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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
部材の体表接触面から伸びる複数個の体表貫通突起部を有する部材を含む、体表を通して
作用剤を抽出するか又は受動的に導入するためのデバイスであって、
部材の体表接触面の少なくとも一部上で、作用剤をそのなかに蓄える又は作用剤をそれに
通過させることができる結合媒体を特徴とし、
前記体表貫通突起部が、前記結合媒体を通って伸びており、角質層を穿刺するよう適合さ
れており、
前記体表貫通突起部が皮膚穿刺突起部（skin piercing protrusion）である、
上記デバイス。
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【請求項２】
部材の体表接触面から伸びる複数個の体表貫通突起部を有する部材を含む、体表を通して
作用剤を抽出するか又は受動的に導入するためのデバイスであって、
作用剤をそのなかに蓄える又は作用剤をそれに通過させることができ、部材の体表接触面
の少なくとも一部上に配置された結合媒体を特徴とし、
前記体表貫通突起部が、前記結合媒体を通って伸びており、角質層を穿刺するよう適合さ
れており、
前記体表貫通突起部が皮膚穿刺突起部である、
上記デバイス。
【請求項３】

20

(2)

JP 4153999 B2 2008.9.24

部材がそれを貫通する開口を有する、請求項１又は２記載のデバイス。
【請求項４】
結合媒体が開口を横切って伸びる、請求項３記載のデバイス。
【請求項５】
結合媒体が開口を横切って伸びる、請求項３記載のデバイス。
【請求項６】
結合媒体が開口中に存在する、請求項３記載のデバイス。
【請求項７】
結合媒体が約１０μｍ〜約１００μｍの範囲内の厚さである、請求項１又は２記載のデバ
イス。
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【請求項８】
結合媒体が約５０μｍ厚さである、請求項１又は２記載のデバイス。
【請求項９】
結合媒体がヒドロゲルを含む、請求項１又は２記載のデバイス。
【請求項１０】
結合媒体に体表を通して投与すべき作用剤を予め負荷させる、請求項１又は２記載のデバ
イス。
【請求項１１】
結合媒体がゲル、固体及び粉末から成る群から選択される、請求項１又は２記載のデバイ
ス。
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【請求項１２】
結合媒体がマトリックス物質をさらに含む、請求項１又は２記載のデバイス。
【請求項１３】
突起部がブレードを含む、請求項１又は２記載のデバイス。
【請求項１４】
複数個のブレードの少なくとも１つが体表にデバイスを固定するための手段を含む、請求
項１３記載のデバイス。
【請求項１５】
部材の第２面に結合した作用剤投与デバイスをさらに含み、該作用剤投与デバイスが、受
動的デバイス、浸透性デバイス及び圧力駆動デバイスから成る群から選択される、請求項
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１又は２記載のデバイス。
【請求項１６】
作用剤が遺伝子、ポリペプチド及びタンパク質から選択される、請求項１５記載のデバイ
ス。
【請求項１７】
部材の第２面に結合したサンプリング・デバイスをさらに含み、サンプリング・デバイス
がリバース電気的移送式デバイス、受動的デバイス及び浸透性デバイスから成る群から選
択される、請求項１又は２記載のデバイス。
【請求項１８】
サンプリングされる作用剤が身体電解質、違法薬物及びグルコースから成る群から選択さ
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れる、請求項１７記載のデバイス。
【請求項１９】
部材がそれを貫通する作用剤伝達開口を有し、前記開口が前記突起部の少なくとも１つに
隣接して配置される、請求項１又は２記載のデバイス。
【請求項２０】
結合媒体が開口中に予め配置される、請求項１９記載のデバイス。
【発明の詳細な説明】
技術分野
本発明は、経皮作用剤投与とサンプリングとに関する。さらに詳しくは、本発明は、動物
の皮膚を通しての例えばペプチドとタンパク質のような作用剤の経皮投与と、例えばグル
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コース、電解質及び、例えば非限定的にアルコール及び違法薬物（illicit drug）のよう
な、乱用物質（substance of abuse）の経皮サンプリングとに関する。
背景技術
多量にかつ純粋な形で入手可能になった、医学的に有用なペプチド及びタンパク質の数が
増加するにつれて、ヒト身体へのペプチド及びタンパク質の皮膚を通しての又は経皮投与
への関心は増大し続けている。ペプチド及びタンパク質の経皮投与はまだ、重大な問題に
直面している。多くの場合に、皮膚を通してのポリペプチドの投与速度又は流量（flux）
は、皮膚を通してのポリペプチドの低い流量のために、望ましい治療効果を生じるには不
充分である。さらに、ポリペプチド及びタンパク質は皮膚を浸透中に又は浸透後の、標的
細胞に達する前に分解されやすい。同様に、例えば塩のような水溶性小分子の受動的流量
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は限定される。
作用剤の経皮投与を高める１つの方法は体表を横切る電流の供給又は
づく。

電気的移送

電気的移送

に基

は一般に、例えば皮膚、粘膜、爪等のような体表を通しての、例え

ば薬物又は薬物先駆体のような有益な作用剤の通過に関連する。作用剤の移送は、作用剤
を投与する又は作用剤の投与を強化する電流の供給を生じる電位の印加によって誘導又は
強化される。体表を通しての作用剤の電気的移送は種々な方法で達成することができる。
広く用いられている電気的移送式プロセスの１つであるイオン導入は、荷電イオンの電気
的に誘導される移送を含む。他の種類の電気的移送式プロセスである電気浸透（electroo
smosis）は、電界の影響下での膜を通しての作用剤を含む溶媒の移動を含む。さらに他の
種類の電気的移送であるエレクトロポレーションは、膜に高電圧の電気パルスを供給する
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ことによって形成された孔を通しての作用剤の通過を含む。多くの場合に、これらのプロ
セスの２つ以上が同時に異なる程度に起こることができる。したがって、

電気的移送

なる用語は、本明細書では、その最も広く可能な解釈が与えられ、少なくとも１種類の荷
電作用剤又は非荷電作用剤又はこれらの混合物の、作用剤が実際に移送される特定の機構
（単数又は複数）に拘わらず、電気的に誘導又は強化された移送を包含する。電気的移送
式投与は一般に、作用剤投与、特にペプチド投与速度を、受動的又は電気的に補助されな
い経皮投与に比べて増大させる。しかし、経皮投与速度のさらなる上昇と、経皮投与中の
ペプチド分解の減少とが非常に望ましい。
作用剤の経皮投与速度を高める１つの方法は、有益な作用剤である皮膚透過促進剤による
皮膚の前処理、或いは同時投与を含む。

透過促進剤

なる用語は、作用剤が投与される
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体表に供給されたときに、そこを通る流量を強化する物質を表すために、本明細書では広
範囲に用いられる。この機構は作用剤の通過に対する体表の電気抵抗の低下、体表の透過
性の増強、体表を通る親水性経路の形成、及び／又は電気的移送中の作用剤の分解（例え
ば、皮膚酵素による分解）の減少を含む可能性がある。
例えば、Ｇｒｏｓｓ等へ発行された米国特許第５，２７９，５４４号、Ｌｅｅ等へ発行さ
れた米国特許第５，２５０，０２３号、及びＧｅｒｓｔｅｌ等へ発行された米国特許第３
，９６４，４８２号のように、経皮流量を増強するために多くの機械的試みがなされてい
る。これらのデバイスは一般に管状又は円筒形構造を用いているが、Ｇｅｒｓｔｅｌは皮
膚の外層に突き刺すために他の形状の使用を開示している。これらのデバイスの各々は製
造上のチャレンジ（manufacturing challenge）、皮膚への構造の限定された機械的取り
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付け、皮膚への好ましくない刺激、及び／又は皮膚との限定された導電性接触（conducti
ve contact）を生じる。
発明の説明
本発明は、皮膚穿刺突起部（skin piercing protrusion）によって経皮流量を高め、大き
い接触面積にわたって体表に接触して、皮膚刺激を減じ、作用剤投与又はサンプリングを
強化するために適した、高容量で製造可能な（high volume producable）低コストデバイ
スである。本発明のデバイスは体表の角質層を穿刺して、物質を導入（即ち、投与）する
か又は引き出す（即ち、サンプリングする）ことができる経路を形成する。１態様では、
本発明は結合媒体（connecting medium）を通って伸びる、皮膚を穿刺する複数個の突起
部を含む。結合媒体は、作用剤を投与又はサンプリングするために体表と実質的に接触す
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ることを助成する。電気的移送式デバイスに関しては、結合媒体は接触面積を全ての突起
部にまで広げて、特定の位置における電流密度を減じて、刺激を軽減する。
本発明の１態様では、デバイスは、それを通る複数個の開口を有する部材（member）と、
該部材と一体化した、該部材の第１面から下方に伸びる複数個のブレードと、該部材の第
１面の少なくとも一部を覆う結合媒体とを用いる。本発明のこのデバイスは作用剤投与、
作用剤サンプリング又は両方に関連して用いることができる。本発明によって用いるため
の投与デバイスは、非限定的に、電気的移送式デバイス、受動的デバイス、浸透性（osmo
tic）デバイス及び圧力駆動式（pressure driven）デバイスを包含する。本発明によって
用いるためのサンプリング・デバイスは、非限定的に、リバース電気的移送式（reverse
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electrotransport）デバイス、受動的デバイス及び浸透性デバイスを包含する。
【図面の簡単な説明】
図１は、本発明による皮膚穿刺デバイスの拡大断面図であり；
図２は、明瞭さのために結合媒体をそれから除去した、本発明の１実施態様による皮膚穿
刺デバイスの底面の拡大透視図であり；
図３は、本発明の１実施態様による電気的移送式作用剤投与デバイスの１実施態様の拡大
透視図であり；
図４は、図３の電気的移送式作用剤投与系の底面図であり；
図５は、図３の電気的移送式作用剤投与系の右側立面図であり；
図６は、図３の電気的移送式作用剤投与系の背面立面図であり；
図７は、図５の組み立て電気的移送式作用剤投与系のライン７−７に沿って切断した横断
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面図であり；
図８は、本発明の１実施態様による受動的作用剤投与系の概略横断面図であり；
図９は、本発明による受動的作用剤投与系の他の実施態様の概略横断面図であり；
図１０は、本発明の１実施態様による浸透性サンプリング系の概略横断面図である。
発明を実施するための態様
次に図面を詳細に参照すると、本発明の皮膚穿刺デバイス２を図１に一般的に示す。デバ
イス２は作用剤の経皮投与又はサンプリングに用いられる。
薬物

物質

、

作用剤

及び

なる用語は本明細書では相互交換可能に用いられ、ヒト及び霊長類、家禽、高価な

、飼い慣らされた家畜、スポーツ用動物又は飼育場動物を包含する哺乳動物において局在
若しくは全身的効果（単数又は複数種類）を生じるため、又は例えばマウス、ラット、モ
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ルモット等のような実験動物に投与するための生理学的若しくは薬理学的活性物質を広範
囲に包含する。これらの用語は、皮膚を通してサンプリングすることができる、例えばグ
ルコース、電解質、アルコール、違法薬物等のような物質をも包含する。例えば作用剤伝
導に対する抵抗のような、皮膚の主要なバリヤー性は外層（即ち、角質層）によって存在
する。表皮の内部分割は一般に、顆粒層、マルピーギ層及び胚芽層として同定される３層
を含む。顆粒層、マルピーギ層及び胚芽層を通る作用剤の伝導又は吸収には抵抗が本質的
に殆ど又は全く存在しない。本発明のデバイスは、作用剤の投与又はサンプリングの改良
のために角質層を穿刺し、結合媒体６５（図１）を用いて大きい接触面積にわたって皮膚
と接触するために用いられる。
本発明の結合媒体６５は作用剤投与又はサンプリングデバイスの皮膚接触側４８上に予め
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配置される。１実施態様では、結合媒体６５は作用剤の流路であり、作用剤含有又は収集
溜め２６と皮膚との間のブリッジとして作用し、作用剤がそれを通して妨害なく移送され
ることを可能にする。結合媒体は作用剤を有さないことも、作用剤を予め負荷されること
も可能である。図１の実施態様では、溜め２６は結合媒体６５から分離されたものとして
説明される。しかし、幾つかの実施態様では、溜めと結合媒体とが分離しないように、例
えば溜め中のマトリックスと結合媒体とが同じ物質であることができるように、デバイス
の使用前に作用剤が結合媒体中に移動されることを理解すべきである。さらに、結合媒体
６５がサンプリングされる作用剤又は投与されるべき作用剤の溜めであることができる点
で、分離した溜めは存在しなくてもよい。換言すると、結合媒体は投与されるべき作用剤
又はサンプリングされる作用剤を蓄えることができる。
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結合媒体６５は製造してから、乾燥状態で貯蔵して使用時に再水和するか、又は水和状態
で包装することができる。好ましい実施態様では、結合媒体は、最少の抽出可能な生成物
又は分解生成物を有する、薬剤学的に受容される等級のイオン伝導性ヒドロゲルであり、
機能的状態で２０％〜９０％の範囲内、又は３０％〜７０％の範囲内の水量を吸収又は含
有する。。好ましくは、結合媒体は、ポリマー・フラグメントが皮膚に浸透するのを阻止
するために軽度に架橋し、接着性又は粘着性を有するヒドロゲルである。
結合媒体６５は上述したような、及びさらに例えば、イオン性であることができる少なく
とも幾つかのペンダント置換基を有する有機ポリマーと、極性天然物質と、半合成物質と
、セルロース誘導体と、アルギネート誘導体と、澱粉誘導体と、デキストランと、多糖と
、含水ゲル化（hydrous‑gelled）線状ポリオレフィン、ポリカーボネート、ポリエステル

10

、ポリエーテル、ポリウレタン及びポリエポキシドバックボーンから成る群から選択され
たバックボーンを（アルキル、アリール又はアラルキル）アルコール、アミド、ケトン、
窒素複素環及びエステル・ペンダント置換基並びに任意のこれらの組合せから成る群から
選択されたバクボーン置換基と共に有するヒドロゲルポリマーとを包含する、非常に多様
な物質のいずれかであることができる。結合媒体は例えばゲル、固体、ヒドロゲル、粉末
、液体、粘稠な液体、綿若しくは他の吸収性布帛から製造されたガーゼのような種々な形
態であることができ、並びに天然及び合成の両方のパッド及びスポンジを用いることがで
きる。米国特許第５，３８５，５４３号に記載された、任意の適当な物質を本発明に関連
して用いることができる。Ｐｈｉｐｐｓ等に発行された米国特許第５，４２３，７３９号
は、結合媒体として用いることができるイオン導入性（iontophoretic）材料及び物質を

20

述べている。
デバイス２は、表面４８の少なくとも一部上に結合媒体６５（図１）を有する部材又はプ
レート６の片面から下方に伸びる複数個の突起部４を含む（デバイス２が突起部を示すた
めに逆になった状態であり、明瞭さのために結合媒体を除去されている図２を参照のこと
）。突起部４はブレード（図１と２）、ピン（図示せず）又は皮膚若しくは体表を穿刺す
るための種々な形態のいずれかであることができる。圧力がデバイスに加えられた時に、
突起部４は表皮の角質層を突き通して、体表を通しての物質の投与又はサンプリングを高
める。本明細書で用いる限り、

体表

なる用語は一般に、動物又はヒトの皮膚、粘膜及

び爪並びに植物の外表面を意味する。突起部４は結合媒体６５を通って伸びて、体表を穿
刺して、系から身体中へ（又はこの逆）の良好な作用剤伝導を生じる。部材６は、作用剤
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含有又は収集溜め２６から放出される又は溜め２６中に収集される作用剤の運動を強化す
るためのブレード４間の開口８を有して形成される。１実施態様では、開口８は、ブレー
ド４が部材６の面に対して実質的に直角である状態に曲げられる前にブレード４の各々に
よって占められていた部材部分に相当する。デバイス当たりの開口数と、デバイス当たり
のブレード数とは独立している。さらに、デバイスは開口の周囲に複数個のブレードを有
する１つのみの大きい開口を有することができる。溜め２６と部材６との間に配置された
、例えば流量制御膜（flux control membrane）（図示せず）のような、作用剤速度制御
物質を通して、作用剤は溜め２６からの放出又は溜め２６中への収集の制御された速度で
投与又はサンプリングされることができる。
突起部又はブレード４は一般には単一物質片から形成され、皮膚の角質層を穿孔するため

40

に充分に鋭敏でかつ長い。１実施態様では、ブレード４と部材６とは本質的に不浸透性で
あるか又は作用剤の通過に対して不浸透性である。各ブレードの幅は任意の範囲の幅であ
ることができる。ブレード４は皮膚組織中にブレードを押し込むために要する挿入力をさ
らに減ずるために傾斜した（即ち、角度をつけた）前縁６４（図２）を有することができ
る。各ブレードの前縁は全て同じ角度であることも、皮膚を穿刺するために適した異なる
角度であることもできる。或いは、各ブレードの前縁が例えば凸形状又は凹形状を有する
弓状（即ち、弯曲した）形状であることができる。
本発明のデバイス２は、体表の運動中に体表を通る連続的作用剤伝導経路が保護されるよ
うに、皮膚に対するデバイスの取り付けを改良する。図２に示した実施態様では、ブレー
ド４の少なくとも１つ上のバーブ（barb）５の形状の突起部はデバイス２と、それと組み
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合わせて用いられる任意の対応デバイス又は構造とを皮膚に固定することを助成する。バ
ーブ５０は１つのブレードから全てのブレードまでの任意の数のブレード上に存在するこ
とができる。バーブ５０は１つのブレードから全てのブレードまでの任意の数のブレード
上に存在することができる。バーブ５０は、デバイスを皮膚と接触させて保持するための
他の手段を用いることができるので、任意である。本発明は非常に多様なブレード形態と
組み合わせて用いることができ、例えば、ＷＯ９７／４８４４０；ＷＯ９７／４８４４１
；及びＷＯ９７／４８４４２を参照することができ、これらの出願の任意の開示された形
態が本発明によって用いることができる。
本発明の任意のブレードアレイ（blade array）デバイス２のパターンはフォトエッチン
グ方法によって作成することができる。例えばステンレス鋼又はチタンのような金属の薄

10

い部材６に、ブレード様構造を含有するパターンをフォトリソグラフィー（photo‑lithog
raphically）によってエッチングする。一般に、典型的に約７μｍ〜約１００μｍ、好ま
しくは約２５μｍ〜約５０μｍの厚さを有する部材６上に、薄いラミネートのドライレジ
スト（dry resist）又はウェットレジスト（wet resist）を貼付する。このレジストを所
望のパターンを有するマスクを用いてコンタクト露光させ（contact exposed）、その後
に現像する。これらの操作は印刷回路板の製造方法と殆ど同じ方法で行われる。次に、部
材６を酸性溶液を用いてエッチングする。部材に通してパターンをエッチングした後に、
部材中の開口８に対応する複数個の開口を有するダイ上に、部材６を配置する。部材６中
の開口８及びダイ中の開口に対応する複数個の突起部を有するポンチを最初に部材及びダ
イの上方に配置する。初期段階では、ブレード４は部材６の残部と同じ面に存在する。次

20

に、ポンチ上の突起部は開口中に押し込まれ、部材６の面に対して実質的に垂直であるよ
うにブレードを下方に曲げる。完成した構造は、デバイス２を体表に施用するときに物質
を通過させるための隣接開口８をブレード４に備える。長方形の開口８を図面に示すが、
本発明は非限定的に方形、三角形、円形及び長円形を包含する任意の形状の開口の使用を
含む。
エッチング方法の１実施態様では、ドライレジスト（例えば、カリフォルニア州、Ｔｕｓ
ｔｉｎに存在するＤｙｎａｃｈｅｍから入手可能な

Ｄｙｎａｃｈｅｍ

ＦＬ

）を部材

６の片面又は両面に１２．５μｍの厚さに貼付し、標準的な方法で露光させる。次に、適
当なスプレーエッチング剤（spray etcher）（例えば、カリフォルニア州、Ａｎａｈｅｉ
ｍに存在するＷｅｓｔｅｍ
ＶＲＰ

１０／ＮＭ

Ｔｅｃｈ．Ａｓｓｏｃ．から入手可能な

Ｄｙｎａｍｉｌ
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を用いて、塩化第２鉄と塩酸との混合物をレジスト及び部材６上に

１２５°Ｆ（５１．７℃）において２分間スプレイする。標準的な苛性ストリッパー（ca
ustic stripper）をレジスト除去に用いる。
エッチング方法の他の実施態様では、ウェットレジスト（例えば、マサチューセッツ州、
Ｍａｒｌｂｏｒｏｕｇｈに存在するＳｈｉｐｌｅｙ
能な

Ｓｈｉｐｌｅｙ

１１１Ｓ

Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから入手可

）を部材６の片面又は両面に約７０°Ｆ（２１．１℃

）において７．５μｍの厚さに貼付し、標準的な方法で露光させる。次に、適当なエッチ
ング剤（例えば、塩化第２鉄）をレジストと部材上に１２０°Ｆ（４８．９℃）において
スプレイする。標準苛性ストリッパーをレジスト除去に用いる。
一般に、ブレード４はパンチされた後の部材６の表面４８に対して約６０度の角度である

40

が、角質層の透過及び角質層への取り付けを促進する垂直位置から前方又は後方へ任意の
角度をなして、ブレード４を配置することができる。さらに、例えばバーブ、開口等のよ
うな他の固定手段を、ある角度をなすブレードと共に用いて、デバイスの固定をさらに強
化することができる。
部材６とブレード４とは、例えばガラス、セラミック、硬質ポリマー、金属及び金属合金
のような、ブレードを製造するために充分な強度と加工可能性（manufacturability）と
を有する物質から製造することができる。金属及び金属合金の例は、非限定的に、ステン
レス鋼、鉄、鋼、スズ、亜鉛、銅、銀、白金、アルミニウム、ゲルマニウム、ニッケル、
ジルコニウム、チタン及び、ニッケル、モリブデン又はクロムを有するチタン合金を包含
する。部材とブレードの各々は銀、金、白金、インジウム、チタン、モリブデンめっき又
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は蒸着若しくはスパッターされた生体適合性金属の薄い層を有して、不活性、生体適合性
及び貯蔵中の縁の鋭敏さの保護を備えることができる。ガラスの例は、例えば、ニューヨ
ーク州、コーニングにおけるＣｏｒｎｉｎｇから入手可能な不透明ガラスを包含する。ポ
リマーの例は、非限定的に、ポリスチレン、ポリメチルメタクリレート、ポリプロピレン
、

Ｂａｋｅｌｉｔｅ

、酢酸セルロース、エチルセルロース、スチレン／アクリロニト

リルコポリマー、スチレン／ブタジエンコポリマー、アクリロニトリル／ブタジエン／ス
チレン（ＡＢＳ）コポリマー、ポリ塩化ビニル及び、ポリアクリレート及びポリメタクリ
レートを含めたアクリル酸ポリマーを包含する。
デバイス２の任意の実施態様のブレード４及び開口８の数は、所望の流速度（flux rate
）、サンプリング又は投与される作用剤、用いる投与又はサンプリング・デバイス（即ち

10

、電気的移送式、受動的、浸透性、圧力駆動式等）及び当業者に明白であるような、他の
ファクターに関して変化しうる。一般に、単位面積当たりのブレード数（即ち、ブレード
密度）が大きければ大きいほど、皮膚を通るより多数の経路が存在することになるので、
皮膚を通る作用剤の流量はいっそう均一になる。したがって、単位面積当たりのブレード
数が小さければ小さいほど、経路が少なくなるので、皮膚を通る作用剤の流量はより濃縮
される。皮膚経路中の作用剤の高濃度は典型的に皮膚反応（例えば、刺激）の高い発生率
及び／又は重症度を生じる。それ故、大きいブレード密度は皮膚反応の発生率及び／又は
重症度を低下させる。
本発明の１実施態様は体表を横切る電流の供給又は

電気的移送

に依存する。これに関

して本発明は如何なる意味でも限定されないので、本発明が非常に多様な電気的移送式系

20

に関連して用いられうることは、当業者（those working in the field）によって理解さ
れるであろう。電気的移送式系の例に関しては、Ｔｈｅｅｕｗｅｓ等への米国特許第５，
１４７，２９６号、Ｔｈｅｅｕｗｅｓ等への米国特許第５，０８０，６４６号、Ｔｈｅｅ
ｕｗｅｓ等への米国特許第５，１６９，３８２号、Ｐｈｉｐｐｓ等への米国特許第５，４
２３，７３９号、Ｈａａｋ等への米国特許第５，３８５，５４３号、Ｇｙｏｔｙ等への米
国特許第５，３１０，４０４号及びＧｙｏｔｙ等への米国特許第５，１６９，３８３号を
参照することができ、これらに開示された電気的移送式系のいずれも本発明によって用い
ることができる。
図３〜７は、本発明に関連して用いることができる代表的な電気的移送式投与デバイス１
０を説明する。デバイス１０は上部ハウジング１６と、回路板アセンブリ１８と、下部ハ
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ウジング２０と、アノード電極２２と、カソード電極２４と、アノード溜め２６と、カソ
ード溜め２８と、皮膚適合性接着剤（skin‑compatibleadhesive）３０とを含む。上部ハ
ウジング１６は、患者の皮膚上のデバイス１０の保持を助成する側方ウィング１５を有す
る。印刷回路板アセンブリ１８は、分離した成分（component）４０とバッテリー３２と
に結合した集積回路１９を含む。回路板アセンブリ１８は、開口１３ａと１３ｂを貫通す
るポスト（図３に示さず）によってハウジング１６に取り付けられ、ポストの末端は、回
路板アセンブリ１８をハウジング１６にヒートステークする（heat stake）ために、加熱
／溶融される。下部ハウジング２０は接着層３０によって上部ハウジング１６に取り付け
られ、接着層３０の上面３４は下部ハウジング２０と、ウィング１５の下面を含めた上部
ハウジング１６との両方に接着する。回路板アセンブリ１８の下側には、ボタンセルバッ
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テリー（button cell battery）３２が（部分的に）示される。必要性に依存して、デバ
イス１０に動力を与えるために、他の種類のバッテリーを用いることもできる。
デバイス１０は一般にバッテリー３２と、電子回路構成部分（electronic circuitry）１
９、４０と、電極２２、２４と、作用剤溜め２６、２８と、皮膚穿刺デバイス２とから構
成され、これらの全てが自給式ユニットに組み込まれる。電極２２、２４と溜め２６、２
８とは下部ハウジング２０によって保有される。アノード電極２２は好ましくは例えば銀
のような金属から構成され、カソード電極２４は好ましくは例えば塩化銀のような金属ハ
ロゲン化物から構成される。回路板アセンブリ１８の出力（図３に示さず）は、下部ハウ
ジング２０中に形成されたくぼみ２５、２５
着ストリップ４２、４２

中の開口２３、２３

を通して、導電性接

によって、電極２４と２２に電気的に接触する。次に、電極２
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，４４に直接、機械的かつ電気的に接触す

る。作用剤溜め２８の下面４６は、接着層３０中の開口２９を通して、患者の皮膚に接触
する。作用剤溜め２６の下面４６

は、皮膚穿刺デバイス２中の複数個の開口８を通して

、結合媒体に接触する。溜め２６中の作用剤は典型的に、図１に見ることができるように
、作用剤溜めが結合媒体６５に接触するように開口８を満たす粘稠なゲルである。上記で
考察したように、典型的に作用剤は、拡散のために又は溜めと結合媒体とが同じ材料であ
るために、最初は溜めと結合媒体の両方に存在する。溜め２６と２８の両方は好ましくは
ポリマーゲル物質から構成される。液体作用剤溶液又は懸濁液が溜め２６と２８の少なく
とも一方に含有される。
デバイス１０は患者の体表（例えば、皮膚）に、接着剤層３０（上部接着面３４と身体に

10

接触する接着面３６とを有する）と任意に、本明細書で考察する実施態様のいずれかのデ
バイス２上の固定要素とによって接着する。さらに任意に、結合媒体６５は皮膚との接触
の維持を助成するために粘着性又は接着性であることができる。接着面３６は、デバイス
２とカソード電極とが配置されているところを除いた、デバイス１０の全裏面を覆う。接
着面３６は、デバイス１０が使用者の通常活動中に身体上の適所に留まり、その上、予め
定められた（例えば、２４時間）装着時間後の妥当な除去を可能にすることを保証する接
着性を有する。上部接着面３４は下部ハウジング２０に接着して、ハウジングくぼみ２５
、２５

内に電極と作用剤溜めとを保ち、デバイス２を下部ハウジング２０に、下部ハウ

ジング２０を上部ハウジング１６に留める。
作用剤投与デバイスの１実施態様では、デバイスが使用されないときに、デバイスの結合

20

性を維持するためにデバイス１０上に剥離ライナー（図示せず）が存在する。使用時には
、デバイスを皮膚に貼付する前に、デバイスから剥離ライナーを除去する。デバイス１０
はプッシュボタン・スイッチ１２をも有し、プッシュボタン・スイッチ１２は押圧時にデ
バイス１０を作動させ、このことをＬＥＤ１４を点灯させることによって使用者に明らか
にする。薬物は患者の皮膚（例えば、腕上）を通して電気的移送によって予め定められた
投与間隔（delivery interval）にわたって投与される。
電気的移送式系に用いるための中性又は非荷電ヒドロゲルの例は、加熱若しくは冷却結晶
化プロセスによって架橋したポリビニルアルコール又は、架橋したポリオックス（polyox
）とカルボポール（carbopol）若しくはポリアクリル酸との組合せである。結合媒体は固
定した電荷又は可動な対電荷（counter charge）を有するイオン交換樹脂のように電気的

30

に荷電されることもできる。好ましい実施態様は作用剤イオンの電荷とは反対の固定した
電荷を有する樹脂である。イオン的に荷電した樹脂又はイオン交換樹脂の例はｃｈｏｌｅ
ｓｔｙｒａｍｉｎｅ（登録商標）である。
本発明の他の実施態様では、デバイスの底部（即ち、皮膚に直面する）面上に予め配置さ
れた（predisposed）結合媒体６５を有する、受動的経皮投与又はサンプリング・デバイ
スが用いられる。これに関して、本発明は限定されないので、本発明が非常に多様な受動
的経皮系に関連して用いられうることは当業者によって理解されるであろう。受動的系の
例に関しては、非限定的に、Ｃａｍｐｂｅｌｌ等への米国特許第４，３７９，４５４号、
Ｇａｌｅ等への米国特許第４，５８８，５８０号、Ｃａｍｐｂｅｌｌ等への米国特許第４
，８３２，９５３号、Ｇａｌｅ等への米国特許第４，６９８，０６２号、Ｃａｍｐｂｅｌ
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ｌ等への米国特許第４，８６７，９８２号、及びＨｕｎｔ等への米国特許第５，２６８，
２０９号を参照することができ、これらに開示された系のいずれも本発明によって用いる
ことができる。受動的経皮投与デバイスの２例を図８と９に説明される。
図８には、受動的経皮投与デバイス８８は経皮投与されるべき治療剤（例えば、薬物）を
含有する溜め９０を含む。溜め９０は好ましくはその中に分散された作用剤を含有するマ
トリックスの形状である。溜め９０は作用剤に対して不透過性であるバッキング層９２と
、任意の速度制御膜９４との間に差し込まれる。図８では、溜め９０は、例えば、その形
状を維持するために充分に粘稠であるポリマーのような物質から形成される。溜め９０の
ために例えば水性ゲルのような、より低粘性の物質を用いるならば、バッキング層９２と
速度制御膜９４とは漏出を防ぐためにそれらの周辺の周囲を一緒にシールされる。膜９４

50

(9)

JP 4153999 B2 2008.9.24

の下方には、デバイス２中の開口（図示せず）を通って膜９４に接触するまで伸びる、そ
の皮膚接触面上の結合媒体６５付きの皮膚穿刺デバイス２が配置される。デバイス８８は
デバイス２の周辺の周囲の接触接着層９６と、任意に、既述された実施態様のいずれかの
固定要素とによって体表に接着する。大抵の場合に、結合媒体６５は最初は作用剤を含有
する。除去可能な剥離ライナー（図示せず）が通常、接着層９６の暴露面に沿って備えら
れ、デバイス１０を体表に接着する前に除去される。
或いは、拡大図９に示すように、経皮治療デバイス９８をフレキシブル接着性オーバーレ
イ１００によって体表に取り付けることができる。デバイス９８は好ましくは、その中に
分散した作用剤を含有するマトリックスの形状である作用剤含有溜め９０から構成される
。結合媒体６５が開口８を通って伸びて溜め９０に接触する。或いは、溜め９０中のマト

10

リックスは開口８を通って伸びて、最初に結合媒体６５に接触する、又は溜めと結合媒体
とは同じであることができる。不透過性バッキング層１０２は溜め９０の片面に隣接して
備えられる。接着性オーバーレイ１００はデバイスを体表上に維持する。接着性オーバー
レイ１００はデバイス９８の残りの要素と一緒に製造することも、又はデバイス９８の残
りの要素とは別々に製造することもできる。ある一定の製剤によっては、接着性オーバー
レイ１００は図８に示すように接触接着剤９６よりも好ましいと考えられる。このことは
例えば作用剤溜めが接触接着層９６の接着性に不利な影響を与える物質（例えば、油性界
面活性剤）を含有する場合に該当する。不透過性バッキング層１０２は溜め９０よりもや
や大きく、このようにして溜め中の作用剤がオーバーレイ１００中の接着剤と不利に相互
作用するのを防止することが好ましい。任意に、図８の膜９４と同様な速度制御膜（図９
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に示さず）を溜め９０の体表側に備えることができる。除去可能な剥離ライナー（図示せ
ず）も通常はデバイス９８に備えて、デバイス９８を体表に貼付する直前に除去する。
溜め９０の製剤は水性ベース（aqueous based）でも、非水性ベース（nonaqueous based
）でもよい。製剤は作用剤を必要な流量で作用剤を投与するように設計される。水性製剤
は典型的に水と、ゲル化剤としての例えば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、ヒドロキシエチルメタクリレート及び、ソフトコンタクトレンズに用い
られるポリマーのような親水性ポリマー約１〜６０重量％とを含む。典型的に非水性製剤
はシリコーン流体、シリコーンゴム、炭化水素ポリマー、ポリイソブチレン、ゴム又は鉱
油から構成される。鉱油ベース・ゲル（mineral oil‑based gel）も典型的に、例えばコ
ロイド状二酸化ケイ素のようなゲル化剤１〜２重量％を含有する。
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そのなかに作用剤を有する溜めマトリックスは投与される作用剤、吸収抑制剤（uptake i
nhibiting agent）（存在する場合）及びそのためのキャリヤーと適合しなければならな
い。水性ベース系を用いる場合には、溜めマトリックスは好ましくは親水性ポリマー（例
えば、ヒドロゲル）である。非水性ベース系を用いる場合には、溜めマトリックスは好ま
しくは疎水性ポリマーから構成される。適当なポリマーマトリックスは経皮薬物投与分野
において周知である。
定常な作用剤投与速度が望ましい場合には、作用剤はマトリックス又はキャリヤー中に飽
和を越える濃度で存在し、この過剰量は系の作用剤投与期間の望ましい長さの関数である
。しかし、作用剤と吸収抑制剤（存在する場合）とが連続的にかつ同じ範囲において（co
‑extensively）同じ体表部位に、作用剤による皮膚刺激を軽減又は除去するために充分な
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量でかつ充分な時間にわたって投与されるかぎり、本発明から逸脱せずに、作用剤は飽和
未満のレベルにおいて存在することができる。
作用剤の他に、結合媒体は染料、顔料、不活性充填剤、透過促進剤、賦形剤粘着付与剤（
tackifier）、中性ポリマー、界面活性剤、試薬、緩衝剤、可塑剤（plasticizer）、及び
当該技術分野で公知の、薬剤製品又は経皮デバイスの他の慣用的な成分を含有することも
できる。
溜め中に存在する作用剤量と溜めのサイズとは一般に非限定的であり、その放出される形
で望ましい局所及び／又は全身の生理的及び／又は薬理学的効果をもたらすことに有効で
ある作用剤量に等しいか又はこの作用剤量よりも大きい量である。
作用剤が投与される好ましい形は一般に、用いられる投与系の種類を決定し、この逆も同
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じである（vice versa）。即ち、拡散によって作用剤を投与する

受動的系

又は電気的

移送によって作用剤を投与する電気を動力源とする系の選択は、大抵は、作用剤の形態に
よって決定される。例えば、受動的投与系に夜と、作用剤が角質層を通って拡散するとき
に作用剤が水溶性塩形であるよりも、その遊離塩基形又は酸形で投与されることが好まし
いことが一般に認められている。他方では、電気的移送式投与デバイスによると、作用剤
が一般に水に溶解性であるべきであることが認められている。無傷の皮膚を通っての受動
的経皮作用剤投与と電気的移送による経皮作用剤投与との経路が異なることが一般に考え
られ、受動的投与は皮膚の脂質領域（即ち、疎水性領域）を通って生じ、電気的移送式投
与は例えば毛包及び汗腺に関連した孔のような親水性経路若しくは孔を通って生じる。穿
刺された皮膚の場合には、水性である生成経路を通ってのかなりの受動的流量を期待する
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ことができる。穿刺された皮膚の場合に受動的投与される作用剤は一般に親水性（例えば
、水溶性塩形）であり、電気的移送式投与のための作用剤の好ましい形態も親水性（例え
ば、水溶性塩形）である。受動的投与では、イオン化作用剤（例えば、水溶性）と非イオ
ン化作用剤（例えば、親水性）との組合せを用いることができる。
溶媒によって運ばれる結合流動（connective flow）によって作用剤を投与する浸透性及
び圧力駆動系では、作用剤がキャリヤー溶媒中に充分な溶解性を有することが好ましい。
これに関して本発明は特定のデバイスに限定されないので、本発明が非常に多様な浸透性
及び圧力駆動系に関連して用いられうることは当業者によって理解されるであろう。浸透
性及び圧力駆動デバイスの例に関しては、Ｅｃｋｅｎｈｏｆｆへの米国特許第４，３４０
，４８０号、Ｔｈｅｅｕｗｅｓ等への米国特許第４，６５５，７６６号、Ｅｃｋｅｎｈｏ
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ｆｆへの米国特許第４，７５３，６５１号、Ｇｒｏｓｓ等への米国特許第５，２７９，５
４４号、Ｔｈｅｅｕｗｅｓ等への米国特許第４，６５５，７６６号、Ｇｒｏｓｓ等への米
国特許第５，２４２，４０６号、及びＥｃｋｅｎｈｏｆｆへの米国特許第４，７５３，６
５１号を参照することができ、これらのいずれも本発明によって用いることができる。
本発明は、皮膚を包含する体表及び膜を通して通常投与される、広範囲な種類の薬物のい
ずれの種類内の作用剤の投与に関連しても有用である。一般に、これは非限定的に、本明
細書で用いるかぎり、

作用剤

、及び

治療剤

なる表現は相互交換可能に用いられ、

所望の通常有利な効果を生じるために生活する生物に投与される任意の薬剤学的に受容可
能な作用剤及び好ましくは治療有効物質（例えばドラッグ又はプロドラッグ）としてそれ
らの最も広い解釈を有するように意図される。一般に、これは、非限定的に、例えば抗生
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物質と抗ウイルス剤のような抗感染薬、例えばフェンタニル、スフェンタニル、ブプレノ
ルフィンのような鎮痛薬と鎮痛複合薬（analgesic combinations）、麻酔薬、食欲減退薬
、抗関節炎薬、例えばテルブタリンのような抗喘息薬、抗痙攣薬、抗うつ薬、抗糖尿病薬
、下痢止め、抗ヒスタミン薬、抗炎症薬、抗偏頭痛剤、例えばスコポラミン及びオンダン
セトロンのような乗り物酔い治療剤（antimotion sickness preparation）、抗おう吐薬
、抗腫瘍薬（antineoplastics）、抗パーキンソン病薬、かゆみ止め、抗精神病薬、解熱
薬、胃腸及び尿路抗コリン作動薬を含む鎮痙薬、交感神経作用薬（sympathomimetrics）
、キサンチン誘導体、例えばニフェジピンのようなカルシウムチャンネル遮断薬を含む心
血管系製剤、ベータ遮断薬、例えばドブタミン及びリトドリンのようなベータアゴニスト
、抗不整脈薬、例えばアテノロールのような抗高血圧薬、例えばラニチジン（ranitidine
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）のようなＡＣＥ阻害剤、利尿薬、全身、冠状、末梢及び脳血管を含む血管拡張薬、中枢
神経系刺激薬、咳き薬及び風邪薬、うっ血除去薬、診断薬、例えば上皮小体ホルモンのよ
うなホルモン、ビスホスホリエート（bisphosphoriates）、催眠薬、免疫抑制薬、筋弛緩
薬、副交感神経遮断薬、副交感神経作用薬（parasympathomimetrics）、プロスタグラン
ジン類、精神刺激薬、鎮静薬及びトランキライザーを包含する主要な治療分野の全てにお
ける薬物を含む。
本発明はまた、天然に生成した、又は化学的に合成された、又は組換え的に作製されたの
いずれであっても、タンパク質、ペプチド及びそのフラグメントの経皮投与にも有用であ
る。本発明はさらに、オリゴヌクレオチド薬物、ポリヌクレオチド薬物、及び遺伝子を包
含するヌクレオチド系（nucleotidic）薬物の投与に関連して用いることもできる。これ
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らの物質は典型的に少なくとも約３００ダルトンの分子量、さらに典型的には少なくとも
約３００〜４０，０００ダルトンの範囲内の分子量を有する。このサイズ範囲内のペプチ
ド及びタンパク質の特定の例は、非限定的に、ＬＨＲＨ、例えばゴセレリン、ブセレリン
、ゴナドレリン、ナファレリン（napharelin）及びロイプロリドのようなＬＨＲＨ類似体
、ＧＨＲＨ、ＧＨＲＦ、インシュリン、インスルトロピン（insultropin）、カルシトニ
ン、オクトレオチド、エンドルフィン、ＴＲＨ、ＮＴ−３６（化学名：Ｎ−［［（Ｓ）−
４−オキソ−２−アゼチジニル］カルボニル］−Ｌ−ヒスチジル−Ｌ−プロリンアミド）
、リプレシン（liprecin）、下垂体ホルモン（例えば、ＨＧＨ、ＨＭＧ、ＨＣＧ，デスモ
プレシン酢酸）、卵胞ルテオイド、ＡＮＦ、例えば成長因子放出因子（ＧＦＲＦ）、ＭＳ
Ｈ、ＧＨ、ソマトスタチン、ブラディキニン、ソマトトロピン、血小板由来増殖因子、ア
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スパラギナーゼ、硫酸ブレオマイシン、キモパパイン、コレシストキニン、絨毛性性腺刺
激ホルモン、コルチコトロピン（ＡＣＴＨ）、エリスロポイエチン、エポプロステノール
（血小板凝固阻害因子）、グルカゴン、ＨＣＧ、ヒルログ（hirulog）、ヒアルロニダー
ゼ、インターフェロン、インターロイキン、メノトロピン（menotropin）類（例えば、ウ
ロフォリトロピン（ＦＳＨ）とＬＨ）、オキシトシン、ストレプトキナーゼ、組織プラス
ミノーゲン活性因子、ウロキナーゼ、バソプレシン、デスモプレシン、ＡＣＴＨ類似体、
ＡＮＰ、ＡＮＰクリアランス阻害因子、アンギオテンシンＩＩアンタゴニスト、抗利尿ホ
ルモンアゴニスト、ブラジキニンアンタゴニスト、セレダーゼ、ＣＳＩ類（CSI

s）、カ

ルシトニン遺伝子関連ペプチド（ＣＧＲＰ）、エンケファリン類、ＦＡＢフラグメント、
ＩｇＥペプチド抑制因子、ＩＧＦ−１、神経栄養因子、コロニー刺激因子、上皮小体ホル
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モンとアゴニスト、上皮小体ホルモンアンタゴニスト、プロスタグランジンアンタゴニス
ト、ペンチゲチド（pentigetide）、プロテインＣ、プロテインＳ、レニン阻害因子、チ
モシンα−１、血栓溶解薬、ＴＮＦ、ワクチン、バソプレシンアンタゴニスト類似体、α
−１抗トリプシン（組換え体）及びＴＧＦ−βを包含する。
上述したように、本発明のデバイス２は、非限定的に、リバース電気的移送（即ち、イオ
ン導入法及び／又は電気的浸透）、浸透、及び受動的拡散を包含するサンプリング・デバ
イスと共に用いることもできる。図１０は結合媒体６５付きのデバイス２に関して前述し
た実施態様のいずれかと組み合わせた浸透性サンプリング・デバイス１０４を説明する。
浸透性サンプリング・デバイスを用いて、非限定的に、グルコース、電解質、アルコール
及び法的に是認されない物質（例えば、乱用薬物（drugs of abuse））を含めた多様な作
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用剤のいずれかを体表からサンプリングするために用いることができる。浸透性サンプリ
ング・デバイス１０４はフレキシブル接着性オーバーレイ１００によって体表に取り付け
る。デバイス１０４は、サンプリングすべき作用剤を蓄える層９４から半透過膜９５によ
って分離された塩層１０６から成る。この層９４は、層（例えば、ヒドロゲル）が体表か
ら抽出された流体を通過させるが、サンプリングされた作用剤を保持する点で性質として
吸収剤である。その上部に結合媒体６５を有するデバイス２は、デバイス２上の突起部が
体表を穿刺し、結合媒体６５が体表と良好に接触するように層９４と接触する。塩層１０
６は結合媒体６５と層９４とを通して浸透によって身体から流体を抽出する。身体から抽
出された流体はサンプリングされた作用剤を含有する。作用剤を含有する流体が層９４を
通過するときに、作用剤は層９４中に保持され、流体は塩層１０６によって吸収される。
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好ましくは、塩層は、そのなかに流体を保持するように、自由に膨張するか、又は半透過
膜９５中に封入される。サンプリングされた作用剤はその場で直接測定されうるか、又は
層９４から引き出されて、慣用的な手段によってサンプリングされうる。
或いは、塩層１０６と、層９４と、半透過膜９５とを一緒にして、吸収された流体とサン
プリングされた作用剤とを蓄える吸収性ヒドロゲルの１つの層にすることができる。さら
に、この１つの層を結合媒体６５として形成することによって、デバイスを非常に簡単化
することができる。
下記実施例は、この実施例と他のその同等物は当業者に本発明の開示と図面とを考慮する
ならば明らかになるので、本発明を単に例証する。
実施例１
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デカペプチド薬物の電気的移送式投与中の無毛モルモットの薬

物流量及び皮膚抵抗に対するその効果に関して評価する。デバイスの明細を次に述べる。
デバイスは、２個のブレードを有する複数個の長方形開口を有する部材から成り、各開口
の０．２５ｍｍ2空隙領域の各端部に１つのブレードが存在する。開口は対をなして整列
し、先行開口対に対して全ての他の開口対は９０度の角度で配向する。ブレードの全ては
約５００μｍ長さである。２５６空隙領域／ｃｍ2と、５１２ブレード／ｃｍ2とが存在す
る。０．１ｍＡ／ｃｍ2の定常電流を供給する電気的移送式系が用いられる。これは、Ｄ
ｕｌｂｅｌｃｏリン酸塩緩衝化生理食塩水吸收ゲル（Dulbelco=s phosphate buffered sa
line imbibing gel）を含むカソードカウンター溜めと、ｐＨ７．５において緩衝化され
たデカペプチドの水溶液を含有するヒドロキシエチルセルロースゲルを含むドナーアノー
ド溜めとから成る。電気的移送式系を軽度に麻酔された無毛モルモットの皮膚上に配置す
る。デカペプチド流量を、このペプチドの尿中排泄を測定することによって、評価する。
本発明の使用は通常の電気的移送式デバイスに比べて、移送期間にわたって増加したデカ
ペプチド流量を生じる。
本発明の要旨又は重要な性質から逸脱せずに、本発明が他の特定の形でも具現化されうる
ことは、当業者によって理解されるであろう。それ故、現在開示した実施態様はあらゆる
点で例証的であり、限定的ではないと見なされる。本発明の範囲は上記説明によってでは
なく、添付請求の範囲によって表示され、本発明の同等物の意味と範囲内に入るあらゆる
変化は本発明に含まれるように意図される。

【図１】

【図２】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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