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(1) 前回意見公募に寄せられたご意見への対応 

（主な事項について） 

 

※注： 次の説明文に記載された行番号は、「今回改正案の」と断りのない

ものは、前回３月のパブコメ案の行番号を指しています。 

 

１ （全般的事項） 

製剤各条に掲げられたもの以外の剤形があるので、これらについても掲げるべきである。 

（対応） 

製剤通則に次を規定しました。 

「（３）製剤各条及び生薬関連製剤各条は，広く，一般に使用されている剤形を示したものであり，これら以

外の剤形についても，必要に応じて，適切な剤形とすることができる．例えば，投与経路と製剤各条の剤

形名等を組み合わせることにより，性状又は用途等に適した剤形名を使用することができる．」 

 

２ （全般的事項） 

製剤均一性試験法のうち含量均一性試験及び溶出試験法については、現行のとおり一般用医薬

品、生薬成分については適用すべきでない。 

 （対応） 

製剤通則に次を規定しました。一般用医薬品（これらの試験が必要なものとして承認された医療

用医薬品からスイッチした製剤を除く。）は適用しないことを通知又は事務連絡等で補足することを考

えています。 

「（９）製剤均一性試験法〈6.02〉のうちの含量均一性試験及び溶出試験法〈6.10〉は，生薬又は生薬関連

製剤を原料とする製剤中の生薬成分については適用されない．」 

     

３ （全般的事項） 

「適切な」の記載が多すぎるが、適切な範囲を示すべきである。 

（対応） 

(1) 「適切な○○性を有する。」については、製剤特性を規定する上で不可欠なものは残すこととし

ました。 

   (2) 今回改正案の 11～12 行 製剤通則（4）の「適切な試験により確認する」など、必要なものは残

しましたが、できるだけ具体的な表現にしました。 

   (3) 日局において具体的な表現にできなかったものについては、16局施行通知又はその他の手段

により説明を追加します。 

   (4) 基本的には、「適切な○○性」とは、既承認医薬品で規定されている範囲又は信頼できる文献

等に基づき判断できることと考えています。 

 

（全般的事項、容器（貯法）） 

４ 「必要に応じ・・・・・性を付与する。」は不要ではないか。 

（対応） 

「製剤の品質に湿気が影響を与える場合は，防湿性の容器を用いるか，又は防湿性の包装を施す．」

等の具体的な表現にしました。  

 

５ 17 行 製剤通則（６）の「無菌でない製剤であっても、微生物の不適切な混入があってはならない」は、

厳しすぎる。 
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 （対応） 

  次のように修正しました（番号は(6)→(8)となりました。）。 

 

（８）非無菌製剤であっても，微生物による汚染や増殖を避け，必要に応じて，微生物限度試験を適用する． 

 

６ 18 行 製剤通則（７）の「パラメトリックリリース」の記載は、これだけでは不十分ではないか、またここ

で規定する必要があるのか。 

（対応） 

パラメトリックリリースについては、通則にも述べられていることを考慮し、この箇所は削除しまし

た。 

 

７ 98 行の 1-3-1 シロップ用剤の 102 行の(3)の「そのまま又は・・・・・用いる」は、承認事項と食い違うが

よいか。 

（対応） 

通例を挿入し、御指摘の箇所は削除しました。 

今回改正案の 168 行「（３）本剤は，用時溶解若しくは用時懸濁して用いる.」としました。 

 

８ 104 行 1-4.顆粒剤、123 行 1-5.散剤について 

  造粒したものは顆粒剤（又は細粒剤）と定義され、造粒しないものは散剤という分類になっている。 

  しかし、15 局では、顆粒剤と散剤を造粒で区別していないため、日局収載の散剤（例えばクロルジ

アゼポキシド散）であっても造粒したものが市販されている。これらは、16 局では顆粒剤を新たに収載

し、現在市販している散剤は、新たに顆粒剤として承認の取得が必要になるのではないか。 

 （対応） 

(1) 日局収載品の散剤に造粒しているものがあれば、各条に顆粒剤（名称は細粒）を追加収載する

こととしました。 

(2) 現在市販されている日局「○○散」は、造粒していれば「○○細粒」として承認取得（代替新規申

請）が必要となります。 

※ 「(4) 現段階における運用面に関する考え方」の１も併せてご覧下さい。 

 

９ 545 行 11-2.クリーム剤、608 行 11-7.軟膏剤について 

  15 局では、クリーム剤を軟膏剤に含めていたため、改正案のクリーム剤に該当するものが「○○

軟膏」として市販されている。これらは、クリーム剤として承認の取り直しが必要となるのか。日局収

載品にも軟膏とされているものがある（吸水軟膏、親水軟膏など）。日局収載品は各条を改正するの

か。 

 （対応） 

(1) 日局収載品の軟膏剤に乳化しているものがあれば、各条にクリーム剤（名称は油性クリーム）を

追加収載することとしました。ただし、現在までこの例は確認されていません。 

(2) 今回改正案の 593 行のクリーム剤の定義に、「油中水型に乳化した親油性の製剤については油

性クリーム剤と称することができる．」を追加しました。 

 (3) 日局の「吸水軟膏」、「親水軟膏」については、名称を各々「吸水クリーム」、「親水クリーム」に変

更しますが、「吸水軟膏」、「親水軟膏」は別名として残すこととしました。 

 

10 104 行 1-4 顆粒剤に、造粒の定義が必要ではないか。 

 （対応） 
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今回改正案の 111 行の(2)の製法の箇所を、 

「（２）本剤を製するには，通例，次の方法による．必要に応じて，剤皮を施す．また，適切な方法により，徐放

性顆粒剤又は腸溶性顆粒剤とすることができる． 

（ⅰ）粉末状の有効成分に賦形剤，結合剤，崩壊剤若しくはそのほかの添加剤を加えて混和して均質にした

後，適切な方法により粒状とする．」 

としました。 

 

11 104行 1-4顆粒剤のうち 110行の(3)の細粒剤の定義では、細粒剤よりもさらに粒子径が小さいもの

が顆粒となってしまう。 

（対応） 

今回改正案の 117 行のとおり、「（３）製剤の粒度の試験〈6.03〉を行うとき，18 号（850μm）ふるいを全

量通過し，30 号（500μm）ふるいに残留するものは全量の 10%以下のものを細粒剤と称することができ

る．」に修正しました。（粒度の下限規格を削除しました。） 

 

12 130 行 1-6 錠剤の 157 行 1-6-3 発泡錠、163 行 1-6-4 分散錠、168 行 1-6-5 溶解錠について、製

剤特性は削除すべきではないか。 

（対応） 

各々の製剤特性については、現時点では具体的に規定しないこととし、次の箇所を削除しました。 

1-6-3 発泡錠 の(3) 

1-6-4 分散錠 の(2)、(3) 

1-6-5 溶解錠 の(2) 

      1-4-1 発泡顆粒剤の(3)についても削除しました。 

 

13 241 注射剤の 245 行製法の項は、「又は」が多くて分かりにくい。 

（対応） 

全般的に見直しました。 

 

14 240 行 3-1 注射剤の 249 行の超ろ過法の注射用水の滅菌で、「あらかじめ加熱などにより滅菌して

用いる。」は必須ではないのではないか。 

（対応） 

  削除しました。 

 

15 489 行 9-2 直腸用半固形剤の 490 行の「クリーム状、ゲル状又は軟膏状の直腸に適用する製剤で

ある。」は、9-3.注腸剤の 502 行との違いが不明確である。 

 （対応） 

今回改正案の 500 行に「（１）直腸用半固形剤は肛門周囲又は肛門内に適用する製剤であり、クリ

ーム剤，ゲル剤又は軟膏剤がある．」としました。また、注腸剤については、今回改正案 513 行に

「（１）注腸剤は，直腸を通して適用する液状又は粘稠なゲル状の製剤である．」としました。 

 

16 570 行 11-5 スプレー剤の 575 行「噴霧量を調節した製剤は、」は表現がわかりにくい。 

（対応） 

今回改正案の 570 行に、「定量噴霧式製剤は，」としました。 

 

17 11-6.貼付剤の 589 行にある「ライナー」とは何のことか。 
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（対応） 

「支持体又はライナーに展延して成形する．」の「ライナー」は「ライナー(剥離体)」としました。他の

箇所にある「ライナー」も同様の記載にしました。 

 

19 生薬製剤については規定しないのか。 

 

（対応） 

本年 3 月においては、生薬関連製剤は検討中であり含まれておりませんでした。今回、追加して掲

げましたので、ご覧願います。 

 

20 その他、次の点について見直しを行いました。 

 

(1)  201～205 行の 2-1-4.ドロップ剤の箇所は削除しました。 

(2)  「稠度」は「粘性」に改めました。 

  （今回改正案の 229、440、509、589、599、610 行） 

(3) 製剤各条に複数の試験法が記載されている場合は、日局の収載順としました。 

(4) 各剤形の掲載順について次の考えに基づき変更しました。 

○大分類順序は、次の考えで設定されており適当と判断し変更しないこととしました。 

 投与経路として内用、注射、外用を基本とし、関連する投与経路・適用部位をまとめる形で設定し

ている。 

○中分類、小分類の剤形順は、次のルールにより変更しました。 

 ①固形剤→液剤→半固形剤→用途別 

 ②固形剤、液剤、半固形剤の中では、汎用性の高いもの、医薬品各条に収載された製剤数の多

い剤形順とする。 

 ③その上で同じレベルの剤形については、50 音順とする。 

 

 

次については、パブコメによる意見は受け入れないこととしました。 

 

１ 151 行 1-6-1 口腔内崩壊錠には、ここに掲げられている他にフィルム製剤があるが、小分類に追加

するべき。 

（受け入れない理由） 

特殊な製剤と考えられるため、あえて製剤各条には掲げない。 

 

２ 151 行 1-6-1 口腔内崩壊錠の(3)「適切な崩壊性を有する」は、一般試験法が規定されていないため、

この部分を削除するか「崩壊性を有する。」、又は「崩壊性を規定する。」にするべき。 

（受け入れない理由） 

崩壊性の規定は製剤特性上必要であることから削除しない。なお、16 局施行通知に、「適切な崩

壊性とは、既承認の範囲又は信頼できる文献等に基づき判断されるべきであること。」のような趣旨

を通知等に規定することを考えています。 

 

３ 177 行 1-8.経口ゼリー剤は経口剤であり、64 行 1-2.経口液剤の下に分類すべき。 

（受け入れない理由） 

177 行 1-8.経口ゼリー剤は固形の製剤に分類されます。64 行 1-2 経口液剤の 65 行の「又は粘稠
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なゲル状の」を混同したご意見と思われますので、分類の変更、定義の見直し等は致しませんでし

た。 

 

４ 177行 1-8.経口ゼリー剤の 181行の製剤均一性試験、182行の必要に応じて、溶出試験又は崩壊試

験は必要ないのではないか。 

 （受け入れない理由） 

経口ゼリー剤についてもこれらの試験は必要であると考えています。 

 

５ 527 行 11-1 外用液剤の 533 行に分包品については製剤均一性試験に適合する旨記載されている

が不要ではないか。 

（受け入れない理由） 

分包品については製剤均一性試験は必要であると考えています。 

 

６ 570 行 11-5 スプレー剤の 575 行に適切な噴霧量の均一性を有すると記載されているが不要ではな

いか。 

（受け入れない理由） 

スプレー剤のうち、噴霧量を調節した製剤には噴霧量の均一性試験は必要であると考えています。 

 

 

以上 


