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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
坐剤の頭部に位置する直腸上部移動性層と、坐剤の底部に位置する直腸下部滞留性層を有
する、２層坐剤であって、
坐剤の頭部がジオクチルソジウムスルホサクシネート及びハードファットを含有し、かつ
カルボキシビニルポリマーを含有しない速溶性の直腸上部移動性層からなり、坐剤の底部
がカルボキシビニルポリマー及びハードファットを含有し、かつ非イオン性界面活性剤を
含有しない遅溶性の直腸下部滞留性層からなることを特徴とする坐剤。
【請求項２】
坐剤底部の直腸下部滞留性層が痔疾用の薬効成分を含有することを特徴とする請求項１に
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記載の坐剤。
【請求項３】
痔疾用の薬効成分が、局所麻酔剤、ロートエキス、血管収縮剤、副腎皮質ホルモン、収斂
剤、殺菌剤、サルファ剤、抗ヒスタミン剤、クロタミトン、消炎剤、痔疾用生薬、ビタミ
ン類、カンフル、メントール類及びユーカリ油から選ばれる１種又は２種以上からなる請
求項２に記載の坐剤。
【請求項４】
痔疾患者の、痔治療とともに、排便時の苦痛又は排便恐怖感を取り除くための、請求項１
〜３のいずれか1項に記載の坐剤。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、坐剤挿入時の苦痛が軽減され、かつ、排便時の苦痛も軽減された坐剤に関す
るもので、特に、痔疾患に好適な坐剤に関する。
【背景技術】
【０００２】
坐剤とは、薬剤と基剤を混ぜて魚雷又は紡錘形状に成型して、肛門に挿入し、体温によ
って溶解するか又は直腸に存在する水分（分泌液）によって溶解する固形外用剤であり、
その特徴は、内服薬のように肝臓による薬物の分解が少ないこと、胃腸内での分解がなく
薬物による胃腸障害もないこと等であるが、一方で、挿入時に痛みを伴うことや体温で溶
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けるため冷所保存が必要であるという問題もある。
【０００３】
特に、痔疾用坐剤では挿入時の痛みは深刻な問題であり、これまでに、挿入時の苦痛を
軽減する技術として以下のものが開示されている。
１）挿入時に流れ落ちない程度の粘度を有する半固形状物質を坐剤の先端部に付着または
配合させた製剤（特許文献１参照）。
２）坐剤先端部の融点を低くして挿入時に先端が容易に溶融して潤滑作用をもたせ、基部
は通常の坐剤溶融温度にして挿入時の指温度による溶融・変形の生じない多層型にした坐
剤（特許文献２）。
【特許文献１】特開昭６２−１７５４２０号公報
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【特許文献２】特開昭６２−１９２３２０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
上述の坐剤挿入時の苦痛軽減技術とは別に、特に、痔疾患者にとっては、便の大きさや
硬さは排便時の苦痛のみならず患部治療に悪影響も与えてしまうこと、加えて、出にくい
便も深刻な問題であり排便時のいきみの繰返しは痔疾患の憎悪に繋がるという課題がある
ことに本発明者は着目した。
【０００５】
更に、本課題を解決する製剤技術がこれまでに存在しないことにも初めて気付いた。
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【０００６】
即ち、本発明が解決しようとする課題は、挿入時の苦痛を軽減すると共に、上述のよう
な排便時における課題（排便痛および排便恐怖感）も解決した坐剤、特に、痔疾患治療用
坐剤製剤組成物を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明者は、上記課題を解決すべく鋭意研究を行った結果、坐剤が、直腸上部移動性層
と直腸下部滞留性層の２層を有する坐剤であり、該直腸上部移動性層を速溶性に、かつ、
該直腸下部滞留性層を遅溶性及び／又は膨潤性にすれば解決できることを見出した。
【０００８】
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より詳しくは、直腸上部移動性層が直腸下部滞留性層を覆うか、又は、坐剤の頭部が直
腸上部移動性層で底部が直腸下部滞留性層である、２層坐剤とすることにより、本発明を
完成するに至った。更に好ましくは、坐剤頭部先端部又は坐剤頭部表面に潤滑剤層を有す
る３層坐剤とすることにより課題が解決できることを見出した。
【０００９】
すなわち、本発明は、以下のとおりである。
（１）直腸上部移動性層と直腸下部滞留性層とを有することを特徴とする坐剤。
（２）直腸上部移動性層が速溶性であり、直腸下部滞留性層が遅溶性及び／又は膨潤性で
あることを特徴とする（１）に記載の坐剤。
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（３）坐剤芯部が直腸下部滞留性層で、その外殻が直腸上部移動性層からなることを特徴
とする（１）に記載の坐剤。
（４）坐剤の頭部が直腸上部移動性層からなり、坐剤の底部が直腸下部滞留性層からなる
ことを特徴とする（１）に記載の坐剤。
（５）坐剤頭部先端部又は坐剤頭部表面に潤滑剤層を有することを特徴とする（１）〜（
４）のいずれか１に記載の坐剤。
（６）潤滑剤層が、直腸上部移動性層の融点よりも低い融点の基剤、又は潤滑剤からなる
、（５）に記載の坐剤。
（７）直腸上部移動性層が界面活性成分を含有することを特徴とする（１）〜（６）のい
ずれか１に記載の坐剤。
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（８）界面活性成分がジオクチルソジウムスルホサクシネートである（７）に記載の坐剤
。
（９）直腸下部滞留性層が痔疾用の薬効成分を含有することを特徴とする（１）〜（８）
のいずれか１に記載の坐剤。
（１０）痔疾用の薬効成分が、局所麻酔剤、ロートエキス、血管収縮剤、副腎皮質ホルモ
ン、収斂剤、殺菌剤、サルファ剤、抗ヒスタミン剤、クロタミトン、消炎剤、痔疾用生薬
、ビタミン類、カンフル、メントール類及びユーカリ油から選ばれる１種又は２種以上か
らなる（９）に記載の坐剤。
（１１）痔疾患者の、痔治療とともに、排便時の苦痛又は排便恐怖感を取り除くための、
（１）〜（１０）のいずれか1に記載の坐剤。
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【００１０】
本発明の坐剤において、速溶性とは挿入後すばやく溶解すること、また遅溶性とは徐々
に溶解することをさす。かかる坐剤に含まれる基剤は、当該目的を達成する基剤であれば
特に限定されるものではないが、具体的には、融点温度が直腸温度より低い基剤を用いれ
ば速溶性となり、逆に、融点温度が直腸温度に近い基剤を用いれば徐々に溶解し、遅溶性
となる。また、直腸の水分（分泌液）の吸収速度を調節することによって速溶性と遅溶性
を達成することもできる。
【００１１】
本発明において、「直腸上部移動性層」とは、坐剤挿入後に溶解することにより、直腸
上部さらには大腸まで到達する部分を含有する部分をさす。従って、該直腸上部移動性層
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は直腸温度によりすばやく溶け出すことが好ましい。また、直腸上部移動性層に含まれる
成分は、溶出後、直腸上部さらには大腸まで到達するため、直腸上部移動性層に含まれる
成分としては、便の表面張力を低下させて便に水分吸収させて便を軟らかくすると共に、
便が腸壁面を滑り易くする界面活性作用を有する成分や、腸内で炭酸ガスを発生し、蠕動
運動を亢進することにより排便を促進する発泡性の成分が好ましい。本発明における直腸
上部移動性層に含まれる成分としては、界面活性作用を有する成分を含有することが特に
好ましい。界面活性作用を有する成分としては、例えば、ジオクチルソジウムスルホサク
シネートが挙げられ、発泡性の成分としては、炭酸水素ナトリウム及び無水リン酸二水素
ナトリウムの組み合わせが挙げられる。本発明における直腸上部移動性層に含まれる成分
としては、ジオクチルソジウムスルホサクシネートが好適である。

40

【００１２】
本発明において、「潤滑剤層」とは、坐剤が肛門部に接触すると潤滑剤の作用をもたら
す部分をさす。該潤滑剤層に含まれる成分は、前記作用をもたらすものであれば特に限定
されないが、常温で垂れない程度のワセリン、プラスチベース、オリーブ油又はグリセリ
ン等の潤滑剤、又は、該直腸上部移動性層の融点よりも低い融点の基剤、好ましくは直腸
上部移動性層の融点よりも１〜４℃低い融点の基剤から構成される。直腸上部移動性層の
融点よりも低い融点の基剤としては、直腸上部移動性層の融点よりも低い融点を持つマク
ロゴールやハードファットを用いることができ、好適には、直腸上部移動性層の融点より
１〜４℃低い融点を持つマクロゴールやハードファットを用いることができる。当該潤滑
剤層の存在によって、坐剤が容易かつ苦痛なく挿入できる。
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【００１３】
本発明において、「直腸下部滞留性層」とは、坐剤挿入後に患部に滞留し易くなる部分
をさす。従って、該直腸下部滞留性層は、直腸温度により徐々に溶け出す性質及び／又は
膨潤する性質を有する。該直腸下部滞留性層は、溶出した成分が患部に滞留するので、痔
疾患に対する薬効をもたらす成分を含有する。該直腸下部滞留性層に含まれる痔疾用の薬
効成分としては、局所麻酔剤、ロートエキス、血管収縮剤、副腎皮質ホルモン、収斂剤、
殺菌剤、サルファ剤、抗ヒスタミン剤、クロタミトン、消炎剤、痔疾用生薬、ビタミン類
、カンフル、メントール及びユーカリ油から選ばれる１種又は２種以上からなるものが好
ましい。
【００１４】
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本発明において、「局所麻酔剤」とは、アミノ安息香酸エチル、塩酸ジブカイン、塩酸
パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル、塩酸プロカイン、塩酸メプリルカイン
、塩酸リドカイン、オキシポリエトキシドデカン、ジブカイン、メピバカイン、リドカイ
ン又はロートエキス等が挙げられる。
【００１５】
本発明において、「血管収縮剤」とは、エピネフリン、塩酸エフェドリン、塩酸テトラ
ヒドロゾリン、塩酸ナファゾリン、塩酸フェニレフリン又はｄｌ−塩酸メチルエフェドリ
ン等が挙げられる。
【００１６】
本発明において、「副腎皮質ホルモン」とは、酢酸ヒドロコルチゾン、酢酸プレドニゾ
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ロン、ヒドロコルチゾン又はプレドニゾロン等が挙げられる。
【００１７】
本発明において、「収斂剤」とは、酸化亜鉛又はタンニン酸等が挙げられる。
【００１８】
本発明において、「殺菌剤」とは、アクリノール、アルキルポリアミノエチルグリシン
、イソプロピルメチルフェノール、塩化セチルピリジニウム、塩化デカリニウム、塩化ベ
ルベリン、塩化ベンザルコニウム、塩酸クロルヘキシジン、グルコン酸クロルヘキシジン
、セトリムド又はレゾルシン等が挙げられる。
【００１９】
本発明において、「サルファ剤」とは、スルファジアジン、スルフイソミジン、スルフ
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イソミジンナトリウム又はホモスルファミン等が挙げられる。
【００２０】
本発明において、「抗ヒスタミン剤」とは、塩酸ジフェニルピラリン、塩酸ジフェンヒ
ドラミン、ジフェンヒドラミン又はマレイン酸クロルフェニラミン等が挙げられる。
【００２１】
本発明において、「消炎剤」とは、アラントイン、アルミニウム・クロルヒドロキシア
ラントイネート、イクタモール、塩化リゾチーム、乾燥硫酸アルミニウムカリウム、グリ
チルレチン酸、ジメチルイソプロピルアズレン、精製卵黄レシチン、卵黄油又は硫酸アル
ミニウムカリウム等が挙げられる。
【００２２】

40

本発明において、「痔疾用生薬」とは、シコン、セイヨウトチノキ種子、ハマメリス又
は加工ダイサン等が挙げられる。
【００２３】
本発明において、「ビタミン類」とは、肝油、強肝油、パルミチン酸レチノール、ビタ
ミンＡ油、酢酸トコフェロール又はトコフェロール等が挙げられる。
【００２４】
本発明において、「カンフル」とは、ｄ−カンフル又はｄｌ−カンフルが挙げられる。
【００２５】
本発明において、「メントール類」とは、ハッカ油、ｌ−メントール又はｄｌ−メント
ール等が挙げられる。
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【００２６】
本発明において、「痔疾用」とは、痔疾患に用いることをさし、痔疾患とは大きく分け
て痔核（いぼ痔）、裂肛（きれ痔）及び痔ろう（あな痔）である。
【発明の効果】
【００２７】
本発明の、直腸上部移動性層と直腸下部滞留性層の２層を有する坐剤は、該直腸上部移
動性層がすばやく溶けて直腸上部や大腸に移動して、発泡性の成分や界面活性作用を有す
る成分により便を軟らかくし、かつ、腸管から便の滑りを良くすることにより、便が軟ら
かくかつ出やすくなり、排便時の苦痛（排便痛および排便恐怖感）を軽減するとともに痔
疾患の悪化も防ぐ。また、直腸下部滞留性層が徐々に溶けて膨潤するため、痔疾疾患に対
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する薬効成分が長時間患部に留まることにより、効果的な痔疾患の治療が可能となる。更
に、坐剤頭部先端部又は坐剤頭部表面に潤滑剤層を有する３層坐剤では、坐剤挿入時の苦
痛も軽減できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
坐剤が、直腸上部移動性層と直腸下部滞留性層の２層を有する坐剤であり、より詳しく
は、直腸下部滞留性層を坐剤芯部とし、その外殻として直腸上部移動性層が直腸下部滞留
性層を覆うか、又は、坐剤の頭部が直腸上部移動性層で底部が直腸下部滞留性層である、
２層坐剤とする。
【００２９】
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更に好ましくは、坐剤頭部先端部又は坐剤頭部表面に潤滑剤層として潤滑剤が塗布され
た３層坐剤とする。
【００３０】
該直腸上部移動性層は直腸温や直腸分泌液によりすばやく溶解する公知の基剤と、公知
の界面活性成分及び／又は公知の発泡性の成分とからなり、該直腸下部滞留性層は直腸温
で徐々に溶解する公知の基剤と膨潤性のある公知の基剤、及び、公知の痔疾用薬効成分か
らなる。
【００３１】
本発明における基剤としては、上記目的に合致するものであれば特に限定されないが、
種々の融点を有する坐薬基剤としてハードファット（以下、ウイテプゾールとも称する。
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）が、また、水分の吸収によって溶解するものとしてポリビニルアルコールやペクチン等
が選択される。
【００３２】
例えば、本発明における直腸上部移動性層には、基剤としてハードファットが好適に使
用され、その中に有効量の界面活性成分や発泡性の成分を含有させる。前記ハードファッ
トは、1種を用いてもよく、融点の異なる２種以上を組み合わせて用いてもよい。なお、
ハードファットを1種又は２種以上を組み合わせることにより、直腸上部移動性層の融点
を所望の温度に調整できるが、直腸上部移動性層が速溶性となるために、直腸上部移動性
層の融点が直腸温以下になるよう、ハードファットを1種又は２種以上を組み合わせて配
合することが好ましい。また、直腸上部移動性層には、さらに所望により、ハードファッ
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ト以外の基剤と組み合わせて配合することも可能である。
【００３３】
また、直腸上部移動性層に界面活性成分を配合する際の界面活性剤の配合比は、界面活
性剤がジオクチルソジウムスルホサクシネートの場合、直腸上部移動性層に含まれる成分
の総重量の０．２〜１％が好ましく、０．４〜０．８％がより好ましい。
【００３４】
本発明における直腸下部滞留性層には、基剤として、ハードファット（ウイテプゾール
）が好適に使用され、その中に、さらに膨潤性の基剤や有効量の痔疾用の薬効成分を含有
させるのが好ましい。直腸下部滞留性層に含有されるハードファットは、1種を用いても
よく、融点の異なる２種以上を組み合わせて用いてもよい。なお、ハードファットを1種
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又は２種以上を組み合わせることにより、直腸下部滞留性層の融点を所望の温度に調整で
きるが、直腸下部滞留性層が遅溶性の場合は、直腸下部滞留性層の融点が、直腸上部移動
性層の融点よりも高くなるよう、ハードファットを1種又は２種以上を組み合わせて用い
ることが好ましい。この場合、直腸上部移動性層の融点と、直腸下部滞留性層の融点との
差が０．１℃以上あることが好ましい。
【００３５】
本発明にかかる直腸下部滞留性層には、さらにポリビニルアルコールやペクチン等を基
剤として配合してもよい。直腸下部滞留性層にポリビニルアルコールを配合する場合の配
合比は、直腸下部滞留性層に含まれる成分の総重量の０．２〜１４％が好ましく、１〜７
％がより好ましい。直腸下部滞留性層にペクチンを配合する場合の配合比は、直腸下部滞

10

留性層に含まれる成分の総重量の２〜２６％が好ましく、４〜１３％がより好ましい。
【００３６】
また、直腸下部滞留性層に含有される膨潤性の基剤としては、例えば、アクリル酸重合
体、ポリガムアルカリ金属塩、層状ケイ酸鉱物及びアクリル酸デンプン等が挙げられるが
、アクリル酸重合体が好ましい。アクリル酸重合体とは、ポリアクリル酸、ポリアクリル
酸塩、ポリアクリル酸部分中和物又はその塩であり、好適には、カルボキシビニルポリマ
ーである。直腸下部滞留性層における膨潤性の基剤の配合比は、膨潤性の基剤がカルボキ
シビニルポリマーの場合、直腸下部滞留性層に含まれる成分の総重量の１〜１５％が好ま
しく、５〜８％がより好ましい。
20

【００３７】
また、直腸下部滞留性層には、所望により、さらにその他の基剤を組み合わせて配合す
ることも可能である。
界面活性成分のジオクチルソジウムスルホサクシネートは日本薬局方外医薬品規格２００
２及び医薬品添加物辞典２００５に収載されている。
【００３８】
ハードファット等の基剤やカルボキシビニルポリマー等の膨潤性の基剤は医薬品添加物
辞典２００５に収載されている。
【００３９】
その他、公知の痔疾用の薬効成分の多くは第１５改正日本薬局方に収載されており、容

30

易に入手できる。
【実施例】
【００４０】
以下に、実施例及び試験例を示し、本発明をさらに詳細に説明するが、本発明の範囲は
これらに限定されるものではない。
【００４１】
（実施例１）
●直腸上部移動性層

１０００ｍｇ中（ｍｇ）

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ジオクチルソジウムスルホサクシネート
ウイテプゾールＨ１２
●直腸下部滞留性層

５
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９９５
１０００ｍｇ中（ｍｇ）

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
塩酸フェニレフリン
ジブカイン
酢酸ヒドロコルチゾン
酸化亜鉛
軽質無水ケイ酸
カルボキシビニルポリマー

５
１０
５
１００
３０
１５０
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７００

（製法）
加温溶融（５０℃〜７０℃）した坐剤基剤（ウイテプゾール）に、各上記成分及び分量
を撹拌しながら分散せしめ、第１５改正日本薬局方製剤総則「坐剤」の項に準じて坐剤を
製した。
【００４２】
（実施例２）
●直腸上部移動性層

１０００ｍｇ中（ｍｇ）

10

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ジオクチルソジウムスルホサクシネート
ウイテプゾールＷ３５
●直腸下部滞留性層

１０
９９０

１０００mｇ中（ｍｇ）

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
塩酸テトラヒドロゾリン

１

リドカイン

６０

酢酸ヒドロコルチゾン

５

アラントイン

２０

酢酸トコフェロール

６０

軽質無水ケイ酸

２０

カルボキシビニルポリマー

７５

ウイテプゾールＥ７５

20

７５９

（製法）
実施例１と同様の方法で製造した。
【００４３】
30

（実施例３）
●直腸上部移動性層

１０００ｍｇ中（ｍｇ）

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ジオクチルソジウムスルホサクシネート
ウイテプゾールＨ１２
●直腸下部滞留性層

４０
９６０

１０００ｍｇ中（ｍｇ）

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
塩酸ジフェンヒドラミン

１０

リドカイン

６０

酢酸ヒドロコルチゾン

５

アラントイン

１０

酢酸トコフェロール

５０

ｌ―メントール
塩酸クロルヘキシジン

９
５

軽質無水ケイ酸

２０

カルボキシビニルポリマー

７５

ウイテプゾールＷ３５

40

７５６

（製法）
実施例１と同様の方法で製造した。
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【００４４】
（実施例４）
●直腸上部移動性層

１０００ｍｇ中（ｍｇ）

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ジオクチルソジウムスルホサクシネート
ウイテプゾールＨ１２
●直腸下部滞留性層

２０
９８０

１０００mｇ中（ｍｇ）

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
塩酸ジフェンヒドラミン

１０

リドカイン

６０

酢酸ヒドロコルチゾン

５

アラントイン

１０

酢酸トコフェロール

５０

ｌ―メントール
塩酸クロルヘキシジン

９
５

軽質無水ケイ酸

２０

カルボキシビニルポリマー

７５

ウイテプゾールＷ３５

10

７５６
20

●潤滑剤層
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
白色グリセリン

適量

（製法）
実施例１と同様の方法で製造した。
【００４５】
（試験例１）効果試験
（１）被験物質
実施例１及び２のものを被験物質として使用した。なお、今回試作した被験物質は、直

30

腸上部移動性層が坐剤の上半分（頭部）に位置し、直腸下部滞留性層は坐剤の下半分（底
部）に位置するように製造した。
【００４６】
（２）試験方法
健常ボランティア２名について日時を変えて２回投与してもらい、排便時に表５〜６の
評価スコアに印を付けてもらった。
【００４７】
（表５）

40

本発明の坐剤を使用した時を、坐剤を使用しなかった時と比べて、便の硬さはどうでし
たか。
１．硬くなった
２．やや硬くなった
３．変わらない
４．やや軟らかくなった
５．軟らかくなった
（表６）
本発明の坐剤を使用した時を、坐剤を使用しなかった時と比べて、便の出やすさ（いき
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みの程度）はどうでしたか。
１．出しにくくなった（強いいきみが必要であった）
２．やや出しにくくなった（やや強いいきみが必要であった）
３．変わらない
４．やや出しやすくなった（いきみがやや少なくてすんだ）
５．軟らかくなった（いきみが少なくてすんだ）
（４）試験結果
得られた試験の結果は、いずれの場合も４となり、便の硬さ、及び、便の出しやすさの
10

改善効果が発現した。
【００４８】

（実施例５）
●直腸上部移動性層

６００ｍｇ中（ｍｇ）

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ジオクチルソジウムスルホサクシネート

２．５

ウイテプゾールＷ３５

４７８．０

ウイテプゾールＥ８５

１１９．５
20

●直腸下部滞留性層

１０００ｍｇ中（ｍｇ）

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
カルボキシビニルポリマー

６５．０

ウイテプゾールＷ３５

７４８．０

ウイテプゾールＥ８５

１８７．０

（製法）
加温溶融（５０℃〜７０℃）した坐剤基剤（ウイテプゾール）に、各上記成分及び分量
を撹拌しながら分散せしめ、第１５改正日本薬局方製剤総則「坐剤」の項に準じて坐剤を
30

製した。
【００４９】
（実施例６）
●直腸上部移動性層

６００ｍｇ中（ｍｇ）

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ジオクチルソジウムスルホサクシネート

５．０

ウイテプゾールＷ３５

４７６．０

ウイテプゾールＥ８５

１１９．０

●直腸下部滞留性層

１０００ｍｇ中（ｍｇ）
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−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
カルボキシビニルポリマー

６５．０

ウイテプゾールＷ３５

７４８．０

ウイテプゾールＥ８５

１８７．０

（製法）
実施例５と同様の方法で製造した。
【００５０】
（実施例７）
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６００ｍｇ中（ｍｇ）

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ジオクチルソジウムスルホサクシネート

２．５

ウイテプゾールＷ３５

４７８．０

ウイテプゾールＥ８５

１１９．５

●直腸下部滞留性層

１０００ｍｇ中（ｍｇ）

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
酢酸プレドニゾロン

１．０

リドカイン

８．０

マレイン酸クロルフェニラミン

１．６

酢酸トコフェロール

４．８

西洋トチノキ種子エキス

２５．０（原生薬１５０ｍｇ相当）

カルボキシビニルポリマー

６５．０

ウイテプゾールＷ３５

７１５．７

ウイテプゾールＥ８５

１７８．９
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（製法）
実施例５と同様の方法で製造した。
【００５１】

20

（試験例２）効果試験
（１）被験物質
実施例５〜７のものを被験物質として使用した。なお、今回試作した被験物質は、直腸
上部移動性層が坐剤の上半分（頭部）に位置し、直腸下部滞留性層は坐剤の下半分（底部
）に位置するように製造した。
【００５２】
（２）試験方法および試験結果１

30

健常ボランティア９名について、試験例１と同じ評価スコア（表５〜６）に印を付けて
もらった。得られた試験結果を表７に示す（表中の数値は９名の平均値である）。
【００５３】
【表７】

40
表７の結果より、本発明の坐剤（実施例５）は、便の硬さ、及び、便の出しやすさの改善
効果が発現することが判った。
【００５４】
（３）試験方法および試験結果２
実施例５を投与した健常ボランティア９名のうち、便の硬さのスコアが４以上の人４名
（以下、改善群と称す）については、再度、実施例５を投与した結果を表８に示す。
また、便の硬さのスコアが３以下の人５名（以下、非改善群と称す）については実施例６
を投与した結果を表９に示す。
【００５５】
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【表８】

表８の結果より、本発明の坐剤（実施例５）の繰り返し投与においても、便の硬さ、及び
、便の出しやすさの改善効果は概ね不変であることが判った。
【００５６】
【表９】

10

表９の結果より、実施例５の投与で便の硬さに改善がみられない場合、直腸上部移動性層
中の界面活性成分の増量によって、便の硬さ、及び、便の出しやすさが改善されることが
判った。
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【００５７】
（４）試験方法および試験結果３
実施例５を投与した健常ボランティア９名のうち、ステロイド類に過敏な１名を除く８
名について、実施例７を投与した結果を表１０に示す。
【００５８】
【表１０】
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表１０の結果より、痔疾治療成分を含有した製剤（実施例７）と含有しない製剤（実施例
５）とで大きな相違は見られず、いずれの場合も便の硬さ、及び、便の出しやすさが改善
していることが判った。
【産業上の利用可能性】
【００５９】
本発明の、直腸上部移動性層と直腸下部滞留性層の２層を有する坐剤は、該直腸上部移
動性層がすばやく溶けて直腸上部や大腸に移動して、薬効成分により便を軟らかくし、か
つ、腸管から便の滑りを良くすることにより、便が軟らかくかつ出やすくなり、排便時の
苦痛を軽減するとともに痔疾患の悪化も防ぐことが可能となるため有用である。更に、坐
剤頭部先端部又は坐剤頭部表面に潤滑層を有する３層坐剤では、坐剤挿入時の苦痛が軽減
されるため有用である。また、直腸下部滞留性層が徐々に溶けて膨潤するため、痔疾用薬
効成分が長時間患部に留まることにより、効果的な痔疾患の治療が可能となる。
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