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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　薬物の皮膚送達用の接着性外皮形成製剤であって：
　ａ）製剤全体の０．５重量％～２０重量％の薬物（ここで、薬物は、非ステロイド性抗
炎症薬（ＮＳＡＩＤ）、局所麻酔薬、並びにこれらの組合せからなる群より選択される）
；
　ｂ）ｉ）製剤の全重量に基づいて２重量％～５０重量％の、１以上の揮発性溶媒（ここ
で、揮発性溶媒とは、水及び水よりも揮発性である溶媒から選択される溶媒である）を含
む揮発性溶媒系、及び
　ｉｉ）２以上の不揮発性溶媒（ここで、不揮発性溶媒とは、水よりも揮発性でない溶媒
である）を含む不揮発性溶媒系（ここで、不揮発性溶媒系は、薬物が持続期間の時間にわ
たり治療上有効な速度で送達可能であるように、作用可能な溶解度の範囲内にある、薬物
に対する溶解度を有する）を含んでなる溶媒担体；並びに
　ｃ）外皮（peel）形成剤を含んでなり、揮発性溶媒系の蒸発に先立つ皮膚面への適用及
び接着に適した粘度を有し、そして皮膚面へ適用されると、揮発性溶媒系の少なくとも一
部の蒸発後に固化した剥皮可能（peelable）層を形成し、薬物は、治療上有効な速度で送
達され続ける、前記製剤。
【請求項２】
　前記不揮発性溶媒系が前記外皮形成剤の可塑剤として作用する不揮発性溶媒を含む、請
求項１に記載の製剤。
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【請求項３】
　前記揮発性溶媒系が水、エタノール、イソプロピルアルコール、酢酸エチル、アセトン
、及びこれらの混合物からなる群より選択されるメンバーを包含する、請求項１に記載の
製剤。
【請求項４】
　前記不揮発性溶媒系の少なくとも２つの不揮発性溶媒が、作用可能な溶解度の範囲内に
ある溶解度を薬物に提供する、請求項１に記載の製剤。
【請求項５】
　前記不揮発性溶媒系の少なくとも２つの不揮発性溶媒が、グリセロール、２００ＭＷ～
８００ＭＷの重量平均分子量を有するポリエチレングリコール、鉱油、ワセリン、ヒマシ
油、ｎ－メチルピロリドン、植物油、蜂蜜、オレイルアルコール、ジプロピレングリコー
ル、ソルビタンエステルのポリオキシエチレン誘導体、飽和ポリグリコール化（polyglyc
olyzed）Ｃ８～Ｃ１０グリセリド、ポリオキシエチル化脂肪酸グリセリド、ジメチルスル
ホキシド、脂肪アルコール、ミリスチン酸イソプロピル、オレイン酸エチル、精油、オレ
イン酸、オレイルアルコール、イソステアリン酸、中鎖脂肪酸と他の脂肪酸、及びこれら
の混合物からなる群より選択される、請求項１に記載の製剤。
【請求項６】
　精油が、オイゲノール、バラ油及びこれらの組み合わせからなる群より選択される、請
求項５に記載の製剤。
【請求項７】
　外皮形成剤が、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、カラゲナン、ゼラチン
、デキストリン、グアーゴム、キサンタンゴム、５，０００ＭＷより大きい重量平均分子
量を有する酸化ポリエチレン、デンプン、セルロース誘導体、ヒドロキシエチルセルロー
ス、エチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、
メチルビニルエーテル及び無水マレイン酸の共重合体、ポリビニルアルコール－ポリエチ
レングリコール共重合体、メタクリレート重合体、メタクリル酸及びメタクリレートをベ
ースとする共重合体、メチルメタクリレート共重合体、メタクリル酸－アクリル酸エチル
共重合体、及びこれらの組合せからなる群より選択される、請求項１に記載の製剤。
【請求項８】
　メタクリル酸及びメタクリレートをベースとする共重合体が、ポリ（メタクリル酸）共
重合体である、請求項７に記載の製剤。
【請求項９】
　薬物が、非ステロイド性抗炎症薬（ＮＳＡＩＤ）である、請求項１に記載の製剤。
【請求項１０】
　非ステロイド性抗炎症薬（ＮＳＡＩＤ）が、ケトプロフェン及びジクロフェナクからな
る群より選択される、請求項９に記載の製剤。
【請求項１１】
　薬物が、局所麻酔薬である、請求項１に記載の製剤。
【請求項１２】
　局所麻酔薬が、リドカイン、ブピバカイン、ロピバカイン、及びテトラカインからなる
群より選択される、請求項１１に記載の製剤。
【請求項１３】
　固化した剥皮可能層が十分に柔軟であり、ヒトの関節で皮膚へ適用されるときに、固化
した剥皮可能層は、関節の屈曲時にも皮膚上でそこなわれない（intact）ままであるよう
に皮膚へ接着する、請求項１に記載の製剤。
【請求項１４】
　前記剥皮可能製剤が、前記固化した剥皮可能層の形成後少なくとも２時間の間は、特定
の時間にわたる平均薬物送達速度の低下がピーク薬物送達速度の５０％以下であるような
速度で薬物を送達するように構成された、請求項１に記載の製剤。
【請求項１５】



(3) JP 5850889 B2 2016.2.3

10

20

30

40

50

　前記剥皮可能製剤が、前記固化した剥皮可能層の形成後少なくとも８時間の間は、特定
の時間にわたる平均薬物送達速度の低下がピーク薬物送達速度の５０％以下であるような
速度で薬物を送達するように構成された、請求項１に記載の製剤。
【請求項１６】
　不揮発性溶媒系の外皮形成剤に対する重量比が０．２：１～１．２：１である、請求項
１に記載の製剤。
【請求項１７】
　揮発性溶媒系がヒト皮膚刺激を引き起こすことが可能であり、前記不揮発性溶媒系の少
なくとも１つの不揮発性溶媒がその皮膚刺激を抑えることが可能である、請求項１に記載
の製剤。
【請求項１８】
　皮膚刺激を抑えることが可能な不揮発性溶媒が、グリセリン、プロピレングリコール、
及び蜂蜜からなる群より選択される、請求項１７に記載の製剤。
【請求項１９】
　固化した剥皮可能層が、標準の皮膚及び周囲条件下での皮膚面への適用の１５分以内に
形成される、請求項１に記載の製剤。
【請求項２０】
　固化した剥皮可能層が、標準の皮膚及び周囲条件下での皮膚面への適用の４分以内に形
成される、請求項１に記載の製剤。
【請求項２１】
　１００～３，０００，０００センチポアズの皮膚適用前の初期粘度を有する、請求項１
に記載の製剤。
【請求項２２】
　製剤が少なくとも２つの揮発性溶媒を有する、請求項１に記載の製剤。
【請求項２３】
　皮膚薬物送達用の接着性外皮形成製剤を調製する方法であって：
　ａ）皮膚送達に適した薬物を選択すること、ここで薬物は製剤全体の０．５重量％～２
０重量％を構成し、非ステロイド性抗炎症薬（ＮＳＡＩＤ）、局所麻酔薬、並びにこれら
の組合せからなる群より選択されるメンバーである；
　ｂ）作用可能な溶解度の範囲内にある薬物に対する溶解度を有する、２以上の不揮発性
溶媒（ここで、不揮発性溶媒とは、水よりも揮発性でない溶媒である）からなる不揮発性
溶媒系を選択すること；及び
　ｃ）薬物と不揮発性溶媒を、外皮形成剤と少なくとも１つの揮発性溶媒（ここで、揮発
性溶媒とは、水及び水よりも揮発性である溶媒から選択される溶媒である）を含む揮発性
溶媒系がさらに含まれる接着性外皮形成製剤へ製剤化することを含んでなり、ここで、前
記揮発性溶媒は、製剤の全重量の２重量％～５０重量％を構成し、前記接着性外皮形成製
剤は、揮発性溶媒系の蒸発に先立つ皮膚面への適用に適した粘度を有し、そしてここで該
製剤は、皮膚面へ適用されると、揮発性溶媒系の少なくとも一部が蒸発した後で固化した
剥皮可能層を形成し、そして薬物は、治療上有効な速度で送達され続ける、前記方法。
【請求項２４】
　薬物が、非ステロイド性抗炎症薬（ＮＳＡＩＤ）である、請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　非ステロイド性抗炎症薬（ＮＳＡＩＤ）が、ケトプロフェン及びジクロフェナクからな
る群より選択される、請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　薬物が、局所麻酔薬である、請求項２３に記載の方法。
【請求項２７】
　局所麻酔薬が、リドカイン、ブピバカイン、ロピバカイン、及びテトラカインからなる
群より選択される、請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
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　不揮発性溶媒の少なくとも２つの不揮発性溶媒が、グリセロール、２００ＭＷ～８００
ＭＷの重量平均分子量を有するポリエチレングリコール、鉱油、ワセリン、ヒマシ油、ｎ
－メチルピロリドン、植物油、蜂蜜、オレイルアルコール、ジプロピレングリコール、ソ
ルビタンエステルのポリオキシエチレン誘導体、飽和ポリグリコール化Ｃ８～Ｃ１０グリ
セリド、ポリオキシエチル化脂肪酸グリセリド、ジメチルスルホキシド、脂肪アルコール
、ミリスチン酸イソプロピル、オレイン酸エチル、精油、オレイン酸、オレイルアルコー
ル、イソステアリン酸、中鎖脂肪酸と他の脂肪酸、及びこれらの混合物からなる群より選
択される、請求項２３に記載の方法。
【請求項２９】
　精油が、オイゲノール、バラ油及びこれらの組み合わせからなる群より選択される、請
求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　製剤が少なくとも２つの揮発性溶媒を含む、請求項２３に記載の方法。
【請求項３１】
　皮膚薬物送達用の接着性外皮形成製剤を調製する方法であって：
　ａ）皮膚送達に適した薬物を選択すること、ここで薬物は製剤全体の０．５重量％～２
０重量％を構成し、非ステロイド性抗炎症薬（ＮＳＡＩＤ）、局所麻酔薬、並びにこれら
の組合せからなる群より選択されるメンバーである；
　ｂ）不揮発性溶媒系における薬物の溶解度を作用可能な溶解度の範囲内に位置づける比
に従って２以上の不揮発性溶媒（ここで、不揮発性溶媒とは、水よりも揮発性でない溶媒
である）を選択することによって不揮発性溶媒系を形成すること；及び
　ｃ）薬物と不揮発性溶媒系を、外皮形成剤と少なくとも１つの揮発性溶媒（ここで、揮
発性溶媒とは、水及び水よりも揮発性である溶媒から選択される溶媒である）を含む揮発
性溶媒系がさらに含まれる接着性外皮形成製剤へ製剤化することを含んでなり、ここで、
前記揮発性溶媒は、製剤の全重量の２重量％～５０重量％を構成し、前記接着性外皮形成
製剤は、揮発性溶媒系の蒸発に先立つ皮膚面への適用に適した粘度を有し、そしてここで
該製剤は、皮膚面へ適用されると、揮発性溶媒系の少なくとも一部が蒸発した後で固化し
た剥皮可能層を形成し、そして薬物は、治療上有効な速度で送達され続ける、前記方法。
【請求項３２】
　薬物が、非ステロイド性抗炎症薬（ＮＳＡＩＤ）である、請求項３１に記載の方法。
【請求項３３】
　非ステロイド性抗炎症薬（ＮＳＡＩＤ）が、ケトプロフェン及びジクロフェナクからな
る群より選択される、請求項３２に記載の方法。
【請求項３４】
　薬物が、局所麻酔薬である、請求項３１に記載の方法。
【請求項３５】
　局所麻酔薬が、リドカイン、ブピバカイン、ロピバカイン、及びテトラカインからなる
群より選択される、請求項３４に記載の方法。
【請求項３６】
　不揮発性溶媒系の少なくとも２つの不揮発性溶媒が、グリセロール、２００ＭＷ～８０
０ＭＷの重量平均分子量を有するポリエチレングリコール、鉱油、ワセリン、ヒマシ油、
ｎ－メチルピロリドン、植物油、蜂蜜、オレイルアルコール、ジプロピレングリコール、
ソルビタンエステルのポリオキシエチレン誘導体、飽和ポリグリコール化Ｃ８～Ｃ１０グ
リセリド、ポリオキシエチル化脂肪酸グリセリド、ジメチルスルホキシド、脂肪アルコー
ル、ミリスチン酸イソプロピル、オレイン酸エチル、精油、オレイン酸、イソステアリン
酸、中鎖脂肪酸と他の脂肪酸、及びこれらの混合物からなる群より選択される、請求項３
１に記載の方法。
【請求項３７】
　精油が、オイゲノール、バラ油及びこれらの組み合わせからなる群より選択される、請
求項３６に記載の方法。
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【請求項３８】
　製剤が少なくとも２つの揮発性溶媒を含む、請求項３１に記載の方法。
【請求項３９】
　薬物を送達するための固化した剥皮可能層であり、該層が請求項１に記載の製剤から形
成される固化した剥皮可能層であって：
　ａ）薬物、ここで薬物は製剤の０．５重量％～２０重量％を構成し、非ステロイド性抗
炎症薬（ＮＳＡＩＤ）、局所麻酔薬、並びにこれらの組合せからなる群より選択されるメ
ンバーである；
　ｂ）少なくとも２以上の不揮発性溶媒（ここで、不揮発性溶媒とは、水よりも揮発性で
ない溶媒である）を有する不揮発性溶媒系（ここで、不揮発性溶媒系は、薬物が少なくと
も２時間の間治療上有効な速度で送達可能であるように、作用可能な溶解度の範囲を薬物
に提供する）；及び
　ｃ）外皮形成剤を含んでなり、ここで裂けることも割れることも伴わずに、少なくとも
１つの方向において１０％まで伸びることができる、前記剥皮可能層。
【請求項４０】
　不揮発性溶媒系の少なくとも１つの不揮発性溶媒が外皮形成剤の可塑剤として作用する
、請求項３９に記載の固化した剥皮可能層。
【請求項４１】
　不揮発性溶媒系の少なくとも２つの不揮発性溶媒が、グリセロール、２００ＭＷ～８０
０ＭＷの重量平均分子量を有するポリエチレングリコール、鉱油、ワセリン、ヒマシ油、
ｎ－メチルピロリドン、植物油、蜂蜜、オレイルアルコール、ジプロピレングリコール、
ソルビタンエステルのポリオキシエチレン誘導体、飽和ポリグリコール化Ｃ８～Ｃ１０グ
リセリド、ポリオキシエチル化脂肪酸グリセリド、ジメチルスルホキシド、脂肪アルコー
ル、ミリスチン酸イソプロピル、オレイン酸エチル、精油、オレイン酸、イソステアリン
酸、中鎖脂肪酸と他の脂肪酸、及びこれらの混合物からなる群より選択される、請求項３
９に記載の固化した剥皮可能層。
【請求項４２】
　精油が、オイゲノール、バラ油及びこれらの組み合わせからなる群より選択される、請
求項４１に記載の固化した剥皮可能層。
【請求項４３】
　外皮形成剤が、デキストリン、グアーゴム、キサンタンゴム、５，０００ＭＷより高い
重量平均分子量を有する酸化ポリエチレン、デンプン、セルロース誘導体、ヒドロキシエ
チルセルロース、エチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシプロピル
セルロース、メタクリル酸重合体、メタクリル酸－アクリル酸エチル共重合体、ポリビニ
ルアルコール－ポリエチレングリコール共重合体、ポリビニルアルコール、ポリビニルピ
ロリドン、カラゲナン、ゼラチン、デキストリン、グアーゴム、キサンタンゴム、酸化ポ
リエチレン、デンプン、セルロース誘導体、メチルビニルエーテル及び無水マレイン酸の
共重合体、及びこれらの混合物からなる群より選択されるメンバーを包含する、請求項３
９に記載の固化した剥皮可能層。
【請求項４４】
　薬物が、非ステロイド性抗炎症薬（ＮＳＡＩＤ）である、請求項３９に記載の固化した
剥皮可能層。
【請求項４５】
　非ステロイド性抗炎症薬（ＮＳＡＩＤ）が、ケトプロフェン及びジクロフェナクからな
る群より選択される、請求項４４に記載の固化した剥皮可能層。
【請求項４６】
　薬物が、局所麻酔薬である、請求項３９に記載の固化した剥皮可能層。
【請求項４７】
　局所麻酔薬が、リドカイン、ブピバカイン、ロピバカイン、及びテトラカインからなる
群より選択される、請求項４６に記載の固化した剥皮可能層。
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【請求項４８】
　薬物の皮膚送達のための接着性外皮形成製剤であって：
　ａ）薬物、ここで薬物は製剤全体の０．５重量％～２０重量％を構成し、非ステロイド
性抗炎症薬（ＮＳＡＩＤ）、局所麻酔薬、並びにこれらの組合せからなる群より選択され
るメンバーである；
　ｂ）外皮形成剤；並びに
　ｃ）ｉ）製剤の全重量に基づいて２重量％～５０重量％の、１以上の揮発性溶媒（ここ
で、揮発性溶媒とは、水及び水よりも揮発性である溶媒から選択される溶媒である）を含
む揮発性溶媒系、及び
　ｉｉ）２以上の不揮発性溶媒（ここで、不揮発性溶媒とは、水よりも揮発性でない溶媒
である）を含む不揮発性溶媒系を含んでなる溶媒担体を含んでなり、皮膚面へ適用される
とき、接触面を有する固化した剥皮可能層を形成し、前記接触面は第一の領域寸法を有し
、前記固化した剥皮可能層は、第一の領域寸法が、裂けること、割れること、又は皮膚面
から分離することなしに、第一の領域寸法より１０％大きい第二の領域寸法まで伸ばされ
ることが可能であるように延伸可能であり；そしてここで、前記固化した剥皮可能層の形
成の後で、そして揮発性溶媒系が蒸発した後で、薬物は、治療上有効な速度で送達され続
ける、前記接着性外皮形成製剤。
【請求項４９】
　揮発性溶媒系が、水、エタノール、イソプロピルアルコール、酢酸エチル、アセトン、
及びこれらの混合物からなる群より選択されるメンバーを包含する、請求項４８に記載の
製剤。
【請求項５０】
　不揮発性溶媒系の２以上の不揮発性溶媒が、グリセロール、２００ＭＷ～８００ＭＷの
重量平均分子量を有するポリエチレングリコール、鉱油、ワセリン、ヒマシ油、ｎ－メチ
ルピロリドン、植物油、蜂蜜、オレイルアルコール、ジプロピレングリコール、ソルビタ
ンエステルのポリオキシエチレン誘導体、飽和ポリグリコール化Ｃ８～Ｃ１０グリセリド
、ポリオキシエチル化脂肪酸グリセリド、ジメチルスルホキシド、脂肪アルコール、ミリ
スチン酸イソプロピル、オレイン酸エチル、精油、オレイン酸、イソステアリン酸、中鎖
脂肪酸と他の脂肪酸、並びにこれらの混合物からなる群より選択される、請求項４８に記
載の製剤。
【請求項５１】
　精油が、オイゲノール、バラ油及びこれらの組み合わせからなる群より選択される、請
求項５０に記載の製剤。
【請求項５２】
　外皮形成剤が、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、カラゲナン、ゼラチン
、デキストリン、グアーゴム、キサンタンゴム、５，０００ＭＷより高い重量平均分子量
を有する酸化ポリエチレン、デンプン、セルロース誘導体、及びこれらの混合物からなる
群より選択されるメンバーを包含する、請求項４８に記載の製剤。
【請求項５３】
　薬物が、非ステロイド性抗炎症薬（ＮＳＡＩＤ）である、請求項４８に記載の製剤。
【請求項５４】
　非ステロイド性抗炎症薬（ＮＳＡＩＤ）が、ケトプロフェン及びジクロフェナクからな
る群より選択される、請求項５３に記載の製剤。
【請求項５５】
　薬物が、局所麻酔薬である、請求項４８に記載の製剤。
【請求項５６】
　局所麻酔薬が、リドカイン、ブピバカイン、ロピバカイン、及びテトラカインからなる
群より選択される、請求項５５に記載の製剤。
【請求項５７】
　不揮発性溶媒系の外皮形成剤に対する重量比が０．２：１～１．２：１である、請求項
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４８に記載の製剤。
【請求項５８】
　固化した剥皮可能層が、通常の皮膚及び周囲条件下での皮膚面への適用の１５分以内に
形成される、請求項４８に記載の製剤。
【請求項５９】
　固化した剥皮可能層が、皮膚面への適用の４分以内に形成される、請求項４８に記載の
製剤。
【請求項６０】
　揮発性溶媒系が少なくとも２つの揮発性溶媒を含む、請求項４８に記載の製剤。
【請求項６１】
　薬物の皮膚送達のための接着性外皮形成製剤であって：
　ａ）非ステロイド性抗炎症薬（ＮＳＡＩＤ）、局所麻酔薬、並びにこれらの組合せから
なる群より選択される薬物、ここで薬物は製剤全体の０．５重量％～２０重量％を構成す
る；
　ｂ）ｉ）製剤の全重量に基づいて２重量％～５０重量％である、水、エタノール、イソ
プロピルアルコール、酢酸エチル、アセトン、これらの混合物の群より選択される１以上
の揮発性溶媒を含む揮発性溶媒系、及び
　ｉｉ）２以上の不揮発性溶媒を含む不揮発性溶媒系を含んでなる溶媒担体（ここで、不
揮発性溶媒系は、薬物が持続期間の時間にわたり治療上有効な速度で送達可能であるよう
に、作用可能な溶解度の範囲内にある、薬物に対する溶解度を有し；そして前記２以上の
不揮発性溶媒は、グリセロール、２００ＭＷ～８００ＭＷの重量平均分子量を有するポリ
エチレングリコール、鉱油、ワセリン、ヒマシ油、ｎ－メチルピロリドン、植物油、蜂蜜
、オレイルアルコール、ジプロピレングリコール、ソルビタンエステルのポリオキシエチ
レン誘導体、飽和ポリグリコール化Ｃ８～Ｃ１０グリセリド、ポリオキシエチル化脂肪酸
グリセリド、ジメチルスルホキシド、脂肪アルコール、ミリスチン酸イソプロピル、オレ
イン酸エチル、精油、オレイン酸、オレイルアルコール、イソステアリン酸、中鎖脂肪酸
と他の脂肪酸、及びこれらの混合物からなる群より選択される）；並びに
　ｃ）ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、カラゲナン、ゼラチン、デキスト
リン、グアーゴム、キサンタンゴム、酸化ポリエチレン、ヒドロキシエチルセルロース、
エチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、メチ
ルビニルエーテル及び無水マレイン酸の共重合体、ポリビニルアルコール－ポリエチレン
グリコール共重合体、メタクリル酸及びメタクリレートをベースとする共重合体、メチル
メタクリレート共重合体、メタクリル酸－アクリル酸エチル共重合体からなる群より選択
される外皮形成剤を含んでなり；
　揮発性溶媒系の蒸発に先立つ皮膚面への適用及び接着に適した粘度を有し、そして皮膚
面へ適用されると、揮発性溶媒系の少なくとも一部の蒸発後に固化した剥皮可能層を形成
し、薬物は、治療上有効な速度で送達され続け、ここで標準の皮膚及び周囲条件下で５分
以下の乾燥時間を有し、ここで不揮発性溶媒系の外皮形成ポリマーに対する重量比は、０
．２：１～１．２：１であり、そしてここで固化した剥皮可能層は、割れること、裂ける
こと、又は皮膚から分離することなしに、少なくとも１つの方向において１０％まで伸び
ることができる、前記製剤。
【請求項６２】
　揮発性溶媒系が少なくとも２つの揮発性溶媒を含む、請求項６１に記載の製剤。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　発明の分野
　本発明は、薬物の皮膚送達用に開発された系に概して関する。より特別には、本発明は
、皮膚面への適用に適した粘度を有して、持続的に薬物を送達する接着性の固化する剥離
可能層を皮膚上に形成する接着性外皮形成製剤に関する。
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【０００２】
　背景技術
　従来の皮膚薬物送達系は、概して２つの形態：半固体製剤と皮膚パッチ剤形へ分類する
ことができる。半固体製剤は、軟膏剤、クリーム剤、ペースト剤、ゲル剤、又はローショ
ン剤を含むいくつかの異なる形態で利用可能であり、皮膚へ局所適用される。皮膚（経皮
を含む）パッチ剤形も、マトリックスパッチ構成物及び液体リザバーパッチ構成物を含む
いくつかの異なる形態で利用可能である。マトリックスパッチ剤では、バッキングフィル
ムにコートした接着剤に活性薬を混合する。この薬物を混ぜた接着層は、典型的には直接
皮膚上へ適用されて、パッチ剤を皮膚へ固定するための手段としても、薬物の溶媒として
も役立つ。逆に、液体リザバーパッチ剤では、薬物は、典型的には、薄い柔軟な容器であ
り得る薄いバッグにより固定された溶媒系へ取り込まれる。この薄いバッグには、その膜
を皮膚へ固定するための接着剤でコートされた透過性又は半透過性の膜表面が含まれる場
合がある。この膜は、しばしば、律速膜と呼ばれ（もっとも、それは、送達プロセスにお
いて、すべての事例で実際に律速になるわけではない）、薬物を薄いバッグの内側から皮
膚へ皮膚送達のために移すことができる。
【０００３】
　パッチ剤と半固体製剤は、薬物を皮膚の中へ、そして皮膚を通して送達するために広く
使用されているが、それらは、ともに重大な限界がある。例えば、ほとんどの半固体製剤
は、通常、水及びエタノールのような溶媒を含有するが、それらは揮発性であるので、適
用後すぐに蒸発する。そのような溶媒の蒸発は、皮膚薬物送達の有意な減少、又は終結さ
え引き起こす場合があり、このことは多くの事例で望まれない場合がある。追加的に、半
固体製剤は、しばしば皮膚へ「すり込まれる」が、このことは、薬物製剤が実際に皮膚へ
送達されることを必ずしも意味しない。むしろ、この句は、薬物製剤のごく薄い層が皮膚
の表面上へ適用されることをしばしば意味する。皮膚へ適用される従来の半固体製剤のそ
のような薄層は、長い期間の時間にわたる持続的な送達を達成するのに十分な量の活性薬
を含有しない可能性がある。追加的に、従来の半固体製剤は、衣類のような物体との接触
による非意図的な除去をしばしば受け、これは、持続的な送達を損なう、及び／又は望ま
れずに衣類を汚す場合がある。半固体製剤中に存在する薬物は、局所の半固体製剤で治療
を受けている患者と接触した人へ非意図的に送達される場合もある。
【０００４】
　マトリックスパッチ剤に関しては、適切に送達されるために、主として溶けた薬物だけ
が皮膚透過推進力へ貢献するので、薬物は、十分な接着剤中の溶解度を有するべきである
。残念ながら、多くの薬物は、十分な皮膚透過推進力を発生するほどは高くない接着剤中
の溶解度を有する。さらに、薬物を溶かすのに役立つか又は皮膚透過性を高めるために使
用し得る多くの成分（例、液体溶媒と透過エンハンサー）は、多くの接着マトリックス系
へ、有効であるのに十分な量で取り込ませることができない場合がある。例えば、機能的
なレベルで、これら材料のほとんどは、接着剤の着用特性を不都合に改変する傾向があり
得る。添加剤、エンハンサー、賦形剤、等の選択と接着剤ベースのマトリックスパッチ剤
における許容量は、それだけで限界的になり得る。例示すると、多くの薬物で、最適な経
皮流出は、薬物がある種の液体溶媒系に溶けるときに達成され得るが、典型的なマトリッ
クス剤中の接着剤の薄層は、しばしば、治療上有効であるのに十分な適正な薬物及び／又
は添加剤を保持することができない。さらに、密着性及び粘着性のような接着剤の特性は
、液体溶媒の存在によって有意に変化させられる場合もある。
【０００５】
　液体リザバーパッチ剤に関しては、パッチ剤の薄いバッグにより担われる特別な液体又
は半固体の溶媒系と薬物が適合したとしても、溶媒系は、透過膜又は半透膜上でコートさ
れる接着層に対しても適合しなければならない；そうでないと、薬物は、接着層により悪
影響を受けるかもしれないし、薬物／溶媒系が接着層の粘着性を低下させるかもしれない
。これらの剤形の考察に加えて、リザバーパッチ剤は、マトリックスパッチ剤よりかさば
り、通常は、製造するのにより高額である。
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【０００６】
　多くのパッチ剤の別の欠点は、バッキングフィルム（マトリックスパッチ剤中の）と薄
い液体バッグ（リザバーパッチ剤中の）が典型的には比較的延伸不能な素材から作られる
ので、それらが通常は、十分に延伸可能でも柔軟でもないことである。身体運動の間に有
意に伸ばされる、関節のような皮膚領域上にパッチ剤を適用すれば、パッチ剤と皮膚の間
で分離が起こる場合があり、それにより薬物の送達が損なわれる。さらに、皮膚面上のパ
ッチ剤は、身体運動の間の皮膚の広がりを妨げて、不快感を引き起こす場合がある。これ
らの追加の理由により、パッチ剤は、身体運動の間に広がりと延伸を受ける皮膚領域にと
って理想的な剤形ではない。
【０００７】
　現行の送達系の多くの欠点に照らせば、ｉ）長期の時間にわたりより持続的な薬物送達
をもたらす；ｉｉ）適用時間の間に、衣類、他の物体、又は人との接触による非意図的な
除去を受けない；ｉｉｉ）不快感を引き起こすこと、又は皮膚への不良な接触を伴うこと
なく、延伸及び広がりを受ける皮膚領域へ適用することができる；及び／又はｉｖ）適用
及び使用の後で容易に除去することができる系、製剤、及び／又は方法を提供することが
望ましいであろう。
【０００８】
　発明の要約
　皮膚送達の製剤、系、及び／又は方法を、皮膚面への適用に適した粘度を有して、使用
の後で容易に剥皮可能又は除去可能である、薬物送達性の固化する剥皮可能層を皮膚上に
形成する接着性外皮形成組成物又は製剤の形態で提供することは有利であろうと認識され
た。このことに従って、薬物の皮膚送達用の接着性外皮形成製剤は、薬物、溶媒担体、及
び外皮形成剤を含むことができる。溶媒担体は、１以上の揮発性溶媒を有する揮発性溶媒
系と１以上の不揮発性溶媒を有する不揮発性溶媒系を含んでよく、ここで不揮発性溶媒系
は、ほとんどの揮発性溶媒が蒸発した後でも、薬物がある期間の時間にわたり治療上有効
な量で送達され得るように、作用可能な溶解度の範囲を薬物に提供する。本製剤は、少な
くとも１つの揮発性溶媒の蒸発に先立つ皮膚面への適用に適した粘度を有することができ
て、さらに、皮膚面へ適用されるときに、揮発性溶媒の少なくとも一部が蒸発した後で固
化する剥皮可能層を該製剤が形成するように、構成され得る。
【０００９】
　代わりの態様において、薬物を患者へ皮膚送達する方法は、接着性外皮形成製剤を患者
の皮膚面へ適用すること、固化する剥皮可能層よりある期間の時間にわたり、そして所望
される速度で薬物を皮膚送達すること、及びある期間の時間が経過したか又は所望される
量の薬物が送達された後で、固化する剥皮可能層を皮膚より除去することを含むことがで
きる。接着性剥皮可能製剤には、薬物、溶媒担体、及び外皮形成剤を含めることができる
。溶媒担体は、１以上の揮発性溶媒を有する揮発性溶媒系と１以上の不揮発性溶媒を有す
る不揮発性溶媒系を含んでよく、ここで不揮発性溶媒系は、ほとんどの揮発性溶媒が蒸発
した後でも、薬物がある期間の時間にわたり治療上有効な量で送達され得るように、作用
可能な溶解度の範囲内にある薬物の溶解度を有する。本製剤は、揮発性溶媒の蒸発に先立
つ皮膚面への適用に適した粘度を有し得る。本製剤を皮膚面へ適用するとき、本製剤は、
揮発性溶媒の少なくとも一部が蒸発した後で、固化する剥皮可能層を形成することができ
る。
【００１０】
　別の態様において、皮膚薬物送達用の接着性剥皮可能製剤を調製する方法は、皮膚送達
に適した薬物を選択する工程；薬物に関して作用可能な溶解度の範囲内の溶解度を有する
１つの不揮発性溶媒から本質的になる不揮発性溶媒系を選択する工程；並びに、薬物と不
揮発性溶媒を接着性外皮形成製剤へ製剤化する工程を含むことができる。接着性外皮形成
製剤には、外皮形成剤と少なくとも１つの揮発性溶媒を含む揮発性溶媒系を含めることが
できる。接着性外皮形成製剤は、揮発性溶媒系の蒸発に先立つ皮膚面への適用に適した粘
度を有してよく、皮膚面へ適用してよく、そこでそれは、揮発性溶媒系の少なくとも一部
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が蒸発した後で固化する剥皮可能層を形成する。この態様において、薬物は、揮発性溶媒
系が実質的に蒸発した後で、治療上有効な量で送達され続ける。
【００１１】
　別の態様において、皮膚薬物送達用の接着性外皮形成製剤を調製する方法は、皮膚送達
に適した薬物を選択する工程；薬物の溶解度を不揮発性溶媒系に関して作用可能な溶解度
の範囲内に位置づける比に従って少なくとも２つの不揮発性溶媒を選択することによって
不揮発性溶媒系を形成する工程；並びに薬物と不揮発性溶媒系を接着性外皮形成製剤へ製
剤化する工程を含むことができる。接着性外皮形成製剤には、外皮形成剤と少なくとも１
つの揮発性溶媒を含む揮発性溶媒系を含めてよい。接着性外皮形成製剤はまた、揮発性溶
媒系の蒸発に先立つ皮膚面への適用に適した粘度を有してよく、皮膚面へ適用してよく、
そこでそれは、揮発性溶媒系の少なくとも一部が蒸発した後で固化する剥皮可能層を形成
する。薬物は、揮発性溶媒系が実質的に蒸発した後で、治療上有効な量で送達され続ける
ことができる。
【００１２】
　なお別の態様において、薬物を送達するための固化する剥皮可能層は、薬物、不揮発性
溶媒系、及び外皮形成剤を含むことができる。不揮発性溶媒系には、１以上の不揮発性溶
媒を含めることができて、薬物が少なくとも２時間の間治療上有効な量で送達され得るよ
うに、作用可能な溶解度の範囲を薬物に提供することができる。さらに、剥皮可能層は、
裂けること、割れること、又は固化する剥皮可能層が適用される皮膚面からの分離を伴わ
ずに、少なくとも１つの方向において１０％まで伸びることができる。
【００１３】
　なお別の態様において、薬物の皮膚送達用の接着性外皮形成製剤は、薬物、外皮形成剤
、及び溶媒担体を含むことができる。溶媒担体には、１以上の揮発性溶媒を含む揮発性溶
媒系、１以上の不揮発性溶媒を含む不揮発性溶媒系を含めてよい。接着性外皮形成製剤を
皮膚面へ適用した後で、接着性外皮形成製剤は、第一の領域寸法を有する接触面を有する
、固化する剥皮可能層を形成する。固化する剥皮可能層は、第一の領域寸法が、裂けるこ
と、割れること、又は外皮形成製剤が適用される皮膚面から分離することなしに、第一の
領域寸法より１０％大きい第二の領域寸法まで伸ばされることが可能であるように、延伸
可能であり得る。さらに、固化する剥離可能層の形成の後で、そして揮発性溶媒系が実質
的に蒸発した後で、薬物は、治療上有効な量で送達され続ける。
【００１４】
　本発明の追加の特徴及び利点は、以下の詳細な説明と、本発明の特徴を実施例により例
示する図面より明らかになろう。
　好ましい態様の詳細な説明
　本発明の特別な態様を開示して記載する前に、本明細書に開示する特別な方法及び材料
（それ自体、ある程度変動する場合がある）に本発明が限定されないことを理解されたい
。本発明の範囲は、付帯の特許請求項とその同等物によってのみ定義されるので、本明細
書に使用する用語は、特別な態様について記載する目的のためだけに使用するのであって
、限定することを企図しないことも理解されたい。
【００１５】
　本発明について記載して特許請求するのに、以下の用語を使用する。
　単数形の不定冠詞「ａ」「ａｎ」及び定冠詞「ｔｈｅ」には、文脈が明確に他のやり方
で指定しなければ、複数の指示物が含まれる。従って、薬物（ａ　ｄｒｕｇ）への言及に
は、１以上のそのような組成物への言及が含まれる。
【００１６】
　本明細書に使用するように、複数の薬物、化合物、及び／又は溶媒は、便宜上、一般的
なリストで提示される場合がある。しかしながら、これらのリストは、このリストの各メ
ンバーが別々で独自のメンバーとして個別に同定されるかのように解釈すべきである。従
って、そのようなリストのどの個別メンバーも、反対への指摘がなければ、共通群におけ
るその提示にのみ基づいて、同じリストの他のメンバーの事実上の同等物として解釈して
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はならない。
【００１７】
　「皮膚 (skin)」には、ヒトの皮膚、手指、及び足指の爪の表面、並びに、唇、生殖器
及び肛門の粘膜、及び鼻腔及び口腔粘膜のように、通常少なくとも部分的に空気へ曝露さ
れる粘膜の表面が含まれると定義される。
【００１８】
　濃度、量、及び他の数値データは、本明細書において範囲形式で表現又は提示され得る
。そのような範囲形式は、単に簡便性と簡潔性のために使用するので、範囲の限界として
明確に引用される数値が含まれるだけでなく、その範囲内に含まれる個別の数値又はサブ
範囲が（それぞれの数値及びサブ範囲が明確に引用されるかのように）すべて含まれると
柔軟に解釈すべきであると理解されたい。例示として、「約０．０１～２．０ｍｍ」の数
値範囲は、明確に引用される約０．０１ｍｍ～約２．０ｍｍの数値が含まれるだけでなく
、この指定範囲内の個別の数値及びサブ範囲も含まれると解釈すべきである。従って、こ
の数値範囲に含まれるのは、０．５、０．７、及び１．５のような個別の数値と、０．５
～１．７、０．７～１．５、及び１．０～１．５、等のようなサブ範囲である。この同じ
原則は、１つだけの数値を引用する範囲へ適用される。さらに、このような解釈は、記載
される範囲の幅や特性にかかわりなく適用されるべきである。
【００１９】
　薬物の「有効量」、「治療上有効な量」、又は「治療上有効な速度」という句は、無毒
であるが、薬物が送達される状態を治療する治療上の結果を達成するのに十分な薬物の量
又は送達速度を意味する。様々な生物学的要因が、物質の意図されるタスクを遂行するそ
の能力に影響を及ぼす場合があると理解される。故に、「有効量」、「治療上有効な量」
、又は「治療上有効な速度」は、いくつかの事例では、そのような生物学的要因に依存す
る場合がある。さらに、治療効果の達成は、医師や他の有資格の医療従事者により、当該
技術分野で知られた評価を使用して測定され得るが、治療に対する個別の変動及び応答に
より、治療効果の達成が主観的な決定による場合もあると認められている。治療上有効な
量又は送達速度の決定は、製薬科学及び医学の当該技術分野の通常の技量内に十分にある
。
【００２０】
　「皮膚薬物送達 (dermal drug delivery)」又は「薬物の皮膚送達 (dermal delivery o
f drugs)」という句には、経皮と局所の両方の薬物送達が含まれ、皮膚へ、それを通した
、又はその中への薬物の送達を意味する。薬物を経皮的に送達するときは、例えば、皮膚
、皮膚の真下の組織、皮膚下の局所組織又は臓器、全身循環、及び／又は中枢神経系が標
的になり得る。
【００２１】
　用語「薬物 (drug(s))」は、治療効果を達成するために適応となる皮膚へ、その中へ、
又はそれを通して適用される、あらゆる生理活性剤を意味する。これには、伝統的に薬物
として確認されている組成物だけでなく、古典的な意味では必ずしも「薬物」とみなされ
ないが、ある状態への治療効果を提供し得る他の生理活性剤（例、過酸化物、湿潤剤、皮
膚軟化薬、等）も含まれる。
【００２２】
　用語「作用可能な溶解度の範囲 (window of operable solubility)」は、ある選択され
た薬物について不揮発性溶媒系により提供される溶解度範囲を意味する。その薬物の作用
可能な溶解度の範囲内にある溶解度のある不揮発性溶媒系に可溶化した薬物は、許容され
る皮膚透過推進力（最適又は最適に近い皮膚透過推進力が含まれる）を提供することがで
きる。本発明の接着性剥皮可能製剤中の不揮発性溶媒系の適切な選択物又は製剤は、所望
される皮膚又は経皮送達速度をもたらす「作用可能な溶解度の範囲」内に薬物の溶解度が
あることを確実にするために使用する。言い換えると、皮膚面へ、又はその中への薬物の
許容される皮膚送達又は経皮流入／推進力を達成するために、不揮発性溶媒系における薬
物の溶解度（これは、その溶媒系の単位容積中に溶かすことができる薬物の最大量である
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）は、この作用可能な溶解度の範囲内になければならない（例えば、過剰に溶けても、ほ
とんど溶けなくてもいけない）。
【００２３】
　一般に、薬物の経皮透過推進力は、溶液が飽和するまでは、不揮発性溶媒系における薬
物濃度を高めることによって典型的には増加する。逆に、完全に溶けている所与の薬物濃
度では、この推進力は、溶解性を高めるか又は飽和を低めることに伴って、通常減少する
。このことは、薬物がより良好な溶解度を有する溶液にはそのままでいる傾向があるとい
う、ある種の物理化学の原理に従って説明することができる。別の言い方をすれば、薬物
が溶液と良好な親和性を有する（高い溶解度に反映されるように）場合、薬物は、敢えて
溶液の外に出て皮膚へ透過するよりは、溶液状態であり続けようとする。従って、低い経
皮流出は、不揮発性溶媒系における不十分な薬物溶解度の結果であり得るばかりでなく、
薬物がその不揮発性溶媒系内であまりに「快適である」（高い薬物－不揮発溶媒親和性）
ことの結果でもあり得る。故に、許容される薬物送達を達成するには、所与の薬物につい
ての作用可能な溶解度の範囲が存在して、十分な、又は所望される（このことは、必ずと
いうわけではないが、しばしば、最大値に近いことを意味する）経皮推進力を薬物に提供
するには、不揮発性溶媒系における薬物の溶解度がその範囲内にあるべきである。この作
用可能な溶解度の範囲は、典型的には、各薬物について個別化される。しかしながら、そ
れは、通常、接着性剥皮可能製剤全体の０．０１重量％～４０重量％の範囲にあり、多く
の薬物で、０．５重量％～２０重量％の範囲にある。
【００２４】
　この原理をより完全に例証するために、２つの製剤について考察することができる：１
つは、１ｍｌの溶媒に１００ｍｇの薬物を溶かすことが可能である（溶解度は１００ｍｇ
／ｍＬである）不揮発性溶媒系を有し、もう１つは、同じ薬物について６ｍｇ／ｍｌの溶
解度の不揮発性溶媒系を有する。５ｍｇの薬物をそれぞれの系の１ｍＬに入れると、いず
れもこの薬物を可溶化するであろうが、６ｍｇ／ｍＬの不揮発性溶媒系における薬物の推
進力のほうが、典型的には、１００ｍｇ／ｍＬの不揮発性溶媒系によりもたらされる推進
力よりずっと大きいであろう。言い換えると、この薬物が両方の系に完全に溶けたとして
も、薬物は１００ｍｇ／ｍＬ系とより良好な親和性を有するので、皮膚透過にはより低い
推進力を提供することになる。
【００２５】
　このことは、熱力学と拡散の概念によっても裏付けられる。ここでは、「作用可能な溶
解度の範囲」が、皮膚又は粘膜の膜を通して薬物の十分な流出又は量を送達するのに必要
とされる、不揮発性溶液における薬物（溶質）活動の範囲を反映する。
【００２６】
　より定量的には、単位時間の長さ（典型的には、１時間）にわたり皮膚の単位面積（典
型的には、１平方センチメートル）を通して透過する薬物の量として定義される、透過の
流出量は：
　　　　　　　　　　　　　　　Ｊ＝ＰＣ　　　　　（１）
［ここで、Ｃは、溶解した薬物の濃度であり、Ｐは、皮膚又は粘膜の膜を通過する薬物の
透過係数であり、薬物濃度に依存する］により与えられる。Ｐは、薬物と製剤に依存する
が、本発明者が知っているすべてのデータに基づけば、十分に最適化された経皮薬物送達
系であっても、通常は、１０－５ｃｍ／秒より高くはない。
【００２７】
　等式（１）と観測されるＰの上限（cap）は、薬物濃度があまりに低ければ、十分な流
出が達成し得ないことを示唆する。薬物濃度は、薬物の製剤中の溶解度により頭打ちにな
るので、このことは、十分な流出を有するためには、製剤が薬物について一定の溶解度を
有さなければならないことを意味する。
【００２８】
　従って、等式（１）は、その外側では所望されるか又は作用可能な皮膚透過推進力を製
剤が生じない、溶解度の範囲が存在するという概念を裏付ける。外皮製剤中の不揮発性溶
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媒系の適切な選択物、及び／又は製剤を本発明において利用して、所望される経皮特性を
もたらすこの「作用可能な溶解度の範囲」内に溶解度があることを確実にする。
【００２９】
　薬物の「持続送達」へ言及するときの句「実質的に一定」は、ヒト又は無毛マウスの皮
膚又は表皮を通過する in vitro 透過性に関して、又は１２人以上のヒト患者のプールよ
り回収したデータにより定義することができて、ここでは、特定の期間の時間（２時間又
はそれより長い）にわたり平均薬物送達速度の低下が、ピーク薬物送達速度の５０％以下
である。従って、「実質的に一定」の速度で送達される組成物には、持続期間の時間（例
、２時間、４時間、８時間、１２時間、２４時間、等）の間、実質的に一定で治療上有意
な速度で薬物を送達する製剤が含まれる。先に定義したような作用可能な溶解度の範囲を
有する不揮発性溶媒系の使用により、持続期間の時間にわたり治療上有意な速度でこの持
続送達を達成することができる。
【００３０】
　「揮発性溶媒系」は、揮発性である単一の溶媒又は溶媒の混合物であってよく、水と水
より揮発性である溶媒を含む。
　「不揮発性溶媒系」は、水より揮発性でない単一の溶媒又は溶媒の混合物であってよい
。ほとんどの不揮発性溶媒系は、揮発性溶媒系の蒸発の後で、ある期間の時間の間に治療
効果をもたらすのに十分な流出量で、所与の薬物を患者の皮膚へ、その中へ、又はそれを
通して皮膚送達するのに十分な時間の間、固化する剥皮可能層に留まるべきである。ある
態様では、活性薬に望まれる溶解度、及び／又は外皮形成剤や製剤の他の成分との適合性
を得るために、２以上の不揮発性溶媒の混合物を使用して、不揮発性溶媒系を形成するこ
とができる。
【００３１】
　用語「溶媒担体（solvent vehicle）」は、揮発性溶媒系と不揮発性溶媒系の両方をふ
くむ組成物について記載する。揮発性溶媒系は、接着性剥皮可能製剤より速やかに蒸発し
て、固化する剥皮可能層を形成するように選択され、不揮発性溶媒系は、揮発性溶媒系の
蒸発の後で薬物の継続送達を達成するために、固化する剥皮可能層とともに実質的に留ま
るように製剤化又は選択される。典型的には、薬物は、溶媒担体又は製剤全体に一部又は
完全に溶かしてよい。同様に、薬物は、揮発性溶媒系が蒸発したならば、不揮発性溶媒系
に一部又は完全に溶解可能であってよい。揮発性溶媒系の蒸発の後で薬物が不揮発性溶媒
系にごく一部しか溶けない製剤には、薬物送達の間に、溶けた薬物が固化する剥皮可能層
より消失するにつれて未溶解の薬物が不揮発性溶媒系へ溶け込むことができるので、より
長い期間の持続送達を維持するポテンシャルがある。
【００３２】
　「接着性剥皮可能製剤 (adhesive peelable formulation)」又は「接着性外皮形成製剤
(adhesive peel-forming formulation)」は、その揮発性溶媒の蒸発に先立つ皮膚面への
適用に適した粘度を有して、揮発性溶媒の少なくとも一部の蒸発の後で固化する剥皮可能
層（又は外皮）になり得る組成物を意味する。
【００３３】
　用語「乾燥時間 (drying time)」は、製剤が、標準皮膚及び周囲条件の下で、そして標
準の試験法での皮膚への適用の後で固化する非混乱性の表面を形成するのに要する時間を
意味する。「標準皮膚」又は「正常皮膚」は、３２℃～３６℃の間の表面温度の乾燥した
、健康なヒトの皮膚として定義され；標準の周囲条件は、２０℃～２５℃で、２０％～８
０％の相対湿度として定義される。標準試験手順は、以下の通りである。標準の周囲条件
で標準皮膚へほぼ０．２ｍｍの層の接着性外皮形成製剤を適用して、乾燥時間を測定する
。乾燥時間は、５及び１０ｇ／ｃｍ２の間の圧力で製剤表面上へ５秒間加圧した１００％
綿の布切れへの接着により製剤が重量を失わないようにして製剤が非混乱性の表面を形成
するのに要する時間として定義される。
【００３４】
　組成物が皮膚面への「適用に適した (suitable for application)」粘度を有すると言
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われるとき、このことは、この組成物が、皮膚へ適用された後で組成物が皮膚から実質的
に剥がれないほど高い粘度を有するが、それが皮膚上へ容易に広がることができるほどに
低い粘度も有することを意味する。この定義に適合する粘度範囲は、１００ｃＰ～３，０
００，０００ｃＰ（センチポアズ）、そしてより好ましくは、１，０００ｃＰ～１，００
０，０００ｃＰに及んでよい。
【００３５】
　「固化する剥皮可能層 (solidified peelable layer)」又は「外皮 (peel)」は、揮発
性溶媒系の少なくとも一部が蒸発した後の、接着性外皮形成製剤の固化又は乾燥する層に
ついて記載する。外皮は、皮膚に接着したままであり、好ましくは、正常皮膚及び周囲条
件の下で、適用の実質的に全体の期間の間、患者の皮膚と良好な接触を維持することが可
能である。外皮はまた、１片でも、又はいくつかの大きな切片でも、適用の最後に皮膚か
ら剥がしとることができるほど十分な引張り強さを（皮膚から除去するときに多くの小片
へ分裂するか又は砕ける、低い引張り強さの層とは対照的に）明示する。
【００３６】
　上記の定義を銘記して、本発明は、典型的には、半固体の初期剤形（クリーム剤、ゲル
剤、ペースト剤、軟膏剤、及び他の粘稠な液剤が含まれる）であり、１つの層として皮膚
上へ容易に適用することができて、速やかに（正常皮膚及び周囲条件の下で１５秒～４分
）～やや速やかに（正常皮膚及び周囲条件の下で４～１５分）固化する剥皮可能層又は外
皮（例えば、密着性の軟らかい固体層）へ変化する、薬物送達用の新規製剤に関する。こ
のように形成される固化する剥皮可能層又は外皮は、固化する剥皮可能層が形成された後
でほとんどの活性薬が送達されるように、実質的に一定の速度で、持続される期間の時間
（例えば、数時間～数十時間）にわたり薬物を皮膚へ、皮膚の中へ、皮膚を通して送達す
ることが可能である。追加的に、この固化する剥皮可能層は、典型的には皮膚へ接着する
が、適用の後で比較的速やかに形成され、実質的には、患者が着用しているか又は外皮が
意図せずに接触する場合がある衣服や他の物体へ移らないし、他のやり方でそれを汚すこ
とのない、固化する、ほとんど接着しない外面を有する。固化する剥皮可能層はまた、き
わめて柔軟で延伸可能であるので、身体運動の間に皮膚が伸びたとしても、膝、指、肘、
又は他の関節のような皮膚面との良好な接触を維持することが可能であるように製剤化す
ることができる。
【００３７】
　使用し得る様々な成分（例、薬物、揮発性溶媒系及び不揮発性溶媒系の溶媒担体、外皮
形成剤、等）を選択するときには、様々な考察が浮かび得る。例えば、揮発性溶媒系は、
当該技術分野で知られた、医薬品又は化粧品として許容される溶媒より選択することがで
きる。そのような揮発性溶媒系の例には、水、エタノール、プロピルアルコール、酢酸エ
チル、アセトン、等が含まれる。追加的に、これらの揮発性溶媒は、製剤の残りと適合す
るように選択すべきである。揮発性溶媒の製剤中の適正な重量百分率を使用することが望
ましい。揮発性溶媒系があまりに多いと、乾燥時間が延長される。揮発性溶媒系があまり
に少ないと、製剤を皮膚上に広げることが困難になり得る。ほとんどの製剤で、揮発性溶
媒の重量百分率は、約２重量％～約５０重量％、そしてより好ましくは、約４重量％～約
３０重量％であってよい。
【００３８】
　不揮発性溶媒系も、外皮形成剤、薬物、揮発性溶媒、及び存在し得る他のあらゆる成分
と適合するように選択又は製剤化することができる。例えば、外皮形成剤は、それが不揮
発性溶媒系に分散するか又は溶けるように選択してよい。ほとんどの不揮発性溶媒系と溶
媒担体は、全体として、実験の後で適切に製剤化する。例えば、ある薬物は、４００の分
子量を有するポリエチレングリコール（ＰＥＧ）（ＰＥＧ４００、不揮発性溶媒）に良く
溶けるが、グリセロール（不揮発性溶媒）と水（揮発性溶媒）にはほとんど溶けない。し
かしながら、ＰＥＧ４００は、ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）を効率よく溶かすことが
できないので、外皮形成剤のＰＶＡと単独ではあまり適合しない。十分な量の活性薬を溶
かして、同時にＰＶＡを外皮形成剤として使用するために、ＰＥＧ４００及びグリセロー
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ル（ＰＶＡと適合する）を含めた不揮発性溶媒系を適正な比率で製剤化して、適合性の折
り合いをつけることができる。適合性のさらなる例として、ＰＶＡを含有する外皮製剤へ
Ｓｐａｎ２０を製剤化するときには、不揮発性溶媒／フィルム形成剤の不適合性が観察さ
れる。この配合であると、Ｓｐａｎ２０は、製剤の外へ分離して、外皮の表面に油層を形
成する可能性がある。従って、実施可能な製剤と適合する配合を開発するには、フィルム
形成剤／不揮発性溶媒の適正な選択が望ましい。
【００３９】
　単独で、又は組み合わせて使用して、不揮発性溶媒系を形成する不揮発性溶媒は、多様
な医薬的に許容される液剤より選択してよく、それには、限定されないが、グリセロール
、約２００ＭＷ～８００ＭＷの重量平均分子量を有するポリエチレングリコール、鉱油、
ワセリン、ヒマシ油、オイゲノール、メントール、シネオール、又はバラ油のような精油
、ｎ－メチルピロリドン、植物油、蜂蜜、オレイルアルコール、ジプロピレングリコール
、ソルビタンエステルのポリオキシエチレン誘導体、飽和ポリグリコール化Ｃ８～Ｃ１０

グリセリド、ポリオキシエチル化脂肪酸グリセリド、オレイン酸、ジメチルスルホキシド
（ＤＭＳＯ）、脂肪アルコール、ミリスチン酸イソプロピル（ＩＰＭ）、トリアセチン、
オレイン酸エチル、イソステアリン酸、中鎖脂肪酸と他の脂肪酸、及びこれらの混合物が
含まれる。上記と他の考察に加えて、不揮発性溶媒系は、固化する剥皮可能層が形成され
るときに、この層が柔軟で、延伸可能で、及び／又は他のやり方で「皮膚フレンドリー」
であるように、接着性剥皮可能製剤における可塑剤として役立つ場合もある。
【００４０】
　皮膚に対して刺激性である、ある種の揮発性及び／又は不揮発性溶媒は、薬物の所望さ
れる溶解度及び／又は透過性を達成するために使用することが望ましい場合がある。また
、皮膚刺激を妨げるか又は抑えることが可能であるとともに、製剤と適合する化合物を加
えることが望ましい。例えば、揮発性溶媒が皮膚を刺激することが可能である製剤では、
皮膚刺激を抑えることが可能である不揮発性溶媒を使用することが役立つであろう。皮膚
刺激を妨げるか又は抑えることが可能であることが知られている溶媒の例には、限定され
ないが、グリセリン、蜂蜜、及びプロピレングリコールが含まれる。
【００４１】
　外皮形成剤の選択も、接着性剥皮可能製剤に存在する他の成分を考慮して行ってよい。
外皮形成剤は、薬物と溶媒担体（揮発性溶媒と不揮発性溶媒系が含まれる）へ適合するだ
けでなく、固化する剥皮可能層がひとたび形成されたならばそれへ望ましい物理特性を提
供するように選択又は製剤化してよい。薬物、溶媒担体、及び／又は存在し得る他の成分
に依存して、外皮形成剤は多様な薬剤より選択してよく、それには、限定されないが、ポ
リビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、カラゲナン、ゼラチン、デキストリン、ゼ
ラチン、グアーゴム、酸化ポリエチレン、デンプン、キサンタンゴム、ヒドロキシエチル
セルロース、エチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシプロピルセル
ロースを含めたセルロース誘導体、ポリビニルアルコール－ポリエチレングリコール共重
合体と、ＢＡＳＦのＫｏｌｌｉｃｏａｔポリマーのようなメタクリル酸－アクリル酸エチ
ル共重合体、ポリ（メタクリル酸）共重合体及びメチルメタクリレート共重合体のような
、メタクリル酸及びメタクリレートをベースとするポリマー（Ｒｏｈｍ　＆　Ｈａａｓの
Ｅｕｄｒａｇｉｔポリマー、例えば、Ｅｕｄｒａｇｉｔ　Ｅ、Ｅｕｄｒａｇｉｔ　ＲＬ、
Ｅｕｄｒａｇｉｔ　ＲＳが含まれる）、及び同一又は類似の化学的性質であるが、一般名
か又は異なる製品名又は化学品名であるポリマー、及びこれらの組合せが含まれる。多く
の他の膜形成ポリマーも、所与の製剤の溶媒担体成分、薬物、及び特定の機能要件によっ
ては、外皮形成剤として適しているかもしれない。
【００４２】
　不揮発性溶媒形と外皮形成剤は、互いに適合すべきである。適合性は、ｉ）外皮形成剤
は、不揮発性溶媒系の機能に実質的に負の影響を及ぼさない；ｉｉ）外皮形成剤は、不揮
発性溶媒が実質的に層の外へ漏出しないように、固化する剥皮可能層に不揮発性溶媒系を
保持することができる、及びｉｉｉ）選択される不揮発性溶媒系と外皮形成剤とともに形
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成される固化する剥皮可能層は、許容される柔軟性、剛性、引張り強さ、伸展性、及び接
着性を有するとして定義される。不揮発性溶媒系の外皮形成剤に対する重量比は、約０．
０１：１～約２：１であり得る。別の側面において、不揮発性溶媒系と外皮形成剤の間の
比は、約０．２：１～約１．２：１であり得る。
【００４３】
　いくつかの実際の変数を提供するために、典型的には、活性薬の局所製剤における濃度
は、１０重量％（製剤全体の重量における活性薬の重量）をめったに上回らない。１つの
態様において、製剤の不揮発性溶媒系が製剤全体の重量の３０重量％を構成するならば、
このことは、この不揮発性溶媒系中の活性薬の濃度が約２５重量％であることを意味する
。そのような製剤では、この薬物についての不揮発性溶媒系の溶解度が２５重量％よりず
っと高ければ、透過推進力は、有意に低下するだろう。多くの物理的及び商業的に実施可
能な製品における最高の薬物濃度は、有意に１０重量％未満であり、このことは、作用可
能な溶解度の範囲の上限がその系では有意に低く、よりあり得るには、１重量％～１０重
量％の範囲にあることを意味する。
【００４４】
　皮膚に適用される製剤の層の厚さも、所与の製剤と所望される薬物送達の考察に適正で
あるべきである。この層が余りに薄ければ、薬物の量は、所望される時間の長さにわたる
持続放出を支えるのに十分でないかもしれない。この層があまりに厚ければ、固化する剥
皮可能層の非混乱性の外面を形成するのがあまりに長くかかるかもしれない。薬物が非常
に強力で、外皮が非常に高い引張り強さを有するならば、０．０１ｍｍほどの薄さの層が
十分であるかもしれない。薬物がかなり低い効能を有し、外皮が低い引張り強さを有する
ならば、２～３ｍｍの厚さの層が必要とされるかもしれない。従って、ほとんどの薬物及
び製剤について、適正な厚さは約０．０１ｍｍ～約３ｍｍ、しかしより典型的には、約０
．０５ｍｍ～約１ｍｍであり得る。
【００４５】
　固化する剥皮可能層、又は外皮の柔軟性と延伸可能性は、いくつかの応用では望ましい
場合がある。例えば、関節及び筋肉への経皮送達のために、ある種の非ステロイド性抗炎
症剤（ＮＳＡＩＤ）を関節及び筋肉へ直接適用することができる。しかしながら、関節と
ある種の筋肉群の上にある皮膚領域は、身体運動の間にしばしば有意に伸びる。そのよう
な運動は、延伸不能なパッチ剤が良好な皮膚接触を維持することを妨げる。ローション剤
、軟膏剤、クリーム剤、ゲル剤、ペースト剤、又はその同等物も、上記に述べた理由によ
り使用に適さない場合がある。関節及び／又は筋肉へのＮＳＡＩＤの経皮送達において、
本発明の外皮形成製剤は、それだけで、しばしば独自の利点及び利益を提供することがで
きる。ある応用では、良好な延伸可能性が望まれる場合があることを指摘すべきであるが
、本発明の外皮形成製剤が必ずしも延伸可能であることを必要としないのは、本発明のあ
る種の応用が必ずしもこの特性より利益を得ないからである。例えば、にきびを治療する
ために、顔の狭い領域に本製剤を一晩適用するならば、顔の皮膚は、通常睡眠期の間にさ
ほど伸びないので、外皮が延伸可能でなくても、患者は、不快感と製剤－皮膚の分離をほ
とんど体験しないだろう。
【００４６】
　製剤のさらなる特徴は、乾燥時間に関連する。製剤があまりに速く乾燥するならば、使
用者には、製剤が固化する前に製剤を皮膚面で薄い層へ広げるのに十分な時間をもてず、
不良な皮膚接触をもたらすかもしれない。製剤があまりに遅く乾燥するならば、患者は、
固化していない製剤を取り去る可能性がある通常の活動（例、衣服を着ること）を再開す
る前に長い時間を待たねばならないかもしれない。従って、乾燥時間は、約１５秒より長
いが約１５分よりは短い、そして好ましくは、約０．５分～約４分であることが望ましい
。
【００４７】
　本発明の固化する剥皮可能層の他の利点には、その材料そのものにより形成され得る物
理的障壁の存在が含まれる。例えば、局所麻酔剤とクロニジンのような他の薬剤は、糖尿
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病性神経障害の疼痛のような、神経障害に関連した疼痛を治療するために局所的に送達す
ることができる。そのような患者の多くは、その皮膚領域にごく穏やかに触れられたとき
でも激痛を感じるので、固化する剥皮可能層の物理的障壁は、物体や他のものとの偶然の
接触により引き起こされる疼痛を防ぐか又は最小化することができる。
【００４８】
　上記と他の利点は、以下のように要約することができる。本発明の固化する剥皮可能層
は、半固体の剤形として適用するのが容易である初期形態で調製することができる。追加
的に、揮発性溶媒系の蒸発後すぐに、この剤形は、比較的厚く、従来のクリーム剤、ゲル
剤、ローション剤、軟膏剤、ペースト剤、等の典型的な層よりずっと多くの活性薬を含有
することができて、さらに、意図しない除去をさほど受けない。揮発性溶媒の蒸発と固化
する剥皮可能層の形成の後で、薬物に関するその溶解度が薬物の作用可能な溶解度の範囲
内にある、残る不揮発性溶媒系中の薬物は、持続期間の時間にわたり、薬物の望まれる送
達速度を提供することができる。さらに、固化する剥皮可能層は接着性で剥皮可能である
ので、通常は、溶媒や界面活性剤の助けなしで、固化する剥皮可能層の容易な除去が起こ
り得る。ある態様では、皮膚への接着と材料の伸展性が、関節や筋肉の上のようなきわめ
て延伸可能な皮膚領域での皮膚延伸時に、固化する剥皮可能層が皮膚から分離しないほど
である。例えば、１つの態様において、固化する剥皮可能層は、割れること、裂けること
、又は剥皮可能層が適用される皮膚面から分離することなしに、１つの方向において１０
％以上まで伸びることができる。別の態様において、皮膚と接触する、固化する剥皮可能
層の面積は、割れること、裂けること、又は剥皮可能層が適用される皮膚面から分離する
ことなしに、１０％増まで伸びることができる。なおさらに、固化する剥皮可能層は、薬
物を有利に送達して、割れることや裂けることなしに、敏感な皮膚領域を保護するように
構成することができる。
【００４９】
　本発明の系、製剤、及び方法より利益を得ることができる応用の具体的な例は、以下の
通りである。１つの態様において、糖尿病性及びヘルペス後の神経痛を治療するために、
ブピバカイン、リドカイン、又はロピバカインを含む固化する剥皮可能層を製剤化するこ
とができる。あるいは、同じ疾患を治療するために、ジブカニンとクロニジンのようなα
－２アゴニストを外皮中に製剤化してよい。別の態様において、にきびを治療するために
、固化する剥皮可能層においてレチノール酸と過酸化ベンゾイルを配合することができて
、またあるいは、にきびを治療するために、１重量％クリンダマイシンと５重量％過酸化
ベンゾイルを外皮中に配合してよい。別の態様では、しわを治療するために、レチノール
外皮形成製剤（ＯＴＣ）を調製してよく、また、背痛を治療するためにリドカイン外皮形
成製剤を調製してよい。
【００５０】
　追加の適用には、ある種の皮膚状態、例えば、乾癬、皮膚癌、等（特に、経皮パッチ剤
が実用的でない場合がある関節又は筋肉の上で起こるもの）を治療するために薬物を送達
することが含まれる。例えば、皮膚癌、一般的ないぼと性器いぼ、及び光化学作用による
角化症（actinic keratosis）を治療するために、イミキモドを含有する外皮形成製剤を
製剤化することができる。顔や生殖器領域上の口辺ヘルペスのようなヘルペスウイルス感
染症を治療するために、アシクロビル、ペンシクロビル、ファンシクロビル、バラシクロ
ビル、ステロイド、ベヘニルアルコールのような抗ウイルス薬を含有する外皮形成製剤を
製剤化することができる。柔組織損傷や、様々な原因の関節及び背中の疼痛のような筋－
骨格疼痛を治療するために、非ステロイド性抗炎症薬（ＮＳＡＩＤ）、カプサイシン、α
－２アゴニスト、及び／又は神経成長因子を含有する外皮形成製剤を製剤化することがで
きる。上記に考察したように、パッチ剤は、特に身体的に活動的な患者では、典型的には
、持続期間の時間にわたりこれらの皮膚領域上で良好な接触をもてず、不快感を引き起こ
す場合もある。同様に、クリーム剤、ローション剤、軟膏剤のような従来の半固体製剤は
、溶媒の蒸発、及び／又は意図しない製剤の除去により、薬物の送達を時期尚早に止めて
しまう場合がある。本発明の固化する接着性の製剤は、これらの種類の送達系の両方の欠
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点に対処する。
【００５１】
　１つの態様は、神経障害疼痛を治療するために局所適用されるα－２アンタゴニストの
群からの薬物を含有する外皮に関連する。α－２アゴニストは、製剤より徐々に放出され
て、持続期間の時間にわたる疼痛緩和を提供する。この製剤は、２～４分後に、密着した
柔らかな固体になり得て、その適用の長さの間、体表へ接着したままである。それは、乾
燥後容易に除去されて、残留の製剤を皮膚面に残さない。
【００５２】
　追加の態様は、神経障害疼痛を治療するために局所適用されるカプサイシンを含有する
外皮製剤に関連する。カプサイシンは、この疼痛を治療するために、持続期間の時間にわ
たり製剤より徐々に放出される。この製剤は、２～４分後に、密着した柔らかな固体にな
り得て、その適用の長さの間、体表へ接着したままである。それは、乾燥後いつでも容易
に除去されて、残留の製剤を皮膚面に残さない。
【００５３】
　なお別の態様は、背痛、筋肉緊張、又は顔面筋肉痛、又はこれらの組合せの諸症状を治
療するために局所適用される、ピロキシカム、ジクロフェナク、インドメタシンのような
ＮＳＡＩＤ群より選択される薬物を含有する外皮製剤に関連する。ＮＳＡＩＤは、製剤よ
り徐々に放出されて、持続期間の時間にわたる疼痛緩和を提供する。この製剤は、２～４
分後に、密着した柔らかな固体になり得て、その適用の長さの間、体表へ接着したままで
ある。それは、乾燥後いつでも容易に除去されて、残留の製剤を皮膚面に残さない。
【００５４】
　さらなる態様は、神経障害疼痛を治療するために局所適用される、少なくとも１つのα
－２アゴニスト薬と少なくとも１つの局所麻酔薬を含有する外皮製剤に関連する。これら
の薬物は、製剤より徐々に放出されて、持続期間の時間にわたる疼痛緩和を提供する。こ
の製剤は、２～４分後に、密着した柔らかな固体になり得て、その適用の長さの間、体表
へ接着したままである。それは、乾燥後いつでも容易に除去されて、残留の製剤を皮膚面
に残さない。
【００５５】
　同様の態様には、皮膚へ局所適用されて疼痛緩和をもたらす、薬物カプサイシンと局所
麻酔薬を含有する外皮製剤を含めてよい。別の態様には、局所麻酔薬及びＮＳＡＩＤの組
合せを含有する外皮製剤を含めてよい。上記態様のいずれにおいても、薬物は、製剤より
徐々に放出されて、持続期間の時間にわたる疼痛緩和を提供する。この製剤は、２～４分
後に、密着した柔らかな固体になり得て、その適用の長さの間、体表へ接着したままであ
る。それは、乾燥後いつでも容易に除去されて、残留の製剤を皮膚面に残さない。
【００５６】
　別の態様では、関節及び筋肉が関連する疾患の原因又は症状を治療する薬物の送達用の
外皮形成製剤も、本発明の系、製剤、及び方法より利益を得る場合がある。適用可能であ
り得るそのような疾患には、限定されないが、骨関節炎（ＯＡ）、慢性関節リウマチ（Ｒ
Ａ）、様々な他の原因の関節及び骨格痛、顔面筋肉痛、筋肉痛、及びスポーツ損傷が含ま
れる。そのような適用に使用し得る薬物又は薬物群には、限定されないが、ケトプロフェ
ン及びジクロフェナクのような非ステロイド性抗炎症薬（ＮＳＡＩＤ）、ＣＯＸ－２選択
性ＮＳＡＩＤ及び薬剤、ＣＯＸ－３選択性ＮＳＡＩＤ及び薬剤、リドカイン、ブピバカイ
ン、ロピバカイン、及びテトラカインのような局所麻酔薬、デキサメタゾンのようなステ
ロイドが含まれる。
【００５７】
　にきびや他の皮膚状態の治療用に送達する薬剤も、特に、低い皮膚透過性を有する薬物
を送達する場合は、本発明の原理より利益を得る場合がある。現行では、にきびを治療す
るための局所レチノイド、過酸化物、及び抗生物質は、ほとんどが従来の半固体ゲル剤又
はクリーム剤として適用される。しかしながら、上記に記載のような欠点のために、多く
の時間にわたる持続送達はあり得ない。例えば、クリンダマイシン、過酸化ベンゾイル、
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及びエリスロマイシンが有効であり得るのは、十分な量が毛胞へ送達される場合だけであ
る。しかしながら、一般的なにきび医薬品のベンザクリンゲル剤のような半固体製剤は、
典型的には、その溶媒（ベンザクリンの場合は、水）の大部分を適用後数分以内に失って
、それが薬物の持続送達を実質的に損なう可能性がある。本発明の製剤は、典型的には、
この限界を有さない。
【００５８】
　別の態様において、神経障害疼痛を治療するための薬物の送達も、本発明の方法、系、
及び製剤より利益を得る場合がある。局所麻酔剤を含有する、ＬｉｄｏｄｅｒｍＴＭのよ
うなパッチ剤は、ヘルペス後神経痛により引き起こされる疼痛や糖尿病起因性神経障害の
疼痛のような、神経障害疼痛を治療するために広く使用される。上記に考察したようなパ
ッチ剤の限界により、本発明に従って調製される固化する剥皮可能層は、いくつかの独自
の利益を提供するだけでなく、パッチ剤の使用に対して潜在的により廉価な選択肢を提供
する。そのような適用のために送達されることが可能な薬物には、限定されないが、リド
カイン、プリロカイン、テトラカイン、ブピビカイン、エチドカインのような局所麻酔薬
；並びに、カプサイシンとクロニジンのようなα－２アゴニストが含まれる他の薬物が含
まれる。
【００５９】
　なお別の態様において、いぼや他の皮膚状態を治療するための医薬品の送達も、長期間
の持続的な薬物送達より利益を得るだろう。本発明の製剤において使用し得るそのような
薬物には、限定されないが、サリチル酸とイミキモドが含まれる。
【００６０】
　別の態様において、レチノール（ビタミンＡ）のような天然物質及び栄養素と湿潤剤又
は皮膚軟化薬の皮膚への化粧目的での送達も、本発明の系、製剤、及び方法より利益を得
る場合がある。
【００６１】
　さらなる態様は、様々な真菌障害を消失させるか又は緩和するように、シクロピロクス
、イミダゾール、ミコナゾール、クロトリマゾール、エコナゾール、ケトコナゾール、オ
キシコナゾール、スルコナゾール、及びブテナフィン、ナフチフィン、及びテルビナフィ
ンのようなアリルアミン誘導体といった抗真菌剤を皮膚へ送達することに関連する。送達
は、本発明の系、製剤、及び方法により達成することができる。
【００６２】
　別の態様では、アシクロビル、トリフルリジン、イドクスウリジン、ペンシクロビル，
ファンシクロビル、シドフォビル、ガンシクロビル、バラシクロビル、ポドフィロクス、
ポドフィロトキシン、リバビリン、アバカビル、デラビルジン、ジダノシン、エファビレ
ンツ、ラミブジン、ネビラピン、スタブジン、ザルシタビン、ジドブジン、アンプレナビ
ル、インジナビル、ネルフィナビル、リトナビル、サキナビル、アマンタジン、インター
フェロン、オセルタミビル、リバビリン、リマンタジン、ザナミビル、及びこれらの組合
せのような抗ウイルス剤の送達。抗ウイルス治療薬は、局所性と全身性の両方のウイルス
感染症を治療するために使用し得る。
【００６３】
　さらなる態様は、局所的及び全身的に標的指向された、抗生物質のような抗感染症薬の
送達用の外皮形成製剤に関連する。
　使用し得る他の薬物には、湿潤剤、皮膚軟化薬、及び他のスキンケア化合物が含まれる
。
【００６４】
　ある種の薬物及び薬物群の作用可能な溶解度の範囲を以下に例示目的で提供するが、具
体的な不揮発性溶媒系がこれらの範囲にある度合いまで影響を及ぼし得ることは留意すべ
きである。例えば、局所麻酔剤は、約５０μｇ／ｇ～約４００ｍｇ／ｇ、そして好ましく
は１００μｇ／ｇ～２００ｍｇ／ｇの作用可能な溶解度の範囲を有する場合がある。抗ウ
イルス剤は、約５０μｇ／ｇ～約４００ｍｇ／ｇ、そして好ましくは１００μｇ／ｇ～２
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、約２００μｇ／ｇ～約４００ｍｇ／ｇ、そして好ましくは１ｍｇ／ｇ～２００ｍｇ／ｇ
の作用可能な溶解度の範囲を有する場合がある。イミキモドは、約１００μｇ／ｇ～約４
００ｍｇ／ｇ、そして好ましくは１ｍｇ／ｇ～２００ｍｇ／ｇの作用可能な溶解度の範囲
を有する場合がある。テストステロンは、約０．５ｍｇ／ｇ～約４００ｍｇ／ｇ、そして
好ましくは１ｍｇ／ｇ～２００ｍｇ／ｇの作用可能な溶解度の範囲を有する場合がある。
α－２アゴニストは、約１０μｇ／ｇ～約４００ｍｇ／ｇ、そして好ましくは１ｍｇ／ｇ
～２００ｍｇ／ｇの作用可能な溶解度の範囲を有する場合がある。抗生物質は、約１０μ
ｇ／ｇ～約４００ｍｇ／ｇ、そして好ましくは１ｍｇ／ｇ～２００ｍｇ／ｇの作用可能な
溶解度の範囲を有する場合がある。カプサイシンは、約１０μｇ／ｇ～約４００ｍｇ／ｇ
、そして好ましくは１００μｇ／ｇ～２００ｍｇ／ｇの作用可能な溶解度の範囲を有する
場合がある。レチノイドは、約５μｇ／ｇ～約４００ｍｇ／ｇ、そして好ましくは１００
μｇ／ｇ～２００ｍｇ／ｇの作用可能な溶解度の範囲を有する場合がある。
【００６５】
　実施例
　以下の実施例は、現在のところ最もよくわかっている、本発明の態様を例証する。しか
しながら、以下のものは、本発明の原理の応用を例示又は例証するだけであることを理解
されたい。当業者は、本発明の精神及び範囲より逸脱することなく、数多くの変更と代わ
りの組成物、方法、及び系を考案することができる。付帯の特許請求項は、そのような変
更と組み合わせ方（arrangements）を含むと企図される。従って、本発明を上記に詳しく
述べてきたが、以下の実施例は、本発明の最も実際的で好ましい態様であると現在のとこ
ろみなされているものに関連して、さらなる詳細を提供するものである。
【００６６】
　実施例１－皮膚透過性の方法論
　本明細書に記載する in vitro 流出試験のモデル膜として無毛マウス皮膚（ＨＭＳ）を
使用した。無毛マウスの腹部より取り出した新鮮に分離した表皮をＦｒａｎｚ拡散セルの
供与チャンバと受容チャンバの間に慎重に載せた。受容チャンバをｐＨ７．４リン酸緩衝
化生理食塩水（ＰＢＳ）で満たした。試験製剤（実施例２～５の）を皮膚試料の角質層（
ＳＣ）上に置くことによって実験を開始した。３７℃に維持した加熱ブロックにＦｒａｎ
ｚセルを入れて、ＨＭＳ温度を３５℃に維持した。予め決定した時間間隔で、８００μＬ
のアリコートを引き出して、新鮮なＰＢＳ溶液に置き換えた。時間に対する透過累積量の
プロットの定常状態の傾きより、皮膚流出量（μｇ／ｃｍ２／時間）を決定した。実施例
１０に記載の in vitro 流出試験では、モデル膜としてヒトの死体の皮膚を使用したこと
に留意されたい。使用した皮膚のマウンティングとサンプリングの技術は、ＨＭＳ試験で
すでに記載したものと同じであった。
【００６７】
　実施例２～５－ケトプロフェンを含む接着性外皮形成製剤と in vitro 試験
　ケトプロフェンの経皮送達のための延伸可能な接着性剥皮可能製剤（これは、皮膚を介
した関節及び筋肉への送達に適している）を調製した。これには、飽和量のケトプロフェ
ン（賦形剤混合物中に溶かすことができるより多いケトプロフェン）が賦形剤混合物に含
まれて、接着性剥皮可能製剤を形成する（そのいくつかを本発明の態様に従って調製する
）。賦形剤混合物は、粘稠で透明な液体であり、表１に示すような成分を使用して調製し
た。
【００６８】
　表１．ケトプロフェン外皮形成製剤の成分
【００６９】
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【表１】

【００７０】
　実施例２～５の組成物のそれぞれについて、以下の表２に示すように、ケトプロフェン
の流出を試験した：
　表２．様々な接着性剥皮可能製剤から無毛マウス皮膚を通過する、ケトプロフェンの３
５℃での定常状態流出
【００７１】

【表２】

【００７２】
　無毛マウス皮膚の角質層を通して経時的に透過したケトプロフェンの量を図１に示す。
　実施例２に記載する製剤に関しては、エタノールと水が揮発性溶媒系を形成するのに対
し、グリセロール及びＰＥＧ４００の１：１混合物が不揮発性溶媒系を形成した。実験に
より、グリセロールはＰＥＧ４００よりずっとよくＰＶＡと適合するが、ケトプロフェン
には、ＰＥＧ４００のほうがグリセロールに優る溶媒であると判定した。従って、グリセ
ロール及びＰＥＧ４００の不揮発性溶媒系を一緒に使用して、ＰＶＡと適度に適合する一
方で、この薬物に適した溶解性を提供した。実施例２の製剤において、ＰＶＡとＰＶＰは
、外皮形成剤として作用する。さらに、この態様において、グリセロールとＰＥＧ４００
は、揮発性溶媒の蒸発後に形成される接着性剥皮可能製剤中の可塑剤としても作用する。
グリセロールとＰＥＧの存在がなければ、ＰＶＡとＰＶＰだけで形成される膜は、剛直で
、延伸不能であっただろう。図１より見ることができるように、「累積量」対「時間」の
間の直線的な関係は、揮発性溶媒の少なくとも一部の蒸発後８時間にわたり、ケトプロフ
ェンが比較的一定の速度で送達されたことを示す。
【００７３】
　実施例３の製剤に関しては、形成される接着性剥皮可能製剤は、製剤１に類似した物理
特性を有したが、無毛マウス皮膚を通過する経皮流出量は、より高かった。このことは、
外皮形成剤（実施例２の１：１　ＰＶＡ：ＰＶＰ－Ｋ－９０と実施例３の純ＰＶＡ）が透
過性に影響を及ぼすことを示唆する。
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【００７４】
　実施例４の製剤は、実施例２又は３の製剤より少ないケトプロフェンを送達した。この
違いの１つの理由は、不揮発性溶媒系におけるＰＥＧ４００（ケトプロフェンの良好な溶
媒）の低濃度によるものであり、このことがより低い量の溶解ケトプロフェン、ひいては
より低い皮膚流出をもたらしたのかもしれない。治療上有効な量の薬物がこの低い皮膚流
出により維持されなければ、本実施例は、溶解度が「作用可能な溶解度の範囲」より低い
シナリオを例示する。
【００７５】
　実施例５の製剤は、実施例２又は３の製剤よりずっと少ないケトプロフェンを送達した
。この流出低下の１つのあり得る理由は、不揮発性溶媒系におけるＰＥＧ４００の高濃度
により引き起こされる透過推進力の低下であり、これがケトプロフェンのあまりに高い溶
解性をもたらしたと考えられる。これは、溶解度が「作用可能な溶解度」より高いシナリ
オを例示する。このように、皮膚流出を達成しようとする場合、溶解度があまりに低いこ
とだけが考慮事項になるのではない。この状況では、薬物が不揮発性溶媒系においてあま
りに「快適である」か又はあまりに可溶であるので、有効な皮膚流出をもたらすことがで
きなかった。従って、ケトプロフェンの高い溶解度により、有効であるために作用可能な
溶解度の範囲の外側に薬物が置かれたのである。
【００７６】
　実施例３、４、及び５のそれぞれの製剤間の唯一の有意な違いは、不揮発性溶媒系、又
はより具体的には、ＰＥＧ４００：グリセロールの重量比に関してである。上記の結果は
、皮膚流出に及ぼす不揮発性溶媒系の影響を反映して、治療上有効な量の薬物を皮膚へ、
その中へ、又はそれを通して送達するための作用可能な溶解度の範囲内の薬物の溶解度を
不揮発性溶媒系が提供するという上記の原理を裏付ける。
【００７７】
　実施例６－リドカインを含む接着性剥皮可能製剤と in vitro 試験
　本発明の態様に従って、飽和量のリドカインが賦形剤混合物に含まれて接着性剥皮可能
製剤を形成する、リドカインの経皮送達のための延伸可能な接着性剥皮可能製剤を調製し
た。この外皮製剤は、表３に示すような成分より調製した。
【００７８】
　表３．リドカイン外皮形成製剤の成分
【００７９】
【表３】

【００８０】
　表４．様々な接着性外皮形成製剤から無毛マウス皮膚を通過する、リドカインの３５℃
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【００８１】
【表４】

【００８２】
　無毛マウス皮膚の角質層を通して経時的に透過したリドカインの量を図２に示す。
　本実施例におけるリドカイン製剤の接着性剥皮可能製剤は、実施例２～５の製剤に類似
した物理特性を有した。無毛マウス皮膚を通過する経皮流出は許容し得るものであり、定
常状態の送達が８時間にわたり維持された。
【００８３】
　実施例７－不揮発性溶媒を使用するロピバカイン流出（ropivacaine flux）
　実施例１に記載するようないくつかの飽和不揮発性溶媒において、無毛マウス皮膚を通
過するロピバカイン塩基の流出量を定量した。
【００８４】
　表５．飽和不揮発性溶媒系から無毛マウス皮膚を通過する、ロピバカインの３５℃での
定常状態流出値
【００８５】
【表５】

【００８６】
　皮膚の神経障害疼痛を治療するには、流出量が１０μｇ／ｃｍ２／時間より高い必要が
あると推定されている。様々な不揮発性溶媒からのロピバカイン流出値の範囲は、いくつ
かの溶媒が作用可能な溶解度の範囲内にある溶解度を有することを例示する。
【００８７】
　実施例８～９－ロピバカイン入りの接着性剥皮可能製剤
　本発明の態様に従って、特定量のロピバカインが賦形剤混合物に含まれて接着性剥皮可
能製剤を形成する、ロピバカインの経皮送達のための延伸可能な接着性剥皮可能製剤を調
製した。この外皮製剤は、以下の成分を含有した：
　表６．ロピバカイン剥皮可能製剤の成分
【００８８】
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【００８９】
　上記の製剤を実施例１に記載のようにＨＭＳ皮膚へ適用して、ロピバカイン流出量を測
定した。実施例８及び９の製剤で行った in vitro 流出試験からの結果の要約を表７に収
載する。
【００９０】
　表７．様々な接着性剥皮可能製剤から無毛マウス皮膚を通過する、ロピバカインの３５
℃での定常状態流出
【００９１】
【表７】

【００９２】
　無毛マウス皮膚を通して透過したロピバカインの量を時間の関数として図３に示す。実
施例８及び９に記載の製剤に関しては、揮発性溶媒としてエタノールを使用して、不揮発
性溶媒系としてＩＳＡ、グリセロール、及びＰＧの混合物を使用した。実験により、ＩＳ
Ａとプロピレングリコールは、一緒に使用すると、この薬物に適した溶解性を提供する一
方で、Ｅｕｄｒａｇｉｔ　ＲＬ－１００フィルム形成剤と適合することを確かめた。さら
に、この態様において、グリセロールは、エタノール（揮発性溶媒）が蒸発した後で、剥
皮可能な製剤中の可塑剤として役立つ。ｐＨ調整剤としてのトロラミンの存在は、治療上
有効な量の薬物を皮膚中へ送達するのに作用可能な溶解度の範囲内の薬物の溶解性をもた
らす。「累積量」対「時間」曲線の直線性は、ロピバカインが８時間の間比較的一定の速
度で送達されたことを示す。
【００９３】
　実施例１０－ジクロフェナク（diclofenac）を含む接着性外皮形成製剤
　本発明の態様に従って、飽和量のジクロフェナクが賦形剤混合物に含まれて接着性剥皮
可能製剤を形成する、ジクロフェナクの経皮送達のための延伸可能な接着性剥皮可能製剤
を調製した。この外皮形成製剤は、以下の成分を含有した：
　表８．ジクロフェナク剥皮可能製剤の成分
【００９４】
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【表８】

【００９５】
　本製剤は、ヒトの死体の皮膚試料へ適用して、実施例１に記載の方法を使用して皮膚を
通過する流出量を測定し、５±２μｇ／ｃｍ２／時間であることを見出した。ヒトの表皮
膜を通して経時的に透過したジクロフェナクの量を図４に示す。このジクロフェナク製剤
の接着性剥皮可能製剤は、実施例２～６、及び８、及び９の製剤に類似した物理特性を有
した。ヒト皮膚を通過する３０時間の経皮流出は、許容し得るものであった。
【００９６】
　実施例１１－接着性剥皮可能製剤の柔軟性
　実施例２の製剤組成に類似した製剤（ケトプロフェンなし）を肘関節及び指関節でヒト
の皮膚面へ適用して、薄い、透明で、柔軟な、延伸可能な膜を得た。揮発性溶媒（エタノ
ールと水）の蒸発から数分後に、剥皮可能である固化する剥皮可能層が形成された。この
延伸可能な膜は、皮膚へ良好に接着して、曲げたときに関節上の皮膚より分離せず、皮膚
より容易に剥ぎ取ることができた。
【００９７】
　実施例１２－不揮発性溶媒系と外皮形成剤の適合性
　透過性、不揮発性溶媒系と外皮形成剤の間の適合性に及ぼす溶解性の効果を本実施例に
示す。イソステアリン酸（ＩＳＡ）中のロピバカイン塩基の溶解度が約１：４よりやや高
いことを実験により確かめた（１グラムのロピバカイン塩基が４グラムのイソステアリン
酸に完全に溶け得ることを意味する）。１つの実験では、２種の溶液を作製した：溶液Ａ
には、１部ロピバカイン塩基と４部イソステアリン酸が含まれた。溶液Ｂには、１部ロピ
バカイン塩基、４部イソステアリン酸、及び１部トロラミンが含まれた（部は、いずれも
重量である）。溶液Ａではすべてのロピバカインが溶けたが、溶液Ｂではごく一部のロピ
バカインしか溶けなかった。これらの溶液により生じる無毛マウス皮膚を通過する外皮流
出を典型的なＦｒａｎｚ　Ｃｅｌｌ系により測定して、以下の結果を得た：
　表９．無毛マウス皮膚 in vitro を通過する流出量（μｇ／時間／ｃｍ２）
【００９８】

【表９】

【００９９】
　わかるように、溶液Ｂより産生される流出量は、溶液Ａのそれの約４倍である。上記の
結果は、トロラミンの添加によるイソステアリン酸（不揮発性溶媒系）中のロピバカイン
溶解性の低下が経皮流出を有意に高めたことを実証する。しかしながら、この系をポリビ
ニルアルコール（ＰＶＡ）ベースの外皮製剤へ取り込む試みは、この製剤中ではＰＶＡが
強いｐＨ緩衝剤として作用してトロラミンの効果を阻害したので、失敗した。ＰＶＡのｐ
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Ｈ緩衝能力を打ち消そうとする試みにおいて、さらに多くのトロラミンを添加すると、Ｐ
ＶＡの所望される外皮形成特性の損失を引き起こした。ＰＶＡを別の外皮形成剤、Ｅｕｄ
ｒａｇｉｔ　ＲＬ１００（Ｒｏｈｍ　＆　Ｈａａｓ）に置き換えると、トロラミンの効果
は阻害されず、ほぼ３０μｇ／時間／ｃｍ２の流出量を産生することが可能な製剤が得ら
れた。このことは、不揮発性溶媒系と外皮形成剤の間の適合性の利益を実証する。
【０１００】
　実施例１３－ロピバカイン入りの接着性剥皮可能製剤
　ロピバカインの経皮送達のための延伸可能な接着性剥皮可能製剤（関節及び筋肉上の皮
膚を介した送達に適している）を以下の成分より調製した：
　表１０．ロピバカイン外皮形成製剤の成分
【０１０１】
【表１０】

【０１０２】
　上記に収載する成分を以下の手順に従って配合した。Ｅｕｇｒａｇｉｔ　ＲＬ－１００
とエタノールをガラス瓶に配合して、約６０℃へ加熱すると、Ｅｕｄｒａｇｉｔ　ＲＬ－
１００が完全に溶けた。このＥｕｄｒａｇｉｔ溶液を室温へ冷やしたならば、適正量のロ
ピバカインＨＣｌを加えて、１分間徹底的に混合した。この溶液へイソステアリン酸（Ｉ
ＳＡ）を加えて、この混合物を２～３分間激しく撹拌した。１時間後、この溶液を再び２
～３分間激しく混合した。この溶液へグリセロール、プロピレングリコール、及びトロラ
ミンを連続した順序で加えた。各成分の添加の後で、この溶液を１分間撹拌した。
【０１０３】
　実施例１４－ロピバカインの流出
　実施例１３に従って調製した製剤を実施例１に記載のようにＨＭＳへ適用して、ロピバ
カイン流出量を測定した。この結果の要約を以下のように表１１に収載する：
　表１１．様々な接着性剥皮可能製剤から無毛マウス皮膚を通過する、ロピバカインの３
５℃での定常状態流出
【０１０４】
【表１１】

【０１０５】
　実施例１３に従って調製したロピバカイン外皮製剤は、許容し得る適用特性（例、サン
プル管からの外皮の除去の容易さ、企図される皮膚適用部位で広げることの容易さ、等）
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を保有して、固化膜を２～３分のうちに形成した。この固化する剥皮可能層は、２時間の
うちにより容易に剥皮可能になり、外皮は、少なくとも１２時間の間、意図されない外皮
の除去を伴わずに皮膚面へ固定されたままである。企図した使用の最後に、外皮は、１つ
の連続片で容易に除去される。
【０１０６】
　本発明をある種の好ましい態様を参照に記載したが、当業者は、本発明の精神から逸脱
することなく、様々な修飾、変更、省略、及び代用をなし得ることを理解されよう。故に
、本発明は、付帯の特許請求項の範囲によってのみ限定されるべきであると企図される。
【図面の簡単な説明】
【０１０７】
【図１】図１は、本発明の態様に準拠した４つの別々の固化する接着性製剤より in vitr
o の生体膜を通過して経時的に送達される薬物の累積量のグラフ図である。
【図２】図２は、本発明の態様に準拠した４つの別々の固化する接着性製剤より in vitr
o の生体膜を通過して経時的に送達される薬物の累積量のグラフ図である。
【図３】図３は、本発明の態様に準拠した４つの別々の固化する接着性製剤より in vitr
o の生体膜を通過して経時的に送達される薬物の累積量のグラフ図である。
【図４】図４は、本発明の態様に準拠した４つの別々の固化する接着性製剤より in vitr
o の生体膜を通過して経時的に送達される薬物の累積量のグラフ図である。

【図１】 【図２】
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