
JP 2015-83599 A 2015.4.30

10

(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】コア物質に含有されているメチルフェニデートの放出パターンを自由に制御する
ことができ、口腔内に露出しても一定時間メチルフェニデートの苦味を遮蔽することがで
きる放出制御用薬剤学的組成物の提供。
【解決手段】メチルフェニデートを含有するコア物質；及び、前記コア物質上に形成され
た放出制御用高分子コーティング層を含む複数の放出制御用粒子を含み、前記複数の放出
制御用粒子は、前記放出制御用高分子コーティング層の平均厚さを基準に２種類以上の群
に分けられ、それぞれの粒子群は、高分子コーティング層の高分子組成が同一であるが、
コーティングの平均厚さが異なることを特徴とする放出制御用薬剤学的組成物。前記放出
制御用薬剤学的組成物は、コア物質に含有されているメチルフェニデートの放出パターン
を自由に制御することができ、速崩解性錠剤をはじめ多様な形態の経口用製剤として活用
可能である。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メチルフェニデートを含有するコア物質；及び
　前記コア物質上に形成された放出制御用高分子コーティング層
　を含む複数の放出制御用粒子とを含み、
　前記複数の放出制御用粒子は、放出制御用高分子コーティング層の高分子組成は同一で
あるが、放出制御用高分子コーティング層の平均厚さに基づき、異なる３種類の粒子群に
分けられ、
　前記放出制御用粒子は、２～９０μｍのコーティング層の平均厚さを有する第１粒子群
、５～１２０μｍのコーティング層の平均厚さを有する第２粒子群、及び１０～１５０μ
ｍのコーティング層の平均厚さを有する第３粒子群を含み、
　各粒子のコーティング層の平均厚さは順に大きくなり、そして
　前記高分子コーティング層の高分子は、水不溶性セルロースエーテル、水不溶性アクリ
ル酸系共重合体、及びポリビニルアセテートから成る群から選択される１又は複数のもの
であることを特徴とする、放出制御用薬剤学的組成物。
【請求項２】
　前記放出制御用高分子コーティング層は、単層又は２以上の多層に形成されることを特
徴とする、請求項１記載の放出制御用薬剤学的組成物。
【請求項３】
　前記多層に形成された放出制御用高分子コーティング層は、各層ごとに、高分子の組成
が同一又は相違なことを特徴とする、請求項２記載の放出制御用薬剤学的組成物。
【請求項４】
　前記放出制御用粒子は、高分子コーティング層内部の下部コーティング（ｓｕｂ　ｃｏ
ａｔｉｎｇ）及び高分子コーティング層外部の上部コーティング（ｏｖｅｒ　ｃｏａｔｉ
ｎｇ）からなる群から選択されるコーティングがさらに形成されていることを特徴とする
、請求項１記載の放出制御用薬剤学的組成物。
【請求項５】
　前記放出制御用粒子の平均直径は、３０～３５００μｍであることを特徴とする、請求
項１～４のいずれか一項記載の放出制御用薬剤学的組成物。
【請求項６】
　第１粒子群のコーティング層の平均厚さは、２～３０μｍであり、
　第２粒子群のコーティング層の平均厚さは、３０～６０μｍであり、
　第３粒子群のコーティング層の平均厚さは、４５～９０μｍであることを特徴とする、
請求項１記載の放出制御用薬剤学的組成物。
【請求項７】
　第１粒子群：第２粒子群：第３粒子群の重量比は、１：０．１～１０：０．１～１０で
あることを特徴とする、請求項１記載の放出制御用薬剤学的組成物。
【請求項８】
　前記薬剤学的組成物の溶出パターンは、大韓薬典第８改正（ＫＰ　ＶIII ）の「３６．
溶出試験法」の第２法（バドル法）により５００ｍｌの水に対して毎分５０回転で試験し
たとき、
（ａ）全薬物の５～５０％が１時間以内に放出され、
（ｂ）全薬物の１０～６５％が２時間以内に放出され、
（ｃ）全薬物の２０～８０％が４時間以内に放出され、
（ｄ）全薬物の３０～９５％が６時間以内に放出され、
（ｅ）全薬物の５０％以上が８時間以内に放出されることを特徴とする、請求項１～４の
いずれか一項記載の放出制御用薬剤学的組成物。
【請求項９】
　前記薬剤学的組成物の溶出パターンは、大韓薬典第８改正（ＫＰ　ＶIII ）の「３６．
溶出試験法」の第２法（バドル法）により５００ｍｌの水に対して毎分５０回転で試験し
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たとき、
（ａ）全薬物の１０～４０％が１時間以内に放出され、
（ｂ）全薬物の１５～５０％が２時間以内に放出され、
（ｃ）全薬物の３０～７５％が４時間以内に放出され、
（ｄ）全薬物の５０～９０％が６時間以内に放出され、
（ｅ）全薬物の７０％以上が８時間以内に放出されることを特徴とする、請求項８記載の
放出制御用薬剤学的組成物。
【請求項１０】
　前記コア物質及び高分子コーティング層は、さらに、糖類、糖アルコール類、高分子物
質、着色剤、着香剤、甘味剤、界面活性剤、滑沢剤、安定化剤、酸化防止剤、発泡剤、パ
ラフィン、ワックス及び可塑剤からなる群から選択される１又は２以上の組合せを含有す
ることを特徴とする、請求項１～４のいずれか一項記載の放出制御用薬剤学的組成物。
【請求項１１】
　前記可塑剤は、アセチルトリエチルシトレート、ジブチルフタレート、トリブチルシト
レート、トリエチルシトレート、アセチルトリエチルシトレート、プロピレングリコール
、トリアセチン、ポリエチレングリコール、ジエチルフタレート、ジブチルセバケート、
ジエチルセバケート、セチルアルコール、ステアリルアルコール及びセトステアリルアル
コールからなる群から選択される１又は２以上の組合せであることを特徴とする、請求項
１０記載の放出制御用薬剤学的組成物。
【請求項１２】
　前記薬剤学的組成物は経口用製剤であることを特徴とする、請求項１～４のいずれか一
項記載の放出制御用薬剤学的組成物。
【請求項１３】
　前記経口用製剤は、速崩解性錠剤、咀嚼錠剤、カプセル剤、一般錠剤、顆粒剤又はシロ
ップ剤であることを特徴とする、請求項１２記載の放出制御用薬剤学的組成物。
【請求項１４】
　前記高分子コーティング層の高分子は、水不溶性アクリル酸系共重合体であることを特
徴とする、請求項１記載の放出制御用薬剤学的組成物。
【請求項１５】
　前記高分子コーティング層の高分子は、水不溶性アクリル酸エチル・メタクリル酸メチ
ル・メタクリル酸塩化トリメチルアンモニウムエチル共重合体であることを特徴とする、
請求項１記載の放出制御用薬剤学的組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、メチルフェニデートの放出を制御することができる薬剤学的組成物に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　放出制御用製剤(ｒｅｌｅａｓｅ ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ ｆｏｒｍｕｌａｔｉｏｎ)は、
薬物などの生物学的活性成分の放出が長時間、例えば６時間ないし２４時間の間、持続型
又はパルス型等の制御された方法で起こるようにする薬物送達システムである。したがっ
て、薬物の服用回数を減らすことができるだけでなく、体内で一定の血中濃度を維持する
ように誘導することができる。また、特定の時間間隔でパルス型に放出されるようにして
、所望の血中濃度パターンを示すようにする効果がある。このように、薬物の血中濃度パ
ターンを所望する方向へ誘導することにより、薬効を極大化させ、薬物の一時的な過多投
与による副作用を減らすことができる。また、薬物の投与間隔を調節することにより、患
者の便宜性を向上させることができる。
【０００３】
　こうした放出制御用製剤を用いた薬物伝達システムは、ＡＬＺＡ社のＯＲＯＳ（登録商
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標）（Ｏｓｍｏｔｉｃ　Ｒｅｌｅａｓｅ　Ｏｒａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ）技術をはじめ、多様
な技術が開発され、活用されてきた。しかし、一つのシステムからなる剤形の場合には、
特定要因の発生又は一部成分の欠乏等によりシステムが全体的に破壊され、薬物放出が一
度に起きて深刻な副作用の原因となるおそれがある。
【０００４】
　また、メチルフェニデートは、交感神経興奮作用剤であり、主に中枢神経系に作用する
。主要適応症は、注意欠陥及び多動性障害（ＡＤＨＤ；Ａｔｔｅｎｔｉｏｎ　ｄｅｆｉｃ
ｉｔ　ｈｙｐｅｒａｃｔｉｖｉｔｙ　ｄｉｓｏｒｄｅｒ）であり、主要患者は、６歳以上
の児童及び青少年である。一般的には、１日２回（朝、昼の食前）に服用しなければなら
ないが、特に昼食時間の服用を忘れたり、薬物服用の事実を知られることが憚られて服用
を抜いたりする場合が多く、１日１回の服用で効果が持続する徐放性製剤が選好されてい
る。
【０００５】
　例えば、徐放性製剤と関連した一部先行技術としては、メチルフェニデートの即時放出
粒子と変形放出粒子の２つの粒子群を混合した変形放出多粒子製剤について言及されてい
る。このとき、即時放出粒子は、薬物層上に別途の高分子コーティングが施されておらず
、速やかな薬物の放出が起こることとなる。しかし、別途の高分子コーティングが施され
ていない粒子により薬物の味覚遮蔽がなされず、速崩解性錠剤や咀嚼錠等、口腔内で崩解
する製剤には使用することができないという限界がある。
【０００６】
　したがって、メチルフェニデートの放出パターンを安定的に制御しつつ、口腔内に露出
しても一定時間メチルフェニデートの苦味を遮蔽することができる放出制御用組成物につ
いての研究が必要とされている実情である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】韓国公開特許第１０－２００８－００２６７５４号公報
【特許文献２】韓国登録特許第１０－０５４００３５号明細書
【特許文献３】国際公開特許第ＷＯ　２００７／０９３６４２号公報
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】ＡＮＡＬ．ＡＫ，“Ｔｉｍｅ－ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　ｐｕｌｓａｔｉ
ｌｅ　ｄｅｌｉｖｅｒｙ　ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　ｂｉｏａｃｔｉｖｅ　ｃｏｍｐｏｕｎ
ｄｓ”，Ｒｅｃｅｎｔ　Ｐａｔｅｎｔｓ　ｏｎ　Ｄｒｕｇ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　＆　Ｆｏ
ｒｍｕｌａｔｉｏｎ，２００７，ｖｏｌ．１，ｐｐ．７３－７９
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の一実施例の目的は、メチルフェニデートの放出パターンを制御することができ
る放出制御(ｒｅｌｅａｓｅ ｃｏｎｔｒｏｌ)用組成物を提供することである。
【００１０】
　本発明の他の一実施例の目的は、メチルフェニデートの放出を制御することができる経
口用製剤を提供することである。
【００１１】
　本発明の他の一実施例の目的は、メチルフェニデートの放出を制御することができる速
崩解性経口製剤を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明に係る放出制御用薬剤学的組成物は
　メチルフェニデートを含有するコア物質；及び
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　前記コア物質上に形成された放出制御用高分子コーティング層
　を含む複数の放出制御用粒子を含み、前記複数の放出制御用粒子は、放出制御用高分子
コーティング層の高分子組成は同一であるが、平均厚さが異なる２以上の粒子群に分けら
れることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明に係る放出制御用薬剤学的組成物は、コア物質に含有されているメチルフェニデ
ートの放出パターンを自由に制御することができ、口腔内に露出しても一定時間メチルフ
ェニデートの苦味を遮蔽することができる。また、前記組成物は、多様な形態の経口用製
剤への活用が可能であり、特に、速崩解性錠剤に活用することができるという長所がある
。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明の一実施例に係るメチルフェニデートの放出制御用薬剤学的組成物は、
　メチルフェニデートを含有するコア物質；及び
　前記コア物質上に形成された放出制御用高分子コーティング層
　を含む複数の放出制御用粒子を含み、
　前記複数の放出制御用粒子は、放出制御用高分子コーティング層の高分子組成は同一で
あるが、平均厚さが異なる２種類以上の粒子群に分けられることを特徴とする。
【００１５】
　また、他の一実施例において、前記放出制御用高分子コーティング層は、単層又は必要
によっては２以上の多層に形成することができる。これは、コーティング層を単層又は多
層に形成することにより、薬物放出パターンをより多様に調整することができるという長
所がある。各粒子において多層にコーティングする場合において、高分子は、各層で組成
を異ならせたり、同一にしたりすることができる。例えば、前記放出制御用高分子コーテ
ィング層は、２～５の層に形成することができ、それぞれの層は、組成が同一、又は部分
的に相違、或いはすべて異ならせることができる。
【００１６】
　本発明に係る放出制御用薬剤学的組成物は、コア物質に含有される薬理成分の放出を所
望のパターンどおりに制御することができ、例えば、口腔内に露出されても、一定時間の
間、具体的には１分以上、さらに具体的には３分以上メチルフェニデートの苦味を遮蔽す
ることができる。
【００１７】
　前記メチルフェニデートは、別途に塩のないベースのメチルフェニデート、メチルフェ
ニデートの薬学的に許容可能な塩、メチルフェニデートの異性体、又はこれらの混合物を
意味する。一実施例において、前記メチルフェニデートは、塩酸メチルフェニデートであ
ってよい。
【００１８】
　本発明において言及する「粒子群」とは、コーティング層の平均厚さが同一の粒子の集
合、混合物又は個体群等を総称する概念であり、本発明の粒子は、物理的に一群内の粒子
同士が集まっている場合のみを意味するのではなく、他の粒子群の構成粒子と無作為的に
混ざっている状態で存在していてよい。
【００１９】
　また、本発明において言及する「放出制御（ｒｅｌｅａｓｅ　ｃｏｎｔｒｏｌ）用」と
は、含有された生物学的活性物質の放出が所望のパターンどおりに制御されることをいい
、制御放出（ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　ｒｅｌｅａｓｅ）、徐放性（ｓｕｓｔａｉｎｅｄ　
ｒｅｌｅａｓｅ）、遅延放出、パルス型放出、又はこれらを混合した放出等を含む。
【００２０】
　一実施例において、前記各放出制御用粒子群の各粒子は、コア物質及びコア物質上に形
成された高分子コーティング層で構成される。前記コア物質は、メチルフェニデートを含
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有し、前記各粒子群間の高分子コーティング層は、高分子の組成、すなわち、高分子の種
類と組成比は同一であるが、コーティング層の平均厚さが相違する。したがって、高分子
コーティング層の種類、組成及びコーティングの厚さに応じて、コア物質に含有されてい
るメチルフェニデートの放出パターンが異なるため、こうした粒子群の組合せにより所望
の放出パターンを得ることができる。
【００２１】
　一実施例において、前記放出制御用粒子は、高分子コーティング層内部の下部コーティ
ング（ｓｕｂ　ｃｏａｔｉｎｇ）及び高分子コーティング層外部の上部コーティング（ｏ
ｖｅｒ　ｃｏａｔｉｎｇ）からなる群から選択される１以上のコーティングが付加されて
いてよい。前記下部コーティング又は上部コーティングは、薬物の放出制御にはほとんど
影響を及ぼさないようにすることができたり、又は微々たる影響を及ぼしつつ、薬物や薬
物含有粒子又は最終製剤の安定性、保護、色相化又は味覚遮蔽等の多様かつ付加的な目的
を加味或いは向上させる役割をする。
【００２２】
　メチルフェニデートを含有するコア物質
　一実施例において、前記コア物質は、メチルフェニデート又は不活性物質にメチルフェ
ニデートが混入した形態であってよい。より具体的には、前記コア物質は、メチルフェニ
デート自体、又は生物学的に不活性物質の表面にメチルフェニデートがコーティングされ
た形態であってよく、又は多孔性の不活性物質にメチルフェニデートが混入された形態で
あってよく、不活性物質とともに顆粒化又は粒子化された形態であってよい。
【００２３】
　一実施例において、前記コア物質は、コーティング機、流動層コーティング機、流動層
工程機、流動層顆粒機、顆粒機又は混合機等の機器を利用して製造することができる。コ
ア物質の形態やサイズ、サイズのバラツキ程度は特に限定されるものではない。ただし、
一実施例において、前記コア物質は、均一なコーティングのために、球形、又は球形に近
い形態であってよい。
【００２４】
　一実施例において、前記コア物質の直径は、１０～３０００μｍの範囲であり、具体的
には５０～１５００μｍ、さらに具体的には８０～１０００μｍの範囲である。また、他
の一実施例において、速崩解性錠剤又は咀嚼錠の製造のためには、口腔内の異物感を最小
限にするために、８０～５００μｍの粒子を使用することができるが、特に前記範囲によ
って制限されるものではない。
【００２５】
　また、前記コア物質の直径は、粒度分析機や顕微鏡又はイメージ分析器を利用して得ら
れ、このとき、前記コア物質の直径のバラツキは、粒子の平均直径を観察したときに得ら
れる標準偏差から知ることができる。直径偏差は、平均粒子径からの乖離の程度を示す数
値である。直径偏差が小さいほど、均一なコーティングの厚さを得ることができ、コーテ
ィングの厚さが均一であれば、薬物の有効成分が均一に放出され、再現性のある結果を得
るのに有用である。一実施例において、前記コア物質のサイズのバラツキは、１～２００
μｍであってよく、具体的には１～１００μｍ、さらに具体的には１～５０μｍである。
【００２６】
　また、メチルフェニデート薬物単独で前記コア物質の条件を満たす場合には、他の生物
学的活性のない物質を使用しないことができる。しかし、薬物自体が微粉であったり、形
態があまりに多様な場合、又は、薬物粉末のサイズのバラツキが著しい場合には、放出制
御用粒子を製造するためのコア物質としての使用に適さないことがある。このような場合
には、例えば、ＧＰＣＧ－１のローターシステム（ｒｏｔｏｒ　ｓｙｓｔｅｍ）を使用す
る方法、湿式又は乾式押出（ｅｘｔｒｕｓｉｏｎ）したり、或いは球形化（ｓｐｈｅｒｏ
ｎｉｚａｔｉｏｎ）する方法、又はグラニュール化（ｇｒａｎｕｌａｔｉｏｎ）する方法
等を利用して、薬物単独で、或いは薬物に不活性物質を付加して球形に近づけたり、或い
はコーティングするに好適なサイズに製造することができる。
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【００２７】
　本発明に係る一実施例において、前記コア物質は、メチルフェニデートを球形、又は球
形に近い多孔性物質に混入させる方法を通じて製造することができる。例えば、イオン交
換樹脂（ｉｏｎ－ｅｘｃｈａｎｇｅ　ｒｅｓｉｎ）、シリカ（例えば、ローディアシリカ
コリアのＺｅｏｓｉｌ（登録商標）、Ｔｉｘｏｓｉｌ（登録商標）、又は他の多孔性賦形
剤などの薬物成分を混入させる方法が使用できる。
【００２８】
　また、他の一実施例において、前記コア物質は、メチルフェニデートを球形、又は球形
に近い不活性シードにコーティングすることにより製造することができる。例えば、一定
のサイズの球形に成形された不活性糖（ｎｏｎ－ｐａｒｅｉｌ　ｓｕｇａｒ）等の粒状白
糖（ｓｕｇａｒ　ｓｐｈｅｒｅ）又はセルフィア（ｃｅｌｐｈｅｒｅ（登録商標）、旭化
成）のような球形の微結晶セルロース（Ｍｉｃｒｏｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅ　Ｃｅｌｌｕ
ｌｏｓｅ）などをシード（ｓｅｅｄ）として利用し、メチルフェニデートをコーティング
することができる。前記方法によりコア物質を製造する場合には、メチルフェニデートを
、水、有機溶媒又は２以上の溶媒混合液に溶解させ、噴射してコーティングすることがで
きる。
【００２９】
　前記球形シードの直径は、１０～３０００μｍの範囲であり、具体的には５０～１５０
０μｍ、さらに具体的には８０～１０００μｍの範囲である。また、他の一実施例におい
て、速崩解性錠剤又は咀嚼錠の製造のためには、口腔内の異物感を最小限にするために、
８０～５００μｍの粒子を使用することができるが、特に前記範囲によって制限されるも
のではない。
【００３０】
　メチルフェニデートを含有するコア物質内の薬物の含量は、コア物質の重量基準で２０
～１００重量％であってよい。具体的に、シードにメチルフェニデートをコーティングし
てコアを製造する場合には、薬物の含量がコア物質の重量基準で２０～８０％であるが、
特に前記範囲によって制限されるものではない。
【００３１】
　また、前記言及した方法を通じてコア物質を製造する過程において、コーティングの効
率性、薬物の安定性、見栄え、色相、保護、保持、結合、性能の改善、製造工程の改善、
又は補助的な放出制御等の付加的な目的のために、多様な生物学的不活性成分を使用する
ことができる。前記生物学的不活性成分としては、糖類、糖アルコール類、高分子物質、
着色剤、着香剤、甘味剤、界面活性剤、滑沢剤、安定化剤、酸化防止剤、発泡剤、パラフ
ィン、ワックス又は可塑剤等を使用することができる。前記生物学的不活性物質の具体的
な種類と使用法、そしてこれらの物質を本発明のコア物質に混入させる方法は、当該技術
分野における通常の知識を有する者の技術水準に照らして容易に行うことができ、また、
多様なカテゴリにおいて変形可能である。例えば、前記生物学的不活性成分は、メチルフ
ェニデートでコア物質を製造する際に、薬物に混合して適用することができる。
【００３２】
　前記生物学的不活性成分のうち、高分子物質は、メチルフェニデートの放出に補助的な
影響を与え得るか、場合によっては、メチルフェニデートの放出に影響をほとんど与えな
い、又は微々たる影響を与え得る。
【００３３】
　前記メチルフェニデートの放出に補助的な影響を与える場合とは、放出制御用高分子コ
ーティング層が主な放出制御をすることになるが、前記コア物質に含有された多様な高分
子物質が薬物の放出に補助的な影響を及ぼす場合を意味する。このような場合には、メチ
ルフェニデートとともに前記高分子物質を含有するコア物質に対して、インビトロ（ｉｎ
　ｖｉｔｒｏ）溶出実験を施すと、メチルフェニデートのみを含有するコアの場合と比較
して、異なる溶出パターンを示すことになる。前記高分子物質の添加は、メチルフェニデ
ートのみを含有するコアのみで放出制御用粒子を製造した場合に意図した放出制御効果を



(8) JP 2015-83599 A 2015.4.30

10

20

30

40

50

提供するには不十分な場合、或いは放出制御用高分子コーティング層の平均厚さを減らし
つつ同一の効果を得ることを所望する場合等において、放出制御用粒子の放出効果を補完
するためのものである。具体的には、水不溶性高分子、腸溶性高分子等がこれに含まれる
。
【００３４】
　また、前記メチルフェニデートの放出に影響をほとんど与えない、又は微々たる影響を
与える場合とは、メチルフェニデートを含有するコア物質に高分子物質が含まれるが、薬
物の放出にほとんど影響を与えない場合をいう。仮に、当該メチルフェニデートを含有す
るコアに対してインビトロ（ｉｎ　ｖｉｔｒｏ）溶出実験を行ったときに、前記高分子物
質を含んでいない場合と比較して、前記高分子物質を含むことで時間ごとに薬物の放出の
程度が±１０％の範囲内で変化することを意味する。こうした場合には、当該メチルフェ
ニデートを含有するコアに対して、前記高分子物質を含んでいない場合と比較して、同一
ないし類似な溶出パターンを示すものと見ることができる。具体的に、ヒドロキシプロピ
ルメチルセルロース（ＨＰＭＣ）、ポリビニルピロリドン（ＰＶＰ）等の水溶性高分子等
が例として挙げられる。
【００３５】
　一実施例において、前記コア物質に含まれる高分子物質は、アミノメタクリレート共重
合体、ポリアクリレートディスパージョン３０％、メタクリル酸共重合体、カルボキシメ
チルセルロース、エチルセルロース、セルロースアセテート、セルロースプロピオネート
、セルロースアセテートプロピオネート、セルロースアセテートプロピオネート、セルロ
ースアセテートブチレート、セルロースアセテートフタレート、セルローストリアセテー
ト、ポリメチルメタアクリレート、ポリエチルメタアクリレート、ポリブチルメタアクリ
レート、ポリイソブチルメタアクリレート、ポリヘキシルメタアクリレート、ポリイソデ
シルメチルアクリレート、ポリラウリルメタアクリレート、ポリフェニルメタアクリレー
ト、ポリケチルアクリレート、ポリイソプロピルアクリレート、ポリイソブチルアクリレ
ート、ポリオクタデシルアクリレート、ポリエチレンテレフタレート、ヒドロキシエチル
セルロース、ポリデキストロース、ポリ（アクリル酸）、カルボマー、ポリビニルアルコ
ール、ポリビニルピロリドン、メチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、アガ
ー、カラゲナン、キサンタン、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ポリエチレングリ
コール、シェラック、ポリプロピレングリコール、アクリル酸エチル・メタクリル酸メチ
ル・メタクリル酸塩化トリメチルアンモニウムエチル共重合体、メタクリル酸メチル・ア
クリル酸エチル共重合体、及び、メタクリル酸メチル・メタクリル酸ブチル・メタクリル
酸ジメチルアミノエチル共重合体からなる群から選択される１又は２以上の組合せであっ
てよい。
【００３６】
　放出制御用高分子コーティング層
　本発明に係る一実施例において、前記放出制御用高分子コーティング層は、コア物質上
にコーティングされて薬物の放出を制御する役割をする。放出制御用高分子コーティング
層は、一般のコーティング機、流動層コーティング機、流動層工程機又は流動層顆粒機等
の機器に、前記コア物質を入れてコーティングすることにより形成することができる。前
記高分子コーティング層は、１又はそれ以上の高分子を含めることができる。
【００３７】
　本発明の粒子群の「平均厚さ」とは、各粒子群の中から無作為に選択された１０個の粒
子の放出制御用高分子コーティング層の厚さを平均したものを意味する。前記平均厚さは
、本発明の粒子の破断面を走査電子顕微鏡（ＳＥＭ，Ｓｃａｎｎｉｎｇ　ｅｌｅｃｔｒｏ
ｎ　ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ）で観察して測定される。得られた放出制御粒子は、溶出試験
等により薬物の放出の挙動を確認することができる。
【００３８】
　本発明の一実施例において、前記放出制御用高分子コーティング層を構成する高分子物
質は、水不溶性、水溶性、腸溶性及び胃溶性高分子からなる群から選択される１又は２以



(9) JP 2015-83599 A 2015.4.30

10

20

30

40

50

上の組合せであってよい。具体的には、前記高分子物質は、水不溶性高分子物質から選択
される１種以上、又は水不溶性高分子から選択される１種の高分子物質と、水不溶性、水
溶性、腸溶性及び胃溶性高分子からなる群から選択される１種以上の高分子物質の組合せ
であってよい。本発明の一実施例において、徐放性薬物を伝達するための目的から、１種
以上の水不溶性高分子を含むことが好ましい。前記のような高分子物質の組合せの形態は
、薬物の放出パターン又は製剤の形態に応じて、特定の性質の高分子を適切に組み合わせ
るためのものである。
【００３９】
　一実施例において、前記水不溶性高分子物質は、水不溶性セルロースエーテル及び水不
溶性アクリル酸系共重合体からなる群から選択される１以上であってよい。例えば、エチ
ルセルロース；アクリル酸エチル・メタクリル酸メチル・メタクリル酸塩化トリメチルア
ンモニウムエチル共重合体、メタクリル酸メチル・アクリル酸エチル共重合体（例えば、
商品名：オイドラギット（登録商標）ＮＥ３０Ｄ、オイドラギット（登録商標）ＮＥ４０
Ｄ、オイドラギット（登録商標）ＮＭ３０Ｄ）、又はポリビニルアセテート（例えば、商
品名：コリコート（登録商標）ＳＲ３０Ｄ）等がある。前記アクリル酸エチル・メタクリ
ル酸メチル・メタクリル酸塩化トリメチルアンモニウムエチル共重合体は、アンモニオメ
タアクリレートユニット（ａｍｍｏｎｉｏ　ｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ　ｕｎｉｔｓ）の
含量が８．８５～１１．９６％（例えば、商品名：オイドラギット（登録商標）ＲＬ）又
は４．４８～６．７７％（例えば、商品名：オイドラギット（登録商標）ＲＳ）であって
よい。
【００４０】
　一実施例において、前記水溶性高分子物質は、水溶性セルロースエーテル、水溶性ポリ
ビニル誘導体とアルキルレンオキシド重合体からなる群から選択される１以上であってよ
い。例えば、メチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルメ
チルセルロース；ポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコール；ポリエチレングリコー
ル、ポリプロピレングリコール等がある。
【００４１】
　一実施例において、前記腸溶性高分子物質は、腸溶性セルロース誘導体、腸溶性アクリ
ル酸系共重合体、腸溶性マレイン酸系共重合体及び腸溶性ポリビニル誘導体からなる群か
ら選択される１以上であってよい。例えば、ヒドロキシプロピルメチルセルロースアセテ
ートスクシネート、ヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレート、ヒドロキシメチル
エチルセルロースフタレート、セルロースアセテートフタレート、セルロースアセテート
スクシネート、セルロースアセテートマレート、セルロースベンゾエートフタレート、セ
ルロースプロピオネートフタレート、メチルセルロースフタレート、カルボキシメチルエ
チルセルロース又はエチルヒドロキシエチルセルロースフタレート；スチレン・アクリル
酸共重合体、アクリル酸メチル・アクリル酸共重合体、アクリル酸メチル・メタクリル酸
共重合体、アクリル酸ブチル・スチレン・アクリル酸共重合体、メタクリル酸・アクリル
酸メチル共重合体、メタクリル酸・アクリル酸エチル共重合体又はアクリル酸メチル・メ
タクリル酸・アクリル酸オクチル共重合体；酢酸ビニル・マレイン酸無水物共重合体、エ
チレン・マレイン酸無水物共重合体、ビニルブチルエーテル・マレイン酸無水物共重合体
、アクリロニトリル・アクリル酸メチル・マレイン酸無水物共重合体又はアクリル酸ブチ
ル・スチレン・マレイン酸無水物共重合体；ポリビニルアルコールフタレート、ポリビニ
ルアセタールフタレート、ポリビニルブチレートフタレート又はポリビニルアセトアセタ
ールフタレート等がある。
【００４２】
　一実施例において、前記胃溶性高分子物質は、胃溶性ポリビニル誘導体及び胃溶性アク
リル酸系共重合体からなる群から選択される１以上であってよい。例えば、ポリビニルア
セタールジエチルアミノアセテート；メタクリル酸メチル・メタクリル酸ブチル・メタク
リル酸ジメチルアミノエチル共重合体（例えば、商品名：オイドラギットＥ）等がある。
【００４３】
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　本発明の一実施例において、放出制御用高分子コーティング層に使用される高分子は、
アクリル酸エチル・メタクリル酸メチル・メタクリル酸塩化トリメチルアンモニウムエチ
ル共重合体（アンモニオメタアクリレートユニット（ａｍｍｏｎｉｏ　ｍｅｔｈａｃｒｙ
ｌａｔｅ　ｕｎｉｔｓ）の含量が８．８５～１１．９６％又は４．４８～６．７７％）、
メタクリル酸メチル・アクリル酸エチル共重合体、エチルセルロース（例えば、商品名：
オイドラギット（登録商標）ＮＥ３０Ｄ、オイドラギット（登録商標）ＮＥ４０Ｄ、オイ
ドラギット（登録商標）ＮＭ３０Ｄ）、又はポリ酢酸ビニル（例えば、商品名：コリコー
ト（登録商標）ＳＲ３０Ｄ）等であり、さらに具体的にはアクリル酸エチル・メタクリル
酸メチル・メタクリル酸塩化トリメチルアンモニウムエチル共重合体（ａｍｍｏｎｉｏ　
ｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ　ｕｎｉｔｓの含量が４．４８～６．７７％）である。
【００４４】
　前記放出制御用高分子コーティング層の形成時、コーティングの効率性、安定性、見栄
え、色相、保護、保持、結合、性能の改善、製造工程の改善、又は補助的な放出制御等の
付加的な目的のために、多様な物質を添加することができる。可能な添加物質としては、
糖類、糖アルコール類、着色剤、着香剤、甘味剤、界面活性剤、滑沢剤、安定化剤、酸化
防止剤、発泡剤、パラフィン、ワックス、消泡剤又は可塑剤等を使用することができる。
前記添加物質の種類と使用法、そしてこれらの物質をコア物質にコーティングする方法は
、当該技術分野における通常の知識を有する者の技術水準に照らして容易に行うことがで
き、また、多様なカテゴリにおいて変形可能である。
【００４５】
　一実施例において、前記コア物質と放出制御用高分子コーティング層に含まれる可塑剤
としては、アセチルトリエチルシトレート、ジブチルフタレート、トリブチルシトレート
、トリエチルシトレート、アセチルトリエチルシトレート、プロピレングリコール、トリ
アセチン、ポリエチレングリコール、ジエチルフタレート、ジブチルセバケート、ジエチ
ルセバケート、セチルアルコール、ステアリルアルコール又はセトステアリルアルコール
等があるが、これらに限定されるものではない。具体的には、ジブチルフタレート、ジエ
チルフタレート、ジブチルセバケート、ジエチルセバケート等である。前記可塑剤は、使
用される高分子の乾燥重量比０～６０重量％含めることができる。
【００４６】
　一実施例において、前記コア物質と放出制御用高分子コーティング層に含まれる滑沢剤
としては、ステアリン酸、グリセリルベヘネート、グリセリルモノステアレート、マグネ
シウムステアレート、カルシウムステアレート、二酸化ケイ素、タルク又はマグネシウム
シリケート等があるが、これに限定されるものではない。本発明の滑沢剤の含量は、使用
される高分子の乾燥重量比０．００１～３００重量％であってよい。滑沢剤の含有量が０
．００１重量％未満の場合には、グリダント（ｇｌｉｄａｎｔ）或いはアンチ－タッキン
グ（ａｎｔｉ－ｔａｃｋｉｎｇ）の効果が十分でなく、３００重量％を超える場合には、
滑沢剤添加による効率性が低下し得る。
【００４７】
　前記放出制御用粒子の平均直径は、３０～３５００μｍの範囲であり、具体的には５０
～２０００μｍ、さらに具体的には１００～１５００μｍの範囲である。また、他の一実
施例において、速崩解性錠剤又は咀嚼錠の製造のためには、口腔内の異物感を最小限にす
るために、１００～８００μｍであってよいが、特に前記範囲によって制限されるもので
はない。
【００４８】
　一実施例において、前記放出制御用粒子は、放出制御用高分子コーティング層内部の下
部コーティング（ｓｕｂ　ｃｏａｔｉｎｇ）及び高分子コーティング層外部の上部コーテ
ィング（ｏｖｅｒ　ｃｏａｔｉｎｇ）からなる群から選択される１以上のコーティングが
付加されていてよい。前記下部又は上部コーティングは、薬物の放出制御にはほとんど影
響を及ぼさずに、又は微々たる影響のみを及ぼしつつ、薬物や薬物含有粒子又は最終製剤
の安定性、保護、色相化又は味覚遮蔽等の多様かつ付加的な目的を加味或いは向上させる
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役割をする。前記下部及び上部コーティングには、糖類、糖アルコール類、高分子物質、
着色剤、着香剤、甘味剤、界面活性剤、滑沢剤、安定化剤、発泡剤、パラフィン、ワック
ス、可塑剤又は酸化防止剤等を使用することができる。
【００４９】
　放出制御用粒子群
　前記放出制御用粒子において、前記高分子コーティング層に含まれる高分子の種類と組
成比は同一であるが、コーティングされる物質の量を異ならせるとコーティング層の平均
厚さが異なる粒子群を得ることができる。高分子コーティング層の厚さが異なれば薬物の
放出の挙動も異なってくるので、コーティング層の厚さが異なる複数個の粒子群の組合せ
を通じて薬物の放出を調節することができる。すなわち、平均厚さが互いに異なる複数の
粒子群を製造した後、前記粒子群の多様な組合せを作って薬物の放出をシミュレーション
すれば、所望する薬物の放出の挙動が確保された特定の粒子群の特定の組合せを探し出す
ことができる。前記特定の粒子群は、２種類或いは３種類、又は４種類以上の粒子群であ
ってよい。
【００５０】
　本発明において、放出制御用粒子群の数は、２種類以上であってよく、具体的には、前
記粒子群の数が２種類又は３種類であってよい。
【００５１】
　一実施例において、前記放出制御用粒子群が２種類の場合、第１粒子群のコーティング
層の平均厚さは１～１２０μｍ、第２粒子群のコーティング層の平均厚さは１０～２５０
μｍであってよい。また、前記各粒子群の平均コーティング厚さは、順に大きくなるよう
にしていく。具体的には、第１粒子群のコーティング層の平均厚さは２～８０μｍ、第２
粒子群のコーティング層の平均厚さは１０～１２０μｍであってよい。さらに具体的には
、第１粒子群のコーティング層の平均厚さは２～６０μｍ、第２粒子群のコーティング層
の平均厚さは２０～１００μｍであってよい。第１粒子群と第２粒子群のコーティング層
の平均厚さの差は５～２４０μｍ、具体的には１０～１００μｍであってよい。
【００５２】
　また、他の一実施例において、前記放出制御用粒子群を３種類であってよく、第１粒子
群のコーティング層の平均厚さは１～１２０μｍ、第２粒子群のコーティング層の平均厚
さは５～２００μｍ、第３粒子群のコーティング層の平均厚さは１０～２５０μｍであっ
てよい。また、前記各粒子群の平均コーティング厚さは、順に大きくなるようにしていく
。さらに具体的には、前記放出制御用粒子群が３種類の場合に、第１粒子群のコーティン
グ層の平均厚さは２～９０μｍ、第２粒子群のコーティング層の平均厚さは５～１２０μ
ｍ、第３粒子群のコーティング層の平均厚さは１０～１５０μｍであってよい。より具体
的には、前記放出制御用粒子群が３種類の場合に、第１粒子群のコーティング層の平均厚
さは２～３０μｍ、第２粒子群のコーティング層の平均厚さは３０～６０μｍ、第３粒子
群のコーティング層の平均厚さは４５～９０μｍであってよい。
【００５３】
　また、前記各粒子群の平均のコーティング厚さは、順に大きくなるようにすることがで
き、第１粒子群と第２粒子群のコーティング層の平均厚さの差は５～１９０μｍ、具体的
には１０～７０μｍ、第２粒子群と第３粒子群のコーティング層の平均厚さの差は５～２
４０μｍ、具体的には１０～８０μｍであってよい。
【００５４】
　前記放出制御用高分子コーティング層に含まれる高分子の種類と組成比が各粒子群ごと
に同一である場合、コーティング溶液が同一であるので一度に製造することが可能である
等、コーティング溶液の製造が容易であり、生産中にコーティング時間に応じて生産され
る物質の一部分を採取することができて、一度の生産で多様な種類の粒子群を確保するこ
とが容易である。また、他の場合には、より厚さの薄いコーティング層を有する粒子群を
生産した後、一部を取り分けてより厚さの厚いコーティング層を有する粒子群の製造のた
めのシード（ｓｅｅｄ）として活用すれば、第二の粒子群のコーティング時間が減って生
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産時間を短縮することもできる。
【００５５】
　また、他の一実施例において、前記放出制御用高分子コーティング層は、任意で２以上
の多層に形成されていてよい。これは、コーティング層を多層に形成することにより、薬
物放出のパターンをより多様に調整することができるという長所がある。各粒子において
多層にコーティングする場合、高分子は、各層において高分子の組成を異ならせたり、同
一にしたりすることができる。例えば、前記放出制御用高分子コーティング層は、２～５
の層に形成されていてよく、それぞれの層は、高分子の組成が部分的に又はすべて異なる
ようにすることができる。高分子コーティング層を多層にする場合、各層の平均厚さが各
粒子群において異なるようにすることもでき、又は多層のうち一部の層の厚さのみ各粒子
群において異なるようにすることもできる。
【００５６】
　また、他の一実施例において、前記粒子群の組合せの製造の際、最終選定される粒子群
の間で平均直径の差が大きくなる場合に発生し得る粒子群の混合不均一性を防止するため
に、直径の異なるコアを使用して放出制御用粒子群を製造することができる。例えば、第
１粒子群の平均直径が第２、第３粒子群のそれに比べて大幅に小さい場合には、第１粒子
群の製造のために、より大径のシードを使用して薬物コアを生成し、その上に高分子コー
ティング層を形成させれば、相対的な平均直径の差が少なくなり、粒子群の混合不均一性
の解決可能な方法となり得る。
【００５７】
　一実施例において、放出制御用粒子群が３種類である場合の各粒子群の薬物溶出パター
ンは、大韓薬典第８改正（ＫＰ　ＶIII ）の「３６．溶出試験法」の第２法（バドル法）
により５００ｍｌの水に対して毎分５０回転で試験した場合、次のとおりである。
　（ａ）第１粒子群は、１時間以内に含有されている薬物の７０重量％以上が溶出され、
（ｂ）第２粒子群は、１時間以内に含有されている薬物の３０重量％以下、６時間以内に
７０重量％以上が溶出され、
（ｃ）第３粒子群は、２時間以内に含有されている薬物の３０重量％以下、８時間以内に
７０重量％以上が溶出される。
【００５８】
　本発明においては、高分子コーティング層の厚さに加えて、各粒子群の重量比により、
最終的な粒子の組合せの溶出パターンが異なり得る。本発明における粒子群３種の組合せ
において、第１粒子群：第２粒子群：第３粒子群の重量比は、１：０．１～１０：０．１
～１０、具体的には１：０．２～８：０．２～８、さらに具体的には１：０．５～６：１
～８であってよい。また、所望の溶出パターンを得るために多様なコーティング層の平均
厚さの変更が可能であるので、それによって重量比も多様に変化し得る。
【００５９】
　また、本発明に係る粒子群の組合せの溶出パターンは、大韓薬典第８改正（ＫＰ　ＶII
I ）の「３６．溶出試験法」の第２法（バドル法）により５００ｍｌの水に対して毎分５
０回転で試験した場合、次のとおりである。
（ａ）全薬物の５～５０％が１時間以内に放出され、
（ｂ）全薬物の１０～６５％が２時間以内に放出され、
（ｃ）全薬物の２０～８０％が４時間以内に放出され、
（ｄ）全薬物の３０～９５％が６時間以内に放出され、
（ｅ）全薬物の５０％以上が８時間以内に放出される。
【００６０】
　具体的には、本発明に係る各粒子群の組合せの溶出パターンは、大韓薬典第８改正（Ｋ
Ｐ　ＶIII ）の「３６．溶出試験法」の第２法（バドル法）により５００ｍｌの水に対し
て毎分５０回転で試験した場合、次のとおりである。
（ａ）全薬物の１０～４０％が１時間以内に放出され、
（ｂ）全薬物の１５～５０％が２時間以内に放出され、
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（ｃ）全薬物の３０～７５％が４時間以内に放出され、
（ｄ）全薬物の５０～９０％が６時間以内に放出され、
（ｅ）全薬物の７０％以上が８時間以内に放出される。
【００６１】
　前記の場合、服用後１時間の間に薬物が多少放出されて初期に薬効発現が起こるだけで
なく、薬物が８時間の間徐々に放出され、午前に１回の服用で約１２時間薬効が持続し得
る。これは、一般的に、午前８時頃に薬を服用した場合に、午後８時まで効果が持続する
ことであり、１日１回の服用で起きている時間中薬効が持続し得る。
【００６２】
　製剤化
　本発明はまた、前記放出制御用薬剤学的組成物を含む経口用製剤を提供する。前記経口
用製剤は、特別な制限なく様々な形態で製剤化することができる。一実施例において、前
記経口用製剤は、カプセル剤、一般錠剤、二重錠剤、咀嚼錠剤、速崩解性錠剤、咀嚼錠、
乾燥シロップ型製剤、シロップ剤、ゲル型製剤又は顆粒剤等であってよい。前記経口用製
剤を製造する過程において、賦形剤、崩解剤、結合剤、滑沢剤、着色剤、香り又は甘味剤
、界面活性剤、安定化剤、発泡剤、酸化防止剤などの添加物を使用することができる。
【００６３】
　一実施例において、前記放出制御用薬剤学的組成物は、滑沢剤及び賦形剤など、他の添
加剤等と混合した後、硬質カプセルに充填して、硬質カプセル剤として製剤化することが
できる。前記放出制御用薬剤学的組成物を、賦形剤、崩解剤、結合剤、滑沢剤、着色剤、
香り及び甘味剤等とともに打錠して、一般錠剤として製剤化することができる。前記放出
制御用薬剤学的組成物を、他の賦形剤、崩解剤、結合剤、滑沢剤、着色剤、香り又は甘味
剤等とともに咀嚼錠剤として製剤化することができる。また、前記放出制御用薬剤学的組
成物をシロップ内に均一に分散させ、保管過程においてメチルフェニデートがシロップ内
に放出されるのを防ぐことにより、シロップ剤として応用することができる。
【００６４】
　場合によっては、前記放出制御用薬剤学的組成物は、患者にとって服用が便利な速崩解
性製剤として製剤化することができる。この場合、徐放型速崩解性錠剤となり、１日１回
の服用で効果が持続するだけでなく、服用時に水なしで飲むことができるので、服用の利
便性が極大化された場合であると見ることができる。例えば、公知のＷＯＷＴＡＢ（登録
商標）、Ｚｙｄｉｓ（登録商標）、ＯｒａＳｏｌｖ（登録商標）、ＤｕｒａＳｏｌｖ（登
録商標）、ＱｕｉｃｋＳｏｌｖ（登録商標）、ＦｌａｓｈＴａｂ（登録商標）、Ａｄｖａ
Ｔａｂ（登録商標）、Ｌｙｏｃ（登録商標）、ＦｌａｓｈＤｏｓｅ（登録商標）、Ｆｒｏ
ｓｔａ（登録商標）等の速崩解性錠剤の技術を利用して、速崩解性製剤として製剤化する
ことができる。
【００６５】
　本発明においては、カプセル剤又は錠剤が好ましい。特に、速崩解錠が好ましく、この
場合、錠剤形態への製剤化過程においては、前記放出制御用薬剤学的組成物の高分子コー
ティング層が損傷しないよう、適切な範囲の打錠圧を使用することが望ましい。或いは、
緩衝作用をすることができる物質を含ませてコーティング層の損傷を防ぐこともできる。
速崩解錠の場合、錠剤が一時口腔に留まるので、メチルフェニデートの苦味を遮蔽するこ
とが好ましく、甘味剤や香り等の使用では苦味の遮蔽が不十分な場合がある。したがって
、薬物を含んでいるコア物質をコーティングする本発明の粒子は、このような目的を達成
するのに適している。
【００６６】
　また、前記多様な錠剤形態への製剤化過程において、前記放出制御用薬剤学的組成物を
、顆粒化の過程なしに、他の賦形剤と混合して直接打錠する直接打錠法を使用することが
可能であり、また、顆粒を先に作った後、後混合工程において滑沢剤等その他の賦形剤と
前記組成物とを混合して打錠する顆粒打錠法を活用することもできる。また、顆粒製造工
程から、前記放出制御用組成物を賦形剤等とともに混合して顆粒化した後、後混合工程を
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経てから打錠して、多様な種類の錠剤に製剤化することもできる。
【００６７】
　本発明の製剤は、一製剤当たり２～６０ｍｇのメチルフェニデートを含むようにして、
１日１回～３回の服用が可能である。
【００６８】
　以下、本発明の好ましい実施例を通じ、本発明をさらに詳述するが、下記の各実施例は
、本発明の効果を例示的に確認するためのものであり、本発明の範疇がこれらのみに限定
されるものではない。
【実施例】
【００６９】
　下記の実施例等において行われた製剤化特性分析の方法は、次のとおりである。
　溶出試験：
　粒子、錠剤、カプセル剤、咀嚼錠剤及び速崩解性錠剤の有効成分の溶出試験は、大韓薬
典第８改正（ＫＰ　ＶIII ）の「３６．溶出試験法」の第２法（バドル法）により行った
。溶出液としては、ｐＨ１．２緩衝溶液、ｐＨ４．０緩衝溶液、ｐＨ６．８緩衝溶液又は
３次蒸留水を使用した。
【００７０】
　溶出後の分析は、ＨＰＬＣを使用して行った。メチルフェニデートの分析のために、無
水酢酸ナトリウム１．６４ｇを１Ｌの水に溶かした溶液（酢酸を用いてｐＨ４．０に調節
）と、アセトニトリルとメタノールを体積比１：１：２で混ぜて移動相として使用した。
また、ＵＳＰのＬ１０（シアノ化したシリカゲルを充填したカラム、２５０×４．６ｍｍ
）カラムを使用し、移動相の流速は１．５ｍｌ／ｍｉｎ、試料量５０μｌ、検出波長２１
０ｎｍで８分間測定した。このとき、約４．４分の保持時間（ｒｅｔｅｎｔｉｏｎ　ｔｉ
ｍｅ）において薬物のピークが観察された。
【００７１】
　含量試験：
　粒子、錠剤、カプセル剤、咀嚼錠剤及び速崩解性錠剤等に含まれた活性成分に対する含
量試験は、前記溶出試験に使用された移動相に、活性成分が含まれた粒子、錠剤、カプセ
ル剤、咀嚼錠剤及び速崩解性錠剤等を入れて振盪混和した後、遠心分離して上澄み液を得
、この液を濾過及び希釈して検液を作り、ＨＰＬＣを利用して分析した。メチルフェニデ
ートの含量分析のために、前記溶出試験の移動相溶液を移動相として使用し、ＵＳＰのＬ
１０（シアノ化したシリカゲルを充填したカラム、２５０×４．６ｍｍ）カラムを使用し
、移動相の流速は１．５ｍｌ／ｍｉｎ、試料量２０μｌ、検出波長２１０ｎｍで８分間測
定した。このとき、約４．４分の保持時間（ｒｅｔｅｎｔｉｏｎ　ｔｉｍｅ）において薬
物のピークが観察された。
【００７２】
　硬度測定：
　錠剤、咀嚼錠剤及び速崩解性製剤等の錠剤の場合、製剤の硬度は、硬度計８Ｍ（Ｈａｒ
ｄｎｅｓｓ　ｔｅｓｔｅｒ，８Ｍ，Ｄｒ．Ｓｃｈｌｅｕｎｉｇｅｒ、スイス）を使用して
測定し、少なくとも６つの検体を測定して平均値を記載した。
【００７３】
　崩解試験：
　速崩解性錠剤の場合、口腔内における速崩解性錠剤の崩解試験を志願者に実施した。志
願者を無作為に選定して、水で口を洗浄させた。錠剤を志願者の舌に載せてすぐにストッ
プウォッチを作動させ、崩解時間を測定した。志願者が自分の舌を使って速崩解性錠剤を
口蓋に移動させることや、錠剤を噛まずに柔らかく動かしたり左右に転がしたりすること
は許容した。錠剤が崩壊して唾液とともに飲み込むことができる状態になったらすぐにス
トップウォッチを停止させ、時間を記録した。
【００７４】
　＜実施例１＞メチルフェニデート含有コア物質（コア１）の製造
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　塩酸メチルフェニデート８５０ｇ、タルク２４ｇ及びＨＰＭＣ４８．５ｇを、水４８０
０ｇに溶かしてコーティング液を製造した。微結晶セルロースであるＣＰ１０２（１０６
～２１２μｍ、Ｃｅｌｐｈｅｒｅ（登録商標），旭化成、日本）４２５ｇを、ＧＰＣＧ－
１（Ｇｌａｔｔ、ドイツ）流動層コーティング機に入れ、製造されたコーティング液をボ
トムスプレー（Ｂｏｔｔｏｍ　ｓｐｒａｙ）方式で噴霧し、生成物の温度（ｐｒｏｄｕｃ
ｔ　ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ）を２９～３５℃の範囲内に維持しながら、コーティング液
の消尽時までコーティングした。コーティング液の噴霧が終わった後、５０℃で乾燥させ
てメチルフェニデートを含有するコア物質１３３０ｇを得た。ＨＰＬＣで測定したときの
薬物の含量は、約６５．４％であった。得られたコア物質は、大部分が３００μｍの篩を
通過し、ＳＥＭ画像（ｉｍａｇｅ）で確認した大部分の粒子の直径は、１８０～３００μ
ｍの範囲内にあった。
【００７５】
　同一の過程を繰り返して、メチルフェニデートを含有するコア物質１３３９ｇを得た。
ＨＰＬＣで測定したときの薬物の含量は約６５．９％であった。得られたコア物質は、大
部分が３００μｍの篩を通過し、ＳＥＭ画像（ｉｍａｇｅ）で確認した大部分の粒子の直
径は、１８０～３００μｍの範囲内にあった。
【００７６】
　＜実施例２＞メチルフェニデート含有コア物質（コア２）の製造
　塩酸メチルフェニデート８５０ｇ、タルク２４ｇ及びＨＰＭＣ４８．５ｇを水４８００
ｇに溶かしてコーティング液を製造した。微結晶セルロースであるＣＰ２０３（１５０～
３００μｍ、Ｃｅｌｐｈｅｒｅ（登録商標），旭化成、日本）４２５ｇをＧＰＣＧ－１（
Ｇｌａｔｔ、ドイツ）流動層コーティング機に入れ、製造されたコーティング液をボトム
スプレー方式で噴霧し、生成物の温度（ｐｒｏｄｕｃｔ　ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ）を２
９～３５℃の範囲内に維持しながら、コーティング液の消尽時までコーティングした。コ
ーティング液の噴霧が終わった後、５０℃で乾燥させてメチルフェニデートを含有するコ
ア物質１３３５ｇを得た。ＨＰＬＣで測定したときの薬物の含量は約６５．０％であった
。得られたコア物質は、大部分が４２５μｍの篩を通過し、ＳＥＭ画像（ｉｍａｇｅ）で
確認した大部分の粒子の直径は２００～４００μｍの範囲内にあった。
【００７７】
　＜実施例３＞メチルフェニデート含有コア物質（コア３）の製造
　ＧＰＣＧ－１流動層工程機にローター（Ｒｏｔｏｒ）オプションを装着し、塩酸メチル
フェニデート３９２ｇと、Ａｖｉｃｅｌ（登録商標）ＰＨ１０１を２０８ｇ入れた。その
後、１４００ｒｐｍの速度で回転させながら５００ｇの水をスプレーすることにより、球
形の粒子を製造した。１５０～３００μｍの球状の粒子が生成されたときにスプレーを終
了し、温度を５０℃に上げて１０分間乾燥した。回転を止めた後に生成物を取り出し、コ
ンベクションオーブン（ｃｏｎｖｅｃｔｉｏｎ　ｏｖｅｎ）で８時間乾燥させた後、篩に
かけて１５０～３００μｍの粒子４３８ｇを得た。ＨＰＬＣで測定したときの薬物の含量
は約６４．９％であった。
【００７８】
　＜実施例４＞放出制御用粒子Ａの製造
　オイドラギット（登録商標）ＲＳ１００（Ｄｅｇｕｓｓａ）６５ｇを４６８ｇのエタノ
ールと１５５ｇの水の混合溶媒に溶かした後、タルク（Ｔａｌｃ）１９．６ｇを入れてコ
ーティング液を製造した。前記実施例１において製造されたコア物質（コア１）５００ｇ
を取り分けて流動層コーティング機に入れ、製造されたコーティング液をボトムスプレー
方式で噴霧し、生成物の温度（ｐｒｏｄｕｃｔｔｅｍ　ｐｅｒａｔｕｒｅ）を２６～３２
℃の範囲内に維持しながら、コーティング液の消尽時までコーティングした。コーティン
グ液の噴霧が終わった後、乾燥させて５７２ｇの放出制御用粒子を得た。ＨＰＬＣで測定
したときの薬物の含量は、約５４．５％であった。
【００７９】
　前記放出制御用高分子は、メチルフェニデート含有コア物質に比べて約１３％の割合で
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コーティングされ、ＳＥＭ画像（ｉｍａｇｅ）で破断面を観察したときの高分子コーティ
ング層の厚さは、９．６±５．０μｍであった。
【００８０】
　＜実施例５＞放出制御用粒子Ｂの製造
　オイドラギット（登録商標）ＲＳ１００（Ｄｅｇｕｓｓａ）４０ｇを２８８ｇのエタノ
ールと９５ｇの水の混合溶媒に溶かした後、タルク（Ｔａｌｃ）１２ｇを入れてコーティ
ング液を製造した。前記実施例２において製造されたコア物質（コア２）５００ｇを取り
分けて流動層コーティング機に入れ、製造されたコーティング液をボトムスプレー方式で
噴霧し、生成物の温度（ｐｒｏｄｕｃｔ　ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ）を２６～３２℃の範
囲内に維持しながら、コーティング液の消尽時までコーティングした。コーティング液の
噴霧が終わった後、乾燥させて５４３ｇの放出制御用粒子を得た。ＨＰＬＣで測定したと
きの薬物の含量は、約５８．４％であった。
【００８１】
　前記放出制御用ポリマーは、コア物質に比べて約８％の割合でコーティングされ、ＳＥ
Ｍ画像（ｉｍａｇｅ）で破断面を観察したときの高分子コーティング層の厚さは、８．４
±５．２μｍであった。
【００８２】
　＜実施例６＞放出制御用粒子Ｃの製造
　オイドラギット（登録商標）ＲＳ１００（Ｄｅｇｕｓｓａ）５７５ｇを４１４０ｇのエ
タノールと１３７６ｇの水の混合溶媒に溶かした後、タルク（Ｔａｌｃ）１７３ｇを入れ
てコーティング液を製造した。前記実施例１において製造されたコア物質（コア１）５０
０ｇを取り分けて流動層コーティング機に入れ、製造されたコーティング液をボトムスプ
レー方式で噴霧し、生成物の温度（ｐｒｏｄｕｃｔ　ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ）を２６～
３２℃の範囲内に維持しながら、コーティング液の消尽時までコーティングした。コーテ
ィング液の噴霧が終わった後、乾燥させて１２１０ｇの放出制御用粒子を得た。ＨＰＬＣ
で測定したときの薬物の含量は、約２６．２％であった。
【００８３】
　前記放出制御用高分子は、メチルフェニデート含有コア物質に比べて約１１５％の割合
で高分子がコーティングされ、ＳＥＭ画像（ｉｍａｇｅ）で破断面を観察したときの高分
子コーティング層の厚さは、５５．８±６．８μｍであった。
【００８４】
　＜実施例７＞放出制御用粒子Ｄの製造
　オイドラギット（登録商標）ＲＳ１００（Ｄｅｇｕｓｓａ）１２５０ｇを９０００ｇの
エタノールと２９９０ｇの水の混合溶媒に溶かした後、タルク（Ｔａｌｃ）３７７ｇを入
れてコーティング液を製造した。前記実施例１において製造されたメチルフェニデート含
有コア物質５００ｇを取り分けて流動層コーティング機に入れ、製造されたコーティング
液をボトムスプレー方式で噴霧し、生成物の温度（ｐｒｏｄｕｃｔ　ｔｅｍｐｅｒａｔｕ
ｒｅ）を２６～３２℃の範囲内に維持しながら、コーティング液の消尽時までコーティン
グした。コーティング液の噴霧が終わった後、乾燥させて２０８０ｇの放出制御用粒子を
得た。ＨＰＬＣで測定したときの薬物の含量は、約１５．０％であった。
【００８５】
　前記放出制御用粒子の放出制御用高分子は、メチルフェニデート含有コア物質に比べて
約２５０％の割合で高分子がコーティングされており、ＳＥＭ画像（ｉｍａｇｅ）で破断
面を観察したときの高分子コーティング層の厚さは、７９．７±７．４μｍであった。
【００８６】
　＜実施例８＞放出制御用粒子Ｅの製造
　オイドラギット（登録商標）ＲＳ１００（Ｄｅｇｕｓｓａ）１５００ｇを１０８００ｇ
のエタノールと３６００ｇの水の混合溶媒に溶かした後、タルク（Ｔａｌｃ）４５０ｇを
入れてコーティング液を製造した。前記実施例１において製造されたメチルフェニデート
含有コア物質５００ｇを取り分けて流動層コーティング機に入れ、製造されたコーティン
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グ液をボトムスプレー方式で噴霧し、生成物の温度（ｐｒｏｄｕｃｔ　ｔｅｍｐｅｒａｔ
ｕｒｅ）を２６～３２℃の範囲内に維持しながら、コーティング液の消尽時までコーティ
ングした。コーティング液の噴霧が終わった後、乾燥させて２３７０ｇの放出制御用粒子
を得た。ＨＰＬＣで測定したときの薬物の含有量は、約１３．５％であった。
【００８７】
　前記放出制御用粒子の放出制御用高分子は、メチルフェニデート含有コア物質に比べて
約３００％の割合で高分子がコーティングされており、ＳＥＭ画像（ｉｍａｇｅ）で破断
面を観察したときの高分子コーティング層の厚さは、８２．３±８．６μｍであった。
【００８８】
　前記実施例４～８において製造された放出制御用粒子の成分含有量を表１に示した。
【表１】

【００８９】
　＜実施例９＞放出制御用粒子の水に対する溶出パターン測定実験
　先に言及した溶出試験に従い、前記実施例４～８において製造された粒子の水に対する
溶出パターンを測定した。前記粒子Ａを４９．５ｍｇずつ精密に量って６つのサンプルと
し、６連式溶出試験器にそれぞれ水５００ｍｌを入れ、パドル法５０ｒｐｍで１２時間の
溶出試験を実施した後、ＨＰＬＣ分析の結果を平均して溶出曲線を得た。前記粒子Ｂ，Ｃ
，Ｄ，Ｅをそれぞれ４６．２ｍｇ，１０３ｍｇ，１８０ｍｇ，２００ｍｇずつ精密に量っ
て同一の試験を行い、その結果を表２に示した。
【００９０】
【表２】

【００９１】
　＜実施例１０＞粒子組合せ１
　前記実施例４～８において製造された粒子群Ａ，Ｃ，Ｄをそれぞれ１０．９ｍｇ，３９
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てパドル法５０ｒｐｍで１２時間の溶出試験を実施した後、ＨＰＬＣで分析した結果を表
３に示した。このとき、粒子群Ａの代わりに粒子群Ｂ１０．２ｍｇを使用しても、同一の
結果を得ることができた。
【００９２】
　＜実施例１１＞粒子組合せ２
　前記実施例４～８において製造された粒子群Ａ，Ｃ，Ｅをそれぞれ１７．３ｍｇ，３６
．１ｍｇ，６０ｍｇずつ６回取った後、６連式溶出試験機にそれぞれ水５００ｍｌを入れ
てパドル法５０ｒｐｍで１２時間の溶出試験を実施した後、ＨＰＬＣで分析した結果を表
３に示した。このとき、粒子群Ａの代わりに粒子群Ｂ１６．１ｍｇを使用しても、同じ結
果を得ることができた。
【００９３】
【表３】

【００９４】
　粒子組合せ１の場合、服用後１時間の間に２０％ほどの薬物が放出され、初期に薬効の
発現が起こるだけでなく、薬物が８時間の間徐々に放出され、午前の１回の服用で約１２
時間薬効が持続し得る。これは、一般的に、午前８時頃に薬を服用した場合に、午後８時
まで効果が持続することであり、１日１回の服用で起きている時間中薬効が持続し得る。
【００９５】
　粒子組合せ２の場合、服用後１時間の間に３５％ほどの薬物が放出され、初期に薬効の
発現が速やかに起こるだけでなく、８時間以上にわたって薬物が徐々に放出され、午前の
１回の服用で約１２時間薬効が持続し得る。
【００９６】
　＜実施例１２＞放出制御粒子Ｆ，Ｇ，Ｈの製造及び粒子組合せ
　可塑剤であるジブチルセバケートを含む放出制御粒子Ｆ，Ｇ，Ｈは、表４に示された成
分含量を利用して製造し、可塑剤の付加以外は、前記実施例４～８で言及した方法と同一
に製造した。ＳＥＭで測定した放出制御高分子コーティング層の厚さと、ＨＰＬＣで測定
した薬物の含量についても、表４に示した。
【００９７】
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【表４】

【００９８】
　製造された粒子群Ｆ，Ｇ，Ｈをそれぞれ１１．５ｍｇ，２４．１ｍｇ，６４．３ｍｇず
つ６回取った後、６連式溶出試験機にそれぞれ水５００ｍｌを入れてパドル法５０ｒｐｍ
で１２時間の溶出試験を実施した後、ＨＰＬＣに分析した結果を表５に示した。
【００９９】
【表５】

　服用後１時間の間に２３．４％ほどの薬物が放出され、初期に薬効発現が起こるだけで
なく、薬物が８時間の間徐々に放出され、午前の１回の服用で約１２時間薬効が持続し得
る。これは、一般的に、午前８時頃に薬を服用した場合に、午後８時まで効果が持続する
ことであり、１日１回の服用で起きている時間中薬効が持続し得る。
【０１００】
　＜実施例１３＞速崩解性錠剤
　Ｍａｎｎｏｇｅｍ　ＥＺ（Ｓｐｒａｙ　ｄｒｉｅｄ　ｍａｎｎｉｔｏｌ，ＳＰＩ）１９
０ｇと、Ａｄｖａｎｔｏｓｅ　ＦＳ　９５（Ｓｐｒａｙ　ｄｒｉｅｄ　ｆｒｕｃｔｏｓｅ
，ＳＰＩ）１０ｇとを混合し、スクロース（Ｓｕｃｒｏｓｅ）５０％溶液（エタノール：
水＝４：６）４０ｇで顆粒化した。顆粒化された粒子を６００μｍの篩にかけて除粒し、
５０℃のオーブンで乾燥させた。製造された顆粒１１８ｇを取り分けた後、前記実施例４
～８において製造された３種類の粒子群Ａ，Ｃ，Ｄをそれぞれ３．１ｇ，１１．３ｇ，２
０．６ｇずつ取った計３５ｇの粒子を合わせて混合し、崩解剤（Ｅｘｐｌｏｔａｂ）４．
８ｇ、滑沢剤２．４ｇをさらに加えて混合した後、重さ５６１ｍｇの速崩解性錠剤に打錠
した。
【０１０１】
　先に言及した硬度測定方法及び崩解試験方法に従い測定した結果、速崩解性錠剤の硬度
は４．９Ｋｐ、口腔内崩解時間は２８秒であった。
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【０１０２】
　このとき、粒子群Ａの代わりに粒子群Ｂ２．９ｇを使用して製造した場合にも、類似な
結果を得ることができ、速崩解性錠剤の硬度は４．６Ｋｐ、口腔内崩解時間は３０秒であ
った。ただし、粒子の混和度が良くなったため、後混合時間を短縮することができた。
【手続補正書】
【提出日】平成27年1月20日(2015.1.20)
【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】
　メチルフェニデートを含有するコア物質；及び
　前記コア物質上に形成された放出制御用高分子コーティング層
を含む複数の放出制御用粒子を含む、放出制御用薬剤学的組成物であって、
　前記複数の放出制御用粒子は、放出制御用高分子コーティング層の高分子組成に関して
互いに同一であるが、放出制御用高分子コーティング層の平均厚さに基づき、異なる３種
類の粒子群に分けられ、
　前記放出制御用粒子は、２～９０μｍのコーティング層の平均厚さを有する第１粒子群
、５～１２０μｍのコーティング層の平均厚さを有する第２粒子群、及び１０～１５０μ
ｍのコーティング層の平均厚さを有する第３粒子群を含み、
　各粒子のコーティング層の平均厚さは順に大きくなり、
　前記高分子コーティング層の高分子は、水不溶性セルロースエーテル、水不溶性アクリ
ル酸系共重合体、及びポリビニルアセテートから成る群から選択される１又は複数のもの
であり、そして
　前記薬剤学的組成物の溶出パターンは、大韓薬典第８改正（ＫＰ　ＶIII ）の「３６．
溶出試験法」の第２法（バドル法）により５００ｍｌの水に対して毎分５０回転で試験し
たとき、
　全薬物の５～５０％が１時間以内に放出され、
　全薬物の１０～６５％が２時間以内に放出され、
　全薬物の２０～８０％が４時間以内に放出され、
　全薬物の３０～９５％が６時間以内に放出され、かつ
　全薬物の５０％以上が８時間以内に放出されることを特徴とする、放出制御用薬剤学的
組成物。
【請求項２】
　前記放出制御用高分子コーティング層は、単層又は２以上の多層に形成されることを特
徴とする、請求項１記載の放出制御用薬剤学的組成物。
【請求項３】
　前記多層に形成された放出制御用高分子コーティング層は、各層ごとに、高分子の組成
が同一又は相違なことを特徴とする、請求項２記載の放出制御用薬剤学的組成物。
【請求項４】
　前記放出制御用粒子は、高分子コーティング層内部の下部コーティング（ｓｕｂ　ｃｏ
ａｔｉｎｇ）及び高分子コーティング層外部の上部コーティング（ｏｖｅｒ　ｃｏａｔｉ
ｎｇ）からなる群から選択されるコーティングがさらに形成されていることを特徴とする
、請求項１記載の放出制御用薬剤学的組成物。
【請求項５】
　前記放出制御用粒子の平均直径は、３０～３５００μｍであることを特徴とする、請求
項１～４のいずれか一項記載の放出制御用薬剤学的組成物。
【請求項６】
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　第１粒子群のコーティング層の平均厚さは、２～３０μｍであり、
　第２粒子群のコーティング層の平均厚さは、３０～６０μｍであり、
　第３粒子群のコーティング層の平均厚さは、４５～９０μｍであることを特徴とする、
請求項１～４のいずれか一項記載の放出制御用薬剤学的組成物。
【請求項７】
　第１粒子群：第２粒子群：第３粒子群の重量比は、１：０．１～１０：０．１～１０で
あることを特徴とする、請求項１～４のいずれか一項記載の放出制御用薬剤学的組成物。
【請求項８】
　前記薬剤学的組成物の溶出パターンは、大韓薬典第８改正（ＫＰ　ＶIII ）の「３６．
溶出試験法」の第２法（バドル法）により５００ｍｌの水に対して毎分５０回転で試験し
たとき、
　全薬物の１０～４０％が１時間以内に放出され、
　全薬物の１５～５０％が２時間以内に放出され、
　全薬物の３０～７５％が４時間以内に放出され、
　全薬物の５０～９０％が６時間以内に放出され、かつ
　全薬物の７０％以上が８時間以内に放出されることを特徴とする、請求項１～４のいず
れか一項記載の放出制御用薬剤学的組成物。
【請求項９】
　前記コア物質及び高分子コーティング層は、さらに、糖類、糖アルコール類、高分子物
質、着色剤、着香剤、甘味剤、界面活性剤、滑沢剤、安定化剤、酸化防止剤、発泡剤、パ
ラフィン、ワックス及び可塑剤からなる群から選択される１又は２以上の組合せを含有す
ることを特徴とする、請求項１～４のいずれか一項記載の放出制御用薬剤学的組成物。
【請求項１０】
　前記可塑剤は、アセチルトリエチルシトレート、ジブチルフタレート、トリブチルシト
レート、トリエチルシトレート、アセチルトリエチルシトレート、プロピレングリコール
、トリアセチン、ポリエチレングリコール、ジエチルフタレート、ジブチルセバケート、
ジエチルセバケート、セチルアルコール、ステアリルアルコール及びセトステアリルアル
コールからなる群から選択される１又は２以上の組合せであることを特徴とする、請求項
９記載の放出制御用薬剤学的組成物。
【請求項１１】
　前記薬剤学的組成物は経口用製剤であることを特徴とする、請求項１～４のいずれか一
項記載の放出制御用薬剤学的組成物。
【請求項１２】
　前記経口用製剤は、速崩解性錠剤、咀嚼錠剤、カプセル剤、一般錠剤、顆粒剤又はシロ
ップ剤であることを特徴とする、請求項１１記載の放出制御用薬剤学的組成物。
【請求項１３】
　前記高分子コーティング層の高分子は、水不溶性アクリル酸系共重合体であることを特
徴とする、請求項１～４のいずれか一項記載の放出制御用薬剤学的組成物。
【請求項１４】
　前記高分子コーティング層の高分子は、水不溶性アクリル酸エチル・メタクリル酸メチ
ル・メタクリル酸塩化トリメチルアンモニウムエチル共重合体であることを特徴とする、
請求項１３記載の放出制御用薬剤学的組成物。
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