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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マトリックスポリマーを含む固体分散系中に有効薬剤を含む医薬配合物であって、
　有効薬剤が４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピペラジン－１－カルボニル
）－４－フルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オンまたはその塩もしくは溶媒
和物であり、マトリックスポリマーが、コポビドンであり、低い吸湿性および高い軟化温
度を示し、
　ここで、コポビドンは、１－ビニル－２－ピロリドンと酢酸ビニルとのコポリマーであ
り、低い吸湿性とは、平衡含水率が５０％の相対湿度で１０％より小さいことを意味し、
および高い軟化温度とは、ガラス転移温度（Ｔｇ）または融点（Ｔｍ）が１００℃より大
きいことを意味し、
　有効薬剤：マトリックスポリマーの重量比が、１：２～１：４であり、有効薬剤の量が
、２０～３０重量％である、
上記配合物。
【請求項２】
　有効薬剤が安定な非晶質形態である、請求項１に記載の配合物。
【請求項３】
　少なくとも９０％の有効薬剤が非晶質形態である、請求項２に記載の配合物。
【請求項４】
　コポビドンが１－ビニル－２－ピロリドンと酢酸ビニルの質量比６：４のコポリマーで
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ある、請求項１～３のいずれか１項に記載の配合物。
【請求項５】
　固体分散系が界面活性剤および／または可塑剤を含有する、請求項４に記載の配合物。
【請求項６】
　界面活性剤が、ドデシル硫酸ナトリウム（ラウリル硫酸ナトリウム）；ドキュセートナ
トリウム；セトリマイド；塩化ベンゼトニウム；塩化セチルピリジニウム；ラウリン酸；
ポリオキシエチレンアルキルエーテル；ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル；
ポリオキシエチレンひまし油誘導体；ステアリン酸ポリオキシエチレンおよびポロキサマ
ーから選択される、請求項５に記載の配合物。
【請求項７】
　有効薬剤：マトリックスポリマーの重量比が、１：２．３であり、有効薬剤の量が、２
５重量％であり、配合物が、１．８重量％のコロイド状二酸化ケイ素、１４．７重量％の
マンニトール、および１重量％のステアリルフマル酸ナトリウムも含む、請求項１に記載
の配合物。
【請求項８】
　粘膜投与のためのものである、請求項１に記載の配合物。
【請求項９】
　固体分散系が溶剤蒸発法または溶融押出法により調製される、請求項１に記載の配合物
。
【請求項１０】
　固体分散系が溶融押出法により調製される、請求項９に記載の配合物。
【請求項１１】
　患者において癌を処置するための４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピペラ
ジン－１－カルボニル）－４－フルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オンの医
薬日用量の形態の医薬であって、
　マトリックスポリマーを含む固体分散系中に１０～１０００ｍｇの４－［３－（４－シ
クロプロパンカルボニル－ピペラジン－１－カルボニル）－４－フルオロ－ベンジル］－
２Ｈ－フタラジン－１－オンを含み、
　ここで、マトリックスポリマーは、コポビドンであり、低い吸湿性および高い軟化温度
を示し、
　コポビドンは、１－ビニル－２－ピロリドンと酢酸ビニルとのコポリマーであり、低い
吸湿性とは、平衡含水率が５０％の相対湿度で１０％より小さいことを意味し、および高
い軟化温度とは、ガラス転移温度（Ｔｇ）または融点（Ｔｍ）が１００℃より大きいこと
を意味し、
　４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピペラジン－１－カルボニル）－４－フ
ルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オン：マトリックスポリマーの重量比が、
１：２～１：４である、上記医薬。
【請求項１２】
　４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピペラジン－１－カルボニル）－４－フ
ルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オンの固体非晶質分散系を調製する方法で
あって、
（ｉ）適量の４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピペラジン－１－カルボニル
）－４－フルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オンまたはその医薬的に許容で
きる塩もしくは溶媒和物を、所望の量の少なくとも１種類のマトリックスポリマーと混合
すること、
　ここで、マトリックスポリマーは、コポビドンであり、低い吸湿性および高い軟化温度
を示し、
　コポビドンは、１－ビニル－２－ピロリドンと酢酸ビニルとのコポリマーであり、低い
吸湿性とは、平衡含水率が５０％の相対湿度で１０％より小さいことを意味し、および高
い軟化温度とは、ガラス転移温度（Ｔｇ）または融点（Ｔｍ）が１００℃より大きいこと
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を意味し、
　４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピペラジン－１－カルボニル）－４－フ
ルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オン：マトリックスポリマーの重量比が、
１：２～１：４である；
（ｉｉ）混合物の温度を高めて溶融物を生成させること；
（ｉｉｉ）この溶融物を押出して固体生成物を製造すること；
を含む方法。
【請求項１３】
　工程（ｉｉｉ）において溶融物を１以上の型内へ押出す、請求項１２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書に開示するある態様は、Ａｂｂｏｔｔ　ＧＭＢＨ　＆　Ｃｏ．ＫＧとＡｓｔｒ
ａＺｅｎｅｃａ　ＵＫ　Ｌｔｄ．の共同研究合意のもとに実施された。
【０００２】
　本発明は、改良された生物学的利用能および／または安定性および／または薬物装填量
を備えた新規な医薬組成物、これらの新規な医薬組成物を調製するための方法、ならびに
癌の処置において単一薬剤として、または他の療法と組み合わせて、それらを使用するこ
とに関する。
【０００３】
　特に、本発明は、低い吸湿性および高い軟化温度を示すマトリックスポリマーを含む固
体分散系中に薬物４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピペラジン－１－カルボ
ニル）－４－フルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オンを含む医薬配合物に関
する。特に適切なマトリックスポリマーはコポビドン（ｃｏｐｏｖｉｄｏｎｅ）である。
本発明は、そのような配合物により得られる４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル
－ピペラジン－１－カルボニル）－４－フルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－
オンの医薬日用量（ｄａｉｌｙ　ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　ｄｏｓｅ）にも関する
。さらに本発明は、４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピペラジン－１－カル
ボニル）－４－フルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オンの生物学的利用能お
よび／または安定性を高めるための、あるいは患者において癌を処置するための、４－［
３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピペラジン－１－カルボニル）－４－フルオロ－
ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オンを含む固体分散組成物中におけるコポビドンの
使用にも関する。
【背景技術】
【０００４】
　下記の構造をもつ４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピペラジン－１－カル
ボニル）－４－フルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オン（化合物１）：
【０００５】
【化１】

【０００６】
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が、国際特許出願公開Ｎｏ．ＷＯ２００４／０８０９７６に開示されている（化合物１６
８）。それは、癌、たとえば乳癌および卵巣癌の処置に関して現在臨床試験中のポリ（Ａ
ＤＰ－リボース）ポリメラーゼ（ＰＡＲＰ）阻害薬である。
【０００７】
　ＷＯ２００５／０１２５２４およびＷＯ２００５／０５３６６２によれば、ＰＡＲＰ阻
害化合物、たとえば４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピペラジン－１－カル
ボニル）－４－フルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オンは、その細胞が相同
組換え（ｈｏｍｏｌｏｇｏｕｓ　ｒｅｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎ）（ＨＲ）依存性ＤＮＡ二
本鎖破断（ｄｏｕｂｌｅ－ｓｔｒａｎｄｅｄ　ｂｒｅａｋ）（ＤＳＢ）修復経路に欠陥の
ある癌の治療に特に有効である。ＢＲＣＡ１（ＮＭ＿００７２９５）およびＢＲＣＡ　２
（ＮＭ＿００００５９）遺伝性乳癌／卵巣癌遺伝子は、ＨＲ依存性ＤＮＡ　ＤＳＢ修復経
路の多数のタンパク質のうちのまさに２つである。ＨＲ依存性ＤＮＡ　ＤＳＢ修復経路の
他のメンバーには下記のものが含まれる：ＡＴＭ（ＮＭ＿００００５１）、ＡＴＲ（ＮＭ
＿００１１８４）、ＤＳＳ１（Ｕ４１５１５）、ＲＰＡ　１（ＮＭ＿００２９４５．２）
、ＲＰＡ　２（ＮＭ＿００２９４．６）、ＲＰＡ　３（ＮＭ＿００２９７４．３）、ＲＰ
Ａ　４（ＮＭ＿０１３３４７．１）、Ｃｈｋ１（ＮＭ＿００１２７４．２）、Ｃｈｋ２（
０９６０１７　ＧＩ：６６８５２８４）、ＲＡＤ５１（ＮＭ＿００２８７５）、ＲＡＤ５
１Ｌ１（ＮＭ＿００２８７７）、ＲＡＤ５１ｃ（ＮＭ＿００２８７６）、ＲＡＤ５１Ｌ３
（ＮＭ＿００２８７８）、ＤＭＣ１（ＮＭ＿００７０６８）、ＸＲＣＣ２（ＮＭ＿００５
４３１）、ＸＲＣＣ３（ＮＭ＿０５４３２）、ＲＡＤ５２（ＮＭ＿００２８７９）、ＲＡ
Ｄ５４Ｌ（ＮＭ＿００３５７９）、ＲＡＤ５４Ｂ（ＮＭ＿０１２４１５）、ＲＡＤ５０（
ＮＭ＿００５７３２）、ＭＲＥ１１Ａ（ＮＭ＿００５５９０）およびＮＢＳ１（ＮＭ＿０
０２４８５）。したがって、たとえばＢＲＣＡ１＋および／またはＢＲＣＡ２＋である乳
癌または卵巣癌は、相同組換え（ＨＲ）依存性ＤＮＡ二本鎖破断（ＤＳＢ）修復経路に欠
陥のない癌よりＰＡＲＰ阻害化合物に対してはるかに感受性である可能性がある；これは
有効な単剤療法および／またはより低い用量での処置を可能にし、それに伴って副作用が
より少なくかつより低くなるであろう。
【０００８】
　４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピペラジン－１－カルボニル）－４－フ
ルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オン（化合物１）は、約１２．５のｐＫａ
（フタラジノン部分）をもつ弱酸性化合物である。それは生理的ｐＨ範囲にわたって本質
的に中性である。化合物１の水性平衡溶解度は、広範な水性緩衝液（ｐＨ１～９）にわた
って約０．１０ｍｇ／ｍＬであると測定された；この溶解度は、実在および模擬胃腸媒質
内では０．１２～０．２０ｍｇ／ｍＬに上昇し、摂食状態の模擬腸液内では０．２０ｍｇ
／ｍＬの最高溶解度に達する（実施例１．１を参照）。
【０００９】
　化合物１は、Ｃａｃｏ－２細胞系を用いて調べた際、高透過性マーカーであるプロプラ
ノロールと比較して中程度に透過性であると判定された。Ｃａｃｏ－２　Ｐａｐｐ値は３
．６７×１０－６ｃｍ／秒であった；これはヒトのＰｅｆｆ値１．４×１０－４ｃｍ／秒
に等しい。化合物１は薬物配合に関して貧溶解性の限界にあり、これらの溶解度および透
過値に基づけばバイオ医薬分類システム（Ｂｉｏｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｃｌａ
ｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）（ＢＣＳ）内で仮のクラス４（２５ｍｇを超え
る用量で）である（実施例１を参照）。
【００１０】
　溶解度および透過性の測定値に基づいて行なった化合物１の生物学的利用能の推定によ
り、即時放出（ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　ｒｅｌｅａｓｅ）（ＩＲ）錠が化合物１に適切であ
ることが示唆された。実際に、類似の溶解度、透過性および用量範囲をもつ化合物がＩＲ
錠としての配合に成功している(たとえば、Kasim et al. “Molecular properties of WH
O essential drugs and provision of biopharmaceutics classification.” Molecular 
Pharmaceutics. 1(1):85-96, 2004を参照)。しかし、イヌにおいて試験した際、一般的な
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ＩＲ錠の投与後の曝露は予想よりはるかに低かった（参照：実施例６；図１３）。
【００１１】
　４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピペラジン－１－カルボニル）－４－フ
ルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オンの経口による患者への生物学的利用能
は、ある程度は胃腸管におけるこの薬物の溶解速度および溶解度に依存する。一連の配合
物についての４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピペラジン－１－カルボニル
）－４－フルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オンの生物学的利用能は、４－
［３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピペラジン－１－カルボニル）－４－フルオロ
－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オンの投与以後に経過した時間に対する血漿４－
［３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピペラジン－１－カルボニル）－４－フルオロ
－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オン濃度のグラフの曲線下面積（ＡＵＣ）を測定
することにより評価できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】ＷＯ２００４／０８０９７６
【特許文献２】ＷＯ２００５／０１２５２４
【特許文献３】ＷＯ２００５／０５３６６２
【非特許文献】
【００１３】
【非特許文献１】Kasim et al. “Molecular properties of WHO essential drugs and p
rovision of biopharmaceutics classification.” Molecular Pharmaceutics. 1(1):85-
96, 2004
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明者らは、脂質配合物（Ｇｅｌｕｃｉｒｅ（商標）４４－１４）の調製により化合
物１のＩＲ錠の貧溶解性に対処することができ、この配合物を第Ｉ相および第ＩＩ相臨床
試験に使用した。しかし、高い薬物装填量（＞１０％）では、この脂質配合物について曝
露低下がみられた（実施例６および図３０を参照）。ｇｅｌｕｃｉｒｅ脂質配合物につい
ての潜在的な問題点は、このように、最大耐容量を判定して潜在的療法用量を推定するこ
とを目的とした用量漸増試験中に初めて分かった。療法用量が４００ｍｇであれば、１０
％の薬物を装填したＧｅｌｕｃｉｒｅ（商標）４４－１４配合物を１６個のサイズ０カプ
セルとして投与しなければならないであろうということが分かった。これは患者にコンプ
ライアンス問題をもたらすだけでなく、製造、包装および輸送の経費の増加など商業的に
も関係があるであろう。
【００１５】
　４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピペラジン－１－カルボニル）－４－フ
ルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オンが５０ｍｇまたは１００ｍｇを超える
日用量で必要な場合（実際に、４００ｍｇ、１日２回という高い用量を臨床試験で試験し
ている）、管理可能な単位数により投与できるように（たとえば１日４単位未満）、高い
生物学的利用能をもつ４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピペラジン－１－カ
ルボニル）－４－フルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オンの配合物、および
十分な薬物装填量を達成するのが可能な配合物を見出すことが望ましいであろう。
【００１６】
　そのような生物学的利用能の向上は、一般的な配合物、たとえば４－［３－（４－シク
ロプロパンカルボニル－ピペラジン－１－カルボニル）－４－フルオロ－ベンジル］－２
Ｈ－フタラジン－１－オンの一般的なＩＲ錠についてみられるものに匹敵する生物学的曝
露を達成するのに必要な４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピペラジン－１－
カルボニル）－４－フルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オンの日用量の減少
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を可能にするのに有用であろう。
【００１７】
　したがって、一般的なＩＲ錠配合物と比較して改良された生物学的利用能および薬物装
填量をもつ４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピペラジン－１－カルボニル）
－４－フルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オンの配合物、理想的には約９０
％（静脈内液剤と比較して）の目標生物学的利用能をもつ配合物、および１回に摂取する
必要のある単位数をたとえば４単位未満、理想的には１または２単位に減らすのに十分な
薬物装填量が可能な配合物を見出すことが望まれている。
【００１８】
　本発明は、療法有効量に必要な錠剤またはカプセル剤のサイズおよび／または個数を理
想的には４単位未満、好ましくはわずか１または２単位に減らす、４－［３－（４－シク
ロプロパンカルボニル－ピペラジン－１－カルボニル）－４－フルオロ－ベンジル］－２
Ｈ－フタラジン－１－オンの配合物を提供することを目的とする。
【００１９】
　４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピペラジン－１－カルボニル）－４－フ
ルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オンの療法ポテンシャルを高めるという目
的に関して、本発明者らは、十分に高い薬物装填量（たとえば１０％を超える）が可能な
配合物において４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピペラジン－１－カルボニ
ル）－４－フルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オンの生物学的利用能の向上
を達成することにより療法ポテンシャルを高めることを試みた。個別の態様において、薬
物装填量は少なくとも１５％、２０％、２５％、３０％、３５％、４０％、４５％、５０
％、５５％または６０％であろう。薬物装填量が高いほど不安定である可能性が大きいの
で、６０％の薬物装填量をもつ配合物の調製は可能ではあるが、安定性を維持するために
はより低い薬物装填量を採用するのが好ましいことは認識されるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　本発明者らは、利用できる多様な配合法のうち、特定のタイプのポリマーを含む固体分
散配合物が前記に述べた１以上の目的に対処する手段であることを見出した。さらに、本
発明の固体分散配合物は脂質ｇｅｌｕｃｉｒｅ配合物と比較して化合物１の生物学的利用
能を高めることが、意外にも見出された。
【００２１】
　本発明者らは今回意外にも、低い吸湿性および高い軟化温度を示すマトリックスポリマ
ーを含む固体分散系中に４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピペラジン－１－
カルボニル）－４－フルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オンを配合すること
により、４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピペラジン－１－カルボニル）－
４－フルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オンの療法ポテンシャルを高めうる
ことを見出した。マトリックスポリマーであるコポビドンは、可塑剤の必要なしに高温溶
融押出に使用でき、かつ最終製品（たとえば錠剤）中３０％の薬物装填量ですら許容でき
る安定性を備えた製品を提供するので、特に適切であることが見出された。
【００２２】
　ある種の外部賦形剤が化合物１の安定性（たとえば、非晶質形態に維持する能力）を損
なう可能性があることは認識されるであろうから、いずれか利用できる固体分散技術を用
いて追加の界面活性剤／可塑剤の必要なしに、薬物を含む固体分散系中に配合できる適切
なマトリックスポリマーを同定することがさらに望ましいであろう。
【００２３】
　したがって、１態様において本発明の固体分散配合物は界面活性剤／可塑剤を含まない
。
　これらに限定されるものではないが、本発明は以下の態様の発明を包含する。
［１］マトリックスポリマーを含む固体分散系中に有効薬剤を含む医薬配合物であって、
有効薬剤が４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピペラジン－１－カルボニル）
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－４－フルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オンまたはその塩もしくは溶媒和
物であり、マトリックスポリマーが低い吸湿性および高い軟化温度を示す配合物。
［２］有効薬剤が安定な非晶質形態である、［１］に記載の配合物。
［３］少なくとも９０％の有効薬剤が非晶質形態である、［２］に記載の配合物。
［４］マトリックスポリマーが、コポビドン、フタル酸ヒドロキシプロピルメチルセルロ
ース（ＨＰＭＣＰ）、酢酸コハク酸ヒドロキシプロピルメチルセルロース（ＨＰＭＣＡＳ
）、２－ヒドロキシプロピル－β－シクロデキストリン（ＨＰＢＣＤ）、ヒドロキシプロ
ピルメチルセルロース（ヒプロメロース、ＨＰＭＣ）、ポリメタクリレート、ヒドロキシ
プロピルセルロース（ＨＰＣ）、および酢酸フタル酸セルロース（ＣＡＰ）から選択され
る、［１］～［３］のいずれかに記載の配合物。
［５］マトリックスポリマーがコポビドンである、［１］～［３］のいずれかに記載の配
合物。
［６］コポビドンが１－ビニル－２－ピロリドンと酢酸ビニルの質量比６：４のコポリマ
ーである、［５］に記載の配合物。
［７］有効薬剤：マトリックスポリマーの重量比が１：０．２５～１：１０である、［１
］～［６］のいずれかに記載の配合物。
［８］有効薬剤：マトリックスポリマーの重量比が１：≧２～１：１０である、［７］に
記載の配合物。
［９］単位投与量当たりの有効薬剤の量が少なくとも２０％である、［１］～［８］のい
ずれかに記載の配合物。
［１０］固体分散系が界面活性剤および／または可塑剤を含有する、［１］～［９］のい
ずれかに記載の配合物。
［１１］界面活性剤が、ドデシル硫酸ナトリウム（ラウリル硫酸ナトリウム）；ドキュセ
ートナトリウム；セトリマイド；塩化ベンゼトニウム；塩化セチルピリジニウム；ラウリ
ン酸；ポリオキシエチレンアルキルエーテル；ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エス
テル（例えば、ポリソルベート２０、４０、６０および８０）；ポリオキシエチレンひま
し油誘導体（例えば、Cremophor RH40（商標））；ステアリン酸ポリオキシエチレンおよ
びポロキサマーから選択される、［１０］に記載の配合物。
［１２］粘膜投与のためのものである、［１］～［１１］のいずれかに記載の配合物。
［１３］固体分散系が溶剤蒸発法または溶融押出法により調製される、［１］～［１２］
のいずれかに記載の配合物。
［１４］固体分散系が溶融押出法により調製される、［１２］に記載の配合物。
［１５］医薬の製造における、４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピペラジン
－１－カルボニル）－４－フルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オンまたはそ
の医薬的に許容できる塩もしくは溶媒和物を含む固体分散系中の、低い吸湿性および高い
軟化温度を示すマトリックスポリマーの使用。
［１６］医薬が癌を処置するためのものである、［１４］に記載の使用。
［１７］医薬が１０～１５００ｍｇの４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピペ
ラジン－１－カルボニル）－４－フルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オンま
たはその医薬的に許容できる塩もしくは溶媒和物を含む、［１４］または［１５］に記載
の使用。
［１８］薬物４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピペラジン－１－カルボニル
）－４－フルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オンを必要とする患者において
その薬物の生物学的利用能を高めるための方法であって、その患者に、低い吸湿性および
高い軟化温度を示すマトリックスポリマーを含む固体分散系中に４－［３－（４－シクロ
プロパンカルボニル－ピペラジン－１－カルボニル）－４－フルオロ－ベンジル］－２Ｈ
－フタラジン－１－オンを含む配合物を投与する方法。
［１９］患者において癌を処置するための４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－
ピペラジン－１－カルボニル）－４－フルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オ
ンの医薬日用量であって、低い吸湿性および高い軟化温度を示すマトリックスポリマーを
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含む固体分散系中に１０～１０００ｍｇの４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－
ピペラジン－１－カルボニル）－４－フルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オ
ンを含む医薬日用量。
［２０］マトリックスポリマーがコポビドンである、［１９］に記載の医薬日用量。
［２１］４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピペラジン－１－カルボニル）－
４－フルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オンの固体非晶質分散系を調製する
方法であって、
（ｉ）適量の４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピペラジン－１－カルボニル
）－４－フルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オンまたはその医薬的に許容で
きる塩もしくは溶媒和物を、所望の量の少なくとも１種類の低い吸湿性および高い軟化温
度を示すマトリックスポリマーと混合すること；
（ｉｉ）マトリックスの温度を高めて溶融物を生成させること；
（ｉｉｉ）この溶融物を押出して固体生成物を製造すること；
を含む方法。
［２２］工程（ｉｉｉ）において溶融物を１以上の型内へ押出す、［２１］に記載の方法
。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
　下記の添付図面および実験例を参照して以下に本発明の観点を説明する；これらは例示
のためのものであって限定ではない。さらに他の観点および態様が当業者に明らかになる
であろう。
【図１】図１は、化合物１のＣａｃｏ－２単層透過性を示す（ｎ＝３，±ｓ．ｄ．）。
【図２】図２は、種々の化合物１配合物のインビトロ溶解度を示す。
【図３】図３は、結晶質化合物１の存在に起因する融解転移を示す固体分散系のサーモグ
ラムを示す。
【図４】図４は、化合物１の単結晶を示す錠剤の高温載物台顕微鏡検査法におけるイメー
ジを示す。
【図５】図５は、種々の薬物装填量の化合物１およびコポビドンの固体分散系についての
ＰＤＦスペクトルを示す。
【図６】図６は、種々の薬物装填量の化合物１およびコポビドンの固体分散系についての
ＰＤＦスペクトルと物理的混合物についての模擬スペクトルとの比較を示す。
【図７】図７は、薬物装填量１０％の化合物１およびコポビドンの固体分散系について、
５０μｍ×５０μｍおよび１０μｍ×１０μｍ走査からのＴＭ－ＡＦＭトポグラフィーイ
メージ（高さ）、先端偏角イメージ（ｔｉｐ－ｄｅｆｌｅｃｔｉｏｎ）（誤差）および位
相イメージ（機械的特性）を示す。
【図８】図８は、薬物装填量３０％の化合物１およびコポビドンの固体分散系について、
５０μｍ×５０μｍおよび１０μｍ×１０μｍ走査からのＴＭ－ＡＦＭトポグラフィーイ
メージ（高さ）、先端偏角イメージ（ｔｉｐ－ｄｅｆｌｅｃｔｉｏｎ）（誤差）および位
相イメージ（機械的特性）を示す。
【図９】図９は、薬物装填量４０％の化合物１およびコポビドンの固体分散系について、
５０μｍ×５０μｍおよび１０μｍ×１０μｍ走査からのＴＭ－ＡＦＭトポグラフィーイ
メージ（高さ）、先端偏角イメージ（ｔｉｐ－ｄｅｆｌｅｃｔｉｏｎ）（誤差）および位
相イメージ（機械的特性）を示す。
【図１０】図１０は、化合物１形態ＨについてのＸＲＰＤ回折図を示す。
【図１１】図１１は、化合物１形態Ｈについての代表的なＤＳＣトレースを示す。
【図１２】図１２は、ＯｐａｄｒｙについてのＸＲＰＤ回折図を示す。
【図１３】図１３は、化合物１の赤外スペクトルを示す。
【図１４】図１４は、Ａｑｏａｔ　ＭＧ、ＨＰ５５Ｓ、Ｐｈａｒｍａｃｏａｔ、ポビドン
、およびコポビドンの赤外スペクトルを示す。
【図１５】図１５は、相関スクエアの注を施したＡｑｏａｔ　ＭＧの同期スペクトルを示
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す。
【図１６】図１６は、Ａｑｏａｔ　ＭＧの非同期スペクトルを示す。
【図１７】図１７は、ＨＰ５５Ｓの同期スペクトルを示す。
【図１８】図１８は、ＨＰ５５Ｓの非同期スペクトルを示す。
【図１９】図１９は、ＨＰ５５Ｓの非同期スペクトル（高感度）を示す。
【図２０】図２０は、Ｐｈａｒｍａｃｏａｔの同期スペクトルを示す。
【図２１】図２１は、Ｐｈａｒｍａｃｏａｔの非同期スペクトルを示す。
【図２２】図２２は、Ｐｈａｒｍａｃｏａｔの非同期スペクトル（高感度）を示す。
【図２３】図２３は、ポビドンの同期スペクトルを示す。
【図２４】図２４は、ポビドンの同期スペクトル（高感度）を示す。
【図２５】図２５は、ポビドンの非同期スペクトルを示す。
【図２６】図２６は、コポビドンの同期スペクトルを示す。
【図２７】図２７は、コポビドンの同期スペクトル（高感度）を示す。
【図２８】図２８は、コポビドンの非同期スペクトルを示す。
【図２９】図２９は、コポビドンの非同期スペクトル（高感度）を示す。
【図３０】図３０は、種々の化合物１配合物について、時間に対する血漿濃度のプロット
を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　本発明の第１観点によれば、マトリックスポリマーを含む固体分散系中に有効薬剤を含
む医薬配合物であって、有効薬剤が４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピペラ
ジン－１－カルボニル）－４－フルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オンまた
はその塩もしくは溶媒和物であり、マトリックスポリマーが低い吸湿性および高い軟化温
度を示す配合物が提供される。
【００２６】
　１態様において、有効薬剤は配合物中に安定な非晶質形態で存在する。有効薬剤が配合
物中に安定な非晶質形態で存在する場合、その配合物は配合物中の有効薬剤を非晶質形態
で安定化し、他の形態への変換または返転を少なくすることができる。
【００２７】
　特定の態様において、化合物１の塩もしくは溶媒和物は医薬的に許容できる塩もしくは
溶媒和物であることが望ましいであろう。
【００２８】
　本明細書中で用いる“ポリマー”は、共有化学結合により結合した反復構造単位からな
る高分子を意味するものとする。この用語は、天然、由来が合成または半合成いずれであ
っても、線状および分枝状ポリマー、環状ポリマー、たとえば環状オリゴ糖（シクロデキ
ストリンを含む）、ホモポリマーおよびコポリマーを含む。
【００２９】
　本明細書中で用いる用語“マトリックスポリマー”は、ポリマーまたは２種類以上のポ
リマーのブレンドを含む、低い吸湿性および高い軟化温度を示す材料を意味するものとす
る。
【００３０】
　本明細書中で用いる“低い吸湿性”は、M.S. Int. J. Pharm 103: 03-114 (1994)に示
される動的蒸気収着（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｖａｐｏｕｒ　Ｓｏｒｐｔｉｏｎ）（ＤＶＳ）に
より測定して５０％の相対湿度で＜１０％の平衡含水率をもつことを意味するものとする
。
【００３１】
　本明細書中で用いる“高い軟化温度”は、示差走査熱量測定（ＤＳＣ）により測定して
その物質が“受け取ったままの”状態で（すなわち、高湿度に曝露されていない）＞１０
０℃のガラス転移温度（Ｔｇ）または融点（Ｔｍ）を示すことを意味するものとする。Ｔ
ｇは非晶質の状態または形態にあるポリマーに適した測定であり、Ｔｍは結晶質の状態ま
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たは形態にあるポリマーに適した測定であることは、当業者に認識されるであろう。
【００３２】
　本発明に使用するのに適したマトリックスポリマーには下記のものが含まれる：コポビ
ドン、フタル酸ヒプロメロース（ｈｙｐｒｏｍｅｌｌｏｓｅ　ｐｈｔｈａｌａｔｅ）（フ
タル酸ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ＨＰＭＣＰ）、酢酸コハク酸ヒプロメロー
ス（酢酸コハク酸ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ＨＰＭＣＡＳ）、２－ヒドロキ
シプロピル－β－シクロデキストリン（ＨＰＢＣＤ）、ヒプロメロース（ヒドロキシプロ
ピルメチルセルロース、ＨＰＭＣ）、ポリメタクリレート（ポリ（メタクリル酸，メタク
リル酸メチル１：１；ポリ（メタクリル酸，アクリル酸エチル）１：１）、ヒドロキシプ
ロピルセルロース（ＨＰＣ）、および酢酸フタル酸セルロース（ＣＡＰ）。
【００３３】
　コポビドンは、化学式（Ｃ６Ｈ９ＮＯ）ｍ（Ｃ４Ｈ６Ｏ２）ｎをもつＮ－ビニル－２－
ピロリドン（ＶＰ）と酢酸ビニル（ＶＡ）の合成線状ランダムコポリマーであり、ＶＡ含
量は公称４０％である（ただし、たとえば３５～４１％で変動する可能性がある）。酢酸
ビニルをビニルピロリドンポリマー鎖に付加することにより、ポビドン（ポリビニルピロ
リドン、ＰＶＰホモポリマー）と比較してポリマーの吸湿性およびガラス転移温度（Ｔｇ
）が低下する。
【００３４】
　コポビドンのＫ－値は２５～３１であり、Ｋ－値は１％水溶液の動粘度から計算される
ので、それはポリマーの平均分子量に関係する。平均分子量（Ｍｗ）は約２４，０００か
ら３０，０００までの範囲である。
【００３５】
　本発明の１観点によれば、コポビドンを含む固体分散系中に４－［３－（４－シクロプ
ロパンカルボニル－ピペラジン－１－カルボニル）－４－フルオロ－ベンジル］－２Ｈ－
フタラジン－１－オンを含む医薬配合物が提供される。１態様において、この医薬配合物
は患者に粘膜投与するのに適したものである。格別な粘膜投与経路は経口であり、たとえ
ば錠剤またはカプセル剤などである。
【００３６】
　本発明は、４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピペラジン－１－カルボニル
）－４－フルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オンの医薬日用量であって、低
い吸湿性および高い軟化温度を示すマトリックスポリマーを含む固体分散系中に療法有効
量の４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピペラジン－１－カルボニル）－４－
フルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オンを含む医薬日用量も提供する。１態
様において、マトリックスポリマーはコポビドンである。他の態様において、この医薬配
合物は患者に粘膜投与される。
【００３７】
　特定の態様において、４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピペラジン－１－
カルボニル）－４－フルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オンの療法有効量は
１０～１０００ｍｇの範囲にあり、他の態様において、この用量は２５～４００ｍｇの４
－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピペラジン－１－カルボニル）－４－フルオ
ロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オンを含む。
【００３８】
　本発明のさらに他の観点によれば、コポビドンを含む固体分散系中に４－［３－（４－
シクロプロパンカルボニル－ピペラジン－１－カルボニル）－４－フルオロ－ベンジル］
－２Ｈ－フタラジン－１－オンを含み、かつ癌の処置に有用な１種類以上の追加化合物を
含む医薬配合物が提供される。１態様において、医薬配合物は患者に粘膜投与するための
ものである。
【００３９】
　本発明のさらに他の観点によれば、有効薬剤および少なくとも１種類のマトリックスポ
リマーを含む固体非晶質分散系を含む経口医薬配合物であって、マトリックスポリマーが
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低い吸湿性および高い軟化温度を示し、有効薬剤が４－［３－（４－シクロプロパンカル
ボニル－ピペラジン－１－カルボニル）－４－フルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン
－１－オンまたはその医薬的に許容できる塩もしくは溶媒和物である配合物が提供される
。
【００４０】
　本発明のさらに他の観点は、特に癌を処置するための医薬の製造における、４－［３－
（４－シクロプロパンカルボニル－ピペラジン－１－カルボニル）－４－フルオロ－ベン
ジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オンまたはその医薬的に許容できる塩もしくは溶媒和物
を含む固体分散系中の、低い吸湿性および高い軟化温度を示すマトリックスポリマー、た
とえばコポビドンの使用；ならびに、癌を処置する方法であって、その必要がある患者に
、低い吸湿性および高い軟化温度を示すマトリックスポリマー、たとえばコポビドンを含
む固体分散系中に４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピペラジン－１－カルボ
ニル）－４－フルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オンまたはその医薬的に許
容できる塩もしくは溶媒和物を含む療法有効量の配合物を投与する方法に関する。そのよ
うな観点において、医薬は１０から１５００ｍｇまで、たとえば１０から１０００ｍｇま
で、および２５から４００ｍｇまでの化合物１を含むことができる。
【００４１】
　本発明の他の観点は下記に関する：薬物４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－
ピペラジン－１－カルボニル）－４－フルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オ
ンを必要とする患者においてその薬物の生物学的利用能を高めるための方法であって、そ
の患者に、低い吸湿性および高い軟化温度を示すマトリックスポリマーを含む固体分散系
中に４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピペラジン－１－カルボニル）－４－
フルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オンを含む配合物を投与する方法；なら
びに、患者において癌を処置するための４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピ
ペラジン－１－カルボニル）－４－フルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オン
の医薬日用量であって、低い吸湿性および高い軟化温度を示すマトリックスポリマーを含
む固体分散系中に１０～１０００ｍｇの４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピ
ペラジン－１－カルボニル）－４－フルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オン
を含む医薬日用量。特定の態様において、マトリックスポリマーはコポビドンである。
【００４２】
　本発明のさらに他の観点によれば、４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピペ
ラジン－１－カルボニル）－４－フルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オンの
固体非晶質分散系を調製する方法であって、
　（ｉ）適量の４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピペラジン－１－カルボニ
ル）－４－フルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オンまたはその医薬的に許容
できる塩もしくは溶媒和物を目的量の少なくとも１種類のマトリックスポリマーと混合し
、その際、マトリックスポリマーは低い吸湿性および高い軟化温度を示し；
　（ｉｉ）混合物の温度を高めて溶融物を生成させ；そして
　（ｉｉｉ）この溶融物を押出して固体生成物を製造する
ことを含む方法が提供される。
【００４３】
　工程（ｉｉｉ）において、溶融物を固体ロッドとして押出し、次いでそれをたとえばミ
リングによりさらに加工して医薬配合物に使用するのに適した粉末を製造することができ
る。あるいは、溶融物を１以上の型内へ押出すことができる。そのような型は、たとえば
楕円体または錠剤の形状などの成形品を生成することができる。
【００４４】
　工程（ｉｉ）において、熱および／または機械的応力を付与することにより溶融物を生
成することができる。
【００４５】
　本発明の種々の観点によれば、４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピペラジ
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ン－１－カルボニル）－４－フルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オン：マト
リックスポリマーの特定の重量比は１：０．２５から１：１０までである。より好ましく
は、この範囲の下限は１：≧４、１：５または１：７である。好ましくは、この範囲の上
限は１：≦２、１：１、１：０．５または１：０．３である。適切な比率は１：２、１：
３および１：４である。１態様において、この範囲は１：≧２～１：１０である。他の態
様において、固体分散系は界面活性剤／可塑剤を含有する。界面活性剤および可塑剤につ
いての考察をさらに後記に示す。
【００４６】
　本明細書中で用いる句“療法有効量”という句は、その処置を必要とする有意数の対象
においてそのために薬物を投与する特定の薬理学的応答をもたらす薬物投与量を意味する
。特定の対象に特定の場合に投与する薬物の療法有効量が必ずしも本明細書に記載する状
態／疾患の処置に有効ではないであろうが、それでもそのような投与量は療法有効量であ
ると当業者によりみなされることを強調する。たとえば、４－［３－（４－シクロプロパ
ンカルボニル－ピペラジン－１－カルボニル）－４－フルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタ
ラジン－１－オンの療法有効量は、２５ｍｇ、５０ｍｇ、１００ｍｇ、１５０ｍｇ、２０
０ｍｇ、２５０ｍｇ、３００ｍｇ、４００ｍｇ、５００ｍｇ、６００ｍｇまたは７５０ｍ
ｇを１日１回または２回であろう。
【００４７】
　本発明の固体分散配合物は、向上した生物学的利用能および薬物装填ポテンシャルを示
し、したがって一般的な／即時放出４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピペラ
ジン－１－カルボニル）－４－フルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オン配合
物と比較して、必要な投与単位がより少ない可能性がある。
【００４８】
　本発明の１観点は、患者において癌を処置するための４－［３－（４－シクロプロパン
カルボニル－ピペラジン－１－カルボニル）－４－フルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラ
ジン－１－オンの医薬日用量であって、低い吸湿性および高い軟化温度を示すマトリック
スポリマー、たとえばコポビドンを含む固体分散系中に１０～１５００ｍｇの４－［３－
（４－シクロプロパンカルボニル－ピペラジン－１－カルボニル）－４－フルオロ－ベン
ジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オンを含む医薬日用量を提供する。１態様において、こ
の医薬用量を患者の粘膜に投与する。他の態様において、この用量は２５～６００ｍｇの
４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピペラジン－１－カルボニル）－４－フル
オロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オンを含む。
【００４９】
　種々の態様において、この用量は１５００、１２５０、１０００、８００、７００、６
００、５００、４５０、４００、３００、２５０、２２５、２００、１７５、１５０、１
２５、１００、７５、５０、２５、１５または１０ｍｇの４－［３－（４－シクロプロパ
ンカルボニル－ピペラジン－１－カルボニル）－４－フルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタ
ラジン－１－オンを含む。特定の態様において、この用量は２５、５０、１００、２００
または４００ｍｇの４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピペラジン－１－カル
ボニル）－４－フルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オンを含む。
【００５０】
　さらに他の賦形剤が前記の配合物または用量に含有されてもよい。たとえば、配合物ま
たは用量は１種類以上の増量剤、結合剤、崩壊剤および／または滑沢剤を含むことができ
る。
【００５１】
　適切な増量剤には、たとえば乳糖、蔗糖、デンプン、化工デンプン、マンニトール、ソ
ルビトール、無機塩類、セルロース誘導体（たとえば微結晶性セルロース、セルロース）
、硫酸カルシウム、キシリトールおよびラクチトールが含まれる。
【００５２】
　適切な結合剤には、たとえば乳糖、デンプン、化工デンプン、糖類、アラビアゴム、ト
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ラガントゴム、グアーガム、ペクチン、ろう結合剤、微結晶性セルロース、メチルセルロ
ース、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシ
エチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、コポリビドン、ゼラチン、ポリビニ
ルピロリドン（ＰＮＰ）およびアルギン酸ナトリウムが含まれる。
【００５３】
　適切な崩壊剤には、たとえばクロスカルメロースナトリウム、クロスポビドン、ポリビ
ニルピロリドン、グリコール酸デンプンナトリウム、トウモロコシデンプン、微結晶性セ
ルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロースおよびヒドロキシプロピルセルロースが
含まれる。
【００５４】
　適切な滑沢剤には、たとえばステアリン酸マグネシウム、ラウリルステアリン酸マグネ
シウム、ステアリルフマル酸ナトリウム、ステアリン酸、ステアリン酸カルシウム、ステ
アリン酸亜鉛、安息香酸カリウム、安息香酸ナトリウム、ミリスチン酸、パルミチン酸、
鉱油、硬化ひまし油、中鎖トリグリセリド、ポロキサマー（ｐｏｌｏｘａｍｅｒ）、ポリ
エチレングリコールおよびタルクが含まれる。
【００５５】
　添加できるさらに他の一般的な賦形剤には、保存剤、安定剤、抗酸化剤、シリカ流動調
節剤、付着防止剤または流動促進剤が含まれる。
【００５６】
　添加できる他の適切な増量剤、結合剤、崩壊剤、滑沢剤およびさらに他の追加の賦形剤
は、Handbook of Pharmaceutical Excipients, 5th Edition (2006); The Theory and Pr
actice of Industrial Pharmacy, 3rd Edition 1986; Pharmaceutical Dosage Forms 199
8; Modern Pharmaceutics, 3rd Edition 1995; Remington's Pharmaceutical Sciences 2
0th Edition 2000に記載されている。
【００５７】
　特定の態様において、４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピペラジン－１－
カルボニル）－４－フルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オンは、固体分散系
の１０～７０％、好ましくは１５％から５０％まで（より好ましくは２０～３０％または
２５～３５％）（重量）の量で存在するであろう。
【００５８】
　ある態様においては、１種類以上の増量剤が配合物または用量の１～７０重量％の量で
存在するであろう。
【００５９】
　ある態様においては、１種類以上の結合剤が配合物または用量の２～４０重量％の量で
存在するであろう。
【００６０】
　ある態様においては、１種類以上の崩壊剤が配合物または用量の１～２０重量％、特に
４～１０重量％の量で存在するであろう。
【００６１】
　特定の賦形剤が結合剤および増量剤の両方として、または結合剤、増量剤および崩壊剤
として作用しうることは認識されるであろう。一般に、結合剤、増量剤および崩壊剤の合
計量は、たとえば配合物または用量の１～９０重量％を構成する。
【００６２】
　ある態様においては、１種類以上の滑沢剤が配合物または用量の０．５～３重量％、特
に１～２重量％の量で存在するであろう。
【００６３】
　ある態様においては、１種類以上の界面活性剤が固体分散系中に固体分散系の０．１～
５０％、好ましくは≦５％（たとえば１～２％）（重量）の量で存在するであろう。界面
活性剤の存在は、本発明により達成される療法ポテンシャルの増大をさらに高める。適切
な界面活性剤の例には下記のものが含まれる：陰イオン界面活性剤、たとえばドデシル硫
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酸ナトリウム（ラウリル硫酸ナトリウム）；ドキュセートナトリウム（ｄｏｃｕｓａｔｅ
　ｓｏｄｉｕｍ）；陽イオン界面活性剤、たとえばセトリマイド（ｃｅｔｒｉｍｉｄｅ）
、塩化ベンゼトニウム、塩化セチルピリジニウムおよびラウリン酸；非イオン界面活性剤
、たとえばポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸
エステル、たとえばポリソルベート（ｐｏｌｙｓｏｒｂａｔｅ）２０、４０、６０および
８０；ポリオキシエチレンひまし油誘導体、たとえばＣｒｅｍｏｐｈｏｒ　ＲＨ４０（商
標）；ポリオキシエチレンステアレートおよびポロキサマー。
【００６４】
　ある態様においては、１種類以上の可塑剤が固体分散系中に固体分散系の０．１～５０
％、好ましくは≦５％（たとえば１～２％）（重量）の量で存在するであろう。可塑剤の
存在は、押出法を採用する場合に固体分散系の加工適性を向上させることができる。適切
な可塑剤の例には下記のものが含まれる：クエン酸アセチルトリブチル、クエン酸アセチ
ルトリエチル、安息香酸ベンジル、クロルブタノール、デキストリン、フタル酸ジブチル
、フタル酸ジエチル、フタル酸ジメチル、グリセリン、モノステアリン酸グリセリン、マ
ンニトール、鉱油、ラノリンアルコール、パルミチン酸、ポリエチレングリコール、ポリ
ビニルアセテートフタレート、プロピレングリコール、２－ピロリドン、ソルビトール、
ステアリン酸、トリアセチン、クエン酸トリブチル、トリエタノールアミンおよびクエン
酸トリエチル。
【００６５】
　本明細書中で用いる用語“固体分散系（ｓｏｌｉｄ　ｄｉｓｐｅｒｓｉｏｎ）”は、有
効薬剤が賦形剤キャリヤー中に分散している系を意味する。これらの系内での薬物の状態
に関して、この意味での固体分散系は、薬物が結晶質もしくは非晶質薬物の個別のドメイ
ンとして、または個々の分子として、賦形剤キャリヤー中に分散している組成物を含むこ
とができる。完成した薬物－賦形剤複合材料に関して、固体分散系は比較的大きな固体塊
、たとえばペレット、タブレット、フィルムまたはストランドであることができる；ある
いは、それらはマイクロ－もしくはナノ－サイズの一次粒子またはそれらの凝集物からな
るさらさらした粉末として存在することができる。固体分散組成物のバルク状態は、加工
様式に大きく依存する(Miller, D. A., McGinty, J. W., Williams III, R. O. Solid Di
spersion Technologies. Microencapsulation of Oil-in-Water Emulsions 172 (2008) p
p 451-491)。
【００６６】
　本発明において、固体分散系の定義は、乾式もしくは湿式混合または乾式ブレンド操作
からの物理的混合物を含まない。
【００６７】
　固体分散系を調製するための方法は当技術分野で既知であり、一般に薬物およびポリマ
ーを共通の溶剤に溶解し、そして溶剤を蒸発させる工程を含む。溶剤は使用するポリマー
に従ってルーティンに選択できる。溶剤の例は下記のものである：アセトン、アセトン／
ジクロロメタン、メタノール／ジクロロメタン、アセトン／水、アセトン／メタノール、
アセトン／エタノール、ジクロロメタン／エタノール、またはエタノール／水。溶剤を蒸
発させる方法には、回転蒸発、噴霧乾燥、凍結乾燥および薄層蒸発が含まれる。あるいは
、溶剤除去は極低温（ｃｒｙｏｇｅｎｉｃ）凍結に続く凍結乾燥により達成できる。他の
手法、たとえば溶融押出法、溶剤制御式沈殿法、ｐＨ制御式沈殿法、超臨界流体技術およ
び極低温同時ミリングを使用できる。
【００６８】
　本発明はさらに、４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピペラジン－１－カル
ボニル）－４－フルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オン：コポビドン固体分
散系の調製方法を開示する。そのような方法は、（ｉ）適量の４－［３－（４－シクロプ
ロパンカルボニル－ピペラジン－１－カルボニル）－４－フルオロ－ベンジル］－２Ｈ－
フタラジン－１－オンおよびマトリックスポリマーを共通の溶剤に溶解し；そして（ｉｉ
）溶剤を除去することを含む。この分散系を含む医薬組成物は、たとえば安定剤および／
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または追加の賦形剤などの物質を必要に応じて添加することにより調製できる。特定の態
様において、溶剤を噴霧乾燥により除去する。
【００６９】
　本発明の他の観点によれば、４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピペラジン
－１－カルボニル）－４－フルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オン：コポビ
ドン固体分散系を溶融押出法により調製する。そのような方法は、４－［３－（４－シク
ロプロパンカルボニル－ピペラジン－１－カルボニル）－４－フルオロ－ベンジル］－２
Ｈ－フタラジン－１－オンまたはその医薬的に許容できる塩もしくは溶媒和物、およびコ
ポビドンポリマー、ならびに可塑剤を含めたいずれか追加の任意賦形剤を溶融押出装置に
添加し、次いでこれを加熱および混合し、最終的に固体分散生成物を押し出すことを含む
。押出装置は、混合物を溶融するのに十分なほど高いけれども成分を分解しないのに十分
なほど低い温度に混合物を加熱する。
【００７０】
　本発明の他の観点によれば、４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピペラジン
－１－カルボニル）－４－フルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オンの固体非
晶質分散系の調製方法であって、４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピペラジ
ン－１－カルボニル）－４－フルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オンまたは
その医薬的に許容できる塩もしくは溶媒和物、および少なくとも１種類のマトリックスポ
リマー（マトリックスポリマーは低い吸湿性および高い軟化温度を示す）を、同時にホッ
トメルト押出することを含む方法が提供される。
【００７１】
　本発明の他の観点によれば、４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピペラジン
－１－カルボニル）－４－フルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オンの固体分
散生成物を調製するための下記を含む方法が提供される：
　（ａ）下記を含む粉末状または顆粒状にしたプレミックスを用意し：
　　（ｉ）５～６０重量％の４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピペラジン－
１－カルボニル）－４－フルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オン；および
　　（ｉｉ）４０～９５重量％のコポビドン；
　（ｂ）溶剤を添加せずにニーダーまたは溶融押出機内でプレミックスを溶融して均質な
溶融物となし；
　（ｃ）この溶融物を付形および固化して固体分散生成物を得る。
【００７２】
　１態様において、固体分散生成物を経口投与できる適切な剤形に成形する。
【００７３】
　他の態様において、固体分散生成物を粉砕し、１種類以上の追加の賦形剤または成分と
混合し、打錠またはカプセル封入して適切な剤形にする。
【００７４】
　固体分散系という場合、ある割合の４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピペ
ラジン－１－カルボニル）－４－フルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オンが
マトリックスポリマー内に溶解している可能性があることを除外しない；溶解していると
すれば、その厳密な割合は選択した特定のポリマーに依存するであろう。
【００７５】
　本発明の配合物において、少なくとも若干の４－［３－（４－シクロプロパンカルボニ
ル－ピペラジン－１－カルボニル）－４－フルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１
－オンは、マトリックスポリマーを含む固体分散系中に非晶質形態で存在する可能性があ
る。非晶質形態の４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピペラジン－１－カルボ
ニル）－４－フルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オンがあることはさらに有
利である；それは４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピペラジン－１－カルボ
ニル）－４－フルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オンの溶解度および溶解速
度をさらに高め、これにより本発明で達成する療法ポテンシャルの増大がさらに高まるか
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らである。薬物が非晶質形態で存在するか否かは、一般的な熱分析法またはＸ線回折法に
より判定できる。１態様において、ＸＲＰＤを用いて測定して配合物中の少なくとも２５
％の４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピペラジン－１－カルボニル）－４－
フルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オンが非晶質形態で存在する。より好ま
しくは、この量はＸＲＰＤを用いて測定して少なくとも３０％、４０％、５０％、７５％
、９０％、９５％である。最も好ましい態様は、配合物中の１００％の４－［３－（４－
シクロプロパンカルボニル－ピペラジン－１－カルボニル）－４－フルオロ－ベンジル］
－２Ｈ－フタラジン－１－オンが非晶質形態で存在する場合である。実際には、現在のＸ
ＲＰＤ機器および技術は＞５％の結晶質形態を検出できるにすぎない可能性があり、した
がって結晶質形態を検出できないことはその試料が９５％～１００％非晶質であることを
意味する可能性がある。
【００７６】
　ＸＲＰＤは出現しつつあるナノメートルスケールの解析技術により補うことができる：
対分布関数（Ｐａｉｒ－ｗｉｓｅ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）（Ｘ
線回折パターンを正規化散乱関数に変換する）はナノ結晶性の検出を容易にすることがで
きる；固相ＮＭＲプロトンスピン拡散試験法を用いて、原子間力顕微鏡検査法およびナノ
サーマル分析法のように、相分離を検出することができる。そのような技術は絶対的とい
うよりむしろ相対的であるが、医薬固体分散配合物の開発および最適化に際して有用な手
段である。
【００７７】
　他の態様において、薬物は安定な非晶質形態であり、これは非晶質状態の化合物１の安
定性（非晶質形態に留まり、結晶質形態への変換に抵抗する能力）が、本発明の固体分散
配合物において非晶質状態の化合物１自体の安定性と比較して延長されることを意味する
。
【００７８】
　好ましい態様において、本発明の配合物および用量は粘膜投与可能であり、すなわち粘
膜を通した吸収のために粘膜に投与できる。この目的のために適切な投与経路には、吸入
による投与、ならびに経口、鼻腔内および直腸投与が含まれる。経口投与が特に好ましい
。投与経路に従って、配合物の錠剤、カプセル剤または他の剤形が当業者により選択され
るであろう。ただし、他の投与経路、たとえば非経口が除外されることはない。
【００７９】
　４－［３－（４－シクロプロパンカルボニル－ピペラジン－１－カルボニル）－４－フ
ルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オンは、ポリ－ＡＤＰ－リボースポリメラ
ーゼ（ＰＡＲＰ）阻害作用をもたらすために有用である。この作用は、癌、たとえば乳癌
または卵巣癌、特に相同組換え（ＨＲ）依存性ＤＮＡ二本鎖破断（ＤＳＢ）修復経路に欠
陥をもつ癌、たとえばＢＲＣＡ１＋および／またはＢＲＣＡ２＋ｖｅ癌を処置するために
有用である。
【００８０】
　本発明の他の観点は、コポビドンを含む分散系中に４－［３－（４－シクロプロパンカ
ルボニル－ピペラジン－１－カルボニル）－４－フルオロ－ベンジル］－２Ｈ－フタラジ
ン－１－オンを含み、かつ癌の処置に有用な１種類以上の追加化合物を含む、４－［３－
（４－シクロプロパンカルボニル－ピペラジン－１－カルボニル）－４－フルオロ－ベン
ジル］－２Ｈ－フタラジン－１－オン組成物に関する。
【００８１】
　特に、有用な“追加の”抗癌化合物には、ＤＮＡ損傷促進剤が含まれる。ＤＮＡ損傷促
進剤は、細胞におけるＤＮＡ損傷の量を、直接に、またはたとえばＤＮＡ修復の阻害によ
って間接的に、増加させる化合物（たとえば、有機低分子、ペプチドまたは核酸）である
。ＤＮＡ損傷促進剤は、しばしば有機低分子化合物である。
【００８２】
　適切なＤＮＡ損傷促進剤には、細胞のＤＮＡに損傷を与える薬剤（すなわちＤＮＡ損傷
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剤）、たとえば下記のものが含まれる：アルキル化剤、たとえばメタンスルホン酸メチル
（ＭＭＳ）、テモゾラミド（temozolomide）、ダカルバジン（dacarbazine）（ＤＴＩＣ
）、シスプラチン（cisplatin）、オキサリプラチン（oxaliplatin）、カルボプラチン（
carboplatin）、シスプラチン－ドキソルビシン－シクロホスファミド（cisplatin-doxor
ubicin-cyclophosphamide）、カルボプラチン－パクリタキセル（carboplatin-paclitaxe
l）、シクロホスファミド、ナイトロジェンマスタード、メルファラン（melphalan）、ク
ロラムブシル（chlorambucil）、ブスルファン（busulphan）、エトポシド（etoposide）
、テニポシド（teniposide）、アムサクリン（amsacrine）、イリノテカン（irinotecan
）、トポテカン（topotecan）およびルビテカン（rubitecan）ならびにニトロソ尿素、ト
ポイソメラーゼ－１阻害薬、たとえばトポテカン（Topotecan）、イリノテカン（Irinote
can）、ルビテカン（Rubitecan）、エキサテカン（Exatecan）、ルルトテカン（Lurtotec
an）、ギメテカン（Gimetecan）、ジフロモテカン（Diflomotecan）(ホモカンプトテシン
（homocamptothecin）類）；ならびに７－置換された非シラテカン（non-silatecan）類
；７－シリルカンプトテシン（7-silyl camptothecin）類、ＢＮＰ　１３５０；ならびに
非カンプトテシン系トポイソメラーゼ－Ｉ阻害薬、たとえばインドロカルバゾール類、ト
ポイソメラーゼ－ＩＩ阻害薬、たとえばドキソルビシン（Doxorubicin）、ダウノルビシ
ン（Danorubicin）、および他のルビシン類、アクリジン類（アムサクリン(Amsacrine）
、ｍ－ＡＭＳＡ）、ミトキサントロン（Mitoxantrone）、エトプシド（Etopside）、テニ
ポシド（Teniposide）およびＡＱ４、二重トポイソメラーゼ－ＩおよびＩＩ阻害薬、たと
えばベンゾフェナジン類、ＸＲ　１１５７６／ＭＬＮ　５７６およびベンゾピリドインド
ール類、ならびに代謝拮抗薬、たとえばゲムシタビン（gemcitabine）、葉酸代謝拮抗薬
、たとえば５　フルオロウラシルおよびテガフル（tegafur）、ラルチトレキセド（ralti
trexed）、メトトレキセート（methotrexate）、シトシンアラビノシド（cytosine arabi
noside）、およびヒドロキシ尿素、ならびに三酸化ヒ素。
【００８３】
　患者はヒト、たとえば成人または小児であることができるが、他の動物の処置も考慮さ
れる。
【実施例】
【００８４】
　＜実施例１．化合物１の特性＞
　１．１　溶解度
　結晶質形態Ａの化合物１の溶解度を水中および生理的ｐＨ範囲を示す一連のｐＨ緩衝液
中で測定した。溶解しなかった（または沈殿した）物理的形態の化合物１はいずれも、溶
解度測定後にＸＲＰＤにより評価しなかった。溶解度データを表１にまとめる。形態Ａの
結晶質形態の化合物１はＷＯ２００８／０４７０８２に開示されている。
【００８５】
【表１】
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【００８６】
　化合物１の溶解度を実際および模擬胃腸媒質中においても測定した（表２）。ＨＩＦお
よびＦｅＳＳＩＦ中における溶解度は、表１に報告した緩衝液中での溶解度より顕著に高
かった。
【００８７】
【表２】

【００８８】
　１．２　透過性
　化合物１は、確証されたＣａｃｏ－２細胞系を用いて調べて、高透過性マーカーである
プロプラノロールと比較した場合、中程度に透過性であると判定された；結果を表３およ
び図１にまとめる。化合物１は、低濃度（１０μＭ）でＰ－ｇｐにより排出され、これは
選択的Ｐ－ｇｐ阻害薬エラクリダール（Ｅｌａｃｒｉｄａｒ）（ＧＦ１２０９１８；ＧＧ
９１８；Ｎ－（４－［２－（１，２，３，４－テトラヒドロ－６，７－ジメトキシ－２－
イソキノリル）エチル］フェニル）－９，１０－ジヒドロ－５－メトキシ－９－オキソ－
４－アクリジンカルボキサミド塩酸塩により阻害される性向をもつことが示された。
【００８９】
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【００９０】
　＜実施例２．ポリマーの特性＞
【００９１】
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【表４】

【００９２】
　＜実施例３．スクリーニング試験：ポリマー分散系＞
　３．１　プロトコル
【００９３】
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【表５】

【００９４】
　３．２　方法
　プロトコルに詳述した割合の化合物１および各ポリマーの二元混合物を含む一連の４％
ｗ／ｗ溶液を、１．８ｍＬバイアル内へ秤量し、特定した溶剤系に溶解することにより調
製した。化合物１、ポリマーおよび界面活性剤の三元混合物を含むさらに他の溶液を、同
様な方法で調製した。４０℃で窒素下に（１０ｍＬ／分の流速、０．７バールの圧力）１
５分間の蒸発により溶剤を除去し、続いて完全真空下で一夜乾燥させて、固体分散系を調
製した。
【００９５】
　得られた試料を、調製直後と、３０℃および６０％相対湿度で最高１か月間の貯蔵後に
、ＸＲＰＤにより評価した（Ｂｒｕｋｅｒ　ＧＡＤＤＳ回折計；室温でＣｕＫa線を用い
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、１．５～４１．５゜の２θ領域でデータ収集）。
【００９６】
　３．３　結果
【００９７】
【表６－１】
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【００９８】
【表６－２】

【００９９】
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【表６－３】

【０１００】
　このスクリーニング試験の結果は、評価したすべてのポリマーについて非晶質固体分散
系の調製が可能であったことを証明する。しかし、低融点のポロキサマーおよびポリエチ
レングリコールを用いて調製した固体分散系はきわめて不安定であり、３０℃／６０％相
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対湿度で貯蔵した場合に１か月以内に結晶質薬物の形成を生じた。これらのポリマーにつ
いてはそれ以後の評価は行なわなかった。Ｅｕｄｒａｇｉｔ　Ｅ１００を用いて２５％の
薬物装填量で調製した固体分散系は非晶質かつ安定であるようにみえた；しかし、５０％
の薬物装填量では直ちに結晶化がみられた。文献報告は、Ｅｕｄｒａｇｉｔ　Ｅを用いて
調製した分散系は著しい結晶性を示す可能性があることを指摘しており(たとえば、Qi et
 al. Int. J. Pharm. 354: 158-167, 2008を参照)；比較試験ではポビドンＫ２５を用い
て調製した固体分散系より化学的安定性がより低い可能性がある(Dargel, E., Mielck, J
.B. Acta Pharm. Technol. 35(4):197-209. 1989)。Ｅｕｄｒａｇｉｔ　Ｅ１００の評価
はそれ以上行なわなかった。Ｅｕｄｒａｇｉｔ　Ｌ１００－５５につきＤＣＭ／ＭｅＯＨ
溶剤系を用いて調製した固体分散系は、３０℃／６０％相対湿度で１週間後に結晶化を示
したが、アセトン／ＭｅＯＨ溶剤系を用いて調製したものは安定であった。本発明者らは
、コポビドンを用いて５０％の薬物装填量で調製した固体分散系は３０℃／６０％相対湿
度で１週間後に若干の結晶化を示したが、２５％の薬物装填量で調製したものは安定であ
ることを見出した。
【０１０１】
　＜実施例４．化合物１の配合物＞
　４．１　即時放出錠
　４．１．１　組成
【０１０２】
【表７】

【０１０３】
　４．１．２　調製方法
　標準的な即時放出錠を直接圧縮法により製造した。結晶質化合物１ならびに乳糖、微結
晶性セルロース、クロスカルメロースＮａおよびラウリル硫酸ナトリウムをガラスバイア
ル内へバイアルの容量の約７５％を占めるように秤量し、次いでタンブルミキサー内で３
０分間、混和した。ブレンドした材料を４０メッシュ（４２５μｍ）の篩でふるい、次い
でさらに１５分間タンブル混合した。ステアリン酸マグネシウムを次いで添加し、ブレン
ドを手動で約２０秒間振とうした。得られた混合物を次いで４００ｍｇずつに分配し、１
０ｍｍの成形用具を備えたハンドプレスを用いて目標圧縮力０．５トンで圧縮して錠剤コ
アにした。
【０１０４】
　４．２　マイクロ懸濁液
　４．２．１　調製方法
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　約１ｇの結晶質化合物１を１０ｍＬメスフラスコ内へ秤量し、０．５％　ＨＰＭＣ（ヒ
ドロキシプロピルメチルセルロースまたはヒプロメロース（Ｈｙｐｒｏｍｅｌｌｏｓｅ）
、公称見掛け粘度４０００ｃＰをもつＵＳＰ代替タイプ２９１０、たとえばＤＯＷ　Ｍｅ
ｔｈｏｃｅｌ　Ｅ４Ｍまたはそれと同等のもの）溶液を添加して容量を調整した。混合物
を一夜攪拌し、次いで０．５％　ＨＰＭＣ溶液で１００ｍＬに定量希釈して１０ｍｇ／ｍ
Ｌのマイクロ懸濁液を得た。化合物１の平均体積直径は、Ｓｙｍｐａｔｅｃ粒径分析計（
Ｓｙｍｐａｔｅｃ　ＧｍｂＨ）を用いるレーザー回折法により４．５４μｍであると測定
された。
【０１０５】
　４．３　Ｇｅｌｕｃｉｒｅカプセル剤
　４．３．１　配合物
【０１０６】
【表８】

【０１０７】
　４．３．２　調製方法
　ラウロイルマクロゴールグリセリド（ｌａｕｒｏｙｌ　ｍａｃｒｏｇｏｌｇｌｙｃｅｒ
ｉｄｅ）（ラウロイルポリオキシルグリセリド）を５０～７０℃で溶融し、次いでステン
レス鋼容器内へ秤量した。結晶質化合物１を添加し、内容物を混合して均質な懸濁液を得
た。サーモスタット制御自動カプセル充填機を用いて、混合を続けながら混合物をカプセ
ル内へ分注してカプセル当たり５００ｍｇ重量を充填した。
【０１０８】
　４．４　化合物１製剤のインビトロ溶解
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　４．４．１　試験法
　米国薬局方装置Ｉ（バスケット）の一般法に従って溶解を実施した。約１００ｍｇの化
合物１を含有する量の材料を正確に秤量し、次いで３７℃に維持した５００ｍＬのＴＲＩ
Ｓ緩衝液（０．０５Ｍトリス（ヒドロキシメチル）アミノメタン溶液；塩酸でｐＨ７．２
に調整）を入れた溶解容器へ移し、１００ｒｐｍで攪拌した。１５、３０、４５および６
０分後、１０ｍｌの試料を取り出し、０．２μｍ　ＰＶＤＦフィルターにより濾過した。
濾液中の化合物１の濃度を紫外線顕微鏡検査により２７８ｎｍの波長で測定した。
【０１０９】
　４．４．２　結果
【０１１０】
【表９】

【０１１１】
　４．５　ナノ懸濁液
　４．５．１　調製方法
　化合物１を数滴のビヒクル（０．５％　ＨＰＭＣ／０．１％Ｔｗｅｅｎ８０）とガラス
バイアル内で１分間“ボルテックス”混合して化合物を湿潤および分散させ、自由流動性
のスラリーを形成させた。追加容量のビヒクルをスラリーに添加して薬物濃度５０ｍｇ／
ｍｌとなし、得られたスラリーを次いで約１分間“ボルテックス”混合して混和した。５
０ｍｇ／ｍｌの薬物濃度のスラリーをジルコニア製ミリングポットへ移した。ジルコニア
製ミリングビーズ（直径０．６～０．８ｍｍ）をビーズとスラリーのレベルが等しくなる
までポットに添加した。ポットを次いでテフロン（Ｔｅｆｌｏｎ）製リングと蓋（ジルコ
ニア）でシールし、Ｆｒｉｔｓｃｈ　Ｐ７遊星形ミルに乗せた。第２ポット（釣合重りと
して）を次いでミルに乗せた。ポットをミル上において８００ｒｐｍで回転させた；４×
３０分の操作（各操作間に１０分を置く）。ポットを次いでさらに１５分間放冷し、得ら
れたビーズミリング懸濁液の試料を分析用に採取した。このナノ懸濁液を次いでミリング
ビーズから分離し、投与できる状態の１０ｍｇ／ｍｌの濃度に希釈した。ナノ懸濁液粒径
を、Ｂｒｏｏｋｈａｖｅｎ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓからの光ファイバー準弾性光散乱（
Ｆｉｂｒｅ　Ｏｐｔｉｃ　Ｑｕａｓｉ　Ｅｌａｓｔｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｓｃａｔｔｅｒｉ
ｎｇ）（ＦＯＱＵＥＬＳ）－レーザー波長６３５ｎｍを用いて測定した。平均有効直径６
９２±８ｎｍと測定された。Ｘ線回折法によりこの薬物は本質的に結晶質であることが確
認された。
【０１１２】
　４．６　固体分散系



(28) JP 5524220 B2 2014.6.18

10

20

30

　４．６．１　溶剤蒸発法による調製
　１：３の重量比の化合物１：ポリマーを含む固体分散系を下記に従って調製した：
　ＷＯ２００４／０８０９７６の例９に従って製造した化合物１［化合物１６８］０．７
５ｇ、および２．２５ｇのポリマーを、２５０ｍｌ丸底フラスコ内へ直接秤量し、７５ｍ
ｌのメタノール：ジクロロメタン（１：１）に溶解した。溶剤をロータリーエバポレータ
ーで除去した。この配合物を真空オーブンに入れ、高真空下に４０℃で一夜乾燥させた。
【０１１３】
　配合物をフラスコから回収し、必要であれば乳棒と乳鉢を用いて乾式ミリングした。次
いで配合物を必要になるまで真空デシケーター内に保存した。
【０１１４】
　１：３以外の比率をもつ配合物を調製するために、プロセスにおける重量および容量を
前記のものに比例して調整した。
【０１１５】
　４．６．２　溶融押出法による調製
　化合物１を調製処方に定めた割合でポリマーおよび流動促進剤とブレンドした。このブ
レンドを２軸スクリュー押出機で押出した。押出し中に押出機バレルに真空を施して溶融
物を脱ガスした。押出品を２つの逆転カレンダーロールに通すことによりカレンダー掛け
し、次いで冷却した後にミリングした。
【０１１６】
　４．６．３　安定性試験
　４．６．３．１　プロトコル
　前記の溶剤蒸発法を用いて固体分散系を調製し（４．６．１を参照）、非晶質化合物１
をＷＯ２００４／０８０９７６の例９［化合物１６８］に従って製造した。試料を、ポリ
エチレンライナー付き密閉ＨＤＰＥボトル内に乾燥剤と共に３か月間、冷蔵下（２～８℃
）、長期条件下（２５℃／６０％相対湿度）および加速条件下（４０℃／７５％相対湿度
）で貯蔵した。そのほか、試料を１か月間、開放ペトリ皿内において４０℃／７５％相対
湿度で貯蔵した。試料を、設置前、１か月後、ならびに密閉容器内の長期および加速条件
下の試料のみについては３か月後に試験した。
【０１１７】
　４．６．３．２　方法
　（溶解）
　米国薬局方の一般法に従い、装置ＩＩを用いて溶解を実施した（パドル法）。約１００
ｍｇの化合物１を含有する量の固体分散系を正確に秤量し、次いで温度３７℃および攪拌
速度７５ｒｐｍのｐＨ６．５リン酸緩衝液５００ｍＬに入れた。５、１０、２０および４
５分後、２ｍｌの試料を取り出し、化合物１含量をＨＰＬＣにより測定した。
【０１１８】
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【表１０】

【０１１９】
　（示差走査熱量測定による結晶化度の測定）
　試料を示差走査熱量測定装置（ＴＡ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ　Ｑ１０００）内で、存
在する水および／または溶剤をいずれも駆出した後、試料を冷却し、そして存在する可能
性のある結晶質材料の融解転移温度（化合物１のＴｍ＝２１０℃）を含む温度範囲にわた
って一定速度で加熱するように設計したプログラムを用いて加熱した（図３を参照）。
【０１２０】
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【０１２１】
　４．６．３．３　結果
【０１２２】
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【表１２】

【０１２３】
　安定性試験の結果は、比較的吸湿性のポリマーであるポビドンを用いて調製した固体分
散系は４０℃／７５％相対湿度で貯蔵した場合に結晶化する傾向があり、これにより溶解
速度が低下したことを証明する。２－ヒドロキシプロピル－β－シクロデキストリンおよ
びフタル酸ヒプロメロースを用いて調製した固体分散系は、試験したすべての条件下で安
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定であった。
【０１２４】
　４．７　コポビドン固体分散系（無コーティング錠配合物）
　４．７．１　配合物
【０１２５】
【表１３】

【０１２６】
　４．７．２　調製方法
　４．６．２に記載した溶融押出法を用いて、化合物１およびコポビドンの固体分散系を
調製した。ミリングした押出品を外部賦形剤と混合し、単パンチ式ハンドプレスにより８
０～１００Ｎの範囲の硬度になるように圧縮して、錠剤の形にした。
【０１２７】
　４．７．３　安定性試験－無コーティング錠
　４．７．３．１　プロトコル
　４．７．２の記載に従って製造した無コーティング錠を、ポリエチレンライナー付き密
閉ＨＤＰＥボトル内に乾燥剤と共に４か月間、長期条件下（２５℃／６０％相対湿度）お
よび加速条件下（４０℃／７５％相対湿度）で貯蔵した。試料を、設置前、次いで１、３
および４か月後に試験した。
【０１２８】
　４．７．３．２　インビトロ評価
　４．６．３．２の記載に従ってＤＳＣにより結晶化度を測定した。
【０１２９】
　（溶解試験）
　固体分散配合物について前記に述べたものからの溶解法（４．６．３．２を参照）を応
用した。米国薬局方の一般法に従い、装置ＩＩを用いて溶解を実施した（パドル法）。個
々の投与単位を温度３７℃および攪拌速度７５ｒｐｍのｐＨ６．５リン酸緩衝液１０００
ｍＬに入れた。１５、３０、６０、９０、１２０および１８０分後、１ｍｌの試料を取り
出し、化合物１含量をＨＰＬＣにより測定した。
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【０１３０】
【表１４】

【０１３１】
　（ＨＰＬＣによる化合物１の検定および不純物）
　化合物１および総不純物の含量を高速液体クロマトグラフィー（ＨＰＬＣ）により測定
した。５０：５０　ｖ／ｖ　アセトニトリル／水を希釈剤として用いて、約０．４ｍｇ／
ｍＬの化合物１を含有する試料溶液を調製した。試料溶液を分析前に０．２μｍ　ＰＶＤ
Ｆフィルターにより濾過した。
【０１３２】
　１０μＬの試料を、下記の表１５の勾配プログラムにより規定される水中０．０５％ト
リフルオロ酢酸（ＴＦＡ）（溶離剤Ａ）／アセトニトリル中０．０５％　ＴＦＡ（溶離剤
Ｂ）を含有する移動相に注入した。
【０１３３】
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【０１３４】
　時点ゼロの規定に従って移動相を開始し、次いで溶離剤ＡとＢの割合を徐々に直線的に
後続の各時点での組成に調整することにより、組成を変更する。
【０１３５】
　３．５μｍの粒度をもつＷａｔｅｒｓ　Ｓｕｎｆｉｒｅ　Ｃ１８固定相を充填した長さ
１５ｃｍ×内径４．６ｍｍのカラムを用いて、不純物の分離を行なった。移動相の流速は
１．０ｍＬ／分であり、温度を３０℃に制御し、可変波長ＵＶ検出器を用いて測定した２
７６ｎｍにおける吸光度を外部化合物１標準品のものと比較することにより、不純物濃度
を測定した。
【０１３６】
　（クーロメトリー式カールフィッシャー滴定法による含水率）
　Ｍｅｔｒｏｈｍ　６８４クーロメーターを用いるクーロメトリー式カールフィッシャー
滴定法により含水率を測定した。試料を分析前にボールミリングし、２００ｍｇの試料サ
イズを用いて測定を実施した。
【０１３７】
　４．７．３．３　結果
【０１３８】
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【０１３９】
　４．８　コポビドン固体分散系（フィルムコーティング錠配合物）
　４．８．１　配合物
【０１４０】
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【表１７】

【０１４１】
　４．８．２　調製方法
　化合物１を製造処方に定めた割合でポリマーおよび流動促進剤とブレンドした。このブ
レンドを２軸スクリュー押出機で押出した。押出し中に押出機バレルに真空を施して溶融
物を脱ガスした。押出品を２つの逆転カレンダーロールに通すことによりカレンダー掛け
し、次いでミリング前に冷却した。押出品をミリングし、続いて外部賦形剤と混合した。
粉末状ブレンドを、ロータリープレス（１０のパンチステーションを備えたＫｏｒｓｃｈ
　ＸＬ　１００）によって十分な硬度（最低２５Ｎ）になるように圧縮して錠剤コアにし
た。
【０１４２】
　錠剤コアをＤｒｉａｃｏａｔｅｒ　Ｄｒｉａｍ　６００コーターによりＯｐａｄｒｙ（
商標）グリーン（Ｃｏｌｏｒｃｏｎ　０３Ｂ２１７２６，１３０ｇ／Ｋｇ水溶液）でコー
トした。付与した全コーティング溶液は錠剤コアＫｇ当たり３５ｇのＯｐａｄｒｙ（商標
）に相当する。
【０１４３】
　４．８．３　安定性試験－フィルムコーティング錠
　４．８．３．１　プロトコル
　４．８．２の記載に従って製造したフィルムコーティング錠を、ポリエチレンライナー
付き密閉ＨＤＰＥボトル内に乾燥剤と共に４か月間、長期条件下（２５℃／６０％相対湿
度）および加速条件下（４０℃／７５％相対湿度）で貯蔵した。試料を、設置前、次いで
１、３および４か月後に試験した。
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【０１４４】
　４．８．３．２　インビトロ評価
　セクション４．７．３．２に記載した方法を用いて含水率、検定および不純物を測定し
た。
【０１４５】
　（高温載物台顕微鏡検査法による結晶化度の測定）
　粉砕した錠剤を、光学顕微鏡検査法により交差偏光条件下で賦形剤および化合物１の融
点範囲にわたって定常的に加熱しながら検査して、薬物結晶の存在を検出した。１８０℃
～１９０℃で複屈折性であるとみられ、続いて約２１０℃で融解したいずれかの粒子を、
化合物１と分類した。顕微鏡下で見た薬物結晶の例については図４を参照されたい。
【０１４６】
　（溶解試験）
　無コーティング錠配合物について前記に述べたものからの溶解法（４．７．３．２を参
照）を応用した。米国薬局方の一般法に従って装置Ｉを用いて（バスケット法）溶解を実
施した。個々の投与単位を温度３７℃および攪拌速度１００ｒｐｍの０．３％　ＳＤＳ　
９００ｍＬに入れた。１５、３０、４５、６０および９０分後、試料を取り出し、化合物
１含量をＨＰＬＣにより測定した。
【０１４７】
【表１８】

【０１４８】
　４．８．３．３　結果
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【表１９】

【０１５０】
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【表２０】

【０１５１】
　＜実施例５．ナノメートルスケールの特性分析試験＞
　５．１　固相核磁気共鳴試験
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　１０、２５、３５および４０％の薬物装填量で４．６．２に記載した溶融押出法を用い
て調製した化合物１およびコポビドンの固体分散系を、Asano, A; Takegoshi, K.; Hikic
hi, K. Polymer (1994), 35(26), 5630-6に示された固相核磁気共鳴分光法（ＳＳＮＭＲ
）により評価した。１３Ｃ交差分極マジック角スピニング（ｃｒｏｓｓ－ｐｏｌａｒｉｓ
ａｔｉｏｎ　ｍａｇｉｃ　ａｎｇｌｅ　ｓｐｉｎｎｉｎｇ）ＳＳＮＭＲスペクトルを、１
００ＭＨｚ、スピン速度９ｋＨｚで、Ｂｒｕｋｅｒ　Ａｖａｎｃｅ　４００ＷＢを用い、
４ｍｍ　ＨＦＸ　ＭＡＳプローブにより記録した。薬物装填量の異なる各試料につき、５
００μｓから１０ｍｓまでの範囲の種々の接触時間で一連のスペクトルを取得した。種々
のスペクトル領域からのピーク面積を測定した。これらの面積は、化合物１またはコポビ
ドンに対応するピークを含むように選択された。接触時間の延長に伴ってビーク面積は最
大値にまで増大し、次いでプロトンスピン拡散として知られるプロセスのため減衰する。
この減衰は定数Ｔ１rにより特徴づけられ、これは参照回転フレームにおけるプロトンス
ピン－格子緩和（ｐｒｏｔｏｎ　ｓｐｉｎ－ｌａｔｔｉｃｅ　ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ）を
表わす。スピン拡散長さスケールより長い長さスケールの相分離系について、この減衰プ
ロセスの緩和率は個々の成分についてみられたものと同一である。混合系について、Ｔ１

rの単一値は個々の成分の重みつき平均として観察される。
【０１５２】
　化合物１装填量１０～４０％の試料について、それぞれの磁化減衰はきわめて類似する
Ｔ１r実測値をもつ単一の指数関数に当てはめることができた。これは、薬物とポリマー
についての類似の緩和経路を示唆し、単一相を意味する。
【０１５３】

【表２１】

【０１５４】
　５．２　対分布関数試験
　１０、２５、３５および４０％の薬物装填量で４．６．２に記載した溶融押出法を用い
て調製した化合物１およびコポビドンの固体分散系を、Ｘ線粉末回折により評価し、各試
料について対分布関数（ＰＤＦ）を導いた。
【０１５５】
　５．２．１　データ収集
　Ｘ線粉末回折データは、波長１．５４１８ÅのＸ線を発生する銅源をもつ（平行ビーム
オプティクスを得るために用いたＧｏｅｂｅｌ鏡は、ｋβを除去し、平均波長ｋα１およ
びｋα２のビームを残す）Ｂｒｕｋｅｒ　Ｄ８回折計で、４０ｋＶの電圧および４０ｍＡ
のフィラメント放射を用いて収集された。試料を反射モードで測定し、走査位置検知検出
器を用いて回折パターンを収集した。
【０１５６】
　ゼロバックグラウンドのウェハーの回折図を真空下で得た。５０ｍｇ（±５ｍｇ）の各
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試料を秤量し、ゼロバックグラウンドのホルダー上に確実にほぼ完全に覆うように分散さ
せた。試料をＴＴＫチャンバーに添加し、これを次いで＜５×１０－２ミリバールの圧力
の真空下に置いた。ＸＲＰＤデータを約２０～３０分間にわたって収集した：４～８０゜
の２θを０．００７０９１゜のステップで０．２秒／ステップの間カウントするデータ取
得パラメーターを各試料に用いた。
【０１５７】
　パターン中に６．６゜の２θにおけるピークが試料ホルダーにより生じ、これはそれぞ
れの場合、実験当日に測定したブランク操作（すなわち空の試料ホルダー）を差し引くこ
とにより除かれた。
【０１５８】
　５．２．２　コンピューター法－対分布関数
　ＰＤＦを各試料から計算した(S.J.L. Billinge and M.G. Kanatzidis, Chem. Commun.,
 2004, 749-760; S. Bates et.al., Pharmaceutical Research, 2006, 23(10) 2333-2349
; S. Bates et.al., J. Pharmaceutical Sciences, 2007, 96(5), 1418-1433)。試料と実
験設定の両方に関するデータに対して多数の補正を行なうことにより、測定したＸ線回折
パターン（散乱関数として知られる）を正規化散乱関数Ｓ（Ｑ）に変換した。次いでｓ（
Ｑ）の正弦フーリエ変換、方程式１からＰＤＦを作成する：
【０１５９】
【化２】

【０１６０】
　ＰＤＦは、原子間距離に対するＧ（ｒ）のプロットであり、他の原子から特定距離‘ｒ
’の位置に原子を見出す確率を示す。ナノ結晶質であるＸ線非晶質材料は長距離規則性を
もち、したがって遠く離れた位置に原子を見出す確率が比較的高い。これに対し、真の非
晶質材料は何らかの長距離規則性をもたず、遠く離れた位置に原子を見出す確率は比較的
低い。
【０１６１】
　測定した各Ｘ線回折パターンからソフトウェアＰＤＦｇｅｔＸ２を用いてＰＤＦを作成
した(X. Qui et.al., J. Appl. Cryst. 2004, 37, 678)。
【０１６２】
　５．２．３　結果
　図５に示すように、化合物１およびコポビドンの固体分散系に関しては、調べた薬物装
填量のいずれについても１５Åより上には規則性の証拠はほとんどない。これにより、こ
れらの固体分散系が非晶質であり、有意の長距離規則性を示さないことが確認される。
【０１６３】
　５．２．４　ＰＤＦの直線的組合わせ
　５．２．４．１　方法
　配合物の個別の成分である非晶質化合物１およびコポビドンのＰＤＦを作成した。これ
らのＰＤＦを次いで適正な比率で（７０％のコポビドンおよび３０％の非晶質化合物１）
組み合わせて、これら２つの物理的混合物についての模擬ＰＤＦトレースを得た。５．２
．２．で得たトレースをこの模擬トレースと比較した。
【０１６４】
　５．２．４．２　結果
　図６に示すように、非晶質化合物１とコポビドンの物理的混合物は１～５Åに特徴的な
パターンを示し、これは約２Åと約３ÅにＧ（ｒ）に関する２つの最小値を含む；化合物
１およびコポビドンの固体分散系は単一の強い最小値を約３Åに示す。これらのデータは
、化合物１およびコポビドンの固体分散系が真の分子分散系であることを指摘する。
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　５．３　ナノサーマル特性分析試験
　１０、３０および４０％の薬物装填量で４．６．２に記載した溶融押出法を用いて調製
した化合物１およびコポビドンの固体分散系を、原子間力顕微鏡検査法(Gan, Y. Surface
 Science Reports (2009), 64(3), 99-121; Fulghum, J. E.; McGuire, G. E.; Musselma
n, I. H.; Nemanich, R. J.; White, J. M.; Chopra, D. R.; Chourasia, A. R. Analyti
cal Chemistry (1989), 61(12), 243R-69R)、および局在熱分析法(Harding, L.; King, W
. P.; Dai, X.; Craig, D. Q. M.; Reading, M. Pharmaceutical Research (2007), 24(1
1), 2048-2054)により評価した。
【０１６６】
　５．３．１　方法
　Ｖｅｅｃｏ　Ｅｘｐｌｏｒｅｒ原子間力顕微鏡に基づくＴＡ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ
　２９９０　Ｍｉｃｒｏ－Ｔｈｅｒｍａｌ　Ａｎａｌｙｚｅｒにより作業を実施した。試
料の予備イメージングを、Ｔａｐｐｉｎｇ　Ｍｏｄｅ（ＴＭ－ＡＦＭ）でＶｅｅｃｏ　１
６６０－００高共振周波数（ＨＲＦ）シリコンプローブを用いて実施した。マイクロサー
マル分析（マイクロ－ＴＡ）を、Ｗｏｌｌａｓｔｏｎワイヤサーマルプローブを用いて実
施した。ナノサーマル分析（ナノ－ＴＡ）を、Ａｎａｓｙｓ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ　
ＮａｎｏＴＡ１　ＡＦＭアクセサリーにより制御されるＡｎａｓｙｓ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅ
ｎｔｓ　ＡＮ２－３００　ＴｈｅｒｍａＬｅｖｅｒ（商標）ドープしたシリコンプローブ
を用いて実施した。Ｗｏｌｌａｓｔｏｎプローブは、ポリ（エチレン）テレフタレート（
ＰＥＴ）フィルム（融解温度＝２４０℃）および室温を用いて温度校正された。Ｔｈｅｒ
ｍａＬｅｖｅｒプローブについては、ポリカプロラクトン（ＰＣＬ，Ｔｍ＝５５℃）、Ｈ
ＤＰＥ（Ｔｍ＝１１５℃）およびＰＥＴ融解温度標準品を用いて３点温度校正を実施した
。試料分析の前と後に各プローブの校正を検査した。別途記載しない限り、すべての局在
熱分析操作に用いた加熱速度は２０℃／秒であった。
【０１６７】
　すべての試料を入手したままの状態で、すなわち成形ペレットの表面が改質されていな
い状態で分析した。
【０１６８】
　５．３．２　結果
　図７（１０％の薬物装填量）、図８（３０％の薬物装填量）および図９（４０％の薬物
装填量）に示すように、種々の薬物装填量の試料がすべて多様な程度に表面特徴を示した
が、マトリックス内に何らかの相分離の徴候を示したものはなかった。
【０１６９】
　５．４　結晶化試験
　４．６．２に記載した溶融押出法を用いて製造したミリングした押出品、および４．７
．２の記載に従って製造した表１３に示す錠剤組成物につき、水が化合物１の結晶化度に
及ぼす影響を調べた。この試験は、水性スラリーを用いて、専有コーティング組成物Ｏｐ
ａｄｒｙ（商標）グリーン（Ｃｏｌｏｒｃｏｎ　０３Ｂ２１７２６，１３０ｇ／Ｋｇ水溶
液）の不存在下および存在下の両方で実施された。錠剤はスラリー実験開始前に粉砕され
た。
【０１７０】
　５．４．１　実験条件
　下記の物質を２５ｍＬバイアル内へ秤量した。
【０１７１】
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【表２２】

【０１７２】
　２０ｍＬの水を５０℃に加熱し、各バイアルに添加した。得られたスラリーを５０℃で
４８時間攪拌し続けた。
【０１７３】
　得られたスラリー材料のＸＲＰＤにより、形態Ｈが化合物１の主な結晶形態であること
が確認された。化合物１形態Ｈは、下記に特異的ピークを含むＸ線回折パターン（λ＝１
．５４１８Å）をもつ：
【０１７４】
【表２３】

【０１７５】
　化合物１形態Ｈは、Ｘ線回折パターン（λ＝１．５４１８Å）に下記の追加ピークをも
含む：
【０１７６】
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【表２４】

【０１７７】
　化合物１形態Ｈは、前記の最初の４ピークのリストから選択される３以上のピークのい
ずれかの組み合わせにより特徴づけることもできる。
【０１７８】
　化合物１形態Ｈの代表的な粉末ＸＲＰＤパターンを図１０に示す。
【０１７９】
　化合物１形態ＨはＴＧＡにより減量を生じ、これは１水和物および若干の追加の物理吸
着水と一致する。示した例において、存在する水の全量は４．７％重量％である；化合物
１の１水和物についての理論減量は４．０％ｗ／ｗである。
【０１８０】
　化合物１形態Ｈは、ＤＳＣを用いて特性分析することもできる。化合物１形態Ｈを０℃
から３００℃まで毎分１０℃で加熱すると、１１５℃まで幅広い脱水吸熱を示し、続いて
１２５～１７５℃で相転移が起きる。２０８．０℃±１℃で開始する鋭い吸熱がみられ、
これは形態Ａと一致する。化合物１形態Ｈの代表的なＤＳＣトレースを図１１に示す。
【０１８１】
　Ｏｐａｄｒｙ（商標）の不存在下で得られた材料は形態Ｈと一致する強いＸＲＰＤ反射
を生じ、これに対しＯｐａｄｒｙ（商標）の存在下では形態ＨのＸＲＰＤ回折パターンの
強度はかなり低下した。これは干渉の結果ではない；図１２に示すＯｐａｄｒｙ（商標）
のＸＲＰＤ回折パターンは２５゜未満の２θには有意のピークがないことを指摘している
からである。したがって、観察されたこのきわめて低い強度の反射は形態Ｈの存在が少量
にすぎないことの指標となる。これは、Ｏｐａｄｒｙ（商標）が化合物１の非晶質固体分
散系に安定化効果を及ぼすことができるのを示唆する可能性がある。このグレードのＯｐ
ａｄｒｙ（商標）は、４．８に記載するフィルムコーティング錠配合物の調製に使用する
ために選択された。
【０１８２】
　５．５　二次元相関分光試験
　５．５．１　はじめに
　二次元相関分光法（２Ｄ－ＣＯＳ）は、ある系に外部摂動（ｅｘｔｅｒｎａｌ　ｐｅｒ
ｔｕｒｂａｔｉｏｎ）を付与していずれかの分光計によりモニターする方法である。スペ
クトル強度をスペクトル変数（たとえば、波長、振動数または波数）の関数としてプロッ
トする。スペクトル変数の２つの直交軸が２Ｄスペクトル平面を規定し、スペクトル強度
を第３軸に沿ってプロットすることができる(Noda, I., Dowrey, A. E., Marcott, C., S
tory, G. M., Ozaki, Y. Appl. Spectrosc. 54 (7) 2000 pp 236A-248A; Noda, I. Appl.
 Spectosc. 44 (4) 1990 pp 550-561)。
【０１８３】
　同期２Ｄ相関スペクトルにおいて、強度は摂動範囲にわたるスペクトル強度変動の同時
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（ｓｉｍｕｌｔａｎｅｏｕｓ）または一致した（ｃｏｉｎｃｉｄｅｎｔａｌ）変化を表わ
す。同期スペクトルは、選択したスペクトル変数について等しい数値に対応する対角に対
して対称的である；対角（ｄｉａｇｏｎａｌ）と対角外（ｏｆｆ－ｄｉａｇｏｎａｌ）の
両方の位置に相関ピークが現われる。オートピーク（ａｕｔｏｐｅａｋ）と呼ばれる対角
ピークは、選択したスペクトル変数の特定の値についての摂動範囲にわたる強度変動を表
わし、これに対しクロスピーク（ｃｒｏｓｓ　ｐｅａｋ）と呼ばれる対角外ピークは、選
択したスペクトル変数の２つの異なる値において観察されたスペクトル強度の同時または
一致した変化を表わす。そのような同期変化は、カップリングまたは相互作用の指標とな
ることができる。
【０１８４】
　これに対し、非同期スペクトルにおいて、強度は逐次または連続変化を表わす。非同期
スペクトルは対角に対して逆対称であり、オートピークをもたず、専らクロスピークから
なり、これは２つのスペクトル特徴が期外変化する場合にのみ発生する。この特徴を利用
して、異なる由来、たとえば複雑な混合物中で独立して行動する異なる成分のスペクトル
信号から生じるオーバーラップしたバンドを識別することができる。
【０１８５】
　同期および非同期両方の相関スペクトルについて、摂動データセット内のそれぞれ個々
のスペクトルから平均スペクトルを差し引くことにより、ノイズの増大を犠牲にして、感
度を改善することができる。
【０１８６】
　２Ｄ－ＣＯＳを用いて、摂動に応答して生じる、試料マトリックス内での分子内または
分子間相互作用の指標となりうるスペクトル変動において、何らかの相関の性質および程
度を確立することができる。医薬固体分散系に関して、薬物とマトリックスポリマーの間
の高レベルの相互作用は安定かつ均質な分散系の形成を増進する傾向があると思われる；
これに対し、そのような相互作用の不存在または競合する分子内カップリングの存在は、
逆の作用をもつであろう。
【０１８７】
　５．５．２　方法
　４．６．１に記載した溶剤蒸発法により調製した固体分散系における化合物１および種
々のポリマーの濃度変化の影響を、赤外分光法により調べた。Ｔｈｅｒｍｏ　Ｎｉｃｏｌ
ｅｔ　Ｍａｇｎａ　５５０シリーズＩＩ分光計でスペクトルを収集した。表２５に示す化
合物１およびマトリックスポリマーの固体分散組成物について、２Ｄ－ＣＯＳスペクトル
を収集した。
【０１８８】
【表２５】
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【０１８９】
　専有ソフトウェア（Ｏｍｎｉｃ　８．０）を用いて各スペクトルを最強バンドに対して
正規化した。次いでスペクトルをカンマ区切り（ｃｏｍｍａ　ｓｅｐａｒａｔｅｄ　ｖａ
ｌｕｅ）（ＣＳＶ）ファイルに変換し、ＭＳ　Ｅｘｃｅｌ（商標）へ転送し、Ｍａｔｌａ
ｂ（登録商標）（Ｔｈｅ　ＭａｔｈＷｏｒｋｓ（商標））用にフォーマットし、これで２
Ｄ同期および非同期スペクトルを作成した。
【０１９０】
　５．５．３　結果
　（酢酸コハク酸ヒプロメロース（Ａｑｏａｔ　ＭＧ））
　化合物１のスペクトルにおいて、最強のバンドは１６３０ｃｍ－１にある（図１３）。
Ａｑｏａｔ　ＭＧスペクトルにおいて、最強のバンドは１０５０ｃｍ－１にある（図１４
）。同期スペクトル（図１５）において、クロスピークが１０５０ｃｍ－１、１６５０ｃ
ｍ－１、および１０５０ｃｍ－１、２７００ｃｍ－１において顕著である；しかし、非同
期スペクトル（図１６）は、これらの相互作用が分子内（ポリマー／ポリマー）の性質の
ものであることを指摘する。
【０１９１】
　（フタル酸ヒプロメロース（ＨＰ５５Ｓ））
　ＨＰ５５Ｓの赤外スペクトルは、図１４に示すように１０００ｃｍ－１のすぐ上方に強
いスペクトル特徴を示す。同期（図１７）および非同期（図１８および１９）相関スペク
トルは、１６００～１８００ｃｍ－１の範囲の弱い分子内および分子間－混合相互作用を
指摘する。
【０１９２】
　（ヒプロメロース（Ｐｈａｒｍａｃｏａｔ　６０６））
　ＨＰ５５Ｓの場合と同様に、Ｐｈａｒｍａｃｏａｔの赤外スペクトルは１０００ｃｍ－

１のすぐ上方に強いスペクトル特徴を示す（図１４）。同期（図２０）および非同期（図
２１および２２）相関スペクトルは、１６００～１８００ｃｍ－１の範囲の弱い分子内お
よび分子間－混合相互作用を指摘する。Ｐｈａｒｍａｃｏａｔについての分子間（薬物－
ポリマー）相互作用の強度は、ＨＰ５５Ｓの場合より若干大きい。
【０１９３】
　（ポビドン（Ｋｏｌｌｉｄｏｎ　２５））
　ポビドンの赤外スペクトルの主バンド（図１４）は１６００ｃｍ－１にあり、化合物１
の赤外スペクトルの主バンド（図１３）とオーバーラップする。同期（図２３および２４
）および非同期（図２５）相関スペクトルは、水素結合相互作用を指摘する。
【０１９４】
　（コポビドン（Ｋｏｌｌｉｄｏｎ　ＶＡ６４））
　コポビドンはポビドンと同じ多数の赤外（図２）および２Ｄスペクトル特徴（図２６～
２９）をもつが、水素結合がより強いことを示唆する追加のファクターも示す。
【０１９５】
　５．５．４　結論
　化合物１の固体分散系にみられた分子間相互作用の程度は、マトリックスポリマーの性
質に著しく依存する。分子間相互作用の全体的なランキングを表２６に示す。
【０１９６】
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【表２６】

【０１９７】
　これらの結果は、化合物１およびコポビドンの固体分散系が特に安定かつ均質な可能性
があることを示唆する。
【０１９８】
　＜実施例６．生物学的利用能の比較試験＞
　６．１　プロトコル
　幾つかの異なる状態の薬物１００ｍｇを絶食ビーグル犬（ｎ＝６）に経口投与した。投
与した配合物は、ＩＲ錠（４．１を参照）、マイクロ懸濁配合物（４．２を参照）および
ナノ懸濁配合物（４．５を参照）、Ｇｅｌｕｃｉｒｅ（登録商標）４４／１４内に種々の
装填量の薬物を収容したカプセル剤（４．３を参照）、溶剤蒸発法（４．６．１を参照）
および溶融押出法（４．６．２を参照）により調製した固体分散系を収容したカプセル剤
、ならびに溶融押出した固体分散系から製造した錠剤（４．７を参照）であった。錠剤お
よびカプセル剤の投与に続いて２０ｍｌの水を投与し、これに対し１０ｍＬの懸濁配合物
の強制投与に続いて１０ｍＬの水を投与して強制投与チューブを洗浄した。
【０１９９】
　投与後、０．２５、０．５、１、２、３、４、５、６、７、１２、２４および３０時間
目に血液試料を採取した。試料を３０００ｒｐｍで１５分間遠心し、血漿をプレーン血液
チューブ内へ取り出し、分析するまで－２０℃に保存した。試料を手動固相抽出（Ｐｈｅ
ｎｏｍｅｎｅｘ　Ｓｔｒａｔａ　Ｘ，３０ｍｇ）法に続いて下記の表２７に詳述する条件
を用いるＬＣ－ＭＳにより分析した。
【０２００】
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【表２７】

【０２０１】
　６．２　結果
【０２０２】
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【表２８】

【０２０３】
　図３０を参照。ポリマーベースの固体分散系からのＣｐｍａｘおよびＡＵＣは共に、即
時放出錠、Ｇｅｌｕｃｉｒｅカプセル剤およびマイクロ懸濁／ナノ懸濁配合物より有意に
大きかった（Ｐ＜０．０５）。
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