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連続生産とは

連続生産に関する動き（ICH、MITシンポジウム、規制当局）

革新的製造技術WG

AMED研究班（松田班、高松班）

連続生産における課題と論点

今後の予定

Presentation Outline
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連続生産とは

 製造プロセスが稼働してい
る期間中、連続的に原料又
はそれらの混合物を製造工
程内に供給し、生産物を継
続的に生産する方法。

 望ましい品質を有する最終
製品を、必要な量、必要な
時期に製造できる。

Lee S. and Woodcock J, et al., J Pharma Innov (2015)10; 191-9

3



連続生産の定義は？

連続生産には、原料投入から最終製品を取り出すまでのすべて
の工程を連続化したケースから、一部の製造工程のみを連続化し
たケースなど様々な場合が考えられる。

Lee S. and Woodcock J, et al., J Pharma Innov
(2015)10; 191-9
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連続生産の特徴

 従来のバッチ生産方式に比べ、製造設備機器が縮小化され、省スペ
ース化できる

 開発段階から商用生産時と同じ製造設備機器を用いることでスケー
ルアップの検討を省力化できる可能性

 需要に応じた製造のスケールアップ・ダウンが可能となり、生産・保管
コストが削減できる可能性

 より進んだ開発手法（PATを組み込んだQbD等）を用いることで、より
信頼性の高い品質の医薬品を製造できる

連続生産に該当するか否かが問題ではなく、
上記の期待を満たすことができているかが重要
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バッチ生産 vs 連続生産～それぞれの特徴～

既存のバッチ生産 連続生産

原材料の投入/
生産物の回収

原材料を全量（又は分割）を非連続
的に工程へ投入。操作完了後、生産
物が一斉に取り出される。

一定量の原料を連続的に工程に投
入し、一定時間後に順次、生産物が
取り出される。

各製造工程
単位操作ごとに、スタート/ストップ、
作業員が介入する。

単位工程を連結し、作業員の介入な
しに次工程へ移行する。

品質管理

工程パラメータ管理、工程管理試験
（In line/On line/At line試験）、Real 
time Release testing、規格試験等。

左記に加えて、In line試験結果に基

づく、一定時間内の不良製品の排
除等。

スケールアップ
開発中及びバリデーションでは、ス
ケールごとに検証作業が必要になる。

開発時の機器を実生産スケールと
合わせることで、検討を効率化する
ことが可能な場合もある。速やかな
実生産化が可能である。

生産施設面積 広い 狭い
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バッチ生産 vs 連続生産 ～それぞれの特徴～
既存のバッチ生産 連続生産

原材料の投入/
生産物の回収

原材料を全量（又は分割）を非連続
的に工程へ投入。操作完了後、生産
物が一斉に取り出される。

一定量の原料を連続的に工程に投
入し、一定時間後に順次、生産物が
取り出される。

各製造工程
単位操作ごとに、スタート/ストップ、
作業員が介入する。

単位工程を連結し、作業員の介入な
しに次工程へ移行する。

品質管理

工程パラメータ管理、工程管理試験
（In line/On line/At line試験）、Real 
time Release testing、規格試験等。

左記に加えて、In line試験結果に基

づく、一定時間内の不良製品の排
除等。

スケールアップ
開発中及びバリデーションでは、ス
ケールごとに検証作業が必要になる。

開発時の機器を実生産スケールと
合わせることで、検討を効率化する
ことが可能な場合もある。速やかな
実生産化が可能である。

生産施設面積 広い 狭い

ただし、現状では全工程の連結化には技術的な
課題が多く、当面は製造工程を部分的に連結し
た、バッチ製造と連続生産のハイブリット型が想
定される。（バイオでは特にコストメリットも考慮）
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連続生産への期待

 より進んだ開発手法（PATを組み込んだQbD）を用いるこ
とで、より信頼性の高い品質の医薬品を製造できる。

単独の単位操作が少ない統合された製造工程が実現で
きることで、製造ステップのスタート/ストップ時に起こりう
る人的エラーを減らすことができる。

設備の省スペース化が実現できることで、製造サイトの
設置・移動も容易になる。

需要に応じ製造のスケールアップ・スケールダウンが可
能となり、製造・保管コストの削減が期待できる。
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連続生産への期待

 開発期間の短縮にも繋がる（治験薬製造時から導
入が可能であり、早期承認等の対応が容易）

 欠品リスクの回避にもつながる
 少量・多種の製造にも適する
 製造・保管等のコストの軽減化
 代替の製造所の確保が容易
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品質保証として求められているもの

規格及び試験方法
• 性状
• 確認試験
• 純度試験
• 定量法
• 貯法

規格及び試験方法
• 性状
• 確認試験
• 純度試験
• 定量法
• 貯法

規格及び試験方法
• 性状
• 確認試験
• 純度試験
• 定量法
• 貯法

製造方法
• 原材料管理
• 工程管理

日本薬局方 承認書の記載 承認書の記載

Quality by Testing

Quality by Design

・より高度な品質保証のアプローチによる確実な品質保証の実現
・革新的な製造技術の導入
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連続生産を取り巻く動向

 連続生産は、すでに石油や食品分野で用いられている生産方法
であるものの、医薬品分野ではこれまでバッチ生産が基本とされ
てきた。

 一方で活発な活動が見られ始めた。

 US FDAにおける連続生産の積極的な検討、医薬品4品目の
承認（新医薬品/既承認製剤の一変）

 ICH神戸会合（2018年6月）で連続生産が新規トピックに決定
（ICH Q13）

 MITシンポジウム、DIA CMC Workshop

医薬品産業には、不良品や欠品を防ぐために医薬品製造に関する厳格な規制要件が定められており、これらの
既存規制要件を満たす連続生産方式での製造・管理方法について、世界各国で活発な議論が続けられている。
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連続生産が注目されている背景

米国食品医薬品局（US FDA)が連続生産導入をサポート

• Office of Pharmaceutical Quality (OPQ)
に最新技術を評価するEmerging 
Technology Teamを設置。その具体的活

動内容のひとつに医薬品の連続生産が
あげられている。

• 2016年4月の米国連邦政府の優先課題
※として、医薬品の連続生産の推進があ
げられている。

• OPQのFDA職員らが医薬品の連続生産
に関する意見論文を執筆している。

※米国大統領行政府の科学技術政策局が取りまとめた以下のレポートで言及された。
Advanced Manufacturing: A Snapshot of Priority Technology Areas Across the Federal Government, April 2016 12



US FDAの状況
 これまでに4品目、連続生産品目が承認

 Orkambi（Vertex)：2015年7月、新規承認（cystic fibrosis）

 Prezista（Janssen）：2016年4月、一変承認（HIV）

 Verzenio※（Eli Lilly）2017年9月、新規承認（Breast cancer）
※日本：ベージニオとして2018年9月承認

 Symdeko（Vertex）：2018年2月、新規承認（cystic fibrosis）

 Emerging Technology Team(ETT)
 FDAのOPQやOffice of Regulatory Affairs（ORA：GMP調査を行う部署）に所属す

る人員をメンバーに含む専門チーム。

 承認申請前の早期開発段階で早期にFDAが関与。企業と直接連携し、新規技
術における科学的懸念点の特定と解決をサポートする。

 有望な新規技術を取り入れる際に障壁となりえる問題を積極的に特定・解決
し、当該技術が遅延なく導入されるよう支援することが可能となる。 13



連続生産に関する動き～ICH～

 2014年、医薬品規制調和国際会議（ICH）で将来検討すべき
新たな品質分野のトピックの一つとして、連続生産が選出。

 連続生産が品質分野のFuture ICH Topicsの候補になる。
（2014年ICHミネアポリス会合時点）

 ICH神戸会合（2018年6月）で、連続生産が新規トピックに決
定された。（ICH Q13）
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連続生産に関する動き～MITシンポジウム～

 International Symposium on Continuous Manufacturing of 
Pharmaceuticals (ISCMP)

 2014年5月20～21日、FDA CDER DirectorのDr. Janet Woodcockの呼
びかけで開催

 企業、行政、アカデミア、機器メーカー等から約200名が参加

 ホワイトペーパーの作成

 2014年にThe Journal of Pharmaceutical Sciencesに投稿*

*Allison G et al., J Pharm Sci. 2015 Mar;104(3):803-12
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連続生産に関する動き～MITシンポジウム～

 第2回 ISCMP

 2016年9月26日、27日に米国ボストンで開催

 企業からの報告

 化成品（API、DP、End to End）

 バイオ医薬品（MAB、Non MAB）
Amgen、Bayer、Merck、Sanofi

 FDA、PMDAの規制当局によるセッションを実施

 第1回の時と同様、Regulatory Perspectives paperを作成
（The Journal of Pharmaceutical Sciences誌に投稿* ）

* Nasr MM et al., J Pharm Sci. 2017 Nov;106(11):3199-3206 12
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連続生産に関する動き～MITシンポジウム～

 第3回 ISCMP

 2018年10月3日、4日に英国ロンドンで開催

 企業からの報告

 化成品（GSK、Eli Lilly、Pfizer、Novartis、J&J）

 バイオ医薬品（Sanofi、MedImmune、Boehringer、Roche、Amgen、
Bayer)

 Vendor

 規制当局（US FDA、EMA、PMDA）

https://www.iscmp2018.org/
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連続生産に関する動き～MITシンポジウム～

規制上のキーワード

 State of control

連続生産において、どのような状態が管理できた状態とみなされるのか。通
常の工程管理、品質規格以外にも社内管理値など、各種の閾値の設定等
が論点。

 Fit for Purpose

すべての項目を厳しく管理すれば良いというものではなく、目的に適った設
定が重要であるという概念。

 Performance based approach

従来の固定された製造工程パラメータによる管理ではなく、製造の状況に応
じた管理。
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連続生産に関する動き～MITシンポジウム～

Regulatory Session: Key Messages

 Industry

Performance Based Process ManagementやMultivariate Controls（多変量統
計プロセス管理）へのシフトを考慮。

 US FDA

 連続生産工程の特徴を把握するため、企業による予測モデルやシミュレー
ションツールの活用を期待

 全体の管理戦略におけるPATやモデルの役割の明確化を期待

 EMA

 既存のQuality Guidance & Points to Considerの理解と活用が重要

 原料のトレーサビリティ、State of Control、スケーラビリティ等が重要な課題
19



連続生産に関する動き～MITシンポジウム～

化成品: Key Messages
装置や工程のより深く理解が重要。

 Performance Based Controlsについてはさらなる議論が必要。

 ICH国と非ICH国間での規制の調整は重要かつ必須。

 PVとCPV（Continued Process Verification）を明確にすることが必要。

 IPC tests（工程管理試験）の削減が効率化を促進。

 RTRT（Real time release testing）を導入する上では、規制当局と綿密な
相談が重要。

サンプリングの頻度等の設定については、慎重な判断が求められる。
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連続生産に関する動き～MITシンポジウム～

バイオ医薬品: Key Messages
大きく変化する需要に応じるためには、柔軟な製造が重要。

上流で連続生産、下流でバッチ製造といった組み合わせは可能。

原料のCriticalityの考慮が必要。

バッチ製造でも懸念される外来性感染性物質の管理について、連続
生産での規制当局の要求事項は何か。

同等性/同質性評価に関して、バッチから連続生産に移行する場合の
規制当局の要求事項は何か。
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連続生産に関する動き～MITシンポジウム～

参加者から寄せられた意見

連続生産の技術は標準的な手法とまでに至っていない、供給可能性の
観点に加え、審査期間への影響、当局間での対応差の懸念があり、明
確な基準が提示されることを望む。

 RTRTを用いた連続生産の受入れの可否。

規制当局毎に異なる管理戦略の要求されないか（同一試験に対する
異なるRTRTモデルの設定など）。

バッチサイズの柔軟性はどこまで許容されるのか。

 State of Controlの定義の明確化と実践の在り方。
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連続生産に関する動き～各規制当局の対応～

 US FDA

 Emerging Technology Team (ETT)

 EMA

 Process Analytical Technology (PAT) team

 PMDA

 革新的製造技術WG（2016年7月）

 AMED研究班（医薬品の連続生産における品質保証に関する研
究）立ち上げ（2016年8月）

 AMED研究班（バイオ医薬品連続生産の実用化に向けた品質管
理手法研究）立ち上げ（2018年4月）
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国内における連続生産に関する状況

 2015年9月から日本製薬工業協会内で連続生産プロジェクトが検討開
始。しかし、連続生産技術を国内で医薬品の実生産に導入するに至
ったケースは未だ報告されず。

 医薬品の連続生産に関する研究を行っている大学等の研究機関は、
米国と比較すると限られている。

 PMDAでは、連続生産に関する事前相談（化成品のみ）をすでに実施してお
り、1品目の承認実績があるもの、連続生産を検討するためのラボがなく、

経験が不足している状況もあり、連続生産に関連する規制上の考え方は発
展途上。

 バイオ医薬品については、基盤技術の検討段階であり、PMDAでも相談等
の経験はない。規制上の課題や論点整理等については未着手。
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革新的製造技術WG

課題の解決に向けた動き

 産学官が一体となり、お互いに足りない知識・経験を共有し、
この新たな分野の研究を早急に実施していくことが重要

 PMDAでも、規制上の考え方を整理することが必要

⇒ PMDAにおいて、革新的製造技術WGを立ち上げ
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革新的製造技術WG
 活動方針

 革新的な医薬品製造技術に対する審査・GMP調査に関する検討を行い、
適切な品質を確保しつつ、革新的製造技術の導入を促進していく。

 直近の活動として、主に連続生産を検討。

 主な目的

 医薬品の品質管理に関する最新の技術へのPMDAの考え方を整理する。

 整理した考え方に基づき、新たな規制の枠組みを提案する（Points to
Consider等の作成）。

 活動内容

 AMED研究班（松田班）の研究報告を基に、PMDAとしての連続生産に対す
る対応方針を検討、及びガイダンス等の作成。

 バイオ医薬品においても活動を開始。 26



活動成果

医薬品の連続生産を導入する際の考え方について

（暫定案）（平成30年3月30日作成）

 現時点、欧米の規制当局からも連続生産に係るガイダンス文書等は示され
ておらず、連続生産を検討中の企業からは、連続生産に関する規制当局
の考えを早期に示してもらいたいとの要望が寄せられていた。

 AMED松田班でのPoints to Consider文書を基に、PMDA革新的製造技術WG
としての考えをまとめた。

 本暫定案は、すべての生産を現行のバッチ生産から連続生産に切り替える
ことを期待したものではなく、あくまで選択肢の１つとして連続生産を試みた
いという企業側の要望に応える目的で作成したもの。

https://www.pmda.go.jp/files/000223711.pdf
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AMED研究班（松田班）～化成品～

 平成28年度日本医療研究開発機構委託研究費（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」

 分担研究開発課題名：医薬品の連続生産における品質保証に関す
る研究（平成30年3月まで）

 研究分担者 PMDA 松田嘉弘（スペシャリスト（品質担当））

（PMDA及び産学のメンバーにより構成）

 活動内容

 連続生産に関する情報・意見交換

 海外規制当局との連携

 連続生産設備機器に関する情報収集、稼働状況の確認 28



AMED研究班（松田班）

「連続生産に関するPoints to Consider」

 JPMA 連続生産プロジェクトから、連続生産を実施・承認を取得
する上での課題についてのインプット

 AMED松田班でのPoints to Consider（留意事項文書）を作成

 優先的課題

 連続生産における管理戦略

 ロットの定義

 プロセスバリデーション

 安定試験

http://www.nihs.go.jp/drug/section3/AMED_CM_PtC.pdf
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AMED研究班（松田班）

「医薬品の連続生産における管理できた状態（State of
Control）とは」

 「管理できた状態」とは、外乱により変動が生じた場合、あらかじ
め組み込まれた制御等により時間的に変動する状態であっても
管理幅内での変動に留まる状態を指す。

http://www.nihs.go.jp/drug/section3/AMED_CM_CONTROLST.pdf

図：「管理できた状態」の概念図

（注：赤字のバーに挟まれた部分は管理
幅を、赤字の矢印はあらかじめ組み込ま
れた制御を示す。）
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AMED研究班（松田班）～今後の計画～

 連続生産技術を用いた製造工程が管理できた状態（State of Control）であ

ることを保証する方策、また連続生産における品質を保証するため有効な
製造管理手法を研究し提示。

 平成30年度から新たに3年間、AMED研究班がスタート

「医薬品の連続生産における品質及び製造管理手法に関する研究」

 新技術に関する承認審査とGMP適合性調査の連携強化（実地調査への審
査員の同行、申請前の相談対応など）

 国際調和活動（ICH）に向けた準備

 化成品原薬の連続生産実現に向けた検討

 アカデミアとの連携強化
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連続生産に関するPoints to Considerの論点
はじめに
連続生産は今後の医薬品産業における主要な革新的製造技術の一つとなり
得ると考えられる一方、未だ連続生産に関するガイドライン等の行政文書は発
出されていない。したがって、本文書において、連続生産の導入を検討するにあ
たり、考慮すべき主要な事項についてまとめた。

なお、本文書は化学合成原薬を原料とする医薬品を想定し作成したものであり、
また現時点における科学的知見に基づき、連続生産に対する基本的な考え方を
まとめた。したがって、今後の科学技術の進歩等に応じて随時見直されるべきも
のであることに留意願いたい。

本文書は研究報告書としての位置付けであり、公式な規制要件が示されたもの
ではないことに十分な注意が必要。国内での連続生産に関する規制要件につい
ては、今後、関係者と更なる議論を深め、承認審査の経験を踏まえて段階的に
確立されていくべきものと考える。
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連続生産に関するPoints to Considerの論点

バッチ生産との相違点

医薬品の開発段階において、商用生産に向けた管理戦略を構築する
うえで必要となる最終製品の重要品質特性（CQA）を保証するための

要素（使用原材料、中間製品等の品質特性、製品規格、工程パラメー
タ、工程内管理など）はバッチ生産と連続生産で違いはない。

 ただし、連続生産では、上記の要素を保証するための手段（技術や方
法論）に、これまでと異なる手法を適用することも可能と考えられる。
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連続生産に関するPoints to Considerの論点

連続生産で有益な管理戦略

連続生産ではプロセスを連続的に稼働させるため、状況に応じて工
程パラメータを調整するなど、従来のバッチ生産に比べてより柔軟な
対応が必要となる。
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連続生産に関するPoints to Considerの論点

 Performance based Approach

固定された製造工程パラメータによる製造管理とは異なり、たとえば
PAT等を用い、製品若しくは中間製品等の品質をリアルタイムに測定／

評価し、工程稼働中に生じる変動に応じて、柔軟に製造工程パラメータ
を調整することで、目的とする製品品質を達成するための管理手法。
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連続生産に関するPoints to Considerの論点

 Performance based Approach実践のアプローチ
 Process Dynamics（動的特性）の理解

• 投入された原料の滞留時間分布などのトレーサビリティ及び想定さ
れた変動が下流工程の品質に及ぼす影響。

 State of Control（管理できた状態）の達成

• 管理の組み合わせが継続する製造プロセスの稼働性能及び製品
品質について恒常的な保証を提供する状態。（ICH Q10）

 Fitness for Purposeを達成する管理

• 医薬品品質への影響に応じた管理の重みづけ。
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連続生産に関するPoints to Considerの論点

工程異常時の製品の取り扱い
 PATによるオンラインモニタリングは系外排出の要否を判断するのに

有用であり、製造工程にある一定量の分画が物理的に形成される場
合は、その分画単位での管理が有効と考えられる。ただし、分画単位
での管理を行う場合、不合格と判断される分画のすべてが適切に系
外排出されることを保証することが必要となる。
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連続生産に関するPoints to Considerの論点

 ロットの定義

 「規定された限度内で均質と予測できる、一つの工程又は一連の工
程で製造された原材料等の特定の量。連続製造の場合には、ロット
は製造の規定された画分に相当する。ロットサイズは、特定の量又は
特定の時間内に製造された量と定義される。バッチともいう。」

ロットの定義自体は、バッチ生産であろうと連続生産であろうと違
いはなく、既存のロットの定義は、すでに連続生産に沿った内容
となっている。

ただしロットサイズの考え方は異なることが想定される。
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連続生産に関するPoints to Considerの論点

 ロットサイズの考え方

連続生産のロットサイズは、バリデートされた範囲内で、以下に基づき
規定できるであろう。

（1）稼働時間及び処理速度

（2）製造量

（3）原材料の仕込み量

連続生産では、一定の処理速度での稼働時間又は製造量等を製造指
図書等で規定することで、製造毎に任意のロットサイズに変更して製造
することが可能である。ロットの連続性／均質性は、数学的モデルや
PATによる連続モニタリング等により維持することで保証することができ
るであろう。
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連続生産に関するPoints to Considerの論点

プロセスバリデーション

連続生産を適用した場合であってもプロセスバリデーションの基本的
な考え方に変更はない。連続生産適用時においては、特に下記につ
いて検証することが重要である。

連続生産中のプロセス稼働性能及び品質特性が、予め設定された管
理戦略により恒常的に「管理された状態」※であること。 （※State of
Controlを指す。）

 ロット間のみならず、ロット内において経時的な品質の変動が許容範
囲内であること。
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連続生産に関するPoints to Considerの論点

プロセスバリデーションの生産スケール
連続生産では予め設定された管理戦略により、State of Controlで運

転されることが求められる。その前提において、時系列の品質変化が
起こりにくいと考えられることから、必ずしもプロセスバリデーションの
全てのロットを最大ロットサイズで行う必要はないと考える。

 しかしながら、少なくとも1ロットは想定している最大ロットサイズで製

造を行い、品質を保証しておく必要がある。なお、製造時間などが異
なる複数ロットでプロセスバリデーションを行う場合は、製造時間など
の変動が品質に影響を及ぼさないことを検証することが重要となる。

長時間製造機器を稼働させた場合の製造機器の作動性、製造機器
への物質の蓄積の影響等を考慮する必要がある。
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連続生産に関するPoints to Considerの論点

プロセスバリデーションのロット数（1）

 プロセスバリデーションのロット数は、バッチ生産方式と同じく、再現性
の観点から原則として3ロットは必要である。一方で、連続生産では同

一製造設備であってもロットサイズが製造時間などにより調整可能で
あることから、プロセスバリデーション実施までの開発段階における検
討で品質の時系列変化がないことが科学的に保証される場合、必ず
しも設定された最大ロットサイズで3ロットの製造は必要ないと考えら
れる。
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連続生産に関するPoints to Considerの論点

プロセスバリデーションのロット数（2）

 プロセスバリデーション実施後に最大ロットサイズを変更（製造時間の
延長など）する場合、通常、変更時のバリデーション（予測的バリデー
ションまたは同時的バリデーション）が少なくとも1ロット必要となる。

連続生産を適用した場合であっても、バリデーション基準に基づき実
施することが必要であり、ロット数については、品目毎に議論されるべ
き。
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連続生産に関するPoints to Considerの論点

安定性試験の基準ロットサイズ

連続生産では、任意のロットサイズで製造されたロットを基準ロットと
する考え方も可能である。

 この際、従来のバッチ生産同様、リスクアセスメント等により、選択し
たロットサイズにおける潜在的リスクを理解し、基準ロットが商用生産
スケールで製造されるロットと同様の特性を有していることを説明する
ことが必要である。
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連続生産に関するPoints to Considerの論点

安定性試験の基準ロット数
連続生産を適用した場合でも、必要な基準ロット数の基本的な考え方
はバッチ生産と違いはなく、安定性試験ガイドライン（平成15年6月3日
付 医薬審発第0603001号）（ICH Q1A(R2)）に従い、原則3ロット以上が
必要となる。

一方で、連続生産においては、バッチ生産とは異なり、基準ロット自体
のロットサイズが異なることも想定されることから、基準ロットとしてサ
ンプリングしたサンプリングポイントについての情報も必要がある。
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連続生産に関するPoints to Considerの論点

今後の予定
連続生産における「State of Control (管理できた状態)」等の概念に対
する関係者の共通理解の促進。

国際調和活動に向けた準備。

バイオ医薬品分野への展開を検討（バイオ医薬品特有の規制面での
課題把握と対応方策の検討）
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バイオ医薬品の連続生産における論点
整理が必要な主要な論点 ～多種多様な論点～

• 要素技術の活用と課題

• 基本の考え方の整理

• 新たな概念の構築

 Performance Based Approach

 Quality Risk Management

 State of Control

 管理戦略の構築（PAT、RTRT、外来性感染性物質等）

 バリデーション（適格性評価、プロセスバリデーションの実践方法）

 安定性試験（サンプリング等）
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AMED次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術
開発事業「バイオ医薬品の高度製造技術の開発」

海外規制当局
FDA，EMA

AMED連携課題「バイオ医薬品の高度製造技術の開発」
AMED2-1課題 高性能な国産細胞株の構築
AMED2-2課題 バイオ医薬品連続生産等の基盤技術開発
AMED2-3課題 バイオ医薬品製造実証研究

技術開発
データ提供

国内関係機関

評価指標の提案
評価手法の検証
技術改良の提案等

海外規制関係
者との議論

国際動向
調査

規制要件に
関する議論

企業ニーズ
等の把握

・企業
・アカデミア

AMED2-4課題
バイオ医薬品連続生産の

実用化に向けた
品質管理手法研究

NIHS, PMDA, BCRET, Kobe Univ.
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AMED

1) 品質管理戦略に関する研究

2) 連続生産に関する教育資材の作成と教育の実践

研究代表者：国立医薬品食品衛生研究所 石井明子
研究協力者：橋井則貴，柴田寛子，多田稔，木吉真人，青山道彦

◆研究総括
◆バイオ医薬品連続生産品質管理技術の妥当性検証，品質管理手法の提案

研究分担者：PMDA 高松紗絵子
研究協力者：尾山和信，松田嘉弘，櫻井京子他

◆バイオ医薬品連続生産における規制上の推奨事項に関する研究

研究分担者：バイオロジクス研究・
トレーニングセンター 豊島聰

◆連続生産の規制的側面を中心とした
製薬企業向けトレーニングの実施

研究分担者：神戸大学 内田和久

◆連続生産の規制的側面を中心とした
製薬企業向けトレーニング資材の作成

NIHS

「バイオ医薬品連続生産の実用化に向けた品質管理手法研究」研究体制
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バイオ医薬品連続生産の実用化に向けた品質
管理手法研究の目指すところ

バイオ医薬品連続生産の実用化推進として

目標とする成果
バイオ医薬品連続生産における品質管理戦略の考え方の提案

バイオ医薬品連続生産における規制上の留意事項・推奨事項に関
する文書作成

関連するトレーニングの資材作成及び実施
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バイオ医薬品連続生産の実用化に向けた品質
管理手法研究の目指すところ

バイオ医薬品連続生産の実用化推進として

期待される効果
〈企業側〉
連続生産に関する規制上の留意事項を事前に認識できる
品質管理戦略構築の効率化

〈規制側〉
連続生産を用いて製造されるバイオ医薬品の品質確保

審査の効率化，迅速化（承認申請前の相談、承認申請時の審査、
GMP調査等）
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AMED研究班（高松班）
 平成30年度日本医療研究開発機構委託研究費（次世代治療・診

断実現のための創薬基盤技術開発事業）「バイオ医薬品の高度
製造技術の開発 」

 分担研究開発課題名：バイオ医薬品の連続生産の実用化に向けた品
質管理手法研究（平成33年3月まで）

研究代表者：石井明子（国立医薬品食品衛生研究所）

 バイオ医薬品連続生産における規制上の推奨事項に関する研究

（研究分担者 高松紗絵子（PMDA））

 研究内容

 連続生産に関する情報収集・意見交換、海外規制当局との連携

 バイオ原薬の連続生産における課題の抽出・整理

 バイオ原薬の連続生産における規制上の留意事項、推奨事項の提案 52



AMED研究班（高松班）の全体の進め方
 主要な検討事項の進め方

 抗体医薬品をモデルに連続生産でのCQAの対象を整理

 連続生産システムの単位操作の変動によるCQAへの影響を検討・整理（課
題2-1, 2-2, 2-3とも連携）

 単位操作内及び単位操作間の動的特性（process dynamics）の理解

 連続生産システムにおいて，State of controlが維持されていることを示す方
法論・方策の検討（新たな技術の適用のための考え方）

 プロセスバリデーションの方法論の整理

 連続生産システムでの最善となる管理戦略の理解と実践のために必要とな
る事項の整理

 バイオ原薬の連続生産における規制的側面からの留意事項を文書化

現時点では経験が乏しい領域の研究テーマであり、技術的にも多種多様な課題がある。
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AMED研究班（高松班）の研究体制
 技術的な観点、規制からの視点に加えて、産業としての現実性・実施
可能性も重要な点

 バイオ医薬品連続生産WGの立上げ

座長：高松紗絵子（研究分担者）
PMDA
国立医薬品食品衛生研究所
PDA学会（原薬委員会，ウイルス委員会）
JPMA（バイオ医薬品委員会）
大阪大学，神戸大学，岐阜薬科大学
MAB組合

オブザーバー：AMED，厚生労働省，経済産業省

バイオ原薬に特有の
課題を中心に多様な
観点から議論すること

を意図

・第一回キックオフ会議（平成30年8月22日）
・第二回会議（平成30年11月1日実施予定）
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AMED研究班（高松班）での検討課題・論点
主要な論点・課題と悩みどころ

 製造工程の管理

 工程の作業単位と連続化した際のリスクアセスメント、リスク低減化の方策

 プロセス解析工学（PAT）の選択肢と実践手法

 網羅的な解析手法による品質特性の把握の際の利点と欠点、実践するた
めの潜在的なリスクの理解

 モニタリングとして求められる連続性の程度感

 サンプリングポイントの設定の考え方とサンプリング時の留意事項

 連続生産を行う上での原料の重要特性の理解

 Performance-based Approachの本質的な理解と実践手法

 Fitness for purposeと管理すべき品質リスク／連続生産に特異的なリスク

 外来性感染性物質に対する管理戦略の新たなアプローチ
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AMED研究班（高松班）での検討課題・論点

主要な論点・課題と悩みどころ

 連続生産における規格設定の在り方

 品質特性の把握の方法論、網羅的な解析手法での代替可能性

 規格及び試験方法の設定の考え方

 リアルタイムリリース試験（RTRT）の適用の際の課題とリスクの受入れ

 バイオ医薬品の連続生産におけるバリデーション

 連続生産設備でのリスクと適格性確認の方法論

 連続生産における品質リスクの理解と工程稼働性能の評価デザインの考え方

 プロセスバリデーションの適用の際の考え方（既存の概念では対応が困難？）

 工程評価のためのサンプリングポイントの設定の考え方
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AMED研究班（高松班）での検討課題・論点

主要な論点・課題と悩みどころ

 管理できた状態（State of Control）と定常状態（Steady State）

 「管理できた状態（State of Control）」の定義・明確化

 スタートアップ（管理幅に入ったが非定常状態）の取扱い

 逸脱時の取扱い

 安定性試験の実施

 基準ロットの選択、ロット数の考え方

 安定性モニタリングの実施手法
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最後に

PMDAは医薬品の連続生産のような革新的な医薬品製造技術
に対する審査・GMP調査に関する検討を行い、適切な品質を確
保しつつ、革新的製造技術の導入を促進していきます。

革新的製造技術を含む医薬品の開発、承認申請に際しては、
審査上の論点を早い段階で整理するべく、PMDAが実施する対
面助言等のご利用の検討をお願い申し上げます。

PMDA Consultation…



医薬品の連続生産の国内規制の
関連情報を整理、掲載予定
• PMDAが実施した学会等での講
演スライド

• 行政文書等

https://www.pmda.go.jp/rs-std-jp/standards-
development/cross-sectional-project/0018.html

情報提供WEBページ
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