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　ニトロソアミンはアミンにニトロソ基をもつ化合物

（R1-N（-R2）-N＝O）の総称で，２級アミン／３級アミン

等が亜硝酸などのニトロソ化剤と反応して生成すること

が知られている。これらの化合物は医薬品中の変異原性

不純物の評価および管理を定めたICHのM7ガイドライ

ンにおいて，著しい発がんリスクの可能性があるグルー

プ（cohort�of�concern）に分類されており，毒性学的懸念

の閾値（TTC：threshold�of� toxicological�concern）であ

る1.5μg/dayを下回る摂取量であっても許容されない状

況である。したがって，医薬品への混入は厳しく制限さ

れるべき不純物である。

　2018年６月にバルサルタン原薬において発がん性物質

N-ニトロソジメチルアミン（NDMA）が検出されたこと

を皮切りに，FDA，EMAなどの規制当局が調査を行った。

その結果，バルサルタン原薬の特定ロットの汚染ではな

く，その他のサルタン系の原薬やH2ブロッカーである

ラニチジン，ニザチジン，糖尿病治療薬のメトホルミン

からもニトロソアミン不純物が検出され，世界的に医薬

品の回収が行われた。日本においても厚生労働省が製造

販売業者に対し，これらの原薬およびこれを含む製剤に

ついて，適切な検査水準で分析を行うことを指示すると

ともに，分析の結果，暫定基準値を上回ることが否定で

きない場合には，医療機関等への情報提供とともに回収

すべきことを指示している。

はじめに
　欧米ではニトロソアミン混入に関するリスク評価の対

象はすべての医薬品に広がっており，中国，台湾におい

ても規制を強化する動きがあることから，日本において

もニトロソアミン不純物の規制は厳格化されることが予

想される。本稿では，ニトロソアミン不純物に求められ

る品質管理，リスク評価の概要とその管理において必要

となる試験法について紹介する。

　サルタン系，ラニチジン系医薬品にニトロソアミン類

が検出されたことを背景に，欧州医薬品庁（EMA）は，

2019年９月にすべての医薬品（ジェネリック医薬品や

OTC製品を含む）の製造販売業者に対し，ニトロソアミ

ン類の混入リスクを評価し，適切なリスク低減策を講じ

るよう通達した1）。その後，米国食品医薬品局（FDA）は

医薬品中のニトロソアミン類の管理に関するガイダンス

を2020年９月に発出した2）。医薬品に含まれているニト

ロソアミン類のリスク評価を実施し，適切なリスク低減

策を講じる手順に関して，EMAと米国FDAが発出した

ガイダンスに大きな差はないが，以下の項目に沿って比

較し，それぞれの留意点についてまとめた。

（1）FDAとEMAガイダンスのスコープ
　FDAガイダンスでは，すべての化学合成により製造

される医薬品有効成分（API）とそれらを含む製品，その

１． 医薬品中のニトロソアミン類の
管理について

医薬品中のニトロソアミン類のリスク評価と
その試験法

～定量限界0.03ppmへの挑戦～
Risk evaluation and test method for nitrosamines in pharmaceutical products

～Challenge to LOQ 0.03ppm～

シオノギファーマ株式会社

岩井武樹，柿沼誠，吉田将勇，福井隆広，長尾恭子
taKEKi iwai, maKoto KaKinuma, maSayuu yoSHiDa, taKaHiro FuKui, KyoKo naGao

Shionogi Pharma Co., Ltd.
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　ISPE（国際製薬技術協会）日本本部1）の無菌COP（委員

会）環境モニタリングWG（ワーキンググループ）では，

無菌医薬品製造における環境モニタリングについて研究

を行っている。そのうち以下の研究成果については，

ISPE日本本部の年次大会において報告した。

・�無菌医薬品製造区域における「リスクに基づく環境モ

ニタリングの提案」（2017年５月）

・�無菌医薬品製造における「FDA483から学ぶこと」

（2018年５月）

・�無菌医薬品製造における「培地充填試験およびスモー

クスタディに取り込むべき介入作業／リスクベースの

絞りこみ手法」（2019年５月）

　研究成果を広く活用していただくために，年次大会に

おける報告を再編集し，本誌において以下のとおり連載

することとした。

連載の概要

　近年の無菌医薬品の製造施設ではアイソレータを導入

した設備構築が進んでいるが，無菌室（グレードB）にア

クセス制限バリアシステム（以下，RABS）やコンベンショ

ナルブースを設置し無菌操作法により製造している施設

も多く存在する。輸液製剤の充填ラインでは，アンプル，

バイアルおよびシリンジ製剤に比べ，一次容器が大きい

ため，RABSやコンベンショナルブースで設備構築され

ることも多い。

　無菌医薬品を製造する作業室では製品汚染防止のため

事前に環境状態を把握することが重要であり，特に無菌

室（グレードB）では製品への影響が大きいことからグレー

第１回（本号）　�リスクに基づく環境モニタリングの提

案

第２回� �培地充填試験に取り込むべき介入作業

リスクベース手法の提案

第３回� �スモークスタディに取り込むべき介入

作業　リスクベース手法の提案

はじめに

無菌医薬品製造における
環境モニタリングと介入作業

リスクに基づく環境モニタリングの提案
（1） Proposal for Risk-Based Environmental Monitoring

Environmental Monitoring and Manual Intervention
in Aseptic Pharmaceutical Manufacturing

その１

田辺三菱製薬株式会社1），千代田化工建設株式会社2），あすか製薬株式会社3），

アステラス製薬株式会社4），合同会社エクスプロ・アソシエイツ5）

松田宗智1），加藤俊介2），水竹大悟3），尾山　大4），望月　清5）

munEtomo matSuDa1）, SHunSuKE Kato2）, DaiGo mizutaKE3）, Dai oyama4）, KiyoSHi moCHizuKi5）

Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation1）, Chiyoda Corporation2）, 
ASKA Pharmaceutical  Co., Ltd.3）, Astellas Pharma Inc.4）, Xpro Associtates LLC5）
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　2010年に発出されたICH�Q8（R2）ガイドライン「製剤

開発に関するガイドライン」におけるクオリティ・バイ・

デザイン（QbD）に基づいた医薬品の開発は，製造工程

の深い理解と体系的な品質リスクマネジメントにより，

品質の高い製品の生産を可能にし，結果として品質関連

の回収および欠品リスクの最小化が期待されている1,�2）。

また，デザインスペース（DS）またはリアルタイムリリー

ス試験（RTRT）の活用により，従来の薬事規制よりも製

薬企業は柔軟な対応ができるようになった。さらに，

QbD要素を含む承認申請資料の提出により，規制当局

がより詳細な品質情報へアクセスすることが可能になり，

申請から承認までの審査期間が短縮される可能性も示唆

された3）。そこで，ICH�Q8（R2）ガイドライン発出から

10年経た今，（1）DSやRTRTを活用したQbD開発率，（2）

QbD開発品の品質関連での自主回収率，および（3）医薬

品医療機器総合機構（PMDA）による新薬の審査期間の

３つの観点について，QbD開発の影響を調査した結果

を紹介する4）。

　2009～2018年までにPMDAにより承認された新有効

成分含有医薬品384品目のうち，DSおよびRTRTなどの

QbD要素を取り入れて開発された医薬品について，

はじめに

１． DSやRTRTを活用した  
QbD開発率

PMDAが公表している審査報告書に基づいて調査した5）。

その結果，承認品目のうちQbD要素を取り入れた開発

は2009年での９%（２品目）から2018年では71%（27品目）

に増加していた（図１）。一方，2009～2018年までにDS

を用いた開発は原薬と製剤の両方で全調査品目中２%，

製剤におけるRTRTを用いた開発は３%にとどまった。

DSやRTRTが積極的に導入されていないことから，製

薬企業が薬事規制上の柔軟性をそれほど求めていないこ

とが示唆された。なお，米国においてブレークスルーセ

ラピー指定され，2013～2018年に承認された医薬品に対

する筆者らの研究においても同様に，承認品目あたりの

DSおよびRTRTの活用率は９%（６品目）および５%（３

品目）と限定的であった6）。これは製薬企業において，

実生産サイトで再度プロセスバリデーションを実施する
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図１　QbD要素を取り入れた開発の状況�
DS：デザインスペース，RTRT：リアルタイムリリース試験�

医薬品のクオリティ・バイ・デザイン開発による
新薬の審査期間および品質への影響
Impact of Quality by Design Development on the Review Period of 

New Drug Approval and Product Quality

東京理科大学大学院 薬学研究科1），MSD株式会社2）

梶原英司1,�2），神里春樹1），鹿野真弓1）

Eiji Kajiwara1, 2），HaruKi Kamizato1），mayumi SHiKano1）

Department of Pharmaceutical Sciences, Tokyo University of Science1）, MSD K.K.2）
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　無菌注射剤市場は，バイオ医薬品の成長に伴い，需要

が着実に伸びている（図１）。

　無菌注射剤の開発では，最終製品の剤形としていくつ

かの選択肢があるが，バイアル製剤（液剤または凍結乾

燥製剤），プレフィルドシリンジ，カートリッジが最も

一般的である。プレフィルドシリンジ製剤市場は注射剤

の自己投与の普及により，2026年までに95.3億ドルに達

すると予想されている。プレフィルドシリンジは，重症

患者の利便性や治療成績の向上など，大きな利点を備え

ている。

　・�速やかに投与可能であること。これは，重症患者の

治療では特に重要である。

　・�慢性疾患患者が在宅で自己投与可能であり，入院す

る必要がないこと3）。

　・�汚染リスクを低減できること（投与前に調製する必

要がないため，微生物汚染および薬剤の交叉汚染の

はじめに
双方を防ぐことができる）。

　・�わずかな操作のみで投与可能であるため，医師の外

傷リスクを最小限に抑えることができること。

　・�投与精度を高めることができること（目標量を投与

できるよう充填量が正確に設定されており，過充填

は必要ない）。

　・�高額なバイオ医薬品では特に，コスト削減が可能で

あること。投与後のプレフィルドシリンジの針に残

存する原薬は微量であり，製造工程全体の収率が向

上するからである。

　過充填が必要とされることが多い開発・治験段階では

バイアル製剤などの他の剤形を用い，市販後はプレフィ

ルドシリンジ製剤として販売することは少なくない。し

かし，プレフィルドシリンジ製剤など，注射剤と医療機

器を組み合わせたコンビネーション製品の開発は複雑で

あり，適切な製品を円滑に開発するには大きな資源投入

が必要である。

　初期のバイアル製剤から市販用製剤に切り替えるのに

最も良いタイミングは第III相臨床試験開始前であろう。

NDA/BLA承認品目のうち注射剤が占める割合

注射剤 その他の剤形 注射剤の占める割合

図１　�新薬承認申請（NDA）／生物製剤承認申請（BLA）承認品目のうち注射剤が占める割合
出典：�CDER�and�CBER�Approvals�-�PharmSource�Injectables�ReportおよびFDAウェブサイト

注射剤のプレフィルドシリンジ製剤への
切替えにおける課題と実践的ソリューション

Challenges And Practical Solutions For Switching To Prefilled Syringes For Injectables

Thermo Fisher Scientific, Pharma Services （Patheon）／パセオン株式会社

Vincenza�Pironti,�PhD.1）,�Madhu�Raghunathan2）,�Roman�Hlodan3）
Global SME, Sterile Drug Products 1）, Director, Product Management 2）, Staff Scientist, R&D 3）
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ファームテク編集部へのご意見，ご質問，ご感想等は

じほうホームページは

E-mail アドレス：pt@jiho.co.jp
http：//www.jiho.co.jp

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
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■バイオ医薬品製造技術の最新動向� 岡村元義（ファーマトリエ）
■無菌医薬品製造における環境モニタリングと介入作業（その２）
　� 松田宗智（田辺三菱製薬），望月　清（エクスプロ・アソシエイツ），他
■Pharma�PSE�Spotlight（第13回）� 杉山弘和（東京大学）
■新型コロナウイルス感染症対策　技術とポイント
　～いまできる対策と中長期的な対策の方針・計画づくり～
　� 杉内章浩（竹中工務店）
■オーバーキルを斬る� James�Agalloco（Agalloco＆Associates）
■リスクマネジメントの視点からの防虫管理（その４）リスク分析
　� 谷　壽一，他（シーアンドエス）
■バイオアッセイ・統計のエッセンス（第２回）� 内田圭介（中外製薬工業）
■バイオ医薬品のCMC薬事担当者養成
　～基礎をおさえ，一歩進んだ次世代CMC薬事へ～（第５回）� 李　仁義（神戸大学）
■医薬品の物性評価Q＆A� 日本薬剤学会物性FG
■Quality�by�Designに基づく乾式造粒法の高含量製剤設計
　� 寺下敬次郎（大阪ライフサイエンスラボ），松井　航，他（パウレック）
■PTP基礎講座（第26回）PTP機（真空ドラム）� 干場良和（イワクロ）
■第11回製剤技師認定試験�問題と解説（１）（基礎編）
　� 公益社団法人�日本薬剤学会�製剤技師認定委員会
■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.160）
　� 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38回）� 柳澤徳雄

【製剤と粒子設計】乾式コーティング装置�ノビルタ� 安田真人（ホソカワミクロン）
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