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難水溶性化合物の動態制御を指向した粉末吸入剤の開発
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1．は　じ　め　に

今回，このような執筆の機会を頂いたので，改め
てこれまでの研究生活を振り返りつつ，私がこれま
でに携わってきた研究，現在 on-goingで進んでいる
テーマに関して簡単に紹介させて頂きたい．私が「薬
剤学」という学問に出会ったのは大学 4年の研究室
配属の時であった．当時，山田静雄教授（現静岡県
立大学大学院薬食研究推進センターセンター長）が
主宰されていた静岡県立大学薬学部薬物動態学教室
に配属後，薬学部 4年生から修士課程修了までの 3

年間は，私と同時に講師として着任された尾上誠良
先生（現：静岡県立大学薬学部薬物動態学分野教授）
に直接ご指導頂いた．もともと製薬企業ご出身の研
究者である尾上先生からは，先生の第 1期生として
研究のいろはからビジネスマナーまで非常に多岐に
わたるご指導を頂いた．特に，ペプチド性医薬品や
吸入製剤に関する知識と技術に関しては企業におけ
る実用例をもとにとても興味深いお話を頂いたこと
を強く記憶している．この時の経験が，私の研究マ
インドにおけるバックボーン形成に大きく寄与して
いることは言うまでもない．また，尾上先生には公
私ともによく面倒を見て頂き，一緒に釣りに行った

こと（釣れませんでしたが…）も非常に良い思い出
である．大学院の修士課程修了後は製薬企業にて 4

年間，分析・品質管理部門にて研究者として過ごし
た．配属直後は「薬物動態や製剤部門ではなく，な
ぜ分析部門なのか」と驚いたことを覚えているが，
今となっては研究における分析化学の重要性のみな
らず，ICHを始めとする様々なガイドライン，分析
法のメソッド開発や分析法バリデーションについて
学ばせて頂き深く感謝している．実際にこの 4年間
で得られた技術や知識は現在も大いに活用されてい
る．その後，貴重なご縁があり戸塚裕一教授が主宰
する大阪薬科大学製剤設計学研究室の助手としてア
カデミアに転身する機会を頂いた．当研究室では非
常にユニークな可溶化現象を示す製剤技術に触れさ
せて頂き，戸塚裕一教授，門田和紀講師の多大なご
支援により研究に対する視野を広めることができ
た．2015年 8月より，尾上誠良教授の主宰する静岡
県立大学薬学部薬物動態学分野の助教として着任し
た．現在も，「薬剤学でクスリのリスク（risk）を回避
する」をモットーとし尾上誠良教授，世戸孝樹講師
の体制にて薬学研究に励んでいる．現在の職場は学
生時代に所属していた古巣ではあるが，アカデミア
の世界に足を踏み入れてからまだ数年，以前とは異
なる「教員」という立場の違いに苦しみながらも精
進する毎日である．私の研究経歴は学生時代を含め
たとしても僅か 10年程度ではあるが，非常に多く
の魅力的な方々に支えられて現在の自分が成り立っ
ていることは間違いない．本稿では主に難水溶性化
合物の動態制御に関するテーマ，特に吸入製剤とし
て応用した例についてお話しさせて頂きたい．
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2．難水溶性化合物の物性改変による溶解性改善と
吸入製剤への応用

近年，High-throughput screeningや Combinato-

rial chemistryを始めとする創薬技術の発達に伴い，
数多くの医薬品候補化合物が効率的に生み出されて
いる．しかし，創生される新規化合物における難溶
性物質の割合が増加しており，これらは治療薬候補
として高いポテンシャルを持つものの，その溶解性
の低さから臨床応用が非常に困難となっている．ま
た，物性の悪さのために開発からドロップアウトす
るものも少なくない．現在上市されている薬物の速
放性経口製剤中の有効成分についても，約 40%が日
本薬局方の通則で定義される「ほとんど溶けない」
（＜100 μg/mL）に分類されると報告がある．溶解性
の低さは，既存の難溶性の治療薬に関しても，薬物
の高用量投与，投与後の血中濃度のばらつきや新た
な剤形開発の制限等のデメリットをもたらしてい
る．新医薬品の創生のみならず Product life cycle 

managementの観点からも，実用的な溶解性改善技
術開発が切望されている．このような背景のもと，
大学院の 2年間は難水溶性薬物 cyclosporine A

（CsA）をモデル化合物とし，溶解性改善技術の応用
による薬物動態制御を指向したテーマに携わった．
CsAは低い溶解性 /高い膜透過性を有する Biophar-

maceutics classification system（BCS）の Class II

に分類される薬物であるため，その経口吸収性は溶
解過程が律速となることが知られる．また，使用時
に治療血中濃度モニタリングが必要となるほど治療
域の狭い化合物であり，厳密な血中濃度コントロー
ルが必須である．しかしながら，食事の有無，また
その内容や様々な内因性および外因性の因子による
消化管内環境の変動によって経口吸収性が大幅に変
化するため，溶解性の改善や安定した吸収特性を有
する製剤の開発が切望されている．

CsAはカルシニューリン阻害薬，いわゆる免疫抑
制薬であり，現在，臓器移植後における拒絶反応の
抑制や自己免疫性疾患等に対して広く使用されてい
る．近年，これ以外にも喘息モデル動物に対する有
用性やステロイド依存性の慢性喘息患者に対する効
果が報告されており，CsAの喘息治療薬としての臨
床応用が強く期待されている．しかしながら，経口
的な投与による使用はCsAの過剰な全身曝露により

腎毒性や肝毒性等の全身性副作用を引き起こす可能
性があることから経口投与以外の投与経路が望まれ
る．また，通常喘息患者や慢性閉塞性肺疾患等の患
者に対して使用される経気道・肺的投与経路におい
ても難水溶性という物性のためにその吸入製剤化は
非常に困難なものとなる．我々はCsAに対して自転
公転型撹拌機による湿式粉砕を応用した非晶質固体
分散体（amorphous solid dispersion：ASD）1），
CsAエマルションに対して噴霧乾燥を適用したドラ
イエマルション製剤 2），キャリアとして自己ミセル
形成能を有するような両親性ポリマーを適用した自
己ミセル形成型固体分散体（self-micellizing solid 

dispersion：SMSD）3）を開発し，CsAの溶解性，
ラットにおける経口吸収性改善に対する有用性に関
して報告してきた．中でも SMSD製剤は水中分散時
におけるミセル形成によりCsAの溶解性を大きく改
善したため，本製剤を粉末吸入製剤として発展的に
応用した製剤開発を実行した．その結果，SMSD/

CsA吸入製剤は卵白由来 ovalbumin（OVA）粉末吸
入製剤を抗原とした気道炎症モデルラットにおい
て，気道周辺における炎症性細胞浸潤の抑制，肺組
織における炎症性バイオマーカーの増大抑制を示
し，CsAの抗炎症作用を有意に改善することを確認
した（Fig. 1）．この時，粉末吸入製剤投与群におい
ては病変部位である呼吸器系に対して薬物を直接投
与可能であるため，投与量の減量，それに伴う薬物
全身曝露量の低下により全身性副作用の軽減が望め
る．実際，SMSD/CsAの薬効発現用量（100 μg-CsA/

rat）の気道内投与および CsAの腎毒性発現用量（10 

mg-CsA/kg）の経口投与を 7日間連続した結果，
SMSD/CsA-RP気道内投与群では肝臓機能の指標と
なる総ビリルビン，腎機能の指標となる血中尿素窒
素および血中クレアチニン値の変動を認めなかった
が，CsA経口投与群では有意に上昇していた（Fig. 

2）．このことから，SMSD/CsAの吸入製剤としての
応用はCsAの抗炎症作用の向上および副作用リスク
の軽減に寄与し，炎症性呼吸器疾患治療における
CsAの有用性を高める新規投与形態の 1つとして期
待できる．余談ではあるが，当研究室で使用される
「OVA粉末吸入製剤を使用した気道炎症モデルラッ
ト」は私が学部 4年生当時，その時の博士後期課程
の先輩であった現福島県立医科大学助教　三坂眞元
先生のご指導のもと初めて研究に触れたテーマであ
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り，非常に思い出深いモデル動物でもある．

3．新規技術の発展的応用によるCsA製剤

次に，CsA製剤の調製方法として興味深いものが
あるので紹介させて頂きたい．まず，印刷業界にお
けるインクジェットヘッドを粉体調製法として応用
した Fine droplet drying（FDD）工法についてお話
したい 4）．近年，3Dプリンタを利用した製剤開発技
術が業界を賑わせており，このような異分野間にお
ける技術融合が製剤開発において新たなブレイクス
ルーをもたらしている．そこで，我々はインクジェ
ットヘッドを応用した機能性微粒子作成に着目し
た．インクジェット印刷では，均一かつ微細な液滴
形成の能力がそのまま印刷の質に反映するため，高
性能のインクジェットヘッドを使用することで極め
て均一性の高い微細液滴の形成が可能であると考え
た．また，今回使用しているヘッドは従来のインク
ジェットヘッドとは異なり，高周波駆動および液柱
共鳴法による液滴形成により，より微細な液滴の高

速連続調製が可能となっている（Fig. 3）．また，イ
ンクジェットヘッドでは液滴を 1滴 1滴調製可能な
ことから，液滴の乾燥によって極めて均一かつ球形
度の高い微細粒子の調製が可能である．実際，本法
を用いて調製した CsAの ASD製剤は 2流体ノズル
の噴霧乾燥粒子と比較して極めて球形度が高く均一
な粒子となっていた（Fig. 4）．溶出試験においても
ユニークな溶出特性を示し，固体分散体の担体とし
て即放性であるヒドロキシプロピルセルロース-SSL

を用いたにもかかわらず，CsAの溶出特性の改善に
加えて 0次放出の溶出特性を示す徐放性粒子となっ
ていた（Fig. 5）．この傾向はラット経口投与後にお
ける薬物動態評価においても同様に認められ，消化
管吸収性の改善と全身滞留性の向上を示した（Fig. 

6）．CsAと同様のBCS class II化合物であるTranilast

（TL）を本法に適用した際は通常の即時性の溶出・
経口吸収プロファイルを示したことから，CsAの比
較的大きな分子量と薬物ポリマー間における相互作
用形成がこの溶出性・吸収特性の差に繋がったと考

Fig. 1　 Histochemical examination of inflammatory cell infiltration in the lung tissues 
from antigen-sensitized rats. Bars represent 50 μm. (A) Control (non-sensitized 
rat)；(B) OVA-sensitized rat without pretreatment of drug；(C) OVA-sensitized 
rat with CsA-RP；and (D) OVA-sensitized rat with SMSD/CsA respirable pow-
der.
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える．本法は非常に温和な条件にて粉体調製が可能
であり，CsAや TLのような低分子有機化合物のみ
ならず，ペプチド性医薬品や核酸医薬，抗体医薬の
ような biologicsに対しても応用できると考えてお
り，今後より発展的な応用が期待される．また，調
製粒子の粒子径レンジが吸入製剤として適してお
り，今後，調製粒子に対してカスケードインパクタ
ーを用いた in vitro吸入特性評価等を行うことで
FDD工法の新たな付加価値を見出して行きたい．本
テーマを介して薬学分野以外の多くの研究者や技術
者の方と関わることができ，異なる分野における技
術・知識を広げること，またそれを組み合わせて融
合させていくことの重要性を改めて実感している．
新 規 技 術 と し て，Multi-inlet vortex mixer

（MIVM）と呼ばれる複数の注入口により構成される
ミキサーを応用した Flash nano-precipitation法に
ついて紹介させて頂く．本法は，bottom-up法によ
るナノ粒子の調製，いわゆる「析出法」をMIVMの
使用によって高速かつ均一に行えるようにした新規
ナノ粒子調製方法である（Fig. 7A）．その特徴とし
ては，MIVMの適用によって化合物の貧溶媒と良溶
媒の高速かつ均一な撹拌が可能であるため非常に均
一なナノ粒子を調製することができる（Fig. 7B）．

Fig. 2　 Biomarker profiles for safety assessment 
after repeated intratracheal administration 
of SMSD/CsA for 7 days. Plasma levels of (A) 
total bilirubin, (B) blood urine nitrogen, and 
(C) creatinine. ●, Neoral® (10 mg/kg, p.o.)；
◇, SMSD/CsA (100 μg-CsA/rat, i.t.). Data 
represent mean±S.E. of 5–6 experiments.  
＊p＜0.05；＊＊p＜0.01 with respect to each 
control (0 day).

Fig. 3　 Schematic illustrations. (A) Structural con-
figuration of ink jet head (RICOH MH2420) 
and (B) scheme of FDD process.
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また，ナノ粒子の析出時にある種の機能性ポリマー
を存在させることでナノ粒子表面のポリマー被覆が
可能であることも明らかとなっている．以前の検討
にて本法を CsAに対して応用することで CsAの溶
解特性および経口吸収性を大幅に改善したCsAナノ

粒子の調製に成功しており，このナノ粒子をマンニ
トール溶液とともに噴霧乾燥することで in vitro吸
入特性の良好なCsA含有粒子を開発した 5）．実際に
OVA感作気道炎症モデルラットに本製剤を適用し
た際にも CsA原末と比較して抗炎症作用を有意に

Fig. 4　 Appearance (A) and particle size distribution (B) of ASD/CsA prepared with spray-drying (I) and 
FDD process (II).

Fig. 5　 Dissolution behavior of CsA/ASD pre-
pared with FDD process in distilled wa-
ter. △, ASD/CsA；and ■, amorphous 
CsA. Data represent mean±S.E. of 3 
experiments.

Fig. 6　 Plasma concentration-time profile of CsA 
after oral administration of CsA samples 
(10 mg-CsA/kg). △, ASD/CsA；and ■, amor-
phous CsA. Data representmean±S.E. of 
5–6 experiments.
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改善していた．さらに気管支肺胞洗浄液中のコラー
ゲン産生抑制を認めたことから，炎症のみならず慢
性喘息や慢性閉塞性肺疾患時に認められる肺組織リ
モデリングや肺線維化抑制への有効性が示唆され
た．加えて，製剤気道内投与後における CsAの副作
用好発臓器である腎臓および肝臓における薬物の分
布量を評価した結果，気道内投与による全身曝露減
少，すなわち副作用発現リスクの軽減を明らかとし
た．本稿では，あくまで CsAナノ粒子の吸入製剤とし
ての事例に着目した内容となっているが，本法によ
りCsAのナノ粒子表面を粘膜付着特性や粘膜透過性
を有する機能性ナノ粒子製剤の開発によりCsAの経
口吸収性の制御に成功している．本法はCsAに限ら
ず，安定した吸収性や厳密な血中濃度コントロール
が必要な難水溶性化合物の動態制御に有用であろう．

4．お　わ　り　に

今回，このような執筆の機会を頂き，日常生活で
あまり振り返ることのない過去を思い起こす，非常
によい機会を与えて頂いたことに深く感謝したい．
過去を振り返ってみると，本当に色々な方々にお力
添えを頂き，時には多大なご迷惑をおかけすること
があったと思う．研究者としてのキャリアもまだま
だ浅く，研究者として，人としても未熟な部分の多
い私ではあるが，これまでの様々な人達との出会い
や経験を大切にすると共に，これからの研究に対す
る探究心・好奇心，いわゆる研究マインドというも
のを大きく成長させていきたいと考えている．これ

までの研究生活で様々な人達から頂いた恩義をきっ
ちりと返すためにも，また社会の人々の健康・医療
に貢献できるよう，より精進して研究人生を歩んで
いきたいと思う．最後にこのような貴重な執筆の機
会を頂きました薬剤学編集委員の皆様に心より感謝
申し上げます．
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