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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
被送達物と、生分解性ポリマーと、アミノ酸とを含み、体積平均粒子径が１ｎｍ以上４
３３．２ｎｍ以下であり、前記アミノ酸のみが表面に付着しているナノ粒子の少なくとも
１種が凝集体を形成してなり、体積平均粒子径が１μｍ以上５００μｍ以下であるナノコ
ンポジット粒子。
【請求項２】
前記アミノ酸は、塩基性アミノ酸である請求項１に記載のナノコンポジット粒子。
【請求項３】
前記生分解性ポリマーは、ポリ乳酸、ポリグリコール酸、ポリ（乳酸−グリコール酸）
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およびポリシアノアクリレートから選択される少なくとも１種を含む請求項１または請求
項２に記載のナノコンポジット粒子。
【請求項４】
前記ナノ粒子の体積平均粒子径が１０ｎｍ以上２３４．６ｎｍ以下である請求項１〜請
求項３のいずれか１項に記載のナノコンポジット粒子。
【請求項５】
被送達物、生分解性ポリマー、および有機溶剤を含む溶液と水とを混合して、被送達物
および生分解性ポリマーを含むナノ粒子の分散物を得る分散工程と、
アミノ酸の存在下で、前記ナノ粒子の分散物から、水を除去する乾燥工程と、
を含むナノコンポジット粒子の製造方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、ナノコンポジット粒子およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
平均粒径が１μｍ未満である、いわゆるナノ粒子は、従来のミクロンサイズの微粉体に
比べて、比表面積が極めて大きい等の特徴を有しており、医薬品分野における製剤技術等
への応用に大きな期待が寄せられている。
被送達物を含むナノ粒子は、ＤＤＳ（Drug Delivery System）において種々の利点が期
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待されている。例えば、注射投与する場合、肝、肺、あるいは炎症部位等に選択的に集ま
り、薬物を放出するため、副作用の低減が期待される。また経口投与する場合、難吸収性
生理活性物質の消化管吸収が増大することが期待される。さらに経皮投与する場合、生理
活性物質を局所的に投与することができる。
【０００３】
被送達物を含むナノ粒子については、いくつかの技術が開示されている。例えば、プロ
スタノイド等をポリ乳酸−グリコール酸共重合体（以下、「ＰＬＧＡ」ということがある
）等に封入し、レシチンを表面に付着させたナノ粒子を含む静脈注射用組成物が開示され
ている（例えば、特許文献１参照）。また、抗癌性薬物をＰＬＧＡに内包させたナノ粒子
が開示されている（例えば、特許文献２参照）。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３−３４２１９６号公報
【特許文献２】特表２００９−５１２６８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
しかしながら、特許文献１、２に記載のナノ粒子では、水への再分散性が十分とは言い
難い場合があった。
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本発明は、水への再分散性に優れるナノ粒子を含むナノコンポジット粒子およびその製
造方法を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
本発明の第１の態様は、被送達物と、生分解性ポリマーと、アミノ酸とを含み、体積平
均粒子径が１ｎｍ〜４３３．２ｎｍであり、前記アミノ酸のみが表面に付着しているナノ
粒子の少なくとも１種が凝集体を形成してなり、体積平均粒子径が１μｍ〜５００μｍで
あるナノコンポジット粒子である。
前記アミノ酸は、塩基性アミノ酸であることが好ましい。また前記生分解性ポリマーは
、ポリ乳酸、ポリグリコール酸、ポリ（乳酸−グリコール酸）およびポリシアノアクリレ
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ートから選択される少なくとも１種を含む生分解性ポリマーであることが好ましく、前記
ナノ粒子の体積平均粒子径は１０ｎｍ〜２３４．６ｎｍであることがより好ましい。
【０００８】
本発明の第２の態様は、被送達物、生分解性ポリマー、および有機溶剤を含む溶液と水
とを混合して、被送達物および生分解性ポリマーを含むナノ粒子の分散物を得る分散工程
と、アミノ酸の存在下に、前記ナノ粒子の分散物から、水を除去する乾燥工程と、を含む
ナノコンポジット粒子の製造方法である。
【発明の効果】
【０００９】
本発明によれば、水への再分散性に優れるナノ粒子を含むナノコンポジット粒子および
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その製造方法を提供することができる。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
＜ナノ粒子＞
本発明のナノ粒子は、被送達物の少なくとも１種と、生分解性ポリマーの少なくとも１
種と、アミノ酸の少なくとも１種とを含み、体積平均粒子径が１ｎｍ〜４３３．２ｎｍで
ある。
本発明のナノ粒子においては、被送達物と生分解性ポリマーとを含むナノ粒子とアミノ
酸とが複合化することで水への再分散性に優れるナノ粒子を構成することができる。
【００１１】
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本発明におけるナノ粒子は、体積平均粒子径が１ｎｍ〜４３３．２ｎｍであるが、ナノ
粒子の生体内への吸収性や生体内での滞留制御の観点から、１０ｎｍ〜２３４．６ｎｍで
あることが好ましく、２０ｎｍ〜２３４．６ｎｍであることが好ましい。
ナノ粒子の体積平均粒子径は当該分野で公知の方法、例えば、市販の湿式粒子径測定装
置（例えば、マルバーン社製ゼータサイザー３０００ＨＳＡ）によって測定することがで
きる。
【００１２】
（被送達物）
本発明のナノ粒子に含有される被送達物としては、生理活性物質と診断薬とを挙げるこ
とができる。生理活性物質の生物学的活性としては、例えば、治療および予防的活性を挙
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げることができる。これらの被送達物は１種単独又は２種以上を混合して用いることがで
きる。
【００１３】
前記生理活性物質としては、治療、診断および／又は予防的活性を有する、無機化合物
、有機化合物、ポリペプチド、核酸、多糖等を挙げることができる。また、生理活性物質
の生物学的活性としては、血管作用、向神経作用、ホルモン作用、抗凝血作用、免疫調節
作用、消炎鎮痛作用、抗菌作用、抗腫瘍作用、抗ウイルス作用、抗原作用、抗体作用、ア
ンチセンス活性等を挙げることができるが、これらに限定されない。
【００１４】
「ポリペプチド」は、本発明においては、グリコシル化又はリン酸化などの翻訳後の修
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飾の有無に関わらず、少なくとも２以上のアミノ酸を含む任意の大きさのものを意味する
。ポリペプチドの例としては、インスリン、カルシトニン、免疫グロブリン、抗体、サイ
トカイン（例えば、リンフォカイン、モノカイン、ケモカイン）、インターロイキン、イ
ンターフェロン、エリスロポエチン、ヌクレアーゼ、腫瘍壊死因子、コロニー刺激因子、
酵素（例えば、スーパーオキシドジスムターゼ、組織プラスミノゲン賦活剤）、腫瘍サプ
レッサー、血中タンパク質、ホルモンおよびホルモンアナログ（例えば、成長ホルモン、
副腎皮質刺激ホルモン、黄体形成ホルモン放出ホルモン）、ワクチン（例えば、腫瘍抗原
、細菌抗原、ウイルス抗原）、抗原、血液凝固因子、成長因子、顆粒球コロニー刺激因子
等の完全なタンパク質、ムテインおよびその活性断片を挙げることができる。ポリペプチ
ドの生理活性作用としては、タンパク質インヒビター、タンパク質アンタゴニスト、タン
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パク質アゴニストを挙げることができるが、これらに限定されない。本明細書で使用され
る「核酸」とは、任意の長さのＤＮＡ配列又はＲＮＡ配列をいい、遺伝子（例えば、転写
を阻害するために相補的なＤＮＡに結合しうるアンチセンス分子）およびリボザイムを挙
げることができる。ヘパリンなどの多糖もまた用いることができる。
【００１５】
また、本発明のナノ粒子には、診断のために、分析対象物を検出するための生理活性物
質を含有させることができる。例えば、抗原、抗体（モノクローナル又はポリクローナル
）、レセプター、ハプテン、酵素、タンパク質、ポリペプチド、核酸（たとえば、ＤＮＡ
又はＲＮＡ）、ホルモン、ポリマーを挙げることができ、これらのうち少なくとも1種を
ナノ粒子に含有させることができる。また、前記ナノ粒子を容易に検出することができる
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ように、前記ナノ粒子自体を標識することができる。標識の例としては、種々の酵素、蛍
光物質、発光物質、生物発光物質および放射性物質を挙げることができるが、これらに限
定されない。適当な酵素の例には、西洋ワサビペルオキシダーゼ、アルカリ性ホスファタ
ーゼ、β−ガラクトシダーゼ、およびアセチルコリンエステラーゼを挙げることができる
。適当な蛍光物質の例としては、ウンベリフェロン、フルオレセイン、フルオレセインイ
ソチオシアナート、ローダミン、ジクロロトリアジニルアミンフルオレセイン、ダンシル
クロリドおよびフィコエリスリンを挙げることができる。発光物質の例としては、ルミノ
ールを挙げることができる。生物発光物質の例としては、ルシフェラーゼ、ルシフェリン
およびエクオリンを挙げることができる。適当な放射性物質の例としては、１２５Ｉ、１
３１

Ｉ、３５Ｓ、および３Ｈを挙げることができる。
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【００１６】
特に有用な生理活性物質としては、全身性および局所性治療の点から、各種のホルモン
（例えば、インスリン、エストラジオール等）、喘息の治療薬（例えば、アルブテロール
等）、結核の治療薬（例えば、リファンピシン、エタンブトール、ストレプトマイシン、
イソニアジド、ピラジンアミド等）、癌の治療薬（例えば、シスプラチン、カーボプラチ
ン、アドリアマイシン、５−ＦＵ、パクリタキセル等）および高血圧の治療薬（例えば、
クロニジン、プラゾシン、プロプラノロール、ラベタロール、ブニトロロール、レセルピ
ン、ニフェジピン、フロセミド等）を挙げることができるが、これらに限定されない。
【００１７】
前記ナノ粒子には任意の診断薬を包含させることができる。ナノコンポジット粒子を患
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者に投与することでその診断薬を局所的又は全身的に送達することが可能となる。診断薬
の具体的な例としては、造影剤を挙げることができるが、これに限定されない。造影剤と
しては、ポジトロン断層撮影法（ＰＥＴ）、コンピュータ連動断層撮影法（ＣＴ）、シン
グルフォトンエミッションコンピュータ断層撮影法、Ｘ線、Ｘ線透視、磁気共鳴画像法（
ＭＲＩ）に使用される市販の薬物を挙げることができる。診断薬は、当該分野で利用可能
な標準技術および市販の装置を用いて検出することができる。
【００１８】
前記ナノ粒子には、ナノ粒子および被送達物の安定性の点から、ナノ粒子の全質量に対
して１質量％〜５０質量％、好ましくは５質量％〜３０質量％の薬物を含有させることが
できる。また所望の効果、被送達物の放出速度又は放出期間に依存して、薬物の含有量を
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適宜選択することができる。
【００１９】
（生分解性ポリマー）
本発明におけるナノ粒子は生分解性ポリマーの少なくとも１種を含む。一般に生分解性
ポリマーを含んで形成されたナノ粒子は、酵素的分解により、または生体中で水に接触す
ることで生体に無害な物質にまで分解される。前記生分解性ポリマーとしては、ポリエス
テル化合物、ポリアミド化合物、ポリカーボネート化合物、ポリビニル化合物および多糖
類を挙げることができるが、これらに限定されない。これらの生分解性ポリマーは１種単
独又は２種以上を混合して用いることができる。
【００２０】
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ポリエステル化合物の具体例としては、ポリ乳酸、ポリグリコール酸、ポリカプロン酸
およびこれらの共重合体（例えば、ポリ（乳酸−グリコール酸）共重合体等）、並びに、
ポリブチレンサクシネート、ポリエチレンサクシネート、ポリ（ブチレンサクシネート／
アジペート）、ポリ(ブチレンサクシネート／カーボネート)、ポリ(ブチレンサクシネー
ト／テレフタレート)、ポリ(ブチレンアジペート／テレフタレート)、ポリ(テトラメチレ
ンアジペート／テレフタレート)およびポリ(ブチレンサクシネート／アジペート／テレフ
タレート)を挙げることができるが、これらに限定されない。
ポリアミド化合物の具体例としては、ポリロイシンを挙げることができ、ポリビニル化
合物の具体例としては、ポリシアノアクリレートを挙げることができ、多糖類の具体例と
しては、セルロースを挙げることができるが、これらに限定されない。
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【００２１】
これらの生分解性ポリマーのうち、生体適合性、生分解性、水分散液中での安定性等の
点から、ポリ乳酸、ポリグリコール酸、ポリ（乳酸−グリコール酸）（ＰＬＧＡ）、およ
びポリシアノアクリレートから選ばれる少なくとも１種を用いることが好ましく、ポリ乳
酸、ポリグリコール酸、およびＰＬＧＡから選ばれる少なくとも１種を用いることがより
好ましく、ＰＬＧＡを用いることがさらに好ましい。
【００２２】
前記生分解性ポリマーの種類および分子量を適宜選択することで、ナノ粒子からの薬物
の放出速度、生分解速度を制御することができる。例えば、前記生分解性ポリマーがＰＬ
ＧＡである場合、好ましい分子量は１５００〜１５００００であり、より好ましくは１５
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００〜７５０００である。これにより生理活性物質を放出しやすいナノ粒子を提供するこ
とができる。また、前記生分解性ポリマーが共重合体である場合には、各モノマーの組成
比率を適宜選択することでナノ粒子からの薬物の放出速度、生分解速度を制御することが
できる。
更にナノ粒子からの薬物の放出速度、生分解速度を制御可能となるようにナノ粒子を修
飾してもよい。
【００２３】
本発明のナノ粒子における生分解性ポリマーの含有量としては特に制限はないが、例え
ば、ナノ粒子の全質量に対して５０〜９９質量％とすることができ、７０〜９５質量％で
あることが好ましい。
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【００２４】
（アミノ酸）
本発明のナノ粒子はアミノ酸の少なくとも１種を含む。アミノ酸を含むことでナノ粒子
の分散安定性がより向上し、ナノ粒子の再分散性がより向上する。
これは例えば、以下のように考えることができる。すなわち被送達物と生分解性ポリマ
ーとを含むナノ粒子の表面にアミノ酸が付着することで、アミノ酸に由来するナノ粒子間
の静電反発力により、ナノ粒子の分散安定性が向上すると考えることができる。
【００２５】
本発明におけるアミノ酸としては、１分子中にアミノ基の少なくとも１つとカルボキシ
ル基の少なくとも１つとを含む化合物であれば特に制限はなく、α−アミノ酸であっても
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、β−アミノ酸等のα−アミノ酸以外のアミノ酸であってもよく、また光学異性体が存在
する場合には、Ｌ体、Ｄ体、およびラセミ体のいずれであってもよい。
【００２６】
本発明におけるアミノ酸の具体例としては、アスパラギン酸、グルタミン酸、リシン、
アルギニン、ヒスチジン、グリシン、アラニン、バリン、ロイシン、イソロイシン、セリ
ン、トレオニン、システイン、メチオニン、アスパラギン、グルタミン、プロリン、フェ
ニルアラニン、チロシン、およびトリプトファン等の天然由来のα−アミノ酸およびこれ
らの光学異性体、β‑アラニン、サルコシン、オルニチン、クレアチン、γ−アミノ酪酸
、オパイン等を挙げることができる。
【００２７】
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これらの中でも、ナノ粒子の再分散性の観点から、少なくとも２つの塩基性基を含む塩
基性アミノ酸であることが好ましく、リシン、アルギニン、およびヒスチジンから選ばれ
る塩基性アミノ酸であることがより好ましい。
本発明においてアミノ酸は１種単独でも、２種以上を組み合わせて用いてもよい。
【００２８】
本発明のナノ粒子におけるアミノ酸の含有量としては特に制限はないが、例えば、ナノ
粒子の全質量に対して０．１〜２０質量％とすることができ、０．５〜１５質量％である
ことが好ましい。
またアミノ酸の含有量は、アミノ酸の種類に応じて適宜選択することができる。例えば
、アミノ酸として塩基性アミノ酸を用いる場合、ナノ粒子の全質量に対して０．１〜２０
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質量％とすることができ、再分散性の観点から、０．５〜１５質量％であることが好まし
い。
また例えば、アミノ酸として中性アミノ酸または酸性アミノ酸を用いる場合、ナノ粒子
の全質量に対して０．１〜２０質量％とすることができ、再分散性の観点から、０．５〜
１５質量％であることが好ましい。
【００２９】
また前記ナノ粒子は、必要に応じて各種の添加剤をさらに含有してもよい。添加剤の具
体例としては界面活性剤、水溶性高分子、および脂質等を挙げることができるが、これら
に限定されない。添加剤を含有させることによりナノ粒子の再分散性を更に向上させるこ
とができる。
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前記水溶性高分子の具体例としてはポリビニルアルコール、ポリエチレングリコールお
よびポリエチレンオキシドを挙げることができ、脂質の具体例としてはリン脂質およびコ
レステロールを挙げることができる。これらの添加剤は１種単独又は２種以上を混合して
用いることができる。
【００３０】
本発明のナノ粒子においては、再分散性の観点から、生分解性ポリマーとして、ポリ乳
酸、ポリグリコール酸およびＰＬＧＡから選ばれる少なくとも１種を含み、被送達物の含
有量がナノ粒子の全質量に対して１〜５０質量％であって、α−アミノ酸の少なくとも１
種をナノ粒子の全質量に対して０．１〜２０質量％含むことが好ましく、生分解性ポリマ
ーとして、ポリ乳酸、ポリグリコール酸およびＰＬＧＡから選ばれる少なくとも１種を含
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み、被送達物の含有量がナノ粒子の全質量に対して１〜５０質量％であって、塩基性アミ
ノ酸の少なくとも１種をナノ粒子の全質量に対して０．１〜２０質量％含むことがより好
ましい。
【００３１】
本発明のナノ粒子は、例えば、後述するナノコンポジット粒子の製造方法によって製造
されるナノコンポジット粒子を水と接触させることで、ナノ粒子の分散物として得ること
ができる。
【００３２】
＜ナノコンポジット粒子＞
本発明のナノコンポジット粒子は、前記ナノ粒子の少なくとも１種を含み、体積平均粒

30

子径が０．５μｍ以上５００μｍ以下である。かかる構成であることにより、ナノコンポ
ジット粒子を水と接触させた場合のナノ粒子の再分散性に優れる。
前記ナノコンポジット粒子は、前記ナノ粒子の２個以上からなるものであっても、前記
ナノ粒子に加えてその他の成分（好ましくは、糖類）をさらに含んでなるものであっても
よい。前記ナノ粒子の２個以上からなるナノコンポジット粒子は、例えば、ナノ粒子の２
個以上が分子間力により、ナノ粒子からなる凝集体を形成したものである。
【００３３】
本発明においてナノコンポジット粒子の体積平均粒子径は、０．５〜５００μｍである
ことが好ましく、１〜２００μｍであることがより好ましい
尚、ナノコンポジット粒子の体積平均粒子径は、乾式粒子径測定装置（例えば、東日コ
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ンピュータアプリケーションズ社製、ＬＤＳＡ３５００Ａ）を用いて常法により測定され
る。
【００３４】
本発明のナノコンポジット粒子を構成するナノ粒子の詳細については、既述の通りであ
り、好ましい態様も同様である。
【００３５】
またナノコンポジット粒子は、前記ナノ粒子に加えて水溶性化合物の少なくとも１種を
さらに含んでいてもよい。前記水溶性化合物としては、特に限定はないが、再分散性の観
点から、糖類から選ばれる少なくとも１種であることが好ましい。
尚、本発明における水溶性化合物は、２５℃における純水１００ｇへの溶解度が１０ｇ
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以上である化合物を意味する。
【００３６】
前記糖類としては、例えば、単糖、二糖、オリゴ糖、多糖、および糖アルコールを挙げ
ることができる。中でも再分散性の観点から、二糖および糖アルコールから選ばれる少な
くとも１種であることが好ましい。
具体的には例えば、グルコース、ソルビトール、マンニトール、ショ糖、麦芽糖、ラク
トース、トレハロース、デキストラン、シクロデキストリン、アミロース、アガロース、
ヒアルロン酸等を挙げることができるが、これらに限定されない。これらの糖物質のうち
、糖物質の水溶性とナノ粒子の再分散性の点から、ソルビトール、マンニトール、ショ糖
、麦芽糖、ラクトース、トレハロースを用いることが好ましく、トレハロース、ラクトー
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スを用いることがより好ましい。また、これらの糖類は１種単独又は２種以上を混合して
用いることができる。
【００３７】
本発明におけるナノ粒子と水溶性化合物の含有比率としては、特に制限はなく、例えば
、水溶性化合物に対するナノ粒子の質量比（ナノ粒子：水溶性化合物）として、１０：１
〜１：１０とすることができる。中でもナノ粒子の再分散性と製造適性の観点から、１０
：１〜１：５であることが好ましく、１０：１〜１：１であることがより好ましい。
【００３８】
また、本発明のナノコンポジット粒子は、必要に応じて各種の添加剤を含有してもよい
。添加剤の例としては、緩衝塩、脂肪酸、脂肪酸エステル、リン脂質、無機化合物、リン
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酸塩等を挙げることができる。
【００３９】
＜ナノコンポジット粒子の製造方法＞
本発明のナノコンポジット粒子の製造方法は、被送達物の少なくとも１種、生分解性ポ
リマーの少なくとも１種、および有機溶剤の少なくとも１種を含む溶液と、水とを混合し
て、被送達物と生分解性ポリマーとを含むナノ粒子の分散物を得る分散工程と、アミノ酸
の存在下に前記ナノ粒子の分散物から、水を除去する乾燥工程とを含み、必要に応じてそ
の他の工程を含んで構成される。
アミノ酸の存在下に、被送達物と生分解性ポリマーとを含む分散物から水を除去するこ
とで、被送達物と生分解性ポリマーとを含み、再分散性に優れるナノコンポジット粒子を
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効率よく製造することができる。
【００４０】
（分散工程）
分散工程においては、被送達物、生分解性ポリマー、および有機溶剤を含む溶液と、水
とを混合して、被送達物と生分解性ポリマーとを含むナノ粒子の分散物を調製する。
被送達物および生分解性ポリマーは、既述のナノ粒子における被送達物および生分解性
ポリマーと同義であり、好ましい態様も同様である。
【００４１】
本発明における有機溶剤は、被送達物と生分解性ポリマーとともに溶液を構成可能であ
れば特に制限はなく、親水性有機溶剤であっても疎水性有機溶剤であってもよい。
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【００４２】
前記親水性有機溶剤として具体的には、エタノール、イソプロピルアルコール、エチレ
ングリコール、グリセリン等のアルコール系溶剤；アセトン、メチルエチルケトン等のケ
トン系溶剤；テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジエチレングリコール、トリエチレング
リコール、ジエチレングリコールモノエチルエーテル等のエーテル系溶剤；ジメチルホル
ムアミド、ジメチルアセトアミド、ジメチルイミダゾリジノン等のアミド系溶剤；ジメチ
ルスルホキシド等のスルホキシド系溶剤等を挙げることができる。
【００４３】
また、疎水性有機溶剤として具体的には、ヘキサン、ヘプタン等の脂肪族系溶剤、ジク
ロロメタン、クロロホルム、クロロベンゼン等のハロゲン系用溶剤、トルエン、キシレン
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等の芳香族系溶剤、シクロヘキサノン等のケトン系溶剤、酢酸エチル、酢酸ブチル等のエ
ステル系溶剤等を挙げることができる。
【００４４】
本発明において、親水性有機溶剤を用いる場合、再分散性と安全性の観点から、アルコ
ール系溶剤、ケトン系溶剤、およびエーテル系溶剤から選ばれる少なくとも１種であるこ
とが好ましく、ケトン系溶剤およびエーテル系溶剤から選ばれる少なくとも１種であるこ
とがより好ましい。
親水性有機溶剤を用いてナノ粒子の分散物を調製することで、より安全性の高いナノ粒
子の分散物を効率よく調製することができる。
【００４５】
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被送達物、生分解性ポリマー、および有機溶剤を含む溶液を調製する方法としては、通
常行なわれる溶液の調製方法を特に制限なく適用することができる。例えば、有機溶剤に
生分解性ポリマーおよび被送達物を添加して攪拌することで調製することができる。
【００４６】
また、被送達物、生分解性ポリマー、および有機溶剤を含む溶液と、水とを混合する方
法としては、通常行なわれる液体混合方法を特に制限はなく適用することができる。例え
ば、一般的な攪拌装置、ホモジナイザー、超音波発生装置等を用いて行うことができる。
【００４７】
さらに、前記溶液と水の混合方法は、前記溶液に水を添加する方法であっても、前記溶
液を水に添加する方法であってもよいが、製造効率の観点から、前記溶液を水に添加する
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方法であることが好ましい。
また前記溶液と水とを混合する速度については特に制限はない。本発明においては、一
定の混合速度で前記溶液と水とを混合することで粒度分布が狭いナノ粒子の分散物を得る
ことができる。
【００４８】
本発明において、水と混合する前記溶液の濃度としては特に制限はないが、例えば、被
送達物と生分解性ポリマーの合計含有量を全溶液質量に対して０．１〜１０質量％とする
ことができ、０．５〜３質量％であることが好ましい。
また、水に対する前記溶液の混合比率（溶液：水）としては、４５：５５〜１：９９質
量％であることが好ましく、４０：６０〜５：９５質量％であることがより好ましい。
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【００４９】
本発明においては、生分解性ポリマーとして、ポリ乳酸、ポリグリコール酸、ＰＬＧＡ
およびポリシアノアクリレートから選ばれる少なくとも１種を用いることで、被送達物お
よび生分解性ポリマーを含むナノ粒子の分散物をより効率的に調製することができる。こ
れは例えば、これらの生分解性ポリマーが自己分散性を有するためと考えることができる
。
【００５０】
（乾燥工程）
乾燥工程においては、前記ナノ粒子の分散物から、アミノ酸の存在下に水を除去する。
ナノ粒子の分散物から水を除去する際にアミノ酸が存在していることで、水の除去後に形
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成されるナノコンポジット粒子の水に対する再分散性が向上する。
乾燥工程におけるアミノ酸としては、既述のナノ粒子におけるアミノ酸と同義であり、
好ましい態様も同様である。
【００５１】
本発明においては、ナノ粒子の分散物から水を除去する際にアミノ酸が存在していれば
よく、アミノ酸を添加する時期は問わない。例えば、前記ナノ粒子の分散物を得る工程に
おいて前記溶液と混合する水にアミノ酸を添加してもよく、また前記溶液と水とを混合し
た後にアミノ酸を添加してもよい。さらに乾燥工程において水を除去する直前にアミノ酸
を添加してもよい。
【００５２】
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また本発明においては、ナノ粒子の分散物から水を除去する前に有機溶剤を除去する工
程をさらに設けてもよい。有機溶剤の除去方法としては、特に制限はなく、例えば、ナノ
粒子の分散物を攪拌する方法、窒素ガス等の不活性ガスや空気をバブリングする方法等を
挙げることができる。
さらに本発明においては、水と共に有機溶剤を除去してもよい。これによりナノコンポ
ジット粒子をさらに効率的に製造することができる。
【００５３】
前記ナノ粒子の分散物から水を除去する方法としては特に制限はないが、被送達物の安
定性の観点から、噴霧乾燥法、凍結乾燥法のいずれかであることが好ましい。
凍結乾燥法としては、通常用いられる凍結乾燥装置を用いて、常法により行うことがで
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きる。
【００５４】
また噴霧乾燥法としては、例えば、マスターズ（K. Masters）による「噴霧乾燥ハンド
ブック（Spray Drying Handbook） 」, John Wiley & Sons, New York, 1984 に記載され
ている一般的な噴霧乾燥技術を特に制限なく用いることができる。一般に、噴霧乾燥法に
おいては、加熱空気または加熱窒素等の熱ガス由来の熱を利用して、噴霧化装置によって
形成された液滴から、噴霧化直後の入口温度と乾燥終了時の出口温度との温度勾配の下で
、溶媒を蒸発させて噴霧乾燥粒子を得ることができる。
【００５５】
噴霧化装置には、当該分野で公知の噴霧技術を用いることができる。例えば、液圧プレ
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スノズル噴霧化装置、２流体噴霧化装置、音波噴霧化装置、回転盤又は車輪を含む遠心性
噴霧化装置を用いることができるが、これらに限定されない。
【００５６】
また本発明のナノコンポジット粒子の製造方法においては、ナノ粒子の分散液が糖類の
少なくとも１種をさらに含んでいてもよい。これによりナノ粒子と糖類とを含むナノコン
ポジット粒子を製造することができる。ナノコンポジット粒子が糖類をさらに含むことで
、水に対する再分散性に優れ、また所望の粒子径を有するナノコンポジット粒子をより効
率的に製造することができる。
本発明における糖類としては既述のナノコンポジット粒子における糖類と同義であり、
好ましい態様も同様である。
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またナノ粒子の分散液に含まれる糖類の質量比としては、ナノ粒子：糖類として１０：
１〜１：１０とすることができ、ナノ粒子の再分散性の観点から、１０：１〜１：５であ
ることが好ましく、１０：１〜１：１であることがより好ましい。
【００５７】
本発明のナノコンポジット粒子の製造方法においては、被送達物と生分解性ポリマーを
含む有機溶剤溶液を水と混合することで、迅速にナノ粒子の分散物を調製することができ
る。さらにナノ粒子の分散物からアミノ酸の存在下に水を除去することで再分散性に優れ
るナノコンポジット粒子を調製することができるため、ナノコンポジット粒子の製造方法
として極めて効率が高いものである。
【実施例】
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【００５８】
以下、本発明を実施例により具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定され
るものではない。尚、特に断りのない限り、「部」および「％」は質量基準である。
【００５９】
（実施例１）
被送達物としてリファンピシン（ＲＦＰ、シグマアルドリッチ社製）０．１ｇと、生分
解性ポリマーとしてポリ（乳酸−グリコール酸）（ＰＬＧＡ、乳酸／グリコール酸＝７５
／２５、重量平均分子量１００００、和光純薬社製）０．９ｇをジクロロメタン１０ｍｌ
に溶解した溶液を調製した。
精製水１００ｍｌにアミノ酸としてアルギニン（和光純薬社製）０．１５ｇを溶解し、
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これと上記で得られた溶液をプローブ型ソニケーター（Branson社製）を用いて混合した
後、室温下に２００ｒｐｍの攪拌速度で１２時間攪拌して、リファンピシンを含むＰＬＧ
Ａのナノ粒子の分散物を得た。
得られたナノ粒子の分散物について、ゼータサイザー３０００ＨＳＡ（マルバーン社製
）を用いて体積平均粒子径を測定したところ、６２．７ｎｍであった。
【００６０】
上記で得られたナノ粒子の分散物を、噴霧乾燥装置（ＢＵＣＨＩ社製、ミニスプレード
ライヤーＢ２９０型）に供給して、噴霧乾燥し、さらに一晩凍結乾燥してナノコンポジッ
ト粒子を調製した。噴霧乾燥の条件は、使用スプレーガン口径が０．７５ｍｍ、入口温度
が６８℃、乾燥空気量が２２ｍ３／ｈｒ、噴霧空気量が５００Ｌ／ｈｒ、試料供給速度が
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１．２５ｍＬ／ｍｉｎであった。
得られたナノコンポジット粒子の体積平均粒子径を乾式粒子径測定装置（東日コンピュ
ータアプリケーションズ社製、ＬＤＳＡ−３５００Ａ）を用いて測定したところ、２．８
３μｍであった。
【００６１】
また得られたナノコンポジット粒子に精製水を加えたところ、直ちにナノ粒子の分散物
が得られた。この再分散したナノ粒子の体積平均粒子径を、上記と同様にして測定したと
ころ、６４．８ｎｍであった。
さらに得られたナノコンポジット粒子を−３０℃で１ヶ月間保存した後、精製水を加え
たところ、直ちにナノ粒子の分散物が得られた。この再分散したナノ粒子の体積平均粒子
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径を、上記と同様にして測定したところ、６３．３ｎｍであった。さらに６ヶ月保存後で
は、６２．７nmであった。
【００６２】
（実施例２）
実施例１において、アルギニンの添加量を２．０ｇに変更したこと以外は、実施例１と
同様にしてナノ粒子、およびナノコンポジット粒子を調製した。
得られたナノ粒子の体積平均粒子径は７８ｎｍであった。
また実施例１と同様にして再分散させたナノ粒子の体積平均粒子径は８８ｎｍであった
。
【００６３】
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（実施例３）
実施例１において、アルギニンの代わりにグルタミンを用い、添加量を２．０ｇとした
こと以外は、実施例１と同様にしてナノ粒子、およびナノコンポジット粒子を調製した。
得られたナノ粒子の体積平均粒子径は２３４．６ｎｍであった。
【００６４】
（実施例４）
実施例１において、アルギニンの代わりにグルタミン酸を用い、添加量を０．５ｇに変
更したこと以外は、実施例１と同様にしてナノ粒子、およびナノコンポジット粒子を調製
した。
得られたナノ粒子の体積平均粒子径は４３３．２ｎｍであった。

40

【００６５】
（実施例５）
実施例１において、アルギニンの代わりにリシンを用い、添加量を２．０ｇに変更した
こと以外は、実施例１と同様にしてナノ粒子を調製した。
得られたナノ粒子の体積平均粒子径は８９．６ｎｍであった。
【００６６】
（実施例６）
実施例１において、アルギニンの代わりにヒスチジンを用い、添加量を２．０ｇに変更
したこと以外は、実施例１と同様にしてナノ粒子、およびナノコンポジット粒子を調製し
た。
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得られたナノ粒子の体積平均粒子径は８７．２ｎｍであった。
【００６７】
（実施例７）
被送達物としてリファンピシン（ＲＦＰ、シグマアルドリッチ社製）０．０５ｇと、生
分解性ポリマーとしてポリ（乳酸−グリコール酸）（ＰＬＧＡ、乳酸／グリコール酸＝７
５／２５、重量平均分子量１００００、和光純薬社製）０．４５ｇをアセトン１０ｍｌに
溶解した溶液を調製した。
精製水１００ｍｌにアミノ酸としてアルギニン（和光純薬社製）０．１５ｇを溶解し、
これと上記で得られた溶液とを混合した後、室温下に２００ｒｐｍの攪拌速度で１５時間
攪拌して、リファンピシンを含むＰＬＧＡのナノ粒子の分散物を得た。

10

得られたナノ粒子の分散物について、上記と同様にして体積平均粒子径を測定したとこ
ろ、１６３．８ｎｍであった。
上記で得られたナノ粒子の分散物を、上記と同様にして噴霧乾燥してナノコンポジット
粒子を調製した
得られたナノコンポジット粒子の体積平均粒子径を上記と同様にして測定したところ、
１．５０μｍであった。
また得られたナノコンポジット粒子に精製水を加えたところ、直ちにナノ粒子の分散物
が得られた。この再分散したナノ粒子の体積平均粒子径を、上記と同様にして測定したと
ころ、１６３．８ｎｍであった。
【００６８】

20

（実施例８）
被送達物としてリファンピシン（ＲＦＰ、シグマアルドリッチ社製）０．１ｇと、生分
解性ポリマーとしてポリ（乳酸−グリコール酸）（ＰＬＧＡ、乳酸／グリコール酸＝７５
／２５、重量平均分子量１００００、和光純薬社製）０．９ｇをジクロロメタン１０ｍｌ
に溶解した溶液を調製した。
精製水１００ｍｌにアミノ酸としてアルギニン（和光純薬社製）０．１５ｇを溶解し、
これと上記で得られた溶液をプローブ型ソニケーター（Branson社製）を用いて混合した
後、リファンピシンを含むＰＬＧＡのナノ粒子の分散物を得た。
【００６９】
上記で得られたナノ粒子の分散物を、噴霧乾燥装置（ＢＵＣＨＩ社製、ミニスプレード
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ライヤーＢ２９０型）に供給して、噴霧乾燥し、さらに一晩凍結乾燥してナノコンポジッ
ト粒子を調製した。噴霧乾燥の条件は、使用スプレーガン口径が０．７５ｍｍ、入口温度
が６８℃、乾燥空気量が２２ｍ３／ｈｒ、噴霧空気量が５００Ｌ／ｈｒ、試料供給速度が
１．２５ｍＬ／ｍｉｎであった。
得られたナノコンポジット粒子の体積平均粒子径を乾式粒子径測定装置（東日コンピュ
ータアプリケーションズ社製、ＬＤＳＡ−３５００Ａ）を用いて測定したところ、１．９
４μｍであった。
【００７０】
また得られたナノコンポジット粒子に精製水を加えたところ、直ちにナノ粒子の分散物
が得られた。この再分散したナノ粒子の体積平均粒子径を、上記と同様にして測定したと

40

ころ、５９．９ｎｍであった。
【００７１】
（実施例９）
実施例８において、生分解性ポリマーとしてポリ（乳酸−グリコール酸）（ＰＬＧＡ、
乳酸／グリコール酸＝７５／２５、重量平均分子量２００００、和光純薬社製）を０．４
ｇ用い、アルギンの使用量を０．１ｇとしたこと以外は、実施例６と同様にしてナノ粒子
の分散物、およびナノコンポジット粒子を調製した。
得られたナノコンポジット粒子の体積平均粒子径は５．７３μｍであった。また、これ
を精製水に再分散したところ、得られたナノ粒子分散物の体積平均粒子径は１００．９ｎ
ｍであった。
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【００７２】
（実施例１０）
被送達物としてリファンピシン（ＲＦＰ、シグマアルドリッチ社製）０．１ｇと、生分
解性ポリマーとしてポリ（乳酸−グリコール酸）（ＰＬＧＡ、乳酸／グリコール酸＝７５
／２５、重量平均分子量１００００、和光純薬社製）０．９ｇをアセトン１０ｍｌに溶解
した溶液を調製した。
精製水１００ｍｌにアミノ酸としてアルギニン（和光純薬社製）０．１５ｇを溶解し、
これと上記で得られた溶液とを混合した後、室温下に２００ｒｐｍの攪拌速度で１５時間
攪拌して、リファンピシンを含むＰＬＧＡのナノ粒子の分散物を得た。
得られたナノ粒子の分散物について、ゼータサイザー３０００ＨＳＡ（マルバーン社製

10

）を用いて体積平均粒子径を測定したところ、１００．５ｎｍであった。
【００７３】
上記で得られたナノ粒子の分散物を、凍結乾燥してナノコンポジット粒子を調製した。
また得られたナノコンポジット粒子に精製水を加えたところ、直ちにナノ粒子の分散物
が得られた。この再分散したナノ粒子の体積平均粒子径を、上記と同様にして測定したと
ころ、１０６．５ｎｍであった。
【００７４】
（実施例１１）
被送達物としてリファンピシン（ＲＦＰ、シグマアルドリッチ社製）０．１ｇと、生分
解性ポリマーとしてポリ（乳酸−グリコール酸）（ＰＬＧＡ、乳酸／グリコール酸＝７５

20

／２５、重量平均分子量１００００、和光純薬社製）０．９ｇをジクロロメタン１０ｍｌ
に溶解した溶液を調製した。
精製水１００ｍｌにアミノ酸としてアルギニン（和光純薬社製）０．１５ｇを溶解し、
これと上記で得られた溶液をプローブ型ソニケーター（Branson社製）を用いて混合した
後、室温下に２００ｒｐｍの攪拌速度で１２時間攪拌して、リファンピシンを含むＰＬＧ
Ａのナノ粒子の分散物を得た。
得られたナノ粒子の分散物について、ゼータサイザー３０００ＨＳＡ（マルバーン社製
）を用いて体積平均粒子径を測定したところ、６０．２〜６２．７ｎｍであった。
【００７５】
上記で得られたナノ粒子の分散物に、糖類としてマンニトール、ラクトース、トレハロ
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ースを各々０．８５ｇ加えて溶解した後、噴霧乾燥装置（ＢＵＣＨＩ社製、ミニスプレー
ドライヤーＢ２９０型）に供給して、噴霧乾燥し、さらに一晩凍結乾燥してナノコンポジ
ット粒子をそれぞれ調製した。噴霧乾燥の条件は、使用スプレーガン口径が０．７５ｍｍ
、入口温度が６８℃、乾燥空気量が２２ｍ３／ｈｒ、噴霧空気量が５００Ｌ／ｈｒ、試料
供給速度が１．２５ｍＬ／ｍｉｎであった。
得られたナノコンポジット粒子の体積平均粒子径を乾式粒子径測定装置（東日コンピュ
ータアプリケーションズ社製、ＬＤＳＡ−３５００Ａ）を用いて測定したところ、マンニ
トールでは２．０８μｍ、ラクトースでは１．５１μｍ、トレハロースでは１．５１μｍ
であった。
【００７６】

40

また得られたナノコンポジット粒子に精製水を加えたところ、直ちにナノ粒子の分散物
が得られた。この再分散したナノ粒子の体積平均粒子径を、上記と同様にして測定したと
ころ、マンニトールでは７２．３ｎｍ、ラクトースでは６８．４ｎｍ、トレハロースでは
６６．８ｎｍであった。
【００７７】
（実施例１２）
被送達物としてリファンピシン（ＲＦＰ、シグマアルドリッチ社製）０．１ｇと、生分
解性ポリマーとしてポリ（乳酸−グリコール酸）（ＰＬＧＡ、乳酸／グリコール酸＝７５
／２５、重量平均分子量１００００、和光純薬社製）０．４ｇをジクロロメタン１０ｍｌ
に溶解した溶液を調製した。
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精製水１００ｍｌにアミノ酸としてアルギニン（和光純薬社製）０．０５ｇ、システイ
ン（和光純薬社製）０．１５ｇを溶解し、これと上記で得られた溶液をプローブ型ソニケ
ーター（Branson社製）を用いて混合した後、リファンピシンを含むＰＬＧＡのナノ粒子
の分散物を得た。
【００７８】
上記で得られたナノ粒子の分散物を、上記と同様にして噴霧乾燥してナノコンポジット
粒子を調製した。
得られたナノコンポジット粒子の体積平均粒子径を上記と同様にして測定したところ、
１．３３μｍであった。
【００７９】

10

また得られたナノコンポジット粒子に精製水を加えたところ、直ちにナノ粒子の分散物
が得られた。この再分散したナノ粒子の体積平均粒子径を、上記と同様にして測定したと
ころ、１３８．７ｎｍであった。
【００８０】
さらに得られたナノコンポジット粒子について、リファンピシンの内包率を、ＨＰＬＣ
を用いて測定したところ、内包率は７．７４％（理論値２０％）、内包効率３８．７％で
あり、従来に比べて高い内包効率であった。
【００８１】
以上から、本発明のナノコンポジット粒子は、ナノ粒子の再分散性に優れることが分か
る。また本発明のナノコンポジット粒子の製造方法は、簡便かつ効率的であることが分か
る。
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