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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に皮膚を穿孔可能な複数のマイクロニードルを備えたマイクロニードルデバイス
であって、前記マイクロニードルおよび／または前記基板の一部又は全面がポリビニルア
ルコールを包含するコーティング担体が固着した状態でコーティングされていること、前
記コーティング担体が分子量１０００以下の薬物を包含すること、前記コーティング担体
が前記薬物の経皮投与のための前記薬物の透過ルートとして機能すること、および前記ポ
リビニルアルコールが、９４．５ｍｏｌ％以上のけん化度を持つことを特徴とするマイク
ロニードルデバイス。
【請求項２】
　前記コーティング担体が、経皮適用後も完全に溶解することがなく固着した状態を保つ
ことを特徴とする請求項１記載のマイクロニードルデバイス。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のマイクロニードルデバイスを有することを特徴とするマイク
ロニードル付き経皮薬物投与装置。
【請求項４】
　前記マイクロニードルデバイスの上部に薬物溶液または薬物溶解用の溶解液を収納した
溶解液溜めを備えたことを特徴とする請求項３記載のマイクロニードル付き経皮薬物投与
装置。
【請求項５】
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　請求項１または２に記載のマイクロニードルデバイスと、前記マイクロニードルデバイ
スの上部に設けられた薬物を保持する薬物保持部とを有することを特徴とするマイクロニ
ードル付き経皮薬物投与装置。
【請求項６】
　前記薬物保持部の上部に薬物溶液または薬物溶解用の溶解液を収納した溶解液溜めを備
えたことを特徴とする請求項５記載のマイクロニードル付き経皮薬物投与装置。
【請求項７】
　外部から電気的エネルギーを供給するための電極を備えたことを特徴とする請求項３～
６のいずれかに記載のマイクロニードル付き経皮薬物投与装置。
【請求項８】
　外部から音波振動エネルギーを供給するための音波振動子を備えたことを特徴とする請
求項３～６のいずれかに記載のマイクロニードル付き経皮薬物投与装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、皮膚を介して薬物を投与するための、基板上に皮膚を穿孔可能な複数のマイ
クロニードルを備えたマイクロニードルデバイスおよびマイクロニードル付き経皮薬物投
与装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から薬物を含有した貼付剤を皮膚に貼り、この貼付剤から薬物を皮膚に浸透させる
ことにより薬物を投与する方法が一般的に行われている。一方、皮膚や粘膜に対して薬物
の吸収を促進する方法として、イオントフォレーシス（Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｐｈａｒ
ｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ，７６巻，３４１ページ，１９８７年）やエレ
クトロポレーション（特表平３－５０２４１６号公報、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．
Ｓｃｉ．ＵＳＡ，９０巻，１０５０４－１０５０８ページ，１９９３年）等のように電気
的なエネルギーを用いた投与方法が開発されている。イオントフォレーシスおよびエレク
トロポレーションは、ともに経皮または経粘膜により薬物の吸収を促進する方法として、
その利用が期待されている。
【０００３】
　一方、経皮医薬品の放出前に皮膚に機械的に孔をあけることにより経皮流動を高めるた
めの装置として、マイクロニードルを備えた装置が、例えば特表２０００－５１２５２９
号公報（特許文献１）により知られている。この種の技術は、特に最近、痛みの軽減、皮
膚透過性の向上の進歩により特に興味深いものとなっている。この装置は、複数個の開口
部を有しているシートと、それと一体であるとともにそれから下方に延在している複数個
のマイクロブレードと、前記装置を体表面に係留するための手段とを有している。この場
合、医薬品溜めの製剤形態は例えば粘性のあるゲルである。また、特表２００４－５０１
７２４号公報（特許文献２）では、ホルモン物質の経皮送達手段として多数の少ゲージニ
ードルの長さを約３００μｍ～２ｍｍ、ニードルが挿入される深さを約２５０μｍ～２ｍ
ｍと規定することで痛みの軽減とホルモン物質の確実な送達を達成させている。
【０００４】
　また、最近の進歩として、特開２００３－２３８３４７号公報（特許文献３）では、主
成分素材が生体内において溶解、消失する糖質からなる柱状パイルを基板に設けることで
、皮膚角質層内に到達する経路を設けて機能性物質を、無痛状態にて、簡便に、安全に、
効率的に角質層に限定して挿入することが可能な機能性マイクロパイルが提案されている
。また、特開２００４－６５７７５号公報（特許文献４）には、針状構造体の針部の貫通
可能な薄膜フィルムが、針状構造体の針先側に存在し、該薄膜フィルムの表面に粘着剤が
塗布されている針状構造体を備えたデバイスが開示されている。
【０００５】
　さらに、最近ではマイクロニードルのコーティング技術も様々に進んできている。特表
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２００４－５０４１２０（特許文献５）では、皮膚を通してワクチンを接種するためのデ
バイスとして皮膚穿刺部材がリザーバー媒体でコーティングされ或いはリザーバー媒体自
体からなるマイクロニードルを備えたインターフェイスが開示されている。そのリザーバ
ー媒体は、生分解して溶け出し中の薬剤を放出しやすい糖類（ラクトース、ラフィノース
、トレハロースもしくはスクロース）が好ましいことが報告されている。また、特表２０
０４－５２８９００号公報（特許文献６）には、ワクチン等の経皮投与に用いる微小突起
アレイのコーティング担体が、ヒトアルブミン、ポリグルタミン酸、ポリアスパラギン酸
、ポリヒスチジン、ペントサンポリ硫酸およびポリアミノ酸より選ばれる旨の記載がある
。このコーティング担体もまた、皮膚貫通に際して迅速に溶解され、それにより有益な作
用物質を放出するものである。さらにまた、ＷＯ２００５／０１６４４０（特許文献７）
には、ヒドロキシメチルセルロース（ＨＰＭＣ）、ヒドロキシプロピルセルロース（ＨＰ
Ｃ）、デキストラン、ポリビニルアルコール、ポリエチレンオキシドなどの高分子を含む
コーティング担体が開示されていて、その粘度が３～５００ｃｐｓの流動性のある担体の
ため、針の表面を工夫することで自動的に針先にコーティング担体がコーティングされる
。このためコーティング作業そのものが要らず、さらに作用時間を長くできる旨記載され
ている。しかし、この場合コーティング担体は強制的に皮膚を貫通するためその制御は難
しく、その実用性については疑問が持たれる。
【０００６】
　上述のように針状構造体のマイクロニードルに薬物或いはコーティング剤を塗布する方
法は、薬物投与量が極小量に制限されるためワクチン等の微量投与に用いられることが多
かった。特に、一般的にある程度のまとまった量を生体内に投与しないと作用の現れない
低分子活性化合物においては、これまでのようなコーティング担体では皮膚貫通に際して
溶解状態にあるため、有益な薬物が一気に流れ出してしまい有効な薬効を長時間持続させ
て発現させることができなかった。そのため低分子化合物には、コーティング技術は向か
ないとこれまで考えられていた。
【特許文献１】特表２０００－５１２５２９号公報
【特許文献２】特表２００４－５０１７２４号公報
【特許文献３】特開２００３－２３８３４７号公報
【特許文献４】特開２００４－６５７７５号公報
【特許文献５】特表２００４－５０４１２０号公報
【特許文献６】特表２００４－５２８９００号公報
【特許文献７】ＷＯ２００５／０１６４４０
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従って本発明の目的は、低分子活性化合物においても有効で薬物効果を長時間持続させ
ることができるコーティングを有するマイクロニードルデバイスおよびマイクロニードル
付き経皮薬物投与装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するため、マイクロニードルのコーティング担体として種々の水溶性ポ
リマーを検討した結果、ポリビニルアルコール、そのうちでも特にけん化度が９４．５ｍ
ｏｌ％以上のものにコーティング特性が高く、薬物の皮膚透過性も他の水溶性高分子に比
べ良好であることを見出し、発明を完成した。
　また、この時ポリビニルアルコールのけん化度が９４．５ｍｏｌ％以上であるコーティ
ング担体は、対象物に固着後は水溶液中でも溶けることなくその薄膜形状を維持したこと
から、これまで知られた溶解性の薬物放出コーティング担体とは明らかに違い、薬物担体
としての機能だけでなく、マイクロニードルインターフェイス（マイクロニードルデバイ
ス）を介した薬物の透過経路としての役割があることが明らかとなった。
【０００９】
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　すなわち本発明に係るマイクロニードルデバイスは、基板上に皮膚を穿孔可能な複数の
マイクロニードルを備え、前記マイクロニードルおよび／または前記基板の一部又は全面
がポリビニルアルコールを包含するコーティング担体が固着した状態でコーティングされ
ているものである。ここで、前記コーティング担体は、経皮適用後も完全に溶解すること
がなく固着した状態を保つことが好ましい。また、前記ポリビニルアルコールは、けん化
度が９４．５ｍｏｌ％以上であることが好ましい。前記コーティング担体は薬物を包含す
ることができる。
【００１０】
　また本発明に係るマイクロニードル付き経皮薬物投与装置は、基板上に皮膚を穿孔可能
な複数のマイクロニードルを備えたマイクロニードルデバイスを有し、前記マイクロニー
ドルおよび／または前記基板の一部又は全面がポリビニルアルコールおよび薬物を包含す
るコーティング担体が固着した状態でコーティングされているものである。ここで、前記
マイクロニードルデバイスの上部に薬物溶液または薬物溶解用の溶解液を収納した溶解液
溜めを備えることができる。
　さらに本発明に係るマイクロニードル付き経皮薬物投与装置は、基板上に皮膚を穿孔可
能な複数のマイクロニードルを備えたマイクロニードルデバイスと、前記マイクロニード
ルデバイスの上部に設けられた薬物を保持する薬物保持部とを有し、前記マイクロニード
ルおよび／または前記基板の一部又は全面がポリビニルアルコールを包含するコーティン
グ担体が固着した状態でコーティングされているものである。ここで、前記薬物保持部の
上部に薬物溶液または薬物溶解用の溶解液を収納した溶解液溜めを備えることができる。
さらに、外部から電気的エネルギーを供給するための電極を備えることができ、また、外
部から音波振動エネルギーを供給するための音波振動子を備えることができる。前記ポリ
ビニルアルコールは、けん化度が９４．５ｍｏｌ％以上であることが好ましい。
【００１１】
　また本発明に係るマイクロニードルデバイスのコーティング方法は、基板上に皮膚を穿
孔可能な複数のマイクロニードルを備え、前記マイクロニードルおよび／または基板の一
部または全面にポリビニルアルコールを包含するコーティング担体をコーティングする工
程と、前記コーティング担体を乾燥させ固着する工程とを含むものである。ここで、前記
コーティング担体は薬物を包含することができる。また、前記コーティング担体の固着前
の前記ポリビニルアルコールの粘度は１～６０，０００ｃｐｓであり、かつその平均重合
度は２００～３５００であることが好ましい。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、マイクロニードルデバイスを用いた生理活性物質（薬物）の経皮投与
時にマイクロニードルにポリビニルアルコールを含むコーティング担体をコーティングす
ることで、これまで難しいと思われてきた低分子の生理活性物質（薬物）においても良好
な皮膚透過性と効果持続性を示すマイクロニードルデバイスおよびマイクロニードル付き
経皮薬物投与装置を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明に係るマイクロニードルデバイスの一例を示す図であり、（ａ）は斜視図
、（ｂ）は（ａ）のＡ－Ｂ断面図、（ｃ）および（ｄ）はそれぞれ別の例を示すＡ－Ｂ断
面図である。
【図２】本発明に係るマイクロニードル付き経皮薬物投与装置の一例を示す図である。
【図３】本発明に係るマイクロニードル付き経皮薬物投与装置の他の例を示す図である。
【図４】本発明に係るマイクロニードル付き経皮薬物投与装置の他の例を示す図である。
【図５】実施例１の測定結果を示すグラフである。
【図６】実施例２の測定結果を示すグラフである。
【図７】実施例３の測定結果を示すグラフである。
【図８】実施例４の測定結果を示すグラフである。
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【図９】実施例５の測定結果を示すグラフである。
【符号の説明】
【００１４】
　１　コーティング
　５、５０　マイクロニードルデバイス
　６、５１　マイクロニードル
　７、５２　開口部（溶液通路）
　８、５３　マイクロニードル基板
　１０　薬物
　１１　吸収材
　１２　粘着層
　１３　壁材
　１４　開口
　１５　支持体
　１６溶解液
　１７　突起部
　１８溶解液溜め
　２０隔膜
　３１吸収材
　３２薬物保持材
　４１パッド部
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　図１は本発明に係るマイクロニードルデバイスの一例を示す図であり、（ａ）は斜視図
、（ｂ）は（ａ）のＡ－Ｂ断面図、（ｃ）および（ｄ）はそれぞれ別の例を示すＡ－Ｂ断
面図である。図１（ａ）に示すように、本発明に係るマイクロニードルデバイス（インタ
ーフェイス）５は、マイクロニードル基板８と、皮膚又は粘膜を穿孔可能な二次元状に配
置された複数のマイクロニードル６とを有する。マイクロニードル基板８は、各マイクロ
ニードル６に対応して配置された複数の開口部７を備える。本例では、マイクロニードル
６の形状は円錐状であるが、本発明はこれに限定されず、四角錐等の多角錐でもよく、ま
た別の形状でもよい。また、複数のマイクロニードル６と複数の開口部７とが交互にそれ
ぞれ正方格子状に配置されているが、本発明はこれに限定されない。さらに、マイクロニ
ードル６と開口部７の数は図では１：１であるが、本発明はこれに限定されることなく、
開口部７を含まないものも含む。
【００１６】
　本発明では、マイクロニードル６および／または基板８の一部又は全面（開口部７の内
面を含む）がポリビニルアルコールを包含するコーティング担体が固着した状態でコーテ
ィングされている。なお、本発明に係るマイクロニードルデバイスは、薬物投与を目的と
して限定されるものではないが、本例では、さらに薬物をコーティング担体に包含させる
こともできる。また、薬物をコーティング担体に包含させることなく、別の手段でマイク
ロニードルデバイスに供給することもできる。コーティング１は、例えば、図１（ｂ）に
示すように、各マイクロニードル６の表面に配置される。このコーティング１は、マイク
ロニードル６の全体でなくその一部に配置することもできる。また、図１（ｃ）に示すよ
うに、基板８の一部（開口部７の内面を含む）にコーティング１を配置することができる
。さらに、図１（ｄ）に示すように、基板８の全面（開口部７の内面を含む）にコーティ
ング１を配置することができる。図示はしないが、開口部７の内面にはコーティング１を
配置しないこともできる。用時に、図１（ａ）に示すマイクロニードル６の配置されたマ
イクロニードル基板面を皮膚に押し当て、その反対面から薬物の溶解液または薬物含有の
液体を流すと、各開口部７から液体が流れ出て各マイクロニードル６に伝達され、薬物が
経皮吸収される。ここで、開口部７は必須ではなく、液体は開口部７を用いることなく別
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の手段でマイクロニードル６に供給してもよい。
【００１７】
　マイクロニードル（針部）は微小構造であり、マイクロニードルのサイズ（高さ）は、
好ましくは５０μｍ～１０００μｍ、更に好ましくは、５０μｍ～５００μｍである。こ
こで、マイクロニードルとは、凸状構造物であって広い意味での針形状又は針形状を含む
構造物を意味するが、単純な針形状のものに限定されるものではない。また、先の尖って
いない形状もあるため、マイクロニードルとは、先鋭な先端を有するものに限定されるも
のではない。基板はマイクロニードル（針部）を支持するための土台であり、その形態は
限定されるものではない。マイクロニードルの材質としては、シリコン、二酸化ケイ素、
セラミック、金属（ステンレス、チタン、ニッケル、モリブテン、クロム、コバルト等）
及びプラスチック、ポリ乳酸、ポリグリコール酸、それらの共重合体等が挙げられる。マ
イクロニードルの製法としては、シリコン基板を用いたウエットエッチング加工又はドラ
イエッチング加工、金属又はプラスチックを用いた精密機械加工（放電加工、レーザー加
工、ダイシング加工等）、機械切削加工、射出成形、エンボス加工等が挙げられる。これ
らの加工法により、マイクロニードルと基板は、一体に成型することができる。マイクロ
ニードルは中空にすることができ、中空にする方法としては、マイクロニードルを作製後
、レーザー加工等で２次加工する方法が挙げられる。
【００１８】
　本発明に用いられるマイクロニードルのコーティング担体は、ポリビニルアルコールを
含有し、そのけん化度は、７８～１００ｍｏｌ％である。特に、けん化度９４．５ｍｏｌ
％以上のものが好ましく、特にまた、けん化度の高い完全けん化物グレードがさらに好ま
しく、完全けん化物グレード、例えばＰＶＡ－１１７（株式会社クラレ）の場合、そのけ
ん化度は９７ｍｏｌ％以上である。また、ポリビニルアルコールの平均重合度は、２００
～３５００が好ましく、さらに好ましくは、１０００～２０００である。特に平均重合度
５００未満のポリビニルアルコール場合には、透過量が落ちる傾向にある。
【００１９】
　コーティング担体中のポリビニルアルコール含量は、１～２０重量％であり、特に３～
８重量％が好ましい。また、このコーティング担体は、液だれすることのないようある程
度の粘性が必要であり、粘度として１～６０，０００ｃｐｓ程度必要である。より好まし
い粘度は、３０～３０，０００ｃｐｓであり、更に粘度が１００～２０，０００ｃｐｓで
あると最も好ましい。
【００２０】
　また、コーティングの平均の厚さは、５０μｍ未満、および最も好ましくは２５μｍ未
満、例えば０．１～１０μｍである。一般に、コーティングの厚さは、乾燥後にマイクロ
ニードルの表面にわたって測定される平均の厚さである。コーティングの厚さは、一般に
、コーティング担体の複数の被膜を適応することにより増大させることができ、被膜を連
続する被覆の間に乾燥させることで形成することができる。コーティングは既知の方法を
使用してマイクロニードルの表面に塗布し、乾燥させることで形成する。またコーティン
グは、マイクロニードルの針状構造体の中空路内面、マイクロニードル基板の下面、側面
、上面、あるいは基板に形成した開口部内面に塗布することも可能である。
【００２１】
　本発明に用いられる生理活性物質（薬物）は、低分子化合物であるが特に限定されるこ
とはない。低分子とは、目安として分子量１０００以下であり、特に分子量１００～８０
０の化合物が適当である。この薬物には、低分子であること以外特にその種に限定されな
い。例えば、催眠・鎮静剤（塩酸フルラゼパム、塩酸リルマザホン、フェノバルビタール
、アモバルビタール等）、解熱消炎鎮痛剤（酒石酸ブトルファノール、クエン酸ペリソキ
サール、アセトアミノフェン、メフェナム酸、ジクロフェナックナトリウム、アスピリン
、アルクロフェナク、ケトプロフェン、フルルビプロフェン、ナプロキセン、ピロキシカ
ム、ペンタゾシン、インドメタシン、サリチル酸グリコール、アミノピリン、ロキソプロ
フェン等）、ステロイド系抗炎症剤（ヒドロコルチゾン、プレドニゾロン、デキサメタゾ
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ン、ベタメタゾン等）、興奮・覚醒剤（塩酸メタンフェタミン、塩酸メチルフェニデート
等）、精神神経用剤（塩酸イミプラン、ジアゼパム、塩酸セルトラリン、マレイン酸フル
ボキサミン、塩酸パロキセチン、臭化水素酸シタロプラム、塩酸フルオキセチン、アルプ
ラゾラム、ハロペリドール、クロミプラミン、アミトリプチリン、デシプラミン、アモク
サピン、マプロチリン、ミアンセリン、セチプチリン、トラザドン、ロヘプラミン、ミル
ナシプラン、デュロキセチン、ベンラフェキシン、塩酸クロルプロマジン、チオリダジン
、ジアゼパム、メプロバメート、エチゾラム等）、ホルモン剤（エストラジオール、エス
トリオール、プロゲステロン、酢酸ノルエチステロン、酢酸メテロノン、テストステロン
等）、局所麻酔剤（塩酸リドカイン、塩酸プロカイン、塩酸テトラカイン、塩酸ジブカイ
ン、塩酸プロピトカイン等）、泌尿器官用剤（塩酸オキシブチニン、塩酸タムスロシン、
塩酸プロピベリン等）、骨格筋弛緩剤（塩酸チザニジン、塩酸エペリゾン、メシル酸プリ
ジノール、塩酸スキサメトニウム、等）、生殖器官用剤（塩酸リトドリン、酒石酸メルア
ドリン）、抗てんかん剤（バルプロ酸ナトリウム、クロナゼパム、カルバマゼピン等）、
自律神経用剤（塩化カルプロニウム、臭化ネオスチグミン、塩化ベタネコール等）、抗パ
ーキンソン病剤（メシル酸ペルゴリド、メシル酸ブロモクリプチン、塩酸トリヘキシフェ
ニジル、塩酸アマンタジン、塩酸ロピニロール、塩酸タリペキソール、カベルゴリン、ド
ロキシドパ、ピペリデン、塩酸セレギリン等）、利尿剤（ヒドロフルメチアジド、フロセ
ミド等）、呼吸促進剤（塩酸ロベリン、ジモルホラミン、塩酸ナロキソン等）、抗片頭痛
剤（メシル酸ジヒドロエルゴタミン、スマトリプタン、酒石酸エルゴタミン、塩酸フルナ
リジン、塩酸サイプロヘプタジン等）、抗ヒスタミン剤（フマル酸クレマスチン、タンニ
ン酸ジフェンヒドラミン、マレイン酸クロルフェニラミン、塩酸ジフェニルピラリン、プ
ロメタジン等）、気管支拡張剤（塩酸ツロブテロール、塩酸プロカテロール、硫酸サルブ
タモール、塩酸クレンブテロール、臭化水素酸フェノテロ－ル、硫酸テルブタリン、硫酸
イソプレナリン、フマル酸ホルモテロール等）、強心剤（塩酸イソプレナリン、塩酸ドパ
ミン等）、冠血管拡張剤（塩酸ジルチアゼム、塩酸ベラパミル、硝酸イソソルビド、ニト
ログリセリン、ニコランジル等）、末梢血管拡張剤（クエン酸ニカメタート、塩酸トラゾ
リン等）、禁煙補助薬（ニコチン等）、循環器官用剤（塩酸フルナリジン、塩酸ニカルジ
ピン、ニトレンジピン、ニソルジピン、フェロジピン、ベシル酸アムロジピン、ニフェジ
ピン、ニルバジピン、塩酸マニジピン、塩酸ベニジピン、マレイン酸エナラプリル、塩酸
デモカプリル、アラセプリル、塩酸イミダプリル、シラザプリル、リシノプリル、カプト
プリル、トランドラプリル、ペリンドプリルエルブミン、アテノロール、フマル酸ビソプ
ロロール、酒石酸メトプロロール、塩酸ベタキソロール、塩酸アロチノロール、塩酸セリ
プロロール、カルベジロール、塩酸カルテオロール、塩酸ベバントロール、バルサルタン
、カンデサルタンシレキセチル、ロサルタンカリウム、塩酸クロニジン等）、不整脈用剤
（塩酸プロプラノロール、塩酸アルプレノロール、塩酸プロカインアミド、塩酸メキシチ
レン、ナドロール、ジソピラミド等）、抗悪性潰瘍剤（シクロフォスファミド、フルオロ
ウラシル、デガフール、塩酸プロカルバジン、ラニムスチン、塩酸イリノテカン、フルリ
ジン等）、抗脂血症剤（プラバスタチン、シンバスタチン、ベザフィブレート、プロブコ
ール等）、血糖降下剤（グリベンクラミド、クロルプロパミド、トルブタミド、グリミジ
ンナトリウム、グリブゾール、塩酸ブホルミン）、消化性潰瘍治療剤（プログルミド、塩
酸セトラキサート、スピゾフロン、シメチジン、臭化グリコピロニウム）、利胆剤（ウル
ソデスオキシコール酸、オサルミド等）、消化管運動改善剤（ドンペリドン、シサプリド
等）、肝臓疾患用剤（チオプロニン等）、抗アレルギー剤（フマル酸ケトチフェン、塩酸
アゼラスチン等）、抗ウイルス剤（アシクロビル等）、鎮暈剤（メシル酸ベタヒスチン、
塩酸ジフェニドール等）、抗生剤（セファロリジン、セフジニル、セフポドキシムプロキ
セチル、セファクロル、クラリスロマイシン、エリスロマイシン、メチルエリスロマイシ
ン、硫酸カナマイシン、サイクロセリン、テトラサイクリン、ベンジルペニシリンカリウ
ム、プロピシリンカリウム、クロキサシンナトリウム、アンピシリンナトリウム、塩酸バ
カンピシリン、カルベニシリンナトリウム、クロラムフェニコール、等）、習慣性中毒用
剤（シアナミド等）、食欲抑制剤（マジンドール等）、化学療法剤（イソニアシド、エチ
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オナミド、ピラジナミド等）、血液凝固促進剤（塩酸チクロピジン、ワルファリンカリウ
ム）、抗アルツハイマー剤（フィゾスチグミン、塩酸ドネペジル、タクリン、アレコリン
、キサノメリン等）、セロトニン受容体拮抗制吐剤（塩酸オンダンセトロン、塩酸グラニ
セトロン、塩酸ラモセトロン、塩酸アザセトロン等）、痛風治療剤（コルヒチン、プロベ
ネシド、スルフィンピラゾン等）、麻薬系の鎮痛剤（クエン酸フェンタニル、硫酸モルヒ
ネ、塩酸モルヒネ、リン酸コデイン、塩酸コカイン、塩酸ペチジン等）が挙げられる。ま
た、分子量が１０００程度であれば、ワクチン、低分子ペプチド、糖、核酸等の生理活性
物質でも構わない。
【００２２】
　なおこれらの薬物は単独で用いても２種類以上併用してもよく、薬学的に許容できる塩
であれば、無機塩あるいは有機塩のいずれの形態の薬物も当然含まれる。また、薬物は、
コーティング担体中に包含させるのが基本であるが、コーティング担体中には薬物を包含
させずに別に後からマイクロニードルの基板に施された貫通孔（開口部）より供給するこ
ともできる。
【００２３】
　マイクロニードルをコーティングするのに使用される液体組成物は、生物適合性の担体
、送達されるべき有益な作用物質、および場合によってはいずれかのコーティング補助物
質を揮発性液体と混合することにより調製する。揮発性液体は、特に限定されないが、水
、ジメチルスルホキシド、ジメチルホルムアミド、エタノール、イソプロピルアルコール
およびそれらの混合物であることができる。これらの中で水が最も好ましい。液体のコー
ティング溶液もしくは懸濁液は、典型的には、０．１～６０重量％の有益な低分子生理活
性物質濃度を有することができ、好ましくは１～３０重量％、更に好ましくは、３～２０
重量％である。「固着する」という用語は、コーティング担体が対象物にほぼ一様に付着
している状態を意味する。コーティング直後には、風乾、真空乾燥、凍結乾燥またはそれ
らの組合せのような既知の乾燥方法で、コーティング担体が乾燥状態で固着しているが、
経皮投与後は、取り巻く雰囲気と平衡にある水分含量あるいは有機溶媒等を保持すること
もあるため、乾燥状態で固着しているとは限らない。
【００２４】
　他の既知の製剤補助物質は、それらがコーティングに必要な溶解性および粘度の特徴な
らびに乾燥されたコーティングの物理的完全性に有害に影響を及ぼさない限りは、コーテ
ィングに添加してもよい。
【００２５】
　本発明に係るマイクロニードルデバイスは、その中に有益な生理活性物質（薬物）を含
有する固体或いはゲル状の固着したコーティングで被覆される複数のマイクロニードルを
使用して生理活性物質（薬物）を経皮的に送達させるものであるが、装置の形態としては
、様々な形態が考えられる。例えば、マイクロニードル基板上に少なくとも一つ以上の溶
液通路（開口部）を有し、更に同様の一つ以上の溶液通路（開口部）を有する板状補強材
を備えることができる。更にまた、マイクロニードル基板の上に配置されたパッド部と、
該パッド部上に配置され薬物溶解用の溶解液を収納した溶解液溜めとを備えることも可能
である。このような溶解液留めを備えたマイクロニードルインターフェイスは例えばＷＯ
０３／０８４５９５Ａ１に開示されている。また、該溶解液溜めの押圧により、前記溶解
液溜めが開封され前記溶解液が前記パッド部へ供給されるとともに前記マイクロニードル
が皮膚の角質層を穿孔し、これにより前記溶解液で溶解された前記薬物が経皮吸収される
ようにしたブリスタータイプのマイクロニードル付き経皮薬物投与装置の形態を取ること
も可能である。以下、ブリスタータイプの例について説明する。
【００２６】
　図２は、本発明に係るマイクロニードル付き経皮薬物投与装置の一例を示す図である。
本装置は、皮膚を穿孔可能な複数のマクロニードル５１を有するマイクロニードル基板５
３を備えたマイクロニードルデバイス５０と、マイクロニードルデバイス５０上に配置さ
れ薬物溶解用の溶解液１６を収納した溶解液溜め１８とを備える。本例では、マイクロニ
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ードル基板５３に少なくとも１つの溶液通路（開口部）５２が形成されている。本例では
、マイクロニードルデバイス５０は、ポリビニルアルコールおよび／または薬物を包含す
るコーティング担体が固着した状態でコーティングされている。このコーティングは、例
えば、マイクロニードル５１の外側表面または中空通路内面、あるいはマイクロニードル
基板５３の上面、下面、側面またはその溶液通路５２内面のいずれか１箇所またはそれら
の複数箇所に配置される。使用時には、装置を皮膚に当て、溶解液溜め１８の突起部１７
を押圧することにより、隔膜２０が破壊され溶解液溜め１８が開封されて、支持体１５に
形成された開口１４を介して、溶解液１６がマイクロニードルデバイス５０へ供給される
。これにより、溶解液１６が、マイクロニードル基板５３に形成された溶液通路５２を介
してマイクロニードル５１に供給される。それとともにマイクロニードル５１が皮膚の角
質層を穿孔し、これにより溶解液で溶解されたコーティング内の薬物が経皮吸収される。
【００２７】
　図３は、本発明に係るマイクロニードル付き経皮薬物投与装置の他の例を示す図である
。本装置は、図示のように、皮膚を穿孔可能な複数のマイクロニードル５１および少なく
とも１つの溶液通路５２を有するマイクロニードル基板５３を備えたマイクロニードルデ
バイス５０と、マイクロニードルデバイス５０上に配置されたパッド部４１と、パッド部
４１上に配置され薬物溶解用の溶解液１６を収納し押圧により開封可能な溶解液溜め１８
とを備える。マイクロニードルデバイス５０は、ポリビニルアルコールを包含するコーテ
ィング担体が固着した状態でコーティングされている。このコーティングは、例えば、マ
イクロニードル５１の外側表面または中空通路内面、あるいはマイクロニードル基板５３
の上面、下面、側面またはその溶液通路５２内面のいずれか１箇所またはそれらの複数箇
所に配置される。また、パッド部４１は本例では薬物保持部であり、液体を吸収できる材
料で構成された吸収材１１と薬物１０とを備える。吸収材１１の周囲には下面に粘着層１
２を有する壁材１３が配置され、吸収材１１および壁材１３上には開口１４を有する支持
体１５が配置され、支持体１５上には隔膜２０が配置される。隔膜２０は溶解液溜め１８
と別個に形成してもよいし、一体的に形成してもよい。溶解液溜め１８は隔膜２０の破壊
を容易とするために突起部１７を有する。用時に、本装置を皮膚に装着してマイクロニー
ドル５１を皮膚の角質面に当接する。そして溶解液溜め１８を押圧することにより突起部
１７で隔膜２０を破壊する。これにより、溶解液溜め１８が開封されるとともに上記押圧
によりマイクロニードル５１が皮膚の角質層を穿孔し、溶解液１６で溶解された薬物が経
皮吸収される。なお、本例では、薬物はコーティング担体に含有させることなく、パッド
部４１（薬物保持部）に含有させる形態としたが、コーティング担体に含有させることも
できる。
【００２８】
　図４は、本発明に係るマイクロニードル付き経皮薬物投与装置の他の例を示す図である
。図４において図２～図３と同じ符号は図２～図３と同じものを示す。本例が図３の例と
異なるところは、図３の薬物を含有するパッド部４１を、薬物を含有しない吸収材３１と
薬物を含有する薬物保持材（薬物保持部）３２の２つに分けたこと、および装置の外部か
ら電気的エネルギーを供給するための電極２５を吸収材（パッド部）３１上に備えた点で
ある。電極２５にはリード部２６が接続されている。これにより本例の装置は、電気的薬
物投与システム、例えば特開２００３－９３５２１に記載されているようなイオントフォ
レーシスシステム用装置（イオントフォレーシス電極構造体）として用いることができる
。その他は図２～図３の例と同様である。ここで、外部から電気的エネルギーを供給する
ための電極２５に代えて、外部から音波振動エネルギーを供給するための音波振動子（図
示しない）を備え、ソノフォレーシス用のデバイスとして用いることもできる。
【実施例】
【００２９】
　以下、本発明の実施例を詳細に説明する。ただし、本発明は以下の実施例に限定される
ものではない。また、全ての実験において、マイクロニードルはシリコン製で高さが約２
５０μｍ（２３０～２７０μｍ）で規格値として４００本または８４１本／ｃｍ２のマイ
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クロニードル基板（１ｃｍ２）を使用する。マイクロニードル基板の裏側には、３Ｍ社の
フォームテープ（＃９７７３、７．８４ｃｍ２）を皮膚側に粘着層がくるように貼り付け
、余白部分は皮膚に接着させてマイクロニードル基板のマイクロニードル設置側と皮膚と
を密着させて使用する。実験を開始する際には、皮膚へマイクロニードル基板を設置して
、指による基板の押圧（２ｋｇ／ｐａｔｃｈで５秒間）を行う。
【００３０】
（実施例１）
（水溶性高分子コーティング担体のスクリーニング）
　５重量％各種ポリマー（ポリビニルアルコール２２０、デキストリン、コンドロイチン
Ａ、ポリエチレングリコール、ポリビニルピロリドン、ヒドロキシプロピルメチルセルロ
ース、メチルセルロース）・７重量％カルセインナトリウムの水溶液をコーティング担体
として調整し、マイクロニードル（４００ｐｉｌｅ／ｐａｔｃｈ）に対して、２５μＬ／
ｐａｔｃｈで全面コーティングを施し、乾燥機で３０分間乾燥して固着させた。
　次に、ヘアレスマウス胴体部皮膚を剥離し、真皮側をレセプター層側に向け、タテ型ア
クリルセル（２．５４ｃｍ２）に装着し、３７℃に設定された恒温装置内に設置した。角
質層側に、本発明のマイクロニードル付き経皮薬物投与装置を貼付し、各時間毎に６時間
までサンプリングを行った。レセプター層には、リン酸緩衝液（ＰＢＳ）を使用した。各
時間毎に得られたレセプター液中の薬物含量を蛍光光度測定器（励起：４８５ｎｍ、蛍光
：５３８ｎｍ）により測定した。
・動物種：ヘアレスマウス（ｎ＝３）
・レセプター液：ＰＢＳ　４ｍＬ（Ｓａｍｐｌｉｎｇ　ｖｏｌｕｍｅ：２００μＬ）
・温度：３７℃
・面積：２．５４ｃｍ２（ただし、Ｍ．Ｎ基板自体は１ｃｍ２）
　図５は、実施例１の測定結果を示すグラフである。横軸は時間（ｈ）、縦軸は累積透過
量（μｇ）を示す。図示のように、カルセインの皮膚透過性は、各種ポリマーを添加する
ことで概ね上昇したが、中でもポリビニルアルコール２２０が最も透過を上昇させた。
【００３１】
（実施例２）
（ポリビニルアルコールコーティング担体スクリーニング－けん化度）
　５重量％ポリビニルアルコール（ＰＶＡ２２０、ＰＶＡ２０３、ＰＶＡ１１７）・７重
量％カルセインナトリウムの水溶液をコーティング担体として調整し、マイクロニードル
（８００ｐｉｌｅ／ｐａｔｃｈ）に対して、３０μＬ／ｐａｔｃｈで全面コーティングを
施し、乾燥機で３０分間乾燥して固着させた。ヘアレスラット（ｎ＝３）による皮膚透過
試験は、実施例１と同様に行った。
・ＰＶＡ２２０：けん化度（８７～８９ｍｏｌ％）
・ＰＶＡ２０３：けん化度（８７～８９ｍｏｌ％）
・ＰＶＡ１１７：けん化度（９７ｍｏｌ％以上）
　図６は、実施例２の測定結果を示すグラフである。横軸は時間（ｈ）、縦軸は累積透過
量（μｇ）を示す。図示のように、各種ポリビニルアルコールの中でＰＶＡ１１７（完全
けん化物）が最も皮膚透過性を上昇させた。
【００３２】
（実施例３）
（ポリビニルアルコールコーティング担体スクリーニング－平均重合度）
　５重量％ポリビニルアルコール（ＰＶＡ１０５、ＰＶＡ１１７、ＰＶＡ１２４）・７重
量％カルセインナトリウムの水溶液をコーティング担体として調整し、マイクロニードル
（８００ｐｉｌｅ／ｐａｔｃｈ）に対して、３０μＬ／ｐａｔｃｈで全面コーティングを
施し、乾燥機で３０分間乾燥して固着させた。ヘアレスラット（ｎ＝３）皮膚透過試験は
、実施例１と同様に行った。
・ＰＶＡ１０５：平均重合度（Ｎ＝５００）
・ＰＶＡ１１７：平均重合度（Ｎ＝１７００）
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・ＰＶＡ１２４：平均重合度（Ｎ＝２４００）
　図７は、実施例３の測定結果を示すグラフである。横軸は時間（ｈ）、縦軸は累積透過
量（μｇ）を示す。図示のように、重合度の違うポリビニルアルコールのうち、平均重合
度が５００（ＰＶＡ１０５）に比べて１７００（ＰＶＡ１１７）および２４００（ＰＶＡ
１２４）のものが皮膚透過性が高いことが判明した。
【００３３】
（実施例４）
（グラニセトロンを用いたｉｎ　ｖｉｖｏ吸収試験（血漿中濃度））
　５重量％ポリマー水溶液に溶解した１６重量％グラニセトロン塩酸塩の水溶液をコーテ
ィング担体として調整しマイクロニードル（８００ｐｉｌｅ／ｐａｔｃｈ）に対して、３
０μＬ／ｐａｔｃｈで全面コーティングを施し、室温で１２時間乾燥して固着させた。ｉ
ｎ　ｖｉｖｏ試験は、ヘアレスラットを用いて、経時的に採血し定量はＨＰＬＣにより行
った。
・動物種：ヘアレスラット（ｎ＝４）
・採血量：５００μＬ（血漿：２００μＬ）
・ＨＰＬＣ測定（励起：２９８ｎｍ、蛍光：３５３ｎｍ）
・カラム：ＴＳＫｇｅｌＯＤＳ－８０ＴｓＱＡ５μｍ（４．６×１５０）
　図８は、実施例４の測定結果を示すグラフである。横軸は時間（ｈ）、縦軸は血漿中濃
度（ｎｇ／ｍＬ）を示す。本実施例では、低分子化合物をグラニセトロン塩酸塩に変更し
、ポリビニルアルコールの効果をｉｎ　ｖｉｖｏで検証した。図示のように、ＰＶＡ１１
７グレードのものが、ポリマーを用いない場合（ａｑ）や溶解性のヒドロキシプロピルセ
ルロース（ＨＰＣ‐ＳＳＬ）、ＰＶＡ２２０と比較して高い皮膚透過性を示した。
【００３４】
（実施例５）
（グラニセトロンを用いたブリスタータイプ製剤性能評価）
　実験は、５重量％ポリビニルアルコール（ＰＶＡ－１１７）のみをマイクロニードル表
面全域にコーティング担体として調整し、マイクロニードル（８００ｐｉｌｅ／ｐａｔｃ
ｈ）に対して、３０μＬ／ｐａｔｃｈで全面コーティングを施し、室温で１２時間乾燥し
て固着させた。マイクロニードルを皮膚穿刺後、３２重量％グラニセトロン塩酸塩の水溶
液１５μＬをマイクロニードル基板に施された貫通孔（開口部）より３０μＬ適応した。
対照として、マイクロニードルに何もコーティングせずに、薬液のみを貫通孔より３０μ
Ｌ適応する群と、これまで通り５重量％ポリビニルアルコール・３２重量％グラニセトロ
ン塩酸塩の水溶液をコーティング担体として調整し、マイクロニードル（８００ｐｉｌｅ
／ｐａｔｃｈ）に対して、１５μＬ／ｐａｔｃｈで全面コーティングを施した群とを用意
した。
　次に、ヘアレスラット胴体部皮膚を剥離し、真皮側をレセプター層側に向け、タテ型ア
クリルセル（２．５４ｃｍ２）に装着し、３７℃に設定された恒温装置内に設置した。角
質層側に、本発明のマイクロニードル付き経皮薬物投与装置を貼付し、各時間毎に２４時
間までサンプリングを行った。レセプター層には、リン酸緩衝液（ＰＢＳ）を使用した。
各時間毎に得られたレセプター液中の薬物含量をＨＰＬＣ測定（励起：２９８ｎｍ、蛍光
：３５３ｎｍ）により測定した。
・動物種：ヘアレスラット（ｎ＝３）
・レセプター液：ＰＢＳ　４ｍＬ（Ｓａｍｐｌｉｎｇ　ｖｏｌｕｍｅ：２００μＬ）
・温度：３７℃面積：２．５４ｃｍ２（ただし、Ｍ．Ｎ基板自体は１ｃｍ２）
・カラム：ＴＳＫｇｅｌＯＤＳ－８０ＴｓＱＡ５μｍ（４．６×１５０）
　図９は、実施例５の測定結果を示すグラフである。横軸は時間（ｈ）、縦軸は累積透過
量（μｇ）を示す。図示のように、ＰＶＡ１１７と薬液とを混合してコーティングしたケ
ース（ｎｏｒｍａｌ　ｃｏａｔｉｎｇ）のみならず、ポリビニルアルコールのみをコーテ
ィングして薬液を別に投与したケース（ＰＶＡ－１１７　ｕｎｄｅｒ　ｃｏａｔｉｎｇ＋
Ｄｒｕｇ　ｓｏｌｕｔｉｏｎ）においても、コーティングのないケース（ｕｎｃｏａｔｅ
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ｄ＋Ｄｒｕｇ　ｓｏｌｕｔｉｏｎ）に比べ、透過量が大きい。これはＰＶＡ１１７を含有
するコーティングの有用性を示すものである。
【００３５】
（実施例６）
（けん化度９４．５ｍｏｌ％以上のポリビニルアルコールの溶解性）
　各ポリマー（ＰＶＰ、ポリエチレンオキサイド、ヒドロキプロピルセルロース、ＰＶＡ
２２０、ヒドロキプロピルメチルセルロース、ＰＶＡ１１７）５重量％溶液および低分子
量モデル化合物としてカルセインナトリウムの７重量％溶液を調整し、両溶液を混合した
。混合液はキャスティング法により１５ｍｌをシャーレに充填し、５０℃一昼夜乾燥させ
て薄膜を形成させた。次に、得られた薄膜２ｃｍ２を切り取り、リン酸緩衝液（ＰＢＳ）
溶液に浸漬し、経時的にＰＢＳ溶液中に放出されるモデル化合物について測定した。実験
は、３７℃で実施した。表１は、比較例１～５および実施例６－１（ＰＶＡの完全けん化
物、ＰＶＡ１１７：けん化度９７ｍｏｌ％以上）、実施例６－２（ＰＶＡの中間けん化物
、ＰＶＡ６１７：けん化度９４．５～９５．５ｍｏｌ％）のポリマーについての溶解時間
および定常状態に達する時間を示すものである。
【００３６】
【表１】

【００３７】
　表１に示すように、ＰＶＡ１１７（実施例６－１）およびＰＶＡ６１７（実施例６－２
）以外のポリマーについては浸漬後１０分以内に溶解したのに対し、ＰＶＡ６１７につい
ては若干の膨潤がみられたものの、ＰＶＡ１１７は１２０分後、１２時間後も薄膜形状を
維持した状態で残存した。よって、ＰＶＡ１１７およびＰＶＡ６１７は薬物担体としてだ
けではなく、マイクロニードルを介した薬剤の透過ルートとしても機能していることが判
明した。
【００３８】
（実施例７）
（薬物の塩およびフリー体を用いたヘアレスラット皮膚透過試験）
　１０重量％ポリビニルアルコール（ＰＶＡ１１７）水溶液に１６重量％の各種薬物（ペ
ルゴリド、プラミペキソール、ビソプロロール）の塩（ペルゴリド（メシル酸塩）、プラ
ミペキソール（塩酸塩）、ビソプロロール（フマル酸塩）もしくはフリー体を含む水溶液
をコーティング担体として調整しマイクロニードル（８００ｐｉｌｅｓ／ｐａｔｃｈ）に
対して、３０μＬ／ｐａｔｃｈで全面コーティングを施し、室温で１２時間乾燥して固着
させた。単体を含む薬剤をコートしたマイクロニードルをヘアレスラット摘出皮膚に穿刺
後、経時的にサンプリングを行った。レセプター層には、リン酸緩衝液（ＰＢＳ）を使用
し、各時間毎に得られたレセプター溶液サンプルとアセトニトリル１：１で混ぜて撹拌、
遠心（１５，０００ｒｐｍ，５℃，５ｍｉｎ）後、上清を採取して薬物含量をＨＰＬＣ測
定により測定した。表２にそれぞれの薬物の塩とフリー体の最大フラックスを示した。
【００３９】
・動物種：ヘアレスラット（ｎ＝３）
・サンプル量：１ｍＬ
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＜ペルゴリド＞ＴＳＫｇｅｌＯＤＳ－８０ＴｓＱＡ（４．６×１５０ｍｍ）、２２３ｎｍ
、４０℃
＜プラミペキソール＞ＴＳＫｇｅｌＯＤＳ－８０ＴｓＱＡ（４．６×１５０ｍｍ）、２６
５ｎｍ、４０℃
＜ビソプロロール＞ＴＳＫｇｅｌＯＤＳ－８０ＴｓＱＡ（４．６×１５０ｍｍ）、２８０
ｎｍ、４０℃
【００４０】
【表２】

【００４１】
　ペルゴリドについては、それぞれの塩、フリー体において皮膚透過試験の結果は、塩も
フリー体も薬物透過量は１μｇ程度と総じて低い値を示した。これは、本薬剤の塩および
フリー体の水に対する溶解度がほとんどゼロであるために、ポリマー中の薬剤が溶解され
ず、皮膚を透過しなかったと考えられる。一方、プラミペキソールとビソプロロールにお
ける皮膚透過試験の結果は、フリー体よりも塩の方が高い最大フラックスを示した。これ
は、一般的に、テープ製剤等の角質層に影響を及ぼさない製剤の場合には、薬物の物理化
学的特性が皮膚透過性に大きく影響し、特に脂溶性の比較的高い薬剤は水溶性の高い薬剤
に比べて高い透過性を示すことが知られている。しかし、本発明のデバイスを適用した場
合は、脂溶性の高いフリー体よりもむしろ水溶性の高い塩化合物の方が高い皮膚透過性を
示した。このことは、実施例４および５で示した塩酸グラニセトロンにおいても良好な皮
膚透過性を示したことからも分かるとおり、水溶性の高い薬剤においても本発明デバイス
を用いることで高い皮膚透過性を期待できることが確認された。
【００４２】
　また、常温下で液状の低融点薬剤であるビソプロロールを用いた実験（表２）において
は、フマル酸塩、フリー体の両方共に良好な皮膚透過性を示したことから、本デバイスを
用いた場合の薬剤の皮膚透過性能は、薬剤の物理化学的特性というよりは存在状態（溶解
または結晶）の違いが大きく寄与することが明らかとなった。すなわち、製剤適用時の薬
剤が溶解状態を維持あるいは溶解状態へ移行すれば、皮膚透過性は促進されると考えられ
る。すなわち、ペルゴリドのように極端に溶解性の低い薬剤でなければ、通常の経皮製剤
では適用困難とされていた水溶性の薬剤においても、適用が可能であることが判明した。
【産業上の利用可能性】
【００４３】
　本発明は、皮膚を介して薬物を投与するための、基板上に皮膚を穿孔可能な複数のマイ
クロニードルを備えたマイクロニードルデバイスおよびマイクロニードル付き経皮薬物投
与装置に関するものであり、産業上の利用可能性がある。
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