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生物由来製品とは 

• 生物由来製品とは、人その他の生物（植物は除く） 
  に 由来するものを原料又は材料として製造される 
  医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器などの 
  一部 
   

• 化粧品の原料となる生物由来製品の例 
 プラセンタ（豚、馬）、セラミド（豚、馬）、 
 コラーゲン（豚、鶏）、アスタキサンチン（魚）等 
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生物由来の化粧品原料が 
ウイルスに汚染されている可能性 

ウイルス安全性評価を行う 
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ウイルス安全性評価とは 

ウイルスクリアランス試験 

製造工程でウイルスを
除去できるかを確認 
 

ウイルス否定試験 
 

原料・最終製品が汚染
されていないかを確認 

ウイルス不活化 / 除去 原料・製品 
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化粧品等の申請に必要な項目 

生物由来製品又は特定生物由来製品の指定資料のまとめの一部 
（薬食審査発1105第1号、第2号 平成26年11月5日） 

生物由来原料の使用目的 
生物由来原料等の由来となるヒト・動物の 
   スクリーニング・管理の内容 
生物由来原料等のウイルス不活化及び 
   除去処理等の内容 
製造工程の概要（フローチャート） 
ウイルスクリアランス試験結果の概要 
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ウイルスクリアランス試験について 

1.ウイルスクリアランス試験とは 
2.ウイルスクリアランス試験の設計 
3.ウイルスクリアランス試験の評価方法 
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ウイルスクリアランス試験について 
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ウイルスクリアランス試験とは 

生物由来製品等にウイルス等の感染因子が入り
込むリスクが高い 

実験室内で、実際の製造工程を縮小した試験系
で人為的にウイルスを添加し、その処理工程の
前後でウイルス減少の程度を調べ、処理工程の
有効性を評価する 

    「入れない、入っても除去する」 
 
 

ウイルス安全性評価法のひとつ 
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ウイルスクリアランス試験について 

1.ウイルスクリアランス試験とは 
2.ウイルスクリアランス試験の設計 
3.ウイルスクリアランス試験の評価方法 
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ウイルスクリアランス試験の設計 
    ～参考となるガイドライン等～ 
 

•医薬審第329号（ICH Q5A） 
「ヒト又は動物細胞株を用いて製造されるバイオテクノロジー 
 応用医薬品のウイルス安全性評価」について   

      日米欧医薬品規制調和国際会議（ICH)で作成されたバイオテクノロジー 
   医薬品の品質、ウイルスバリデーションに関するガイドライン 
 

 

           
       

CPMP/BWP268/95 
 ・CPMP（欧州医薬品庁ヒト用医薬品委員会） 

 

 

           

       

•WHO technical report series 
•生物由来原料基準（厚生労働省告示第210号） 
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ウイルスクリアランス試験の設計 
           ～参考文献～ 

『申請のための具体的な 
        ウイルスクリアランス試験プロトコール』 

 

日本PDA製薬学会 バイオウイルス委員会 
ウイルスクリアランス分科会 

PDA Journal of GMP and Validation in Japan  
Vol. 9, No. 1 (2007) 

  
    ＊文献中の「畜産生物科学安全研究所」は 

  「生物科学安全研究所(RIAS)」の旧名称 
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ウイルスクリアランス試験の設計 
         ～試験系の概略～ 
工程サンプル 

不活化／除去 
工程 

添  加 

ウイルス（106～8TCID50／mL） 

測定（処理前）： 107TCID50／mL  

測定（処理後）： 102TCID50／mL  

次工程 

ウイルス 
減少 
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ウイルスクリアランス試験の設計 
  ～ウイルス不活化・除去工程の例～ 

• 加熱 

• 有機溶媒添加 

• 界面活性剤添加 

• pH処理 

• 放射線照射 

• 濾過 

• カラムクロマトグラフィー 

1つの処理工程または、性質の異なる複数の工程を
ウイルス除去の評価に用いる。 

製品により選択 
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ウイルスクリアランス試験の設計 
      ～よく使われるウイルス～ 

•犬パルボウイルス（Canine parvovirus, CPV） 
•豚パルボウイルス（Porcine parvovirus, PPV） 
•牛アデノウイルス（Bovine adenovirus, BAV） 
•牛レオウイルス （Bovine reovirus, BReoV） 
•仮性狂犬病ウイルス（Pseudorabies virus, PRV） 
•豚伝染性胃腸炎ウイルス 
（Transmissible gastroenteritis virus, TGEV） 
•牛パラインフルエンザ3型ウイルス 
（Bovine parainfluenza Type virus 3, BPIV） 
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ウイルスクリアランス試験の設計 
         ～ウイルスの選択例～ 

例えば… 
•豚パルボウイルス 
•豚伝染性胃腸炎ウイルス 
•牛アデノウイルス 
•牛パラインフルエンザ 
 3型ウイルス 
 
 

それぞれ性質の異なるウイルスを3、４種類選択 

•熱に強い 

•小さい 

処理工程 

熱処理と濾過 

•豚に感染する
（または同じ
性質を持つ） 

原材料 

豚由来 

ウイルス 
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ウイルス 
エンベロープ 

の有無 
核酸の 
種類 

サイズ  
物理化学的 
抵抗性  

豚パルボウイルス 無 ssDNA 
18～24 nm 
 （小型） 高 

牛アデノウイルス 無 dsDNA 
70～90 nm 
 （中型） 中～高 

豚伝染性胃腸炎 
ウイルス 

有 ssRNA  
70～160 nm 
（大型） 低～中 

牛パラインフルエンザ
3型ウイルス 有 ssRNA 

80～350 nm 
（超大型）  低 

ss：1本鎖、ds：2本鎖 

ウイルスクリアランス試験の設計 
         ～ウイルスの選択例～ 
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ウイルスクリアランス試験について 

1.ウイルスクリアランス試験とは 
2.ウイルスクリアランス試験の設計 
3.ウイルスクリアランス試験の評価方法 
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ウイルスクリアランス試験の評価方法 
      ～ウイルス含有量の判定①～ 

•各試料について、原液およびそれを適宜希釈した液
を供試細胞に接種後、培養 

  

•接種細胞においてウイルス感染の指標となる以下の
現象の有無を確認 
  細胞変性効果【cytopathic effect (CPE)】 
  赤血球凝集反応【hemagglutination (HA)】 
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ウイルスクリアランス試験の設計 
  ～ウイルス含有量測定に用いる細胞～ 

ウイルス 供試細胞 

CPV 猫腎由来株化細胞（ CRFK 細胞 ） 

PPV 豚腎由来株化細胞（ PPK3F 細胞 ） 

BAV 牛精巣由来株化細胞（ BT 細胞 ） 

BReoV アフリカミドリザル腎由来株化細胞（ Vero 細胞 ） 

PRV アフリカミドリザル腎由来株化細胞（ Vero 細胞 ） 

TGEV 豚腎由来株化細胞（ CPK 細胞 ） 

BPIV 牛腎由来株化細胞（MDBK 細胞） 
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ウイルスクリアランス試験の評価方法 
      ～ウイルス含有量の判定②～ 

•Behrens-Kärber法によりウイルス含有量を 
 算出し、常用対数変換する 
  

•精度管理： 
 繰り返し3回の測定値が（平均値±0.5）logの 
 範囲に収まれば試験成立 
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ウイルスクリアランス試験の評価方法 
    ～ウイルス不活化／除去効果の評価方法～ 

•各測定時点の3回繰り返し平均値から 
 ウイルス対数減少値=クリアランス指数 
【log reduction value (LRV)】を下記計算式で求め、 
 ウイルス不活化／除去工程における効果の評価を行う 
 
 LRV＝log（処理前のウイルス含有量*） 
    －log（処理後のウイルス含有量*） 
            *：3回繰り返しの平均値 
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ウイルスクリアランス試験の設計 
         ～試験系の概略～ 

工程サンプル 

不活化／除去 
工程 

添  加 

ウイルス（106～8TCID50／mL） 

測定（処理前）： 107TCID50／mL  

測定（処理後）： 102TCID50／mL  

クリアランス指数：LRV 次工程 

LRV＝log（処理前のウイルス含有量）－log（処理後のウイルス含有量）  
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ウイルスクリアランス試験とは 
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ウイルス否定試験 

In vitro試験 
  

電子顕微鏡観察 
  

NAT法（核酸増幅法） 
  

その他 
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化粧品原料および化粧品の 
     ウイルス安全性評価 

• ウイルスクリアランス試験とは 
製造工程で１回実施することによりウイルス安全性
評価を行う 
• ウイルス否定試験とは 
原料および最終製品の製造ロットごとに実施する 
ことによりウイルス安全性評価を行う 
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ウイルスクリアランス試験を 
依頼したいけど、 
どんな試験をすれば 
いいんだろう… 

に お任せください！ 
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URL：http://www.riasbt.or.jp E‐mail：kikaku@riasbt.or.jp 
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