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　抗体医薬品による国民健康への貢献には目を見張るも

のがある。患者と医療従事者の期待に応えるため製剤に

は高い品質と安定性が求められる。

　モノクローナル抗体は単一の高分子であり，溶液状態

は極めてデリケートである。濁りや沈殿を起こしやすい

とされる抗体医薬品の性状や処方について現状をまとめ

てみた。身近で最大の情報源が添付文書である1）。添付

文書は記載要領が定められ，共通の項目番号を採用する

等利便性が図られている2）。さらに英訳の方法や情報通

信技術を利用した公表等，情報開示の方法は常に改善が

図られている3,�4）。

　今回，本稿では2008年以降2020年６月までに承認され

た54品目のモノクローナル抗体医薬品を選んで比較調査

を行った。情報は主に添付文書の記載事項から，不溶性

微粒子に関係の深いと考えられるpHおよび浸透圧の情

報と，投与時のインラインフィルター使用の条件や廃棄

の条件をまとめた。次回はそれぞれの処方中の添加物の

選択と量を詳細に分析した結果を報告したい。

　本報告で対象としたモノクローナル抗体製剤は分子標

的薬で抗体医薬品を選んだ。2008年以降の承認品目であ

はじめに

調査方法と対象

るが，これには新薬だけでなく，既承認製品のバイオ後

続品（BS）も含めた。なお放射性体内診断薬等の特殊な

調製法の製剤は含めていない。また，一物多名称の製品

は一度だけ引用した。さらに同一承認品目に複数の規格

（有効成分の含有量違い）を含む場合，無作為で一規格の

み引用した。

　添付文書には必ずしも同じ範囲の情報が記載されてい

るとは限らない。例えば，「22.�包装」には剤形や液量が

記載されているが，液量がないもの，容器名がないもの

もあった。その場合はインタビューフォームや製品写真

等から判断した。

　表１は2018年から2020年６月までの３年間の対象品目

のリストである。２年半の間に17品目が承認された。品

目数は古いほうからそれぞれ９品目，６品目および２品

目あった。記載した項目として，承認日，抗体の一般的

名称，剤形，商品名，製造販売元の他，「3.2�製剤の性状」

に記載のpHおよび浸透圧を記入した。商品名として異

なる複数規格の場合があるため規格（mg数）を省略して

記載した。剤形は容器名の他，凍結乾燥品はFDVとし

て区別した。容器包装の内訳はバイアルが13品目，うち

凍結乾燥品が３品目，またプレフィルドシリンジが４品

目あった。容器略称の定義は表の脚注を参照されたい。

投与経路別の内訳は点滴静注が10品目に対して皮下注射

が６品目あった。また硝子体内注射が１品目あった。

　続いて，表２に2013年から2017年の５年分の23品目を

収載した。年別の収載品目数は，古いほうから３品目，

抗体医薬品 最近の製剤処方を比較する

凝集体に関する添付文書上の記載
第１回

Antibody Drugs Recently Approved in Japan - Overview of the Formulations
Vol. 1：Description regarding Aggregates on Package Inserts

デゲーファルマ ビューロー

佐久間　陽
YO sAkumA

Degaypharma Bureau
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　食品や医薬品等の包装では，その内容物の品質劣化防

止のため，酸素や水蒸気（以降，注目気体と呼ぶ）などに

対して適切なバリア性能の高い材料が用いられている。

そのため包装・容器に接合不良や傷などがあれば，外気

からの注目気体の侵入により内容物の機能・効能・性状

などの品質が変化して不具合が生じる可能性が発生する。

　また，本連載のタイトルにもある「無菌医薬品包装の

完全性評価および漏れ試験法」において包装に発生する

欠陥の解析・定量化は欠陥からの注目気体移動量の把握

や包装試験方法の選定，最大許容漏れ限度の設定等にお

いて必要な要素となる1～5）。

　そこで，筆者らはまず，包装内容物の品質に影響を及

ぼすガス（水蒸気）の移動量と欠陥サイズに関する測定を

実施し，一般的に周知されている理論式（フィックの法

則）による算出結果との違いについて検証を行った。検

証の結果，測定値と計算値に大きな差があり，包装に発

生する欠陥からのガス移動量の評価に対して利用するこ

とが適切でないことがわかった。このことは包装に発生

する欠陥の大きさ（孔の径と長さの比率）が原因として考

えられる。そのため，包装欠陥に対するガス拡散量の算

定に適用可能な理論式の導出を行った。本稿では拡散現

象，理論式の導出および測定結果とその検証結果を示す。

はじめに
なお，測定のために使用した孔は，実際に包装に発生す

る可能性のある孔の大きさを考慮してピンホール，キャ

ピラリを使用した6）。

　本稿が包装の完全性評価に携わる方々の一助となれば

幸いである。

　包装容器の定量的な漏れ検査は，密封チャンバー法（圧

力変化漏れ試験法１）や真空度低下法（圧力変化漏れ試験

法２）7,�8）など包装容器に外圧を印加する漏れ試験装置を

用いて可能となるが，試験の合否判定値（閾値）について

は，合理性のある根拠が必要となる。

　図１のように例えば空気中の水蒸気が容器内容物の性

状を変化させないことを一定期間担保するためには，「容

1　 通過する気体拡散量解析の 
必要性

図１　漏れ量と拡散量の関連付けとそれによる効果

無菌医薬品包装の完全性評価および漏れ試験法
第７回

孔を拡散により通過する
気体量の解析

Analysis of the amount of gas passing though hole by diffusion

株式会社フクダ 密封品リーク技術部１），開発部2），標準品技術部3）

平田真央1），北條　勤2），猪股　順3）

mAO hirATA，TsuTOmu hOJO，Jun inOmATA

FUKUDA CO., LTD.
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質問
　難水溶性薬物の固体分散体の処方検討の際に溶解試験

を行っているのですが，溶解試験を行う前に，例えば熱

分析などの他の物性評価手法を用いて溶解性を予測する

手法，あるいはその可能性があるような手法がもしござ

いましたら，ご教授いただけないでしょうか。

回答
　熱分析を用いて原薬の溶解度を直接評価した例として，

懸濁溶液をDSC測定することで溶解度を評価したという

報告はあります。しかし，溶解度の高い化合物（低分子

量の塩）など，限られた条件でしか測定できず，複数の

成分からなる固体分散体のスクリーニングには不向きで

す。

　固体分散体の固体状態に限れば，結晶化抑制効果の指

標となる相溶性については，DSCを使ったガラス転移温

度測定により評価することは可能です。実際に，噴霧乾

燥よりも凍結乾燥のほうが高い相溶性が得られたとの報

告もあります。固体NMRを用いても相溶性の評価は可

能です。

　ご質問に対しては，小スケールでの簡易的な溶出試験

が実施可能な装置もありますので，溶解性試験を行った

ほうが効率が高いと思います。

・上記検討に関連する分析手法

　✓粉末X線回折測定

　✓熱分析　DSC

　✓固体NMR

　✓UV，HPLC

　✓Raman

※�回答は一つの見解であり，記載内容を参考にされた結

果につきましては，責任を負うことはできませんこと

ご容赦ください。

質問募集
　本連載では，日ごろの物性評価で疑問に思ったことや，

その基礎的な理論などでわかりにくいと感じたことを募

集し，日本薬剤学会物性FGのメンバーで検討して回答

していただきます。些細なことであっても，気軽に質問

をお送りください。

　質問を募集するにあたっては，2018年８月改訂「固体

医薬品の物性評価　第２版」を参考書としています。

『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：10,000円（+税）
B5版／416頁／2018年８月刊行

質問送付方法

【１】メール（ct@jiho.co.jp）の場合
　必要事項を明記の上，上記メールアドレスへ送
信してください。件名には「物性評価Q」と入力
してくださいますようお願いいたします。
＜必要事項＞
　１．�質問に関連する項目� �

（FAX質問用紙を参照ください）
　２．�質問内容
　３．�お名前（本誌掲載の際，匿名希望の場合は

「匿名希望」と添えてください），ご所属（会
社名・施設名），電話番号，メールアドレス

【２】FAX（03-3233-6369）の場合
　次ページのFAX質問用紙をご利用ください。

固体分散体の処方検討前の溶解性予測法は？

日本薬剤学会物性FG

医薬品の物性評価

&Q A
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　３回にわたって，パウチのヒートシールについて解説

する。今月は「パウチ性能とヒートシール強さ」，次号

以降は「ヒートシール条件の解析」という表題で解説を

行いたい。

　食品衛生法や日本産業規格（JIS）にヒートシール強さ

の測定法が記され，場合によっては要求されるヒートシー

ル強さの目途が示されている。

　例えば，JIS�Z�0238［ヒートシール軟包装袋及び半剛

性容器の試験方法］（確：2018）では，表１（使用目的に

応じたヒートシール強さの目安）が示されている。また，

１．規格基準のヒートシール強さ

JIS�Z�1707［食品包装用プラスチックフィルム通則］

（改2019）の附属書A（参考）性能によるフィルムの種別A.1

一般には「フィルムの性能を評価する場合，表A.1によっ

てフィルムを性能項目ごとに種別する。ただし，必要に

応じて，種別は受渡当事者間の協定によって別途設定す

ることができる。」としている。表A.1から「ヒートシー

ル強さ」の部分を抜粋して表２に示す。両表を見ると

JIS�Z�0238のヒートシール強さの区分とJIS�Z�1707の区

分が一致していて，前者の「重量物包装用の袋などで特

に強いヒートシール強さを要する場合」が後者の「第１

種」に対応することがわかる。

　また食品衛生法の告示370号［食品添加物等の規格基

準］，［第３　器具及び容器包装］，［E　器具又は容器包

装の用途別規格］の［１　容器包装詰加圧加熱殺菌食品

（缶詰食品又は瓶詰食品を除く）の容器包装］には，「容

器包装詰加圧加熱殺菌食品の容器包装にあっては，次に

掲げる条件のすべて（中略）を満たすものでなければなら

ない。」として「（中略）（３）強度等試験法中の耐圧縮試

験を行うとき，内容物又は水の漏れがないこと，（４）強

表１　使用目的に応じたヒートシール強さの目安

使用目的 ヒートシール強さ
N｛kgf｝/15mm

重量物包装用袋などで，特に強いヒートシー
ル強さを要する場合 35｛3.5｝以上

レトルト殺菌用袋などで，強いヒートシール
強さを要する場合 23｛2.3｝以上

一般包装用袋などで，内容物の質量が大きく，
やや強いヒートシール強さを要する場合 15｛1.5｝以上

一般包装用袋などで，内容物の質量が小さく，
普通のヒートシール強さを要する場合 6｛0.6｝以上

パートコートまたはイージーピールの袋など
で，ヒートシール強さが小さくてよい場合 3｛0.3｝以上

表２　フィルムの種別

性能項目 種別

ヒートシール強さ
（N/15mm幅）

１種 ２種 ３種 ４種 ５種
35以上 23以上 15以上 ６以上 ３以上

35未満 23未満 15未満 ６未満

機械
パウチのヒートシール

Ⅰ.パウチ性能とヒートシール強さ

第23回PTP基礎講座

大須賀技術士事務所

大須賀　弘
hirOshi OhsuGA

Ohsuga Professional Engineer JP Office

Principle of pouch heat seal
-Pouch performance and heat seal strength-
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　本連載の最初の３稿では，２つのASTMスタンダー

ドガイド，ASTM�E31061）およびE32192）を紹介した。以

降では，特にクリーニングに伴うリスクの測定において，

これらの基準を具体的にどのように実施するかを考察す

る。本稿では，健康に基づく曝露限度値（HBEL）という

概念から導出された新たなハザード評価尺度を提示する。

この評価尺度は，共有施設または一連の設備で医薬品が

製造される場合の相対的なハザードを迅速に評価し，優

先順位を決定する視覚的ツールとして使用することがで

きる。

　2010年に発表されたISPE�Risk-MaPP�Guide3）では，

医薬品製造時のリスク（クリーニングバリデーションな

はじめに

１．リスク評価の指標としてのHBEL

ど）が，作業者の曝露および患者の安全に与える影響を

評価する適切な指標として，１日曝露許容量（ADE）を

導入した。これは，ADEが，当該化合物から得た，す

べての前臨床および臨床データに基づく値であるためで

ある。ICH�Q94）の原則に従い，必要な管理レベル，およ

び求められる労力，手続き，文書のレベル（バリデーショ

ンなど）は，リスクのレベルに見合ったものとするべき

である。したがって，リスクのレベルを測定する手段を

策定することが重要である。

　化合物を単に２種類（非常に危険なものと危険でない

もの）に分類することは誤っており，Risk-MaPPガイド

に記載されているように，患者に対する医薬品のハザー

ドは連続的であることを理解する必要がある。Risk-

MaPPの作成に参加したFDAは特に，Risk-MaPPが医

薬品の毒性を定量化する方法を提供することを求めた。

2014年，欧州医薬品庁（EMA）は健康に基づく曝露限度

値（HBEL）を定義するガイドラインを発行し，HBELと

ADEをPDE（１日曝露許容量）と同義とみなした5）。

※�本稿の原著論文は，Andrew�Walsh；Ester�Lovsin�Barle�Ph.D.；Michel�Crevosier�Ph.D.；David�G.�Dolan�Ph.D.；�Andreas�Flueckiger�
MD.；Mohammad�Ovais；Osamu�Shirokizawa；Kelly�WaldronがPharmaceutical�Onlineに 発 表 し た「An�ADE-Derived�Scale�For�
Assessing�Product�Cross-Contamination�Risk�In�Shared�Facilities（共有施設における製品交叉汚染リスクを評価するための，ADEに基づ
いた尺度）」である。

共有施設において製品の交叉汚染リスクを評価するための
HBELに基づいた尺度

科学とリスクに基づくクリーニングバリデーション 
第４回

連 載

Science Based and Risk Based Cleaning Validation Part 4
An HBEL-Derived Scale For Assessing Product 
Cross-Contamination Risk In Shared Facilities

NPO法人 Center for Pharmaceutical Cleaning Innovation1），ライフサイエンティア株式会社2）

Andrew�Walsh1），白木澤�治2）

Andrew wAlsh1），OsAmu shirOkizAwA2）

Center for Pharmaceutical Cleaning Innovation1）, Life Scientia Limited2）
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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
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■規格・基準設定に向けた標準的ラマンスペクトル取得のための分析条件の最適
化アプローチ（第１回）エストラジオール類の例� �
� 坂本知昭（国立医薬品食品衛生研究所），他

■口腔内崩壊錠の設計に役立つ打錠障害の発生と抑制方法� �
� 槙野　正（菊水製作所，マキノ製剤技術研究所）

■バイオ医薬品に残存する宿主細胞由来タンパク質が品質に及ぼす影響の観点で
問題となったケーススタディ� 新見伸吾（日本化薬）

■リスクマネジメントの視点からの防虫管理（その３）
　リスクアセスメント②�～リスクの特定　管理基準値の目的と根拠～
　� 谷　壽一，木村俊彦，片山庸平（シーアンドエス）
■FDA承認前査察成功の報告� 山本陽一，黒田敦札（ワイエムシィ）
■新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）〔第２回〕
　� 菅原敬信，川俣　治，吉成河法吏（日本PDA製薬学会�バイオウイルス委員会）
■医薬品の物性評価Q＆A
　固体分散体の溶解性のスクリーニング手法� 日本薬剤学会物性FG
■無菌医薬品包装の完全性評価および漏れ試験法（第８回）
　医薬品包装の欠陥を通過できる微粒子のサイズについて� 柘植英哉（元PMDA）
■クリックケミストリーを活用した生体内での放射性医薬品の最終合成
　―Pretargeted�Radioimmunotherapy（PRIT）の活用―�� 矢野恒夫（大阪大学）
■PTP基礎講座（第24回）パウチのヒートシール� 大須賀�弘（大須賀技術士事務所）
■第１–３段階における継続的プロセス検証：デザインスペースとモンテカルロ法

を用いた多変量データモデリング� 川上浩司（京都大学）
■フォーラム富山「創薬」第52回研究会印象記� 大貫義則（富山大学）
■製剤研究者が注目する一押しトピック
■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.158）� �

� 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）

■中小規模組織におけるQRMのインフラ整備（第36回）� 柳澤徳雄

■【製剤と粒子設計】膜透過試験及びフロースルーセル法溶出試験に基づく難溶性
薬物のin vitro経口製剤吸収予測システム（PA-FTC�system）

　� 堀内健佑，妹尾遼太郎，松浦聡予（塩野義製薬）
■【製剤と粒子設計】薬物治療に繋がる放出制御製剤の新たな展開を目指して� �

� 近藤�啓（静岡県立大学）
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