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高圧二酸化炭素による
水不溶性高分子の相転移を利用した
口腔内崩壊錠の設計
Design of orally disintegrating tablets employing phase transition of water-insoluble
polymer by high-pressure carbon dioxide gas
アステラス製薬株式会社 製剤研究所 DDS研究室

真栄田篤，伊藤佳孝

Atsushi Maeda, Yoshitaka Ito
DDS, Pharmaceutical Research & Technology Labs., Astellas Pharma Inc.

本研究では，高圧CO2条件下における特定ポリマーの

はじめに

Tg低下に起因する軟化現象を利用して8～10），錠剤を高圧
CO2にて処理することで加熱や加湿によらずに錠剤硬度

口腔内崩壊錠（Orally disintegrating tablet：OD錠）は，
水なしあるいは少量の水で服用が可能な経口利便剤形と

を高めたOD錠の調製を可能にする技術の確立をめざし，
各種検討を実施した
（図１）
。

して，現在数多くの製品が上市されている1）。口腔内の
唾液によってOD錠が短時間で崩壊・分散するため，本

Atmospheric condition

High-pressure CO2

Atmospheric condition

剤形は特に高齢者や小児患者を中心とした通常錠の嚥下
が困難な患者，あるいは水分摂取制限のある疾患をもつ

Hardness↑↑

患者層において服薬アドヒアランスの向上に貢献するこ
とが期待される

Bridging polymer
（Glass state）

RT <

。

2, 3）

一方，OD錠の設計においては，取り扱いに耐えうる
十分な物理強度と口腔内での速やかな崩壊性を両立する

図１

Bridging polymer
（Rubber state）

RT >

g

g

Bridging polymer
（Glass state）

RT <

g

高圧CO2処理による熱可塑性高分子の相転移を利用した錠
剤硬度上昇の概念図

ことが製剤設計上の主な技術課題となり，それを解決す
るためにこれまで多くの研究がなされてきた。例えば，

１．方法

加熱や加湿処理によって錠剤中の特定成分に相転移を誘
導し，粒子間架橋を形成することで錠剤硬度を高める方
法があるが

，本手法は温湿度ストレスに対して化学

4～6）

的に不安定な薬物には適用できないケースがある。

（1）
直打錠
（打錠品）
の調製
乳鉢中で各種高分子添加剤と直打用d-Mannitolおよび
ステアリン酸マグネシウム
（Mg-St）
を表１の比率で混合

そこで，われわれは加熱や加湿に替わる処理方法とし

し打錠用粉末を得た。これらを材料試験機（Autograph

て，二酸化炭素
（CO2）
に着目した。高圧CO2条件下では，

AGS-20kNG，島津製作所）
を用いて直径8.5mmのラウン

CO2が特定の高分子に対して可塑剤として機能すること
でそのガラス転移温度（Tg）を低下させること，また，抜
圧によりCO2を容易に除去できることから，高圧CO2は
特定の高分子に対する一時的な可塑剤として利用できる
ことが知られている7）。

表１

各種高分子添加剤スクリーニング処方

d-Mannitol

Materials

Polymeric excipient
Magnesium stearate
Total

Content（%）
79.0
20.0
1.0
100
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実践

医薬品特許調査の進め方
連載の紹介
Introduction of the series
SK特許業務法人

徳重大輔

Daisuke Tokushige
SK INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM

はほとんど公開されておらず，勉強する方法も限られて

１．連載の紹介

いる。
そこで，本連載では，できるだけ製薬業界の題材を使

製薬業界では，基礎研究，製剤研究，臨床試験などの

用しつつ，また，誰でも取り組めるように，無料の検索

各ステージでさまざまな発明がなされ，特許出願がされ

データベースであるJ-PlatPat
（独立行政法人 工業所有権

ている
（図１）
。

情報･研修館）
を用いた場合の特許調査の進め方と注意点
について解説する。なお，有料の検索データベースを用

 新しい有効成分を発見したとき → 物質特許

いた場合でも，検索の進め方は共通する部分が多いので，

 新しい治療用途を発見したとき → 用途特許

本連載で紹介する内容を応用可能である。

 新しい製造方法を発見したとき → 製法特許
 新しい剤形を開発したとき

→ 製剤特許

 新しい結晶形を発見したとき

→ 結晶特許

 新しい抗体を作製したとき

→ 抗体特許

図１

製薬業界における特許の種類

また，自社の開発した発明の特許取得可能性を調べる
ためや，他社の特許の侵害を回避するためなどの目的で，
特許調査が行われる
（図２）
。

まずは導入として「特許調査がどのようなときに必要
となるか」を以下に解説する。

２．特許調査の種類と必要性
2.1

先行文献調査
（特許出願前）

例えば，化合物Xを有効成分とする錠剤に酸化マグネ
シウムを添加した結果，化合物Xに特有の苦味が抑制さ
れることを発見したとする。

 自社の発明に特許性があるか

→ 先行文献調査

 他社の特許を侵害しないか

→ 侵害予防調査
苦い

 他社の特許を無効にできないか → 無効資料調査
 技術動向を知りたい

図２

→ 技術動向調査

特許に関する調査の種類

しかし，特許調査はデータベースの使い方や，検索式
の作成方法，特許公報の見方
（見るべき場所）
に独特の作
法があり，知財担当でない方が取り組むのはなかなか骨

化合物Ｘ
＋ 酸化マグネシウム
苦くない！

の折れる作業である。特に，漏れがなく，効率よく調査
することは簡単ではない。
一方で，製薬業界の特許調査の進め方に特化した情報
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第十七改正日本薬局方 第一追補・第二追補
第３回

化学薬品各条

解説

改正のポイント

A Comment on the Supplement I and II to the Japanese Pharmacopoeia,
Seventeenth Edition
Part 3: Comments and Points of the Monographs of Chemicals
国立医薬品食品衛生研究所 副所長

合田幸広

Yukihiro Goda
Deputy Director General, National Institute of Health Sciences

ドラインに従った（不純物標準品を用い不純物を個

はじめに

別設定する）
方法の提案も可とする。
２．医薬品各条に収載された製品と製法の違いにより不

日本薬局方（JP）は医薬品の規格基準書であり，本規

純物プロファイルが異なり同一管理が難しいと判断

格を満たせば，わが国では医薬品として認められる。一

される製品の場合は，別法としての純度試験法の提

方で，同じ有効成分からなる原薬であっても製造方法が

案を可とする。その場合は別法の提案会社は，提案

異なる製品においては，同一規格による医薬品の品質管

根拠となるデータもあわせて添付する必要がある。

理は必ずしも合理的とはいえないという議論がある。例

別法の提案は，不純物標準品を用いる個別設定法に

えば製造方法が異なれば，原薬の不純物は異なり，添加

限り，当面の間原薬のみに認める。

剤が異なれば製剤の不純物も異なる可能性が生じる。こ

３．不純物標準品を用い不純物を個別設定する純度試験

れまでの薬局方は，このような矛盾についても，うまく

法においては，欧米薬局方と同様に，純度試験の中

包括的に取り込んで規格化するかということに努力を割

に各不純物の化学名
（および構造式）
を明記する。

いてきた。他方，現在新薬はICHガイドラインに準拠し

４．不純物標準品を用いる純度試験法を採用する場合，

て品質管理を行っており，規格試験に加えて工程管理に

不純物標準品の供給が必要となるが，供給方法につ

よって品質が担保されている医薬品が多くなっている。

いては別途標準品委員会で議論する。

このような背景から，第十七改正日本薬局方（JP17）に

という，各条での純度試験法の記載方針の大転換が了承

向けて，
（1）製法の異なる医薬品をカバーする各条規格

された。JP17各条のなかで，この考え方を明確に示す

の設定，
（2）工程管理によって品質管理されている医薬

のは国際調和品目であるモンテルカストナトリウムであ

品の品質基準の設定等を意識しながら，川西前座長の下，

るが，JP17の第一追補（JP17-1）に向けて，原案作成要

製法問題小委員会が設置され議論がなされた。

領についても以下のように加筆された。

その結果，
（1）
に対して，
１．各条収載原案では原案作成会社からの提案に基づく

医薬品各条
（生薬等を除く）
で個別のピークとして相

純度試験法を標準法とする。標準法は従来の日局純

対保持時間を示して設定するものについては，各類縁

度試験法である
（不純物標準品を用いない）
が，相対

物質の名称と構造式を医薬品各条“その他”の項に示

保持時間法に加えて，新薬で行われているICHガイ

す。類縁物質の名称は，IUPAC命名法に従い作成し
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再生医療 産業化の課題

再生医療等製品ビジネスの描き方
第１回

規制の正しい理解と事業展開のリンク

How to draw product business such as regenerative medicine.
Part 1 Link of correct understanding of regulation and business development
株式会社PPG

足立武司
Takeshi Adachi
PPG Inc.

も不幸なことであるし，潜在的ポテンシャルが高い開発

はじめに

品目の場合，正しく開発すれば，より早くゴールにたど
りつき，多くの患者さんを救うことができるものである

筆者は医薬品，医療機器，再生医療等製品の開発を薬

と考えると，解釈の誤解により開発が遅れることは，患

事面からサポートするコンサルティングを生業とさせて

者にとっても，わが国にとっても不幸であることを危惧

いただいているものである。ご存知の通り，再生医療製

する次第である。

品の承認品目はわずかであり，再生医療のコンサルティ

そのような状況を，旧知の「じほう」の編集者の方に

ングといってもほとんどの方は手探りで行っているのが

愚痴をこぼしていたところ，今後再生医療開発・ビジネ

実態であろう。筆者も，再生医療等製品の専門家でもな

スに取り組もうとされている方々，すでに再生医療開発

く，会社勤めの中で再生医療等製品の開発経験はない。

を開始された方々の理解の一助になれるような寄稿をぜ

しかし，長年の医薬品開発の経験があるため，規制当局

ひお願いしたいと依頼をされ，今回の連載に至った次第

（厚生労働省，独立行政法人医薬品医療機器総合機構，

である。

以下PMDA）との相談などにおいては，要求されている

くどいようであり，また言い訳がましいが，再生医療

レベルや質問の意図も理解することができ，法令や通知

等製品の開発は，まだまだ始まったばかりであり，筆者

の解釈も可能となるためか，主に口コミで再生医療につ

の理解では規制当局も含めて手探りの状況にあると考え

いてのご依頼が多くなってきている。

ている。当然，筆者自身の経験も十分とは言えないが，

このようなコンサルティング業務を行っていく中で，

今までの経験の中で学んできたことを，この連載を通じ

再生医療等製品に対する法令解釈や通知，制度を正しく

て可能な限り，筆者なりの解釈や考え方を説明させてい

理解していないために，ビジネスの入り口を間違えてし

ただき，読者の理解の一助になることを願うものである。

まっている会社，特にベンチャー企業に少なからず遭遇

なお，この誌面をお借りして説明する内容は今後別の

することがある。開発を開始する前やビジネスプランを

解釈や制度設計により，変更されたり新たな解釈が生じ

作成する前に，ご相談いただければ法令解釈も含めてア

ることが容易に想像されるので，あらかじめご承知おき

ドバイスさせていただくことは可能なのであるが，多く

いただきたい。

の場合は，ある程度話が進んでしまってから引き合いを
いただくこととなり，軌道修正にかなりのエネルギーを
費やすことになる。これは開発主体となる企業にとって
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次世代シーケンシングによる
バイオ医薬品等のウイルス安全性評価

NGSデータ解析の基礎とウイルス
検出への応用

第４回

Next-Generation Sequencing Technology Application for Virus Safety in
Biopharmaceuticals
Part 4: NGS data analysis － from basics to applications for virus detection －
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このような課題に直面している人も少なくないだろうと

はじめに

想像する。
本稿では，今後ますます重要になってくるNGSデータ

2015年にPLOS Biology誌で発表された興味深い報告

とその解析手法について，基本的な内容を理解するうえ

によれば，全世界で使用されるゲノムデータの年間スト

で必要となる基礎知識を中心に概説したい。これから実

レージ量は，天文学データやYouTube，Twitterなどの

際にNGSデータ解析を始めようという入門者はもちろん

主要ビッグデータ出力源のそれを上回り，その規模は

のこと，知識不足のため論文等の該当箇所を理解できず

2025年までに少なく見積もっても２～40 EB にも及ぶ

に読み飛ばしていたウェット実験の研究従事者に対して

ことが予想されている 。また，次世代シーケンシング

も，理解の助けとなるよう関連用語についても解説する。

＊1

1）

（NGS）
の社会実装が進む中で，さらに多くのデータ解析

一口にNGSデータ解析といっても，用途や解析目的はさ

用の計算機（コンピュータ）が必要とされるようになり，

まざまであり，それによって内容も多岐にわたるため，

次々に生み出される膨大なNGSデータの処理を支える計

本稿でNGS解析のすべてを網羅することは不可能である

算機インフラの整備が，今後，一層重要なものになって

が，本連載の趣旨である「バイオ医薬品等に混入したウ

くることに疑いの余地はないといえよう。今まさにわれ

イルス配列の検出」を目的とした解析を念頭に，必要と

われの目の前で起きている現実としても，次世代シーケ

なる関連知識の説明に重点をおいた。

ンサーの出力データ量は年々向上し，１塩基あたりの解

また，用語や知識だけでなく，実際に解析を検討する

読コストの低下もさらに進み，データの保存には，ます

際に考慮すべきポイントについても，具体的なイメージ

ます大規模なストレージシステムが必要とされてきてい

が持てるように説明する。特に，データ解析の標準化や

る。また，解析すべきデータ量の増加に伴い，単位時間

インフラ構築など，今後，バイオ医薬品等のウイルス安

あたりのデータ処理要求も増大し続けており，より効率

全性評価にNGSを活用する際に，重要となるであろうポ

的な解析システムが求められてきている。読者の中にも，

イントについて議論してみたい。

＊１：エクサバイト（ExaByte）。データの量やコンピュータの記憶装置の大きさを表す単位。ペタバイト（PB）の1,024倍，テラバイト（TB）
の約100万倍，ギガバイト（GB）の約10億倍に相当する。
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（国内編）
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―
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，他
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（第７回）
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（中外製薬工業）
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■バイオ医薬品の分析のコツ 品質評価のための基礎と応用
（第12回） 最終回

石井明子
（国立医薬品食品衛生研究所）
「ジホウマブ」
事例で実際に分析法・品質評価を考える
上平正道
（九州大学）
■シリーズ：わが国におけるバイオ医薬製造技術の未来を考える③
足立武司
（PPG）
■再生医療 産業化の課題
（第３回）

徳重大輔
（SK特許事務所）
■実践 医薬品特許調査の進め方
（第２回）

竹山武志
（ロケットジャパン）
■錠剤製造技術である直打を考える⑯
■若手製剤研究者必読！ 単位操作からみた固形製剤
（第12回）
長谷川浩司，吉森 誠
（パウレック）
高速撹拌造粒
■製剤研究者が注目する一押しトピック
■第８回製剤技師認定試験 問題と解説
（５）
（応用編）
 公益社団法人 日本薬剤学会 製剤技師認定委員会
■在宅および老人ホームにおける高齢者の服薬状況からみたオーダーメイド服薬補助具の検討
大嶋耐之，宮地佑佳，仲山千佳
（金城学院大学）
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（第３回）

宮田直樹
（名古屋市立大学）
，他
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（第４回）

高橋秀依
（東京理科大学）
，夏苅英昭
（東京大学）
■薬剤系研究者が使える！有機化学
（36）

■医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団ニュース
（No.130）
津田重城
（医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団）

池田浩治
（東北大学病院）
■医療機器開発の新しい型の提案
（第16回）


■毒性学的評価による洗浄バリデーション―現状の整理と今後に向けて―
（第５回）
島 一己
（ファルマハイジーンサポート）

柳澤徳雄
■中小規模組織におけるQRMのインフラ整備
（第８回）

■
【製剤と粒子設計】
意思決定の切り口から見た製剤の連続生産

◦行政ニュース
◦New Products

杉山弘和，松並研作
（東京大学）

◦News Topics
◦World News Topics

ファームテク編集部へのご意見，ご質問，ご感想等は
じほうホームページは

pt@jiho.co.jp

E-mail アドレス：

http：//www.jiho.co.jp
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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
が必要となってまいりました。そこで弊社といたしましては，記事の電子化ならびに二次利用につきまして，著作権の適正な管理・運
用をめざし，次のとおり手続きをさせていただきます。
本誌に掲載された記事につきましては，その利用にかかわる著作権
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