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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
室温で安定であるインスリンのマイクロ粒子であって、
当該マイクロ粒子は：
インスリンの等電点（５．４）未満のｐＨを有するインスリンの水溶液であって、該水溶
液のインスリン濃度が５～１００ｍｇ／ｍＬのものを噴霧乾燥して得たものであり；
前記粒子の９０％以上が９μｍ未満の体積径を示し；
該マイクロ粒子の８０％が、５μｍ未満の空気動力学的直径を有し；且つ
１０重量％未満の塩を含有し、
噴霧乾燥される前記のインスリンの水溶液は、酢酸の非緩衝性水溶液の形態で調製される
ことを特徴とするマイクロ粒子。
【請求項２】
０．２ｇ／ｃｍ３未満のタップ密度を有することを特徴とする請求項１に記載のマイクロ
粒子。
【請求項３】
単糖類、多糖類、アミノ酸、リン脂質及びポリアルコールからなる群から選択される賦形
剤をさらに含む、請求項１又は２に記載のマイクロ粒子。
【請求項４】
前記賦形剤は、マンニトールであることを特徴とする請求項３に記載のマイクロ粒子。
【請求項５】
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不定形のインスリンを含有することを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項に記載の
マイクロ粒子。
【請求項６】
請求項１乃至５のいずれか一項に記載のマイクロ粒子を含有する、吸入されるのに適した
薬学的組成物。
【請求項７】
請求項１乃至５のいずれか一項に記載のマイクロ粒子からなる、請求項６に記載の薬学的
組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　肺に送達される特定の薬物は、肺胞領域を介して血流へと急速に吸収されることが知ら
れている。経肺送達は、排他的に注入により送達されるタンパク質、ポリペプチド及び核
酸などの巨大分子の投与用に特に有用な代替経路である。肺送達は、全身的及び末梢的な
治療活性に有用である。経肺送達は、活性成分のエアロゾルを製造により、達成されるべ
きものである。エアロゾルは、異なる方法で製造可能であって、これには、液体状の噴霧
器、圧縮定量吸入器（ＭＤＩ）及び乾燥粉末吸入器（ＤＰＩ）が含まれる。ＣＦＣを有す
る推進剤は、ＭＤＩを基礎としたエアロゾルを発生し、対象を発射する一方、乾燥粉末装
置上に集束された対象物を増加させる。斯かる装置において、薬物は、凍結乾燥若しくは
噴霧乾燥又はその他の適当な技術により得られた呼吸に適した乾燥粉末として、処方され
る。この薬物は、呼吸適用性（ｒｅｓｐｉｒａｂｉｌｉｔｙ）、安定性及び流動性を向上
させるため、安全な賦形剤と組み合わされてもよい。
【０００２】
　乾燥粉末処方をＤＰＩを介して送達する典型的な技術としては、硬ゼラチンカプセル又
はアルミニウムブリスター中に薬物を一回投与量負荷するか、必要な投与量だけサンプリ
ングするように装置に残存させた多数回の投与量を有する装置に負荷するか、が挙げられ
る。このステップには、有利な流動性及び梱包性の特性を有する粉末を必要とする。これ
らの特性は、粗末の典型的な形態である。患者の呼吸器において、装置を介して流動する
空気は、薬物容器に侵入し、粉末をエアロゾル化する。この第２のステップには、エアロ
ゾル化に有用な、寸法、形状及び密度を有する粒子を有する微細化された粉末を必要とす
る。
【０００３】
　吸収が起こる呼吸路の肺胞領域に薬物を送達する能力は、異なる観点の下、問題となる
。詳しくは、粉末は、エアロゾル化及び肺への分布には微細であるべきである一方、同時
に投与に必要な量を装置に充填するには粗雑であるべきであるという、これらの矛盾を解
決し得る必要がある。第一に、薬物の投与は、正確になされるべきであって、これは、粉
末の梱包性及び流動特性並びに投与用の装置の特徴に依拠するものである。第二に、吸収
されるべき粉末は、呼吸に適したエアロゾルの精製を確実にするため、容易に分散され得
る必要があり、これは、粉末の寸法、形状及び密度に依拠する。これらの矛盾する態様に
関する解決法が、本発明の目的である。
【背景技術】
【０００４】
　インスリンの肺への送達は、発見から、提案されてきた。インスリンを肺に送達する最
も単純な前臨床段階における方法は、水性処方の気管内直接滴下法（ｄｉｒｅｃｔ　ｉｎ
ｔｒａ－ｔｒａｃｈｅａｌ　ｉｎｓｔｉｌｌａｔｉｏｎ）であった。この場合、肺への分
布は、エアロゾル投与の後に見出される場合よりも、局在化し、不均等となる傾向にあり
、吸収適用性を有するには少ない表面領域のみとなってしまう。非特許文献１では、ラッ
トにおいてインスリンの急速な吸収が起こったことを報告している。非特許文献２では、
薬理的シンチグラフィーを用いて、酸性のインスリン溶液の、直接注入及び吸入した場合
の分布及び吸収を比較している。本文献では、エアロゾル化されたインスリンの吸収画分
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が、注入されたインスリンよりも１０倍以上であることを明確に示した。この結果は、投
与形態の方法により経肺送達の運命が大きく影響されることを示す明確な証拠である。
【０００５】
　経肺のインスリン吸収の程度の可変性に関連した処方の影響が、気管内注入を用いて検
討されており、この影響としては、浸透圧、粘度及び溶液のｐＨが含まれる。非特許文献
３によると、ｐＨ３におけるインスリン処方では、気管内注入後において、ｐＨ７の場合
と比較してより大きい生物学的利用性を示した。本文献では、この結果を、より低いｐＨ
の処方におけるインスリンの関連性（ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）が阻害されたと説明して
いる。インスリンは、単量体、二量体及びエクザハマー（ｅｘｈａｍｅｒ）として存在す
る。二量体及びエクザハマーは、単量体の凝集物に由来しており、これらの３つの形態の
溶液における相対百分率は、ｐＨ及びこのホルモン濃度に依存する。インスリンの自己凝
集が生体膜を通過する拡散輸送に影響を及ぼすことが知られている（非特許文献４参照）
。
【０００６】
　溶液状態、乾燥粉末状態及びリポソームの懸濁状態のインスリンをエアロゾル化するの
に、種々の方法が示唆されている。定量吸入器及び粉末吸入器は、薬物の経肺投与用とし
ても最近の装置である。推進剤に懸濁された結晶インスリンの送達用定量吸入器は、非特
許文献５、及び本技術分野の特許文献（特許文献１）で、提案されている。インスリンを
送達する乾燥粉末吸入器もまた、関連文献に述べられている（総説として、非特許文献６
）。多孔質で大きな粒径の乾燥粉末薬剤の経肺送達は、非特許文献７及び特許文献２に、
検討されている。インスリンと、下気道におけるインスリンの吸収を促進する物質とを有
する他の吸入調製物は、吸入に適した粉末調製物の形態で、提案されている（特許文献３
）。促進剤の存在下でインスリンなどのポリペプチドを経鼻及び呼吸送達する方法は、非
特許文献８及び９並びに特許文献４乃至７に述べられている。
【０００７】
　インスリンを有する不定形粉末の調製法は、乾燥後の活性物の安定性を向上させるキャ
リアとともにポリペプチド、ポリヌクレオチド及び他の活性薬物の噴霧乾燥法を述べた特
許文献に示されている（特許文献８）。インスリンの医療用エアロゾル処方に関する第１
の特許文献（特許文献９）は、肺投与用の噴霧乾燥したインスリンを含有するエアロゾル
の製造について開示する。この文献の例４では、同量のインスリンとラクトースと、０．
１％の大豆由来レシチンとを含有するアルコール溶液（２５％ｖ／ｖ）から粉末を調製す
る。他の文献（特許文献１０）では、このホルモンを含有するｐＨ６．７±０．３の緩衝
溶液から、乾燥粉末状態のインスリンを製造する。この文献は、結晶インスリンを溶解す
るのにクエン酸緩衝液を使用することを開示しており、噴霧乾燥により、粉末を製造する
。この実験部分に対して、複数の批判が記載されている（特許文献１１、２頁４～６行）
。
【０００８】
　最後に、複数の特許出願には、乾燥粉末吸入器が開示されており、特許文献１２では、
手動ポンプを、特許文献１３では、多重容器ディスク又はストリップを使用している。特
許文献１４では、ゼラチンカプセルを破裂させる分配器について開示している。ポンプ保
持型装置（ｈｅｌｄ－ｐｕｍｐ　ｄｅｖｉｃｅ）についても、特許されている。使用する
装置とは関係なく、粉末形態の薬物の特徴は、その調製の有効性に重要である。
【特許文献１】米国特許第５，３２０，０９４号明細書
【特許文献２】国際公開第９９／６６９０３号パンフレット
【特許文献３】米国特許第６，３０６，４４０号明細書
【特許文献４】国際公開第９３／０２７１２号パンフレット
【特許文献５】国際公開第９１／０２５４５号パンフレット
【特許文献６】国際公開第９０／０９７８０号パンフレット
【特許文献７】国際公開第８８／０４５５６号パンフレット
【特許文献８】欧州特許第０５２０７４８号明細書
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【特許文献９】欧州特許第０６５５２３７号明細書
【特許文献１０】国際公開第９５／２４１８３号パンフレット
【特許文献１１】国際公開第００／００１７６号パンフレット
【特許文献１２】米国特許第３，９２１，６３７号明細書
【特許文献１３】欧州特許第０４６７１７２号明細書
【特許文献１４】米国特許第４，３３８，９３１号明細書
【特許文献１５】国際公開第９０／０７３５１号パンフレット
【特許文献１６】米国特許第６，５８２，７２８号明細書
【非特許文献１】Ａ．Ｌ．Ｊｏｎｅｓ著、Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｔｈ
ｉｒｄ　Ｅｕｒｏｐｅａｎ　ｃｏｎｇｒｅｓｓ　ｏｆ　Ｂｉｏｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃ
ｓ　ａｎｄ　Ｐｈａｒｍａｃｏｋｉｎｅｔｉｃｓ、１９８７年、２巻、ｐ．１４３－１４
９
【非特許文献２】Ｐ．Ｃｏｌｔｈｏｒｐｅ及びＳ．Ｆａｉｒ著、Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉ
ｃａｌ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ、１９９２年９巻、ｐ．７６４－７６８
【非特許文献３】Ｆ．Ｋｏｍｏｄａ著、Ｊ．Ｐｈａｒｍ．Ｓｃｉ．、１９９４年、８３巻
、ｐ．８６３－８６７
【非特許文献４】Ｄｉａｂｅｔｅｓ　Ｃａｒｅ、１９９０年、１３巻、ｐ．９５３－９５
４
【非特許文献５】Ｓ．Ｌｅｅ著、Ｊ．Ｐｈａｒｍ．Ｓｃｉ．、１９７６年、６５巻、ｐ．
５６７－５７２
【非特許文献６】Ｊ．Ｓ．Ｐａｔｔｏｎ著、”Ｉｎｈａｌｅｄ　Ｉｎｓｕｌｉｎ”、Ａｄ
ｖ．Ｄｒｕｇ　Ｄｅｌ．Ｒｅｖ．、１９９９年、３５巻、ｐ．２３５－２４７
【非特許文献７】Ｒ．Ｌａｎｇｅｒら著、Ｊ．Ａｐｐ．Ｐｈｙｓｉｏｌ．、１９９８年、
８５巻、ｐ．３７９－３８５
【非特許文献８】Ｔ．Ｎａｇａｉ著、Ｊ．Ｃｏｎｔｒ．Ｒｅｌ．、１９８４年、１巻、ｐ
．１５－２２
【非特許文献９】Ｌ．Ｒｙｄｅｎ著、Ｉｎｔ．Ｊ．Ｐｈａｒｍ．、１９８２年、８３巻、
ｐ．１－１０
【非特許文献１０】欧州薬局方（Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｐｈａｒａｍａｃｏｐｅｉａ）第４
版
【非特許文献１１】ＵＳＰ　２６　ａｎｄ　Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｐｈａｒｍａｃｏｐｏｅ
ｉａ　４ｔｈ　Ｅｄｉｔｉｏｎ、”Ｉｎｓｕｌｉｎ　ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎｓ”ｐ．　
１３６８－１３８１
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的は、糖尿病の長期間の処置を意図した、経肺投与用に適したインスリンの
薬学的粉末であり、所望の流動性及び梱包性とともに向上した呼吸への適用を補完する粉
末を有するマイクロ粒子の構造を特徴とするものである。このように得られる粉末は、未
だ検討されていない製造条件、特にインスリンの等電点よりも低いｐＨの条件における噴
霧乾燥により、製造される。粒子の調製に使用される酸性ｐＨにより、上述したＦ．Ｋｏ
ｍｏｄａに示されている場合と比較してより高い吸収率を得ることを可能とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の目的であるインスリンの経肺用粉末は、波形又は干しブドウ型で規定されるマ
イクロ粒子の構造及び形状を特徴とし、これは、微細な結晶構造のインスリンとは明らか
に異なるものである。これらのインスリンの経肺用粉末は、ＤＰＩ送達システムの容器に
直接導入され得る流動性と梱包性とを示す。特に顕著な事実として、これらの特性を有す
る粉末の呼吸適用可能性は、上述の文献に述べられている通常の数値よりも高いものであ
る。事実、本発明において述べる粉末で製造されたインスリンエアロゾルを構成する呼吸
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適用可能な粒子の画分は、８３．９～９０．４％である一方、これに対応する通常の値は
、２０～４０％である。この呼吸適用可能性は、非特許文献１０の＜２．９．１８＞２１
６頁に開示されているＡｎｄｅｒｓｅｎ　Ｃａｓｃａｄｅ　Ｉｍｐａｃｔｏｒを用いて検
討した。この装置は、吸入物の調製法で製造されたエアロゾルの微細粒子を同定するのに
、使用され、特定の空力学的粒子径未満の薬物の質量の測定を可能とする。５μｍ未満の
空気動力学的直径を有する薬物の質量は、肺胞への分布に適した寸法が５～２μｍである
一方で、「呼吸に適したもの」と一般的に考えられている。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明で述べる製造工程により、９０％以上の粒子が体積径（ｖｏｌｕｍｅ　ｄｉａｍ
ｅｔｅｒ）として９μｍ未満の微細粉末の製造を可能とする。この処方の調製方法により
、製造されるべき粉末の薬学的活性が高率となる。さらに、この乾燥粉末は、十分な化学
的及び物理的安定性を示す。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　従来技術において、噴霧乾燥されるインスリン溶液は、クエン酸緩衝液を用いて得た中
性近傍のｐＨ（ｐＨ６．７±０．３）を有するか（特許文献１０）、中性以上のｐＨを有
する（特許文献１１）と報告されている。特許文献１０における経肺治療用のインスリン
は、ｐＨ２．０～９．０のクエン酸緩衝液などの生理的に許容される乾燥液中における噴
霧乾燥溶液を調製すると、述べられているが、この文献の例で述べられている粉末は、ｐ
Ｈ６．７±０．３の溶液での噴霧乾燥により、製造されている。特許文献１１では、イン
スリンの等電点以上の真溶液の噴霧乾燥について、述べている。
【００１３】
　本発明は、インスリンの等電点（５．４）よりも低いｐＨを有するインスリンの、澄明
で濃度の高い水性溶液の噴霧乾燥により非常に高い呼吸適用性を有する乾燥粉末が製造さ
れるという驚くべき事実に基づく。これらの粉末は、緩衝能を有さない溶液又は揮発性の
緩衝溶液から得られてもよく、且つ従来には製造されていないものである。等電点未満、
つまり酸性条件で、且つ緩衝剤を使用しないインスリン溶液の噴霧乾燥は、安定性及び呼
吸適用性の理由から従来では考慮されていないものであった。それどころか、インスリン
の酸性溶液の噴霧乾燥により製造されるインスリンのマイクロ粒子は、高い呼吸適用可能
な容量を示すことから、肺投与に特に適した粉末をもたらす。加えて、その安定性は、冷
蔵条件でも許容されるが、この粉末が酸性溶液（揮発性緩衝液）中の溶液から製造される
場合、その安定性は、通常の条件においても驚くべき高い程度となる。永続的な緩衝液を
使用しないので、治療容量で吸入されたこれらの粉末は、肺胞表面のｐＨを改変しないこ
とも期待される。
【００１４】
　噴霧乾燥で得られるインスリン処方についての従来の特許文献（特許文献１０）に述べ
るように、ｐＨ７．０以上のインスリン溶液を中性状態とする方法により、呼吸適用性の
点で「有用であり得るくぼみを有する表面（ｄｉｍｐｌｅｄ　ｓｕｒｆａｃｅ）」を有す
るマイクロ粒子が製造される。本発明者らは、この「くぼみ」の形状に注目するため、ｐ
Ｈ７．４５で製造したこれらの粒子を再現した。適用した方法は、特許文献１１に述べる
方法である。本発明に従って得られるマイクロ粒子は、波形又は干しブドウ状であるので
（図１及び２参照）、よりくぼみの状態が多い。加えて、これらの粒子は、所望の空力的
寸法（ａｅｒｏｄｙｎａｍｉｃ　ｓｉｚｅ）及び密度特性を有する非接着性のものである
。
【００１５】
　同様の形状は、インスリン溶液の調製に用いた酸性度とは無関係に、観察された。しか
しながら、我々が予期せず観察したのは、インスリンを溶解するのに揮発性有機性酢酸を
用いた場合、この低ｐＨ溶液から噴霧乾燥により得た粉末が、酸度を消失したことである
。事実、脱気した蒸留水中でのこれらの粉末の溶解により、元の溶液のｐＨよりも大きい
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ｐＨを有する溶液となる。この事実は、この粉末が保存中、化学的に非常に安定であるこ
とを意味する。
【００１６】
　従って、本発明で述べる粉末の新規性は、インスリンの酸性溶液の乾燥噴霧により得た
特有の波形を有するマイクロ粒子を微細化し、自由流動性を有し、且つ低いタップ密度を
有する、という事実に基づくものである。このマイクロ粒子は、本質的に不定形であって
、波形又は干しブドウ型で規定される形状を特徴とする。この粒子の形状により、粉末を
非接着性としており、これは、このマイクロ粒子が個別性を保持し且つ凝集しないためで
ある。加えて、冷蔵条件で保存した場合、活性の損失が実質的に観察されなかったが、酢
酸から調製した場合、インスリン粉末は、室温（２５℃）においても、非常に安定である
。特に、インスリンのｐＨ３．３の酢酸溶液を噴霧乾燥すると、脱気した蒸留水で１ｍｇ
／ｍＬとなるように再溶解した場合にｐＨが６．４となる粉末が得られることを、驚くべ
きことに見出した。この驚くべき粉末は、２５℃において優れた安定性を示し、これによ
り、冷蔵条件で保存すべき塩酸で調製した噴霧乾燥したインスリン粉末と比較して、室温
において使用され且つ調剤される調製が可能となる。
【００１７】
　共通の技術とは異なる、斯かる噴霧乾燥した特定のインスリンの粒子形状を特徴とする
粉末は、インスリンの等電点よりも低いｐＨ３．０～４．５の酸性度合を有する、澄明で
揮発性緩衝液又は緩衝能を有さない溶液から、製造される。酸性溶液を使用することで、
中性を越えてインスリンの等電点よりも大きいｐＨに上昇させて誘導される沈殿のリスク
を回避するが、さらに興味深いのは、エアロゾルに非常に有用な乾燥品の構造を提供する
ことである。事実、微細化されたもの以外のこれらの粉末は、接着性を有さず、非常に高
い自由流動性を有し、且つＤＰＩにおいて簡便に測定可能である。この粒子の寸法、形状
及び密度に起因する、所望の空力学的挙動を伴った上述の物理的特性は、予期せず且つ驚
くべきほどに高い呼吸適用性を決定づけるものである。
【００１８】
　最後に、この粉末は、過剰な分解を阻止するのに十分な残留湿気を有しており、揮発性
酢酸から調製される場合、通常の湿度と温度条件において、保存され得る。
【００１９】
　（処方の評価）
　全ての処方の活性は、ＨＰＬＣにより、算出した。非特許文献１１によると、異なる条
件で行ったＨＰＬＣでは、効能（ｐｏｔｅｎｃｙ）（ＵＳＰ２６では、効能は、「ＡＳＳ
ＡＹ」において述べる特定の標準的な試験と比較して、評価される。）、純度（「関連す
るタンパク質」の量）及び共有性凝集（いわゆる、インスリンよりも大きな分子量を有す
る不純物）の存在に関する情報を提供する。なお、純度及び共有性凝集については、非特
許文献１０に開示の通りである。
【００２０】
　上述の両薬局方のインスリン調製に関する限度及び特性について、Ａ２１のデスアミド
（ｄｅｓａｍｉｄｏ）は、ピークの全領域の５％未満であり、他は、６％未満と規定する
。インスリンよりも大きな分子量を有する不純物については、ピークの全領域の２％未満
と規定する。
【００２１】
　空気動力学的直径は、Ａｎｄｅｒｓｅｎ　Ｃａｓｃａｄｅ　Ｉｍｐａｃｔｏｒを用いて
、評価した。空気動力学的直径に対する、示した空気動力学的直径未満の質量の百分率を
、ログ・プロバビリティー・ペーパー（ｌｏｇ　ｐｒｏｂａｂｉｌｉｔｙ　ｐａｐｅｒ）
上にプロットする（ＵＳＰ２６、ｐ２１２３）。上述の処方に係る呼吸適用性は、呼吸可
能性を有するものとして５μｍ未満の質量を考慮して、上述の通りプロットしたデータか
ら、読み取る。
【００２２】
　梱包特性は、タップ密度測定を用いて、検討した。公式な研究論文によると、タップ密
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度は、粉末を充填した１０±０．０５ｍＬのシリンダーを用いて１２５０回タップ（ＵＳ
Ｐ２６）した後に、評価した。
【００２３】
　本発明によるマイクロ粒子は、実質的に賦形剤を有さず、薬物と、マンニトールなどを
使用し得る希釈剤との特定の混合状態の薬物を含有する。「実質的に賦形剤を有さない」
とは、本発明によるマイクロ粒子が、塩酸又は酢酸や、全固形物の約１０％までを限度と
してｐＨを調節する場合に最終的に混入する上述のナトリウム塩などの工程に関連した成
分を含み得ることを意味する。この実質的に賦形剤を有さない処方を使用する主な利点は
、各容量が、大量の活性物を含有し得ることである。クエン酸などの緩衝液の塩は、本発
明によるマイクロ粒子の溶解性及び安定性の両者に必須ではない。上述の全ての特許文献
において、噴霧乾燥用のインスリンの最終溶液は、クエン酸緩衝液を用いた場合に中性付
近のｐＨを有すると報告し（６．７±０．３、特許文献１０）、或いは中性以上と報告す
る（特許文献１１）。ｐＨ６．７での手法では、インスリンの澄明な溶液からマイクロ粒
子を製造することを可能とせず、且つ中性以上の澄明な溶液からの粒子は、吸入に有用で
あると考えられる、平滑又は「くぼみ」を有する表面の幾何学的特性を有した。それにも
かかわらず、中程度の酸性溶液を使用することで、適切に保存した場合にインスリンの安
定性に影響を与えることなく、波形又は干しブドウ型のマイクロ粒子を再現性よく製造す
ることとなる。
【００２４】
　インスリンの溶液は、従来の噴霧乾燥装置において、噴霧乾燥される；噴霧工程として
、回転噴霧（ｒｏｔａｒｙ　ａｔｏｍｉｚａｔｉｏｎ）、圧力噴霧（ｐｒｅｓｓｕｒｅ　
ａｔｏｍｉｚａｔｉｏｎ）及び二流体噴霧（ｔｗｏ－ｆｌｕｉｄ　ａｔｏｍｉｚａｔｉｏ
ｎ）を用い得る。噴霧材料を乾燥するのに用いるガスには、特に制約はない。上述の製造
方法において、ろ過空気を使用する。噴霧材料の乾燥に用いるガスの入口温度は、活性体
の分解を起こさない温度を選択する必要がある。その温度範囲は、５０～２００℃であっ
てもよい。使用するガスの出口における温度は、３０～１００℃であってもよく、好まし
くは４０～６０℃である。上述の入口温度以上とすると、乾燥物の分解の程度に影響する
ことが見出されている。入口及び出口の温度を、５０℃以上とし得ることが示され、且つ
報告されている（特許文献１６）。インスリン溶液は、インスリンの沈殿を回避するため
、５～２０ｍｇのこのホルモンを、蒸留水で希釈するとともに、ｐＨを３．０～４．５と
するのに必要に応じて適当な量のＮａＯＨを添加して１０－２Ｍの塩酸溶液、又は０．４
Ｍの希酢酸溶液に溶解して、調製した。これには、Ｍｉｎｉ　Ｓｐｒａｙ　Ｄｒｉｅｒ　
Ｂｕｃｈｉ、ｍｏｄｅｌ　１９１（Ｂｕｃｈｉ　Ｌａｂｏｒｔｅｃｈｎｉｋ　ＡＧ社製、
Ｆｌａｗｉｌ、スイス）装置を用いた。入口の空気（乾燥ガス）は、加熱前に、当初、約
３０～７０％の相対湿度とした。ノズルには、０．７ｍｍ又は１．０ｍｍの内径を有する
開口部を設けた。噴霧ガスを、圧縮空気でフィルタリングした。上述の乾燥噴霧器には、
標準的なサイクロンを設けた。使用した噴霧乾燥に係るパラメーターは、以下の通りとし
た：供給流率　１８０～３６０ｍＬ／時間；ノズルガス流率　５００～８００Ｌ／時間；
入口の空気温度　１４０℃未満、製造に係る出口温度　４０～６０℃；吸引能力　３５ｍ
３／時間以下（１００％で設定時）。上述の通りに選択したパラメーターの範囲により、
呼吸適用領域の粒子径、形状及び密度を有する、良好な流動性と梱包性とを伴い、且つ８
０％以上の呼吸可能な画分を伴い、２～８％の水分含量を有し、且つ噴霧乾燥する酸性溶
液を酢酸で調製した際に中性近傍の再構築溶液のｐＨを有する、最初で新規の粉末を得る
ことが可能となり、これにより、インスリンの分解が阻止される。
【実施例】
【００２５】
　本発明の目的に従って、以下の通り、分散性乾燥粉末処方を調製した。以下の全ての処
方は、医薬品に必要な厳格な含量と純度とを満たすものである。
【００２６】
　（例１）
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　Ａ）処方
　高度の精製したウシ由来のインスリン２５５０ｍｇを、１０－２Ｍの塩酸水溶液２００
ｍＬに溶解した。この溶液に、攪拌しながら、１００ｍＬの蒸留水を添加し、その後、４
５０ｍｇのマンニトールを添加して、最終濃度が１０ｍｇ／ｍＬのインスリン溶液（１ｍ
Ｌ当たり８．５ｍｇのウシインスリン）とした。この澄明な溶液のｐＨを、０．１ＮのＮ
ａＯＨを滴下して、４．３５に調節した。
【００２７】
　Ｂ）噴霧乾燥
　上述の溶液をろ過し、以下の条件で、Ｍｉｎｉ　Ｓｐｒａｙ　Ｄｒｉｅｒ　Ｂｕｃｈｉ
、ｍｏｄｅｌ　１９１（Ｂｕｃｈｉ　Ｌａｂｏｒｔｅｃｈｎｉｋ　ＡＧ社製、Ｆｌａｗｉ
ｌ、スイス）装置を用いて、噴霧乾燥した：供給流率　１９５ｍＬ／時間；ノズルガス流
率　６００ｎＬ／時間；噴霧ノズル径　１．０ｍｍ；入口の空気温度　１２０℃；製造に
係る出口の温度　４２℃；吸引能力　１００％に設定。収率は、約６０％であった。
【００２８】
　Ｃ）特徴づけ
　収集した粉末に関する共有性凝集物及び分解産物（Ａ２１デスアミドインスリン）につ
いて、非特許文献１０（ｐ．１３６８～１３８１）に従って、形態の検討には走査型電子
顕微鏡（ＳＥＭ）を、粒子径分布にはレーザー回折を、呼吸適用画分の検討にはＡｎｄｅ
ｒｓｅｎ　Ｃａｓｃａｄｅ　Ｉｍｐａｃｔｏｒを、それぞれ用いて、検討した。
【００２９】
　上述の効能は、２２．６ＵＩ／ｍｇであり、上述の関連タンパクは、０．５％であり、
インスリンよりも大きな分子量を有する不純物は、０．５５％であった。得た粉末には、
約５．８％の水分を含有した。この粉末の粒子径分布は、体積径（ｖｏｌｕｍｅ　ｄｉａ
ｍｅｔｅｒ）として、２．３３（ｄ１０）、３．６２（ｄ５０）及び５．６８（ｄ９０）
であった。Ａｎｄｅｒｓｅｎ　Ｃａｓｃａｄｅ　Ｉｍｐａｃｔｏｒから得た呼吸適用性（
５μｍ未満のもの）は、８５．７％であった。タップ密度（非特許文献１０）として測定
した梱包性は、０．２ｇ／ｃｍ３であった。脱気した蒸留水に溶解した粉末のｐＨは、４
．４であった。計測した粉末を、ガラスバイアルに載置し、－１８℃、５±３℃の冷蔵庫
、及び、２５±３℃の室温と６５±５％の相対湿度で、それぞれ保存し、種々の時間にお
いて、安定性に関してＨＰＬＣを用いて検討した。
【００３０】
　（例２）
　Ａ）処方
　ウシ由来のインスリン９７５ｍｇを、９５ｍＬの水性希酢酸（ｐＨ２．６）に溶解した
。この溶液に、１ＭのＮａＯＨ０．６ｍＬを添加した。この澄明な溶液のｐＨは、３．２
７であった。
【００３１】
　Ｂ）噴霧乾燥
　上述の溶液をろ過し、以下の条件で、Ｍｉｎｉ　Ｓｐｒａｙ　Ｄｒｉｅｒ　Ｂｕｃｈｉ
、ｍｏｄｅｌ　１９１（Ｂｕｃｈｉ　Ｌａｂｏｒｔｅｃｈｎｉｋ　ＡＧ社製、Ｆｌａｗｉ
ｌ、スイス）装置を用いて、噴霧乾燥した：供給流率　２００ｍＬ／時間；ノズルガス流
率　５００ｎＬ／時間；噴霧ノズル径　１．０ｍｍ；入口の空気温度　１３０℃；製造に
係る出口の温度　５５℃；吸引能力　１００％に設定。収率は、約５０％であった。
【００３２】
　Ｃ）特徴づけ
　収集した粉末に関する共有性凝集物及び分解産物（Ａ２１デスアミドインスリン）につ
いて、非特許文献１０及び上述のアッセイに従って、検討した。上述の効能は、２８．９
ＵＩ／ｍｇであり、上述の関連タンパクは、０．６％であり、インスリンよりも大きな分
子量を有する不純物は、０．３３％であった。この粉末の粒子径分布は、体積径（ｖｏｌ
ｕｍｅ　ｄｉａｍｅｔｅｒ）として、４．０６（ｄ１０）、４．３６（ｄ５０）及び４．
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た呼吸適用性（５μｍ未満のもの）は、８３．９％であった。梱包性の指標であるタップ
密度（非特許文献１０）は、０．１ｇ／ｃｍ３であった。脱気した蒸留水に溶解した粉末
のｐＨは、６．４であった。得たマイクロ粒子は、干しブドウ型の形状を呈した（図１）
。
【００３３】
　（例３）
　Ａ）処方
　高度の精製したウシ由来のインスリン１７５０ｍｇを、１０－２Ｍの塩酸水溶液１２０
ｍＬに溶解した。この溶液に、１ＮのＮａＯＨを０．７ｍＬ滴下して、ｐＨを４．４４に
調節した。この溶液は、澄明であって、１ｍＬ当たり約１５ｍｇの固形物を含有する。
【００３４】
　Ｂ）噴霧乾燥
　上述の溶液をろ過し、以下の条件で、Ｍｉｎｉ　Ｓｐｒａｙ　Ｄｒｉｅｒ　Ｂｕｃｈｉ
、ｍｏｄｅｌ　１９１（Ｂｕｃｈｉ　Ｌａｂｏｒｔｅｃｈｎｉｋ　ＡＧ社製、Ｆｌａｗｉ
ｌ、スイス）装置を用いて、噴霧乾燥した：供給流率　１９５ｍＬ／時間；ノズルガス流
率　６００ｎＬ／時間；噴霧ノズル径　１．０ｍｍ；入口の空気温度　１２０℃；製造に
係る出口の温度　４６℃；吸引能力　１００％に設定。収率は、約５５％であった。
【００３５】
　Ｃ）特徴づけ
　収集した粉末に関する共有性凝集物及び分解産物（Ａ２１デスアミドインスリン）につ
いて、非特許文献１０に従って、形態の検討には走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）を、粒子径
分布にはレーザー回折を、呼吸適用画分の検討にはＡｎｄｅｒｓｅｎ　Ｃａｓｃａｄｅ　
Ｉｍｐａｃｔｏｒを、それぞれ用いて、検討した。
【００３６】
　上述の効能は、２７．１ＵＩ／ｍｇであり、上述の関連タンパクは、０．７％であり、
インスリンよりも大きな分子量を有する不純物は、０．４％であった。この処方は、約４
．７％の水分を含有した。
【００３７】
　この粉末の粒子径分布は、体積径（ｖｏｌｕｍｅ　ｄｉａｍｅｔｅｒ）として、３．１
２（ｄ１０）、４．７２（ｄ５０）及び７．２４（ｄ９０）であった。脱気した蒸留水に
溶解した粉末のｐＨは、４．７であった。
【００３８】
　Ａｎｄｅｒｓｅｎ　Ｃａｓｃａｄｅ　Ｉｍｐａｃｔｏｒから得た呼吸適用性（５μｍ未
満のもの）は、９０．４％であった。
【００３９】
　計測した粉末を、ガラスバイアルに載置し、－１８℃、５±３℃の冷蔵庫、及び、２５
±３℃の室温と６５±５％の相対湿度で、それぞれ保存し、種々の時間において、安定性
に関してＨＰＬＣを用いて検討した。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】ｐＨ３．２７の酢酸溶液に由来する純インスリンマイクロ粒子の図である。
【図２】ｐＨ４．４４の塩酸溶液に由来する純インスリンマイクロ粒子の図である。
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【図２】



(11) JP 4792457 B2 2011.10.12

10

20

30

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ａ６１Ｋ  47/16     (2006.01)           Ａ６１Ｋ  47/16    　　　　          　　　　　
   Ａ６１Ｋ  47/24     (2006.01)           Ａ６１Ｋ  47/24    　　　　          　　　　　
   Ａ６１Ｋ  47/10     (2006.01)           Ａ６１Ｋ  47/10    　　　　          　　　　　
   Ａ６１Ｐ   3/08     (2006.01)           Ａ６１Ｐ   3/08    　　　　          　　　　　
   Ａ６１Ｐ   3/10     (2006.01)           Ａ６１Ｐ   3/10    　　　　          　　　　　
   Ａ６１Ｐ  43/00     (2006.01)           Ａ６１Ｐ  43/00    １１１　          　　　　　
   Ａ６１Ｋ   9/72     (2006.01)           Ａ６１Ｋ   9/72    　　　　          　　　　　

(72)発明者  ヴェントゥーラ・パオロ
            イタリア国、２９１００　ピアチェンツァ、ヴィア　フォルナリ　２０

    審査官  中尾　忍

(56)参考文献  国際公開第０１／０９３８３７（ＷＯ，Ａ１）
              Quaglia,F. et al.，Feeding liquid, non-ionic surfactant and cyclodextrin affect the pr
              operties of insulin-loaded poly(lactide-co-glycolide) microspheres prepared by spray-d
              rying，J. Control. Release，２００３年　１月１７日，Vol.86，No.2-3，P.267-278

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              A61K  38/28
              A61K   9/12
              A61K   9/14
              A61K   9/72
              A61K  47/10
              A61K  47/16
              A61K  47/24
              A61K  47/26
              A61K  47/36
              BIOSIS(STN)
              CAplus(STN)
              EMBASE(STN)
              MEDLINE(STN)


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

