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　医薬品固形製剤の製剤品質は，大別して処方設計と製

法設計に基づき決定する。ただし，処方設計には製法設

計も包含されており，初期の処方設計段階から最終製剤

を想定した製法を考慮することが効率的である。

　固形製剤が調製される過程では多くの単位操作が用い

られており，各単位操作はそれぞれ重要な役割を担って

いる。したがって，製剤研究者および製剤技術者は，各

単位操作の科学的背景を十分に理解するとともに，固形

製剤を製造する上で「この単位操作は何のために実施す

るのか？」を十分に理解することが重要である。特に，

近年では，Quality�by�Designを適用した開発手法が広

く適用されており，その結果，単位操作における各種操

作条件と製剤品質の関係性が，以前よりも増して明確に

なってきている1）。

　前述のとおり，固形製剤はさまざまな単位操作の組み

合わせに基づき，治療目的に応じた製剤として製造され

る。各単位操作は，次に続く単位操作に何らかの影響を

及ぼすことが多い。そのため，各単位操作，特に操作条

件の変動が製剤品質に及ぼす影響を理解することが重要

である。そこで，固形製剤の代表的な単位操作である「造

はじめに
粒」，「乾燥」，「整粒」，「混合（滑沢混合を含む）」，「打錠」，

「フィルムコーティング」および「糖衣コーティング」

について，特にこれら単位操作の操作条件の変動が製剤

品質に及ぼす影響につき，以下の５回（予定）の連載とし

てまとめる。

✓　第１回：造粒工程

✓　第２回：乾燥・整粒工程

✓　第３回：混合工程（滑沢混合工程を含む）

✓　第４回：打錠工程

✓　第５回：フィルム・糖衣コーティング工程

　また，多くの模式図（概念図）を用いることにより，本

件に関わる諸氏に対して容易に理解できるように努めた。

さらに適宜，グローバルを考慮した各種ガイドライン等

を交えた説明を付与することにより，承認申請および商

業生産までを俯瞰した製剤検討の必要性に配慮した。

　以上，これらの内容が本件に関わる諸氏にとって有用

であれば幸いである。

　造粒とは，一定の混合状態にある粉体に対して，結合

剤等の添加剤を添加することにより，混合状態を保持し

たまま粒子状態（顆粒状）にする操作である。造粒の目的

１．造粒

第１回
造粒条件の変動が製剤品質に及ぼす影響

固形製剤の製造における
単位操作と製剤品質

エーザイ株式会社 クオリティCFU 日本リージョナルクオリティ統括部

池松康之
YasuYuki ikEMaTsu

Japan Regional Quality, Quality CFU, Eisai Co., Ltd.

Unit Operation and Product Quality in Manufacture of Solid Preparation
Part I

Effect of the Variability of Granulation Process Conditions on the Product Quality

連載
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への溶解性，または濡れ性等により大きく影響する。加

えて，処方中に配合する薬物含有量も造粒性に大きく影

響する。図２は，薬物特性の１つである溶解性と薬物含

有量が造粒性に及ぼす影響を模式的に示したものである。

　水への溶解性が高い薬物（親水性薬物）の場合は，薬物

が造粒溶媒中に溶解しやすいため，添加剤となじみやす

くなる。加えて，造粒顆粒の形成状態は，薬物含有量の

増加に伴い造粒が進み粗大顆粒が形成しやすくなる。一

方，水への溶解性が低い，または溶解しない薬物（疎水

性薬物）の場合は，薬物が造粒顆粒中に分散している状

態を呈する。加えて，造粒顆粒の形成状態は，薬物含有

量の増加に伴い微細顆粒が形成しやすくなる。

　以上のように，造粒は，添加剤および薬物の溶解性や

濡れ性等が粉体同士の結合や凝集に影響する。なかでも，

親水性の高い添加剤に疎水性薬物を用いて造粒を実施す

る場合，選択的に親水性の高い添加剤同士の結合・凝集

が発生しやすくなる。その結果，形成された造粒顆粒中

の薬物分布にばらつきが発生し，特に，顆粒中の粒度別

含量のばらつき（偏差）が大きくなりやすくなる。近年の

医薬品開発では，疎水性薬物（難水溶性薬物）が多くなっ

ていることから2），造粒操作における粒度別含量の偏差

に留意することが必要である。なお，後述するように湿

式造粒法は加液後に粉体に対して剪断，転動および圧密

作用を付与する。そのため，湿式造粒法は粉体に対する

エネルギー負荷が高いことから，薬物の結晶状態，なか

でも，非晶質化や結晶転移等の薬物の分子状態の変化の

有無に留意することも必要である。

（3）高速撹拌造粒法
　高速撹拌造粒法は，造粒機内に添加した粉体に対して

＜水への溶解性が高い薬物（親水性薬物）＞

含有量：高い 含有量：低い

薬物が造粒溶媒中に溶解しやすく，添加剤となじみやすい

添加剤

薬物

＜水への溶解性が低い，または溶解しない薬物（疎水性薬物）＞

含有量：高い 含有量：低い
添加剤

薬物

図２　�薬物特性および処方中の薬物含有量の違いによる造粒顆粒
の形成状況（模式図）

は，溶解性の向上，流動性の改善，粉体のハンドリング

性の向上，成型性（打錠性）の改善に加え，患者や生活者

の服用性の向上等がある。本項では，代表的な造粒法で

ある湿式造粒法のうち，高速撹拌造粒法および流動層造

粒法を中心に概説する。

（1）湿式造粒法による造粒顆粒の形成過程
　造粒理論は各種造粒法により異なるが，混合状態の粉

体に対してこれらを溶解しないような液体を添加した場

合，粉体と液体は図１の模式図のような状態を呈するこ

とが知られている。

　Pendular域は，少量の液体を粉体に添加した場合に液

体が粒子の接点において毛管現象により付着しており，

かつ，粒子間には空気も存在する。Funicular域は，液

体が粒子の接点を中心に架橋連結した状態であり，撹拌

造粒法はこの造粒域を利用することが多い。さらに液体

が多くなると，粒子間の空気の容積が徐々に減少し，

Capillary域およびSlurry域に到達する。噴霧乾燥造粒法

は，この造粒域を利用することが多い。

　以上のように，液体の添加に伴い，粒子の圧密化が促

進され粒子同士が合一し，さらに圧密化することにより

液体が顆粒表面に移動し，造粒が促進される。なお，各

種造粒法により至適な造粒域は異なっていることから，

造粒方法の検討および採用では，薬物の物理化学的特性，

なかでも薬物の粒径，嵩密度および溶解性等に加え，処

方中の薬物含有量にも考慮することが必要である。

（2）�薬物特性および処方中の薬物含有量の違いに
よる造粒顆粒の形成状況

　造粒状況は，配合する添加剤に加え，薬物の造粒溶媒

PendularPowder
Capillary

～Slurry

液体

撹拌造粒法

噴霧乾燥造粒法

＜造粒機構＞

圧密化されることにより，負圧が大
きくなり，粒子同士が合一する。さ
らに，圧密化されることで，造粒溶
媒が顆粒表面に移動して，造粒が
促進される。

液体液体

Funicular

図１　湿式造粒法による造粒顆粒の形成過程（模式図）

第１回 造粒条件の変動が製剤品質に及ぼす影響固形製剤の製造における
単位操作と製剤品質
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　液体の噴霧凍結および凍結バルクの回転式動的凍結乾

燥という新しい技術の組み合わせにより，均質で，流動

性があり，ダストフリーかつ無菌の凍結乾燥バルク品を

生成する。この技術は無菌製剤のサプライチェーンにお

ける物流に画期的なフレキシビリティを与え，製品イノ

ベーションを目指す。これにより，固形剤の製造手法を

無菌液操作に適用するという従来の凍結乾燥製剤では利

用できなかった手法が可能になった。現在，この技術は

大手製薬会社によって意欲的に導入が進められている。

　従来の棚式凍結乾燥法には，熱移動および物質移動の

不良によるサイクルタイムの長期化，凍結製品中の熱移

動，凍結乾燥ケーキの不均質性，流動特性が劣ること等

に伴う典型的な限界があり，これらの限界を克服するた

め，以前からさまざまな技術的アプローチが試されてき

た。

　熱移動における限界を克服するため，流動層プロセス

を変更して大気圧下で凍結乾燥を可能にする等，いくつ

かの研究が行われてきた1）。限界の要因の１つとして，

極めて低温の空気には取り込める水蒸気の量に限りがあ

ることがあげられる。プロセスガスである極低温の空気

は，噴霧液滴の流動化だけではなく，その瞬間凍結にも

はじめに

１．背景

必要となり，その後，凍結した噴霧液滴を流動状態に維

持する必要がある。したがって，これには大量のガスが

必要となり，経済的な制約となっていた2）。

　凍結乾燥前の液中固形分濃度が通常低い場合，凍結乾

燥の間に凍結物質の質量が大幅に減少する。その結果，

処理チャンバー内では非常に軽量の粒子は流動化させる

と，大量の粒子がフィルターに捕捉されるため，粒子流

動化のメリットが失われてしまう。また，代替策として

空気流を減らすこともできるが，乾燥時間が大幅に延長

されてしまう。

　したがって，動的凍結乾燥プロセスの開発においては，

粒子生成と凍結乾燥を１つの処理チャンバーで同時に行

う「単一容器」処理は非常に難しいということを踏まえ

て考える必要があった。凍結粒子の生成と凍結乾燥は，

それぞれ異なる処理条件が必要となるため，これら２つ

の製造工程を分離することが求められる。

　近年，凍結乾燥プロセス上の前述の技術的な問題点と

は別に，サプライチェーンを含めた全体プロセスのフレ

キシビリティ向上を目指す必要性が増えてきた。具体的

には，オンデマンド充填，投与量の柔軟性，少量充填，

さらには個人別の薬物治療にも応えることが期待される

が，フレキシビリティがない，また，長いサプライチェー

ンの一部を構成する従来の凍結乾燥法ではその実現は困

難であった。したがって，昨今の新規凍結乾燥法の開発

目標は，流動性があり均質で，無菌の凍結乾燥バルク品

をいかに作り出すかであった。

固形剤の製造処理法を無菌液操作に適用した
凍結乾燥バルク品を生成するための新規プロセス

噴霧凍結乾燥法

MERIDION Technologies GmbH

Bernhard�Luy

A Novel Process for the Generation of Lyophilized Bulkware at the interface of Sterile Liquid 
and Solid Dosage Form Processing

Spray Freeze Drying
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　９月26日，富山国際会議場で「コーカサス・中央アジ

ア向けライフサイエンス市場開拓フォーラム」が在日ア

ゼルバイジャン共和国大使館，独立行政法人国際協力機

構（JICA）共催および日揮株式会社の協賛で開催された。

カスピ海を中心とし，欧州，中東，アジアの中心に位置

するコーカサス・中央アジア地域の経済ハブを目指すア

ゼルバイジャンの関係者からライフサイエンスのビジネ

ス環境について紹介されるとともに，同国での後発医薬

品製造管理技術普及促進事業に取り組む日揮から日本ブ

ランドのジェネリック医薬品，OTC医薬品等のビジネ

ス展開の可能性について講演が行われた。

　中央アジア・コーカサス地域とは1991年に旧ソ連を構

成した独立国家共同体（CIS）から独立した中央アジア５

カ国とコーカサス３カ国で構成されている。そのうちの

１カ国であり，カスピ海に隣接，イランの北に位置する

アゼルバイジャンは石油，天然ガス等の資源に恵まれた

人口約1,000万人を擁する国で，1991年に独立して以来，

好調な経済成長を遂げている。その一方でアゼルバイジャ

ンを含む同地域には製薬産業がほとんどない状態で，国

内で使用する医薬品の９割を輸入。通貨下落などのため

国庫を圧迫しているのが現状で，医薬品の自国生産によ

る輸入コスト削減は国家の喫緊の課題となっている。そ

こで，同国では製薬産業用の工業団地として，Sumgait�

Chemical� Industrial�Park（SCIP）を2011年に，Pirallahi�

Industrial�Parkを2016年に整備し，海外の医薬品企業の

進出を促しており，同工業団地にインドのSan�

Pharmaceutical� Industriesが2018年末稼働に向けて年産

２億錠の工場を，ロシアのR-Pharmが2020年稼働に向

けて年産５億錠の工場を建設するという。なお，同工業

団地に投資した企業には７年間，法人税が０％などのイ

９割を輸入医薬品に依存，輸入コス
トが国庫圧迫

ンセンティブが用意されている。

　また同国では2014年から日系企業の投資呼び込みにも

精力的に取り組み，日揮に対して医薬品包装工場プロ

ジェクトへの協力を呼び掛けてきたことから，同社は

2016年，日本の民間企業等の製品・技術やノウハウ等を

開発途上国の社会・経済開発のために有効活用させる

JICAの「民間技術普及促進事業」に応募。同社が提案

する「後発品製造管理技術普及促進事業」が認可された

ことを機に，アゼルバイジャンの政府関係者等と日本の

医薬品の海外展開および「医薬品包装工場プロジェクト」

実現に向けた交流を開始した。

　本フォーラム開催にあたり，駐日アゼルバイジャン共

▲ギュルセル・イスマイルザーデ氏

▲竹俣昌利氏

コーカサス・中央アジア地域向け
ライフサイエンス市場開拓フォーラム開催
日本ブランド医薬品展開の可能性を探る
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　ポリ塩化ビニル（PVC）は各種用途に使用されており，

目的に応じた添加剤を配合して各種機能性の付与を容易

にでき，また，二次加工性も優れた汎用樹脂である。た

だし，2000年頃のダイオキシン問題でPVC産業全体に

対する社会の目が厳しい時期があり，この時期にPTP用

においても非PVCシートとしてポリプロピレンシート

（CPP）の認知が進んだ。その後，ダイオキシンの発生は

燃焼物起因ではなく，焼却条件に依存していることが一

般的に知られるようになり，ダイオキシン問題は落ち着

きを取り戻し，現在のPVC回帰の流れにつながってき

ている。PVCの2016年の国内生産量は1.7百万トン，汎

用プラスチックの20％と微増傾向となってきている1）。

　PTP用のプラスチックシートとしてPVCシートは最

も使用されており，また，防湿性を高めるための複合シー

トの基材としてポリ塩化ビニリデン（PVDC）の複合シー

トやポリ塩化三フッ化エチレン（例えばアクラー®）

（PCTFE）の複合シートにも使用されている。今回は

PTPに使用されるPVC単層シートについて当社製PVC

シート「ビニホイル®」を例に素材の特性などを紹介する。

はじめに

　PTPに使用されるプラスチックシートの要求品質は成

形性，使用性，内容物保護の３項目にまとめることがで

きるので，項目ごとにPVCシートの特性を整理する

（図１）。

（1）成形性
　PVCシートの成形性は長所といえる点が多く，その

特性を個別性能ごとに整理する。

１．PVCシートの特性

耐衝撃性
割れにくいこと

カール
カールが小さいこと

透明性
薬剤や文字が

容易に薬を取り
出せること

ポケット成形性
うまく成形できること

バリア性
防湿性，遮光性・・・

シール性
アルミ箔とシール
できること

衛生性
食品衛生法に適合

成形性 使用性

内容物保護

分割性
手で切れること

取り出し性

見えること

図１　PTPの要求品質

※本連載は，創包工学研究会（E-mail：gsp14754@nifty.com）の企画・編集によるものである。

材料
PTP用PVCシート

第２回PTP基礎講座

三菱ケミカル株式会社 長浜事業所 

機能フィルム製造部 ビニホイル技術グループ

福井芳明
Yoshiaki Fukui

Mitsubishi Chemical Corporation

PTP Basic Lecture
Part 2：PVC Sheet for PTP
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著作物利用許諾に関するお願い
　近年，薬学雑誌出版を取り巻く環境は大きく変貌し，誌面情報の電子化とネットワーク上での利用などに対しあらゆる面からの対処
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