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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　経皮または経粘膜投与のための免疫賦活用アジュバントを含み、
　免疫賦活用アジュバントが、脂肪族アルコールを含み、下記式
【化１】

（式中、Ｒ３およびＲ４は結合して環式環を形成してもよく、また、Ｒ１およびＲ２は独
立して１～１６個の炭素原子を含むアルキル側鎖である）
で示されるものを含まず、
　脂肪族アルコールの少なくとも１種が、飽和または不飽和の炭素数１２～１８の直鎖ま
たは分枝アルコールであり、
　パッチ製剤である、
医薬製剤。
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【請求項２】
　脂肪族アルコールの少なくとも１種が、ラウリルアルコール、オレイルアルコール、イ
ソステアリルアルコールまたはデカノールである、請求項１に記載の医薬製剤。
【請求項３】
　少なくとも１種の抗原をさらに含む、請求項１または２に記載の医薬製剤。
【請求項４】
　抗原投与前または抗原投与後、あるいは、抗原投与と同時に、皮膚もしくは粘膜に適用
される、請求項１または２に記載の医薬製剤。
【請求項５】
　パッチ製剤が、マトリックス型テープ製剤、積層型テープ製剤およびリザーバー型パッ
チ製剤からなる群から選択される少なくとも１種である、請求項１～４のいずれか一項に
記載の医薬製剤。
【請求項６】
　無傷の皮膚もしくは粘膜、あるいは、レーザー照射、研磨、またはマイクロニードル、
サーマル、超音波、電場、磁場、圧力もしくはアルカリ処理の少なくとも１種によって処
理された皮膚もしくは粘膜に適用される、請求項１～５のいずれかに記載の医薬製剤。
【請求項７】
　マイクロニードルによって皮膚もしくは粘膜に適用される、請求項１～６のいずれかに
記載の医薬製剤。
【請求項８】
　針部の一部または全面に抗原がコーティングされているマイクロニードルによって皮膚
または粘膜に適用される、請求項１～７のいずれかに記載の医薬製剤。
【請求項９】
　抗原投与前または抗原投与後、あるいは、抗原投与と同時に、皮膚もしくは粘膜に適用
されるパッチ製剤である、請求項１に記載の医薬製剤。
【請求項１０】
　抗原投与と同時に皮膚もしくは粘膜に適用されるパッチ製剤であって、
　前記抗原投与は、マイクロニードルによる穿刺投与により行われ、
　前記パッチ製剤は、穿刺される前記マイクロニードル全体を皮膚もしくは粘膜上で覆う
ように適用されることにより、ワンステップでアジュバントを抗原と共に投与することが
できる、請求項９に記載のパッチ製剤。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、安全かつ効率的な免疫活性増強のための経皮または経粘膜投与アジュバント
およびこれを含む医薬製剤、ならびにその投与方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　皮膚は、最外層の角質層、表皮、真皮、および皮下組織結合組織からなり、通常、死細
胞層および脂質二重層からなる角質層は、多くの物質に対して強力なバリア機能を示す。
表皮層には、ランゲルハンス細胞と呼ばれる抗原提示細胞が存在し、免疫機能を担ってい
る。粘膜もまた、口腔、鼻腔、呼吸器、消化器、生殖器を被う、外部環境との境界であり
、皮膚の最外層の角質層がないことを除いては皮膚と同じ構造である。粘膜は、食物摂取
、呼吸などを通して種々の異物と接しており、例えば病原微生物にとっては宿主体内へ侵
入する主要な経路となっている。そのために、粘膜における免疫防御機構もまた生命バリ
アとして重要である。
【０００３】
　ランゲルハンス細胞は、皮膚内に侵入したタンパク質抗原を捕捉し、内部で分解し、Ｍ
ＨＣ分子上にペプチド断片を表出する。ＭＨＣ－ペプチド複合体は、輸入リンパ管から所
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属リンパ節の皮質下層へと移動し、Ｔ細胞と指状突起細胞とを介して接触する。ランゲル
ハンス細胞が、このように移動することによって、抗原が皮膚からリンパ節内に存在する
ヘルパーＴ細胞（ＴＨ細胞）へと効率よく伝えられる。ランゲルハンス細胞は、抗原をＴ
Ｈ細胞へ提示するために必要なＭＨＣクラスＩＩ分子を豊富に有している。
【０００４】
　アジュバントは、免疫原性を高める物質であり、抗原と共に投与された場合、その抗原
に対する応答が増強する。ワクチン接種においては、アジュバントはワクチン用量および
投与回数を低減させる点で有用である。これまでに、アジュバントに関する多くの研究が
なされており、いくつかの例としてアルミニウム塩、免疫刺激複合体（ＩＳＣＯＭ）、細
菌由来物質などが知られている。しかしながら、これらアジュバントの多くは、皮下ある
いは筋肉内に直接投与されることが多く、かかる場合接触性過敏症、皮下小結節および肉
芽腫などの組織障害を誘発する。したがって、ヒトのワクチン接種などの免疫賦活におい
て、安全かつ効率的な投与の可能なアジュバントおよび製剤に関する要望は高い。
【０００５】
　アジュバントとしては、弱毒化された病原体またはタンパク質サブユニット抗原を含む
多数のワクチン処方物がこれまで多く開発されてきている。従来のワクチン調製物には、
大抵の場合、免疫応答を強化するアジュバントを含む。例えば、デポー（Ｄｅｐｏｔ）を
形成するアジュバントがよく知られている。このアジュバントは、投与された抗原を吸収
または沈降せしめ、注射位置でデポーを形成する。典型的なデポー形成アジュバントとし
て、リン酸アルミニウム、水酸化アルミニウムゲルなどのアルミニウム化合物および水中
油エマルジョンなどが挙げられる。
【０００６】
　しかしながら、デポー形成アジュバントは、抗原性を高める一方で、皮下または筋肉中
に投与された場合、紅斑、接触過敏症、肉芽腫形成などの局所組織障害を惹起するため、
使用面における問題がある。さらに、経皮投与においては、アルミニウム塩の吸収性の問
題も生じる。このような、アジュバント自身の経皮吸収性の問題は、アジュバントとして
の免疫刺激複合体（ＩＳＣＯＭ）、細菌由来物質、サイトカイン類においても同様な問題
を抱えている。例えば、ムラミルジペプチドは、注射の際に、流感に類似の症状の発熱性
反応またはライター症候群、一般的な関節痛、さらに、時には前部ブドウ膜炎、関節炎お
よび尿道炎を引き起こすことなどが知られている。
【０００７】
　以上のように、これまでのアジュバントは、皮下投与あるいは筋肉投与時に激しい局所
組織障害を引き起こす場合が多かった。そこでこの局所組織障害を回避すべく経皮での投
与が提案されたが、これまでのアジュバントは免疫刺激複合体（ＩＳＣＯＭ）や細菌由来
物質などの巨大分子であるか、アルミニウム化合物などであり、いずれも経皮投与には不
向きな化合物ばかりであった。
【０００８】
　また、最近では透過を高める手段としてイオントフォレーシスあるいはマイクロニード
ルを装着した装置による外用投与形態の検討も行われているが、巨大分子の抗原に加えア
ジュバントが吸収性の悪いものであると、抗原とアジュバントを効率よく透過させること
ができないのが現状である。
【０００９】
　例えば、特許文献１には、巨大分子抗原の皮膚細胞内への送達方法としてイオントフォ
レーシスが開示されているが、アジュバントについては記載されていない。
【００１０】
　特許文献２には、微小突起アレイ、抗原性作用物質および免疫応答増強アジュバントを
含有するリザーバを有する皮膚貼付剤、ならびに動物（例えばヒト）にワクチン接種する
ためのその使用方法を開示している。しかしながら、同文献に記載されているアジュバン
トは金属塩や巨大分子（ペプチド等）のみであって、皮膚透過性を有するアジュバントに
ついては記載されていない。
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【００１１】
　特許文献３には、長鎖脂肪族アルコール、それらとＣ１～Ｃ６アルカン酸とのエステル
、または長鎖脂肪酸とアルカノールおよびポリオールとの特定のエステルが注入によって
投与される低分子アジュバントが開示されているが、経皮投与による抗原に対するそれら
の免疫応答については記載されていない。
【００１２】
　さらに、特許文献４には、抗原と親油性溶媒の混合物を投与する段階と、その投与後に
ランゲルハンス細胞の遊走の誘導物質を投与する段階からなる局所投与方法が開示されて
いる。しかしながら、同文献の記載によれば、ランゲルハンス細胞の誘導を促進する物質
としては、下記式で示される、ジブチルフタレート等の二価の不飽和カルボン酸エステル
に限定されている。
【化１】

（式中、Ｒ３およびＲ４は結合して環式環を形成してもよく、また、Ｒ１およびＲ２は独
立して１～１６個の炭素原子を含むアルキル側鎖である）。
【００１３】
　特許文献５には、コレラ毒素または関連ＡＤＰ－リボシル化毒素をアジュバントとして
含む乾燥製剤が開示されている。かかる製剤において、コレラ毒素または関連ＡＤＰ－リ
ボシル化毒素のアジュバントが、皮膚を通過し免疫応答を誘導するとされている。一方、
このようなアジュバントについては安全性に関する情報が少なく、高分子であることから
皮膚に対する透過性も低いうえに、高価であるという欠点がある。
　さらに、特許文献６では接種のために使用される抗原と、抗原を含まないコレラ毒素、
Ｅ．ｃｏｌｉ易熱性エンテロトキシンワクチン等を含有するアジュバントパッチとの併用
による免疫賦活方法に関して開示されている。しかしながら、これも低分子アジュバント
に関する記載はなく、アジュバントは巨大分子であり、皮膚を容易に透過しないため投与
量のコントロールが極めて難しい。また、毒素由来で安全性に関する情報も少なく、高価
であるという欠点がある。
【００１４】
　上記のとおり、従来の注射で用いられるアジュバントには、局所組織障害などの問題が
ある。また、経皮吸収製剤は、注射剤と比較して簡便かつ安全性に優れているのが特徴で
あるが、経皮的に投与されたアジュバントの作用を効率よく示すような物質、特に低分子
化合物は極めて少なく、その投与方法についても確立されていない。さらに臨床の場にお
いても、安価で安全に提供可能なアジュバントおよびその投与方法の確立は強く望まれて
いる。
【００１５】
【特許文献１】特表２００２－５３５１００号公報
【特許文献２】特表２００４－５３８０４８号公報
【特許文献３】特表２００４－５２６７５７号公報
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【特許文献４】特表２００２－５１２１８６号公報
【特許文献５】特表２００１－５１７２３３号公報
【特許文献６】特表２００４－５２９９０６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　したがって、本発明の課題は、経皮または経粘膜投与により皮膚刺激等を誘発すること
なく安全に投与可能であり、抗原の免疫原性を効率よく増強するための低分子アジュバン
トおよびこれを含む医薬製剤、ならびにその投与方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明者らは、上記課題を解決すべく、鋭意検討を行う中で、驚くべきことに、ある種
の低分子化合物が、経皮または経粘膜投与において、皮膚刺激や組織障害を起こすことな
く、抗原の免疫原性を上昇させる免疫増強作用を示すことを見出し、さらに研究を進めた
結果、これら低分子化合物を含む医薬製剤を作製するとともに、その効率的な投与方法を
発見し本発明を完成するに至った。
【００１８】
　すなわち本発明は、脂肪族アルコール類、遊離脂肪酸類および脂肪酸誘導体からなる群
から選択される少なくとも１種を含み、下記式で示されるものを含まない、経皮または経
粘膜投与のための免疫賦活用アジュバントに関する。
【化２】

　（式中、Ｒ３およびＲ４は結合して環式環を形成してもよく、また、Ｒ１およびＲ２は
独立して１～１６個の炭素原子を含むアルキル側鎖である。）
【００１９】
　また本発明は、脂肪族アルコール類の少なくとも１種が、飽和または不飽和の炭素数８
～２０の直鎖または分枝アルコールである、前記免疫賦活用アジュバントに関する。
　さらに本発明は、脂肪族アルコール類の少なくとも１種が、ラウリルアルコール、オレ
イルアルコール、イソステアリルアルコール、オクチルドデカノールまたはデカノールで
ある、前記の免疫賦活用アジュバントに関する。
【００２０】
　また、本発明は、脂肪酸誘導体の少なくとも１種が、脂肪酸エステル類である、前記の
免疫賦活用アジュバントに関する。
　本発明はまた、脂肪酸エステル類の少なくとも１種が、１０～２０の脂肪酸炭素数およ
び０または１の脂肪酸不飽和度をそれぞれ有する、前記の免疫賦活用アジュバントに関す
る。
　本発明はさらに、脂肪酸エステル類の少なくとも１種が、１価の脂肪酸エステルである
、前記の免疫賦活用アジュバントに関する。
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　本発明はまた、１価の脂肪酸エステルの少なくとも１種が、ソルビタンモノラウレート
、プロピレングリコールモノラウレート、イソプロピルミリステート、ソルビタンモノオ
レート、モノオレイン酸グリセロール、パルミチン酸セチルまたはオレイル酸オレイルで
ある、前記の免疫賦活用アジュバントに関する。
【００２１】
　さらに、本発明は、遊離脂肪酸類の少なくとも１種が、飽和または不飽和の炭素数８～
２０の直鎖または分枝脂肪酸である、前記の免疫賦活用アジュバントに関する。
　また、本発明は、遊離脂肪酸類の少なくとも１種が、オレイン酸、リノール酸、γ－リ
ノレン酸、リノレン酸、ラウリン酸、ステアリン酸またはパルミチン酸である、前記の免
疫賦活用アジュバントに関する。
【００２２】
　そしてまた、本発明は、前記の免疫賦活用アジュバントを含む、医薬製剤に関する。
　また、本発明は、少なくとも１種の抗原をさらに含む、前記医薬製剤に関する。
　本発明はさらに、抗原投与前または抗原投与後、あるいは、抗原投与と同時に、皮膚も
しくは粘膜に適用される、前記の医薬製剤に関する。
　またさらに、本発明は、軟膏剤、クリーム剤、粉末剤、ゲル剤、座剤、パップ剤、パッ
チ製剤、ローション剤、液剤および塗布剤からなる群から選択される少なくとも１種であ
る、前記の医薬製剤に関する。
【００２３】
　本発明はまた、パッチ製剤が、マトリックス型テープ製剤、積層型テープ製剤およびリ
ザーバー型パッチ製剤からなる群から選択される少なくとも１種である、前記の医薬製剤
に関する。
　そしてまた、本発明は、無傷の皮膚もしくは粘膜、あるいは、レーザー照射、研磨、ま
たはマイクロニードル、サーマル、超音波、電場、磁場、圧力もしくはアルカリ処理から
なる群から選択される少なくとも１種によって処理された皮膚もしくは粘膜に適用される
、前記の医薬製剤に関する。
　本発明はさらに、研磨、マイクロニードル、または無針注射の少なくとも１種によって
皮膚もしくは粘膜に適用される、前記の医薬製剤に関する。
【００２４】
　また、本発明は、針部の一部または全面に抗原がコーティングされているマイクロニー
ドルによって皮膚または粘膜に適用される、前記の医薬製剤に関する。
　さらに本発明は、イオントフォレーシス、ソノフォレーシスまたはエレクトロポレーシ
ョンの少なくとも１種によって皮膚もしくは粘膜に適用される、前記の医薬製剤に関する
。
　またさらに、本発明は、抗原投与前または抗原投与後、あるいは、抗原投与と同時に、
皮膚もしくは粘膜に適用されるパッチ製剤である、前記の医薬製剤に関する。
　本発明はさらにまた、抗原投与と同時に皮膚もしくは粘膜に適用されるパッチ製剤であ
って、前記抗原投与は、マイクロニードルによる穿刺投与により行われ、前記パッチ製剤
は、穿刺される前記マイクロニードル全体を皮膚もしくは粘膜上で覆うように適用される
ことにより、ワンステップでアジュバントを抗原と共に投与することができる、前記パッ
チ製剤に関する。
【００２５】
　そしてまた、本発明は、経皮または経粘膜投与のための、脂肪族アルコール類、遊離脂
肪酸類および脂肪酸誘導体からなる群から選択される少なくとも１種を含有するアジュバ
ント医薬製剤を、さらに抗原をも含む医薬製剤として、抗原と本発明のアジュバントを同
時に投与する方法のみならず、抗原を投与する前または後に用いることによって、抗原の
免疫原性を安全に効率よく増強させることのできる経皮／経粘膜免疫賦活化方法をも提供
するものである。なお、本発明のアジュバントは、一般に従来のアジュバントより低分子
である化合物を含有するため、経皮または経粘膜投与が可能となったのである。
【発明の効果】
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【００２６】
　（１）本発明のアジュバントによれば、低分子アジュバントの経皮または経粘膜投与に
よって、抗原の免疫原性を効率的かつ安全に増強することができる。
　（２）本発明のアジュバントのうち、脂肪族アルコール類の少なくとも１種が、飽和ま
たは不飽和の炭素数８～２０の直鎖または分枝アルコールである、前記アジュバントであ
るものによれば、抗原の免疫原性を、より効率的かつ安全に増強することができる。
　（３）本発明のアジュバントのうち、脂肪族アルコール類の少なくとも１種が、ラウリ
ルアルコール、オレイルアルコール、イソステアリルアルコール、オクチルドデカノール
またはデカノールであるものによれば、抗原の免疫原性を、さらにより効率的かつ安全に
増強することができる。
　（４）本発明のアジュバントのうち、脂肪酸誘導体の少なくとも１種が、脂肪酸エステ
ル類であるものによれば、抗原の免疫原性を、より効率的かつ安全に増強することができ
る。
　（５）本発明のアジュバントのうち、脂肪酸エステル類の少なくとも１種が、１０～２
０の脂肪酸炭素数および０または１の脂肪酸不飽和度をそれぞれ有する、前記アジュバン
トによれば、抗原の免疫原性を、さらにより効率的かつ安全に増強することができる。
【００２７】
　（６）本発明のアジュバントのうち、脂肪酸エステル類の少なくとも１種が１価の脂肪
酸エステルであるものによれば、抗原の免疫原性を、さらにより一層効率的かつ安全に増
強することができる。
　（７）本発明のアジュバントのうち、１価の脂肪酸エステルの少なくとも１種が、ソル
ビタンモノラウレート、プロピレングリコールモノラウレート、イソプロピルミリステー
ト、ソルビタンモノオレート、モノオレイン酸グリセロール、パルミチン酸セチルまたは
オレイル酸オレイルであるものによれば、抗原の免疫原性を、とくに効率的かつ安全に増
強することができる。
　（８）本発明のアジュバントのうち、遊離脂肪酸類の少なくとも１種が、飽和または不
飽和の炭素数８～２０の直鎖または分枝脂肪酸であるものによれば、抗原の免疫原性を、
より効率的かつ安全に増強することができる。
　（９）本発明のアジュバントのうち、遊離脂肪酸類の少なくとも１種がオレイン酸、リ
ノール酸、γ―リノレン酸、リノレン酸、ラウリン酸、ステアリン酸またはパルミチン酸
であるものによれば、抗原の免疫原性を、さらにより効率的かつ安全に増強することがで
きる。
【００２８】
　（１０）本発明の医薬製剤によれば、抗原の免疫原性を、より簡便に増強することがで
きる。
　（１１）本発明の医薬製剤のうち、少なくとも１種の抗原をさらに含むものによれば、
抗原の免疫原性を、より簡便かつ効率的に増強することができる。
　（１２）本発明の医薬製剤のうち、抗原投与前または抗原投与後、あるいは、抗原投与
と同時に、皮膚もしくは粘膜に適用されるものによれば、抗原の免疫原性を、さらに簡便
かつ効率的に増強することができる。
　（１３）本発明の医薬製剤のうち、軟膏剤、クリーム剤、粉末剤、ゲル剤、座剤、パッ
プ剤、パッチ製剤、ローション剤、液剤および塗布剤からなる群から選択される少なくと
も１種であるものによれば、抗原の免疫原性を、さらに一層より簡便かつ効率的に増強す
ることができる。
【００２９】
　（１４）本発明の医薬製剤のうち、マトリックス型テープ製剤、積層型テープ製剤およ
びリザーバー型パッチ製剤からなる群から選択される少なくとも１種であるものによれば
、アジュバントの送達をより迅速に、かつ、長期にわたって行うことが可能となる。
【００３０】
　（１５）本発明の医薬製剤のうち、無傷の皮膚もしくは粘膜、あるいは、レーザー照射
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、研磨、またはマイクロニードル、サーマル、超音波、電場、磁場、圧力もしくはアルカ
リ処理の少なくとも１種によって処理された皮膚または粘膜に適用されるものによれば、
アジュバントの送達をより迅速に行うことが可能となるとともに、抗原の免疫原性をより
効率的かつ安全に増強することができる。
　（１６）本発明の医薬製剤のうち、研磨、マイクロニードルまたは無針注射からの少な
くとも１種によって皮膚もしくは粘膜に適用されるものによれば、抗原の免疫原性を、極
めて効率的かつ安全に増強することができる。
【００３１】
　（１７）本発明の医薬製剤のうち、針部の一部または全面に抗原がコーティングされて
いるマイクロニードルによって皮膚または粘膜に適用されるものによれば、さらに高い安
全性を備えた、抗原への免疫応答を完成させることができる。
　（１８）本発明の医薬製剤のうち、イオントフォレーシス、ソノフォレーシスまたはエ
レクトロポレーションの少なくとも１種によって皮膚もしくは粘膜に適用されるものによ
れば、アジュバントの経皮吸収が極めて効率的に行われるため、アジュバントによる抗原
の免疫原性の増強作用をより安全に実現させることが可能となる。
　（１９）本発明の医薬製剤のうち、抗原投与前または抗原投与後、あるいは、抗原投与
と同時に、皮膚もしくは粘膜に適用されるパッチ製剤であるものによれば、アジュバント
の送達をより迅速に、かつ、長期にわたって簡便に行うことが可能となるとともに、アジ
ュバントによる抗原の免疫原性の増強作用をより安全に効果的に実現させることが可能と
なる。
　（２０）本発明の医薬製剤のうち、抗原投与と同時に皮膚もしくは粘膜に適用されるパ
ッチ製剤であって、前記抗原投与は、マイクロニードルによる穿刺投与により行われ、前
記パッチ製剤は、穿刺される前記マイクロニードル全体を皮膚もしくは粘膜上で覆うよう
に適用されることにより、ワンステップでアジュバントを抗原と共に投与することができ
るパッチ製剤によれば、アジュバントの送達を、マイクロニードルによる抗原の穿刺投与
と同時にワンステップで極めて簡便かつ迅速に、また長期的に行うことが可能になるとと
もに、アジュバントによる抗原の免疫原性の増強作用を、より容易かつ安全にまた効果的
に実現させることが可能となる。
【００３２】
　以上のとおり、本発明によれば、経皮または経粘膜投与において皮膚刺激や組織障害を
与えることがない極めて安全性に優れた低分子アジュバントおよびこれを含有する医薬製
剤を提供することができる。さらに、本発明の医薬製剤は、抗原と同じ投与経路で投与し
てもよいが、抗原とは異なる別の投与経路で投与してもよく、また、抗原投与と同時に投
与してもよいが、必ずしも抗原投与と同時に投与する必要はないため、抗原とは別の投与
経路で投与することにより、あるいは、抗原を投与する前または後に投与することにより
、簡便で効率的に免疫賦活活性を発揮することが可能となる。そしてまた、本発明の医薬
製剤は、イオントフォレーシス、エレクトロポレーション、ソノフォレーシス（超音波）
などのデバイスを用いる経皮または経粘膜投与方法や、マイクロカニューレ、マイクロニ
ードル、無針注射、研磨などによる経皮または経粘膜投与方法により、極めて効果的に抗
原の免疫活性を高めることができる。かかる特徴を備えた本発明の医薬製剤および投与方
法を提供することで、高齢者等の免疫応答の弱い患者や免疫不全者への対応として、抗原
の投与量や投与回数を減らすことが可能となるとともに、より短期間で治療のために充分
に必要な免疫応答を惹起することが可能となる。
　さらに、本発明の経皮または経粘膜投与用のアジュバントは、低融点、低分子量である
ため高い経皮または経粘膜吸収性を示すことから、種々の経皮吸収型製剤、例えば、パッ
チ製剤やパップ剤等の貼付剤の他、液剤、軟膏剤、ゲル剤、クリーム剤、ローション剤等
への製剤適用が実現でき、また安価に提供可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　本発明においては、脂肪族アルコール類、遊離脂肪酸類および脂肪酸誘導体からなる群
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から選択される少なくとも１種を含み、下記式で示されるものを含まない、経皮または経
粘膜投与のための免疫賦活用アジュバント
【化３】

が提供される。
　本発明において、アジュバントとは、抗原もしくはワクチンの免疫原性を高める目的で
投与される化合物を意味し、本明細書においては「免疫賦活用アジュバント」または単に
「アジュバント」と表記する。
　本発明のアジュバントに含有され得る成分の１種は、脂肪族アルコール類から選ばれる
ものである。このような脂肪族アルコール類においては、直鎖または分枝状の脂肪族アル
コール類が好ましい。このような脂肪族アルコール類において、炭素数および分子量に特
に限定はないが、皮膚もしくは粘膜への透過性を考慮すると、炭素数８～２０であること
がより好ましい。また、かかる脂肪族アルコール類は、飽和または不飽和のいずれであっ
てもよい。
【００３４】
　そのような脂肪族アルコール類は、例えばオクチルドデカノール、ラウリルアルコール
、オレイルアルコール、イソステアリルアルコール、デカノールなどであるが、その中で
もラウリルアルコール、オクチルドデカノール、イソステアリルアルコールが特に好まし
く、ラウリルアルコールが最も好ましい。
【００３５】
　本発明のアジュバントに含有され得る成分の他の１種は、脂肪酸誘導体から選ばれる。
本発明において「脂肪酸誘導体」とは、脂肪酸部分を含む化合物を意味し、典型的には脂
肪酸エステル類、脂肪酸アミド、脂肪酸ハライド等が包含される。これらの脂肪酸誘導体
のうち、脂肪酸エステル類が好ましく、脂肪酸炭素数が１０～２０、脂肪酸不飽和度が０
または１である脂肪酸エステル類および１価の脂肪酸エステル類はそれぞれより好ましい
。
　そのような好ましい脂肪酸エステル類は、例えば、ソルビタンモノラウレート、プロピ
レングリコールモノラウレート、ソルビタンモノオレエート、イソプロピルミリステート
、ポリエチレングリコール、モノオレイン酸グリセロール、パルミチン酸セチル、オレイ
ル酸オレイルなどであるが、特にソルビタンモノラウレートが最も好ましい。
【００３６】
　本発明のアジュバントに含有され得る成分のさらに他の１種は、遊離脂肪酸類から選ば
れるものである。このような遊離脂肪酸類においては、炭素数８～２０のものが好ましい
。また、かかる脂肪酸類は、飽和または不飽和、直鎖または分枝のいずれであってもよい
。遊離脂肪酸類として好ましいのは、オレイン酸、リノール酸、γ―リノレン酸、リノレ
ン酸、ラウリン酸、ステアリン酸またはパルミチン酸である。オレイン酸およびラウリン
酸はとくに好ましい。
【００３７】



(10) JP 5275047 B2 2013.8.28

10

20

30

40

50

　本発明のアジュバントは、単独で用いてもよく、あるいは２種以上を組み合わせて用い
てもよい。とくに、アジュバント間の相乗効果がある場合には、相乗効果を発揮する２種
以上を組み合わせて用いるとよい。他の場合には、アジュバントを単独で用いてもよく、
目的に応じて、組み合わせて用いてもよい。
　本発明のアジュバントは、経皮または経粘膜投与により簡便に効果を奏することができ
る。したがって、本発明のアジュバントは、従来から用いられている経皮もしくは経粘膜
投与製剤に含有せしめることによって、外用形態の医薬製剤における非侵襲的体内投与が
可能となる。かかる医薬製剤の形態としては、本発明のアジュバントが含まれる剤型であ
って、該アジュバントを経皮的もしくは経粘膜的に投与できる形態であれば特に限定され
ないが、パップ剤やパッチ製剤等の貼付剤、軟膏剤、クリーム剤、液剤、ゲル剤、ローシ
ョン剤、座剤、塗布剤、粉末剤などから必要に応じて選択できるが、特に、液剤、ローシ
ョン剤、パッチ製剤が好ましい。なお、本明細書においてパッチ製剤にはマトリックス型
テープ製剤、積層型テープ製剤およびリザーバー型パッチ製剤が包含され、これらのうち
、マトリックス型テープ製剤およびリザーバー型パッチ製剤が好ましく用いられ、マトリ
ックス型テープ製剤が特に好ましく用いられる。
【００３８】
　本明細書において、マトリックス型テープ製剤とは、テープ製剤のうち、粘着性を備え
た本質的にゴム状（ガラス状）ポリマーまたはゲルを含む基剤中に薬理活性物質を分散・
含有してなる粘着剤層を有するものをいい、粘着剤層の一方の面に支持体、他方の面に剥
離ライナーを備える。また、積層型テープ製剤とは、テープ製剤のうち、複数の、粘着性
を備えた基剤中に薬理活性物質を分散・含有してなる粘着剤層を有し、粘着剤層の一方の
面に支持体、他方の面に剥離ライナーを貼り合わせたものをいう。リザーバー型パッチ製
剤とは、薬理活性物質を貯蔵するリザーバーを有し、このリザーバーの一方の面に薬剤に
対して不浸透性の裏あて部材（支持体）を備え、他方の面に剥離ライナー、あるいは、薬
剤浸透性の粘着剤層および剥離ライナーを備えるものをいう。
　また、本発明の経皮または経粘膜投与製剤は、基剤として溶解剤、溶解補助剤、ｐＨ調
整剤、防腐剤、吸収促進剤、安定化剤、充填剤、増粘剤、粘着剤、湿潤剤などの任意の成
分を、本発明のアジュバントとを組み合わせて用いることによって、常法により製造する
ことができる。また、本発明の医薬製剤のうち、他の剤型の医薬製剤も、常法により製造
することができる。
【００３９】
　例えば、本発明の医薬製剤における基剤の成分のうち、増粘剤としては、水分を３０％
～８０％安定に保持でき、かつ保水性を有するものであることが好ましい。この具体例と
しては、グァーガム、ローカストビーンガム、カラギーナン、アルギン酸、アルギン酸ナ
トリウム、寒天、アラビアガム、トラガカントガム、カラヤガム、ペクチン、澱粉等の植
物系、ザンサンガム、アカシアガム等の微生物系、ゼラチン、コラーゲン等の動物系等の
天然高分子、メチルセルロース、エチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、カル
ボキシメチルセルロースナトリウム等のセルロース系、可溶性デンプン、カルボキシメチ
ルデンプン、ジアルデヒドデンプン等のデンプン系等の半合成高分子、ポリビニルアルコ
ール、ポリビニルピロリドン、ポリビニルメタクリレート等のビニル系、ポリアクリル酸
、ポリアクリル酸ナトリウム等のアクリル系、その他ポリエチレンオキサイド、メチルビ
ニルエーテル／無水マイレン酸共重合体等の合成高分子などの水溶性高分子等が好適に用
いられる。特に、ポリアクリル酸ナトリウムが好ましい。ゲル強度が強く、かつ保水性に
優れるからである。更に、平均重合度２００００～７００００のポリアクリル酸ナトリウ
ムが好ましい。これは、平均重合度が２００００より小さくなるにつれ増粘効果が乏しく
なり十分なゲル強度が得られなくなる傾向が現れ、平均重合度が７００００より大きくな
るにつれ増粘効果が強すぎ作業性が低下する傾向が現れるためである。また、前記水溶性
高分子を２種類以上併用することにより、例えば、ポリアクリル酸ナトリウムの強イオン
高分子と高分子コンプレックスを形成し、より一層ゲル強度の大きい弾性ゲルを得ること
ができる。



(11) JP 5275047 B2 2013.8.28

10

20

30

40

50

【００４０】
　湿潤剤としては、グリセリン、プロピレングリコール、ソルビトール等の多価アルコー
ル等を、充填剤としては、カオリン、酸化亜鉛、タルク、チタン、ベントナイト、珪酸ア
ルミニウム、酸化チタン、酸化亜鉛、メタ珪酸アルミニウム、硫酸カルシウム、リン酸カ
ルシウム等を添加してもよい。また、溶解補助剤または吸収促進剤として、炭酸プロピレ
ン、クロタミトン、ｌ－メントール、ハッカ油、リモネン、ジイソプロピルアジペート等
を、薬効補助剤として、サリチル酸メチル、サリチル酸グリコール、ｌ－メントール、チ
モール、ハッカ油、ノニル酸ワニリルアミド、トウガラシエキス等を添加してもよい。更
に、必要に応じて、安定化剤や抗酸化剤、乳化剤、界面活性剤等を添加してもよい。
【００４１】
　本発明の医薬製剤に用いられる界面活性剤は、非イオン性活性剤、イオン性活性剤（カ
チオン、アニオン、両性）のいずれでもよいが、安全性の面から通常医薬品基剤に用いら
れる非イオン性活性剤が望ましい。更に詳しくは、ショ糖脂肪酸エステルなどの糖アルコ
ール脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、ポリグリ
セリン脂肪酸エステル、プロピレングリコール脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソル
ビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレングリセリン脂肪酸エステル、ポリエチレング
リコール脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンヒマシ油、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ
油等が挙げられる。
【００４２】
　本発明の医薬製剤には、その他必要に応じて、架橋剤や重合剤等を添加してもよい。架
橋剤や重合剤等を添加により、膏体を強固にするとともに保水性を持たせることができる
ためである。この架橋剤や重合剤は、増粘剤等の種類に応じて適宜選択される。例えば、
増粘剤にポリアクリル酸またはポリアクリル酸塩を適用した場合は、分子中に少なくとも
２個のエポキシ基を有する化合物、Ｃａ、Ｍｇ、Ａｌ等の塩酸塩、硫酸塩、リン酸塩、炭
酸塩等の無機酸塩、クエン酸塩、酒石酸塩、グルコン酸塩、ステアリン酸塩等の有機酸塩
、酸化亜鉛、無水珪酸等の酸化物、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム等の水酸化
物等の多価金属化合物等が好適に用いられる。また、増粘剤にポリビニルアルコールを適
用した場合は、アジピン酸、チオグリコール酸、エポキシ化合物（エピクロルヒドリン）
、アルデヒド類、Ｎ－メチロール化合物、Ａｌ、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｓｎ、Ｖ、Ｃｕ、Ｂ、Ｃｒ
等の化合物等の錯化物等が好適に用いられる。さらに、増粘剤にポリビニルピロリドンを
適用した場合は、メチルビニルエーテル／無水マレイン酸共重合体、ポリアシッド化合物
またはそのアルカリ金属塩（ポリアクリル酸やタンニン酸およびその誘導体）等が好適に
用いられる。また、増粘剤にポリエチレンオキサイドを適用した場合は、パーオキサイド
、ポリスルホンアザイド等が好適に用いられる。
【００４３】
　さらにまた、増粘剤にメチルビニルエーテル／無水マレイン酸共重合体を適用した場合
は、多官能ヒドロキシ化合物、ポリアミン、ヨウ素、ゼラチン、ポリビニルピロリドン、
鉄、水銀、鉛塩等が好適に用いられる。増粘剤にゼラチンを適用した場合は、ホルムアル
デヒド、グルタルアルデヒド、ジアルデヒドデンプン等のアルデヒド類、グリオキサール
、ブタジエンオキシド等のジエポキシド類、ジビニルケトン等のジケトン類、ジイソシア
ネート類等が好適に用いられる。また、増粘剤にポリアクリル酸ナトリウムを適用した場
合、架橋剤として、水酸化リチウム、水酸化亜鉛、水酸化アルミニウム、ほう酸ナトリウ
ム等の多価金属塩が添加されるのが好ましい。特に、亜鉛塩、アルミニウム塩が好ましい
。架橋反応が促進されるからである。架橋剤として添加される多価金属塩の濃度は、増粘
剤（または水溶性高分子）１当量に対し０．５～１．５当量が好ましい。多価金属塩の濃
度を０．５当量以上とすることによって、反応が促進されてゲル強度が高くなり、多価金
属塩の濃度を１．５当量以下とすることによって、反応を適度な速度において行わせしめ
、ゲル化を均一にすることができ、作業性が向上するからである。
【００４４】
　本発明の貼付剤に用いられる粘着剤としては、アクリル系高分子またはゴム系の高分子
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が好ましい。アクリル系高分子としては、２－エチルヘキシルアクリレート、メチルアク
リレート、ブチルアクリレート、ヒドロキシエチルアクリレート、２－エチルヘキシルメ
タアクリレート等に代表される（メタ）アクリル酸誘導体を少なくとも一種含有させて共
重合したものであれば特に限定されないが、好ましくは２－エチルヘキシルアクリレート
を50％以上含有するものが望ましい。具体的な粘着剤としては、医薬品添加物事典2000（
日本医薬品添加剤協会編集）に粘着剤として収載されているアクリル酸・アクリル酸オク
チルエステル共重合体、アクリル酸２－エチルヘキシル・ビニルピロリドン共重合体溶液
、アクリル酸エステル・酢酸ビニルコポリマー、アクリル酸２－エチルヘキシル・メタク
リル酸２－エチルヘキシル・メタクリル酸ドデシル共重合体、アクリル酸メチル・アクリ
ル酸２－エチルヘキシル共重合樹脂エマルジョン、アクリル樹脂アルカノールアミン液に
包含されるアクリル系高分子等の粘着剤、DURO-TAKアクリル粘着剤シリーズ（ナショナル
スターチアンドケミカル社製）、オイドラギットシリーズ（樋口商会）等を使用すること
ができる。
【００４５】
　ゴム系の高分子としては、スチレン－イソプレン－スチレンブロック共重合体（以下、
ＳＩＳと略記する）、イソプレンゴム、ポリイソブチレン（以下、ＰＩＢと略記する）、
スチレン－ブタジエン－スチレンブロック共重合体（以下、ＳＢＳと略記する。）、スチ
レン－ブタジエンゴム（以下、ＳＢＲと略記する）、ポリシロキサン等が挙げられ、その
中でも、ＳＩＳ、ＰＩＢおよびポリシロキサンが好ましく、特にＳＩＳ、ＰＩＢが好まし
い。
　このような疎水性高分子は２種以上混合して使用しても良く、これら高分子の組成全体
の重量に基づく配合量は、粘着剤層の形成及び充分な皮膚への透過性を考慮して、５～９
０重量％であることが好ましく、さらに１０～７０重量％であることが好ましい。
【００４６】
　本発明の貼付剤の粘着マトリクス（粘着剤層）には可塑剤を配合してもよい。使用され
得る可塑剤としては、石油系オイル（例えば、パラフィン系プロセスオイル、ナフテン系
プロセスオイル、芳香族系プロセスオイル等）、スクワラン、スクワレン、植物系オイル
（例えば、オリーブ油、ツバキ油、ひまし油、トール油、ラッカセイ油）、シリコンオイ
ル、二塩基酸エステル（例えば、ジブチルフタレート、ジオクチルフタレート等）、液状
ゴム（例えば、ポリブテン、液状イソプレンゴム）、液状脂肪酸エステル類（ミリスチン
酸イソプロピル、ラウリン酸ヘキシル、セバシン酸ジエチル、セバシン酸ジイソプロピル
）、ジエチレングリコール、ポリエチレングリコール、サリチル酸グリコール、プロピレ
ングリコール、ジプロピレングリコール、トリアセチン、クエン酸トリエチル、クロタミ
トン等が挙げられる。その中でも、流動パラフィン、液状ポリブテン、ミリスチン酸イソ
プロピル、セバシン酸ジエチル、ラウリン酸ヘキシルが好ましく、特に、液状ポリブテン
、ミリスチン酸イソプロピルおよび流動パラフィンが好ましい。
【００４７】
　これらの成分は２種以上を混合して使用しても良く、このような可塑剤は、充分な皮膚
への透過性及び貼付剤としての充分な凝集力の維持を考慮して、粘着剤層の組成全体に基
づき合計で、１０～７０重量％、好ましくは１０～６０重量％、さらに好ましくは１０～
５０重量％の量で配合することができる。
【００４８】
　本発明の貼付剤の粘着マトリクス（粘着剤層）には、粘着力が不足している場合には粘
着付与樹脂を配合することが望ましく、使用され得る粘着付与樹脂としては、ロジン誘導
体（例えば、ロジン、ロジンのグリセリンエステル、水添ロジン、水添ロジンのグリセリ
ンエステル、ロジンのペンタエリストールエステル等）、脂環族飽和炭化水素樹脂（例え
ばアルコンＰ１００、荒川化学工業）、脂肪族１系炭化水素樹脂（例えばクイントンＢ１
７０、日本ゼオン）、テルペン樹脂（例えばクリアロンP-125ヤスハラケミカル）、マレ
イン酸レジン等が挙げられる。特に水添ロジンのグリセリンエステル、脂環族飽和炭化水
素樹脂、脂肪族系炭化水素樹脂、テルペン樹脂が好ましい。
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　このような粘着付与樹脂は、貼付剤としての充分な粘着力及び剥離時の皮膚への刺激性
を考慮して、粘着剤層の組成全体に基づき５～７０重量％、好ましくは５～６０重量％、
さらに好ましくは１０～５０重量％の量で配合することができる。
【００４９】
　本発明の貼付剤の粘着マトリクス（粘着剤層）には吸収促進剤を含有させてもよく、使
用され得る吸収促進剤としては、従来皮膚での吸収促進作用が認められている化合物であ
ればいずれでも良いが、例えば、炭素鎖数６～２０の脂肪酸、脂肪アルコール、脂肪酸エ
ステル、アミド、またはエーテル類、芳香族系有機酸、芳香族系アルコール、芳香族系有
機酸エステルまたはエーテル（以上は飽和、不飽和のいずれでもよく、また、環状、直鎖
状、分枝状のいずれでもよい）、さらに、乳酸エステル類、酢酸エステル類、モノテルペ
ン系化合物、セスキテルペン系化合物、エイゾン（Ａｚｏｎｅ）、エイゾン（Ａｚｏｎｅ
）誘導体、ピロチオデカン、グリセリン脂肪酸エステル類、プロピレングリコール脂肪酸
エステル類、ソルビタン脂肪酸エステル類（Ｓｐａｎ系）、ポリソルベート系（Ｔｗｅｅ
ｎ系）、ポリエチレングリコール脂肪酸エステル類、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油系
（ＨＣＯ系）、ポリオキシエチレンアルキルエーテル類、ショ糖脂肪酸エステル類、植物
油等が挙げられる。
【００５０】
　このような吸収促進剤は、単独で使用しても２種以上を混合して使用しても良く、貼付
剤としての充分な皮膚への透過性及び発赤、浮腫等の皮膚への刺激性等を考慮して、粘着
剤層の組成全体の重量に基づいて、好ましくは０．０１～４０重量％、さらに好ましくは
０．０５～１０重量％、とくに好ましくは０．１～５重量％で配合することができる。
【００５１】
　医薬製剤にアジュバントを配合する場合には、その配合量は特に限定されないが、アジ
ュバントとして免疫賦活効果を発揮できる濃度のアジュバントが非侵襲的に体内へ吸収さ
れるのに十分な配合量であることが好ましい。したがって、本発明のアジュバントは該ア
ジュバント単独で好適に用いられるのみならず、本発明の医薬製剤中に０．１～９９重量
％で配合されることが好ましく、５～９０重量％で配合されるのがより好ましく、特に１
０～８０重量％で配合されることがさらに好ましい。最も好ましくは１５～７５重量％で
本発明の医薬製剤中に配合される。
【００５２】
　また、本発明のアジュバントは、抗原とともに体内に投与することも可能であり、した
がって、本発明の医薬製剤には、少なくとも１種の抗原がさらに含まれていてもよい。こ
の場合においても、抗原が経皮もしくは経粘膜投与可能であれば、本発明のアジュバント
と抗原とを含有する経皮的または経粘膜的な非侵襲性の医薬製剤とすることができる。か
かる製剤の形態としては、パップ剤、パッチ製剤等の貼付剤、軟膏剤、クリーム剤、液剤
、ゲル剤、ローション剤、座剤、塗布剤、粉末剤などの経皮または経粘膜投与製剤を必要
に応じて選択でき、抗原および本発明の低分子アジュバントが含まれる剤型で皮膚もしく
は粘膜から投与できる形態であれば特に限定されない。前記のとおり、本明細書において
パッチ製剤には、マトリックス型テープ製剤、積層型のテープ製剤およびリザーバー型パ
ッチ製剤が包含される。また、かかる本発明の経皮または経粘膜製剤も、基剤として溶解
剤、溶解補助剤、ｐＨ調整剤、防腐剤、吸収促進剤、安定化剤、充填剤、増粘剤、粘着剤
などの任意の成分を用い、抗原および本発明のアジュバントとを組み合わせることによっ
て、常法により製造することができる。なお、基剤には前記吸収促進剤として、アジュバ
ントおよび／または抗原の皮膚もしくは粘膜への透過性を高めるものを配合することがで
きるが、かかる吸収促進剤を含まなくても、本発明のアジュバントにより抗原の免疫原性
を充分に増強することができる。
　一方、併用される抗原が十分な経皮もしくは経粘膜活性を有していない場合には、本発
明のアジュバントのみを経皮もしくは経粘膜投与し、併用される抗原は非経皮的もしくは
非経粘膜的に投与してもよい。
　本発明の医薬製剤の好ましい投与方法は、抗原を非経皮的もしくは非経粘膜的に投与す
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る前または後に、あるいは、投与するのと同時に、本発明のアジュバントを含有する医薬
製剤（特に好ましくはパッチ製剤）を適用することである。なお、抗原を非経皮的もしく
は非経粘膜的に投与する前に、本発明のパッチ製剤を貼付した場合には、抗原投与時、さ
らに抗原投与後においても本発明のパッチ製剤を継続して貼付してもよい。
【００５３】
　上記抗原とアジュバントとの併用製剤における抗原とアジュバントの配合量は、抗原と
アジュバントの組み合わせによって適宜決定することができる。また、かかる製剤中にお
けるアジュバントの含量もとくに限定されることはなく、経皮もしくは経粘膜投与により
十分な抗原免疫応答を誘起せしめる量であればよい。したがって、抗原とアジュバントと
の併用製剤中において、本発明のアジュバントは、好ましくは０．１～９９重量％、より
好ましくは５～９０重量％、とくに好ましくは１０～８０重量％で配合される。最も好ま
しい製剤中におけるアジュバントの含量は１５～７５重量％である。一方、抗原とアジュ
バントとの併用製剤中における抗原の配合量は、０．０１～９９重量％が好ましく、０．
５～８０重量％がより好ましく５～７０重量％が特に好ましい。
【００５４】
　なお、本明細書において、抗原とは、免疫細胞上の抗原レセプターに結合し、免疫応答
を惹起する物質を意味し、例としては、特に限定されることなく、ポリヌクレオチド（Ｄ
ＮＡワクチン、ＲＮＡワクチン）、タンパク質ベースのワクチンなどが挙げられ、さらに
具体的には、タンパク質、多糖、オリゴ糖、リポタンパク質、弱毒化もしくは殺された、
サイトメガロウイルス、Ｂ型肝炎ウイルス、Ｃ型肝炎ウイルス、ヒトパピローマウイルス
、風疹ウイルスおよび水痘帯状疱疹のようなウイルス、弱毒化もしくは殺された、百日咳
菌、破傷風菌、ジフテリア菌、グループＡ連鎖球菌属、レジオネラ・ニューモフィラ菌、
髄膜炎菌、緑膿菌、肺炎連鎖球菌、梅毒トレポネーマおよびコレラ菌のような細菌、なら
びにそれらの混合物の形態の抗原が包含される。抗原性作用物質を含有する、多数の商業
的に入手可能なワクチンもまた、本発明において用いることができる。そしてまた、イン
フルエンザワクチン、ライム病ワクチン、狂犬病ワクチン、麻疹ワクチン、流行性耳下腺
炎ワクチン、水痘ワクチン、天然痘ワクチン、肝炎ワクチン、百日咳ワクチンおよびジフ
テリアワクチン、さらには、癌、動脈硬化、神経疾患、アルツハイマー等のワクチン療法
で使用される抗原も包含される。また、この抗原は、抗原性（感作性）を有するアレルゲ
ン物質であってもよく、多種多様な金属、化学物質がそれにあたる。例えば、アトピー性
皮膚炎の抗原を明らかにするアレルギー検査および治療の場合は、ホコリ、不活化ダニ等
のハウスダスト、各種の花粉などが使用されてもよい。また、Ｔ細胞性介在性の自己免疫
疾患または症状に関連する炎症性Ｔ細胞により認識される抗原も包含される。
【００５５】
　これらの抗原の投与経路は特に限定されないが、経口、注射（筋肉内、皮下、皮内）に
よる投与方法や、経粘膜、経皮投与が挙げられる。経皮投与の場合は、抗原の皮膚透過性
と必要な投与量に応じた経皮投与手段が選択される。
【００５６】
　本発明のアジュバントを上記抗原と同一手段または異なる経皮もしくは経粘膜投与手段
で投与することによって、皮膚もしくは粘膜のランゲルハンス細胞が活性化され、皮膚も
しくは粘膜からリンパ節内に存在するＴＨ細胞へと効率よく伝えられることにより高い免
疫応答が完成される。このことにより、外用医薬品、化粧品あるいはアレルゲン物質の抗
原性の簡便な評価や、感染症、癌、アレルギー等の、ワクチンによる予防または治療、Ｔ
細胞介在性の自己免疫疾患の治療などが可能となる。
　本発明の医薬製剤の好ましい投与方法は、抗原を投与する前または後、あるいは、抗原
を投与するのと同時に、本発明アジュバント医薬製剤を経皮または経粘膜投与する方法で
あり、より好ましくは、抗原を投与する前または後、あるいは、抗原を投与するのと同時
に、本発明のアジュバントを含有するパッチ製剤を貼付することである。なお、抗原を投
与する前に、本発明のパッチ製剤を貼付した場合には、抗原投与時、さらに抗原投与後に
おいても本発明のパッチ製剤を継続して貼付してもよい。
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　本発明のパッチ製剤の貼付時間は、貼付を抗原投与前または抗原投与後にした場合であ
っても、あるいは、抗原投与と同時にした場合であっても、本発明のアジュバントが皮膚
もしくは粘膜を充分に透過してその効果を充分に発揮できる時間であれば特に限定されな
いが、好ましくは０．１～９６時間、より好ましくは０．５～４８時間、特に好ましくは
２～２４時間である。
【００５７】
　本発明のアジュバントを含む医薬製剤、または本発明のアジュバントと抗原とを同時に
含む医薬製剤は、無傷の皮膚もしくは粘膜に適用することができるが、さらに経皮的もし
くは経粘膜的な吸収性を上げることを目的として、皮膚研磨処理もしくは粘膜研磨処理、
マイクロニードルによる処理、レーザー照射、サーマル処理、電場処理、磁場処理、圧力
処理、あるいはアルカリ処理等の物理的または化学的処理を施した皮膚もしくは粘膜に適
用することも可能である。さらにまた、イオントフォレーシス、エレクトロポレーション
、ソノフォレーシス（超音波）などのデバイスを用いる方法、マイクロカニューレ、マイ
クロニードル、無針注射などを装着した装置による経皮もしくは経粘膜投与形態を取るこ
とによって、さらに高い効率で、安全性の高い抗原に対する免疫応答を完成させることが
できる。これらの中でも、研磨、マイクロニードル、または無針注射により経皮もしくは
経粘膜投与を行うのが特に好ましい。また、上記投与形態は特に限定されず、抗原の皮膚
もしくは粘膜への透過性や必要とされる投与量に応じて最適な投与手段を選択することが
できる。
【００５８】
　また、他の好ましい本発明の医薬製剤の投与方法は、針部の一部または全面に、抗原お
よび本発明のアジュバントを担体等の基剤とともに含む本発明の医薬製剤をコーティング
したマイクロニードルを用いて投与する方法である。
　また、抗原を、マイクロニードルの針部の一部または全面にコーティングすることによ
り、マイクロニードルを用いて投与し、本発明のアジュバントを含む医薬製剤は、マイク
ロニードルによって投与せずに、皮膚もしくは粘膜に塗布または貼付する等して、抗原投
与前もしくは抗原投与後に皮膚もしくは粘膜に適用してもよく、また、抗原投与と同時に
皮膚もしくは粘膜に適用することも可能である。
　例えば、マイクロニードルの針部へのコーティングの記載は、特表２００４－５０４１
２０号公報、特表２００４－５２８９００号公報、ＷＯ２００５／０１６４４０などにあ
る。
【００５９】
　本発明の医薬製剤を用いた免疫賦活の好ましい方法の１つは、マイクロニードルの針部
の一部または全面に抗原をコーティングすることにより、抗原をマイクロニードルを用い
て投与し、抗原を投与する前または後に、あるいは抗原を投与するのと同時に、本発明の
アジュバントを含む医薬製剤を経皮または経粘膜投与する方法であり、より好ましくは、
マイクロニードルの針部の一部または全面に抗原をコーティングすることにより、抗原を
マイクロニードルを用いて投与し、抗原を投与する前または後に、あるいは抗原を投与す
るのと同時に、本発明のアジュバントを含有するパッチ製剤を貼付することである。
　さらにまた、マイクロニードルの針部の一部または全面に抗原をコーティングすること
により、抗原をマイクロニードルを用いて投与し、本発明のパッチ製剤を抗原投与と同時
に皮膚もしくは粘膜に投与する方法のうち、特に好ましいものとしては、抗原投与をマイ
クロニードルによる穿刺投与により行い、穿刺されるそのマイクロニードル全体を本発明
のパッチ製剤が皮膚もしくは粘膜上で覆うように適用する（投与する）ことにより、本発
明のアジュバントを含むパッチ製剤をワンステップで抗原と共に投与する方法が挙げられ
る。かかる方法においては、抗原の投与と本発明のパッチ製剤の投与とを行うためにそれ
ぞれ別の動作をする必要がなく、また、抗原投与に用いられるマイクロニードルが皮膚も
しくは粘膜に穿刺される際に、その穿刺されるマイクロニードルの針のない側の基盤面と
、該基盤面の周囲に隣接するマイクロニードルが穿刺されない部分の皮膚もしくは粘膜と
が、本発明のパッチ製剤によって共に覆われて安定に固定されることにより、簡便かつ確
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【実施例】
【００６０】
　以下、実施例を用いて本発明をより具体的に説明するが、本発明の範囲は、これらの実
施例に限定されない。
実施例１
　雄性７～８週齢のＢＡＬＢ／ｃマウスの腹部を剃毛し、候補アジュバント（オレイン酸
、ラウリルアルコール、オレイルアルコール、イソステアリルアルコール、ソルビタンモ
ノラウレート、ソルビタンモノオレエート）のアセトン溶液（５０％）を５０μＬ経皮投
与（塗布）した（アジュバント単独群）。一方、抗原ハプテン併用群はＦＩＴＣ溶液（５
ｍｇ／ｍＬ　ｉｎ　ａｃｅｔｏｎｅ）と各アジュバント溶液の１：１混合液を腹部に５０
μＬを経皮投与した（ＦＩＴＣ併用群）。５日後にリンパ節（頸部、鼠頸）を摘出し、リ
ンパ細胞のＭＨＣ　ＣｌａｓｓＩＩ分子の発現強度についてフローサイトメトリーで解析
した（図１）。
【００６１】
　図１に示すとおり、遊離脂肪酸（オレイン酸）、脂肪酸エステル類（ソルビタンモノラ
ウレート、ソルビタンモノオレエート）および脂肪族アルコール類（ラウリルアルコール
、オレイルアルコール、イソステアリルアルコール）の低分子アジュバントの経皮投与に
より、ＭＨＣ　ＣｌａｓｓＩＩ分子を発現するリンパ細胞数の著しい増加が認められた。
すなわち、低分子遊離脂肪酸類、脂肪酸エステル類および脂肪族アルコール類が、経皮投
与において、高いアジュバント効果を有することが確認された。特にラウリルアルコール
のアジュバント効果が最も顕著であった。
【００６２】
実施例２
　雄性７～８週齢のＢＡＬＢ／ｃマウスの腹部を剃毛し、候補アジュバント（ラウリルア
ルコール、オレイルアルコール、イソステアリルアルコール、オクチルドデカノール、ポ
リエチレングリコールモノラウレート、ソルビタンモノラウレート）各２５μＬ（原液）
を皮内投与した郡と、アセトン溶液（５０％）を５０μＬ経皮投与（塗布）した群の皮膚
刺激の程度をスコアで評価した（表１）。
【００６３】
　表１に示すとおり、脂肪酸エステル類（ポリエチレングリコールモノラウレート、ソル
ビタンモノラウレート）および脂肪族アルコール類（ラウリルアルコール、オレイルアル
コール、イソステアリルアルコール、オクチルドデカノール）のそれぞれの低分子アジュ
バントの経皮投与は、皮膚刺激が検出されず、皮内投与に比べて安全性が極めて高いこと
が確認された。
【００６４】
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【表１】

【００６５】
実施例３
　雄性７～８週齢のＢＡＬＢ／ｃマウスの腹部を剃毛し、無処置群、抗原皮内投与群に分
けた。ＯＶＡ（抗原：Ｏｖａｌｂｕｍｉｎ；シグマ社）を１０μｇ／ｈｅａｄになるよう
に生理食塩水に溶解させて調製し、ＯＶＡ単独群はＯＶＡ水溶液を２５μＬ皮内投与した
。各種アジュバント（ラウリルアルコール、オレイルアルコール、イソステアリルアルコ
ール、オクチルドデカノール、ポリエチレングリコールモノラウレートおよびフロイント
完全アジュバント（ＦＣＡ））併用群はＯＶＡ溶液を皮内投与後、直ちに各アジュバント
溶液２５μＬを腹部皮膚表面に経皮投与（塗布）した。投与は０、２、４週間後に行い、
採血は２、４、５週間後に行い、２、４、５週間後のＯＶＡ特異的ＩｇＧ抗体価をＥＬＩ
ＳＡにて測定した。結果は５週間後のデータを表２に示す。
【００６６】
　表２に示すとおり、抗原の皮内投与、もしくは各種アジュバントの無傷皮膚への経皮投
与を併用し、抗原特異的ＩｇＧ変化を調査したところ、いずれのアジュバント候補におい
ても高い抗原ＩｇＧの免疫応答が確認された。最も高い免疫応答を示したのは、ラウリル
アルコール、オレイルアルコールの併用投与群であった。これらの結果から、脂肪族アル
コール類および脂肪酸エステル類、特に脂肪族アルコール類が、抗原の経皮吸収性を高め
るだけでなく、アジュバントとしての免疫賦活作用を有することが確認された。
【００６７】

【表２】
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【００６８】
実施例４
　雄性７～８週齢のＢＡＬＢ／ｃマウスの腹部を剃毛し、無処置群、マイクロニードル適
用群、皮膚研磨前処理群、イオントフォレーシス適用群に分けた。ＯＶＡを１００μｇ／
ｈｅａｄになるように調製し、ＯＶＡ単独群はＯＶＡ水溶液を適用し、ラウリルアルコー
ル（ＬＡ）併用群はＯＶＡ溶液とＬＡとＴｗｅｅｎ２０（乳化剤）を１：１：０．０１の
比率で混合しエマルジョン化した溶液を調製して使用した。マイクロニードル適用群にお
いては、１ｃｍ２のマイクロニードル（針長約２００μｍ、４００本／ｃｍ２）を予め剃
毛した腹部皮膚に穿刺した後、直ちに上述したエマルジョン溶液を５０μＬ塗布した。ま
た、皮膚研磨処理群は、マイクロニードルの代わりに３Ｍ　ＲＥＤ　ＤｏｔＴＭ　２２３
６を用いて皮膚を５回擦過した後、エマルジョン溶液を５０μＬ塗布した。イオントフォ
レーシス適用群は、剃毛腹部皮膚にエマルジョン溶液を５０μＬ塗布した後、塗布部位に
生理食塩液を不織布に含浸させたイオントフォレーシス製剤（不織布製剤：Ａｇ、Ａｇ／
ＡｇＣｌ　１ｃｍ２）を貼付し、直流電流（０．４ｍＡ／ｐａｔｃｈ）を１時間印加した
。投与は０、２、４週間後に行い、採血は２、４、５週間後に行い、ＯＶＡ特異的ＩｇＧ
抗体価をＥＬＩＳＡにて測定した。結果は４週間後のデータを図２に示す。
【００６９】
　図２に示すとおり、抗原、または、抗原およびラウリルアルコールを含有する製剤のイ
オントフォレーシス（ＩＰ＋ＬＡ）、マイクロニードル（マイクロニードル＋ＬＡ）、皮
膚研磨前処理（研磨＋ＬＡ）の経皮投与による抗原特異的ＩｇＧの量（４週間後）をみた
ところ、いずれの経皮投与形態においても高い抗原特異的ＩｇＧの免疫応答が確認された
。最も高い免疫応答を示したのは、イオントフォレーシスによる投与であった。ラウリル
アルコールを併用した場合には、抗原を単独投与した場合と比較して、抗体価の有意な増
大が認められた。
【００７０】
実施例５
　雄性７～８週齢のへアレスラットの腹部にＯＶＡを２ｍｇ／patchになるように調製し
、マイクロニードル群は抗原と５％ポリビニルアルコール液をマイクロニードルの針部に
コーティングし、生理食塩水を皮膚側に滴下し２時間穿刺した。また、マイクロニードル
＋ラウリルアルコール群は、事前にラウリルアルコールを皮膚に塗布し、生理食塩水を皮
膚側に滴下し前記抗原と５％ポリビニルアルコール液をマイクロニードルの針にコーティ
ングしたものを２時間穿刺した。投与は０、２、４週間後に行い、採血は２、４、５週間
後に行い、ＯＶＡ特異的ＩｇＧ抗体価をＥＬＩＳＡにて測定した。結果を図３に示す。
【００７１】
　図３に示すとおり、抗原をコーティングしたマイクロニードルを穿刺した場合（マイク
ロニードル）は抗体価が上昇しなかったが、ＬＡを抗原投与前に皮膚に塗布した後に、抗
原をコーティングしたマイクロニードルを穿刺した場合（マイクロニードル＋ラウリルア
ルコール）には、抗体価が顕著に上昇した。したがって、抗原コーティングしたマイクロ
ニードルにおいて、ＬＡを併用することによる免疫増強作用が確認された。
【００７２】
実施例６
　雄性７～８週齢のへアレスラットの腹部にＯＶＡを２ｍｇ／patchになるように調製し
、マイクロニードル（ＯＶＡ＋５％ポリビニルアルコール）群は抗原と５％ポリビニルア
ルコール液をマイクロニードルの針部にコーティング［抗原溶液：１０％ポリビニルアル
コール＝１：１で混合］し、２時間穿刺した。また、マイクロニードル（ＯＶＡ＋オリー
ブ油）または（ＯＶＡ＋ラウリルアルコール）群は、エマルジョン［抗原溶液：オリーブ
油またはラウリルアルコール：界面活性剤（Ｔｗｅｅｎ８０）＝１：１：０．０１］をマ
イクロニードルの針にコーティングし、２時間穿刺した。投与は０、２、４週間後に行い
、採血は２、４、５週間後に行い、ＯＶＡ特異的ＩｇＧ抗体価をＥＬＩＳＡにて測定した
。結果を図４に示す。
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【００７３】
　図４に示すとおり、抗原単独もしくは抗原＋オリーブ油でエマルジョンコートしたマイ
クロニードルを穿刺した場合は抗体価の上昇がみられなかったが、ラウリルアルコールを
用いコートしたマイクロニードルでは顕著に上昇した。したがって、抗原＋ラウリルアル
コールのエマルジョンをマイクロニードルにコーティングすることの有用性が確認された
。
【００７４】
実施例７
　雄性７～８週齢のＢＡＬＢ／ｃ マウスの腹部を剃毛し、ＯＶＡを０．１ｍｇ／patchに
なるように調製し、マイクロニードル（ＯＶＡ）群は抗原と５％ポリビニルアルコール液
をマイクロニードルの針にコーティング［抗原溶液：１０％ポリビニルアルコール＝１：
１で混合］し、２時間穿刺した。また、マイクロニードル（ＯＶＡ＋ラウリルアルコール
またはＯＶＡ＋オレイルアルコール）群は、エマルジョン［抗原溶液：ラウリルアルコー
ルまたはオレイルアルコール：界面活性剤（Tween８０）＝１：１：０．０１］をマイク
ロニードルの針にコーティングし、２時間穿刺した。投与は０、２、４週間後に行い、採
血は２、４、５週間後に行い、ＯＶＡ特異的ＩｇＧ抗体価をＥＬＩＳＡにて測定した。結
果を図５に示す。
【００７５】
　図５に示すとおり、抗原のみコーティングしたマイクロニードルは、顕著な抗体価の上
昇はみられなかったが、抗原＋ラウリルアルコールもしくはオレイルアルコールでエマル
ジョンコートしたマイクロニードルを穿刺した場合は顕著に抗体価が上昇した。したがっ
て、抗原とラウリルアルコールまたは抗原とオレイルアルコールのエマルジョンをマイク
ロニードルにコーティングすることの有用性が確認された。
【００７６】
実施例８
　雄性７～８週齢のＢＡＬＢ／ｃ マウスを吸入麻酔（セボフレン）下で呼吸に合わせて
抗原５０μＬ（インフルエンザＨ３Ｎ２（バイオジェネシス社）：１μｇ／ｈｅａｄ）を
鼻に滴下投与した（経鼻（抗原））。抗原+ＬＡは、［抗原溶液：ＬＡ：界面活性剤（Ｔ
ｗｅｅｎ８０）＝９：１：０．０５で混合］を鼻に滴下投与した（経鼻（抗原＋ＬＡ））
。
　また、皮内投与群はネンブタール麻酔下で腹部を剃毛し、抗原５０μＬ（インフルエン
ザＨ３Ｎ２：０．０７μｇ／ｈｅａｄ）を皮内投与した（皮内（抗原））。抗原＋ＬＡは
、［抗原溶液：ＬＡ：界面活性剤（Ｔｗｅｅｎ８０）＝１：１：０．０１で混合］を皮内
投与した（皮内（抗原＋ＬＡ））。初回投与より２、４週間後に同条件でブースト、２、
４、５週間後に眼底採血し、抗体価を測定した。結果を図６に示す。
【００７７】
　抗原とＬＡのエマルジョンを経鼻投与した場合、抗原単独の経鼻投与に比べ、抗体価の
上昇がみられた。皮内投与の場合はこれまでと同様にＬＡによるアジュバント効果がみら
れた。
【００７８】
実施例９　
　口腔粘膜投与におけるＬＡアジュバントの効果を確認するため、雄性７～８週齢のＢＡ
ＬＢ／ｃマウスの口腔に２５μＬずつ２回投与した（ＯＶＡ２５００μｇ／ｈｅａｄ。結
果を示す図７において、「０」はｎ＝４、投与量５０μＬ[抗原溶液]、「２０」はｎ＝２
、投与量５０μＬ [抗原溶液：ＬＡ：界面活性剤(Ｔｗｅｅｎ８０)＝８：２：０．０５で
混合]、「５０」はｎ＝４、投与量５０μＬ [抗原溶液：ＬＡ：界面活性剤(Ｔｗｅｅｎ８
０)＝５：５：０．０５で混合]の各処理群をそれぞれ示す）。初回投与より1週間後にブ
ーストし、2週間後に眼底採血し抗体価を測定した（図７中の－は、各処理群において得
られた抗体価の平均値を示す）。
【００７９】
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　口腔粘膜から抗原単独もしくはＬＡ濃度を変えた２種のエマルジョンを投与した場合、
抗原単独群（０）では抗体価の上昇はみられなかったが、ＬＡ併用群（（２０）および（
５０））においてはＬＡ濃度に依存して抗体価の上昇が確認された（図７）。なお、本実
施例において抗原、ＬＡ、界面活性剤の一部は消化管粘膜、主に腸管粘膜から吸収されて
効果を示しているものと考えられる。
【００８０】
実施例１０
　雄性7週齢ヘアレスラットの腹部を剃毛し、（１）ラウリルアルコール（ＬＡ）４０％
配合アクリル系テープ製剤(２ｃｍ2)を６時間または２４時間貼付し、剥離後貼付部位皮
内にＯＶＡを２０μｇ／５０μＬ(生理食塩水)投与（ＬＡ　ｔａｐｅ(６ｈｒ)＋i.c.また
はＬＡ　ｔａｐｅ(２４ｈｒ)＋i.c.）、もしくは、（２）皮内にＯＶＡを２０μｇ／５０
μＬ(生理食塩水)投与した後にＬＡ４０％配合アクリル系テープ製剤(２ｃｍ2)を２４時
間貼付した（i.c.＋ＬＡ　ｔａｐｅ(２４ｈｒ)）。貼付中は、テープ製剤の上部に保護テ
ープを用いた。コントロールとして、（３）ＯＶＡの皮内投与群（i.c.）および（４）Ｏ
ＶＡ溶液に水酸化アルミニウム(２ｍｇ／ｍＬ)を混合し皮下投与した群（s.c.(＋Ａｌｕ
ｍ)）を設定した。投与は、０、２、４週間後に行い、採血は２、４、５週間後に行い、
ＯＶＡ特異的ＩｇＧ抗体価をＥＬＩＳＡにて測定した。
　なお、前記のＬＡ４０％配合アクリル系テープ製剤（マトリックス型テープ製剤）は、
４．０ｇのラウリルアルコール、１３．３ｇ（乾燥重量６．０ｇ）のDuro-Tak87-2194（
アクリル系粘着剤）を混合し、４００μｍの厚みで剥離ライナー上に展膏した後、８０℃
で１０分間乾燥させ、支持体を付着させて２ｃｍ２にカットすることにより製造した。
結果を図８に示す。
【００８１】
　図８に示すとおり、ＯＶＡの皮内投与のみでは抗体価が上昇しなかったが、皮内投与の
前後どちらかにＬＡ４０％配合アクリル系テープ製剤を貼付することで、顕著に抗体価が
上昇した。したがって、抗原投与前または抗原投与後にＬＡ配合テープ製剤を使用するこ
との有用性が確認された。
【００８２】
実施例１１
　雄性7週齢ヘアレスラットの腹部を剃毛し、（１）マイクロニードルにＯＶＡ抗原を塗
布（３０μｇ／ｐａｔｃｈ）し穿刺投与し（抗原のみＭＮ塗布）、（２）表皮に３０％Ｌ
Ａ(オリーブオイルにて希釈)または１００％ＬＡを２５μＬ塗布し、ＯＶＡ抗原を塗布（
３０μｇ／ｐａｔｃｈ）したマイクロニードルを穿刺投与し（３０％ＬＡ表面塗布または
１００％ＬＡ表面塗布）、あるいは（３）マイクロニードルにＯＶＡ抗原を塗布（３０μ
ｇ／ｐａｔｃｈ）し穿刺投与後にＬＡ４０％配合アクリル系テープ製剤(２cm2)を２４時
間貼付した（４０％ＬＡ　ｔａｐｅ）。コントロールとして、アジュバントに水酸化アル
ミニウム（２ｍｇ／ｍＬ）を使用してＯＶＡ（３０μｇ／ｈｅａｄ）を皮下投与した群（
皮下投与（＋Ａｌｕｍ））を設定した。投与は、０、２、４週間後に行い、採血は２、４
、５週間後に行い、ＯＶＡ特異的ＩｇＧ抗体価をＥＬＩＳＡにて測定した。
　なお、前記のＬＡ４０％配合アクリル系テープ製剤（マトリックス型テープ製剤）は、
４．０ｇのラウリルアルコール、１３．３ｇ（乾燥重量６．０ｇ）のDuro-Tak87-2194（
アクリル系粘着剤）を混合し、４００μｍの厚みで剥離ライナー上に展膏した後、８０℃
で１０分間乾燥させ、支持体を付着させて２ｃｍ２にカットすることにより製造した。
　２、４、５週間後の抗体価をそれぞれ図９－ａ、図９－ｂ、図９－ｃに示す。
【００８３】
　この試験におけるマイクロニードルへの３０μｇ／ｐａｔｃｈの抗原塗布では動物個体
に対する抗体価の上昇はほとんど生じない投与量であると思われるが、図９のａに示すと
おり、マイクロニードル投与とＬＡ４０％配合テープ製剤を併用した群（４０％ＬＡ　ｔ
ａｐｅ）のみ、初回投与の２週間後から抗体価の上昇する個体が確認された。さらに、図
９のｂに示すとおり、２回目の投与後には、マイクロニードル投与とＬＡ４０％配合テー
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プ製剤を併用した群（４０％ＬＡ　ｔａｐｅ）の全例に高い抗体価が確認された。また、
アジュバントに水酸化アルミニウムを併用した皮下投与群（皮下投与（＋Ａｌｕｍ））で
は抗体価の上昇が数例の個体に確認されたが、ＬＡテープ製剤併用群（４０％ＬＡ　ｔａ
ｐｅ）よりは明らかに低値であった。３回目の投与後では図９のｃに示すとおり、マイク
ロニードル投与とアジュバントを併用した各種投与群を比較しても全例に抗体価の上昇が
みられた群は、ＬＡ４０％配合テープ製剤を用いた群（４０％ＬＡ　ｔａｐｅ）と皮下投
与した群（皮下投与（＋Ａｌｕｍ））のみで、しかも前者が最も高い抗体価を示した。し
たがって、通常は抗体価が上昇しない程度の低用量の抗原を投与した場合においても、本
発明のアジュバントを含むテープ製剤の使用により、充分に高い抗体価が得られることが
示され、本発明のテープ製剤の極めて優れた免疫賦活効果が確認された。
【００８４】
実施例１２
　雄性７週齢ヘアレスラットの腹部を剃毛し、（１）ＯＶＡ２０μg／５０μL(生理食塩
水)を皮内投与し、ＯＶＡ投与後にＬＡ４０％配合アクリル系テープ製剤(２ｃｍ２)を２
、６、１２、２４時間貼付した（i.c.　４０％ａｃｒｙｌ　２ｈｒ、６ｈｒ、１２ｈｒ、
２４ｈｒ）。製剤貼付中は、テープ製剤の上部に保護テープを用いた。コントロールとし
て、（２）ＯＶＡの皮内投与群（i.c.　(-)）、（３）ＯＶＡの皮内投与後にアジュバン
ト無配合のアクリル系テープ製剤を２４時間貼付した群（i.c.　０％ａｃｒｙｌ　２４ｈ
ｒ）、（４）ＯＶＡの皮内投与後にＬＡ３％配合ＳＩＳ系テープ製剤もしくはＬＡ４０％
配合ＳＩＳ系テープ製剤を２４時間貼付した群（i.c.　３％ＳＩＳ、４０％ＳＩＳ　２４
ｈｒ）、（５）ＯＶＡ溶液に水酸化アルミニウム(２ｍｇ／ｍＬ)を混合し皮下投与した群
（s.c.　Ａｌｕｍ）を設定した。投与は、０、２、４週間後に行い、採血は２、４、５週
間後に行い、ＯＶＡ特異的ＩｇＧ抗体価をＥＬＩＳＡにて測定した。
　なお、前記のＬＡ４０％配合アクリル系テープ製剤（マトリックス型テープ製剤）は、
４．０ｇのラウリルアルコール、１３．３ｇ（乾燥重量６．０ｇ）のDuro-Tak87-2194（
アクリル系粘着剤）を混合し、４００μｍの厚みで剥離ライナー上に展膏した後、８０℃
で１０分間乾燥させ、支持体を付着させて２ｃｍ２にカットすることにより製造した。ま
た、前記のアジュバント無配合のアクリル系テープ製剤（マトリックス型テープ製剤）は
、ラウリルアルコールを加えない以外は、ＬＡ４０％配合アクリル系テープ製剤と同様に
製造した。さらに、前記のＬＡ３％配合ＳＩＳ系テープ製剤（マトリックス型テープ製剤
）は、０．３ｇのラウリルアルコール、２．５ｇのＳＩＳ（スチレン－イソプレン－スチ
レンブロック共重合体）、３．７ｇの脂環族飽和炭化水素樹脂、３．５ｇの流動パラフィ
ン、６．７ｇのトルエンを混合し、４００μｍの厚みで剥離ライナー上に展膏した後、８
０℃で１０分間乾燥させ、支持体を付着させて２ｃｍ２にカットすることにより製造した
。同様に、前記のＬＡ４０％配合ＳＩＳ系テープ製剤（マトリックス型テープ製剤）は、
４．０ｇのラウリルアルコール、１．６ｇのＳＩＳ（スチレン－イソプレン－スチレンブ
ロック共重合体）、２．３ｇの脂環族飽和炭化水素樹脂、２．２ｇの流動パラフィン、６
．７ｇのトルエンを混合し、４００μｍの厚みで剥離ライナー上に展膏した後、８０℃で
１０分間乾燥させ、支持体を付着させて２ｃｍ２にカットすることにより製造した。
　２、４、５週間後の結果をそれぞれ図１０－ａ、図１０－ｂ、図１０－ｃに示す。
【００８５】
　図１０－ａ～ｃから理解される通り、ＬＡ４０％配合アクリル系テープ製剤（上記（１
）（i.c.　４０％ａｃｒｙｌ　２ｈｒ、６ｈｒ、１２ｈｒ、２４ｈｒ））の貼付時間を比
較した場合、２時間貼付で全例ともやや抗体価が上昇し、さらに６、１２、２４時間貼付
ではいずれも同程度に極めて高い抗体価を示した。また、ＬＡ４０％配合ＳＩＳ系テープ
製剤を２４時間貼付した群（上記（４）（i.c.　４０％ＳＩＳ　２４ｈｒ））では、前記
のアクリル系テープ製剤を使用した群と同等の効果を奏することが理解される。一方、コ
ントロール群である皮内投与群（上記（２）（i.c.　(-)））や、アジュバント無配合ア
クリル系テープ製剤を貼付した群（上記（３）i.c.　０％ａｃｒｙｌ　２４ｈｒ））は、
５週間後でも劇的な抗体価上昇はみられなかった。したがって、ＬＡ４０％配合テープ製



(22) JP 5275047 B2 2013.8.28

10

20

30

40

50

剤は、６時間前後の貼付で充分に優れた免疫増強効果が得られることが示された。
　これらの結果から、本発明のテープ製剤は、２時間程度の貼付から良好な免疫賦活効果
を奏し、約６時間以上貼付した場合には極めて優れた免疫増強効果を奏すると考えられる
。
【００８６】
実施例１３
　雄性１０週齢のヘアレスラットの腹部を剃毛し、（１）マイクロニードルにＯＶＡ抗原
を塗布し（３０μｇ／ｐａｔｃｈ）、２時間穿刺投与した群（ＭＮ２ｈｒ）、（２）マイ
クロニードルにＯＶＡ抗原を塗布し（３０μｇ／ｐａｔｃｈ）穿刺投与すると同時に、マ
イクロニードル全体を覆うようにＬＡ４０％配合アクリル系テープ製剤（２ｃｍ２）を貼
付し、マイクロニードルによる穿刺投与を２時間およびテープ製剤の貼付を６時間行った
群（ＭＮ２ｈｒ＋ＬＡｔａｐｅ６ｈｒ）、（３）マイクロニードルにＯＶＡ抗原を塗布し
（３０μｇ／ｐａｔｃｈ）穿刺投与すると同時に、マイクロニードル全体を覆うようにＬ
Ａ４０％配合アクリル系テープ製剤（５ｃｍ２）を貼付し、６時間マイクロニードルによ
る穿刺投与とテープ製剤の貼付とを行った群（ＭＮ６ｈｒ＋ＬＡｔａｐｅ６ｈｒ）、（４
）マイクロニードルの先にＯＶＡ抗原を塗布し（３０μｇ／ｐａｔｃｈ）、同時にマイク
ロニードル基板上に３０％ＬＡ溶液を塗布して、６時間穿刺投与した群（ＬＡｕｎｄｅｒ
ＭＮ６ｈｒ）を設定した（各群いずれもｎ＝４）。マイクロニードルの固定はいずれの群
もコーバン及びスキナゲートにて行った。投与は、０、２、４週間後に行い、採血は５週
間後に行い、ＯＶＡ特異的ＩｇＧ抗体価をＥＬＩＳＡにて測定した。
　なお、前記のＬＡ４０％配合アクリル系テープ製剤（マトリックス型テープ製剤）は、
実施例１２と同じものを使用した。結果を図１１に示す。
図１１に示すとおり、抗原のみをマイクロニードルにより穿刺投与した場合（ＭＮ２ｈｒ
）に比べて、抗原をマイクロニードルにより穿刺投与すると同時に本発明のテープ製剤を
貼付した場合（ＭＮ２ｈｒ＋ＬＡｔａｐｅ６ｈｒおよびＭＮ６ｈｒ＋ＬＡｔａｐｅ６ｈｒ
）、ならびに、抗原をマイクロニードルの先に、ＬＡをマイクロニードルの基板上に塗布
して抗原と本発明のアジュバントを同時に穿刺投与した場合（ＬＡｕｎｄｅｒＭＮ６ｈｒ
）の方が、より顕著な抗体価の上昇がみられた。したがって、本発明のアジュバントまた
は医薬製剤は、抗原と同時に投与することによっても、優れた免疫賦活効果を示すことが
確認された。
　また、穿刺されるマイクロニードル全体を覆うようにワンステップで抗原投与と同時に
適用されたテープ製剤が、優れた免疫賦活効果を示したことにより、必ずしも抗原投与部
位とアジュバント投与部位が同じである必要はないことが示唆された。
　以上示したとおり、遊離脂肪酸類（オレイン酸等）、脂肪酸誘導体（ソルビタンモノラ
ウレート、ソルビタンモノオレエート等）および脂肪族アルコール類（ラウリルアルコー
ル、オレイルアルコール、イソステアリルアルコール等）からなる群から選択される少な
くとも１種を含有する本発明のアジュバントおよびこれを含む医薬製剤は、抗原投与と同
時、または抗原投与の前もしくは後に、経皮投与または経粘膜投与することにより、抗原
の免疫原性を簡便かつ安全に著しく上昇させることが可能であることが示された。また、
免疫賦活効果に優れた本発明の医薬製剤の使用により、抗原の投与量・投与回数を減らす
ことが可能となるとともに、生体への負担を軽減することが可能となることが示唆された
。
【産業上の利用可能性】
【００８７】
　以上のように、本発明によれば、安全かつ効率的な免疫活性増強のための、脂肪酸誘導
体、遊離脂肪酸類あるいは脂肪族アルコール類から選ばれる低分子化合物を含有する経皮
もしくは経粘膜投与用のアジュバント、およびこれを含む医薬製剤が提供される。また、
本発明によれば、本発明の医薬製剤を、抗原投与と同時、あるいは抗原投与前または後に
投与することにより、抗原の免疫原性を増強する方法が提供される。本発明は、外用医薬
品、化粧品あるいはアレルゲン物質の評価、感染症、癌、動脈硬化症、アルツハイマー病
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等の脳神経疾患、アレルギー等のワクチン治療等に幅広く利用することができるほか、Ｔ
細胞介在性の疾患に対する治療のための抗炎症性免疫調節剤としても利用が期待される。
したがって、本発明は、医薬産業およびその関連産業の発展に寄与するところ大である。
【図面の簡単な説明】
【００８８】
【図１】ＭＨＣ－ＣｌａｓｓＩＩ分子の発現強度に対する本発明のアジュバントの効果を
示す図である。
【図２】抗原Ｏｖａｌｂｕｍｉｎの抗原特異的ＩｇＧ抗体価の変化（４週間後）に対する
本発明のアジュバント製剤（ラウリルアルコール（ＬＡ）含有）の効果を、イオントフォ
レーシス（ＩＰ）、マイクロニードル、皮膚研磨前処理（研磨）において示す図である。
【図３】抗原コーティングしたマイクロニードルにおいて、ＬＡを併用することによる、
本発明のアジュバントの効果を示す図である。
【００８９】
【図４】抗原＋ラウリルアルコールのエマルジョンをマイクロニードルにコーティングす
ることによる、本発明のアジュバントの効果を示す図である。
【図５】抗原＋ラウリルアルコールまたはオレイルアルコールのエマルジョンをマイクロ
ニードルにコーティングすることによる、本発明のアジュバントの効果を示す図である。
【図６】経鼻投与による、本発明のアジュバントの効果を示す図である。
【００９０】
【図７】口腔粘膜投与による、本発明のアジュバントの効果を示す図である。
【図８】抗原の皮内投与前または後に本発明の医薬製剤（ＬＡ配合テープ製剤）を貼付し
た場合の効果を示す図である。
【００９１】
【図９】図９は、抗原をマイクロニードルによりコーティング投与した後、本発明の医薬
製剤（ＬＡ配合テープ製剤）を貼付した場合の効果を示す図である（図９－ａは２週間後
、図９－ｂは４週間後、図９－ｃは５週間後の効果をそれぞれ示す）。
【図１０】図１０は、抗原を皮内投与した後、本発明の医薬製剤（ＬＡ配合テープ製剤）
を貼付した場合の効果を示す図である（図１０－ａは２週間後、図１０－ｂは４週間後、
図１０－ｃは５週間後の効果をそれぞれ示す）。
【図１１】図１１は、本発明の医薬製剤を抗原投与と同時に経皮投与した場合の効果を示
す図である。
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