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1. ICH M7（R2）の目的、経緯、今後の予定

2.安全性関連セクションのおさらい

3.Q&Aと関連セクションの説明

Agenda
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• DNA反応性（変異原性）不純物を評価及び管理する上での考慮事
項を解説

• 医薬品開発時、製造販売承認申請時及び／又は原薬等登録原簿に
おいて提供すべき情報に関し、さらなる明確な説明を提供する

• 関係者間での意見の合致を推進するとともに、調和を促す

ICHM7(R2)Q&Aの目的
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・2014年に施工され、M7対応の経験や知見が蓄積
・ガイドライン文書の解釈に迷う箇所を明確にする



2018年11月 シャーロット対面会議，Q&A議論開始
2019年 6月 アムステルダム対面会合

以降現時点まで、Virtual meetingを20回以上開催
2020年 6月 Q&A （合計25個の質問事項に集約）Step 2b到達
2020年 7/8月 Q&A パブコメ（国内）

→国内の意見（合計78コメント）をまとめてEWGへ提出
2021年 10月 個別化合物の許容摂取量の補遺 Step 2b到達
2021年10/12月 補遺パブコメ（国内）
2022年4月 Q&A step3サインオフ
2022年10月 個別化合物の許容摂取量の補遺Step3サインオフ予定

ICHM7(R2)EWGの経緯と今後

4 年 ワークショップ2022 ICHM7/QSAR 



ICH M7ガイドラインの概要
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第1 ~ 4項
ガイドライン
の目的等

第5項
不純物の評価

第6項
ハザード評価
の要件

第7項
リスクの
特性解析

第8項
管理

第9項
ドキュメン
テーション

どの不純物でアセ
スメントが必要?  -
実在，潜在，分解
物

不純物は変異原
性か?
QSAR + Ames

許容限度値は? (TTC, 
化合物特異的限度，
生涯より短い場合)

期待される内容，
管理オプション，
ライフサイクル

当局提示資料で
期待される内容

適用範囲，一般
原則，市販製品
に関する検討事
項

Ref) ICH M7 Audio Presentation



ICH M7ガイドラインのポイント

• 新概念
– in silico予測の利用をガイドラインに取り込んだ
– 毒性学的懸念の閾値（TTC：threshold of toxicological concern）でリスク管理
– 経験的には利用されていた管理オプションを明文化した
– 不純物除去におけるパージファクターの概念をガイドラインに取り込んだ

• 適用
– 臨床開発段階に適用する
– 生物学的製剤／バイオテクノロジー応用医薬品，ペプチド，オリゴヌクレオチド，放射性
医薬品，醗酵生成物，生薬及び動植物由来の医薬品を対象としていない

• 各種リスク評価の具体化
– 製造工程の一部しか変更されない場合，変異原性不純物のリスク評価は
変更により新たな変異原性不純物が生じるか
変更が行われた工程において生成する変異原性不純物が増加するか
上流工程からの既知の変異原性不純物が増加するかどうかに限定すべき
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評価の流れ

文献検索

DB調査

•試薬A、B、C、D
•中間体A、B、C、D
•不純物A、B、C、D、E、F

QSAR

解析

•試薬A、C、D
•中間体A、B、D
•不純物A、B、C、D、E、F

管理
•試薬A
•中間体C、D
•不純物A、D、F

試薬B：Ames陰性
中間体C：Ames陽性

試薬C、D：No alert

中間体A、B： No alert

不純物B、C、E：No aleret

評価対象不純物選定：①実際の不純物、②潜在的な不純物、
として最終原薬混入CMC

安全性
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ICHM7ガイドライン Q&A

• 緒言：変異原性と遺伝毒性の用語の定義、1mg/day以下or 超える不純物評価
• 適用範囲：半合成医薬品は対象か？
• 一般原則：非変異原性発がん性物質及び変異原性非発がん物質の取り扱いについて
• 市販製品に関する検討事項：変異原性不純物限度値のの見直しが求められる臨床用

量増量の基準
• ハザード評価の要件：QSARモデルのバリデーション、OODやnon-coverageの取り

扱い、染色体陽性不純物の取り扱い、注３のフォローアップアッセイ
• リスクの特性解析：In vivoフォローアップ試験結果に基づく化合物特異的許容値設

定について、クラス２，３不純物が3つ以上存在する場合の取り扱い
• 管理：オプション４管理戦略の適用場面・考慮すべき要素、
• ドキュメンテーション
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Q: 不純物の1日摂取量が1 mg以下の場合、不純物の変異原性の評価には何が期待されるか？
– QSARを用いた評価
– 警告構造が認められた場合は、フォローアップとしてin vitro評価の実施が考えられる。
– いずれかの評価で問題が無い場合、その不純物はクラス５に分類される。

Q: ある不純物について、2つの適切な(Q)SARシステムで陰性と予測され、その1日摂取量が1 mg以
下の場合、追加の遺伝毒性試験は推奨されるか？

– 推奨されない。
– ある不純物が、2つの適切な(Q)SARシステムで陰性と予測され、1日摂取量が1 mg以下の場
合、追加の遺伝毒性試験は必要とされない。

Q:不純物の1日摂取量が1 mgを超える場合、不純物の遺伝毒性評価には何が推奨されるか?
– 長期投与において不純物の1日摂取量が1 mgを超える場合には、不純物の分類にかかわらず、
最小限のスクリーニング遺伝毒性試験（点突然変異及び染色体異常）を検討することがで
きる。

1項に関するQ&A

9 年 ワークショップ2022 ICHM7/QSAR 

Step 2



1項に関するQ&A

10 年 ワークショップ2022 ICHM7/QSAR 

A: 不純物量が1mg以下の場合、QSARのみの評価で変異原性を否定できるが、
1mgを超えると、Wet試験の実施を考慮する。

ICHQ3Aで定める閾値
1日最大投与量 報告の必要な閾値 構造決定の必要な閾値 安全性確認の必要な閾値
≤ 2g/日 0.05 0.10％又は1日摂取量1.0 mg

（どちらか低い方）
0.15％又は1日摂取量
1.0mg
（どちらか低い方）

> 2g/日 0.03 0.05％ 0.05%

Q: 200 mg/日の医薬品AはQ3Aに従うと0.3mgの不純物について安全性確認が必要とな
るが、M7では「長期投与において不純物の1日量が1 mgを超える場合には、ICH 
Q3A/Q3Bで推奨している遺伝毒性評価を考慮することができる。」と記載されている。
どちらを優先するべきか？

Step 2



3項に関するQ&A
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Q:非変異原性の発がん性不純物は、ICH M7に従って管理する必要があるか？

A:不要。細菌を用いる復帰突然変異試験で陰性の発がん性物質は、DNA反応性
の発がん機序を有していないため、ICH M7ガイドラインの適用範囲外である
（例えば、アセトアミドやヒドロキシルアミンなど）。

Q: 変異原性を有する非発がん性不純物は、ICH M7に従って管理する必要がある
か？

A: 不要である。適正に実施された適切な動物試験で非発がん性が実証された変
異原性物質は、クラス5の不純物と同様に扱われる。

Step 2



6項に関するQ&A (1/4)

Q:社内で開発された、又は一般的に使用されていない(Q)SARモデルがバリデー
ションされていることを十分に証明するためには、どのような情報及び／又は文
書を規制当局へ提供すべきか？

A: (Q)SARモデルは、経済協力開発機構（OECD）によって定められたバリデー
ションの一般原則に従っている必要がある」としている［OECD Validation, 
2007］
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1. エンドポイントの定義
2. 曖昧さのないアルゴリズム
3. 適用領域の定義
4. 適合度、頑健性及び予測性
の適切な指標
5. メカニズムに関する解釈

Step 2



6項に関するQ&A (2/4)

Q: ICH M7で示されている2つの(Q)SARモデルのうち、1つでout of domain又
はnon-coverageの結果が得られた場合、その不純物はクラス5の不純物として
分類できるか？

A:分類できない。Out of domain又はnon-coverageはクラス5に相当しないと
考えられ、追加の評価が必要となる。
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Step 2



In silico結果と変異原性試験（Ames試験）結果
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統計ベース(Q)SAR
結果

知識ベース(Q)SAR
結果

化合物数 Ames陽性
割合(%)

陰性 陰性 7,978 8.1

陽性可能性の低いOOD 陰性 1,415 8.8

OOD 陰性 2,027 11.3

陰性 判断不可 314 11.8

OOD OOD 1,558 11.8

判断不可 判断不可 93 20.4

判断不可 陰性 668 23.2

陽性 陰性 353 24.6

陽性 判断不可 155 27.7

OOD 判断不可 78 28.2

OOD 陽性 296 36.1

陰性 陽性 499 37.5

判断不可 陽性 516 50.6

陽性 陽性 1,253 59.7
Regulatory Toxicology and Pharmacology 102 (2019) 53-64にもとづき作成 15,886化合物（QSARモデル構築には使われていない）、

約18％がAmes陽性



6項に関するQ&A (3/4)

Q: Ames試験では陰性が示されたが、染色体異常誘発試験（例えば、染色体異
常試験など）では陽性であった不純物は、ICH M7分類システムでどのように分
類されるか？

A: Ames試験の結果が陰性であった場合は、クラス5の不純物とみなされる。染
色体異常誘発試験の結果が陽性であった場合の対応は、ICH M7の適用範囲外で
ある。
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個別化合物のモノグラフに変異原性/
遺伝毒性情報として染色体異常試験の
結果があるものは掲載されているが、
その結果はM7ガイドラインの分類に
影響しない

Step 2



6項に関するQ&A (4/4)

Q: Ames試験で変異原性が認められた物質
のin vivoでの関連性を検討するためのフォ
ローアップとして注3に含められた試験の
妥当性について明確化してほしい。

A: Ames試験で陽性の不純物の場合、変異
原性エンドポイント（突然変異誘発性）を
検討するin vivoフォローアップ試験を使用
すべきである。注3に示されているその他
のフォローアップ試験についても、その使
用を支持する科学的根拠が示されていれば
許容される。
ICH S2に従って曝露が十分であることを証
明する必要がある。
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Step 2



7項に関するQ&A (1/3)

Q: Ames陽性の不純物について、適切なin vivo試験で明らかに陰性の結果が得られた場
合、in vivoにおける変異原性がないことを証明するのに十分か？

A:十分である。適切に実施され、科学的妥当性が示されたin vivo試験は、in vivoにお
ける変異原性がないことを証明するのに十分である。In vivo試験の結果が明らかに陰性
であった場合、その不純物はICH M7のクラス5に分類できる。

Q: Ames陽性の不純物について、適切なin vivo試験で陽性の結果が得られた場合、その
in vivo試験結果を基に化合物特異的不純物の限度値を設定することができるか？

A:できない。In vivo遺伝子突然変異試験は、エンドポイントが突然変異であって発がん
性ではない（すなわち、ハザードの同定に用いられる）ことから、現在のところ、直接
的に発がんリスクを評価できることが検証されていない。これらの試験の結果は、作用
機序の特定につながる可能性がある他、証拠の重み付けに基づく評価に利用可能なデー
タを補完することで追加の試験戦略を指示する可能性がある。
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In vivo遺伝子突然変異試験のNOAELと
がん原性試験のTD50の相関性は不明

Step 2



7項に関するQ&A (2/3)

Q:一生涯よりも短い期間（less than lifetime：LTL）に基づくアプローチを、表
2と同じ比率を用いて許容摂取量（acceptable intakes：AIs）又は許容一日曝露
量（Permissible Daily Exposures：PDE）に適用することはできるか？

A:LTLアプローチは、TTC又は化合物／クラス特異的AIに基づく曝露限度値が設
けられている化合物に適用できる。しかしながら、このアプローチをPDEに適用
することはできない。個々の事例によっては、短期間の曝露（30日以下）にお
いては、より高い曝露量が許容される場合もある。
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アニリンはPDEが許容値として設定さ
れているので、LTLは適用不可

アニリンの発がんメカ：
1. 脾臓でアニリンが赤血球へ優先的に結合し、損傷細胞が脾臓

に蓄積し、鉄が蓄積
2. 鉄を介した酸化ストレスで、脂質過酸化、タンパク質付加体、

タンパク質酸化、形質転換増殖因子を誘導。
3. 長期曝露での酸化ストレス増加は、ラットで観察された細胞

過形成、線維症、腫瘍原性の一因。
※ラットのアニリン誘発性腫瘍原性の用量反応は非線形

Step 2



7項に関するQ&A (3/4)

Q:原薬の規格に規定されたクラス2又はクラス3の不純物が3つ以上の場合、「表
2：個々の不純物に対する許容摂取量」が適用されるか？

A:適用される。このシナリオでは、表2に示されている限度値（例えば、10年超
一生涯で1.5 µg/日以下）に従って、それぞれの「個々の不純物」に対する限度
値を原薬の規格に記載する。さらに、表3に示されている限度値（例えば、10年
超一生涯で5 µg/日以下）に従って、「変異原性不純物の合計値」も原薬の規格
に記載する。 ガイドラインにあるように、化合物特異的な許容限度値やクラス
に関連した許容限度値を有する不純物（クラス1）と、製剤で生成する分解生成
物は、変異原性不純物の合計値から除外される。
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Step 2



Q: 医薬品開発中に(Q)SAR 予測を実施した場合、製造販売承認申請に際して繰り
返す必要があるか？

A: (Q)SAR モデルは、細菌を用いる復帰突然変異試験の新規データや、より精密な
警告構造のデータを伴って定期的に更新される。（中略）医薬品開発者は、利用
可能な最新のデータが確実に予測に反映されるよう、初回承認申請前に(Q)SAR 予
測を再度行うことが推奨される。後に、他の規制当局の管轄で承認申請を行う場
合は、再評価を行うことを考慮してもよい。例えば、陰性予測の結果について疑
わしいと考える理由がある場合（例えば、芳香族アミンが存在するにもかかわら
ず、モデルの予測が陰性であるなど）などがある。初回のグローバルでの承認申
請時に行った予測で使用したソフトウェアが最近のバージョンではない場合にも、
再評価を考慮してもよい。
一般的に、2014年のICH M7公表以前に開発されたモデルによる予測は許容できな
いとみなされる。

9項に関するQ&A

20 年 ワークショップ2022 ICHM7/QSAR 

Step 2



QSARソフトのバージョンの予測結果への影響
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Regulatory Toxicology and Pharmacology 118 (2020) 104807

 バージョンアップで20％程度の予測結果が変化した
 陰性から陽性に変わった化合物は5%未満だった



ご清聴ありがとうございました
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