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1 １. 対象範囲 

 本基準は、製造業者が医療用ガスの製造を行う際に適用されるもの

である。 

 医療機関における取扱いは、本基準の対象としない。 

対象ガス：酸素・窒素・液体酸素・液体窒素・二酸化炭素・亜酸化窒

素（笑気）・酸化エチレンと二酸化炭素の混合ガス（滅菌

ガス） 

Ｑ１ 

対象範囲の改訂の理由は？ 

Ａ１ 

PIC/S ガイドラインの医療用ガスの定義が「医薬品と分類されたガ

ス、あるいはガスの混合物」に改訂されたため、対象範囲として新た

に「酸化エチレンと二酸化炭素の混合ガス（滅菌ガス）」を追加した。

また、既に製造実績のない「亜酸化窒素と酸素の混合ガス」を削除し

た。 

2 4. 医療用ガスの製造管理及び品質管理基準 

 製造業者の製造管理及び品質管理基準は、原料及び医薬品製造の概

要を明確に記載した製造販売承認事項及び製造販売届書、製造販売業

者との取り決め書（品質標準書等）、製造業許可内容の要求事項を取

り込んだものであること。 

 医薬品としての品質の要件に適合するために、製造業者は、本基準

に基づく製造管理及び品質管理基準を制定し、製造管理者に医薬品医

療機器法に基づく要求事項を遵守・実行させ、それらを確認すること

が必要である。通常、ガスの製造と充塡は、医薬品製造に属する。医

療用として使用されるガスは、医薬品製造業にて一次貯蔵する段階か

ら医薬品製造として取り扱われる。 

 

 

Ｑ２ 

一次貯蔵とは？ 

Ａ２ 
一次貯蔵とは、空気液化分離装置等の最初の製造工程で製造された

原薬を貯蔵することである。原薬が輸入品の場合は、輸入した原薬を

受入れ最初に貯蔵することを言う。 
（補足） 
従前通りではあるが、二酸化炭素、亜酸化窒素、酸化エチレンは医

薬品以外の工業用製品を原薬としている場合は、医食審査発第

0427002 号「改正薬事法に基づく医薬品等の製造販売承認申請書記

載事項に関する指針」及び事務連絡平成 18 年 4 月 27 日「医薬品等

の承認申請等に関する質疑応答集（Ｑ＆Ａ）について」に記載の”食
品・工業用製品をやむを得ず転用する場合”に基づき手続きを行うこ

と。 
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3 6. 構造設備 

6.1 原則 

 一般に、医療用ガスは、ガス毎に専用の配管、容器、貯槽からなり、

それらが大気と遮断された状態で製造される。周囲から異物が混入す

る等の製品の汚染防止の観点からも、装置が手順書にしたがって適切

に運転及び保守点検される必要がある。 

 医療用ガスの製造所は、薬局等構造設備規則に構造設備を適合させ

るとともに適切に維持させる必要があるが、上記理由から設備の特性

に応じて適用が考慮される項目がある。 

設備の修理、保守管理（清掃、パージを含む）が、医療用ガスの品

質に悪影響を与えてはならない。具体的には、設備の使用前に最終製

品の品質に悪影響を与えるような汚染がないことを確認し記録を作成

し、これを保管すること。 

CE 及びローリーは 1 種類のガス専用とし、ガスの品質を明確に規定

すること。しかし、非医療用ガスの品質が、少なくとも医療用ガスの

品質と同等以上、かつ本基準を維持していれば、その非医療用ガスと

同じタンク、中間貯蔵のために使われる他の容器又はローリーで、貯

蔵又は移送できる。この場合は、品質リスクマネジメントを行ない、

文書化すること。 

 

 

 

 

Ｑ３ 

「品質に悪影響を与えるような汚染がないことを確認」はどんな例

があるか。 

Ａ３ 

 テスト充塡を行い、純度確認を行う方法が考えられる。 
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4 6.2 ローリーへの液移充塡 

6.2.1 液体酸素及び液体窒素 

ａ) 製造設備 

 1) 空気液化分離装置 

   原料空気を取り込み、圧縮工程、不純物除去工程、温度により

工程を管理する冷却・精留工程を経て液体酸素又は液体窒素を

製造し、貯蔵工程にしたがって貯蔵すること。 

Ｑ４ 

 今回、冷却水の管理内容は無くなった理由は？ 

Ａ４ 
PIC/S Annex6 の改訂で、ASU の工程における冷却水の管理が削除

されたため、本自主基準からも削除した。 

5 6.3 容器への充塡 

ａ) 充塡設備 

4) 充塡架台 

   ③ 同じ架台で医療用と非医療用の充塡を使い分けたり、同じ

架台に医療用容器と非医療用容器を混在させて充塡するこ

とは禁止する。しかし、例外的に、妥当性を証明し管理下

で実行されれば、医療用ガス専用のマニフォールドによる

他の医療用の目的で使用される複数のガスの充塡は認めら

れる。この場合、非医療用ガスの品質が、少なくとも医療

用ガスに要求されている品質と同等以上で、本基準を維持

していること。さらに、充塡はロット製造で行うこと。 

Ｑ５ 

「医療用ガス専用のマニフォールドによる他の医療用の目的で使用

される複数のガスの充塡は認められる」とはどういうことか。 

Ａ５ 

 妥当性を証明し管理下で実行され医療用の目的で使用されるガスで

あれば、非医療用ガスを医療用ガス専用のマニフォールドで充塡が可

能ということ。実例としては、カテーテル等の医療用資材を滅菌して

いる工場向け工業用酸化エチレン滅菌ガスは、医療用の目的と解釈で

き、これを充塡する場合適用できると考えられる。 

 妥当性を証明とは、一定の作業手順、および作業工程管理を実施す

ることで、製品の品質が担保されることを試験データにより示すこと

を指す。 
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6 8.  製造管理 

8.1 原則 

ｂ） 医療用ガスは、化学合成により製造又は天然資源から取得し、

例えば空気液化分離装置等を用い必要に応じて精製する医療用バルク

ガスと、これを出発原料とし医療用ガス容器に充塡したものがある。

製造管理は、それぞれの製品ごとに実施されなければならない。また、

医療用バルクガスに関して、原材料の管理は不要とするが、外気の品

質は確立された工程に適しており、外気の品質の変化は有効成分ガス

の品質に影響しないということを保証すること。 

Ｑ６ 

「医療用バルクガスに関して、外気の品質の変化は有効成分ガスの

品質に影響しないということを保証すること。」とあるが、どのように

保証するのか。 

Ａ６ 
「有効成分ガスの品質」とは日本薬局方の基準と理解する。実際、

ASU の機能から考えて外気の変化が有効成分ガスの品質に影響する

ことはあり得ないので、ASU 工場にて外気の品質に起因する品質異常

が生じていないことを不適合製品記録により確認することが考えられ

る。 
 
 

7 ｄ） 製造業者は、製造設備ごとに品質に大きな影響を及ぼす重要な

工程に関し、製造業者があらかじめ指定した者に手順書に基づき

バリデーションを実施させ、記録を作成し、保管すること。その

結果の記録については、製造管理者に対し文書にて報告すること。

また、医療用バルクガスの製造工程については、バリデーション

の結果に基づき工程の日常管理を実施し、継続的に品質をモニタ

リングすること。モニタリングの結果については、傾向評価が可

能な方法で保存すること。 

 

 

Ｑ７ 

「継続的に品質をモニタリングする」とは。 

Ａ７ 
通常 ASU にて行われている貯槽への送液配管における連続分析の

ことを指す。 
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8 8.2 製造管理に係る文書等 

 製造業者は、製造（担当）責任者に、手順書等に基づき、次に掲げ

る製造管理に係る業務を計画的かつ適切に行わせること。 

   ① 製造工程における指示事項、注意事項その他必要な事項を

記載した製造指図書等に基づき製品を製造すること。容器

への充塡については、ロットを指定し、品質規格を管理し

充塡の承認を行うこと。 

 

 

 

 

 

Ｑ８ 

「充塡の承認を行うこと」とは？ 

Ａ８ 

製造(担当)責任者が製造指図書発行において、充塡の承認及び指示

を行うことと考えられる。 

9 ⑯ 二種類以上の異なるガスの混合で製造される医療用ガスの

場合、混合工程については、個々のシリンダー内において

適切に混合されており、混合物が均一であるということを

示すためにバリデーションを行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ９ 

左記はどういうことか。 

Ａ９ 

 マニフォールドで滅菌ガス等の混合ガスを充塡する場合、各々の容

器内で適切に混合されているかバリデーションを行うことを言う。 
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10 8.3 出発原料及び資材の管理 

8.3.2 資材 

ａ） 容器 

   容器は、医療用ガスを充塡するための容器でもあり、被包でも

ある。容器は適切な方法で洗浄し、試験し、保管しなければなら

ない。新品の容器、法令が定める試験を実施した容器及び容器バ

ルブを交換した容器については、容器バルブが閉止されているこ

とを確認し、開放されている場合は充塡を行わないこと。容器、

容器バルブの保守管理及び修理作業を委託する場合は、受託業者

の作業が適切な基準を維持していることを確認すること。充塡前

には、容器が法令の定める試験の有効期限内であることを確認す

ること。また、容器の有効期限を確認することで容器バルブの期

限の確認とする。 

 

Ｑ１０ 

「受託業者の作業が適切な基準を維持していることを確認する」と

は具体的にどのような基準か。 

Ａ１０ 
PIC/S ガイドラインは、シリンダー内部の状態に懸念があればバ

ルブを取り外し検査することを求めているが、日本ではシリンダー及

びバルブの保守管理は容器所有者が行う業務である。容器所有者から

委託を受けていない限り、医薬品製造業がシリンダー及びバルブの保

守管理を実施することがないため、原則、本項目は適用されない。こ

の場合、シリンダー内部の状態に懸念があれば充塡を中止し、容器所

有者に引き渡す。なお、製造業者自らがシリンダーを所有している場

合、またはシリンダー及びバルブの保守管理を業務委託されている場

合は、その作業品質を担保するために、受託業者の作業が適切な基準

を維持していること及び項目 12（教育訓練）で記載のとおり受託業

者の職員に対する教育訓練について確認することとした。この「適切

な基準を維持」とは適切な作業手順書を有し、これに基づき業務を行

っていることが考えられる。 
11 ｂ） 容器バルブ 

   容器バルブが装備された高圧ガス容器が、医療用ガスの被包と

して使用される。容器バルブのトレーサビリティは、高圧ガス容

器の記号・番号により管理すること。新品の容器バルブについて

は、使用に先立って確認し、適切に保守管理すること。 

Ｑ１１ 

「適切な保守管理」とは具体的にどのような管理か。 

Ａ１１ 

容器バルブが開放されていないことを確認することが考えられる。 
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12 9. 品質管理 

9.1 品質管理に係る文書等 

 製造業者は、品質（担当）責任者に、手順書等に基づき、次に掲げ

る製品の品質管理に係る業務を計画的かつ適切に行わせること。また、

ロットの定義を文書にて定めること。 

② 採取した検体について、ロットごと又は管理単位ごとに自

己の責任において試験検査を行うとともに、製品について

はロットごとに製造販売承認事項等の要求事項に従った試

験検査を行うとともに、資材については管理単位ごとに試

験検査を実施し、その記録を作成し、これを保管すること。

 

 

 

 

Ｑ１２ 

資材の試験検査の管理単位とは何か。 

Ａ１２ 

一度に納入される資材を管理単位とすることが考えられる。 

13 ⑦ 最初の安定性試験が文献データに置換えられているときは

オンゴーイング（並行して実施される）の安定性試験は不

要である。 

 

Ｑ１３ 

最初の安定性試験は文献データに置換えられていない時は、安定性

試験をオンゴーイングで行わなければならないのか。 

 

Ａ１３ 

現在、承認時には原則安定性試験は求められていないが、安定性試

験を求められた又は必要と判断した場合は、文献データに置き換えら

れているときはオンゴーイングの安定性試験は不要ということ。安定

性試験を義務付けるものではない。 
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14 ⑧ 同一のマニフォールドから、シリンダー内に二種類以上の

ガスを混合して製造する場合は、各シリンダーのガスを、

成分ガスごとに確認試験と定量を行うこと。添加剤のある

場合、確認試験はマニフォールド充塡サイクルにつき 1 本

のシリンダーで行なってもよい（1 本ずつ充塡されたシリ

ンダーの場合は連続した充塡サイクルごと）。バリデートさ

れた自動充塡システムの場合は、シリンダーの数は少なく

てもよい。 

Ｑ１４ 

 左記はどういう意味か。 

Ａ１４ 

現時点で、同一のマニフォールドで混合して充塡する医療用ガス及

び添加剤を含む医療用ガスは無い。新規に医療用ガスを開発する場合

に、これに該当するものが生じる可能性がある。 

 

 

 

 

15 ⑥ 製造業者は、現地で再充塡される病院の CE に製品を出荷す

る場合、出荷時に製品の試験成績書を添付すること。 

 

Ｑ１５ 

必ず添付（持参）しなければならないのか、また、病院側に試験成

績書を渡せない場合はどうしたら良いのか。 

Ａ１５ 

 必ず出荷時に試験成績書を持参し、常に病院に渡せる体制を整えて

おく必要がある。渡せなかった試験成績書は適切に廃棄し、誤使用を

防止すること。 
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16 12. 教育訓練 

12.1 原則 

 製造業者は、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、次に掲

げる業務を行わせること。 

ａ） 教育訓練の実施 

医療用ガスの製造・品質管理及び出荷業務に従事する職員に対

して、本基準に基づいた製造管理及び品質管理に関する必要な教

育訓練を計画的に実施すること。また、品質に影響を及ぼしうる

受託業者の職員に、適切な教育訓練が実施されているかどうかに

ついて定期的に確認を実施すること。 

Ｑ１６ 

受託業者の教育訓練の確認方法は？ 

 

Ａ１６ 

教育訓練の写しをもらうことが考えられる。 

 


