Feature Story

RULES, RECORDS
規則、記録、そして改善

全世界の医薬品業界が切迫した状況下で選択肢を探す中、アジア太平洋地域には多大な可能性がありま
す。ロックウェル・オートメーションはこの地域での可能性の実現に向けて積極的に活動しています。
国際的な製薬業は大事業です。ファイ

ます。
「多くの製薬会社が同じ薬効分類を

洋地域でも同様です。当社は医薬品メー

ザー、メルク、グラクソ・スミスクラインな

ターゲットにし、基本的に同じ作用を

カーが企業基準を世界中に展開できる

ど巨大医薬品企業は、常にFortune 500

及ぼす異なるソリューションを作り出して

よう支援します。
」

社リスト上位にランクされています。しか

います。効果的に商品化された最初の

Thurnbauer氏がアジア太平洋地域で

し世界中の医薬品業界は「危機に陥って

NCEが後続者に対し市場を閉鎖するた

の、医薬品「革命」の兆候を幾つかあげ

いる」と言うアナリストもいます。
「世界的

め、商品化までの時間は極めて重要で

ています。

に見た医薬品業界の現状は受け入れが

す。特定の薬効分類を最初に制するかど

中国とインドが世界貿易機関（WTO）

たく、製薬会社はより強いマージンのプ

うかの競争です。
」

に加盟、両国は長く待ち望んでいた
薬品に関する世界基準の知的財産権

レッシャーを受け、様々な要素がビジネ
スに影響を与えています。
」─Propack

新たなチャンス

（IPR）保護法の遵守を表明。

商品化までの時間短縮と全体的な営

ファイザー、グラクソ・スミスクライン、

業実績の向上というプレッシャーにより、

メルクなどの「Big Pharma
（大手製薬）
」

氏は、この業界に影響を与える3つの

製薬会社は既存の薬物開発・製造サイク

企業が、この地域での存在を確立。

主要な問題を指摘します。第1に、実物市

ル戦略の分析、さらに新たな市場と製造

武田薬品工業、三共、ランバクシー

場の成長が減速し、1980年代後半には

中心地の選択肢の拡張を余儀なくされ

などアジア太平洋地域の大手製薬会

10%前後であった成長率が、最近では5%

ており、その絶好のチャンスがアジア太

社は、国内市場の外へ目標を拡大しつ

程度に低下。第2に、研究開発の生産性

平洋地域にあります。

つあり、世界市場獲得のための提携を

D a t aアジア 太 平 洋 地 域 ディレクタ、
Bernhard Thurnbauer氏。

も大幅に低下し、製薬会社が薬品発見と

「アジア太平洋地域の医薬品市場は、

推進。
中国、インド、タイなどの政府は、

臨床試験に記録的な額を注ぎ込んでい

定着市場に比べ、より速く拡大していま

るにも関わらず、新規化学物質
（NCE）
の

す。
」と、Thurnbauer氏。その重要な要因に、

「小規模／地方の製薬会社」レベルで

製造が停滞。

この地域の36億という人口
（全世界の60%）

も「医薬品製造管理基準」
（GMP）が

そして最も重要と思われる要素が、薬

と中産階級の人口の増加があります。

適合されることを法律で規制。

品に対する市場優先権の窓口の急速な

ロックウェル・オートメーションは大手

上海における「Gene Valley」バイオ

縮小です。ある薬物に対する特許権保護

の多国籍製薬会社と協力し合い、これら

技術研究イニシアチブのように、特

期間が終了すると、その後、同じ薬用効

の企業のアジアでの開発・製造施設の設

定の政府支援によるR&Dイニシアチ

果のある成分（API）
が含まれたコピー商

立を支援してきました。長年に渡るアジ

ブの実施。

品、
「ノーブランド」医薬品が市場に出回

ア太平洋地域における存在感と知識は、

しかし、世界の医薬品業界を揺り動

る可能性があります。これらは薬物の発

北米および欧州の医薬品業界における

かす差し迫った問題は、アジア太平洋

見や臨床試験の費用がかからず、ブラン

独自の知識と経験と共に大いに役立って

地域にも影響を与えています。

ド薬品に比べてかなりの価格優位性で

います。
「ロックウェル・オートメーションに

市場に参入します。ある企業は特定のブ

は世界中に資源の共同出資者がおり、 米国の経験

ランド薬品の特許権を失った後、数週間
で80%もの収入が減少しました。競合す
るR&D活動も、さらに窓口を縮小してい
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AB Parts
これらの医薬品メーカーをサポートし、

なぜ20世紀に最も収益の高かった業

国際的な製造実施基準への適合を確実

種が危機に陥っているのでしょう。全世

にします。北米、欧州、そしてアジア太平

界の医薬品市場の39%に相当する巨大

AND REMEDIES
た。

な米国市場の分析で、重要な指標が示さ

きな変更が米国と世界中の医薬品業界

れました。ARC顧問団の主席アナリスト

の両方の形態を永久に変えたことを指摘

2 つ目の法律変更は、FDAの「近代化

John Blanchard氏は、医薬品業界が生産

します。1つは、1984年に米国連邦議会を

法」とその付随法およびイニシアチブで、

の自動化導入への立ち後れで悪評が知

通過したHatch-Waxman法です。米国市

これらは政府機関がますます複雑になる

れ渡っている一方、本当の問題が、製品

場でのノーブランド医薬品の販売が、費

21世紀の公衆衛生保護および安全上の

の品質と効果に関する対応を妨げている

用も時間もかかる臨床試験なしで許可さ

課題に対応できることを目的とし、21

と確信しています。

れたため、その時点まで研究に集中して

CFR Part 11や、新しい GMP、PATイ

きた業界に差し迫った経済的圧力が及び

ニシアチブも含まれます。

「医薬品が『生産されている』時間の

半分以上は、品質テストに費やされます。 ました。米国メーカーは長い間無視して

MESの必要性

きたサプライチェーンの効率への対応を

まれていないことが、サプライチェーンの

余儀なくされています。この業界の資産

これらの法規の中で特に重要なFDAの

大幅な遅延、生産能力の低下、コスト

活用率は35%以下であると報告されてお

21 Code of Federal Regulations（CFR）

拡大の原因です。
」と、Thurnbauer氏。米

り、ロックウェル・オートメーションはこの

Part 11は、統制された電子記録の整合

国食品医薬品局（FDA）GMPとプロセ 「締め付け」の中で重要な役割を果たし

性、信頼性、機密性の確保を目的として

ス分析テクノロジ（PAT）
イニシアチブが

ています。米国の製薬会社と10年以上に

います。これは、製薬研究調査、臨床試

この問題への対応を試みていますが、業

渡り緊密に協力して仕事を進めたことで、 験、および営業生産における電子記録お

界は製造への最終的な影響を心配して

サプライチェーンのより密接な統合、施

よび署名に関する要件を規定しています。

います。

設の活用率の向上、エネルギー需要の削

アナリストたちに「医薬品業界の西暦

減、全面的な作業の効率化を実現しまし

2000年問題」
と呼ばれる21 CFR Part 11は、

Blanchard氏は、米国の法律の2つの大

▼

その品質が、現在製造プロセスに組み込

ロックウェル・オートメーションの支援で、エーザイの生産性が 30 ％アップ
エーザイ（株）は、医薬品をはじめ、医薬部外品、栄養強化剤や甘味

選択したのがロックウェル・オートメーションでした。

料、動物用医薬品、食品、製薬用機械等の製造販売を行う大手医薬品

エーザイのAIMは高精度の検査能力だけでなく、オペレータの使い

メーカーです。全世界に生産拠点を持ち、日本、英国、米国に研究開

勝手も考えられています。コスト効果の高い一連のマシン、最新の

発室があります。

テクノロジとコンパクトデザインが高精度の検査能力と優れたマテリ

エーザイの生産システムおよび施設は、その優れた品質、安全性、

アルハンドリングを提供します。エーザイはロックウェル・オートメー

効率性、および精密度に対して世界中の医薬品メーカーや健康管理

ションのControlNetを採用、FlexLogixコントロールプラットフォーム

機関から高い評価を受けています。医薬品製造におけるそれらの

がControlLogixを統合しています。

経験を基に、エーザイは、業界の医薬品規制に完全に対応する高精度

AIM内部のコントローラは検査プログラムと検査結果を管理します。

の画像システムによる画期的な全自動検査機を開発しました。その

充填量がチェックされ、充填が過不足や空の容器は自動的に選別され

革新的で有名な高精度自動検液機が、AIM（AUTOMATIC INSPECTION

ます。さらに、AIMのダブルチェックシステムが高精度の検知を可能

MACHINE）です。この機器は注射剤への異物混入を高精度に感知す

にし、検査エラーが見つかった液体容器はラインから外されます。

るため、アンプルやバイアル、シリンジといった液体容器内の不純物

ControlLogixを使用し、エーザイの検査機器の処理能力は1分間300

の高精密な検知を実現します。日本国内、ヨーロッパ、北米のほとん

本から400本に増加、結果的に医薬品製造ラインでの生産性が30％を

どの製薬企業で採用され、現在までにAIMの販売累計は800台を超え

越え、メンテナンスコストも削減されました。エーザイはソフトウェア

ています。

修正や他の管理にかかるコストが約10％削減されたことを評価してい

医薬品産業に適用される規制がますます厳しくなり、エーザイの

ます。

AIMは市場のリーダーとしての位置を維持するため、性能の向上を
優れている必要がありました。北米市場への対応に際し、エーザイが
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手間のかかる手書きの品質文書に代わ

欲的に活動し、効果的な効率改善を実

一部出資している研究プロジェクトで

る電子記録の使用方法についての非規

現しています。この業績は米国と欧州の

ロックウェル・オートメーションと提携

範的な記述です。米国市場の規模と優位

大型市場だけには留まらず、アジア太平

しており、MESが医薬品製造にどのよ

性から、21 CFR Part 11と各種のGMP指

洋地域の医薬品メーカーも積極的に支

うに役立つかの調査を実施。

令などのFDAの法 規は業 界の世 界 的

援し、大幅な改善を実現しています。そ

な基準として認識されています。

の例を以下に示します。

アジア太平洋地域の需要

世界最大の医薬品市場に対する記録

FDA CFR Part 11準拠に対する要求

Thurnbauer氏は、現在、アジア太平洋

管理要件は広範囲に及びます。
「全てを紙

に応え、日本の大手医薬品メーカーに

地域でのロックウェル・オートメーション・ソ

面の記録に収めるのは不可能です。これ

最近Propack Data PMX MESソリュー

リューションの需要は、国ごとに大きく異

らは安全な電子情報管理環境内でビジ

ション を 配 備 。
（ 1 5 ペ ージ V a l u e

なることを指摘しています。

ネスと製造システムを統合・相互接続す

Proposition「日本の製薬プラントでオ

ることでのみ達成できます。
」Blanchard氏

ペレータの生産性が30%向上」参照） は、MESが最優先の要件です。日本の

はこう述べます。

オーストラリアの医薬品プラントで、 医薬品業界は今まで国内市場に焦点を

日本のような十分に成長した市場で

この分野でのロックウェル・オートメー

RSBatchバッチプロセス管理ソフト

合わせてきましたが、最近になって北米

ション の 核 心は、製 造 実 行システム

ウェアと併せてRSView32 HMIソリ

や欧州のライバルに市場シェアを奪われ

（MES）ソリューションパッケージ（16

ューションを導入、正確なバッチ制御

ているため、ロックウェル・オートメーション

ページTechnology Watch「世界的な医

と電子記録への準拠を実現。
（ 12ペ

は日本の製薬会社のこの状況への対応

薬品業界のためのMES」参照）で、これ

ー ジ Value Proposition「 最 高 の バ

を支援しています。米国と欧州の巨大市

には電子的バッチ記録（EBR）
も含まれ

ッチ処理の提供」参照）

場に向けて必要な法規準拠と自動化

ます。ロックウェル・オートメーションは、

中華人民共和国の石家荘にある北中

レベルへの到達を目的に、エーザイなど

米国と欧州の大手製薬会社と特に意

国医薬品公司
（NCPC）
は、中国政府が

の大手製造会社や、ヤマト科学などの

母なる自然に立ち向かう
される非常負荷遮断プログラムをベースにし、

春の激しい雷雨から夏の高温に至るまで、
常時母なる自然の猛威に晒されている米国の

指定されたプロジェクトの目標を達成しま

東ペンシルベニアでは、特に不安定な電力系

した。

統に弱点があります。この地域の中心に位置

このソリューションには、2つの通信ネット

するのが、Collegevilleに1992年に設立された

ワークが組み込まれています。1つは制御機能

10の建物からなる281エーカーのグラクソ・

用（ControlNet）、もう1つはデータ収集用

スミスクライン研究開発キャンパスです。ここ

（Ethernet）です。システムの主要コンポーネ

では毎春／夏ごとに少なくとも4、5回は停電が

ントは、2つのアレン・ブラドリー製冗長PLC-

起きていました。敷地内の建物で行なわれている医学研究は、人類に

5／80コントローラで、これらはキャンパス全域の変電所に設置され

とって最も致命的な一部の病気の撲滅を目的とし、ピーク日には12.5

た32のアレン・ブラドリー製Powermonitor II パワーメータに接続され

メガワットの電力を引き込んでいます。

ています。変電所と外部電力の引き込み線から収集されたデータは、

1995年にグラクソ・スミスクラインが施設を購入したとき、施設の
管理チームは直ちに敷地内の電力管理機能を向上させるオプション

ロックウェル・ソフトウェアのRSView32視覚化ソフトウェアを使用し、
大型フラット・パネル・モニタにグラフィック表示されます。

の検討を始めました。研究の繊細さと関連費用を考慮し、グラクソ・

グ ラ ク ソ・スミ ス ク ラ イ ン Collegeville施 設 の Facilities and

スミスクラインは、一時的な停電でも極めて貴重な薬学研究の損失や

Scientific Instrumentation、Don Stuck氏によると、稼働後3年が経

悪影響につながることをすぐに認識しました。

過し、キャンパス内での停電は最小限に抑えられています。さらに、

会社の資産保護のため、グラクソ・スミスクラインはロックウェル・

そのわずかな停電についても、
「制御システムが3分以内に発電機を

オートメーションの電力／エネルギー管理ソリューション（PEMS）

オンラインにし、ロードしなかったことは1度もありません。新システムは、

グループとチームを結成、最新の電力管理ソリューションを導入しま

停電による費用のかかる影響を大幅に削減しました。
」

AB Parts

した。このシステムは、施設内のディーゼル発電機と連動して使用
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業界のOEMと提携しています。

めに積極的に活動しています。

のバイエル ヘルスケア施設の両方が、

中国やインドといった新興成長市場で
は、ロックウェル・オートメーションはプラ

北京のバイエル ヘルスケア施設と上海

中国の医薬品の先行き

ントフロア自動化のニーズに対応してい

Thurnbauer氏によると、中国の医薬品

ます。
「中国やインドでは、国際基準まで

市場は、世界で最も急速な発展を遂げて

設備をアップグレードするため多大な投

おり、有効薬用成分の世界最大の製造

資をしています。ロックウェル・オートメー

者の1つです。

Propack Data PMXベースの MESソリ
ューションに関連した初期のプロジェク
ト開始段階にあります。
専門家たちは、GMP要件に対する政
府の断固たる姿勢の結果、中国の6,000

ションはNCPC、ランバクシー、シプラな

ロックウェル・オートメーションは、上海

の医薬品企業のほぼ半数が2004年まで

ど地元の大手医薬品メーカーと提携して

のロシュ製薬有限公司および深セン

に閉鎖されると確信しています。生き残

プラントフロアの自動化を行なっていま

の湖北製薬株式会社、深セン太太薬業

るのは、地域的・世界的な供給の役割を

すが、焦点は移行しつつあり、MES並び

有限公司といった地元の製造業者が

果たす準備が十分に整った企業だ、と

にそのEBR機能に対する関心と問い合

プラントフロアの自動化を世界クラスに

Thurnbauer氏。
「中国にある外国の多国

わせが増えています。
」とThurnbauer氏。

まで到達できるよう支援しています。しか

籍企業の施設は、日本の厚生省とオース

電力産業のインフラの乏しさを考える

し、当社の中国での活動にも変化が起

トラリアの保健省薬品・医薬品行政局に

と、これらの国々にとって、エネルギーの

こっています。
「中国の製造業者は、国際

認可されており、これらの施設は既にこ

品質と制御は（グラクソ・スミスクライン

市場で競争するために技術基盤を急速

の2ヶ国と他国の市場へ製品を輸出する

に関する８ページのコラム「母なる自然

に改善し、拡張しています。これは、中国

準備が整っています。ロックウェル・オー

に立ち向かう」参照）極めて重要です。ロ

政府の指示による徹底した地方のGMP

トメーションはFortune 50に含まれる製

ックウェル・オートメーションは、この地域

水準引き上げと相まって、MESシステム

薬会社の95%と取引があり、豊富な経

全体の重要な役割を担う製薬メーカーに

に対する要求がさらに多くなることを

験を有しています。
」

クリーンで信頼できる電力を供給するた

意味します。
」とThurnbauer氏。現在、

■

Propack Dataが MACK ERP立上げの期間を25日短縮
世界的なメーカー、ファイザーの子会社であるHeinrich Mack
Nachfolger（MACK）は、ファイザーの医薬品および消費者向け
ヘルスケア製品の製造と販売を行なっています。ドイツのIllertissen
にあるこの企業の製造センターは、ヨーロッパでもっとも近代的な医
薬品製造および調合プラントの1つです。

3.「高」優先度要件に分類された「設計審査レポート」の準備、および
標準作業手順（SOP）の分析
4. システムおよび受入れテスト計画仕様の完成、並びに文書のイン
デックスの準備
5. 2002年7月1日までに新しいERPの試運転

2002年 1月 、MACKは Propack Dataに 、こ の 企 業 の 既 存 の
ERPシステムの修正を目的とした社内のIT開発プロジェクトの「法規
制順守サービス」部分を委託しました。このプロジェクトの目的は、
修正されたバッチIDフォーマットを導入することです。バリデーショ
ン、ドキュメンテーション、およびテストなどすべての関連作業も
含めた開発に対して、厳しい日程が取り決められました。
プロジェクト全体のスケジュールは、2002年4月12日に設定され、
Propackは、この作業を以下の5段階で実施しました。

設計および系統的なテストフェーズの実行に優れた技術で取り組
んできたPropack Dataの努力が報われました。システムは、最初か
ら起動時のバグもなく動作したのです。そのめざましい功績により、
MACKのシステム管理者とユーザの間に信頼と確かな反応が生まれ
ました。
「利用できる人材の制限と厳しい日程にも関わらず、社内開発に
関するPropack Dataのコンサルティングとバリデーションが功を奏
し、MACKは25日相当の作業日を節約しました。Propack Dataは、

1. 詳細なバリデーションプランの開発と「設計認定」の開始、並びに
「ユーザ要件仕様」の準備
2.「追跡可能性マトリックス」の作成、および多段階のリスクアセス
メントの実施（この中で「故障モード影響解析」
（FMEA）を使用して

深い知識とガイドラインおよび法的基準の認識と同時に、熟練した
テストとドキュメンテーションのスキルをプロジェクトのリソースに
付 け 加 え まし た 。」M A C K の バ リデ ー シ ョン コ ー デ ィ ネ ー タ 、
Lochbronner氏はこう言っています。

リスクの分類を決定します。
）
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