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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）医薬活性薬剤、
（ｂ）標的部位と接触すると信号を発する制御活性化識別子であって、
該信号は、導電性信号であり、該制御活性化識別子は、
生理学的に許容できる電解質を含む乾燥した導電媒質前駆体と；
異なる電気化学ポテンシャルをもつ第１の物質および第２の物質であって、該第１お
よび第２の物質は、標的部位流体と該乾燥した導電媒質前駆体とを含む導電性溶液を介し
て導電的に連結されると、電圧を供給して該識別子を活性化し、該制御活性化識別子は、
該標的部位流体および該乾燥した導電媒質前駆体を含む該導電性溶液に接触する該第１お
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よび第２の材料に基づいて身体組織を通じて該導電性信号を伝送するように構成される、
第１および第２の物質と；
該第１の物質、該第２の物質および該乾燥した導電媒質前駆体の下に形成される、固
体支持体と；
該第１の物質の外側表面、該第２の物質の外側表面、該乾燥した導電媒質前駆体の外
側表面、および、該固体支持体の外側表面の上に形成される、保護バリヤと
を備える、制御活性化識別子、ならびに
（ｃ）医薬として許容される担体
を備える医薬組成物。
【請求項２】
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標的部位に存在する標的部位流体と接触すると信号を発する、摂取可能な制御活性化識
別子であって、該信号は、導電性信号であり、該摂取可能な制御活性化識別子は、
（ａ）生理学的に許容できる電解質を含む乾燥した導電媒質前駆体と；
（ｂ）異なる電気化学ポテンシャルをもつ第１の物質および第２の物質であって、該第
１および第２の物質は、標的部位流体と該乾燥した導電媒質前駆体とを含む導電性溶液を
介して導電的に連結されると、電圧を供給して該識別子を活性化し、該制御活性化識別子
は、該標的部位流体および該乾燥した導電媒質前駆体を含む該導電性溶液に接触する該第
１および第２の材料に基づいて身体組織を通じて該導電性信号を伝送するように構成され
る、第１および第２の物質と；
（ｃ）該第１の物質、該第２の物質および該乾燥した導電媒質前駆体の下に形成される
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、固体支持体と；
（ｄ）該第１の物質の外側表面、該第２の物質の外側表面、該乾燥した導電媒質前駆体
の外側表面、および、該固体支持体の外側表面の上に形成される、保護バリヤと
を備える、摂取可能な制御活性化識別子。
【請求項３】
前記保護バリヤが、前記乾燥した導電媒質前駆体への標的部位流体の制御計量供給を提
供するように構成される、請求項２に記載の識別子。
【請求項４】
前記保護バリヤは半透膜である、請求項３に記載の摂取可能な制御活性化識別子。
【請求項５】
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前記保護バリヤは流路を備える固体バリヤである、請求項３に記載の摂取可能な制御活
性化識別子。
【請求項６】
前記流路は毛細管流路である、請求項５に記載の摂取可能な制御活性化識別子。
【請求項７】
前記毛細管流路は、該毛細管流路を通る親水性の流体の流れを促進するために、表面エ
ネルギーが変更された表面を備える、請求項６に記載の摂取可能な制御活性化識別子。
【請求項８】
前記保護バリヤは、所定の導電性を有する標的部位流体と接触すると破れ、前記乾燥し
た導電媒質前駆体を該標的部位流体に露出させることによって、前記識別子を所定の仕方
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で活性化するように構成された、請求項３に記載の摂取可能な制御活性化識別子。
【請求項９】
前記保護バリヤは、標的部位流体と接触すると時間遅延方式で溶解して、前記乾燥した
導電媒質前駆体を標的部位流体に露出させることによって前記識別子を活性化するように
構成されたポリマーコーティングを備える、請求項３に記載の摂取可能な制御活性化識別
子。
【請求項１０】
前記乾燥した導電媒質前駆体が水と結合されると、該水と該導電媒質前駆体とが前記第
１および第２の物質を導電的に連結する導電媒質を生成し、前記識別子を活性化して信号
を発する、請求項２に記載の摂取可能な制御活性化識別子。
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【請求項１１】
（ａ）標的部位に存在する標的部位流体と接触すると信号を発する、摂取可能な制御活
性化識別子、および
（ｂ）該識別子により生成される信号を検出するための受信器
を備えるシステムであって、該信号は、導電性信号であり、該摂取可能な制御活性化識別
子は、
生理学的に許容できる電解質を含む乾燥した導電媒質前駆体と；
異なる電気化学ポテンシャルをもつ第１の物質および第２の物質であって、該第１およ
び第２の物質は、標的部位流体と該乾燥した導電媒質前駆体とを含む導電性溶液を介して
導電的に連結されると、電圧を供給して該識別子を活性化し、該制御活性化識別子は、該
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標的部位流体および該乾燥した導電媒質前駆体を含む該導電性溶液に接触する該第１およ
び第２の材料に基づいて身体組織を通じて該導電性信号を伝送するように構成される、第
１および第２の物質と；
該第１の物質、該第２の物質および該乾燥した導電媒質前駆体の下に形成される、固体
支持体と；
該第１の物質の外側表面、該第２の物質の外側表面、該乾燥した導電媒質前駆体の外側
表面、および、該固体支持体の外側表面の上に形成される、保護バリヤと
を備える、システム。
【請求項１２】
前記受信器はインビボ受信器である、請求項１１に記載のシステム。
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【請求項１３】
前記受信器はエクスビボ受信器である、請求項１１に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願への相互参照
米国特許法§１１９（ｅ）にしたがって、この出願は、２００６年１０月２５日に出願
された、米国仮特許出願第６０／８６２，９２５号（この出願の開示は、参考として本明
細書に援用される）の出願日への優先権を主張する。
【背景技術】
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【０００２】
導入
処方薬は、患者が適切に、例えばインストラクションに従って、飲めば、有効な治療薬
となる。しかし、諸研究によると、平均して患者の約５０％が処方薬療法を遵守していな
いことがわかった。投薬療法の遵守率が低いために、結果的に毎年多数の人が入院したり
介護施設へ入所したりしている。最近実施された試算によれば、患者の非遵守が原因とな
って生じるコストは、米国だけでも毎年１０００億ドルに達している。
【０００３】
その結果、患者の健康改善を目的として、処方された療法を患者が遵守するように改善
するための様々な方法および装置が市販されるようになった。今日まで、多くの異なる種
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類の「スマート」パッケージ化デバイスが開発されてきた。かかるデバイスとしては、然
るべき丸薬（ｐｉｌｌ）を自動的に分包するものがある。丸薬が箱から取り出されるとき
に、検出および記録を行う電子制御機器も存在する。
【０００４】
患者の遵守を改善するために、デバイスおよびプロトコルが開発されてきたが、患者の
遵守をモニタする新しい方法の開発には、絶えず関心が持たれている。胃のなかで溶けて
いく丸薬のような医薬品の実際の投与および摂取を、患者または医療スタッフの報告に頼
らずに、組成物中に存在する識別子が発生する信号が組成物と標的部位との接触時に生成
されるような、自動的かつ正確な仕方でモニタできれば、臨床医学における重要な進歩と
なるであろう。
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【０００５】
上述のニーズに応える一つのシステムは、２００６年４月２８日に出願されて特許文献
１として公開された、ＰＣＴ出願ＰＣＴ／ＵＳ２００６／１６３７０号に記載される創薬
インフォマティクス（ｐｈａｒｍａ‐ｉｎｆｏｒｍａｔｉｃｓ）システムであり、その開
示は参照によりここに組み込まれる。この出願に記載されるシステムは多くの利益を提供
するが、ある状況下では信号発生の信頼性が課題になることがある。例えば、医薬組成物
の摂取のされ方によって、胃の特定の内容物が、組成物中における識別子の活性化の程度
に重大な影響を与える可能性がある。例えば、組成物とともに摂取される液体、例えば、
水、ジュースなどによって、信号発生は影響を受けることがある。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】国際公開第０６／１１６７１８号パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
かくして、目標とすべきなのは、識別子により発生される信号が、特定の環境、例えば
、胃の内容物、活性化が望まれる標的部位に依存しないほど、識別子の活性化が高度に制
御された、改良された創薬インフォマティクスシステムの開発であろう。本発明は、かか
る能力を初めて提供するものである。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明は、例えば、創薬インフォマティクスが使用可能な医薬組成物中に組み込める、
摂取可能な事象マーカー中に存在できるなど、のような摂取可能な識別子の制御された活
性化（制御活性化）を提供する。本発明の制御活性化識別子の実施形態は、用いられる用
途における変わりやすい条件、例えば、医薬キャリアの不十分な分解、目標とすべき標的
部位の環境変化など、の存在にも関わらず、着実で信頼性のある使用法を提供する。
【０００９】
本発明の制御活性化識別子は、からだの標的部位と会合すると活性化される識別子であ
る。該制御活性化識別子は、標的部位における所定かつ固有の刺激、例えば、液体（濡れ
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）、時間、ｐＨ、イオン強度、導電性、生体分子の存在（例えば、胃、小腸、大腸に存在
する特定のタンパク質または酵素）、血液、温度、特定の助剤（脂肪、塩、または糖、ま
たは共存することが臨床的に適切な他の調合剤）、胃のバクテリア、圧力、光など、の存
在により活性化される識別子である。所定かつ固有の刺激とは、制御活性化識別子が、活
性化に伴って反応するように設計または構成された既知の刺激である。ある実施形態にお
いて、識別子により発生される信号は、標的部位の環境、例えば、標的部位における流体
の特質には依存しない。
【００１０】
制御活性化識別子は、一つまたはそれ以上の構成部分を含むことのできる一つの制御活
性化要素を含み、該一つまたはそれ以上の構成部分は、標的部位における所定かつ特有の

30

刺激の存在に反応して、所望の制御活性化を提供する。ある実施形態において、制御活性
化識別子は、制御活性化要素として乾燥した導電媒質前駆体組成（例えば、乾燥した塩組
成）を含み、この要素は、（胃液のような）流体と接触すると導電媒質になり、その結果
電源の活性化および識別信号の生成がもたらされる。電源における乾燥した導電媒質前駆
体の存在は、識別子の活性化が望まれる標的部位の環境変化（例えば、胃の内容物組成か
ら見た変化）にも関わらず、識別子を確実に活性化させる能力を含む、多くの利点を提供
する。さらに他の実施形態において、制御活性化識別子は制御活性化要素としてバリヤを
、例えば、目標とすべき標的部位と会合すると識別子を活性化させるように構成された保
護膜のかたちで含む。他の種類の制御活性化要素は、例えば、以下により詳細に記載され
るように、乾燥した導電媒質およびバリヤのような、二つまたはそれ以上の構成部分を含
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む。
【００１１】
識別子からの送信信号は、また別のデバイス、例えば、からだの内部または近傍いずれ
かにある受信器で受信することができ、該デバイスは、次に、識別子、例えば一つまたは
それ以上の活性薬剤および医薬組成と結合されたもの、が実際に標的部位に到達したこと
を記録することができる。
したがって、本発明は、以下の項目を提供する：
（項目１）
（ａ）医薬活性薬剤、
（ｂ）標的部位と接触したときに信号を発する制御活性化識別子、および

50

(5)

JP 5916277 B2 2016.5.11

（ｃ）医薬として許容される担体
を備える医薬組成物。
（項目２）
上記制御活性化識別子は、標的部位に存在する標的部位流体と接触すると活性化される
、項目１に記載の医薬組成物。
（項目３）
上記信号は上記標的部位流体に依存しない、項目２に記載の医薬組成物。
（項目４）
上記識別子は、
（ｉ）固体支持体、
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（ｉｉ）この固体支持体の表面上に存在し、異なる電気化学的活性をもつ第１および第
２の物質、および
（ｉｉｉ）乾燥した導電媒質前駆体
を備える、項目３に記載の医薬組成物。
（項目５）
上記識別子は、上記乾燥した導電媒質前駆体が水と結合されて、上記第１および第２の
物質を導電的に連結する導電媒質が生成されたとき、信号を発する信号生成システムをさ
らに備える、項目４に記載の組成物。
（項目６）
上記識別子は、上記乾燥した導電媒質前駆体を保持する保護バリヤをさらに備える、項
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目５に記載の組成物。
（項目７）
上記保護バリヤは半透膜である、項目６に記載の組成物。
（項目８）
上記保護バリヤは流体流路を備える固体バリヤである、項目６に記載の組成物。
（項目９）
上記流路は毛細管流体流路である、項目８に記載の組成物。
（項目１０）
上記毛細管流体流路は、この毛細管流路を通る親水性の流体の流れを促進するために、
表面エネルギーが変更された少なくとも一つの表面を備える、項目９に記載の組成物。
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（項目１１）
上記識別子は、この識別子を所定の仕方で活性化するのに十分な導電性を有する流体と
接触すると破れるバリヤにより保護された、項目１に記載の組成物。
（項目１２）
上記識別子は、流体と接触すると既知の時間遅延方式で溶解するポリマーコーティング
により保護された、項目１に記載の組成物。
（項目１３）
上記ポリマーコーティングは、外部流体が摂取された後に上記標的部位流体のｐＨまた
は導電性が所定値に達するのに要するのと実質的に同じ時間内に溶解する、項目１２に記
載の組成物。
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（項目１４）
上記識別子は集積回路を備える、項目１に記載の組成物。
（項目１５）
上記識別子は少なくとも一つのアンテナを備える、項目１４に記載の組成物。
（項目１６）
上記アンテナは電極を備える、項目１５に記載の組成物。
（項目１７）
上記組成物は経口製剤である、項目１に記載の組成物。
（項目１８）
上記経口製剤は固体経口製剤である、項目１７に記載の組成物。

50

(6)

JP 5916277 B2 2016.5.11

（項目１９）
上記固体製剤は丸薬である、項目１８に記載の組成物。
（項目２０）
標的部位に存在する標的部位流体と接触すると信号を発する、摂取可能な制御活性化識
別子。
（項目２１）
上記識別子は、
（ａ）固体支持体、
（ｂ）この固体支持体の表面上に存在し、異なる電気化学的活性をもつ第１および第２
の物質を備える、項目２０に記載の摂取可能な制御活性化識別子。

10

（項目２２）
上記識別子は、乾燥した導電媒質前駆体をさらに備える、項目２１に記載の摂取可能な
制御活性化識別子。
（項目２３）
上記識別子は、上記乾燥した導電媒質前駆体を保持する保護バリヤをさらに備える、項
目２２に記載の識別子。
（項目２４）
上記識別子は保護バリヤをさらに備える、項目２１に記載の摂取可能な制御活性化識別
子。
（項目２５）
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上記保護バリヤは半透膜である、項目２４に記載の摂取可能な制御活性化識別子。
（項目２６）
上記保護バリヤは流路を備える固体バリヤである、項目２４に記載の摂取可能な制御活
性化識別子。
（項目２７）
上記流路は毛細管流路である、項目２５に記載の摂取可能な制御活性化識別子。
（項目２８）
上記毛細管流路は、この毛細管流路を通る親水性の流体の流れを促進するために、表面
エネルギーが変更された少なくとも一つの表面を備える、項目２７に記載の摂取可能な制
御活性化識別子。
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（項目２９）
上記識別子は、この識別子を所定の仕方で活性化するのに十分な導電性を有する流体と
接触すると破れるバリヤにより保護された、項目２１に記載の摂取可能な制御活性化識別
子。
（項目３０）
上記識別子は、流体と接触すると時間遅延方式で溶解するポリマーコーティングにより
保護された、項目２１に記載の摂取可能な制御活性化識別子。
（項目３１）
上記識別子は、上記乾燥した導電媒質前駆体が水と結合されて上記第１および第２の物
質を導電的に連結する導電媒質が生成されたときに、信号を発する信号生成システムをさ

40

らに備える、項目２１に記載の摂取可能な制御活性化識別子。
（項目３２）
（ａ）項目１から３１のいずれかに記載の組成物または識別子、および
（ｂ）この識別子により生成される信号を検出するための受信器
を備えるシステム。
（項目３３）
上記受信器はインビボ受信器である、項目３２に記載のシステム。
（項目３４）
上記受信器はエクスビボ受信器である、項目３２に記載のシステム。
（項目３５）
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項目１から３１のいずれかに記載の組成物または識別子を対象に投与すること、を含む
方法。
（項目３６）
上記方法は、上記対象のある位置に、上記識別子により生成される信号を検出するため
の受信器を移植することをさらに含む、項目３５に記載の方法。
（項目３７）
上記方法は、上記受信器を上記対象の局所的な位置に関連付けることをさらに備える、
項目３５に記載の方法。
（項目３８）
状態は心臓血管疾患の状態である、項目３５に記載の方法。
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（項目３９）
上記方法は、上記対象の薬剤に対する反応を評価することをさらに含む、項目３５に記
載の方法。
（項目４０）
上記方法は、上記評価することに基づいて上記対象の治療レジメンを調整することをさ
らに含む、項目３５に記載の方法。
（項目４１）
上記方法は、各々が識別可能な信号を発する上記組成物を二つまたはそれ以上投与する
ことを含む、項目４０に記載の方法。
（項目４２）

20

項目１から３１のいずれかに記載の少なくとも一つの組成物または識別子を備えるキッ
ト。
（項目４３）
上記キットは複数の上記組成物または識別子を備える、項目４２に記載のキット。
（項目４４）
上記キットは受信器をさらに備える、項目４３に記載のキット。
（項目４５）
上記キットは用量投与要素をさらに備える、項目４２に記載のキット。
（項目４６）
上記用量投与要素は、上記組成物の複数回用量を含む、項目４５に記載のキット。
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（項目４７）
異なる電気化学的活性をもつ二つの物質および乾燥した導電媒質前駆体を備え、生理学
的流体と接触すると活性化される、１０ｍｍ３より小さい電池。
（項目４８）
上記電池は約１ｍｍ３より小さい、項目４７に記載の電池。
（項目４９）
上記二つの物質は、半導体支持体の両側に配置された電極層である、項目４７に記載の
電池。
（項目５０）
上記二つの物質は、別個の半導体支持体上の電極層であり対向関係にある、項目４７に
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記載の電池。
（項目５１）
上記電池は、信号発生要素をさらに含む識別子中に存在する、項目５０に記載の電池。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】丸薬の一部が侵食された場合の丸薬摂取の効果を図式的に示す。
【図２】出力として二つの電極ではなくコイルをもつ、図１と類似の配置を示す。
【図３】本発明の異なる実施形態に従って活性化が制御される電池の異なる図を示す。
【図４】本発明の異なる実施形態に従って活性化が制御される電池の異なる図を示す。
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【図５】本発明の異なる実施形態に従って活性化が制御される電池の異なる図を示す。
【図６】本発明の異なる実施形態に従って活性化が制御される電池の異なる図を示す。
【図７】本発明の異なる実施形態に従って活性化が制御される電池の異なる図を示す。
【図８】本発明の異なる実施形態に従って活性化が制御される電池の異なる図を示す。
【図９】本発明の様々な実施形態の電子回路のある実装の詳細を示す。
【図１０】本発明による、システムの一部として丸薬の実施形態を図式的に例示する。
【図１１】本発明の一実施形態による、むき出しテーブル形式の二つの図を示す。
【図１２】本発明の一実施形態による、破れることのできる制御活性化要素に包まれた識
別子の概略図を示す。
10

【発明を実施するための形態】
【００１３】
本発明の制御活性化識別子は、標的部位と接触すると固有かつ所定の刺激に反応して活
性化されることができる識別子である。ある実施形態において、標的部位の組成の組み立
ての幅広い変化にも関わらず、制御活性化が提供される。かくして、制御活性化識別子は
、体内における組成物の標的部位との接触について信頼性があり着実なデータを提供し、
提供されたデータは、標的部位の環境のいかなる変化にも、完全ではないにしろ実質的に
依存しない。従って、標的部位、例えば、本主題の識別子を用いるときに遭遇することが
ある胃、の組成の組み立ての幅広い変化にも関わらず、識別子は、標的部位環境の組成に
よって影響されない一貫性および信頼性のある信号を提供する。この新しい情報デバイス
およびシステムの用途は多種多様であり、「創薬インフォマティクシステム（Ｐｈａｒｍ
ａ‐Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｃｓ

20

Ｓｙｓｔｅｍ）」と題し、国際公開第２００６／１１６７

１８号として公開されたＰＣＴ出願ＵＳ２００６／０１６３７０号、および「摂取可能な
事象マーカー（Ｉｎｇｅｓｔｉｂｌｅ

Ｅｖｅｎｔ

Ｍａｒｋｅｒ）」と題する米国仮出

願第６０／９４９２２３号にさらに詳細に記載されており、以下に概観する出願の開示に
加えて、それらの出願に記載される開示も参照により組み込まれる。
【００１４】
本発明をさらにより詳細に記述するにあたり、組成物の実施形態を初めに概観し、続い
て本主題の組成物を含むシステム、本主題の組成物およびシステムを用いる方法、並びに
これらの組成物および方法が用いられている、説明に役立つ様々な用途について論じる。
本主題の組成物を含むキットも、以下により詳細に吟味される。
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【００１５】
組成物
本発明の実施形態は、制御活性化識別子を含み、該識別子は、キャリア組成、例えば医
薬として許容される賦形剤、と結合でき、一つまたはそれ以上の医薬活性薬剤とは結合で
きてもできなくてもよい。ある実施形態において、組成物は、対象に投与されると破れる
。かくして、ある実施形態において、組成物は、例えば摂取により、からだに送達された
後に、物理的に破壊、例えば、溶解、分解、侵食などされる。これらの実施形態の組成物
は、摂取されて消化管を通過する間に完全ではなくても実質的に存続するように構成され
たデバイスとは区別される。
【００１６】

40

以上にまとめたように、組成物は、制御活性化識別子および活性薬剤および／またはキ
ャリア部分を含む。これらの異なった構成部分の各々を、別々に以下により詳細に吟味す
る。
【００１７】
制御活性化識別子
以上にまとめたように、本発明の組成物は、制御活性化識別子を含む。本組成物の制御
活性化識別子は、生理学的な標的部位、例えば、胃、小腸、大腸など、と会合または接触
すると活性化される（すなわち、オンになる）ものでさえあれば、特定の実施形態および
該組成物に関する所望の用途によって異なっていてもよい。ある実施形態において、活性
化は、完全ではなくても、実質的に環境に依存しない仕方で、目標とすべき標的部位に存
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在する所定の活性化刺激（例えば、流体、化学薬品、光）の存在に対して生じる。かくし
て、識別子は、標的となるからだの（すなわち生理学的な）部位と接触したときに信号を
発する識別子とすることができ、信号の特質は、実際の活性化刺激の存在は別として、標
的部位環境の特定の組み立てによって仮に影響があるとしても、実質的には影響されない
。例えば、標的部位が胃であれば、識別子の活性化は、様々な異なる胃の内容物の状態、
例えば、約１から約８に及ぶｐＨ変動などのもとで、完全にではないにしても実質的に同
じになり、流体刺激（濡れにより活性化される活性化因子）の存在は別として、流体のｐ
Ｈは、識別子の活性化のされ方に影響を及ぼさない。かくして、識別子は、ある実施形態
において、様々な異なるｐＨ値の様々な異なる流体組成と接触した後に、時間および強度
の観点から同じ信号を発することにより特徴づけられる。加えてまたは代わりに、識別子
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は、活性化後に応答要求があったときに信号を発する識別子としてもよく、先に概観した
ように、活性化は標的部位環境に依らない制御された仕方で生じる。
【００１８】
特定の用途のニーズによって、識別子から得られる信号は、一般的な信号、例えば組成
物が標的部位と接触したことを単に識別する信号、または一意的な信号、例えば、一つの
群、すなわち一回分の複数の異なる組成物、に属する特定の組成物が、生理学的な標的部
位と接触したことを何らかの方法で一意的に識別する信号、であってもよい。かくして、
識別子は、複数の単位用量からなる一回分、例えば、複数の錠剤（ｔａｂｌｅｔ）からな
る一回分に用いられるときには、該一回分のいかなる他の単位用量メンバーの識別子が発
する信号からも区別できない信号を発するものであってもよい。さらにまた別の実施形態
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において、識別子は、所与の一回分における他の同一の単位用量からでさえ、所与の単位
用量を一意的に識別する信号を発する。従って、ある実施形態において、識別子は、所与
の種類の単位用量を他の種類の単位用量から、例えば、所与の薬物を他の種類の薬物から
、識別する一意的な信号を発する。ある実施形態において、識別子は、所与の単位用量を
、定義された単位用量集団、例えば、処方箋、製剤のバッチまたは生涯生産工程、のうち
の他の単位用量から区別する一意的な信号を発する。ある実施形態では、識別子は、一意
的な、すなわち、これまでに製造された他のどの製剤が発する信号からも区別できる、信
号を発し、かかる信号は、（例えば、他のどの個人の他のどの指紋からも区別され、従っ
て普遍的なレベルで個人を識別するヒトの指紋に似た）普遍的に一意的な信号と見なすこ
とができる。一実施形態において、該信号は、組成物に関する情報を直接に伝えるか、ま
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たは識別コードを供するかいずれでもよく、後者は、データベース、すなわち、識別コー
ドを組成物と結びつけるデータベース、から組成物に関する情報を読み出すために用いら
れてもよい。
【００１９】
識別子は、例えば、標的部位と接触して制御活性化された後に、検出可能な信号を提供
することができる任意の構成部分またはデバイスとするとよい。ある実施形態において、
識別子は、ひとたび組成物が、例えば、先にまとめたような、生理学的な標的部位と接触
すると信号を発する。例えば、患者は、胃液と接触すると検出可能な信号を発生する丸薬
を摂取することができる。
【００２０】

40

実施形態によって、生理学的な標的部位または位置は異なってもよく、目標とすべき代
表的な生理学的標的部位は、限定されることなしに：（口、食道、胃、小腸、大腸などの
ような）消化管における位置；輸液位置、血管位置のような体内のまた別の位置；或いは
局所的な位置；などを含む。ある実施形態において、識別子は、標的部位の特定の組成に
関わらず、標的部位流体と接触すると活性化されるように構成される。
【００２１】
ある実施形態において、識別子は、例えば、単独で、または必要とされる対象に容易に
投与できる組成物になるように組成物の生理学的に許容できるキャリア部分と結合された
際に、経口摂取が可能なように寸法づけられる。かくして、ある実施形態において、識別
子要素は、幅が約０．０５から約２ｍｍ以上、例えば約０．１ｍｍから約０．２ｍｍのよ
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うに約０．０５ｍｍから約１ｍｍに及び、長さが約０．０５から約２ｍｍ以上、例えば約
０．１ｍｍから約０．２ｍｍのように約０．０５ｍｍから約１ｍｍに及び、および高さが
約０．０５から約２ｍｍ以上、例えば約０．１ｍｍから約０．２ｍｍを含んで約０．０５
ｍｍから約０．３ｍｍのように約０．１ｍｍから約１ｍｍに及ぶ、寸法である。ある実施
形態において、識別子は、０．２ｍｍ３以下を含んで０．１ｍｍ３以下のように１ｍｍ３
以下である。識別子要素は、限定されることなしに：チップ形状、円筒形状、球形状、デ
ィスク形状など様々な異なる形状をとることができ、特定の形状は、意図する用途、製造
方法等に基づいて選択することができる。
【００２２】
識別子は、限定されることなしに：ＲＦ信号、磁気信号、導電性（近接場）信号、音響
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信号など、様々な異なる種類の信号を発生することができる。ある実施形態において注目
すべきは、「創薬インフォマティクスシステム（Ｐｈａｒｍａ‐Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｃｓ
Ｓｙｓｔｅｍ）」と題して２００６年４月２８日に出願され、国際公開第２００６／１
１６７１８として公開されたＰＣＴ出願ＰＣＴ／ＵＳ２００６／１６３７０号に記載され
る特定の信号であり、これらの出願における様々な種類の信号の開示は、参照により本明
細書に特に組み込まれる。
【００２３】
識別子の伝送時間は、変化してもよく、ある実施形態において、伝送時間は約０．１μ
秒から約４８時間以上に、例えば約１μ秒から約４時間のように、約０．１秒から約４時
間以上のように、約０．１μ秒から約２４時間以上に及んでもよい。所与の実施形態によ
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って、識別子は、信号を１回伝送してもよく、または信号を冗長信号と見なすことができ
る２回またはそれ以上伝送してもよい。
【００２４】
ある実施形態において、識別子は、識別子により発生される信号が識別子の製造後に決
定できるという意味で製造後にプログラム可能であってもよく、識別子は、フィールドプ
ログラマブル、マスプログラマブル、ヒューズプログラマブル、なおさらにリプログラマ
ブルであってもよい。かかる実施形態で注目すべきなのは、コード化されていない識別子
が初めに製造され、組成物に組み込まれた後にコード化されて、その組成物のための識別
信号を発することである。任意の使いやすいプログラミング技術を用いることができる。
ある実施形態において、用いられるプログラミング技術は、ＲＦＩＤ技術である。本主題
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の識別子に用いることのできる、注目すべきＲＦＩＤスマートタグ技術は、限定されるこ
となしに、米国特許第７，０３５，８７７号、第７，０３５，８１８号、第７，０３２，
８２２号、第７，０３１，９４６号、並びに出願公開第２００５０１３１２８１号などに
記載されるものを含み、それらの開示は参照によりここに組み込まれる。ＲＦＩＤおよび
他のスマートタグ技術を用いて、製造会社／売主は、たとえ識別子が組成物に組み込まれ
た後であっても一意的なＩＤコードを所与の識別子と関連づけることができる。ある実施
形態において、組成物が使用される前に取扱いに関与する各個人または実体は、該識別子
に情報を、例えば、その開示が参照によりここに組み込まれる米国特許第７，０３１，９
４６号に記載されるような、識別子が発する信号に関するプログラミングのかたちで、導
入することができる。
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【００２５】
ある実施形態の識別子は、メモリ要素を含み、該メモリ要素は容量が変わってもよい。
ある実施形態において、メモリ要素は、約１ビットから約１２８ビットを含んで１ビット
から１メガバイトのように、約１ビットから１ギガビット以上に及ぶ容量をもつ。用いら
れる特定の容量は、用途、例えば、信号が一般的な信号かまたはコード化された信号か、
信号がいくつかの付加的な情報、例えば、活性薬剤名などの注釈をつけてよいかまたはよ
くない場合によって変わってもよい。
【００２６】
本発明の実施形態における制御活性化識別子の構成部分は、（ａ）一つまたはそれ以上
の構成部分からなる一つの制御活性化要素、および（ｂ）例えば上述のように、制御活性
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化部分により活性化されて識別信号を生成する信号発生部分、を有する。
【００２７】
制御活性化部分
制御活性化部分は、組成物が胃のような目標とすべき生理学的な標的部位と接触したの
に続いて、信号を、例えば、放出によりまたは応答要求に応じて送り出すために、識別子
の信号発生要素を活性化する構成部分である。制御活性化部分は、活性化が組成の組み立
てに依存しないほど、標的部位の特定の組成の組み立てに完全ではなくても実質的に依存
しない仕方で活性化されるように構成される。
【００２８】
「創薬インフォマティクス」と題して２００６年４月２８日に出願され、国際公開２０

10

０６／１１６７１８として公開されたＰＣＴ出願ＰＣＴ／ＵＳ２００６／１６３７０号で
概観されているように、識別子の活性化は、多くの異なる方法で達成することができ、か
かるやり方は、限定されることなしに、：電池の完成、電池の接続などを含む。この同時
係属出願に開示された異なる活性化のやり方は、本明細書に記載されるように、制御活性
化を提供するために容易に適合させることができ、かくしてその全体が参照によりここに
組み込まれる。
【００２９】
例えば、電池完成形式の制御活性化要素は、完成されたときにカソード、アノード、お
よび電解質が含まれる電池を用いることができる。組成物は、投与されたとき、例えば、
摂取されて食道を通って移動するとき、胃に入っていく。組成物内に用意されたカソード

20

とアノードとは、完全な電池を成していない。しかし、組成物が溶けてカソードおよびア
ノードが露出されるにつれて、胃液が（単独で、または識別子の乾燥した導電性の前駆体
媒質部分と混合したときに）電池の電解質部分として機能する。胃液からなる付加的な成
分が、このように電池を完成させる。それ故に、組成物が、例えば、胃に入ってカソード
およびアノードの露出に至るまで溶けることにより標的部位と接触すると、例えば、チッ
プ構成の、識別子を活性化する電源が提供される。次に、データ信号が伝送される。
【００３０】
ある実施形態において、用いられる電池は、電池の二つの電極（例えば、アノードおよ
びカソード）を成す、二つの異なる電気化学物質を備える。電極物質が露出されて、（以
下に概観するように、単独で、または乾燥した導電媒質前駆体と組み合わされて）胃酸ま

30

たは他の種類の流体のような、体液と接触したとき、二つの電極物質がそれぞれ受ける酸
化および還元反応の結果として、電位差、すなわち電圧が電極間に発生される。その結果
、ボルタ電池、または電池、を生成することができる。従って、本発明の複数の実施形態
において、かかる電池は、信号発生要素が内在する組成物の物理的および化学的侵食の間
に二つの異なる物質が標的部位、例えば胃、消化管などに露出されたとき、電圧が発生さ
れるように構成される。電解質中の二つの異なる物質は、「ジャガイモ電池」の物理モデ
ルと同様に、異なる電位にある。一例として、銅と亜鉛は電池に入れたときに異なる電位
をもつ。同様に、金とマグネシウムは異なる電位をもつ。結果として、二つの異なる物質
間に電位差が発生する。
【００３１】

40

これらのうちのある実施形態において、電池の電源は、胃液、血液、または他の体液お
よびいくつかの組織のような、イオン性溶液の電気化学的反応を利用した電源と見做すこ
とができる。図１は、丸薬が摂取されて、その一部が化学的および／または物理的に侵食
されるところまで分解したときに生じる事象を図式的に示す。電極物質１および２（３２
および３３）は、いま（標的部位流体単独、または乾燥した導電媒質前駆体と組み合わさ
れた標的部位流体で構成される）イオン性溶液３９中にある。この構成は、電子回路４０
に印加される低電圧（Ｖ−）および高電圧（Ｖ＋）をつくり出す。この電子回路４０の二
つの出力は、ＥＯ４１およびＥＯ４２であり、それらは上面の上にある信号伝送電極であ
る。信号発生要素３０が単一の電極を含む、図２には示されていない代わりの実施形態に
おいては、出力はＥＯ４１である。
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【００３２】
図２は、図１と類似した配置を示す。しかし、出力として二つの電極をもつ代わりに、
コイルが提供される。電極物質

１および２（３２および３３）は、信号発生要素３０の

電子回路４０に繋がれる。電子回路３０の出力は、コイル４３に結合される。この構成は
、電極物質１および２（３２および３３）がイオン性溶液に露出されたときに電池の生成
をもたらす。この電池は、回路４０を駆動し、振動周波数がつくり出される。この振動電
流は、コイルを流れてＲＦ磁気信号が発生する。体内組織を通しての著しい減衰に悩まさ
れかねない近接場の準静的な電気信号とは違って、ＲＦ磁気信号は、体内組織を通しての
減衰のより少ない伝送が可能である。ＲＦ磁場信号は、次に、磁気信号検出メカニズムを
もつ外部または内部受信器により拾い上げられる。十分に高い周波数の送信が提供されれ

10

ば、丸薬が摂取されたときにはいつでも、患者が装着したポケットベルのようなデバイス
で検出されることになる。
【００３３】
図１および２は、電気化学的反応により電力供給される信号発生要素４０をもつ識別子
３０を示す。信号発生要素４０は、電極電極３２および３３に接続されるが、これらは二
つの異なる物質からなり、相互に電気的に絶縁されている。電極３２および３３をイオン
性溶液３９に浸漬したとき、それらの間に電位差が生じる、例えば、電極３３はより高い
電位Ｖ＋に上昇し、一方で電極３２はより低い電位Ｖ−に下降する。回路４０に電力供給
するために、この電位差を用いることができる。
【００３４】

20

電極３２および３３は、様々な仕方で実装することができる；例えば、集積回路チップ
の対向する表面上の領域を二つの異なる金属で被覆することができ、チップ全体をイオン
性溶液中に置くことができる。代わりに、電極３２および３３は、図示されるように要素
４０から伸び出していてもよい。他の配置も用いることができる。
【００３５】
電極３２および３３は、識別子３０が動作する環境に適合する任意の二つの物質でつく
ることができる。活物質は、異なる電気化学ポテンシャルをもつ物質の任意の一対である
。例えば、イオン性溶液３９が胃酸を備えるある実施形態では、電極３２および３３は、
時期尚早に腐食しないように貴金属（例えば、金、銀、プラチナ、パラジウムなど）でつ
くることができる。代わりに、適用可能なイオン性溶液中で寿命が十分に長く識別子が所

30

望の機能を果すことが可能な、アルミニウムまたは他のいずれかの導電物質から電極を作
製することもできる。適切な物質は、金属には限られず、ある実施形態において、一対の
物質は、金属と非金属、例えば、（Ｍｇのような）金属と（ＣｕＩのような）塩とで構成
される対、から選ばれる。電極活物質に関しては、適切な電気化学ポテンシャル差（電圧
）および低界面抵抗をもつ任意の物質の組み合わせ‐金属、塩、またはインターカレーシ
ョン化合物‐が適している。
【００３６】
電池の電極としては、様々な異なる物質を用いることができる。ある実施形態において
、電極物質は、生理学的な標的部位、例えば、胃と接触すると、識別子の信号発生要素を
駆動するのに十分な電圧を供給するように選ばれる。ある実施形態において、電源の金属
が生理学的な標的部位と接触した際に、電極物質により供給される電圧は、０．１Ｖ以上
のように０．０１Ｖ以上を含んで０．００１Ｖ以上、例えば、０．５Ｖ以上を含みかつ１
．０Ｖ以上を含んで０．３Ｖ以上であり、ある実施形態において、電圧は、約０．０１か
ら約１０Ｖのように約０．００１から約１０Ｖに及ぶ。
【００３７】
注目すべき物質および組み合わせは、以下の表１に記載されるものを含むが、それらに
は限定されない。
【００３８】
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【表１】

10

†保護されたアノード：Ｌｉ、Ｎａおよび他のアルカリ金属のようなエネルギーの高いア
ノード物質は、純粋なかたちでは水または酸素の存在下で不安定である。しかし、これら
を安定化すれば、水のある環境下で用いることもできる。この安定化の一例は、Ｐｏｌｙ
ｐｌｕｓ

Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（Ｂｅｒｋｅｌｅｙ，ＣＡ）により開発されたいわゆ

20

る「保護されたリチウムアノード」であり、リチウム金属の表面に急速な酸化から保護す
るためのポリマー膜が堆積されて、水のある環境または周囲空気中における使用を可能に
している。（Ｐｏｌｙｐｌｕｓは、これについて知的所有権の係争中である。）
††溶存酸素もカソードとして機能することができる。この場合、体液中の溶存酸素は、
ＰｔまたはＡｕのような適切な触媒表面上でＯＨ−に還元されるであろう。他の触媒も可
能である。
【００３９】
ある実施形態において、例えば、電池の電圧出力を向上させるために、金属の一方また
は両方に非金属をドープしてもよい。ある実施形態においてドーピング剤として用いるこ
30

とができる非金属は、硫黄、よう素などを含むが、それらには限定されない。
【００４０】
ある実施形態において電極物質は、アノードとしてはよう化第一銅（ＣｕＩ）または塩
化第一銅、カソードとしてはマグネシウム（Ｍｇ）金属またはマグネシウム合金である。
本発明の複数の実施形態は、人体に有害でない電極物質を用いる。
【００４１】
注目すべき付加的な電池構成は、限定されることなしに、「創薬インフォマティクスの
システム電源（Ｐｈａｒｍａ

Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｃｓ

Ｓｙｓｔｅｍ

Ｐｏｗｅｒ

Ｓ

ｏｕｒｃｅ）」と題して２００７年２月１４日に出願された米国仮出願第６０／８８９，
８６８号；「高表面積カソードをもつ創薬インフォマティクスのシステム電源（Ｐｈａｒ
ｍａ

Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｃｓ

Ｓｕｒｆａｃｅ

Ａｒｅａ

Ｐｏｗｅｒ

Ｓｏｕｒｃｅ

Ｈａｖｉｎｇ

Ｈｉｇｈ

40

Ｃａｔｈｏｄｅｓ）」と題して２００７年２月１４日に出願

された米国仮出願第６０／８８９，８７０号；および「耐ショート性直列電池をもつ創薬
インフォマティクスのシステム電源（Ｐｈａｒｍａ
ｅｍ

Ｈａｖｉｎｇ

Ｓｈｏｒｔ

Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｃｓ

Ｒｅｓｉｓｔａｎｔ

Ｓｅｒｉｅｓ

Ｓｙｓｔ

Ｂａｔｔｅｒ

ｙ）」と題した米国仮出願第６０／８８９，８７１号に記載されるものを含み、それらの
出願の開示は参照によりここに組み込まれる。
【００４２】
制御活性化を提供する識別子の制御活性化要素は、様々な異なる種類の刺激に反応する
ことができる。制御活性化要素が反応するように構成することができる注目すべき刺激は
、限定されることなしに、液体（濡れ）、時間、ｐＨ、イオン強度、導電性、生体分子（
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例えば、胃、小腸、結腸に存在する特定のタンパク質または酵素）、血液、温度、特定の
助剤（脂肪、塩、または糖、または共存することが臨床的に意義のある他の医薬）、胃の
バクテリア、圧力、および光を含む。
【００４３】
制御活性化要素は、制御活性化要素が目的とする刺激に反応するように、所望の制御活
性化の機能性を提供する一つまたはそれ以上の構成部分からなる。制御活性化要素を構成
する一つまたは複数の構成部分の特質は、変わってもよい。例えば、目的とする刺激が温
度の場合、制御活性化要素は、溶解度が温度の関数であって特に体温またはその付近で溶
解性になる膜（例えば、ポリマー膜）のような、物質のバリヤであってもよい。かかる膜
は、室温では水に不溶／不浸透性でも、３７℃では水溶性／浸透性となることができる。

10

かかる膜に用いることができる注目すべき物質は、限定されることなしに、以下に挙げる
ポリマー物質を含む。目標とすべき刺激が圧力である実施形態においては、制御活性化要
素は、感圧物質であり、例えば、閾値を超える圧力限界において該要素は押しつぶされ、
識別子が活性化されて信号を伝送することが可能になる、特有の機械的強度を有する感圧
物質（例えばセルロース系物質でできた）例えば、カプセルまたは殻とすることができる
。他の注目すべき実施形態において、刺激は光であってもよい。例えば、刺激は、腫瘍に
付着された蛍光標識であってもよい。識別子は、腫瘍のそばを通るので、制御活性化要素
は、標識を刺激する波長の光を供給する構成部分と、さらに標識からの放出光を検出する
構成部分も含むとよい。任意の使いやすい光源および検出器を用いることができる。検出
器部品が光を検出したときに、制御された活性化の仕方で、識別子が活性化されることに

20

なる。
【００４４】
ある実施形態において、本発明の一つまたはそれ以上の制御活性化部分は、先に概観し
たように、制御された活性化、すなわち、標的部位環境に完全ではなくても実質的に依存
しない仕方で活性化を提供する。注目すべき一実施形態において、制御活性化部分は、例
えば、先に概観したように、乾燥した導電媒質を含み、該媒質は第１および第２の異なる
物質の存在下で標的部位流体と結合すると、イオン性媒質を生成して電池を活性化する。
乾燥した導電媒質前駆体部分を含むかかる活性化部品の代表的な構成が、図３に示される
。図３は、固体支持体５０の表面上に存在する電極物質３２および３３をもつ電池要素を
示す。電極物質３２および３３の間に、乾燥した導電媒質前駆体３４が置かれている。

30

【００４５】
存在するときには、乾燥した導電媒質前駆体は、様々な異なる種類の組成であってもよ
い。注目すべき組成は、限定されることなしにナトリウムイオン、塩素イオン、カリウム
イオンおよびカルシウムイオン、マグネシウムイオンなどのような、生理学的に許容でき
る電解質の塩を含むが、それらには限定されない。注目すべき、特に生理学的に適合性を
もつ塩は、限定されることなしに、ＫＣｌ、ＮａＣｌ、ＭｇＣｌ２などを含む。本発明の
様態は、乾燥した導電媒質前駆体の存在を含む。前駆体が、例えば、上述のような塩であ
るとき、乾燥した塩は、凍結乾燥した塩組成のような、任意の使いやすい形態であっても
よい。
【００４６】

40

図３に示される実施形態の変形が図４に図示される。図４において、識別子は、保護バ
リヤを含み、該保護バリヤは、乾燥した導電媒質前駆体を保持する機能を果たす。保護バ
リヤ３５は、識別子に前駆体を保持する機能を果たすのに加えて、様々な異なる構造およ
び機能をもつことができる。例えば、保護バリヤ３５は、標的部位流体を制御性よく計っ
て、乾燥した導電媒質前駆体３４に供給する機能を果たすこともできる。図４では、電池
を活性化させるために、標的部位流体のどの部分を乾燥した導電媒質前駆体３４と結合さ
せるか制御するイオン透過膜３５が提供される。任意の使いやすい半透膜を用いることが
できる。該半透膜は、ｅＰＴＦＥ、ダクロン（登録商標）、ポリウレタン、シリコーンゴ
ム、乳酸／グリコール酸共重合体（ＰＬＧＡ）、ポリカプロラクトン（ＰＣＬ）、ポリエ
チレングリコール（ＰＥＧ）、コラーゲン、ポリプロピレン、酢酸セルロース、ポリふっ
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化ビニリデン（ＰＶＤＦ）、ナフィオンまたは他の生体適合性物質を備えることができる
。膜の細孔径は、特定の構成により変化してもよく、ある実施形態において、膜は、細孔
径（約２５０ｄ以下を含んで約５００ｄ以下のように約１０００ｄ以下、例えば約５０ｄ
以下のように約１００ｄ以下のＭＷカットオフ）を有する。ある実施形態において、透過
膜は、水は通過して識別子の乾燥した導電媒質前駆体に到達するが、標的部位の任意の他
の流体成分は通過してもごくわずかな、水のみの透過膜である。
【００４７】
半透膜の代わりに、一つまたはそれ以上の流体流路を含む固体バリヤが存在してもよい
。例えば、図５において、電池は、流体流路３７を含む固体バリヤ３６を含む。流体流路
３７は、任意の使いやすい寸法をもつことができるが、ある実施形態においては、流体が

10

毛細管作用により流路を通って流れる毛細管流路である。ある実施形態において、流体流
路は、独立した寸法が約１μｍより大きく約１０００μｍより小さいマイクロスケールの
断面寸法をもつ。これらの独立した断面寸法、すなわち、幅、深さまたは直径は、流体流
路またはチャンネルの特質に依存して、約１０から１５０μｍのように、および約２０か
ら１００μｍを含んで約１から２００μｍに及んでもよく、全内断面積は、約２００から
２５，０００μｍ２のように約１００から４０，０００μｍ２に及んでもよい。チャンネ
ルの内断面形状は、大幅に変わってもよい。形状は、制限されることなしに、長方形、正
方形、菱形、三角形またはＶ字形、Ｄ字形、Ｕ字形、円形、半円形、楕円形など、を含む
。図５に示すような流体流路は、まっすぐであるが、流路は、所望されるとおりに、屈曲
（ｂｅｎｄ）または折り返し（ｔｕｒｎ）を含んでも曲線（ｃｕｒｖｉｌｉｎｅａｒ）で

20

あってもよく、もちろん、様々な異なる形状をもつことができる。開示が参照によりここ
に組み込まれる、米国特許第６，９３９，４５１号、第６，８３８，１５６号、第６，７
３０，２０６号、第６，６２３，８６０号、第６，６１３，５２５号、第６，３０６，２
７３号、第６，２８４，１１３号、第６，１７６，９６２号、第６，１０３，１９９号、
第６，０５６，８６０号、第６，０５４，０３４号、第５，９３５，４０１号、第５，８
５８，１１８号、第７，０６９，９５２号、第７，０３３，４７４号、第６，８５７，４
４９号、第６，８４１，１９３号、第６，６６０，３６７号、第６，５５１，８３６号、
第６，５１７，２３４号、第６，５０９，０８５号に記載されるが、それらには限定され
ない「ラボオンチップ（ｌａｂ

ｏｎ

ａ

ｃｈｉｐ）」技術など、任意の使いやすい製

造技術を用いることができる。

30

【００４８】
ある実施形態において、流路の表面は、所望の流路特性を提供するために修飾されるこ
とができる。例えば、流路の一つまたはそれ以上の表面の表面エネルギーを、毛細管を通
る流体の流れを促進するために修正してもよい。例えば、表面がより親水性になるように
、流路の表面エネルギーの一つまたはそれ以上の表面を増加させてもよい。様々な異なる
表面エネルギー修正プロトコルを用いることができ、バリヤの特定の組成および所望の表
面エネルギー特性に依存して特定のプロトコルを選んでもよい。例えば、所与の表面の表
面エネルギーを増やしたければ、表面にプラズマ処理を施してもよく、例えば、米国特許
第５，９４８，２２７号および第６，０４２，７１０号に記載される表面エネルギー修正
ポリマー溶液のような、表面エネルギー修正剤と接触させてもよく、それらの各々はいか

40

なる目的に対してもその全体が参照により本明細書に組み込まれる。
【００４９】
ある実施形態において、バリヤは、単独で、または担体上に存在することのできる乾燥
した導電媒質前駆体と結合されたときに、所定の仕方で識別子を活性化させるのに十分な
導電性を有する、流体と接触すると破れるバリヤであってもよい。例えば、図６は、所定
の基準、例えば、導電性、ｐＨなど、を満たす流体と接触すると、（例えば、分解により
）破れて、乾燥した導電媒質前駆体３４が流体に露出され、それにより電池が活性化され
る、バリヤ３８が存在する実施形態を示す。
【００５０】
図６は、かかるバリヤが乾燥した前駆体と共存することを示すが、乾燥した前駆体が存
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在する必要はない。例えば、図７は、乾燥した導電媒質前駆体が存在しない実施形態を示
す。この実施形態においては、保護層３８が電極３２および３３、並びに基板５０を保護
する。所定の基準、例えば、導電性、ｐＨなどを満たす流体と接触すると、保護層３８が
（例えば分解により）破れて、乾燥した電極３２および３３が流体に露出され、それによ
り電池が活性化される。
【００５１】
図７に示された実施形態の変形が、図８に示される。図８において、バリヤ３８

は、

時間制御された分解組成、すなわち、流体と接触すると、時間に依存する仕方で分解する
組成であり、目標とすべき流体中における所与の物質の分解時間は、予め決まっており、
流体と接触する前に知られている。ある実施形態において、この組成は、時間制御放出さ

10

れる医薬組成物に用いられるポリマー組成のような、ポリマー組成である。用いることの
できる注目すべきポリマー組成は、限定されることなしに、結合剤（例えば、ポリビニル
ピロリドン、ポリビニルアルコールなどのようなビニルポリマー；ヒドロキシプロピルメ
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などのよ
うなセルロース系ポリマー；メタクリル酸共重合体、アクリル酸エチル‐メタクリル酸メ
チル共重合体などのようなアクリル系ポリマーおよび共重合体；グアーガム、アラビアゴ
ム、キサンタンゴムなどのような天然または合成ゴム；ゼラチン、ペクチンなどのような
タンパク質または炭水化物、およびそれらの混合物）、並びに、ポリマーのコーティング
粒子（例えば、メチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシプロピルセ
ルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロースなどのよ

20

うなセルロース系ポリマー；ポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコールなどのような
ビニルポリマー；アクリル酸ポリマー、メタクリル酸ポリマー、アクリル酸エチル‐メタ
クリル酸メチル共重合体などのようなアクリル系ポリマーおよび共重合体など；およびそ
れらの混合物）で構成され、（その開示が参照によりここに組み込まれる）米国特許第６
，１９０，６９２号に記載される組成などのような、（厚さにより分解が時間制御される
）水膨潤性の組成を含む。
【００５２】
付記すべきこととして、図８の実施形態に例示される時間遅れの構成では、バリヤ、例
えば、膜は、電極とそれらの隙間との両方を被覆する必要はない。ある実施形態において
、電池は、両電極が活性化されなければ放電しないので、ただ一つの電極だけが被覆され

30

、その後活性化される。かくして、ある実施形態において、分解して取れると活性化に至
る物質の「パッチ（ｐａｔｃｈ）」を用いて、唯一つの電極が被覆される。
【００５３】
以上の考察を図１〜８と組み合わせると、本主題の識別子の制御活性化要素に関する、
いくつかの限定されない実施形態の詳細が提供される。上述のように、制御活性化要素は
、単一の構成部分、例えば、バリヤ、乾燥した導電媒質などを含んでもよく、または（例
えば、制御活性化要素は、バリヤと乾燥した導電媒質の両方が含まれ、）識別子に制御活
性化の機能性を与えるために協力する二つまたはそれ以上の構成部分からなる、複合制御
活性化要素であってもよい。ある実施形態において、上述の様々な制御活性化メカニズム
を組み合わせて、カスケード式または多構成部分の活性化を達成することもできる。例え

40

ば、堆積または別のやり方で数種類の膜を識別子上に設けることができ、または膜ベース
の活性化を、カプセスベースの活性化、および塩ベースの活性化と組み合わせることもで
きる。かかる仕組みの例は、限定されることなしに、以下のものを含む。
【００５４】
一実施形態においては、幾層かの膜が識別子上に存在し、第１層は、加工処理／保存の
間に識別子を保護し、第２層は、目標とするｐＨに達したときに分解し、第３層は、塩を
放出して、最終的にデバイスが活性化されて信号が伝送される。この種類のアプローチの
利点は、偶発的で時期尚早な活性化に対する付加的な予防およびマージンを含む。デバイ
スは、すべての活性化事象が生じた時点にだけ活性化されることができる。多層膜のまた
別の利用法は、複数の条件に特定の順序で遭遇した後にのみ識別子が活性化されるという
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理由から、焼き戻し防止メカニズムとして用いることであり、それにより、単一流体への
浸漬または飲み込まずに口内に保持されることで、不正にデバイスを活性化することが困
難または不可能になる。
【００５５】
また別の例は、識別子の活性化に用いられる表面、例えば、電極、の異なる部分に堆積
された、活性化に用いられる膜の複数のパッチである。例えば、識別子が胃に到達した時
点で識別子により信号が伝送され、次に腸に到達したときに再び伝送され、結腸に到達し
たときに再度伝送されるなどできるように、識別子の電池は、マイクロパターンにされる
、すなわち、ＧＩ管の異なる部分で活性化される数パッチの微細パターン化された膜で被
覆される。この構成は、同じ識別子が、ＧＩ管の異なる部分の通過のような、複数の事象

10

を検出することを可能にする。
【００５６】
組み合わされた活性化のまた別の利用法は、組み合わされた事象の検出、例えば、患者
が、識別子を、ある種類の食物、飲料または他の薬物とともに摂取したときの検出、のた
めの識別子である。これは、薬物との相互作用の検出、または、薬物とともに摂取しては
いけないことになっているものを摂取した患者の検出を可能にする。
【００５７】
ある実施形態のまた別の利用法は、ＧＩ管における異なる条件によって異なる信号を伝
送することである。識別子は、識別子の活性化に加えて、ＧＩ管の状態に関する情報を与
えられるように、異なるメカニズムを通じて活性化される二つの個別の伝送要素で構築す

20

ることができる。例えば、一方の要素は低ｐＨ状態により、他方は高ｐＨ状態により活性
化される。
【００５８】
本発明の識別子は、もし摂取された際にキャリアが適切に分解されなければ、識別子の
機能性を妨げる可能性のあるキャリア組成と結びつけられることもある。例えば、典型的
なゲルカプセル（例えば、カプスゲル（Ｃａｐｓｕｇｅｌ），ピーパック，ニュージャー
ジー州が製造）は、水溶液中で、デバイスの物理的（例えば、温度）および化学的環境に
強く依存する仕方で分解する。複数の条件のある組み合わせのもとでは、ゲル残渣は一部
だけが分解し、カプセルに結びつけられた識別子の表面上に未分解または凝固層、或いは
残渣を残すことがある。このように残った残渣は、デバイスの活性化を完全に妨げるかま

30

たは信号強度を低下させる可能性がある。識別子がゲルカプセス製剤または類似のキャリ
ア構造と結びつけられるように構成される場合、ある実施形態において、制御活性化要素
は、所望の活性化時間または化学的および／または物理的環境に達したときにゲルカプセ
ルのようなキャリアからの残渣によってデバイスが妨害されないことを保証する、設計が
なされた制御活性化要素である。デバイスの機能を妨げることから残った残渣を与えるた
めに設計された一つの構成は、部分的に分解されたゲル残渣が付着するようにデバイス表
面上に堆積された可溶性の膜を含む。摂取されると、この膜は、次に計時的にまたは化学
的に敏感な仕方で分解され、ゲルのないデバイス表面が残される。また別のやり方では、
部分的に分解したゲル残渣が粉末または粒に付着するような吸収剤（例えば、粉末または
粒状）がゲルカプセルに加えられる。粉末は、次にデバイスから落ちて離れる。例として

40

、澱粉、糖類、塩、またはタンパク質のような、任意の食べられる粉末または粒を含むこ
とができる。また別の構成において、ゲルカプセルに加えられる材料は、湿ると著しく膨
潤し、その結果ゲルカプセルは破裂し、デバイスが放出される。例として、崩壊剤（いわ
ゆるスーパー崩壊剤）および分解助剤の医薬添加剤のような、膨潤性ポリマー基質が含ま
れる。例は、Ａｃ‐Ｄｉ‐Ｓｏｌ（ＦＭＣが製造）およびカルボキシメチルセルロース並
びに関連する化合物である。さらにまた別の実施形態において、分解すると発熱する材料
がゲルカプセルに加えられる。ゲルカプセルの分解は、熱にたいへん敏感である。ある塩
は、水中で発熱分解反応を生じる。かかる塩を、濡れると局所的な温度が数℃（例えば、
１から５℃を含んで１から１０℃のように、０．１から２０℃）上昇するのに十分な熱が
発生するように、カプセルに加えるかまたはデバイスの表面上に堆積することができる。
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これらの塩の例は：ＺｎＣ２、ＢａＣｌ２、ＭｇＣｌ２である。さらにまた別の実施形態
では（図１２に示すように）、ばねのような特性をもつポリマー物質（例えば、エチルセ
ルロース）の細片またはシート１２０が、ゲルカプセル１２２内に含められる。細片は、
折り畳まれるかまたは巻かれ、端部が水溶性ポリマー（例えば、ヒドロキシプロピルセル
ロース）１２４で束縛される。細片内には識別子１２６が存在する。（矢印で示すように
）濡れると、水溶性ポリマー１２４が分解してなくなり、細片１２０またはシートは、ゲ
ルカプセル１２２を勢いよく開くのに十分な機械力で展開されて、デバイス１２６をカプ
セルから解き放つことが可能になる。
【００５９】
例えば、上述のような、膜または層を含む制御活性化要素において、膜または層は、デ

10

バイスの一方の表面またはその一部上に存在することもでき（例えば、デバイスの活性表
面、またはその上に存在する電極要素だけを被っていてもよい）、または、デバイスが膜
または層にケーシングまたはカプセル化されるように、デバイスの全表面を被ってもよい
。ある実施形態において、識別子デバイスは、化学的／物理的環境および／または時間に
応じて分解するポリマーペレット内にカプセル状に完全に包まれる。結果的に得られたペ
レットは、ゲルキャップの内部に置かれるかまたは錠剤内に押し込まれるが、錠剤つくり
に用いられる大きな圧縮力によって発生する損傷から識別子を保護することも行う。
【００６０】
膜バリヤは、識別子の活性化制御を可能にする機能性の観点から先に考察がなされた。
この機能に加えて、またはその代わりに、加工処理、取扱い、ボトル詰め、保存の間にお

20

ける識別子への機械的損傷（例えば、ＩＣまたは電池層への損傷）を防ぐように構成され
た膜バリヤが存在してもよい。例えば、本デバイスは、ある実施形態において、加工処理
ステップ（例えば、電池が濡れるかもしれないとき）または保存（例えば、大気からの吸
湿を通じて）の間に、活性化、或いはデバイス性能または寿命の劣化を防ぐ膜を含む。例
えば、低ｐＨ溶液においてのみ分解する膜が、ある事例において、高ｐＨの水性環境にお
ける加工処理の間デバイスを保護するために用いられる。ある実施形態において、（例え
ば、複数のデバイスが同じゲルカプセル内または一つのボトル内に置かれたとき）デバイ
ス‐デバイス間の接触を防ぐための膜が存在する。
【００６１】
また別の種類の制御活性化識別子は、識別子がからだから排出された際にのみ活性化さ

30

れるように構成されたものである。例えば、この識別子は、ＧＩ管を通過する間は影響を
受けずに原形を保つバリヤ層で（部分的にまたは全体が）被われることができる。識別子
がＧＩ管から排出されると、バリヤは、排せつ物除去装置、例えば、トイレ、に存在する
水と接触したときに分解されることができる。例えば、バリヤは、トイレ水に存在する化
学物質に敏感であってもよい。バリヤが分解したときに水が識別子を活性化して信号が発
せられ、該信号は、センサ、例えば、トイレに繋がったセンサにより拾い上げられること
ができる。不当な変更を防ぐために、第２の要素がＧＩ管によって破られ、第１のバリヤ
がトイレ水によって破られたときにのみ活性化が生じる、ＧＩ管によって破られる第２の
制御活性化要素を含むこともできる。
【００６２】
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識別子は、任意の使いやすい加工処理技術を用いて作製することができ、例えば、ＭＥ
ＭＳ製造に用いられるようなプレーナプロセス技術を、乾燥した導電媒質前駆体を提供す
るための、沈澱のような、堆積技術と一緒に用いることができる。
【００６３】
本主題の活性化が制御された電池は、多くの異なる方法で製造することができる。以下
により詳細に展開されるように、ある実施形態においては、「プレーナ」プロセス・プロ
トコルとして分類することのできる製造プロトコルが用いられる。
【００６４】
電池が活性化された後に、信号発生部分を活性化するために、さらなる活性化の構成を
採用することができる。例えば、信号発生部分は、ＣＭＯＳスイッチのような、金属酸化
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膜半導体（ＭＯＳ）回路のゲート駆動を通じて活性化されることができる。ＭＯＳ回路の
ゲート駆動は、限定されることなしに、ゲート電流、ゲート電荷、およびゲート容量を含
む、一つまたはそれ以上のパラメータに基づいてもよい。活性化を目的としたゲート電流
は、周囲の体液または組織の導電性の関数であり得る。かかる導電性は、限定されること
なしに、さらに溶液の濃度、溶液のｐＨ値、溶液のイオン含有量、溶液の酵素含有量、温
度、およびキャリア移動度を含む、一つまたはそれ以上のパラメータの関数であり得る。
キャリア移動度は、温度の関数でもあり得る。同様に、ゲート電荷は、限定されることな
しに、溶液組成、電位、重力ポテンシャル、ゲート容量、およびキャリア濃度を含む、一
つまたはそれ以上のパラメータの関数であり得る。キャリア濃度は、温度の関数でもあり
得る。ゲート容量は、容量に係るゲート形状の関数であり得るが、さらに圧力、共振入力

10

、またはゲートに結合された誘電物質の特性の関数でもあり得る。誘電物質の特性は、限
定されることなしに、消化管の化学物質含有量、生理学的な位置の化学的特性、および体
液における誘電物質の分解量を含む、一つまたはそれ以上のパラメータにより変動し得る
。
【００６５】
信号発生部分
識別子要素の信号発生部分は、制御活性化部分により活性化されると、例えば以下によ
り詳細に記載されるように、例えば、受信器により受信することのできる、検出可能な信
号を発する構造である。ある実施形態の信号発生部分は、活性化部分により活性化される
と、検出可能な信号を生成すること、および／または変換された送信電力を変調すること
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ができる任意の使いやすいデバイスとすることができる。注目すべき検出可能な信号は、
限定されることなしに、導電性信号、音響信号などを含む。先に概観したように、信号発
生器が発する信号は、一般的または一意的な信号であってもよく、注目すべき代表的な信
号の種類は、限定されることなしに、周波数偏移コード化信号、振幅変調信号、周波数変
調信号などを含む。
【００６６】
ある実施形態において、信号発生要素は、以下により詳細に展開されるように、信号を
生成するまたは発生させる回路を含む。選ばれる回路の種類は、少なくとも一部、識別子
の電源により供給される駆動電力に依存してもよい。例えば、駆動電力が１．２ボルト以
上の場合、標準ＣＭＯＳ回路を用いることができる。駆動電力が約０．７から約１．２Ｖ
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に及ぶ他の実施形態においては、サブスレッショルド回路設計が採用されるとよい。０．
７Ｖ以下の駆動電力に対しては、ゼロ閾値トランジスターに関する設計が用いられるとよ
い。
【００６７】
ある実施形態において、信号発生部分は、活性化部分による活性化に応じて、デジタル
クロック信号を発生することができる電圧制御発振器（ＶＣＯ）を含む。ＶＣＯは、アド
レスが割り当てられており制御電圧を用いてＶＣＯを制御できる、デジタル回路により制
御することができる。このデジタル制御回路は、活性化部分および発振器を含むチップに
内蔵されることができる。アドレスをコード化するために振幅変調または位相偏移キーイ
ングを用いて、識別信号が伝送される。
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【００６８】
信号発生部分は、以下により詳細に吟味されるように、患者の内部または外部にあって
もよい離れた受信器に、発生した信号を伝送する機能を果たす個別の伝送器部分を含む。
伝送器部分は、存在するときには、例えば、発生して送り出される信号の種類により、多
くの異なる構成をとることができる。ある実施形態において、伝送器部分は、一つまたは
それ以上の電極で構成される。ある実施形態において、伝送器部分は、例えば、アンテナ
（単数または複数）のかたちの、一つまたはそれ以上のワイヤーで構成される。ある実施
形態において、伝送器部分は、一つまたはそれ以上のコイルで構成される。かくして、信
号伝送器は、様々な異なる伝送器、例えば、電極、アンテナ（例えば、ワイヤー状）コイ
ルなどを含んでもよい。ある実施形態において、信号は、一つまたは二つの電極、或いは
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一つまたは二つのワイヤーのいずれかにより伝送される。二電極の伝送器はダイポールで
あり、一電極の伝送器はモノポールを成す。ある実施形態において、伝送器ユニットは一
つのダイオード電圧降下分の電力しか必要としない。いくつかの実施形態において、伝送
器ユニットは、信号を伝送するために、電気的ダイポールまたはモノポールのアンテナを
用いる。
【００６９】
図９は、本発明による識別子に用いることのできる、電子回路の実装の一つに関する詳
細を示す。左側には二つの電池電極、金属１および金属２（３２および３３）がある。こ
れらの金属は、（先に概観したように、単独で、または乾燥した導電媒質前駆体と組み合
わされて、標的部位流体と接触すると生成される）電解質と交渉しているとき、電池を形
成して、この場合概略図として示される発振器６１に電力を供給する。金属１
電圧（接地）を発振器６１に供給する。金属２

10

３２は低

３３は、高電圧（Ｖｈｉｇｈ）を発振器

６１に供給する。発振器６１は、始動するにつれて、相互に反転した、クロック信号６２
および反転クロック信号６３を発生する。これらふたつのクロック信号は、クロックサイ
クル数を単にカウントしてそのカウントを多数のレジスターに蓄積する、カウンタ６４に
入る。ここに示される例では、８ビットカウンタが用いられる。それ故、カウンタ６４の
出力は、「００００００００」の値で始まり、第１クロックサイクルで「０００００００
１」に変わり、さらに「１１１１１１１１」まで続く。カウンタ６４の８ビット出力は、
アドレスマルチプレクサ（ｍｕｘ）６５の入力に結合される。一実施形態において、ｍｕ
ｘ６５は、回路中に配線接続することができる、アドレスインタープリタを含み、発振器
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６１を制御するための制御電圧を発生する。ｍｕｘ６５は、カウンタ６４の出力を用いて
、アドレスをシリアルビットストリームに再現し、それがさらに信号伝送駆動回路に入力
される。ｍｕｘ６５は、信号伝送のデューティサイクル制御にも用いることができる。一
実施形態において、ｍｕｘ６５は、カウンタ６４が発生するクロックカウントを用いて、
１６分の１の時間だけ信号伝送をオンにする。かかる低デューティサイクルは電力を節約
するとともに、他のデバイスが、電波妨害を受けずに信号を伝送することを可能にする。
所与のチップのアドレスは、８ビット、１６ビットまたは３２ビットとすることができる
。通常は、非常に多くの異なる種類の医薬があるので、８より大きいビットが製品に用い
られる。各々の医薬は、独自のアドレスをもつことになる。
【００７０】
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本発明は、然るべき場合に、各々の医薬バッチにバッチ固有のアドレスが提供される可
能性を与える。これは、丸薬がどこで製造されたか、丸薬がいつ製造されたか、さらにど
のバッチで製造されたかを識別することを可能にする。ある場合には、各々の丸薬が一意
的な識別子をもつことができる。これは、薬が、後で盗まれるまたは違法使用される可能
性が高く、従って、追跡が必要なとき、或いは汚染の疑義が生じるかもしれない場合に、
特に有用であろう。
【００７１】
一実施形態によれば、ｍｕｘ６５は、アドレスをシリアルにコード化し、発振器６１の
出力周波数を変えるのに用いられる、制御電圧を生成する。例として、制御電圧が低いと
き、すなわち、シリアルアドレスビットが０にあるとき、１メガヘルツの信号が発振器に
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よって発生される。制御電圧が高いとき、すなわち、アドレスビットが１のとき、２メガ
ヘルツの信号が発振器を発生した。代わりに、これは１０メガヘルツおよび２０メガヘル
ツであってもよく、またはデバイスが位相変調に限られる場合は位相偏移キーイングのや
り方であってもよい。ｍｕｘ６５の目的は、発振器の周波数を制御すること、または発振
の増幅信号に関するＡＣ代替の実施形態である。
【００７２】
ｍｕｘ６５の出力は、二電極を駆動して溶液に差分電位を与えること、コイルを通る振
動電流を駆動して磁気信号を発生させること、または一電極を駆動して溶液と電荷をやり
とりすること、ができる電極駆動部６６に結合される。
【００７３】

50

(21)

JP 5916277 B2 2016.5.11

このように、本デバイスは、ｍｕｘ６５に蓄積された、アドレスを成す０と１とのシー
ケンスを送信する。そのアドレスは、繰り返して送信され、金属１または金属２（３２お
よび３３）が溶液中に消耗かつ分解されて電池がもはや動作しなくなるまで、送信が続く
。
【００７４】
信号発生部分の他の構成ももちろん可能である。注目すべき他の構成は、限定されるこ
となしに、同時係属中のＰＣＴ出願ＰＣＴ／ＵＳ２００６／０１６３７０号に記載される
ものを含み、その開示は参照によりここに組み込まれる。
【００７５】
付加的な構成部分

10

特定の実施形態により、識別子は、多くの異なる付加的な構成部分を含むことができる
。注目すべきいくつかの構成部分は、限定されることなしに、以下に概観されるものを含
む。
【００７６】
不活性化部分
望ましい場合に、識別子は、もし識別子が意図するように用いられない、例えば、それ
と結びつけられた組成物が摂取されない場合に、識別子を無効にする不活性化メカニズム
を含むことができる。ある実施形態において、識別子は、もし誰かがそれを摂取する以外
の方法でオンしようと試みた場合に、識別子が不活性化されていかなる信号も送信できな
いように識別子を不活性化する、不活性化メカニズムを含む。注目すべき不活性化メカニ
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ズムは、次の構成部分の一つまたはそれ以上を含んでもよい：含まれるのは、光に当った
際に、識別子の一構成部分、例えば、メモリ、を破壊する感光性膜、例えば、光に当たる
と破れるまたは壊れる、感光性の電池材料、酸素、空気、湿度などに敏感で、それらへの
露出に応じて不活性化される構成部分を含む識別子、である。識別子の不活性化は、配線
のオープン、配線のショート、電池電圧の減少などを含んでもよい。
【００７７】
電力エンハンサ
ある実施形態において、活性化因子が、生理学的な標的部位と接触するとオンになる電
源である場合、例えば、電荷ポンピング回路、電荷ダブラなど、電源、例えば電池、の電
圧出力を高めるまたは押し上げるための回路が提供される。かかる電圧エンハンサ要素は
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、電圧出力を約２倍以上、例えば、約５倍以上高めることができる。
【００７８】
電力貯蔵
ある実施形態において、活性化部分は、電力貯蔵要素を含む。例えば、電池がゆっくり
生成する電力が、電力貯蔵要素、例えばキャパシタ、に貯蔵され、その後、信号発生部分
に投入される電力バーストとして提供される、例えば、デューティサイクル構成を用いる
ことができる。ある実施形態において、活性化部分は、例えば、異なる組成物、例えば、
実質的に同じ時間に摂取される丸薬、からの信号が、異なる時間に生成され、従って区別
可能となるように、例えば、遅延、信号発生要素への電力供給を変調する時間調節要素を
含む。
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【００７９】
付加的な特徴
ある実施形態において、組成物は、次の特徴の一つまたはそれ以上を有することにより
特徴づけられる。ある実施形態において、組成物は、からだそのものが導電媒質として用
いられる、通信の導電性近接場モードを用いる識別子を含む。かかる実施形態において、
組成物は回路を含み、該回路は、組成物が（例えば、上述のように）破れて組成物から解
放されたときにからだと直接に接触することになり、カプセルに包まれたまたは何らかの
仕方で保護された状態には留まらない。これらの実施形態において、信号は、磁気信号ま
たは高周波信号ではない。ある実施形態において、システムは、からだと安定に結合され
ない外部デバイスがデータ収集に用いられるシステムとは区別され、からだと安定に結合
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される、例えば、移植される、または体外部位に局所的に取り付けられる、受信器を含む
。ある実施形態において、組成物は、撮像システム、例えば、カメラまたは他の視覚化ま
たは撮像要素、或いはそれらの構成部分、例えば、ＣＣＤ素子、照明素子などを含まない
。ある実施形態において、組成物は、例えば、生理学的な標的部位との接触を検出する活
性化因子を超える、生理学的なパラメータをセンシングするためのセンシング素子を含ま
ない。ある実施形態において、組成物は、推進要素を含まない。ある実施形態において、
組成物は、流体回収要素のようなサンプリング要素を含まない。ある実施形態において、
組成物は、送達要素に活性薬剤を放出させる信号を受信するまで活性薬剤を組成物に保持
する要素のような、作動可能な活性薬剤送達要素を含まない。
【００８０】

10

活性薬剤部分
本主題の組成物のある実施形態は、活性薬剤部分を含む。「活性薬剤」は、生体、例え
ば、ヒトのような哺乳類と接触した際に、生理学的な効果、例えば、有益または有用な効
果をもたらす任意の化合物または化合物を混合したものを含む。活性薬剤は、賦形剤、キ
ャリア、希釈剤、潤滑剤、結合剤および他の剤形助剤、並びにカプセル化さもなければ他
の保護成分、のような構成部分からは区別される。活性薬剤は、生体内における生物学的
な過程を調節することのできる、任意の分子、並びにその結合部分またはフラグメントで
ある。ある実施形態において、活性薬剤は、病気の診断、治療、または予防において、ま
たは薬物の構成部分として、用いられる物質とすることができる。ある実施形態において
、活性薬剤は、中枢神経系に作用して挙動の変化をもたらす、麻酔薬または幻覚剤のよう
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な、化学物質であってもよい。注目すべき活性薬剤は、そのリストの開示が参照によりこ
こに組み込まれる、ＰＣＴ出願ＰＣＴ／ＵＳ２００６／０１６３７０号にリストされるも
のを含む。注目すべき広範な分類の活性薬剤は、限定されることなしに、心血管作動薬；
痛み止め、例えば、鎮痛薬、麻酔薬、抗炎症薬など；神経作用薬；化学療法（例えば、抗
悪性腫瘍）薬；などを含む。組成物の活性薬剤は、通常は、例えば、以下に記載されるよ
うな、医薬として許容される賦形剤またはキャリア内に存在する。ある実施形態において
、活性薬剤は、活性化合物の０．１重量％から約９０重量％、例えば、約１重量％から約
３０重量％の量で存在する。
【００８１】
医薬として許容されるキャリア
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望ましい場合に、本発明の組成物は、医薬として許容される賦形剤（すなわちキャリア
）を含むことができる。共通のキャリアおよび添加剤、例えば、コーンスターチまたはゼ
ラチン、ラクトース、デキストロース、スクロース、微結晶性セルロース、カオリン、マ
ンニトール、二リン酸カルシウム、塩化ナトリウム、およびアルギン酸が注目される。本
発明の製剤に共通に用いられる崩壊剤は、クロスカルメローセ、微結晶性セルロース、コ
ーンスターチ、グリコール酸でん粉ナトリウムおよびアルギン酸を含む。
【００８２】
溶液組成は、懸濁化剤、保存剤、界面活性剤、湿潤剤、香味剤または着色剤を含む、適
切な液体キャリア（単数または複数）、例えば、エタノール、グリセリン、ソルビトール
、ポリエチレングリコールのような非水溶媒、オイルまたは水、中の化合物、または医薬

40

として許容される塩の懸濁液または溶液を備えることができる。代わりに、液体に戻せる
粉末から液剤を調製することもできる。例えば、活性化合物、懸濁化剤、スクロース、お
よび甘味料を含む粉末を水に戻して懸濁液を形成することができ、活性成分、スクロース
および甘味料を含む粉末からシロップを調製することもできる。
【００８３】
錠剤または丸薬のかたちの組成物は、固体組成物を調製するために日常的に用いられる
任意の適切な医薬キャリア（単数または複数）を用いて調製することができる。かかるキ
ャリアの例は、ステアリン酸マグネシウム、澱粉、ラクトース、スクロース、微結晶性セ
ルロースおよび結合剤、例えば、ポリビニルピロリドンを含む。錠剤は、着色コーティン
グ、またはキャリア（単数または複数）の一部として含まれる色をつけることもできる。
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加えて、活性化合物は、親水性または疎水性の基質を備える錠剤として、放出が制御され
た剤形に製薬されることができる。
【００８４】
「放出が制御された」、「放出が持続する」、および同様の用語は、活性薬剤が、適用
または摂取されるとすぐに分散されるよりむしろ、ある時間にわたって確認および制御が
可能な速度で送達用賦形剤から放出されるときに起こる、活性薬剤送達モードを示すため
に用いられる。制御されたまたは持続する放出は、数時間、数日または数か月に及んでも
よく、多くの要因に応じて変化してもよい。本発明の医薬組成物に関して、放出速度は、
選択された添加剤の種類および組成物中における添加剤の濃度に依存することになる。放
出速度のまた別の決定要因は、ポリオルトエステルユニットの相互間および内部における

10

加水分解速度である。加水分解速度は、ポリオルトエステルの組成およびポリオルトエス
テルにおける加水分解性結合の数に次には依存し得る。医薬組成物から活性薬剤が放出さ
れる速度を決める他の要因は、粒子サイズ、媒質の酸性度（基質の内外いずれも）および
基質中の活性薬剤の物理的および化学的特性を含む。
【００８５】
かくして、任意の放出が制御された構造（例えば、胃保持型製剤、腸用製剤、徐放型製
剤、結腸用製剤）内に活性な医薬を置くことができる。このようにして、識別子は、活性
成分が放出されるのと同時に活性になる。さらに、一つより多い識別子、例えば、それら
の一つは制御された放出の開始時点で活性化され、二番目は途中または最後に活性化され
20

る、二つの識別子を、放出が制御された構造に組み込むことができる。
【００８６】
カプセルのかたちの組成物は、日常的なカプセル化の手順を用いて、例えば、活性化合
物と添加剤とを固いゼラチンカプセルに組み込むことにより、調製することができる。代
わりに、活性化合物の半固体の基質および高分子量のポリエチレンを調製し、固いゼラチ
ンカプセルに充填することもでき、または、活性化合物の入ったポリエチレングリコール
溶液または食用油、例えば、流動パラフィンまたはヤシ油の懸濁液を調製して、柔らかい
ゼラチンカプセルに充填することもできる。
【００８７】
錠剤の結合剤は、アカシア、メチルセルロース、カルボキシメチルセルロースナトリウ
ム、ポリビニルピロリドン（ポビドン）、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、スクロ
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ース、澱粉およびエチルセルロース、を含むことができる。使用できる潤滑剤は、ステア
リン酸マグネシウムまたは他のステアリン酸金属、ステアリン酸、シリコーン液、タルク
、ワックス、油およびコロイド状シリカを含むことができる。
【００８８】
ペパーミント、冬緑油、サクランボ香味料などのような香味剤も用いることができる。
加えて、剤形をより目を引くものにする或いは製品を見分けるのに役立てるために、着色
剤を加えることが望ましいことがある。
【００８９】
本発明の製剤に用いることが適切な他の構成部分は、「Ｒｅｍｉｎｇｔｏｎ
ａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ

Ｐｈ

Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ

Ｃｏ

Ｓｃｉｅｎｃｅｓ，Ｍａｃｅ

ｓ

ｍｐａｎｙ，Ｐｈｉｌａｄｅｌｐｈｉａ，Ｐａ．，１７ｔｈ
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ｅｄ．（１９８５）」に見

出される。
【００９０】
識別子の製造
注目すべきある実施形態において、識別子要素は、半導体支持体部分を含む。識別子構
造およびその構成部分を生産するのに、任意の様々な異なるプロトコルを用いることがで
きる。例えば、成形、堆積および物質除去、例えば、表面マイクロマシニングおよびバル
クマイクロマシニング技術を含む微小電気機械システム（ＭＥＭＳ）製造技術のような、
プレーナプロセス技術を用いることができる。構造を製造することに関するある実施形態
に用いられ得る堆積技術は、限定されることなしに、電気めっき、カソードアーク堆積、
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プラズマスプレー、スパッタリング、電子ビーム蒸着、物理気相堆積、化学気相堆積、プ
ラズマ化学気相堆積などを含む。物質除去技術は、限定されることなしに、反応性イオン
エッチング、異方性化学エッチング、等方性化学エッチング、例えば化学機械研磨を通じ
た平坦化、レーザーアブレーション、放電加工（ＥＤＭ）などを含んだ。リソグラフィ・
プロトコルも同様に注目される。ある実施形態において注目されるのは、様々な異なる物
質の除去および堆積のプロトコルを順次的に基板に適用して、初めは平坦な基板の単数ま
たは複数の表面に構造が組み立てられるおよび／または除去される、プレーナプロセス・
プロトコルの利用である。説明に役立つ注目すべき製造方法は、「創薬インフォマティク
スシステム」と題して２００６年４月２８日に出願され、国際公開第２００６／１１６７
１８として公開されたＰＣＴ出願ＰＣＴ／ＵＳ２００６／１６３７０号により詳細に記載

10

されており、その開示は参照によりここに組み込まれる。
【００９１】
組成物の作製方法
本発明による組成物を生成するために、様々な製作プロトコルを用いることができる。
本主題の組成物を製作するに当たって、信号発生要素は、キャリア部分、例えば、投薬部
分と何らかの仕方で安定に結合される。安定に結合されるとは、信号発生要素と剤形とが
、例えば、摂取により、必要とされる対象に少なくとも投与されるまで、相互に分離しな
いことを意味する。信号発生要素は、組成物の医薬キャリア／活性薬剤部分と、多くの異
なる方法で安定に結合されることができる。ある実施形態において、キャリア／活性薬剤
組成物が錠剤または丸薬のような固体構造の場合、信号発生要素に空洞を提供する仕方で

20

キャリア／活性薬剤部分が生成される。信号発生要素は、次に空洞内に置かれ、空洞が、
例えば、生体適合性材料で、塞がれて最終的な組成物が生成される。例えば、ある実施形
態において、結果的には圧縮錠中で空洞になる、凹凸形状が含まれたチップをもつ錠剤が
生成される。信号発生要素は、空洞内に置かれ、空洞が塞がれて最終的な錠剤が生成され
る。この実施形態の変形において、錠剤は、例えば、棒状または他の使いやすい形状の、
取り外し可能な要素を含んで圧縮される。取り外し可能な要素は、その後取り外されて、
錠剤中に空洞が生成される。信号発生要素は、空洞内に置かれ、空洞が塞がれて最終的な
錠剤が生成される。この実施形態のまた別の変形において、いかなる空洞もない錠剤が初
めに生成され、その後、例えばレーザー穴あけにより、錠剤中に空洞が生成される。信号
発生要素は空洞内に置かれ、空洞が塞がれて錠剤が生成される。錠剤に関するさらに他の
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実施形態においては、（例えば、図１１に示されるような）オープン・フェース（ｏｐｅ
ｎ

ｆａｃｅ）の医薬キャリア／活性薬剤の錠剤構成が採用され、活性薬剤／キャリアは

、円い隙間を含む環状の錠剤型に初めから調製される。例えば、図１１に示される実施形
態において、二つの開いた環状型の医薬組成物１１１および１１３が、例えば、加圧成形
、または他の使いやすい製造プロトコルにより調整される。識別子１１５も示されている
。環状の錠剤１１１および１１３を製造した後に、識別子が図示されるように隙間に配置
される。残った隙間１１７および１１９は、次に（図示されない）上述の活性化用の膜の
いずれかで充填または被覆される。さらに他の実施形態において、錠剤は、信号発生要素
を錠剤の副部品と結合されるにより生成され、該副部品は予め作られた副部品であっても
よく、順次生産されてもよい。例えば、ある実施形態において、錠剤は、初めに錠剤の下

40

半分がつくられ、錠剤の下半分の位置に信号発生要素が置かれ、その後、下半分および信
号発生要素の上に錠剤の上の部分が置かれて、最終的な所望の組成物が生成される。ある
実施形態において、錠剤は、つくられた錠剤の内部に信号発生要素が位置するように、信
号発生要素を囲んで生成される。例えば、信号発生要素は、生体適合性対応物質、例えば
、（信号発生要素を保護するための）ゼラチンのカプセル、に包まれていてもいなくても
よいが、錠剤内部に信号発生要素が位置する仕方で、キャリア／活性薬剤前駆体、例えば
粉末、と結合されて、錠剤に圧縮または成形される。成形または圧縮の代わりに、ある実
施形態においては、錠剤構造を作り上げる仕方で、キャリア／活性薬剤を信号発生要素上
に噴霧してもよい。さらにまた別の実施形態において、錠剤構造に組み上がる仕方で、活
性薬剤／キャリア前駆体部分を信号発生要素にスプレーしてもよい。さらにまた別の実施
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形態では、活性薬剤／キャリア部分の前駆体は、信号発生要素と混ざった液剤であり、次
に固化されて、最終的な組成物が生成されてもよい。さらに他の実施形態では、予めつく
られた錠剤に信号発生要素を安定に付着させることにより、錠剤に信号発生要素を取り付
けてもよい。注目されるのは、例えば分解など、錠剤の特性を変化させないプロトコルで
ある。例えば、ある実施形態では、錠剤の一端にスナップ留めるゲル化要素が用いられ、
そこにチップが組み込まれる。ゲル化要素は、ある実施形態では、信号発生要素を取り付
けた錠剤が容易に識別できるように、着色される。組成物が、例えば、ゼラチンカプセル
が充填された構造のような、活性薬剤／キャリア組成で充填されたカプセル構造をもつ場
合には、信号活性要素をカプセル部分、例えば上部または下部カプセル、と一体化し、次
にカプセルに活性薬剤／キャリア組成を充填して、最終な組成物を生成してもよい。ここ

10

に吟味された製作方法は、本発明の組成物を製作することのできる様々な異なる方法をた
だ説明するためだけに示されたものである。
【００９２】
システム
本主題の組成物を含むシステムも提供される。本主題の発明のシステムは、ある実施形
態において、例えば先に概観したような、一つまたはそれ以上の制御活性化識別子、並び
に、例えば受信器のかたちの、信号検出部分を含む。信号検出部分は、例えば先に概観し
たように、組成物の信号発生要素により発生される信号の特質に依存して大きく変わって
もよい。
【００９３】

20

ある実施形態において、信号検出部分は、移植可能な構成部分である。移植可能な構成
部分の意味は、対象に、例えば半永続的または永続的に、移植するために、信号検出部分
が設計、すなわち構成されることである。これらの実施形態において、信号検出部分は、
使用中はインビボにある。さらに他の実施形態において、信号検出部分は、エクスビボに
あり、これは検出部分が使用中に生体外にあることを意味する。これらのうちのある実施
形態において、以下により詳細に記載されるように、エクスビボの検出部分と分離または
一体化いずれかの状態で、例えば、検出器の信号発生要素から検出される信号に基づいて
組成物の用量を分注するための、用量分注器要素が存在してもよい。かかる特徴は、例え
ば，前回の用量摂取に関する入力に基づいて次の用量を投与する閉ループ投与システムを
提供するための、移植可能な検出部分にも存在してもよい。

30

【００９４】
先に概観したように、ある実施形態において、組成物の信号発生要素は、標的の身体部
位と接触すると活性化される。これらの実施形態のあるものでは、信号検出部分は、信号
発生要素からの信号を検出すると活性化される。これらの実施形態のあるものでは、組成
物は、断続的な信号を発生する。これらの実施形態のあるものでは、検出要素は、複数の
組成物を同時に検出することができる。
【００９５】
本発明に用いられる信号受信器は、「創薬インフィマティクスシステム」と題して２０
０６年４月２８日に出願され、国際公開２００６／１１６７１８号として公開されたＰＣ
Ｔ出願ＰＣＴ／ＵＳ２００６／１６３７０号、並びに一連の米国仮出願：「創薬インフォ
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マティクスのための信号受信器」と題して２００７年２月１日に出願された第６０／８８
７，７８０号、「摂取可能な事象マーカー」と題して２００７年７月１１日に出願された
第６０／９４９，２２３号、「パーソナルヘルス信号受信器」と題して２００７年８月１
８日に出願された第６０／９５６，６９４号にさらに記載されており、これらの開示は参
照によりここに組み込まれる。
【００９６】
ある実施形態において、信号検出部分は、図１０のシステムに示されるような心臓モニ
タリング要素を含む。図１０は、組成物が、丸薬またはカプセルのかたちの経口摂取可能
な製剤として構成される、本発明の丸薬／カプセルの実施形態の例となる概略図を示す。
組成物１４を摂取する患者１０の胃１２が示されている。この「スマート丸薬」が、口１
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６から患者の胃の内部１８に移動するようすが示されている。胃に到達すると、丸薬／カ
プセルは、胃の機械的作用および、塩酸および他の消化薬のような、胃液にある様々な化
学物質の両方による分解過程を経る。図１０は、移植された心血管デバイス「カン（ｃａ
ｎ）」８およびリード線６も示され、これらの部分は、丸薬１４から発する信号をモニタ
および検出するために用いられる。モニタデバイスは、例えば、皮下に、心臓に、または
胃に近い腰部になど、他の部位にも配置することができる。特定の用途により、配置をど
の部位に置くか提案することができる。
【００９７】
方法
本発明の制御活性化識別子は、診断およびモニタリング用途などにおいて、医薬の送達

10

を含む、様々な異なる用途に利用法が見出される。識別子が、一つまたはそれ以上の医薬
活性薬剤を含む組成物中で用いられる方法において、本発明の組成物の有効量が、組成物
中に存在する活性薬剤を必要とする対象に投与されるが、「有効量」は、所望の効果、例
えば、病状またはそれと関係する症状の改善、所望の生理学的変化の達成、などをもたら
すのに十分な用量を意味する。投与される量は、治療上有効な量とも見做すことできる。
「治療上有効な量」は、病気を治療するために対象に投与されたときに、その病気の治療
に効果をもたらすのに十分な量を意味する。
【００９８】
組成物は、所望の結果をもたらすことのできる任意の使いやすい手段を用いて、対象に
投与されることができ、投与経路は、例えば、先に概観したように、少なくとも一部、組
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成物の特定の形式に依存する。先に概観したように、組成物は、限定されることなしに、
錠剤、カプセル、粉末、粒、軟膏、溶液、坐薬、注射のような、固体、半固体または液体
を含めて、治療のために投与される様々なかたちに剤形することができる。かくして、組
成物の投与は、限定されることなしに、経口、口腔、直腸、輸液、腹腔内、経皮、気管内
などの投与を含む、様々な方法で達成することができる。所与の組成物は、医薬の投薬形
態で、単独に、または、例えば、安定に結合された信号発生要素も有する組成物であって
もよい、他の医薬とし活性な化合物と組み合わせて、投与されることができる。
【００９９】
本主題の方法は、病状を含めて、様々な異なる状態の治療に利用法が見出される。本主
題の組成物によって治療が可能な特定の病状は、本主題の組成物中に存在し得る活性薬剤
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の種類と同じくらい多様である。それ故、病状は、限定されることなしに、心疾患、腫瘍
性疾患のような細胞増殖疾患、自己免疫疾患、ホルモン異常疾患、伝染性疾患、疼痛管理
などを含む。
【０１００】
治療は、対象を苦める病状に係る症状を少なくとも改善することを意味し、改善は、広
い意味で、治療される病的状態に関係するパラメータ、例えば症状、の大きさを少なくと
も低減することを指す。かくして、治療は、病的状態、または少なくともそれに係る症状
が完全に抑制される、例えば、発生が防がれる、または止められる、例えば、対象がもは
や病的状態、または少なくとも病的状態を特徴づける症状、に苦しまないまでに終結され
る、状態も含む。従って、病気を「治療すること」または「治療」は、病気に罹りやすい

40

かもしれないがまだその病気に罹っていない、または病気を発症していない動物の病気の
発生を防ぐこと（予防的治療）、病気を抑制すること（進行を遅らせる、または止めるこ
と）、（苦痛緩和治療を含めて）病気の症状または副作用からの寛解をもたらすこと、お
よび病気を軽減する（それにより病気を後退させる）ことを含む。本発明の目的のために
、「病気」は痛みを含む。
【０１０１】
本発明の方法により、様々な対象の治療が可能である。一般に、かかる対象は、「哺乳
動物」または「哺乳網」であり、これらの用語は、食肉目（例えば、イヌおよびネコ）、
齧歯目（例えば、マウス、モルモット、およびラット）、並びに霊長目（例えば、ヒト、
チンパンジー、およびサル）を含む、「哺乳網」の網のうちの生物を記述するのに広く用
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いられる。代表的な実施形態において、対象はヒトである。
【０１０２】
ある実施形態において、本主題の方法は、上述のように、１週間またはそれ以上、１か
月またはそれ以上、６か月またはそれ以上、１年またはそれ以上、２年またはそれ以上、
５年またはそれ以上などのように、例えば長期間にわたって、病状を管理する方法である
。本主題の方法は、一つまたはそれ以上の付加的な病気管理プロトコル、例えば心疾患管
理における、ペーシングプロトコル、心臓再同期プロトコルなどのような電気刺激に基づ
くプロトコル；様々な異なる病状に対する食餌および／または運動療法のような生活スタ
イル；などと併用して用いられてもよい。
【０１０３】

10

ある実施形態において、本方法は、組成物から得られた治療レジメンに基づくデータを
変更することを含む。例えば、処方された治療レジメンの患者による遵守に関する情報を
含むデータを取得することができる。このデータは、例えば、上述のセンサデバイスのよ
うな、一つまたはそれ以上のセンサを用いて得られる付加的な生理学的データの有無にか
かわらず、所与の投薬療法が維持されるべきか、または、何らか、例えば投薬療法および
／または移植活用法の変更により、修正されるべきか、を決定するために、例えば要望に
応じて然るべき決定ツールとともに、用いることができる。かくして、本発明の方法は、
治療計画が組成物（単数または複数）から得られる信号に基づいて修正される方法を含む
。
【０１０４】
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ある実施形態においては、本発明の組成物の履歴を決定する方法も提供され、該組成物
は、活性薬剤、識別子要素および医薬として許容されるキャリアを含む。識別子が応答要
求に応じて信号を発するある実施形態において、識別子は、例えば、ワンド（ｗａｎｄ）
または他の適切な応答要求デバイスによる、信号を得るための応答要求である。得られた
信号は、次に、例えば、供給元、生産・加工・流通過程の管理など、組成物に関する履歴
情報を決定するために用いられる。
【０１０５】
識別子が消化によって壊れない識別子であるさらに別の実施形態において、本方法は、
組成物の信号発生要素を、例えば、該組成物を摂取した対象から回収することにより、入
手すること、および次に、入手した信号発生要素から該組成物の履歴を決定すること、を
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広く含む。例えば、信号発生要素が刻印された識別子、例えばバーコードまたは他の種類
の識別子、を含む場合、刻印された識別子を、組成物を摂取した対象から回収し、組成物
の履歴の少なくともある様態、例えば、知られる最終的な購入者、組成物の生産・加工・
流通管理における付加的な購入者、製造業者、取扱い履歴など、を読み取って確認するこ
とができる。ある実施形態において、この決定ステップは、組成物の履歴を蓄積したデー
タベースまた類似の編集物にアクセスすることを含んでもよい。
【０１０６】
本発明は、臨床医に、体内に実際に送達された医薬品の自動検出及び識別という、医療
装備における重要で新しいツールを提供する。この新しい情報デバイスおよびシステムの
用途は、多種多様である。用途は、限定されることなしに、（１）処方された治療レジメ
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ンへの患者の遵守のモニタリング、（２）患者の遵守に基づく治療レジメンの個別調整（
ｔａｉｌｏｒｉｎｇ）、（３）臨床試験における患者の遵守のモニタリング、（４）規制
物質の使用に関するモニタリング、などを含む。これらの異なる説明に役立つ用途の各々
は、「創薬インフォマティクスシステム」と題して２００６年４月２６日に出願され、国
際公開第２００６／１１６７１８号として公開された国際出願ＰＣＴ／ＵＳ２００６／１
６３７０号において以下により詳細に吟味されており、それらの開示は参照によりここに
組み込まれる。
【０１０７】
識別子がいかなる医薬品とも別に摂取される方法も注目される。かかる方法は、識別子
が、摂取可能な事象マーカーとして用いられる方法を含む。かかる方法において、識別子
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は、医薬活性薬剤なしに摂取される。識別子は、例えば上述の、医薬として許容される賦
形剤に含まれて摂取されることができる。識別子が摂取可能な事象マーカーとして用いら
れる特定の用途は、限定されることなしに、「摂取可能な事象マーカー」と題して２００
７年７月１１日に出願された米国仮出願第６０／９４９２２３号に記載されるものを含み
、その開示は参照によりここに組み込まれる。
【０１０８】
制御活性化識別子が活性薬剤とともに投与されず、代わりに摂取可能な事象マーカーと
して用いられる特定の用途の一例は、ＧＩ管の運動性をモニタリングする用途である。か
かる用途においては、摂取から小腸までの通過時間を測定するために、高ｐＨでのみ活性
化される制御活性化識別子が用いられる。この実施形態の変形では、ＧＩ管の異なる部分
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で活性化される複数のデバイスが用いられ、この実施形態は、ＧＩ管の様々な部分におけ
るデバイスの滞在時間をマッピングするために用いることができる。例えば、一事例にお
いて、三つの制御活性化識別子（それらは、同じ丸薬中または別々の丸薬中に存在しても
よい）が用いられる。第１の識別子は、摂取されると直ぐ（例えば、それは胃に到達する
）活性化されるように構成される。第２の制御活性化識別子は、識別子が小腸に到達する
まで活性化を遅らせる、低ｐＨ‐不溶性、高ｐＨ‐溶解性コーティング（オイドラギット
）を含む。第３の識別子は、結腸でのみ分解される、制御活性化要素コーティング（例え
ば、アミラーゼ＋エチルセルロース）を含む。様々な識別子の活性化時間から、胃、小腸
、および結腸までの通過時間を決定または測定することができ、対象の消化管の運動性に
ついて詳細なデータを収集することができる。
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【０１０９】
キット
本主題の方法を実施するためのキットも提供される。キットは、上述のように、本発明
の一つまたはそれ以上の組成物を含むことができる。キットに提供される一つまたはそれ
以上の医薬品の投与量は、単一使用または複数使用に十分な量であってもよい。従って、
本主題のキットのある実施形態では、医薬品の単一投与量が存在し、ある他の実施形態で
は、医薬品の複数投与量が存在してもよい。薬理作用物質の複数投与量をもつ実施形態に
おいて、それらは、単一の容器、例えば、単一チューブ、ボトル、バイアル（ｖｉａｌ）
などに詰めてもよく、または、一つまたはそれ以上の投与量を、あるキットが一つの薬理
作用物質の一つより多い容器をもつように、個別に詰めてもよい。一つまたはそれ以上の
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薬理作用物質を対象に届ける適切な方法も、主題のキット中に提供される。先に概観した
ように、ある実施形態において、キットは信号受信要素も含んでもよい。ある実施形態に
おいて、キットは、例えば、上述のように、組成物の用法に関して得られるデータの取得
および処理が行われる、離れた場所、例えば、医院、中央施設などとの通信を可能にする
、外部モニタデバイスも含むことができる。
【０１１０】
本主題のキットは、キットの構成部分を用いて本主題の方法をいかに実施するかに関す
るインストラクションも含むことができる。このインストラクションは、適切な記録媒体
または下地に記録することができる。例えば、紙またはプラスチックなどのような下地に
インストラクションを印刷してもよい。かくして、インストラクションは、キットまたは
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その構成部分などの容器に（すなわち、パッケージ化またはサブパッケージ化に付随して
）ラベル付した添付文書として、キットに存在してもよい。他の実施形態において、イン
ストラクションは、適切なコンピュータ可読の記憶媒体、例えば、ＣＤ‐ＲＯＭ，ディス
ケットなどに存在する電子記憶データファイルとして存在する。さらに他の実施形態にお
いては、キット中に実際のインストラクションは存在しないが、インストラクションを離
れた情報源から、例えばインターネット経由で、取得するための手段が提供される。この
実施形態の一例は、インストラクションが見られる、および／またはインストラクション
をダウンロードできる、ウェッブアドレスを含むキットである。インストラクションと同
様に、インストラクションを取得するこの手段も適切な下地に記録することができる。
【０１１１】
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本主題のキットのいくつかまたはすべての構成部分は、無菌状態を維持するために、適
切なパッケージに詰めるとよい。本主題のキットの多くの実施形態において、キットの構
成部分は、単一で取扱いが容易なユニットにするためにキット収納要素に詰められるが、
キット収納要素、例えば、箱または同様の構造は、例えば、キットのいくつかまたはすべ
ての構成部分の無菌状態をさらに保つための機密な入れ物であってもなくてもよい。
【０１１２】
本発明は、記載される特定の実施形態には限定されず、かくして変更されてもよいこと
が理解されるべきである。さらに、ここに用いられる用語は、特定の実施形態のみを記載
するためのものであり、限定的となることは意図されていない。なぜなら、本発明の範囲
は、添付される請求の範囲によってのみ限定されることも理解されるべきである。
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【０１１３】
値の範囲が提示されるところでは、その範囲の上限と下限との間に介在する各々の値、
文脈が明確に別なことを指示しなければ、下限を単位としてその１０分の１までの値、お
よびその指定範囲における任意の他の指定値または介在する値が本発明に包含されると理
解される。これらのより狭い範囲の上限および下限は、独立にそのより狭い範囲に含めて
もよく、指定範囲において具体的に除外される限界を前提として、本発明に包含される。
指定範囲が、限界の一方または両方を含む場合は、それらの含まれる限界の一方または両
方を除く範囲も本発明に含まれる。
【０１１４】
他に定義されなければ、本明細書で用いられるすべての技術的および科学的用語は、本

20

発明が属する分野の当業者により一般的に理解されるものと同じ意味をもつ。ここに記載
されるものと類似するかまたは同等の任意の方法および材料も、本発明を実施または試験
するために用いることができるが、代表的で説明に役立つ方法および材料がここに記載さ
れる。
【０１１５】
本明細書に引用されるすべての出版物および特許は、あたかも各個別の出版物または特
許が、参照により組み込まれることが具体的かつ個別に示されて参照により組み込まれる
ように、出版物が関連して引用される方法および／または材料を開示かつ記載するために
、参照により本明細書に組み込まれる。いかなる出版物の引用も、本出願日に先立つ公開
に関するものであり、本発明が、従来発明のためにかかる公開に先行する資格がないこと
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を認めると解釈されるべきではない。さらに、示されている公開日が実際の公開日とは異
なることもあり、個別に確認する必要もあり得る。
【０１１６】
付記すべきこととして、本明細書および添付される特許請求の範囲に用いられる、単数
形「一つの（ａ）」、「１つの（ａｎ）」および「該（ｔｈｅ）」は、文脈が明確に他の
ことを指示しない限り、複数の指示対象を含む。さらに付記すべきこととして、特許請求
の範囲は、任意の随意的な要素を除外するように記載されることができる。かくして、こ
の記述は、「単に（ｓｏｌｅｌｙ）」、「だけ（ｏｎｌｙ）」のような排他的用語を請求
項の要素の列挙に関連して用いる、または「否定的」限定を用いるための先行詞として役
立てることを意図するものである。

40

【０１１７】
本開示を読んだ際に当業者に明らかになるように、ここに記載および図示される個別の
実施形態の各々は、本発明の範囲または精神から逸脱することなく、容易に任意の他のい
くつかの実施形態の特徴から容易に分離、またはそれらと組み合わせできる個別的な構成
要素および特徴を有する。列挙されるいずれの方法も、列挙される事象の順序で、または
論理的に可能な任意の他の順序で実行することができる。
【０１１８】
上述の発明は、理解を明確にする目的で図解および実例によりいくらか詳細に記載され
ているが、添付される特許請求の範囲の精神または範囲から逸脱することなく、本発明に
対していくつかの変更および修正がなされ得ることは、本発明の教示に照らして当業者に
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はすぐにわかることである。
【０１１９】
従って、先に記載されたことは、本発明の原理を単に示したに過ぎない。当然のことな
がら、当業者は、本明細書に明確に記載または明示されていなくても、本発明の原理を具
体化しかつその精神および範囲内に含まれる、様々な組み立てを工夫できるであろう。さ
らに、ここに列挙されるすべての例および条件を示す言語は、本発明の原理、および技術
を促進するために発明者が提供した概念を、読み手が理解する助けとなることを主に意図
しており、かかる具体的に列挙された例および条件には限定されないことが解釈されるべ
きである。さらに、本発明の原理、様態および実施形態、ならびにその具体例を列挙する
本明細書のすべての記述は、その構造的および機能的等価物を包含する意図をもつ。加え
て、かかる等価物は、現在知られている等価物、および将来的に開発される等価物、すな
わち構造にかかわらず同じ機能を実行する任意の開発される要素の両方を含む。本発明の
範囲は、それ故に、本明細書に明示かつ記載される例となる実施形態に限定される意図を
もたない。むしろ、本発明の範囲および精神は、添付される特許請求の範囲により具体化
される。
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