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　本年２月３日にPLCM（耕薬）研究会第11回シンポジウ

ムが名城大学薬学部のライフサイエンスホールで開催さ

れた。今回は特別企画として最新の錠剤印刷技術を取り

上げて，印刷機械メーカー５社からの講演をいただいた。

ただ時間の制約により講演時間各10分と短かったため，

再度，誌上で紹介していただくこととした。

　1970年代に遡るが武田薬品工業のアリナミン糖衣錠が

コード表示（会社マークと商品番号）をいち早く取り入れ

ており，その後，製品名が印刷されるようになってきた

が，当時は直接印刷のグラビア印刷（ロール印刷）であっ

た。その後，海外・国内でもパット印刷も行われるよう

になってきた。

　錠剤の識別は，薬剤師による監査業務に関する負担軽

減，ひいては調剤過誤防止さらには患者の安全性確保に

貢献できるものであることから，学会・セミナー等で病

院薬剤部の先生方から多くの要望があった。2012年には

大塚製薬のプレタールOD錠が世界で初めてのインク

ジェット印刷（IJP）錠として誕生し，両面カタカナ製品名，

規格が表示されている。

　OD錠は素錠のため錠剤表面への直接印刷では，錠剤

から発生した微粉による文字のかすれ，カメラへの付着

による印刷停止あるいはインクの滲み等の課題があり従

来技術では印刷はできなかったが，インクジェット印刷

は非接触型であり見事，長年の課題を克服したイノベー

ションである。

　その後，ジェネリックメーカーを中心にインクジェッ

ト印刷が普及してきた。それはジェネリックメーカーに

とっては，先発品（刻印）にはない付加価値となったため

うまく利用している。また，鮮明な両面印刷，割線跨ぎ

印刷，両面平行印刷，インク（染料，顔料）の開発，多色

印刷も可能となってきた。そしてインクジェット印刷で

識別性の高い口腔内崩壊錠（OD錠）が上市され続けている。

　口腔内崩壊錠の製剤開発により新剤形が誕生するとと

もに，その周辺技術も著しく向上している（図１）。素錠

への印刷を可能にしたインクジェット印刷もその１つで

ある。そしてその技術は口腔内崩壊錠から普通錠，フィ

ルム錠，糖衣錠へと適用が広まっている。

　本特集では印刷機械メーカー５社［京都製作所，

SCREENホールディングス，第一実業ビスウィル，フ

ロイント産業，ミューチュアル（松岡機械工作所との共

著）］から各社の印刷機械技術の強み，特徴を中心に記

載していただきましたのでご一読ください。�

図１　口腔内崩壊錠のイノベーション

特集にあたって

PLCM研究会実行委員

槙野 正
Tadashi Makino
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　近年，口腔内崩壊錠（OD錠）と呼ばれる口腔内ですば

やく崩壊する錠剤が多く登場している。そのため，お客

様が当社のインクジェット式錠剤印刷装置を導入される

際の対象品目としてあがることも多くなり，OD錠特有

の性質により装置の課題が露見することもあったが，解

決に向けていろいろ取り組んできた。本稿ではその一部

を紹介する。

　まず当社のインクジェット式錠剤印刷装置（APOLLO-

1000KI）の概要を紹介する。本装置は2013年に発売し，

はじめに

１．装置概要

これまで25台以上の販売実績を誇る，ベルト式ランダム

搬送という独自の搬送形態を特徴とした装置である。装

置の諸元については図１にまとめた。

　インクジェット式錠剤印刷装置におけるOD錠特有の

ハンドリング上の課題として，従来の一般的な素錠やフィ

ルムコーティング錠と比べ，主に以下の３点があげられ

る（以降はあくまで装置でハンドリングする際の課題で

あり，OD錠の問題として指摘する表現ではないのでご

理解・ご容赦いただきたい）。

　①錠剤から多くの粉が生じる

　②錠剤が割れたり，欠けやすい

　③錠剤が吸湿し，強度が変化する

　これらがどのような問題につながるかというと，

①については，インクジェットのノズルに粉が付

着したり，錠剤を搬送するためのベルトなどの部

品に堆積することでインク飛翔の妨げや錠剤の振

動を引き起こし，結果として印字品質の低下（≒

歩留まりの悪化）を招く恐れがある。②については，

外観・薬効への影響も当然考えられるが，錠剤が

割れ欠けした際の欠片が機内に入り込むことで，

装置のトラブルの原因にもなる。③については②

とも関連しているが，設計段階のテストや錠剤へ

のダメージがないことを適格性確認で検証する際，

評価資材のコンディションは，お客様が想定して

２．�錠剤ハンドリングにおけるOD
錠特有の課題

項目 仕様

搬送方式 ベルト式（ランダム搬送方式）

能力 ～20万錠/h（円形錠）
～12万錠/h（異形錠）

対象錠剤 φ5～φ12［mm］ 2～8厚［mm］ 円形，
カラテ， 異形21mm長以下
素錠， OD， FC

機械寸法 2460（W）×1350（D）×1810（H）mm

重量 2700kg

ユーティリティ
（本体）

AC200V 3相 30kW
0.5MPa 800NL/分

外観

項目 内容

販売台数（現在） 26台

印刷部諸元 600dpi IJPヘッド上下2式ずつ

使用可能インク 染料）緑， グレー， 赤
顔料）黒

検査機能 印刷前）錠剤位置・角度認識
印刷後）印刷品質検査

その他特色 割線跨ぎ印刷（世界発）

受賞歴 粉体工学会・製剤と粒子設計部会
第33回製剤と粒子設計シンポジウ
ムにおいて技術賞（川嶋嘉明賞）
を受賞（2016年）

【概要】

2013年にリリースしたIJP印刷装置の中では古株
かつ業界トップセールス商品。ベルト式のランダ
ム搬送を特徴とする装置であり，装置は少しずつ
バージョンアップしながら現在も順調に台数を伸
ばす。開発・製造元は京都製作所，販売元はパ
ウレック。新薬・ジェネリック・受託メーカーと幅広
いお客様に広く販売実績がある。

図１　APOLLO-1000KI概略仕様

錠剤印刷機における
OD錠安定生産へ向けた取り組み

口腔内崩壊錠における最新の錠剤印刷技術
特集

株式会社京都製作所 特機事業部

今井友太
Yuta ImaI

KYOTO SEISAKUSHO CO., LTD., SPECIAL MACHINARY DIVISION

Efforts for stable production of OD tablets in tablet printing machine

2

1111（1479） Vol.33 No.8（2017）



　ICH Qトリオが発表されてから10年近くが経過し，種々

のモックアップ，解説書，国内外の発表資料が入手でき

る状況となっている。その一方で，Quality by Design 

（QbD）の意識調査からの解析（企業種間，規制当局）1, 2）

においても，QbDの理解や活用が思ったほど進んでい

ないという現状がある。

　本稿では，QbDの理解や活用が進まない原因が，①

取り組むためのハードルの高さ，②取り組んだ結果得ら

れるメリットが見えにくいことにあると考え，QbDア

プローチの実践経験のないメンバーを想定した取り組み

を３回に分けて紹介する。

　　連載１回目：背景編・準備編

　　連載２回目：仮想事例のケーススタディー

　　連載３回目：製造性を含めたQbDの提案

　背景編では，本稿のもととなる日本PDA製薬学会 技

術教育委員会 非固形製剤分科会でQbDの活動を開始す

る背景を紹介する。

　準備編では，筆者らが実際の現場のなかでQbD活動

をはじめるにあたって行ってきた経験から，社内での

QbD活動を開始するために最初に行うことを整理した。

はじめに
　仮想事例のケーススタディーでは，QbDの適用事例

としてこれまでにほとんど前例がないと考えられる液剤

の事例研究を通じて，QbDをスタートさせるためにす

べきことを整理するとともに，リスク評価や要因解析ツー

ルを用いた実例により管理戦略の作成法を解説する。

　さらに製造性を含めたQbDの提案では，工業製品で

は生産面での重要な因子である『製造性』について，

QbDに製造性設計を含める形のアプローチ法を提案する。

（1）本稿の意図
　本稿の意図は，まだQbDが適用されていない会社に

おける『QbD適用のハードルを下げる』ことである。こ

れには以下の背景がある。

　2015年２月に筆者らが本活動を開始した時点では，所

属する会社でのQbD申請の経験はなく，業務上の共通

した剤形である液剤のQbD適用に対して懐疑的な面が

あり，どこからはじめてよいのかわからないという状況

であった。月に１回の活動を１年近く続け，各社の状況

の共有や具体的な作業を行った。そのなかで，筆者らが

QbDを適用することを阻んでいたものが見えてきた。

　なぜ，適用に向かわないかを考えたとき，いくつかの

１．背景編

第１回：背景編・準備編
少量懸濁注射剤プレフィルドシリンジ事例研究

製造設計を含む液剤のQbDアプローチ

日本PDA製薬学会 技術教育委員会 非固形製剤分科会

テルモ株式会社1），参天製薬株式会社2），国立医薬品食品衛生研究所3），株式会社大塚製薬工場4）

浅川みちる1），坪井貴司2），檜山行雄3），松田憲治4）

Michiru AsAkAwA1）, TAkAshi Tsuboi2）, Yukio hiYAMA3）, kenji MATsudA4）

Terumo Corporation1）, Santen Pharmaceutical Co., Ltd.2）, National Institute of Health Sciences3）, 
Otsuka Pharmaceutical Factory, Inc.4）

PDA Japan Chapter, Technical Education Committee

QbD Approach Including Manufacturability Design for 
Prefilled Small Volume Injectable Suspension（1）

－Introduction－
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　2015年２月より活動している日本PDA製薬学会・技

術教育委員会の規格分科会では，本委員会の命題である

「医薬品製造工程パラメーター設計・管理と試験評価設

計・管理の融合」の１つの議論として，医薬品の品質管

理戦略の中で「規格」が果たすべき役割と，その理想的

な設定方法について検討を行っている。本報告は連載記

事の第２回目であるが，第１回目ではQTPPと規格の違

いを明確化するとともに，どのように設定するのが望ま

しいかを議論した。さらにQTPPと規格の定義を明確化

した上で，管理戦略のライフサイクル（開発と上市後の

継続的改善）の中で，これらQTPPと規格がどのような

進化をたどるべきなのかを議論してきた（PHARM 

TECH JAPAN Vol.33 No.7 17-24（2017））。

　第２回目ではこれらを踏まえた上で，「医薬品製造工

程パラメーター設計・管理と試験評価設計・管理の融合」

はじめに
を達成するために重要と考えられる２つのポイント：１）

QbDアプローチと規格の体系化，２）コミュニケーショ

ン（Knowledge Sharing）について考察を述べる。本連載

が読者の皆様の日頃の業務に対して少しでもお役に立て

れば幸いである。

　QbDアプローチにおいては，最初にQTPPを設定し，

製品が達成するべき目標を明確にする。次いで，製品の

品質特性Quality Attributes（QA）を網羅的に抽出し，こ

れら品質特性の中から特にQTPPに影響する品質特性を

重要品質特性Critical Quality Attributes（CQA）とする。

CQAは，工程管理規格，原薬規格，もしくは添加剤規

格において適切な限度内，範囲内，分布内で管理される

べきである（一部は製造パラメーターや製造環境管理の

中で管理されるかもしれない）。本来，これらの規格の

一式の中で規定されるそれぞれの判定基準は，最終的に

１．QbDアプローチと規格の体系化

規格の体系化とコミュニケーション／その２
医薬品製造管理と試験評価管理の融合

Quality by Designにおける
規格試験の役割及び消費者危険／生産者危険を

考慮した規格設定の提案

日本PDA製薬学会 技術教育委員会
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　日本PDA製薬学会 技術教育委員会の本分科会では，

「医薬品製造工程パラメータ設計・管理と試験評価設計・

管理の融合」をテーマに2015年２月から，Quality by 

Design（以下，QbD）アプローチの意義やそのメリット

について深く協議してきた。当該協議内容から，「QbD

の意識調査からの解析」を５章に分けて報告するととも

に，今後のQbDアプローチの普及に向けた課題，改善

点ならびに規制当局への要望などについても解説する。

　前回（第１章，第２章）の研究報告に引き続き，第３章

として「QbDの意識調査結果（2）（企業種間，規制当局

による現状報告）」を説明する。

はじめに
［前回報告］

　第１章：QbDの意識調査を実施した目的とその背景

　第２章： QbDの意識調査結果（1）（企業種間，規制当

局による現状報告）

［今回報告］

　第３章： QbDの意識調査結果（2）（企業種間，規制当

局による現状報告）

［次回以降］

　第４章： QbDの意識調査結果から最も重要と考える

“ギャップ”の紹介

　第５章：QbDのフレームワークおよび用語の解説

　QbD申請数は，2010年を境に増加していることがわ

前回報告の振り返り

Quality by Designの意識調査からの解析
（企業種間，規制当局）

QbDの意識調査結果（2）（企業種間，規制当局による現状報告）
（第3章）

Analysis from the awareness survey on Quality by Design
（between companies, regulatory authorities）

Result of the awareness survey on Quality by Design （2） （Current status report by 
between companies, regulatory authorities） （Chapter 3）
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　前稿（原薬の規格設定）に引き続き，本稿では製剤の規

格設定に関するアンケート結果について報告する。

（2）規格の設定〈製剤（経口固形製剤）〉
①製剤の規格設定（確認試験）

　製剤の確認試験には，UVまたはLC保持時間を使用す

る会社が11社と比較的多かった。その他の回答として，

LC-PDAがあった（質問21）。IRや質量分析で設定した

事例は少なかったが，LC-PDAはほぼすべての会社で設

定事例があった（質問22，23，24）。

　開発初期では，通常，UVまたはLC保持時間の１法の

設定で問題ないため，含量や類縁物質試験法と兼ねられ

るLC保持時間を設定すると効率的であると考えられる。

また，２法を設定する必要がある場合や受入試験等にお

質問21：通常，どの手法を用いているか？
回答の選択肢 結果（社） 結果（%）

A：UV ０ ０
B：LC保持時間 ６ 33
C：UV又はLC保持時間のどちらか ５ 28
D：UV及びLC保持時間の両方 ５ 28
E：その他 ２ 11
質問22：IRで確認試験を設定した事例はあるか？

回答の選択肢 結果（社） 結果（%）
A：ある ５ 28
B：ない 13 72
質問23：LC-PDAで確認試験を設定した事例はあるか？

回答の選択肢 結果（社） 結果（%）
A：ある 16 89
B：ない ２ 11
質問24：質量分析（LC-MS等）で確認試験を設定した事例はある
か？

回答の選択肢 結果（社） 結果（%）
A：ある ３ 17
B：ない 15 83

いて簡便な試験法が望まれる場合には，UV法の設定が

有用と考えられる。

②製剤の規格設定（類縁物質）

　製剤の個別規格を設定しないその他の類縁物質

質問25：Phase 1におけるUnspecified impuritiesの規格値はどの
ように設定しているか？

回答の選択肢 結果（社） 結果（%）
A：単回投与試験における臨床予定最大
１日投与量を基にICH Q3Bの安全性確認
の必要な閾値を設定

１ ６

B：反復投与試験における臨床予定最大
１日投与量を基にICH Q3Bの安全性確認
の必要な閾値を設定

０ ０

C：単回もしくは反復投与試験における
臨床予定最大１日投与量の高い方を基に
ICH Q3Bの安全性確認の必要な閾値を設
定

７ 39

D：単回投与試験における臨床予定最大
１日投与量を基にICH Q3Bの構造決定の
必要な閾値を設定

２ 11

E：反復投与試験における臨床予定最大
１日投与量を基にICH Q3Bの構造決定の
必要な閾値を設定

１ ６

F：単回もしくは反復投与試験における
臨床予定最大１日投与量の高い方を基に
ICH Q3Bの構造決定の必要な閾値を設定

１ ６

G：最大１日投与量を臨床初回投与量と
読み替え，ICH Q3Bの安全性確認の必要
な閾値を設定

１ ６

H：最大１日投与量を臨床初回投与量と
読み替え，ICH Q3Bの構造決定の必要な
閾値を設定

１ ６

I：ICH Q3Bの安全性確認の必要な閾値を
超えて設定する場合もある １ ６

その他 ３ 17

その２（製剤の規格設定）

開発初期段階における
治験原薬・治験薬の品質管理について

日本製薬工業協会 品質委員会 製剤研究部会 治験薬品質プロジェクト
IMP Quality Project, Pharmaceutical Expert Committee, Quality & Technology Committee, 

Japan Pharmaceutical Manufacturers Association

Quality control of new drug substances and drug products in early development
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