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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　活性成分を含まない、中央粒径が１００μｍ～３００μｍの範囲にある、薬学的に許容
される迅速分散マイクロ顆粒であって、糖アルコール、糖、またはそれらの混合物、スー
パー崩壊剤、および多機能性添加剤から成り、
　前記多機能性添加剤が前記マイクロ顆粒の１～３重量％の量で存在するアルファ化デン
プンである、迅速分散マイクロ顆粒。
【請求項２】
　請求項１に記載の迅速分散マイクロ顆粒において、前記糖アルコール、糖、またはそれ
らの混合物、スーパー崩壊剤、および多機能性添加剤が、８８～９６（糖アルコール）：
１～１０（崩壊剤）：１～３（多機能性添加剤）の重量％の比で存在することを特徴とす
る迅速分散マイクロ顆粒。
【請求項３】
　請求項１に記載の迅速分散マイクロ顆粒において、前記糖アルコールがマンニトール、
キシリトール、およびそれらの混合物からなる群から選択され、前記糖がラクトース、ス
クロース、フルクトース、およびそれらの混合物から選択されることを特徴とする迅速分
散マイクロ顆粒。
【請求項４】
　請求項１に載の迅速分散マイクロ顆粒において、前記スーパー崩壊剤がクロスポビドン
、クロスカルメロースナトリウム、デンプングリコール酸ナトリウム、低置換ヒドロキシ
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プロピルセルロース、およびそれらの混合物からなる群から選択されることを特徴とする
迅速分散マイクロ顆粒。
【請求項５】
　請求項１に記載の迅速分散マイクロ顆粒において、前記糖アルコールが６０μｍの中央
粒径を有するマンニトールであり、前記崩壊剤が低置換ヒドロキシプロピルセルロースで
あることを特徴とする迅速分散マイクロ顆粒。
【請求項６】
　請求項１に記載の迅速分散マイクロ顆粒において、前記糖アルコールが１５μｍ～３０
μｍの中央粒径を有するマンニトールであり、前記崩壊剤が低置換ヒドロキシプロピルセ
ルロースであることを特徴とする迅速分散マイクロ顆粒。
【請求項７】
　口腔内崩壊錠である医薬投与剤形であって、請求項１に記載の迅速分散マイクロ顆粒お
よび治療有効量の少なくとも１つの活性医薬成分を含む医薬投与剤形。
【請求項８】
　請求項７に記載の医薬投与剤形において、香料、甘味剤、着色剤、圧縮助剤、および追
加の崩壊剤から選択される少なくとも１つの薬学的に許容される賦形剤をさらに含むこと
を特徴とする医薬投与剤形。
【請求項９】
　請求項７または８に記載の医薬投与剤形において、前記活性医薬成分が、味マスキング
、放出制御特性、またはそれらの組合せを付与するための１つまたは複数の機能性ポリマ
ーの１つまたは複数のコーティング、および場合によっては薬学的に許容される賦形剤を
さらに含むことを特徴とする医薬投与剤形。
【請求項１０】
　請求項９に記載の医薬投与剤形において、前記活性医薬成分の前記味マスキングされた
マイクロ粒子が１００～４００μｍの範囲の中央粒径を有し、前記口腔内崩壊錠投与剤形
が、哺乳動物の頬側口腔内で唾液と接触すると迅速に崩壊し、前記味マスキングされた薬
物マイクロ粒子を含有することを特徴とする医薬投与剤形。
【請求項１１】
　請求項９に記載の医薬投与剤形において、味マスキング、放出制御、またはそれらの特
性の組合せを付与された、前記活性医薬成分の前記マイクロ粒子が１００～４００μｍの
範囲の中央粒径を有し、前記口腔内崩壊錠投与剤形が、哺乳動物の頬側口腔内で唾液と接
触すると迅速に崩壊し、味マスキング、放出制御特性、またはそれらの組合せを有する薬
物マイクロ粒子の、滑らかでざらつきのない飲み込み容易な懸濁液を形成し、１日１回ま
たは１日２回の投与レジメンに適した血漿濃度－時間プロフィールを示すことを特徴とす
る医薬投与剤形。
【請求項１２】
　請求項７または９に記載の医薬投与剤形において、前記口腔内崩壊錠投与剤形が、ブリ
スターまたはボトルへの包装、保管、商品流通のための輸送、および最終使用の間におけ
る摩耗に耐えるのに十分な高錠剤硬度および低摩損度を達成するように、ロータリー打錠
機上で前記口腔内崩壊錠組成物の成分を圧縮することにより形成されることを特徴とする
医薬投与剤形。
【請求項１３】
　請求項７または９に記載の医薬投与剤形において、前記口腔内崩壊錠投与剤形が、米国
薬局方メソッド＜７０１＞により崩壊時間に関して試験される場合に、３０秒以内に崩壊
することを特徴とする医薬投与剤形。
【請求項１４】
　請求項１２に記載の医薬投与剤形において、前記口腔内崩壊錠投与剤形が、ステアリン
酸マグネシウム、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、ナトリウ
ムステアリルフマラート、およびベヘン酸グリセリルからなる群から選択される滑沢剤を
使用して、各圧縮前に、材料に接触するパンチ表面およびダイ壁を滑らかにするための外
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部滑沢装置を装備したロータリー打錠機上で圧縮されることを特徴とする医薬投与剤形。
【請求項１５】
　請求項１２に記載の医薬投与剤形において、前記口腔内崩壊錠投与剤形の前記成分が、
ステアリン酸マグネシウム、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
、ナトリウムステアリルフマラート、ベヘン酸グリセリル等からなる群から選択される滑
沢剤で前記成分を内部的に滑らかにした後に圧縮されることを特徴とする医薬投与剤形。
【請求項１６】
　請求項７または９に記載の医薬投与剤形において、前記治療剤が、中枢神経系に対する
薬物、抗うつ剤、鎮吐剤、心血管作動剤、覚醒剤／抗不安剤、鎮静剤、抗てんかん剤、鎮
痛剤／解熱剤、関節リウマチ剤、抗偏頭痛剤、オピオイド、パーキンソン病に対する薬物
、抗精神病剤、血小板凝集阻害剤、骨格筋弛緩剤、抗アルツハイマー薬、鎮痙剤、プロト
ンポンプ阻害剤、ヒスタミンＨ２拮抗剤、胃腸障害アミノサリチル酸、メトロニダゾール
、コルチコステロイド、抗糖尿病剤、抗アレルギー剤、および抗生物質から選択されるこ
とを特徴とする医薬投与剤形。
【請求項１７】
　請求項１４に記載の医薬投与剤形において、前記活性医薬成分が、アンフェタミン、メ
チルフェニデート、シタロプラム、セルトラリン、オンダンセトロン、ピンドロール、ニ
カルジピン、グアンファシン、リスイナラプリル（ｌｉｓｉｎａｌａｐｒｉｌ）、バルサ
ルタン、カルベジロール、アムロジピン、ニフェジピン、フロセミド、ニトラゼパム、フ
ェニトイン；鎮静剤、クロナゼパ（ｃｌｏｎａｚｅｐａ）、テマゼパム、ゾルピデム、ジ
フェンヒドラミン、ラモトリギン、イブプロフェン、ジクロフェナクナトリウム、スマト
リプタン、フェンタニル、オキシコドン、アマンタジン、セレゲリン（ｓｅｌｅｇｅｌｉ
ｎｅ）、パリペリドン、プラスグレル、チクロピジン、ジピリダモール、シロスタゾール
、シクロベンザプリン、バクロフェン、チザニジン、ガランタミン、ジサイクロミン、パ
ントプラゾール、ファモチジン、メトクロプラミド、シサプリド、アミノサリチル酸、テ
ガセロッド、メトロニダゾール、メトホルミン、パラモマイシン（ｐａｒａｍｏｍｙｃｉ
ｎ）、およびセファレキシンからなる、経口投与用に承認されたかまたは承認されうる群
から選択されることを特徴とする医薬投与剤形。
【請求項１８】
　請求項７または８に記載の医薬投与剤形において、前記少なくとも１つの活性医薬成分
が１つまたは複数の機能性ポリマーによる味マスキングコーティングを必要としないこと
を特徴とする医薬投与剤形。
【請求項１９】
　請求項１８に記載の医薬投与剤形において、前記活性医薬成分が、アンフェタミン、メ
チルフェニデート、シタロプラム、セルトラリン、オンダンセトロン、ピンドロール、ニ
カルジピン、グアンファシン、リスイナラプリル（ｌｉｓｉｎａｌａｐｒｉｌ）、バルサ
ルタン、カルベジロール、アムロジピン、ニフェジピン、フロセミド、ニトラゼパム、フ
ェニトイン；鎮静剤、クロナゼパ（ｃｌｏｎａｚｅｐａ）、テマゼパム、ゾルピデム、ジ
フェンヒドラミン、ラモトリギン、ジクロフェナクナトリウム、フェンタニル、オキシコ
ドン、アマンタジン、セレゲリン（ｓｅｌｅｇｅｌｉｎｅ）、パリペリドン、チクロピジ
ン、ジピリダモール、シロスタゾール、シクロベンザプリン、バクロフェン、チザニジン
、ガランタミン、ジサイクロミン、ファモチジン、メトクロプラミド、シサプリド、アミ
ノサリチル酸、テガセロッド、メトロニダゾール、およびメトホルミンからなる、経口投
与用に承認されたかまたは承認されうる群から選択されることを特徴とする医薬投与剤形
。
【請求項２０】
　請求項１６に記載の医薬組成物において、香料、甘味剤、着色剤、圧縮助剤、または追
加の崩壊剤から選択される、少なくとも１つの薬学的に許容される賦形剤をさらに含み、
前記組成物が内部または外部滑沢のロータリー打錠機を使用して、圧縮されて口腔内崩壊
錠になり、前記錠剤が米国薬局方メソッド＜７０１＞により崩壊時間に関して試験される
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場合に３０秒以内に崩壊することを特徴とする医薬組成物。
【請求項２１】
　活性成分を含まない、１００～３００μｍの範囲の中央粒径を有する迅速分散マイクロ
顆粒の製造方法であって、
　糖アルコール、糖、またはそれらの混合物と、
　スーパー崩壊剤と、
　薬学的に許容される多機能性添加剤であって、前記マイクロ顆粒の１～３重量％の量で
存在するアルファ化デンプンである多機能性添加剤とを、
　８８～９８（糖アルコール）：１～１０（崩壊剤）：１～３（多機能性添加剤）の比で
含む粉末混合物を、湿式造粒物の粉砕および／または乾式造粒物の広範な粉砕を必要とす
ることなく、流動層造粒機の中で簡単かつ迅速に造粒する工程を含む、迅速分散マイクロ
顆粒の製造方法。
【請求項２２】
　口腔内崩壊錠を製造する方法であって、
　ａ．活性医薬成分マイクロ粒子を調製する工程と、
　ｂ．場合によっては、味マスキングおよび／または放出制御特性を付与するために、１
つまたは複数の機能性ポリマーで薬物マイクロ粒子をコーティングする工程と、
　ｃ．中央粒径が１００～４００μｍの範囲にある、工程（ｂ）からのポリマーコーティ
ングされた薬物マイクロ粒子、請求項１または２に記載のマイクロ顆粒、ならびに香料、
甘味剤、着色剤、圧縮助剤、および追加の崩壊剤から選択される他の任意選択の薬学的に
許容される賦形剤を含む粉末混合物を調製する工程と、
　ｄ．内部または外部滑沢を使用して、ロータリー打錠機上で前記粉末混合物を圧縮する
工程と
を含み、前記口腔内崩壊錠が、頬側口腔内で唾液と接触すると迅速に崩壊し、ポリマーコ
ーティングされた薬物マイクロ粒子または糖アルコール、スーパー崩壊剤、および場合に
よっては香料もしくは甘味剤で造粒することによって味マスキングされた薬物マイクロ粒
子を含有する、滑らかでざらつきのない飲み込み容易な懸濁液になる方法。
【請求項２３】
　請求項２２に記載の方法において、前記錠剤が、前記ブレンドに滑沢剤を添加すること
なくロータリー打錠機上で前記粉末混合物が圧縮される方法により調製され、前記方法が
、材料に接触する打錠機のパンチ表面およびダイ壁を滑らかにするための滑沢装置を含む
ことを特徴とする方法。
【請求項２４】
　請求項２２に記載の方法において、前記粉末混合物がステアリン酸マグネシウム、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、ナトリウムステアリルフマラー
ト、ベヘン酸グリセリル等からなる群から選択される滑沢剤と混合された後に、ロータリ
ー打錠機上で圧縮される方法により前記錠剤が調製されることを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、２０１０年１２月２日に出願された米国仮特許出願第６１／４１９，１１４
号に対する優先権を主張するものであり、その内容全体は、あらゆる目的のために、参照
によって本明細書に組み込まれるものとする。
【０００２】
　本発明は、水または他の液体を必要とすることなく、哺乳動物の口腔内で崩壊する口腔
内崩壊錠（ＯＤＴ）に組み込まれる医薬組成物に関する。
【背景技術】
【０００３】
　投与レジメンに対するアドヒアランスの欠如が、数十億ドルのコストをもたらす米国の
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主要な医療問題である。薬物の服用は、単に丸剤を飲み込めばよいというほど簡単なもの
とは限らない。処方通りに正確に薬物を服用し、推奨される適切な生活様式に従うことは
、高度に有益であり、副作用の影響を低減する可能性がある。薬物コンプライアンスの欠
如（アドヒアランスの欠如）、すなわち処方された投薬量で時間通りに薬物服用をしない
ことは、多くの病気と同じくらい危険で高コストをもたらす。コンプライアンスの欠如に
より、米国では毎年１２５，０００人の死亡者が生まれ、病院および養護施設の入院の１
０～２５パーセントがもたらされ、さらにこれが国際的に蔓延しつつあることを複数の研
究が示している。さらに、投与レジメンに対する患者のアドヒアランスまたはコンプライ
アンスは、数百万ドルのコストをもたらす主要な懸念材料になっている。複雑なレジメン
（例えば、多すぎる薬物、頻繁すぎる投与）、遵守する上での物理的な困難さ（例えば、
薬物容器を開くこと、小さな錠剤を扱うこと、嚥下障害（例えば、一般人口の約３０％）
、飲料を適時に入手できること）、後で廃棄するために「頬に薬物を入れること」を含む
故意の拒絶、実際の副作用または知覚された副作用、および有効性の欠如、魅力のない製
剤（例えば、不快な味または臭い）が、コンプライアンスの欠如の原因となる因子として
挙げられることが多い。統合失調症、双極性障害などの疾患を有する患者の一部は、混乱
するかまたは記憶に問題があること（認知機能障害）が多く、薬物の規則的な服用をしな
いことが、多くの場合観察される。
【０００４】
　経口投与錠剤、カプセル剤、サッシェ剤、粉末剤（懸濁剤、シロップ剤への再構成用）
等のための種々のタイプの医薬投与剤形がある。しかしながら、そのような投与剤形には
いくつかの問題がある。錠剤およびカプセル剤の場合には、例えば、嚥下障害により飲み
込む意思がないかまたは困難を感じる高齢者または小児に対して薬物を服用させることは
難しいことがある。薬物を含有する懸濁剤、シロップ剤、サッシェ剤等は、苦味がありす
ぎて、不快な食感により経口摂取することができない場合が多い。さらに、生活様式から
「活動的な人々」または偏頭痛の患者は、必要なときに、水または飲料を簡単に入手でき
ないことがある。
【０００５】
　一方、持続的、遅延的または時間調節的、パルス的な放出性を付与する機能性ポリマー
で上手に味マスキングされ、かつ／またはコーティングされた薬物のマイクロ粒子を含む
固形医薬組成物は、飲み込む際に、水を必要とすることなく、またはいかなる後味も感じ
させることなく、頬側口腔内で迅速に崩壊して、ざらつきのない食感と共に、滑らかで（
ざらつきのない）、飲み込みが容易な懸濁液を形成するものであるが、経口投与の便宜を
提供し、かつ投与レジメンに対する患者のアドヒアランスまたはコンプライアンスを改善
するために極めて必要とされる目標インビトロ薬物放出プロフィールを示す。
【０００６】
　米国特許第４，１３４，９４３号明細書は、錠剤含有物と不活性溶媒とを混合し、凍結
乾燥することを含む、優れた崩壊特性を有する多孔性錠剤の製造方法に関するものである
。Ｚｙｄｉｓ（登録商標）技術（米国特許第４，３０５，５０２号明細書；米国特許第５
，７３８，８７５号明細書）、Ｌｙｏｃ技術（米国特許第４，６１６，０４７号明細書；
米国特許第５，８４３，３４７号明細書）、およびＱｕｉｃｋＳｏｌｖ（登録商標）技術
（米国特許第５，２１５，７５６号明細書；米国特許第５，２９８，２６１号明細書）は
、低温での昇華／凍結乾燥により、凍結したブリスターから脱水することを可能にし、凍
結乾燥された糖、ラクトース、マルトデキストリン、および／またはゼラチンマトリック
スをベースとした迅速溶解錠剤／ウェーハ剤を製造する。凍結乾燥技術の主要な欠点とし
ては、それが高価であり、脆弱な製品に備えるものであり、味マスキングされた薬物粒子
と共に使用することが困難であり、加圧条件下で悪い食感および安定性を呈することが挙
げられる。
【０００７】
　米国特許第５，０３９．５４０号明細書および同第５，０７９，０１８号明細書は、水
分がすべて組成物から実質的に除去されるまで、０℃以下で無水エタノールなどの無水有
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機液体に錠剤の内容物を接触させることを可能にすることによって、十分な強度を備えた
錠剤を製造する方法に関するものである。これらの製造工程のそれぞれは、複雑な製造段
階と、凍結乾燥機、特殊な包装装置などの追加の装置とを必要とし、そのため、生産コス
トが高くなる。
【０００８】
　米国特許第５，７２０，９７４号明細書は、多孔構造を有する急速溶解錠剤のための製
造方法に関するものであり、そこでは、１～３重量％の水で造粒され、粒径が２０～７０
μｍである、活性成分と、糖、デンプン、ラクトース、またはマンニトールなどの糖アル
コールを含めた炭水化物との造粒物を含む錠剤が、乾燥前に低い圧縮力で湿潤塊を圧縮し
て錠剤にすることにより製造される。そのため、湿潤錠剤の乾燥に続いてバルク保管する
まで、圧縮後個々の錠剤を扱うための綿密な準備が必要である。
【０００９】
　ＣｉｍａのＯｒｏＳｏｌｖ（登録商標）技術（米国特許第５，１７８，８７８号明細書
；米国特許第６，１５５，４２３号明細書；米国特許第６，３１１，４６２号明細書）、
ＤｕｒａＳｏｌｖ（登録商標）技術（米国特許第６，０２４，９８１号明細書）、Ｏｒａ
Ｖｅｓｃｅｎｔ（登録商標）技術（米国特許第６，２００，６０４号明細書）は、コーテ
ィングされていないかまたは味マスクキングされた薬物粒子および水溶性賦形剤を含む、
圧縮された迅速崩壊錠剤の製造に関するものである。発泡性カップルを含むＯｒａＳｏｌ
ｖ（登録商標）は極めて壊れやすく、一体型打錠包装システムを必要とする。マンニトー
ルまたは圧縮可能な糖などの粉末状（非直接圧縮）増量剤／賦形剤を少なくとも６０％ｗ
／ｗ含むＤｕｒａＳｏｌｖ（登録商標）は、ブリスターまたはボトルの中に包装される硬
錠剤を生成する。発泡性成分を含むＯｒａＶｅｓｃｅｎｔ（登録商標）錠剤は、唾液との
接触時の一時的なｐＨ変化によって薬物溶解を促進する。ＯｒｏＳｏｌｖ（登録商標）お
よびＯｒａＶｅｓｃｅｎｔ（登録商標）技術は両方とも、高価な一体型打錠および包装装
置を必要とする。
【００１０】
　米国特許第５，４６４，６３２号明細書は、活性物質（コーティングされた微結晶また
はマイクロ顆粒）、および崩壊剤を含む非発泡性賦形剤の混合物を含む、水なしで頬側口
腔内にて６０秒以内に崩壊する口腔内崩壊錠を製造する方法に関するものである。これら
の錠剤はざらつきがあることが多い。ＷＯＷＴＡＢ（登録商標）技術（米国特許第５，４
６６，４６４号明細書および米国特許第５，５７６，０１４号明細書）は、頬内溶解錠剤
の製造方法に関するものであり、ラクトースまたはマンニトールなど、低成形性の糖を活
性成分および高成形性の糖（例えば、ソルビトールまたはマルチトール）と共に造粒し、
その混合造粒物を、乾燥後滑沢剤とブレンドし、圧縮して頬内崩壊錠にする。あるいは、
活性成分を、低成形性の糖と共に別に造粒し、次いで、高成形性および低成形性の糖の造
粒物と共に圧縮して頬内崩壊錠にする。ＳａＴａｂ技術（米国特許第６，３１６，０２６
号明細書）は、専用の加湿および乾燥工程を利用するもので、糖、薬物、および結合剤を
含む粉末混合物を低圧縮圧下で圧縮して錠剤にし、加湿および乾燥のために特別に設計さ
れた装置にその錠剤を通すことにより、約１０秒で崩壊／溶解する高度に多孔性のＯＤＴ
製剤を製造する。
【００１１】
　米国特許出願公開第２００３０２１５５００Ａ１号明細書によると、平均粒径が約６０
μｍである、低成形性のマンニトールなどの糖アルコールまたはラクトースなどの糖の顆
粒と、クロスポビドン（例えば、ＩＳＰ製のＰｏｌｙｐｌａｓｄｏｎｅ　ＸＬ－１０）な
どのスーパー崩壊剤とを含み、活性成分の存在下または非存在下にて水で造粒された口腔
内崩壊錠は、頬側口腔での迅速な崩壊を示す一方、機械強度が低い。しかしながら、ドン
ペリドンなどの活性成分の存在下または非存在下で、中央粒径が約６０μｍの糖アルコー
ルまたは糖およびスーパー崩壊剤（例えば、クロスポビドン）を、ポリマー結合剤（例え
ば、ポビドンＫ－３０またはヒドロキシプロピルセルロース）または高成形性の糖アルコ
ールもしくは糖（例えば、マルトース）を造粒液として使用して造粒した場合、このよう
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にして製造された、重量２００ｍｇのＯＤＴ錠剤は、高い錠剤強度を示すだけでなく、使
用された結合剤に応じて、口腔内での崩壊に１０１～３５０秒かかることも示された。一
方、米国特許出願公開第２００３０２１５５００Ａ１号明細書の開示に従って、平均粒径
が３５μｍ以下の糖アルコールおよび／または糖、ならびにスーパー崩壊剤を、高剪断造
粒機の中で、ドンペリドンなどの活性成分の存在下または非存在下で水を用いて造粒した
後、流動層乾燥機で乾燥し、圧縮して内部または外部滑沢の錠剤にする場合、このように
して製造された口腔内崩壊錠は、崩壊特性を損なうことなく高い機械強度を示す。中央粒
径が３０μｍ以下の糖アルコール（例えば、マンニトール）または糖（例えば、ラクトー
ス）、およびスーパー崩壊剤（例えば、クロスポビドン）を、精製水を使用して造粒する
場合には、活性成分を、マンニトール－クロスポビドン果粒とブレンドし、圧縮してＯＤ
Ｔ錠剤にする。
【００１２】
　米国特許出願公開第２００３０２１５５００Ａ１号明細書は、特に口腔内崩壊錠の中に
高量（すなわち、錠剤の３０重量％超）ある苦味薬物を味マスキングする方法および／ま
たは苦味薬物の使用に関するものではない。大部分の薬理学的に活性な薬物は苦味があり
、味マスキングが必要になると同時に治療的に有効にするために高用量が必要になること
も多い。
【００１３】
　米国特許出願公開第２００４０１２２１０６Ａ１号明細書によると、平均直径が３０μ
ｍ以下であるマンニトールなどの低成形性糖アルコールの顆粒と、スーパー崩壊剤、例え
ばクロスポビドンと、１ｍｇ／ｍＬ以上の水溶解度の活性成分とを含み、水で造粒された
口腔内崩壊錠は、頬側口腔内で迅速な崩壊を示す一方、高い機械強度を有する。多くの水
溶性活性成分は、苦味が強いため、まったく味マスキングなしでＯＤＴに組み込むことは
できない。
【００１４】
　米国特許出願公開第２００５０２３２９８８Ａ１号明細書は、効果的に味マスキングさ
れたマイクロ顆粒を含む、流動および／または圧縮に関連する問題がない、口腔内崩壊錠
を調製する方法であって、ラニチジンＨＣｌまたはスマトリプタンコハク酸塩など苦味薬
物を造粒する工程と、パイロット規模のＧＭＸ　２５－Ｇｌａｔｔ　ＧＰＣＧ　５システ
ムの中で、中央粒径が約１５μｍのマンニトールおよびクロスポビドンを含む高剪断造粒
物を調製することを含む、中央粒径が約１６０μｍの迅速分散マイクロ顆粒を、エチルセ
ルロースによる溶媒コアセルベーションによりマイクロカプセル化する工程とを含む方法
に関するものである。このようにして製造されたＯＤＴ錠剤は、唾液との接触時に迅速な
崩壊を示すだけでなく、ざらつきのある食感も後味も示さない。
【００１５】
　工業規模の操作（例えば、ＧＭＸ　６００高剪断造粒機－箱形乾燥機（１５０～１６０
ｋｇ）またはＧＭＸ　６００流動層乾燥機（Ｇｌａｔｔ　ＧＰＣＧ　２００）：３００～
３２０ｋｇのバッチサイズ）では、以下の変更が必要でありかつ／または以下の観察がな
された。
　・造粒液を増加して使用すると、乾燥前後における湿式造粒物の広範な粉砕および乾燥
機の中に充填するための真空トランスファーシステムの包含を必要とし、かつ造粒時間の
顕著な増加、したがって、製品コストの顕著な増加をもたらす、より大きな集塊物が得ら
れた。
　・乾燥時の過大サイズ集塊物を低減するために湿潤果粒を粉砕するにもかかわらず、こ
の方法により相当量の硬い過大サイズ集塊物が得られた。
　・より高い有効収率および製品コストの低減を達成するために、硬い過大サイズ集塊物
を激しく乾式粉砕すると、悪い流動性および圧縮性をもたらす鋭い縁を有する不規則形状
の果粒が得られた。
　・湿式粉砕された湿式造粒物をトレー上で深さ約２インチに均一に広げ、部分的に乾燥
した顆粒を粉砕し、次いで１重量％未満の乾燥減量（ＬＯＤ）になるように乾燥させる工
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程を必要とするＧｌａｔｔ　ＧＰＣＧ　２００の代わりに、湿式造粒物を乾燥するための
従来型箱形乾燥機を使用すると、製品コストの増加がもたらされた。
　・しかしながら、広範な最適化の後、工業規模生産（バッチサイズ：１６０～３２０ｋ
ｇ）で製造された迅速分散マイクロ顆粒の性能特性は、単独でまたはマイクロカプセル化
されたアセトアミノフェンマイクロ粒子と組み合わせて（すなわち、錠剤の２５重量％の
薬物負荷で）錠剤化された場合、米国特許出願公開第２００３０２１５５００号明細書の
開示に従って製造されたパイロット／半工業規模の造粒物に類似することが示される。
【００１６】
　マイクロカプセル化された薬物マイクロ粒子および工業規模の迅速分散マイクロ顆粒を
含む、円滑なＯＤＴ錠剤製造が、他で報告されている（米国特許出願公開第２００９００
９２６７２Ａ１号明細書における、マイクロカプセル化されたラモトリギン微結晶（錠剤
重量８００ｍｇ当たり２００ｍｇ）を含むＯＤＴ錠剤を参照のこと）；およびマイクロカ
プセル化されたアセトアミノフェン微結晶（錠剤１４００ｍｇ当たり５００ｍｇ）；６０
～８０メッシュ（１７７～２５０μｍ）の糖スフェア上にジフェンヒドラミンＨＣｌ（Ｄ
ＰＨ）を層形成させることにより得られるマイクロカプセル化されたＤＰＨマイクロ粒子
（錠剤６５０ｍｇ当たり２５ｍｇ）が、米国特許出願公開第２００９０１５５３６０号明
細書に開示されている；そして味マスキングの２重膜を有するラニチジンＨＣｌ微結晶（
錠剤１１００ｍｇ当たり１６８ｍｇ）が米国特許出願公開第２００９０２０２６３０号明
細書に開示されている）。しかしながら、味マスキングされたラニチジンＨＣｌ微結晶、
味マスキングされたアセトアミノフェン微結晶、および味マスキングされたＤＰＨ層形成
ビーズを含むＯＤＴ製剤は、円滑な錠剤製造のために、それぞれ錠剤の１０重量％、１０
重量％、および２０重量％で、微結晶性セルロース（例えば、Ａｖｉｃｅｌ　ＰＨ１０１
）などの圧縮助剤が組み込まれることを必要とした。
【００１７】
　さらに、工業規模の迅速分散マイクロ顆粒ならびに中央粒径が約１５μｍのＤ－マンニ
トールと、微粉化テマゼパムと、クロスポビドンとを含む流動層造粒テマゼパムマイクロ
顆粒を含むＯＤＴ錠剤（錠剤５００ｍｇ当たり３０ｍｇ）は、工業規模での円滑な錠剤製
造のために、低濃度のポリマー結合剤（例えば、１～２重量％の低粘度ヒドロキシプロピ
ルセルロース）を必要とした（米国特許出願公開第２００９０１６９６２０号明細書を参
照のこと）。
【００１８】
　しかしながら、工業規模の迅速分散マイクロ顆粒と、味マスキングされたアセトアミノ
フェン－ヒドロコドン酒石酸水素塩マイクロ粒子と組み合わせてマイクロカプセル化され
たアセトアミノフェンマイクロ粒子とを含むＯＤＴ錠剤は、円滑な長時間錠剤化操作のた
めに、材料流動促進剤（例えば、１０重量％で噴霧乾燥されたマンニトール、Ｐａｒｔｅ
ｃｋ（登録商標）Ｍ　３００）だけでなく、微結晶性セルロースなどの圧縮助剤も必要と
した。
【００１９】
　上記で論述された参考文献は、糖アルコール、糖、またはそれらの混合物、およびスー
パー崩壊剤を含む、中央粒径が約１００～約３００μｍの範囲（例えば、約１５０～約２
５０μｍの範囲、または約２００～約３００μｍの範囲）にある、自由流動性の迅速分散
マイクロ顆粒に関するものではない。さらに、これらの参考文献は、そのような迅速分散
マイクロ顆粒が医薬として活性な薬剤をさらに含み、それによって医薬組成物用に提供す
ることが可能であることも、迅速分散マイクロ顆粒が、場合によっては味マスキングされ
、かつ／または機能性ポリマーでコーティングされたマイクロ粒子である医薬として活性
な薬剤とブレンドして、医薬組成物用に提供するのにも適するであろうことも開示も示唆
もしていない。さらに、これらの参考文献は、そのような迅速分散マイクロ顆粒が、ボト
ルおよび／またはブリスターへの包装、保管、商品流通、ならびに最終使用のための輸送
の間、完全な状態を維持するのに十分な高い錠剤硬度および低い摩損度を有するだけでな
く、頬側口腔内で唾液と接触すると迅速に崩壊して、ざらつきのない食感を有する、滑ら
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かで飲み込みが容易な懸濁剤を形成するか、または産業界に対するＦＤＡガイダンス（Ｆ
ＤＡ　Ｇｕｉｄａｎｃｅ　ｔｏ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ）によって口腔内崩壊錠に要求される
、崩壊時間に関する米国薬局方メソッド＜７０１＞で試験される場合に３０秒以内に崩壊
する口腔内崩壊錠に圧縮するのに有用であることについて開示も示唆もしていない。さら
に、これらの参考文献には、自由流動性でかつ高い有効収率で製造されるそのような迅速
分散マイクロ顆粒についても開示されていない。また、これらの参考文献は、そのような
迅速分散マイクロ顆粒またはその医薬組成物を経済的に製造する方法に関するものでもな
い。さらに、これらの参考文献は、活性医薬成分を含むＯＤＴとして医薬組成物を提供す
るための造粒方法を開示も提案もしていない。また、これらの参考文献は、そのような自
由流動性の迅速分散マイクロ顆粒またはその医薬組成物を、高い有効収率で経済的に製造
する方法に関するものでもない。
【００２０】
　本出願でのいかなる文献の引用も特定も、そのような文献が本発明に対して従来技術と
して利用可能であるということを承認するものではない。
【発明の概要】
【００２１】
　本発明は、一態様では、口腔内崩壊錠の中に組み込まれる少なくとも１つの薬学的に許
容される活性成分を含む味マスキングされたマイクロ粒子とブレンドするための迅速分散
マイクロ顆粒を含む薬学的に許容される組成物に関する。一実施形態では、錠剤は、水ま
たは他の液体を必要とすることなく、哺乳動物の口腔内にて約６０秒で、または哺乳動物
の口腔内にて約５０秒、約４０秒、もしくは約３０秒で崩壊する。迅速分散マイクロ顆粒
組成物は、一実施形態では、０．５～３．０重量％の低濃度の多機能な活性を有する薬学
的に許容される添加剤（例えば、デンプン、ヒドロキシプロピルセルロース等）と組み合
わせて、糖アルコール、糖、またはそれらの混合物、スーパー崩壊剤を含む。
【００２２】
　本発明者らは、少なくとも１つの糖アルコールまたは糖、少なくとも１つのスーパー崩
壊剤、および湿式粉砕工程の除去だけでなく広範な乾式粉砕工程の回避も可能にする、低
濃度の多機能性を備えた薬学的に許容される添加剤（例えば、結合剤、崩壊剤、希釈剤／
増量剤、流動促進剤等として作用するデンプン）を含む迅速分散マイクロ顆粒を開発した
。さらに、このような迅速分散マイクロ顆粒は、医薬として活性な薬剤も含むことができ
、それによって医薬組成物用に提供することができる、またはこのようにして製造された
迅速分散マイクロ顆粒は、場合によっては、味マスキングされかつ／または放出制御コー
ティングされたマイクロ粒子である医薬として活性な薬剤とブレンドして、医薬組成物用
に提供するのにも適している。ここで、治療有効量の活性薬剤は、特別の製造技術、装置
、および／または流動促進性の噴霧乾燥された賦形剤（例えば、打錠の間、流動性が悪い
圧縮用ブレンドの流動を改善するＰａｒｔｅｃｋ　Ｍ　２００／Ｍ　３００）を必要とす
ることなく、６：１～１：２の比で圧縮されて口腔内崩壊錠になる。本発明によるこのよ
うな迅速分散マイクロ顆粒は自由流動性であり、高い有効収率で製造される。
【００２３】
　本発明の実施形態の１つは、糖アルコール、糖、それらの混合物、スーパー崩壊剤、お
よび低濃度の多機能性を備えた薬学的に許容される添加剤（例えば、結合剤、崩壊剤、希
釈剤／増量剤、流動促進剤等として作用するデンプン）を含む迅速分散マイクロ顆粒を簡
単かつ経済的に製造するための造粒方法に関する。
【００２４】
　本発明の実施形態の１つは、マンニトールなどの糖アルコール、低置換ヒドロキシプロ
ピルセルロースなどのスーパー崩壊剤、およびデンプンなどの多機能性を備えた添加剤を
含む迅速分散マイクロ顆粒を製造することであり、これは、ＰＴＰ（プレススルー包装）
またはピールオフペーパーバック（ｐｅｅｌ－ｏｆｆ　ｐａｐｅｒ－ｂａｃｋｅｄ）ブリ
スターおよびＨＤＰＥボトルへの包装、保管、輸送、商品流通、および最終使用の間にお
ける摩耗または剥離に耐えるのに十分な機械強度を有し、同時に、一実施形態では、咀嚼
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することも水または他の液体を必要とすることもなく、滑らかでざらつきのない食感を伴
って６０秒以内に頬側口腔内で迅速に崩壊することを示す口腔内崩壊錠を製造するのに適
している。即時放出型投与剤形の場合には、味マスキングされた薬物粒子が、高コストの
効力研究を回避するために、文献記載の薬物（ＲＬＤ）に生物学的に同等であるように、
ＲＬＤに類似の迅速溶解プロフィールを示すことがさらに期待される。
【００２５】
　本発明の別の実施形態は、迅速分散マイクロ顆粒、味マスキングされかつ／または放出
制御（ＣＲ）コーティングされた薬物粒子、および滑沢剤が、圧縮の前に、または各圧縮
の前に打錠機のパンチおよびダイの表面上に滑沢剤が施される外部滑沢法の前に混合され
る、口腔内崩壊錠を製造する方法を提供することである。外部滑沢法は、錠剤の中への水
または唾液のより速い吸収を可能にし、それによって、より短いインビトロまたは頬内の
崩壊時間をもたらす。
【００２６】
　本発明の別の実施形態は、特には苦味のない少なくとも１つの活性医薬成分をさらに含
む迅速分散マイクロ顆粒を製造する方法、ならびにＰＴＰ（プレススルー包装）またはピ
ールオフペーパーバックブリスターおよびＨＤＰＥボトルへの包装、保管、輸送、商品流
通、および最終使用の間における摩耗または剥離に耐えるのに十分な機械強度を有する迅
速分散マイクロ顆粒を含有する、そのような薬物を含む口腔内崩壊錠を製造する方法を提
供することである。
【００２７】
　本発明のさらに別の実施形態は、マンニトールなどの糖アルコールまたはラクトースな
どの糖、低置換ヒドロキシプロピルセルロースまたはクロスポビドンなどのスーパー崩壊
剤、および低濃度の多機能性賦形剤（例えば、乾燥迅速分散マイクロ顆粒の重量基準で、
３％以下のデンプンまたは２％以下のヒドロキシプロピルセルロース）を、流動層造粒機
の中で造粒し、乾燥顆粒材料（例えば、中央粒径（二次粒子）：約１００μｍ～約３００
μｍ）と、効果的に味マスキングされかつ／またはＣＲコーティングされた薬物粒子、香
料、甘味剤、および場合によっては滑沢剤、圧縮助剤、追加の崩壊剤とをブレンドし、そ
してロータリー打錠機を使用して、圧縮して口腔内崩壊錠にすることによりそのような錠
剤を製造する方法を提供することである。このようにして製造された錠剤は、ＰＴＰ（プ
レススルー包装）またはピールオフペーパーバックブリスターおよびボトルへの包装、保
管、輸送、商品流通、および最終使用の間における摩耗または剥離に耐えるのに十分な機
械強度を有する。あるいは、乾燥顆粒材料を、薬理学的に活性な成分、香料、および甘味
剤を含有するコーティングされたマイクロ粒子と単にブレンドし、錠剤の圧縮および排出
を容易にするためにパンチおよびダイの表面上に滑沢剤の薄膜を施すための付属品を装備
したロータリー打錠機を使用して、圧縮して錠剤にする。
【００２８】
　本発明のさらに別の態様は、ポリマーによる味マスキングを必要としない薬理学的に活
性な成分を、流動層造粒物の中に組み込むことにより、迅速崩壊剤を計画的に提供するこ
とである。
【００２９】
　本発明のさらに別の態様は、嚥下障害により従来の錠剤／カプセル剤を飲み込むことが
困難であるとわかる高齢者および被験体、通常の錠剤／カプセル剤を飲み込む意思のない
小児、水または他の飲料を容易に摂取できない「活動的な人々」および偏頭痛、重症糖尿
病、または心臓症状に罹患した被験体に対して、水なしで経口投与することを目的とする
、迅速分散マイクロ顆粒および味マスキングされ、かつ／または放出制御コーティングさ
れた薬物粒子を含む口腔内崩壊錠を提供することである。
【００３０】
　本発明で使用することができる活性医薬成分は、これらのクラスに限定されないが、経
口投与のために処方される、解熱剤、鎮痛剤、抗炎症剤、抗生物質、抗ヒスタミン剤、抗
不安剤、抗偏頭痛剤、制吐剤、骨格筋弛緩剤、平滑筋弛緩剤、抗血小板剤、抗うつ剤、心
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血管作動剤（例えば、不整脈治療剤、抗高血圧剤、ＡＣＥ阻害剤、アンジオテンシンＩＩ
受容体拮抗剤、β－遮断剤、カルシウムチャネル遮断剤、および利尿剤）、覚醒剤／抗不
安剤、オピオイド、抗精神病剤、抗アルツハイマー薬、抗アレルギー剤、糖尿病、胃腸障
害、関節リウマチを治療するために指示される薬物のクラスに属する任意の活性成分であ
る。糖アルコールは、マンニトール、キシリトール、マルチトール、ソルビトール等から
なる群から選択される。糖は、ラクトース、スクロース、フルクトース等からなる群から
選択される。スーパー崩壊剤は、デンプングリコール酸ナトリウム、クロスポビドン、ク
ロスカルメロースナトリウム、低置換ヒドロキシプロピルセルロース等からなる群から選
択され、一方、多機能性を備えた添加剤は、デンプン、ヒドロキシプロピルセルロース等
からなる群から選択される。
【００３１】
　本開示および具体的には特許請求の範囲および／または項目では、「含む（ｃｏｍｐｒ
ｉｓｅｓ）」、「含まれる（ｃｏｍｐｒｉｓｅｄ）」、「含んでいる（ｃｏｍｐｒｉｓｉ
ｎｇ）」などの用語は、米国特許法でそれに帰属されているとの意味を有することができ
、例えば、それらは「含む（ｉｎｃｌｕｄｅｓ）」、「含まれる（ｉｎｃｌｕｄｅｄ）」
、「含んでいる（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」等を意味することができること、ならびに「本
質的にそれからなっている（ｃｏｎｓｉｓｔｉｎｇ　ｅｓｓｅｎｔｉａｌｌｙ　ｏｆ）」
及び「本質的にそれからなる（ｃｏｎｓｉｓｔｓ　ｅｓｓｅｎｔｉａｌｌｙ　ｏｆ）」な
どの用語は、米国特許法でそれらに帰属されているとの意味を有し、例えば、それらは明
示的に引用されていない要素を許容するが、従来技術で見られる要素、または本発明の基
本的もしくは新規な特性に影響を及ぼす要素を排除することに留意されたい。
【００３２】
　これらおよび他の実施形態は開示されるか、または以下の詳細な説明から明白でありか
つそれらに包含される。
【００３３】
　以下の詳細な説明は、例として提供するものであって、記載の具体的な実施形態にのみ
本発明を限定するように意図するものではないが、次の添付図と併せると最もよく理解す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】図１は、米国特許出願公開第２００５０２３２９８８Ａ１号明細書の開示に従っ
て調製された迅速分散マイクロ顆粒に対する、本発明の特定の実施形態に従って調製され
た、多機能性添加剤としてヒドロキシプロピルセルロースをマイクロ顆粒の０．５、１．
０、１．５、および２．５重量％の含量で含む迅速分散マイクロ顆粒組成物の粒径分布を
示すグラフである。
【図２】図２は、米国特許出願公開第２００５０２３２９８８Ａ１号明細書の開示に従っ
て調製された迅速分散マイクロ顆粒に対する、本発明の特定の実施形態に従って調製され
た、多機能性添加剤としてアルファ化デンプンをマイクロ顆粒の０．５、１．０、１．５
、および２．５重量％の含量で含む迅速分散マイクロ顆粒組成物の粒径分布を示すグラフ
である。
【図３】図３は、米国特許出願公開第２００５０２３２９８８Ａ１号明細書の開示に従っ
て調製された口腔内崩壊錠の摩損度に対する、本発明の特定の実施形態に従って調製され
た迅速分散マイクロ顆粒組成物の中に多機能性添加剤として組み込まれたアルファ化デン
プンの効果を示すグラフである。
【図４】図４は、米国特許出願公開第２００５０２３２９８８Ａ１号明細書の開示に従っ
て調製された口腔内崩壊錠の硬度に対する、本発明の特定の実施形態に従って調製された
迅速分散マイクロ顆粒組成物の中に多機能性添加剤として組み込まれたアルファ化デンプ
ンの効果を示すグラフである。
【図５】図５は、商用Ｆｌｕｉｄ　Ａｉｒ　ＦＡ　３００で調製された、多機能性添加剤
のアルファ化デンプンをマイクロ顆粒の２．０重量％の含量で含む迅速分散マイクロ顆粒
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組成物の粒径分布を示すグラフである。
【図６】図６は、商用Ｇｌａｔｔ　ＧＰＣＧ　１２０で調製された、多機能性添加剤のア
ルファ化デンプンをマイクロ顆粒の２．０重量％（バッチＡ～Ｄ）および２．５重量％（
バッチＥ）の含量で含む迅速分散マイクロ顆粒の粒径分布を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　薬学的に許容される、「迅速分散マイクロ顆粒」または「迅速分散マイクロ顆粒組成物
」は、少なくとも１つの糖アルコールまたは糖、少なくとも１つのスーパー崩壊剤、およ
び低濃度の少なくとも１つの薬学的に許容される多機能性を備えた添加剤（例えば、結合
剤、崩壊剤、希釈剤／増量剤、流動促進剤等として作用するデンプン）を含む。本発明の
実施形態の１つは、糖アルコール、糖、それらの混合物、スーパー崩壊剤、および多機能
性添加剤を、約８８～９８（糖アルコール）：１～１０（崩壊剤）：１～３（多機能性添
加剤）の比で含む迅速分散マイクロ顆粒を製造するための造粒方法に関する。このように
して製造された迅速マイクロ顆粒組成物は、味マスキングされかつ／または放出制御され
た治療有効量のマイクロ粒子と、６：１～１：２の比でブレンドして、圧縮して口腔内崩
壊錠にするのに適している。
【００３６】
　本発明の実施形態の１つに従って製造された錠剤は、水または他の飲料を必要とするこ
となく、一実施形態では６０秒以内に、哺乳動物の頬側口腔で迅速に崩壊することを示す
。すなわち、錠剤は、唾液と共に容易に飲み込めるように頬側口腔内の唾液中で崩壊する
。別の実施形態では、本発明に従って製造された錠剤は、１０秒以内、２０秒以内、３０
秒以内、４０秒以内、５０秒以内、または６０秒以内に哺乳動物の頬側口腔内で崩壊する
。水または他の飲料を必要とすることなく崩壊は起こる。
【００３７】
　したがって、本発明の実施形態の１つに従って製造された口腔内崩壊錠は、＜７０１＞
　崩壊試験法により試験される場合、３０秒以下の崩壊時間基準を満たす（参照によって
本明細書に組み込まれる、産業界に対するガイダンスを参照のこと）。さらに、本発明の
実施形態の１つにより製造された迅速分散マイクロ顆粒を含む口腔内崩壊錠は、ブリスタ
ーおよびボトルの中への包装、保管、商品流通のための輸送、および最終使用の間におけ
る摩耗／剥離に耐えるのに十分な機械強度を有する。
【００３８】
　一般に、用語「第１粒子または一次粒子」は、原材料の粉砕／篩別により得られた糖ア
ルコールまたは糖の粒子を指す。用語「二次粒子」は、活性成分の存在下または非存在下
における、糖アルコールまたは糖、崩壊剤、および多機能性添加剤の混合物の造粒物であ
る、顆粒材料の粒子を指す。例えば、結晶性マンニトールは、中央粒径が約６０μｍ（０
．６６ｇ／ｍＬのかさ密度、０．８５ｇ／ｍＬのタップ密度、および２２．４％の圧縮率
を有するＰｅａｒｌｉｔｏｌ（登録商標）６０として）、約３５μｍ（０．５５ｇ／ｍＬ
のかさ密度、０．７８ｇ／ｍＬのタップ密度、および２９．５％の圧縮率を有するＰｅａ
ｒｌｉｔｏｌ（登録商標）３５として）、および１５～２５μｍ（０．４９ｇ／ｍＬのか
さ密度、０．７４ｇ／ｍＬのタップ密度、および３３．８％の圧縮率を有するＰｅａｒｌ
ｉｔｏｌ（登録商標）２５として）のものが市販されている。低置換ヒドロキシプロピル
セルロースであるＬ－ＨＰＣ（ＭＳ－０．２－０．４）は、水中で膨潤し不溶性である。
Ｌ－ＨＰＣは、結合剤になりうるが、固形薬物ではスーパー崩壊剤として使用される。微
粒子化Ｌ－ＨＰＣは、Ｌ－ＨＰＣ　ＬＨ－３１（１０．０～１２．９％のヒドロキシプロ
ピル含量）およびＬ－ＨＰＣ　ＬＨ－３２（７．０～９．９％のヒドロキシプロピル含量
）として信越化学工業株式会社から市販されている。
【００３９】
　用語「多機能性を備えた添加剤」または「多機能性添加剤」は、多機能な活性を有する
薬学的に許容される賦形剤を指す。例えば、デンプンは、結合剤、崩壊剤、希釈剤／増量
剤、流動促進剤等として作用することができる。デンプンは、錠剤造粒物中５～２５％ｗ
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／ｗ濃度で結合剤として広く使用される。アルファ化デンプンは、流動的かつ直接圧縮可
能にするために、化学的および／または機械的に処理されたデンプンである。ヒドロキシ
プロピルセルロース（ＭＳ＝３のＨＰＣ）は、結合剤、粘稠もしくは粘度増加剤、または
コーティング剤として使用される。２～６％ｗ／ｗ濃度のＨＰＣは、典型的には、湿式お
よび乾式造粒法または直接圧縮打錠法のいずれかにおいて、結合剤として使用される。
【００４０】
　用語「自由流動性」は、迅速分散マイクロ顆粒に関する場合、塊または凝集物を形成す
ることなく、進行可能なまたは実質的に妨害されずに移動可能なマイクロ顆粒を指す。
【００４１】
　用語「高い有効収率」は、約７０重量％超、より具体的には約８０重量％超、さらに一
層具体的には約９０重量％超の収率、または本明細書に提示の実施例に示されるような収
率を指す。
【００４２】
　本発明の実施形態の１つは、糖アルコール（例えば、平均粒径が６０μｍ以下、もしく
は５０μｍ以下、もしくは４０μｍ以下、もしくは３０μｍ以下のマンニトール）または
糖（例えば、平均粒径が１００μｍ以下、もしくは９０μｍ以下、もしくは８０μｍ以下
、もしくは７０μｍ以下のラクトース一水和物）を迅速分散マイクロ顆粒の約８８～９８
重量％の量で、スーパー崩壊剤を約１０～１重量％の量で、多機能性を備えた薬学的に許
容される添加剤（例えば、崩壊剤、結合剤、もしくは希釈剤として作用する）を約１～３
重量％の量で含む、平均粒径が約１００～３００μｍの範囲内にある（例えば、流動層造
粒によって）迅速分散マイクロ顆粒を製造する方法に関する。
【００４３】
　本発明の別の実施形態は、迅速分散マイクロ顆粒組成物、少なくとも１つの活性医薬成
分が味マスキングされかつ／または機能性ポリマーコーティングされたマイクロ粒子を約
６：１～約１：２の比で含む口腔内崩壊錠を製造する方法にさらに関する。
【００４４】
　迅速分散マイクロ顆粒、味マスキングされかつ／または機能性ポリマーコーティングさ
れた薬物マイクロ粒子、ならびに場合によっては、追加の崩壊剤、圧縮助剤、香料、甘味
剤、および着色剤を含む粉末混合物を、各圧縮前にステアリン酸マグネシウムなどの滑沢
剤により、材料に接触するパンチ表面およびダイ壁を滑らかにするための外部滑沢装置を
装備したロータリー打錠機を使用して圧縮することをさらに含む、口腔内崩壊錠を製造す
る、本発明の実施形態の１つに従う方法。
【００４５】
　米国薬局方メソッド＜７０１＞による崩壊時間に関する試験が行われた場合に、哺乳動
物の頬側口腔内で唾液と接触すると６０秒以内または３０秒以内に崩壊する口腔内崩壊錠
を製造する、本発明の実施形態の１つに従う方法。別の実施形態では、本発明に従って製
造された錠剤は、１０秒以内、２０秒以内、３０秒以内、４０秒以内、５０秒以内、また
は６０秒以内に哺乳動物の頬側口腔内で崩壊する。水または他の飲料を必要とすることな
く崩壊は起こる。
【００４６】
　口腔内崩壊錠を製造する、本発明の実施形態の１つに従う方法であって、
　１．それぞれ（一次粒子）である糖アルコールまたは糖、スーパー崩壊剤、および多機
能性添加剤を含む混合物を水と共に流動層造粒機の中で造粒し、湿式造粒物の粉砕および
乾燥顆粒の広範な粉砕を必要とすることなく、ソニックシフターまたはレーザー粒子アナ
ライザーを使用して測定する場合に中央粒径が約１５０～約３００μｍの迅速分散マイク
ロ顆粒を製造する工程と、
　２．このようにして製造された迅速分散マイクロ顆粒を、味マスキングされかつ／また
は機能性ポリマーでコーティングされた薬物マイクロ粒子、および任意選択の賦形剤（例
えば、香料、甘味剤、追加の崩壊剤、圧縮助剤、およびナトリウムステアリルフマラート
などの滑沢剤）と混合する工程と、
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　３．この圧縮用混合物をロータリー打錠機上で比較的低圧力で圧縮して、口腔内崩壊錠
にする工程であって、このようにして製造された錠剤がＰＴＰ（プレススルー包装）また
はピールオフペーパーバックブリスターおよびボトルへの包装、保管、輸送、商品流通、
および最終使用の間における摩耗または剥離に耐えるのに十分な機械強度を有するだけで
なく、咀嚼することも水または他の飲用に適する液体の補助を受けることもなく、例えば
６０秒以内に頬側口腔内で迅速に崩壊する工程と
を含む方法。別の実施形態では、本発明に従って製造された錠剤は、１０秒以内、２０秒
以内、３０秒以内、４０秒以内、５０秒以内、または６０秒以内に哺乳動物の頬側口腔内
で崩壊する。水または他の飲料を必要性とすることなく崩壊は起こる。
【００４７】
　あるいは、上で製造された非滑沢性圧縮用混合物は、錠剤圧縮および排出を容易にする
ために、打錠機のパンチおよびダイの材料接触面上に滑沢剤を噴霧することにより、ロー
タリー打錠機上で圧縮して口腔内崩壊錠にすることができる。医薬活性成分に特に苦味が
ない場合、すなわち、薬物の味をマスキングするために、ポリマー、蝋様材料、またはイ
オン交換樹脂により味マスキングする必要がない場合、薬物含有マイクロ顆粒は、糖アル
コールまたは糖を薬物含有マイクロ顆粒の総重量の約６０％ｗ／ｗ～９６％ｗ／ｗの量で
、スーパー崩壊剤を約１％ｗ／ｗ～１０％ｗ／ｗの量で、添加剤を約１％ｗ／ｗ～３％ｗ
／ｗの量で、そして薬物を約０．１％ｗ／ｗ～３０％ｗ／ｗの量で含む粉末混合物を造粒
することにより、本発明の特定の実施形態に従って工業規模で製造することができる。こ
れらの薬物含有マイクロ顆粒は、場合によっては、必要量の迅速分散マイクロ顆粒および
他の賦形剤（例えば、香料、甘味剤、着色剤、圧縮助剤、追加の崩壊剤等）とブレンドし
て、圧縮して内部滑沢または外部滑沢を有する口腔内崩壊錠にする。
【００４８】
　本発明の種々の実施形態で許容されるさらなる変形形態は、糖アルコールまたは糖、ス
ーパー崩壊剤、多機能性添加剤、およびポリマーによる味マスキングを必要としない活性
医薬成分を含む粉末混合物を造粒する工程と、迅速分散マイクロ顆粒を他の医薬賦形剤（
例えば、香料、甘味剤、着色剤、圧縮助剤、追加の崩壊剤等）とブレンドする工程と、圧
縮して内部滑沢または外部滑沢を有する口腔内崩壊錠にする工程とを含む。
【００４９】
　口腔内崩壊錠で使用するのに適した活性医薬成分としては、これらに限定されないが、
経口投与に対して承認されたかまたは承認されうる薬理学的に活性な成分の以下のクラス
を挙げることができる－中枢神経系に対する薬物（アンフェタミン、メチルフェニデート
などの刺激薬）；シタロプラム、セルトラリン、フルオキセチンなどの抗うつ剤；オンダ
ンセトロン、パロノセトロンなどの鎮吐剤；心血管作動剤（アテノロール、ピンドロール
、ソタロールなどの不整脈治療剤；トドラジン（ｔｏｄｒａｚｉｎｅ）、ニカルジピン、
グアンファシンなどの血圧降下剤；イナラプリル（ｉｎａｌａｐｒｉｌ）、カプトプリル
などのＡＣＥ阻害剤；バルサルタン、エプロサルタンなどのアンジオテンシンＩＩ受容体
拮抗剤；メトプロロール、カルベジロールなどのβ－遮断剤；アムロジピン、ニフェジピ
ン、ベラパミルなどのカルシウムチャネル遮断剤；フロセミド、ヒドロクロロチアジドな
どの利尿剤）；覚醒剤／抗不安剤（例えば、バルプロ酸ナトリウム、ニトラゼパム、フェ
ニトイン）；鎮静剤（例えば、クロナゼパ（ｃｌｏｎａｚｅｐａ）、テマゼパム、ゾルピ
デム、ジフェンヒドラミン）；抗てんかん剤（バルプロ酸ナトリウム、ニトラゼパム、フ
ェニトイン、ラモトリギン）；鎮痛剤／解熱剤（例えば、アスピリン、アセトアミノフェ
ン、イブプロフェン、ジクロフェナクナトリウム、メロキシカム、インドメタシン）；関
節リウマチに対する薬物；スマトリプタン、ゾルミトリプタンなどの抗偏頭痛剤；モルヒ
ネ、フェンタニル、オキシコドンなどのオピオイド；パーキンソン病に対する薬物（例え
ば、カルビドパ－レボドパ、アマンタジン、ヒヨスチアミン、プラミペキソール、セレゲ
リン（ｓｅｌｅｇｅｌｉｎｅ）、ロピニロール）；抗精神病剤（例えば、クロザピン、パ
リペリドン、アミトリプチリン、トロピセトロン）；血小板凝集阻害薬（例えば、クロピ
ドグレル、プラスグレル、チクロピジン、ジピリダモール、シロスタゾール）；骨格筋弛
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緩剤（例えば、シクロベンザプリン、クロニジン、バクロフェン、チズニジン（ｔｉｚｎ
ｉｄｉｎｅ）、ヒヨスチアミン）；抗アルツハイマー薬（例えば、ドネザピル（ｄｏｎｅ
ｚａｐｉｌ）、ガランタミン）；鎮痙剤（例えば、ジサイクロミン）；プロトンポンプ阻
害剤／ヒスタミンＨ２拮抗剤（例えば、パントプラゾール、ランソプラゾール、ファモチ
ジン）；胃腸障害を治療する薬物（胃不全麻痺、クローン病、潰瘍性大腸炎、炎症性腸疾
患、便秘、下痢、例えば、メトクロプラミド、シサプリド、ドンペリドン、アミノサリチ
ル酸、テガセロッド、メトロニダゾール、コルチコステロイド）；抗糖尿病剤（例えば、
グリメピリド（ｇｌｉｍｅｐｅｒｉｄｅ）、グリピジド、メトホルミン、トルブタミド）
；抗アレルギー剤（例えば、セチリジン、ロラチジン（ｌｏｒａｔｉｄｉｎｅ））；抗生
物質（例えば、パラモマイシン（ｐａｒａｍｏｍｙｃｉｎ）、アモキシシリン、クラリス
ロマイシン、アジスロマイシン、セファレキシン、ミノサイクリン）。
【００５０】
　それぞれ（一次粒子）である平均粒径が約６０μｍ以下である糖アルコールまたは糖は
、パイロット／工業規模で迅速分散マイクロ顆粒の調製に使用され、製剤での使用量は、
迅速分散マイクロ顆粒の約８８～約９８重量％の範囲で変動する。粒子直径がより大きい
場合には、糖アルコールまたは糖はジェットミル等を使用して粉砕される。糖アルコール
は、一実施形態では、マンニトール、キシリトール、マルチトール、ソルビトール、イソ
マルト、エリトリトール、ラクチトール等から選択される。糖は、一実施形態では、ラク
トース、スクロース、デキストロース、フルクトース、マルトース等から選択される。迅
速分散マイクロ顆粒の中への組み込みに適した多機能性添加剤としては、デンプンおよび
種々の化学的および機械的に処理されたデンプン（例えば、アルファ化デンプン、マルト
デキストリン）、ならびにヒドロキシプロピルセルロース等が挙げられる。
【００５１】
　頬内迅速崩壊錠の中への組み込みに適した崩壊剤としては、架橋ポリビニルピロリドン
（Ｐｏｌｙｐｌａｓｄｏｎｅまたはクロスポビドンと呼ばれる）、架橋カルボキシルメチ
ルセルロースナトリウム（クロスカルメロースナトリウムと呼ばれる）、デンプングリコ
ール酸ナトリウム、低置換ヒドロキシプロピルセルロース等が挙げられ、これらは医薬品
および食品産業で広く使用されている。一実施形態では、迅速分散マイクロ顆粒の中で使
用される崩壊剤の量は、迅速分散マイクロ顆粒の約１重量％～約１０重量％の範囲で変動
する。別の実施形態では、迅速分散マイクロ顆粒の中で使用される崩壊剤の量は、迅速分
散マイクロ顆粒の約２重量％～約８重量％の範囲、または迅速分散マイクロ顆粒の約３重
量％～約７重量％の範囲、または迅速分散マイクロ顆粒の約４重量％～約６重量％の範囲
で変動する。
【００５２】
　従来の錠剤では、クロスポビドンまたはデンプンなどの崩壊剤は、米国薬局方メソッド
＜７０１＞により試験される場合に５分以内の崩壊時間を達成するために、錠剤の約２５
重量％以内の濃度で使用される。そのような錠剤は、頬側口腔内での崩壊には一般に適し
ていない。
【００５３】
　一実施形態では、ステアリン酸マグネシウム、ステアリン酸カルシウム、ステアリン酸
亜鉛、ステアリン酸、ナトリウムステアリルフマラート、ベヘン酸グリセリル等の滑沢剤
は、顆粒を滑らかにするために使用されるか、または錠剤を圧縮するために使用されるロ
ータリー打錠機のダイおよびパンチの材料接触表面上に外部的に塗布される。
【００５４】
　本発明の実施形態によるＯＤＴ錠剤は、糖アルコールまたは糖、多機能性を備えた薬学
的に許容される添加剤、およびスーパー崩壊剤を含む粉末混合物を、水、アセトン、エタ
ノール、イソプロパノール、またはそれらの混合物と共に造粒し、味マスキングまたは放
出制御特性を付与するために、１つまたは複数の機能性ポリマー、疎水性ワックス、脂肪
酸、脂肪酸エステル、およびそれらの混合物でコーティングされた薬物マイクロ粒子およ
び任意選択のＯＤＴ賦形剤（例えば、香料、甘味剤、崩壊剤、着色剤、圧縮助剤）とブレ
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ンドした後、内部的または外部的に塗布された滑沢剤と共にロータリー打錠機を使用して
、圧縮して錠剤にすることにより得ることができる。あるいは、ＯＤＴ錠剤は、各一次粒
子の平均粒径が約６０μｍ以下である糖アルコールまたは糖、１つまたは複数の機能性ポ
リマー、疎水性ワックス、脂肪酸、脂肪酸エステル、およびそれらの混合物による味マス
キングを必要としない薬学的に許容される活性成分、およびスーパー崩壊剤を、多機能性
を備えた添加剤の溶液を使用して、本発明の方法に従って造粒する工程と、迅速分散／溶
解薬物含有マイクロ顆粒、任意選択のＯＤＴ賦形剤、および追加の迅速分散マイクロ顆粒
を含む粉末混合物を圧縮して、哺乳動物の頬側口腔内で唾液と接触すると迅速に崩壊して
後味のない、滑らかで飲み込みが容易な懸濁液を形成するか、または米国薬局方崩壊時間
試験法＜７０１＞により試験される場合に３０秒以内に崩壊するＯＤＴ錠剤にする工程と
によって工業規模で製造することができる。
【００５５】
　造粒法は限定されない；しかしながら、精製水、エタノール、イソプロパノール、アセ
トン、またはそれらの混合物の中に溶解した添加剤の溶液を使用する流動層造粒法が、具
体的な実施形態である。本発明の実施形態の１つによると、例えば、造粒は、Ｇｌａｔｔ
　ＧＰＣＧ　５、ＧＰＣＧ　１２０、またはＷＳＧ造粒機もしくはＦｌｕｉｄ　Ａｉｒ　
ＦＡ０３００などの上部噴霧式流動層造粒機の中で粉末混合物上に添加剤溶液を噴霧し、
同じ流動層乾燥機の中で造粒物を乾燥することにより行なうことができる。このようにし
て製造された乾燥顆粒材料を、適切な篩を通して篩別し、微粉を廃棄して、場合によって
は過大サイズ顆粒を粉砕／再篩別して所望の粒径分布を有する迅速分散マイクロ顆粒を回
収する。本発明の実施形態の１つによる、流動層造粒機におけるアルファ化デンプンの水
溶液を使用するマンニトールおよび低置換ヒドロキシプロピルセルロースの流動層造粒は
、限定的な粉砕工程で行われ、全造粒物の９０重量％以上が約４００μｍ以下の粒径分布
を有する使用可能な迅速分散マイクロ顆粒の全収率が得られる。さらに、４００μｍ以下
の粒径分布を有する使用可能な迅速分散マイクロ顆粒を製造するために必要とされる粉砕
工程、すなわち、湿式造粒物の粉砕、部分乾式造粒物の粉砕、および篩別された過大サイ
ズ果粒の粉砕の数は、０回、または最悪の場合でも典型的には全理論バッチサイズの５重
量％未満である篩別された過大サイズ果粒の１回の粉砕に低減される。迅速分散マイクロ
顆粒は、一実施形態では、コーティングされた薬物マイクロ粒子（例えば、効果的に味マ
スキングされかつ／または放出制御（ＣＲ）コーティングされた、すなわち、所望のイン
ビトロ／インビボの薬物放出特性を付与する１つまたは複数の機能性ポリマーでコーティ
ングされた薬物コア）および場合によっては香料、甘味剤、着色剤、追加の崩壊剤、およ
び圧縮助剤と混合され、その後、所定形状に圧縮されて、頬側口腔内で迅速に、例えば６
０秒以内に崩壊を示す口腔内崩壊錠になる。
【００５６】
　味マスキングおよび／または放出制御特性を付与するために１つまたは複数の機能性ポ
リマーでコーティングされた薬物マイクロ粒子は、約１００μｍ～約４００μｍ（または
約２００μｍ～約４００μｍ、または約３００μｍ～約４００μｍ、または約１００μｍ
～約３５０μｍ）の範囲の中央粒径とすべきであり、かつマイクロ粒子の９０％以上は、
ヒト被験体の口腔内に置かれたときに滑らかでざらつきのない食感を受けるように、口腔
内崩壊錠の中にそれらを組み込むために約６００μｍより小さくすべきである。このよう
な味マスキングされかつ／またはＣＲコーティングされた薬物マイクロ粒子は、以下の開
示に従って調製することができる：米国特許第６，５００，４５４Ｂ１号明細書；米国特
許第６，６２７，２２３Ｂ１号明細書；米国特許第６，６６３，８８８Ｂ１号明細書；米
国特許出願公開第２００５０２３２９８８Ａ１号明細書；米国特許出願公開第２００６０
０７８６１４Ａ１号明細書；米国特許出願公開第２００６０１０５０３９Ａ１号明細書；
米国特許出願公開第２００６０１０５０３８Ａ１号明細書；米国特許出願公開第２００７
０１９６４９１Ａ１号明細書；米国特許出願公開第２００７０１９０１４５Ａ１号明細書
；米国特許出願公開第２００８００６９８７８Ａ１号明細書；米国特出願公開許第２００
９００９２６７２Ａ１号明細書；米国特許出願公開第２００９０１５５３６０Ａ１号明細
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書、米国特許出願公開第２００９０１６９６２０Ａ１号明細書、米国特許出願公開第２０
０９０２０２６３０Ａ１号明細書；米国特許出願公開第２００９０２３２８８５Ａ１号明
細書；米国特許出願公開第２００９０２５８０６６Ａ１号明細書；米国特許出願公開第２
０１０００２５０８３Ａ１号明細書；米国特許出願公開第２０１０００２５０６７Ａ１号
明細書；米国特許出願第１２／６３９，４９６号明細書；米国特許出願第１２／６８８，
４９３号明細書；米国特許出願第１２／７７２，７７０号明細書；および／または米国特
許出願第１２／７７２，７７６号明細書。
【００５７】
　本発明のこのような口腔内崩壊錠は、圧縮前に圧縮用混合物を滑沢剤とさらに混合する
内部滑沢法により製造することができる。あるいは、それは、滑沢剤が錠剤製剤に含まれ
るのではなく、ロータリー打錠機のパンチおよびダイの材料接触面上に外部的に塗布され
る外部滑沢法によっても製造することができる。
【００５８】
　ここで、以下の非限定実施例によりさらに詳細に本発明を説明する。
【００５９】
　以下の実施例は、米国特許出願公開第２００３０２１５５００号明細書および／または
米国特許出願公開第２００５０２３２９８８号明細書で実行されたように製造されたもの
と比較した、本発明に従って製造された、迅速分散（ＲＤ）マイクロ顆粒ならびにこれら
のマイクロ顆粒、味マスキングされかつ／またはＣＲコーティングされた薬物マイクロ粒
子、および場合によっては他の賦形剤を含む口腔内崩壊錠の比較例を提供する。あるいは
、米国特許出願公開第２００３０２１５５００号明細書および／または米国特許出願公開
第２００５０２３２９８８号明細書で実行されたように製造されたものと比較した、本発
明の方法に従って多機能性を備えた添加剤の溶液を使用する、各一次粒子の平均粒径が約
６０μｍ以下である糖アルコールまたは糖、味マスキングを必要としない薬学的に許容さ
れる活性成分、およびスーパー崩壊剤を含む迅速分散薬物含有マイクロ顆粒、ならびに本
発明に従って製造された、これらの薬物含有マイクロ顆粒、迅速分散マイクロ顆粒、およ
び他のＯＤＴ賦形剤を含む口腔内崩壊錠の比較例もまた提供する。
【実施例】
【００６０】
　以下の実施例を参照しながら本発明をさらに詳細に説明する。しかしながら、これらの
実施例は、上記に記載の実施形態と同様に、例示的なものであり、本発明の範囲を限定す
るものと解釈されるべきでは決してないことに留意されたい。
【００６１】
比較例１．Ａ：Ｋｏｇｙｏ　ＦＳ－２００－Ｓａｎｇｙｏ　ＦＬＯ－１２０におけるＳｏ
ｌｂｌｅｔ果粒
　中央粒径が約１５μｍのＤ－マンニトール（３８ｋｇ）およびクロスポビドン（２ｋｇ
）を３０メッシュスクリーンにより篩別して集塊物を除去した後、Ｋｏｇｙｏ　ＦＳ－２
００造粒機の中に充填して、２０重量％の精製水と共に造粒する。同じ条件下で行なわれ
た２つのバッチからの造粒物を流動層乾燥機Ｓａｎｇｙｏ　ＦＬＯ－１２０の中で入口温
度９０℃、流動化空気体積１００ｃｆｍにて乾燥し、１重量％未満のＬＯＤを得る。乾燥
果粒を篩別して、もしあれば過大サイズ顆粒を廃棄する。
【００６２】
比較例１．Ｂ：ＧＭＸ　６００－Ｇｌａｔｔ　２００における迅速分散マイクロ顆粒
　例えば、Ｄ－マンニトール（Ｒｏｑｕｅｔｔｅ製の中央粒径が約１５μｍのマンニトー
ル２５を１５２ｋｇ）およびクロスポビドン（ＩＳＰ製のＰｏｌｙｐｌａｓｄｏｎｅ　Ｘ
Ｌ－１０を８ｋｇ）を３０メッシュスクリーンにより篩別して集塊物を除去した後、Ｖｅ
ｃｔｏｒ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ製の高剪断造粒機ＧＭＸ　６００に充填して、精製水
（３８ｋｇ）と共に造粒する。同じ条件下で行なわれた２つのバッチからの造粒物を、Ｃ
ｏｍｉｌ（登録商標）（湿式粉砕）を介して流動層乾燥機Ｇｌａｔｔ　ＧＰＣＧ　２００
の中に真空トランスファーして、流動化空気体積の下、入口温度９０℃で乾燥して、１重
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量％未満のＬＯＤを得る。乾燥果粒を、Ｋａｓｏｎ　ｓｉｅｖｅｒで２０メッシュスクリ
ーンに通して篩別し、Ｃｏｍｉｌを使用して過大サイズ顆粒を粉砕し、再篩別して所望の
粒径分布を有するマイクロ顆粒を回収する。
【００６３】
　表１に、米国特許出願公開第２００３０２１５５００Ａ１号明細書および／または米国
特許出願公開第２００５０２３２９８８Ａ１号明細書における開示に従って、Ｋｙｏｗａ
およびＥｕｒａｎｄで迅速分散（ＲＤ）マイクロ顆粒を製造するために使用したプロセス
パラメーターを示す。
【００６４】
比較例１．Ｃ：Ｇｌａｔｔ　ＧＰＣＧ　５における迅速分散マイクロ顆粒
　上部噴霧式造粒機ボウル、１．２ｍｍのノズル（空気キャップも備えたノズルチップ）
、および精製水を１００ｍＬ／分で送達するために設置されたペリスタル型ポンプを装備
したＧｌａｔｔ　ＧＰＣＧ　５に、各粒子の平均粒径が３０μｍ以下であるＤ－マンニト
ール６６５０ｇ、およびクロスポビドン（Ｐｏｌｙｐｌａｓｄｏｎｅ　ＸＬ－１０）３５
０ｇを充填し、以下の条件下で精製水と共に造粒する。
【００６５】
　予熱条件：入口空気フラップ設定－５０％；入口空気量－３００ＣＦＭ；入口空気温度
－１００℃；最終出口温度－７０℃。造粒条件：入口空気フラップ設定－３７％；入口空
気量－１３５～１５０ＣＦＭ；入口空気温度－６０℃；生成物温度－３０±０．５℃；霧
化空気圧力－１．０バール；溶液噴霧速度－１００ｍＬ／分。乾燥条件：入口空気フラッ
プ設定－３８％；入口空気量－１５５ＣＦＭ；入口空気温度－１００℃；最終出口温度－
４３℃。
【００６６】
　Ｃｏｍｐｕ－Ｔｒａｃ湿度計を使用して測定した場合に、８５℃で０．５６％のＬＯＤ
になるようにＧｌａｔｔ乾燥機の中で造粒物を乾燥するが、有効収率は極めて低い（７０
重量％未満）。篩分け分析は、ＡＴＭソニックシフターを使用して行なわれる（強度設定
８および時間：４分で試料１０ｇ）。かさ密度およびタップ密度を測定して、米国薬局方
の方法論に従って圧縮率パーセントを計算する。
【００６７】
比較例１．Ｄ：Ｇｌａｔｔ　ＧＰＣＧ　１２０におけるＲＤマイクロ顆粒
　上部噴霧式造粒機ボウル、３ヘッドの上部噴霧ガン（３つの１．８ｍｍノズル）、およ
び３ヘッドの単一ガンに精製水を２０００ｍＬ／分で送達するために設置された３つのペ
リスタル型ポンプを装備したＧｌａｔｔ　ＧＰＣＧ　１２０に、Ｄ－マンニトール１５２
ｋｇ（各粒子の平均粒径は３０μｍ以下）、およびクロスポビドン（Ｐｏｌｙｐｌａｓｄ
ｏｎｅ　ＸＬ－１０）８ｋｇを充填し、以下の条件下で精製水と共に造粒する。
【００６８】
　予熱条件：入口空気量－２５００ＣＦＭ；入口空気温度－１００℃；最終出口温度－６
０℃超。造粒条件：入口空気量－２０００ＣＦＭ；入口空気温度－９５℃；生成物温度－
３１．５±０．５℃；霧化空気圧力－１．０バール；溶液噴霧速度－２０００ｍＬ／分。
乾燥条件：入口空気量－１５００ＣＦＭ；入口空気温度－１００℃；最終出口温度－４５
℃超。
【００６９】
　乾燥造粒物は、Ｋａｓｏｎ　ｓｉｅｖｅｒを使用して、２０メッシュ篩に通す。生成物
ボウルの壁に貼り付いた多数の造粒物を掻き取って、記録するが、結果として収率は極め
て低い（７０重量％未満）。篩分け分析はＡＴＭソニックシフターを使用して行なわれる
（粒径、かさ密度およびタップ密度の結果については表１を参照のこと）。
【００７０】
比較例１．Ｅ：Ｇｌａｔｔ　ＧＰＣＧ　１２０におけるポビドン含有ＲＤマイクロ顆粒
　ポビドン（Ｋ－３０；４．３２ｋｇ）を、ステンレス鋼容器の中で常時撹拌しながら、
精製水に徐々に加えて溶解させる。Ｄ－マンニトール（中央粒径：３０μｍ未満）１５０
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ＣＧ　１２０の中で、以下の条件下で造粒する：造粒条件：入口空気量－２０００ＣＦＭ
；入口空気温度－９５℃；生成物温度－３２±０．５℃；霧化空気圧力－１．０バール；
溶液噴霧速度－２０００ｍＬ／分。生成物ボウルの内壁は、壁に貼り付いた造粒物につい
てかなりきれいであり、この反映として、９５重量％超の％有効収率が得られる。
【００７１】
実施例１．Ｆ：アセトアミノフェンのマイクロカプセル化
　Ｃｏｖｉｄｉｅｎ製のアセトアミノフェンＵＳＰ（顆粒グレード；粒径：４５～８０メ
ッシュまたは１７７～３５０μｍ）を、この工程のためにコンピュータ化されたレシピを
使用して、工業規模の５００ガロンまたは１０００ガロンのシステムで溶媒コアセルベー
ションを行うことにより、エチルセルロース（Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ製のＥｔｈｏｃ
ｅｌ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｐｒｅｍｉｕｍ　１００）で味マスキングする。エチルセルロ
ースを溶解させるために８０℃に制御しながら加熱し、３０℃未満に制御しながら冷却す
ると同時に、マイクロカプセル層を真空濾過に供し、シクロヘキサンですすいで残留ポリ
エチレンを洗い流す。マイクロカプセルを流動層乾燥機に移して乾燥手順に供し、４～６
時間乾燥して、シクロヘキサン濃度を１０００ｐｐｍ以下に低減する。
【００７２】
実施例１．Ｇ：口腔内崩壊錠
　アスパルテーム（０．６７ｋｇまたは錠剤の０．４５重量％）、Ｓ．Ｄ．Ｇｒａｐｅ香
料（０．８３ｋｇまたは０．５５％）、およびクロスポビドンＸＬ－１０（１０．５ｋｇ
または７％）を、２立方フィートのＶ－ブレンダーの中で１０分間ブレンドし、２０メッ
シュスクリーンを装備したＣｏｍｉｌ（登録商標）に１４００ｒｐｍで通す。必要量のア
セトアミノフェンマイクロカプセル（４１．１７ｋｇまたは２７．４５％）、迅速分散（
ＲＤ）マイクロ顆粒（９６．８２ｋｇまたは６４．５５％）、およびプレブレンドを、確
立された手順どおりに、１０立方フィートのブレンダーの中でブレンドする。次いで、Ｈ
ａｔａ打錠機－Ｍａｔｓｕｉ　Ｅｘｌｕｂシステムを２５ｒｐｍおよび２．３４ボルトの
平均ステアリン酸マグネシウム流動（１分当たり５ｇの流速と同等）で使用して、これら
の圧縮用混合物を圧縮して重量が約６２０ｍｇの１６０ｍｇＯＤＴ錠剤にする。各ロット
の錠剤は、１４、１８、２０、２２、２５、および３０ｋＮの圧縮力で約３０分間製造す
る。より長い打錠動作（４時間以内）も、２１～２２ｋＮの圧縮力で行い、錠剤重量およ
び硬度の経時変化を評価する。１つの同等圧縮力での打錠特性を表２に示し、より詳細に
は表３に示す。Ｈａｔａ打錠機－Ｍａｔｓｕｉ　Ｅｘｌｕｂシステムを使用して圧縮され
た、パイロット規模、半工業規模、および工業規模の迅速分散マイクロ顆粒を含むプラセ
ボＯＤＴ錠剤は、同等の打錠特性を示す。
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【００７３】
　ＲＤマイクロ顆粒の物理特性および打錠特性
　・粒径分布は、ＧＭＸ－Ｇｌａｔｔ造粒物、結合剤存在下および非存在下の流動層（Ｆ
Ｂ）造粒物の間で、また半工業規模のＫｙｏｗａ　Ｓｏｌｂｌｅｔおよび工業規模のＧＭ
Ｘ－Ｇｌａｔｔ　２００造粒物の間で顕著に変動する。
　・ＧＭＸ－Ｇｌａｔｔ造粒物のかさ密度および形状は、Ｋｙｏｗａ　Ｓｏｌｂｌｅｔ造
粒物に類似している。
　・粒子形状、粒径分布、および／または圧縮率の差にもかかわらず、圧縮パラメーター
の調整を必要とする、アセトアミノフェンＯＤＴ（処方１～５）の打錠動作の間に、流動
に関連する問題には遭遇しない。
　・充填重量の変動は、１％未満のＲＳＤで厳格に維持される。
　・錠剤硬度の変動は、１０％未満のＲＳＤで厳格に維持される。
　・いずれの造粒物を含有する圧縮用混合物も、それがＫｙｏｗａ　Ｓｏｌｂｌｅｔもし
くはＧＭＸ－Ｇｌａｔｔ造粒物か否か、または粉砕された過大サイズ材料が、篩別された
果粒とブレンドされたか否かにかかわらず、類似の打錠特性、すなわち錠剤重量変動、厚
さおよび硬度を示した。
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　・１８～３０ｋＮの圧縮力範囲では、錠剤摩損度の値は、統計的に差がない（表３を参
照のこと）。
　・流動層造粒物（結合剤なし）は、ＧＭＸ－Ｇｌａｔｔのロットよりも若干低い硬度値
を示す。しかしながら、流動層マイクロ顆粒の最大の欠点は、生成物ボウル面にマンニト
ール粉末が貼り付くことによる広範な材料損失であり、それによって極めて低い全有効収
率が得られる。
　・長い打錠動作の錠剤は、同様の崩壊時間（範囲：２５～３８秒）－処方１（Ｋｙｏｗ
ａ　Ｓｏｌｂｌｅｔ果粒）に対して３２秒、処方２に対して３８秒、処方３に対して３２
秒、および処方４（流動層）に対して２５秒を示す。
　・結合剤含有流動層造粒物は、同等の圧縮力での他の結合剤非含有ロットよりも高い錠
剤硬度値を示す（表２～３を参照のこと）。さらに、結合剤含有流動層マイクロ顆粒の最
大の欠点は、ＯＤＴ錠剤が顕著にかつ容認できないほど長い崩壊時間を示すことである。
したがって、規定上かつ／または財政上の考察から、流動層処理は両方とも、工業規模で
の迅速分散マイクロ顆粒の製造には適さないと考えられ、それによって未だ対処されてい
ない必要性が生じる。
【００７４】
比較例２．Ａ　－　ラモトリギンＯＤＴ、２５、５０、１００、および２００ｍｇ
　米国特許出願公開第２００９００９２６７２Ａ１号明細書は、迅速分散マイクロ顆粒（
実施例１．Ｆ）および味マスキングされたラモトリギン結晶を含む口腔内崩壊錠を工業規
模で製造する方法について教示する。５００ガロンの溶媒コアセルベーションシステム（
３２６ガロンまたは１２３４Ｌのシクロヘキサン）に、ラモトリギン微結晶（７８．３ｋ
ｇ）、エチルセルロース（Ｅｔｈｏｃｅｌ　１００ｃｐｓ；１３．８ｋｇ）、Ｅｐｏｌｅ
ｎｅ（９．２ｋｇ）を充填し、８０±５ｒｐｍで撹拌しながら、ラモトリギンを溶媒コア
セルベーションにより味マスキングする。コンピュータ制御の「８０℃に加熱および維持
」サイクルを使用して、８０℃の温度を達成し、コアセルベーションシステムの中でエチ
ルセルロースを溶解する。その後、集塊物の形成を回避するために常時撹拌しながら、４
５分以上で３０℃未満になるようにシステムを冷却サイクルに供す。温度が約６５℃を下
回ると、シクロヘキサン中でもはや可溶性でないエチルセルロースが沈殿し始め（相誘導
物質であるポリエチレンにより促進されて）、それによって滑らかなコーティングにより
ラモトリギン微結晶がカプセル化され、味マスキングが施される。このマイクロカプセル
を真空濾過し、シクロヘキサンで洗浄し、３段階の温度（例えば、２５℃、３５℃、９９
℃）を使用して流動層乾燥機の中で４～６時間乾燥し、１０００ｐｐｍ未満の残留シクロ
ヘキサン濃度を達成する。マイクロカプセルをＵＳ３５メッシュ篩で篩別し、もしあれば
集塊物を廃棄する。
【００７５】
　スクラロース（０．４０％ｗ／ｗ）およびクロスポビドンＸＬ－１０（５．０％ｗ／ｗ
）を、均一になるようにその混合物をＣｏｍｉｌ（登録商標）に通すことにより、プレブ
レンドする。同様に、チェリー香料（１．０％ｗ／ｗ）を、少量の迅速分散マイクロ顆粒
（６４．１９％ｗ／ｗ）とプレブレンドし、これら２つのプレブレンド混合物を均一にな
るまでブレンドする。味マスキングされたマイクロ粒子（２９．４１％ｗ／ｗ）および残
りの迅速分散マイクロ顆粒を一緒にブレンドし、さらに上記のプレブレンドとブレンドし
て、１６０ｋｇ～５５０ｋｇのバッチサイズを製造する。Ｈａｔａ打錠機－Ｍａｔｓｕｉ
　ＥｘＬｕｂシステムを使用する、ＯＤＴ錠剤２５ｍｇ（７ｍｍ×１００ｍｇ）、５０ｍ
ｇ（９ｍｍ×２００ｍｇ）、１００ｍｇ（１１ｍｍ×４００ｍｇ）、および２００ｍｇ（
１４ｍｍ×８００ｍｇ）の工業規模錠剤製造の間に、材料流動または圧縮に関連する打錠
問題は、何も観察されなかった。
【００７６】
比較例２．Ｂ　－　アセトアミノフェンＯＤＴ、２５０および５００ｍｇ
　米国特許出願第１２／７７２，７７０号明細書または米国特許出願第１２／７７２，７
７６号明細書は、迅速分散マイクロ顆粒および味マスキングされたアセトアミノフェン結
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晶を含む口腔内崩壊錠を工業規模で製造する方法について教示する。５００ガロンのコア
セルベーションシステム（単一タンク）に、３２６ガロンのシクロヘキサン、１８０ｋｇ
のアセトアミノフェン（Ｃｏｖｉｄｉｅｎ製の準微細グレードＡ１３７）、２０～２４．
５ｋｇのエチルセルロース（Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ　Ｃｏ．製のＥｔｈｏｃｅｌ　
Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｐｒｅｍｉｕｍ　１００）および４．０～４．９ｋｇのポリエチレン
を、６０±５ｒｐｍで撹拌しながら充填する。このシステムをコンピュータ制御の「加熱
および冷却」サイクルに８０℃で約５分の保持時間で供し、上記の比較例２．Ａに開示の
ように、エチルセルロースコーティングで薬物層形成ビーズをマイクロカプセル化する。
【００７７】
　外部滑沢装置および周囲１３ｍｍおよび１７ｍｍの平坦な面に縁取るツーリングを装備
したロータリー打錠機を、種々の圧縮力およびタレット速度で使用する、重量がそれぞれ
７００および１４００ｍｇのＯＤＴ錠剤２５０および５００ｍｇのフィージビリティ開発
の中で、驚くべきことに、３０％ｗ／ｗ超の味マスキングされたアセトアミノフェン、工
業規模の迅速分散マイクロ顆粒、および５重量％のクロスポビドンを含む圧縮用ブレンド
は、そのようなＯＤＴ製剤を問題なく工業規模で錠剤製造するために、約１０重量％の微
結晶性セルロース（Ａｖｉｃｅｌ　ＰＨ１０１）を含むべきであることが見出される。し
たがって、アスパルテーム（２．５６ｋｇ）、人工ストロベリー香料（２．５６ｋｇ）、
微結晶性セルロース（１６ｋｇのＡｖｉｃｅｌ　ＰＨ１０１）、およびクロスポビドンＸ
Ｌ－１０（８ｋｇ）を、Ｃｏｍｉｌ（登録商標）に別々に通して集塊物を除去した後に、
２立方フィートのＶ－ブレンダーの中で１０分間プレブレンドして均一にする。味マスキ
ングされたマイクロ粒子（６３．５ｋｇ）、プレブレンド、および迅速分散マイクロ顆粒
（実施例１．Ｆからの６７．４ｋｇ）を、１０立方フィートのＶ－ブレンダーの中で１５
分間ブレンドして、１６０ｋｇのバッチサイズの圧縮用混合物を製造する。ＨＤＰＥボト
ルへの包装、保管、および欧州でのマーケティングのための海外輸送の間における摩耗に
耐えるのに十分な高抗張力および低摩損度を有するＯＤＴ錠剤２５０および５００ｍｇに
圧縮する。これらの錠剤は、米国薬局方ＤＴメソッド＜７０１＞で試験される場合に３０
秒以内に崩壊するだけでなく、米国薬局方装置２（ｐＨ５．８緩衝液中で、パドル＠７５
ｒｐｍ）を使用して試験される場合に１５分で８５％以上を放出する。
【００７８】
比較例２．Ｃ　－　ラニチジンＨＣｌ　ＯＤＴ、７５および１５０ｍｇ
　米国特許出願公開第２００９０２０２６３０号明細書は、迅速分散マイクロ顆粒および
味マスキングされたラニチジンＨＣｌ結晶を含む口腔内崩壊錠を工業規模で製造する方法
について教示する。ラニチジンＨＣｌ微結晶（形態ＩＩ）をＥｔｈｏｃｅｌ　１００ｃｐ
ｓおよびＥｐｏｌｅｎｅと共に５ガロンのシステムに充填し、上記の開示に従って１５０
ｒｐｍの速度で撹拌しながら、１５重量％のコーティング用にマイクロカプセル化する。
味マスキングされたラニチジンマイクロ粒子に、チェリーまたはバニラのミント香料（６
２％）およびスクラロース（１７％）、ならびにクエン酸トリエチル（２１％）、可塑剤
を含有する、ホモジナイズされた懸濁液を、約４１℃の標的生成物温度を維持しながら噴
霧することにより、任意選択の香料コーティングを施し、小児集団が味マスキングされた
薬物粒子の中に偶然噛み入れて受ける衝撃を最小化する。香料コーティングに続いて、流
動層コーティングを、Ｅｔｈｏｃｅｌ　１０　ｃｐｓ／Ｅｕｄｒａｇｉｔ　Ｅ１００／ク
エン酸トリエチル溶液を４５℃の生成物温度で噴霧することにより継続し、コーティング
された薬物粒子をそのユニット内で１０分間乾燥し、残留溶媒を除去する。
【００７９】
　スクラロース（０．３５重量％）、チェリー香料（１．３％）、赤色／青色着色剤（０
．５％）、微結晶性セルロース（１０％のＡｖｉｃｅｌ　ＰＨ１０１）、およびクロスポ
ビドンＸＬ－１０（５％）を、Ｃｏｍｉｌ（登録商標）に別々に通して集塊物を除去した
後に、Ｖ－ブレンダーの中で１０分間プレブレンドして均一にする。味マスキングされた
マイクロ粒子（約２８％）、プレブレンド、および迅速分散マイクロ顆粒（約５５％）を
、Ｖ－ブレンダーの中で１５分間ブレンドし、材料流動または圧縮に関連する問題を起こ
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すこともなく、圧縮して、ＨＤＰＥボトルまたはブリスターへの包装、保管、輸送、商品
流通、および最終使用の間における摩耗に耐えるのに十分な高抗張力および低摩損度を有
するＯＤＴ錠剤２５０および５００ｍｇを製造する。
【００８０】
比較例２．Ｄ　－　ジフェンヒドラミンＨＣｌ　ＯＤＴ、２５ｍｇ
　米国特許出願公開第２００９０１５５３６０号明細書は、迅速分散マイクロ顆粒および
味マスキングされたジフェンヒドラミンＨＣｌ結晶を含む口腔内崩壊錠を工業規模で製造
する方法について教示する。ヒドロキシプロピルセルロース（８．４２ｋｇのＫｌｕｃｅ
ｌ－ＬＦ）を、加熱マントルを装備したステンレス鋼タンクの中で、７５０±２５ｒｐｍ
で撹拌しながら、６５℃にてアセトン／精製水（８６．４ｋｇ／９．６ｋｇ）混合物に徐
々に加えて溶解させる。ジフェンヒドラミンＨＣｌ（７６．５ｋｇ）を、別のステンレス
鋼タンクの中で、８５０±２５ｒｐｍで撹拌しながら、アセトン／精製水（３００ｋｇ／
９３ｋｇ）混合物に徐々に加えて溶解させる。ヒドロキシプロピルセルロース溶液を、均
一になるように撹拌しながら薬物溶液に徐々に加える。糖スフェア（６０～８０メッシュ
または１７０～２５０μｍ；２１５ｋｇ）を、３２”底部噴霧式Ｗｕｒｓｔｅｒインサー
トを装備した、予熱したＧｌａｔｔ　ＧＰＣＧ　１２０流動層コーティング機に充填する
。ビーズを適切に流動化する、すなわち、適切に空気中に懸濁させると、噴霧乾燥するこ
とも集塊物を形成することもなく薬物層形成が継続して確実に完了するように、コンピュ
ータ制御のレシピによる処理条件－処理空気量：１５００ＣＦＭ；霧化空気圧力：１．３
ｍｍのノズルポートサイズで２．５バール（ＨＳカラー）；生成物温度：４９～５１℃－
の下で約１５００ｇ／分（範囲：３００～２０００ｇ／分）の噴霧速度で溶液を噴霧する
ことにより糖スフェア上に薬物は層形成する。薬物層形成の完了に続いて、ヒドロキシプ
ロピルセルロースのシールコーティングを３００ｇ／分の噴霧速度で施して２％重量増加
させ、薬物層形成ビーズを同じユニット内で乾燥して残留溶媒を除去し、＃３２および＃
８０メッシュスクリーンにより篩別して、過大サイズの粒子および微粉を廃棄する。
【００８１】
　２００ガロンのコアセルベーションシステムに、１５０ガロンのシクロヘキサン、６５
．１ｋｇの薬物層形成ビーズ、６．５ｋｇのエチルセルロース（Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａ
ｌｓ　Ｃｏ．製のＥｔｈｏｃｅｌ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｐｒｅｍｉｕｍ　１００）、およ
び８．９ｋｇのポリエチレンを、６０±５ｒｐｍで撹拌しながら充填する。コンピュータ
制御の「８０℃に加熱および維持」サイクルを使用して、８０℃の温度を達成し、コアセ
ルベーションシステムの中でエチルセルロースを溶解する。その後、集塊物の形成を回避
するために撹拌しながら、４５分以上で３０℃未満になるようにシステムを冷却サイクル
に供す。温度が約６５℃を下回ると、シクロヘキサン中でもはや可溶性でないエチルセル
ロースが沈殿し始め（相誘導物質であるポリエチレンにより促進されて）、それによって
６重量％での滑らかなコーティングによりアセトアミノフェン結晶がカプセル化され、味
マスキングが施される。このマイクロカプセルを真空濾過し、シクロヘキサンで洗浄し、
３段階の温度（例えば、２５℃、３５℃、９９℃）を使用して流動層乾燥機の中で４～６
時間乾燥し、１０００ｐｐｍ未満の残留シクロヘキサン濃度を達成する。マイクロカプセ
ルをＵＳ３５メッシュ篩で篩別し、もしあれば集塊物を廃棄する。
【００８２】
　外部滑沢装置および周囲１１ｍｍの平坦な面に縁取るツーリングを装備したロータリー
打錠機を、種々の圧縮力およびタレット速度で使用する、重量が６５０ｍｇのＯＤＴ錠剤
２５ｍｇのフィージビリティ開発の中で、驚くべきことに、少なくとも約１５～２０重量
％での微結晶性セルロース（Ａｖｉｃｅｌ　ＰＨ１０１）の使用が、ＯＤＴ錠剤の崩壊時
間または感覚刺激特性に影響を及ぼすことなく、より高い抗張力を達成するのに大いに有
利となることが見出される。
【００８３】
比較例２．Ｅ　－　アセトアミノフェン／ヒドロコドン酒石酸水素塩ＯＤＴ、５００－ｍ
ｇ／５－ｍｇおよび３００－ｍｇ／１０－ｍｇ
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　米国特許出願第１２／７７２，７７０号明細書または米国特許出願第１２／７７２，７
７６号明細書は、迅速分散マイクロ顆粒と、溶媒コアセルベーションにより味マスキング
されたアセトアミノフェン結晶であるアセトアミノフェンマイクロカプセル上に層形成さ
れた味マスキングされたヒドロコドン酒石酸水素塩とを含む口腔内崩壊錠を工業規模で製
造する方法について教示する。２００ガロンの溶媒コアセルベーションシステム（シクロ
ヘキサン：１４２ｋｇ）に、アセトアミノフェン（準微細グレードＡ１３７；７５．５ｋ
ｇ）、エチルセルロース（ＥＣ－１００；４．８ｋｇ）、Ｅｐｏｌｅｎｅ（２．１ｋｇ）
を充填し、８０±５ＲＰＭで撹拌しながら、２００ガロンシステムの溶媒コアセルベーシ
ョンによってアセトアミノフェンを味マスキングする。コンピュータ制御のレシピを使用
して、上記の比較例２．Ｄに開示のように、アセトアミノフェン微結晶を６重量％でコー
ティングする。同様の手順を使用して、アセトアミノフェン微結晶（９４．１ｋｇ）をさ
らに、Ｅｔｈｏｃｅｌ　１００ｃｐｓ（１０．５ｋｇ）および相誘導物質としてＥｐｏｌ
ｅｎｅ（２．１ｋｇ）を用いて１０重量％で味マスキングする。
【００８４】
　１８”底部噴霧式Ｗｕｒｓｔｅｒインサートを装備したＦｌｕｉｄ　Ａｉｒ　ＦＡ－３
００流動層コーティング機の中で最適処理条件下にてヒドロキシプロピルセルロース（０
．４ｋｇ）を含む薬物層形成製剤（１０％固形分）を噴霧することにより、上記からのア
セトアミノフェンマイクロカプセル（６％コーティングで；５６ｋｇ）上にヒドロコドン
酒石酸水素塩（３．６ｋｇ）を層形成させる。薬物層形成に続いて、このマイクロ粒子を
、同じユニット内でヒドロキシプロピルセルロース（３．２ｋｇ）およびナトリウムステ
アリルフマラート（０．５ｋｇ）でシーラントコーティングし、その後、味マスキングス
クラロース（３．３ｋｇ）溶液コーティングを施し、５分間乾燥して残留水分を低減し、
３０および８０メッシュの篩を通して篩別して過大サイズの粒子および微粉を廃棄する。
【００８５】
　外部滑沢装置ならびに周囲１５ｍｍおよび１７ｍｍの平坦な面に縁取る、ロゴ付きツー
リングを装備したロータリー打錠機を、種々の圧縮力およびタレット速度で使用する、重
量がそれぞれ１４００および１１００ｍｇのヒドロコドン酒石酸水素塩ＯＤＴ錠剤５００
－ｍｇ／５－ｍｇおよび３００－ｍｇ／１０－ｍｇのフィージビリティ開発の中で、驚く
べきことに、味マスキングされたアセトアミノフェン微結晶（１０％ｗ／ｗ）、味マスキ
ングされたヒドロコドン／アセトアミノフェンマイクロ粒子、工業規模迅速分散マイクロ
顆粒、および５重量％のクロスポビドンを含む圧縮用ブレンドは、そのようなアセトアミ
ノフェン／ヒドロコドン酒石酸水素塩ＯＤＴ製剤の問題のない工業規模錠剤製造のために
、圧縮助剤である微結晶性セルロース（Ａｖｉｃｅｌ　ＰＨ１０１）および材料流動促進
剤である噴霧乾燥マンニトール（Ｐａｒｔｅｃｋ　Ｍ　３００）を、両方とも少なくとも
１０重量％で含むべきであることが見出される。したがって、スクラロース（２．２５ｋ
ｇ）、人工チェリー香料（２．５５ｋｇ）、微結晶性セルロース（１５ｋｇのＡｖｉｃｅ
ｌ　ＰＨ１０１）、噴霧乾燥マンニトール（１５ｋｇのＰａｒｔｅｃｋ　Ｍ　３００）、
およびクロスカルメロースナトリウム（１．５ｋｇのＡｃ－Ｄｉ－Ｓｏｌ）を、２立方フ
ィートのＶ－ブレンダーの中で５分間プレブレンドして均一にした後、このプレブレンド
を１４４６ｒｐｍで作動するＣｏｍｉｌ（登録商標）スクリーン／スペーサーに通して集
塊物を除去する。味マスキングされたヒドロコドン／アセトアミノフェンマイクロ粒子（
５００－ｍｇ／５－ｍｇＯＤＴに対して９．９８ｋｇまたは３００－ｍｇ／１０－ｍｇＯ
ＤＴに対して２５．３９ｋｇ）、味マスキングされたアセトアミノフェン微結晶（５００
－ｍｇ／５－ｍｇＯＤＴに対して５０．８１ｋｇまたは３００－ｍｇ／１０－ｍｇＯＤＴ
に対して２３．２９ｋｇ）、プレブレンド、および迅速分散マイクロ顆粒（５００－ｍｇ
／５－ｍｇＯＤＴに対して５１．４１ｋｇまたは３００－ｍｇ／１０－ｍｇＯＤＴに対し
て６３．５２ｋｇ）を、１０立方フィートのＶ－ブレンダーの中で２０分間ブレンドし、
その後、予め選別されたナトリウムステアリルフマラート（１．５ｋｇ）と５分間ブレン
ドする。ＨＤＰＥボトルまたはブリスターへの包装、保管、輸送、商品流通、および最終
使用の間における摩耗に耐えるのに十分な高抗張力および低摩損度を有するＯＤＴ錠剤５
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００－ｍｇ／５－ｍｇおよび３００－ｍｇ／１０－ｍｇを、圧縮用ブレンド（各１５０ｋ
ｇ）の圧縮により製造する。これらの錠剤は、米国薬局方ＤＴメソッド＜７０１＞で試験
される場合に３０秒以内に崩壊するだけでなく、米国薬局方装置２（ｐＨ５．８緩衝液中
で、パドル＠５０ｒｐｍ）を使用して試験される場合に３０分で両活性成分を８０％（Ｑ
）以上放出する。
【００８６】
比較例２．Ｆ　－　テマゼパムＯＤＴ、７．５、１５、２２．５、および３０ｍｇ
　米国特許出願公開第２００９０１６９６２０号明細書は、迅速分散マイクロ顆粒および
テマゼパムマイクロ顆粒を含む口腔内崩壊錠を工業規模で製造する方法について教示する
。Ｇｌａｔｔ　ＧＰＣＧ　５流動層造粒機の中で、造粒液として精製水を使用して、テマ
ゼパム微結晶、マンニトール、およびクロスポビドンを造粒することにより、テマゼパム
マイクロ顆粒を調製する（６ｋｇのバッチサイズ）。スクラロース、チェリーまたはペパ
ーミント香料、クロスポビドンＸＬ－１０、および微結晶性セルロースを最初にプレブレ
ンドし、次いでこの混合物を迅速分散マイクロ顆粒およびテマゼパムマイクロ顆粒とブレ
ンドすることにより調製される種々のＯＤＴ組成物を、製剤の「頑健性」の判定のために
評価する。
【００８７】
　中央粒径が約１５μｍのマンニトール２５（１２２．４ｋｇ）およびクロスポビドンＸ
Ｌ－１０（８．０ｋｇ）を、Ｃｏｍｉｌ（登録商標）粉砕機にこの混合物を通すことによ
り粉砕する。マンニトール、クロスポビドン、微結晶性セルロース（Ａｖｉｃｅｌ　ｐＨ
　１０１；８ｋｇ）、およびテマゼパム微結晶（Ｃｏｖｉｄｉｅｎ、１９．２ｋｇ）を、
Ｆｌｕｉｄ　Ａｉｒ　ＦＡ　３００流動層造粒機の中で、得られる造粒物の微粉量を最小
化するために、異なる空気流量およびフィルターバック振盪時間の３ループでヒドロキシ
プロピルセルロース（Ｋｌｕｃｅｌ　ＬＦ、２．４ｋｇ）溶液を噴霧することにより造粒
する。噴霧後、湿潤果粒を２．０％未満のＬＯＤになるように乾燥する。Ｋａｓｏｎ　３
０シフターを使用して、２０メッシュマーケットグレードスクリーンに乾燥果粒を通して
、もしあれば過大サイズ凝集物を廃棄する。この方法により、極めて均一の粒径分布およ
び極めて高い収率（例えば、９６％～９９％）でテマゼパムマイクロ顆粒が製造される。
【００８８】
　これらの結果は、貼り付きおよび微粉のレベルが低下したことを示し、微結晶性セルロ
ースとブレンドされた錠剤のいずれにも、スコーリングは観察されなかった。
【００８９】
実施例１Ａ：クロスポビドンおよびＫｌｕｃｅｌを含むＲＤマイクロ顆粒：
　ヒドロキシプロピルセルロースであるＫｌｕｃｅｌＬＦ（９０ｇ）を、ステンレス鋼容
器の中で常時撹拌しながら、精製水に徐々に加えて溶解させる。Ｇｌａｔｔ　ＧＰＣＧ　
５を、上部噴霧式生成物ボウル、噴霧ガン、およびペリスタル型ポンプでセットアップし
、中央粒径が２０μｍ未満のＤ－マンニトール（５６１０ｇ）およびクロスポビドン（３
００ｇ）を、以下の条件下でＫｌｕｃｅｌ溶液を噴霧することにより造粒する：造粒条件
：入口空気量－７０ｓｃｆｍ；入口空気温度－９５℃；生成物温度－４１±１℃；霧化空
気圧力－１．５バール；溶液噴霧速度－８０ｍＬ／分。生成物ボウルの内壁は、造粒物が
壁に貼り付いた状態でかなりきれいであり、この反映として、９５重量％超の％有効収率
が得られる。ＬＯＤが０．３％の乾燥材料（処方Ａ）を＃２０メッシュスクリーンに通し
て、９５％超の全収率を得る。造粒はまた、種々のＫｌｕｃｅｌ含量で行う（例えば、造
粒物の２．５重量％、０．５重量％、および１．０重量％；実際の組成については、表４
を参照のこと）。４回の造粒のそれぞれで得られる粒径分布は、ソニックシフターを使用
して測定し、かさ密度およびタップ密度の値も測定する。これらの値から、パーセント圧
縮率の値を計算する。表４および図１に、米国特許第２００５０２３２９８８号明細書に
従って工業規模で製造されたＰＥ３７５バッチ（マンニトール／クロスポビドン；多機能
性添加剤なし）と比較した、マンニトール／クロスポビドン／Ｋｌｕｃｅｌ　ＬＦ（０．
５、１．０、１．５、または２．５％で）を含む、４つのＲＤマイクロ顆粒バッチについ
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【００９０】
実施例１Ｂ：口腔内崩壊錠
　クロスポビドン、微結晶性セルロース（Ａｖｉｃｅｌ　ＰＨ１０１）、スクラロース、
およびストロベリー香料を、ポリエチレンバッグの中で混合し、４０メッシュスクリーン
に通す。選別された材料を、必要量のアセトアミノフェンマイクロカプセル（ロット番号
　１１９８－ＪＭＣ－１０６）、結合剤としてヒドロキシプロピルセルロース（Ｋｌｕｃ
ｅｌ　ＬＦ）（処方Ｋ（１．０％）、処方Ｋ（１．５％）、または処方Ｋ（２．５％））
を含む迅速分散顆粒、および／または結合剤なしの迅速分散顆粒（実施例１．Ｆから）と
、０．２５立方フィートのＶ－ブレンダーの中で１０分間ブレンドする（２５０ｍｇアセ
トアミノフェンＯＤＴ組成および打錠特性については表５を参照のこと）。
【００９１】
実施例２：ＲＤマイクロ顆粒（クロスポビドンおよびＳｔａｒｃｈ　１５００）：
　アルファ化デンプン（Ｃｏｌｏｒｃｏｎ製のＳｔａｒｃｈ　１５００（登録商標）、２
重量％または１２０ｇ）を、ステンレス鋼容器の中で常時撹拌しながら、精製水に徐々に
加えて溶解させる。Ｇｌａｔｔ　ＧＰＣＧ　５を、上部噴霧式生成物ボウル、噴霧ガン、
および８５ｍＬ／分で送達するためのペリスタル型ポンプでセットアップする。中央粒径
が２０μｍ未満のＤ－マンニトール（５５８０ｇ）およびクロスポビドン（３００ｇ）を
、以下の条件下でデンプン溶液を噴霧することにより造粒する：造粒条件：入口空気量－
７０ｓｃｆｍ；入口空気温度－９５℃；生成物温度－３７±１℃；霧化空気圧力－１．０
バール；溶液噴霧速度－８０～９０ｍＬ／分。生成物ボウルの内壁は、造粒物が壁に貼り
付いた状態でかなりきれいである。乾燥材料（ＣＳ－２％）を＃２０メッシュスクリーン
に通して、９１．３％の有効収率および３．８％の過大サイズ顆粒を得る。
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【００９２】
実施例３：Ｌ－ＨＰＣを含有するＲＤマイクロ顆粒
　中央粒径が２０μｍ未満のＤ－マンニトール（４７５０ｇ）および低置換ヒドロキシプ
ロピルセルロース（信越化学工業株式会社製のＬ－ＨＰＣ、２５０ｇ）を、予熱した（９
０℃）Ｇｌａｔｔ　５の中で、以下の条件下で精製水を噴霧することにより造粒する：造
粒条件：入口空気量－７５ｓｃｆｍ；入口空気温度－９０℃；生成物温度－３９±２℃；
霧化空気圧力－１．０バール；溶液噴霧速度－８５～９５ｍＬ／分。
【００９３】
実施例３．Ａ：Ｌ－ＨＰＣおよびＫｌｕｃｅｌ　ＬＦを含有するＲＤマイクロ顆粒
　Ｋｌｕｃｅｌ　ＬＦ（９０ｇ）を、ステンレス鋼容器の中で常時撹拌しながら、精製水
に徐々に加えて溶解させる。Ｇｌａｔｔ　ＧＰＣＧ　５を、上部噴霧式生成物ボウル、噴
霧ガン、および８５ｍＬ／分で送達するためのペリスタル型ポンプでセットアップする。
中央粒径が２０μｍ未満のＤ－マンニトール（５６１０ｇ）および低置換ヒドロキシプロ
ピルセルロース（３００ｇ、ＬＳ－ＨＰＣ）を、予熱した（９０℃）Ｇｌａｔｔ　５の中
で、以下の条件下でＫｌｕｃｅｌ溶液を噴霧することにより造粒する：造粒条件：入口空
気量－７２～７５ｓｃｆｍ；入口空気温度－８５℃；生成物温度－３９±１℃；霧化空気
圧力－１．０バール；溶液噴霧速度－８５～９４ｍＬ／分。生成物ボウルの内壁は、壁に
貼り付いた造粒物がなくきれいである。乾燥材料（処方ＬＫ（１．５％））を、＃２０メ
ッシュスクリーンに通して、９６．３％の有効収率を得る。
【００９４】
実施例３．Ｂ：Ｌ－ＨＰＣおよびＳｔａｒｃｈ　１５００を含有するＲＤマイクロ顆粒：
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　Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｔａｒｃｈ　Ｃｏｒｐ．製のアルファ化デンプン（１２０ｇ）を
、ステンレス鋼容器の中で常時撹拌しながら、５０℃の温水に徐々に加えて溶解させる。
Ｇｌａｔｔ　ＧＰＣＧ　５を、上部噴霧式生成物ボウル、噴霧ガン、および８０ｍＬ／分
で送達するためのペリスタル型ポンプでセットアップする。中央粒径が２０μｍ未満のＤ
－マンニトール（５５８０ｇ）および低置換ヒドロキシプロピルセルロース（３００ｇ）
を、予熱した（９０℃）Ｇｌａｔｔ　５の中で、以下の条件下でデンプン溶液を噴霧する
ことにより造粒する：造粒条件：入口空気量－７０ｓｃｆｍ；入口空気温度－９０℃；生
成物温度－３９±２℃；霧化空気圧力－１．０バール；溶液噴霧速度－８０～１００ｍＬ
／分。生成物ボウルの内壁は、壁に貼り付いた造粒物がなくきれいである。乾燥材料（処
方ＬＳ（２％））を、＃２０メッシュスクリーンに通して、９６．４％超の有効収率およ
び３９ｇの過大サイズ顆粒を得る。造粒はまた、２つのデンプン含量（造粒物の１．０お
よび３．０重量％）で行なわれる。
【００９５】
実施例４．Ａ：Ｌ－ＨＰＣ／Ｓｔａｒｃｈ　１５００を含有するＲＤマイクロ顆粒
　造粒添加剤としてＳｔａｒｃｈ（商標）１５００の商標を有する、Ｃｏｌｏｒｃｏｎ，
Ｉｎｃ．製のアルファ化デンプン（マイクロ顆粒の重量を基準にして２％に相当する１２
０ｇ）を、ステンレス鋼容器の中で常時撹拌しながら、精製水に徐々に加えて溶解させる
。Ｇｌａｔｔ　ＧＰＣＧ　５を、上部噴霧式生成物ボウル、噴霧ガン、および８５ｍＬ／
分で送達するためのペリスタル型ポンプでセットアップする。中央粒径が２０μｍ未満の
Ｄ－マンニトール（５５８０ｇ）および低置換ヒドロキシプロピルセルロース（３００ｇ
）を、以下の条件下でデンプン溶液を噴霧することにより造粒する：造粒条件：入口空気
量－７５ｓｃｆｍ；入口空気温度－９５℃；生成物温度－３７±１℃；霧化空気圧力－１
．０バール；溶液噴霧速度－８５～１００ｍＬ／分。生成物ボウルの内壁は、造粒物が壁
に貼り付いた状態でかなりきれいである。乾燥材料（処方ＬＳ（２％））を＃２０メッシ
ュスクリーンに通して、９５．２％の有効収率および１．３％の過大サイズ顆粒を得る。
Ｓｔａｒｃｈ　１５００を（１．０％で：処方ＬＳ－１％；１．５％で：処方ＬＳ－１．
５％；２．５％で：処方ＬＳ－２．５％；３．０％で：処方ＬＳ－３％）含む迅速分散マ
イクロ顆粒についても行なわれる。
【００９６】
　アルファ化デンプン（ＰＧデンプン）を含む６つの造粒のそれぞれで得られる粒径分布
を、ソニックシフターを使用して測定し、かさ密度およびタップ密度の値も測定する。こ
れらの値から、パーセント圧縮率の値を計算する。表６および図２に、米国特許出願公開
第２００５０２３２９８８号明細書に従って工業規模で製造されたＲＤマイクロ顆粒のＰ
Ｅ３７５（マンニトール／クロスポビドン；多機能性添加剤なし、アルファ化Ｓｔａｒｃ
ｈ　１５００）と比較した、６つのＲＤマイクロ顆粒バッチ［マンニトール／Ｌ－ＨＰＣ
／Ｓｔａｒｃｈ　１５００（１．０、１．５、２．０、２．５、または３．０％）の５バ
ッチおよびマンニトール／クロスポビドン／Ｓｔａｒｃｈ　１５００（２．５％）の１バ
ッチ］についての粒径分布データを示す。
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【００９７】
実施例４．Ｂ：口腔内崩壊錠
　低置換ＨＰＣ（５重量％）、微結晶性セルロース（Ａｖｉｃｅｌ　ＰＨ１０１を１０％
）、スクラロース（０．４％）、およびストロベリー香料（０．６％）を、ポリエチレン
バッグの中で混合し、４０メッシュスクリーンに通す。選別された材料を、必要量のアセ
トアミノフェンマイクロカプセル（１０％ＥＣ－１００コーティングでロットの３８重量
％）、造粒添加剤としてアルファ化デンプン（処方ＬＳ－１．０％、処方ＬＳ－１．５％
、処方ＬＳ－２．０％、処方ＬＳ－２．５％、処方ＬＳ－３．０％）を含む４６重量％の
迅速分散顆粒、または多機能性添加剤を含有しない迅速分散マイクロ顆粒（ＰＥ３７５）
と、０．２５立方フィートのＶ－ブレンダーの中で１０分間ブレンドし、Ｈａｔａ打錠機
－Ｍａｔｓｕｉ　ＥｘＬｕｂシステムおよび周囲１３ｍｍの平坦な縁取りツーリングを使
用して、１２～１８ｋＮの圧縮力で圧縮して重量７００ｍｇの２５０ｍｇアセトアミノフ
ェンＯＤＴにする。打錠動作はすべて、材料流動に関連する問題もなく円滑である。種々
のＯＤＴ製剤について同等の圧縮力で観察される硬度および摩損度の値は、狭い範囲内に
ある（種々のＯＤＴ製剤について図３および図４を参照のこと）。
【００９８】
実施例５．Ａ：Ｆｌｕｉｄ　Ａｉｒ　ＦＡ　３００におけるＬ－ＨＰＣ／Ｓｔａｒｃｈを
含有するＲＤマイクロ顆粒
　中央粒径が約１５μｍのマンニトール２５および低置換ヒドロキシプロピルセルロース
（８．０ｋｇのＬ－ＨＰＣ）を、６０Ｈｚまたは１，４４６ｒｐｍで回転するＱｕａｄｒ
ｏ　Ｃｏｍｉｌ（登録商標）粉砕機（０．０３２”＝約１０４μｍスクリーンおよび０．
２７５”スペーサー）にその混合物を通して共粉砕する。多機能性を備えたＳｔａｒｃｈ
　１５００（登録商標）（Ｃｏｌｏｒｃｏｎ製のアルファ化デンプン、３．２ｋｇ）を、
ステンレス鋼容器の中で７５０±２５ｒｐｍにて撹拌しながら、１５６．８ｋｇの精製水
ＵＳＰに徐々に加えて溶解させる。生成物サポート２００メッシュステンレス鋼スクリー
ンおよび３ヘッドの上部噴霧ガンを装備した上部噴霧式造粒機ボウルと、３つのペリスタ
ル型ポンプとを装備したＦｌｕｉｄ　Ａｉｒ　ＦＡ　３００造粒機を空にしながら予熱し
て、そのユニットの壁に貼り付く材料の量をもしあれば低減する。マンニトールとＬ－Ｈ
ＰＣとのプレブレンド混合物を、予熱した生成物ボウルに充填する。このブレンド上に上
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記のＳｔａｒｃｈ　１５００水溶液を噴霧し、以下の処理パラメーターで造粒する－入口
気温：１００℃；空気量：７００～９００ｓｃｆｍ；噴霧速度：５５０ｇ／分（７７５（
処方２）または１０００（処方３）ｇ／分まで上昇させる）；霧化圧力：４．０バール；
生成物温度：３０～３２℃。噴霧後、湿潤果粒を、入口温度：１００℃；入口空気量：７
００ｓｃｆｍ；および最終生成物温度：４８℃で乾燥して、造粒物中の水分を２．０％未
満に低減する。Ｋａｓｏｎ３０”シフターを使用して２０メッシュマーケットグレードス
クリーンに乾燥果粒を通して、１つの内部帯電防止ポリエチレンバッグで二重に内張りさ
れたファイバードラムの中に入れる。有効収率は、理論バッチサイズの８３％～９８％の
範囲で変動した。かさ密度：０．４７ｇ／ｃｃおよびタップ密度：０．６３ｇ／ｃｃ。さ
らに、ＲＤマイクロ顆粒の３つのレプリケートバッチ（各１６０ｋｇ）を、上記のように
、Ｓｔａｒｃｈ　１５００含量は同じであるが、水の量は変えて調製する。過大サイズ果
粒は、２重量％を超える場合、粉砕してもよい。この方法により、極めて均一の粒径分布
を有し、かつ過大サイズ材料が１％未満で９５％～９９％の極めて高い収率を示すＲＤマ
イクロ顆粒が製造される。
【００９９】
実施例５．Ｂ：Ｇｌａｔｔ　ＧＰＣＧ　１２０におけるＬ－ＨＰＣ／Ｓｔａｒｃｈを含有
するＲＤマイクロ顆粒
　Ｓｔａｒｃｈ　１５００（登録商標）（３．２ｋｇ）を、上記の実施例５．Ａに記載の
ように、ステンレス鋼容器の中で１００ｋｇの精製水ＵＳＰに徐々に溶解させる。マンニ
トール２５（１４８．８ｋｇ）および低置換ヒドロキシプロピルセルロース（８．０ｋｇ
のＬ－ＨＰＣ）のブレンドを、Ｃｏｍｉｌ（登録商標）スクリーン／スペーサーにその混
合物を通すことにより粉砕し、予熱したＧｌａｔｔ　ＧＰＣＧ　１２０の中で、以下の処
理パラメーターにて上記実施例５．Ａに記載のように、Ｓｔａｒｃｈ　１５００水溶液を
噴霧することにより造粒する－入口空気温度１００℃；空気量：２５００ｓｃｆｍ；噴霧
速度：２０００ｇ／分霧化圧力：３．０バール；生成物温度：３０～３２℃。噴霧後、湿
潤果粒を、入口温度：１００℃；入口空気量：１，５００ｓｃｆｍ；および最終生成物温
度：４８℃で乾燥して、造粒物中の水分を２．０％未満に低減する。さらに、同じＳｔａ
ｒｃｈ　１５００含量のＲＤマイクロ顆粒の４つのレプリケートバッチ（各１６０ｋｇ）
および２．５％のＳｔａｒｃｈ　１５００含量の１つのバッチ（処方Ｅ）を、上記のよう
に調製する。有効収率は、理論バッチサイズの９１～９６％の範囲で変動した。粒径およ
びかさ／タップ密度の測定を行って中央粒径を決定し、実施例５．Ａおよび５．ＢのＲＤ
マイクロ顆粒バッチについての圧縮率を、それぞれ図５および６に示す。
【０１００】
実施例５．Ｃ：マンニトール／Ｌ－ＨＰＣ／Ｓｔａｒｃｈマイクロ顆粒を含有するアセト
アミノフェンＯＤＴ
　低置換ＨＰＣ（５重量％）、微結晶性セルロース（Ａｖｉｃｅｌ　ＰＨ１０１を１０％
）、スクラロース（０．４％）、およびストロベリー香料（０．６％）を、０．５立方フ
ィートのＶ－ブレンダーの中でブレンドし、４０メッシュスクリーンに通す。選別された
材料を、必要量のアセトアミノフェンマイクロカプセル（１０％ＥＣ－１００コーティン
グでロットの３８重量％）、造粒添加剤としてアルファ化デンプンを－実施例５．Ｂ、２
％もしくは２．５％で含む４６重量％の迅速分散顆粒、または結合剤を含有しない迅速分
散マイクロ顆粒（ＰＥ３７５、マンニトール／クロスポビドン；多機能性添加剤なし）と
、２立方フィートのＶ－ブレンダーの中で１０分間ブレンドし、Ｈａｔａ打錠機－Ｍａｔ
ｓｕｉ　ＥｘＬｕｂシステムおよび周囲１３ｍｍの平坦な縁取りツーリングを使用して、
１２～１８ｋＮの圧縮力で圧縮して重量７００ｍｇの２５０ｍｇアセトアミノフェンＯＤ
Ｔにする。
【０１０１】
　圧縮用ブレンドバッチを、外部滑沢装置であるＭａｔｓｕｉ　Ｅｘｌｕｂシステムを装
備したＨａｔａ打錠機上で圧縮する。開始運転パラメーターは、錠剤の重量、硬度、厚さ
、および摩損度を商業的許容範囲内に維持するために必要に応じて変更する。錠剤の重量
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範囲は、典型的には、目標錠剤重量の±４％に維持する。ＥｘＬｕｂシステムは、打錠機
の作動時に、滑沢剤の適切な噴霧が確実になされるように開始する。充填深さ（ｍｍ）、
プレ圧縮位置（ｍｍまたはｋＮ）、およびメイン圧縮位置（ｍｍまたはｋＮ）などの打錠
パラメーターを、予定規格を満たす２５０ｍｇ錠剤を製造するために、打錠機上で調整す
る。首尾よくセットアップした後に、打錠機を圧縮操作の完了まで「自動モード」で作動
させる。作動中、製造された錠剤が規格を満たすことを確認するために一定間隔でサンプ
リングする。３０分ごとの５つの錠剤サンプルについて、錠剤の重量、硬度、および厚さ
を測定する。６０分ごとに、摩損度試験用に十分なサンプルも採取する。すべての打錠動
作は、操作パラメーターの調整を必要とすることなく円滑であると予想され、規格内の錠
剤性状が維持される。これらの打錠動作の間に、流動関連の処理問題またはスコーリング
は観察されない。さらに、造粒添加剤なしで調製されたＯＤＴと比較して、多機能性添加
剤を追加してもインビトロまたは口腔内での崩壊時間は増加しない。
【０１０２】
実施例５．Ｄ：マンニトール／Ｌ－ＨＰＣ／Ｓｔａｒｃｈを含有するアセトアミノフェン
／ヒドロコドンＯＤＴ
　スクラロース（１．０％）、人工チェリー香料（１．１５％）、微結晶性セルロース（
１０％のＡｖｉｃｅｌ　ＰＨ１０１）、およびクロスカルメロースナトリウム（３％のＡ
ｃ－Ｄｉ－Ｓｏｌ）を、Ｖブレンダーの中で５分間プレブレンドして均一にした後、この
プレブレンドを１４４６ｒｐｍで作動するＣｏｍｉｌ（登録商標）スクリーン／スペーサ
ーに通して集塊物を除去する。上記比較例２．Ｅからの味マスキングされたヒドロコドン
／アセトアミノフェンマイクロ粒子（１８．６％）、比較例２．Ｅからの味マスキングさ
れたアセトアミノフェン微結晶（１７．１％）、プレブレンド、および迅速分散マイクロ
顆粒（４８．２％）をＶ－ブレンダーの中で２０分間ブレンドした後、予め選別されたナ
トリウムステアリルフマラート（１．０％）と５分間ブレンドする。この圧縮用混合物を
圧縮することにより、ＨＤＰＥボトルへの包装、保管、および輸送の間の摩耗に耐えるの
に十分な高抗張力および低摩損度を有するＯＤＴ錠剤３００－ｍｇ／１０－ｍｇを製造す
る。これらの錠剤は、米国薬局方崩壊時間メソッド＜７０１＞により試験される場合に３
０秒以内に崩壊することが見出される。
【０１０３】
実施例６．Ａ：Ｐｅａｒｌｉｔｏｌ　６０／Ｌ－ＨＰＣ／ＳｔａｒｃｈまたはＫｌｕｃｅ
ｌ　ＬＦを含むＲＤマイクロ顆粒
　アルファ化Ｓｔａｒｃｈ　１５００（マイクロ顆粒の重量を基準にして２％に相当する
１２０ｇ）を、ステンレス鋼容器の中で常時撹拌しながら、精製水に徐々に加えて溶解さ
せる。中央粒径が約６０μｍのＤ－マンニトール（５５８０ｇのＰｅａｒｌｉｔｏｌ　６
０）および低置換ヒドロキシプロピルセルロース（３００ｇ）を、上記実施例４．Ａに開
示のように、Ｇｌａｔｔ　ＧＰＣＧ　５の中で、デンプン溶液を噴霧することにより造粒
する。造粒添加剤として低粘度ヒドロキシプロピルセルロース（９０ｇのＫｌｕｃｅｌ　
ＬＦ）を含む迅速分散マイクロ顆粒を、加熱マントルを装備したステンレス鋼容器の中で
常時撹拌しながら、６０℃で精製水に徐々に加えて溶解させる。中央粒径が約６０μｍの
Ｄ－マンニトール（５６１０ｇのＰｅａｒｌｉｔｏｌ　６０）および低置換ヒドロキシプ
ロピルセルロース（３００ｇ）を、上記実施例４．Ａに開示のように、Ｇｌａｔｔ　ＧＰ
ＣＧ　５の中で、Ｋｌｕｃｅｌ溶液を噴霧することにより造粒する。
【０１０４】
実施例６．Ｂ：Ｐｅａｒｌｉｔｏｌ　３５／Ｌ－ＨＰＣ／Ｓｔａｒｃｈを含むＲＤマイク
ロ顆粒
　中心粒径が約３５μｍのＤ－マンニトール（５５８０ｇのＰｅａｒｌｉｔｏｌ　３５）
および低置換ヒドロキシプロピルセルロース（３００ｇ）を、上記実施例４．Ａに開示の
ように、Ｇｌａｔｔ　ＧＰＣＧ　５の中でデンプン溶液（１２０ｇのアルファ化Ｓｔａｒ
ｃｈ　１５００）を噴霧することにより造粒する。
【０１０５】
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実施例６．Ｃ：ＣＲメルペロンマイクロ粒子
　メルペロン塩酸塩ＯＤＴ　ＣＲ錠剤を、米国特許出願第１２／６３９，４９６号明細書
の開示に従って調製する。メルペロン塩酸塩（１５．０ｋｇ）を、アセトンと水との５０
／５０混合物に撹拌しながら徐々に加えて溶解させる。上記メルペロン溶液を、１８”底
部噴霧式Ｗｕｒｓｔｅｒ１８”カラム、ＨＳ　Ｃｏｌｌａｒを備えた３．０ｍｍノズル口
、および底部内側「Ｇ」および外側「Ｃ」分配プレートを装備したＧｌａｔｔ　ＧＰＣＧ
　１２０の中で、３２℃の生成物温度（範囲：２９～３６℃）にて４５～６０メッシュの
糖スフェア（４３．８ｋｇ）上に噴霧する。薬物層形成に続いて、Ｋｌｕｃｅｌ（登録商
標）ＬＦのシールコーティングを２重量％で施し、Ｇｌａｔｔユニット内で５分間乾燥し
て、残留溶媒（水分を含む）を除去し、３５メッシュ（５００μｍ）スクリーンで篩別し
て、もしあれば２倍のものを廃棄する。リン酸水素ナトリウム（６．２ｋｇ）を、撹拌し
ながら１２４ｋｇの精製水に徐々に加える。メルペロン塩酸塩ＩＲビーズ（５２．６ｋｇ
）を、生成物温度５３℃（範囲：４９～６０℃）にて、アルカリ性緩衝水溶液でコーティ
ングする。緩衝液層形成に続いて、約２％の重量増加を目的とした、５０℃の生成物温度
でのＯｐａｄｒｙ　Ｃｅａｒの保護シールコーティング。
【０１０６】
　エチルセルロース（１３．９ｋｇ）を、撹拌しながら８５／１５のアセトン／水混合物
に徐々に加えて溶解させる。次いで、セバシン酸ジブチル（１．１ｋｇ）を、ポリマー溶
液に徐々に加え３０分間撹拌する。緩衝液でコーティングされたメルペロンＩＲビーズ（
３４．０ｋｇ）を、Ｇｌａｔｔの中で生成物温度３３℃（範囲：２９～４０℃）にて、上
記ＳＲコーティング溶液（７％の固形分）でコーティングする。アセトンですすいだ後、
続いて、ＳＲでコーティングされたビーズに、シールコーティング溶液（Ｋｌｕｃｅｌ（
登録商標）ＬＦ；　７．５％の固形分）を噴霧し、Ｇｌａｔｔユニット内で５分間乾燥し
て残留溶媒（水分を含む）を除去し、次いで篩別して、もしあれば過大サイズおよび微粉
を廃棄する。
【０１０７】
実施例６．Ｄ：マンニトール／Ｌ－ＨＰＣ／Ｓｔａｒｃｈマイクロ粒子を含有するＯＤＴ
　ＣＲメルペロン
　クロスポビドン（５重量％）、微結晶性セルロース（Ａｖｉｃｅｌ　ＰＨ１０１を１０
％）、スクラロース（０．４％）、およびペパーミント香料（１．０％）を、０．５立方
フィートのＶ－ブレンダーの中でブレンドし、４０メッシュスクリーンに通す。選別され
た材料を、工程６Ｂからの必要量のメルペロンＳＲビーズ（３６重量％）、実施例６から
の４７．４重量％の迅速分散顆粒と、Ｖ－ブレンダーの中で１０分間ブレンドし、１２～
１８ｋＮの圧縮力で圧縮して、重量が１０００ｍｇの５０ｍｇメルペロンＨＣｌ　ＯＤＴ
　ＣＲ錠剤にする。
【０１０８】
工業用途可能性：
　本発明の実施形態の１つに従って、各粒子の中央粒径が６０μｍ以下である糖アルコー
ル、糖、またはそれらの混合物、スーパー崩壊剤、および薬学的に許容される多機能性添
加剤を含む自由流動性の迅速分散マイクロ顆粒を、例えば、湿式造粒物の粉砕および／ま
たは広範な乾式粉砕を必要とすることなく、流動層造粒機の中で、水、エタノール、イソ
プロパノール、アセトン、またはそれらの混合物を使用して簡単かつ迅速に製造する。自
由流動性の迅速分散マイクロ顆粒、機能性ポリマーでコーティングされた薬物マイクロ粒
子（例えば、薬物の味を効果的にマスキングするために味マスキングされた、または放出
制御（ＣＲ）特性を付与するために１つまたは複数の専用機能性ポリマーでコーティング
された）、および他の薬学的に許容される賦形剤（例えば、香料、甘味剤、着色剤（任意
選択）、追加の崩壊剤、圧縮助剤、および滑沢剤（任意選択））を含む口腔内崩壊錠を、
生産規模のロータリー打錠機を使用して製造し、保管、輸送、商品流通、および最終使用
のために、ＰＴＰ（プッシュスルー包装）またはペーパーバックピールオフブリスターお
よびよび／またはボトルの中に包装する。このＯＤＴは、口腔内で唾液と接触すると迅速
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に崩壊し、ざらつきのない食感で飲み込まれるコーティングされた薬物マイクロ粒子を含
有する滑らかで飲み込み容易な懸濁液を形成する。
【０１０９】
　本出願の中で引用されたすべての文献、特許、特許出願、刊行物、製品説明、プロトコ
ールは、あらゆる目的のためにそれらの内容全体が参照によって本明細書に組み込まれる
ものとする。
【０１１０】
　本明細書で説明および論述した実施形態は、本発明を製作または使用するのに本発明者
らが知る最良の方法を当業者に教示することのみを意図するものである。上記の教示に照
らして当業者が認識するように、本発明から逸脱することなく、上記の実施形態の修正形
態および変更形態が可能である。したがって、特許請求の範囲およびそれらの等価物の範
囲内で、具体的に記載されたもの以外の方法で本発明を実施することができることを理解
されたい。

【図１】 【図２】
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