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予防接種は最も成功し費用対効果が高い公衆衛生介入のひとつです。この小
冊子は以下の疑問に回答することによって、なぜ適時のワクチン利用を可能に
する上で規制環境が重要であるかを説明します。

最先端の医療科学およ
び高度な製造技術が高性能なワク
チンの開発につながってきました。

	
なぜワクチンの製造連鎖がこのように複雑になってきたか？
 のように一部の規制要求事項が患者へのワクチン利用を不必
ど
要に遅らせるのか？
 者への適時のワクチン利用を確実にするために我々は何をする
患
ことができるか？
ワクチンの生産、品質管理および製造販売許可は常に複雑ですが、近年ます
ます複雑になっています。
ワクチンの製造連鎖の複雑性は3つの要因によるものです。
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生物学的過程の変動性
は高度な製造・試験技術
を必要とします。

患者への品質の高い
ワクチンの連続供給
を確保するため、規制

グローバル化した製造連鎖

ますます複雑化する規制
要求事項
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革新的なワクチンは複雑な生物学的製
剤であり、
したがって一貫して高い製品
品質を確保するため高性能な装置およ
び工程を必要とします。

製造業者は、患者の要求をよりよく満た
すため、製造能力を高めるとともにその
利用を最大化しようと努めています。

規制当局の期待および基準が高くなっ
ています。

一貫して高品質のワクチン
を生産するため、専用の
製造施設が必要です。

環境は新規ワクチン
の複雑性、並びに医
薬品製造管理および

ワクチンの複雑性

ワクチンの複雑性

[ 複雑な抗原対単純な医薬品 ]*

品質管理基準（GMP）
を反映する必要があり
ます。
抗原

分子

ワクチンは本質的に変化しやす
いバイオテクノロジープロセスに
より生成されるため、特性評価が
困難な、一般に大きく複雑な分子
である抗原を含みます。従来の医
薬品は、特性が明確にされた、化
学的に合成された小さな分子（ワ
クチンの抗原に比べはるかに小
さい）を含みます。
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グローバル化した製造
連鎖

 ローバル化に伴い、
グ
ワクチンの
種々の成分の製造に複数の製造施
設が関与する場合があります。生産
能力を最大化するため、同一の製
造段階が異なる施設で行われるこ
ともあります（マルチソーシング）。

グローバル化した製造連鎖の誘因は何ですか？
製造業者は以下の目的で生産をグローバル化します。
 クチンへのよりよい患者アクセス
ワ
を支援する。
	
既存の社内または請負業者の施設
を利用する。
熟練した全世界の従業員を活用す
る。
	
現地製造のため各国ごとの期待お
よび選好に対応する。
	
後期段階の製造をより患者の近く
で行う。
これはリードタイムの短縮
および包装のカスタマイゼーショ

2000

ンを可能にし、現地の規制要求事
項および顧客選好をよりよく満た
す。
	
ワクチンをさらに手頃な価格にし、
ひいては利用しやすくするため、費
用抑制および製造効率の向上に努
める。

グローバル化およびマルチ
ソーシングによる恩恵
供給確保の向上
製造生産性の向上
	
より迅速な生産および顧客ニーズ
に対するよりよい対応
	
ワクチンへのよりよい患者アクセス

	
多種多様な国家予防接種プログラ
ムのニーズによりよく対応し、公的
市場と民間市場の差別化を可能に
する。幅広いワクチン製剤ポートフ
ォリオの生産を支援する。

2018
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ますます複雑化する規制要求
事項

	
ワクチンは多数の健常者に
投与されるため、公衆衛生
に対するベネフィット／リスク
を評価する上でワクチンの品
質、安全性および有効性にき
わめて重点が置かれます。
 学知識の向上および公衆安
科
全に対する期待の増大は、品
質基準を高め続けています。

患者への適時のワクチン供給
を妨げる規制上の課題

規制の複雑性と製造の複雑性の関係

複雑な製造工程

複雑な規制要求事項

製造の複雑性と規制基準の間には直接的な相関関係があります。
-  革新的で複雑な製剤の製造管理を確実にするため、新たな規制要求事項が策定されます。
-  具体的な、多岐にわたる規制要求事項およびきわめて要求の厳しい基準を満たすため、多
数の製造・試験工程が実施される必要があります。
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 制当局の人的資源の制
規
約が複雑な提出書類を迅速
に審査する能力を制限して
いるのかもしれません。
 数の国々が同じ評価を実
多
施するため、規制当局の審
査、施設査察および品質管
理試験の重複があります。
 学および技術の進歩は、製剤
科
の製造工程および／または試
験の継続的な更新を余儀なくさ
せます。大半の変更は事前の承
認を必要とし、審査期間は国に
よって大きく異なります。変更の
承認を待つ間、供給は遅延また
は中断するおそれがあります。

事例
重複する試験およびワクチン利用の遅延

ワクチンへの適時の

ワクチンの品質は製造工程で実施される広範な試験によって確認されます。
また、製剤は製造業者の国で当局の管理検査所により試験されます。ワクチンの入手は、輸入国で追加試験を実施す
る必要性によって遅延するおそれがあります。一般に、これらの試験は連続して実施されます。
ワクチンの残りの保存期間は、試験に要した期間によって直接影響を受けます。

患者アクセスを確保
する
維持可能な規制環境の基

したがって、長期間の試験は患者へのワクチンの流通および投与の期間が短くなることを意味しています。

礎として以下のことを含め
なければなりません。
• 基準の統一化を推進する。
ワクチンの
有効期限

ワクチンの保存期間

製造業者が行う試
験X

当局の管理検査所／
輸出国が行う試験X

輸入国が行う
試験X

• 専門知識を有する人材
を十分に確保している規
制当局と協力する。

ワクチンの流通お
よび投与に残され
る期間

試験期間は各ワクチン、ならびに各
規制当局の能力および専門知識によ
り異なる。

• WHOの事前認定の適切な
利用を強化して、現地の審
査・承認を加速させる。
• 補完的な専門知識を活用す
るため地域協力を深める。
• 他の不可欠な機能を支援
しつつ、限られた審査資源

規制当局は、
リスクに基づくアプローチを用い、品質管理施設の定期的な、要求を満たしている査察結果を評価すること

を最大限に活用する。

によって、重複する輸入検査の排除が正当化されるかを判断する場合があります。
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ワクチンの複雑な道のり

製 造連鎖

1 原料の受取
すべての受入原料を検査し、品質仕様
への適合性を評価します。

2 バルク抗原の
製造
ワクチンの有効成分を製造します。
この
段階は高品質、安全かつ有効なワクチ
ンの生産においてきわめて重要です。

3 配合
有効成分を他の成分と混合し、免疫応
答を高め、製剤の安定性を確保します。

「0」
日
ワクチンの製造は6つの基本的な段階を必要とします。各段
階は異なる国にある異なる施設で行われることもあります。

製造業者が行う検査
輸出国が行う検査
輸入国が行う検査

品質管理は製造期間の最大

70% を占めます。
6

一般に、
ワクチンは発送できる状態になる
までにいくつか異なる施設を移動します。

ワク
は
の

応
す。

。

5 包装

4 充填
ワクチンを最終容器に充填します。
これ
はバイアルまたはプレフィルドシリンジ
の場合があります。

最終容器に充填したワクチンは規制要
求事項に従ってラベル表示して包装し
、顧客への出荷の準備が整います。

6 ロットリリース
品質保証では製品が正しい手順に従っ
て製造および検査されたことを確認し
ます。
国の規制当局は流通に向けた製
品出荷のため、
最終許可を下します。

+/- 24ヵ月

一貫した品質
を有する
ワクチン

ワクチンは製造過程で数百もの品質管理
検査を受けます。

発送

流通
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事例
規制当局の承認期間およびワ
クチンの利用
ワクチンの一部変更申請の
定義
新規ワクチンが規制当局によって
承認され、製造販売許可が付与さ
れた後、製造業者が製造工程、製
品品質を管理する戦略、
ラベル表
示に記載する情報など様々な要素
の変更を決定する場合があります
（または規制当局がこのような変
更を命じることがあります）。
特別な複雑性は同一のワクチンに
発生する一部変更申請が多数ある
ことに起因し、
これは大半のワクチ
ンがそれぞれ独自の工程および
一部変更を有する成分を含有する
ためです。
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製造業者が一部変更申請を行う主
な理由は4つあります。
1. ワクチンの品質または臨床性
能を改善するために変更を加
える 。
2. 現地の規制当局によって策定さ
れた新たな規制基準を満たす 。
3. 信頼できる、持続可能なグロー
バルサプライチェーンを確保す
るため、製造工程または製品品
質を管理する戦略を修正する 。
4. 新たな安全性情報を反映するた
め、
ラベル表示に変更を加える。

一部変更申請のバリデーショ
ン試験および規制当局の承認
プロセス
大幅な製造変更について製造業者
による規制当局への一部変更申請
が可能になるまでの第1段階とし
て、
ワクチンの品質および安定性が
その変更によって悪影響を受けな
いという証拠を示すため、多くの場
合、広範なバリデーションおよび安
定性試験が必要とされます。
ワクチ
ンが複雑になるにつれ、必要とな
る試験は多くなり、
さらに時間がか
かります。
プロセスバリデーション試験
（これは最長18～24ヵ月を要する
おそれがあります）が完了すると、
製造業者はワクチンが承認されて
いるすべての国の規制当局に一部
変更申請を提出することができま
す。それぞれの国で「新規」
ワクチン
の商業的流通が許可される前に、
規制当局は変更を審査・承認しま
す。承認プロセスは国ごとに管理さ
れ、規制当局への提出書類は何百
にも及ぶことがあります。

承認期間の相違の説明
規制要求事項は統一されておら
ず、審査スケジュールは国によって
大きく異なります。
バリデーション試験が終了し、規制
当局に一部変更申請書類が提出さ
れた後、製造業者は新バージョン
のワクチン供給許可を得なければ
なりません。世界人口50％に当た
る供給許可を得る承認を規制当局
から取得するのに、約2年かかりま
す。5歳未満の小児が相当な割合を
占める残りの世界人口の50％の供
給許可については、更に48ヶ月か
かります。
下のグラフは、複雑なワクチンに
関する1回の一部変更申請に対す
る世界中での承認プロセスが完了
するまでに要する期間を示してい
ます。

承認期間の相違

100

V1 = 一部変更申請のな
い元のワクチン

ワクチンを利用できる
人口 (V2)

承認期間の多様性には様々な原
因が考えられます。

V2 = 改良ワクチン＋一
部変更申請
最後のグループの
国々でV2が承認され
るのに最長48ヵ月

90

人口の
50%

80
70
60

中間グループの国々でV2が承認
されるのに最長24ヵ月

50
40
30

人口の
40%

20
10
V1と置き換えることがで
きる状態のV2

最初のグループの国々でV2が承
認されるのに最長6ヵ月

10%

月数

6
典拠：IFPMA

12
承認後＋最長1年

18

24

30

36

42

	
規制当局による申請書類の審査
サイクルは資源および専門知識
の欠如により遅延することがあり
ます。
	
製造業者は別の市場における事
前承認なく変更要求を提出するこ
とができないため（すなわち提出
前に元となる国の承認を待つ必
要がある）、承認までの期間は延
長されることがあります。
	
「大幅な」変更とは何かという定
義（ワクチンの品質、安全性およ
び有効性［Q.S.E］に影響を及ぼす
可能性があるもの）は全世界で統
一されていません。例えば、ある
国では軽微な変更に分類され、
他の国々では大幅な変更とみな
される可能性のある変更がありま
す。変更の分類におけるこのよう
な相違は審査期間に多大な影響
を及ぼします。

48

承認後＋最長2年

注意
このグラフは、規制当局の承認の遅延がワクチンの供給および利用に及ぼす影響を読者に理解していた
だくために作成しました。規制当局への複雑な一部変更申請を処理する業界の経験に基づき作成しまし
たが、実際の事例を表すものではありません。規制当局でのリードタイムは変化しやすく、医学的ニーズな
ど多数の要因の影響を受けるおそれがあります。
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長期の承認期間がワクチン
の利用および供給の確保に
及ぼす影響
承認期間の相違はワクチンの利
用および供給の確保に深刻な影
響を及ぼすおそれがあります。実
際には生産工程の複雑性および
限られた生産能力のため、多くの
場合製造業者は2つの異なる製
造工程（元のワクチンの工程と、
変更が実施された改良ワクチン
の工程）を同時に維持管理するこ
とができません。

製造業者は以下の選択肢に直面す
ることが多々あります。
選択肢1：

選択肢2：

選択肢3：

V1の生産を停止し、
ワクチンV2の
生産を実施する。
ワクチンV2は承
認されている国でのみ利用され
る。V1の在庫がなくなったとき、一
部変更申請が承認されていない国
々の人々に対して不足というリスク
がある。

全世界で一部変更申請が承認され
るまでV1の生産を継続する。ただ
し、
これは世界人口への改良ワクチ
ン利用の遅延を意味する。

V1およびV2の生産を同時に維持
する。

	この選択肢はワクチンの公正かつ
公平な利用を支持していません。

	この選択肢は必ずしも可能とは限
りません。なぜなら、一部変更申請
が新たな規格を満たすために策定
されている場合、製造業者は一部
変更が実施されていることを検証
する施設の査察を受けることがあ
るため、すべての国における一部
変更申請の承認を待つことはでき
ません（またそのようなことは認め
られません）。
	また選択肢2は、
自国において一部
変更申請が承認された時点でその
変更を実施することを要求する規
制機関によって複雑化します。
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 れは、2つ以上の製造工程を維
こ
持管理するという複雑性の増大
と、V2が承認されている国々にV2
を限定する必要性によってサプラ
イチェーンを危険にさらすおそれ
があります。
	製造業者には2つの異なる生産ラ
インを操業する能力がないため、
この選択肢は一般的に実現不可
能です。

承認期間、不足および不公平というリスク

100

V1 = 一部変更申請のな
い元のワクチン

ワクチンを利用できる
人口 (V2)

V2 = 改良ワクチン＋一
部変更申請

	
通常、企業は最初のグループの
国々が一部変更申請を承認後
すぐにV1の生産を停止し、改良
ワクチン（V2）の生産を開始し
ます。
これは、最後のグループの
国々が前の工程で製造された
在庫から供給されることを意味
します。承認にかかる期間が長
くなるにつれ、在庫が尽きたり、
期限切れになるため、
ワクチン
不足というリスクが増大します。

人口の
50%

90
80
70

新バージョンのワクチンの利用の遅延

V1の不足という高リスク

60
50
40
30

人口の
40%

	
また、承認期間の相違は不公平
を生じさせます。つまり人口の
かなりの割合が改良ワクチンを
利用できないことになります。

V1の不足という中リスク

20
10
V1と置き換えることが
できる状態のV2

製造業者はV1の生産を停止

10%

月数

6
典拠：IFPMA
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承認後＋最長1年

18

24

30

36

42

48

承認後＋最長2年

注意
このグラフは、規制当局の承認の遅延がワクチンの供給および利用に及ぼす影響を読者に理解していた
だくために作成しました。規制当局への複雑な一部変更申請を処理する業界の経験に基づき作成しました
が、実際の事例を表すものではありません。規制当局でのリードタイムは変化しやすく、医学的ニーズなど
多数の要因の影響を受けるおそれがあります。
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国際製薬団体連合会 (IFPMA) について：
IFPMAは，研究を基礎とする世界中の製薬会社とその協会を代表しています。研究開発型製薬企業には130万人の従業員が，世界中の患者の生活
を改善するため，医薬品やワクチンの研究・開発に従事しています。IFPMAはジュネーブを拠点とし，国連をはじめとする国際機関と公式な関係を
持ち，世界の医療・医薬、公衆衛生に関する諸問題を解決できる
よう，政策策定と提言活動を通し業界の専門的技術・知識を提供しています。
IFPMAは以下のような活動も率先して行っています。
IFPMA開発途上地域の健康推進パートナーシップ・ディレクトリ
（発展途上国における，研究開発型製薬企業が継続して行っているパートナーシッ
ププログラムの調査活動）
、IFPMAコード・オブ・プラクティス
（薬の販売促進における倫理基準）
、IFPMA 臨床試験ポータル・サイト
（患者や医療専
門家に向けた進行中の臨床試験と試験結果の公開 ）
。
Web: www.ifpma.org
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