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医薬品包装における基本的要件と用語 1 

次のように改める． 2 

本参考情報は，医薬品の品質保証における医薬品包装の役割3 

の観点，さらには国際調和の視点1)を加味しながら，医薬品包4 

装に求められる基本的要件を記載すると共に，医薬品包装に用5 

いる用語及びその定義等について記載する． 6 

本参考情報においては，包装あるいは医薬品包装の概念には，7 

容器に医薬品を入れること又は入れた状態を含む． 8 

1. 医薬品包装に関する基本的要件 9 

医薬品包装は，医薬品の品質確保，適正な使用及び投与時の10 

安全性確保に適したものとする．なお，基本的要件として記載11 

する事項は，製剤関連の包装を中心とするが，原薬又は添加物12 

の輸送，保管等における品質確保にも必要な事項である． 13 

医薬品包装は製剤開発段階において，製剤の有効期間にわた14 

って規定される製剤の品質規格を保証するために，選択する包15 

装形態及び包装に用いる資材(以下「包材」という．)の適格性16 

を十分に検証することが重要である．医薬品包装の適格性は，17 

静脈投与，経口投与又は経皮投与など投与経路に応じたリスク18 

及び注射剤，液剤，半固形剤，固形剤などの剤形に応じた一次19 

包装に用いる資材(以下「一次包材」という．)との相互作用に20 

起因するリスクの程度により，その評価の厳格性が求められる21 

ものである．また，製品ライフサイクルを通じて，医薬品包装22 

の適格性は適切な品質保証計画に基づいて維持されなければな23 

らない．そのためには，包材に含まれる添加物の情報及び包材24 

の製造過程を含む全ての情報を得ることが望ましい． 25 

1.1. 医薬品包装の設計段階における基本的要件 26 

製剤総則[2] 製剤包装通則に示すように，設計段階で確認す27 

べき適格性には，保護(protection)，適合性(compatibility)，28 

安全性(safety)及び機能(performance)の要素が含まれる． 29 

ここでは，適格性として評価すべき基本的要件について包装30 

設計の流れに沿って記載する．  31 

1.1.1. 包装の安全性 32 

医薬品と直接接触する容器等の一次包材は，その設計段階に33 

おいて原料や構成成分の毒性等の品質評価を実施する必要があ34 

る． 35 

プラスチック容器，ガラス容器などの一次包材からの高分子36 

樹脂のモノマー，添加剤，金属不純物などの溶出物又は移行物37 

が医薬品の安全性を損なってはならない．一次包材から内容医38 

薬品への化学物質の溶出量又は移行量は安全性の見地から十分39 

に低くなければならない． 40 

1.1.2. 内容医薬品との適合性 41 

医薬品の包装設計段階において，内容医薬品と包材との適合42 

性について評価を実施し，包材の適切な選択を行う．一次包材43 

との適合性は個別の材質と内容医薬品の組合せの中で判断され44 

るべきである．試作した一次包装が基本要件，すなわち，水分45 

や光からの保護，一次包材への収着，一次包材からの溶出物等46 

の課題に対して設計仕様に適合するか否かを試験及び／又は学47 

術文献などに基づいて検証し，この判断を行うべきである． 48 

一次包装は，製剤の有効期間にわたって医薬品の品質を低下49 

させるものであってはならない．内容医薬品が一次包材の表面50 

に吸着したり，包材内部に移行したりすることにより，医薬品51 

濃度が一定以上変動することがあってはならない．また，包材52 

との相互作用によって医薬品が変質するようなことがあっては53 

ならない． 54 

また，医薬品と直接接触する容器等の一次包材は，内容医薬55 

品によって変形したり，劣化したり，変質したりするものであ56 

ってはならない．必要に応じて，二次包装に用いる資材も含め57 

て設計の妥当性を評価すること． 58 

1.1.3. 包装による保護の確認 59 

一次包装は，内容医薬品の損失，風解，潮解，蒸発などを防60 

止し，製剤に応じて防湿性，遮光性，ガスバリア性などを付加61 

して内容医薬品を保護できるものであることを確認する．一次62 

包装のみでは内容医薬品の品質を確保することができない場合63 

には，二次包装も含めて複数の包材を組み合わせて，医薬品の64 

品質を確保する． 65 

包装による保護は包装設計段階において評価を行い，最終的66 

には安定性試験により確認される．その際，輸送等における物67 

理的な衝撃に耐えうることについても検証する必要がある． 68 

加水分解されやすいなど水分が品質に影響を与えるおそれの69 

ある医薬品に関しては，乾燥剤を用いた包装や，一次包装等に70 

ガスバリア性の包材を用いるなどの防湿包装とすることができ71 

る．水分の蒸散により品質が変化するおそれのある製剤では，72 

容器等の一次包装にガスバリア性の包材を用いることができる．73 

また，注射剤，点眼剤などの容器には，異物混入が目視で確認74 

できるような透明性の高い包材を用いることが望ましい． 75 

酸化されやすい医薬品に関しては，空気中の酸素等から医薬76 

品の品質を保護するために，脱酸素剤を用いた包装や，容器等77 

の一次包装に低気体透過性の包材を用いることができる． 78 

1.1.4. 容器の完全性(微生物汚染防止) 79 

医薬品については，微生物汚染から保護する必要があり，特80 

に無菌製剤に用いる容器に関しては，容器と栓の嵌合(かんご81 

う)性試験など，一次包装の完全性を確認する必要がある．  82 

滅菌を必要とする医薬品にあっては，一次包装の品質は滅菌83 

後の製剤にも，上記の医薬品容器の基本的要件を満している必84 

要がある．滅菌後の製剤に，一定以上の毒性物質の残留や生成85 

があってはならない．また，一次包装の構造及び材質は，滅菌86 

後の保管・輸送時において医薬品の微生物汚染を防ぐものでな87 

ければならない． 88 

1.1.5. 包装の機能 89 

識別性，使用性及び廃棄について配慮した包装設計を行う． 90 

識別性としては，患者に医薬品が正しく確実に投与又は使用91 

されるような表示などの配慮が必要である．タンパレジスタン92 

ト包装，チャイルドレジスタント包装など誤飲誤用やいたずら93 

を防ぐためにわかりやすい表示や容器を工夫することが望まし94 

い．投与量の少ない小児や多くの薬剤が投与される高齢者の使95 

用についても考慮する必要がある． 96 

使用性としては，調剤における取扱いの容易さ，投与又は使97 

用における容器からの取出しやすさ，投与性，保管収納性，携98 

帯性など投与製剤ごとに考慮することが望ましい． 99 

包装関連の廃棄においては， 資源の有効利用に留意し，容100 

器包装リサイクル法や各地方公共団体のルールに従い，廃棄物101 

の減量に努める必要があることから，容器の選択や検討におい102 

ては廃棄への配慮が必要である．なお，一次包装においては，103 

材料組成を保証できないようなリサイクルされた包材は使用し104 

てはならない． 105 
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1.2. 医薬品包装の設計段階における適格性評価の具体例 106 

設計段階において選択された医薬品包装が基本的要件を満た107 

しているかどうかについて適格性の評価を行う必要がある．以108 

下にその具体例を示す． 109 

1.2.1. 経口固形製剤に用いる容器の選択 110 

気密容器を選択した製剤については保存期間中に安定性に影111 

響を及ぼさないことを確認する必要がある． 112 

経口固形製剤について，以下の試験により容器の選択を行う． 113 

・瓶等を用いる場合は，選択した栓との開栓トルクの測定を114 

行う． 115 

・PTP包装，ストリップ包装等を用いる場合は，水蒸気透116 

過性試験を行う．  117 

1.2.2. 注射剤に用いる容器の適格性評価 118 

注射剤に用いる容器について，以下の試験を行う． 119 

・アンプルを用いた注射剤は，ピンホール試験を行い，完全120 

性を確認する必要がある．  121 

・アンプルを除くバイアル／ゴム栓，ガラス製充塡済みシリ122 

ンジなどを用いた注射剤は，嵌合性試験を行い，容器とし123 

ての完全性を確認する必要がある． 124 

・注射剤に用いるプラスチック製医薬品容器(充塡済みシリ125 

ンジ，プラスチックボトル，プラスチックバックなど)は，126 

製剤の有効期間にわたって「微生物が混入しない気密容127 

器」であることを検証する必要がある． 128 

1.2.3. 容器栓システムの金属不純物評価 129 

注射剤，液剤又は半固形剤において，用いる一次包材からの130 

金属不純物の溶出が疑われる場合には，原子吸光光度法131 

〈2.23〉，誘導結合プラズマ発光分光分析法及び誘導結合プラ132 

ズマ質量分析法〈2.63〉などを用いて，製剤中に含まれる金属133 

不純物の量が安全性の見地から十分に低いことを検証する必要134 

がある． 135 

1.2.4. キット製品の適格性評価 136 

充塡済みシリンジ剤，注射用カートリッジ剤，定量吸入式吸137 

入粉末剤などの投与デバイスを用いる場合には，製品使用状況138 

に可能な限り近い条件下において正確な用量が再現性をもって139 

投与されることを検証する必要がある． 140 

1.2.5. 遮光包装の適格性評価 141 

有効成分が光の影響を受けやすく，処方設計で製剤の品質に142 

与える光の影響を克服することが困難な製剤は，容器を含む遮143 

光包装の検討を行う．苛酷条件での光安定性試験等を用い，適144 

切な遮光包装を選択したことを検証する必要がある． 145 

1.3. 医薬品の包装工程，保管及び流通における品質の維持管146 

理 147 

包装を含む医薬品の品質は適切な品質保証計画に基づいて維148 

持されなければならない． 149 

製剤の製造に使用する一次包材等に関して，供給メーカーに150 

よる材質変更等の有無について管理する必要がある．そのため151 

にも，製造時に添加された物質，製造過程を含む全ての情報を152 

得ることが望ましい．  153 

市場出荷された医薬品包装が設計通りに基本的要件を満たし154 

ているかどうかについて評価を行い，満たしていない場合には155 

変更管理を通じて包装形態又は包材の変更を行う必要がある． 156 

1.3.1. 包材の評価 157 

生産適性，異物や昆虫などの付着しにくさを勘案して包材を158 

選択する．選択された包材は，一般試験法7. 容器・包装材料159 

試験法の該当する試験法を用い，適否の判定を行うものとする．160 

また，一般試験法に記載のない試験については適切に試験法を161 

設定して実施する． 162 

1.3.2. 保管に適した包装 163 

医薬品と接触する一次包装は，保存中に医薬品の品質を低下164 

させてはならない． 165 

安定性モニタリング又は保管された参考品を通じて，包装形166 

態が製剤の安定性に悪影響を及ぼしていないことを確認しなけ167 

ればならない．包材が製剤の安定性等の品質に影響を及ぼすと168 

考えられる場合には，品質を確保する手段として適切なものを169 

選定し，それを用いたロットの品質をモニターし，必要に応じ170 

変更管理を通じて包装を改善する． 171 

1.3.3. 輸送等に適した包装 172 

医薬品包装は，輸送時に内容医薬品によって変形したり，劣173 

化したり，変質したりするものであってはならない．また，保174 

管・輸送時の温度変化により，許容できないような変形等によ175 

り，医薬品包装は本来の機能の低下をきたすようなものであっ176 

てはならない． 177 

1.4. 医薬品の包装工程における品質の維持管理の具体例 178 

設計段階において選択された包材が医薬品の包装工程におい179 

て基本的要件を満たすように使用されているかどうかについて180 

包装工程に使用する製造機器の適格性も含め，評価を行う必要181 

がある． 182 

以下にその具体例を示す． 183 

1.4.1. 経口固形製剤の具体例 184 

PTP包装された錠剤を市場に出荷する際には，設計通りに185 

シールの完全性が確保されているかどうかについて，PTPシ186 

ートの気密試験(例えば，水中減圧試験)等により確認する必要187 

がある． 188 

1.4.2. 注射剤の具体例 189 

・アンプルを用いた水性注射剤は，ピンホールのないことを190 

確認する必要がある． 191 

・注射剤に用いるプラスチック製医薬品容器(充塡済みシリ192 

ンジ，プラスチックボトル，プラスチックバックなど)は，市193 

場に出荷する際には，設計通りに微生物が混入しない気密容器194 

として生産されていることを確認する必要がある． 195 

2. 医薬品包装に関する用語 196 

2.1. 基本的な用語 197 

一次包装(primary packaging)：有効成分，添加剤又は製剤と198 

直接接触する包装であり，医薬品の品質を保持すると共に利便199 

性などの機能を付与することができる．一次包装は，内容物に200 

対し，物理的又は化学的な変化を与えてはならない． 201 

例えば，一次包装としては，注射剤における「直接の容器」202 

であるアンプル，錠剤又はカプセル剤における「内袋」である203 

PTP包装がある． 204 

外部の容器又は外部の被包 (outside container or outside 205 

wrapper)：医薬品の直接の容器又は直接の被包が小売りのた206 

めに更に包装されており，かつ法令2)の法定表示が付されてい207 

るものである． 208 

気密容器(tight container)：通常の取扱い，運搬又は保存状態209 

において，固形又は液状の異物が混入せず，内容医薬品の損失，210 

風解，潮解又は蒸発を防ぐことができる容器．気密容器の規定211 

がある場合には，密封容器を用いることができる．(通則43) 212 

気密容器としては，プラスチック樹脂を用いた容器(瓶，バ213 
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イアル，シリンジ，ブリスター(PTP)包装，ストリップ包装な214 

ど)がある． 215 

最終包装(final packaging or marketed packaging)：医薬品の216 

小売りのための包装であり，法令2,3)
 により規定された表示等217 

を施す等により，市場出荷される製品としての形態． 
218 

放射線滅菌法を用いる場合に，最終包装で照射を行うことが219 

ある． 220 

資材4)
(labeling and packaging materials)：製品の容器，被包221 

及び表示物(添付文書を含む)． 222 

直接の被包(immediate wrapper)：医薬品がじかに収められた223 

容れ物(紙，布，ビニール，アルミ袋など)．そのままの形態で224 

小売等ができる．なお，被包には，そのままの形態で小売等さ225 

れない場合，法令3)の法定表示を付す必要のないものとして内226 

袋がある．  227 

また，医薬品がじかに収められている直接の被包は一次包装228 

ともいう． 229 

直接の容器(immediate container)：医薬品がじかに収められ230 

た固形の容れ物(缶，瓶，アンプル，バイアル，チューブ，点231 

眼剤用ユニットドーズ容器，箱など)．そのままの形態で小売232 

等ができる．なお，錠剤のように内袋としてPTP包装を用い233 

る場合は，紙箱が直接の容器となる． 234 

また，医薬品がじかに収められている直接の容器は一次包装235 

ともいう．  236 

内袋(inner bag)：例えば防湿や遮光等を目的として被包の下237 

に用いるビニールの袋，散剤を1回分の服用量ずつ収めた薬袋238 

等である．ポリ袋，ストリップ包装，ブリスター包装(PTP包239 

装など)，坐剤プラスチックコンテナなどをいう．なお，内袋240 

には医薬品がじかに収められているので，直接の被包に該当す241 

るが，そのままの形態で小売等されない場合は，法令3)の法定242 

表示を付す必要はない． 243 

また，医薬品がじかに収められている内袋は一次包装ともい244 

う． 245 

二次包装(secondary packaging)：一次包装を補うための単一246 

又は複数の包装であり，有効成分，添加剤又は製剤と直接接触247 

しない．二次包装は，医薬品の品質を保持すると共に医薬品の248 

使用時の過誤防止並びに利便性などの機能を付与することがで249 

きる． 250 

表示物5)
(labeling)：法令2,3)により規定された表示等を施した251 

もので，製品のラベル及び添付文書． 252 

封(sealing)：法令6)により，封を開かねば医薬品を取り出すこ253 

とができず，かつ，その封を開いた後は容易に原状に復するこ254 

とができないように施すもの． 255 

包装7)
(packaging)：医薬品の通常の取扱い，運搬，保存又は使256 

用などに当たって，その品質を維持するために，適切な材料，257 

容器などに医薬品を収納すること及びそれらを施す技術，又は258 

施した状態． 259 

密封容器(hermetic container)：通常の取扱い，運搬又は保存260 

状態において，気体の侵入しない容器．(通則44) 261 

注射剤においては，アンプルのほか，容器栓システムである262 

バイアル／ゴム栓，ガラス製のプレフィルドシリンジなどが，263 

その他剤形では，両面アルミ製のブリスター(PTP)包装，金属264 

製の押出しチューブなどがこれに当たる． 265 

密閉容器(well-closed container)：通常の取扱い，運搬又は保266 

存状態において，固形の異物が混入することを防ぎ，内容医薬267 

品の損失を防ぐことができる容器．密閉容器の規定がある場合268 

には，気密容器を用いることができる．(通則42) 269 

密閉容器としては，柔軟な材料で作られた一つの開口部をも270 

つ紙類又はプラスチックを用いた袋など，また，金属又はプラ271 

スチック樹脂を用いた缶などがある．  272 

容器(container)：医薬品を入れるもので，栓，蓋なども容器273 

の一部．容器は内容医薬品に規定された性状及び品質に対して274 

影響を与える物理的，化学的作用を及ぼさない．(通則37) 275 

医薬品容器としては，袋，缶，瓶(ボトル)，チューブ，アン276 

プル，バイアル，箱などがある． 277 

容器栓システム(container closure system)：有効成分，添加278 

剤又は製剤と直接接触する一次包装に用いる資材及びその他の279 

構成材料からなる包装形態．容器栓システムは内容医薬品との280 

組み合わせで考えるべきもので，一次包装のみで品質が保証で281 

きない場合には，二次包装に用いる資材も含まれる．  282 

2.2. 個別の包装又は容器に関する用語 283 

アンプル(ampule)：注射剤などの薬液又は凍結乾燥した内容284 

医薬品などを封入する透明又は着色のガラス製又はプラスチッ285 

ク製の容器．通例，口部を熔閉又は熔着して封じる． 286 

押出しチューブ7)
(collapsible tube)：一方の端に，ノズルとキ287 

ャップがあり，他方は閉じられており，軟膏等の内容物を押し288 

出せる柔軟性を持つ容器．金属チューブ，プラスチックチュー289 

ブ，ラミネートチューブなどがある． 290 

シリンジ(syringe)：外筒(バレル)，ガスケット，押し子(プラ291 

ンジャー)，トップキャップからなる容器．注射針を含む場合292 

もある．充塡済みシリンジ剤に用いられる．  293 

ストリップ包装7)
(strip packaging)：じかに錠剤，カプセル剤，294 

散剤，顆粒剤などを2枚の材料の間に挟み込み，その周囲を接295 

着した包装．略してSP包装ともいう．医薬品がじかに収めら296 

れているため内袋に該当し，一次包装である． 297 

バイアル(vial)：注射剤などに用いる透明又は着色のガラス製298 

又はプラスチック製の容器．瓶の一種である．ゴム栓及びアル299 

ミキャップを用い密封する． 300 

PTP包装7)
(press through packaging)：ブリスター包装の一種301 

で，プラスチック成形品の開口部をアルミ箔などの押し出し性302 

の良い材料を用いた包装．じかにカプセル剤，錠剤などと接す303 

る包装であり，内袋に該当し，一次包装である． 304 

ピロータイプ包装7)
(pillow type packaging)：袋状の包装の一305 

種であり，例えば，材料の縦の中央部を貼り合わせ，上下の端306 

をシールした包装．一次包装のみで品質確保が困難な場合に，307 

水分や光からの保護のためアルミニウム箔などがラミネートさ308 

れた複合フィルムを利用したものを二次包装として用いること309 

が多い． 310 

プラスチックバッグ(plastic bag)：ポリエチレン，ポリプロピ311 

レン等の樹脂を単独又は複合の材料として用い，一つ又は複数312 

の開口部をもつ柔軟な容器．通例，栓体としてゴム栓を用いる．313 

主として輸液剤のような容量の大きな注射剤の容器として用い314 

る． 315 

ブリスター包装7)
(blister packaging)：プラスチック又はアル316 

ミ箔のシートを加熱成形して，1個又は複数個のくぼみを作り，317 

その中に製剤を入れ，開口部をプラスチックフィルム又はシー318 

ト，アルミ箔などで覆い，周辺部を基材に接着又は固定した包319 

装．製剤を取り出すときには，フィルムや箔などを剥離して行320 

う形態のものをいい，カプセル剤，錠剤，充塡済みシリンジ剤，321 
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複数個のアンプルを入れたキット製品等で用いられる． 322 

なお，錠剤等がじかに収められている場合は，内袋に該当す323 

る．  324 

分包品(single-dose packages)：1回使用量ずつ包装したもの．325 

例えば，散剤又は顆粒剤を1回分の服用量ずつ収めたストリッ326 

プ包装がこれに当たる． 327 

2.3. 包装機能に関する用語 328 

ガスバリア包装7)
(gas barriered packaging)：目的とする気体329 

の透過を抑制する機能をもたせた包装．低気体透過性の包装． 330 

遮 光 容 器 ／ 遮 光 包 装 (light resistant container and 331 

packaging)：通常の取扱い，運搬又は保存状態において，内332 

容医薬品の品質に光が影響を与える場合に，光の透過を防ぎ保333 

護するための容器又は包装．(通則45) 334 

着色した容器を用いる場合のほか，シュリンクフィルムで容335 

器を覆う場合もある． 336 

タンパレジスタント包装 7)
 (tamper-resistant packaging, 337 

tamper-proof packaging)：人が無意識に扱った場合，又は悪338 

意をもって“いたずら”をした場合にも危険を生じないような339 

工夫を施した包装．  340 

チャイルドレジスタント包装 7)
(child-resistant packaging, 341 

child-proof packaging)：小児の誤飲事故防止を目的とし，誤342 

って開封，開栓，開包等ができないように，成人が適正に使用343 

することが可能な包装．  344 

防湿包装7)
(moisture-proof packaging)：医薬品を湿気の影響345 

から保護する目的で防湿機能を有する材料を用い，必要に応じ346 

て乾燥剤を入れ，内部を乾燥状態に保つ包装．  347 
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