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【点検指示（H28.1.19）】

全大臣承認医薬品（除く体外診断薬）について、承認書と製造実態の相違があるか点検
して厚生労働省に報告するとともに、相違が確認された製品については、遺漏なく相違
解消のための変更手続きを行うように指示。

【点検結果（H28.6.1報道発表）】

 医薬品の品質、安全性に影響を与えるような、事前承認が必要な相違はなかった。

 しかし、事後届出が必要な相違は、646社32,466品目のうち、479社（全体の74%）
、22,297品目（全体の69%）にあった。（相違の内容は、承認書へ誤記載、原料仕入
先の変更等について承認書への記載更新を遅延したもの、日本薬局方で認められている
試験方法へ変更したもの等）

 これらの相違について、解消のための手続き（軽微変更届出）を、５月末までに企業が
行った。

【報道発表後の厚生労働省の対応】
 相違品目を有する医薬品製造販売業者（479社）に対する行政指導
 都道府県を通じ、医薬品製造販売業者に対して、承認書と製造実態との照合の徹底、変

更管理の適切な実施体制の確保、再発防止の徹底を求める通知の発出（H28.6.1）
 医薬品製造業者に対する無通告査察（抜打ち査察）等による法令遵守の監視の強化
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医薬品の承認書と製造実態の整合性に係る一斉点検



（平成28年6月1日付け薬生審査発0601第3号・薬生監麻発0601第2号、厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課長、監視指導・麻薬対策課長連名通知）

１．承認書と製造実態との照合の徹底

・医薬品製造業者の製造部門以外の者が、定期的に製造部門に対し承認書と製造
実態に相違がないか確認する。

２．変更管理の適切な実施体制の確保

・医薬品製造販売業者は、医薬品等総括製造販売責任者、品質保証責任者等に対し
薬機法の規定により求められている業務を適切に遂行するよう配慮及び監督する。

・医薬品製造業者等から必要な製造方法等の変更に関する情報を入手し、必要な薬
機法上の手続き等を迅速かつ的確に進められる組織体制を構築すること。

３．再発防止の徹底

・医薬品の承認書と製造実態の相違その他薬機法上の手続きの不備が判明した場
合には、速やかに当局に報告する。

・不備の解消と不備が発生した原因究明を行い、再発防止のための対策を直ちに講
じ、その徹底に努める。
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医薬品の承認書に則した製造等の徹底



医薬品の製造方法等の変更に伴う承認事項の適切な変更を徹底するとと
もに、製造方法等の円滑な変更を推進すること等を目的としたもの。

以下の６つの項目について合わせて記載。

1. PACMPを用いた承認事項の変更制度の試行について

2. 規格及び試験方法の欄の記載の合理化について

3. 承認事項と製造実態の整合性に係る点検後の手続について

4. フレキシブルディスク申請等の記載について

5. 他の理由による変更の際に変更すればよい承認事項について

6. 生物学的製剤等の有効期間の延長手続きについて

課長通知として平成30年３月9日に発出

適用期日は平成30年４月１日

医薬品の品質に係る承認事項の変更に係る
取扱い等について
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PACMPを用いた変更制度の考え方

データ収集・バリデーション 審査

データ収集・バリデーション 審査・確認
PACMP

作成・相談
合
意

申
請

申
請

承
認

承
認

通常の変更手続き

PACMPを用いた変更手続き

すべてのデータを揃えてから手続き

あらかじめ合意・予定されていた結果が
得られているかを確認するなどにより、

短期間での審査・確認が可能

変更計画策定
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当面の間は、以下の全てに該当する承認事項の変更を適用対象としま
す。

（１）医療用医薬品（体外診断用医薬品を除く。以下同じ。）の品質に
係る承認事項（登録事項を引用している場合は、引用されている
登録事項を除く。）の変更であること。

（２）PACMP相談申込みの直前の承認申請又は一変申請に際し添付す
べき資料をCTDとして提出している医薬品の変更であること。

（３）当該変更に際しGMP適合性調査が必要とされた場合は、当該
PACMPを利用した変更に係るGMP適合性調査の調査実施者が
PMDAのみであること。

試行の適用対象
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（４）当該変更に係る製造所が、Q10通知の内容に沿った医薬品品質シ
ステムを適切に運用し、当該変更に係る医薬品の製造管理及び品
質管理を行っていること。また、医薬品品質システムの運用実態
について、製造販売業者等による確認の結果をPMDAに提出でき
ること。

（５）「医薬品の製造販売承認書と製造実態の整合性に係る点検後の手
続きについて」（平成28年2月12日付け薬生審査発0212第4号厚
生労働省医薬・生活衛生局審査管理課長通知。以下「手続通知」
という。）に基づき記載整備届出書が提出されている医薬品の場
合、提出後の一変申請によりPMDAによる当該記載整備届出事項
の確認が終了したことにより、手続通知の記４（２）及び５（２
）に基づく承認事項の下線が削除されている医薬品の変更である
こと。

（６）当該変更の影響を評価するために、医薬品の薬物動態、薬力学、
有効性又は安全性に係る臨床試験又は非臨床試験の情報が必要と
されないこと。

試行の適用対象②
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２ 規格及び試験方法の欄の記載の合理化について
検討の経緯

• 現状、規格・試験方法の記載は、日本薬局方に倣った記載方法が頻用さ
れている。

• この結果、試薬の調製方法の変更でも承認事項の変更が必要等薬事手続
きが煩雑である。

• 以下の条件を満たす医薬品については、「製造販売承認申請書における規格及
び試験方法欄の記載の合理化に関する報告書※」を参考に、規格・試験方法の
記載方法を合理化する。
※AMED研究費平成28年度医薬品等規制調和・評価研究事業「医薬品の新規開発と製造変更における品質管理手法に関
する研究」分担研究開発課題「原薬のライフサイクルにわたる品質保証に関する研究」による報告書を踏まえて作成
した「製造販売承認申請書における規格及び試験方法欄の記載の合理化に関する報告書」

 医療用医薬品

 ICH Q2、Q3、Q6に準拠し、審査でCTDが提出済みなもの

今後の取扱い
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３ 承認事項と製造実態の整合性に係る点検後の手続について

検討の経緯

• 承認事項と製造実態の整合性については、一時的な点検に終わるもので
はなく、定期的な確認が必要

• 医療用医薬品について、徹底通知に基づく点検等に際して判明した承認
事項と製造実態の相違その他これに類する不備が判明した場合の取扱い
を示す。

医療用医薬品について以下の取扱いを定める。

• 承認事項と製造実態との定期的な照合、変更管理の適切な実施体制の確
保がなされており、製品の品質、有効性及び安全性に影響を与えるおそ
れがないとき

→ PMDAの相談制度（簡易相談）により確認を受けた後、軽微変更届

出を行う。

• 上記以外の場合

→ 医薬品審査管理課に申し出て、指示に従う。

今後の取扱い
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４ フレキシブルディスク申請等の記載について

• FD申請等の項目のうち、重複記載を避ける目的で、以下の項目等の記
載を不要とする。
41 医薬品／医薬部外品 外国製造業者認定申請書
（２）ｃふりがな（ｂ名称がひらがな又はカタカナで記載されている場合に限る。）

今後の取扱い

• 既に行政機関が保有している情報であること又は製造方法等の実態に
変更がない以下の事項等について、他の理由による変更の際に変更す
ればよいこととする。

（１）製造所の名称又は所在地の表記が変更になった場合（製造所許可番号又は外国製造業
者認定番号に変更がない場合に限る。）

（２）規則第12条第1項に規定する試験検査機関の名称又は所在地の表記が変更になった場
合（法人番号に変更がない場合に限る。）

５ 他の理由による変更の際に変更すればよい承認事項について

今後の取扱い
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• 現在、化成品の有効期間は、承認審査時のコミットメントに基づき軽微
変更で行う事ができることとなっている。

• 今般、遺伝子組換え技術、細胞培養技術その他の科学技術の発展並びに
生物学的製剤等の品質、安全性及び有効性に関する知見の蓄積を踏まえ
、生物学的製剤等についても他の医薬品等と同様に取り扱う。

６ 生物学的製剤等の有効期間の延長手続きについて

今後の取扱い
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ICH Q12の全体像

日本製薬工業協会

仲川 知則

ICH Q12「医薬品のライフサイクルマネジメント」（案）説明会
大阪：平成30年3月15日 メルパルク大阪ホール
東京：平成30年3月29日 メルパルク東京ホール



本日の内容は、ガイドライン（案）の記載内
容を説明するもので、今後の規制当局の方
針・運用の詳細を述べるものではありません。

本日の内容が、パブリックコメントのご意見
作成及び各社での今後の対応にお役に立てば
幸いです。
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 2014年6月ミネアポリスで新たなトピックとして合意

 2014年9月にコンセプトペーパーとビジネスプランが承認

 2014年11月に第１回のEWGの対面会議をリスボンで開催

 その後中間会議を含め、これまで8回の対面会議を開催

 2017年11月にジュネーブ会議でStep 2文書が承認

 各国・地域間での承認後変更に係わる制度の調和がとれていない

 承認後変更に関する期待にバラつきがあった

 議論の内容が各国・地域での規制、制度に直接影響
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これまでの経緯



ICH Q12目次
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1. はじめに
2. CMCに関する承認後変更の分類
3. エスタブリッシュトコンディション（EC）
4. 承認後変更管理実施計画書（PACMP）
5. 製品ライフサイクルマネジメント（PLCM）
6. 医薬品品質システム（PQS）及び変更マネジメント
7. 規制当局による審査と調査の連携
8. 市販製品の承認後変更
9. 用語集
10. 参照文献
別添1：ECが含まれるCTDの項
別添2：変更マネジメントの原則

付属書
付属書I：EC – 具体例 (A：化学製品、B：生物由来製品)

付属書II：PACMP- 具体例 (A：PACMPの例1、B：PACMPの例2)

付属書III：製品ライフサイクルマネジメントの文書 - 具体例



目的

• ライフサイクルマネジメントにおける技術と規制の留意
点に関する調和されたアプローチは、医薬品分野のイノ
ベーションと継続的改善、品質保証の強化、医薬品供給
の改善につながるため、患者、企業及び規制当局に有益

• 本ガイドラインは、CMCに関する承認後変更のマネジメ
ントを、予測可能かつ効率的な方法で促進する枠組みを
提供

• 一部のICH地域では、明示的なエスタブリッシュトコン
ディション（EC、3章参照）の利用及び製品ライフサイク
ルマネジメント（PLCM、5章参照）は、既存の法的枠組
みに完全には合致しない。しかしながら、これらの考え
は、法的枠組みが見直しされる際に考慮されるとともに、
それまでの間は、既存の規制下で、可能な範囲で考慮
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ICH Q12の全体像



 グローバル化が進み、国外での医薬品開発、データの相互使用など大陸
を跨いだ活動などが可能となった

 ICH Q8-Q11で規定したQbD申請など、より進んだ手法で申請を行い、
ICH Q10で記載した規制上の柔軟な対応の実現

 新たな技術出現によるイノベーションの実現、継続的改善の実施と運用

ICH Q10  医薬品品質システム

GMP

医薬品開発 商業生産 製品の終結技術移転

治験薬

経営陣の責任

製造工程の稼働性能及び製品品質のモニタリングシステム
是正措置及び予防措置(CAPA)システム

変更マネジメントシステム
マネジメントレビュー

医薬品品質
システム要素

知識管理

品質リスクマネジメント

達成のため
の手法

付属書 2

ICH Q10 医薬品品質システムモデルの図解

製品ライフサイクルに期待したこと
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 市販の化学薬品製品及びバイオテクノロジー応用医薬品／生
物起源由来医薬品を含む医薬品原薬及び医薬品製剤に適用

 さらに、医薬品又はバイオテクノロジー応用医薬品／生物起
源由来医薬品の定義を満たす、医薬品のコンビネーション製
品にも適用

 薬局方の医薬品各条の改訂に伴う変更については、本ガイド
ラインでは扱わない。
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適用範囲



本ガイドラインに記述されている調和された規制のツールと達成のための手

法を関連するガイドラインの原則と合わせて用いることで、承認後変更のマ

ネジメント及び企業と規制当局間の透明性が促進され、イノベーション及び

継続的改善につながる事を期待する

 CMCに関する承認後変更の分類（2章）は、変更に関して製造販売業者

（MAH）と規制当局の間で必要となる、リスクに応じたコミュニケーショ

ンの枠組み

 エスタブリッシュトコンディション（Established Conditions、ECs）

（3章）の概念は、製品品質を確保するために必要な要素や、変更に際し

て薬事手続きが必要となる要素の特定に関する、MAHと規制当局間での明

確な理解を提供

• 本ガイドラインでは、どのようにECを特定するか、また、変更の際に薬事手

続きが求められない参考情報とされる可能性のある情報は何かについて記述。

さらに、製品のライフサイクルを通じたEC変更のマネジメントについても示

している。 8

ICH Q12における規制のツールと達成のための手法（１/３）



 承認後変更管理実施計画書（Post-Approval Change Management
Protocol、PACMP）（4章）は、MAHと規制当局間の事前の合意に基
づき、CMCに関する変更を裏付けるために必要な情報及び薬事手続きの
種類を予測できるようにする規制のツールである。

 製品ライフサイクルマネジメント（Product Lifecycle Management、
PLCM）（5章）文書は、EC及びそれに関連する変更カテゴリーの情報を
まとめたものである。

• 文書には、関連する承認後のCMCに関するコミットメント及びPACMPを含め、
ライフサイクルの商業段階で製品をどのようにマネジメントしていくかについ
ても記載
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ICH Q12における規制のツールと達成のための手法（２/３）



 ICH Q10 に 記 述 さ れ て い る 実 効 的 な 医 薬 品 品 質 シ ス テ ム
（Pharmaceutical Quality System、PQS）、変更マネジメント及
び地域におけるGMPの遵守（6章）が必要

• サプライチェーンを通じた製造に関する変更のマネジメントは実効的
な変更マネジメントシステムの一部として必要不可欠

 規制当局による審査と調査の連携（7章）により規制当局の審査と調査
の補完的役割、及び審査担当者と調査担当者間のコミュニケーションが
本ガイドラインに含まれるツールの利用がいかに促進されるかについて
記述

 市販製品の変更を促進する方法（8章）について記述。

• 本ガイドラインでは、即時又は変更実施後の届出により、分析法を変更でき
るようにするための詳細な指針を提供

• CMCに関する変更の評価を支持する、安定性試験に対する科学及びリスクに
基づくアプローチについても記述
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ICH Q12における規制のツールと達成のための手法（３/３）



 医薬品開発とは適切な管理戦略をもたらすものであり、この
管理戦略の要素はエスタブリッシュトコンディション(EC)
として考慮

 承認された製品に対するすべての変更は企業の医薬品品質シ
ステム(PQS）でマネジメントされ、また、ECの変更につい
ては規制当局への報告が必要

 リスクに応じたCMCに関する承認後変更の分類が規制で定
められていることにより、MAHは、より進んだ医薬品開発
を通して明らかになったリスク及び得られた知識に基づき、
ECの変更に関する変更カテゴリーを提案することができる
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ICH Q12のポイント（1/2）



 リスクに基づく変更カテゴリーを含む規制の枠組みにおいて
は、承認後変更管理実施計画書（PACMP）の利用も促進さ
れ、これによって将来のECに関する変更の計画が予測可能
なものになる。

 製品ライフサイクルマネジメント（PLCM）文書は、MAHが
CMCに関する承認後変更のマネジメントをどのように計画
するかを規制当局に対して明確に伝えるかの要約

 本ガイドラインに示すツールと達成のための手法は、規制当
局による審査と調査の連携を変更するものではないが、本ガ
イドラインの実施には、審査担当者と調査担当者間の協力と
コミュニケーションが必要

 最後に、本ガイドラインでは、特定のCMCに関する変更実
施前に規制当局による審査及び承認を必要としない、市販製
品の承認後変更を促進する方法を提案

12

ICH Q12のポイント（2/2）



http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170321&Mode=0

13

「ICH Q12 医薬品のライフサイクルマネジメン
ト（案）」に関する御意見の募集について

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170321&Mode=0
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2章の構成

2

 CMCに関する変更に求められるもの

 薬事手続きについて

 リスクに基づく仕組みの調和又は収束、その

事例

 ガイダンス等について



CMCに関する変更に求められるもの（1/2）

3

 医薬品の品質、安全性及び安定供給の観点から、

CMCに関する変更の適時かつ効率的な実施が可能な

規制の仕組みが重要である。

 CMCに関する変更には、企業と規制当局間のコミュ

ニケーションが必要な潜在的な変更がある。

 CMCに関する変更には、低リスクから高リスクまで

の製品品質に対する潜在的リスクがある。

 企業及び規制当局の資源を効率的に利用するために

は、規制当局とのコミュニケーションの要件を、リ

スクに基づいて明確に分類することが重要である。



CMCに関する変更に求められるもの（2/2）

4

 規制の枠組みでは、規制当局とのコミュニケーショ

ンが必要となる原薬、製剤、製造工程、品質管理、

装置及び施設に関する変更が、製品品質に対する好

ましくない潜在的な影響により分類される。

 規制当局とのコミュニケーションの分類、変更を支

持するために必要とされる情報／資料及び評価期間

は、その潜在的リスクに相応する。



薬事手続きについて（1/3）

5

 リスクに基づく薬事手続き

（a）規制当局の承認が必要な変更

（b）規制当局への届出が必要な変更

（c）企業内での記録のみでよい変更

 変更に際して必要とされる情報、及び該当する場合

は判断に必要な期間を含めた枠組みを利用すること

が推奨される。

 規制の枠組みには、規制当局とのコミュニケーショ

ンの分類がそれぞれ1つ以上含まれる。



薬事手続きについて（2/3）

6

 事前承認：特定の変更は、変更前に規制当局による審査

及び承認が必要となりうるリスクがあると考えられる。

MAHは規制当局に対して適切な詳細を記載した申請を行

うことが求められ、調査が行われることがある。

 届出：低～中リスクの特定の変更については、事前承認

は必要ないと判断され、通常、変更の根拠として求めら

れる情報はより少なくなる。このような変更は、各地域

の要件に従って、変更実施の前又は後の定められた期間

内に正式な届出として規制当局に伝えられる。事前承認

は必要ないものの、規制当局が適時に認識する必要があ

ると考えられる変更の場合、即時の届出の仕組みが有用

である。



薬事手続きについて（3/3）

7

 リスクの低い変更：PQS内のみで管理、記録し、規制当局に

は報告されない。ただし、定期的な調査で確認されることが

ある。

図 A1 知識管理と変更マネジメントプロセスの関係 1 

 2 

知識管理と変更マネジメント 

開発／共同開発 
製造工程と製品の性能に関する

評価とモニタリング 

過去に実施した

変更 

企業プロセス 

マネジメントレビュー 

CAPA 

PQR 

その他 

... 

知識 
変更管理プロセス 
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変更の実施  

届出 
（必要な場合） 

エスタブリッシュト

コンディション 

事前承認 

（必要な場合） 

変更の企業内承認  

 
企業プロセス 規制プロセス 

変更の評価 
 科学及びリスクに基づく評価 
 

 必要なデータの特定 

 



承認後変更に係る薬事手続き

8

変更の影響 日本 米国 EU

大

中

小

一部変更承認申請
変更前の事前承認申請

Major change
(Prior approval 
supplement)

Type II variation
(Application for 
approval of variation)

軽微変更届出
変更又は出荷後

30日以内の届出

Moderate change
1)Supplement-

changes being 
effected (CBE) in 
30 days

Type IB variation

2)Supplement-
changes being
effected (CBE)

Type IAIN variation

承認書に記載しなく
てもよい

Minor change
(Annual report)

Type IA variation

Not reported Not reported



リスクに基づく仕組みの調和又は収束（1/2）

9

 承認後変更のリスクに基づく分類の仕組みの調和又

は収束は、本ガイドラインの目的を達成する重要な

ステップとして推奨される。このような仕組みを利

用することにより、規制に本質的で有益な柔軟性と、

以下のような規制上の付加的な機会を支持する枠組

みがもたらされる。



リスクに基づく仕組みの調和又は収束（2/2）

10

 薬事手続きの軽減を可能とする要求の範囲及び届出の分類を

提示することにより、本ガイドラインに記述するツール及び

達成のための手法の使用が促進される。

 ある基準／条件を満たし、各地域のガイダンスに定められて

いる変更を裏付けるために必要とされる文書を提出できる場

合に、より低い要求／届出の分類を利用することができる。

変更に際して規制当局による調査が必要な場合、より低い分

類の利用はできないことがある。

 ある変更に関する分類が、他の規制当局と異なっている理由

が明確にされていない場合、規制上収束させるための選択肢

になりうる。



ガイダンス等について

11

 リスクに基づく分類の仕組みは、原則は規制に、さらなる詳

細はガイダンスに取り込むことで構築される。これにより科

学及び技術の進歩に応じて要件を柔軟に修正することができ

る。

 リスクに基づく分類の仕組みの例については、承認された製

品の変更に関するICH加盟地域の現行の規制やガイダンス、

及びWHOのガイドラインやガイダンスを参照のこと。

地域 規制やガイダンス、ガイドライン

日本 薬食審査発第0210001号「改正薬事法に基づく医薬品等の製造販売承認申請書
記載事項に関する指針について」平成17年2月10日 等

米国 Changes to an Approved NDA or ANDA, PAC-ATLS, SUPAC 等

EU EudraLex – Volume 2A Chapter 5 – Variations 等

WHO WHO Guidelines on variations to a prequalified product, published as 
Annex 3 , in the WHO Technical Report Series 981, 2013, 等
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3章の構成

2

3.1. 序論

3.2. ECの定義及び規制当局への提出資料における役割

3.2.1. ECの定義

3.2.2. 規制当局への提出資料におけるEC

3.2.3. ECの特定

3.2.3.1 製造方法のECの特定

3.2.3.2 分析法のECの特定

3.2.4. ECの変更

3.3. 役割と責任



序論（1/2）

3

 ICHでは、承認申請に際してのコモン・テクニカル・
ドキュメント（CTD）様式は決められているが、承認
申請において製品品質を確保するために必要と考えら
れ、承認後の変更に際して薬事手続きが必要な要素を
規定する調和したアプローチはこれまでない。

＜コンセプトペーパーからの抜粋＞
Explore the development of a harmonised approach to
“regulatory commitments” for inclusion in the guideline.
Such approaches could enable post approval changes that
facilitate continual improvement and encourage the
adoption of innovative technologies.

3.1.



4

 ICH Q12では、このような要素（製品品質を確保するために必

要と考えられ、承認後の変更に際して薬事手続きが必要な要素）を「製
造及び管理に関するエスタブリッシュトコンディショ
ン」（EC）と定義する。

All changes after approval of an application must be managed and
executed in conformance with current good manufacturing practices
(CGMP), although 21 CFR 314.70(a) and 601.12(a) only require a subset
of changes to be reported to the FDA. 21 CFR 314.70(a)(1)(i) states that,
other than the exceptions or alternatives provided in 21 CFR
314.70(a)(1)(ii), an applicant must notify FDA about each change in
each condition established in an approved application beyond the
variations already provided for in an application (i.e., an NDA or ANDA).

＜エスタブリッシュトコンディションの由来＞

(USFDA) 
DRAFT Guidance for Industry - Established Conditions: Reportable 
CMC Changes for Approved Drug and Biologic Products

3.1. 序論（2/2）



ECの定義

5

 ECは、製品品質を確保するために必要と考えられる
法的拘束力のある情報（つまり承認事項）である。

したがって、ECのいかなる変更も薬事手続きを必要
とする。

3.2.1. 



ECと参考情報（1/2）

6

規制当局への提出資料には、ECと参考情報が含まれ
る（別添1参照）。

参考情報はECとはみなされないが、規制当局に対し
て開発及び製造に関して適度に詳細な情報を提供し、
EC及びその変更カテゴリーの選択について根拠を示
すものである。

3.2.2. 

＜別添1： ECが含まれるCTDの項（抜粋）＞



ECと参考情報（2/2）

7

 ECを、製造販売承認申請時に、規制当局にデータ又
は情報を提供するためにMAHが決めたCMCに関する
薬事上のコミットメント（安定性、その他のコミット
メント等）と混同してはならない。本ガイドラインで
は、そのような情報は参考情報とみなす。CMCに関す
るコミットメントの変更については、本ガイドライン
では扱わないが、各地域における現行の規制及びガイ
ダンスに従う。

3.2.2. 



非明示的なECと明示的なEC（1/2）

8

 ECは、非明示的なEC（Implicit EC）又は明示的なEC
（Explicit EC）のいずれかである。

3.2.2. 

• 非明示的なEC
MAHにより具体的に提案されたものではなく、承認後変更に
関する各地域の規制又はガイダンスに基づいて定められ、そ
して変更されるものである。

• 明示的なEC
MAHにより具体的に特定、提案されるものである。
ICHQ12ガイドラインでは、明示的なEC及び関連する変更カ
テゴリーの特定について記述する。各地域の要件によって規
定されない限り、製品に関する明示的なECを特定すること
は必須ではない。 日本は承認書があるので、

明示的なECを特定しているという理解になります。



非明示的なECと明示的なEC（2/2）

9

3.2.2. 

 EC及び関連する変更カテゴリーを決めるにあたり、
MAHは上述の2つのアプローチのうちいずれか又は両
方のアプローチを利用することができる。

MAHが、各地域の規制及びガイダンスで、非明示的
なECに対して規定された変更カテゴリーとは異なる
変更カテゴリーを提案したい場合は、明示的なECの
アプローチを使用する必要がある。



ECの特定

10

3.2.3. 

 ECの範囲は、企業による開発手法及び製品品質に対する潜
在的リスクにより異なる。

 本ガイドラインでは、製造工程及び分析法のECを決めるた
めのアプローチの概要を記述する。

 他のEC（容器施栓系の性能等）を決める際にも同様のアプ
ローチを使用することができるが、申請者はその根拠を説明
し、規制当局に認められなければならない。

 製品品質の確保のためにECとして必要な事項と、不必要な
事項を明確に理解するため／分析法を明確に理解するため、
適切に詳細が記載された製造工程／分析法に関する説明を提
出することが重要である。

 本ガイドラインの使用が、CTDのモジュール3の記載が減る
ことにつながってはいけない。

日本では、モジュール2もです。



製造方法のECの特定（1/4）

11

3.2.3.1. 

製造工程のECは、単位操作及びステップの順序に加
えて、製品品質の確保に必要なインプット（工程パラ
メータ、原料特性等）及びアウトプット（工程内管理
を含む）である。

＜別添1： ECが含まれるCTDの項（抜粋）＞



製造方法のECの特定（2/4）

12

3.2.3.1. 

製造工程のECには、重要工程パラメータ（CPP）及
び主要工程パラメータ（Key Process Parameter、
KPP）が含まれていなければならない。

• 重要工程パラメータ（CPP）
工程パラメータのうち、その変動が重要品質特性に影響を及
ぼすもの、したがって、その工程で要求される品質が得られ
ることを保証するためにモニタリングや管理を要するもの
（Q8R2）

• 主要工程パラメータ（KPP）
製品品質に関連するため、重要な製品品質特性に直接関連し
ないかもしれないが、工程の恒常性を確保するために厳密に
管理する必要がある工程パラメータ

Q12で定義されるKPPは、“well-controlled CPP”ではありません。



製造方法のECの特定（3/4）

13

3.2.3.1. 

 ECの詳細さ及び関連する変更カテゴリーは、企業が
製品及び製造工程の理解から得た知識を、製品品質に
対するリスクの管理にどの程度応用できるか（企業の
開発手法）によって決まる。

• パラメータに基づく手法（Parameter based approach）
承認申請前に、インプットと結果として得られる品質特性の関係
について、限られた理解しか得られていない製品開発の場合

 多くのインプット（工程パラメータ、原料特性等）及びアウト

プット（工程内管理を含む）がECとなる。

• より進んだ手法（Enhanced approach）
インプットと製品品質特性間の相互作用とそれに応じた管理戦略
に関する理解が深まっている場合

 最も重要なインプット及びそれに伴うアウトプットに重点を置

いた適切なECの特定が可能である。



製造方法のECの特定（4/4）

14

3.2.3.1. 

• 性能に基づく手法（Performance based approach）

データが豊富な環境で得られた知識を適用できる場合

 工程のインプット（工程パラメータ、原料特性等）よりも、主

に単位操作のアウトプットの管理をECとすることができる。

例）インラインの継続的なモニタリングを行う製造工程ス
テップ（混合工程管理のためのNIRのような適切なプロ
セス解析工学の使用）

＜留意事項＞
• 安定した工程を保証するために、製品品質に影響する可能性のある
すべての関連するパラメータ及び原料特性がモニタリングされるこ
と、また、使用する装置の適格性が保持されることが重要である。

• アウトカムが具体的に定められない経路依存型の工程（流動層造粒
と乾燥等）のような場合、特定のパラメータ又は特性をECとする
必要がある（顆粒特性の差が最終製品の品質に影響する場合等）。



製造工程パラメータに対するEC及び関連する

変更カテゴリーの特定のためのディシジョンツリー

15

3.2.3.1. 

 製品のライフサイクルを通じてクリティカリティ及びリスクを定期
的に評価し、得られた知識に基づき、ディシジョンツリーを用いて
ECを更新すべきである。

 MAHは該当する変更カテゴリーを評価する際には、同時に行われる
変更の影響を考慮すべきである。

具体例は、ECの例（化学薬品製品、生物起源由来医薬品）を参照



分析法のECの特定（1/2）

16

3.2.3.2. 

分析法のECは、分析法の性能を確保する要素が含ま
れていなければならない。

＜別添1：ECが含まれるCTDの項（抜粋）＞



分析法のECの特定（2/2）

17

3.2.3.2. 

 ECの範囲は、試験法の複雑さ、開発及び管理手法に
より異なる。

• 承認申請の時点で試験法のパラメータと性能の関係が十分に
検討されていない場合

 システム適合性を含む操作パラメータの詳細をECとする。

• 頑健性の検討を含む体系的な開発手法により、試験法のパラ
メータと性能との関係の理解が深まっている場合

 分析法の詳細よりも、試験法に固有の性能基準（特異性、真度、

精度等）が主なECとなる。



ECの変更

製品ライフサイクルを通じて得られた知識の結果（製
造経験、新たな技術の導入、管理戦略の変更等）によ
り、承認されたECを変更することが必要な場合があ
る。

MAHが承認されたECや関連する変更カテゴリーを変
更する方法：

3.2.4. 

• 適切な規制当局への資料の提出

• PACMP（4章参照）

• CMCに関する承認後のコミットメント
（製造販売業者が公約した、商業段階で実施するCMCに関する活動）

18



企業側
承認された製造販売承認申請に関するすべての変更の
マネジメント及び維持管理は、MAHの責任である。

MAHと製造に関与する組織の間には、情報を共有及
び利用し、製造販売承認申請が維持され、現在の製造
実態が反映され、また、変更が関連する施設全体で適
切に実施されることを確実にする共同の責任がある。

製造販売承認申請（ECとされなかった要素を含む）
の維持管理は、各地域の要件に従う必要がある。

MAHと製造に関与する組織の関係については、6章を
参照のこと。

3.3. 役割と責任（1/2）

19



企業側（続き）
製造販売承認申請で引用された資料（Type IIのド
ラッグマスターファイル、原薬マスターファイル等）
に関して、引用された資料の所有者は、自身の資料を
引用しているMAHにECの変更を知らせる責任がある。

それによりMAHはその変更の影響を評価し、承認さ
れた製造販売承認申請のECに関連する変更があれば、
必要に応じて各地域の要件に従った薬事手続きができ
る。

規制当局側
 EC及びその後のEC変更の承認は、規制当局の責任で
ある。

3.3. 役割と責任（2/2）

20



ECが含まれる CTDの項

表の目的は、ECを構成する製造及び管理の要素並び
にそれらのCTDでの記載箇所について一般的な指針を
提供することである。

別添1 

21

• 白色の行は、通常、ECが
含まれるCTDの項を示す。

• ECが含まれるCTDの項に
は、参考情報の要素も含
まれる。

• B=バイオテクノロ
ジー応用医薬品／生物
起源由来医薬品に適用
される。

• 灰色の行は、通常、参
考情報が含まれる
CTDの項を示す。

• 送達システムの情報については、製品の設計及び地域によって
CTDでの記載箇所又は内容が変わることがある。



ICH Q12「医薬品のライフサイクルマネジメント」（案）説明会
大阪：平成30年3月15日 メルパルク大阪ホール
東京：平成30年3月29日 メルパルク東京ホール

ECの例

化学薬品製品

日本製薬工業協会

和田 雅昭



付属書IA、IB共通事項

 製造工程のECの特定

 変更カテゴリー（柔軟性、分類）

付属書IA
錠剤製造における最初の2工程

 事例として選定した工程

 事例の見方及び留意事項（パラメータ、3つの開発手法）

 各工程の事例について

• 重要工程パラメータ（CPP）、主要工程パラメータ（KPP）
の設定事例

• 変更カテゴリー（事前承認（PA）、届出（NM／NL）、
報告不要（NR））の事例

• 事例を見るうえでの留意点

説明概要

2



 付属書Iでは、製造工程のECの事例を、変更カテゴリーと
ともに示している。

 事例は、知識や理解の蓄積（より進んだ開発手法等）が
不確実性を減らし、リスクのマネジメントを改善させる
ことを示している。

 製造工程の理解が限られているパラメータに基づく手法
では、製造販売業者がECを特定して提案しなかったとき
には、承認後変更のマネジメントは各地域の規制に従う
ことになる。

 一つの単位操作のアウトプットは次の操作のインプット
であるため、ECを検討する際には、製造工程と管理戦略
全体の包括的な理解が必要である。

製造工程のECの特定

3



 知識が増えると不確実性が減り、最初にCPPとされた工程パラ
メータがCQAに直接的な影響を及ぼさない場合がある。このよ
うな場合はKPP（工程の恒常性に対する影響）又は工程パラ
メータ（PP）に分類することができる。

 リスクマネジメント活動が、より低い変更カテゴリーをもたら
すことがある。例えば、CPPの変更カテゴリーを、「事前承認
（PA）」から「届出（NM／NL）」に変更できることがある。

 性能に基づく手法を利用する場合、品質はオンラインモニタリ
ングにより確保されるため、一部の工程パラメータはECに分
類されないことがある。この場合、代表的な工程パラメータの
操作条件は参考情報となる。期待される結果を得るために、製
造中に工程パラメータを調整することがある。インラインPAT
（プロセス解析工学）試験（NIR等）に関連するリスクは、ラ
イフサイクルを通じて適切に管理されなければならない。イン
ラインPAT試験はECとみなされる。

変更カテゴリーの柔軟性

4



 事前承認：特定の変更は、変更前に規制当局による審査及び承
認が必要となりうるリスクがあると考えられる。このような変
更では、MAHは規制当局に対して適切な詳細を記載した申請
を行うことが求められ、調査が行われることがある。

 届出：低～中リスクの特定の変更については、事前承認は必要
ないと判断され、通常、変更の根拠として求められる情報はよ
り少なくなる。このような変更は、各地域の要件に従って、変
更実施の前又は後の定められた期間内に正式な届出として規制
当局に伝えられる。事前承認は必要ないものの、規制当局が適
時に認識する必要があると考えられる変更の場合、即時の届出
の仕組みが有用である。

 報告不要：リスクの低い変更については、PQS内のみで管理、
記録し、規制当局には報告されない。ただし、定期的な調査で
確認されることがある。

変更カテゴリーの分類（1/2）
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変更カテゴリーの分類（2/2）

変更カテゴリー 日本 米国 EU

事前承認
PA

承認事項一部
変更承認申請

PAS
(Prior approval 

supplement)
Type II

届出
（中リスク）

NM 承認事項軽微
変更届出

CBE 30
(Changes being 
effected in 30 

days)

Type IB

届出
（低リスク）

NL

AR
(Annual report)

Type IA

報告不要
NR

6



 化学薬品製品の事例では、錠剤製造における最初の2工程
を説明している。

製造工程フロー

ローラー圧縮

成分 工程／ステップ

粉末混合- 有効成分
(原薬：API)

- 添加剤1
- 添加剤2
- 添加剤3

次工程

7



事例の見方（粉末混合工程）

3つの手法

ECとならない
パラメータ

ECとなる
パラメータ

具体的なパラメータの事例

パラメータの
タイプ

8



事例の見方（粉末混合工程）

 具体的なパラメータの
事例

• インプット原料

⁃ APIのPSD

⁃ APIの水分

⁃ 添加剤のSpec

• 装置及びパラメータ

⁃ 装置タイプ

⁃ スケール

⁃ 混合速度

⁃ 混合時間

• アウトプット性能測定

⁃ 均一性測定法

⁃ 均一性

9



パラメータについて

 パラメータはあくまでも事例であり、本事例では限定的
な記載しか行っていない。

 パラメータは当該品目の製造工程の知識レベルに応じて
選定する。

 ここに示された事例だけでなく、ECとして提案すべきす
べてのパラメータを必要に応じて追加する必要がある。

事例の見方及び留意事項

10



事例の見方（粉末混合工程）

具体的なパラメータ
の設定事例

パラメータの許容範囲を

• パラメータの分類

• 変更カテゴリー

と共に記載

11



 各パラメータの重要品質特性や製造工程への影響度の評価

（通常、製造実績やプロセス特性解析試験などに基づく）、

及び、その結果に基づく各パラメータの重要度の決定、更

に、管理戦略も考慮したリスクアセスメントがどのように

実施されたかについてはこの事例は示していない。

 開発者は各々の開発品における上記の影響を十分評価し管

理戦略を決定したうえで、各パラメータの分類（CPP、

KPP、PP）及び変更カテゴリー（事前承認（PA）、届出

（NM／NL）、報告不要（NR））、及びその妥当性等を

規制当局に提案・説明する必要がある。

事例の見方及び留意事項

12



事例の見方（粉末混合工程）

 3つの開発手法に基づく
パラメータ設定の事例

•パラメータに基づく手法

•より進んだ手法

•性能に基づく手法

13



留意事項

3つの手法ごとに事例の記載レベルを変更している

14

パラメータに基づく手法
• インプットと品質特性の関係に限られた理解しか得られていない

• インプット（工程パラメータ、原料特性等）、アウトプット（工程内管理含む）

より進んだ手法

性能に基づく手法

• インプットと製品品質特性間の相互作用、管理戦略に関する理解が深まっている

• 最も重要なインプット、アウトプット

• 知識や理解の蓄積が不確実性を減らし、リスクのマネジメントを改善

• その結果、ECはより限定的なもの、変更カテゴリーはより柔軟なものとなる

• データが豊富な環境で得られた知識を適用できる

• 主に単位操作のアウトプット（インラインの継続的モニタリング）

• すべての関連するパラメータ及び原料特性のモニタリング、装置の適格性の保持



粉末混合工程（1/5）

 インプット原料

• APIの水分、添加剤1～3の
薬局方記載の規格及び試験
方法は、いずれの場合も
ECである。

• 添加剤の規格及び試験方法
は、薬局方に従って管理す
る。

 装置及びパラメータ

• いずれの場合も装置のタイ
プ及びスケールはECであ
る。

開発手法により、異なる変
更カテゴリーが選定された。

15



粉末混合工程（2/5）

 混合速度、混合時間は、
CQAへの影響が確認された、
もしくは可能性があるため、
CPPと設定された。

 アウトプットに対するイン
プットの影響の検討が不十
分であり、各パラメータと
CQAやプロセス一貫性との
関連性が十分理解されてい
ないため、各パラメータは
ECに選定された。

パラメータに基づく手法

16



粉末混合工程（3/5）

 インプットとCQAやプロセス一貫
性への関連性の理解が十分進んだ
ことにより、インプット原料やパ
ラメータでプロセス管理を行うこ
とができる。

• APIの水分

⁃ 検討範囲内で示される製品品
質に対する影響は限定的。

• APIのPSD

⁃ 溶出及び吸収に対する影響は
示されず。

⁃ 実験において、APIのPSDが
5～200 μmの場合に、混合
均一性に対する重大な影響は
示されず。

 そのため、APIの水分又はPSDの変
更について、より低い変更カテゴ
リーを選定。
（PA→NM、NM→NL）

より進んだ手法（1/2）
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粉末混合工程（4/5）
装置やスケールの混合への影響
に関して知識を得ることで、よ
り低い変更カテゴリーを選定。
（PA→NM、NM→NL）

混合速度、混合時間は、CQAに
は関係しないが、製品品質に関
連し、工程の恒常性を確保する
ために厳密な管理が求められる
ことから、KPPと設定。

次の製造工程における品質を確
保するために、均一性が必要。
実験及び商用生産の検証から、
混合均一性に重大な影響を与え
ない混合速度及び混合時間の範
囲が特定。

そのため、各パラメータの変更
については、より低い変更カテ
ゴリーを選定。（NM→NL）

より進んだ手法（2/2）
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粉末混合工程（5/5）

混合 操作 パ ラメ ータ へ の
フィードバックにNIRを使用す
ることで、混合速度と混合時
間による工程管理の確保を行
う必要性は小さくなる。よっ
て、これらのパラメータはEC
ではない。

管理戦略において、NIRにより
リアルタイムで均一性の確認
が可能。よって、NIR法及び混
合均一性はECである。

混合及びアウトプットの測定
に関する理解がより進めば、
より広い範囲での製造が可能
になる。

混合速度及び混合時間は、性
能を確保するためにモニタリ
ングを行う。

性能に基づく手法

19



ローラー圧縮工程（1/5）

 装置及びパラメータ

• いずれの場合も装置
のタイプはECである。

 開発手法により、異な
る変更カテゴリーが選
定された。
（PA→NM→NL）

20



ローラー圧縮工程（2/5）

 ロール間隔、ロール圧力、

ロール速度は、CQAへの

影響が確認された、もし

くは可能性があるため、

CPPと設定された。

 アウトプットに対するイ

ンプットの影響の検討が

不十分であり、各パラ

メータとCQAやプロセス

一貫性との関連性が十分

理解されていないため、

各パラメータはECに選定

された。

パラメータに基づく手法

21



ローラー圧縮工程（3/5）

 装置のタイプのリボン密度
への影響に関して知識を得
ることで、より低い変更カ
テゴリーを選定。
（PA→NM）

 ロール圧力／ロール間隔と
ロール速度の相互関係を理
解することにより、目標リ
ボン密度を達成するための
一貫した工程操作を行うこ
とができ、以降の粉砕工程
のための最適なインプット
が得られ、工程の恒常性を
確保するために厳密な管理
が求められることから、
KPPと設定。

より進んだ手法（1/2）
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ローラー圧縮工程（4/5）

 次工程の粉砕後に、期待され

る粒度分布、流動性及び圧縮

性を有する顆粒が製造され、

粉砕操作の後の品質特性を確

認することで、ローラー圧縮

工程においてアウトプットの

性能を測定する必要性が小さ

くなる。

 実験から得た広範な知識によ

り、操作範囲を決定できるた

め、より低い変更カテゴリー

を選定。（NM→NL）

より進んだ手法（2/2）
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ローラー圧縮工程（5/5）

 リボン密度をオンラインで測定
し、ローラーコンパクタの操作
パラメータにフィードバックす
ることにより、変動が抑えられ、
圧縮される顆粒のロット間の均
一性が確保される。よって、こ
れらのパラメータはECではない。

 管理戦略において、NIRにより
リアルタイムでリボン密度の確
認が可能。よってNIR法及びリ
ボン密度はECである。

 ローラー圧縮及びアウトプット
の測定に関する理解がより進め
ば、ローラーコンパクタのタイ
プ及びパラメータをより柔軟に
変更できる。

 性能を確保するために、各パラ
メータのモニタリングを行う。

性能に基づく手法
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2

 付属書Ⅰに記載の以下の内容については、

化学薬品製品のECの例に関する説明資料

をご参照ください

• 製造工程のECの特定

• 変更カテゴリー（柔軟性、分類）

説明概要

付属書 IB：生物起源由来医薬品



説明概要

付属書 IB：生物起源由来医薬品

3

 製造工程のフロー及び事例として選定したステップ

 事例の見方及び留意点（パラメータ、3つの開発手法）

 各ステップの事例について
• 重要工程パラメータ（CPP）、主要工程パラメータ

（KPP）、工程パラメータ（PP）の設定事例

• 変更カテゴリーの事例
– 事前承認（PA）、届出（NM／NL）、報告不要（NR）の事例

• 事例を見るうえでの留意点



製造工程フロー

4

モノクローナル抗体の一般的な製造

工程の事例

事例では一例として4つのステップ

を説明している

•シードトレイン

•生産培養

•低pH（ウイルス不活化）

•陰イオン交換クロマトグラフィー



製造工程概要と事例に示されたステップ

5

培養工程

精製工程

シードトレイン

（種培養、拡大培養、前培養）

生産培養

（本培養、主培養）

Harvest

陰イオン交換

クロマトグラフィー

Harvest Affinity Capture

低pH

ウイルス不活化

CEX
Viral

Filter
UF/DF

Filter
Drug 

Substance

N-1

細胞を増やすステップ 目的物質を生産するステップ

安全性に関わるステップ 製品の純度を調整するステップ



事例の見方（シードトレイン）
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製造ステップ

パラメータ
のタイプ

具体的なパラメータの事例

3つの手法

ECとならない
パラメータ

ECとなる
パラメータ



事例の見方（シードトレイン）
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具体的なパラメータの

項目の事例

• インプット：

解凍後の生細胞密度、pH、

培養期間、X

• アウトプット：

細胞生存率、細胞密度、Y



留意事項

インプット／アウトプットパラメータについて

8

パラメータはあくまでも事例であり、本事例では限定的

な記載しか行っていない

当該品目の製造工程の知識レベルに応じて選定する

ここに示された事例だけでなく、X､YなどECとして提案

すべきすべてのパラメータを必要に応じて追加する必要

がある



事例の見方（シードトレイン）
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具体的なパラメータ

の設定事例

パラメータの許容範囲を

• パラメータの分類

• 変更カテゴリー

と共に記載



留意事項
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重要品質特性や製造工程への各パラメータの影響度の評価

（通常、製造実績やプロセス特性解析試験などに基づく）、

及び、その結果に基づく各パラメータの重要度の決定、更に、

管理戦略も考慮したリスクアセスメントがどのように実施さ

れたかについてはこの事例は示していない。

開発者は各々の開発品における上記の影響を十分評価し管理

戦略を決定したうえで、各パラメータの分類（CPP、KPP、

PP）、変更カテゴリー（事前承認（PA）、届出（NM／NL）、

届出不要（NR））、及びその妥当性等を提案・説明する必要

がある。



事例の見方（シードトレイン）
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 3つの開発手法に基づく

パラメータ設定の事例

 パラメータに基づく手法

 より進んだ手法

 性能に基づく手法

開発手法について



留意事項

3つの手法ごとに事例の記載レベルを変更している
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パラメータに基づく手法
• インプットと品質特性の関係に限られた理解しか得られていない

• インプット（工程パラメータ、原料特性等）、アウトプット（工程内管理含む）

より進んだ手法

性能に基づく手法

• インプットと製品品質特性間の相互作用、管理戦略に関する理解が深まっている

• 最も重要なインプット、アウトプット

• 知識や理解の蓄積が不確実性を減らし、リスクのマネジメントを改善

• その結果、ECはより限定的なもの、変更カテゴリーはより柔軟なものとなる

• データが豊富な環境で得られた知識を適用できる

• 主に単位操作のアウトプット（インラインの継続的モニタリング）

• すべての関連するパラメータ及び原料特性のモニタリング、装置の適格性の保持



シードトレイン（1/5）

パラメータに基づく手法
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 シードトレインは生産
培養に必要な細胞数の
獲得が主な目的である。

 生細胞密度、pH、培養
期間及びインプットX
は、製品品質に関係し、
工程の恒常性を確保す
る上で重要であること
から、KPPと設定され
た。



シードトレイン（2/5）

パラメータに基づく手法
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 アウトプットに対するイン

プットの影響は検討されて

おらず、各々のパラメータ

と重要品質特性やプロセス

一貫性との関連性が十分理

解されていないため、多く

のパラメータをECに選定す

る必要がある。

 インプットパラメータだけ

でなく、多くのアウトプッ

トパラメータもECに選定す

る必要がある。
• 次ステップに必要な最低細

胞密度など



シードトレイン（3/5）

より進んだ手法

15

 インプットパラメータと重

要品質特性やプロセス一貫

性への関連性の理解が十分

進んだことにより、主にイ

ンプットパラメータでプロ

セス管理を行うことができ

る。
 DoE試験

 相互作用試験

 多変量解析など

 パラメータベースの手法に

比較してECとして設定する

インプットパラメータを絞

り込むことが可能になる。



シードトレイン（4/5）

より進んだ手法

16

 より進んだ手法における培養

期間に関しては、プロセス理

解が進んだことで厳密な時間

管理が不要なことが判明した

ため、より低い変更カテゴ

リーが提案された。

• KPP（NM）→PP（NR）

 アウトプットはモニタリング

のみとした。



シードトレイン（5/5）

性能に基づく手法

17

 インプットパラメータと重要

品質特性やプロセス一貫性へ

の関連性の理解が更に進んだ

ことにより、アウトプットパ

ラメータのみでプロセス管理

を行うことができる。
• インライン試験

（ECとしての装置の特定）

 次ステップと関連したアウト

プットの管理基準の設定が行

われる。

 安定した工程を保証するため

に、製品品質に影響する可能

性のあるすべての関連するパ

ラメータ及び原料特性がモニ

ターされる必要がある。



生産培養（1/3）
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 生産培養は目的の抗体

が生産されるステップ

であり、CPP及びKPPと

なる何れのパラメータ

もECとして設定された。

• CPP：温度、Z

• KPP：播種細胞密度

 アウトプットの管理

パラメータに基づく手法



生産培養（2/3）

より進んだ手法
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 温度はパラメータに基づく手

法ではCPP（PA）としたが、

プロセス理解（DoE試験）が

進んだことにより許容範囲を

厳密に管理する必要が無いこ

とが確認できたため、より低

い変更カテゴリーCPP（NM）

が提案された。

 播種細胞密度はパラメータに

基づく手法ではKPPと設定し

たが、プロセス理解（DoE試

験）が進んだことにより許容

範囲を厳密に管理する必要が

無いことが確認できたため、

ECではない変更カテゴリーPP

（NR）が提案された。



生産培養（3/3）

性能に基づく手法
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 性能に基づく手法では、

次ステップと関連した

アウトプットの管理が

行われる。

 インライン試験（リア

ルタイム）によるアウ

トプットの管理
• リアルタイムモニターによる

インプットのフィードバック

管理

• 多変量統計的プロセス管理

（MSPC）



低pH

本ステップの事例における留意点

21

本ステップは低pH保持により潜在的ウイルスの不活化を行う。

ウイルス不活化に関連するパラメータはCPP、変更カテゴ

リーは事前承認（PA）となる。

ウイルス安全性に関わる固有のリスクがあるため（実製造工

程においては直接的なアウトプットの評価を行えない）、性

能に基づく手法は適用できない。そのため、パラメータに基

づく手法又はより進んだ手法を採用する。



陰イオン交換クロマトグラフィー（1/2）

パラメータに基づく手法

より進んだ手法
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 本ステップの事例は

ICH Q11の事例を参

考に作成している。

 樹脂の耐久性につい

ては、バリデーショ

ン実施計画書に従っ

て最大サイクル数及

び最長寿命の拡大が

提案された。ここで

は、より低い変更カ

テゴリーCPP（NL）

が提案された。



陰イオン交換クロマトグラフィー（2/2）

性能に基づく手法
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 性能に基づく手法で

は、HCPをインライ

ンUPLC UV-MSによ

り工程管理している。

• これは必ずしも現在の

技術レベルを想定した

ものではない。

• 工程を開発する際の技

術レベルに応じた評価

手法が設定されること

を想定している。



4章

承認後変更管理実施計画書（PACMP）

医薬品医療機器総合機構

八木 聡美

ICH Q12「医薬品のライフサイクルマネジメント」（案）説明会
大阪：平成30年3月15日 メルパルク大阪ホール
東京：平成30年3月29日 メルパルク東京ホール



4章の構成

2

4.1. PACMPの定義

4.2. PACMPの利用

4.3. PACMPの要素

4.4. 認められたPACMPの変更

4.5. PACMPの種類



承認後変更管理実施計画書とは
（Post-Approval Change Management Protocol、PACMP）

3

 変更の実施に必要な要件と検討に関する、予測性及び透明

性の確保を可能にする、規制のツールの一つ

• 米EUでは既に実施されている制度
米国：2003年～（2016年4月改訂ドラフトガイダンス発出）

EU：2010年～

• 日本もICH Q12を通じてPACMPの制度を導入

4.1.



通常の一部変更承認申請時

計画
・変更内容
・影響を評価する
ための試験

・満たすべき基準

結果

試験計画と得られた結果をまとめて申請し、
審査を受ける

もしかしたら追加試験を
要求されるかも・・・

4



5

計画
・変更内容＆妥当性
・影響を評価するための
試験

・満たすべき基準
・提案する変更カテ
ゴリー など

結果

PACMP利用時

PACMPを提出
→内容を規制当局と事前に合意

●PACMPに従った試験や検討を実施
●得られた結果が実施計画書に記載し
た判定基準を満たしている場合、
予め実施計画書に記載された変更カテ
ゴリーに従い、変更を行う（変更実施
前に規制当局承認が必要な場合と不要
の場合がある）
●必要に応じて、ステップ2の結果は
規制当局に提出する

日本ではステップ1として
「PACMP相談」を新設予定

日本でのステップ2の変更
手続きは「一変申請or軽微
変更届出」で対応予定

ステップ1 ステップ2

4.2.
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 化成品もバイオテクノロジー応用医薬品／生物起源由来医薬品

も対象

 1つの製品に対する1つ以上の変更、又は複数製品に適用する1

つ以上の変更に利用することが可能

 大原則として、PACMPを利用したいかなる変更も、患者の安全

性、製品品質、有効性に関するリスクを増加させてはいけない

 変更の影響を評価するために、有効性、安全性（臨床又は非臨

床）、又はヒトのPK/PDの情報を必要とするようなCMCの変更

は適切ではない（ある種の処方変更、新規不純物評価のための

臨床又は非臨床試験、免疫原性／抗原性の評価など）

PACMPが使える変更
4.1., 4.2. 
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 実施計画書は、規制当局により事前に確認され、認められる

 初回の承認申請時に提出しても、その後に独立して提出してもよい

 ステップ2段階で、実施計画書に記載した判定基準や満たすべき他

の条件（承認された規格及び試験方法に変更がないことの確認等）

が満たされなかった場合

 PACMP制度は利用できない。現行の記載又はガイダンスに従っ

た変更手続きが必要

PACMPの留意事項（1/4）

ただし日本での試行期間（2018年4月～）
は、既承認品目のみを対象とします

4.1., 4.2. 
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 PACMPが認められた後、変更が実施されるまでの間は、MAHは

提案したアプローチを定期的に再評価し、変更の実施前にその妥

当性を再確認することが前提

• 具体的には、変更実施前に、MAHは最初のPACMP提出時に提案し

たリスクアセスメント結果を再評価し、計画する変更に対するリス

クアセスメントの結果が引き続き妥当であることを確認する必要が

ある

• 初期のリスクアセスメントの再評価により、変更の実施に伴ってリ

スクのレベルが上がることが示唆された場合

 過去に認められた変更カテゴリーはもはや適切ではないと考え

なくてはならない。現行のガイダンスに従うか、関連する規制

当局に相談することを考える必要がある

 MAHは、変更の実施後も、管理戦略が製品の恒常的な製造を保証

し続けることを確認する必要がある

4.1.

PACMPの留意事項（2/4）



9

 ステップ1の時に予測できなかった製造工程や管理に関する重

要な変更が必要となった場合（単位操作の順序の変更が必要に

なった場合など）には、そのままステップ2を実施することは

不可

 各地域の規制・ガイダンスに従った薬事手続きが必要

 ただし、予測しなかった製造工程又は管理の修正が、意図する

変更に関連する軽微なものであり、実施計画書の技術的な本質

に影響を及ぼさない場合は、適切にその妥当性が説明されるな

らば、通常適用範囲内であるとみなされる

PACMPの留意事項（3/4）
4.2.
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 品質リスクマネジメントの原則（Q9）及び実効的な変更マネ
ジメントシステム（Q10）を取り入れた、実効的なPQSにより
PACMPの利用が可能になる

 MAHはPACMPを利用したCMC変更を実施する時はいつでも、
施設がGMP遵守及び調査又は許可・認定の状況について、当局
の規制要件を満たすことを保証する責任がある

4.1.

PACMPの留意事項（4/4）



PACMPには何を記載したらいいの？

作成にあたっての留意事項
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 実施計画書は、製品開発及び／又は製造経験から得られる
製造工程と製品の理解を用いて作成する

 実施計画書には、変更の複雑さに応じた詳細さで変更を記
載する必要がある

 MAHは、提案する変更の適切なリスクアセスメントを実施
するために、PACMPにおいて、提案する変更が与える影響
に関する、適切な科学的知識と理解を示すことが必要。一
般的に、より複雑な変更では製品／製造工程に関するより
深い理解が求められる

4.3.



PACMPには何を記載したらいいの？

含めるべき要素（1/2）
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 提案する変更及びその妥当性を含む詳細な説明

 変更前と変更後の違い

 初期のリスクアセスメントに基づき作成した、提案する変更の潜

在的な影響を評価するために実施する試験及び検討の一覧（特性

解析、出荷試験、安定性試験、工程内管理試験など）

 それぞれの試験又は検討の分析法と、提案する判定基準

 承認されている管理戦略への適合性、又は予定する変更に伴い必

要となる管理戦略の変更に関する考察

 その他満たすべき条件（製造工程の適格性評価のいくつかの段階

は、変更実施前に完了することの確認など）

日本では承認申請書新旧対照表（案）も追加

4.3.



PACMPには何を記載したらいいの？

含めるべき要素（2/2）
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 該当する場合、同一又は類似製品における過去の経験から得られ

た、開発、製造、特性解析、出荷試験、安定性試験等のリスクの

低減に有用な参考データ

 ステップ2を実施する際の変更カテゴリーの提案

 製品品質に対して変更による悪影響がないことを評価し、確認し

続けるために、PQSの下で継続的な検証が行われることの確認

• 変更実施後に製品品質に対する影響のモニタリングが要求される場合、

提案するPACMPを支持するため、品質リスクマネジメント活動の概要

を提出しなくてはならない

• 複数の変更を実施する場合は、複数の変更の累積的な影響による潜在

的リスク及びそれらのリスクの相互関係について、品質リスクマネジ

メント活動で取り扱わなくてはならない

4.3.



認められたPACMPを変更するとき

14

 既に認められたPACMPを変更する場合（試験・検討方法の

変更、判定基準の変更など）、提案する変更が製品品質に

及ぼす影響を、同程度又はそれ以上に評価できるようにし

なくてはならない

 PACMP内容を変更する場合（軽微な変更）は、通常、規制

当局への届出が必要

 実施計画書の内容をより大きく変える場合は、規制当局と

の合意に基づき、実施計画書変更の事前承認又は実施計画

書の新規提出のいずれかが必要

4.4.



PACMPの種類（1/2）
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（例：１つの製品に対して、１つの製造所を変更する等）

 同じ原則を適用し、製品のライフサイクルを通じて、特定の種類

のCMCに関する変更に繰り返し使用できるよう、PACMPを立案

することも可能

 実施計画書に１つの製品に対する複数の変更を記載する場合、複

数の変更の関連性及び１つの実施計画書に含める妥当性を示す根

拠を、実施計画書に記載する必要がある

１つの製品に対する１つ以上の変更

4.5.

PACMPは、1つの製品に対する1つ以上の変更、又は複数製品

に適用する1つ以上の変更に利用することができる。



事例①（付属書より）
低分子経口固形製剤の原薬における製造所変更
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これらの事例は、あくまで事例であることに注意！

 低分子経口固形製剤の原薬について、製造、試験、及び出荷に

関する代替の製造所追加に使用することを意図した例

 リスクマネジメント活動に基づき、ステップ２における変更実

施時には、現行の規制又はガイダンスで規定されている変更カ

テゴリーよりも低いカテゴリー又は審査期間がより短いカテゴ

リーで提出することが提案される

付属書ⅡA



事例①（付属書より）
低分子経口固形製剤の原薬における製造所変更

17

PACMPの要素
PACMPステップ1の内容
（実施計画書の登録/承認 ）

PACMPステップ2の内容
（変更の実施）

全体的な戦略
（提案する変更の適
用範囲及び制限）

適用範囲及び制限の規定
適用範囲の要件が満たされてい
ることを示す

品質リスクマネジメ
ント

品質リスクマネジメント活動及
びリスクアセスメントの概要の
記載

以前実施したリスクアセスメン
トに変更がないことの確認。
又は、リスクアセスメントに影
響を及ぼす新たな情報を入手し
た場合は、更新したリスクアセ
スメントの提出。

判定基準

実施する試験及び検討。
実施中の安定性試験の結果報告
に関する計画を含め、その他の
満たさなければならない基準の
記載。

判定基準を満たしていることを
示すデータ。
その他の判定基準が満たされて
いることの確認。
CTDセクションのS.2.1「製造業
者」及びS.4.4「原薬のロット分
析」の更新。

ステップ1及びステップ2の概要

付属書ⅡA

詳細は付属書を参照のこと



PACMPの種類（2/2）
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 複数製品に対して実施される１つ以上の変更

（例：同じ容器及び施栓系を使用する複数の製品に使用する栓の

変更等）

 複数製品及び複数施設で実施される１つ以上の変更

（例：複数の施設における分析法の変更、複数製品にかかわる製

造所の変更等）

【留意事項】

 影響を受けるすべての製品及び／又は施設に対して、同じリス

ク低減策が適用されなくてはならない

 提案される変更のリスクは、製品間で同様である必要がある

 アプローチ次第で、さらなる検討を考慮する必要がある

複数製品に適用可能な実施計画書

4.5、付属書ⅡB

日本は試行期間中は「１製品に
おける１つ以上の変更（関連性
のあるもの）」のみが対象です



事例②（付属書より）
バイオ医薬品の製造所変更（複数製品に適用可能）
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 複数の製品を１施設から受託製造業者を含む他の複数の製造所

（既に許可／認定され、適切な調査記録がある製造所）に移管

する事例

 この事例における主な目的は、同様の薬事手続きを減らし、一

貫性を保つことである

 変更前後の製造所間のスケールや装置に関する一般的な製造工

程の調整（原材料の調達先の変更等）は、実施計画書の適用範

囲であるが、便乗した重大な製造工程の変更（生産性／収率を

向上するための変更等）は適用範囲外

付属書ⅡB
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ステップ1及びステップ2の概要

事例②（付属書より）
バイオ医薬品の製造所変更（複数製品に適用可能）

PACMPの要素
PACMPステップ1の内容
（実施計画書の登録／承認 ）

PACMPステップ2の内容
（変更の実施）

全体的な戦略（提
案する変更の適用
範囲及び制限）

適用範囲及び制限の規定
移管に伴う製造工程の変更を含め、適用
範囲の要件が満たされていること

品質リスクマネジ
メント

品質リスクマネジメント及び製造
所変更に関するリスクアセスメン
ト手法の記載

リスクの管理方法に関する文書、
実施したリスクマネジメントの概要報告

同等性／同質性
及び安定性

同等性／同質性に関する計画、長
期保存試験に関するコミットメン
ト及び（製品毎の）判定基準

判定基準を満たしていることを示すデー
タ

プ ロ セ ス バ リ
デーション

バリデーション計画の概要 製造所／装置の違い及び適切なバリデー
ションの概要；
製造工程、製造所／装置及び分析法移管
を支持するバリデーションの要約データ

製造所のリスク 製造所の調査に関するリスクアセ
スメントの記載

製造所の調査に関するリスクアセスメン
トの結果により、変更に関して実際に必
要となる薬事手続きが決まる

付属書ⅡB

詳細は付属書を参照のこと
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日本でのPACMP試行について

ステップ1：
PACMP品質相談

ステップ2
事前
面談

記

録

事後相談
（任意）

一

変

申

請

軽

微

届

出

一

変

承

認

審

査

部

品

管

部

PACMP GMP相談

資

料

提

出

ス

ケ

ジ

ュ

ー
ル

・

内

容

の

確

認

準備が整い次第、相談制度を活用して事前に
必要な確認を実施
・製造・品質管理システムに関する確認
・プロセスバリデーション計画に関する確認

事前合意した変更
カテゴリーで、
変更手続きを実施

ステップ2やGMP相談の実施時期、変更内容
等を提示
・GMP調査（実地/書面）の要否の判断
・スケジュールの確認
・提出資料のアドバイス等

相談後にプロトコルを変更す
る必要が生じた場合など、
相談したい時に必要に応じて



5章

製品ライフサイクルマネジメント

（PLCM）

日本製薬工業協会

澤田 章弘

ICH Q12「医薬品のライフサイクルマネジメント」（案）説明会
大阪：平成30年3月15日 メルパルク大阪ホール
東京：平成30年3月29日 メルパルク東京ホール



5章の構成

2

5. 製品ライフサイクルマネジメント（PLCM）

5.1. PLCMの文書：適用範囲

5.2. PLCMの文書の提出

5.3. PLCMの文書の維持管理

5.4. PLCMの文書の様式及び記載箇所



製品ライフサイクルマネジメント（PLCM）

3

 製品ライフサイクル（ICH Q9）
初期開発から市販を経て製造販売中止に至るまでの製品寿命の全過程

 医薬品品質システムモデルの図解（ICH Q10）



PLCMの文書とは（1/3）

4

 PLCMの文書
• EC及びそれに関連する変更カテゴリーの情報をまとめたもの

• PLCMの文書には、主要な要素、及び製造販売承認申請に記載されて

いる関連情報への参照を含める（付属書III参照）。

• 関連する承認後のCMCに関するコミットメント及びPACMPを含め、ラ

イフサイクルの商業段階で製品をどのようにマネジメントしていくか

についても記載する。

 PLCMの文書には、MAHが提案する製品ライフサイクルマネ

ジメントに関する計画を記載する。

 MAHによる事前のライフサイクルマネジメントの計画が促

される。

 規制当局による審査や調査の円滑な実施につながる。

5. 



PLCMの文書とは（2/3）

5

1. 製品管理戦略の要約：管理戦略のどの要素をECとすべき

かを明確にするため、PLCMの文書には管理戦略の大まか

な概要を記載する。

2. EC：提案する製品のECをPLCMの文書に記載する。ECの

特定及びその妥当性の説明は、CTDの関連する項に記載

する。

3. 承認されたECの変更カテゴリー：提案するEC変更時の変

更カテゴリーをPLCMの文書に記載する。変更カテゴリー

の詳細な妥当性は、CTDの関連する項に記載する。変更カ

テゴリーは、各地域の規制若しくはガイダンス、又は

MAHによる根拠説明に基づく。

 PLCMの文書の要素：

5.1.



PLCMの文書とは（3/3）

6

4. PACMP：1つ以上の承認後変更の事前のマネジメント及

び実施のために提出されるPACMPを、対応する変更予定

のECとともに記載する。PACMPが認められた日付を次回

の規制当局への資料提出時に記入する。初回製造販売申請

の承認後にPACMPが提出され、認められた場合には、更

新したPLCMの文書にはPACMPを含める。

5. 承認後のCMCに関するコミットメント：商業段階で実施

するCMCに関するコミットメント（特定の工程モニタリン

グ、ECの変更等）を、PLCMの文書に記載する。

 PLCMの文書の要素（続き）：

5.1.



PLCMの文書の提出

7

 PLCMの文書の提出は推奨されるが、MAHが明示的

ECを提案するときには文書の提出が見込まれる。

 初回のPLCMの文書の提出
• 初回の製造販売承認申請時

• 市販製品のECを特定する薬事手続きを行う際

 規制当局による製造販売承認申請の審査及び承認後、

PLCMの文書には承認されたEC及び関連する変更カ

テゴリーが含まれる。

5.2.



PLCMの文書の維持管理

8

 CMCに関する承認後変更の薬事手続き時には更新し

たPLCMの文書を含める。

 最新のPLCMの文書には、ECの変更及びその他の関

連要素（変更カテゴリー、コミットメント、

PACMP）を記載する。

 PLCMの文書の改訂履歴の維持管理については、

MAHは各地域の要件に従う必要がある。

5.3.



PLCMの文書の様式及び記載箇所

9

 PLCMの文書の提出に記載したPLCMのいくつかの要

素は表形式での記載が推奨されるが、他の適切な形

式を使用することもできる。

 PLCMの文書は、各地域の推奨事項に基づき、CTD

モジュール1、2、3のいずれかに記載する。

製品ライフサイクルマネジメントの文書

Module 2 
(品質に関する概括資料)

Module 3

Module 1
(承認書)

要約

抽出

（承認書に加えて）

 製品の管理戦略の要約
 承認後変更管理実施計画書
 CMCに関する承認後の

コミットメント

5.4.

• Composition
• Mfg. process incl. 

control of materials
• Specification
• Storage condition/ 

shelf life
• Mfg. sites inf.
• Etc.



製品ライフサイクルマネジメントの文書－具体例

10

 固形製剤X錠（低分子）の例

 MAHがICH Q12ガイドラインの5章に記載されているPLCM

の文書の要素を記載する方法について説明したものである。

 適切であれば、他のアプローチ及び様式も使用することがで

きる。

 図1は、X錠の製剤の製造工程に関するフローチャートを示す。

説明の都合上、フローチャートはより進んだ手法を用いた、

製造工程内の乾式混合及びローラー圧縮操作のみを示してい

る。

付属書III 



11

ローラー圧縮

成分 工程／ステップ

粉末混合-有効成分
(原薬：API)

- 添加剤1
- 添加剤2
- 添加剤3

次工程

製品の管理戦略の要約
X錠は、医薬品有効成分（API）Y 100 mgを含有する即放性フィルムコーティン
グ錠で、標準的なバッチ生産方式で製造される。製造方法及び工程管理の詳細は、
一般的にCTDモジュール3のP.3.3に記載される。
X錠は、ICH Q8（R2）、Q9及びQ10に記載されている科学及びリスクに基づく
原則に従って、より進んだ手法を用いて開発されている。

図1 X錠の製造工程に関するフローチャートの一部

製品ライフサイクルマネジメントの文書の事例

付属書III 



CTDの項 項目名
EC

ECの特定及びその根拠については、
CTDの該当する項に記載

ECの変更カテ
ゴリー

該当する場合、PACMP又は承認後のCMCに関
するコミットメント

3.2.P

3.2.P.3.3

製造工程及びプロ
セス・コントロー
ル

粉末混合工程

インプット原料- APIの粒度分布
5～200 μm

届出・中リスク

インプット原料- APIの水分
＜1.0%

届出・低リスク

添加剤の規格及び試験方法
薬局方

各地域の要件
に従う

装置のタイプ
拡散混合機（V型混合機）

届出・中リスク

スケール
200 kg

届出・低リスク
製造販売承認申請時のPACMPにより、届出・低
リスクでスケール幅の変更が認められている。

混合速度
10～20 rpm

届出・低リスク

混合時間
15～25分

届出・低リスク

CMCに関するコミットメント
提案する実生産スケール（200 kg）では、潜在

的に滑沢剤の過混合が起きる可能性があるため、
混合時間範囲の上限値で製造した10ロットにつ
いて溶出性能をモニタリングする。

ローラー圧縮の工
程

装置のタイプ
ローラーコンパクタ（10 cmロー

ル）
届出・中リスク

ロール間隔
2～4 mm

届出・低リスク

ロール圧力
5～10 kNcm-1 届出・低リスク

ロール速度
4～10 rpm

届出・低リスク

事例の見方（PLCMの文書）

12

CTDセクション

具体的なECの事例

具体的な変更カテゴリーの事例 具体的なPACMP又は
コミットメントの事例

付属書III 



CTDの項 項目名
EC

ECの特定及びその根拠については、
CTDの該当する項に記載

ECの変更カテ
ゴリー

該当する場合、PACMP又は承認後のCMCに関
するコミットメント

3.2.P

3.2.P.3.3

製造工程及びプロ
セス・コントロー
ル

粉末混合工程

インプット原料- APIの粒度分布
5～200 μm

届出・中リスク

インプット原料- APIの水分
＜1.0%

届出・低リスク

添加剤の規格及び試験方法
薬局方

各地域の要件
に従う

装置のタイプ
拡散混合機（V型混合機）

届出・中リスク

スケール
200 kg

届出・低リスク
製造販売承認申請時のPACMPにより、届出・低
リスクでスケール幅の変更が認められている。

混合速度
10～20 rpm

届出・低リスク

混合時間
15～25分

届出・低リスク

CMCに関するコミットメント
提案する実生産スケール（200 kg）では、潜在

的に滑沢剤の過混合が起きる可能性があるため、
混合時間範囲の上限値で製造した10ロットにつ
いて溶出性能をモニタリングする。

ローラー圧縮の工
程

装置のタイプ
ローラーコンパクタ（10 cmロー

ル）
届出・中リスク

ロール間隔
2～4 mm

届出・低リスク

ロール圧力
5～10 kNcm-1 届出・低リスク

ロール速度
4～10 rpm

届出・低リスク

ECの変更カテゴリーについて

13ECの変更カテゴリー

付属書III 



CTDの項 項目名
EC

ECの特定及びその根拠については、
CTDの該当する項に記載

ECの変更カテ
ゴリー

該当する場合、PACMP又は承認後のCMCに関
するコミットメント

3.2.P

3.2.P.3.3

製造工程及びプロ
セス・コントロー
ル

粉末混合工程

インプット原料- APIの粒度分布
5～200 μm

届出・中リスク

インプット原料- APIの水分
＜1.0%

届出・低リスク

添加剤の規格及び試験方法
薬局方

各地域の要件
に従う

装置のタイプ
拡散混合機（V型混合機）

届出・中リスク

スケール
200 kg

届出・低リスク
製造販売承認申請時のPACMPにより、届出・低
リスクでスケール幅の変更が認められている。

混合速度
10～20 rpm

届出・低リスク

混合時間
15～25分

届出・低リスク

CMCに関するコミットメント
提案する実生産スケール（200 kg）では、潜在

的に滑沢剤の過混合が起きる可能性があるため、
混合時間範囲の上限値で製造した10ロットにつ
いて溶出性能をモニタリングする。

ローラー圧縮の工
程

装置のタイプ
ローラーコンパクタ（10 cmロー

ル）
届出・中リスク

ロール間隔
2～4 mm

届出・低リスク

ロール圧力
5～10 kNcm-1 届出・低リスク

ロール速度
4～10 rpm

届出・低リスク

PACMPについて

14

製造販売承認申請時のPACMPにより、届出・低リスク
でスケール幅の変更が認められている。

PACMP

付属書III 



CTDの項 項目名
EC

ECの特定及びその根拠については、
CTDの該当する項に記載

ECの変更カテ
ゴリー

該当する場合、PACMP又は承認後のCMCに関
するコミットメント

3.2.P

3.2.P.3.3

製造工程及びプロ
セス・コントロー
ル

粉末混合工程

インプット原料- APIの粒度分布
5～200 μm

届出・中リスク

インプット原料- APIの水分
＜1.0%

届出・低リスク

添加剤の規格及び試験方法
薬局方

各地域の要件
に従う

装置のタイプ
拡散混合機（V型混合機）

届出・中リスク

スケール
200 kg

届出・低リスク
製造販売承認申請時のPACMPにより、届出・低
リスクでスケール幅の変更が認められている。

混合速度
10～20 rpm

届出・低リスク

混合時間
15～25分

届出・低リスク

CMCに関するコミットメント
提案する実生産スケール（200 kg）では、潜在

的に滑沢剤の過混合が起きる可能性があるため、
混合時間範囲の上限値で製造した10ロットにつ
いて溶出性能をモニタリングする。

ローラー圧縮の工
程

装置のタイプ
ローラーコンパクタ（10 cmロー

ル）
届出・中リスク

ロール間隔
2～4 mm

届出・低リスク

ロール圧力
5～10 kNcm-1 届出・低リスク

ロール速度
4～10 rpm

届出・低リスク

コミットメントについて

15

CMCに関するコミットメント
提案する実生産スケール（200 kg）では、潜在的に
滑沢剤の過混合が起きる可能性があるため、混合時間
範囲の上限値で製造した10ロットについて溶出性能を
モニタリングする。

コミットメント

付属書III 



６章

医薬品品質システム（PQS）及び

変更マネジメント

医薬品医療機器総合機構

原 賢太郎

ICH Q12「医薬品のライフサイクルマネジメント」（案）説明会
大阪：平成30年3月15日 メルパルク大阪ホール
東京：平成30年3月29日 メルパルク東京ホール



６章の構成

2

６.1. 全般的な事項

６.2. サプライチェーンにおける製造に関する
変更マネジメント



全体的事項（１/２）

3

ICH Q12を適切に運用するためには、製造業者、

製造販売業者等が、GMP省令及びGQP省令の要求水

準を満たすとともに、ICH Q10に記載されている医

薬品品質システムを実装し、適切に運用しているこ

とが大前提です。

ICH Q10で確立され、各地域のGMPを遵守した実効的な
PQSを有することは、企業（関連する製造所及びMAH）の
責任である。（中略）ICH Q10に示された基本的な要件を
満たす実効的な変更マネジメントシステムが、本ガイドラ
インの実施には必要である。

6.1.



全体的事項（２/２）

4

PQSの実装が大前提ではあるものの、ICH Q12を

運用するにあたり、PQSを適切に運用していること

だけを評価する特別な調査の実施は求めていません。

企業が本ガイドラインの原則を使用する前にPQSの実践
状況を評価する、規制当局による特別な調査の実施は求め
ていない。ただし、提出された製造販売承認申請及び監視
に関連する定期的な調査は、各地域の規制要件に従って継
続する。

6.1.



サプライチェーンにおける製造に関する変更マ

ネジメント（1/２）

5

製造業者内の変更管理さえしっかりやっておけば

良いというものではありません。多くの場合、複

数の組織間での情報伝達及びPQSの相互作用を管

理する必要があり、複数の施設に渡る頑健な変更

マネジメントが求められます。

実効性のある変更マネジメントを運用しているか

らといって、それだけで薬事手続きが簡便化する

ことはありません。実効性のある変更マネジメン

トを運用することは、ICH Q12を運用するための

大前提であるからです。

企業は複数の組織（内部及び外部）間で、情報伝達及びPQSの相互連
携を管理しなければならない。そのため、（外部委託か否かに関わら
ず）複数の施設に渡る頑健な変更マネジメントを実施する必要がある。

6.2.



6

適時、情報共有できる仕組みを構築しておく必要

があります。

情報共有できる仕組みは、取決め書等の関連文書

に規定しておく必要があります。

 ECの変更は、MAHと規制当局間及びMAHと製造に関わる
一連の組織間で、適時、情報共有される。

 情報共有の適時性は、ECに関連する変更の影響度により
決まる。また、製品ライフサイクルに渡り、変更を認識
しておくべき又は実施する必要がある組織間で情報共有
する必要がある。

6.2. サプライチェーンにおける製造に関する変更マ

ネジメント（２/２）



PQSの実装は、大前提です！（１/８）

皆さまの所属する組織は大丈夫でしょうか？

7

 厚生労働行政推進調査事業費補助金「GMP, QMS, GTP及び

医薬品添加剤のガイドラインの国際整合化に関する研究

（H26-地球規模-A-指定-004：研究代表者 櫻井信豪）」

で、以下の事が示唆されています。

日本の医薬品製造所の内、

 約30%の製造所が、医薬品品質システムを導入していない。

 約12%の製造所が、品質リスクマネジメントを導入してい

ない。
（いずれも2015年当時のデータ）

参考資料
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【Plan】 【Do】

【Check】

【Action】
品質マネジメントレビュー

品質方針
目標
計画管理

品質マニュアル

製造管理

品質マニュアル
GMP手順書類

品質管理 品質システム バリデーション

逸脱管理 設備管理
安定性モニタリ

ング
衛生管理

計測機器管理
購買、供給者

管理

計画の実現

モニタリングシステム
改善の指示
資源の分配

品質方針・目標の見直し
知識の伝搬の指示 品質マニュアル

GMP手順書類

品質情報

自己点検

「製品品質の照査」
(改善が必要な事項を考察）

監査,査察の結果と指
摘事項

日常的なGMP活動による QRM
変更管理, 逸脱管理
CAPA, バリデーション
OOS,   苦情対応

継続的改善のためのQRM
システムの改善計画
変更提案、CAPA計画
再バリデーション
教育訓練計画

改善結果のモニタリング

品質リスクマネジメントプロセス

品質リスクマネジメ
ント手順書

●品質システム、プロセスの有
効性・妥当性の評価結果
●RMシステムの有効性・妥当
性の評価結果等

●リスクアセスメント、トレンド
解析を含む。

品質マネジメントレ
ビュー手順書

PQSの実装は、大前提です！（２/８）
参考資料



品質マネジメントレビュー、品質システム、

品質リスクマネジメントの関係
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品質方針

品質情報

顧客による監査

品質マネジメントレビュー

製造管理及び品質管理業務プロセス

品質リスクマネジメント

知識管理

品質マニュアル

技術移管

顧
客
（
患
者
・医
療
機
関
・受
託
先
）

当局の調
査結果

設備管理 衛生管理
安定性

モニタリング
計測機器管

理

購買/
供給者管理

バリデーション製造管理 品質管理

医薬品品質システム

自己
点検

変更管理
システム

教育訓練
委託先/
供給者管理

CAPA
システム

逸脱管理
システム

製品品質年次照査
（製造プロセスの稼働性能及び製品品質のモニタリングシステム）

品質目標、計画管理改
善
・見
直
し
の
指
示
、
資
源
の
配
分

その他

品質システム
の基盤

ここが重要！

品質情報

参考資料
PQSの実装は、大前提です！（３/８）



PQSをベースにして、実効性のある変更マネジメントを

実現することが必要です。
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図 A1 知識管理と変更マネジメントプロセスの関係 1 

 2 

知識管理と変更マネジメント 

開発／共同開発 
製造工程と製品の性能に関する

評価とモニタリング 

過去に実施した

変更 

企業プロセス 

マネジメントレビュー 

CAPA 

PQR 

その他 

... 

知識 
変更管理プロセス 

変更のきっかけ 

変更の実施 

届出 
（必要な場合） 

エスタブリッシュト

コンディション 

事前承認 

（必要な場合） 

変更の企業内承認 

 
企業プロセス 規制プロセス 

変更の評価 
 科学及びリスクに基づく評価 
 

 必要なデータの特定 

 

【留意事項！】
製造業者内の変更

管理さえしっかり
やっておけば良いと
いうものではありま
せん。多くの場合、
複数の組織間での情
報伝達及びPQSの相
互作用を管理する必
要があり、複数の施
設に渡る頑健な変更
マネジメントが求め
られます。

別添２
PQSの実装は、大前提です！（４/８）
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Marketing 
Authorization 

Holder

Market

MHLW
PMDA

47 Pref.gov.

Master File 
Holder

API

Final Products

Storage Site Test for Release

Information
Complaint
Recall

製造販売承認申請
GMP調査申請

MF

Production site

Release

Milling

複数の施設に渡る頑健な変更マネジメントが求めら

れます。

参考資料
PQSの実装は、大前提です！（５/８）
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Marketing 
Authorization 

Holder

Market

MHLW
PMDA

47 Pref.gov.

Master File 
Holder

API

Final Products

Storage Site Test for Release

Information
Complaint
Recall

製造販売承認申請
GMP調査申請

MF

Production site

Release

Milling

承認内容の変更等は、
遅延無く製造販売業
者と共有し、必要な薬
事手続きを行う必要
があります。

参考資料
PQSの実装は、大前提です！（６/８）



13

Marketing 
Authorization 

Holder

Market

MHLW
PMDA

47 Pref.gov.

Master File 
Holder

API

Final Products

Storage Site Test for Release

Information
Complaint
Recall

製造販売承認申請
GMP調査申請

MF

Production site

Release

Milling

製造販売業者は、製
造業者等における製
造管理及び品質管理
の適正かつ円滑な実
施を確保する必要が
あります。

参考資料
PQSの実装は、大前提です！（７/８）
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 GQP省令は製造販売業の許可要件である。
 製造販売業者は、製造業者等における製造管理及び品質管
理の適正かつ円滑な実施を確保するため、製品の製造業者等
と取り決めを締結しておく必要がある。

製造販売業者は、製造業者の適
正なGMP管理実態を確保できて

いるか？
製造業者が、GMP

適合性調査（更新
調査）を受けないと
言っており、困って
います。

PMDAによるGMP実地調

査を通して、調査対象原
薬が、工業用化学合成品
と同じ製造ラインで製造さ
れていることを初めて知り
ました。

FDAのWLが出て、

ずさんなデータ管理
の実態が初めて分
かりました。

今まで、一度も
訪問したことが
ありません。

今になっても、
製造実態と承認
事項との相違が
次々に出てきま
す。

MF国内管理人

に任せきりで、
製造所の実態
を全く把握でき
ていません。

参考資料
PQSの実装は、大前提です！（８/８）



参考情報

PQSを導入したいと考えている皆さま！
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必要に応じて、以下のツールをご利用ください。

① 品質マニュアル

② 品質マニュアルの下位手順書
1) 品質マネジメントレビュー手順書

2) 品質リスクマネジメント手順書

③ 参考資料

リスクアセスメント事例（リスクアセスメントシート）

PMDAのホームページで公開しています！
http://www.pmda.go.jp/review-services/gmp-qms-gctp/gmp/0001.html

参考資料



７章

規制当局による審査と調査の連携

医薬品医療機器総合機構

原 賢太郎

ICH Q12「医薬品のライフサイクルマネジメント」（案）説明会
大阪：平成30年3月15日 メルパルク大阪ホール
東京：平成30年3月29日 メルパルク東京ホール
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規制当局による審査と調査は互いに補完的な関係にあり、
本ガイドラインによってその基本的な役割が変わることはな
い。調査で得られた施設に関する情報は、審査担当者も利用
できるようにし、また、最新のPLCMの文書がある場合は、調
査担当者も利用できるようにする。

審査担当者と調査担当者間のコミュニケーションにより、
製品の申請に関する規制当局による審査が円滑になる。必要
な場合は、GMP及び製造販売承認事項の遵守に関わる情報を、
既定の仕組みを通して審査担当者と調査担当者の間で共有す
る。各地域の規制当局間でも、該当する2者間／多者間の協定
文書に基づき、このようなコミュニケーションを行うことが
ある。

規制当局による審査と調査の連携（１/２）
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図 A1 知識管理と変更マネジメントプロセスの関係 1 

 2 
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開発／共同開発 
製造工程と製品の性能に関する

評価とモニタリング 

過去に実施した

変更 

企業プロセス 

マネジメントレビュー 

CAPA 

PQR 

その他 

... 

知識 
変更管理プロセス 

変更のきっかけ 

変更の実施 

届出 
（必要な場合） 

エスタブリッシュト

コンディション 

事前承認 

（必要な場合） 

変更の企業内承認 

 
企業プロセス 規制プロセス 

変更の評価 
 科学及びリスクに基づく評価 
 

 必要なデータの特定 

 

審査

調査  審査と調査の基本的な役割及

び相互補完的な活動は，変わ

らない。

 審査員と調査員の情報伝達が

個別製品の審査を促進する。

規制当局による審査と調査の連携（２/２）



8章

市販製品の承認後変更

国際ジェネリック・バイオシミラー医薬品協会／

日本ジェネリック製薬協会

杉浦 健

ICH Q12「医薬品のライフサイクルマネジメント」（案）説明会
大阪：平成30年3月15日 メルパルク大阪ホール
東京：平成30年3月29日 メルパルク東京ホール



8章の構成

2

8.1 分析法の変更に対する体系的アプローチ

8.1.1 原則

8.1.2 体系的アプローチ

8.2 CMC変更を裏付けるデータの要件

8.2.1 CMCに関する変更の評価を支持する安定

性データのアプローチ



背景

3

 本ガイドラインに記述するEC及びPACMPの適用は、市販製

品にも有益

 具体的には、市販製品に対するEC及び変更カテゴリーを承

認後の薬事手続きを通じて提案できる。また、市販製品に予

定している変更に対してPACMPを提案可能

 市販製品では、変更を促進するさらなるアプローチによって

利益がもたらされる場合がある。

 本章では、

度々実施されるCMCの変更（分析法等）（8.1）

及び

CMCの変更に関連して要求されるデータ（安定性等）(8.2)

に対する体系的なアプローチの戦略について記述

8. 



分析法の変更に対する体系的なアプローチ

（１/３）

4

 市販製品には、分析科学の進歩から恩恵を受け得る既存の

分析法がある。この章の意図は、目的にかなう同等の分析

法への変更を体系的に実施することを奨励することである。

 市販製品の試験に利用する分析法の変更に関して、具体的

な基準を規定するアプローチを記述。

 このアプローチに従い、すべての基準を満たす場合、関連

する規制当局への即時又は変更実施後の届出のいずれかに

より、分析法を変更することができる。

この柔軟な対応は、すべての地域やすべての状況

で利用可能ではない（スライド6参照）。

8.1.
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 適用範囲外：

• 試験法から得られる複雑な情報が、規格及び試験方法に十分に反映さ

れていない場合。特に、ピークの一部のみを特定及び規定している分

析法（ペプチドマップによる確認試験、複雑な原薬のための試験等）、

又は特定ピークだけではなく標準品との全体的な比較が規格及び試験

方法の判定基準に含まれている分析法（天然物由来の製品、生体系で

製造されるバイオテクノロジー応用医薬品の「標準品と同様」等）。

• 生物学的／免疫学的／免疫化学的原理に基づく試験法や生物起源由来

の試薬を用いる試験法の変更（バイオアッセイ、結合試験、ELISA、

外来性感染物質の検査等）。

• 多変量解析とともに用いる予測モデルの変更。

分析法の変更に対する体系的なアプローチ

（２/３）

8.1.
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 前スライドの例外を除くその他の試験法は、バイオテクノ

ロジー応用医薬品／生物起源由来医薬品に使用されるもの

を含め、適用範囲内。

 8.1項の利用（届出による分析法変更）は、各地域における

ICHガイドライン（ICH Q2、Q9、Q10等）の実施状況、

及び企業によるこれらのガイドラインの日常的な適用状況

次第。8.1項に示す柔軟な対応は、必ずしもすべての地域や

すべての状況で利用可能ではない。すなわち、いくつかの

変更については、各地域のガイダンスで規定される事前承

認が必要。

分析法の変更に対する体系的なアプローチ

（３/３）

8.1.
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このアプローチを利用するための要件：

 元の試験法と変更する試験法の原理が同じ（分光検出によるクロマトグ

ラフ法等）

 バリデーションの結果、変更する試験法は元の試験法と同等以上

 元の試験法と変更する試験法により得られる試験結果が同等

これについては2つの方法で評価する。第1に、変更する試験法により同等の結

果が得られなければならない。すなわち、元の試験法と変更する試験法から得

られる品質上の判断は同じである。第2に、バリデーション実施計画書には、

元の試験法と変更する試験法を用いて得られた結果を比較するための明確な基

準が記載されていなければならない。

 変更する試験法について、システム適合性の要件を確立する。システム

適合性により、日常的に使用する試験法の日々の性能を保証する。

原則（1/２）
8.1.1. 
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前ページの基準を満たす場合、2つの試験法は同等であり、規

制当局への即時又は変更実施後の届出のいずれかにより変更で

きる。

このアプローチが適用できないケース：

 各地域における現行の規制により認められている場合を除き、

この仕組みによる規格値の変更（不純物の総量、力価等）

 試験法変更の結果として毒性又は臨床データが必要な場合

原則（2/２）
8.1.1. 
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体系的アプローチ
8.1.2. 

ステップ 内容、例

Step1
試験法の原理確認

• 変更前後で、試験法の原理は原則同一
• 試験法に2つの技術が使用される場合（例：HPLCとUV検出）、両
方の技術が同じである必要がある。

Step2
バリデーションプロト
コール社内承認

ICH Q2に従い、分析法バリデーションを計画
評価項目、判定基準は変更前と同等以上
• 手動溶出試験（分析はHPLC）を自動サンプリング溶出試験（分
析はHPLC）に変更する場合は変更した箇所のみ対象

Step3
システム適合性判定基
準の検討
Step4
バリデーションの実施

• バリデーションの結果、判定基準を満たしていない項目がある場
合、基準を満たさなかったことの試験法の妥当性への影響を評価
する。

• 変更前の試験法でのシステム適合性、試験法開発時のデータ及び
商業生産により得られた新たな知識に基づき、変更後の試験法の
システム適合性を検討する。

Step5
変更による影響評価

規格（判定基準）が変わる場合は本アプローチは適用できない
• TLCからHPLC法に純度試験を変更した結果、類縁の総量が増加

Step6 ～10 企業内のPQSに基づく変更管理、文書化、当局への届出、モニタリ
ング



CMC変更を裏付けるデータの要件
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承認後変更の裏付けとして規制当局への提出が必要

なデータは、各地域の規制及びガイダンスによる。

本ガイドラインでは、科学及びリスクに基づき、変

更のより速やかな申請、承認及び実施を可能にする

ために、承認後変更を支持する安定性を確認するた

めの試験を策定するアプローチを記述。

本アプローチは、PACMPの中で提案できる（付属

書IIB参照）。

8.2.
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 ICH Q1A（R2）で推奨されている、新規で販売されたこと

のない原薬／製剤の有効期間及び保存条件を確立することを

目的とする正式な安定性試験とは異なり、CMCに関する承

認後変更を支持する安定性試験が必要な場合、その目的は、

既に承認されている有効期間及び保存条件を確認すること。

 安定性試験の適用範囲及び計画は、製剤及び原薬から得られ

た知識及び経験により決まる。このような試験の計画に対す

るアプローチは、その根拠が適切に説明される必要がある。

8.2.1. 
CMCに関する変更の評価を支持する

安定性データのアプローチ（1/２）



CMCに関する変更の評価を支持する

安定性データのアプローチ（２/２）
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 安定性に関わる品質特性及び有効期間を制約する特性を特定

 安定性のリスクアセスメントに基づき、提案するCMCに関する変更によ

り安定性に影響し得る要因を特定

 適切な手法により、提案する変更の影響を評価
• 代表的な試料（実生産スケールではなく、パイロットスケール又は実験室ス

ケールでも可能）を用いた原薬及び／又は製剤の加速試験及び／又は苛酷試験

• 変更前後の代表的な試料を比較する試験

• 正式及びそれ以外の安定性試験又はその他の関連データの統計学的評価

• 分解予測モデリング及びその他の経験的モデリング又は基本原理モデリング

• 関連する機関の知識及び科学文献から得られる知識の適用

• 変更に関する規制当局への提出資料の一部としてデータを提出する代わりに、

承認後に実施する安定性を確認するための試験の利用

変更後のバッチを用いた長期保存試験の開始又は継続中の長期保存試験の

完了のコミットメントにより、CMCに関する変更を実施した後も、承認さ

れた有効期間及び保存条件が引き続き適用可能であることを保証できる。

8.2.1. 


