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(57)【要約】

（修正有）

【課題】薬剤の皮内への移行速度、移行量を増大させる
経皮投薬装置の提供。
【解決手段】作用側構造体Ａ１は、電源Ｃのプラス極に
接続された電極部材１１、当該電極部材１１と接触を保
つ電解液を保持する電解液保持部１２、当該電解液保持
部１２の前面側（皮膚側）に配置されたアニオン交換膜
１３Ａ及びカチオン交換膜１３Ｃからなるバイポーラ膜
１３を備え、容器１４に収容されている。非作用側構造
体Ｂは、電源Ｃのマイナス極に接続された電極部材２１
、当該電極部材２１と接触を保つ電解液を保持する電解
液保持部２２を備え、容器２４に収容されている。バイ
＋

ポーラ膜１３内での水の電気分解により生じるＨ イオ
ンがバイポーラ膜１３の前面側に供給され、これがプラ
ス電圧Ｖ１の作用により皮膚Ｓ内に移行するために皮膚
ＳのｐＨ値が低下し、薬剤液層１５中における薬剤分子
だけでなく、マイナスのイオンである薬剤イオンも皮膚
Ｓ内に移行が可能となる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１導電型の電圧が印加される電極と、
前記電極からの通電を受ける電解液を保持する電解液保持部と、
前記電解液保持部の前面側に配置されるバイポーラ膜であって、第１導電型のイオンを
選択的に通過させる第１イオン交換膜と第２導電型のイオンを選択的に通過させる第２イ
オン交換膜とから構成されるバイポーラ膜とを備えることを特徴とする経皮投薬装置。
【請求項２】
前記第１イオン交換膜が前記第２イオン交換膜の前面側に配置されていることを特徴と
する請求項１に記載の経皮投薬装置。
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【請求項３】
前記第１イオン交換膜及び第２イオン交換膜の輸率が０．９５以上であることを特徴と
する請求項１又は２に記載の経皮投薬装置。
【請求項４】
前記バイポーラ膜の前面側に薬効成分が第２導電型の薬剤イオンに解離する薬剤を含む
薬剤液を保持する薬剤液保持部を更に備えることを特徴とする請求項１〜３のいずれか一
項に記載の経皮投薬装置。
【請求項５】
前記薬剤液保持部に少なくとも１種類のアジュバントが保持されることを特徴とする請
求項４に記載の経皮投薬装置。
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【請求項６】
前記薬剤液保持部に少なくとも１種類のワクチンが保持されることを特徴とする請求項
４又は５に記載の経皮投薬装置。
【請求項７】
前記電極に電圧を間欠的に印加するための制御手段を更に備えることを特徴とする請求
項１〜６のいずれか一項に記載の経皮投薬装置。
【請求項８】
皮膚面のｐＨ値を測定するためのｐＨ測定手段と、
前記ｐＨ測定手段により測定されるｐＨ値に応じて前記電極に印加する電圧を制御する
ための制御手段を更に備えることを特徴とする請求項１〜６のいずれか一項に記載の経皮
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投薬装置。
【請求項９】
第２導電型の電圧が印加される第２電極を更に備えることを特徴とする請求項１〜８の
いずれか一項に記載の経皮投薬装置。
【請求項１０】
第１導電型のイオンを選択的に通過させる第１イオン交換膜と第２導電型のイオンを選
択的に通過させる第２イオン交換膜とから構成されるバイポーラ膜の一面を、生体皮膚上
に配置された薬効成分が第２導電型の薬剤イオンに解離する薬剤を含む薬剤液に当接させ
、
前記バイポーラ膜の他面を電解液に接触させ、
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前記電解液の側から第１導電型の電圧を印加することを特徴とする経皮投薬装置の制御
方法。
【請求項１１】
前記電圧の印加が間欠的に行われることを特徴とする請求項１０に記載の制御方法。
【請求項１２】
前記生体皮膚のｐＨ値に基づいて前記電解液の側から印加する電圧の制御を行うことを
特徴とする請求項１０に記載の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、生体皮膚からの薬剤の投与を促進させることができる経皮投薬装置及びその
制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
皮膚に塗布した薬剤を皮内に浸透させる経皮的な投与法は古くから知られているが、近
年では、従来経皮投与の対象とは考えられていなかった種々の薬剤を経皮的に投与する試
みも行われている。
【０００３】
特にワクチンやアジュバントは、ランゲルハンス細胞などの抗原提供細胞が主として存
在する表皮層に送達することが必要であるために、経皮投与は、技術的に難度が高いなど
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の問題を有する皮内注射に代替できるワクチンやアジュバントの投与法の有力な候補と考
えられる。
【０００４】
しかし、生体皮膚を覆う皮脂膜や角質層が外界の物質に対するバリアとして作用するた
め、薬剤の投与に許容できる程度の時間内に経皮的に有効量を投与できる薬剤の種類は限
定されており、各種ワクチンやアジュバントは、いずれも分子量が大きいなどのため、単
に皮膚上に存在させるだけでは殆ど皮内に移行させることができない。
【０００５】
また角質層の一部又は全部を剥離又は除去すればある程度皮内への移行速度を高めるこ
とはできるが、このような処置は経皮投与本来の安全性、簡便性を失わせるものであって
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好ましくなく、ワクチンやアジュバントの場合、このような処置を行ってもなお、抗原抗
体反応や免疫賦活作用を発現させるに足りる有効量を皮内に移行させるには長時間（２〜
５時間以上）に渡る投与が必要となる。
【０００６】
一方、ワクチンやアジュバントは一般に両性電解質であり、溶液のｐＨ値によってプラ
ス又はマイナスの電荷を帯びるため、イオントフォレーシスを用いた投与も考えられるが
、殆どの場合、分子量当りの電荷量が小さいなどの理由から、電圧の印加による顕著な投
与速度、投与量の増大効果は得られない。
【特許文献１】国際公開第００／４４４３８号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
本発明は、上記の問題に鑑みてなされたものであり、薬剤の経皮投与における薬剤の皮
内への移行速度を増大させることができる経皮投薬装置及びその制御方法を提供すること
をその目的とする。
【０００８】
本発明は、薬剤液中において少なくとも一部がプラス又はマイナスの薬剤イオンに解離
する薬剤の皮内への移行速度を増大させることができる経皮投薬装置及びその制御方法を
提供することをもその目的とする。
【０００９】
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また本発明は、ワクチンやアジュバントなど従来の経皮投与法では投与することができ
なかった薬剤、有効量を投与するには角質層を除去するなどの処置を行うことが必要であ
った薬剤、又は有効量の投与に長時間を要していた薬剤を、角質層の除去などの処置を行
うことなく、又は従来の経皮投与方法に場合に比して短時間でより多くの量をもって投与
することが可能な経皮投薬装置を提供することをもその目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
本発明は、
第１導電型の電圧が印加される電極と、
前記電極からの通電を受ける電解液を保持する電解液保持部と、
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前記電解液保持部の前面側（皮膚側）に配置されるバイポーラ膜であって、第１導電型
のイオンを選択的に通過させる第１イオン交換膜と第２導電型のイオンを選択的に通過さ
せる第２イオン交換膜とから構成されるバイポーラ膜とを備えることを特徴とする経皮投
薬装置である。
【００１１】
本発明に係る経皮投薬装置は、皮膚上に配置された薬効成分がプラス又はマイナスの薬
剤イオンに解離する薬剤液にバイポーラ膜の前面側を当接させた状態で、電極に薬剤イオ
ンとは反対導電型の電圧を印加する態様で使用され、薬剤の経皮投与を促進させるもので
ある。
【００１２】
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本発明により薬剤の経皮投与が促進されるメカニズムは以下の通りであると考えられて
いる。
【００１３】
平時における生体皮膚のｐＨ値は５〜６程度であり、この状態において皮膚は弱いカチ
オン選択性を示し、ｐＨ値を（例えば８〜９程度に）上昇させることで皮膚のカチオン選
択性は高くなり、ｐＨ値を（例えば２〜４程度に）低下させることで皮膚はアニオン選択
性を示すことが知られている。
【００１４】
一方、薬剤液中における薬剤は、ある一定の解離度をもって薬剤イオンに解離し、その
残りが薬剤分子の状態で薬剤液中に存在しているものと考えられる。
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【００１５】
例えば、薬効成分がマイナスの薬剤イオンに解離するアニオン性の薬剤の場合、薬剤液
中にはマイナスの薬剤イオンと中性の薬剤分子が存在していることになるが、皮膚がカチ
オン選択性を帯びている場合には、マイナスの薬剤イオンは皮内に移行できず、中性の薬
剤分子のみが皮内に移行し得ることになる。
【００１６】
従って、薬剤液のｐＨが一定以上（例えばｐＨ５以上）である場合には、薬剤の薬剤イ
オンへの解離度が高くなるほど、皮内に移行し得る薬剤分子が減少し、薬剤の投与速度は
低下していくことになる。
【００１７】
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薬効成分がプラスの薬剤イオンに解離するカチオン性の薬剤の場合も同様であり、薬剤
液のｐＨが一定以下（例えばｐＨ４以下）である場合には、薬剤の薬剤イオンへの解離度
が高くなるほど、皮内に移行し得る薬剤分子が減少し、薬剤の投与速度は低下していくこ
とになる。
【００１８】
本発明の経皮投薬装置は、電極に印加されるプラス又はマイナスの電圧によりバイポー
ラ膜の前面側（皮膚側）に供給されるＨ

＋

イオン又はＯＨ

−

イオンを皮膚に移行させ、皮

膚のｐＨ値を増大又は低下させることで皮膚のイオン選択性を調整し、もって薬剤の投与
速度又は投与量を増大させるものである。
【００１９】
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即ち、アニオン性の薬剤の経皮投与を行う場合であれば、電極にプラスの電圧を印加す
ることでバイポーラ膜内において水の電気分解を生じさせ、これにより生じたＨ
をバイポーラ膜の前面側に供給することができる。このＨ

＋

＋

イオン

イオンは電極に印加されるプ

ラス電圧の作用により皮膚に移行するため、皮膚のｐＨ値を低下させ、皮膚にアニオン選
択性を与えることが可能である。従って、薬剤液中の薬剤分子だけでなく、マイナスの薬
剤イオンも皮内に移行することが可能となって薬剤の投与速度又は投与量が増大すること
になる。
【００２０】
同様に、カチオン性の薬剤の経皮投与を行う場合であれば、電極にマイナスの電圧を印
加することでバイポーラ膜の前面に供給されるＯＨ

−

イオンを皮膚に移行させ、皮膚のｐ
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Ｈ値を増大させることでカチオン選択性を与えることができる。従って、薬剤液中の薬剤
分子だけでなく、プラスの薬剤イオンも皮内に移行することが可能となって薬剤の投与速
度又は投与量が増大することになる。
【００２１】
また定量的な確認がなされた訳ではないが、本発明では、電極に印加される電圧により
バイポーラ膜から供給されるＨ

＋

イオン又はＯＨ

−

イオンが皮膚に向けて泳動することに

よる泳動流を生じるが、この泳動流によって薬剤液中の薬剤イオン及び薬剤分子の皮内へ
の 移 行 が 加 速 さ れ る 効 果 （ 電 気 浸 透 効 果 ／ electroosmosis） も 併 せ て 達 成 さ れ て い る も の
と考えられる。
【００２２】
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本発明における第１イオン交換膜は、第１導電型のイオンを選択的に通過させるイオン
交換膜であり、第１導電型のイオン交換基（対イオンが第１導電型のイオンである交換基
）が導入されたイオン交換膜を使用することができる。本発明の第１イオン交換膜には、
市場において入手できる任意のカチオン交換膜又はアニオン交換膜を使用することができ
、特に好ましくは、多孔質フィルムの孔の一部または全部に、第１導電型のイオン交換基
が導入されたイオン交換樹脂を充填させたタイプのイオン交換膜を使用することができる
。
【００２３】
なお、上記における「第１導電型のイオンの選択的な通過」は、第１導電型のイオンが
第２導電型のイオンよりも通過し易い状態を言い、必ずしも第２導電型のイオンが一切通
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過できない状態や第１導電型のイオンの通過に一切の制約を生じない状態を言う訳ではな
い。
【００２４】
本発明における第２イオン交換膜は、第２導電型のイオンを選択的に通過させるイオン
交換膜であり、第２導電型のイオン交換基（対イオンが第２導電型のイオンである交換基
）が導入されたイオン交換膜を使用することができる。本発明の第２イオン交換膜には、
市場において入手できる任意のカチオン交換膜又はアニオン交換膜を使用することができ
、特に好ましくは、多孔質フィルムの孔の一部または全部に、第２導電型のイオン交換基
が導入されたイオン交換樹脂を充填させたタイプのイオン交換膜を使用することができる
。
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【００２５】
なお、上記における「第２導電型のイオンの選択的な通過」は、第２導電型のイオンが
第１導電型のイオンよりも通過し易い状態を言い、必ずしも第１導電型のイオンが一切通
過できない状態や第２導電型のイオンの通過に一切の制約を生じない状態を言う訳ではな
い。
【００２６】
本発明のバイポーラ膜は、上記の如き第１イオン交換膜及び第２イオン交換膜から構成
されるが、必ずしも両者は接合などにより一体化されている必要はなく、単に両者を並べ
て（積層して）構成することも可能である。ただし、バイポーラ膜における水の電気分解
を発生し易くするためには、両者を密着させて、即ち空気や他の層を介在させないで配置
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することが好ましい。
【００２７】
本発明における電解液は、電極とバイポーラ膜とを導通させる役割及びバイポーラ膜に
水分を供給する役割を有するものであり、任意の電解質を溶解した電解液を使用すること
ができるが、本発明では、バイポーラ膜における水の電気分解により発生するＨ
又はＯＨ

−

＋

イオン

イオンが電極側に移動することで導通を確保することが可能であるため、本発

明の電解液保持部は、電解質が含まれない純水を電解液に保持するものとすることも可能
である。なお、バイポーラ膜への水分は薬剤液の側からも供給されるものとすることが可
能である。
【００２８】
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なお、本発明における電解液保持部は、経皮投薬装置において上記電解液が保持される
部分を示称するものであり、必ずしも容器などの有形の部材から形成されることは必要で
はない。また電解液保持部は、電解液を液体状態で保持するものとしても良く、ガーゼ、
綿、濾紙、ゲルなどの担体に含浸させて保持するものとしても良い。
【００２９】
上記の通り、本発明の経皮投薬装置は、皮膚上に配置された薬剤液にバイポーラ膜の前
面側を当接させた状態で電極に第１導電型の電圧を印加することにより薬剤の皮内への移
行を促進させるものであるが、皮膚上への薬剤液の配置は、薬剤液を皮膚上に塗布するこ
とにより行うことができ、或いは薬剤液を含浸させたガーゼ、綿、濾紙、ゲルなどの担体
を皮膚上に載置することにより行うこともできる。

10

【００３０】
また上記における第１導電型の電圧は、プラス又はマイナスの電圧を意味するが、本発
明の経皮投薬装置における電極にプラスとマイナスのいずれの電圧を印加するかは、薬剤
液中における薬剤イオンの導電型により定められ、薬剤イオンがマイナスのイオンである
場合には、電極にはプラスの電圧が印加され、薬剤イオンがプラスのイオンである場合に
は、電極にはマイナスの電圧が印加される。なお、薬剤がタンパク質やペプチド類などの
両性電解質である場合には薬剤液のｐＨ値によって薬剤イオンの導電型が変わるため、そ
の場合には薬剤液のｐＨ値に応じて電極に印加される電圧の極性が定められる。
【００３１】
本発明では、必ずしも薬剤の経皮投与が行われる全時間に渡って、電極への電圧の印加

20

を行うことは必要ではない。
【００３２】
即ち本発明は、電極への電圧の印加によりバイポーラ膜において生成されたＨ
又はＯＨ

−

＋

イオン

イオンを皮膚に移行させることにより皮膚にアニオン選択性又はカチオン選択

性を与えるものであるが、一旦アニオン選択性又はカチオン選択性が与えられた皮膚は、
電極への電圧の印加を停止させても、即ちＨ

＋

イオン又はＯＨ

−

イオンの皮膚への移行を

停止させても、ある程度の時間に渡って与えられたイオン選択性を保持するため、その間
は電極への電圧の印加を行わなくても本発明における薬剤の皮内への移行速度、移行量の
増大効果が維持される。
【００３３】

30

従って、本発明における電極への電圧の印加は、間欠的に行うことも可能であり、或い
は一旦皮膚に必要なアニオン選択性又はカチオン選択性を与えた以降は、電極に印加する
電圧を低下させることも可能である。
【００３４】
また本発明の経皮投薬装置では、電極に印加する電圧のプロファイルを制御することで
、皮膚のｐＨ値の変化量を薬剤液のｐＨ値の変化量よりも大きくすることが可能である。
【００３５】
従って、薬効などとの関係で薬剤液のｐＨ値をある一定の値（或いは一定の値以上又は
以下）に保ちたい場合には、電極に印加する電圧のプロファイルを制御することで、皮膚
に必要なイオン選択性を付与するに足りる十分なｐＨ値の変化を与える一方で、薬剤液の
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ｐＨ値をあまり変化させないようにすることも可能である。
【００３６】
なお、本明細書において「薬剤」の語は、調製の有無を問わず、何らかの薬理作用を有
し、病気の治療、回復、予防、健康の維持、増進、或いは美容の維持、増進、痩身などの
目的で生体に投与される物質の意味で用いている。また本明細書における「薬剤」の語に
は、抗原抗体反応や免疫賦活作用を発現させるワクチン、アレルゲン、アジュバントも含
まれ、従って「薬理作用」の語には抗原抗体反応や免疫賦活作用も包含される。
【００３７】
本明細書における「薬剤イオン」の語は、薬剤がイオン解離することにより生じる薬理
作用を担うイオンを意味しており、薬剤の薬剤イオンへの解離は、薬剤を水、酸、アルカ
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リなどの溶媒に溶解させることにより生じるものであっても良く、更に電圧の印加やイオ
ン化剤の添加等を行うことにより生じるものであっても良い。
【００３８】
また本明細書における「薬剤液」は、薬剤を溶解させた液体状の溶液だけでなく、溶媒
中において薬剤の少なくとも一部が薬剤イオンに解離する限り、薬剤を溶媒に懸濁又は乳
濁させたもの、軟膏状又はペースト状に調整されたものなど各種の状態のものを含む。ま
た薬剤液は、液体、懸濁液、乳濁液、軟膏、ペーストの状態で使用しても良く、これらを
ガーゼ、濾紙、ゲルなどの担体に含浸させて使用しても良い。
【００３９】
本明細書における「第１導電型」は、プラス又はマイナスの電気極性を意味し、「第２
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導電型」は第１導電型と反対の電気極性（マイナス又はプラス）を意味する。
【００４０】
本発明における第１イオン交換膜は、第２イオン交換膜の前面側に配置することが好ま
しく、これにより第１イオン交換膜と第２イオン交換膜の界面における水の電気分解を効
率よく発生させることが可能になる。
【００４１】
本発明における第１イオン交換膜及び第２イオン交換膜の輸率は、０．９５以上、特に
好ましくは０．９８以上とすることが好ましく、これにより第１イオン交換膜と第２イオ
ン交換膜の界面における水の電気分解を効率よく発生させることが可能になる。
【００４２】
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なお第１、第２イオン交換膜の輸率は、第１、第２イオン交換膜中のイオン交換樹脂の
種類、量、イオン交換樹脂に導入するイオン交換基の種類、導入量などによって制御する
ことが可能である。
【００４３】
また上記における第１イオン交換膜の輸率は、電解液と薬剤液の間に第１イオン交換膜
のみを配置した状態で電解液側に第１導電型の電圧を印加した際に、第１イオン交換膜を
介して運ばれる総電荷のうちの電解液中の第１導電型のイオンが薬剤液側に移行すること
により運ばれる電荷の割合であり、第２イオン交換膜の輸率は、電解液と薬剤液の間に第
２イオン交換膜のみを配置した状態で電解液側に第１導電型の電圧を印加した際に、第２
イオン交換膜を介して運ばれる総電荷のうちの薬剤液中の第２導電型のイオンが電解液側
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に移行することにより運ばれる電荷の割合である。
【００４４】
本発明の経皮投薬装置は、バイポーラ膜の前面側に薬効成分が第２導電型の薬剤イオン
に解離する薬剤を含む薬剤液を保持する薬剤液保持部を更に備えることが可能であり、こ
れにより薬剤投与の利便性を高めることが可能になる。
【００４５】
本発明の経皮投薬装置は、薬剤液保持部に少なくとも１種以上のアジュバントを保持す
ることが可能であり、この経皮投薬装置によれば、皮膚面における角質層の剥離や除去を
行うことなく、又は従来の経皮投与に比してより短時間でアジュバントを投与することが
可能になる。本発明において好ましく使用できるアジュバントには、ＬＴ、ＣＴ、ＣｐＧ
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、ＥＴＡ、ＰＴなどが含まれる。
【００４６】
本発明の経皮投薬装置は、薬剤液保持部に少なくとも１種以上のワクチンを保持するこ
とが可能であり、この経皮投薬装置によれば、皮膚面における角質層の剥離や除去を行う
ことなく、又は従来の経皮投与に比してより短時間でワクチンを投与することが可能にな
る。本発明において好ましく使用できるワクチンには、インフルエンザ、ガン、肝炎（Ａ
型、Ｂ型）などのワクチンが含まれる。
【００４７】
本発明の経皮投薬装置は、電極に電圧を間欠的に印加するための制御手段を更に備える
ことが可能であり、薬剤の経皮投与の簡便性を高めることができる。
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【００４８】
本発明の経皮投薬装置は、皮膚のｐＨ値を測定するためのｐＨ測定手段と、このｐＨ測
定手段により測定されるｐＨ値に応じて電極に印加する電圧を制御するための制御手段を
更に備えることが可能であり、これにより皮膚のｐＨ値を適切な値に保持することが可能
となり、薬剤の投与速度又は投与量の増大を達成すると同時に、薬剤投与の安定性、安全
性を一層高めることが可能になる。
【００４９】
本発明の経皮投薬装置は、第１導電型の電圧が印加される電極の対極としての第２電極
を備えることができる。
【００５０】
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また本発明は、
第１導電型のイオンを選択的に通過させる第１イオン交換膜と第２導電型のイオンを選
択的に通過させる第２イオン交換膜とから構成されるバイポーラ膜の一面を、生体皮膚上
に配置された薬効成分が第２導電型の薬剤イオンに解離する薬剤液に当接させ、
前記バイポーラ膜の他面を電解液に接触させ、
前記電解液の側から第１導電型の電圧を印加することにより前記薬剤液中の薬剤の生体
への移行を促進させることを特徴とする経皮投薬装置の制御方法である。
【００５１】
本発明では電解液の側から印加される第１導電型の電圧によりバイポーラ膜から供給さ
れるＨ＋イオン又はＯＨ−イオンが生体皮膚に移行し、生体皮膚にアニオン選択性又はカ
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チオン選択性が付与されることとなる結果、薬剤の皮内への移行速度又は移行量を増大さ
せることができる。
【００５２】
この場合において、電圧の印加は間欠的に行うことができ、或いは皮膚面のｐＨ値に基
づいて電解液の側から印加する電圧の制御を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５３】
以下、図面に基づいて、本発明の実施形態を説明する。
【００５４】
図１は、本発明に係る経皮投薬装置の構成を示す概略断面図である。
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【００５５】
なお、以下では、説明の便宜上、薬効成分がマイナスの薬剤イオンに解離する薬剤（例
えば、ビタミン剤であるアスコルビン酸）を投与するための経皮投薬装置を例として説明
するが、薬効成分がプラスの薬剤イオンに解離する薬剤（例えば、麻酔薬である塩酸リド
カインや麻酔薬である塩酸モルヒネなど）を投与するための経皮投薬装置の場合は、以下
の説明における各電極部材に接続される電源端子の極性（プラスとマイナス）及び各イオ
ン交換膜の極性（カチオン交換膜とアニオン交換膜）が逆転することになる。またｐＨに
よって薬剤イオンの極性が変わる両性電解質の薬剤を投与するための経皮投薬装置の場合
には、ｐＨに応じていずれのタイプの経皮投薬装置を用いるかを選択することになる。
【００５６】
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図示されるように、本発明の経皮投薬装置Ｘ１は、大きな構成要素（部材）として、作
用側構造体Ａ１、非作用側構造体Ｂ及び電源Ｃを備えている。
【００５７】
作用側構造体Ａ１は、電源Ｃのプラス極に接続された電極部材１１、当該電極部材１１
と接触を保つ電解液を保持する電解液保持部１２、当該電解液保持部１２の前面側（皮膚
側）に配置されたアニオン交換膜１３Ａ及びカチオン交換膜１３Ｃからなるバイポーラ膜
１３を備え、その全体がカバー又は容器１４に収容されている。
【００５８】
一方、非作用側構造体Ｂは、電源Ｃのマイナス極に接続された電極部材２１、当該電極
部材２１と接触を保つ電解液を保持する電解液保持部２２を備え、その全体がカバー又は
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容器２４に収容されている。
【００５９】
この経皮投薬装置Ｘ１において、電極部材１１、２１には、任意の導電性材料が特に制
限無く使用できるが、電極部材１１、２１における水の電気分解によりガスが発生して通
電性が低下することを防止するために、銀／塩化銀などの活性電極を使用することが好ま
しい。
【００６０】
電解液保持部１２、２２には、バイポーラ膜１３又は皮膚への通電性を確保するための
任意の電解質を溶解した電解液を使用することが可能であるが、水よりも酸化還元電位の
低い電解質を溶解した電解液を使用することで電極部材１１、２１における上記ガスの発
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生を防止することが可能であり、その場合には、電極部材１１、２１に活性電極を使用す
ることは不要となる。
【００６１】
電解液保持部１２、２２は、電解液を液体状態で保持するものとして構わないが、ガー
ゼ、綿、濾紙、或いはアクリル系、ポリウレタン系のゲルなどの担体に電解液を含浸させ
て保持することも可能である。
【００６２】
イオン交換膜には、イオン交換樹脂を膜状に形成したものの他、イオン交換樹脂をバイ
ンダーポリマー中に分散させ、これを加熱成型などにより製膜することで得られる不均質
イオン交換膜や、イオン交換基を導入可能な単量体、架橋性単量体及び重合開始剤などか
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らなる組成物、又は、イオン交換基を導入可能な官能基を有する樹脂を溶媒に溶解させた
ものを、布や網などの基材、或いはポリオレフィン樹脂、フッ素系樹脂、ポリアミド樹脂
などからなる多孔質フィルムの基材に含浸充填させ、重合又は溶媒除去を行った後にイオ
ン交換基の導入処理を行うことにより得られる均質イオン交換膜など各種のものが知られ
ており、アニオン交換膜１３Ａ、カチオン交換膜１３Ｃには、これらのイオン交換膜を特
別な制限無く使用することができる。
【００６３】
アニオン交換膜１３Ａに導入される陰イオン交換基としては、１〜３級アミノ基、４級
アンモニウム基、ピリジル基、イミダゾール基、４級ピリジニウム基、４級イミダゾリウ
ム基等を挙げることができ、強塩基性基である４級アンモニウム基や４級ピリジニウム基
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を使用することにより、輸率の高いアニオン交換膜を得ることができるなど、導入する陰
イオン交換基の種類によってアニオン交換膜の輸率を制御することが可能である。
【００６４】
カチオン交換膜１３Ｃに導入される陽イオン交換基としては、スルホン酸基、カルボン
酸基、ホスホン酸基等を挙げることができ、強酸性基であるスルホン酸基を使用すること
により、輸率の高いカチオン交換膜を得ることができるなど、導入する陽イオン交換基の
種類によってカチオン交換膜の輸率を制御することが可能である。
【００６５】
また陰イオン交換基の導入処理としては、アミノ化、アルキル化などの種々の手法が、
また陽イオン交換基の導入処理としては、スルホン化、クロロスルホン化、ホスホニウム
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化、加水分解などの種々の手法が知られているが、このイオン交換基の導入処理の条件を
調整することにより、イオン交換膜の輸率を調整することが可能である。
【００６６】
また、イオン交換膜中のイオン交換樹脂量や膜のポアサイズ、ポア率などによってもイ
オン交換膜の輸率を調整することが可能である。例えば、多孔質フィルム中にイオン交換
樹脂が充填されたタイプのイオン交換膜の場合にあっては、０．００５〜５．０μｍ、よ
り好ましくは０．０１〜２．０μｍ、最も好ましくは０．０２〜０．２μｍの平均孔径（
バブルポイント法（ＪＩＳ Ｋ３８３２−１９９０）に準拠して測定される平均流孔径）
の多数の小孔が、２０〜９５％、より好ましくは３０〜９０％、最も好ましくは３０〜６
０％の空隙率で形成された５〜１４０μｍ、より好ましくは１０〜１２０μｍ、最も好ま
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しくは１５〜５５μｍの膜厚を有する多孔質フィルムを使用し、５〜９５質量％、より好
ましくは１０〜９０質量％、特に好ましくは２０〜６０質量％の充填率でイオン交換樹脂
を充填させたイオン交換膜を使用することができるが、この多孔質フィルムが有する小孔
の平均孔径、空隙率、イオン交換樹脂の充填率によってもイオン交換膜の輸率を調整する
ことが可能である。
【００６７】
具体的には、アニオン交換膜１３Ａとしては、（株）トクヤマ製ネオセプタＡＭ−１、
ＡＭ−３、ＡＭＸ、ＡＨＡ、ＡＣＨ、ＡＣＳなどの陰イオン交換基が導入されたイオン交
換膜を使用することができ、カチオン交換膜１３Ｃとしては、（株）トクヤマ製ネオセプ
タＣＭ−１、ＣＭ−２、ＣＭＸ、ＣＭＳ、ＣＭＢなどの陽イオン交換基が導入されたイオ
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ン交換膜が使用することができる。
【００６８】
アニオン交換膜１３Ａとカチオン交換膜１３Ｃの界面における電気分解がなるべく低い
印加電圧で生じるようにするために、アニオン交換膜１３Ａ及びカチオン交換膜１３Ｃに
は輸率のなるべく高いものを使用することが好ましい。アニオン交換膜１３Ａ及びカチオ
ン交換膜１３Ｃの好ましい輸率の範囲は０．９５以上であり、特に好ましい範囲は０．９
８以上である。
【００６９】
容器乃至カバー１４、２４は、電解液保持部１２、２２からの水分の蒸発や漏れ出し、
或いは外部からの異物の混入を防ぐことができ、取扱中において破損を生じない程度の強
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度を有するプラスチック、金属フィルムなどの任意の素材から形成することができる。容
器乃至カバー１４、２４の底部１４ｂ、２４ｂには皮膚や薬剤液層との密着性を高めるた
めの粘着剤層を設けることが可能である。
【００７０】
また経皮投薬装置Ｘ１の保管中における電解液保持部１２、２２からの水分の蒸発や漏
れ出し、或いは外部からの異物の混入を防ぐためのライナーをバイポーラ膜１３の前面側
及び／又は電解液保持部２２の前面側に貼付することができる。
【００７１】
電源Ｃとしては、電池、定電圧装置、定電流装置、定電圧・定電流装置、可変電圧電源
などを使用することができる。
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【００７２】
図２は、上記経皮投薬装置Ｘ１の使用態様を示す説明図である。
【００７３】
経皮投薬装置Ｘ１は、図示の態様でバイポーラ膜１３の前面側（カチオン交換膜１３Ｃ
の前面側）を皮膚Ｓ上に配置された薬剤液層１５に当接させ、電解液保持部２２を皮膚Ｓ
の別の部位に当接させた状態で、電極部材１１及び１２にそれぞれプラス及びマイナスの
電圧を印加するようにして使用される。また図中の１６は、投薬中の皮膚Ｓ上のｐＨ値を
モニターするためのｐＨセンサーである。当然のことながら、このｐＨセンサー１６は、
投薬中のｐＨ値をモニターする必要がない場合には使用しなくて良い。
【００７４】

40

ここで薬剤液層１５には、薬効成分がマイナスの薬剤イオンに解離する薬剤が含まれて
いる。薬剤液層１５は、液体などの状態の薬剤液を皮膚Ｓ上に塗布することで形成するこ
とが可能であり、或いは薬剤液をガーゼ、綿、濾紙、或いはアクリル系、ポリウレタン系
のゲルなどの担体に含浸させたものを皮膚Ｓ上に配置したものであっても良い。
【００７５】
図３、４は投薬中に電極部材１１に印加される電圧プロファイル（実線）とｐＨセンサ
１６により検知されるｐＨ値の推移（破線）を示している。
【００７６】
図３のプロファイルでは、第１のフェーズにおいて、所定時間ｔ１に渡って継続的にプ
ラス電圧Ｖ１が印加される。
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【００７７】
このとき、バイポーラ膜１３内での水の電気分解により生じるＨ

＋

イオンがバイポーラ

膜１３の前面側に供給され、これがプラス電圧Ｖ１の作用により皮膚Ｓ内に移行するため
に皮膚ＳのｐＨ値が低下し、皮膚Ｓにアニオン選択性を与えることができる。従って、薬
剤液層１５中における薬剤分子だけでなく、マイナスのイオンである薬剤イオンも皮膚Ｓ
内に移行することが可能となる。
【００７８】
第１のフェーズでは、プラス電圧Ｖ１により薬剤イオンが電極部材１１側に引き寄せら
れる作用と、Ｈ

＋

イオンの皮膚Ｓ側への移動により生じる泳動流によって薬剤イオンが皮

膚Ｓ側に流される作用（電気浸透作用）とが競合するが、いずれにしてもある程度の量の

10

薬剤イオンの皮内への移行は生じるものと考えられる。また上記泳動流による電気浸透作
用により、薬剤分子が皮内に移行する量にも増大を生じる。従って、経皮投薬装置Ｘ１を
使用しない場合との比較では、この薬剤イオンの皮内への移行分及び電気浸透作用による
薬剤分子の皮内への移行分が純増となり、薬剤の投与速度又は投与量が確実に増大するこ
とになる。
【００７９】
第１のフェーズの後、所定時間ｔ２の電圧印加の停止（第２のフェーズ）と所定時間ｔ
３のプラス電圧Ｖ１と同一又は異なるプラス電圧Ｖ２の印加（第３のフェーズ）が繰り返
される。
【００８０】
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第２のフェーズにおいては、皮膚Ｓはある緩和時間をもって本来のｐＨ値に復帰しよう
とするために徐々にｐＨ値を上昇させるが、皮膚Ｓのアニオン選択性が失われる前に、第
３のフェーズにおいて電圧Ｖ２を印加すれば、第２、第３のフェーズを通じて皮膚Ｓのア
ニオン選択性を保つことができる。
【００８１】
第２のフェーズでは、拡散による薬剤分子の皮内への移行に加えて、拡散による薬剤イ
オンの皮内への移行が生じるために経皮投薬装置Ｘ１を使用しない場合よりも薬剤の投与
速度又は投与量が増大することになり、第３のフェーズでは、第１のフェーズにおいて上
記したと同様のメカニズムにより薬剤の投与速度又は投与量が増大することになる。
【００８２】
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図４のプロファイルでは、第４のフェーズにおいて、所定時間ｔ４に渡って継続的に所
定のプラス電圧Ｖ３が印加された以降は、第２のフェーズにおいて、Ｖ３よりも小さい所
定のプラス電圧Ｖ４が継続的に印加される。
【００８３】
図４における第４のフェーズでは、図３における第１のフェーズと同様の態様で皮膚Ｓ
のｐＨ値が低下してアニオン選択性が与えられ、第５のフェーズでは、皮膚Ｓの緩和によ
るｐＨ値の上昇とプラス電圧Ｖ４による緩やかなｐＨ値の低下とが拮抗する結果、皮膚の
ｐＨ値は一定に保たれる。
【００８４】
第４のフェーズでは、図３における第１のフェーズと同様のメカニズムにより薬剤の投
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与速度又は投与量が増大し、第５のフェーズでは、プラス電圧Ｖ４により薬剤イオンが電
極部材１１側に引き寄せられる作用及びＨ

＋

イオンの泳動流によって薬剤イオン及び薬剤

分子が皮膚Ｓ側に流される作用（電気浸透作用）はともに第４のフェーズより小さくはな
るが、第４のフェーズと同様のメカニズムにより薬剤の投与速度又は投与量が増大する。
【００８５】
なお、上記いずれのプロファイルにおいても、皮膚Ｓの部位や薬剤の種類、薬剤液のｐ
Ｈ値、量（薬剤液層１６の厚み）などに応じて時間ｔ１〜ｔ３、電圧Ｖ１〜Ｖ４は適宜調
整することができる。
【００８６】
図５は、本発明の他の実施形態に係る経皮投薬装置Ｘ２を示す説明図である。
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【００８７】
この経皮投薬装置Ｘ２は、バイポーラ膜１３の前面側に薬剤液保持部１５ａを備える点
、薬剤液保持部１５ａの前面側にｐＨセンサ１６を備える点及び不図示の配線によりｐＨ
センサ１６に接続され、その検知値に基づいて電源Ｃの出力を制御するための制御回路Ｆ
を備える点において経皮投薬装置Ｘ１と相違するが、その他の点においては経皮投薬装置
Ｘ１と同一の構成を有している。
【００８８】
ここで経皮投薬装置Ｘ２の薬剤液保持部１５ａは、薬効成分がマイナスの薬剤イオンに
解離する薬剤を含む薬剤液を保持するものであり、薬剤液保持部１５ａは、薬剤液を液体
などの状態のまま保持するものとしても良く、或いは薬剤液をガーゼ、綿、濾紙、或いは

10

アクリル系、ポリウレタン系のゲルなどの担体に含浸させたものにより構成しても良い。
【００８９】
ｐＨセンサ１６には市販のガラス電極ｐＨセンサやＩＳＦＥＴなどを用いた半導体ｐＨ
センサなど、皮膚の表面又は皮膚内のｐＨ値の測定に適する任意のタイプのものを使用す
ることができる。
【００９０】
経皮投薬装置Ｘ２では、生体皮膚に薬剤液保持部１５ａ及び電解液保持部２２を当接さ
せた状態で制御回路Ｆからの信号に基づいて電源Ｃから電極部材１１、２１にプラス及び
マイナスの電圧が印加されることで薬剤液保持部１５ａから皮内への薬剤投与が促進され
る。
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【００９１】
制御回路Ｆは、ｐＨセンサ１６により測定されるｐＨ値が所定の値以上の場合に電源Ｃ
からの電圧を出力させ、所定の値以下となった場合に電源Ｃからの電圧を停止し、或いは
出力電圧を低下させることで、図３又は図４に示す態様で電源Ｃの出力制御を行うものと
することができる。
【００９２】
また制御回路Ｆは、予め定められたプログラムに従って、投薬の開始からの経過時間の
みに基づいて図３又は図４に示す態様で電源Ｃの出力制御を行うことも可能であり、この
場合には、経皮投薬装置Ｘ２はｐＨセンサ１６を備えることを要しない。
【００９３】
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以上、いくつかの実施形態に基づいて本発明を説明したが、本発明は、これらの実施形
態に限定されるものではなく、特許請求の範囲の記載内において種々の改変が可能である
。
【００９４】
例えば上記実施形態では、非作用側構造体Ｂが電解液保持部２２やケース２４を備える
場合について説明したが、非作用側構造体Ｂは電極部材１１と反対電圧（又はアース）を
生体皮膚に作用させることができる部材を備えてさえいれば、電解液保持部２２やケース
２５を備えないなど、他の任意の構成とすることが可能である。
【００９５】
或いは経皮投薬装置そのものには非作用側構造体Ｂを設けずに、例えば、生体皮膚又は
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生体皮膚上に配置された薬剤液層上に作用側構造体を当接させる一方、アースとなる部材
にその生体の一部を当接させた状態で作用側構造体に電圧を印加して薬剤の生体内への移
行を促進させることも可能である。
【００９６】
或いは非作用側構造体Ｂを、電極部材と、電極部材の前面側に配置された電解液保持部
と、この電解液保持部の前面側に配置された第１導電型のイオンを選択的に通過させるイ
オン交換膜と、このイオン交換膜の前面側に配置された電解液保持部と、この電解液保持
部の前面側に配置された第２導電型のイオンを選択的に通過させるイオン交換膜とから構
成することも可能であり、これにより、通電時の皮膚面におけるｐＨ値の安定を得ること
も可能である。
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【００９７】
そして上記のいずれの場合でも実施形態として示した経皮投薬装置と同様に、本発明の
基本的効果である、皮膚に適切なイオン選択性を付与することで薬剤の生体への移行速度
又は移行量を増大させる効果を達成することが可能であり、いずれも本発明の範囲に含ま
れる。
【００９８】
また上記実施形態において示した電圧プロファイルは例示的なものであり、皮膚のイオ
ン選択性を適切に制御できる他の態様の電圧プロファイルを用いて薬剤の経皮投与を行う
ことも可能であり、本発明は実施形態中の電圧プロファイルによる限定を受けない。
【００９９】
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また上記実施形態では、作用側構造体、非作用側構造体、電源、制御回路などがそれぞ
れ別体として構成されている場合について説明したが、これらの全部又は一部を単一のケ
ーシング中に組み込み、或いは、これらを組み込んだ装置全体をシート状又はパッチ状に
形成して、その取扱性を向上させることも可能であり、そのような経皮投薬装置も本発明
の範囲に含まれる。
【図面の簡単な説明】
【０１００】
【図１】本発明の一実施形態に係る経皮投薬装置の構成を示す説明図。
【図２】本発明の一実施形態に係る経皮投薬装置の使用態様を示す説明図。
【図３】本発明の経皮投薬装置の電極に印加される例示的な電圧プロファイルを示す説明
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図。
【図４】本発明の経皮投薬装置の電極に印加される例示的な電圧プロファイルを示す説明
図。
【図５】本発明の他の実施形態に係る経皮投薬装置の構成を示す説明図である。
【符号の説明】
【０１０１】
Ｘ１、Ｘ２ 経皮投薬装置
Ａ１、Ａ２ 作用側構造体
１１ 電極部材
１２ 電解液保持部
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１３ バイポーラ膜
１３Ａ アニオン交換膜
１３Ｃ カチオン交換膜
１４ 容器
１５ 薬剤液層
１５ａ 薬剤液保持部
１６ ｐＨセンサ
Ｂ 非作用側構造体
２１ 電極部材
２２ 電解液保持部
２４ 容器
Ｃ 電源
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