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本日の概要
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• 近年、国内外において、サルタン系医薬品、ラニチジン、ニザチジン及びメトホルミン等から、発がん性
物質であるニトロソアミン類※が検出され、一部の製品が自主回収されている。

• 医薬品へのニトロソアミン類混入の原因としては、合成過程における生成、共用設備からの交叉汚染、回
収溶媒や試薬中への混入、一部の包装資材の使用、保存時の生成等が考えられている。

• したがって、これまでニトロソアミン類が検出された医薬品以外の医薬品でもニトロソアミン類が混入し
ている可能性は否定できず、また、その混入リスクを可能な限り低減することは重要であることから、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の取扱いを定めた。
（「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」（令和３年10月８日付け
薬生薬審発1008第１号・薬生安発1008第１号・薬生監麻発1008第１号）の別添「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」）

• 自主点検の取扱いを定めるにあたり、欧州ＥＭＡ及び米国ＦＤＡのガイダンス等を参照した。（本スライ
ド「自主点検の取扱い ６．その他」参照）

※ニトロソ基がアミンに結合した化学構造を有する
一群の化合物を指す。（右図参照）

アミンと亜硝酸のニトロソ化反応により生成する。
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ニトロソアミン類の検出事例とその対応

1. サルタン系医薬品

2. ラニチジン、ニザチジン

3. メトホルミン

4. シタグリプチンリン酸塩水和物

5. アモキサピン



サルタン系医薬品における検出事例とその対応①

• 平成３０年７月６日、製造販売業者が、中国の製造所で製造されたバルサルタンの原薬において、N-ニト
ロソジメチルアミン（ＮＤＭＡ） が検出されたことを公表し、自主回収を実施。また、９月１３日には、
欧州ＥＭＡ、米国ＦＤＡ、カナダ保健省が、当該原薬の一部のロットにおいて、新たにN-ニトロソジエチ
ルアミン（ＮＤＥＡ）が検出されたことを公表。

• 厚生労働省は、製造販売業者に対し、ＮＤＭＡ及びＮＤＥＡの分析等を指示。

• ＮＤＭＡは、バルサルタンのテトラゾール環の合成過程で副生成物として生成されたと推定された。

事例の概要

• 製造販売業者による公表と併せて、同日、厚生労働省のウェブサイトにおいても製造販売業者による自主
回収についてプレスリリースを実施。さらに、平成３０年９月７日、事務連絡（「バルサルタン製剤にお
ける発がん物質の検出に対する対応について」）を発出し、公表以降の対応状況（製造販売業者による分
析結果等）や本剤を服用している方への対応等を周知。

• ９月２５日、厚生労働省の審議会※へ事例について報告。国立医薬品食品衛生研究所と連携し、健康影響
評価を実施。評価結果については、１０月５日、事務連絡（「バルサルタン製剤における発がん物質の検
出に関する平成30年度第8回医薬品等安全対策部会安全対策調査会の審議結果について」）にて周知。
※平成３０年度第８回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000206683_00001.html

対応
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サルタン系医薬品における検出事例とその対応②

• 中国の製造所で製造されたバルサルタン原薬において、ＮＤＭＡやＮＤＥＡが検出され、世界的に当該原
薬を使用した製剤が回収された（前スライド）。

• さらに、米国及び欧州では、他の原薬製造所のバルサルタン原薬やその他のサルタン系医薬品の原薬から
もＮＤＭＡやＮＤＥＡが検出され、回収された。

• こうした国際的な動向を踏まえ、平成３０年１１月５日、サルタン系医薬品におけるＮＤＭＡやＮＤＥＡ
の管理指標について、厚生労働省の審議会での議論※に基づき設定。
※平成３０年度第９回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000183979_00001.html

事例の概要

• 製造工程においてＮＤＭＡ及びＮＤＥＡの生成のリスクが想定されるサルタン系医薬品を製造販売する事
業者等が対象。

• 発がん性を有する不純物の管理の考え方として、国際的に調和されたガイドライン（ＩＣＨ-Ｍ７）の考
え方を適用し、ＮＤＭＡ及びＮＤＥＡの管理指標を設定。個々の医薬品成分における管理値は、一日の最
大用量に基づき算出。

• 平成３０年１１月９日、事務連絡（「サルタン系医薬品における発がん性物質に関する管理指標の設定に
ついて（依頼）」）を発出し、ＮＤＭＡ及びＮＤＥＡの生成リスクのあるサルタン系医薬品を製造販売す
る事業者に、管理指標に基づき、製造管理及び品質管理を実施するよう求めた。

対応

7



ラニチジン、ニザチジンにおける検出事例とその対応

• 令和元年９月１３日、欧州ＥＭＡ及び米国ＦＤＡが、ラニチジン塩酸塩の原薬及びこれを含む製剤から微
量のＮＤＭＡが検出されたことを公表。

• 厚生労働省は、９月１７日、国内のラニチジン及びニザチジンの製造販売業者に対し、両剤の原薬及びこ
れを含む製剤におけるＮＤＭＡの分析や、暫定基準値を上回ることが否定できない場合における回収の検
討等を指示。その結果、ラニチジンについては、市場に流通している製品において暫定基準値を上回るこ
とが否定できなかったことから、全ての製品が自主回収された。また、ニザチジンについては、暫定基準
値を上回るＮＤＭＡが検出されたロットが自主回収された。

• ＮＤＭＡは、ラニチジンおいては、ラニチジン自体の分解により生成された可能性があると推定された。

事例の概要

• 令和元年９月１７日、事務連絡（「ラニチジン塩酸塩における発がん物質の検出に対する対応につい
て」）を発出し、ＮＤＭＡの検出と本剤を服用している方への対応等を周知。製造販売業者には、原薬及
び製剤におけるＮＤＭＡの分析や暫定基準値を上回ることが否定できない場合における回収の検討等を指
示。

• 令和２年７月２７日、厚生労働省の審議会※へ事例について報告。国立医薬品食品衛生研究所と連携し、
健康影響評価を実施。評価結果については、９月１日、事務連絡（「N-ニトロソジメチルアミンが検出さ
れたラニチジン塩酸塩製剤又はニザチジン製剤の使用による健康影響評価の結果等について」）にて周知。
※令和２年度第５回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12568.html

対応
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メトホルミンにおける検出事例とその対応

• 令和元年１２月４日、シンガポール保健科学庁が、メトホルミン塩酸塩を含む製剤から微量のＮＤＭＡが
検出されたことを公表。

• 厚生労働省は、１２月９日、国内のメトホルミン製剤の製造販売業者に対し、製剤及び原薬におけるＮＤ
ＭＡの分析を指示。令和２年４月２７日、一部の製剤ロットから暫定基準値を上回るＮＤＭＡが検出され、
製造販売業者２社が、自主回収を実施。

• ＮＤＭＡは、ＰＴＰシートの印字インク中の成分（ニトロセルロース）と原薬由来の成分（ジメチルアミ
ン）との反応や、製剤化工程での生成の可能性が示唆された。

事例の概要

• 令和元年１２月９日、事務連絡（「メトホルミン塩酸塩における発がん物質の検出に対する対応につい
て」）を発出し、ＮＤＭＡの検出と本剤を服用している方への対応等を周知。製造販売業者には、原薬及
び製剤におけるＮＤＭＡの分析を指示。

• 令和２年７月２７日及び９月３０日、厚生労働省の審議会※へ事例について報告。国立医薬品食品衛生研
究所と連携し、健康影響評価を実施。評価結果については、１０月１９日、事務連絡（「Ｎ－ニトロソジ
メチルアミンが検出されたメトホルミン製剤の使用による健康影響評価の結果等について」）にて周知。
※令和２年度第５回及び第７回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12568.html https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13767.html

対応
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シタグリプチンリン酸塩水和物における検出事例とその対応

• 令和４年８月９日、米国ＦＤＡが、シタグリプチンリン酸塩水和物製剤から、NTTP（7-Nitroso-3-
(trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo-[4,3-a]pyrazine）が検出されたことを公表。

• ＮＴＴＰは、シタグリプチンリン酸塩水和物製剤の原料又は製造工程中の分解産物がニトロソ化すること
により生成すると考えられた。

• 一般的に、ニトロソアミン類は発がん性を有する可能性があるが、ＮＴＴＰが発がん性を有するかは現時
点で不明。

• 米国ＦＤＡは、現時点で患者が医療の専門家に相談せずに服用を止めることは危険な可能性があるとして、
無治療期間を防止するためにも臨床上適切な場合には同剤の使用継続を推奨。

事例の概要

• 令和４年９月１日、事務連絡（「シタグリプチンリン酸塩水和物製剤におけるニトロソアミン類の検出へ
の対応について」）を発出し、ＮＴＴＰの検出と本剤を服用している方への対応等を周知。

• 厚生労働省の審議会※へ事例について報告。
※令和４年度第１３回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28092.html

• 現在、製造販売業者が追加の非臨床試験の実施について検討するとともに安全性の評価を行っているとこ
ろであり、結果については、まとまり次第周知予定。

対応
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アモキサピンにおける検出事例とその対応

• 令和４年８月３１日、製造販売業者が、自主点検の結果、アモキサピン製剤からＮ-ニトロソアモキサピ
ンが検出されたことを公表。

• Ｎ-ニトロソアモキサピンは、アモキサピン製剤の有効成分がニトロソ化することにより生成すると考え
られた。

• 一般的に、ニトロソアミン類は発がん性を有する可能性があるが、Ｎ-ニトロソアモキサピンが発がん性
を有するかは現時点で不明。

事例の概要

• 令和４年９月１日、事務連絡（「アモキサピン製剤におけるニトロソアミン類の検出への対応につい
て」）を発出し、Ｎ-ニトロソアモキサピンの検出と本剤を服用している方への対応等を周知。

• 厚生労働省の審議会※へ事例について報告。
※令和４年度第１３回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28092.html

• 製造販売業者は、同剤の急激な減量又は服用の中止により離脱症状があらわれることがあること、一方で、
Ｎ-ニトロソアモキサピンによる発がんリスクを完全に否定することはできないことを踏まえ、一定の経
過措置期間を設けたうえで同剤を自主回収する予定としている。

• 現在、製造販売業者において安全性の評価が行われており、結果については、まとまり次第周知予定。

対応
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• ニトロソアミン類の検出事例とその対応

• 自主点検の取扱い



 自主点検の取扱い

1 . 対象となる医薬品について

2 . 自主点検の基本的な考え方について

3 . 確認事項、実施期限等について

4 . 承認申請中又は承認申請前の品目について

5 . 製造販売業者以外の業者の対応について

6 . その他



１．対象となる医薬品について
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対象となる医薬品は、次の（１）及び（２）のとおりとする。但し、ＩＣＨ Ｓ９ガイドライン（抗悪性腫瘍
薬の非臨床評価に関するガイドライン）の適用範囲において定義されている進行がんのみを適応症とする医薬
品及び人の身体に直接使用されない医薬品は対象外とする。

（１）化学合成された医療用医薬品、要指導医薬品及び一般用医薬品

（２）生物製剤等のうち、以下のニトロソアミン類混入リスクの高いもの

• 化学的に合成したフラグメントを含む生物製剤等であって、化学的に合成した有効成分と同等
のリスク因子が存在するもの

• ニトロソ化試薬を意図的に添加する工程を用いて製造されるもの

• 特定の一次包装資材（ニトロセルロースを含有するブリスターパック等）を用いて包装したも
の



２．自主点検の基本的な考え方について
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（１）ニトロソアミン類の既知（潜在的リスクのあるものを含む）の混入原因（root causes）、混入リスク
評価方法、分析方法開発の原則等については、ＥＭＡ又はＦＤＡのガイダンスを参照すること。

（２）医薬品中に混入するニトロソアミン類の限度値については、以下のとおりとすること。

① 既知のニトロソアミン類が一種類確認された場合
Ｎ-ニトロソジメチルアミン（ＮＤＭＡ）、Ｎ-ニトロソジエチルアミン（ＮＤＥＡ）、Ｎ-ニトロソ
-Ｎ-メチル-４-アミノ酪酸（ＮＭＢＡ）、Ｎ-ニトロソメチルフェニルアミン（ＮＭＰＡ）、Ｎ-ニト
ロソイソプロピルエチルアミン（ＮＩＰＥＡ）、Ｎ-ニトロソジイソプロピルアミン（ＮＤＩＰＡ）、
メチルニトロソピペラジン（ＭeＮＰ）、Ｎ-ニトロソジブチルアミン（ＮＤＢＡ）及びＮ-ニトロソ
モルホリン（ＮMOR）の限度値は、表に示した許容摂取量を適用すること。

ニトロソアミン類 許容摂取量※（ng／日）
ＮＤＭＡ 96.0
ＮＤＥＡ 26.5
ＮＭＢＡ 96.0
ＮＭＰＡ 34.3
ＮＩＰＥＡ 26.5
ＮＤＩＰＡ 26.5
ＭeＮＰ 26.5
ＮＤＢＡ 26.5
NMOR 127

※げっ歯類のTD50値（腫瘍発生率が50%となる用量）等から算出。10万分
の1という理論上の発がんリスクに相当する変異原性不純物の1日摂取量。



２．自主点検の基本的な考え方について
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（１）ニトロソアミン類の既知（潜在的リスクのあるものを含む）の混入原因（root causes）、混入リスク
評価方法、分析方法開発の原則等については、ＥＭＡ又はＦＤＡのガイダンスを参照すること。

（２）医薬品中に混入するニトロソアミン類の限度値については、以下のとおりとすること。

② 新規のニトロソアミン類が一種類確認された場合

げっ歯類を用いたがん原性試験データが存在する場合は、ＩＣＨ Ｍ７(Ｒ1)を参考に、一生涯曝露
を想定した限度値を設定する等、がん原性試験データを利用出来ない場合は構造活性相関又は遺伝
毒性試験に基づき限度値を設定する等、科学的に妥当な方法で限度値を設定すること。



２．自主点検の基本的な考え方について
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（１）ニトロソアミン類の既知（潜在的リスクのあるものを含む）の混入原因（root causes）、混入リスク
評価方法、分析方法開発の原則等については、ＥＭＡ又はＦＤＡのガイダンスを参照すること。

（２）医薬品中に混入するニトロソアミン類の限度値については、以下のとおりとすること。

③ ２種類以上のニトロソアミン類が確認された場合

10万分の1という発がんリスクを超えないよう、科学的に妥当な方法で限度値を設定すること。例
えば、以下の２つの方法が考えられる。

• 検出された全てのニトロソアミン類の1日摂取量の合計が、検出されたニトロソアミン類の中で
最も強い発がん性を示すものの許容摂取量を超えないように設定する方法

• 検出された全てのニトロソアミン類の発がんリスクの合計が、生涯過剰発がんリスクとして10
万分の１を超えないように設定する方法

なお、上記②及び③で限度値を設定する際には、その妥当性について厚生労働省（専用メールアドレス：
nitrosamines@mhlw.go.jp）に相談すること。



３．確認事項、実施期限等について
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（１）自社が製造販売する品目について、ニトロソアミン類の既知の混入原因を参考に、ニトロソアミン類の
混入リスクを令和５年４月30日までに評価すること。

（２）上記（１）の結果、ニトロソアミン類の混入リスクのある品目について、当該医薬品に含まれるニトロ
ソアミン類の量を適切なロット数にて測定すること。なお、限度値を超えるニトロソアミン類の混入が確認さ
れた品目については、速やかに監視指導・麻薬対策課に報告すること。

（３）上記（２）の結果、限度値を超えるニトロソアミン類の混入が確認された品目については、規格値の設
定、ニトロソアミン類の量を低減するための製造方法の変更等のリスク低減措置を講じること。上記（２）の
ニトロソアミン類の量の測定及び本項に示す措置は、令和６年10月31日までに行うこと。なお、措置に伴い
一部変更承認申請又は軽微変更届出が必要な場合は当該申請又は届出を令和６年10月31日までに行うこと。



４．承認申請中又は承認申請前の品目について
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（１）製造販売の承認申請（ニトロソアミン類の混入リスク評価が必要な一部変更承認申請を含む。）中の品
目及び令和５年４月30日までに承認申請を行う品目については、以下のとおりとする。

① ３（１）と同様のリスク評価を可能な限り行うこと。なお、令和５年４月30日までに承認申請する場
合は３（１）のリスク評価に先立ち承認申請を行うことは差し支えない。

② ３（１）の評価の結果、混入リスクがある場合には、３（２）及び（３）の対応を行うこと。

③ 本対応は承認審査とは無関係の扱いとし、３（１）（令和５年４月30日までに承認を取得した場
合。）から（３）までの対応は承認後であっても差し支えない。ただし、既に混入リスクが特定され
ている成分（サルタン系医薬品、ラニチジン、ニザチジン、メトホルミン等）又は製造工程に既知の
ニトロソアミン類の生成・混入経路を有する品目については、承認審査においてリスク評価結果及び
リスク低減措置の適切性を確認することとする。



４．承認申請中又は承認申請前の品目について
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（２）令和５年５月１日以降に、承認申請を行う品目については、承認申請時までに３（１）のリスク評価を
行うこと。なお、必要なリスク低減措置は令和６年10月31日までに行うこと。

• なお、上記（１）及び（２）のいずれの場合においても、今後新たにリスクが特定された成分等につい
て、リスク評価結果及びリスク低減措置に関する資料の提出を求める場合があるので留意すること。

• また、承認審査中に限度値を超えるニトロソアミン類の混入が確認された品目については、速やかに厚
生労働省（専用メールアドレス：nitrosamines@mhlw.go.jp）及び独立行政法人医薬品医療機器総合
機構（以下、「ＰＭＤＡ」という。）の担当審査部に報告すること。

留意点



５．製造販売業者以外の業者の対応について
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（１）原薬若しくは製剤の製造又は包装に係る製造業者及び添加剤、試薬、容器施栓系等の供給業者は、ニト
ロソアミン類の混入リスクを評価し、製造販売業者に可能な限り情報提供を行う等、本自主点検に協力するこ
と。

（２）原薬等国内管理人は、原薬等登録原簿（ＭＦ）登録されている原薬等の製造業者に本通知に従い自主点
検を実施させるとともに、遅滞なく適切に製造販売業者への情報提供を行うこと。また、３（３）のリスク低
減措置を行う際には、製造販売業者が必要な一部変更承認申請又は軽微変更届出を行えるよう調整するととも
に、速やかに必要なＭＦ変更登録申請又は軽微変更届出を行い、製造販売業者への報告を行うこと。



６．その他
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• ＰＭＤＡのホームページにおいて本自主点検の特設サイト（https://www.pmda.go.jp/safety/info-
services/drugs/0371.html）を公開し、関連情報を掲載しているので、適宜参照されたい。

• なお、本自主点検を円滑に行うために、別途、質疑応答集（Ｑ＆Ａ）を策定する予定である。

参考情報：

○ ＥＭＡのガイダンス注

• Assessment report：Nitrosamine impurities in human medicinal products.

• Questions and answers for marketing authorisation holders/applicants on the CHMP Opinion for 
the Article 5(3) of Regulation (EC) No 726/2004 referral on nitrosamine impurities in human 
medicinal products.

○ ＦＤＡのガイダンス注

• Guidance for Industry： Control of Nitrosamine Impurities in Human Drugs.

注１ 日本製薬団体連合会のホームページ（http://www.fpmaj.gr.jp/）において、上記のガイダンスの日本
語訳等の情報が公開されている。

注２ 最新のガイダンスは、各規制当局のホームページで確認すること。
ＥＭＡ：https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/post-authorisation/referral-procedures/nitrosamine-impurities
ＦＤＡ：https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/information-about-nitrosamine-impurities-medications



ご清聴ありがとうございました

限度値設定の妥当性等に係るお問合せ：

nitrosamines@mhlw.go.jp
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