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(57)【要約】
　ナトリウム利尿ペプチドを経皮送達する器具および方
法は、角質層を通して下に位置する表皮層または表皮層
と真皮層の中に至る穴を開けるに適した多数の微小突起
（またはこれらの配列）を含有する微小突起部材を有す
る送達システムを含んで成る。１つの態様では、ナトリ
ウム利尿ペプチドを前記微小突起部材に付着させる生体
適合性コーティングの中に入れておく。さらなる態様で
は、本送達システムにナトリウム利尿ペプチド含有ヒド
ロゲル配合物を含める。代替態様では、ナトリウム利尿
ペプチドをコーティングおよびヒドロゲル配合物の両方
に入れる。更に別の態様では、ナトリウム利尿ペプチド
を固体状態の配合物の中に入れる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ナトリウム利尿ペプチドを患者に経皮送達するための送達システムであって、
前記患者の角質層に穴を開けるに適した微小突起を多数有する微小突起部材、および
前記微小突起部材の上に位置していて少なくとも１種のナトリウム利尿ペプチドが入って
いるコーティング配合物から作られた生体適合性コーティング、
を含んで成る送達システム。
【請求項２】
　前記コーティングが前記多数の微小突起の中の少なくとも１個の上に位置する請求項１
記載の送達システム。
【請求項３】
　前記コーティング配合物が水性配合物を含んで成る請求項１記載の送達システム。
【請求項４】
　前記コーティング配合物が非水性配合物を含んで成る請求項１記載の送達システム。
【請求項５】
　前記ナトリウム利尿ペプチドが心房性ナトリウム利尿ペプチド（ＡＮＰ）、Ｂ型ナトリ
ウム利尿ペプチド（ＢＮＰ）、Ｃ型ナトリウム利尿ペプチドおよびウロジラチンおよびこ
れらの類似物、活性フラグメント、分解生成物、塩および簡単な誘導体および組み合わせ
から成る群から選択される請求項１記載の送達システム。
【請求項６】
　前記ナトリウム利尿ペプチドがｈＢＮＰ（１－３２）を含んで成る請求項５記載の送達
システム。
【請求項７】
　前記ナトリウム利尿ペプチドが前記コーティング配合物の約１－３０重量％の範囲を構
成している請求項１記載の送達システム。
【請求項８】
　前記ナトリウム利尿ペプチドが前記生体適合性コーティングの１μｇ－２０００μｇの
範囲を構成している請求項１記載の送達システム。
【請求項９】
　前記コーティング配合物のｐＨが約ｐＨ９未満である請求項１記載の送達システム。
【請求項１０】
　前記コーティング配合物がアスコルビン酸、クエン酸、こはく酸、グリコール酸、グル
コン酸、グルクロン酸、乳酸、リンゴ酸、ピルビン酸、酒石酸、タルトロン酸、フマル酸
、マレイン酸、燐酸、トリカルバリル酸、マロン酸、アジピン酸、シトラコン酸、グルタ
ル酸、イタコン酸、メサコン酸、シトラマル酸、ジメチロプロピオン酸、チグリン酸、グ
リセリン酸、メタアクリル酸、イソクロトン酸、β－ヒドロキシ酪酸、クロトン酸、アン
ゲリカ酸、ヒドロアクリル酸、アスパラギン酸、グルタミン酸、グリシンおよびこれらの
混合物から成る群から選択される少なくとも１種の緩衝剤を含有する請求項１記載の送達
システム。
【請求項１１】
　前記コーティング配合物がラウロアンホ酢酸ナトリウム、ドデシル硫酸ナトリウム（Ｓ
ＤＳ）、塩化セチルピリジニウム（ＣＰＣ）、塩化ドデシルトリメチルアンモニウム（Ｔ
ＭＡＣ）、塩化ベンザルコニウム、ポリソルベート、ソルビタン誘導体、アルコキシル化
アルコールおよびこれらの混合物から成る群から選択される少なくとも１種の界面活性剤
を含有する請求項１記載の送達システム。
【請求項１２】
　前記コーティング配合物が両親媒性を有する少なくとも１種の重合体材料を含有する請
求項１記載の送達システム。
【請求項１３】
　前記コーティング配合物が下記のヒドロキシエチル澱粉、デキストラン、ポリ（ビニル
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アルコール）、ポリ（エチレンオキサイド）、ポリ（２－ヒドロキシエチル－メタアクリ
レート）、ポリ（Ｎ－ビニルピロリドン）、ポリエチレングリコールおよびこれらの混合
物から成る群から選択される親水性重合体を含有する請求項１記載の送達システム。
【請求項１４】
　前記コーティング配合物がヒトアルブミン、生体工学処理ヒトアルブミン、ポルグルタ
ミン酸、ポリアスパラギン酸、ポリヒスチジン、ペントサン多硫酸、ポリアミノ酸、スク
ロース、トレハロース、メレジトース、ラフィノース、スタキオース、マンニトールおよ
び同様な糖アルコールから成る群から選択される生体適合性担体を含有する請求項１記載
の送達システム。
【請求項１５】
　前記コーティング配合物が非還元糖、多糖および還元糖から成る群から選択される安定
剤を含有する請求項１記載の送達システム。
【請求項１６】
　前記コーティング配合物がアミデフリン、カファミノール、シクロペンタイミン、デオ
キシエピネフリン、エピネフリン、フェリプレシン、インダンゾリン、メチゾリン、ミド
ドリン、ナファゾリン、ノルデフリン、オクトドリン、オルニプレシン、オキシメタゾリ
ン、フェニルエフリン、フェニルエタノールアミン、フェニルプロパノールアミン、プロ
ピルヘキセドリン、プソイドエフェドリン、テトラヒドロゾリン、トラマゾリン、ツアミ
ノヘプタン、チマゾリン、バソプレシン、キシロメタゾリンおよびこれらの混合物から成
る群から選択される少なくとも１種の血管収縮剤を含有する請求項１記載の送達システム
。
【請求項１７】
　前記コーティング配合物が浸透圧性薬剤、両性イオン化合物、抗炎症薬および抗凝血剤
から成る群から選択される少なくとも１種の経路解放性調節剤を含有する請求項１記載の
送達システム。
【請求項１８】
　前記コーティング配合物がアルファ－シクロデキストリン、ベータ－シクロデキストリ
ン、ガンマ－シクロデキストリン、グルコシル－アルファ－シクロデキストリン、マルト
シル－アルファ－シクロデキストリン、ヒドロキシエチル－ベータ－シクロデキストリン
、メチル－ベータ－シクロデキストリン、スルホブチルエーテル－アルファ－シクロデキ
ストリン、スルホブチルエーテル－ベータ－シクロデキストリンおよびスルホブチルエー
テル－ガンマ－シクロデキストリンから成る群から選択される可溶化／錯化剤を含有する
請求項１記載の送達システム。
【請求項１９】
　前記コーティング配合物が約３－５００センチポイズの範囲内の粘度を有する請求項１
記載の送達システム。
【請求項２０】
　前記生体適合性コーティングの厚みが約２５ミクロン未満である請求項１記載の送達シ
ステム。
【請求項２１】
　ナトリウム利尿ペプチドを患者に経皮送達するための送達システムであって、
前記患者の角質層に穴を開けるに適した微小突起を多数有する微小突起部材、および
前記微小突起部材と連通していて少なくとも１種のナトリウム利尿ペプチドが入っている
ヒドロゲル配合物、
を含んで成る送達システム。
【請求項２２】
　前記ナトリウム利尿ペプチドが前記ヒドロゲル配合物の約０．１－２重量％の範囲を構
成している請求項２１記載の送達システム。
【請求項２３】
　前記ナトリウム利尿ペプチドが心房性ナトリウム利尿ペプチド（ＡＮＰ）、Ｂ型ナトリ
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ウム利尿ペプチド（ＢＮＰ）、Ｃ型ナトリウム利尿ペプチドおよびウロジラチンおよびこ
れらの類似物、活性フラグメント、分解生成物、塩および簡単な誘導体および組み合わせ
から成る群から選択される請求項２１記載の送達システム。
【請求項２４】
　前記ナトリウム利尿ペプチドがｈＢＮＰ（１－３２）を含んで成る請求項２１記載の送
達システム。
【請求項２５】
　前記ヒドロゲル配合物のｐＨがｐＨ６未満である請求項２１記載の送達システム。
【請求項２６】
　前記ヒドロゲル配合物が水が基になっていて高分子量の重合体網状組織を有するヒドロ
ゲルを含んで成る請求項２１記載の送達システム。
【請求項２７】
　前記ヒドロゲル配合物がラウロアンホ酢酸ナトリウム、ドデシル硫酸ナトリウム（ＳＤ
Ｓ）、塩化セチルピリジニウム（ＣＰＣ）、塩化ドデシルトリメチルアンモニウム（ＴＭ
ＡＣ）、塩化ベンザルコニウム、ポリソルベート、ソルビタン誘導体およびアルコキシル
化アルコールから成る群から選択される少なくとも１種の界面活性剤を含有する請求項２
１記載の送達システム。
【請求項２８】
　ナトリウム利尿ペプチドを患者に経皮送達するための送達システムであって、
前記患者の角質層に穴を開けるに適した微小突起を多数有する微小突起部材、
前記微小突起部材に近接して位置する固体状態の配合物、および
前記固体状態の配合物と連通するに適したヒドロゲル配合物、
を含んで成る送達システム。
【請求項２９】
　前記固体状態の配合物が少なくとも１種のナトリウム利尿ペプチド、重合体材料、可塑
剤、界面活性剤および揮発性溶媒を含んで成る液状配合物を成型することで作られた固体
状膜である請求項２８記載の送達システム。
【請求項３０】
　前記液状配合物がナトリウム利尿ペプチドを０．１－２０重量％、重合体を５－４０重
量％、可塑剤を５－４０重量％、界面活性剤を０－２重量％含有していて残りが揮発性溶
媒を含んで成る請求項２９記載の送達システム。
【請求項３１】
　前記液状配合物に入っている前記ナトリウム利尿ペプチドの濃度が約０．１－２重量％
の範囲内である請求項２９記載の送達システム。
【請求項３２】
　前記液状配合物のｐＨが約ｐＨ６未満である請求項２８記載の送達システム。
【請求項３３】
　ナトリウム利尿ペプチドを患者に経皮送達する方法であって、
少なくとも１種のナトリウム利尿ペプチドが入っているコーティングが上に位置する微小
突起を多数有する微小突起部材を準備し、
前記多数の微小突起が角質層に穴を開けることで前記ナトリウム利尿ペプチドが前記患者
に送達されるように前記微小突起部材を前記患者の皮膚部位に貼り付け、そして
前記微小突起部材を前記皮膚部位から取り外す、
段階を含んで成る方法。
【請求項３４】
　前記微小突起部材を前記皮膚部位に５秒から２４時間の範囲の時間貼り付けたままにし
ておく請求項３３記載の方法。
【請求項３５】
　前記ナトリウム利尿ペプチドを心房性ナトリウム利尿ペプチド（ＡＮＰ）、Ｂ型ナトリ
ウム利尿ペプチド（ＢＮＰ）、Ｃ型ナトリウム利尿ペプチド（ＣＮＰ）およびウロジラチ
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ンおよびこれらの類似物、活性フラグメント、分解生成物、塩および簡単な誘導体および
組み合わせから成る群から選択する請求項３３記載の方法。
【請求項３６】
　前記ナトリウム利尿ペプチドがｈＢＮＰ（１－３２）を含んで成る請求項３３記載の方
法。
【請求項３７】
　前記ナトリウム利尿ペプチドが前記生体適合性コーティングの約１μｇ－２０００μｇ
の範囲を構成している請求項３３記載の方法。
【請求項３８】
　前記ナトリウム利尿ペプチドの前記送達が皮下送達の薬物動態特性に比べて向上した薬
物動態を示す請求項３３記載の方法。
【請求項３９】
　ナトリウム利尿ペプチドを患者に経皮送達する方法であって、
微小突起を多数含有する微小突起部材および少なくとも１種のナトリウム利尿ペプチドが
入っているヒドロゲル配合物を含有するゲルパックを有する微小突起アセンブリを準備し
、
前記微小突起部材を前記患者の皮膚部位に貼り付けることで前記患者の角質層に多数の微
小開口部を生じさせ、
前記ゲルパックを前記微小突起部材の上に置くことで前記ヒドロゲル配合物を前記ゲルパ
ックから放出させそして前記微小突起によって生じた前記微小開口部に通して中に移行さ
せ、そして
前記微小突起部材を前記皮膚部位から取り外す、
段階を含んで成る方法。
【請求項４０】
　前記ゲルパックが剥離ライナーを含有し、そして前記ゲルパックを前記微小突起部材の
上に置く前に前記剥離ライナーを剥がす段階を包含する請求項３９記載の方法。
【請求項４１】
　前記微小突起部材が少なくとも１種のナトリウム利尿ペプチドが入っている生体適合性
コーティングを含有する請求項３９記載の方法。
【請求項４２】
　前記微小突起部材を前記皮膚部位に５分から２４時間の範囲の時間貼り付けたままにし
ておく請求項３９記載の方法。
【請求項４３】
　前記ナトリウム利尿ペプチドを心房性ナトリウム利尿ペプチド（ＡＮＰ）、Ｂ型ナトリ
ウム利尿ペプチド（ＢＮＰ）、Ｃ型ナトリウム利尿ペプチドおよびウロジラチンおよびこ
れらの類似物、活性フラグメント、分解生成物、塩および簡単な誘導体および組み合わせ
から成る群から選択する請求項３９記載の方法。
【請求項４４】
　前記ナトリウム利尿ペプチドがｈＢＮＰ（１－３２）を含んで成る請求項３９記載の方
法。
【請求項４５】
　前記ナトリウム利尿ペプチドが前記ヒドロゲル配合物の約０．１－２重量％の範囲を構
成している請求項３９記載の方法。
【請求項４６】
　前記ナトリウム利尿ペプチドの前記送達が皮下送達の薬物動態特性に比べて向上した薬
物動態を示す請求項３９記載の方法。
【請求項４７】
　ナトリウム利尿ペプチドを患者に経皮送達する方法であって、
微小突起を多数含有しかつ更に少なくとも１種のナトリウム利尿ペプチドが入っている生
体適合性コーティングも含有する微小突起部材およびヒドロゲル配合物を含有するゲルパ
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ックを有する微小突起アセンブリを準備し、
前記微小突起部材を前記患者の皮膚部位に貼り付けることで前記患者の角質層に多数の微
小開口部を生じさせ、
前記ゲルパックを前記微小突起部材の上に置くことで前記ヒドロゲル配合物を前記ゲルパ
ックから放出させそして前記微小突起によって生じた前記微小開口部に通して中に移行さ
せ、そして
前記微小突起部材を前記皮膚部位から取り外す、
段階を含んで成る方法。
【請求項４８】
　前記ゲルパックが剥離ライナーを含有し、そして前記ゲルパックを前記微小突起部材の
上に置く前に前記剥離ライナーを剥がす段階を包含する請求項４７記載の方法。
【請求項４９】
　前記微小突起部材を前記皮膚部位に５分から２４時間の範囲の時間貼り付けたままにし
ておく請求項４７記載の方法。
【請求項５０】
　前記ナトリウム利尿ペプチドを心房性ナトリウム利尿ペプチド（ＡＮＰ）、Ｂ型ナトリ
ウム利尿ペプチド（ＢＮＰ）、Ｃ型ナトリウム利尿ペプチドおよびウロジラチンおよびこ
れらの類似物、活性フラグメント、分解生成物、塩および簡単な誘導体および組み合わせ
から成る群から選択する請求項４７記載の方法。
【請求項５１】
　前記ナトリウム利尿ペプチドが前記生体適合性コーティングの約１μｇ－２０００μｇ
の範囲を構成している請求項４７記載の方法。
【請求項５２】
　前記ナトリウム利尿ペプチドがｈＢＮＰ（１－３２）を含んで成る請求項４７記載の方
法。
【請求項５３】
　前記ナトリウム利尿ペプチドの前記送達が皮下送達の薬物動態特性に比べて向上した薬
物動態を示す請求項４７記載の方法。
【請求項５４】
　ナトリウム利尿ペプチドを患者に経皮送達する方法であって、
微小突起を多数含有する微小突起部材、ヒドロゲル配合物を含有するゲルパック、および
前記微小突起部材に近接して位置していて少なくとも１種のナトリウム利尿ペプチドが入
っている固体状態の配合物を有する微小突起アセンブリを準備し、
前記微小突起部材を前記患者の皮膚部位に貼り付けることで前記患者の角質層に多数の微
小開口部を生じさせ、
前記ゲルパックを前記微小突起部材の上に置くことで前記ヒドロゲル配合物を前記ゲルパ
ックから放出させそして前記微小突起によって生じた前記微小開口部に通して中に移行さ
せ、そして
前記微小突起部材を前記皮膚部位から取り外す、
段階を含んで成る方法。
【請求項５５】
　前記ゲルパックが剥離ライナーを含有し、そして前記ゲルパックを前記微小突起部材の
上に置く前に前記剥離ライナーを剥がす段階を包含する請求項５４記載の方法。
【請求項５６】
　前記微小突起部材を前記皮膚部位に５分から２４時間の範囲の時間貼り付けたままにし
ておく請求項５４記載の方法。
【請求項５７】
　前記ナトリウム利尿ペプチドを心房性ナトリウム利尿ペプチド（ＡＮＰ）、Ｂ型ナトリ
ウム利尿ペプチド（ＢＮＰ）、Ｃ型ナトリウム利尿ペプチドおよびウロジラチンおよびこ
れらの類似物、活性フラグメント、分解生成物、塩および簡単な誘導体および組み合わせ
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から成る群から選択する請求項５４記載の方法。
【請求項５８】
　前記固体状態の配合物を前記ナトリウム利尿ペプチドが０．１－２重量％の範囲で入っ
ている液状配合物から生じさせる請求項５４記載の方法。
【請求項５９】
　前記ナトリウム利尿ペプチドがｈＢＮＰ（１－３２）を含んで成る請求項５４記載の方
法。
【請求項６０】
　前記ナトリウム利尿ペプチドの前記送達が皮下送達の薬物動態特性に比べて向上した薬
物動態を示す請求項５４記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般に薬剤経皮送達システムおよび方法に関する。より詳細には、本発明は、
ナトリウム利尿ペプチドを経皮送達する器具および方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　米国では急性心不全が年齢が６５歳以上の患者が入院する最も一般的な単一の原因であ
ることが良く知られている。実際、急性心不全の結果として１年当たりに約１００万人が
入院している。
【０００３】
　安静時または活動が最小限の時に呼吸困難（即ち息切れ）を起こす急性うっ血性心不全
にかかっている患者を治療する時にヒトＢ型ナトリウム利尿ペプチド（ｈＢＮＰ）の組換
え型であるネシリチドがしばしば用いられる。この示したペプチドであるｈＢＮＰは天然
に存在する蛋白質であり、これは、心臓が急性心不全に反応して分泌される蛋白質であり
、例えば心臓が血液を充分に輸送することができなくなった時にｈＢＮＰが産生される。
【０００４】
　ナトリウム利尿ペプチドｈＢＮＰおよび他の脳ナトリウム利尿ペプチド（ＢＮＰ）およ
びそれらを製造するに適した組換え技術の詳細が特許文献１および２に示されている。こ
の示した特許は明らかに引用することによって全体が本明細書に組み入れられる。
【０００５】
　最近の研究により、ｈＢＮＰはいろいろな追加的生理学的（または治療的）効果、例え
ば血管の弛緩（即ち血管拡張）、ナトリウム排泄（即ちナトリウム利尿）および流体排泄
（即ち利尿）の増加および神経ホルモン（即ちエンドテリン、アルドステロン、アンギオ
テンシンＩＩなど）の減少などの効果を示すことが示された。この示した生理学的効果（
または作用）の全部が血管、心臓および腎臓と共同して働くことで心臓にかかる流体の負
荷を低下させ、それによって、心臓の性能が改善する。
【０００６】
　最近の研究により、また、ＢＮＰがＴＧＦ－Ｂ媒介型心臓線維芽細胞増殖および心筋線
維症の阻止である役割を果たしていることも分かった。追加的証拠により、更に、心筋梗
塞後の心臓リモデリングを抑制する能力を有することも示唆されている。
【０００７】
　また、ネシリチドが利尿および潜在的抗線維化効果を有することで、急性および慢性の
腎臓病を取り扱う可能性にも大きな興味が持たれている。ＢＮＰに関して行われた歴史的
な探究により、長期投与によってＥＳＲＤに向かう病気の進行を遅らせかつ透析の信頼性
の点で潜在的長期利点が得られることが分かった。
【０００８】
　現在行われているｈＢＮＰの投与は静脈内（例えば静脈内注射）、鼻内および口腔粘膜
経路のみである。不幸なことに、いろいろな活性薬剤、例えばｈＢＮＰなどは、経口投与
した時の効力が低い、と言うのは、それらが完全には吸収されないか或は血流の中に入る
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前に悪影響を受けることで所望の活性を示さないからである。他方、そのような薬剤を血
流の中に直接注入すると、その薬剤が投与中に修飾を受けないことが確保されはするが、
困難であり、不便であり、痛みを伴いかつ不快な手順であり、その結果としてしばしば患
者による受諾が劣ってしまう。
【０００９】
　従って、経皮送達は、皮下注射または静脈内注射で送達する必要があった活性薬剤、特
にｈＢＮＰを投与するに適した実行可能な代替である。本明細書で用いる如き用語「経皮
」は、皮膚を実質的に切ることも刺すこともなく（例えば手術用ナイフで切ることも皮下
注射針を皮膚に刺すこともなく）活性薬剤（例えば治療薬、例えばヒト脳ナトリウム利尿
ペプチドなど、または免疫学的活性薬剤、例えばワクチンなど）を皮膚に通して局所的組
織または全身的循環系に送達することを指す一般的用語である。従って、経皮薬剤送達に
は、受動的拡散による皮内、真皮内および表皮内送達ばかりでなく外部エネルギー源、例
えば電気（例えばイオン導入）および超音波（例えばホノホレシス）が基になった送達が
含まれる。
【００１０】
　受動的経皮薬剤送達システム（これがより一般的である）には、典型的に、活性薬剤が
高濃度で入っている薬剤貯蔵部が備わっている。その貯蔵部は皮膚と接触するに適してい
て、当該薬剤が皮膚を通して拡散して患者の体組織または血流の中に入り込むことを可能
にする。
【００１１】
　本技術分野で良く知られているように、経皮薬剤流量は皮膚の状態、薬剤分子の大きさ
および物理的／化学的特性、および皮膚を横切る濃度勾配に依存する。数多くの薬剤は皮
膚を透過する度合が低いことから、経皮送達の用途は限られている。そのように透過率が
低いことは、主に、角質層、即ち脂質二重層に取り囲まれているケラチン繊維（即ちケラ
チノサイト）で満たされている死亡した平らな細胞で構成されている最外皮膚層に起因す
る。そのように角質層が比較的低い透過性を示すのは脂質二重層の高度に規則的な構造に
よるものである。
【００１２】
　受動的経皮拡散薬剤流量を向上させる１つの一般的方法は、最外皮膚層１層または２層
以上に穴を機械的に開けることで皮膚に微細通路を生じさせることを伴う。最外皮膚層に
機械的に穴を開けるか或はそれを乱すことで皮膚に入り込む通路を作り出す目的で開発さ
れた技術および装置は数多く存在する。その例は特許文献３に開示されている薬剤送達デ
バイスである。
【００１３】
　経皮薬剤送達を向上させる目的で皮膚に小さな穴を開ける要素が用いられている他のシ
ステムおよび器具が特許文献４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、
１５、１６、１７、１８、１９、２０、２１および２２（これらは全部引用することによ
って全体が本明細書に組み入れられる）に開示されている。
【００１４】
　その開示されたシステムおよび器具には、皮膚の最外層（即ち角質層）に穴を開けるい
ろいろな形状および大きさの穴開け要素が用いられている。前記文献に開示された穴開け
要素は、一般に、薄くて平らな部材、例えばパッドまたはシートから垂直に伸びている。
ある種のそのようなデバイスの中の穴開け要素は極めて小さく、ある場合には、微小突起
の長さは約２５－４００ミクロンのみでありかつ微小突起の厚みは約５－５０ミクロンの
みである。経皮薬剤送達が向上するようにそのような小さい穴開け／切込み要素が角質層
の中に作り出す微小開口部／微小切込みの大きさは相当して小さい。
【００１５】
　その開示されたシステムには、典型的に、更に、当該薬剤を保持する貯蔵部およびまた
前記薬剤を前記貯蔵部から角質層に通して輸送する送達システム、例えば当該デバイス自
身の刃物なども備わっている。そのようなデバイスの一例が特許文献２３に開示されてお
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り、それには液状薬剤を貯蔵する部分が備わっている。しかしながら、そのような液状薬
剤を小さな管状要素に通して皮膚の中に押し込むにはその貯蔵部を圧縮する必要がある。
そのようなデバイスの欠点には、加圧可能な液体貯蔵部を加えることに関する複雑さおよ
び費用が加わることと圧力で押し出す送達システムを存在させる必要があることで複雑に
なることが含まれる。
【００１６】
　また、特許文献２４（これは引用することによって全体が本明細書に組み入れられる）
に開示されているように、送達すべき活性薬剤を物理的貯蔵部の中に入れる代わりにそれ
で微小突起を被覆することも可能である。それによって、個別の物理的貯蔵部が必要でな
くなりかつ特に貯蔵部用の薬剤配合物も組成物も開発する必要がなくなる。
【００１７】
　記述したように、ｈＢＮＰの送達は現在のところ静脈内経路のみで行われている。この
ように、ｈＢＮＰばかりでなく他のナトリウム利尿ペプチドの皮内投与を助長する薬剤送
達システムを提供することができれば、これは望ましいことである。
【００１８】
　従って、本発明の１つの目的は、患者へのナトリウム利尿ペプチドの皮内投与をもたら
す経皮薬剤送達器具および方法を提供することにある。
【００１９】
　本発明の別の目的は、容認されるＣｍａｘを伴う迅速なオンセット（ｏｎ－ｓｅｔ）を
もたらす経皮薬剤送達器具および方法を提供することにある。
【００２０】
　本発明の別の目的は、ｈＢＮＰの生物学的作用を２－６時間の範囲の時間に渡ってもた
らす経皮薬剤送達器具および方法を提供することにある。
【００２１】
　本発明の別の目的は、日に一度または２度用いることが可能な経皮薬剤送達器具および
方法を提供することにある。
【００２２】
　本発明の別の目的は、ナトリウム利尿ペプチドが基になっていて患者への皮内送達に関
して向上した安定性を示す製剤を提供することにある。
【００２３】
　本発明の別の目的は、少なくとも１種のナトリウム利尿ペプチド、好適にはｈＢＮＰが
入っている生体適合性コーティングで覆われている微小突起を含有する経皮薬剤送達器具
および方法を提供することにある。
【００２４】
　本発明の別の目的は、少なくとも１種のナトリウム利尿ペプチド、好適にはｈＢＮＰが
入っているヒドロゲル配合物を収納するに適したゲルパック（ｇｅｌ　ｐａｃｋ）を含有
する経皮薬剤送達器具および方法を提供することにある。
【００２５】
　本発明の更に別の目的は、固体状態の形態の少なくとも１種のナトリウム利尿ペプチド
、好適にはｈＢＮＰが入っていて送達する前にヒドロゲルで再構成させるに適した経皮薬
剤送達器具および方法を提供することにある。
【特許文献１】米国特許第５，１１４，９２３号
【特許文献２】米国特許第５，６７４，７１０号
【特許文献３】米国特許第３，９６４，４８２号
【特許文献４】米国特許第５，８７９，３２６号
【特許文献５】米国特許第３，８１４，０９７号
【特許文献６】米国特許第５，２５０，０２３号
【特許文献７】米国特許第３，９６４，４８２号
【特許文献８】再発行番号２５，６３７
【特許文献９】ＰＣＴ公開番号ＷＯ　９６／３７１５５
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【特許文献１０】ＰＣＴ公開番号ＷＯ　９６／３７２５６
【特許文献１１】ＰＣＴ公開番号ＷＯ　９６／１７６４８
【特許文献１２】ＰＣＴ公開番号ＷＯ　９７／０３７１８
【特許文献１３】ＰＣＴ公開番号ＷＯ　９８／１１９３７
【特許文献１４】ＰＣＴ公開番号ＷＯ　９８／００１９３
【特許文献１５】ＰＣＴ公開番号ＷＯ　９７／４８４４０
【特許文献１６】ＰＣＴ公開番号ＷＯ　９７／４８４４１
【特許文献１７】ＰＣＴ公開番号ＷＯ　９７／４８４４２
【特許文献１８】ＰＣＴ公開番号ＷＯ　９８／００１９３
【特許文献１９】ＰＣＴ公開番号ＷＯ　９９／６４５８０
【特許文献２０】ＰＣＴ公開番号ＷＯ　９８／２８０３７
【特許文献２１】ＰＣＴ公開番号ＷＯ　９８／２９２９８
【特許文献２２】ＰＣＴ公開番号ＷＯ　９８／２９３６５
【特許文献２３】ＷＯ　９３／１７７５４
【特許文献２４】米国特許出願番号１０／０４５，８４２
【発明の開示】
【００２６】
発明の要約
　この上に示した目的および以下に記述しかつ明らかになるであろう目的に従い、本発明
に従ってナトリウム利尿ペプチドを経皮送達する器具および方法は、一般に、角質層を通
して下に位置する表皮層または表皮層と真皮層の中に至る穴を開けるに適した多数の微小
突起（またはこれらの配列）を含有する微小突起部材（またはアセンブリ）を有する送達
システムを含んで成る。１つの態様における微小突起部材は、少なくとも１種のナトリウ
ム利尿ペプチドが入っている生体適合性コーティングを含有する。別の態様における微小
突起部材は、少なくとも１種のナトリウム利尿ペプチドが入っているヒドロゲル配合物を
含有する。更に別の態様における微小突起部材は、少なくとも１種のナトリウム利尿ペプ
チドが入っている固体状態の配合物および水和性ヒドロゲル配合物を含有する。
【００２７】
　本器具および方法は、薬物動態が向上するようにナトリウム利尿ペプチドを皮内投与す
るものであり、そのような薬物動態には、容認されるＣｍａｘを伴う迅速なオンセットお
よびナトリウム利尿ペプチド１種または２種以上が２－６時間に渡って生物学的作用を示
すことが含まれる。
【００２８】
　本発明の１つの態様における微小突起部材は微小突起を少なくとも約１０個の微小突起
／１ｃｍ２、より好適には少なくとも約２００－２０００個の微小突起／１ｃｍ２の範囲
内の密度で有する。
【００２９】
　１つの態様では、前記微小突起部材をステンレス鋼、チタン、ニッケルチタン合金また
は同様な生体適合性材料で構成させる。
【００３０】
　別の態様では、前記微小突起部材を非導電性材料、例えば重合体材料などで構成させる
。
【００３１】
　別法として、前記微小突起部材を非導電性材料、例えばＰａｒｙｌｅｎｅ（商標）など
または疎水性材料、例えばＴｅｆｌｏｎ（商標）、ケイ素または他の低エネルギー材料な
どで被覆してもよい。
【００３２】
　固体状の生体適合性コーティングを生じさせる目的で前記微小突起部材に付着させるコ
ーティング配合物には水性および非水性配合物が含まれ得る。本発明の少なくとも１つの
他の態様では、そのような配合物１種または２種以上に少なくとも１種のナトリウム利尿
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ペプチドを含有させて、それを生体適合性担体の中に溶解させるか或は前記担体の中に懸
濁させてもよい。
【００３３】
　そのようなナトリウム利尿ペプチドを、好適には、心房性ナトリウム利尿ペプチド（Ａ
ＮＰ）、Ｂ型または脳ナトリウム利尿ペプチド（ＢＮＰ）、Ｃ型ナトリウム利尿ペプチド
（ＣＮＰ）およびウロジラチン（ｕｒｏｄｉｌａｔｉｎｓ）およびこれらの類似物、活性
フラグメント、分解生成物、塩、変異体、簡単な誘導体および組み合わせを包含する系列
から選択する。好適な態様では、そのようなナトリウム利尿ペプチドにＢ型ナトリウム利
尿ペプチド（ＢＮＰ）、より好適にはｈＢＮＰ（１－３２）を含める。
【００３４】
　本発明の１つの態様では、そのようなナトリウム利尿ペプチドが前記コーティング配合
物の約１－３０重量％の範囲を構成するようにする。
【００３５】
　好適には、前記コーティング配合物に入れるナトリウム利尿ペプチドの量を約１μｇ－
２０００μｇの範囲内にする。
【００３６】
　前記コーティング配合物が示すｐＨを好適には約ｐＨ９未満にする。より好適には、前
記コーティング配合物が示すｐＨを約ｐＨ３－ｐＨ８の範囲内にする。更により好適には
、前記コーティング配合物が示すｐＨを約ｐＨ４－ｐＨ６の範囲内にする。
【００３７】
　本発明の１つの態様では、前記コーティング配合物に少なくとも１種の緩衝剤を含有さ
せる。適切な緩衝剤の例には、これらに限定するものでないが、アスコルビン酸、クエン
酸、こはく酸、グリコール酸、グルコン酸、グルクロン酸、乳酸、リンゴ酸、ピルビン酸
、酒石酸、タルトロン酸、フマル酸、マレイン酸、燐酸、トリカルバリル酸、マロン酸、
アジピン酸、シトラコン酸、グルタル酸、イタコン酸、メサコン酸、シトラマル酸、ジメ
チロプロピオン酸、チグリン酸、グリセリン酸、メタアクリル酸、イソクロトン酸、β－
ヒドロキシ酪酸、クロトン酸、アンゲリカ酸、ヒドロアクリル酸、アスパラギン酸、グル
タミン酸、グリシンまたはこれらの混合物が含まれる。
【００３８】
　本発明の１つの態様では、前記コーティング配合物に少なくとも１種の界面活性剤を含
有させるが、そのような界面活性剤は双性イオン、両性、カチオン性、アニオン性または
非イオン性であってもよく、それらには、これらに限定するものでないが、ラウロアンホ
酢酸ナトリウム、ドデシル硫酸ナトリウム（ＳＤＳ）、塩化セチルピリジニウム（ＣＰＣ
）、塩化ドデシルトリメチルアンモニウム（ＴＭＡＣ）、塩化ベンザルコニウム、ポリソ
ルベート、例えばＴｗｅｅｎ　２０およびＴｗｅｅｎ　８０など、他のソルビタン誘導体
、例えばソルビタンラウレートなど、およびアルコキシル化アルコール、例えばラウレス
－４などが含まれる。
【００３９】
　本発明の１つの態様では、そのような界面活性剤の濃度を前記コーティング配合物の約
０．００１－２重量％の範囲内にする。
【００４０】
　本発明のさらなる態様では、前記コーティング配合物に両親媒性を有する少なくとも１
種の重合体材料または重合体を含有させるが、それらには、これらに限定するものでない
が、セルロース誘導体、例えばヒドロキシエチルセルロース（ＨＥＣ）、ヒドロキシプロ
ピルメチルセルロース（ＨＰＭＣ）、ヒドロキシプロピルセルロース（ＨＰＣ）、メチル
セルロース（ＭＣ）、ヒドロキシエチルメチルセルロース（ＨＥＭＣ）またはエチルヒド
ロキシエチルセルロース（ＥＨＥＣ）ばかりでなくプルロニック（ｐｌｕｒｏｎｉｃｓ）
が含まれ得る。
【００４１】
　本発明の１つの態様では、前記コーティング配合に入れる両親媒性を示す重合体の濃度
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を好適には前記コーティング配合物の約０．０１－２０重量％の範囲、より好適には約０
．０３－１０重量％の範囲内にする。
【００４２】
　１つの態様では、前記コーティング配合物に下記の群から選択した親水性重合体を含有
させる：ヒドロキシエチル澱粉、デキストラン、ポリ（ビニルアルコール）、ポリ（エチ
レンオキサイド）、ポリ（２－ヒドロキシエチルメタアクリレート）、ポリ（Ｎ－ビニル
ピロリドン）、ポリエチレングリコールおよびこれらの混合物および同様な重合体。
【００４３】
　好適な態様では、前記コーティング配合に入れる親水性重合体の濃度を前記コーティン
グ配合物の約０．０１－２０重量％の範囲、より好適には約０．０３－１０重量％の範囲
内にする。
【００４４】
　本発明の別の態様では、前記コーティング配合物に生体適合性担体を含有させるが、そ
のような担体には、これらに限定するものでないが、ヒトアルブミン、生体工学処理ヒト
アルブミン、ポルグルタミン酸、ポリアスパラギン酸、ポリヒスチジン、ペントサン多硫
酸、ポリアミノ酸、スクロース、トレハロース、メレジトース、ラフィノース、スタキオ
ース、マンニトールおよび同様な糖アルコールが含まれ得る。
【００４５】
　前記コーティング配合に入れる生体適合性担体の濃度を好適には前記コーティング配合
物の約２－７０重量％の範囲、より好適には約５－５０重量％の範囲内にする。
【００４６】
　別の態様では、前記コーティング配合物に安定剤を含有させるが、そのような安定剤に
は、これらに限定するものでないが、非還元糖、多糖または還元糖が含まれ得る。
【００４７】
　適切な非還元糖には、例えばスクロース、トレハロース、スタキオースおよびラフィノ
ースが含まれる。
【００４８】
　適切な多糖には、例えばデキストラン、可溶澱粉、デキストリンおよびインスリンが含
まれる。
【００４９】
　適切な還元糖には、例えば単糖、例えばアピオース、アラビノース、リキソース、リボ
ース、キシロース、ジギトキソース、フコース、ケルシトール、キノボース、ラムノース
、アロース、アルトロース、フルクトース、ガラクトース、グルコース、グロース、ハマ
メロース、イドース、マンノース、タガトースなど；および二糖、例えばプリメベロース
、ビシアノース、ルチノース、シラビオース、セロビオース、ゲンチオビオース、ラクト
ース、ラクツロース、マルトース、メリビオース、ソホロースおよびツラノースなどが含
まれる。
【００５０】
　別の態様では、前記コーティング配合物に血管収縮剤を含有させるが、それには、これ
らに限定するものでないが、アミデフリン、カファミノール、シクロペンタイミン、デオ
キシエピネフリン、エピネフリン、フェリプレシン、インダナゾリン、メチゾリン、ミド
ドリン、ナファゾリン、ノルデフリン、オクトドリン、オルニプレシン、オキシメタゾリ
ン、フェニルエフリン、フェニルエタノールアミン、フェニルプロパノールアミン、プロ
ピルヘキセドリン、プソイドエフェドリン、テトラヒドロゾリン、トラマゾリン、ツアミ
ノヘプタン、チマゾリン、バソプレシン、キシロメタゾリンおよびこれらの混合物が含ま
れ得る。最も好適な血管収縮剤には、エピネフリン、ナファゾリン、テトラヒドロゾリン
、インダナゾリン、メチゾリン、トラマゾリン、チマゾリン、オキシメタゾリンおよびキ
シロメタゾリンが含まれる。
【００５１】
　そのような血管収縮剤を用いる場合、それの濃度を好適には前記コーティング配合物の
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約０．１重量％から１０重量％の範囲内にする。
【００５２】
　本発明の別の態様では、前記コーティング配合物に少なくとも１種の「経路解放性調節
剤」を含有させるが、それには、これらに限定するものでないが、浸透圧剤（例えば塩化
ナトリウム）、両性イオン化合物（例えばアミノ酸）および抗炎症薬、例えばベータメタ
ゾン２１－ホスフェートジナトリウム塩、トリアムシノロンロアセトニド２１－ジナトリ
ウムホスフェート、塩酸ヒドロコルタメート、ヒドロコルチゾン２１－ホスフェートジナ
トリウム塩、メチルプレドニゾロン２１－ホスフェートジナトリウム塩、メチルプレドニ
ゾロン２１－スクシネートナトリウム塩、パラメタゾンジナトリウムホスフェートおよび
プレドニゾロン２１－スクシネートナトリウム塩など、および抗凝血剤、例えばクエン酸
、クエン酸塩（例えばクエン酸ナトリウム）、デキストリン硫酸ナトリウム、アスピリン
およびＥＤＴＡなどが含まれ得る。
【００５３】
　本発明の更に別の態様では、前記コーティング配合物に可溶化／錯化剤を含有させるが
、それには、アルファ－シクロデキストリン、ベータ－シクロデキストリン、ガンマ－シ
クロデキストリン、グルコシル－アルファ－シクロデキストリン、マルトシル－アルファ
－シクロデキストリン、グルコシル－ベータ－シクロデキストリン、マルトシル－ベータ
－シクロデキストリン、ヒドロキシプロピルベータ－シクロデキストリン、２－ヒドロキ
シプロピル－ベータ－シクロデキストリン、２－ヒドロキシプロピル－ガンマ－シクロデ
キストリン、ヒドロキシエチル－ベータ－シクロデキストリン、メチル－ベータ－シクロ
デキストリン、スルホブチルエーテル－アルファ－シクロデキストリン、スルホブチルエ
ーテル－ベータ－シクロデキストリンおよびスルホブチルエーテル－ガンマ－シクロデキ
ストリンが含まれ得る。最も好適な可溶化／錯化剤には、ベータ－シクロデキストリン、
ヒドロキシプロピルベータ－シクロデキストリン、２－ヒドロキシプロピル－ベータ－シ
クロデキストリンおよびスルホブチルエーテル７ベータ－シクロデキストリンが含まれる
。
【００５４】
　そのような可溶化／錯化剤を用いる場合、それの濃度を好適には前記コーティング配合
物の約１重量％から２０重量％の範囲内にする。
【００５５】
　本発明の別の態様では、前記コーティング配合物に少なくとも１種の非水性溶媒、例え
ばエタノール、イソプロパノール、メタノール、プロパノール、ブタノール、プロピレン
グリコール、ジメチルスルホキサイド、グリセリン、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミドおよ
びポリエチレングリコール４００などを含有させる。そのような非水性溶媒が前記コーテ
ィング配合物を構成する量を好適には約１重量％から５０重量％の範囲内にする。
【００５６】
　前記コーティング配合物が示す粘度を好適には約３センチポイズ以上から約５００セン
チポイズ未満にする。
【００５７】
　本発明の１つの態様では、前記生体適合性コーティングの厚みを前記微小突起の表面か
ら測定して２５ミクロン未満、より好適には１０ミクロン未満にする。
【００５８】
　本発明のさらなる態様における送達システムはヒドロゲル配合物を含有する。そのヒド
ロゲル配合物を好適にはゲルパックの中に入れる。
【００５９】
　本発明の少なくとも１つの態様では、前記ヒドロゲル配合物に少なくとも１種のナトリ
ウム利尿ペプチドを含有させる。
【００６０】
　好適な態様では、前記ナトリウム利尿ペプチドが前記ヒドロゲル配合物を構成する量を
約０．１－２重量％の範囲内にする。
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【００６１】
　前記ヒドロゲル配合物が示すｐＨを好適には約ｐＨ６未満にする。より好適には、前記
ヒドロゲル配合物が示すｐＨを約ｐＨ３－ｐＨ６の範囲内にする。更により好適には、前
記ヒドロゲル配合物が示すｐＨを約ｐＨ４－ｐＨ６の範囲内にする。
【００６２】
　本発明の１つの態様では、前記ヒドロゲル配合物に上述した緩衝剤の中の少なくとも１
種を含有させる。
【００６３】
　前記ヒドロゲル配合物に好適には水が基になっていて高分子量の重合体網状組織を有す
るヒドロゲルを含める。
【００６４】
　本発明の好適な態様における重合体網状組織には、これらに限定するものでないが、ヒ
ドロキシエチル澱粉、デキストラン、ヒドロキシエチルセルロース（ＨＥＣ）、ヒドロキ
シプロピルメチルセルロース（ＨＰＭＣ）、ヒドロキシプロピルセルロース（ＨＰＣ）、
メチルセルロース（ＭＣ）、ヒドロキシエチルメチルセルロース（ＨＥＭＣ）、エチルヒ
ドロキシエチルセルロース（ＥＨＥＣ）、カルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）、ポリ
（ビニルアルコール）、ポリ（エチレンオキサイド）、ポリ（２－ヒドロキシエチルメタ
アクリレート）、ポリ（Ｎ－ビニルピロリドン）およびプルロニックが含まれる。
【００６５】
　前記ヒドロゲル配合物に好適には少なくとも１種の界面活性剤を含有させるが、そのよ
うな界面活性剤は双性イオン、両性、カチオン性、アニオン性または非イオン性であって
もよい。
【００６６】
　本発明の１つの態様における界面活性剤には、ラウロアンホ酢酸ナトリウム、ドデシル
硫酸ナトリウム（ＳＤＳ）、塩化セチルピリジニウム（ＣＰＣ）、塩化ドデシルトリメチ
ルアンモニウム（ＴＭＡＣ）、塩化ベンザルコニウム、ポリソルベート、例えばＴｗｅｅ
ｎ　２０およびＴｗｅｅｎ　８０など、他のソルビタン誘導体、例えばソルビタンラウレ
ートなど、およびアルコキシル化アルコール、例えばラウレス－４などが含まれる。
【００６７】
　別の態様では、前記ヒドロゲル配合物に両親媒性を有する重合体材料または重合体を含
有させるが、それらには、これらに限定するものでないが、セルロース誘導体、例えばヒ
ドロキシエチルセルロース（ＨＥＣ）、ヒドロキシプロピルメチルセルロース（ＨＰＭＣ
）、ヒドロキシプロピルセルロース（ＨＰＣ）、メチルセルロース（ＭＣ）、ヒドロキシ
エチルメチルセルロース（ＨＥＭＣ）またはエチルヒドロキシエチルセルロース（ＥＨＥ
Ｃ）ばかりでなくプルロニックが含まれ得る。
【００６８】
　本発明のさらなる態様では、前記ヒドロゲル配合物に可溶化／錯化剤を含有させるが、
それには、アルファ－シクロデキストリン、ベータ－シクロデキストリン、ガンマ－シク
ロデキストリン、グルコシル－アルファ－シクロデキストリン、マルトシル－アルファ－
シクロデキストリン、グルコシル－ベータ－シクロデキストリン、マルトシル－ベータ－
シクロデキストリン、ヒドロキシプロピル－ベータ－シクロデキストリン、２－ヒドロキ
シプロピル－ベータ－シクロデキストリン、２－ヒドロキシプロピル－ガンマ－シクロデ
キストリン、ヒドロキシエチル－ベータ－シクロデキストリン、メチル－ベータ－シクロ
デキストリン、スルホブチルエーテル－アルファ－シクロデキストリン、スルホブチルエ
ーテル－ベータ－シクロデキストリンおよびスルホブチルエーテル－ガンマ－シクロデキ
ストリンが含まれ得る。最も好適な可溶化／錯化剤には、ベータ－シクロデキストリン、
ヒドロキシプロピル－ベータ－シクロデキストリン、２－ヒドロキシプロピル－ベータ－
シクロデキストリンおよびスルホブチルエーテル７ベータ－シクロデキストリンが含まれ
る。
【００６９】
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　本発明の別の態様では、前記ヒドロゲル配合物に少なくとも１種の非水性溶媒、例えば
エタノール、イソプロパノール、メタノール、プロパノール、ブタノール、プロピレング
リコール、ジメチルスルホキサイドおよびポリエチレングリコール４００などを含有させ
る。そのような非水性溶媒が前記ヒドロゲル配合物を構成する量を好適には約１重量％か
ら５０重量％の範囲内にする。
【００７０】
　本発明のさらなる態様では、前記ヒドロゲル配合物に少なくとも１種の経路解放性調節
剤を含有させるが、それには、これらに限定するものでないが、浸透圧剤（例えば塩化ナ
トリウム）、双性イオン化合物（例えばアミノ酸）および抗炎症薬、例えばベータメタゾ
ン２１－ホスフェートジナトリウム塩、トリアムシノロンロ、アセトニド２１－ジナトリ
ウムホスフェート、塩酸ヒドロコルタメート、ヒドロコルチゾン２１－ホスフェートジナ
トリウム塩、メチルプレドニゾロン２１－ホスフェートジナトリウム塩、メチルプレドニ
ゾロン２１－スクシネートナトリウム塩、パラメタゾンジナトリウムホスフェートおよび
プレドニゾロン２１－スクシネートナトリウム塩など、および抗凝血剤、例えばクエン酸
、クエン酸塩（例えばクエン酸ナトリウム）、デキストリン硫酸ナトリウムおよびＥＤＴ
Ａなどが含まれ得る。
【００７１】
　本発明の更に別の態様では、前記ヒドロゲル配合物に少なくとも１種の血管収縮剤を含
有させるが、それには、これらに限定するものでないが、エピネフリン、ナファゾリン、
テトラヒドロゾリン、インダナゾリン、メチゾリン、トラマゾリン、チマゾリン、オキシ
メタゾリン、キシロメタゾリン、アミデフリン、カファミノール、シクロペンタミン、デ
オキシエピネフリン、エピネフリン、フェリプレシン、インダンゾリン、メチゾリン、ミ
ドドリン、ナファゾリン、ノルデフリン、オクトドリン、オルニプレシン、オキシメタゾ
リン、フェニルエフリン、フェニルエタノールアミン、フェニルプロパノールアミン、プ
ロピルヘキセドリン、プソイドエフェドリン、テトラヒドロゾリン、トラマゾリン、ツア
ミノヘプタン、チマゾリン、バソプレシンおよびキシロメタゾリンおよびこれらの混合物
が含まれ得る。
【００７２】
　本発明の更に別の態様に従い、ナトリウム利尿ペプチドを送達する送達システムに、上
部表面および下部表面を有する微小突起部材、前記微小突起部材を貫く多数の開口部およ
び前記微小突起部材の下部表面から突き出ている多数の微小突起を含める。前記微小突起
部材に、更に、少なくとも１種のナトリウム利尿ペプチド、好適にはｈＢＮＰ（１－３２
）が入っている固体状態の配合物およびヒドロゲル配合物も含める。
【００７３】
　１つの態様では、前記固体状態の配合物を前記微小突起部材の上部表面の近くに位置さ
せる。別の態様では、前記固体状態の配合物を前記微小突起部材の下部表面近くに位置さ
せる。
【００７４】
　本発明の１つの態様では、前記ヒドロゲル配合物にナトリウム利尿ペプチドを含有させ
ない、即ちそれを単に水和機構にする。
【００７５】
　１つの態様では、前記固体状態の配合物が固体状膜を構成するようにする。そのような
固体状膜を、好適には、少なくとも１種のナトリウム利尿ペプチド、重合体材料、例えば
ヒドロキシエチル澱粉、デキストラン、ヒドロキシエチルセルロース（ＨＥＣ）、ヒドロ
キシプロピルメチルセルロース（ＨＰＭＣ）、ヒドロキシプロピルセルロース（ＨＰＣ）
、メチルセルロース（ＭＣ）、ヒドロキシエチルメチルセルロース（ＨＥＭＣ）、エチル
ヒドロキシエチルセルロース（ＥＨＥＣ）、カルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）、ポ
リ（ビニルアルコール）、ポリ（エチレンオキサイド）、ポリ（２－ヒドロキシエチルメ
タアクリレート）、ポリ（Ｎ－ビニルピロリドン）およびプルロニックなど、可塑剤、例
えばグリセロール、プロピレングリコールおよびポリエチレングリコールなど、界面活性



(16) JP 2008-509746 A 2008.4.3

10

20

30

40

50

剤、例えばＴｗｅｅｎ　２０およびＴｗｅｅｎ　８０など、および揮発性溶媒、例えば水
、イソプロパノール、メタノールおよびエタノールなどで構成させた液状配合物を成形す
ることで生じさせる。
【００７６】
　１つの態様では、前記固体状膜を生じさせる目的で用いる液状配合物に、ナトリウム利
尿ペプチドを０．１－２０重量％、重合体を５－４０重量％、可塑剤を５－４０重量％、
界面活性剤を０－２重量％含有させそしてその残りに揮発性溶媒を含める。
【００７７】
　より好適には、前記固体状膜を生じさせる目的で用いる液状配合物に入れるナトリウム
利尿ペプチドの濃度を約０．１－２重量％の範囲内の濃度にする。
【００７８】
　本発明のさらなる態様では、噴霧乾燥、凍結乾燥、噴霧凍結乾燥および超臨界流体抽出
から成る群から選択した方法を用いて前記固体状態の配合物を生じさせる。現在のところ
好適な方法は噴霧凍結乾燥である。この示した態様では、適切な溶媒を用いて約１５分以
内、好適には約１分以内に生体適合性コーティングが再構成されるようにそれを適合させ
る。そのようなコーティング配合物にまた好適には抗酸化剤も含有させる。
【００７９】
　そのような固体状態の配合物を生じさせる目的で用いる液状配合物のｐＨを好適には約
ｐＨ６未満にする。そのような固体状態の配合物を生じさせる目的で用いる配合物のｐＨ
をより好適には約ｐＨ３－ｐＨ６の範囲内にする。そのような固体状態の配合物を生じさ
せる目的で用いる液状配合物のｐＨを更により好適には約ｐＨ４－ｐＨ６の範囲内にする
。
【００８０】
　別の態様では、そのような固体状態の配合物を生じさせる目的で用いる液状配合物に安
定剤を含有させるが、そのような安定剤には、これらに限定するものでないが、非還元糖
、多糖または還元糖が含まれ得る。
【００８１】
　適切な非還元糖には、例えばスクロース、トレハロース、スタキオースおよびラフィノ
ースが含まれる。
【００８２】
　適切な多糖には、例えばデキストラン、可溶澱粉、デキストリンおよびインスリンが含
まれる。
【００８３】
　適切な還元糖には、例えば単糖、例えばアピオース、アラビノース、リキソース、リボ
ース、キシロース、ジギトキソース、フコース、ケルシトール、キノボース、ラムノース
、アロース、アルトロース、フルクトース、ガラクトース、グルコース、グロース、ハマ
メロース、イドース、マンノース、タガトースなど；および二糖、例えばプリメベロース
、ビシアノース、ルチノース、シラビオース、セロビオース、ゲンチオビオース、ラクト
ース、ラクツロース、マルトース、メリビオース、ソホロースおよびツラノースなどが含
まれる。
【００８４】
　本発明の１つの態様では、そのような固体状態の配合物を生じさせる目的で用いる液状
配合物に上述した緩衝剤の中の少なくとも１種を含有させる。
【００８５】
　本発明の別の態様では、そのような固体状態の配合物を生じさせる目的で用いる液状配
合物に上述した錯化／可溶化剤の中の少なくとも１種を含有させる。
【００８６】
　本発明のさらなる態様では、そのような固体状態の配合物を生じさせる目的で用いる液
状配合物に上述した血管収縮剤の中の少なくとも１種を含有させる。
【００８７】
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　本発明のさらなる態様では、そのような固体状態の配合物を生じさせる目的で用いる液
状配合物に上述した経路血管解放性調節剤の中の少なくとも１種を含有させる。
【００８８】
　本発明の１つの態様に従ってナトリウム利尿ペプチドを患者に送達する方法は、下記の
段階：（ｉ）多数の微小突起および少なくとも１種のナトリウム利尿ペプチドが入ってい
る生体適合性コーティングを含有する微小突起部材を有する送達システムを準備し、（ｉ
ｉ）作動装置（ａｃｔｕａｔｏｒ）を用いて前記微小突起が前記皮膚に穴を開けそして前
記薬剤が入っているコーティングが体液で溶解してそれが皮膚の中に放出されるように前
記コーティングを有する微小突起部材を前記患者の皮膚に貼り付ける段階を包含する。
【００８９】
　前記コーティングを有する微小突起部材を前記皮膚の上に置いたままにする持続期間を
好適には５秒から２４時間にする。所望の着用時間の後、前記微小突起部材を前記皮膚か
ら取り外す。
【００９０】
　本発明のさらなる態様に従ってナトリウム利尿ペプチドを患者に送達する方法は、下記
の段階：（ｉ）微小突起部材および少なくとも１種のナトリウム利尿ペプチドが入ってい
るヒドロゲル配合物を含有するゲルパックを有する送達システムを準備し、（ｉｉ）作動
装置を用いて前記微小突起が角質層に穴を開けることで前記角質層の中に多数の微小開口
部が形成されるように前記微小突起部材を前記患者の皮膚に貼り付け、そして（ｉｉｉ）
前記ヒドロゲル配合物が前記微小突起によって生じた微小開口部の中に入り込んで移行す
るように前記ゲルパックを前記貼り付けた微小突起部材の上部に置く段階を包含する。
【００９１】
　前記微小突起部材－ゲルパックアセンブリを前記皮膚の上に置いたままにする持続期間
を好適には５分から２４時間にする。所望の着用時間の後、前記微小突起部材－ゲルパッ
クアセンブリを前記皮膚から取り外す。
【００９２】
　この示した態様のさらなる面では、前記微小突起部材に薬剤含有生体適合性コーティン
グを含有させそして前記ヒドロゲル配合物にナトリウム利尿ペプチドを含有させない、即
ちそれを単に水和機構にする。
【００９３】
　本発明の別の態様に従ってナトリウム利尿ペプチドを送達する方法は、下記の段階：（
ｉ）微小突起部材および少なくとも１種のナトリウム利尿ペプチドが入っているヒドロゲ
ル配合物を含有するゲルパックを有する送達システムを準備し、（ｉｉ）作動装置を用い
て前記微小突起が角質層に穴を開けることで前記角質層の中に多数の微小開口部が形成さ
れるように前記微小突起部材を前記患者の皮膚に貼り付け、（ｉｉｉ）前記微小突起部材
を前記患者の皮膚から取り外し、そして（ｉｖ）前記ヒドロゲル配合物が前記微小突起に
よって生じた微小開口部の中に入り込んで移行するように前記ゲルパックをその前以て処
置しておいた皮膚の上部に置く段階を包含する。
【００９４】
　前記ゲルパックを前記皮膚の上に置いたままにする持続期間を好適には５分から２４時
間にする。所望の着用時間の後、前記ゲルパックを前記皮膚から取り外す。
【００９５】
　本発明のさらなる態様に従ってナトリウム利尿ペプチドを送達する方法は、下記の段階
：（ｉ）微小突起部材、ヒドロゲル配合物および少なくとも１種のナトリウム利尿ペプチ
ドが入っている固体状態の配合物を有する送達システムを準備し、そして（ｉｉ）作動装
置を用いて前記微小突起が角質層に穴を開け、前記ヒドロゲル配合物が水和しそして前記
薬剤配合物が前記固体状態の配合物から放出されて前記薬剤配合物が前記微小突起によっ
て生じた前記角質層の中の微小開口部の中に入り込んで移行するように前記微小突起部材
を前記患者の皮膚に貼り付ける段階を包含する。
【００９６】
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　前記微小突起部材を前記皮膚の上に置いたままにする持続期間を好適には５秒から２４
時間にする。所望の着用時間の後、前記微小突起部材を前記皮膚から取り外す。
【００９７】
　本発明の更に別の態様に従い、前記ヒドロゲル配合物およびコーティングが前記微小突
起によって生じた前記角質層の中の微小開口部の中に入り込んで移行するように、ナトリ
ウム利尿ペプチド含有生体適合性コーティングを有する微小突起部材を患者の皮膚に貼り
付けた後、ナトリウム利尿ペプチド含有ヒドロゲル配合物が入っているゲルパックをその
貼り付けた微小突起部材の上部に置く。前記微小突起部材－ゲルパックアセンブリを前記
皮膚の上に置いたままにする持続期間を好適には５分から２４時間、より好適には１－６
時間にする。所望の着用時間の後、前記微小突起部材およびゲルパックを取り外す。
【００９８】
　上述したナトリウム利尿ペプチド方法を用いて皮内送達するナトリウム利尿ペプチドの
量を好適には約１０－２０００μｇ／日の範囲、より好適には約１０－１０００μｇ／日
の範囲内にする。
【００９９】
　添付図に示す如き以下の本発明の好適な態様のより詳細な説明からさらなる特徴および
利点が明らかになるであろうが、本図の中の同様な参照文字は一般に本図全体に渡って同
じ部分または要素を指す。
発明の詳細な説明
　本発明を詳細に説明する前に、本発明を詳細に例示する材料にも方法にも構造にも限定
するものでなく、それらは勿論多様であり得ると理解されるべきである。このように、本
明細書に記述する材料および方法に類似または相当するいろいろな材料および方法を本発
明の実施で用いることができるが、好適な材料および方法を本明細書に記述する。
【０１００】
　また、本明細書で用いる用語は単に本発明の個々の態様を記述する目的で用いる用語で
あり、限定するとして解釈されるべきでないと理解されるべきである。
【０１０１】
　特に明記しない限り、本明細書で用いる技術用語および科学用語の全部に本発明が関係
する技術分野の通常の技術を有する技術者が一般的に理解する意味と同じ意味を持たせる
。
【０１０２】
　更に、本明細書で引用する出版物、特許および特許出願は全部、本明細書の上で引用し
たか或は以下で引用するかに拘わらず、引用することによって全体が本明細書に組み入れ
られる。
【０１０３】
　最後に、本明細書および添付請求の範囲で用いる如き単数形「ａ」、「ａｎ」および「
ｔｈｅ」は、内容で明らかに他の様式であることを示さない限り、複数対象を包含する。
このように、例えば「あるペプチド」を言及する場合、これは２種以上のそのようなペプ
チドを包含し、「ある微小突起」を言及する場合、これは２個以上のそのような微小突起
を包含する、等々。
【０１０４】
定義
　本明細書で用いる如き用語「経皮」は、局所的または全身治療の目的である薬剤を皮膚
の中および／または皮膚に通して送達することを意味する。従って、用語「経皮」は、あ
る薬剤、例えばペプチドなどを受動的拡散ばかりでなくエネルギーを基にした拡散送達、
例えばイオン導入およびホノホレシスなどで皮膚の中および／または皮膚に通して皮内、
真皮内および表皮内に送達することを意味しかつそれらを包含する。
【０１０５】
　本明細書で用いる如き用語「経皮流量」は経皮送達の速度を意味する。
【０１０６】
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　従って、本明細書で用いる如き用語「ナトリウム利尿ペプチド」は、ナトリウム利尿活
性を示すペプチドを意味する。従って、用語「ナトリウム利尿ペプチド」には、心房性ナ
トリウム利尿ペプチド（ＡＮＰ）、脳またはＢ型ナトリウム利尿ペプチド（ＢＮＰ）、Ｃ
型ナトリウム利尿ペプチド（ＣＮＰ）、ウロジラチンおよびこれらに類似したペプチド、
およびこれらの類似物、活性フラグメント、分解生成物、塩、変異体、誘導体および組み
合わせが含まれる。
【０１０７】
　本明細書で用いる如き用語「脳ナトリウム利尿ペプチド（ＢＮＰ）」は、米国特許第５
，６７４，７１０号の図１に示されているＤＮＡの有効部分とハイブリッド形成する能力
を有するＤＮＡがコードしかつナトリウム利尿活性を示すアミノ酸配列を指す。
【０１０８】
　本明細書で用いる如き用語「ネシリチド」および「ｈＢＮＰ」は、ヒトＢ型ナトリウム
利尿ペプチド、それに類似したペプチドおよびそれらの活性フラグメントの組換え形態を
指す。従って、この用語には、これらに限定するものでないが、ｈＢＮＰ（１－３２）が
含まれる。
【０１０９】
　本明細書で用いる如き用語「共送達」は、当該ナトリウム利尿ペプチドを送達する前、
当該ナトリウム利尿ペプチドが経皮流入する前および経皮流入している間、当該ナトリウ
ム利尿ペプチドが経皮流入している間、当該ナトリウム利尿ペプチドが経皮流入している
間および後および／または当該ナトリウム利尿ペプチドが経皮流入した後に補充用薬剤１
種または２種以上を経皮投与することを意味する。加うるに、２種以上のナトリウム利尿
ペプチドをコーティングおよび／またはヒドロゲル配合物の中に配合する結果として前記
ナトリウム利尿ペプチドを共送達することも可能である。
【０１１０】
　２種以上のナトリウム利尿ペプチドを本発明の薬剤源、配合物および／またはコーティ
ングおよび／または固体状態の配合物の中に組み込んでもよくかつ用語「ナトリウム利尿
ペプチド」の使用は決してそのようなペプチドを２種類以上用いることを排除するもので
ないと理解されるべきである。
【０１１１】
　本明細書で用いる如き用語「微小突起」は、生きている動物、特に哺乳動物、より詳細
にはヒトの皮膚の角質層に穴を開けるか或はそれに切込みを入れることで下に位置する表
皮層または表皮層と真皮層の中に至らせるに適した穴開け要素を指す。
【０１１２】
　本発明の１つの態様における穴開け要素の突起長は１０００ミクロン未満である。さら
なる態様における穴開け要素の突起長は５００ミクロン未満、より好適には２５０ミクロ
ン未満である。更に、その微小突起の幅（図１に「Ｗ」で表示）は約２５－５００ミクロ
ンの範囲内でありかつ厚みは約１０－１００ミクロンの範囲内である。その形成させる微
小突起の形状はいろいろであり、例えば針、刃、ピン、パンチおよびこれらの組み合わせ
などであってもよい。
【０１１３】
　本明細書で用いる如き用語「微小突起部材」は、一般に、角質層に穴を開けるように整
列して配列している多数の微小突起を含んで成る微小突起配列を示す。薄いシートから多
数の微小突起をエッチングまたは打ち抜きで生じさせそしてその微小突起を前記シートの
面から折り曲げるか或は曲げることで図１に示す如き形態を生じさせることで微小突起部
材の成形を行うことができる。また、他の公知様式、例えば米国特許第６，０５０，９８
８号（引用することによって全体が本明細書に組み入れられる）に開示されているように
、片１枚または２枚以上の各々の縁に沿って微小突起を有する片を１枚以上生じさせるこ
となどで微小突起部材の成形を行うことも可能である。
【０１１４】
　本明細書で用いる如き用語「コーティング配合物」は、前記微小突起および／またはこ
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れらの配列を被覆する目的で用いる自由流れする組成物または混合物を意味しかつそれを
包含することを意味する。それにナトリウム利尿ペプチドを入れる場合、それを当該配合
物の中に入れて溶液または懸濁液の状態にしてもよい。
【０１１５】
　本明細書で用いる如き用語「生体適合性コーティング」および「固体状コーティング」
は、実質的に固体状態になった「コーティング配合物」を意味しかつそれを包含すること
を意味する。
【０１１６】
　本明細書で用いる如き用語「固体状態の配合物」は、成形で生じさせた固体状膜、およ
び噴霧乾燥、凍結乾燥、噴霧凍結乾燥および超臨界流体抽出で生じさせた粉末またはケー
キ（ｃａｋｅｓ）を意味しかつそれらを包含することを意味する。
【０１１７】
　この上に示したように、本発明は、一般に、角質層に穴を開けて下に位置する表皮層ま
たは表皮層と真皮層の中に至らせるに適した多数の微小突起（またはこれらの配列）を有
する微小突起部材（またはシステム）を含有する送達システムを包含する。そのような微
小突起部材（またはシステム）に少なくとも１種の薬剤源または薬剤送達用媒体（即ち生
体適合性コーティング、ヒドロゲル配合物、固体状態の配合物）を含有させる。
【０１１８】
　本明細書に詳細に考察するように、そのような微小突起システムは、向上した薬物動態
を伴ってナトリウム利尿ペプチドを皮内投与するものである。そのような向上した薬物動
態には、容認されるＣｍａｘを伴う迅速なオンセットおよびナトリウム利尿ペプチドが２
－６時間の範囲内の時間に渡って持続的生物学的作用を示すことが含まれる。
【０１１９】
　本発明のさらなる利点は、前記配合物をこれに入っているナトリウム利尿ペプチド１種
または２種以上の酸化を実質的に抑制する送達用媒体として用いることができかつそのよ
うな送達用媒体をもたらすことができる点にある。このように、薬剤含有媒体の安定性が
有意に向上する。
【０１２０】
　ここに図１を参照して、本発明に関連して用いるに適した微小突起部材３０の１つの態
様を示す。図１に示すように、微小突起部材３０は、多数の微小突起３４を有する微小突
起配列３２を含有する。微小突起３４は好適にはシートから実質的に９０゜の角度で伸び
ており、この示す態様では、それは開口部３８を含有する。
【０１２１】
　本発明に従い、シート３６を送達用パッチ（シート３６用の支持体４０を含有）の中に
組み込むことができ、それに追加的に前記パッチを皮膚に接着させるための接着剤１６を
含有させることも可能である（図３を参照）。この態様では、薄い金属シート３６から多
数の微小突起３４をエッチングまたは打ち抜きで生じさせそしてその微小突起３４をシー
ト３６の面から曲げることで微小突起３４の成形を実施する。
【０１２２】
　本発明の１つの態様では、微小突起部材３０の微小突起密度を少なくとも約１０個の微
小突起／ｃｍ２、より好適には少なくとも約２００－２０００個の微小突起／ｃｍ２の範
囲内にする。当該薬剤が通り抜ける開口部の数（単位面積当たり）を好適には少なくとも
約１０個の開口部／ｃｍ２から約２０００個未満の開口部／ｃｍ２にする。
【０１２３】
　示したように、微小突起３４の突起長を好適には１０００ミクロン未満にする。１つの
態様では、微小突起３４の突起長を５００ミクロン未満、より好適には２５０ミクロン未
満にする。また、微小突起３４の幅を好適には約２５－５００ミクロンの範囲内にしかつ
厚みを約１０－１００ミクロンの範囲内にする。
【０１２４】
　さらなる態様では、微小突起部材３０が示す生体適合性を向上させる（例えば、ある被
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験体の皮膚に貼り付けた後の出血および刺激を最小限にする）目的で、微小突起３４の長
さを好適には１４５μｍ未満、より好適には約５０－１４５μｍの範囲内、更により好適
には約７０－１４０μｍの範囲内にする。更に、微小突起部材３０が配列を構成するよう
にし、微小突起の密度を好適には１００個以上の微小突起／ｃｍ２、より好適には約２０
０－３００個の微小突起／ｃｍ２の範囲内にする。
【０１２５】
　微小突起部材３０はいろいろな金属、例えばステンレス鋼、チタン、ニッケルチタン合
金または同様な生体適合性材料などで製造可能である。
【０１２６】
　本発明に従い、また、微小突起部材３０を非導電性材料、例えば重合体などで構成させ
ることも可能である。
【０１２７】
　別法として、微小突起部材を非導電性材料、例えばＰａｒｙｌｅｎｅ（商標）などまた
は疎水性材料、例えばＴｅｆｌｏｎ（商標）、ケイ素または他の低エネルギー材料などで
被覆してもよい。示した疎水性材料および関連した基礎（例えばフォトレジスト）層は米
国出願番号６０／４８４，１４２（これは引用することによって本明細書に組み入れられ
る）に示されている。
【０１２８】
　本発明に関連して使用可能な微小突起部材には、これらに限定するものでないが、米国
特許第６，０８３，１９６号、６，０５０，９８８号および６，０９１，９７５号（これ
らは引用することによって全体が本明細書に組み入れられる）に開示されている部材が含
まれる。
【０１２９】
　本発明に関連して使用可能な他の微小突起部材には、米国特許第５，８７９，３２６号
（これは引用することによって全体が本明細書に組み入れられる）に開示されている部材
のように、ケイ素チップエッチング技術を用いてケイ素をエッチングすることで生じさせ
た部材またはエッチングしておいた微小鋳型を用いてプラスチックを成形することで生じ
させた部材が含まれる。
【０１３０】
　本発明に従い、宿主に投与すべきナトリウム利尿ペプチドを微小突起部材３０の上に位
置させる生体適合性コーティングの中に入れてもよいか或はヒドロゲル配合物の中に入れ
てもよいか或は前記生体適合性コーティングおよびヒドロゲル配合物の両方の中に入れて
もよい。
【０１３１】
　微小突起部材に薬剤含有固体状態配合物を含有させるさらなる態様では、ナトリウム利
尿ペプチドを生体適合性コーティング、ヒドロゲル配合物または固体状態配合物または三
者全部の送達用媒体の中に入れてもよい。
【０１３２】
　本発明に従い、少なくとも１種のナトリウム利尿ペプチドを上述した送達用媒体の中の
少なくとも１つの中に入れる。そのような送達用媒体、従って微小突起システムで用いる
ナトリウム利尿ペプチドの量は、そのナトリウム利尿ペプチドを所望の結果の達成に治療
的に有効な量で送達するに必要な量であろう。実際、それは個々のナトリウム利尿ペプチ
ド、送達部位、病気のひどさおよび所望の治療効果に応じて幅広く多様であろう。
【０１３３】
　１つの態様では、前記微小突起部材に生体適合性コーティングを含有させて、それに少
なくとも１種のナトリウム利尿ペプチド、好適にはｈＢＮＰ（１－３２）を含有させる。
全身治療の場合、皮膚の角質層に穴を開けると、そのナトリウム利尿ペプチド含有コーテ
ィングが体液（細胞内液および細胞外液、例えば間質液など）で溶解して皮膚の中に放出
（即ちボーラス送達）される。皮内送達されるナトリウム利尿ペプチドの総量が好適には
約１０－２０００μｇ／日、より好適には１０－１０００μｇ／日の範囲内になるように
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する。
【０１３４】
　ここに図２を参照して、生体適合性コーティング３５を含有する微小突起３４を有する
微小突起部材３１を示す。本発明に従い、コーティング３５が各微小突起３４をある程度
または完全に覆うようにしてもよい。例えば、コーティング３５は微小突起３４を覆う乾
燥した模様塗りの状態であってもよい。また、コーティング３５を付着させる時期は微小
突起３４を生じさせる前または後であってもよい。
【０１３５】
　本発明に従い、いろいろな公知方法を用いてコーティング３５を微小突起３４に付着さ
せることができる。好適には、微小突起部材３１または微小突起３４が皮膚に穴を開ける
部分（例えば先端３９）のみにコーティングを付着させる。
【０１３６】
　そのような１つの被覆方法には浸漬被覆が含まれる。浸漬被覆は、微小突起３４の一部
または全体をコーティング液の中に浸漬することで微小突起を被覆する手段であるとして
記述可能である。部分浸漬技術を用いると、コーティング３５を微小突起３４の先端３９
のみに限定することが可能になる。
【０１３７】
　さらなる被覆方法にはローラー塗りが含まれ、この方法では、コーティング３５を同様
に微小突起３４の先端部３９に限定するローラー塗り機構を用いる。そのようなローラー
塗り方法は米国出願番号１０／０９９，０６４（公開番号２００２／０１３２０５４）（
これは引用することによって全体が本明細書に組み入れられる）に開示されている。その
示した出願に詳細に考察されているように、その開示されたローラー塗り方法では、皮膚
に穴を開けている間に微小突起３４から容易に取り除かれることのない滑らかなコーティ
ングがもたらされる。
【０１３８】
　本発明に従い、微小突起３４に、更に、そのような体積のコーティング３５を収納しそ
して／またはその体積を大きくするに適した手段、例えば間隙（示していない）、溝（示
していない）、表面の不規則さ（示していない）または同様な修飾を含めることも可能で
あり、そのような手段によって表面積を大きくすることで、より多い量のコーティングを
付着させることができる。
【０１３９】
　本発明の範囲内で使用可能なさらなる被覆方法には吹き付け塗装が含まれる。本発明に
従い、吹き付け塗装はコーティング組成物のエーロゾル懸濁液を生じさせることを包含す
る。１つの態様では、液滴の大きさが約１０から２００ピコリットルのエーロゾル懸濁液
を微小突起１０の上に噴霧した後、乾燥させる。
【０１４０】
　また、微小突起３４の被覆で模様塗りを用いることも可能である。微小突起の表面に付
着させる液体の位置を決める分配装置を用いて模様コーティングを付着させることができ
る。その付着させる液体の量を好適には０．１から２０ナノリットル／微小突起の範囲内
にする。液体を精密計量する適切な分配装置の例が米国特許第５，９１６，５２４号、５
，７４３，９６０号、５，７４１，５５４号および５，７３８，７２８号（これらは引用
することによって全体が本明細書に組み入れられる）に開示されている。
【０１４１】
　また、公知の電磁弁分配装置と任意の流体動力手段と位置決め手段が用いられているイ
ンクジェット技術（これの制御は一般に電場を用いて行われる）を用いて微小突起被覆用
配合物または溶液を付着させることも可能である。本発明の模様コーティングを付着させ
る時に印刷産業の他の液体分配技術または本技術分野で公知の同様な液体分配技術を使用
することも可能である。
【０１４２】
　ここに図７および８を参照して、貯蔵および貼り付けでは、米国出願番号０９／９７６
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，７６２（公開番号２００２／００９１３５７）（これは引用することによって全体が本
明細書に組み入れられる）に詳細に記述されているように、好適には、接着性タブ６を用
いて微小突起部材（例えば３０または３１）を固定用環４０の中に吊るす。
【０１４３】
　前記微小突起部材を前記固定用環４０の中に入れた後、その微小突起部材を患者の皮膚
に貼り付ける。好適には、衝撃貼り付け装置４５、例えば図８に示しかつ同時係属中の米
国出願番号０９／９７６，９７８（これは引用することによって全体が本明細書に組み入
れられる）に記述した如き貼り付け装置を用いて微小突起部材を患者の皮膚に貼り付ける
。
【０１４４】
　示したように、本発明の１つの態様に従い、固体状の生体適合性コーティングを生じさ
せる目的で微小突起部材３０に付着させるコーティング配合物には、少なくとも１種のナ
トリウム利尿ペプチドを入れておいた水性および非水性配合物が含まれ得る。本発明に従
い、ナトリウム利尿ペプチドを生体適合性担体の中に溶解させるか或は前記担体の中に懸
濁させてもよい。
【０１４５】
　好適な態様では、脳ナトリウム利尿ペプチドにヒトＢ型ナトリウム利尿ペプチド（ＢＮ
Ｐ）を含めるが、それにはｈＢＮＰ（１－３２）およびこれの類似物、塩、変異体、活性
フラグメントおよび簡単な誘導体が含まれる。
【０１４６】
　本発明の１つの態様では、前記ナトリウム利尿ペプチドが当該コーティング配合物を構
成する量を約１－３０重量％の範囲内にする。
【０１４７】
　１つの態様では、当該コーティング配合物に入れるナトリウム利尿ペプチドの量を好適
には約１－２０００μｇの範囲内にする。
【０１４８】
　ここに図１０を参照して、４種類の塩基性ｐＫａ（Ａｒｇ、Ｌｙｓ、ＣｙｓおよびＴｙ
ｒ）および３種類の酸性ｐＫａ（Ｈｉｓ、ＡｓｐおよびＧｌｕ）を示すペプチドであるｈ
ＢＮＰ（１－３２）が示すと予測される電荷プロファイルを示す。図１０に示すように、
前記ペプチドはｐＨが１１．５の時に正味ゼロの電荷を示す。この点をまた等電点または
ｐＩとも呼ぶ。ｈＢＮＰ（１－３２）が示すｐＩは非常に高いことから、中性種はたいて
いはｐＨ＞８の時に存在すると予測する。このｐＨ範囲の時、前記ペプチドは溶液から沈
澱すると予測する。
【０１４９】
　従って、好適な態様では、前記コーティング配合物のｐＨを約ｐＨ９未満にする。より
好適には、前記コーティング配合物のｐＨを約ｐＨ３－ｐＨ８の範囲内にする。更により
好適には、前記コーティング配合物のｐＨを約ｐＨ４－ｐＨ６の範囲内にする。
【０１５０】
　本発明の１つの態様では、前記コーティング配合物に上述した緩衝剤の中の少なくとも
１種を含有させる。
【０１５１】
　本発明の１つの態様では、前記コーティング配合物に少なくとも１種の界面活性剤を含
有させる。本発明に従い、そのような界面活性剤１種または２種以上は双性イオン、両性
、カチオン性、アニオン性または非イオン性であってもよい。適切な界面活性剤の例には
、これらに限定するものでないが、ラウロアンホ酢酸ナトリウム、ドデシル硫酸ナトリウ
ム（ＳＤＳ）、塩化セチルピリジニウム（ＣＰＣ）、塩化ドデシルトリメチルアンモニウ
ム（ＴＭＡＣ）、塩化ベンザルコニウム、ポリソルベート、例えばＴｗｅｅｎ　２０およ
びＴｗｅｅｎ　８０など、他のソルビタン誘導体、例えばソルビタンラウレートなど、お
よびアルコキシル化アルコール、例えばラウレス－４などが含まれる。最も好適な界面活
性剤にはＴｗｅｅｎ　２０、Ｔｗｅｅｎ　８０およびＳＤＳが含まれる。
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【０１５２】
　本発明の１つの態様では、前記界面活性剤の濃度を当該コーティング配合物の約０．０
０１－２重量％の範囲内にする。
【０１５３】
　本発明のさらなる態様では、前記コーティング配合物に両親媒性を有する少なくとも１
種の重合体材料または重合体を含有させる。この示した重合体の例には、これらに限定す
るものでないが、セルロース誘導体、例えばヒドロキシエチルセルロース（ＨＥＣ）、ヒ
ドロキシプロピルメチルセルロース（ＨＰＭＣ）、ヒドロキシプロピルセルロース（ＨＰ
Ｃ）、メチルセルロース（ＭＣ）、ヒドロキシエチルメチルセルロース（ＨＥＭＣ）また
はエチルヒドロキシエチルセルロース（ＥＨＥＣ）ばかりでなくプルロニックが含まれる
。
【０１５４】
　本発明の１つの態様では、前記両親媒性を示す重合体の濃度を当該コーティング配合物
の好適には約０．０１－２０重量％の範囲、より好適には約０．０３－１０重量％の範囲
内にする。更により好適には前記重合体の濃度を当該コーティング配合物の約０．１－５
重量％の範囲内にする。
【０１５５】
　本発明に従い、前記コーティング配合物に更に親水性重合体を含有させてもよい。その
ような親水性重合体を好適には下記の群：ヒドロキシエチル澱粉、デキストラン、ポリ（
ビニルアルコール）、ポリ（エチレンオキサイド）、ポリ（２－ヒドロキシエチルメタア
クリレート）、ポリ（Ｎ－ビニルピロリドン）、ポリエチレングリコールおよびこれらの
混合物および同様な重合体から選択する。本技術分野で良く知られているように、その示
した重合体は粘度を高くする。
【０１５６】
　前記コーティング配合に入れる親水性重合体の濃度を前記コーティング配合物の好適に
は約０．０１－２０重量％の範囲、より好適には約０．０３－１０重量％の範囲内にする
。
【０１５７】
　本発明に従い、前記コーティング配合物に更に生体適合性担体、例えば同時係属中の米
国出願番号１０／１２７，１０８（これは引用することによって全体が本明細書に組み入
れられる）に開示されている如き担体を含有させてもよい。適切な生体適合性担体の例に
は、これらに限定するものでないが、ヒトアルブミン、生体工学処理ヒトアルブミン、ポ
ルグルタミン酸、ポリアスパラギン酸、ポリヒスチジン、ペントサン多硫酸、ポリアミノ
酸、スクロース、トレハロース、メレジトース、ラフィノースおよびスタキオースが含ま
れる。
【０１５８】
　前記コーティング配合物に入れる生体適合性担体の濃度を好適には前記コーティング配
合物の約２－７０重量％の範囲、より好適には約５－５０重量％の範囲内にする。
【０１５９】
　さらなる態様では、前記コーティング配合物に少なくとも１種の安定剤を含有させるが
、そのような安定剤には、これらに限定するものでないが、非還元糖、多糖または還元糖
が含まれ得る。
【０１６０】
　適切な非還元糖には、例えばスクロース、トレハロース、スタキオースまたはラフィノ
ースが含まれる。
【０１６１】
　適切な多糖には、例えばデキストラン、可溶澱粉、デキストリンおよびインスリンが含
まれる。
【０１６２】
　適切な還元糖には、例えば単糖、例えばアピオース、アラビノース、リキソース、リボ
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ース、キシロース、ジギトキソース、フコース、ケルシトール、キノボース、ラムノース
、アロース、アルトロース、フルクトース、ガラクトース、グルコース、グロース、ハマ
メロース、イドース、マンノース、タガトースなど；および二糖、例えばプリメベロース
、ビシアノース、ルチノース、シラビオース、セロビオース、ゲンチオビオース、ラクト
ース、ラクツロース、マルトース、メリビオース、ソホロースおよびツラノースなどが含
まれる。
【０１６３】
　前記コーティング配合物、従って本発明の生体適合性コーティングに、更に、血管収縮
剤、例えば同時係属中の米国出願番号１０／６７４，６２６（これは引用することによっ
て全体が本明細書に組み入れられる）に開示されている如き血管収縮剤を含有させてもよ
い。その示した同時係属中の出願に示されているように、前記微小突起物部材を貼り付け
ている間および貼り付けた後の出血を制御する目的で血管収縮剤を用いる。好適な血管収
縮剤には、これらに限定するものでないが、アミデフリン、カファミノール、シクロペン
タイミン、デオキシエピネフリン、エピネフリン、フェリプレシン、インダナゾリン、メ
チゾリン、ミドドリン、ナファゾリン、ノルデフリン、オクトドリン、オルニプレシン、
オキシメタゾリン、フェニルエフリン、フェニルエタノールアミン、フェニルプロパノー
ルアミン、プロピルヘキセドリン、プソイドエフェドリン、テトラヒドロゾリン、トラマ
ゾリン、ツアミノヘプタン、チマゾリン、バソプレシン、キシロメタゾリンおよびこれら
の混合物が含まれる。最も好適な血管収縮剤には、エピネフリン、ナファゾリン、テトラ
ヒドロゾリン、インダナゾリン、メチゾリン、トラマゾリン、チマゾリン、オキシメタゾ
リンおよびキシロメタゾリンが含まれる。
【０１６４】
　本分野の通常の技術を有する技術者が理解するであろうように、前記微小突起部材また
は配列を貼り付けた後に起こり得る出血を防止しかつ貼り付け部位の所の血流を低下させ
そして皮膚部位から循環系への吸収速度を低下させてナトリウム利尿ペプチドが示す薬物
動態を長引かせる目的で血管収縮剤を前記コーティング配合物、従って本発明の固体状生
体適合性コーティング（または以下に考察するヒドロゲル配合物または固体状態の配合物
）に添加するのが特に有効である。
【０１６５】
　そのような血管収縮剤を用いる場合、それの濃度を好適には前記コーティング配合物の
約０．１重量％から１０重量％の範囲内にする。
【０１６６】
　本発明の更に別の態様では、前記コーティング配合物に少なくとも１種の「経路解放性
調節剤」、例えば同時係属中の米国出願番号０９／９５０，４３６（これは引用すること
によって全体が本明細書に組み入れられる）に開示されている如きそれを含有させる。そ
の示した同時係属中の出願に示されているように、経路解放性調節剤は、皮膚の自然な治
癒過程を防止または最小限にすることで前記微小突起部材配列によって角質層の中に生じ
させた経路または微小開口部が塞がらないようにする。経路解放性調節剤の例には、これ
らに限定するものでないが、浸透圧剤（例えば塩化ナトリウム）および双性イオン化合物
（例えばアミノ酸）が含まれる。
【０１６７】
　前記同時係属中の出願に定義されている如き用語「経路解放性調節剤」には、更に、抗
炎症薬、例えばベータメタゾン２１－ホスフェートジナトリウム塩、トリアムシノロンロ
アセトニド２１－ジナトリウムホスフェート、塩酸ヒドロコルタメート、ヒドロコルチゾ
ン２１－ホスフェートジナトリウム塩、メチルプレドニゾロン２１－ホスフェートジナト
リウム塩、メチルプレドニゾロン２１－スクシネートナトリウム塩、パラメタゾンジナト
リウムホスフェートおよびプレドニゾロン２１－スクシネートナトリウム塩など、および
抗凝血剤、例えばクエン酸、クエン酸塩（例えばクエン酸ナトリウム）、デキストリン硫
酸ナトリウム、アスピリンおよびＥＤＴＡなども含まれる。
【０１６８】
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　本発明の更に別の態様では、前記コーティング配合物に可溶化／錯化剤を含有させるが
、それには、アルファ－シクロデキストリン、ベータ－シクロデキストリン、ガンマ－シ
クロデキストリン、グルコシル－アルファ－シクロデキストリン、マルトシル－アルファ
－シクロデキストリン、２－ヒドロキシプロピル－ベータ－シクロデキストリン、２－ヒ
ドロキシプロピル－ガンマ－シクロデキストリン、ヒドロキシエチル－ベータ－シクロデ
キストリン、メチル－ベータ－シクロデキストリン、スルホブチルエーテル－アルファ－
シクロデキストリン、スルホブチルエーテル－ベータ－シクロデキストリンおよびスルホ
ブチルエーテル－ガンマ－シクロデキストリンが含まれ得る。最も好適な可溶化／錯化剤
には、ベータ－シクロデキストリン、ヒドロキシプロピルベータ－シクロデキストリン、
２－ヒドロキシプロピル－ベータ－シクロデキストリンおよびスルホブチルエーテル７ベ
ータ－シクロデキストリンが含まれる。
【０１６９】
　そのような可溶化／錯化剤を用いる場合、それの濃度を好適には前記コーティング配合
物の約１重量％から２０重量％の範囲内にする。
【０１７０】
　本発明の別の態様では、前記コーティング配合物に少なくとも１種の非水性溶媒、例え
ばエタノール、イソプロパノール、メタノール、プロパノール、ブタノール、プロピレン
グリコール、ジメチルスルホキサイド、グリセリン、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミドおよ
びポリエチレングリコール４００などを含有させる。そのような非水性溶媒の濃度を好適
には前記コーティング配合物の約１重量％から５０重量％の範囲内にする。
【０１７１】
　また、他の公知の配合アジュバントを前記コーティング配合物に添加することも可能で
あるが、但しそれらが当該コーティング配合物が示す必要な溶解性および粘度特性および
乾燥コーティングの物理的一体性に悪影響を及ぼさないことを条件とする。
【０１７２】
　前記コーティング配合物が示す粘度を好適には約３センチポイズ以上から約５００セン
チポイズ未満にする。
【０１７３】
　本発明の１つの態様では、前記コーティングの厚みを前記微小突起の表面から測定して
２５ミクロン未満、より好適には１０ミクロン未満にする。
【０１７４】
　所望のコーティング厚はいくつかの要因に依存するが、そのような要因には、要求され
る投薬量、従って、その投薬量を送達するに必要なコーティング厚、シート単位面積当た
りの微小突起の密度、コーティング組成物の粘度および濃度および選択する被覆方法が含
まれる。
【０１７５】
　本発明に従い、コーティング配合物を微小突起３４に付着させた後、そのコーティング
配合物をいろいろな手段で乾燥させてもよい。本発明の好適な態様では、その被覆した微
小突起部材３０を周囲の部屋条件下で乾燥させる。しかしながら、その微小突起に塗布し
たコーティング配合物を乾燥させる目的でいろいろな温度および湿度レベルを用いること
ができる。加うるに、その被覆した部材を加熱するか、真空下または乾燥剤の上に貯蔵す
るか、凍結乾燥させるか、フリーズドライするか、或はコーティングから残存する水を除
去する目的で用いられる同様な技術で乾燥させてもよい。
【０１７６】
　ここに図６を参照して、本発明の範囲内で使用可能なさらなる微小突起（または送達）
システム（一般的に「８０」で表示）を示す。図６に示すように、システム８０にはゲル
パック６２および微小突起アセンブリ７０（微小突起部材、例えば図１に示した微小突起
部材３０などを有する）が含まれている。
【０１７７】
　ここに図５を参照して、微小突起アセンブリ７０には支持用膜環７２および同様な微小
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突起配列３２が含まれている。前記微小突起アセンブリに更に皮膚接着用環７４も含める
。
【０１７８】
　ここに図４を参照して、ゲルパック６２には、ヒドロゲル配合物６８を前以て決めた量
で収納するに適した中心に位置する貯蔵部または開口部６６を有するハウジングまたは環
６４が含まれている。図４に示すように、環６４には、更に、環６４の外側の平らな表面
の上に位置する支持部材６５も含まれている。その支持部材６５は好適にはヒドロゲル配
合物を透過しない。
【０１７９】
　好適な態様では、前記ゲルパック６に、更に、通常の接着剤によってゲルパック環６４
の外側表面に接着する剥離可能な剥離ライナー６９も含める。以下に詳細に記述するよう
に、ゲルパック６２をその貼り付けた（またははめ込んだ）微小突起アセンブリ７０に取
り付ける前に剥離ライナー６９を剥がす。
【０１８０】
　その示したゲルパック６２および微小突起アセンブリ７０ばかりでなく本発明の範囲内
で使用可能なそれらの追加的態様のさらなる詳細が同時係属中の出願番号１０／９７１，
４３０（これは引用することによって全体が本明細書に組み入れられる）に示されている
。
【０１８１】
　この上に示したように、本発明の少なくとも１つの態様では、前記ヒドロゲル配合物に
少なくとも１種のナトリウム利尿ペプチドを含有させる。本発明の代替態様では、前記ヒ
ドロゲル配合物にナトリウム利尿ペプチドを含有させない、即ちそれを単に水和機構にす
る。
【０１８２】
　本発明に従い、前記ヒドロゲル配合物にナトリウム利尿ペプチドを含有させない場合、
そのナトリウム利尿ペプチドを、この上に記述したように、微小突起配列３２の上のコー
ティングの中に入れるか、或は固体状態の配合物、例えばＰＣＴ公開番号ＷＯ　９８／２
８０３７（これも同様に引用することによって全体が本明細書に組み入れら）に開示され
ている配合物の中に入れるか、或は微小突起配列３２の皮膚側、例えば示した同時係属中
の出願番号１０／９７１，４３０に開示されているように位置させるか、或は配列３２の
上表面に位置させる。
【０１８３】
　本発明のヒドロゲル配合物に好適には水が基になったヒドロゲルを含める。ヒドロゲル
は水含有量が高くかつ生体適合性であることから好適な配合物である。
【０１８４】
　本技術分野で良く知られているように、ヒドロゲルは水中で膨潤する高分子量の重合体
網状組織である。適切な重合体網状組織の例には、これらに限定するものでないが、デキ
ストラン、ヒドロキシエチル澱粉、ヒドロキシエチルセルロース（ＨＥＣ）、ヒドロキシ
プロピルメチルセルロース（ＨＰＭＣ）、ヒドロキシプロピルセルロース（ＨＰＣ）、メ
チルセルロース（ＭＣ）、ヒドロキシエチルメチルセルロース（ＨＥＭＣ）、エチルヒド
ロキシエチルセルロース（ＥＨＥＣ）、カルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）、ポリ（
ビニルアルコール）、ポリ（エチレンオキサイド）、ポリ（２－ヒドロキシエチルメタア
クリレート）、ポリ（Ｎ－ビニルピロリドン）およびプルロニックが含まれる。最も好適
な重合体材料はセルロース誘導体である。そのような重合体はいろいろな平均分子量を示
すいろいろなグレードとして入手可能であり、従って、いろいろな流動特性を示す。
【０１８５】
　そのような重合体材料の濃度を好適には前記ヒドロゲル配合物の約０．５－４０重量％
の範囲内にする。
【０１８６】
　本発明のヒドロゲル配合物は、好適には、この配合物が充分な湿潤特性を示すことを確
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保するに充分な表面活性を示すが、これは、この配合物と微小突起配列および皮膚および
場合により固体状態の配合物の間の最適な接触を確立しようとする時に重要である。
【０１８７】
　本発明に従い、湿潤剤、例えば界面活性剤または両親媒性を示す重合体材料などをヒド
ロゲル配合物に混合することで充分な湿潤特性を達成する。場合により、湿潤剤をまた固
体状態の配合物に混合することも可能である。
【０１８８】
　本発明に従い、そのような界面活性剤１種または２種以上は双性イオン、両性、カチオ
ン性、アニオン性または非イオン性であってもよい。適切な界面活性剤の例には、これら
に限定するものでないが、ラウロアンホ酢酸ナトリウム、ドデシル硫酸ナトリウム（ＳＤ
Ｓ）、塩化セチルピリジニウム（ＣＰＣ）、塩化ドデシルトリメチルアンモニウム（ＴＭ
ＡＣ）、塩化ベンザルコニウム、ポリソルベート、例えばＴｗｅｅｎ　２０およびＴｗｅ
ｅｎ　８０など、他のソルビタン誘導体、例えばソルビタンラウレートなど、およびアル
コキシル化アルコール、例えばラウレス－４などが含まれる。最も好適な界面活性剤には
Ｔｗｅｅｎ　２０、Ｔｗｅｅｎ　８０およびＳＤＳが含まれる。
【０１８９】
　適切な重合体の例には、これらに限定するものでないが、セルロース誘導体、例えばヒ
ドロキシエチル澱粉、ヒドロキシエチルセルロース（ＨＥＣ）、ヒドロキシプロピルメチ
ルセルロース（ＨＰＭＣ）、ヒドロキシプロピルセルロース（ＨＰＣ）、メチルセルロー
ス（ＭＣ）、ヒドロキシエチルメチルセルロース（ＨＥＭＣ）またはエチルヒドロキシエ
チルセルロース（ＥＨＥＣ）ばかりでなくプルロニックおよびデキストランが含まれる。
【０１９０】
　そのような界面活性剤の濃度を前記ヒドロゲル配合物の好適には約０．００１－２重量
％の範囲内にする。両親媒性を示す重合体の濃度を前記ヒドロゲル配合物の好適には約０
．０１－２０重量％の範囲内にする。
【０１９１】
　本分野の通常の技術を有する技術者が理解するであろうように、その示した湿潤剤は個
別または組み合わせて使用可能である。
【０１９２】
　本発明のさらなる態様では、前記ヒドロゲル配合物に可溶化／錯化剤を含有させるが、
それには、アルファ－シクロデキストリン、ベータ－シクロデキストリン、ガンマ－シク
ロデキストリン、グルコシル－アルファ－シクロデキストリン、マルトシル－アルファ－
シクロデキストリン、グルコシル－ベータ－シクロデキストリン、マルトシル－ベータ－
シクロデキストリン、ヒドロキシプロピル－ベータ－シクロデキストリン、２－ヒドロキ
シプロピル－ベータ－シクロデキストリン、２－ヒドロキシプロピル－ガンマ－シクロデ
キストリン、ヒドロキシエチル－ベータ－シクロデキストリン、メチル－ベータ－シクロ
デキストリン、スルホブチルエーテル－アルファ－シクロデキストリン、スルホブチルエ
ーテル－ベータ－シクロデキストリンおよびスルホブチルエーテル－ガンマ－シクロデキ
ストリンが含まれ得る。ベータ－シクロデキストリン、ヒドロキシプロピルベータ－シク
ロデキストリン、２－ヒドロキシプロピル－ベータ－シクロデキストリンおよびスルホブ
チルエーテル７ベータ－シクロデキストリンが最も好適である。
【０１９３】
　本発明の別の態様では、前記ヒドロゲル配合物に少なくとも１種の非水性溶媒、例えば
エタノール、イソプロパノール、メタノール、プロパノール、ブタノール、プロピレング
リコール、ジメチルスルホキサイド、グリセリンおよびポリエチレングリコール４００な
どを含有させる。そのような非水性溶媒の濃度を前記ヒドロゲル配合物の好適には約１重
量％から５０重量％の範囲内にする。
【０１９４】
　本発明に従い、前記ヒドロゲル配合物にも同様に少なくとも１種の経路解放性調節剤、
例えば同時係属中の米国出願番号０９／９５０，４３６に開示されている如きそれを含有
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させる。この上に示したように、経路解放性調節剤には、これらに限定するものでないが
、浸透圧剤（例えば塩化ナトリウム）、双性イオン化合物（例えばアミノ酸）、および抗
炎症薬、例えばベータメタゾン２１－ホスフェートジナトリウム塩、トリアムシノロンロ
アセトニド２１－ジナトリウムホスフェート、塩酸ヒドロコルタメート、ヒドロコルチゾ
ン２１－ホスフェートジナトリウム塩、メチルプレドニゾロン２１－ホスフェートジナト
リウム塩、メチルプレドニゾロン２１－スクシネートナトリウム塩、パラメタゾンジナト
リウムホスフェートおよびプレドニゾロン２１－スクシネートナトリウム塩など、および
抗凝血剤、例えばクエン酸、クエン酸塩（例えばクエン酸ナトリウム）、デキストラン硫
酸ナトリウムおよびＥＤＴＡなどが含まれ得る。
【０１９５】
　前記ヒドロゲル配合物に、更に、少なくとも１種の血管収縮剤を含有させることも可能
である。適切な血管収縮剤には、これらに限定するものでないが、エピネフリン、ナファ
ゾリン、テトラヒドロゾリン、インダナゾリン、メチゾリン、トラマゾリン、チマゾリン
、オキシメタゾリン、キシロメタゾリン、アミデフリン、カファミノール、シクロペンタ
ミン、デオキシエピネフリン、エピネフリン、フェリプレシン、インダナゾリン、メチゾ
リン、ミドドリン、ナファゾリン、ノルデフリン、オクトドリン、オリンプレシン、オキ
シメタゾリン、フェニルエフリン、フェニルエタノールアミン、フェニルプロパノールア
ミン、プロピルヘキセドリン、プソイドエフェドリン、テトラヒドロゾリン、トラマゾリ
ン、ツアミノヘプタン、チマゾリン、バソプレシンおよびキシロメタゾリンおよびこれら
の混合物が含まれ得る。
【０１９６】
　本発明のヒドロゲル配合物は、この配合物をゲルパック６２の中に入れることができか
つそれの一体性が貼り付け過程中に保持されるに充分な粘度を示すが、それは、微小突起
アセンブリの開口部の中を通って皮膚経路の中に流れ込むことができるほどの流動性を示
す。
【０１９７】
　ニュートン特性を示すヒドロゲル配合物の場合、このヒドロゲル配合物が示す粘度の範
囲を好適には２５℃で測定して約２－３００ポイズ（Ｐ）にする。せん断で粘度が低下す
るヒドロゲル配合物の場合には、粘度を２５℃で測定して好適にはせん断速度が６６７／
秒および２６６７／秒の時の粘度がそれぞれ１．５－３０Ｐまたは０．５から１０Ｐの範
囲内になるようにする。ダイラタント配合物の場合には粘度を２５℃で測定してせん断速
度が６６７／秒の時の粘度が好適には約１．５－３０Ｐの範囲内になるようにする。
【０１９８】
　示したように、本発明の少なくとも１つの態様では、前記ヒドロゲル配合物に少なくと
も１種のナトリウム利尿ペプチドを含有させる。本発明に従い、前記ヒドロゲル配合物に
ナトリウム利尿ペプチドを含有させる場合、そのナトリウム利尿ペプチドを過飽和または
飽和未満の濃度で存在させてもよい。
【０１９９】
　本発明の１つの態様では、そのようなナトリウム利尿ペプチドの濃度を好適には前記ヒ
ドロゲル配合物の少なくとも０．１－２重量％の範囲内にする。
【０２００】
　皮内送達するナトリウム利尿ペプチドの量を好適には約１０－２０００μｇ／日、より
好適には約１０－１０００μｇ／日の範囲内にする。
【０２０１】
　本発明の更に別の態様に従ってナトリウム利尿ペプチドを送達するための微小突起シス
テムは、（ｉ）上部表面と下部表面を有していて微小突起部材の下部表面から突き出てい
る多数の微小突起および微小突起部材を貫く多数の開口部を有する微小突起部材、（ｉｉ
）ヒドロゲル配合物を含有するゲルパックおよび（ｉｉｉ）少なくとも１種のナトリウム
利尿ペプチドが入っている固体状態の配合物を含んで成る。この示したシステムの詳細が
同時係属中の出願番号６０／５１４，４３３（これは引用することによって全体が本明細
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書に組み入れられる）に示されている。
【０２０２】
　本発明の１つの態様に従い、前記固体状態の配合物を前記微小突起部材の上部表面に近
接して位置させる。別の態様では、前記固体状態の配合物を前記微小突起部材の下部表面
に近接して位置させる。
【０２０３】
　好適な態様では、前記ヒドロゲル配合物にナトリウム利尿ペプチドを含有させない、従
ってそれを水和用媒体として機能させる。
【０２０４】
　１つの態様における固体状態の配合物は、少なくとも１種のナトリウム利尿ペプチド、
高分子量材料、例えばヒドロキシエチル澱粉、デキストラン、ヒドロキシエチルセルロー
ス（ＨＥＣ）、ヒドロキシプロピルメチルセルロース（ＨＰＭＣ）、ヒドロキシプロピル
セルロース（ＨＰＣ）、メチルセルロース（ＭＣ）、ヒドロキシエチルメチルセルロース
（ＨＥＭＣ）、エチルヒドロキシエチルセルロース（ＥＨＥＣ）、カルボキシメチルセル
ロース（ＣＭＣ）、ポリ（ビニルアルコール）、ポリ（エチレンオキサイド）、ポリ（２
－ヒドロキシエチルメタアクリレート）、ポリ（Ｎ－ビニルピロリドン）およびプルロニ
ックなど、可塑剤、例えばグリセロール、プロピレングリコールおよびポリエチレングリ
コールなど、界面活性剤、例えばＴｗｅｅｎ　２０およびＴｗｅｅｎ　８０など、および
揮発性溶媒、例えば水、イソプロパノール、メタノールおよびエタノールなどを含有させ
ておいた液状の配合物を成形することで生じさせた固体状膜である。
【０２０５】
　１つの態様では、そのような固体状膜を生じさせる目的で用いる液状配合物にナトリウ
ム利尿ペプチドを０．１－２０重量％、重合体を５－４０重量％、可塑剤を５－４０重量
％、界面活性剤を０－２重量％含有させそしてその残りを揮発性溶媒にする。
【０２０６】
　成形を行った後に溶媒を蒸発させると固体状膜が生じる。
【０２０７】
　そのような固体状膜を生じさせる目的で用いる液状配合物にナトリウム利尿ペプチドを
好適には約０．１－２重量％の範囲内の濃度で存在させる。
【０２０８】
　本発明の別の態様における固体状態の配合物は粉末またはケーキ配合物である。噴霧乾
燥、凍結乾燥、噴霧凍結乾燥および超臨界流体処理を用いて適切な配合物を得る。本発明
に従うそのような方法を用いて高ペイロード（ｐａｙｌｏａｄ）粉末またはケーキ固体状
態配合物を生じさせ、そしてナトリウム利尿ペプチドを経皮送達する前に前記ヒドロゲル
配合物を用いてそれに再構成を受けさせる。そのような粉末配合物を好適には再構成が助
長されかつ患者による受諾が改善するように間隙率が比較的高い配合物にするのが適切で
ある。
【０２０９】
　その示した粉末およびケーキ配合物製造方法は非常に効率が良く、それの収率は典型的
に約８５％である。その上、そのような方法ではＴｇを下げ、相当して貯蔵寿命を短くす
る可能性のある可塑剤を用いる必要がない。その示した方法で前記配合物に乾燥または超
臨界流体抽出を受けさせる場合、ナトリウム利尿ペプチドの保護に役立たせる目的で、前
記配合物に好適にはまた炭水化物、例えば糖または糖アルコールなども含有させる。また
好適には、前記配合物に抗酸化剤、例えばメチオニンなども含有させる。具体的な配合物
を以下に考察する。
【０２１０】
　噴霧乾燥、凍結乾燥、噴霧凍結乾燥および超臨界流体抽出を用いると、粒径および分布
、粒子形状および形態に関して良好な制御がもたらされる。この示した技術もまた本技術
分野で公知である。例えば、非常に価値の有る治療薬の場合に噴霧凍結乾燥方法が理想的
である、と言うのは、３００ｍｇの如き小さいバッチサイズでも高い収率をもたらすこと
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ができるからである。
【０２１１】
　理解されるであろうように、噴霧乾燥、凍結乾燥、噴霧凍結乾燥および超臨界流体抽出
方法では、この上に考察した微小突起システムの中に容易に組み込み可能なケーキ形態が
もたらされる。別法として、そのような方法では粉末形態ももたらされ、それを更に処理
してケーキを生じさせる。他の態様では、粉末形態物をヒドロゲルと連通するに適した容
器の中に保持する。そのような態様では、好適には、再構成が望まれるまで前記粉末形態
物をヒドロゲルから分離しておくための剥離可能な剥離ライナーを含める。
【０２１２】
　本発明の１つの態様における適切な噴霧凍結乾燥方法は、一般に、ナトリウム利尿ペプ
チドが入っている液状配合物を噴霧して液体窒素に接触させることを伴う。そのように温
度を低くすると、その噴霧された液滴がミリ秒の時間スケールで凍結する。そのような凍
結方法では非常に微細な氷の結晶がもたらされ、それを後で凍結乾燥させる。この示した
技術を用いると粒子内間隙率が高いことで水性媒体中で起こさせる迅速な再構成を可能に
する粉末がもたらされる。適切なネシリチド配合物の例を以下に示す。
【０２１３】
　本発明の別の態様における適切な超臨界流体方法は、一般に、ナトリウム利尿ペプチド
が入っている液状配合物を溶媒に入れてそれを前記溶媒の超臨界温度および圧力より高い
温度および圧力に維持することで結晶化を起こさせることを伴う。その結晶化過程の条件
を制御することで所望の粒径および分布、粒子形状および形態を有するナトリウム利尿ペ
プチド粉末を生じさせることができる。
【０２１４】
　前記固体状態の配合物を生じさせる時に用いる液状配合物のｐＨを好適には約ｐＨ６未
満にする。前記固体状態の配合物を生じさせる時に用いる配合物のｐＨをより好適には約
ｐＨ３－ｐＨ６の範囲内にする。前記固体状態の配合物を生じさせる時に用いる液状配合
物のｐＨを更により好適には約ｐＨ４－ｐＨ６の範囲内にする。
【０２１５】
　別の態様では、前記固体状態の配合物を生じさせる時に用いる液状配合物に安定剤を含
有させるが、それには、これらに限定するものでないが、非還元糖、多糖または還元糖が
含まれ得る。
【０２１６】
　適切な非還元糖には、例えばスクロース、トレハロース、スタキオースまたはラフィノ
ースが含まれる。
【０２１７】
　適切な多糖には、例えばデキストラン、可溶澱粉、デキストリンおよびインスリンが含
まれる。
【０２１８】
　適切な還元糖には、例えば単糖、例えばアピオース、アラビノース、リキソース、リボ
ース、キシロース、ジギトキソース、フコース、ケルシトール、キノボース、ラムノース
、アロース、アルトロース、フルクトース、ガラクトース、グルコース、グロース、ハマ
メロース、イドース、マンノース、タガトースなど；および二糖、例えばプリメベロース
、ビシアノース、ルチノース、シラビオース、セロビオース、ゲンチオビオース、ラクト
ース、ラクツロース、マルトース、メリビオース、ソホロースおよびツラノースなどが含
まれる。
【０２１９】
　本発明の１つの態様では、前記固体状態の配合物を生じさせる時に用いる液状配合物に
上述した緩衝剤の中の少なくとも１種を含有させる。
【０２２０】
　本発明の別の態様では、前記固体状態の配合物を生じさせる時に用いる液状配合物に上
述した錯化／可溶化剤の中の少なくとも１種を含有させる。
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【０２２１】
　本発明のさらなる態様では、前記固体状態の配合物を生じさせる時に用いる液状配合物
に上述した血管収縮剤の中の少なくとも１種を含有させる。
【０２２２】
　本発明の１つの態様に従ってナトリウム利尿ペプチドを患者に送達する方法は、下記の
段階：（ｉ）多数の微小突起３４を有しかつ少なくとも１種のナトリウム利尿ペプチドが
入っている生体適合性コーティングを含有する微小突起部材３１を準備し、そして（ｉｉ
）作動装置を用いて前記微小突起３４が角質層に穴を開けて局所的または全身治療を達成
するように前記コーティングを有する微小突起部材３１を前記患者の皮膚に貼り付ける段
階を包含する。
【０２２３】
　前記コーティングを有する微小突起部材３１を前記皮膚の上に置いたままにする持続期
間を好適には５秒から２４時間にする。所望の着用時間の後、前記微小突起部材３１を前
記患者の皮膚から取り外す。
【０２２４】
　本発明のさらなる態様に従ってナトリウム利尿ペプチドを患者に経皮送達する方法は、
下記の段階：（ｉ）多数の微小突起３４を含有する微小突起部材３０および少なくとも１
種のナトリウム利尿ペプチドが入っているヒドロゲル配合物６８を含有するゲルパック６
２を有する微小突起アセンブリ７０を準備し、（ｉｉ）前記微小突起３４が前記患者の角
質層に穴を開けることで前記角質層の中に多数の微小開口部が形成されるように前記微小
突起部材３０を前記患者の皮膚に貼り付け、（ｉｉｉ）剥離ライナー６９（用いる場合）
をゲルパック６２から剥がし、そして（ｉｖ）前記ヒドロゲル配合物６８がゲルパック６
２から放出されて微小突起配列３２の中の開口部３８を通って微小突起３４の外側表面か
ら下方に前記微小突起３４によって生じた微小開口部の中に入り込んで移行することで局
所的または全身治療が達成されるように前記ゲルパック６０を前記微小突起部材３０の上
に置く段階を包含する。
【０２２５】
　前記ゲルパック６２を前記患者の皮膚の上に置いたままにする時間を好適には約５分か
ら２４時間の範囲内にする。所望の着用時間の後、前記ゲルパック６２および微小突起部
材３０を前記皮膚から取り外す。
【０２２６】
　本発明の１つの態様では、微小突起アセンブリ７０に少なくとも１種のナトリウム利尿
ペプチドが入っている生体適合性コーティングを含有させて、それを微小突起部材３１、
より好適には微小突起３４の上に位置させる。
【０２２７】
　さらなる態様では、少なくとも１種のナトリウム利尿ペプチドをヒドロゲル配合物６８
と微小突起部材３１の上に位置させる生体適合性コーティングの両方の中に入れておく。
【０２２８】
　本発明のさらなる態様に従い、微小突起部材３０を患者の皮膚に貼り付けた後、取り外
す。次に、ゲルパック６２から剥離ライナー６９（用いる場合）を剥がした後、ゲルパッ
ク９２をその前以て処置しておいた皮膚の上に置くことで、少なくとも１種のナトリウム
利尿ペプチドが入っているヒドロゲル配合物６８がゲルパック６２から放出されて微小突
起３４によって角質層の中に生じた微小突起を通ることで局所的または全身治療が達成さ
れるようにする。
【０２２９】
　前記ゲルパック６２を前記患者の皮膚の上に置いたままにする時間を好適には約５分か
ら２４時間の範囲内にする。所望の着用時間の後、前記ゲルパック６２を前記皮膚から取
り外す。
【０２３０】
　本発明の別の態様に従ってナトリウム利尿ペプチドを患者に送達する方法は、下記の段
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階：（ｉ）微小突起部材３０、ゲルパック６２および前記微小突起部材３０に近接して（
またはそれの上に）位置する固体状態の配合物［前記微小突起部材３０は多数の微小突起
３４を含有し、前記ゲルパック６２はヒドロゲル配合物６８を含有し、そして前記固体状
態の配合物は少なくとも１種のナトリウム利尿ペプチドを含有する］を有する微小突起ア
センブリを準備し、（ｉｉ）前記微小突起３４が前記患者の角質層に穴を開けることで前
記角質層の中に多数の微小開口部が形成されるように前記微小突起部材３０を前記患者の
皮膚に貼り付け、（ｉｉｉ）剥離ライナー６９（用いる場合）をゲルパック６２から剥が
し、そして（ｉｖ）前記ヒドロゲル配合物６８がゲルパック６２から放出されて前記固体
状態の配合物そして微小突起配列３２の中の開口部３８を通って微小突起３４の外側表面
から下方に前記微小突起３４によって生じた微小開口部の中に入り込んで移行することで
局所的または全身治療が達成されるように前記ゲルパック６０を前記微小突起部材３０の
上に置く段階を包含する。
【０２３１】
　前記ゲルパック６２を前記患者の皮膚の上に置いたままにする時間を好適には約５分か
ら２４時間の範囲内にする。所望の着用時間の後、前記ゲルパック６２および微小突起部
材３０を前記皮膚から取り外す。
【０２３２】
　この示した態様の各々に従って皮内送達するナトリウム利尿ペプチドの量（１日当たり
）を好適には約１０－２０００μｇ／日、より好適には約１０－１０００μｇ／日の範囲
内にする。
【０２３３】
　本発明に従い、その示した量をいろいろな計画で投与してもよい。例として、その示し
た量を１２－２６週間に渡って１週間に１または２回投与してもよいか或は１２週間の間
に１２－２４日投与してもよい。
【０２３４】
　本分野の通常の技術を有する技術者は、皮膚バリヤーを通り抜ける薬剤輸送を容易にす
る目的で本発明をまた幅広く多様なイオン導入または電気輸送システムと協力させて用い
ることも可能であることを理解するであろう（本発明をそれに関して決して限定するもの
でないが）。典型的な電気輸送薬剤送達システムが米国特許第５，１４７，２９６号、５
，０８０，６４６号、５，１６９，３８２号および５，１６９，３８３号（これらの開示
は引用することによって全体が本明細書に組み入れられる）に開示されている。
【０２３５】
　用語「電気輸送」は、一般に、益剤、例えば薬剤または薬剤前駆体などが体表面、例え
ば皮膚、粘膜、爪などを通り抜けるようにすることを指す。この薬剤の輸送を電位をかけ
ることで誘発または向上させるが、そのように電位をかけると結果として電流が流れるこ
とで薬剤が送達されるか或は薬剤の送達が向上するか、或は「逆」電気輸送の場合には、
薬剤が採取されるか或は薬剤の採取が向上する。そのように薬剤をヒトの体の中にか或は
ヒトの体から電気輸送することはいろいろな様式で達成可能である。
【０２３６】
　幅広く用いられている１つの電気輸送方法であるイオン導入は、帯電したイオンの輸送
を電気で誘発することを伴う。帯電していないか或は電荷が中性の分子の経皮輸送（例え
ばグルコースの経皮サンプリング）に関係した別の種類の電気輸送方法である電気浸透は
、溶媒を薬剤と一緒に電場の影響下で膜の中を移動させることを伴う。更に別の種類の電
気輸送である電気せん孔法は、電気パルスである高電圧のパルスを膜にかけることで生じ
させた孔の中に薬剤を通すことを伴う。
【０２３７】
　多くの場合、その示した方法の中の２つ以上をいろいろな度合で同時に実施してもよい
。従って、本明細書では用語「電気輸送」を可能な最も幅広い解釈で示し、それに、当該
薬剤を実際に輸送する具体的な機構１種または２種以上に関係なく、少なくとも１種の帯
電もしくは非帯電薬剤またはこれの混合物の輸送を電気的に誘発または向上させることを
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包含させる。加うるに、他の輸送向上方法、例えばソノホレシス（ｓｏｎｏｐｈｏｒｅｓ
ｉｓ）または圧電装置などを本発明に関連して用いることも可能である。
【０２３８】
　本発明を電気輸送、ソノホレシスまたは圧電システムと協力させて用いる場合、この上
で説明したように、最初に微小突起アセンブリ７０を皮膚に貼り付ける。電気輸送、ソノ
ホレシスまたは圧電システムの一部であるゲルパック６２から剥離ライナー６９を剥がす
。次に、このアセンブリを皮膚鋳型（ｓｋｉｎ　ｔｅｍｐｌａｔｅ）の上に置き、追加的
に電気輸送、ソノホレシスまたは圧電方法で薬剤輸送を助長することを伴わせて、ヒドロ
ゲル配合物６８がゲルパック６２から放出されて微小突起３４によって角質層の中に生じ
た微小開口部の中を通ることで、局所的または全身治療が達成されるようにする。本発明
をこの上に示したシステムの中の１つと協力させて用いる場合、その皮膚接触全体の面積
を約２－１２０ｃｍ２の範囲内にしてもよい。
【０２３９】
［実施例］
　以下に示す実施例は本分野の技術者が本発明をより明瞭に理解しかつ実施することがで
きるように示すものである。それらは本発明の範囲を限定するとして見なされるべきでな
く、単にそれの代表例として示すとして見なされるべきである。
【実施例１】
【０２４０】
被覆実行性
　簡単なスクロース配合物（即ち、ｈＢＮＰが２０％でスクロースが２０％でポリソルベ
ート２０が０．０５％）を被覆することに関する被覆実行性をパイロットプラント施設で
ドクターブレードの間隙が約１００μｍになるように０．６２１インチのドラムが備わっ
ているコーティング貯蔵槽を有する塗布装置を用いて評価した。前記塗布装置を露点が約
１℃に維持されるように設定した除湿層流フード（ＬＡＦ）の中に入れた。冷媒を前記貯
蔵槽の下に位置させた伝熱ブロックの中に循環させることで膜温度を露点より０．５－１
℃高い温度に維持した。その冷媒を－３．２℃に冷却した。
【０２４１】
　被覆実行性に関して、前記貯蔵槽にｈＢＮＰが２０％でスクロースが２０％でポリソル
ベートが０．０５％の溶液を５００μＬ加え、そしてドラムの速度を速くして５０ＲＰＭ
にした。片を前記膜の上にコーティングの高さが２５０μｍになるように通した。被覆量
のレベルおよび線形度を決定する目的で片に被覆を４回からいろいろな回数の範囲で受け
させた。コーティング溶液のサンプルを１時間後に前記貯蔵槽から取り出すことでペプチ
ドに前記塗布装置の持続的せん断応力がかかった時のそれの安定性を評価した。
【０２４２】
　その被覆された配列の各高さの所のサンプルを水に溶解させて微小突起の先端から抽出
した後にＲＰ－ＨＰＬＣで分析した。その分析の結果を図１１に示す。
【０２４３】
　また、コーティング溶液も溶液の安定性を測定する目的で被覆実験の前および後そして
２－８℃で一晩貯蔵した後にＲＰ－ＨＰＬＣで分析した。この検定の結果を表Ｉに示す。
【０２４４】
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【表１】

【０２４５】
　表Ｉに示すように、前記コーティング溶液は被覆検定全体に渡って良好な安定性を示し
、コーティング貯蔵槽の中で１時間に渡って持続的せん断応力を受けた時にも全く劣化の
増加を示さなかった。
【０２４６】
　示した被覆後溶液のサンプルにまた光顕微鏡を用いた分析も受けさせた。フィブリル形
成の証拠は全く検出されなかった。
【０２４７】
被覆配列の形態
　ｈＢＮＰが２０％でスクロースが２０％でポリソルベート２０が０．０５％の配合物で
被覆した配列に走査電子顕微鏡（ＳＥＭ、Ｈｉｔａｃｈｉ　Ｓ－２４６０Ｎ、放出電流６
０μＡ、加速電圧１６ｋＶ）を用いた分析を受けさせた。１０、８および６回通すことで
被覆したサンプルの画像を図１２に示し、それらをそれぞれＡ、ＢおよびＣと識別する。
【０２４８】
　図１２に示すように、それらの画像は先端のコーティングの形態が良好であることを示
している。
【実施例２】
【０２４９】
　以下の実施例に、ｈＢＮＰをオスＨＧＰに経皮、静脈内（ＩＶ）および皮下注射した後
の薬物動態および薬力学反応を示す。最初に図１３を参照して、ｈＢＮＰを静脈内（ＩＶ
）経路で投与したオスＨＧＰ（黒ひし形）および薬剤で乾燥被覆しておいた微小突起を用
いてｈＢＮＰを経皮送達で与えたオスＨＧＰ（黒四角）の薬物動態反応を示す。ＩＶ投与
の場合には、ｈＢＮＰを燐酸塩緩衝食塩水に入れて調製した後、１ｋｇ当たり３０μｈの
ｈＢＮＰの量で動物に注射した。血漿中のｈＢＮＰ濃度を注射後ｔ＝０、２、１５、３０
、６０および１８０分の時に測定した。経皮投与の場合には、ｈＢＮＰ（３１．６５％［
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０．１０％［重量／重量］）および注射用ＵＳＰ水（６２％）と一緒に配合した後、それ
で微小突起配列（２ｃｍ２）を被覆することで乾燥した薄膜を生じさせた（配列当たり１
１２μｇのｈＢＮＰ）。
【０２５０】
　前記微小突起配列をＨＧＰに６０分間貼り付け（１ｋｇ当たり～１４９μｇのｈＢＮＰ
）た後、取り外した。血漿中のｈＢＮＰ濃度を微小突起貼り付け後ｔ＝０、５、１５、３
０、６０および１８０分の時に測定した。図１３に示した結果は、免疫検定で測定した平
均ｈＢＮＰ濃度（ｎ＝５　ＨＧＰ／グループ）を示している。
【０２５１】
　ここに図１４を参照して、被覆微小突起を用いてｈＢＮＰを経皮送達で与えたＨＧＰが
示した薬物動態（黒四角）および薬力学（黒ひし形）反応を示す。ｈＢＮＰの配合をこの
上に記述した如く実施した。
【０２５２】
　前記微小突起配列をＨＧＰに６０分間貼り付け（１ｋｇ当たり～１４９μｇのｈＢＮＰ
）た後、取り外した。血漿を微小突起貼り付け後ｔ＝０、５、１５、３０、６０および１
８０分の時に採取して、免疫検定でｈＢＮＰおよびｃＧＭＰを測定した。図１４に示した
結果は平均ｈＢＮＰおよびｃＧＭＰ濃度（ｎ＝５　ＨＧＰ）を示している。
【０２５３】
　ここに図１５を参照して、ＩＶによる投与と微小突起を用いたｈＢＮＰの経皮送達の間
の薬力学反応の比較を示す。ＩＶ経路によるｈＢＮＰの投与および微小突起配列によるｈ
ＢＮＰの投与ばかりでなく血漿の採取もこの上に記述した如く実施した。
【０２５４】
　図１５に示した結果は、免疫検定で測定した平均ｃＧＭＰ濃度（ｎ＝５　ＨＧＰ／グル
ープ）を示している。
【実施例３】
【０２５５】
　再構成時間を評価する目的で５種類の固体状態のｈＢＮＰ配合物を凍結乾燥および噴霧
凍結乾燥方法で調製した。各場合とも再構成用媒体は脱イオン水であり、そして各配合物
に添加する量は結果としてｈＢＮＰの濃度が１００ｍｇ／ｍｌになるような量であった。
噴霧凍結乾燥させたｈＢＮＰ粉末または凍結乾燥させたｈＢＮＰケーキに脱イオン水を添
加すると撹拌を行うことなく、その粉末状のｈＢＮＰ配合物が溶解した。その再構成の結
果を表ＩＩに示す。
【０２５６】
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【表２】

【実施例４】
【０２５７】
　この実施例では、粉末およびケーキ固体状態の配合物が示す貯蔵安定性を評価した。３
種類の配合物を調製した後、不活性雰囲気下のガラス瓶の中に入れた。そのガラス瓶に蓋
をした後、周囲温度および４０℃で２週間に渡って貯蔵することで安定性を測定した。表
ＩＩＩに示すように、凍結乾燥および噴霧凍結乾燥させた配合物は貯蔵期間に渡って充分
な安定性を示す。
【０２５８】

【表３】

【０２５９】
　本分野の通常の技術を有する技術者が理解するであろうように、本発明は数多くの利点
を与える。そのような利点の中には、向上した薬物動態を伴わせてナトリウム利尿ペプチ
ドを皮内投与する器具および方法を提供することがあり、そのような向上した薬物動態に
は、容認されるＣＭＡＸを伴う迅速なオンセットおよびナトリウム利尿ペプチド１種また
は２種以上が２－６時間に渡って生物学的作用を示すことが含まれる。
【０２６０】
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　本発明のさらなる利点は、前記配合物をこれに入っているナトリウム利尿ペプチド１種
または２種以上の酸化を実質的に抑制する送達用媒体として用いることができかつそのよ
うな送達用媒体をもたらすことができる点にある。このように、薬剤含有媒体の安定性が
有意に向上する。
【０２６１】
　追加的利点には、微小突起部材（即ちパッチ）による投与に伴う便利さおよび許容性の
お陰で非経口注射に比べて合併症の危険性が低下しかつ患者による受諾が向上することが
含まれる。
【０２６２】
　本発明の器具および方法はまたいろいろな病気を治療する時にも使用可能であり、その
ような病気には、これらに限定するものでないが、ＳＴＥＭＩ（ＳＴ上昇心筋梗塞）、Ｃ
ＫＤ（慢性腎疾患）、急性冠症候群（クラスＩＩＩ／ＩＶの心疾患）、肺高血圧および前
子癇（ｐｒｅ－ｅｃｌａｍｐｓｉａ）が含まれる。
【０２６３】
　通常の技術者は、本発明をいろいろな用途および条件に適合させる目的で本発明の精神
および範囲から逸脱することのない本発明のいろいろな変形および修飾形を成すことがで
きるであろう。このように、そのような変形および修飾形は本請求項の相当物の完全な範
囲内に適切かつ公平に入りかつその範囲内に入れることを意図する。
【図面の簡単な説明】
【０２６４】
【図１】図１は、微小突起部材の一例の一部を示す透視図である。
【図２】図２は、本発明に従う微小突起の上に位置するコーティングを有する図１に示し
た微小突起部材を示す透視図である。
【図３】図３は、接着性支持体を有する微小突起部材を示す側断面図である。
【図４】図４は、微小突起システムのゲルパックの１つの態様を示す分解透視図である。
【図５】図５は、微小突起システムの微小突起部材の１つの態様を示す分解透視図である
。
【図６】図６は、図４に示したゲルパックと図５に示した微小突起部材を含んで成る微小
突起アセンブリの１つの態様を示す透視図である。
【図７】図７は、微小突起部材が中に位置する固定具を示す側断面図である。
【図８】図８は、図７に示した固定具を示す透視図である。
【図９】図９は、貼り付け具と固定具を示す分解透視図である。
【図１０】図１０は、ｈＢＮＰ（１－３２）が示した変化プロファイルを示すグラフであ
る。
【図１１】図１１は、本発明のコーティング配合物中のｈＢＮＰ含有量を塗布回数の関数
として示すグラフである。
【図１２】図１２に、本発明に従う被覆微小突起配列のＳＥＭ画像を示す。
【図１３】図１３は、本発明に従って経皮送達および静脈内送達した後の血漿中ｈＢＮＰ
濃度を比較するグラフである。
【図１４】図１４は、本発明に従ってｈＢＮＰを経皮送達した後の薬物動態および薬力学
反応を比較するグラフである。
【図１５】図１５は、本発明に従ってｈＢＮＰを経皮送達および静脈内送達した後の薬力
学反応を比較するグラフである。
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