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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
アトルバスタチン又はその薬理学的に許容される塩又はそれらの溶媒和物を含有する固
形物が、ポリビニルアルコール共重合体を含有する被覆剤で被覆されていることを特徴と
するアトルバスタチン含有被覆製剤。
【請求項２】
アトルバスタチンカルシウム又はその水和物を含有する固形物が、ポリビニルアルコー
ル共重合体を含有する被覆剤で被覆されている請求項１に記載のアトルバスタチン含有被
覆製剤。
【請求項３】
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ポリビニルアルコール共重合体を含有する被覆剤の被覆量が、ポリビニルアルコール共
重合体として、アトルバスタチン又はその薬理学的に許容される塩又はそれらの溶媒和物
を含有する固形物１００重量部に対して、１〜１００重量部である請求項１に記載のアト
ルバスタチン含有被覆製剤。
【請求項４】
ポリビニルアルコール共重合体を含有する被覆剤の被覆量が、ポリビニルアルコール共
重合体として、アトルバスタチン又はその薬理学的に許容される塩又はそれらの溶媒和物
を含有する固形物１００重量部に対して、３〜５０重量部である請求項３に記載のアトル
バスタチン含有被覆製剤。
【請求項５】
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ポリビニルアルコール共重合体を含有する被覆剤の被覆量が、ポリビニルアルコール共
重合体として、アトルバスタチン又はその薬理学的に許容される塩又はそれらの溶媒和物
を含有する固形物１００重量部に対して、５〜１０重量部である請求項４に記載のアトル
バスタチン含有被覆製剤。
【請求項６】
アトルバスタチン又はその薬理学的に許容される塩又はそれらの溶媒和物を含有する固
形物が、素錠又は素顆粒の形態である請求項１に記載のアトルバスタチン含有被覆製剤。
【請求項７】
被覆剤が、平均重合度２００〜１５００のポリビニルアルコールと、少なくとも１以上
の重合性ビニル単量体とを共重合させて得られるポリビニルアルコール共重合体を含むも

10

のである請求項１に記載のアトルバスタチン含有被覆製剤。
【請求項８】
ポリビニルアルコールが、部分けん化ポリビニルアルコールである請求項７に記載のア
トルバスタチン含有被覆製剤。
【請求項９】
重合性ビニル単量体が、不飽和カルボン酸類、不飽和カルボン酸のエステル類、不飽和
ニトリル類、不飽和アミド類、芳香族ビニル類、脂肪族ビニル類、不飽和結合含有複素環
類及びそれらの塩からなる群より選ばれるものである請求項７に記載のアトルバスタチン
含有被覆製剤。
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【請求項１０】
不飽和カルボン酸類及びそれらの塩が、アクリル酸、メタクリル酸、クロトン酸、フマ
ル酸、マレイン酸、イタコン酸及びそれらの塩からなる群から選ばれるものであり、不飽
和カルボン酸のエステル類がメチルメタクリレート、メチルアクリレート、エチルメタク
リレート、エチルアクリレート、ブチルメタクリレート、ブチルアクリレート、イソブチ
ルメタクリレート、イソブチルアクリレート、シクロヘキシルメタクリレート、シクロヘ
キシルアクリレート、２−エチルヘキシルメタクリレート、２−エチルヘキシルアクリレ
ート、ヒドロキシエチルメタクリレート、ヒドロキシエチルアクリレート、ポリエチレン
グリコールとメタクリル酸とのエステル、ポリエチレングリコールとアクリル酸とのエス
テル、ポリプロピレングリコールとアクリル酸とのエステルからなる群から選ばれるもの
である請求項９に記載のアトルバスタチン含有被覆製剤。
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【請求項１１】
不飽和カルボン酸類、それらの塩及び不飽和カルボン酸のエステル類が、一般式（Ｉ）
Ｈ２Ｃ＝Ｃ（Ｒ１）−ＣＯＯＲ２

（Ｉ）

（式中、Ｒ１は水素原子又はメチル基を示し、Ｒ２は水素原子又は１〜４個の炭素原子を
有するアルキル基を示す。）で表される化合物又はその塩である請求項９に記載のアトル
バスタチン含有被覆製剤。
【請求項１２】
不飽和カルボン酸類又はそれらの塩が、アクリル酸又はその塩であり、不飽和カルボン
酸のエステル類がメチルメタクリレートである請求項１０に記載のアトルバスタチン含有
被覆製剤。
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【請求項１３】
ポリビニルアルコール共重合体が、平均重合度３００〜５００の部分けん化ポリビニル
アルコールと、重合性ビニル単量体が重量比で６：４〜９：１の割合で共重合させて得ら
れ、かつ当該重合性ビニル単量体がアクリル酸およびメチルメタクリレートであり、共重
合する際における当該重合性ビニル単量体の重量比が３：７〜０．５：９．５である請求
項７に記載のアトルバスタチン含有被覆製剤。
【請求項１４】
アトルバスタチン又はその薬理学的に許容される塩又はそれらの溶媒和物を含有する固
形物を、ポリビニルアルコール共重合体を含有する被覆剤で被覆することを特徴とするア
トルバスタチン又はその薬理学的に許容される塩又はそれらの溶媒和物の類縁物質の生成
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を抑制する方法。
【請求項１５】
アトルバスタチン又はその薬理学的に許容される塩又はそれらの溶媒和物を含有する固
形物を、ポリビニルアルコール共重合体を含有する被覆剤で被覆することを特徴とするア
トルバスタチン又はその薬理学的に許容される塩又はそれらの溶媒和物の安定化方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、高コレステロール血症、家族性高コレステロール血症、高脂血症等の患者の
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治療に有用なアトルバスタチン含有被覆製剤に関する。
【背景技術】
【０００２】
アトルバスタチンは、コレステロールの生合成経路の律速酵素であるＨＭＧ−ＣｏＡ還
元酵素を選択的且つ競合的に阻害する活性を有しており、コレステロール低下作用、トリ
グリセリド低下作用、動脈硬化進展抑制作用等を発揮することに基づいて、臨床上、高コ
レステロール血症、家族性高コレステロール血症、高脂血症等の治療に使用されている。
【０００３】
しかし、アトルバスタチンには、空気中の酸素により、酸化分解を受け易いという問題
がある（特許文献１、非特許文献１、非特許文献２参照）。医薬品の活性成分が酸化分解
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される場合には、薬効の低下や安全性を損なう可能性があるため、酸化分解をできる限り
抑制する必要がある。
【０００４】
アトルバスタチンの酸化分解を抑制する方法としては、窒素等の不活性ガス雰囲気下、
低気圧下等の低酸素下で、製剤を包装する方法が知られている（特許文献１、特許文献２
、特許文献３、特許文献４参照）。しかし、この方法には、包装する際に不活性ガス等を
包装形体内に充填させる特別な機器が必要である。また、包装形体により酸化分解を抑制
する方法では、開封後には再びアトルバスタチンの酸化分解が起こるため、開封後の製剤
の安定性が保証されない。
【０００５】
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その他に、酸化分解を抑制する手法としては、抗酸化剤を用いることが考えられるが、
抗酸化剤の使用では、アトルバスタチンの酸化分解を十分に阻止することはできなかった
。
【０００６】
以上の通り、アトルバスタチン製剤においては、従来公知の酸化分解を抑制する方法で
は、安定な製剤を得ることができなかった。
【０００７】
一方、ポリビニルアルコール共重合体を主成分とする医薬、動物薬、農薬、肥料、食品
等のコーティング剤として有用な樹脂組成物が知られている（特許文献５参照）。また、
このポリビニルアルコール共重合体を用いて、マクロライド系抗生物質製剤を被覆するこ
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とによって、安定化する方法が知られている（特許文献６参照）。しかし、これらの特許
文献５及び特許文献６には、被覆対象として何らかの医薬が記載されてはいるものの、ア
トルバスタチン製剤の安定化については、記載も示唆も存在していない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】ＷＯ２００６／００８０９１
【特許文献２】ＷＯ２００５／０１１６３８
【特許文献３】ＷＯ２００４／０３２９２０
【特許文献４】ＷＯ２００７／０８２７６４
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【特許文献５】ＷＯ２００５／０１９２８６
【特許文献６】ＷＯ２００７／１２６０３９
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】Tetrahedron ４９（１９９３）１９７９−１９８４
【非特許文献２】Tetrahedron ６２（２００６）７３９０−７３９５
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
本発明の目的は、アトルバスタチン製剤中のアトルバスタチン又はその薬理学的に許容
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される塩又はそれらの溶媒和物の酸化分解が有効に抑制され、安定化されたアトルバスタ
チン含有被覆製剤を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
本発明者は、上記目的を達成すべく鋭意研究した結果、アトルバスタチン又はその薬理
学的に許容される塩又はそれらの溶媒和物を含有する素錠、素顆粒等の固形物を、ポリビ
ニルアルコール共重合体を含有する被覆剤で被覆することによって、安定化されたアトル
バスタチン含有被覆製剤が得られることを見出した。本発明者は、かかる知見に基づいて
、更に検討を重ねて、本発明を完成した。
【００１２】
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本発明は、以下のアトルバスタチン含有被覆製剤、アトルバスタチン又はその薬理学的
に許容される塩又はそれらの溶媒和物の類縁物質の生成を抑制する方法、並びにアトルバ
スタチン又はその薬理学的に許容される塩又はそれらの溶媒和物の安定化方法を提供する
ものである。
【００１３】
１．アトルバスタチン又はその薬理学的に許容される塩又はそれらの溶媒和物を含有す
る固形物が、ポリビニルアルコール共重合体を含有する被覆剤で被覆されていることを特
徴とするアトルバスタチン含有被覆製剤。
【００１４】
２．アトルバスタチンカルシウム塩又はその水和物を含有する固形物が、ポリビニルア
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ルコール共重合体を含有する被覆剤で被覆されている上記項１に記載のアトルバスタチン
含有被覆製剤。
【００１５】
３．ポリビニルアルコール共重合体を含有する被覆剤の被覆量が、ポリビニルアルコー
ル共重合体として、アトルバスタチン又はその薬理学的に許容される塩又はそれらの溶媒
和物を含有する固形物１００重量部に対して、１〜１００重量部程度である上記項１に記
載のアトルバスタチン含有被覆製剤。
【００１６】
４．ポリビニルアルコール共重合体を含有する被覆剤の被覆量が、ポリビニルアルコー
ル共重合体として、アトルバスタチン又はその薬理学的に許容される塩又はそれらの溶媒
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和物を含有する固形物１００重量部に対して、３〜５０重量部程度である上記項３に記載
のアトルバスタチン含有被覆製剤。
【００１７】
５．ポリビニルアルコール共重合体を含有する被覆剤の被覆量が、ポリビニルアルコー
ル共重合体として、アトルバスタチン又はその薬理学的に許容される塩又はそれらの溶媒
和物を含有する固形物１００重量部に対して、５〜１０重量部程度である上記項４に記載
のアトルバスタチン含有被覆製剤。
【００１８】
６．アトルバスタチン又はその薬理学的に許容される塩又はそれらの溶媒和物を含有す
る固形物が、素錠又は素顆粒の形態である上記項１に記載のアトルバスタチン含有被覆製
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剤。
【００１９】
７．被覆剤が、平均重合度２００〜１５００程度のポリビニルアルコールと、少なくと
も１以上の重合性ビニル単量体とを共重合させて得られるポリビニルアルコール共重合体
を含むものである上記項１に記載のアトルバスタチン含有被覆製剤。
【００２０】
８．ポリビニルアルコールが、部分けん化ポリビニルアルコールである上記項７に記載
のアトルバスタチン含有被覆製剤。
【００２１】
９．重合性ビニル単量体が、不飽和カルボン酸類、不飽和カルボン酸のエステル類、不
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飽和ニトリル類、不飽和アミド類、芳香族ビニル類、脂肪族ビニル類、不飽和結合含有複
素環類及びそれらの塩からなる群より選ばれるものである上記項７に記載のアトルバスタ
チン含有被覆製剤。
【００２２】
１０．不飽和カルボン酸類又はそれらの塩類が、アクリル酸、メタクリル酸、クロトン
酸、フマル酸、マレイン酸、イタコン酸及びそれらの塩からなる群から選ばれるものであ
り、不飽和カルボン酸のエステル類がメチルメタクリレート、メチルアクリレート、エチ
ルメタクリレート、エチルアクリレート、ブチルメタクリレート、ブチルアクリレート、
イソブチルメタクリレート、イソブチルアクリレート、シクロヘキシルメタクリレート、
シクロヘキシルアクリレート、２−エチルヘキシルメタクリレート、２−エチルヘキシル
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アクリレート、ヒドロキシエチルメタクリレート、ヒドロキシエチルアクリレート、ポリ
エチレングリコールとメタクリル酸とのエステル、ポリエチレングリコールとアクリル酸
とのエステル、ポリプロピレングリコールとアクリル酸とのエステルからなる群から選ば
れるものである上記項９に記載のアトルバスタチン含有被覆製剤。
【００２３】
１１．不飽和カルボン酸類、それらの塩及び不飽和カルボン酸のエステル類が、一般式
（Ｉ）
Ｈ２Ｃ＝Ｃ（Ｒ１）−ＣＯＯＲ２

（Ｉ）

（式中、Ｒ１は水素原子又はメチル基を示し、Ｒ２は水素原子又は１〜４個の炭素原子を
有するアルキル基を示す。）で表される化合物又はその塩である上記項９に記載のアトル
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バスタチン含有被覆製剤。
【００２４】
１２．不飽和カルボン酸類又はそれらの塩が、アクリル酸又はその塩であり、不飽和カ
ルボン酸のエステル類がメチルメタクリレートである上記項１０に記載のアトルバスタチ
ン含有被覆製剤。
【００２５】
１３．ポリビニルアルコール共重合体が、平均重合度３００〜５００程度の部分けん化
ポリビニルアルコールと、重合性ビニル単量体が重量比で６：４〜９：１程度の割合で共
重合させて得られ、かつ当該重合性ビニル単量体がアクリル酸およびメチルメタクリレー
トであり、共重合する際における当該重合性ビニル単量体の重量比が３：７〜０．５：９
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．５程度である上記項７に記載のアトルバスタチン含有被覆製剤。
【００２６】
１４．アトルバスタチン又はその薬理学的に許容される塩又はそれらの溶媒和物を含有
する固形物を、ポリビニルアルコール共重合体を含有する被覆剤で被覆することを特徴と
するアトルバスタチン又はその薬理学的に許容される塩又はその溶媒和物の類縁物質の生
成を抑制する方法。
【００２７】
１５．アトルバスタチン又はその薬理学的に許容される塩又はそれらの溶媒和物を含有
する固形物を、ポリビニルアルコール共重合体を含有する被覆剤で被覆することを特徴と
するアトルバスタチン又はその薬理学的に許容される塩又はその溶媒和物の安定化方法。
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【発明の効果】
【００２８】
本発明によれば、アトルバスタチン又はその薬理学的に許容される塩又はそれらの溶媒
和物を含有する固形物を、ポリビニルアルコール共重合体を含有する被覆剤で被覆したこ
とによって、以下の如き格別顕著な効果を得ることができる。
【００２９】
（１）アトルバスタチン製剤中のアトルバスタチン又はその薬理学的に許容される塩又
はそれらの溶媒和物の酸化分解が長期間に渡って有効に抑制されるので、安定化されたア
トルバスタチン含有被覆製剤が得られる。また、アトルバスタチン又はその薬理学的に許
容される塩又はそれらの溶媒和物の類縁物質の生成を抑制する方法、及びアトルバスタチ
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ン又はその薬理学的に許容される塩又はそれらの溶媒和物の安定化方法が提供される。
【００３０】
（２）得られるアトルバスタチン含有被覆製剤は、酸化分解が抑制されているため、ア
トルバスタチン又はその薬理学的に許容される塩又はそれらの溶媒和物の類縁物質等の不
純物が少なく、薬効の低下や安全性が損なわれることを、長期間に渡って防止できる。
【００３１】
（３）アトルバスタチン又はその薬理学的に許容される塩又はそれらの溶媒和物を含有
する固形物を、ポリビニルアルコール共重合体を含有する被覆剤で被覆するという簡便な
方法で、安定化されたアトルバスタチン含有被覆製剤を容易に調製できる。
【００３２】
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（４）アトルバスタチン又はその薬理学的に許容される塩又はそれらの溶媒和物を含有
する固形物を、ポリビニルアルコール共重合体を含有する被覆剤で被覆しても、主剤であ
るアトルバスタチン又はその薬理学的に許容される塩又はそれらの溶媒和物の溶出性が抑
制されることがない。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】図１は、実施例２、実施例３及び比較例１で得たアトルバスタチン含有被覆錠剤
の溶出試験の結果を示したグラフである。
【図２】図２は、実施例４、実施例５、実施例６及び比較例２で得たアトルバスタチン含
有被覆錠剤の高温度下での安定性試験の結果を示したグラフである。
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【図３】図３は、実施例４、実施例５、実施例６及び比較例２で得たアトルバスタチン含
有被覆錠剤の高温度高湿度下での安定性試験の結果を示したグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
アトルバスタチン含有被覆製剤
本発明のアトルバスタチン含有被覆製剤は、アトルバスタチン又はその薬理学的に許容
される塩又はそれらの溶媒和物を含有する固形物が、ポリビニルアルコール共重合体を含
有する被覆剤で被覆されているものである。
【００３５】
アトルバスタチン又はその薬理学的に許容される塩又はそれらの溶媒和物を含有する固
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形物
当該固形物としては、アトルバスタチン又はその薬理学的に許容される塩又はそれらの
溶媒和物と、賦形剤、崩壊剤及び結合剤からなる群から選択された少なくとも一種の添加
剤とで構成されている素錠、素顆粒等が、好ましいものとして、包含される。
【００３６】
アトルバスタチン
アトルバスタチンは、本発明被覆製剤の薬効成分であり、化学名が〔Ｒ−（Ｒ＊，Ｒ＊
）〕−２−（４−フルオロフェニル）−β，δ−ジヒドロキシ−５−（１−メチルエチル
）−３−フェニル−４−〔（フェニルアミノ）カルボニル〕−1H−ピロール−１−ヘプタ
ン酸である。アトルバスタチンは、前記の通り、３−ヒドロキシ−３−メチルグルタリル
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補酵素Ａ（HMG−CoA）の阻害活性を有している。
【００３７】
アトルバスタチンの薬理学的に許容される塩としては、カルシウム塩、マグネシウム塩
、ナトリウム塩、カリウム塩、アルミニウム塩等を用いることができる。また、これらの
溶媒和物としては、水和物、アセトン溶媒和物、メタノール溶媒和物、エタノール溶媒和
物等を用いることができる。これらの塩又はそれらの溶媒和物は、アモルファスであって
も、結晶形であっても、いずれでもよい。特に、アトルバスタチンカルシウム三水和物を
、用いるのが好ましい。アトルバスタチンカルシウム三水和物の化学名は、（−）−モノ
カルシウム

ビス｛（３Ｒ，５Ｒ）−７−〔２−（４−フルオロフェニル）−５−イソプ

ロピル−３−フェニル−４−フェニルカルバモイル−１Ｈ−ピロール−１−イル〕−３，
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５−ジヒドロキシヘプタノエート｝トリハイドレートである。
【００３８】
また、本発明のアトルバスタチン含有被覆製剤は、必要に応じて、他の薬剤を含有して
いてもよい。他の薬剤としては、カプトプリル、エナラプリル、リシノプリル、ベナゼプ
リル、イルベサルタン、ロサルタン、バルサルタン、カンデサルタン、テルミサルタン、
オルメサルタン、アムロジピンベシレート、ニフェジピン、アテノロール、カルベジロー
ル、ベタキソロール、これらの薬理学的に許容される塩又はこれらの溶媒和物等を用いる
ことができる。
【００３９】
添加剤
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アトルバスタチン又はその薬理学的に許容される塩又はそれらの溶媒和物は、通常、流
動性や付着性を向上させる点から、賦形剤、崩壊剤、結合剤などの薬理学的に許容可能な
添加剤と組み合わせて用いられる。
【００４０】
賦形剤としては、例えば、結晶セルロース、トウモロコシデンプンなどのデンプン類；
乳糖、粉糖、グラニュー糖、ブドウ糖、マンニトール、軽質無水ケイ酸、タルク、酸化マ
グネシウム、炭酸マグネシウム、炭酸カルシウムなどが挙げられる。これらの賦形剤は、
単独で又は二種以上組み合わせて使用できる。
【００４１】
崩壊剤としては、例えば、カルメロースカルシウム（例えば、ニチリン化学（株）製、
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ＥＣＧ５０５）、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（例えば、Ｆ
ＭＣ社製、アクジゾル）、架橋化ポリビニルピロリドン（例えば、ＢＡＳＦ社製、コリド
ンＣＬ）、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース（例えば、信越化学（株）製、Ｌ−Ｈ
ＰＣ）、デンプン類などが挙げられる。これらの崩壊剤は、単独で又は二種以上組み合わ
せて使用できる。
【００４２】
結合剤としては、慣用の結合剤、例えば、ショ糖、ゼラチン、アラビアゴム末、メチル
セルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース（例
えば、日本曹達（株）製、ＨＰＣ−Ｌ）、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（例えば、旭化成（株）製、
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アビセルＲＣ）、ポリビニルピロリドン、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、α化デンプンなどが挙げられる。これらの結合剤は、単独で又は二種以
上組み合わせて使用できる。
【００４３】
これらの添加剤の割合は、アトルバスタチン又はその薬理学的に許容される塩又はそれ
らの溶媒和物１００重量部に対して、２００〜３０００重量部程度の範囲から選択でき、
通常、３００〜２５００重量部程度であるのが好ましく、５００〜２０００重量部程度で
あるのがより好ましい。
【００４４】
アトルバスタチン又はその薬理学的に許容される塩又はそれらの溶媒和物には、賦形剤
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、崩壊剤、結合剤などの薬理学的に許容可能な添加剤の他に、さらに、薬理学的に許容可
能な慣用の他の添加剤、例えば、滑沢剤、流動化剤、帯電防止剤、界面活性剤、着色剤、
矯味剤、湿潤剤、充填剤、増量剤、吸着剤、保存剤（例えば防腐剤など）、緩衝剤、崩壊
延長剤などを加えてもよい。
【００４５】
上記滑沢剤としては、例えば、ステアリン酸マグネシウム、タルク、ステアリン酸、ス
テアリン酸カルシウムなどを挙げることができる。帯電防止剤としては、例えば、軽質無
水ケイ酸などを挙げることができる。界面活性剤としては、例えば、アルキル硫酸ナトリ
ウムなどのアニオン系界面活性剤；ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ポリ
オキシエチレン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンヒマシ油誘導体などの非イオン系界
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面活性剤などを挙げることができる。着色剤としては、例えば、タール色素、カラメル、
ベンガラ、酸化チタンなどを挙げることができる。矯味剤としては、例えば、ショ糖、乳
糖、マンニトール、キシリトール、サッカリン、サッカリンナトリウム、アスパルテーム
、ステビオシドなどの甘味剤；香料などを挙げることができる。湿潤剤としては、例えば
、ポリエチレングリコール（マクロゴール）、グリセリン、プロピレングリコールなどを
挙げることができる。
【００４６】
これら慣用の他の添加剤は、単独で又は二種以上組み合わせて使用できる。これらの成
分は、特に、最終製剤中の含量に制限はない。
【００４７】
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本発明において、アトルバスタチン又はその薬理学的に許容される塩又はそれらの溶媒
和物を含有する素錠、素顆粒等の固形物は、製薬分野において公知の方法に従って、製造
することができる。例えば、アトルバスタチン又はその薬理学的に許容される塩又はそれ
らの溶媒和物と、賦形剤、崩壊剤、結合剤等の添加剤とを、通常使用される溶媒を用いて
、混合、造粒、乾燥、整粒、打錠等の各操作を、当該分野で周知の方法に従って行うこと
によって、素錠を製造できる。整粒後打錠前に、崩壊剤、滑沢剤等を混合してもよい。ま
た、これらの操作の内、整粒操作迄の操作によって、素顆粒を製造できる。これらの操作
の内、造粒操作は、例えば、撹拌造粒機、流動層造粒機、ブラベンダー、双軸造粒機等の
装置を使用して行えばよいが、撹拌造粒機を用いるのが好ましい。また、打錠は、市販の
打錠機を使用して、行うことができる。
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【００４８】
ポリビニルアルコール共重合体を含有する被覆剤
本発明で用いるポリビニルアルコール共重合体を含有する被覆剤としては、ＷＯ２００
５／０１９２８６に記載されたポリビニルアルコール共重合体に、必要に応じて、滑沢剤
、着色剤、可塑剤等を配合してなるものを用いるのが好ましい。
【００４９】
本発明で用いる被覆剤で主剤として使用されるポリビニルアルコール共重合体は、ポリ
ビニルアルコール又はその誘導体（例えばエステル類）或いは塩と、少なくとも１種の重
合性ビニル単量体とをそれ自体公知の方法で共重合させることにより製造することができ
る。
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【００５０】
そのようなポリビニルアルコール共重合体を製造する方法としては、ラジカル重合、例
えば溶液重合法、懸濁重合、乳化重合および塊状重合などのそれ自体公知の方法を挙げる
ことができ、各々の通常の重合条件下で実施することができる。この重合反応は、通常、
重合開始剤の存在下、必要に応じて還元剤、連鎖移動剤又は分散剤等の存在下、水、有機
溶媒又はこれらの混合物中で実施される。また、未反応の単量体の除去方法、乾燥、粉砕
方法等も公知の方法でよく、特に制限は無い。
【００５１】
上記還元剤としては、例えば、エリソルビン酸ナトリウム、メタ重亜硫酸ナトリウム、
アスコルビン酸等を挙げることができる。連鎖移動剤としては、例えば、２−メルカプト
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エタノール、α−メチルスチレンダイマー、２−エチルヘキシルチオグリコレート、ラウ
リルメルカプタン等を挙げることができる。分散剤としては、例えば、ソルビタンエステ
ル、ラウリルアルコールなどの界面活性剤等を挙げることができる。また、有機溶媒とし
ては、例えば、メタノール、エタノール、セロソルブ、カルビトール等を挙げることがで
きる。
【００５２】
本発明のポリビニルアルコール共重合体の原料となるポリビニルアルコールとしては、
通常、平均重合度が、約２００〜１５００であるのが好ましく、約２００〜１３００であ
るのがより好ましく、約２００〜９００であるのがさらに好ましく、約２００〜６００で
あるのが特に好ましく、約３００〜５００であるのが最も好ましい。また、ポリビニルア
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ルコールとしては、部分けん化ポリビニルアルコールが好ましい。ポリビニルアルコール
のけん化度としては、約６０〜１００モル％であるのが好ましく、約７８〜９６モル％で
あるのがより好ましい。けん化ポリビニルアルコールは、酢酸ビニルをラジカル重合し、
得られた酢酸ビニル樹脂を、適宜、けん化することによって製造することができ、所望の
ポリビニルアルコールを製造するためには、適宜、重合度、けん化度をそれ自体公知の方
法で制御することによって達成される。
【００５３】
部分けん化ポリビニルアルコールとしては、市販品を使用することも可能であり、好ま
しいポリビニルアルコールの市販品としては、例えばゴーセノールＥＧ０５（日本合成化
学製）、ゴーセノールＥＧ２５（日本合成化学製）、ＰＶＡ２０３（クラレ社製）、ＰＶ
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Ａ２０４（クラレ社製）、ＰＶＡ２０５（クラレ社製）、ＪＰ−０４（日本酢ビ・ポバー
ル製）、ＪＰ−０５（日本酢ビ・ポバール製）等が挙げられる。なお、本発明で使用する
被覆剤の主成分のポリビニルアルコール共重合体の製造においては、原料としてポリビニ
ルアルコールを単独で使用するのみならず、重合度、けん化度の異なる２種以上のポリビ
ニルアルコールを目的に応じて適宜併用することができる。例えば、平均重合度３００の
ポリビニルアルコールと平均重合度１５００のポリビニルアルコールとを混合して使用す
ることが可能である。
【００５４】
原料としてのポリビニルアルコールとしては、各種変性ポリビニルアルコールを使用す
ることができ、例えばアミン変性ポリビニルアルコール、エチレン変性ポリビニルアルコ
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ール、カルボン酸変性ポリビニルアルコール、ジアセトン変性ポリビニルアルコール、チ
オール変性ポリビニルアルコール等をあげることができる。これらの変性ポリビニルアル
コールは、市販品を使用してもよく、あるいは当該分野で公知の方法で製造したものを使
用することができる。
【００５５】
原料のポリビニルアルコールと重合させる重合性ビニル単量体としては、不飽和カルボ
ン酸類、不飽和カルボン酸のエステル類、不飽和ニトリル類、不飽和アミド類、芳香族ビ
ニル類、脂肪族ビニル類、不飽和結合含有複素環類及びそれらの塩等を挙げることができ
る。不飽和カルボン酸類及びそれらの塩としては、例えば、アクリル酸、メタクリル酸、
クロトン酸、フマル酸、マレイン酸、イタコン酸等の不飽和カルボン酸類又はそれらの塩
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（例えばアルカリ金属塩、アンモニウム塩、アルキルアミン塩）を挙げることができる。
また、不飽和カルボン酸類のエステル類としては、例えば、置換又は非置換のアルキルエ
ステル、環状アルキルエステル、ポリアルキレングリコールエステル等を挙げることがで
きる。
【００５６】
具体的には、（１）アクリル酸エステル類としては、例えば、メチルアクリレート、エ
チルアクリレート、ブチルアクリレート、イソブチルアクリレート、シクロヘキシルアク
リレート、２−エチルヘキシルアクリレート、ヒドロキシエチルアクリレート、ポリエチ
レングリコールアクリレート、ポリプロピレングリコールアクリレートなどが、（２）メ
タクリル酸エステル類としては、例えばメチルメタクリレート、エチルメタクリレート、
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ブチルメタクリレート、イソブチルメタクリレート、シクロヘキシルメタクリレート、２
−エチルヘキシルメタクリレート、ヒドロキシエチルメタクリレート、ポリエチレングリ
コールメタクリレートなどが、（３）不飽和ニトリル類としては、例えばアクリロニトリ
ル、メタアクリロニトリルなどが、（４）不飽和アミド類としては例えばアクリルアミド
、ジメチルアクリルアミド、メタクリルアミドなどが、（５）芳香族ビニル類としてはス
チレン、α−メチルスチレンなどが、（６）脂肪族ビニル類としては、酢酸ビニルなどが
、（７）不飽和結合含有複素環類としては、Ｎ−ビニルピロリドン、アクリロイルモルホ
リンなどが、それぞれ例示される。
【００５７】
また、ポリビニルアルコール共重合体を製造する際の重合性ビニル単量体としての不飽
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和カルボン酸類、それらの塩類及び不飽和カルボン酸のエステル類としては、下記一般式
（Ｉ）
Ｈ２Ｃ＝Ｃ（Ｒ１）−ＣＯＯＲ２

（Ｉ）

（式中、Ｒ１は水素原子又はメチル基を示し、Ｒ２は水素原子又は１〜４個の炭素原子を
有するアルキル基を示す。）で表される化合物又はその塩を用いることが好ましい。
【００５８】
これらの重合性ビニル単量体は、１種または２種以上を組み合わせてポリビニルアルコ
ールと共重合させることができるが、好ましくは、アクリル酸とメタクリル酸エステル（
例えばメチルメタクリレート）との混合物をポリビニルアルコールと共重合させるのがよ
い。ここにポリビニルアルコールと重合性ビニル単量体との重量比は、約６：４〜９：１

20

であるのが好ましく、約８：２であるのが特に好ましい。また、重合性ビニル単量体とし
てアクリル酸とメチルメタクリレートを使用する場合には、その重量比は約３：７〜約０
．５：９．５であるのが好ましく、約１．２５：８．７５であるのが特に好ましい。被覆
剤の主成分として使用するポリビニルアルコール共重合体としては、ポリビニルアルコー
ル（平均重合度約２００〜１３００）、メチルメタクリレート及びアクリル酸からなり、
その重量比が約６０〜９０：７〜３８：０．５〜１２であるものが好ましく、約８０：１
７．５：２．５であるものが特に好ましい。
【００５９】
重合開始剤としては、公知のものを使用することができる。具体的には、例えば、過硫
酸カリウム、過硫酸アンモニウム、過酸化水素等の無機過酸化物；過酢酸、ターシャリ−
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ブチルハイドロパーオキサイド、ジ−ｎ−プロピルパーオキシジカーボネート等の有機過
酸化物；２，２

−アゾビス（２−アミジノプロパン）ハイドロクロライド、２，２

−

アゾビス（２，４−ジメチルバレロニトリル）等のアゾ化合物等が挙げられる。
【００６０】
本発明で用いる被覆剤は、種々の形態を取りうるが、一般にその適用にあたっては、ポ
リビニルアルコール共重合体に、必要に応じて、滑沢剤、着色剤、可塑剤等を配合してな
るものを、水性溶液、水性分散液、有機溶媒溶液あるいは有機溶媒分散液の形態としたも
のを使用し得る。ここで、被覆剤におけるポリビニルアルコール共重合体の含有量は、通
常、１０〜１００重量％程度であるのが好ましく、３０〜７０重量％程度であるのがより
好ましい。また、必要に応じて配合される滑沢剤、着色剤、可塑剤等としては、前記素錠

40

の成分として例示したものと同様のものを、使用できる。
【００６１】
また、被覆剤の主成分は、ポリビニルアルコール共重合体であるが、その他の被覆成分
を含有していてもよい。その他の被覆成分としては、ヒドロキシプロピルメチルセルロー
ス、ヒドロキシプロピルセルロース、メチルセルロース、ポリビニルアルコール、ポリビ
ニルピロリドン、ポリエチレングリコール、白糖等の製薬分野で周知のコーティング剤を
用いることができる。
【００６２】
上記被覆剤を、素錠、素顆粒等にコーティングする場合、フィルムコーティング機、流
動層造粒機等の手段により実施するのが好ましい。
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【００６３】
被覆剤の被覆量は、ポリビニルアルコール共重合体として、アトルバスタチン又はその
薬理学的に許容される塩又はそれらの溶媒和物を含有する素錠、素顆粒等の固形物１００
重量部に対して、１〜１００重量部程度の範囲内とするのが好ましく、３〜５０重量部程
度とするのがより好ましく、５〜１０重量部程度とするのが更に好ましい。
【００６４】
上記被覆剤を、素錠、素顆粒等にコーティングするに当たって、素錠、素顆粒等に予め
プレコーティングを施しておいてもよく、または上記被覆剤を被覆した製剤にオーバーコ
ーティングを施してもよい。プレコーティング及びオーバーコーティングには、例えば、
ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、メチルセルロー

10

ス、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、ポリエチレングリコール、白糖等の
当該分野で周知のコーティング剤を用いることができる。
【００６５】
本発明のアトルバスタチン含有被覆製剤は、種々の使用形態（例えば、錠剤、顆粒剤、
丸剤、カプセル剤、ドライシロップ剤等）に使用できるが、錠剤の形態で使用するのが好
ましい。
【００６６】
本発明のアトルバスタチン含有被覆製剤を使用する場合、ヒトに、高コレステロール血
症、家族性高コレステロール血症、高脂血症等の疾患の治療の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、通常、１日当たり、１

20

回または数回に分けて、アトルバスタチンに換算して、例えば５〜４０ｍｇ程度を経口的
に投与することができる。
【００６７】
本発明被覆製剤は、例えば、６０℃、相対湿度６０％の条件で２週間保存後の類縁物質
の総量が、好ましくは２．５％以下、より好ましくは２％以下である。ここで、類縁物質
としては、脱フッ素体、ジフルオロ体、ジアステレオマー、ラクトン体、酸化分解生成物
等が挙げられる。
【００６８】
本発明被覆製剤は、好ましくは、安定性をより向上させるために、ＰＴＰ（プレススル
ーパッケイジ）包装またはボトル包装（例：プラスチック瓶、ガラス瓶、アルミ缶）され
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ていてもよい。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。
【００６９】
本発明は、アトルバスタチン又はその薬理学的に許容される塩又はそれらの溶媒和物を
含有する固形物を、ポリビニルアルコール共重合体を含有する被覆剤で被覆することを特
徴とする、当該アトルバスタチン又はその薬理学的に許容される塩又はそれらの溶媒和物
の類縁物質の生成を抑制する方法を提供する。アトルバスタチン又はその薬理学的に許容
される塩又はそれらの溶媒和物、ポリビニルアルコール共重合体を含有する被覆剤、被覆
方法等は、前述した通りである。
【００７０】
また、本発明は、アトルバスタチン又はその薬理学的に許容される塩又はそれらの溶媒

40

和物を含有する固形物を、ポリビニルアルコール共重合体を含有する被覆剤で被覆するこ
とを特徴とする、当該アトルバスタチン又はその薬理学的に許容される塩又はそれらの溶
媒和物の安定化方法をも提供する。アトルバスタチン又はその薬理学的に許容される塩又
はそれらの溶媒和物、ポリビニルアルコール共重合体を含有する被覆剤、被覆方法等は、
前述した通りである。
【実施例】
【００７１】
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。
【００７２】
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実施例１〜３及び比較例１
（１）素錠の調製
高速撹拌造粒機（商品名「ハイスピードミキサーＦＳ−ＧＳ−１０」、深江パウテック
株式会社製）に、結晶セルロース９３３ｇ、カルメロースカルシウム７５０ｇ、酸化マグ
ネシウム１５００ｇを仕込み１分間混合した。その後アトルバスタチンカルシウム三水和
物５４２ｇを１００７ｇのジクロルメタン／エタノールの９／１（重量比）混液に溶解し
た液を投入し４分間造粒した。得られた造粒物を、流動層乾燥機（商品名「ＦＬＯ−５」
、フロイント産業株式会社製）に投入し、吸気温度６０℃で排気温度４５℃まで乾燥した
。得られた乾燥物を、整粒機（商品名「パワーミル

Ｐ−０４Ｓ」、株式会社ダルトン製

）にて、スクリーン１．０ｍｍを通過させ整粒物を得た。得られた整粒物に、カルメロー

10

スカルシウム２５０ｇ、ステアリン酸マグネシウム２５ｇを加え混合機（商品名「Ｖ型混
合機

ＶＭ−３０」、不二パウダル株式会社製）にて３分間混合した。得られた混合物を

、ロータリー打錠機（商品名「ＶＩＲＧＯ−５１２」、株式会社菊水製作所製）にて、１
錠重量８０ｍｇ、直径６．０ｍｍ、厚さ２．５０ｍｍとなるように、打錠した。
【００７３】
素錠１錠当たりの処方は、次の通りである。
アトルバスタチンカルシウム三水和物

１０．８４ｍｇ

結晶セルロース

１８．６６ｍｇ

カルメロースカルシウム

１５ｍｇ

酸化マグネシウム

３０ｍｇ

カルメロースカルシウム

20

５ｍｇ

ステアリン酸マグネシウム

０．５ｍｇ

【００７４】
（２）素錠の被覆
上記（１）で得た素錠に、ポリビニルアルコール共重合体（商品名「ポバコートType F
」（登録商標）、部分けん化ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共
重合体、日新化成株式会社製）４５部、タルク４５部、酸化チタン１０部を、エタノール
／精製水の１／９（重量比）混液５００部に溶解、分散して得られたコーティング液を用
い、フィルムコーティング機（商品名「ドリアコーター

ＤＲＣ５００／６５０」、株式

会社パウレック製）にて、１錠重量が８８ｍｇ、９０ｍｇ、９２ｍｇになるまでコーティ

30

ングを行って、実施例１〜３のアトルバスタチン含有被覆錠剤を得た。
【００７５】
一方、上記（１）で得た素錠に、ヒドロキシプロピルメチルセルロース（以下「ＨＰＭ
Ｃ」という）（商品名「ＴＣ−５」、信越化学工業株式会社）２２部、ポリエチレングリ
コール６０００（以下「ＰＥＧ６０００」という）２部、タルク１部、酸化チタン２部を
精製水２００部に溶解、分散して得られたコーティング液を用い、フィルムコーティング
機（商品名「ハイコーター

HC−LABO」、フロイント産業株式会社製）にて、１錠重量が

９０ｍｇになるまでコーティングを行って、比較例１のアトルバスタチン含有被覆錠剤を
得た。
【００７６】
表１に、被覆部分の処方を示した。
【００７７】
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【表１】

10

【００７８】
次に、実施例２、実施例３及び比較例１で得たアトルバスタチン含有被覆錠剤について
、溶出試験を行った。溶出試験方法及びＨＰＬＣ測定法は、下記の通りである。
【００７９】
溶出試験
日本薬局方１４局の溶出試験法の第２法（パドル法）に準じて試験を実施し、５分後、

20

１０分後、１５分後の溶出率を、ＨＰＬＣを用いて測定した。
各検体量：１錠
試験液：精製水
パドル回転数：５０ｒｐｍ。
【００８０】
ＨＰＬＣ測定法
検出器：紫外吸光光度計（測定波長：２４２ｎｍ）
カラム：「Ｉｎｅｒｔｓｉｌ

ＯＤＳ−３」（粒度５μｍ、カラムサイズ３．０×１５

０ｍｍ、ＧＬサイエンス（株）製）
カラム温度：４０℃付近の一定温度

30

移動相：０．０２５ｍｏｌ／Ｌのリン酸塩緩衝液（ｐＨ４．５）／メタノール混液（３
：７（容量比））
流量：アトルバスタチンの保持時間が約３分になるように調整する。
【００８１】
表２に、溶出試験の結果を示す。
【００８２】
【表２】

40

【００８３】
図１に、実施例２、実施例３及び比較例１で得たアトルバスタチン含有被覆錠剤の溶出
試験の結果を示したグラフを示した。
【００８４】
表２及び図１より、アトルバスタチンカルシウムを含有する素錠を、ポリビニルアルコ
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ール共重合体を含有する被覆剤で被覆しても、主剤であるアトルバスタチンの溶出性が抑
制されないことが明らかである。
【００８５】
また、実施例２、実施例３及び比較例１で得たアトルバスタチン含有被覆錠剤の安定性
試験を行った。安定性試験は、（１）６０℃、（２）６０℃６０％ＲＨの保存条件下で行
った。
【００８６】
開始時及び各安定性試験後の被覆錠剤について、ＨＰＬＣを用いて、アトルバスタチン
のピーク面積の百分率（％）を、調べた。測定方法は、下記の通りである。以下、安定性
試験におけるピーク面積の測定は、同様の方法で行った。

10

【００８７】
ＨＰＬＣ測定法
検出器：紫外吸光光度計（測定波長：２５４ｎｍ）
カラム：「Ｉｎｅｒｔｓｉｌ

ＯＤＳ−３」（粒度５μｍ、カラムサイズ４．６×２５

０ｍｍ、ＧＬサイエンス（株）製）
カラム温度：３５℃付近の一定温度
移動相：０．０２５ｍｏｌ／Ｌのリン酸塩緩衝液（ｐＨ４．５）／アセトニトリル／テ
トラヒドロフラン混液（１０：１２：３（容量比））
流量：アトルバスタチンの保持時間が約９分になるように調整する。
面積測定範囲：アトルバスタチンの保持時間の４倍の範囲。

20

【００８８】
表３にアトルバスタチンピーク面積（％）を示した。
【００８９】
【表３】
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【００９０】
表４に、「１００−アトルバスタチンピーク面積（％）」で算出した、総類縁物質ピー
ク面積（％）を、示した。
【００９１】
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【表４】

10

【００９２】
表３及び表４より、アトルバスタチンカルシウムを含有する素錠を、ポリビニルアルコ
ール共重合体を含有する被覆剤で被覆することによって、類縁物質の生成が抑えられ、安
定性が顕著に向上することが明らかである。
【００９３】
実施例４〜６及び比較例２
（１）素錠の調製
高速撹拌造粒機（商品名「ハイスピードミキサーＬＦＳ−ＧＳ−２Ｊ」、深江パウテッ

20

ク株式会社製）に、結晶セルロース１１１．４４ｇ、クロスカルメロースナトリウム２０
ｇ、酸化マグネシウム１２０ｇを仕込み１分間混合した。その後アトルバスタチンカルシ
ウム三水和物４３．３６ｇ及びポリオキシエチレンソルビタンモノオレエート（商品名「
ポリソルベート８０」、日本サーファクタント工業株式会社製）３．２０ｇを、９７．９
７ｇのジクロルメタン／エタノールの９／１（重量比）混液に溶解した液を投入し４分間
造粒した。得られた造粒物を、棚式乾燥機（商品名「ミニジェットオーブン

ＭＯ−９２

１」、富山産業株式会社製）で、５０℃３時間乾燥した。得られた乾燥物を２２号篩で整
粒し整粒物を得た。得られた整粒物に、クロスカルメロースナトリウム４０ｇ、ステアリ
ン酸マグネシウム２ｇを加え混合機（商品名「Ｖ型混合機

ＶＭ−５」、不二パウダル株

式会社製）にて３分間混合した。得られた混合物を単発打錠機（Ｎｏ．２Ｂ、株式会社菊

30

水製作所製）にて、１錠重量８５ｍｇ、直径６．０ｍｍ、厚さ２．５５ｍｍとなるよう打
錠した。
【００９４】
素錠１錠当たりの処方は、次の通りである。
アトルバスタチンカルシウム三水和物
ポリオキシエチレンソルビタンモノオレエート

１０．８４ｍｇ

結晶セルロース

０．８ｍｇ
２７．８６ｍｇ

クロスカルメロースカルシウム

５ｍｇ

酸化マグネシウム

３０ｍｇ

クロスカルメロースカルシウム
ステアリン酸マグネシウム

１０ｍｇ

40

０．５ｍｇ

【００９５】
（２）素錠の被覆
上記（１）で得た素錠に、ポリビニルアルコール共重合体（商品名「ポバコートType F
」（登録商標）、日新化成株式会社製）２０部、タルク２０部、酸化チタン５部をエタノ
ール／精製水の１／９（重量比）混液２５０部に溶解、分散して得られたコーティング液
を用い、フィルムコーティング機（商品名「ハイコーター

HC−LABO」、フロイント産業

株式会社製）にて、１錠重量が９０ｍｇ、９５ｍｇ、１００ｍｇになるまでコーティング
を行って、実施例４〜６のアトルバスタチン含有被覆錠剤を得た。
【００９６】
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一方、上記（１）で得た素錠に、ＨＰＭＣ（商品名「ＴＣ−５」、信越化学工業株式会
社）２２部、ＰＥＧ６０００

２部、タルク１部、酸化チタン２部を精製水２００部に溶

解、分散して得られたコーティング液を用い、フィルムコーティング機（商品名「ハイコ
ーター

HC−LABO」、フロイント産業株式会社製）にて、１錠重量が８８ｍｇになるまで

コーティングを行って、比較例２のアトルバスタチン含有被覆錠剤を得た。
【００９７】
表５に、被覆部分の処方を示した。
【００９８】
【表５】
10
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【００９９】
また、実施例４、実施例５、実施例６及び比較例２で得たアトルバスタチン含有被覆錠
剤の安定性試験を行った。安定性試験は、（１）６０℃、（２）４０℃、（３）６０℃６
０％ＲＨ、（４）４０℃７５％ＲＨの保存条件下で行った。
【０１００】
開始時及び各安定性試験後の被覆錠剤について、ＨＰＬＣを用いて、総類縁物質ピーク
面積（％）を調べた。表６に、その結果を示した。
【０１０１】
【表６】
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【０１０２】
また、図２に、開始時、並びに（１）６０℃２週間及び（２）４０℃１ヶ月の保存条件
下における総類縁物質ピーク面積（％）の結果のグラフを示した。
【０１０３】
また、図３に、開始時、並びに（３）６０℃６０％ＲＨ２週間及び（４）４０℃７５％
ＲＨ１ヶ月の保存条件下における総類縁物質ピーク面積（％）の結果のグラフを示した。
【０１０４】
表６、図２及び図３より、アトルバスタチンカルシウムを含有する素錠を、ポリビニル
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アルコール共重合体を含有する被覆剤で被覆することによって、類縁物質の生成が抑えら
れ、安定性が顕著に向上することが明らかである。
【産業上の利用可能性】
【０１０５】
本発明のアトルバスタチン含有被覆製剤は、高コレステロール血症、家族性高コレステ
ロール血症、高脂血症等の患者の治療に有用な医薬として使用でき、アトルバスタチン製
剤中のアトルバスタチン又はその薬理学的に許容される塩又はそれらの溶媒和物の酸化分
解が有効に抑制され、安定化されたアトルバスタチン含有被覆製剤として、特に有用であ
る。従って、本発明は、製薬分野において有効に利用される。
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【図１】

【図２】

【図３】
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