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(57)【要約】
　パーキンソン病の症状を治療する方法は、長期間（例えば、１ヶ月又は１年）、治療的
有効量のラサギリンを対象に全身送達するために、リザーバ・ベースの薬剤送達組成物を
対象に移植することを含む。薬剤送達組成物は、酒石酸ラサギリン及び任意には、収着促
進剤を含む、少なくとも１つの離散性固体剤形（例えば、１つ以上のペレット）を含むリ
ザーバを形成する速度制御賦形剤（例えば、エラストマーポリマー）を含むことができる
。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リザーバを形成するエラストマーポリマーを含む薬剤溶出速度制御賦形剤を含む薬剤送
達組成物であって、そして
　前記リザーバが酒石酸ラサギリンを含む少なくとも１つの離散性固体剤形を含み、
　ここで、前記薬剤送達組成物が移植可能剤形である、薬剤送達組成物。
【請求項２】
　前記エラストマーポリマーが、熱可塑性エラストマー含有ポリウレタン系ポリマー、ポ
リエーテル系ポリマー、ポリシリコーン系ポリマー、ポリカーボネート系ポリマー、又は
それらの組合せである、請求項１に記載の薬剤送達組成物。
【請求項３】
　前記エラストマーポリマーが、ポリエーテル系ポリウレタンを含む、請求項１に記載の
薬剤送達組成物。
【請求項４】
　前記ポリエーテル系ポリウレタンが、ポリ（テトラメチレンオキシド）、及び重合され
た４、４′－ジイソシアナトジシクロヘキシルメタン（Ｈ１２ＭＤＩ）及び１，４－ブタ
ンジオールを含む脂肪族ポリエーテル系ポリウレタンである、請求項３に記載の薬剤送達
組成物。
【請求項５】
　前記ポリエーテル系ポリウレタンが、８７Ａ未満のショア硬度を有する、請求項４に記
載の薬剤送達組成物。
【請求項６】
　前記エラストマーポリマーが、ポリエーテルアミドを含む、請求項１に記載の薬剤送達
組成物。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの離散性固体剤形が円筒形状である、請求項１に記載の薬剤送達組
成物。
【請求項８】
　前記リザーバが、５～１０の離散性固体剤形を含む、請求項１に記載の薬剤送達組成物
。
【請求項９】
　前記離散性固体剤形が、約２００ｍｇ～約５００ｍｇの酒石酸ラサギリンを含む、請求
項８に記載の薬剤送達組成物。
【請求項１０】
　前記薬剤溶出速度制御賦形剤が、円筒形状に形成される、請求項１に記載の薬剤送達組
成物。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つの離散性固体剤形が、クロスカルメロースナトリウム、カルボキシ
メチルスターチナトリウム、デンプングリコール酸ナトリウム、アクリル酸ナトリウム誘
導体、コンドロイチン硫酸、ポリグルタミン酸、ポリアスパラギン酸、及びそれらの組合
せから成る群から選択される少なくとも１つの収着促進剤を含む、請求項１に記載の薬剤
送達組成物。
【請求項１２】
　パーキンソン病の１つ以上の症状の処置方法であって、
　治療的有効量のラサギリンを対象に少なくとも１ヶ月間、全身に送達するために、リザ
ーバ・ベースの薬剤送達組成物を前記対象に移植することを含み、
　ここで、前記薬剤送達組成物が少なくとも１種のポリマーを含む賦形剤により囲まれる
酒石酸ラザギリンを含む少なくとも１つの離散性固体剤形を含む、方法。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つの離散性固体剤形が、以下：
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　前記少なくとも１つの離散性固体剤形の総重量に基づいて７５～９７重量％の酒石酸ラ
サギリン；
　前記少なくとも１つの離散性固体剤形の総重量に基づいて１～２５重量％の少なくとも
１つの収着促進剤；及び
　前記少なくとも１つの離散性固体剤形の総重量に基づいて０～５重量％の滑剤、
を含む、請求項１２に記載のパーキンソン病の１つ以上の症状の処置方法。
【請求項１４】
　前記治療的有効量のラサギリンが、擬ゼロ次速度で送達される、請求項１２に記載のパ
ーキンソン病の１つ以上の症状の処置方法。
【請求項１５】
　前記薬剤送達組成物が、治療的有効量でラサギリンを放出するためにインビボでの賦形
剤の浸食又は分解を必要としない、請求項１２に記載のパーキンソン病の１つ以上の症状
の処置方法。
【請求項１６】
　前記治療的有効量のラサギリンが約１００～約１０００μｇ／日の目標範囲で対象に送
達される、請求項１２に記載のパーキンソン病の１つ以上の症状の処置方法。
【請求項１７】
　前記方法がパーキンソン病の対象の症状を処置するために単剤療法として使用される、
請求項１２に記載のパーキンソン病の１つ以上の症状の処置方法。
【請求項１８】
　前記方法が１つ以上の他のドーパミン作動薬療法に加えて補助療法として使用される、
請求項１２に記載のパーキンソン病の１つ以上の症状の処置方法。
【請求項１９】
　前記少なくとも１つのポリマーが、熱可塑性エラストマー含有ポリウレタン系ポリマー
、ポリエーテル系ポリマー、ポリシリコーン系ポリマー、ポリカーボネート系ポリマー、
又はそれらの組合せである、請求項１２に記載のパーキンソン病の１つ以上の症状の処置
方法。
【請求項２０】
　前記少なくとも１つのポリマーが、ポリエーテル系ポリウレタンを含む、請求項１２に
記載のパーキンソン病の１つ以上の症状の処置方法。
【請求項２１】
　皮下送達システムであって、
　ポリマー製の速度制御賦形剤により囲まれる、少なくとも１つの離散性固体剤形を含む
エラストマーリザーバインプラントを含み、
　前記少なくとも１つの離散性固体剤形が酒石酸ラサギリンを含み、
　ここで、前記皮下送達システムが、少なくとも１ヶ月間、治療的有効量のラサギリンを
ゼロ次又は擬セロ次速度で対象に供給するのに適切な溶出速度で、ラサギリンの放出を提
供する、皮下送達システム。
【請求項２２】
　薬剤送達組成物を皮下配置するためのキットであって、
　酒石酸ラサギリンを含む少なくとも１つの離散性固体剤形を含むリザーバを形成するポ
リマー製の速度制御賦形剤を含むリザーバ・ベースの薬剤送達組成物；及び
　皮膚の下に前記リザーバ・ベースの薬剤送達組成物を挿入するためのインプランターを
含む、キット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願に関する相互参照
　本出願は、２０１２年８月８日に提出された米国特許出願第６１／６８０，９１３号及
び２０１１年１０月２４日に提出された米国特許出願第６１／５５０，６５３号に対する
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優先権を主張し、それらの出願は、参照により全体が本明細書に組込まれる。
【０００２】
　発明の分野
　本発明は、治療的有効量のラザギリンを、擬－ゼロ次速度で、長時間（例えば、少なく
とも１ヶ月、１年、等）、送達するために、対象中に移植できるリザーバ・ベースの薬剤
送達組成物に関する。
【背景技術】
【０００３】
　発明の背景
　薬剤組成物には、多くの異なった形があり、そして幾つかの異なった経路、例えば経口
、非経口、局部、静脈内、皮下、鼻腔内、等を通じて患者に投与され得る。活性及び所望
の処置に依存して、異なった投与経路が好ましい場合がある。
【０００４】
　幾つかの疾患及び状態は長期間続き、数週間、数ヶ月又は数年もの間、治療を要する。
典型的には、従来の経口剤形（例えば、錠剤又はカプセル）を取る患者は、治療期間中１
日当たり少なくとも１回の経口投与を必要とされ得る。例えば、患者は、１年又はそれ以
上の間、１日当たり２度の経口投与が必要な場合がある。長期間にわたって連続投与を必
要とする治療に関する問題は、しばしば、患者が服薬を遵守しない場合があるということ
である。換言すれば、患者は、忘れたり、治療が不要であると信じたり、又は非常に長い
期間にわたって多くの薬剤を飲まなければならないことに疲れてくることがあるというこ
とである。従って、それらの服薬遵守の問題を軽減できると共に、患者に効果的且つ効率
的な治療を提供する治療方法が必要とされる。
【０００５】
　パーキンソン病は、５５歳以上の人々の１％を含め、米国で百万人以上の人々に影響を
及ぼす進行性神経変性疾患である。パーキンソン病は、運動障害、例えば動作緩慢（すな
わち、動きの遅さ）、震え、筋硬直及び姿勢の不安定性をもたらすドーパミン作動性ニュ
ーロンの患者の選択的損失により特徴づけられる。パーキンソン病の症状の治療は典型的
には、ドーパミンの置換又は増強に焦点を当てている。これはしばしば、ドーパミン受容
体アゴニストの投与、又はドーパミン受容体レボドーパを通して達成される。モノアミン
オキシダーゼＢ（ＭＡＯ－Ｂ）阻害剤、例えばラサギリン及びセレギリンは、パーキンソ
ン病の症状のための別の一次治療を提供するか、又は他の薬剤、例えばレボドーパの他に
、補助療法として役立つ。パーキンソン病が進行するにつれて、「ウェアリング・オフ」
（wearing off）を包含する運動合併症が生じる。「ウェアリング・オフ」とは、次の投
与の前、症状、例えば運動症状（例えば、震え及びバランスン関する問題）、非運動症状
（例えば、不安、疲労、気分の変化及び不穏）、及び自律神経系機能障害（例えば、発汗
及び唾液分泌過多）の再現を引き起す、投薬の有効性を低める期間により特徴づけられる
現像である。パーキンソン病の症状の治療は典型的には、何年も、すなわち患者の人生の
残りの期間、続く。
【０００６】
　従って、長期間にわたって比較的一定の速度でパーキンソン病の症状を治療する、治療
的有効量の薬剤を提供する効果的剤形についての必要性が残っている。
【発明の概要】
【０００７】
　本発明の態様によれば、長期間（例えば、少なくとも１ヶ月、少なくとも６ヶ月、少な
くとも１年、少なくとも１８ヶ月、少なくとも２年、少なくとも３０ヶ月、等）、治療的
有効量のラサギリンを対象に送達するために、対象中に移植できるリザーバ・ベースの薬
剤送達組成物が提供される。治療的有効量のラサギリンは、擬ゼロ次速度（例えば、ゼロ
次速度）で送達され得る。従って、本発明は、ラサギリン組成物、治療方法（例えば、パ
ーキンソン病の１つ以上の症状の治療）、ラサギリンの送達方法、皮下送達システム、及
び皮下送達システムに関するキットに向けられる。
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【０００８】
　本発明の別の実施形態によれば、薬剤送達組成物は、リザーバを形成するエラストマー
ポリマーを含む薬剤溶出速度制御賦形剤を含み、そして前記リザーバが酒石酸ラサギリン
を含む少なくとも１つの離散性固体剤形を含む。薬剤送達組成物は、移植可能剤形で存在
する。本発明の一態様によれば、少なくとも１つの離散性固体剤形は、前記少なくとも１
つの離散性固体剤形の総重量に基づいて７５～９７重量％（例えば、約８８重量％）の酒
石酸ラサギリン及び前記少なくとも１つの離散性固体剤形の総重量に基づいて１～２５重
量％（例えば、約１０重量％）の少なくとも１つの収着促進剤を含む。
【０００９】
　本発明の別の実施形態によれば、パーキンソン病の１つ以上の症状の治療方法は、治療
的有効量のラサギリンを対象に少なくとも１ヶ月間、全身に送達するために、リザーバ・
ベースの薬剤送達組成物を前記対象に移植することを含んでなる。前記薬剤送達組成物は
少なくとも１種のポリマーを含む賦形剤により囲まれる酒石酸ラザギリンを含む少なくと
も１つの離散性固体剤形を含む。治療的有効量のラサギリンは、擬ゼロ次速度（例えば、
ゼロ次速度）で送達され得る。少なくとも１つの離散性固体剤形は、前記少なくとも１つ
の離散性固体剤形の総重量に基づいて７５～９７重量％（例えば、約８８重量％）の酒石
酸ラサギリン及び前記少なくとも１つの離散性固体剤形の総重量に基づいて１～２５重量
％（例えば、約１０重量％）の少なくとも１つの収着促進剤を含む。
【００１０】
　本発明の別の実施形態によれば、ラサギリンを対象に全身送達するための方法は、少な
くとも１ヶ月の一定時間、擬ゼロ次溶出速度（例えば、ゾロ次速度）を提供するために、
酒石酸ラサギリンを含む少なくとも１つの離散性固体剤形を含むリザーバを形成するポリ
マー速度制御賦形剤を含むリザーバ・ベースの組成物から治療的有効量のラサギリンを対
象に放出することを包含する。
【００１１】
　本発明の別の実施形態によれば、薬剤送達組成物は、リザーバを形成するエラストマー
ポリマーを含む薬剤溶出速度制御賦形剤を含み、そして前記リザーバは酒石酸ラサギリン
を含む少なくとも１つの離散性固体剤形を含む。
【００１２】
　本発明の別の実施形態によれば、皮下送達システムは、ポリマー製の速度制御賦形剤に
より囲まれる、少なくとも１つの離散性固体剤形を含むエラストマーリザーバインプラン
トを含む。少なくとも１つの熱散性固体剤形は、酒石酸ラサギリンを含む。皮下送達シス
テムは、治療的有効量のラサギリンを、少なくとも１ヶ月の期間、擬ゼロ次速度で対象に
供給するのに適切な溶出速度でラサギリンを放出する。
【００１３】
　本発明の別の実施形態によれば、薬剤送達組成物を皮下配置するためのキットは、酒石
酸ラサギリンを含む少なくとも１つの離散性固体剤形を含むリザーバを形成するポリマー
製の速度制御賦形剤を含むリザーバ・ベースの薬剤送達組成物；及び皮膚の下に前記リザ
ーバ・ベースの薬剤送達組成物を挿入するためのインプランター、並びに任意には、薬剤
送達組成物の移植及び外植を実施するための説明書を含む。
【００１４】
　本発明の別の実施形態によれば、移植可能薬剤送達組成物から治療的有効量のラサギリ
ンを送達するための方法は、治療的有効量のラサギリンを、擬ゼロ次速度で対象に少なく
とも１ヶ月間、全身に送達するために、リザーバ・ベースの薬剤送達組成物を前記対象に
移植することを含んでなる。前記薬剤送達組成物は少なくとも１種のポリマーを含む賦形
剤により囲まれる少なくとも１つの離散性固体剤形を含み、そして少なくとも１つの離散
性固体剤形は酒石酸ラサギリンを含む。前記ポリマーは軟質及び硬質セグメントを含む実
質的に非多孔性のエラストマーポリマーを含み、そして前記軟質及び硬質セグメントの相
対的含有量が、ラサギリンについての１日の平均溶出速度の目標範囲内の溶出速度を提供
する。
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【００１５】
　本発明の別の実施形態によれば、薬剤送達組成物は、酒石酸ラサギリンを含む少なくと
も１つの離散性固体剤形を含むリザーバを形成する速度制御賦形剤を含む。速度制御賦形
剤は、ラサギリンについての１日平均溶出速度の目標範囲内の溶出速度を得るために、ポ
リマー中の軟質及び硬質セグメントの相対的含有量に基づいて選択される軟質及び硬質セ
グメントを含む実質的に非多孔性のエラストマーポリマーを含む。少なくとも１つの離散
性固体剤形は、少なくとも１ヶ月の期間、治療的有効量での目標範囲内の擬ゼロ次速度で
ラサギリンを放出するようラサギリンの１日平均溶出速度を調節するために効果的な量で
少なくとも１つの収着促進剤を含む。酒石酸ラサギリン組成物は好ましくは、約１００μ
ｇ／日～約１０００μｇ／日の目標範囲、例えば７００μｇ／日で治療的有効量のラサギ
リンを対象に送達する。
【００１６】
　本発明の別の実施形態によれば、擬ゼロ次速度でラサギリンを放出するための皮下送達
システムは、リザーバを形成する速度制御賦形剤を含むエラストマーリザーバインプラン
トを含む。速度制御賦形剤は、ラサギリンについての１日平均溶出速度の目標範囲内の溶
出速度を提供するために硬質及び軟質セグメントの相対的含有量を有する実質的に非多孔
性のエストロマーポリマーを含む。酒石酸ラサギリン、及び少なくとも１ヶ月の期間、擬
ゼロ次速度で、目標範囲内で治療的有効量のラサギリンの放出のためのラサギリンの溶出
速度を調節するための有効量の少なくとも１つの収着促進剤を含む少なくとも１つの離散
性固体剤形を含む。収着促進剤の量は、１日平均溶出速度に対して正比例することができ
る。
【００１７】
　本発明の別の実施形態によれば、移植可能な薬剤送達組成物の選択方法は、ラサギリン
についての１日平均溶出速度の目標範囲内の溶出速度を調節するためにポリマーの軟質及
び硬質セグメントの相対的含有量に基づいてリザーバを形成するための軟質及び硬質セグ
メントを含む実質的に非多孔性のエラストマーポリマーを含む速度制御賦形剤を選択し；
そして酒石酸ラサギリン、及び少なくとも１ヶ月の期間、擬ゼロ次速度で治療的有効量の
ラサギリンの溶出速度を調節するために少なくとも１つの収着促進剤を選択し、そして調
合することを含んでなり、ここで収着促進剤の量は、１日平均溶出速度に対して正比例す
る。
【００１８】
　本発明の別の実施形態によれば、移植可能な薬剤送達組成物の製造方法は、（ａ）ラサ
ギリンについての１日平均溶出速度の目標範囲内の溶出速度を提供するために、ポリマー
の軟質及び硬質セグメントの相対的含有量及び分子量に基づいて、軟質及び硬質セグメン
トを含む実質的に非多孔性のエラストマーポリマーを選択し；（ｂ）前記エラストマーポ
リマーから中空管を形成し（例えば、図２を参照のこと）；（ｃ）酒石酸ラサギリン、及
び少なくとも１ヶ月の期間、擬ゼロ次速度で治療的有効量のラサギリンの溶出速度を生成
するために少なくとも１つの収着促進剤を選択し、そして調合し、ここで収着促進剤の量
は、１日平均溶出速度に対して正比例し；（ｄ）酒石酸ラザギリン及び少なくとも１つの
収着促進剤を含む少なくとも１つの離散性固体剤形を、前記管中に充填し；そして（ｅ）
密封された円筒形状のリザーバ・ベースの薬剤送達生成物を形成するために、管の両端を
密封することを包含する。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
　本発明は、図面を参照することにより、さらに理解され得る。
【００２０】
【図１】図１は、本発明の一態様のリザーバ・ベースの薬剤送達組成物における賦形剤の
役割を示す。
【図２】図２は、本発明の一実施形態のリザーバ・ベースの薬剤送達組成物の円筒形状を
示す。
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【図３】図３は、薬剤リザーバと、マトリックス・ベースのインプラントとの間の差異を
示す。
【図４】図４は、実施例２に記載される本発明の実施形態に従っての、酒石酸ラサギリン
を含む本発明のインプラントからの約２１週にわたってのラサギリンのインビトロ溶出速
度（μｇ／日）を示すグラフである。
【図５】図５は、実施例３に記載される本発明の実施形態に従っての、酒石酸ラサギリン
を含む本発明のインプラントからの約１０週にわたってのラサギリンのインビトロ溶出速
度（μｇ／日）を示すグラフである。
【図６】図６は、実施例４に記載される本発明の実施形態に従っての、酒石酸ラサギリン
を含む本発明のインプラントからの約３１週にわたってのラサギリンのインビトロ溶出速
度（μｇ／日）を示すグラフである。
【図７】図７は、実施例５に記載される本発明の実施形態に従っての、本発明の酒石酸ラ
サギリンインプラントにより移植されたビーグル犬におけるラサギリンの平均インビボ血
漿濃度（ｎｇ／ｍｌ）のグラフである。
【図８】図８は、本発明の実施形態に従っての薬剤溶出インプラントを対象に皮下配置す
るためのキットの斜視図である。
【図９】図９は、図８のキットに使用される挿入器具の斜視図である。
【図９Ａ】図９Ａは、図９における切断線Ａ－Ａについての断面図である。
【図１０】図１０は、図８の挿入器具の別の斜視図である。
【図１１】図１１は、図８の挿入器具の遠位端図面である。
【図１２】図１２は、図８の挿入器具の近位端図面である。
【図１３】図１３は、図８の挿入器具の側面図である。
【図１４】図１４は、図８の挿入器具の別の側面図である。
【図１５】図１５は、図８の挿入器具の上面図である。
【図１６】図１６は、図８の挿入器具の底面図である。
【図１７】図１７は、図８の挿入器具に関する図１０及び１５の切断線Ｂ－Ｂについての
断面図である。
【図１８】図１８は、本発明の別の態様に従っての、薬剤溶出インプラントを対象に皮下
配置するための別のキットの斜視である。
【図１９】図１９は、図１８のキットに使用されるトンネリング器具（tunneling instru
ment）の側面図である。
【図２０】図２０は、図１８のトンネリング器具の別の側面図である。
【図２１】図２１は、図１８のトンネリング器具の斜視図である。
【図２２】図２２は、図１８のトンネリング器具の別の斜視図である。
【図２３】図２３は、図１８のトンネリング器具の上面図である。
【図２４】図２４は、図１８のトンネリング器具の底面図である。
【図２５】図２５は、図１８のトンネリング器具に関する図２２及び２３の切断線Ｃ－Ｃ
についての断面図である。
【図２６】図２６は、図１８のトンネリング器具の遠位端面図である。
【図２７】図２７は、図１８のトンネリング器具の近位端面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　発明の詳細な記載
　本発明の態様によれば、治療方法、例えばパーキンソン病の症状の治療方法；治療的有
効量で移植可能組成物からラサギリンを患者に送達するための方法；リザーバ・ベースの
ラサギリン送達組成物；ラサギリンについての皮下送達システム；及びラサギリンの皮下
送達のためのキットが提供される。
【００２２】
　本明細書において使用される場合、用語「治療的有効量」（therapeutically effectiv
e amount）とは、対象の疾病又は状態の性質及び重症度を考慮して特定の対象に投与され
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る場合、所望する治療効果を有するであろう、それらの量、例えば標的疾患又は状態又は
１つ以上のその症状を治療するか、予防するか、阻害するか、又は少なくとも部分的に阻
止するか、それらの開始を遅延するか、又は部分的に予防する量を言及する。
【００２３】
　用語「活性医薬成分」（active pharmaceutical ingredient）、「ＡＰＩ」、「薬剤」
（drug）又は「活性」（active）とは、薬剤送達組成物における医薬的活性化合物を言及
するために、互換的に本明細書において使用され得る。これは、薬剤送達組成物中の他の
成分、例えば実質的に又は完全に医薬的に不活性である賦形剤とは対照的である。本発明
の典型的な実施形態によれば、ＡＰＩは酒石酸ラサギリンである。
【００２４】
　用語「医薬的に許容できる」（pharmaceutically acceptable）とは、本明細書におい
て使用される場合、例えば米国連邦又は州政府の、又は動物及びより特定にはヒトへの使
用のための米国薬局方又は他の一般的に認められた薬局方に列挙される規制機関により承
認されることを意味する。
【００２５】
　本明細書に使用される各化合物は、その化学式、化学名、省略形、等に対して互換的に
論じられ得る。例えば、ＰＴＭＯは、ポリ（テトラメチレンオキシド）と互換的に使用さ
れ得る。さらに、本明細書に記載される各ポリマーは、特にことわらない限り、ホモポリ
マー、コポリマー、ターポリマー、等を包含する。
【００２６】
　本明細書に及び請求項において使用される場合、用語「含む」（comprising）及び「含
む」（including）とは、包括的であるか又は開放的であり、そして追加の列挙されてい
ない要素、組成要素、又は方法段階を排除しない。従って、用語「含む」（comprising）
及び「含む」（including）とは、より制限的な用語「本質的に～から成る」（consistin
g essentially of）及び「～から成る」（consisting of）を包含する。特にことわらな
い限り、本明細書に提供される全ての値は、所定のエンドポイントまでを含み、そして組
成物の構成成分又は成分の値は、組成物中の各成分の重量％で表される。
【００２７】
　パーキンソン病の治療
　パーキンソン病は、運動障害、例えば動作緩慢（すなわち、動きの遅さ）、震え、筋硬
直及び姿勢の不安定性をもたらすドーパミン作動性ニューロンの患者の損失により特徴づ
けられる。パーキンソン病の症状の管理に使用される薬理学的療法の大部分は、ドーパミ
ン前駆体レボドーパを投与することにより、又はドーパミン受容体アゴニストを投与する
ことにより、脳の線条体領域におけるドーパミンの復元に焦点を当てて来た。
【００２８】
　モノアミンオキシダーゼB（ＭＡＯ－Ｂ）阻害剤、例えばラサギリンは、パーキンソン
病の症状のための別の一次治療を提供するか、又は他の薬剤、例えばレボドーパの他に補
助療法として役立つ。ＭＡＯ、すなわちフラビン含有酵素は、２種の主分子種、Ａ及びＢ
に分類され、そして神経末端、脳、肝臓及び腸粘膜において体全体にミトコンドリア膜に
局在している。ＭＡＯは、中枢神経系及び末梢組織におけるカテコラミン及びセロトニン
の代謝分解を調節する。ＭＡＯ－Ｂは、ヒト脳における主要形であり、そしてその不活性
異化物への活性ドーパミンの変化に関与している。
【００２９】
　使用に関して承認されているＭＡＣ－Ｂ阻害例は、セレギリン（Eldepryl（登録商標）
、Zelapar（登録商標））及びラサギリン（Azilect（登録商標））を包含する。セレギリ
ンの欠点の１つは、アンフェタミンへのその代謝であり、それが神経毒性又は有害心血管
効果を生成する。対照的に、ラサギリンはアンフェタミン代謝物を有さない。脳、肝臓及
び腸組織における体外動物研究において、ラサギリンは強力な不可逆的ＭＡＯ－Ｂ選択的
阻害剤であることが示されている。ラサギリンの作用の１つの機構は、脳においてドーパ
ミンの細胞レベルの上昇を引き起す、そのＭＡＯ－Ｂ阻害活性であると思われる。
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【００３０】
　本発明の実施形態によるパーキンソン病の１つ以上の症状の治療は、当業者に知られて
いる１つ以上の症状の治療を包含する。パーキンソン病の症状としては、運動障害、例え
ば動作緩慢（すなわち、運動の遅さ）、バランス問題、筋肉硬直、姿勢の不安定性及び／
又は震えを挙げることができるが、但しそれらだけには限定されない。パーキンソン病の
症状としてはまた、非運動症状、例えば膀胱及び腸の機能障害、起立性低血圧、不安、無
気力、認知症、うつ病、精神病、苦痛及び／又は睡眠傷害を挙げることができるが、但し
それらだけには限定されない。
【００３１】
　パーキンソン病の１つ以上の症状の治療は、しばしば何年もの間、長期続く治療を要す
る。本発明に係わるパーキンソン病の症状の治療は、早期又は進行したパーキンソン病、
及び単剤療法（すなわち、対象の唯一のドーパミン作動薬として）又は補助療法（すなわ
ち、１つ以上の他のドーパミン作動薬、典型的にはレボドーパによる治療と共に又はその
後、使用される）に向けられる。治療が単剤療法として使用される場合、治療は患者の初
期又は「一次」（first-line）ドーパミン作動療法を包含してもよい。ラサギリンが単剤
療法として使用される場合、それは主に内因性ドーパミンの異化を阻害し、そしてラサギ
リンがレボドーパと組合して使用される場合、それはまた、外因性ドーパミンの異化を阻
害すると思われる。
【００３２】
　「治療」（treatment）とは、医薬的有効量のラサギリンが薬剤送達組成物を通して投
与され、これがパーキンソン病の１つ以上の症状を阻害するか、又は少なくとも部分的に
阻止するか、又は部分的に予防するか又は抑制するであろうことが意図される。例えば、
治療は、１つ以上の運動障害、例えば動作緩慢、筋硬直、姿勢の不安定性及び／又は震え
を制御できる治療を包含することができる。治療は、インプラントが患者に投与されると
すぐに、患者はインプラントの意図される持続期間（例えば、１ヶ月、３ヶ月、６ヶ月、
１年、１８ヶ月、２年、３０ヶ月、又はそれ以上）、治療的有効用量を受け続けることに
なるという点で、特に効果的である。これは、同じ期間にわたり患者による服薬遵守およ
び一貫した経口投与を継続する必要がある経口剤形とは対照的である。
【００３３】
　本発明の一態様によれば、パーキンソン病の１つ以上の症状の治療方法は、治療的有効
量のラサギリンを対象に少なくとも１ヶ月の期間、全身送達するために、リザーバ・ベー
スの薬剤送達組成物を対象に移植することを包含する。薬剤送達組成物は、少なくとも１
種のポリマーを含む賦形剤により囲まれる酒石酸ラサギリンを含む少なくとも１つの離散
性固体剤形を含む。
【００３４】
　本発明の別の態様によれば、ラサギリンを対象に全身送達するための方法は、少なくと
も１ヶ月の期間、擬ゼロ次溶出速度（例えば、ゼロ次速度）で対象に提供するために、酒
石酸ラサギリンを含む少なくとも１つの離散性固体剤形を含むリザーバを形成するポリマ
ー製の速度制御賦形剤を含むリザーバ・ベースの組成物から治療的有効量のラサギリンを
放出することを包含する。
【００３５】
　別の実施形態によれば、薬剤送達組成物は、リザーバを形成するエラストマーポリマー
を含む薬剤溶出速度制御賦形剤を含む。リザーバは、酒石酸ラサギリンを含む少なくとも
１つの離散性固体剤形を含み、そして薬剤送達組成物は、移植可能剤形で存在する。リザ
ーバは好ましくは、少なくとも１つの離散性固体剤形の総重量に基づいて７５～９７重量
％の酒石酸ラサギリン；前記少なくとも１つの離散性固体剤形の総重量に基づいて１～２
５重量％の少なくとも１つの収着促進剤；及び前記少なくとも１つの離散性固体剤形の総
重量に基づいて０～５重量％の滑剤を含む少なくとも１つの離散性固体剤形を含む。組成
物は好ましくは、約１００～約１０００μｇ／日の目標範囲で対象に治療的有効量のラサ
ギリンを送達する。
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【００３６】
　ラサギリンの塩形態
　ラサギリンメシレートは現在、経口使用のための錠剤形（Azilect（登録商標））で市
販されており、そして初期単剤療法として、及びレボドーパに対する補助療法として、パ
ーキンソン病の徴候及び症状の治療のために示されている。Azilect（登録商標）は、１
ｍｇの用量で、１日１度、又はレボドーパの補助としては、０．５ｍｇの用量で１日１度
又は十分な臨床応答のために必要とされる場合、１日１度、１ｍｇまでの用量で投与され
る。Azilect（登録商標）の有効性は、単剤療法としてAzilect（登録商標）を受け、そし
て何れの同時ドーパミン療法も受けなかった初期パーキンソン病を有する患者において実
証されて来た。補助療法としてのAzilect（登録商標）の有効性もまた、レボドーパによ
り治療されたパーキンソン病を有する患者において実証されて来た。
【００３７】
　本発明の開発の間、ラサギリンメシレートが移植可能な薬剤送達組成物にＡＰＩ塩とし
て使用される場合、インビトロでの溶出速度は高く始まり、そして次に、続く９週間にわ
たって一貫して低下したことが発見された（例えば、下記実施例３及び図５を参照のこと
）。４週まで、インプラントは膨潤し始め、そして９～１０週で、インプラントは壊れ、
そして破裂した。従って、ラサギリンメシレートはラサギリンの経口剤形のための好まし
い塩形態に一貫してされて来たが、本発明の移植可能薬剤送達組成物に配置される場合、
適切な塩形であることは証明しなかった。しかしながら、出願人は、ラサギリンメシレー
トの代わりに、酒石酸ラサギリンが移植可能薬剤送達組成物にＡＰＩ塩として使用される
場合、インプラントは膨潤し、そして破裂するのではなく、しかし代わりに、数週間にわ
たってラサギリンの擬ゼロ次放出速度を提供したことを驚くべきことに発見した（例えば
、下記実施例２及び４、及び図４及び６を参照のこと）。従って、出願人は、酒石酸ラサ
ギリンが、特にラサギリンメシレートに比較して、新規投与経路に、すなわち治療的有効
量のラサギリンを送達できる移植可能薬剤送達組成物に使用され得るラサギリンの塩形態
として、予想外に有益な特性を有することを発見した。
【００３８】
　リザーバ・ベースの薬剤送達組成物
　薬剤送達組成物は、リザーバ・ベースの薬剤送達組成物である。本明細書において使用
される場合、「リザーバ・ベースの組成物」（reservoir-based composition）とは、実
質的に又は完全に閉塞され、包囲され、又は容器に入れられた中空空間又はリザーバを有
する組成物を包含することが意図され、ここで中空空間又はリザーバは、少なくとも１つ
の離散性固体剤形により、少なくとも部分的に充填されている。
【００３９】
　本発明の一実施形態によれば、薬剤送達組成物は、リザーバを形成するエスストマーポ
リマーを含む薬剤溶出速度制御賦形剤を含み、そしてリザーバは酒石酸ラサギリンを含む
少なくとも１つの離散性固体剤形を含む。リザーバを形成するエラストマーポリマーは、
少なくとも１つの離散性固体剤形が離れて形成される（すなわち、リザーバを形成するエ
ラストマーポリマー及び少なくとも１つの離散性固体剤形は、お互い結合される２つの「
層」ではなく；むしろ、リザーバを形成するエラストマーポリマーは別々に形成され、そ
して少なくとも１つの離散性固体剤形は、それがリザーバ中に充填される場合、エラスト
マーポリマーと接触して配置される）。
【００４０】
　リザーバ・ベースの組成物は、本明細書において使用される場合、マトリックス・ベー
スの組成物とは対照的である。図３に示されるように、薬剤リザーバは、リザーバ部分１
２０及び速度制御部分（賦形剤１１０）を含むが、一方マトリックス・ベースのインプラ
ントは、マトリックス材料１３０のみからなり、薬剤はそこに包含される。言い換えると
、リザーバシステムにおいては、薬剤は、あるタイプの速度制御材料（例えば、壁、膜又
はケーシング）内に含まれるか、又は囲まれる。マトリックスシステムにおいては、薬剤
は、しばしば、対象に活性物質を放出するために腐食するか又は分解する、あるタイプの
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マトリックス、しばしばポリマー内に結合される。
【００４１】
　従って、２種のタイプのシステム間にいくつかの主要差異が存在する。リザーバ・ベー
スのシステムは、かなり高い薬剤の充填を可能にするが（例えば、最大９８％程度）、一
方、マトリックス・ベースのシステムはかなり含有量が少ない（例えば、最大２５％程度
）。より多くの薬剤を充填するのが有益であるが、そうすると薬剤の過剰摂取、あるいは
周囲を囲んでいる材料が破損または破壊した場合、対象中へ大量放出するリスクが高まる
ので危険でもある。さらに、本発明のリザーバ・ベースの組成物は、活性物質の放出の擬
ゼロ次速度（例えば、ゼロ次速度）を可能にする。対照的に、マトリックス・ベースのシ
ステムは、一次放出速度を提供する。一次速度は、初期放出速度が高かったものが迅速か
つ経時的に減衰または減少するという特徴があり得る。
【００４２】
　本明細書において使用される場合、用語「擬ゼロ次」（pseudo-zero order）又は「擬
ゼロ次速度」（pseudo-zero order rate）とは、ＡＰＩのゼロ次、ほぼゼロ次、実質的に
ゼロ次、又はＡＰＩの制御された又は持続性放出を言及する。ゼロ次放出プロフィールは
、単位時間当たりの一定量のＡＰＩの放出により特徴づけられ得る。擬ゼロ次放出プロフ
ィールは、単位時間当たりの比較的一定量のＡＰＩの放出（例えば、平均値の４０％、３
０％、２０％又は１０％以内）に、ゼロ次放出を近似することにより特徴づけられ得る。
擬ゼロ次速度下で、組成物は最初に、所望する治療効果を生成する量のＡＰＩを放出し、
そして長期間（例えば、少なくとも１ヶ月、６カ月、１年、又は１年以上）にわたって、
治療効果のレベルを維持する他の量のＡＰＩを、徐々に且つ継続的に放出する。ほぼ一定
レベルのＡＰＩを身体において維持するために、ＡＰＩは、ＡＰＩが代謝され、及び／又
は身体から排泄される量を補充する速度で組成物から放出され得る。定常状態に到達する
前、ある初期時間（例えば、ほぼ週４の前、図４及び６に示されるように、目標範囲に到
達する前、ランプアップ（ramp up）又は初期スパイク）が存在することは、当業者によ
り理解され、「擬ゼロ次」の定義に従うものである。
【００４３】
　特定の理論に縛られることを望まないが、リザーバ内のＡＰＩの濃度は「無限」である
（例えば、リザーバは無限の供給源として作用するが、しかしその濃度が、所定の放出期
間中、活性成分の量により実質的に制限される）ような濃度勾配が発生すると考えられ、
そして薬剤送達組成物外の濃度はゼロである（例えば、対象が底なし沼のような働きをし
、そこでは、常に対象の身体、例えば循環器、リンパ系、等により、活性成分が組成物か
ら奪われる）と考えられる。さらに、賦形剤１１０（例えば、活性物を通過させる壁）は
、定常状態で活性成分により完全に飽和するようになる。従って、この勾配により、賦形
剤中へ収着し、ポリマー壁を介して溶解および拡散し、そして次に、対象へ放出するため
に脱着するというＡＰＩの「無限」供給が可能になる。賦形剤１１０の選択が、薬剤の擬
ゼロ次放出をもたらす一助となり得る。制限されることを望まないが、薬剤の放出は賦形
剤からの脱着に依存しないと考えられる。
【００４４】
　剤形
　薬剤送達組成物は、少なくとも１種のＡＰＩを含む少なくとも１つの剤形を含む。本発
明の一実施形態によれば、薬剤送達組成物は、少なくとも１つのポリマーを含む賦形剤に
より囲まれる酒石酸ラサギリンを含む少なくとも１つの離散性固体剤形を含む。
　本明細書において使用される場合、用語「離散性固体剤形」（discrete solid dosage 
form）とは、固体の形態で存在する任意の剤形を包含することが意図される。この固体剤
形は、任意の凝集固体形態（例えば、圧縮製剤、ペレット、錠剤、等）を包含することが
できる。固体剤形は、当業者に公知の任意の適切な方法（例えば、圧縮、ペレット化、押
出）により調製され得る、ＡＰＩを含む固体又は塊状物を包含することができる。
【００４５】
　固体剤形は、リザーバ内に１つ以上の剤形が含まれる「離散性」（ｄｉｓｃｒｅｔｅ）
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ある１つ以上の固体製剤を含む。典型的な実施形態によれば、離散性剤形は、全リザーバ
又は空洞を満たさない（例えば、固体剤形は実質的に円筒形状であり、そしてリザーバは
実質的に円筒形状である）。例えば、固体剤形を周囲の賦形剤と一緒に同時押出して固体
剤形に全空洞を充満させる必要はない。
【００４６】
　本発明の一実施形態によれば、薬剤送達組成物中の離散性固体剤形（すなわち、離散性
固体剤形のすべて）は、合計約２００ｍｇ～約５００ｍｇの酒石酸ラサギリンを含む。例
えば、離散性固体剤形は、約３００ｍｇ～約４５０ｍｇの酒石酸ラサギリン、又は約３５
０ｍｇ～約４００ｍｇの酒石酸ラサギリンを含むことができる。
【００４７】
　離散性固体剤形は、任意の適切な形状及び任意の適切な量のものであり得る。本発明の
一実施形態によれば、離散性固体剤形は、円筒形状である。本発明の別の実施形態によれ
ば、離散性固体剤形は、実質的に球状である。離散性固体剤形は、「実質的には球状」で
あり得、ここでその離散性剤形は、最長半径が剤形の最短半径にほぼ等しいことにおいて
球状又はほぼ球状である。例えば、剤形の形状は、約１０％を超えて完全な球状から逸脱
できない。
【００４８】
　何れの理論によっても拘束されることは所望しないが、少なくとも１つの離散性剤形の
表面積が溶出速度に寄与していると思われる。一実施形態によれば、少なくとも１つの離
散性剤形の全表面積は、溶出速度に正比例する。従って、離散性剤形の数は、所定の溶出
速度を提供するよう選択され、ここで剤形の数の増加は、高められた全表面積を提供する
。離散性固体剤形は、１つ以上のペレット（例えば、２～１２個のペレット）を含むこと
ができる。言い換えれば、より高い数の剤形は、より少ない数の剤形よりも、高い平均溶
出速度をもたらすことができる。従って、高い溶出速度を得るためには、より多くの離散
性固体剤形（例えば、７～１２個のペレット）を含むことが好ましい。さらなる実施形態
によれば、移植可能薬剤送達組成物に使用されるペレットの全表面積は、例えばペレット
の形状を変えるか、それらの表面の回旋（ｃｏｎｖｏｌｕｔｉｏｎ）を高めるか、等によ
り高められ得る。
【００４９】
　離散性固体剤形（例えば、ペレット）の数は、各固体剤形に含まれる酒石酸ラサギリン
の量に依存して変化することができる。例えば、各ペレットは、約２０ｍｇ～約１００ｍ
ｇの酒石酸ラサギリン、例えば約６０ｍｇの酒石酸ラサギリン、又は約３０ｍｇ～約５５
ｍｇの酒石酸ラサギリン、又は約４０ｍｇ～約５０ｍｇの酒石酸ラサギリンを含むことが
できる。一例によれば、薬剤送達組成物は、約９個のペレットを含み、そして各ペレット
は約４０ｍｇ～約４５ｍｇの酒石酸ラサギリンを含む。例えば、下記実施例４を参照のこ
と、ここで約２９８ｍｇ及び約３８５ｍｇの酒石酸ラサギリンブレンド（すなわち、個々
は１０％クロスカルメロース及び２％のステアリン酸を有する）が、それぞれ、７個のペ
レット及び９個のペレットを各インプラント中に配置することにより、各インプラントに
充填された。
【００５０】
　離散性固体剤形は、ラサギリンの酒石酸塩、及び任意には、他の活性医薬成分を含む。
モノアミンオキシダーゼ（ＭＡＯ）－Ｂの選択的阻害剤であるラサギリンはまた、Ｒ－（
＋）－Ｎ－プロパルギル－１－アミノインダンとしても知られており、そして次の一般式
を有する。
【００５１】
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【化１】

【００５２】
　インプラントからのラサギリンの送達、放出又は溶出についての本明細書における参照
は、ラサギリン遊離塩基、ラサギリンの活性代謝物（例えば、１（Ｒ）－アミノインダン
）、及び／又は酒石酸ラサギリンの送達、放出又は溶出を包含する。本発明の組成物中の
酒石酸ラサギリンの量は特に制限されるものではないが、しかし好ましくは、固体剤形の
約７５－９７重量％、又は固体剤形の８５－９５重量％(例えば、約８８重量％)の程度で
ある。離散性固体剤形は任意には、少なくとも１つの他の活性医薬成分、例えばレボドー
パを含むことができる。
【００５３】
　離散性固体剤形はまた、収着促進剤を含むことができる。本明細書において使用される
場合、用語「収着促進剤」（sorption enhancer）とは、薬剤送達組成物からのＡＰＩの
放出を改善する化合物を包含することが意図される。特定の理論に縛られることを所望し
ないが、収着促進剤は、対象からリザーバ中に水又は他の流体を引き込み、離散性固体剤
形を崩壊するか又は分解し、及び／又はＡＰＩを賦形剤の内壁に接触させるか又は接触し
たままの状態にさせることにより、薬剤送達組成物からのＡＰＩの放出を改善することが
できる。そのような機構は、例えば図１に示される。図１は、速度制御賦形剤１１０を表
す。図の左側のリザーバに位置するＡＰＩは、リザーバから賦形剤へ収着１１２される。
次に、ＡＰＩは、賦形剤１１０を通り抜ける。次に、ＡＰＩは賦形剤から対象中に脱着１
１４される。
【００５４】
　任意の適切な収着促進剤が、当業者により選択され得る。特に適切な収着促進剤として
は、次のものを挙げることができる：負に帯電したポリマー、例えばクロスカルメロース
ナトリウム、カルボキシメチルデンプンナトリウム、デンプングリコール酸ナトリウム、
アクリル酸ナトリウム誘導体（例えば、ポリアクリル酸ナトリウム）、架橋されたポリア
クリル酸（例えば、ＣＡＲＢＯＰＯＬ（登録商標））、コンドロイチン硫酸、ポリグルタ
ミン酸、ポリアスパラギン酸、カルボキシメチルセルロースナトリウム、中性ポリマー、
例えばポリエチレングリコール、ポリエチレンオキシド、ポリビニルピロリドン及びそれ
らの組合せ。典型的な実施形態によれば、収着促進剤は、クロスカルメロースナトリウム
である。収着促進剤の量は、固体剤形の約１～２５重量％、固体剤形の約２～２０重量％
、固体剤形の約２～１２、固体剤形の約５～１０重量％（例えば、固体剤形の約５重量％
又は約１０重量％）の程度で存在することができる。
【００５５】
　収着促進剤の量は、溶出速度に比例する。言い換えれば、薬剤組成物におけるより高い
重量％の収着促進剤は、より低い重量％の収着促進剤よりも高い平均溶出速度をもたらす
ことができる。従って、より高い溶出速度を得るためには、より高い重量％（例えば、８
～２５重量％）の収着促進剤を含むことが好ましい。
【００５６】
　離散性固体剤形はまた、他の成分が溶出速度に悪影響を及ぼさない限り、それらの成分
も含むことができる。他の適切な成分は、例えば、滑剤、賦形剤、保存剤、等を包含する
ことができる。滑剤は、周知のように、離散性固体剤形を形成するためにペレット化又は
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錠剤化工程に使用され得る。適切な滑剤として、ステアリン酸マグネシウム、ステアリン
酸カルシウム、ステアリン酸亜鉛、ステアリン酸、ポリエチレングリコール及び同様のも
のを挙げることができるが、但しそれらだけには限定されない。任意の追加の成分の量は
特に制限されないが、しかし好ましくは、固体剤形の約５重量％以下、及び最も好ましく
は、固体剤形の約３重量％以下、特に好ましくは、固体剤形の約２重量％又はそれ以下の
程度である。
【００５７】
　本発明の一実施形態によれば、少なくとも１つの離散性固体剤形は、少なくとも１つの
離散性固体剤形の総重量に基づいて７５～９７重量％の酒石酸ラサギリン；少なくとも１
つの離散性固体剤形の総重量に基づいて１～２５重量％の少なくとも１つの収着促進剤；
及び少なくとも１つの離散性固体剤形の総重量に基づいて０～５重量％の滑剤を含むか、
それらから実質的に成るか、又はそれらから成る。例えば、少なくとも１つの離散性固体
剤形は、少なくとも１つの離散性固体剤形の総重量に基づいて８５～９５重量％（例えば
、８８重量％）の酒石酸ラサギリン；少なくとも１つの離散性固体剤形の総重量に基づい
て５～２０重量％（例えば、１０重量％）のクロスカルメロースナトリウム；及び少なく
とも１つの離散性固体剤形の総重量に基づいて０～５重量％（例えば、２重量％）のステ
アリン酸を含むか、それらから実質的に成るか、又はそれらから成る。好ましくは、薬剤
送達組成物中の各成分は、パーキンソン病の１つ以上の症状の治療のために効果的な量で
供給される。
【００５８】
　賦形剤
　離散性固体剤形は、賦形剤により囲まれる。言い換えれば、離散性固体剤形は、賦形剤
により、実質的に又は完全に囲まれ、包まれ、又は閉塞される。本発明によれば、ＡＰＩ
の放出を可能にするために穴を必要とする浸透圧システムとは異なり、ＡＰＩの流出又は
体液の進入を可能にするためには賦形剤に穴も又は孔も存在しない。さらに、装置からＡ
ＰＩを強制するのに圧力を要する浸透圧システムとは異なり、本発明の薬剤送達組成物内
での圧力の上昇はない（又は無視できる）。
【００５９】
　本発明の一実施形態によれば、賦形剤は実質的に又は完全に非多孔性である。「実質的
に非多孔性」（substantially nonporous）とは、約１０％、約５％又は約１％以下の気
孔率又は空隙率を有する材料を言及する。特に、賦形剤は、薬剤送達組成物からのＡＰＩ
の流出を可能にする、物理的孔又はマクロ孔が存在しない実質的に非多孔性である。別の
実施形態によれば、賦形剤は実質的に水に不溶性である。溶解性とは、溶媒が所定の温度
で溶解し得る溶質のすべてを溶解した場合の溶質の濃度（例えば、平衡状態での飽和溶液
における溶質の濃度）である。本明細書において使用される場合、用語「実質的に水に不
溶性」（practically insoluble in water）とは、米国薬局方－国民医薬品（ＵＳＰ－Ｎ
Ｆ）定義における定義と一致し、これは、溶質１部に対し溶媒が１０，０００部超（例え
ば、１０，０００ｍｌ超の水中では、１ｇの賦形剤）ということである。
【００６０】
　特定の理論に縛られることを所望しないが、賦形剤（例えば、壁、膜、層）を介する濃
度勾配は、ＡＰＩの継続的放出を可能にすると思われる。図１に示されるように、リザー
バから速度制御賦形剤１１０へのＡＰＩの収着１１２が生じる。次に、ＡＰＩは、賦形剤
１１０中に溶解して十分に飽和し、賦形剤１１０中を介して拡散し、そして次にＡＰＩは
賦形剤から対象内へと脱着１１４する。従って、ここの勾配により、賦形剤中へ収着し、
賦形剤を介して拡散し、そして対象中へ脱着するというＡＰＩの「無限」供給が可能にな
り、これにより、選択される賦形剤に基づいた薬剤の擬ゼロ次放出をもたらす一助となり
得る。従って、賦形剤はまた、本明細書において、薬剤溶出速度制御賦形剤または速度制
御賦形剤とも呼ぶ。「速度制御賦形剤」（ｒａｔｅ－ｃｏｎｔｒｏｌｌｉｎｇ ｅｘｃｉ
ｐｉｅｎｔ）とは、ＡＰＩの溶出速度を制御する材料を包含するという意図である。換言
すれば、ポリマー賦形剤が薬剤送達組成物を覆うと、異なる放出速度、すなわち速度制御
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賦形剤を有さない同一の組成物からのＡＰＩの放出に比べ制御された放出速度（例えば、
擬ゼロ次）がもたらされるということである。
【００６１】
　賦形剤は、リザーバの形状を形成する。リザーバは、任意の適切なサイズ及び形状のも
のであっても良い。典型的な実施形態によれば、賦形剤は、実質的に円筒形状である。本
明細書において使用される場合、用語「円筒形状」（cylindrical）又は「円筒形状」（c
ylindrically shaped）とは、円筒形状を少なくとも実質的に有することを意味するため
に互換的に使用され得る。本明細書において使用される場合、用語「円筒」（cylinder）
とは、次のものを包含し、そして言及するが、但しそれらだけには限定されない：円形の
断面を有する円柱；楕円形の断面を有する楕円形円筒；任意の断面を有する一般化された
円筒；端面が互いに平行でなく、及び／又は円筒の軸に対して垂直でない、斜方円筒；及
びそれらの円錐及び円錐台形類似体。本発明の一態様によれば、中空管は、実質的に一定
の断面積及び２つの実質的に等しいサイズの円形端を含むことができる。円筒形状は、リ
ザーバ（例えば、薬剤送達組成物の外側部分）を形成する賦形剤の形状を決定する。円筒
形状の賦形剤の実施形態が、例えば図２に示されている。好ましくは、円筒状中空管の寸
法は、できるだけ正確であるべきである（例えば、管の長さに沿って一定の形状及び寸法
、特に一定の円形断面）。リザーバは、活性物質及び送達の位置に依存して任意の適切な
サイズのものであり得る。例えば、組成物は、約２ｍｍ～約４ｍｍの直径（例えば、約２
．７ｍｍの直径）及び約６ｍｍ～約５０ｍｍの長さ、例えば約４５ｍｍの長さのサイズの
範囲であり得る。
【００６２】
　賦形剤は、少なくとも１種のポリマーを含む。任意の適切なポリマーを、当該ポリマー
により、例えばインプラントが患者に存在する意図した期間の間、擬ゼロ次速度で治療的
有効量のＡＰＩの対象への送達が可能になる限り、当業者により選択されてもよい。一実
施形態によれば、ポリマーは、熱可塑性エラストマーを含む。本明細書において使用され
る場合、「熱可塑性」（thermoplastic）、「熱可塑性エラストマー（ＴＰＥ）」（therm
oplastic elastomers（ＴＰＥ））又は「熱可塑性ゴム」（thermoplastic rubbers）とは
、熱可塑性及びエラストマー性質の両者を有する材料から成る、コポリマー、又はポリマ
ーの物理的混合物（例えば、プラスチック及びゴム）の種類を示すために使用され得る。
熱可塑性エラストマーポリマーにおける架橋は、弱双極又は水素結合を含むことができ、
又は架橋は材料の相の一方で起こる。コポリマーの種類は、例えばスチレンブロックコポ
リマー、ポリオレフィンブレンド、エラストマーアロイ、熱可塑性ポリウレタン、熱可塑
性コポリエステル、及び熱可塑性ポリアミドを包含する。
【００６３】
　本明細書において使用される場合、「エラストマー」（elastomer）又は「エラストマ
ーポリマー」（elastomeric polymer）とは、エラストマー性質（例えば、拡張してから
元の形状に戻るという傾向）を有するポリマー（ホモポリマー、コポリマー、ターポリマ
ー、オリゴマー及びそれらの混合物）を包含することを意図する。言い換えれば、ポリマ
ー主鎖は、１つ以上のエラストマーサブユニット（例えば、エラストマー軟質セグメント
又はブロック）を含むことができる。一実施形態によれば、エラストマーポリマーは、ポ
リウレタン、ポリエーテル、ポリアミド、ポリカーボネート、ポリシリコーン又はそれら
のコポリマーを含む。従って、エラストマーポリマーは、ポリウレタン系ポリマー、ポリ
エーテル系ポリマー、ポリシリコーン系ポリマー、ポリカーボネート系ポリマー、又はそ
れらの組合せを含むことができる。
【００６４】
　ポリマーは、当業者に知られている任意の適切な手段又は技法により形成され得る。例
えば、ポリマーは、モノマー、ポリマー前駆体、プレポリマー、ポリマー、等から形成さ
れ得る。ポリマー前駆体は、ポリマーを形成するために反応されるか又は硬化され得るモ
ノマー及びオリゴマー物質を包含することができる。ポリマーは、任意の適切な構成成分
を用いて合成され得る。
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【００６５】
　本発明の一実施形態によれば、ポリマーは、ポリウレタン（例えば、ウレタン結合、－
ＲＮＨＣＯＯＲ’－を含む）を含む。ポリウレタンは、ポリエーテル系ポリウレタン、ポ
リカーボネート系ポリウレタン、ポリアミド系ポリウレタン、ポリシリコーン系ポリウレ
タン、又は同様のものを含むことができる。ポリウレタンは例えば、ポリオール（例えば
、複数のヒドロキシル又はアルコール官能基、－ＯＨを含む）、イソシアネート（例えば
、イソシアネート基、－Ｎ＝Ｃ＝Ｏを含む）、及び任意の鎖延長剤、触媒、及び他の添加
物から形成される。
【００６６】
　適切なポリオールは、例えばジオール、トリオール、等を含むことができる、ポリエー
テルポリオール、ポリカーボネート系ポリオール、及び同様のものを包含する。ポリエー
テルポリオールは例えば、ポリアルキレングリコール（例えば、ポリエチレングリコール
、ポリプロピレングリコール、ポリブチレングリコール）、ポリ（エチレンオキシド）ポ
リオール（例えば、ポリオキシエチレンジオール及びトリオール）、ポリオキシプロピレ
ンジオール及びトリオール、及び同様のものを包含することができる。他のポリオールは
、例えば１，４－ブタンジオール、１，６－ヘキサンジオール、１，１２－ドデカンジオ
ール及び同様のものを包含することができる。
【００６７】
　例えば、ポリオールセグメントは、１つ以上の下記式により表され得る：
　Ｏ－（ＣＨ2－ＣＨ2－ＣＨ2－ＣＨ2)ｘ－Ｏ（式１）
　－[Ｏ－(ＣＨ2)n]x－Ｏ－（式２）
　Ｏ－[(ＣＨ2)6－ＣＯ3]n－(ＣＨ2)－Ｏ（式３）
【００６８】
　式（１）は、ＴＥＣＯＦＬＥＸ（登録商標）ポリウレタンを生成するためのポリオール
を表すことができる適切なポリエーテル系ポリオールを表すことができる。式（２）は、
ＴＥＣＯＰＨＩＬＩＣ（登録商標）ポリウレタンを生成するためのポリオールを表すこと
ができる適切なポリエーテル系ポリオールを表すことができる。式（３）は、ＣＡＲＢＯ
ＴＨＡＮＥ（登録商標）ポリウレタン（それらのすべては、Wickliffe, Ohioにオフィス
を有するLubrizol Corporationから入手できる）を生成するためのポリオールを表すこと
ができる適切なポリカーボネート系ポリオールを表すことができる。ポリオールはまた、
１つ以上のタイプのポリオールセグメントの混合物も包含することができる。
【００６９】
　適切なイソシアネートは、例えば、脂肪族及び脂環式イソシアネート、及び芳香族イソ
シアネート、例えば１，６－ヘキサメチレンジイソシアネート（ＨＤＩ）、１－イソシア
ナト－３－イソシアナトメチル－３，５，５－トリメチル－シクロヘキサン（イソホロン
ジイソシアネート、ＩＰＤＩ）及び４，４′－ジイソシアナトジシクロヘキシルメタン（
Ｈ１２ＭＤＩ）、並びにメチレンジフェニルジイソシアネート（ＭＤＩ）及びトルエンジ
イソシアネート（ＴＤＩ）を包含することができる。
【００７０】
　適切な鎖延長剤は例えば、エチレングリコール、１，４－ブタンジオール（１，４－Ｂ
ＤＯ又はＢＤＯ）、１，６－ヘキサンジオール、シクロヘキサンジメタノール及びヒドロ
キノンビス（２－ヒドロキシエチル）エーテル（ＨＱＥＥ）を包含することができる。
【００７１】
　本発明の一実施形態によれば、ポリマーはポリエーテル系ポリウレタンを含む。例えば
、ポリマーは、ポリ（テトラメチレンオキシド）、重合された４，４′－ジイソシアナト
ジシクロヘキシルメタン（Ｈ１２ＭＤＩ）及び１，４－ブタンジオールを含む脂肪族ポリ
エーテル系ポリウレタンであり得る。典型的な適切なポリエーテル系ポリウレタンは、Lu
brizol Corporationから入手できるＴＥＣＯＦＬＥＸ（登録商標）ポリマーを包含する。
例えば、ＴＥＣＯＦＬＥＸ（登録商標）ポリマーは、重合された４，４′－ジイソシアナ
トジシクロヘキシルメタン（Ｈ１２ＭＤＩ）及び１，４－ブタンジオールから成る硬質セ
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グメント、及びマクロジオールポリ（テトラメチレンオキシド）から成る軟質セグメント
を有する脂肪族ブロックコポリマーを包含する。一実施形態によれば、ＴＥＣＯＦＬＥＸ
（登録商標）ポリマーは、ＴＥＣＯＦＬＥＸ（登録商標）ＥＧ－９３Ａポリウレタンを含
む。別の実施形態によれば、ＴＥＣＯＦＬＥＸ（登録商標）ポリマーは、ＴＥＣＯＦＬＥ
Ｘ（登録商標）ＥＧ－８８０Ａポリウレタンを含む。
【００７２】
　本発明の別の実施形態によれば、ポリマーは、ポリエーテル－アミド（例えば、熱可塑
性ポリ（エーテル－ブロック－アミド）、例えばＰＥＢＡ、ＰＥＢ、ＴＰＥ－Ａ、及びPr
ussia, PAのKingに本社を置く、Arkema Chemicals Inc.から入手できるＰＥＢＡＸ（登録
商標）ポリエーテル－アミドとして商業的には知られている）を含む。合成は例えば、ポ
リエーテルブロック（例えば、ジオール、例えばポリオキシアルキレングリコール）と、
ポリアミドブロック（例えば、カルボン酸末端アミドブロック、例えばジカルボン酸ブロ
ック）との間の重縮合（熱可塑性コポリマーをもたらす）により、溶融状態で実施され得
る。長鎖分子は、多くのブロックから成り、ここでポリアミドがポリマーに剛性を与え、
そしてポリエーテルがポリマーに柔軟性を与える。従って、ポリエーテルは、エステル基
を介して軟質ポリエーテル（ＰＥ）ブロックに共有結合される直鎖硬質ポリアミド（ＰＡ
）ブロックから成ることができる。ポリエーテル－アミドはまた、ポリエーテル及びポリ
アミドブロックの溶融重縮合を促進する触媒（例えば、金属Ｔｉ（ＯＲ）4）を介して合
成され得る。それらのブロックコポリマーの一般構造式は、次の通りに示され得る：
【００７３】
【化２】

【００７４】
　ポリアミドブロックは、ナイロン（例えば、ナイロン６、ナイロン１１、ナイロン１２
、等）を包含する種々のアミドを包含する。ポリエーテルブロックはまた、種々のポリエ
ーテル、例えばポリテトラメチレンオキシド（ＰＴＭＯ）、ポリプロピレンオキシド（Ｐ
ＰＯ）、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）、ポリ（ヘキサメチレンオキシド）、ポリエ
チレンオキシド（ＰＥＯ）及び同様のものを包含する。ポリエーテル：ポリアミドブロッ
クの比は、８０：２０～２０：８０（ＰＥ：ＰＡ）であり得る。ポリエーテルの量が上昇
するにつれて、より柔軟でより柔らかな材料が得られる。
【００７５】
　例えば、熱可塑性エラストマーは、ＴＥＣＯＦＬＥＸ（登録商標）ポリウレタン、ＣＡ
 ＢＯＲＴＨＡＮＥ（登録商標）ポリウレタン、ＰＥＢＡＸ（登録商標）ポリエーテル－
アミド、及びそれらの組み合わせから成る群から選択され得る。例えば、エラストマーは
、ＴＥＣＯＦＬＥＸ（登録商標）ＥＧ－９３Ａ ポリウレタン、ＴＥＣＯＦＬＥＸ（登録
商標）ＥＧ－８０Ａポリウレタン、ＴＥＣＯＦＬＥＸ（登録商標）ＥＧ－８５Ａ ポリウ
レタン、ＰＥＢＡＸ（登録商標）２５３３ ポリエーテル－アミド、ＰＥＢＡＸ（登録商
標）３５３３ポリエーテル－アミド、ＣＡＲＢＯＴＨＡＮＥ（登録商標）ＰＣ－３５８５
Ａ ポリウレタン、及びそれらの組み合わせを包含することができる。
【００７６】
　ＴＥＣＯＦＬＥＸ（登録商標）ポリウレタン及びＣＡＲＢＯＴＨＡＮＥ（登録商標）ポ
リウレタンは、２０１１年付けのEngineered Polymers for Medical & Healthcareについ
てのLubrizolのパンフレットに記載されており、その開示は、その全体を参照により本明
細書に組込まれる。例えば、ＴＥＣＯＦＬＥＸ（登録商標）脂肪族ポリエーテルポリウレ
タンは、次の特性を有する：
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【００７７】
【表１】

【００７８】
　ＣＡＲＢＯＴＨＡＮＥ（登録商標）脂肪族ポリカーボネートポリウレタンは、例えば、
次の特性を有する：
【００７９】
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【表２】

【００８０】
　ポリマーは、任意の適切な技法、例えば押出成形、射出成形、圧縮成形、回転成形を用
いて加工され得る。例えば、ポリマーを、押出または射出成形して２つの開放端を有する
中空管を製造してもよい（例えば、図２を参照のこと）。中空管は、離散性固体剤形によ
り充填され得る。開放端は、密封され、リザーバ・ベースの薬剤送達組成物が形成される
。第１の開放端は、離散性固体剤形により管を満たす前、密封され、そして管がすべての
離散性固体剤形により満たされた後、第２の開放端が密封され得る。管は、当該分野にお
いて知られている任意の適切な手段又は技法を用いて密封される。例えば、端は、封止さ
れ、追加のポリマーにより満たされ、ヒートシールされるか、又は同様にされ得る。管は
、離散性固形剤形が出ないよう、永久的に密封するべきである。また、端は、活性物質が
移植後に流出してしまうような穴または開口がないよう、適切に密封するべきである。
【００８１】
　賦形剤の壁厚は、所望する溶出速度をもたらすように選択され得る。壁厚は、溶出速度
に反比例する。従って、壁厚が厚いほど、遅い溶出速度をもたらすことができる。賦形剤
は、約０．０５～約０．５ｍｍ、又は約０．１～約０．３ｍｍ（例えば、約０．１ｍｍ、
約０．２ｍｍ又は約０．３ｍｍ）の平均厚を有する壁を形成することができる。
【００８２】
　本発明の一実施形態によれば、薬剤送達組成物は、治療的有効量のＡＰＩを放出するの
に、インビボでの賦形剤の浸食又は分解を必要としない。他方では、賦形剤は、移植可能
組成物の意図された存続期間、インビボで実質的に浸食性ではなく、及び／又は実質的に
分解できない。本明細書において使用される場合、「浸食」（erosion）又は「浸食可能
」（erodible）は、生物学的環境の作用により、劣化され、分解され、及び／又は消化さ
れ得ることを意味するために互換的に使用される。「実質的に浸食性ではない」（not su
bstantially erodible）化合物は、時間と共に（例えば、インプラントの存続期間）、実
質的に劣化、分解及び／又は消化されない。他方では、その材料は、ＡＰＩを放出するた
めに、「実質的に浸食性ではなく」（not substantially erodible）、又は「浸食を必要
としない」（does not require erosion）。言い換えれば、化合物は時間と共に浸食する
が、しかしＡＰＩは、材料の浸食によっては、実質的に放出されない。「分解」（degrad
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ation）又は「分解可能」（degradable）に関しては、それらは、例えば生きている組織
、例えばヒト組織において一部又は完全に溶解するか又は分解できることを意味すること
を意図している。分解可能化合物は、任意の機構、例えば加水分解、触媒及び酵素作用に
より分解され得る。従って、「実質的に分解できない」（not substantially degradable
）化合物は、インビボで、時間と共に（例えば、インプラントの存続時間）、実質的に溶
解も又は分解もしない。他方では、材料は、ＡＰＩを放出するために、「実質的に分解で
きず」（not substantially degradable）又は「分解を必要としない」（not requiring 
degradation）。言い換えれば、化合物は時間と共に分解することができるが、しかしＡ
ＰＩは、材料の分解によっては、実質的に放出されない。
【００８３】
　移植
　パーキンソン病の１つ以上の症状を治療するための方法は、リザーバ・ベースの薬剤送
達組成物を対象中に移植することを包含する。用語「対象」（subject）又は「患者」（p
atient）とは、本明細書において使用される場合、哺乳類対象、例えばヒトを言及する。
対象は好ましくは、パーキンソン病を有するとして診断され（例えば、対象は初期又は進
行したパーキンソン病を有する）、及び／又はパーキンソン病の１つ以上の症状を示すヒ
トである。
【００８４】
　薬剤送達組成物は、当業者に知られている任意の適切な手段及び技法を用いて、対象の
いずれか適切な領域に移植され得る。例えば、組成物は、例えば上腕の裏側、又は上背部
（例えば、肩甲骨領域における）で皮下移植され得る。本明細書において使用される場合
、用語「皮下」（subcutaneous）又は「皮下的に」（subcutaneously）又は「皮下送達」
（subcutaneous delivery）とは、皮膚中又は皮膚下、皮下脂肪層、又は筋肉内に直接供
給することを意味する。薬剤送達組成物は、任意の適切な装置又は技法を用いて、皮下送
達され得る。一実施形態によれば、薬剤送達組成物は、対象の腕の皮下に配置される。皮
下投与の別の部位がまた、医薬的に許容できる量のＡＰＩが本発明に従って対象中に放出
される限り、使用され得る。好ましくは、薬剤送達組成物は、移植の部位から大きく移動
すべきではない。身体中に組成物を移植するか又は他方では、位置決定するための方法は
、公知である。除去及び／又は交換はまた、当該分野において知られている適切な用具及
び方法を用いても達成され得る。
【００８５】
　移植されると、リザーバ・ベースの薬剤送達組成物は、長期間（例えば、少なくとも１
ヶ月の期間）、擬ゼロ次速度（例えば、ゼロ次速度）で対象に治療的有効量のラサギリン
を全身送達することができる。本明細書において使用される場合、用語「全身」（system
ic）又は「全身的に」（systemically）とは、循環、血管及び／又はリンパ系（例えば、
全身）へのＡＰＩの導入を意味する。これは、治療が身体内の特定の、限定された、局所
領域に施される局所治療とは対照的である。従って、ＡＰＩは、薬剤送達組成物を対象に
皮下移植することにより、対象に全身送達される。
【００８６】
　治療的有効量のラサギリンが好ましくは、擬ゼロ次速度で対象に送達される。擬ゼロ次
とは、ゼロ次、ほぼゼロ次、実質的にゼロ次、又は制御された又は持続されたラサギリン
の放出を言及する。擬ゼロ次放出プロフィールは、単位時間当たり比較的一定量のラサギ
リンの放出（例えば、平均値の約３０％以内）でゼロ次放出を近似するという特徴があり
得る。従って、組成物は、最初に、所望する治療効果を生みだす量のラサギリンを放出し
、そして意図される期間（例えば、約１年）にわたり、徐々に且つ継続的に、治療効果レ
ベルを維持するための異なる量のＡＰＩを放出してもよい。身体においてほぼ一定レベル
のラサギリンを維持するために、ラサギリンが、代謝され、及び／又は身体から排泄され
るラサギリンの量を補充するような速度で組成物から放出され得る。
【００８７】
　特定の理論に拘束されることを所望しないが、リザーバ・ベースの薬剤組成物は、賦形
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剤の膜又は壁を介して活性物質（例えば、ラザギリン）を放出することにより作動すると
考えられる。言い換えれば、ラサギリンは、例えば図１に示されるように、賦形剤を介し
て拡散する。従って、リザーバから速度制御賦形剤１１０への活性成分の収着１１２が生
じる。ラサギリンは定常状態で賦形剤１１０を十分に飽和し、そしてラサギリンが賦形剤
を介して拡散し、そして次に、擬ゼロ次速度で賦形剤から対象内に脱着１１４される。
【００８８】
　治療的有効量のラサギリンが、ＡＰＩについての１日平均溶出速度の最大値～最小値の
目標範囲で、対象に送達され得る。本明細書において使用される場合、用語「溶出速度」
（elution rate）とは、経口用量の速度と比経口生物学的利用能率（ｆｒａｃｔｉｏｎａ
ｌ ｏｒａｌ ｂｉｏａｖａｉｌａｂｉｌｉｔｙ）との乗数に基づくＡＰＩ送達速度を指し
、次の通りに示され得る：
　経口用量×比経口生物学的利用能率％＝目標溶出速度（ｍｇ／日）
【００８９】
　溶出速度は、例えば１日等の所定の時間の平均に基づく平均速度（すなわち、１日平均
溶出速度）であり得る。従って、１日溶出速度又は１日平均溶出速度は、１日の目標経口
用量と経口生体利用効率との乗数として表され得る。例えば、３５％のおおよその経口生
物学的利用能率及び０．５ｍｇ／日～１ｍｇ／日の１日の目標経口用量を有する、酒石酸
ラザギリンの経口剤形の場合、ラサギリンについての１日の目標溶出速度は、約１７５μ
ｇ／日～約３５０μｇ／日である。次の他の溶出速度が考慮される：例えば、１００μｇ
／日のおおよその最小溶出速度、及び１０，０００μｇ／日のおおよその最大溶出速度。
【００９０】
　最大及び最小値は、それぞれ、１日の最大平均溶出速度及び１日の最小平均溶出速度を
言及する。医薬的有効投与量のために必要とされる最小値は、ＡＰＩの経口投与バージョ
ンについてのトラフ値（trough value）（例えば、経口製剤について、血液／血漿濃度に
基づく）に相関されるか、又はそのトラフ値から決定され得る。同様に、最大値は、ＡＰ
Ｉの経口投与バージョンについてのピーク値（例えば、経口投与量が最初に投与される場
合、最大血液／血漿濃度、又は医薬的毒性量）に相関されるか又はピーク値から決定され
得る。言い換えれば、目標範囲は、同じ活性物質を含む同等の経口剤形について血液／血
漿濃度に基づいて決定され得る、それぞれ、１日の最大及び最小平均溶出速度間の範囲で
ある。
【００９１】
　本発明の一実施形態によれば、ラザギリンは、約１００μｇ／日～約１０００μｇ／日
の目標範囲で対象に送達される。例えば、ラサギリンは、約２００μｇ／日～約６００μ
ｇ／日、又は約２５０μｇ／日～約５００μｇ／日、又は約３００μｇ／日～約４００μ
ｇ／日、又は約１７５μｇ／日～約３５０μｇ／日、又は約７００μｇ／日の目標範囲で
対象に送達される。好ましい実施形態によれば、ラサギリンは、約３５０μｇ／日の平均
速度で対象に送達される。ラサギリンを含む組成物についての溶出速度を決定するために
実施例に示される試験方法は、３７℃での５０ｍｌの０．９％生理食塩水から成る溶出槽
にインプラントを配置することを包含する。次に、溶出媒体を毎週交換し、所定の持続期
間、ＨＰＬＣにより分析される。
【００９２】
　本発明の薬剤送達組成物は、長期持続性である。言い換えれば、ラサギリンは、長期間
（例えば、擬ゼロ次速度で）対象に送達される。例えば、ラサギリンは、少なくとも約１
ヶ月（約１ヶ月又はそれ以上）、少なくとも約３ヶ月（約３ヶ月又はそれ以上）、少なく
とも約６ヶ月（約６ヶ月又はそれ以上）、少なくとも約１年（約１年又はそれ以上）、少
なくとも約１８ヶ月（約１８ヶ月又はそれ以上）、少なくとも約２年（約２年又はそれ以
上）、少なくとも約３０ヶ月（約３０ヶ月又はそれ以上）、又はそれらの範囲内の任意の
期間、対象に送達される。図４及び６は、それぞれ、２１週及び３１週にわたって、擬ゼ
ロ次速度でのラサギリンのインビトロ溶出速度を示す。図７は、約１６週にわたってのラ
サギリンのインビボ血漿濃度（ｎｇ／ｍｌ）を示す。
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【００９３】
　一実施形態によれば、パーキンソン病の１つ以上の症状の治療方法は、少なくとも約１
年の期間（例えば、約１年）、治療的有効量のラサギリンを対象に、約１００～約１００
０μ／日（例えば、約７００μｇ／日又は約３５０μｇ／日）の１日平均溶出速度で全身
送達するために、対象中にリザーバ・ベースの薬剤送達組成物を移植することを包含し、
ここで前記薬剤送達組成物は、少なくとも１種のポリマーを含む賦形剤により囲まれる酒
石酸ラサギリンを含む少なくとも１つの離散性固体剤形を含み、前記少なくとも１つの離
散性固体剤形は、７５－９７重量％の酒石酸ラサギリン（例えば、約８８％の酒石酸ラサ
ギリン）、１－２５重量％の少なくとも１つの収着促進剤（例えば、約１０％のクロスカ
ルメロースナトリウム）、及び０～５重量％の滑剤（例えば、約２％のステアリン酸）を
含み、それらから実質的に成り、又はそれらから成る（すべては、少なくとも１つの離散
性固体剤形の総重量に基づく）。少なくとも１つの離散性固体剤形は、約２００～約５０
０ｍｇの酒石酸ラサギリン（例えば、約２７５ｍｇ～約４５０ｍｇ、又は約３００ｍｇ～
約４００ｍｇ、又は約３８５ｍｇ）を含むことができる。
【００９４】
　別の実施形態によれば、パーキンソン病の１つ以上の症状の治療方法は、約２年又はそ
れ以上の期間（例えば、約２年又は３０カ月）、治療的有効量のラサギリンを対象に、約
１００～約１０００μ／日（例えば、約７００μｇ／日又は約３５０μｇ／日）の１日平
均溶出速度で全身送達するために、対象中にリザーバ・ベースの薬剤送達組成物を移植す
ることを包含し、ここで前記薬剤送達組成物は、少なくとも１種のポリマーを含む賦形剤
により囲まれる酒石酸ラサギリンを含む少なくとも１つの離散性固体剤形を含み、前記少
なくとも１つの離散性固体剤形は、７５～９７重量％の酒石酸ラサギリン（例えば、約９
０％の酒石酸ラサギリン）、１～２５重量％の少なくとも１つの収着促進剤（例えば、約
９％のクロスカルメロースナトリウム）、及び０～５重量％の滑剤（例えば、約１％のス
テアリン酸）を含み、それらから実質的に成り、又はそれらから成る（すべては、少なく
とも１つの離散性固体剤形の総重量に基づく）。少なくとも１つの離散性固体剤形は、約
２００～約５００ｍｇの酒石酸ラサギリン（例えば、約４５０ｍｇ）を含むことができる
。
【００９５】
　移植前に、薬剤送達組成物は、任意の適切な加工、例えば殺菌（例えば、γ線による）
、熱処理、成形及び同様の手段を施してもよい。さらに、薬剤送達組成物は、当該分野に
おいて知られている技法により調整されるか、又はプライミングされ得る。例えば、薬剤
送達組成物は、媒体（例えば、水性媒体、例えば生理食塩水）に配置され得る。媒体、プ
ライミング温度、及びプライミングの期間は、移植後、活性物質の放出を最適化するよう
調節され得る。
【００９６】
　パーキンソン病の治療の有効性
　本明細書に記載される治療方法は、パーキンソン病の１つ以上の症状を、治療し、発症
を遅延し、抑制し、又は阻害することができる。所望の治療に影響を与え又は治療効果を
生み出すのに十分な医薬的有効量又は治療量のラサギリンが、投与されるべきである。例
えば、パーキンソン病の１つ以上の症状（例えば、動作緩慢、震え、筋硬直及び／又は姿
勢の不安定性）を阻害するか又は抑制するのに効果的な量のラサギリンの放出が所望され
る。医師は、当業者に公知の技法を用いて、治療の有効性を決定できる（すなわち、ラサ
ギリンがパーキンソン病の症状を治療するために作動することを知ることができる）。
【００９７】
　例えば、対象がラサギリンの治療計画を開始した後、臨床医は、経時的にそれらの症状
に改善があったかどうかを決定するために、パーキンソン病の症状を評価する評価尺度を
用いることができる。有効性の１つの尺度は、統一パーキンソン病評価尺度（ＵＰＤＲＳ
）である。ＵＰＤＲＳは、４セクションを用いて広く使用される尺度である。パートＩは
、精神作用、行動、及び気分（例えば、知的障害）を評価する。パートIIは、日常生活（
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例えば、会話、手書き、器具の使用、立下り、着付け、歩行、等）の活動を評価する。パ
ートIIIは、運動試験（例えば、会話、表情、休息、硬直、姿勢の安定性、動作緩慢、等
）である。パートＩＶは、治療の合併症を評価する。総評点は１９９点を含み、そして運
動試験は１０８点を占める。評価の低下は改善性を表し、そしてベースラインからの有益
な変化は負の数として表示される。
【００９８】
　前述の評価、又はパーキンソン病の症状を評価するために当該分野において使用される
他の評価に従って、臨床医により測定される場合、対象の症状の改善が、使用されるラサ
ギリンの量が効果的であるかどうかを示すために使用され得る。例えば、パーキンソン病
の対象の症状の治療におけるラサギリンの有効性は、ラサギリン処方の開始に続いて（例
えば、移植に続いて）、一定期間（例えば、約１ヶ月、約３ヶ月、約６ヶ月、又は約１年
）、患者のＵＰＤＲＳ評価における少なくとも約１０％、少なくとも約２０％、又は少な
くとも約３０％の改善を包含することができる。
【００９９】
　ラサギリンによりパーキンソン病の１つ以上の症状を治療するための治療計画は、種々
の要因、例えば患者のタイプ、年齢、性別、食事及び医学的状態に依存することは、当業
者により理解され得る。従って、実際使用される治療計画は、対象間で広く変化する。
【０１００】
　皮下送達システム及びキット
　本発明の一態様によれば、皮下送達システムは、ポリマー速度制御賦形剤により囲まれ
る少なくとも１つの離散性固体剤形を含むエラストマーリザーバインプラントを含む。前
記少なくとも１つの離散性固体剤形は、酒石酸ラサギリンを含む。皮下送達システムは、
少なくとも１ヶ月の期間、治療的有効量のラサギリンを、擬ゼロ次速度で対象にもたらす
のに適切な溶出速度でラサギリンを放出させる。本発明の別の態様によれば、薬剤送達組
成物を皮下配置するためのキットは、酒石酸ラサギリンを含む少なくとも１つの離散性固
体剤形を含むリザーバを形成するポリマー速度制御賦形剤を含むリザーバ・ベースの薬剤
送達組成物；及び皮膚の下に前記リザーバ・ベースの薬剤送達組成物を挿入するためのイ
ンプランターを含む。
【０１０１】
　薬剤送達組成物は、当業者に公知の任意の適切な手段及び技法を用いて、対象中の任意
の適切な領域中に移植され得る。例えば、組成物は、皮膚中又は皮膚下、皮下脂肪層、又
は筋肉内に直接配置することにより、皮下、例えば上腕の裏に移植され得る。
【０１０２】
　薬剤送達組成物は、任意の適切な装置又は技法、例えば当業者に知られているインプラ
ンターを用いて、皮下送達され得る。キットは、インプランター中に予備充填された薬剤
送達組成物を含み、又は薬剤送達組成物が医師又は他の使用者により充填され得る。イン
プランターは、対象の送達部位で形成される切開部に挿入され得る、移植装置、例えば注
射器、カニューレ、トロカール又はカテーテルであり得る。適切な移植装置及び移植方法
は、米国特許第７，２１４，２０６号及び第７，５１０，５４９号（それらの開示は、そ
れらの全体を参照により本明細書に組込まれる）に開示されるトロカール及び方法を包含
する。例えば、医師により、身体中に組成物を移植するか、さもなければ位置決めするた
めの他の適切な方法は、当該分野で公知である。除去及び／又は交換はまた、当該分野に
おいて知られている適切な用具及び方法を用いて、達成され得る。キットはまた、当該分
野において良く知られている他の装置、例えばメス、クランプ、縫合ツール、水分補給水
及び同様のものを包含する。
【０１０３】
　ポリマー賦形剤を含む移植可能薬剤送達組成物
　特定の理論に拘束されることを所望しないが、一定含有率又は比での硬質：軟質セグメ
ントを含む特定ポリマーを選択することにより、一定の所望する溶出速度が達成され得る
と考えられる。さらに、リザーバ内の離散性固体剤形に、ラサギリンと共に、一定量での
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収着促進剤を添加することにより、溶出速度はさらに、薬剤送達組成物から、所望する医
薬的有効な値に変更されるか、又は変調され得る（例えば、「チューニング」（tuned）
又は「ダイアルイン」（dialed in））。
【０１０４】
　本発明の一態様によれば、移植可能薬剤送達組成物から治療的有効量のラサギリンを送
達するための方法は、治療的有効量のラサギリンを対象に少なくとも１ヶ月間、擬ゼロ次
速度（例えば、ゼロ次速度）で全身に送達するために、リザーバ・ベースの薬剤送達組成
物を対象に移植することを含んでなる。薬剤送達組成物は、少なくとも１種のポリマーを
含む賦形剤により囲まれる少なくとも１つの離散性固体剤形を含み、そして少なくとも１
つの離散性固体剤形は酒石酸ラサギリンを含む。ポリマーは、軟質及び硬質セグメントを
含む実質的非多孔性のエラストマーポリマーを含み、そして軟質および硬質セグメントの
相対的含有量により、活性医薬成分について所望する１日平均溶出速度の最大および最小
値間で目標範囲内の溶出速度がもたらされる。
【０１０５】
　本発明に一実施形態によれば、薬剤送達組成物は、酒石酸ラサギリンを含む少なくとも
１つの離散性固体剤形を含むリザーバを形成する速度制御賦形剤を含む。速度制御賦形剤
は、ラサギリンについての１日平均溶出速度の目標範囲内の溶出速度を得るために、ポリ
マーの軟質及び硬質セグメントの相対含有量に基づいて選択される軟質及び硬質セグメン
トを含む実質的に非多孔性のエラストマーポリマーを含む。少なくとも１つの離散性固体
剤形は、少なくとも１ヶ月の期間、治療的有効量で、目標範囲内の擬ゼロ次でラサギリン
を放出するために、ラサギリンの１日平均溶出速度を調節するのに効果的な量で少なくと
も１つの収着促進剤を含む。収着促進剤の量は、１日平均溶出速度に正比例することがで
きる。
【０１０６】
　本発明の別の実施形態によれば、移植可能薬剤送達組成物の選択方法は、ラサギリンに
ついての１日平均溶出速度の目標範囲内に溶出速度を調節するために、ポリマーの軟質及
び硬質セグメントの相対含有量に基づいて、リザーバを形成するための軟質及び硬質セグ
メントを含む実質的に非多孔性のエラストマーポリマーを含む速度制御賦形剤を選択する
こと；及び酒石酸ラサギリン、及び少なくとも１ヶ月の期間、擬ゼロ次速度での治療的有
効量のラサギリンを達成するよう溶出速度を調節するために、少なくとも１つの収着促進
剤を選択し、そして調合することを包含し、ここで前記収着促進剤の量は、１日平均溶出
速度に正比例することができる。
【０１０７】
　ポリマー選択
　賦形剤は、軟質及び硬質セグメントを有する少なくとも１つのポリマーを含む。用語「
セグメント」とは、本明細書において使用される場合、モノマー単位、又はポリマーのブ
ロック、又はポリマーの配列、等を含むポリマーの任意の部分を言及することができる。
「軟質セグメント」（soft segments）は、使用温度異化のガラス転移温度を有する非晶
性（例えば、ゴム状）のポリマーの軟質相を含むことができる。「硬質セグメント」（ha
rd segments）は、使用温度で結晶性であるか、又は使用温度以上のガラス転移温度を有
する非晶性（例えば、ガラス状）であるポリマーの硬質相を含むことができる。使用温度
は、室温（約２０～２５℃）及び体温（約３７℃）を包含する範囲の温度を包含する。特
定の理論に拘束されることを所望しないが、軟質セグメントは、賦形剤上への収着に対し
て最大の影響を与えることができ、そして硬質セグメントは、賦形剤を通り抜ける又は介
した拡散に影響を及ぼすことができる。例えば、リザーバから賦形剤１１０中へのＡＰＩ
の収着１１２、及び賦形剤から対象中へのＡＰＩの脱着１１４を示す図１を参照のこと。
硬質及び軟質セグメントを含む任意の適切なポリマーは、そのポリマーがインプラントの
意図される期間、対象に擬ゼロ次速度で治療的有効量のＡＰＩの送達を可能にする限り、
当業者により選択され得る。本発明の一実施形態によれば、選択されたポリマー賦形剤は
疎水性である。
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【０１０８】
　一実施形態によれば、ポリマーは、熱可塑性エラストマー、又はエラストマーポリマー
であり、それらは、エラストマー性質を有し、そして１つ以上のエラストマーサブユニッ
ト（例えば、エラストマー軟質セグメント又はブロック）を含むポリマー（ホモポリマー
、コポリマー、ターポリマー、オリゴマー、及びそれらの混合物）を包含する。熱可塑性
エラストマーとしては、コポリマー（例えば、スチレンブロックコポリマー、ポリオレフ
ィンブレンド、エラストマーアロイ、熱可塑性ポリウレタン、熱可塑性コポリエステル及
び熱可塑性ポリアミド）、又はポリマーの物理的混合物（例えば、プラスチック及びゴム
）を挙げることができ、それらは、弱双極又は水素結合を含み、又は材料の相の一方で架
橋する熱可塑性及びエラストマーの両性質を有する材料から成る。エラストマーポリマー
は、ポリウレタン、ポリエーテル、ポリアミド、ポリカーボネート、ポリシリコーン又は
それらのコポリマーを包含する。従って、ポリマーは、ポリウレタン系ポリマー、ポリエ
ーテル系ポリマー、ポリシリコーン系ポリマー、ポリカーボネート系ポリマー、又はそれ
らの組合せを含んで成るエラストマーポリマーを包含することができる。典型的な実施形
態によれば、ポリマーは、ポリウレタン系ポリマー、又はポリエーテル－ブロック－ポリ
アミドポリマーを含んで成る。
【０１０９】
　ポリマー中の適切な硬質及び軟質セグメントは、当業者により選択され得る。一定タイ
プのポリマーが本明細書において記載されているが、硬質及び軟質セグメントはモノマー
、ポリマー、ポリマーの一部、等から誘導され得ることは、当業者により理解されるであ
ろう。言い換えれば、列挙されるポリマーは、重合の間、変更されるか又は修正され得る
が、しかし重合形でのそれらのポリマー、又はそれらのポリマーの一部は、最終ポリマー
の硬質及び軟質セグメントを構成する。
【０１１０】
　適切な軟質セグメントの例としては、（ポリ）エーテル、（ポリ）カーボネート、（ポ
リ）シリコーン又は同様のものに由来するそれらを挙げることができるが、但しそれらだ
けには限定されない。例えば、軟質セグメントは、ポリ（テトラメチレンオキシド）（PT
MO）、ポリエチレングリコール（PEG）、ポリ（プロピレンオキシド）（PPO）、ポリ（ヘ
キサメチレンオキシド）、及びそれらの組合せから成る群から選択されたアルキレンオキ
シドポリマーに由来することができる。軟質セグメントはまた、ポリカーボネート軟質セ
グメント（Lubrizolから入手できる）、又はシリコーン軟質セグメント（Aortechから入
手できる）に由来できる。
【０１１１】
　適切な硬質セグメントの例としては、ポリウレタン又はポリアミド由来のそれらを挙げ
ることができるが、但しそれらだけには限定されない。例えば、硬質セグメントは、イソ
シアネート及びアミド、例えばナイロン、ナイロン誘導体（例えば、ナイロン６、ナイロ
ン１１、ナイロン１２、等）、カルボン酸末端アミドブロック、及び同様のものに由来す
ることができる。
【０１１２】
　ポリマーは、当業者に公知である任意の適切な手段又は技法により形成され得る。例え
ば、ポリマーは、モノマー、ポリマー前駆体、プレポリマー、ポリマー、等から形成され
得る。ポリマー前駆体は、ポリマーを形成するために反応され得るか又は硬化され得るモ
ノマー及びオリゴマー物質を包含することができる。ポリマーは、任意の適切な構成成分
を用いて合成され得る。
【０１１３】
　本発明の一実施形態によれば、ポリマーは、ポリウレタン（例えば、ウレタン結合、－
ＲＮＨＣＯＯＲ′－を含む）を含む。ポリウレタンは、上記で詳細に論じられたように、
ポリエーテル系ポリウレタン、ポリカーボネート系ポリウレタン、ポリアミド系ポリウレ
タン、ポリシリコーン系ポリウレタン又は同様のものを包含する。
【０１１４】
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　ポリウレタンは、軟質及び硬質の両セグメントを含むことができる。軟質セグメントは
、ポリオール、例えばポリエーテルポリオール、ポリカーボネート系ポリオール、及び同
様のものに由来することができる。例えば、軟質セグメントは、ポリエーテルポリオール
、例えばポリアルキレングリコール（例えば、ポリエチレングリコール、ポリプロピレン
グリコール、ポリブチレングリコール、ポリオキシエチレンジオール及びトリオール）、
ポリオキシプロピレンジオール及びトリオール、及び同様のものに由来することができる
。軟質セグメントは、他方では、ポリオール、例えば１，４－ブタンジオール、１，６－
ヘキサンジオール、１、１２－ドデカンジオール、及び同様のものに由来することができ
る。ポリカーボネート軟質セグメントポリウレタンを含む組成物についての溶出速度が図
１２に提供される。ポリオール由来の軟質セグメントが、次の式又はそれらの混合物によ
り表され得る：
【０１１５】
　Ｏ－（ＣＨ2－ＣＨ2－ＣＨ2－ＣＨ2)ｘ－Ｏ（式１）
　－[Ｏ－(ＣＨ2)ｎ]ｘ－Ｏ－（式２）
　Ｏ－[(ＣＨ2)6－ＣＯ3]n－(ＣＨ2)－Ｏ（式３）
【０１１６】
　硬質セグメントは、イソシアネート、例えば脂肪族及び脂環式イソシアネート、及び芳
香族イソシアネート、例えば１，６－ヘキサメチレンジイソシアネート（ＨＤＩ）、１－
イソシアナト－３－イソシアナトメチル－３，５，５－トリメチル－シクロヘキサン（イ
ソホロンジイソシアネート、ＩＰＤＩ）及び４，４′－ジイソシアナトジシクロヘキシル
メタン（Ｈ１２ＭＤＩ）、並びにメチレンジフェニルジイソシアネート（ＭＤＩ）及びト
ルエンジイソシアネート（ＴＤＩ）に由来することができる。
【０１１７】
　本発明の別の実施形態によれば、ポリマーは、ポリエーテル系ポリウレタンを含むこと
ができる。例えば、ポリマーは、軟質セグメントとしてポリ（テトラメチレンオキシド）
、及び硬質セグメントとして重合された４，４′－ジイソシアナトジシクロヘキシルメタ
ン（Ｈ１２ＭＤＩ）及び１，４－ブタンジオールを含む脂肪族ポリエーテル系ポリウレタ
ンであり得る。適切なポリマーは、ＴＥＣＯＦＬＥＸ（登録商標）ファミリーからのポリ
マー、すなわち重合された４，４′－ジイソシアナトジシクロヘキシルメタン（Ｈ１２Ｍ
ＤＩ）及び１，４－ブタンジオールから成る硬質セグメント及びマクロジオールポリ（テ
トラメチレンオキシド）から成る軟質セグメントを有する脂肪族ブロックコポリマーを包
含する。
【０１１８】
　本発明の別の実施形態によれば、ポリマーは、ポリエーテル－アミド（例えば、熱可塑
性ポリ（エーテル－ブロック－アミド）、例えばＰＥＢＡ、ＰＥＢ、ＴＰＥ－Ａ、及びＰ
ＥＢＡＸ（登録商標）ポリエーテル－アミドとして商業的には知られている）を含む。硬
質セグメントは、ポリアミドブロック（例えば、カルボン酸末端アミドブロック、例えば
ジカルボンブロック）を含むことができ、そして軟質セグメントは、ポリエーテルブロッ
ク（例えば、ジオール、例えばポリオキシアルキレングリコール）を含むことができる。
それらのブロックコポリマーの一般構造式は、次の通りに示され得る：
【０１１９】
【化３】

【０１２０】
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　式中、ＰＡは、硬質セグメントを表し、そしてＰＥは軟質セグメントを表す。ポリアミ
ドブロックは、種々のアミド、例えばナイロン（例えば、ナイロン６、ナイロン１１、ナ
イロン１２、等）を包含することができる。ポリエーテルブロックはまた、種々のポリエ
ーテル、例えばポリテトラメチレンオキシド（ＰＴＭＯ）、ポリエチレングリコール（Ｐ
ＥＧ）、ポリプロピレンオキシド（ＰＰＯ）、ポリ（ヘキサメチレンオキシド）、ポリエ
チレンオキシド（ＰＥＯ）及び同様のものを包含する。ポリエーテル：ポリアミドブロッ
クの比は、８０：２０～２０：８０（ＰＥ：ＰＡ）であり得る。ポリエーテルの量が上昇
するにつれて、よりしなやかでより柔らかな材料が得られる。
【０１２１】
　一実施形態によれば、エラストマーポリマーは、ＴＥＣＯＦＬＥＸ（登録商標）ポリウ
レタン、ＣＡＲＢＯＴＨＡＮＥ（登録商標）ポリウレタン、ＰＥＢＡＸ（登録商標）ポリ
エーテル－アミド、及びそれらの組み合わせから成る群から選択され得る。例えば、エラ
ストマーポリマーは、ＴＥＣＯＦＬＥＸ（登録商標）ＥＧ－９３Ａ ポリウレタン、ＴＥ
ＣＯＦＬＥＸ（登録商標）ＥＧ－８０Ａポリウレタン、ＴＥＣＯＦＬＥＸ（登録商標）Ｅ
Ｇ－８５Ａ ポリウレタン、ＰＥＢＡＸ（登録商標）２５３３ ポリエーテル－アミド、Ｐ
ＥＢＡＸ（登録商標）３５３３ポリエーテル－アミド、ＣＡＲＢＯＴＨＡＮＥ（登録商標
）ＰＣ－３５８５Ａ ポリウレタン、及びそれらの組み合わせを包含することができる。
【０１２２】
　軟質及び硬質セグメントの相対含有量が、活性医薬成分についての１日平均溶出速度の
目標範囲内の溶出速度をもたらすことができる。軟質及び硬質セグメントの相対含有量は
、ポリマーにおける硬質セグメントに対する軟質セグメントの量又は含有率を言及する。
相対含有量はまた、軟質セグメント：硬質セグメントの比（例えば、少なくとも約２：１
又は少なくとも４：１の軟質セグメント：硬質セグメント）としても定義され得る。例え
ば、軟質セグメント含有は、硬質セグメント含有に対して、５０％又はそれ以上、６０％
又はそれ以上、７０％又はそれ以上、又は８０％又はそれ以上であり得る。一実施形態に
よれば、相対含有率は、約７０％の軟質セグメント及び約３０％の硬質セグメント、又は
少なくとも約２．３：１（軟質：硬質）(例えば、ＰＥＢＡＸ（登録商標）２５３３ポリ
エーテル－アミド）である。別は実施形態によれば、相対含有率は、約８０％の軟質セグ
メント及び約２０％の硬質セグメント、又は少なくとも約４：１（軟質：硬質）(例えば
、ＰＥＢＡＸ（登録商標）３５３３ポリエーテル－アミド）である。
【０１２３】
　軟質セグメント：硬質セグメントの比は、所望する溶出速度に依存して変化することが
できる。特定の理論に拘束されることを所望しないが、軟質セグメントは賦形剤中へのＡ
ＰＩの収着に寄与することができる、及び／又は硬質セグメントは拡散速度に寄与するこ
とができる（例えば、活性物質が賦形剤を介していかに早く拡散するか）。しかしながら
、インプラントが定常状態（例えば、一定又はほぼ一定の溶出速度）に達すると、賦形剤
を介しての拡散速度はおそらく、あまり重要ではない。従って、硬質セグメントに対する
軟質セグメントのより高い比（例えば、少なくとも約２：１、少なくとも約３：１又は少
なくとも約４：１）を有することが所望される。軟質及び硬質セグメントの相対含有量は
また、軟質及び硬質両セグメントの分子量に正比例すると思われる。言い換えれば、軟質
セグメントがより高い分子量のポリマーだと、軟質セグメント：硬質セグメントの相対含
有率がより高いという結果になる。
【０１２４】
　各軟質及び硬質セグメントの分子量は、選択される特定の軟質及び硬質セグメントに依
存して選択され得る。特に、軟質セグメントのサイズ（例えば、分子量）は、溶出速度に
影響を及ぼすことができる。例えば、軟質ブロック（例えば、ポリエーテル）の分子量は
、約１０００～１２，０００ダルトン（ダルトンは、分子量についてｇ／モルと互換的に
使用され得る）の範囲であり得る。軟質セグメントとしてのＰＴＭＯの場合、分子量は約
５００－３０００ダルトンの範囲であり得る。いくつかの場合、約１０００ダルトン以下
に比べて、溶出を高めるためには、より高い分子量が好ましい（例えば、約２０００～３
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０００ダルトン）。軟質セグメントとしてのＰＰＯの場合、分子量は約２０００～１２，
０００ダルトンの範囲であり得、そして再び、溶出速度を高めるためには、より高い分子
量が好ましい。ポリエーテル－ブロックアミドの場合、ポリエーテルブロックの分子量は
、約４００～約３０００ダルトンであり、そしてポリアミドブロックの分子量は、約５０
０～約５０００ダルトンであり得る。特定の理論に拘束されることを所望しないが、ポリ
マー中の軟質セグメントの分子量を高めることにより、硬質セグメントの含有量が低めら
れ、これにより、賦形剤を介したＡＰＩの溶解および拡散が良好になると考えられる。
【０１２５】
　ポリマーセグメントのショアＤ硬度又はショア硬度はまた、溶出速度に対する影響を及
ぼし得る。いくつかの場合、ショア硬度は、溶出速度に反比例することができる（例えば
、ショア硬度が高いと溶出速度が低くなる）。例えば、ポリエーテル－ブロックアミドの
場合、３５のショア硬度が、２５のショア硬度に比べて、より低い溶出速度をもたらす。
本発明の一実施形態によれば、賦形剤は、実質的に又は完全に非多孔性であり、そこにお
けるポリマーは、例えば、約１０％、約５％又は約１％以下の多孔率又は空隙率を有する
。特に、賦形剤は、実質的に非多孔性であり、従って、薬剤送達組成物からのＡＰＩの流
出を可能にする物理的孔又はマクロ孔は存在しない。別の実施形態によれば、賦形剤は水
に実質的に不溶性であり、これは、１０，０００ｍＬ超の水中での１ｇに相当する。本発
明の別の実施形態によれば、薬剤送達組成物は、ＡＰＩを治療的に有効量で放出するため
に、インビボでの賦形剤の浸食又は分解を必要としない。一方、賦形剤は、移植可能組成
物の意図される持続期間、インビボで実質的に浸食性ではなく、及び／又は実質的に分解
できない（例えば、ＡＰＩは、インビボで材料の浸食又は分解によっては放出されない）
。
【０１２６】
　速度制御賦形剤は、活性医薬成分について１日平均溶出速度の目標範囲内の溶出速度を
得るために、ポリマーの軟質及び硬質セグメントの相対含有量に基づいて選択される軟質
及び硬質セグメントを含む実質的に非多孔性のエラストマーポリマーを含むことができる
。治療的有効量のＡＰＩは、活性医薬成分についての所望する１日平均溶出速度の最大及
び最小値間の目標範囲内の擬ゼロ次速度で対象に送達される。擬ゼロ次とは、ＡＰＩのゼ
ロ次、ほぼゼロ次、実質的にゼロ次、又は制御された又は持続された放出を言及する。組
成物は最初に、所望する治療効果を生み出す量のＡＰＩを放出でき、そして意図された治
療期間（例えば、約１年）にわたり、徐々に且つ継続的に、治療効果レベルを維持するた
めの異なる量のＡＰＩを放出することができる。
【０１２７】
　前述のように、賦形剤は、任意の適切なサイズ及び形状のものであり得る、リザーバの
形状を形成する。典型的な実施形態によれば、賦形剤は実施的に円筒形状である。円筒形
状の賦形剤の実施形態は例えば、図２に示されている。リザーバは、活性物質及び送達の
位置に依存して、任意の適切なサイズ、例えば直径：長さの比が、約１：１．５～１：１
５、例えば、約１：５又は約１：１０であり得る。
【０１２８】
　賦形剤の壁厚がまた、所望する溶出速度をもたらすために選択され得る。壁厚は溶出速
度に反比例する。従って、より厚い壁厚は、より低い溶出速度をもたらすことができる。
賦形剤は、約０．０５～約０．５ｍｍ、又は約０．１～約０．３ｍｍ（例えば、約１．０
ｍｍ、約０．２ｍｍ、又は約０．３ｍｍ）の平均厚を有する壁を形成することができる。
【０１２９】
　ポリマーは、任意の適切な技法、例えば押出成形、射出成形、圧縮成形、回転成形を用
いて加工され得る。一実施形態によれば、移植可能薬剤送達組成物の製造方法は、（ａ）
ラサギリンについての１日平均溶出速度の目標範囲内の溶出速度を提供するために、ポリ
マーの軟質及び硬質セグメントの相対的含有量及び分子量に基づいて、軟質及び硬質セグ
メントを含む実質的に非多孔性のエラストマーポリマーを選択し；（ｂ）前記エラストマ
ーポリマーから中空管を形成し（例えば、図２を参照のこと）；（ｃ）酒石酸ラサギリン
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、及び少なくとも１ヶ月の期間、治療的有効量のラサギリンの溶出速度を擬ゼロ次速度に
するために、少なくとも１つの収着促進剤を選択し、そして調合し、ここで収着促進剤の
量は、１日平均溶出速度に対して正比例し；（ｄ）酒石酸ラザギリン及び少なくとも１つ
の収着促進剤を含む少なくとも１つの離散性固体剤形を、前記管中に充填し；そして（ｅ
）密封された円筒形状のリザーバ・ベースの薬剤送達生成物を形成するために、管の両端
を密封することを包含することを包含する。管は、当該分野において知られている任意の
適切な手段又は技法を用いて密封され得る。例えば、端は、封止され、追加のポリマーに
より充填され、ヒートシールされ、又は同様にされる。管は、離散性固体剤形が出ないよ
うに、永久的に密封されるべきである。また、端は、活性物質が移植後に流出してしまう
ような穴または開口がないよう、適切に密封するべきである。
【０１３０】
　収着促進剤及び離散性剤形
　本発明の態様によれば、リザーバ内の少なくとも１つの離散性固体剤形はまた、少なく
とも１ヶ月の期間、治療的有効量で目標範囲内の擬ゼロ次で医薬的活性成分を放出するた
めに、医薬的活性成分の１日平均溶出速度を調節するのに効果的な量で少なくとも１つの
収着促進剤を含むことができる。本明細書において使用される場合、用語「調節する」（
modulate）又は「調節」（modulation）は、薬剤送達組成物の活性の変化を説明するため
に使用され得る。これは、溶出速度の変化（例えば、所定の溶出速度又は範囲での上昇又
は下降）に相当することができる。
【０１３１】
　収着促進剤は、薬剤送達組成物からのＡＰＩの放出を改善する化合物を含むことができ
る。特定の理論に拘束されることを所望しないが、収着促進剤は、対象からリザーバ中に
水又は他の流体を引き込み、離散性固体剤形以外を崩壊するか又は破壊し、及び／又はＡ
ＰＩを賦形剤の内壁に接触させるか又は接触したままの状態にさせることにより、薬剤送
達組成物からのＡＰＩの放出を改善することができる。そのような機構は、例えば図１に
示されている。
【０１３２】
　収着促進剤の量は特に制限されないが、しかし存在する場合、固体剤形の約１～２５重
量％、より好ましくは固体剤形の約５～２０重量％、及びより好ましくは約１０重量％で
ある。収着促進剤の量は、溶出速度に正比例する。言い換えれば、組成物中のより高い重
量％の収着促進剤は、より低い重量％よりも高い平均溶出速度をもたらすことができる。
従って、より高い溶出速度を得るためには、より高い重量％（例えば、約８～２５重量％
又は約１０～２０重量％）の収着促進剤を含むことが好ましい。
【０１３３】
　任意の適切な収着促進剤が当業者により選択され得る。特に適切な収着促進剤としては
、次のものを挙げることができる：負に帯電したポリマー、例えばクロスカルメロースナ
トリウム、カルボキシメチルデンプンナトリウム、デンプングリコール酸ナトリウム、ア
クリル酸ナトリウム誘導体（例えば、ポリアクリル酸ナトリウム）、架橋されたポリアク
リル酸（例えば、ＣＡＲＢＯＰＯＬ（登録商標））、コンドロイチン酸、ポリグルタミン
酸、ポリアスパラギン酸、カルボキシメチルセルロースナトリウム、中性ポリマー、例え
ばポリエチレングリコール、ポリエチレンオキシド、ポリビニルピロリドン及びそれらの
組合せ。収着促進剤の量は特別には制限されないが、しかし存在する場合、好ましくは、
固体剤形の約１～２５重量％、固体剤形の約２～２０重量％、固体剤形の約２～１２重量
％、固体剤形の約５～１０重量％（例えば、固体剤形の約５重量％又は約１０重量％）で
ある。特定の収着促進剤の選択が、溶出速度に対する影響を有する。
【０１３４】
　本発明の一実施形態によれば、少なくとも１つの離散性固体剤形は、少なくとも１つの
離散性固体剤形の総重量に基づいて７５～９７重量％の酒石酸ラサギリン；少なくとも１
つの離散性固体剤形の総重量に基づいて１～２５重量％の少なくとも１つの収着促進剤；
及び少なくとも１つの離散性固体剤形の総重量に基づいて０～５重量％の滑剤を含む。例
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えば、少なくとも１つの離散性固体剤形は、少なくとも１つの離散性固体剤形の総重量に
基づいて８５～９５重量％（例えば、約８８重量％）の酒石酸ラサギリン；少なくとも１
つの離散性固体剤形の総重量に基づいて５～２０重量％（例えば、約１０重量％）の少な
くとも１つの収着促進剤（例えば、クロスカルメロースナトリウム）；及び少なくとも１
つの離散性固体剤形の総重量に基づいて０～５重量％（例えば、約２重量％）の滑剤（例
えば、ステアリン酸）を含む。好ましくは、薬剤送達組成物中の各成分は、疾病又は治療
される状態の治療のために効果的な量で提供される。
【０１３５】
　前述したように、治療的有効量のＡＰＩが、ＡＰＩについての１日平均溶出速度の目標
範囲で対象に送達され得る。目標溶出速度（ｍｇ／日）は、経口用量速度と比経口生物学
的利用率の乗数に基づく。溶出速度は、例えば所定の時間、例えば１日の平均に基づく平
均速度（すなわち、１日平均溶出速度）であり得る。医薬活性成分の１日平均溶出速度は
、薬剤送達組成物における収着促進剤の量に正比例して変化することができる（例えば、
より多くの収着促進剤が、より高い１日平均溶出速度をもたらすことができる）。
【０１３６】
　前述したように、１日平均溶出速度についての最小値は、ＡＰＩの経口投与バージョン
についてのトラフ値（例えば、経口製剤について血液／血漿濃度に基づく）に相関され得
る。同様に、最大値は、ＡＰＩの経口投与バージョンについてのピーク値（例えば、経口
用量が最初に投与されたときの最大血液／血漿濃度、または医薬的毒性量）に相関され得
る。言い換えれば、目標範囲は、最大及び最小溶出速度間であり、これは、それぞれ、同
じ活性物質を含む同等の経口剤形についての血液／血漿濃度に基づいて決定され得る。離
散性剤形の数及び形状は、所望する溶出速度を提供するよう最適化され得る。例えば、離
散性固体剤形は、リザーバの全空洞を満たさないよう適切な形状のものであり得る。一実
施形態によれば、少なくとも１つの離散性剤形は、円筒形状である。別の実施形態によれ
ば、少なくとも１つの離散性剤形は、その固体剤形が球状又はほぼ球状である点で、実質
的に球形である。例えば、剤形の形状は、約１０％以上、完全な球体から逸脱しなくても
良い。別の実施形態によれば、少なくとも１つの離散性剤形は実質的に円筒形である。
【０１３７】
　何れの理論によっても拘束されることを所望しないが、少なくとも１つの離散性剤形の
表面積が溶出速度に寄与すると思われる。一実施形態によれば、少なくとも１つの離散性
剤形の総面積は、溶出速度に正比例する。従って、離散性剤形の数は、所定の溶出速度を
提供するよう選択され得、ここで高められた数の剤形が高められた総表面積を提供する。
離散性固体剤形は、１以上のペレット（例えば、２～９個のペレット）を含むことができ
る。言い換えれば、より高い数の剤形が、より少数の剤形よりも高い平均溶出速度をもた
らすことができる。従って、好ましくは、より高い溶出速度を得るためには、より多くの
離散性固体投剤形（例えば、７～９個のペレット）を含む。例えば、７又は９個のペレッ
トを含むリザーバによるラサギリンについての溶出速度（μｇ／日）を示す図６を参照の
こと、ここで９個のペレットを含む組成物は、７個のペレットを含む組成物よりも高い溶
出プロフィールを生み出す。さらなる実施形態によれば、移植可能薬剤送達組成物に使用
されるペレットの総表面積は例えば、ペレットの形状を変えるか、それらの表面回旋を高
めるか、同様にすることにより、高められ得る。
【０１３８】
　薬剤送達組成物、皮下送達システム、及びキット
　前述したように、薬剤送達組成物は長期持続し、そしてラザギリンは、長期間（例えば
、少なくとも約１ヶ月（約１ヶ月以上）、少なくとも約３ヶ月（約３ヶ月以上）、少なく
とも６ヶ月（約６ヶ月以上）、少なくとも約１年（約１年以上）、少なくとも約２年（約
２年以上）、少なくとも約３０ヶ月（約３０ヶ月以上）、又はそれらの範囲内の任意の期
間）、擬ゼロ次速度で対象に送達され得る。
【０１３９】
　本発明の一実施形態によれば、擬ゼロ次でラサギリンを放出するための皮下送達システ
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ムは、リザーバを形成する速度制御賦形剤を含むエラストマーリザーバインプラントを含
む。速度制御賦形剤は、ラサギリンについての１日平均溶出速度の目標範囲内の溶出速度
を提供するために、相対含有量の硬質セグメント及び軟質セグメントを有する実質的に非
多孔性のエラストマーポリマーを含む。リザーバは、酒石酸ラサギリン、及び少なくとも
１ヶ月の期間、擬ゼロ次の目標範囲内で治療的有効量のラサギリンの放出のためにラサギ
リンの溶出速度を調節するのに有効量の少なくとも１つの収着促進剤を含む少なくとも１
つの離散性固体剤形を含む。収着促進剤の量は、１日の平均溶出速度に正比例することが
できる。
【０１４０】
　薬剤送達組成物は、当業者に公知の任意の適切な手段及び技法を用いて、対象の任意の
適切な領域に移植され得る。例えば、組成物は、例えば皮膚中又は皮膚下、皮下脂肪層、
又は筋肉内に直接供給することにより、上腕の裏側、又は上背部（例えば、肩甲骨領域）
で皮下移植され得る。薬剤送達組成物は、任意の適切な装置又は技法を用いて、皮下送達
され得る。
【０１４１】
　本発明の別の実施形態によれば、薬剤送達組成物を皮下配置するためのキットは、少な
くとも１つの離散性固体剤形を含むリザーバを形成するポリマー速度制御賦形剤を含むリ
ザーバ・ベースの薬剤送達組成物、及び皮膚の下に前記リザーバ・ベースの薬剤送達組成
物を挿入するためのインプランター、並びに任意には薬剤送達組成物の移植及び外植のた
めの説明書を包含する。速度制御賦形剤は、軟質及び硬質セグメントを含む、実質的に非
多孔性のエラストマーポリマーを含み、そしてポリマー中の軟質及び硬質セグメントの相
対含有量が、ラサギリンについての１日平均溶出速度の目標範囲内の溶出速度を得るため
に選択される。少なくとも１つの離散性固体剤形は好ましくは、酒石酸ラサギリン、及び
少なくとも１ヶ月の期間、治療的有効量で目標範囲内の擬ゼロ次でラサギリンを放出する
ためにラサギリンの溶出速度を調節するために効果的な量で、少なくとも１種の収着促進
剤を含み、そして収着促進剤の量は、１日平均溶出速度に正比例することができる。
【０１４２】
　薬剤送達組成物は、任意の適切な装置又は技法、例えば当業者に公知のインプランター
を用いて、皮下送達され得る。キットは、インプランター中に予備充填される薬剤送達組
成物を含み、又は薬剤送達組成物は医師又は他の使用者により充填され得る。インプラン
ターは、対象の送達部位で形成される切開部に挿入され得る、移植装置、例えば注射器、
カニューレ、トロカール又はカテーテルであり得る。適切な移植装置及び移植方法は、米
国特許第７，２１４，２０６号及び第７，５１０，５４９号（それらの開示は、それらの
全体を参照により本明細書に組込まれる）に開示されるトロカール及び方法を包含する。
例えば、医師により、身体中に組成物を移植するか、さもなければ位置決めするための他
の適切な方法は、当該分野で公知である。除去及び／又は交換はまた、当該分野において
知られている適切な用具及び方法を用いて、達成され得る。キットはまた、当該分野にお
いて良く知られている他の装置、例えばメス、クランプ、縫合ツール、水分補給水及び同
様のものを包含する。
【０１４３】
　キット及びその使用方法の一実施形態
　本明細書において使用される場合、用語「近位」（proximal）及び「遠位」（distal）
とは、薬剤溶出インプラントを移植する外科医との間で近い方向を、それぞれ言及する。
明確には、挿入器具の遠位部分が対象中に挿入され、そして器具の近位部分が対象の外側
に残る。図中の基準粋のために、「Ｐ」として示される矢印は一般的に、近位方向を言及
し、そして「Ｄ」として示される矢印は一般的に、図に示される項目の方向に対して遠位
方向を言及する。
【０１４４】
　図８を参照すると、対象に薬剤溶出インプラントを皮下配置するためのキット１０が、
本発明の１つの典型的な実施形態に従って示されている。キット１０は、薬剤溶出インプ
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ラント１００、及び対象に薬剤溶出インプラントを皮下配置するための挿入器具２００を
含む。挿入器具２００は、挿入器具２００中に予備充填されるインプラント１００と共に
パッケージングされる。挿入器具２００は単一の薬剤溶出インプラント１００と共に示さ
れているが、その器具は対象に移植されるべき複数の薬剤溶出インプラントにより予備充
填され得る。さらに、１つ以上の薬剤溶出インプラント１００は、挿入器具２００とは別
々にパッケージングされるキット１０に提供され得る。
【０１４５】
　図９－１７を参照すると、挿入器具２００は、中空シャフト２３０を有するカニューレ
２１０を含み、ここでカニューレ２１０は、挿入器具２００のハンドル部分２２４のフロ
ントハブ部分２２３に連結する。カニューレ及び中空シャフト２３０は縦軸２４０を有し
、そして中空シャフトを通して延伸する内部穴又は内腔２３２を形成する。カニューレ２
１０は、挿入器具２００が使用されていない場合、図９に示される、保護シース２３１に
より被覆され得る鋭い遠位端２３４を有する。挿入器具２００はまた、（ｉ）ハンドル部
分２２４の後方ハブ部分２２０、（ｉｉ）ハンドル部分２２４、（ｉｉｉ）ハンドル部分
のフロントハブ部分２２０及び（ｉｖ）中空シャフト２３０中に延伸できるストップロッ
ド２５０を含む。カニューレ２１０は、より詳細に記載されるように、ストップロッド２
５０上でスライドすることにより位置を変えることができる。
【０１４６】
　本発明の実施形態によれば、ハンドル部分２２４は、多くの異なった構造体により形成
され得る。例えば、ハンドルに部分２２４は、２つの射出成形された部分２２０ａ及び２
２０ｂから構成され得る。部分２２０a及び２２０ｂは、例えば対応する多くのソケット
２２８（図１７に示される）と対合する複数のピン（示されていない）と、お互い結合す
ることができる。部分２２０a及び２２０ｂがお互い連結される場合、それらはハンドル
部分２２４のリアハブ部分２２０及びフロントハブ部分２２３、及びハンドル部分２２４
を集合的に形成する。当業者には容易に明らかであるように、他の構成がハンドル部分２
２４のために可能である。フロントハブ部分２２３は、そこにカニューレ２１０及びスト
ップロッド２５０を受けるようになっている。ハンドル部分２２４は、中空シャフト２３
０の縦軸２４０の一方にオフセットされ、使用者により把持され得る横方向の延伸部分を
形成する。一対のフランジ２２１は、使用者の指に合うようにハンドル部分２２４から外
側に突出する。
【０１４７】
　中空通路２３０の遠位端２３４は、内腔２３２中に通路を提供する。内腔２３２は、中
空シャフト２３０内に薬剤溶出インプラント１００を受け、そして保管するようになって
いる。薬剤溶出インプラント１００は、開放遠位端２３４を通してインプラントを挿入す
ることにより、内腔２３２及び中空シャフト２３０中に充填され得る。この構造において
は、薬剤溶出インプラント１００は、器具２００が組み立てられた後、製造業者により挿
入器具２００中に充填され得る。他方では、薬剤溶出インプラント１００は、使用者によ
り、挿入器具２００中に充填され得る。
【０１４８】
　図１７を参照すると、挿入器具２００は、すぐに使用できる状態で示されており、そし
て薬剤溶出インプラント１００はカニューレ２１０の中空シャフト２３０中に予備充填さ
れる。ストップロッド２５０は、近位端２５２及び遠位端２５４を含む。ストップロッド
２５０の近位端２５２は、ノブ又はハンドル部分２５６を含む。ストップロッド２５０の
遠位端２５４は、当接面２５９を含む。当接面２５９は、薬剤溶出インプラント１００に
近接して中空シャフト２３０内に配置される。
【０１４９】
　カニューレ２１０は、上記で示されたように、ストップロッド２５０上を、スライド移
動できる。挿入器具２００は２つの設定を有し、１つは、ストップロッド２５０上でのカ
ニューレ２１０の軸移動を可能にし、そして他の１つは、軸移動を妨げる。設定は、カニ
ューレ２１０に対して、ストップロッド２５０の相対的向きにより制御される。ストップ
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ロッド２５０は、ロック解除された方向とロックされた方向との間の中空シャフト２３０
の縦軸２４０対して軸回転できる。ロック解除された方向においては、カニューレ２１０
、フロントハブ２２３及びリアハブ２２０は、ストップロッド上での移動を可能にされる
。ロックされた方向においては、カニューレ２１０、フロントハブ２２３及びリアハブ２
２０は、ストップロッド２５０上での移動を妨げられる。
【０１５０】
　ストップロッド２５０は、図９Ａに最良に見られるように、２つの縦溝２３６により形
成される第１ロック特徴を含む。溝２３６は、ストップロッド２５０の長さの一部に沿っ
て延伸する。ハンドル部分２２４は、図１７に最良に見られるように、リアハブ２２０上
に位置する１対の突起部分２１６により形成される第２ロック特徴を含む。各突起部分２
１６は、中空シャフト２３０の横軸２４０に向かって半径方向内向きに延伸する。ストッ
プロッド２５０がロックされた方向に回転される場合、溝２３６は突起部分２１６と半径
方向に整列しない。こうすると、突起部分２１６はストップロッド２５０とかみ合い、ス
トップロッドの近位端２５２に向かってストップロッド上でのカニューレ２１０の移動を
妨げる。ストップロッド２５０がロック解除された方向に回転される場合、溝２３６は、
突起部分２１６と放射状に整列して位置決定される。各溝２３６は、突起部分２１６の１
つを受けるような寸法にされる。従って、ロック解除された位置においては、各突起部分
２１６は、溝２３６内に受容され、それにより、ストップロッド２５０の近位端２５２に
向かってストップロッド２５０上でのカニューレ２５０の移動を可能にする。ストップロ
ッド２５０は、その上に間隔をあけられたマーキングを含み、それらは、カニューレ２１
０がストップロッド２５０の近位端２５２に対して近位に移動された距離を示す。
【０１５１】
　挿入器具２００は、カニューレ２１０中に予備充填された薬剤溶出インプラント１００
を有するキット１０にパッケージングされる。別の実施形態によれば、キットは、挿入器
具２００及び薬剤溶出インプラント１００を提供し、そして前記インプラントは前記器具
と別々にパッケージングされる（すなわち、器具はキット中の１つのパッケージに含まれ
、そしてインプラントは、キット中の器具を含むパッケージ以外の別のパッケージに含ま
れる）。このパッケージングオプションだと、使用者は、そのパッケージングからの薬剤
溶出インプラントの除去、インプラントの検査、及びインプラントを患者に挿入する直前
に器具中へインプラントを充填することが可能になる。ここのオプションだと、使用者は
柔軟に、キット内のインプラントを別の適切なインプラントに置換できる。別のパッケー
ジングは、異なった性質を有する複数のインプラントを含むキットに使用され得る。その
ようなキットによれば、異なったインプラントが個々にパッケージングされ、そして使用
者は適切なインプラントを選択し、そして開き、そして器具中にそのインプラントを充填
することができる。
【０１５２】
　本発明のキットは、それらが含む薬剤組成物、又は他の特徴の点で、お互い異なる１つ
以上のインプラントを含むことができる。例えば、キット１０には、単一薬剤溶出インプ
ラント１００が設けられる。インプラント１００は、少なくとも１つの離散性固体剤形を
含むリザーバを形成するポリマー速度制限賦形剤から成る。他のキットの実施形態は、ポ
リマー速度制御賦形剤から成る複数のインプラントを設けることができる。図では、挿入
器具２００に予備充填された単一のインプラント１００を概略的に示すが、本発明の他の
実施形態では、挿入器具には複数のインプラント１００が予備充填されるという特徴があ
ってもよい。本発明の実施形態によるキットには、１つ以上のインプラントが予備充填さ
れた挿入器具、及び挿入器具に予備充填されていない１つ以上の別々にパッケージされた
インプラントを設けてもよい。インプラント及び器具の任意の数、タイプ又は組合せが、
一緒に又は別々にパッケージングされるか否かにかかわらず、本発明の実施形態に従って
、キットに提供され得る。従って、異なった治療効果を有する複数のインプラントが、単
一送達手順で移植され得る。
【０１５３】
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　対象中への挿入器具２００を挿入する前、真皮の下に皮下腔を準備することが、ある場
合、所望される。皮下腔は、カニューレの中空シャフトの全長を受けるのに十分な大きさ
であるポケットが設けられ、適切な位置へのインプラントの配置を容易にする。この理由
のために、本発明のキットは任意には、対象に皮下腔を設けるための別の器具を含むこと
ができる。図１８を参照すると、本発明の実施形態に従っての別のキット１０′が示され
る。キット１０′は前の図に示されるように、薬剤溶出インプラント１００が予備充填さ
れた同じ挿入器具２００を包含する。キット１０′はまた、対象に皮下腔を設けるために
、トンネリング器具３００として言及される第２器具を包含する。さらに、キット１０′
は、器具とは別にパッケージングされる別の薬剤溶出インプラント１００′を包含する。
【０１５４】
　図１９～２７を参照すると、トンネリング器具３００は、挿入方向Ｉに対して平行であ
る水平軸Ｈ、及び水平軸に対して垂直である垂直軸Ｖにより特徴づけられる細長い輪郭を
有する。トンネリング器具３００は、ブレード３１０及びブレードに取り付けられたハン
ドル３５０を含む。ブレード３１０は、近位端３１２及び遠位端３１４を有する。ハンド
ル３５０はまた、近位端３５２及び遠位端３５４も有する。本発明の実施形態によれば、
ハンドル３５０の遠位端３５４は、１対のネジ３１１によりブレード３１０の近位端３１
２に取り付けられる。当業者にとっては容易に明らかであるように、ブレード３１０は、
当該分野において公知である任意の他の手段により、ハンドル３５０に取り付けられ得る
。図１９に示されるように、ブレード３１０が側面から見られる場合、垂直軸Ｖに関して
、ブレード３１０の垂直高さ又は寸法は、近位端３１２の方に遠位端３１４から徐々に大
きくなる。ブレード３１０は、上位面３１６、及びその上位面とは反対側に下位面３１８
を含む。下位面３１８は、ブレード３１０の近位端３１２と遠位端３１４との間に延伸し
、そして水平軸Ｈに対して水平に延伸する、実質的に平坦な部分３２２を含む。ブレード
３１０の上位面３１６は、傾斜面３２４を形成する。傾斜面３２４は、平坦部分３２２に
対して鋭角θ（図２０に見られる）で延伸する。図２３を参照すると、ブレード３１０は
、近位端３１２で最大幅を有する先細り状の輪郭を有する。ブレード３１０の幅は、遠位
端３１４で最小幅に先細くなる。ブレード３１０の各側面は、緩やかな曲線になる。ブレ
ード３１０は、図２２に示されるように、トンネリング器具３００が使用されない場合、
保護シース３１５により被覆され得る。
【０１５５】
　ハンドル３５０は、ベース部分３５６及びそのベース部分から延伸する細長いグリップ
部分３５８を備える。ベース部分３５６は、上位面３６２及びその上位面と反対側の下位
面３６４を有する。下位面３６４はブレード３１０の平坦部分３２２と実質的に同一面上
に延伸し、ブレード３１０とベース部分３５６との間に、実質的に連続した表面を形成す
る。グリップ部分３５８は、垂直軸Ｖに対してベース部分３５６から上方に延伸し、そし
て上位面３６６及び下位面３６８を備えている。オーバーモールドグリップ３７２は、グ
リップ部分３５８の上位面３６６及びベース部分３６２の上位面３６２上で延伸する。オ
ーバーモールドグリップ３７２は、ゴム、又は器具を把持するために柔らかいクッション
領域を提供する他の材料から形成され得る。
【０１５６】
　本発明に従って対象中に薬剤溶出インプラントを皮下配置するための方法は、キット１
０′内の器具を参照して説明されるであろう。この例によれば、前記方法は、ヒト対象の
腕にインプラントを皮下配置するために使用される。前記方法は、外科医が、インプラン
トが配置されるべき位置に接近できるよう、患者を位置決定することにより開始する。例
えば、患者は背中を下に横たわって配置され、片腕は折り曲げられ、上腕の内面への外科
医の接近を可能にする。１つの可能な挿入部位は、患者の肩と肘との間のほぼ中間、及び
二頭筋と三頭筋との間の折り目に位置している。挿入部位が選択されると、その部位の周
りの領域が消毒され、そして局所麻酔が投与される。滅菌メスを用いて、外科医は、上腕
の長軸を横切る方向に挿入部位で切開を行う。切開の長さは、できるだけ短くあるべきで
あるが、しかし切開部に及び皮膚下にトンネリング器具３００のブレード３１０の挿入を
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可能にするのに十分な長さであるべきである。別の実施形態によれば、薬剤溶出インプラ
ントは、トンネリング器具の助けなしで配置され得る。そのような場合、切開の長さは、
できるだけ短くあるべきであるが、しかし切開部に及び皮膚下に挿入器具２００のカニュ
ーレ２１０の挿入を可能にするのに十分な長さであるべきである。
【０１５７】
　トンネリング器具３００が使用される場合、トンネリング器具３００がそのパッケージ
から取り出され（まだ行っていない場合）、そして切開部分に近接して配置され、ブレー
ド３１０の平坦部分３２２が皮膚上に静置されるか又は皮膚のすぐ上に配置され、そして
ブレードの遠位端３１４が切開と合わせられる。ハンドル３５０のベース部分３５６の上
位面３６４もまた、皮膚上に静置されるか又は皮膚のすぐ上に配置され、その結果、ブレ
ード３１０の平坦部分３２２は、患者の腕の長軸と実質的に平行である。次に、ブレート
３１０の遠位端３１４が切開部分を通して挿入され、そしてブレードが、真皮直下そして
皮下組織中で進められながら患者の腕中で腕の長軸と実質的に平行な方向に進められる。
ブレード３１０が腕中に進められるにつれて、腕に侵入するブレードの部分が、上記で論
じられたブレード３１０の輪郭のために、水平及び垂直方向に徐々に広くなり、ブレード
により創造される腔を拡張し、鈍的切開によりポケット又はトンネルを形成する。挿入の
間、外科医は好ましくは、真皮のすぐ下に挿入経路を維持し、そして十分な長さ及び幅の
皮下トンネルが創造されるまで、皮膚をブレード３１０により可視的に持ち上げる。次に
、ブレード３１０が患者の腕から除かれる。使い捨てのキットに関しては、トンネリング
器具３００は廃棄され得る。
【０１５８】
　次に、挿入器具２００がそのパッケージングから除かれる（まだ、行っていない場合）
。上記で示されるように、挿入器具２００は、カニューレ２１０中に予備充填された薬剤
溶出インプラント１００を備えたキット１０′にパッケージングされる。挿入器具２００
は好ましくは、図８に示されるように、ハンドル部分２２４から引き抜かれたストップロ
ッド２５０と共に及びロックされた位置でパッケージングされる。使用の前、外科医は、
挿入器具２００がロックされた位置まで回転されるストップロッド２５０に設定され、そ
の結果、カニューレ２１０のストップロッド２５０上を不用意に進行することを防ぐこと
の確認を所望する。外科医は、ストップロッド２５０が多くの手段でロックされるかどう
かを判断することができる。例えば、外科医は、ストップロッドがロックされているか又
はロック解除されているかを見るために、ストップロッド２５０を介してカニューレ２１
０のスライドを試みることができる。さらに、又は他方では、外科医は、ストップロッド
２５０がロックされているか、又はロック解除されているかを判断するために、挿入器具
２００上の目に見えるマークを確認することができる。図示される例によれば、リアハブ
部分２２０は、小さな水平線の形で第１目印２２２を有する（図１３及び１４において最
良に見られるように）。ストップロッド２５０は、ストップロッドの周囲上で互いに放射
状にオフセットされている２つの水平線の形で、第２目印２５１及び第３目印２５３を有
する（図３において最良に見られるように）。ストップロッド２５０は、第１目印２２２
と第２目印２５１とを整列する第１方向に、ハブ２２０に対して回転できる。この第１方
向は、ロックされた位置に対応する。ストップロッド２５０はまた、第１目印と第３目印
とを整列する第２方向に、ハブ２２０に対して回転できる。この第２方向は、ロック解除
された位置に対応する。好ましい実施形態によれば、器具は、ストップロッド２５０がロ
ックされた及びロック解除された位置に回転される場合、外科医に触覚フィードバックを
提供する機構を包含する。例えば、器具は、ストップロッドがロックされた位置及び／又
はロック解除された位置に回転した後、可聴クリックを作るために、ハブの内側の戻り止
めと噛み合う内部スプリングラッチを含むことができる。第２及び第３目印はまた、カラ
ーコードされ得（例えば、縁及び赤線）、方向がロック解除された位置であり、そして方
向がロックされた位置であることを示唆する。
【０１５９】
　ロックされた位置が確認されると、カニューレ２１０の遠位端２３４が、切開部に挿入
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され、そして皮下組織中に進められる。カニューレ２１０は、ハブ２２０の遠位端２２９
が切開部分に達するまで、トンネル中を進められる。この段階で、中空シャフト２３０及
びインプラント１００が、トンネル内に配置される。次に、切開部分からカニューレ２１
０を引き抜くための準備として、ストップロッド２５０は、ロック解除された位置まで回
転される。ロック解除された位置は、可聴クリックにより、又は第１目印２２２及び第３
目印２５３を用いて目視基準により確認され得る。外科医は、患者の腕に対してストップ
ロッドの位置を固定するために、近位端２５２で又はほぼ近位端２５２で、ストップロッ
ド２５０の上部に対して弱い下方圧力を適用する。ストップロッド２５０が固定されると
、外科医は、固定された位置で、片手でストップロッド２５０を保持し、そして他方の手
で挿入器具２００のハンドル部分２２４を把持する。次に、外科医は、切開部分からカニ
ューレ２１０を引き抜くために、切開部分から離れる方向に、ハンドル部分２２４に対し
て引張力を適用する。これは、トンネル内の所定の位置にインプラント１００を残しなが
ら、トンネルからカニューレ２１０を引き抜くために単一の急速な運動で行われ得る。カ
ニューレ２１０の長さに対するインプラント１００の長さ、及び他の要因に依存して、イ
ンプラントは、カニューレ２１０が切開部分から一部除去される場合（すなわち、カニュ
ーレ２１０の残りの部分をトンネルに残しつつ、カニューレ２１０の一部をトンネルから
引き抜くときに）、中空シャフト２３０から完全に放出され得る。他のシナリオによれば
、インプラント１００が、全カニューレ２１０が切開部分から完全に除かれた（すなわち
、カニューレ２１０の一部がトンネルに残存しない）後でのみ、中空シャフト２３０から
完全に放出され得る。
【０１６０】
　例えば摩擦などの要因に依存して、インプラント１００は、カニューレがトンネルから
引き抜かれるにつれてカニューレ２１０との短い距離を移動することができる。インプラ
ント１００がカニューレ２１０と共に移動する場合、インプラントは、ストップロッド２
５０の当接面２５９と接触するのに十分移動することができる。当接面２５９は、カニュ
ーレ２１０が引き抜かれるにつれて、トンネル内部に固定され、カニューレ２１０が引き
抜かれ、そして切開部分から除去されるにつれて、トンネルからインプラントの引き出さ
れるのを防止する。
【０１６１】
　別の実施形態によれば、インプラント１００は次の通りに送達され得る。ロックされた
位置が確認されると、カニューレ２１０の遠位端２３４が切開部分中に挿入され、そして
皮下組織中に前進される。カニューレ２１０の遠位端２３４がトンネル内のインプラント
送達の所望する位置で存在するまで、カニューレ２１０はトンネル中を前進される。この
段階で、ストップロッド２５０は、カニューレ２１０の遠位端２３４の方にインプラント
１００を進めるための準備として、ロック解除される位置の方に回転される。前の実施形
態と同様に、ロック解除された位置は、可聴クリックにより、又は第１目印２２２及び第
３目印２５３を用いての目視基準により確認され得る。次に、外科医は、遠位側にストッ
プロッド２５０を押圧し、それにより、カニューレ２１０の遠位端２３４の方に、中空シ
ャフト２３０においてインプラント１００を進行せしめる。インプラントが遠位端２３４
にある場合、外科医は、患者の腕に対してストップロッドの位置を固定するために、好ま
しくは近位端２５２で又はほぼ近位端２５２で、ストップロッド２５０の上部に対して弱
い下方圧力を適用する。ストップロッド２５０が固定されると、外科医は、片方の手によ
り固定された位置でストップロッド２５０を保持し、そして他方の手により、挿入器具２
００のハンドル部分２２４を把持する。次に、外科医は、切開部分からカニューレ２１０
を引き抜くために、切開部分から離れた方向にハンドル部分に２２４に対して引張力を適
用する。ストップロッド２５０そしてインプラント１００を静止状態で保持しながら、ハ
ンドル部分２２４そしてカニューレ２１０をこのように移動することにより、インプラン
ト１００が中空シャフト２３０を出て対象中へと送達されるようになる。
【０１６２】
　カニューレ２１０がトンネルから引き抜かれると、外科医は、トンネル内のインプラン
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ト１００の位置を確認することができる。外科医は、触診及び切開検査によりインプラン
ト１００の正しい配置を確認することができる。正しい配置が確認された後、外科医又は
他の医療専門家は、滅菌ガーゼにより挿入部位を被覆し、挿入部位に圧力を適用し、そし
て必要とされる任意の他の術後の手順に従うべきである。
【０１６３】
　インプラント１００を除くためには、切開部をインプラントの一端に隣接させて上腕の
長軸に対し横方向に形成する。切開部は、止血鉗子の先端のトンネルへの侵入を可能にす
るのに適切なサイズのものであるべきである。止血鉗子の先端は、切開部分中に挿入され
、そしてインプラントを把握する位置にインプラント１００の反対側に配置される。次に
、インプラント１００は、把握され、そしてポケットから注意して引き抜かれる。インプ
ラント１００が除去された後、外科医又は他の医療専門家は、滅菌ガーゼにより挿入部位
を被覆し、挿入部位に圧力を適用し、そして必要とされる任意の他の術後の手順に従うべ
きである。
【０１６４】
　図示される実施形態に示される多くの要素は、装飾要素である。各装飾要素の外観は、
特徴が実施できる何れかの機能によっては決定されない。むしろ、各装飾特徴の外観は、
美的考慮に基づいて選択される。それらの装飾要素は、所望する製品外観を達成するため
に、個々に又は組合して選択される、広範囲の種類の形状、色、寸法及び表面テクスチャ
を有することができる。例えば、挿入器具２００上のフランジ２２１の形状、輪郭及び相
対的寸法は、三日月形状の要素としてフランジを示す図８－１６に示される必要はない。
フランジ２２１は、大きくても又は小さくても良く、及び／又は挿入器具２００のいずれ
か機能的態様を変えることなく、他の形状、例えば三角形又は長方形の形状を有すること
ができる。挿入器具２００の他の装飾態様としては、次のものを挙げることができるが、
但しそれらだけには限定されない：ハンドル部分２２４の円周部分（任意の形状でもあり
得る）、ハンドル部分の円周部分と各フランジの周囲との間の共通境界部分、ハンドル部
分とフロントハブ２２３との間の丸みを帯びた移行部、フロントハブ２２３に対するハン
ドル部分の偏心軸方向位置、及びハブ及びストップロッドの種々のパーツ間の長さ及び直
径の差異。トンネリングツール３００はまた、多くの次の装飾特徴を有するが、但しそれ
らだけには限定されない：把持部分３５８の上位面３６６上の複合曲率、把持部分の下位
面３６８の複合曲率、把持部分の砂時計形状の輪郭（図２３）、オーバーモールドグリッ
プ３７２の曲面及び丸みを帯びた角（図１９及び２０）、ベース部分３５６のＵ形状（図
２１－２３）、及びオーバーモールドクリップ３７２と把持部分３５８との間の対照的表
面テクスチャ。実施形態に基づいて示される装飾態様の単なるいくつかである、実施形態
のそれらの装飾態様は、器具、又は任意のパーツの機能的目的の実用的な態様に影響を及
ぼさず、そして従って、無限の数の他の装飾デザインにより置換され得る。
　本発明の実施形態は、下記に提供される実施例を参照することにより、さらに理解され
得る。
【実施例】
【０１６５】
実施例１：ラサギリン＋収着促進剤
　ラサギリンを含むインプラントの製造のために、次の一般的手順に従った。管材料を、
長尺ロールに受け、そして片刃カミソリ刃（又は適切なサイズのメス）を用いて、適切な
出発長に切断した。各管部の一端を、熱により密封し、管部の先端に半球状の栓を付与し
た。
【０１６６】
　離散性固体剤形を次の通りにして調製した。ラサギリン塩及び収着促進剤、すなわちク
ロスカルメロースナトリウムを、Turbulaブレンダーにより予備混合した。ステアリン酸
を滑剤として添加し、そしてその混合物を再び、Turbulaブレンダーにより混合した。標
準薬剤ブレンドは、８８％のラサギリン塩、１０％のクロスカルメロースナトリウム、及
び２％のスレアリン酸であった。
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【０１６７】
　薬剤ブレンドを、シングルパンチ打錠機を用いて圧縮した。薬剤ペレットを、管の各密
封された部分内に手動的に配置した。各ペレット含有管部分の開放部分を、半球状シール
に密封した。滅菌を、インプラントのγ線照射により達成した。
【０１６８】
実施例２：酒石酸ラサギリンインプラント
　薬剤インプラントを、次の管材料を用いて、実施例１に記載のようにして製造した：Ｔ
ｅｃｏｆｌｅｘ（登録商標）ＥＧ－８０Ａ及びＴｅｃｏｆｌｅｘ（登録商標）ＥＧ８５Ａ
、ＭＷ ２，０００のポリエステル軟質セグメントを有するポリウレタン；Ｔｅｃｏｆｌ
ｅｘ（登録商標）ＥＧ－９３Ａ、ＭＷ １，０００のポリエステル軟質セグメントを有す
るポリウレタン；及び２種の異なったＰＥＢＡＸ（登録商標）ポリマー、２５３３及び３
５３３、ポリエステル軟質セグメントを有するポリアミド。インプラントの寸法は、約３
５ｍｍの全長のインプラント、４．０ｍｍの外径（Ｏ．Ｄ．）、３．６ｍｍの内径（Ｉ．
Ｄ．）及び０．２ｍｍの壁厚であった。合計約２７２ｍｇの酒石酸ラサギリンブレンド（
すなわち、１０％のクロスカルメロース、２％のステアリン酸、及び２４０ｍｇのラサギ
リンを含む）を、５個の薬剤ペレットを各インプラント中に配置することにより、各イン
プラント中に充填した。インプラントを、γ線照射により滅菌し、そして３７℃で、５０
ｍｌの０．９％生理食塩水から成る溶出バッチに配置した。溶出媒体の毎週の交換を、２
１週間にわたって、ＨＰＬＣにより分析した。溶出速度対「測定日」（pull day）のグラ
フが図４に示される。測定日とは、溶出媒体がサンプリングされ、そして分析される日で
ある。図４は、脂肪族ポリエステル・ベースのウレタンインプラントからのラサギリンの
２１週にわたっての溶出速度を示す。
【０１６９】
実施例３：メシル酸ラサギリンインプラント
　薬剤インプラントを、Tecoflex（登録商標）ＥＧ－８０Ａ、管材料としてのポリエーテ
ル軟質セグメントを有するポリウレタン、及びＰＴＩ塩としてのメシル酸ラサギリンを用
いて、実施例１に記載のようにして製造した。インプラントの寸法は、約４５ｍｍの全長
のインプラント、４．０ｍｍの外径（Ｏ．Ｄ．）、３．６ｍｍの内径（Ｉ．Ｄ．）及び０
．２ｍｍの壁厚であった。合計約４４０ｍｇのメシル酸ラサギリンブレンド（すなわち、
１０％のクロスカルメロース、２％のステアリン酸、及び３８５ｍｇのラサギリンを含む
）を、インプラント中に充填した。インプラントを、γ線照射により滅菌し、そして３７
℃で、５０ｍｌの０．９％生理食塩水から成る溶出バッチに配置した。溶出媒体の毎週の
交換を、７０日間にわたって、ＨＰＬＣにより分析した。溶出速度対「測定日」（pull d
ay）のグラフが図５に示される。測定日とは、溶出媒体がサンプリングされ、そして分析
される日である。図５は、インプラントからのメシル酸ラサギリンの約１０週にわたって
の溶出速度を示す。溶出は高く始まり、そして実施の９週間にわたって一貫して低下し、
そしてインプラントは週４で膨潤し始め、そして週９と週１０との間で破裂した。このイ
ンプラントは、実施例２に示されるインプラントとは対照的に、ラサギリンの制御された
放出を決して達成しなかった。
【０１７０】
実施例４：酒石酸ラサギリンインプラント
　薬剤インプラントを、Tecoflex（登録商標）ＥＧ－８０Ａ、すなわちＭＷ２，０００の
ポリエーテル軟質セグメントを有するポリウレタンを用いて、実施例１に記載のようにし
て製造した。インプラントは、４．０ｍｍの外径（Ｏ．Ｄ．）、３．６ｍｍの内径（Ｉ．
Ｄ．）及び０．ｍｍ２の壁厚を有した。約３４０ｍｇ及び約４４０ｍｇの酒石酸ラサギリ
ンブレンド（すなわち、個々は、それぞれ１０％のクロスカルメロース、２％のステアリ
ン酸及び約３００ｍｇ及び３８５ｍｇのラサギリンを含む）を、それぞれ、各インプラン
ト中に７個のペレット及び９個のペレットを配置することにより、各インプラント中に充
填した。インプラントを、γ線照射により滅菌し、そして３７℃で、５０ｍｌの０．９％
生理食塩水から成る溶出バッチに配置した。溶出媒体の毎週の交換を、３１週間にわたっ
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て、ＨＰＬＣにより分析した。溶出速度対「測定日」（pull day）のグラフが図６に示さ
れる。測定日とは、溶出媒体がサンプリングされ、そして分析される日である。図６のグ
ラフは、インプラントからの擬ゼロ次放出を示し、そして放出速度がインプラント中に充
填されるＡＰＩブレンドの量により制御され得ることを示す。
【０１７１】
実施例５：インビボインプラント試験
　３匹のビーグル犬に、Azilect（登録商標）（メシル酸ラサギリン）を１０日間、経口
投与し、ビーグル犬におけるラサギリンのピーク及びトラフ血漿濃度レベルを確立した。
図７には、初期用量が、０日目からほぼ１０日目まで線により示される。約３時間のラサ
ギリンの非常に短い半減期のために、ラサギリンレベルは、検出できないか又は非常に低
い。最後の用量を、ほぼ１０日目で、続いて３日のウォッシュアウト期間、投与する。平
均ピーク血漿濃度レベルは約1ｎｇ／ｍｌであった。３日ウォッシュアウト期間の後、そ
れら自体の対照として機能する同じビーグル犬に、実施例２に記載のようにして調製した
、約３００ｍｇのラサギリンを含む酒石酸インプラントを移植した。図２に示されるよう
に、移植は、ほぼ１３日目で行われ、約２～４ｎｇ／ｍｌの平均血漿濃度に、移植後１日
以内に達した。ラサギリンのレベルは、約１１４日（約１６週）の評価期間、実験を通し
て維持された。
【０１７２】
　本発明は特定の実施形態を参照して例示され、そして記載されているが、本発明は示さ
れる詳細に限定されるものではない。むしろ、種々の修飾が、請求項及び同等の範囲内で
及び本発明から逸脱することなく、詳細に行われ得る。
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