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QbD申請と通常の申請の審査の違いについて
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はじめに

本発表は演者の個人的見解であり、所属する
組織等の公式見解ではありません。
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 従来の手法（Traditional Approach）、Quality by Testing

 製造工程の再現性や 終試験の実施に基づく管理戦略

 より進んだ手法（Enhanced Approach）、Quality by Design

 ライフサイクルを通じた製造工程の頑健性や工程理解に基づく管
理戦略（科学とリスクマネジメントによる）

QbDとは？

上流

規格試験（工程管理試験）

原薬

上流

規格試験工程管理試験

原薬

原材料管理

影響因子を特定（温度、光、酸化）

PAT等

製品になってから検証される

製品設計によって製品に組み込まれる

製品になってから検証される

＋

4

製造方法からも保証される

＋深い工程の理解

＋

(製造方法からも保証される)
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日本におけるQbD承認状況

QbD品目の承認数

QbDに関する治験相談

2008 2009 2010 2011 2012 2013
3 3 2 11 11 12
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 0 2 2 4 3 3

2014年1月時点
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Q-IWGのワークショップ
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日本におけるQbD承認状況

QbD品目の承認数

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
3 3 2 11 11 12 XX
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2014年1月時点
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新薬部における年間の申請数：120-130

新薬部における通常の審査期間：12ヶ月

2014年は、全承認数の２０％前後がQｂD品目と推測

2014年 ISPE日本本部 年次大会



QbD申請って？

QbDの定義：事前の目標設定に始まり、製品

及び工程の理解並びに工程管理に重点をおい
た、立証された科学及び品質リスクマネジメ
ントに基づく体系的な開発手法（Q8R2）
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QTPP、CQAｓ及びCPPの関係を適切に

評価し、得られた理解や知識を管理戦略
に適切に組み込んでいる申請（承認）
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QbD申請って？

QbDの定義：事前の目標設定に始まり、製品

及び工程の理解並びに工程管理に重点をおい
た、立証された科学及び品質リスクマネジメ
ントに基づく体系的な開発手法（Q8）

8

QTPP、CQAｓ及びCPPの関係を適切に

評価し、得られた理解や知識を管理戦略
に適切に組み込んでいる申請（承認）
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科学とリスクに基づく管理（開発）

科
学
と
リ
ス
ク
管
理
レ
ベ
ル

（QbD

レ
ベ
ル
）

従来の手法（Traditional）

より進んだ手法（Enhanced）

科学とリスクに基づき管理戦略を構築

Design Space（Optional）
RTRT（Optional）

モデル/代替え指標

職人技/経験値

実験/実測値

PAT/連続的な確認

（工程の理解力）
規
制
の
弾
力
的
な
対
応
度
合
い
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QbD審査を通じて

規制側は、個別品目の特性に応じた開発戦略
を理解することができた

 ポイントを明確に絞った照会

 コミュニケーションに基づく適切な変更管理の設定

 追加の審査を受けることなく、承認書に記載された

デザインスペース内での製造工程の変更/改善

 リアルタイムリリース試験の適用による合理的でス

ムーズな出荷管理

承認時及び承認後申請の低減
10
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QbD審査を通じて

規制側は、個別品目の特性に応じた開発戦略
を理解することができた

 ポイントを明確に絞った照会

 コミュニケーションに基づく適切な変更管理の設定

 追加の審査を受けることなく、承認書に記載された

デザインスペース内での製造工程の変更/改善

 リアルタイムリリース試験の適用による合理的でス

ムーズな出荷管理

承認時及び承認後申請の低減
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ポイントを明確に絞った照会（１）

規制側は、個別品目の特性に応じた開発戦略

を効率よく理解しつつある
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年 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
承認数 3 3 2 11 11 12 XX
照会数 ↑↑↑ ↑↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑ ↑↓ （↑↓）

従来型の申請と比較した印象

開発過程が体系的に、理解しやすく整理されている。
評価したい／すべきデータが記載されている。

個別品目特有の深い議論が可能となってきている。

2014/4/11

論点が明確になる説明資料



ポイントを明確に絞った照会（２）

規制側は、個別品目の特性に応じた開発戦略

を効率よく理解しつつある
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年 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
承認数 3 3 2 11 11 12 XX
照会数 ↑↑↑ ↑↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑ ↑↓ （↑↓）

従来型の申請と比較した印象

開発過程が体系的に、理解しやすく整理されていない。
評価したい／すべきデータが分かりにくい。

照会回数が増加し、双方の担当者の負荷となる
2014/4/11

QbDであっても
論点が明確でない説明資料
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事例１

資料の概略より（原薬の製造工程）→提出資料より、多くを理解

審査の概略より（原薬の製造工程）→要点のみを照会。照会回数の低減

論点が明確になる説明資料



QbDの審査を通じて

規制側は、個別品目の特性に応じた企業戦略
を理解することができた

 ポイントを明確に絞った照会

 コミュニケーションに基づく適切な変更管理の設定

 追加の審査を受けることなく、承認書に記載された

デザインスペース内での製造工程の変更/改善

 リアルタイムリリース試験の適用による合理的でス

ムーズな出荷管理

承認時及び承認後申請の低減
15

2014/4/11 2014年 ISPE日本本部 年次大会



日本の承認事項（システム）

第２部 概要（ＱＯＳ）
第３部 添付資料

生データ

……….

………

……….

承認（規制）の対象
（米国・欧州）

承認対象（日本）

第1部 承認申請書
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日本では、製品に必要な
エッセンスを抽出し、承認
申請書が作られている。



コミュニケーションに基づく適切な変更管理の
設定（１）

 例えば、承認事項とする工程パラメータは
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パラメータの要素
① 逸脱
② 承認後の変更管理

日本では、承認後の変更管理（一変・軽微変更）を明確
にし、承認するシステムである。

コミュニケーション

2014/4/11 2014年 ISPE日本本部 年次大会

“●～●”

QbDに基づく開発の場合、特にメリットあり



日本の承認事項（システム）

第２部 概要（ＱＯＳ）
第３部 添付資料……….

………

……….

承認（規制）の対象
（米国・欧州）

承認対象（日本）

第1部 承認申請書
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3.2.P.3.3 
製造工程及びプロセス・コントロール

コミュニケーション
要約された製造工程を確定
承認後の変更管理が確定

申請者が承認後の変更管理を提案

行政が承認後の変更管理を評価



コミュニケーションに基づく適切な変更管理の
設定（２）
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産官学を通じた厚労科研費研究班において議論

CPPと定義されたとしても、行政とのリスクコミュニケーションを
通じて、一変もしくは軽微のパラメータとして設定する事も可能

・承認後における適切な変更管理水準
・工程／技術移管の際、パラメータの特性を保持
・調査の際、明確に説明可能

2014/4/11 2014年 ISPE日本本部 年次大会

CPP 一変：一体一対応？

CPPとしておく、メリット
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事例２

適切な管理

CPPの選択は妥当と判断

ただし、複数のCPPのワーストケースにおいては
何らかの要素（ ）が規格を逸脱
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事例２

適切な管理

CPPの選択は妥当と判断

ただし、複数のCPPのワーストケースにおいては何らかの要素が規格を逸脱

CPP間の相互作用を確認、モニタリング、調整（フィードバック／フィードフォワード）

規格外リスクを低減

管理
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• リスクマネジメントに基づく管理戦略を受け入れ、PPの変更管理水準
に弾力性を持たせている（例えば、一変→軽微）。

• ただし、必要 低限の項目の記載は必要（軽微→社内管理は今後議
論が必要）

2014/4/11 2014年 ISPE日本本部 年次大会

事例３

管理戦略の受け入れ
と弾力性



審査を通じたお願い

情報交換を行い、理解／評価を共有する
 ISPEをはじめ、学会やワークショップを通じて

 PMDAもEMA-FDA Pilot program延長に対応

 審査報告書の公開への協力（マスキングの低減）
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審査を通じたお願い

QbDに対する各局の審査方針を知ることができ、より効率的な世界
的開発に繋がるというメリット。
ただし、PMDAのオブザーバー参加には申請企業の同意が必要であ
り、PMDAからのフィードバックを希望する場合は、EMA及びFDAに
PMDAのオブザーバー参加を希望する旨を伝えてください。

PMDA believes that it brings a good opportunity for sponsors to 
get each regulator’s perspective and comments on QbD , and that 
it will become a driving force for the efficient global development. 
PMDA welcomes for sponsors participating in the pilot program. 
If you would expect to obtain feedback from PMDA, we 
recommend you to ask EMA or FDA for PMDA’s participation as 
an observer.

http://www.pmda.go.jp/english/service/qbd_e.html

http://www.pmda.go.jp/kijunsakusei/qbd.html
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審査を通じたお願い

情報交換を行い、理解／評価を共有する
 ISPEをはじめ、学会やワークショップを通じて

 PMDAもEMA-FDA Pilot program延長に対応

 審査報告書の公開への協力（マスキングの低減）

 例えば、日本で溶出性試験をRTRTとして認めた
リクシアナ錠（第一三共）
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溶出性のモデルを審査中に再構築するも、

①溶出性の変動因子が網羅的にかつ体系的に検討され、抽出された各変
動因子と溶出性の関係が評価された

②メンテナンスにより、モデルの継続的な維持管理と改善
③承認後、暫くはRTRTと溶出試験の双方を実施することにより実績をつむ
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同じようなRTRTの提案であっても
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結果として、提案されたRTRTを認めず、通常の溶出試験に
よる溶出率の規格設定を求めた。

負の結果であっても、論点を公開しています。

2014/4/11 2014年 ISPE日本本部 年次大会

同じようなRTRTの提案であっても



今後の期待／課題

Qトリオ創出当初の目的である「イノベーション（継
続的改善）」の促進に向け
 科学やリスクに基づき、承認後変更の弾力性を議論

 承認申請書の記載方法（特にモデルのメンテナンス等）

 定期報告等の活用

 コンパラビリティー・プロトコール

 開発と製造と薬事の担当者が、個々及び全体として、
信頼／努力を育む企業文化も大事な要素では！！
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Quality Culture?
（SOPでは規定しきれない企業風土）

＋

Top down
（SOP重視）

日本には、（上司への報告は別として）、古き良き日本の製造スタイル

継続的改善をより推進する素地はある

Good Quality Culture
日本発

2014/4/11

製造開発 薬事（グローバル）製造開発



まとめ

 企業

より合理的な品質保証を通じて、継続的な改善を促進
し、現場により早くより高品質な医薬品を提供

どんどんチャレンジして実践してほしい

 行政

科学的な論拠や考察に基づき、弾力性のある対応の
適切な実現

各局と連携しながら、審査ポリシーの共有化

QbD申請は、市販後を見据えた過渡期を迎えている
願わくば、先発のみならず医薬品産業全体で対応していきたい
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http://www.pmda.go.jp/
E-mail：takagi-kazunori@pmda.go.jp

ご静聴ありがとうございました。
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各局の規制（承認後の変更手続き）

32

変更リスク 日本 米国 ＥＵ 
大 
 
 
中 
 
 
 
 
 
 
 
小 

一部変更承認申請 Major Change 
(Prior approval 
supplement) 

Type Ⅱvatiation 
Application for  
approval of 
variation 

 
 
 
 
 
 
軽微変更届出 
出荷後 30 日内の軽

微変更届 

Moderate change 
(Supplement-changes 
being effected) 
1) Supplement-changes 

being effected (CBE) in 
30 days  
 

Type IB variation 
 
 
waiting period of 30 
days before 
implementing the 
change 

2) Supplement-changes 
being effected (CBE)  

Type IAIN variation 
notified 
immediately 
 

Minor Changes 
(Annual report) 

Type IA variation 
submitted by the 
marketing 
authorisation holder 
(MAH) within 12 
months after 
implementation 

 

大

中

小


