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(57)【要約】
【課題】クルクミノイドやその他の水難溶解性物質が分
散している水系溶液を用いた、硬質カプセル製剤を提供
することを課題とする。
【解決手段】クルクミノイドやその他の水難溶解性物質
、増粘多糖類、グリセリン、食塩、水を含有する水系溶
液をヒドロキシプロピルメチルセルロースからなるカプ
セルに内包させてカプセル製剤を調製する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水難溶解性物質が分散している水溶性溶液を内包するカプセル製剤であって、該水溶性
溶液にグリセリン、水、食塩を含有する、ヒドロキシプロピルメチルセルロースをカプセ
ル構成成分とするカプセル製剤。
【請求項２】
　水難溶解性物質の平均粒子径が１μｍ以下である請求項1記載のカプセル構成成分とす
るカプセル製剤。
【請求項３】
　水難溶解性物質が分散している水溶性溶液中の水分が４０％以下、グリセリンが４０％
以上、食塩が１％以上である請求項１または２記載のカプセル製剤。
【請求項４】
　グリセリンが４０～７０質量％、食塩が１～８質量％である請求項１または２記載のカ
プセル製剤。
【請求項５】
　水難溶解性物質がクルクミノイドである請求項１～請求項４のいずれかに記載のカプセ
ル製剤。
【請求項６】
　増粘性多糖類を含有する請求項５記載のカプセル製剤。
【請求項７】
　増粘性多糖類がガティガムである請求項６記載のカプセル製剤。
【請求項８】
　クルクミノイドを内包溶液中に７質量％以上含有している請求項７記載のカプセル製剤
。
【請求項９】
　内包液中の水分が２５～３６質量％、グリセリンが４４～６３質量％、食塩が１．２５
～６質量％である請求項６～請求項８のいずれかに記載のカプセル製剤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、微粒子化したクルクミノイドなどの水性溶媒に難溶解性物質が分散した水溶
性溶液を内包する硬質カプセル製剤に関する。
【背景技術】
【０００２】
　水に溶解しにくい物質を経口で摂取するために、食用油などの油性の溶媒に溶解させて
投与する方法が知られている。この場合、投与物質は油性の溶媒とともに消化管で乳化分
散されて吸収される。しかし物質によっては乳化の際に沈殿が生じて吸収性が低下するな
どの問題がある。また油への溶解性が低いため、一回あたり投与総量が増大してしまう問
題がある。水難溶解性物質としてクルクミン、シリマリン等の各種の植物エキスが挙げら
れる。
　水に難溶解性の天然着色料として古くから知られているショウガ科の植物ウコン（Curc
uma longa L.）の根茎から得られるクルクミノイドは近年健康増進の素材として注目を集
めている。クルクミノイドは、クルクミンとその類縁体であるデメトキシクルクミン及び
ビスデメトキシクルクミンを含む化合物の総称であり、ポリフェノールの一種でもある。
　尚、本発明においてクルクミノイドとは、クルクミン、デメトキシクルクミン、ビスデ
メトキシクルクミン、ヤクチノンＡ、ヤクチノンＢ、テトラヒドロクルクミン、及びジヒ
ドロキシテトラヒドロクルクミン等の直鎖状ジアリルヘプタノイドのほか、これら直鎖状
ジアリルヘプタノイドの塩、エステル、並びにその他直鎖状ジアリルヘプタノイドの類縁
化合物、たとえばクルクミンの重合物と呼ばれているカシュムニンＡ、カシュムニンＢ、
及びカシュムニンＣなどの総称である。
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【０００３】
　クルクミノイドは耐熱性、耐酸化性及び耐還元性に優れている物質である。クルクミノ
イドの粉末を打錠した錠剤やカプセル化したサプリメント製剤は安定である。このためこ
れらの製剤が広く普及している。しかしクルクミノイドは熱水、エタノール、プロピレン
グリコール、氷酢酸には溶解するものの、水（冷水や常温水）には難溶性であるという特
性を有している。したがって、クルクミノイドの粉末や、ウコンの粉末を経口的に飲用し
ても、クルクミノイドが水に難溶なため消化管では殆ど吸収されずに排泄されてしまうこ
とが明らかになっている（非特許文献１：Biological & Pharmaceutical Bulletin 34(5)
, 660-665, 2011  ）。このため、サプリメントとしてクルクミノイドを摂取する場合は
、吸収効率が低いことを考慮して大量に摂取することが必要であった。これを解決するた
め、クルクミノイドの体内吸収性を改善し、in vivoで優れた薬効を発揮する、水溶性の
クルクミノイド配糖体を用いることが提案されている（特許文献１：特開２００５－４１
８１７号公報）。この技術は、配糖体化した芳香族アルデヒド化合物を出発原料としてア
セチルアセトン－酸化ホウ素錯体と縮合してクルクミノイド配糖体とし、かつ反応生成物
を低級アルコールと加熱することでホウ素を除去することにより、水溶性のクルクミン配
糖体を得るものである。しかし、得られたクルクミン配糖体の消化管での吸収率や安全性
は明らかにされていないため、食品や健康食品等に使用することは事実上困難である。
【０００４】
　一方クルクミノイドを食品色素として利用することが広く行われている。この分野の研
究からクルクミノイドを水可溶化（分散化）する技術が提案されている。
　例えば、水性物質にウコン色素で着色するために水性ウコン色素製剤が開発され、これ
を用いて着色する方法が提案されている（特許文献２：特開２００５－１８５２３７号公
報）。特許文献２の技術は水溶性のポリソルベートにクルクミンを溶解させたのち、この
ポリソルベートを水に分散させるものであるが、保存中にクルクミンが沈殿（不溶化）す
る。
【０００５】
　その他の例としては、クルクミンやテトラヒドロクルクミン等の水難溶性成分を溶解し
たアルコール溶液を水に分散することによって、まず難溶性成分を微粒子化し、次いでこ
の微粒子を乳化剤（グリセリン脂肪酸エステル類、ショ糖脂肪酸エステル類、ソルビタン
脂肪酸エステル類、プロピレングリコール脂肪酸エステル類、ポリオキシエチレンソルビ
タン脂肪酸エステル類、ステアリン酸乳酸カルシウム、レシチン類、シクロデキストリン
など）に結合させることにより、長期間安定で透明な可溶化液を得る方法（特許文献３：
特開２００５－３２８８３９号公報）などがある。
　また特許文献４（特開２００９－２６３６３８号公報）にはガティガムとクルクミノイ
ドを含有する水溶液を超高圧ホモジナイザーなどで高圧処理をして、不溶性のクルクミノ
イド粒子をナノサイズ（１μｍ以下の粒子径）まで再凝集の起こらない超微粒子分散液と
して得る技術が提案されている。
　特許文献４の組成物は、ヒトに経口投与したとき、吸収率（ＡＵＣ）が、３０倍に高ま
ることが確認されている（非特許文献１）。そしてこの特許文献４の発明の組成物は吸収
性の良いクルクミン（商品名：セラクルクミン）として市販されている。
　この商品は、水を３０％以上含有する水溶性の組成物であり、飲料や食品に配合するに
適している。しかし、このような飲料や食品の場合、日常的に体内に吸収されるべきであ
るとするクルクミン量を摂取するためには、飲料の場合であれば１００ｍｌ以上を摂取す
る必要があり、このような量を摂取することが困難な場合も多い。
　一方サプリメントの錠剤やカプセル剤とすることは困難である。特に、カプセル剤とす
る場合には含有する水分によってカプセルが溶けてしまい、製造困難である。
　クルクミノイドで発生する上記の問題は水難溶解性の物質を水など水溶性溶媒に分散さ
せた組成物を硬質カプセルに充填する場合に常に付きまとう問題である。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００６】
【特許文献１】特開２００５－４１８１７号公報
【特許文献２】特開２００５－１８５２３７号特
【特許文献３】特開２００５－３２８８３９号公報
【特許文献４】特開２００９－２６３６３８号公報
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】Biological & Pharmaceutical Bulletin 34(5), 660-665, 2011.
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、クルクミノイドやその他の水難溶解性物質が分散している水系溶液を充填し
た、硬質カプセル製剤を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者がクルクミノイドを内包するカプセル製剤の研究を進めたところ、特定の素材
からなるカプセルと内包させるクルクミノイド組成物の組み合わせによって製剤が安定化
することを見出し、本発明を完成するにいたった。
【００１０】
　本発明は以下の構成である。
（１）水難溶解性物質が分散している水溶性溶液を内包するカプセル製剤であって、該水
溶性溶液にグリセリン、水、食塩を含有する、ヒドロキシプロピルメチルセルロースをカ
プセル構成成分とするカプセル製剤。
（２）水難溶解性物質の平均粒子径が１μｍ以下である（１）記載のカプセル構成成分と
するカプセル製剤。
（３）水難溶解性物質が分散している水溶性溶液中の水分が４０％以下、グリセリンが４
０％以上、食塩が１％以上である（１）または（２）記載のカプセル製剤。
（４）グリセリンが４０～７０質量％、食塩が１～８質量％である（１）または（２）記
載のカプセル製剤。
（５）水難溶解性物質がクルクミノイドである（１）～（４）のいずれかに記載のカプセ
ル製剤。
（６）増粘性多糖類を含有する（５）記載のカプセル製剤。
（７）増粘性多糖類がガティガムである（６）記載のカプセル製剤。
（８）クルクミノイドを内包溶液中に７質量％以上含有している（７）記載のカプセル製
剤。
（９）内包液中の水分が２５～３６質量％、グリセリンが４４～６３質量％、食塩が１．
２５～６質量％である（６）～（８）のいずれかに記載のカプセル製剤。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の実施により、水難溶解性物質が分散している水可溶性溶液を内包する硬質カプ
セル製剤が提供される。また、本発明の実施により、保存安定性が高く、クルクミノイド
の吸収率が従来のクルクミン粉末を充填したカプセル製剤に比べて３０倍に高まったカプ
セル製剤が提供される。また飲料や食品に比較して摂取量が少量で済むため、飲用にあた
り負担がないので、日常の管理が容易になる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】市販されている硬質カプセルの材質による耐水性を試験した結果の画像である。
【図２】各種濃度の塩化ナトリウムとグリセリン、クルクミノイドを含有する溶液を内包
する硬質カプセルの保存後状態を撮影した画像である。
【発明を実施するための形態】
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【００１３】
　水難溶解性の物質としてクルクミノイドを例示して本発明を説明する。クルクミノイド
以外の水難溶解性物質についてはクルクミノイドに準じて実施することができる。
（１）クルクミノイド溶液およびその製造方法
　本発明のカプセル剤に内包するクルクミノイド溶液（以下、「クルクミノイド液状組成
物」ともいう。）は、ガティガム、平均粒子径が１μｍ以下のクルクミノイド、グリセリ
ンおよび水を含有することを特徴とする。このクルクミノイド溶液は、特許文献４（特開
２００９－２６３６３８号公報）の記載に従って調製することが出来る。この溶液中には
、カプセルに充填したとき水とグリセリンに加えて、他の溶媒を含んでもよい。例えば、
水と相溶性のあるエタノールなどの低級アルコール：プロピレングリコールなどの多価ア
ルコール：果糖ブドウ糖液、ショ糖液、異性化糖液などの糖液などが挙げられる。水は４
０質量％以下、好ましくは２５～３６質量％である。
　食塩を添加することでグリセリンの配合量を減らすことができる。食塩を１質量％以上
添加することでグリセリンを８０質量％以下にすることが可能となる。好ましくはグリセ
リン４０～７０質量％、食塩１～８質量％とする。
　このような水難溶解性物質を分散させる水溶性溶液とすることで、クルクミノイドが７
質量％以上分散している内包溶液を調製することができる。
【００１４】
　水とグリセリン、その他の溶媒の混合溶媒中に増粘多糖類を溶解させる。このときクル
クミノイドが溶解しないような組成とする必要がある。水は、クルクミノイド液状組成物
中に、増粘多糖類と等量以上配合されていることが好ましい。
【００１５】
　本発明でいう「クルクミノイド」は、ショウガ科ウコン（Curcuma longa LINNE）の根
茎から得られた、クルクミンを主成分とし、クルクミン以外にデメトキシクルクミン、ビ
スデメトキシクルクミン、ヤクチノンＡ、ヤクチノンＢ、テトラヒドロクルクミン、及び
ジヒドロキシテトラヒドロクルクミン等の直鎖状ジアリルヘプタノイドのほか、これら直
鎖状ジアリルヘプタノイドの塩、エステル、並びにその他直鎖状ジアリルヘプタノイドの
類縁化合物、たとえばクルクミンの重合物と呼ばれているカシュムニンＡ、カシュムニン
Ｂ、及びカシュムニンＣなどを含有するもので、これらの成分全てが含有されていなくと
も、差し支えない。また食品添加物として使用されるウコン色素であって、ショウガ科ウ
コン（Curcuma longa LINNE）の根茎の乾燥物を粉末にしたウコン末、該ウコン末を適当
な溶媒（例えば、エタノール、油脂、プロピレングリコール、ヘキサン、アセトンなど)
を用いて抽出して得られる粗クルクミン或いはオレオレジン（ターメリックオレオレジン
）、および精製したクルクミンであっても良い。
【００１６】
　「クルクミノイド」として好ましくは、ウコンの根茎の乾燥品（ウコン粉末）からエタ
ノール若しくはプロピレングリコール、ヘキサンまたはアセトンで抽出して調製されるク
ルクミンである。更に好ましくは、ウコン粉末に由来する苦味や辛み、並びにウコン臭が
低減もしくは除去される程度に精製されたクルクミンを用いることが好ましい。より好ま
しくは結晶状態のクルクミンである。このようなクルクミンは、ウコン粉末をヘキサン及
びアセトンによって抽出し、その抽出溶液を濾過後、乾燥させて溶媒を揮発させることに
よって調製することができる。
　なお、簡便には、市販されているクルクミノイド（クルクミンの粉末）を使用すること
ができる。
【００１７】
　本発明で用いる増粘多糖類としてはガティガム、キサンタンガム、グアガム、ローカス
トビンガム、タマリンドガム、カラギナン、カラヤガム、ペクチン、ジェランガムなどが
挙げられる。増粘多糖類としてはガティガムが特に好ましい。ガティガムは、シクンシ科
ガティノキ（Anogeissus Latifolia WALL.）の幹の分泌液を乾燥して得られる多糖類を主
成分とするものであり、増粘安定剤（食品添加物）として公知のガム質である。本発明で
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使用するガティガムは商業的に入手可能である。このようなものとして例えば、三栄源エ
フ・エフ・アイ株式会社製のガティガムＳＤを挙げることができる。
【００１８】
　増粘多糖類は予め溶媒に溶解させ、増粘多糖類溶液とし、次いでこれにクルクミノイド
を添加して混合することが好ましい。増粘多糖類を溶解させる溶媒としては、食品に用い
られる溶媒であってクルクミノイドが溶解しない溶媒であれば特に限定されないが、好ま
しくは水とグリセリンに加えて水と相溶性のある溶媒と水との混合溶媒を挙げることがで
きる。かかる溶媒としては、例えばエタノールなどの低級アルコール：プロピレングリコ
ール多価アルコール：果糖ブドウ糖液、ショ糖液、異性化糖液などの糖液などが挙げられ
る。
　増粘多糖類は、1～10質量％となるように、水含有溶媒（好ましくは水）に溶解する。
　次いでこの増粘多糖類含水溶液にクルクミノイドを添加し混合する。
　増粘多糖類含水溶液とクルクミノイドの混合物は、次いで微粒子化処理する。微粒子化
処理の方法としては、物理的破砕法が好ましい。物理的破砕法としては、クルクミノイド
を平均粒子径（メジアン径：d50）が１μｍ以下となるまで微粒子化することができる湿
式粉砕機を用いた処理を挙げることができる。湿式粉砕機として、具体的には、ウルトラ
ビスコミルおよびダイノミルを挙げることができる。また、サンドミルやコボールミル等
の湿式粉砕機も用いることができる。
　クルクミノイドの平均粒子径が１μｍ以下となるまで微粒子化することで、クルクミノ
イドが水中に安定して分散し、腸管内での吸収が促進される。さらに長期保存した場合で
も凝集や沈殿が有意に抑制された状態でクルクミノイドを水含有溶媒中に安定に分散させ
たクルクミノイドを得ることができる。
【００１９】
　上記微粒子化処理により平均粒子径（メジアン径：d50）が１μｍ以下、好ましくは０
．９μｍ以下、より好ましくは０．５μｍ以下となるように調製する。クルクミノイドは
、増粘多糖類含水溶液中でこの平均粒子径以下になるように調製することで、消化管内で
の吸収性の向上、水溶液中での分散性および分散安定性、経時的な凝集や沈殿の抑制効果
、体内吸収性の向上効果がより発揮されやすくなる。
【００２０】
 本発明のクルクミノイド液状組成物中でのクルクミノイドの平均粒子径（メジアン径）
、言い換えると増粘多糖類溶液中のクルクミノイドの平均粒子径（メジアン径）は、（湿
式）レーザー回折式粒度分布測定装置マイクロトラックMT-3000II（Microtorac INC.製）
を用いて測定することができる（条件；屈折率：1.81、測定範囲：0.021～2000μｍ、粒
度分布：体積基準）。
　さらに微粒子化するために再度均質化処理を行うこともできる。均質化処理の方法とし
ては、微粒子化したクルクミノイドなどの成分を均質に分散する方法であれば特に制限さ
れず、ナノマイザー、マイクロフルイタイザー、ホモジナイザー等の乳化・分散装置、超
音波分散機を使用して行うことができる。均質化処理をすることにより、微粒子化された
クルクミノイドの凝集がほぐれて水への分散性及び分散安定性がより向上する。
【００２１】
　このクルクミノイド液状組成物は電荷的に安定である。しかし必要に応じて適宜pＨを
調整することもできる。好ましくはｐＨ８以下に調整する。用いるpＨ調整剤としては、
リン酸、硫酸、塩酸等の無機酸類、クエン酸、乳酸、リンゴ酸等の有機酸類を例示するこ
とができる。クエン酸が特に好ましい。
【００２２】
　このようにして調製されたクルクミノイド液状組成物は市販されており、これを購入し
てさらに所望の濃度調整を行った後硬質カプセルに充填しても良い。市販されているクル
クミノイド液状組成物としては、株式会社セラバリューズ社製の「セラクルミン（ＣＲ－
０１１Ｌ、ＣＲ－０３１Ｐ）」を例示することができる。なお市販されているクルクミノ
イド液状組成物は、通常水含量が３０％、グリセリン含量が４０％程度に調整されている
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ため、更にグリセリンを添加し、グリセリン含有量を７０％以上に調整しなければならな
い。グリセリンを加えて調整した場合は再度高圧ホモジナイザーなどを用いて均質化操作
を行うことが好ましい。
【００２３】
　このクルクミノイドを含有する液状組成物を充填するヒドロキシプロピルメチルセルロ
ース（以下「ＨＰＭＣ」）カプセルは、ヒドロキシプロピルメチルセルロースを基材とし
て調製される。一例として、特開平０３－２７９３２５公報に製造方法が記載されており
、クオリカプス株式会社やカプスゲルジャパンから市販されている。
【実施例】
【００２４】
　以下、本発明の内容を以下の実施例、試験例でさらに説明する。

＜参考例１＞
特開２００９－２６３６３８号に基づくクルクミノイド液状組成物の調製方法 
 
　表１に示す組成のクルクミノイド液状組成物の調製
【００２５】
【表１】

【００２６】
　ガティガム（ガティガムＳＤ：三栄源エフ・エフ・アイ（株））を水に加え、さらにグ
リセリンを添加して水溶液を調製した。
　次いで、その水溶液中に、クルクミノイドの粉末（粉末クルクミンNo.3705：三栄源エ
フ・エフ・アイ（株）、平均粒子径(d50)：13.81μm、結晶状）を添加し分散混合した後
、水で質量調整を行った。
　クルクミノイドの粉末を分散させた混合液を湿式摩砕機ダイノミル（ＷＡＢ社製ダイノ
ミルKDL）に供して湿式粉砕を行った後、ホモジナイザー（APV GAULIN社製高圧ホモジナ
イザー15MR-8TA）にて分散均一化処理して、液状のクルクミノイド（クルクミノイド液状
組成物）を得た。
【００２７】
　得られたクルクミノイド液状組成物の平均粒子径を、メジアン径（d50）を測定するこ
とで評価した。メジアン径（d50）は、レーザー回折式粒度分布測定装置マイクロトラッ
クMT-3000II（Microtorac INC.製）（湿式）（測定条件；屈折率：1.81、測定範囲：0.02
1-2000μm、粒度分布：体積基準）を用いて測定した。粒子径は０．１９μｍであった。
【００２８】
＜試験例１＞
　水溶性溶液に対して耐性のある硬質カプセルの選定。
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　参考例として表１に示すクルクミノイド液状組成物を用いて、これにグリセリンを添加
して以下の表２に示す組成の組成物を調製し、これを各種硬質カプセルに充填した。
【００２９】
【表２】

【００３０】
　試料１～試料４をプルラン製カプセル、ゼラチン製カプセル、ヒドロキシプロピルメチ
ルセルロース製カプセル（いずれもカプスゲルジャパン社製　２号カプセル）に４００ｍ
ｇずつ充填し、クルクミノイドを内包するカプセル製剤を製造した。
　各カプセルを室温、相対湿度４０～５０％の室内に静置して状態を観察した。
【００３１】
＜結果＞
　観察結果を図１に示す。
　各試料の観察結果から、試料３及び試料４のヒドロキプロピルメチルセルロースカプセ
ルに充填した製剤だけが安定であった。この結果に基づいて、以下の試験はヒドロキシプ
ロピルメチルセルロース製硬質カプセルを用いて行った。
【００３２】
＜試験例２＞
　グリセリンと食塩の添加がヒドロキシプロピルメチルセルロース製カプセルの安定性に
寄与していることを確認するため以下の試験をおこなった。
　まず加温した水に、食塩を溶解し、これをグリセリンで希釈して表３に示すような水含
量が２０～３２質量％、食塩０～８質量％、グリセリン６０～８０質量％の濃度となるよ
うに濃度調整した水溶液を作製した。調整は、秤量した各種食塩濃度の水溶液とグリセリ
ンをディスパーサーで均一になるまで混合・撹拌(非加熱)し、均一に混合されたことを目
視で確認し、試験溶液とした。ついでヒドロキシプロピルメチルセルロース製2号ハード
カプセル（カプスゲル株式会社製）にそれぞれ400mgずつ充填した。各カプセルを室温、
相対湿度４０～５０％の室内に静置して状態を観察した。室温での安定性を確認した。
【００３３】
　試験溶液は表３の組成である。
【００３４】
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【００３５】
＜結果＞
　各カプセルの状態を観察した画像を図２に示す。
　表３、図２から以下のことが明らかとなった。
（１）食塩を添加しない場合、水分含量２０％、グリセリン８０％に調整した溶液を充填
した場合、ヒドロキシプロピルメチルセルロース製硬質カプセルは安定であった。また水
分含量３０％、グリセリン７０％の場合、ヒドロキシプロピルメチルセルロース製硬質カ
プセルの変形が発生した。
（２）食塩を３～８％添加することで、グリセリンを６０～７０％配合して水分含量を２
７～３２％に上げても、ヒドロキシプロピルメチルセルロース製硬質カプセルの安定性を
保つことが可能であった。
（３）食塩を添加することで、グリセリン量を減少させ、水分含量を増大させることが可
能であることが判明した。
【００３６】
＜試験例３＞
　クルクミノイド分散溶液を充填したヒドロキシプロピルメチルセルロース製硬質カプセ
ルの安定性試験
　 
　試験例２の試験と同様の手順で、表１に示すクルクミノイド液状組成物を用いて、これ
にグリセリン、食塩を添加して以下の表４に示す組成の組成物を調製し、これを試験例２
と同様にヒドロキシプロピルメチルセルロース製硬質カプセルに充填した。なお１カプセ
ルあたり３０ｍｇ以上のクルクミン含有カプセルとすることを目標として内包溶液を処方
した。
　各カプセルを室温、相対湿度４０～５０％の室内に静置して状態を観察した。室温での
安定性を確認した。
【００３７】
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【表４】

【００３８】
＜結果＞
　上記のとおり、試料１０～１２は、クルクミノイドを１カプセルあたり３０ｍｇ以上を
内包し、安定なカプセル剤であった。
　ヒドロキシプロピルメチルセルロース製硬質カプセルに内包溶液４００ｍｇを充填し、
安定なカプセル製剤とするためには次のような条件が必要であった。
（１）グリセリン濃度４４～６３％、食塩１．２５～６質量％としたとき、水分２５～３
５質量％とすること。
（２）食塩濃度を上げることで、グリセリン量を減少させ、相対的水分含量を増大させ、
クルクミン含有量を増大できること。
【００３９】
＜ヒトの吸収試験＞
　上述したBiological & Pharmaceutical Bulletin 34(5), 660-665, 2011に記載された
ヒト試験の方法に準じて健常人の吸収を確認した。上記試験例３の試料１０のカプセル及
び粉末のクルクミノイド３２ｍｇを内包させたヒドロキシプロピルメチルセルロース製カ
プセルを各１０粒経口投与し（一人当たり）、４時間後の血中に出現するクルクミンを測
定した。本発明のカプセル製剤を投与した場合は血中クルクミンが検出されたが、粉末ク
ルクミノイドを投与した場合は血中にクルクミンが検出されなかった。
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