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2.1 規制・ガイドラインの動向～概要

規制・ガイドラインを巡る2014年以降の流れについて，概要を説明する。少し遅
れをとっていたPIC/Sは，2018年7月にEU-GMPおよびEMAガイドラインと同じ内
容のものを発出している。

規制改正の流れを時系列的に並べると次のようになる。
・EU-GMP Vol. 4 Chapter 3 & 5（2014年8月）
・EMA 健康ベース曝露限界値ガイドライン（2014年11月）

Guideline on setting health based exposure limits for use in risk identification 
in the manufacture of different medicinal products in shared facilities

（EMA/CHMP/ CVMP/ SWP/169430/2012）
・EU-GMP Annex 15 Qualification & Validation（2015年3月）
・EMA Q&A（2018年4月）

Questions and answers on implementation of risk-based prevention of cross-
contamination in production and ‘Guideline on setting health-based exposure 
limits for use in risk identification in the manufacture of different medicinal 
products in shared facilities’（EMA/CHMP/CVMP/SWP/169430/2012）

（EMA/CHMP/CVMP/SWP/246844/2018）
・PIC/S-GMP Annex 15 Qualification & Validation（2015年10月）
・PIC/S-GMP Guide PE 009-14 Part1（2018年7月）
・PIC/S 健康ベース曝露限界値ガイドラインPI 046-1（2018年7月）

Guideline on setting health based exposure limits for use in risk identification 
in the manufacture of different medicinal products in shared facilities

・PIC/S 共用設備での交叉汚染防止備忘録PI 043-1（2018年7月）
Aide-Memoire：Cross-contamination in shared facilities

これで，洗浄評価および品質リスクマネジメント（QRM）において，健康ベース

2 洗浄にかかわる最新規制
と関連ガイドライン
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2　洗浄にかかわる最新規制と関連ガイドライン

曝露限界値を全面的に導入する規制上の環境が整ったことになり，本格的な「健康
ベース曝露限界値時代」へ進むことが可能となった。

さらに，関連するガイドラインとして，健康ベース曝露限界値の利用を提唱し，推
進していたRisk-MaPPの改訂版が2017年7月に発刊されている。初版以降の規制の
流れを織り込み，健康ベース曝露限界値を用いる場面での関係者の議論を踏まえ，洗
浄評価についての項目が大きく見直されて，より実践的な内容となっている。

また，ASTMからは，リスクベースアプローチによる洗浄ガイドラインが2018年
5月に発刊されている（改訂版が2018年9月に公開されている）。

関連する各種規制，ガイドラインの時系列的な流れを次ページの表2-1にまとめて
示す。これを見ると，約10年のスパンで大きな変革の流れがでてきていることがわ
かる。

2.2 EU-GMP

■ 2.2.1　概要
健康ベース曝露限界値（以下では，HBELと略記することがある）を品質リスクマ

ネジメントに関する規制上の基盤として位置づけたのは，2014年8月に発出された
EU-GMP Vol. 4（ヒト用および動物用医薬品のためのGMPガイドライン）の改訂版

（以下ではEU-GMPと記す）が最初である。
EU-GMPの内容として，従来とは下記の3点が大きく変わっている。
・Chapter 3：Premises and Equipmentでの専用化要件
・Chapter 5：Productionでの交叉汚染防止に関する措置
・Annex 15：Cleaning Validationでの洗浄評価
従来から指摘されてきていた専用化要件における曖昧性が排除されたことと，交叉

汚染防止のための具体的な方策が技術的な措置および管理的な措置として例示されて
いることが特徴である。とくに，Chapter 5の記述内容は，設備の設計・運用とも関
連する事項が多数あげられている。封じ込めに関する項目も多くあり，交叉汚染防止
と封じ込めが密接に関連することを示唆していると思える。

EU-GMP最新版のもとになっている思想は，ICH Q9が提唱している品質リスクマ
ネジメント，リスクベースアプローチである。EU-GMPは，設備専用化の判定およ
び交叉汚染防止のためのリスクアセスメント（主として洗浄評価）においては毒性学
的な評価によるとしており，具体的には科学的な根拠をもつ健康ベース曝露限界値を
使用することを明確に位置づけたものといえる。
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 表2-1 　各種規制，ガイドラインの歴史的な流れ

国際機関 規制当局 洗浄バリデーションに関するガイドライン

1987 FDA Process Validation

1993 FDA 査察官用洗浄に関するガイド イーライリリー社の評価基準
（Fourman & Mullenの報文）

1997 ICH Q3C

1998 PDA TR-29

1999 CEFIC/APIC 洗浄ガイドライン（原薬）

2000 ICH Q7 CEFIC/APIC 洗浄ガイドライン（原薬）

2001 EU-GMP Guideline Annex 15

2004 FDA 21世紀のｃGMPガイドライン
（リスクベースアプローチ）Final Report

2005 ICH Q9

2008 ICH Q10

2009 ICH Q8（R2）

2010 PDA TR-49（Bio）
Risk-MaPPガイドライン

2011 FDA New Process Validation Guide

2012 EMA PV Guideline ドラフト
EMA 曝露限界値ガイドライン ドラフト PDA TR-29

2013 EU-GMP Vol.4　改訂ドラフト
（専用化要件／交叉汚染防止）

2014 ICH M7
EU-GMP Vol.4 Annex 15　改訂ドラフト
EU-GMP Vol.4  改訂最終版
EMA 曝露限界値ガイドライン 最終版

CEFIC/APIC 洗浄ガイドライン（原薬）

2015 ICH Q7 Q&A EU-GMP Vol.4 Annex 15 改訂最終版
PIC/S GMP PE009-12 改訂版

2016 EMA ガイドライン Q&A ドラフト CEFIC/APIC  洗浄ガイドライン（原薬）

2017 Risk-MaPPガイドライン改訂版

2018
EMA ガイドライン Q&A 最終版
PIC/S GMP PE009-14 改訂版
PIC/S 曝露限界値ガイドライン PI046-1

ASTM 洗浄ガイドライン

健康ベース曝露限界値
ADEが導入された
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9　健康ベース曝露限界値を用いる洗浄バリデーション実務

9.1 FDAの新しいプロセスバリデーション

FDAは2011年に新しいプロセスバリデーション（PV）の考えを打ち出した。そ
の中で，プロセス設計の段階から実際の運転までを3段階に分けて検証しようとする

「ライフサイクルアプローチ」の考えを提唱した。洗浄工程も「一つのプロセス」と
考えられるため，今後はPVの考えにもとづいて洗浄の計画を進めることが要求され
る。

洗浄工程にこれを当てはめると次のようになる（論者によって，ステージ1および
ステージ2の境界は異なる）。

ステージ1の段階は，洗浄設計に該当する。洗浄対象となる物質の化学的・物理的
な性状を勘案して，洗浄媒体が選定される。有機溶媒のこともあれば，特殊な洗浄剤
を利用しなければならない場面も生じる。そして，洗浄時の基本条件としての
TACT（時間・作用力・洗浄剤濃度・洗浄温度）が検討されて，必要によりラボで実
験がなされる。

ステージ2は，今までの言葉でいえば，洗浄バリデーションにあたる。洗浄残滓の
許容限界値が決められ，さらに，テストランにて洗浄条件（前記のTACT）の適格
性が検証される。

ステージ3の継続的な検証は，従来にはなかった概念であるものの，実際の現場で
は，検証作業の一環として実施されてきたことでもある。

このようなライフサイクルアプローチの提唱があったものの，それ以降にあっては
医薬品に関連する規制自体（洗浄を含めて）が大きく変化し，科学的な根拠にもとづ
いたリスクベースアプローチの考えが具現化してきている。

従来の洗浄バリデーションと大きな違いがあると思えるのは，洗浄評価に毒性学的
な視点を全面的に取り入れることである。そのための具体的なツールとして，健康
ベース曝露限界値を用いることになる。そして，その値にもとづいて洗浄閾値を設定
する必要がある。これは，すべてのグレードの化合物が対象となる（高薬理活性物質

9 健康ベース曝露
限界値を用いる
洗浄バリデーション実務
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のみならず，一般化合物も対象となる）。

9.2 今後の洗浄バリデーションの具体的な流れ

健康ベース曝露限界値を用いることを除けば，洗浄バリデーションの大枠は今まで
と大きくは変わらない。ある時点に集中して行われてきていたものが，継続的なベリ
フィケーションという概念により，「いつも」バリデーションを行っているという具
合になりつつある。

今後の規制の中で，洗浄評価に関する指標は，健康ベース曝露限界値を用いた洗浄
閾値（スワブサンプルでのSRL）および目視検出限界（VRL）の2つになる。伝統的
な洗浄評価基準（0.1％投与量基準および10ppm基準）は，合否判定の目的のためで
はなく，洗浄における管理目標値として利用することになる。

それを念頭にして，健康ベース曝露限界値を用いる場合の実際的な流れを，新しい
PVの考えに沿って説明する。
　①健康ベース曝露限界値を用意する

・すべてのグレードの化合物に対して，動物実験によるデータおよびヒトデータに
もとづいて健康ベース曝露限界値（PDE/ADE）を設定する。データが限定され
ている場合には，対応策が提唱されているのでそれを活用する（TTCの概念に
よる方法，OEL/OEBを利用する方法など）。

・洗浄対象物質（前製品）と次製品の摂取経路についても考慮する。摂取経路が異
なる場合には，前製品・次製品のバイオアベイラビリティについての情報を確認
しておく。

・バイオアベイラビリティが大きく異なる場合においては，前製品の健康ベース曝
露限界値を補正しておく。

　②健康ベース曝露限界値を用いてスワブ残滓レベル（SRL）を計算する
・次製品の一日最大投与量など必要な情報はすべて入手していなければならない。
・薬効成分だけではなく，洗浄剤を用いる場合にはその洗浄残滓基準も設定する必

要がある。
・状況によっては，スワブサンプルに代えてリンスサンプルとする。

　③目視検出限界（VRL）を科学的に設定する
・自社における目視検出限界をスパイク試験（添加回収試験）により設定する。

　④ 専用化要件に関連して，SRL，VRLおよび分析機器の検出限度（LOD）との位置
関係を把握しておく

・SRLがLODよりも低い場合には，管理しえないということになり，専用化が要
求されることになる。
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9　健康ベース曝露限界値を用いる洗浄バリデーション実務

　⑤ 洗浄結果が「合格」とされるためには，サンプリング結果がどの位置にあればよ
いのかを把握する

・実際の評価においては，SRLとVRLの両方を満足するところに洗浄結果がくる
必要がある。

　⑥ 上記を踏まえて，洗浄作業における洗浄目標（Cleaning Validation Target：
CVT）を設定する（CVTは筆者の造語であり，後述する）

・できるだけ清浄にするという視点から，厳しい側に設定することが望まれる。
　⑦CVTを達成できるように，洗浄パラメータを決める

・洗浄パラメータには，さまざまな因子がありうるので，リスクアセスメントして
おくことが必要である。その中から，ワーストケースの条件を見出すこともでき
る。

　⑧ テストラン回数を設定し，テストランを実施し，洗浄パラメータの妥当性を確認
する

・テストラン回数の設定に関しては，後述する。
　⑨実際の運転に入ると，定期的な照査（verification）を行う

・Continued Process Verificationの概念により，定期的（たとえば，毎バッチの洗
浄作業終了後など）に，あらかじめ設定される箇所（たとえば最も洗いにくい箇
所）から，サンプリングを行う。

　⑩ 上記のデータについて統計的な処理を行い，洗浄プロセスの能力，性能を把握す
る

・統計的なデータから，平均値および偏差値が求められる。そして，工程能力係数
（Cp）が算出される。この値が1.33以上であれば，その工程は十分良好に管理さ
れていると判断される。

・この時点で初めて，システム全体に対して洗浄パラメータが妥当であったかどう
かの実体的検証がなされるといってもよい。

　⑪管理上限値（UCL）を設定する
・管理上限値（UCL）は平均値＋4σとして設定される。

この管理上限値（UCL）と洗浄閾値（SRL）との差が，その工程の余裕（Risk-
MaPPでいう安全マージン）であり，リスクに対する余裕の幅と考えられる。

　⑫統計的情報を整備する
・このような統計的な情報が整備されていけば，次の製品を洗浄するときに，そ

の健康ベース曝露限界値をよりどころとして，どの程度の安全マージンをもっ
て洗浄しうるのかを速やかに判断できることになる。

従来は，初期の3回連続ランを実施すれば，それで適格性が得られたとしていたの
であるが，新しい考えでは，洗浄システムの実態についてデータを継続的に蓄積し，
その分析をとおして初めて，システム全体に対して洗浄パラメータが妥当であったか
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11.1 概論

リスクはハザードと曝露の関数であるとされる。その考えにもとづいて，洗浄バリ
デーションを再検討しようとする議論が以前にもまして最近話題になっている。

リスクベースアプローチの手法は，封じ込め設備設計において好適な先例があり，
十分な実績もある25）。その要点をまず紹介し，それを参考にして洗浄バリデーショ
ンへの適用を検討していきたい。

高薬理活性物質を扱う設備では，いわゆる封じ込め機器が必要とされる。この封じ
込め機器の選定にあたっては，リスクベースアプローチの方法が従来から採用されて
いる（たとえば，イギリスのCOSHH Essential Technical Basis）。

この方法は，封じ込め設備分野での常套手段となっており，現在では世界的にも広
く認められているものである。

同手法では，ハザードレベルを示す指標として，職場での健康ベース曝露限界値で
あるOELまたは，その数値幅からなる職場曝露限界幅（OEB）が用いられている。
たとえば，OEB＝4というバンドでは，OEL＝1～10μg/m3とされる。そして，ハ
ザードレベルの階層は，4～6段階とされている。たとえば，OEB＝1～6という具合で
ある25）。

曝露のレベルは，取り扱う粉体の量，その飛散性の組み合わせから，曝露インディ
ケータ（EPSなどの用語で表記される）が設定されている。その階層は3～4段階が
多い。

この2つの因子（OEL/OEBおよびEPS）を縦軸横軸として，リスクマトリックス
を作ると，複数のマス目ができあがる。そして，個々のマス目には，封じ込めコント
ロール措置が割り振られることになる。封じ込め設備の場合には，技術的な措置とし
て，封じ込め機器の割りつけが行われることになる。

現実的に利用できる封じ込め機器では，それぞれの性能に差があり，その種類数に
も限りがある（図11-1）26）。このため，リスクマトリックスのマス目は適宜にグルー

11 リスクベースアプローチに
よる洗浄バリデーション
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11　リスクベースアプローチによる洗浄バリデーション

ピングされて，封じ込め機器と対応づけできるようにしている。リスクが非常に高い
場合から低い場合に向けて，技術的措置として，Special，厳格な封じ込め，（通常レ
ベルの）封じ込め，気流管理，局所排気，一般換気という6階層を設ける（表11-1）。

洗浄バリデーションの中でも，上記と同じようなアプローチを適用することが望ま
れている。その場合，封じ込めの場合とは違う点があることにも留意していく必要が
ある。

0.010.1110501001,00010,000

OEL（μg/m3）

局所排気設備

ラミナーフローブース

コーンバルブ

封じ込めバルブ（高度）

封じ込めバルブ（一般）

アイソレータ

 図11-1 　 コントロールバンディングと封じ込め機器（一例）
（文献26）より引用）

 表11-1 　封じ込め設備におけるリスクベースアプローチによる機器選定マトリックス

曝露の度合い（EPS）

ハ
ザ
ー
ド
区
分

OEB （OEL；μg/m3） EPS1 EPS2 EPS3 EPS4

OEB 1 ＞1,000 一般換気 一般換気 一般換気 局所排気

OEB 2 100～1,000 一般換気 一般換気 局所排気 気流管理

OEB 3 10～100 一般換気 局所排気 気流管理 封じ込め

OEB 4 1～10 局所排気 気流管理 封じ込め 厳格封じ込め

OEB 5 0.1～1 気流管理 封じ込め 厳格封じ込め 厳格封じ込め

OEB 6 ＜0.1 封じ込め 厳格封じ込め 厳格封じ込め SPECIAL

注　OEB：Occupational Exposure Band　　OEL：Occupational Exposure Limit　　EPS：Exposure Predictor Solid Band
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