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本日のお話

1.汚染管理戦略を構築する

2.具体的な異物対策例を紹介します

2-1.設計不備に注意

2-2.原材料・構造設備由来の汚染に注意

2-3.構造設備の管理不備に注意

2-4.衛生管理不備に注意

3. Quality cultureが異物対策の効果を上げる

2



本日のお話

1.汚染管理戦略を構築する

2.具体的な異物対策例を紹介します

2-1.設計不備に注意

2-2.原材料・構造設備由来の汚染に注意

2-3.構造設備の管理不備に注意

2-4.衛生管理不備に注意

3. Quality cultureが異物対策の効果を上げる

3



GMPの3原則

1.人為的な誤りを最小限にする

我が国のGMP3原則

2.汚染および品質低下を防止する

3.高い品質を保証するシステムを設計

FDAのＧＭＰ3原則

1.Keep it clean（清潔第一）

2.Check＆double check（念には念を）

3.Write it down-keep good record

（文書化し、正しく実行し、記録を残せ)

汚染防止に努めよ

汚染防止に努めよ
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製品汚染は人命に直結!

汚染防止は重要な品質リスクマネジメントの対象

経験・知識を駆使し、異物混入防止の設備設計/管理方法

および日常モニタリングについて汚染管理戦略を構築すべき

分解物・混入不純物・溶出物

微生物・発熱性物質

汚染物の付着・飛散混入

包装・保管不備による分解
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すべての重要管理点を定義し、すべての管理(設計、手順、技術、組織)と

監視手段の有効性を評価するため、施設全体で「汚染管理戦略」を実施

「CCS」は積極的に更新されるべきであり、製造および制御方法の

継続的な改善を促進するべきである

汚染管理戦略(CCS : Contamination Control Strategy）を構築

PIC/S Annex1改正案 (原則)

患者に健康リスクを負わさないため
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汚染管理戦略の3本柱

適切な施設設計/運用を設定し、

予期せぬ不適切設計/運用（汚染源）がないか継続確認
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製品実現の達成

患者さん及び行政の期待を裏切らない製品の提供

管理できた状態の確立及び維持
品質と製造プロセスの継続的モニタリング

継続的改善の促進



汚染管理戦略の活動

• 施設・プロセス設計

• 保守・校正

• ユーティリティ

• 職員（教育訓練・SOP）

• 原材料供給者

• 委託業者（製造/試験、滅菌、洗濯）

• 衛生管理

• 工程のリスク評価

• 工程バリデーション

• 環境モニタリング

• 監査・自己点検

• 苦情

• 暗黙知の顕在化

対象 知識管理（ノウハウ蓄積）

改善

変更管理

モニタリング

ハ
ー
ド

ソ
フ
ト

目標の達成策設定 ⇨ 対策の効果レビュー ⇨ 見直し・改善

(製品実現の達成) (管理できた状態の確立/維持) 継続的改善の促進

戦略をできる限り具体化・数値化する
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環境モニタリングの目的

無菌医薬品製造区域が

設計された清浄度、微生物制御を達成し、維持していることを確認

無菌医薬品製造環境中の微粒子数、微生物数が

適切に制御されていることを確認

JP 参考情報 無菌医薬品製造区域の環境モニタリング法より

設計の適切性＋運用の適切性を確認
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• 更衣室、エアシャワー、エレベータからの発塵

• 差圧変動（扉開閉等）による天井裏からの塵埃落下

• 局排装置の蓄積粉塵落下

2-1.設計不備に注意
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塵埃吸引

塵埃排出

エレベータは塵埃源、虫の移動源
（清掃・消毒困難な構造）

かごの昇降でシャフト内は陰圧/陽圧に

塵埃を吸引・排出

エレベータ前にはA/L室（陰圧室）を設置



施設

2.1 施設は交叉汚染を防止するために設計は適切か？

設計の方法は、QRMと一致しているか？

適格性評価は、交叉汚染対策と設計指針を裏付けているか？

2.3 エアロック、エアシャワー、分離/改良された更衣/脱衣エリアの

ような、構造上の設計は期待される効果を満たしているか？

共有設備内の交叉汚染に関するPIC/S備忘録
（PI043-1）2018年7月1日発効

エアシャワーを設置した根拠、その効果を質問されます
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エアシャワーについて調べました?

業者の仕様書に除塵効果は数字で示されていない

（効果は期待できない）

３０μｍ以下の異物はエアジェットで取れない

異物が蓄積し、扉開放で清浄室内に飛散

対面の壁にあたった塵埃はいつまでも気流渦に巻かれて減らない

（清掃・消毒が困難な構造）
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鏡とトルミング(粘着ローラ)で
服装点検

エアシャワーよりも



•洗濯時に表裏両面洗っていない

•裏側には毛髪などが残存しているかも

裏側（表側よりも異物が多い）を洗濯

洗濯後、清浄環境で表反し、異物残留を点検し、袋詰めする

無塵衣はクリーニングしても異物残留
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服装準備点検室が欲しい



排気停止でダクト内の蓄積粉塵が落下するリスク

作業台

局所排気装置のリスク

局所集塵装置

• ダクト内は結露しないよう耐食性材料の採用や断熱処理を行なう

• 粉塵により静電気が発生し、ダクト内が帯電するので、アース(接地)をする

• 塩ビダクトは静電気が発生するので、粉塵爆発リスクのある所には使用しない
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2-2.原材料・構造設備由来の汚染に注意

• 原薬中の残留溶媒

• 原薬、添加剤、水由来の分解生成物・混入不純物

• 製造設備・器具からの溶出物

• 一次包装資材からの溶出物・薬物との反応生成物 など
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異なる供給業者からの原料は、異なった物理的性質や

不純物プロファイルを持っている可能性がある

PIC/S洗浄バリデーションの推奨事項 PI 006-3 25 Sep 2007 

供給業者が変われば不純物も変わる

１９８９年、 Ｌ-トリプトファンを製造している日本企業が少し工程を変更

除去できない低レベルの不純物が混入

米国で栄養食品として使用した数百人が不治のパーキンソン病に似た病気に

小さな変更でも、最終製品に重大な影響をもたらすかも知れない
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医療用途材料のE&L評価

Extractables テスト
ワーストケースを想定して有機溶媒を用いて抽出したり高温抽出

Leachables テスト
実使用条件かそれに近い条件で実施

共存成分の影響を受けやすい

微量で測定困難

先にメーカーからEの情報を得る
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CFR21パート211.65
製剤の安全性、アイデンティティ、強さ、品質、または純度の変化防止のため、

コンポーネント、工程内材料、または薬剤製品と接触する機器の表面は、

反応性、添加性、吸収性を示すことがないように構成される必要がある



PTP用フィルム/アルミ箔の管理

医薬品用包材に関する規定はない

食品用包材には自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会や塩ビ食品衛生協議会など)

によるポジティブリストがある

製薬企業は、フイルム製造業者が自主基準適合品であることを

定期試験/確認されていることの確認が必要
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アルミ箔の表面には、PP材との熱接着性確保、インク保護のために

樹脂剤がコートされている

このコート剤の材質も確認・照査が必要

PTP材( ＰＥ・ＰＰ・ＰＶＣ・ＰＶＤＣ等 )の溶出物に注意
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2-3.構造設備の管理不備に注意

• 設備の老朽劣化による錆・摩耗屑

• 隣室からの飛来塵埃混入

• 部品の組付け時の皮質汚れ付着 など
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構造設備は微妙に変化していく

• 装置内樹脂部品の変形、硬化、摩耗

• 原材料品質の季節間変動

• 設備・装置の洗浄状態、腐食、熱膨張/熱収縮

• 製造環境の清浄度、気流の流れ、温湿度

• 計器の真度、精度 など
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・設計不備

・製作組立不備

・使用環境

・設備取扱い不備 （保守点検も関連）

設備劣化の要因は多様

• 鋼でもアルミでも、加工すれば歪が出る

• 素材そのものが持つ内部応力が外に出る

• 加工時に発生する熱によっても歪は出る

強制劣化

徐々に性能低下

突発故障

自然劣化

適
格
性
評
価
の
不
備
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壁内部はカビが発生しやすい

石膏ボードは吸水性が高い

一度吸水すると乾燥しにくいので、壁内でカビが発生

石膏ボードケイ酸カルシウム板
（化粧板）

鋼製軽量下地

R材
床塗装

食菌性昆虫（ダニ）が生息

床
25



天井からの塵埃落下に注意

ケイカル板（化粧板）

石膏ボード

壁
天井

換気不十分な天井裏は結露が発生しやすい

雨漏りや配管の水漏れでボード等が濡れることがある

カビ繁殖⇨食菌虫の繁殖⇨隙間から落下
26

差圧変動で天井は上下



ステンレス鋼も錆びる（ルージュ化）

SUS表面の不働態化被膜が破れ、SUS内の鉄が引き起こす現象

発生しやすい部位
• 腐食した配管表面

• 溶接部

• 非常に高温に触れやすい部分

• 熱履歴の受けやすい部分

曲がり配管の少ない配管設計が望ましい

• 溶接点数の減少＝ルージュ抑制

• 圧損少＝ポンプ能力抑制

• 高温ダメージを受け易いエルボ削減
27



ステンレス鋼が錆びるのは

鉄にCrを添加し、Cr含有量が11％以上になると腐食しなくなる

しかし、溶接部では鉄内の残留炭素がCrを食うためCr欠乏症が発生

対策

ＣがCrと結合する前に優先的に結合する元素を添加

鉄中のＣ量を低下させる
(SUS304L、SUS316Lは低炭素としたもの)

鉄は炭素含有量によって鉄、鋼、鋳鉄の3種類に分けられる
炭素量が最も少ないのが鉄、次に炭素量の高い物は鋼、最も多いのが鋳鉄
炭素量が高いほど硬い 刀で使う鋼の炭素量は0.03%～1.7％ 28



錆びにくいステンレス鋼

ステンレス鋼は、Ｆｅ、Ｃｒ、Ｎｉからなる合金で、さらに耐食性を
増すために、ＭｏやＮｂ、Ｔｉを添加したものがある

JIS C Si Mn P S Ni Cr Mo

SUS304 0.08以下 1.00以下 2.00以下 0.045以下 0.030以下
8.00～
10.5

18.0 ～
20.0

－

SUS304
L

0.03以下 1.00以下 2.00以下 0.045以下 0.030以下
9.00～
13.0

18.0 ～
20.0

－

SUS316 0.08以下 1.00以下 2.00以下 0.045以下 0.030以下
10.0～
14.0

16.0 ～
18.0

2.00 ～
3.00

SUS316
L

0.03以下 1.00以下 2.00以下 0.045以下 0.030以下
12.0～
15.0

16.0 ～
18.0

2.00 ～
3.00

炭素含有量は、Ｌ材の方が半分以下
SUS316、SUS316Lには、2～3％のモリブデンが含まれる

（％）
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• 防虫管理(虫は移動する、繁殖する、混入源は多岐)

2-4.衛生管理不備に注意

• 作業者の衛生管理(ヒトは動く発塵源)
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虫の侵入ルート

チョウバエ・ユスリカ

排水侵入虫①

②

④

タマバエ・ノミバエ・羽アリ・
ショウジョウバエ

飛翔虫

ゴミムシ・ゲジ・ハサミムシ・
クモ

徘徊虫

③

ヒメマキムシ、ヒラタムシ、
シミ、チャタテムシ

付着虫

⑤ 食菌虫ダニ

チョウバエユスリカ
ゴミムシ

チャタテムシ

ノミバエ

ショウジョウバエ

ﾋﾒﾏｷﾑ
ｼ

ゲジ
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• いつも水が溜まっている場所！

• 壁際！

• 臭い場所！

• 明るい場所・明るい窓！

• 中が丸見えの出入り口！

• 屋外からの侵入虫より、屋内繁殖虫（ダニ）が圧倒的に多い

• 虫は集中分布が多く、ポイントが外れているとゼロと誤判断

• 更衣室はダニの餌となるカビ、フケ、塵埃中の有機物などが存在

32

防虫対策の基本は
(虫の習性を攪乱：ハビットコントロール)



更衣室は換気回数が低い

しかも更衣動作で塵埃が発生

ダニの餌(皮質落下物、塵埃)が豊富、快適な温湿度

• ロッカーの上、床の隅に塵埃が溜まっていないかを確認

• 更衣室の床掃除は誰がどんな頻度で実施するか確認

作業場で虫(ダニ)が多いのは更衣室!
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光源 誘虫性

低圧ナトリウム灯 4

純黄色蛍光灯 8

高圧ナトリウム灯 35

虫よけ蛍光灯 49

白熱電球 100

白色蛍光灯 113

メタルハライドランプ 135

白色自然蛍光灯 158

高圧水銀灯 260

捕虫用蛍光灯 1300

※ 白熱電球を100としたときの誘虫性

(注) 松下電工技術資料より

虫により紫外線に対する反応は異なる

可視光の特定色に対し誘因性を示す虫もある

各種光源の誘虫性

黄色は紫外線を吸収する

34



飛翔虫対策は大丈夫ですか?

低誘虫蛍光灯（純黄色）使用

ガラス窓防虫フィルム
窓の隙間コーキング（開閉禁止）

35



玄関に風除室、搬出入室には前室

シャッターや玄関扉の隙間にブラシ取付け

犬走り設置

徘徊虫対策

徘徊虫にはﾀｶﾗﾀﾞﾆも多い
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工場周りの清掃・・・・・・・餌となるゴミの除去、排水施設のヘドロ除去

工場周りの樹木管理・・・建屋に接した植込み撤去、植木・芝の手入れ
砂利の敷き込み禁止

環境対策

光対策

工場内外の光源管理・・・紫外線カットの防虫用照明
防虫フィルム(ガラス面)

不必要照明の消灯

工場周りの整理整頓・・・周りに物を置かない(潜伏場所の除去)

捕虫器設置箇所の検討・・・逆誘引防止の確認
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差圧対策

工場内の陽圧管理・・・給気設備の充実

陰圧防止の管理・・・ドア、シャッターの開閉は素早く行う

出入口対策

出入口使用頻度・時間・・必要最小限の回数・開放時間

出入口の照明・・・・・・・・・防虫ランプ若しくは消灯

防虫設備・・・・・・・高速ｼｬｯﾀｰ・プラットホーム

作業慣行・・・・・・・入場前のブラッシング(異物除去)
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臭対策

汚水処理場・・・建物から離れた場所、臭気管理

工場内外の清掃・・・・・・・・産業廃棄物置き場・動物舎飼料置き場

窓・・・・・・・使用しない箇所のコーキング処理

壁面配管周り・クラック・・・コーキング処理

隙間対策

ドア・・・ドアの隙間テープ・シャッター廻り隙間ブラシ処理

39



パレットも異物源

木製パレットは持ち込まない

靴もパレットも同じ

いろいろなところを歩き回った後の靴は、

新型コロナウイルスが付着しているかもしれないし、そもそも衛生的ではない

欧米でも、家の中で靴を脱ぐ人が増えた

• ダニ類がパレット裏面に付いていても発見し辛い

• 木製パレットは重いので乱雑に扱われる傾向がある（木屑発生）

• パレットを扱っている拍子にダニや木片や木屑を場内に拡散させる

40



• 入荷物の外装はそのまま

• 廃棄物も長期保管

• 壁にぴったり保管

• 木製パレットを持ち込み

• シャッター脇のライトトラップ

41

こんな倉庫は要注意



ヒトがいれば発塵する
(0.5μm以上/分)

動作内容 長繊維無塵服着用 綿製構内服着用

着座 1万個 100万個

歩行 10万個 500万個

小走り 100万個 800～1000万個
注)室内清浄度、衣服の形・使用回数、着衣者の体形等で変動するので、あくまでも目安

• 服内圧変動で服内異物が漏洩/透過

（ふいご現象orポンピング現象）

• 上着と下着の擦過、下着と肌の擦過、袖口や首での擦過

• ｸﾘｰﾝﾌﾞｰﾂと床との摺過

(靴底は黒ずむ)

• 呼気
• 発汗

動くと

着座でも

42



人は菌の巣窟

剥がれた鱗片状の皮膚上皮、角質層には微生物が付着

フケには黄色ブドウ球菌が存在

（この菌は、10℃以上の液中で毒素を作り出し、普通の加熱では無くならない）

毛髪は体表面の3.7倍の表面積を持ち

付着細菌の４０～６０％はシャンプーによっても除去できない
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1μm以下の粒子は
空調排気で排出

粒子径 沈降時間

30μm 30秒

10μm 4分

1μm 6.4時間

0.3μm 2.5日

0.1μm 6日

天井(3m)から床までの重力沈降速度（20℃，１気圧）

動作発塵＝微小粒子だと侮れない

微小粒子は水分、静電気、分子間引力などで凝集

凝集した粒子は、浮遊性せず沈降（空調で排出不可）
44



微生物の栄養源は有機物

ごく微量でも小さい微生物には十分な栄養源

(垢、フケ、ハウスダスト、虫の死骸、毛髪、繊維屑など)

栄養源の「排除」と「隔離」を実施

①微生物の栄養源を根絶

②微生物が宿る栄養源を隔離
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2つの欠陥

• 測定方法の精度の欠陥

• 効果的な分析を行えるサンプリング量が制限されるという欠陥

環境モニタリングが無菌性保証についての直接的な定量的情報を

与えることができない

微生物モニタリングは、管理された環境中のすべての微生物を

特定や定量することはできない

技術的には半定量的な能力を持つ程度

USP<1116>

環境モニタリングを過信しない!
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環境モニタリングで検出できない汚染物がある

環境モニタリングで引っかからない可能性のある汚染源

• 外部からの持ち込み（原材料、運搬具など）

• 作業衣および作業衣から透過（更衣行為を含む）

• 作業動線

• 作業内容の不備（ゴム手袋の破れ、ゴーグルの脱着など）

• 保守点検による汚染 など
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気流の流れを知る
(USP) chapter. <1116>

煙霧発生器を使うことで管理された環境内の空気の動き、渦や乱流の
ゾーンを可視化できる

この評価は、シミュレートした生産条件下で実施

FDAガイダンス

動的条件で製品から汚染物質を吹き去る作用があるのを実証すること

PIC/S GMP Annex1

発塵する作業員、作業、機器から塵を製品汚染リスクの高い側の区域に拡散

しない気流パターンであることを保証しなければならない
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沈降粒子の巻き上がりに注意
沈降した塵埃は

• 床・机の上・ロッカー上に堆積

• 気流がよどむ床の隅（壁下）に滞留

• 壁面、カーテン、靴裏に付着

歩行、扉開閉などによる乱流で、巻き上がる

歩行による床との摺過で塵埃が巻き上がる
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本日のお話

1.汚染管理戦略を構築する

2.具体的な異物対策例を紹介します

2-1.設計不備に注意

2-2.原材料・構造設備由来の汚染に注意

2-3.構造設備の管理不備に注意

2-4.衛生管理不備に注意

3. Quality cultureが異物対策の効果を上げる
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異物対策では「包装外観」も大切

ラベルの裏に毛髪
シリンジのピロー内に毛髪

封緘テープに毛髪

51

• 使用者が容易に品質を判別できる

• 市場クレームにつながる

• 内容品質と同様に重要な品質項目



段ボール箱成型時に紙粉発生

静電気発生
（PP材を繰出した直後のテンションローラ通過時の摩擦で発生）

包装室は特に異物対策に留意

導電床、導電靴、導電服、台車にアース線
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さて皆さん、これをどう考えられます？

• PTP包装室内(一次包装中)で、資材の外装撤去作業を実施

• 一次包装室と二次包装室は区画されているが、往来は自由

• 大部屋に3ラインが併設され、高さ1mの衝立で仕切ってある

• ライン近傍に検査机があり、引き出しに、ゴム手袋、不良品用容器、

テープ、ホッチキス、ポストイットが入っている

• 部屋が手狭なため、中間製品、廃材保管場所は特に定めず

• 段ボールは壁に立てかけてある
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異物苦情や不良品が生じる度に

対策として、どんどん検査を追加

過剰なまでの検査で品質が上がっていると錯覚

ハード/ソフトの不備を放置して、

「不良品は検査で除去すればよい」というするQuality cultureだと…

その負担(ストレス)は検査員に
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無限に近い不良条件を全て選別可?

「1mm超の斑点は不良」と設定したが…

• 0.9mmとの差は確認可能?
• 真円だけ?
• 楕円形なら?
• 黒だけ? 灰色は? 

付着物不良
• 血痕

• テープ糊

• 繊維

• 虫

• 汚油汚れ

• 樹脂片 …

直接容器不良
• ヒビ

• 突起物

• 汚れ

• キャップ巻締不良

• 溶閉不良

• 成型不良 …

表示材不良
• 無表示

• 誤表示

• 印刷汚れ

• 印字滲み

• 破れ

• カットずれ …

55



①企業の「品質」に関する全体的な意図/方向を記述する「品質方針」を確立する

②「品質方針」を実現するための「品質目標」の規定と伝達を確実にする

③「品質目標」を達成するために、役割、責任、権限を規定する

④ PQSの継続する適切性/実効性を確実にするため、マネジメントレビューを通じ、

PQSの統括管理をする

⑤継続的改善を推進させる

⑥ PQSを実施し、維持し、その有効性を継続的に改善するための十分かつ適切な

資源を決定し提供する

構築し、測定し、学習する
56

改正省令が求める責任役員の責務



１００歳まで生きる

食事管理

ストレス解消

睡眠 早寝早起き

運動 散歩

趣味

過食防止

ゴール

品質方針

品質目標 品質計画

ただの願望に
終わらせない

管理者/責任者 どうやるか

ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン

従業員 実行

ボ
ト
ム
ア
ッ
プ 57



異物をなくそうは品質方針、異物を捜そうが品質計画

「異物を無くそう」を「異物を捜そう」に

異物があって放置する奴はいない

異物があることに気が付いていないだけ
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マネジメントレビュー

• 製品品質照査の結果

• 品質情報・品質不良の収集結果

• 外部監査、GMP適合性調査の結果

• 自己点検(内部監査)の結果

• 重要業績指標の改善状況 など

(品質目標・品質計画の達成度)
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マネジメントレビュー用年次報告書

製品品質照査等の結論
CAPAの方針
次年度の品質目標

レビューしなければ、品質計画は軌道を外れ、成果が芳しくなくても修正されず、
後日、もっと早くに対処すべきだった問題に驚かされるかも

品質方針をできる限り

具体化・数値化すること



「Quality Culture」を具現する「品質指標(Quality metrics)」として

FDAはロット不適率、苦情発生率、OOS発生率、年次レビュー結果を挙げるが

(Submission of Quality Metrics Data Guidance for Industry:2015案)

Quality Cultureは「品質指標」に現れる

それに限定せず

製造所にごろごろ転がっている各種「データ」を情報化(見える化)すれば

より精度高く「Quality Culture」が見えるのでは
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「Quality Culture」を「 KPI：重要業績指標」で評価しては
KPI(Key Performance Indicators)

ロット不適率、苦情件数、OOS発生率の他に、逸脱件数、設備故障件数、ミス件数、

生産休止日、チョコ停・ヒヤリハット件数、捕虫件数、顧客ニーズへの対応度など

KPIは「SMART」の原則に則ること
• Specific （具体的）

• Measurable （測定できる）

• Achievable （達成できる）

• Result-oriented or Relevant （現実に即している）
• Time-bound （期限を設定できる）

Quality Cultureは「KPI」に現れる
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リスク抽出
改善提案

責任役員

管理者
責任者

(あらかじめ指定した人)

全従業員

品質方針

品質目標

自己点検
製品品質照査…

現状を把握し、社内を揺さぶり、

仕組みを設計し、推進

課題を特定し、分析し、

解決策を実行し、評価

トップとボトムの連携が必要

戦略を実行するのは、従業員
彼らの日々の行動が、方針を達成する

ボトムアップ

トップダウン

品質計画
(戦略)

(戦術)
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作業者は五感を使って日常点検を

日常点検

視覚

臭覚

五感活用

聴覚

触覚

(味覚)

焼付き

磨耗

変形・破損

過熱

発煙

異臭

異常振動異常音

漏れ

亀裂

腐食詰まり

汚れ・異物 作動不良

異常振動
清掃

整理・整頓
過熱

ガタツキ 位置ずれ

ねじ緩み

漏れ

部品劣化で発生する現象
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