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本指針は，無菌操作法により再生医療等製品の製造を行う製造所での，構造設備並び
に製造管理及び品質管理に適用する。ただし本指針における再生医療等製品は，遺伝子
治療を目的として人の細胞に導入して使用する製品を除く。

ポイント
mm 本指針は再生医療等製品のうちヒト細胞加工製品において適用される。

解説
本指針は，再生医療等製品のうち，生きた細胞に培養などの加工を施し最終製品とする，ヒト

細胞加工製品において適用される（以下，本書における再生医療等製品とは，原則として，ヒト
細胞加工製品を指す）。ヒト細胞加工製品は，製造において最終滅菌法やろ過滅菌法にて製品を
無菌化できないことを前提に，製造開始から出荷まで，全工程を通して無菌管理を行うことを想
定している。同時に，製品の形態や製造方法は多様であることを前提に，製品の特性に応じたケー
スバイケースでの製造システムの構築を想定している。

プラスミドベクター製品のように，従来医薬品製造と同様の方法で評価できる製品については，
「無菌操作法による無菌医薬品の製造に関する指針」を参照することでよい。

第2章
適用範囲
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再生医療等製品の無菌性を保証するためには，製造における環境，原料等及び工程資
材，操作に対し品質リスクマネジメントを実施することで，製品に対する微生物汚染リ
スクを低減し，試験及び検査の適切な実施により評価することが求められる。

GCTP省令に適合するためには，上述を考慮し，適切な組織構成，手順，工程，資
源等を用意し，製品の無菌性を保証する信頼性を確保すること。その際，工程中での製
品の微生物汚染を回避するために必要な管理基準を設定し，適切な製造管理及び品質管
理に係る体制を構築すること。また，各製造所，各製品における固有のリスクに柔軟に
対応した，適切な検証方法を含むこと。

適切な製造管理及び品質管理を実現するために，以下の項目を満たすこと。

ポイント
mm 製品の無菌性を保証するため，品質リスクマネジメントを実施すること。
mm 製品の微生物汚染を回避するために必要な管理基準を設定すること。
mm 製造管理及び品質管理を適切に実施できる体制を構築すること。

解説
本指針の各項目を満たし，再生医療等製品の無菌性を保証するためには，製造環境，原料等及

び工程資材，培養加工を含む無菌操作において，製品に対する微生物汚染に対して品質リスクマ
ネジメントを実施し，適切にリスクを評価（試験及び検査）できることが求められている。適切
な製造管理及び品質管理のため，必要な管理基準を設定し，製品ごとに生じる固有のリスクに柔
軟に対応できる体制を構築する必要がある。

4.1.	製造環境
1）	 製品の作業所（5章）

製品の無菌性を維持するために作業所の環境基準を決定し，適切に汚染リスクを低
下させる構造設備をもって作業所を構築し，維持されていることをモニタリングし，
確認すること。

第4章
要求事項
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5.1.	作業所の分類
再生医療等製品に係る作業所は，外部からの浮遊微粒子及び微生物による汚染の程度

が，定められた限度内に維持されるよう管理された区域であり，その作業内容により，
無菌操作等区域と清浄度管理区域に分類される。
1） 無菌操作等区域は，無菌操作（製品等及び工程資材並びこれらと直接接する面が環

境に曝露される製造作業）を行う領域であり，微生物及び微粒子を許容レベル以下に
制御するために，供給する空気，原料等及び工程資材，構造設備並びに職員を高度に
管理した環境であり，無菌操作法による無菌医薬品の製造に関する指針（平成23年
4 月20日付事務連絡，以下「無菌医薬品製造指針」という。）における，グレードA
環境にすること。

2） 清浄度管理区域は，区域の役割に応じてさらに分類され，役割に応じた清浄度レベ
ルが要求される。無菌医薬品製造指針の清浄度レベルの範囲（グレードA 〜 D）から，
作業内容に適した清浄度レベルを設定すること。また，隣接する無菌操作等区域を構
成する構造設備のバリア形態（開放式／アイソレータシステム）により清浄度レベル
の下限が異なることに注意すること。構造設備のバリア形態については「5.3. 無菌
操作等区域を構成する構造設備」を参照のこと。

3） 各清浄度レベルに求められる環境微生物の管理基準は，モニタリング手法に応じて
無菌医薬品製造指針を参照し，適切に決定すること。

ポイント
mm 本指針における作業所は，外部からの汚染を定められた限度内に維持管理する。
mm 無菌操作等区域はグレードAを適用する。
mm 清浄度管理区域の汚染防止の目的に応じた清浄度レベルを設定する。

解説
再生医療等製品は，製品そのものを滅菌できないことから管理すべき対象が「外部からの」汚

染であると明確化されている。用いた原料などより生じる内在性の汚染防止にかかる要件は本指
針に含まれないため，製品規格を満たすためには内在性の汚染を含めた製造戦略とその検証を行

第5章
製品の作業所
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ることができる。そのため無菌操作等区域の必要最小限の範疇は「無菌操作（製品等及び工程資
材ならびにこれらと直接接する面が環境に曝露される製造作業）を行う領域」としており，無菌
操作を行わない場合を含めた管理については無菌操作をバリデーションする立場から汚染防止の
戦略を検討することになる。この検討については5.1.1「無菌操作等区域」の要件を参考にしてい
ただきたい。

清浄度管理区域は，外部からの汚染の程度が管理されている区域のうち，無菌操作等区域を除
く作業所として定義されている。無菌操作を補助する作業も含まれることから，無菌操作等区域
と直接隣接する区域や別の作業室などの単位で単独で存在する区域があり，製品に対する汚染リ
スクはその区域の役割により大きく変化する。直接隣接する場合であっても，グローブ等で物理
的に無菌操作等区域と分離されている場合と外部に対して開放部がある場合との間にも製品に対
する汚染リスクが異なる。したがって，清浄度管理区域は役割に応じて清浄度レベルを設定する
要件とした（表5.1m清浄度管理区域／適用する清浄度）。

環境モニタリングについては，区域の役割に対して適切な環境が維持されていることを確認す
る必要がある。工程上の制限がある場合については，その目的に基づき現実的な手段を検討し，
目的が達成していることを確認する必要がある。

5.1.1.	無菌操作等区域
無菌操作等区域は，製品への汚染を直接的に防止する構造設備を用いて，製造作業に

おいて製品の無菌性が維持できるよう設計されなければならない。
1） 製品，原料等及び工程資材が環境に開放されることにより，製品の無菌性に直接影

響を与える空間となる領域を無菌操作等区域とする。気流がある場合は，その上流側
を含む空間とする。

2） 無菌操作等区域は，構造設備のバリア性能に影響を与える，少なくとも内部操作に
伴う外乱を抽出し，開放操作におけるリスクアセスメントにおいて，清浄度が管理基
準を満たすことを評価すること。開放を伴わない作業に対しては，必要に応じて次の

図 5.1 　無菌操作において重要な領域

直接汚染に影響する空間
・開放時のみに発現
・汚染防止対象とともに移動
・気流がある場合はその上流

直接汚染に
影響する空間

直接汚染に
影響する空間

汚染防止対象
製品＋原料

汚染防止対象
製品に触れる工程資材
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に適した領域のバックグラウンドと考えられる。このようにして無菌操作等区域内を概念的に細
分化した場合に，無菌操作に適した領域のことをクリティカルコアと呼ぶ場合がある。無菌操作
等区域内における生産設備や作業内容が複雑になる場合は，クリティカルコアを意識することで
より信頼性の高い無菌操作環境を作り込むことができる。

無菌操作等区域に隣接しない清浄度管理区域は，無菌操作等区域へ直接影響を与えず，消毒な
どの処理を経由してその汚染リスクを軽減することができる。そのため必要とされる清浄度の基
準は一般的により軽減される。一方，別の工程室であっても，その工程室で開放操作した対象を
無菌操作等区域へ直接受け入れる場合がある。例えば配管を用いてろ過滅菌経由で送液される液
体や，オートクレーブで滅菌され搬入される工程資材などがそれに該当する。これらは滅菌によ
り菌汚染リスクを実質ゼロにしているが，異物（液体／固体を問わない）による汚染リスクにつ

図 5.2 　開放式構造設備の内部における概念的バックグラウンド
場所①：開放部の近傍
場所②：底面に近く気流が安定しない場所
場所③：側面に近く気流が安定しない場所

無菌操作として
望ましい領域

Copyrightⓒ JGC JAPAN CORPORATION 2020
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図 5.3 　アイソレータシステムの内部における概念的バックグラウンド
場所④：除染を実施する場所
場所⑤：排気口近傍などにより気流が安定しない場所
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第6章  製造設備及びユーティリティ

境下で無菌操作が行われる場合は，品質リスクに応じてグレードD以上の清浄度レベルを設定す
る。

製造設備及びユーティリティを配置する際，無菌操作に与える影響を最小のものとするために
装置の特性を考慮して設置場所を選定することが望ましい。例えば，清浄度の高い場所へ配置し
たほうがよい培養装置等は作業所内の清浄空気の給気口に近い位置のように，作業所内の空気の
流れの上流側へ配置し，発塵などが懸念される遠心分離機等は排気口に近い位置のように，空気
の流れの下流側へ配置するなどを考慮する。「11.2.m 4）」に記載されているように，培養装置と安
全キャビネットの間では培養容器等を複数回往復させる作業が発生するため，汚染防止や作業性
を考慮して可能な限り近くに配置するなどを考慮する。

無菌操作等区域を開放式の安全キャビネットにより構築する場合，清浄度と封じ込め性能を保
つためには，安全キャビネット機内の一方向気流と前面開口部のエアバリア気流を安定に保つこ
とが重要となる。安全キャビネットの近傍でのヒトやモノの激しい移動，窓・扉の開閉，空調気
流の変動等が生じると気流の乱れが発生し，安全キャビネットのエアバリア気流に影響してバリ
ア性能に支障を来す可能性がある。よって，安全キャビネットの設置場所を選定する場合は，安
全キャビネットの開口部前面に十分なスペースが確保でき，人や物の動線及び潜在的に気流を乱
す可能性のある障害物から離れた場所を選定することが望ましい。さらに，安全キャビネットの
周辺スペースは，通常の作業を行うためだけでなく，安全キャビネットの清掃及びメンテナンス
が容易にできることも留意し，設置場所を選定することが望ましい。安全キャビネット機内に原
料及び工程資材等を搬入する場合，細胞操作を行う前にまとめて，適切に消毒した上で機内に入
れる。細胞操作の途中で搬入出を行う場合は，前面開口部の気流を乱さないように配慮して行い，
前面開口部を横切る動作は最低限となるようにする。また，機内に物を置き過ぎると一方向気流
が乱れるため，必要最小限とするように考慮する。これについては参考文献 1）のガイドライン
が参考となる。

図 6.1 　構造設備，製造設備，環境設備の考え方
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8.	 職員
人は無菌操作等区域における最大の汚染リスク源であるので，再生医療等製品の作業

所においては，人に起因する汚染を排除することが重要である。再生医療等製品の製造
に従事する職員には，その業務を行うために必要な基本知識，及び実際の作業内容に関
する手順について教育訓練を継続的に行うことにより，その能力及びモラルを維持する
こと。さらに，再生医療等製品の製造においては非滅菌原料を取り扱う可能性もあるこ
とから，内在性細菌・ウイルス等の封じ込めに関する技能・知識も必要とされる。

また，安全キャビネット，アイソレータシステム等，人の介在による微生物汚染を低，
あるいは封じ込め機能を有する設備をはじめとして，再生医療等製品の製造に係る装置・
設備等を運用する職員には，その装置・設備の構造，特性，操作方法，稼動時の監視方
法，及び維持・点検管理に関する教育訓練が重要となることを考慮すること。

ポイント
mm 再生医療等製品の品質確保には職員の製造工程への理解と教育訓練が重要である。

解説
本章の序文では，従事者（職員）の教育訓練，製造活動の中での品質確認の重要性が記述され

ており，再生医療等製品の製造に関わる場合はこの記載事項を本質的に理解することが要求され
る。手作業が中心の再生医療等製品の製造では，上級と認められた職員の製造操作がすべての職
員に教育され，実効をもって操作されているわけではない。そこには上級な職員の製造技術，操
作の上での暗黙知があり，暗黙知をすべて形式知として教育訓練すべきであるが，すべての暗黙
知を形式知化して実施されていないことが多いのが実情である。これが従事者の教育訓練のレベ
ルが製品品質に大きく影響すると記述してあることの理由と考える。例えば，製造中の操作によ
り細胞品質（製品品質とは違うことに注意）の評価基準である，数，生存率，特性（CDなど）
に変化が生じ，その変化の結果はすぐに表れることはなく，相当の培養期間を経てから結果とし
て製品品質に変化を生じさせることになる。さらには，すべての製造プロセス値（温度，湿度，
圧力，pHなど物理化学的な数値）にはすべてしきい値があり，しきい値の範囲内での製造プロ
セス値の変動は製品品質に影響を与えないことが前提である。しかし，取りうるすべてのプロセ

第8章
職　員
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10.1.	 一般要件
1） 製造で使用する原料等及び工程資材は，微生物管理が必要である。
2） 無菌操作等区域で使用する原料等及び工程資材は，原則として，無菌性の保証及び

確保が必要である。
3） 無菌操作等区域で使用する滅菌困難な原料等及び工程資材は，リスクベースで評価

し，適切な手順を構築して，管理すること。

ポイント
mm 製造工程で使用する培養容器等の管理が必要であるため，新たに「工程資材」という定義

を設けた。
mm 製造で使用する原料等及び工程資材は微生物管理が必要になる。
mm 再生医療等製品はその製造工程で使用する原料等及び工程資材についても原則として無菌

性の保証が必要である。
mm 原料等及び工程資材は，製品ごとのリスクに応じて適切に管理し，製品の無菌性を保証で

きるように配慮すること。

解説
無菌医薬品は，滅菌工程を含む以後の工程の管理を保証することで，製品の無菌性を担保する

ことも可能であるが，再生医療等製品はヒト由来の細胞・組織からの原料を用いるため，無菌化
の工程を採用できない。そのため，製造工程で用いるすべての原料等のほか，製造工程で使用す
る培養容器やピペット，遠心チューブなどの資材及び製品の容器を新たに工程資材として定義し，
これらの無菌性の保証と確保が必要であるとした。

無菌操作による無菌医薬品の製造では，無菌操作区域に持ち込む原料等及び資材については例
外なく無菌性保証及び確保が求められる。一方，再生医療等製品では，無菌操作等区域において
無菌操作を行うが，例えば，出発原料のヒト細胞・組織のように無菌性の保証及び確保が困難な
原料を無菌操作等区域に持ち込まざるを得ないケースもある。このような製品の特性上受け入れ
時に無菌性を保証することができない原料等を施設に搬入する場合を想定し，その目的やリスク
に応じたリスクマネジメントを行い，適切な管理を行うことができるように配慮して，「原則と
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近年の科学技術の進歩により微生物迅速試験法が多く開発されており，無菌試験や工
程内の微生物管理（製造環境や製造用水の微生物モニタリング等）などにおいて，迅速
な品質判断に貢献している。特に無菌試験において従来の培養法では，判定期間に時間
を要するため，技術的に適切な方法を採用し，出荷時点までに結果を把握するのが望ま
しい。また，工程内の微生物管理試験に加え製造環境の微生物モニタリングに対し微生
物迅速試験法を適用することにより，可能な限り迅速かつ広範囲に微生物汚染の監視が
可能となり，最終製品の無菌性保証を高めることができるため積極的な活用が期待され
る。

微生物迅速試験法の選択に当たっては，採用する試験方法の原理や測定の特性などを
踏まえ，慎重に評価すること。微生物迅速試験法の適用に当たっては当該試験法の検出
精度や特異性等に関する情報収集と当該試験法の妥当性確認を十分に行うべきである。

ポイント
mm 指針「4.要求事項」の「4.3.微生物管理試験」で「試験結果の判定に時間的制約等がある

場合には，微生物迅速試験法の採用を検討すること」が求められている。
mm 微生物迅速試験法は第十七改正日本薬局方参考情報に記載されたが，本指針ではその参考

情報を基本に再生医療等製品の製造に見合う形で補足されている。
mm 工程内の微生物管理試験と製造環境の微生物モニタリングに，微生物迅速試験法の適用が

推奨されている。
mm 無菌試験は患者への投与までに許容される時間も考慮した上で，微生物迅速試験法の採用

を検討することが望まれている。
mm 工程内の微生物管理試験に対し，迅速かつ広範囲に最終製品の無菌性保証を高めることを

目的として，微生物迅速試験法の積極的な活用が推奨された。
mm 微生物迅速試験法の適用にあたっては，クオリフィケーションとバリデーションを適切に

実施し，採用する手法の特性を踏まえて評価する必要がある。

解説
①「特に無菌試験において従来の培養法では，判定期間に時間を要するため，技術的に適切な方
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