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　ヘルスケア製品（ISO/TC198の用語定義で医薬品，医

療機器，体外診断薬の総称）の最終滅菌製品の無菌性保

証水準（Sterility Assurance Level；SAL）は，10-6以下で

あり，かつ十分な滅菌バリデーションが行われているに

もかかわらず，最終滅菌医薬品の出荷試験にはいまだ無

菌試験を適用していること自体が科学的でない。第十七

改正日本薬局方参考情報に「最終滅菌医薬品のパラメト

リックリリース」が収載されたが，同第二追補で削除予

定であった。しかし，PIC/S Annex 1がまだ発行されて

いないことより，削除は延期された。今回は，最終滅菌

医薬品に対するパラメトリックリリース（Parametric 

Release；PR）の歴史的経緯を整理しながら，パラメト

リックリリースが普及しない背景について触れてみたい。

【よく受ける質問】

　最終滅菌医薬品に対して，なぜ日本ではパラメトリッ

クリリースが普及しないのですか？　海外ではパラメ

トリックリリースは普及しているのでしょうか？

はじめに

　以下に，主な公定書における「パラメトリックリリー

ス」の定義（表１），パラメトリックリリースにおける無

菌性保証水準（表２），載荷パターン要件（表３），滅菌前

製品のバイオバーデン評価（表４），重要パラメータまた

はパラメトリックリリース申請書類（表５）を示す。

　“ヘルスケア製品の滅菌―湿熱―第１部：医療機器の

滅菌プロセスの開発，バリデーション及び日常管理の要

求事項”の要求事項（ISO 17665-1）の指針文書である

ISO/TS 17665-2“ヘルスケア製品の滅菌―湿熱―第２

部：ISO 17665-1適用にあたっての指針”には，湿熱滅

菌におけるバリデーションと定期試験の例（表６）と滅菌

機のバリデーションと定期試験の例（表７）を示しており，

湿熱滅菌による医薬品製造においても参考になる。

１．�公定書におけるパラメトリック
リリース要件

なぜ，最終滅菌製剤に
パラメトリックリリースが
適用されないのか？

GMP査察を巡る最近の話題 第14回シリーズ

GMPテクニカルアドバイザー

佐々木次雄
Tsuguo sasaki

GMP Technical Advisor

Current topics over GMP inspection Part 14
Why Parametric Release is not Applied to the Terminally 

Sterilized Pharmaceutical Products?
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　本連載の第９回目では，2009年３月に公表された「品

質に関する概括資料 P2 モックアップ（記載例）」（サク

ラ錠P2モック）における管理戦略としてのデザインスペー

スの検討及び構築，さらに「サクラ錠」で採用したReal 

Time Release Testingについて解説した。

　第10回目の本稿では，「サクラ錠P2モック」の最後と

して，「P5 製剤の管理」及び「サクラ錠AF＊モック」

（＊Application Form）について解説する。

　「サクラ錠AFモック」の内容を紹介するにあたり，こ

こで再度2005年２月10日に通知された「承認申請書の記

載事項に関する指針について」（薬食審査発第0210001号）

を記載しておく。

　当該製品の製造販売承認申請書の製造方法の記載にあ

たっては，各工程パラメータなどは，届出事項と一変事

項に切り分けて記載することが要求されることとなった。

すなわち日本では医薬品の製造販売において，承認申請

はじめに

１．�承認申請書の製造方法欄と「承認
申請書の記載事項に関する指針に
ついて」� �
（薬食審査発第0210001号）

時に提出する製造販売承認申請書は，当該製品が承認さ

れると承認書となり，市販される製剤は，承認書の内容

に基づいて製造・出荷し，変更管理することが必要となっ

たため，承認申請書は極めて重要な文書となった。また，

製造販売承認申請書には，CMCに係る情報として，当

該製品の原薬の一般的名称や製剤の販売名，成分及び分

量又は本質（処方），製造方法，貯蔵方法及び有効期間，

規格及び試験方法，製造販売する品目の製造所などを記

載することが求められている。したがって，QbDアプロー

チを適用した原薬及び製剤の承認申請書の製造方法欄の

記載にあたっても，国内申請においては「承認申請書の

記載事項に関する指針について」に従うことが要求され

ている。

　本指針によれば，製造方法欄には，「品質の恒常性確

保に必要な事項を適切に選択し記述する」とされている。

すなわち，GMP上の要求資料である製品標準書等には，

製造方法や製造手順，機器の操作方法，製造設備等の詳

細を記載するが，その中から「品質の恒常性確保に必要

な事項」を適切に選択して，承認申請書の製造方法欄に

記載する。製造方法を変更する場合，製品標準書の改訂

が社内的に必要であるが，当該変更内容が承認書の製造

方法欄の記載内容に影響しない（承認書に記載がない）場

合は，薬事規制上の変更とは見なされず，一変申請や届

出の提出は不要である。承認申請書の製造方法欄の記載

にあたっては，「承認申請書の記載事項に関する指針」

「QbDって何？」今さら聞けない

第10回

医薬品品質保証のパラダイムシフト

グラクソ・スミスクライン株式会社

岡崎公哉
Kimiya OKazaKi

GlaxoSmithKline K.K.

“What is QbD?”, we’ve no longer asked…
–Paradigm Shift of Quality Assurance in New Drugs–

Part 10

47（2927） Vol.35 No.15（2019）



　私は一研究者あるいは研究科長として，これまでさま

ざまな人たちと日本の研究力について話をしてきた。ま

た，外国のトップレベルの大学と付き合うなかでも多く

のことに気づかされた。皆，学問の本質をわきまえなが

らも半ば踊らされている自分たちに幾分かの違和感をも

ちつつ，日本の研究力について深い憂いを抱いている。

彼らすべての代弁はできないが，本稿の大部分には共感

してもらえると思っている。読者諸氏にとってエールと

なるのか，はたまた途方に暮れさせるだけか。なるべく

なら前者になるように願いながら，ひとまず筆を起こし

たい。

（1）ゴッホの教え
　ゴッホは37歳にして命を絶ったが，彼の有名な絵画の

ほとんどは晩年の２年間で描かれたものである。“時間”

はそれぞれの人生にとっては大したものではない。地球

や宇宙の歴史からみれば，とてつもなく短い限られた人

生という時間をどのように使うのかが大事である，とゴッ

はじめに

研究の源泉

ホは教えてくれる。

　研究者のいわば賞味期限に関する2017年の論文では，

トップ科学者が最も生産的であった時間はPhD取得後の

５年以内であったと報告している1）。被引用回数上位

10％論文の著者に聞いた論文執筆年齢は35～39歳がピー

クである2）。1945年～2015年のノーベル賞受賞につながっ

た論文の執筆時年齢も31～35歳がピークである3）。また，

ノーベル生理学・医学賞はこの10年で４名の日本人を選

んだが，そのうちの３名は30代後半から40代前半で教授

に就任している。

（2）ときめきと興奮
　こうしてみると，「研究は若さこそ宝」といえる。若

さは必ずしも暦年齢である必要はない（この言には，正直，

半分くらいシニア研究者への慰めが入っている）。実際

60歳台の発見でノーベル賞を獲得した人も何人かいる。

大事なのは，研究に，発見に，ときめきと興奮を覚えら

れるか否かであると思う。知人の外科医が言うには，「最

近は手術場に立つのは正直，『もういいかな。十分にや

り切ったな』と思うことが多くなった」。実年齢を考え

るとむべなるかなと思う。一方で，高齢にもかかわらず

高度手術を施し続けているある外科医は，「いまでも俺

の手術を見学に全国から外科医が来るんだよ」。またあ

進め!!　医療薬学研究

医学系研究者育成と
研究力強化のための戦略
Strategy for Medical Scientist Cultivation and Research Activity Enhancement

第２回

門松健治
名古屋大学大学院 医学系研究科長

Kenji Kadomatsu
Nagoya University Graduate School of Medicine

65（2945） Vol.35 No.15（2019）



　当社は1981年にまだ情報化社会という言葉もなかった

時代に画像処理技術・画像検査システムの確立を目指し

て産声をあげた。現在では，電子部品の外観検査，印刷

業界における文字読取・品質検査，製薬業界におけるラ

ベル検査・錠剤検査・外観検査，食品業界における日付

検査・外観検査・異物混入検査など，企業のさまざまな

要求にフレキシブルに対応した画像検査システムを開発・

生産・販売し，国内外に供給している。

　そのような要求に応え発売開始から17年，開発を重ね

各PTP包装機への搭載実績80セット以上あるPTP外観検

査装置「MTCL」シリーズについて紹介する。

　患者に不良品を出さないために，日本の

製薬会社は非常に高い品質を求められてい

る。検査装置では欠錠品を見逃さないこと

は当然だが，欠錠を見ているのであれば

「錠剤の大きさで異種錠を判別できないだ

ろうか」，また「錠剤上の異物は見れない

だろうか」，「シート上の検査もできないか」，

はじめに

１．�PTP外 観 検 査 装 置
「MTCL」シリーズの
概要

「色は」，「しわは」等々も要求される。

　このようにPTP包装機の外観検査では高い品質を確保

するため，非常に高い検査精度と性能が求められる。

　PTP外観検査装置「MTCL」シリーズは５つの検査ス

テージで構成されている。各ステージの概要は図１に示

す通り，シール前検査では透過検査ステージ，反射検査

ステージ，チッピング上下検査ステージ，シール後検査

では反射カラー検査ステージ，反射NIR検査ステージで

ある。

　また，検出精度別で２通り選択が可能となっており，

点状異物0.2mm，毛髪様異物40μ×３mmの検出が可能

なST（スタンダード）版。点状異物0.1mm，毛髪様異物

25μ×３mmの検出が可能なHP（ハイプレッション）版

がある。

※本連載は，創包工学研究会（E-mail：gsp14754@nifty.com）の企画・編集によるものである。

シール前 シール後

ホッパー

A（透過検査）
B（反射検査）

C
（チッピング上検査）

C
（チッピング下検査）

AI
（反射カラー検査）

AIR
（反射NIR検査）

図１　PTP検査機ステージ構成

機械
PTP外観検査装置の基本

第19回PTP基礎講座

株式会社マイクロ・テクニカ

久保田清彦
KiyohiKo Kubota

MICRO-TECHNICA Co., Ltd.

Basic of Visual inspection system for PTP

71（2951） Vol.35 No.15（2019）



PPD製 剤 術技

製剤と粒子設計

　懸濁液は微粒子を溶媒に分散させた分散系であり，医

薬品や化粧品の剤形としても広く使用される。熱力学的

に不安定な懸濁液において，微粒子の分散安定性は重要

な検討課題である。なお，微粒子の分散状態を観察する

ためにさまざまな手法が考案されているものの，現時点

では，市販容器（チューブやボトルなど）に充てんした試

料の分散状態を評価することは難しい。そのため，市販

製品のありのままの分散状態を評価する手法の構築が強

く求められている。

　このような背景から，筆者らは磁気共鳴画像法

（magnetic resonance imaging；MRI）に着目し，懸濁液

中の微粒子分散状態を非破壊的に評価することを試みた。

MRIは，核磁気共鳴現象（nuclear magnetic resonance；

NMR）を利用した非破壊的・非侵襲的な分子イメージン

グ技術であり1），医療分野では最も一般的な画像診断法

として知られる。MRIは，水や油など，試料に含まれる

溶液物質のプロトン（1H）のNMR信号によって画像化す

　緒言　
る技術であり，分子運動性を表すMRパラメータ（T1およ

びT2緩和時間，見かけの拡散係数など）で画像化を行えば，

試料成分の分子運動性を画像化することもできる。筆者

らはそのようなMRIの特長を活用し，エマルション製剤

の乳化安定性評価のための新規手法を構築している2, 3）。

　本研究では，これまでの知見を活かし，懸濁液中の微

粒子分散状態を評価するためのMRI手法の構築を試みた。

Fig.１に懸濁液中の微粒子と溶媒分子の模式図を示した。

＊本欄は，製剤と粒子設計部会の企画・編集によるものである。

Particle

Particle

Bulk｠ solvent
Solvent restricted｠
by nanoparticle

Fig.１　�Schematic�representation�of�the�molecular�
states�of� the�solvent� in�presence�of�NPs�
in�a�concentrated�suspension

富山大学大学院 医学薬学研究部（薬学） 製剤設計学講座
大貫義則
Yoshinori onuki

Department of Pharmaceutical Technology, Graduate School of Medical and Pharmaceutical Science, 
University of Toyama

A suspension has been extensively used for a wide range of manufactured products including medicines and 
cosmetics. The purpose of the present study is to establish a novel method to monitor the dispersion state of 
nanoparticles （NPs） in concentrated suspensions using magnetic resonance imaging, especially T2 relaxation time 
mapping. TiO2 15-nm-diameter NPs, for use in sunscreen lotion products, were examined as a test NP. In the initial 
phase of this study, we demonstrated that T2 is sensitive to the NP concentration by experiments with pulsed 
nuclear magnetic resonance on TiO2 NP suspensions with different organic solvents （ethanol, acetone, and 
decamethylcyclopentasiloxane）. This study further confirmed that T2 mapping was effective for visualizing 
differences in NP concentration. Subsequently, gravitational sedimentation of the NP in the organic solvents was 
monitored. T2 mapping exhibited better detection sensitivity to sedimentation occurring in concentrated suspensions 
than visual observation. Finally, the present study evaluated the centrifuge sedimentation of a commercial TiO2 NP 
suspension. T2 mapping clearly showed the complicated sedimentation behavior induced by the centrifugation 
treatment. In conclusion, T2 mapping is a powerful tool for monitoring the dispersion state of NPs in concentrated 
suspensions.

　　MRI T2マッピング技術を
　利用した濃厚懸濁液における
微粒子分散状態の非破壊的観察
Nondestructive monitoring of dispersion state of nanoparticle in 
concentrated suspension using MRI T2 mapping
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