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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水、トレハロースおよび水溶性高分子を含有する、内視鏡検査、注腸Ｘ線検査、婦人科
および泌尿器科領域における潤滑補助、直腸指診または浣腸に使用される医療用潤滑剤。
【請求項２】
　水溶性高分子がカルボキシメチルセルロースナトリウムである請求項１に記載の医療用
潤滑剤。
【請求項３】
　さらに、トレハロース以外の保湿剤を含有する請求項１または２に記載の医療用潤滑剤
。
【請求項４】
　トレハロース以外の保湿剤がグリセリンである請求項３に記載の医療用潤滑剤。
【請求項５】
　さらに、保存剤を含有する請求項１～４のいずれかに記載の医療用潤滑剤。
【請求項６】
　保存剤がメチルパラベンおよび／またはプロピルパラベンである請求項５に記載の医療
用潤滑剤。
【請求項７】
　粘度が、１５００～１５０００ｍＰａ・ｓである請求項１～６のいずれかに記載の医療
用潤滑剤。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、新規医療用潤滑剤に関し、さらに詳しくは水、トレハロースおよび水溶性高
分子を含有する医療用潤滑剤に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、内視鏡検査等では経験的に粘滑・表面麻酔薬を塗布した検査機器等を使用し
ていたが、検査時に時間の経過とともに患者の体内で麻酔薬に含まれる水分が蒸発し、該
麻酔薬が剥離し、医療器具と体内との接触により出血が起こる等の問題が生じていた。
　また、麻酔薬を大量に使用するとアナフィラキシーショックを起こすこともあるため、
麻酔薬は大量に使用できないという制約があった。
　そこで、麻酔薬に加えて、水の蒸散を抑制し、潤滑性を維持するために、麻酔成分を含
まない医療用潤滑剤が提案されている（特許文献１）。
【０００３】
　しかしながら、現在提案されている医療用潤滑剤は、使用する際に、えぐ味や刺激性を
感じる等官能性の面で問題があった。
　さらに、医療器具は、感染症を予防するため、使用する毎に洗浄・消毒・滅菌を行う必
要があるが、使用後の医療器具の洗浄に時間を要し、簡便に利用できないという問題が生
じていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１１－２４４３７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、蒸散性を抑え、味が改善され、かつ使用後の医療器具の洗浄が容易である医
療用潤滑剤を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意研究を重ねた結果、医療用潤滑剤に水、
トレハロースおよび水溶性高分子を含有させることにより、蒸散性を抑え、味が改善され
、かつ使用後に内視鏡等の器具を容易に洗浄できることを見出し、さらに検討を重ねて本
発明を完成するに至った。
【０００７】
　すなわち、本発明は、
［１］　水、トレハロースおよび水溶性高分子を含有する医療用潤滑剤、
［２］　水溶性高分子がカルボキシメチルセルロースナトリウムである前記［１］に記載
の医療用潤滑剤、
［３］　さらに、トレハロース以外の保湿剤を含有する前記［１］または［２］に記載の
医療用潤滑剤、
［４］　トレハロース以外の保湿剤がグリセリンである前記［３］に記載の医療用潤滑剤
、
［５］　さらに、保存剤を含有する前記［１］～［４］のいずれかに記載の医療用潤滑剤
、
［６］　保存剤がメチルパラベンおよび／またはプロピルパラベンである前記［５］に記
載の医療用潤滑剤、
［７］　内視鏡検査、注腸Ｘ線検査、婦人科および泌尿器科領域における潤滑補助、直腸
指診または浣腸に使用される前記［１］～［６］のいずれかに記載の医療用潤滑剤、
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［８］　粘度が、１５００～１５０００ｍＰａ・ｓである前記［１］～［７］のいずれか
に記載の医療用潤滑剤、
に関する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の医療用潤滑剤は、蒸散性が低く、味が改善され、かつ使用後の医療器具の洗浄
が容易であるという特長を有する。また、本発明の医療用潤滑剤は麻酔成分を必要としな
いため、この場合、ショックを起こさないという特長も有する。さらに、本発明の医療用
潤滑剤は無臭で、飲み込んでも安全であるという特長も有する。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明に用いるトレハロースは、公知の方法により製造することができ、矯味剤として
の性質だけでなく、保湿剤としての性質を有する。
　そのようなトレハロースを製造する方法としては、特に限定されないが、例えば特許３
６１６１６６号明細書または特許３９４９６４１号明細書に記載されている方法等が挙げ
られる。具体的には、デンプンの還元末端をトレハロース構造に変えるグリコシルトレハ
ロース生成酵素（例えばマルトオリゴシルシンターゼ（ＭＴＳａｓｅ）等）と、そのトレ
ハロース構造部分を切り離していくトレハロース遊離酵素（例えばマルトオリゴシルトレ
ハロヒドラーゼ（ＭＴＨａｓｅ）等）の２つの酵素を作用させることで、デンプンから非
常に高い収率で高純度のトレハロースを安価に大量生産することができる。また、シクロ
マルトデキストリングルカノトランスフェラーゼ（ＣＧＴａｓｅ）を合わせて用いる方法
によっても大量生産することができる。未反応のデンプンの除去方法等も公知の方法でよ
く、特に制限はない。また、トレハロースとしては、市販品を用いてもよく、例えばＴＲ
ＥＨＡ（登録商標、株式会社林原）等が挙げられる。トレハロースの含有量は特に限定さ
れないが、医療用潤滑剤全量に対して、通常０．１～１０質量％程度、好ましくは０．５
～５質量％程度である。
【００１０】
　本発明に用いる水溶性高分子としては、水溶性であれば特に限定されず、水溶性の天然
高分子、水溶性の半合成高分子、水溶性の合成高分子、水溶性の無機高分子等の水溶性高
分子類が挙げられる。水溶性の天然高分子としては、デキストリン、シクロデキストリン
類（α－シクロデキストリン、β－シクロデキストリンまたはγ－シクロデキストリン等
）、タマリンドガム、アラビアガム、グアガム、カラギーナン、クインスシード（マルメ
ロ）、アルファ化デンプン（コメ、トウモロコシ、バレイショ、コムギ）、グリチルリチ
ン酸、トラガカントガム、キャロブガム、ペクチン、ガラクタン、カラヤガム、カンテン
、アルゲコロイド（カッソウエキス）等の植物系高分子、キサンタンガム、デキストラン
、サクシノグルカン、プルラン等の微生物系高分子、コラーゲン、ゼラチン、カゼイン、
アルブミン等の動物系高分子等が挙げられる。水溶性の半合成高分子としては、カルボキ
シメチルデンプン、メチルヒドロキシプロピルデンプン等のデンプン系水溶性半合成高分
子、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、
メチルヒドロキシプロピルセルロース、セルロース硫酸ナトリウム、カルボキシメチルセ
ルロースナトリウム（ＣＭＣ－Ｎａ）、セルロース末等のセルロース系水溶性半合成高分
子、アルギン酸ナトリウム、アルギン酸プロピレングリコールエステル等のアルギン酸系
水溶性半合成高分子が挙げられる。水溶性の合成高分子としては、ポリビニルアルコール
、ポリビニルピロリドン、カルボキシビニルポリマー（カーボポール）、ポリビニルメチ
ルエーテル等のビニル系水溶性合成高分子、ポリエチレングリコール－20,000、ポリエチ
レングリコール－4,000,000、ポリエチレングリコール－600,000等のポリオキシエチレン
系水溶性合成高分子、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレン共重合体等の共重合系水
溶性合成高分子、ポリアクリル酸ナトリウム、ポリアクリルアミド、ポリエチルアクリレ
ート等のアクリル系水溶性合成高分子、ポリエチレンイミン、カチオンポリマー等が挙げ
られる。水溶性の無機高分子としては、ラポナイト等が挙げられる。水溶性高分子として
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は、好ましくはカルボキシメチルセルロースナトリウム、ヒドロキシエチルセルロース、
カルボキシビニルポリマーである。水溶性高分子の含有量は特に限定されないが、医療用
潤滑剤全量に対して、通常０．１～１０質量％程度、好ましくは１～５質量％程度である
。これらの水溶性高分子は、市販品を使用してもよく、あるいは当該分野で公知の方法で
製造したものを使用することができる。
【００１１】
　また、本発明の医療用潤滑剤は、トレハロース以外の保湿剤を含んでいてもよい。その
ような保湿剤としては、本発明の効果を妨げない限り特に限定されないが、例えばグリセ
リン、ブチレングリコール、プロピレングリコール、ソルビトール等の多価アルコール類
；ヒアルロン酸、コンドロイチン硫酸、デルマタン硫酸、ヘパラン硫酸、ヘパリン、ケラ
ンタン硫酸等のムコ多糖類、またはこれらの薬理学的に許容しうる塩（例えば、ヒアルロ
ン酸ナトリウム等）；スフィンゴ脂質、コレステロール、リン脂質等の脂質類、またはこ
れらの誘導体（例えば、水素添加大豆リン脂質等）；Ｄ－パントテニルアルコール等のパ
ントテン酸誘導体；コラーゲン、エラスチン、ケラチン等のタンパク質、これらの誘導体
またはこれらの薬理学的に許容しうる塩；アミノ酸、乳酸ナトリウム、ピロリドンカルボ
ン酸ナトリウム等の天然保湿因子（Natural Moisturizing Factor：ＮＭＦ）成分等が挙
げられ、グリセリン、ヒアルロン酸ナトリウム、水素添加大豆リン脂質、Ｄ－パントテニ
ルアルコール、コラーゲン、グルタミン酸、乳酸ナトリウムが好適に挙げられ、プロピレ
ングリコールは除いてもよい。これらの保湿剤は単独または２種以上を組み合わせて使用
することもできる。本発明の医療用潤滑剤において、トレハロース以外の保湿剤の含有量
は、その形態等に応じて適宜選択することができ、特に限定されないが、医療用潤滑剤全
量に対して、通常１～２５質量％程度、好ましくは５～２０質量％程度、とりわけ好まし
くは８～１５質量％程度である。これらのトレハロース以外の保湿剤は、市販品を使用し
てもよく、あるいは当該分野で公知の方法で製造したものを使用することができる。
【００１２】
　本発明の医療用潤滑剤は、さらに保存剤を含んでいてもよい。保存剤としては、本発明
の効果を妨げない限り特に限定されないが、例えば、安息香酸ナトリウム、亜硫酸水素ナ
トリウム、パラベン、メチルパラベン、エチルパラベン、プロピルパラベン、ブチルパラ
ベン、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、グルコン酸クロルヘキシジン、塩化
セチルピリジウム、クロロブタノール、ベンジルアルコール、フェネチルアルコール、デ
ヒドロ酢酸ナトリウム、ソルビン酸、ソルビン酸ナトリウム、パラクロルメトキシフェノ
ールまたはパラクロルメタクレゾール等が挙げられ、好ましくはメチルパラベンまたはプ
ロピルパラベンである。保存剤は必要に応じて１種以上を組み合わせて用いてもよく、メ
チルパラベンおよびプロピルパラベンを用いるのが好ましい。保存剤の含有量は特に限定
されないが、医療用潤滑剤全量に対して、通常０．００１～０．５質量％程度、好ましく
は０．０１～０．２質量％程度である。これらの保存剤は、市販品を使用してもよく、あ
るいは当該分野で公知の方法で製造したものを使用することができる。
【００１３】
　本発明の医療用潤滑剤は、それ自体公知の方法によって製造でき、例えば、上記した成
分をホモミキサー、コロイドミル、三本ロールミル、タービン型内歯付攪拌機、高吐出型
プロペラ　サタケＰ３６型（佐竹化学機械工業社製）等の混合機を用いて均一に混合する
ことにより製造することができる。
【００１４】
　本発明の医療用潤滑剤には、本発明の効果を妨げない限り特に限定されず、当該分野で
周知の添加剤を幅広く使用することが可能であり、例えばクエン酸トリエチル、大豆レシ
チン、アラビアゴム、ショ糖脂肪酸エステル等の可塑剤、可溶化剤、界面活性剤、矯味剤
等が例示される。
【００１５】
　本発明の医療用潤滑剤の粘度は、日本工業規格（ＪＩＳ）の粘度測定法（ＪＩＳ　Ｋ　
７１１７－２）に準拠し、共軸－二重円筒形粘度計における測定システムとしてＢｌｏｏ



(5) JP 5340823 B2 2013.11.13

10

20

30

40

50

ｋｆｉｅｌｄ社製少量サンプルチャンバー１３ＲおよびスピンドルＳＣ４－３４を使用し
、温度２５℃で測定した粘度を意味し、通常１５００～１５０００ｍＰａ・ｓ程度、好ま
しくは２０００～１２０００ｍＰａ・ｓ程度、さらに好ましくは２２００～１００００ｍ
Ｐａ・ｓ程度、とりわけ好ましくは２５００～９０００ｍＰａ・ｓ程度である。粘度が１
５００ｍＰａ・ｓ程度以下の場合、使用時に液だれが起きやすく、１５０００ｍＰａ・ｓ
程度以上の場合、べたつきが増し、洗浄性が低下するためである。粘度の測定は、例えば
デジタル粘度計（商品名：LVDVIII-ULTRA、Brookfield社製）を用いて測定することがで
きる。
【００１６】
　本発明の医療用潤滑剤は、医療用潤滑ゼリーとして好適に使用でき、医療行為に用いる
限り特に限定されないが、例えば内視鏡検査、注腸Ｘ線検査、婦人科および泌尿器科領域
における潤滑補助、直腸指診または浣腸等に好適に使用される。具体的には、例えば内視
鏡検査において、内視鏡挿入部表面に本発明の医療用潤滑剤を塗布して使用することがで
きる。
【００１７】
　本発明の医療用潤滑剤は、使用後に、通常の洗浄（例えば、水洗等）により容易に除去
できる。
【実施例】
【００１８】
　以下に実施例および比較例を用いて本発明を説明するが、本発明はこれらに限定される
ものではない。
【００１９】
　［実施例１］
医療用潤滑剤の製造
　医療用潤滑剤の総質量の８０％（ｗ／ｗ）に相当する蒸留水を８０℃～９０℃に加熱し
た。表１に示す配合量にて、グリセリン、トレハロース、メチルパラベン（以下、ＭＰと
略称する。）およびプロピルパラベン（以下、ＰＰと略称する。）を前記蒸留水に加えて
攪拌、溶解させ、溶解を確認した後、溶液の温度を５０℃～６０℃まで下げた。次いで、
溶液を攪拌しながらカルボキシメチルセルロースナトリウム（以下、ＣＭＣ－Ｎａと略称
する。）を徐々に加えて溶解させ、溶解を確認した後、溶液の温度を２０℃～３０℃まで
下げた。さらに、蒸留水を加えた後、攪拌して均一にし、医療用潤滑剤を得た（以下、実
施例品１という。）。得られた医療用潤滑剤の粘度をデジタル粘度計（商品名：LVDVIII-
ULTRA、Brookfield社製）を用いて測定した。医療用潤滑剤の粘度は、６７４９ｍＰａ・
ｓであった。
【００２０】
【表１】
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【００２１】
［比較例１～７］
　実施例１において、各配合成分を表２の組成とする以外は、実施例１と同様にして、比
較例１～６の医療用潤滑剤を製造した（以下、比較例品１～６という。）。比較例７とし
ては、市販品を用いた（以下、比較例品７という）。得られた医療用潤滑剤の各粘度をデ
ジタル粘度計（商品名：LVDVIII-ULTRA、Brookfield社製）を用いて測定した。測定結果
を下記表３に示す。
【００２２】
【表２】

【００２３】
【表３】

【００２４】
［試験例１］
　セミミクロ化学天秤（型式：ＡＴ２０１／ＡＸ２０５、ＭＥＴＴＬＥＲ　ＴＯＬＥＤＯ
社製）で風袋の質量（プラスチックシャーレ(直径３ｃｍ×高さ１ｃｍ、フタこみ)）を秤
量した（この質量をＡとする）。各試験検体（実施例品１および比較例品１～７）を各々
シャーレの底面から６ｍｍの高さまで気泡が入らないように充填し、速やかにフタをした
。次いで、充填した試験検体とシャーレの合計質量（試験開始時の総質量）を秤量した（
この質量をＢとする）。シャーレを恒温恒湿器（ＬＨＬ２３－１４Ｍ、ナガノサイエンス
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社製）に移し、その内部でフタを開けて、２０分間下記試験条件に暴露した。２０分後、
速やかに恒温恒湿器内部でシャーレにフタをし、セミミクロ化学天秤で質量（蒸散後の総
質量）を秤量した（この質量をＣとする）。この値を用いて以下の式（１）から、蒸散率
（％）を算出した。結果を図１に示す。
（試験条件）
　３７±１℃，３０±５％ＲＨ（相対湿度：Relative Humidity）
【数１】

（式中、Ａは風袋の質量（ｇ）を表し、Ｂは試験開始時の総質量（ｇ）を表し、Ｃは蒸散
後の総質量（ｇ）を表す。）
【００２５】
　以上の結果から、グリセリンの含有量を増やした場合、蒸散率は低下したが、グリセリ
ンの含有量を増加させると、べたつきが増し、洗浄性が低下するため、含有量にも限界あ
る。また、カルボキシメチルセルロースナトリウムの含有量を増加させすぎると、乾燥し
てフィルムを形成するおそれがあり、プロピレングリコール含有量の増加は刺激性および
苦味の点から、好ましくない。一方、実施例品は、保湿剤の含有量が２倍である比較例６
と比べても、顕著な蒸散率の低下を示すことが確認された。
　一般的に、粘度と蒸散性には相関性があることから、市販品の１／２０以下の低粘度で
あっても、市販品より優れた蒸散率を有する本発明の医療用潤滑剤は、製造機器への機械
的圧力の負荷軽減となる。
【００２６】
［試験例２］
　（１）標準溶液の調製方法
　標準品としてパラオキシ安息香酸メチル（ＭＰ）５０ｍｇを正確に量り、エタノール（
９５％（ｖ／ｖ））を加えて正確に１００ｍＬとした。この液５ｍＬを正確に量り、移動
相を加えて正確に５０ｍＬとした。次いで、この液５ｍＬを正確に量り、移動相を加えて
正確に５０ｍＬとし、標準溶液とした。
　（２）試験検体の調製方法
　回転バスケットに薄膜シール(パラフィルムＭ、Pechiney Plastic. Packaging, Inc.製
)を巻きつけた。薄膜シールを巻いた回転バスケットをセミミクロ化学天秤に載せ、風袋
引きした。試験検体（実施例品１、比較例品１、３、６、７）約５ｇを正確に回転バスケ
ットへ量りとった。
　以下、”第十五改正　日本薬局方　一般試験法　溶出試験法　回転バスケット法の操作
”に従い、下記の溶出試験条件で操作した。ただし、回転バスケットに巻きつけた薄膜シ
ールは試験開始直前に取り除いた。得られた液をメンブランフィルター（捨て液５ｍＬ）
でろ過し、試料溶液とした。
【００２７】
（使用機器）
溶出試験器：富山産業社製、型式：ＮＴＲ－６１００
試験用丸底フラスコ　９００ｍＬ
回転バスケット　３６メッシュ
セミミクロ化学天秤： METTLER TOLEDO社製、型式：ＡＴ２０１／ＡＸ２０５
高速液体クロマトグラフ：Waters社製、Alliance 2690/2487型
カラム：ナカライテスク社製、商品名：COSMOSIL 5C18-AR-II、4.6×250ｍｍ
メンブランフィルター：アドバンテック東洋社製、DISMIC-25HP PTFE 0.45μｍ
（溶出試験条件）
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試験液：水、５００ｍＬ
試験液温度：３７±０．５℃
試験時間：１０分
回転数：１００ｒｐｍ
【００２８】
　（３）液体クロマトグラフィーによる測定
　上記の各試料溶液および標準溶液５μＬについて、下記条件で液体クロマトグラフィー
（ＨＰＬＣ）により測定を行い、メチルパラベンのピーク面積ＡＴおよびＡＳを求めた。
次いで、下記式（２）から溶出率（％）を算出した。結果を図２に示す。なお、この実験
系で標準溶液５μＬにつき、上記条件で試験を６回繰り返した場合、メチルパラベンのピ
ーク面積の相対標準偏差は１．０％以下である。
（ＨＰＬＣ測定条件）
検出器：紫外吸光光度計（測定波長：２５４ｎｍ）；
カラム：５μｍの液体クロマトグラフィー用オクタデシリル化シリカゲルを充填したステ
ンレス管（内径：４．６ｍｍ、長さ：２５０ｍｍ、商品名：COSMOSIL 5C18-AR-II、ナカ
ライテスク社製）；
カラム温度：３０℃付近の一定温度；
移動相：アセトニトリル／２ｍｍｏｌ／Ｌリン酸塩緩衝液（ｐＨ３．０）＝５５／４５の
混液１０００ｍＬにラウリル硫酸ナトリウム２．８８ｇを溶解；
流量：１．０５ｍｌ／分（メチルパラベンの保持時間：３．５分）
【数２】

（式中、ＷＳは標準品採取値（ｍｇ）を表し、ＷＴは試験検体の採取量（ｇ）を表し、Ａ

Ｓは標準液のピーク面積を表し、ＡＴは試料溶液のピーク面積を表し、Ｃはメチルパラベ
ンの理論含量（％）を表す。なお、Ｃの値は０．０８として、溶出率を算出した。）
　以上の結果から、医療用潤滑剤の粘度が上昇するに従って溶出率が低下することが分か
った。これは、医療用潤滑剤の粘度が高いほど洗浄し難くなることを意味する。一方、粘
度がほぼ同等の比較例品６に対して、実施例品１は溶出率に有意な差が認められ、本発明
の医療用潤滑剤は、洗浄の容易さにおいても優れることが確認された。
【００２９】
［試験例３］
　モニター１２名に、等量の実施例品１および比較例品１～７を用いて、刺激性、苦味、
甘味の各項目で官能性試験を実施した。結果を表４に示す。なお、表中の数は人数を表す
。
【００３０】
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【表４】

　以上のように、ＣＭＣ－Ｎａに刺激や苦味があり（比較例品１）、グリセリンを含有す
ることにより苦味はある程度抑制されるものの（比較例品２、３）、グリセリン含量が１
０％を超える試験検体については、グリセリン自身の刺激性が強く現れる傾向を示した（
比較例品４～６）。また、プロピレングリコール含有検体（比較例品５、６）および市販
品（比較例品７）において、刺激や苦味を感じるという回答が多く得られた。一方、実施
例品１については、１２名すべてが刺激および苦味がないとの回答が得られたことから、
本発明の医療用潤滑剤は、刺激や苦味のマスキング効果を有することが認められた。
　以上の結果から、本発明品は、刺激性や苦味が一切なく、官能性においても極めて優れ
ていることが確認された。
【産業上の利用可能性】
【００３１】
　本発明によれば、水、トレハロースおよび水溶性高分子を含有することにより、蒸散性
を抑え、味が改善され、かつ使用後の医療器具の洗浄が容易である医療用潤滑剤を提供す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】図１は、実施例品および比較例品の蒸散率（％）を示す。
【図２】図２は、実施例品および比較例品の溶出率（％）を示す。
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