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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
経鼻粘膜投与用の医薬組成物であって、
成長ホルモンである治療薬と、
Ｓｏｌｕｔｏｌ（登録商標）ＨＳ１５である吸収促進剤と、を含む医薬組成物。
【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
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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
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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
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）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 Discovery Today)、7, 2002, 1184‑
1189; J Control 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
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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。
【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
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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
ologic drug又は

biologics

生物製剤

（bi

）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。
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【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 Delivery of Therap
eutic Peptides and Proteins)」、AdjeiとGupta（編集）、Marcel Dekker Inc, New Yor
k (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(Intranasal delivery: Physicochemical and Therapeutic 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。
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【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(glycofurolum)（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
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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】

20
（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。）
【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
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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(bucca
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l)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
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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）Ｈ
Ｓ１５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
10

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）ＨＳ１５］
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
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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

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
］）。
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【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】
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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［００３７］）。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［０
０３８］）。

50

(5)

JP 6002385 B2 2016.10.5

【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
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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、Solutol（登録商標）Ｈ
Ｓ１５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
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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、
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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 disposition)

、Advanced Drug Delivery Reviews 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１４９７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
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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−Ｇ
ｐ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）ＨＳ１５の比
較(Improved oral bioavailability of cyclosporin A in male Wistar rats. Compariso
n of a Solutol (trademark) ＨＳ１５ containing self‑dispersing formulation and a
microsuspension), Int. J. Pharm. 245 (2002) 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
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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、ＣＹＰ４５０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(polyethoxylated 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 bioava
ilability of colchicine in rats by coadministration of D‑alpha‑tocopherol polyet
hylene glycol 1000 succinate and a polyethoxylated derivative of 12‑hydroxy‑stea
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hc 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 absorptio
n of P‑glycoprotein 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
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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】
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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】

40

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】
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【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
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【特許文献９】米国特許出願公開第２００７／２５９００９号明細書
【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】
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【非特許文献１】Drug Discovery Today, 7, 2002, 1184‑1189; J Control Rel, 87, 200
3, 187‑198
【非特許文献２】"Inhalation Delivery of Therapeutic Peptides and Proteins", Adje
i and Gupta (eds.) Marcel Dekker Inc, New York (1997), 135‑184
【非特許文献３】Costantino, Ilium, Brandt, Johnson and Quay, Intranasal delivery
: Physicochemical and Therapeutic Aspects, lnt J Pharm, 337, 2007, 1‑24
【非特許文献４】Buggins et al, "The effects of pharmaceutical excipients on drug
disposition", Advanced Drug Delivery Reviews 59 (2007) 1482‑1503
【非特許文献５】Bravo Gonzalez et al, Improved oral bioavailability of cyclospor
in A in male Wistar rats. Comparison of a Solutol (trademark) HS15 containing se
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lf‑dispersing formulation and a microsuspension), Int. J. Pharm. 245 (2002) 143‑
151
【非特許文献６】Bittner et al, Improvement of the bioavailability of colchicine
in rats by coadministration of D‑alpha‑tocopherol polyethylene glycol 1000 succi
nate and a polyethoxylated derivative of 12‑hydroxy‑steahc acid, Arzneim‑Forsch,
52 (2002) 684‑688
【非特許文献７】Cornaire et al, Impact of excipients on the absorption of P‑glyc
oprotein 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】
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【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】
【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
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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
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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
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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
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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。
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【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−Ｇｐ
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
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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
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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。
20

【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
30

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 Bioavaila
bility and Bioequivalence Studies for Immediate‑Release Solid Oral Dosage Forms
Based on a Biopharmaceutics Classification System)

によれば、以下の通りである。
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【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】
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。
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【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

10

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。
20

【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

30

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
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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
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
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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
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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
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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。
30

【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
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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）１０−Ｓ及びProt
asan（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）Ｈ
Ｓ１５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
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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
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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１２−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）ＨＳ１５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
20

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
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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、Solutol（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
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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
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
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％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
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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。
20

【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】
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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
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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(cal
ciprotiene)、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、
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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
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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‑ephedrin
e)、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(ritanov
ir)、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
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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(tirofi
bran)、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
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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
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マイシン誘導体；シプロフロキサシン；クロドロネート；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Ｉ
Ｘ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
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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
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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(mezocillin 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；
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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(propenthaline 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−ｔＰＡ；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(trospectinomycin)；トロバフロキサシン；塩化ツボクラリン；腫瘍壊死因子；
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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。
【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
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、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
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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

10

、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】
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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
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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】

40

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
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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。
10

【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(antiadher
ent)、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
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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(c
arbopol)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 enhancer)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
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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
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。
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【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】
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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】

10

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。
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【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
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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
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。
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【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
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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

10

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】
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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。
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【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 Acad Sci USA, 104, 2007,
11901‑4; Chattopadhyayら、Adv Drug Deliv Rev, 59, 2007, 444‑53; Chouら、J Mater
Sci Mater Med, 2007 Jun 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 Drug Deliv Rev, 59, 2007, 478‑90; Muller,
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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 Carriers for
Controlled Drug Delivery and Targeting), CRC Press, 1991;及びJorg Kreuter（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), Mar
cel 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(nanoprecipitation)、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(Solvent Evaporati
on Processes for the Production of Controlled Release Biodegradable Microsphere
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Formulations for Therapeutics and Vaccines), Biotechnol Prog, 14(1), 102‑107, 19
98; 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 System), Biotechnol P
rog, 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 Fluids for the Production of Sustain
ed Delivery Devices), Journal of Controlled Release, 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】

10

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
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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LangerのJournal of Biomatesials Science‑Polymer Edition, 3, 31
5‑353,1992、及びDombの生分解性高分子のハンドブック(Handbook of Biodegradable Pol
ymers)第８巻、DombとWiseman（編集）、Harwood Academic Publishersに記載のようなポ
リ（セバシン酸無水物）（PSA）、ポリ（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(carboxybiscarboxy 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ＣＰＭ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 Delivery Challenges and Strategies)、pages
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389‑403, American Chemical Society, Washington 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 Bioengineering, 5
2, 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Inter
national Journal of Pharmaceutics, 106, 255‑260, 1994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、
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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
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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（dioxepanone）、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】

10

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、Lieberman H A,
Rieger M M及びBanker G S、医薬剤形：分散系(Pharmaceutical Dosage Forms: Dispers
e Systems)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】
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本発明は、次の非限定的な実施例によって説明される。
【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
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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、７０％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）

40

ヒト成長ホルモン（ｈＧＨ）を、ＰＢＳ中５％・ｗ／ｖのSolutol（登録商標）ＨＳ１
５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（ＥＬＩＳ
Ａ）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、１７％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
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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Solutol
（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Solu
tol（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、ＰＬＡ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５ｍ

10

ｇ／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（ＥＬＩＳＡ）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ｈ
ＧＨ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。ＰＬＧ
Ａ、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、
20

ｈＧＨを検出しなかった。
【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Sol
utol（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

ＣＬ２１

３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。
30

【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。
40

【０１４４】
ＰＢＳ中７．５％及び１０％・ｗ／ｖのSolutol（登録商標）ＨＳ１５は、Protasan（
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】
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（原料）
０．０６３Ｍ

リン酸緩衝生理食塩水（ＰＢＳ）

Solutol（登録商標）ＨＳ１５
ｈＧＨ

１００ｍｌ

７．５ｇ

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、１
ｍｌの７．５％・ｗ／ｖ Solutol（登録商標）ＨＳ１５を１０ｍｇのｈＧＨに加えた。す

10

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
マンニトール
Ｔｗｅｅｎ８０
蒸留水

０．５ｇ

５ｇ
０．１ｍｌ

１００ｍｌ

ｈＧＨ充填ＰＬＧＡ、ＰＬＡ／Solutol（登録商標）ＨＳ１５

２５０ｍｇ

20

【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Ｔｗｅｅｎ
８０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２５０ｍｇ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
30

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
蒸留水

４ｇ

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。

40

【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）
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・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。
10

【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】
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Gilsonピ

20

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、ＨＳＡ−Ｐ
ＥＧ−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

30

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‑treated)ポリスチ
レン膜（直径１２ｍｍ、細孔径０．４μｍ）を有するTranswells（登録商標）に、ウエル

40

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（Ｔ
ＥＥＲ‐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】
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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２００，０００
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Dulbecoo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

10

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】
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(ｐＨ７．４）
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、Solutol（登録商標

20

）ＨＳ１５溶液添加前の多くの間隔でSolutol（登録商標）ＨＳ１５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ＴＥＥＲ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Ｃａ
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ｃｏ−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）ＨＳ１５
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Solutol（登録商標）Ｈ
Ｓ１５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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