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5．NMR

NMRは“分子を構成する原子一つひとつを区別して観察する”方法であり，他の測定法
では得られにくい原子レベルの情報を取得できる。溶液試料を測定対象とした溶液 NMR
は，有機化合物などの低分子からタンパク質・核酸などの高分子まであらゆる試料の構造解
析・定量手法として古くから汎用されている。一方，固体試料を測定対象とした固体NMR
は，感度・分解能の低さ，測定手順・原理の困難さなどのため敷居の高い測定法としてとら
えられ，溶液 NMR と比較してその利用は限定的であった。しかし 2000 年以降，固体
NMR はハードとソフトの両面で革新的な技術発展を遂げた。測定手順もマニュアル化さ
れ，だれでも短時間で比較的簡単に結果を得られるようになった。固体医薬品の評価法とし
てもすでに確立されつつあり，固体NMRのポテンシャルを考えるとその応用は今後ますま
す進んでいくと予想される。
固体NMRの測定自体は容易になった一方，得られた結果の解釈については多少の知識を

要する。これは，固体 NMRから得られる結果にはさまざまな情報が反映されることから，
複雑化するためと推察される。筆者も計算には疎いため，数学や物理の高度な知識を要する
固体NMR結果の完全な解釈は到底できない。ただし，固体NMRを単に医薬品原薬・製剤
の分析のためのアプリケーションとして使用する場合には，過去の文献と照らし合わせ，結
果を丁寧に解析することで必要な情報のみを抽出することは十分可能である。
固体NMRでは測定法が無数にありさまざまな応用測定が可能ではあるが，目的とする測

定ができるかどうかは装置のスペックに依存するところも大きい。本項では汎用的な装置で
原薬・製剤の分析に用いることができる方法を中心に解説する。初めに，NMRの原理や装
置等について示す。次に，固体NMRで広く用いられている基本的な技術とその原理につい
て解説する。その後，これまでに原薬・製剤について評価した事例を示し，製剤分野におけ
る固体NMRのアプリケーションについて紹介する。

1. NMR法の原理

1.1. NMRの対象核

NMR は nuclear magnetic resonance の略であり，日本語では核磁気共鳴法と称される。
原子核は固有の核スピン量子数 I を有しており，I≠0 の原子核は核スピンをもつ。原子核
は正の電荷をもつため，量子論的な意味での自転により，磁気モーメントが生じる（図
1a）1)。すなわち，このような原子核はミクロな磁石と見なすことができる。NMRの観測対

94
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4.1. 赤外イメージングによる造粒顆粒の分析13)

ここでは造粒メカニズムを理解するために，高速撹拌造粒により製造した造粒顆粒につい
て，過造粒になった品質の悪い造粒顆粒が適切なものと比べてどこが異なるかを近赤外イメ
ージングシステムによって解析した例を紹介する。イメージングによる測定は平面でなけれ
ば正確な測定が難しいため，立体である造粒顆粒をそのまま測定することはできない。その
ため製造した造粒顆粒を測定の妨げにならないような物質，ここではカフェインを用いて包
埋打錠してから切削して，一つひとつの造粒顆粒の断面の測定を行った。近赤外イメージン
グによる測定結果を図 5に示す。適切な造粒条件で製造した顆粒は主薬であるエテンザミド
の均一性が良好であるのに対し，過造粒を起こした造粒顆粒はその内部において主薬と賦形
剤である乳糖が偏析しているのが確認された。造粒前には十分混合を行っているので，造粒
初期にできた顆粒は均一であるが，高速撹拌することによって粒子同士が破砕と融合を繰り
返すうちに，顆粒が絞まり圧縮され，それにつれて水分の顆粒表面への移動が起こり，水へ
の溶解性の高い乳糖が水を介して移動，凝集する。そのため比較的水に溶けにくいエテンザ
ミドが乳糖と分離したと考えた。以上の造粒メカニズムの考察より，破砕と融合を繰り返し
圧縮された造粒顆粒の状態が乳糖の偏析という結果としてイメージ図に出てくると考えら
れ，乳糖の偏析が造粒の進行具合，すなわち造粒度となり，そのため乳糖の分布を確認する
ことにより，言い換えるとイメージ図を見ることにより品質を予測できると考えられた。
造粒顆粒の大小で主薬の含量が異なり偏析を起こすことがあるという報告14)はこれまでに

数多くあるが，過造粒による造粒物内部の偏析の発生はこれまでに報告例がなかったことか
ら，造粒メカニズムの解明に大きく貢献するデータと考えられた。

4.2. ATR-IR イメージングによる半固形製剤の分析5)

軟膏のような半固形製剤は光を透過しやすく反射しないので，反射法によるイメージング
では測定が難しい。実際に反射法による近赤外イメージングで軟膏製剤を測定したところノ
イズしか出ず，解析が不可能であった。しかしATR-IR によるイメージングは反射法では
あるがその原理から透過法に限りなく近いので，軟膏のような半透明な製剤も可能と考え測

9．イメージング解析 1 分光，MASS
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図 5 近赤外イメージングによる造粒顆粒の観察（25 μm/pixel）
赤：主薬，緑：賦形剤
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1．原薬の物性評価の解析例
近年，抗体に加え，抗体薬物複合体，ペプチド，核酸など医薬品開発における多様

性は確実に広がっている。従来の低分子化合物の位置づけは，医薬品開発の全体像の
中では変化しているものの，その必要性は維持されると考えられる。低分子医薬品の
長所を活かし，開発をスムーズに進めるためには，薬物の物性が重要であることは明
らかである。特に，難溶性化合物の溶解性改善や開発加速化に対応した安定性の確保
などは，物性の寄与が期待される項目である。
ここでは，低分子医薬品の開発過程において実施される物性研究の実例を紹介しな

がら，研究を進める上でのポイントを解説する。経口吸収性に多大に寄与する溶解性
の理論，溶解性改善の第一選択肢である塩結晶の承認状況，塩スクリーニング手法と
塩選定事例を示す。また，近年注目を集めている共結晶に関してはスクリーニング手
法，キャラクタリゼーション，吸収改善，塩共結晶，結晶多形およびレギュレーショ
ンの動向をカバーし，広範囲をわたる事例を解説する。さらに，原薬形態選定におい
て注意を要する水和物および結晶多形の事例，最後に原薬に関する特許についても説
示しており，固体医薬品の原薬物性評価として指標となる内容を論述している。
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1.5．水懸濁による
塩結晶化スクリーニング

本項では，当社の研究プロセスの中で実施している効果的な塩結晶化スクリーニング法で
ある水懸濁法を紹介したい。現在までさまざまな塩結晶化スクリーニング方法が報告されて
いる1)。これらのスクリーニング法では，結晶化溶媒として有機溶媒が用いられる。これ
は，一般的に，薬物のフリー体は有機溶媒に溶けやすく，水に溶けにくく，塩はフリー体と
逆の溶解性を示すためである。しかしながら，有機溶媒から得られた結晶の中には，水中で
水和物に変換したり，フリー体へ脱塩したりするものがある。参考として，表 1に一般薬塩
結晶の水中での物理的安定性を示す。溶解性の改善を目的として塩結晶とした場合，その経
口吸収性を評価する pharmacokinetics や toxicokinetics 試験の投与基材が水溶液であるこ
とから，投与液中で固体形態が変化すると，目標とした血中曝露が獲得できないことも予見
される。さらに，懸濁状態が変化することで，その分散性が大きく低下し，投与ができない
場合も想定される。そこで，著者は，水中で物理的に安定な塩結晶を効率よく取得すること
を目的として，水懸濁によるスクリーニング法を構築した。
図 1に水懸濁スクリーニングのコンセプトを示す。塩結晶の水中での物理的安定性は，水

に懸濁し十分に撹拌することで，化学平衡へ到達させて評価してきた。ここで，フリー体結
晶と酸および塩基を水中で撹拌し，化学平衡へ到達させた場合，水中で物理的に安定な塩結
晶は出発物質の状態によらず結晶化し，物理的に不安定な塩結晶は，フリー体が回収される
はずである。すなわち，水から析出する塩結晶は水中で物理的に安定であると考えた。
そこで，約 20 種類の酸性薬物および塩基性薬物について，水懸濁による塩結晶化スクリ

ーニングを実施した。酸性薬物の場合，13 種類のカウンターイオンについて検討した。約
20～30 mg の薬物を HPLC 用ガラスバイアル瓶に採取し，20 倍量の水を加えた後，ごく過
剰当量の塩基水溶液を加えた。0.5 マグネシウム塩および 0.5 カルシウム塩，0.5 亜鉛塩の場

255

表 1 塩基性薬物塩の水中の懸濁撹拌による固体形態の変化

薬物
出発原料 懸濁撹拌後
固体形態 固体形態

フルナリジン 2塩酸塩無水物 N/A（ガム状）
ピオグリタゾン 塩酸塩無水物 フリー体無水物

フェキソフェナジン 塩酸塩無水物 塩酸塩水和物
ロペラミド 塩酸塩無水物 塩酸塩水和物
プラゾシン 塩酸塩無水物 塩酸塩水和物
テラゾシン 塩酸塩無水物 塩酸塩水和物

実験条件：25℃ , 24hr, 50mg/mL
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1.5．水懸濁による塩結晶化スクリーニング

261

固体物性評価例（オキシブチニン）

TG―DTAサーモグラム（オキシブチニン）

吸脱湿質量平衡測定（オキシブチニン）

粉末X線回折パターン（オキシブチニン）

図 3 オキシブチニン フリー体および塩の固体物性データ

■ ■ Column ■■

含水ジメチルスルホキシド溶液を凍結乾燥すると，
溶媒を完全に乾燥できません。

凍結乾燥の前に遠心エバポレーターで水を除去するか，ジメチルスルホキシドと同量の 1，
4-ジオキサンを加えてください。ジメチルスルホキシドは薬物の生物スクリーニングに用いら
れる汎用溶媒ですので，ほとんどの薬物はジメチルスルホキシドへ良好な溶解性を示します。
そのため，薬物の凍結乾燥溶媒として適していますが，酸やアルカリ水溶液をカウンターイオ
ン源として加えることで，水が混入すると，急激な凝固点降下を起こすため，凍結乾燥中に融
解することが散見されます。1，4-ジオキサンは，含水ジメチルスルホキシドで起こる凝固点降
下を穏やかにします。著者は，凍結乾燥を用いた結晶化スクリーニング法を種々構築してきま
したが，その検討時間の多くは，結晶化条件ではなく，凍結乾燥に費やしてきました。結晶化
の検討というよりも凍結乾燥の検討をしてきたといっても過言ではありません。




