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　国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）では，

健康・医療戦略推進本部が決定した「医療分野研究開発

推進計画」に基づき，９つの連携プロジェクトを中心と

する各種事業を推進している。医薬品研究課では，その

うちの１つ「オールジャパンでの医薬品創出」において，

大学や産業界と連携しながら，新薬創出，創薬支援のた

めの基盤強化，創薬ターゲットの同定，創薬の基盤とな

る技術開発，医療技術の実用化及び革新的医薬品及び希

少疾患治療薬等の研究開発を支援している。本稿では，

「オールジャパンでの医薬品創出」の事業のうち，

AMED発足に伴って経済産業省から継承した「次世代

治療・診断実現の創薬基盤技術開発事業」より，「国際

基準に適合した次世代抗体医薬等の製造技術」について

紹介する。

　世界の医薬品市場において，バイオ医薬品は急速に市

場規模を拡大しており，近年の世界の医薬品売上高上位

10品目の半数以上を占めている。バイオ医薬品は今後も

売上高の高い成長率が予測されており，特に抗体医薬品

はその市場規模が益々拡大するものと予想される1, 2）。

はじめに

１．事業の背景

しかし，国内で販売されている抗体医薬品のほとんどは，

海外企業からのライセンスによって，国内での臨床開発・

販売権を持つものであり，国内で自社開発，生産商品化

できているものは，ごく一部にとどまっている。わが国

の製薬業界の問題点の１つとされる医薬品の輸入超過は，

最終的な製造場所が国内か海外かに起因しているため，

抗体医薬品は，輸入超過増大の一因ともなっている3）。

　こうした状況を生み出している要因の１つとして，バ

イオ医薬品の生産が，従来の低分子医薬のそれとは大き

く異なることがあげられる。すなわち，バイオ医薬品，

特に抗体医薬品の生産は，抗体を産生する細胞の培養か

ら精製，品質管理に至るまで高度なノウハウが必要で，

かつ商用生産のためには大型の培養槽をはじめとする生

産設備に多額の投資が必要になる。そのため，多くの国

内企業は自社生産に踏み切れず，大規模な生産設備を備

えた欧州を中心とした製造受託機関（CMO）に生産を委

ねているケースが多い。実際，これまでに，国内で抗体

医薬品を自社で商用生産できているのはわずかに２社の

みである。

　こうした状況に対処すべく，経済産業省は平成25年度

から平成29年度までの５年間の計画で，個別化医療に向

けた次世代医薬品創出基盤技術開発事業（平成26年度次

世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発）の下，

「国際基準に適合した次世代抗体医薬等の製造技術」事

業を開始した。平成27年４月，AMED設立に伴い，本

国際基準に適合した次世代抗体医薬等の製造技術

AMEDにおける
創薬などの支援の取組について

日本医療研究開発機構（AMED） 戦略推進部医薬品研究課 主幹

田村達也
TaTsuya Tamura

Deputy Manager
Japan Agency for Medical Research and Development （AMED）
Department of Research Promotion, Division of Drug Research

AMED Activities towards Innovative Drug Development: Next-generation Biologics 
Manufacturing Conforming to Global Standards
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　固形製剤製造のためのプロセス装置については，薬効

を発現する化合物（API）と顆粒・錠剤などの剤形を形成

するための賦形剤に対して，粉砕・混合・造粒・乾燥・

粒子コーティング・打錠・錠剤コーティングといったい

わゆるバッチ式の単位プロセスが基本原理を変えず長き

にわたり用いられる中，より高機能，高品質な製剤の開

発のための研究が絶えず進められてきた。

　薬物粒子の加工技術については古くからいわゆるレイ

アリング手法を用いた薬物粒子の調製が流動層装置の一

種であるワースター流動層等により行われてきたが，日

本では約二十年前より，剤形の小型化，DDSや服用コ

ンプライアンスなどのニーズへの対応のため，粒子径数

十μmの薬物粒子そのものへの溶出制御被膜の加工や，

より精密な造粒操作の研究が進み，昨今ではこの技術と

崩壊剤などの賦形剤の研究成果とともにたとえば口腔内

速崩壊錠などが広く実用化されている。

　一方，このようなプロセス装置においては，他の化学

産業と同様にさらなる生産能力の向上や省エネルギー化

への要求もますます高まりをみせ，例えば錠剤コーティ

１．緒言
ング操作においてはコーティング品質のさらなる向上と

ともにより短時間での生産が可能な装置が開発されてき

た。

　さらには昨今の世界規模で注目されていることに製造

プロセスの連続化があげられる。前述のようなバッチプ

ロセスで構築されてきた製剤プロセスを，連続プロセス

化することにより，品質マネジメントの厳格化，品目数，

生産量に大きな柔軟性を持たせることや，開発から商用

生産に至るまでの時間およびコストの大幅な低減を目指

すとともに，生産設備の小型化，パッケージ化によるグ

ローバルな生産拠点戦略に変革をもたらすものとして注

目されている。

　近年医薬品の高品質化とその保証の考え方がFDAに

よって示され，合理的な新規製剤技術や装置開発が期待

されている。然るに，これを系統的に，製剤工学の観点

から考察したレビューは見当たらない。固形製剤の高機

能化（コントロールリリース，マスキング，安定化など

の重要特性）に深く関与する操作としてコーティング技

術やその装置の開発を取り上げ，本題の新しい品質保証

の考え方や製剤プロセスの効率化について連続生産の導

入の観点から考察する。

固形製剤プロセスの効率化と
高品質化のための

コーティング技術・装置の開発

株式会社パウレック

高嶋武志，夏山晋
Takeshi Takashima，susumu NaTsuyama

Powrex Corporation

監修

愛知学院大学

川嶋嘉明
yoshiaki kawashima

Aichi Gakuin University

Review: Development of coating technique and apparatus 
for improving process efficiency and preparation quality with solid dosage form
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子（おおむね100μm以下）へ直接コーティングを施す技

術が求められた。流動層技術においてはGeldertの分類

で知られるようにこの粒子径領域の原料は一般的に流動

そのものが困難であると言われており，また実際の生産

においては，装置壁面や排気フィルタへの付着などに起

因する流動均一性を損なう課題が発生し，すなわちコー

ティング後の粒子の溶出特性に大きな不均一性を生じさ

せた。そこでそれまで粒子コーティングに広く用いられ

てきた装置内に内筒を備えたいわゆる内部循環流動層の

ワースター式流動層装置に対して，原料粉体の均一流動

性の確保のために，装置内部での循環流動性向上につな

がる装置の形状の見直しや，粒子滞留部への圧縮空気の

噴射による強制流動機能を用いるなど装置面での改良を

加えた装置が開発された（パウレック社製SPC）（Fig.１）。

　基本的にワースター流動層では装置底部に設置された

金網において，内筒の下部にあたる部分から全体風量の

70～80％の風量が流入し，また金網中央部に設置された

コーティング液を噴霧するスプレーノズルから噴射され

る高速空気流とともにいわゆるエゼクター（ejector）効

果により内筒とこの金網との間に開けられた10～30mm

の空隙から周囲に滞留する原料を吸引し，この内筒内の

上昇気流により内筒内を上方に流動する。このSPCでは

流動性が低い原料をこの装置下部の内筒外周域で可能な

限り滞留させることなくコーティングゾーンである内筒

内に導くために，Fig.１に示すように内筒下部の直径を

拡大しエゼクター効果の強化を行った。さらにこの内筒

外周部の原料滞留部において原料粉体の流動を促進する

ために装置外壁から一定のインターバルをおいて，圧縮

空気を噴出できる機能も追加できるようにした。ここで

あらかじめこのような装置構造の検討をDEMシミュレー

ションを用いて検証した結果をFig.２およびFig.３に示す。

また，このような装置面の改良だけでなく，原料粉体の

粒子径を整えることや，流動性を高めることを目的に予

備的な造粒を操作初期に行い，その後続けてコーティン

グ操作に移行するという操作法も提言され，効果を発揮

　古くからAPIを顆粒化する技術には造粒操作がその１

つとしてあげられるが，粒子に対して溶出制御のための

コーティングを施すことを前提に考えると，コーティン

グの対象となる核粒子は可能な限り粒子径の分布が狭い

ことが望ましい。これは核粒子に被覆された溶出制御被

膜の厚みは対象核粒子の総表面積に依存することや，粒

子のコーティングには流動層技術を元にした装置が用い

られるが，流動層装置を用いたプロセスでは装置内での

流動性は粒子径に大きく影響を受けるため，不均一な流

動循環を低減させるためでもある。さらに核粒子の形状

も同じ質量の粒子ならば球形に近ければ近いほど必要と

する被膜量も少なくすることができる。

　造粒操作によって可能な限り粒度分布幅が狭く球形な

顆粒を調製する方法に加え，セルロースや糖類を成分と

し，おおむね球形で一定の粒度分布範囲（100～500μm）

に調整されたコーティングのための核粒子が市販化され，

この核粒子表面に薬物をコーティングするいわゆるレイ

アリング操作が一般的なものとなった。この薬物がコー

ティングされた粒子表面に溶出制御被膜をさらにコー

ティングすることによって所望の溶出プロファイルをも

つ顆粒が調製される。

　このような技術は広く応用されてきているが，特に日

本国内においては20年ほど前より剤形の小型化や口腔内

速崩壊錠への応用での口腔内でのザラツキ感の抑制のた

めなどの目的により，より小さな粒子径での調製が求め

られるようになってきた。このような要求への対応には

賦形剤を用いた造粒や，100μm以上の核粒子へのレイ

アリング操作では対応は困難であり，調製された薬物粒

２．�粒子加工技術としての微粒子
コーティング

Spray zone

Draft tube

Side air

Draft tube

Side air

（a）Conventional device （b）New-design device

Fig.１　微粒子コーティング装置SPCの概要

（a） （b）

サイドエア

ドラフトチューブ

粒子滞留部

Fig.２　粒子滞留部の比較

固形製剤プロセスの効率化と高品質化のための
コーティング技術・装置の開発
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　医薬包装の完全性（密封性）評価は，多くの製剤メー

カーで水没試験による気泡または染料浸透試験（ブルー

バス）による方法が一般的に行われている。古くから行

われているこの方法は，製剤に関わるプロセスが科学的

数値によって管理されているにもかかわらず，医薬包装

の密閉性については依然目視による官能試験であり，ま

た，水没試験で評価される最小の孔径も根拠に基づくも

のではない。

　一方，産業分野で求められる密封性・気密性の評価は，

さまざまな漏れ試験手法から性能に適した試験方法を選

択し，製品に必要とされる漏れ量を導き出し，漏れ量（単

位Pa・m3/s）という値に置き換え，包装容器としての製

品の品質が保証されている。本稿では，さまざまな漏れ

試験の手法のなかから「圧力変化法漏れ試験密封チャン

バ法（以下，密封チャンバ法）」と「医薬包装への展開」

について紹介する。

　現在の医薬包装の完全性試験は水没試験による気泡確

認（図１），またはブルーバスと呼ばれるカラーチェック

によるものがそのほとんどである。この方法は安価で容

易に試験可能である反面，官能試験であるため定量性・

再現性に欠け，個人の技量による判別量の差や水槽内の

細菌・水の表面張力による検出限界などの問題を併せ

はじめに

１．水没試験とその感度

持っている。製剤メーカーで実施されている水没試験条

件をみても，試験圧・試験時間・試験タイミングがメー

カーによりさまざまで，試験基準も統一されていない。

また，気泡の基準となる孔は，マイクロピン（φ20～100μm）

と呼ばれる極細のピンを包装容器に刺し，孔をあけるこ

とにより作製されているが，これは正確な孔とは言い難

く，基準孔と呼ぶにはいささか疑問を感じる。

　医薬包装で行われている試験方法は，「JIS Z 2330：

2012 非破壊試験−漏れ試験方法の種類及びその選択」

において，水没試験は「発泡漏れ試験の中の液没法」，

染料浸透試験（ブルーバス）は「液体漏れ試験の染料添加

法」の応用例としてそれぞれ定義されている。

（1）試験条件
　日本非破壊検査協会発行の「漏れ試験Ⅱ」（以下，漏

れ試験Ⅱ）では，液没試験のなかで気泡としてとらえる

ことが可能な限界の孔径サイズについて述べられている。

図１　水没試験モデル

漏れ試験について
医薬包装の完全性評価試験

Integrity test of pharmaceutical packing about leak test

株式会社フクダ 密封品リーク技術部

原　努
TsuTomu Hara

Package Seal Leaktesting Engineering Department, Fukuda CO., LTD.
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　FDAの 現 行BCS-based biowaiverガ イ ダ ン ス（2003

年）1）のドラフトが発行されたのは，2000年８月で，現

行ガイダンスではクラス１の薬物のみがbiowaiverの対

象である。筆者がBCS-based biowaiverを解説する講演

を初めて聴いたのは2001年にコペンハーゲンで開催され

たEUFEPS World Conference Drug Absorption and 

Drug Deliveryでの発表，FDAのA. Hussain博士の

“Experience with BCS to other uses in drug 

development and regulatory decision”と，PfizerのJ.A. 

Cock博 士 の“Opportunities for Implementation of the 

BCS in the drug development and regulatory review 

process”であった。これらの発表内容については本誌

でレポートした2）。このときのBCS-based biowaiverに

ついての印象は，“２つの製剤がともに，薬物が胃内で

速やかに溶解し，かつ，消化管での吸収が速やかであれ

ば生物学的に同等とみなすのは尤もであるが，血中濃度

でBEの判定基準を満たすことは必ずしも保証していな

いのではないか？”であった。つまり，薬物が胃から排

出される前にほとんどが溶解し，使用されている添加剤

がBAに影響しなければ，薬物の吸収速度は胃排出速度

で決まるので，２つの製剤のBAに差がないとするのは

道理にかなっていると考えるが，BEの判定基準である

血中濃度プロファイルが類似している（90％信頼区間に

よる判定を満たしている）ことを保証しておらず不合理

はじめに
を感じた。

　最近，ICH においてBCS-based biowaiverが国際調和

し，ヒトBE試験を減らし患者の新薬恩恵享受を迅速化

することを目指し新トピックスM9として取り上げられ3），

日本で導入検討がされている。製薬協品質委員会製剤研

究部会としての草案を作成する機会があり，筆者が

BCS-based biowaiverを是とするには，“上述不合理を

解消する道理”が必要であった。本誌で4），日本のBE試

験ガイドラインの創案者の１人である鹿庭なほ子博士の 

“バイオアベイラビリティは製剤の消化管における薬物

放出能力である”5）を製剤分野からとらえた経口剤のBA

の的を射た表現と紹介した。これをBAの定義として，

経口製剤のBE試験の本質は「ヒト消化管を使った溶出

試験」であり消化管内での溶出同等性でもって治療学的

同等性を保証するものであるとの道理を立てれば，

BCS-based biowaiverも，さらには，ほかのBE試験に

ついてしっくりしなかった点も合点が行くようになった。

　なお，本稿は個人的見解であり，所属する団体等とは

関係ありません。

　BA（生物学的“利用能”）という投与された薬物のうち 

どれだけが薬効発揮に使われたかという本来の意味から

は，以下の定義となる。

　BAの定義１（本来の定義）：「作用部位での製剤から吸

収された活性成分あるいは活性体が作用部位に到達する

１．３つのBAの定義

新薬開発段階での“リスクベースBE確認”の提案

BCS-based biowaiverを超えて
経口製剤のBE試験の本質を考える

Proposal of Risk-based BE Estimation for New Drug Development

塩野義製薬株式会社 CMC研究本部 製剤研究センター

村主教行
Noriyuki MuraNushi

Formulation R&D Center, CMC R&D Division, Shionogi & Co., Ltd.
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　医薬品，化粧品や食品の製造，医療器具の洗浄などの

工程では，不純物を取り除いた清浄度の高い水が必要と

され，製薬用水の製造管理についてはGMP管理基準に

よる定期的な監視による安全性担保がなされている1）。

医薬品製造業界においては，製薬用水のオンライン導電

率および全有機炭素（TOC）モニタリングと微生物汚染

の測定などが行われている。導電率やTOCについては，

オンラインでモニタリングできる装置が一般に用いられ

るようになっているが，微生物の汚染に関する測定はこ

れまで実験室での微生物培養法による測定により実施さ

れてきた。そのため，微生物の検出手法については，従

来の培養法を補完する新しい測定方式の開発が強く期待

されている。

　このような状況に対応するためには，ニーズに適合し

た技術開発を強化することが必要である。産業技術総合

研究所（産総研）では，こうした水技術の現状を鑑み2012

年に水プロジェクトを立ち上げた。所内にある40以上の

研究ユニットから分野横断的に水関連技術に携わる研究

者を集結し，水質評価技術と水処理技術とを情報技術に

よって融合して，安全でかつ効率的な水管理技術の開発

を実施してきた（図１）。水技術のなかでも水質モニタリ

ング技術については重点的な開発を進めてきており，水

質の計測だけでなくその結果をリアルタイムに処理プロ

セスにフィードバックすることにより，従来大過剰にあ

はじめに

るいは最適化されずに処理プロセスに投入していた試薬

やエネルギーを削減する，という大きな目標を掲げてい

る。本稿では，医薬品製造業界において重要な製薬用水

の水質評価に向けた新技術に加え，将来必要になるであ

ろう水質評価の新たな技術シーズについて紹介したい。

　水プロジェクトで進めている各種の水質評価技術では，

実験室に水を持ち帰らずにその場で評価できる手法を開

発している。水質の管理には水質汚濁指標となるTOC

の連続監視が有用であるが，既存の測定法の多くが白金

触媒や過酸化物など高価・有害な試薬を用いた煩雑な処

理を必要とする場合があった。今回開発した技術は，こ

れら試薬の代わりに光反応を利用した前処理技術である2）。

この方法は測定したい水を紫外線ランプに貫通させた反

１．TOCおよび微生物の評価技術

図１　水プロジェクトの目標と技術概念図

迅速性・連続性・メンテナンスの
簡便性を求めて

水質評価技術

国立研究開発法人 産業技術総合研究所

鳥村政基
Masaki ToriMura

National Institute for Advanced Science and Industrial Technology（AIST）

Water Quality Monitoring Techniques
－for quickness, continuity, and simplicity of maintenance－
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　医薬品工場の省エネ対策について，前稿までで最近の

動向，生産設備による工夫，空調設備・熱源・ユーティ

リティー設備について紹介，提案を述べた。本稿では医

薬品工場において見落とされがちな建築，電気設備によ

る省エネ対策について，さまざまな視点から紹介する。

（1）建築配置計画による省エネ対策
　建築による省エネ対策として，配置計画に関していく

つかの事例を紹介したい。医薬品工場の配置計画に

おいて，省エネの観点から注意を払うべきこととし

て以下の項目があげられる。

　・工程室周囲への緩衝室配置（外部熱入力の緩和）

　・�工程室とサポート機械室の近接配置（搬送動力

負荷低減）

　・グラビティ方式（搬送動力負荷低減）

　・�クリーンエリア最小化（空調負荷低減，洗浄負

荷低減）

　・�廊下，居室配置と自然光利用（外部熱入力の低

減，照明負荷低減）

　配置例として工程室（クリーンエリア）に隣接して

機械室を配置する，サポート機械室側面配置方式を

図１に示す。図１は原薬製造プラントの例を示して

はじめに

１．建築による省エネ対策

いるが，製剤プラントにも応用されている。

　工程室（クリーンエリア）の外壁側に配置されたサポー

ト機械室は外部熱入力を緩和する緩衝帯としての役目を

担い，また製造工程をサポートする機器が直近に配置さ

れることで搬送動力負荷の低減を実現している。ここで，

空調ダクトルートとプロセスのメインルートの空間的な

棲み分けは事前に十分な検討が必要であり，不十分な調

整は施工段階での過大な干渉チェックの時間を引き起こ

す可能性があり注意を要する。

　また，中間品を重力により移送するグラビティ方式を

採用することは搬送動力負荷低減となる（本連載「第２

回�生産設備・ゾーニング・レイアウトによる省エネ対策」

も参照）。ただし，グラビティフロー採用により重量機

工程室

サポート

機械室

工程室

図１　サポート機械室側面配置

建築および電気設備による
省エネ対策

第５回医薬品工場の省エネ対策を考える

Energy Saving for Pharmaceutical Factories （Part 5）
Measures for Energy Saving regarding 

Building and Electric System

日揮株式会社 インフラプロジェクト本部 産業システム設計部

櫻井智浩，髙木直人，津多秀和，安永祥平，増田正之
Tomohiro Sakurai, NaoTo Takagi, hidekazu TSuda, Shohei YaSuNaga, maSaYuki maSuda

Industrial System Engineering Department, Infrastructure Project Division, JGC Corporation
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