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本発表は演者の理解に基づく内容であり，所属
企業の公式見解を示すものではありません

また，法律上の正しさ，情報の完全性について
保証されるものではありません



内容

• ICH M7品質関連セクションのおさらい

• Q&Aと関連セクションの説明
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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
• 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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不純物管理オプション
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出発物質 合成中間体A 合成中間体B 原薬

パージ

規格

xx %規格

xx %

プロセスの知識に基づき，日常試験不要

Option 1

Option 2

Option 3

Option 4



Q&Aの動き: ICHにおける作成手順

• 一貫した運用のために追加の手引きが必要となったときに，WGを組織してその作成に当たる．

• The Q&A Procedure is followed when additional guidance is considered necessary 
to help the interpretation of certain ICH harmonised Guidelines and ensure a 
smooth and consistent implementation in the ICH regions and beyond. The 
additional guidance is usually developed in the form of Questions and Answers 
"Q&As".

• The procedure is initiated with the endorsement by the ICH Assembly of a Concept 
Paper. In the case of major implementation activities, the Assembly may also 
consider the need for Business Plan. An Implementation Working Group (IWG) is 
subsequently established.  <中略>

• The document then follows the normal path of a Step 2/Step 4 Document as per 
the Formal ICH Procedure.
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https://www.ich.org/page/questions-answers-procedure

https://www.ich.org/page/questions-answers-procedure


Q&Aの動き: コンセプトペーパーの記載 (1/2)

• 管理戦略の妥当性，不純物の毒性リスクの説明，適切なQSARシステム等の明確化の期待

• Topics to be discussed are additional clarification on the justification of control 
strategy for mutagenic impurities in the marketing authorization dossier, 
organization and depth of information reporting of individual mutagenic impurities, 
(Q)SAR systems, and other safety-related information.

• Moreover, based on the experience gained from the application of M7-based 
control strategies for mutagenic impurities since M7 was finalized, the M7(R2) EWG 
intends to provide clarity and additional explanation to encourage proper 
implementation of the concept.

• Issues to be resolved: Identifying and drafting Questions and Answers for safety 
and quality issues based on the experience gained since M7 implementation in 
2014
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https://database.ich.org/sites/default/files/M7_R2_Maintenance_EWG-IWG_Concept_Paper_0.pdf
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Q&Aの動き: コンセプトペーパーの記載 (2/2)

• 品質面で重要な，パージファクターの利用に際し考慮すべき点の産官での目線合わせを期待

• M7 suggests that the risk assessment may be based on an estimated (theoretical) 
purge factor for clearance of mutagenic impurity. It has become an important and 
desirable approach to show the justification of control strategy for mutagenic 
impurity. However, M7 does not clarify specific points to consider on using the 
estimated factor to show the justification. As it turns out, it appears that there are 
different interpretations, deviated views and expectations among both regulators 
and industry from the various regions.
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https://database.ich.org/sites/default/files/M7_R2_Maintenance_EWG-IWG_Concept_Paper_0.pdf
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ガイドライン本文の記載 (1項，2項)

• <1> M7はQ3A(R2)，Q3B(R2)及びM3を補完する

• <2> M7は次のような医薬品を対象としていない
• 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
• 動植物由来の医薬品
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2項に関するQ&A

• [Q] 半合成原薬は適用範囲に入るか?

• [A] はい，ある一定のケース例えば特定の製造工程で変異原性不純物が持ち込まれる場合
に適用される．

• 半合成原薬は適用範囲外となっていないが，では適用範囲に入るか?という質問
• 変異原性不純物が入り込むリスクがある場合に無視するわけにはいかないと考えられる
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ガイドライン本文の記載及び 4項に関するQ&A

• <4.3> 臨床使用に対する変更のうち，変異原性不純物の限度値の再評価が必要となる可
能性があるものに，臨床用量の著しい増量 <中略> がある．

• [Q] 市販製品の臨床使用に対する変更のうち，臨床用量の著しい増量が意味するところは何
か?

• [A] 用量の増量により変異原性不純物量が許容限度を超える場合を指している．

• 製剤用量が何倍までならよいかということではなく，不純物の量から見ていくことになると考
えられる．
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ガイドライン本文の記載 (8項)

• オプション4

• 本質的に不安定な不純物に有用
• 合成初期に導入され効果的に除去される不純物に有用
• 不純物が最終原薬中に許容限度値を超えて残留する可能性が無視できるほどなとき

• 管理方法を支持する分析データが期待される場合がある
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8項に関するQ&A (1/3)

• [Q] 管理オプション4 – どのような時に用いるのが適切か?

• [A] 最終原薬に残留するリスクが無視できる程度（例えば、TTCの1%など）と実証された場合．
• オプション4の受入れ可否は，当局により個別に評価される．

• [Q] 管理オプション4 – 推定のパージファクターを用いてオプション4により分析試験なしとすること
を主張する場合に推奨される要素は何か?

• [A] 化学反応性，溶解性，揮発性などの要素を考慮する．原薬中の不純物の予測される
レベルがTTCに近接する場合は、計算に関してより詳しい情報が期待される．
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EUで寄せられたコメントと所見

• What is considered as negligible (e.g. 1%TTC) for option 4?

• 言葉足らずであったということと思われる．不純物残存リスクがnegligibleという趣旨で，
それにより試験を不要とするオプション4の妥当性が説明できると考えられる．

• Explain the expectation with regards to purge calculation

• パージの計算に関して期待されることについては，概ねStep 2 Q&Aで説明されていると
考えられる．
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https://www.ema.europa.eu/en/documents/comments/overview-comments-received-ich-guideline-
m7-assessment-control-dna-reactive-mutagenic-impurities/chmp/ich/321999/2020_en.pdf
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8項に関するQ&A (2/3)

• [Q] 製造工程の最後に持ち込まれたり形成したりする不純物の管理に対する検討事項は何
か?

• [A] その場合オプション1が望ましい管理戦略である．
• オプション4は極めて高反応性の化合物種や沸点の低い物質にとどめておくべきである．

• [Q] どのような時に定期的検証試験が許容されるか?

• [A] 定期的検証試験はオプション1の管理戦略としてのみ論じられている．ICH Q6Aを参照．
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8項に関するQ&A (3/3)

• [Q] 不純物のレベルが複数のバッチで一貫して<30% TTC である場合に，試験なしとすること
を正当化可能か?

• [A] バッチデータのみでは、当該不純物の試験を行わないことの妥当性を示すには不十分．

• 30%未満という数字が，スキップ試験などに対する指標として記載があるが，オプション4
管理のためにはプロセスの能力など考慮すべき点がある．

• [Q] 管理オプション3及び4を支持するデータの実験に推奨されるバッチスケールは?

• [A] 一般的に実験室スケールの実験で十分である．
• ラボと生産の環境の違いに関連したスケールや装置の潜在的な影響を考慮する．
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EUで寄せられたコメントと所見

• The “no” implicates that batch control of <30% is not sufficient. However, For 
control option 1, the ICH M7(R1) guideline states that periodic verification testing is 
justified when it can show that levels of the mutagenic impurity in the drug 
substance are less than 30% of the acceptable limit for at least 6 consecutive pilot 
scale or 3 consecutive production scale batches. The no is contradictory. 

• In addition, the Q&A says that option 1 should test either at release or upstream 
but ICH M7 is proposing periodic verification testing. This is contradictory too. The 
periodic testing approach when results are consistently below 30% of the 
acceptance limit on a representative set of batches should be allowed as it is 
mentioned in the ICH M7 (R1).

• 試験を行わないこと にスキップ試験を含めて考えてしまうと混乱するので，明確化は必要
• オプション4以外 という意図で，オプション1~3では，出荷時又は工程の上流のいずれか
において試験実施すべきと記載していたが，明確化は必要
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ガイドライン本文の記載 (9項)

• コモンテクニカルドキュメント (CTD)

• 提案された規格及び管理手法の妥当性について記載すること <中略>。例えばこの情報には、
許容摂取量、関連する日常的モニタリングの設定ポイント及びその感度が含まれる。オプション
3 及びオプション 4 の管理方法については、パージファクターに関する知識の要約、及び管理に
つながる要素（例えば、工程ステップ、洗浄液への溶解性など）の特定が重要である。
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9項に関するQ&A

• [Q] M7のリスク評価と管理の透明性に関する推奨事項 - CTDに記載することが期待される内
容は?

• [A] 構造，(Q)SAR／Ames結果，クラス，由来，パージファクター，管理オプション／管理
戦略が含まれる．投与量／投与期間も記載してよい
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Takeaways

• 一連のQ&Aが，今後の変異原性不純物の評価と管理における一助となると期待される．
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