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論文要旨
＜序論＞
カプセルや錠剤などの医薬品の製造において、造粒は一般的に利用される工程であり、
溶出性、含量均一性などの医薬品の重要品質特性に関わる、極めて重要な工程の１つであ
る。したがって、造粒の挙動や造粒物の品質をコントロールすることは医薬品の品質を維
持する上で非常に重要であり、そのコントロールには造粒メカニズムの理解が大いに役立
つと考えられる。造粒には数多くの方法があるが、高速攪拌造粒は、その中で最も一般的
な造粒方法の１つである。高速攪拌造粒は、ベッセル内に投入された粉体に結合液を添加
し、ベッセル底部で水平回転するブレードと側面上部で垂直に高速回転するクロススクリ
ューが、粉体にせん断、転動、圧密作用などを与えることによって造粒顆粒を得る方法で
ある。過去の研究によると、この高速攪拌造粒の造粒メカニズムは、3 つのプロセスから構
成されると言われている

1) 。即ち、wetting

and nucleation（湿潤、核粒子の形成）、

consolidation and growth（圧密化、粒子の成長）
、breakage and attrition（粒子の破断、
磨耗）という 3 つのプロセスである。造粒メカニズムを解明しようとする研究はこれまで
も盛んに行われているが、ミクロな視点で造粒メカニズムを詳細に解析した研究は未だに
ない。それは、造粒過程において最も重要な添加剤である結合剤の挙動が明確になってい
ないことに問題があると考えた。そこで、情報深さが 1 nm 程度で、純粋に試料の表面情報
のみが得られる飛行時間型二次イオン質量分析（Time-of-Flight secondary ion mass
spectrometry: ToF-SIMS）に注目した。ToF-SIMS は、ナノ秒オーダーのパルスイオンを
試料表面に照射し、試料から放出された二次イオンを、飛行時間差を利用して質量分離す
る手法である。ToF-SIMS は、表面に非常に敏感な分析手法で、高い検出感度を持ち、分子
種に関する知見が簡便に、短時間に得られる。これを様々な造粒条件で製造した造粒顆粒
に応用することによって、造粒の進行に伴う造粒顆粒の表面における結合剤を初めとする
各成分分布の変化を捉えることが可能であると考えた。この情報は造粒の進行具合と結合
剤等の分布の関係を理解するために非常に有用であると考えられるため、これを利用し高
速攪拌造粒で起きている造粒メカニズムの解明を試みた。
第1章

造粒顆粒の製造および物性評価

高速攪拌造粒（湿式）の過程において、造粒顆粒表面にどのような変化が起きているの
かを評価するための造粒顆粒の製造を行い、一般的な顆粒物性（粒度分布、かさ密度、安
息角、水分）を評価した。

Table 1 に示す処方で、結合剤（ヒドロキシプロピルセルロース（HPC）
）を粉末の状態
で他成分とともに高速攪拌造粒機のベッセル内に投入し、ブレードやクロススクリューで
ベッセル内の粉末を攪拌しているところへ、スプレーを用いて一定速度で目標量まで水を
添加し、水添加終了後も目標時間まで攪拌を続けるという造粒を行った。得られた湿顆粒
は、さらに棚式乾燥を行い、測定試料（造粒顆粒）とした。スプレーにより添加した水の
量（添加水量）を 3 水準（仕込み粉体質量に対して 7、13、20%w/w）
、スプレーで水を添
加した後に攪拌を続けた時間（造粒時間）を 5 水準（0、1、3、5、10 分）
、計 15 種類の造
粒条件が異なる造粒顆粒を得た。なお、スプレー添加水量の 3 水準（7、13、20%w/w）は、
Miwa らによる報告 2)を参考に、造粒適正水分範囲の下限、中央、上限として設定した。
製造した 15 種類の造粒顆粒について、粒度分布、かさ密度、安息角を評価した結果、
添加水量が増すと、圧縮度（かさ密度から算出）および安息角は減少し、粒子径は 7 →
13 %w/w で増加し、13 → 20 %w/w で一定もしくはやや減少しており、顆粒の圧密化と成
長が同時に進行していると考えられた。一方、造粒時間が増すと、圧縮度はほぼ変化がな
いが、安息角、粒子径はいずれも減少しており、顆粒の圧密化が進んでいると考えられた。
Table 1 Formulation of granules

第2章

Materials

Percentage (%)

Clarithromycin

40.0

Lactose monohydrate

35.2

Anhydrous dibasic calcium phosphate

8.8

Carmellose calcium

10.0

Hydroxypropylcellulose

6.0

Total

100.0

ToF-SIMS による造粒顆粒の表面状態のモニタリング

第 1 章で得た造粒条件の異なる造粒顆粒について、ToF-SIMS による測定を行い、各添加
剤に特有な質量電荷比（m/z）における二次イオンカウント数の大きさをそれぞれ輝度で表
現することによって、造粒顆粒表面上の各種添加剤の分布変化をイメージングした。その
結果、添加水量や造粒時間が増すにつれ、HPC は次第に輝度を増し、逆にクラリスロマイ
シンは輝度が減っていたことから、造粒顆粒表面上で HPC 量は増加し、クラリスロマイシ
ン量は減っていることが示唆された。また、各成分に特有な m/z において、各成分の標準
試料に対する測定試料（造粒条件の異なる造粒顆粒）の二次イオンカウント数の割合（R %）
を算出することによって、造粒条件の変動に伴う造粒顆粒表面の各成分量の変化を捉えた
（Fig. 1）。その結果、添加水量が増すに従い、HPC の R %は次第に増加していることか
ら、造粒顆粒表面で HPC が増加していることが示唆された（Fig. 1 の各添加水量における
造粒時間 0 分の比較より）。また、クラリスロマイシン、無水リン酸水素カルシウム、カ
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第3章

表面自由エネルギーの評価

造粒条件の違いによる表面自由エネルギーの変化を測定するため、第１章で得た添加水
量 13 %w/w、造粒時間 0、1、3、5、10 分の造粒顆粒について、インバースガスクロマト
グラフィによる測定を行った。その結果、表面自由エネルギーの分散成分（𝛾𝑆𝐷 ）は、造粒
時間が増しても大きな変化は認められなかったが、極性成分（𝛾𝑆𝑃 ）は、造粒時間が増すに
従い大きくなり、それに伴い、全表面自由エネルギーも造粒時間が増すに従い大きくなっ
た。この結果は、スプレー後造粒時間が増すにつれ、極性基（ヒドロキシル基）を持った
ヒドロキシプロピルセルロースが造粒顆粒表面で次第に増加してくるという ToF-SIMS の
測定結果とも一致していた。
＜結語＞
ToF-SIMS で測定することによって得られる顆粒表面の HPC 量（R %）は、Iveson らの
モデル

3）における粒子の圧密化と成長が進む過程で、造粒顆粒表面に結合液（水に溶解し

た HPC）が絞り出される様子を表現しているため、粒子の圧密化と成長の進行度に深く関
連していると考えられる。これは、HPC の R %が、処方によらない、粒子の圧密化と成長
の指標となりうる可能性を示している。造粒顆粒について HPC の R %を測定することによ
り、その造粒顆粒の成長具合を知ることができ、また、造粒工程のスケールアップ時に HPC
の R %の数値を合わせることにより、小さいスケールと大きなスケールの造粒状態を合わ
せることが可能になると考えられる。以上より、ToF-SIMS により測定される顆粒表面上
の HPC 量（R %）は、処方によらない造粒顆粒の成長に関連するパラメータとして、今後
様々な造粒の研究に応用できるものと期待される。
＜参考文献＞
1) Iveson, S.M., Lister, J.D., Hapgood, K., Ennis, B.J., 2001. Nucleation, growth and
breakage phenomena in agitated wet granulation processes: a review. Powder
Technol. 117, 3-39.
2) Miwa, A., Yajima, T., Itai, S., 2000. Prediction of suitable amount of water addition
for wet granulation. Int. J. Pharm. 195, 81-92.
3) Iveson, S.M., Lister, J.D., 1998. Growth regime map for liquid-bound granules.
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ることが分かった。すなわち、造粒の進行に伴い造粒顆粒が厚密化すると、造粒時に炭化さ
れた水分で優先的に H
P
Cが、顆粒表面に絞り出されて表面を被っていくものと推察された。
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の顆粒について、造粒時間に伴う表面状態の変化をインバースガスク
ロマトグラフィーで測定した。その結果、造粒時間が増してもあまり分散成分の表面自由エ
ネルギーは変化しないが、極性成分の表面自由エネルギーは造粒時間とともに増大すること
が分かった。このことは、極性基をもった H
P
Cが造粒時間とともに顆粒表面に表れてくるこ
とを示しており、T
o
F
S
I
M
Sの結果を支持するものであった。
以上述べたように、古館氏は、固形製剤の品質に大きく影響する造粒工程を顆粒製造法の
一つである高速撹拌造粒工程中で起きる現象を T
o
F
S
I
M
S を応
用したイメージング技術を用
いて顆粒粒子表面に存在する主薬や添加剤の存在状態の変化、特に結合剤である HPCの変
化から検討した。これまでに知られているマクロな造粒メカニズムである 3つのプロセス①
湿潤、核粒子の形成、②圧密化、粒子の成長、③粒子の破断、磨耗の過程の中で生じる顆粒
の形成をミクロな挙動として解明することができた。本研究により、高速撹拌造粒で得られ
る顆粒の場合には、造粒顆粒表面の HPC量、すなわち R%を求めることで一定の品質の顆
粒が得られることを示したものであり、これまで困難とされてきた造粒工程でのスケールア
ップ則への応用も可能となった。
これまでこのようにミクロな状態まで踏み込んで顆粒の造粒過程を解析した研究はなく、
新たな製品品質保証への応用につながるものと確信する。
本テーマに関係する学術論文を既に公表しており、博士（薬学）に値すると判断する。
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