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　「第十八改正日本薬局方作成基本方針」（厚生労働省医

薬・生活衛生局医薬品審査管理課事務連絡，平成28年10

月19日）に記載のとおり，日本薬局方は，「学問・技術の

進歩と医療需要に応じて，我が国の医薬品の品質を適正

に確保するために必要な規格・基準及び標準的試験法等

を示す公的な規範書である」。したがって，最新の科学

技術を反映し，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・改正を行う意義は大きい。また，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，第十八改正日本薬局方（JP18）で新規収載・

改正となった理化学試験法について紹介する（表１）。

はじめに

（1） 一般試験法「2.05　サイズ排除クロマトグラ
フィー」の新規収載

　日米欧三薬局方検討会議（Pharmacopoeial Discussion 

Group：PDG）において令和３年９月に調和合意された

調和文書「G‒20　Chromatography」のなかで，「2.01　

液体クロマトグラフィー」にはない，新たなクロマトグ

ラフィー関連用語が定義されている。その１つがサイズ

排除クロマトグラフィー関連の用語である。また，欧州

薬局方（EP）では，サイズ排除クロマトグラフィーが一

般試験法としてすでに収載済みである。このような国際

的な背景からG-20の内容を考慮しつつ，サイズ排除ク

ロマトグラフィーの試験法案検討が進められた。G-20

の国際調和後，クロマトグラフィー関連の試験法は図１

１．�第十八改正日本薬局方における
理化学試験法の改正点

表１　JP18における理化学試験法の新規収載と改正
新規／改正 試験法

一般試験法 新規 2.05　サイズ排除クロマトグラフィー
一般試験法 改正 2.46　残留溶媒
一般試験法 改正 2.48　水分測定法
一般試験法 改正 2.51　導電率測定法
一般試験法 改正 2.66　元素不純物
一般試験法 改正 9.62　計量器・用器

日本薬局方UPDATE　第十八改正内容解説

理化学試験法改正の概要
Points of Revision on Physicochemical Methods

北里大学 薬学部

加藤くみ子
kumiko sasaki-kaTo

School of Pharmacy, Kitasato University

The Japanese Pharmacopoeia 18th Edition and Future Trends

第３回
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　湿熱滅菌におけるバイオロジカルインジケータ（BI）

を用いた滅菌条件の設定は，ISO規格1），JIS規格2），薬

局方3）等で広く紹介されているが，これらの方法では使

用するBIのＤ値及び菌数N0の値による影響を受ける難

点がある。さらに，滅菌の目標である無菌性保証水準

（SAL）の達成が，対象とする製品のバイオバーデン（BB）

か，あるいは滅菌条件の設定に使用するBIについてで

あるかが曖昧である。また従来のオーバーキル法では

BBの管理を不要とする印象があるが，滅菌プロセスで

殺滅できる微生物の量には滅菌条件により限度があり，

オーバーキル法といえどもBBの管理についての配慮が

必要である。

　以上の点から本稿では，滅菌プロセス効率（SPE）と

TSALに基づく滅菌条件の設定法を提案する。本設定法は，

BIのＤ値や菌数N0からの影響を極力排除することを目

的とする。なお，本稿では湿熱滅菌のうち，容器封入製

品プロセスには言及せずに，滅菌温度121℃の飽和蒸気

プロセスに限定して説明する。

はじめに

（1）目標SALの達成と製品適格性の確保
　無菌医薬品や滅菌医療機器である無菌製品について，

滅菌後のSALは10－6以下であることが世界的に求められ

る。滅菌で重要な点はSAL≦10－6の達成とともに，製品

の安全性／品質／性能である製品適格性の確保である。

滅菌は湿熱滅菌をはじめ，対象の製品に対して過酷な条

件であるので，滅菌後の製品が本来持つ製品適格性の確

保が必要である。製品適格性を確保したうえで製品の

BBのSAL≦10－6を達成することが，滅菌の目的である。

（2）バイオロジカルインジケータ（BI）の役割
　前項「（1）目標SALの達成と製品適格性の確保」で示

したSAL≦10－6の達成に関して，滅菌条件の設定にBIを

用いることが多いが，SAL≦10－6の達成は使用するBIで

はなく製品のBBについて要求されるものであり，BIは

あくまでも滅菌条件の設定のための手段である。

（3）オーバーキル法
　現在でもオーバーキル法を採用する場合にはBBを管

１．滅菌について

滅菌プロセス効率（SPE）とTSALの考え方
湿熱滅菌におけるBIを用いた滅菌条件の設定

Process definition using BI in moist heat sterilization
Concept of sterilization process efficiency（SPE）and TSAL

サクラエスアイ株式会社1），ゲティンゲグループ・ジャパン株式会社2），サクラ精機株式会社3），
スリーエム ジャパン イノベーション株式会社4），大阪大学医学部附属病院5）

髙橋　治1），高野　剛2），金井宏彰3），木村　登4），田中和義3），
城之内幸宏3），齋藤　篤5）

osamu Takahashi1），Takeshi Takano2），hiroaki kanai3），noBoru kimura4），
kaZuYoshi Tanaka3），Yukihiro shironouchi3），aTsushi saiTo5）

SAKURA SI CO., LTD.1）, Getinge Group Japan K.K.2）, SAKURA SEIKI Co., Ltd.3）, 
3M Japan Innovation Limited 4）, Osaka University Hospital 5）
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　個別化医療あるいはプレシジョン・メディシンが叫ば

れて久しい。現在は，すべての人に画一的な医療や投薬

が行われている。投薬量は患者の年齢・体重・身長・健

康状態によらず一律，疾病の判断基準にも，例えば

HbA1cが6.5%以上かつ空腹時血糖値が126mg/dLだった

ら糖尿病というように一律の値が用いられている。新型

コロナウイルス感染症の判定においても，37.5度という

体温がしきい値として用いられていたが，平熱は高い人

も低い人もいるため，各個人の平熱を踏まえた判定基準

を考える必要性が唱えられた。しかしながら，平熱が日

常的に高く，例えば37.5度では微熱程度の方を対象に，

平熱を踏まえた体温判定を実施するには，日常から計測

をし，各個人の「平常」を把握する必要がある。本稿で

は，弊社が取り組む一般住民に対するデジタルデバイス

を用いた計測事例（以下，「ヒューマノームラボ」と呼称

する）２件を例にあげ，デジタルデバイスが個人の健康

状態をとらえられる可能性や，新しい診断薬となりうる

可能性を述べる。

　１例目として，弊社が中心となり「平成30年度健康寿

命延伸産業創出推進事業（産学連携・データ駆動型のイ

はじめに

　　�湯野浜ヒューマノームラボ
～アナログとデジタルを
健康でつなぐ

１

ノベーション創出基盤構築事業）」の支援を受けて実施

した，１カ月間の住民健康計測を取り上げる。本計測は，

遠隔診療のAMI，健康サプリのWellnas，睡眠のニュー

ロスペース，腸内細菌のメタジェン，エピゲノムのレリ

クサという，生体計測における先端ベンチャー５社とタッ

グを組み，全体の統括とデータの統合解析を弊社が担当

した。計測対象として40代から60代の山形県鶴岡市の温

泉地・湯野浜付近で働く方々を25名リクルートした。こ

の計測の目的は，同一の個人から同時期に複数の健康診

断・デジタルデバイスの計測を実施することで，健康な

人の日々の活動を追跡することである。病院であれば，

定期的に看護師が計測できるが，本計測は毎日仕事をし

ている人の院外での計測となる。開始時と終了時の身体

検査・血液検査を除いて，住民の方に対してなるべく日

常に支障がないように計測することを重視し，デバイス

の選定および計測を実施した（図１）。

図１　 湯野浜ヒューマノームラボで計測に用いたデバイス。左から
右に向かって，（上段）携帯電話，活動量計，血圧計，（下段）
睡眠計，食事内容の計測画面，腸内環境情報の計測キット。

デジタルデバイスとAIを融合した
新しいクスリの形

デジタルトランスフォーメーションで変わる医療

A New Form of Drugs by Integrating Digital Devices and AI

株式会社ヒューマノーム研究所

瀬々　潤
Jun sese

Humanome Lab., Inc.

連載
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　本連載は医薬品製造施設の製造工程での昆虫類による

汚染防止を目的としたリスクアセスメントについて述べ

てきた。前回，異物混入は流通過程，服用時などさまざ

まな場所で発生する可能性があり，原因と工程の特定に

は異物分析だけではなく広範囲の情報とその分析が必要

になることを解説した。リスク評価はリスクの重大性の

要素を抽出して検討するが，医薬品の場合は健康被害の

有無とその重篤度のクラス分類がリスク評価の重要な項

目となる。今回は生体由来異物による回収事例からの考

察と異物混入発生時のリスク評価の考え方について述べる。

（1）医薬品の回収の判断基準
　日本の医薬品等の回収は平成12年３月８日付の厚生省

（当時）の医薬安全局長通知（医薬発第237号）「医薬品等の

回収について」（以下，旧回収通知とする）において初め

て明記された1）。この内容は平成26年11月21日付厚生労

働省医薬食品局長通知（薬食発1121第10号）「医薬品・医

療機器等の回収について」で改定されている2）。

　医薬品・医療機器等の回収に関する基本的な考え方は

はじめに

１ 医薬品・医療機器等の回収と
クラス分類の定義

ここに示されているが，その抜粋を資料１〔稿末〕に示

しリスクマネジメントに関係する内容に下線を加筆した。

薬食発1121第10号では混入した異物の種類及び製品の品

質の項で回収は保健衛生上問題が生じないことが明確に

説明できない場合とされ，特に無菌製剤は無菌保証が確

実か否かを重要な判断基準とすると明記された。またロッ

ト又は製品全体に不良が及ばないことの説明は不良発生

の原因と工程の特定，参考品等により品質に問題がない

ことの確認，不良発生防止のための措置が適切に講じら

れていたことを説明できること，同様の品質に関わる苦

情が多数発生していないことの確認が必要と述べられて

いる。異物が混入した工程と原因を明確にし，適切な管

理が行われていることが説明できなければ回収の判断を

求められていると解釈できる。

（2）健康被害のクラス分類
　健康被害のクラス分類とそれに基づく回収の考え方に

ついては「回収に係るクラス分類の定義及び判断基準」

が示されている（資料１）。不良医薬品の使用によりもた

らされる健康への危険性が重篤な健康被害かどうか，治

癒可能な健康被害かどうか，また重篤な健康被害の恐れ

がないか，健康被害は考えられないかによりクラス分類

し「回収に当たっては基本的にクラスⅡに該当するもの

と考え, 健康被害発生の原因になるとはまず考えられな

い積極的な理由があればクラスⅢに」と記されている。

リスクマネジメントの視点からの防虫管理

Pest management concept from the perspective of ICH Q9 quality risk management
Part 8：Risk Assessment 7

－Cases of Drug recall and risk evaluation due to contamination with foreign matters 
such as insect or hair－
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リスクアセスメント⑦
～生体由来異物混入の回収事例とリスク評価～
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　遺伝子治療は，遺伝子を導入・改変することにより疾

患を治療するものであり，遺伝性疾患をはじめとする種々

の難治性疾患への応用が期待される。遺伝子を直接体内

に投与するin vivo遺伝子治療については，目的遺伝子を

ウイルスに組み込んだウイルスベクターや環状DNAに

組み込んだプラスミドベクターが用いられるが，近年で

は，その安全性や標的組織指向性，遺伝子発現の持続性

などの利点から，アデノ随伴ウイルス（AAV）ベクター

の利用が主流となっている。

　AAVは，パルボウイルス科ディペンドウイルス属に

分類される直径20nm程度の非エンベロープウイルスで

あり，VP1，VP2，VP3の３種類のカプシドタンパク質

から構成される正20面体構造のカプシド中に，約4.7kb

の１本鎖DNAゲノムを内包する構造を有している（図１）。

天然には少なくとも13種類の血清型＊1が存在しており，

それぞれ組織への指向性が異なることが知られている。

AAVは，アデノウイルスなどのヘルパーウイルスと同

時に感染することにより初めて増殖が可能となるウイル

はじめに
スであり，単独で感染しても増殖することができない。

また，ヒトでの病原性は確認されていない。AAVベク

＊1：表面の抗原をもとに分類したウイルスの型。AAVについては，単にカプシドタンパク質のアミノ酸配列が異なる場合にも，異なる型
として規定されるケースがある。最初に発見された血清型はAAV2であり，最も研究が進んでいる。そのほか，肝臓に指向性が高いと
されるAAV8や，血液脳関門を越えて神経細胞に遺伝子導入が可能なAAV9などが治療用ベクターとしての開発に用いられている。標
的組織指向性を高めるなどの目的で，人工的に配列を改変した血清型もつくられている。

20nm
VP1：VP2：VP3
= 1：1：10AAV

ゲノムDNA
カプシド

VP1
VP2
VP3

Cap ITR

ITR ITR任意の配列

4.7kb

ITR Rep野生型

ベクター

図１　AAVベクターの構造
AAVは，直径20nm程度の非エンベロープウイルスである。AAV
ゲノムは，約4.7kbの１本鎖DNAであり，ゲノムの複製などに重
要な折り返し構造を形成するITR（inverted terminal repeat）配列
に挟まれる形で，複製等に関与する非構造タンパク質をコードす
るRep遺伝子，カプシドタンパク質をコードするCap遺伝子が存
在している。
AAVベクターは，ゲノム中のRepおよびCap遺伝子を任意の配列
に置き換えたものである。

アデノ随伴ウイルス（AAV）
ベクターを用いた遺伝子治療

――免疫反応が有効性･安全性に及ぼす影響

Immune responses involved in the efficacy and safety of gene therapy
using adeno-associated virus vectors

国立医薬品食品衛生研究所 遺伝子医薬部

山下拓真，山本武範，内田恵理子，井上貴雄
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