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ＩＣＨガイドラインの
日本薬局方への取込み

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

規格基準部 医薬品基準課長

安藤 剛
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本日の内容

• ICHガイドラインの考え方の取込み
日本薬局方のフレキシビリティー向上

国際的な品質保証の考え方の取込み

生物薬品の品質保証について基本原則の整備

• 品質評価に有用な試験法の積極的導入

• 医薬品各条の整備
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「JP18作成の5本の柱」

（1）保健医療上重要な医薬品の全面的収載

（2）最新の学問・技術の積極的導入による質的向上

（3）医薬品のグローバル化に対応した国際化の一層の推進

（4）必要に応じた速やかな部分改正及び行政によるその円滑
な運用

（5）JP改正過程における透明性の確保及びJPの普及

（「第十八改正日本薬局方作成基本方針」
（2016年8月25日薬事・食品衛生審議会答申））
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保健医療上重要な医薬品の全面的収載

・医療上汎用性があり、かつ必要性が高い と考えられる医
薬品（対象患者が多く、医療現場で広く用いられている医
薬品等）

・優先審査がなされた画期的な医薬品

・代替薬が無い医薬品（希少疾病用医薬品等）

・米国薬局方（USP）や欧州薬局方（EP）に収載され、国
際的に広く使用されている医薬品

（「第十八改正日本薬局方作成基本方針」
（2016年8月25日薬事・食品衛生審議会答申））

a) 優先的に新規収載をすべき品目
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保健医療上重要な医薬品の全面的収載

・既承認品で保健医療上重要な医薬品については、可能な限
り速やかに収載する。

・先発医薬品と後発医薬品の規格の統一や品質の向上を図る
観点から、後発医薬品が承認された医薬品は 可能な限り
速やかな収載を行うよう検討する。

・今後承認される新規開発医薬品については、承認後一定の
期間を経た後に収載を検討することとし、例えば品質、安
全性及び有効性に係る一定の情報を収集することが可能と
なり次第、速やかに収載検討対象とする。

（「第十八改正日本薬局方作成基本方針」
（2016年8月25日薬事・食品衛生審議会答申））

b) 収載時期
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ICHガイドラインと日本薬局方の適用対象の違い

ICHガイドライン

新有効成分含有医薬品を適用対象とされている。
日本では通常、新有効成分含有医薬品以外は対象外。

日本薬局方

後発医薬品、一般用医薬品、生薬や医薬品添加物等も適用対象。
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ICHガイドラインの後発医薬品への適用

ICHガイドラインは「新有効成分含有医薬品」を対象としており、
日本では通常後発医薬品は適用対象とされていない。

一方欧米では、後発医薬品においてもICH品質ガイドラインが適用さ
れているという実態がある。

欧米薬局方はICHガイドラインの考えを積極的に取り入れ、各条の作り
等にも反映されている。このことが、日局と欧米薬局方のスタイルの違
いを生んだ要因の一つであった。

－日本と欧米との違い－
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ＩＣＨガイドラインと日本薬局方とのギャップ

原薬及び製剤の品質は、その設計、開発、工程内管理、ＧＭＰ
管理及び製造工程のバリデーションにより、また、開発から実
際に製造されるまでの間に設定される規格により決まる。本ガ
イドラインは、出荷時ならびに有効期間中の新原薬及び新製剤
の品質を保証するのに主要な役割を果たす規格、すなわち、試
験方法、分析法ならびにその判定基準を対象としている。規格
は、品質保証の重要な要素ではあるが、その唯一の要素という
わけではない。前述のすべての要素が、品質の高い原薬や製剤
の恒常的な製造を保証していくのに必要である。

（ＩＣＨ－Ｑ６Ａの品質管理の考え方から）
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生薬等(A)委員会

ラマン分光法 WG ※

製剤WG ※
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完全性評価WG ※
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※検討課題に応じ、
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総合小委員会



11

製法問題検討小委員会の設置（背景）

日本薬局方（日局）は医薬品の規格基準書であり、
本規格を満たせば、日本で医薬品として認められる。

一方で、同じ有効成分からなる原薬であっても製造
方法が異なる製品においては、同一規格による医薬
品の品質管理は必ずしも合理的とはいえないという
議論がある（例えば製造方法が異なれば、不純物は
異なる）。

現在新薬はICHガイドラインに準拠して品質管理を
行っており、規格試験に加えて工程管理によって品
質が担保されている医薬品が多くなっている。
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製法問題検討小委員会の設置（課題）

(1)製法の異なる医薬品をカバーする各条規格の設定

（日局のフレキシブル化）

(2)工程管理によって品質管理されている医薬品の品

質基準の設定 （製造工程管理の明確化）

に際して、現行の日局の収載ルールは硬直的すぎる
のでは？
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製法問題検討小委員会の設置（検討内容）

日局の作り方を工夫することで、

（１）医薬品の品質管理に柔軟性をもたらす、

（２）ICHガイドラインに極力あわせる、

（３）日局がQbDなどの最新の考え方の阻害になら
ないようにする。

そのためにも、日局１７に向けて、医薬品の種類
の別に配慮しながら、製品横断的に問題点を解析
し、共通の理解のもと、日局原案作成方法の新し
いフレームワークを検討する。
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第十六改正日本薬局方におけるフレキシビリティー

2011年3月24日厚生労働省告示第65号

最終製品の品質規格を中心とした品質基準
通則11：医薬品各条の試験において「別に規定する」とあるのは，薬事
法に基づく承認の際に規定することを示す．

通則12: 製造工程のバリデーション及び適切な工程管理と品質管理の試験
検査に関する記録により，その品質が日本薬局方に適合することが恒常的
に保証される場合には，出荷時の検査などにおいて，必要に応じて各条の
規格の一部について試験を省略できる．

通則13: 日本薬局方に規定する試験法に代わる方法で，それが規定の方法
以上の真度及び精度がある場合は，その方法を用いることができる．ただ
し，その結果について疑いのある場合は，規定の方法で最終の判定を行う．

通則14：生物学的な試験法の規定は，試験の本質に影響のない限り試験
方法の細部については変更することができる．
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第十七改正日本薬局方におけるフレキシビリティー

2016年3月７日厚生労働省告示第6４号

合理的な品質管理の手法を認める品質基準
通則11：医薬品各条の試験において「別に規定する」とあるのは，医薬品，医療機器等の品

質，有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく承認の際に規定することを示す．

通則１２：品質確保の観点から，必要に応じて，規格に加え，製造過程
において留意すべき要件を医薬品各条の製造要件の項に示す．当該要件
には，原料・資材，製造工程及び中間体の管理に関する要件のほか，工
程内試験に関する要件や出荷時の試験の省略に関する要件が含まれる．
この項に記される要件は，通常開発段階で製法を確立する間で得られた
知見，製造工程における管理，出荷時の試験等によって確認される．な
お，医薬品各条において製造要件の項がないものについても，個々の医
薬品において，適切な原料・資材，製造工程及び中間体の管理に留意す
ることは重要である．

通則1３: 製造工程のバリデーション及び適切な工程管理と品質管理の試験検査に関する記録
により，その品質が日本薬局方に適合することが恒常的に保証される場合には，出荷時の検
査などにおいて，必要に応じて各条の規格の一部について試験を省略できる．

通則1４: 日本薬局方に規定する試験法に代わる方法で，それが規定の方法以上の真度及び精
度がある場合は，その方法を用いることができる．ただし，その結果について疑いのある場
合は，規定の方法で最終の判定を行う．

通則1５：生物学的な試験法の規定は，試験の本質に影響のない限り試験方法の細部につい

ては変更することができる．

製造要件を
新たに設定
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第十七改正日本薬局方第二追補（2019年春に告示を予定）

さらに合理的な品質管理の手法を認める品質基準
通則11：医薬品各条の試験において「別に規定する」とあるのは，医薬品，医療機器等の品質，

有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく承認の際に規定することを示す．

通則１２：品質確保の観点から，必要に応じて，規格に加え，製造過程において留意すべき要
件を医薬品各条の製造要件の項に示す．当該要件には，原料・資材，製造工程及び中間体の管
理に関する要件のほか，工程内試験に関する要件や出荷時の試験の省略に関する要件が含まれ
る．この項に記される要件は，通常開発段階で製法を確立する間で得られた知見，製造工程に
おける管理，出荷時の試験等によって確認される．なお，医薬品各条において製造要件の項が
ないものについても，個々の医薬品において，適切な原料・資材，製造工程及び中間体の管理
に留意することは重要である．

通則1３: 製造工程のバリデーション及び適切な工程管理と品質管理の
試験検査に関する記録により，その品質が日本薬局方に適合することが
恒常的に保証される場合には，出荷時の検査において，必要に応じて各
条の規格の一部について試験の実施を省略できる．さらに，適切であれ
ば，工程内試験結果と工程パラメーターに係るデータを含め，工程内
データに基づき最終試験（原薬又は製剤）の品質評価を実施し、これを
もって規格試験あるいはその実施に代えることができる。

通則1４: 日本薬局方に規定する試験法に代わる方法で，それが規定の方法以上の真度及び精度
がある場合は，その方法を用いることができる．ただし，その結果について疑いのある場合は，
規定の方法で最終の判定を行う．

通則1５：生物学的な試験法の規定は，試験の本質に影響のない限り試験方法の細部については
変更することができる．

リアルタイムリリ
ース試験による
管理法を規定
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多様な品質管理方法に対応する審査部門

製造工程のバリデーション及び適切な工程管理と品質
管理の試験検査に関する記録により,その品質が日本薬
局方に適合することが恒常的に保証される場合には,出
荷時の検査において,必要に応じて各条の規格の一部に
ついて試験の実施を省略できる.さらに,適切であれば,

工程内試験結果と工程パラメーター
に係るデータを含め,工程内データに
基づき最終製品(原薬又は製剤)の品
質評価を実施し,これをもって規格試
験あるいはその実施に代えることが
できる.

通則１３（改正案）

日本薬局方の医薬品の適否は，その
医薬品各条の規定，通則，生薬総則
，製剤総則及び一般試験法の規定に
よって判定する．ただし，医薬品各条の規定

中，性状の項及び製剤に関する貯法の項は参考に供し
たもので，適否の判定基準を示すものではない．なお
，生薬を主たる有効成分として含む製剤に関する貯法
の項の容器は適否の判定基準を示す．

通則５
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医薬品各条作成の基本的なポリシー

製法問題検討小委員会の成果
●収載済み
• 通則１２（製造要件）

• 医薬品の安定性試験の実施方法（ICH-Q1）

• プロセス解析工学によるリアルタイムリリース試験における含量均一性評価のための判定基準
（ICH-Q６A）

• 品質リスクマネジメントの基本的考え方（ICH-Q9）

●収載予定又は改正中
• 通則１３（リアルタイムリリース試験の各条への適用）

• 化学合成される医薬品原薬及びその製剤の不純物に関する考え方（ICH-Q3A/B）（新規）

• 医薬品原薬及び製剤の品質確保の基本的考え方（ICH-Q６A、Q8、Q11）（改正）

• QbD、QRM及びPQSに関連する用語集（ICH-Q６A、Q8～Q11）（新規）

必要なことは局方内に記載！！

ICHの品質ガイドラインに記載されている基本的な
品質保証の概念と局方の関係を明確化



21

取込み状況 トピック

試験法関係 収載済み
Q2（分析バリデーション）、Q4（試験法）、
Q6（規格及び試験方法の考え方）

不純物管理

収載済み Q3C（残留溶媒）

意見募集終了
Q3A/B＊2（原薬又は製剤の不純物）、
Q3D＊2（元素不純物）

検討開始前 M7（DNA反応性不純物）

安定性 収載済み Q1（医薬品の安定性評価）

開発/
製造関係

収載済み Q9（品質リスク・マネジメント）

意見募集終了 Q8＊1（製剤開発）、Q11＊1（原薬の製剤/開発）

該当せず Q7（原薬GMP）、Q10（品質システム）

生物薬品

収載済み Q5A（ウイルスバリデーション）

検討中
Q5B＊2（遺伝的安定性）、Q5C＊2（安定性）、
Q5D＊2（細胞株管理）、Q5E＊2（同等性/同質性比較）

＊1 ：日局１７第一追補で一部取込み ＊2 ：日局１７第二追補以降

日局のICHガイドライン（品質関連）の取り込み状況
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参考情報：化学合成される医薬品原薬及びその製剤の
不純物に関する考え方(案)

＜ICH Q3A/Bに従って不純物を管理されている医薬品＞

日局収載時にICH Q3A/Bに従って，個別規格設定不純物，個別規
格が設定されない不純物及び不純物総量が設定

日局収載品目における有機不純物の管理の原則

＜ICH-Q3A/Bが適用される前に日局に収載された医薬品＞

必ずしもICH Q3A/Bに従う必要はない。

ただし，新たに製造販売承認申請等がなされる場合には，必要に応じて
ICH Q3A/Bに準じた不純物の管理が求められる場合がある
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参考情報：医薬品原薬及び製剤の品質確保の
基本的考え方（改正案）

・医薬品原薬及び製剤の品質確保の方策に関する一般的考え方

・これら医薬品を、局方各条に収載する際の原則的な考え方

＜製造工程管理と品質試験による相互補完的な品質管理戦略＞

• 品質リスクマネジメントの実施

• 重要品質特性（CQA）の特定
要求される製品品質を保証するために必要な特性又は性質であって，適
切な限度内，範囲内，分布内であるべき物理学的，化学的，生物学的，
微生物学的特性又は性質

• CQAの管理
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本日の内容

• ICHガイドラインの考え方の取込み
日本薬局方のフレキシビリティー向上

国際的な品質保証の考え方の取込み

生物薬品の品質保証について基本原則の整備

• 品質評価に有用な試験法の積極的導入

• 医薬品各条の整備
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Q10：品質システム

Q11:原薬の開発と製造
Q8：製剤開発

Q9：品質リスクマネジメン
ト

ICH品質ガイドライン Q8-11：Qカルテット

「医薬品原薬及び製剤の品質確保の基本的考え方」

近年，医薬品の品質は，原料・資材の管理を含む製造工程におけ
る管理及び最終製品の品質試験を相互補完的に行うことで確保さ
れるという考え方が主流となっている．

【科学とリスクに基づく品質管理戦略の構築】

「品質リスクマネジメントの基本的考え方」

品質リスクマネジメントは，原薬，製剤，生物薬品(生物起源由来
医薬品及びバイオテクノロジー応用医薬品)を含むあらゆる医薬品
の品質確保に適用できるものである．

JP17参考情報

生物薬品の品質確保の方策（各論）を示したICHガイドライン Q5シリーズ及びQ6Bの
参考情報化

JP18に向けて

ICH Q5シリーズの日局への取込み(1)
医薬品の品質確保の基本的考え方

生物薬品の品質確保
Q5A, Q5B, Q5C 
Q5D, Q5E, Q6B

医薬品の品質確保の考え方の中で，バイオ医薬品の特有の部分
を中心に記載 ⇒バイオ医薬品の品質確保
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Q5B 組換え細胞中の
遺伝子発現構成体の分析

Q5A ウイルス安全性評価

Q5C 安定性試験

Q5D 細胞基剤の由来、調製
及び特性解析

Q5E 製造工程の変更にともなう同等性／同質性評価

Q6B 規格及び試験方法の設定

Q5B

Q5D

Q6B

Q5C

Q5A

Q5E

ヒト又は動物細胞株を製
造に用いる場合

ICH Q5シリーズの日局への取込み(2)
バイオ医薬品の品質に関するICHガイドライン
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本日の内容

• ICHガイドラインの考え方の取込み
日本薬局方のフレキシビリティー向上

国際的な品質保証の考え方の取込み

生物薬品の品質保証について基本原則の整備

• 品質評価に有用な試験法の積極的導入

• 医薬品各条の整備
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第十七改正日本薬局方第二追補収載予定
（新規の一般試験法）

2.26 「ラマンスペクトル測定法」
• 原薬及び製剤中の有効成分，添加剤の定性的又は定量的評価

• 医薬品の製造工程管理をオンライン(又はインライン)で行うための手段
としても活用

6.16 「半固形製剤の流動学的測定法」
• 軟膏剤等の半固形製剤に対し，力を加えることで流動性と変形を測定

• 展延性試験法、稠度試験法

6.17 「タンパク質医薬品注射剤の不溶性微粒子試験法」
• 6.07注射剤の不溶性微粒子試験法（第１法 光遮蔽粒子計数法）におけ

るタンパク質医薬品測定時の課題を改善

課題
多数の容器内の溶液を混合して試験を実施

不適切な取扱いにより形成する凝集体や気泡を測定



29

元素不純物の管理の実行に向けた取組み

「第十八改正日本薬局方作成基本方針」
（2016年8月25日薬事・食品衛生審議会答申）

リスクを踏まえた不純物の管理、特にICH-Q3D医薬品の元素不純物ガイ
ドラインを踏まえた元素不純物の管理について、国際的な動向を踏まえ、
日本薬局方への取込みのロードマップを作成し、その実行に取り組む。

・参考情報「製剤中の元素不純物の管理」（案）

・一般試験法「元素不純物試験法」（案）

意見公募（2018/3/1～2018/5/31）

委員会検討中

日局１７第二追補収載予定
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本日の内容

• ICHガイドラインの考え方の取込み
日本薬局方のフレキシビリティー向上

国際的な品質保証の考え方の取込み

生物薬品の品質保証について基本原則の整備

• 品質評価に有用な試験法の積極的導入

• 医薬品各条の整備
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医薬品各条の整備

主な留意点
ア. 確認試験、純度試験、定量法等への最新の分析法の積極的導入

イ. 製剤の新規収載に伴う既収載原薬の見直し

ウ. 製法に依存する不純物の規格設定の考え方の明確化や国際調和への対応
、試験項目の合理的設定（類縁物質等）

エ. 試験に用いる試料量、試薬・試液量及び溶媒量の低減化

オ. 有害試薬の可及的排除

カ. 動物を使用しない試験法への代替（代替試験法）

キ. 先端技術応用医薬品に対応した医薬品各条設定の検討

ク. 異なる処方の製剤に対応する適切かつ柔軟な各条規格の記載の検討

ケ. 必要に応じた｢製造要件｣および｢意図的混入有害物質｣の項等の活用

医薬品各条の整備に際しては、日本薬局方が公的なものであるこ
とに留意し、広く一般に実施可能なものとするとともに、
最新の科学・品質基準の国際的動向が反映されるよう検討する。

（「第十八改正日本薬局方作成基本方針」
（2016年8月25日薬事・食品衛生審議会答申））
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グループＢ（旋光度以外で四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、
1,4-ジオキサン使用）：29品目

有害試薬の可及的排除

意見募集終了、日局17-2対応予定

4品目検討中

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課
２０１８年１月１８日（事務連絡）

グループＡ（旋光度で1,4-ジオキサン使用）：12品目
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まとめ

• 日本薬局方にＩＣＨガイドラインの取込み
 新有効成分含有医薬品以外の医薬品にも、

国際的に認められている考え方の積極的な適用

 個別承認品目に合理的な品質管理の適用

• 品質評価に有用な試験法の積極的導入と
医薬品各条の整備
 科学・技術の進歩による局方の進化

 より適切な品質管理の実施
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ご清聴ありがとうございました
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