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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下を含む医薬組成物：
　（Ａ）有効量のシクロピロクスオラミン；および
　（Ｂ）以下を含む薬学的に許容し得る担体。
（ｉ）水、及びＣ１－Ｃ６アルキルアルコールからなる溶媒組成物；
（ｉｉ）脂肪酸表面活性剤、硫酸化脂肪酸表面活性剤、リン酸化脂肪酸表面活性剤、両性
表面活性剤、及びそれらの薬学的に許容し得る塩からなる群より選択される少なくとも一
の表面活性剤を含む表面活性剤組成物；
（ｉｉｉ）炭化水素噴射剤；並びに
（ｉｖ）以下からなる群より選択される、前記担体のｐＨに影響を及ぼす量の酸：酢酸、
アセチルサリチル酸、アジピン酸、アスコルビン酸、アスパラギン酸、安息香酸、ホウ酸
、炭酸、クエン酸、ギ酸、エタンスルホン酸、フマル酸、グリセロリン酸、グルコン酸、
グルタル酸、グリシン、グリセリン酸、グリコール酸、グルタミン酸、馬尿酸、塩酸、乳
酸、マレイン酸、リンゴ酸、マロン酸、マンデル酸、メタンスルホン酸、ムチン酸、亜硝
酸、シュウ酸、ペラルゴン酸、リン酸、プロピオン酸、サッカリン、サリチル酸、ソルビ
ン酸、コハク酸、硫酸、酒石酸、チオグリコール酸、チオ硫酸、ウンデシレン酸、および
それらの混合物。
【請求項２】
　前記医薬組成物が、皮膚への投与に適するように処方された局所組成物の形態である、
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請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項３】
　前記医薬組成物が、哺乳動物の口、耳、鼻道、膣、尿管、または直腸の粘膜上皮細胞組
織への投与に適するように処方した局所組成物の形態である、請求項１又は２に記載の医
薬組成物。
【請求項４】
　躯幹白癬、足部白癬、爪白癬、頭部白癬、陰股部白癬、髪白癬、カンジダ症又は癜風を
治療するための医薬組成物である、請求項１～３のいずれか１項に記載の医薬組成物。
【請求項５】
　湿疹を治療するための医薬組成物である、請求項１～３のいずれか１項に記載の医薬組
成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（本発明の背景）
１．技術分野
　本発明の主題は新規起泡性送達系に関する。さらに、本発明の主題は医薬組成物および
本発明の送達系を用いる疾患、障害、または状態の治療方法に関する。さらに、本発明の
主題は起泡性医薬組成物の製造方法および送達方法に関する。これらの起泡性薬物送達系
は様々な薬物を上皮組織に投与して様々な疾患、障害、または状態を治療するのに用いる
ことができるが、本発明の起泡性薬物送達系は生物の外見、代謝もしくは機能状態、透過
性、および／または健康を改変することができる薬学的活性剤を適用または点滴すること
によって哺乳動物の皮膚および粘膜を冒す疾患を治療するのに特に有用である。
【０００２】
２．背景技術
　起泡性投薬形態は一般に哺乳動物への局所投与に適するものとして一般に知られている
。しかしながら、さらに、泡沫は高い安定性を示すことがない揮発性投薬形態として知ら
れている。
【０００３】
　泡沫安定性
　泡沫は熱力学的に不安定な系である。泡沫における全表面積が大きいため、相当量の表
面エネルギーが存在する。したがって、任意の適正な程度の安定性を達成するのに表面活
性剤が必要であり、そうすることで泡沫は適正な期間持続することができる。
【０００４】
　良好な乳化剤は一般に良好な起泡剤であり、これは、液滴合体に対する乳剤安定性およ
び気泡崩壊に対する泡沫安定性に影響を及ぼす要素が類似するためである。泡沫の安定性
は３つの主要要素：（１）流出および薄くなる液膜の傾向；（２）無作為攪乱の結果とし
て破裂する泡沫の気泡の傾向；および（３）気泡サイズの変化、に依存する。泡沫の安定
性に有意に影響を及ぼし得る他の要素には蒸発および液膜を通しての気体拡散が含まれる
。
【０００５】
　泡沫流出
　最初に、泡沫流出は、主として、泡沫内の気体の球体を共に閉鎖させる重力流動によっ
て生じる。起泡剤は、この段階で、局所攪乱とその結果としての膜破裂が最小化されるレ
ベルに重力流動を制限する上で重要な役割を果たす。
【０００６】
　気体の球体の間の膜がおよそマイクロメーターの厚みに達したとき、重力流動は極度に
遅くなる。気泡壁が透過性となるのに十分な薄さになるとき、より小さい気泡中の気体は
隣接する気泡内に拡散して圧力を均一化し、より大きな気泡を生成する。この自発的プロ
セスは膜破裂なしに平均的な気泡サイズを増大させる。従って、支配的な流出機構は、プ
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ラトー境界として知られる膜間接触位置での毛細管作用によって局所的に排出される液体
を含み、この液体収容力は比較的大きく、泡沫全体に存在する。最終的な安定平衡生成物
は、分離する膜が平面を有する、壊れやすいハニカム構造である。
【０００７】
　泡沫流出は気泡を分離する液膜を薄くさせる。これは、通常、膜破裂につながる。
【０００８】
　膜破裂
　膜流出に加えて、膜の安定性は、無作為攪乱の結果としての過剰な局所薄膜化および破
裂に抵抗する液膜の能力に依存する。幾つかの要素が、様々な程度の重要性で含まれ、こ
れらは問題となる特定の泡沫の性質に依存している。
【０００９】
　例えば、膜が幾らかの外部攪乱の結果としての局所的伸長を受けるとき、その結果とし
ての表面積の増大が起泡剤の表面過剰濃度の減少およびその結果生じる表面張力の局所的
増加を伴う。表面活性剤分子がこの表面領域に拡散し、元の表面張力を回復するのに特定
の時間が必要である。この増大した表面張力は、攪乱された膜領域がその元の厚みを回復
し、その泡沫を安定化するのに十分な時間持続し得る。
【００１０】
　より高い表面張力の領域を創出する応力は泡沫膜内に常に存在する。液膜はある場所で
は平坦であって他所では凸型に屈曲しており、そこでは気泡の隙間に液体が貯留する。凸
状の湾曲はラプラス効果と呼ばれる毛細管力を創出し、それが液体に接触した泡膜の外部
に吸引し、それため内部液体が膜の平坦部からより屈曲した部分に定常的に流動する。液
体が流動するに従い、膜が伸長し、より張力の高い新たな表面が創出され、それらの表面
を横断する対流が生じてそれらの膜の希薄になった部分を回復する（マランゴーニ効果と
呼ばれるプロセス）。このようにして、泡膜は流動および対流の定常状態にあり、これが
他者によるその逆転の条件を創出する効果の１つである。
【００１１】
　気泡を分離する液膜の破裂は気泡の合体および泡沫構造の完全な崩壊につながる。
【００１２】
　泡サイズの変化
　泡サイズの変化は薄膜の希薄化につながる可能性があり、膜破裂を生じる機械的衝撃を
起こすことがある。泡沫が古くなるに従い、小さい気泡はより小さくなり、大きい気泡は
より大きくなる。これは小さな気泡中の圧力が大きな気泡中よりも高いために生じる。２
つの気泡の間の圧力の差はより小さな気泡が完全に消失するまで増加する。その結果生じ
る泡沫内の気泡の再構成は、膜の破裂および合体が続く機械的衝撃の可能性の増加につな
がり得る。
【００１３】
　表面レオロジー
　レオロジーは物質の変形および流動の科学である。泡沫の表面膜の機械的特性は泡沫安
定性に対してかなりの影響力を有する。第１に、高いバルク液体粘性は泡沫崩壊の速度を
遅延させる。しかしながら、高い表面粘性はまた表面に接近するバルク液体流動の大きな
遅延をも生じ、したがって、厚い膜の流出は薄い膜よりもかなり早く、それが均一な膜厚
の達成を促進する。第２に、表面弾性は均一な膜厚の維持を促進する。しかしながら、頑
なに凝縮した表面膜の存在が泡沫の安定性に有害であり、これはそのような膜が弾性を示
す領域全体において非常に変化が小さいためである。
【００１４】
　医薬もしくは化粧品組成物としての、薬物送達系としての、およびスキンケアのための
泡沫およびムースの使用を開示する幾つかの米国特許がこれまで付与されている。これら
の特許の大部分は特定の障害を治療するための特定の薬物を含有する特定の処方に関する
。この技術本体の代表は以下の米国特許である。
【００１５】
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　Ｄｏｌｅら、米国特許第４，８４７，０６８号は、鉱物油、乳化剤、水、および噴射剤
を含有するエアロゾルムースの形態のスキンケア組成物を開示する。
【００１６】
　Ｓｃｈｍｉｄｔら、米国特許第５，００２，６８０号は、濃縮物、穏やかな非石けんア
ニオン性もしくは両性表面活性剤、ポリマー性スキン・フィール・エイド（ｓｋｉｎ　ｆ
ｅｅｌ　ａｉｄ）、好ましくはグリセリンである加湿剤、水、および噴射剤を含有する皮
膚洗浄エアロゾルムース形成性乳剤を開示する。
【００１７】
　Ｌｉｎｓ、米国特許第５，１６７，９５０号は、炭化水素噴射剤、エタノールもしくは
イソプロピルアルコール、水分散性ポリマー性ゲル化剤、少なくとも１種類の、１６ない
し２２個の炭素の炭化水素基を有するアルコールからなる両親媒性系、および少なくとも
１種類の非イオン性界面活性剤を含有する高アルコール含量エアロゾル抗菌性ムースを開
示する。
【００１８】
　Ｓｅｋｉら、米国特許第５，３９７，５６４号は、水、低級アルコール、液化石油ガス
、およびジメチルエーテルを含有する、局所使用、主として、皮膚冷却用のエアロゾルシ
ャーベット様泡沫調製品を開示する。
【００１９】
　Ｌｉｓｂｏａら、米国特許第５，６７９，３２４号は、表面活性剤、噴射剤、香料、濃
厚剤、および化粧品ビヒクルを含有する、迅速分解性泡沫を形成する低刺痛性および低火
傷性エアロゾル起泡性香料組成物を開示する。
【００２０】
　Ｖｉｎｓｋｉら、米国特許第６，０３０，９３１号は、非エアロゾル・ディスペンサに
充填される、アニオン性表面活性剤および両性表面活性剤を含有する、水不溶性緩和剤を
含有しない起泡性洗浄組成物を開示する。
【００２１】
　Ｏｓｂｏｒｎｅ、米国特許第６，０６０，０８５号は、座瘡およびヘルペス病変の治療
用に合わせて製造された半固体水性ゲル医薬組成物を開示する。この組成物は、表皮の角
質層に浸透する能力を有し、全身的に利用可能になる溶解した医薬、および表皮の角質層
を直ちに通過することのない微粒子状態の医薬を含む。
【００２２】
　Ｊｏｎｅｓら、米国特許第６，１２６，９２０号は、副腎皮質ステロイド活性物質；脂
肪族アルコール、脂肪アルコール、水、および表面活性剤を含有する迅速崩壊起泡剤；噴
射剤；並びに緩衝剤を含有する起泡性副腎皮質ステロイド含有医薬組成物を開示する。
【００２３】
　Ｍｏｈａｍｍａｄｉ、米国特許第６，２６４，９６４号は、ノズル排出口および起泡機
構を有する容器、架橋非乳化性ポリシロキサンエラストマー、並びにカルボキシビニルポ
リマーを含む起泡性化粧製品を開示する。
【００２４】
　これらの特許登録された処方の各々は特定の不利益および／または欠陥を示す。したが
って、上皮細胞組織をより効率的に標的とする活性治療薬をそれらの疾患、障害、および
状態を治療するために含有する改善された処方に対する必要性が当該技術分野において残
存する。本発明の主題は最少でも以下の改善のうちの１つを提供することによってこの必
要性に取り組む：活性治療薬の送達の改善、不便さおよび刺激の減少、患者への使用の容
易さの増大、および活性治療薬の分解の減少。さらに、本発明の主題は、組織または生物
の外観、代謝もしくは機能的状態、または透過性に有利に影響を及ぼし、その結果、それ
らに対するアンタゴニスト、例えば、病原性生物および細胞を含む他の疾患状態を低下さ
せて、生物の健康状態を改善する。
【００２５】
（本発明の概要）
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　本発明の主題は以下を含む組成物および以下を含む新規起泡性送達系の使用方法に関す
る：
　（ｉ）水、揮発性噴射剤、Ｃ１－Ｃ６流動性アルキルもしくは分岐鎖アルキルアルコー
ル、芳香族アルコール、ソルビトール誘導体のエーテル、炭酸プロピレン、キシレン、塩
化メチレン、エチルヘキサンジオール、ポリシロキサン、ジメチルエーテル、およびそれ
らの混合物からなる群より選択される溶媒組成物；
　（ｉｉ）ポリオキシエチレン脂肪エーテル、ポリオキシエチレン脂肪エステル、脂肪酸
、硫酸化脂肪酸表面活性剤、リン酸化脂肪酸表面活性剤、スルホスクシネート表面活性剤
、両性表面活性剤、非イオン性ポロキサマー（ｐｏｌｏｘａｍｅｒ）表面活性剤、非イオ
ン性メロキサポール（ｍｅｒｏｘａｐｏｌ）表面活性剤、石油誘導体表面活性剤、脂肪族
アミン表面活性剤、ポリシロキサン誘導体、ソルビタン脂肪酸エステル、それらの薬学的
に許容し得る塩、およびそれらの混合物からなる群より選択される表面活性剤組成物；
　（ｉｉｉ）噴射剤；並びに
　（ｉｖ）以下からなる群より選択される、送達系のｐＨに影響を及ぼす量の酸：
　　（ａ）アセチルサリチル酸、アスコルビン酸、ホウ酸、炭酸、ギ酸、エタンスルホン
酸、フマル酸、グリセロリン酸、馬尿酸、塩酸、マレイン酸、メタンスルホン酸、亜硝酸
、シュウ酸、リン酸、サッカリン、ソルビン酸、硫酸、チオ硫酸、ウンデシレン酸、エタ
ノールアミン、およびそれらの薬学的に許容し得る塩、エステル、または溶媒和物；
　　（ｂ）式Ｉのアルファヒドロキシ酸：
　　　　　（Ｒａ）（Ｒｂ）Ｃ（ＯＨ）ＣＯＯＨ　　　Ｉ
（式中、ＲａおよびＲｂは、独立に、Ｈ、Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ、および飽和もしくは不飽和、
異性もしくは非異性、直鎖、分岐鎖、もしくは環状Ｃ１－Ｃ２５アルキル、アラルキル、
もしくはアリール基からなる群より選択され、ＲａおよびＲｂの各々はＯＨ、ＳＨ、ＣＨ
Ｏ、ＣＯＯＨ基で任意に置換され得る）
またはそれらの薬学的に許容し得る塩、ラクトン、もしくは溶媒和物；
　　（ｃ）式ＩＩのアルファケト酸：
　　　　　（Ｒａ）ＣＯＣＯＯ（Ｒｂ）　　　ＩＩ
（式中、ＲａおよびＲｂは、独立に、Ｈおよび飽和もしくは不飽和、異性もしくは非異性
、直鎖、分岐鎖、もしくは環状Ｃ１－Ｃ２５アルキル、アラルキル、もしくはアリール基
からなる群より選択され、ＲａはＦ、Ｃｌ、Ｂｒ、Ｉ、ＯＨ、ＣＨＯ、ＣＯＯＨ、もしく
は１ないし９個の炭素原子のアルコキシ基で任意に置換され得る）
またはそれらの薬学的に許容し得る塩、エステル、もしくは溶媒和物；
　　（ｄ）式ＩＩＩの酸：
【化１】

【００２６】
（式中、
　ｎは０－６であり；
　ＸはＨ、ＯＨ、もしくはＮＨ２であり、
　各々のＹはＨもしくはＯＨであり、
　またはＸおよびＹは、任意に、一緒になって５－７員飽和もしくは不飽和炭素環または
５－７員飽和もしくは不飽和複素環を形成し、ここで、該複素環の１またはそれ以上の環
原子はＯ、Ｓ、もしくはＮであり；
　Ｚは、ＹおよびＺが両者ともＯＨであることはないという条件の下で、Ｈ、ＣＨ３、Ｏ
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Ｈ、ＣＯＯＨ、もしくはＳＨであり、
　またはＹおよびＺは、任意に、一緒になって５－７員飽和もしくは不飽和炭素環または
５－７員飽和もしくは不飽和複素環を形成し、ここで、該複素環の１またはそれ以上の環
原子はＯ、Ｓ、もしくはＮである）
またはそれらの薬学的に許容し得る塩、エステル、もしくは溶媒和物；並びに
　　（ｅ）それらの混合物。
【００２７】
　好ましい実施形態において、本発明の主題は以下を含む医薬組成物に関する：
　（Ａ）有効量の、１またはそれ以上の活性治療薬またはそれらの薬学的に許容し得る遊
離塩基、塩、エステル、もしくは溶媒和物；および
　（Ｂ）以下を含む薬学的に許容し得る坦体：
　　（ｉ）以下を含む起泡性送達系：
　　　（ａ）水、揮発性噴射剤、Ｃ１－Ｃ６流動性アルキルもしくは分岐鎖アルキルアル
コール、芳香族アルコール、ソルビトール誘導体のエーテル、炭酸プロピレン、キシレン
、塩化メチレン、エチルヘキサンジオール、ポリシロキサン、ジメチルエーテル、および
それらの混合物からなる群より選択される溶媒組成物；
　　　（ｂ）ポリオキシエチレン脂肪エーテル、ポリオキシエチレン脂肪エステル、脂肪
酸、硫酸化脂肪酸表面活性剤、リン酸化脂肪酸表面活性剤、スルホスクシネート表面活性
剤、両性表面活性剤、非イオン性ポロキサマー表面活性剤、非イオン性メロキサポール表
面活性剤、石油誘導体表面活性剤、脂肪族アミン表面活性剤、ポリシロキサン誘導体、ソ
ルビタン脂肪酸エステル、それらの薬学的に許容し得る塩、およびそれらの混合物からな
る群より選択される表面活性剤組成物；
　　（ｉｉ）噴射剤；並びに
　　（ｉｉｉ）以下からなる群より選択される、送達系のｐＨに影響を及ぼす量の酸：
　　　（ａ）アセチルサリチル酸、アスコルビン酸、ホウ酸、炭酸、ギ酸、エタンスルホ
ン酸、フマル酸、グリセロリン酸、馬尿酸、塩酸、マレイン酸、メタンスルホン酸、亜硝
酸、シュウ酸、リン酸、サッカリン、ソルビン酸、硫酸、チオ硫酸、ウンデシレン酸、エ
タノールアミン、およびそれらの薬学的に許容し得る塩、エステル、または溶媒和物；
　　　（ｂ）式Ｉのアルファヒドロキシ酸：
　　　　　　（Ｒａ）（Ｒｂ）Ｃ（ＯＨ）ＣＯＯＨ　　　Ｉ
（式中、ＲａおよびＲｂは、独立に、Ｈ、Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ、および飽和もしくは不飽和、
異性もしくは非異性、直鎖、分岐鎖、もしくは環状Ｃ１－Ｃ２５アルキル、アラルキル、
もしくはアリール基からなる群より選択され、ＲａおよびＲｂの各々はＯＨ、ＳＨ、ＣＨ
Ｏ、ＣＯＯＨ基で任意に置換され得る）
またはそれらの薬学的に許容し得る塩、ラクトン、もしくは溶媒和物；
　　　（ｃ）式ＩＩのアルファケト酸：
　　　　　　（Ｒａ）ＣＯＣＯＯ（Ｒｂ）　　　ＩＩ
（式中、ＲａおよびＲｂは、独立に、Ｈおよび飽和もしくは不飽和、異性もしくは非異性
、直鎖、分岐鎖、もしくは環状Ｃ１－Ｃ２５アルキル、アラルキル、もしくはアリール基
からなる群より選択され、ＲａはＦ、Ｃｌ、Ｂｒ、Ｉ、ＯＨ、ＣＨＯ、ＣＯＯＨ、もしく
は１ないし９個の炭素原子のアルコキシ基で任意に置換され得る）
またはそれらの薬学的に許容し得る塩、エステル、もしくは溶媒和物；
　　　（ｄ）式ＩＩＩの酸：
【化２】
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【００２８】
（式中、
　ｎは０－６であり；
　ＸはＨ、ＯＨ、もしくはＮＨ２であり、
　各々のＹはＨもしくはＯＨであり、
　またはＸおよびＹは、任意に、一緒になって５－７員飽和もしくは不飽和炭素環または
５－７員飽和もしくは不飽和複素環を形成し、ここで、該複素環の１またはそれ以上の環
原子はＯ、Ｓ、もしくはＮであり；
　Ｚは、ＹおよびＺが両者ともＯＨであることはないという条件の下で、Ｈ、ＣＨ３、Ｏ
Ｈ、ＣＯＯＨ、もしくはＳＨであり、
　またはＹおよびＺは、任意に、一緒になって５－７員飽和もしくは不飽和炭素環または
５－７員飽和もしくは不飽和複素環を形成し、ここで、該複素環の１またはそれ以上の環
原子はＯ、Ｓ、もしくはＮである）
またはそれらの薬学的に許容し得る塩、エステル、もしくは溶媒和物；並びに
　　（ｅ）それらの混合物。
【００２９】
　さらに好ましい実施形態において、本発明の主題は以下を含む医薬組成物に関する：
　（Ａ）有効量の１またはそれ以上の活性治療薬またはそれらの薬学的に許容し得る遊離
塩基、塩、エステル、もしくは溶媒和物；および
　（Ｂ）以下を含む薬学的に許容し得る坦体：
　　（ｉ）以下を含む起泡性送達系：
　　　（ａ）水、エタノール、イソプロピルアルコール、ベンジルアルコール、ジメチル
イソソルバイド、炭酸プロピレン、キシレン、塩化メチレン、エチルヘキサンジオール、
ポリシロキサン、ジメチルエーテル、およびそれらの混合物からなる群より選択される溶
媒組成物；並びに
　　　（ｂ）ラウレス（ｌａｕｒｅｔｈ）－４、ＰＥＧ－２ジラウレート、ステアリン酸
、ラウリル硫酸ナトリウム、ジオクチルナトリウムスルホスクシネート、ココアンホプロ
ピオネート、ポロキサマー１８８、メロキサポール２５８、トリエタノールアミン、ジメ
チコン、ポリソルベート６０、モノステアリン酸ソルビタン、それらの薬学的に許容し得
る塩、およびそれらの混合物からなる群より選択される表面活性剤組成物；
　　（ｉｉ）噴射剤；並びに
　　（ｉｉｉ）酢酸、アセチルサリチル酸、アジピン酸、アスコルビン酸、アスパラギン
酸、安息香酸、ホウ酸、炭酸、クエン酸、ギ酸、エタンスルホン酸、フマル酸、グリセロ
リン酸、グルコン酸、グルタミン酸、グリシン、グリセリン酸、グリコール酸、グルタミ
ン酸、馬尿酸、塩酸、乳酸、マレイン酸、リンゴ酸、マロン酸、マンデル酸、メタンスル
ホン酸、ムチン酸、亜硝酸、シュウ酸、ペラルゴン酸、リン酸、プロピオン酸、サッカリ
ン、サリチル酸、ソルビン酸、コハク酸、硫酸、酒石酸、チオグリコール酸、チオ硫酸、
ウンデシレン酸、エタノールアミン、天然および合成誘導アミノ酸、それらの誘導体、並
びにそれらの混合物からなる群より選択される、組成物のｐＨに影響を及ぼす量の酸。
【００３０】
　さらに別の好ましい実施形態において、本発明の主題は：
　（Ａ）有効量の１またはそれ以上の活性治療薬またはそれらの薬学的に許容し得る遊離
塩基、塩、エステル、もしくは溶媒和物；および
　（Ｂ）以下を含む薬学的に許容し得る坦体：
　　（ｉ）以下を含む起泡性送達系：
　　　（ａ）水、揮発性噴射剤、Ｃ１－Ｃ６流動性アルキルもしくは分岐鎖アルキルアル
コール、芳香族アルコール、ソルビトール誘導体のエーテル、炭酸プロピレン、キシレン
、塩化メチレン、エチルヘキサンジオール、ポリシロキサン、ジメチルエーテル、および
それらの混合物からなる群より選択される溶媒組成物；
　　　（ｂ）ポリオキシエチレン脂肪エーテル、ポリオキシエチレン脂肪エステル、脂肪
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酸、硫酸化脂肪酸表面活性剤、リン酸化脂肪酸表面活性剤、スルホスクシネート表面活性
剤、両性表面活性剤、非イオン性ポロキサマー表面活性剤、非イオン性メロキサポール表
面活性剤、石油誘導体表面活性剤、脂肪族アミン表面活性剤、ポリシロキサン誘導体、ソ
ルビタン脂肪酸エステル、それらの薬学的に許容し得る塩、およびそれらの混合物からな
る群より選択される表面活性剤組成物；
　　（ｉｉ）噴射剤；並びに
　　（ｉｉｉ）以下からなる群より選択される、組成物のｐＨに影響を及ぼす量の酸：
　　　（ａ）アセチルサリチル酸、アスコルビン酸、ホウ酸、炭酸、ギ酸、エタンスルホ
ン酸、フマル酸、グリセロリン酸、馬尿酸、塩酸、マレイン酸、メタンスルホン酸、亜硝
酸、シュウ酸、リン酸、サッカリン、ソルビン酸、硫酸、チオ硫酸、ウンデシレン酸、エ
タノールアミン、およびそれらの薬学的に許容し得る塩、エステル、または溶媒和物；
　　　（ｂ）式Ｉのアルファヒドロキシ酸：
　　　　　　（Ｒａ）（Ｒｂ）Ｃ（ＯＨ）ＣＯＯＨ　　　Ｉ
（式中、ＲａおよびＲｂは、独立に、Ｈ、Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ、および飽和もしくは不飽和、
異性もしくは非異性、直鎖、分岐鎖、もしくは環状Ｃ１－Ｃ２５アルキル、アラルキル、
もしくはアリール基からなる群より選択され、ＲａおよびＲｂの各々はＯＨ、ＳＨ、ＣＨ
Ｏ、ＣＯＯＨ基で任意に置換され得る）
またはそれらの薬学的に許容し得る塩、ラクトン、もしくは溶媒和物；
　　　（ｃ）式ＩＩのアルファケト酸：
　　　　　　（Ｒａ）ＣＯＣＯＯ（Ｒｂ）　　　ＩＩ
（式中、ＲａおよびＲｂは、独立に、Ｈおよび飽和もしくは不飽和、異性もしくは非異性
、直鎖、分岐鎖、もしくは環状Ｃ１－Ｃ２５アルキル、アラルキル、もしくはアリール基
からなる群より選択され、ＲａはＦ、Ｃｌ、Ｂｒ、Ｉ、ＯＨ、ＣＨＯ、ＣＯＯＨ、もしく
は１ないし９個の炭素原子のアルコキシ基で任意に置換され得る）
またはそれらの薬学的に許容し得る塩、エステル、もしくは溶媒和物；
　　　（ｄ）式ＩＩＩの酸：
【化３】

【００３１】
（式中、
　ｎは０－６であり；
　ＸはＨ、ＯＨ、もしくはＮＨ２であり、
　各々のＹはＨもしくはＯＨであり、
　またはＸおよびＹは、任意に、一緒になって５－７員飽和もしくは不飽和炭素環または
５－７員飽和もしくは不飽和複素環を形成し、ここで、該複素環の１またはそれ以上の環
原子はＯ、Ｓ、もしくはＮであり；
　Ｚは、ＹおよびＺが両者ともＯＨであることはないという条件の下で、Ｈ、ＣＨ３、Ｏ
Ｈ、ＣＯＯＨ、もしくはＳＨであり、
　またはＹおよびＺは、任意に、一緒になって５－７員飽和もしくは不飽和炭素環または
５－７員飽和もしくは不飽和複素環を形成し、ここで、該複素環の１またはそれ以上の環
原子はＯ、Ｓ、もしくはＮである）
またはそれらの薬学的に許容し得る塩、エステル、もしくは溶媒和物；並びに
　　（ｅ）それらの混合物、
を含む、活性治療薬の出発濃度を有する医薬組成物であって、該活性治療薬の出発濃度の
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約５％未満である分解生成物の濃度を維持する組成物に関する。
【００３２】
　別の好ましい実施形態において、本発明の主題は、疾患、障害、または状態の治療をそ
れらを必要とする哺乳動物において行うための方法であって、該哺乳動物に有効量の起泡
性医薬組成物を投与することを含み、該組成物が以下を含む方法に関する：
　（ｉ）有効量の１またはそれ以上の活性治療薬またはそれらの薬学的に許容し得る遊離
塩基、塩、エステル、もしくは溶媒和物；
　（ｉｉ）以下を含む起泡性送達系：
　　（ａ）水、揮発性噴射剤、Ｃ１－Ｃ６流動性アルキルもしくは分岐鎖アルキルアルコ
ール、芳香族アルコール、ソルビトール誘導体のエーテル、炭酸プロピレン、キシレン、
塩化メチレン、エチルヘキサンジオール、ポリシロキサン、ジメチルエーテル、およびそ
れらの混合物からなる群より選択される溶媒組成物；
　　（ｂ）ポリオキシエチレン脂肪エーテル、ポリオキシエチレン脂肪エステル、脂肪酸
、硫酸化脂肪酸表面活性剤、リン酸化脂肪酸表面活性剤、スルホスクシネート表面活性剤
、両性表面活性剤、非イオン性ポロキサマー表面活性剤、非イオン性メロキサポール表面
活性剤、石油誘導体表面活性剤、脂肪族アミン表面活性剤、ポリシロキサン誘導体、ソル
ビタン脂肪酸エステル、それらの薬学的に許容し得る塩、およびそれらの混合物からなる
群より選択される表面活性剤組成物；
　（ｉｉｉ）噴射剤；並びに
　（ｉｖ）以下からなる群より選択される、組成物のｐＨに影響を及ぼす量の酸：
　　（ａ）アセチルサリチル酸、アスコルビン酸、ホウ酸、炭酸、ギ酸、エタンスルホン
酸、フマル酸、グリセロリン酸、馬尿酸、塩酸、マレイン酸、メタンスルホン酸、亜硝酸
、シュウ酸、リン酸、サッカリン、ソルビン酸、硫酸、チオ硫酸、ウンデシレン酸、エタ
ノールアミン、およびそれらの薬学的に許容し得る塩、エステル、または溶媒和物；
　　（ｂ）式Ｉのアルファヒドロキシ酸：
　　　　　　（Ｒａ）（Ｒｂ）Ｃ（ＯＨ）ＣＯＯＨ　　　Ｉ
（式中、ＲａおよびＲｂは、独立に、Ｈ、Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ、および飽和もしくは不飽和、
異性もしくは非異性、直鎖、分岐鎖、もしくは環状Ｃ１－Ｃ２５アルキル、アラルキル、
もしくはアリール基からなる群より選択され、ＲａおよびＲｂの各々はＯＨ、ＳＨ、ＣＨ
Ｏ、ＣＯＯＨ基で任意に置換され得る）
またはそれらの薬学的に許容し得る塩、ラクトン、もしくは溶媒和物；
　　（ｃ）式ＩＩのアルファケト酸：
　　　　　　（Ｒａ）ＣＯＣＯＯ（Ｒｂ）　　　ＩＩ
（式中、ＲａおよびＲｂは、独立に、Ｈおよび飽和もしくは不飽和、異性もしくは非異性
、直鎖、分岐鎖、もしくは環状Ｃ１－Ｃ２５アルキル、アラルキル、もしくはアリール基
からなる群より選択され、ＲａはＦ、Ｃｌ、Ｂｒ、Ｉ、ＯＨ、ＣＨＯ、ＣＯＯＨ、もしく
は１ないし９個の炭素原子のアルコキシ基で任意に置換され得る）
またはそれらの薬学的に許容し得る塩、エステル、もしくは溶媒和物；
　　（ｄ）式ＩＩＩの酸：
【化４】

【００３３】
（式中、
　ｎは０－６であり；
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　ＸはＨ、ＯＨ、もしくはＮＨ２であり、
　各々のＹはＨもしくはＯＨであり、
　またはＸおよびＹは、任意に、一緒になって５－７員飽和もしくは不飽和炭素環または
５－７員飽和もしくは不飽和複素環を形成し、ここで、該複素環の１またはそれ以上の環
原子はＯ、Ｓ、もしくはＮであり；
　Ｚは、ＹおよびＺが両者ともＯＨであることはないという条件の下で、Ｈ、ＣＨ３、Ｏ
Ｈ、ＣＯＯＨ、もしくはＳＨであり、
　またはＹおよびＺは、任意に、一緒になって５－７員飽和もしくは不飽和炭素環または
５－７員飽和もしくは不飽和複素環を形成し、ここで、該複素環の１またはそれ以上の環
原子はＯ、Ｓ、もしくはＮである）
またはそれらの薬学的に許容し得る塩、エステル、もしくは溶媒和物；並びに
　　（ｆ）それらの混合物。
【００３４】
　さらに別の好ましい実施形態において、本発明の主題は皮膚状態の治療をそれらを必要
とする哺乳動物において行うための方法であって、該哺乳動物の皮膚に有効量の起泡性医
薬組成物を投与することを含み、該組成物が以下を含む方法に関する：
　（ｉ）有効量の１またはそれ以上の活性治療薬またはそれらの薬学的に許容し得る遊離
塩基、塩、エステル、もしくは溶媒和物；　
　（ｉｉ）以下を含む起泡性送達系：
　　（ａ）水、エタノール、イソプロピルアルコール、ベンジルアルコール、ジメチルイ
ソソルバイド、炭酸プロピレン、キシレン、塩化メチレン、エチルヘキサンジオール、ポ
リシロキサン、ジメチルエーテル、およびそれらの混合物からなる群より選択される溶媒
組成物；並びに
　　（ｂ）ラウレス－４、ＰＥＧ－２ジラウレート、ステアリン酸、ラウリル硫酸ナトリ
ウム、ジオクチルナトリウムスルホスクシネート、ココアンホプロピオネート、ポロキサ
マー１８８、メロキサポール２５８、トリエタノールアミン、ジメチコン、ポリソルベー
ト６０、モノステアリン酸ソルビタン、それらの薬学的に許容し得る塩、およびそれらの
混合物からなる群より選択される表面活性剤組成物；
　（ｉｉｉ）噴射剤；並びに
　（ｉｖ）酢酸、アセチルサリチル酸、アジピン酸、アスコルビン酸、アスパラギン酸、
安息香酸、ホウ酸、炭酸、クエン酸、ギ酸、エタンスルホン酸、フマル酸、グリセロリン
酸、グルコン酸、グルタル酸、グリシン、グリセリン酸、グリコール酸、グルタミン酸、
馬尿酸、塩酸、乳酸、マレイン酸、リンゴ酸、マロン酸、マンデル酸、メタンスルホン酸
、ムチン酸、亜硝酸、シュウ酸、ペラルゴン酸、リン酸、プロピオン酸、サッカリン、サ
リチル酸、ソルビン酸、コハク酸、硫酸、酒石酸、チオグリコール酸、チオ硫酸、ウンデ
シレン酸、エタノールアミン、天然および合成誘導アミノ酸、それらの誘導体、並びにそ
れらの混合物からなる群より選択される、組成物のｐＨに影響を及ぼす量の酸。
【００３５】
　さらに別の好ましい実施形態において、本発明の主題は以下を含む起泡性医薬組成物の
製造方法に関する：
　（Ａ）有効量の１またはそれ以上の活性治療薬またはそれらの薬学的に許容し得る遊離
塩基、塩、エステル、もしくは溶媒和物および以下を含む薬学的に許容し得る坦体を混合
する工程：
　　（ｉ）以下を含む起泡性送達系：
　　　（ａ）水、揮発性噴射剤、Ｃ１－Ｃ６流動性アルキルもしくは分岐鎖アルキルアル
コール、芳香族アルコール、ソルビトール誘導体のエーテル、炭酸プロピレン、キシレン
、塩化メチレン、エチルヘキサンジオール、ポリシロキサン、ジメチルエーテル、および
それらの混合物からなる群より選択される溶媒組成物；
　　　（ｂ）ポリオキシエチレン脂肪エーテル、ポリオキシエチレン脂肪エステル、脂肪
酸、硫酸化脂肪酸表面活性剤、リン酸化脂肪酸表面活性剤、スルホスクシネート表面活性
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剤、両性表面活性剤、非イオン性ポロキサマー表面活性剤、非イオン性メロキサポール表
面活性剤、石油誘導体表面活性剤、脂肪族アミン表面活性剤、ポリシロキサン誘導体、ソ
ルビタン脂肪酸エステル、それらの薬学的に許容し得る塩、およびそれらの混合物からな
る群より選択される表面活性剤組成物；並びに
　　（ｉｉ）以下からなる群より選択される、組成物のｐＨに影響を及ぼす量の酸：
　　　（ａ）アセチルサリチル酸、アスコルビン酸、ホウ酸、炭酸、ギ酸、エタンスルホ
ン酸、フマル酸、グリセロリン酸、馬尿酸、塩酸、マレイン酸、メタンスルホン酸、亜硝
酸、シュウ酸、リン酸、サッカリン、ソルビン酸、硫酸、チオ硫酸、ウンデシレン酸、エ
タノールアミン、およびそれらの薬学的に許容し得る塩、エステル、または溶媒和物；
　　　（ｂ）式Ｉのアルファヒドロキシ酸：
　　　　　　（Ｒａ）（Ｒｂ）Ｃ（ＯＨ）ＣＯＯＨ　　　Ｉ
（式中、ＲａおよびＲｂは、独立に、Ｈ、Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ、および飽和もしくは不飽和、
異性もしくは非異性、直鎖、分岐鎖、もしくは環状Ｃ１－Ｃ２５アルキル、アラルキル、
もしくはアリール基からなる群より選択され、ＲａおよびＲｂの各々はＯＨ、ＳＨ、ＣＨ
Ｏ、ＣＯＯＨ基で任意に置換され得る）
またはそれらの薬学的に許容し得る塩、ラクトン、もしくは溶媒和物；
　　　（ｃ）式ＩＩのアルファケト酸：
　　　　　　（Ｒａ）ＣＯＣＯＯ（Ｒｂ）　　　ＩＩ
（式中、ＲａおよびＲｂは、独立に、Ｈおよび飽和もしくは不飽和、異性もしくは非異性
、直鎖、分岐鎖、もしくは環状Ｃ１－Ｃ２５アルキル、アラルキル、もしくはアリール基
からなる群より選択され、ＲａはＦ、Ｃｌ、Ｂｒ、Ｉ、ＯＨ、ＣＨＯ、ＣＯＯＨ、もしく
は１ないし９個の炭素原子のアルコキシ基で任意に置換され得る）
またはそれらの薬学的に許容し得る塩、エステル、もしくは溶媒和物；
　　　（ｄ）式ＩＩＩの酸：
【化５】

【００３６】
（式中、
　ｎは０－６であり；
　ＸはＨ、ＯＨ、もしくはＮＨ２であり、
　各々のＹはＨもしくはＯＨであり、
　またはＸおよびＹは、任意に、一緒になって５－７員飽和もしくは不飽和炭素環または
５－７員飽和もしくは不飽和複素環を形成し、ここで、該複素環の１またはそれ以上の環
原子はＯ、Ｓ、もしくはＮであり；
　Ｚは、ＹおよびＺが両者ともＯＨであることはないという条件の下で、Ｈ、ＣＨ３、Ｏ
Ｈ、ＣＯＯＨ、もしくはＳＨであり、
　またはＹおよびＺは、任意に、一緒になって５－７員飽和もしくは不飽和炭素環または
５－７員飽和もしくは不飽和複素環を形成し、ここで、該複素環の１またはそれ以上の環
原子はＯ、Ｓ、もしくはＮである）
またはそれらの薬学的に許容し得る塩、エステル、もしくは溶媒和物；並びに
　　　（ｅ）それらの混合物；並びに
　（Ｂ）該混合物を、該組成物の保存および送達に適する容器に充填する工程。
【００３７】
　さらに好ましい実施形態において、本発明の主題は起泡性医薬組成物を容器から送達す
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るための方法であって、機械的手段によって生成される噴射力を該起泡性医薬組成物に提
供することを含み、該起泡性医薬組成物が以下を含む方法に関する：
　（ｉ）有効量の１またはそれ以上の活性治療薬またはそれらの薬学的に許容し得る遊離
塩基、塩、エステル、もしくは溶媒和物：
　（ｉｉ）以下を含む起泡性送達系：
　　（ａ）水、揮発性噴射剤、Ｃ１－Ｃ６流動性アルキルもしくは分岐鎖アルキルアルコ
ール、芳香族アルコール、ソルビトール誘導体のエーテル、炭酸プロピレン、キシレン、
塩化メチレン、エチルヘキサンジオール、ポリシロキサン、ジメチルエーテル、およびそ
れらの混合物からなる群より選択される溶媒組成物；
　　（ｂ）ポリオキシエチレン脂肪エーテル、ポリオキシエチレン脂肪エステル、脂肪酸
、硫酸化脂肪酸表面活性剤、リン酸化脂肪酸表面活性剤、スルホスクシネート表面活性剤
、両性表面活性剤、非イオン性ポロキサマー表面活性剤、非イオン性メロキサポール表面
活性剤、石油誘導体表面活性剤、脂肪族アミン表面活性剤、ポリシロキサン誘導体、ソル
ビタン脂肪酸エステル、それらの薬学的に許容し得る塩、およびそれらの混合物からなる
群より選択される表面活性剤組成物；並びに
　（ｉｉｉ）以下からなる群より選択される、組成物のｐＨに影響を及ぼす量の酸：
　　（ａ）アセチルサリチル酸、アスコルビン酸、ホウ酸、炭酸、ギ酸、エタンスルホン
酸、フマル酸、グリセロリン酸、馬尿酸、塩酸、マレイン酸、メタンスルホン酸、亜硝酸
、シュウ酸、リン酸、サッカリン、ソルビン酸、硫酸、チオ硫酸、ウンデシレン酸、エタ
ノールアミン、およびそれらの薬学的に許容し得る塩、エステル、または溶媒和物；
　　（ｂ）式Ｉのアルファヒドロキシ酸：
　　　　　（Ｒａ）（Ｒｂ）Ｃ（ＯＨ）ＣＯＯＨ　　　Ｉ
（式中、ＲａおよびＲｂは、独立に、Ｈ、Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ、および飽和もしくは不飽和、
異性もしくは非異性、直鎖、分岐鎖、もしくは環状Ｃ１－Ｃ２５アルキル、アラルキル、
もしくはアリール基からなる群より選択され、ＲａおよびＲｂの各々はＯＨ、ＳＨ、ＣＨ
Ｏ、ＣＯＯＨ基で任意に置換され得る）
またはそれらの薬学的に許容し得る塩、ラクトン、もしくは溶媒和物；
　　（ｃ）式ＩＩのアルファケト酸：
　　　　　（Ｒａ）ＣＯＣＯＯ（Ｒｂ）　　　ＩＩ
（式中、ＲａおよびＲｂは、独立に、Ｈおよび飽和もしくは不飽和、異性もしくは非異性
、直鎖、分岐鎖、もしくは環状Ｃ１－Ｃ２５アルキル、アラルキル、もしくはアリール基
からなる群より選択され、ＲａはＦ、Ｃｌ、Ｂｒ、Ｉ、ＯＨ、ＣＨＯ、ＣＯＯＨ、もしく
は１ないし９個の炭素原子のアルコキシ基で任意に置換され得る）
またはそれらの薬学的に許容し得る塩、エステル、もしくは溶媒和物；
　　（ｄ）式ＩＩＩの酸：
【化６】

【００３８】
（式中、
　ｎは０－６であり；
　ＸはＨ、ＯＨ、もしくはＮＨ２であり、
　各々のＹはＨもしくはＯＨであり、
　またはＸおよびＹは、任意に、一緒になって５－７員飽和もしくは不飽和炭素環または
５－７員飽和もしくは不飽和複素環を形成し、ここで、該複素環の１またはそれ以上の環
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原子はＯ、Ｓ、もしくはＮであり；
　Ｚは、ＹおよびＺが両者ともＯＨであることはないという条件の下で、Ｈ、ＣＨ３、Ｏ
Ｈ、ＣＯＯＨ、もしくはＳＨであり、
　またはＹおよびＺは、任意に、一緒になって５－７員飽和もしくは不飽和炭素環または
５－７員飽和もしくは不飽和複素環を形成し、ここで、該複素環の１またはそれ以上の環
原子はＯ、Ｓ、もしくはＮである）
またはそれらの薬学的に許容し得る塩、エステル、もしくは溶媒和物；並びに
　　（ｅ）それらの混合物。
【００３９】
（本発明の詳細な説明）
定義
　ここで用いられる場合、「エアロゾル」は、１またはそれ以上の活性成分を含有し、並
びに作動時に気体状媒体において液体および／または固体物質の分散体を放出する加圧投
薬形態である。この投薬形態は加圧下で弁集合体を備える適切な容器内に充填される。弁
が開放されるとき、内圧がエアロゾルを弁の外部に押し出す。
【００４０】
　ここで用いられる場合、「消泡剤」または「泡沫阻害剤」は、泡沫の形成または安定性
を妨害する可溶化表面活性剤、硬質粒子の分散体、または軟質粒子の分散体を指す。泡沫
の生成または安定性の阻害は泡沫膜の表面全体に、それらが形成されるとき、表面張力に
よって自発的に広がり得る不溶性液体の添加を含んでもよい。この不溶性物質の広がりは
非常に強烈であり、広がる液体はそれに沿って下層膜の多くを引きずり、その結果膜に穴
が穿たれて破壊される。消泡剤が固体処方として表される場合でさえ、液体非水性ビヒク
ルが一般に存在する。泡沫阻害剤は、典型的には、迅速崩壊特性を有する泡沫を提供する
。
【００４１】
　ここで用いられる場合、「発効」は生物の生物学的活性、機能、健康、または状態に対
する効果を生じるプロセスを指し、その生物においてはそのような活性がその生物の全般
的な健康および快適な状態にて整合性を保つかたちで維持、強化、消失、または処置され
る。
【００４２】
　ここで用いられる場合、生物の生物学的活性、機能、健康、または状態の「増進」は増
大する、強化する、増強する、または改善するプロセスを指す。
【００４３】
　ここで用いられる場合、「上皮」または「上皮の」は皮膚の表皮を形成する細胞層並び
に粘膜および漿膜の表面層を指す。上皮細胞は保護、吸収、および分泌の一般的な機能を
有する。上皮細胞は、一般には直接的な血液供給を欠くものの、しばしば血管に近接する
。
【００４４】
　ここで用いられる場合、「泡沫」は液体中の気体の粗い分散を指し、そこでは気体の容
積が液体よりもかなり大きい。したがって、泡沫は、液体の薄膜（ラメラ）によって互い
に分離される、気泡の緊密充填集合体である。泡沫の存在および安定性は溶質分子の表面
層に依存する。液体の表面では分子は動的平衡の状態にあり、流体のバルクが発揮される
正味の吸引力は分子を表面外に移動させる；この動きは薄くなった表面層に戻る通常の拡
散によって相殺される。この平衡で結果としてバルク流体よりも定常的に密度が低い表面
層が生じ、それが表面の緊張状態を創出する。この緊張は、バルク溶液外または気相外の
いずれかでの外来分子の吸着によって幾らか軽減され得る。
【００４５】
　ここで用いられる場合、「異性体」は同じ分子式を有する異なる化合物を指す。「立体
異性体」は、空間で原子が配置される方法においてのみ異なる異性体である。「鏡像異性
体」は互いの重ね合わせることができない鏡像である立体異性体の対である。「ジアステ
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レオ異性体」は互いの鏡像ではない立体異性体である。「ラセミ混合物」は等量の個々の
鏡像異性体を含む混合物を意味する。「非ラセミ混合物」は非等量の個々の鏡像異性体ま
たは立体異性体を含む混合物である。
【００４６】
　ここで用いられる場合、「薬学的に許容し得る遊離塩基、塩、エステル、または溶媒和
物」は、主題化合物と同じ薬理学的活性を有し、および生物学的にも他の点でも望ましか
らざるものではない主題化合物の遊離塩基、塩、エステル、または溶媒和物を指す。塩、
エステル、または溶媒和物は、例えば、有機または無機酸で形成することができる。適切
な酸の非限定的な例には、酢酸、アセチルサリチル酸、アジピン酸、アルギン酸、アスコ
ルビン酸、アスパラギン酸、安息香酸、ベンゼンスルホン酸、重硫酸、ホウ酸、酪酸、シ
ョウノウ酸、樟脳スルホン酸、炭酸、クエン酸、シクロペンタンプロピオン酸、ジグルコ
ン酸、ドデシル硫酸、エタンスルホン酸、ギ酸、フマル酸、グリセリン酸、グリセロリン
酸、グリシン、グルコヘプタノン酸、グルコン酸、グルタミン酸、グルタル酸、グリコー
ル酸、ヘミ硫酸、ヘプタン酸、ヘキサン酸、馬尿酸、臭化水素酸、塩酸、ヨウ化水素酸、
ヒドロキシエタンスルホン酸、乳酸、マレイン酸、リンゴ酸、マロン酸、マンデル酸、メ
タンスルホン酸、ムチン酸、ナフチランスルホン酸、ナフチル酸、ニコチン酸、亜硝酸、
シュウ酸、ペラルゴン酸、リン酸、プロピオン酸、サッカリン、サリチル酸、ソルビン酸
、コハク酸、硫酸、酒石酸、チオシアン酸、チオグリコール酸、チオ硫酸、トシル酸、ウ
ンデシレン酸、エタノールアミン、天然および合成誘導アミノ酸が含まれる。塩基性塩、
エステル、または溶媒和物の非限定的な例には、アンモニウム塩；アルカリ金属塩、例え
ば、ナトリウムおよびカリウム塩；アルカリ土類金属塩、例えば、カルシウムおよびマグ
ネシウム塩；有機塩基との塩、例えば、ジシクロヘキシルアミン塩；メチル－Ｄ－グルカ
ミン；およびアミノ酸、例えば、アルギニン、リジン等との塩が含まれる。その上、塩基
性窒素含有基は低級アルキルハロゲン化物、例えば、メチル、エチル、プロピル、および
ブチル塩化物、臭化物、およびヨウ化物；ジアルキルスルフェート、例えば、ジメチル、
ジエチル、ジブチル、およびジアミルスルフェート；長鎖ハロゲン化物、例えば、デシル
、ラウリル、ミリスチル、およびステアリル塩化物、臭化物、およびヨウ化物；アストマ
（ａｓｔｈｍａ）ハロゲン化物、例えば、ベンジルおよびフェネチル臭化物；他のような
薬剤で四級化することができる。水もしくは油可溶性もしくは分散性生成物がそれにより
得られる。
【００４７】
　ここで用いられる場合、「噴射剤」は、エアロゾル組成物に圧力を与える物質を指し、
その圧力は組成物が保存されている容器の弁を開いた時に、その容器の外に前記組成物を
強制的に外に出す。噴射剤は放出される組成物の形態、すなわち、泡沫、ストリーム、ま
たはスプレーにも影響を及ぼす。噴射剤には２つの一般的なタイプ、液化ガスおよび圧縮
ガスが存在する。
【００４８】
　ここで用いられる場合、「表面活性剤（ｓｕｒｆａｃｅ　ａｃｔｉｖｅ　ａｇｅｎｔ）
」または「表面活性剤（ｓｕｒｆａｃｔａｎｔ）」は泡沫の表面層において濃縮する強い
傾向を有する可溶性物質を指す。したがって、表面活性剤は比較的低温で界面の表面張力
を低下させ、乳化が生じるのを容易にする。表面活性剤の添加は、次に、系の表面粘度お
よびバルク粘性を高めることにより（これは流出を減少させる）、および気泡の周囲に強
固な界面膜を形成することにより（これは、泡が接触する場合、合体を遅延させる）、泡
沫を安定化する。
【００４９】
　起泡性送達系
　本発明の主題は以下を含む新規起泡性送達系に関する：
　（ｉ）水、揮発性噴射剤、Ｃ１－Ｃ６流動性アルキルもしくは分岐鎖アルキルアルコー
ル、芳香族アルコール、ソルビトール誘導体のエーテル、炭酸プロピレン、キシレン、塩
化メチレン、エチルヘキサンジオール、ポリシロキサン、ジメチルエーテル、およびそれ
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らの混合物からなる群より選択される溶媒組成物；
　（ｉｉ）ポリオキシエチレン脂肪エーテル、ポリオキシエチレン脂肪エステル、脂肪酸
、硫酸化脂肪酸表面活性剤、リン酸化脂肪酸表面活性剤、スルホスクシネート表面活性剤
、両性表面活性剤、非イオン性ポロキサマー表面活性剤、非イオン性メロキサポール表面
活性剤、石油誘導体表面活性剤、脂肪族アミン表面活性剤、ポリシロキサン誘導体、ソル
ビタン脂肪酸エステル、それらの薬学的に許容し得る塩、およびそれらの混合物からなる
群より選択される表面活性剤組成物；
　（ｉｉｉ）噴射剤；並びに
　（ｉｖ）以下からなる群より選択される、送達系のｐＨに影響を及ぼす量の酸：
　　（ａ）アセチルサリチル酸、アスコルビン酸、ホウ酸、炭酸、ギ酸、エタンスルホン
酸、フマル酸、グリセロリン酸、馬尿酸、塩酸、マレイン酸、メタンスルホン酸、亜硝酸
、シュウ酸、リン酸、サッカリン、ソルビン酸、硫酸、チオ硫酸、ウンデシレン酸、エタ
ノールアミン、およびそれらの薬学的に許容し得る塩、エステル、または溶媒和物；
　　（ｂ）式Ｉのアルファヒドロキシ酸：
　　　　　（Ｒａ）（Ｒｂ）Ｃ（ＯＨ）ＣＯＯＨ　　　Ｉ
（式中、ＲａおよびＲｂは、独立に、Ｈ、Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ、および飽和もしくは不飽和、
異性もしくは非異性、直鎖、分岐鎖、もしくは環状Ｃ１－Ｃ２５アルキル、アラルキル、
もしくはアリール基からなる群より選択され、ＲａおよびＲｂの各々はＯＨ、ＳＨ、ＣＨ
Ｏ、ＣＯＯＨ基で任意に置換され得る）
またはそれらの薬学的に許容し得る塩、ラクトン、もしくは溶媒和物；
　　（ｃ）式ＩＩのアルファケト酸：
　　　　　（Ｒａ）ＣＯＣＯＯ（Ｒｂ）　　　ＩＩ
（式中、ＲａおよびＲｂは、独立に、Ｈおよび飽和もしくは不飽和、異性もしくは非異性
、直鎖、分岐鎖、もしくは環状Ｃ１－Ｃ２５アルキル、アラルキル、もしくはアリール基
からなる群より選択され、ＲａはＦ、Ｃｌ、Ｂｒ、Ｉ、ＯＨ、ＣＨＯ、ＣＯＯＨ、もしく
は１ないし９個の炭素原子のアルコキシ基で任意に置換され得る）
またはそれらの薬学的に許容し得る塩、エステル、もしくは溶媒和物；
　　（ｄ）式ＩＩＩの酸：

【化７】

【００５０】
（式中、
　ｎは０－６であり；
　ＸはＨ、ＯＨ、もしくはＮＨ２であり、
　各々のＹはＨもしくはＯＨであり、
　またはＸおよびＹは、任意に、一緒になって５－７員飽和もしくは不飽和炭素環または
５－７員飽和もしくは不飽和複素環を形成し、ここで、該複素環の１またはそれ以上の環
原子はＯ、Ｓ、もしくはＮであり；
　Ｚは、ＹおよびＺが両者ともＯＨであることはないという条件の下で、Ｈ、ＣＨ３、Ｏ
Ｈ、ＣＯＯＨ、もしくはＳＨであり、
　またはＹおよびＺは、任意に、一緒になって５－７員飽和もしくは不飽和炭素環または
５－７員飽和もしくは不飽和複素環を形成し、ここで、該複素環の１またはそれ以上の環
原子はＯ、Ｓ、もしくはＮである）
またはそれらの薬学的に許容し得る塩、エステル、もしくは溶媒和物；並びに
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　　（ｅ）それらの混合物。
【００５１】
　本発明の起泡性送達系は、哺乳動物の上皮細胞に投与するための様々な種類の泡沫を形
成することができる。例えば、本送達系は、若干粘性のある液体の多少厚めの膜によって
分離される、ほぼ球形の泡からなる希薄泡沫を形成することができる。同様に、本送達系
は、ほとんど気相であり、薄い液膜によって分離される多面体気体セルからなる濃縮泡沫
を形成することができる。この濃縮泡沫はより希薄な泡沫から液体流出の結果として発生
させることができ、または比較的低粘性の液体から直接発生させることができる。
【００５２】
　したがって、本発明の泡沫送達系は延展性（ｓｐｒｅａｄａｂｉｌｉｔｙ）を改善する
ことによって泡沫安定性を促進する。延展性は組成物の表面張力の機能である。表面張力
の増加には表面積の増加が伴う。したがって、より高い表面張力を生じる１またはそれ以
上の表面活性剤を有する本発明の組成物はその組成物の延展性を改善するものと予想され
る。そのような改善された延展性は、泡沫中に含有する活性治療薬とその泡沫を送達する
組織とのより密接な接触を可能にする。
【００５３】
　適用される組成物は、最初は泡沫の形態である。泡沫は生理学的温度で液体に崩壊し、
活性治療薬を治療部位に浸透させる。そのような系は上皮細胞層を通しての活性治療薬の
接触および浸透の強化を提供する。本発明の組成物は泡沫として供給されるため、その組
成物の特性が取り扱いおよび物理的制御を容易にする。起泡性組成物は、延展し、身体に
よって温められるときに容易に崩壊し、溶媒の早期蒸発なしに治療しようとする部位を適
切に覆う。
【００５４】
　さらに、本発明の起泡性送達系は分解生成物の濃度を、そこに含有される活性治療薬の
出発濃度の約５％未満、またはラベル表示の５％未満に、どちらでもより厳密に維持する
ことが予想される。好ましい実施形態において、本発明の組成物は分解生成物の濃度を活
性剤の出発濃度の約２％未満に維持することができる。これに関して、これらの起泡性送
達系はヒト用医薬の登録の技術的必要条件の調和に関する国際会議（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉ
ｏｎａｌ　Ｃｏｕｎｃｉｌ　ｏｎ　Ｈａｒｍｏｎｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｔｅｃｈｎｉｃ
ａｌ　Ｒｅｔｉｒｅｍｅｎｔｓ　ｆｏｒ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｐｈａｒｍ
ａｃｅｕｔｉｃａｌｓ　ｆｏｒ　Ｈｕｍａｎ　Ｕｓｅ）（ＩＣＨ）によって確立された分
解生成物の閾値限界を下回る分解生成物の濃度を維持することに注意すべきである。した
がって、ラベル表示の分解生成物の１０％未満の量を算出するのに用いられるラベル表示
は、このラベル表示を支持するようにその製品に実際に組み込まれる活性成分の量、すな
わち、法的限界内に留まるあらゆる量を包含しようとするものである。獣医学的製品の製
品安定性に対する同様の必要条件もここで想定されている。
【００５５】
　好ましい実施形態において、本発明の起泡性送達系は、任意に、泡沫の延展を助けるた
めに泡沫阻害剤をさらに含むことができる。抗起泡剤（泡沫阻害剤）は泡沫安定性を促進
する様々な要素に対して作用する。したがって、迅速に崩壊する泡沫におけるような液体
状態への迅速な崩壊、および／または延展性の改善が望ましい場合、泡沫阻害剤を本発明
の泡沫処方に含めることができる。
【００５６】
　医薬組成物
　本発明の主題は、さらに、以下を含む医薬組成物に関する：
　（Ａ）有効量の、１またはそれ以上の活性治療薬またはそれらの薬学的に許容し得る遊
離塩基、塩、エステル、もしくは溶媒和物；および
　（Ｂ）以下を含む薬学的に許容し得る坦体：
　　（ｉ）以下を含む起泡性送達系：
　　　（ａ）水、揮発性噴射剤、Ｃ１－Ｃ６流動性アルキルもしくは分岐鎖アルキルアル
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コール、芳香族アルコール、ソルビトール誘導体のエーテル、炭酸プロピレン、キシレン
、塩化メチレン、エチルヘキサンジオール、ポリシロキサン、ジメチルエーテル、および
それらの混合物からなる群より選択される溶媒組成物；
　　　（ｂ）ポリオキシエチレン脂肪エーテル、ポリオキシエチレン脂肪エステル、脂肪
酸、硫酸化脂肪酸表面活性剤、リン酸化脂肪酸表面活性剤、スルホスクシネート表面活性
剤、両性表面活性剤、非イオン性ポロキサマー表面活性剤、非イオン性メロキサポール表
面活性剤、石油誘導体表面活性剤、脂肪族アミン表面活性剤、ポリシロキサン誘導体、ソ
ルビタン脂肪酸エステル、それらの薬学的に許容し得る塩、およびそれらの混合物からな
る群より選択される表面活性剤組成物；
　　（ｉｉ）噴射剤；並びに
　　（ｉｉｉ）以下からなる群より選択される、組成物のｐＨに影響を及ぼす量の酸：
　　　（ａ）アセチルサリチル酸、アスコルビン酸、ホウ酸、炭酸、ギ酸、エタンスルホ
ン酸、フマル酸、グリセロリン酸、馬尿酸、塩酸、マレイン酸、メタンスルホン酸、亜硝
酸、シュウ酸、リン酸、サッカリン、ソルビン酸、硫酸、チオ硫酸、ウンデシレン酸、エ
タノールアミン、およびそれらの薬学的に許容し得る塩、エステル、または溶媒和物；
　　　（ｂ）式Ｉのアルファヒドロキシ酸：
　　　　　　（Ｒａ）（Ｒｂ）Ｃ（ＯＨ）ＣＯＯＨ　　　Ｉ
（式中、ＲａおよびＲｂは、独立に、Ｈ、Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ、および飽和もしくは不飽和、
異性もしくは非異性、直鎖、分岐鎖、もしくは環状Ｃ１－Ｃ２５アルキル、アラルキル、
もしくはアリール基からなる群より選択され、ＲａおよびＲｂの各々はＯＨ、ＳＨ、ＣＨ
Ｏ、ＣＯＯＨ基で任意に置換され得る）
またはそれらの薬学的に許容し得る塩、ラクトン、もしくは溶媒和物；
　　　（ｃ）式ＩＩのアルファケト酸：
　　　　　　（Ｒａ）ＣＯＣＯＯ（Ｒｂ）　　　ＩＩ
（式中、ＲａおよびＲｂは、独立に、Ｈおよび飽和もしくは不飽和、異性もしくは非異性
、直鎖、分岐鎖、もしくは環状Ｃ１－Ｃ２５アルキル、アラルキル、もしくはアリール基
からなる群より選択され、ＲａはＦ、Ｃｌ、Ｂｒ、Ｉ、ＯＨ、ＣＨＯ、ＣＯＯＨ、もしく
は１ないし９個の炭素原子のアルコキシ基で任意に置換され得る）
またはそれらの薬学的に許容し得る塩、エステル、もしくは溶媒和物；
　　　（ｄ）式ＩＩＩの酸：
【化８】

【００５７】
（式中、
　ｎは０－６であり；
　ＸはＨ、ＯＨ、もしくはＮＨ２であり、
　各々のＹはＨもしくはＯＨであり、
　またはＸおよびＹは、任意に、一緒になって５－７員飽和もしくは不飽和炭素環または
５－７員飽和もしくは不飽和複素環を形成し、ここで、該複素環の１またはそれ以上の環
原子はＯ、Ｓ、もしくはＮであり；
　Ｚは、ＹおよびＺが両者ともＯＨであることはないという条件の下で、Ｈ、ＣＨ３、Ｏ
Ｈ、ＣＯＯＨ、もしくはＳＨであり、
　またはＹおよびＺは、任意に、一緒になって５－７員飽和もしくは不飽和炭素環または
５－７員飽和もしくは不飽和複素環を形成し、ここで、該複素環の１またはそれ以上の環
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原子はＯ、Ｓ、もしくはＮである）
またはそれらの薬学的に許容し得る塩、エステル、もしくは溶媒和物；並びに
　　（ｅ）それらの混合物。
【００５８】
　　活性剤
　本発明の組成物において有用な活性治療薬またはそれらの薬学的に許容し得る遊離塩基
、塩、エステル、もしくは溶媒和物は、これらに限定されるものではないが、ステロイド
、抗真菌剤、抗菌剤、尿素並びにそれらの塩および誘導体、癌治療薬、炎症性腸疾患用の
治療薬、皮膚の保護、その外見の改変、もしくはその治癒速度の改善を目的とする薬剤、
並びにそれらの混合物であり得る。
【００５９】
　好ましい実施形態において、前記ステロイドは、生物の外観、代謝もしくは機能的状態
、浸透性、または健康が有利に変化するように作用する副腎皮質ステロイドである。副腎
皮質ステロイドは副腎の皮質によって産生されるステロイドホルモンである。本発明の組
成物において有用な好ましい副腎皮質ステロイドには、これらに限定されるものではない
が、ジプロピオン酸アルクロメタゾン、アムシノニド、ジプロピオン酸ベクラメタゾン、
安息香酸ベタメタゾン、ジプロピオン酸ベタメタゾン、吉草酸ベタメタゾン、ブデゾニド
、プロピオン酸クロベタゾール、酪酸クロベタゾン、酢酸コルチゾン、デソニド、デソキ
シメタゾン（ｄｅｓｏｘｉｍｅｔａｓｏｎｅ）、酢酸ジフロラゾン、吉草酸ジフルコルト
ロン、フルクロロロンアセトニド、ピバル酸フルメタゾン、フルオシノロンアセトニド、
フルオシノニド、フルオコルチンブチル（ｆｌｕｏｃｏｒｔｉｎ　ｂｕｔｙｌ）、フルオ
コルトロン調製品、酢酸フルプレドニデン、フルランドレノリド、フルランドレノロン（
ｆｌｕｒａｎｄｒｅｒｏｌｏｎｅ）、プロピオン酸フルチカゾン、ハルシノニド、プロピ
オン酸ハロベタゾール、ヒドロコルチゾン、酢酸ヒドロコルチゾン、酪酸ヒドロコルチゾ
ン、プロピオン酸ヒドロコルチゾン、吉草酸ヒドロコルチゾン、酢酸メチルプレドニゾロ
ン、モメタゾンフロエート、塩酸プラモキシン、酢酸プレドニゾン、吉草酸プレドニゾン
、トリアムシノロンアセトニド、およびそれらの混合物が含まれる。
【００６０】
　別の好ましい実施形態において、前記活性治療薬またはその薬学的に許容し得る遊離塩
基、塩、エステル、もしくは溶媒和物は抗真菌剤であり、これには、これらに限定される
ものではないが、イミダゾール、ヒドロキシピリドン、トリアゾール、アリルアミン、ウ
ンデシレン酸誘導体、トルナフテート、ハロプロギン、ピリジンチオン、クロキノール、
およびそれらの混合物からなる群より選択されるものが含まれ得る。
【００６１】
　本発明の組成物において有用な好ましい抗真菌剤には、これらに限定されるものではな
いが、アンホテリシンＢ、硝酸ブトコナゾール、シクロピロックスオラミン、クリンダマ
イシン、クリオキノール、クロトリマゾール、エコナゾール、硝酸エコナゾール、フルコ
ナゾール、フルシトシン、グリセオフルビン、イトラコナゾール、ケトコナゾール、ミコ
ナゾール、ミクロナゾール、ナフチフィン、ナイスタチン、二硫化オマジン、スルコナゾ
ール、テルビナフィン、テルコナゾール、チオコナゾール、トルナフテート、トリアセチ
ン、ウンデシレン酸、ピリチオン亜鉛、およびそれらの混合物が含まれる。
【００６２】
　別の好ましい実施形態において、前記活性治療薬またはそれらの薬学的に許容し得る遊
離塩基、塩、エステル、もしくは溶媒和物は抗菌剤であり、これには、これらに限定され
るものではないが、アミカシン、バシトラシン、コリスチン、ゲンタマイシン、カナマイ
シン、メトロニダゾール、ムピロシン、ネオマイシン、ネチルマイシン、ポリミキシンＢ
、ストレプトマイシン、トブラマイシン、フェノールおよびクレゾール類、例えば、２，
４－ジクロロ－ｓｙｍ－メタキシレノール、パラクロロメタキシレノール、およびパラク
ロロメタクレゾール、ビスフェノール類、例えば、ヘキサクロロフェン、ジクロロフェン
、ビチオノール、トリクロサン、およびフェンチクロル（ｆｅｎｔｉｃｈｌｏｒ）、サリ
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チルアニリド類、例えば、４’，５－ジブロムサリチルアニリド、３’，４’，５－トリ
クロロサリチルアニリド、３’，４’，５－トリブロモサリチルアニリド、および３，５
，ジブロモ－３’－トリフルオロメチル－サリチルアニリド、カルバニリド類、例えば、
トリクロロカルバニリドおよび３－トリフルオロメチル－４－４’－ジクロロカルバニリ
ド、四級アンモニウム化合物、例えば、塩化アルキル－ジメチルベンジルアンモニウム、
塩化アルキル－トリメチルアンモニウム、臭化アルキルトリメチルアンモニウム、臭化セ
チル－トリメチルアンモニウム、臭化Ｂ－フェノキシエチル－ジメチル－ドデシルアンモ
ニウム、塩化ｐ－ｔｅｒｔ－オクチルフェノキシエトキシエチル－ジメチル－ベンジルア
ンモニウム、臭化テトラデシル－ピリジニウム、臭化セチルピリジニウム、塩化セチルピ
リジニウム、臭化ジ－（ｎ－オクチル）－ジメチルアンモニウム、臭化アルキル－イソキ
ノリニウム、塩化１－（３－クロロアリル）－３－５－７－トリアザ－１－アゾニアアダ
マンタン、およびクロルヘキシジン（１，６，ジ（Ｎ－ｐ－クロロフェニルグアニジド）
ヘキサン、２－ブロモ－２－ニトロプロパン－１，３－ジオール、イミダゾニジル尿素、
エタノール、イソプロピルアルコール、並びにそれらの混合物からなる群より選択される
ものが含まれ得る。
【００６３】
　別の好ましい実施形態において、前記活性治療薬またはその薬学的に許容し得る遊離塩
基、塩、エステル、もしくは溶媒和物は皮膚状態調節剤である。好ましくは、皮膚状態調
節剤は、炭化水素油およびワックス、シリコーン、脂肪酸誘導体、コレステロール、コレ
ステロール誘導体、ジ－およびトリ－グリセリド、植物油、植物油誘導体、液体非食用油
、例えば、Ｍａｔｔｓｏｎ、米国特許第３，６００，１８６号並びにＪａｎｄａｃｅｋら
、米国特許第４，００５，１９５号および第４，００５，１９６号（これらのすべては参
照によりそれらの全体がここに組み込まれる）に記載されるもの、または液体可消化もし
くは非可消化油と固体ポリオールポリエステルとの配合物、例えば、Ｊａｎｄａｃｅｋ、
米国特許第４，７９７，３００号並びにＬｅｔｔｏｎ、米国特許第５，３０６，５１４号
、第５，３０６，５１６号、および第５，３０６，５１５号（これらのすべては参照によ
りそれらの全体がここに組み込まれる）に記載されるもの、アセトグリセリドエステル、
アルキルエステル、アルケニルエステル、ラノリンおよびその誘導体、ミルクトリ－グリ
セリド、ワックスエステル、蜜蝋誘導体、ステロール、リン脂質、並びにそれらの混合物
からなる群より選択される。
【００６４】
　別の好ましい実施形態において、前記活性治療薬またはその薬学的に許容し得る遊離塩
基、塩、エステル、もしくは溶媒和物はＵＶ吸収剤／日焼け止め剤である。好ましくは、
ＵＶ吸収剤／日焼け止め剤は、ｐ－アミノ安息香酸およびその誘導体（エチル、イソブチ
ル、グリセリルエステル）、ｐ－ジメチルアミノ安息香酸およびその誘導体（エチル、イ
ソブチル、グリセリルエステル）、ｏ－アミノベンゾエートおよびその誘導体（メチル、
メンチル、フェニル、ベンジル、フェニルエチル、リナリル、テルペニル、およびシクロ
ヘキセニルエステル）、サリチレート（アミル、フェニル、ベンジル、メンチル、グリセ
リル、およびジプロピレン－グリコールエステル）、桂皮酸誘導体（メンチルおよびベン
ジルエステル；アルファフェニルシンナモニトリル；ピルビン酸ブチルシンナモイル、２
－エチルヘキシルｐ－メトキシシンナメート、イソ－アミルｐ－メトキシシンナメート）
、ジヒドロキシ桂皮酸誘導体（ウンベリフェロン、メチル－ウンベリフェロン、メチルア
セト－ウンベリフェロン）、トリヒドロキシ桂皮酸誘導体（エスクレチン、メチルエスク
レチン、ダフネチン）、炭化水素（ジフェニルブタジン、スチルベン）、ジベンザルアセ
トン、ベンザルアセトフェノン、ナフトスルホネート（２－ナフトール－３，６－ジスル
ホン酸および２－ナフトール－６，８－ジスルホン酸のナトリウム塩）、有機ベンゾフェ
ノン誘導体（２，４－ジヒドロキシベンゾフェノン、２，２’，４，４’－テトラヒドロ
キシベンゾフェノン、２－ヒドロキシ－４－メトキシベンゾフェノン、２－ヒドロキシ－
４－メトキシベンゾフェノン－５－スルホン酸、２，２’－ジヒドロキシ－４，４’－ジ
メトキシベンゾフェノン、２，２’－ジヒドロキシ－４－メトキシベンゾフェノン、２，
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２’－ジヒドロキシ－４，４’－ジメトキシ－５，５’－ジスルホベンゾフェノン二ナト
リウム）、酸化亜鉛、二酸化チタン、およびそれらの混合物からなる群より選択される。
【００６５】
　別の好ましい実施形態において、前記活性治療薬またはそれらの薬学的に許容し得る遊
離塩基、塩、エステル、もしくは溶媒和物は尿素またはそれらの塩もしくは誘導体である
。特に好ましい実施形態において、前記活性治療薬またはそれらの薬学的に許容し得る遊
離塩基、塩、エステル、もしくは溶媒和物は尿素またはそれらの塩もしくは誘導体および
ここに記載されるさらなる許容し得る活性治療薬の混合物である。
【００６６】
　局所医薬組成物の調製において有用であるものとして一般に公知の他の活性治療薬が本
発明の主題の範囲内にあるものとしてさらに考慮される。
【００６７】
　　溶媒
　本発明の組成物に含まれる溶媒の主な用途の１つは活性治療薬を噴射剤を有する溶液に
投入することである。これらの成分の均一な混合物を得るのに溶媒を用いることがしばし
ば必要である。溶媒は望ましい粒径を有するスプレーの生成をも助け、および噴射剤の蒸
気圧の低下を助ける。
【００６８】
　本発明の組成物において有用な溶媒の例は、これらに限定されるものではないが、水、
揮発性噴射剤、Ｃ１－Ｃ６流動性アルキルもしくは分岐鎖アルキルアルコール、芳香族ア
ルコール、ソルビトール誘導体のエーテル、炭酸プロピレン、キシレン、塩化メチレン、
エチルヘキサンジオール、ポリシロキサン、ジメチルエーテル、およびそれらの混合物か
らなる群より選択されるものであり得る。
【００６９】
　本発明の組成物において溶媒として有用な好ましいン揮発性噴射剤には、これらに限定
されるものではないが、例えば、プロパン、イソプロパン、ｎ－ブタン、およびイソブタ
ン、クロロフルオロ炭素（ＣＦＣ）、ヒドロフルオロアルカン（ＨＦＡ）、並びにジメチ
ルエーテルなどの炭化水素噴射剤が含まれる。
【００７０】
　特に好ましい実施形態において、前記溶媒組成物は水、エタノール、イソプロピルアル
コール、ベンジルアルコール、ジメチルイソソルバイド、炭酸プロピレン、キシレン、塩
化メチレン、エチルヘキサンジオール、ポリシロキサン、ジメチルエーテル、およびそれ
らの混合物からなる群より選択される。
【００７１】
　起泡性組成物の調製において有用であるものとして一般に知られる他の溶媒が本発明の
主題の範囲内にあるものとしてさらに考慮される。
【００７２】
　　表面活性剤
　大部分のエアロゾル泡沫製品は水溶性または水分散性表面活性剤と共に処方される。し
たがって、このエアロゾル製品は、相当量の泡沫抑制剤が存在しない限り、放出されると
きは泡沫である。
【００７３】
　様々な表面活性剤を本発明の組成物の泡沫送達系において用いることができる。これら
の表面活性剤には、例えば、ポリオキシエチレン脂肪エーテル、ポリオキシエチレン脂肪
エステル、脂肪酸、硫酸化脂肪酸、リン酸化脂肪酸、スルホスクシネート、両性表面活性
剤、非イオン性ポロキサマー、非イオン性メロキサポール、石油誘導体、脂肪族アミン、
ポリシロキサン誘導体、ソルビタン脂肪酸エステル、それらの薬学的に許容し得る塩、お
よびそれらの混合物が含まれ得る。
【００７４】
　好ましい実施形態において、表面活性剤はポリオキシエチレン脂肪エーテルである。本
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発明の組成物において有用な特定のポリオキシエチレン脂肪エーテルには、式：
　　　　ＣＨ３（ＣＨ２）ｘＣＨ２（ＯＣＨ２ＣＨ２）ｎＯＨ
（式中、ｎは４－８であり、およびｘは６－２０である）
のもの、およびそれらの薬学的に許容し得る塩が含まれ得る。ラウレス－４およびそれら
の薬学的に許容し得る塩がこれに関して特に好ましい。本発明の組成物において有用な他
の具体的なポリオキシエチレン脂肪　エーテルには、ラウレス－９、ウンデセス（ｕｎｄ
ｅｃｅｔｈ）－９、セテス（ｃｅｔｅｔｈ）－１、セテアレス（ｃｅｔｅａｒｅｔｈ）－
２、ステアレス－１、ステアレス－２、ステアレス－２１、ＰＥＧ－２ステアレート、Ｐ
ＥＧ－６ステアレート、ＰＥＧ－８ジラウレート、それらの薬学的に許容し得る塩、およ
びそれらの混合物が含まれる。
【００７５】
　別の好ましい実施形態において、表面活性剤はポリオキシエチレン脂肪エステルである
。本発明の組成物において有用な特定のポリオキシエチレン脂肪エステルには、式：
　　　　Ｈ３Ｃ（ＣＨ２）ｘＣ（Ｏ）（ＯＣＨ２ＣＨ２）ｎＯＣ（Ｏ）（ＣＨ２）ｙＣＨ

３

（式中、ｎは２－９０であり、ｘは６－２０であり、およびｙは６－２０である）
であるもの、およびそれらの薬学的に許容し得る塩が含まれ得る。ＰＥＧ－２ジラウレー
トおよびそれらの薬学的に許容し得る塩がこれに関して特に好ましい。本発明の組成物に
おいて有用な他の具体的なポリオキシエチレン脂肪エステルには、ＰＥＧ－１５０ラウレ
ート、ＰＥＧ－１５０ジステアレート、ＰＥＧ－７８グリセリルココエート、ＰＥＧ－３
０グリセリルココエート、セテス－１、セテス－２、セテス－６、セテス－１０、セテス
－１２、セテアレス－２、セテアレス－６、セテアレス－１０、セテアレス－１２、ステ
アレス－１、ステアレス－２、ステアレス－６、ｓｔｅａｒｅｔｈ－１０、ｓｔｅａｒｅ
ｔｈ－１２、ＰＥＧ－２ステアレート、ＰＥＧ－４ステアレート、ＰＥＧ－６ステアレー
ト、ＰＥＧ－１０ステアレート、ＰＥＧ－１２ステアレート、ＰＥＧ－２０グリセリルス
テアレート、ＰＥＧ－８０グリセリルタロウェート、ＰＰＧ－１０グリセリルステアレー
ト、ＰＥＧ－８０グリセリルココエート、ＰＥＧ－２００グリセリルタロウェート、ＰＥ
Ｇ－８ジラウレート、ＰＥＧ－１０ジステアレート、それらの薬学的に許容し得る塩、お
よびそれらの混合物が含まれる。
【００７６】
　別の好ましい実施形態において、表面活性剤は脂肪酸である。本発明の組成物において
有用な特定の脂肪酸には、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、ア
ラキジン酸、オレイン酸、リノレイン酸、リノレン酸、エレオステアリン酸、アラキドン
酸、イソステアリン酸、ヒドロキシステアリン酸、リシノレン酸、ベヘン酸、エルシン酸
、ラノリン酸、それらの薬学的に許容し得る塩、およびそれらの混合物が含まれ得る。ス
テアリン酸がこれに関して特に好ましい。
【００７７】
　別の好ましい実施形態において、表面活性剤は硫酸化脂肪酸表面活性剤である。本発明
の組成物において有用な特定の硫酸化脂肪酸表面活性剤には、式：
　　　　Ｈ３Ｃ（ＣＨ２）ｎＣＨ２ＯＳＯ３Ｘ
（式中、ｎは１０－２２であり、およびＸはＨ、Ｌｉ、Ｎａ、またはＫである）
のもの、およびそれらの薬学的に許容し得る塩が含まれ得る。ラウリル硫酸ナトリウムお
よびそれらの他の薬学的に許容し得る塩がこれに関して特に好ましい。本発明の組成物に
おいて有用な他の具体的な硫酸化脂肪酸表面活性剤には、ラウレス（３）硫酸ナトリウム
、ラウリル硫酸アンモニウム、ラウレス（３）硫酸アンモニウム、ラウリル硫酸カリウム
、ラウレス（３）硫酸カリウム、ラウリル硫酸ＴＥＡ、ラウレス（３）硫酸ＴＥＡ、それ
らの薬学的に許容し得る塩、およびそれらの混合物が含まれる。
【００７８】
　別の好ましい実施形態において、表面活性剤はリン酸化脂肪酸表面活性剤である。本発
明の組成物において有用な特定のリン酸化脂肪酸表面活性剤には、式：
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　　　　Ｈ３Ｃ（ＣＨ２）ｎＣＨ２ＯＰＯ３Ｘ
（式中、ｎは１０－２２であり、およびＸはＢｅ、Ｍｇ、またはＣａである）
であるもの、およびそれらの薬学的に許容し得る塩が含まれ得る。
【００７９】
　別の好ましい実施形態において、表面活性剤はスルホスクシネート表面活性剤である。
本発明の組成物において有用な特定のスルホスクシネート表面活性剤には、式：
【化９】

【００８０】
（式中、
　　Ｒ１およびＲ２は、各々独立に、Ｃ１－Ｃ９直鎖もしくは分岐鎖アルキル、Ｃ２－Ｃ

９直鎖もしくは分岐鎖アルケニル、またはＣ２－Ｃ９直鎖もしくは分岐鎖アルキニルであ
り；および
　　ＸはＨ、Ｌｉ、Ｎａ、もしくはＫである）
のもの、およびそれらの薬学的に許容し得る塩が含まれ得る。ジオクチルナトリウムスル
ホスクシネート、またはジエチルヘキシルナトリウムスルホスクシネート、およびそれら
の薬学的に許容し得る塩がこれに関して特に好ましい。本発明の組成物において有用な他
の具体的なスルホスクシネート表面活性剤には、ナトリウムビス（２－エチルヘキシル）
スルホスクシネート、二ナトリウムＮ－オクタデシルスルホスクシネート、二ナトリウム
ラウリルスルホスクシネート、ジアンモニウムラウリルスルホスクシネート、四ナトリウ
ムＮ－（１，２－ジカルボキシエチル）－Ｎ－オクタデシルスルホスクシネート、ナトリ
ウムジオクチルスルホスクシネート、二ナトリウムオレアミドＭＥＡスルホスクシネート
、それらの薬学的に許容し得る塩、およびそれらの混合物が含まれる。
【００８１】
　別の好ましい実施形態において、表面活性剤は両性表面活性剤である。本発明の組成物
において有用な両性表面活性剤には、式：
【化１０】

【００８２】
（式中、
　　Ｒ１は脂肪酸であり；
　　Ｒ２はＣ１－Ｃ９直鎖もしくは分岐鎖アルキルアルコール、Ｃ２－Ｃ９直鎖もしくは
分岐鎖アルケニルアルコール、またはＣ２－Ｃ９直鎖もしくは分岐鎖アルキニルアルコー
ルであり；および
　　ＸはＨ、Ｌｉ、Ｎａ、もしくはＫである）
のもの、およびそれらの薬学的に許容し得る塩が含まれる。ココアンホプロピオネートが
これに関して特に好ましい。特には、ココアンホプロピオン酸ナトリウム塩が特に好まし
い。本発明の組成物において有用な他の具体的な両性表面活性剤には、ココアンホカルボ
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キシプロピオン酸、ココアンホカルボキシプロピオネート（ｃｏｃｏａｍｐｈｏｐｒｏｐ
ｉｏｎａｔｅ）、コンアンホグリシネート、ココアンホカルボキシグリシネート、ココア
ンホアセテート、ココアンホジアセテート、ココアンホジプロピオネート、アルキルグリ
シネート、プロピオネート、イミダゾリン、アンホアルキルスルホネート、Ｎ－アルキル
アミノプロピオン酸、Ｎ－アルキルイミノジプロピオン酸、イミダゾリンカルボキシレー
ト、Ｎ－アルキルベタイン、アミドプロピルベタイン、サルコシネート、アミンオキシド
、スルホベタイン、スルタイン、ラウルアンホカルボキシグリシネート、ラウルアンホプ
ロピオネート、ステアランホグリシネート、タロウアンホプロピオネート、タロウアンホ
グリシネート、オレオアンホグリシネート、カプロアンホグリシネート、カプリルアンホ
プロピオネート、カプリルアンホカルボキシグリシネート、ココイルイミダゾリン、ラウ
リルイミダゾリン、ステアリルイミダゾリン、ベヘニルイミダゾリン、ベヘニルヒドロキ
シエチルイミダゾリン、カプリルアンホプロピルスルホネート、コカンホプロピルスルホ
ネート、ステアランホプロピルスルホネート、オレオアンホプロピルスルホネート、それ
らの薬学的に許容し得る塩、およびそれらの混合物が含まれる。
【００８３】
　別の好ましい実施形態において、表面活性剤は非イオン性ポロキサマー表面活性剤であ
る。本発明の組成物において有用な非イオン性ポロキサマー表面活性剤には、式：
【化１１】

【００８４】
（式中、
　　ｘは８－７５であり；
　　ｙは３０－３５であり；および
　　ｚは８－７５である）
のもの、およびそれらの薬学的に許容し得る塩が含まれる。ポロキサマー１８８およびそ
れらの薬学的に許容し得る塩がこれに関して特に好ましい。本発明の組成物において有用
な他の具体的な非イオン性ポロキサマー表面活性剤には、ポロキサマー１２４、ポロキサ
マー２３７、ポロキサマー３３８、ポロキサマー４０７、プルロニック（Ｐｌｕｒｏｎｉ
ｃ）、スプロニック（Ｓｕｐｒｏｎｉｃ）、シンペロニック（Ｓｙｎｐｅｒｏｎｉｃ）、
モノラン（Ｍｏｎｏｌａｎ）、ルトロール（Ｌｕｔｒｏｌ）、それらの薬学的に許容し得
る塩、およびそれらの混合物が含まれる。
【００８５】
　別の好ましい実施形態において、表面活性剤は非イオン性メロキサポール表面活性剤で
ある。本発明の組成物において有用な特定の非イオン性メロキサポール表面活性剤には、
式：
【化１２】
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（式中、
　　ｘは１８－２１であり；
　　ｙは７－１６３であり；および
　　ｚは１８－２１である）
のもの、およびそれらの薬学的に許容し得る塩が含まれ得る。メロキサポール２５８およ
びそれらの薬学的に許容し得る塩がこれに関して特に好ましい。本発明の組成物において
有用な他の具体的なメロキサポール表面活性剤には、メロキサポール　１０５、メロキサ
ポール　１０８、メロキサポール１７１、メロキサポール１７２、メロキサポール　１７
４、メロキサポール　１７８、メロキサポール　２５１、メロキサポール　２５２、メロ
キサポール　２５４、メロキサポール　２５５、メロキサポール　３１１、メロキサポー
ル　３１２、およびメロキサポール　３１４、それらの薬学的に許容し得る塩、並びにそ
れらの混合物が含まれる。
【００８７】
　別の好ましい実施形態において、表面活性剤は石油誘導体表面活性剤である。本発明の
組成物において有用な特定の石油誘導体表面活性剤には、鉱油、微結晶ワックス、および
蒸留物からなる群より選択されるものが含まれる。
【００８８】
　別の好ましい実施形態において、表面活性剤は脂肪族アミン表面活性剤である。本発明
の組成物において有用な特定の脂肪族アミン表面活性剤には、式：
【化１３】

【００８９】
（式中、
　　Ｒ１、Ｒ２、およびＲ３は、各々独立に、Ｃ１－Ｃ９直鎖もしくは分岐鎖アルキルで
ある）
のもの、およびそれらの薬学的に許容し得る塩が含まれる。トリエタノールアミンおよび
それらの薬学的に許容し得る塩がこれに関して特に好ましい。本発明の組成物において有
用な他の具体的な脂肪族アミン表面活性剤には、トリイソプロパノールアミン、トリメタ
ノールアミン、トリブタノールアミン、プロパノール－ジエタノールアミン、それらの薬
学的に許容し得る塩、およびそれらの混合物が含まれる。
【００９０】
　別の好ましい実施形態において、表面活性剤はポリシロキサン誘導体である。本発明の
組成物において有用な特定のポリシロキサン誘導体には、式：
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【化１４】

【００９１】
（式中、
　　ｘは２－５００であり；並びに
　　Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、およびＲ８は、各々独立に、Ｈ、Ｃ１

－Ｃ２２直鎖もしくは分岐鎖アルキル、Ｃ２－Ｃ２２直鎖もしくは分岐鎖アルケニル、Ｃ

２－Ｃ２２直鎖もしくは分岐鎖アルキニル、Ｃ１－Ｃ２２直鎖もしくは分岐鎖アルコキシ
、Ｃ６－Ｃ１４アリール、Ｃ６－Ｃ２２アルキル置換アリール、またはＣ６－Ｃ２２アリ
ール置換アリールである）
のもの、およびそれらの薬学的に許容し得る塩が含まれる。ジメチコンおよびそれらの薬
学的に許容し得る塩がこれに関して特に好ましい。本発明の組成物において有用な他の具
体的なポリシロキサンには、ポリ（ジメチルシロキサン）（ＰＤＭＳ）、シクロメチコン
、ヘキソメチルメチコン、ポリメチル－ヒドロシロキサン（ＰＭＨＳ）、シクロテトラ（
メチルヒドロシロキサン）（Ｄ４Ｈ）、ジエチルポリシロキサン、高分子量ジメチコン、
混合Ｃ１－Ｃ３０アルキルポリシロキサン、フェニルジメチコン、ジメチコノール、それ
らの薬学的に許容し得る塩、およびそれらの混合物が含まれる。当該技術分野における通
常の技術を有する者は、前記ポリシロキサンまたはポリシロキサン誘導体の各々を溶媒ま
たは表面活性剤のいずれかとして用いることができることを理解するであろう。
【００９２】
　別の好ましい実施形態において、表面活性剤はソルビタン脂肪酸エステルである。本発
明の組成物において有用な特定のソルビタン脂肪酸エステルには、ポリソルベート６０、
モノステアリン酸ソルビタン、およびそれらの薬学的に許容し得る塩が含まれる。本発明
の組成物において有用な他の具体的なソルビタン脂肪酸エステルには、ラウリン酸ソルビ
タン、オレイン酸ソルビタン、パルミチン酸ソルビタン、ステアリン酸ソルビタン、トリ
オレイン酸ソルビタン、セスキオレイン酸ソルビタン、モノイソステアリン酸ソルビタン
、セスキ－イソステアリン酸ソルビタン、トリラウリン酸ソルビタン、トリステアリン酸
ソルビタン、ジ－イソステアリン酸ソルビタン、ジオレイン酸ソルビタン、セスキステア
リン酸ソルビタン、トリ－イソステアリン酸ソルビタン、ポリソルベート２０、ポリソル
ベート２１、ポリソルベート４０、ポリソルベート６１、ポリソルベート６５、ポリソル
ベート８０、ポリソルベート８１、ポリソルベート８５、ポリソルベート１２０、それら
の薬学的に許容し得る塩、およびそれらの混合物が含まれる。
【００９３】
　特に好ましい実施形態において、前記表面活性剤組成物はラウレス－４、ＰＥＧ－２ジ
ラウレート、ステアリン酸、ラウリル硫酸ナトリウム、ジオクチルナトリウムスルホスク
シネート、ココアンホプロピオネート、ポロキサマー　１８８、メロキサポール　２５８
、トリエタノールアミン、ジメチコン、ポリソルベート６０、モノステアリン酸ソルビタ
ン、それらの薬学的に許容し得る塩、およびそれらの混合物からなる群より選択される。
【００９４】
　起泡性組成物の調製において有用であるものとして公知の他の表面活性剤がさらに本発
明の主題の範囲内にあるものとして考慮される。これらの他の表面活性剤には、例えば、
ＣＴＦＡの「Ｃｏｓｍｅｔｉｃ　Ｉｎｇｒｅｄｉｅｎｔ　Ｄｉｃｔｉｏｎａｒｙ」　Ｓｅ
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ｃｏｎｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ，　Ｔｈｅ　Ｃｏｓｍｅｔｉｃ　Ｔｏｉｌｅｔｒｙ　ａｎｄ　
Ｆｒａｇｒａｎｃｅ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ，　Ｉｎｃ．，　１１３３　Ｆｉｆｔｅｅ
ｎｔｈ　Ｓｔｒｅｅｔ，　Ｎ．Ｗ．，　Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ，　Ｂ．Ｃ．　２０００５
，　１９７７（その内容全体は参照によりここに組み込まれる）に列挙されるものが含ま
れる。
【００９５】
　　噴射剤
　噴射剤が液化ガスまたは液化ガスの混合物であるとき、それは頻繁に、噴射剤および製
品濃縮物の溶媒もしくはビヒクルの二重の役割を果たす。噴射剤が空気に触れるとき、圧
力の低下のためにそれは直ちに蒸発し、製品濃縮物を風媒性の液滴もしくは乾燥粒子とし
て放出することができ、または製品の溶媒として製品液滴と共に留まることができる。
【００９６】
　本発明の組成物において用いられる噴射剤には、例えば、炭化水素（例えば、プロパン
、イソブタン、ｎ－ブタン、およびそれらの混合物）または石油ガスのクラス、クロロフ
ルオロ炭素（ＣＦＣ）、ヒドロフルオロアルカン（ＨＦＡ）、ジメチルエーテル、プロパ
ン－イソブタン、不溶性圧縮ガス（例えば、空気、酸素、水素、および窒素）、可溶性圧
縮ガス（例えば、二酸化炭素および亜酸化窒素）、塩化メチレン、およびそれらの混合物
が含まれ得る。好ましい実施形態において、前記噴射剤はジメチルエーテルである揮発性
噴射剤である。
【００９７】
　起泡性組成物の調製において有用であるものとして一般に知られている他の噴射剤がさ
らに本発明の主題の範囲内にあるものとして考慮される。
【００９８】
　エアロゾルにおいて用いられるとき、液化ガスと比較して、圧縮ガスはそれらが無臭、
無色、低毒性、不燃性、安価、圧力がより安定、および環境的に許容し得るという利点を
有する。これらの利点は、本発明のエアロゾルにおいて用いるための噴射剤の選択におい
て、低いスプレー特性、放出中のスプレー特性の変化、ガス喪失の可能性の増加、弁およ
びアクチュエータの詰まり、および腐食の可能性の増加を含む圧縮ガスの不利益と釣り合
いをとる必要がある。
【００９９】
　　酸
　本発明の組成物において有用な酸はそれらの組成物のｐＨに対する望ましい効果を有す
るものを包含する。特には、用いられる酸は、本発明の組成物が約２ないし約１０の適切
なｐＨを維持することを確実なものとする。様々な酸が適切に有効である。これらの酸に
は、例えば、アスコルビン酸、アルファヒドロキシ酸、アルファケト酸、他の有機もしく
は無機酸、それらの薬学的に許容し得る塩、およびそれらの混合物が含まれ得る。
【０１００】
　好ましい実施形態において、酸は式Ｉのアルファヒドロキシ酸：
　　　　（Ｒａ）（Ｒｂ）Ｃ（ＯＨ）ＣＯＯＨ　　　　　　　　　Ｉ
またはそれらの薬学的に許容し得る塩、ラクトン、もしくは溶媒和物であり、式中、Ｒａ

およびＲｂはＨ、Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ、および飽和もしくは不飽和、異性もしくは非異性、直
鎖、分岐鎖、もしくは環状Ｃ１－Ｃ２５アルキル、アラルキル、もしくはアリール基から
なる群より独立に選択され、ここで、ＲａおよびＲｂは任意にＯＨ、ＳＨ、ＣＨＯ、ＣＯ
ＯＨ、または１ないし９個の炭素原子を有するアルコキシ基で任意に置換され得る。
【０１０１】
　本発明の組成物において有用な例示的アルファヒドロキシ酸には、これらに限定される
ものではないが、アガリシン酸、アロン酸、アルファヒドロキシラウリン酸、アルファヒ
ドロキシミリスチン酸、アルファヒドロキシパルミチン酸、アルファヒドロキシステアリ
ン酸、アルファヒドロキシアラキドン酸、アルトロン酸、アラビノン酸、アトロ乳酸、ベ
ンジル酸、シトラマル酸、クエン酸、イソクエン酸、エリスロン酸、ガラクトン酸、ガラ
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クトヘプトン酸、ガラクツロン酸、グルコン酸、グルコヘプトン酸、グルクロン酸、グリ
セリン酸、グリコール酸、グロン酸、２－ヒドロキシブタン酸、２－ヒドロキシペンタン
酸、２－ヒドロキシヘキサン酸、２－ヒドロキシヘプタン酸、２－ヒドロキシオクタン酸
、２－ヒドロキシノナン酸、２－ヒドロキシデカン酸、２－ヒドロキシウンデカン酸、イ
ドン酸、乳酸、メチル乳酸、フェニル乳酸、３－（２’－ヒドロキシフェニル）乳酸、３
－（４’－ヒドロキシフェニル）乳酸、リキソン酸、リンゴ酸、マンデル酸、４－クロロ
マンデル酸、４－ヒドロキシマンデル酸、３，４－ジヒドロキシマンデル酸、３－ヒドロ
キシ－４－メトキシマンデル酸、４－ヒドロキシ－３－メトキシマンデル酸、マン酸（ｍ
ａｎｎｏｉｃ　ａｃｉｄ）、ムチン酸、リボン酸、サッカリン酸、タロン酸、酒石酸、タ
ルトロン酸、チオグリコール酸、トレオン酸、キシロン酸、およびそれらの薬学的に許容
し得る塩が含まれる。
【０１０２】
　さらなる好ましい実施形態において、酸は式ＩＩのアルファケト酸：
　　　　（Ｒａ）ＣＯＣＯＯ（Ｒｂ）　　　　　　　　　ＩＩ
またはそれらの薬学的に許容し得る塩、エステル、または溶媒和物であり、式中、Ｒａお
よびＲｂはＨおよび飽和もしくは不飽和、異性もしくは非異性、直鎖、分岐鎖もしくは環
状Ｃ１－Ｃ２５アルキル、アラルキル、もしくはアリール基からなる群より独立に選択さ
れ、ここで、Ｒａは任意にＦ、Ｃｌ、Ｂｒ、Ｉ、ＯＨ、ＣＨＯ、ＣＯＯＨ、または１ない
し９個の炭素原子を有するアルコキシ基で任意に置換され得る。
【０１０３】
　本発明の組成物において有用な例示的アルファケト酸には、これらに限定されるもので
はないが、ベンゾイルギ酸、ベンゾイルギ酸メチル、ベンゾイルギ酸エチル、グリオキシ
ル酸、２－ケトエタン酸メチル、２－ケトブタン酸、２－ケトペンタン酸、２－ケトヘキ
サン酸、２－ケトヘプタン酸、２－ケトオクタン酸、２－ケトオクタン酸メチル、２－ケ
トデカン酸、ピルビン酸、ピルビン酸メチル、ピルビン酸エチル、ピルビン酸プロピル、
フェニルピルビン酸、フェニルピルビン酸メチル、フェニルピルビン酸エチル、およびそ
れらの薬学的に許容し得る塩が含まれる。
【０１０４】
　別の好ましい実施形態において、酸は式ＩＩＩの酸：
【化１５】

【０１０５】
またはそれらの薬学的に許容し得る塩、エステル、または溶媒和物であり、式中、
　ｎは０－６であり；
　ＸはＨ、ＯＨ、もしくはＮＨ２であり、
　各々のＹはＨもしくはＯＨであり、
　またはＸおよびＹは、任意に、一緒になって５－７員飽和もしくは不飽和炭素環または
５－７員飽和もしくは不飽和複素環を形成し、ここで、該複素環の１またはそれ以上の環
原子はＯ、Ｓ、もしくはＮであり；
　Ｚは、ＹおよびＺが両者ともＯＨであることはないという条件の下で、Ｈ、ＣＨ３、Ｎ
Ｈ、ＮＨ２、ＯＨ、ＣＯＯＨ、もしくはＳＨであり、
　またはＹおよびＺは、任意に、一緒になって５－７員飽和もしくは不飽和炭素環または
５－７員飽和もしくは不飽和複素環を形成し、ここで、該複素環の１またはそれ以上の環
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原子はＯ、Ｓ、もしくはＮである。これに関して、式ＩＩＩの酸がＮＨ２基または窒素含
有複素環を含む場合、その酸は両性または偽両性物質として振る舞うことに注意しなけれ
ばならない。さらに、式ＩＩＩの酸のカルボン酸基をリン酸、ホスホン酸、スルホン酸、
スルフィン酸、または硫酸基で置換可能であることが考慮される。
【０１０６】
　本発明の組成物において有用な例示的な式ＩＩＩの酸には、これらに限定されるもので
はないが、酢酸、アジピン酸、アラニン、アスパラギン、アスパラギン酸、安息香酸、シ
ステイン、シスチン、グルタミン酸、グルタミン、グルタル酸、グリシン、グリシルグリ
シン、ヒスチジン、グリシルヒスチジン、ロイシン、イソロイシン、リジン、５－ヒドロ
キシリジン、マロン酸、ペラルゴン酸、フェニルアラニン、プロリン、３－ヒドロキシプ
ロリン、４－ヒドロキシプロリン、プロピオン酸、サリチル酸、セリン、コハク酸、トレ
オニン、トリプトファン、チロシン、バリン、およびそれらの薬学的に許容し得る塩が含
まれる。
【０１０７】
　他の両性または偽両性化合物を、組成物のｐＨに対する望ましい効果を得るために本発
明の組成物においてさらに用いることができる。これらの他の化合物には、これらに限定
されるものではないが、ホモシステイン、ホモシスチン、ホモセリン、オルニチン、シト
ルリン、クレアチン、３－アミノプロパン酸、テアニン、２－アミノブタン酸、４－アミ
ノブタン酸、エタノールアミン、２－アミノ－２－メチルプロパン酸、２－メチル－３－
アミノプロパン酸、２，６－ジアミノピメリン酸、２－アミノ－３－フェニルブタン酸、
フェニルグリシン、カナバニン、カナリン、４－ヒドロキシアルギニン、４－ヒドロキシ
オルニチン、ホモアルギニン、４－ヒドロキシホモアルギニン、β－リジン、２，４－ジ
アミノブタン酸、２，３－ジアミノプロパン酸、２－メチルセリン、３－フェニルセリン
、ベタイン、アルギニン、ヒスチジン、タウリン、システイン硫酸、グリシルヒスチジン
、ココアンフォグリシン、ココアンフォプロピオネート、ココアンフォプロピルスルホネ
ート、ホスファチジルエタノールアミン、ホスファチジルセリン、スフィンゴミエリン、
ステアラミドエチルジエチルアミン、ステラミドエチルジエタノールアミン、ステアラミ
ドプロピルジメチルアミン、およびそれらの薬学的に許容し得る塩が含まれ得る。
【０１０８】
　組成物のｐＨに対し望ましい効果を有する本発明の組成物において、有用なさらなる例
示的な追加の酸には、これらに限定されるものではないが、キナ酸、イソクエン酸、トロ
ピン酸、トレトカン酸、３－クロラクト酸（ｃｈｌｏｒａｃｔｉｖ　ａｃｉｄ）、セレブ
ロン酸、シトラマル酸、アガリシン酸、２－ヒドロキシネルボン酸、アレウリチン酸、ア
セチルサリチル酸、ホウ酸、炭酸、ギ酸、エタンスルホン酸、フマル酸、グリセロリン酸
、馬尿酸、塩酸、マレイン酸、メタンスルホン酸、亜硝酸、リン酸、ソルビン酸、硫酸、
チオ硫酸、ウンデシレン酸、パント酸、およびそれらの薬学的に許容し得る塩が含まれる
。
【０１０９】
　こららの酸の各々は本発明の組成物中に遊離酸、ラクトン、もしくはエステル形態、ま
たは有機塩基もしくは無機アルカリとの塩形態で存在することができる。
【０１１０】
　特に好ましい実施形態において、本発明の組成物において有用な前記酸は、酢酸、アセ
チルサリチル酸、アジピン酸、アスコルビン酸、アスパラギン酸、安息香酸、ホウ酸、炭
酸、クエン酸、ギ酸、エタンスルホン酸、フマル酸、グリセロリン酸、グルコン酸、グル
タル酸、グリシン、グリセリン酸、グリコール酸、グルタミン酸、馬尿酸、塩酸、乳酸、
マレイン酸、リンゴ酸、マロン酸、マンデル酸、メタンスルホン酸、ムチン酸、亜硝酸、
シュウ酸、ペラルゴン酸、リン酸、プロピオン酸、サッカリン、サリチル酸、ソルビン酸
、コハク酸、硫酸、酒石酸、チオグリコール酸、チオ硫酸、ウンデシレン酸、エタノール
アミン、天然および合成誘導アミノ酸、それらの誘導体、およびそれらの混合物からなる
群より選択される。
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【０１１１】
　起泡性組成物の調製において有用であるものとして一般に知られている他の酸が本発明
の主題の範囲内にあるものとしてさらに考慮される。
【０１１２】
　本発明の組成物中に含まれる酸は約２ないし約１０の組成物の適切なｐＨを維持するよ
うに選択される。組成物の最適ｐＨ、並びにこの最適ｐＨを維持するのに用いられる酸お
よびその量は、その組成物中に含まれる活性治療薬に依存して変化する。具体的な活性剤
の各々に対する最適ｐＨに加えて、この最適ｐＨを達成するのに最適な酸のタイプおよび
量の選択は、当該技術分野における通常の技術を有する者が一般に利用可能な知識の範囲
内にあるものと考慮される。
【０１１３】
　　さらなる成分
　活性治療薬および起泡性送達系に加えて、本発明の医薬組成物は、局所的な泡沫に適切
であるものとして当該技術分野における通常の技術を有する者に公知の、他の必須ではな
い任意の成分をさらに含むことができる。例えば、本発明の医薬調製品は、当該技術分野
において公知の１またはそれ以上の保存剤、例えば、安息香酸、ソルビン酸、メチルパラ
ベン、プロピルパラベン、エチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）、ベンジルアルコール、
フェノキシエタノール、ＤＭＤＭヒダントイン、およびイミダゾリジニル尿素を任意にさ
らに含むことができる。これらの保存剤は医薬組成物の約１％まで、好ましくは、約０．
０５ないし約０．５重量％の量で存在することができる。他のさらなる任意の成分には、
濃厚剤および粘度調整剤、例えば、長鎖脂肪酸のジエタノールアミド、脂肪アルコール（
すなわち、セテアリルアルコール）、塩化ナトリウム、硫酸ナトリウム、エチルアルコー
ル、ヒドロキシエチルセルロース、およびＣａｒｂｏｍｅｒ；着色料、例えば、ＦＤ＆Ｃ
またはＤ＆Ｃ色素のいずれか；毛髪酸化（漂白）剤、例えば、過酸化水素、過ホウ酸塩、
および過硫酸塩；毛髪還元剤、例えば、チオグリコール酸塩；香料；加湿剤、皮膚軟化剤
；可塑剤；安定化剤；皮膚浸透剤；およびキレート剤、例えば、ＥＤＴＡ二ナトリウムが
含まれ得る。
【０１１４】
　本発明の医薬組成物は、該組成物の保存および送達に適する容器中に充填することもで
きる。
【０１１５】
　治療方法
　本発明の主題は、さらに、疾患、障害、または状態の治療をそれらを必要とする哺乳動
物において行うための方法であって、該哺乳動物に有効量の起泡性医薬組成物を投与する
ことを含み、該組成物が以下を含む方法に関する：
　（ｉ）有効量の１またそれ以上の活性治療薬またはそれらの薬学的に許容し得る遊離塩
基、塩、エステル、もしくは溶媒和物；
　（ｉｉ）以下を含む起泡性送達系：
　　（ａ）水、揮発性噴射剤、Ｃ１－Ｃ６流動性アルキルもしくは分岐鎖アルキルアルコ
ール、芳香族アルコール、ソルビトール誘導体のエーテル、炭酸プロピレン、キシレン、
塩化メチレン、エチルヘキサンジオール、ポリシロキサン、ジメチルエーテル、およびそ
れらの混合物からなる群より選択される溶媒組成物；
　　（ｂ）ポリオキシエチレン脂肪エーテル、ポリオキシエチレン脂肪エステル、脂肪酸
、硫酸化脂肪酸表面活性剤、リン酸化脂肪酸表面活性剤、スルホスクシネート表面活性剤
、両性表面活性剤、非イオン性ポロキサマー表面活性剤、非イオン性メロキサポール表面
活性剤、石油誘導体表面活性剤、脂肪族アミン表面活性剤、ポリシロキサン誘導体、ソル
ビタン脂肪酸エステル、それらの薬学的に許容し得る塩、およびそれらの混合物からなる
群より選択される表面活性剤組成物；
　（ｉｉｉ）噴射剤；並びに
　（ｉｖ）以下からなる群より選択される、組成物のｐＨに影響を及ぼす量の酸：
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　　（ａ）アセチルサリチル酸、アスコルビン酸、ホウ酸、炭酸、ギ酸、エタンスルホン
酸、フマル酸、グリセロリン酸、馬尿酸、塩酸、マレイン酸、メタンスルホン酸、亜硝酸
、シュウ酸、リン酸、サッカリン、ソルビン酸、硫酸、チオ硫酸、ウンデシレン酸、エタ
ノールアミン、およびそれらの薬学的に許容し得る塩、エステル、または溶媒和物；
　　（ｂ）式Ｉのアルファヒドロキシ酸：
　　　　　　（Ｒａ）（Ｒｂ）Ｃ（ＯＨ）ＣＯＯＨ　　　Ｉ
（式中、ＲａおよびＲｂは、独立に、Ｈ、Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ、および飽和もしくは不飽和、
異性もしくは非異性、直鎖、分岐鎖、もしくは環状Ｃ１－Ｃ２５アルキル、アラルキル、
もしくはアリール基からなる群より選択され、ＲａおよびＲｂの各々はＯＨ、ＳＨ、ＣＨ
Ｏ、ＣＯＯＨ基で任意に置換され得る）
またはそれらの薬学的に許容し得る塩、ラクトン、もしくは溶媒和物；
　　（ｃ）式ＩＩのアルファケト酸：
　　　　　　（Ｒａ）ＣＯＣＯＯ（Ｒｂ）　　　ＩＩ
（式中、ＲａおよびＲｂは、独立に、Ｈおよび飽和もしくは不飽和、異性もしくは非異性
、直鎖、分岐鎖、もしくは環状Ｃ１－Ｃ２５アルキル、アラルキル、もしくはアリール基
からなる群より選択され、ＲａはＦ、Ｃｌ、Ｂｒ、Ｉ、ＯＨ、ＣＨＯ、ＣＯＯＨ、もしく
は１ないし９個の炭素原子のアルコキシ基で任意に置換され得る）
またはそれらの薬学的に許容し得る塩、エステル、もしくは溶媒和物；
　　（ｄ）式ＩＩＩの酸：
【化１６】

【０１１６】
（式中、
　ｎは０－６であり；
　ＸはＨ、ＯＨ、もしくはＮＨ２であり、
　各々のＹはＨもしくはＯＨであり、
　またはＸおよびＹは、任意に、一緒になって５－７員飽和もしくは不飽和炭素環または
５－７員飽和もしくは不飽和複素環を形成し、ここで、該複素環の１またはそれ以上の環
原子はＯ、Ｓ、もしくはＮであり；
　Ｚは、ＹおよびＺが両者ともＯＨであることはないという条件の下で、Ｈ、ＣＨ３、Ｏ
Ｈ、ＣＯＯＨ、もしくはＳＨであり、
　またはＹおよびＺは、任意に、一緒になって５－７員飽和もしくは不飽和炭素環または
５－７員飽和もしくは不飽和複素環を形成し、ここで、該複素環の１またはそれ以上の環
原子はＯ、Ｓ、もしくはＮである）
またはそれらの薬学的に許容し得る塩、エステル、もしくは溶媒和物；並びに
　　（ｅ）それらの混合物。
【０１１７】
　本発明の医薬組成物および起泡性送達系は哺乳動物における様々な皮膚科学的疾患、障
害、または状態、特には、哺乳動物組織に影響を及ぼす疾患の治療に用いることができる
。そのような疾患の例には、これらに限定されるものではないが、湿疹、、小児湿疹、乾
癬、頭皮乾癬、アトピー性皮膚炎、疱疹状皮膚炎、接触性皮膚炎、脂漏性皮膚炎、神経皮
膚炎、掻痒症、真菌性疾患、および間擦疹が含まれる。
【０１１８】
　例えば、副腎皮質ステロイド、特には、エステル化合物が本発明の組成物中に用いられ
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る場合、これらの組成物はヒトにおける皮膚疾患、例えば、湿疹、小児湿疹、アトピー性
皮膚炎、疱疹状皮膚炎、接触性皮膚炎、脂漏性皮膚炎、神経皮膚炎、乾癬、掻痒症、およ
び間擦疹の治療において有効である。
【０１１９】
　同様に、抗真菌剤が本発明の組成物中に用いられる場合、これらの組成物は、皮膚糸状
菌感染、例えば、躯幹白癬、足部白癬、爪白癬、頭部白癬、陰股部白癬、および髪白癬；
並びに酵母感染、例えば、カンジダ症および癜風を含む真菌性疾患の治療において有効で
ある。他の真菌性疾患がさらに本発明の主題の範囲内にあるものとして考慮される。
【０１２０】
　特に好ましい実施形態において、本発明の組成物による治療を受ける疾患は湿疹である
。
【０１２１】
　局所組成物で有効に治療されるものとして当該技術分野において公知の他の皮膚科学的
疾患の治療が本発明の主題の範囲内にあるものとしてさらに考慮される。
【０１２２】
　別の好ましい実施形態においては、前記起泡性医薬組成物を口、耳、鼻道、膣、尿道、
または直腸の粘膜上皮細胞組織に局所的に投与する。口および鼻組織の標的がそのような
組織それ自体であることもあるが、経口および鼻調製品は吸収されて全身効果を生じ得る
。
【０１２３】
　特定の場合において、および局所的効果のため、薬物が膣、尿道、または直腸に挿入さ
れる。全身薬物効果は膣、尿道、または直腸適用の後もこれらの部位の粘膜からの薬物の
吸収により生じ得る。エアロゾル泡沫を、クリームに用いられるものと本質的に同じ方法
で、膣内に用いることができる。そのエアロゾル・パッケージは泡沫が充填された挿入装
置を含む。挿入装置は、それらの内容物がプランジャの起動によって放出される膣内に配
置される内容物である。同様に、尿道または直腸の泡沫の調製品は泡沫をそれぞれ尿道ま
たは肛門管内に提供するための挿入機を用いる。
【０１２４】
　製造方法
　本発明の主題は、さらに、以下を含む起泡性医薬組成物の製造方法に関する：
　（Ａ）有効量の１またはそれ以上の活性治療薬またはそれらの薬学的に許容し得る遊離
塩基、塩、エステル、もしくは溶媒和物および以下を含む薬学的に許容し得る坦体を混合
する工程：
　　（ｉ）以下を含む起泡性送達系：
　　　（ａ）水、揮発性噴射剤、Ｃ１－Ｃ６流動性アルキルもしくは分岐鎖アルキルアル
コール、芳香族アルコール、ソルビトール誘導体のエーテル、炭酸プロピレン、キシレン
、塩化メチレン、エチルヘキサンジオール、ポリシロキサン、ジメチルエーテル、および
それらの混合物からなる群より選択される溶媒組成物；および
　　　（ｂ）ポリオキシエチレン脂肪エーテル、ポリオキシエチレン脂肪エステル、脂肪
酸、硫酸化脂肪酸表面活性剤、リン酸化脂肪酸表面活性剤、スルホスクシネート表面活性
剤、両性表面活性剤、非イオン性ポロキサマー表面活性剤、非イオン性メロキサポール表
面活性剤、石油誘導体表面活性剤、脂肪族アミン表面活性剤、ポリシロキサン誘導体、ソ
ルビタン脂肪酸エステル、それらの薬学的に許容し得る塩、およびそれらの混合物からな
る群より選択される表面活性剤組成物；並びに
　　（ｉｉ）以下からなる群より選択される、組成物のｐＨに影響を及ぼす量の酸：
　　　（ａ）アセチルサリチル酸、アスコルビン酸、ホウ酸、炭酸、ギ酸、エタンスルホ
ン酸、フマル酸、グリセロリン酸、馬尿酸、塩酸、マレイン酸、メタンスルホン酸、亜硝
酸、シュウ酸、リン酸、サッカリン、ソルビン酸、硫酸、チオ硫酸、ウンデシレン酸、エ
タノールアミン、およびそれらの薬学的に許容し得る塩、エステル、または溶媒和物；
　　　（ｂ）式Ｉのアルファヒドロキシ酸：
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　　　　　　（Ｒａ）（Ｒｂ）Ｃ（ＯＨ）ＣＯＯＨ　　　Ｉ
（式中、ＲａおよびＲｂは、独立に、Ｈ、Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ、および飽和もしくは不飽和、
異性もしくは非異性、直鎖、分岐鎖、もしくは環状Ｃ１－Ｃ２５アルキル、アラルキル、
もしくはアリール基からなる群より選択され、ＲａおよびＲｂの各々はＯＨ、ＳＨ、ＣＨ
Ｏ、ＣＯＯＨ基で任意に置換され得る）
またはそれらの薬学的に許容し得る塩、ラクトン、もしくは溶媒和物；
　　　（ｃ）式ＩＩのアルファケト酸：
　　　　　　（Ｒａ）ＣＯＣＯＯ（Ｒｂ）　　　ＩＩ
（式中、ＲａおよびＲｂは、独立に、Ｈおよび飽和もしくは不飽和、異性もしくは非異性
、直鎖、分岐鎖、もしくは環状Ｃ１－Ｃ２５アルキル、アラルキル、もしくはアリール基
からなる群より選択され、ＲａはＦ、Ｃｌ、Ｂｒ、Ｉ、ＯＨ、ＣＨＯ、ＣＯＯＨ、もしく
は１ないし９個の炭素原子のアルコキシ基で任意に置換され得る）
またはそれらの薬学的に許容し得る塩、エステル、もしくは溶媒和物；
　　　（ｄ）式ＩＩＩの酸：

【化１７】

【０１２５】
（式中、
　ｎは０－６であり；
　ＸはＨ、ＯＨ、もしくはＮＨ２であり、
　各々のＹはＨもしくはＯＨであり、
　またはＸおよびＹは、任意に、一緒になって５－７員飽和もしくは不飽和炭素環または
５－７員飽和もしくは不飽和複素環を形成し、ここで、該複素環の１またはそれ以上の環
原子はＯ、Ｓ、もしくはＮであり；
　Ｚは、ＹおよびＺが両者ともＯＨであることはないという条件の下で、Ｈ、ＣＨ３、Ｏ
Ｈ、ＣＯＯＨ、もしくはＳＨであり、
　またはＹおよびＺは、任意に、一緒になって５－７員飽和もしくは不飽和炭素環または
５－７員飽和もしくは不飽和複素環を形成し、ここで、該複素環の１またはそれ以上の環
原子はＯ、Ｓ、もしくはＮである）
またはそれらの薬学的に許容し得る塩、エステル、もしくは溶媒和物；並びに
　　　（ｅ）それらの混合物；並びに
　（Ｂ）該混合物を、該組成物の保存および送達に適する容器に充填する工程。
【０１２６】
　この方法に従って製造される組成物は、好ましくは、局所適用に適するエアロゾル投薬
形態である。したがって、前記製造方法は、さらに、容器からの組成物のエアロゾル送達
を達成するのに適する噴射剤を容器に充填するさらなる工程を含むことができる。
【０１２７】
　本発明の医薬エアロゾル処方の有効性は、処方、容器、および弁集合体の適切な組み合
わせの達成に依存する。
【０１２８】
　　容器
　本発明の起泡性医薬組成物は、好ましくは、容器内にエアロゾルとして充填される。組
成物は、当該技術分野における通常の技術を有する者に一般に公知の一工程または多工程
充填プロセスを用いて容器に充填することができる。
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【０１２９】
　容器は長期の保存期限であるエアロゾル処方を提供するように選択しなければならない
。したがって、容器は、処方の安定性または容器の一体性および操作を妨害しないように
、そこに収容される組成物に関して化学的に不活性でなければならない。さらに、容器は
、生成物が必要とする圧力に耐えることができなければならず、耐食性でなければならず
、およびそこに収容される生成物に対する物理的もしくは化学的変化（これは、例えば、
開口部の粒子詰まりを形成する）に耐性でなければならない。これは、本発明の組成物が
表面活性剤および酸（腐食の可能性を高めることが知られる２つの成分）を含有するため
、特に重要である。
【０１３０】
　エアロゾル製品に適する容器の選択は、製造方法への適応性、処方成分との適合性、そ
の製品にかかる圧力を維持する能力、製造者側におけるデザインおよび美的訴えへの関心
、並びに経費に基づく。適切な容器は、例えば、鋼、アルミニウム、ガラス、プラスチッ
ク、またはそれらの混合体で製造することができる。容器は、さらに、１またはそれ以上
の保護コーティング、例えば、硝酸ナトリウム、安息香酸ナトリウム、ｍ－ニトロ安息香
酸アンモニウム、モルホリン、２－メチルブチノイル、Ｅｘｐｏｘｏｌ　９－５、ナトリ
ウムｎ－ラウロイルサルコシネート、フェノール、エポキシ、またはビニルコーティング
を用いて処方適合性または安全な取り扱いを強化することができる。あらゆる他の公知エ
アロゾル容器および保護コーティングがこれに関して有用なものとしてさらに考慮される
。
【０１３１】
　容器は、弁集合体を通して容器から分配されるまで物理的に分離されている別々の部分
に最終組成物を分割させる２つまたはそれ以上の区画を含むこともできる。
【０１３２】
　エアロゾル容器に起泡性組成物を充填するための公知法には、コールド充填、カップ下
（ｕｎｄｅｒ　ｔｈｅ　ｃｕｐ）、および（弁を通過させる）加圧充填が含まれる。エア
ロゾル容器を充填するためのそのような方法は当該技術分野における通常の技術を有する
者に公知であり、Ｔｈｅ　Ａｅｒｏｓｏｌ　Ｈａｎｄｂｏｏｋ（Ｗａｙｎｅ　Ｅ．　Ｄｏ
ｒｌａｎｄ，　Ｃａｌｄｗｅｌｌ，　ＮＪ）およびｔｈｅ　Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ａ
ｅｒｏｓｏｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，（Ｒ．Ｅ．　Ｋｒｉｅｇｅｒ，　Ｍａｌａｂａｒ
，　ＦＬ）（これらの両者は参照によりそれら全体が組み込まれる）に見出すことができ
る。
【０１３３】
　コールド充填法においては、生成物濃縮体および噴射剤の両者を－３０°ないし－４０
°Ｆに冷却しなければならない。冷却された生成物濃縮体を等しく冷却されたエアロゾル
容器に定量的に計量して入れ、次いで冷却液化ガスを添加する。十分な噴射剤が添加され
たとき、弁集合体を容器に配置する。
【０１３４】
　キャップ充填法の下においては、容器の肩に緊密な封着を形成する充填ヘッドが用いら
れる。この充填ヘッドは、加圧下の噴射剤が容器の開口部を通して添加される間、弁を容
器の上に保持する。
【０１３５】
　加圧充填法においては、生成物濃縮体を定量的に容器内に入れ、弁集合体を容器に配置
し、および液化ガスを、圧力下で、弁基部を通して容器内に秤量して入れる。加圧充填は
大部分の医薬エアロゾルに用いられる。
【０１３６】
　　弁集合体
　弁集合体の機能は缶の内容物を望ましい形態、望ましい速度、および、秤量弁の場合に
は、適正な量または用量で放出させることである。したがって、弁集合体は放出しようと
する生成物の形態に寄与しなければならない。特には、エアロゾル泡沫弁は、典型的には
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、泡沫の送達を可能にするため、大口径送達噴出口を有する。さらに、弁集合体はエアロ
ゾル組成物を容器から連続送達により、または秤量用量として放出させる。
【０１３７】
　弁集合体の製造において用いられる材料はそれを通して通過するエアロゾル処方に対し
て不活性でなければならない。様々な弁部品の製造において用いることができる材料のう
ちにあるものは、プラスチック、ゴム、アルミニウム、ステンレス鋼、およびそれらの混
合体である。通常のエアロゾル弁集合体は以下の部品を含んでなる：アクチュエータ、基
部、ガスケット、バネ、マウンティング・カップ、ハウジング、およびディップチューブ
。容器が直立または反転する間、生成物の放出を可能にする弁も用いることができる。ス
プレー弁、スライディング・ガスケット弁、偏向ガスケット弁、およびチルトアクション
弁を含む、当該技術分野における通常の技術を有する者に公知のすべてのタイプの弁集合
体が、本発明の組成物の送達が可能であるものと考慮される。
【０１３８】
　秤量弁は、弁が作動するたびに特定の量の生成物を送達するように設計されている。秤
量弁は、通常、処方が強力な医薬である場合、または正確な投薬が望まれる他の場合にお
いて用いられる。秤量弁系においては、補助弁室が、その容量または寸法によって、放出
される物質の量を調節する。
【０１３９】
　弁集合体は、さらに、本発明の起泡性医薬組成物の送達を促進するため、アタッチメン
トを収容することができる。
【０１４０】
　送達方法
　本発明の主題は起泡性医薬組成物を容器から送達するための方法であって、機械的手段
によって生成される噴射力を該起泡性医薬組成物に提供することを含み、該起泡性医薬組
成物が以下を含む方法に関する：
　（ｉ）有効量の１またはそれ以上の活性治療薬またはそれらの薬学的に許容し得る遊離
塩基、塩、エステル、もしくは溶媒和物：
　（ｉｉ）以下を含む起泡性送達系：
　　（ａ）水、揮発性噴射剤、Ｃ１－Ｃ６流動性アルキルもしくは分岐鎖アルキルアルコ
ール、芳香族アルコール、ソルビトール誘導体のエーテル、炭酸プロピレン、キシレン、
塩化メチレン、エチルヘキサンジオール、ポリシロキサン、ジメチルエーテル、およびそ
れらの混合物からなる群より選択される溶媒組成物；
　　（ｂ）ポリオキシエチレン脂肪エーテル、ポリオキシエチレン脂肪エステル、脂肪酸
、硫酸化脂肪酸表面活性剤、リン酸化脂肪酸表面活性剤、スルホスクシネート表面活性剤
、両性表面活性剤、非イオン性ポロキサマー表面活性剤、非イオン性メロキサポール表面
活性剤、石油誘導体表面活性剤、脂肪族アミン表面活性剤、ポリシロキサン誘導体、ソル
ビタン脂肪酸エステル、それらの薬学的に許容し得る塩、およびそれらの混合物からなる
群より選択される表面活性剤組成物；並びに
　（ｉｉｉ）以下からなる群より選択される、組成物のｐＨに影響を及ぼす量の酸：
　　（ａ）アセチルサリチル酸、アスコルビン酸、ホウ酸、炭酸、ギ酸、エタンスルホン
酸、フマル酸、グリセロリン酸、馬尿酸、塩酸、マレイン酸、メタンスルホン酸、亜硝酸
、シュウ酸、リン酸、サッカリン、ソルビン酸、硫酸、チオ硫酸、ウンデシレン酸、エタ
ノールアミン、およびそれらの薬学的に許容し得る塩、エステル、または溶媒和物；
　　（ｂ）式Ｉのアルファヒドロキシ酸：
　　　　　（Ｒａ）（Ｒｂ）Ｃ（ＯＨ）ＣＯＯＨ　　　Ｉ
（式中、ＲａおよびＲｂは、独立に、Ｈ、Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ、および飽和もしくは不飽和、
異性もしくは非異性、直鎖、分岐鎖、もしくは環状Ｃ１－Ｃ２５アルキル、アラルキル、
もしくはアリール基からなる群より選択され、ＲａおよびＲｂの各々はＯＨ、ＳＨ、ＣＨ
Ｏ、ＣＯＯＨ基で任意に置換され得る）
またはそれらの薬学的に許容し得る塩、ラクトン、もしくは溶媒和物；
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　　（ｃ）式ＩＩのアルファケト酸：
　　　　　（Ｒａ）ＣＯＣＯＯ（Ｒｂ）　　　ＩＩ
（式中、ＲａおよびＲｂは、独立に、Ｈおよび飽和もしくは不飽和、異性もしくは非異性
、直鎖、分岐鎖、もしくは環状Ｃ１－Ｃ２５アルキル、アラルキル、もしくはアリール基
からなる群より選択され、ＲａはＦ、Ｃｌ、Ｂｒ、Ｉ、ＯＨ、ＣＨＯ、ＣＯＯＨ、もしく
は１ないし９個の炭素原子のアルコキシ基で任意に置換され得る）
またはそれらの薬学的に許容し得る塩、エステル、もしくは溶媒和物；
　　（ｄ）式ＩＩＩの酸：
【化１８】

【０１４１】
（式中、
　ｎは０－６であり；
　ＸはＨ、ＯＨ、もしくはＮＨ２であり、
　各々のＹはＨもしくはＯＨであり、
　またはＸおよびＹは、任意に、一緒になって５－７員飽和もしくは不飽和炭素環または
５－７員飽和もしくは不飽和複素環を形成し、ここで、該複素環の１またはそれ以上の環
原子はＯ、Ｓ、もしくはＮであり；
　Ｚは、ＹおよびＺが両者ともＯＨであることはないという条件の下で、Ｈ、ＣＨ３、Ｏ
Ｈ、ＣＯＯＨ、もしくはＳＨであり、
　またはＹおよびＺは、任意に、一緒になって５－７員飽和もしくは不飽和炭素環または
５－７員飽和もしくは不飽和複素環を形成し、ここで、該複素環の１またはそれ以上の環
原子はＯ、Ｓ、もしくはＮである）
またはそれらの薬学的に許容し得る塩、エステル、もしくは溶媒和物；並びに
　　（ｅ）それらの混合物。
【０１４２】
　容器からの組成物の送達に用いられる噴射力は、１またはそれ以上の液化または気体状
噴射剤によってエアロゾル系に適用した圧力の形態をとることができる。その代わりに、
組成物は、機械的手段、例えば、ポンプ作用または容器に対する圧搾作用によって容器か
ら放出させることもできる。当該技術分野における通常の技術を有する者に公知の他の噴
射力が本発明の主題の範囲内にあるものとしてさらに考慮される。
【０１４３】
　弁集合体の作動時、パッケージの内容物を弁の開口部を通して外部に押し出すのは噴射
剤が発揮する圧力である。この噴射力は本発明の組成物を微細なミスト；粗い、湿潤もし
くは乾燥スプレー；定流；または安定もしくは崩壊性泡沫として送達することを可能にす
る。考慮される泡沫には、皮膚上での堆積を目的とするもの、または体腔への浸透を目的
とするもの、例えば、膣泡沫、尿道泡沫、口もしくは耳泡沫、および直腸泡沫が含まれる
。
【０１４４】
　エアロゾルの圧力はその性能にとって重要である。それは１）噴射剤のタイプおよび量
並びに２）生成物濃縮体を含む物質の性質および量によって制御することができる。した
がって、各々の処方は独自であり、エアロゾル製品において用いようとする噴射剤の量は
熟練実務者によって決定される。一般に、泡沫エアロゾルは、通常７０°Ｆで約１０ない
し２００ｐｓｉｇ、好ましくは７０°Ｆで約１３ないし約１０８ｐｓｉｇ、より好ましく
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は７０°Ｆで約２０ないし約８０ｐｓｉｇで作動する。さらに、泡沫エアロゾルは約１な
いし約９０％の噴射剤、好ましくは約２ないし約５０％の噴射剤、より好ましくは約２．
５ないし約２０％の噴射剤を含むことができる。
【０１４５】
　　エアロゾル送達系の利点
　医薬エアロゾル泡沫として処方されるとき、本発明の組成物は他のタイプの投薬泡沫を
上回る利点とみなすことができる幾つかの特性を示す。これらには以下が含まれる：
　１．医薬の一部を、汚染または残留物質への露出なしに、パッケージから容易に引き出
すことができる。
【０１４６】
　２．その気密性のため、エアロゾル容器は大気の酸素および水分によって悪影響を受け
る薬剤を保護する。不透明であることで、通常のエアロゾル容器は光によって悪影響を受
ける薬物も保護する。この保護は生成物の使用および保存期間の間持続する。生成物が無
菌条件下で充填される場合、生成物の保存期間の間、無菌性も維持され得る。
【０１４７】
　３．局所投薬を、罹患領域に触れることなく、均一な簿層で上皮細胞組織に適用するこ
とができる。この適用方法は、局所調製品の機械的（指先）適用に伴って時折生じる刺激
を低減することができる。噴射剤の迅速な揮発は冷却、リフレッシュ効果ももたらす。
【０１４８】
　４．適正な処方および弁制御により、放出される生成物の物理的形態および粒径を制御
することができ、これは薬物の効力に寄与する。例えば、経皮薬物は、上皮細胞組織とよ
り長期間接触した状態で維持されるとき、および吸収を強化するビヒクル中で移送される
とき、より高い効力を有するものと期待される。
【０１４９】
　５．エアロゾル適用は、使用者が「洗い落とし」をほとんど、またはまったく必要とし
ない、「清浄」プロセスである。
【０１５０】
　６．秤量弁の使用により、投薬量を制御することができる。
【０１５１】
　投薬量
　本発明の主題において考慮される活性治療薬の適切な投薬量レベルは当該技術分野にお
ける通常の技術を有する者に公知である。活性治療化合物または組成物の体重キログラム
あたり約０．００１ｍｇないし約５，０００ｍｇのオーダーの投薬量レベルが本発明のお
いて考慮される疾患、障害、または状態の治療において有用であることが公知である。典
型的には、この有効量の活性治療薬は一般に毎日患者体重キログラムあたり約０．１ｍｇ
ないし１００ｍｇを含む。さらに、この投薬量の活性治療薬を単一または複数の投薬単位
で投与して望ましい治療効果をもたらし得ることは理解されるであろう。所望であれば、
他の治療薬を本発明の主題によって提供されるものと組み合わせて用いることができる。
【０１５２】
　本発明の組成物は１日に単一または複数用量で投与することができる。好ましい実施形
態において、本発明の組成物は１日１ないし３回投与される。１日２回の低用量で開始し
て、必要であれば、より高い用量に徐々に上げることが好ましい方策である。坦体物質と
組み合わせて単一の投薬形態を生成することができる活性成分の量は、治療を受ける宿主
、疾患、障害、もしくは状態の性質、および活性成分の性質に依存して変化する。
【０１５３】
　しかしながら、あらゆる患者に特有の用量レベルは、用いられる具体的な化合物の活性
、；患者の年齢、体重、一般的な健康、性別および食事；投与の時期；排泄速度；薬物の
組み合わせ；治療を受ける障害の重症度；および投与の形態を含む、当該技術分野におい
て公知の様々な要素に依存することは理解される。当該技術分野における通常の技術を有
するものはそのような要素の可変性を理解し、定型的にすぎない実験を用いて特定の用量
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レベルを確立することができるであろう。
【０１５４】
　最適医薬処方は、特定の薬物または薬物の組み合わせおよび望ましい投薬量のような考
察に依存して、当該技術分野における熟練者によって決定される。例えば、“Ｒｅｍｉｎ
ｇｔｏｎ’ｓ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ”，　１８ｔｈ　ｅｄ
．　（１９９０，　Ｍａｃｋ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ　Ｃｏ．，　Ｅａｓｔｏｎ，　ＰＡ
　１８０４２），　ｐｐ．　１４３５－１７１２（その開示は参照によりここに組み込ま
れる）を参照のこと。そのような処方は治療薬の物理的状態、安定性、イン・ビボ放出速
度、およびイン・ビボ・クリアランス速度に影響を及ぼすことがある。
【０１５５】
（実施例）
　以下の例は本発明の主題を例証するものであり、それに限定しようとするものではない
。他に指示されない限り、すべてのパーセンテージは最終組成物の１００重量％に基づく
。
【０１５６】
　参考例１
　以下の例は本発明の主題の起泡性医薬組成物の調製を説明する：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　％Ｗ／Ｗ　　
　　プロピオン酸クロベタゾール　　　　　　　　０．０５
　　ポロキサマー　１８８　　　　　　　　　　　１．６０
　　クエン酸バッファ　　　　　　　　　　　　　０．１５
　　エチルアルコール　　　　　　　　　　　　　６０．０
　　ポリソルベート６０　　　　　　　　　　　　０．１０
　　プロピレングリコール　　　　　　　　　　　２．００
　　精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　３１．６
　　噴射剤（プロパン－イソブタン）　　　　　　４．５０　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００．０％
　組成物の調製：
　１．噴射剤を除いて、通常の手段によって材料を組み合わせてエアロゾル濃縮物を形成
する。
【０１５７】
　２．次に、その濃縮物をエアロゾル容器、例えば、アルミニウム管に充填する。
【０１５８】
　３．次いで、噴射剤を通常の手順、例えば、弁通過（ｔｈｒｏｕｇｈ－ｔｈｅ－ｖａｌ
ｖｅ）またはカップ下（ｕｎｄｅｒ－ｔｈｅ－ｃｕｐ）充填法によって添加する。
【０１５９】
　　参考例２
　以下の例は本発明の主題の起泡性医薬組成物の調製を説明する：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　％Ｗ／Ｗ　　
　　吉草酸ベタメタゾン　　　　　　　　　　　　　　　　０．１０
　　ラウレス－４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．００
　　リン酸バッファ　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２０
　　エチルアルコール　　　　　　　　　　　　　　　　　６５．０
　　ジエチルヘキシルナトリウムスルホスクシネート　　　１．００
　　グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．００
　　精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２３．４
　　噴射剤（プロパン－イソブタン）　　　　　　　　　　４．３０　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００．０％
　組成物の調製：
　１．噴射剤を除いて、通常の手段によって材料を組み合わせてエアロゾル濃縮物を形成
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する。
【０１６０】
　２．次に、その濃縮物をエアロゾル容器、例えば、アルミニウム管に充填する。
【０１６１】
　３．次いで、噴射剤を通常の手順、例えば、弁通過またはカップ下充填法によって添加
する。
【０１６２】
　実施例３
　以下の例は本発明の主題の起泡性医薬組成物の調製を説明する：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　％Ｗ／Ｗ  　
　　シクロピロクスオラミン　　　　　　　　　　２．００
　　イソプロピルアルコール　　　　　　　　　　４５．０
　　ベンジルアルコール　　　　　　　　　　　　１．００
　　ソルビン酸バッファ　　　　　　　　　　　　１．００
　　ジメチコン　　　　　　　　　　　　　　　　１．００
　　ココアンホプロピオネートナトリウム　　　　３．５０
　　ラウリル硫酸ナトリウム　　　　　　　　　　０．５０
　　ジメチルエーテル　　　　　　　　　　　　　２．００
　　精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　４１．０
　　噴射剤（プロパン－イソブタン）　　　　　　３．００　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００．０％
　組成物の調製：
　１．噴射剤を除いて、通常の手段によって材料を組み合わせてエアロゾル濃縮物を形成
する。
【０１６３】
　２．次に、その濃縮物をエアロゾル容器、例えば、アルミニウム管に充填する。
【０１６４】
　３．次いで、噴射剤を通常の手順、例えば、弁通過またはカップ下充填法によって添加
する。
【０１６５】
　参考例４
　以下の例は本発明の主題の医薬組成物の調製を説明する：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　％Ｗ／Ｗ　　
　　リン酸クリンダマイシン　　　　　　　　　　２．４０
　　プロピレングリコール　　　　　　　　　　　５．００
　　リン酸バッファ　　　　　　　　　　　　　　０．３０
　　エチルアルコール　　　　　　　　　　　　　２５．０
　　イソプロピルアルコール　　　　　　　　　　２５．０
　　ジメチルイソソルバイド　　　　　　　　　　１．００
　　ＰＥＧ－２ジラウレート　　　　　　　　　　４．００
　　トリエタノールアミン　　　　　　　　　　　ｐＨ～４．５とするのに十分な量
　　噴射剤（プロパン－イソブタン）　　　　　　６．００
　　精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　残部　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００．０％
　組成物の調製：
　１．噴射剤を除いて、通常の手段によって材料を組み合わせてエアロゾル濃縮物を形成
する。
【０１６６】
　２．次に、その濃縮物をエアロゾル容器、例えば、アルミニウム管に充填する。
【０１６７】
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　３．次いで、噴射剤を通常の手順、例えば、弁通過またはカップ下充填法によって添加
する。
【０１６８】
　実施例５
　以下の例は本発明の主題の組成物を調製するための一般に適用可能な方法を説明する：
　起泡性医薬組成物の調製は通常の手段によって達成する。噴射剤を除いて、材料を組み
合わせてエアロゾル濃縮物を形成する。その組成物を調製する熟練者がそのように選択す
るのであれば、最初に成分のより小さな群を組み合わせて２つ以上の相を形成し、後にそ
れを組み合わせて最終エアロゾル濃縮物にすることができる。多相の調製は、例えば、成
分の下位集合が周囲より上もしくは下の温度に加熱もしくは冷却されるときに好ましく組
み合わされ、大気圧下もしくは上の圧力で組み合わされ、または特殊な雰囲気、例えば、
純粋窒素もしくは酸素の下で組み合わされる場合、特に有用である。
【０１６９】
　次に、濃縮物をエアロゾル容器、例えば、アルミニウム管に充填し、噴射剤を通常の手
順、例えば、弁通過またはカップ下充填法によって添加する。完成したエアロゾル分配系
は、さらに、外部もしくは体腔内の治療しようとする領域に近接して医薬を投与する適切
な弁およびアプリケータノズルを用いる。
【０１７０】
　実施例６
　以下の例は本発明の主題の組成物を投与するための一般に適用可能な方法を説明する：
　起泡性医薬組成物は治療を受ける患者の皮膚に通常の手段によって局所的に投与する。
これは、好ましくは、エアロゾル・パッケージの使用によって行う。上皮細胞組織への局
所送達用に設計されたそのようなエアロゾル・パッケージは便利であり、しばしばより高
い患者のコンプライアンスを生じる。このようにして、指先の使用の有無に関わらず局所
調製品を望ましい表面領域に適用することができ、これはその手順をほとんどの他のタイ
プの局所調製品よりも手間のかからないものとする。
【０１７１】
　エアロゾル投薬形態の局所投与には、最初に罹患領域を穏やかに清浄化し、それを軽く
叩いて乾燥させることを患者が承知しなければならない。次に、製品を罹患領域に直接適
用するか、または掌もしくは物質を取り出すことができる適切な容器に分配して治療しよ
うとする領域に手で適用することができる。患者は適用された製品を乾燥させ、医師がそ
のようにすることを指示しない限り、包帯（ｂａｎｄａｇｅ）または包帯剤（ｄｒｅｓｓ
ｉｎｇ）でその領域を覆ってはならない。患者は誤って製品を眼または口に点滴または接
触させることを回避しなければならない。
【０１７２】
　実施例７
　患者は乾癬に罹患している。副腎皮質ステロイドを活性治療薬として含有する本発明の
主題の起泡性医薬組成物をその患者に局所投与する。患者が彼／彼女の状態を改善するか
、または回復することが期待される。加えて、本発明の組成物は副腎皮質ステロイド送達
の改善、不便さおよび刺激の減少、患者にとっての使用の容易さの増加、並びにその製品
の保存の間の副腎皮質ステロイドの分解の減少をもたらすことも期待される。
【０１７３】
　実施例８
　患者は足部白癬に罹患している。抗真菌剤を活性治療薬として含有する本発明の主題の
起泡性医薬組成物をその患者に局所投与する。患者が彼／彼女の状態を改善するか、また
は回復することが期待される。加えて、本発明の組成物は抗真菌剤送達の改善、不便さお
よび刺激の減少、患者にとっての使用の容易さの増加、並びにその製品の保存の間の抗真
菌剤の分解の減少をもたらすことも期待される。
【０１７４】
　実施例９
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　患者は湿疹に罹患している。抗真菌剤を活性治療薬として含有する本発明の主題の起泡
性医薬組成物をその患者に局所投与する。患者が彼／彼女の状態を改善するか、または回
復することが期待される。加えて、本発明の組成物は抗真菌剤送達の改善、不便さおよび
刺激の減少、患者にとっての使用の容易さの増加、並びにその製品の保存の間の抗真菌剤
の分解の減少をもたらすことも期待される。
【０１７５】
　実施例１０
　患者は小児性湿疹に罹患している。抗真菌剤を活性治療薬として含有する本発明の主題
の起泡性医薬組成物をその患者に局所投与する。患者が彼／彼女の状態を改善するか、ま
たは回復することが期待される。加えて、本発明の組成物は抗真菌剤送達の改善、不便さ
および刺激の減少、患者にとっての使用の容易さの増加、並びにその製品の保存の間の抗
真菌剤の分解の減少をもたらすことも期待される。
【０１７６】
　実施例１１
　患者はアトピー性皮膚炎に罹患している。抗真菌剤を活性治療薬として含有する本発明
の主題の起泡性医薬組成物をその患者に局所投与する。患者が彼／彼女の状態を改善する
か、または回復することが期待される。加えて、本発明の組成物は抗真菌剤送達の改善、
不便さおよび刺激の減少、患者にとっての使用の容易さの増加、並びにその製品の保存の
間の抗真菌剤の分解の減少をもたらすことも期待される。
【０１７７】
　実施例１２
　患者は疱疹状皮膚炎に罹患している。抗真菌剤を活性治療薬として含有する本発明の主
題の起泡性医薬組成物をその患者に局所投与する。患者が彼／彼女の状態を改善するか、
または回復することが期待される。加えて、本発明の組成物は抗真菌剤送達の改善、不便
さおよび刺激の減少、患者にとっての使用の容易さの増加、並びにその製品の保存の間の
抗真菌剤の分解の減少をもたらすことも期待される。
【０１７８】
　実施例１３
　患者は接触性皮膚炎に罹患している。抗真菌剤を活性治療薬として含有する本発明の主
題の起泡性医薬組成物をその患者に局所投与する。患者が彼／彼女の状態を改善するか、
または回復することが期待される。加えて、本発明の組成物は抗真菌剤送達の改善、不便
さおよび刺激の減少、患者にとっての使用の容易さの増加、並びにその製品の保存の間の
抗真菌剤の分解の減少をもたらすことも期待される。
【０１７９】
　実施例１４
　患者は脂漏性皮膚炎に罹患している。抗真菌剤を活性治療薬として含有する本発明の主
題の起泡性医薬組成物をその患者に局所投与する。患者が彼／彼女の状態を改善するか、
または回復することが期待される。加えて、本発明の組成物は抗真菌剤送達の改善、不便
さおよび刺激の減少、患者にとっての使用の容易さの増加、並びにその製品の保存の間の
抗真菌剤の分解の減少をもたらすことも期待される。
【０１８０】
　実施例１５
　患者は神経皮膚炎に罹患している。抗真菌剤を活性治療薬として含有する本発明の主題
の起泡性医薬組成物をその患者に局所投与する。患者が彼／彼女の状態を改善するか、ま
たは回復することが期待される。加えて、本発明の組成物は抗真菌剤送達の改善、不便さ
および刺激の減少、患者にとっての使用の容易さの増加、並びにその製品の保存の間の抗
真菌剤の分解の減少をもたらすことも期待される。
【０１８１】
　実施例１６
　患者は掻痒症に罹患している。抗真菌剤を活性治療薬として含有する本発明の主題の起
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泡性医薬組成物をその患者に局所投与する。患者が彼／彼女の状態を改善するか、または
回復することが期待される。加えて、本発明の組成物は抗真菌剤送達の改善、不便さおよ
び刺激の減少、患者にとっての使用の容易さの増加、並びにその製品の保存の間の抗真菌
剤の分解の減少をもたらすことも期待される。
【０１８２】
　実施例１７
　患者は間擦疹に罹患している。抗真菌剤を活性治療薬として含有する本発明の主題の起
泡性医薬組成物をその患者に局所投与する。患者が彼／彼女の状態を改善するか、または
回復することが期待される。加えて、本発明の組成物は抗真菌剤送達の改善、不便さおよ
び刺激の減少、患者にとっての使用の容易さの増加、並びにその製品の保存の間の抗真菌
剤の分解の減少をもたらすことも期待される。
【０１８３】
　本発明の主題をこのように説明したが、それを多くの方法で修正または変更できること
は明らかであろう。そのような修正および変更は本発明の主題の精神および範囲から逸脱
するものとみなされるべきではなく、そのような修正および変更のすべては以下の請求の
範囲の範囲内に含まれることが意図される。
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