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(57)【要約】
【課題】粘膜又は皮膚を介する治療薬の吸収を促進する医薬組成物を提供する。
【解決手段】粘膜又は皮膚を介する治療薬の吸収を促進する吸収促進剤を含む医薬組成物
である。吸収促進剤は、ポリエチレングリコールのヒドロキシ脂肪酸エステルを含む。ポ
リエチレングリコールのヒドロキシ脂肪酸エステルは、ポリエチレングリコール６６０ヒ
ドロキシ脂肪酸エステルである。これにより、粘膜又は皮膚を介する治療薬の吸収を促進
することができる。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　粘膜又は皮膚を介する治療薬の吸収を促進する吸収促進剤を含む医薬組成物であって、
　該吸収促進剤は、ポリエチレングリコールのヒドロキシ脂肪酸エステルを含み、
　前記ポリエチレングリコールのヒドロキシ脂肪酸エステルは、ポリエチレングリコール
６６０ヒドロキシ脂肪酸エステルであることを特徴とする医薬組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、粘膜又は皮膚を介して吸収される治療薬を含む医薬組成物に関する。特に、
本発明は、薬学的に活性のある治療薬の経粘膜送達又は経皮送達を促進するための吸収促
進剤の使用方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　粘膜への治療薬の投与は、当技術分野において周知である。治療薬は、疾病の局所的な
治療又は全身的な効果を目的として、鼻腔に、膣腔に、経肺的（ｐｕｌｍｏｎａｒｉｌｙ
）に、頬側に（ｂｕｃｃａｌｌｙ）、舌下に、直腸に、経口的に、及び眼に送達すること
ができる。
【０００３】
　吸収性のある粘膜（例えば、頬、鼻、眼、口、舌下、直腸、及び膣の粘膜）を介する薬
剤の送達には、他の投与経路に対して異なる利点がある。特に、これらの体腔は、容易に
接近しやすく、そのため、投与が便利である。粘膜経路を介して投与した治療薬（消化管
を介する場合を除く）は、体循環へ直接輸送され、初回通過代謝を回避する。また、送達
の粘膜経路は、迅速な薬理反応、特に、送達の鼻及び肺の経路の可能性を提供する。プロ
プラノロール及びフェンタニル等の脂溶性薬剤は、鼻粘膜を介して容易に吸収され、その
結果、高いバイオアベイラビリティを生ずる。
【０００４】
　さらに、薬剤は、嗅粘膜を横断する又は鼻腔の三叉神経系を介して輸送されることによ
って、経鼻投与後にＣＮＳへ直接吸収することができる。
【０００５】
　送達の粘膜経路の利点にもかかわらず、ペプチド、タンパク質及び親水性の低分子量の
薬剤等の多くの治療薬は、それらの物理化学特性（例えば、高分子量、親水性、不安定性
）により、粘膜を介して弱く吸収されるので、注射又は注入によって投与する必要がある
。１型糖尿病患者に投与するインシュリンのようなこれらの薬剤のうちの幾つかにおいて
、注射による１日複数回投与（ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｄａｉｌｙ　ｄｏｓｉｎｇ）が必要で
あり、特に若い患者の間でノンコンプライアンスを生ずる［創薬の今日（Ｄｒｕｇ　Ｄｉ
ｓｃｏｖｅｒｙ　Ｔｏｄａｙ）、７，　２００２，　１１８４－１１８９；　Ｊ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ　Ｒｅｌ，　８７，　２００３，　１８７－１９８（非特許文献１）］。特に、
高分子量及び／又は高親水性の薬剤は、粘膜を介して弱く吸収される。
【０００６】
　粘膜は、外部環境に対する防御バリアを提供し、毒素、細菌及びウィルスの侵入に対す
る障害を提供する上皮細胞によって内側が覆われる。粘膜を介した治療薬の輸送に関連す
る経路は、細胞内及び傍細胞の輸送を含む。細胞内の輸送では、治療薬は、受動輸送系又
は担体輸送系によって輸送することができる。受動的な細胞内の経路は、頂細胞膜、細胞
内空間及び側底側細胞膜を介する浸透を含み、また、該経路は、比較的小さい疎水性化合
物に制限される。大きい化合物は、エンドサイトーシスによって吸収され得るが、このメ
カニズムは、例えば、特定の分類の分子及び自然に輸送される類縁体の構造類縁体に対し
て選択的であり、一般に、極性の高い化合物を排除する。上皮の細胞間接合を介する受動
拡散によって、傍細胞の輸送は、粘膜を介して、より多くの親水性治療薬の輸送を可能と
する。したがって、治療薬の傍細胞の輸送は、緊密な上皮の接合によって制限される。
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【０００７】
　したがって、粘膜を介して弱く吸収される薬剤は、親水性の小分子を含んでもよい。一
例は、モルヒネ及び他の類似したオピオイドを含む。より一般に、それらは、大きく、高
分子量であり、また、輸送は、それらのサイズ及び親水性によって阻害される。これは、
ペプチド、タンパク質、ポリ核酸、ＳｉＲＮＡ、ＲＮＡ、及び抗原等の“生物製剤”（ｂ
ｉｏｌｏｇｉｃ　ｄｒｕｇ又は”ｂｉｏｌｏｇｉｃｓ”）のほとんどが極性の高分子量で
あるので、これらについての特別の問題である。この問題は、バイオテクノロジー研究の
発展と科学の進歩による多くの生物製剤の発見によって深刻化する。
【０００８】
　生物製剤の送達に関する更なる問題は、特に、消化管を介して投与する場合、生物製剤
が、ペプチダーゼ及びプロテアーゼ等の酵素によって分解され易いということである。鼻
腔の内側を覆うような粘膜を介する送達は、送達の重要な代替的経路に、制限された酵素
分解を提供する。
【０００９】
　粘膜の表面を介したこれらの薬剤の輸送を改善するために、特に、経鼻投与によって送
達する場合、吸収促進剤を含む製剤が良好に使用されている。これまでに使用された吸着
剤は、ゲル化マイクロスフィア、生体付着性ポリマー、及びキトサンを含む。これらの系
の一例は、「治療用ペプチド及びタンパク質の吸入送達（Ｉｎｈａｌａｔｉｏｎ　Ｄｅｌ
ｉｖｅｒｙ　ｏｆ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃ　Ｐｅｐｔｉｄｅｓ　ａｎｄ　Ｐｒｏｔｅｉ
ｎｓ）」、ＡｄｊｅｉとＧｕｐｔａ（編集）、Ｍａｒｃｅｌ　Ｄｅｋｋｅｒ　Ｉｎｃ，　
Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　（１９９７），　１３５－１８４で、ＩｌｌｕｍとＦｉｓｈｅｒによ
って（非特許文献２）、及び、「鼻腔内送達：物理化学及び治療面（Ｉｎｔｒａｎａｓａ
ｌ　ｄｅｌｉｖｅｒｙ：　Ｐｈｙｓｉｃｏｃｈｅｍｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｔｈｅｒａｐｅｕ
ｔｉｃ　Ａｓｐｅｃｔｓ）」，　ｌｎｔ　Ｊ　Ｐｈａｒｍ，　３３７，　２００７，　１
－２４で、Ｃｏｓｔａｎｔｉｎｏ，　Ｉｌｉｕｍ，　Ｂｒａｎｄｔ，　Ｊｏｈｎｓｏｎ及
びＱｕａｙによって（非特許文献３）、概説されている。
【００１０】
　しかしながら、サリチラート、胆汁酸塩、胆汁酸塩誘導体、リン脂質、リゾリン脂質、
ラウリル硫酸ナトリウム、シクロデキストリン、及びキトサン誘導体等の経鼻的研究で過
去に使用された吸収促進剤は、幾つかの事例で、粘膜の刺激又は損傷を引き起こすことが
示されている。
【００１１】
　種々の他の粘膜の吸収促進剤系は、粘膜を介して治療薬を送達するために開発されてい
るが、報告された問題点は、体循環への良好な吸収を妨げる治療薬の刺激、吸収不良及び
クリアランスを含む。ポリエチレングリコール及びグリコフロラム（ｇｌｙｃｏｆｕｒｏ
ｌｕｍ）（米国特許第５，３９７，７７１号（特許文献１））等の多くの添加剤は、強い
粘着性である場合があり、鼻腔内及び粘膜の送達には適さない。
【００１２】
　国際公開公報第０３／０７０２８０号（特許文献２）は、次の式のモノグリセリド及び
ジグリセリドの使用について記載する。
【化１】

　（式中、Ｒ１、Ｒ２及びＲ３は、Ｃ6－Ｃ26脂肪酸、ＰＥＧポリマー及び水素からなる
群より選択される。但し、Ｒ１、Ｒ２及びＲ３の少なくとも１つがＣ6－Ｃ26脂肪酸残基
である場合、Ｒ１、Ｒ２及びＲ３の少なくとも１つが、吸収促進剤及び粘膜付着剤に使用
するためのＰＥＧポリマー残基である。）
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【００１３】
　国際公開公報第２００４／０６４７５号（特許文献３）は、粘膜を介した薬学的に活性
のある薬剤の吸収を促進するためのＮ，Ｎ－ジメチルグリシン、チオクト酸、セバシン酸
、シキミ酸、及びその塩類の使用について記載する。
【００１４】
　国際公開公報第２００６／０９７７９３号（特許文献４）は、水溶性組成物に治療上活
性のある分子を含有させることによる生体膜を介する該分子を輸送するための組成物につ
いて記載する。該水溶性組成物は、疎水性媒体に浸漬することができる。該疎水性媒体は
、脂肪族分子、環状分子、又は芳香族分子からなり得る。適切な脂肪族疎水性媒体の例は
、鉱油、モノグリセリド、ジグリセリド、トリグリセリド、エーテル、及びエステルを含
む。適切な環状疎水性媒体の例は、テルペノイド、コレステロール、コレステロール誘導
体、及びコレステロールエステルを含む。芳香族疎水性媒体の例は、安息香酸ベンジルを
含む。該組成物は、直鎖アルコール、分岐アルコール、環状アルコール又は芳香族アルコ
ールであり得る膜流動剤（ｍｅｍｂｒａｎｅ　ｆｌｕｉｄｉｚｉｎｇ　ａｇｅｎｔ）が更
に追加される。
【００１５】
　国際公開公報第０３／０９９２６４号（特許文献５）は、薬剤の経膣送達、経頬（ｂｕ
ｃｃａｌ）送達又は経鼻送達のための組成物、及び細胞と胚の低温保護について記載する
。該組成物は、薬学的に活性のある薬剤と組み合わせた非イオン化グリコール誘導体から
なる。該非イオン化グリコール誘導体は更に、粘膜への付着及び粘膜を介する輸送のため
の粘膜付着剤、脂溶性又は疎水性担体と組み合わせてもよい。非イオン化グリコール誘導
体は、脂肪族グリコールの複合体、又は脂肪族アルコールあるいは芳香族アルコール若し
くはエステルを有する脂肪族グリコールの複合体である。該非イオン化グリコール誘導体
は、グリコールエステル、グリコールエーテル、グリセリンエステルの混合物、又はその
組み合わせからなる群より選択される。
【００１６】
　国際公開公報第２００５／０４６６７１（特許文献６）号は、パクリタキセルを水性媒
体に沈殿させて予備懸濁物を形成し、次いで均質化することによる、パクリタキセル又は
その誘導体のサブミクロン粒子の形成に関する。生成した粒子は、一般に、約１０００ｎ
ｍ未満の平均粒子サイズであり、すぐに溶解しない。水溶性重合体又は親水性重合体と結
合したリン脂質を有する界面活性剤を用いて、粒子を被覆する。Ｓｏｌｕｔｏｌ（登録商
標）ＨＳ１５は、適切な界面活性剤の一例であり、実施例５では、“均質化の結果生じる
安定化は、粒子表面の界面活性剤の再配置から発生すると考えられる”と明示されている
。この再配置によって、粒子凝集の低い傾向が生じる（第３１頁、第２９～３２行目）。
したがって、界面活性剤は、粒子を安定させて、凝集を防ぐために使用される。記載され
た粒子は、それらの小サイズを理由とする溶解の増加によって、改善したバイオアベイラ
ビリティを示すことを意味する。
【００１７】
　国際公開公報第２００６／１０８５５６号（特許文献７）は、コロイド形態の弱い可溶
性活性剤（例えば、コルチコステロイド）への界面活性剤とリン脂質の混合物の使用につ
いて言及する。マクロゴールヒドロキシステアレート［Ｓｏｌｕｔｏｌ（登録商標）ＨＳ
１５］は、例示界面活性剤の一つである。活性剤の改善した溶解性は、意図した部位への
その活性剤の改善した送達を可能にする。例えば、コロイド溶液の形成は、ネブライザー
によって送達を改善する（第４６頁第８行目～第４７頁第２２行目の考察された利点）。
【００１８】
　国際公開公報第９９／３２０８９号（特許文献８）は、水性媒体中のミセルを含む医薬
組成物であって、ミセルが、脂溶性グルココルチコステロイド、並びに一の及び一のみの
医薬として許容し得る界面活性剤を含む、医薬組成物に関する。該界面活性剤は、ミセル
を形成するために、全組成物重量の５％ｗ／ｗ未満の低濃度で用いる（第７頁、第１～２
行目）。好ましい界面活性剤は、ポリオキシエチレングリコール６６０　１２－ヒドロキ
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システアレート［Ｓｏｌｕｔｏｌ（登録商標）ＨＳ１５］である。
【００１９】
　米国特許出願公開第２００７／２５９００９号（特許文献９）は、弱可溶性のＰＤＥ４
阻害剤の投与のための水性製剤に関する。アルコキシル化脂肪は、非経口製剤に必要な特
性を有する透明な溶液を得るために、助溶剤として用いる（段落［０００６］）。適切な
アルコキシル化脂肪の好ましい一例は、Ｓｏｌｕｔｏｌ（登録商標）ＨＳ１５である（段
落［００１６］）。
【００２０】
　国際公開公報第２００５／１０５０５０号（特許文献１０）、及び米国特許出願公開第
２００６／０８８５９２号（特許文献１１）は、弱吸収性薬剤の経口送達のための組成物
について記載する。該組成物は、薬剤、腸粘膜を介する薬剤の吸収を増加させるための促
進剤、及び、単独では該薬剤の吸収を増加させないが、促進剤の存在下で薬剤の吸収を更
に増加させる、プロモーターを含む。実施例１２では、パクリタキセルは、可溶化剤とし
てＳｏｌｕｔｏｌ（登録商標）又はコハク酸トコフェロールポリエチレングリコールを用
いて可溶化する。実施例１２で用いる該促進剤及びプロモーターはそれぞれ、ステアリン
酸スクロース及びグルコサミンである。
【００２１】
　米国特許出願公開第２００７／０８２０１６号（特許文献１２）は、（ａ）脂溶性成分
、（ｂ）、高ＨＬＢ界面活性剤、及び（ｃ）親水性成分を含んだ吸収促進剤担体媒介のδ
－アミノ－γ－ヒドロキシ－ω－アリールアルカン酸アミドレニン阻害剤を含む、マイク
ロエマルジョンの予備濃縮物の形態の医薬組成物に関する。該予備濃縮物は、水性媒体（
例えば、胃液）での更なる希釈で、水中油型マイクロエマルジョンに変換する、自然に分
散する油中水型マイクロエマルジョンを提供する。適切な高ＨＬＢ界面活性剤は、非イオ
ン型流出阻害性（ｎｏｎ－ｉｏｎｉｃ　ｅｆｆｌｕｘ　ｉｎｈｉｂｉｔｉｎｇ）界面活性
剤、及びそれに関する吸収促進性界面活性剤を含むが、これらに限定されない（段落［０
０３７］）。Ｓｏｌｕｔｏｌ（登録商標）ＨＳ１５は、適切な流出阻害剤（ｅｆｆｌｕｘ
　ｉｎｈｉｂｉｔｏｒ）として記載されている（段落［００３８］）。
【００２２】
　国際公開公報第０１／１９３３５号（特許文献１３）は、粘膜を介して抗原の送達を可
能にするビヒクルに抗原がカプセル化された、ワクチン組成物に関する。該ビヒクルは、
水、水溶液又は極性液体の溶液の層によって互い違いになった両親媒性物質に基づく同心
性の二重層の堆積によって形成した内部液体結晶構造を有するタマネギ様構造の多層ビヒ
クルであり、少なくとも１つの抗原が取り込まれる。該ビヒクルは、多種多様の界面活性
剤、前述のポリエチレングリコールヒドロキシステアレートによって形成してもよい。好
ましくは、該組成物は、種々の界面活性剤の混合物を含む。
【００２３】
　国際公開公報第００／００１８１号（特許文献１４）は、コルチコステロイド化合物の
吸入送達に有用な肺のドラッグデリバリー組成物に関する。高ＨＬＢ界面活性剤、好まし
くは、ビタミンＥのＥ０変性（ｅｔｈｏｘｙｌａｔｅｄ）誘導体、及び／又は、Ｓｏｌｕ
ｔｏｌ（登録商標）ＨＳ１５等のポリエチレングリコール脂肪酸エステルを用いて、噴霧
化又は経鼻投与によって送達することができるように、コルチコステロイドを可溶化する
。
【００２４】
　米国特許出願公開第２００５／０５８７０２号（特許文献１５）は、それ自身生体バリ
アを横断することができない負に荷電した分子（分子は、“エフェクター”と呼んでいる
）の該生体バリアを介する輸送を促進するアプローチについて、記載する。該アプローチ
は、該エフェクターを、カチオンを形成するイオン液体と配合することを含む。また、製
剤は、非イオン性界面活性剤、イオン性界面活性剤、プロテアーゼ阻害剤、及び還元剤か
らなる群より選択される少なくとも２つの物質の混合物を含んでもよいことが開示されて
いる。開示された実施例は、Ｓｏｌｕｔｏｌ（登録商標）ＨＳ１５を含む、幾つかのその
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ような物質を含むが、原料及び他の物質の濃度は、明示されていない。実施例の製剤は、
直腸内に、又は腸ループへの注射によって、投与すると言及されている。
【００２５】
　国際公開公報第２００６／０２４１３８号（特許文献１６）は、（ａ）抗微生物剤、（
ｂ）少なくとも２つのポロキサマポリマーを含むポロキサマ混合物、及び（ｃ）ポリエチ
レングリコールのヒドロキシル脂肪酸エステルを含む、医薬製剤であって、該製剤は、室
温で固体であり、また、体温で液体ゲルである、熱可逆性の医薬製剤について記載する。
好ましい実施態様において、ポリエチレングリコールのヒドロキシル脂肪酸エステルは、
ポリオキシエチレングリコール６６０ヒドロキシステアレートである。該製剤は、膣又は
直腸の経路を介する活性のある薬物の投与及び送達のために、坐薬形態で使用するもので
ある。
【００２６】
　Ｂｕｇｇｉｎｓらの“薬物動態に対する薬剤の添加剤の影響（Ｔｈｅ　ｅｆｆｅｃｔｓ
　ｏｆ　ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　ｅｘｃｉｐｉｅｎｔｓ　ｏｎ　ｄｒｕｇ　ｄｉ
ｓｐｏｓｉｔｉｏｎ）”、Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｄｒｕｇ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　Ｒｅｖｉｅ
ｗｓ　５９　（２００７）　１４８２－１５０３（非特許文献４）は、薬剤の薬物動態学
及び生理学系に対する一般に使用される共溶媒及び添加剤の報告された影響について記載
する概説の文献である。経口吸収に対するＳｏｌｕｔｏｌ（登録商標）の影響は、第１４
９７頁の４．３．４項で考察されている。Ｓｏｌｕｔｏｌ（登録商標）は、弱い可溶性の
薬剤サイクロスポリンＡの経口吸収を増加させることが明らかになっている。ＣＹＰ３Ａ
（酵素のＣＹＰ４５０ファミリーのメンバー）及びＰ－Ｇｐの阻害は、役割を果たしてい
ると考えられているが、この影響は、主に、腸液中のサイクロスポリンの溶解性の増加に
よるものであると考えられていた［Ｂｒａｖｏ　Ｇｏｎｚａｌｅｚら、雄ウィスターラッ
トのサイクロスポリンＡの口の改善されたバイオアベイラビリティ：自己分散型製剤及び
ミクロ懸濁液（ｍｉｃｒｏｓｕｓｐｅｎｓｉｏｎ）を含むＳｏｌｕｔｏｌ（登録商標）Ｈ
Ｓ１５の比較（Ｉｍｐｒｏｖｅｄ　ｏｒａｌ　ｂｉｏａｖａｉｌａｂｉｌｉｔｙ　ｏｆ　
ｃｙｃｌｏｓｐｏｒｉｎ　Ａ　ｉｎ　ｍａｌｅ　Ｗｉｓｔａｒ　ｒａｔｓ．　Ｃｏｍｐａ
ｒｉｓｏｎ　ｏｆ　ａ　Ｓｏｌｕｔｏｌ　（ｔｒａｄｅｍａｒｋ）　ＨＳ１５　ｃｏｎｔ
ａｉｎｉｎｇ　ｓｅｌｆ－ｄｉｓｐｅｒｓｉｎｇ　ｆｏｒｍｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　ａ
　ｍｉｃｒｏｓｕｓｐｅｎｓｉｏｎ），　Ｉｎｔ．　Ｊ．　Ｐｈａｒｍ．　２４５　（２
００２）　１４３－１５１］（非特許文献５）。
【００２７】
　また、該論文は、水溶性薬剤コルヒチンの経口吸収に対するＳｏｌｕｔｏｌ（登録商標
）の影響をどのように調査したかについても記載する。コルヒチンの高い溶解性は、おそ
らく、経口吸収の増加がＳｏｌｕｔｏｌによる腸液での薬剤溶解性の増加によるものでは
ないことを意味する。Ｐ－Ｇｐ及び／又はＣＹＰ４５０の阻害は、可能性のあるメカニズ
ムとして示唆される；筆者は、ＣＹＰ４５０濃度が高く、Ｐ－Ｇｐ濃度が低い場合、ＣＹ
Ｐ４５０の阻害が、おそらく、本事例の吸収促進の主要なメカニズムであると結論付けた
［Ｂｉｔｔｎｅｒら、Ｄ－α－トコフェロールポリエチレングリコール１０００スクシナ
ートと１２－ヒドロキシ－ステアリン酸のポリエトキシル誘導体（ｐｏｌｙｅｔｈｏｘｙ
ｌａｔｅｄ　ｄｅｒｉｖａｔｉｖｅ）の共投与によるラットにおけるコルヒチンのバイオ
アベイラビリティの改善（Ｉｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｂｉｏａｖａｉｌａ
ｂｉｌｉｔｙ　ｏｆ　ｃｏｌｃｈｉｃｉｎｅ　ｉｎ　ｒａｔｓ　ｂｙ　ｃｏａｄｍｉｎｉ
ｓｔｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｄ－ａｌｐｈａ－ｔｏｃｏｐｈｅｒｏｌ　ｐｏｌｙｅｔｈｙｌ
ｅｎｅ　ｇｌｙｃｏｌ　１０００　ｓｕｃｃｉｎａｔｅ　ａｎｄ　ａ　ｐｏｌｙｅｔｈｏ
ｘｙｌａｔｅｄ　ｄｅｒｉｖａｔｉｖｅ　ｏｆ　１２－ｈｙｄｒｏｘｙ－ｓｔｅａｈｃ　
ａｃｉｄ），　Ａｒｚｎｅｉｍ－Ｆｏｒｓｃｈ，　５２　（２００２）　６８４－６８８
］（非特許文献６）。
【００２８】
　また、Ｓｏｌｕｔｏｌ（登録商標）ＨＳ１５が、インビトロでの反転ラット腸嚢を介す
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るジゴキシン輸送を有意に増加させたこと、Ｐ－Ｇｐトランスポーターによる薬剤の流出
の抑制に起因する効果について、報告されている［Ｃｏｒｎａｉｒｅら、インビトロ及び
インビボでのＰ－糖タンパク質基質の吸収に対する添加剤の影響（Ｉｍｐａｃｔ　ｏｆ　
ｅｘｃｉｐｉｅｎｔｓ　ｏｎ　ｔｈｅ　ａｂｓｏｒｐｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｐ－ｇｌｙｃｏｐ
ｒｏｔｅｉｎ　ｓｕｂｓｔｒａｔｅｓ　ｉｎ　ｖｉｔｒｏ　ａｎｄ　ｉｎ　ｖｉｖｏ），
　Ｉｎｔ．　Ｊ．　Ｐｈａｒｍ．　２７８　（２００４）　１１９－１３１］（非特許文
献７）。
【００２９】
　したがって、先行技術は、医薬組成物でのヒドロキシステアリン酸のポリエチレングリ
コールエステルの使用についての多数の開示を含む。しかしながら、そのような使用は、
弱可溶性薬剤の可溶化及び／又はＰ－ＧｐとＣＹＰ４５０の阻害を制限している。実際、
Ｓｏｌｕｔｏｌ（登録商標）ＨＳ１５は、注射液の非イオン性可溶化剤として市販されて
いる。親水性薬剤（可溶化はその問題ではない）及び／又は多くの生物製剤等の大きい分
子薬剤を含む粘膜を介して薬剤の吸収を促進するそのような物質の能力は、これまで認め
られていない。
【００３０】
　粘膜表面を介する高分子量及び／又は親水性の化合物の治療上適切な輸送を可能にする
、効果的で、無毒な吸収促進系の開発についての強い必要性が、依然として存在する。
【００３１】
　また、経皮ドラッグデリバリー‐皮膚を介する及び体循環への薬剤の送達も、特に、皮
膚へ比較的接近容易であるため、薬剤送達の有用な経路であり得る。しかしながら、経皮
送達も、粘膜を介するドラッグデリバリーについての上述した問題がネックになっている
。皮膚の低い浸透性は、本方法で送達することができる薬剤の数を制限し、多くの親水性
化合物及び／又は高分子量の化合物が、一般に経皮経路によって送達することができない
という結果となる。吸収促進剤を使用しない場合、多くの薬剤は、治療上の濃度を達成す
るのに十分な速さで皮膚へ拡散しない。経皮送達の特別の問題は、局所刺激が適用部位で
発生する可能性である。高分子量及び／又は親水性の薬剤化合物の輸送を促進するための
、効果的で、無毒な吸収促進系の開発についての必要性が、依然として存在する。
【００３２】
　本発明者らは、ポリエチレングリコールの脂肪酸エステルが、刺激を発生させず、損傷
をもたらすことなく、粘膜表面又は皮膚を介する広範囲の治療薬の輸送を相当に促進する
ことができ、それによって、新しいグループの吸収促進剤を構成することを今般発見した
。
【００３３】
　上述したように、ポリエチレングリコールのヒドロキシ脂肪酸エステルは、可溶化剤と
しての使用について公知である。特に、ポリエチレングリコール６６０ヒドロキシ脂肪酸
エステル（マクロゴール１５ヒドロキシステアレート）は、注射液用の非イオン性可溶化
剤として市販されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００３４】
【特許文献１】米国特許第５，３９７，７７１号明細書
【特許文献２】国際公開公報第２００３／０７０２８０号
【特許文献３】国際公開公報第２００４／０６４７５７号
【特許文献４】国際公開公報第２００６／０９７７９３号
【特許文献５】国際公開公報第２００３／０９９２６４号
【特許文献６】国際公開公報第２００５／０４６６７１号
【特許文献７】国際公開公報第２００６／１０８５５６号
【特許文献８】国際公開公報第１９９９／３２０８９号
【特許文献９】米国特許出願公開第２００７／２５９００９号明細書
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【特許文献１０】国際公開公報第２００５／１０５０５０号
【特許文献１１】米国特許出願公開第２００６／０８８５９２号明細書
【特許文献１２】米国特許出願公開第２００７／０８２０１６号明細書
【特許文献１３】国際公開公報第２００１／１９３３５号
【特許文献１４】国際公開公報第２０００／００１８１号
【特許文献１５】米国特許出願公開第２００５／０５８７０２号明細書
【特許文献１６】国際公開公報第２００６／０２４１３８号
【非特許文献】
【００３５】
【非特許文献１】Ｄｒｕｇ　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　Ｔｏｄａｙ，　７，　２００２，　１
１８４－１１８９；　Ｊ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｒｅｌ，　８７，　２００３，　１８７－１
９８
【非特許文献２】“Ｉｎｈａｌａｔｉｏｎ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　ｏｆ　Ｔｈｅｒａｐｅｕ
ｔｉｃ　Ｐｅｐｔｉｄｅｓ　ａｎｄ　Ｐｒｏｔｅｉｎｓ”，　Ａｄｊｅｉ　ａｎｄ　Ｇｕ
ｐｔａ　（ｅｄｓ．）　Ｍａｒｃｅｌ　Ｄｅｋｋｅｒ　Ｉｎｃ，　Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　（
１９９７），　１３５－１８４
【非特許文献３】Ｃｏｓｔａｎｔｉｎｏ，　Ｉｌｉｕｍ，　Ｂｒａｎｄｔ，　Ｊｏｈｎｓ
ｏｎ　ａｎｄ　Ｑｕａｙ，　Ｉｎｔｒａｎａｓａｌ　ｄｅｌｉｖｅｒｙ：　Ｐｈｙｓｉｃ
ｏｃｈｅｍｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃ　Ａｓｐｅｃｔｓ，　ｌｎｔ　Ｊ
　Ｐｈａｒｍ，　３３７，　２００７，　１－２４
【非特許文献４】Ｂｕｇｇｉｎｓ　ｅｔ　ａｌ，　“Ｔｈｅ　ｅｆｆｅｃｔｓ　ｏｆ　ｐ
ｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　ｅｘｃｉｐｉｅｎｔｓ　ｏｎ　ｄｒｕｇ　ｄｉｓｐｏｓｉ
ｔｉｏｎ”，　Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｄｒｕｇ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　Ｒｅｖｉｅｗｓ　５９
　（２００７）　１４８２－１５０３
【非特許文献５】Ｂｒａｖｏ　Ｇｏｎｚａｌｅｚ　ｅｔ　ａｌ，　Ｉｍｐｒｏｖｅｄ　ｏ
ｒａｌ　ｂｉｏａｖａｉｌａｂｉｌｉｔｙ　ｏｆ　ｃｙｃｌｏｓｐｏｒｉｎ　Ａ　ｉｎ　
ｍａｌｅ　Ｗｉｓｔａｒ　ｒａｔｓ．　Ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ　ｏｆ　ａ　Ｓｏｌｕｔｏ
ｌ　（ｔｒａｄｅｍａｒｋ）　ＨＳ１５　ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ　ｓｅｌｆ－ｄｉｓｐｅ
ｒｓｉｎｇ　ｆｏｒｍｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　ａ　ｍｉｃｒｏｓｕｓｐｅｎｓｉｏｎ）
，　Ｉｎｔ．　Ｊ．　Ｐｈａｒｍ．　２４５　（２００２）　１４３－１５１
【非特許文献６】Ｂｉｔｔｎｅｒ　ｅｔ　ａｌ，　Ｉｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔ　ｏｆ　ｔｈ
ｅ　ｂｉｏａｖａｉｌａｂｉｌｉｔｙ　ｏｆ　ｃｏｌｃｈｉｃｉｎｅ　ｉｎ　ｒａｔｓ　
ｂｙ　ｃｏａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｄ－ａｌｐｈａ－ｔｏｃｏｐｈｅｒｏ
ｌ　ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｇｌｙｃｏｌ　１０００　ｓｕｃｃｉｎａｔｅ　ａｎｄ
　ａ　ｐｏｌｙｅｔｈｏｘｙｌａｔｅｄ　ｄｅｒｉｖａｔｉｖｅ　ｏｆ　１２－ｈｙｄｒ
ｏｘｙ－ｓｔｅａｈｃ　ａｃｉｄ，　Ａｒｚｎｅｉｍ－Ｆｏｒｓｃｈ，　５２　（２００
２）　６８４－６８８
【非特許文献７】Ｃｏｒｎａｉｒｅ　ｅｔ　ａｌ，　Ｉｍｐａｃｔ　ｏｆ　ｅｘｃｉｐｉ
ｅｎｔｓ　ｏｎ　ｔｈｅ　ａｂｓｏｒｐｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｐ－ｇｌｙｃｏｐｒｏｔｅｉｎ
　ｓｕｂｓｔｒａｔｅｓ　ｉｎ　ｖｉｔｒｏ　ａｎｄ　ｉｎ　ｖｉｖｏ，　Ｉｎｔ．　Ｊ
．　Ｐｈａｒｍ．　２７８　（２００４）　１１９－１３１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００３６】
　本発明者らは、ポリエチレングリコールのヒドロキシ脂肪酸エステルが、治療薬と併用
して鼻腔等の粘膜表面に投与する場合、該治療薬が、ポリエチレングリコールのヒドロキ
シ脂肪酸エステルが製剤に含まれない場合よりも高い度合いで粘膜表面を介して吸収され
ることを発見した。ポリエチレングリコールのヒドロキシ脂肪酸エステルと治療薬を併用
して皮膚に投与する場合には、同様の吸収促進をみることができる。
【課題を解決するための手段】
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【００３７】
　したがって、本発明の第一の局面によれば、粘膜又は皮膚を介する治療薬の吸収を促進
する薬剤としてポリエチレングリコールのヒドロキシ脂肪酸エステルを含む、吸収促進剤
の医薬組成物における使用を提供する。
【００３８】
　粘膜又は皮膚を介する“吸収促進”とは、哺乳動物の粘膜又は皮膚を介する治療薬の運
動又は輸送における改善を意味する。一般に、吸収の度合いの増加は、ポリエチレングリ
コールのヒドロキシ脂肪酸エステルを含まない組成物の吸収と比較して、少なくとも１０
％であり、より好ましくは、少なくとも２５％か、又は少なくとも５０％であり、最も好
ましくは、ポリエチレングリコールのヒドロキシ脂肪酸エステルを含まない組成物の吸収
と比較して、少なくとも１００％の増加である。
【００３９】
　粘膜を介して生体に吸収される治療薬は、局所領域に吸収され、局所的効果を示す、及
び／又は全身輸送のための血流に直接吸収され得る。
【００４０】
　吸収のレベル又は吸収における変化は、従来法によって、例えば、静脈内投与後と比較
した、粘膜又は経皮投与後の血液中の治療薬の濃度の比（パーセントとして表現）を定義
するバイオアベイラビリティによって測定又は評価することができる。吸収は、直接的又
は間接的な手段によって測定又は評価することができる。吸収の間接的な手段の一例は、
血漿グルコースレベルを測定して、インシュリン吸収レベルを評価するものである。薬剤
を静脈内投与する場合、定義によって、そのバイオアベイラビリティは、１００％である
。しかしながら、薬剤を別の経路（例えば、経口的又は経鼻的に）によって投与する場合
、そのバイオアベイラビリティは、通常、不完全な吸収、吸収された薬剤の流出及び／又
は薬物代謝により減少する。
【００４１】
　“治療薬”とは、ヒト被験者を含む哺乳動物に投与する場合、薬理学的に活性があり、
治療効果を示す、化合物又は薬剤を意味する。ヒト、動物又は微生物等の生体源で、特に
設計された細胞で増殖したものに由来する物質を含む、合成又は天然由来の物質であって
もよい。
【００４２】
　治療薬は、低分子量の薬剤、核酸、タンパク質、ペプチド及び抗原を含むが、これらに
限定されない。核酸は、ＤＮＡ、ｃＤＮＡ、ＲＮＡ、ＳｉＲＮＡ、ＲＮＡｉを含むが、こ
れらに限定されない。他の高分子量の治療薬は、そのような分子（例えば、ポリマー又は
細胞透過性ペプチド）の複合体を含む。
【００４３】
　薬剤を体循環に吸収するため、まず溶液中に存在することが必要である。弱可溶性化合
物は、弱く吸収されると予想される。しかしながら、溶液の場合、該化合物が吸収に利用
可能である。その範囲は、次のものを含む他の多くの要因に依存する。
【００４４】
　ａ）薬剤の疎水性／親水性（分配係数）　疎水性化合物は、通常は細胞内の経路によっ
て、容易に生体膜を通過する。親水性化合物は、一般に、それほどよく吸収されず、密着
帯を介して傍細胞によって（ｐａｒａｃｅｌｌｕｌａｒｌｙ）輸送される。タンパク質及
びペプチドは、一般に、親水性であるため、あまり吸収されない。
【００４５】
　ｂ）分子のサイズ　小さい薬剤分子は、容易に生体膜を通過する。タンパク質及びペプ
チドは、比較的大きな分子であるので、生体膜を介してあまり吸収されない。
【００４６】
　ｃ）能動輸送－流入又は流出　Ｐ－糖タンパク質（Ｐ－Ｇｐ）は、積極的に細胞からの
生体異物を輸送するＡＴＰ依存性膜輸送タンパク質である。免疫組織化学的及び機能的研
究では、Ｐ－Ｇｐが、マウス、雌牛及びヒトの肝臓、膵臓、腎臓、結腸、空腸及び鼻粘膜
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でみられたものを含む上皮細胞の頂点側で発現することを示している。ヒトでは、Ｐ－Ｇ
ｐは、ＭＤＲ－１遺伝子の産物である。吸収された薬剤の輸送によって、Ｐ－Ｇｐは、そ
の基質の堆積に重要な役割を果たし、弱いバイオアベイラビリティと、治療化合物の活性
の低下を生ずるものと考えられている。Ｐ－Ｇｐの基質は、天然産物（植物、菌類、細菌
及び海綿に由来）及びそれらの小規模の変種、合成化合物及び４つのアミノ酸の長さより
も長くない小さい疎水性ペプチドを含む。Ｐ－Ｇｐの機能は、公知の基質及びＰ－Ｇｐの
阻害剤を用いて、インビトロ［細胞培養物（例えば、ＣａＣｏ－２）及びエクスビボモデ
ル（例えば、反転ラット腸）］とインビボの両方で検討して、輸送タンパク質の活性を調
べることができる。
【００４７】
　４）薬物代謝／分解　生物学的な空洞（胃など）、肝臓に存在する及び生体膜で局所化
された酵素は、薬剤（特に、タンパク質及びペプチド）が体循環を入る前に、薬剤を分解
することが可能である。同様に、例えば、胃の低ｐＨは、タンパク質及びペプチド等の薬
剤を分解又は変性することができ、それによって、それらの吸収を妨げる。
【００４８】
　生物製剤分類体系（ＢＣＳ）は、一般に、体循環への薬剤の吸収を予測する指針として
認められている。これは、腸の薬剤吸収に一般に適用されているが、その原理は、薬剤吸
収の他の経路に適用することもできる。ＢＣＳ系によれば、製剤原料は、次のように分類
される。
【００４９】
　クラスＩ－高膜透過性、高溶解性：　これらの化合物は、よく吸収され、それらの吸収
速度は通常排泄より高い。
【００５０】
　クラスＩＩ－高膜透過性、低溶解性：　これらの生成物のバイオアベイラビリティは、
それらの溶媒化速度によって制限される。インビボのバイオアベイラビリティとインビト
ロの溶媒化の間で相関がみられる。
【００５１】
　クラスＩＩＩ－低膜透過性、高溶解性：　吸収は、透過速度よって制限されるが、薬剤
は、非常に速く溶媒化される。
【００５２】
　クラスＩＶ－低膜透過性、低溶解性：　これらの化合物には、弱いバイオアベイラビリ
ティがある。通常、それらは、腸管粘膜であまり吸収されない。また、高い可変性が予測
される。
【００５３】
　本発明は、上述の分類のクラスＩＩＩに属する薬剤、並びに、通常ＢＣＳ系の一部とさ
れないが、高溶解性で低膜透過性を示すペプチド、タンパク質、ポリ核酸、ＳｉＲＮＡ、
ＲＮＡ及び抗原の送達を促進するのに特に適していると考えられる。
【００５４】
　ＦＤＡガイダンス、“生物製剤分類体系に基づく即放性固体経口投薬形態のインビボの
バイオアベイラビリティ及び生物学的同等性の検討の放棄（Ｗａｉｖｅｒ　ｏｆ　Ｉｎ　
Ｖｉｖｏ　Ｂｉｏａｖａｉｌａｂｉｌｉｔｙ　ａｎｄ　Ｂｉｏｅｑｕｉｖａｌｅｎｃｅ　
Ｓｔｕｄｉｅｓ　ｆｏｒ　Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ－Ｒｅｌｅａｓｅ　Ｓｏｌｉｄ　Ｏｒａｌ
　Ｄｏｓａｇｅ　Ｆｏｒｍｓ　Ｂａｓｅｄ　ｏｎ　ａ　Ｂｉｏｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃ
ｓ　Ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）”によれば、以下の通りである。
【００５５】
　薬剤は、２５０ｍｌ未満の溶媒（例えば、水）が、ｐＨ１～７．５の範囲において、最
も低い溶解性で最も高い用量強度を溶解するのに必要である場合、“高溶解性”であると
される。あるいは、閾値は、２００ｍｌ未満又は１５０ｍｌ未満の溶媒で設定することが
できる。
【００５６】
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　製剤原料は、ヒトの吸収の度合いを、質量収支に基づき又は静脈内投与と比較して、投
薬量の＞９０％と決定する場合、高い膜透過性であるとされる。あるいは、薬剤は、透過
係数（例えば、Ｃａｃｏ－２細胞単層で測定したもの）が１×１０-4ｃｍ／秒未満である
場合、“低膜透過性”とされることがある。あるいは、閾値は、１×１０-5ｃｍ／秒未満
、又は１×１０-6ｃｍ／秒未満で設定することができる。
【００５７】
　本発明の特定の利点は、呼吸器官（特に経肺送達）、及び鼻腔又は口腔への治療薬の送
達を可能にする、及び／又は改善することである。これらの粘膜を介する送達は、特に便
利であり、また、治療薬は、体循環へ直接輸送され、それによって、胃酸、胆汁、消化酵
素及び他の初回通過効果からの分解を回避することができる。その結果、送達のこれらの
経路は、改善された作用開始、少ない投薬及び正確な投薬の可能性を提供し、治療薬の効
能及び安全性プロファイルを向上することができる。経口投与の代わりとして、これらの
代替的な経路は、嚥下障害の患者及び吐き気に苦しむ患者に有用である。
【００５８】
　したがって、本発明の別の局面によれば、治療薬と、ポリエチレングリコールのヒドロ
キシ脂肪酸エステルを含んだ吸収促進剤とを含み、鼻腔、口腔及び／又は呼吸器官の粘膜
への投与に適切な形態である、医薬組成物を提供する。
【００５９】
　本発明による組成物に含有する治療薬の治療効果の急速な発生は、最大血漿濃度に達す
るとき（Ｔｍａｘ）の治療薬の投与後の時間を測定することによって、評価することがで
きる。組成物を吸収促進剤と共に経鼻投与するときのＴｍａｘは、吸収促進剤を含まない
同様の組成物のＴｍａｘと比較して、比較的短い。また、試験では、ポリエチレングリコ
ールのヒドロキシ脂肪酸エステルを含まない同様の組成物の投与後の吸収と比較して、成
長ホルモン及びインシュリンの鼻吸収が少なくとも２の倍数で増加し得ることを示した。
【００６０】
　鼻腔、口腔及び／又は呼吸器官の粘膜に投与した組成物は、好ましくは、噴霧乾燥又は
フリーズドライした粒子、マイクロスフィア又はナノ粒子を含むスプレー、エアロゾル又
は乾燥粉末の形態であり得る。経頬送達において好ましい付加的な組成物は、口腔錠若し
くは舌下錠、トローチ若しくはロゼンジ、又は薄膜の形態の組成物である。薄膜ドラッグ
デリバリー（経口的に薄膜を溶解することも公知である）は、郵便切手と同様のサイズ、
形状及び厚さの薄膜ストリップを指し、これは、一般に、舌の上若しくは下、又は頬の内
部に沿って配置し、溶解が可能である。
【００６１】
　胃腸管を含む送達に関する問題にもかかわらず、経口送達は、依然として、治療薬の投
与に関して普及し、容認されている経路である。本発明は、胃腸管を介する薬剤の輸送の
改善を可能とするため、治療薬の経口送達に有用である。薬剤の吸収は、小腸及び結腸で
生じる。経口送達用の組成物は、一般に、錠剤若しくはカプセル剤として、又は液体の形
態で生産される。
【００６２】
　粒状形態の組成物は、粘膜への治療薬の送達に特に有用である。特に、乾燥粉末は、経
鼻送達（経鼻的吸入）及び経肺送達（ドライパウダー吸入器）に用いられる。経鼻送達、
経口送達及び経膣送達用の、錠剤等の固形の剤形、さらには、経口投与用のカプセル剤は
、治療薬を粒状形態に組み込むことで生産することができる。
【００６３】
　したがって、本発明の特定の局面では、治療薬と、ポリエチレングリコールのヒドロキ
シ脂肪酸エステルを含む吸収促進剤とを含み、粒状形態である、医薬組成物を提供する。
【００６４】
　本発明は、それ以外では粘膜又は皮膚で弱く吸収される、及びこれまで、好ましくは注
射又は注入等の代替経路によって投与されていた、治療薬の送達に特に有用である。これ
は、一般に、高分子量、より具体的には１０００より大きい分子量、特に、大きい親水性
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分子、さらには親水性の低分子量の分子の治療薬に適用される。
【００６５】
　親水性は、”ｌｏｇＰ値”で表すことができる。ｌｏｇＰ値は、分配係数Ｐの対数であ
り、ここで、Ｐは、平衡状態の２つの不混和性溶媒の混合物の２相での非イオン化化合物
の濃度の比であり、第一の溶媒は水であり、第二の溶媒は疎水性溶媒で、最も一般的なも
のはオクタノールである。したがって、ｌｏｇＰ値は、水と疎水性溶媒の間の物質の差分
溶解性の指標（すなわち、親水性又は疎水性の指標）である。疎水性化合物は、ｌｏｇＰ
値が高く、また、親水性化合物は、ｌｏｇＰ値が低いか、又はｌｏｇＰ値が負の値である
。一般に、本発明は、ｌｏｇＰ値が３未満の分子の吸収を促進するのに有用であり得る。
幾つかの薬剤は、ｌｏｇＰ値が２．５未満、２．０未満、１．５未満又は１．０未満であ
り、また、好ましくは、水相の分配が負のｌｏｇＰ値の薬剤である。
【００６６】
　親水性治療薬の吸収を促進するための薬剤としてのポリエチレングリコールのヒドロキ
シ脂肪酸エステルの使用は、弱水溶性薬剤の水性溶媒での可溶化を促進するそのような原
料の使用についての過去の開示の恩恵を受けていない。親水性で、そのため水性溶媒によ
く溶解する薬剤は、可溶化を要求しない。したがって、先行技術は、そのような薬剤の処
方に公知の可溶化剤を組み込むことについての動機を提供しなかった。また、これは、Ｐ
－Ｇｐの基質ではない薬剤にとって真実であり、その吸収が、Ｐ－Ｇｐトランスポーター
による薬剤の流出の抑制によって影響を受けることは予想されない。
【００６７】
　本発明は、粘膜又は皮膚を介する生物製剤の送達を可能とし、これは、生物薬剤が、分
子量が１０００より大きい大分子である傾向があり、それ以外では粘膜又は経皮送達に不
適切なので、特に有利である。
【００６８】
　本発明は、治療薬の送達に重要な発展、そして、ヒト及び動物の疾病の治療を提供する
ことが考えられる。本発明の更なる局面では、粘膜又は皮膚を介する治療薬の吸収を促進
する方法であって、該方法が、（ａ）治療薬と、ポリエチレングリコールのヒドロキシ脂
肪酸エステルを含む吸収促進剤とを含む組成物を提供すること、及び（ｂ）該粘膜又は皮
膚に該組成物を投与すること、を含む方法を提供する。
【００６９】
　本発明によれば、鼻腔等の粘膜経路、又は経皮的経路を介して哺乳動物に有利に投与す
ることができる治療薬の一つのグループは、例えば、抗原又はワクチンの免疫反応を生ず
る意図があるものである。粘膜又は皮膚を介する薬剤の吸収の促進によって、生じる免疫
反応は改善する。
【００７０】
　本発明によれば、核酸は、鼻腔等の粘膜経路を介して、又は経皮的に哺乳動物に有利に
投与することができる治療薬の別のグループである。特定例は、ＤＮＡ、ＲＮＡ及びＳｉ
ＲＮＡを含む。粘膜又は皮膚を介する核酸の吸収の促進は、組織の発現の改善又は防止を
生ずる。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】図１は、可溶性インシュリンの単一の皮下注射後の血糖の変化の割合と比較した
、濃度を変化させたＳｏｌｕｔｏｌ（登録商標）ＨＳ１５に溶解したインシュリンの単一
の鼻腔内投与後のＳＤ系ラット（Ｓｐｒａｇｕｅ　Ｄａｗｌｅｙ　ｒａｔ）の血糖の変化
の割合を示す。
【図２】図２は、５％・ｗ／ｖのＳｏｌｕｔｏｌ（登録商標）ＨＳ１５中ｈＧＨの単一の
鼻腔内投与後及び可溶性ｈＧＨの皮下注射後の血清中のヒト成長ホルモン（ｈＧＨ）のレ
ベルを示す。
【図３】図３は、ポリ乳酸‐グルコール酸共重合体（ＰＬＧＡ）、ポリ乳酸（ＰＬＡ）及
びＳｏｌｕｔｏｌ（登録商標）ＨＳ１５と超臨界二酸化炭素（ＣＯ2）で調製したｈＧＨ
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微粒子の単一の鼻腔内投与後のｈＧＨの血清レベルを示す。
【図４】図４は、Ｓｏｌｕｔｏｌ（登録商標）ＨＳ１５、ＬｉｐｏＰｅｇ（登録商標）１
０－Ｓ及びＰｒｏｔａｓａｎ（登録商標）ＵＰ　ＣＬ２１３に溶解したインシュリンの単
一の鼻腔内投与後のＳＤ系ラットの血糖の変化の割合を示す。
【図５】図５は、Ｓｏｌｕｔｏｌ（登録商標）ＨＳ１５とインシュリン、Ｓｏｌｕｔｏｌ
（登録商標）ＨＳ１５の個々の成分の鼻腔内投与後、及びインシュリンの皮下注射後の血
糖の変化の割合を示す。
【図６】図６は、Ｃａｌｕ－３細胞の単層に種々の濃度で供したときのＳｏｌｕｔｏｌ（
登録商標）ＨＳ１５の経上皮電気抵抗（ＴＥＥＲ）に対する影響を示す。
【図７】図７は、種々の濃度で供したＳｏｌｕｔｏｌ（登録商標）ＨＳ１５のＣａｌｕ－
３細胞を介するＦＤ４透過性に対する影響を示す。
【図８】図８は、種々の濃度で供したＳｏｌｕｔｏｌ（登録商標）ＨＳ１５のＣａｃｏ－
２細胞を介するＦＤ４透過性に対する影響を示す。
【発明を実施するための形態】
【００７２】
　本発明の組成物は、ポリエチレングリコールのヒドロキシ脂肪酸エステルを含む。好ま
しくは、該ポリエチレングリコールのヒドロキシ脂肪酸エステルは、ポリエチレングリコ
ール６６０ヒドロキシ脂肪酸エステル（マクロゴール１５ヒドロキシステアレートとして
も公知）である。下の実施例に記載する試験で用いる好ましいポリエチレングリコール６
６０ヒドロキシ脂肪酸エステルの一つは、Ｓｏｌｕｔｏｌ（登録商標）ＨＳ１５である市
販品である。Ｓｏｌｕｔｏｌ（登録商標）ＨＳ１５は、１２－ヒドロキシステアリン酸の
ポリグリコールモノエステル又はジエステル（主に、ポリエチレングリコール６６０と１
２－ヒドロキシステアリン酸）約７０重量％、及び遊離ポリエチレングリコール（特に、
ポリエチレングリコール６６０）約３０重量％を含む。Ｓｏｌｕｔｏｌ（登録商標）ＨＳ
１５は、水及びエタノールに可溶である。Ｓｏｌｕｔｏｌ（登録商標）ＨＳ１５は、現在
、本発明で使用する最も好ましい吸収促進剤である。
【００７３】
　Ｓｏｌｕｔｏｌ（登録商標）ＨＳ１５に含まれる、ポリエチレングリコールのヒドロキ
シ脂肪酸エステルと遊離ポリエチレングリコールの併用が、ポリエチレングリコールのヒ
ドロキシ脂肪酸エステルの単独使用よりも優れた吸収促進を生じ得ることが分かった。し
たがって、好ましい実施態様では、吸収促進剤は、約３０％重量～約９０重量％のポリエ
チレングリコールのヒドロキシ脂肪酸エステルと、約１０％重量～約５０重量％の遊離ポ
リエチレングリコールとを含む。
【００７４】
　次に述べるものにおいては、用語“吸収促進剤”とは、遊離ポリエチレングリコールが
存在する場合におけるポリエチレングリコールのヒドロキシ脂肪酸エステルか、又はポリ
エチレングリコールのヒドロキシ脂肪酸エステルと遊離ポリエチレングリコールの組み合
わせを意味するものととる必要がある。該吸収促進剤は、市販品［例えば、Ｓｏｌｕｔｏ
ｌ（登録商標）ＨＳ１５］の形態で用いる場合、用語“吸収促進剤”は、微量成分を含む
製品を意味するのに用いてもよい。該ヒドロキシ脂肪酸エステルは、１種以上の異なる化
学種を含んでもよいことが理解される。例えば、Ｓｏｌｕｔｏｌ（登録商標）ＨＳ１５の
脂肪酸エステルの主要な脂肪酸成分が、１２－ヒドロキシステアリン酸であるが、他の脂
肪酸成分（例えば、ステアリン酸及びパルミチン酸）も含有してもよい。
【００７５】
　ポリエチレングリコールのヒドロキシ脂肪酸エステル又は遊離ポリエチレングリコール
のいずれかの成分として、吸収促進剤に含まれるポリエチレングリコールは、平均分子量
が好ましくは２０００Ｄａ未満であり、より好ましくは１０００Ｄａ未満であり、また、
最も好ましくは８００Ｄａ未満である。該ポリエチレングリコールの平均分子量は、好ま
しくは２００Ｄａ未満であり、より好ましくは４００Ｄａ未満である。該ポリエチレング
リコールの平均分子量は、好ましくは２００～１０００Ｄａか、又は４００～８００Ｄａ
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である。所定の等級のポリエチレングリコールでは、分子量分布があることが理解される
。また、該ポリエチレングリコールは、２以上の異なる等級の混合物であり、そのため、
分子量分布は、二峰性（ｂｉｍｏｄａｌ）又は多峰性（ｐｏｌｙｍｏｄａｌ）であっても
よい。
【００７６】
　本発明によって調製する組成物に含まれる吸収促進剤の量は、好ましくは、全組成物の
少なくとも０．００１重量％であり、より好ましくは、全組成物の少なくとも０．１重量
％であり、より好ましくは、全組成物の少なくとも１重量％であり、より好ましくは、全
組成物の少なくとも２重量％であり、最も好ましくは、全組成物の少なくとも５重量％で
ある。
【００７７】
　本発明によって調製する組成物に含まれる吸収促進剤の量は、好ましくは、全組成物の
９９重量％以下であり、より好ましくは、全組成物の４０重量％以下であり、より好まし
くは、全組成物の２０重量％以下であり、より好ましくは、全組成物の１５重量％以下で
あり、最も好ましくは、全組成物の１０重量％以下である。
【００７８】
　本発明によって調製する組成物に含まれる吸収促進剤の量は、好ましくは、全組成物の
０．００１重量％～９９重量％であり、より好ましくは、全組成物の０．１重量％～４０
重量％であり、より好ましくは、全組成物の１重量％～２０重量％であり、より好ましく
は、全組成物の２重量％～１５重量％であり、最も好ましくは、全組成物の５重量％～１
０重量％である。好ましくは、該組成物に含まれる吸収促進剤の量は、全組成物の約７．
５重量％、８重量％、８．５重量％、９重量％、９．５重量％又は約１０重量％である。
【００７９】
　吸収促進剤の使用は、粘膜又は皮膚を介する治療薬の吸収を促進することが予想される
。しかしながら、本発明は、それ以外では粘膜又は皮膚を介して弱く吸収される治療薬の
吸収に特に有用である。
【００８０】
　本発明は、低分子量の小分子の治療薬の送達に有用である。用語“低分子量”とは、約
１０００Ｄａ未満の分子量を意味する。
【００８１】
　本発明には、親水性の低分子量の治療薬（例えば、モルヒネ）の送達において、特に有
用性がある。
【００８２】
　粘膜又は皮膚を介する送達に関する問題が存在する親水性レベルの低分子量の治療薬は
、通常ｌｏｇＰ値が約３未満である。３未満のｌｏｇＰ値の小さい薬剤分子の一例は、モ
ルヒネ、アルフェンタニル、ブトルファノール及びブプレノルフィンを含む。
【００８３】
　本発明において小さい値であり得る送達用の薬剤の分類は、疎水性薬剤を含み、コルチ
コステロイドがその一例である。
【００８４】
　吸収促進剤の使用によって、ｌｏｇＰ値が３未満である治療薬の吸収を少なくとも１０
％改善することができる。
【００８５】
　本発明で用いる低分子量の治療薬の一例は、アシトレチン、アルベンダゾール、アルブ
テロール、アミオダロン、アムロジピン、アンフェタミン、アンフォテリシンＢ、アトル
バスタチン、アトバクオン、アジスロマイシン、バクロフェン、ベクロメタゾン、ベネゼ
プリル、ベンゾナテート、ベタメタゾン、ビカルタニド（ｂｉｃａｌｕｔａｎｉｄｅ）、
ブデソニド、ブプロピオン、ブスルファン、ブテナフィン、カルシフェジオール、カルシ
プロチエン（ｃａｌｃｉｐｒｏｔｉｅｎｅ）、カルシトリオール、カンプトテシン、カン
デサルタン、カプサイシン、カルバメゼピン、カロテン類、セレコキシブ、セリバスタチ
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ン、セチリジン、クロルフェニラミン、コレカルシフェロール、シロスタゾール、シメチ
ジン、シンナリジン、シプロフロキサシン、シサプリド、クラリスロマイシン、クレマス
チン、クロミフェン、クロミプラミン、クロピドロゲル（ｃｌｏｐｉｄｒｏｇｅｌ）、コ
デイン、コエンザイムＱ１０、シクロベンザプリン、シクロスポリン、ダナゾール、ダン
トロレン、デクスクロルフェニラミン、ジクロフェナク、ジクマロール、ジゴキシン、デ
ヒドロエピアンドロステロン、デヒドロエルゴタミン、ジヒドロタキステロール、ジリス
ロマイシン、ドネペジル、エファビレンツ、エポサルタン、エルゴカルシフェロール、エ
ルゴタミン、必須脂肪酸源、エトドラク、エトポシド、ファモチジン、フェノフィブラー
ト、フェンタニル、フェキソフェナジン、フィナステリド、フルコナゾール、フルルビプ
ロフェン、フルバスタチン、フォスフェニチオン（ｆｏｓｐｈｅｎｙｔｉｏｎ）、フロバ
トリプタン、フラゾリドン、ガバペンチン、ゲムフィブロジル、グリベンクラミド、グリ
ピジド、グリブリド、グリメピリド、グリセオフルビン、ハロファントリン、イブプロフ
ェン、イルベサルタン、イリノテカン、イソソルビドジニトレート、イソトレチノイン、
イトラコナゾール、イベルメクチン、ケトコナゾール、ケトロラク、ラモトリジン、ラン
ソプラゾール、レフルノミド、リシノプリル、ロペラミド、ロラタジン、ロバスタチン、
Ｌ－サイロキシン（Ｌ－ｔｈｒｙｒｏｘｉｎｅ）、ルテイン、リコペン、メドロキシプロ
ゲステロン、メフェプリストン（ｍｅｆｅｐｒｉｓｔｏｎｅ）、メフロキン、酢酸メゲス
テロール（ｍｅｇｅｓｔｅｒｏｌ　ａｃｅｔａｔｅ）、メタドン、メトキサレン、メトロ
ニダゾール、ミコナゾール、ミダゾラム、ミグリトール、ミノキシジル、ミトキサントロ
ン、モンテルカスト、ナブメトン、ナルブフィン、ナラトリプタン、ネルフィナビル、ニ
フェジピン、ニルソリジピン、ニルタニド、ニトロフラントイン、ニザチジン、オメプラ
ゾール、オプレベルキン（ｏｐｒｅｖｅｌｋｉｎ）、エストラジオール、オキサプロジン
、パクリタキセル、パリカルシトール、パロキセチン、ペンタゾシン、ピオグリタゾン、
ピゾフェチン、プラバスタチン、プレドニゾロン、プロブコール、プロゲステロン、プソ
イドエフェドリン（ｐｓｅｕｄｏ－ｅｐｈｅｄｒｉｎｅ）、ピリドスチグミン、ラベプラ
ゾール、ラロキシフェン、ロフェコキシブ、レパグリニド、リファブチン、リファペンチ
ン、リメキソロン、リスペリドン、リタノビル（ｒｉｔａｎｏｖｉｒ）、リザトリプタン
、ロシグリタゾン、サキナビル、セルトラリン、シブトラミン、クエン酸シルデナフィル
、シンバスタチン、シロリムス、スピロノラクトン、スマトリプタン、タクリン、タクロ
リムス、タモキシフェン、タムスロシン、タルグレチン（ｔａｒｇｒｅｔｉｎ）、タザロ
テン、テルミサルタン、テニポシド、テルビナフィン、テラゾシン、テトラヒドロカンナ
ビノール、チアガビン、チクリロピン（ｔｉｃｌｉｄｏｐｉｎｅ）、チロフィブラン（ｔ
ｉｒｏｆｉｂｒａｎ）、チザニジン、トピラメート、トポテカン、トレミフェン、トラマ
ドール、トレチノイン、トログリタゾン、トロバフロキサシン、ユビデカレノン、バルサ
ルタン、ベンラファキシン、ベルテポルフィン、ビガバトリン、ビタミンＡ、ビタミンＤ
、ビタミンＥ、ビタミンＫ、ザフィルルカスト、ジレウトン、ゾルミトリプタン、ゾルピ
デム、ゾピクロン、及びアカルボース；アシクロビル；アセチルシステイン；塩化アセチ
ルコリン；アラトロフロキサシン；アレンドロネート；アルグルセラーゼ；塩酸アマンタ
ジン；アンベノミウム（ａｍｂｅｎｏｍｉｕｍ）；アミフォスチン；塩酸アミロリド；ア
ミノカプロン酸；アンホテリシンＢ；抗血友病因子（ヒト）；抗血友病因子（ブタ）；抗
血友病因子（組換え）、アプロチニン；アスパラギナーゼ；アテノロール；ベシル酸アト
ラクリウム；アトロピン；アジスロマイシン；アズトレオナム；ＢＣＧワクチン；バシト
ラシン；ベカプレルミン；ベラドナ（ｂｅｌｌａｄｏｎａ）；塩酸ベプリジル；硫酸ブレ
オマイシン；ヒトカルシトニン；サケカルシトニン；カルボプラチン；カペシタビン；硫
酸カプレオマイシン；セファマンドールナファート；セファゾリンナトリウム；塩酸セフ
ェピム；セフィキシム；セフォニシドナトリウム；セフォペラゾン；セフォテタン２ナト
リウム；セフォタキシム；セフォキシチンナトリウム；セフチゾキシム；セフトリアキソ
ン；セフロキシムアキセチル；セファレキシン；セファピリンナトリウム；コレラワクチ
ン；絨毛性性腺刺激ホルモン；シドフォビル；シスプラチン；クラドリビン；臭化クリジ
ニウム；クリンダマイシン及びクリンダマイシン誘導体；シプロフロキサシン；クロドロ
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ネート；コリスチンメタナトリウム；硫酸コリスチン；コルチコトロピン；コシントロピ
ン；クロモリンナトリウム；シタラビン；ダルテパリンナトリウム；ダナパロイド；デス
フェリオキサミン；デニロイキンディフティトックス；デスモプレシン；メグルミンジア
トリゾアート及びジアトリゾ酸ナトリウム；ジシクロミン；ディダノシン；ジリスロマイ
シン；塩酸ドパミン；ドルナーゼアルファ；塩化ドキサクリウム；ドキソルビシン；エチ
ドロン酸２ナトリウム；エラナプリラト（ｅｌａｎａｐｒｉｌａｔ）；エンケファリン；
エノキサシン；エノキサパリンナトリウム；エフェドリン；エピネフリン；エポエチンア
ルファ；エリスロマイシン；塩酸エスモロール；第ＩＸ因子；ファムシクロビル；フルダ
ラビン；フルオキセチン；ホスカルネットナトリウム；ガンシクロビル；顆粒球コロニー
刺激因子；顆粒球‐マクロファージ刺激因子；組換えヒト成長ホルモン；ウシ成長ホルモ
ン；ゲンタマイシン；グルカゴン；グリコピロレート；ゴナドトロピン放出ホルモン及び
その合成類似体；ＧｎＲＨ；ゴナドレリン；グレパフロキサシン；ヘモフィルスＢ共役ワ
クチン；不活化Ａ型肝炎ワクチン；不活化Ｂ型肝炎ワクチン；ヘパリンナトリウム；硫酸
インジナビル；インフルエンザウィルスワクチン；インターロイキン－２；インターロイ
キン－３；ヒトインシュリン；インシュリンリスプロ；ブタインシュリン；インシュリン
ＮＰＨ；インシュリンアスパルト；インシュリングラルギン；インシュリンデテミル；イ
ンターフェロンアルファ；インターフェロンベータ；臭化イプラトロピウム；イホスファ
ミド；日本脳炎ウィルスワクチン；ラミブジン；ロイコボリンカルシウム；酢酸ロイプロ
リド；レボフロキサシン；リンコマイシン及びリンコマイシン誘導体；ロブカビル；ロメ
フロキサシン；ロラカルベフ；マンニトール；麻疹ウィルスワクチン；髄膜炎菌ワクチン
；メノトロピン；臭化メペンゾラート；メサラミン；メタンアミン；メトトレキサート；
メトスコポラミン；塩酸メトホルミン；メトプロロール；メゾシリンナトリウム（ｍｅｚ
ｏｃｉｌｌｉｎ　ｓｏｄｉｕｍ）；塩化ミバクリウム；流行性耳下腺炎ウィルスワクチン
；ネドクロミルナトリウム；臭化ネオスチグミン；メチル硫酸ネオスチグミン；ニューロ
ンチン；ノルフロキサシン；酢酸オクトレオチド；オフロキサシン；オルパドロネート；
オキシトシン；パミドロン酸２ナトリウム；臭化パンクロニウム；パロキセチン；ペフロ
キサシン；イセチオン酸ペンタミジン；ペントスタチン；ペントキシフィリン；ペリシク
ロビル（ｐｅｒｉｃｉｃｌｏｖｉｒ）；ペンタガストリン；フェントラミンメシレート；
フェニルアラニン；サリチル酸フィゾスチグミン；ペストワクチン；ピペラシリンナトリ
ウム；ヒト血小板由来増殖因子；多価肺炎球菌ワクチン；不活化ポリオウィルスワクチン
；ポリオウィルス生ワクチン（ＯＰＶ）；硫酸ポリミキシンＢ；塩化プラリドキシム；プ
ラムリンチド；プレガバリン；プロパフェノン；臭化プロペンタリン（ｐｒｏｐｅｎｔｈ
ａｌｉｎｅ　ｂｒｏｍｉｄｅ）；臭化ピリドスチグミン；狂犬病ワクチン；レシドロネー
ト（ｒｅｓｉｄｒｏｎａｔｅ）；リババリン（ｒｉｂａｖａｒｉｎ）；塩酸リマンタジン
；ロタウィルスワクチン；キシナホ酸サルメテロール；シンカリド；天然痘ワクチン；ソ
ラトール（ｓｏｌａｔｏｌ）；ソマトスタチン；スパルフロキサシン；スペクチノマイシ
ン；スタブジン；ストレプトキナーゼ；ストレプトゾシン；塩化スキサメトニウム；塩酸
タクリン；硫酸テルブタリン；チオペタ（ｔｈｉｏｐｅｔａ）；チカルシリン；チルドロ
ネート；チモロール；組織型プラスミノーゲン活性化因子；ＴＮＦＲ：Ｆｃ；ＴＮＫ－ｔ
ＰＡ；トランドラプリル；グルコン酸トリメトレキサート；トロスペクチノマイシン（ｔ
ｒｏｓｐｅｃｔｉｎｏｍｙｃｉｎ）；トロバフロキサシン；塩化ツボクラリン；腫瘍壊死
因子；腸チフス生ワクチン；尿素；ウロキナーゼ；バンコマイシン；バラシクロビル；バ
ルサルタン；水痘ウィルス生ワクチン；バソプレシン及びバソプレシン誘導体；臭化ベク
ロニウム；ビンブラスチン；ビンクリスチン；ビノレルビン；ビタミンＢ１２；ワルファ
リンナトリウム；黄熱ワクチン；ザルシタビン；ザナマビル（ｚａｎａｍａｖｉｒ）；ゾ
ランドロネート（ｚｏｌａｎｄｒｏｎａｔｅ）；ジドブジンを含むが、これらに限定され
ない。
【００８６】
　上述するように、本発明は、ＢＣＳのクラスＩＩＩに属する薬剤の送達に特に有用であ
る。このクラスに属する小分子の治療薬の一例は、次のとおりである。
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【００８７】
　アバカビル、アカルボース、アセチルカルニチン、アセチルサリチル酸、アシクロビル
、アルブテロール（サルブタモール）、アレンドロン酸、アロプリノール、アミロライド
、アムロジピン、アモキシシリン、アスコルビン酸、アンフェタミン、アナストロゾール
、アスコルビン酸、アテノロール、アトロピン、ベンセラジド、ベンズニダゾール、ビス
ホスホネート、カペシタビン、カプトプリル、ビジソミド、カモスタット、カプトプリル
、セファゾリン、セフカペンピボキシル、セフラコル（ｃｅｆｌａｃｏｒ）、セチリジン
、セフメタゾール、セフロキサジン、クロラムフェニコール、コリンアルホスセラート、
シラザプリル、シメチジン、シプロフロキサシンナトリウム、クロニジン、クロキサシリ
ン、コデイン、コルヒチン、シクロホスファミド、ジクロキサシリン、ジダノシン、ジエ
チルカルバマジン、ジゴキシン、ドラセトロン、ドキシフルリジン、エナラプリル、エル
ゴノビン、酒石酸エルゴタミン、エリスロマイシン、エタンブトール、エトスクシミド、
ファムシクロビル、ファモチジン、フェキソフェナジン、フルコナゾール、フルスルチア
ミン、フォリニン酸、フロセミド、ガバペンチン、ガンシクロビル、グラニセトロン、ヒ
ドララジン、ヒドロクロロチアジド、イミダプリル、イソニアジド、ラミブジン、レトロ
ゾール、レビチラゼタム（ｌｅｖｉｔｉｒａｚｅｔａｍ）、レボフロキサシン、レボチロ
キシン、リシノプリル、メトホルミン、メチオニン、メトトレキセート、メチルドーパ、
ｓ－メチルメチオニン、モルヒネ、ナドロール、ナイアシン、ニコランジル、ニコチン酸
アミド、ニフルチモックス、ニザチジン、オロパタジン、オンダンセトロン、オセルタミ
ビル、パラセタモール、ペニシラミン、ペリンドプリル、フェンジメトラジン、フェノキ
シメチルペニシリン、プラバスタチン、プレドニゾロン、プリマキン、プロカテロール、
プロメタジン、プロピルチオウラシル、プソイドエフェドリン、ピラジンアミド、ピリド
スチグミン、ピリドキシン、ラベプラゾール、ラニチジン、リバビリン、リボフラビン、
リセドロン酸、リザトリプタン、スタブジン、スマトリプタン、タルチレリン、タムスロ
シン、テガフール、テノホビル、テラゾシン、テトラサイクリン、チアミン、チオクト酸
、トピラマート、トリメタジジン、トリメトプリム、バラシクロビル、バルサルタン、ボ
グリボース、ザルシタビン、ジドブジン、ゾルミトリプタン。
【００８８】
　大分子で高分子量の治療薬の粘膜を介する送達は、多くの場合困難である。したがって
、本発明は、大分子量の治療薬（特に、約１０００より大きい、又は２０００より大きい
、又は４０００より大きい分子量の治療薬）の送達に特に有用である。
【００８９】
　本発明の使用に適切な大きい治療薬のタイプの一例は、適切な複合体ポリマーと複合体
を形成することが可能な、ペプチド、タンパク質、ポリ核酸、多糖類、ＲＮＡ、ＳｉＲＮ
Ａ、抗原及び抗体を含む。そのような治療薬の具体例は、インシュリン、グルカゴン、ロ
イプロリド、成長ホルモン、副甲状腺ホルモン、カルシトニン、血管内皮生長因子、エリ
トロポイエチン、ヘパリン、シクロスポリン、オキシトシン、チロシン、エンケファリン
、チロトロピン放出ホルモン、濾胞刺激ホルモン、黄体化ホルモン、バソプレシン及びバ
ソプレシン類縁体、カタラーゼ、スーパーオキシドジスムターゼ、インターロイキン－Ｉ
Ｉ、インターフェロン、コロニー刺激因子、腫瘍壊死因子、メラニン細胞刺激ホルモン、
グルカゴン様ペプチド－１及びその誘導体、グルカゴン様ペプチド－２及びその誘導体、
カタカルシン、コレシストキニン－１２、コレシストキニン－８、エキセンジン、ゴナド
リベリン関連ペプチド、インシュリン様タンパク質、ロイシンエンケファリン、メチオニ
ンエンケファリン、ロイモルフィン、ニューロフィジン、コペプチン（ｃｏｐｅｐｔｉｎ
）、神経ペプチドＹ、神経ペプチドＡＦ、ＰＡＣＡＰ関連ペプチド、膵臓ホルモン、ペプ
チドＹＹ、ウロテンシン、腸ペプチド、向副腎皮質性ペプチド、上皮成長因子、プロラク
チン、黄体形成ホルモン放出ホルモン（ＬＨＲＨ）、ＬＨＲＨアゴニスト、成長ホルモン
放出因子、ソマトスタチン、ガストリン、テトラガストリン、ペンタガストリン、エンド
ルフィン及びアンジオテンシン、甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン、腫瘍壊死因子、顆粒
球コロニー刺激因子、顆粒球マクロファージコロニー刺激因子、マクロファージコロニー
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刺激因子、ヘパリナーゼ、血管内皮細胞増殖因子、酵素及び糖タンパク質を含む。
【００９０】
　インシュリン及びヒト成長ホルモン（ｈＧＨ）等のペプチド及びタンパク薬剤が、親水
性で、高分子量なので、それらは、Ｐ－Ｇｐの基質ではない。したがって、鼻腔内でペプ
チド及びタンパク質と共に、本発明の吸収促進剤を用いて実証されたバイオアベイラビリ
ティの増加は、Ｐ－Ｇｐの流出の抑制によるものとはなり得ない。さらに、インシュリン
及びｈＧＨがＣＹＰ３Ａの基質ではないので、吸収促進剤によるこの薬剤の代謝酵素の公
知の抑制は、バイオアベイラビリティの増加の原因とはなり得ない。
【００９１】
　Ｐ－Ｇｐの基質でない他の薬剤は、細胞単層（例えば、Ｃａｃｏ－２細胞）を介する薬
剤の輸送の測定、及び、公知のＰ－Ｇｐ阻害剤の存在下又はＰ－Ｇｐの活性を低減する公
知の他の条件下の測定を繰り返すことによって識別することができる。そのような条件下
の薬剤輸送の低減は、Ｐ－Ｇｐの基質である薬剤で示される。
【００９２】
　上にリストアップしたすべての特定の薬剤のうち、特に関心のあるものは、本発明に特
に有用であると上述したカテゴリのうちの１つに属するものである［例えば、親水性のも
の（例えばｌｏｇＰ値の低いもの）及び／又はＰ－Ｇｐ又はＣＹＰ－３Ａの基質ではない
もの］。
【００９３】
　本発明の組成物は、吸収促進剤と、治療薬とを含み、通常１種以上の添加剤及び／又は
医薬として許容し得る担体を含む。
【００９４】
　該１種以上の添加剤の性質は、組成物の形態、治療薬の性質、投与方法、及び治療薬放
出の用量と所定速度等を含む種々の要因に依存する。医薬組成物で用いる公知のすべての
添加剤は、本発明で用いることが意図される。一般的な添加剤は、付着防止剤（ａｎｔｉ
ａｄｈｅｒｅｎｔ）、バインダ、生体付着剤（ｂｉｏａｄｈｅｓｉｖｅ　ａｇｅｎｔ）、
緩衝剤、コーティング剤、崩壊剤、賦形剤、希釈剤、ゲル化剤、増粘剤、染色剤、着香料
及び保存剤、吸着剤、甘味料及び塩類に加え、治療薬と相互作用すること（例えば、封入
体又は塩橋複合体を形成すること）、及び治療薬の制御放出を促進することが公知である
、薬剤（シクロデキストリン及びイオン交換樹脂等）も含む。
【００９５】
　医薬として許容し得る添加剤は、粘膜上の組成物（特に、経鼻投与用の組成物）の保持
を延ばすのに用いることができる。したがって、本発明の組成物は、好ましくは、生体付
着剤、ゲル化剤又は増粘剤等の付加的な添加剤を含み得る。
【００９６】
　適切な生体付着剤（粘膜に付着する物質）の一例は、結晶セルロース、カルボポール（
ｃａｒｂｏｐｏｌ）及びヒドロキシプロピルセルロースを含む。本発明の組成物において
は、粘膜との接触で少なくともある程度ゲル化するのが望ましい。適切なゲル化剤の一例
は、ペクチン、コラーゲン、アルギン酸塩及びゼラチンを含むが、これらに限定されない
。本発明の組成物に含み得る増粘剤［粘性促進剤（ｖｉｓｃｏｓｉｔｙ　ｅｎｈａｎｃｅ
ｒ）とも呼ぶ］は、ヒドロキシプロピルメチルセルロース（ＨＰＭＣ）、カルボキシメチ
ルセルロース（ＣＭＣ）、ヒドロキシエチルセルロース（ＨＥＣ）、カルボポール、及び
メチルセルロース（ＭＣ）を含むが、これらに限定されない。
【００９７】
　一般に、本発明の吸収促進剤は、複雑な製剤のタイプに頼ることなしに、製剤に含まれ
る治療薬の効果的な送達を提供する、開発することが可能な製剤であり得る。例えば、製
剤は、リン脂質等を含まないか、又は実質的に含まず、また、リポソーム又は小胞を含ま
ない。同様に、本発明に関連する主に関心を惹く薬剤が親水性であるので、該製剤は、ミ
セル溶液か、又はマイクロエマルジョンであり得ない。同様に、付加的な吸収促進剤を含
んでもよいが、そのような原料の存在は、必要ではなく、該組成物は、付加的な吸収促進
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剤を含まないか、又は実質的に含まず、また、アミノ酸誘導体及びアミノ糖等の原料を含
む。同様に、該組成物は、カチオン等を形成するイオン液体を含まない。
【００９８】
　本発明の組成物は、ポロキサマを含まないか、又は実質的に含まない。一般に、本発明
の組成物は、熱可逆性がない。
【００９９】
　本願の文脈において、“実質的に”含まないとは、該組成物が、問題になる量の成分（
例えば、ポロキサマ）を含まないこと、すなわち、皆無か、又は該組成物の特性に顕著な
影響を及ぼさない程度に低いことを意味する。したがって、そのような原料の濃度は、全
組成物の１重量％未満、０．０１重量％未満、又は全組成物の０．００１重量％未満であ
り得る。
【０１００】
　また、本発明の組成物は、１種以上の付加的な活性成分（例えば、付加的な治療薬及び
／又は付加的な吸収促進剤）を含んでもよい。
【０１０１】
　付加的な吸収促進剤は、粘液溶解剤、分解酵素阻害剤、及び粘膜細胞膜の流動性と浸透
性を改善する化合物を含む。本発明の組成物で用いる付加的な吸収促進剤の具体例は、シ
クロデキストリン及びシクロデキストリン誘導体、胆汁酸塩、ポリＬ－アルギニン、キト
サン及びキトサン誘導体、リン脂質、リゾリン脂質、ポリアクリル酸、ヒアルロン酸、カ
プリン酸ナトリウム、並びにアミノ化ゼラチンを含むが、これらに限定されない。付加的
な吸収促進剤は、好ましくは、全組成物の１０重量％未満の全量を含む。
【０１０２】
　本発明は、鼻腔への治療薬の送達に特に有用であり得る。
【０１０３】
　本発明は、肺に含む呼吸器官への治療薬の送達に特に有用であり得る。
【０１０４】
　本発明は、口腔への治療薬の送達に特に有用であり得る。
【０１０５】
　また、本発明は、皮膚を介する治療薬の送達に有用であり得る。
【０１０６】
　さらに、本発明は、胃腸管への投与による（経口投与又は直腸内投与による）治療薬の
送達に有用であり得る。
【０１０７】
　本発明で用いることができる好ましい送達経路は、鼻腔、呼吸器官及び口腔への送達で
ある。
【０１０８】
　本発明の組成物は、適切な形態（例えば、スプレー、エアロゾル、乾燥粉末、口腔の錠
剤若しくはカプセル剤、口腔錠若しくは舌下錠、トローチ若しくはロゼンジ、ペッサリー
、坐薬、浣腸、ドロップ、又は薄膜）で、配合及び投与することができる。
【０１０９】
　鼻腔粘膜への投与に有用な組成物の好ましい形態は、溶液、ゲル（及び自己ゲル化組成
物）、粉末、及び鼻挿入物である。溶液は、スプレー又はエアロゾルの形態で投与するこ
とができる。粉末製剤は、乾燥粉末又は加圧エアロゾル剤であってもよい。
【０１１０】
　鼻挿入物は、鼻腔の急な粘膜毛様体クリアランスを覆い、鼻粘膜に接触し、長時間薬剤
を送達するように設計される。適切な鼻挿入物は、カラゲナン、カルボポール、キトサン
、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、アルギン酸ナトリウム、カルボキシメチルセル
ロースナトリウム、ポリアクリル酸、ポリビニルピロリドン及びキサンタンゴム等の生体
付着性ポリマー系の凍結乾燥鼻挿入製剤を含む。凍結乾燥挿入物は、粘膜表面との接点で
再水和し、通常鼻腔へ容易に投与することができるものよりも濃縮された粘着性のゲルを
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形成する。他の適切な形態の鼻挿入物は、本発明による吸収促進剤及び治療薬で前処理し
た吸収材料を含む。
【０１１１】
　また、スプレー、エアロゾル及び粉末は、呼吸器官への投与に適切であり得る。
【０１１２】
　口腔への送達に適切な組成物は、溶液及びゲル（及び自己ゲル化組成物）と共に、口腔
錠又は舌下錠、トローチ若しくはロゼンジ、又は薄膜の形態の組成物を含む。
【０１１３】
　皮膚を介する投与においては、好ましい製剤のタイプは、クリーム、軟膏、ゲル及び貼
付剤を含む。
【０１１４】
　水性媒体の溶液又は分散液を含む組成物は、スプレー又はエアロゾルとして投与するこ
とができる。エアロゾルとは、液体粒子の大気に浮遊するミストをいう。そのような製剤
の調剤システムは、一般に、圧縮したプロペラントガスによって加圧した液体を含む缶又
はボトルであってもよい。同様に、液体粒子のスプレーは、液体が、手動ポンプによって
気圧調節され、噴霧器のノズルを通して押し出されるデバイスによって生産することがで
きる。一般的な点鼻薬製剤は、水性溶媒に懸濁又は溶解した治療薬からなり、定量噴霧器
のあるボトルに充填される。患者によるポンプの作動で、薬剤を微細液滴で鼻腔に送達す
る。
【０１１５】
　肺への吸入によって治療薬を投与するのに用いるエアロゾル及びスプレーデバイスは、
一般に、噴霧吸入器と呼ばれる。最も一般的なものは、エアロゾルを生産するのに圧縮空
気源を利用するジェット噴霧吸入器である。利用可能な他の噴霧吸入器は、電気噴霧吸入
器を含み、エアロゾルを膜又はメッシュの振動によって生成する。また、圧電気及び超音
波噴霧吸入器を用いてもよい。
【０１１６】
　本発明による治療薬を含む組成物は、粒状形態（例えば、噴霧乾燥又はフリーズドライ
した粒子、マイクロスフィア又はナノ粒子）で配合することができる。粒子は、例えば経
鼻的吸入又は経口吸入によって、乾燥粉末として送達することができる。あるいは、粒子
は、カプセルに充填することができ、他の添加剤と共に圧縮することができ、又は医薬と
して許容し得る担体に懸濁して、懸濁液又はエマルジョンを形成することができる。
【０１１７】
　経鼻的吸入用の粉末送達デバイスは、一般に、圧縮する際に粒子のムラを生ずる手動操
作のポンプを具備する。吸入器は、粒状の治療薬を肺に送達して、呼吸器疾患（例えば、
喘息）を治療するのに使用することができる。乾燥粉末吸入器及び定量吸入器（又はエア
ロゾル吸入器）は、一般的なタイプの吸入器である。乾燥粉末吸入器は、通常ラクトース
等の不活性担体と併用して、乾燥粉末形態の定量の治療薬を提供する。ユーザは、該粉末
を流入及び崩壊して肺に到達するのに十分小さいエアロゾル粒子を形成するデバイスを介
して、空気を吸入する。定量吸入器は、懸濁した粒子が存在する加圧したプロペラントガ
スを収容する。デバイスの作動で、粒子を含む１回量の液体プロペラントを放出する。揮
発性プロペラントは、急速に蒸発する液滴に侵入して、ユーザが吸入する微粒子のエアロ
ゾルを生ずる。
【０１１８】
　本発明による組成物は、送達することが意図される形態で製造することができる。又は
、投与前に組み合わせる独立した成分として供給することができる。例えば、治療薬を含
む粒状形態の組成物が、投与前に適切なビヒクルに懸濁又は溶解することができることが
意図される。
【０１１９】
　本明細書中のナノ粒子は、例えば、Ｃｈａｍｐｉｏｎら、Ｐｒｏｃ　Ｎａｔｌ　Ａｃａ
ｄ　Ｓｃｉ　ＵＳＡ，　１０４，　２００７，　１１９０１－４；　Ｃｈａｔｔｏｐａｄ
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ｈｙａｙら、Ａｄｖ　Ｄｒｕｇ　Ｄｅｌｉｖ　Ｒｅｖ，　５９，　２００７，　４４４－
５３；　Ｃｈｏｕら、Ｊ　Ｍａｔｅｒ　Ｓｃｉ　Ｍａｔｅｒ　Ｍｅｄ，　２００７　Ｊｕ
ｎ　１９；［印刷物発行前の電子的発行物］；　Ｓｃｈａｆｆａｚｉｃｋら、Ｐｈａｒｍ
ａｚｉｅ，　６２，　２００７，　３５４－６０；　Ａｌｍｅｉｄａら、Ａｄｖ　Ｄｒｕ
ｇ　Ｄｅｌｉｖ　Ｒｅｖ，　５９，　２００７，　４７８－９０；　Ｍｕｌｌｅｒ，　制
御された薬剤の送達とターゲッティングのためのコロイド担体（Ｃｏｌｌｏｉｄ　Ｃａｒ
ｒｉｅｒｓ　ｆｏｒ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　Ｄｒｕｇ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　ａｎｄ　Ｔ
ａｒｇｅｔｉｎｇ），　ＣＲＣ　Ｐｒｅｓｓ，　１９９１；及びＪｏｒｇ　Ｋｒｅｕｔｅ
ｒ（編集）、コロイド状のドラッグデリバリーシステム（Ｃｏｌｌｏｉｄａｌ　Ｄｒｕｇ
　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　Ｓｙｓｔｅｍｓ），　Ｍａｒｃｅｌ　Ｄｅｋｋｅｒ，　１９９４．
の文献に記載する方法の範囲で生成することができる。一例は、ナノ沈澱（ｎａｎｏｐｒ
ｅｃｉｐｉｔａｔｉｏｎ）、相分離、乳化、自己集合、高圧ホモジナイゼーション、複合
体形成、及びイオンゲル化（ｉｏｎｉｃ　ｇｅｌａｔｉｏｎ）を含む。
【０１２０】
　本明細書中のマイクロスフィアは、例えば、Ｃｌｅｌａｎｄ，治療薬とワクチンのため
の制御放出生物分解性マイクロスフィア製剤の生産における溶媒蒸発プロセス（Ｓｏｌｖ
ｅｎｔ　Ｅｖａｐｏｒａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｃｅｓｓｅｓ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｐｒｏｄｕｃ
ｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　Ｒｅｌｅａｓｅ　Ｂｉｏｄｅｇｒａｄａｂｌｅ
　Ｍｉｃｒｏｓｐｈｅｒｅ　Ｆｏｒｍｕｌａｔｉｏｎｓ　ｆｏｒ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉ
ｃｓ　ａｎｄ　Ｖａｃｃｉｎｅｓ），　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌ　Ｐｒｏｇ，　１４（１）
，　１０２－１０７，　１９９８；　Ｔｒａｃｙ，　マイクロスフィアタンパク質デリバ
リーシステムの開発及びスケールアップ（Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　ａｎｄ　Ｓｃａｌｅ
－ｕｐ　ｏｆ　ａ　Ｍｉｃｒｏｓｐｈｅｒｅ　Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　Ｓｙ
ｓｔｅｍ），　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌ　Ｐｒｏｇ，　１４（１），　１０８－１１５，　
１９９８；　Ｄｅｂｅｎｅｄｅｔｔｉら、維持された送達デバイスの生産のための超臨界
流体の適用（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｓｕｐｅｒｃｒｉｔｉｃａｌ　Ｆｌｕｉｄ
ｓ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｓｕｓｔａｉｎｅｄ　Ｄｅｌｉｖｅ
ｒｙ　Ｄｅｖｉｃｅｓ），　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　Ｒｅｌｅａ
ｓｅ，　２４，　１９９３，　２７－４４の文献に記載する方法の範囲で生成することが
できる。該マイクロスフィアは、改良して制御放出性を示すことができる（例えば、架橋
度を制御することによって、又は治療薬の拡散性を変える添加剤の導入によって）。
【０１２１】
　該吸収促進剤は、粒子のマトリクスに導入するか、あるいは粒子表面に付着してもよい
。　薬剤は、粒子のマトリクスに導入するか、あるいは粒子表面に付着してもよい。
【０１２２】
　ナノ粒子及びマイクロスフィアの生成に用いるポリマーは、次のものを含む：
【０１２３】
　（ａ）ポリ（乳酸）、ポリ（グリコール酸）、乳酸とグリコール酸の共重合体、ポリ（
エチレングリコール）と乳酸及びグリコール酸の共重合体、ポリ（ｅ－カプロラクトン）
、ポリ（３－ハイドロキシブチレート）、ポリ（ｐ－ジオキサノン）、ポリ（プロピレン
フマレート）を含むポリエステル等の合成生分解性高分子；ポリ（エチレングリコール）
とポリ（ブチレンテレフタレート）に基づくもののようなポリ（エーテルエステル）マル
チブロック共重合体等の改質ポリエステル；ＨｅｌｌｅｒのＡＣＳ　Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ
　Ｓｅｒｉｅｓ　５６７，　２９２－３０５，　１９９４に記載のようなポリオール／ジ
ケテンアセタール付加重合体を含むポリ（オルトエステル）；ＴａｍａｄａとＬａｎｇｅ
ｒのＪｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｂｉｏｍａｔｅｓｉａｌｓ　Ｓｃｉｅｎｃｅ－Ｐｏｌｙｍｅ
ｒ　Ｅｄｉｔｉｏｎ，　３，　３１５－３５３，１９９２、及びＤｏｍｂの生分解性高分
子のハンドブック（Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ｂｉｏｄｅｇｒａｄａｂｌｅ　Ｐｏｌｙｍ
ｅｒｓ）第８巻、ＤｏｍｂとＷｉｓｅｍａｎ（編集）、Ｈａｒｗｏｏｄ　Ａｃａｄｅｍｉ
ｃ　Ｐｕｂｌｉｓｈｅｒｓに記載のようなポリ（セバシン酸無水物）（ＰＳＡ）、ポリ（
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カルボキシビスカルボキシフェノキシフェノキシヘキサン）［ｐｏｌｙ（ｃａｒｂｏｘｙ
ｂｉｓｃａｒｂｏｘｙ　ｐｈｅｎｏｘｙｐｈｅｎｏｘｙｈｅｘａｎｅ）］　（ＰＣＰＰ）
、ポリ［ビス（ｐ－カルボキシフェノキシ）メタン］（ＰＣＰＭ）、ＳＡ、ＣＰＰ及びＣ
ＰＭの共重合体を含む酸無水物重合体；ポリ（アミノ酸）；ＪａｍｅｓとＫｏｈｎの制御
されたドラッグデリバリーの挑戦と戦略（Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　Ｄｒｕｇ　Ｄｅｌｉｖ
ｅｒｙ　Ｃｈａｌｌｅｎｇｅｓ　ａｎｄ　Ｓｔｒａｔｅｇｉｅｓ）、ｐａｇｅｓ　３８９
－４０３，　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ，　Ｗａｓｈｉｎｇ
ｔｏｎ　ＤＣに記載のようなものを含むポリ（擬アミノ酸）［ｐｏｌｙ（ｐｓｅｕｄｏ　
ａｍｉｎｏ　ａｃｉｄｓ）］；ポリ［（ジクロロ）ホスファゼン］、ポリ［（オルガノ）
ホスファゼン］の誘導体、ＳｃｈａｃｈｔのＢｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ａｎｄ　Ｂｉ
ｏｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，　５２，　１０２－１０８，　１９９６に記載のようなポリ
マーを含むポリホスファゼン；及び、ＬｌｏｙｄのＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｊｏｕ
ｒｎａｌ　ｏｆ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃｓ，　１０６，　２５５－２６０，　１９９
４に記載のようなものを含むアゾポリマー；
【０１２４】
　（ｂ）ポリエチレン、ポリ（エチレン－ｃｏ－酢酸ビニル）、ポリプロピレン、ポリ（
塩化ビニル）、ポリ（酢酸ビニル）、ポリ（ビニルアルコール）、ビニルアルコールと酢
酸ビニルの共重合体、ポリ（アクリル酸）ポリ（メタクリル酸）、ポリアクリルアミド、
ポリメタクリルアミド、ポリアクリレート、ポリ（エチレングリコール）、ポリ（ジメチ
ルシロキサン）、ポリウレタン、ポリカーボネート、ポリスチレン、及びその誘導体を含
むビニル重合体等の合成非生物分解性高分子；及び、
【０１２５】
　（ｃ）デンプン、エチルセルロース、メチルセルロース、エチルヒドロキシ－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を含んだセルロース及びその誘導体を
含む炭水化物、ポリペプチド及びタンパク質等の天然重合体；コラーゲン；ゼラチン；デ
キストラン及びその誘導体；アルギン酸塩；キチン；及びキトサン。
【０１２６】
　好ましいポリマーは、ウレタンエステル又はエポキシエステル、ビス－マレイミド、メ
タクリル酸メチル又はメタクリル酸グリシジル等のメタクリレート、トリ－メチレンカー
ボネート、ジメチレントリメチレンカーボネート等の非生物分解性高分子；グリコール酸
、グリコリド、乳酸、ラクチド、ｐ－ジオキサノン、ジオキセパノン（ｄｉｏｘｅｐａｎ
ｏｎｅ）、アルキレンオキザラート（ａｌｋｙｌｅｎｅ　ｏｘａｌａｔｅ）、ポリ（エチ
レングリコール）とポリ（ブチレンテレフタレート）に基づくもののようなポリ（エーテ
ルエステル）マルチブロック共重合体等の改質ポリエステルなどの生物分解性合成高分子
；及び、γ－カプロラクトン等のカプロラクトンを含む。
【０１２７】
　一般に、治療薬に不活性であるポリマー又はポリマーの組み合わせを用いる。
【０１２８】
　懸濁製剤は、例えば、エマルジョン及びコロイド懸濁液の一例を含む、Ｌｉｅｂｅｒｍ
ａｎ　Ｈ　Ａ，　Ｒｉｅｇｅｒ　Ｍ　Ｍ及びＢａｎｋｅｒ　Ｇ　Ｓ、医薬剤形：分散系（
Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｄｏｓａｇｅ　Ｆｏｒｍｓ：　Ｄｉｓｐｅｒｓｅ　Ｓｙ
ｓｔｅｍｓ）第２版、Ｍａｒｃｅｌ　Ｄｅｋｋｅｒ　Ｌｔｄ　ｐｒｅｓｓ，　１９９６の
文献に記載の方法の範囲によって調製することができる。
【０１２９】
　本発明による吸収促進効果は、当技術分野の公知の方法によってモニターすることがで
き、これらは、ＨＰＬＣ、ＬＣ－ＭＳ、ＬＣ－ＭＣ－ＭＳ、ＧＣ－ＭＳ、分光法、及びＥ
ＬＩＳＡ分析を含む。治療薬の吸収の増加は、粘膜又は皮膚に対する吸収促進剤の直接的
な効果の結果であり得る。
【０１３０】
　本発明は、次の非限定的な実施例によって説明される。
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【０１３１】
　（実施例１）
　インシュリンを、０．０６３Ｍリン酸緩衝生理食塩水（ＰＢＳ）中１～４０％ｗ／ｖの
範囲のＳｏｌｕｔｏｌ（登録商標）ＨＳ１５溶液の濃度を変化させて該溶液に溶解した。
次いで、製剤４ＩＵ／ｋｇをＳＤ系ラット（Ｓｐｒａｇｕｅ　Ｄａｗｌｅｙ　ｒａｔ）に
鼻腔内投与し、血液試料を投与後２時間まで頻繁な間隔で採取した。標準グルコース計を
用いて血糖を測定し、また、酵素結合免疫吸着検定法（ＥＬＩＳＡ）によって血漿中のイ
ンシュリンを測定した。
【０１３２】
　また、鼻腔内投与との比較として、皮下注射によって、ラットのグループに、ＰＢＳに
溶解したインシュリンを投与した。
【０１３３】
　結果を図１に示す。
【０１３４】
　ＰＢＳ中７．５％及び１０％・ｗ／ｖのＳｏｌｕｔｏｌ（登録商標）ＨＳ１５製剤は、
対照のインシュリン溶液（１５％の血漿グルコースレベルの減少を示す）と比較して、７
０％の血漿グルコースレベルの減少を示し、鼻粘膜を介するインシュリンの輸送を促進す
るのに最も有効であった。
【０１３５】
　（実施例２）
　ヒト成長ホルモン（ｈＧＨ）を、ＰＢＳ中５％・ｗ／ｖのＳｏｌｕｔｏｌ（登録商標）
ＨＳ１５溶液に溶解した。次いで、該溶液を５ｍｇ／ｋｇの投与量率でＳＤ系ラットに鼻
腔内投与し、５ｍｇ／ｋｇのｈＧＨの皮下投与と比較した。酵素結合免疫吸着検定法（Ｅ
ＬＩＳＡ）によって、投与後２４時間までの血清中のｈＧＨレベルを測定した。
【０１３６】
　結果を図２に示す。
【０１３７】
　５％・ｗ／ｖのＳｏｌｕｔｏｌ（登録商標）ＨＳ１５製剤は、皮下投与と比較して、１
７％のバイオアベイラビリティを有し、鼻粘膜を介するｈＧＨの輸送を促進するのに有効
であった。吸収促進剤なしで経鼻投与したｈＧＨのバイオアベイラビリティは、１％未満
であった。
【０１３８】
　（実施例３）
　ｈＧＨ充填微粒子を調製するために、微粒子化ｈＧＨ、ＰＬＧＡ、ＰＬＡ及びＳｏｌｕ
ｔｏｌ（登録商標）ＨＳ１５を圧力容器に加えた。該容器を密閉し、ＣＯ2を導入した。
温度を３２℃より高くし、圧力を７６ｂａｒより高くした。これらの条件下で、ＣＯ2は
、超臨界的になり、ポリマーに溶解し、液化した。次いで、液化したポリマー、ｈＧＨ及
びＳｏｌｕｔｏｌ（登録商標）ＨＳ１５を混合し、薬剤／ポリマー混合物を粉末化及び減
圧した後、凝固によって注射に適したサイズの微粒子を形成した。また、ＰＬＧＡ、ＰＬ
Ａ及びＰＥＧ－６００を含むｈＧＨ充填微粒子製剤を、同様の方法を用いて調製した。該
微粒子を５ｍｇ／ｋｇ　ｈＧＨの投与量率でＳＤ系ラットに鼻腔内投与し、ｈＧＨの皮下
注射と比較した。血液試料を投与後２４時間まで採取し、酵素結合免疫吸着検定法（ＥＬ
ＩＳＡ）によって、血清中のｈＧＨレベルを測定した。
【０１３９】
　結果を図３示す。
【０１４０】
　ＰＬＧＡ、ＰＬＡ／Ｓｏｌｕｔｏｌ（登録商標）ＨＳ１５微粒子の鼻腔内投与後の血清
中のｈＧＨを検出し、投与後１時間のピーク血清濃度は、２７．６ｎｇ／ｍｌであった。
ＰＬＧＡ、ＰＬＡ／Ｓｏｌｕｔｏｌ（登録商標）ＨＳ１５を含む微粒子の鼻腔内投与後の
血清中では、ｈＧＨを検出しなかった。
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【０１４１】
　（実施例４）
　本研究では、ラットのインシュリンの鼻吸収を促進するために、本発明の吸収促進剤の
性能を、公知の吸収促進剤であるポリエチレングリコール－２０ステアレート及び塩化キ
トサン（ｃｈｉｔｏｓａｎ　ｃｈｌｏｒｉｄｅ）と比較した。用いた本発明の吸収促進剤
は、市販品であるＳｏｌｕｔｏｌ（登録商標）ＨＳ１５であり、ポリエチレングリコール
－２０ステアレートは、市販されているＬｉｐｏＰｅｇ（登録商標）１０－Ｓであり、ま
た、キトサン製品は、市販されているＰｒｏｔａｓａｎ（登録商標）ＵＰ　ＣＬ２１３で
ある。Ｐｒｏｔａｓａｎ（登録商標）ＵＰ　ＣＬ２１３は、アセチル基の７５～９０％を
脱アセチルしたキトサンに基づくものである。
【０１４２】
　インシュリンをＰＢＳ中ＬｉｐｏＰｅｇ（登録商標）１０－Ｓの５％及び１０％・ｗ／
ｖ溶液、又は蒸留水中Ｐｒｏｔａｓａｎ（登録商標）ＵＰ　ＣＬ２１３の０．５％　ｗ／
ｖ溶液（ｐＨ５．０）に溶解した。製剤を、ＰＢＳ中５％、７．５％及び１０％・ｗ／ｖ
のＳｏｌｕｔｏｌ（登録商標）ＨＳ１５に溶解したインシュリンと比較した。次いで、該
製剤を４ＩＵ／ｋｇでＳＤ系ラットに鼻腔内投与し、血液試料を投与後２時間まで頻繁な
間隔で採取した。標準グルコース計を用いて血糖を測定し、また、ＥＬＩＳＡによって血
漿中のインシュリン濃度を測定した。
【０１４３】
　結果を図４示す。
【０１４４】
　ＰＢＳ中７．５％及び１０％・ｗ／ｖのＳｏｌｕｔｏｌ（登録商標）ＨＳ１５は、Ｐｒ
ｏｔａｓａｎ（登録商標）ＵＰ　ＣＬ２１３及びＬｉｐｏＰｅｇ（登録商標）１０－Ｓよ
りも、鼻粘膜を介するグルコース吸収の促進において最も有効であった。ＰＢＳ中５％　
ｗ／ｖのＳｏｌｕｔｏｌ（登録商標）ＨＳ１５に溶解したインシュリンは、試験した濃度
のＰｒｏｔａｓａｎ（登録商標）ＵＰ　ＣＬ２１３及びＬｉｐｏＰｅｇ（登録商標）１０
－Ｓと比較して、同様のグルコース減少を示した。
【０１４５】
　（実施例５）　７．５％・ｗ／ｖ　Ｓｏｌｕｔｏｌ（登録商標）ＨＳ１５とヒト成長ホ
ルモン（ｈＧＨ）とを含む鼻腔内投与用の溶液の調製
【０１４６】
　（原料）
　０．０６３Ｍ　リン酸緩衝生理食塩水（ＰＢＳ）　１００ｍｌ
　Ｓｏｌｕｔｏｌ（登録商標）ＨＳ１５　７．５ｇ
　ｈＧＨ　１０ｍｇ
【０１４７】
　（方法）
　１００ｍｌのＰＢＳに７．５ｇのＳｏｌｕｔｏｌ（登録商標）ＨＳ１５を加えた。溶液
を撹拌しながら、透明な溶液が生成し、Ｓｏｌｕｔｏｌ（登録商標）ＨＳ１５がすべて溶
解するまで、４０℃まで徐々に加熱した。次いで、該溶液を使用前に２～８℃に保存した
。その後、１ｍｌの７．５％・ｗ／ｖ　Ｓｏｌｕｔｏｌ（登録商標）ＨＳ１５を１０ｍｇ
のｈＧＨに加えた。すべてのｈＧＨが溶解したら、該溶液は、鼻腔内投与することが可能
である。
【０１４８】
　（実施例６）　鼻腔内投与用のｈＧＨ充填微粒子の懸濁液の調製
【０１４９】
　（原料）
　カルボキシメチルセルロース　０．５ｇ
　マンニトール　５ｇ
　Ｔｗｅｅｎ８０　０．１ｍｌ
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　蒸留水　１００ｍｌ
　ｈＧＨ充填ＰＬＧＡ、ＰＬＡ／Ｓｏｌｕｔｏｌ（登録商標）ＨＳ１５　２５０ｍｇ
【０１５０】
　（方法）
　ＰＬＧＡ，ＰＬＡ及びＳｏｌｕｔｏｌ（登録商標）ＨＳ１５で製造したｈＧＨ充填微粒
子を、超臨界ＣＯ2を用いて１００μｍ未満の粒子サイズにした。０．５％・ｗ／ｖカル
ボキシメチルセルロース、５．０％・ｗ／ｖマンニトール、及び０．１％・ｖ／ｖのＴｗ
ｅｅｎ８０から成る水性注射剤ビヒクルを調製した。１ｍｌの注射剤ビヒクルに２５０ｍ
ｇの微粒子を懸濁し、必要な投与量率でピペットによって鼻腔内投与した。
【０１５１】
　（実施例７）　４０％・ｗ／ｖのＳｏｌｕｔｏｌ（登録商標）ＨＳ１５とリスペリドン
とを含む鼻腔内投与用の溶液の調製
【０１５２】
　（原料）
　リスペリドン　２１３ｍｇ
　Ｓｏｌｕｔｏｌ（登録商標）ＨＳ１５　４ｇ
　蒸留水　１０ｍｌ
【０１５３】
　（方法）
　リスペリドン及びＳｏｌｕｔｏｌ（登録商標）ＨＳ１５を混合し、その混合物を６０℃
に加熱した。また、水も６０℃に加熱し、該混合物に入れて十分に撹拌した。その後、製
剤は、鼻腔内送達することが可能である。
【０１５４】
　（実施例８）　ポリエチレングリコールのヒドロキシ脂肪酸エステル、遊離ポリエチレ
ングリコール、及びこれら２物質の組み合わせの効果の比較
【０１５５】
次の原料について調査した。
【０１５６】
・ポリエチレングリコール６００（ＰＥＧ６００）
・ポリエチレングリコール１２－ヒドロキシステアリン酸（ＰＥＧ－ＨＳＡ）
・ポリエチレングリコール１２－ヒドロキシステアリン酸ポリエチレングリコール（ＨＳ
Ａ－ＰＥＧ－ＨＳＡ）
・１２－ヒドロキシ－ステアリン酸（ＨＳＡ）
・Ｓｏｌｕｔｏｌ（登録商標）ＨＳ１５
【０１５７】
　メタンスルホン酸を用いて、ポリエチレングリコール６００（ＰＥＧ６００）及び１２
－ヒドロキシ－ステアリン酸（ＨＳＡ）をアルゴン下１２０℃で還流することによって、
ＰＥＧ－ＨＳＡ及びＨＳＡ－ＰＥＧ－ＨＳＡを調製した。
【０１５８】
　４つの化合物をインビボで試験した。次の成分を次に示す濃度で０．０６３Ｍリン酸緩
衝液に溶解した。
【０１５９】
・ＰＥＧ６００‐１０％・ｗ／ｖ溶液
・ＰＥＧ－ＨＳＡ－１０％・ｗ／ｖ溶液
・ＨＳＡ－０．３７％溶液
・ＨＳＡ－ＰＥＧ－ＨＳＡ－２％溶液
【０１６０】
　低濃度のＨＳＡ及びＨＳＡ－ＰＥＧ－ＨＳＡを、これらの原料の制限された溶解性の理
由から用いた。
【０１６１】
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　次いで、リン酸緩衝液に溶解した成分を用いて、１ｍｇ／ｍｌのインシュリン溶液を調
製し、４ＩＵ／ｋｇの割合で雄ＳＤ系ラットに鼻腔内投与した。すべての製剤をＧｉｌｓ
ｏｎピペットで投与し、チップを鼻孔におよそ５ｍｍ挿入した。温度及び湿度をそれぞれ
２１℃±２℃及び５５％±１５％（相対）に維持したアクセスを制限した部屋に、動物を
収容した。該部屋は、毎日１２時間人工光を照らした。血液試料をラットの尾静脈から投
与後０分（投与前）と投与後５、１５、３０、６０及び１２０分で、ヘパリン処理した試
験管に採取し、遠心分離し、また、血漿を採取した。血糖を、ワンタッチ式グルコース計
を用いて、各試料採取地点に近接して、測定した。
【０１６２】
　図５の血糖レベルは、これらの試験で、Ｓｏｌｕｔｏｌ（登録商標）ＨＳ１５は、血糖
レベルの実質的な減少を生じるが、個々の原料（ＰＥＧ、ＰＥＧ－ＨＳＡ、ＨＳＡ、ＨＳ
Ａ－ＰＥＧ－ＨＳＡ）では、これらの試験で用いた濃度のすべてで、及び検討した特定の
治療薬で、減少しないことを示した。したがって、ＰＥＧとＰＥＧ－ＨＳＡの組み合わせ
が、効果的な経粘膜吸収促進剤として特に良好な特性を示すことを結論付けることができ
る。
【０１６３】
　（実施例９）　経粘膜吸収促進剤としてのＳｏｌｕｔｏｌ（登録商標）ＨＳ１５の作用
機序の調査
【０１６４】
　ａ）細胞培養
　Ｃａｌｕ－３細胞を、５％・ＣＯ2、３７℃で、７５ｃｍ3のフラスコに密集して増殖し
た。密集増殖したら、該細胞をプラズマ酸化処理した（ｐｌａｓｍａ　ｏｘｙｇｅｎ－ｔ
ｒｅａｔｅｄ）ポリスチレン膜（直径１２ｍｍ、細孔径０．４μｍ）を有するＴｒａｎｓ
ｗｅｌｌｓ（登録商標）に、ウエル当たり１００，０００細胞の接種密度で接種した。接
種後、該細胞を、ＦＢＳ（１０％）、抗生物質／抗真菌剤（最終媒体濃度１００Ｕ／ｍｌ
ペニシリン、０．１ｍｇ／ｍｌストレプトマイシン、及び０．２５μｇ／ｍｌアンフォテ
リシンＢ）、及びＬ－グルタミン（最終媒体濃度２ｍＭ）を添加したＥＭＥＭで、５％・
ＣＯ2、３７℃で保持した。培養中、細胞培養液は、１日おきに交換した。細胞増殖及び
密着帯形成を、経上皮電気抵抗（ＴＥＥＲ‐密着帯開口の指標）の測定によって、接種７
日から開始して１日おきに評価した（毎日のＴＥＥＲ測定は、細胞単層の損傷の可能性、
測定過程及び電極からのイオンの漏出により回避した）。‘ブランク’膜（細胞のない）
を介する抵抗を測定すること、及び単層ＴＥＥＲからこれを減じることによって、バック
グラウンド抵抗を考慮した。
【０１６５】
　Ｃａｃｏ－２細胞を、５％・ＣＯ2、３７℃で、７５ｃｍ3のフラスコに密集して増殖し
た。密集増殖したら、該細胞をＴｒａｎｓｗｅｌｌｓ（登録商標）に、ウエル当たり２０
０，０００細胞の接種密度で接種した。接種後、該細胞を、抗生物質／抗真菌剤、ＦＢＳ
、及びＬ－グルタミン（Ｃａｌｕ－３細胞で説明したもののように）を添加したＤｕｌｂ
ｅｃｏｏ変法イーグル培地（ＤＭＥＭ）で、５％・ＣＯ2、３７℃で、保持した。そして
、Ｄｕｌｂｅｃｏｏ変法イーグル培地（ＤＭＥＭ）は１日おきに交換した。２１日目で、
Ｃａｃｏ－２細胞を正常な状態で完全に分化することができた。細胞増殖及び密着帯形成
を、ＴＥＥＲ測定によって、接種２１日目に評価した。
【０１６６】
　ｂ）ＴＥＥＲの測定
　１組のチョップスティック型電極を装備するＥＶＯＭボルトオームメーターを用いて、
ＴＥＥＲを測定した。ＨＢＳＳ（ｐＨ６．０及び７．４、それぞれ上側及び基底外側）で
初期の２時間、及びＥＭＥＭ（一晩）で培養した細胞単層を、参照として用いた。ＴＥＥ
Ｒの変化は、この参照に対する割合として報告した。膜によるバックグラウンドＴＥＥＲ
を、測定から控除した。すべての試験を３回行った。
【０１６７】
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　ｄ）ＴＥＥＲに対するＳｏｌｕｔｏｌ（登録商標）ＨＳ１５の影響
　Ｓｏｌｕｔｏｌ（登録商標）ＨＳ１５を次の濃度でＨＢＳＳ／ＨＥＰＥＳ緩衝液（ｐＨ
７．４）に溶解し、Ｃａｌｕ－３細胞（ヒト気管支の上皮細胞系）に供した：０．１０、
０．０２、０．００５、０．０００１％。ベースライン値を提供するために、Ｓｏｌｕｔ
ｏｌ（登録商標）ＨＳ１５溶液添加前の多くの間隔でＳｏｌｕｔｏｌ（登録商標）ＨＳ１
５添加前のＴＥＥＲを測定した。ＴＥＥＲ可逆性（毒性の測定）を評価するために、該細
胞を洗浄し、通常培地で培養した後、該細胞を促進溶液で２時間培養した。
【０１６８】
　ベースライン値の約５０％までのＳｏｌｕｔｏｌ（登録商標）ＨＳ１５溶液添加後のＴ
ＥＥＲの減少（図６参照）は、Ｓｏｌｕｔｏｌ（登録商標）ＨＳ１５が、密着帯開口に対
して小さな影響があることを示す比較として、キトサン（周知の密着帯開口剤）は、ベー
スライン値の約５％まで、同条件下で、ＴＥＥＲを減少させた。
【０１６９】
　ｅ）種々の濃度で供したときのＳｏｌｕｔｏｌ（登録商標）ＨＳ１５のＣａｌｕ－３及
びＣａｃｏ－２細胞を介するＦＤ４透過性に対する影響
　Ｓｏｌｕｔｏｌ（登録商標）ＨＳ１５溶液を、ＦＩＴＣ－デキストランＭｗ４４００（
ＦＤ４）を添加したＨＢＳＳ／ＨＥＰＥＳ緩衝液（ｐＨ７．４）中０．００５、０．０２
、０．１％・ｗ／ｖの濃度で調製した。該溶液を細胞単層に供し、Ｃａｌｕ－３細胞（気
管支癌）及びＣａｃｏ－２細胞（腸癌）の２つの細胞系を用いた。規則的な基底外側のサ
ンプリングによって、ＦＤ４の上側から基底外側への浸透性を測定し、また、ＦＤ４を蛍
光測定によって定量した。
【０１７０】
　図７は、基底外側のＦＤ４濃度が、Ｃａｌｕ－３細胞のＳｏｌｕｔｏｌ（登録商標）Ｈ
Ｓ１５溶液に供したとき、対照溶液と比較して、高いことを示す。しかしながら、データ
の統計分析では、試験したＳｏｌｕｔｏｌ（登録商標）ＨＳ１５と対照の濃度間で有意差
がないことを示した（ｐ＝０．００９３）。比較として、同条件下で、キトサンが、対照
の８倍高い顕著な透過性の増加を示した。図８に示すように、対照と比較したＳｏｌｕｔ
ｏｌ（登録商標）ＨＳ１５溶液のＦＤ４濃度の増加も、統計的に有意ではなかった（ｐ＝
０．１４７３）。したがって、Ｓｏｌｕｔｏｌ（登録商標）ＨＳ１５は、密着帯開口に対
して小さい影響しかないことが細胞培養試験から結論付けることができる。よって、細胞
内経路が主要な作用機序であると考えられる。
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