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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体を流すことのできる第１の液体流用チャンネルであって、該液体を該チャンネルに
おいて薄膜に広げるための０．５１ｍｍ（０．０２０インチ）未満の直径を有する絞りを
含む第１の液体流用チャンネルを含み、噴霧ガスを流すことのできる第１及び第２のガス
流用チャンネルをさらに含み、該第１の液体流用チャンネルが該第１及び第２のガス流用
チャンネルの中間にあり、該第１及び第２のガス流用チャンネルが該噴霧ガスを該液体の
薄膜に衝突させて液滴を生成するように配置された噴霧器と；
　該液滴を乾燥させて粒子を形成するための乾燥チャンバーと；
　該粒子を捕集するための捕集器と
を含む、医薬処方物を形成するための噴霧乾燥システム。
【請求項２】
　前記第１の液体流用チャンネルが環状であり、前記第１のガス流用チャンネルが円筒状
であり、前記第２のガス流用チャンネルが環状である、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記第１のガス流用チャンネルと流体連通しかつ該第１のガス流用チャンネルに対して
垂直な第３のガス流用チャンネルをさらに含み、該第３のガス流用チャンネルを出るガス
流が前記薄膜に直角に衝突する、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記乾燥チャンバーが５０℃以上の出口温度を有するガス出口流を有する、請求項１に
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記載のシステム。
【請求項５】
　前記医薬処方物が活性剤及び賦形剤を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記賦形剤が３５℃よりも高いガラス転移温度を有する、請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
　前記粒子が２よりも高いしわ値を有する、請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記粒子が０．５ｇ／ｃｍ3未満の密度を有する、請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　前記粒子が２０μｍ未満の質量中位径を有する、請求項１に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　明確に規定された粒子サイズ及び粒子サイズ分布を有する粒子を液体供給原料から正確
かつ再現可能に生成する機能は、食品、化学薬品及び医薬品を含む種々の分野で応用され
ている。粒子サイズ及び粒子サイズ分布のこのような制御は、活性剤を含有する液体又は
乾燥粉末粒子が患者に投与される医薬用途において特に重要である。このような用途では
、公知かつ繰り返し可能な方法においてこのような粒子の供給を達成するために、粒子サ
イズ及び粒子サイズ分布を制御することが望ましい。
【０００２】
　医薬品の投与のための粉末は、噴霧乾燥によって作製されている。噴霧乾燥は、種々の
液体及びスラリー材料から乾燥した粒状固形物を生成するために、化学、食品及び医薬産
業において用いられる通常の化学処理単位操作である。このプロセスは、液体フィードを
高温の乾燥媒体に噴霧することにより、液体フィードを乾燥した粒状形態に素早く変換す
ることを必要とする。
【０００３】
　通常の噴霧乾燥のシステム及びプロセスが開示されている。例えば、米国特許第５，２
６０，３０６号明細書、同第４，５９０，２０６号明細書、英国特許第２，１０５，１８
９号明細書、及び欧州特許出願公開第０７２０４６号明細書では、ネドクロミルナトリウ
ムを噴霧乾燥して経肺送達のための好ましくは２～１５ｍｍの小粒子を形成する方法が記
載されている。米国特許第５，３７６，３８６号明細書では、経肺薬物送達のための粒状
の多糖類キャリヤーであって、５～１００ｍｍサイズの粒子を含みかつ１．７５未満のし
わ値を有するキャリヤーの調製法が記載されている。国際公開第９６／０９８１４号パン
フレットでは、治療薬又は診断薬のいずれかを運ぶ噴霧乾燥された滑らかでかつ球状の微
小粒子が開示されている。米国特許第６，０２２，５２５号明細書では、噴霧乾燥によっ
て調製されかつ超音波画像法に有用な微小粒子が開示されている。さらに、経肺送達のた
めの空気力学的に軽い粒子、及び経肺薬物送達のための界面活性剤を含む粒子、並びにそ
れらの調製法が、米国特許第５，８５５，９１３号明細書及び同第５，８７４，０６４号
明細書において開示されている。疎水性の薬物及び賦形剤の噴霧乾燥が、米国特許第５，
９７６，５７４号明細書、同第５，９８５，２４８号明細書、同第６，００１，３３６号
明細書、及び同第６，０７７，５４３号明細書において開示されている。２０００年８月
１日出願の米国仮特許出願第６０／２２２，０６７号明細書では、実質的に単分散の粒子
又は明確に規定されかつ制御可能な粒子サイズ分布を有するマルチモーダルな粒子を生成
するのに適合できる噴霧乾燥プロセスが開示されている。更なる噴霧乾燥プロセスは、欧
州特許出願公開第１００４３４９号明細書、国際公開第９６／３２１４９号パンフレット
、同第９９／１６４１９号パンフレット、米国特許第６，０００，２４１号明細書、及び
同第６，０５１，２５６号明細書、並びにＫ．Ｍａｓｔｅｒｓ著「Ｓｐｒａｙ Ｄｒｙｉ
ｎｇ Ｈａｎｄｂｏｏｋ」において開示されている。上記参考文献のすべてが、その参照
により全体として本明細書に含まれる。様々な噴霧器が、医薬品の粉末を噴霧乾燥するの
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に使用されている。これらには、ガス支援二流体ノズル、回転式噴霧器、及び表面を不安
定にして液滴を形成する振動ホーンを含む超音波噴霧器がある。これらの様々な噴霧器の
それぞれの例は、上で引用した特許において開示されている。液滴サイズ及び液滴サイズ
分布は、噴霧器の選択によって影響を受ける。
【０００４】
　従来の噴霧乾燥技術を経肺薬物投与の分野に適用するには多くの技術的な問題がある。
例えば、得られた粒子を肺深くに投与するのに必要な特定のサイジング要件がしばしばあ
る。肺の用途に関しては、エアロゾル中に分散された粒子の空気力学的サイズは、肺にお
ける堆積パターンに直接影響を与える。この最終的な粒子サイズに影響する主な因子には
、最初の液滴サイズ、最初の固体濃度、及び乾燥速度がある。資本設備及び運転費用を最
小限に抑えるためには、特定のプロセスに適した最も高い固体濃度を有する小さな液滴を
生成することが有利である。
【０００５】
　特に経済的な方法において、最終粒状生成物の物理的及び化学的安定性に必要とされる
所望の低水分含有量を達成することは困難な場合がある。結局、商業的な適用に好適な大
規模で効率的な方法において、幾つかの医薬用途、例えば、経肺送達のために必要な小粒
子を生成することは困難であるとわかった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　したがって、改善された方法で噴霧乾燥された粒子を生成できることが望ましい。狭い
サイズ分布を有する、特には経肺薬物投与のための噴霧乾燥された粒子を生成できること
がさらに望ましい。経済的な方法で所望の粒子を生成できることがさらに望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、これらのニーズを満足するものである。本発明の１つの態様においては、医
薬処方物を形成するための噴霧乾燥システムは、液体を流すことのできる第１の液体流用
チャンネルであって、該液体を該チャンネルにおいて薄膜に広げるための０．５１ｍｍ（
０．０２０インチ）未満の直径を有する絞りを含む第１の液体流用チャンネルを含み、噴
霧ガスを流すことのできる第１及び第２のガス流用チャンネルをさらに含み、該第１の液
体流用チャンネルが該第１及び第２のガス流用チャンネルの中間にあり、該第１及び第２
のガス流用チャンネルが該噴霧ガスを該液体の薄膜に衝突させて液滴を生成するように配
置された噴霧器と；該液滴を乾燥させて粒子を形成するための乾燥チャンバーと；該粒子
を捕集するための捕集器とを含む。
【０００８】
　本発明の特徴、態様及び利点は、以下の説明、特許請求の範囲、及び本発明の典型的な
特徴を例示する添付図面に関してより十分に理解されるであろう。しかしながら、これら
の特徴のそれぞれは、特定の図面の範囲においてだけでなく、一般的に本発明で使用する
ことができ、本発明は、これらの特徴の任意の組み合わせを含むと解されるべきである。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本発明は、液滴の形成に向けられる。とりわけ、本発明は、液体供給原料から噴霧乾燥
された粒子を形成するための液滴の形成に向けられる。このプロセスは、経肺投与のため
の医薬品粒子を生成するということに関連した範囲で説明されるが、本発明は、他の医薬
又は非医薬プロセスにおいても使用することができ、本明細書で与えられる例に限定され
るべきではない。
【００１０】
　本発明による噴霧乾燥システム５が図１に示される。この噴霧乾燥システム５は、液状
媒体の液滴を生成する噴霧操作１０を含み、この液滴は乾燥操作２０で乾燥される。液滴
の乾燥によって離散粒子が形成され、この粒子は、乾燥した粉末組成物を形成し、次いで
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分離操作３０で捕集される。１つの変形態様においては、噴霧乾燥システムの構成要素は
、２０００年８月１日出願の米国仮特許出願第６０／２２２，０６７号明細書及び米国特
許第６，０５１，２５６号明細書において記載されている通りであることができ、これら
明細書の両方はその参照により全体として本明細書に含まれる。図１の噴霧乾燥システム
５においては、噴霧操作は、液体を膜に広げ、次いでこの液体をガスと衝突させて液滴を
形成する噴霧器４０によって実施される。
【００１１】
　本発明による噴霧器４０の変形態様が図２に示される。噴霧器４０は、液体供給原料を
液滴に噴霧することのできるノズル５５を画定するハウジング５０を含む。この変形態様
においては、ハウジング５０は、液体供給原料６５が流れる第１環状チャンネル６０を含
む。この第１環状チャンネル６０の前方部分７０は、第１環状チャンネル６０を通って流
れる液体供給原料を薄い環状膜に成形するのに利用される絞り部分７１へ細くなっている
。図示される変形態様においては、薄膜は、前方部分７０での拡張円錐面によって生成さ
れる。液体供給原料の薄い環状膜は、第１環状チャンネル６０の前方端部７５で第１環状
チャンネル６０を出る。第２環状チャンネル８０は、噴霧ガス８５の輸送のために与えら
れる。第２環状チャンネル８０は、音速などの高速において、環状の噴霧ガスが液体供給
原料の薄い環状膜に衝突するように前方端部９０を成形されている。
【００１２】
　図２の変形態様におけるこの液体環状膜への環状噴霧ガスの衝突によって、液滴の形成
が改善される。液滴は、環状噴霧ガスを用いて第１環状チャンネル６０の前方端部７０で
拡張円錐面の縁から液滴を引き離すことにより形成される。液体を薄くしかつ噴霧ガスと
相互作用する液体の単位体積当たりの表面積の量を増加させることにより、噴霧効率が改
善される。これによって、より小さな液滴サイズをより少ない噴霧ガスを用いて生成する
ことが可能となる。薄膜の厚さによって所望の液滴を形成することが可能となる。１つの
変形態様においては、薄膜は、０．０２０インチ未満、より好ましくは０．００５インチ
未満、より好ましくは０．００２インチ未満、最も好ましくは約０．００１インチである
。チャンネル形状の性質により薄膜を形成し、次いでこの薄膜をガスと衝突させることに
よって、形成される液滴のサイズ分布がより狭い範囲でかつより制御可能となることもま
た見出された。
【００１３】
　噴霧器４０の別の変形態様が図３に示される。この変形態様においては、噴霧器は、液
体供給原料６５が流れる第１環状チャンネル６０を含む。この変形態様においては、液体
供給原料は、図２の変形態様と同様に絞り部分７１によって薄膜に成形される。第２環状
チャンネル１８０は、ガス１８５がそれを通って流れ、第１環状チャンネル６０からの薄
膜と接触点１７５で接触するように与えられる。加えて、第３チャンネル９５が噴霧ガス
１００を提供する。この第３チャンネル９５は、ガスが細い開口９７を介して再向され、
噴霧ガスの細い流れが衝突点１０５で液体の薄い環状膜に衝突するように前方端部９６を
成形されている。図示される変形態様においては、衝突点１０５は、接触点１７５の下流
にある。液体の薄膜と再向された噴霧ガスとの衝突によって望ましい特徴を有する液滴が
作り出される。第２環状チャンネル１８０は、その中のガスが、液体供給原料の薄膜と衝
突して液滴を同様に生成するか及び／又は衝突点１０５への薄膜の輸送において助けとな
るよう作用することができるようにデザインすることができる。このようにして、この変
形態様は、液体の薄膜に開口９７からの噴霧ガスを衝突させることができる裏材を提供す
ることによって改善された噴霧効率を与える。他の変形態様においては、第２環状チャン
ネル１８０を取り去ることができる。
【００１４】
　噴霧器４０の別の変形態様が図４に示される。図４の変形態様は、図３の変形態様に類
似している。しかしながら、図４の変形態様においては、第１チャンネル６０の前方端部
７０は、薄膜が噴霧器４０の細長い軸７３に平行な方向に第１チャンネル６０を出るよう
に７２を成形されている。図４の変形態様においては、薄膜は、前方部分７０から衝突点
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１０５まで円筒形状である。この形状の場合、開口９７を出る噴霧ガスは、薄膜と直角に
衝突する。これによって液滴形成に関する制御が改善される。
【００１５】
　本発明による噴霧器４０により、噴霧効率がかなり改善され、より小さくかつより均一
な液滴サイズの生成が可能となる。例えば、３５μｍ未満、好ましくは１０μｍ未満の液
滴を生成することができる。より小さな液滴サイズの利点は、所与の固体濃度に関してよ
り小さな最終粒子サイズを得ることができるということである。あるいはまた、固体濃度
は、特定の粒子サイズを維持しながら増加させることができる。これによりシステムの処
理量を向上させることができる。向上したサイズ分布が図５に示される。図５は、図４の
噴霧器４０と米国特許第６，０５１，２５６号明細書の従来技術の噴霧器両方に関する噴
霧器中心線からの半径方向距離の関数としての液滴直径のグラフを示している。図からわ
かるように、液滴直径は、本発明の噴霧器４０に関して非常により均一でかつより小さい
。
【００１６】
　さらに本発明による噴霧器４０は、噴霧プロセスに関する特定の制御を可能とする。例
えば、外側の流れに対する内側の流れの質量流量比を調整することにより、液滴噴霧の角
度を調整することができる。したがって、噴霧は、特定の噴霧乾燥システムに関して最適
化することができる。加えて、噴霧円錐角の最適化により、噴霧を横切る液滴の数密度を
最小化し、より均一な液滴乾燥プロセスにより均一な粒子特性を提供することができる。
液体供給原料を噴霧乾燥することにより生成される粒子は、噴霧乾燥された粒子の所望の
粒子サイズ及び粒子サイズ分布を作り出すよう生成することができる。したがって、噴霧
乾燥プロセス単独で得られる所望の中位径及び粒子サイズ分布を有する噴霧乾燥粒子を生
成することができる。濾過又は遠心分離などのような更なる分離処理を存在させても存在
させなくてもよく、所望の粒子サイズ分布を与えることはしばしば必要ではない。本発明
の粒子サイズ及び粒子サイズ分布の制御は、粒子形態に関してさらにより多くの制御を与
えるために、他のプロセスパラメータ、例えば、乾燥速度に関する制御と組み合わせて使
用することができる。
【００１７】
　乾燥操作で生成される粒子の最終的な水分含有量を制御するために、ガスの出口温度及
び／又は相対湿度を制御することもまた望ましい。ガスの出口温度は、入口温度、生成物
の乾燥工程で課される熱負荷（液状媒体の入口温度、蒸発される水の量などに依存する）
及び他の因子の関数である。ガスの出口温度は、少なくとも５０℃以上、好ましくは少な
くとも７０℃、通常６０～８０℃の範囲に維持されることが好ましい。
【００１８】
　乾燥操作は、特定の特徴、例えば、国際公開第９７／４１８３３号パンフレットに記載
されるように２よりも高いしわ値を有する所望の粒子を与えるよう制御することができる
。この国際公開はその参照により全体として本明細書に含まれる。乾燥速度は、液滴サイ
ズ分布、ガス流の入口温度、ガス流の出口温度、液滴の入口温度、及び噴霧スプレーと乾
燥ガスを混合する方法を含む幾つかの変量によって制御することができる。乾燥ガス流は
、処理される特定の活性剤に応じて少なくとも９０℃、好ましくは少なくとも１２０℃、
より好ましくは少なくとも１３５℃、さらにより好ましくは少なくとも１４５℃、しばし
ば１７５～２００℃の入口温度を有することが好ましい。
【００１９】
　１つの変形態様においては、噴霧乾燥プロセス５は、低密度の粒子、例えば、０．５ｇ
／ｃｍ3未満の密度を有する粒子を形成するのに使用することができる。例えば、供給原
料は、活性剤が脂質マトリックス内に含有される粒子を生成するために、脂質、例えば、
リン脂質と活性剤を含むことができる。付加的に又はその代わりとして、供給原料は、例
えば、その参照により全体として本明細書に含まれる国際公開第９９／１６４１９号パン
フレットに記載されるように、中空及び／又は多孔質粒子を生成するための発泡剤を含む
ことができる。
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【００２０】
　本発明の方法は、タンパク質、ポリペプチド、オリゴペプチド、核酸などのような医薬
品の粒子を生成するのに有用である。本方法は、経肺投与に好適なサイズの粒子を生成す
るのに有用であり、経肺送達のためのインスリン粒子を生成するのに特に有用である。
【００２１】
　したがって、１つの変形態様においては、噴霧乾燥システム５は、エアロゾル化してユ
ーザの呼吸器官、とりわけユーザの肺の肺胞領域に送達することができる粒子を含む医薬
処方物を提供する。この医薬処方物は、粉末状の薬物、液体の溶液又は懸濁液などを含む
ことができ、活性剤を含むことができる。
【００２２】
　本明細書で記載される活性剤は、幾つかの薬理学的なしばしば有益な効果を与える試剤
、薬物、化合物、組成物又はそれらの混合物を含む。このようなものとしては、食品、補
助食品、栄養素、薬物、ワクチン、ビタミン及び他の有益な試剤が挙げられる。本明細書
で用いられる場合には、この用語は、患者に対して局所的な又は全身の効果を作り出す任
意の生理的又は薬理学的に活性な物質をさらに含む。本明細書で記載される薬理学的処方
物に組み込むための活性剤は、無機又は有機化合物であることができ、例えば、以下に限
定されないが、末梢神経、アドレナリン受容体、コリン受容体、骨格筋、心血管系、平滑
筋、血管系、シナプス部位、神経効果器接合部位、内分泌系、ホルモン系、免疫系、生殖
系、骨格系、オータコイド系、消化器系、排出系、ヒスタミン系、及び中枢神経系に作用
する薬物であることができる。好適な活性剤は、例えば、催眠薬、鎮静薬、精神賦活薬、
精神安定剤、呼吸器用薬、抗痙攣薬、筋弛緩薬、抗パーキンソン剤（ドーパミン拮抗剤）
、鎮痛剤、抗炎症剤、抗不安薬（不安緩解剤）、食欲減退剤、抗片頭痛剤、筋収縮剤、抗
感染薬（抗生物質、抗ウイルス薬、抗真菌薬、ワクチン）、抗関節炎薬、抗マラリア薬、
制吐薬、抗てんかん剤、気管支拡張薬、サイトカイン、成長因子、抗癌剤、抗血栓症薬、
抗高血圧症薬、心臓血管薬、抗不整脈薬、抗酸化薬、抗喘息薬、ホルモン剤、例えば、避
妊薬、交感神経興奮剤、利尿薬、脂質調節剤、抗アンドロゲン剤、駆虫薬、抗凝固薬、悪
性腫瘍剤、抗悪性腫瘍剤、血糖降下剤、栄養剤、栄養補給剤、成長補助剤、抗腸炎剤、ワ
クチン、抗体、診断薬、及び対照剤から選択することができる。活性剤は、吸入によって
投与される場合には、局所的又は全身的に作用することができる。
【００２３】
　活性剤は、小分子、ペプチド、ポリペプチド、タンパク質、多糖類、ステロイド、生理
作用を誘発することのできるタンパク質、ヌクレオチド、オリゴヌクレオチド、ポリヌク
レオチド、脂肪、電解質などを含むがそれらに限定されない幾つかの構造的なクラスの１
つに分けることができる。
【００２４】
　本発明で使用するのに好適な活性剤の例としては、カルシトニン、アンホテリシンＢ、
エリトロポイエチン（ＥＰＯ）、第ＶＩＩＩ因子、第ＩＸ因子、セレデース、セレザイム
、シクロスポリン、顆粒球コロニー刺激因子（ＧＣＳＦ）、トロンボポエチン（ＴＰＯ）
、α－１プロテアーゼ阻害剤、エルカトニン、顆粒球マクロファージコロニー刺激因子（
ＧＭＣＳＦ）、成長ホルモン、ヒト成長ホルモン（ＨＧＨ）、成長ホルモン放出ホルモン
（ＧＨＲＨ）、ヘパリン、低分子量ヘパリン（ＬＭＷＨ）、インターフェロンα、インタ
ーフェロンβ、インターフェロンγ、インターロイキン－１受容体、インターロイキン－
２、インターロイキン－１受容体アンタゴニスト、インターロイキン－３、インターロイ
キン－４、インターロイキン－６、黄体形成ホルモン放出ホルモン（ＬＨＲＨ）、第ＩＸ
因子、インスリン、プロ－インスリン、インスリン類似体（例えば、その参照により全体
として本明細書に含まれる米国特許第５，９２２，６７５号明細書に記載されているモノ
アシル化インスリン）、アミリン、Ｃ－ペプチド、ソマトスタチン、ソマトスタチン類似
体（例えば、オクトレオチド）、バソプレッシン、卵胞刺激ホルモン（ＦＳＨ）、インス
リン様成長因子（ＩＧＦ）、インスリントロピン、マクロファージコロニー刺激因子（Ｍ
－ＣＳＦ）、神経成長因子（ＮＧＦ）、組織成長因子、ケラチノサイト成長因子（ＫＧＦ
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）、グリア増殖因子（ＧＧＦ）、腫瘍壊死因子（ＴＮＦ）、内皮増殖因子、副甲状腺ホル
モン（ＰＴＨ）、グルカゴン様ペプチド、チモシンα１、ＩＩｂ／ＩＩＩａ阻害剤、α－
１アンチトリプシン、ホスホジエステラーゼ（ＰＤＥ）化合物、ＶＬＡ－４阻害剤、ビス
ホスホネート、呼吸器合胞体ウイルス抗体、嚢胞性線維症膜貫通レギュレータ（ＣＦＴＲ
）遺伝子、デオキシリボヌクレアーゼ（Ｄｎａｓｅ）、殺菌／浸透性増大タンパク質（Ｂ
ＰＩ）、抗ＣＭＶ抗体、１３－シスレチノイン酸、マクロライド（例えば、エリスロマイ
シン、オレアンドマイシン、トロレアンドマイシン、ロキシスロマイシン、クラリスロマ
イシン、ダベルシン（davercin）、アジスロマイシン、フルリスロマイシン、ジリスロマ
イシン、ジョサマイシン、スピロマイシン、ミデカマイシン、ロイコマイシン、ミオカマ
イシン、ロキタマイシン、アンダジスロマイシン、スイノリドＡ）、フルオロキノロン（
例えば、シプロフロキサシン、オフロキサシン、レボフロキサシン、トロバフロキサシン
、アラトロフロキサシン、モキシフロキシシン、ノルフロキサシン、エノキサシン、グレ
パフロキサシン、ガチフロキサシン、ロメフロキサシン、スパルフロキサシン、テマフロ
キサシン、ペフロキサシン、アミフロキサシン、フレロキサシン、トスフロキサシン、プ
ルリフロキサシン、イルロキサシン、パズフロキサシン、クリナフロキサシン、シタフロ
キサシン）、アミノグリコシド（例えば、ゲンタマイシン、ネチルマイシン、パラメシン
、トブラマイシン、アミカシン、カナマイシン、ネオマイシン、ストレプトマイシン、バ
ンコマイシン、テイコプラニン、ラムポラニン、ミデプラニン、コリスチン、ダプトマイ
シン、グラミシジン、コリスチメテート）、ポリミキシン（例えば、ポリミキシンＢ、カ
プレオマイシン、バシトラシン、ペネムズ）、ペニシリン（例えば、ペニシリンＧやペニ
シリンＶのようなペニシリナーゼ感受薬）、ペニシリナーゼ抵抗薬（例えば、メチシリン
、オキサシリン、クロキサシリン、ジクロキサシリン、フロキサシリン、ナフシリン）、
グラム陰性微生物活性剤（例えば、アンピシリン、アモキシシリン、ヘタシリン、シリン
、ガラムピシリン）、抗シュードモナスペニシリン（例えば、カルベニシリン、チカルシ
リン、アズロシリン、メズロシリン、ピペラシリン）、セファロスポリン（例えば、セフ
ポドキシム、セフプロジル、セフチブテン、セフチゾキシム、セフトリアキソン、セファ
ロチン、セファピリン、セファレキシン、セフラドリン、セフォキシチン、セファマンド
ール、セファゾリン、セファロリジン、セファクロル、セファドロキシル、セファログリ
シン、セフロキシム、セフォラニド、セフォタキシム、セファトリジン、セファセトリル
、セフェピム、セフィキシム、セフォニシド、セフォペラゾン、セフォテタン、セフメタ
ゾール、セフタジジム、ロラカルベフ、モキサラクタム）、モノバクタム（例えば、アズ
トレオナム）、カルバペネム（例えば、イミペネム、メロペネム、イセチオン酸ペンタミ
ジン、硫酸アルブテロール、リドカイン、硫酸メタプロテレノール、ジプレピオン酸ベク
ロメタゾン、トリアムシノロンアセトアミド、ブデソニドアセトニド、フルチカゾン、臭
化イプラトロピウム、フルニソリド、クロモリンナトリウム、酒石酸エルゴタミン）並び
に該当する場合には上記の類似体、作用薬、拮抗体、阻害剤及び薬剤として許容される塩
形態のうち１つ又は複数を含むがそれらに限定されない。ペプチド及びタンパク質に関し
ては、本発明は、合成形態、天然形態、グリコシル化形態、非グリコシル化形態、ペギル
化形態、生物学的に活性な断片及びそれらの類似体を包含するものとする。
【００２５】
　本発明で使用するための活性剤は、裸核酸の分子、媒介体、関連するウイルス粒子、プ
ラスミドＤＮＡ若しくはＲＮＡ、又は細胞のトランスフェクション若しくはトランスフォ
ーメーションに好適な、即ち、アンチセンスを含む遺伝子治療に好適なタイプの他の核酸
構造として核酸をさらに含む。さらに、活性剤は、ワクチンとして使用するのに好適な弱
毒生ワクチン又は不活化ワクチンを含むことができる。他の有用な薬物としては、Ｐｈｙ
ｓｉｃｉａｎのＤｅｓｋ Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ（最新版）の中に挙げられるものを含む。
【００２６】
　医薬処方物中の活性剤量は、所望の結果を得るために単位投与当たり治療上有効な量の
活性剤を供給するのに必要な量である。実際には、これは、特定の試剤、その活性、処理
される条件の厳しさ、患者数、投与要件及び所望の治療効果に応じて大きく変わる。組成
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物は、約１ｗｔ％～約９０ｗｔ％ぐらいの活性剤、典型的には約２ｗｔ％～約９５ｗｔ％
の活性剤、より典型的には約５ｗｔ％～約８５ｗｔ％の活性剤を一般に含有し、組成物中
に含まれる添加物の相対量に左右される。本発明の組成物は、０．００１ｍｇ／日～１０
０ｍｇ／日の投与量、好ましくは０．０１ｍｇ／日～７５ｍｇ／日の投与量、より好まし
くは０．１０ｍｇ／日～５０ｍｇ／日の投与量で供給される活性剤に特に有用である。２
つ以上の活性剤を本明細書で記載される処方物に含めることができ、かつ「試剤」という
用語の使用が２つ以上のこのような試剤の使用を決して排除しないと解されるべきである
。
【００２７】
　医薬処方物は、主題、特に主題の肺に対して重大な逆の毒物的効果なく、肺に取り入れ
ることのできる薬剤として許容される賦形剤又はキャリヤーを含むことができる。活性剤
に加えて、医薬処方物は、任意選択で、経肺投与に好適な１つ又は複数の医薬用賦形剤を
含むことができる。これらの賦形剤は、それらが存在する場合には、約０．０１～約９５
ｗｔ％、好ましくは約０．５～約８０ｗｔ％、より好ましくは約１～約６０ｗｔ％の量で
組成物中に存在するのが一般的である。好ましくは、このような賦形剤は、例えば、活性
剤のより効率的でかつ再生可能な送達を提供すること、流動性及び稠度などの粉末の取り
扱い特性を改善すること、並びに／又は単位投与量形態の製造及び充填を促進することに
より、活性剤組成物の特徴をさらに改善するのに部分的に役立つであろう。とりわけ、賦
形剤材料は、活性剤の物理的及び化学的安定性をさらに改善し、残留水分含有量を最小限
に抑え、水分の取り込みを妨げ、粒子サイズ、凝集度、しわ値などの粒子表面特性、吸入
の容易さ、及び肺への粒子のターゲティングを向上させるようしばしば作用することがで
きる。１つ又は複数の賦形剤はまた、処方物中の活性剤濃度を低減することが望ましい場
合に充填剤として作用させるために与えることもできる。
【００２８】
　本医薬処方物において有用な医薬用賦形剤及び添加剤としては、単独で又は組み合わせ
て存在することができるアミノ酸、ペプチド、タンパク質、非生体ポリマー、生体ポリマ
ー、糖などの炭水化物、アルジトールなどの誘導糖、アルドン酸、エステル化糖及び糖ポ
リマーを含むがそれらに限定されない。好適な賦形剤は、その参照により全体として本明
細書に含まれる国際公開第９６／３２０９６号パンフレットにおいて与えられているもの
である。賦形剤は、約３５℃よりも高い、好ましくは約４０℃よりも高い、より好ましく
は約４５℃よりも高い、最も好ましくは約５５℃よりも高いガラス転移温度（Ｔｇ）を有
することができる。
【００２９】
　例示的なタンパク質の賦形剤としては、ヒト血清アルブミン（ＨＳＡ）、組換えヒトア
ルブミン（ｒＨＡ）、ゼラチン、カゼイン、ヘモグロビンなどがある。好適なアミノ酸（
本発明のジロイシル－ペプチドの外側）は、緩衝能においても作用することができ、その
ようなものとしては、アラニン、グリシン、アルギニン、ベタイン、ヒスチジン、グルタ
ミン酸、アスパラギン酸、システイン、リジン、ロイシン、イソロイシン、バリン、メチ
オニン、フェニルアラニン、アスパルテーム、チロシン、トリプトファンなどがある。分
散剤として作用するアミノ酸及びポリペプチドが好ましい。このカテゴリーに含まれるア
ミノ酸には、疎水性アミノ酸、例えば、ロイシン、バリン、イソロイシン、トリプトファ
ン、アラニン、メチオニン、フェニルアラニン、チロシン、ヒスチジン及びプロリンがあ
る。分散性を向上させるペプチドの賦形剤としては、上記のような１つ又は複数の疎水性
アミノ酸成分を含むダイマー、トリマー、テトラマー及びペンタマーがある。
【００３０】
　本発明の使用に好適な炭水化物の賦形剤としては、例えば、フルクトース、マルトース
、ガラクトース、グルコース、Ｄ－マンノース、ソルボースなどのような単糖類；ラクト
ース、スクロース、トレハロース、セロビオースなどのような二糖類；ラフィノース、メ
レチトース、マルトデキストリン、デキストラン、デンプンなどのような多糖類；及びマ
ンニトール、キシリトール、マルチトール、ラクチトール、キシリトールソルビトール（



(9) JP 4808970 B2 2011.11.2

10

20

30

40

50

グルシトール）、ピラノシルソルビトール、ミオイノシトールなどのようなアルジトール
がある。
【００３１】
　医薬処方物はまた、緩衝剤又はｐＨ調整剤、典型的には有機酸又は有機塩から調製され
る塩を含むことができる。代表的な緩衝剤としては、クエン酸、アスコルビン酸、グルコ
ン酸、炭酸、酒石酸、コハク酸、酢酸若しくはフタル酸の有機酸塩、トリス、塩酸トロメ
タミン又はリン酸緩衝液が挙げられる。
【００３２】
　医薬処方物はまた、ポリビニルピロリドンなどのポリマーの賦形剤／添加剤、ヒドロキ
シメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース及びヒドロキシプロピルメチルセルロ
ースなどの誘導セルロース、フィコール（ポリマー糖）、ヒドロキシエチルスターチ、デ
キストレート（例えば、シクロデキストリン、例えば、２－ヒドロキシプロピル－β－シ
クロデキストリン及びスルホブチルエーテル－β－シクロデキストリン）、ポリエチレン
グリコール、及びペクチンを含むこともできる。
【００３３】
　医薬処方物は、芳香剤、苦味マスキング剤、無機塩（例えば、塩化ナトリウム）、抗菌
物質（例えば、塩化ベンザルコニウム）、甘味剤、酸化防止剤、帯電防止剤、界面活性剤
（例えば、ポリソルベート、例えば、「ＴＷＥＥＮ ２０」及び「ＴＷＥＥＮ ８０」）、
ソルビタンエステル、脂質（例えば、リン脂質、例えば、レシチン及び他のホスファチジ
ルコリン、ホスファチジルエタノールアミン）、脂肪酸及び脂肪酸エステル、ステロイド
（例えば、コレステロール）並びにキレート化剤（例えば、ＥＤＴＡ、亜鉛及び他のこの
ような好適なカチオン）をさらに含むことができる。本発明による組成物において使用す
るのに好適な他の医薬用賦形剤及び／又は添加剤は、「Ｒｅｍｉｎｇｔｏｎ：Ｔｈｅ Ｓ
ｃｉｅｎｃｅ ＆ Ｐｒａｃｔｉｃｅ ｏｆ Ｐｈａｒｍａｃｙ」，第１９版，Ｗｉｌｌｉａ
ｍｓ ＆ Ｗｉｌｌｉａｍｓ，（１９９５）及び「Ｐｈｙｓｉｃｉａｎ’ｓ Ｄｅｓｋ Ｒｅ
ｆｅｒｅｎｃｅ」，第５２版，Ｍｅｄｉｃａｌ Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ，Ｍｏｎｔｖａｌｅ
，ＮＪ（１９９８）に挙げられており、これらの文献の両方が、その参照により全体とし
て本明細書に含まれる。
【００３４】
　本発明の粉末は一般に多分散系である（即ち、ある範囲の粒子サイズからなる）ため、
「質量中位径」又は「ＭＭＤ」は平均粒子サイズの基準である。多くの普通に用いられる
技術が平均粒子サイズの測定に使用できるが、本明細書で報告されるＭＭＤ値は遠心沈降
によって決定される。「質量中位空気動力学的直径」又は「ＭＭＡＤ」は、分散粒子の空
気動力学的サイズの基準である。空気動力学的直径は、沈降挙動の点からエアロゾル化さ
れた粉末を説明するのに用いられ、粒子として一般に空気中で同じ沈降速度を有する単位
密度球の直径である。この空気動力学的直径は、粒子形状、密度及び粒子の物理的なサイ
ズを包含する。本明細書で用いられる場合には、ＭＭＡＤは、カスケード衝突によって決
定されるエアロゾル化粉末の空気動力学的粒子サイズ分布の中点又は中央値を言うもので
ある。
【００３５】
　１つの変形態様においては、本発明で使用するための粉末状処方物は、肺の肺胞に侵入
できるよう選択された粒子サイズ、即ち、２０μｍ未満、好ましくは１０μｍ未満、より
好ましくは７．５μｍ未満、最も好ましくは５μｍ未満、通常は０．１μｍ～５μｍの質
量中位径（ＭＭＤ）を有する乾燥粉末を含む。これらの粉末の送達投与効率（ＤＤＥ）は
、３０％よりも大きく、より好ましくは４０％よりも大きく、より好ましくは５０％より
も大きく、最も好ましくは６０％よりも大きくすることができ、エアロゾルの粒子サイズ
分布は、約１．０～５．０μｍの質量中位空気動力学的直径（ＭＭＡＤ）、通常は１．５
～４．５μｍのＭＭＡＤ、好ましくは１．５～４．０μｍのＭＭＡＤである。これらの乾
燥粉末は、約１０ｗｔ％未満、通常は約５ｗｔ％未満、好ましくは約３ｗｔ％未満の水分
含有量を有するのが一般的である。このような粉末は、国際公開第９５／２４１８３号パ
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ンフレット、同第９６／３２１４９号パンフレット、同第９９／１６４１９号パンフレッ
ト及び同第９９／１６４２２号パンフレットにおいて記載されており、これらすべてがそ
の参照により全体として本明細書に含まれる。本発明によるエアロゾル化装置において使
用するのに好適でもある大きくて軽い粒子が、米国特許第５，８７４，０６４号明細書、
同第５，９８５，３０９号明細書及び同第６，５０３，４８０号明細書において開示され
ており、これらすべてがその参照により全体として本明細書に含まれる。
【００３６】
　詳細な説明では、噴霧乾燥に向けられる好ましい実施態様が説明されるが、本発明の技
術は、粒子を生成するか又は液体粒子をエアロゾル化する他の方法において使用できると
解されるべきである。例えば、本発明の装置及び方法は、米国特許第５，８４５，８４６
号明細書、同第５，９３８，１１７号明細書、同第６，０１４，９７０号明細書及び同第
６，３５２，２０９号明細書において開示されているタイプの装置と組み合わせて使用し
て本明細書で開示される液体供給原料のエアロゾル化された噴霧を生成することができる
。これら明細書のすべてが、その参照により全体として本明細書に含まれる。本発明の装
置及び方法はまた、液体供給原料から粒子を生成する当技術分野で公知の種々の方法にお
いて使用することもできる。例えば、本発明は、その参照により全体として本明細書に含
まれる米国特許第５，８５１，４５３号明細書で開示されている超臨界流体の処理技術に
おいて使用することができ、その参照により全体として本明細書に含まれる米国特許第５
，７２７，３３３号明細書で開示されている噴霧凝固法とともに使用することができる。
【００３７】
　本発明は、幾つかの好ましい変形態様に関してかなり詳細に説明されるが、他の変形態
様が可能であり、示される変形態様の変更、置換及び同等なものは、本明細書を読み、図
面を検討すれば当業者に明らかであろう。例えば、構成部分の具体的な配置又は形状は変
更することができる。さらに、本明細書における変形態様の種々の特徴は、本発明の追加
の変形態様を提供するために種々の方法において組み合わせることができる。さらには、
幾つかの専門用語が記載を明確にするために用いられているが、これらは本発明を限定す
るものではない。それゆえ、特許請求の範囲は、本明細書に含まれる好ましい変形態様の
記載に限定されるべきではなく、本発明の真の趣旨及び範囲内にある全てのこのような変
更、置換及び同等なものを含むべきである。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明による噴霧乾燥プロセスの概略図である。
【図２】本発明による噴霧器の変形態様の概略側断面図である。
【図３】本発明による噴霧器の別の変形態様の概略側断面図である。
【図４】本発明による噴霧器の別の変形態様の概略側断面図である。
【図５】従来技術の噴霧器と比較した本発明による噴霧器の中心線からの半径方向距離の
関数として標準化された液滴直径を示すグラフである。
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