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バイオリアクターからのサンプリング

最新バイオ関連技術

執筆者：GMP Platform事務局
分析 エンジニアリング
記事投稿：VANASYL LLC.

サンプリングシステムの購⼊
バイオ医薬品製造プロセスの上流では、多くの種類のシステム‧プロセス機器が使⽤されて
いる。 製品の安全性や有効性に関して完全性を求められる医薬品を製造する夫々のシステ
ムや機器の品質は、⾮常に重要である。 そのことは、強調してもし過ぎることはないが、
適切なサンプリングシステムの重要性がそのうちの⼀つである。 サンプリングは、あなた
のバイオリアクター（⽋陥があるかも知れない）で何が起こっているかを伝えてくれる。
サンプリングデータに基づく判定は、企業にとって数千ドルの節約となったり、逆に出費と
なることがある。 その上、信頼できないサンプリングシステムは、クローズドシステム
（閉鎖系）であるべきものを開放系にしてしまう。 これは、施設内従業員の安全衛⽣、環
境に影響を及ぼし、同時に製造プロセス汚染のリスクをもたらす。
信頼できないサンプリングシステムがもたらす問題は、対象の製品が、問題を抱えたまま次
の製造ステップへと流れて⾏くことである。 その問題とは、サンプリングによって把握す
べきOOSパラメータを⾒逃すことによって、臨床段階における臨床試験の失敗、患者の⽣命
に対する危険や、もし製品が市場に出荷されている場合は、製品回収につながる恐れがあ
る。
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オペレーターが、サンプルがOOSであると⾔う結果を受け取った場合、期待する結果が出る
までサンプリングを繰り返すことが有る。 オペレーターは信頼度の低いサンプリングシス
テムがOOSの原因であるかも知れないことを理解していない。
信頼性の⾼いサンプリングシステムは、経済的でもある。 多くの企業は、コストをベース
に機器の選定を⾏う。 また、バイオ医薬品に対して価格が⾼すぎると⾔う苦情が多い事実
のなかで、新しい製造機器を選定する際に、コスト削減を考慮することがますます要求される
様になる。 機器選定は意思決定の⾮常に重要な部分であり、コスト⾯のみで選定するの
は、良い事では無い。
また、機器の取扱いが簡単であることは、付加的要因ではなく要求事項となっている。特に
市場に登場した新しい機器の複雑性などによりますます重要となっている。 対象システム
に対する多すぎる作業ステップ、多すぎる部品、多すぎるチュービング等、これらはミス、
煩雑性、汚染を招き、サンプル採取から分析までの間隔も⻑くなってしまう。 この時間因⼦
は、多くのテストパラメーター、DCO2やDO2等にとってクリティカルである。 もし、⻑時
間かかってしまえば、テストされるべきプロセスと同様のサンプルとは最早⾔えない。
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サンプリング機器の優れた信頼性、経済性そして使い勝⼿を⽬指すならば、何に着⽬すべき
か？
最も重要なことは、その設計、使⽤材料、図書と使⽤⼿順である。
設計
サンプリングシステムの優れた設計では、優れたサンプリングが得られ、不適切な設計で
は、不適切なサンプルを得ることになる。着⽬すべき第⼀の設計パラメータは、サンプリン
グシステムの経済性と信頼性の双⽅に影響するサンプリング機器の内部である。内容積が⼤
きくなると、洗浄すべき⾯積が増え汚染のチャンスが⾼くなる。 また、内容積が⼤きくな
ると熱容量も⼤きくなりそれを取り付けるタンク温度を必要以上に⾼くすることになる。
その上、内容積が⼤きくなると製品のロス量が増え企業の不必要な費⽤が増える。 また、
⼤きな内容積は、凝縮液の蓄積が増え排出が困難になる。⼤きな内容積は、サンプリン容器
でのプロセス流体のオバーフローをもたらす。
⻑すぎるチューブは、製品ロスや製品接触⾯積の増加などに加え、さらに操作の混乱を⽣じ
る。 また、⼤規模なチュービングは、重量や輸送条件に影響を与える。
次に、製品が付着したりして除去が困難となる内部構造の隙間の多さについて着⽬すべきで
ある。 例え、少量の滞留⽔でも微⽣物の増殖をもたらす。
バルブの内部に流体が流れ込むかどうか？ さらに、隙間や⼿（洗浄ツール等）が届かない
部分がスチーミングや洗浄をさらに困難にする。 そのうえ、それらの場所に製品が取り残
されると、新たなサンプリングをする前にそれを取り除くためにフラッシングが必要になり、
製品ロスとさらなる出費が重む。
デッドレグもまた懸念事項の⼀つである。 滞留部が存在するとサンプリングの初発液でフ
ラッシングする必要が有り、製品ロスを招く。 もし、デッドレグが無ければ、初発液のフ
ラッシングも不要となり、サンプル⾃体もより正確になる。
密閉プロセスの設計はどうか？ それは信頼できるシールか？ その機能は、オペレーター
に依存していないか？ 完全なシールをするためにいくつの部品による機能が必要か? 夫々
の部品は信頼できるか？ シールは、製品に過剰なリスクをもたらさないか？
サンプリング機器の設計は、据付を容易に、それとも難しくしているか？
もし、正しく据付‧設置されなければ、設置期間中、正しく機能しない。
タンクにどの様に接続されるかが据え付け作業に影響する。
取付⽅法の設計は無菌性にも影響する。
サンプリング機器の保守性に関する設計も重要である。
どれくらいの部品が交換を必要とするか？
どれくらいの頻度で保守作業が必要か？
交換が必要な部品がどれか？
保守作業にどれほどの専⾨性が必要か？
保守に関わる費⽤はいかほどか？ 保守作業に関わるオペレーターや従業員に関わる費⽤は
いかほどか？
最後にサンプリング機器の設計‧構造について、サンプリング機器は、どの様に製作されて
いるのか？
継⼿は、どの様に本体に接続されているのか？継⼿はスチームにどれだけ近いか。
シールが、スチーム導⼊⼝に近いと劣化がすすむ
サンプリングシステムを選定する際に、設計が⾮常に⼤切であることは明らかであるが、同
じ程度に重要なのは、使⽤材料‧材質である。
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シールおよびサンプリング容器に使⽤する材料‧材質は、⾮常に重要な関⼼事である。
シール材の原料は？
シール材の耐スチーム性‧耐熱性は？
シール性能は時間経過とともに弱体化‧劣化するか？
温度のシール材に対する影響は？
その材料は、頻繁な保守が必要か？
プロセス接触⾯の状態は？
プロセス接触⾯の材質は？
サンプリング容器は耐紫外線材料か？
プロセスへの溶出を防⽌するための、サプライヤーによる抽出試験は⼗分なされているか？
サプライヤーは⽣物学的同等性の試験データを提供するか？
使⽤材質は、微粒⼦を含まないか？
材料やその材質は、サンプリングシステムに対して⾮常に⼤きな役⽬を果たすが、サンプリ
ングシステムの操作も同様である。

操作と⼿順
サンプリングシステムの操作を解析する際に、最初に着⽬すべきことは、ユーザーフレンド
リーか？
単純なシステムか？ それとも複雑か？
サンプリング作業のステップ数を業界の他のサンプリンシステムと⽐較する。
多くのステップは、それだけ多くのリスクを⽣じる。
複雑なステップも同じくリスクを増やす。
多くの作業ステップは、実際のサンプルのテストを遅延させる。
そのサンプリングは、所要時間に対して敏感か？
時間因⼦がサンプルに影響するDO2 と DCO2 の場合はどうなるか？
サンプルがプロセスを代表‧類似しなくなった場合、どの様なことが発⽣するか？
そのほかの課題
サンプルは同じ容器で保管されるか？
各々の新しいサンプルを採取する際には、事前にフラッシングが必要か？
これは、更なる製品のロスやコストを増⼤する。
サンプル機器の構造は？ サンプリングする箇所は？
操作⽅法による影響は？
その構成は、プロセス流体を保護するのか？それともリスクを増すのか？
また、CIP⼿順がサンプリングシステム間でどの様に異なるのか？
保守の⽅法は、全体のシステムに影響するか？
サンプリングに関わる操作やステップが、⾮常に重要であることは明確である。 また、⽂
書類に着⽬することも⾮常に重要である。

⽂書
シールはテストされているか？
機器は無菌性に関してテストされているか？
付属品の信頼、特にサンプル容器に関して、使⽤されている材料に関する業界標準は⾮常に
⼤切である。
また、最も⼤切なことは、サプライヤーあるいは製造者がその製品のそれぞれの部品に関し
て仕様に合致していることを１００％保証する事である。

⽂書類は⾮常に⼤切であるが、サンプリングシステムの漏洩や故障の可能性に対する耐性
は、⾮常に⼤切な着⽬点の⼀つである。

漏洩の可能性
サンプリングシステムがプロセスをリスクにさらすか？
サンプリングシステムがタンクをリスクにさらすか？
シールやその他の場所から漏洩する可能性が有るか？
蒸気とサンプルがお互いに接触する可能性が有るか？
あなたのそのサンプルは、プロセスを代表するものか？
上記質問に答えるためには、それぞれの因⼦、すなわちサンプリングシステムの設計‧材
料‧⼿順に着⽬すべきである。
安全で有効なバイオ医薬品を市場に供給するためのバイオリアクターに対して、適切なサン
プリングシステムを選定するためには、システムのエンジニアリングに関して検討する必要
がある。
著者: Tamara Fridman, ASME BPE (Bioprocessing Equipment)メンバー; 同General
Requirements ⼩委員会書記; 同 Polymeric and Nonmetallic ⼩委員会副委員⻑; A co-owner
and CEO of VANASYL, ⽶国、英国の共同オーナー、CEO
Celebrating the Birth of Biotech
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