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（2020年版）医薬品包装・医療機器包装に関わる

日欧米三極法規制の最新動向と実務対応上のポイント

★日米欧三極の薬局方（JP・USP・EP）の最新法規制と ICH 動向を踏まえて！
★医療機器包装規制に関わる ISO と JIS 周辺の動きとは？　★アジア諸国の法規制情報も収載！
★プラスチック含有化学物質とそのリスク管理とは？

西　秀樹　著
 1971 年、北海道大学大学院応用化学専攻修士課程修了後、三菱油化（現 : 三菱ケミカル）に入社。主にポ
リプロピレンの研究開発を担当後、本社）品質保証部にて全社的品質保証活動に従事。その後加工メーカー
を経て、現在はフリーの立場で主に食品・医薬品・医療機器等のプラスチックに関する国内外法規制の調査、
執筆、講演をしている。

［専門分野］　プラスチックの製品安全
［関連のご活動］日本包装專士会　元会長

    日本包装技術協会　包装管理士講座　講師
    ポリオレフィン等衛生協議会　加工部会　元主査（元樹脂部会 : 三菱ケミカル）
 （旧）厚生省　医療用原材料マスターファイル検討委員会　委員  

★本書は 2015 年 10 月発刊
「医薬品包装・医療機器包装に関わる日
欧米三極法規制の最新動向と実務対応上
のポイント」の 2020 年改訂版となります

本書を読んで理解できること
◎ 日欧米医薬品規制国際調和会議の現状

◎ 日欧米の薬局方の規制内容と相違点

◎ 医薬品包装と医療機器における原材料
 の記載要領

◎ ガンマ線滅菌の現状と留意点

◎ プラスチックに含まれる化学物質と
 リスク管理

著者より
　医薬品と医療機器は、今後日本の高度
な技術を世界へ売り込む有望分野と期待
されている。医薬品包装は、日欧米国際
会議等により整合化が検討されている
が、包装に関するテーマは少なく、特に
日本は欧米と比較して原材料の規格が無
い等の課題を抱えているのが現状であ
る。米国は、溶出物と浸出物等の新しい
概念を導入し、中国は医薬品包装の事前
登録制度を採用した。医療機器では、
ISO 規格により整合化がかなり進み、日
本は 2019 年に原料樹脂のマスターファ
イル制度を導入した。
本稿は、これらの最新の動きを織り込

んで 5 年振りに更新したものである。製
品の輸出入に際しては、当該国の法規制
遵守が基本である。本稿が医療分野にお
ける製品安全の向上の一助になれば幸い
である。
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2.1　世界薬局方会議
2.2　日米欧三薬局方検討会議
2.3　ICH（医薬品規制調和国際会議）
第 3 章　三極薬局方の最新版
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5.4　プラスチック容器の規格 :EP 3.2 項
5.5　医薬品用ガラス容器 :EP 3.2.1 項
5.6　EP の改正計画
第 6 章　米国薬局方（USP）の医薬品包装の規制
　6.1　法律と担当部署　/ 6.2　USP の構成
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第 9 章　良くある質問

9.1　医薬品原材料マスターファイル（MF）制度
9.2　ガンマ線滅菌の規制状況

　9.3　プラスチックの臭い問題
第 10 章　医療分野用プラスチックとゴムの特性
第 11 章　アジア諸国の法規制状況
　11.1　主な国の概要　/ 11.2　中国　/ 11.3　韓国
　11.4　台湾　/ 11.5　インド　/ 11.6　ベトナム
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第 12 章　医薬品包装と医療機器包装のまとめ

12.1　現状のまとめ　/ 12.2　実務対応上のポイント
第 13 章　トピックス : 食品包装用原料樹脂の
                PL 制度化の動きと医療分野への影響

13.1　日本の食品包装規制の仕組み
　13.2　主な業界自主基準（規格）の概要

13.3　ポリオレフィン等衛生協議会（ポリ衛協）
13.4　PL登録物質のリスク評価方法
  13.5　厚労省の PL制度化進捗状況と企業の対応

    13.6 PL 適合伝達
    13.7　医薬品包装への影響
第 14 章　プラスチックに含まれる化学物資と
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　14.1　考えられる健康影響要因
　14.2　プラスチックに含まれる化学物資と規制方法
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