スプレー式軟膏
環境性・安全性への思いを
貫いた製品づくり
ミッションファーマカル社が実現した画期的な
皮膚保護剤。ソルスティス®噴射剤を採用し
業界初の使いやすく安全なスプレー製品を開発

採用事例

課題

さらに先を追求するために

持つHFC-134aなどのエアゾール噴射剤

的な削減スケジュールが定められるなか、製品メーカーは厳格化する法規制を満たし、か

世界中で高いGWP
（地球温暖化係数）を

の使用削減が進むなか、噴射剤の引火性
に対する懸念が増えています。

ミッションファーマカル社（本社：米国テキ

サス州）は、赤ちゃんや高齢者のオムツかぶ
れの治療向けにスプレー式の製品を開発

するにあたり、不燃性で環境負荷が低く、

HFC-134aや高いGWP（地球温暖化係数）をもつ混合品を用いた噴射剤に対する積極

つ十分な性能を持つ代替品への転換を迫られています。このような転換期には率先した
アプローチが奏功することが多く、特に新製品の開発においてはカギとなります。

ミッションファーマカル社は、米国テキサス州サンアントニオに拠点を置く製薬会社（株
式非公開）で、まさに率先したアプローチを追求する企業です。同社は、これまでにない
ニーズを満たす製品を多く世に送り出しており、なかでも乳幼児・幼児向けのオムツかぶ

「 Dr. Smith's®亜鉛華 (10%)単軟膏」は、既に非常に成功して
れ用OTC医薬品（市販薬）

内容物の処方に適合し、安心できる機能性

いる製品です。

射剤を求めていました。

能の向上を目指し、この軟膏をより使いやすいスプレー式でも提供することを決定しまし

と今後長期にわたって法規制を満たす噴

解決策

ミッションファーマカル社ではまず、既存
のオムツかぶれ用亜鉛華軟膏のスプレー

製品化を試みましたが、スムーズな噴射塗
布性、より高い水準の信頼性、安全性と環

境性を実現するため、開発パートナーであ
るフォーミュレーテッド ソリューションズ

社（本社：米国フロリダ州）の協力を仰ぎま
した。

フォーミュレーテッド社は、優れた噴射性

能や将来の法規制への適合に加え、

不燃性、非 VOC
（非揮発性有機化合物）

で、GWPが1未満と非常に低いハネウェル

のソルスティス噴射剤を提案しました。

今日、ソルスティス噴射剤は、ミッション

ファーマカル社がDr. Smith's®ブランドで

展開する全てのスプレー製品に採用されて
います。

しかしながらミッションファーマカル社は、さらに先を追求しました。製品の利便性と効

た。軟膏のスプレー化は、配合や噴射剤の課題からこれまでに実現しませんでした。薬剤
に触れることなくスプレーで塗布することができれば、手で塗るよりも迅速に、そして接

触による相互感染や二次感染を防ぐことができ、また長期介護の現場では高齢者の尊厳
を守ることにもつながります。

ミッションファーマカル社、消費者& 特殊市場担当シニアバイスプレジデント兼ゼネラル

マネジャーのフィリップ・ドリッサス氏は、
「当社は、在宅ケアから制約が厳しい長期介護
施設まで、あらゆる環境で安全に使用でき、そして有効性や速効性に優れた創傷保護ス

プレー剤を開発するという課題に挑みました。開発にあたっては、安全性と法規制適合の
点で厳しい要件を満たすことのできる噴射剤が不可欠でした。このような理由から、これ
らの要件を満たすソルスティス噴射剤の採用を決定しました。」と述べています。

性能要件を満たす噴射剤

噴射剤の選定は、製品の成功を左右する重要な要素でもあります。噴射剤は、厳格化する
法規制に適合するだけでなく安全性と不燃性を備え、また要望する製品性能を発揮する
ために有効成分の配合に適合するものである必要がありました。

ミッションファーマカル社は、高い専門性で知られる受託開発製造会社のフォーミュレー
テッド ソリューションズ社（本社：米国フロリダ州）に、塗布性、使いやすさと有効性に優

れたスプレー製品にするため、
配合の調整、
噴射剤の選定と、
製品の製造を委託しました。

ソルスティス® 噴射剤を採用

フォーミュレーテッド ソリューションズ社では、ミッションファーマカル社の委託を受け

（地球温暖化係数）が極めて低い噴射剤に対し検証を実施して
る以前に既に複数のGWP
いました。フォーミュレーテッド社は、非常に低いGWPと不燃性を併せ持つ現在唯一の

噴射剤であるとしてソルスティス噴射剤に着目し、その後、性能、安全性から製造品質資

格条件まで厳密な内部検証の結果ソルスティス噴射剤が性能要件を満たすものであると
の確信を得ました。

「ミッションファー
フォーミュレーテッド ソリューションズ社、社長のエリック・ダン氏は、

Dr. Smith's スプレーの主な特徴：

• 簡単にスピーディーに塗布可能

• 薬剤に触れることなく塗布可能

• 優れた薬剤布散性と、皮膚への定着性
• 亜鉛華10%などの有効成分

• ロングラスティング
（もちが良い）で、
簡単に除去可能

マカル社のオムツかぶれスプレーの配合にソルスティス噴射剤を採用することで、優れた

• シミつき無し

るだけでなく、製品性能を大きく向上することができたことも大きな利点でした。製造工

噴射剤に求められた物性:

スプレー製品を開発することができました。市場の重要なニーズである不燃性を達成す
程の点でも、ソルスティス噴射剤は既存のエアゾール製品製造ラインを若干調整するの
みで対応可能なため、時間とコストを節約することができました。」と述べています。

市場初の製品の誕生

2014 年に、ミッションファーマカル社はそのビジョンを実現したオムツかぶれ用亜鉛華
(10%)スプレー新製品「 Dr. Smith's® Diaper Rash Spray」
（特許取得済）を上市、その
「 Dr. Smith's Adult
後 2015 年には長期介護施設市場向けの成人用創傷保護スプレー
Barrier Spray」を展開しました。

• 非常に低いGWP

• スプレー配合に適合

• 使用者の安全を守る不燃性

• 空気品質を守る
非 VOC
（揮発性有機化合物）*

*米国環境保護庁（ EPA）による

ミッションファーマカル社のドリッサス氏は、ソルスティス噴射剤無しには、配合と市場
ニーズの両方を満たすスプレー製品は成し得なかったと話しています。

「不燃性と非常に低いGWP
（地球温暖化係数）の双方を実現したソルスティス噴射剤をス
プレー製品に採用したことで、介護に携わるあらゆる方々が持つスプレー製品の安全性

に対する懸念を取り除き、安心をお届けすることができました。スプレー化するという新

しいアプローチは、これまでの創傷ケアのレベルを向上するきっかけになりました。製品
に対するフォーカスグループ調査および自主臨床研究からは、高い満足度と創傷治癒効
果の向上など、当社にとっても非常に光栄な評価を得ることができました。」

ユーザーによるスプレー製品の評価
長期介護施設

2017年に発表された自主臨床研究1では、長期介護施設で成人用創傷保護スプレー
「 Dr. Smith's Adult Barrier Spray」を試用した結果、失禁関連皮膚炎（ incontinenceassociated dermatitis：IAD）や尿路感染症（ UTIs）を予防することで介護の効率性向
上やコスト低減に寄与したことが示されました。看護および介護従事者からは、軟膏より
もスプレー式が好まれており、理由として治癒効果とケア品質の向上に加え、迅速に塗布

でき使い勝手も容易なことから時間短縮や薬剤のムダ遣いを減らすことができたとの回

答を得ました。また、使いやすさが向上することで、従事者は、より治療プロトコルに従っ
たケアができるようになりました。

他の長期介護施設においても上記と同様の評価を得ています。

「このスプレー製品は非常に優れています。当施設には、皮膚の発赤や擦り傷の治療に苦
心していた入居者がおり、さまざまな製品を使用するも改善が見られませんでした。

Dr. Smith's 成人用創傷保護スプレーを使用したところ、1 ヶ月以内に傷が完全に治癒し
（准看護師）、米国テネシー州
ました。」– LPN
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Dr. Smith's
成人用創傷保護スプレーは、
使い勝手がよく、
治癒効果も優れています。

�

– 看護師、米国ウイスコンシン州

�

Dr. Smith's オムツかぶれ用

スプレーは、素早く必要な部分

に塗布できるため非常に満足し
ています。子供の皮膚が発赤し

た部分にサッとスプレーするだ

�

「 Dr. Smith's 成人用創傷保護スプレーは、当院の皮膚創傷予防／保護ケアプログラムを

大きく前進させました。当院では、皮膚同士の接触によって患者に真菌感染や皮膚欠損が
生じやすい部位にスプレーを使用しています。失禁ケアにおいては、弱い会陰部の皮膚を

守るのに非常に適しています。楽に塗布ができ、また治癒効果も高いこのスプレーは、医
療従事者と入居患者の双方にとても好評です。」

– 看護師、米国ノースカロライナ州

けで、次にオムツを交換した時に 「 Dr. Smith's 成人用創傷保護スプレーは、使い勝手がよく、治癒効果も優れています。」–
はかぶれが消えていました。

– ステファニーさん、
米国テキサス州

看護師、米国ウイスコンシン州

子供への使用

乳幼児・幼児を持つ親への聞き取り調査からは、オムツかぶれの治療には状況や環境によ

り通常2、3の製品を併用していることがわかりました。スプレー製品については、親の多く
が持ち運びしやすく、簡単に塗布でき、また簡単に除去できることから今後使いたいとの

意見を得ました。

「 Dr. Smith'sオムツかぶれ用スプレーは、素早く必要な部分に塗布できるため非常に満足

しています。子供の皮膚が発赤した部分にサッとスプレーするだけで、次にオムツを交換し
た時にはかぶれが消えていました。」

– ステファニーさん、米国テキサス州

「手が軟膏まみれになるのは、どちらかといえば不快でした。スプレー式であれば、方々ベ
タつくこともなく簡単に塗布することができます。」

– モリーさん、米国フロリダ州

「このスプレーは日々の子育てを大きく変える製品です。これまでのオムツかぶれ軟膏は決
して使いやすいものではありませんでした。」

– クレアさん、米国メーン州

1. kestrelhealth.leadpages.co/adult-barrier-spray-for-prevention-of-iad-wp/

ソルスティス噴射剤（Solstice Propellant）は、国連番号 UN でクラス 2.2 不燃性液化ガスに区分されています。
DOT（米国運輸省）、GHS、IATA、および IDMG 基準、および ASTM E-68、ISO 10156、EU-A11
試験にて不燃性に分類されています。日本の高圧ガス保安法では特定不活性ガスに分類されています。

日本語ウェブサイト

www.ﬂuorineproducts-honeywell.com/solstice-propellants/personal-care/japan/
Honeywell International Incは、本書に記載されている情報が正確で信頼性のあるものと確信していますが、明示的または黙示
的にかかわらずこれら情報の提供はいかなる保証または責任も伴わず、またHoneywell International Incが表明、保証するもの

ではありません。すべての製品の性能は、他の原材料、用途、配合、環境的要素や製造条件などのユーザー条件における使用下で
影響を受ける場合があるため、製品の製造や使用にあたってはユーザーがこれら全てを考慮する必要があります。ユーザーは、本
書に当該製品の正確な評価データが掲載されていると仮定すべきではありません。本書に記載された情報は、ユーザー自身による
独自の試験や実験責任を回避するものではなく、製品および／また本書に記載された情報の使用に際してユーザーはあらゆるリス
クおよび責任（結果、特許侵害、法規制準拠、労働安全衛生・環境に対するリスクを含むが、それに限定されない）
を想定するものと
します。

Solstice およびソルスティスは Honeywell International Inc の登録商標です
Dr. Smith's は、Mission Pharmacal Company の登録商標です
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