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既存品の原薬変更に伴う変異原性不純物管理
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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
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• ICH M7における既存品の取り扱い

• 既存品の原薬変更に際しての検討内容（例）



内 容
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• ICH M7における既存品の取り扱い

• 既存品の原薬変更に際しての検討内容（例）



ICH M7ガイドラインの適用範囲の記載
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2. ガイドラインの適用範囲
本文書は、新原薬及び新製剤について、臨床開発段階及びその後
の製造販売承認申請時における指針を示すことを目的としている。本
文書は、市販製品の承認後申請、及び既承認製剤に含まれている原
薬を用いた製剤の新規製造販売承認申請に対しても適用されるもの
の、いずれも以下の場合にのみ適用する。

• 原薬合成法の変更により、新規の不純物が生じるか、既存の不純
物に対する判定基準が高くなる場合。

• 製剤処方や組成、製造工程の変更により、新規の分解生成物が生
じるか、既存の分解生成物に対する判定基準が高くなる場合。

• 適応症又は投与方法の変更により、許容される発がんリスクレベル
に著しく影響を及ぼす場合。



ICH M7ガイドラインの適用範囲の記載
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ガイドラインの適用対象外：

• 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。

• ICH S9（4）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

• 矯味剤、着色剤、香料、及び既存の市販製品に用いられている医薬
品添加剤。



ICH M7ガイドラインの検討事項の記載
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4. 市販製品に関する検討事項

• ある種の承認後の変更については変異原性不純物に関する安全性
の再評価が必要となる。本項は、本ガイドラインの発出前、又は発
出後に上市された製品に対する承認後の変更に適用する。8.5 項
（ライフサイクルマネジメント）には、本ガイドラインの発出後に上市さ
れた製品に関するさらなる推奨事項が含まれる。



ICH M7ガイドラインの検討事項の記載
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4.1.原薬の化学、製造及び管理に対する承認後の変更

• 出発物質以降の合成ルート、試薬、溶媒、工程条件などの変更によ
る、変異原性不純物に伴う潜在的リスクの影響に関する評価を含め
る。

• 原薬、中間体、又は出発物質の製造場所の変更、あるいは原料の供
給業者の変更に際しては、変異原性不純物についてのリスクの再評
価は不要。

• 新たな原薬供給業者を申請する場合、その供給業者の製造する原
薬が申請される地域で販売されている既存薬と同じ合成ルートを用
いている証拠があれば、変異原性不純物の許容できるリスクやベネ
フィットを示す十分な根拠とみなし、本ガイドラインに従った評価は不
要である。そうでない場合には、本ガイドラインに従った評価が期待さ
れる。



ICH M7ガイドラインの検討事項の記載
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4.2.製剤の化学、製造及び管理に対する承認後の変更

• 製剤に関する承認後申請（例えば、組成や製造工程、剤形の変更な
ど）には、新たな変異原性分解生成物、又は既存の変異原性分解生
成物の判定基準が高くなることに伴う潜在的リスクの評価を含む。

• 原薬に対する変更がない場合は、製剤に使用される原薬の再評価を
推奨するものではなく、求められていない。製剤の製造場所の変更に
関しては、変異原性不純物についてのリスクの再評価は不要である。



ICH M7ガイドラインの検討事項の記載
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4.4.市販製品に関するその他の検討事項

• 「cohort of concern」（3 項）に分類される構造でない限り、不純物に警

告構造が認められるだけでは追加措置を開始するのに不十分と考え
られる。しかしながら、製造販売承認申請のための全般的な管理戦
略及び規格を確立した後に得られた、不純物に関連する新たなハ
ザードデータ（クラス 1 又は 2 に分類、6 項）は、懸念される特別な理

由と考えられる。この不純物に関連する新たなハザードデータは、関
連する規制上の試験ガイドラインに適合する質の高い科学研究に
よって得られたものとし、データ記録又は報告書が容易に入手できる
必要がある。同様に、既知のクラス 1 又はクラス 2 の変異原性物質

が市販製品中に新たに確認された場合についても、懸念の理由とな
り得る。これらいずれの場合においても、申請者がこの新たな情報を
知ったときには、本ガイドラインに従い評価を行うべきである。



変異原性及びがん原性に関する不純物の分類と管理措置
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クラス 定義 提案される管理措置

1 既知の変異原性発がん物質
化合物特異的な許容限度値以下で管
理する

2
発がん性が不明の既知の変異原性物質（細
菌を用いる変異原性試験で陽性であり、げっ
歯類の発がん性データがない物質）

許容限度値（適切なTTC*）以下で管理
する

3
警告構造を有し、原薬の構造とは関連しない
警告構造であり、変異原性試験のデータが
存在しない

許容限度値（適切なTTC）以下で管理す

る、又は最近を用いる変異原性試験を
実施する
変異原性がない場合はクラス5
変異原性がある場合はクラス2

4
警告構造を有するが、試験によって変異原
性がないことが示されている化合物（工程中
間体など）と同じ警告構造である

非変異原性不純物として扱う

5
警告構造を有しないか、警告構造を有する
が変異原性もしくは発がん性のないことを示
す充分がデータが存在する

非変異原性不純物として扱う

*：TTC（Threshold of Toxicological Concern) 毒性学的懸念の閾値



既存製品では、下記の場合にM7 の検討が必要となる。

• 原薬の製造工程で出発物質以降の合成ルート、試薬、
溶媒、工程条件などが変更される場合。

• 新たに追加する原薬の供給業者の製造する原薬が申請
される地域で販売されている既存薬と同じ合成ルートを
用いている証拠が無い場合。

• 既知のクラス 1 又はクラス 2 の変異原性物質が市販製
品中に新たに確認された場合。

12

既存製品における M7の検討



内 容
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• ICH M7における既存品の取り扱い

• 既存品の原薬変更に際しての検討内容（例）



リスク評価を行う際の変異原性不純物の特徴
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残留溶媒
（Q3C）

元素不純物
（Q3D）

変異原性不純物
（M7） ニトロソアミン

リスク評価対象 新薬及び既存医薬品
新薬及び既存医薬品
（日本国内はOTCを除
く）

新薬（治験薬），既存
医薬品，ジェネリック
（欧米）

新薬（治験薬），既存
医薬品，ジェネリック
及びOTC

対照物質
使用又は生成する有

機溶媒
特定の金属元素 変異原性物質

ニトロソアミンの構造
を有する化合物

対象物の変化 ほぼ変化しない 変化しない 変化する 変化する

保管中の増加 ほぼない 変化しない
経時的に増加

する可能性がある
経時的に増加

する可能性がある

分析法に求めら
れる精度

ppm又は％ ppm ppm又はppb ppb

管理対象の物質
基本意図的添加した
物質

基本意図的添加した
物質

基本意図的添加した
物質＋非意図的添加
の物質（反応生成物）

基本意図的添加した
物質＋非意図的添加
の物質（反応生成物，
交叉汚染）



出発原料・中間体の変更検討開始時資料例

15

用意する資料 検討事項の概要

1 新規購入先の化合物の合成
ルート（ROS）

・従来の製造方法との比較
・新規の不純物が混入する可能性の評価

2 新規購入先のサンプル・試験成
績書（3Lot程度）

・購入化合物中の不純物の種類と上限値の確認

3 ニトロソアミンのリスク評価結果
・ニトロソアミン・アミン・亜硝酸塩の混入リスク評
価

4 元素不純物のリスク評価結果 ・元素不純物の混入リスク評価



新規採用の出発物質・中間体の
ROSが異なっていた場合の検討内容例
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1. 混入が予想される不純物のリストの作成。

2. 混入が予想される不純物の毒性の確認。

3. 混入が予想される不純物の供給者での管理状況の確認。

4. 自社の製造工程への影響検討（後工程での除去性に関する
机上での検討）。

5. 自社の製造工程への影響調査（分析法の検討、サンプルを
用いての後工程の実施や不純物のスパイクテストの実施）。

6. 中間体・原薬の品質への影響の低減検討。

7. 受入試験の内容に関しての供給者との協議。



原薬の変更検討開始時資料例
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用意する資料 検討事項の概要

1 新規購入先の化合物のROS ・従来の製造方法との比較
・新規の不純物が混入する可能性の評価

2 新規購入先のサンプル・試験成
績書（3Lot程度）

・購入化合物中の不純物の種類と上限値の確認

3 ニトロソアミンのリスク評価結果
・ニトロソアミン・アミン・亜硝酸塩の混入リスク評
価

4 元素不純物のリスク評価結果 ・元素不純物の混入リスク評価

5 MFの国内登録証 ・国内登録の有無

6 CTD（OPEN-PART） ・出発物質、溶媒、試薬、中間体に関する構造や
毒性に関する情報

7 医薬品適合性調査結果通知書 ・国内の既存製剤での採用の有無



新規採用予定の原薬のROSが異なっていた場合の
検討内容例
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1. 混入が予想される不純物のリストの作成。

2. 混入が予想される不純物の毒性の確認。

3. 混入が予想される不純物の供給者での管理状況の確認。

4. 不純物と添加剤との反応性の検討（机上での検討）。

5. 製剤の受入れ試験・製品試験での不純物の分離の可否確認。

6. 原薬の受入試験の内容に関しての供給者との協議。



変更時の変異原性物質に関する検討の具体例１（出発物質）
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• 新しく購入する出発物質1中に混入する不純物の(Q)SAR評価*
を行ったところ、不純物1がクラス3に分類された。

• 不純物1は、A原薬までの製造工程の反応条件での反応性は
無いと考えられた。

• 新しく購入する出発物質1の出荷試験では，個々の不純物が
1％以下で規定されており、受入試験の類縁物試験で不純物1
の分離が確認できている。

• 取り寄せた出発物質1のサンプル中の不純物1は0.05％～
0.08％である。

• A原薬を使用する製剤は降圧剤として用いられているため、不
純物1 のTTCは1.5μg/日が適用される。

• A原薬の1日最大投与量は、100mgであり、TTCから求めた許容
限度量は、15ppm以下である。

• 中間体1及び中間体2のHPLC分析では、不純物1は未検出とな
るが、受け入れ試験のHPLC分析での定量限界値は100ppmで
あり、不純物1の許容限度値を上回っている。

製造所1

製造所2

出発物質1

中間体１

中間体2

A原薬

*(Q)SAR評価：実験データから得られた（定量的）構造活性相関を用いた、化合物の分子（部分）構造とその変異原性活性との相関関係の評価を行うこと



変更時の変異原性物質に関する検討の具体例１（出発物質）
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検討内容（例） 確認する内容

1
出発物質、中間体1、中間体2及びA
原薬でのより高感度の分析法の検討
（定量限界：1.5ppm以下）*1

• 中間体1、中間体2及びA原薬中の不純物1
の含量の測定

• 出発物質1中の不純物1のHPLC分析での測
定結果の確認

2 出発物質1でのスパイクテストの実施
（出発物質1に2％，0.10％の添加）

• 中間体1への不純物1の影響確認（製造所1
の工程）

3 中間体1でのスパイクテストの実施
（中間体1に0.10％の添加）

• 中間体2及びA原薬への不純物1の影響確認
（製造所2の工程）

*1：TTCから求めた不純物1の許容限度値の10% 値



変更時の変異原性物質に関する検討の具体例１（出発物質）
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Lot No. 中間体1中の不純物1含量（ppm）

P1-001 1.02

P1-002 1.50

P1-003 1.62

2．HPLC-MS/MS法での中間体1中の不純物1の分析結果

Lot No. 出発物質1への
不純物1添加量（％）

中間体1中の
不純物1含量（ppm）

P1A-001 0.10 (1,000 ppm) 2.91

P1B-002 2.00 (20,000 ppm) 60.00

3．スパイクテストでの中間体1中の不純物1の分析結果

1. HPLC-MS/MS法による不純物1の分析法検討
新たに不純物1の分析法（HPLC-MS/MS）を確立

検出限界値：0.003 ppm 定量限界値：0.01 ppm



変更時の変異原性物質に関する検討の具体例１（出発物質）
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Lot No. 中間体2中の
不純物1含量（ppm）

A原薬中の
不純物1含量（ppm）

P2-001 0.01 未検出

P2-002 0.02 未検出

P2-003 0.02 未検出

4．HPLC-MS/MS法での中間体2及びA原薬中の不純物1の分析結果

Lot No. 中間体1への
不純物1添加量（％）

中間体2中の
不純物1含量（ppm）

A原薬中の
不純物1含量（ppm）

P2A-001 0.10 (1,000 ppm) 13.01 3.00

5．スパイクテストでの中間体2及びA原薬中の不純物1の分析結果

検出限界値：0.003ppm，定量限界値：0.01ppm



変更時の変異原性物質に関する検討の具体例１（出発物質）
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6．検討結果からの変異原性物質の管理検討例

管理方法（例）
望ましい
管理

採用の
可否

1
スパイクテストの結果から出発物質1中の不純物1が2.0％
以下であれば、A原薬中の不純物1が許容限度値（15ppm）
の30％以下（4.5ppm）となることから追加の規格設定を行
わない。

◎ △

2
製造所1の出発物質1の受入れ試験で不純物1を管理する
為、出発物質1の純度試験の類縁物質に「不純物1：2.0％
以下」を設定する。

〇 ◎

3
製造所1の出荷試験及び／又は製造所2の受入れ試験で
不純物1を管理する為、純度試験の類縁物質に「不純物1：
0.10％以下」を設定する。

○ △

4 出発物質1、中間体1、中間体2の何処かの試験で不純物1
を管理する為、「不純物1：15ppm以下」の規格を設定する。

△ 〇

5 A原薬の出荷試験の純度試験の類縁物質に「不純物1：
15ppm以下」の規格を設定する。

△ 〇



変更時の変異原性物質に関する検討の具体例2（中間体）
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• 新しく購入する中間体A中に新たな不純物Aが検出された。不
純物Aは(Q)SAR評価でクラス5に分類されたが、中間体Bに誘導
する反応で不純物Bに変化する可能性があり、不純物Bは
(Q)SAR評価でクラス3に分類された。

• 不純物Bは、中間体BからB原薬となる反応等で変化しないと考
えられた。

• 新しく購入する中間体Aの出荷試験では，個々の不純物が
0.5％以下で規定されており、受入試験の類縁物試験で不純物
Aの分離が確認できている。

• 取り寄せた中間体Aのサンプル中の不純物Aは0.02 ％～
0.03％である。

• B原薬が使用される製剤は降圧剤として用いられるため、不純
物B のTTCは1.5μg/日が適用される。

• B原薬の1日最大投与量は、100mgであり、TTCから求めた不純
物Bの許容限度量は、15ppm以下である。

• 中間体BのHPLC分析では、不純物Bは未検出となるが、HPLC分
析での定量限界値は100ppmであり、不純物Bの許容限度値を
上回っている。

製造所A
（既存）

製造所B
（追加）

製造所C

出発物質A

中間体A

出発物質B

中間体A

中間体B

B原薬



変更時の変異原性物質に関する検討の具体例2（中間体）
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検討内容（例） 確認する内容

1
中間体B及び原薬でのより高感度の
分析法の検討（定量限界：1.5ppm以

下）*1

• 中間体B及びB原薬中の不純物Bの含量の測
定

• 中間体B中の不純物BのHPLC分析での測定
結果の確認

2
中間体Aへの不純物Aのスパイクテス
トの実施（中間体Aに1.0％，0.10％の
不純物Aを添加）

• 中間体A中の不純物Aの中間体B及びB原薬
中の不純物Bの影響確認

*1：TTCから求めた不純物Bの許容限度値の10% 値



変更時の変異原性物質に関する検討の具体例2（中間体）
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Lot No. 中間体B中の
不純物B含量（ppm）

B原薬中の
不純物B含量（ppm）

S1-001 未検出 未検出

S1-002 未検出 未検出

S1-003 未検出 未検出

2．HPLC-MS/MS法での中間体B中の不純物Bの分析結果

3．スパイクテストでの中間体BおよびB原薬中の不純物Bの分析結果

1. HPLC-MS/MS法による不純物Bの分析法検討
新たに不純物Bの分析法（HPLC-MS/MS）を確立

検出限界値：0.003 ppm 定量限界値：0.01 ppm

Lot No. 中間体Aへの
不純物A添加量（％）

中間体B中の
不純物B含量（ppm）

B原薬中の
不純物B含量（ppm）

S1A-001 0.10 （1,000ppm） 0.11 未検出

S1B-002 1.00 (10,000 ppm) 1.00 0.03



変更時の変異原性物質に関する検討の具体例2（中間体）
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4．検討結果からの変異原性物質の管理検討例

管理方法（例）
望ましい
管理

採用の
可否

1
中間体A中の不純物Aが0.5％以下であれば、B原薬中の不
純物Bが許容限度値（15ppm）の30％以下（4.5 ppm）となる
ことから追加の規格設定を行わない。

◎ ◎

2 中間体Aで不純物Aを管理する為、管理値として「0.5％以
下」を設定する。

○ ○

3
製造所Bの出荷試験及び／又は製造所Cの受入れ試験と
して中間体Aの不純物Aを管理する為、管理値として
「0.10％以下」を設定する。

○ ○

4 中間体BのIPCで不純物Bを管理する為、管理値として
「15ppm以下」の規格を設定する。

△ △

5 B原薬の出荷試験として不純物Bを管理する為、管理値とし
て「15ppm以下」の規格を設定する。

△ △

*：製造所A（既存）での中間体Aの追加管理は不要



変異原性不純物の管理をする上での課題
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1 社内で毒性評価の為のエキスパートが社内にいなかったり、AMES試験が社内で出来
ない為、外部機関での評価依頼が必要。

2 受入試験、IPC及び製品の分析法がTLCで設定されていたり、分析法の感度が十分で
ない為分析法の開発が発生する。

3
特に古くから製造しているような品目は類縁物質の限度値が、個々0.5％以下という様

な限度値が高い設定となっている為、実際の不純物の含量が少ない場合でもスパイク
テストが必要となる場合が多い。

4

特に古くから製造している既存の原薬の場合には、既に利益が少ないので、不純物管
理の為に高感度の分析機器での分析を行うことに伴う経費を価格に転嫁することが
困難。（変更を検討するより製造の中止を検討する方が社内のリソースを有効活用で
きる）

5
小規模の製造所が多く、LC-MS/MSやGC-MS/MS等の高額の分析装置を製造所に有し

ていない。特に海外の場合は、分析機関毎の分析法バリデーションの実施が必要とな
る場合がある。



ご清聴ありがとうございました。
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