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In pharmaceutical industry, batch operation is the most common approach for crystallization. With existing
batch-based manufacturing methods, the time between the start of the first synthetic step and market release of the
finished tablets can be long. In recent years, the continuous manufacturing system has gained significant interest in both
academia and industry. Spherical crystallization enables the direct preparation of crystal agglomerates of active
pharmaceutical ingredients (APIs) with improved crystal handling properties, the concept of which is suitable for
continuous manufacturing. The continuous spherical crystallization of albuterol sulfate as a model API was developed
using a mixed-suspension, mixed-product removal (MSMPR) crystallizer. The application of a solvent recycling system
for reuse of the antisolvent in the single-stage MSMPR crystallizer was also demonstrated. Spherical agglomerates of
albuterol sulfate were obtained via antisolvent crystallization using the MSMPR crystallizer with water as the solvent
and an ethyl acetate/emulsifier (Pluronic L-121) mixture as the antisolvent. In the MSMPR crystallizer, the desired
solvent to antisolvent ratio was maintained by controlling the flow rates of the feed, antisolvent, and recycle stream, and
90% of the mother liquor was recycled during the continuous spherical crystallization of albuterol sulfate by optimizing
the rate of each stream.
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Fig. 2 Schematic diagram of the single-stage MSMPR
with solvent recycling

Fig. 1 SEM images of salbutamol sulfate crystals and
spherical agglomerates

考察
球形晶析法は晶析と造粒を同時に行うことができ、
医薬品製造工程の短縮やコスト削減に極めて有利に
も関わらず、未だ実生産レベルで使用されていない。
その理由として通常の晶析工程と比較し、パラメー
タが多く反応も複雑であるため、研究開発段階に時
間と労力がかかるためと言われている。MSMPR 晶
析装置による連続球形晶析は、開発段階で生産レベ
ルに近いスケールで検討することができるため、実
際の医薬品製造プロセスへの導入が容易になると予
想される。
水溶性薬物における球形晶析法の適用において、
多量の有機溶媒の使用も問題視されていた。本研究
で確立したリサイクル型 MSMPR 連続晶析装置を用
いれば、実用化にあたり、有機溶媒の問題（環境、
安全性及びコスト面）も回避することができる。
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