究
機関、大学、製薬団体の協力を得て運
営されるようになった

・・・

◆ ２０１９年６月
第１７改正日本薬局方第二追補
２００８品目収載



日本薬局方原案検討委員会の組織図
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標準品委員会

生物薬品委員会

総合委員会
製剤委員会

理化学試験法委員会

医薬品添加物委員会

国際調和検討委員会

物性試験法委員会

生物試験法委員会

医薬品名称委員会

生薬等(A)委員会

化学薬品委員会(1), (2)

抗生物質委員会

生薬等(B)委員会

総合
小委員会

製法問題検討
小委員会

製剤WG※

注射用水WG※

Inhalation WG※

完全性評価WG※

クロマトグラ
フィーWG※ qNMR WG※

点鼻剤WG※

※検討課題に応じ、臨時

にワーキンググループ
(WG)を設置

日本薬局方
原案検討委員会

構成

(平成31年4月現在）



日本薬局方への業界の関わり
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生薬等(A)委員会生薬等(B)委員会

総合的項目及び
既収載品目の審議

新規収載品目の審議

生薬・生薬製剤
業界団体

日本漢方生薬製剤協会
日本生薬連合会
東京生薬協会

産官学連携

官

学 産

Regulation

Science CMC＊ *Chemistry, Manufacturing & Control

生薬等の分野の一例



2017年にA社で製造された
芍薬甘草湯全４２４ロットの成分含量推移
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1 lot : approx. 2,000 kg

%

Glycyrrhitic acid Paeoniflorin
SD(±%） 4.23 2.36
<±10% 418 lots 424 lots
>±10% 6 lots ―



中国葯典、日本薬局方への期待
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◆情報検索の簡易化

 中国葯典（英語版）のWeb公開または電子化

 最新版がWebで入手できると、情報検索に有用
 冊子版を購入すると電子版が付属される方式

 中国における薬事規制状況に関する情報提供

 海外向けに、中国内薬事規制情報をWeb調査する方法
について総合的な情報サイトがあると非常に有用

 重要な改正等は、例えば、双方の企業団体から相互に
情報提供できるような体制があると良い

医薬品関連情報の集約

 双方の薬事制度が違うことから、医薬品関連情報の調
査方法が難しい。情報の集約が望まれる。



産業界の行う
日中交流、協力のご紹介
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伝統薬領域における日中協力
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第1回：2016年 中国天津 第3回：2018年 中国 天津
第2回：2017年 日本京都 第4回：2019年 日本 川崎（予定）

１）日中薬局方（生薬等）検討会

第2回：日中薬局方（生薬等）検討会 京都 （業界団体が支援）



日中両業界における協力
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２）日中交流会

CPhI Japan 2019
中方：中国医药保健品进出口商会

日方：日本製薬工業協会、日本製薬団体連合会、関西医薬品協
会、日本漢方生薬製剤協会、日本薬業貿易協会



伝統薬領域における日中協力
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３）日中交流会

広州交易会 2018
中方：中国医药保健品进出口商会
日方：日本漢方生薬製剤協会



伝統薬領域における日中協力
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◆ISO/TC249 ： Traditional Chinese Medicine

Scope
Standardization in the field of medical systems derived from
ancient Chinese medicine which shall be able to share one
common set of standards. Both traditional and modern aspects
of these systems are covered. The committee focuses on quality
and safety of raw materials, manufactured products and
medical devices and of informatics, including service standards
limited to involving the safe use and delivery of devices &
medicine, but not into the clinical practice or application of
those products.



伝統薬領域における日中協力
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◆ISO/TC249 ： Traditional Chinese Medicine

42
under 

development

45
published ISO 

standards

23
Participating 

members

17
Observing 
members

Secretariat：SAC （ Standardization Administration 
of the People's Republic of China）



伝統薬領域における日中協力
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◆ISO/TC249 ： Traditional Chinese Medicine

WG2 Group Photo at
10th ISO/TC249 Plenary Meeting

at Bangkok

恒例
日中のエキスパートによる懇親会
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5.2 Moisture 
The moisture content in percentage mass should not be more 
than 14,0%.
5.3 Total ash
The total ash content in percentage mass should not be more 
than 6,5%.
5.4 Acid-insoluble ash 
The total ash content in percentage mass should not be more 
than 1,0%.
5.5Water-soluble extractives
The water-soluble extracts content in percentage mass should 
not be less than 22,0%.

Traditional Chinese Medicine－#### #### root

Requirements – shall, shall not

Recommendations – should, should not
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Chinese Pharmacopoeia
2015 Edition

Hong Kong Chinese Materia Medica
Standards

≤14,0 ≤4,0 ≤1,0 ≥ 16,0

Taiwan Herbal Pharmacopoeia 2nd

edition
≤13,0 ≤7,0 ≤1,0 —

Japanese Pharmacopoeia 17th ≤14,0 ≤6,5 ≤0,5 —

Korean Pharmacopoeia

11th

British Pharmacopoeia
2015 Edition

European Pharmacopoeia 9.0 ≤12,0 ≤4,0 ≤0,5 —

≤12,0 ≤6,5 ≤0,5 —

≤14,0 ≤6,5 — —

≤14,0 ≤4,0 — ≥ 22,0

Authority Regulation Moisture(%) Total ash (%)
Acid-insoluble

ash (%)
Water-soluble

extractives (%)

Annex (Informative)
Normative
（Requirement)



ご清聴ありがとうございました

http://www.fpmaj.gr.jp/
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