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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】胃腸管で局所的に活性な薬剤から成る、徐放放出性、制御放出性投与製剤の提供
。
【解決手段】３成分のマトリックス構造、即ち、ａ）活性成分が少なくとも部分的に含有
されている、４０～９０℃の間の融点を有する親油性化合物から成る親油性マトリックス
；ｂ）両親媒性のマトリックス；ｃ）該親油性マトリックスおよび該両親媒性マトリック
スが分散されているヒドロゲル形成化合物からなる外部親水性マトリックスからなる組成
物。
【選択図】なし



(2) JP 2011-102311 A 2011.5.26

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
ａ）活性成分が少なくとも部分的に含有されている、９０℃未満の融点を有する親油性化
合物から成るマトリックス；
ｂ）任意に両親媒性のマトリックス；
ｃ）該親油性マトリックスおよび任意に該両親媒性マトリックスが分散されている外部親
水性マトリックス；
ｄ）任意に他の賦形剤；
を含む、活性成分を含む制御放出性および味感遮蔽経口医薬組成物。
【請求項２】
活性成分が少なくとも部分的に含有されている、９０℃未満の融点を有する親油性化合物
から成る親油性または不活性マトリックス、および親水性マトリックスを含む請求項１記
載の制御放出性組成物。
【請求項３】
親油性マトリックスが、Ｃ６-Ｃ２０のアルコールまたはＣ８-Ｃ２０の脂肪酸または、脂
肪酸とグリセロールまたはソルビトールまたは６個以下の炭素原子鎖を有する他のポリア
ルコールとのエステルから成る、親油性マトリックス、両親媒性マトリックスおよび親水
性マトリックスを含む請求項１記載の味感遮蔽製剤。
【請求項４】
両親媒性化合物がタイプＩまたはＩＩの極性脂質（レシチン、ホスファチジルコリン、ホ
スファチジルエタノールアミン）、セラミド、グリコールアルキルエーテル、脂肪酸とポ
リエチレングリコールとのエステルまたはジエチレングリコールである請求項１～３のい
ずれか一項に記載の組成物。
【請求項５】
親油性マトリックスが、不飽和または水素化アルコールまたは脂肪酸、それらの塩、エス
テルまたはアミド、脂肪酸のモノ-、ジ-またはトリグリセリド、そのポリエトキシル化誘
導体、ワックス、コレステロール誘導体から選択される化合物から成る請求項１、２また
は３記載の組成物。
【請求項６】
親水性マトリックスが、ヒドロゲル形成化合物から成る前記請求項いずれか一項記載の組
成物。
【請求項７】
親水性マトリックスが、アクリル酸またはメタクリル酸ポリマーまたはコポリマー、アル
キルビニルポリマー、ヒドロキシアルキルセルロース、カルボキシアルキルセルロース、
ポリサッカライド、デキストリン、ペクチン、スターチおよび誘導体、アルギン酸、天然
または合成ゴム、ポリアルコールから選択される化合物から成る請求項６記載の組成物。
【請求項８】
胃抵抗性コーティングを含む前記請求項いずれか一項に記載の組成物。
【請求項９】
胃抵抗性コーティングがメタクリル酸ポリマーまたはセルロース誘導体から成る請求項８
記載の組成物。
【請求項１０】
活性成分が、不活性/両親媒性マトリックス中に完全に含まれている、錠剤、カプセルま
たは小型錠剤の形態の前記請求項いずれか一項に記載の組成物。
【請求項１１】
活性成分が、親水性マトリックスおよび親油性／両親媒性マトリックスの両方に分散され
ている、錠剤、カプセルまたは小型錠剤の形態の請求項１～１０のいずれか一項に記載の
組成物。
【請求項１２】
活性成分が、鎮痛薬、咳止め、気管支拡張薬、抗精神病薬、選択的β２アンタゴニスト、



(3) JP 2011-102311 A 2011.5.26

10

20

30

40

50

カルシウムアンタゴニスト、抗パーキンソン病薬、非ステロイド抗炎症薬、抗ヒスタミン
、下痢止めおよび腸の抗炎症薬、鎮痙薬、不安緩解剤、経口抗糖尿病薬、下剤、抗癇癪薬
、局所抗菌薬の治療クラスに属する前記請求項いずれか一項に記載の組成物。
【請求項１３】
活性成分が、メサラジン（５-アミノサリチル酸）、ブデソニド、メトホルミン、オクチ
ロニウムブロマイド、ガバペンチン、カルビドーパ、ニメスリド、プロピオニリルカルニ
チン、イソソルビドモノ-およびジニトレート、ナプロキセン、イブプロフェン、ケトプ
ロフェン、ジクロフェナック、チアプロフェニックアシッド、ニメスリド、クロロヘキシ
ジン、ベンジダミン、チベゾニウムヨーダイド、セチルピリジニウムクロライド、ベンズ
アルコニウムクロライド、ナトリウムフルオライドから選択される請求項１１記載の組成
物。
【請求項１４】
生物粘着物質を含む前記請求項いずれか一項に記載の組成物。
【請求項１５】
咀嚼可能な、または、口腔で、若しくは胃腸管の最初の部分で侵食され得る錠剤形態の前
記請求項記載の医薬組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、３成分のマトリックス構造、すなわち、連続する両親媒性、親油性または不
活性マトリックスにより形成され、最終的に親水性マトリックスに組み込まれるか、また
は分散されるマトリックス構造中に組み込まれた１またはそれ以上の活性成分を含む制御
放出性および味感遮蔽組成物に関する。活性成分の溶解の制御のための複数のシステムを
使用することにより、水性および／または生物学的液体中での活性成分の溶解速度が変更
され、それにより、胃腸管での放出動態が制御され、そしてさらに、好ましくない味感特
性を有し、あるいは投与部位の粘膜において、特に口中にて刺激作用を有する活性成分の
経口投与も許容される。
　本発明の組成物は、鎮痛薬、抗炎症薬、心作用薬、精神安定薬、抗高血圧剤、消毒薬お
よび局所抗菌薬、抗パーキンソン病薬、抗ヒスタミン薬の治療クラスに属し、経口投与ま
たは胃腸管のいくらかの領域で局所的に作用させるのに適している。
【背景技術】
【０００２】
（技術背景）
　徐放放出性、制御放出性、遅延放出性またはとにかく変更された放出性製剤の調製は、
様々な公知方法により行うことができる。
１．不活性マトリックス、ここで、該マトリックス構造の主成分は水性の液体への親和力
が乏しいために溶媒の浸透に対して幾分抵抗性を示す（このような特性は親油性として知
られる）、の使用。
２．親水性マトリックス、ここで該マトリックス構造の主成分は、主に分岐した鎖におけ
る強い親水基の存在により水和層内部の粘性が著しく増すために溶媒の浸透に高い抵抗性
を示す、の使用
３．ある生物成分から成る酵素により分解されることができる生物侵食可能なマトリック
スの使用。
　前記の方法はいずれもしかしながら、不利益と欠点を持つ。
【０００３】
　不活性マトリックスは、例えば一般に、非線形性である、指数関数的な活性成分の放出
を必然的に伴う。
　親水性マトリックスは、活性成分の所定のフラクションが放出されるまでは線形性の性
質を有するが、その後、線形性の放出から顕著に外れる。
　生物侵食可能なマトリックスは、いわゆる「部位放出」を行うのに理想的であるが、侵
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食に適した酵素または反応を見出さなければならないという問題を含む。さらにそれらは
しばしば、毒物学的に完全に不活性ではない代謝物をインサイチュで放出する。
　不活性親油性マトリックスに基づく多くの製剤が開示されている。Drug Dev. Ind. Pha
rm. 13(6), 1001-1022,(1987)は、活性成分を組み込んでいる親油性不活性マトリックス
のためのポリ化要素(porization element)として種々の量のコロイド状シリカを使用する
方法を開示する。
【０００４】
　不活性マトリックスのキャナライゼーションに関する同じ概念がＵＳ４６０８２４８に
開示されており、ここでは、少量の親水性ポリマーが、異なるマトリックス物質の非連続
性共浸透に関して不活性なマトリックスを形成している物質と混合される。
　ＥＰ３７５０６３は、ポリマーまたは不活性マトリックスを形成するのに適した物質を
活性成分と一緒に溶解することおよび、次いで該発明のコアとして作用する不活性キャリ
アに該溶液を沈着させることを含む、活性成分の制御放出のための複合粒子顆粒の調製の
ための方法を開示する。あるいは、不活性キャリアを不活性ポリマーと活性成分を含む溶
液と捏和し、次いでその溶解のために用いられた有機溶媒を蒸発して固体残存物を得る。
得られる構造は「リザーバー(reservoir)」であり、即ち、最終形態の全対称軸に沿って
肉眼的に同質ではない。
【０００５】
　同じ「リザーバー」構造がChem. Pharm. Bull. 46(3), 531-533,(1998)にも開示されて
おり、ここでは、ペレットの表面に沈積される不活性ポリマー層のアニーリング法により
適用性が改善されている。
　「リザーバー」構造には、
-有機溶媒中で活性成分を胃抵抗性親水性ポリマーと共に溶解させること、
-該懸濁液を乾燥させること、
-次いで、親水性または親油性マトリックス中、この２タイプの適用間で効果を区別する
ことなくペレットを捏和および形成すること、
を含む、親水性マトリックス中でのペレットの調製法を開示するＷＯ９３/００８８９に
開示される方法により得られる生成物も属する。
【０００６】
　ＥＰ０４５３００１は、親水性マトリックスに挿入された、「リザーバー」構造を有す
る複合粒子を開示する。基本的な複合粒子には、活性成分の放出速度を減じるための２つ
のコーティング膜、胃保護のためのｐＨ依存性膜および、水性の液体の浸透を遅延させる
ためのｐＨ-非依存性メタクリル膜が用いられている。
　ＷＯ９５/１６４５１は、胃抵抗性フィルムでコートされた親水性マトリックスによっ
てのみ形成される、活性成分の溶解速度を制御するための組成物を開示する。
【０００７】
　胃腸管で局所的に活性な薬剤から成る、徐放放出性、制御放出性投与製剤を調製する場
合、投与後の第一相、即ち、不活性マトリックスが対数期中最大の放出速度、つまり線形
放出よりも高い偏差を有する時に、確実に放出を制御することが重要である。
【０００８】
　該目的は、表面の親水性マトリックス中に親油性ポリマーを用いて形成されている不活
性マトリックス内部に両親媒性マトリックスを組み合わせることによる本発明により達成
された。本発明の組成物は、マトリックスにおいて表面に存在する薬物が迅速に溶解する
第一相がないことおよび、両親媒性層が内部の不活性マトリックスを形成している親油性
化合物との水性溶媒の親和性の無さを補うという事実により特徴付けられる。
【発明の概要】
【０００９】
（発明の開示）
　本発明により、
ａ）活性成分が少なくとも部分的に組み込まれている、９０℃未満の融点を有する親油性
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化合物および任意に両親媒性化合物から成るマトリックス、
ｂ）任意に両親媒性マトリックス、
ｃ）該親油性マトリックスおよび任意に該両親媒性マトリックスが分散されている外部親
水性マトリックス、
ｄ）任意に他の賦形剤
から成る、活性成分を含む制御放出性および味感遮蔽経口医薬組成物が提供される。
【００１０】
　本発明の特別な態様は、
ａ）活性成分が少なくとも部分的に組み込まれている、９０℃未満の融点を有する両親媒
性化合物および親油性化合物から成るマトリックス、
ｂ）該親油性/該両親媒性マトリックスが分散されている外部親水性マトリックス、
ｃ）任意に他の賦形剤、
を含む、１またはそれ以上の活性成分を含む制御放出性経口組成物から成る。
【００１１】
　本発明のさらなる態様により、
-Ｃ６-Ｃ２０アルコールまたはＣ８-Ｃ２０の脂肪酸または、脂肪酸のグリセロールまた
はソルビトールまたは、６以下の炭素原子鎖を有する他のポリアルコールとのエステルか
ら成る不活性または親油性マトリックス；
-タイプＩまたはＩＩの極性脂質または、Ｃ１-Ｃ４アルキル鎖で部分的にエステル化され
たグリコールから成る両親媒性マトリックス；
-サッカライド、デキストリン、ポリアルコールまたはセルロース化合物またはヒドロゲ
ルにより主に形成される、前記マトリックスを含む外部親水性マトリックス；
-医薬製剤に安定性を与えるための任意賦形剤
を含む１またはそれ以上の活性成分を含む、味感遮蔽経口医薬組成物が提供される。
【００１２】
（発明の詳細な開示）
　本発明の組成物は、以下のステップから成る方法により調製することができる。
ａ）活性成分をまず、以下に詳細に記載される両親媒性特性を有する化合物から成るマト
リックスまたはコーティング中へ、単に捏和または混合することにより含有させる。活性
成分は両親媒性化合物と、溶媒を用いずにまたは少量の水-アルコール溶媒を用いて混合
することができる。
ｂ）ａ）で得られたマトリックスを低融点親油性賦形剤または賦形剤混合物に、賦形剤自
体を軟質化しおよび／または溶解するよう加熱しながら組み込む。この方法により活性成
分が単純な分散により組み込まれる。室温にて不活性マトリックス製剤を冷却した後、サ
イズを減じて活性成分粒子を含む不活性マトリックス粒子を得ることができる。
ｃ）不活性マトリックス顆粒を次いで、１またはそれ以上の親水性の水で膨張され得る賦
形剤と混合する。混合物を次いで圧縮または錠剤化に供する。この方法では、錠剤が生物
体液と接触すると、溶媒分子と結合し、そして新規構造内部に、水性の液体そのものの浸
透に対するバリアとして作用する高粘度の膨張層が形成される。該バリアは、親水性マト
リックスの内側にある不活性マトリックス内部に含有されている薬剤の溶解により引き起
こされるスターティング「バースト効果」を拮抗する。
【００１３】
　本発明により用いることができる両親媒性化合物は、タイプＩまたはＩＩの極性脂質（
レシチン、ホスファチジルコリン、ホスファチジルエタノールアミン）、セラミド、グリ
コールアルキルエーテル、例えばジエチレングリコールモノメチルエーテル（トランスク
トール（Ｒ））を含む。
【００１４】
　親油性マトリックスは、４０～９０℃、好ましくは６０から７０℃の範囲内に融点を有
する不飽和または水素化アルコールまたは脂肪酸、それらの塩、エステルまたはアミド、
脂肪酸モノ-、ジ-またはトリグリセリド、そのポリエトキシル化誘導体、ワックス、セラ
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ミド、コレステロール誘導体またはそれらの混合物から選択される物質から成る。
　所望により、脂肪酸カルシウム塩を、アルギン酸を用いて調製される親水性マトリック
スに次いで分散される親油性マトリックス中に組み込んで、これによって、内部に分散さ
れた親油性マトリックス顆粒と接触する手前まで溶媒が貫通した後親水性マトリックス粘
度を顕著に増す。
【００１５】
　本発明の態様に従い、活性成分または活性成分の混合物を両親媒性化合物、例えばレシ
チン、他のタイプＩＩ極性脂質、界面活性剤などの混合物中に、またはジエチレングリコ
ールモノエチルエーテル中に分散させて、活性成分を高い含有量、典型的には５～９５％
ｗ/ｗの含有量で含む両親媒性マトリックスがまず調製される。得られた両親媒性マトリ
ックスを次いで通常熱いうちに、不活性マトリックスを形成するのに適した親油性化合物
、例えば飽和または不飽和脂肪酸、パルミチン酸、ステアリン酸、ミリスチン酸、ラウリ
ン酸、ラウリル酸またはオレイン酸またはそれらの混合物などと、もっと短い鎖を有する
他の脂肪酸または塩またはアルコールまたは前記脂肪酸の誘導体、例えばモノ-、ジ-また
はトリグリセリドなどと、またはポリエチレングリコールとのエステルと、単独で、また
はワックス、セラミド、コレステロール誘導体または他の極性脂質と、親油性化合物混合
物の融点または軟化点が４０℃～９０℃、好ましくは６０℃～７０℃の範囲になるような
比率で組み合わせて混合または捏和する。
　または、不活性マトリックスおよび両親媒性マトリックスの形成の順序を逆転させ、不
活性マトリックスを両親媒性化合物内部に組み込むことができる。
【００１６】
　得られた不活性親油性マトリックスは、押し出し形成および／または顆粒化法または、
均質な分散および、出発混合物のマトリックス構造を保持するあらゆる他の公知方法によ
り顆粒化される。
　親水性マトリックスは、ヒドロゲルとして知られる賦形剤、即ち、乾燥状態から水和状
態になり、いわゆる「分子緩和」、すなわち賦形剤そのものの重合鎖に存在する極性基に
よる多数の水分子の配位による容積および重量の顕著な増加、を被る物質から成る。
【００１７】
　本発明で用いることができるヒドロゲルの例は、アクリル酸またはメタクリル酸のポリ
マーまたはコポリマー、アルキルビニルポリマー、ヒドロキシアルキルセルロース、カル
ボキシアルキルセルロース、ポリサッカライド、デキストリン、ペクチン、スターチおよ
び誘導体、天然または合成ゴム、アルギン酸から選択される化合物である。
　味感遮蔽製剤の場合、キシリトール、マルチトールおよびマンニトールのようなポリア
ルコールの親水性化合物としての使用も有利である可能性がある。
【００１８】
　活性成分を含む親油性マトリックス顆粒は、前記の親水性化合物と、典型的に１００：
０．５～１００：５０（親油性マトリックス：親水性マトリックス）の範囲の重量で混合
される。任意に活性成分の一部を親水性物質と混合して、活性成分が親油性および親水性
マトリックスの両方に分散された組成物を提供することができ、該組成物は好ましくは錠
剤、カプセルおよび／または小型錠剤の形態である。
　親油性および／または両親媒性マトリックス、ヒドロゲル形成化合物および、任意に親
油性マトリックス中に含有されていない活性成分の混合物の圧縮により、その全容積にお
いて肉眼上均質な構造、すなわち、親水性マトリックス中に分散された親油性顆粒を含む
構造が得られる。同様の結果は、親油性マトリックス顆粒を親水性ポリマーコーティング
でコーティングすることにより得ることもできる。
　本発明により得られる錠剤は、例えばメタクリル酸のポリマー（Eudfagit(R))またはセ
ルロース誘導体、例えばセルロースアセトフタレートから成る胃抵抗性フィルムを用いて
公知のコーティング法に任意に供することができる。
【００１９】
　本発明により簡便に処方されることができる活性成分には、
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-鎮痛剤、例えばアセトアミノフェン、フェナセチン、ナトリウムサリチレート、
-鎮咳剤、例えばデキストロメトロファン、コデインホスフェート、
-気管支拡張薬、例えばアルブテロール、プロカテロール、
-抗精神病薬、例えばハロペリドール、クロロプロマジン、
-抗高血圧剤および冠動脈拡張剤、例えばイソソルビドモノ-およびジニトレート、カプト
プリル、
-選択的β２アンタゴニスト、例えばサルブタモール、テルブタリン、エフェドリン、オ
ルシプレナリンスルフェート、
-カルシウムアンタゴニスト、例えばニフェジピン、ニカルジピン、ジルチアゼム、ベラ
パミル、
【００２０】
-抗パーキンソン薬、例えばペルゴリド、カルピドーパ、レボドーパ、
-非ステロイド抗炎症薬、例えば、ケトプロフェン、イブプロフェン、ジクロフェナック
、ジフルニサール、ピロキシカム、ナプロキセン、ケトロラック、ニメスリド、チアプロ
フェニックアシッド、メサラジン（５-アミノサリチル酸）、
-抗ヒスタミン、例えばテルフェネジン、ロラタジン、
-下痢止めおよび腸抗炎症剤、例えばロペラミド、５-アミノサリチル酸、オルサラジン、
スルファサラジン、ブデノシド、
-鎮痙剤、例えばオクチロニウムブロマイド、
-不安緩解剤、例えばクロルジアゼポキシド、オキサゼパム、メダゼパム、アルプラゾラ
ム、ドナゼパム、ロラゼパン、
【００２１】
-経口抗糖尿病薬、例えばグリピジド、メトホルミン、フェンホルミン、ジルクラジド、
グリベンクラミド、
-下剤、例えばビサコジル、ナトリウムピコスルフェート、
-抗癇癪剤、例えばバルプロエート、カルバマゼピン、フェニトイン、ガバペンチン、
-抗腫瘍薬、例えばフルタミド、エトポシド、
-口腔消毒薬または抗菌薬、例えばベンザルコニウムクロライド、セチルピリジニウムク
ロライドまたはチベゾニウムヨーダイドおよびいくらかのアミノ誘導体、例えばベンジダ
ミンおよびクロロヘキシジン並びにそれらの塩および誘導体、
-ナトリウムフルオライド。
【００２２】
　本発明の組成物は、常套の賦形剤、例えばキトサン、ポリアクリルアミド、天然または
合成ゴム、アクリル酸ポリマーのような生物粘着賦形剤をさらに含むことができる。
　本発明の組成物は、２以上の活性成分を含むことができ、それらのそれぞれは親水性マ
トリックスまたは不活性両親媒性マトリックス中に含まれてもよく、好ましくは錠剤、カ
プセルまたは小型錠剤の形態である。
【００２３】
　溶解特性に関して、水または水性の液体との接触により、マトリックスの表層、これは
水性媒質の存在により、ヒドロゲルの重合鎖の拡大により膨張する、に水が迅速に浸透し
て高粘度水和表面が得られ、さらなる水の浸透により親水層の崩壊およびそれがゆえの内
容物の放出が生じるまで約半分の濃度であり得る十分に決定されたポイントまで溶解が直
線状に遅延され、また、放出された内容物は不活性マトリックス顆粒から成り、これらの
構造に典型的な拡散メカニズムを誘発し、それゆえ活性成分の溶解特性はさらに遅延され
る。
【００２４】
　不活性な親油性マトリックス内部の両親媒性マトリックスの存在により、活性成分の放
出特性のあらゆる不均一性が防止される。両親媒性部分に存在する界面活性剤により多孔
性の小管、これは不活性マトリックスを横切って不活性マトリックス内部への溶媒の浸透
に対する抵抗を妨げ、または減じる、のぬれ性が高まる。
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【００２５】
　味感遮蔽錠剤を得るために、親水性マトリックスの成分は、親水性化合物により引き起
こされるキャナライゼーションにより加速される浸透による活性物質の放出時間を最小に
するべく注意深く選択される。
　以下の実施例により、本発明をさらに詳細に説明する。
【実施例】
【００２６】
実施例１
　５００ｇの５-アミノサリチル酸と２０ｇのオクチロニウムブロマイドを、５０ｇの水
：エチルアルコール１：３の混合液に溶解した１０ｇの大豆レシチンと約５０℃で混合す
る。均質化させ、乾燥させた後、生じたマトリックスの顆粒をニーダー中で、２０ｇのカ
ルナウバワックスおよび５０ｇのステアリン酸と、均質に分散するまで加熱しながら処理
し、次いで小さな顆粒に冷却押し出し成形する。不活性マトリックス顆粒を、３０ｇのカ
ルボポール９７１Ｐおよび６５ｇのヒドロキシプロピルメチルセルロースを連続添加した
ミキサーに入れる。粉末を均質に分散させるための第一混合ステップ後、６０ｇのミクロ
クリスタリンセルロースおよび５ｇのステアリン酸マグネシウムを添加する。混合後、最
終混合物を７６０ｍｇ／錠剤の単位重量に錠剤化する。生じた錠剤をセルロースアセトフ
タレートまたはポリメタクリレートおよび可塑剤にてフィルムコートし、胃抵抗性を得、
胃での製剤の早期の放出を防ぐ。
　得られた錠剤を擬似腸液中での溶解試験に供したところ、以下の特性を有する活性成分
の放出を示した：６０分後３０％未満、１８０分後６０％未満、５時間後８０％未満。
【００２７】
実施例２
　５０ｇのジエチレングリコールモノエチルエーテルを５００ｇのミクロクリスタリンセ
ルロースに均等に分散し、次いで１００ｇのブデソニドを添加し、混合して完全に均質化
した。この混合物をさらに４００ｇのブデソニドと共に添加し、次いで１００ｇのカルナ
ウバワックスおよび１００ｇのステアリン酸を含む、予め６０℃の温度に加熱した配合機
中で分散させる。５分間捏和させた後、混合物を室温まで冷却し、１ｍｍ未満のサイズの
顆粒に押し出し成形する。
　適当なミキサーへ前記のように調製したマトリックス顆粒および以下の量の親水性賦形
剤：１５００ｇのヒドロキシプロピルメチルセルロースおよび５００ｇのポリカルボフィ
ルと共に投入する。
　成分をマトリックスが均質に分散するまで混合し、次いで２４５０ｇのミクロクリスタ
リンセルロース、４００ｇのラクトース、１００ｇのコロイド状シリカおよび５０ｇのス
テアリン酸マグネシウムと共に添加する。さらに５分間混合した後、混合物を２５０ｍｇ
／錠剤の単位重量へ錠剤化する。
【００２８】
実施例３
　８５０ｇのメトホルミンを造粒機/ニーダー中で、１００ｇのステアリン酸および５５
ｇのカルナウバワックスと共に予め溶解させた３５ｇのジエチレングリコールモノエチル
エーテルと共に分散させる。系を加熱し、不活性マトリックス中の活性成分の顆粒化を行
う。生じた１０４０ｇの製剤を１１０ｇのヒドロキシプロピルメチルセルロースおよび２
０ｇのステアリン酸マグネシウムと共に添加する。
　最終混合物を、８５０ｍｇの活性成分に対応する１１７０ｍｇ／錠剤の単位重量に錠剤
化する。
　生じた錠剤は、擬似腸液中での溶解試験に供したところ、以下の特性を有する活性成分
の放出を示した：６０分後３５％未満、１８０分後６０％未満、５時間後８０％未満。
【００２９】
実施例４
　１２０ｇのオクチロニウムブロマイドを、１０ｇのジエチレングリコールモノエチレン
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を予め溶解した造粒機／ニーダー中で、３０ｇのステアリン酸および１５ｇのミツロウと
共に分散させる。
　不活性マトリックス中の活性成分の顆粒化を行うために系を加熱する。生じた１０ｇの
製剤を５ｇのヒドロキシメチルセルロースおよび５ｇのポリカルボフィル、２ｇのステア
リン酸マグネシウムおよび３ｇのミクロクリスタリンセルロースと共に添加する。
　最終混合物を、１２０ｍｇの活性成分に対応する２００ｍｇ／錠剤の単位重量に錠剤化
する。
　生じた錠剤は、擬似腸液中に溶解試験に供したところ、以下の特性を有する活性成分の
放出を示した：６０分後２５％未満、１８０分後５０％未満、１８０分後５０％未満、５
時間後７０％未満。
【００３０】
実施例５
　１２ｇのジエチレングリコールモノエチルエーテルを６ｇのミクロクリスタリンセルロ
ースおよび６ｇのカルボン酸カルシウムに添加し、次いで１００ｇのガバペンチンを添加
し、混合物を均質化する。その後、８００ｇのガバペンチンを添加し、これを４．５ｇの
白蝋および５ｇのステアリン酸と造粒機/ニーダー中で分散させる。不活性マトリックス
中の活性成分の顆粒化を行うために系を加熱する。生じた９１６．５ｇの製剤を、３９．
５ｇのヒドロキシプロピルメチルセルロース、１０ｇのアルギン酸、１１ｇのステアリン
酸マグネシウムおよび６ｇのシロイドと共に添加する。最終混合物を９００ｍｇの活性成
分に対応する１０００ｍｇ／錠剤の単位重量に錠剤化する。
【００３１】
実施例６
　５０ｇ（２５ｇ）のカルビドーパおよび２００ｇ（１００ｇ）のレボドーパを、１０ｇ
のジエチレングリコールモノエチルエーテルを予め溶解した造粒機／ニーダー中に、６０
ｇ（３０ｇ）のステアリン酸および３０ｇ（１５ｇ）の黄蝋と共に分散させる。
　不活性マトリックス中の活性成分の顆粒化を行うために系を加熱する。生じた３４０ｇ
（１７０ｇ）の製剤を２０ｇ（１０ｇ）のヒドロキシプロピルメチルセルロース、１０ｇ
（５ｇ）のキサンタンガム、１６ｇ（８ｇ）のミクロクリスタリンセルロース、４ｇ（２
ｇ）のステアリン酸マグネシウムと共に添加する。
　最終混合物を、５０（２５）ｍｇのカルビドーパおよび２００（１００）ｍｇのジレボ
ドーパに対応する４００（２００）ｍｇ／錠剤の単位重量に錠剤化する。
【００３２】
実施例７
　４ｇのニメシリドを５０ｇのジエチレングリコールモノエチルエーテルに溶解し、次い
で１００ｇのミクロクリスタリンセルロースを添加して、均質混合物を得る。
　生じた混合物を、１９６ｇのニメスリド、５０ｇのステアリン酸および２５ｇのカルナ
ウバワックスと共に造粒機／ニーダー中に添加する。不活性両親媒性マトリックス系中の
活性成分の顆粒化を行うために系を加熱する。
　４２５ｇの生じた顆粒を６０ｇのヒドロキシプロピルメチルセルロース、５ｇのポリカ
ルボフィルおよび１０ｇのステアリン酸マグネシウムと共に添加する。
　最終混合物を、２００ｍｇの活性成分に対応する５００ｍｇ/錠剤の単位重量に錠剤化
する。
　生じた錠剤は、擬似腸液中での溶解試験に供したところ、以下の特性を有する活性成分
の放出を示した：１時間後２５％未満、２時間後４０％未満、４時間後６０％未満、８時
間後９０％未満。
【００３３】
実施例８
　５００ｇのプロピオニルカルニチンを９０ｇのステアリン酸および４０ｇのカルナウバ
ワックスと共に、２０ｇのジエチレングリコールモノエチルエーテルを予め溶解した造粒
機／ニーダー中へ分散する。不活性／両親媒性マトリックス中の活性成分の顆粒化を行う
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ために系を加熱する。生じた６５０ｇの製剤を、６０ｇのヒドロキシプロピルメチルセル
ロースおよび１０ｇのステアリン酸マグネシウムと共に添加する。
　最終混合物を５００ｍｇの活性成分に対応する７２０ｍｇ／錠剤の単位重量に錠剤化す
る。
　生じた錠剤は、擬似腸液中での溶解試験に供したところ、以下の特性を有する活性成分
の放出を示した：６０分後４０％未満、１８０分後６０％未満、４時間後８０％未満、８
時間後９０％未満。
【００３４】
実施例９
　１ｋｇのニメスリドを、予め約７０℃に加熱した高速造粒機に２００ｇのセチルアルコ
ールおよび２５ｇのグリセロールパルミトステアレートと共に投入し、混合物を約１５分
間捏和し、約３０℃まで温度を下げながら攪拌する。生じた不活性マトリックスを攪拌、
捏和し続け、そして冷却しながら５０ｇの大豆レシチンおよび５０ｇのエチレングリコー
ルモノエチルエーテルを添加する。顆粒を適当なサイズの金属スクリーンを通して押し出
し成形し、５０ｇのヒドロキシプロピルメチルセルロース、１３２０ｋｇのマルトデキス
トリン、２ｋｇのラクトース-セルロース混合物、５０ｇのコロイド状シリカ、４０ｇの
アスパルテーム、１５０ｇのクエン酸、７５ｇの風味剤および６５ｇのステアリン酸マグ
ネシウムと混合する。最終混合物を口中で溶けるのに適した堅さと好ましい味感を持つ、
約５００ｍｇの単位重量に錠剤化する。
【００３５】
実施例１０
　前記実施例のように行い、デキストリンをマンニトールと、ラクトース-セルロース混
合物をキシロールと置き換えて咀嚼可能錠剤を調製する。生じた錠剤は好ましい味感を有
し、咀嚼すると、風味を高める新鮮な感じを与える。
【００３６】
実施例１１
　以下の成分を用いる以外は実施例９に記載のように行う。
-活性成分：イブプロフェン　　　　　１００ｍｇ
-親油性／不活性マトリックス成分：
セチルアルコール　　　　　　　　　　１５ｍｇ
-両親媒性マトリックス成分:
大豆レシチン　　　　　　　　　　　　８ｍｇ
-親水性マトリックス成分:マンニトール　　　　１６７ｍｇ
-マルトデキストリン　　　　　　　　　１５０ｍｇ
-メチルヒドロキシプロピルセルロース　　３０ｍｇ
-アジュバント:アスパルテーム　　　　　１５ｍｇ
-風味剤　　　　　　　　　　　　　　　　５ｍｇ
-コロイド状シリカ　　　　　　　　　　　５ｍｇ
-ステアリン酸マグネシウム　　　　　　　５ｍｇ
　口腔投与すると漸進的な侵食を受け、活性成分の苦い、刺激性の味感を有効に遮蔽する
５００ｍｇの単位重量の錠剤が得られる。
【００３７】
実施例１２
　以下の成分を用いる以外は実施例９に記載のように行う。
-活性成分:ジクロフェナックナトリウム　　　　　　　２５ｍｇ
-親油性／不活性マトリックス成分：
セチルアルコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　５ｍｇ
-グリセロールパルミトステアレート　　　　　　　　　５ｍｇ
-両親媒性マトリックス成分：
大豆レシチン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７ｍｇ
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-親水性マトリックス成分：キシリトール　　　　　　　　　　　１６８ｍｇ
-マルトデキストリン　　　　　　　　　　　　　　　　１５０ｍｇ
-ヒドロキシプロピルメチルセルロース　　　　　　　　　２０ｍｇ
-アジュバント：アスパルテーム　　　　　　　　　　　　　５ｍｇ
-風味剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５ｍｇ
-コロイド状シリカ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５ｍｇ
-ステアリン酸マグネシウム　　　　　　　　　　　　　　　５ｍｇ
　口腔投与すると漸進的な侵食を受け、活性成分の苦い、刺激性の味感を有効に遮蔽する
４００ｍｇの単位重量の錠剤が得られる。
【００３８】
実施例１３
　以下の成分を用いる以外は実施例９に記載のように行う。
-活性成分:クロロヘキシジン　　　　　　　　　　　　　２．５ｍｇ
-親油性／不活性マトリックス成分：
セチルアルコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５ｍｇ
-グリセロールパルミトステアレート　　　　　　　　　　０．５ｍｇ
-両親媒性マトリックス成分：
ジエチレングリコールモノエチルエーテル　　　　　　　　０．３ｍｇ
-親水性マトリックス成分：キシリトール　　　　　　　　　　　　　３８ｍｇ
-マルトデキストリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　９６ｍｇ
-ヒドロキシプロピルメチルセルロース　　　　　　　　　　１０ｍｇ
-アジュバント：アスパルテーム　　　　　　　　　　　　　　３ｍｇ
-風味剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５ｍｇ
-コロイド状シリカ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２ｍｇ
-ステアリン酸マグネシウム　　　　　　　　　　　　　　　　２ｍｇ
　口腔投与すると漸進性の侵食を受ける、活性成分の苦い、刺激性の味感を有効に遮蔽す
る１５０ｍｇの単位重量の錠剤が得られる。
【００３９】
実施例１４
　１ｋｇのニメスリドを、予め約７０℃に加熱した高速造粒機に１２５ｇのセチルアルコ
ールと共に入れ、混合物を約１５分間捏和し、約３０℃まで温度を下げて攪拌し、次いで
３０ｇのレシチンを添加する。生じた不活性マトリックスを適当なサイズの金属スクリー
ンを通して押し出し成形し、２．４１５ｋｇのラクトース、１．０ｋｇのマルトデキスト
リン、５０ｇのヒドロキシプロピルメチルセルロース、５０ｇのコロイド状シリカ、４０
ｇのアスパルテーム、１５０ｇのクエン酸、７５ｇの風味剤および６５ｇのステアリン酸
マグネシウムと混合する。最終混合物を口で溶けるのに適した堅さと好ましい味感を持つ
、約５００ｍｇの単位重量に錠剤化する。
【手続補正書】
【提出日】平成23年1月21日(2011.1.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　活性成分としてブデソニドを含む制御放出性経口医薬組成物であって、
ａ）活性成分が少なくとも部分的に含有されている、４０～９０℃の間の融点を有する親
油性化合物から成る親油性マトリックス；
ｂ）両親媒性のマトリックス；
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ｃ）該親油性マトリックスおよび該両親媒性マトリックスが分散されているヒドロゲル形
成化合物からなる外部親水性マトリックス；
を含み、マトリックスａ）、ｂ）およびｃ）の組み合わせが制御放出をもたらす、組成物
。
【請求項２】
　活性成分が、ｂ）両親媒性マトリックス内に混合され、少なくとも部分的に含有されて
いる、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　活性成分が、該親油性マトリックス内に混合され、少なくとも部分的に含有されている
、請求項１または２に記載の組成物。
【請求項４】
　親油性マトリックスが、Ｃ６-Ｃ２０のアルコール、Ｃ８-Ｃ２０の脂肪酸、および脂肪
酸とグリセロール、ソルビトールまたは６個以下の炭素原子鎖を有する他のポリアルコー
ルとのエステルからなる群から選択される化合物からなる、請求項１～３のいずれか一項
に記載の組成物。
【請求項５】
　親油性マトリックスが、不飽和または水素化アルコールまたは脂肪酸、それらの塩、エ
ステルまたはアミド、脂肪酸のモノ-、ジ-またはトリグリセリド、そのポリエトキシル化
誘導体、ワックス、およびコレステロール誘導体からなる群から選択される化合物からな
る請求項１～３のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項６】
　両親媒性化合物が、タイプＩまたはＩＩの極性脂質、セラミド、グリコールアルキルエ
ーテル、脂肪酸とポリエチレングリコールとのエステルおよびジエチレングリコールから
なる群から選択される化合物からなる請求項１～５のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項７】
　親水性マトリックスが、アクリル酸またはメタクリル酸ポリマーまたはコポリマー、ア
ルキルビニルポリマー、ヒドロキシアルキルセルロース、カルボキシアルキルセルロース
、ポリサッカライド、デキストリン、ペクチン、スターチおよび誘導体、アルギン酸、天
然または合成ゴム、およびポリアルコールからなる群から選択される化合物からなる請求
項１～６のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項８】
　活性成分が、該親油性／両親媒性マトリックス中に全部含まれ、錠剤、カプセルまたは
小型錠剤の形態の、請求項１～７のいずれかに記載の組成物。
【請求項９】
　活性成分が、親水性マトリックスおよび親油性／両親媒性マトリックスの両方に分散さ
れている、錠剤、カプセルまたは小型錠剤の形態の請求項１～７のいずれか一項に記載の
組成物。
【請求項１０】
　該組成物が、咀嚼可能な、または、口腔で、若しくは胃腸管の最初の部分で侵食され得
る錠剤形態である、請求項１～９のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１１】
　炎症性大腸炎および過敏性腸症候群の治療用である、請求項１～１０のいずれか一項に
記載の組成物。
【請求項１２】
　胃抵抗性コーティングを含む、請求項１～１１のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１３】
　胃抵抗性コーティングが、メタクリル酸ポリマーまたはセルロース誘導体からなる請求
項１２記載の組成物。
【手続補正書】
【提出日】平成23年3月22日(2011.3.22)
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　活性成分としてブデソニドを含む制御放出性経口医薬組成物であって、
ａ）活性成分が少なくとも部分的に含有されている、４０～９０℃の間の融点を有する親
油性化合物から成る親油性マトリックス；
ｂ）両親媒性のマトリックス；および
ｃ）該親油性マトリックスおよび該両親媒性マトリックスが分散されているヒドロゲル形
成化合物からなる外部親水性マトリックス；
を含み、マトリックスａ）、ｂ）およびｃ）の組み合わせが制御放出をもたらす、組成物
。
【請求項２】
　活性成分が、ｂ）両親媒性マトリックス内に混合され、少なくとも部分的に含有されて
いる、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　活性成分が、該親油性マトリックス内に混合され、少なくとも部分的に含有されている
、請求項１または２に記載の組成物。
【請求項４】
　親油性マトリックスが、Ｃ６-Ｃ２０のアルコール、Ｃ８-Ｃ２０の脂肪酸、および脂肪
酸とグリセロール、ソルビトールまたは６個以下の炭素原子鎖を有する他のポリアルコー
ルとのエステルからなる群から選択される化合物からなる、請求項１～３のいずれか一項
に記載の組成物。
【請求項５】
　親油性マトリックスが、不飽和または水素化アルコールまたは脂肪酸、それらの塩、エ
ステルまたはアミド、脂肪酸のモノ-、ジ-またはトリグリセリド、そのポリエトキシル化
誘導体、ワックス、およびコレステロール誘導体からなる群から選択される化合物からな
る請求項１～３のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項６】
　両親媒性化合物が、タイプＩまたはＩＩの極性脂質、セラミド、グリコールアルキルエ
ーテル、脂肪酸とポリエチレングリコールとのエステル、ジエチレングリコールモノメチ
ルエーテルおよびジエチレングリコールモノエチルエーテルからなる群から選択される、
請求項１～５のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項７】
　親水性マトリックスが、アクリル酸またはメタクリル酸ポリマーまたはコポリマー、ア
ルキルビニルポリマー、ヒドロキシアルキルセルロース、カルボキシアルキルセルロース
、ポリサッカライド、デキストリン、ペクチン、スターチおよび誘導体、アルギン酸、天
然または合成ゴム、およびポリアルコールからなる群から選択される化合物からなる請求
項１～６のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項８】
　活性成分が、該親油性／両親媒性マトリックス中に全部含まれ、錠剤、カプセルまたは
小型錠剤の形態の、請求項１～７のいずれかに記載の組成物。
【請求項９】
　活性成分が、親水性マトリックスおよび親油性／両親媒性マトリックスの両方に分散さ
れている、錠剤、カプセルまたは小型錠剤の形態の請求項１～７のいずれか一項に記載の
組成物。
【請求項１０】
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　該組成物が、咀嚼可能な、または、口腔で、若しくは胃腸管の最初の部分で侵食され得
る錠剤形態である、請求項１～９のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１１】
　炎症性大腸炎および過敏性腸症候群の治療用である、請求項１～１０のいずれか一項に
記載の組成物。
【請求項１２】
　胃抵抗性コーティングを含む、請求項１～１１のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１３】
　胃抵抗性コーティングが、メタクリル酸ポリマーまたはセルロース誘導体からなる請求
項１２記載の組成物。
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