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溶出試験装置の機械的校正の標準的方法 1 

本参考情報は，溶出試験の装置1 (回転バスケット法)と装置2 

2 (パドル法)に関し，試験結果に影響を及ぼすと考えられる装3 

置の機械的な変動要因を減らし，試験結果の再現性を確保する4 

ことを目的として，溶出試験装置の機械的校正の標準的な方法5 

と推奨される規定を示すものである．溶出試験の適格性の確認6 

には，機械的校正が有効であることが，溶出試験に関わる薬局7 

方の国際調和の場で確認されており，その後，米国では溶出試8 

験装置の適格性評価の標準的方法1)が示され，機械的校正のガ9 

イダンス2)が出されるに至った． 10 

溶出試験装置の備えるべき基本的な材質やサイズ等の要件，11 

装置の適合性に関しては，溶出試験法〈6.10〉の記載に従う．12 

本参考情報に収載する機械的校正のためのパラメーターのいく13 

つかは，溶出試験法〈6.10〉で規定された装置の許容幅に比べ，14 

より厳しく設定されている場合がある．下表に，各校正パラメ15 

ーターの規定値を比較した．機械的校正により試験結果の変動16 

をより少なくすることを目指すためには，本参考情報を適用す17 

ることが推奨される． 18 

表 溶出試験法〈6.10〉と本参考情報の機械的校正パラメータ19 

ーの規定値 20 

校正パラメーター 溶出試験法〈6.10〉 本参考情報 

回転軸の振れ 結果に影響する揺

動，振動がなく，滑

らかに回転 

≦1.0 mm 全振れ 

回転軸の垂直度 － ≦0.5° (垂直からのずれ：

気泡は水準器の線内に入

る) 

バスケットの振れ － ≦1.0 mm 全振れ 

容器の中心度 ≦2.0 mm垂直方向

からの隔たり 

≦1.0 mm (上部と下部で中

心線からの隔たり) 

容器の垂直度 － ≦1.0° (垂直からのずれ) 

バスケット及びパド

ルの深さ 

25±2 mm 25±2 mm 

回転速度 ±4 ％ (規定回転数

からのずれ) 

±2 ％あるいは±2 rpm (規

定回転数からのずれ) 

なお，我が国では，USPのプレドニゾン標準錠剤を用いた21 

溶出試験結果の妥当性の検証が推奨されてきた経緯があるが，22 

標準錠剤による試験結果は，必ずしも装置の機械的な変動要因23 

を検出できないことから，基本的に機械的校正の実施が望まし24 

い．ただし，装置の校正のみでは捉えられない試験液の脱気状25 

態や装置の振動などを含む総合的な要因の把握のためには，プ26 

レドニゾン標準錠剤を用いる試験を適宜実施することも有効と27 

考えられる．その他，試験液の脱気状態の確認には，溶存酸素28 

計によるモニターも有効であることが知られている． 29 

1. 溶出試験装置の受入れと定期的な管理 30 

機械的校正は，溶出試験装置の購入又は受入れ時，装置の移31 

設後，試験結果に影響を及ぼすような装置の修理後に行うと共32 

に，また，通常は，一年ごとに実行することが望ましい．もし，33 

装置が日常的に使用されていない場合には，機械的校正は，一34 

年以上間隔を空けても，最初の溶出試験を行う前に実施するこ35 

とで良い． 36 

2. 機械的校正の方法 37 

2.1. 使用器具  38 

機械的校正に使用する器具には，汎用的なものとして，ダイ39 

ヤルゲージ，水準器，中心度計，タコメーター等があるが，可40 

能な限りJIS (日本工業規格)等のトレーサビリティーの下に校41 

正されたものを使用することが望ましい．また，溶出試験装置42 

の機械的校正のための特別な器具として，芯出し治具，デプス43 

ゲージ，プラスチックボール等がある．さらに，溶出試験装置44 

によっては，測定を実施するために，装置メーカーの供給する45 

特別な器具を必要とする場合や，自動の校正装置を組み込んで46 

いる場合もある．原則的に以下の方法に従うのであれば，これ47 

らの器具や装置を使用することができる． 48 

2.2. 実施方法 49 

溶出試験装置の機械的校正は以下の定められた手順に従って50 

実施する．それぞれの測定値が規定に適合しない場合には，調51 

整と測定を繰り返すことが必要となる場合もある． 52 

なお，あらかじめ装置が設置台に水平であることを確認する．53 

また，容器を固定している板(容器固定板)の水平度は，あらか54 

じめ気泡水準器を容器固定板に置いて，気泡が水準器の基準線55 

内に入ることを確認しておく．  56 

2.2.1. 回転軸の振れ 57 

容器固定板の上にダイヤルゲージを置き，ダイヤルゲージの58 

プローブがパドルの攪拌翼又はバスケットの上端から約2 cm59 

上の部分で回転軸に触れるようにダイヤルゲージを設置する．60 

測定値の最大値と最小値の差の絶対値が振れである．全振れの61 

値は1.0 mmを超えてはならない． 62 

2.2.2. 回転軸の垂直度 63 

回転軸を動かす駆動部を実際の溶出試験時と同じ位置へ下げ64 

る．必要ならば，回転軸の垂直度は，駆動部を上げて回転軸を65 

チェックしてもよい．正確な気泡水準器を回転軸の上部の端に66 

当てる．気泡は水準器の基準線内に入らなければならない．水67 

準器を回転軸の側面に接するようにほぼ90°回転して回転軸側68 

部に当てる．このときも，気泡は水準器の基準線内に入らなけ69 

ればならない．  70 

回転軸の垂直度の測定では，デジタル水準器を使用しても良71 

い． 72 

回転軸の垂直度は0.5°以下でなければならない． 73 

2.2.3. バスケットの振れ 74 

容器固定板の上にダイヤルゲージを置き，ダイヤルゲージの75 

測定子がバスケット底部の端に触れるように駆動部を設置する．76 

ダイヤルゲージを，測定子が回転する回転軸に軽く押し付ける77 

ように設置する．全振れの値は1.0 mmを超えてはならない． 78 

2.2.4. 容器の中心度 79 

容器内の中心度は，溶出試験装置用の芯出し治具を使用して80 

測定するか，又は代替法により測定する． 81 

芯出し治具を用いる場合には，二つの芯出し治具を使用し，82 

パドル又はバスケット回転軸が容器の中心に位置するようにし，83 

側面が垂直となるように容器を調整する． 84 

測定方法の例として，パドル法では，一つの芯出し治具の底85 

部をパドルの回転翼の上部から上へ2 mm付近に取り付け，他86 

方の芯出し治具はその底部を回転翼の上部80 mm付近にクラ87 

ンプで留め，両方の測定子が容器の壁に対して同一方向となる88 

ようにする．回転バスケット法では，一つの芯出し治具の底部89 

を，バスケットの上部から上へ2 mm付近に取り付け，他方の90 

芯出し治具の底部をバスケット上端から上に60 mm付近に取91 

り付け，測定子を容器の壁に対して同一方向となるようにする．92 

パドルの回転翼やバスケットの底部が容器の底より約2.5 cm93 

上になるように，注意深く回転軸と芯出し治具を容器の中へ下94 
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げる．回転軸をゆっくり手で回し，両方の中心度をチェックす95 

る．もし，容器がいずれかの高さで中心からずれている場合に96 

は，容器を中心となるように調整する． 97 

代替法として，一般的なメカニカル中心度計又はデジタル中98 

心度計を用いて，回転軸又は代用回転軸の周りの容器内壁で，99 

容器の中心度を合わせることができる．中心度は円筒形部分の100 

中の容器の内側の適切な2点で測定する．2点とは，容器の縁101 

のすぐ下及び容器底部のバスケット又はパドルのすぐ上に当た102 

る位置である． 103 

回転軸は中心線から1.0 mm以内になければならない． 104 

2.2.5. 容器の垂直度 105 

容器の垂直度は，2.2.4の容器の中心度の2点での測定値と，106 

2点間の高さの差を用い，2点と垂線からなる三角形の頂点の107 

角度を計算することができる．又は，容器の内側の壁にデジタ108 

ル水準器を当てて測定することもできるが，垂直度は90°ずら109 

した2点で測定する． 110 

容器の垂直度は1.0°以下でなければならない． 111 

容器の中心度と垂直度が得られたら，それぞれの容器は，必112 

ず容器固定板開口部の同じ位置に同じ向きとなるように設置す113 

る． 114 

2.2.6. バスケット及びパドルの深さ 115 

容器の内底とバスケット又はパドルの下端部までの実際の距116 

離を測定する．もしバスケット又はパドルの高さが調節できる117 

のであれば，まずデプスゲージを用いてパドル攪拌翼又はバス118 

ケットの底部と容器の内底の距離を測定する．デプスゲージを119 

25 mmに設定し，容器の底に置く．各回転軸を装置の駆動部120 

内に一旦上げた後，運転位置に下ろし，パドル又はバスケット121 

が，デプスゲージに触れるところで止める．デプスゲージの代122 

わりに，直径25 mm±2 mmのプラスチックボールを底部に沈123 

め，パドル又はバスケットが，ボールに触れるところで止める124 

ことでも良い．回転軸はこの高さで固定する．バスケット及び125 

パドルの深さは，通例25 mm±2 mmとする． 126 

2.2.7. 回転速度 127 

パドルやバスケットの回転速度を測定するためにはタコメー128 

ターを使用する．規定速度の±2 ％又は±2 rpmのいずれか大129 

きい方の値以内の回転速度で，滑らかに回転しなければならな130 

い． 131 
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