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　医薬品の品質基準書である日本薬局方において，医薬

品の品質確保に用いられる理化学試験法の新規収載・改

正の意義は大きい。「第十八改正日本薬局方作成基本方

針」（平成28年10月19日，厚生労働省医薬・生活衛生局

医薬品審査管理課 事務連絡）には，「最新の科学技術を

反映した試験法を設定するよう検討を行う」と記載され

ている。これに従い，日本薬局方原案検討委員会理化学

試験法委員会では，「国際調和の推進」のほか，「工程内

管理試験を含め，汎用性があり，日本薬局方に未収載で

ある試験法の積極的導入」を実現すべく，試験法の検討

を鋭意進めている。さらに，医薬品規制調和国際会議

（International Council for Harmonisation of Technical 

Requirements for Pharmaceuticals for Human Use，

ICH）ガイドラインによる医薬品品質管理の指針策定に

伴う新規試験法の収載や改正の検討も行っている。

　本稿では，第十七改正日本薬局方（以下，JP17）の第

一追補（以下，JP17-1）で改正となった理化学試験法に

ついて紹介する。さらに，第十七改正日本薬局方第二追

補（以下，JP17-2）における改正を目指し意見公募が行

われた一般試験法案について，その背景や概要等を紹介

する（表１）。

はじめに

（1）�一般試験法「2.24�紫外可視吸光度測定法」
の改正

　「2.24 紫外可視吸光度測定法」が「水銀に関する水俣

条約（以降，水銀条約と称する）」への対応に伴い改正さ

れた。具体的には，低圧水銀ランプの輝線を使用した波

長校正に係る規定が削除された（図１）。

　一方，「第十七改正日本薬局方第一追補の制定に伴う

医薬品製造販売承認申請等の取扱いについて」（平成29

年12月1日，薬生薬審発1201第3号）には，「11. 一般試験

法〈2.24〉紫外可視吸光度測定法に係る取扱い」として

「第一追補において，一般試験法〈2.24〉紫外可視吸光

１．�第十七改正日本薬局方第一追補における理化学試験法の改正点

表１　JP17-1，JP17-2における理化学試験法の新規収載と改正
JP17-1
一般試験法・改正 2.24 紫外可視吸光度測定法
一般試験法・改正 2.46 残留溶媒
一般試験法・改正 6.04 制酸力試験法
JP17-2（予定）
一般試験法・新規収載 2.66 元素不純物試験法
一般試験法・新規収載 2.26 ラマンスペクトル測定法
一般試験法・改正 2.46 残留溶媒
一般試験法・改正 2.51 導電率試験法
一般試験法・改正 2.65 色の比較試験法
一般試験法・改正 2.01 液体クロマトグラフィー
参考情報・新規収載 製剤中の元素不純物の管理

理化学試験法　改正のポイント

第十七改正日本薬局方�第一追補・第二追補　解説

国立医薬品食品衛生研究所 薬品部

加藤くみ子
KumiKo SaKai-Kato

Division of Drugs, National Institute of Health Sciences

A Comment on the Supplement I and II to the Japanese Pharmacopoeia, 
Seventeenth Edition

Part 5: Points of Revision on Physicochemical Methods

第５回
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　現在の製剤開発は，原料，初期製剤から工業化に至る

まで，開発時間の短縮のためによりシンプルな処方設計

が主流となっている。このような状況では，原薬・添加

剤などの原材料物性が製剤特性に直接反映される可能性

が高く，また製剤化を視野に入れた原薬物性制御が必須

である。QbD（Quality by Design）に基づいた製剤設計

に お い て も， 原 材 料 物 性 はCQA（Critical Quality 

Attribute） 達 成 の た め のCMA（Critical Material 

Attribute）の評価につながり，その重要性は非常に高い。

ジェネリック医薬品メーカーにおいては，慎重に原薬を

選定しなければ結晶形や品質の問題から開発の遅延やコ

スト上昇につながりかねない。近年の薬価制度改革によ

り低価格の原薬が求められることがあるが，最終的なコ

ストを見据えるならば経営戦略上，原料物性を正確に把

握して最適なものを選択する必要がある。

　このように医薬品の物性評価の重要性が増す中，日本

薬剤学会 物性FGとして「固体医薬品の物性評価 第２版」

の全面改訂に取りかかり，このたび発刊の運びとなった。

　本書初版「固体医薬品の物性評価」は，製剤の物性評

価手法を初めて体系化した書籍として2003年６月に上梓

され，大学・医薬品メーカーのプレフォーミュレーショ

ン，CMCに関連した業務に携わられている方々から，

物性関連のテキストとして愛読されてきた。関係者の間

では「物性赤本」と呼ばれるほど親しまれていたが，発

刊から15年が経過し，物性評価関連技術も飛躍的な進歩

を遂げたこともあり，その内容を「最新の情報にアップ

デートしてほしい」という意見をいただくようになった。

　製剤に関わる分析評価技術，関連するレギュレーショ

はじめに
ンは前版出版時から大きく変化した。前版で取り上げら

れていた分析手法には，国際調和により日局の一般試験

法として収載されたものも多い。今回の改訂では最新の

分析評価技術，レギュレーションを盛り込み，研究者の

ニーズに沿うように内容を大幅に見直した。表に本書の

目次を示すとともに，前版との変更点を中心に本書の内

容を紹介する。

　第２章では各分析法の理論と応用を解説している。各

技術にはそれぞれに特長があり，目的製剤の特性を理解

するためには複数の情報を総合的に判断することが重要

である。各分析法の原理を理解し，検討項目への適用性

を十分に吟味するために本書をご利用いただきたい。

　いずれの項目も全面改訂しているが，国際調和により

日本薬局方に収載された新たな評価法や，注目が集まる

イメージング技術に関する項目を追加した点が大きな特

徴である。応用例では１つの試料に対して複数のイメー

ジング技術を用いた結果をカラー画像で示しており，分

析法の選択や解釈を行う際の参考になるであろう。

固体医薬品の物性測定法

『固体医薬品の物性評価　第２版』

監修：日本薬剤学会 物性FG
編集：米持悦生
定価（税込）：10,800円
B5判／424頁／2018年８月刊

“物性赤本”待望の改訂
種々の分析法の基本を解説し，
多数の事例を紹介

「固体医薬品の物性評価　第２版」の紹介
Introduction of “Pharmaceutical Profiling , second edition”

日本薬剤学会 物性FGリーダー，星薬科大学

米持悦生
Etsuo YonEmochi

The Chairman of Pharmaceutical Profiling FG of The Academy of Pharmaceutical Science and Technology, 
Japan , Hoshi University
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　口腔内崩壊錠（ODT：Orally disintegrating tablets，

OD錠）は，周知のとおり口腔内で速やかに溶解ならびに

崩壊させて服用できる製剤であり，少量の唾液で崩壊し，

水なしでも服用できる。このような特徴をもつことから，

患者の服用利便性や服薬コンプライアンスに優れた剤形

と認識され，医療現場にて受け入れられている。当然，

国内の医薬品会社は，OD錠の技術開発に精力的に取り

組むとともに，上市に積極的である。

　最近，積層錠は配合剤や高薬効ならびに薬物の安定性

などを目的とした製剤設計において，改めて注目されて

きた。しかし，二層OD錠に関する研究報告ならびに上

市は，普通OD錠（単層OD錠）に比べて極めて少ないのが

現状である。もちろん，二層OD錠および単層OD錠の設

計とその工程設計においては，Quality by Design（QbD）

の導入が基本であり1），科学的手法とリスクマネジメン

ト1, 2）に基づくアプローチが不可欠である。さらに製剤

の 重 要 品 質 特 性 と 工 程 パ ラ メ ー タ（PP：Process 

Parameter）を関連づける，製品および工程を理解する

ための多次元的な実験や解析に基づく最適化ならびにデ

ザインスペース（DS：Design Space）の構築などが重要

となる1）。

　筆者らはQbDのアプローチとして実験計画法に注目し，

目標製品品質プロファイル（QTPP：Quality Target 

Product Profile）の口腔内崩壊錠（単層OD錠）が設計され

るPPを指摘するとともに最適化を検討し，さらにDSを

はじめに
構築してきた。例えば，OD錠としての円形錠と三角錠

のQTPPを決め，PPを選択し，実験計画法の中心複合法

に基づいて実験を行い，クリティカルパラメータ（CPP：

Critical Process Parameter）を指摘し，製品品質とCPP

の応答曲面を求めることにより頑健性に優れたOD錠設

計の最適化について考察した。またDSの構築を試みる

と同時に，DSの妥当性を検証実験にて明らかにしている3）。

さらに優れた製品品質のOD錠を設計するために，外部

滑沢法の噴霧帯電方法に注目した研究を実験計画法にて

実施した4）。噴霧帯電方法にパルス式を採用したDSの範

囲は連続式に比べて広いことから，パルス式を採用すれ

ば，製品品質に優れたOD錠の設計領域が広範囲になる

ことを指摘した。またDS内においてOD錠を設計すれば，

継続的に一定品質の錠剤が製造可能であることを示した。

つまりQbD要素の下で，製品品質に優れたOD錠の設計

を行ってきた。

　さらに小児患者への適応外使用を低減し，服薬アドヒ

アランスを向上させ，服用と用量調整の容易なマイクロ

OD錠（錠剤径：1.8，３，４mm）を設計している5, 6）。特

に錠剤径1.8，４mm（小児用）および８mm（成人用）に注

目し，製品品質に優れたOD錠が設計される条件について，

錠剤を構成しているAPI粒子などの分布状態を，ラマン

イメージング法によりミクロ的に可視化するとともに6, 7），

分散状態を定量的に求めてきた7）。もちろん，マイクロ

OD錠（４mm）の最適化およびDSの構築も報告している8）。

しかし，前述したように二層OD錠の設計に関する研究

および情報は欠如していることは事実である。

　そこで本研究では，QbDに基づいて，優れた二層OD

Quality by Designに基づく
製品品質に優れた二層OD錠の設計

Design of High-Quality 2 layer-OD Tablet base on Quality by Design

大阪ライフサイエンスラボ1），株式会社畑鐵工所2），株式会社クオリティデザイン3）

寺下敬次郎1），橋爪隆秀2），田尻隆志2），住友　薫3）

Keijiro TerashiTa1）, TaKahide hashizume2）, TaKashi Tajiri2）, Kaoru sumiTomo3）

Osaka Life Science Labo1）, Hata Tekkosho Co., Ltd.2）, Quality Design Co., Ltd.3）
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表７　日本およびPDAからの提出コメント（前号からの続き）

【個別コメント】

10．グレードCに入室する際に専用ソックスが必要か？

日本 4.13項に，「屋外用の着衣はグレードB及びCの区域に通じる更衣室に持ち込んではならない。グレードB及びCについての更衣室に
入室する前に着用する専用のソックスを含めた施設衣を着用することが推奨される。着衣が再使用される場合は，これを適格性評
価の一部として考慮すること。」とあるが，グレードCに入室する際に専用ソックスに履き替える必要はない。
提案：専用のソックスを清浄ソックス（屋外用ソックスに適切なカバーをしない限り）にする。

PDA コメントなし

11．気流速度に関連して

日本 5.3項，グレードAの施設要件として，「高リスクの作業を行う区域，例えば充填区域，ゴム栓ホッパー，開口アンプル・バイアルを
扱う部分，無菌接続を行う部分等である。通常そのような条件は局所的な空気流による保護，例えばラミナーエアフローのワーク
ステーション又はアイソレータにより提供される。一方向気流システムは，気流速度測定を行うことが試験計画書で明確に正当化
されている場所で測定した値で0.36～0.54m/秒の範囲（ガイダンスの値）で均一な流速の空気を供給すること。当初の適格性評価及び
再適格性評価では，気流速度は最終のエアーフィルターに近い場所か又は作業実施高さで測定することができる。しかし，測定場
所に関係なく，重要な目的は気流可視化試験（スモークテスト）が気流速度測定と相関して，リスクの高い操作を行ったり，製品や
部品が曝露状態にある作業実施高さでの一方向気流により製品や開放状態の部品が保護されることを裏付ける空気の移動を示すこ
とである。一方向気流の維持がグレードA区域の全体にわたり実証されバリデーションされること。施設，工程や操作手順上の設計
によりグレードA区域へのオペレータの入室を最小化するべきである。」とある。
ラミナーエアフロー（laminar air flow）は一方向気流（unidirectional air flow）に統一し，「unidirectional air flow」にアイソレータが
含まれる場合には，ガイダンス値の風速が必ずしも適切ではない。この点を注釈（NOTE）で説明する。
提案：注釈として，「ある種のアイソレータや特殊な応用例では，気流速度が遅くてもかまわない。」とする。

PDA コメントなし

12．グレードB区域への接続室の清浄度は？

日本 5.3項，グレードBの施設要件として，「無菌の調製や充填の工程に関して，この区域はグレードA区域のバックグラウンド環境である。
一般に，グレードCクリーンルームのみがグレードBの無菌工程区域とつながるべきである。」とあるが，点眼剤のような無菌医薬
品の連続生産時の製品の払い出しに限り，充填室（Grade B）から包装室（Non-Grade）に最小の開口を経てつなげることも許容される
べきである。グレードAで充填・閉塞後，バックグラウンドのグレードBに出した後，6.8項（行番号625）に適合したコンベアで，最
小の開口部から包装室（Non-Grade）へ払い出すことについて，十分な差圧を確保でき，スモークテスト等で逆流しないことなどの
根拠があれば，リスクに応じたレイアウトを可能にすべきと考える。
提案：充填後の製品の搬出には，十分な差圧を確保でき，スモークテスト等で逆流しないことなどの根拠があれば，グレードB区域
に接続するのはグレードD区域でもかまわないのではないか。

PDA グレードA区域への接続区域をグレードB区域に制限するように見える。適切に設計された操作でマウスホールを使用してもプロセ
スのリスクが増加することはない。充填し閉塞された製品をグレードB区域からグレードD区域などの低いグレード環境に移すこと
を認めるべきである。
提案：（以下のように修正）グレードＢ：無菌調製及び充填のために，本グレードはグレードA区域のバックグラウンド環境である。
一般に，グレードCのクリーンルームのみがグレードBの無菌操作区域と接続する必要がある。アイソレータ技術（5.19，5.20項参照）
が使用されている場合，又はマウスホールを使用して充填され閉鎖された製品をより低いグレードに移す場合には，より低いグレー
ドを検討することができ，これは気流の可視化手法及び差圧によって確認される。

PIC/S Guideline Annex 1 改訂案への
日本からの提出意見（その２）

GMP Technical Advisor

佐々木次雄
Tsuguo sasaki

GMP Technical Advisor

Japanese Comments on Revised Draft for PIC/S Guideline Annex 1
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（1）目視検査の重要性
　今後の洗浄バリデーションにおいて重要なことの１つ

として，目視検査があると考えている。重要とする視点

には２つある。

①�実際の洗浄目標設定に関連して，目視限界との関係を

把握しておく必要がある。

②�前提条件はあるものの，目視検出限界を唯一の基準と

して利用できる可能性が出てきていることである。

　順に説明する。

（2）洗浄目標設定に関して
　前回述べた数値シミュレーションの結果から，ADE

基準に基づく洗浄閾値SRLが一般的に高いところにくる

ことがわかる。これはハザードレベルが低い場合に多い。

　洗浄閾値SRLが高いということは，洗浄を緩くしても

よいというわけではあるが，一方，従来から「できるだ

けきれいに洗浄する」，「目で見てきれい」ということが

言われている。

　その「できるだけきれい」とするレベルをどのように

設定すればよいのかということが問題となる。現実的に

は，目視検出限界が洗浄として必要とされる最低レベル

となる。このことは，Risk-MaPP改訂版でも次のよう

11．目視検査について
に触れられている（6.3.2.3項）。

　「全てのケースにおいて，「目視で清浄である」という

ことが，期待される最低線である。機器表面上には，目

で見える形でのいかなる残滓もあってはならない。」

（文責筆者）

　そして，実際的には，その目視検出限界以下となるよ

うに洗浄パラメータを決定することになる。このため，

その検討に先立って，現場での目視検出限界のレベルを

科学的に把握しておく必要があるわけである。

　目視検出限界として，従来から４μg/cm2という数字

がデフォルト的に扱われているのかもしれない。しかし

ながら，この数値の由来元であるFourmanおよび

Mullenの報文を見ても，どのような条件のもとで得ら

れた数値なのかについては一切の詳細が不明なのである。

（3）目視検査を唯一の基準とする考え
　次は，目視検査を唯一の基準として使えるのではない

かという議論である。

　実際の数値シミュレーションの結果を見ると，ハザー

ドレベルが低い化合物にあってはSRLの値がVRLに比し

て十分に高いところにくる。例えば，前回示した表６お

よび７を参照すると，OEB＝２～３の化合物ではSRL/

VRLの比は数十倍～数百倍となる。

　このようにVRLが十分低いところに来る場合には，ス

ワブなどの分析を必要とするのかという議論が生じる。

第７回
現状の整理と今後に向けて

毒性学的評価による洗浄バリデーション

ファルマハイジーンサポート 代表

島　一己
Kazumi Shima

Pharma Hygiene Support

Cleaning validation based on a toxicological evaluation
- Current status of its progress and further development -

Part 7
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著作物利用許諾に関するお願い
　近年，薬学雑誌出版を取り巻く環境は大きく変貌し，誌面情報の電子化とネットワーク上での利用などに対しあらゆる面からの対処
が必要となってまいりました。そこで弊社といたしましては，記事の電子化ならびに二次利用につきまして，著作権の適正な管理・運
用をめざし，次のとおり手続きをさせていただきます。
　本誌に掲載された記事につきましては，その利用にかかわる著作権（複製権，公衆送信権，翻案権，上映権，譲渡権，二次的著作物
の利用に関する権利など著作物の利用上必要な著作権）の行使および複写権の管理を弊社に許諾いただいたものとし，今後発行する本
誌に関しましても同様の扱いとさせていただきます。
　なお，上記の許諾は，執筆者の著作権（執筆者自身による他誌・書籍への転載など）を制限するものではありませんが，本誌掲載後に
執筆者ご自身で著作物を他の書物，WEBサイト等に転用される場合も，編集部にご一報いただければ幸いです。
　ご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。� 株式会社じほう

お客様の個人情報の取扱いについて
　弊社は，書籍購入のお申込み，新聞・雑誌購読のお申込み，その他の商品のご購入やサービスのご利用にあたり，お客
様の個人情報を収集させていただき，厳重に管理しております。
　この個人情報は，書籍，新聞･雑誌，その他の商品や各種サービスのご提供・ご案内など，弊社事業活動に利用させて
いただく場合がありますので，あらかじめご了承ください。
　なお，お客様が個人情報の利用を希望されない場合や，お客様の個人情報の確認・訂正につきましては，お手数ですが
下記の窓口までご連絡ください。
　【お問い合わせ窓口】
　■E-Mail：privacy@jiho.co.jp
  〒101-8421　東京都千代田区神田猿楽町1-5-15 猿楽町SSビル
  株式会社 じ ほ う

月号予告
Vol.34 No．1411

ARTICLES

Study of GMP

製剤技術

そ の 他

■PIC/S Guideline Annex 1 改訂案への日本からの提出意見（その３）
　 佐々木次雄（GMP Technical Advisor）
■現場力を養う！製薬に必要な統計知識・スキルのエッセンス（第10回）最終回
　 内田圭介（中外製薬工業）
■Pharma PSE Spotlight（第６回）
　過酸化水素除染プロセスの多目的設計に向けた統計モデル 杉山弘和（東京大学）
■質量分析計を用いた製剤の凍結乾燥プロセス監視 高橋直樹（アトナープ），他
■医薬品開発，品質・製造工程管理における分光測定（第26回）
　 坂本知昭（国立医薬品食品衛生研究所），他
■シリーズ：わが国におけるバイオ医薬製造技術の未来を考える⑥
　品質評価技術 本田真也（産業技術総合研究所）
■再生医療 産業化の課題 再生医療等製品ビジネスの描き方（第５回） 足立武司（PPG）
■ウイルスの人工合成（第５回）最終回 菅原敬信（熊本大学）
■二層OD錠の開発設計および品質管理への錠剤測定評価装置の適用
　 寺下敬次郎（大阪ライフサイエンスラボ），他
■錠剤製造技術である直打を考える⑲ 奥村友則（沢井製薬）
■製剤研究者が注目する一押しトピック
■薬の名前 続：ステムを知れば薬がわかる（第７回） 宮田直樹（名古屋市立大学），他
■薬剤系研究者が使える！有機化学（39） 高橋秀依（東京理科大学），夏苅英昭（東京大学）
■実践　医薬品特許調査の進め方（第５回） 徳重大輔（SK特許業務法人）
■PTP基礎講座（第11回）  規格  PVC 武田昌樹（PTP機材研究会）
■欧州の市販後薬事規制（第６回） 野村香織（東京慈恵会医科大学）
■医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団ニュース（No.133）
　 津田重城（医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団）

■毒性学的評価による洗浄バリデーション―現状の整理と今後に向けて―（第８回）
　 島　一己（ファルマハイジーンサポート）
■中小規模組織におけるQRMのインフラ整備（第11回）
　 柳澤徳雄（アクテリオン ファーマシューティカルズ ジャパン）

■【製剤と粒子設計】Solid-in-Oil（S/O）化技術と経皮ワクチンへの応用
　 田原義朗，後藤雅宏（九州大学）

◦行政ニュース　　◦News Topics　　◦World News Topics




