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１．はじめに  46 
 リポソーム製剤とは、有効成分がリポソームに封入された医薬品のことである。リポソ47 
ームは、両親媒性脂質分子の二分子膜からなる微小胞で、通常、内部に水性画分を有して48 
おり、リポソーム製剤は有効成分をリポソームの脂質二分子膜又は内相に封入することに49 
より作製される。リポソーム製剤は、多くの場合において有効成分の生体内安定性、組織50 
移行性プロファイルをはじめとする薬物動態、細胞内動態等の改善を目的として設計され51 
ている。したがって、新規リポソーム製剤の有効且つ安全な用法・用量を確立するために52 
は、組織移行性プロファイルをはじめとする薬物動態を明らかにすることが不可欠である。 53 

リポソーム製剤では、Enhanced permeability and retention（EPR）効果やリガンド（標的素54 
子）・抗体を利用した能動的なターゲティングにより、有効成分単独で投与した時に比べ、55 
組織・細胞内移行性が変化していることから、血中有効成分濃度が同等であったとしても56 
標的組織・細胞・オルガネラ内有効成分濃度が異なる可能性がある点において、薬物動態57 
試験の解釈に注意が必要である。また、標的組織・細胞内分布は、リポソームの品質特性58 
と関連していることから、リポソームのサイズ、表面電荷など、リポソームの物理的、化59 
学的及び生物学的特性も含めた評価が必要となる。また、リポソームは生体にとって異物60 
と認識されやすい直径 100 nm 程度の粒子であることから、適切な生体内安定性を有するリ61 
ポソームの設計と、機能評価が重要になる。 62 
 本文書は、リポソーム製剤の開発時に留意すべき事項を明らかにし、承認申請等に必要63 
とされる事項の例を挙げることにより、リポソーム製剤の合理的な開発と審査の効率化を64 
図ることを目的としている。 65 
 66 
２．適用範囲 67 

本文書は、有効成分の生体内安定性、組織移行性プロファイル等の薬物動態、細胞内分68 
布等に影響するように設計され、製造されたリポソーム製剤を対象とする。有効成分の内69 
包／可溶化／輸送促進を目的として用いられた、脂質二分子膜を形成しない脂質・有効成70 
分混合物及び会合体は本文書の適用範囲外であるが、本文書の考え方は有益である。なお、71 
本文書の対象となるリポソーム製剤は、他の関連する通知やガイドラインの適用も受ける。 72 

本文書において対象とする有効成分は、低分子化学合成品、核酸、又はペプチドやタン73 
パク質等の生物起源若しくはバイオテクノロジー由来成分である。 74 
  75 
３．化学、製造及び品質管理 76 
 化学、製造及び品質管理に関する推奨事項は、リポソーム製剤に特有の情報に焦点を当77 
てている。有効成分及び添加剤それぞれの品質に係る一般的な事項については、関連通知78 
及びガイドラインを参考にすること。また、脂質等のリポソーム構成成分の品質がリポソ79 
ーム製剤全体の品質に影響を及ぼす可能性があるため、リポソーム構成成分の化学、製造80 
及び品質管理に関する情報は、有効成分と同程度の水準で詳細に示すこと。 81 
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 82 
３．１ 組成・性状 83 

リポソームは、主として有効成分及び脂質から構成されるが、ポリエチレングリコール84 
（PEG）やリガンド（標的素子）等で修飾された機能性脂質等が含まれる場合がある。また、85 
リポソーム製剤には、一般的な注射剤と同様にpH調整剤、安定化剤等の添加剤が含まれる。 86 
リポソーム製剤の特性を規定する上で、以下の特性は特に重要である。 87 
• リポソームの構成成分 88 
• 有効成分及び各脂質の分量 89 
• 有効成分に対する脂質のモル比又は重量パーセント 90 
リポソーム製剤の品質特性、薬物動態学的特性、薬力学的特性及び安全性プロファイル91 

は、脂質組成を含めた処方に大きく依存する場合があるため、製剤処方開発の経緯とその92 
適切性を示すこと（３．２項参照）。 93 
 94 
３．２ 製剤設計及び特性解析 95 
３．２．１ 製剤開発 96 

リポソーム化の目的及び用途に応じた品質・非臨床・臨床上のプロファイルについて明97 
確にすること。その上で、剤形及び処方を含めた製剤設計、品質特性、製造方法、容器栓98 
システム、使用方法等が、使用目的に適うことを裏付けるために実施された開発段階での99 
検討について製剤開発の経緯として記述する。 100 
 リポソーム製剤中には、有効成分が封入されていないリポソームや脂質二分子膜上の修101 
飾分子（例えば、PEGやリガンド（標的素子）・抗体等）が欠損又は変性したリポソームが102 
一定の割合で存在すると考えられる。したがって、リポソーム製剤を単一リポソームから103 
構成される集合体として捉えず、上記の点に留意した上で、製剤全体として製剤設計及び104 
品質特性に対する評価を行い、管理範囲を設定していく必要がある。また、リポソーム製105 
剤は製剤学的に複雑であり、必ずしも最終製品の品質試験のみでは十分に品質を管理でき106 
ない場合がある。よって、日米EU医薬品規制調和国際会議（ICH）Q8(R2)及びQ11ガイドラ107 
インに概説されているクオリティ・バイ・デザイン（QbD）の考えに基づいた製剤開発を強108 
く推奨する。重要品質特性及び関連する特性値を踏まえ、製剤品質の一貫性を保証するた109 
めの管理戦略を策定した上で、必要な規格及び試験方法を決定すること。リポソーム構成110 
成分の選択・処方と各成分の機能については、目標製品品質プロファイル及び製剤特性（例111 
えば、放出性、標的指向性等）への影響と関連付けて記述すること。また、製剤設計、品112 
質特性（物理的、化学的及び生物学的特性）、製造工程等の変動が製剤特性にどのように113 
影響するのか、開発段階で行った検討を明らかにし、必要に応じて薬物動態、有効性及び114 
安全性に及ぼす影響についても評価・検討すること。 115 
 116 
３．２．２ 製剤の特性解析 117 
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 リポソーム製剤の in vivo での薬物動態及び薬力学的特性に影響する重要品質特性を明ら118 
かにすることは安全性と有効性を担保する上で重要である。重要品質特性に関連する物理119 
的、化学的、生物学的な特性値を適切に設定することは、リポソーム製剤の品質を確保す120 
る上で重要であることから、複数ロットに対し詳細な特性解析を行い、評価すること。凍121 
結乾燥注射剤及び粉末注射剤として供給されるリポソーム製剤については、再調製後の薬122 
液に対しても評価すること。 123 

物理的、化学的、生物学的な特性の詳細な解析は、製造条件が変更された場合の影響を124 
評価する際にも有用である（３．７項参照）。有効成分や修飾分子等として、タンパク質125 
やアプタマー等の高次構造が当該分子の機能に強く影響する分子等を含む製剤では、当該126 
成分及び／又は製剤全体に対し、生物薬品に準じた生物活性、免疫学的特性等の特定・評127 
価を行うこと。 128 

 129 
リポソーム製剤において特に考慮すべき品質特性としては、以下のようなものがあげら130 

れる。 131 
• 粒度分布：平均値又は中央値とともに、分布を図及び多分散指数等の定量的な指標で132 

示すこと。試験法としては、動的光散乱測定が主として用いられるが、粒子径が大き133 
い製剤ではレーザー回折測定も用いられる。動的光散乱測定を行う場合、適切な分布134 
表示（個数基準分布や体積基準分布など）を選択し、明記することが重要である。 135 

• リポソームの形態・構造：リポソーム製剤の凝集状態やラメラ構造を確認すること。136 
画像解析手法として透過型電子顕微鏡、低温電子顕微鏡、原子間力顕微鏡、小角 X 線137 
散乱測定等が用いられる。 138 

• 表面電荷（ゼータ電位）：リポソームの表面電荷は、in vivo でのクリアランス、組織分139 
布、細胞内への取り込みに影響を及ぼすため重要な特性である。水溶液中の対イオン140 
によってリポソーム表面に形成される電気二重層の影響で、表面電荷を直接測定する141 
ことはできないことから、一般的にはゼータ電位として評価検討される。試験法とし142 
ては、電気泳動光散乱（レーザードップラー法）が主として用いられる。なお、測定143 
に使用する溶媒の種類、pH、電気伝導度等によってゼータ電位は変動することから、144 
試験条件を特定すること。 145 

• リポソーム膜の熱力学的特性：示差走査熱量測定や脂質膜挿入型蛍光プローブの蛍光146 
スペクトル特性における温度依存性などにより評価する。コレステロールや脂溶性の147 
高い有効成分等の含有によって明確な相転移温度が定まらないリポソームにおいても、148 
発熱や吸熱プロファイル等の熱力学的特性は脂質二分子膜の流動性と均一性を表す指149 
標として有用である。 150 

• リポソーム製剤からの有効成分の in vitro 放出特性：３．２．３項を参照のこと。 151 
• 浸透圧：リポソーム構造の破裂や収縮を防ぐために、調製後の薬液は等張（約152 

280mOsm/kg）であることが望ましい。 153 
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• pH：分散液（外相液）の pH を特定すること。また、pH 変動によりリポソームの特性・154 
機能に変化が想定される場合には、指標とすべき品質特性を特定し、その影響評価を155 
行うこと。 156 

• 凝集：リポソーム凝集物や沈殿物はインフュージョンリアクション（輸注反応）の頻157 
度を上昇させる可能性があること 1）から、適切な試験（濁度試験等）により評価する158 
こと。 159 

• 有効成分の封入率：リポソームに封入された有効成分と遊離の有効成分を、固相抽出、160 
サイズ排除クロマトグラフィー、超遠心法、ゲル濾過法、透析法等により分離した後、161 
各分画の有効成分量を HPLC や分光光度計により定量する手法が用いられる。 162 

• 不純物：有効成分及び製剤の不純物に関する既存のガイドライン（ICHQ3A,Q3B, Q3C, 163 
Q3D, M7 ガイドライン）を参考とする。特にリポソーム製剤については、原料に由来164 
する不純物、製造工程に由来する不純物、目的物質由来不純物（リポソーム凝集物や165 
変化物等）及び経時的分解物について留意し、プロファイルを特定すること。重要な166 
不純物については、構造又は分子種を特定すること。なお、構造決定ができなかった167 
不純物については、不成功に終わった研究の要約を添付資料に記載すること。 168 

 169 
リポソーム製剤の特徴によっては、以下の特性解析についても考慮すべきである。 170 
• 封入有効成分の状態：電子顕微鏡や小角 X 線散乱測定等を用いて評価する。有効成分171 

の封入方法として硫酸アンモニウム法を用いることにより、封入された有効成分がゲ172 
ル化している場合など、封入有効成分の状態が有効成分の保持能（有効成分の漏出性）173 
に重要と考えられる場合に測定すること。 174 

• リポソームの表面にリガンド等を修飾した製剤では、標的細胞への親和性等に影響す175 
ることがあるため、修飾分子の（高次）構造、修飾比率、標的細胞への結合能等につ176 
いても検討すること。これらの検討が困難である場合には、活性試験をもって代替と177 
することも可能である。 178 

  179 
３．２．３ in vitro 放出試験 180 

リポソーム製剤が一貫した生体内安定性及び有効成分の放出特性を有していることを保181 
証するために、生理的条件を適切に反映した試験液中でリポソームからの有効成分の放出182 
特性を測定する in vitro 放出試験法を確立すること。リポソームの特徴及び製剤設計・使用183 
目的によっては、複数の放出試験条件を設定すること。in vitro での有効成分放出特性が十184 
分に生体内での有効成分放出特性を反映しない場合であっても、以下の観点を考慮し、可185 
能な限り高い識別力を有する in vitro 放出試験法を開発し、その適切性が示されるべきであ186 
る。 187 
• 循環血中や標的組織におけるリポソームからの有効成分の放出プロファイル 188 

1） Szebeni J. et al., Adv Drug Deliv Rev. 63: 1020–1030, 2011 
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• 標的組織又はエンドソームでの pH 変化に応答して有効成分を放出するリポソームに189 
おいては、生理的環境を反映した各 pH におけるリポソームからの有効成分の放出プ190 
ロファイル 191 

• 温度変化や外部刺激によって有効成分を放出するリポソームにおいては、想定した温192 
度変化や外部刺激時に、適切な放出プロファイルで有効成分が放出されること。 193 

 194 
３．３ リポソーム製剤の製造工程及び工程管理 195 

リポソーム製剤の品質確保のためには、単に製造工程における中間体及び工程管理、最196 
終製品の品質試験を実施するだけでなく、製造工程を理解して適切な管理戦略を策定する197 
ことが重要である。また、３．２．１項において前述したように、リポソーム製剤は製造198 
パラメータの変動の影響を受けやすいことから、開発の過程を通じて製造工程に係る知識199 
を集積し、変動要因を十分に把握しておく必要がある。 200 

リポソーム製剤の製造方法は、封入する有効成分や脂質成分の種類・物性、リポソーム201 
製剤の機能や物性により異なるが、その多くでは、製造において以下の特徴的な工程を経202 
ると考えられる。 203 
 204 
３．３．１ リポソームの形成工程 205 

均質なリポソームが、製造ロット毎に頑健に製造されるよう、工程を設計すること。ロ206 
ット間でリポソームの脂質組成が同程度になるよう管理する。また、リポソームの構造に207 
影響するプロセスパラメーターを特定し、適切な管理範囲を設定すること。 208 

脂質薄膜や脂質混合液を製造中間体としてリポソームを製造する場合には、当該製造中209 
間体の均一性、一貫性を保証することが重要である。また、水和の工程における、水和時210 
間や混合速度、温度が重要な管理項目となりうる。 211 

なお、タンパク質のような巨大分子を内包するリポソームでは、リポソームの形成と同212 
時に有効成分の内包が行われる。このようなリポソームの形成工程では、有効成分の封入213 
効率が一定の範囲内に収まるように、管理することも重要である。また混合工程における214 
溶媒の種類とイオン強度、混合速度、混合温度等が重要な管理項目となりうる。 215 
 216 
３．３．２ リポソームへの有効成分の封入工程 217 

ロット間で、有効成分の封入効率が同程度となるよう工程設計を行い、管理を行う。pH218 
勾配や溶解度の違いを利用して有効成分を封入する場合には、リポソーム内部の水相と外219 
部の水相の液性と組成、操作条件（温度、時間など）等が、封入効率に影響する重要な管220 
理項目となる。 221 

リポソームに封入されていない有効成分の除去工程がある場合には工程能力を評価し、222 
遊離している有効成分量を管理すること。 223 
 224 
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３．３．３ サイズ調整工程 225 
リポソーム製剤は、粒子径の違いによって体内動態に大きな影響が生じるため、製造さ226 

れるリポソーム粒子の粒子径が広範囲に分布している場合には、サイズ調整が行われる。 227 
サイズ排除クロマトグラフィーを利用した精製操作が行われる場合には、クロマトグラ228 

フィー樹脂の種類及びカラムスケール、リポソーム負荷量、クロマトグラム条件、分取方229 
法等について、分離能力等の観点から最適化した際の検討内容を示すこと。 230 

また、メンブレンフィルターを用いたエクストルーダーによる粒子径調整を行う場合に231 
は、脂質濃度、温度、圧力、フィルターの孔サイズ等のパラメータが重要である。また、232 
エクストルージョンを繰り返し行う場合や、数種のフィルターを用いて段階的に行う場合233 
には、エクストルージョン操作の回数や、フィルターの組み合わせ、順番等に関する条件234 
検討の内容を示すこと。 235 
 236 
３．３．４ PEG 等による表面修飾工程 237 
リポソーム製剤では、生体内での安定化を目的として表面が PEG 鎖で修飾される他、標238 

的指向性の向上を企図して、リガンド（標的素子）・抗体を用いて修飾される場合がある。239 
表面修飾の目的及び機能発現に必要な修飾分子数等を考慮した上で、ロット間でリポソー240 
ムの修飾状態が同程度となるよう工程設計を行い、管理をすること。 241 
 242 
３．３．５ 滅菌工程 243 

リポソームは一般的な乾熱滅菌、高圧蒸気滅菌に使用される操作条件下において不安定244 
であることから、滅菌操作にはろ過滅菌が広く用いられる。しかしながら、メンブレンフ245 
ィルターを用いてリポソームをろ過滅菌したとき、フィルターマトリックスによる微生物246 
の吸着をリポソームが阻害することにより、微生物がフィルターを通過する可能性がある。247 
ろ過滅菌工程については、バクテリアチャレンジ試験等によって工程能力を評価し、フィ248 
ルター選択の適切性を示すこと。 249 
 250 
３．４ リポソーム構成成分の管理 251 

リポソーム製剤においては、脂質二分子膜を構成する脂質分子、その表面を修飾する PEG252 
鎖、リガンド（標的素子）、抗体等が有効成分の生体内安定性、薬物動態、細胞内動態等の253 
改善に寄与している。このため、リポソーム構成成分、とりわけ製剤の機能に大きな影響254 
を及ぼすリガンド(標的素子)、抗体等の構成成分については、一般的な添加剤と異なり、よ255 
り目的とする特性が保証されるように評価・管理される必要がある。 256 
 257 
３．４．１ 品質特性 258 

脂質については、構造式が単一で表される合成脂質である場合には、一般的には、標準259 
的な分光学的方法で構造を明らかにする。天然脂質混合物（大豆レシチンや卵黄レシチン260 
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など）又は半合成脂質（例えば HSPC など）の場合は、脂質組成の変動によってリポソー261 
ム製剤の特性は変動しうることから、脂質組成（すなわち、各脂質成分の百分率）及び脂262 
質を構成する脂肪酸組成（各脂肪酸の百分率）を明らかにする。 263 

PEG などの高分子や標的指向性付与を目的とした分子（リガンド（標的素子）等）を結264 
合した修飾脂質等では、リンカーを含めたその構造解析を行うこと。特に、PEG の分子量265 
分布は、生体内安定性だけでなくリポソームの粒子サイズや有効成分の放出にも影響を及266 
ぼす可能性があるので重要である。 267 
 268 
３．４．２ 製造工程及び工程管理 269 
 合成脂質及び半合成脂質については、出発物質及び製造方法が特定され、適切に管理さ270 
れているものを用いること。半合成脂質の合成に使用される生物起源成分については、生271 
物学的起源（卵黄など）、供給業者を示すこと。合成脂質及び半合成脂質を開発者又は製造272 
委託先にて製造する場合には、出発物質の規格、重要工程及び中間体の管理方法を特定し、273 
品質に影響する工程パラメータを示すこと。 274 

生物由来成分又は組換えDNA技術を応用したタンパク質を出発物質又は原料として若し275 
くは直接用いる場合には、生物薬品に関連する他の通知やガイドラインの要件に準じた管276 
理・検討を行うこと。 277 
 278 
３．４．３ 規格及び試験方法 279 

脂質二分子膜を構成する脂質分子、リガンド（標的素子）等が製剤品質に及ぼす影響に280 
関する検討結果を踏まえ、十分な試験項目を設定し、規格及び試験方法を詳細に記述する281 
こと。添加剤は使用目的に適った特性を有している必要があることから、公定書収載品で282 
あっても、製剤品質に影響を及ぼす特性が公定書に規定されていない場合、又は公定書に283 
定められる管理基準により、目的とする製剤品質を確保できない場合には、別途、必要な284 
規格値と試験方法を追加設定し、管理すること。分析法はバリデートされたものを使用し、285 
規格には少なくとも含量（又は力価）、確認試験、純度試験及び定量法を含めること。標準286 
品／標準物質を設定する場合は、設定した標準品／標準物質の調製法、規格及び試験方法287 
並びに保存条件及び有効期間を記載すること。 288 
 タンパク質のような生物起源又はバイオテクノロジー由来成分を使用する場合には、ICH 289 
Q6B ガイドラインを参考に、適切に規格設定を行うこと。 290 
 291 
３．４．４ 安定性 292 

リガンド（標的素子）で修飾された脂質等は、一般的な添加剤の使用状況と比較して製293 
剤中で高度な機能発現が求められていることから、十分な安定性を有していることが確認294 
される必要がある。ICH Q1A (R2)ガイドライン及び／又は ICH Q5C ガイドラインの考え方295 
に従って適切に安定性評価を行い、リテスト期間又は有効期間を設定すること。 296 
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 297 
３．５ リポソーム製剤の管理 298 
 299 
３．５．１ 規格及び試験方法 300 

規格及び試験方法については、日本薬局方及び ICH Q6A 又は Q6B ガイドラインを参照す301 
ると共に、リポソーム特異的な評価項目（有効成分の封入率、有効成分の放出性、脂質の302 
定量、分解物など）については、必要に応じて適切に設定すべきである。また経時的に変303 
化する品質特性については、薬物動態、有効性及び安全性への影響の観点から、設定され304 
た規格値の適切性を示すこと。リポソーム製剤に適用するバリデートされた試験方法を定305 
める必要があり、その試験項目及び試験方法等は、適宜３．２．２項に例示したものを含306 
め、製剤を特徴づける特性に基づいたものとすること。なお、リポソーム製剤における規307 
格及び試験方法の設定については、特に以下の点に留意すること。 308 
 309 
３．５．２ 確認試験 310 

脂質、修飾分子等が目的とするリポソームを構成していることを、他の規格試験と併せ311 
て複合的に判断できるよう、規格及び試験方法を設定すること。 312 
 313 
３．５．３ エンドトキシン試験 314 

リポソーム製剤においてエンドトキシン試験を行った場合、脂質とライセート試薬が交315 
差反応を起こし正しく測定できない場合があるため2)、適切にバリデーションを実施するこ316 
と。エンドトキシン試験を適切に実施できない場合には、発熱性物質試験として管理する317 
こと。 318 

 319 
３．５．４ 活性試験 320 
 有効成分や修飾分子等として、タンパク質やアプタマー等の高次構造が当該分子の機能321 
に強く影響する分子等を含む製剤では、必要に応じて、当該成分及び／又は製剤全体に対322 
し、生物活性の評価を行う。 323 

リポソーム製剤において生物活性試験等を実施する場合には、リポソーム製剤の標準物324 
質の設定が必要となる場合がある。リポソーム製剤の標準物質を設定する場合には、製造325 
方法並びに規格及び試験方法を示すこと。また、標準物質の安定性については、適切な特326 
性解析項目を選択して評価し、有効期間内で品質特性が一貫していることを確認・保証す327 
ること。 328 
 329 
３．６ 安定性 330 

2） Dobrovolskaia MA. et al., Nanomedicine (London). 5: 555-562, 2010. 
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 リポソーム製剤の安定性試験は、ICH Q1A (R2)ガイドラインに則って実施すること。特に331 
有効成分やリポソーム構成成分に生物薬品（生物由来成分又は組換え DNA 技術を応用した332 
タンパク質）が用いられている場合には、ICH Q5C ガイドラインの考え方も適用される。333 
なお、リポソーム製剤の安定性に関する現時点での知識には限界があるため、長期保存試334 
験の実保存時間を超える有効期間の設定は認められない。 335 
 リポソーム製剤は製剤学的に複雑であることから、安定性試験において品質特性の経時336 
変化を十分に把握するために、必要に応じて、規格及び試験方法に設定された試験項目に337 
加えて、特性解析項目からも試験項目を選択して設定すること。特に重要な試験項目の一338 
例として、以下の特性が挙げられる。 339 
• リポソーム製剤中での各種脂質の安定性： 340 

不飽和アシル基を含む脂質は酸化的分解を受けやすく、それが相転移温度等の変化を341 
引き起こし、リポソームの安定性に影響する。また、飽和及び不飽和アシル基を含む342 
脂質ともに加水分解を受けやすく、リゾ脂質及び遊離脂肪酸が生成される。脂質の分343 
解が進行することで、リポソーム製剤は本来の機能を失う、又は脂質二分子膜構造の344 
崩壊に至ることから、脂質の分解の程度とリポソーム製剤の品質特性への影響を明確345 
にすること。 346 

• 修飾分子の付加状況、構造安定性： 347 
修飾分子の結合様式によっては、リポソームから修飾分子が徐々に解離し、修飾分子348 
数が低下する。また、リポソーム外部の水相の種類や保存条件によっては、修飾分子349 
の高次構造が長期保存により変化する場合がある。修飾分子数の低下や高次構造の変350 
化が認められた場合には、リポソーム製剤の品質特性への影響を明確にすること。 351 

• 粒子径分布、凝集： 352 
リポソームは、長期保存中に融合や凝集を起こすことがある。例えば、小さい単層小353 
胞では、小胞の融合により粒子径の増大が認められやすい。濁度や粒子径分布等を試354 
験項目として設定し、経時変化とリポソーム製剤の品質特性への影響を評価すること。 355 

• 封入率： 356 
リポソームの脂質二分子膜構造の崩壊の有無にかかわらず、内包された有効成分の漏357 
出が認められる場合があるので、経時変化とリポソーム製剤の品質特性への影響を評358 
価すること。 359 

 360 
３．７ 製法の変更 361 

リポソーム製剤は開発経験が少ないことから、製法の変更がリポソーム製剤の品質に影362 
響を及ぼさないことを証明するための一般的なデータセットを提示することは困難である。 363 

製剤に設定された規格及び試験方法に加えて、製剤特性、管理戦略、製造方法の変更内364 
容を考慮して、当該変更により影響する可能性が否定できない物理的、化学的、生物学的365 
特性に関する試験項目を特定して評価を行い、変更前後で製剤品質が同等／同質366 
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（comparable）であることを確認すること。製法の変更前後における製剤間の同等性／同質367 
性（comparability）評価の考え方については、ICH Q5E（生物薬品（バイオテクノロジー応368 
用医薬品／生物起源由来医薬品）の製造工程の変更に伴う同等性／同質性評価について）369 
ガイドラインに示された考え方を参考にすること。変更の程度が大きく、品質の観点のみ370 
では同等性／同質性の評価が不十分と考えられる場合や、物理的化学的特性、生物学的特371 
性等から製剤品質が同等／同質であることを説明できない場合には、補遺に記載した内容372 
に留意し、薬物動態、有効性及び安全性に及ぼす影響についても評価・検討すること。 373 

リポソーム製剤では、スケールアップ時に特性が変化するリスクが通常の低分子医薬品374 
等と比較して高いと考えられることから、スケール依存性に関する評価についても慎重に375 
行うこと。例えば、リポソームのサイズ調整のエクストルージョン工程においては、スケ376 
ールアップに際して加圧方法や使用されるフィルターの種類などの変更を伴う場合がある。377 
また、サイズ排除クロマトグラフィーを利用した精製操作においては、カラムスケールの378 
変更に伴う分取条件（流量、処理量など）の変更が必要である。これらの工程変更の内容379 
とリポソーム製剤の品質特性の関係について精査し、変更前後で製剤品質が同等／同質で380 
あることを確認する必要がある。  381 
 なお、リポソーム製剤において、リポソームの形成に関連する製造原理、リポソームへ382 
の有効成分の封入方法、脂質量と有効成分量の比、脂質二分子膜の組成に係る変更及びリ383 
ポソームへの表面修飾工程等の変更は、有効性及び安全性への影響を否定できない場合が384 
あるので、同等性／同質性の評価に特に留意する。 385 
 検証的試験実施後における製法変更では、承認後に製法変更を行う場合と同様に、広範386 
かつ詳細に製法変更前後の製品の同等性／同質性を評価する必要がある。 387 
 388 
４．非臨床試験 389 
４．１ 概論 390 

有効成分をリポソーム製剤として投与することにより、有効成分単独で投与した時に比391 
べ薬物動態学的特性が著しく変化することがある。すなわち、分布容積とクリアランスが392 
変化し、半減期が延長し、組織分布が変化することがある。このような薬物動態学的特性393 
の変化に伴い、有効性及び安全性も著しく変化することがある。リポソームが組織へ到達394 
後、有効成分を放出し薬効を発揮するには、リポソームが細胞内に取り込まれた後に有効395 
成分が放出される場合や、細胞外でリポソームから放出された有効成分が細胞に取り込ま396 
れ効力を発揮する場合がある。 397 

一般にリポソーム製剤に封入された有効成分の薬物動態学的特性は、以下の要因により398 
変化し得る。 399 
• 有効成分を封入したリポソームのクリアランス 400 
• 封入された有効成分のリポソームからの放出速度 401 
• 遊離された有効成分のクリアランス及び代謝 402 
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• リポソーム及び有効成分の体内分布 403 
• リポソーム及び有効成分と血漿、血清タンパク質又は血液細胞や血管内皮との相互作404 

用 405 
in vivo における有効成分の放出速度と放出部位は、多くの場合、薬効や安全性に影響する406 

重要な特性であり、有効成分の放出の状態を推測するための手法の開発を試みるべきであ407 
る。 408 

非臨床試験は、品質特性プロファイルが明確にされた臨床使用製品と同等のリポソーム409 
製剤を用いて行うべきであり、選択した試験条件における有効成分のリポソームからの放410 
出速度及び製剤の安定性について事前に情報を得ておくべきである。 411 

 412 
４．２ 非臨床薬物動態 413 
４．２．１ 分析法 414 

血液、血漿又は血清中に存在する有効成分及び遊離の有効成分、並びに臓器や組織中の415 
有効成分を測定できる分析手法を開発することが必要である。 416 

投与後の各時点の血液、血漿又は血清試料において、封入及び遊離の有効成分を分離し417 
ない値を「総量」として定量すべきである。血液、血漿又は血清中の遊離有効成分及び総418 
量を測定することは可能であるが、臓器や組織中では、組織の処理過程でリポソームが破419 
壊されてしまう可能性があるため、各臓器組織中での遊離有効成分の測定が困難である場420 
合が多い。すべての生体分析結果の適切性と解釈の正当性を保証するための分析手法を開421 
発する際には、試料の処理過程が適切に管理されていることに注意を払う必要がある。 422 

血液、血漿又は血清中における有効成分（総量、遊離有効成分）、臓器や組織における有423 
効成分（総量）、及び代謝物を定量するために用いた分析手法は、その手法のバリデーショ424 
ンに関する記述が必要である。バリデーションに関しては、「医薬品開発における生体試料425 
中薬物濃度分析法のバリデーションに関するガイドライン」薬食審査発 0711 第 1 号（平成426 
25 年 7 月 11 日）、及び「医薬品開発における生体試料中薬物濃度分析法（リガンド結合法）427 
のバリデーションに関するガイドライン」薬食審査発 0401 第 1 号（平成 26 年 4 月 1 日）428 
が参考となる。 429 

 430 
４．２．２ 薬物動態 431 

リポソーム製剤の体内動態は、リポソーム化せずに投与された有効成分の体内動態とは432 
大きく異なることがあり、このことが有効性と安全性に著しく影響することがある。この433 
ため、有効成分単体とリポソーム化した製剤で in vivo での薬物動態を比較評価することが434 
重要である。in vivo での薬物動態及び有効成分の放出を検討する際には、リポソーム製剤の435 
予定される臨床使用法及びリポソームの組成の他、有効成分の特性、リポソーム及び有効436 
成分の標的臓器や標的組織における蓄積・滞留性、血中濃度及び組織分布等に特に留意し、437 
用いる動物種及びモデルの選択の妥当性を示すべきである。標的性付与を目的としてリポ438 
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ソーム表面にリガンド（標的素子）・抗体等を結合した場合、動物種及びモデルの選択に当439 
たっては、受容体やエピトープ等の発現・分布等の種差を考慮する必要がある。 440 

リポソームのサイズ、表面電荷、形態、リガンド（標的素子）・抗体等による表面修飾な441 
どの品質特性は、リポソーム製剤の体内分布に影響することがあるので、その特性の変動442 
が体内分布に及ぼす影響を考察すべきである。品質特性と体内分布に関する考察は将来、443 
製品規格を設定する際に、その妥当性を説明するために有用である。ICH S3 (S3A 及び S3B)、444 
S6 (R1)並びに M3 (R2)で推奨している情報に加えて、リポソーム製剤を評価する上で重要な445 
ポイントにつき以下に述べる。 446 
• リポソーム製剤と単独投与された有効成分について、薬物動態を比較することにより、447 

リポソーム化することの目的や意義を説明することは有益である。 448 
• 血液、血漿又は血清中の有効成分の総量及び遊離の有効成分について、リポソーム製449 

剤としての Cmax、半減期及び AUC など、適切な薬物動態パラメータを解析する。ま450 
た解析結果に基づき、リポソーム化することによる有効成分の薬物動態の変化につい451 
て考察する。 452 

• 薬物動態パラメータは、多段階の用量で、また適切な時点で採取された試料を用いて453 
算出する。 454 

• 予定される臨床用法及び投与経路に関連する臓器や組織中におけるリポソーム製剤の455 
体内分布。具体的には、臓器や組織中の有効成分の総量が求められることから、時間456 
経過に応じて有効成分の変化を正確に評価できるよう採取期間と試料採取時点を設定457 
した上で、体内分布の経時的変化を観察する。 458 

• 試料採取時点及び採取期間等、試料採取スケジュールの決定に際しては、投与後のリ459 
ポソームの安定性や、特定の臓器や組織への局在プロファイル等の要素を考慮すべき460 
である。特に最初の分布相（例えば＜15 分）において採取した試料は、その測定値か461 
ら分布容積を計算し循環血中におけるリポソームの安定性（バースト現象に関わる安462 
定性）を評価することができるため、有益である。 463 

• 各臓器組織中での遊離有効成分の測定が困難である場合は、代謝物等の測定を試みる464 
べきである。 465 

• 試料採取方法や時期など試験デザインは薬物動態パラメータの測定値の精度に影響を466 
与える。適切な投与量、必要な試料採取計画、動物数を慎重に決定する。 467 

• リポソームの主要な代謝や排泄に関わる臓器や組織とともに、安全性や有効性に関与468 
すると思われる臓器や組織は採取する対象に加えられることが望ましい。特に、安全469 
性の観点から懸念される臓器の例としては、肝臓や脾臓、腎臓、骨髄、肺、心臓など、470 
細網内皮系やクリアランスと関連する重要な臓器、蓄積しやすい臓器、脳や精巣など471 
血液組織関門により保護されている臓器などが挙げられる。 472 

• 有効成分の代謝物が主要な活性本体であることが知られている場合は、血液、血漿又473 
は血清中における（可能なら臓器や組織中においても）、活性代謝物を測定することは474 
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特に重要である。一つ又はそれ以上の代謝物が実質的な臨床効果を有している場合は、475 
それぞれの代謝物に対して動態解析し比較することが望ましく、場合によっては、反476 
復投与による蓄積性を評価するためにトキシコキネティクスを比較することも必要と477 
なる。 478 

• 静脈内に投与したリポソームとその体内動態に重要な影響を及ぼすタンパク質及び細479 
胞との相互作用は、リポソーム製剤の体内分布や、安定性及び安全性に影響する可能480 
性がある。 481 

• 適切な動物モデルを用いたイメージング手法により、リポソーム製剤の体内動態を把482 
握しておくことも有益である。 483 

• リポソーム表面へのリガンド（標的素子）・抗体等の導入は、リポソームの組織・細胞484 
内移行性に大きな影響を及ぼしうるため、標的臓器や標的組織とともにそれ以外の臓485 
器や組織への集積性の変化にも留意する必要がある。 486 

• リポソーム製剤中の有効成分の代謝及び排泄経路の評価は、製剤の安全性、有効性の487 
評価に重要である。リポソーム構成成分が安全性に影響を与えると予測されるのであ488 
れば、構成成分の代謝及び排泄経路についても評価する。 489 

 490 
４．３ 非臨床薬力学 491 

非臨床薬力学試験は、適切な裏付けのある in vitro（可能であれば）及び in vivo のモデル492 
を用いて薬力学反応を実証する。適切な投与経路及び予定される臨床使用に応じた投与493 
量・投与計画により in vivo 評価を行うべきである。その薬力学的モデルが適切であるかど494 
うかについては、リポソーム製剤の薬物動態並びに有効成分の単独投与での薬物動態及び495 
薬力学を考慮し評価するべきである。 496 

リポソーム製剤の化学的組成及び物理的化学的性質（サイズ、表面電荷及び有効成分の497 
放出速度を含む）は、薬力学特性に影響する。作用機構を考察するための試験をデザイン498 
する際に考慮すべき要素には、次のようなものがある。 499 
• 有効成分の体内動態（in vivo における有効成分の放出部位と放出速度） 500 
• 細胞内における有効成分の放出が薬効発現に重要である製剤においては、エンドサイ501 

トーシス等による細胞内への取り込み後のリポソーム（脂質又は他の成分を含む）の502 
体内動態 503 

リポソームの薬力学については、in vitro 及び in vivo の薬力学モデルを用いて評価する必504 
要がある。リポソームと標的細胞、さらに毒性上懸念される他の細胞との相互作用の特性505 
を示す in vitro 試験の実施を推奨する。リポソーム表面にリガンド（標的素子）・抗体等を結506 
合させた場合は、標的細胞等を用いた親和性の評価とともに、必要に応じてリガンド（標507 
的素子）・抗体等に由来する薬理作用についても明確にしておく必要がある。In vitro 及び in 508 
vivo の両モデルを用いてリポソームの薬力学を評価できない場合は、開発者は評価方法と評509 
価結果の妥当性を論理的に十分に示すべきである。 510 
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 511 
４．４ 安全性薬理試験 512 

該当する場合は（例えば、ICH S9 の適用範囲外のリポソーム製剤）、安全性薬理試験のコ513 
アバッテリーを、ICH M3 (R2)、並びに ICH S7A及び ICH S7Bに準じて実施するべきである。 514 

 515 
４．５ 毒性試験 516 

リポソーム製剤の毒性を非臨床評価するためには、基本的に新有効成分含有医薬品に準517 
じた毒性評価が必要であり、毒性プロファイル及び曝露－反応関係の両方を評価するため518 
に、以下の点に留意しつつ ICH 安全性ガイドライン及び M3(R2)ガイドラインに基づいて、519 
リポソーム製剤を評価する適切な毒性試験を実施すべきである。 520 
• 単独投与による毒性評価が終了している薬物を有効成分とする同一の臨床投与経路に521 

よるリポソーム製剤の毒性評価では、比較可能な 1 種の動物を用いた臨床投与経路に522 
よる短期反復投与毒性試験を行い、その毒性プロファイル及び曝露を有効成分単独投523 
与の場合と比較し、その結果を考慮して当該リポソーム製剤の毒性評価に必要な試験524 
を実施する。 525 

• 有効成分に新規性があり、毒性及びトキシコキネティクスデータが得られていない場526 
合には、ICH 安全性ガイドラインに準拠して当該リポソーム製剤の毒性／曝露評価を行527 
う。有効成分が遊離の状態で生体内に存在する可能性がある場合は、適切な動物種を528 
用いて有効成分の臨床投与経路による反復投与毒性試験を実施して、その毒性発現及529 
び曝露をリポソーム製剤と比較することが必要な場合がある。 530 

• 添加剤としてのリポソーム構成成分の安全性評価は、当該製剤に限定した承認とする531 
前提で、製剤（リポソーム全体）で評価を行うことでよいが、脂質成分の毒性に関す532 
る既知データがなく、新たな脂質構造や蓄積等による毒性が予測されるなどの理由に533 
より、リポソーム製剤の毒性試験のみでは脂質成分が関与する安全性が適切に評価で534 
きない場合には、リポソーム製剤から有効成分を除いた構成成分の安全性評価が求め535 
られる場合がある。 536 

 537 
４．５．１ トキシコキネティクス 538 

血液、血漿又は血清中の有効成分に加えて、予定される臨床用法及び用量に応じて標的539 
臓器や標的組織、及び毒性上懸念される臓器や組織中においても有効成分を測定する必要540 
がある。 541 

４．５．２ 追加の試験 542 
リポソーム製剤やその製造に用いる脂質の物理的化学的性質や薬物動態学的特性に応じ543 

て、標的臓器の機能評価が必要となることがある。 544 
急性の輸注反応は、リポソーム製剤では比較的一般的に起こり得る。in vitro と in vivo の545 

試験、例えば、補体活性化の測定（及び／又はマクロファージや好塩基球の活性化測定）546 
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や、適切な動物モデルを用いた試験などが、有害事象発現の可能性を評価するために考慮547 
されるべきである。その他の血液毒性、抗原性又は免疫毒性（ICH S8）を検討するための548 
試験は、リポソームの特性や、有効成分の薬理学的特性等、リポソーム製剤の性質に応じ549 
て考慮する必要がある。 550 
 551 
５．ヒト初回投与試験において考慮すべき事項  552 
リポソーム製剤は、有効成分の体内分布を変えるように設計されることが多い。したが553 

って、ICH S3 (S3A と S3B)、S6 (R1)、S9、M3 (R2) 及び「医薬品開発におけるヒト初回投554 
与試験の安全性を確保するためのガイダンス」薬食審査発 0402 第１号（平成 24 年 4 月 2555 
日）で推奨している情報に加えて、ヒト初回投与試験を検討する際は、リポソーム製剤及556 
び有効成分の非臨床薬物動態データ、予定される臨床使用法及び投与経路など、リポソー557 
ム製剤に特有の情報を考慮することが重要となる。非臨床薬物動態試験においては、総有558 
効成分及び遊離の有効成分並びに代謝物の経時的推移の把握ができるよう、具体的には以559 
下のように試料採取時点及び期間を適切に選択する。 560 
• 血液、血漿又は血清中の総有効成分及び遊離状態の有効成分について、リポソーム製561 

剤の Cmax、半減期及び AUC などの薬物動態パラメータ 562 
• 血漿濃度－時間プロファイルを適切に記述するために十分な試料数を採取するべきで563 

ある。試料採取スケジュールには、投与直後の分布過程について的確な情報が得られ564 
るように、特に投与初期の試料採取間隔については短くすることも有益であると考え565 
られる。一般的に、試料採取スケジュールは、投与製剤全体の曝露の程度について可566 
能な限り十分に長い時間の血漿濃度時間曲線を含んでいること。 567 

• 標的病変部位及び主要臓器におけるリポソーム製剤の分布。具体的には、標的病変部568 
位及び主要臓器における有効成分の総量、並びに適切な期間にわたる経時的な薬物濃569 
度推移の測定が可能な採取頻度 570 

ヒト初回投与試験における初回投与量の選択にあたっては、ICH M3 (R2) 及び「医薬品開571 
発におけるヒト初回投与試験の安全性を確保するためのガイダンス」に準拠すべきである。572 
また、上記３章（化学、製造及び品質管理）及び４章（非臨床試験）で述べたような重要573 
な製品特性、薬理学的な用量反応性、薬物動態及び薬理学的／毒性プロファイルなど、す574 
べての関連する非臨床データを注意深く考慮すべきである。 575 

ヒトにおける用量制限毒性は、通常の医薬品と同様な判断が可能であるが、過敏症反応576 
は必ずしも用量依存的でないため注意を要する。 577 

各リポソーム製剤の重要品質特性の候補を特定し、当該重要品質特性により３章で述べ578 
たように恒常性を評価するべきである。品質特性の恒常性は、非臨床試験で用いた製品と579 
ヒト初回投与試験で用いた製品との間で確認するべきである。また、その試験手順は、ヒ580 
ト初回投与試験を開始する前に確立しておくべきである。ヒト初回投与試験の前に非臨床581 
試験用リポソーム製剤製造時の製造工程(スケールアップを含む)が変更された場合は、同等582 
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性／同質性を確認するべきである。 583 
リポソーム製剤が、ヒト初回投与試験の期間中、安定であることを担保する安定性試験584 

が求められる。 585 
 586 
６．用語集 587 
この用語集は、以下の用語が本文書でどのように用いられているかを説明するためのもの588 
である。 589 
１）Enhanced permeability and retention（EPR）効果：正常血管から容易に漏出しない高分子590 

ナノ粒子あるいはタンパク質が、網内系に捕獲されず安定的に血中を循環する場合、591 
固形腫瘍においては、腫瘍血管透過性亢進機構とリンパ回収系の未発達ゆえに、固形592 
腫瘍内に選択的に漏出し、長く留まる現象。 593 

 594 
２）リポソーム：両親媒性脂質分子の二分子膜からなる微小胞で、内相を有する。リポソ595 

ーム製剤は、有効成分をリポソームの脂質二分子膜又は内相に封入することにより作596 
製される。 597 

 598 
３）有効成分の封入率：（リポソームに封入された有効成分量／製剤全体の有効成分量）×599 

100（%） 600 
 601 
４）バースト現象：リポソームを静脈内に投与後、速やかに封入有効成分が放出される現602 

象。 603 
604 
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付属文書 605 
関連するガイドライン等 606 
 607 
 平成15年6月3日 医薬審発第0603001号 安定性試験ガイドラインの改定について（ICH 608 

Q1A(R2)ガイドライン） 609 
 平成 14 年 12 月 16 日 医薬審発第 1216001 号 新有効成分含有医薬品のうち原薬の不純610 

物に関するガイドラインの改定について（ICH Q3A(R2)ガイドライン） 611 
 平成15年6月24日 医薬審発第0624001号 新有効成分含有医薬品のうち製剤の不純物に612 

関するガイドラインの改定について（ICH Q3B(R2)ガイドライン） 613 
 平成10年3月30日 医薬審第307号 医薬品の残留溶媒ガイドラインについて（ICH 614 

Q3C(R3)ガイドライン） 615 
 医薬品の金属不純物ガイドライン（ICH Q3Dガイドライン）step4 616 
 潜在的発がんリスクを低減するための医薬品中 DNA 反応性（変異原性）不純物の評価617 

及び管理（ICH M7 ガイドライン）step4 618 
 平成10年1月6日 医薬審第6号 生物薬品（バイオテクノロジー応用製品／生物起源由来619 

製品）の安定性試験について（ICHQ5Cガイドライン） 620 
 平成17年4月26日 薬食審査発第0426001号 生物薬品（バイオテクノロジー応用医薬品621 

／生物起源由来医薬品）の製造工程の変更にともなう同等性／同質性評価について 622 
（ICHQ5Eガイドライン） 623 

 その他 生物薬品の品質に関するICHガイドライン [平成12年2月22日 医薬審第329624 
号（ICHQ5A(R1)ガイドライン）、平成10年1月6日 医薬審第3号（ICHQ5Bガイドライン）、625 
平成12年7月14日 医薬審第873号（ICHQ5Dガイドライン）] 626 

 平成13年5月1日 医薬審発568号 新医薬品の規格及び試験方法の設定について627 
（ICHQ6Aガイドライン） 628 

 平成13年5月1日 医薬審発第571号 生物薬品（バイオテクノロジー応用医薬品／生物起629 
源由来医薬品）の規格及び試験方法の設定について（ICHQ6Bガイドライン） 630 

 平成22年6月28日 薬食審査発第0628第1号 製剤開発に関するガイドラインの改定につ631 
いて(ICH Q8(R2)ガイドライン) 632 

 平成26年7月10日 薬食審査発0710第9号 原薬の開発と製造（化学薬品とバイオテクノ633 
ロジー応用医薬品／生物起源由来医薬品）ガイドラインについて（ICH Q11ガイドライ634 
ン） 635 

 平成22年2月19日 薬食審査発0219第4号 医薬品の臨床試験及び製造販売承認申請のた636 
めの非臨床安全性試験の実施についてのガイダンスについて（ICH M3(R2)ガイダンス） 637 

 平成8年7月2日 薬審第443号 トキシコキネティクス（毒性試験における全身的暴露の638 
評価）に関するガイダンスについて (ICH S3Aガイダンス) 639 

 平成8年7月2日 薬審第442号 反復投与組織分布試験ガイダンスについて (ICH S3Bガ640 
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イダンス) 641 
 平成11年4月5日 医薬審第655号 反復投与毒性試験に係るガイドラインの一部改正に642 

ついて（ICHS4ガイドライン） 643 
 平成24年3月23日 薬食審査発0323第1号 バイオテクノロジー応用医薬品の非臨床にお644 

ける安全性評価について（ICHS6(R1)ガイドライン） 645 
 平成13年6月21日 医薬審発第902号 安全性薬理試験ガイドラインについて（ICHS7Aガ646 

イドライン） 647 
 平成21年10月23日 薬食審査発1023第4号 ヒト用医薬品の心室再分極遅延（QT間隔延長）648 

の潜在的可能性に関する非臨床的評価について（ICHS7Bガイドライン） 649 
 平成18年4月18日 薬食審査発第0418001号 医薬品の免疫毒性試験に関するガイドライ650 

ンについて（ICHS8ガイドライン） 651 
 平成22年6月4日 薬食審査発0604第1号 抗悪性腫瘍薬の非臨床評価に関するガイドラ652 

インについて（ICHS9ガイドライン） 653 
 その他、安全性に関する ICHガイドライン [平成 9年 4月 14日 薬審第 315号（ICH S1A654 

ガイドライン）、平成 10 年 7 月 9 日 医薬審第 548 号（ICHS1B ガイドライン）、平成 20655 
年 11 月 27 日 薬食審査発第 1127001 号（ICH1C(R2) ガイドライン）、平成 24 年 9 月 20656 
日 薬食審査発 0920 第２号（ICHS2(R1)ガイドライン）、平成 5 年 8 月 10 日 薬新薬第657 
88 号（ICHS4 ガイドライン）、平成 11 年 4 月 5 日 医薬審第 655 号（ICHS4A ガイド658 
ライン）、平成 9 年 4 月 14 日 薬審第 316 号（ICHS5A, S5B ガイドライン）、平成 12659 
年 12 月 27 日 医薬審第 1834 号（ICHS5B(M)ガイドライン）、平成 26 年５月 21 日 薬660 
食審査発 0521 第 1 号（ICHS10 ガイドライン）] 661 

 平成 17 年 9 月 16 日 薬食審査発第 0916001 号、薬食安発第 0916001 号 医薬品安全性662 
監視の計画について（ICHE2E ガイドライン） 663 

 平成 25 年 7 月 11 日 薬食審査発 0711 第 1 号 医薬品開発における生体試料中薬物濃度664 
分析法のバリデーションに関するガイドライン 665 

 平成 26 年 4 月 1 日 薬食審査発 0401 第 1 号 医薬品開発における生体試料中薬物濃度666 
分析法（リガンド結合法）のバリデーションに関するガイドライン 667 

 平成10年6月26日 医薬審第496号 非臨床薬物動態試験ガイドラインについて 668 
 平成 24 年 4 月 2 日 薬食審査発 0402 第１号 医薬品開発におけるヒト初回投与試験の669 

安全性を確保するためのガイダンス 670 
 平成 26 年 1 月 10 日 薬食審査発 0110 第 1 号 ブロック共重合体ミセル医薬品の開発に671 

関する厚生労働省/欧州医薬品庁の共同リフレクションペーパーの公表について 672 
 673 
  674 
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補遺 （Appendix） 675 
製法変更時の同等性／同質性評価 676 

 677 
 リポソーム製剤の製法変更に際し、3 章（化学、製造及び品質管理）に概説した品質に関678 
する検討により、製法変更前後の製品について認められた品質特性の差異が有効性及び安679 
全性に影響を及ぼさないことを十分保証できるのであれば、当該検討のみに基づいて製法680 
変更前後の製品の同等性／同質性を確定できる。品質に関するデータにより同等性／同質681 
性が確定できない場合、非臨床あるいは臨床試験を追加することにより立証する。 682 
 683 
Ａ１．非臨床試験 684 
 非臨床試験の詳細については、４章（非臨床試験）を参照すること。製法変更時の同等685 
性／同質性評価にあたり実施すべき非臨床試験については、製法変更の程度、当該リポソ686 
ーム製剤の複雑性、薬力学的特性、開発段階等に応じて、必要な試験の組み合わせ等をケ687 
ースバイケースで判断する。しかし、有効成分がリポソーム化されると一般的に薬物動態688 
学的特性に著しい変化が認められるため、製法変更の前後における製剤の品質特性の比較689 
の結果、更なる同等性／同質性評価が必要とされる場合には、薬物動態学的特性の比較を690 
行う。 691 
 692 
Ａ１．１ 非臨床薬物動態 693 
 ヒトにおけるリポソーム製剤のいくつかの薬物動態学的特性は、動物モデル、更には細694 
胞を用いた in vitro モデル等も併せて利用することで予想可能な場合がある。適切な動物種695 
と動物モデルについては、製法変更の目的・内容・程度と品質特性・薬物動態学的特性へ696 
の影響の観点から、そのモデルの選択の妥当性について示すべきである。また、製法変更697 
の内容や品質特性・薬物動態学的特性への影響を評価する上で、適切な投与量や投与スケ698 
ジュール、測定項目（総量及び遊離有効成分両者の動態）等を選択する。 699 
 例えば、脂質の水和、混合、サイズ調整等の製法や工程が変更された場合は、リポソー700 
ム製剤の粒度や粒度分布、形態（凝集も含む）又は in vitro 放出性、表面にリガンド（標的701 
素子）・抗体を結合させている場合はそれらの修飾率等に影響を及ぼし得る。したがって、702 
これらの変更前後のリポソーム製剤について品質特性を詳細に比較した結果、類似性はあ703 
るが分析方法の限界等により安全性、有効性への影響の有無に結論が下せない場合は、臓704 
器や組織分布に影響を及ぼすことが懸念されるため、血中濃度と薬物動態パラメータの比705 
較に加え、臓器分布や組織分布、排泄の比較を含む非臨床薬物動態の比較試験が考慮され706 
るべきである。 707 
 708 
Ａ１．２ 非臨床薬力学試験 709 
 可能であれば、リポソームと標的細胞、さらに毒性学上懸念される他の細胞との相互作710 
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用を検討するための in vitro 試験の実施についても考慮する。ただし、現時点では in vitro 試711 
験による検討には限界があると考えられていることから、モデルの感度を考慮に入れた適712 
切な in vivo 試験により、薬力学的反応の類似性を総合的に判断する。 713 
 例えば、脂質の水和や混合工程、脂質のグレード等に変更があった場合は、薬物の放出、714 
有効成分の封入率に影響をもたらす脂質の流動性や脂質組成の均一性に影響を与えうるた715 
め、類似性はあるがこれらの品質特性に変化が見られ、有効性への影響が不明な場合は、716 
薬力学試験による比較が考慮されるべきである。また、製法変更の前後で、リポソームの717 
粒度、粒度分布、形態（凝集も含む）、in vitro 放出性、表面にリガンド（標的素子）・抗体718 
が結合した際はその修飾率等に変化がみられた場合は、リポソームと標的細胞との相互作719 
用が薬力学に影響を及ぼすことが懸念されるため、薬力学試験による比較が考慮されるべ720 
きである。 721 
 722 
Ａ１．３ 非臨床毒性試験 723 
 一般的に、品質特性解析により品質上の類似性が認められた場合は通常毒性試験は必要724 
ないが、以下の場合については、解析結果によっては試験の実施が必要となる場合もある725 
であろう。例えば、製法変更により新たな不純物が生じた場合は、その種類や量により毒726 
性試験による安全性評価が必要な場合もある。リポソームの粒度や粒度分布、形態（凝集727 
も含む）、表面にリガンド（標的素子）・抗体等を修飾した場合、臓器や組織分布に影響を728 
及ぼす懸念がある。これらに影響を及ぼす工程（例えば、脂質の水和、混合、サイズ調製729 
等）が変更され、変更前後のリポソーム製剤について品質特性を詳細に比較した結果、当730 
該変更による安全性への影響が不明な場合は、毒性試験を実施し、製法変更前後の品質特731 
性の差異が臨床へ影響を与える可能性について評価すべきである。リポソーム製剤投与で732 
の輸注反応の多くは、リポソーム脂質組成に依存するため、脂質組成に差異が生じない場733 
合は大きな問題とならないであろう。ただし、工程変更やリポソーム外水相の液性・組成734 
の変化等により、凝集物の増加、リポソームの粒度や粒度分布の変化、封入率等に差異が735 
認められた場合は、有害事象の可能性の程度を評価するための毒性試験（４．５項参照）736 
が考慮されるべきである 3)。 737 
 738 
Ａ２ 臨床試験 739 
 品質試験、非臨床試験で、リポソーム製剤の同等性／同質性が確定できない場合には、740 
臨床試験を実施する。 741 
Ａ２．１ 臨床薬物動態試験 742 
 原則的に、製法変更前後のリポソーム製剤における薬物動態の同等性／同質性を評価す743 
るよう適切にデザインされたクロスオーバー試験により確認する必要があるが、消失半減744 
期が長い場合等においては必ずしもクロスオーバー試験が適切でないこともあるので、特745 

3) Szebeni J. Eur J Nanomed. 4:33–53, 2012. 
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性を考慮した試験デザインを検討する。その際、リポソーム製剤や対象疾患によって、健746 
康被験者を対象とすることが適切な場合と患者を対象とする方が適切な場合がある。また、747 
原則として単回投与で行うが、反復投与されるリポソーム製剤については、反復投与で試748 
験を行うこともできる。投与量は、予定される臨床用量の範囲内で、薬物動態学的特性も749 
踏まえて科学的に妥当な用量を選択する。採取体液は原則として血液とする。適切にバリ750 
デーションを実施した生体分析法により、遊離有効成分及び総量を定量する。 751 

製法変更前後のリポソーム製剤における薬物動態の同等性／同質性は、遊離有効成分及752 
び総量の濃度について示す必要がある。主要な薬物動態パラメータとしては AUC、Cmax753 
等が考えられるが、リポソーム製剤の薬物動態学的特性によっては、他の薬物動態パラメ754 
ータによる評価が必要となる場合もある。同等性許容域については事前に規定しておく必755 
要がある。設定した許容域の妥当性については、有効性及び安全性に与える影響の観点か756 
ら科学的に十分な説明が必要である。 757 
 758 
Ａ２．２ その他の臨床試験 759 
 品質、非臨床、臨床薬物動態試験の結果を以てしても、製法変更前後における製剤の同760 
等性／同質性を判断できない場合は、薬理効果又は臨床効果を指標とした臨床試験が必要761 
となる。 762 
  763 
A２．３ 安全性事項 764 

リポソーム製剤投与では、急性の輸注反応は比較的一般的に起こり得ることが知られて765 
いる。製法変更により、このような反応のリスクが上昇する懸念がある場合は、その原因766 
を明らかにし、場合によっては製剤設計を見直すことも必要である。また、急性の輸注反767 
応に限らず、リポソーム製剤の安全性は、限られた非臨床、臨床試験成績で比較検討でき768 
る範囲は限られる。したがって、必要に応じて、開発段階で得られた知識を適切に医薬品769 
リスク管理計画（RMP : Risk Management Plan）に反映させる等、製造販売後も引き続きリ770 
スク管理を行っていくことが重要である。 771 
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