
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

重合体マトリックス中の作用物質の固溶体の形の作用物質調剤を製造する方法にお
いて、非イオンの形の作用物質を、 重合体及び

とともに溶融
押出することを特徴とする、 重合体マトリックス中の作用物質の固溶体の形の作用
物質調剤の製法。
【請求項２】
水溶性重合体としてポリビニルピロリドン、ビニルピロリドン－酢酸ビニル共重合体又は
ヒドロキシアルキルセルロースを使用する、請求項 記載の方法。
【請求項３】

【請求項４】
請求項１記載の方法によって製造された、作用物質が 重合体マトリックス中の作用
物質の塩の固溶体の形で含有されている作用物質調剤。
【発明の詳細な説明】
本発明には、作用物質が分子分散した分布で重合体マトリックス中に存在している作用物
質調剤の製法及び該製法により製造された作用物質調剤が記載されている。
医薬品形（タブレット、ペレット、グラニュール）の製造のための溶融押出方法は、文献
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水溶性
水溶性 有機または無機の塩またはカルボン

酸、この場合、これは、作用物質の塩を形成する対イオンを提供するもの、
水溶性

１

有機または無機の塩が、カルボン酸のナトリウム塩、無機化合物のナトリウム塩またはア
ミノ酸のヒドロクロリドから成る群から選択される、請求項１記載の方法。

水溶性



に記載されている。殊に押出段階と引き続いての賦形段階との組合せによって、上記方法
は、医薬品形、例えばタブレットの、一段階である（ひいては経費を節約する）ことによ
る、著しく優れた製造方法となる（ドイツ国特許出願公開第１７６６５４６号明細書及び
米国特許第４８８０５８５号明細書）。これらの文献及び他の文献（欧州特許出願公開第
５８０８６０号明細書）には、熱による加工プロセスによって、押出の際に、作用物質の
溶融によって該作用物質を分子分散した形で、同様に溶融された重合体溶融物中に混入す
ることができることが、記載されている。このことは、作用物質を含有する明澄かつ透明
な溶融物が形成され、このことは、殆どの場合にこの材料の室温への冷却後にも再び再結
晶せず、その分子分散した分布が維持されることによって明らかである。
上記の製剤は、通常「固溶体」と呼称され、かつ文献中にそれ自体、数多く記載されてい
る（例えばＡ．Ｓ．　Ｋｅａｒｎｙ他；　Ｉｎｔ．　Ｊ．　Ｐｈａｒｍ．　１０４（１９
９４），１６９～１７４）。しかし該製剤は、これまで散発的にのみ溶融押出方法を介し
て製造されていた。しばしば「固溶体」は、成分を有機溶剤中で溶解しかつさらに溶剤を
再度除去することによる方法によっても製造される。この方法は、強制的に有機溶剤が使
用されなければならないという欠点を有している。その上、この（多段階の）方法は、連
続的に行なうことができず、かつ得られた均質物は、満足できるものではない。
水溶性重合体中の作用物質の分子分散した分布は、水性媒体中での（難溶性）作用物質の
溶解速度を速めるための、数多く記載された方法である。多くの場合には、殊に難溶性作
用物質の場合には、経口投与後に胃腸域から吸収することができないかもしくは著しく僅
かな程度でしか吸収することができず、それというのも、作用物質の溶解速度が遅すぎる
ためであった。しかも、（水性媒体中で）溶解された作用物質だけが、吸収されることが
できる。しかし、水溶性重合体中での作用物質の分子分散した分布によって、この溶解過
程を促進することができ、それというのも、その溶解キネティクスが著しく緩慢に進行す
る作用物質－結晶を含有しているこれまでの調剤と異なり、製剤から直接、それぞれの作
用物質分子が（水溶性）製剤の溶解過程の際に遊離されるからである。従って、このよう
な「固溶体」は、多くの場合には吸収可能な作用物質の割合を顕著に高め、このことによ
って、多くの場合には、（難溶性）作用物質の生体有効性（Ｂｉｏｖｅｒｆｕｅｇｂａｒ
ｋｅｉｔ）が改善される（Ｎ．　Ｋｏｎｄｏ他，　Ｊ．　Ｐｈａｒｍ．　Ｓｃｉ．　８３
　（１９９４），　５６６～５７０頁）。
しかしながら、全ての作用物質の場合に「固溶体」の製造が可能なのではない。
熱による方法、例えば押出による「固溶体」の形成（有機溶剤を介して常用される方法と
異なる）は、次のとおりの種々の前提条件に結合しており、この前提条件は、少なくとも
部分的に満たされなければならない：
ａ）作用物質の融点は、押出の際の常用の温度によって溶融物の形の２つのの物質（作用
物質と重合体）の強力な混合が可能である程度に低くなければならない、及び／又は
ｂ）重合体溶融物中での（高融点の）作用物質の溶解速度は、押出機中での比較的短い滞
留時間にもかかわらず、「固溶体」の形成を得ることができる程度に高くなければならな
い。
殊に、最後の点は、殆どの場合には、高融点の作用物質の場合には満たされず、それとい
うのも、押出機中での材料の滞留時間が短すぎるからである（通常、１分間未満）。この
滞留時間の延長は、作用物質及び／又は重合体の（熱による）損傷をもたらし、かつ従っ
て実施不可能である。
しかしながら、作用物質の大部分は、その塩の形で使用されるイオンの作用物質からなる
。塩形成によって、上記の実質的に全ての場合には、常用の技術による物質の加工可能性
のために依然として所望されてきた作用物質の融点の顕著な上昇が達成される。非イオン
として存在する作用物質の形から出発して、この作用物質を分子分散した形に変換するこ
とができ、それというのも、該作用物質の低い融点によって、さらに押出の際に塩の形と
は異なり、溶融することができかつさらに容易に、同様に溶融された重合体と、分子分散
した分布が得られるまで強力に混合できるからである。
しかしながら、作用物質を非イオンとして存在する形で含有している製剤は、多くの場合
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には欠点を有しており、それというのも、しばしば、相応する作用物質－塩のみが水性環
境中での十分な可溶性を示すからである。このことは、確かに「固溶体」を介することに
よって医薬品形（例えばタブレット）からの（分子の）作用物質の迅速な遊離が行なわれ
るが、しかし、このような場合には良好に水溶性である塩は遊離されず、その結果、直ち
に再結晶が生じる可能性があることを意味している。しかし、十分な水溶性は、とりわけ
、満足のできる吸収を可能にするために必要不可欠である。
従って本発明の課題は、製造の際に有機溶剤を使用する必要がなく、作用物質調剤を著し
く良好に吸収可能な作用物質を用いて得、この場合、作用物質は、一方では塩の形で存在
しかつ他方では分子分散した分布で存在する、連続的に行なわれる一段階の、作用物質調
剤の製法を提供することであった。
上記課題は、非イオンの形の作用物質を重合体及び塩とともに溶融押出することを特徴と
する、本発明による、重合体マトリックス中の作用物質の固溶体の形の作用物質調剤の製
法によって解決される。
本発明による方法は、同様に、上記製法によって製造された、成分の特に良好な均質性を
示す作用物質調剤に関する。
有利に、本発明による方法には水溶性重合体が使用される。
本発明による方法を用いて、著しく簡単に、作用物質に相応する「対イオン」を「適当な
」（特に無機の）塩の形で、同様に、押出すべき（粉末）混合物に添加することができる
。このことによって初めて、非イオンの作用物質（例えば脱プロトン化されたアミンもし
くはプロトン化されたカルボン酸）から出発して熱による加工プロセス（押出）によって
２つの溶融物の強力な混合を達成することができ（作用物質と重合体）、かつこの混合と
同時かもしくは引き続いての酸性ないしはアルカリ性の付加的な塩の添加によって所望さ
れるイオンの作用物質成分を押出プロセス中になお、ほぼ現場で（ｑｕａｓｉ　ｉｎ　ｓ
ｉｔｕ）、得ることができる。
この新規の方法の原理を用いて、初めて、作用物質－塩を水溶性重合体中で分子分散した
形で、非イオンの低融点の形という「迂回」をして、分布することができ、かつ著しく均
質な分布を達成することができる。これまで、押出の純粋な「熱による」プロセスによる
調剤は、その高すぎる融点のために、上記のような形で製造することができず、その結果
、常用の溶剤による方法に逆戻りしなければならなかった。
作用物質として、例えば次のものは、使用可能である：
アセチルシステイン、アセチルサリチル酸、アンブロキソール、アテノロール、ビペリデ
ン、クラブラン酸（Ｃｌａｅｖｕｌｉｎｓａｅｕｒｅ）、クロモグリク酸（Ｃｒｏｍｏｇ
ｌｙｃｉｎｓａｅｕｒｅ）、ジルチアゼム、ドーパミン、エフェドリン、フルルビプロフ
ェン、イブプロフェン、リドカイン、メトプロロール、メチルエフェドリン、ナフチドロ
フリル（ naftidrofuryl）、ニコチン酸、パントテン酸、プロパフェノン（ｐｒｏｐａｐ
ｈｅｎｏｎ）、プロパノロール（ｐｒｏｐａｎｏｌｏｌ）、プソイドエフェドリン、サリ
チル酸、ソタロール、バルプロ酸（Ｖａｌｐｒｏｉｎｓａｅｕｒｅ）、ベラパミル。
個々の場合には、新規の方法は、これまでその非イオンの形で投与されてきた作用物質を
、意図された塩形成によって、より良好に生体有効（ｂｉｏｖｅｒｆｕｅｇｂａｒ）にす
ることにも使用することができる。このような例は、イブプロフェン、即ち、（プロトン
化された）カルボン酸基を有する作用物質である。イブプロフェンは、通常迅速な作用開
始を要求する疼痛治療に使用される（例えば頭痛用タブレット）。しかし、迅速な作用の
展開は、作用物質が経口投与後に（例えばタブレットの服用後に）迅速に溶解され、その
結果、続いての吸収が迅速に進行することができることが前提条件である。またこの場合
には、作用物質の迅速な溶解速度を有する調剤が有利である。既に単独で迅速な可溶化に
寄与する非イオンの状態で存在する作用物質を基礎とする「固溶体」は、文献に記載され
ている（欧州特許出願公開第５８０８６０号明細書）。しかし、この調剤は、欠点を有し
ており、それというのも、作用物質が不良に水溶性である非イオンの形で存在しており、
即ち、このことによって「固溶体」の製造可能性が与えられているからである。一方、良
好に水溶性である塩は、「迅速な」治療に必要とされる。

10

20

30

40

50

(3) JP 4017661 B2 2007.12.5



「固溶体」を基礎とする、これまで公知であった製剤は、意図した塩形成を介する、本発
明による方法を用いることによって改善することができ、それというのも、イブプロフェ
ン－塩が非イオンの状態で存在する作用物質より良好に水溶性であるからである。このこ
とによって、医薬品形（例えばタブレット）からの作用物質の遊離の速度は、このような
遊離にとって常用である試験管内の遊離モデルによって容易に示されることができるとお
り、高められる。
作用物質を塩として含有しているイブプロフェン－調剤は、文献に記載されており（例え
ばリシネート－もしくはナトリウム塩）、かつ殊にリシネート塩の場合には、非イオンの
作用物質を含有している製剤と比較した、この調剤の場合のより迅速な作用開始は、臨床
的に証明されている（Ｇ．　Ｇｅｉｓｓｌｉｎｇｅｒ他，Ｄｒｕｇ　Ｉｎｖｅｓｔｉｇａ
ｔｉｏｎ　５（１９９３），２３９頁以降）。新規の、本発明による方法によって、予め
、分離された段階においてそれぞれの場合の作用物質－塩を先ず合成する必要なく、この
ような製剤（例えばリシネート）を非イオンの状態で存在する作用物質から直接、医薬品
製造の場合に形成することが可能となる。例えば、イブプロフェンの場合には、例えば酢
酸ナトリウムの添加によってイブプロフェンをビニルピロリドン－酢酸ビニル共重合体か
らなる重合体マトリックス中で透明な溶融物の形で、「固溶体」として可溶化することが
できたことは、判明している。
本発明による方法に従った製剤の製造可能性は、いかに良好に作用物質が水溶性重合体中
で可溶であるかに決定的に依存している。従って、多くの作用物質にとって「溶剤」とし
て公知でありかつ記載されている自然に水溶性である重合体は特に有利である。このよう
な重合体には、ポリビニルピロリドン（単重合体及び共重合体）は、ドイツ国特許出願公
開第１７６６５４６号明細書及び米国特許第４８８０５８５号明細書に既に述べられても
いるように特に有利である。さらにポリエチレングリコール及びポリエチレンオキシド並
びにヒドロキシアルキルセルロース、例えばヒドロキシプロピルセルロースは、有利であ
る。さらに、カルボキシル置換基を有するセルロース誘導体、例えば、酸性媒体（胃液、
ｐＨ１）中で不溶性でありかつ小腸中で初めてその箇所のより高いｐＨ値（ｐＨ６～７）
で溶解するセルロースアセテート－フタレート（ＣＡＰ）は、有利である。これら重合体
の使用によって、胃中での作用物質の有利がないことによる、この種の調剤の公知のいわ
ゆる「胃液抵抗性」が得られ、このことによって、例えば酸不安定性の作用物質を完全な
形で小腸中に到達させることができ、この小腸中で作用物質は、未変化の状態で吸収され
ることができる（Ｒ．　Ｖｏｉｇｔ；　Ｌｅｈｒｂｕｃｈ　ｄｅｒ　ｐｈａｒｍａｚｅｕ
ｔｉｓｃｈｅｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅ；　Ｖｅｒｌａｇ　Ｃｈｅｍｉｅ　１９８４，
　２０９頁以降参照）。さらに、メタクリル酸重合体、殊に、トリメチルアンモニウムメ
チルモノアクリレート－クロリド約１５％までを含有している、メチルメタクリレートと
エチルアクリレートからなる共重合体は、有利である。全てのこれら重合体は、単独で存
在していてもよいし、混合物の形で存在していてもよく、このことによって、このようし
て形成された製剤の性質は、意図した形で影響が及ぼされることができる。選択された作
用物質が重合体マトリックス中で十分に可溶であることが、使用可能性にとって決定的で
ある。通常、このことは、押出機を退去する作用物質含有溶融物の外観において、純粋に
視覚的に既に評価することができる。「固溶体」であることは、室温への冷却後にもその
光学的な透明性を維持する明澄な、完全に透明な溶融物によって判明する。この場合には
さらに、物理的な方法、例えば示差熱分析によって結晶性作用物質がないことを疑問の余
地なく証明することができる。
本発明による方法は、有利に、塩を形成することができる作用物質に使用することができ
るが、しかし、これまでの公知である押出方法下で作用物質の分子分散した分布を有して
いる製剤を製造することができなかった程度の高さの融点をその有利に使用される塩の形
で示す。通常の押出温度は、６０～１６０℃、特に８０～１４０℃の範囲内である。従っ
て作用物質は、非イオンの形で、有利に最大１４０℃である融点を示している。顕著に低
い融点は、可能であり；室温の場合にも液状もしくは油状である作用物質は、使用するこ
とができる。この場合には、固体の支持体物質上への「付着」を前接続することもできる

10

20

30

40

50

(4) JP 4017661 B2 2007.12.5



し（例えばラクトース、シリカゲル等）、又はしかし作用物質は、液状でポンプによって
直接、押出機中にプラスチック技術において公知である方法によって、例えば高圧ポンプ
輸送によって供給することもできる（「側方供給」）。
「塩成分」として種々の有機及び無機の塩は、使用される。有機カルボン酸のナトリウム
塩、例えば酢酸ナトリウム、スクシン酸ナトリウム、アスパラギン酸ナトリウム、マレイ
ン酸ナトリウム、グリシン酸ナトリウム、ナトリウムリシネート、クエン酸ナトリウム、
乳酸ナトリウム、グルコン酸ナトリウム、酒石酸ナトリウム、並びに無機化合物のナトリ
ウム塩、例えば燐酸水素ナトリウム、燐酸二水素ナトリウム及び燐酸ナトリウムは、アニ
オン作用物質（例えばカルボキシ基を有する作用物質）にとって有利である。カチオン作
用物質（塩基性アミノ基を有する作用物質）にとって「酸性」塩、例えばアミノ酸

、しかしまたカルボン酸、例えば酢酸、コハク酸、アスパラギン酸、リンゴ酸
、グリシン、リシン、クエン酸、乳酸、グルコン酸及び酒石 、有利である。
塩成分の量は、本質的に、非イオンの作用物質の量によって測定される。
例えば加工可能性もしくは他の性質に意図的に影響を及ぼすために、本発明による製剤に
種々のさらなる医薬品に常用の助剤は、添加することができる。このような助剤には、例
えば充填剤（例えばラクトース、マンニット）、滑剤（例えばモノグリセリド、ジグリセ
リド及びトリグリセリド並びに脂肪酸の塩）、離型剤（例えばレシチン）、可塑剤（例え
ば脂肪酸、脂肪アルコールもしくはトリエチルシトレート）、安定剤（例えば酸化防止剤
、例えばアスコルビン酸もしくはブチルヒドロキシトルエン）、着色剤もしくは顔料（例
えば酸化鉄顔料）、爆破剤（Ｓｐｒｅｎｇｍｉｔｔｅｌ）（例えば架橋ポリビニルピロリ
ドン、微結晶セルロース）、保存剤（例えばソルビン酸）、又は調味料（例えば芳香物質
、甘味料）が含まれる。これら助剤の選択のための重要な前提条件は、選択された加工プ
ロセス（押出）の場合の十分な（熱）安定性である。さらに、さらなる助剤の存在によっ
て、作用物質の可溶化に最小限必要とされる重合体量を下回らないことが保証されていな
ければならず、それというのも、そうでなければ、混濁によって確認することができる、
マトリックス中での作用物質の再結晶が生じるからである。
本発明による調剤の製造は、自体公知の方法で一軸－もしくは二軸スクリュー押出機で行
なわれ、この場合、本発明の場合には殊に同方向に回転する二軸スクリュー押出機が、そ
の強力な混合作用のために特に有利である。作用物質を含有する溶融物の賦形は、種々の
方法で行なうことができる。例えばタブレットへの直接の溶融物のカレンダ加工は、欧州
特許出願公開第２４０９０６号明細書によれば可能である。ドイツ国特許出願公開第３８
３０３５５号明細書による、回転するカッターを用いた薄い押出物－ストランドの細片化
によるペレットの製造は、同様に可能である。この２つの方法は、押出段階に連続してか
もしくは直ちに引き続いて行なうことができるという利点を提供する（ほぼ「オンライン
」）。しかし、押し出された溶融物を冷却しかつその後に初めて賦形のためのさらなる加
工段階、例えば、インスタントの飲用散剤（Ｉｎｓｔａｎｔ－Ｔｒｉｎｋｐｕｌｖｅｒ）
として使用することができるグラニュール又は、硬質ゼラチン－はめ込み式カプセル中に
充填することもできるし、タブレットに圧縮成形することもできるグラニュールのための
磨砕を続けることも可能である。本発明による調剤は、通常、医薬品として使用される。
しかし、例えば植物の疾患の治療及び殺虫に関して公知である作用物質を本発明による方
法に従って加工することは、同様に可能である。本ビタミン及び無機質（例えば「微量元
素」）は、同様に、発明による方法の範囲内の作用物質である。
次に、例につき本発明を詳説する。
例１（比較例）
イブプロフェン（非イオン）２０．０重量％とビニルピロリドン－酢酸ビニル共重合体（
コリドン（Ｋｏｌｌｉｄｏｎ）ＶＡ－６４（ＢＡＳＦ社））８０重量％からなる粉末混合
物を二軸スクリュー型押出機（ＺＳＫ－３０、Ｗｅｒｎｅｒ　ｕｎｄ　Ｐｆｌｅｉｄｅｒ
ｅｒ社）で押し出すことによって明澄かつ透明な溶融物が得られた。この溶融物を米国特
許第４８８０５８５号明細書中で公知である方法によって押出機からの退去後直ちに重さ
約１０００ｍｇの長円形のタブレットに成形用カレンダを用いて圧縮形成した。次の押出
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のヒド
ロクロリド

酸は



条件に調整した：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上記タブレットからの作用物質の遊離をＵＳＰ－パドル方法（ＵＳＰ－Ｐａｄｄｌｅ－Ｍ
ｅｔｈｏｄｅ）で、ホスフェート緩衝液（ｐＨ７．５）９００ｍｌ中で３７℃で撹拌機回
転数１００ｒｐｍで測定した。試験溶液中の作用物質の濃度測定を紫外線分光分析によっ
て行なった。
次の作用物質の遊離が得られた：
－　１０分後：　３５．９％
－　２０分後：　６５．７％
－　３０分後：　８４．３％
－　６０分後：　１００％
例２
イブプロフェン（非イオン）２０．０重量％、コリドン　ＶＡ－６４　８０重量％及び酢
酸ナトリウム－三水和物５．０重量％からなる粉末混合物を次の加工条件下で二軸スクリ
ュー型押出機（ＺＳＫ－３０、Ｗｅｒｎｅｒ　ｕｎｄ　Ｐｆｌｅｉｄｅｒｅｒ社）で押し
出すことによって明澄かつ透明な溶融物が得られた：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
例１と同様にして得られた重さ約１０００ｍｇの長円形のタブレットの作用物質の遊離の
測定を相応する方法で行なった：
－　１０分後：　４８．１％
－　２０分後：　７７．８％
－　３０分後：　９５．２％
－　６０分後：　１００％
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