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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
テルミサルタンと、ラウロマクロゴールまたはポリソルベートと、マクロゴール６０００
と、を含有する医薬組成物であって、
前記医薬組成物１００重量部に対して、
前記マクロゴール６０００を４．７重量部以上１０重量部以下含有し、
前記ラウロマクロゴールを２．３重量部以上２．５重量部以下または前記ポリソルベート
を２．３重量部以上３．０重量部以下含有する前記医薬組成物からなることを特徴とする
、テルミサルタン含有錠剤。
【請求項２】
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請求項１に記載の医薬組成物からなる第１の層、および、ヒドロクロロチアジドを含む第
２の層を有することを特徴とする、テルミサルタン含有錠剤。
【請求項３】
請求項１に記載の医薬組成物からなる第１の層、および、アムロジピンベシル酸塩を含む
第２の層を有することを特徴とする、テルミサルタン含有錠剤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、テルミサルタン含有錠剤に関する。特に、保存時の安定性と打錠性を改善した
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テルミサルタン含有錠剤に関する。
【背景技術】
【０００２】
アンジオテンシンII受容体拮抗薬であるテルミサルタンは、高血圧症の治療薬の１つとし
て広く普及している。テルミサルタンは、胃腸管の生理的ｐＨ条件下では溶解性が低いた
め、例えば、特許文献１には、テルミサルタンにメグルミンなどの塩基性物質と界面活性
剤を添加することなどにより、溶解性が改善されることが記載されている。
【０００３】
しかし、テルミサルタン錠剤を記載する非特許文献１には、分包後は吸湿して軟化、黄変
することがあるので、高温・多湿を避けて保存する旨が記載されている。また、テルミサ
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ルタンと利尿薬であるヒドロクロロチアジドを含む配合錠について、非特許文献２には、
分包後は吸湿して軟化することがあるので、高温・多湿を避けて保存する旨が記載されて
いる。さらに、テルミサルタンと持続性カルシウム拮抗薬であるアムロジピンベシル酸塩
を含む配合錠について、非特許文献３には、分包後は吸湿して軟化することがあるので、
高温・多湿を避けて保存する旨が記載されているなど、テルミサルタン含有錠剤の保存時
の安定性は十分に満足できるものではない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特表２００６−５０２１９４号公報
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【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】ミカルディス錠添付文書

２０１１年６月改定

【非特許文献２】ミコンビ配合錠添付文書

２０１１年６月改定

【非特許文献３】ミカムロ配合錠添付文書

２０１２年７月改定

【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
本発明は、上述の課題を解決するものであって、保存時の安定性を向上させたテルミサル
タン含有錠剤を提供することを目的とする。さらに、上述の課題を解決するために種々の
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検討を行ったなかで、従来技術のテルミサルタン含有錠剤は、十分な打錠性を有していな
いという課題を発見した。本発明は、打錠性も改善したテルミサルタン含有錠剤を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明の一実施形態によると、テルミサルタンと、ラウロマクロゴールまたはポリソルベ
ートと、を含有する医薬組成物からなるテルミサルタン含有錠剤が提供される。
【０００８】
本発明の一実施形態に係るテルミサルタン含有錠剤は、前記医薬組成物にマクロゴール６
０００をさらに含んでもよい。
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【０００９】
本発明の一実施形態に係るテルミサルタン含有錠剤は、前記医薬組成物からなる第１の層
を含む多層錠剤でも良い。本発明の一実施形態に係るテルミサルタン含有錠剤は、前記医
薬組成物からなる第１の層に、ヒドロクロロチアジドを含む第２の層をさらに含んでもよ
い。
【００１０】
本発明の一実施形態に係るテルミサルタン含有錠剤は、前記医薬組成物からなる第１の層
に、アムロジピンベシル酸塩を含む第２の層をさらに含んでもよい。
【発明の効果】
【００１１】
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本発明によると、保存時の安定性を向上させたテルミサルタン含有錠剤が提供される。さ
らに、打錠性も改善したテルミサルタン含有錠剤が提供される。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
以下、本発明に係るテルミサルタン含有錠剤について説明する。但し、本発明のテルミサ
ルタン含有錠剤は、以下に示す実施の形態及び実施例の記載内容に限定して解釈されるも
のではない。
【００１３】
本発明者らは、後述する実施例においても示すように、テルミサルタン含有錠剤の加湿条
件下での保管安定性を改善すべく種々の添加剤について検討を行ったところ、特定の界面
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活性剤を添加することにより、テルミサルタン含有錠剤の保管安定性を向上させることが
可能であるとことを新たに見出した。
【００１４】
本発明に係るテルミサルタン含有錠剤は、テルミサルタンとラウロマクロゴール（ポリオ
キシエチレンラウリルエーテルともいう）とを含有する医薬組成物を含む。本実施形態に
おいて、テルミサルタン含有錠剤は、所定量のテルミサルタンを含み、テルミサルタンの
含有量は、例えば、２０ｍｇ、４０ｍｇまたは８０ｍｇ／錠である。
【００１５】
本実施形態において添加するラウロマクロゴールとしては、ポリオキシエチレンラウリル
エーテルであって、ポリオキシエチレン（２）ラウリルエーテル、ポリオキシエチレン（
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４．２）ラウリルエーテル、ポリオキシエチレン（９）ラウリルエーテル、ポリオキシエ
チレン（２１）ラウリルエーテル、または、ポリオキシエチレン（２５）ラウリルエーテ
ルを用いることができる。ポリオキシエチレン（２１）ラウリルエーテル及びポリオキシ
エチレン（２５）ラウリルエーテルが好ましく、特にポリオキシエチレン（２５）ラウリ
ルエーテル（日光ケミカルズ株式会社：商品名ＢＬ−２５）は、本発明に係るテルミサル
タン含有錠剤に好適に用いることができる。
【００１６】
一実施形態において、テルミサルタン含有医薬組成物に添加するラウロマクロゴールは、
テルミサルタン含有医薬組成物１００重量部に対して、０．５重量部以上２．５重量部以
下の範囲であることが好ましく、１．０重量部以上２．５重量部以下がより好ましい。
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【００１７】
また、一実施形態において、テルミサルタン含有医薬組成物は、ラウロマクロゴールに替
えて、ポリソルベートを用いることもできる。本実施形態において利用可能なポリソルベ
ートとしては、ポリソルベート２０、ポリソルベート４０、ポリソルベート６０、ポリソ
ルベート８０等が挙げられるが、ポリソルベート８０を好適に用いることができる。
【００１８】
一実施形態において、テルミサルタン含有医薬組成物に添加するポリソルベートは、テル
ミサルタン含有医薬組成物１００重量部に対して、０．５重量部以上３．０重量部以下の
範囲であることが好ましく、１．０重量部以上２．５重量部以下がより好ましい。
【００１９】
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また、本実施形態において、テルミサルタン含有医薬組成物は、所定量の塩基性物質を含
む。塩基性物質としては、メグルミンが好ましい。メグルミンの含有量は、テルミサルタ
ンの溶解性を改善するために必要な量であればよく、例えば、テルミサルタンの含有量と
同量であり、２０ｍｇ、４０ｍｇまたは８０ｍｇ／錠である。なお、本発明に係るテルミ
サルタン含有医薬組成物に含まれるテルミサルタン及びメグルミンの量はこれらに限定さ
れるものではなく、任意に変更可能である。
【００２０】
本実施形態において、テルミサルタン含有医薬組成物は、好ましくは、マクロゴール６０
００をさらに含む。本発明者らは、上述の保管安定性の改善のために、種々の添加剤を用
いて探索を行ったところ、テルミサルタン含有医薬組成物にマクロゴール６０００を添加
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することにより、テルミサルタン含有錠剤の打錠性を改善可能であることを期せずして発
見した。テルミサルタン含有医薬組成物にマクロゴール６０００を添加することにより、
テルミサルタン含有錠剤の打錠工程のうち、特に、成形された錠剤を臼から押し出す際に
生じるバインディングを改善することができる。本発明に係るテルミサルタン含有錠剤に
おいて、マクロゴール６０００は打錠性の改善に寄与する。
【００２１】
一実施形態において、テルミサルタン含有医薬組成物に添加するマクロゴール６０００は
、テルミサルタン含有医薬組成物１００重量部に対して、２．０重量部以上１０．０重量
部以下の範囲であることが好ましく、４．５重量部以上７．５重量部以下がより好ましい
。
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【００２２】
本発明においては、マクロゴール６０００に替えて、平均分子量の異なるマクロゴール（
ポリエチレングリコール（ＰＥＧ））を用いることができる。平均分子量の異なるマクロ
ゴールとしては、例えば、マクロゴール１５００、マクロゴール１５４０、マクロゴール
４０００、マクロゴール２００００等が挙げられる。
【００２３】
本実施形態において、テルミサルタン含有医薬組成物には、他に水溶性希釈剤、賦形剤及
び／又は補助剤を含む。水溶性希釈剤としては、公知のものを用いることができ、例えば
、グルコース等の単糖、スクロース、無水ラクトース、ラクトース１水和物等のオリゴ糖
、ソルビトール、エリスリトール、マンニトール、ズルシトール、リビトール、キシリト
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ール等の糖アルコールを含む炭水化物が挙げられる。本実施形態において、水溶性希釈剤
としては、吸湿性の低いマンニトールを好適に用いることができる。
【００２４】
その他の賦形剤及び／又は補助剤としては、例えば、結合剤、崩壊剤、希釈剤、担体、滑
沢剤、流動化剤、着色剤、ｐＨ制御剤が挙げられる。本実施形態において、結合剤は、乾
燥結合剤としては、例えば、結晶セルロースが挙げられる。また、湿顆粒結合剤としては
、コーンスターチ、ポリビニルピロリドン（ポビドン）、ビニルピロリドン−酢酸ビニル
コポリマー（コポビドン）、又はヒドロキシメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロ
ース、ヒドロキシプロピルセルロース及びヒドロキシプロピルメチルセルロースのような
セルロース誘導体が挙げられる。
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【００２５】
本実施形態において、崩壊剤は、例えば、デンプングリコール酸ナトリウム、クロスポビ
ドン、クロスカルメロースナトリウム、カルボキシメチルセルロースナトリウム、乾燥コ
ーンスターチ、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカルシウム、カル
メロースナトリウム、カルメロース、結晶セルロースが挙げられる。
【００２６】
その他の賦形剤や補助剤には、希釈剤及び担体として、例えば、セルロース末、結晶セル
ロース、ヒドロキシメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピ
ルセルロース及びヒドロキシプロピルメチルセルロースのようなセルロース誘導体、二塩
基性リン酸カルシウム、コーンスターチ、アルファ化デンプン、ポリビニルピロリドン（
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ポビドン）等が挙げられる。滑沢剤としては、例えば、ステアリン酸、ステアリン酸マグ
ネシウム、ステアリルフマル酸ナトリウム、三ベヘン酸グリセロール、軽質無水ケイ酸等
を挙げられる。流動化剤としては、例えば、コロイドシリカ、軽質無水ケイ酸、タルク等
を挙げられる。染料や顔料を含む着色剤としては、例えば、酸化鉄レッド又はイエロ、二
酸化チタン、タルク等が挙げられる。ｐＨ制御剤としては、例えば、クエン酸、酒石酸、
フマル酸、クエン酸ナトリウム、二塩基性リン酸カルシウム、二塩基性リン酸ナトリウム
等が挙げられる。また、これらの賦形剤及び／又は補助剤の２種以上の混合物を選択する
ことができる。
【００２７】
本発明に係るテルミサルタン含有錠剤は、ラウロマクロゴールまたはポリソルベートを含
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むことにより、保管安定性を向上させることができる。マクロゴール６０００を含むこと
により、打錠性を改善することができる。
【００２８】
（多層錠剤）
本発明に係るテルミサルタン含有錠剤は、テルミサルタンと、ラウロマクロゴールまたは
ポリソルベートと、を含有する医薬組成物からなる第１の層を含む多層錠剤とすることも
できる。多層錠剤を構成する第１の層以外の層は、活性成分を含有する層でもよく、ある
いは活性成分を含有しない層でもよい。公知のテルミサルタン含有錠剤においては、第２
の層に含有可能な活性成分として、ヒドロクロロチアジドまたはアムロジピンベシル酸塩
を含有するものが有り、本発明に係るテルミサルタン含有錠剤においても、これらの活性
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成分を第２の層に含有した多層錠剤として提供することができる。本発明に係る多層錠剤
を構成する第１の層以外の層に含有可能な活性成分は、これらに限定されるものではなく
、テルミサルタンとともに摂取することにより、薬学的効果を得られる成分であればよい
。
【００２９】
なお、本発明に係る多層錠剤としては、複数の層からなっていればよく、例えば垂直方向
に層が積み重ねられた積層錠剤や、内部層（内核）と外部層を有する有核錠剤などが挙げ
られる。積層錠剤としては、例えば二層錠剤などが挙げられる。
【００３０】
一実施形態において、本発明に係るテルミサルタン含有錠剤は、第２の層に所定量のヒド
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ロクロロチアジドを含む。ヒドロクロロチアジドの含有量は、例えば、１２．５ｍｇまた
は２５ｍｇ／錠である。なお、本発明に係るテルミサルタン含有錠剤において、第２の層
に含まれるヒドロクロロチアジドの量はこれらに限定されるものではなく、任意に変更可
能である。
【００３１】
また、一実施形態において、本発明に係るテルミサルタン含有錠剤は、第２の層に所定量
のアムロジピンベシル酸塩を含む。アムロジピンベシル酸塩の含有量は、例えば、６．９
３ｍｇ（アムロジピンとして５ｍｇ）または１３．８７ｍｇ（アムロジピンとして１０ｍ
ｇ）／錠である。なお、本発明に係るテルミサルタン含有錠剤において、第２の層に含ま
れるアムロジピンベシル酸塩の量はこれらに限定されるものではなく、任意に変更可能で
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ある。
【００３２】
本実施形態において、テルミサルタン含有錠剤の第２の層は、充填剤、結合剤、滑沢剤を
含む。また、テルミサルタン含有錠剤の第２の層は、任意に他の賦形剤や補助剤を含んで
もよい。充填剤には、公知のものを用いることができ、例えば、結晶セルロース、グルコ
ース、ラクトース、スクロースなどの糖、ソルビトール、エリスリトール、マンニトール
、ズルシトール、リビトール、キシリトールなどの糖アルコールを含む炭水化物から選択
することができる。結合剤としては、例えば、セルロース末及び結晶セルロース、コーン
スターチ、ポリビニルピロリドン（ポビドン）、ビニルピロリドン−酢酸ビニルコポリマ
ー（コポビドン）及びヒドロキシメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒド
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ロキシプロピル−セルロース及びヒドロキシプロピルメチルセルロースのようなセルロー
ス誘導体等から選択することができる。滑沢剤としては、例えば、ステアリン酸、ステア
リン酸マグネシウム、ステアリルフマル酸ナトリウム、三ベヘン酸グリセロール、軽質無
水ケイ酸等から選択することができる。
【００３３】
その他の賦形剤や補助剤には、希釈剤及び担体として、例えば、セルロース末、結晶セル
ロース、ヒドロキシメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピ
ルセルロース及びヒドロキシプロピルメチルセルロースのようなセルロース誘導体、二塩
基性リン酸塩カルシウム、コーンスターチ、アルファ化デンプン、ポリビニルピロリドン
（ポビドン）等から選択することができる。崩壊剤としては、例えば、デンプングリコー
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ル酸ナトリウム、クロスポビドン、クロスカルメロースナトリウム、カルボキシメチルセ
ルロースナトリウム及び乾燥コーンスターチ等から選択することができる。流動化剤とし
ては、例えば、コロイドシリカ、軽質無水ケイ酸、タルク等から選択することができる。
染料や顔料を含む着色剤としては、例えば、酸化鉄レッド又はイエロ、二酸化チタン、タ
ルク等から選択することができる。ｐＨ制御剤としては、例えば、クエン酸、酒石酸、フ
マル酸、クエン酸ナトリウム、二塩基性リン酸カルシウム、二塩基性リン酸ナトリウム等
から選択することができる。界面活性剤や乳化剤としては、例えば、ポリオキシエチレン
ポリオキシプロピレングリコール（ポロクサマー、プルロニック）、ポリエチレングリコ
ール、カルボキシメチルセルロースナトリウム、ポリエトキシレート化及び水素化ヒマシ
油等から選択することができる。また、これらの賦形剤及び／又は補助剤の２種以上の混
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合物を選択してもよい。
【００３４】
本発明に係るテルミサルタン含有錠剤は多層錠剤とした場合、第１の層にラウロマクロゴ
ールまたはポリソルベートを含むことにより、テルミサルタン含有錠剤の保管安定性が向
上し、マクロゴール６０００を含むことにより、打錠性、特に成形された錠剤を臼から押
し出す際に生じるバインディングを改善することができる。
【００３５】
（製造方法）
本発明に係るテルミサルタン含有錠剤は、薬学分野において公知の製造方法に従って製造
することができる。例えば、水溶性希釈剤、滑沢剤を混合し、この混合物にテルミサルタ
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ン、メグルミン、ラウロマクロゴールまたはポリソルベート、マクロゴール６０００の水
溶液をスプレーし、造粒物を得る。得られた造粒物を整粒して整粒物とし、滑沢剤を混合
して、テルミサルタンを含む打錠前粉末を得ることができる。このテルミサルタンを含む
打錠前粉末を打錠することにより、本発明に係るテルミサルタン含有錠剤を製造すること
ができる。なお、打錠は、市販の打錠機を使用して、常法により行うことができる。
【００３６】
また、本発明に係るテルミサルタン含有錠剤を多層錠剤とする場合、上記テルミサルタン
を含む打錠前粉末を得ると共に、別途、ヒドロクロロチアジドまたはアムロジピンベシル
酸塩、水溶性希釈剤を混合し、この混合物に結合剤の水溶液をスプレーし、造粒物を得る
。得られた造粒物を整粒して整粒物とし、滑沢剤を混合して第２の層用の打錠前粉末を得
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る。第１の層として前記テルミサルタンを含む打錠前粉末を充填し、次に第２の層用の打
錠前粉末を充填して打錠することにより、本発明に係るテルミサルタン含有錠剤を製造す
ることができる。なお、打錠は、市販の多層打錠機を使用して、常法により行うことがで
きる。
【実施例】
【００３７】
上述した本発明に係るテルミサルタン含有錠剤の具体的な製造例及び試験結果を示して、
より詳細に説明する。
【００３８】
（実施例１）

40

流動層造粒機（パウレック社製、機種：ＭＰ−０１）にて、Ｄ−マンニトール（３０３．
６ｇ）、軽質無水ケイ酸（アドソリダー１０１（フロイント産業）、０．４０ｇ）を給気
温度９０℃で混合した。そこにテルミサルタン（１６０．０ｇ）、メグルミン（１６０．
０ｇ）、マクロゴール６０００（日油、３２．０ｇ）、ラウロマクロゴール（NIKKOL BL‑
25（日光ケミカルズ）、１６．０ｇ）の水溶液（７２８．０ｇ）を約３．３ｇ／分でスプ
レーし、造粒物を得た。これを２２号篩で整粒し、この整粒物に、軽質無水ケイ酸（２．
４０ｇ）、ステアリン酸マグネシウム（５．６ｇ）を混合して打錠前粉末（１）を得た。
この打錠前粉末（１）を打錠機（菊水製作所製、単発打錠機）に充填して、打錠し、テル
ミサルタン含有錠剤を製した。
【００３９】
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（実施例２）
実施例１のラウロマクロゴールに替えてポリソルベート８０を用いた。流動層造粒機（パ
ウレック社製、機種：ＭＰ−０１）にて、Ｄ−マンニトール（３０３．６ｇ）、軽質無水
ケイ酸（アドソリダー１０１（フロイント産業）、０．４０ｇ）を給気温度９０℃で混合
した。そこにテルミサルタン（１６０．０ｇ）、メグルミン（１６０．０ｇ）、マクロゴ
ール６０００（日油、３２．０ｇ）、ポリソルベート８０（NIKKOL TO‑10M（日光ケミカ
ルズ）、１６．０ｇ）の水溶液（７２８．０ｇ）を約３．３ｇ／分でスプレーし、造粒物
を得た。これを２２号篩で整粒し、この整粒物に、軽質無水ケイ酸（２．４０ｇ）、ステ
アリン酸マグネシウム（５．６ｇ）を混合して打錠前粉末を得た。この打錠前粉末を打錠
機（菊水製作所製、単発打錠機）に充填して、打錠し、テルミサルタン含有錠剤（１錠当
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たりのテルミサルタン含有量は実施例１と同じ）を製した。
【００４０】
（比較例１）
流動層造粒機（パウレック社製、機種：ＭＰ−０１）にて、エリスリトール（３２２．０
ｇ）、軽質無水ケイ酸（アドソリダー１０１（フロイント産業）、０．４０ｇ）を給気温
度９０℃で混合した。そこにテルミサルタン（１６０．０ｇ）、メグルミン（１６０．０
ｇ）、ポリオキシエチレン（１６０）ポリオキシプロピレン（３０）グリコール（プルロ
ニックＦ−６８（旭電化工業）、３２．０ｇ）の水溶液（７２８．０ｇ）を約３．３ｇ／
分でスプレーし、造粒物を得た。これを２２号篩で整粒し、この整粒物に、ステアリン酸
マグネシウム（５．６ｇ）を混合して打錠前粉末を得た。この打錠前粉末を打錠機（菊水
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製作所製、単発打錠機）に充填して、打錠し、テルミサルタン含有錠剤（１錠当たりのテ
ルミサルタン含有量は実施例１と同じ）を製した。
【００４１】
（比較例２）
流動層造粒機（パウレック社製、機種：ＭＰ−０１）にて、Ｄ−マンニトール（３０３．
６ｇ）、軽質無水ケイ酸（アドソリダー１０１（フロイント産業）、０．４０ｇ）を給気
温度９０℃で混合した。そこにテルミサルタン（１６０．０ｇ）、メグルミン（１６０．
０ｇ）、マクロゴール６０００（日油、３２．０ｇ）、ポリオキシエチレン（１６０）ポ
リオキシプロピレン（３０）グリコール（プルロニックＦ−６８（旭電化工業）、１６．
０ｇ）の水溶液（７２８．０ｇ）を約３．３ｇ／分でスプレーし、造粒物を得た。これを
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２２号篩で整粒し、この整粒物に、軽質無水ケイ酸（２．４０ｇ）、ステアリン酸マグネ
シウム（５．６ｇ）を混合して打錠前粉末を得た。この打錠前粉末を打錠機（菊水製作所
製、単発打錠機）に充填して、打錠し、テルミサルタン含有錠剤（１錠当たりのテルミサ
ルタン含有量は実施例１と同じ）を製した。
【００４２】
（比較例３）
流動層造粒機（パウレック社製、機種：ＭＰ−０１）にて、エリスリトール（３２２．０
ｇ）、軽質無水ケイ酸（アドソリダー１０１（フロイント産業）、０．４０ｇ）を給気温
度９０℃で混合した。そこにテルミサルタン（１６０．０ｇ）、メグルミン（１６０．０
ｇ）、マクロゴール６０００（日油、３２．０ｇ）の水溶液（７２８．０ｇ）を約３．３
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ｇ／分でスプレーし、造粒物を得た。これを２２号篩で整粒し、この整粒物に、ステアリ
ン酸マグネシウム（５．６ｇ）を混合して打錠前粉末を得た。この打錠前粉末を打錠機（
菊水製作所製、単発打錠機）に充填して、打錠し、テルミサルタン含有錠剤（１錠当たり
のテルミサルタン含有量は実施例１と同じ）を製した。
【００４３】
（参考例１）
流動層造粒機（パウレック社製、機種：ＭＰ−０１）にて、Ｄ−マンニトール（３３５．
６ｇ）、軽質無水ケイ酸（アドソリダー１０１（フロイント産業）、０．４０ｇ）を給気
温度９０℃で混合した。そこにテルミサルタン（１６０．０ｇ）、メグルミン（１６０．
０ｇ）、マクロゴール６０００（日油、１６．０ｇ）の水溶液（７２８．０ｇ）を約３．
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３ｇ／分でスプレーし、造粒物を得た。これを２２号篩で整粒し、この整粒物に、軽質無
水ケイ酸（２．４０ｇ）、ステアリン酸マグネシウム（５．６ｇ）を混合して打錠前粉末
を得た。この打錠前粉末を打錠機（菊水製作所製、単発打錠機）に充填して、打錠し、テ
ルミサルタン含有錠剤（１錠当たりのテルミサルタン含有量は実施例１と同じ）を製した
。
【００４４】
（参考例２）
流動層造粒機（パウレック社製、機種：ＭＰ−０１）にて、エリスリトール（３３５．６
ｇ）、軽質無水ケイ酸（アドソリダー１０１（フロイント産業）、０．４０ｇ）を給気温
度９０℃で混合した。そこにテルミサルタン（１６０．０ｇ）、メグルミン（１６０．０
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ｇ）、マクロゴール１５００（日油、１６．０ｇ）の水溶液（７２８．０ｇ）を約３．３
ｇ／分でスプレーし、造粒物を得た。これを２２号篩で整粒し、この整粒物に、軽質無水
ケイ酸（２．４０ｇ）、ステアリン酸マグネシウム（５．６ｇ）を混合して打錠前粉末を
得た。この打錠前粉末を打錠機（菊水製作所製、単発打錠機）に充填して、打錠し、テル
ミサルタン含有錠剤（１錠当たりのテルミサルタン含有量は実施例１と同じ）を製した。
【００４５】
（保管安定性試験）
実施例１、２及び比較例１〜３において製した錠剤について、保管安定性を評価した。保
管安定性の評価は、２５℃、７５％ＲＨの加湿条件下、無包装状態において１週間保存後
、第十六改正日本薬局方に記載されている崩壊試験法に従い、崩壊試験を行い、評価した
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。崩壊試験は、試験液として水を用い、各錠剤６錠の平均崩壊時間を測定した。
【００４６】
（打錠性評価）
実施例１、２、比較例１〜３及び参考例１、２において、それぞれの打錠前粉末を打錠し
た際の、打錠障害（バインディング）について、評価した。
【００４７】
本発明の実施例及び比較例の測定結果を表１に示す。
【表１】
30

表中、打錠障害について、明らかなバインディングが生じた場合を（＋）とし、わずかに
バインディングが生じた場合を（±）とし、バインディングが認められなかった場合を（
−）とした。
【００４８】
表１の結果から明らかなように、ラウロマクロゴールを含む実施例１及びポリソルベート
を含む実施例２においては、加湿条件下保存後のサンプルにおいても、崩壊時間の遅延が
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認められなかったのに対して、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール（プ
ルロニック、ポロクサマー）を含むあるいは界面活性剤を含まない比較例１〜３において
は、大幅な崩壊時間の遅延が認められた。また、マクロゴール６０００を含む実施例１及
び２、比較例２及び３においては、打錠障害は認められなかったのに対して、マクロゴー
ル６０００を添加していない比較例１ではバインディングが生じ、錠剤を製すること自体
、容易ではなかった。
【００４９】
これらの結果から、ラウロマクロゴールまたはポリソルベートを添加することにより、加
湿条件下保存後のサンプルの崩壊遅延が抑制されることが明らかである。また、マクロゴ
ール６０００を添加することにより、打錠障害を抑制することができることが示された。
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【００５０】
参考例の測定結果を表２に示す。
【表２】

表中、打錠障害について、明らかなバインディングが生じた場合を（＋）とし、わずかに
バインディングが生じた場合を（±）とし、バインディングが認められなかった場合を（

10

−）とした。
【００５１】
マクロゴール６０００の添加量を比較例３の半分とした参考例１では、比較例３に比して
打錠障害の抑制効果が低下した。この結果から、打錠障害の抑制効果は、マクロゴール６
０００の添加量に依存することが示された。また、マクロゴールのグレードを低分子量の
ものに変更した参考例２においても、打錠障害をある程度抑制できた。
【００５２】
（実施例３）
流動層造粒機（パウレック社製、機種：ＭＰ−０１）にて、ヒドロクロロチアヂド（３７
．５ｇ）、Ｄ−マンニトール（３０４．５ｇ）、結晶セルロース（６６．０ｇ）を給気温
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度９０℃で混合した。ヒドロキシプロピルセルロース（９．０ｇ）の水溶液（１８０．０
ｇ）を約４．５ｇ／分でスプレーし、造粒物を得た。これを２２号篩で整粒し、この整粒
物に、ステアリン酸マグネシウム（３．０ｇ）を混合して打錠前粉末（２）を得た。打錠
機（菊水製作所製、ロータリー式二層打錠機）に、第１の層として実施例１の打錠前粉末
（１）を充填し、次に第２の層として打錠前粉末（２）を充填して打錠し、１錠あたり４
８０．０ｍｇの二層錠を得た。この二層錠の打錠工程において、打錠障害（バインディン
グ）は認められなかった。また、この二層錠について、上記保管安定性試験と同様の試験
を行ったところ、崩壊時間の遅延は認められなかった。
【００５３】
以上説明したように、本実施例に係るテルミサルタン含有錠剤においては、テルミサルタ
ンにラウロマクロゴールまたはポリソルベートを添加することにより、保管安定性を向上
させることができる。また、マクロゴール６０００を含むことにより、打錠性を改善する
ことができる。
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