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6.02 製剤均一性試験法 1 

次のように改める． 2 

本試験法は，三薬局方での調和合意に基づき規定した試験法であ3 

る． 4 

なお，三薬局方で調和されていない部分は「
◆

 ◆」又は「
◇

 ◇」5 

で囲むことにより示す． 6 

製剤均一性試験法とは，個々の製剤の間での有効成分含量の7 

均一性の程度を示すための試験法である．したがって，本試験8 

は，別に規定される場合を除き，単剤又は配合剤に含まれる9 

個々の有効成分に対して適用される． 10 

錠剤，カプセル剤，散剤又は顆粒剤の分包品，アンプル入り11 

注射剤等は，個々の製剤中に有効成分の1回服用量又は複数個12 

で1回用量になるように有効成分を含有している．そのような13 

製剤の有効成分の含量の均一性を保証するには，ロット内の14 

個々の製剤中の有効成分量が，表示量を中心とした狭い範囲内15 

にあることを確認する必要がある．ただし，液剤，懸濁剤，乳16 

剤又はゲルからなる局所皮膚適用製剤へは本試験を適用しない． 17 

製剤含量の均一性は，表6.02－1に示したように含量均一性18 

試験又は質量偏差試験のいずれかの方法で試験される．含量均19 

一性試験は，製剤個々の有効成分の含量を測定し，それぞれの20 

成分の含量が許容域内にあるかどうかを確認する試験で，全て21 

の製剤に適用できる． 22 

質量偏差試験は次の製剤に適用できる． 23 

(ⅰ) 
◇
成分が完全に溶解した◇液を個別容器に封入した製剤24 

(軟カプセルを含む)． 25 

(ⅱ) 他の有効成分及び添加剤を含まず，単一の成分のみから26 

なる散剤，顆粒及び用時溶解の注射剤などの固形製剤を個別容27 

器に封入したもの． 28 

(ⅲ) 
◇
成分が完全に溶解した◇液を，最終容器内で凍結乾燥す29 

ることにより製した用時溶解の注射剤などの固形製剤で，その30 

調製法がラベル又は添付文書に記載されているもの． 31 

(ⅳ) 硬カプセル，素錠又はフィルムコーティング錠で，有効32 

成分含量が25 mg以上で，かつ製剤中の有効成分の割合が質量33 

比で25％以上のもの．
◇
ただし，有効成分を含まない部分(コー34 

ティング部，カプセル殻など)を除いて計算する．◇ 25％より35 

低い成分がある場合，その成分は含量均一性で試験する． 36 

上記の条件を満たさない製剤は，含量均一性で試験する．た37 

だし，(ⅳ)に示された製剤で，25 mg／25％の閾値に達しなか38 

った場合でも，製造工程のバリデーション及び製剤開発のデー39 

タから最終製剤の有効成分の濃度の相対標準偏差(RSD)が2％40 

以下であることが示され，試験法の変更が認められた場合には，41 

質量偏差試験を適用できる．有効成分濃度RSDは，個々の製42 

剤に対する有効成分濃度(w/w，w/v)のRSDで，個々の製剤中43 

の有効成分含量を製剤質量で除することにより求められる．44 

RSDの一般式は表6.02－2を参照． 45 

1. 含量均一性試験 46 

試料30個以上をとり，下記に示す方法に従って試験する．47 

定量法と含量均一性試験とで異なる測定法を用いた場合には，48 

補正係数が必要となる場合もある． 49 

(ⅰ) 固形製剤：試料10個について個々の製剤中の有効成分含50 

量を適切な方法で測定し，表6.02－2を参照して判定値を計算51 

する． 52 

(ⅱ) 液剤又は半固形製剤：試料10個について，それぞれ定量53 

する．個々の容器から通常の使用法に従って内容物を取り出し，54 

よく混合し，表示量当たりの有効成分含量を適切な方法で測定55 

し，表6.02－2を参照して判定値を計算する． 56 

1.1. 判定値の計算 57 

次の式に従って判定値を計算する． 58 

|M－X̄ |＋ks 59 

記号は表6.02－2で定義される． 60 

2. 質量偏差試験 61 
◇
本試験は，有効成分濃度(有効成分質量を製剤質量で割った62 

もの)が均一であるという仮定で行われる試験である．◇  63 

適当な方法によりロットを代表する試料について測定し，有64 

効成分の平均含量を求める．この値をAとし，判定値の計算の65 

項で示したように，表示量に対する％として表す．試料30個66 

以上をとり，下記に示す方法に従って試験する． 67 

(ⅰ) 素錠又はフィルムコーティング錠：試料10個について68 

個々の質量を精密に量り，定量法により求めた平均含量から，69 

計算により個々の試料の含量推定値を求め，表示量に対する％70 

で表す．判定値を計算する． 71 

(ⅱ) 硬カプセル剤：試料10個について，試料と質量の対応性72 

に留意しながら，個々の質量をカプセルごと精密に量る．カプ73 

セルから内容物を適切な方法で除去し，個々の空のカプセルの74 

質量を精密に量る．個々の試料の質量から対応する空のカプセ75 

ルの質量を差し引いて，それぞれの試料の内容物の質量を求め76 

る．内容物の質量と定量法により求めた平均含量から，計算に77 

より個々の試料の含量推定値を求め，表示量に対する％で表す．78 

判定値を計算する． 79 

(ⅲ) 軟カプセル剤：試料10個について，試料と質量の対応性80 

に留意しながら，個々の質量をカプセルごと精密に量る．カプ81 

セルを切り開き，内容物を適当な溶媒で洗い出す．室温に約82 

30分間放置し，残存している溶媒を蒸発させて除去する．こ83 

のとき，カプセルが吸湿又は乾燥することを避けなければなら84 

ない．個々の空カプセルの質量を精密に量り，個々の試料の質85 

量から対応する空カプセルの質量を差し引いて，内容物の質量86 

を求める．内容物の質量と定量法により求めた平均含量から，87 

計算により個々の試料の含量推定値を求め，表示量に対する％88 

で表す．判定値を計算する． 89 

(ⅳ) 錠剤とカプセル剤以外の固形製剤：「硬カプセル」の項90 

に記載された方法と同様に個々の製剤を処理する．判定値を計91 

算する． 92 

(ⅴ) 液剤：試料10個について，通常の使用法に従って取り出93 

した内容液の質量を正確に量る．必要ならば，密度を用いて容94 

量に換算する．取り出した個々の内容液の質量又は容量と定量95 

法により求めた含量から含量推定値を計算し，表示量に対す96 

る％で表す．判定値を計算する． 97 

2.1. 判定値の計算 98 

「含量均一性試験」の項に従って判定値を計算する．ただし，99 
◇
X̄はA◇に，また個々の試料の有効成分含量は下記に示した有100 

効成分含量の推定値に置き換える． 101 

x1，x2，…，xn：試料1個に含まれる有効成分含量の推定値 102 
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x i＝w i × 
 A

W ￣  
 103 

w1，w2，…，wn：試験した個々の試料の質量 104 

A：適当な方法で測定して求めた有効成分含量(表示量に105 

対する％) 106 

W̄：個々の質量(w1，w2，…，wn)の平均値 107 

3. 判定基準 108 

別に規定するもののほか，次の判定基準を適用する． 109 

(ⅰ) 固形製剤，半固形製剤及び液剤：初めの試料10個につい110 

て判定値を計算し，その値がL1％を超えないときは適合とす111 

る．もし判定値がL1％を超えるときは，更に残りの試料20個112 

について同様に試験を行い，判定値を計算する．2回の試験を113 

併せた30個の試料の判定値がL1％を超えず，かつ個々の製剤114 

の含量が，含量均一性試験又は質量偏差試験の「判定値の計115 

算」の項で示した(1－L2×0.01) M以上で，かつ(1＋L2×116 

0.01) Mを超えるものがないときは適合とする．別に規定する117 

もののほか，L1を15.0，L2を25.0とする．118 
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表6.02－1 含量均一性試験及び質量偏差試験の各製剤への適用 

剤形 

   

タイプ 

   

サブタイプ 

   含量／有効成分濃度 

25 mg以上 

かつ25％以上 

   25 mg未満 

又は25％未満 

錠剤  素錠    MV  CU 

 コーティング錠  フィルムコーティング錠  MV  CU 

   その他  CU  CU 

カプセル剤  硬カプセル    MV  CU 

 軟カプセル  懸濁剤，乳化剤，ゲル  CU  CU 

   液剤  MV  MV 

個別容器に入った固形製剤 
◇

(分包品，凍結乾燥製剤等)◇  

 単一組成    MV  MV 

 混合物  最終容器内で溶液を 

凍結乾燥した製剤 

 MV  MV 

   その他  CU  CU 

個別容器に入った製剤 
◇

(完全に溶解した液)◇ 

     MV  MV 

その他-この表の上記の剤形

に分類されない製剤のう

ち，坐剤，経皮吸収型製剤

(貼付剤)，及び有効成分の全

身作用を目的とした皮膚に

適用する半固形製剤などを

含む． 

     CU  CU 

CU：含量均一性試験，MV：質量偏差試験 

 

表6.02－2 

変数    定義    条件    値 

X̄   表示量に対する％で表した個々の含量の平均

(x1，x2，…，xn) 

    

x1，x2，…，xn  試験した個々の試料に含まれる有効成分含量

(表示量に対する％) 

    

n  試料数(試験した試料の全個数)     

k  判定係数  試料数nが10のとき  2.4 

    試料数nが30のとき  2.0 

s  標準偏差    
Σ
n

i =1
 (xi － X̄  )

2
 

n － 1
  

RSD  相対標準偏差 

(平均値に対し，％で表した標準偏差) 

   100s

X̄
 

M (ケース1)  基準値  98.5％≦X̄≦101.5％  M＝X̄  

(AV＝ks) 

T≦101.5 

の場合に適用 

   X̄＜98.5％  M＝98.5％ 

(AV＝98.5 － X̄  ＋ ks) 

    X̄＞101.5％  M＝101.5％ 

(AV＝X̄  － 101.5 ＋ ks) 

M (ケース2)  基準値  98.5％≦X̄≦T  M＝X̄  

(AV＝ks) 

T＞101.5 

の場合に適用 

   X̄＜98.5％  M＝98.5％ 

(AV＝98.5 － X̄  ＋ ks) 

    X̄＞T  M＝T ％ 

(AV＝X̄  － T ＋ ks) 

判定値(AV )      一般式：|M－X̄ |＋ks 

(種々の場合の計算は上に示した) 

L1  判定値の最大許容限度値    L1＝15.0 

他に規定する場合を除く． 

L2  個々の含量のMからの最大許容偏差  個々の含量の下限値は 

0.75M，上限値は1.25M 

(L2＝25.0とする) 

 L2＝25.0 

他に規定する場合を除く． 

T  表示量に対する％で表した製造時における

個々の製剤中の目標含量．各条で別に規定す

る場合を除き，Tは100.0％とする． 

    

 

 


