
Agilent 850-DS 溶出試験サンプリングステーションには、革新的な設計のフィルタープ
レートを使用することで溶出試験のサンプル処理を大幅に向上させるフィルターオプ
ションを搭載できます。GE Healthcare からの Whatman™ 850-DS 8 チャンネルフィル
タープレートには、溶出試験サンプリングに現在使用されているメンブレンフィルター
やハウジングとの適合性があります。従来のルアータイプのシリンジチップフィルター
とフィルタープレートとの違いは、ルアーフィッティングがない点と、8 個のディスクが
フラットプレートに組み込まれている点だけです。フィルターがプレート上にコンパク
トに配置されているため、自動化装置によるサンプルの処理とろ過が従来の自動化対
応フィルターよりも大幅に容易になります。

新しいフィルタープレートの評価とバリデーションのためにラボが費やす労力を最小
限に抑えるために、フィルターバリデーションの例を次に示します。これは簡単な手順
です。お客様のメソッドバリデーションドキュメントとともに保管してください。フィル
ターバリデーションプロトコールには、フィルター選択ガイダンスに加えて、フィルター
の効率、吸着、および浸出を検証するための 3 つのテストが含まれます。

フィルターバリデーションプロトコール
Agilent 850-DS 溶出試験サンプリングステーション

技術概要



2

フィルターバリデーション 
プロトコール
ろ過は溶出試験の重要な要素です。溶
出試験プロセスは、サンプルを吸引し、
その直後にろ過を行った時点で停止し
ます。サンプルは、固体粒子と賦形剤が
なくなると、試験の第 2 段階であるろ過
済みサンプルの分析が可能になります。

通常、この分析は、UV-Vis 分光測定また
は HPLC 分析手順により行います。サン
プル溶液中の粒子や賦形剤がカラム注
入口の目詰まりを防ぐためにろ過が必
要です。

効率テスト
溶出試験メソッドに使用するフィルター
は、溶出プロセスを十分に停止できる
ものでなければなりません。フィルター
の効率は、溶解していない医薬品原料 
(API) をサンプルから除去する能力のこ
とです。図 1 を参照してください。

フィルターの選択
正しいフィルター材質の選択はきわめて
簡単です。メソッドに応じて、通常はガ
ラスファイバーまたはメンブレンフィル
ターを HPLC 分析に使用します。溶出試
験サンプルの自動ろ過用に 850-DS に使
用できる 4 種類のフィルターについての
情報を表 1 に示します。この表には、次
に説明するバリデーションテストに使
用できる、従来型フィルターと適合する
フィルターを示しています。

フィルターテスト
溶出試験メソッドが手動であるか、自動
であるかにかかわらず、次の 3 つの面か
らフィルターを検証する必要があります。

• 効率
• 浸出
• 吸着

既存のメソッドと等価のフィルターとし
て適格性が確認されているフィルター
の場合は、フィルターのポアサイズを変
更していない限り、効率の検証を省略で
きます。API の過度の吸着が発生する、
賦形剤の干渉が大きい、またはフィル
ターが目詰まりする場合は、別のフィル
ターが必要になることがあります。

表 1. Whatman 25 mm シリンジチップフィルター、対応するフィルタープレート、および推奨アプリケーション

製品明細

個別の  
Whatman 25 mm 
Puredisc フィルターの  
部品番号

Whatman 850-DS  
8 チャンネルフィルター 
プレートの部品番号
(フィルターディスク x 8/ 
プレート) 推奨アプリケーション

PTFE メンブレンフィルター、25 mm、 
0.45 µm

6784-2504 (50 個)  
6785-2504 (200 個)

7707-3000 (50 個) 化学的に安定かつ不活性、酸性水溶液に最適

ナイロンメンブレンフィルター、25 mm、
0.45 µm

6750-2504 (50 個)  
6751-2504 (200 個)

7707-3100 (50 個) タンパク質の結合が重要ではないアプリケーション
向けの堅牢な親水性メンブレン

ポリエーテルスルホン (PES) メンブレン
フィルター、25 mm、0.45 µm

6781-2504 (200 個) 7707-3200 (50 個) 親水性の低タンパク質結合メンブレン、水溶性サン
プルに推奨

グラスファイバー (GMF) フィルター、 
25 mm、0.7 µm*

6825-2517 (50 個)  
6825-2527 (200 個)

7707-3300 (50 個) 粗い粒子が含まれるろ過が困難なサンプルの標準、
ゼラチンカプセル向けの優れたフィルター

* ポアサイズではなく保持度合い

効率の承認基準
超音波処理したサンプルが、超音波処理なしのサンプルよりも
溶出サンプル内で 2 % 以上増えていてはなりません。 

ステップ 1
公称分析濃度の 50 % の
サンプル溶液を調整します。 

ステップ 2
個別のフィルターで 3 つのサン
プルをろ過します。このステップ
では、溶出試験に使用するろ過
手順を模擬的に実行する必要が
あります。 

ステップ 3
これらのサンプルを試験管に個
別に分注し、次の分析メソッドに
従って分析します。 

• サンプル 1 - 直ちに分析します。 
• サンプル 2 - 5 分間超音波処理

して十分に混合し、
分析します。 

• サンプル 3 - 10 分間超音波処
理して十分に混合
し、分析します。 

試験

図 1. 一般的な効率テスト
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浸出テスト
サンプルをクリーンするために使用す
るフィルターは、測定波長における UV 
スペクトルに干渉してはなりません。さ
らに、浸出物質が溶出した医薬品原料 
(API) の定量的な完全性に影響を与えて
はなりません。図 2 を参照してください。

浸出の承認基準
個々のろ過済みブランク溶出溶媒サンプルの測定値は、100 % 標準
溶液の平均測定値の 0.5 % 以下でなければなりません。

ステップ 1
目的の溶出溶媒を使用してサン
プルの 100 % 公称濃度で作業
用標準溶液を調製します。この
溶液はろ過しないでください。

ステップ 2
目的の溶出溶媒を使用したこの 
3 つの溶液を個別のフィルターま
たはろ過システムを使用してろ過
します。このステップでは、溶出試
験に使用するろ過手順を模擬的
に実行する必要があります。

ステップ 3
適切なシステムで溶液を次のよ
うに分析します。

• 分析メソッドに従って、100 % 
作業用標準を 3 回測定します。
結果の測定値を記録します。
3 回の標準測定の平均値を求
めます。

• 分析メソッドに従って 3 つの
ろ過済みブランク溶液を測定
し、結果の測定値を記録しま
す。

図 2. 一般的な浸出テスト

吸着許容確認テスト
フィルターをフラッシュする容量を決定し、通過した試料の回収率が 98～
102 % となるようにします。表 2 に示されたように最小でも濾過された最
後の 5 mlの回収率が 98 %～102 % となるようにします。

ステップ 1
溶出プロファイル
の最初の時点の公
称濃度で溶出溶媒
を使用して作業用
標準溶液を調製し
ます。

ステップ 2
シリンジおよびカ
ニューラを使用し、
ステップ 1 の説明に
従って 10 mL の標
準溶液を 3 回吸引し
ます。テストを繰り
返すたびに別のシリ
ンジおよびカニュー
ラを使用する必要が
あります。

ステップ 3
シリンジの端にシリ
ンジフィルターを装
着し、1.0 mL ずつ増
やして 10 本の連続
した HPLC バイア
ルに分注します。

ステップ 4
適切なシステムで溶液を次のよ
うに分析します。

• 分析メソッドに従って未ろ過
標準溶液を測定し、結果の測
定値を記録します。

• 分析メソッドに従って個々の
ろ過済み標準溶液を測定し、
結果の測定値を記録します。

• 未ろ過の標準溶液を再度測
定し、結果の測定値を記録し
ます。

ステップ 5
使用した両タイプのフィルターで、
次の式に従い、個々のフィルター
済み各標準からの API の回収率 
(%) を計算します。一般的な吸着
テストの予想データの例について
は表 2 を参照してください。

回収率 (%) = × 100
Rsam

Rstd

Rsam = ろ過済み標準溶液の吸着量
Rstd  = 未ろ過標準の平均吸着量
100  = パーセントへの変換係数

図 3. 一般的な吸着テスト

吸着テスト
溶出サンプル溶液をクリーンするために使用するフィルターは溶出した API 原料を表
面に吸着してはなりません。通常、メンブレン技術では、医薬品をメンブレン表面に吸
着します。この吸着の程度を検証する必要があります。最終的なメソッドには、分析用
にサンプルを収集する前に一定量を廃棄するよう記載しなければなりません。溶出試
験に固有の検証では、一般的な溶出プロファイルの最初のサンプルは、表示値 (% LC) 
の 100 % となる最終濃度のわずか 20 % になることがあります。この理由から、作業
用標準は最初の時点での公称濃度で生成しなければなりません。フィルターを API で
コンディショニングするには、この濃度の容量がさらに必要になります。たとえば、表
示値の 100 % で 3 mL をフィルターにフラッシュする必要がある場合、表示値の約 20 
% でコンディショニングするにはフィルターに 15 mL をフラッシュしなければなりませ
ん。図 3 を参照してください。

溶液番号
総ろ過量  
(mL) 回収率 (%)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

  80*
  90*
  95*
  98*
100*
100
100
100
100
100

* この例では、サンプルコレクションの前に最初
の 5 mL を廃棄する必要があります。

表 2. 一般的な吸着テストデータ
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フィルターバリデーションの 
まとめ
バリデーション済みの溶出メソッドに
「Whatman 25 mm Puredisc フィルター
またはそれに相当するフィルター」など
のフィルターに関する記載がある場合、
通常は、最初にバリデーションした別の
汎用フィルターの使用も対象となりま
す。アジレントと GE Healthcare が共同
開発した 8 個の個別のフィルターを持つ
フィルタープレートの場合、このフィル
ターを、表 1 で説明した個別の 25 mm 
Puredisc フィルターと等価のものと見な
す必要があります。

等価であるかどうかの判断はエンドユー
ザーの解釈次第です。追加のバリデー
ションを保証する場合、アジレントで
は、850-DS 用に設計された Whatman 
フィルタープレートの採用を補足するこ
のフィルターのバリデーションを提供し
ます。  このフィルタープレートは、使
用と自動化を容易にするために、フィル
ターを 1 つの管理しやすいプレートに
まとめるよう設計されています。プレー
ト設計では外観だけが変更されており、
Puredisc フィルター内部の製品や接触
コンポーネントには変更はありません。

Whatman フィルターおよびフィルタープ
レートは、全世界の認定 GE Healthcare 
代理店が提供しています。各フィルター
プレートは、Agilent 850-DS フィルター
チェンジャオプションで使用するように
設定された 8 個の個別の 25 mm フィル
ターで構成されています。目詰まりや潜
在的なキャリーオーバーの問題を回避す
るために、1 つのフィルタープレートを 2 
回以上使用しないようお勧めします。

このプロトコール、またはお客様の溶出
試験に対するこれらのフィルタープレー
トの適合性に関するご質問は、カストマ
コンタクトセンタ (0120-477-111) までお
寄せください。


