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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）マンニトールと、ソルビトール、エリスリトール、マルチトール、乳糖、ショ糖
、ブドウ糖、果糖、麦芽糖、トレハロース、パラチニットおよびパラチノースから選ばれ
た１種以上の他の糖との組み合わせからなる糖類が４０～９０重量部；
（ｂ）無機賦形剤が１～３０重量部；
（ｃ）崩壊剤が５～４０重量部であって、
かつ成分（ａ）、（ｂ）および（ｃ）が全体で１００重量部となるように成分（ａ）～（
ｃ）を含み、
マンニトールと他の糖との重量比が、マンニトール：他の糖＝９８～６７：２～３３であ
り、
マンニトールおよび他の糖からなる固体分散体を含有する複合粒子中に、無機賦形剤およ
び崩壊剤が均質に分散されてなる
ことを特徴とする口腔内速崩壊性錠剤用の粒子状組成物。
【請求項２】
　（ａ）糖類が５０～８０重量部であり；
（ｂ）無機賦形剤が２～１５重量部であり；
（ｃ）崩壊剤が１０～３５重量部である
請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
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　（ａ）糖類が６５～８０重量部であり；
（ｂ）無機賦形剤が３～１０重量部であり；
（ｃ）崩壊剤が１７～３４重量部である
請求項１に記載の組成物。
【請求項４】
　他の糖がマンニトールの融点降下をもたらす、請求項１～３のいずれか１項に記載の組
成物。
【請求項５】
　糖類の吸熱ピークが、マンニトール単独で測定される吸熱ピークより低温側へ０．５～
１０℃シフトする請求項１～４のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項６】
　マンニトールと他の糖との重量比が、９６～８１：４～１９である請求項１～５のいず
れか１項に記載の組成物。
【請求項７】
　無機賦形剤が、アルミニウム、マグネシウムおよびカルシウムのいずれかを含有し、医
薬的に許容される無機化合物である請求項１～６のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項８】
　無機賦形剤が、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ケイ酸アルミン酸マグネシウム、
合成ハイドロタルサイト、ケイ酸カルシウム、リン酸水素カルシウム、炭酸カルシウム、
タルクおよび乾燥水酸化アルミニウムゲルから選ばれる請求項１～７のいずれか１項に記
載の組成物。
【請求項９】
　崩壊剤が、クロスポピドン、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、結晶セルロース
およびクロスカルメロースナトリウムから選ばれる請求項１～８のいずれか１項に記載の
組成物。
【請求項１０】
　崩壊剤としてのクロスポビドンの含量が５～１３重量部であり、結晶セルロースの含量
が１２～２１重量部である請求項１～９のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項１１】
　糖類、崩壊剤および無機賦形剤を含む水溶液または水性分散液を噴霧乾燥することによ
り得られる請求項１～１０のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項１２】
　マンニトールと他の糖とを予め水性溶媒に溶解または分散させた後、さらに崩壊剤およ
び無機賦形剤を均一に分散させて得られた分散液を、噴霧乾燥することにより得られる請
求項１１に記載の組成物。
【請求項１３】
　さらに、糖類、無機賦形剤および崩壊剤の総量１００重量部に対して、速崩壊性を損な
わない成分を０．０１～１０００重量部および／または薬効成分を０．０１～１００重量
部配合してなる請求項１～１２のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項１４】
　請求項１～１３のいずれか１項に記載の組成物１００重量部に対して、速崩壊性を損わ
ない成分を０．０１～１０００重量部および／または薬効成分を０．０１～１００重量部
配合してなる、該組成物を用いて得られる口腔内速崩壊性錠剤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、口腔内速崩壊性錠剤用の組成物およびその組成物の直接打錠法から得られる
口腔内速崩壊性錠剤に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
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　経口投与用の固形製剤として、水に溶けやすく、例えば口中に含んだ場合に速やかに崩
壊または溶解する口腔内速崩壊性錠剤が知られている。
　このような速崩壊性錠剤としては、例えば賦形剤とエリスリトールとを含有するもの（
特開２００３－１７６２４２号公報参照）、水媒体、リン酸水素カルシウムおよび糖類を
含有する懸濁液を噴霧乾燥して得られるもの（国際公開９９／５５３７３号パンフレット
参照）、無機賦形剤と糖類を含有する懸濁液を噴霧乾燥して得られるもの（特開２０００
－８６５３７号公報参照）、水媒質中に無機制酸剤、糖アルコールおよび崩壊剤を分散さ
せ、噴霧乾燥して得られるもの（特開平１０－１２０５５４号公報参照）が知られている
。
【０００３】
　この他にも、例えばキシリトールなどの糖類と薬効成分と水分とを混合して打錠する口
腔内溶解型錠剤の製造方法（特開平５－２７１０５４号公報参照）、成形性の低い糖類に
成形性の高い糖類を結合剤として流動層造粒してなる造粒物からなる口腔内溶解型圧縮成
型物（国際公開９５／２０３８０号パンフレット参照）、活性成分と平均粒子径が５μｍ
～９０μｍ未満の糖類と平均粒子径が９０μｍ～５００μｍの糖類と崩壊剤とセルロース
類を含有してなる速崩壊性固形製剤（国際公開００／７８２９２号パンフレット参照）、
１種類の糖アルコールと崩壊剤を噴霧乾燥したのち乾式打錠によって得られる速崩壊性固
形製剤（国際公開０２／６９９３４号パンフレット参照）などが開示されている。
【発明の開示】
【０００４】
　本発明は、このような従来技術における速崩壊性錠剤と比べて、一般的な打錠機による
直接圧縮にもかかわらず口腔内崩壊時間が大幅に短縮され、しかも充分な硬度を有する口
腔内速崩壊性錠剤を製造するのに適した組成物および該組成物を用いて得られる口腔内速
崩壊性錠剤を提供することを目的とする。
【０００５】
　本発明者らは、口腔内速崩壊性錠剤用の組成物について検討を行った結果、得られる錠
剤が口腔内の唾液又は少量の水で速やかに崩壊するためには、粒子間の結合力が弱く、空
隙率が大きい錠剤とする必要があること、実用上問題とならない硬度を有する錠剤を得る
ための性質とは、相反する性質を併せ持つことが必要であること、さらに噴霧乾燥するこ
とにより形成される従来の糖類の非晶質体は、成形力向上には大きく貢献するが口腔内で
の崩壊や溶解にはマイナスの効果を示し、崩壊遅延が起こること、しかも錠剤成形時に打
錠障害（スティッキングなど）の要因になること、また糖類の種類、量によっては得られ
た組成物の流動性の低下が起こること、さらに組成物自体の回収率の低下が起こることな
どの課題があることを知った。
【０００６】
　本発明者らは、上記の目的を達成するため鋭意研究した結果、マンニトールと他の糖と
を至適な配合割合で含み、マンニトールの一部または全量と他の糖の全量を溶解すること
により得られる複合粒子は、圧縮成形性が向上されると共に、溶解速度が向上されたもの
であることを見出した。さらにこれらの糖類の複合粒子中に微細な崩壊剤と無機賦形剤を
均一に分散させることで、圧縮成形性の向上と、得られる錠剤の口腔内における速やかな
崩壊性とを併せ持つ組成物が得られることを見出し、本発明を完成した。
【０００７】
　また、マンニトールと他の糖を特定の割合で含有する組成物は、示差走査熱量計（以下
、ＤＳＣという）で測定した糖類（マンニトールと他の糖）の吸熱ピークが、マンニトー
ル単独の吸熱ピークに比較して低温側へシフトすることを見出した。何種類かの糖類でも
同様な吸熱ピークの低温側へのシフトが確認されたが、エリスリトールなどとの配合比率
を変えると５０℃以上の降下を示す糖類も存在した。検討の結果、糖類の特定の配合比率
において、マンニトールと他の糖から形成される組成物中の糖類の吸熱ピークの低温側へ
のシフトが０．５～１０℃である場合に、成形力と崩壊力という、相反する性質が最大限
の効果を示すことを見出した。
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【０００８】
　本発明の口腔内速崩壊性錠剤用の組成物は、
（ａ）マンニトールと他の糖との組み合わせからなる糖類が４０～９０重量部であり；
（ｂ）無機賦形剤が１～３０重量部であり；
（ｃ）崩壊剤が５～４０重量部であって、
かつ成分（ａ）、（ｂ）および（ｃ）が全体で１００重量部となるように成分（ａ）～（
ｃ）を含む。
　上記組成物は、
（１）特定の比率でマンニトールと他の糖とが複合粒子、好ましくは固体分散体を形成し
、
（２）微細な崩壊剤と無機賦形剤が均質に分散され、
（３）すべての成分が均質に分散する条件を加味した噴霧乾燥法から得られるものであり
、
（４）示差走査熱量計（ＤＳＣ）で測定される糖類の吸熱ピークが低温側へ０．５～１０
℃シフトする場合に、口腔内速崩壊性錠剤用の組成物として最大限の効果を発揮できるこ
とを特徴とする。
【０００９】
　また、上記の組成物を用いて得られる本発明の口腔内速崩壊性錠剤は、上記の組成物１
００重量部に対して、薬効成分を０．０１～１００重量部および崩壊性を損なわない成分
を０．０１～１０００重量部配合してなる。
【００１０】
　本発明における「口腔内速崩壊性錠剤」とは、口腔内で迅速に、例えば４０秒以内で、
より好ましくは３０秒以内で、さらに好ましくは２０秒以内で崩壊し得る錠剤を意味する
。ここでいう口腔内崩壊時間は、後記の実施例に記載の測定方法により得られる時間であ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本発明の組成物は、マンニトールおよび他の糖からなる複合粒子中に、無機賦形剤およ
び崩壊剤を均質に分散してなるものが好ましい。マンニトールおよび他の糖からなる複合
粒子とは、マンニトールと他の糖との固体分散体を形成するものを包含する。該複合粒子
は、マンニトールの結晶または非結晶の構造中に、マンニトール分子と分子の大きさや形
がほぼ等しい他の糖が分子または数個の分子結合体として混じった状態であり、純物質よ
りも規則性が劣るため、融点降下、水に対する溶解性の変化などの現象を生じる。
【００１２】
　上記の組成物は、ＤＳＣで測定される糖類の吸熱ピークの低温側へのシフトが０．１～
２０℃、好ましくは０．５～１０℃であることが好ましく、このようなシフトを示す組成
物は、優れた成形性、および得られる錠剤の優れた崩壊性を示す。本発明の組成物は、例
えばマンニトール：ソルビトール＝９７：３（重量比）で含有する場合に、糖類の吸熱ピ
ークの低温側へのシフトが約０．５℃であり、マンニトール：ソルビトール＝８２：１８
（重量比）で含有する場合に、該シフトが約１０℃である。
【００１３】
　本発明の組成物において、マンニトールと他の糖とが固体分散体を形成することにより
、組成物中の糖類の吸熱ピークが、マンニトール単独の吸熱ピークより低温側へシフトす
る現象は、モル凝固点降下と考えられる。このことは、他の糖を同一重量添加する場合に
、分子量の大きい物質よりも分子量が小さい物質の方が低温側へのシフトが大きいことか
らも裏付けられる。
【００１４】
　一般に、融点には、分子の配列のし易さが大きく影響する。また、結晶の形成には構成
分子の規則性が求められ、結晶をつくるには、その構成分子が揃っている必要があり、原
則として同種の分子しか結晶をつくることが出来ない。ただし、異種の分子でもその大き
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さや形がほぼ等しければ複数種の分子が混じった結晶をつくることが可能であり、このよ
うな結晶は固体分散体として知られている。このような固体分散体においては、純物質よ
りも規則性が劣るため、純物質に比べて融点降下などの現象が表れる。
【００１５】
　組成物中の糖類の吸熱ピークが低温側へシフトするということは、マンニトールがある
程度結晶構造を維持しつつ、ゆがんでいる状態になっていることを示しており、マンニト
ールの結晶状態が若干高エネルギー状態になっている。このような高エネルギー状態にす
ることで、マンニトールの持つ性能「低い成形性と低い溶解性」に変化が生じ、成形性の
向上と溶解性（溶解速度）の向上という糖類の性能を改良できる。
【００１６】
　本発明の組成物は、微細な崩壊剤と無機賦形剤を均質に分散してなるものであるので、
該組成物から得られる錠剤において、口腔内での微少な水分をより多く、そしてより速く
錠剤内部へ導入するのに最適な構造である。該組成物は、組成物から得られる錠剤におい
て、特定の無機賦形剤が持つ導水性の細孔と、噴霧乾燥により形成される微細な空洞が微
少な水分を錠剤内部へ呼び込み、共に分散している崩壊剤に有効に作用することで、口腔
内での速崩壊性の効果が得られるものである。
【００１７】
　本発明の組成物は、無機賦形剤および崩壊剤が互いに凝集せず上記複合粒子中に分散し
てなるものである。このような分散状態は、走査型顕微鏡により観察することができる。
【００１８】
　本発明の組成物に含まれる糖類［成分（ａ）］としては、マンニトールと他の糖との混
合物が用いられる。そして、これらの糖類は、組成物全体の１００重量部に対して４０～
９０重量部、好ましくは５０～８０重量部、より好ましくは６５～８０重量部含まれる。
【００１９】
　糖類としてのマンニトールと他の糖との重量比は、マンニトール：他の糖＝９８～６７
：２～３３が好ましく、マンニトール：他の糖キシリトール＝９７～７５：３～２５がよ
り好ましく、マンニトール：他の糖＝９６～８１：４～１９がさらに好ましい。
【００２０】
　マンニトールは、一般に、吸湿性が低く流動性が高い粉末組成物を得るために用いられ
ているが、成形性に劣り、溶解性も低いので、速崩壊性錠剤用の組成物に用いても、得ら
れる錠剤の口腔内崩壊時間と硬度とのバランスが充分ではなかった。しかしながら、本発
明者らは、マンニトールを他の糖ととともに特定の割合で用いることにより、意外にも短
い口腔内崩壊時間と、良好な硬度が得られることを見出した。
【００２１】
　本発明における他の糖とは、マンニトールと共に複合粒子とすることで、糖類の吸熱ピ
ークの低温側へのシフトが確認でき、得られる組成物の成形力及び溶解性を向上させ得る
物質であればよく、例えばソルビトール、マルチトール、ラクチトール、エリスリトール
、キシリトール、乳糖、ショ糖、ブドウ糖、果糖、麦芽糖、トレハロース、パラチニット
、パラチノース等が挙げられる。好ましくは、ソルビトール、マルチトール、エリスリト
ール、乳糖、ショ糖、ブドウ糖、果糖、麦芽糖、トレハロースである。ここに例示の糖は
、全て、マンニトールとともに用いることにより、マンニトールの融点降下をもたらすこ
とができる。
【００２２】
　上記の糖類中のマンニトールは、平均粒子径が０．１～５００μｍ、好ましくは平均粒
子径が０．１～１００μｍ、より好ましくは平均粒子径が０．５～３０μｍのものを用い
ると、口腔内でのざらつきを防ぐことができて好ましい。また他の糖は、組成物を形成す
るプロセスで必ず溶解させるため、どのような平均粒径でもかまわない。
【００２３】
　本発明の組成物に含まれる特定の無機賦形剤［成分（ｂ）］は、組成物全体の１００重
量部に対して、１～３０重量部、好ましくは２～１５重量部、より好ましくは３～１０重
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量部含まれる。
【００２４】
　本発明における特定の無機賦形剤とは、平均細孔径が１００ｎｍ以下であり、アルミニ
ウム、マグネシウムおよびカルシウムの何れかを含有し、医薬的に許容される無機化合物
が好ましい。このような無機賦形剤としては、例えば、メタケイ酸アルミン酸マグネシウ
ム、ケイ酸アルミン酸マグネシウム、リン酸水素カルシウム、リン酸カルシウム、沈降炭
酸カルシウム、乾燥水酸化アルミニウムゲル、ハイドロタルサイト、ケイ酸マグネシウム
、合成ケイ酸アルミニウム、ケイ酸カルシウムおよびタルクから選択されるのが好ましく
、これらをいずれか単独で用いてもよく、これらの２種以上の混合物を用いてもよい。
中でもメタケイ酸アルミン酸マグネシウム、リン酸水素カルシウム、炭酸カルシウム、合
成ハイドロタルサイト、ケイ酸カルシウムおよびタルクから選択される１種以上を用いる
ことがより好ましい。
【００２５】
　上記の無機賦形剤は、本発明の組成物中での均質分散性や口腔内でのざらつきを防ぐた
めに、平均粒径が６０μｍ以下が好ましく、平均粒径が２０μｍ以下が特に好ましい。所
望の平均粒径を得るために、常法によって粉砕処理したものを用いることができる。
【００２６】
　本発明の組成物に含まれる崩壊剤［成分（ｃ）］は、組成物全体の１００重量部に対し
て５～４０重量部、好ましくは１０～３５重量部、より好ましくは１７～３４重量部含ま
れる。
【００２７】
　崩壊剤は、クロスポビドン、クロスカルメロースナトリウム、カルボキシスターチナト
リウム、低置換度ヒドロキシプロピルセルロースおよび結晶セルロースから選択されるの
が好ましく、これらのいずれかを単独で用いてもよいが、両者の混合物として用いるのが
より好ましい。中でもクロスポビドンと結晶セルロースを用いることがさらに好ましい。
上記の崩壊剤は、本発明の組成物内での均質分散性や口腔内でのざらつきを防ぐため、平
均粒径が６０μｍ以下であるのが好ましく、平均粒径が２０μｍ以下であるのが特に好ま
しい。所望の平均粒径を得るために、常法によって粉砕処理したものを用いることができ
る。
【００２８】
　崩壊剤としてクロスポビドンおよび結晶セルロースを用いる場合、クロスポビドンは、
組成物全体の１００重量部に対して、好ましくは５～１５重量部、より好ましくは５～１
３重量部含まれ、結晶セルロースは、組成物の全重量に対して、好ましくは８～２２重量
部、より好ましくは１２～２１重量部含まれる。
【００２９】
　本発明の組成物は、糖類、無機賦形剤および崩壊剤の他に、薬効成分および／または速
崩壊性を損なわない成分を配合することができる。
　薬効成分は、糖類、無機賦形剤および崩壊剤の総量１００重量部に対して、０．０１～
１００重量部、好ましくは０．０１～６７重量部、より好ましくは０．０１～６０重量部
配合することができる。
　本発明の組成物は、薬効成分を糖類、無機賦形剤および崩壊剤に配合して製造すること
ができる。
　速崩壊性を損なわない成分は、糖類、無機賦形剤および崩壊剤の総量１００重量部に対
して、０．０１～１０００重量部、好ましくは０．１～５００重量部配合することができ
る。本発明の組成物は、速崩壊性を損なわない成分を糖類、無機賦形剤および崩壊剤に配
合して製造することができる。
　本発明の組成物は、本発明の組成物の所望の物性を得られる製造方法により製造するこ
とができ、一般に用いられている方法、例えば噴霧乾燥法、流動層造粒乾燥法、攪拌造粒
法、湿式押出造粒法などの湿式造粒法で製造することができる。製造方法の容易さ、およ
び所望の物性を得やすい点から、噴霧乾燥法が好ましい。
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【００３０】
　本発明の組成物は、成分（ａ）～（ｃ）を含む水溶液または水性分散液を常法に従って
噴霧乾燥することにより製造することができる。より具体的には、マンニトールと他の糖
とを予め水性溶媒に溶解または分散させた後、さらに崩壊剤および無機賦形剤を均一に分
散させて得られた分散液を、噴霧乾燥することにより製造することができる。「マンニト
ールと他の糖とを予め水性溶媒に溶解または分散させ」るとは、マンニトールの少なくと
も一部と他の糖の少なくとも一部が水性溶媒に溶解していればよく、マンニトールおよび
他の糖の残りの部分は溶解していても分散していてもよいことをいう。マンニトールと他
の糖とが固体分散体を形成するために、マンニトールの一部および他の糖の全部を溶解す
るのが好ましい。
　上記水性溶媒としては、組成物の特性に影響を及ぼさず、医薬的に許容される溶媒であ
ればよく、例えば水、エタノール、メタノールなどが挙げられる。
【００３１】
　噴霧乾燥の条件は特に限定されないが、噴霧乾燥機としては、円盤式またはノズル式の
噴霧乾燥機を用いるのが好ましい。そして、噴霧乾燥の際の温度としては、入口温度が約
１２０～２１０℃であり、出口温度が約８０～１３０℃であるのが好ましい。噴霧乾燥す
る際の水性分散液の固形物の濃度としては、噴霧乾燥できる範囲であればよく、通常１０
～５０重量％、好ましくは２５～４５重量％である。
【００３２】
　このように噴霧乾燥して得られる本発明の組成物の平均粒径は、水溶液または水性分散
液の濃度、噴霧乾燥方式、乾燥条件などにより適宜調整することができるが、１～５００
μｍ、好ましくは５～３００μｍ、より好ましくは１０～２００μｍであれば、口腔内で
のざらつきを防ぐことができて好ましい。また、組成物の比容積は約１．５～２．５ｇ／
ｍｌ、安息角は約３０～４２°であるのが好ましい。
【００３３】
　本発明の口腔内速崩壊性錠剤は、上記のようにして得られる組成物１００重量部に対し
て、薬効成分を０．０１～１００重量部、好ましくは０．０１～６７重量部、より好まし
くは０．１～６０重量部配合してなる。
【００３４】
　本発明で用いられる薬効成分は、苦味を有するものであれば公知の方法によりコーティ
ングしたものを用いることができ、また消化管内での放出を行わせるために公知の方法で
放出制御したものであってもよい。
　本発明で用いられる薬効成分としては、固形状、結晶状、油状、溶液状など何れの形状
でもよく、用途としては特に限定されず、例えば末梢神経用剤、解熱鎮痛消炎剤、催眠鎮
静剤、精神神経用剤、向精神剤、抗不安剤、抗うつ剤、催眠鎮静剤、抗てんかん剤、交感
神経興奮剤、鎮痙剤などの中枢神経用薬剤；骨格筋弛緩剤、自律神経剤などの末梢神経用
薬剤；気管支拡張剤、強心剤、不整脈用剤、利尿剤、呼吸促進剤、血管拡張剤などの循環
器用薬剤；気管支拡張剤、鎮咳剤などの呼吸器官用薬剤；消化剤、整腸剤、抗潰瘍剤、制
酸剤などの消化管用薬剤；脳代謝改善剤、ホルモン剤、抗ヒスタミン剤、ビタミン剤など
の代謝性薬剤；抗潰瘍剤；抗生物質；化学療法剤；生薬エキス剤；滋養強壮保健剤；アレ
ルギー用薬；微生物類などから選ばれた１種または２種以上の成分が用いられる。
【００３５】
　また、薬効成分としては、例えば、かぜ薬用活性成分や鼻炎用活性成分等を挙げること
ができる。かぜ薬用活性成分としては、例えば、解熱鎮痛消炎剤、気管支拡張剤、抗ヒス
タミン剤、鎮咳剤、去痰剤、鎮咳去痰剤、ビタミン剤、漢方薬エキス等が挙げられる。鼻
炎用活性成分としては、例えば、交感神経興奮剤、副交感神経遮断剤、抗アレルギー剤・
抗炎症薬等が挙げられる。解熱鎮痛消炎剤としては、例えば、アセトアミノフェン、フェ
ナセチン、塩酸レフェタミン等のアニリン誘導体、エテンザミド、サザピリン、サリチル
酸メチル、サリチル酸フェニル、サリチル酸ナトリウム、サリチル酸コリン、アスピリン
、アスピリンアルミニウム等のサリチル酸誘導体等、イソプロピルアンチピリン、スルピ
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リン、フェニルブタゾン、ケトフェニルブタゾン、アンチピリン、アミノピリジン等のピ
ラゾロ誘導体、イブプロフェン、ケトプロフェン、オキサプロジン、ナプロキセン、フェ
ノプロフェンカルシウム、チアプロフェン酸等のプロピオン酸誘導体、フェンブフェン、
ジクロフェナクナトリウム、アンフェナクナトリウム等のフェニル酢酸誘導体、インドメ
タシン、インドメタシンファルネシル、マレイン酸プログルメタシン、トルメチンナトリ
ウム等のインドール酢酸誘導体、メフェナム酸、フルフェナム酸、トルフェナム酸等のア
ントラニル酢酸誘導体、ピロキシカム、アンピロキシカム、テノキシカム等のオキシカム
誘導体、塩酸ベンジダミン、エピリゾール（メピリゾール）、塩酸チノリジン、塩酸チア
ラミド等、消炎酵素剤、セラペプチダーゼ（商品名）、塩化リゾチーム等が挙げられる。
これらの解熱鎮痛消炎剤は、１種又は２種以上併用することもできる。
【００３６】
　気管支拡張剤としては、例えば、塩酸エフェドリン、ｄｌ－塩酸メチルエフェドリン、
ｄｌ－塩酸メチルエフェドリンサッカリネート、塩酸イソプレナリン、硫酸イソプロテレ
ノール、塩酸メトキシフェナミン、硫酸オルシプレナリン、塩酸クロルプレナリン、塩酸
トリメトキノール、硫酸サルブタモール、硫酸テルブタリン、硫酸ヘキソプレナリン、フ
マル酸フォルモテロール、臭化水素酸フェノテロール、塩酸プロカテロール、塩酸プルテ
ロール、塩酸クレンプテロール、塩酸マブテロール、アミノフィリン、テオフィリン、ジ
ブロフィリン、プロキシフィリン等のキサンチン誘導体、臭化フルトロピウム、臭化オキ
シトロピウム等の抗コリン剤等が挙げられる。抗ヒスタミン剤としては、例えば、ジフェ
ンヒドラミン等のエタノールアミン系抗ヒスタミン剤、ｄｌ－マレイン酸クロルフェニラ
ミン、ｄ－マレイン酸クロルフェニラミン等のプロピルアミン系抗ヒスタミン剤、酒石酸
アリメマジン、塩酸イソチペンジル、塩酸プロメタジン、メキタジン等のフェノチアジン
系抗ヒスタミン剤、ジフェニルピラリン、マレイン酸カルビノキサミン、フマル酸クレマ
スチン、塩酸イプロヘプチン、塩酸ホモクロルシクリジン、塩酸シプロヘプタジン、マレ
イン酸ジメチンデン、塩酸トリプロリジン等が挙げられる。
【００３７】
　鎮咳剤としては、例えば、リン酸コデイン、リン酸ジヒドロコデイン等のコデイン類、
臭化水素酸デキストロメトルファン、クロペラスチン、ノスカピンジメモルファン、オキ
セラジン、クエン酸ペントキシベリン、塩酸エプラジノン、塩酸クロブチノール、クエン
酸イソアミニル、塩酸ホミノベン、塩酸クロフェダノール、リン酸ベンプロペリン、ヒド
ロコタルニン、ジブナートナトリウム等が挙げられる。
【００３８】
　去痰剤としては、例えば、グアヤコールスルホン酸カリウム、カルボシステイン、塩酸
Ｌ－エチルシステイン、塩酸Ｌ－メチルシステイン、アセチルシステイン等のシステイン
誘導体、ブロムヘキシン、塩酸アンブロキソール等が挙げられる。鎮咳去痰剤として、例
えば、グアイフェネシン、チペピジン、オキシメテバノール、塩酸アロクラミド、フェン
酸カルベタペンタン、塩酸トリメトキノール、塩酸メトキシフェナミン等が含まれる。な
お、上記鎮咳剤、去痰剤、鎮咳去痰剤として例示した薬効成分は、鎮咳作用及び／又は去
痰作用を複合的に示す場合がある。
【００３９】
　向精神薬としては、例えばクロルプロマジン、レセルピンなどが挙げられる。抗不安薬
としては、例えばアルプラゾラム、クロルジアゼポキシド、ジアゼパムなどが挙げられる
。抗うつ剤としては、例えば塩酸マプロチリン、イミプラミン、アンフェタミン、メタフ
ェタンなどが挙げられる。催眠鎮静剤としては、例えばエスタゾラム、ニトラゼパム、ジ
アゼパム、ペルラピン、フェノバルビタールナトリウムなどが例示される。鎮痙剤には、
例えば臭化水素酸スコポラミン、塩酸パパベリン、塩酸ジフェンヒドラミンなどが挙げら
れる。中枢神経作用薬としては、例えばシチコリンなどが挙げられる。抗てんかん剤とし
ては、例えばフェニトイン、カルバマゼピン等が挙げられる。交感神経興奮剤としては、
例えば塩酸イソプロテレノール等が挙げられる。
【００４０】
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　胃腸薬には、例えばジアスターゼ、含糖ペプシン、ロートエキス、セルラーゼＡＰ３、
リパーゼＡＰ、ケイヒ油などの健胃消化剤、塩化ベルベリン、耐性乳酸菌、ビフィズス菌
などの整腸剤などが含まれる。制酸剤としては、例えば炭酸マグネシウム、炭酸水素ナト
リウム、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ケイ酸アルミン酸マグネシウム、合成ヒド
ロタルサイト、沈降炭酸カルシウム、酸化マグネシウムなどが挙げられる。抗潰瘍剤とし
ては、例えばファモチジン、ランソプラゾール、オメプラゾール、ラベプラゾール、シメ
チジン、塩酸ラニチジンなどが挙げられる。
【００４１】
　アレルギー用薬としては、アンレキサノクス、セラトロダストなどが挙げられる。鎮咳
去痰剤としては、例えば塩酸クロペラスチン、臭化水素酸デキストロメルトファン、テオ
フィリン、グアヤコールスルホン酸カリウム、グアイフェネシン、リン酸コデインなどが
挙げられる。鎮吐剤としては、例えば塩酸ジフェニドール、メトクロプラミドなどが挙げ
られる。呼吸促進剤としては、例えば酒石酸レバロルファンなどが挙げられる。歯科口腔
用薬としては、例えばオキシテトラサイクリン、トリアムシノロンアセトニド、塩酸クロ
ルヘキシジン、リドカインなどが挙げられる。抗ヒスタミン剤としては、例えば塩酸ジフ
ェンヒドラミン、プロメタジン、塩酸イソチペンジル、ｄｌ－マレイン酸クロルフェニラ
ミンなどが挙げられる。
【００４２】
　強心剤としては、例えばカフェイン、ジゴキシンなどが挙げられる。不整脈用剤として
は、例えば塩酸プロカインアミド、塩酸プロプラノロール、ピンドロールなどが挙げられ
る。利尿薬としては、例えばイソソルピド、フロセミド、ヒドロクロロチアジドなどが挙
げられる。血圧降下剤としては、例えば塩酸デラプリル、カプトプリル、塩酸ヒドララジ
ン、塩酸ラベタロール、塩酸マニジピン、カンデサルタンシレキセチル、メチルドパ、ペ
リンドプリルエルブミンなどが挙げられる。血管収縮剤としては、例えば塩酸フェニレフ
リンなどが挙げられる。冠血管拡張剤としては、例えば塩酸カルボクロメン、モルシドミ
ン、塩酸ペラパミルなどが挙げられる。末梢血管拡張薬としては、例えばシンナリジン等
が挙げられる。高脂血症用剤としては、例えばセリバスタチンナトリウム、シンバスタチ
ン、プラバスタチンナトリウム、アトルバスタチンカルシウム水和物等が挙げられる。
【００４３】
　抗生物質には、例えばセファレキシン、セファクロル、アモキシシリン、塩酸ピプメシ
リナム、塩酸セフォチアムヘキセチル、セファドロキシル、セフィキシム、セフジトレン
ピボキシル、セフテラムピボキシル、セフポドキシムプロキセチルなどのセフェム系、ア
ンピシリン、シクラシリン、ナリジクス酸、エノキサシンなどの合成抗菌剤、カルモナム
ナトリウムなどのモノバクタム系、ペネム系及びカルバペネム系抗生物質などが挙げられ
る。
【００４４】
　糖尿病用剤としては、例えばトルブタミド、ボグリボース、塩酸ピオグリタゾン、グリ
ベンクラミド、トログリダゾンなどが挙げられる。鎮けい剤としては、塩酸メクリジン、
ジメンヒドリナートなどが挙げられる。抗リウマチ薬としては、メソトレキセート、ブシ
ラミンなどが挙げられる。ホルモン剤としては、例えばリオチロニンナトリウム、リン酸
デキメタゾンナトリウム、プレドニゾロン、オキセンドロン、酢酸リュープロレリンなど
が挙げられる。アルカロイド系麻薬として、アヘン、塩酸モルヒネ、トロン、塩酸オキシ
コドン、塩酸アヘンアルカロイド、塩酸コカインなどが挙げられる。
【００４５】
　サルファ剤としては、例えばスルフィソミジン、スルファメチゾールなどが挙げられる
。痛風治療薬としては、例えばアロプリノール、コルヒチンなどが挙げられる。血液凝固
阻止剤としては、例えばジクマロールが挙げられる。抗悪性腫瘍剤としては、例えば５－
フルオロウラシル、ウラシル、マイトマイシン、塩酸マニジピン、ボグリボース、カンデ
サルタンシレキセチル、塩酸ピオグリタゾンなどが挙げられる。
【００４６】
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　ビタミン類としては、例えば、アスタキサンチン、ビタミンＡ、β－カロチン、ルテイ
ン、ゼアキサンチン等のカロチノイド類、フルスルチアミン、塩酸フルスルチアミン、プ
ロスルチアミン、オクトチアミン、チアミンジスルフィド、ビスベンチアミン、ビスブチ
チアミンン、ビスイブチアミン、ベンフォチアミン、塩酸セトチアミン等のビタミンＢ１
もしくはその誘導体又はそれらの塩、リボフラビン、リン酸リボフラビンナトリウム、フ
ラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム、酪酸リボフラビン等のビタミンＢ２もしくは
その誘導体又はそれらの塩、アスコルビン酸やアスコルビン酸グルコシド、パルミチン酸
Ｌ－アスコルビル、Ｌ－アスコルビン酸リン酸エステル等のビタミンＣ誘導体、トコフェ
ロール、酢酸トコフェロール、コハク酸トコフェロール、ニコチン酸トコフェロール、ト
コトリエノール等のビタミンＥ類等が挙げられる。
【００４７】
　なお、用いる薬効成分の種類によっては、好ましい口腔内速崩壊性を得ることができる
本発明の組成物の成分の量の範囲にずれが生じる可能性があるが、このような誤差も本発
明の範囲内である。
【００４８】
　本発明の口腔内速崩壊性錠剤には、上記のようにして得られる組成物１００重量部に対
して、薬効成分の他に、速崩壊性を損わない成分を、０．０１～２０００重量部、好まし
くは０．０１～１０００重量部配合することができる。
【００４９】
　本発明組成物および／または口腔内速崩壊性錠剤に添加することができる、速崩壊性を
損わない成分としては、医薬的に許容されるものであればよく、賦形剤（例えば、エリス
リトール、ソルビトール、乳糖などの糖類、カルボキシメチルセルロースカルシウム、硬
化油、タルク）、界面活性剤（例えばポリオキシエチレン硬化ひまし油、ポリオキシエチ
レンポリオキシプロピレングリコール、ソルビタン脂肪酸エステル、ポリソルベート、脂
肪酸グリセリンエステル、ラウリル硫酸ナトリウム等）、結合剤（例えばヒドロキシプロ
ピルセルロース、アルギン酸、ゼラチン、部分α化デンプン、ポピドン、アラビアガム、
プルラン、デキストリンなど）、滑沢剤（例えばステアリン酸、ステアリン酸マグネシウ
ム、ステアリン酸カルシウム、ショ糖脂肪酸エステル、ポリエチレングリコール、フマル
酸ステアリルナトリウムなど）、酸味料（例えばクエン酸、酒石酸、リンゴ酸、アスコル
ビン酸など）、発泡剤（例えば炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウムなど）、甘味剤（サ
ッカリンナトリウム、グリチルリチン二カリウム、アスパルテーム、ステビア、ソーマチ
ンなど）、香料（例えばレモン油、オレンジ油、メントールなど）、着色剤（例えば食用
赤色２号、食用青色２号、食用黄色５号、食用レーキ色素、三二酸化鉄など）、安定化剤
（例えばエデト酸ナトリウム、トコフェロール、シクロデキストリンなど）、矯味剤、着
香剤などが挙げられる。これらの速崩壊性を損わない成分は、本発明の錠剤の速崩壊性を
損なわない範囲で添加することができる。
【００５０】
　本発明の口腔内速崩壊性錠剤は、前記の組成物に、薬効成分および任意の速崩壊性を損
わない成分を配合した混合物を圧縮成形することにより、製造することができる。圧縮成
形は、直接打錠法によるのが好ましく、その際の打錠圧は、錠剤の大きさにより異なるが
、通常２００～２０００ｋｇ／ｃｍ２であり、好ましくは２５０～１６００ｋｇ／ｃｍ２

であり、より好ましくは２５０～１２００ｋｇ／ｃｍ２である。
【００５１】
　このようにして得られる口腔内速崩壊性錠剤は、好ましくは１～２０ｋｇ、より好まし
くは１～１５ｋｇ、さらに好ましくは１～１０ｋｇの硬度を有する。また、例えば８ｍｍ
φの杵を用い、２００ｍｇの錠剤を打錠するとき、打錠圧が１００～１２００ｋｇｆのと
きに２～１５ｋｇの硬度を有し、打錠圧が２００～８００ｋｇｆのときに３～７ｋｇの硬
度を有する。
【実施例】
【００５２】
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　以下に、本発明を実施例により説明するが、これらの実施例は本発明の範囲を限定する
ものではない。
【００５３】
　実施例で得られた各錠剤についての評価は、次の方法により行った。
［口腔内崩壊時間］
　錠剤（１錠ずつ　ｎ＝６）を、３～８人の被験者が口腔内に入れてから完全に崩壊する
までの時間を測定し、その平均値を口腔内崩壊時間とした。
【００５４】
［マンニトールの吸熱ピーク］
　示差走査熱量計（ＤＳＣ、理学電気社製、ＴＡＳ－２００）を用い、測定した。原料と
して用いたマンニトール（東和化成工業社製、マンニットＰ）を単独で示差走査熱量計で
測定した吸熱ピークは、１６８．８℃であった。
【００５５】
［錠剤の硬度］
　モンサント硬度計（萱垣医理科工業社製）を用いて測定した。
［打錠障害］
　打錠機の上杵、下杵への付着物の有無（スティッキング、キャッピング）を観察するこ
とにより、打錠障害を評価した。
【００５６】
実施例１
　ソルビトール２８ｇを水６００ｇに完全に溶解した後、マンニトール２５２ｇを加え、
室温、２００～３００ｒｐｍで攪拌して均一に分散し、さらに６０分間撹拌を継続して、
ソルビトールが溶解し、マンニトールの一部が溶解し、残りが分散した分散液を得た。そ
の後クロスポピドン３２ｇ、結晶セルロース６０ｇ、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム
２８ｇを添加し、均一に分散した後、噴霧乾燥装置で造粒し、組成物を得た。この組成物
中のマンニトール／ソルビトールの重量比は、９０／１０である。得られた組成物中の糖
類の吸熱ピークをＤＳＣで測定した。得られた造粒物３００重量部に対して、ステアリン
酸マグネシウム１．５重量部を混合し、ロータリー打錠機により打錠して重量２００ｍｇ
、直径８ｍｍφの錠剤を得た。得られた錠剤について、口腔内崩壊時間を測定した（ｎ＝
６）。結果を表１に示す。
【００５７】
実施例２および３
　表１に示す組成を用い、実施例１と同様にして、組成物および錠剤を製造した。得られ
た錠剤の口腔内崩壊時間を測定した（ｎ＝６）。結果を表１に示す。組成物中のマンニト
ールとソルビトールの重量比は、９５／５および８５／１５である。
【００５８】
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【表１】

【００５９】
実施例４～８
　ソルビトールをエリスリトールに変更し、表２に示す組成を用い、実施例１と同様にし
て、組成物および錠剤を製造した。得られた錠剤の口腔内崩壊時間を測定した（ｎ＝６）
。結果を表２に示す。
【００６０】

【表２】

【００６１】
　表１、表２の結果より、組成物中の糖類の吸熱ピーク降下が１０℃以下の範囲である組
成物が、優れた口腔内速崩壊性を示すことが判る。このときのマンニトール／ソルビトー
ルまたはエリスリトールの重量比は、９５～８５／５～１５である。
【００６２】
実施例９～１４
　糖類を乳糖、トレハロース、マルトース、ブドウ糖、ショ糖、マルチトールに変更し、
表３に示す組成を用い、実施例１と同様にして、組成物および錠剤を製造した。得られた
錠剤の口腔内崩壊時間を測定した（ｎ＝６）。結果を表３に示す。組成物中のマンニトー
ルと糖類の重量比は、９０／１０である。
【００６３】
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【表３】

【００６４】
実施例１５～１８
　糖類にマンニトールと乳糖を用い、メタケイ酸アルミン酸マグネシウムの代わりに合成
ハイドロタルサイト、無水リン酸水素カルシウム、炭酸カルシウム、タルクを用い、表４
に示す組成を用い、実施例１と同様にして、組成物および錠剤を製造した。得られた錠剤
の口腔内崩壊時間を測定した（ｎ＝６）。結果を表４に示す。組成物中のマンニトールと
糖類の重量比は、９０／１０である。
【００６５】
【表４】

【００６６】
実施例１９～２１
　糖類にマンニトールと乳糖を用い、無機賦形剤にメタケイ酸アルミン酸マグネシウム、
崩壊剤に結晶セルロース、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース（Ｌ－ＨＰＣ）、クロ
スポピドン、クロスカルメロースナトリウムを用い、表５に示す組成を用い、実施例１と
同様にして、組成物および錠剤を製造した。得られた錠剤の口腔内崩壊時間を測定した（
ｎ＝６）。結果を表５に示す。組成物中のマンニトールと糖類の重量比は、９０／１０で
ある。
【００６７】
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【００６８】
実施例２２
　ソルビトール４０ｇを水６００ｇに完全に溶解した後、マンニトール２４０ｇを加え均
一に分散し、しばらく撹拌する。その後クロスポピドン３２ｇ、結晶セルロース６０ｇ、
メタケイ酸アルミン酸マグネシウム２８ｇを添加し、湿式分散機（マイコロイダーＭ型　
特殊機化工業社製）を用いて均一に分散させた。得られた分散液を噴霧乾燥装置（Ｌ－８
型　大川原化工機社製）で造粒し、組成物１を得た。表６に示す組成で、得られた組成物
１と、薬効成分としてのアスコルビン酸、および医薬品に配合可能な成分としてのステア
リン酸マグネシウムを混合し、ロータリー打錠機（８ｍｍφ隅角平面の杵）を用いて、錠
剤重量２００ｍｇ、錠剤硬度３．５ｋｇとなるように打錠して錠剤を得た。得られた錠剤
の口腔内崩壊時間および打錠障害の有無について、表６に示す。
【００６９】

【表６】

【００７０】
実施例２３
　Ｌ－アスコルビン酸の代わりにアセトアミノフェンを用い、実施例２２と同様にして、
錠剤を製造した。得られた錠剤の口腔内崩壊時間および打錠障害の有無について、表７に
示す。
【００７１】
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【産業上の利用可能性】
【００７２】
　本発明の口腔内速崩壊性錠剤用の組成物を用いて得られる錠剤は、従来の速崩壊性錠剤
に比べてより大きい硬度を有するにもかかわらず、口腔内崩壊時間を大幅に短縮し得ると
いう特長を有する。したがって、該組成物に薬効成分を配合して得られる本発明の口腔内
速崩壊性錠剤は、速やかな口腔内速崩壊性が要求される医薬品に適している。また、本発
明の口腔内速崩壊性錠剤用の組成物を用いて得られる錠剤は、本発明の組成物と薬効成分
と崩壊性を損なわない成分を混合したのち、乾式で圧縮成型することによる簡易な方法で
製造することができる。
　本発明の口腔内速崩壊性錠剤用の組成物は、特に優れた口腔内即崩壊性を示す錠剤を得
ることを可能にするものであり、口腔内での素早い崩壊性が要求される錠剤に好適に用い
ることができる。
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