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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】リン酸アスコルビルマグネシウムおよびアルギン酸塩、並びに場合により一つ以
上の活性物質および／または補助物質を含有する凍結乾燥成形品の提供。
【解決手段】（a）リン酸アスコルビルマグネシウムおよびアルギン酸塩、並びに、場合
により一つ以上の活性物質および／または補助物質の水懸濁液または水溶液を調製する工
程と、（b）場合により、前記水溶液または水性懸濁液のｐＨ値を４よりも大きく調整す
る工程と、（c）混合物を型に注ぐ工程と、（d）型の中の混合物を凍結させる工程と、（
e）凍結させた混合物を凍結乾燥させつつ、成形品を形成する工程により製造した凍結乾
燥成形品。該凍結乾燥成形品はパーツキット構成での水溶液との組み合わせ、ならびに、
凍結乾燥成形品およびパーツキットの組み合わせにより、医薬品および化粧品に用いる。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リン酸アスコルビルマグネシウムおよびアルギン酸塩、並びに場合により一種類以上の
活性物質および／または補助物質を含有することを特徴とする凍結乾燥成形品。
【請求項２】
　請求項１に記載の凍結乾燥成形品であって、前記アルギン酸塩はアルギン酸ナトリウム
であることを特徴とする凍結乾燥成形品。
【請求項３】
　請求項１から２のいずれかに記載の凍結乾燥成形品において、活性物質として、少なく
とも１種類が、ビタミン類およびその誘導体のグループから、好ましくは、ビタミンＣ（
アスコルビン酸）およびその誘導体のグループから選択されることを特徴とする凍結乾燥
成形品。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれかに記載の凍結乾燥成形品において、補助物質として、少なく
とも１種類が化粧品および／または医薬品用油のグループから選択されることを特徴とす
る凍結乾燥成形品。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれかに記載の凍結乾燥成形品の生成方法であって、
（a）リン酸アスコルビルマグネシウムおよびアルギン酸塩、並びに、場合により一つ以
上の活性物質および／または補助物質の水懸濁液または水溶液を調製する工程と、
（b）場合により、前記水溶液または水性懸濁液のｐＨ値を４よりも大きく調整する工程
と、
（c）混合物を型に注ぐ工程と、
（d）型の中の混合物を凍結させる工程と、
（e）凍結させた混合物を凍結乾燥させつつ、成形品を形成する工程と
を備えることを特徴とする方法。
【請求項６】
　請求項５に記載の方法であって、工程（a）の前記水懸濁液または前記水溶液が、前記
水懸濁液または水溶液の全組成物に対して、
０．２５～１０重量％のリン酸アスコルビルマグネシウムと、
０．５～５重量％のアルギン酸塩と、
０～２０重量％の一種類以上の活性物質と、
０～２５重量%の一種類以上の補助物質とを含むことを特徴とする方法。
【請求項７】
　請求項５から６のいずれかに記載の方法によって得られる凍結乾燥成形品。
【請求項８】
　請求項１から４のいずれかおよび請求項７に記載の凍結乾燥成形品において、その１重
量％の水溶液または水性懸濁液が、２０℃でｐＨ値が４．０以上、好ましくは５．０以上
、より好ましくは６．０以上であることを特徴とする凍結乾燥成形品。
【請求項９】
　請求項１から４および７から８のいずれかに記載の凍結乾燥成形品において、液体が添
加されると３０秒以内、好ましくは２０秒以内、より好ましくは１０秒以内、更に好まし
くは５秒以内に完全に分解されることを特徴とする凍結乾燥成形品。
【請求項１０】
　請求項１から４および７から９のいずれかに記載の凍結乾燥成形品において、リン酸ア
スコルビルマグネシウムのアルギン酸塩に対する重量比は０．１:１から５:１であること
を特徴とする凍結乾燥成形品。
【請求項１１】
　請求項１から４または請求項７から１０のいずれかに記載の凍結乾燥成形品の化粧品な
いし医薬品としての用法。
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【請求項１２】
　請求項１１に記載の用法において、前記凍結乾燥成形品が水、または１種類以上の活性
物質および／または場合により補助物質の水溶液で湿らされ、３０秒以内に、好ましくは
２０秒以内に、より好ましくは１０秒以内に、さらにより好ましくは５秒以内に機械的影
響なく分解し、その後溶解された形態で皮膚または毛髪に塗布されることを特徴とする用
法。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の用法において、投与が以下の二段階で行われることを特徴とする用
法：
（a）成形品が当該工程中でその形状を維持しつつ供給された液体に完全に浸潤され、
（b）その後、その物理的形状を失いつつ分解する。
【請求項１４】
　請求項１から４または７から１０のいずれかに記載の凍結乾燥成形品の用法において、
活性物質の経口投与または経口的な用途のためであることを特徴とする用法。
【請求項１５】
　請求項１から４または７から１０のいずれかに記載の少なくとも１種類の凍結乾燥成形
品、ならびに、１種類以上の活性物質および／または場合により１種類以上の補助物質を
含む少なくとも１つの水溶液を、一体の空間的配置の中に含むことを特徴とするパーツキ
ットの組み合わせ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、リン酸アスコルビルマグネシウムおよびアルギン酸塩、並びに場合により一
種類以上の活性物質および／または補助物質を含有する凍結乾燥成形品に関する。さらに
、本発明は、これらの凍結乾燥成形品を製造するための方法、パーツキット構成でのその
ような凍結乾燥成形品と水溶液との組み合わせ、ならびに、凍結乾燥成形品およびパーツ
キットの組み合わせの、医薬品および化粧品としての用途のための用法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　医薬品および化粧品分野、および活性成分およびケア物質ないしその他の活性物質の投
与にあたっては、適切な形式での投与が、特に活性および／またはケア物質の適用にあた
って中心的な役割を果たす。例えば、再現可能かつ有効な活性物質の含量、貯蔵および塗
布にあたっての高度な安全性、塗布後の活性物質の再現可能な効能がこの場合に考慮しな
くてはならない要素である。場合により、含有される活性物質の劣化ないし分解に対する
安定性が、塗布目的で最適に調節された投与形態とならんで重要となりうる。この場合の
適切な塗布形態は、特に、塗布のタイプと場所、ターゲットとなるエンドユーザとその特
性、活性物質の投与のタイプと量、あるいは、例えば、活性物質の物理的および生化学的
特性、特に、それらの生物学的利用能と全身作用に関する生化学的特性に依存する。
【０００３】
　製剤の安定化および保存は、活性成分と化粧ケア物質の投与において特に重要な側面を
なす。特に長く続きかつ安定した投与形態は、水なしのないし固体乾燥製剤であり、これ
はさらに特に優れた貯蔵および輸送特性をも有する。特に、乾燥形態での投与系に関し、
人体に投与する際に生じる中心的問題は、投与形態の溶解ないし溶解度、および結果とし
ての活性物質、ケアおよび活性物質の放出および利用可能性である。溶解の種類、速度お
よび場所に関する要求は、具体的な塗布形態、塗布される成分ならびに（場合により）そ
の他の考慮すべき要因により変化する。
　特に、活性物質を化粧品として用いる場合には、活性成分、活性およびケア物質の皮膚
および毛髪への外与を最適な形で可能とする特に好ましい投与形態は、活性物質の経口投
与に加えて同様に活性物質の医薬用途においても大きな役割を果たす。 
【０００４】



(4) JP 2010-254689 A 2010.11.11

10

20

30

40

50

　水なしでの投与形態は、特に湿気、酸化および温度などの外部要因に関してある程度不
安定な活性物質を迅速かつ特定して塗布するのに適切な手段である。特に迅速かつ完全な
溶解反応を有する乾燥製剤が特に有用である。これは、吸収される活性物質を例えば口腔
粘膜を介して一般に経口投与する、または錠剤ないしカプセルを嚥下するのに問題を抱え
るユーザに対するのと同様、湿気に対して不安定な活性物質を利用可能とする際に特に問
題となる。
【０００５】
　粉末混合物、顆粒、錠剤ないしカプセルなどの公知の乾燥投与形態の欠点は、特に、多
くの場合溶解度が低いこととそれゆえ活性物質の放出が遅いこと、不活性であるが処理に
必要な補助物質と賦形剤の比率の高さ、通常は外用への適合性が低いこと、ならびに、投
与能（dosability）が十分でないことと、それゆえ取り扱いの危険またはエンドユーザに
よる投与に伴う問題である。
【０００６】
　活性物質を容易に溶解可能な乾燥投与または投薬形態にする適切な公知の手段の一つは
、担体物質系の中に活性物質を分散させ、この混合物を凍結乾燥させる方法である。ほと
んどの場合、このような物質は、優れた溶解挙動または膨潤挙動を有し、膨潤によって良
い質感を形成することができる担体物質として選択される。その結果、溶解した活性物質
系または膨潤剤中に分散した活性物質系は、投与形態として直接使用することができる。
そのような系は、それらの優れた溶解性のために、経口投与形態を提供するため、ならび
に、化粧品または医薬品の外用としての投与形態を生成するために、公知でありかつ適し
ている。この場合、エンドユーザにとって簡単であり正確な活性物質の一回分服用量の投
与を可能にする、いわゆる１単位の投与形態を提供することに関心が高まっている。この
場合の１単位の投与形態とは、粉末剤または顆粒とは対照的に、錠剤もしくはカプセル剤
等の１つの投与単位中に、投与単位につき所望の必要な量の活性物質を含む投与形態であ
って、嚥下が困難であること、溶解性が劣ることまたは外用への適合性がないことといっ
た欠点を有しない投与形態であると理解される。
【０００７】
　単独使用される成形品の化粧品としておよび医薬品としての用途のいずれについても、
均一な形状と大きさを有する比較的大きな成形品が好ましい。その理由は、粉末剤または
小さいペレット、および顆粒剤とは対照的に、これらはエンドユーザがより簡単に取り扱
うことができるからである。その結果、１回の投与を１つの投与形態で済ませられる大き
さの成形品を提供することが意図される。さらに、例えば、着色されたデザインで提供す
ることができる大きな成形品は、より強い美的印象を残す。
　乾燥によって安定化されたこのような易可溶性の１単位の投与形態をより大きな形式で
行うことが、特に迅速、確実に完全に溶解する挙動により特徴付けられる活性物質を、可
能であれば不均質な完全に溶解しない残留物なく経口投与および／または外用投与するた
めに、ますます注目を集めている。
【０００８】
　成形品の溶解挙動は物理的／化学的パラメータの複合関数である。水和工程の動的側面
の物理的基礎は、用いられる担体物質の膨潤性能、膨脹中の成形品の構造的一体性、孔径
、孔構造により生じる毛細管力、表面張力を変える処方の成分、成形品の密度などの個々
のパラメータにより構成される。純粋な”溶解度”（重合体系の担体物質の場合には、”
膨潤性能”）以外に、成形品の機械的安定性がこの場合、極めて重要な役割を演じる。重
合体材料があまりにも速く膨脹する場合、成形品がその物理的一体性を失うのが速くなり
すぎて崩壊する。成形品は、多くの場合、まだ膨脹していないより低い含水量を有する”
内部”領域を形成している間に、湿気が加えられると溶解する。
　材料内の安定化反応が大きすぎる場合、水が加えられる間に材料が膨脹するが、機械的
に撹拌したり、こすったり、押しつぶしたりもんだりするなどの機械的ストレスを加えた
だけで分解する。その後に迅速に水和するよう膨脹する一方で、重量増大を補償するため
の折衷的な、十分な機械的強度は達成するのが非常に困難である。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】米国特許第４７５８０５９８号明細書
【特許文献２】米国特許第４３０５５０２号明細書
【特許文献３】独国特許第６９７２７９２２号明細書
【特許文献４】米国特許第５４０５６１６号明細書
【特許文献５】独国特許第４２０１１７９号明細書
【特許文献６】米国特許第５８４３３４７号明細書
【特許文献７】国際公開第０５／０７３２９６号
【特許文献８】国際公開第０４／０１１５３７号
【特許文献９】国際公開第２００４／０３５０２３号
【特許文献１０】独国特許出願公開第１０２４８３１４号明細書
【特許文献１１】特許第２２３１４９６号公報
【特許文献１２】米国特許第６４５８３７９号明細書
【特許文献１３】独国特許第４００２５３２号明細書
【特許文献１４】特開２００４－１４９４６８号公報
【特許文献１５】仏国特許第２８８６８４５号明細書
【特許文献１６】国際公開第２００８／０２００６６号
【特許文献１７】国際公開第２００９／０１４３４７号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　例えば、活性物質の経口投与用の公知の迅速に溶解可能な投与形態が、Zydis（登録商
標）というブランド名でR．P．シェレル（Scherer）社およびカーディナルヘルス社によ
って製造され、液体活性物質成分がブリスタパック中に充填されて最終包装中に凍結乾燥
される。この方法が必要とされるのは、これにより得られる迅速に溶解可能な経口投与形
態の低い機械的安定性のためである。しかしながら、機械的安定性に欠けることは、外用
にあたっては不利である。加えて、特に迅速かつ完全な溶解挙動を有し１単位の投与形態
として用いるのに十分な機械的安定性をもって個別に取り扱い可能な成形品は、明らかに
得られない。加えて、ブリスタパック内で凍結乾燥させる方法は技術的に複雑かつコスト
がかかり、これにより得られる投与形態も、その体裁および組み合わせ可能性について従
来のブリスタパックに限られるが、これは特に化粧品用途に関して好ましくない。
【００１１】
　機械的安定性欠如のためにブリスタパック内で凍結乾燥される別の迅速溶解製剤が米国
特許第４７５８０５９８号明細書および第４３０５５０２号明細書の主題となっている。
　独国特許第６９７２７９２２号明細書は、これらとはアルギン酸塩などのバインダ剤と
並んでマンニトールなどの比較的高い含量の賦形剤を含み高価かつ複雑な凍結乾燥方法に
よっては得られない迅速に溶解可能な投薬形態を製造する点で異なる。このようにして得
られる経口投与形態は、１５秒未満の溶解度により特徴付けられる。しかしながら、独国
特許第６９７２７９２２号明細書からは、特に外用において必要となる十分な機械的安定
性を有する成形品が記載された方法によって得られるのかは明らかでない。加えて、機械
的影響なく、かつ工程中で不均質な膨脹しない内部領域を形成することなく迅速かつ完全
に溶解することは記載されない。独国特許第６９７２７９２２号明細書に記載の投薬形態
は、経口投与のみを意図したものであることから、このような特別な溶解挙動は実際には
関係ない。というのは、舌および口蓋の動作は必然的に機械的影響を構成し、必要に応じ
て、不均一に溶解する領域を溶解継続中にサポートするからである。所定の大きさの１単
位の投与形態として利用可能な活性物質を迅速に溶解可能な投与形態を提供する別の公知
の方法が米国特許第５４０５６１６号明細書および独国特許第４２０１１７９号明細書に
記載される。これらの文献において使用される担体材料は、好ましくは、タンパク質をベ
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ースとするものである。ペレットが、タンパク質足場形成剤と、場合により、化粧品用ま
たは医薬品用の活性物質の分散液とを、低温不活性である液体（好ましくは、液体窒素）
の中に滴下し、続いて、分離させ、凍結したペレットを凍結乾燥させることによって生成
される。しかし、タンパク質足場形成剤、特に、コラーゲンまたはコラーゲン誘導体しか
これらの条件下で安定なペレットを形成することができないので、これらの条件下でペレ
ットを形成させるためには上記タンパク質足場形成剤の存在が必要である。しかしながら
、タンパク質生成担体材料は、用いられる滴下法中での組成物の分子内安定性に関する高
い要件のために、特に迅速かつ完全な溶解挙動を膨脹領域を残すことなく、かつ特に、本
ケースで望まれるように機械的影響なしに達成するのには不適切である。
【００１２】
　米国特許第５８４３３４７号明細書に記載されている多孔性の方鉛鉱粒子を生成するた
めの方法にも同様の課題が生じる。この明細書によれば、多孔性の方鉛鉱粒子が最大５ｍ
ｍの大きさで得られる。この文献において用いられる方法では、活性物質の混合物が、マ
トリックス状に押し出し成形され、所望の大きさの粒子になるように切断され、その後、
凍結乾燥により多孔性の成形品を形成する。しかし、例示的な実施形態は、単に、直径が
最大１．５ｍｍであるいわゆるマイクロスフェアを得ることができることを示しているに
すぎない。これは、押し出し成形された塊について一定の機械的安定性を求めるこの発明
の押し出し成形および切断の方法の使用によるものと考えられる。これは一般的には、比
較的高含有量の足場形成ポリマまたは担体物質と、安定剤または賦形剤とによって得るこ
とができる。しかし、活性物質の含有量と比較して、極少量の安定化担体または補助物質
しか使用しなければ、この文献に示されるように、極めて小さいマイクロスフェアしか得
られない。
　容易に溶解可能な活性物質入り成形品の別の製造方法が国際公開第０５／０７３２９６
号および国際公開第０４／０１１５３７号の主題であるが、いずれの文献も溶解の種類な
いし、特に速度に関して具体的な記載がない。特に、機械的影響なしに迅速かつ残存物な
く溶解することは記載されない。
【００１３】
　活性物質の外用に適する迅速に溶解可能な大型成形品が、国際公開第２００４／０３５
０２３号としても公開される独国特許出願公開第１０２４８３１４号明細書の主題である
。ここに開示される方法によって得ることのできるこの投与形態は、活性物質が含まれる
規則的形状の大きい成形品であり、この成形品は、型に注がれた活性物質－足場形成剤混
合物の凍結乾燥法によって得られる。記載される方法にしたがって得られる成形品は、優
れた機械的安定性と４分未満の高い溶解性により特徴付けられるが、後者は、基本的に足
場形成剤の含量に従属する。２０秒未満の溶解速度が記載されるが、このような迅速な溶
解性は、例えば撹拌、摩擦ないしもんだりするなどの機械的力を加えることによってのみ
達成可能である。
　したがって、より迅速かつ良好な溶解性を有し、完全かつ残留物なく、特に機械的影響
なしに均質かつ均一に分解し、工程中に何ら膨脹した不均質な領域を残さず、したがって
特に化粧および医薬活性成分、活性およびケア物質を投与するのに適する投与形態を得る
ために適切な方法および組成物は先行技術からこれまでのところ知られていない。
　したがって、本発明の目的は、特に迅速な溶解性を特徴とする活性物質投与用の組成物
を提供することであり、完全に、可能であれば残留物なしに、不均質な膨脹領域を形成す
ることなく、かつ特に、機械的影響なしに溶解し、かつ公知の容易に溶解可能な投与形態
に対して優れた溶解挙動を有する組成物を提供することである。さらに、目的は、これら
の特に迅速かつ完全に溶解可能な活性物質の組成物を、特に、いわゆる単回投与単位また
は単独投与の用途の形態で化粧品としてまたは医薬品としての用途に使用できるように、
高い機械的強度と十分な大きさを有するように設計することにある。この場合、組成物は
、外用、ならびに経口投与または経口的な用途に等しく適していると考えられる。
【００１４】
　驚くべきことに、このような迅速かつ完全な溶解は、溶解挙動が、成形品が最初に溶媒
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ないし保湿剤に当接して完全に浸潤され、その間数秒間その形状を保持し、その後にその
物理的形状を失いつつゲルに分解するという特殊な二段階手続を経る場合に得られること
が判明した。このような二段階水和運動は、少なくとも二つの処方成分、アルギン酸ナト
リウムおよびリン酸アスコルビルマグネシウムを含む凍結乾燥成形品により得ることがで
きる。例えば、トリグリセリド、ホホバ油ないしスクアランなどの化粧用油等の追加処方
成分、並びに化粧および医薬活性物質はこの場合、原理的に水和運動に影響を有しない。
驚くべきことに、油などの補助物質の添加物は、得られるアルギン酸塩ないしリン酸アス
コルビルマグネシウムが得られる量よりも著しく多くても良い。油は、特殊な水和運動を
得るための絶対的要件ではない。
【００１５】
　リン酸アスコルビルマグネシウムが組成物中のアルギン酸塩骨格を安定させることで、
例えば膨潤中の静水圧により生じる追加の機械的力が短時間吸収可能となるものと推測さ
れる。この平衡安定性は、完全に水和した後にのみ克服され、成形品が分解する。リン酸
アスコルビルマグネシウムを各種マグネシウム塩（ＭｇＣｌ、ＭｇＳＯ４等）で置換した
り、このような塩をアスコルビン酸ないしアスコルビン酸グルコシド等のその他のアスコ
ルビン酸誘導体で置換する実験により、この特殊な水和効果はリン酸アスコルビルマグネ
シウムを含むことによってのみ得られることがわかる。
　リン酸アスコルビルマグネシウムは先行技術から化粧品製剤中の成分として公知である
。例えば、日本国特許第２２３１４９６号公報は化粧品用途にリン酸アスコルビルマグネ
シウムを凍結乾燥して、容易に溶解可能なリン酸アスコルビルマグネシウムを得る方法を
開示する。
【００１６】
　米国特許第６４５８３７９号明細書、独国特許第４００２５３２号明細書ないし日本国
特開２００４－１４９４６８号公報等のその他の文献は、リン酸アスコルビルマグネシウ
ムを化粧品製剤中に活性成分として、特に皮膚美白剤、いわゆる美白活性物質として用い
ることを記載する。
　上述の先行技術文献のいずれも、このようなアルギン酸塩とリン酸アスコルビルマグネ
シウムの特殊な組み合わせによる特別な溶解挙動によって特徴付けられる凍結乾燥医薬な
いし化粧成形品を記載しない。
【００１７】
　仏国特許第２８８６８４５号明細書は、塗布に先だって水和されて溶解し、本発明にか
かるポリマアルギン酸塩担体材料およびリン酸アスコルビルマグネシウムの特殊な組み合
わせをも有しうる例えば化粧および医薬品用に活性物質を塗布するための球体としての固
形製剤を開示する。しかし、リン酸アスコルビルマグネシウムは、特殊なマレイン酸共重
合体によって安定化された特殊な形態で存在する。これを超えて、記載された成形品の現
実の分解特性および分解速度に関してこの文献中にはこれ以上の正確な情報は見いだし得
ない。凍結乾燥組成物の”即時溶解”は、実施形態１と関連してのみ特定され、その中で
は、記載される組成物はリン酸アスコルビルマグネシウムを含まず、アスコルビン酸を含
む。しかしながら、特別な二段階溶解挙動は、比較テストに示されるようにリン酸アスコ
ルビルマグネシウム代えてアスコルビン酸を用いることによっては得られない。変形され
た溶解挙動を有する投与形態を設けることが、仏国特許第２８８６８４５号明細書が対象
とする問題と考えられるべきではなく、むしろ、この場合には、得られる成形品の水和運
動のためではなく純粋に活性物質（すなわち安定化ビタミンＣないしアスコルビン酸誘導
体）として用いられるリン酸アスコルビルマグネシウムの安定化が目的と考えられるべき
である。特殊な水和運動を達成することに関するリン酸アスコルビルマグネシウムの技術
的効果についての示唆は、仏国特許第２８８６８４５号明細書からは明らかでない。加え
て、この文献は、３０秒未満の分解時間、ないし特に選択される４超の製剤のｐＨ値につ
いて何ら情報を示さない。
【００１８】
　アルギン酸ナトリウムおよびビタミン群から選択可能な安定化形態の、好ましくは活性
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物質の誘導体および／または前駆体としての活性物質を含む凍結乾燥組成物が国際公開第
２００８／０２００６６号から公知である。このケースでは、リン酸アスコルビルマグネ
シウムが好ましいビタミン誘導体として言及される。具体的実施形態として、アスコルビ
ン酸グルコシドと組み合わされたアルギン酸ナトリウムを含むもののみが開示される。リ
ン酸アスコルビルマグネシウムをアスコルビン酸グルコシドと置換することによっては、
湿らされた凍結乾燥成形品がその形状を保ちつつ最初に完全に浸潤され、その後分解する
という変形された特殊な二段階溶解挙動は得られず、これは比較例によっても示される。
【００１９】
　国際公開第２００９／０１４３４７号は、略１５ミクロンの径を有するスプレー乾燥に
より製造され、安定剤としてのアルギン酸とならんで酸化防止剤としてのリン酸アスコル
ビルマグネシウムを含みうる小粒子を開示する。リン酸アスコルビルマグネシウムとアル
ギン酸塩とを含む具体的な実施形態は記載されない。また、本発明による粒子の溶解挙動
に関する情報も示されない。
　したがって、本発明は、リン酸アスコルビルマグネシウムおよびアルギン酸塩、並びに
、場合により一種類以上の活性物質および／または補助物質を含有し、この具体的な組成
による特殊な変形された溶解挙動により特徴付けられる凍結乾燥成形品を提供する。加え
て、本発明は、これらの凍結乾燥成形品の製造方法とこれらを化粧および医薬品用途に利
用する可能性をも提供する。
　本発明の意味の成形品は、規則的形状、例えば具体的には、球形、立方体、角錐、星型
の幾何学的物体であると理解されるが、海洋生物（例えば、ヒトデ）等の動物、ムール貝
等の魚介類、植物および植物の一部（例えば、葉など）の形のような、自然の形状を模し
た成形品であってもよい。以下に記載される本発明にしたがって使用される成形品の生成
方法により、これらの形状の全てを得ることができる。本発明では、特に好ましい表面積
／体積比率により特に有利であることから、具体的に球状などの均一な球形状が好ましい
。乾燥済みの生成物内の昇華距離は、あらゆる面に対して対称であり、小さい。このこと
は、凍結乾燥プロセスにおいて、乾燥済みの材料を通り抜ける蒸気の移動を容易とし、こ
れにより凍結乾燥プロセスを短縮し、これをより効果的かつ低コストとし、これにより得
られる成形品の安定性に積極的な影響を与える。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　本発明の１つの態様では、記載される成形品が容器の中に複数含まれる。これにはまた
、異なる幾何学的形状または異なる大きさの成形品の混合物が含まれてもよい。成形品が
個別にパッケージされてもよいが、好ましくは、特に化粧品としての用途では、複数の成
形品が、容器の中で互いに当接した状態で置かれる。
　使用される成形品の体積は、例えば、それらの生成方法によっては限定されない。便宜
上、体積は、好ましくは約０．１ｃｍ３、好ましくは０．３ｃｍ３、より好ましくは、少
なくとも約０．５ｃｍ３、さらに好ましくは、少なくとも約０．７ｃｍ３である。使用さ
れる体積の上限は、便宜上、約６ｃｍ３、好ましくは約５ｃｍ３、より好ましくは、約４
ｃｍ３である。特に、成形品の大きさは、成形品について所望の投与形態、または成形品
が外用される部位によって決まる。したがって、外用の化粧品としてまたは医薬品として
使用する際には、大きな体表面または毛髪への塗布（例えば、背中などに湿らせた成形品
を直接塗布すること、または入浴剤としての使用）に、大きな成形品を使用することがで
き、一方、小さい成形品は、体の小さい領域（例えば、頬など）に使用する際に好ましい
。
　大きさは、また、経口投与のための成形品の生成に合わせて調整しても良い。例えば、
成形品の大きさは、関連するターゲットグループに合うように調整することが考えられる
。年長の使用者には、より容易に取り扱い可能な大きな成形品を提供し、例えば、若年使
用者ないし子供には、彼らの体の大きさに合わせ、彼らの年齢から予測される用途に合わ
せた成形品が提供されることが考えられる。 
【００２１】
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　便宜上、成形品の直径（任意の幾何学的形状の成形品の中の２点間の最大距離）は、少
なくとも約３ｍｍ、好ましくは少なくとも約５ｍｍ、より好ましくは少なくとも約７ｍｍ
、さらに好ましくは、少なくとも約８ｍｍ、便宜上は６０ｍｍまで、好ましくは約５０ｍ
ｍまで、より好ましくは約４０ｍｍまで、さらに好ましくは約３０ｍｍまでである。
　上記の理由から、特に好ましい成形品は、略球状の幾何学的形状を有し、球の直径は３
ｍｍ～３０ｍｍ、好ましくは５ｍｍ～２０ｍｍ、より好ましくは７ｍｍ～１５ｍｍ、さら
に好ましくは８ｍｍ～１３ｍｍである。直径が少なくとも６ｍｍである球形の成形品が特
に好ましい。
【００２２】
　本発明で凍結乾燥成形品製造用の特殊な変形された二段階水和運動を達成するためにア
ルギン酸塩と組み合わせて用いられるリン酸アスコルビルマグネシウムは、アスコルビン
酸の誘導体（慣用名：ビタミンＣ、（R）-５-[（S）-１,２-ジヒドロキシエチル]-３,４-
ジヒドロキシ-５H-フラン-２-オン）であり、より具体的には、アスコルビン酸のリン酸
モノエステルである。リン酸アスコルビルマグネシウムは、アスコルビン酸と比較したと
き、特に光、温度、湿気および酸化に関するより高い安定性によって特徴付けられる。し
かしながら、このようなエステル誘導体は、純粋なアスコルビン酸よりも生物学的に得ら
れにくい。にもかかわらず、リン酸アスコルビルマグネシウムは、皮膚美白剤ないし漂白
剤（いわゆる美白剤）と同様化粧用活性物質として、特に安定化されたビタミンＣとして
広く用いられる。このケースでは、リン酸アスコルビルマグネシウムは化粧製剤に一般に
３～５%の濃度で添加される。アルギン酸塩などの足場形成剤の安定化、ないし乾燥製剤
の水和特性への影響に関する特別な技術的効果は、これまでのところ記載されていない。
【００２３】
　担体物質として、本発明の成形品はさらに親水コロイド形成多糖類、すなわち水溶液系
中でゲルないし粘性溶液を形成する（部分的に）水溶性の天然ポリマ群から、アルギン酸
塩、特にアルギン酸ナトリウムを含有する。
　アルギン酸塩とその他の足場形成剤、例えば、多糖類群から、カラギーナン、ペクチン
、トラガカントガム、グアーガム、カルボガム、寒天、アラビアガム、プルラン、トレハ
ロース、キサンタンガム、天然および修飾された（例えば、陽イオンで修飾された）澱粉
、デキストラン、デキストリン、マルトデキストリン、キトサン、グルカン（例えば、β
－１，３－グルカンまたはβ－１，４－グルカン、例えば、セルロース）、ムコ多糖類群
からヒアルロン酸など、あるいはセルロースエーテル、ポリビニルアルコール、ポリビニ
ルピロリドン等の合成ポリマ、メチルセルロース、カルボキシセルロース、カルボキシメ
チルセルロース、陽イオン修飾カルボキシメチルセルロースなどの合成セルロース誘導体
、セルロースエステル、ヒドロキシプロピルセルロースなどのセルロースエーテル、ポリ
アクリル酸、ポリメタクリル酸、ポリ（メチルメタクリレート）（ＰＭＭＡ）、ポリメタ
クリレート（ＰＭＡ）、ポリエチレングリコールも使用可能である。
　本発明のアルギン酸塩およびリン酸アスコルビルマグネシウムの組み合わせにより、驚
くべきことに再水和工程中の特別な機械的安定性に加え、例えば取扱中、包装、貯蔵およ
び運搬中の機械的摩耗に関して優れた安定性をも有し、これによりほこりっぽくない活性
物質成形品を提供可能な成形品が得られる。
【００２４】
　本発明において使用されることが好ましいアルギン酸塩およびその他の足場形成剤は、
約１０３から約１０８、好ましくは約１０４から約１０７の平均モル質量を有するのが好
ましい。
　アルギン酸塩および選択的なその他の足場形成剤は、皮膚適合性かつ粘膜適合性であり
、外用される際にも、経口投与または経口的に投与される際にも、毒性、刺激作用、また
は他の不和性反応を有さない。これらは、薬理学的には全体として無害であり、したがっ
て場合により、本発明による化粧品用および医薬品用の外用、および経口または経口的な
使用に適している。
【００２５】
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　本発明の凍結乾燥成形品は、アルギン酸塩およびリン酸アスコルビルマグネシウムに加
えて場合により少なくとも一種類以上の活性物質をさらに含んでも良い。なお、本ケース
では、リン酸アスコルビルマグネシウムはそれ自体として化粧および医薬品効果をも有し
、さらに化粧品用活性物質として広く頻繁に利用される。しかしながら、本発明において
は、リン酸アスコルビルマグネシウムは、主に溶解工程中に成形品を安定化させるその特
殊な技術的作用のために用いられる。したがって、これはクレームされる発明内での意味
における活性物質として理解されるべきではない。 
【００２６】
　アルギン酸塩および選択的なその他の足場形成剤はまた、特定の治療効果を有しても良
い。したがって、足場形成剤であるアルギン酸ナトリウム（これが使用されることが好ま
しい）は、いくらかの抗ウイルス作用を有しており、上皮細胞再形成（re-epithelizatio
n）における一定の作用、ならびに皮膚のケアにおける抗酸化剤および保湿剤としての一
定の作用は、ヒアルロン酸によるものである。しかし、これらも、本発明の意味での活性
物質として理解されるべきではない。
　活性物質には、特に、外用、ならびに経口投与または経口的な用途に適している、化粧
品用または治療用または医薬品用の活性物質が含まれる。好ましくは、本発明にしたがっ
て使用される成形品には、少なくとも１種類の化粧品用および／または医薬品用の活性物
質が含まれる。したがって、本発明の凍結乾燥成形品は、化粧品または治療用の製品であ
ることが好ましい。 
【００２７】
　化粧品用の成形品または本発明の意味に含まれる化粧品用の活性物質を使用して生成さ
れた成形品は、これらが疾患、障害、身体の異常、または病気による不快感を緩和するか
あるいは取り除くために主に意図されない限りは、Ｇｅｒｍａｎ Ｆｏｏｄ ａｎｄ Ｆｅ
ｅｄ Ｃｏｄｅ（ＬＦＧＢ）の意味に含まれる実質的な生成物、すなわち、外見もしくは
体臭をきれいにする、整える、またはそれらに影響を与えるため、あるいは、嗅覚によっ
て印象を伝えるために、ヒトへの外用が意図される物質、あるいはそのような物質由来の
調製物である。この意味では、本発明にしたがって使用される化粧品用の成形品は、例え
ば、入浴剤、皮膚の洗浄およびクレンジング用の製品、皮膚のケア用製品、特に、顔面皮
膚のケア用製品、目の化粧品、唇のケア用製品、爪のケア用製品、足のケア用製品、毛髪
のケア用製品であり（特に、毛髪の洗浄用製品、ヘアーコンディショナー製品、毛髪を軟
化させるリンスなど）、太陽光線防護用の製品、日焼け用の製品、および美白化粧品、脱
色用の製品、防臭剤、抗ハイドロテック剤（antihydrotic）、脱毛剤、防虫剤など、ある
いはこのような製品の組み合わせである。
【００２８】
　化粧品用の、または場合によっては、例えば、皮膚科学的に治療上有効な物質の例は以
下のものがあり得る：抗にきび剤、抗菌剤、抗蒸散剤、収斂剤、防臭剤、脱毛剤、皮膚の
状態を整える製品、皮膚を滑らかにする製品、皮膚の水和状態を高める製品（例えば、グ
リセリンまたは尿素）、日焼け防止剤、角質溶解薬、フリーラジカル用のフリーラジカル
捕捉剤、抗脂漏症剤、フケ防止剤、防腐性のある活性物質、皮膚の老化の兆候を処置する
ための活性物質、ならびに／あるいは、皮膚の分化および／または増殖および／または色
素沈着を調節する薬剤、ビタミンＣ（アスコルビン酸）等のビタミン類、およびその誘導
体、例えば、グリコシド（例えば、アスコルビルグルコシドまたはアスコルビン酸のエス
テル、例えば、アスコルビルリン酸ナトリウムまたはリン酸アスコルビルマグネシウムま
たはパルミチン酸アスコルビルおよびステアリン酸アスコルビル、Ｌ－アスコルビン酸リ
ン酸エステル、Ｌ－アスコルビン酸リン酸エステルのアルカリ金属塩（例えば、ナトリウ
ム塩およびカリウム塩）；Ｌ－アスコルビン酸リン酸エステルのアルカリ土類金属塩（例
えば、マグネシウム塩およびカルシウム塩）；Ｌ－アスコルビン酸リン酸エステルの三価
の金属塩（例えば、アルミニウム塩）；Ｌ－アスコルビン酸硫酸エステルのアルカリ金属
塩（例えば、ナトリウム塩およびカリウム塩）；Ｌ－アスコルビン酸硫酸エステルのアル
カリ土類金属塩（例えば、マグネシウム塩およびカルシウム塩）；Ｌ－アスコルビン酸硫
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酸エステルの三価の金属塩（例えば、アルミニウム塩）；Ｌ－アスコルビン酸エステルの
アルカリ金属塩（例えば、ナトリウム塩およびカリウム塩）；Ｌ－アスコルビン酸エステ
ルのアルカリ土類金属塩（例えば、マグネシウム塩およびカルシウム塩）；ならびに、Ｌ
－アスコルビン酸エステルの三価の金属塩（例えば、アルミニウム塩））；α－ヒドロキ
シ酸、β－ヒドロキシ酸、α－ケト酸、β－ケト酸等の刺激性の副作用のある活性物質、
レチノイド（レチノール、レチナール、レチノイン酸等）、アントラリン（ジオキサント
ラノール）、アントラノイド類、過酸化物（特に。過酸化ベンゾイル、ミノキシジル、リ
チウム塩、代謝拮抗物質、ビタミンＤおよびその誘導体、カテキン、フラボノイド類、セ
ラミド類、ポリ不飽和脂肪酸、必須脂肪酸類（例えばγ－リノレン酸）、酵素類、補酵素
類、酵素阻害剤、水和剤、皮膚鎮痛剤（skin-soothing agents）、洗剤ないし発泡剤、お
よび無機ないし合成マット賦形剤、ないし顔料または着色剤などの化粧成分、およびファ
ンデーション用粒子、化粧製剤、その他の化粧美容製品および眼、唇および顔の着色製品
ならびに研磨製品。
【００２９】
　さらに、植物性物質の抽出物、またはそれから得られる抽出物あるいは個々の物質も挙
げることができる。一般に、植物性活性物質の抽出物は、通常は、以下からなる群から選
択される：固体の植物抽出物、液体の植物抽出物、親水性植物抽出物、親油性植物抽出物
、植物の個々の成分；およびフラボノイドやそのアグリコンのようなそれらの混合物：ル
チン、クエルセチン、ジオスミン、ヒペロシド、（ネオ）ヘスペリジン、ヘスペリチン、
イチョウ（例えばイチョウフラボングリコシド）、サンザシ抽出物（例えば、オリゴマプ
ロシアンジン）、ソバ（例えばルチン）、えんじゅ（例えばルチン）、樺の葉（例えば、
クエルセチングリコシド、ヒペロシドおよびルチン）、エルダーベリーの花（例えばルチ
ン）、ライムの花（例えば、クエルセチンおよびファルネソールを含むエッセンシャルオ
イル）、セイヨウオトギリソウ油（例えば、オリーブオイル抽出物）、キンセンカ、アル
ニカ、（例えば、エッセンシャルオイル入りの花の油抽出物、フラボノイド入りの極性抽
出物）、メリッサ（例えばフラボン、エッセンシャルオイル）、免疫刺激剤：ムラサキバ
レンギク（例えばアルコール抽出物、フレッシュ植物ジュース、圧搾ジュース）、エゾウ
コギ；アルカロイド：インドジャボク（例えばプラジュマリン）、ツルニチニチソウ（例
えばビンカミン）；その他の植物生薬：アロエ、トチノキ（例えば、アエシン）、ニンニ
ク（例えば、ニンニク油）、パイナップル（例えば、ブロメリン）、朝鮮人参（例えば、
ジンセノサイド）、ミルクシスル（Silybum marianum）の実（例えば、シリマリンに標準
化した抽出物）、ナギイカダ（Butcher's broom）の根（例えば、ラスコゲニン）、カノ
コソウ（例えば、バレポトリエート、Ｔｃｔ．ヴァレリアン（Tct． Valerianae））、カ
バカバ（Kava-Kava）（例えば、カバラクトン）、ホップ（例えば、ホップビター物質）
、パッシフローラ（passiflorae）抽出物、リンドウ（例えば、エタノール抽出物）、ア
ントラキノン含有薬物抽出物、例えば、アロイン含有アロエベラジュース、花粉抽出物、
藻類抽出物、甘草抽出物、ヤシ抽出物、ガルフィミア（galphimia）（例えば、母液）、
ヤドリギ（例えば、水－エタノール抽出物）、フィトステロール（例えば、β－シトステ
ロール）、モウズイカ（水－アルコール抽出物）、モウセンゴケ（例えば、リキュールワ
イン抽出物）、シーバックソーン（sea-buckthorn）の果実（例えば、これから抽出した
ジュースまたはシーバックソーンオイル）、ウスベニタチアオイの根、プリムローズ根抽
出物、以下から選択される新鮮な植物抽出物：ゼニアオイ、ヒレハリソウ、セイヨウキヅ
タ、つくし、ノコギリソウ、ヘラオオバコ（例えば、圧搾ジュース）、イラクサ、クサノ
オウ、パセリ；ノロレナロバタ（Norolaena lobata）、ミントマリーゴールド、テーオマ
ジーム（Teeoma siems）、苦瓜から選択される植物抽出物、ならびにアロエ抽出物。
　好ましい化粧用活性物質はグリセリン、尿素およびセラミドなどの天然および合成保湿
成分、肌保護製品、肌美白製品、ビタミン類、酸化防止剤、いわゆる老化防止剤、抗刺激
剤、日焼け止めなどである。
【００３０】
　概ね化粧品に使用される上記成形品とは対照的に、治療目的に使用される成形品（医薬
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品）は、少なくとも１種類の医薬品用または治療用の活性物質、特に皮膚化学的活性物質
を含む成形品であり、これは、「Ａｒｚｎｅｉｍｉｔｔｅｌｇｅｓｅｔｚ」（独国医薬品
法）の意味においては、病気、疾患、身体の損傷または病理的障害の治癒、軽減、または
予防が意図される。そのような薬剤または活性物質は、外用、ならびに経口投与または経
口的な用途のいずれについても意図される。
【００３１】
　外用のための活性物質は、特に、皮膚への作用を有し、経皮的活性物質でもある。これ
らには例えば、以下が含まれる：皮膚病の治療剤、外用鎮痛剤（例えば、デキストロプロ
ポクシフェン、ペンタゾシン、ぺチジン、ブプレノルフィン）；抗リューマチ剤／消炎剤
（ＮＳＡＲ）（例えば、インドメタシン、ジクロフェナック、ナプロキセン、ケトプロフ
ェン、イブプロフェン、フルルビプロフェン、サリチル酸およびその誘導体（例えば、ア
セチルサリチル酸オキシカム））；ステロイドホルモン（例えば、ベタメタゾン、デキサ
メタゾン、メチルプレドニソロン、エチニルエストラジオール、メドロエルゴタミン、ジ
ヒトロエルゴトキシン）；痛風治療薬（例えば、ベンズブロマロン、アロプリノール）；
以下を含む皮膚用外用剤：抗菌剤（例えば、銀コロイドまたは銀塩）、抗真菌薬、抗ウイ
ルス活性物質、抗炎症活性物質、止痒活性物質、麻酔活性物質（例えば、ベンゾカイン）
、コルチコイド、抗にきび薬、抗寄生虫活性物質；外用ホルモン；静脈治療剤；免疫抑制
剤など。これらは全て外用である。
　好ましい外用の治療剤は、鎮痛剤、例えば、免疫抑制剤、ホルモン、神経皮膚炎、アト
ピー性皮膚炎、ニキビ、酒さなどのような皮膚病治療薬、および抗ヘルペス剤である。
【００３２】
　経口投与または経口的な用途のための治療用活性物質は、以下のグループから選択する
ことができる：抗ヒスタミン剤、抗生物質、ペプチド薬、抗菌剤、気管支治療薬（bronch
ial therapeutics）（例えば、抗喘息薬、鎮咳薬、粘液溶解薬など）、抗糖尿病薬（例え
ば、グリベンクラミド）、ホルモン、ステロイドホルモン（例えば、デキサメタゾン）、
強心配糖体（例えば、ジギトキシン）、心臓と循環器の治療薬（例えば、β－遮断薬、不
整脈治療剤、抗高張液（antihypertonic）、カルシウム拮抗剤など）、向精神薬および抗
鬱剤（例えば、三環系抗鬱薬（ＮＳＭＲＩ）、セロトニン特異的再取り込み阻害剤（ＳＳ
ＲＩ）、ノルエピネフィリン再取り込み阻害剤（ＮＲＩ）、セロトニンおよびノルエピネ
フィリン再取り込み阻害剤（ＳＮＲＩ）、モノアミノオキシダーゼ阻害剤（ＭＡＯ阻害剤
）など）、神経弛緩薬、鎮痙剤、または抗癲癇薬、睡眠薬、鎮静剤、麻酔薬、消化管治療
薬、脂質低下薬、鎮痛剤（例えば、偏頭痛薬、パラセタモール、サリチル酸、およびその
誘導体（例えば、アセチルサリチル酸、ジクロフェナク、イブプロフェン、ケトプロフィ
ン、ナプロキセンなど））、消炎剤、血管拡張剤、利尿剤、痛風治療薬、細胞増殖抑制剤
、筋弛緩剤、植物抽出物、プロビタミン（例えば、β－カロテン）、ビタミン類（例えば
、ビタミンＣ、Ａ、Ｂ、Ｅなど）、ケイ酸、ミネラル、および微量元素（例えば、カリウ
ム、マグネシウム、カルシウム、セレニウム、ヨードなど）、栄養補助食品、ならびに保
健食品など。これらは全て経口投与用および経口的な用途用である。
　外用、ならびに経口投与または経口的な用途の両方に使用される特に好ましい医薬品用
の活性物質は、サリチル酸およびその誘導体、例えば、アセチルサリチル酸（ＡＳＳ）で
ある。
【００３３】
　好ましく用いられる活性物質は、特にアルギン酸塩およびリン酸アスコルビルマグネシ
ウムの水性混合物に特に良好に溶解する水溶性活性物質である。しかしながら、脂肪溶解
性活性物質を含んでも良い。これらはアルギン酸塩－リン酸アスコルビルマグネシウム混
合物に添加される前に脂肪成分の群から補助物質内に溶解され、ないし分散されるのが好
ましい。
【００３４】
　本発明にしたがって使用される成形品にはさらに、場合により１種類以上の補助物質が
含まれる。補助物質には以下が含まれる：鉱油等の脂肪物質（例えば、パラフィン油、ワ
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セリン油、シリコーン油）、植物性油（例えば、ココナッツ油、スイートアーモンド油、
アプリコット油、コーン油、ホホバ油、オリーブ油、アボカド油、ゴマ油、パーム油、ユ
ーカリ油、ローズマリー油、ラベンダー油、マツ油、タイム油、ミント油、カルダモン油
、橙花油、大豆油、ぬか油、米油、菜種油およびヒマシ油）、小麦の胚種油およびそれか
ら単離されたビタミンＥ、月見草油）、植物性のレシチン（例えば、大豆レシチン）、植
物性、動物性の脂または脂肪から単離されたスフィンゴ脂質／セラミド（例えば、獣脂）
、ラノリン、酪酸の油（butyric oil）、中性油、脂肪酸エステル、トリグリセリド等の
脂肪アルコールのエステル、ならびに、皮膚の温度に相当する融点を持つワックス（動物
性ワックス（例えば、蜜ロウ、カルナバワックス、およびキャンデリラワックス（candel
illa wax）、ミネラルワックス（例えば、微結晶性ワックス）、および合成のワックス（
例えば、ポリエチレンワックスまたはシリコンワックス））、ならびに美容目的に適して
いる全ての油（いわゆる、化粧品用の油）（例えば、ＣＦＴＡ 論文、題名 Ｃｏｓｍｅｔ
ｉｃ Ｉｎｇｒｅｄｉｅｎｔ Ｈａｎｄｂｏｏｋ，第１版，１９８８年，Ｔｈｅ Ｃｏｓｍ
ｅｔｉｃ，Ｔｏｉｌｅｔｒｙ ａｎｄ Ｆｒａｇｒａｎｃｅ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ，Ｉ
ｎｃ．，Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎに記載されているもの）、ｐＨ調整剤、緩衝物質、無機お
よび有機酸または塩基、上記の洗浄用界面活性剤に加えて界面活性剤（例えば、分散剤、
乳化剤など）、賦形剤、安定剤、共溶媒、医薬品用もしくは化粧品用に一般的に使用され
るかまたは他の着色剤および顔料（特に、成形品の色のデザインに主に使用され、人体へ
の投与および色のデザインには使用されないもの（例えば、活性物質のグループに列挙さ
れた装飾用の着色剤、保存剤、軟化剤、潤滑剤としての顔料および着色剤）。
　特に好ましい補助物質は、本発明において好ましいｐＨ値である４以上、好ましくは４
．５以上、より好ましくは５．０以上、またより好ましくは５．５以上、さらにより好ま
しくは６．０以上、特に好ましくは６．５以上に調節するｐＨ調整剤から選択され、好ま
しくは水酸化ナトリウム溶液である。
【００３５】
　リン酸アスコルビルマグネシウムおよびアルギン酸塩の組成物およびその他の選択的な
活性および補助物質がそれ自体としてすでに、本発明にしたがってｐＨ値が所望の７未満
である場合には、当然にｐＨ調整剤の添加の工程は省略される。
　その他の好ましい補助物質は、油脂のグループから、特に、例えば化粧品用の油のグル
ープから選択されるものである。この場合、スクアランが選択されるのが好ましい。驚く
べきことに、その疎水性にもかかわらず、スクアランによって成形品の溶解性が向上し、
これによって肌への外用が容易となる。これ以外に、スクアランはスキンケア効果をも有
するが、これは発明内での意味における活性物質ではない。脂肪成分および化粧品ないし
医薬品油から選択されるその他の好ましい補助物質は、自然油（トリグリセリド）および
ホホバ油である。
【００３６】
　一般的には、上記物質を、本発明の文脈での補助物質のカテゴリーへ分類することは、
該補助物質が特定の美容的効果および／または治療的効果を有することを妨げない。これ
は、上記好適に用いられる化粧品用油に特にあてはまる。
　特殊な二段階分解運動について重要であり、特に迅速かつ完全な残留物なく機械的影響
なしに本発明の成形品を溶解するのに重要なことは、組成物のｐＨ値である。本発明では
、これは４．０以上、好ましくは５．０以上、より好ましくは６．０以上であり、本発明
の成形品の１重量％水溶液または懸濁液が２０℃で４．０以上、好ましくは４．５以上、
より好ましくは５．０以上、またより好ましくは５．５以上、更により好ましくは６．０
以上、特に好ましくは６．５以上のｐＨ値を有するようにする。驚くべきことに、ｐＨ値
が高くなるほど、成形品が速く溶解することが判明した。
【００３７】
　本発明の成形品は、ヒトおよび動物において、外用の化粧品および医薬品、および経口
または経口的な使用に役立つ。本発明の成形品は、水もしくは１種類以上の活性物質およ
び１種類以上の補助物質を含む水溶液で湿らされるかまたは溶解されて、外用に使用され
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る。好ましくは、肌保湿効果のあるアルコール（例えば、グリセリン、ブチレングリコー
ル、またはペンチレングリコール）をさらに含む水溶液、ならびに、低粘性（５０ｍＰａ
ｓ未満）で、油を含まないか油の含有量が少ない（水溶液の全組成に対して１０重量％未
満の）水溶液が主として使用される。さらに、特に、カルシウムイオンおよび／またはマ
グネシウムイオン等のアルカリ土類イオンを含まない（水溶液の全組成に対して１重量％
未満のカルシウムおよび／またはマグネシウムイオンが含まれる）活性剤溶液、ならびに
、約４．０から８．０の間のｐＨ値を有している活性剤溶液が好ましい。
【００３８】
　成形品は上方から液体ないし活性剤溶液の０．７５から５．０ｍｌの表面上にまたは溶
液中に配されるのが好ましい。投与中の液体量は、所望のゲル粘度に応じて選択可能であ
る。球体の重さのおよそ１０から１００倍であるのが便宜である。約５０ｍｇの重量を有
する成形品について、水和溶液の体積は、少なくとも０．７５ｍｌとされるべきである。
その外形幾何学形状を維持しつつ、成形品はこの場合に活性剤溶液中に完全に浸潤され、
均質な溶液ないしゲル中に数秒以内に完全に分解する。この分解工程は、攪拌、摩擦、押
しつぶし、またはもむ等の外的な機械的影響なしに起こる。分解は３０秒以内、好ましく
は２０秒以内、より好ましくは１０秒以内に起こる。特に好ましい実施形態では、この特
別な水和および分解工程は５秒以内に起こる。
【００３９】
　入浴剤としての用途に適している水量での本発明の成形品の溶液も、本発明によれば、
外用に含まれる。好ましくは、しかしながら、投与は成形品が、少量のおよそ０．５ｍｌ
～５．０ｍｌの水と、特に上述の組成を有する活性物質および／または補助物質の溶液（
いわゆる活性剤溶液）によって、皮膚もしくは毛髪上で直接、または適切な容器の中で、
均質かつ均一な残留物のない溶液またはゲルを形成しつつ湿らされて溶解し、その後溶解
した形態で皮膚ないし毛髪に塗布されるように行われることが好ましい。
【００４０】
　本発明はまた、一体の空間的配置（アプリケーションパッケージ、セット、パーツキッ
トなど）での、本発明にしたがって使用される少なくとも１種類の成形品、ならびに１種
類以上の活性物質および／または少なくとも１種類以上の補助物質を含む少なくとも１種
類の水性活性剤溶液との組み合わせに関する。活性物質の溶液は、例えば、生産プロセス
（例えば、精油、香料などの特定の成分）により、凍結乾燥による成形品の中に導入され
るべきではないか、または導入することができない揮発性が高い活性物質および／または
補助物質の溶液であり得る。皮膚への外用に関して特に所望され、好ましい保湿効果があ
り、この保湿効果が原因であるか、もしくは吸湿傾向が原因で、その安定性が影響されう
ることから本発明の凍結乾燥成形品に取り込ませることができない活性物質および／また
は補助物質もまた含有可能である。加えて、より効果の高いアスコルビン酸（ビタミンＣ
）を生成される溶液ないしゲル中に放出するような活性および補助物質を、再水和後のリ
ン酸アスコルビルマグネシウムから化学変換ないしその他の活性化作用（例えばｐＨシフ
ト）によって活性剤溶液に添加し、これによりリン酸アスコルビルマグネシウムが水和運
動に影響する安定化作用に加えて活性物質前駆体機能をも果たすようにすることも可能で
ある。
【００４１】
　一方では、本発明の成形品と、他方では、活性物質の溶液とのパーツキットの組み合わ
せの構成により、これらの２種類の成分は、パーツキット構成から別々に取り出すことが
でき、さらに使用するためにその外側で混合され、溶解されることを可能にする。しかし
、２種類の成分の混合が、パーツキットのパッケージング自体の中で行われてもよく、ま
たその後、溶解した成分が、さらなる化粧品または医薬品としての外用、経口および／ま
たは経口的な使用のためにそこから直接供給されてもよい。これは、エンドユーザがこれ
を直接行うことができることが好ましい。
【００４２】
　本発明の成形品は、いずれも凍結乾燥成形品の全重量に対して、好ましくは５重量％以
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上、より好ましくは１０重量％以上、更により好ましくは２０重量％以上、特に好ましく
は２５重量％以上のリン酸アスコルビルマグネシウムを含む。
　さらに、本発明の成形品は、いずれも凍結乾燥成形品の全重量に対して、好ましくは５
重量％以上、より好ましくは１０重量％以上、更により好ましくは２０重量％以上、特に
好ましくは２５重量％以上のアルギン酸塩、特にアルギン酸ナトリウムを含む。
【００４３】
　本発明によれば、アルギン酸塩に対するリン酸アスコルビルマグネシウムの量的比率は
、好ましくは０．１：１から５：１であり、より好ましくは０．２：１から３：１であり
、より好ましくは０．５：１から２：１である。
　さらに、成形品は、最大約８０重量％の１種類以上の活性物質、より好ましくは最大４
０重量％、更により好ましくは最大２５重量％の１種類以上の活性物質を含んでも良い。
　ビタミン群からの活性物質、例えば具体的に、アスコルビン酸（ビタミンＣ）およびそ
の誘導体、ならびに／またはサリチル酸およびその誘導体（例えば、アセチルサリチル酸
（ＡＳＳ）およびその誘導体）が特に好ましい。
【００４４】
　さらに、成形品は、最大約８０重量％の１種類以上の補助物質、好ましくは最大２５重
量％、より好ましくは最大２０重量％の１種類以上の補助物質を含んでも良い。
　好ましい補助物質は、例えば水酸化ナトリウム水溶液等のｐＨ調節剤、スクアラン、ホ
ホバ油ないし天然油などの化粧品用油（cosmetic oils）、色顔料ないし不活性賦形剤な
どである。
　場合により、成形品にはまた残留水も含まれる。しかし、凍結乾燥成形品はその成分と
その極めて迅速に溶解可能な性質のため極めて湿気に敏感であることから、水含有量は可
能な限り低く保たれなければならない。この場合、水含有量は、最大１０重量％である。
水含有量は、凍結乾燥による成形品の生成後、保存中に変化する可能性がある。一般に、
これは高くなる。好ましくは、製造後の成形品の水含有量は最大１０重量％であり、好ま
しくは５重量％未満であり、より好ましくは１重量％未満である。
【００４５】
　特に好ましい成形品には：
２０重量％以上のリン酸アスコルビルマグネシウム、
２０重量％以上のアルギン酸塩、好ましくはアルギン酸ナトリウム、特に低粘度でカルシ
ウムを含まないアルギン酸ナトリウムであって、その１重量％水溶液または水懸濁液（２
０℃で９９ｍｌの水に１ｇ、ｐＨ６～８）が、２０００未満の粘度、好ましくは１０００
未満、特に好ましくは１００ｍＰａｓの粘度を有するもの、
５０重量％以下の一種類以上の活性物質、
最大６０重量％の１種類以上の補助物質、例えば、特に、化粧品用の油脂、特にトリグリ
セリド、または水酸化ナトリウム溶液などの無機塩基などのｐＨ調整剤、および
最大１０重量％、好ましくは最大５重量％、より好ましくは１重量％未満の水が含まれる
。
　この場合の条件は、液体添加後の成形品が、その物理的形状を維持しつつ完全に浸潤さ
れ、その後３０秒以内、好ましくは２０秒以内、より好ましくは１０秒以内、更に好まし
くは５秒以内に機械的影響無しに完全に分解すること、およびその１重量％水溶液ないし
水懸濁液が２０℃で４以上、好ましくは４．５以上、より好ましくは５．５以上、さらに
より好ましくは６．５以上のｐＨ値を有することである。
【００４６】
　好ましくは、例えば上記のリン酸アスコルビルマグネシウムとアルギン酸塩とを含有す
る組成物の成形品のような本発明の成形品は：
・成形品の１重量％の水溶液または水性懸濁液中２０℃でｐＨ値が４．５以上、より好ま
しくは５．５以上、さらにより好ましくは６．５以上であり、
・密度が０．００５ｇ／ｃｍ3から０．８ｇ／ｃｍ3、好ましくは０．０１ｇ／ｃｍ3から
０．８ｇ／ｃｍ3であり、
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・体積が０．１ｃｍ３から６ｃｍ３、好ましくは０．６ｃｍ３から６ｃｍ３であり、
・直径が少なくとも６ｍｍ（成形品の２点間の最大距離）であり、および／または
・好ましくは、球状の立体構造を有し、特に好ましくは球形である。
【００４７】
　本発明の成形品は、含有物が成形品全体に均一に分布するという意味で成分の均質な分
布を有する多孔性の成形品を構成する。
　例えば、上記の成形品のような本発明の成形品は：
・少なくとも７０重量％の水、
・少なくとも５重量％の多価アルコール、
・特に、化粧品用の活性物質のグループから選択される活性物質のような、最大１０重量
％の１種類以上の活性物質、
・特に、カプリル酸／カプリン酸トリグリセリド等の化粧品用の油のグループから選択さ
れる補助物質等の、最大２０重量％の１種類以上の補助物質を含み、５～７のｐＨ値と、
さらには、特に１重量％未満の、カルシウムおよび／またはマグネシウムイオン等のアル
カリ土類イオンの含有量を有している、水性液体／活性剤溶液で溶解させられることが好
ましい。
【００４８】
　本発明で用いられる成形品の溶解速度は、水の表面上に配して測定したとき直径１１ｍ
ｍ、重量５０ｍｇの成形品について測定して３０秒以下、好ましくは２０秒以下、より好
ましく１０秒以下、さらにより好ましくは５秒以下である。成形品に対する水の重量割合
は、この場合およそ５：１から１００：１である。このような本発明の成形品は、５秒経
過後は認識できる水和されない核なしに完全に水和される。
【００４９】
　本発明の成形品は以下の工程を含む方法によって得られる：
（a）リン酸アスコルビルマグネシウムおよびアルギン酸塩、並びに、場合により一種類
以上の活性物質および／または補助物質の水懸濁液または水溶液を調製し、
（b）場合により、水溶液または水性懸濁液のｐＨ値を４より大きく、好ましくは４．５
より大きく、より好ましくは５．５より大きく、特に好ましくは６．５より大きく調整し
、
（c）混合物を型に注ぎ、
（d） 型の中の混合物を凍結させ、
（e）凍結させた混合物を凍結乾燥させつつ、成形品を形成する。
　場合により、他の工程を、これらの工程の間で行うことができる。具体的には、工程（
d）の後に、型から凍結させた成形品を取り出してもよい。さらに、凍結した成形品の表
面を機械加工によって後加工してもよい。
【００５０】
　この製造工程は、最初にアルギン酸塩の水溶液を生成し、その後リン酸アスコルビルマ
グネシウムをその中に分散・溶解することによって行われるのが便宜である。その後、活
性物質および場合により一種類以上の補助物質が添加されて混合される。場合により、全
ての構成成分を混合した後、所望のｐＨ値が、４以上、好ましくは４．５以上、より好ま
しくは５．０以上、またより好ましくは５．５以上、特に好ましくは６．０以上、さらに
は６．５以上になるように、場合によりｐＨ調整剤のグループから選択される補助物質を
添加することによって調整される。ｐＨ値は、無機塩基、好ましくは水酸化ナトリウム溶
液を添加することによって調整されるのが好ましい。
【００５１】
　担体材料であるアルギン酸塩およびリン酸アスコルビルマグネシウムなど、並びに場合
により別の活性物質および補助物質のような、溶液または懸濁液中に含まれる固体の量は
、得られる成形品の密度（成形品の幾何学的形態の体積に対する成形品の重量）に重要な
影響を与える。今度は、密度が、成形品の多孔性についての重要な量であり、したがって
、水、または活性物質および／もしくは補助物質の溶液で湿らされた場合の成形品の溶解
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速度についての重要な量である。多孔性材料の大きな表面積により、水相と固体の成形品
との間での密接な交換が再水和プロセス中に起こり得ることから、凍結乾燥成形品の多孔
性の構造は、即時溶解性にとって不可欠な条件である。溶液中での活性物質の濃度、足場
形成剤の濃度、ならびに状況によっては補助物質の濃度が高いほど密度は高くなり、それ
により、成形品の多孔度は下がり、逆もまた同様である。しかし、成形品の多孔度は、材
料の密度だけによるものではない。むしろ、物質の多孔性は、実質的には、材料の密度と
氷晶の大きさの２つのパラメータの関数である。水性懸濁液中での高い固体含有量は、凍
結乾燥された最終的な生成物中での材料の密度を増大させ、再水和剤／固体間の接触表面
を小さくする。凍結勾配が大きいと小さい氷晶を生じ、これは、大きな物質内表面をもた
らし、次いで再水和を促進する。したがって、材料密度が低いことと氷晶が小さいことが
、凍結乾燥成形品を迅速に湿潤し溶解し、必要とされるある程度の安定性を確保しつつ、
本発明の特殊な二段階溶解運動を得るのに有利である。
　したがって、純粋な”溶解度”以外に、アルギン酸塩などの重合体系の担体物質を用い
る場合には、”膨潤性能”、すなわち成形品の機械的安定性もこの場合、極めて重要な役
割を演じる。材料膨潤が速すぎると、成形品がその物理的一体性をあまりにも速く失って
崩壊し、多くの場合、まだ膨脹していないより低い含水量を有する”内部”領域を形成し
ている間に、湿気が加えられて、成形品はいわば溶融する。このようにして得られる溶液
ないしゲルは不均質であり、成分が不規則に分布する不規則な組成を有する。
　しかしながら、材料内の安定化反応が大きすぎる場合、水が加えられる間に材料が膨脹
するが、機械的に撹拌したり、こすったり、押しつぶしたりもんだりするなどの機械的ス
トレスを加えただけで分解する。したがって、組成物を処方と特定の範囲の量割合とに慎
重に調整することが、一方では膨潤中の重量増大、および他方ではその後の迅速な水和を
補償する十分な機械的強度を得るために必要となる。
【００５２】
　それぞれ、多孔性の密度／程度と溶解速度に関して、本発明の処方の決定と成形品の生
成とは、リン酸アスコルビルマグネシウムとアルギン酸塩の適切な量の割合を選択するこ
とを除き、それを用いて得られる成形品の密度が約０．０１ｇ／ｃｍ3から０．８ｇ／ｃ
ｍ3、好ましくは約０．０１５ｇ／ｃｍ3から０．５ｇ／ｃｍ3、好ましくは約０．０２ｇ
／ｃｍ3から０．２ｇ／ｃｍ3となるように構成される。本明細書中で使用される密度との
用語は、組成物の外側の幾何学的形状の体積に対する成形品の重量を示す。
　個々の成形品の重量は、当然、それらの大きさに依存する。一般的には、個々の成形品
の重量は、約１０ｍｇから２００ｍｇ、好ましくは２０ｍｇから１００ｍｇである。例え
ば、１１ｍｍの直径を有している球は、好ましくは２０ｍｇから８０ｍｇ、より好ましく
は３０ｍｇから６０ｍｇまでの範囲の重量を有する。その他の好ましい範囲は、他の直径
の球について対応して計算される。
【００５３】
　加えて、特に、球形等の球状の立体配置は、さらに、特に成形品が全ての側面から少な
くとも－２０℃未満で同時に凍結される凍結構造と組み合わせた場合に成形品の乾燥に極
めて有利な効果を有する。球形の有利な表面積／体積比により、生成物全体の昇華があら
ゆる側面に対称に向かい、小さい距離となるように向けられ、これは昇華の際の蒸気の移
動を促進することにもなる。例えば、冷風を吹き付けることによって型の中で凍結させる
この方法は、融解しない水の割合を最小限にまでさらに減らし、結果として、その後で乾
燥をより高温で行うことができ、これは次いで、凍結乾燥プロセスのコストを大幅に下げ
る。
【００５４】
　この凍結乾燥に付される溶液の製造工程は、最初にアルギン酸塩の水溶液を生成し、そ
の後リン酸アスコルビルマグネシウムを添加することによって行われるのが好ましい。そ
の後、場合により成分となるその他の活性および／または補助物質が添加される。油溶性
の活性物質が使用される場合は、これらは、補助物質として場合により使用される油（特
に、スクワレン、ホホバ油、およびトリグリセリド）で溶解されることが好ましく、その
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後、アルギン酸塩－リン酸アスコルビルマグネシウム混合物溶液に添加される。この生成
方法は、安定した溶液または懸濁液が短時間に形成される点で有効である。乳化剤または
界面活性剤（例えば、洗浄用界面活性剤）は必要なく、油溶性もしくは油性の補助物質ま
たは活性物質が使用される場合には、処理の際に溶液または懸濁液の相分離は起こらない
。
　しかし、水溶性の活性物質が使用されることが好ましい。
【００５５】
　このようにして生成される溶液または懸濁液は、それぞれ水懸濁液または水溶液の全組
成物に対して以下の組成を有する。
０．２５～１０重量％のリン酸アスコルビルマグネシウム、
０．５～５重量％のアルギン酸塩、
０～２０重量％の一種類以上の活性物質、および
０～２５重量%の一種類以上の補助物質。
　この溶液または懸濁液は、次いで、成形品に対応する所望の幾何学的形状の空洞を有し
ている型に注がれる。型は、ゴム、シリコーンゴム、加硫ゴム（ゴム）製などが好ましい
。ゴム製の型が好ましい。型材は、場合によりコーティングされてもよい。その中に溶液
が注ぎ込まれる成形品の空洞は、一般的には、所望の成形品の形状を有している。すなわ
ち、空洞の体積は、後に得られる成形品の体積に実質的に相当する。
【００５６】
　空洞の中に充填される溶液または懸濁液の容積は、凍結させると増える（水と氷の密度
の差）ので、空洞は、通常は完全には充填されない。このようにして、完全に対称な成形
品が得られる。例えば、これは、低温不活性な溶液（例えば、液体窒素）中へ滴下する方
法によっては不可能である。なぜなら、この場合は、非対称な温度分布が起こり、結果と
して、規則的な形態からの多少の狂いが毎回生じるからである。しかし、このような不規
則な形状の成形品は、化粧品用の最終生成物の分野では特に望ましくない。一般に、これ
は、滴下法によって生成された成形品は、本発明で使用されるような方法には必要のない
機械的な後処理を要することを意味する。滴下法によって生成された成形品の場合には、
この方法ではかなりの凹凸が外面上に生じ、これは大きな成形品の場合にはより顕著にな
るので、そのような後処理が成形品の体積が大きくなるに伴いさらに必要となる。
【００５７】
　溶液が型の空洞に充填された後、溶液または懸濁液は凍結させられる。溶液の冷却また
は凍結は、任意の方法で、例えば、冷風を吹き付けること、冷たい食塩水が流れているプ
レート上に置くことによって冷却することによって、または液体ガスの中に型を浸すこと
（例えば、液体窒素の中に浸すこと）によっても行うことができる。このプロセスの冷却
速度は、形成される氷晶の大きさに影響を与える。これは次いで、形成される成形品の孔
の大きさの分布に影響を与える。小さい結晶がほとんど形成されない場合には、成形品に
は大きな孔はほとんどない。多くの小さい結晶が形成される場合には、成形品は多くの小
さい孔を有する。溶液または懸濁液の冷却速度が速いほど、結晶は小さくなる。先に説明
されたように、成形品が少なくとも－２０℃未満であらゆる角度から同時に凍結される凍
結形状が好ましい。
【００５８】
　必要な凍結温度は、特に、溶液または懸濁液の中に含まれる活性物質または補助物質の
凝固点を下げる作用の大きさの程度に依存する。温度は、水の凝固点よりも低く液体窒素
の温度（－１９６℃）までの間であるのが便宜である。好ましくは、凍結温度は、約－１
０℃から－８０℃、好ましくは－２０℃から－５０℃である。溶液または懸濁液が凍結さ
れた後、成形品が型から取り出され、必要に応じて後処理が行われる。後処理は、機械的
に、例えば、表面処理（研磨、粗化）によって行うことができる。その後、成形品は凍結
乾燥プロセスに供される。
　凍結乾燥は、それ自体公知の方法で、例えば、独国特許第４３２８３２９Ｃ２号明細書
、独国特許第４０２８６２２Ｃ２号明細書、または独国特許出願公開第１０３５０６５４
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Ａ１号明細書にも記載されているような一般的に知られている凍結乾燥プロセスにしたが
って行うことができる。
【００５９】
　本発明には具体的に、以下の好ましい実施形態が含まれる：
１．リン酸アスコルビルマグネシウムおよびアルギン酸塩、並びに場合により一種類以上
の活性物質および／または補助物質を含有する凍結乾燥成形品。
２．実施形態１に記載の凍結乾燥成形品であって、アルギン酸塩はアルギン酸ナトリウム
である凍結乾燥成形品。
３．実施形態１から２のいずれかに記載の凍結乾燥成形品において、活性物質として、少
なくとも１種類が、ビタミン類およびその誘導体のグループから、好ましくは、ビタミン
Ｃおよびその誘導体のグループから選択される凍結乾燥成形品。
４．実施形態１から３のいずれかに記載の凍結乾燥成形品において、補助物質として、少
なくとも１種類が化粧品および／または医薬品用油のグループから選択される凍結乾燥成
形品。
【００６０】
５．実施形態４に記載の凍結乾燥成形品において、油のグループからトリグリセリド、ホ
ホバ油および／またはスクアランが選択される凍結乾燥成形品。
６．以下の工程を含む、実施形態１から５のいずれかに記載の凍結乾燥成形品の生成方法
：
a．リン酸アスコルビルマグネシウムおよびアルギン酸塩、並びに、選択的に一つ以上の
活性物質および／または補助物質の水懸濁液または水溶液を調製し、
b．場合により、前記水溶液または水性懸濁液のｐＨ値を４よりも大きく調整し、
c．混合物を型に注ぎ、
d．型の中の混合物を凍結させ、
e．凍結させた混合物を凍結乾燥させつつ、成形品を形成する。
７．実施形態６に記載の方法であって、工程（a）の前記水懸濁液または水溶液が、前記
水懸濁液または水溶液の全組成物に対して、以下を含むもの。
０．２５～１０重量％のリン酸アスコルビルマグネシウム、
０．５～５重量％のアルギン酸塩、好ましくはアルギン酸ナトリウム、
０～２０重量％の一種類以上の活性物質、および
０～２５重量%の一種類以上の補助物質。
８．実施形態６から７のいずれかに記載の方法であって、ｐＨ値は、工程（b）において
、無機塩基、好ましくは水酸化ナトリウム溶液を添加することによって調整される方法。
【００６１】
９．実施形態６から８のいずれかに記載の方法において、工程（d）による凍結された混
合物が、工程（e）の凍結乾燥の前に型から取り出される方法。
１０．実施形態６から９のいずれかに記載の方法によって得られる凍結乾燥成形品。
１１．実施形態１から５および１０のいずれかに記載の凍結乾燥成形品において、その１
重量％の水溶液または水性懸濁液が、２０℃でｐＨ値が４．０以上、より好ましくは５．
０以上、更により好ましくは６．０以上である凍結乾燥成形品。
１２．実施形態１から５および１０から１１のいずれかに記載の凍結乾燥成形品において
、液体が添加されると３０秒以内、好ましくは２０秒以内、より好ましくは１０秒以内、
更により好ましくは５秒以内に完全に分解される凍結乾燥成形品。
【００６２】
１３．実施形態１から５および１０から１２のいずれかに記載の凍結乾燥成形品において
、成形品が湿潤液に当接すると、その製品の物理的形状を維持しつつ湿潤液を吸収し、そ
の後その物理的形状を失いつつ完全に分解する二段階水和運動によって特徴付けられる凍
結乾燥成形品。
１４．実施形態１３に記載の凍結乾燥成形品において、成形品が、湿潤液の成形品に対す
る重量比が５:１から１００:１の湿潤液に当接すると、その製品の物理的形状を維持しつ
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つ湿潤液を吸収し、その後その物理的形状を失いつつ完全に分解する凍結乾燥成形品。
１５．実施形態１から５および１０から１４のいずれかに記載の凍結乾燥成形品において
、リン酸アスコルビルマグネシウムのアルギン酸塩に対する重量比は０．１:１から５:１
である凍結乾燥成形品。
１６．実施形態１から５および１０から１５のいずれかに記載の凍結乾燥成形品において
、０．１ｃｍ3から６ｃｍ3の体積、０．０１ｇ／ｃｍ3から０．８ｇ／ｃｍ3の密度、およ
び／または少なくとも６ｍｍの直径を有する球の幾何学的形状を有する凍結乾燥成形品。
【００６３】
１７．実施形態１から５または実施形態１０から１６のいずれかに記載の凍結乾燥成形品
の化粧品としての用法。
１８．実施形態１から５または実施形態１０から１６のいずれかに記載の凍結乾燥成形品
の医薬品としての用法。
１９．実施形態１７または実施形態１８に記載の用法において、投与が皮膚ないし毛髪へ
の外用によって行われる用法。
２０．実施形態１７から１９のいずれかに記載の用法において、凍結乾燥成形品が水、ま
たは１種類以上の活性物質および／または場合により補助物質の水溶液で湿らされ、３０
秒以内に、好ましくは２０秒以内に、より好ましくは１０秒以内に、さらにより好ましく
は５秒以内に機械的影響なく分解し、その後溶解された形態で皮膚または毛髪に塗布され
る用法。
【００６４】
２１．実施形態２０に記載の用法において、投与が以下の二段階で行われる用法：
a．成形品が当該工程中でその形状を維持しつつ供給された液体に完全に浸潤され、
b．その後、その物理的形状を失いつつ分解する。
２２．実施形態１から５または実施形態１０から１６のいずれかに記載の凍結乾燥成形品
の用法において、活性物質の経口投与または経口的な用途のためである用法。
２３．実施形態１から５または実施形態１０から１６のいずれかに記載の少なくとも１種
類の凍結乾燥成形品、ならびに、１種類以上の活性物質および／または場合により１種類
以上の補助物質を含む少なくとも１つの水溶液を、一体の空間的配置の中に含むパーツキ
ットの組み合わせ。
２４．実施形態２３に記載のパーツキットの組み合わせの化粧品としての用法。
２５．実施形態２３に記載のパーツキットの組み合わせの治療薬としての用法。
２６．実施形態１５から２２および実施形態２４から２５のいずれかに記載の用法におい
て、エンドユーザによって直接行われる用法。
２７．アルギン酸塩に基づく凍結乾燥成形品の溶解挙動を変更するためのリン酸アスコル
ビルマグネシウムの用法。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】比較例の構造を示す写真である。水性レシーバが時計皿上に載置される。
【図２】どのように試料１（本発明の成形品）が１秒内に水に完全に浸潤されるかを示す
写真である。
【図３】およそ４秒後に、試料１が構造的一体性を失い、認識できる非水和領域なしに完
全に水和されたゲルに分解することを示す写真である。
【図４】リン酸アスコルビルマグネシウム（ＭＡＰ）の代わりにビタミンＣを用いた比較
試料２が、その後の工程で完全には浸潤されず、１３秒後においても上部に白く、水和さ
れない成形品領域を有することを示す写真である。
【図５】リン酸アスコルビルマグネシウム（ＭＡＰ）の代わりにビタミンＣを用いた比較
試料２が、その後の工程で完全には浸潤されず、１３秒後においても上部に白く、水和さ
れない成形品領域を有することを示す写真である。
【図６】リン酸アスコルビルマグネシウム（ＭＡＰ）の代わりにビタミンＣを用いた比較
試料２が、その後の工程で完全には浸潤されず、１３秒後においても上部に白く、水和さ
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れない成形品領域を有することを示す写真である。
【発明を実施するための形態】
【００６６】
　本発明は以下の実施例によってさらに詳細に説明される。
【実施例】
【００６７】
　実施例１
　アルギン酸ナトリウム－リン酸アスコルビルマグネシウム球体、直径９ｍｍ
　２０ｇのアルギン酸ナトリウムを、攪拌しながら９６０ｇの水に添加し、均質になるよ
うに混合する。その後、２０ｇのリン酸アスコルビルマグネシウムを攪拌しながら添加し
、ｐＨ６．０～８．５のｐＨ値を有する混合物を、処理中、１５～２５℃の温度で維持す
る。均質な（脱気した）混合物を型に注ぎ、風を吹きつけて凍結させ、型から取り出し、
その後、それ自体として公知の方法で凍結乾燥させる。
　凍結乾燥成形品には以下が含まれる：
５０重量％のアルギン酸ナトリウム
５０重量％以上のリン酸アスコルビルマグネシウム。
【００６８】
　実施例２
　アルギン酸ナトリウム－リン酸アスコルビルマグネシウム球体、直径１１ｍｍ
　３０ｇのアルギン酸ナトリウムを、攪拌しながら９５５ｇの水に添加し、均質になるよ
うに混合する。その後、１５ｇのリン酸アスコルビルマグネシウムを攪拌しながら添加し
、ｐＨ６～８．５のｐＨ値を有する混合物を、処理中、１５～２５℃の温度で維持する。
均質な（脱気した）混合物を型に注ぎ、風を吹きつけて凍結させ、型から取り出し、その
後、それ自体として公知の方法で凍結乾燥させる。
　凍結乾燥成形品には以下が含まれる：
６６．６重量％のアルギン酸ナトリウム
３３．３重量％以上のリン酸アスコルビルマグネシウム。
【００６９】
　実施例３
　アルギン酸ナトリウム－リン酸アスコルビルマグネシウム球体、直径１３ｍｍ
　２０ｇのアルギン酸塩を、攪拌しながら９２０ｇの水に添加し、均質になるように混合
する。その後、２０ｇのリン酸アスコルビルマグネシウムを攪拌しながら添加し、ｐＨ６
．０～８．５のｐＨ値を有する混合物を、処理中、１５～２５℃の温度で維持する。その
後、４０ｇのカプリル／カプリン酸トリグリセリドが均質に混合され、その後均質な（脱
気した）混合物を型に注ぎ、風を吹きつけて凍結させ、型から取り出し、その後、それ自
体として公知の方法で凍結乾燥させる。
　凍結乾燥成形品には以下が含まれる：
２５重量％のアルギン酸ナトリウム
２５重量％以上のリン酸アスコルビルマグネシウム、
５０重量％のトリグリセリド。
【００７０】
　実施例４
　アルギン酸ナトリウム－リン酸アスコルビルマグネシウム球体、直径１５ｍｍ
　２０ｇのアルギン酸ナトリウムを、攪拌しながら９１０ｇの水に添加し、均質になるよ
うに混合する。その後、２０ｇのリン酸アスコルビルマグネシウムを攪拌しながら添加し
、ｐＨ６．０～８．５のｐＨ値を有する混合物を、処理中、１５～２５℃の温度で維持す
る。その後、４０ｇのトリグリセリドと１０ｇの活性物質（例えば緑茶抽出物）が均質に
混合され、その後均質な（脱気した）混合物を型に注ぎ、風を吹きつけて凍結させ、型か
ら取り出し、その後、それ自体として公知の方法で凍結乾燥させる。
　凍結乾燥成形品には以下が含まれる：
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２２重量％のアルギン酸ナトリウム
２２重量％のリン酸アスコルビルマグネシウム。
４４重量％のトリグリセリド
１１重量%の活性物質（例えば緑茶抽出物）。
【００７１】
　比較例１:
　処方の作用としての溶解運動
　レシーバ（Receiver）：１ｍｌの逆浸透水、それぞれ略２０℃
　球径：１１ｍｍ
　試料１：実施例３に記載の本発明にかかる凍結乾燥成形品。
　試料２：参考試料；リン酸アスコルビルマグネシウムをアスコルビン酸（ビタミンＣ）
と置き換えて実施例３と同様に製造された凍結乾燥成形品。 
【００７２】
　図１は、比較例の構造を示す。水性レシーバが時計皿上に載置される。
　図２はどのように試料１（本発明の成形品）が１秒内に水に完全に浸潤されるかを示す
。
　図３は、およそ４秒後に、試料１が構造的一体性を失い、認識できる非水和領域なしに
完全に水和されたゲルに分解することを示す。
　図４から図６は、リン酸アスコルビルマグネシウム（ＭＡＰ）の代わりにビタミンＣを
用いた比較試料２が、その後の工程で完全には浸潤されず、１３秒後においても上部に白
く、水和されない成形品領域を有することを示す。
　ここに示される溶解挙動は、原理的には球体の直径とは独立であり、基本的に実施例３
によって生成される１１ｍｍの直径を有する成形品には限られず、本発明の意味において
異なる組成および異なる直径ないし幾何学形状を有する全ての成形品について同じように
観察されうる。 
【００７３】
　比較例２：
　比較例１に記載のテスト条件と同様に、実施例３と、リン酸アスコルビルマグネシウム
をアスコルビン酸（ビタミンＣ）ないしアスコルビルグルコシドと置換した実施例３と同
様に生成された凍結乾燥成形品の形態での比較試料とが本発明の組成物の溶解速度および
溶解挙動について追加的に比較された。結果は表１に示される。これによれば、リン酸ア
スコルビルマグネシウムをその他のビタミンＣ成分に置換することによっては、二段階運
動によって特徴付けられる特に迅速な溶解挙動は現れないことがわかる。むしろ、ビタミ
ンＣ試料、アスコルビルグルコシド試料の双方は、著しく劣った溶解挙動を示すことがわ
かった。成形品の分解は、機械的影響なしに行いえず、したがって、二段階分解運動も観
察されなかった。
【００７４】
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【外国語明細書】
FREEZE-DRIED MOLDED ARTICLE CONTAINING MAGNESIUM ASCORBYL PHOSPHATE
 
DESCRIPTION
 
    The invention relates to freeze-dried molded articles containing magnesium a
scorbyl phosphate and alginate as well as optionally one or more active substanc
es and/or auxiliary substances. Furthermore, the invention relates to methods fo
r manufacturing these freeze-dried molded articles, the combination of such free
ze-dried molded articles in kit-of-parts arrangements together with aqueous solu
tions, as well as the use of the freeze-dried molded articles and the kit-of-par
ts combinations for pharmaceutical and cosmetic application.
    In the pharmaceutical and cosmetic application and administration of active 
ingredients and care substances or other active substances, the selection of pro
vision of the suitable form of administration, in particular, plays a central ro
le for the application of the active and/or care substances. Factors such as, e.
g. reproducible and effective contents of active substances, a high degree of sa
fety in storage and application, good and reproducible availability of the activ
e substances after application are factors that must in this case be taken into 
account; optionally, a stabilization against degradation or decomposition of the
 active substances contained can be of importance, as well as the provision in a
 form of administration that is optimally adapted to the respective purpose of a
pplication. The choice of the suitable form of application in this case particul
arly depends on the type and place of application, the target group of end users
 and their special characteristics, the type and quantity of the dosage of the a
ctive substances or also, for example, the physical and biochemical characterist
ics of the active substances, in particular with regard to their biological avai
lability and their systemic mode of action. 
    The stabilization and preservation of the preparations constitutes a particu
larly important aspect in the administration of active ingredients and substance
s or cosmetic care substances. Particularly long-lasting and stable form of admi
nistration are water-free or solid and dry preparations, which furthermore have 
particularly good storage and transport properties. Especially with regard to ad
ministration systems in dried or dry form, the central issue in the administrati
on on and in the human body that arises is the dissolution or solubility of the 
form of administration and thus the release and availability of the active ingre
dients, care and active substances. The requirements with regard to the kind, ra
te and place of dissolution vary with the specific application, the substances t
o be applied as well as, if applicable, other factors to be taken into considera
tion. 
    In particular in the cosmetic application of active substances, forms of adm
inistration of particularly desired which makes the external administration of a
ctive ingredients, active and care substances on the skin and hair possible in a
n optimum manner, but the external application also plays a large role in the ph
armaceutical application of active substances, in addition to the oral administr
ation of active substances. 
    Water-free forms of administration are an appropriate means for the quick an
d specific application of active substances, in particular those that have a cer
tain instability with regard to external factors, such as moisture, oxidation an
d temperature. Dry preparations that have a particularly fast and complete disso
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lution behavior are of particular interest. This is particularly relevant in mak
ing moisture-unstable active substances available, as well as generally in oral 
application of active substances that are to be absorbed, for example, via the o
ral mucosa, or for users who have problems swallowing tablets or capsules.
    Other drawbacks of known dry forms of administration, such as powder mixture
s, granules, tablets or capsules are in particular the frequently poor or slow s
olubility and thus the delayed active substance release, the high proportion of 
auxiliary and filler substances, which are inactive but necessary for processing
, the regularly poor suitability for external application as well as an insuffic
ient dosability and thus safe handling or problems with application by the end u
ser. 
    A suitable and known manner of providing active substances in a readily solu
ble, dry form of application or dosage is to disperse the active substances in a
 system of carrier substances and to subject this mixture to freeze drying. Most
ly, such substances are selected as carrier substances that have a good dissolut
ion or swelling behavior and which, through swelling, enable a good texture form
ation, so that the dissolved active substance system, or the active substance sy
stem dispersed in the swelling agent, can be used directly as a form of applicat
ion. Such systems, because of their good solubility, are known and suitable for 
providing oral forms of application, as well as for producing cosmetic or pharma
ceutical forms of administration for external application. In this case, there i
n a increasing interest in providing so-called single-unit forms of application 
which enable a simple and precise application of a dose of an active substance f
or the end user. Single-unit forms of application in this context are understood
 to be application systems, which in contrast to powders or granules contain the
 desired and required quantity of active substance per application unit in a sin
gle application unit, such as tablets or capsules, without, however, having the 
drawbacks of difficulties with regard to swallowing, poor solubility or lack of 
suitability for external application. 
    For both cosmetic and pharmaceutical application of single-application molde
d articles, relatively large molded articles of a uniform shape and size are pre
ferred because in contrast to powders or small pellets and granules, they can be
 handled more easily by the end user, so that the intention is to provide molded
 articles of such a size that permit a single dosage form per application. Moreo
ver, larger molded articles, which can, for example, be given a colored design, 
also leave a stronger aesthetic impression.
    Increasingly, larger-format configurations of such single-unit forms of appl
ication stabilized by drying are becoming interesting for oral and/or external a
dministration of active substances which are characterized by a particularly qui
ck, reliable and complete dissolution behavior, if possible without any inhomoge
neous, incompletely dissolved residues.
    The dissolution behavior of a molded article is a complex function of physic
al/chemical parameters. The physical basis for the kinetic aspect of the hydrati
on process is constituted by individual parameters, such as swelling capability 
of the carrier substances used, structural integrity of the molded article while
 swelling, pore size, capillary forces caused by the pore structure, components 
of the recipe altering surface tension, density of the molded article etc. Apart
 from pure "solubility", or, in the case of polymer-based carrier substances, th
e "swelling capacity", the mechanical stability of the molded article in this ca
se plays a pivotal role. If the polymeric material swells too quickly, the molde
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d article loses its physical integrity too quickly and collapses. The molded art
icle melts while moisture is added, in most cases while forming "inner" areas wi
th a lower moisture content that have not yet swelled.
    If the stabilizing interactions within the material are too large, the mater
ial may swell while water is added, but then decomposes only under mechanical st
ress, such as by mechanical stirring, rubbing, squashing or massaging. A comprom
ise, sufficient mechanical strength for compensating the weight increase while s
welling with subsequent rapid hydration is very difficult to achieve. 
    Known rapidly soluble dosage forms, e.g. for oral application of active subs
tances are produced by the companies R. P. Scherer and Cardinal Health under the
 brand name Zydis(R), wherein the liquid active substance composition is filled 
into a blister pack and freeze-dried in the final packaging. This method is nece
ssary because of the low mechanical stability of the readily soluble oral dosage
 forms that can be obtained thereby. The lack of mechanical stability, however, 
is disadvantageous with regard to the external application. Moreover, molded art
icles to be handled individually with sufficient mechanical stability for use as
 single-unit forms of application with a particularly rapid and complete dissolu
tion behavior are obviously not available. Moreover, a method for freeze drying 
in blister packs is technically complex and cost-intensive, and the forms of adm
inistration that can be obtained thereby are limited to conventional blister pac
ks with regard to their presentation and combination possibilities, which is und
esirable in particular with regard to cosmetic applications.
    Other rapidly soluble preparations that are also freeze-dried in blister pac
ks because of a lack in mechanical stability are the subject matter of US 4,758,
0598 and US 4,305,502.
    DE 69727922 is distinct therefrom by producing oral, rapidly soluble forms o
f administration with a higher stability, which contain relatively high contents
 of fillers, such as, e.g., mannitol as well as binding agents, such as, e.g., a
lginate, and which are not obtainable by means of expensive and complicated free
ze-drying methods. The oral dosage forms thus obtainable are characterized by a 
solubility of < 15 seconds. However, it is not apparent from DE 69727922 that mo
lded articles with a sufficient mechanical, which is required in particular for 
external application, are obtainable by means of the method described. Moreover,
 the issue of quick and complete dissolution without any mechanical influence an
d, in the process, without the formation of inhomogeneous, non-swelled inner are
as, is not broached. Since the dosage forms described in DE 69727922 are only in
tended for oral application, such a special dissolution behavior is not really r
elevant, because the actions of the tongue and the palate inevitably constitute 
a mechanical influence, which, if necessary, support non-uniformly dissolved are
as in their continued dissolution. Other known methods for providing rapidly sol
uble forms of application of active substances that can be used as single-unit d
osage forms with a certain size are described in US 5,405,616 and DE 4201179. Th
e carrier materials used therein preferably are based on proteins. The pellets a
re produced by dripping dispersions of the protein scaffold-forming agents and o
ptionally cosmetic or pharmaceutical active substances into cryogenic inert liqu
ids, preferably liquid nitrogen, and subsequently separating and freeze-drying t
he frozen pellets. However, the presence of protein scaffold-forming agents, in 
particular of collagen or collagen derivatives, is necessary in order to form pe
llets under these conditions, because only the aforementioned protein scaffold-f
orming agents are able to form stable pellets under these conditions. However, p
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roteinogenic carrier materials are unsuitable for achieving a particularly quick
 and complete dissolution behavior without any residues of swelled areas and, in
 particular, without any mechanical influence, as is desired in this case, becau
se of the high requirements with regard to the intramolecular stabilization of t
he composition in the dripping method used. 
    Similar problems result from the method for producing porous galenic particl
es described in US 5,843,347, which are supposed to be obtained in sizes of up t
o 5 mm, according to the description. In the method used herein, a mixture of th
e active substances is extruded in a matrix and cut into particles with the desi
red size, which subsequently form the porous molded articles by freeze drying. H
owever, the exemplary embodiments merely show that so-called microspheres with d
iameters of up to a maximum of 1.5 mm can be obtained. This can be ascribed to t
he use according to the invention of an extrusion and cutting method that requir
es a certain mechanical stability of the extruded mass. This can generally be ob
tained by a relatively high content of scaffold-forming polymers or carrier subs
tances and stabilizers or fillers. However, if only small amounts of stabilizing
 carrier or auxiliary substances are used as compared with the content of active
 substances, then very small-format microspheres can be obtained, as is shown in
 this document. 
    Another method that provides the production of readily soluble molded articl
es loaded with active substances is the subject matter of WO 05/073296 and WO 04
/011537, with neither document giving any specific statements with regard to the
 kind or, in particular, rate of the dissolution. Especially the particularly ra
pid and residue-free dissolution without mechanical influence is not mentioned. 
    A rapidly soluble large-format molded article that is suitable for the exter
nal administration of active substances is the subject matter of DE 10248314, wh
ich was also published as WO 2004/035023. The forms of application that can be o
btained by the method described therein are large-formal molded articles of a re
gular shape loaded with active substances, which articles can be obtained by a f
reeze-drying method of an active substance-scaffold-forming agent mixture poured
 into molds. The molded articles that can be obtained according to the described
 method are characterized by good mechanical stability and a high dissolution ra
te of < 4 minutes, with the latter being fundamentally dependent, however, on th
e respective content of scaffold-forming agents. Dissolution rates of up to < 20
 seconds are described, with such a rapid dissolution only being achieved by mea
ns of applying mechanical forces, e.g. in the form of stirring, rubbing or massa
ging. 
    Thus, in order to be able to obtain dosage forms with even more rapid and be
tter solubility with complete and residue-free decomposition, which decompose ho
mogeneously and uniformly, in particular, without any mechanical influence, and 
which do not leave behind any swelled inhomogeneous areas in the process, and wh
ich are thus particularly suitable for the administration of cosmetic and pharma
ceutical active ingredients, active and care substances, no suitable methods and
 compositions are so far known from the prior art. 
    Thus, the object of the present invention lay in providing a composition for
 administering active substances which is characterized by a particularly rapid 
solubility, wherein the dissolution was to take place completely and, if possibl
e, without any residues, without the formation of inhomogeneous swelled areas, a
s well as, in particular, without any mechanical influence, and which has a diss
olution behavior that is improved over known readily soluble forms of administra
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tion. Moreover, the object lay in designing these particularly rapidly and compl
etely soluble active substance compositions in such a way that they have high me
chanical strength and sufficient size in order, in particular, to be capable of 
being used for cosmetic or pharmaceutical application in the form of so-called s
ingle-dosage units or single-dosage applications. In this case, the compositions
 are supposed to be equally suited for external application as well as for an or
al or peroral application. 
    Surprisingly, it was found that such a rapid and complete dissolution can be
 obtained if the dissolution behavior is subjected to a special two-stage proced
ure, during which the molded article is first soaked completely upon contact wit
h the solvent or the moisturizing agent, retaining its shape for a few seconds i
n the process, and then decomposes into a gel while losing its physical shape. S
uch two-stage hydration kinetics can be obtained with freeze-dried molded articl
e comprising a mixture of at least two recipe components, sodium alginate and ma
gnesium ascorbyl phosphate. Additional recipe ingredients, such as cosmetic oils
, such as, for example, triglycerides, jojoba oil or squalane, as well as cosmet
ic and pharmaceutical active substances in this case have no influence on the hy
dration kinetics in principle. Surprisingly, the additions of auxiliary substanc
es such as oils can be significantly larger than the obtained quantities of algi
nate or magnesium ascorbyl phosphate. The oils are not an absolute requirement i
n order to obtain the special hydration kinetics. 
    It is assumed that the magnesium ascorbyl phosphate stabilizes the alginate 
skeleton in the composition in such a way that an additional mechanical force, c
aused, for example, by the hydrostatic pressure during swelling, can be absorbed
 for a short time. The stability equilibrium is exceeded only after complete hyd
ration, and the molded article decomposes. Experiments with the substitution of 
the magnesium ascorbyl phosphate with various magnesium salts (e.g. MgCl, MgSO4 
etc), or also with mixtures of such salts with ascorbic acid or other ascorbic a
cid derivatives , such as ascorbyl glucoside show that this special hydration ef
fect can only be obtained by incorporating magnesium ascorbyl phosphate.
    Magnesium ascorbyl phosphate is known from the prior art as an ingredient in
 cosmetic preparations. For example, JP 2231496 discloses a method for freeze dr
ying magnesium ascorbyl phosphate for cosmetic application, with a readily solub
le magnesium ascorbyl phosphate powder being obtained. 
    Other documents, such as US 6,458,379, DE 4002532 or JP 2004-149468 describe
 the use of magnesium ascorbyl phosphate in cosmetic preparations as an active s
ubstance, in particular as a skin-lightening, so-called whitening active substan
ce.
    None of the documents of the prior art mentioned describe freeze-dried pharm
aceutical or cosmetic molded articles with such a specific combination of algina
te and magnesium ascorbyl phosphate, which moreover are characterized by such a 
specific dissolution behavior. 
    Though FR 2886845 discloses solid preparations in the form of, for example, 
spheres for the application of active substances in cosmetic and pharmaceutical 
use, which are hydrated and dissolved prior to their application, and which can 
also comprise the special combination according to the invention of polymeric al
ginate carrier material and magnesium ascorbyl phosphate, however, the magnesium
 ascorbyl phosphate is present in a special form stabilized with a special malei
c acid copolymer. Beyond this, no more exact information can be found in the doc
ument with regard to the actual decomposition properties and rates of the molded
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 articles described. An "immediate dissolution" of freeze-dried compositions is 
specified only in connection with the exemplary embodiment 1, wherein the compos
itions described therein do not contain magnesium ascorbyl phosphate, but ascorb
ic acid. However, the special two-stage dissolution behavior cannot be obtained 
with ascorbic acid replacing magnesium ascorbyl phosphate, as was shown in compa
rative tests. The provision of a form of administration with a modified dissolut
ion behavior is not to be considered the underlying object of FR 2886845, but ra
ther the stabilization of the magnesium ascorbyl phosphate, which in this case i
s used purely as an active substance, namely as a stabilized vitamin C or ascorb
ic acid derivative, and not because of its hydration behavior of the molded arti
cles that can be obtained. Suggestions as to the technical effects of magnesium 
ascorbyl phosphate with regard to achieving a special hydration kinetics are not
 apparent from FR 2886845. Moreover, the documents does not offer any informatio
n with regard to decomposition times, in particular those, that have < 30 second
s, or with regard to a pH value of the preparation of > 4 to be specially select
ed.
    Freeze-dried compositions containing sodium alginate and active substances, 
which can be selected from the group of vitamins, in stabilized form, preferably
 in the form of derivatives and/or precursors of active substances, are known fr
om WO 2008/020066. In this case, magnesium ascorbyl phosphate is mentioned as a 
preferred vitamin derivative. As concrete embodiments, only those are disclosed 
which contain sodium alginate in combination with ascorbyl glucoside. A replacem
ent of magnesium ascorbyl phosphate with ascorbyl glucoside does not lead to the
 modified special two-stage dissolution behavior either, in which the freeze-dri
ed molded article, upon being moistened, is first soaked completely while retain
ing its shape, and then decomposes, which was also shown in comparative tests.
    WO 2009/014347 discloses small particles with a diameter of about 15 μm tha
t are produced by spray drying, and which, as antioxidants, can contain magnesiu
m ascorbyl phosphate as well as, for example, alginic acid as a stabilizer. A co
ncrete embodiment containing magnesium ascorbyl phosphate and an alginate is not
 described. Nor is any information given with respect to the dissolution behavio
r of the particles according to the invention.
    Therefore, the present invention provides freeze-dried molded article that c
ontain magnesium ascorbyl phosphate and alginate, as well as, optionally, one or
 more active substances and/or auxiliary substances, and which are characterized
 by a special modified dissolution behavior because of this specific composition
. Moreover, the invention also provides a method for producing these freeze-drie
d molded article as well as the possibility of using them in cosmetic and pharma
ceutical use.  
    A molded article within the sense of the invention is understood to be a geo
metric body of a regular shape, for example, in particular, spheres, cuboids, py
ramids, stars, but also molded articles replicating natural shapes, such as thos
e in the form of animals, such as marine animals, such as starfishes, seafood, s
uch as mussels, etc, plants and parts of plants, such as leaves etc. According t
o the method for producing the molded articles used according to the invention d
escribed below, all of these shapes are obtainable. Uniform spherical shapes are
 preferred according to the invention, such as, in particular, a spherical geome
try, because it is particularly advantageous because of the particularly favorab
le ratio of surface area/volume. The sublimation distance through the already dr
y product is symmetric and small towards all sides, which facilitates vapor tran
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sport through the already dry material within the context of the freeze-drying p
rocess, thus shortening the freeze-drying process, making it more effective and 
inexpensive, and thus affects the stability of the molded articles obtained in a
 positive manner. 
In one aspect of the invention, a plurality of the molded articles mentioned are
 included in a container. This may also include mixtures of molded articles with
 different geometries or different sizes. The molded articles may be packaged in
dividually, preferably, however, in particular in cosmetic application, a plural
ity of the molded articles lies in contact with each other next to each other in
 a container.
    The volumes of the molded articles used are not limited as such by the metho
d of producing them. Expediently, the volumes are preferably about 0.1 cm3, pref
erably 0.3 cm3, more preferably at least about 0.5 cm3, still more preferably at
 least about 0.7 cm3. The upper limit of the volumes used is expediently about 6
 cm3, preferably about 5 cm3, more preferably about 4 cm3. Among other things, t
he size of the molded articles is determined by the desired form of application 
or the location of the external application of the molded articles. Thus, in ext
ernal cosmetic or pharmaceutical use, the application to larger body surfaces or
 on the hair (e.g. direct application of the moistened molded articles on the ba
ck etc., or the use as a bath preparation) makes the use of larger molded articl
es possible, whereas smaller molded articles are preferred during use on smaller
 areas of the body (e.g. the cheek, etc.).
    The size can also be adapted in the production of molded articles for oral a
pplication. For example, it is conceivable to adapt the size of the molded artic
les to the relevant target group, wherein it is conceivable that older users are
 offered larger molded articles that can be handled more easily, and to offer, f
or example, younger users and children such molded articles that have an adapted
 relationship to their body size and the compliance in application to be expecte
d because of their age. 
    The diameter of a molded article (maximum distance between two points in a m
olded article of any geometry) expediently is at least about 3 mm, preferably at
 least about 5 mm, more preferably at least about 7 mm, still more preferably at
 least about 8 mm, up to, expediently, 60 mm, preferably about 50 mm, more prefe
rably about 40 mm, still more preferably about 30 mm.
    For the aforementioned reasons, a particularly preferred molded article has 
a substantially spherical geometry, with the diameter of the sphere being betwee
n 3 to 30 mm, preferably between 5 and 20 mm, more preferably between 7 and 15 m
m, still more preferably between 8 and 13 mm. Molded articles in the shape of a 
sphere with a diameter of at least 6 mm are particularly preferred.
    Magnesium ascorbyl phosphate, which according to the invention is used in co
mbination with alginate in order to achieve the special modified, two-stage hydr
ation kinetics in the production of the freeze-dried molded articles, is a deriv
ative of ascorbic acid (trivial name: vitamin C, (R)-5-[(S)-1,2-dihydroxyethyl]-
3,4-dihydroxy-5H-furan-2-one), more specifically, a phosphoric acid monoester of
 ascorbic acid. Magnesium ascorbyl phosphate, compared with ascorbic acid, is ch
aracterized in particular by a higher stability with respect to light, temperatu
re, moisture and oxidation. However, such ester derivatives also have a lower bi
ological availability than pure ascorbic acid. Nevertheless, magnesium ascorbyl 
phosphate is widely used as a cosmetic active substance, in particular as a stab
ilized vitamin C derivative, as well as, in particular, as a skin-lightening or 
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bleaching agent (so-called whitening). In this case, magnesium ascorbyl phosphat
e is added to cosmetic preparations in concentrations of, as a rule, 3-5%. A spe
cial technical effect with regard to the stabilization of scaffold-forming agent
s, such as alginate, or the influence on the hydration properties of dried prepa
rations has not been described so far. 
    As carrier materials, the molded articles according to the invention moreove
r contain, from the group of hydrocolloid-forming polysaccharides, i.e. (partial
ly) water-soluble, natural polymers that form gels or viscous solutions in aqueo
us systems, alginate, in particular sodium alginate.
    Mixtures of alginate and other scaffold-forming agents, e.g. from the group 
of polysaccharides, such as carrageenan, pectins, gum tragacanth, guar gum, caro
b gum, agar-agar, gum arabic, pullulan, trahalose, xanthan gum, natural and modi
fied starches, such as cationically modified starches, dextrans, dextrin, maltod
extrins, chitosan, glucans, such as β -1,3 -glucan or β -1,4 -glucan, such as 
cellulose, from the group of mucopolysaccharides, such as hyaluronic acid etc, o
r the synthetic polymers, such as, for example, cellulose ether, polyvinyl alcoh
ol, polyvinyl pyrrolidone, synthetic cellulose derivatives, such as methylcellul
ose, carboxycellulose, carboxymethylcellulose, cationically modified carboxymeth
ylcellulose, cellulose ester, cellulose ether such as hydroxypropylcellulose, po
lyacrylic acid, polymethacrylic acid, poly(methylmethacrylate) (PMMA), polymetha
crylate (PMA), polyethylen glycols can also be used. 
    With the present combination according to the invention of alginate and magn
esium ascorbyl phosphate, such molded articles could surprisingly be obtained wh
ich, apart from the special mechanical stability during the rehydration process,
 also have an excellent stability with regard to mechanical abrasion, e.g. durin
g handling, packaging, storage and transport, and which therefore make it possib
le to provide non-dusty active substance molded articles.
    The alginate and optional other scaffold-forming agents which, according to 
the invention, are preferably used, expediently have average molar masses of abo
ut 103 to about 108, preferably about 104 to 107.
    The alginates and optional other scaffold-forming agents are skin- and mucos
a-compatible, and have no toxicological potential, irritating effects or other i
ncompatibility reactions, neither during external nor in the oral or peroral app
lication. They are pharmacologically totally harmless and thus optimally suitabl
e for the cosmetic and pharmaceutical external and oral or peroral uses accordin
g to the invention.
    The freeze-dried molded articles according to the invention can optionally c
ontain additionally at least one or more active substances, in addition to the a
lginate and the magnesium ascorbyl phosphate. It should be noted in this case th
at magnesium ascorbyl phosphate as such also has a cosmetic and therapeutic effe
ct and, moreover, is widely and frequently used as a cosmetic active substance. 
However, in the present invention, the magnesium ascorbyl phosphate is primarily
 used because of its special technical function in stabilizing the molded articl
es during the dissolution process. Thus, it should not be understood to be an ac
tive substance within the sense of the invention as claimed. 
    The alginates and optional other scaffold-forming agents can also have certa
in therapeutic effects. Thus, the scaffold-forming agent sodium alginate, which 
is preferably used, to a certain extent has an antiviral action, and a certain a
ction in re-epthelization and as an antioxidant and moisturizer in skin care is 
ascribed to hyaluronic acid; however, they are also not to be understood to be a



(36) JP 2010-254689 A 2010.11.11

10

20

30

40

50

ctive substances within the sense of the invention.
    Active substances in particular include cosmetic or therapeutic or pharmaceu
tical active substances suitable for external use as well as for oral or peroral
 application. Preferably, the molded article used according to the invention com
prises at least one cosmetic and/or pharmaceutical active substance. Accordingly
, the freeze-dried molded articles according to the invention preferably are pre
ferably cosmetic or therapeutic products. 
    Cosmetic molded articles or molded articles produced using cosmetic active s
ubstances within the sense of the invention are substantially products within th
e sense of the German Food and Feed Code (LFGB), i.e. substances or preparations
 from substances that are intended for external application on humans for cleani
ng, care or influencing appearance or body odor, or for conveying olfactory impr
essions, unless they are primarily intended for alleviating or eliminating disea
se, disorders, bodily defects or pathological complaints. In this sense, the cos
metic molded articles used according to the invention are, for example, bathing 
preparations, skin washing and cleansing products, skin care products, in partic
ular facial skin care products, eye cosmetics, lip care products, nail care prod
ucts, foot care products, hair care products, in particular hair washing product
s, hair conditioning products, hair softening rinse etc., light protection produ
cts, suntan products and skin lightening products, depigmentation products, deod
orants, antihydrotics, depilatory products, insect repellents etc. or a combinat
ion of such products.
    Examples of cosmetically, or optionally, for example, dermatologically thera
peutically effective substances can be: anti-acne products, antimicrobial produc
ts, antitranspiration products, astringent products, deodorizing products, depil
atory products, conditioning products for the skin, skin-smoothing products, pro
ducts for increasing skin hydration, such as glycerin or urea, sun blockers, ker
atolytic products, free-radical scavengers for free radicals, antiseborrhoeic pr
oducts, anti dandruff products, antiseptic active substances, active substances 
for treating signs of the aging of the skin and/or products modulating the diffe
rentiation and/or proliferation and/or pigmentation of the skin, vitamins such a
s vitamin C (ascorbic acid) and its derivatives, e.g. glycosides such as ascorby
l glucoside or esters of ascorbic acid, such as sodium or magnesium ascorbyl pho
sphate or ascorbyl palmitate and stearate, L-ascorbic acid phosphate esters, alk
aline metal salts, such as sodium and potassium salts of L-ascorbic acid phospha
te esters; earth-alkaline metal salts such as magnesium and calcium salts of L-a
scorbic acid phosphate esters; trivalent metal salts such as aluminum salts of L
-ascorbic acid phosphate esters; alkaline metal salts, such as sodium and potass
ium salts of L-ascorbic acid sulfate esters; earth-alkaline metal salts such as 
magnesium and calcium salts of L-ascorbic acid sulfate esters; trivalent metal s
alts such as aluminum salts of L-ascorbic acid sulfate esters; alkaline metal sa
lts, such as sodium and potassium salts of L-ascorbic acid esters; earth-alkalin
e metal salts such as magnesium and calcium salts of L-ascorbic acid esters; and
 trivalent metal salts such as aluminum salts of L-ascorbic acid esters, active 
substances with stimulating side-effects, such as alpha-hydroxy acids, β-hydrox
y acids, alpha-keto acids, β-keto acids, retinoids (retinol, retinal, retinic a
cids), anthralins (dioxanthranol), anthranoids, peroxides (in particular benzoyl
 peroxide), minoxidil, lithium salts, antimetabolites, vitamin D and its derivat
ives, catechins, flavonoids, ceramides, polyunsaturated fatty acids, essential f
atty acids (e.g. gamma-linolenic acid), enzymes, coenzymes, enzyme inhibitors, h
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ydrating agents, skin-soothing agents, detergents or foam-forming agents, and in
organic or synthetic matting fillers, or decorative substances such as pigments 
or colorants and particles for foundations, make-up formulations, and other prod
ucts for cosmetic beautification and coloring of the eyes, lips and face, as wel
l as abrasive products.
    Moreover, plant substance extracts or extracts obtained therefrom or individ
ual substances can be mentioned. Generally, the plant active substance extract i
s regularly selected from the group consisting of solid plant extracts, liquid p
lant extracts, hydrophilic plant extracts, lipophilic plant extracts, individual
 plant ingredients and their mixtures, such as flavonoids and its aglycones: rut
in, quercitin, diosmin, hyperoside, (neo)hesperidine, hesperitine, Ginkgo biloba
 (e.g. ginkgo flavone glycosides), Crataegus extract (e.g. oligomer procyanidine
s), buckwheat (e.g. rutin), Sophora japonica (e.g. rutin), birch leaves (e.g. qu
ercitin glycosides, hyperoside and rutin), elderberry blossoms (e.g. rutin), lim
e blossom (e.g. essential oil with quercitin and farnesol), oil of St. John's wo
rt (e.g. olive oil extract), calendula, arnica, (e.g. oily extracts of the bloss
oms with essential oil, polar extracts with flavonoids), melissa (e.g. flavones,
 essential oils), immunostimulants: Echinacea purpurea (e.g. alcoholic extracts,
 fresh plant juice, press-juice), Eleutherokokkus senticosus; alkaloids: Rauwolf
ia (e.g. Prajmalin), Vinca (e.g. vincamin); other phytopharmacons: Aloe, horse c
hestnut (e.g. aescine), garlic (e.g. garlic oil), pineapple (e.g. bromelaines) g
inseng (e.g. ginsenosides), Silybum marianum fruits (e.g. extract standardized t
o silymarin), Butcher's broom wort (e.g. ruscogenin), valerian (e.g. valepotriat
es, Tct. Valerianae), Kava-Kava (e.g. kavalactone), hop (e.g. hop bitter substan
ces), Extr. passiflorae, gentian (e.g. ethanolic extract), anthraquinone-contain
ing drug extracts, e.g. aloin-containing aloe vera juice, pollen extract, algae 
extract, liquorice extracts, palm extracts, galphimia (e.g. mother tincture), mi
stletoe (e.g. aqueous-ethanolic extract), phytosterols (e.g. beta-sitosterin), c
ommon mulleins (e.g. aqueous-alcoholic extract), drosera (e.g. liqueur-wine extr
act), sea-buckthorn fruits (e.g. juice obtained therefrom or sea-buckthorn oil),
 marshmallow root, primrose-root extract, fresh plant extracts from mallow, comf
rey, ivy, horsetail, yarrow, ribwort (e.g. pressed juice), stinging nettle, cela
ndine, parsley; plant extracts from Norolaena lobata, Tagetes lucida, Teeoma sie
ms, Momordica charantia and aloe-vera extracts.
    Preferred cosmetic active substances are natural and synthetic moisturizing 
factors, such as, e.g. glycerin, urea and ceramides, skin protection products, s
kin lightening products, vitamins, antioxidants, so-called anti-ageing agents, a
nti-irritative agents, sunblockers, etc.
    In contrast to the above described molded articles, which are substantially 
used in cosmetics, the therapeutically used molded articles (medicaments) are su
ch molded articles containing at least one pharmaceutical or therapeutic, in par
ticular dermatologically active substance, and which, within the meaning of the 
"Arzneimittelgesetz" (German Medical Preparations Act), are intended to cure, to
 ease or to prevent diseases, illnesses, bodily damage or pathological complaint
s. Such agents or active substances are intended both for external use as well a
s oral or peroral application. 
    Active substances for external use are in particular skin-active, but also t
ransdermal active substances. They include, for example: agents for the treatmen
t of skin diseases, externally applicable analgesics, e.g. dextropropoxyphene, p
entazocine, pethidine, buprenorphine; antirheumatics/antiphlogistics (NSAR), e.g
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. indomethacin, diclofenac, naproxen, ketoprofen, ibuprofen, flurbiprofen, salic
ylic acid and salicylic-acid derivatives such as acetylsalicylic acid, oxicams; 
steroid hormones, e.g. betamethasone, dexamethosone, methylprednisolone, ethynyl
 estradiol, medroergotamine, dihydroergotoxine; gout remedies, e.g. benzbromaron
e, allopurinol; external dermatological agents, including antibacterial agents, 
such as e.g. colloidal silver and silver salts, antimycotics, antiviral active s
ubstances, anti-inflammatory active substances, antipruritic active substances, 
anaesthetizing active substances, e.g. benzocaine, corticoids, anti-acne agents,
 antiparasitic active substances; externally applicable hormones; venous therape
utic agents; immunosuppressives etc., all for external application.
    Preferred therapeutic products for external use are analgesics, e.g. immunos
uppressives, hormones, products for the treatment of skin diseases such as neuro
dermitis, atopical dermatitis, acne, rosacea etc and anti-herpes products. 
    Therapeutic active substances for the oral or peroral application can be sel
ected from the group of antihistamines, antibiotics, peptide drugs, antimycotics
, bronchial therapeutics such as antiasthmatics, antitussives, mucolytics, etc.,
 antidiabetics, such as glibenclamide, hormones, steroid hormones, such as dexam
ethasone, cardiac glycosides such as digitoxin, heart and circulation therapeuti
cs such as, e.g., beta blockers, antiarrhythmics, antihypertonics, calcium antag
onists etc., psychopharmaceutical agents and antidepressants, such as tricyclic 
antidepressants (NSMRI), serotonin-specific reuptake inhibitors (SSRI), norepine
phrine reuptake inhibitors (NRI), serotonin and norepinephrine reuptake inhibito
rs (SNRI), monoamino oxidase inhibitors (MAO inhibitors), etc., neuroleptics, an
ticonvulsives or antiepileptics, hypnotics, sedatives, anaesthetics, gastro-inte
stinal therapeutics, lipid-lowering drugs, analgesics, such as anti-migraine age
nts, paracetamol, salicylic acid and its derivatives such as acetylsalicylic aci
d, diclofenac, ibuprofen, ketoprofen, naproxen etc, antiphlogistics, vasodilator
s, diuretics, antipodagric agents, cytostatic agents, muscle relaxants, plant ex
tracts, provitamins, such as beta carotene, vitamins such as vitamin C, A, B, E 
etc., silica, minerals and trace elements such as, e.g., potassium, magnesium, c
alcium, selenium, iodine, etc., dietary supplements and food supplements etc, al
l for oral and peroral application.
    A particularly preferred pharmaceutical active substance which is used both 
for external as well as oral or peroral application is salicylic acid and its de
rivatives, such as acetylsalicylic acid (ASS). 
    Preferably used active substances are, in particular, water-soluble active s
ubstances that dissolve particularly well in the aqueous mixture of alginate and
 magnesium ascorbyl phosphate. However, it is also possible to incorporate fat-s
oluble active substances. They can preferably be dissolved or dispersed in the a
uxiliary substances from the group of fatty substances an oils before being adde
d to the alginate-magnesium ascorbyl phosphate mixture. 
    The molded articles used according to the invention furthermore optionally c
ontain one or more auxiliary substances. Auxiliary substances include: fatty sub
stances, such as mineral oils, such as paraffin oils or Vaseline oils, silicone 
oils, vegetable oils such as coconut oil, sweet almond oil, apricot oil, corn oi
l, jojoba oil, olive oil, avocado oil, sesame oil, palm oil, eucalyptus oil, ros
emary oil, lavender oil, pine oil, thyme oil, mint oil, cardamom oil, orange-blo
ssom oil, soybean oil, bran oil, rice oil, rapeseed oil and castor oil, wheat-ge
rm oil and vitamin E isolated therefrom, evening-primrose oil, vegetable lecithi
ns (e.g. soybean lecithin), sphingolipids/ceramides isolated from plants, animal
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 oils or fats, such as tallow, lanolin, butyric oil, neutral oil, fatty-acid est
ers, esters of fatty alcohols such as triglycerides, and waxes with a melting po
int corresponding to skin temperature (animal waxes such as beeswax, carnauba wa
x and candelilla wax, mineral waxes, such as microcristalline waxes, and synthet
ic waxes, such as polyethylene waxes or silicone waxes), as well as all oils tha
t are suitable for cosmetic purposes (so-called cosmetic oils), such as, for exa
mple, those mentioned in the CFTA treatise entitled Cosmetic Ingredient Handbook
, 1st edition, 1988, The Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association, Inc., Was
hington, pH-adjusting agents, buffering substances, inorganic and organic acids 
or bases, surfactants in addition to the above-mentioned washing tensides, such 
as dispersants, emulsifiers etc, fillers, stabilizers, cosolvents, pharmaceutica
lly and cosmetically commonly used or other colorants and pigments, in particula
r those that are used primarily for the color design of the molded articles and 
not for application and color design on the human body, such as those pigments a
nd colorants as those decorative colorants, preserving agents, softening agents,
 lubricants listed in the group of active agents.
    A particularly preferred auxiliary substances is selected from the group of 
pH-adjusting agents, preferably sodium hydroxide solution for adjusting the pH v
alue desired according to the invention of ≧ 4, preferably ≧ 4.5, more prefera
bly ≧ 5.0, also more preferably ≧ 5.5, still more preferably ≧ 6.0 as well as
 ≧ 6.5. 
    If the composition of magnesium ascorbyl phosphate and alginate and optional
 other active and auxiliary substances as such already has a pH value which is d
esired according to the invention, then of course the addition of pH-adjusting a
gents be dispensed with. 
    Other preferred auxiliary substances are those that are selected from the gr
oup of fats and oils, such as in particular from the group of cosmetic oils. Squ
alane is preferably selected in this case. Surprisingly, despite its hydrophobic
 properties, squalane causes an improved solubility of the molded article, which
 facilitates the external application on the skin. Apart from this, squalane als
o has skin-caring effects, even though it is not an active substance within the 
sense of the invention. Other preferred auxiliary substances from the group of f
atty substances and cosmetic or pharmaceutical oils are neutral oil (triglycerid
e) and jojoba oil.
    Generally, the classification of the above-mentioned substances into the cat
egory of auxiliary substances within the context of the present invention does n
ot preclude these auxiliary substances from also having certain cosmetic and/or 
therapeutic effects, which in particular applies to the preferably used cosmetic
 oils mentioned.
    What is crucial for the special two-stage decomposition kinetics, which is p
ivotal for the particularly rapid and complete residue-free dissolution of the m
olded articles according to the invention without mechanical influence, is the p
H value of the composition. According to the invention, this is ≧ 4.0, preferab
ly ≧ 5.0, more preferably ≧ 6.0, so that a 1 % by wt. solution or suspension o
f the molded articles according to the invention in water, at 20°C, has a pH va
lue ≧ 4.0, preferably ≧ 4.5, more preferably ≧ 5.0, also more preferably ≧ 5
.5, still more preferably ≧ 6.0, as well as ≧ 6.5. Surprisingly, it was found 
that, the higher the pH value, the faster the dissolution of the molded articles
 takes place.
    The molded articles according to the invention serve for external cosmetic a
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nd pharmaceutical and oral or peroral use in humans and animals. External use is
 carried out such that the molded article according to the invention is moistene
d or dissolved with water or an aqueous solution containing one or more active s
ubstances and one or more auxiliary substances. Preferably, aqueous solutions ar
e used primarily which in addition contain skin-moisturizing alcohols, such as g
lycerin, butylene glycol or pentylene glycol, as well as those that have a low v
iscosity (a viscosity < 50 mPas) and no or a merely low oil content (< 10 % by w
t based on the total composition of the aqueous solution). Moreover, such activa
tor solutions are preferred that are free from earth-alkaline ions, such as in p
articular calcium and/or magnesium ions (less than 1% by wt of calcium and/or ma
gnesium ions based on the total composition of the aqueous solution contained), 
as well as those having a pH value of between about pH 4.0 to 8.0.
    Preferably, the molded article is placed from above on or into the surface o
f 0.75 to 5.0 ml of the liquid or activator solution. The liquid quantity in app
lication can be selected as a function of the intended gel viscosity. Expedientl
y, it is about 10 to 100 times of the weight of the sphere. For a molded article
 with a weight of about 50 mg, the volume of the hydration solution should be at
 least 0.75 ml. Retaining its external geometric shape, the molded article is in
 this case soaked completely with the activator solution and decomposes complete
ly within a few seconds into a homogeneous solution or a gel. This decomposition
 process takes place without any external mechanical influence, for example by s
tirring, rubbing, squashing or massaging. Decomposition takes place within ≦ 30
 seconds, preferably ≦ 20 seconds, more preferably ≦ 10 seconds. In a particul
arly preferred embodiments, this special hydration and dissolution process takes
 place within ≦ 5 seconds. 
    The solution of the molded article according to the invention in an amount o
f water suitable for a bathing application is also contained, according to the i
nvention, in the external use. Preferably, however, application is carried out s
uch that the molded articles are moistened and dissolved directly on the skin or
 hair or in a suitable container with a small quantity of about 0.5 to 5.0 ml wa
ter and a solution of active and/or auxiliary substances, the so-called activato
r solution, in particular with a composition as mentioned above, while forming a
 homogeneous and uniform residue-free solution or a gel, and are then applied in
 a dissolved form on the skin or hair. 
    The present invention also relates to a combination comprising at least one 
of the molded articles used according to the invention, as well as at least one 
aqueous activator solution containing one or more active substances and/or at le
ast one or more auxiliary substances, in a combined spatial arrangement (applica
tion package, set, kit-of-parts etc.). The solutions of active substances can be
, for example, solutions of highly volatile active and/or auxiliary substances, 
which should not or cannot be introduced into the molded article by freeze-dryin
g because of the production process, such as certain parts of essential oils, pe
rfumes, etc. Those active and/or auxiliary substances can also be contained whic
h have a moisturizing effect which is desired and preferred in particular with r
egard to the external use on the skin, and which, due to this moisturizing effec
t or due to hygroscopic tendencies, cannot be incorporated into the freeze-dried
 molded article according to the invention, because its stability can be affecte
d thereby. Moreover, it is conceivable to add to the activator solution such act
ive and auxiliary substances that release the far more effective ascorbic acid (
vitamin C) in the solution formed, or in the gel, from the magnesium ascorbyl ph
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osphate after rehydration, by chemical conversion or other activating influences
 (e.g. pH shift), so that the magnesium ascorbyl phosphate also has an active su
bstance-precursor function in addition to the stabilizing effect influencing the
 hydration kinetics. 
    The configuration of such kit-of-parts combinations of, on the one hand, a m
olded article according to the invention and the active substance solution, on t
he other hand, can provide that the two components are removed separately from t
he kit-of-parts arrangement and are combined and dissolved outside of it for fur
ther use. It is also conceivable, however, that a combination of the two compone
nts is carried out within the kit-of-parts packaging itself, and that the dissol
ved composition is then directly supplied from it to the further cosmetic or pha
rmaceutical external, oral and/or peroral use. Preferably, this can be done dire
ctly by the end user. 
    The molded articles according to the invention comprise preferably ≧ 5 % by
 wt, more preferably ≧ 10 % by wt., still more preferably ≧ 20 % by wt., parti
cularly preferably ≧ 25 % by wt. magnesium ascorbyl phosphate, based on the tot
al weight of the freeze-dried molded article. 
    Moreover, the molded articles according to the invention comprise preferably
 ≧ 5 % by wt, more preferably ≧ 10 % by wt., still more preferably ≧ 20 % by 
wt., particularly preferably ≧ 25 % by wt. alginate, in particular sodium algin
ate, based on the total weight of the freeze-dried molded article.
    According to the invention, the quantity ratio of magnesium ascorbyl phospha
te to alginate is preferably 0.1:1 to 5:1, preferably 0.2:1 to 3:1, more prefera
bly 0.5:1 to 2:1.
    Furthermore, the molded articles can contain up to 80 % by wt. of one or mor
e active substances, more preferably up to 40 % by wt., still more preferably up
 to 25 % by wt of one or more active substances. 
    Active substances from the group of vitamins are particularly preferred, suc
h as, in particular, ascorbic acid (vitamin C) and its derivatives, and/or salic
ylic acid and its derivatives, such as acetylsalicylic acid (ASS) and its deriva
tives.
    Moreover, the molded articles can contain up to about 80 % by wt. of one or 
more auxiliary substances, preferably up to 25 % by wt., more preferably up to 2
0 % by wt. of one or more auxiliary substances. 
    Preferred auxiliary substances are, for example pH-adjusting agents, such as
, e.g. sodium hydroxide solution, cosmetic oils, such as, e.g. squalane, jojoba 
oil or neutral oil, or color pigments or inert fillers.
    Optionally, the molded articles also contain water residues. However, since 
the freeze-dried molded articles are exceptionally moisture-sensitive due to the
ir ingredients and their inventive capability of dissolving very rapidly, the wa
ter content is to be kept as low as possible. In this case, the water content ca
n be up to 10 % by wt. The water content can change after the production of the 
molded article by freeze drying during storage; as a rule, it increases. Prefera
bly, the water content of the molded article after production is maximally 10 % 
by wt., preferably less than 5 % by wt., more preferably less than 1 % by wt. 
    A particularly preferred molded article comprises:
≧ 20 % by wt. magnesium ascorbyl phosphate,
≧ 20 by wt. alginate, preferably sodium alginates, in particular low-viscosity 
calcium-free sodium alginate, whose 1 % by wt. solution or suspension in water (
1 g in 99 ml water at 20°C, pH 6-8) preferably has a viscosity of less than 200
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0, preferably of less than 1000, particularly preferably of less than 100 mPas,
≦ 50 % by wt. of one or more active substances,
up to 60 % by wt. of one or more auxiliary substances, such as in particular tho
se from the group of cosmetic fats and oils, such as in particular triglycerides
 or pH-adjusting agents, such as inorganic bases, in particular, for example, so
dium hydroxide solution, and
・　up to 10% by wt., preferably up to 5% by wt., more preferably less than 1% b
y wt. of water,
with the condition that the molded article, when liquid is added, is soaked comp
letely, retaining its physical shape, and then decomposes completely without any
 mechanical influence within ≦ 30, preferably ≦ 20, more preferably ≦ 10, sti
ll more preferably ≦ 5 seconds, and that its 1 % by wt. solution or suspension 
in water, at 20°C, has a pH value ≧ 4, preferably ≧ 4.5, more preferably ≧ 5
.5, still more preferably ≧ 6.5. 
    Preferably, the molded article according to the invention, such as, for exam
ple, that of the above-mentioned composition, containing magnesium ascorbyl phos
phate and alginate, has
- a pH value ≧ 4.5, more preferably ≧ 5.5, still more preferably ≧ 6.5, measu
red in a 1 % by wt. solution or suspension of the molded article in water, at 20
°C,
・　a density of 0.005 g/cm3 to 0.8 g/cm3 preferably 0.01 g/cm3 to 0.8 g/cm3, 
・　a volume of 0.1 cm3 to 6 cm3, preferably 0.6 cm3 to 6 cm3, 
・　a diameter (maximum distance between two points of the molded article) of at
 least 6 mm, and/or
・　preferably a spherical configuration, particularly preferably the shape of a
 sphere.
    The molded articles according to the invention constitute porous molded arti
cles with a homogeneous distribution of the ingredients within the sense of an e
qual distribution of the ingredients over the entire molded article. 
The molded articles according to the invention, such as, for example, those as m
entioned above, are preferably dissolved with an aqueous liquid /activator solut
ion, which comprises:
・　at least 70 % by wt. of water,
・　at least 5 % by wt. of polyalcohols,
・　up to 10 % by wt. of one or more active substances, such as, in particular, 
those from the group of the cosmetic active substances
・　up to 20 % by wt. of one or more auxiliary substances, such as in particular
 those from the group of cosmetic oils, such as in particular caprylic/capric ac
id triglycerides, and which has a pH value of 5 - 7 and, furthermore, a content 
of earth-alkaline ions, such as, in particular, calcium and/or magnesium ions of
 less than 1 % by wt.
    The dissolution rate of the molded articles used according to the invention 
is ≦ 30 seconds, preferably ≦ 20 seconds, more preferably ≦ 10 seconds, still
 more preferably ≦ 5 seconds, measured with molded articles having a diameter o
f 11 mm and a weight of 50 mg, measured by placing the molded article on a water
 surface. The weight ratio of water to molded article is in this case about 5:1 
to 100:1. Such molded articles according to the invention show complete hydratio
n without any recognizable non-hydrated core already after < 5 seconds.
    The molded articles according to the invention can be obtained by a method c
omprising the following steps:
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     (a) preparing an aqueous suspension or a solution of magnesium ascorbyl pho
sphate and alginate, as well as, optionally, one or more active substances and/o
r auxiliary substances
     (b) optionally adjusting the pH value of this aqueous suspension or solutio
n to pH > 4, preferably > 4.5, more preferably > 5.5, particularly preferably > 
6.5
     (c) pouring the mixture into a mold
     (d) freezing the mixture in the mold, and
     (e) freeze drying the frozen mixture while forming the molded article.
    Optionally, other steps can be carried out between these steps; in particula
r, it is possible to remove the frozen molded article from the mold after step (
d). Moreover, it is possible to subsequently process the surface of the frozen m
olded articles by mechanical processing. 
    Expediently, the production is carried out by first preparing an aqueous sol
ution of the alginate and subsequently dispersing and dissolving the magnesium a
scorbyl phosphate therein. Subsequently, the active substance(s) and optionally 
one or more auxiliary substances are added and mixed. Optionally, after mixing a
ll of the constituents, the desired pH value is adjusted to ≧ 4, preferably ≧ 
4.5, more preferably ≧ 5.0, also preferably ≧ 5.5, particularly preferably ≧ 
6.0 as well as ≧ 6.5, optionally by adding the auxiliary substances from the gr
oup of pH-adjusting agents. Preferably, the pH value is adjusted by adding inorg
anic bases, preferably by adding sodium hydroxide solution.
    The amount of the solids contained in the solution or suspension, such as th
e carrier material alginate and magnesium ascorbyl phosphate, as well as, option
ally, further active substances and auxiliary substances, is an important influe
nce on the density (weight of the molded article relative to the volume of the g
eometrical form of the molded article) of the molded article obtained. The densi
ty in turn is an important quantity for the porosity of the molded article, and 
thus for the dissolution rate of the molded article when moistened with water or
 a solution of active and/or auxiliary substances. The porous structure of freez
e-dried molded articles is an essential basis for rapid solubility, because an i
ntimate exchange between the aqueous phase and the solid molded article can occu
r during the rehydration process due to the large surface area in the porous mat
erial. The higher the concentration of the active substances, of the scaffold-fo
rming agent as well as of, optionally, the auxiliary substances in the solution,
 the higher the density becomes, and thus, the lower the degree of porosity of t
he molded article and vice versa. However, the degree of porosity of the molded 
articles does not depend on the material density alone. Rather, material porosit
y is substantially a function of two parameters, the material density and the ic
e-crystal size. High solid contents in the aqueous suspension increase material 
density in the freeze-dried final product and reduce the contact surface between
 the rehydration agent/solid. Large freezing gradients lead to small ice crystal
s, which lead to large internal material surfaces, which in turn promotes rehydr
ation. Thus, low material densities and small ice crystals are advantageous for 
quick moisturization and dissolution of the freeze-dried molded articles, with a
 certain degree of stability also being required, on the other hand, in order to
 obtain the special two-stage dissolution kinetics of the present invention. 
    Thus, apart from pure "solubility", or, in the case of polymer-based carrier
 substances, such as alginate, the "swelling capacity", the mechanical stability
 of the molded article in this case also plays a pivotal role. If the material s
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wells too quickly, the molded article loses its physical integrity too quickly a
nd collapses, with the molded article melting, so to speak, while moisture is ad
ded, in most cases while forming "inner" areas with a lower moisture content tha
t have not yet swelled. The solution or gel thus obtained is inhomogeneous and h
as a irregular composition, accompanied by an irregular distribution of the ingr
edients. 
    However, if the stabilizing interactions within the material are too large, 
the material may swell while water is added, but then decomposes only under mech
anical stress, such as by mechanical stirring, rubbing, squashing or massaging. 
A careful adaptation of the components of the recipe and the quantity ratios in 
the specified ranges is thus required in order to achieve, on the one hand, a su
fficient mechanical strength for compensating the weight increase while swelling
, and, on the other hand, a subsequent rapid hydration. 
    With regard to density/degree of porosity and dissolution rate, respectively
, the formulation of the recipe and the production of the molded articles accord
ing to the invention, apart from the selection of the suitable quantity ratio of
 magnesium ascorbyl phosphate and alginate, is arranged such that the densities 
of the molded articles that can be obtained therewith are expediently about 0.01
 g/cm3 to 0.8 g/cm3, preferably about 0.015 g/cm3 to 0.5 g/cm3, preferably about
 0.02 g/cm3 to 0.2 g/cm3. The term density as it is presently used denotes the w
eight of the molded article relative to the volume of the exterior geometric sha
pe of the composition. 
    The weight of the individual molded articles is of course dependent upon the
ir size. Generally, the weight of the individual molded articles is about 10 to 
200 mg, preferably 20 to 100 mg. For example, spheres with a diameter of 11 mm h
ave a weight in the range from, preferably, 20 to 80 mg, more preferably 30 to 6
0 mg. Other preferred ranges are calculated correspondingly for spheres having o
ther diameters.
    The choice of a spherical configuration, such as, in particular, a sphere co
nfiguration, moreover has an exceptionally positive effect on the drying of the 
molded articles, in particular in combination with a freezing geometry in which 
the molded articles are frozen simultaneously from all sides at at least < -20°
C. Due to the beneficial surface area/volume ratio of the spherical shape, the s
ublimation through the product is symmetrical towards all sides and directed to 
small distances, which in turn facilitates vapor transport during sublimation. T
his method, freezing within a mold, for example by blowing with cold air, moreov
er reduces the proportion of non-thawable water to a minimum, so that subsequent
ly, drying may take place at higher temperatures, which in turn reduces the cost
s for the freeze-drying process considerably. 
    Preferably, the production of the solution that is subjected to freeze-dryin
g is carried out by first preparing a solution of the alginate and subsequently 
working in the magnesium ascorbyl phosphate. Then, the optionally present other 
active and/or auxiliary substances are worked in. If oil-soluble active substanc
es are used, they are preferably dissolved in oils that are optionally used as a
uxiliary substances (in particular squalane, jojoba oil and triglycerides) and t
hen added to the alginate-magnesium ascorbyl phosphate mixture. This production 
method is advantageous in that stable solutions or suspensions form in a short t
ime. No emulsifiers or surfactants, such as tensides, are required, and no phase
 separation of the solution or suspension occurs during processing if oil-solubl
e or oily auxiliary or active substances are used.
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    Preferably, however, water-soluble active substances are used.
    The solution or suspension thus produced preferably has a composition of
- 0.25 - 10 % by wt. magnesium ascorbyl phosphate,
- 0.5 - 5 % by wt. alginate,
- 0 - 20 % by wt. of one or more active substances and
- 0 - 25 % by wt. of one or more auxiliary substances, in each case based on the
 total composition of the aqueous suspension or solution.
    The solution or suspension is then poured into molds which have cavities of 
the desired geometric shapes corresponding to the molded articles. The mold pref
erably consists of rubber, silicone rubber, vulcanized rubber (rubber) etc. Rubb
er molds are preferred. The mold materials may optionally be coated. The cavitie
s of the molded articles into which the solution is poured generally have the sh
ape of the desired molded article. That is, the volume of the cavity substantial
ly corresponds to the volume of the molded article that is obtained later.
    Since the volume of the solutions or suspensions filled in the cavities incr
eases during freezing (difference in density between water and ice), the cavitie
s are generally not filled completely. In this way, completely symmetrical molde
d articles are obtained. For example, this is not possible according to the meth
od of dripping into cryogenic solutions (such as in liquid nitrogen), because in
 that case, unsymmetrical temperature distribution occurs, so that greater or le
sser deviations from a regular form result every time. Such irregularly shaped m
olded articles, however, are not desired especially in the area of cosmetic fina
l products. As a rule, this means that molded articles produced according to the
 dripping method require mechanical post-processing, which is not necessary acco
rding to the method as it is used according to the invention. In the case of mol
ded articles produced with the dripping method, such post-processing becomes eve
r more necessary with an increasing volume of the molded article, because signif
icant external irregularities occur in this method, which become more apparent i
n the case of large molded articles.
    After the solution has been filled into the cavities of the mold, the soluti
on or suspension is frozen. Cooling or freezing the solution can take place, as 
such, in any way, such as, for example, by blowing with cold air, cooling by app
lying on a plate through which cooling brine flows, or also dipping the molds in
to liquid gases, such as dipping into liquid nitrogen. The cooling rate in the p
rocess has an effect upon the size of the ice crystals formed. They in turn have
 an effect upon the pore size distribution of the molded article formed. If few 
large crystals are formed, then the molded article has few large pores. If many 
small crystals are formed, then the molded article has many small pores. The hig
her the cooling-off rate of the solution or suspension, the smaller the crystals
 become. As was already explained, freezing geometries in which the molded artic
les are frozen simultaneously from all sides at at least < -20°C are preferred.
 
    The freezing temperature required depends, among other things, on how large 
the freezing-point lowering action of the active agents or auxiliary substances 
contained in the solution or suspension is. Expediently, the temperature is belo
w the freezing point of water, down to the temperature of liquid nitrogen (- 196
°C). Preferably, the freezing temperature is about -10°C to -80°C, preferably
 -20°C to -50°C. After the solution or suspension has frozen, the molded artic
les are removed from the mold and subjected to post-processing, if necessary. Po
st-processing can take place mechanically, e.g., by surface processing (grinding
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, roughening). The molded articles are then subjected to the freeze-drying proce
ss. 
    Freeze drying can take place in a manner known per se, according to generall
y known freeze-drying processes such as also described, for example, in DE 43283
29 C2, in DE 4028622 C2 or in DE 10350654 A1.
 
    The invention in particular includes the following preferred embodiments:
 
    1. Freeze-dried molded article containing magnesium ascorbyl phosphate and a
lginate as well as optionally one or more active substances and/or auxiliary sub
stances. 
　　　　　　 
    2. Freeze-dried molded article according to embodiment 1, wherein the algina
te is sodium alginate.
 
    3. Freeze-dried molded article according to any one of the embodiments 1 to 
2, wherein, as an active substance, at least one is selected from the group of v
itamins and their derivatives, preferably from the group of vitamin C and its de
rivatives.
　　　　　 
    4. Freeze-dried molded article according to any one of the embodiments 1 to 
3, wherein, as auxiliary substances, at least one is selected from the group of 
cosmetic and/or pharmaceutical oils.
　　　　　 
    5. Freeze-dried molded article according to embodiment 4, wherein triglyceri
des, jojoba oil and/or squalane is selected from the group of the oils.
　　　　　 
    6. Method for producing a freeze-dried molded article according to any one o
f the embodiments 1 to 5, comprising the following steps:
        a. preparing an aqueous suspension or a solution of magnesium ascorbyl p
hosphate and alginate, as well as, optionally, one or more active substances and
/or auxiliary substances
        b. optionally adjusting the pH value of the aqueous solution or suspensi
on to pH > 4,
        c. pouring the mixture into a mold
        d. freezing the mixture in the mold, and
        e. freeze drying the frozen mixture while forming the molded article.
　　　　　 
    7. Method according to embodiment 6, wherein the aqueous suspension or solut
ion from step (a) contains
        0.25 - 10 % by wt. magnesium ascorbyl phosphate,
        0.5 - 5 % by wt. alginate, preferably sodium alginate,
        0 - 20 % by wt. of one or more active substances and
        0 - 25 % by wt. of one or more auxiliary substances, in each case based 
on the total composition of the aqueous suspension or solution.
　　　　　 
    8. Method according to any one of the embodiment 6 to 7, wherein the pH valu
e is adjusted in step (b) by adding inorganic bases, preferably by adding sodium
 hydroxide solution.
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    9. Method according to any one of the embodiments 6 to 8, wherein the frozen
 mixture from step (d) is taken out of the mold prior to the freeze drying accor
ding to step (e).
　　　　　 
    10. Freeze-dried molded article that can be obtained in accordance with the 
method according to any of the embodiments 6 to 9.
　　　　　 
    11. Freeze-dried molded article according to any one of the embodiments 1 to
 5 and 10, whose 1 % by wt. solution or suspension in water, at 20°C, has a pH 
value ≧ 4.0, more preferably ≧ 5.0, still more preferably ≧ 6.0.
　　　　　 
    12. Freeze-dried molded article according to any one of the embodiments 1 to
 5 and 10 to 11, which decomposes completely within ≦ 30 seconds, preferably ≦
 20 seconds, more preferably ≦ 10 seconds, still more preferably ≦ 5 seconds w
hen liquid is added. 
　　　　　 
    13. Freeze-dried molded article according to any one of the embodiments 1 to
 5 and 10 to 12, characterized by two-stage hydration kinetics, wherein the mold
ed article, upon contact with a wetting liquid, absorbs it while retaining said 
article's physical form, and then decomposes completely, losing its physical for
m.
 
    14. Freeze-dried molded article according to embodiment 13, wherein the mold
ed article, upon contact with a wetting liquid in a weight ratio of wetting liqu
id to molded article of 5:1 to 100:1, absorbs it while retaining said article's 
physical form, and then decomposes completely, losing its physical form.
 
    15. Freeze-dried molded article according to any one of the embodiments 1 to
 5 and 10 to 14, wherein the weight ratio of magnesium ascorbyl phosphate to alg
inate is 0.1:1 to 5:1.
　　　　　 
    16. Freeze-dried molded article according to any one of the embodiments 1 to
 5 and 10 to 15, which has a volume of 0.1 cm3 to 6 cm3, a density of 0.01 g/cm3

 to 0.8 g/ cm3 and/or the geometrical shape of a sphere with a diameter of at le
ast 6 mm.
　　　　　 
    17. Use of the freeze-dried molded article according to any one of the embod
iments 1 to 5 or 10 to 16 as a cosmetic agent.
　　　　　 
    18. Use of the freeze-dried molded article according to any one of the embod
iments 1 to 5 or 10 to 16 as a pharmaceutical agent.
　　　　　 
    19. Use according to embodiment 17 or 18, wherein the application takes plac
e externally on the skin and hair.
　　　　　 
    20. Use according to any one of the embodiments 17 to 19, wherein the freeze
-dried molded article is moistened with water or an aqueous solution of one or m
ore active substances and/or, optionally, auxiliary substances and decomposes wi
thout mechanical influence within ≦ 30 seconds, preferably ≦ 20 seconds, more 
preferably ≦ 10 seconds, still more preferably ≦ 5 seconds, and is then applie
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d onto the skin or hair in the dissolved form.
　　　　　 
    21. Use according to embodiment 20, wherein the dissolution takes place in t
wo stages, by
        a. the molded article being completely soaked with the supplied liquid, 
retaining its shape in the process, and
        b. then decomposing while losing its physical shape.
 
    22. Use of the freeze-dried molded article according to any one of the embod
iments 1 to 5 or 10 to 16 for the oral or peroral application of active substanc
es.
　　　　　 
    23. Kit-of-parts combination, comprising at least one freeze-dried molded ar
ticle according to any one of the embodiments 1 to 5 or 10 to 16, as well as at 
least one aqueous solution comprising one or more active substances and/or, opti
onally, one or more auxiliary substances, in a combined spatial arrangement.
　　　　　 
    24. Use of the kit-of-parts combination according to embodiment 23 as a cosm
etic agent.
　　　　　 
    25. Use of the kit-of-parts combination according to embodiment 23 as a ther
apeutic agent.
　　　　　 
    26. Use according to any one of the embodiments 15 to 22 and 24 to 25, which
 is carried out directly by the end user. 
 
    27. Use of magnesium ascorbyl phosphate for modifying the dissolution behavi
or of freeze-dried molded articles based on alginates.
 
 
    The invention is illustrated in more detail by the following examples.
 
EXAMPLES
 
Example 1 
Sodium alginate-magnesium ascorbyl phosphate sphere, diameter 9 mm
20 g sodium alginate are added to 960 g water with stirring, and mixed homogeneo
usly. 20 g magnesium ascorbyl phosphate are then added with stirring, the mixtur
e, which has a pH value of pH 6.0 - 8.5, is kept at a temperature of 15-25°C in
 the process. The homogeneous (degassed) mixture is poured into molds, frozen th
rough with air blowing, taken out of the mold and subsequently freeze-dried in a
 manner known per se.
 
The freeze-dried molded article contains:
50 % by wt. sodium alginate
50 % by wt. magnesium ascorbyl phosphate,
 
 
Example 2 
Sodium alginate-magnesium ascorbyl phosphate sphere, diameter 11 mm
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30 g sodium alginate are added to 955 g water with stirring, and mixed homogeneo
usly. 15 g magnesium ascorbyl phosphate are then added with stirring, the mixtur
e, which has a pH value of pH 6 - 8.5, is kept at a temperature of 15-25°C in t
he process. The homogeneous (degassed) mixture is poured into molds, frozen thro
ugh with air blowing, taken out of the mold and subsequently freeze-dried in a m
anner known per se.
 
The freeze-dried molded article contains:
66.6 % by wt. sodium alginate
33.3 % by wt. magnesium ascorbyl phosphate,
 
 
Example 3 
Sodium alginate-magnesium ascorbyl phosphate sphere, diameter 13 mm
20 g alginate are added to 920 g water with stirring, and mixed homogeneously. 2
0 g magnesium ascorbyl phosphate are then added with stirring, the mixture, whic
h has a pH value of pH 6.0 - 8.5, is kept at a temperature of 15-25°C in the pr
ocess. Then 40 g caprylic/capric acid triglycerides are mixed in homogeneously, 
and the homogeneous (degassed) mixture is then poured into molds, frozen through
 with air blowing, taken out of the mold and subsequently freeze-dried in a mann
er known per se.
 
The freeze-dried molded article contains:
25 % by wt. sodium alginate
25 % by wt. magnesium ascorbyl phosphate,
50 % by wt. triglycerides
 
 
Example 4 
Sodium alginate-magnesium ascorbyl phosphate sphere, diameter 15 mm
20 g sodium alginate are added to 910 g water with stirring, and mixed homogeneo
usly. 20 g magnesium ascorbyl phosphate are then added with stirring, the mixtur
e, which has a pH value of pH 6.0 - 8.5, is kept at a temperature of 15-25°C in
 the process. Then 40 g triglycerides and 10 g active substances, such as green-
tea extract, are mixed in homogeneously, and the homogeneous (degassed) mixture 
is then poured into molds, frozen through with air blowing, taken out of the mol
d and subsequently freeze-dried in a manner known per se.
 
The freeze-dried molded article contains:
22 % by wt. sodium alginate
22 % by wt. magnesium ascorbyl phosphate,
44 % by wt. triglycerides
11 % by wt. active substances (e.g. green-tea extract)
 
Comparative test 1:
 
Dissolution kinetics as a function of the recipe
 
Receiver: 1 ml RO water (reverse osmosis water), respectively, at approx. 20 °C
. 
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Sample 1: freeze-dried molded article according to the invention, according to e
xample 3.
Sample 2: reference sample; freeze-dried molded article, produced in analogy to 
example 3, with magnesium ascorbyl phosphate being replaced with ascorbic acid (
vitamin C). 
 
Fig. 1 shows the configuration of the comparative test, the aqueous receiver is 
provided on watch glasses.  
Fig. 2 shows how the sample 1 (molded article according to the invention) is com
pletely soaked through with the water provided within the 1st second.
Fig. 3 further shows that after about 4 seconds, sample 1, losing structural int
egrity, decomposes into a completely hydrated gel without any recognizable non-h
ydrated areas. 
Figs. 4 to 6 show that the comparative sample 2, with vitamin C instead of MAP, 
is not soaked completely through in the further course, and that it still has a 
top white, non-hydrated molded-article area, even after 13 seconds (Fig. 6).
 
The dissolution behavior shown herein is, in principle, independent of the diame
ter of the sphere, and basically not limited to molded articles with a diameter 
of 11 mm produced in accordance with example 3, but can be observed in the same 
way for all molded articles within the sense of this invention with different co
mpositions and different diameters or geometric configurations. 
 
 
Comparative test 2:
 
In analogy to the test conditions according to comparative test 1, a comparison 
was additionally made of the dissolution rate and the dissolution behavior of a 
composition according to the invention, according to example 3, with the compara
tive samples in the form of the freeze-dried molded article, produced in analogy
 to example 3, with magnesium ascorbyl phosphate being replaced with ascorbic ac
id (vitamin C) or with ascorbyl glucoside. The result is shown in Table 1. It sh
ows, that the replacement of MAP with other vitamin C compounds does not exhibit
 the particularly rapid dissolution behavior characterized by the two-stage Kine
tics. Rather, it was shown that both the vitamin C sample as well as the ascorby
l glucoside sample showed a significantly poorer dissolution behavior. The decom
position of the molded article could not be achieved without mechanical influenc
e, and thus, no two-stage decomposition kinetics could be observed, either.



(51) JP 2010-254689 A 2010.11.11

10

20

30

40

50

1. Freeze-dried molded article containing magnesium ascorbyl phosphate and algin
ate as well as optionally one or more active substances and/or auxiliary substan
ces. 
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2. Freeze-dried molded article according to claim 1, wherein the alginate is sod
ium alginate.
 
3. Freeze-dried molded article according to any one of the claims 1 to 2, wherei
n, as an active substance, at least one is selected from the group of vitamins a
nd their derivatives, preferably from the group of vitamin C (ascorbic acid) and
 its derivatives.
 
4. Freeze-dried molded article according to any one of the claims 1 to 3, wherei
n, as auxiliary substances, at least one is selected from the group of cosmetic 
and/or pharmaceutical oils.
 
5. Method for producing a freeze-dried molded article according to any one of th
e claims 1 to 4, comprising the following steps
     (a) preparing an aqueous suspension or a solution of magnesium ascorbyl pho
sphate and alginate, as well as, optionally, one or more active substances and/o
r auxiliary substances
     (b) optionally adjusting the pH value of the aqueous solution or suspension
 to pH > 4,
     (c) pouring the mixture into a mold
     (d) freezing the mixture in the mold, and
     (e) freeze drying the frozen mixture while forming the molded article.
 
6. Method according to claim 5, wherein the aqueous suspension or solution from 
step (a) contains
    0.25 - 10 % by wt. magnesium ascorbyl phosphate,
    0.5 - 5 % by wt. alginate,
    0 - 20 % by wt. of one or more active substances and
    0 - 25 % by wt. of one or more auxiliary substances, in each case based on t
he total composition of the aqueous suspension or solution.
 
7. Freeze-dried molded article that can be obtained in accordance with the metho
d according to any of the claims 5 to 6.
 
8. Freeze-dried molded article according to any one of the claims 1 to 4 and 7, 
whose 1 % by wt. solution or suspension in water, at 20°C, has a pH value ? 4.0
, more preferably ? 5.0, still more preferably ? 6.0.
 
9. Freeze-dried molded article according to any one of the claims 1 to 4 and 7 t
o 8, which decomposes completely within ? 30 seconds, preferably ? 20 seconds, m
ore preferably ? 10 seconds, still more preferably ? 5 seconds when liquid is ad
ded. 
 
10. Freeze-dried molded article according to any one of the claims 1 to 4 and 7 
to 9, wherein the weight ratio of magnesium ascorbyl phosphate to alginate is 0.
1:1 to 5:1.
 
11. Use of the freeze-dried molded article according to any one of the claims 1 
to 4 and 7 to 10 as a cosmetic agent or pharmaceutical agent.
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12. Use according to claim 11, wherein the freeze-dried molded article is moiste
ned with water or an aqueous solution of one or more active substances and/or, o
ptionally, auxiliary substances, and decomposes without mechanical influence wit
hin ? 30 seconds, preferably ? 20 seconds, more preferably ? 10 seconds, still m
ore preferably ? 5 seconds, and is then applied onto the skin or hair in the dis
solved form.
 
13. Use according to claim 12, wherein the dissolution takes place in two stages
, by
     (a) the molded article being completely soaked with the supplied liquid, re
taining its shape in the process, and
     (b) then decomposing while losing its physical shape.
 
14. Use of the freeze-dried molded article according to any one of the claims 1 
to 4 and 7 to 10 for the oral or peroral application of active substances.
 
15. Kit-of-parts combination, comprising at least one freeze-dried molded articl
e according to any one of the claims 1 to 4 and 7 to 10, as well as at least one
 aqueous solution comprising one or more active substances and/or, optionally, o
ne or more auxiliary substances, in a combined spatial arrangement.
    The invention relates to freeze-dried molded articles containing magnesium a
scorbyl phosphate and alginate as well as optionally one or more active substanc
es and/or auxiliary substances. Furthermore, the invention relates to methods fo
r manufacturing these freeze-dried molded articles, the combination of such free
ze-dried molded articles in kit-of-parts arrangements together with aqueous solu
tions, as well as the use of the freeze-dried molded articles and the kit-of-par
ts combinations for pharmaceutical and cosmetic application.
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