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堀江 清史

日本製薬工業協会 国際委員会

2019年7月10日（水）於：成都

第2回日中薬局方シンポジウム

「日系創新薬メーカーの
中国薬典への意識と対応」
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日本製薬工業協会の取り組み
 協会の紹介

 ICHガイドラインの実装のための取り組み

 中国での取り組み

中国薬典への期待と日本製薬工業協会提言
 業界アンケート結果について

中国薬典へのお願い
 日本製薬工業協会よりの御礼と要望

本日の内容



• IFPMA加盟の下の71社（日系５３社、外

資系１８社）の創薬型企業の会員企業

• 15委員会

• 2018年は創立50周年記念

• 医薬品規制調和国際会議 (ICH)、米国研

究製薬工業協会(PhRMA)、欧州製薬団体

連合会(EFPIA)と緊密に連携

• 会員企業の日本での単年度の新有効成分

含有承認数(NME)は44品目(2016年)。

同年US FDA新有効成分承認は22品目

• 会員企業の2014年度売上総額は約10.8

兆円（調査対象31社）

日本製薬工業協会（製薬協）の紹介

製薬協概要
製薬協

産業ビジョン
2025

出典：製薬協DATA BOOK 2017

US: FDA

NME: New Molecular Entity



じほう社：ICH改革とICHガイドライン解説～国際調和の新展開～ より改変

ICHでの協力 –ICHの組織－

2018年6月
ICH管理委員会
メンバーに当選

NMPA



日本での規制当局と製薬産業界の対話・連携

• 日本では、幹部～実務レベルでの規制当局と製薬業界の意見交換の仕
組みが明確であり、その仕組みを通しICHガイドラインの実施に向け製薬
業界も協力を行っている。
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調査関係業務
検討WG（調査
WG新薬・調査
WG再審査）

審査を見据えた
治験相談の運用
方法に関するWG
（相談WG）

承認審査の技術
的事項に関する
WG（審査WG）

申請電子データ利
用体制構築に向
けたSWG

Gateway及び
eCTDv.4.0.の運用
に関するSWG

実務レベル合せ

添付文書
WG

運営評議会

WT1
RMP
関連

WT2
添付文書
関連

WT3
薬剤疫学･

データベー
ス活用
関連

CWT（WTの進捗管理、WT間の調
整）

検討事項の附議
成果の報告

検討事項の附議
成果の報告

安全対策業務に関する
定期意見交換会

新薬定期意見交換会
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ガイドライン説明会の実施
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ICH Q12 医薬品のライフサイクルマネジメント説明会

2018年3月に、日本製薬団体連合会、日本製薬工業協会、厚生労働省及び医薬品
医療機器総合機構（PMDA）の共催により、大阪及び東京で開催
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JPへのICH調和試験法の取り込み

JPMAは、研修会の実施をサポート
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＜中国国家薬品監督管理局（NMPA）との
中日医薬品医療機器 交流会＞

第三回目の中日医薬医療機器交流会では、
薬事規制の 国際的調和、医薬品医療機器
の開発の最新情報を高い視野で共有 した。

（中国側講演のサマリー）
• 国際合作司秦副司長より、「中国の医薬品監督管理の改革及び国際協力の状況」について、医薬
品登録管理司劉副処長より「中国の医薬品審査許可制度改革の最新の進捗状況」について、医薬
品審査センター周副主任より「中国のICH加入後の状況及び将来の計画」の講演があった。

• 患者中心の規制改革により科学的規制システムの初期構築、審査承認の透明性の向上、医薬品
品質の向上、審査承認の効率化、膨大な医薬品審査中案件の解消等の成果が挙げられた。

• NMPAはイノベーションを推奨するあらゆる施策を通じ、新薬のグローバル同時開発に参画し、ドラッグ
ラグの解消を目指していくと同時に、国際協力にも積極的に参与しており、近代化を推し進めていると
のこと。

• 2017年6月にICHに加盟を皮切りに、2018年6月にICH管理委員会のメンバーとなり、ロードマップと
タイムラインの明確化、正式な中国語版作成と対外的な発表実施、研修、実施過程での問題の解
決に取り組んでいることが紹介された。

第3回官民訪中ミッション
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CCFDIA/JPMA MOUを締結

2018年12月4日に、2019年に実施される中国の
ICHの活動についてのMOU を締結



10

日本製薬工業協会の取り組み
 協会の紹介

 ICHガイドラインの実装のための取り組み

 中国での取り組み

中国薬典への期待と日本製薬工業協会提言
 業界アンケート結果について

中国薬典へのお願い
 日本製薬工業協会よりの御礼と要望

本日の内容



実施期間：2019年3月15日～3月25日

対象：日本製薬工業協会（アジア部会）及び 北京医薬品部会

質問項目：
2016年3月以降、中国での医薬品申請・変更管理・登録更新の過程で、 中国薬
典への準拠等の要求で困った事例

大きく３つのセッションで構成
１．凡例、通則（製剤通則、一般試験法）：ChP第４部
２．医薬品各条（Monograph）：ChP第２部、第３部
３．添加剤

各項目別に対応苦慮した事例を収集
１）項目（凡例、製剤通則、一般試験法、医薬品各条）
２）ChPの具体的な記載
３）苦慮した点（含む国際基準との差異）
４）対応策
５）結末
６）改善又は修正希望／提案

アンケートの概要
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回答数：32社／37社

回答有

86%

回答無し

回答があった会社のうち
事例の有：19社／32社

事例有

59%

事例無し

回答状況
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化学薬品

84%
8% 8%

生物製剤

その他

0 5 10 15

その他(不明含む）

効能／剤形追加

登録更新

市販後の変更申請

上市申請

臨床試験申請

【申請カテゴリー】

【医薬品の種類】

年 件数

2015 ６

2016 ６

2017 ３

2018 10

2019 ８

On going ２

不明 ２

【時期】

回答事例の状況
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項目 事例総数 内容別事例数

凡例／通則 18 凡例：１
製剤通則：5
一般試験法：12
その他：3

医薬品各条 11 自社の他国薬局方との差異：6
他社の他国薬局方との差異：0
その他：5

添加剤 14 ChP未収載：１
ChP収載品との差異：7
ChP試験法との差異：4
その他：２

事例数は複数回答が含まれる。

回答事例の概要
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ICHガイドラインや3極薬局方との差異

 一般試験法：ICH Q4B*の付属文書が出されて
いる試験法

*Q4B:薬局方テキストをICH地域において相互利用するための評
価及び勧告

 類縁物質の試験法・規格設定

 輸入医薬品及び輸入医薬品に使用される原薬、
添加剤の試験法・規格設定

特に生物製剤製造などに汎用されている添加剤
「ポリソルベート80」の規格

アンケート回答：summary
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アンケート回答：summary

ChPへの収載プロセス

 医薬品各条などに新規収載される場合のプロセスが
わかりにくく、メーカーからインプット或いは提案できる
機会がつかめない。

ChPの運用面

 対応のための移行期間の設定

 既承認薬への最新ChP適応要求：対応困難
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一般試験法/GL関連の事例

一般試験法名 試験法番号 事例件数

微生物限度試験

1105 ４

1106 ５

1107 ３

類縁物質 ４

無菌試験法 1101 3

溶出試験法 0931 2

定量法 １

含量均一性試験 0941 1

崩壊試験 0921 １

粘着力測定法 0952 １

原料薬物及び製剤安定
性試験ガイドライン

9001 １

事例数は複数回答が含まれる。



微生物限度試験

中国薬典<1105, 1106, 1107> 日本薬局方<4.05> ICH harmonized

Growth promotion of the counting media and suitability of 

the counting method

CMCG株のみを指定

「培地性能、測定法の適合性及び陰性対照」
ATCC, NCTC, NCIMB, NCPF, CIP株等：各菌種とも複
数株

要望
標準菌株の国際標準化 or 他局の標準菌株の容認
抗菌活性を中和できない場合、規格化を免除してほしい

日本では入手できない標準菌の指定

抗菌活性が高い抗菌薬において、試験設定が困難なことにより開発遅延



19

類縁物質

 製法上検出されない類縁物質の規格設定（分析バリデーション
の要求）

 溶解後、製剤化後などに、経時変化による類縁物質の増加へ
の対応

 既承認薬への最新ChP, EPなどの類縁物質研究ガイドラインへ
の適合要求（再試験、フル研究などが必要）



無菌試験法

中国薬典<1101> 日本薬局方<4.06> ICH harmonized

Test for sensitivity of medium

CMCG株のみを指定
「培地性能試験及び手法の適合性試験に適している試験用菌株」
ATCC, CIP, NCTC, NCIMB, NBRC, CIP株：各菌種とも複数株を
例示

Method suitability test-Tested strains and preparation 

of inoculum

培地性能試験での指定菌のうち
P. aeruginosa→E. coli（CMCC株）へ置き換え

手法の適合性試験
培地性能試験と同じ菌種

Positive control/ Negative control

培地性能試験と同じ菌種（CMCG株）
Negative controlのみ（試験の有効性確認）

要望

標準菌株の国際標準化 or 他局の標準菌株の容認
試験法の国際標準化；
陽性対照の廃止→手法の適合性試験として確認済み
手法の適合性試験：E. Coliが調和法には入っていない→P. aeruginosaへの変更

日本では入手できない標準菌の指定

陽性対照＝標準菌を常用することへの懸念

各局ごとに試験を複数系列実施するのは極めて煩雑



添加剤規格：ポリソルベート80

中国薬典 日本薬局方 ICH harmonized

Polysorbate 80 (For Injection)

Oleic acid: NLT 98.0%

Myristic acid, palmitic acid, palmitoleic acid, stearic acid, 

linoleic acid, linolenic acid: NMT 0.5% each

脂肪酸含量比
• オレイン酸は58.0％以上
• ミリスチン酸は5.0％以下
• パルミチン酸は16.0％以下
• パルミトレイン酸は8.0％以下
• ステアリン酸は6.0％以下
• リノール酸は18.0％以下
• リノレン酸は4.0％以下

要望

用途に応じた選択の余地を与えて欲しい
• For Injectionではなく、I/IIのような分類とする
• 備考として安全性データ等の担保によりPolysorbate 80も使いうる等の記載
• バイオ品用として別立て 等

バイオ品等で汎用の添加剤であるがCnPではFor Injectionとして収載さ
れ、

規格が極めて厳しく、申請上のハードルとなっている

 ポリソルベート80に関しては複数の会社から同様の意見が寄せられている。
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中国薬典へのお願い
中国薬典2020に向けての業界オブザーバー参加について

昨年の本シンポジウムにおいて、オブザーバー参加を認め
ていただきました。

現在進められている、2020年版中国薬典の作成プロセス
において、在中国日本商会の工業第三分科会ライフサイエ
ンスグループ/北京医薬品部会のメンバーのオブザーバー
参加の機会を設けて頂けるようお願いいたします。



「最後に(Take home message)」

・薬局方国際調和は、中国社会への大きな貢献と
なります。それは中国の患者さんの医薬品への一層の
アクセス改善です。これは皆様との共通の目標です。

・日本製薬工業協会は「患者参加型医療の実現」を目指
し、
医療用医薬品を対象とした画期的な新薬の開発を
通じて、中国・世界の医療に貢献して参ります。
日本・中国製薬産業に共通する諸問題の解決や医薬品
に対する理解を深めるための活動、中国を中心
として国際的な連携など多面的な事業を展開して
います。また、特に政策策定と提言活動の強化、
国際化への対応、広報体制の強化を通じて、
日中製薬産業の健全な発展に取り組んでいます。



ICH QガイドラインのChPへの取り込みの推進が迅速に行
われ、薬局方間の規制調和が進展することで、中国の患者
さんの医薬品アクセス改善に繋がると、大きな期待を持っ
ています。

そして、薬局方間の規制調和は日中薬事規制国際調和の基
礎となると確信しています。

「最後に(Take home message)」
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御清聴感謝申し上げます。
シンポジウムのご成功をお祈り申し上げます。



バックアップ

【アジア部会内部会議用】
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中国薬典<0931> 日本薬局方<6.10> ICH harmonized

Interpretation (conventional-release)

1) Each 6: NLT Q

2) 1-2 of 6:failed but NLT Q-10

Average of 6: NLT Q

3) 1-2 of 6: failed but Q-20 to Q-10: NMT1

Average of 6: NLT Q

→add 6

1-3 of 12: failed but Q-20 to Q-10: NMT1

Average of 12: NLT Q

判定法（即放性製剤）
判定法1（調和法）
S1：6個個々がQ+5%以上
S2：12個の平均がQ以上かつQ-15%未満なし
S3：24個の平均がQ以上かつQ-15%未満2個以下・Q-25%

未満なし
判定法2（旧日局法）
6個個々が適合。不適合が2個以下の場合は6個追加して計
12個に対して10個以上適合。

要望 判定法の国際標準化

Q値の定義を含めた独自の判定法により、出荷判定が標準化できない

溶出試験法



製剤均一性試験

中国薬典<0941> 日本薬局方<6.02> ICH harmonized

AV=|100-X|+2.2s;

NMT L: complies

MT L and |100-X|+s is NMT L: +20 dosage form….

10個の平均が98.5～101.5%: AV=2.4s

<98.5%: AV=98.5-X+2.4s

>101.5: AV=X-101.5+2.4s

AV が15.0%を超えないとき適合。
超える場合は20個追加して・・・

要望 判定法の国際標準化

判定値（AV）の独自の設定により、出荷判定が標準化できない



ICH Q4B
薬局方テキストをICH地域において相互利用するための評価及び勧告

付属文書が発出されている試験法
• 強熱残分
• 注射剤の採取容量試験法
• 注射剤の不溶性微粒子試験法
• 微生物限度試験法及び非無菌医薬品の微生物学的品質特性
• 崩壊試験法
• 溶出試験法
• 無菌試験法
• 錠剤の摩損度試験法
• SDSポリアクリルアミドゲル電気泳動（SDS-PAGE）
• キャピラリー電気泳動（CE）
• 粒度測定法（ふるい分け法）
• かさ密度及びタップ密度測定法
• エンドトキシン試験法
• 製剤均一性試験法

＜参考＞試験法の調和

少なくともこれらの試験法は
調和を目指していただけると

ありがたいです


