(a) 包装医薬品の安定性の基礎

(1) はじめに

医薬品のシェルフライフは 3～5 年のことが多く、包装によってシェルフライフ延長を図らなけ
ればならないことが多い。たとえば、防湿包装・遮光包装・無菌包装・環境調整包装（乾燥剤封
入・不活性ガス封入などの技術を環境調整包装という。）などが重要視される。

安定性検討は、どのような段階での安定性なのかによって大きく意味が異なる。たとえば、製剤
化予検討の段階では、サンプルが十分にあるわけではなく、製剤処方も未定である。そのような状
況下での安定性試験にはおのずと制限があり、配合試験・原薬自身の安定性試験などが重要視され
る。この段階の安定性に関しては基本的に包装以前の問題であるので省略する。

包装が関与するのは、おおむね臨床検体からである。臨床検体と製品の包装形態が大きく異なる
のは望ましくなく、原則として同一であることが要求される。上述と矛盾するようであるが、包装
形態の決定は製剤研究初期になされていることが望まれる。

安定性試験を各社各様に実施するという状況下では、安定性の判定に困難が伴うのみならずデー
タの整合性にも問題が発生する。包装医薬品の安定性に関しては、ICH で定められた条件において
試験することになっており、申請にあたっては必ず安定性試験が実施されている。医薬品製造販売
指針には安定性試験に関するガイドラインが収載された 1）ことによって上述の難点は克服されたよ
うに見えるが問題点を内蔵している。

剤形別にみると固形剤が圧倒的に多いことを考慮して包装固形剤の安定性に焦点を絞ることにす
る。本稿においては、ICH 関係は全面的に省略し、生産量最大の固形剤の包装状態での安定性を議
論するにあたって必要とされる基礎的事項について述べる。

(2) 医薬品の品質に影響を与える環境ストレス

化学反応速度論的な観点からみた固形剤の品質保証について概述する。基本的には医薬品のほと
んどの品質劣化は何らかの化学反応によって引き起こされているため、医薬品の品質保証における
反応速度論的アプローチは重要視されてしかるべきである。不安定な医薬品では時間の経過ととも
に分解物・不純物を生じるなど、種々の劣化反応によって有効性を失うのみか副作用などを引き起
こす結果にもなりかねない。医薬品に対して多種多様なストレスが加えられるとそれぞれのストレ
スに対応した種々の反応が生起し、その結果として品質劣化が進み、ついには商品価値を失うに至
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る。安定性を議論するにあたって、劣化メカニズムと劣化形態を混同しやすいことに注意が必要で
ある。

製剤の安定性に対する温度・相対湿度・光・微生物・物理的衝撃などの外部的要因の影響は複雑
でかつ大きい。表 6.1 に示したように劣化メカニズム、劣化形態、時間的要因間の相互関係を念頭
におきつつ問題の本質を見極めることが重要である 2)。包装固形剤の安定性を検討する場合には、
劣化形態に注目することが多く劣化メカニズムに対しては深く立ち入らない。安定性に悪影響を与
える環境ストレスの主なものは、“温度”“相対湿度（以下、湿度）”“酸素”“光”“微生物”
“振動”“衝撃”などである。表 6.1 には環境ストレスの種類をやや詳しく記載する。

表 6.1 ストレスと劣化機構・形態の相互関係

環境ストレス

時間的要素

劣化メカニズム

劣化形態

温度

時間の長さ

化学変化

色調・光沢変化

湿度

ストレスの順序

［酸化・還元など］

臭気発生及び変化

酸素

ストレスの回帰

吸着・吸湿

味の変化

光線

ストレスの強度

分離

分散性の悪化

微生物

変化

重量変化

崩壊性・溶出性変化

振動

：

腐食

硬度劣化

落下

：

昇華・蒸発

主成分分解

圧縮

：

拡散

成分間相互作用

放射線

：

材料と製剤の相互作用

摩損などの物理的変化

電磁波

：

：

：

ガス

：

：

：

複合ストレス

：

：

主要な環境ストレスについてやや詳しく述べる。

・温度
一般論としてすべての物質の安定性は温度の影響を免れることはできない。通常の化学反応のみ
ではなくサスペンジョンやエマルジョンなどの安定性も大きな影響を被る。温度はその絶対値のみ
ならず、凍結・解凍にみられるような温度の上昇・下降も致命的な悪影響を及ぼすことがある。周
知のように化学反応と温度の関係は、アレニウスの関係によっておおむね表現できる。

・湿度
湿度とは下記に示したように、ある一定温度環境の大気中に含まれる水蒸気量とその温度で環境
が含み得る最大限の水蒸気量を水蒸気圧比で表したものである。(2)式に示すように 湿度はギブ
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スの自由エネルギーと一義的な関係を有しており、固形剤は環境の絶対水分量ではなくこの湿度に
対応して吸脱湿し、その水分が種々の反応を促進することで品質劣化が進む。一方、ある環境下に
固形物質が保管された時、その固形物質の水蒸気圧と同一温度における純水の蒸気圧の比を水分活
性と称している。相対湿度は固形物質の水分活性ときわめて密接な関係を有している。

湿度（H）は次のように表わされる。
H ＝ P／Ps

(1)

ただし、 P ： 任意の一定温度における空気中の水蒸気圧
Ps ： 任意の一定温度における空気中の飽和水蒸気圧

一方、理想気体 1 モルあたりのギブスの自由エネルギー（G：化学ポテンシャル）を温度 T、圧力 P
（この場合、水蒸気圧）の関数として表わすと、最終的には下式によって表現できる。

G（P, T）－ G（Ps, T）＝RT・ln（P／Ps ）＝ RT・lnH

(2)

ただし、 R : 気体定数
T : 絶対温度
H : 相対湿度

このようにギブスの自由エネルギーと湿度は密接な関係を有している 3)。
固形剤の安定性は、ストレスが 1 種類の時すなわち温度のみの場合には取り扱いは比較的単純であ
るが、ストレスが 2 種類以上になるとその議論は格段に複雑になる。

・酸素
大気中の約 21％を占める酸素は製剤の酸化分解などを促進し、品質劣化を助長する。固形物質
の場合には酸化反応は比較的遅いとされているが、製剤中に過酸化物や重金属イオンが共存してい
る場合には反応は促進される。もちろん、製剤中に酸化防止剤を添加して酸化反応を抑制すること
も行われるが、酸素透過性の低い包装材料によって酸素の侵入を遅延するのみではなく、脱酸素剤
によって酸素濃度の強制的な低下、容器内の減圧、活性ガス置換など種々の手段によって安定性向
上が図られている。固形剤の場合には、酸素が存在しても低水分含量の場合には見かけ上の変化が
認められないことが多いことに留意すべきである。

・光
医薬品として利用される有機化合物は特有なスペクトルを有し、保管中に紫外部または可視部の
光線を吸収して光化学反応を起こし、劣化に至ることがしばしば見受けられる。つまり光による劣
化は、光線のエネルギー波長分布と個々の医薬品に特異的に存在する劣化波長、すなわち最も敏感
な波長に依存する。したがって医薬品の光吸収スペクトルを測定し、当該波長領域に光化学反応が
あるか否かを調べれば耐光性を定性的に類推することができる。光は光源によってその波長分布が
大きく異なることに留意する必要がある。日本薬局方でも“遮光とは通常の取り扱い、運搬または
保存状態において、内容医薬品に規定された性状及び品質に対して影響を与える光の透過を防ぎ、
内容医薬品を光の影響から保護することができることをいう。”、また、“遮光の目的を達するに
は、その容器自体が遮光性を有するのが最も良い”と規定されており、不十分とはいえ褐色ガラス
瓶などがそれに対応する。主として 290～450nm の近紫外部の波長が問題にされている。固形剤の
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場合には表面への影響のみに止まることが多いため、温度・湿度に比較すれば影響の及ぶ範囲はよ
り狭く、遮光も比較的容易である。

・微生物
カビ・細菌などの微生物がある範囲の温度・湿度条件下で包装内製剤などを栄養にして増殖し、
結果として商品価値が失われることがある。微生物の生育によって包装内製剤の品質が劣化するう
え、それ自身有害な微生物も存在するため、製造・保管・輸送などに十分な注意が必要である。微
生物の生育・増殖に環境の湿度または製剤の水分活性が大きな影響を与えることは明確である。こ
のような意味でも包装の完全性は重要である。

・物理的衝撃（振動・落下・圧縮など）
物理的衝撃が化学反応に直接悪影響を与えることはほとんどないが、たとえば、吸湿状態の固形
物質が衝撃によって破損・変形したり、摩損したりするなどの問題が発生する。物理的衝撃で最も
問題になりやすいのは、落下・振動による衝撃である。また、物理的衝撃によって固形剤の摩損・
破損のみならず包装容器の変形・破損が発生することがある。もちろん個装の破損によって内容製
剤が個装外に出るなどの事態は論外である。生理活性の強い制癌剤のように医薬品の曝露が問題視
されるような状況下では、包装の破損は化学的安定性の問題ではないが、重大な問題を引き起こす。

(3) 試験条件

以下は、やや批判的な内容になるが、あえて問題点を提起したい。現在広く使用されている安定
性ガイドラインには下記のような記載があり、これらにはいくつかの問題点があり、再検討が望ま
れる。

・安定性試験ガイドライン 1)（一般的製剤）
保存条件
長期保存試験：

25±2℃、60±5％RH、12 ヶ月
30±2℃、65±5％RH、12 ヶ月

加速試験

：

40±2℃、75±5％RH、6 ヶ月

包装
最終包装形態

そもそも環境の温度と湿度の関係は、図 6.1～6.3 に示すとおり地域ごとに大きく異なっている
が、単純化が必要な場合には安全側に立脚した考え方が必要になるため、上記のような経時試験
条件を設定せざるを得ないものと考えられる。種々の温湿度を示す環境条件を限定的な温湿度で代
表することがいかに困難であるかを認識することができる。

4)
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図 6.1 Climograph(札幌)

図 6.2 Climograph(東京)

図 6.3 Climograph(那覇)

ICH では前述のような条件での安定性試験を実施することになっているが、我が国の平均温湿度
は表 6.2 のとおりであり 4)、かなり過酷な条件になっていることを認識すべきである。ICH はグロ
ーバルな販売を前提にしているため、このような結果になっていると推定されるが、上記の条件で
試験し異常のないことを指向する傾向が大きいため、多くのケースでかなりの過剰包装になってい
る。

表 6.2
地点名

日本各地の平均温湿度

年平均

年平均

温度(℃)

湿度(%)

札幌

8.5

70

仙台

12.1

新潟

地点名

年平均

年平均

温度(℃)

湿度(%)

京都

15.6

67

71

大阪

16.5

64

13.5

73

福岡

16.6

69

東京

15.9

63

那覇

22.7

75

横浜

15.5

68

平均

18.2

68.8

名古屋

15.4

68

全国平均

13.7

72.0
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過剰包装はコスト上昇を招くのみならず環境問題や SDGs への逆行を意味する。また、温度に関
しては、アレニウス式によって表現できることが多いが、湿度に関しては湿度と水分含量の関係が
線形関係にはないため、取り扱いが微妙であることを認識する必要があるうえ、温度分布は時とし
て双方型になることがあり、一条件の温湿度のみで判断することには注意を要する。参考までに、
安定性試験条件と仮定した室温との対応関係を活性化エネルギーごとに算出してみると表 6.3 のよ
うになる。25℃・75％RH は、沖縄よりも高温高湿の設定になっており、国内で流通することを前
提とするとかなりの過剰包装になっていると推定される。

表 6.3

安定性試験条件（温度）の速度論的対応
―定性的な対応関係―

活性化エネルギー

室温

25℃

40℃

kj/moL

(20.88℃)

(kcal/moL)

（年）

（年）

（年）

71 (17)

3.0

2.00

0.50

84 (20)

3.0

1.87

0.37

94 (22.5)

3.0

1.76

0.29

105 (25)

3.0

1.66

0.22

126 (30)

3.0

1.47

0.13

ガイドラインでは省力を目的としてブラケッティング法が提唱されている 5)。ブラケッティング
法は『全数試験において設定する全測定時点において、含量や容器サイズ等の試験要因の両極端の
ものを検体とする安定性試験の手法』と定義されている。これは一見合理的であるかのように感じ
られるが、実は不合理な面がある。それはスケール効果と称される概念である。
スケール効果の概念を表 6.4 に示す。

表 6.4 容器のスケール効果
一辺の長さ
(cm)
1
10倍
10

全表面積
(cm2)
6
100倍
600

全容積
(cm3)
1
1000倍
1000

全容積/全表面積=1/6
全容積/全表面積=10/6

表 6.4 に示すとおり、容器を立法体と仮定すると、辺の長さが 10 倍になると表面積は 100 倍、
容積は 1000 倍になる。長さ・面積・容積は 1 乗・2 乗・3 乗の単位になるからで、面積と容積の増
加率は 10 倍異なっているということである。容積の大きい容器では、収容できる製剤量は加速度
的に増加する。一方、水蒸気・酸素などの透過は表面積に比例するから、大きなサイズの容器では、
単位重量あたりの製剤に対する水蒸気・酸素などの環境ストレスの影響は小さくなる。逆に、容
器・材料からの単位重量あたりの溶出量は少なくなる。したがって、『両極端』で試験する必要は
なく、理論上では最小サイズのみで試験すれば十分である。また、ICH の安定性試験ガイドライン
では、温度・湿度と光に関わる試験が別に示されて、実際の環境では、温度・湿度のみではなく、
酸素・光などの環境ストレスも製剤に複合的に悪影響を及ぼしている実情を考えると、経時条件の
中に温度・湿度・光などの条件を同時に考慮することが望ましい。
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(4) 安定性の基礎

・反応機構・劣化形態とストレス

一般論として医薬品の品質劣化を考慮する際には、ストレス・時間的要素・劣化メカニズム・
劣化形態などの関係を十分考慮のうえ劣化モデルなどを常に念頭におくのが適切なアプローチ法で
ある。劣化モデルには、大別して限界モデルと反応論モデルに代表されるような耐久モデルがある
6)
が、医薬品の劣化はほとんど反応論モデルに属している。

前述のように、固形剤の場合にも表面的な変化はその内部の微視的変化の反映である。種々のス
トレスによって製剤や材料内部において反応が起こり、平衡状態や化学組成・結晶構造・結合力な
どに変化をきたし、次いで酸化・析出・拡散・蒸発・摩耗・疲労・透過などが発生し劣化に至る。
これらの反応によって問題とする特性値があらかじめ定められた限界以上に達した時、医薬品はそ
の商品価値を失う。表 6.1 に示すようにストレスの種類・時間的要素、劣化メカニズム・劣化形態
について十分に考察することが重要である。

・温度依存性

反応論モデルにおいて主として問題にされているストレスは温度であり、ある特定の特性値と温
度の関係を経時的に追跡しその挙動を確かめることが多い。反応論モデルが重要視される理由は、
前述のように温度があらゆる現象に対して普遍的に影響を及ぼすからである。通常、多くの固形剤
は室温ではおおむね安定であるが、製剤に熱エネルギーが加えられると“エネルギーの壁”を乗り
越えて劣化反応が進行する。周知のように、この“エネルギーの壁”を“活性化エネルギー”と称
している。活性化エネルギーは、アレニウス式から算出される。アレニウス式は、液相・気相のみ
ならず固相を含む非均一系でも成立することが多く輸送現象などにも適応できる。この活性化エネ
ルギーの壁を乗り越えた後どのような化学反応が進行するかは、固形剤の反応機構が複雑なことも
あり、詳細な内容が明らかになっていることは少ない。純粋で単一な医薬品の分解ですら、複数の
機構に基づく反応が並行して進行したり、その一部で逐次的に異なる反応が進行したりするのがむ
しろ普通であるといえる。反応のタイプは、熱分解のほか、酸化・還元・加水分解・縮(重)合・自
動酸化など多岐にわたる。化学変化ではなくても、結晶形の変化なども安定性の観点からしばしば
決定的な意味を持つことがあるし、さらに視点を変えれば、非可逆反応、可逆反応、並行反応、逐
次反応など種々な態様を示すことがある。

一般論としては、反応機構が明確であることが望ましいが、安定性の定量的評価や防湿包装・安
定性予測などに基づく包装設計においては、反応機構の解明を必要としないケースが多い。むしろ
包装設計においては、有効成分の残存率に焦点を絞る、主薬の含量変化よりも色調変化を追跡する、
などシェルフライフを支配する特性を問題にすることの方が有用かつ実用的である。

・反応速度および反応次数

反応速度は、通常、反応速度定数によって表記されるが、実際には問題とする物質の濃度 C の時
間変化すなわち dc/dt で表現する。多くの場合、反応速度は物質濃度に依存することが多い。より
具体的にいうと濃度の 0、1/2、1、2 乗に比例するなど、いくつかの類型があることが知られてい
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る。しかし図 6.4 に示すように、分解率 15％以下の範囲内では（実際の商品の安定性を問題とす
るにあたっては 5％程度以下が目安となる）、0 次反応・1 次反応・2 次反応の区別は判然とせず、
10％以下では、0 次反応・1 次反応・2 次反応の区別も困難である。主薬の含量以外の色差・崩壊
時間・外観（匂いなど）においても同様である。つまり実際には 0 次反応・1 次反応で十分解析が
可能であることを示しているが、包装設計時には単純化を目的として 1 次反応で解析することが多
い。

図 6.4

含量（特性値）変化の反応次数依存性

・1 次反応による反応速度定数推定法

包装医薬品の安定性評価においては、反応機構の解明よりも現象的な安定性を問題にするから、
図 6.4 を参考にして 1 次反応形式を仮定して解析することが多い。図に示すように、1 次反応形式
は反応速度が反応物質の濃度に比例するとするものである。

含量を例にして、式で表現すると次のようになる。
−dc/dt = KT

(3)

ただし、 C ： 反応物質の濃度
KT

： 反応速度定数

T ： 時間

Ln(C/C0）＝−KT・t
ただし、 C0

(4)
： 反応物質の初期濃度
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問題としている成分の分解率すなわち C/C0 の対数値を縦軸に、時間を横軸にとってプロットした
時直線を示す場合には、その反応は見かけ上 1 次反応であると考えることができる。直線の勾配か
ら、反応の反応速度定数を算出する。

(5) 反応速度の温度および温度以外のストレス依存性

一般的に化学反応は温度の上昇とともに増大する。温度と反応速度定数の間には、次に示すよう
なアレニウスの関係が成立している。

LnKT ＝Ln–EA/RT

(5)

ただし、 KT : （温度の関数としての）反応速度定数
K0 ： 頻度因子［反応に特有な定数]
EA ： 反応の活性化エネルギー
R ： 気体定数
T ： 絶対温度

本式が成立している場合には、LnKT を縦軸、1/T を横軸にしてプロットした時直線が得られる。
直線の勾配から活性化エネルギーEA、切片から頻度因子 K0 が得られる。このような操作により、
高温における虐待経時試験結果から室温および長期保存下における反応速度定数を推定できる。EA
が大きい場合には、高温における反応速度が相対的に大きく、低温では反応速度が相対的に小さい。
医薬品では一般に EA が 20kj/moL 以下の医薬品はまれで、加水分解反応の EA はおおむね 40～
124kj/moL 程度、熱分解反応では時として 205～290kj/moL に達することがある。逆に拡散律速や
光分解が律速であるような反応では EA が 8～20kj/moL に過ぎないこともある。

アレニウスの式は不均一系では成立しにくいといわれているが、案に相違して成立することが多
い。

安定性に関する温度の影響は、(5)式によって評価できるが、水分の影響に関しては不明である。
Carstensen は、水分の影響に関して下式を提案している 7)。
K’= K・Mn
ただし、 K’: 水分含量と関係するみかけの反応速度定数
K : 真の反応速度定数
M : 水分含量
n : 温度と水分の相互作用次数
変形すると次のようになる。
LnK’＝LnK＋nLnM

(6)

K’は、実際に測定された反応速度定数で、測定された温度ごとに LnK’と LnM の関係をプロッ
トし、その勾配から n（温度・水分間の相互作用次数）、切片から温度と水分含量の影響を総合的
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に表した K（真の速度定数）を得ることができる。複数水準の温度下でプロットしているので、K
と n のアレニウスプロットによって任意の温湿度下での K と n を推定することが可能になる。つま
り、環境の温湿度状況に応じた反応量が計算できることになる。

劣化現象には、ある臨界点以上の温度でしか反応が起こらないものや吸湿性がある湿度以上での
み起こるものなど、反応を複雑にする要因が数多くある。高温と室温での反応機構が同一であれば、
その反応速度定数とシェルフライフの関係は(7)式のようになる。

Lst/L＝ K/Kst

(7)

ただし、 Lst ： 基準状態におけるシェルフライフ
L ： 加速状態（高温状態）におけるシェルフライフ
Kst ： 基準状態における反応速度定数
K ： 加速状態（高温状態）における反応速度定数

(7)式で表される値はいわば“加速係数”である。速度定数にアレニウスの式を代入することに
よって加速係数を温度の比の関数として表現できる。もちろん(5)式のアレニウスの関係が常に成
立する訳ではない。その原因としては種々考えられるが、たとえば、反応が水溶液中の酸素濃度に
依存する場合、温度上昇に伴って反応速度は増大するが、一方において酸素の溶解度は減少するの
で、反応全体を見た時には両者の効果が相殺される傾向を示す、などの種々の原因がある。また、
40～50℃のような高温で固形剤の保存試験を実施するような場合には、湿度制御をしない限り恒温
槽内の湿度は低下し、防湿度の劣る容器に封入されたサンプルの方が防湿性の優れた容器に封入さ
れたものよりも、むしろ安定性に勝るという結果をもたらすこともある。これは防湿性の劣る容器
ほどサンプル中の水分含量が低下することに起因している。

反応速度が単なる温度のみの関数ではなくギブスの自由エネルギーを問題にすべき時、すなわち
定圧下における反応の場合には、活性化エネルギーの代わりにギブスの自由エネルギーG を使用す
ることも可能である。

いかなる特性でも経時変化が皆無であることはなく、一見何らの変化も認められていないように
見えても、長年月の間には経時とともに劣化が顕在化してくる。次のような理由で、加速劣化試験
を実施しても高温データから室温での安定性の類推が困難なことがあるうえ、加速劣化試験条件の
妥当性が問題視されることもある。

・

一般に劣化メカニズムの推定・確認は困難なことが多い。

・

処方・配合・製造工程・製造機械などが変化した場合、従前のデータが使用できないこと
が多い。

・

加速係数の決定に時間と労力を要する。

・

問題発生比率が極度に低く、安定性が高いような場合には過大な時間を要する。

上記のような状況であるが、加速劣化試験は安全余裕度の設定や処方スクリーニングなどの面か
らも重要である。加速劣化試験を行うにあたって前提となるのが“加速性”である。規則的な加速
性のない特性値の劣化をいかに精度よく測定しても、加速試験結果から使用状態における医薬品の
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安定性を推定することは困難である。通常、劣化は種々の反応が複雑に絡み合って進行するが、多
くの場合、一連の複雑な過程の中の最も遅い反応が全体を律する形すなわち律速過程が重要になる。
ただし注意すべきは、通常加速劣化試験は 1 種類のストレスのみではなく 2 種類以上のストレスの
組み合わせ条件下で実施することが多く、そのような状況では結果として試験コストが著しく増大
することである。時間と労力の壁を克服する手段として、連続ストレス法やステップストレス法な
どと称される方法がある 8)。図 6.5 に概念図を示す。

図 6.5 ステップストレス法の概念

以前、医薬品業界で盛んに検討された“昇温法”は、ストレスとして温度を選択したうえで解析
に便利なような一定の条件下で連続的に変化させるステップストレス法の一種である。医薬品の安
定性においても昇温法が注目されたことがあったが、次のような理由により最近ほとんど利用され
ていない。

①

固形剤への応用を企図した場合、容器内の湿度が昇温とともに低下する。

②

昇温とともに恒温槽の内圧が上昇する。

③

不均一系への使用にやや不向きである。

これらの欠点を補える方法も考案されているうえ、ステップストレス法・昇温法には下記のよう
な長所があり、検討時間を短縮するための簡便法として製剤研究段階において今後使用される余地
がある。

◎
◎

劣化がどの程度のストレスで顕在化するかを明確にできる。
ロット間変動・工程変化・原料差・添加剤の相違などに起因する相対的安定性の確認が
容易である。

◎

スクリーニングに有用である。

◎

サンプル量が比較的少量でよい。

◎

加速劣化試験が比較的短時間に実施できる。

◎

その他
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(6) 包装固形剤の安定性

・安定性予測法の概念

包装固形剤の安定性評価法として、ICH 法・相対比較法・水分含量調整法・統計的方法・反応速
度論的方法を挙げることができる。その概念は下記のとおりである。

ICH 法：
“安定性試験実施方法のガイドライン”に従って経時試験を実施・評価する方法であるが、
過剰包装になりやすい。

相対比較法：
すでに上市済みの包装固形剤の安定性と比較・評価する方法で、定性的な方法である。

水分含量調整法：
主として固形剤に使用される手法で、本質的な品質劣化が認められず、水分含量増加に伴っ
て硬度低下やカプセル変形といった物理的特性が変化する場合、包装内の水分含量を推定する
ことによって、シェルフライフを予測するものである。

統計的方法：
安定性に影響を及ぼす要因を明らかにすることを目的として、実験計画法・分散分析法や多
変量解析法が使用されている 9)。シェルフライフ予測のため信頼限界を計算し、安全側に立っ
た判断をすることが常時行われている。

反応速度論的方法：
上記の統計的方法は反応速度などの詳細には立ち入らずに現象を統計的に処理・対処しよう
とするものであるが、反応速度論的方法は最も正統的かつ本質的な方法である。環境の温湿度
などのストレス、材料・包装の酸素・水蒸気透過性把握、製剤の反応速度を評価し、シェルフ
ライフを予測する。しかし、本法は時間・労力と一定の知識を必要とする。図 6.6 に全体的概
念を示す 10)。最近 ASAP と称する手法が開発され、使用範囲が拡大しつつある 11)。後段でその
詳細を述べる。ASAP 法にはその根底において図 6.6 と共通する考え方がある[注]。
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図 6.6 固形剤の反応速度論的安定性評価法（防湿包装設計法）手順（概要）

図 6.6 の内容についてやや詳しく述べる。
① 試験期間および保存条件は、申請する有効期間、保管、流通および使用条件を十分考
慮に入れて設定する。たとえば、下記のような条件が考えられる。
予備的試験条件
30℃×32,62,75％RH×4・8・12M
40℃×
〃
×2・4・6M
50℃×
〃
×1.5 ・3・4・5M
60℃×
〃
×1・2・3M
加温加湿試験において測定すべき項目としては、承認申請書の規格および試験方法欄
に設定する項目のうち、保存により影響を受けやすいと判断される項目のほか、目的
に応じて次のような項目が挙げられる。
たとえば、
1. 含量（力価）・分解生成物の量・純度・水分含量・重量変化・色差
2. 外観（色調・臭気・サラツキなど）・粒度・崩壊時間
などを対象とする。
測定方法としては、バリデートされた測定方法を採用する。測定の繰り返し回数は、
分析法バリデーションの結果に基づいて決定する。

② 次いで各温度・各水分活性下における反応速度定数 KT を求める。
③ 水分含量ごとに KT のアレニウスプロットを行い、活性化エネルギーEA を求める。
④ 一定温度下での反応速度定数と水分含量の関係を検討（(6)式を使用）する。(6)式の
ストレスが水分の場合、次のように書き換えることができる。
対数で表現すると、
LnK’＝ LnK＋nLnM
(8)
となるので、LnK’を縦軸、LnM を横軸にとってプロットし、その勾配から
定数 n、切片から真の反応速度定数 K を求めることができる。
⑤ K を算出する。
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⑥ 次いで K のアレニウスプロットにより、K の温度依存性を知る。
⑦ 相互作用次数 n についても同様の操作をする。
以上の操作により、任意の温湿度下での反応速度定数を得ることができる。
⑧ 一方、環境条件すなわち温湿度条件を想定する。常識的には ICH の温湿度条件を想定
するが、前述のとおり、やや過剰包装になりやすい。
必要に応じて、独自の微気象モデルを想定することも可能である。
⑨ 問題にしている固形剤の等温平衡吸湿曲線（以下、吸湿曲線）を得る。
吸湿が物理吸着による場合には、平衡吸湿量の温度依存性は大きくはないため、25℃、
40℃等の一定温度下で測定されることが多い。
必要に応じて、吸湿速度を測定する。吸湿曲線の測定は、全自動測定で湿度の連続可
変・ステップ可変・連続加湿加温測定が可能なシステムが販売されており、以前に比
較すればより正確かつ容易に測定できるようになっている 12)。
⑩ 得られた吸湿曲線を数式化する。容易に微分可能な形の式が望ましい。
⑪ ～ ⑬ 日本薬局方の“固形製剤のブリスター包装水蒸気透過性試験法 13)”などによ
って包装材料・容器の水蒸気透過性を測定する。最終的に単位水蒸気圧あたりの値す
なわち透湿係数に換算し、さらに固形剤の安定性を評価する場合には、アレニウスプ
ロットを行い、温度依存性を知ることが重要である。ガス・水蒸気の透過性の詳細は
省略するが、基本的には Fick の拡散式とアレニウス式に従う。代表的なポリマーの
水蒸気透過性データを表 6.5 に示す。

表 6.5

各種柔軟包装材料の水蒸気透過性 14)

材料名または材質構成

LDPE

フィルム
透湿度
（g/m2・day）
10±1

PTPまたはSP形態での
透湿度
（mg/day・pocket）

HDPE

3±1

CPP

3±1

PVDC

1.5±0.5

Aclar

0.1

PV250μ

4.5±0.5

2.9

CPP250μ

2.5±0.5

1.6

PVC200/PVDC16/CPP100

1.3±0.1

0.8

PVDC30/PVC230

1.1±0.1

0.7

PVC100/PVDC50/LDPE30

0.2

0.2

0.0

0.0

単体
フィルム

PTP 用
シート

/PVDC50/PVC100
OPP25/A140/PVC70

⑭ 製剤の吸湿特性・包装材料容器の防湿性・環境温湿度を考慮しつつ、包装内固形剤の
水分含量を(9)式によって推定する 15)。(9)式は、Mn-2 の水分を含有していた固形剤が
相対湿度 Hn の環境下に保管された時、その水分含量が Mn-1 に増加するのに要する時間
を算出するものである。吸湿曲線の問題とすべき部分が直線で表されている場合には
1 回の計算で十分であるが、吸湿曲線が曲線になっている場合には、水分含量を小刻
みに区切って繰り返して計算する。通常、4～5 回程度の繰り返し計算で十分なことが
多い。関連する優れた報告を参考にするのが適当である 16～19)。
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1

図 6.7

固形剤の等温平衡吸湿曲線（例）

k
∑tn＝（100・r/V）・
n=1
k
∑ ・（Mn－Mn-1 ）/（Hn-Hn-1）〕・Ln〔（Hn-Hn-2）/（Hn-Hn-1）〕
n=1
ただし、

(9)

t : 時間
r : ある任意の一定温度における水蒸気透過に対する包装の
抵抗（包装内固形医薬品に対して 1 日に単位水分量―
たとえば 1％の吸湿―をもたらすに要する水蒸気圧差）
r＝W/100・P
W : 包装内固形剤の質量
P : ある任意の一定温度における包装の透湿係数
V : ある任意の一定温度における飽和水蒸気圧
Hn :ある任意の一定温度における包装外の相対湿度
Hn-1：時間 tn-1 における包装内空間の相対湿度（Hn＞Hn-1）
Hn-2 : 時間 tn-2 における包装内空間の相対湿度（Hn-1＞Hn-2）
Mn : Hi に対応する固形剤の吸湿度（平衡吸湿量）
Mn-1 : Hi-1 に対応する固形剤の水分含量（Mn＞Mn-1）
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Mn-2 :包装内固形剤の初期水分含量（Mn－1＞ Mn-2）

⑮ 推計した包装内固形剤の水分含量に対応した、劣化反応の反応速度を計算する。①～
⑦の実施により、任意の水分含量下での反応速度定数を推定できる。
⑯ あらかじめ想定した包装形態での反応量を計算し、シェルフライフを推定する。通常、
5 年程度のシェルフライフを目標とする。

以上のような操作によって、固形剤の安定性を評価することができることもあるが、残念な
がら、時として適正な評価が困難なことにも留意する必要がある。

・計数的データによる安定性評価

包装検討においては、含量や色差といったような通常の計量的データ以外のデータ、たとえば
1000 本のアンプル中の沈殿発生本数、限界以上の外観変化をした錠剤が 10000 錠中いくつ存在し
ているか、などというように計数的データによって包装医薬品の安定性を評価しなければならない
ことがある。医薬品分野では、いまだに“計数的データによる安定性評価”はほとんど実施されて
いない。詳細については省略するが、計数的データによる安定性評価 20)に表 6.6 に示すような特徴
があり、今後、実際に応用される可能性がある。

表 6.6

計数的データによる安定性評価法の特徴

長所

短所

① データが計数的であっても計量的な議論が可能になる。
② 品質限界設定が自由である。
③ 品質限界を超えたものの比率すなわち信頼寿命を自由に
設定できる。
④ 計数的データの観測・測定は単純・容易でかつ低コスト
であることが多い。
⑤ 計数的データの観測・測定は単純・容易であり、データ
自身の信頼性は高い。
⑥ 製剤・包装分野では官能的データがかなり多く、かつそ
の多くは計数的データである。
⑦ 官能的データによって安定性評価が可能である。
⑧ 通常の計量的データを計数的データとして取り扱うこと
ができる。つまり、計量的・計数的データのいずれにも
応用可能である。
⑨ 計数的データによって包装内製剤の安定性評価が可能に
なれば、包装設計がより適正に行えるようになる。
⑩ その他

① 品質限界設定が必要
② 品質ポリシーの 明確 化が
必要
③ サンプル数大
④ バラツキが小さ いデ ータ
の取り扱いに要注意
⑤ その他

以上
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[注]

ASAP 理論(11)では、湿度補正付きアレニウス式が使用されている。

Lnk＝LnA－Ea/RT＋B(RH)

(10)

ただし、k： アイソコンバージョン時間（限度値）
A : 頻度因子

Ea： 活性化エネルギー

R : 気体定数

T : 絶対温度

B : 湿度感度係数

RH : 相対湿度（以下、湿度）

“(10)式は温度および湿度が、反応機構に関係なくすべての反応速度に影響を与えていることを説
明している。 固体では、相対湿度が、反応物としてよりもむしろ移動性を増大させる水を支配す
るものとして影響する。”と説明されている。
k は限度値と定義されているが、実際には反応速度定数と一義的関係にあると考えられる。

一方、温度以外のストレスを含む場合の反応速度定数は次式のようになる 21)。

KS＝a［κT/h］・exp［－H/κT］・Sα

(11)

ただし、 KS ： 反応速度定数

a : 定数

κ： 定数

h： プランクの定数

H ： エンタルピー

T： 絶対温度

S ： 温度以外のストレス

α： 反応に特有な定数

反応が一定の時、右辺の a[κT/h］・exp[－H/κT]は一定になるから、それを A と表現すると、温
度以外の環境ストレス S の影響を“α乗則”によって記述できる。本式は (6)式と酷似している。

KS＝A・Sα

(12)

ただし、 KS : 温度以外のストレスに依存する反応速度定数
A ： 定数
S ： 温度以外の環境ストレス（たとえば水分含量など）
α： 反応に特有な定数

前述の温度ストレスに依存する応速度定数 KT と温度以外のストレスに依存する反応速度定数 KS
が相互作用し相乗的に作用する場合、両者を統合して下記のように表記できる。

K＝KT・KS
LnK＝LnKT+ LnKS
17

ただし、 K

： 温度・水分含量を考慮した総合的反応速度定数

KT

: 温度に依存する反応速度定数

KS

: 温度以外の環境ストレス（たとえば水分含量など）
に依存する反応速度定数

整理すると、
LnK＝（LnK0＋LnA）‐E/RT +αLnS

(13)

右辺の“（lnk0 ＋lnA）”は反応に特有な値と考えられるから、それをχとおくと次のようになる。
Lnk＝χ‐E/RT+αLnS

(14)

ただし、 χ：反応によって定まる定数

(14)式と ASAP 理論の(11)式は酷似している。反応速度定数とアイソコンバージョン時間（限度値）
は一義的関係にあるからである。温度と水分含量の影響が相乗的で、温度と湿度に依存する総合的
反応速度定数を“KT・KS”と表現できる場合には、ASAP 法の式と類似の式が導かれることになる。
反応速度に対する水分の影響が線形的に増大する場合には、αは 1 となるが、線形的でない場合に
は、αは 1 以外となる。ASAP 法で(14)類似の式が成立しているケースが多いことを考慮すると、KT
と KS が相乗的に作用しているケースが多いことを示唆している。
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三浦秀雄〕

(b) 製剤の加速安定性試験評価プログラム（ASAP）

(1) はじめに

化学反応は、固体、液体にかかわらず、通常、安定な状態から分子が衝突し、遷移状態となり、
活性化エネルギーの障壁を超えると別の化合物への再結合へと進む。分子のエネルギー分布は温
度に依存し、温度が高くなる程、多くの分子が高エネルギー状態を持つように分布する。このと
きの反応速度定数（k）、絶対温度（T）および活性化エネルギー（Ea）の関係は、アレニウス式
として示される。

ln k = ln A - Ea/RT
k：反応速度定数

(1)
A：衝突頻度

Ea：活性化エネルギー（kJ/mol）
R：気体定数（8.314 J/K·mol）
T：絶対温度（K）

医薬品の製剤開発において、貯法である室温または冷蔵条件における安定性の指標となる分解
物の増加、原薬の力価低下を予測するため 50℃以上の高温条件で反応を加速させる安定性試験
が実施され、分解生成物の変化量に基づきアレニウス式を用いて外挿することが従来から広く行
われている。医薬品の承認申請時においては、加速試験結果から長期保存試験での有効期間を外
挿し設定する際の評価方法は「安定性データの評価に関するガイドラインについて」（ICH-Q1E）
に規定されている 1)。予測する際、医薬品の分解・劣化のメカニズムなどを十分に検討すること
が必要となる。医薬品の原薬成分から分解物が生成されるとき、分解物レベルは一般的に 0.2–
1.0 %程度となるため、しばしば反応の挙動が疑似的に 0 次反応や 1 次反応であると仮定し、単
純化させたモデルとして予測する場合がある。しかし、実際には、仮定に基づく予測値と実測値
が一致しない場合が多い。
その理由の一つとして複雑な反応速度がある。医薬品において固体および複雑な溶液状態では
単純な反応次数モデルで分解物生成を十分に説明できないいくつかの反応過程がある 2)。以下に
例を示す。

①

異なる活性化エネルギーを持つ複数の経路で化学変化が起こる。
なお、分解過程での律速段階は、温度により変化することもある。

②

一次分解生成物が生成した後、さらに二次分解生成物が生成され分解が進行する。
図 6.8 は医薬品の原薬成分（A）が一次分解生成物（B）に分解し、さらに二次分解生成
物（C）に分解する分解挙動モデルである。
1

A→B→C

(2)

この反応では、一次分解生成物は反応が進行するにつれてみかけの分解速度が低下する。
また、二次分解生成物は一次分解生成物が生成後に遅延して生じる。両者の生成速度は、
線形性を示さず相互に影響し合いながら変化する。
二次分解生成物の規格限度値が 0.2 %または 0.5 %に設定されるとき、各規格限度値に
到達するまでの生成速度は異なる 3)。

図 6.8

③

一次分解生成物（B）が生成後、さらに二次分解生成物（C）が生成され分解が進行す
る分解挙動のモデル（60℃）

拡散過程が律速段階である反応が進行する。
特に固体状態において観察される。この反応速度は、単純な反応次数モデルに従わない。

④
⑤

⑥

自己触媒機能により試験開始時から分解が遅延し、その後急激に生成する。
酸化防止剤のような阻害剤が消費される場合、自己触媒機能反応に類似した過程で進行
する。
固体物性の特性（不均一な微小環境）により分解物が生成する。
多くの固体は不均一である。そのため、原薬の反応は、その非平衡状態が異なると反応
速度が異なる。この例として、原薬分子全体に対する界面の分子、結晶領域の分子に対
する格子欠陥箇所の分子などがある。

(2) 短期間で正確な安定性予測

アイソコンバージョン

最近、医薬品の安定性をより迅速で正確に評価する方法の一つとして、アイソコンバージョン
を用いる新しい方法が採用されるケースが増加している。アイソコンバージョンとは、分解物が
特定の分解物レベルに到達するまでの時間である。この方法は、多くの固形製剤において原薬分
子の状態（たとえば、非晶質、結晶表面、結晶内部など）が混在し生じる複雑な反応速度を補正
するために開発された。安定性試験におけるアイソコンバージョンアプローチは、個々の分解物
量、分解物の総量、含量、色差、溶出率など、数値化可能な項目が対象となる 2-5)。

2

アイソコンバージョンの特徴

① アイソコンバージョンでは、不適合となるまでの時間（アイソコンバージョン時間）が重要
であり、不適合となる点に到達する経路を問わない。つまり単一の反応速度を必要としない。
② 従来型の安定性試験における反応速度は、一定期間における分解物生成量である。図 6.9 で
は反応速度は原点と一定期間における分解物生成量を結ぶ直線の傾きとして示される。反応
が線形的に進む分解反応モデルではアレニウス式に適用できる。
図 6.10 に示すように、アイソコンバージョンを用いた方法では、不適合となる分解物レベ
ル（規格限度値）を変化させると単位時間当たりの分解物量（アイソコンバージョン速度）
も変化する。したがって、完全に線形的に分解する場合を除き、反応速度定数のような定数
とはならない。

図 6.9 従来型の安定性試験における反応速度の考え方

図 6.10

アイソコンバージョンを用いた反応速度の考え方

③ 個別の保存条件におけるアイソコンバージョン時間は、異なる温度にも伝搬し適用される。
原薬中で複雑な反応速度を持つ状態の比率は、加速試験の保存条件を変化させてもほぼ同様
である。したがって、規格限度値に到達する分解レベルをこの保存条件と同じにすると、時
間尺度は異なるが、室温条件でも効果的に有効期間を予測可能となる。
図 6.8 に示した二次分解生成物の規格限度値を 0.2 %および 0.5 %に設定するときのアイ
ソコンバージョンを適用したアレニウスプロットを図 6.11 に示す。分解生成物へのフィッ
ティングは、反応過程および規格限度値に影響されない。

3

図 6.11

二次分解モデル挙動のアレニウスプロット

湿度の影響

水自身が反応に関与しない固体原薬の分解反応でも、湿度が大きく影響する場合がある。物理
的化学的変化に影響を及ぼす水の能力は、試料の水分活性に依存する。水分活性は、各温度にお
ける飽和水分量と水分量との比率で示され、水分活性と平衡相対湿度の関係は次式により示され
る。
RH（%）= Aw×100

(3)

RH：平衡相対湿度 Aw：水分活性

温度が上昇すると、空気中の水分量は平衡相対湿度方向へ増加する。このとき、水分活性は相
対湿度に依存する。

固体原薬の水分活性の変化の最も明白な影響は、原薬結晶格子から水和水の付加または脱離で
ある。水和水が脱離すると、原薬は完全に非晶質形態へ転移し、化学的不安定性が増大する場合
がある。この影響は、一般的に水蒸気吸着等温線（相対湿度を変化させたときの水分の吸着およ
び脱着の変化を示すグラフ）に基づく原薬の挙動がよく知られている。有効期間を設定するとき
に問題となる水分活性の影響は、一般的には原薬の化学的安定性に対する影響である。この影響
は、主に固体状態における化学種の移動性に及ぼす水分の影響力による。

所定の温度において、分解物生成または原薬力価の減少の反応速度定数（k）に対する平衡相
対湿度の影響は、式(4)により示される。

ln k ＝ B(RH)＋C
k：反応速度定数

(4)
B：湿度感受性

RH：平衡相対湿度 C：定数

式(4) は、平衡相対湿度が増加すると反応速度が指数関数的に増加することを示している。湿
度感受性（B）の値は、通常 0 から 0.09 である。これは、温度を一定とし、相対湿度を乾燥条件
（10%RH）から加湿条件（75%RH）まで変化させるとき、分解物生成速度は、B の値が 0 の場合に
4

は変化しないが、0.09 の場合には 347 倍まで増加することを意味する。また、B の値が 0.09 の
場合、75%RH において 1 週間の有効期間である医薬品が乾燥剤と共に保存される場合、有効期間
が 6.7 年間に延長されることを意味する。

湿度修正項付きアレニウス式

アレニウス式に湿度感度項を統合することにより、温度要因および平衡相対湿度要因の効果を
表現できる式が作成される。（湿度修正項付きアレニウス式）

ln k ＝ ln A－Ea/RT ＋B(RH)
k：反応速度定数

(5)

A：衝突頻度

Ea：活性化エネルギー（kJ/mol）
R：気体定数（8.314 J/K·mol）
T：絶対温度（K） B：湿度感受性
RH：平衡相対湿度

この式は、原薬の分解は温度および平衡相対湿度に依存し、両者は独立しており相互に影響を
及ぼし合わないことを示している。これにより、室温条件と異なる温湿度条件から効果的に安定
性を予測できる。

加速安定性試験評価プログラム（ASAP）

加速安定性試験評価プログラム（ASAP：Accelerated Stability Assessment Program）は、
Waterman らにより開発された。ASAP は、以下の特徴により、ほとんどの場合、2-3 週間の高温
高湿条件における加速安定性試験を実施した結果に基づき医薬品の原薬成分の有効期間を定量的
に予測する 6、7)。

① 加速安定性試験の各保存条件における試験結果に基づき、規格限度値へ到達する時間（アイ
ソコンバージョン）を計算する。
② 湿度修正項付きアレニウス式を用いて温度（活性化エネルギー）および湿度（湿度感受性）
による反応速度への影響を評価する。

活性化エネルギーと湿度感受性の関係

ASAPprime®は、米国 FreeThink Technologies, Inc.（URL: http://freethinktech.com）が提
供する ASAP に基づく安定性試験のデザイン、統計的解析および安定性予測のためのソフトウェ
アである。FreeThink Technologies, Inc.で試験が実施された原薬および製剤の活性化エネルギ
ー（Ea）および湿度感受性（B）の関係が調査された結果を図 6.12 に示す。原薬・製剤を含めた
湿度感受性は、平均値である 0.04 を中心に分布していた。活性化エネルギーと湿度感受性には
特別な相関は認められなかった。
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原薬

製剤

図 6.12 FreeThink Technologies 社にて試験が実施された製剤および原薬の活性化エネルギー
（Ea）および湿度感受性（B）の関係

活性化エネルギーの影響

活性化エネルギーが高いと原薬成分分解反応の活性化エネルギーの障壁を超えるエネルギー準
位を持つ分子の分布が少なくなり反応が進みにくいが、活性化エネルギーが低いと障壁を超える
分子の分布が多くなり反応が進みやすい。この傾向は、低温度領域でさらに顕著となる。表 6.7
に示すように、活性化エネルギーの違いにより 40°C における有効期間が 6 ヵ月間であっても
25°C における有効期間が大きく異なる。医薬品の原薬成分の平均的な活性化エネルギーである
121kJ/mol では 25°C における有効期間が 5 年間である。有効期間は、低い活性化エネルギー
（71kJ/mol）および高い活性化エネルギー（167kJ/mol）ではそれぞれ 2 年間および 12 年間とな
る。

表 6.7 活性化エネルギーの違いによる有効期間の比較
活性化エネルギー（kJ/mol）
71 （低い活性化エネルギー）
121（平均的な活性化エネルギー）
167（高い活性化エネルギー）

25°C
2年
5年
12 年

有効期間
30°C
1年
2年
4年

40°C
0.5 年
0.5 年
0.5 年

医薬品の承認申請では、「安定性試験ガイドラインの改定について」（ICH-Q1A(R2)）に従い、
正式な安定性試験として長期保存試験および加速試験が要求される 8)。長期保存試験は、申請す
る貯法におけるリテスト期間または有効期間を設定するために実施される。加速試験は、原薬ま
たは製剤の化学的変化または物理的変化を促進する保存条件にて実施される。これらの安定性試
験結果は、上記ガイドラインに規定されている「明確な品質の変化」の基準に照らし合わせて評
価される。一般的な製剤では加速試験において 6 ヵ月の試験のいずれかの時点で、「明確な品
質の変化」が認められた場合、中間的な条件で追加の試験を実施し、「明確な品質の変化」の基
準に対して評価しなければならない。中間的試験では、申請時点での最小試験期間として 6 ヵ月
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が要求されている。安定性試験の開始時期によっては申請直前に 6 ヵ月の試験が実施され、その
結果に基づき中間的試験が追加されるとさらに 6 ヵ月の試験期間が必要となり申請が遅れる。こ
の状況を回避するため、加速試験で確実に「明確な品質の変化」を認めない「加速試験用」包装
が選定され、長期保存条件では過剰包装となることがしばしば起こる。

湿度感受性の影響

わずかな相対湿度の違いが安定性試験結果に大きく影響を及ぼす可能性がある。高い湿度感受
性を持つ場合、60%RH における有効期間が 5 年間であると予測された場合でも 65%RH における有
効期間が 3 年間となることがある（表 6.8）。「安定性試験ガイドラインの改定について」
（ICH-Q1A(R2)）では、長期保存試験、加速試験および中間的試験における湿度条件の許容範囲
は±5%RH である。高い湿度感受性を持つ製剤が許容範囲の下限近くの相対湿度で保存された申
請用安定性試験結果に基づき承認された場合、承認後の安定性モニタリングにおいて許容範囲の
上限近くの相対湿度で保存された製品に分解物が生成し予期せず規格不適合となる可能性がある。
湿度感受性の影響を把握しておかないと、根本原因の究明に多大な労力と時間を必要とすること
になる。

湿度感受性は、包装設計、製造コストへ影響する。湿度感受性が高い場合、包装材料の防湿性
能は安定性に大きく影響するため、水分透過性の低い包装形態を選定し対応する必要がある。

表 6.8 湿度感受性の違いによる有効期間の比較（PVC ブリスター包装製剤）
B 項（湿度感受性）
0.00 （低い湿度感受性）
0.04（平均的な湿度感受性）
0.09（高い湿度感受性）

有効期間
60%RH
65%RH
5.0 年
5.0 年
5.0 年
3.8 年
5.0 年
3.0 年

ASAP における安定性試験デザイン

ASAP による医薬品の安定性予測では、規格限度値への到達時間（アイソコンバージョン）を
使用するため、各試験で保存期間中に規格限度値を超えるような保存条件を設定することが必要
となる。言い換えれば、規格限度値を超える安定性試験結果が取得されることにより安定性予測
が可能となる。

安定性予測の精度と保存期間との間にはトレードオフの関係がある。安定性試験の期間が長い
とき、低温領域の保存条件が使用可能となり、良好な予測精度が得られる。期間が短いとき、高
温領域の保存が必要となり予測しようとする保存条件からの外挿距離が長くなるため、予測精度
が低下し、予測値の誤差増大につながり、信頼区間が広くなる。

ASAP における安定性試験デザインでは、温度および相対湿度を独立して変化させ、目的とす
る温湿度条件における安定性を予測するため、これら 2 つの要素を分離することが重要となる。
また、一般的に、多くの試験ポイントが使用されると予測精度が向上する。予測精度と試験に要
する作業量のバランスを効果的に取ることができる試験ポイント数は、経験的に 4 から 6 である。
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なお、実施可能な最小ポイント数は 3 であるが、信頼性の高い予測結果は期待できない。加えて
試験開始時の繰り返し数 2（自由度 2）の試験も含めることが一般には推奨される。

有効期間の予測精度は、試験方法の精度に影響を受けるため、繰り返し数を増やすと精度は改
善される。

表 6.9 は、保存期間を 2 週間とした場合の ASAP における典型的な固形製剤スクリーニング用
安定性試験プロトコールである。このプロトコールは、試験実施前に分解物レベルが既知である
ことが前提である。したがって、実際に使用する製剤に特有なプロトコールは、最適化が必要で
ある。そのため、以前に実施した ASAP の安定性試験結果に基づきプロトコールが変更されるこ
とが多い。なお、製剤開発の進行に伴い安定性試験データが蓄積されていくと、プロトコールが
より精緻化され、高い精度および真度のデータが提供されていく。一度適切なデザインに従いデ
ータが作成されると、誤差は測定値から受け継がれ、予測される条件へ伝搬する。したがって、
統計に基づいた分析が適切な評価に重要である。

表 6.9 ASAP における典型的な固形製剤のスクリーニング用安定性試験プロトコール

原薬は製剤よりも安定な傾向がある。このプロトコールでは多くの原薬で条件が穏やかすぎる
ため、規格限度値に到達しない場合がある。

また、試料が一定の温湿度を維持して保存されるためには、試料が開放（無包装）状態で温湿
度が制御可能な保存庫内などにて保存されることが重要である。

ASAP における安定性予測で考慮すべき点

① 物理的変化および化学的変化（相転移）

ASAP における安定性予測では、アイソコンバージョンおよび湿度修正項付きアレニウス
式が使用される。そのため、安定性試験に使用される温度から室温までの領域でパラメータ
ー（ln A、Ea/T および B）が同一であることが重要である。しかし、融解（ガラス転移）、
気化、溶解性の変化などにより相転移が生じると、多くの場合、転移の前後の温度領域でア
レニウス挙動が不連続となり、パラメーターが一致しなくなる。
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湿度感受性に影響する変化には、潮解、水和水の脱離、無水物への水の吸着などがある。
特に潮解が起こると、しばしば外観や溶出性に顕著な変化が起こる。加えて、化学的安定性
は、臨界相対湿度（CRH）を超えると急激に変化することが多い。

このようなことから安定性試験の温湿度条件は、相の境界を超えない領域で設定する必要
がある。

溶解や潮解のような相転移は、安定性試験モデリングを困難にする可能性がある。ASAP
の試験結果から、未知の転移についての手がかりを得る場合もある。

② 物理的安定性

物理的安定性は、化学反応のように活性化エネルギーで説明できない過程を取る場合もあ
るため、アレニウス式の特徴である温度依存性で説明できるとは限らない。アレニウス式に
従う挙動を示しているときでも、別の要因が説明を複雑化させるかもしれない。たとえば、
温度上昇は、注射剤の沈殿物生成を促進する場合もあるが、溶解度の上昇により沈殿を抑制
するかもしれない。この状況は、一般的に溶液中のタンパク質で発生することがある。多く
のタンパク質では、タンパク質単量体が、もう一つの可溶性タンパク質（二量体など）と平
衡化し、さらに不可逆的に沈殿することが知られている。

天然状態タンパク質

⇄

二量体 → 沈殿タンパク質

(6)

第一段階の平衡も第二段階のタンパク質の溶解度も温度に依存する。

③ 緩衝液の pH

緩衝液の pH は、温度により変化する。通常緩やかに変化するが、しばしば pH が溶液中の
分解生成反応の反応速度に大きく影響する。

④ タンパク質への適用

タンパク質への ASAP 予測は、個々の化学的分解過程について、溶液状態および固体状態
で適用可能である。さらに、ASAP は、その安定性が一次構造変化に基づく場合にはうまく
機能する。しかし、ASAP は、タンパク質の変性や凝集などにはうまく機能しない。

包装された製剤の安定性予測

包装された製剤の湿度は、以下の要因の組み合わせにより決定される。

①

製剤成分中の初期（製造時）の水分量
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②

水蒸気透過率（MVTR）ならびに包装内外との相対湿度の差により計算される包装材料を透
過する水分移動

③

水蒸気吸着等温線に基づく製剤、ヘッドスペース、乾燥剤間の水分の平衡

製剤中の水分移動のモデルを図 6.13 に示す。つまり、包装された製剤の経時的な水分量および
相対湿度は、包装材料の水蒸気透過率、各成分の水蒸気吸着等温線およびヘッドスペースの体積
を入手し、実際の安定性試験時の保存温度および相対湿度をモニタリングすると推定される。こ
のときの温湿度に基づき ASAP を用いて製剤の分解物生成量が予測される。なお、ヘッドスペー
ス中の水分量は包装内全体の水分量と比較するときわめて少ない。

図 6.13

包装された製剤における水分移動

ASAPprime®の特徴

ASAPprime®は、以下の特徴を用いて ASAP による効果的な有効期間設定のために使用される。

①

アイソコンバージョン

②

湿度修正項付きアレニウス式

③

モンテカルロ法によるシミュレーションを用いた統計的手法による予測

ASAPprime®を用いた安定性予測方法を以下に説明する。

①

試験デザイン
ASAP の試験デザインでは、使用する製剤原薬の融点またはガラス転移点など相転移に
影響する条件に温度、使用検体数、保存期間、使用可能なチャンバーの温度範囲が加味さ
れ、規格限度値を超過する温湿度条件および試験期間が設定される。
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②

試験結果入力
ASAP の試験条件および試験結果を入力すると、モンテカルロ法によるシミュレーショ
ンを用いた経時変化量が計算される。

③

製剤関連情報入力
製剤処方、包装材料、乾燥剤などが選択されると、平均、主要な信頼区間の上限及およ
び下限の 3 本の予測曲線が表示される。図 6.14 に信頼区間を 1 標準偏差に設定した予測
曲線を示す。同時に包装形態内の平衡状態における相対湿度プロット（図 6.15）および
水分量プロット（図 6.16）並びに製剤の水蒸気吸着等温線プロット（図 6.17）が表示さ
れる。選択内容が変更されると、再計算されて表示が更新される。

④

規格適合確率計算
有効期間を予測したい温湿度条件が入力されると分解物プロットにその数値が表示され
る。規格限度値および指定された時間が入力されると、分解物プロットにそれぞれ水平線
および垂直線が表示される。その時点での規格適合確率が分解物プロットに表示される。

図 6.14

図 6.15

図 6.16

製剤の分解物プロット（例）

包装形態内の平衡状態における相対湿度プロット（例）

包装形態内の平衡状態における水分量プロット（例）
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図 6.17 包装形態内の平衡状態における製剤の水蒸気吸着等温線プロット（例）

(3) ASAP の活用

製剤開発における ASAP の活用

製剤開発では、製剤に関する技術に加え、市場ニーズ、開発全体のコスト、スピードに基づく
開発への総合的判断も重要である。ASAP は、短期間の安定性試験結果から安定性を予測可能で
あり、ASAPprime®に搭載している製剤の賦形剤、包装材料に関するデータベースも利用できる大
きな特徴を活用し、製剤処方、包装材料の最適化、異なる気候ゾーンにおける有効期間の設定の
ためにより少ない資源、非常に短いスケジュールで製剤開発プロセスを推進する方法を提案でき
る。

原薬の形態選定

・塩形態（対イオン）選定

医薬品開発において薬効が期待される候補化合物は、その物理的および化学的特性に基づき評
価され、製造の難易度、コストなどを考慮し適切な塩や共結晶の形態などが選定される。また、
合成方法、分子の構成などの違いにより結晶多形が存在する場合が多くあり、有効性、安全性、
安定性の観点から最適な結晶多形を選定することもある。ASAP を使用すると、短期間で安定性
を評価できるため、より多数の候補から粒子径、使用溶媒などを選定可能となる。
また、ASAP は、原薬保存時の包装形態選定にも利用できる。

・非晶質化合物の評価

近年、固形製剤の候補化合物が難溶性であり、開発が困難な場合がある。このような難溶性薬
物の経口吸収性を改善するため、候補化合物の非晶質化により溶解性を向上させる方法が広く用
いられている。しかし、非晶質化合物は、熱力学的に不安定であり、ガラス転移点を超えると結
晶化が進む。一般に、保存温度がガラス転移点に近くなるほど結晶化が起こりやすい。また、吸
湿によりガラス転移点が低下するため、湿度による影響を受ける。

化合物の結晶化を抑制する方法として固体分散体を利用した製造が広く使用されている。固体
分散体とは、化合物と不活性な基剤を溶媒に溶解し分散させたものである。特に難溶性薬物の非
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晶質固体分散体では、溶解性、体内吸収性の改善が期待される。代表的な製造方法には、噴霧乾
燥法（スプレードライ法）、加熱溶融押出法（ホットメルトエクストルージョン法）、溶融法が
ある。溶解工程中に原薬成分の高温状態が維持されると、熱分解、溶媒との相互作用、混合状態
の不均一化に伴う分解物生成、再結晶化などが安定性に影響を及ぼすことがあり、注意が必要で
ある。ASAP を使用すると、原薬の形態選定の場合と同様、短期間で影響を評価し、製造工程の
最適化が期待できる。

製剤処方開発

・従来の製剤処方開発

通常、固形製剤では複数の添加剤が賦形剤として使用される。製剤処方設計時、原薬と添加剤
との物理的および化学的相互作用は、重要な因子となる。従来の製剤開発の手法では、これらの
作用を評価するため、原薬と添加剤を用いた 2 成分混合物を用いて 3-6 ヵ月間の安定性試験が実
施される。その際、高温条件の安定性試験結果で評価されることが多いが、前述のように、高温
領域における挙動が目的とする温度領域とは異なる場合が多くあるため、原薬と添加剤との適合
性が最終製剤処方と関連していない場合がある。その結果、高温領域で過大評価された添加剤が
適合性の序列の上位となると、本来使用可能である添加剤が選定されない。すなわち、室温条件
における適合性の序列に基づかない添加剤が使用されることになる。

製剤開発部門では、並行して、製剤の混合、造粒、打錠、充填工程などにおける製造性、製造
コスト、技術的難易度、配合時の安定性、品質などの製剤に関する要因を考慮し、製剤処方を開
発する。従来の製剤処方開発では、この工程に通常、6-12 ヵ月間を要する。

・ASAP を用いた段階的製剤処方開発

ASAP を用いると、3 週間の安定性試験結果に基づき迅速に評価できる利点を活用し、短期間に
段階的な製剤処方開発が可能である。第 1 段階として、蓄積されている技術的資産をもとに製造
可能な製剤処方で安定性試験を実施する。開発の判定基準に適合した場合、この処方が最終処方
として採用される。不適合の場合、他の候補から第 2 段階製剤処方が選定される。これを繰り返
すことにより製剤処方開発が 1-4 ヵ月に短縮され、製剤開発期間短縮が期待される。（図 6.18）
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図 6.18

従来の製剤処方開発と ASAP を用いた製剤処方開発

包装材料選定

包装形態は、コスト、外観、汚染防止、識別性などを考慮し決定されるが、包装の重要な役割
の一つは、保存環境中の水分から製剤を保護することである。特に湿度感受性の高い製剤では、
包装材料の水分透過性は、製剤の有効期間設定に重要な地位を占める。防湿性の高い包装材料を
選択すると長期間の有効期間を設定することができる。その際、必要とされる有効期間を設定可
能な包装材料のフイルム厚さなどの最適化は、実際の安定性試験結果に基づき評価される。

従来の包装材料選定

従来の包装材料選定では、1 つの製剤を複数の包装材料候補で包装した安定性試験を実施する。
そのため、医薬品の製造計画に影響を及ぼさない時期や時間に包装する場合もあり、開発部門と
製造部門を跨ぐ日程調整をはじめ、煩雑な作業となりがちである。さらに 6-12 ヵ月間後に安定
性試験結果が判明するため、不適合の場合、包装材料選定からやり直さなければならないリスク
が存在する。

ASAP を用いた包装材料選定

ASAP を用いると、保存条件に最適な包装材料選定を可能にするため、過剰包装とならない適
切な有効期間を設定できる。（図 6.19）
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ASAPprime®には包装形態および包装材料の水分透過性に関する情報が内蔵されている。ASAP
を用いた製剤の試験結果にこれらの情報を組み合わせることでさまざまな包装形態の安定性が予
測可能となるため、実際の包装材料を使用する安定性試験により選定する必要がない。

活用例として、グローバル展開するブリスター包装医薬品の包装コストを最適化したいとき、
ASAPprime®は、さまざまな気候ゾーンで必要な有効期間を画面上で確認可能であるため、目的と
する気候ゾーンのために個別の安定性試験を実施することなく選定できる。

また、先発医薬品メーカーと同じ包装材料を使用しているジェネリック医薬品メーカーは、よ
り安価な包装材料で同等の安定性が確保できるのかを ASAPprime®を用いて判断することもでき
る。

ASAP の試験結果により選定された包装材料を用いた製剤では、長期保存試験および加速試験
時の安定性試験結果が規格に適合することがすでに予測されているため、両者の安定性試験は、
適合することを確認するために実施することになる。

図 6.19

従来の包装材料選定と ASAP を用いた包装材料選定

先行開発品（プロトタイプ製剤）のデータと申請資料の橋渡し

開発後期における製剤の軽微な変更は、多くの重要な要因について、変更前後のデータを
ASAPprime®で関連づけて説明できるため、新薬の承認申請データの一部として使われている。
ASAPprime®モデリングは、その変更が安定性に大きな影響を及ぼさないことを製剤変更前に ICH
ガイドラインに基づき実施した安定性試験データを検証して証明することができる。

治験薬申請（IND）および新薬申請（NDA）における ASAPprime®使用例

15

ASAPprime®は、世界中の多くの当局に向けた治験薬申請（IND）および新薬申請（NDA）に活用
されている。治験薬申請では、本ソフトのみを使用して得られた（すなわち、他の安定性データ
を使用しない）、プロトタイプ製剤の安定性試験結果に基づき治験薬の有効期間を 12 ヵ月に設
定した例がある。この場合、その後、治験薬で ICH ガイドラインに従い安定性試験を実施し、安
定性を評価する。この例では、少なくとも 2 ヵ月早く製剤を治験施設に届けることができる。こ
のアプローチは、照会事項が付くケースがあるものの、以下の当局にて受け入れられている（➡
米国、カナダ、ブルガリア、ハンガリー、インド、フィリピン、ルーマニア、スロバキア、南ア
フリカ、スペイン、ドイツ、台湾など）。一方で、このアプローチを受け入れない当局もある
（➡韓国、チェコ、ウクライナなど）。

新薬申請の場合、ASAPprime®は製剤処方、製造工程、包装材料に関する製品理解を促進する手
段として使用されている。通常、ASAPprime®による試験モデリング単独ではなく、ICH ガイドラ
インに従う安定性試験データと一致したことを提示することになる（表 6.10）。
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表 6.10

治験薬申請および新薬申請における規制当局対応

(4) おわりに

医薬品の有効期間は、製剤における化学分解プロセスおよび物理的変化が検討され、安定性試
験により設定される。ASAP では、規格限度値を超える高温高湿条件におけるデータが取得され
る安定性試験モデルに従いアイソコンバージョン、湿度修正項付きアレニウス式およびモンテカ
ルロ法シミュレーションを用いて短期間で正確な安定性予測が可能となり、実際の保存条件にお
ける経時的変化を待たず有効期間を設定可能である。また、さまざまな温湿度条件における安定
性が数値化され、賦形剤、乾燥剤などの水蒸気吸着等温線および包装材料の水分透過性を組み合
わせ、任意の温湿度における安定性をシミュレーションできる。たとえば、現在使用中の包装材
料を低コストの包装材料に変更する場合の安定性を ASAP により評価できる。これらの情報によ
り早期から製剤設計や包装設計が実施可能となり、開発期間が短縮される。

ASAP は、医薬品の承認申請に必要な製品への理解を提供する重要な役も担うことができる。
ASAP では、物理的変化および化学的変化による相転移の境界、原薬製造時の加熱時間変化によ
る分解物生成量の比較などから、医薬品製造におけるデザインスペースの明確化が可能で、
Quality by Design（QbD）の枠組みに基づいて要求される製品品質が保証された製剤開発が期待
される。また、製品品質とコスト、開発速度などの要因の合理的でバランスの取れた管理を戦略
的に実施可能にする。

ASAP は、高温高湿条件における安定性試験結果に基づき保存時または輸送時の温湿度逸脱が
安定性に及ぼす影響を実際の温湿度モニタリング記録から評価することができる。したがって、
出荷または Good Distribution Practice （GDP）における判断に際し、その活用が期待される。
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