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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ゾルピデム酒石酸塩含有口腔内崩壊錠を製造する方法であって、ゾルピデム酒石酸塩及
び無機塩基性物質を含む混合物に、水をスプレーしつつ流動層造粒して、水分含有量が５
重量％以上である１段目の造粒物を得ること、次いでこの１段目の造粒物を更に流動層造
粒することを特徴とするゾルピデム酒石酸塩含有口腔内崩壊錠の製造方法。
【請求項２】
無機塩基性物質が、酸化マグネシウム、炭酸マグネシウム、水酸化マグネシウム、水酸
化ナトリウム、ケイ酸カルシウム及び炭酸カルシウムからなる群より選ばれる少なくとも
1種である請求項１に記載の製造方法。
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【請求項３】
無機塩基性物質の使用量が、ゾルピデム酒石酸塩１００重量部に対して、１〜１００重
量部である請求項１又は２に記載の製造方法。
【請求項４】
１段目の造粒物の水分含有量が、８〜３０重量％である請求項１〜３のいずれかに記載
の製造方法。
【請求項５】
１段目の造粒物の水分含有量が、１０〜２０重量％である請求項４に記載の製造方法。
【請求項６】
２段目の流動層造粒工程を、溶媒に結合剤を溶解した溶液をスプレーして行う請求項１
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〜５のいずれかに記載の製造方法。
【請求項７】
請求項１〜６のいずれかに記載の製造方法によって得られたゾルピデム酒石酸塩含有口
腔内崩壊錠。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、不眠症等の治療剤として有用なゾルピデム酒石酸塩含有口腔内崩壊錠の製造
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方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
口腔内崩壊錠は、水なしで服用することができ、高齢者、小児、嚥下困難な患者等に、
飲みやすい剤形であり、高齢化社会の到来や患者のコンプライアンス向上のため、その意
義が重要視されるようになって来た。
【０００３】
ゾルピデム酒石酸塩は、苦味等の不快な味を有するため、口腔内で速やかに溶ける口腔
内崩壊錠への適用は困難であるという問題があった。
【０００４】
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上記問題を解消して、苦味等の不快な味が低減されたゾルピデム酒石酸塩含有口腔内崩
壊錠を製造できる製造方法として、ゾルピデム酒石酸塩、塩基性物質、着色剤、マンニト
ール等を粉体混合する第一の混合工程；この混合物に、ポリビニルピロリドンを溶解した
水溶液を加えて、練合する練合工程；乾燥工程；整粒工程；崩壊剤や滑沢剤等を混合する
第二の混合工程；及びこの混合物を錠剤に成型する成型工程を含む方法が公知である（特
許文献１特に段落〔００３６〕〜〔００３７〕、図１等参照）。
【０００５】
しかしながら、上記従来公知のゾルピデム酒石酸塩含有口腔内崩壊錠の製造方法におい
ては、第一の混合工程〜成型工程の一連の工程が開放下で行われるので、各工程で使用す
る機器の開閉の際、次工程に移る際等にゾルピデム酒石酸塩を含む粉体が飛散することを
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避けるのはほぼ不可能である。そのため、作業員に対して睡眠導入作用を有するゾルピデ
ム酒石酸塩が暴露される機会が非常に多くなり、作業員が眠気を催し、また時にはその眠
気が原因で大事故を引き起こすおそれもあるなど、上記従来公知の方法には作業環境が悪
いという問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００７−２３８４５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００７】
本発明の目的は、作業環境の問題が無く、苦味等の不快な味が低減され、しかも口腔内
崩壊性にも優れた、ゾルピデム酒石酸塩含有口腔内崩壊錠を得ることができる製造方法、
及び該製造方法により得られたゾルピデム酒石酸塩含有口腔内崩壊錠を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明者は、上記目的を達成すべく鋭意研究した。その結果、ゾルピデム酒石酸塩含有
口腔内崩壊錠を製造するに当たって、ゾルピデム酒石酸塩及び無機塩基性物質を含む混合
物に、水をスプレーしつつ流動層造粒して水分含有量が５重量％以上である造粒物を得、
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次いでこの造粒物を更に流動層造粒する場合には、上記目的を悉く達成し得ることを見出
した。即ち、上記の場合には、流動層造粒では原料の混合、造粒及び乾燥が同一の機器中
にて閉鎖下で行われることにより、ゾルピデム酒石酸塩を含む粉体が飛散することが実質
的に無いこと、１段目の造粒物の水分含有量が特定範囲であることによって、苦味等の不
快な味が著しく低減され、かつ口腔内崩壊性にも優れた、ゾルピデム酒石酸塩含有口腔内
崩壊錠を得ることができることを見出した。本発明者は、かかる知見に基づいて、更に検
討を重ねた結果、本発明を完成するに至った。
【０００９】
本発明は、以下に示す、ゾルピデム酒石酸塩含有口腔内崩壊錠の製造方法及び該製造方
法により得られたゾルピデム酒石酸塩含有口腔内崩壊錠を提供するものである。
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【００１０】
１．ゾルピデム酒石酸塩含有口腔内崩壊錠を製造する方法であって、ゾルピデム酒石酸
塩及び無機塩基性物質を含む混合物に、水をスプレーしつつ流動層造粒して、水分含有量
が５重量％以上である１段目の造粒物を得ること、次いでこの１段目の造粒物を更に流動
層造粒することを特徴とするゾルピデム酒石酸塩含有口腔内崩壊錠の製造方法。
【００１１】
２．無機塩基性物質が、酸化マグネシウム、炭酸マグネシウム、水酸化マグネシウム、
水酸化ナトリウム、ケイ酸カルシウム及び炭酸カルシウムからなる群より選ばれる少なく
とも1種である上記項１に記載の製造方法。
【００１２】
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３．無機塩基性物質の使用量が、ゾルピデム酒石酸塩１００重量部に対して、１〜１０
０重量部である上記項１又は２に記載の製造方法。
【００１３】
４．１段目の造粒物の水分含有量が、８〜３０重量％である上記項１〜３のいずれかに
記載の製造方法。
【００１４】
５．１段目の造粒物の水分含有量が、１０〜２０重量％である上記項４に記載の製造方
法。
【００１５】
６．２段目の流動層造粒工程を、溶媒に結合剤を溶解した溶液をスプレーして行う上記
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項１〜５のいずれかに記載の製造方法。
【００１６】
７．上記項１〜６のいずれかに記載の製造方法によって得られたゾルピデム酒石酸塩含
有口腔内崩壊錠。
【発明の効果】
【００１７】
本発明のゾルピデム酒石酸塩含有口腔内崩壊錠の製造方法によれば、ゾルピデム酒石酸
塩及び無機塩基性物質を含む混合物に、水をスプレーしつつ流動層造粒（１段目の造粒工
程）して水分含有量が５重量％以上である１段目の造粒物を得ること、及び１段目の造粒
物を更に流動層造粒（２段目の造粒工程）することによって、以下の如き格別顕著な効果
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を得ることができる。
【００１８】
（１）流動層造粒では、原料の混合、造粒及び乾燥が閉鎖下で行われることにより、ゾ
ルピデム酒石酸塩を含む粉体の飛散が実質的に無いので、作業環境が悪化するという問題
が生じない。
【００１９】
（２）上記１段目の流動層造粒の造粒物の水分含有量が特定範囲であることによって、
苦味、酸味等の不快な味が著しく低減されたゾルピデム酒石酸塩含有口腔内崩壊錠を得る
ことができる。
【００２０】
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（３）また、得られたゾルピデム酒石酸塩含有口腔内崩壊錠は、口腔内崩壊時間が通常
約３０秒以内程度であり、口腔内崩壊性にも優れている。また、優れた口腔内崩壊性を有
していながら、自動分包機にも適用可能な錠剤硬度を有している。
【００２１】
（４）従って、本発明の製造方法によれば、作業環境が悪化する等の問題を起こすこと
なく、苦味等の不快な味が著しく低減され、しかも口腔内崩壊性にも優れたゾルピデム酒
石酸塩含有口腔内崩壊錠を得ることができる。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
ゾルピデム酒石酸塩含有口腔内崩壊錠の製造方法
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本発明のゾルピデム酒石酸塩含有口腔内崩壊錠の製造方法は、ゾルピデム酒石酸塩及び
無機塩基性物質を含む混合物に、水をスプレーしつつ流動層造粒して水分含有量が５重量
％以上である１段目の造粒物を得、次いで得られた１段目の造粒物を更に流動層造粒する
ことを特徴とするものである。即ち、本発明では、かかる少なくとも２段階の流動層造粒
工程を行うことを必須とし、１段階の流動層造粒のみでは、苦味等の不快な味が著しく低
減され、口腔内崩壊性にも優れ、しかも錠剤強度にも優れたゾルピデム酒石酸塩含有口腔
内崩壊錠を得ることは困難である。
【００２３】
本発明のゾルピデム酒石酸塩含有口腔内崩壊錠の製造方法においては、通常、ゾルピデ
ム酒石酸塩及び無機塩基性物質を含む混合物に、水をスプレーしつつ流動層造粒して、１
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段目の流動層造粒工程を行って水分含有量が５重量％以上である１段目の造粒物を得、更
に、１段目の流動層造粒工程で得られた造粒物を用いて２段目の流動層造粒工程を行った
後、成型工程を行うことによって、ゾルピデム酒石酸塩含有口腔内崩壊錠を調製する。こ
こで、ゾルピデム酒石酸塩及び無機塩基性物質以外の製剤原料として、賦形剤、結合剤、
崩壊剤、着色剤、滑沢剤、甘味剤、香料等の添加剤を、適宜使用することができる。これ
らの添加剤の添加時期は、特に限定されず、任意の工程で添加することができ、又これら
のいずれかの添加剤を１の工程または複数の工程において複数回添加することもできる。
【００２４】
ゾルピデム酒石酸塩
ゾルピデム酒石酸塩は、本発明の口腔内崩壊錠の活性成分であり、化学名が（＋）−Ｎ
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，Ｎ，６−トリメチル−２−ｐ−トリルイミダゾ[１，２−ａ]ピリジン−３−アセタミド
ヘミ

Ｌ−タルトレート（Ｃ１９Ｈ２１Ｎ３Ｏ・1/2Ｃ４Ｈ６Ｏ６）である。ゾルピデ

ム酒石酸塩は、ω１（ＢＺＤ１）受容体に対して選択的な親和性を示し、不眠症等の治療
剤として有用である。
【００２５】
無機塩基性物質
本発明のゾルピデム酒石酸塩含有口腔内崩壊錠の製造方法においては、ゾルピデム酒石
酸塩及び無機塩基性物質を含む混合物に、水をスプレーしつつ流動層造粒して、１段目の
流動層造粒工程を行って水分含有量が５重量％以上である１段目の造粒物を得ることによ
って、水の存在下で、無機塩基性物質によりゾルピデム酒石酸塩が解離して、ゾルピデム

40

のフリー体が生成して、ゾルピデム酒石酸塩の苦味等の不快な味が低減されるものと推定
される。１段目の流動層造粒工程において用いる無機塩基性物質としては、例えば、酸化
マグネシウム、炭酸マグネシウム、水酸化マグネシウム、水酸化ナトリウム、ケイ酸カル
シウム、炭酸カルシウム等を挙げることができる。これらの無機塩基性物質は、いずれか
1種を単独で、又は二種以上を適宜組み合わせて用いることができる。無機塩基性物質の
使用量は、ゾルピデム酒石酸塩１００重量部に対して、１〜１００重量部程度であるのが
好ましく、１０〜５０重量部程度であるのが、より好ましい。
【００２６】
添加剤
本発明のゾルピデム酒石酸塩含有口腔内崩壊錠の製造方法においては、ゾルピデム酒石
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酸塩及び無機塩基性物質以外の製剤原料として、製薬分野において通常使用される薬理学
的に許容される各種添加剤、例えば、賦形剤、崩壊剤、結合剤、着色剤、滑沢剤、甘味剤
、香料等の添加剤を、適宜組み合わせて、用いることができる。
【００２７】
賦形剤としては、例えば、デキストリン、白糖、果糖、乳糖、トウモロコシデンプン、
デンプン、カルボキシメチルスターチナトリウム、部分アルファー化デンプン、ヒドロキ
シプロピルスターチ、マンニトール、エリスリトール、ソルビトール、キシリトール、ト
レハロース、マルチトール、ラクチトール、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、結
晶セルロース、カルメロース、カルメロースカルシウム、クロスカルメロースナトリウム
、クロスポピドン、軽質無水ケイ酸、酸化マグネシウム、炭酸マグネシウム、炭酸カルシ
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ウム、クエン酸カルシウム、合成ケイ酸アルミニウムなどが挙げられる。これらの賦形剤
は、単独でまたは二種以上組み合わせて使用できる。
【００２８】
崩壊剤としては、例えば、カルメロースカルシウム、カルメロースナトリウム、クロス
カルメロースナトリウム、架橋化ポリビニルピロリドン、低置換度ヒドロキシプロピルセ
ルロース、各種デンプン類などが挙げられる。これらの崩壊剤は、単独でまたは二種以上
組み合わせて使用できる。
【００２９】
結合剤としては、例えば、ショ糖等の糖類、ゼラチン、アラビアゴム末、メチルセルロ
ース、エチルセルロース、ヒプロメロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプ
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ロピルセルロース、カルボキシメチルセルロース（カルメロース）、結晶セルロース・カ
ルボキシメチルセルロースナトリウム、ポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコール、
マクロゴール、プルラン、デキストリン、トラガント、アルギン酸ナトリウム、キサンタ
ンガム、部分α化デンプン、寒天などが挙げられる。これらの結合剤は、単独でまたは二
種以上組み合わせて使用できる。
【００３０】
着色剤としては、例えば、黄色三二酸化鉄、三二酸化鉄、黒酸化鉄、食用黄色５号、食
用黄色５号アルミニウムレーキ、リボフラビン等が挙げられる。これらの着色剤は、単独
でまたは二種以上組み合わせて使用できる。
【００３１】
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滑沢剤としては、例えば、ステアリン酸マグネシウム、ステアリン酸、ステアリン酸カ
ルシウム、軽質無水ケイ酸、フマル酸ステアリルナトリウム、タルク、水素添加植物油、
マイクロクリスタリンワックス、ショ糖脂肪酸エステル、ポリエチレングリコールなどを
挙げることができる。
【００３２】
甘味剤としては、例えば、スクラロース、サッカリン、サッカリンナトリウム、アスパ
ルテーム、ステビオシドなどを挙げることができる。
【００３３】
香料としては、例えば、ストロベリーフレーバー、レモンフレーバー、レモンライムフ
レーバー、オレンジフレーバー、ｌ−メントール、ハッカ油などが挙げられる。
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【００３４】
本発明においては、更に、その他の添加剤として、例えば、甘味剤以外の矯味剤、流動
化剤、帯電防止剤、界面活性剤、湿潤剤、充填剤、増量剤、吸着剤、防湿剤、抗酸化剤、
保存剤（例えば防腐剤など）、緩衝剤などを用いることもできる。
【００３５】
本発明において、ゾルピデム酒石酸塩及び無機塩基性物質以外の製剤原料として用いら
れる、上記各種添加剤の使用量としては、特に制限はない。
【００３６】
第１流動層造粒工程
本発明のゾルピデム酒石酸塩含有口腔内崩壊錠の製造方法においては、先ず、ゾルピデ
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ム酒石酸塩及び無機塩基性物質を含み、更に、必要に応じて、上記各種添加剤などを含む
混合物に、水をスプレーしつつ流動層造粒して、１段目の流動層造粒工程を行う。ここで
、この流動層造粒は、水をスプレーしつつ行うことが必要である。水をスプレーすること
によって、無機塩基性物質がゾルピデム酒石酸塩を解離して、ゾルピデムのフリー体が生
成して、ゾルピデム酒石酸塩の苦味等の不快な味を低減するものと考えられるからである
。
【００３７】
第１流動層造粒工程は、例えば、流動層造粒装置を用いて、ゾルピデム酒石酸塩を含む
粉末状の上記混合物に、水をスプレーしながら、混合し、造粒することが好ましい。水の
使用量としては、特に限定されないが、〔（水重量／固形分全重量）×１００〕で表され
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る固液比（重量％）として、通常、２５〜１００重量％程度とするのが、好ましい。また
、流動層造粒装置の吸気温度は、特に限定されないが、通常、４０〜８０℃程度とするの
が、好ましい。
【００３８】
また、第１流動層造粒工程で得られる１段目の造粒物は、その水分含有量が、５重量％
以上程度であることが、ゾルピデム酒石酸塩の苦味等の不快な味を低減する観点から、必
要である。造粒物の水分含有量が５重量％未満では、苦味等の不快な味の低減が不十分な
傾向にあるので、好ましくない。１段目の造粒物の水分含有量は、８〜３０重量％程度で
あるのが好ましく、１０〜２０重量％程度であるのがより好ましい。造粒物の水分含有量
は、流動層造粒装置の吸気温度と液速度を適宜調節することによって、調整することがで
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きる。例えば、液速度をほぼ一定にして、所望の水分含有量を達成するために、吸気温度
で調整してもよいし、逆に、吸気温度をほぼ一定にして、所望の水分含有量を達成するた
めに、液速度で調整してもよい。
【００３９】
第１流動層造粒工程で得られた造粒物は、通常、乾燥後、２段目の流動層造粒工程に供
される。
【００４０】
本発明の製造方法において、流動層造粒装置としては、「ＭＰ−１」（パウレック社製
）、「ＦＬＯ−５」（フロイント社製）等の市販品を用いることができる。
【００４１】
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第２流動層造粒工程
次に、第２流動層造粒工程において、第１流動層造粒工程において得られた１段目の造
粒物に、溶媒に結合剤を溶解した溶液をスプレーしつつ、更に造粒する。第２流動層造粒
工程においては、溶媒に結合剤を溶解した溶液をスプレーして造粒することが、錠剤の硬
度を向上させる観点から、好ましい。溶媒としては、水；エタノール、イソプロパノール
等の水性有機溶媒等を１種単独で又は２種以上組み合わせて使用することができる。結合
剤の使用量は、結合剤の種類によって変動するが、通常、１錠中に、１〜３重量％程度と
するのが好ましい。また、必要に応じて、結合剤に加えて、甘味剤等の添加剤を溶媒に溶
解させた溶液をスプレーしてもよい。第２流動層造粒工程において、水等の溶媒の使用量
としては、特に限定されないが、固液比として、通常、２５〜１００重量％程度とするの
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が、好ましい。また、流動層造粒装置の吸気温度は、特に限定されないが、通常、４０〜
８０℃程度とするのが、好ましい。
【００４２】
また、第２流動層造粒工程で得られる２段目の造粒物の水分含有量は、特に限定されな
い。２段目の造粒物は、乾燥後、必要に応じて、整粒後、成型工程に供される。
【００４３】
第２流動層造粒工程で得られた２段目の造粒物は、乾燥後、整粒機を用いて整粒するの
が好ましい。整粒に使用する装置としては、特に制限はないが、例えば、「パワーミル」
（（株）ダルトン製）、「コーミル」（パウレック社製）、「ロールグラニュレーター」
（日本グラニュレーター（株）製）等の整粒機が挙げられる。また、篩などを使用して整
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粒してもよい。
【００４４】
本発明のゾルピデム酒石酸塩含有口腔内崩壊錠の製造方法においては、第１流動層造粒
工程及び第２流動層造粒工程の２段階の流動層造粒工程を行うことを必須とするが、更に
必要に応じて、３段階目以上の造粒工程を行ってもよい。
【００４５】
成型工程
次いで、成型工程においては、打錠に先立って、必要に応じて、第２流動層造粒工程で
得られた２段目の造粒物に、通常、滑沢剤、崩壊剤等の添加剤の少なくとも１種を混合す
る混合工程を行った後、常法により、打錠を行う。打錠機としては、医薬品の製造に使用
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しうるものであれば特に制限はなく、例えばロータリー式打錠機や単発打錠機などが使用
される。
【００４６】
かくして得られる本発明のゾルピデム酒石酸塩含有口腔内崩壊錠を使用する場合には、
不眠症等の疾患に対する治療有効量を投与すればよい。患者の年令、体重、症状、性別な
どにより投与量は変わりうるが、１日当たり、就寝前に、ゾルピデム酒石酸塩として、通
常、５〜１０ｍｇ程度を、水無しで、唾液のみで経口的に投与することができる。この場
合において、本発明のゾルピデム酒石酸塩含有口腔内崩壊錠は、口腔内崩壊性が、通常約
３０秒以内程度と良好であり、また優れた口腔内崩壊性を有していながら、ＰＴＰ（プレ
ススルーパッケージ）包装からの押し出しに耐える硬度を有している。
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【００４７】
本発明のゾルピデム酒石酸塩含有口腔内崩壊錠は、通常、ＰＴＰ包装またはボトル包装
（例：ポリ瓶、ガラス瓶、アルミ缶）されているのが好ましい。また、包装中には脱臭剤
、乾燥剤、脱酸素剤等を同封しても良い。
【実施例】
【００４８】
以下、実施例及び比較例を挙げて、本発明を更に具体的に説明するが、本発明はこれら
の実施例によって何ら制限されるものではない。
【００４９】
各実施例及び比較例において、造粒物の水分含有量は、赤外線式水分計（ＳＨＩＭＡＤ
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ＺＵ社製、機種「ＥＢ−３４０ＭＯＣ」）を用い、乾燥減量を測定して求めた。即ち、造
粒物粉末２ｇを９０℃で１５分間乾燥後、重量変化分を水分含有量とした。
【００５０】
また、各実施例及び比較例において、錠剤の硬度は、錠剤硬度計（ＳＣＨＬＥＵＮＩＧ
ＥＲ社製、機種「ＭＯＤＥＬ

６Ｄ」）を用いて測定し、５錠の測定値の平均値を示した

。
【００５１】
実施例１
ゾルピデム酒石酸塩（活性成分、３０．０ｇ）、D−マンニトール（４２１．５ｇ）、
低置換度ヒドロキシプロピルセルロース（６０．０ｇ）及び酸化マグネシウム（６．０ｇ
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）を、流動層造粒装置（パウレック(株)製、機種「ＭＰ−０１」）を用いて混合し、得ら
れた混合物に精製水（４０５ｇ、固液比：７５重量％）を、液速度８．５ｇ／minで噴霧
し、吸気温度８０℃、排気温度２５．６℃で、流動層造粒した。１段目の造粒物を該流動
層造粒装置で乾燥し、該乾燥物に、ヒドロキシプロピルセルロース（１．５ｇ）及びスク
ラロース（３．０ｇ）の水溶液（１６２ｇ）を、液速度６．７ｇ／minで噴霧し、吸気温
度５５℃、排気温度２５．３℃で、流動層造粒した。２段目の造粒物を乾燥した乾燥物を
、「パワーミル」（（株）ダルトン製、機種「Ｐ−０４Ｓ」）にて、φ１．２ｍｍのスク
リーンを用いて整粒した。得られた整粒物、軽質無水ケイ酸（６．０ｇ）及びステアリン
酸マグネシウム（１２．０ｇ）をV型混合機（不二パルダル(株)製、機種「VM−５」）に
投入し、粉末を７分間混合した（固形分量合計５４０．０ｇ）。得られた混合物を、単発
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打錠機（菊水製作所(株)製）にて、φ８．５ｍｍＲ面（割線入り）杵を用い、打錠圧力約
７５０ｋｇで打錠し、１錠あたり活性成分を１０．０ｍｇ含有する重量１８０ｍｇ、厚み
３．４０ｍｍの口腔内崩壊錠を製造した。得られた口腔内崩壊錠の硬度は４．３ｋｇであ
った。
【００５２】
実施例２
ゾルピデム酒石酸塩（活性成分、３０．０ｇ）、D−マンニトール（４２１．５ｇ）、
低置換度ヒドロキシプロピルセルロース（６０．０ｇ）及び炭酸マグネシウム（６．０ｇ
）を、流動層造粒装置（パウレック(株)製、機種「ＭＰ−０１」）を用いて混合し、得ら
れた混合物に精製水（４０５ｇ、固液比：７５重量％）を、液速度６．５ｇ／minで噴霧
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し、吸気温度６０℃、排気温度２４．１℃で、流動層造粒した。１段目の造粒物を該流動
層造粒装置で乾燥し、該乾燥物に、ヒドロキシプロピルセルロース（１．５ｇ）及びスク
ラロース（３．０ｇ）の水溶液（１６２ｇ）を、液速度６．７ｇ／minで噴霧し、吸気温
度６０℃、排気温度２４．６℃で、流動層造粒した。２段目の造粒物を乾燥した乾燥物を
用いて、実施例１と同様にして、整粒し、軽質無水ケイ酸（６．０ｇ）及びステアリン酸
マグネシウム（１２．０ｇ）を混合し、打錠して、１錠あたり活性成分を１０．０ｍｇ含
有する重量１８０ｍｇ、厚み３．４７ｍｍの口腔内崩壊錠を製造した。得られた口腔内崩
壊錠の硬度は４．６ｋｇであった。
【００５３】
実施例３
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ゾルピデム酒石酸塩（活性成分、３０．０ｇ）、D−マンニトール（４２１．５ｇ）、
低置換度ヒドロキシプロピルセルロース（６０．０ｇ）及び水酸化マグネシウム（６．０
ｇ）を、流動層造粒装置（パウレック(株)製、機種「ＭＰ−０１」）を用いて混合し、得
られた混合物に精製水（４０５ｇ、固液比：７５重量％）を、液速度６．５ｇ／minで噴
霧し、吸気温度６０℃、排気温度２４．７℃で、流動層造粒した。１段目の造粒物を該流
動層造粒装置で乾燥し、該乾燥物に、ヒドロキシプロピルセルロース（１．５ｇ）及びス
クラロース（３．０ｇ）の水溶液（１６２ｇ）を、液速度６．８ｇ／minで噴霧し、吸気
温度６０℃、排気温度２４．６℃で、流動層造粒した。２段目の造粒物を乾燥した乾燥物
を用いて、実施例１と同様にして、整粒し、軽質無水ケイ酸（６．０ｇ）及びステアリン
酸マグネシウム（１２．０ｇ）を混合し、打錠して、１錠あたり活性成分を１０．０ｍｇ
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含有する重量１８０ｍｇ、厚み３．４７ｍｍの口腔内崩壊錠を製造した。得られた口腔内
崩壊錠の硬度は４．０ｋｇであった。
【００５４】
比較例１
ゾルピデム酒石酸塩（活性成分、３０．０ｇ）、D−マンニトール（４２１．５ｇ）、
低置換度ヒドロキシプロピルセルロース（６０．０ｇ）、酸化マグネシウム（６．０ｇ）
を、流動層造粒装置（パウレック(株)製、機種「ＭＰ−０１」）を用いて混合し、得られ
た混合物に、ヒドロキシプロピルセルロース（１．５ｇ）及びスクラロース（３．０ｇ）
の水溶液（１６２ｇ）を、液速度６．８ｇ／minで噴霧し、吸気温度５５℃、排気温度２
３．７℃で、流動層造粒した。この造粒物を乾燥した乾燥物を、「パワーミル」（（株）
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ダルトン製、機種「Ｐ−０４Ｓ」）にて、φ１．２ｍｍのスクリーンを用いて整粒した。
得られた整粒物、軽質無水ケイ酸（６．０ｇ）及びステアリン酸マグネシウム（１２．０
ｇ）をV型混合機（不二パルダル(株)製、機種「VM−５」）に投入し、粉末を７分間混合
した（固形分量合計５４０．０ｇ）。得られた混合物を、単発打錠機（菊水製作所(株)製
）にて、φ８．５ｍｍＲ面（割線入り）杵を用い、打錠圧力約７５０ｋｇで打錠し、１錠
あたり活性成分を１０．０ｍｇ含有する重量１８０ｍｇ、厚み３．４８ｍの口腔内崩壊錠
を製造した。得られた口腔内崩壊錠の硬度は３．２ｋｇであった。
【００５５】
実施例１〜３及び比較例１で得られた各ゾルピデム酒石酸塩含有口腔内崩壊錠の苦味を
、下記方法によって、評価した。
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苦味評価方法：ゾルピデム酒石酸塩含有口腔内崩壊錠を、水無しで、服用したときの苦
味を、下記基準により、評価した。
○：苦味を感じることなく、容易に服用できた。
△：やや苦味を感じたが、十分に服用可能であった。
×：苦くて、服用できなかった。
【００５６】
表１に、実施例１〜３及び比較例１における造粒方法及び回数、実施例１〜３及び比較
例１で得られた各ゾルピデム酒石酸塩含有口腔内崩壊錠の口腔内崩壊時間、並びに苦味評
価結果を示した。
【００５７】
【表１】
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【００５８】
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表１から、ゾルピデム酒石酸塩と、酸化マグネシウム、炭酸マグネシウム、水酸化マグ
ネシウム等の無機塩基性物質とを含む混合物に、水をスプレーしつつ流動層造粒して１段
目の造粒物を得、次いで得られた１段目の造粒物を更に流動層造粒するという２段階の流
動層造粒工程を行うことによって、口腔内崩壊性に優れ、しかも苦味等の不快な味が低減
された口腔内崩壊錠が得られることが明らかである。
【００５９】
実施例４
ゾルピデム酒石酸塩（活性成分、３００ｇ）、D−マンニトール（３９００ｇ）、低置
換度ヒドロキシプロピルセルロース（６００ｇ）、結晶セルロース（３００ｇ）、酸化マ
グネシウム（６０ｇ）、黄色三二酸化鉄（微量）及び三二酸化鉄（微量）を、流動層造粒
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装置（フロイント社製、機種「ＦＬＯ−５」）を用いて混合し、得られた混合物に精製水
（２７００ｇ、固液比：５０重量％）を、液速度３４ｇ／minで噴霧し、吸気温度４０℃
、排気温度２０．９℃で、流動層造粒した。得られた１段目の造粒物の水分含有量は、１
４．２重量％であった。１段目の造粒物を該流動層造粒装置で乾燥し、該乾燥物に、ヒド
ロキシプロピルセルロース（３０ｇ）及びスクラロース（３０ｇ）の水溶液（１０００ｇ
）を、液速度３３ｇ／minで噴霧し、吸気温度６０℃、排気温度２６．９℃で、流動層造
粒した。得られた２段目の造粒物の水分含有量は、３．５重量％であった。２段目の造粒
物を乾燥した乾燥物を、「パワーミル」（（株）ダルトン製、機種「Ｐ−０４Ｓ」）にて
、φ１．２ｍｍのスクリーンを用いて整粒した。得られた整粒物、軽質無水ケイ酸（６０
ｇ）及びステアリン酸マグネシウム（１２０ｇ）をV型混合機（不二パルダル(株)製、機
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種「VM−５」）に投入し、粉末を７分間混合した（固形分量合計５４００ｇ）。得られた
混合物を、ロータリー式打錠機（菊水製作所(株)製、機種「ＶＩＲＧＯ−５１２」）にて
、φ８．５ｍｍＲ面（割線入り）杵を用い、打錠圧力約７５０ｋｇで打錠し、１錠あたり
活性成分を１０．０ｍｇ含有する重量１８０ｍｇ、厚み３．３９ｍｍの口腔内崩壊錠を製
造した。得られた口腔内崩壊錠の硬度は５．０ｋｇであった。
【００６０】
実施例５
ゾルピデム酒石酸塩（活性成分、３００ｇ）、D−マンニトール（３９００ｇ）、低置
換度ヒドロキシプロピルセルロース（６００ｇ）、結晶セルロース（３００ｇ）、酸化マ
グネシウム（６０ｇ）、黄色三二酸化鉄（微量）及び三二酸化鉄（微量）を、流動層造粒
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装置（フロイント社製、機種「ＦＬＯ−５」）を用いて混合し、得られた混合物に精製水
（２７００ｇ、固液比：５０重量％）を、液速度３８ｇ／minで噴霧し、吸気温度５０℃
、排気温度２３．１℃で、流動層造粒した。得られた１段目の造粒物の水分含有量は、１
０．５重量％であった。１段目の造粒物を該流動層造粒装置で乾燥し、該乾燥物に、ヒド
ロキシプロピルセルロース（３０ｇ）及びスクラロース（３０ｇ）の水溶液（１０００ｇ
）を、液速度３７ｇ／minで噴霧し、吸気温度５０℃、排気温度２３．２℃で、流動層造
粒した。得られた２段目の造粒物の水分含有量は、１４．６重量％であった。２段目の造
粒物を乾燥した乾燥物を、「パワーミル」（（株）ダルトン製、機種「Ｐ−０４Ｓ」）に
て、φ１．２ｍｍのスクリーンを用いて整粒した。得られた整粒物、軽質無水ケイ酸（６
０ｇ）及びステアリン酸マグネシウム（１２０ｇ）をV型混合機（不二パルダル(株)製、

10

機種「VM−５」）に投入し、粉末を７分間混合した（固形分量合計５４００ｇ）。得られ
た混合物を、ロータリー式打錠機（菊水製作所(株)製、機種「ＶＩＲＧＯ−５１２」）に
て、φ８．５ｍｍＲ面（割線入り）杵を用い、打錠圧力約７５０ｋｇで打錠し、１錠あた
り活性成分を１０．０ｍｇ含有する重量１８０ｍｇ、厚み３．４１ｍｍの口腔内崩壊錠を
製造した。得られた口腔内崩壊錠の硬度は４．２ｋｇであった。
【００６１】
実施例６
ゾルピデム酒石酸塩（活性成分、３００ｇ）、D−マンニトール（３９１５ｇ）、低置
換度ヒドロキシプロピルセルロース（６００ｇ）、結晶セルロース（３００ｇ）、酸化マ
グネシウム（６０ｇ）、黄色三二酸化鉄（微量）及び三二酸化鉄（微量）を、流動層造粒

20

装置（フロイント社製、機種「ＦＬＯ−５」）を用いて混合し、得られた混合物に精製水
（２７００ｇ、固液比：５０重量％）を、液速度３４ｇ／minで噴霧し、吸気温度４０℃
、排気温度２０．９℃で、流動層造粒した。得られた１段目の造粒物の水分含有量は、１
４．２重量％であった。１段目の造粒物を該流動層造粒装置で乾燥し、該乾燥物に、ヒド
ロキシプロピルセルロース（１５ｇ）及びスクラロース（３０ｇ）の水溶液（１０００ｇ
）を、液速度３３ｇ／minで噴霧し、吸気温度６０℃、排気温度２８．３℃で、流動層造
粒した。得られた２段目の造粒物の水分含有量は、３．２重量％であった。２段目の造粒
物を乾燥した乾燥物を、「パワーミル」（（株）ダルトン製、機種「Ｐ−０４Ｓ」）にて
、φ１．２ｍｍのスクリーンを用いて整粒した。得られた整粒物、軽質無水ケイ酸（６０
ｇ）及びステアリン酸マグネシウム（１２０ｇ）をV型混合機（不二パルダル(株)製、機
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種「VM−５」）に投入し、粉末を７分間混合した（固形分量合計５４００ｇ）。得られた
混合物を、ロータリー式打錠機（菊水製作所(株)製、機種「ＶＩＲＧＯ−５１２」）にて
、φ８．５ｍｍＲ面（割線入り）杵を用い、打錠圧力約７５０ｋｇで打錠し、１錠あたり
活性成分を１０．０ｍｇ含有する重量１８０ｍｇ、厚み３．４２ｍｍの口腔内崩壊錠を製
造した。得られた口腔内崩壊錠の硬度は４．１ｋｇであった。
【００６２】
実施例７
ゾルピデム酒石酸塩（活性成分、３００ｇ）、D−マンニトール（３９１５ｇ）、低置
換度ヒドロキシプロピルセルロース（６００ｇ）、結晶セルロース（３００ｇ）、酸化マ
グネシウム（６０ｇ）、黄色三二酸化鉄（微量）及び三二酸化鉄（微量）を、流動層造粒
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装置（フロイント社製、機種「ＦＬＯ−５」）を用いて混合し、得られた混合物に精製水
（２７００ｇ、固液比：５０重量％）を、液速度３８ｇ／minで噴霧し、吸気温度５０℃
、排気温度２３．１℃で、流動層造粒した。得られた１段目の造粒物の水分含有量は、１
０．５重量％であった。１段目の造粒物を該流動層造粒装置で乾燥し、該乾燥物に、ヒド
ロキシプロピルセルロース（１５ｇ）及びスクラロース（３０ｇ）の水溶液（１０００ｇ
）を、液速度３７ｇ／minで噴霧し、吸気温度５０℃、排気温度２３．８℃で、流動層造
粒した。得られた２段目の造粒物の水分含有量は、９．５重量％であった。２段目の造粒
物を乾燥した乾燥物を、「パワーミル」（（株）ダルトン製、機種「Ｐ−０４Ｓ」）にて
、φ１．２ｍｍのスクリーンを用いて整粒した。得られた整粒物、軽質無水ケイ酸（６０
ｇ）及びステアリン酸マグネシウム（１２０ｇ）をV型混合機（不二パルダル(株)製、機
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種「VM−５」）に投入し、粉末を７分間混合した（固形分量合計５４００ｇ）。得られた
混合物を、ロータリー式打錠機（菊水製作所(株)製、機種「ＶＩＲＧＯ−５１２」）にて
、φ８．５ｍｍＲ面（割線入り）杵を用い、打錠圧力約７５０ｋｇで打錠し、１錠あたり
活性成分を１０．０ｍｇ含有する重量１８０ｍｇ、厚み３．３７ｍｍの口腔内崩壊錠を製
造した。得られた口腔内崩壊錠の硬度は４．６ｋｇであった。
【００６３】
実施例８
ゾルピデム酒石酸塩（活性成分、３００ｇ）、D−マンニトール（３９１２ｇ）、低置
換度ヒドロキシプロピルセルロース（６００ｇ）、結晶セルロース（３００ｇ）及び酸化
マグネシウム（６０ｇ）を、流動層造粒装置（フロイント社製、機種「ＦＬＯ−５」）を

10

用いて混合し、得られた混合物に精製水（２７００ｇ、固液比：５０重量％）を、液速度
３７ｇ／minで噴霧し、吸気温度５０℃、排気温度２３．２℃で、流動層造粒した。得ら
れた１段目の造粒物の水分含有量は、１３．１重量％であった。１段目の造粒物を該流動
層造粒装置で乾燥し、該乾燥物に、ヒドロキシプロピルセルロース（１８ｇ）及びスクラ
ロース（３０ｇ）の水溶液（１０００ｇ）を、液速度３７ｇ／minで噴霧し、吸気温度５
０℃、排気温度２３．６℃で、流動層造粒した。得られた２段目の造粒物の水分含有量は
、８．９重量％であった。２段目の造粒物を乾燥した乾燥物を、「パワーミル」（（株）
ダルトン製、機種「Ｐ−０４Ｓ」）にて、φ１．２ｍｍのスクリーンを用いて整粒した。
得られた整粒物、軽質無水ケイ酸（６０ｇ）及びステアリン酸マグネシウム（１２０ｇ）
をV型混合機（不二パルダル(株)製、機種「VM−５」）に投入し、粉末を７分間混合した

20

（固形分量合計５４００ｇ）。得られた混合物を、ロータリー式打錠機（菊水製作所(株)
製、機種「ＶＩＲＧＯ−５１２」）にて、φ８．５ｍｍＲ面（割線入り）杵を用い、打錠
圧力約７５０ｋｇで打錠し、１錠あたり活性成分を１０．０ｍｇ含有する重量１８０ｍｇ
、厚み３．３９ｍｍの口腔内崩壊錠を製造した。得られた口腔内崩壊錠の硬度は４．６ｋ
ｇであった。
【００６４】
比較例２
ゾルピデム酒石酸塩（活性成分、３００ｇ）、D−マンニトール（３９００ｇ）、低置
換度ヒドロキシプロピルセルロース（６００ｇ）、結晶セルロース（３００ｇ）、酸化マ
グネシウム（６０ｇ）、黄色三二酸化鉄（微量）及び三二酸化鉄（微量）を、流動層造粒

30

装置（フロイント社製、機種「ＦＬＯ−５」）を用いて混合し、得られた混合物に精製水
（２７００ｇ、固液比：５０重量％）を、液速度３３ｇ／minで噴霧し、吸気温度６０℃
、排気温度２６．３℃で、流動層造粒した。得られた１段目の造粒物の水分含有量は、３
．０重量％であった。１段目の造粒物を該流動層造粒装置で乾燥し、該乾燥物に、ヒドロ
キシプロピルセルロース（３０ｇ）及びスクラロース（３０ｇ）の水溶液（１０００ｇ）
を、液速度３３ｇ／minで噴霧し、吸気温度６０℃、排気温度２６．７℃で、流動層造粒
した。得られた２段目の造粒物の水分含有量は、２．７重量％であった。２段目の造粒物
を乾燥した乾燥物を、「パワーミル」（（株）ダルトン製、機種「Ｐ−０４Ｓ」）にて、
φ１．２ｍｍのスクリーンを用いて整粒した。得られた整粒物、軽質無水ケイ酸（６０ｇ
）及びステアリン酸マグネシウム（１２０ｇ）をV型混合機（不二パルダル(株)製、機種

40

「VM−５」）に投入し、粉末を７分間混合した（固形分量合計５４００ｇ）。得られた混
合物を、ロータリー式打錠機（菊水製作所(株)製、機種「ＶＩＲＧＯ−５１２」）にて、
φ８．５ｍｍＲ面（割線入り）杵を用い、打錠圧力約７５０ｋｇで打錠し、１錠あたり活
性成分を１０．０ｍｇ含有する重量１８０ｍｇ、厚み３．４３ｍｍの口腔内崩壊錠を製造
した。得られた口腔内崩壊錠の硬度は４．６ｋｇであった。
【００６５】
実施例４〜８及び比較例２で得られた各ゾルピデム酒石酸塩含有口腔内崩壊錠の苦味を
、前記と同じ苦味評価方法によって、評価した。
【００６６】
表２に、実施例４〜８及び比較例２における1段目の造粒物の水分含有量、２段目の造
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粒物の水分含有量、造粒方法及び回数、実施例４〜８及び比較例２で得られた各ゾルピデ
ム酒石酸塩含有口腔内崩壊錠の口腔内崩壊時間、及び苦味評価結果を示した。
【００６７】
【表２】

10

【００６８】
表２から明らかなように、実施例４〜８の錠剤は、１段目の造粒物の水分含有量がいず
れも１０重量％以上であり、いずれも、苦味を感じることがなく、又口腔内崩壊時間も約
３０秒以内で、水無しで十分に服用でき、口腔内崩壊錠として優れた製剤である。これに
対して、比較例２の錠剤は、１段目の造粒物の水分含有量が５重量％未満であり、苦味が

20

強く、水無しでは服用は困難であり、口腔内崩壊錠時間も約１分以上で、口腔内崩壊錠と
してのメリットはない。また、実施例４〜８の結果から、２段目の造粒物の水分含有量は
、苦味との関連性が殆ど認められないことが明らかである。
【産業上の利用可能性】
【００６９】
本発明の製造方法により得られるゾルピデム酒石酸塩含有口腔内崩壊錠は、口腔内崩壊
性に優れ、しかも苦味等の不快な味が低減されており、不眠症治療剤として有用であり、
本発明は製薬業分野において有効に利用される。
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