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① ICH M7に関する Q&A
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Q:
金属を含む試薬類について、金属部分以外が有機化合物からなる場合はM7の対象との認識でよろしいでしょうか。
このような試薬は解析ソフトでは金属部分がOut of Domainとなることが多いため、評価が難しいことが多々あります。書籍にはブチルリチウ
ムの例が載っていましたが、例えばDAIBAL（水素化ジイソブチルアルミニウム）のような試薬も同様に、電気陰性度の差や加水分解しやすい
か等を考えたらよいのでしょうか。
金属を含む試薬のQSAR評価に関して、何かお考えがあればお伺いしたいです。

A:
金属を含む構造はQSARでは評価不可（OOD）となってしまいますので、その原因構造（金属部分）を除いた構造式で変異原性予測するのが良
いと思います。また、GRAS（Generally Recognized As Safe）でtype1にカテゴライズされる無機塩が変異原性を示す可能性は低いので、金属
以外の部分に特段の懸念が無ければアラートなしと取り扱えると思います。
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QSARについて
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Q:
変異原性評価（既知情報調査、QSAR、Ames試験）に関連する情報は、申請資料にどのように記載しているか（記載内容、記載場所など）。
A:
Q&A（Step2）には以下の記述があります。
-Module 2: a brief summary of the ICH M7 risk assessment and control strategy should be included (sections 2.3 and 2.6).
-Module 3: the ICH M7 risk assessment and control strategy should be provided in detail. This type of information is often placed in section 
3.2.S.3.2 Impurities. A table summary of the ICH M7 hazard assessment and ICH M7 impurity control strategy is recommended to improve 
clarity.

Contents of summary table for hazard assessment: 1. chemical structure, 2. (Q)SAR results (pos/neg predictions, out-of-domain), 3. bacterial reverse mutagenicity assay results if it is 
available, 4. ICH M7 impurity class (1-5) assignment, and 5. supporting information (e.g., information/links for bacterial reverse mutagenicity assays, literature reports, (Q)SAR expert 
analysis, etc.). The in silico systems used (name, version, endpoint) can also be noted.
Contents of summary table for impurity control strategy table:  1. impurity origin (e.g., synthetic step introduced, degradant, etc.), 2. ICH M7 class, 3. purge factors (e.g., measured or 
predicted), 4. ICH M7 control Option (1-4), 5.control strategy (i.e., including in-process or compound testing rationale), and supporting information (e.g., information/links for justifications, 
calculations). 

-Module 4: full safety study-related information on impurities (e.g., bacterial reverse mutagenicity assay reports, (Q)SAR reports, 
genotoxicity test reports, additional testing, etc.) should be included to support the risk assessment and control strategy. This information is 
often placed in section 4.2.3.7.6 Impurities (see ICH M4S for additional information) and can be cross-referenced to Module 3 by hyperlinks. 
Q:
申請資料にはどのような資料を添付しているか？（特にQSAR関連。例えばクラス分類の根拠を記した社内独自の報告書等を添付しているで
しょうか？）
A:
Module3の記載が中心となるが、その根拠資料としてQSARレポートをModule4に添付したうえで、Cross-referenceするとレビューしやすい。
一方、本レポートはGLP試験ではないため、申請資料として不適切と考えるのであれば、添付は必須ではないと考えるが、アセスメント結果の
詳細について照会を受ける可能性はある。
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ドキュメンテーションについて
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Q:
変異原性不純物量からICHM7のオプション４並びにオプション3が使用できるレベルの最新情報を知りたい。
A:
オプション4に関しては，ICH M7 Q&A step 4の内容が考慮されることになる．発出迄もう少しお待ちいただきたい．
オプション3に関しては，ガイドライン8.1項より「実験室スケールの実験データ（添加実験が推奨される）をレビューすることにより原薬中の
不純物レベルが許容限度値の 30%未満であることを示せる場合に正当化できる」．ガイドライン中の事例1，2も参考にできる．8.2項の和文が
やや分かり難いかもしれないが「For Option 4 approaches where justification based on scientific principles alone is not considered 
sufficient, as well as for Option 3 approaches, analytical data to support the control approach is expected. 」なので，オプション3において
はサポートデータが必要である．
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管理オプション毎に期待される内容について
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② ニトロソアミン不純物に関する Q&A
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Q:
α位の水素を有さないニトロソアミンの許容摂取量は何を基準に設定したらよいでしょうか？NDMAなどと同じくng/dayに近い値と考えるか，
通常の変異原性不純物と同じくICH M7記載のTTC（1.5μg/day）にて管理するのか，どちらかが妥当と考えられるでしょうか？

A:
EMAやHealth Canadaのガイダンスにニトロソアミン化合物の個別許容値が示されております。これら以外のニトロソアミン類の許容値につい
ては、信頼に足るがん原性試験データがあれば、そのTD50値から10万分の1リスクとなる値を計算可能です。がん原性試験データがない場合は、
類似性を考慮したリードアクロス手法で許容値を設定することも出来ますが、当局に受け入れられるかは個別相談となります。

Q:
毒性未知のニトロソアミンについて、構造活性相関に基づき限度値を設定する場合、どういった情報を当局に提示する必要があるか。
A:
リードアクロス手法で許容値を設定する場合、変異原性メカニズム、構造類似性、類似化合物のがん原性試験データ等を示して許容値算出の妥
当性を説明する必要があると思います。
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リードアクロスについて
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Q:
医薬品から複数のニトロソアミンが検出された場合、許容範囲はどの程度ですか？
A:
当局によって見解は異なります。いくつかの当局は、すべてのニトロソアミンの合計（2つ以上存在する場合）が、最も低いADIのニトロソアミ
ンのレベルに制御されることを期待しています。例えば、NDMA（ADI=96ng/日）とNDEA（ADI = 26.5 ng）の混合物が検出された医薬品にお
いて、混合物は26.5 ng/日に制御されるのが望ましいでしょう。最近では、EMA（およびHC）が別のアプローチを取り入れた改訂案を発表しま
した。複数のN-ニトロソアミンのリスクが1つのN-NOs AIの10％未満である場合、それらをコントロールする必要はありません。同様に、10％
以上であれば、10万分の1のリスクに基づいて許容値を計算することができます。これは、複数のニトロソアミン類を最低のAIでコントロール
するのとは大きく異なります。
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許容値について
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Q:
ニトロソアミンの各国のガイドラインを見ていると、ニトロソアミンの実測値を取得する際の試験方法は定量限界を評価した定量性のある試験
方法での測定が求められているように見受けられるが、限度試験での評価・試験結果は受け入れられないのか。
A:
十分に除去可能であることを支持するための試験等，特定の条件では受け入れられる可能性はあるが，許容限度値 (あるいは0.03 ppm) を定量
限界とする試験方法が設定可能であることを，各局が実例をベストプラクティスとして出している状態であり，それに応じた対応が第一選択と
思われる．現状では，高性能な分析装置が必要な場合，外部委託なども考えることになる．質問に関連するガイドライン等の記載を引用する．

EMA Q&ARef1#8: The limit of quantification (LoQ) should be at or below the acceptable limit for the respective nitrosamine impurity.
#9: ... routine control, the LoQ should be ≤ of the acceptable limit ...
... to justify skip testing, the LoQ ... should be ≤ 30% of the acceptable limit...
... to justify omission of specification, the LoQ ... should be ≤ 10% of the acceptable limit...

FDA GuidanceRef2 : Generally, sensitive methods with limits of quantitation (LOQ) in the parts-per-billion (ppb) range are needed to meet 
the low AIs recommended for nitrosamines. Manufacturers of APIs and drug products should use methods with LOQs at or below 0.03 ppm.

Health Canada GuidanceRef3: The LOQ for analytical procedures that are intended for quantitation of nitrosamine impurities should be equal 
to or less than the most conservative AI limit of the nitrosamines detected in an API or drug product.
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試験方法に期待される検出感度について
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Q:
ニトロソアミンの交差汚染のアセスメントについて、製造所において一旦はアセスメントが完了した後、製造所で新しい品目が立ち上がった際
などに、製造所の情報を常に更新し続ける必要があるか。
A:
自主点検に関する本邦の通知文から，経過措置後は承認申請時にリスク評価が求められていると考えられ，製造所情報の更新も必要と思われる．
その際，既存のリスクアセスメント結果も利用することで，効果的な対応が取れるものと考えられる．

Q:
水道水を使用した際の亜硝酸塩のリスク評価について、参考になる知見があれば教えてほしい。
A:
水由来の亜硝酸塩に起因する，ジメチルアミンとのNDMA形成について
理論上のワーストケースで議論している事例を引用するRef4．
このような情報を参考にケースバイケースで対応を検討することになる．
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リスクアセスメントについて
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Q:
製品にニトロソアミンが含まれる根本原因は何ですか？

A:
EMAはガイダンス内で根本原因を15種類挙げていて、それらを「原薬の製造工程に関係するもの」「製剤の製造工程にも関係するもの」
「GMP的な要因」の3つに分類しています。それぞれ代表的なものを挙げると「原薬の製造工程に関係するもの」には「同じまたは異なるス
テップ内でのニトロソ化剤の使用と二級・三級アミンの使用」や「汚染された再生原料の使用」、「製剤の製造工程にも関係するもの」には
「原薬または不純物のアミン部位が添加剤由来のニトロソ化剤と反応」や「包装資材中のニトロセルロース由来」、 「GMP的な要因」には
「非占有ラインに由来する相互汚染」等があります。これら全てについて確認する必要があります。
最近はNDSRIs生成の観点から、特に「原薬または不純物のアミン部位と添加剤由来の亜硝酸の反応」が問題となっています。海外製薬企業の
エキスパートの先生方は、特にこのアミン部位のpKaが低い場合に反応性が高いことについて注意されていました。
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生成原因について
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Q:
酸性の薬剤は必ずしも原薬と相容れない（メイラード反応、多形変化...）とされています。ビタミンC、ビタミンE以外のスカベンジャーで製剤
の処方に使用できるものはありますか？酸性でないものもあるのでは？

A:
ご指摘の通りです。FDAが公開している情報Ref5ではビタミンC、ビタミンE等の酸化防止剤を添加する第一の方法に加えて、炭酸ナトリウム等
の塩基性化合物を加えてpHを中性～塩基性にしてニトロソ化反応の反応性を下げる第二の方法を提案しています。また、FDAが引用している元
文献Ref6では、酸化防止剤を用いる方法としてビタミンC、ビタミンE以外にフェルラ酸やコーヒー酸の添加を、第一級アミンを競合させてニト
ロソ化剤を分解させる方法として、アミノ酸であるグリシン、リシン、ヒスチジンを添加する方法をそれぞれ検証しています 。なお酸化防止剤
の添加は錠剤等を想定したモデル、第一級アミンの添加は液剤を想定したモデルとのことです。

Q:
原薬-ニトロソアミン（NDSRIs）の形成がどうしても避けられない場合があるようです。阻害剤以外の選択肢はないのでしょうか？

A:
FDAは上述のページで添加剤の供給業者選定プログラムとpHの調整についても言及しています。しかしながら、添加剤中の亜硝酸塩量が数ppm
程度であっても、ニトロソアミンの混入量が容易に18ng/day等の想定される許容限度値を超え得ることから、大前提としての「許容限度値の適
切な設定」が強く望まれています。
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リスク回避の具体例について
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Q:
添加剤を含む製品は、ニトロソアミンが混入する危険性があるのか？
A:
多くの添加剤には、自然由来の亜硝酸塩が数ppm程度、混入することが知られていますRef7。あとは各構成成分や不純物の構造における二級アミ
ン/三級アミンの有無やそれらのpKa、製剤の製造工程、添加剤の使用量等からニトロソアミンの混入リスクをケースバイケースで判断する必要
があります。生成するニトロソアミンの変異原性の有無や許容限度値についても注意が必要です。
またトリエタノールアミンのようにニトロソアミンを含むことが知られている添加剤もありますが、一般的には添加剤に含まれるニトロソアミ
ンのリスクは無視できるレベルだそうです。
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添加剤の管理について
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Q:
添加剤のニトロソアミンリスク評価をまとめる責任は誰にあるのか（供給者とエンドユーザー）？
A:
IPEC（International Pharmaceutical Excipients. Council）はポジションペーパーRef8にて、以下のことを宣言しています。

・ニトロソ化剤や二級/三級アミンを含む添加剤もあるが、使用量や組み合わせによってニトロソアミンの混入リスクが変わることから、全体的
なリスク評価は製造販売業者や製剤製造業者が責任を負うものである。
・実際、添加剤業者が規制当局にニトロソアミンのリスク評価を提供することは、特に規制上の要件とはなっていない。
・しかしながら、製品の安全使用に関する情報を提供することは供給業者の利益であり、ニトロソアミンについても同様。
・添加剤中に亜硝酸塩あるいは二級/三級アミンが存在することが判明した場合は、添加剤業者から医薬品製造業者、医薬品製造販売業者に提供
されるべきである。

なので、責任は製造販売業者や製剤製造業者にあるが、添加剤業者はそれらに協力し、適切に情報共有を行う責任があるとのことです。
また、添加剤業者は添加剤の製造工程や原料に関する詳細を理解していることから、必ずしも分析データが無くてもニトロソアミンやニトロソ
化剤、二級/三級アミンの混入を否定できる場合があります。
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添加剤の管理について
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Q:
「添加剤に含まれる亜硝酸塩」以外に知られているニトロソ化剤はあるか？
A:
「添加剤に含まれる亜硝酸塩」以外では、サルタン類の事例であった「原薬製造工程中で使用した亜硝酸塩」や、メトホルミンの事例であった
「包装資材中のニトロセルロース」、ラニチジンの事例であった「原薬構造中のNO2基」等がそれぞれ該当します。
また、質問の本題とは少し異なりますが、ニトロソ化剤と二級/三級アミンの反応以外によるニトロソアミンの生成についても注意が必要です
（リファンピン等の事例であった「ヒドラジンの酸化分解」、水中でのクロラミンとジメチルアミンの反応等）。

Q:
ニトロソアミン類が生成する可能性のある添加剤を多種利用しているが、それらの危険性を数値的に評価できないため、業務の優先順位に組み
込めず、対応が後回しになっている。元素不純物のようにPDEの表を発表することはないのか？

A:
ここまでで示したとおり、添加剤で特に大きな問題となっているのは亜硝酸塩であり、反応する二級/三級アミンによって生成するニトロソアミ
ンの種類が変わり、許容限度値も変わります。また、このアミンの種類やpKa、製剤の製造工程、ｐH等によってもニトロソ化反応の反応性が
大きく影響を受けること、並びにごく微量（数ppm）の亜硝酸塩の混入であっても許容限度値を超える可能性があることから、元素不純物のよ
うに添加剤で一律な限度値を設定して管理することは難しいと考えます。
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添加剤の管理について
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Q:
フェーズ1製剤やバイオアベイラビリティ評価のみを目的とした初期製剤のニトロソアミンリスク評価について、企業はどのように対応してい
るのでしょうか？

A:
各規制当局は、開発段階におけるニトロソアミンのリスク評価結果の報告を義務付けていないと解釈しています。一方でニトロソアミンはICH 
M7におけるCoCに該当することから、各社M7に従った対応が必要と思われます。開発段階の初期においては、「原薬の製造工程でニトロソ化
剤が使用されていないこと」や「原薬や実際の不純物の構造に二級/三級アミンが含まれるか否か」といった比較的大きなリスクを中心にリスク
評価を実施して治験薬が安全であることを確認し、更には潜在的なリスクを抱えたまま先の段階に進まないように課題を明確にしておくことを
お勧めします。また、開発段階におけるニトロソアミンへのLTLアプローチの適用可否が明確でない点についても留意ください。

Q:
Phase 2a及びPhase 3製剤について、ニトロソアミンリスク評価をいつ行うことが推奨されるか： (a) 製剤を固定化するPSB前、(2) 上市される
可能性が高い申請前、または (3) 第三の選択肢があるかもしれない。

A:
上と関連しますが、リスクの有無がその後の開発戦略に大きく関わることから、リスクの高いものから順に段階的に評価を実施し、準備するこ
とをお勧めします。
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臨床開発品の取り扱いについて
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Q:
亜硝酸塩の少ない非水系環境でのDMAのニトロソ化効率について、何か知見があれば教えてください。有機溶媒を強酸（例えば負のハメット
pH）で使用した場合、DMAが完全にプロトン化される状況はどうでしょうか？ニトロソ化は、いかなる関連するレベルでも起こりうるので
しょうか？
A:
非水系でのニトロソ化反応についてはいくつか文献が報告されていますので、特定の条件下では反応が起こる様ですが、実際にどれほど反応が
進行するかはケースバイケースで判断する必要があると思われます。今までのニトロソアミンに関する議論では、水系でのニトロソアミン生成
にフォーカスが当てられており、EFPIAの製剤に関するworkflowRef9でも固体中の反応であることから、水が無いとアミンや亜硝酸塩の
Availabilityが低くなることが指摘されています。また、亜硝酸塩からの亜硝酸生成についても水の関与が重要とのことです。
なお単に定義上の問題ですが、亜硝酸塩はニトロソ化剤ではなく、亜硝酸（及びその活性種）がニトロソ化剤と説明されている文書もあり、や
はり亜硝酸の生成が反応のカギと言われています。

Q
湿度がなくても、ニトロソアミンに最も影響を与えるのは温度であるという経験もあるのでは？
A:
上に示した通り、ニトロソ化反応においては水の有無が大きなウェイトを占めると考えられていますが、水が無い場合のニトロソ化反応につい
てはケースバイケースと考えます。しかしながら、温度が化学反応を加速するのは一般的であることから、製造工程の温度管理に気を付けるこ
とは有用だと考えます。
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非水系でのニトロソアミン生成について
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Q:
原薬の溶解性が悪い場合、DMFのようなICH推奨の噴霧乾燥溶媒で噴霧乾燥せざるを得ないことがあります（DMSOはDMFに比べて乾燥しにく
いので、やはりDMFが望ましいです）。DPの微小環境をpH5.5以上にすることで、硝酸塩の少ないDP成分を用いてニトロソアミンの生成速度
を最小にする以外に、このようなリスクを回避する方法があれば教えてください。

A:
経験が無いので一般論でしか言えないことをご了承ください。非水系でのニトロソアミンの形成の要点については前述の通りです。あとは極力
温度を掛けないようにすることや、アミンや亜硝酸塩のAvailabilityを低くすること、酸化防止剤の添加等が考えられます。
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非水系でのニトロソアミン生成について
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Q:
ICH M7において、「本ガイドラインは、ICH S9の適用範囲において定義されている進行がんを適応症とする医薬品の原薬及び製剤には適用さ
れない。」と記載されておりますが、①進行がん適応のジェネリック医薬品開発においても適用されないという認識でよろしいでしょうか。 ②
「 医薬品におけるニトロソアミン類の混入リスクに関する自主点検について 」の通達におきましても同様に進行がんのみを適応症とする医薬
品は適用外と記載されており、こちらにおきましてもジェネリック医薬品開発も適用外でよろしいのでしょうか。
A:
ICH M7ガイドラインの原則としては進行がんを適応症とする医薬品開発には適用されないとの理解で差し支えなく、後発医薬品の品質は先発医
薬品と同等であることが求められていることを踏まえて適切に対応することが望ましいです。

Q:
ニトロソアミン類の混入リスクを適切に評価するため、添加剤、試薬、容器施栓系のメーカーが製造販売業者に情報提供を行うことを義務化で
きないか？
A:
医薬品の安全性確保と医療への円滑な医薬品供給を適切に両立するできるよう、歩み寄ることによってお互いに協力いただきたい。
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