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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ）ポリアクリル酸とその塩に基づいた少なくとも１つのポリマー、
　ｂ）アルギン酸塩の群から選択される少なくとも１つの天然ポリマー、
　ｃ）カラギーナン、ヒアルロン酸及び／又はコラーゲンの群から選択される少なくとも
１つの更なる天然ポリマー、
　ｄ）任意に、ａ）ｂ）及びｃ）とは異なる少なくとも１つの更なるポリマー、
及び、
　ｅ）任意に、１つ以上の活性化合物及び／又は補助物質、
を含む凍結乾燥組成物。
【請求項２】
　当該凍結乾燥組成物１ｍｍ層厚あたり、０．０２以上の光学密度を有する請求項１に記
載の凍結乾燥組成物。
【請求項３】
　当該凍結乾燥組成物の１重量％溶液又は懸濁液が、２０℃で、３．０から６．５までの
ｐＨを有する請求項１又は２に記載の凍結乾燥組成物。
【請求項４】
　化学的に架橋していない、及び／又は、織物繊維成分を含まない、請求項１乃至３のい
ずれかに記載の凍結乾燥組成物。
【請求項５】
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　以下のステップを含む、凍結乾燥組成物の調製方法
　ａ）アルギン酸塩の群から選択される少なくとも１つの天然ポリマーと、カラギーナン
、ヒアルロン酸及び／又はコラーゲンの群から選択される少なくとも１つの更なる天然ポ
リマーの水性懸濁液又は水溶液の調製
　ｂ）任意に、ステップａ）又はｅ）で使用するポリマーとは異なる少なくとも１つの更
なるポリマーとの混合
　ｃ）任意に、１つ以上の活性化合物及び／又は補助物質との混合
　ｄ）ｐＨ３．０から６．５までへの、水性懸濁液又は水溶液のｐＨの調節
　ｅ）ポリアクリル酸とその塩に基づくポリマーの水性懸濁液又は水溶液の調製、及び、
アルカリ／酸でのｐＨ３．０と６．５の間への当該溶液ｐＨの調節。
　ｆ）ａ）～ｄ）、及びｅ）で調製された懸濁液又は溶液の混合、及び、ｐＨ３．０から
６．５までへのｐＨの適宜調節
　ｇ）適当な型又は適当な表面への、当該混合物の流し込み又は展開
　ｈ）当該混合物の凍結、及び、
　ｉ）凍結乾燥組成物を形成するための、当該混合物の凍結乾燥。
【請求項６】
　ステップｉ）の後、当該凍結乾燥組成物が、切断により、シート、包帯又はマスクの形
状に形成される、請求項５に記載の調製方法。
【請求項７】
　請求項５又は６に記載の調製方法により得られる凍結乾燥組成物。
【請求項８】
　ポリアクリル酸とその塩に基づく少なくとも１つのポリマーが、カルボマーの群から選
択される、請求項１乃至４、及び、請求項７のいずれかに記載の凍結乾燥組成物。
【請求項９】
　少なくとも１つの更なる天然ポリマーｃ）がヒアルロン酸の群から選択される、請求項
１乃至４、及び、請求項７乃至８のいずれかに記載の凍結乾燥組成物。
【請求項１０】
　更に含有する天然ポリマーｃ）がカラギーナンの群から選択される、請求項９に記載の
凍結乾燥組成物。
【請求項１１】
　少なくとも１つの天然ポリマーｂ）がアルギン酸ナトリウムの群から選択される、請求
項１乃至４、及び、請求項７乃至１０のいずれかに記載の凍結乾燥組成物。
【請求項１２】
　化粧油、トリグリセリド、及びカプリル酸／カプロン酸トリグリセリドの群から選択さ
れる少なくとも１つの補助物質を含む、請求項１乃至４、及び、請求項７乃至１１のいず
れかに記載の凍結乾燥組成物。
【請求項１３】
　医薬品として使用するための、請求項１乃至４、及び、請求項７乃至１２のいずれかに
記載の凍結乾燥組成物。
【請求項１４】
　創傷被覆体として使用するための、請求項１乃至４、及び、請求項７乃至１２のいずれ
かに記載の凍結乾燥組成物。
【請求項１５】
　請求項１乃至４、及び、請求項７乃至１２のいずれかに記載の凍結乾燥組成物の化粧品
としての使用。
【請求項１６】
　請求項１乃至４及び請求項７乃至１２のいずれかに記載の少なくとも１つの凍結乾燥組
成物と、１以上の活性化合物及び／又は任意に１以上の補助物質を含有する少なくとも１
つの水溶液と、を一体となった空間的配置内に含むキット。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、以下を含む凍結乾燥組成物に関する。
ａ）ポリアクリル酸とその塩に基づく少なくとも１つのポリマー、
ｂ）少なくとも１つの天然ポリマー、
ｃ）任意に、ａ）及びｂ）とは異なる少なくとも１つの更なるポリマー、
及び
ｄ）任意に、1つ以上の活性化合物及び／又は補助物質
【０００２】
　更に、本発明は凍結乾燥組成物の調製方法、凍結乾燥組成物と水溶液のキット、化粧品
及び医薬品への使用のための凍結乾燥組成物の使用、及びキットの使用に関し、特に、美
容用マスク又は創傷被覆材としての使用、特に慢性創傷、下腿潰瘍、又は褥瘡のような皮
膚創傷の処置のための医薬品の調製のための使用に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ヒト及び／又は動物の体の美容上、治療上の処置のための様々な薬剤が、多様な剤形と
投与形態で知られている。大型の成形体の形状と同様に、スポンジ、シート、基質、被覆
体、パッド、箔、マスク、層状体、又は他の平面形状として構成される固形の乾燥製剤の
形態の組成物と薬剤が、特に創傷治療の医薬分野において重要な役割を担っているが、し
かし美容上の使用の分野でも増加している。
【０００４】
　そのような実施形態は、特に、皮膚の外部局所の治療や管理、特に局所の皮膚傷害又は
創傷の管理に好適である。望まれる治療目的、又は選択されたそのような被覆体の利用分
野に依存して、特別な、時にはかなり特定の材料と機能的要求が、そのような組成、特に
化学的組成、及び、物理的又は生化学的作用機構と機能に課される。外部表皮の治療の場
合には特に、臓器である“皮膚”との複雑な生化学的相互作用と、機能的機構が思い起こ
される。
【０００５】
　ここで、例えば美容的処置による皮膚の管理及び保護と、治療的処置による皮膚の機能
障害若しくは傷害の回復、治癒、又は緩和は、実質的に同程度に重要である。
【０００６】
　美容的処置による管理と予防的保護は、特に、活性のある化合物、栄養素、及び／又は
管理用物質の適用と導入によって達成されうるが、物理的機械的保護及び／又は、皮膚の
弾力性、滑らかさ／粗さ、乾燥性若しくは生化学的平衡のようなバリア特性の補助又は改
善によっても達成されうる。特に、皮膚の保湿及び脂肪含量、特に所謂“自然保湿因子”
（NMF）及びバリア機能を、補助、保護、調節並びに改善する事は、ここでは重要な処置
要素である事を意味する。
【０００７】
　皮膚若しくは皮膚の中心機能の１つの障害又は欠損の際には、緩和、治癒、又は回復作
用が発揮される処置が特に重要である。そのような治療的処置は、特定の活性物質、治癒
物質、若しくは積極的作用を持つ活性化合物によって、又は、自己治癒を補助して、好ま
しい影響を及ぼす適当な物理的若しくは生化学的方法によっても同様に達成されうる。本
発明におけるそのような治療的処置の性質と効果は、特に傷害又は機能障害の性質に依存
し、皮膚の効果が与えられる層に特異的に適合されるべきである。創傷管理の分野におい
ては、所謂、創傷滲出液管理、創傷壊死組織切、又は創傷環境への影響と制御が、本文献
の中で、特に言及される。
【０００８】
　皮膚の美容管理と治療分野の両分野において、固形、乾燥、吸収性又は水和形態、特に
平板シート、被覆材又はマスクの形態の利用は、原則的には特に適しており、また既に広
く行き渡っている。ここで、活性化合物の応用に加えて、皮膚水和作用を持つ活性化合物
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自身も、特に興味深い。本発明は、美容的及び治療的な皮膚の処置に同等に関連する。
【０００９】
　特に、親水性、膨潤性の親水性コロイド、又はポリマーを基材にした製剤が、この目的
のために知られており使用されている。創傷の治療分野で特に、特定のハイドロゲルが創
傷治療剤として知られている。ここでハイドロゲルは、高度の含水量、又は高度の水分吸
収力と保水力によって特徴付けられ、結果として湿潤創傷治療に適している。ポリアクリ
ル酸とその誘導体を基材としたハイドロゲル、ポリアクリル酸とその塩を基材としたハイ
ドロゲルは、特に適した組成である。特に、所謂“カルボマー”グループと呼ばれる合成
アクリル酸ポリマーは、特別に優れた吸水力によって特徴付けられる。本発明において、
米国薬局方、英国薬局方、米国一般名委員会(USAN)、米国化粧品工業会(CTFA)に従い、“
カルボマー”の用語は、カルボポールグループを意味する。カルボマーは、また、“超吸
収体”の用語で知られている。
【００１０】
　自身の重量の数倍から1000倍までの液体（通常、水又は蒸留水）を取り込めるそれらの
物質は、“超吸収体” （又は超吸収ポリマー）と呼ばれる。化学用語において、カルボ
マーは、アクリル酸及びアクリル酸ナトリウム、任意に付加的な架橋剤、及び／又は、ア
クリル酸誘導体の複雑な共重合体であり、それがカルボマーの化学的組成を多様にさせて
いる。
【００１１】
　ポリアクリル酸、その誘導体、又はカルボマー、及び超吸収体は、美容分野と医療分野
の利用の両者で、広い使用範囲を有している。化粧品では、カルボマー又は超吸収体は、
例えばDE10195737に記載されるように、クリームとローションの粘性を増大させる成分と
して使用されている。最終製品での粘性を増大させる事によって、それらは、乳化剤であ
る事に加えて親油性相と親水性相の相分離を打ち消し、豊かな質感をもたらし、使用後に
皮膚の気持ち良い感覚に貢献する。油を含まないかほとんど含まず、かつ少量の乳化剤し
か含まないポリアクリル酸だけに基づく粘性組成物を含む純粋なハイドロゲル製品は、主
として、その中に含まれるポリアクリル酸の粘性を通して相安定性を獲得する。
【００１２】
　ポリアクリル酸の、優れた粘性を増大させる特性に加えて、過剰量の水性液体の吸水力
、過剰な膨潤を伴う保持力と保存力に基づいて、それらは、特に創傷の治療分野、特に、
滲出液管理のための医療用製品として使用される。ここでは、ポリアクリル酸は、通常、
粉又は顆粒のような乾燥状態で使用される。
【００１３】
　ポリアクリル酸ポリマーからのミクロ若しくはナノ粒子又は粒状材料の調製も知られて
おり、そのような粒子は、通常、ポリアクリル酸と、さらに安定な天然又は半合成ポリマ
ーとの混合物から調製される。例えば、WO00/22083では、アクリル酸／カルボキシメチル
セルロース溶液に基づくナノ多孔質な粒状材料を記載しており、WO05/123034では、例え
ば、ポリメタクリル酸とアルギン酸ナトリウム溶液の混合物に基づくミクロ粒子システム
を記載し、各ケースにおいて、それらは、ポリアクリル酸ポリマー混合物の噴霧気化と凍
結乾燥によって得られる。
【００１４】
　ミクロゲル粒子の調製のためのポリアクリル酸ポリマーの使用、及び、活性化合物のカ
プセル化のためのポリアクリル酸ポリマーの使用は、例えば、酸化された綿の創傷被覆材
に使用されるミクロゲル粒子懸濁液の実施形態で、GB2431104で公知である。
【００１５】
　ポリアクリル酸ポリマーに基づく創傷被覆材は、さらに、創傷治療に有益な影響を及ぼ
すと言われる活性化合物と、しばしば組み合わされる。例えば、フィブロネクチンとの組
合せが、WO01/13967に記載され、線維性コラーゲンとの組合せがGB2080814に記載され、V
EGFとPDGFのような成長因子との組合せがWO08/070270に記載されている。
【００１６】
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　さらに、例えば、WO07/122232は、ポリアクリル酸とゼラチンの混合物の押し出し、又
はエレクトロスピニング製法により得られる創傷処置のための凍結乾燥組成物を開示して
いる。
【００１７】
　ポリアクリル酸構成物やアクリル酸を含むハイドロゲルは、さらに治療用創傷管理剤分
野の接着剤又は粘着剤として使用される。
【００１８】
　しかし、美容的皮膚処置及び治療的皮膚処置の両者において、それらの製剤は、高い濡
れ速度と、高い吸水、保持能力に加えて、さらに優れた湿潤と皮膚水和作用、即ち、優れ
た水放出力を持つ事も、できれば望ましい。美容的皮膚処置の水和作用は、例えば弾力性
としなやかさに関して、皮膚の機械的、物理的な性質の改善に、必須の役割を果たしてい
る。創傷処置の分野で乾性創傷に使用される場合、水和作用は、創傷部位を改善し、調節
するために、従って、創傷の治療状態を補助するために重要である。液体の取り込み又は
吸収と、水和又は湿潤との組み合わせの適当な可能性は、１つの成分中に、両要件を満た
し得る組成物を組み合わせる事から成る。これのためには、高い吸水能力と保持能力を持
つポリアクリル酸、及び、例えば、優れた水和特性を有する多糖類のような天然ポリマー
、特定のアルギン酸、ヒアルロン酸、トチャカ（carrageens）、セルロースのような親水
コロイドとの混合物が、特に適している。
【００１９】
　更に、ある程度洗い流さない製品として設計された組成物を提供することが、特に美容
上の使用において、しかし外用治療薬としての使用においても望ましい。このためには、
製品は、実質的に残留物なしで、事実上、完全に皮膚又は髪に留まる事が可能なように設
計されなければならない。そのような洗い流さない製品は、更に、使用し易い十分な製剤
で使用者に提供できるように、ある程度の粘性を持っていなくてはならない。したがって
、充填材又は補助物質材をほとんど含まず、理想的に高い活性成分を含み、それにもかか
わらず高い使用粘性を持つ組成物を提供する努力がなされる。
【００２０】
　ポリアクリル酸とその塩に基づくポリマー、特に、所謂、超吸収体又はハイドロゲルも
、これらの目的に特に適している。
【００２１】
　創傷管理のための水を含有するハイドロゲルは、チューブ又は注射器の中の非晶質ゲル
としても、しばしば売られている。そのようなゲル様ハイドロゲルは、例えば、EP583170
により公知であり、WO97/03710によるように、例えばポリアクリル酸のような純粋な合成
ポリマーに基づく、又は純粋な天然に構築されたポリマーに基づく物が公知である。
【００２２】
　合成及び天然に構築されたポリマーのゲル様混合物は、例えばEP737703のような先行文
献にも開示されている。それは、多糖類で安定化したポリエステル共重合体由来の液体、
又は非晶質の重合ハイドロゲルを主題とする。又は、EP1779836では、ポリアクリル酸と
ヒドロキシプロピル-グアーの混合物に基づく水和分散体を開示している。
【００２３】
　DE102005035879は、高い水吸収能力を持つ合成アクリル酸誘導体に加えて、少なくとも
１つのゲル形成多糖類と少なくとも２つの異なる電解質の電解質混合物とを含む、創傷管
理のための水性ハイドロゲルを開示している。このハイドロゲルは、少なくとも５０重量
％の含水量を有し、開示によると、優れた立体形成能とゲルの寸法安定性である、特に優
れた吸収、同時に水和の特性を持つ。
【００２４】
　液体、半液体又はゲル様の使用形態の欠点は、基本的に崩壊や微生物の攻撃に高感受性
であり、保存処置を必要とする事である。本発明において、特に化学防腐剤の添加は、む
しろ好ましくない。照射又は熱の処理といった物理的な保存方法は、ゲル形成剤の構造に
直接作用し、従って組成物の粘性に直接作用する。これらの方法は、しばしば、調節が困
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難で、制御不能な粘性変化につながる。
【００２５】
　更に、概して、ゲル、粉、又は顆粒形状の製剤は、非結合性で、形を成しておらず、寸
法安定性がないために、創傷に使用するのは難しい。そのような非結合性の組成物は、ま
た投与量に難点がある。さらにまた、粉末/ゲル様製剤の均一な分散も問題である。
【００２６】
　従って、固形で結合性のある形状で、適用される処置部の形と大きさによく適合して順
応しうる使用形状が、好んで使用される。ここで、特に皮膚の処置を目的とする製剤は、
可能な限り単純で定型的使用となるように、平面形状を有する。ここで適した製剤は、ま
ず使用しやすい事に加えて、処置部位での立体形成も理想的に可能であるように、さらに
特定の寸法安定性と機械的な粘性を有するべきである。製剤の機械的安定性が好ましくは
必要であるため、更には、処置される部位に順応される形状と大きさの、平面で乾燥した
製剤を提供する事が望ましい。
【００２７】
　保存的処置、使用容易性、寸法安定性、及び立体成形能力に関して、まとまった平面形
状の、ハイドロゲル、又は水和可能な膨潤性の親水コロイド組成物を提供可能にするため
に、これらは、しばしば乾燥体、例えばフィルム、シート、パッド又は湿布の形状で、提
案される。乾燥製剤は、また、水を含む、又は湿った製剤よりも、保管と輸送に関して好
都合である。
【００２８】
　親水コロイド又はハイドロゲル組成物、特にポリアクリル酸ゲルを平面形状、例えば、
シート又は被覆体にするために、乾燥したハイドロゲル組成物の特定な機械的安定性が必
要である。さもなければ、例えば、望ましい形状に切断するといった機械的な再操作の間
に、又は、特に広い面積の乾燥組成物の取扱いの際にも、乾燥後の材料は、簡単に顆粒又
は粉に崩壊するからである。
【００２９】
　固形、望ましくは織物、及び／又は、不溶性担体への適用によって、機械的に安定させ
て、使用可能な平面形状にするというような乾燥ハイドロゲル又はポリマー製剤は、先行
文献により公知である。
【００３０】
　例えば、WO01/82886には、再水和可能な親水コロイド組成物の凍結乾燥された美容上の
“貼付剤”が記載されており、該貼付剤はアルギン酸塩のような天然の多糖類、セルロー
スのような半合成親水コロイド、又はポリアクリル酸のような合成ポリマーを含み、また
、親水コロイド組成物に、それに付着する固形担体を適用することによって得られる。例
えばポリウレタン製の、例えば、不織布、ネットワーク、又は架橋結合の形状として凍結
乾燥する。ここでの付着性の担体は、凍結乾燥工程や、その後の取扱いや“貼付剤”の使
用中に、十分な機械的安定性を得るために重要であり、第１に望ましい“貼付剤”又はマ
スク形として組成物を提供することを可能にしている。化粧品産業でのポリアクリル酸ポ
リマーの加工において、通常、ｐＨは中和される。従って、記載される組成物の工程にお
いても、水酸化ナトリウムによって中和される。この事が、凍結乾燥や後の取扱における
、そのような組成物の安定性の欠如に導いており、不溶性の安定化担体が必要な理由であ
る。
【００３１】
　更に、固形担体への親水コロイド組成物の使用により安定化される平面状シート若しく
はマスクの形状の乾燥親水コロイド、又はハイドロゲル組成物については、WO99/20318及
びWO97/41900により公知である。その中で、例えば、アルギン酸塩に基づく水溶性ハイド
ロコロイド組成物は、注入により固形基材として使用され、また、付加的に、製剤が凍結
乾燥される前に、金属イオンとの架橋結合により安定化される。
【００３２】
　例えばポリアクリル酸のような合成構築ポリマーと、例えばアルギン酸塩又はセルロー
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スのような天然親水コロイドとの混合物からのマスク又は貼付剤が、DE60113937（上記WO
01/82886に由来する）に開示されており、固形繊維性担体基材への適用によって安定化さ
れ、担体上で凍結乾燥された製剤を望ましい形状に切断する事が可能である。
【００３３】
　担体に固定した製剤の欠点は、材料の不均一性であり、特に、処置される身体又は創傷
の部位から、又は部位の外へ、不溶性の、通常は合成担体基材、を除去する事が必要であ
る。特に、ゲルに再水和され得る親水コロイド組成物が創傷処置に使用された時に、組成
物中の不溶性で再水和されない成分は、例えば、吸収されないか、又は、かろうじて創傷
滲出液と共に創傷から排出されるだけのために、望ましくない。粘性のゲルに再水和され
得るハイドロゲル組成物を使用する美容上の処置においても、不溶性の担体基材は、担体
層が組成物に含まれる活性化合物や活性成分、特に例えば皮膚上の水和ゲル組成物のマッ
サージによる取り込みを妨げるので望ましくない。使用している間に、処置に関連したハ
イドロゲル組成物を、概して実際の処置に関連しない担体から再度分離する事も困難であ
る。ここで、担体基材の除去に関し、これに接着している、又は埋め込まれたある程度の
量のハイドロゲル組成物も、常に取り除かれ、その後は、もはや実際の処置には使用でき
ない。結果として、一方では、処置剤又は活性化合物の再生使用や正確な１回分の使用が
不可能であり、また、他方では、材料資源が、この意味において使用されずに浪費され、
経済的な面からも望ましくない。
【００３４】
　特に平面形状については、そのような不溶性、平面結合力がある担体材料を使うことな
く安定化する、機械的に安定な乾燥親水コロイド組成物の調製は、例えば、DE4328329又
はWO01/78692によって公知であり、その中で、凍結乾燥させた天然構築ポリマー、例えば
アルギン酸ナトリウムに基づく、膜又はマスクが開示されている。ここで、DE4328329の
基材は、鋳造物や凍結乾燥ブロックが望ましいマスク形状に切断され得るように、例えば
織物レーヨン繊維のような緩く紡糸された繊維の添加により、又はカルシウム架橋結合に
より安定化される。WO01/78692に記載の凍結乾燥ゲル基材は、同様に、特にカルシウムイ
オンで、機械的に、部分架橋結合することで安定化される。しかし、どちらの文献も、天
然親和コロイドと、特にポリアクリル酸とその誘導体に基づくような合成構築ポリマーと
の混合物については開示していない。
【００３５】
　文献WO95/19795又はGB2401879も単に、織物繊維、例えばレーヨン（ビスコース）又は
綿、又は、例えばポリアミド、ポリエステル又はポリエーテルに基づく非膨張合成ポリマ
ー繊維の添加によって安定性を獲得する乾燥シート様、又は乾燥スポンジ様のハイドロゲ
ル製剤を開示しているだけである。
【００３６】
　対照的に、WO03/051412は、例えば、合成ポリアクリル酸ポリマーから得られる定型シ
ートの形状で、特にカルボキシメチルセルロース繊維のような不溶性の合成織物繊維材料
で安定化される凍結乾燥吸収性スポンジ材料を開示している。
【００３７】
　安定化のために、ゲル化によって可溶性となる再水和可能なハイドロゲル製剤に、不溶
性織物繊維、又は他の非某順性合成繊維成分を添加する事は、再水和されたゲルの中で、
これらの不溶性繊維と非膨潤繊維成分が不溶性画分を形成するために、望ましくない。特
に、不溶性画洗浄除去が必要となる。そのような不溶性、非膨潤性の成分は、また、創傷
の中に吸収されない、又は、分解されない。そして、創傷部位で外来性の微粒子体として
、カプセル形成によって引き起こされる肉芽病巣の引き金となりうる。そのような肉芽病
巣は、元々、難治性の、又は、一般的にとても不安定な創傷液状態の慢性創傷において、
特に望ましくない感染リスクとなりうる。外来性の微粒子体は、通常、すすぎを含む方法
で、創傷から除去されなければならない。
【００３８】
　組成物の化学的架橋結合による安定化の場合、可溶性のポリマー成分は、原則的には、
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従来の使用状況の下で不可逆的にしっかりと結合している水不溶性組成物へ変換され、乾
燥親水コロイド組成物の供給の結果、特に平面シート、泡状、又はスポンジ状の形状が可
能となる。
【００３９】
　このように架橋結合により安定化した製剤もまた、既に引用されたDE4328329、WO01/78
692、WO99/20318又はWO97/41900に加えて、例えば、WO97/39781やWO96/13285によって公
知であり、架橋結合により安定化した、高い吸収力を有する、天然親水コロイドに基づく
、凍結乾燥スポンジや泡が、創傷処置のために開示されている。少なくとも１つのポリア
クリル酸とその塩に基づくポリマーと、少なくとも１つの天然ポリマー、特に、均一で機
械的に安定な形として存在するアルギン酸塩、ヒアルロン酸、トチャカ又はセルロースの
ようなポリマーとの混合物からなる凍結乾燥組成物であるが、担体を含まない、又は繊維
を含まない基材もまた、ここでは開示されていない。
【００４０】
　逆に、そのような混合物は、本来、WO03/068843の発明の主題であり、ポリアクリル酸
ポリマーとキトサン（天然ポリマーの群に属する）とのイオン的に架橋結合した混合物で
ある、いわゆる高分子電解質錯体が得られる。これらを通して入手できるゲルも凍結乾燥
されうるが、結合性がある基材又は被覆体の形での構成については記述されていない。む
しろ乾燥ゲルは微粒子の材料を与える元となる。結合性があるシートの形での提供には安
定性が不十分である事は、この事から結論づけられ得る。
【００４１】
　更に、そのような混合物はDE19710369によっても公知である：DE19710369は、特にポリ
アクリル酸のような架橋剤と架橋結合するキトサンとその誘導体に基づいた美容上の使用
のための水不溶性で化学的に架橋結合した不織布又はマスクを開示している。マスク又は
不織布の形で供給するための十分な安定性は、ここで、ポリアクリル酸ポリマーと陽イオ
ンポリマーの群に属する天然ポリマーキトサンとの化学的架橋結合により成し遂げられる
。ところが、ポリアクリル酸/ポリアクリル酸誘導体といわゆる陰イオン天然ポリマー（
例えば、アルギン酸塩、ヒアルロン酸、トチャカ及び/又はセルロース）との混合物もこ
こでの開示内容の主題ではない。
【００４２】
　架橋反応により得られた安定体は、再水和されないか、又は大きな困難の元に分離とゲ
ル形成を伴う場合のみ再水和され、その結果、可溶性組成物を形成する。WO01/78692又は
WO03/068843に記載されているように、再水和ゲル化合物を得るための部分架橋結合は、
特に、ポリアクリル酸／ポリアクリル酸誘導体と天然親水コロイドとの混合物に基づくハ
イドロゲルの場合には、機械的に安定で切断可能な組成物を提供するための十分な安定体
を得るためには適していない。加えて、そのような化学的架橋結合の分解には、水和液体
への特定の化学剤の添加を必要とする。一方で、そのような液体の組成の選択は、ひどく
柔軟性に欠け、さらにそのような化学添加物の潜在的不適合の可能性のために好ましくな
い。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００４３】
　従って、本発明の目的は、高い水分吸収力と保持力があり、ここで、水和、すなわち湿
潤作用を有し、そして、平面形状、例えばマスク、被覆体、シート又はパッドの形で、及
び、大型の形成体の形で提供され得る凍結乾燥組成物を提供することである。更に、この
組成物は、特に美容的・治療的皮膚処置に適応させるため、肉眼で見える粒子又は繊維成
分を実質的に含まない、均一できれいに分散したゲルを形成するために、親水性液体の添
加の下での再水和を必要とする。
【課題を解決するための手段】
【００４４】
　天然に構造形成されたポリマー、特に陰イオンポリマーの群からの該ポリマーで、例え
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ばアルギン酸塩のような多糖類の群からの該ポリマーと、少なくとも１つのポリアクリル
酸とその塩に基づくポリマーで、例えばカルボマーの群からの該ポリマーとの組合せによ
り、スポンジ様構成物、又は、十分な機械的安定性を持ち、切断されてマスク、シート、
被覆体又はパッドのような使用形状に変換可能な成形体は、凍結乾燥によって製造するこ
とができる。本発明によれば、そのような凍結乾燥組成物は、最大限に残渣が無く、速や
かにゲル形成を伴って再水和し、高い水分吸収力と保持力と、優れた水和作用又は湿潤作
用を有する。
【００４５】
　合成ポリアクリル酸ポリマーと、アルギン酸塩の群からの天然ポリマーとの結合から成
る凍結乾燥組成物は、例えば、WO99/65538とWO01/28600により公知である。両文献中には
、上述の重合による親水コロイドに加えて、更に、ヨウ素含有活性化合物を含む創傷被覆
体が記載されている。更に、WO99/65538の組成物は、ｐＨ３－６．５で調製されることが
好ましい。
【００４６】
　更に、合成ポリアクリル酸ポリマーと、ヒアルロン酸とその誘導体の群からなる天然ポ
リマーとの結合を含む、結合性があるスポンジ様シート材料の形状の凍結乾燥組成物は、
例えば、WO94/01468により公知であり、無機塩基での中和、及び、ここで記載される酸ｐ
Ｈ値では機能しないこと、が記載されている。
【００４７】
　驚くべきことに、ポリアクリル酸の群からの合成ポリマーが、アルギン酸塩の群からな
る天然ポリマーと、更にヒアルロン酸とその誘導体、任意にトチャカの群からなる天然ポ
リマーと組み合わされると、前記凍結乾燥組成物は、液体の吸収力又は液体の保持力に関
して決定的に改善され得ることが明らかとなった。
【００４８】
　更に、驚くべきことに、本発明による組成物で、液体保持能力、特に生理的液体の液体
保持能力を決定的に改善しうるか、又は安定に維持しうる事が明らかとなった。これは、
とりわけ創傷処置の分野全体において、例えば創傷滲出液管理において、又は、生理的活
性化合物溶液の使用のために、特に重要である。しかし、化粧品分野での生理的利用にお
いても重要であり、従って、特に互換性のある化粧品、又は活性化溶液が使用される。
【００４９】
　ここで、上述の望ましい特性、例えば良い製造性、機械的安定性、特に切断での高い安
定性、操作容易性、高い互換性などが保持されている。従って、そのような改善は、特に
美容上及び医療上の使用において言及される使用分野において、多大な興味が持たれる。
【００５０】
　ここで、正確にはトチャカ、又は、例えばコラーゲン若しくはセルロース若しくはその
誘導体のような天然若しくは合成ポリマー、及び、活性化合物、及び／又は、補助物質が
、前記組成物に更に加える事ができる。
【００５１】
　これまでに言及した文献の中には、アルギン酸塩の群から成る天然ポリマー、更にヒア
ルロン酸とその誘導体の群からなる、及び任意にトチャカの群からなる、及び／又はコラ
ーゲン及び／又はセルロースの群からなる天然ポリマーと結合した合成ポリアクリル酸ポ
リマーを含む、機械的に安定で結合性のあるスポンジ様シート材料の形状の凍結乾燥組成
物を開示した物はない。更にまた、３－６．５の酸性ｐＨである前記組成物、又はそのよ
うな酸性ｐＨ値で機能することにより得られる対応する組成物について、開示する文献は
ない。
【００５２】
　ポリアクリル酸とその誘導体と、多糖類、特にアルギン酸塩、カラギーナン若しくはセ
ルロース、の群から成る天然ポリマー又は天然親水コロイドの結合では、混合水溶液中で
のポリマー組成物間の非常に特異的な相互作用が考慮されている。
【００５３】
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　カルボマー（合成アクリル酸ポリマー）の物質分類は、必須の機能単位としてカルボン
酸基を持つ大きな枝分かれポリマーから構成される。これらのカルボン酸は、ｐＨに応じ
て、異なる電荷状態を持ち得る。
【００５４】
　カルボマー水溶液は酸性として作用し、ｐＨの増加、又は、中和やアルカリ性へのｐＨ
の上昇に伴って、酸性基は脱プロトンを引き起こし、その結果、ポリマー基材は負に帯電
するようになる。電荷の変化のために、負に帯電するポリマー鎖の分子内反発が起こり、
結果として、三次元構造がほどける。カルボキシル基は水和し、そして、ポリマー分子は
水を吸収して、膨潤する。カルボマーの中和の測定可能な効果として、固有粘度の増加が
起きる。
【００５５】
　この分子内静電反発とカルボマー水溶液の粘性の増加による分子のほどけは、強くｐＨ
に依存している。この工程は可逆的であり、すなわち、プロトン化の増加に伴い、ポリマ
ー基材は中和され、静電反発は減少し、分子は崩壊し、結果として溶液の粘性は減少する
。
【００５６】
　固有粘度の減少は、例えば生理的流体に含まれる塩類又は電解質の影響によっても引き
起こされる。このように、カルボマー含有液の粘性は、ｐＨと電解質の高感度な可逆的な
システムである。
【００５７】
　中和によりほどけたカルボマー分子は、組成物内で他のポリマーと相互作用が可能であ
る。特に、電荷の異なる成分の静電的な相互作用は、高い相互作用能へとつながり、従っ
てその後の乾燥基材の優れた機械的安定性につながる。この原理は、“Matrix Polymeric
 Excipients: Comparing a Novel Interpolyelectrolyte Complex with Hydroxypropylme
thylcellulose; Zhilei Lu et al., Drug Delivery, vol. 15, issue 2, 2008, 87-96”
に記載のように、特に、いわゆる“高分子電解質間錯体”に利用される。ここで、“高分
子電解質間錯体”という用語は、引用したDE19710369やWO03/068843ですでに記載したよ
うに、異なった電荷をもったポリマーの混合物、ここでは特に、陽イオンキトサン（遊離
アミノ基を持ち、従って、酸性液でポリカチオンとして作用し得るアミノ多糖類）と、陰
イオンカルボマーとの混合物の意味で理解される。反対に荷電したポリマー成分間の静電
力のために、例えばファンデルワールス力又は水素結合より、かなり強固なイオン相互作
用が発生する。ポリマーは、実質的にイオン的な会合又は架橋により安定化される。
【００５８】
又はヒアルロン酸又はトチャカ又はコラーゲンのような陰イオン親水コロイドと、陰イオ
ンカルボマーとの混合物といった、同じように荷電したポリマーの混合物が使用されるな
らば、この組成物中には、安定なイオン成分が不足する。例えば、カルボマー／アルギン
酸塩を選択した場合、中和の程度があまりに高いと、静電反発のために不安定なイオン成
分さえも得られる。乾燥状態で安定であり、同じように荷電した親水コロイド混合物を含
む製剤は、異なるポリマー成分間の不安定力ができるだけ低く保たれる場合のみ得る事が
できる。そのため、当該乾燥組成物は、反対に荷電したポリマーの静電的相互作用よりも
安定化作用がかなり低い、ファンデルワールス力又は水素架橋結合をのみを介してもたら
される。
【００５９】
　高粘性溶液中に含まれて最大限に立体構造がほどかれ、そのほどかれた膨潤状態で高い
負の電荷密度をもつカルボマーが、例えばアルギン酸塩溶液のような陰イオン親水コロイ
ド又は負に荷電したポリマーと更に結合すると、前記溶液の当該凍結乾燥最終製品は、同
じように荷電したポリマー成分の静電反発のため、及び、組成物の更なる成分の影響のた
めに、しばしば機械的安定性が不十分となる。ポリマー成分の静電反発を減少させるため
に、例えばｐＨの移動により、溶液中の陰イオンポリマーの荷電密度が減少させられるな
ら、カルボン酸基に付随したプロトン化に伴ってカルボマーは固有粘度の低下を引き起こ
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す。カルボン酸基に付随したプロトン化を伴う当該ポリマーの静電反発を減少させるため
に、例えばｐＨの移動により、当該溶液中の陰イオンポリマーの荷電密度が減少させられ
ると、当該カルボマーは固有粘度の低下を引き起こす。
【００６０】
　従って、同じように荷電したカルボマーや親水コロイドといった前記組成物の当該凍結
乾燥最終製品は、常に、カルボマーの不十分な固有粘度のため、又は同じように荷電した
ポリマーの静電反発のために、機械的安定性が不十分である。前記組成物が、上述したよ
うにカルボマーが敏感に反応する電解作用を有する更なる物質を含むなら、この影響は、
更に強められる。
【００６１】
　上記理由により、カルボマーと天然親水コロイドとの粘性の高い混合物、特にアルギン
酸塩のような陰イオン親水コロイドとの混合物で、特に生理的液体に関して改善された水
分吸収力と保持力を有する混合物から、特に機械的に安定な凍結乾燥組成物を得るために
、ｐＨ３．０と６．５の間の値、好ましくはｐＨ４．０と６．０の間の値、より好ましく
はｐＨ４．５と５．５の間の値、特に好ましくはｐＨ５．０に調節されたｐＨを持つ、本
発明の凍結乾燥組成物を調製する事が好ましい。好ましくない粘性の減少、又は、例えば
担体基材又は繊維のような不溶性成分の追加による、又は化学架橋剤による、副次的で付
加的な組成物の安定化は、そのようなｐＨ調整によって避けられると言われている。
【００６２】
　それゆえ、２０℃で１重量％の水の溶液又は懸濁液が、３．０から６．５のｐＨ、好ま
しくは４．０と６．０の間、より好ましくは４．５と５．５の間、特に好ましくはｐＨ５
．０であるそのような凍結乾燥組成物が好適である。
【００６３】
　驚くべきことに、更に、ｐＨ３．０と６．５の間、好ましくはｐＨ４．０と６．０の間
、より好ましくはｐＨ４．５と５．５の間、特に好ましくはｐＨ５．０のｐＨを有する本
発明における凍結乾燥組成物は、美容上の使用や湿潤吸収創傷被覆体剤としての使用にお
ける、再水和とゲルへの変換のために、本質的に重要な最適湿潤速度を有する事が明らか
となった。
【００６４】
　驚くべきことに、更に、ｐＨ３．０と６．５の間、好ましくはｐＨ４．０と６．０の間
、より好ましくはｐＨ４．５と５．５の間、特に好ましくはｐＨ５．０のｐＨを有する本
発明における凍結乾燥組成物は、特に高い光学密度を持つことが明らかとなった。ここで
、本凍結乾燥組成物で達成される光学密度に基づくｐＨの直接的な影響は明らかである。
【００６５】
　このｐＨ範囲でのカルボマーの電荷密度は、カルボン酸基（高い固有粘度、高い流体力
学半径）の十分な分子内反発を確保するのに十分高く、非常に高くするために、更なる陰
イオン性天然ポリマーや電気的に活性な成分を有する、負に荷電したカルボマーを考慮す
る事はない。このｐＨ範囲において、水素架橋とファンデルワールス力による当該凍結乾
燥基材の安定性は、機械的に安定で、特に切断に安定な光学密度の高い基材を得るのに十
分に高い。ｐＨが６．５より高くなれば、同じように荷電したポリマー成分の静電反発と
、安定している水素架橋やファンデルワールス力に対する逆効果が高くなり、凍結乾燥組
成物は、機械的にあまりにも不安定となり、大型の安定な形状体を形成できず、又は、切
断により望ましい形状に変換することができない。前記組成物の湿潤性も大幅に悪化する
ため、凍結乾燥組成物のｐＨはｐＨ５．５以上でない事が特に望ましい。
【００６６】
　安定化成分の追加なしに調製され、かつ、対応する物理的、機械的、化学的特性を持つ
前記ポリマー組成物を含む凍結乾燥組成物は、公知技術ではない。
【００６７】
　従って、本発明は、ポリアクリル酸とその塩に基づく少なくとも１つのポリマーと、少
なくとも１つの天然ポリマーと、任意に上述のポリマーとは異なる少なくとも１つの更な
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る天然又は合成ポリマーと、任意に１つ以上の活性化合物及び／又は補助物質とを含む凍
結乾燥組成物を提供することにある。更に、本発明は凍結乾燥組成物の調製方法、水溶液
を含む凍結乾燥組成物のキット、及び、美容上及び医薬上の使用、特に美容用マスクと創
傷被覆体のための使用、特に例えば慢性傷、下腿潰瘍又は褥瘡のような真皮創傷の治療用
医薬品の調製のための凍結乾燥組成物とキットの使用に関する。
【００６８】
　本発明において、凍結乾燥組成物は、凍結乾燥ハイドロゲル組成物、特に親水性ポリマ
ー又は親水性ポリマー組成物、特にハイドロゲル組成物を形成する親水コロイド状の構造
形成ポリマーという意味で理解され、水溶液中で容積と粘性の増加を伴って膨潤し得る。
その結果、本発明において、前記組成物は、高い吸水力と保持力、又は膨潤、水和した状
態で高い含水量を有する。
【００６９】
１つのポリマーを含み、該ポリマーは、
【化１】

の基本構造を持つ、特にポリアクリル酸、例えばポリアクリル酸とその誘導体である。こ
こで、Ｒ＝－Ｈ（ポリアクリル酸）又はＲ＝アルキル基（ポリアクリル酸）。それらは、
非結晶であり、分岐して、更なる官能基によって置換されることができ、又は基本的な基
材の誘導体化により種々の形状で存在しうる。言い換えると、選択された化学変化は、特
に、例えばエステル化によるカルボン酸基に関連している。ポリアクリル酸に基づく基材
からの混合共重合体（例えばブロック共重合体）の形成も可能である。
【００７０】
　本発明において特に好ましいアクリル酸ポリマーは、例えば、アクリル酸／アルキルア
クリル酸共重合体、特に合成アクリル酸ポリマーに基づいたものであり、一般名“カルボ
マー”として公知であり、米国薬局方、英国薬局方、米国一般名委員会（USAN）や化粧品
工業会（CTFA）によると、カルボポール群（Carbopol（登録商標）、B. F. Goodrich 社
）を含む。
【００７１】
　化学的に、前記カルボマーはアクリル酸ポリマー、より正確にはアクリル酸とアクリル
酸ナトリウムとの共重合体であり、各モノマーの比率は多様である。例えば、スクロース
のアリルエーテル又はペンタエリスリトールのアリルエーテルで重架橋されるＣ１０-Ｃ

３０-アルキルアクリル酸とアクリル酸、メチルアクリル酸又はそのエステルの１つ以上
のモノマーとの共重合体のようなペンタエリスリトールアリルエーテル、スクロースアリ
ルエーテル又はプロピレンアリルエーテルで架橋されるアクリル酸の単一ポリマーも、カ
ルボマーの群に属する。
【００７２】
　アクリル酸ポリマー、例えば特にカルボマーは、極めて優れた吸水力のために、“超吸
収体”という用語でも知られており、慣用的には、自身の重量の数倍、最大で１０００倍
の液体（通常、水又は蒸留水）を吸収できるポリマーとされている。ここで、実際の吸収
力は、特に水性液体の組成に依存する。例えば、もし液体が、純水なら、その吸収力は概
して、生理的食塩水又は生理的液体といった塩又は電解質を含有する液体よりかなり高い
。これは、おそらく、すでに議論された電解質に対するこの物質群の感受性に起因してい
る。当該分子構造が、電解質によって固有粘度が減少するように影響されるのであれば、
当該分子はその空間範囲が減少し、ゲル又はポリマー構造へ水分子を包埋するための能力
が低くなり、その結果、概して吸水力は減少する。
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【００７３】
　参考文献には、そのようなカルボマー分子の溶液の物理的特性、ｐＨ、電解質感受性の
観点で、構造、作用、付随する特質に関して上記記載がなされている。
【００７４】
　本発明の凍結乾燥組成物は、さらに、少なくとも１つの天然ポリマーを含む。ここで、
天然構造形成ポリマーの群から１つが選択されることが好ましく、多糖類又はグリコサミ
ノグリカンの群から選ばれることが好ましい。驚くべきことに、本発明の組成物と調製方
法において、特に陰イオン親水コロイド形成天然ポリマーとポリアクリル酸とを結合させ
る事が可能であることが見出された。当該天然ポリマーは、多糖類から選択されることが
好ましい。例えば、多糖類は、ホモグリカン又はヘテログリカンを含み、そのようなもの
として、例えばアルギン酸塩、特にアルギン酸ナトリウム、トチャカ（carrageen）（同
等な英語名“カラギーナン（carrageenan）”として、本文中で適宜記載される）、ペク
チン、プルラン、トラガント、グアーガム、イナゴマメ粉、寒天、アラビアガム、キサン
タン、天然又は修飾された澱粉、デキストラン、デキストリン、マルトデキストリン、キ
トサン、グルカン、例えばβ－１，３－グルカンとβ－１，４－グルカン、例えばセルロ
ース、ムコ多糖類、例えばヒアルロン酸などを含む。ここで、陰イオン親水コロイド形成
天然ポリマーは、水溶液において粘性溶液を形成する天然に存在するポリマーとして記載
する。それらは、高分子電解質で、生物学的（中性の）ｐＨ範囲で負電荷を帯びているイ
オン化官能基を有している。
【００７５】
　前記陰イオン天然親水コロイドには、例えばアルギン酸塩、ヒアルロン酸、トチャカ、
カルボキシメチルセルロース、アラビアガム、寒天、コラーゲン、Ｂ型ゼラチン、カラヤ
ガム、ペクチン、トラガント、ポリメチルビニルエーテル／無水マレイン酸（ガントレッ
ツ）などがある。
【００７６】
　本発明において好適に使用される天然ポリマー、特に多糖類の群の天然ポリマーは、便
宜上、およそ１０３から最高およそ１０８、の平均分子量を有しており、およそ１０４～
１０６の平均分子量を有することが好ましい。
【００７７】
　本発明において、天然ポリマーの群、とりわけ、アルギン酸ナトリウムのようなアルギ
ン酸塩の群からの天然ポリマーが、特に好ましい。カルシウムを含まないアルギン酸ナト
リウム（カルシウム含量が、３重量％より少なく、より好ましくは２重量％より少なく、
さらにより好ましくは１．５重量％より少ないアルギン酸ナトリウム）が好適である。
【００７８】
　当該組成物は、天然ポリマーの群から、更なる１つ以上のポリマーを含むことができる
。天然ポリマーとしては、例えば上述のポリマー、又は例えばコラーゲンとその誘導体（
可溶性又は不溶性の動物又は植物コラーゲン、特に魚のコラーゲン）が挙げられる。更に
、上述のポリマーと異なるポリマー、例えば合成及び／又は修飾された天然ポリマーを選
択することもできる。前記合成又は修飾された天然ポリマーには、例えばセルロースエー
テル、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、合成セルロース誘導体（例えばメ
チルセルロース、カルボキシセルロース、カルボキシメチルセルロース、セルロースエス
テル）、セルロースエーテル（例えばヒドロキシプロピルセルロース、ポリアクリル酸、
ポリメタクリル酸、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）、ポリメタクリレート（ＰＭ
Ａ）、ポリエチレングリコールなど）を含む。
【００７９】
　また、少なくとも１つの更なる天然ポリマーが、トチャカ（例えば特に、カラギーナン
）及び／又はムコ多糖類（例えば特に、ヒアルロン酸）及び／又は（例えば特に、魚のコ
ラーゲン）の群から選択されることが好ましい。
【００８０】
　また、少なくとも１つの更なるポリマーが、修飾されたセルロースの群の合成及び／又
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は修飾された天然ポリマーの群から選択されることが更に好ましく、特にカルボキシメチ
ルセルロースが好ましく、とりわけカルボキシメチルセルロースナトリウムが好ましい。
【００８１】
　また、天然ポリマーの群及び／又は合成ポリマーの群からの数種のポリマーの混合物を
使用することも可能である。アルギン酸塩と、ヒアルロン酸と、任意にトチャカ及び／又
はコラーゲン及び／又はセルロースの混合物が特に好ましい。
【００８２】
　本発明の凍結乾燥組成物のポリマーは、優れた生体適合性を持ち、特に皮膚や粘膜に許
容され、無傷の皮膚に使用された場合も、皮膚の下層の１つ、例えば本来の皮膚構造が傷
害された、又は損傷を受けた創傷部位に導入された場合も、毒物学的な可能性はない。本
発明によるポリマーは、使用に際して、過敏作用や他の不寛容な反応は全く引き起こさな
い。
【００８３】
　本発明の組成物は、更に少なくとも１つ以上の活性化合物を含むことができる。
【００８４】
　本発明による前記凍結乾燥組成物は、少なくとも１つの活性化合物を含むことが好まし
い。活性化合物は、外用に適した、特に美容上の又は治療上の又は医薬上の活性化合物を
含む。従って、本発明の前記凍結乾燥組成物は、美容上又は治療上の薬剤であることが好
ましい。
【００８５】
　本発明において、美容用薬剤又は美容上の活性化合物を使用して調製された薬剤は、本
質的に食品日用品法（Foodstuffs, Commodities and Feedstuffs Code）［ドイツ＝ＬＦ
ＧＢ］の薬剤である。すなわち、洗浄、管理のため、又は、外見や体臭への作用のため、
又は、芳香の印象を与えるために、ヒトへの外用の使用を目的とした物質又は物質の製剤
であり、これらの目的には、主に病気、苦しみ、体の損傷又は病理学的徴候の緩和又は除
去を目的とするものは含まない。本発明において使用される化粧用の形態としては、例え
ば浴用剤、皮膚洗浄・浄化剤、スキンケア剤（特に顔用スキンケア剤）、眼の化粧品、リ
ップケア剤、ネイルケア剤、フットケア剤、ヘアケア剤（ヘアシャンプー、ヘアコンディ
ショナー、ヘア柔軟剤など）、遮光剤、日焼け剤や美白剤、脱色剤、デオドラント、抗発
汗剤、脱毛剤、昆虫忌避剤など、又はそのような薬剤の組合せが挙げられる。
【００８６】
　美容用として、また、任意の（例えば皮膚の）治療用活性組成物の例としては以下のも
のが挙げられる：抗ニキビ剤、抗菌薬、抗発汗剤、収斂性の薬剤、消臭剤、脱毛剤、皮膚
用調整剤、皮膚平滑剤、皮膚水和を増加させる製剤（グリセロール又は尿素）、日焼け止
め剤、表皮剥離剤、遊離基のための遊離基捕捉剤、抗脂漏剤、フケ防止剤、防腐性活性化
合物、皮膚の加齢の兆候処置用活性化合物及び／又は分化及び／又は増殖及び／又は皮膚
色素沈着を調節する製剤、ビタミン例えばビタミンＣ（アスコルビン酸）とその誘導体、
例えば配糖体、例えばアスコルビルグリコシド又はアスコルビン酸のエステル、例えばリ
ン酸アスコルビルナトリウム/リン酸アスコルビルマグネシウム又はパルミチン酸アスコ
ルビルとステアリン酸アスコルビル、L-アスコルビン酸リン酸塩エステル、アルカリ金属
塩、例えばL-アスコルビン酸リン酸塩エステル類のナトリウムとカリウム塩；L-アスコル
ビン酸リン酸塩エステル類のアルカリ土類金属塩（例えばマグネシウムとカルシウム塩）
；L-アスコルビン酸リン酸塩エステル類の三価染色体金属塩類（例えばアルミニウム塩類
）；L-アスコルビン酸硫酸塩エステル類のアルカリ金属塩（例えばL-アスコルビン酸硫酸
塩エステル類のナトリウムとカリウム塩類）；L-アスコルビン酸硫酸塩エステル類のアル
カリ土類金属塩（例えばマグネシウムとカルシウム塩）；L-アスコルビン酸硫酸塩エステ
ル類の三価染色体金属塩類（例えばアルミニウム塩類）；L-アスコルビン酸エステル類の
アルカリ金属塩（例えばナトリウムとカリウム塩類）；L-アスコルビン酸エステル類のア
ルカリ土類金属塩（例えばマグネシウムとカルシウム塩）；そして、L-アスコルビン酸エ
ステル類の三価染色体金属塩類（例えばアルミニウム塩類）。
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【００８７】
　炎症を誘因する副作用を有する活性化合物としては、例えばアルファ-ヒドロキシ酸、
β-ヒドロキシ酸、アルファ-ケト酸、β-ケト酸、レチノイド類（レチノール、レチナー
ル、レチノイン酸、アントラリン類（ジオキシアントラノール）、アントラノイド類、過
酸化物（特に過酸化ベンゾイル）、ミノキシジル、リチウム塩、代謝拮抗物質、ビタミン
Ｄとその誘導体；カテコール、フラボノイド、セラミド、高度不飽和脂肪酸、必須脂肪酸
（例えばガンマ-リノレン酸）、酵素、補酵素、酵素阻害物質、水和剤、皮膚平滑剤、洗
剤又は発泡剤、無機又は合成の艶消し充填剤、又は装飾的な物質（例えば基礎化粧品、メ
イクアップ製剤のとしての顔料又は染料と色付き粒子）と化粧装飾品と目、唇、顔などの
カラーモデリングと研磨剤が挙げられる。
【００８８】
　更に、植物性活性化合物の抽出物、又は抽出物、又は抽出物から得られる各物質が言及
されてもよい。一般に、植物の活性化合物の抽出物は、概して、以下からなる群から選択
される。固体植物エキス、液体植物エキス、親水性植物エキス、親油性植物エキス、個々
の植物成分、及びそれらの混合物（例えばフラボノイド類とアグリカ（aglyca））すなわ
ち、ルチン、ケルセチン、ジオスミン、ヒペロシド、（ネオ）ヘスペリジン、ヘスペリチ
ン、ギンクゴ　ビロバ（Ginkgo biloba）（例えばイチョウフラボン配糖体）、山査子抽
出物（例えばオリゴマープロシアニジン）、ソバ（例えばルチン）、エンジュ（例えばル
チン）、樺の葉（例えばケルセチン配糖体、ヒペロシドとルチン）、エルダーフラワー（
例えばルチン）、ライムの花（例えばケルセチンとファルネソールによるエッセンシャル
油）、オトギリソウ油（例えばオリーブ油抽出物）、カレンデュラ、アルニカ（例えばエ
ッセンシャル油による花の油性抽出物、フラボノイド類を伴う極性抽出物）、メリッサ（
例えばフラボン、エッセンシャル油）；免疫賦活薬：エキネシア・プープレア（例えばア
ルコール抽出物、新しい樹液、圧搾ジュース）、エゾウコギ；アルカロイド：印度蛇木（
例えばプラジマリン）、ツルニチニチソウ（例えばビンカミン）；更なる植物製剤：アロ
エ、セイヨウトチノキ（例えばエスチン）、ニンニク（例えばニンニク油）、パイナップ
ル（例えばブロメライン）、人参（例えばギンセノシド）、ノゲシ果実（例えばシリマリ
ンに関して標準化された抽出物）、ルスカスの根（例えばルスコゲニン）、カノコソウ（
例えばバレポトリエイト、ｔｃｔ、バレリアナ）、被覆体被覆体（例えば被覆体ラクトン
）、ホップ花（例えばホップ苦味）など、フィージーミバエ、リンドウ（例えばエタノー
ルで抽出）、アントラキノンを含有する薬抽出物、例えばアロインを含むアロエベラジュ
ース、花粉抽出物、藻類エキス、カンゾウエキス、ヤシエキス、キントラノオ（例えば最
初のチンキ）ヤドリギ（例えば水性エタノール抽出）、植物ステリン（例えばベータシト
ステロール）、ベルバスクム（例えば水性アルコール抽出）、モウセンゴケ属（例えばビ
ノムリキューロサム（vinum liquorosum）抽出物）、シーバックソーン果物（例えばそこ
から得られるジュース又はシーバックソーン油）、マシュマロ根、サクラソウ根抽出物、
ゼニアオイの新鮮な植物エキス、ヒレハリソウ、ツタ、トクサ、ノコギリソウ、オオバコ
（例えば圧搾ジュース）、イラクサ、クサノオウ、パセリ; ノロラエナ ラバタ（Norolae
na lavata）、タゲテス ルチダ（Tagetes lucida）、ティーオマ シエムス（Teeoma siem
s）、モモルディカ カラティア（Momordica charatia）およびアロエベラの抽出物。
【００８９】
　好適な美容上の活性化合物は、特に水分供給による崩壊又は分解に対して非常に不安定
である。そして、凍結乾燥工程によって、水分に対して安定化された形で製剤に提供可能
である。
【００９０】
　とりわけ、化粧品に広く使用されている不安定な活性化合物の群の中で、特に好ましい
活性化合物は、アスコルビン酸（ビタミンＣ）とその誘導体であり、例えばアスコルビル
グリコシド、L-アスコルビン酸リン酸塩エステル類、L-アスコルビン酸リン酸塩エステル
類のアルカリ金属塩（例えばナトリウムとカリウム塩類）；L-アスコルビン酸リン酸塩エ
ステル類のアルカリ土類金属塩（例えばマグネシウムとカルシウム塩）；L-アスコルビン
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酸リン酸塩エステル類の三価染色体金属塩類（例えばアルミニウム塩類）；L-アスコルビ
ン酸硫酸塩エステル類（例えばL-アスコルビン酸硫酸塩エステル類のナトリウムとカリウ
ム塩類）のアルカリ金属塩；L-アスコルビン酸硫酸塩エステル類のアルカリ土類金属塩（
例えばマグネシウムとカルシウム塩）；L-アスコルビン酸硫酸塩エステル類の三価染色体
金属塩類（例えばアルミニウム塩類）；L-アスコルビン酸エステル類のアルカリ金属塩（
例えばナトリウムとカリウム塩類）；L-アスコルビン酸エステル類のアルカリ土類金属塩
（例えばマグネシウムとカルシウム塩）；そして、L-アスコルビン酸エステル類の三価染
色体金属塩類（例えばアルミニウム塩類）が挙げられる。
【００９１】
　基本的に美容上の分野で使用される上述の組成物と対照的に、治療上の組成物（医薬品
）は、少なくとも１つの医薬用又は治療用、特に皮膚病学用の活性化合物を含み、医薬品
の法律の趣旨において、とりわけ病気、苦しみ、身体の損害又は病理学的徴候を治療、軽
減、予防することを目的としている。本発明によれば、特に、外部又は経皮への使用、と
りわけ創傷処置や治癒の分野への使用を目的とする製剤や活性化合物に適している。
【００９２】
　前記真皮又は経皮で使用するための活性化合物は、特に、皮膚上で有効である活性化合
物であり、経皮用の活性化合物でもある。それらは、例えば、以下のものを含む。皮膚病
の処置剤、外部で使用され得る鎮痛薬（例えばデキストロプロボクシフェン、ペンタゾシ
ン、ペチジン、ブプレノルフィン）；抗リウマチ薬/消炎剤（NSAR）（例えばインドメタ
シン、ジクロフェナク、ナプロキセン、ケトプロフェン、イブプロフェン、フルルビプロ
フェン、サリチル酸と誘導体（例えばアセチルサルチル酸、オキシカム））；ステロイド
ホルモン類（例えばベタメタゾン、デキサメタゾン、メチルプレドニゾロン、エチニルエ
ストラジオール、メドロエルゴタミン、ジヒドロエルゴトキシン）；痛風剤（例えばベン
ズブロマロン、アロプリノール）；外用皮膚剤、抗ヒスタミン剤、抗生物質、抗菌薬（例
えばコロイダルシルバーと銀塩、抗真菌薬、ペプチド薬剤、抗ウイルス性活性化合物、抗
炎症性活性化合物、止痒性活性化合物）、麻酔薬（例えばベンゾカイン）、コルチコイド
、にきび剤、抗寄生虫性活性化合物、外用として使用可能なホルモン類；静脈治療学；免
疫抑制薬など、真皮又は経皮的で使用する全てのもの。
【００９３】
　真皮又は経皮で使用するための好ましい医薬品は、例えば神経皮膚炎、アトピー性皮膚
炎のような皮膚疾患治療薬、及び、抗ヘルペス剤、及び、特に創傷処置の分野、特に慢性
傷、褥瘡、下腿潰瘍などの処置に使用される鎮痛薬のような薬剤であり、例えば免疫抑制
薬、ホルモン類、麻酔作用のある化合物、駆虫剤、抗真菌又は抗マイコプラズマ、及び抗
菌剤活性化合物であり、例えば、特に銀含有する活性化合物、例えば硝酸塩、塩化銀、ヨ
ウ化銀、又は先行文献により公知の他の銀含有創傷処置物質であり、特に電解質のような
創傷媒体を補助し制御するための活性化合物、シリカ、鉱物と微量元素（例えば例えばカ
リウム、マグネシウム、カルシウム、セレン、ヨウ素その他のような）や創傷デブリード
マンを達成するための活性化合物であり、例えばコラゲナーゼ又は先行技術として公知の
他の適当なタンパク質分解酵素である。
【００９４】
　更に、更なる活性化合物、例えば気管支治療剤（例えば抗喘息薬、鎮咳薬、粘液溶解薬
その他）、抗糖尿病薬（例えばグリベンクラミドのような）、ホルモン類、ステロイドホ
ルモン類（例えばデキサメタゾン）、強心配糖体（例えばジギトキシン）、心血管治療薬
（例えばベータ受容体遮断薬、抗不整脈薬、高血圧治療薬、カルシウム拮抗薬その他）、
向精神薬と抗うつ薬（例えば三環系抗鬱薬（NSMRI）のような）、セロトニン再摂取抑制
剤（SSRI）、ノルアドレナリン再摂取抑制剤（NRI）、セロトニン-ノルアドレナリン再摂
取抑制剤（SNRI）、モノアミノオキシダーゼ抑制剤（ＭＡＯ阻害薬）その他）、神経遮断
薬、抗痙攣薬又は抗てんかん薬、催眠薬、鎮静剤、麻酔、胃腸治療薬、脂質低下薬、鎮痛
薬（例えば抗片頭痛薬、パラセタモール、サリチル酸とその誘導体（例えばアセチルサル
チル酸、ジクロフェナック、イブプロフェン、ケトプロフェン、ナプロキセンその他））
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、消炎剤、血管拡張薬、利尿剤、痛風剤、細胞増殖抑止剤、筋弛緩薬、避妊薬（例えばホ
ルモンパッチの形で）、例えばニコチンパッチの形での中毒撤回薬、植物抽出物、プロビ
タミン（例えばベータカロチンのような）、ビタミン（例えばビタミンＣ、Ａ、Ｂ、Ｅそ
の他のような）、を発明による組成物の経皮的な使用、例えば経皮貼り付け活性化合物と
して投与することが考えられる。
【００９５】
　特に好ましい医薬品の活性化合物は、抗菌剤の群から選択された化合物であり、例えば
銀化合物又は他の静菌性／殺菌性物質（例えば慢性傷又はいわゆる問題の傷の処置のため
のオクチニジン（octinidin）、PVP-ヨードなど）である。
【００９６】
したがって、親水コロイドが好んで使用され、（ナトリウム）アルギン酸塩はある程度抗
ウイルス作用を有し、スキンケアーにおいて、ヒアルロン酸は再上皮膚化や抗酸化や湿潤
提供の特定な作用を有すると言われている。しかし、本発明においては活性化合物ではな
い。
【００９７】
　本発明の凍結乾燥組成物は、更に任意に１つ以上の補助物質を含むことができる。補助
物質としては以下のものを含む。ｐＨ調節剤（例えば緩衝物質、無機と有機の酸又は塩）
；脂肪物（例えば鉱油（例えばパラフィン油又はワセリン油））、シリコーン油、植物油
（例えばココナッツ油、甘いアーモンド油、アプリコット油、トウモロコシ油、ホホバ油
、オリーブ油、アボカド油、胡麻油、パーム油、ユーカリ油、ローズマリー油、ラベンダ
ー油、松油、タイム油、ミント油、カルダモン油、オレンジの花油、大豆油、ふすま油、
米油、菜種油やヒマシ油、小麦麦芽油、分離されたビタミンＥ、マツヨイグサ油、植物レ
シチン（例えば大豆レシチン）、植物から分離されるスフィンゴ脂質/セラミド）、動物
性油又は脂肪（例えば獣脂、ラノリン、澄ましバター、中性の油、スクアラン、脂肪酸エ
ステル、脂肪アルコールのエステル類（例えばトリグリセリドと皮膚温に相当する融点を
有する蝋（動物性蝋（例えば蜜蝋、カルナウバ蝋とカンデリラ蝋、鉱蝋（微結晶蝋と合成
蝋（例えばポリエチレン又はシリコーン蝋））と、例えばthe CTFA publication Cosmeti
c Ingredient Handbook, 1st ed., 1988, The Cosmetic, Toiletry and Fragrance Assoc
iation, Inc., Washingtonに記載されているように美容上の目的のための適合する全ての
油（いわゆる化粧油）、上述の界面活性剤以外の界面活性剤（例えば分散助剤、湿潤剤、
乳化剤その他）；充填剤、安定化剤、それらの顔料と染料（例えば活性化合物のグループ
の下でリストされる装飾的な染料）のようなパッド、安定剤、共溶媒、薬剤的・美容的に
一般又は他の染料と顔料、特に主にハイドロゲル組成物を色づけるための使用と人体への
適用と色づけるためには不使用（例えば活性化合物の群の下でリストされた装飾的な染料
のような顔料や染料）；防腐剤；軟化剤；潤滑油又はスリップ剤；などである。
【００９８】
　特に好適な補助物質は、ｐＨ３．０と６．５の間、好ましくはｐＨ４．５と６．０の間
、特に好ましくはｐＨ５．０の好ましいｐＨに調整するための水酸化カリウム溶液（KOH
）である。
【００９９】
　本発明において、更なる好ましい補助物質は、脂肪や油である。ここで、上記リストの
化粧用油は、特にトリグリセリド（特に好ましくはカプリル酸／カプロン酸トリグリセリ
ド、スクアラン及び／又はホホバ油）が特に好ましい。
【０１００】
　更に、好適な補助物質は充填剤の群から選択され、組成物に含まれるマンニトールが特
に好ましい。
【０１０１】
　通常、本発明において、上述の物質の補助物質への分類は、これらの補助物質が特定の
美容上の、及び／又は、治療上の作用を示すかもしれないという事実を除外しない。そし
てそれは、好適に使用されると言及した美容用油に特定の程度当てはまる。
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【０１０２】
　補助物質は、本発明の組成物に、最終製品の冷凍乾燥総組成物に基づいて最大５０重量
％まで加えることができる。
【０１０３】
　本発明は、さらに凍結乾燥組成物の調製方法を提供する。それは、以下のステップを含
む。
　ａ）少なくとも１つの天然ポリマーの水性懸濁液又は水溶液の調製
　ｂ）任意に、ステップａ）又はｅ）で使用するポリマーと異なる少なくとも１つの更な
るポリマーとの混合
　ｃ）任意に、１つ以上の活性化合物及び／又は補助物質との混合
　ｄ）ｐＨ３．０から６．５に、水性懸濁液又は水溶液のｐＨを調節
　ｅ）ポリアクリル酸とその塩に基づくポリマーの水性懸濁液又は水溶液の調製、及び溶
液のｐＨをアルカリでｐＨ３．０と６．５の間のｐＨに調節
　ｆ）ａ）からｄ）及びｅ）で調製された懸濁液又は溶液の混合、及び適宜、ｐＨ３．０
から６．５にｐＨを調節
　ｇ）混合物を適当な型又は適当な表面に押し出すか広げる
　ｈ）混合物の凍結と
　ｉ）凍結乾燥組成物を形成するために混合物を凍結乾燥
【０１０４】
　任意に、更なるステップがこれらのステップの間で実行され、そして、特に、ステップ
ｈ）の後、任意に使用される型から凍結組成物を取り出す事ができる。
【０１０５】
　上述の調製工程後、当該凍結乾燥組成物は、特に切断や型押しにより、望ましい形状に
変換できる。特に記載の工程により得られる凍結乾燥組成物を切断する事で、実質的にど
んな望ましい形状でも提供する事ができる。特に組成物の厚みや幾何学的な形状は、切断
により構成させることができる。
【０１０６】
　平面形状、例えばシート、基材、被覆体、パッド、不織布、マスク、箔、層、コーティ
ング、又は、他の考えられる平面形状の組成物を得るために、上述の工程で得られる凍結
乾燥組成物は、０．５ｍｍから２ｃｍまでの厚さに切断されることが好ましい。
【０１０７】
　当該凍結乾燥組成物の長さや幅は、厚みの少なくとも１０倍、好ましくは２０倍の切断
片が選択されることが、更に好ましい。
【０１０８】
　例えば処置される身体の部位、又は想像した形の幾何学的形状に適合された切断片を提
供する事もできる。このように、特に美容上の使用のために、本発明の凍結乾燥組成物は
、処置される身体の表面や他の部分の形状で切断片を形成できる。あるケースにおいて、
本発明の凍結乾燥組成物はマスクの形状である。
【０１０９】
　しかし、上記の工程により、機械的に安定な大型の成形体の凍結乾燥組成物を得ること
もでき、そして、そのような成形体の形状は、組成物が凍結される際の型の選択により決
定的となる。
【０１１０】
　治療上の使用のために、特にシート又はパッドを長方形断片の形に切り出す事は好都合
である。そのような長方形は、処置される部位の大きさに依存して、好ましくは少なくと
も約２５ｃｍ２、より好ましくは少なくとも約５０ｃｍ２、更により好ましくは少なくと
も約１００ｃｍ２までの範囲を有することができる。
【０１１１】
　ここで、凍結乾燥組成物のサイズ、範囲、及び厚みは、とりわけ、使用上望ましい形態
や使用部位により決定される。このように、美容上・医薬上の外用での使用の場合、身体
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又は髪の比較的大きな領域への使用（再水和組成物の背中への直接的な使用など、又は入
浴剤としての使用）は、組成物のより大きな形状の使用を可能にする。一方で、身体のよ
り小さな部分への使用の場合（例えば頬など）、組成物は、より小さな形状であることが
好ましい。治療的な処置にとっても、例えば傷の空間範囲に対する組成物の大きさの適合
は重要である。
【０１１２】
　記載された工程で得られるハイドロゲル組成物は、さらに型押し、又はエンボス加工に
供されることが可能である。
【０１１３】
　本発明の凍結乾燥組成物の平面形状は、５から５００ｃｍ２の領域を持つことが好まし
く、この領域は前記平面組成物の２つの最も長い辺の長さから生じる。
【０１１４】
　調整の間の手順は、便宜上、次のように行われる。天然ポリマーの水溶液が最初に調製
され、次に、天然ポリマー、修飾された天然ポリマー、又は合成ポリマー群からの更なる
ポリマーが、任意に加えられる。これらは直接水性ポリマー溶液に混ぜ合わせることがで
き、その中で溶解され、あるいは、これらの更なるポリマーの水溶液又は懸濁液が調製さ
れて、それから天然ポリマーと溶液又は懸濁液とを混ぜ合わせられる。任意に、活性化合
物又は化合物類と、任意に１つ以上の補助物質とが、この方法で得られるポリマー溶液又
は懸濁液に加えられ、混合される。すべての成分を混合した後、適宜、ｐＨ調節剤の群か
らの補助物質、好ましくは無機のアルカリ（例えば好ましくは水酸化カリウム溶液）の添
加により、ｐＨ３．０と６．５の間、好ましくはｐＨ４．０と６．０の間、より好ましく
はｐＨ４．５と５．５の間、特に好ましくはｐＨ５．０のｐＨに調節される。
【０１１５】
　次に、ポリアクリル酸とその塩に基づく少なくとも１つのポリマー、好ましくはカルボ
マーが、混合物に加えられる。これは、ｐＨ調節剤、例えば特にアルカリ金属の水酸化溶
液、例えば特に水酸化カルシウムで、部分的に中和されたポリアクリル酸又はカルボマー
溶液の調製と、それが次に、天然ポリマーと、任意に更なる物質が添加された、調整済み
の溶液に攪拌混合される事により実施される。
【０１１６】
　油溶性活性化合物が、凍結乾燥を受ける溶液又は懸濁液の調製に使われるならば、それ
らは、任意に補助物質として使用される油（特定のスクアラン、ホホバ油及び／又は中性
油のようなトリグリセリド）に溶解されることが好ましい。そして、更に溶液に天然ポリ
マーと、任意に更なるポリマーと、活性化合物及び／又は補助物質が加えられる。この調
製方法は、短期間に安定な溶液や懸濁液が形成されるという利点を持つ。乳化剤又は表面
活性物質（例えば界面活性剤のような）は必要なく、また、油溶性又は油性補助物質又は
活性化合物が使われるならば、工程中に、溶液又は懸濁液の相分離は起こらない。しかし
、水溶性活性化合物が使用されることが好ましい。
【０１１７】
　凍結乾燥組成物が、凍結乾燥後に、特に切断及び／又は型押しに対して適切な機械的安
定性を持つために、本発明のポリマー組成物、特に天然ポリマーとポリアクリル酸又はそ
の誘導体の群からなるポリマーの水溶液又は懸濁液は、特定のポリマー濃度を持つことが
必要である。特定の正確な濃度は、当然ながら、使用されるポリマーの性質に依存する。
凍結乾燥を受ける溶液又は懸濁液総量に基づいて、便宜的に、少なくとも約０．５重量％
であり、好ましくは少なくとも約１．０重量％、最大で少なくとも１．５重量％、好まし
くは１０重量％未満、より好ましくは５重量％未満までである（溶液の総重量に基づいて
、天然ポリマー、任意に修飾された天然ポリマー、及び／又は、更なる合成ポリマーの群
からなるポリマーの重量、及び、ポリアクリル酸の重量）。
【０１１８】
　このように調製された溶液又は懸濁液は、次に適当な型の中に、又は、ある表面に注が
れて凍結される。溶液又は懸濁液の冷却又は凍結は、例えば、冷たい空気の吹き付け、冷
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たい塩水が流れるプレートへの適用による冷却、又は例えば液体窒素への浸漬のような液
体ガスへの型の浸漬といった任意の望ましい方法で実施されうる。この状況において、冷
却速度は、形成される氷晶の寸法に影響を及ぼす。それらは、次に、形成される凍結ハイ
ドロゲルの孔寸法分布に影響を及ぼす。大きな結晶がほとんど形成されないならば、冷凍
組成物は大きな孔をほとんど有さず、多くの小さな結晶が形成されるならば、それは多く
の小さな孔を有する。液又は懸濁液の冷却速度が、より高いと、当該結晶はより小さくな
る。ここで、当該組成物中の凍結形状は、冷却板上で、少なくとも－２０℃未満の温度で
凍ることが好ましい。
【０１１９】
　必要な凍結温度は、とりわけ、溶液に含まれる活性化合物又は補助物質によりどの程度
氷点が低下するかに依存する。便宜上、温度は、水の氷点下のままで、温度を液体窒素（
-196℃）で下げる。凍結温度は、-１０～-８０℃が好ましく、-２０～-６０℃が特に好ま
しい。
【０１２０】
　当該凍結組成物は、次に凍結乾燥される。凍結乾燥は、例えばDE4328329C2、DE4028622
C2又はDE10350654A1にも記載されているような、一般的に知られる凍結乾燥方法で実施す
ることができる。
【０１２１】
　天然ポリマー、修飾された天然ポリマー又は合成ポリマー、活性化合物や補助物質のよ
うな冷凍乾燥させる溶液や懸濁液に含まれる固体の量は、得られる凍結乾燥組成物の密度
（それ自身の幾何学的形体の量に基づく凍結乾燥組成物の重量）に影響を及ぼす。当該密
度は、同様に、凍結乾燥組成物の多孔性の重要なパラメーターとなり、更に、溶解速度、
水、活性化合物及び／又は補助物質溶液及び／又は身体や創傷の流体で湿らせた場合の膨
潤性のための重要なパラメーターとなる。凍結乾燥組成物の多孔質構造は、多孔性材料の
大きな表面積のため、水の迅速な吸収や再水和のための本質的な基盤であり、再水和過程
で水相と固体組成物間で密接な交換を起こすことができる。溶液中のポリマーや任意の活
性化合物や補助物質の濃度が高ければ、密度も高くなり、それゆえ、凍結乾燥組成物の多
孔度の程度は低くなる。逆もまた同じである。それにもかかわらず、凍結乾燥組成物の多
孔率の程度は、単に材料の密度だけに依存しているわけではない。むしろ、材料の多孔率
は、基本的に２つのパラメーター、材料の密度と氷晶の寸法の関数である。懸濁水溶液中
の高い固体含量は、凍結乾燥最終製品中の材料の密度を増加させ、再水和剤／固体接触域
を減少させる。高い冷凍勾配は、小さな氷晶をもたらし、それが大きな内部の材料表面積
をもたらし、そして次に再水和を促進する。従って、低密度の材料と小さな氷晶は、凍結
乾燥組成物の急速な湿潤、溶解、又は膨潤に好都合である。
【０１２２】
　孔の密度／程度又は溶解又は再水和の速度の側面で、本発明の組成物の作製法や調製は
、得られる組成物の密度が、便宜上、約０．０１ｇ／ｃｍ３、最大で０．８ｇ／ｃｍ３、
好ましくは０．０１５ｇ／ｃｍ３最大で０．５ｇ／ｃｍ３、好ましくは０．０２ｇ／ｃｍ
３、最大で０．１ｇ／ｃｍ３のように管理されている。本発明において使用される密度と
いう用語は、それ自身の外部の幾何学的形体の量に基づく凍結乾燥組成物の重量を意味す
る。ここで、個々の切断された凍結乾燥組成物の重量は、当然ながら、それ自身の寸法や
容量単位、すなわち最終的に期待される使用のための各切断片に依存しており、一般に約
１０ｍｇから６ｇであり、２０ｍｇから１０００ｍｇが好ましく、約５０ｍｇから５００
ｍｇがより好ましく、少なくとも１０cm2が好ましく、少なくとも１５cm2がより好ましく
、更に好ましくは少なくとも２０cm2で、厚さが約０．５ｍｍから２ｃｍである。
【０１２３】
　特に美容的な理由、とりわけ美容上のためだけでなく、医薬上の使用においても、さら
に高い光学密度を有する組成物が望まれる。ここで、光学密度は、１ｍｍの層厚を有する
凍結乾燥組成物についてハイラントSW濃度計TD03で測定して、入射光線の強さに対して透
過光の強さの指数のベース１０に対する対数として測定された光学密度の量的単位を意味
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する。本発明の凍結乾燥組成物は、光学密度が、層厚１ｍｍ当たり、０．０２以上である
ことが好ましく、０．０３以上であることがより好ましく、０．０５以上であることが更
に好ましい。
【０１２４】
　本発明の組成物のｐＨが成す光学密度への上記影響に基づいて、調製と作成法、特にｐ
Ｈの調整が、そのような可能な限りで最高の光学密度を実現し、層厚１ｍｍ当たり、好ま
しくは０．０２以上、より好ましくは０．０３以上、さらに好ましくは、０．０５以上の
光学密度が達成される。
【０１２５】
本発明の凍結乾燥組成物は、液体が供給されると、速やかに、かつ実質的に完全に再水和
化され、均一できれいに分散したゲルを形成する。特に、急速な再水和化のためには、親
水性又は水性の液体が好ましい。発明により使用される本発明に用いられるポリマーは、
実際の意味で、固体成分が溶媒中に完全に溶けて、均一にその中に分散される程度まで溶
解せず、むしろ、親水コロイドのポリマー基材中に埋められている大量の水とイオンによ
り、ポリマーの膨張と再水和化が引き起こされる。
【０１２６】
　ここで、特に、望ましい迅速性、残渣なし、又は、単一及び均一な溶解性や再水和特性
、及び、優れた適合性から考えると、再水和化後又は膨潤状態において、本発明における
再水和した組成物は、肉眼で見える大きい粒子、又は例えば織物レーヨン（ビスコース）
又は綿繊維のような繊維成分、又は例えばポリアミド、ポリエステル又はポリエーテルに
基づいた非膨張性合成ポリマー繊維を含まない。ここで、形成されたゲルは、５ｍｍより
大きいサイズの、そのような肉眼で見える成分を含まない。従って、本発明において、織
物繊維成分を含まない凍結乾燥組成物は、好ましい。
【０１２７】
　更に、本発明の凍結乾燥組成物は、化学的に架橋されておらず、従って化学架橋剤を含
まない。
【０１２８】
　本発明の凍結乾燥組成物は、特に２０～２５℃の温度とｐＨ４．０から６．０のｐＨ値
で蒸留水９７ｇ中、成分３ｇの水和化において、１０から２００ｍＰａｓの粘性を有して
いる。ここで、当該粘性は、ハーク社（Haake）のビスコテスタＶＴ２プラス（Viskotest
er VT 2 plus）とスピンドルｎｏ．１（spindle no. 1）で測定される。
【０１２９】
　本発明の凍結乾燥組成物は、特別な濡れ速度と、特別な吸収力と液体の取り込み力と保
持力によって特徴付けられる。特に、本発明の凍結乾燥組成物は、生理的液体の特別な取
り込み力と保持力によって特徴付けられる。
【０１３０】
　ここで、本発明の凍結乾燥組成物の液体の取り込み力や保持力は、特に、取り込まれた
液体を保持する能力と保存する能力との組合せによって液体を取り込む能力を意味する。
本発明においては、自身の重量の１から２００倍、好ましくは１０から１００倍の液量を
取り込み、保存し得る凍結乾燥組成物が好ましい。
【数１】

【０１３１】
　この方程式では、膨潤度（QM）は、本発明の組成物によって取り込まれ得る液体の量を
意味する。ここで、QMは、膨潤前の乾燥組成物の重量（mdr.sa.）に対する、膨潤した組
成物の重量（mgel）の比率を意味する。
【０１３２】
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　膨潤度を測定するため、凍結乾燥組成物は計量され、次に１５～２５℃の温度で過剰の
蒸留水を入れた皿の水面上に置かれ、１０分間膨潤される。過剰の水は、機械的操作なし
に流し出される。膨潤した組成物の重量の再測定後、膨潤度は上記公式により決定される
。
【０１３３】
　本発明の凍結乾燥組成物は、１５～１００の膨潤度を有することが好ましい。
【０１３４】
　更に、組成物の重量に基づく液体保持力について記載する。過剰な液体が流し出された
後、膨潤試料の重量増加が上記の実験構成において決定され、この重量増加に相当する液
量に変換される。この取り込まれる液量は、使用される組成物１ｇを基礎として変換され
る。
【０１３５】
　本発明の１つの側面において、前記の大多数の凍結乾燥組成物又は切断片は、１つの容
器に納められる。これらは、例えば体のいろいろな部分の平行した処置のための、異なる
幾何形状物又は異なる寸法の切断片の混合物とすることもできる。切断片は、個々に包装
される事ができ、それは、特に治療的・製薬的用途において好適である。美容的用途のた
めの切断片は、特に適当な容器又は適当な包装の中で接触して、多数が左右又は上下に並
んで存在する。
【０１３６】
　本発明の凍結乾燥組成物は、人間や動物において、外部美容や外用薬や経皮薬の用途で
役立つ。ここで、特に美容用途での外部使用は、本発明の組成物が１つ以上の活性化合物
及び／又は１つ以上の補助物質を含む水又は水溶液で湿らされ、そして、溶解されるか再
水和されて、肉眼で見える大きな粒子又は繊維成分、例えば安定化した織物又は非膨潤繊
維成分を含まない均一なゲルを形成させるように行われる。
【０１３７】
　本発明の凍結乾燥組成物は、相対的に大量の水に溶解されると、これは概して浴用であ
り、この用途は、本発明における外用に含まれる。
【０１３８】
　しかし、乾燥状態での本発明の凍結乾燥組成物を、処置される身体の部位へ適用し、そ
こで１つ以上の活性化合物及び／又は補助物質を含む水又は水溶液又は生理的液体で湿ら
せ、溶解し、一般的な機械的作用、特にマッサージにより分散させることも可能である。
【０１３９】
　適宜、処置後に残っているゲル残渣は、洗うか、拭くか、すすぎ落とすか、こすり落と
すことによって身体の処置部位から取り除かれることができる。この使用方法は、本発明
の凍結乾燥組成物が美容マスクとして使用される場合に、特に好ましい。
【０１４０】
　特に治療的な用途において、例えば慢性創傷、下腿潰瘍又は褥瘡などへの創傷被覆体と
しての本発明の凍結乾燥組成物の使用、特に創傷滲出液管理のための本発明の凍結乾燥組
成物の使用において、当該凍結乾燥組成物は、乾燥状態で創傷に導入される事ができる。
そして、特に生理液の高い吸収力や特別な液体取り込み力や保存力のため、創傷の治癒を
手助けするように、過剰の創傷滲出液又は創傷液を取り込むことができる。
【０１４１】
　ここで、概して乾燥状態で処置される創傷に適用又は導入される凍結乾燥組成物は、創
傷部位に存在する体液又は創傷液で再水和され、そして、更なる処置の間に、創傷の中に
完全に吸収されるか、創傷液又は他の創傷処置液により再び洗い流される。
【０１４２】
本発明はまた、一体化した空間的配置（使用パック、セット、キットなど）における、少
なくとも１の本発明における凍結乾燥組成物又はその切断片と、１以上の活性化合物及び
／又は少なくとも１以上の補助物質を含む少なくとも１の水溶液（いわゆる活性化溶液）
と、を含む組み合わせに関する。
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【０１４３】
　活性化合物溶液又は活性化溶液は、例えば、凍結乾燥による調製工程のために、凍結乾
燥組成物中に導入されない又はされ得ないエッセンシャル油、香水などの特定成分のよう
な、高揮発性の活性化合物、及び／又は、補助物質の溶液とすることができる。それらは
、湿潤作用を達成する活性化合物及び／又は補助物質も含み得る。そしてそれは、特に皮
膚上での外用において望まれ、また好ましいが、この湿潤作用又は吸湿性傾向のために、
本発明の凍結乾燥組成物中に包含されることができないか、ほんの少ししか包含されるこ
とができない。なぜなら、その中に含まれる湿潤不安定な活性化合物の安定性がもはや維
持できないからである。生理的溶液の使用も好ましい。なぜなら、生理的溶液は、上述し
たポリマー特性のために凍結乾燥されるポリマー混合物に導入できない又は限定された量
しか導入できない再水和電解質組成物への導入を可能とするためである。
【０１４４】
　ここで、一方の本発明の凍結乾燥組成物と、他方の活性化合物溶液との、キットの構成
において、２つの成分はキット構成から別々に取り除くことができ、互いにまとめること
ができ、更なる使用のために外部で溶解することができる。しかし、２つの成分はキット
梱包内で互いにまとめられることも考えられ、そのような梱包から直接的に、再水和組成
物は美容上の又は医薬上の外用か経皮用に使用される事も考えられる。これは、直接、最
終使用者によって行われることが好ましい。
【０１４５】
　本発明の凍結乾燥組成物は、乾燥最終製品中に、ポリアクリル酸とその塩に基づく１つ
以上のポリマーを、５重量％以上、好ましくは１０重量％以上、さらに好ましくは１５重
量％以上含む。当該ポリマーは、カルボマーの群から選択されるものが、特に好ましい。
【０１４６】
　更に、本発明の凍結乾燥組成物は、乾燥最終製品中に、１つ以上の天然ポリマーを、２
５重量％、好ましくは４０重量％以上、さらに好ましくは５０重量％以上含む。当該ポリ
マーは、陰イオン天然ポリマー、特に親水コロイド形成多糖類、例えば特にアルギン酸塩
の群、から選択されるものが特に好ましい。
【０１４７】
　その上更に、本発明の凍結乾燥組成物は、上述のポリマーとは異なる更なる１つ以上の
ポリマーを、５重量％以上、好ましくは１０重量％以上、さらに好ましくは１５重量％以
上含む。前記の更なるポリマーは、トチャカ又はムコ多糖類（例えばヒアルロン酸又はコ
ラーゲンのような）の群から選択されるものが特に好ましい。
【０１４８】
　更に、本発明の凍結乾燥組成物は、１つ以上の活性化合物を０．５重量％以上、好まし
くは２．０重量％以上、さらに好ましくは５．０重量％以上含む。前記活性化合物は、ア
スコルビン酸とその誘導体（例えば特に、アスコルビルグルコシド及び／又はリン酸アス
コルビルマグネシウム）の群から選択されることが特に好ましい。
【０１４９】
　本発明の凍結乾燥組成物は、１つ以上の任意の更なる補助物質を、５重量％以上、好ま
しくは１０重量％以上、さらに好ましくは２０重量％以上含むことも可能である。
【０１５０】
　補助物質の群から、化粧油、例えばトリグリセリド、特にカプリル酸／カプロン酸性ト
リグリセリド（中性油）、ホホバ油又はスクアランの群から、そして、充填材、特に好ま
しくはマンニトール群から選択される該成分が、特に好ましい。
【０１５１】
　更なる特に好ましい補助物質は、例えばトリエタノールアミンの水溶液及び／又はアル
カリ金属水酸化溶液のようなｐＨ調節剤から選択される物質であり、特にアルカリ金属水
酸化溶液、水酸化カリウム水溶液が好ましい。前記アルカリは、本発明の凍結乾燥組成物
のｐＨを、ｐＨ３．０と６．５の間、好ましくはｐＨ４．０と６．０の間、より好ましく
はｐＨ４．５と５．５の間、特に好ましくはｐＨ５．０に調節するために、当該凍結乾燥
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組成物に添加される。当該組成物のポリマー、活性化合物及び任意の補助物質の組成物が
、元々既に、本発明における望ましいｐＨ値を持つならば、当然ながら、ｐＨ調節剤の添
加は省略することができる。
【０１５２】
　各事例で記載した量は、凍結乾燥組成物の総重量に関連している。
【０１５３】
　本発明の凍結乾燥組成物はまた、任意に水残渣を含む。本発明の凍結乾燥組成物の長所
は、特に、その中に任意に含まれる不安定な活性化合物の崩壊や不活性化に対する高い安
定性であるので、このいわゆる残留水量は、できるだけ低く維持される。当該組成物に依
存して、凍結乾燥組成物の含水量は、全体の組成物に基づいて最大で１５重量％までなり
得る。当該含水量は、凍結乾燥により凍結乾燥組成物を調製した後の保存中に、変化（概
して増加）し得る。凍結乾燥後の当該含水量は、最大１０重量％が好ましく、５重量％以
下が好ましく、１重量％以下がより好ましい。
【０１５４】
　特に好適な凍結乾燥組成物は以下を含む。
２０℃、１重量％の前記凍結乾燥組成物の水溶液又は懸濁液が、４．０から６．０の間の
ｐH、２０から６０の膨潤度という条件で、
 - １５重量％以上の１つ以上のカルボマー（例えばカルボポール・ウルトレッツ２０（C
arbopol Ultrez 20）のような）、
 - ５０重量％以上の１つ以上のアルギン酸塩（例えばアルギン酸ナトリウムのような）
、
 - １５重量％以上の１つ以上の更なる天然ポリマー（例えばトチャカのような）、及び
／又は、
 - ２．５重量％以上のヒアルロン酸、及び、
１０重量％以下、好ましくは５重量％以下、より好ましくは１重量％以下の水これは、２
０℃、１重量％凍結乾燥組成物の水溶液。
【０１５５】
　更なる好ましい実施形態は、更に、以下を含む。
２０℃、１重量％の前記凍結乾燥組成物の水溶液又は懸濁液が、４．０から６．０の間の
ｐH、２０から１００の膨潤度を有する条件で、
 - ５．０重量％以上の１つ以上の活性化合物、特にアスコルビン酸（ビタミンＣ）若し
くはその誘導体、又はサリチル酸若しくはその誘導体（例えばアセチルサリチル酸（ＡＳ
Ａ））、又は銀化合物（例えば硝酸銀）、及び、創傷処置において慣習的な他の活性化合
物、
 - ２０重量％以下の１つ以上の補助物質、例えば特に化粧油（例えば天然油、ホホバ油
、スクワラン）。
【０１５６】
　より好ましい凍結乾燥組成物は以下を含む。
２０℃、１重量％の前記凍結乾燥組成物の水溶液又は懸濁液が、４．０から６．０の間の
ｐH、２０から６０の膨潤度を有する条件で、
 - ５重量％以上の１つ以上のカルボマー（例えばカルボポール・ウルトレッツ２０（Car
bopol Ultrez 20）のような）、
 - １５重量％以上の１つ以上のアルギン酸塩（例えばアルギン酸ナトリウムのような）
、
 - ２重量％以上のヒアルロン酸、及び／又は、
 - ５重量％以上の１つ以上の更なる天然ポリマー（例えばトチャカのような）、及び、
１０重量％以下、好ましくは５重量％以下、より好ましくは１重量％以下の水。
【０１５７】
　更なる好ましい実施形態は、更に、以下を含む。
２０℃、１重量％の前記凍結乾燥組成物の水溶液又は懸濁液が、４．０から６．０の間の
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ｐH、２０から１００の膨潤度を有する条件で、
 - １．０重量％以上の１つ以上の活性化合物、特にアスコルビン酸（ビタミンＣ）若し
くはその誘導体、又は、サリチル酸若しくはその誘導体（例えばアセチルサリチル酸（Ａ
ＳＡ））、又は、硝酸銀のような銀化合物、及び、創傷処置において慣習的な他の活性化
合物、
 - ３０重量％以下の１つ以上の補助物質、例えば特に化粧油（例えば天然油、ホホバ油
、スクワラン）。
【０１５８】
　例えば上記の組成物の１つのような、本発明の凍結乾燥組成物は、２０℃、それらの１
重量％溶液又は懸濁液で測定すると、好ましくは、
 - ｐHが、ｐＨ４．０と６．０の間、好ましくはｐＨ４．５と５．５の間、特に好ましく
はｐＨ５．０であり、
 - 密度が、０．００５ｇ／ｃｍ３から０．８ｇ／ｃｍ３まで、好ましくは０．０１ｇ／
ｃｍ３から０．８ｇ／ｃｍ３までであり、
 - 面積が、０．１ｃｍ２から６００ｃｍ２、好ましくは５ｃｍ２から３００ｃｍ２であ
り、
 - 厚み（組成物２点間の最短距離）が、０．５ｍｍ以上であり、及び／又は、
 - 好ましくは平面構造、特に好ましくはシート、パッド、被覆体又はマスクの形状を有
する。
【０１５９】
　本発明の凍結乾燥組成物は、組成物の均一な分散性を伴う多孔質製剤である。
【０１６０】
　本発明の凍結乾燥組成物の溶解又は再水和の速度は、２０秒以下、より好ましくは１０
秒以下である。当該測定は、厚さ１．１～１．５ｍｍ、面積１６ｃｍ２、及び／又は、重
量０．６ｇで実施される。ここで、検出可能な０．１ｃｍ２を超える面積の不均一な領域
が存在しなければ、完全な水和とする。
【０１６１】
　特に、濡れ速度を決定するためには、ある材料試料が、決められた量の液体で完全に均
一に湿るために要する時間が決められる。ここで、確実に、湿潤液を過剰に存在させる事
で、完全に濡らす、又は湿らせる事を可能とする。これのために、４ｘ４ｃｍ範囲（１６
ｃｍ２）と１．１～１．５ｍｍの層厚みの材料の試料が使用され、７．５ｍｌの湿潤液（
例えば水のような）又は生理的溶液（例えば０．９％の生理食塩水のような）の中に導入
されて、完全に濡れる、又は完全で均一に湿るために要する時間が測定される。湿った領
域は、まだ湿っていない領域よりも暗く見えるので、完全に濡れ又は湿りは、概して容易
に色の変化から認識され得る。
【０１６２】
　本発明の凍結乾燥組成物の濡れ速度は、好ましくは２０秒以下、より好ましくは１０秒
以下、さらに好ましくは５秒以下、非常に特に好ましくは１秒以下である。
【０１６３】
　本発明は、特に、以下の好適な実施形態を含む。
１．ａ．ポリアクリル酸とその塩に基づいた少なくとも１つのポリマー、
　　ｂ．少なくとも１つの天然ポリマー、
　　ｃ．任意に、ａ）とｂ）とは異なる少なくとも１つの更なるポリマーと、
　　ｄ．任意に、１つ以上の活性化合物及び／又は補助物質、
　　を含む凍結乾燥組成物

２．当該凍結乾燥組成物１ｍｍ層厚あたり、０．０２以上の光学密度を有する実施形態１
に記載の凍結乾燥組成物

３．当該凍結乾燥組成物の１重量％溶液又は懸濁液が、２０℃で、３．０から６．５まで
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のｐＨを有する実施形態１又は２に記載の凍結乾燥組成物

４．平面形状、特に好ましくはシート、被覆体又はマスクの形状を有する実施形態１乃至
３のいずれかに記載の凍結乾燥組成物

５．０．５から２０ｍｍの厚みを有する実施形態１乃至４のいずれかに記載の凍結乾燥組
成物

６．化学的に架橋結合していない実施形態１乃至５のいずれかに記載の凍結乾燥組成物

７．織物繊維成分を含まない実施形態１乃至６のいずれかに記載の凍結乾燥組成物

８．更なる担体層を含まない実施形態１乃至７のいずれかに記載の凍結乾燥組成物

９．以下のステップを含む、凍結乾燥組成物の調製方法
　ａ）少なくとも１つの天然ポリマーの水性懸濁液又は水溶液の調製
　ｂ）任意に、ステップａ）又はｅ）で使用するポリマーとは異なる少なくとも１つの更
なるポリマーとの混合
　ｃ）任意に、１つ以上の活性化合物及び／又は補助物質との混合
　ｄ）ｐＨ３．０からｐＨ６．５までへの、水性懸濁液又は水溶液のｐＨの調節
　ｅ）ポリアクリル酸とその塩に基づくポリマーの水性懸濁液又は水溶液の調製、及び、
アルカリでの、ｐＨ３．０と６．５の間への当該溶液ｐＨの調節
　ｆ）ａ）からｄ）、及び、ｅ）で調製された懸濁液又は溶液の混合、及び、ｐＨ３．０
から６．５までへのｐＨの適宜調節
　ｇ）適当な型又は適当な表面への、当該混合物の流し込み又は展開
　ｈ）当該混合物の凍結、及び、
　ｉ）凍結乾燥組成物を形成するための、当該混合物の凍結乾燥

１０．ステップｄ）、ｅ）、ｆ）において、ｐＨが４．５から５．５に調節される実施形
態９に記載の方法

１１．ｐＨの調節が、無機アルカリ、好ましくは水酸化カリウム溶液の添加により行われ
る実施形態９又は１０のいずれかに記載の方法

１２．ステップｉ）の後、当該凍結乾燥組成物が、切断により、所望の形状、好ましくは
シート、被覆体、又はマスク形状に形成される、実施形態９乃至１１のいずれかに記載の
方法

１３．当該切断された組成物が０．５から２０ｍｍの厚みを有する実施形態１２に記載の
方法

１４．実施形態９乃至１３のいずれかに記載の方法により得られる凍結乾燥組成物

１５．ポリアクリル酸とその塩に基づく少なくとも１つのポリマーが、カルボマーの群か
ら選択される、実施形態１乃至８、又は１４のいずれかに記載の凍結乾燥組成物

１６．少なくとも１つの天然ポリマーが、多糖類、ポリアミノ糖及び／又はグルコサミノ
グリカンの群から選択される、実施形態１乃至８、又は、１４乃至１５のいずれかに記載
の凍結乾燥組成物



(27) JP 5724108 B2 2015.5.27

10

20

30

40

50

１７．少なくとも１つの天然ポリマーが、陰イオン親水コロイドの群から選択される、実
施形態１乃至８、又は、１４乃至１６のいずれかに記載の凍結乾燥組成物

１８．少なくとも１つの天然ポリマーが、アルギン酸塩の群、好ましくはアルギン酸ナト
リウムの群から選択される、実施形態１６又は１７に記載の凍結乾燥組成物

１９．少なくとも１つの更なる天然ポリマーが、カラギーナンとその誘導体、ヒアルロン
酸とその誘導体、及び／又は、コラーゲンとその誘導体の群から選択される、実施形態１
乃至８、及び、１４乃至１８のいずれかに記載の凍結乾燥組成物

２０．少なくとも１つの天然ポリマーが、アルギン酸塩、好ましくは、アルギン酸ナトリ
ウムの群から選択され、更なる天然ポリマーが、ヒアルロン酸とその誘導体の群から選択
される、実施形態１乃至８、及び、１４乃至１９のいずれかに記載の凍結乾燥組成物

２１．少なくとも１つの天然ポリマーが、アルギン酸塩、好ましくはアルギン酸ナトリウ
ムの群から選択され、更なる天然ポリマーが、ヒアルロン酸とその誘導体の群から選択さ
れ、トチャカの群から選択される少なくとも１つの更なるポリマーを含む、実施形態１乃
至８、及び、１４乃至２０のいずれかに記載の凍結乾燥組成物

２２．好ましくは修飾されたセルロースの群から選択され、好ましくはカルボキシメチル
セルロース、特に好ましくはカルボキシメチルセルロースナトリウムである、少なくとも
１つの更なるポリマーを含む、実施形態１乃至８、及び１４乃至２１のいずれかに記載の
凍結乾燥組成物

２３．好ましくはアスコルビン酸又はその誘導体、好ましくはアスコルビルグルコシド又
はリン酸アスコルビルマグネシウムのような美容上の活性化合物の群からの少なくとも１
つの活性化合物を含む、実施形態１乃至８、及び、１４乃至２２のいずれかに記載の凍結
乾燥組成物

２４．好ましくは皮膚病の処置及び／又は創傷処置のためのような、治療上の活性化合物
の群からの少なくとも１つの活性化合物を含む、実施形態１乃至８、及び、１４乃至２２
のいずれかに記載の凍結乾燥組成物

２５．化粧油の群からの少なくとも１つの補助物質、好ましくはトリグリセリド、特に好
ましくはカプリル酸／カプロン酸トリグリセリド及び／又はスクアラン及び／又はホホバ
油を含む、実施形態１乃至８、及び、１４乃至２４のいずれかに記載の凍結乾燥組成物

２６．充填剤の群からの少なくとも１つの補助物質、特に好ましくはマンニトールを含む
、実施形態１乃至８、及び、１４乃至２５のいずれかに記載の凍結乾燥組成物

２７．親水性液体が供給された際に、５ｍｍより大きなサイズを有する肉眼で見える粒子
又は繊維成分をほとんど含まない、均一で、きれいに分散したゲルを形成するように再水
和されうる、実施形態１乃至８、及び１４乃至２６のいずれかに記載の凍結乾燥組成物

２８．最大膨潤度で表わされる水を取り込む能力が、２０から１００を示す、実施形態１
乃至８、及び、１４乃至２７のいずれかに記載の凍結乾燥組成物

２９．１５～２５℃及びｐＨ４．８～５．２において、当該凍結乾燥組成物３．５ｇに水
９６．５ｇを加えた場合に、１０～７５ｍＰａｓの粘性を有する、均一で、きれいに分散
したゲルを形成する、実施形態１乃至８、及び、１４乃至２８のいずれかに記載の凍結乾
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燥組成物

３０．実施形態１乃至８、及び、１４乃至２９のいずれかに記載の凍結乾燥組成物の、化
粧品としての使用

３１．実施形態３０における、美容用マスクのような美容用被覆体としての使用

３２．実施形態１乃至８、及び、１４乃至２９のいずれかに記載の凍結乾燥組成物の、医
薬品としての使用

３３．実施例１乃至８、及び、１４乃至２９のいずれかに記載の凍結乾燥組成物の、創傷
被覆体としての使用

３４．創傷処置用の医薬品の調製のための、実施例１乃至８、及び、１４乃至２９のいず
れかに記載の凍結乾燥組成物の使用

３５．下腿潰瘍、褥瘡のような慢性創傷処置用の医薬品の調製のための、実施形態１乃至
８、及び、１４乃至２９のいずれかに記載の凍結乾燥組成物の使用

３６．創傷被覆体としての使用のための、実施形態１乃至８、及び、１４乃至２９のいず
れかに記載の凍結乾燥組成物

３７．当該凍結乾燥組成物が、処置するために体の部位に使用され、そこで水又は１つ以
上の活性化合物及び／又は任意に補助物質の水溶液で潤され、機械的作用及び／又はマッ
サージにより完全に分解されて分散される、実施形態３０乃至３５のいずれかに記載の使
用
　 
３８．当該凍結乾燥組成物が、処置のために又は創傷処置のために体の一部に乾燥状態で
使用され、存在する体液によって再水和され、さらなる処置の過程で、創傷液又は他の創
傷処置液で完全に吸収されるか洗い流される、実施形態３３乃至３６のいずれかに記載の
使用

３９．一体となった空間的配置で、実施形態１乃至８、及び、１４乃至２９のいずれかに
記載の凍結乾燥組成物を少なくとも１つ含み、並びに、１つ以上の活性化合物及び／又は
任意に１つ以上の補助物質を含む少なくとも１つの水溶液を含む、キット

４０．実施形態３９に記載のキットの、化粧品としての使用

４１．実施形態３９に記載のキットの、医薬品としての使用

４２．最終使用者（エンドユーザー）により直接実施される、前記実施形態のいずれかに
記載の使用
【０１６４】
　本発明は、以下の実施例によって更に詳細に例示される。
実施例
【０１６５】
実施例１
１０．５ｇ　　カルボキシメチルセルロースナトリウム（ＣＭＣ）
１０．５ｇ　　アルギン酸ナトリウム
７．５ｇ　　　カルボマー
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１５００ｍｌ　逆浸透水
ａ）カルボマー予備混合物の調製
取扱説明書に従い、７．５ｇのカルボマーを７５０ｍｌの逆浸透水に溶解する。
ｂ）アルギン酸塩／ＣＭＣ予備混合物の調製
不溶のアルギン酸塩１０．５ｇのカルボキシメチルセルロースと１０．５ｇのアルギン酸
ナトリウムを７５０ｍｌの逆浸透水中でかき混ぜながら、不溶のアルギン酸塩／ＣＭＣ粒
子が見えなくなるまで、均一に溶解する。
ｃ）全バッチの調製
ステップａ）のカルボマー予備混合物と、ステップｂ）のアルギン酸塩／ＣＭＣ予備混合
物とを、均一な組成物が形成されるまで、かき混ぜながら混合する。当該混合組成物のｐ
Ｈは、希水酸化カリウム溶液でｐＨ５．０～５．５に調節する。
ｄ）凍結
ｃ）で調製したアルギン酸塩／ＣＭＣ／カルボマーのバッチは、冷空気を吹き付けるか、
又は、－２０℃より低い温度で冷却板に接地して、凍結させる。
ｅ）凍結乾燥
ｄ）で製造された凍結形成体の凍結乾燥は、凍結乾燥法として一般的に知られる従来技術
に従って実施する。
ｆ）分割と構築
当該凍結乾燥組成物を、０．５ｍｍ厚の薄い層に切断する。当該層は、光学的に密であり
、材料は１０秒未満で完全に濡れさせられうる。
【０１６６】
実施例２
７．５ｇ　　　カルボキシメチルセルロースナトリウム（ＣＭＣ）
４．５ｇ　　　カラギーナン
４．５ｇ　　　カルボマー
４．５ｇ　　　魚由来コラーゲン水解物
４．５ｇ　　　ヒアルロン酸
３．０ｇ　　　アルギン酸ナトリウム
７．５ｇ　　　アルギン酸カルシウム
１５．０ｇ　　マンニトール
１５００ｍｌ　逆浸透水
ａ）カルボマー予備混合物の調製
メーカーの取扱説明書に従い、４．５ｇのカルボマーを５００ｍｌの逆浸透水に溶解する
。
ｂ）アルギン酸塩／ＣＭＣ／ヒアルロン酸／マンニトール／魚由来コラーゲン水解物予備
混合物の調製
不溶解物が検出さなくなるまで、残留物を、１０００ｍｌの逆浸透水中で温めて、不溶解
物が検出されなくなるまで溶解する。その後、当該溶液を室温まで冷却する。
ｃ）全バッチの調製
ステップａ）のカルボマー予備混合物と、ステップｂ）の予備混合物とを、均一な組成物
が形成されるまで、かき混ぜながら混合する。当該混合組成物のｐＨは、希水酸化カリウ
ム溶液でｐＨ５．０～５．５に調節する。
ｄ）凍結
ｃ）で調製したバッチは、冷空気を吹き付けるか、又は、－２０℃以下の温度で冷却板に
接地して凍結させる。
ｅ）凍結乾燥
ｄ）で製造された凍結形成体の凍結乾燥は、凍結乾燥法として一般的に知られる従来技術
に従って実施する。
ｆ）分割と構築
当該凍結乾燥組成物を、１．５ｍｍ厚の薄い層に切断する。当該層は光学的に密であり、
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材料は１０秒未満で完全に濡れさせられうる。
【０１６７】
実施例３
７．５ｇ　　　アルギン酸ナトリウム
４．５ｇ　　　カラギーナン
１１．２５ｇ　カルボマー
１５００ｍｌ　逆浸透水
ａ）カルボマー予備混合物の調整
メーカーの取扱説明書に従い、１１．２５ｇのカルボマーを７５０ｍｌの逆浸透水に溶解
する。
ｂ）アルギン酸塩／カラギーナン予備混合物の調製
不溶な粒子が見えなくなるまで、７．５ｇのアルギン酸ナトリウムと４．５ｇのカラギー
ナンを７５０ｍｌの逆浸透水中でかき混ぜながら、不溶な粒子が見えなくなるまで、均一
に溶解する。
ｃ）全バッチの調製
ステップａ）のカルボマー予備混合物と、ステップｂ）のアルギン酸塩／カラギーナン予
備混合物とを、均一な組成物が形成されるまで、かき混ぜながら混合する。当該混合組成
物のｐＨは、希水酸化カリウム溶液でｐＨ５．０に調節する。
ｄ）凍結
ｃ）で調製したアルギン酸塩／カラギーナン／カルボマーのバッチは、冷空気を吹き付け
るか、又は、－２０℃以下の温度で冷却板に接地して凍結させる。
ｅ）凍結乾燥
ｄ）で製造された凍結形成体の凍結乾燥は、凍結乾燥法として一般的に知られる従来技術
に従って実施する。
ｆ）分割と構築
当該凍結乾燥組成物を、２．０ｍｍ厚の薄い層に切断する。当該層は光学的に密であり、
材料は３０秒を超えると完全に濡れさせられうる。
【０１６８】
実施例４
１０．５ｇ　　カルボキシメチルセルロースナトリウム（ＣＭＣ）
１０．５ｇ　　アルギン酸ナトリウム 
７．５ｇ　　　カルボマー 
１．５ｇ　　　ヒアルロン酸 
１５００ｍｌ　逆浸透水
ａ）カルボマー予備混合物の調製
メーカーの取扱説明書に従い、７．５ｇのカルボマーを逆浸透水７５０ｍｌに溶解する。
ｂ）アルギン酸塩／ヒアルロン酸／ＣＭＣ予備混合物の調製
不溶のアルギン酸塩／ヒアルロン酸／１０．５ｇのＣＭＣ、１．５ｇのヒアルロン酸と１
０．５ｇのアルギン酸ナトリウムを７５０ｍｌの逆浸透水中でかき混ぜながら、不溶のア
ルギン酸塩／ヒアルロン酸／カルボキシメチルセルロース粒子が見えなくなるまで、均一
に溶解する。
ｃ）全バッチの調製
ステップａ）のカルボマー予備混合物と、ステップｂ）のアルギン酸塩／ヒアルロン酸／
ＣＭＣ予備混合物とを、均一な組成物が形成されるまで、かき混ぜながら混合する。当該
混合組成物のｐＨは、希水酸化カリウム溶液でｐＨ５．０～５．５に調節する。
ｄ）凍結
ｃ）で調製したアルギン酸塩／ヒアルロン酸／ＣＭＣ／カルボマーのバッチは、冷空気を
吹き付けるか、又は、－２０℃以下の温度で冷却板に接地して凍結させる。
ｅ）凍結乾燥
ｄ）で製造された凍結形成体の凍結乾燥は、凍結乾燥法として一般的に知られる従来技術
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に従って実施する。
ｆ）分割と構築
当該凍結乾燥組成物を、０．５ｍｍ厚の薄い層に切断する。当該層は光学的に密であり、
材料は５秒未満で完全に濡れさせられうる。
【０１６９】
実施例５
３．０ｇ　　　カルボキシメチルセルロースナトリウム（ＣＭＣ）
４．５ｇ　　　カラギーナン 
４．５ｇ　　　カルボマー 
４．５ｇ　　　魚由来コラーゲン水解物 
１．５ｇ　　　ヒアルロン酸 
７．５ｇ　　　アルギン酸ナトリウム
１５００ｍｌ　逆浸透水
ａ）カルボマー予備混合物の調製
メーカーの取扱説明書に従い、４．５ｇのカルボマーを逆浸透水５００ｍｌに溶解する。
ｂ）アルギン酸塩／ＣＭＣ／カラギーナン／ヒアルロン酸／魚由来コラーゲン水解物予備
混合物の調製
不溶解物が検出さなくなるまで、残留物を１０００ｍｌの逆浸透水中で温めて、不溶解物
が検出されなくなるまで溶解する。その後、当該溶液を室温まで冷却する。
ｃ）全バッチの調製
ステップａ）のカルボマー予備混合物と、ステップｂ）の予備混合物とを、均一な組成物
が形成されるまで、かき混ぜながら混合する。当該混合組成物のｐＨは、希水酸化カリウ
ム溶液でｐＨ５．０～５．５に調節する。
ｄ）凍結
ｃ）で調製したバッチは、冷空気を吹き付けるか、又は、－２０℃以下の温度で冷却板に
接地して凍結させる。
ｅ）凍結乾燥
ｄ）で製造された凍結形成体の凍結乾燥は、凍結乾燥法として一般的に知られる従来技術
に従って実施する。
ｆ）分割と構築
当該凍結乾燥組成物を、１．５ｍｍ厚の薄い層に切断する。当該層は光学的に密であり、
材料は１秒未満で完全に濡れさせられうる。
【０１７０】
実施例６ 
１１．２５ｇ　アルギン酸ナトリウム
４．５ｇ　　　カラギーナン
１１．２５ｇ　カルボマー
１．５ｇ　　　ヒアルロン酸
７．５ｇ　　　カルボキシメチルセルロースナトリウム（ＣＭＣ）
７．５ｇ　　　マンニトール
１５００ｍｌ　逆浸透水
ａ）カルボマーの調製
メーカーの取扱説明書に従い、１１．２５ｇのカルボマーを逆浸透水７５０ｍｌに溶解す
る。
ｂ）アルギン酸塩／ヒアルロン酸／カラギーナンＣＭＣ／マンニトール予備混合物
不溶解物が検出さなくなるまで、残留物を７５０ｍｌの逆浸透水中で温めて、不溶解物が
検出されなくなるまで溶解する。その後、当該溶液を室温まで冷却する。
ｃ）全バッチの調製
ステップａ）のカルボマー予備混合物と、ステップｂ）のアルギン酸塩／ヒアルロン酸／
カラギーナン／ＣＭＣ／マンニトール予備混合物とを、均一な組成物が形成されるまで、
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かき混ぜながら混合する。当該混合組成物のｐＨは、希水酸化カリウム溶液でｐＨ５．０
に調節する。
ｄ）凍結
ｃ）で調製したバッチは、冷空気を吹き付けるか、又は、－２０℃以下の温度で冷却板に
接地して凍結させる。
ｅ）凍結乾燥
ｄ）で製造された凍結形成体の凍結乾燥は、凍結乾燥法として一般的に知られる従来技術
に従って実施する。
ｆ）分割と構築
当該凍結乾燥組成物を、２．０ｍｍ厚の薄い層に切断する。該層は光学的に密であり、材
料は１秒未満で完全に濡れさせられうる。
【０１７１】
実施例７
７．５ｇ　　　カルボキシメチルセルロースナトリウム（ＣＭＣ）
４．５ｇ　　　カラギーナン 
１１．２５ｇ　カルボマー 
１．５ｇ　　　ヒアルロン酸
１１．２５ｇ　アルギン酸ナトリウム 
７．５ｇ　　　マンニトール
１．５ｇ　　　ホホバ油 
０．７５ｇ　　リン酸アスコルビルマグネシウム　　　
１５００ｍｌ　逆浸透水
ａ）カルボマー予備混合物の調製
メーカーの取扱説明書に従い、１１．２５ｇのカルボマーを逆浸透水７００ｍｌに溶解す
る。
ｂ）アルギン酸塩／ヒアルロン酸／カラギーナン／ＣＭＣ／マンニトール／ホホバ油予備
混合物の調製
ホホバ油とリン酸アスコルビルマグネシウム以外の残留物を、７５０ｍｌの逆浸透水中で
温めて、不溶解物が検出されなくなるまで、溶解する。その後、当該溶液を室温まで冷却
する。次に、ホホバ油を混合する。
ｃ）リン酸アスコルビルマグネシウム予備混合物の調製
不溶な粒子が見えなくなるまで、０．７５ｇのリン酸アスコルビルマグネシウを、不溶な
粒子が見えなくなるまで５０ｍｌの逆浸透水に溶解する。 
ｄ）全バッチの調製
ステップａ）のカルボマー予備混合物と、ステップｂ）のアルギン酸塩／ヒアルロン酸／
カラギーナン／ＣＭＣ／マンニトール／ホホバ油予備混合物とを、均一な組成物が形成さ
れるまで、かき混ぜながら混合する。ステップｃ）の活性化合物溶液は、同様に、かき混
ぜながら均一に混合する。当該混合組成物のｐＨは、希水酸化カリウム溶液でｐＨ５．０
に調節する。
ｅ）凍結
ｄ）で調製したバッチは、冷空気を吹き付けるか、又は、－２０℃以下の温度で冷却板に
接地して凍結させる。
ｆ）凍結乾燥
ｅ）で製造された凍結形成体の凍結乾燥は、凍結乾燥法として一般的に知られる従来技術
に従って実施する。
ｇ）分割と構築
当該凍結乾燥組成物は、２．０ｍｍ厚の薄い層に切断する。当該層は光学的に密であり、
材料は１秒未満で完全に濡れさせられうる。
【０１７２】
実施例８
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　本発明における凍結乾燥シート様組成物の構造形成ポリマーとその種々の可能な組合せ
の影響を、濡れ速度や液体の保持力を目的として検討した。
【０１７３】
　ここで、当該検討は、カルボマー、アルギン酸塩、ヒアルロン酸又はトチャカのうち１
つしか含まない組成物と、これらの構造形成ポリマー（例えば従来から知られているよう
な）の２つの組合せを有する組成物と、カルボマー、アルギン酸塩、及びヒアルロン酸の
３つの構造形成ポリマーの組み合わせを含む本発明の好ましい組成物について行った。更
に、これら３つのポリマーに加えて、トチャカを含む更なる好ましい組成物を、さらに検
討した。
【０１７４】
　このため、当該調製物について可能な限り、濡れ速度や液体の保持力は、質量膨潤イン
デックスＱＭと、組成物１ｇ当たりの液体保持量とにより決定した。当該実験は、上述し
た実験条件に記載の方法により行った。
【０１７５】
全ての実験は、水と生理食塩水（０．９％ナトリウム溶液）の両者で行った。
【０１７６】
　結果を下記のテーブルに要約する。以下に特記事項を示す。
*過剰な粘性又は４０度未満でゲル化／ポンプで吸い上げられない、高いＤＭ（乾物料）
として、凍結状態で不安定な低いＤＭとして
**切断するのに機械的に不安定；これは、基材の構造が過剰な開放孔であり、切断の際に
砕けるか、又は最初から結合している切断基材が存在しないかのどちらかを意味する。し
かし、繊維は、互いに緩く存在し、切断の際刃で押しつぶされるだけで、切断されない。
***高価な

濡れ速度:
１つの構造形成ポリマーによる組成物
【表１】

２つの構造形成ポリマーによる組成物

【表２】
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少なくとも３つの構造形成ポリマーによる組成物
【表３】

液体吸収／保持力:
液体の吸収又は保持力の検証を、少なくとも３つの構造形成ポリマーを含む組成物で行っ
た。その結果を下記に示す:
【表４】

【０１７７】
　１つのポリマーしか含まない組成物は、液体／粘性のある状態で製造され得ないか、又
は、切断したシート又はパッドの調製のための凍結乾燥状態での十分な機械的安定性を示
すことができない、ということが種々の基材の調製において明らかとなった。
【０１７８】
調整調製中の同様な問題は、２つのポリマーの組合せによる組成物の群においても明らか
となった。実際、ここでカルボマー／アルギン酸塩の組合せでのシート様組成物を得るこ
とは可能であったが、これらは同様に、液体での使用又は液体との接触により、小断片へ
崩壊するという点で、明らかに低い機械的安定性を示した。
【０１７９】
機械的に安定なシート様の材料は、少なくとも３つの構造形成ポリマーの組合せによる組
成物からのみ得られた。
【０１８０】
　これらの材料の濡れ特性と液体の保持特性に関して、明確な差異が明らかになった。
【０１８１】
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　もっぱら、カルボマー、アルギン酸塩とヒアルロン酸の組合せを含む組成物が、十分に
高い濡れ速度を有している。他の可能な組合せにおいて、実際、機械的に安定な組成物を
得ることは可能であるが、これらは、１０秒より長く６０秒未満である明らかに不利な濡
れ速度と、そのために極めて低い液体の吸収特性を示した。
【０１８２】
　更に、カルボマー、アルギン酸塩とヒアルロン酸による組成物の、明らかに高い濡れ特
性と水吸収特性は、トチャカの追加によってさらに改善され得ることが明らかとなった。
【０１８３】
　しかし、ここで、当該実験は、用いられるアルギン酸塩の性質が、濡れ特性に影響を及
ぼすことも示している。アルギン酸ナトリウム及びアルギン酸カルシウムと、カルボマー
及びヒアルロン酸とを組み合わせた実施例２と、アルギン酸ナトリウムだけに相当する組
成物を示した実施例５との比較が、この影響を例示している。Ｃａイオンは、アルギン酸
－架橋特性を有することが知られており、それは、組成物の濡れ特性や溶解において不都
合な形で反映される。従って、実施例２による組成物は、１０秒未満であり、アルギン酸
カルシウムを含まず、１秒未満の濡れ速度を有する実施例５に記載の組成物よりも高い濡
れ速度を有する。
【０１８４】
　従って、これにより、カルボマー、アルギン酸塩（特に好ましくはアルギン酸ナトリウ
ム）及びヒアルロン酸の組合せを含む組成物だけが、本発明における好ましい濡れ速度で
ある、１０秒未満、より好ましくは５秒未満、さらに好ましくは１秒未満の濡れ速度を達
成することが明らかである。
【０１８５】
　本結果は、更に、カルボマー、アルギン酸塩及びヒアルロン酸の組合せを含む組成物は
、生理溶液の保持においてより優れた能力を有することを示している。ここで、特に、カ
ルボマー、アルギン酸塩及びヒアルロン酸による組成物の液体保持力が一貫して優れてお
り、純水と生理溶液の保存特性と比較して、安定を維持し得ることが明らかとなった。そ
して、そのことは特に、値の比較における、著しく低い質量膨潤指数（ΔＱＭ）の減少か
ら明らかである。同様の液体の保持力は、アルギン酸塩、ヒアルロン酸及びトチャカ（カ
ルボマーを除く）の組成物によってのみ示され、そのような組成物もまた、かなり低い濡
れ速度に加えて、最も低い液体の保持力を示した。
【０１８６】
まとめると、検討したポリマーの組合せにおいて、カルボマー、アルギン酸塩とヒアルロ
ン酸を含む組成物だけが、素晴らしい液体の吸収と、１０秒未満での濡れ速度と、電解質
を含有する液体でも安定な高い液体の保持力を示す、本発明における好ましい組合せであ
ると言う事ができる。
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