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(57)【要約】
　疼痛および／または炎症の効果的な処置法を提供する
。有効量の少なくとも鎮痛薬および／または少なくとも
１種類の抗炎症薬を標的部位またはその付近に投与する
ことにより、炎症および疼痛を軽減、予防もしくは治療
することができる。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　その処置を必要とする患者において疼痛および／または炎症を軽減、予防もしくは治療
するのに有用な複数の埋込型薬物デポー剤であって、療法有効ボーラス量の鎮痛薬および
／または抗炎症薬またはその医薬的に許容できる塩類を皮膚下の部位において放出しうる
第１セットの１以上の薬物デポー剤、ならびに療法有効量の鎮痛薬および／または抗炎症
薬またはその医薬的に許容できる塩類を少なくとも３日の期間にわたって放出しうる第２
セットの１以上の薬物デポー剤を含む、複数の埋込型薬物デポー剤。
【請求項２】
　第２セットの薬物デポー剤のうち少なくとも１つが鎮痛薬および／または抗炎症薬を３
日～６カ月の期間にわたって放出する、請求項１に記載の複数の埋込型薬物デポー剤。
【請求項３】
　第２セットの薬物デポー剤のうち少なくとも１つが鎮痛薬および／または抗炎症薬を３
日～２週の期間にわたって放出する、請求項１に記載の複数の埋込型薬物デポー剤。
【請求項４】
　第１セットの１以上の薬物デポー剤がボーラス量の鎮痛薬および抗炎症薬を放出する、
請求項１に記載の複数の埋込型薬物デポー剤。
【請求項５】
　第１および第２セットの薬物デポー剤が、鎮痛薬および／または抗炎症薬を含有する１
以上のポリマー層を含む、請求項１に記載の複数の埋込型薬物デポー剤。
【請求項６】
　鎮痛薬がアルフェンタニル、ブトルファノール、コデイン、フェンタニル、ヒドロモル
ホン、レボルファノール、メペリジン、モルヒネ、スフェンタニル、トラマドール、また
はその組合わせを含み、抗炎症薬がクロニジン、フルオシノロン、デキサメタゾン、スリ
ンダク、スルファサラジン、またはその組合わせを含む、請求項１に記載の複数の埋込型
薬物デポー剤。
【請求項７】
　第１および第２セットのそれぞれの薬物デポー剤が、ポリ（ラクチド－ｃｏ－グリコリ
ド）（ＰＬＧＡ）、ポリラクチド（ＰＬＡ）、ポリグリコリド（ＰＧＡ）、Ｄ－ラクチド
、Ｄ，Ｌ－ラクチド、Ｌ－ラクチド、Ｄ，Ｌ－ラクチド－ε－カプロラクトン、Ｄ，Ｌ－
ラクチド－グリコリド－ε－カプロラクトン、グリコリド－カプロラクトン、ポリ（グリ
コリド－，－カプロラクトン）、またはその組合わせのうち１以上を含む少なくとも１種
類の生分解性ポリマーを含む、請求項１に記載の複数の埋込型薬物デポー剤。
【請求項８】
　第１または第２セットのそれぞれの薬物デポー剤がポリマーを含み、該ポリマーが薬物
デポー剤の約２０重量％～約９０重量％を構成する、請求項１に記載の複数の埋込型薬物
デポー剤。
【請求項９】
　少なくとも１つの薬物デポー剤が、その薬物デポー剤を標的組織部位に投与した後、３
日～６カ月の期間にわたって、その薬物デポー剤に装填された鎮痛薬および／または抗炎
症薬またはその医薬的に許容できる塩類の全量に対して約２０％～約９９％の鎮痛薬およ
び／または抗炎症薬またはその医薬的に許容できる塩類を放出する、請求項１に記載の複
数の埋込型薬物デポー剤。
【請求項１０】
　鎮痛薬および／または抗炎症薬またはその医薬的に許容できる塩類が、それぞれの薬物
デポー剤中でゲルに懸濁したマイクロ粒子、マイクロスフェア、マイクロカプセルおよび
／またはマイクロファイバーとして封入されている、請求項１に記載の複数の埋込型薬物
デポー剤。
【請求項１１】
　それぞれの薬物デポー剤が１以上のペレットの形である、請求項１に記載の複数の埋込
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型薬物デポー剤。
【請求項１２】
　その処置を必要とする患者において疼痛および／または炎症を軽減、予防もしくは治療
するのに有用な複数の埋込型薬物デポー剤を含むキットであって、療法有効ボーラス量の
鎮痛薬および／または抗炎症薬またはその医薬的に許容できる塩類を皮膚下の部位におい
て放出しうる第１セットの複数の薬物デポー剤、ならびに療法有効量の鎮痛薬および／ま
たは抗炎症薬またはその医薬的に許容できる塩類を少なくとも３日の期間にわたって放出
しうる第２セットの複数の薬物デポー剤を含むキット。
【請求項１３】
　第２セットの複数の薬物デポー剤が鎮痛薬および／または抗炎症薬を３日～６カ月の期
間にわたって放出する、請求項１２に記載のキット。
【請求項１４】
　第２セットの複数の薬物デポー剤が鎮痛薬および／または抗炎症薬を３日～２週の期間
にわたって放出する、請求項１２に記載のキット。
【請求項１５】
　第１セットの複数の薬物デポー剤がボーラス量の鎮痛薬を放出する、請求項１２に記載
のキット。
【請求項１６】
　第１セットの複数の薬物デポー剤がボーラス量の抗炎症薬を放出する、請求項１２に記
載のキット。
【請求項１７】
　その処置を必要とする患者において疼痛および／または炎症を軽減、予防もしくは治療
する方法であって、複数の埋込型薬物デポー剤を患者の皮膚下の標的組織部位またはその
付近に投与することを含み、その際、第１セットの複数の薬物デポー剤は療法有効ボーラ
ス量の鎮痛薬および／または抗炎症薬またはその医薬的に許容できる塩類を放出すること
ができ、第２セットの複数の薬物デポー剤は療法有効量の鎮痛薬および／または抗炎症薬
またはその医薬的に許容できる塩類を少なくとも３日の期間にわたって放出することがで
きる方法。
【請求項１８】
　第１および第２セットの複数の薬物デポー剤を、疼痛を発生させるものを三角法で定め
る複数の標的組織部位に投与する、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　第１および／または第２セットの複数の薬物デポー剤が、ポリ（ラクチド－ｃｏ－グリ
コリド）（ＰＬＧＡ）、ポリラクチド（ＰＬＡ）、ポリグリコリド（ＰＧＡ）、Ｄ－ラク
チド、Ｄ，Ｌ－ラクチド、Ｌ－ラクチド、Ｄ，Ｌ－ラクチド－ε－カプロラクトン、Ｄ，
Ｌ－ラクチド－グリコリド－ε－カプロラクトン、またはその組合わせのうち１以上を含
む少なくとも１種類の生分解性ポリマーを含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
　請求項１に記載の埋込型薬物デポー剤の製造方法であって、生体適合性ポリマー、なら
びに療法有効量の鎮痛薬および／または抗炎症薬またはその医薬的に許容できる塩類を組
み合わせ、この組合わせから埋込型薬物デポー剤を形成することを含む前記方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、疼痛および炎症を軽減、予防もしくは治療するための異なる放出プロフィー
ルをもつ薬物デポー剤に関する。
【背景技術】
【０００２】
　疼痛は患者にさまざまな形で有害作用を及ぼす可能性がある。それは、患者を活動的で
あること、十分に眠ること、家族や友人との交わりを楽しむこと、および食事をとること
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から遠ざける可能性がある。疼痛は、患者に恐れまたは憂鬱を感じさせ、一般的なリハビ
リテーションプログラムへの十分な参加を妨げる可能性があり、かつ回復を遅らせる場合
すらある。
【０００３】
　適切な疼痛管理は、多種多様な疾患または状態の処置を受けるいかなる者にとってもき
わめて重要である。適切な疼痛緩和は、患者に生理上および精神上の著しい有益性をもた
らす。効果的な疼痛緩和は、医療／外科／外来施設からのより早い解放を伴った、より円
滑でより快適な回復（たとえば気分、睡眠、生活の質など）を意味するだけでなく、慢性
疼痛症候群（たとえば線維筋痛、筋痛など）の発症も減らすことができる。
【０００４】
　疼痛は、体内に損傷または疾患が存在することを知らせる重要な生物学的機能を果たし
、しばしば炎症（発赤、腫脹、および／または灼熱）を伴う。２つのカテゴリーの疼痛が
ある：急性疼痛および神経障害性疼痛。急性疼痛は、組織が損傷を受けつつあるかまたは
損傷を受けた際に経験する疼痛を表わす。急性疼痛は、少なくとも２つの生理的に有利な
目的を果たす。第１に、それは、危険な刺激との接触を終わらせる反射応答の引き金を引
くことによって危険な環境刺激（たとえば高温または鋭利な物体）を警告する。第２に、
反射応答によって危険な環境刺激を効果的に避けられない場合、またはさもなければ組織
傷害もしくは感染が生じる場合、急性疼痛は回復行動を促進する。たとえば、傷害または
感染に関連する急性疼痛は、傷害または感染が治癒する間に、損傷を受けた領域がさらに
損なわれたり使われたりするのを防ぐように生物を仕向ける。危険な環境刺激が除かれる
か、または傷害もしくは感染が消失すると、その生理的目的を果たした急性疼痛は終わる
。急性疼痛と異なり、一般に神経障害性疼痛は有益な目的をもたない。神経障害性疼痛は
、傷害または感染に関連する疼痛が、その傷害または感染が消失した時点で、ある領域に
継続する場合に生じる。
【０００５】
　適切な疼痛および／または炎症管理が必要な多数の疼痛性疾患または状態があり、これ
には下記のものが含まれるが、これらに限定されない：リウマチ性関節炎、骨関節炎、椎
間板ヘルニア（すなわち坐骨神経痛）、手根管症候群、下背痛、下肢痛、上肢痛、癌、組
織痛、ならびに下記の傷害または修復に関連する疼痛：頚椎、胸椎および／または腰椎、
または椎間板、回旋腱板、関節、ＴＭＪ、腱、靭帯、筋肉、脊椎すべり症、狭窄、椎間板
起因の背痛、ならびに関節痛など。
【０００６】
　特に痛みの強い疾患のひとつは坐骨神経痛である。坐骨神経痛はしばしばきわめて衰弱
させる可能性がある慢性疾患であり、その疾患を伴う者ならびにその家族、友人および介
護者に悲惨な負担を与える場合がある。坐骨神経痛は、脊髄下部（腰部）から下腿背部を
下降して足に至る坐骨神経に関連する、きわめて痛みの強い疾患である。坐骨神経痛は一
般に椎間板ヘルニアから始まり、これがのちに局所免疫系を活性化する。椎間板ヘルニア
は神経根の締付けまたは圧迫によりそれに損傷を与え、これがさらにその領域の免疫系を
活性化する可能性もある。
【０００７】
　特に痛みの強い他の疾患は脊椎管狭窄症であり、この場合は脊椎管の進行性狭窄が生じ
、それが狭まるのに伴って内部にある神経エレメントが次第にさらに密集する。最終的に
脊椎管の寸法が著しく縮小するため、神経エレメントを強く圧迫して、疼痛、衰弱、感覚
変化、無器用さ、その他の神経系機能不全の徴候を生じる。この疾患は下背痛、下肢痛、
下肢衰弱、運動の制限、および高齢者がしばしば罹患する高い能力障害率の原因となる。
【０００８】
　脊椎すべり症は痛みの強いもうひとつの疾患である。脊椎すべり症は腰椎または頚椎の
偏位障害であり、この場合はひとつの椎体が他の椎体を越えて前方へ偏位する。脊椎すべ
り症は、脊椎の外傷性事象または変性により起きる可能性がある。時には、この偏位障害
は１以上の椎骨の骨折もしくは部分的崩壊または椎間板の変性を伴うか、またはそれによ
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り起きる。そのような状態に罹患した患者は、胸郭骨格構造の中等度ないし重篤なゆがみ
、負荷を支える能力の低下、運動性の喪失、極度の衰弱性疼痛を伴う可能性があり、しば
しば神経機能の神経学的欠損を生じる。
【０００９】
　これらの疼痛性疾患に対する効果的な処置法を開発することにかなりの関心がもたれて
きたが、今日までなお、現在の処置法は部分的効果があるにすぎない。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　疼痛および／または炎症を処置するために投与する鎮痛薬および／または抗炎症薬を含
む組成物および方法を提供する。疼痛および／または炎症は、たとえば下記を含めた慢性
状態によるものであってもよい：リウマチ性関節炎、骨関節炎、椎間板ヘルニア（たとえ
ば坐骨神経痛）、手根管／足根管症候群、下背痛、下肢痛、上肢痛、癌、組織痛、ならび
に下記の傷害または修復に関連する疼痛：頚椎、胸椎および／または腰椎、または椎間板
、回旋腱板、関節、ＴＭＪ、腱、靭帯、筋肉、脊椎すべり症、狭窄、椎間板起因の背痛、
ならびに関節痛など。
【００１１】
　本明細書に示す態様の利点のひとつは、それらがその療法薬について異なる放出プロフ
ィールをもつ１以上の薬物デポー剤または１以上の薬物デポー領域を用いることであり、
これが種々の疾患の軽減、予防または治療を補助する。
【００１２】
　多様な態様において、１以上の薬物デポー領域または１以上の薬物デポー剤は、初期バ
ーストまたはボーラス量の鎮痛薬および／または抗炎症薬を放出してこれが疾患（たとえ
ば坐骨神経痛、脊椎すべり症、狭窄など）の処置における最初の寛解をもたらし、一方で
は持続放出性の領域または薬物デポー剤が療法薬をより長い期間にわたって持続放出する
ように設計することができる。この方法で、種々の疾患または状態について、より効果的
な処置が行われる。
【００１３】
　１態様においては、その処置を必要とする患者において疼痛および／または炎症を軽減
、予防もしくは治療するのに有用な複数の埋込型薬物デポー剤が提供され、この埋込型薬
物デポー剤は療法有効量の鎮痛薬および／または抗炎症薬を含み、デポー剤は疼痛および
／または炎症を軽減、予防もしくは治療するために皮膚下の部位に埋込むことができ、そ
の際、薬物デポー剤は下記のものを含む：（ｉ）療法有効ボーラス量の鎮痛薬および／ま
たは抗炎症薬を皮膚下の部位において放出しうる少なくとも１つの領域；ならびに（ｉｉ
）療法有効量の鎮痛薬および／または抗炎症薬を少なくとも３日の期間にわたって放出し
うる少なくとも１つの領域。
【００１４】
　他の態様においては、その処置を必要とする患者において疼痛および／または炎症を軽
減、予防もしくは治療するのに有用な複数の埋込型薬物デポー剤を含むキットが提供され
、このキットは、療法有効ボーラス量の鎮痛薬および／または抗炎症薬またはその医薬的
に許容できる塩類を皮膚下の部位において放出しうる第１セットの複数の薬物デポー剤、
ならびに療法有効量の鎮痛薬および／または抗炎症薬またはその医薬的に許容できる塩類
を少なくとも３日の期間にわたって放出しうる第２セットの複数の薬物デポー剤を含む。
多様な態様において、異なる放出プロフィールをもつ異なるセットの薬物デポー剤を埋め
込むことにより、要望する即時放出および持続放出の特性をもつ１セットの薬物デポー剤
を開発する必要性が避けられる。
【００１５】
　１つの例示態様においては、その処置を必要とする患者において疼痛および／または炎
症を軽減、予防もしくは治療する方法が提供され、この方法は、複数の埋込型薬物デポー
剤を患者の標的組織部位またはその付近に投与することを含み、その際、第１セットの複
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数の薬物デポー剤は療法有効ボーラス量の鎮痛薬および／または抗炎症薬またはその医薬
的に許容できる塩類を皮膚下の部位において放出することができ、第２セットの複数の薬
物デポー剤は療法有効量の鎮痛薬および／または抗炎症薬またはその医薬的に許容できる
塩類を少なくとも３日の期間にわたって放出することができる。
【００１６】
　他の例示態様においては、その処置を必要とする患者において疼痛および／または炎症
を軽減、予防もしくは治療するのに有用な複数の埋込型薬物デポー剤が提供され、この複
数の薬物デポー剤は、療法有効ボーラス量の鎮痛薬および／または抗炎症薬またはその医
薬的に許容できる塩類を皮膚下の部位において放出しうる第１セットの１以上の薬物デポ
ー剤、ならびに療法有効量の鎮痛薬および／または抗炎症薬またはその医薬的に許容でき
る塩類を少なくとも３日の期間にわたって放出しうる第２セットの１以上の薬物デポー剤
を含む。
【００１７】
　多様な態様の他の特徴および利点の一部は以下の記述に示され、一部はこの記述から明
らかであるか、あるいは多様な態様の実施により分かるであろう。多様な態様の目的およ
び他の利点は、本明細書および特許請求の範囲で具体的に指示する要素および組合わせに
よって実現および達成されるであろう。
【００１８】
　一部は、本発明の態様の他の観点、特徴、有益性および利点は、下記の記述、特許請求
の範囲および添付の図面との関連で明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】図１は、療法有効ボーラス量の鎮痛薬および／または抗炎症薬を放出しうる第１
の領域または層、ならびに療法有効量の鎮痛薬および／または抗炎症薬をより長い期間に
わたって放出しうる第２領域をもつ、１つの薬物デポー組成物の態様を示す模式図である
。
【図１Ａ】図１Ａは、療法有効ボーラス量の鎮痛薬および／または抗炎症薬を放出しうる
複数の領域、ならびに療法有効量の鎮痛薬および／または抗炎症薬をより長い期間にわた
って放出しうる領域をもつ、１つの薬物デポー組成物の態様を示す模式図である。
【図２】図２は、療法有効ボーラス量の鎮痛薬および／または抗炎症薬を放出しうる複数
の領域、ならびに療法有効量の鎮痛薬および／または抗炎症薬をより長い期間にわたって
放出しうる複数の領域をもつ、１つの薬物デポー組成物の態様を示す模式図である。
【図３】図３は、複数の薬物デポー剤、すなわち療法有効ボーラス量の鎮痛薬および／ま
たは抗炎症薬を放出しうる第１セットの薬物デポー剤、ならびに療法有効量の鎮痛薬およ
び／または抗炎症薬をより長い期間にわたって放出しうる第２セットの薬物デポー剤を示
す模式図である。
【図４】図４は、患者内において炎症および／または疼痛が起きる部位の可能性があるい
くらかの一般的な位置、ならびに少なくとも１種類の鎮痛薬および少なくとも１種類の抗
炎症薬を含有する薬物デポー剤をそこに局所投与しうる位置を示す。
【図５】図５は、脊椎の背面模式図、ならびに少なくとも１種類の鎮痛薬および少なくと
も１種類の抗炎症薬を含有する薬物デポー剤をそこに局所投与しうる部位を示す。
【００２０】
　これらの図面は正確な縮尺率で描いたものではないことを理解すべきである。さらに図
中の物体間の関係は正確な縮尺率ではない可能性があり、実際にサイズに関して逆の関係
をもつ可能性がある。これらの図は、図示した各物体の構造を理解しかつ明確にするため
のものであり、したがって、構造物の具体的特徴を示すために、ある特徴が誇張されてい
る場合がある。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本明細書および特許請求の範囲の目的に関して、別途指示しない限り、本明細書および
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特許請求の範囲で用いる成分の量、物質のパーセントまたは割合、反応条件を表わすすべ
ての数字、および他の数値は、すべての場合、用語“約”で修飾されているものと理解す
べきである。したがって、そうではないと指示しない限り、以下の明細書および添付の特
許請求の範囲に示す数字パラメーターは、本発明により達成しようとする目的特性に応じ
て変更できる概数である。いずれにしても、特許請求の範囲に対する均等物の原則の適用
を制限するためのものとしてではなく、各数字パラメーターは少なくとも報告した有効数
字の数を考慮しかつ通常の日常的な四捨五入法を適用することにより解釈されるべきであ
る。
【００２２】
　本明細書に示す数字範囲およびパラメーターに関係なく、本発明の広い範囲はおおよそ
のものであり、具体例に示す数値は可能な限り厳密に報告されている。しかし、いかなる
数値も本来それらの試験測定法それぞれにみられる標準偏差から必然的に生じる一定の誤
差を含む。さらに、本明細書に開示するすべての範囲は、それに包含されるあらゆる小範
囲を含むと理解すべきである。たとえば範囲“１～１０”には、最小値１と最大値１０の
間の（およびそれらを含む）あらゆる小範囲、すなわち、１に等しいかまたはそれより大
きい最小値および１０に等しいかまたはそれより小さい最大値をもつあらゆる小範囲、た
とえば５．５～１０が含まれる。
【００２３】
　本発明の特定の態様について以下に詳細に述べ、その例を添付の図面に示す。図示した
態様と関連づけて本発明を記載するが、それらが本発明をそれらの態様に限定するための
ものではないことは理解されるであろう。むしろ、本発明は特許請求の範囲により規定さ
れる本発明に含まれるすべての別形態、改変および均等物を包含するものとする。
【００２４】
　以下のタイトルは開示内容を決して限定するためのものではない；いずれかのタイトル
下の態様を他のいずれかのタイトル下の態様と組み合わせて使用できる。
【００２５】
　定義
　本明細書および特許請求の範囲で用いる単数形“ａ”、“ａｎ”および“ｔｈｅ”は、
明白かつ明確に１つの指示物に限定されない限り、複数表記を含むことを強調する。たと
えば、“薬物デポー剤”という表記は、１、２、３またはそれ以上の薬物デポー剤を含む
。
【００２６】
　鎮痛薬は、疼痛を軽減、寛解または排除しうる薬剤または化合物を表わす。鎮痛薬の例
には下記のものが含まれるが、これらに限定されない：アセトアミノフェン、局所麻酔薬
、たとえばリドカイン（lidocaine）、ブピビカイン（bupivicaine）、ロピバカイン（ro
pivacaine）、オピオイド系鎮痛薬、たとえばブプレノルフィン（buprenorphine）、ブト
ルファノール（butorphanol）、デキストロモラミド（dextromoramide）、デゾシン（dez
ocine）、デキストロプロポキシフェン（dextropropoxyphene）、ジアモルヒネ（diamorp
hine）、フェンタニル（fentanyl）、アルフェンタニル（alfentanil）、スフェンタニル
（sufentanil）、ヒドロコドン（hydrocodone）、ヒドロモルホン（hydromorphone）、ケ
トベミドン（ketobemidone）、レボメタジル（levomethadyl）、レボルファノール（levo
rphanol）、メペリジン（mepiridine）、メサドン（methadone）、モルヒネ、ナルブフィ
ン（nalbuphine）、アヘン、オキシコドン（oxycodone）、パパベレタム（papaveretum）
、ペンタゾシン（pentazocine）、ペチジン（pethidine）、フェノペリジン（phenoperid
ine）、ピリトラミド（piritramide）、デキストロプロポキシフェン（dextropropoxyphe
ne）、レミフェンタニル（remifentanil）、スフェンタニル（sufentanil）、チリジン（
tilidine）、トラマドール（tramadol）、コデイン、ジヒドロコデイン、メプタジノール
（meptazinol）、デゾシン（dezocine）、エプタゾシン（eptazocine）、フルピルチン（
flupirtine）、またはその組合わせ。
【００２７】
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　“抗炎症薬”という句は、抗炎症作用をもつ薬剤または化合物を表わす。これらの薬剤
は、炎症を軽減することにより疼痛を治療することができる。抗炎症薬の例には下記のも
のが含まれるが、これらに限定されない：スタチン類、スリンダク（sulindac）、スルフ
ァサラジン（sulfasalazine）、ナロキシン（naroxyn）、ジクロフェナク（diclofenac）
、インドメタシン（indomethacin）、イブプロフェン（ibuprofen）、フルルビプロフェ
ン（flurbiprofen）、ケトプロフェン（ketoprofen）、アクロフェナク（aclofenac）、
アロキシプリン（aloxiprin）、アプロキセン（aproxen）、アスピリン、ジフルニサル（
diflunisal）、フェノプロフェン（fenoprofen）、メフフェナム酸（mefenamic acid）、
ナプロキセン（naproxen）、フェニルブタゾン（phenylbutazone）、ピロキシカム（piro
xicam）、メロキシカム（meloxicam）、サリチルアミド、サリチル酸、デスオキシスリン
ダク（desoxysulindac）、テノキシカム（tenoxicam）、ケトロラク（ketoralac）、クロ
ニジン（clonidine）、フルフェニサル（flufenisal）、サルサレート（salsalate）、サ
リチル酸トリエタノールアミン、アミノピリン（aminopyrine）、アンチピリン（antipyr
ine）、オキシフェンブタゾン（oxyphenbutazone）、アパゾン（apazone）、シンタゾン
（cintazone）、フルフェナム酸（flufenamic acid）、クロニキセリル（clonixeril）、
クロニキシン（clonixin）、メクロフェナム酸（meclofenamic acid）、フルニキシン（f
lunixin）、コルヒチン（colchicine）、デメコルシン（demecolcine）、アロプリノール
（allopurinol）、オキシプリノール（oxypurinol）、塩酸ベンジダミン（benzydamine h
ydrochloride）、ジメファダン（dimefadane）、インドキソール（indoxole）、イントラ
ゾール（intrazole）、塩酸ミムバン（mimbane hydrochloride）、塩酸パラニレン（para
nylene hydrochloride）、テトリダミン（tetrydamine）、塩酸ベンゾインドピリン（ben
zindopyrine hydrochloride）、フルプロフェン（fluprofen）、イブフェナク（ibufenac
）、ナプロキソール（naproxol）、フェンブフェン（fenbufen）、シンコフェン（cincho
phen）、ジフルニドンナトリウム（diflumidone sodium）、フェナモール（fenamole）、
フルチアジン（flutiazin）、メタザミド（metazamide）、塩酸レチミド（letimide hydr
ochloride）、塩酸ネキセリジン（nexeridine hydrochloride）、オクタザミド（octazam
ide）、モリナゾール（molinazole）、ネオシンコフェン（neocinchophen）、ニマゾール
（nimazole）、クエン酸プロキサゾール（proxazole citrate）、テシカム（tesicam）、
テシミド（tesimide）、トルメチン（tolmetin）、トリフルミデート（triflumidate）、
フェナメート類（メフェナム酸（mefenamic acid)、メクロフェナム酸（meclofenamic ac
id)）、ナブメトン（nabumetone）、セレコキシブ（celecoxib）、エトドラク（etodolac
）、ニメスリド（nimesulide）、アパゾン（apazone）、金、テポキサリン（tepoxalin）
；ジチオカルバメート（dithiocarbamate）、またはその組合わせ。抗炎症薬には他の化
合物、たとえば下記のものも含まれる：ステロイド類、たとえばフルオシノロン（fluoci
nolone）、コルチゾール（cortisol）、コルチゾン（cortisone）、ヒドロコルチゾン（h
ydrocortisone）、フルドロコルチゾン（fludrocortisone）、プレドニゾン（prednisone
）、プレドニゾロン（prednisolone）、メチルプレドニゾロン（methylprednisolone）、
トリアムシノロン（triamcinolone）、ベタメタゾン（betamethasone）、デキサメタゾン
（dexamethasone）、ベクロメタゾン（beclomethasone）、フルチカゾン（fluticasone）
インターロイキン－１受容体アンタゴニスト、サリドマイド（thalidomide）(ＴＮＦ－α
放出阻害薬）、サリドマイド類似体（マクロファージによるＴＮＦ－α産生を低下させる
）、骨形態形成タンパク質（ＢＭＰ）２型またはＢＭＰ－４（カスパーゼ８のインヒビタ
ー、ＴＮＦ－αアクチベーター）、キナプリル（quinapril）(アンギオテンシンIIの阻害
薬、ＴＮＦ－αをアップレギュレートする）、インターフェロン類、たとえばＩＬ－１１
（ＴＮＦ－α受容体発現を調節する）、およびオーリン－トリカルボン酸（aurin-tricar
boxylic acid）（ＴＮＦ－αを阻害する）、グアニジノエチルジスルフィド、またはその
組合わせ。
【００２８】
　抗炎症薬の例には、たとえば下記のものが含まれる：ナプロキセン（naproxen）；ジク
ロフェナク（diclofenac）；セレコキシブ（celecoxib）；スリンダク（sulindac）；ジ
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フルニサル（diflunisal）；ピロキシカム（piroxicam）；インドメタシン（indomethaci
n）；エトドラク（etodolac）；メロキシカム（meloxicam）；イブプロフェン（ibuprofe
n）；ケトプロフェン（ketoprofen）；ｒ－フルルビプロフェン（r-flurbiprofen）；メ
フェナム酸（mefenamic）；ナブメトン（nabumetone）；トルメチン（tolmetin）；およ
び以上のそれぞれのナトリウム塩；ケトロラクブロメタミン（ketorolac bromethamine）
；ケトロラクトロメタミン（ketorolac tromethamine）；ケトロラク酸（ketorolac acid
）；トリサリチル酸コリンマグネシウム（choline magnesium trisalicylate）；ロフェ
コキシブ（rofecoxib）；バルデコキシブ（valdecoxib）；ルミラコキシブ（lumiracoxib
）；エトリコキシブ（etoricoxib）；アスピリン；サリチル酸およびそのナトリウム塩；
アルファ、ベータ、ガンマ－トコフェロール類およびトコトリエノール類（ならびにそれ
らのｄ、ｌ、およびラセミ異性体）のサリチル酸エステル；アセチルサリチル酸のメチル
、エチル、プロピル、イソプロピル、ｎ－ブチル、ｓｅｃ－ブチル、ｔ－ブチルエステル
；テノキシカム（tenoxicam）；アセクロフェナク（aceclofenac）；ニメスリド（nimesu
lide）；ネパフェナク（nepafenac）；アムフェナク（amfenac）；ブロムフェナク（brom
fenac）；フルフェナメート（flufenamate）；フェニルブタゾン（phenylbutazone）、ま
たはその組合わせ。
【００２９】
　ステロイド類の例には、たとえば下記のものが含まれる：２１－アセトキシプレグネノ
ロン（21-acetoxypregnenolone）、アルクロメタゾン（alclometasone）、アルゲストン
（algestone）、アムシノニド（amcinonide）、ベクロメタゾン（beclomethasone）、ベ
タメタゾン（betamethasone）、ブデソニド（budesonide）、クロロプレドニゾン（chlor
oprednisone）、クロベタゾール（clobetasol）、クロベタゾン（clobetasone）、クロコ
ルトロン（clocortolone）、クロプレドノール（cloprednol）、コルチコステロン（cort
icosterone）、コルチゾン（cortisone）、コルチバゾール（cortivazol）、デフラザコ
ルト（deflazacort）、デソニド（desonide）、デスオキシメタゾン（desoximetasone）
、デキサメタゾン（dexamethasone）、デキサメタゾン２１－アセテート、デキサメタゾ
ン２１－ホスフェート二ナトリウム塩、ジフロラゾン（diflorasone）、ジフルコルトロ
ン（diflucortolone）、ジフルプレドネート（difluprednate）、エノキソロン（enoxolo
ne）、フルアザコルト（fluazacort）、フルクロロニド（flucloronide）、フルメタゾン
（flumethasone）、フルニソリド（flunisolide）、フルシノロンアセトニド（fluocinol
one acetonide）、フルオシノニド（fluocinonide）、フルオコルチンブチル（fluocorti
n butyl）、フルオコルトロン（fluocortolone）、フルオロメトロン（fluorometholone
）、酢酸フルペロロン（fluperolone acetate）、酢酸フルプレドニデン（fluprednidene
 acetate）、フルプレドニゾロン（fluprednisolone）、フルランドレノリド（flurandre
nolide）、プロピオン酸フルチカゾン（fluticasone propionate）、ホルモコルタール（
formocortal）、ハルシノニド（halcinonide）、プロピオン酸ハロベタゾール（halobeta
sol propionate）、ハロメタゾン（halometasone）、酢酸ハロプレドン（halopredone ac
etate）、ヒドロコルタメート（hydrocortamate）、ヒドロコルチゾン（hydrocortisone
）、エタボン酸ロテプレドノール（loteprednol etabonate）、マジプレドン（mazipredo
ne）、メドリゾン（medrysone）、メプレドニゾン（meprednisone）、メチルプレドニゾ
ロン（methylprednisolone）、フロ酸モメタゾン（mometasone furoate）、パラメタゾン
（paramethasone）、プレドニカルベート（prednicarbate）、プレドニゾロン（predniso
lone）、プレドニゾロン２５－ジエチルアミノ－アセテート、プレドニゾロンナトリウム
ホスフェート、プレドニゾン（prednisone）、プレドニバル（prednival）、プレドニリ
デン（prednylidene）、リメキソロン（rimexolone）、チキソコルトール（tixocortol）
、トリアムシノロン（triamcinolone）、トリアムシノロンアセトニド（triamcinolone a
cetonide）、トリアムシノロンベネトニド（triamcinolone benetonide）、トリアムシノ
ロンヘキサアセトニド（triamcinolone hexacetonide）、またはその組合わせ。
【００３０】
　疼痛および／または炎症の処置に有用なスタチン類の例には下記のものが含まれるが、
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これらに限定されない：アトルバスタチン（atorvastatin）、シンバスタチン（simvasta
tin）、プラバスタチン（pravastatin）、セリバスタチン（cerivastatin）、メバスタチ
ン（mevastatin）(参照：Ｕ．Ｓ．Ｐａｔ．Ｎｏ．３，８８３，１４０；開示内容全体を
本明細書に援用する）、ベロスタチン（velostatin）(シンビノリン（synvinolin）とも
呼ばれる；参照：Ｕ．Ｓ．Ｐａｔ．Ｎｏ．４，４４８，７８４および４，４５０，１７１
；これらの開示内容全体を本明細書に援用する）、フルバスタチン（fluvastatin）、ロ
バスタチン（lovastatin）、ロスバスタチン（rosuvastatin）、およびフルインドスタチ
ン（fluindostatin）(Ｓａｎｄｏｚ　ＸＵ－６２－３２０）、ダルバスタチン（dalvasta
in）(ＥＰ出願公開Ｎｏ．７３８５１０　Ａ２；開示内容全体を本明細書に援用する）、
エプタスタチン（eptastatin）、ピタバスタチン（pitavastatin）、もしくはその医薬的
に許容できる塩類、またはその組合わせ。多様な態様において、スタチン類はそのスタチ
ンの（＋）Ｒおよび（－）－Ｓ鏡像異性体を含むことができる。多様な態様において、ス
タチン類はそのスタチンの１：１ラセミ混合物を含むことができる。
【００３１】
　抗炎症薬には、抗炎症特性をもつもの、たとえばアミトリプチリン（amitriptyline）
、カルバマゼピン（carbamazepine）、ガバペンチン（gabapentin）、プレガバリン（pre
gabalin）、クロニジン（clonidine）、またはその組合わせも含まれる。
【００３２】
　別途明記しない限り、または状況から明らかでない限り、本明細書および特許請求の範
囲において抗炎症薬に言及する場合、本発明者らはその抗炎症薬の医薬的に許容できる塩
（立体異性体を含む）にも言及している。医薬的に許容できる塩類は、実質的にその化合
物の毒性を増大させない塩を形成する酸および塩基を含む。適切である可能性のある塩類
の若干例には、アルカリ金属、たとえばマグネシウム、カルシウム、ナトリウム、カリウ
ムの塩、およびアンモニウム塩、鉱酸、たとえば、塩酸、ヨウ化水素酸、臭化水素酸、リ
ン酸、メタリン酸、硝酸および硫酸の塩、ならびに有機酸、たとえば酒石酸、酢酸、クエ
ン酸、リンゴ酸、安息香酸、グリコール酸、グルコン酸、グロン酸、コハク酸、アリール
スルホン酸、たとえばｐ－トルエンスルホン酸の塩などが含まれる。
【００３３】
　同様に、鎮痛薬に言及する場合、別途明記しない限り、または状況から明らかでない限
り、本発明者らはその抗炎症薬の医薬的に許容できる塩類（立体異性体を含む）にも言及
していると理解される。医薬的に許容できる塩類は、実質的にその化合物の毒性を増大さ
せない塩を形成する酸および塩基を含む。適切である可能性のある塩類の若干例には、ア
ルカリ金属、たとえばマグネシウム、カルシウム、ナトリウム、カリウムの塩、およびア
ンモニウム塩、鉱酸、たとえば、塩酸、ヨウ化水素酸、臭化水素酸、リン酸、メタリン酸
、硝酸および硫酸の塩、ならびに有機酸、たとえば酒石酸、酢酸、クエン酸、リンゴ酸、
安息香酸、グリコール酸、グルコン酸、グロン酸、コハク酸、アリールスルホン酸、たと
えばｐ－トルエンスルホン酸の塩などが含まれる。
【００３４】
　“薬物デポー剤”は、それに含まれる少なくとも１種類の鎮痛薬および少なくとも１種
類の抗炎症薬、またはその一方もしくは両方の医薬的に許容できる塩類を身体に投与する
組成物である。したがって、薬物デポー剤は、要望する部位（たとえば板腔、脊椎管、患
者の組織など、特に外科処置、疼痛の部位もしくは炎症部位またはその付近の）における
埋込みおよび保持を容易にする物理的構造を含むことができる。薬物デポー剤は、薬物自
体からも構成される。本明細書中で用いる用語“薬物”は、一般に患者の生理的状態を変
化させるいずれかの物質を表わすものとする。用語“薬物”は、本明細書中で用語“療法
薬”、“療法有効量”、および“有効医薬成分”、または“ＡＰＩ”と互換性をもって使
用できる。別途明記しない限り、“薬物”配合物が１種類より多い療法薬を含有しうるこ
とは理解されるであろう；その場合、療法薬の組合わせの例には２種類以上の薬物の組合
わせが含まれる。薬物は、その部位への送達に関して療法薬の濃度勾配をもたらす。多様
な態様において、薬物デポー剤は、埋込み部位から約０．１ｃｍ～約５ｃｍに及ぶ距離に
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おいて療法薬の最適な薬物濃度勾配をもたらし、少なくとも１種類の抗炎症薬またはその
医薬的に許容できる塩および少なくとも１種類の鎮痛薬または医薬的に許容できる塩を含
む。
【００３５】
　“デポー剤”にはカプセル、マイクロスフェア、マイクロ粒子、マイクロカプセル、マ
イクロファイバー粒子、ナノスフェア、ナノ粒子、コーティング、マトリックス、ウェハ
ー、ピル、ペレット、エマルジョン、リポソーム、ミセル、ゲル、もしくは他の医薬送達
組成物、またはその組合わせが含まれるが、これらに限定されない。デポー剤に適切な材
料は、理想的には医薬的に許容できる生分解性材料および／またはいずれかの生体吸収性
材料であって、好ましくはＦＤＡ承認された材料またはＧＲＡＳ材料である。これらの材
料はポリマーもしくは非ポリマー、および合成もしくは天然のもの、またはその組合わせ
であってよい。
【００３６】
　“療法有効量”または“有効量”は、投与した際にその薬物が生物活性を変化させるも
のである；たとえば炎症の抑制、疼痛の軽減または緩和、筋弛緩による状態改善など。患
者に投与する量は、別途明記しない限り、または状況から明らかでない限り、投与した薬
物の薬物動態特性、投与経路、患者の状態および特徴（性別、年齢、体重、健康状態、体
格など）、症状の程度、併用処置、処置の頻度、および要望する効果を含めた多様な要因
に応じて、１回量または多数回量としてであってよい。ある態様において、配合物は即時
放出用に設計される。他の態様において、配合物は持続放出用に設計される。他の態様に
おいて、配合物は１以上の即時放出表面および１以上の持続放出表面を含む。
【００３７】
　“持続放出（ｓｕｓｔａｉｎｅｄ　ｒｅｌｅａｓｅまたはｓｕｓｔａｉｎ　ｒｅｌｅａ
ｓｅ）”（延長放出または制御放出とも言う）という句は、本明細書中で、ヒトまたは他
の哺乳動物の体内に導入され、１種類以上の療法薬の流れを、予め定めた期間にわたって
、この予め定めた期間全体において要望する療法効果を達成するのに十分な療法レベルで
連続的または継続的に放出する、１種類以上の療法薬について述べるために用いられる。
連続的または継続的に放出される流れという表現は、薬物デポー剤またはそのマトリック
スもしくは成分のインビボ生分解の結果として、あるいは療法薬（１以上）または療法薬
（１以上）コンジュゲートの代謝変換または溶解の結果として起きる放出を含むものとす
る。当業者に自明のとおり、持続放出配合物は、たとえばフィルム、スラブ（ｓｌａｂ）
、ペレット、マイクロ粒子、マイクロスフェア、マイクロカプセル、スフェロイド、造形
派生物およびペーストとして作成することができる。配合物は、等張塩類溶液、生理的緩
衝液、または患者への注射用として許容できる他の溶液に懸濁するのに適切な形態であっ
てもよい。さらに本発明の配合物は、本明細書中の態様と組み合わせて使用できると当業
者が認めるいずれかの埋込み、挿入または注射が可能な系と併用することができる；これ
には非経口配合物、マイクロスフェア、マイクロカプセル、ゲル、ペースト、埋込み可能
なロッド、ペレット、プレートまたはファイバーなどが含まれるが、これらに限定されな
い。
【００３８】
　“即時放出”という句は、本明細書中で、薬物の溶解または吸収を遅延または延長させ
る意図なしに、身体に導入してそれが投与された位置において溶解または吸収させる、１
種類以上の療法薬について述べるために用いられる。即時放出は、投与後の短期間内での
、たとえば一般に数分ないし約１～２時間以内での薬物の放出を表わす。
【００３９】
　用語“哺乳動物”は、分類学の類“哺乳類”に属する生物を表わし、ヒト、他の霊長類
、たとえばチンパンジー、類人猿、オランウータンおよびサル、ラット、マウス、ネコ、
イヌ、ウシ、ウマなどを含むが、これらに限定されない。多様な態様において、哺乳動物
はヒト患者である。
【００４０】
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　“放出速度プロフィール”という句は、固定した単位時間にわたって放出される有効成
分の割合を表わす：たとえばｍｃｇ／時、ｍｃｇ／日、ｍｇ／時、ｍｇ／日、１日当たり
１０％を１０日間など。当業者に既知のとおり、放出速度プロフィールは直線的であって
もよいが、その必要はない。限定ではないが、たとえば薬物デポー剤は、少なくとも１種
類の鎮痛薬をボーラス量で放出し、かつ少なくとも１種類の抗炎症薬をある期間にわたっ
て放出する、ペレットであってもよい。
【００４１】
　疾患または状態の処置（ｔｒｅａｔｉｎｇまたはｔｒｅａｔｍｅｎｔ）は、プロトコル
を実施することを表わし、これには、疾患の徴候または症状を緩和する（ａｌｌｅｖｉａ
ｔｅ）ために１種類以上の薬物を患者（正常もしくはそうではないヒト、または他の哺乳
動物）に投与することが含まれる。緩和は疾患または状態の徴候または症状が発現する前
、およびそれらが発現した後に行なうことができる。したがって、“処置（ｔｒｅａｔｉ
ｎｇまたはｔｒｅａｔｍｅｎｔ）”には、疾患または望ましくない状態の“予防（ｐｒｅ
ｖｅｎｔｉｎｇまたはｐｒｅｖｅｎｔｉｏｎ）”が含まれる。さらに、“処置（ｔｒｅａ
ｔｉｎｇまたはｔｒｅａｔｍｅｎｔ）”には、徴候または症状の完全な緩和は要求されず
、治癒は要求されず、具体的にはその患者に対して最小限の効果しかもたないプロトコル
が含まれる。“疼痛軽減（ｒｅｄｕｃｉｎｇ　ｐａｉｎ）”には、疼痛の減少が含まれ、
疼痛の徴候または症状の完全な緩和を必要とせず、また治癒を必要としない。多様な態様
において、疼痛軽減には最小限の疼痛減少すら含まれる。たとえば、有効量の少なくとも
１種類の鎮痛薬および少なくとも１種類の抗炎症薬の投与を用いて、疼痛および／または
炎症の症状を予防、治療または寛解する（ｒｅｌｉｅｖｅ）ことができる。
【００４２】
　“局在化”送達には、１種類以上の薬物が組織、たとえば神経系の神経根もしくは脳の
領域またはその近辺（たとえば、約１０ｃｍ以内、または好ましくは約５ｃｍ以内、また
は約１ｃｍ以内、またはそれ未満）内に沈着する送達が含まれる。“ターゲティッド送達
系”は、疼痛、炎症、または他の疾患もしくは状態の処置に必要な標的部位またはその付
近に沈着しうる量の療法薬を含む１以上の薬物デポー剤、ゲル剤、またはゲル中に分散し
たデポー剤の送達をもたらす。
【００４３】
　用語“生分解性（ｂｉｏｄｅｇｒａｄａｂｌｅ）”には、薬物デポー剤の全部または一
部が酵素の作用により、加水分解作用により、および／またはヒトの体内におけるこれに
類する他の機序により、経時的に分解することが含まれる。多様な態様において、“生分
解性”には、療法薬が放出された後または放出されつつある間にデポー剤（たとえばマイ
クロ粒子、マイクロスフェアなど）が体内で破壊または分解されて無毒性成分になりるこ
とが含まれる。“生物侵食性（ｂｉｏｅｒｏｄｉｂｌｅ）”は、少なくとも一部は周囲組
織中にみられる物質、体液との接触のため、または細胞の作用により、デポー剤が経時的
に侵食または分解されることを意味する。“生体吸収性（ｂｉｏａｂｓｏｒｂａｂｌｅ）
”は、デポー剤がヒトの体内で破壊されて、たとえば細胞または組織により吸収されるこ
とを意味する。“生体適合性（ｂｉｏｃｏｍｐａｔｉｂｌｅ）”は、デポー剤が標的組織
部位において実質的な組織刺激または壊死を引き起こさないことを意味する。
【００４４】
　“疼痛管理投薬”という句には、疼痛を全体的に予防、緩和または排除するために投与
される１以上の療法薬が含まれる。これらには、抗炎症薬、筋弛緩薬、鎮痛薬、麻酔薬、
麻薬など、およびその組合わせが含まれる。
【００４５】
　多様な態様において、デポー剤は、埋込み後、最初の２４時間以内に１種類以上の療法
薬の初期バースト量を生じるように設計することができる。“初期バースト”または“バ
ースト効果”または“ボーラス量”または“パルス量”は、デポー剤が水性体液（たとえ
ば滑液、脳脊髄液など）と接触した後、最初の２４時間のデポー剤からの療法薬の放出を
表わす。バースト効果は即時放出であってもよい。“バースト効果”はデポー剤からの療
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法薬の放出増加によるものであると考えられる。初期バースト効果またはボーラス量は、
（ｉ）デポー剤の埋込み後の予め定めた初期期間中にデポー剤または領域から放出される
べき療法薬の有効量（重量）を、（ｉｉ）埋め込まれた組成物から送達されるべき療法薬
の全量、で割ることにより得られる商の計算によりデポー剤を配合することによって、予
め決定することができる。埋込剤の形状および表面積に応じて初期バーストは異なる可能
性があると理解される。
【００４６】
　領域またはデポー剤に関するバースト効果は、多様な態様において、要望する効果を達
成するために、より多量の初期量を短期間で放出しうるように設計することができる。た
とえば、４８時間当たり１５ｍｇのモルヒネを放出する薬物デポー剤を設計する場合、初
期バースト量またはボーラス量の領域またはデポー剤は、ある割合の量を最初の２４時間
以内に放出するように設計されるであろう（たとえば１０ｍｇのモルヒネ、すなわち４８
時間量の６６％を、２４時間以内に）。したがって、この薬物デポー剤または領域のバー
スト効果により、持続放出性の領域またはデポー剤より多量の療法薬が放出される。
【００４７】
　バースト効果またはボーラス量を採用する領域またはデポー剤は、持続放出性の領域ま
たはデポー剤より多量の療法薬（たとえば鎮痛薬および／または抗炎症薬）を放出するで
あろう。たとえば、特に下記を含めた疼痛性の慢性状態については、薬物デポー剤または
薬物デポー領域の初期バースト効果が有利であろう：リウマチ性関節炎、骨関節炎、椎間
板ヘルニア（たとえば坐骨神経痛）、手根管／足根管圧迫症候群、下背痛、下肢痛、上肢
痛、癌、組織痛、ならびに下記の傷害または修復に関連する疼痛：頚椎、胸椎および／ま
たは腰椎、または椎間板、回旋腱板、関節、ＴＭＪ、腱、靭帯、筋肉、脊椎すべり症、狭
窄、椎間板起因の背痛、ならびに関節痛など；これによって、標的組織部位またはその付
近にボーラス量の薬物が放出されるので、疼痛および／または炎症のより速やかな寛解が
もたらされ、要望する疼痛および／または炎症の徴候または症状の軽減または緩和がもた
らされるからである。たとえば、薬物デポー剤または薬物デポー剤の領域は、１日量の５
１％、５２％、５３％、５４％、５５％、％５６％、５７％、５８％、５９％、６０％、
６１％、６２％、６３％、６４％、６５％、６６％、６７％、６８％、６９％、７０％、
７１％、７２％、７３％、７４％、７５％、７６％、７７％、７８％、７９％、８０％、
８１％、８２％、８３％、８４％、８５％、８６％、８７％、８８％、８９％、９０％、
９１％、９２％、９３％、９４％、９５％、９６％、９７％、９８％、９９％または１０
０％を最初の１～１２時間以内に放出して、疼痛および／または炎症を軽減、予防または
治療することができる。疼痛および／または炎症は外科処置によるものであってもよい。
【００４８】
　少なくとも１種類の鎮痛薬またはその医薬的に許容できる塩および少なくとも１種類の
抗炎症薬またはその医薬的に許容できる塩を含む薬物デポー剤を、筋弛緩薬と共投与する
ことができる。共投与は、別個の薬物デポー剤中で同時に投与すること、または一緒に同
一の薬物デポー剤中に配合することを伴う場合がある。
【００４９】
　筋弛緩薬の例には、限定ではないがたとえば下記のものが含まれる：塩化アルクロニウ
ム（alcuronium chloride）、ベシル酸アトラクリウム（atracurium bescylate）、バク
ロフェン（baclofen）、カルボロニウム（carbolonium）、カリソプロドール（carisopro
dol）、カルバミン酸クロルフェネシン（chlorphenesin carbamate）、クロルゾキサゾン
（chlorzoxazone）、シクロベンザプリン（cyclobenzaprine）、ダントロレン（dantrole
ne）、臭化デカメトニウム（decamethonium bromide）、ファザジニウム（fazadinium）
、ガラミントリエチオダイド（gallamine triethiodide）、ヘキサフルオレニウム（hexa
fluorenium）、メラドラジン（meladrazine）、メフェンシン（mephensin）、メタキサロ
ン（metaxalone）、メトカルバモール（methocarbamol）、ヨウ化メトクリン（metocurin
e iodide）、パンクロニウム（pancuronium）、メシル酸プリジノール（pridinol mesyla
te）、スチラメート（styramate）、スキサメトニウム（suxamethonium）、スキセトニウ
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ム（suxethonium）、チオコルチコシド（thiocolchicoside）、チザニジン（tizanidine
）、トルペリゾン（tolperisone）、ツボクラリン（tubocuarine）、ベクロニウム（vecu
ronium）、またはその組合わせ。
【００５０】
　本発明の薬物デポー剤は、少なくとも１種類の鎮痛薬またはその医薬的に許容できる塩
および少なくとも１種類の抗炎症薬またはその医薬的に許容できる塩のほかに、他の療法
薬または有効成分を含むこともできる。適切な追加の療法薬には下記のものが含まれるが
、これらに限定されない：インテグリンアンタゴニスト、アルファ－４ベータ－７インテ
グリンアンタゴニスト、細胞接着阻害薬、インターフェロンガンマアンタゴニスト、ＣＴ
ＬＡ４－Ｉｇアゴニスト／アンタゴニスト（ＢＭＳ－１８８６６７）、ＣＤ４０リガンド
アンタゴニスト、ヒト化抗－ＩＬ－６　ｍＡｂ（ＭＲＡ，トシリズマブ（Tocilizumab）
，中外）、ＨＭＧＢ－１　ｍＡｂ（Ｃｒｉｔｉｃａｌ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ　Ｉｎ
ｃ．）、抗－ＩＬ２Ｒ抗体（ダクリズマブ（daclizumab）、バシリシマブ（basilicimab
））、ＡＢＸ（抗ＩＬ－８抗体）、組換えヒトＩＬ－１０、またはＨｕＭａｘ　ＩＬ－１
５（抗－ＩＬ　１５抗体）。
【００５１】
　抗炎症薬および鎮痛薬と共投与しうる他の適切な療法薬には、ＩＬ－１阻害薬、たとえ
ばＫｉｎｅｒｅｔ（登録商標）（ａｎａｋｉｎｒａ）、すなわち組換え、非グリコシル化
形のヒトインターロイキン－１受容体アンタゴニスト（ＩＬ－１Ｒａ）、またはＡＭＧ　
１０８、すなわちＩＬ－１の作用を遮断するモノクローナル抗体が含まれる。療法薬には
、興奮性アミノ酸、たとえばグルタメートおよびアスパルテート、ＮＭＤＡ受容体、ＡＭ
ＰＡ受容体、および／またはカイニン酸受容体へのグルタメート結合のアンタゴニストま
たは阻害薬も含まれる。所望により、上記のもののｐｅｇ化（ｐｅｇｙｌａｔｅｄ）形を
使用しうるものとする。他の療法薬の例には、ＮＦカッパＢ阻害薬、たとえばグルココル
チコイド類、抗酸化薬、たとえばジルヒオカルバメート（dilhiocarbamate）が含まれる
。
【００５２】
　使用に適した追加の療法薬の具体例には、同化増殖因子もしくは抗異化増殖因子、鎮痛
薬、もしくは骨誘導増殖因子、またはその組合わせが含まれるが、これらに限定されない
。
【００５３】
　適切な同化増殖因子もしくは抗異化増殖因子には、骨形態形成タンパク質、増殖分化因
子、ＬＩＭ鉱質強化タンパク質、ＣＤＭＰもしくは前駆細胞、またはその組合わせが含ま
れるが、これらに限定されない。
【００５４】
　適切な鎮痛薬には、アセトアミノフェン（acetaminophen）、ブピビカイン（bupivicai
ne）、オピオイド系鎮痛薬、たとえばアミトリプチリン（amitriptyline）、カルバマゼ
ピン（carbamazepine）、ガバペンチン（gabapentin）、プレガバリン（pregabalin）、
クロニジン（clonidine）、オピオイド系鎮痛薬、またはその組合わせが含まれるが、こ
れらに限定されない。オピオイド系鎮痛薬には下記のものが含まれる：アルフェンタニル
（alfentanil）、アリルプロジン（allylprodine）、アルファプロジン（alphaprodine）
、アニレリジン（anileridine）、ベンジルモルヒネ（benzylmorphine）、ベンジトラミ
ド（bezitramide）、ブプレノルフィン（buprenorphine）、ブトルファノール（butorpha
nol）、クロニタゼン（clonitazene）、コデイン、デソモルヒネ（desomorphine）、デキ
ストロモラミド（dextromoramide）、デゾシン（dezocine）、ジアムプロミド（diamprom
ide）、ジアモルホン（diamorphone）、ジヒドロコデイン（dihydrocodeine）、ジヒドロ
モルヒネ（dihydromorphine）、ジメノキサドール（dimenoxadol）、ジメフェプタノール
（dimepheptanol）、ジメチルチアムブテン（dimethylthiambutene）、酪酸ジオキサフェ
チル（dioxaphetyl butyrate）、ジピパノン（dipipanone）、エプタゾシン（eptazocine
）、エトヘプタジン（ethoheptazine）、エチルメチルチアムブテン（ethylmethylthiamb
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utene）、エチルモルヒネ（ethylmorphine）、エトニタゼン（etonitazene）、フェンタ
ニル（fentanyl）、ヘロイン、ヒドロコドン（hydrocodone）、ヒドロモルホン（hydromo
rphone）、ヒドロキシペチジン（hydroxypethidine）、イソメタドン（isomethadone）、
ケトベミドン（ketobemidone）、レボルファノール（levorphanol）、レボフェナシルモ
ルファン（levophenacylmorphan）、ロフェンタニル（lofentanil）、メペリジン（meper
idine）、メプタジノール（meptazinol）、メタゾシン（metazocine）、メタドン（metha
done）、メトポン（metopon）、モルヒネ、ミロフィン（myrophine）、ナルセイン（narc
eine）、ニコモルヒネ（nicomorphine）、ノルレボルファノール（norlevorphanol）、ノ
ルメタドン（normethadone）、ナロルフィン（nalorphine）、ナルブフェン（nalbuphene
）、ノルモルヒネ（normorphine）、ノルピパノン（norpipanone）、アヘン、オキシコド
ン（oxycodone）、オキシモルホン（oxymorphone）、パパベレタム（papaveretum）、ペ
ンタゾシン（pentazocine）、フェナドキソン（phenadoxone）、フェノモルファン（phen
omorphan）、フェナゾシン（phenazocine）、フェノペリジン（phenoperidine）、ピミノ
ジン（piminodine）、ピリトラミド（piritramide）、プロフェプタジン（propheptazine
）、プロメドール（promedol）、プロペリジン（properidine）、プロポキシフェン（pro
poxyphene）、スフェンタニル（sufentanil）、チリジン（tilidine）、トラマドール（t
ramadol）、またはその組合わせ。
【００５５】
　それぞれの抗炎症薬および鎮痛薬について、ある態様において、各化合物の放出は少な
くとも１日間、少なくとも２日間、少なくとも３日間、少なくとも４日間、少なくとも５
日間、少なくとも６日間、少なくとも７日間、少なくとも８日間、少なくとも９日間、少
なくとも１０日間、少なくとも１１日間、少なくとも１２日間、少なくとも１３日間、少
なくとも１４日間、少なくとも１５日間、またはそれ以上であってもよい。
【００５６】
　スルファサラジン
　１態様において、抗炎症薬はスルファサラジン（ｓｕｌｆａｓａｌａｚｉｎｅ）を含む
。スルファサラジンは６－オキソ－３－（（４－（ピリジン－２－イルスルファモイル）
フェニル）ヒドラジニリデン］シクロヘキサ－１，４－ジエン－１－カルボン酸としても
知られる。スルファサラジンまたはその医薬的に許容できる塩は、種々の製薬業者から入
手できる。
【００５７】
　１態様において、スルファサラジンの投与量は約０．００５μｇ／日から約３０００ｍ
ｇ／日までである。さらにスルファサラジンの投与量には下記のものが含まれる：約０．
００５μｇ／日から約２０００ｍｇ／日まで；約０．００５μｇ／日から約１０００ｍｇ
／日まで；約０．００５μｇ／日から約１００ｍｇ／日まで；約０．００５μｇ／日から
約１ｍｇ／日まで；約０．００５μｇ／日から約８０μｇ／日まで；約０．０１μｇ／日
から約７０μｇ／日まで；約０．０１μｇ／日から約６５μｇ／日まで；約０．０１μｇ
／日から約６０μｇ／日まで；約０．０１μｇ／日から約５５μｇ／日まで；約０．０１
μｇ／日から約５０μｇ／日まで；約０．０１μｇ／日から約４５μｇ／日まで；約０．
０１から約４０μｇ／日まで；約０．０２５μｇ／日から約３５μｇ／日まで；約０．０
２５μｇ／日から約３０μｇ／日まで；約０．０２５μｇ／日から約２５μｇ／日まで；
約０．０２５μｇ／日から約２０μｇ／日まで；および約０．０２５μｇ／日から約１５
μｇ／日まで。他の態様において、スルファサラジンの投与量は約０．０５μｇ／日から
約１５μｇ／日までである。他の態様において、スルファサラジンの投与量は約０．０５
から約１０μｇ／日までである。この薬物デポー剤は、１日量を基準として初期バースト
量またはボーラス量またはパルス量または即時放出量を放出することができる。この薬物
デポー剤は、１日量を基準として、より長い期間持続する放出量を放出することができる
。
【００５８】
　スリンダク
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　１態様において、抗炎症薬はスリンダク（ｓｕｌｉｎｄａｃ）を含む。２－［６－フル
オロ－２－メチル－３－［（４－メチルスルフィニルフェニル）－メチリデン］インデン
－１－イル］－酢酸としても知られるスリンダクは、式Ｃ２０Ｈ１７ＦＯ３Ｓで表わすこ
とができる。スリンダクまたはその医薬的に許容できる塩は、種々の製薬業者から入手で
きる。
【００５９】
　スリンダクの投与量は、約０．００１μｇ／日から約４００ｍｇ／日までであってよい
。さらにスリンダクの投与量には下記のものが含まれる：約０．００１μｇ／日から約２
００ｍｇ／日まで；約０．００１μｇ／日から約１００ｍｇ／日まで；約０．００１μｇ
／日から約１ｍｇ／日まで；約０．００１から約５００μｇ／日まで；約０．００１から
約１００μｇ／日まで；約０．０２５から約７５μｇ／日まで；約０．０２５から約６５
μｇ／日まで；約０．０２５から約６０μｇ／日まで；約０．０２５から約５５μｇ／日
まで；約０．０２５から約５０μｇ／日まで；約０．０２５から約４５μｇ／日まで；約
０．０２５から約４０μｇ／日まで；約０．０２５から約３５μｇ／日まで；約０．００
５から約３０μｇ／日まで；約０．００５から約２５μｇ／日まで；約０．００５から約
２０μｇ／日まで；および約０．００５から約１５μｇ／日まで。他の態様において、ス
リンダクの投与量は約０．０１から約１５μｇ／日までである。他の態様において、スリ
ンダクの投与量は約０．０１から約１０μｇ／日までである。他の態様において、スリン
ダクの投与量は約０．０１から約５μｇ／日までである。他の態様において、スリンダク
の投与量は約０．０１から約２０μｇ／日までである。他の態様において、スリンダクは
、９．６μｇ／日を放出する薬物デポー剤中において投与される。この薬物デポー剤は、
１日量を基準として初期バースト量またはボーラス量またはパルス量または即時放出量を
放出することができる。この薬物デポー剤は、１日量を基準として、より長い期間持続す
る放出量を放出することができる。
【００６０】
　クロニジン
　１態様において、抗炎症薬はクロニジン（ｃｌｏｎｉｄｉｎｅ）であり、これは２，６
－ジクロロ－Ｎ－２－イミダゾリジニルデンベンゼンアミンとも呼ばれる。クロニジンま
たはその医薬的に許容できる塩は、種々の製薬業者から入手できる。多様な態様において
、クロニジンは遊離酸形またはＨＣＬ塩であってもよい。
【００６１】
　投与量は約０．０００５から約１００μｇ／ｋｇ／日までであってよい。さらにクロニ
ジンの投与量には下記のものが含まれる：約０．０００５から約９５μｇ／ｋｇ／日まで
；約０．０００５から約９０μｇ／ｋｇ／日まで；約０．０００５から約８５μｇ／ｋｇ
／日まで；約０．０００５から約８０μｇ／ｋｇ／日まで；約０．０００５から約７５μ
ｇ／ｋｇ／日まで；約０．００１から約７０μｇ／ｋｇ／日まで；約０．００１から約６
５μｇ／ｋｇ／日まで；約０．００１から約６０μｇ／ｋｇ／日まで；約０．００１から
約５５μｇ／ｋｇ／日まで；約０．００１から約５０μｇ／ｋｇ／日まで；約０．００１
から約４５μｇ／ｋｇ／日まで；約０．００１から約４０μｇ／ｋｇ／日まで；約０．０
０１から約３５μｇ／ｋｇ／日まで；約０．００２５から約３０μｇ／ｋｇ／日まで；約
０．００２５から約２５μｇ／ｋｇ／日まで；約０．００２５から約２０μｇ／ｋｇ／日
まで；および約０．００２５から約１５μｇ／ｋｇ／日まで。他の態様において、クロニ
ジンの投与量は約０．００５から約１５μｇ／ｋｇ／日までである。他の態様において、
クロニジンの投与量は約０．００５から約１０μｇ／ｋｇ／日までである。他の態様にお
いて、クロニジンの投与量は約０．００５から約５μｇ／ｋｇ／日までである。他の態様
において、クロニジンの投与量は約０．００５から２．５μｇ／ｋｇ／日までである。他
の態様において、クロニジンの量は４０～６００μｇ／日である。他の態様において、ク
ロニジンの量は２００～４００μｇ／日である。この薬物デポー剤は、１日量を基準とし
て初期バースト量またはボーラス量またはパルス量または即時放出量を放出することがで
きる。この薬物デポー剤は、１日量を基準として、より長い期間持続する放出量を放出す
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ることができる。
【００６２】
　フルオシノロン
　１態様において、抗炎症薬はフルオシノロンアセトニド（ｆｌｕｏｃｉｎｏｌｏｎｅ　
ａｃｅｔｏｎｉｄｅ）を含む。フルオシノロンは、種々の製薬業者から入手できる。
【００６３】
　フルオシノロンは、種々の製薬業者から入手できる。フルオシノロンの投与量は約０．
０００５から約１００μｇ／日までであってよい。さらにフルオシノロンの投与量には下
記のものが含まれる：約０．０００５から約５０μｇ／日まで；約０．０００５から約２
５μｇ／日まで；約０．０００５から約１０μｇ／日まで；約０．０００５から約５μｇ
／日まで；約０．０００５から約１μｇ／日まで；約０．００５から約０．７５μｇ／日
まで；約０．０００５から約０．５μｇ／日まで；約０．０００５から約０．２５μｇ／
日まで；約０．０００５から約０．１μｇ／日まで；約０．０００５から約０．０７５μ
ｇ／日まで；約０．０００５から約０．０５μｇ／日まで；約０．００１から約０．０２
５μｇ／日まで；約０．００１から約０．０１μｇ／日まで；約０．００１から約０．０
０７５μｇ／日まで；約０．００１から約０．００５μｇ／日まで；約０．００１から約
０．０２５μｇ／日まで；および約０．００２から約０．０２５μｇ／日まで。他の態様
において、フルオシノロンの投与量は約０．００１から約１５μｇ／日までである。他の
態様において、フルオシノロンの投与量は約０．００１から約１０μｇ／日までである。
他の態様において、フルオシノロンの投与量は約０．００１から約５μｇ／日までである
。他の態様において、フルオシノロンの投与量は約０．００１から２．５μｇ／日までで
ある。ある態様において、フルオシノロンの量は４０～６００μｇ／日である。ある態様
において、フルオシノロンの量は２００～４００μｇ／日である。投与配合物は、要望す
る量の化合物を要望する長さの期間にわたって放出しうるのに十分な量の有効成分を含有
するように調製することができる。
【００６４】
　ある態様においては、フルオシノロンが２～３μｇ／日で少なくとも３日間放出される
のに十分なフルオシノロンがある。ある態様において、この放出速度は少なくとも１０日
間、少なくとも１５日間、少なくとも２５日間、少なくとも３０日間、少なくとも５０日
間、少なくとも９０日間、少なくとも１００日間、少なくとも１３５日間、少なくとも１
５０日間、または少なくとも１８０日間、持続する。この薬物デポー剤は、１日量を基準
として初期バースト量またはボーラス量またはパルス量または即時放出量を放出すること
ができる。この薬物デポー剤は、１日量を基準として、より長い期間持続する放出量を放
出することができる。
【００６５】
　デキサメタゾン
　本発明の１態様において、抗炎症薬はデキサメタゾン（ｄｅｘａｍｅｔｈａｓｏｎｅ）
（８Ｓ，９Ｒ，１０Ｓ，１１Ｓ，１３Ｓ，１４Ｓ，１６Ｒ，１７Ｒ）－９－フルオロ－１
１，１７－ジヒドロキシ－１７－（２－ヒドロキシアセチル）－１０，１３，１６－トリ
メチル－６，７，８，１１，１２，１４，１５，１６オクタヒドロシクロペンタ［ａ］－
フェナントレン－３－オン）とも呼ばれる）、またはその医薬的に許容できる塩であり、
これは種々の製造業者から入手できる。
【００６６】
　多様な態様において、デキサメタゾンはデポー剤から約１０ｐｇ～約８０ｍｇ／日、約
２．４ｎｇ／日～約５０ｍｇ／日、約５０ｎｇ／日～約２．５ｍｇ／日、約２５０ｎｇ／
日～約２５０ｕｇ／日、約２５０ｎｇ／日～約５０ｕｇ／日、約２５０ｎｇ／日～約２５
ｕｇ／日、約２５０ｎｇ／日～約１ｕｇ／日、約３００ｎｇ／日～約７５０ｎｇ／日、ま
たは約０．５０ｕｇ／日の量で放出することができる。多様な態様において、投与量は約
０．０１～約１０　ｇ／日、または約１ｎｇ～約１２０　ｇ／日である。この薬物デポー
剤は、１日量を基準として初期バースト量またはボーラス量またはパルス量または即時放
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出量を放出することができる。この薬物デポー剤は、１日量を基準として、より長い期間
持続する放出量を放出することができる。
【００６７】
　例示態様のひとつにおいて、デキサメタゾンはデキサメタゾンアセテートまたはナトリ
ウムホスフェートである。
【００６８】
　ロバスタチン
　例示態様のひとつにおいて、抗炎症薬はロバスタチン（ｌｏｖａｓｔａｔｉｎ）を含む
。ロバスタチンは、種々の製造業者から多様な形態（たとえば注射剤、散剤など）で入手
できるスタチンである。たとえば、ロバスタチンはＭｅｒｃｋからＭｅｖａｃｏｒ（登録
商標）として得ることができる（参照：Ｕ．Ｓ．Ｐａｔ．Ｎｏ．４，２３１，９３８；そ
の開示内容全体を本明細書に援用する）。ロバスタチンの医薬的に許容できる適切な塩類
には、たとえば下記の塩基から誘導される１種類以上の化合物が含まれる：水酸化ナトリ
ウム、水酸化カリウム、水酸化リチウム、水酸化カルシウム、１－デオキシ－２－（メチ
ルアミノ）－Ｄ－グルシトール、水酸化マグネシウム、水酸化亜鉛、水酸化アルミニウム
、水酸化鉄（ＩＩ）もしくは水酸化鉄（ＩＩＩ）、水酸化アンモニウム、または有機アミ
ン、たとえばＮ－メチルグルカミン、コリン、アルギニンなど、またはその組合わせ。ロ
バスタチンの医薬的に許容できる適切な塩類には、たとえばそのリチウム、カルシウム、
ヘミカルシウム、ナトリウム、カリウム、マグネシウム、アルミニウム、鉄（ＩＩ）もし
くは鉄（ＩＩＩ）塩、またはその組合わせが含まれる。
【００６９】
　多様な態様において、療法有効量のロバスタチンは、１日当たり約０．１ｐｇから約２
０００ｍｇまで、たとえば０．１ｎｇから１０００ｍｇ、５００ｍｇ、１００ｍｇ、５０
ｍｇ、２５ｍｇ、１０ｍｇ、１ｍｇ、５０μｇ、２５μｇ、１０μｇ、１μｇ、５００ｎ
ｇ、２５０ｎｇ、１００ｎｇ、７５ｎｇ、５０ｎｇ、２５ｎｇ、１５ｎｇ、１０ｎｇ、５
ｎｇ、または１ｎｇまでのロバスタチンを含む。多様な態様において、投与量はたとえば
約３ｎｇ／日から０．３μｇ／日までであってもよい。この薬物デポー剤は、１日量を基
準として初期バースト量またはボーラス量またはパルス量または即時放出量を放出するこ
とができる。この薬物デポー剤は、１日量を基準として、より長い期間持続する放出量を
放出することができる。
【００７０】
　モルヒネ
　本発明の１態様において、鎮痛薬はモルヒネ（ｍｏｒｐｈｉｎｅ）である。モルヒネは
（５α，６α）－７，８－ジデヒドロ－４，５－エポキシ－１７－メチルモルフィナン－
３，６－ジオールとも呼ばれ、化学式Ｃ１７Ｈ１９ＮＯ３をもつ。モルヒネおよびその医
薬的に許容できる塩は、種々の製造業者から入手できる。例示態様のひとつにおいて、モ
ルヒネは硫酸モルヒネまたは塩酸モルヒネを含む。
【００７１】
　モルヒネの投与量は、１日当たり０．１ｍｇから１０００ｍｇまでであってよい。たと
えば、モルヒネの投与量は、たとえば１日当たり０．１ｍｇ～２ｍｇ、５ｍｇ、１０ｍｇ
、１５ｍｇ、２０ｍｇ、２５ｍｇ、３０ｍｇ、３５ｍｇ、４０ｍｇ、４５ｍｇ、５０ｍｇ
、５５ｍｇ、６０ｍｇ、６５ｍｇ、７０ｍｇ、７５ｍｇ、７５ｍｇ、８０ｍｇ、８５ｍｇ
、９０ｍｇ、９５ｍｇ、１００ｍｇ、１２０ｍｇ、１３０ｍｇ、１４０ｍｇ、１５０ｍｇ
、１６０ｍｇ、１７０ｍｇ、１８０ｍｇ、１９０ｍｇ、２００ｍｇのモルヒネであっても
よい。この薬物デポー剤は、１日量を基準として初期バースト量またはボーラス量または
パルス量または即時放出量を放出することができる。この薬物デポー剤は、１日量を基準
として、より長い期間持続する放出量を放出することができる。
【００７２】
　トラマドール
　１態様において、鎮痛薬はトラマドール（ｔｒａｍａｄｏｌ）である。トラマドールは
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（±）シス－２－［（ジメチルアミノ）メチル］－１－（３－メトキシフェニル）シクロ
ヘキサノール塩酸塩であり、化学式Ｃ１６Ｈ２５ＮＯ２をもつ。トラマドールまたはその
医薬的に許容できる塩は、種々の製造業者から入手できる。１態様において、トラマドー
ルはトラマドールＨＣＬを含む。
【００７３】
　トラマドールの投与量は、１日当たり０．０１ｍｇから５００ｍｇまでであってよい。
たとえば、トラマドールの投与量は、たとえば１日当たり０．１ｍｇ～２ｍｇ、５ｍｇ、
１０ｍｇ、１５ｍｇ、２０ｍｇ、２５ｍｇ、３０ｍｇ、３５ｍｇ、４０ｍｇ、４５ｍｇ、
５０ｍｇ、５５ｍｇ、６０ｍｇ、６５ｍｇ、７０ｍｇ、７５ｍｇ、７５ｍｇ、８０ｍｇ、
８５ｍｇ、９０ｍｇ、９５ｍｇ、１００ｍｇ、１２０ｍｇ、１３０ｍｇ、１４０ｍｇ、１
５０ｍｇ、１６０ｍｇ、１７０ｍｇ、１８０ｍｇ、１９０ｍｇ、２００ｍｇ、または５０
０ｍｇのトラマドールであってもよい。
【００７４】
　１態様において、薬物デポー剤は２．５～３０ｍｇ／ｋｇ／日を放出するのに十分なト
ラマドールを含有する。他の態様において、薬物デポー剤は３～２７．５ｍｇ／ｋｇ／日
を放出するのに十分なトラマドールを含有する。この薬物デポー剤は、１日量を基準とし
て初期バースト量またはボーラス量またはパルス量または即時放出量を放出することがで
きる。この薬物デポー剤は、１日量を基準として、より長い期間持続する放出量を放出す
ることができる。
【００７５】
　少なくとも１種類の抗炎症薬および少なくとも１種類の鎮痛薬を非活性成分と共に投与
することもできる。これらの非活性成分は、療法薬（１以上）の運搬、安定化および放出
制御を含めた多機能目的をもつことができる。持続放出プロセスは、たとえば溶解－拡散
機序によるものであってもよく、あるいはそれは侵食－持続プロセスにより支配されるも
のであってもよい。一般にデポー剤は、生分解性である可能性がある生体適合性材料を含
む固体または半固体の配合物であろう。用語“固体”は剛性材料を意味するものとし、一
方“半固体”は、ある程度の柔軟性をもち、これによりデポー剤が屈曲して周囲組織の要
求に沿うことができる材料を意味するものとする。
【００７６】
　多様な態様において、非活性成分は計画した薬物送達期間と等しい期間（生分解性成分
について）、またはそれより長い期間（生分解性ではない成分について）、組織部位内で
耐久性をもつであろう。たとえば、デポー材料は、体温に近いかまたはそれより高いけれ
ども療法薬が崩壊または分解する温度よりは低い融点またはガラス転移温度をもつことが
できる。しかし、デポー材料の予め定めた侵食を利用して、装填した療法薬（１以上）の
徐放をもたらすこともできる。
【００７７】
　多様な態様において、薬物デポー剤は生分解性ではないか、または生分解性ではない材
料を含むことができる。生分解性ではないポリマーには下記のものが含まれるが、これら
に限定されない：種々のセルロース誘導体（カルボキシメチルセルロース、酢酸セルロー
ス、酢酸プロピオン酸セルロース、エチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロ
ース、ヒドロキシアルキルメチルセルロース、およびアルキルセルロース）、シリコンお
よびシリコンベースのポリマー（たとえばポリジメチルシロキサン）、ポリエチレン－ｃ
ｏ－（酢酸ビニル）、ポロキサマー（ｐｏｌｏｘａｍｅｒ）、ポレビニルピロリドン、ポ
ロキサミン（ｐｏｌｏｘａｍｉｎｅ）、ポリプロピレン、ポリアミド、ポリアセタール、
ポリエステル、ポリエチレン－クロロトリフルオロエチレン、ポリテトラフルオロエチレ
ン（ＰＴＦＥまたはテフロン“Ｔｅｆｌｏｎ（商標）”）、スチレンブタジエンゴム、ポ
リエチレン、ポリプロピレン、ポリフェニレンオキシド－ポリスチレン、ポリ－α－クロ
ロ－ｐ－キシレン、ポリメチルペンテン、ポリスルホン、非分解性エチレン－酢酸ビニル
（たとえばエチレン酢酸ビニルディスクおよびポリ（エチレン－ｃｏ－酢酸ビニル））、
および他の関連する生体安定性（ｂｉｏｓｔａｂｌｅ）ポリマー、またはその組合わせ。
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【００７８】
　薬物デポー剤は、非吸収性ポリマーを含むこともできる。これらの非吸収性ポリマーに
は下記を含めることができるが、これらに限定されない：デルリン（ｄｅｌｒｉｎ）、ポ
リウレタン、シリコーンとポリウレタンのコポリマー、ポリオレフィン（たとえばポリイ
ソブチレンおよびポリイソプレン）、アクリルアミド（たとえばポリアクリル酸およびポ
リ(アクリロニトリル－アクリル酸））、ネオプレン、ニトリル、アクリレート（たとえ
ばポリアクリレート、ポリ（２－ヒドロキシエチルメタクリレート）、メタクリル酸メチ
ル、２－ヒドロキシエチルメタクリレート、およびアクリレートとＮ－ビニルピロリドン
のコポリマー）、Ｎ－ビニルラクタム、ポリアクリロニトリル、グルコマンナンゲル、加
硫ゴム、およびその組合わせ。ポリウレタンの例には、熱可塑性ポリウレタン、脂肪族ポ
リウレタン、セグメント化ポリウレタン、親水性ポリウレタン、ポリエーテル－ウレタン
、ポリカーボネート－ウレタン、およびシリコーンポリエーテル－ウレタンが含まれる。
一般に非分解性薬物デポー剤は除去を必要とする可能性がある。
【００７９】
　場合により、使用後に薬物デポー剤を除去する必要性を避けるのが望ましい可能性があ
る。それらの場合、デポー剤は生分解性材料を含むことができる。この目的のために、標
的組織またはその付近に配置した場合に長期間かけて破壊または崩壊しうる特性をもつ入
手可能な多数の材料が存在する。生分解性材料の化学的機能として、分解プロセスの機序
は加水分解性もしくは酵素性のもの、または両方であってもよい。多様な態様において、
分解は表面で（不均一または表面侵食）または均一に薬物送達系デポー剤全体で（均一ま
たはバルク侵食）起きる可能性がある。
【００８０】
　多様な態様において、デポー剤は、少なくとも１種類の鎮痛薬および少なくとも１種類
の抗炎症薬の即時放出または持続放出をもたらすことができる生体吸収性および／または
生分解性バイオポリマーを含むことができる。適切な持続放出バイオポリマーの例には下
記のものが含まれるが、これらに限定されない：ポリ(アルファ-ヒドロキシ酸)、ポリ(ラ
クチド－ｃｏ－グリコリド）（ＰＬＧＡまたはＰＬＧ）、ポリラクチド（ＰＬＡ）、ポリ
グリコリド（ＰＧ）、ポリ（アルファ－ヒドロキシ酸）のポリエチレングリコール（ＰＥ
Ｇ）コンジュゲート、ポリオルトエステル、ポリアスピリン（ｐｏｌｙａｓｐｉｒｉｎｓ
）、ポリホスファゲン（ｐｏｌｙｐｈｏｓｐｈａｇｅｎｅｓ）、コラーゲン、デンプン、
α化デンプン、ヒアルロン酸、キトサン、ゼラチン、アルギネート、アルブミン、フィブ
リン、ビタミンＥ類似体、たとえばアルファトコフェリルアセテート、ｄ－アルファトコ
フェリルスクシネート、Ｄ，Ｌ－ラクチドもしくはＬ－ラクチド、ポリ（グリコリド－，
－カプロラクトン），，－カプロラクトン、デキストラン、ビニルピロリドン、ポリビニ
ルアルコール（ＰＶＡ）、ＰＶＡ－ｇ－ＰＬＧＡ、ＰＥＧＴ－ＰＢＴコポリマー（ポリア
クティブ（ｐｏｌｙａｃｔｉｖｅ））、メタクリレート、ポリ（Ｎ－イソプロピルアクリ
ルアミド）、ＰＥＯ－ＰＰＯ－ＰＥＯ（プルロニック（ｐｌｕｒｏｎｉｃ））、ＰＥＯ－
ＰＰＯ－ＰＡＡコポリマー、ＰＬＧＡ－ＰＥＯ－ＰＬＧＡ、ＰＥＧ－ＰＬＧ、ＰＬＡ－Ｐ
ＬＧＡ、ポロキサマー４０７、ＰＥＧ－ＰＬＧＡ－ＰＥＧトリブロックコポリマー、ＳＡ
ＩＢ（スクロースアセテートイソブチレート）、またはその組合わせ。当業者に自明のと
おり、ｍＰＥＧをＰＬＧＡの可塑剤として使用できるが、他のポリマー／賦形剤を用いて
同じ効果を達成できる。ｍＰＥＧは、得られる配合物に展性を付与する。
【００８１】
　種々の組合わせのポリマーを用いる場合（ビ、トリ（たとえばＰＬＧＡ－ＰＥＯ－ＰＬ
ＧＡ）またはターポリマー）、それらを種々のモル比、１：１、２：１、３：１、４：１
、５：１、６：１、７：１、８：１、９：１、または１０：１で使用できる。たとえば、
１３０日間放出型の薬物デポー剤について、ポリマーの構成は５０：５０　ＰＬＧＡ～１
００　ＰＬＡである。分子量範囲は０．４５～０．８ｄＩ／ｇである。
【００８２】
　多様な態様において、ポリマーの分子量は広範な数値であってよい。ポリマーの平均分
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子量は約１０００から約１０，０００，０００まで；または約１，０００から約１，００
０，０００まで；または約５，０００から約５００，０００まで；または約１０，０００
から約１００，０００まで；または約２０，０００から５０，０００までである。
【００８３】
　ある態様において、少なくとも１種類の生分解性ポリマーはポリ（乳酸－ｃｏ－グリコ
ール酸）（ＰＬＡ）もしくはポリ（オルトエステル）（ＰＯＥ）またはその組合わせを含
む。ポリ（乳酸－ｃｏ－グリコール酸）は、ポリグリコリド（ＰＧＡ）とポリラクチドの
混合物を含むことができ、ある態様においてはこの混合物中にポリグリコリドよりポリラ
クチドがより多量にある。他の多様な態様において、１００％のポリラクチドおよび０％
のポリグリコリド；９５％のポリラクチドおよび５％のポリグリコリド；９０％のポリラ
クチドおよび１０％のポリグリコリド；８５％のポリラクチドおよび１５％のポリグリコ
リド；８０％のポリラクチドおよび２０％のポリグリコリド；７５％のポリラクチドおよ
び２５％のポリグリコリド；７０％のポリラクチドおよび３０％のポリグリコリド；６５
％のポリラクチドおよび３５％のポリグリコリド；６０％のポリラクチドおよび４０％の
ポリグリコリド；５５％のポリラクチドおよび４５％のポリグリコリド；５０％のポリラ
クチドおよび５０％のポリグリコリド；４５％のポリラクチドおよび５５％のポリグリコ
リド；４０％のポリラクチドおよび６０％のポリグリコリド；３５％のポリラクチドおよ
び６５％のポリグリコリド；３０％のポリラクチドおよび７０％のポリグリコリド；２５
％のポリラクチドおよび７５％のポリグリコリド；２０％のポリラクチドおよび８０％の
ポリグリコリド；１５％のポリラクチドおよび８５％のポリグリコリド；１０％のポリラ
クチドおよび９０％のポリグリコリド；５％のポリラクチドおよび９５％のポリグリコリ
ド；ならびに０％のポリラクチドおよび１００％のポリグリコリドがある。
【００８４】
　ポリラクチドとポリグリコリドの両方を含む多様な態様において、少なくとも９５％の
ポリラクチド；少なくとも９０％のポリラクチド；少なくとも８５％のポリラクチド；少
なくとも８０％のポリラクチド；少なくとも７５％のポリラクチド；少なくとも７０％の
ポリラクチド；少なくとも６５％のポリラクチド；少なくとも６０％のポリラクチド；少
なくとも５５％；少なくとも５０％のポリラクチド；少なくとも４５％のポリラクチド；
少なくとも４０％のポリラクチド；少なくとも３５％のポリラクチド；少なくとも３０％
のポリラクチド；少なくとも２５％のポリラクチド；少なくとも２０％のポリラクチド；
少なくとも１５％のポリラクチド；少なくとも１０％のポリラクチド；または少なくとも
５％のポリラクチドがある；バイオポリマーの残りはポリグリコリドである。
【００８５】
　ある態様において、生分解性ポリマーは配合物の少なくとも１０重量％、少なくとも５
０重量％、少なくとも６０重量％、少なくとも７０重量％、少なくとも８０重量％、少な
くとも８５重量％、少なくとも９０重量％、少なくとも９５重量％、または少なくとも９
９重量％を構成する。ある態様においては、少なくとも１種類の生分解性ポリマーならび
に鎮痛薬および抗炎症薬のみが医薬配合物の成分である。
【００８６】
　ある態様においては、少なくとも７５％の粒子が約１マイクロメートルから約２５０マ
イクロメートルまでのサイズをもつ。ある態様においては、少なくとも８５％の粒子が約
１マイクロメートルから約１００マイクロメートルまでのサイズをもつ。ある態様におい
ては、少なくとも９５％の粒子が約１マイクロメートルから約３０マイクロメートルまで
のサイズをもつ。ある態様においては、すべての粒子が約１マイクロメートルから約３０
マイクロメートルまでのサイズをもつ。
【００８７】
　ある態様においては、少なくとも７５％の粒子が約５マイクロメートルから約２０マイ
クロメートルまでのサイズをもつ。ある態様においては、少なくとも８５％の粒子が約５
マイクロメートルから約２０マイクロメートルまでのサイズをもつ。ある態様においては
、少なくとも９５％の粒子が約５マイクロメートルから約２０マイクロメートルまでのサ



(22) JP 2011-508788 A 2011.3.17

10

20

30

40

50

イズをもつ。ある態様においては、すべての粒子が約５マイクロメートルから約２５０マ
イクロメートルまでのサイズをもつ。
【００８８】
　デポー剤は、場合によりたとえば下記の不活性物質を含有することができる：たとえば
緩衝剤およびｐＨ調整剤、たとえば炭酸水素カリウム、炭酸カリウム、水酸化カリウム、
酢酸ナトリウム、ホウ酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム、水酸化ナト
リウムまたはリン酸ナトリウム；分解／放出調節剤；薬物放出調整剤；乳化剤；保存剤、
たとえば塩化ベンザルコニウム、クロロブタノール、酢酸フェニル水銀（ＩＩ）および硝
酸フェニル水銀（ＩＩ）、亜硫酸水素ナトリウム、硫酸水素ナトリウム、チオ硫酸ナトリ
ウム、チメロサール、メチルパラベン、ポリビニルアルコールおよびフェニルエチルアル
コール；溶解度調整剤；安定剤；および／または凝集調節剤。一般に、そのようないずれ
かの不活性物質は、０～７５重量％の範囲内、より一般的には０～３０重量％の範囲内で
存在するであろう。デポー剤を脊髄領域に配置する場合、多様な態様において、デポー剤
は保存剤を含まない無菌物質から構成されてもよい。
【００８９】
　デポー剤は種々のサイズ、形状および構造であってよい。デポー剤のサイズ、形状およ
び構造を決定する際に考慮することができる幾つかの要因がある。たとえば、サイズおよ
び形状は共に、埋込みまたは注射の部位として選択する標的組織部位に薬物デポー剤を容
易に配置しうるものであろう。さらに、その系の形状およびサイズは、薬物デポー剤が埋
込みまたは注射の後に移動するのを最小限に抑えるかまたは阻止するように選択すべきで
ある。多様な態様において、薬物デポー剤は、ペレット、球体、円筒、たとえばロッド、
または繊維、平坦な表面、たとえばディスク、フィルムまたはシートなどに造形すること
ができる。薬物デポー剤の配置を容易にするために、柔軟性は考慮事項である可能性があ
る。多様な態様において、薬物デポー剤は種々のサイズであってもよい；たとえば薬物デ
ポー剤は約０．５ｍｍから５ｍｍまでの長さであって、約０．０１から約２ｍｍまでの直
径をもつことができる。多様な態様において、薬物デポー剤は約０．００５から１．０ｍ
ｍまで、たとえば０．０５から０．７５ｍｍまでの層厚をもつことができる。
【００９０】
　利用者がデポー剤を正確に患者の標的部位内へ配置できるように、Ｘ線撮影マーカーを
薬物デポー剤に含有させることができる。これらのＸ線撮影マーカーにより、利用者はそ
の部位におけるデポー剤の移動および分解を経時的に追跡することもできるであろう。こ
の態様において、利用者は多数の診断イメージング法のいずれかを用いてデポー剤を正確
にその部位に配置できる。そのような診断イメージング法には、たとえばＸ線イメージン
グまたは蛍光透視法が含まれる。そのようなＸ線撮影マーカーの例には、バリウム、リン
酸カルシウム、および／または金属のビーズもしくは粒子が含まれるが、これらに限定さ
れない。多様な態様において、Ｘ線撮影マーカーはデポー剤を囲む球形または環であって
もよい。
【００９１】
　図１は、デポー剤が体液と接触し、層または領域が分解して療法薬（１以上）を放出す
るのに伴って、療法有効バースト量またはボーラス量またはパルス量または即時放出量の
鎮痛薬および／または抗炎症薬を放出することができる、第１の領域または層１２をもつ
１つの薬物デポー剤１０組成物の態様を示す模式図である。この方法で、患者に短期間で
の疼痛および／または炎症の寛解をもたらすことができる。１４として示すデポー剤の第
２の層または領域（コアとして示す）は、この領域または層が体液と接触するのに伴って
、療法有効量の鎮痛薬および抗炎症薬をより長い期間にわたって（たとえば少なくとも３
日間ないし６カ月間）放出することができる。
【００９２】
　初期バーストの領域または層は持続放出層と別個に示されているが、初期バーストの領
域または層を持続放出層と組み合わせることができ、したがって体液がデポー剤と接触す
ると各層が異なる放出速度で放出することは理解されるであろう。デポー剤は２つの層ま
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たは領域（１２および１４）を備えたものとして示されているが、デポー剤が１つまたは
複数の層または領域（たとえば２、３、４、５、６、７、８、９、１０など）を含みうる
ことも理解されるであろう。たとえば、第１の即時放出層または領域を第１の持続放出層
上に配置し、第２の即時放出層を第１の持続放出層上に配置することができるなど。互い
に混和した持続放出配合物とバースト放出配合物の混合物からデポー剤を形成しうること
も理解されるであろう。
【００９３】
　たとえば、デポー剤は、異なる放出プロフィールをもつ別個の異なるミセル（１以上の
ボーラス放出ミセル、および１以上の持続放出ミセル）を互いに組み合わせたものから形
成することができる。多様な態様において、複数のデポー剤がゲル内に分散した生分解性
療法薬粒子を含むことができ、ゲルが分解するのに伴って療法薬粒子が放出される。
【００９４】
　図１Ａは、体液と接触した際にその領域が分解するのに伴って療法有効バースト量また
はボーラス量またはパルス量または即時放出量の鎮痛薬および／または抗炎症薬を放出し
うる複数の領域１２をもつ、１つの薬物デポー組成物１０の態様を示す模式図である。領
域１４は、体液と接触した際にその領域が分解するのに伴って、療法有効量の鎮痛薬およ
び抗炎症薬をより長い期間にわたって放出することができる（より長い期間にわたる持続
放出）。
【００９５】
　図２は、体液がその領域と接触した際に療法有効バースト量またはボーラス量またはパ
ルス量または即時放出量の鎮痛薬および／または抗炎症薬を放出しうる複数の領域１２を
もつ、１つの薬物デポー組成物の態様を示す模式図である。複数の領域１４が設けられ、
体液がこれらの領域と接触した際に療法有効量の鎮痛薬および／または抗炎症薬をより長
い期間にわたって放出することができる。領域１２および１４は薬物デポー剤ハウジング
１６に収容され、これもこれらの領域と同様に生分解性であってもよい。
【００９６】
　図３は、複数の薬物デポー剤の態様、すなわち療法有効バースト量またはボーラス量ま
たはパルス量または即時放出量の鎮痛薬および／または抗炎症薬を放出しうる第１セット
の薬物デポー剤１２、ならびに療法有効量の鎮痛薬および／または抗炎症薬をより長い期
間にわたって放出しうる（持続放出）複数の領域１４を示す模式図である。したがって、
この態様においては薬物デポー剤のセットがある。一方のセットはバースト放出またはボ
ーラス放出またはパルス放出または即時放出を行なうことができ、他方のセットはより長
い期間にわたって持続放出することができる。このように、第１セットおよび第２セット
は異なる放出プロフィールをもつ。この態様においては、異なる疾患／状態（たとえば坐
骨神経痛、術後痛など）に対する多様な放出動態をもつ多数のペレット（あるものは迅速
放出、他は徐放を伴う）を一緒に埋め込むことができ、したがって複雑な放出動態をもつ
１つの薬物デポー剤の必要性が避けられる。たとえば術後痛の状態においては、一人の患
者に一度に３～５つのストリップを外科処置部位に埋め込んで、術後痛を軽減、予防また
は治療することができる。
【００９７】
　これら複数のデポー型医薬配合物を投与する際には、三角法（ｔｒｉａｎｇｕｌａｔｉ
ｏｎ）が効果的である可能性がある。従って、医薬配合物を含む複数の（たとえば少なく
とも２、少なくとも３、少なくとも４、少なくとも５、少なくとも６、少なくとも７など
）薬物デポー剤を標的組織部位（疼痛発生器または疼痛発生部位としても知られる）の周
りに、２つの配合物がある場合にはそれらの配合物間の領域内に、または周辺が複数の配
合物のセットにより定められる領域内に、その標的組織部位が含まれるように配置するこ
とができる。
【００９８】
　療法薬放出の初期バーストを達成するために、多様な要因を調整することができる。第
１に、初期バーストはデポー剤の特性に関連する要因、たとえば溶剤の水－非混和性、ポ
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リマー／溶剤比、およびポリマーの特性により制御できる。デポー剤に用いる溶剤の水－
非混和性の程度は、水性体液がデポー剤に浸透して療法薬を放出する速度に影響を及ぼす
。一般に、水溶性が高いほど初期バーストはより高くなり、一方、水－非混和性は療法薬
のより低い初期バーストまたはより遅い放出（持続放出）をもたらす。
【００９９】
　初期バースト放出または持続放出を制御するために使用できる適切な溶剤には下記のも
のが含まれるが、これらに限定されない：安息香酸メチル、安息香酸エチル、安息香酸ｎ
－プロピル、安息香酸イソプロピル、安息香酸ブチル、安息香酸イソブチル、安息香酸ｓ
ｅｃ－ブチル、安息香酸ｔｅｒｔ－ブチル、安息香酸イソアミル、安息香酸ベンジル、水
、アルコール、低分子量ＰＥＧ（１，０００ＭＷ未満）、トリアセチン、ジアセチン、ト
リブチリン、クエン酸トリエチル、クエン酸トリブチル、クエン酸トリエチルアセチル、
クエン酸トリブチルアセチル、トリエチルグリセリド類、リン酸トリエチル、リン酸ジエ
チル、酒石酸ジエチル、鉱油、ポリブテン、シリコーン油、グリセリン、エチレングリコ
ール、オクタノール、乳酸エチル、プロピレングリコール、プロピレンカーボネート、エ
チレンカーボネート、ブチロラクトン、エチレンオキシド、プロピレンオキシド、Ｎ－メ
チル－２－ピロリドン、２－ピロリドン、グリセロールホルマール、酢酸メチル、酢酸エ
チル、メチルエチルケトン、ジメチルホルムアミド、グリコフロール（ｇｌｙｃｏｆｕｒ
ｏｌ）、ジメチルスルホキシド、テトラヒドロフラン、カプロラクタム、デシルメチルス
ルホキシド、オレイン酸、１－ドデシルアザシクロ－ヘプタン－２－オン、またはその混
合物。多様な態様において、溶剤を療法薬および／またはポリマーと混合して、要望する
放出プロフィールを得ることができる。
【０１００】
　デポー剤は細孔形成剤を含むことができ、これには、体液と接触した際に溶解、分散ま
たは分解してポリマーマトリックスに細孔またはチャネルを形成する生体適合性材料が含
まれる。一般に、水溶性である有機材料または非有機材料、たとえば糖類（たとえばショ
糖、デキストロース）、水溶性塩類（たとえば塩化ナトリウム、リン酸ナトリウム、塩化
カリウムおよび炭酸ナトリウム）、水溶性溶剤、たとえばＮ－メチル－２－ピロリドンお
よびポリエチレングリコール、ならびに水溶性ポリマー（たとえば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など）を細孔形成剤として好都合に使用できる。
そのような材料は、ポリマーの重量の約０．１％から約１００％まで種々の量で存在する
ことができが、一般にポリマーの重量の５０％未満、より一般的には１０～２０％未満で
あろう。
【０１０１】
　さらに、デポー剤中のポリマーの分子量を変更し、またはデポー剤ビヒクル中のポリマ
ー材料の分子量分布を調整することにより、デポー剤からの療法薬の初期バーストおよび
放出速度に影響を及ぼすことができる。一般に、より高い分子量のポリマーは、療法薬の
より低い初期バーストおよびより遅い放出速度を与える。ポリマーは種々の末端基、たと
えば酸およびエステル末端基をもつ可能性がある。当業者に自明のとおり、種々の末端基
をもつポリマーのブレンドを含む埋込型弾性デポー組成物を用いると、得られる配合物は
より低いバースト指数および制御された送達持続期間をもつであろう。たとえば、酸末端
基（たとえばカルボン酸）およびエステル末端基（たとえばメチルまたはエチルエステル
末端基）をもつポリマーを使用できる。
【０１０２】
　さらに、ポリマーを形成する各種モノマーのコモノマー比（たとえば、あるポリマーに
ついてＬ／Ｇ（乳酸／グリコール酸）比またはＧ／ＣＬ（グリコール酸／ポリカプロラク
トン）比）を変更することにより、調節されたバースト指数および送達持続期間をもつデ
ポー組成物が得られるであろう。たとえば、Ｌ／Ｇ比が５０：５０のポリマーを含むデポ
ー組成物は、約２日から約１カ月の短い送達持続期間をもつ可能性がある；Ｌ／Ｇ比が６
５：３５のポリマーを含むデポー組成物は、約２カ月の送達持続期間をもつ可能性がある
；Ｌ／Ｇ比が７５：２５またはＬ／ＣＬ比が７５：２５のポリマーを含むデポー組成物は
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、約３カ月～約４カ月の送達持続期間をもつ可能性がある；Ｌ／Ｇ比が８５：１５のポリ
マー比を含むデポー組成物は、約５カ月の送達持続期間をもつ可能性がある；Ｌ／ＣＬ比
が２５：７５のポリマーまたはＰＬＡを含むデポー組成物は、６カ月以上の送達持続期間
をもつ可能性がある；Ｇが５０％より多くかつＬが１０％より多いＣＬ／Ｇ／Ｌのターポ
リマーを含むデポー組成物は、約１カ月の送達持続期間をもつ可能性がある；Ｇが５０％
未満でありかつＬが１０％未満であるＣＬ／Ｇ／Ｌのターポリマーを含むデポー組成物は
、最高６カ月の送達持続期間をもつ可能性がある。一般に、Ｇ含量をＣＬ含量に対比して
増加させると送達持続期間が短縮し、これに対しＣＬ含量をＧ含量に対比して増加させる
と送達持続期間が延長する。したがって特に、異なる分子量、末端基およびコモノマー比
をもつポリマーのブレンドを含むデポー組成物を用いて、より低いバースト指数および調
節された送達持続期間をもつデポー配合物を調製することができる。
【０１０３】
　粒度、粒子の崩壊、粒子の形態（たとえば、埋込み前に粒子中に細孔が存在するか、あ
るいは体液の攻撃によって容易に細孔が形成される可能性があるか）、コーティング、療
法薬による複合体形成、および複合体結合の強さなどの要因を操作して、要望する低い初
期バーストおよび放出速度を達成することができる。
【０１０４】
　多様な態様において、薬物デポー剤はポリ（ラクチド－ｃｏ－グリコリド）（ＰＬＧＡ
）、ポリラクチド（ＰＬＡ）、ポリグリコリド（ＰＧＡ）、Ｄ－ラクチド、Ｄ，Ｌ－ラク
チド、Ｌ－ラクチド、Ｄ，Ｌ－ラクチド－ε－カプロラクトン、Ｄ，Ｌ－ラクチド－グリ
コリド－ε－カプロラクトン、グリコリド－カプロラクトン、またはその組合わせを含む
。
【０１０５】
　ゲル
　多様な態様において、ゲルは約１～約５００センチポアズ（ｃｐ）、１～約２００ｃｐ
、または１～約１００ｃｐの範囲の投与前粘度をもつ。ゲルを標的部位に投与した後、ゲ
ルの粘度は上昇し、ゲルは約１ｘ１０４～約６ｘ１０５ダイン／ｃｍ２、または２ｘ１０
４～約５ｘ１０５ダイン／ｃｍ２、または５ｘ１０４～約５ｘ１０５ダイン／ｃｍ２の範
囲の弾性率（ヤング率）をもつであろう。
【０１０６】
　１態様において、デポー剤は、ゲル全体に均一に分布した少なくとも１種類の鎮痛薬お
よび少なくとも１種類の抗炎症薬を含有する接着性ゲルを含む。ゲルは、これまでに指示
されているいずれか適切なタイプのものであってよく、いったん配置されるとターゲティ
ングした送達部位からゲルが移行するのを防ぐのに十分なほど粘稠でなければならない；
ゲルは、ターゲティングした組織部位に事実上“粘着”または接着すべきである。ゲルは
、たとえばターゲティングした組織と接触した際に、またはターゲティングした送達シス
テムから配置された後に、固化してもよい。ターゲティングした送達システムは、たとえ
ば注射器、カテーテル、針もしくはカニューレ、または他の適切なデバイスであってもよ
い。ターゲティングした送達システムは、ターゲティングした組織部位の内部または上に
ゲルを注入することができる。ターゲティングした組織部位にゲルを配置する前に、療法
薬をゲルに混入することができる。多様な態様において、ゲルは２成分送達系の一部であ
ってもよく、これら２成分が混合した際に化学的プロセスが活性化されてゲルを形成し、
それを標的組織に粘着または接着させる。
【０１０７】
　多様な態様において、送達後に硬化または剛化するゲルを供給する。一般に、硬化性の
ゲル配合物は約１ｘ１０４～約３ｘ１０５ダイン／ｃｍ２、または２ｘ１０４～約２ｘ１
０５ダイン／ｃｍ２、または５ｘ１０４～約１ｘ１０５ダイン／ｃｍ２の範囲の投与前弾
性率をもつことができる。投与後（送達後）に硬化するゲルは、ゴム状の稠度をもち、約
１ｘ１０４～約２ｘ１０６ダイン／ｃｍ２、または１ｘ１０５～約７ｘ１０５ダイン／ｃ
ｍ２、または２ｘ１０５～約５ｘ１０５ダイン／ｃｍ２の範囲の投与前弾性率をもつこと
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ができる。
【０１０８】
　多様な態様において、ポリマーを含有するゲル配合物について、ポリマー濃度はゲルが
硬化する速度に影響を及ぼす可能性がある（たとえば、より高い濃度のポリマーを含むゲ
ルは、より低い濃度のポリマーを含むゲルより速やかに凝固する可能性がある）。多様な
態様において、ゲルが硬化すると、生成するマトリックスは固体ではあるが、同様に組織
の不規則な表面（たとえば骨の窪みおよび／または突起）に従うことができる。
【０１０９】
　ゲル中に存在するポリマーのパーセントも、ポリマー組成物の粘度に影響を及ぼす可能
性がある。たとえば、より高い重量パーセントのポリマーを含む組成物は、一般に、より
低い重量パーセントのポリマーを含む組成物より濃厚かつ粘稠である。より粘稠な組成物
はより低速で流動する傾向がある。したがって、より低い粘度をもつ組成物が場合によっ
ては好ましい可能性がある。
【０１１０】
　多様な態様において、ゲルの分子量は当技術分野で既知の多数の方法のいずれか１つに
よって変更できる。分子量を変更する方法の選択は、一般にゲルの組成（たとえば、ポリ
マー対ポリマー以外のもの）によって決まる。たとえば、多様な態様において、ゲルが１
種類以上のポリマーを含む場合、重合開始剤（たとえば過酸化ベンゾイル）、有機溶剤、
もしくは活性化剤（たとえばＤＭＰＴ）、架橋剤、重合剤の量、および／または反応時間
を変更することにより重合度を制御することができる。
【０１１１】
　適切なゲルポリマーは、有機溶剤に可溶性であってもよい。溶剤中におけるポリマーの
溶解度は、ポリマーの結晶化度、疎水度、水素結合および分子量に応じて異なる。より低
い分子量のポリマーは、普通は高分子量ポリマーより容易に有機溶剤に溶解するであろう
。高分子量ポリマーを含有するポリマーゲルは、低分子量ポリマーを含有するポリマー組
成物より速やかに凝固または固化する傾向がある。高分子量ポリマーを含有するポリマー
ゲル配合物は、低分子量ポリマーを含有するポリマーゲルより高い溶液粘度をもつ傾向も
ある。
【０１１２】
　流動性ゲルであるようにゲルを設計する場合、それは、ゲル中に用いるポリマーの分子
量および濃度に応じて、水のものに類似する低い粘度からペーストのものに類似する高い
粘度まで変更できる。ゲルの粘度は、ポリマー組成物をいずれか好都合な手法により、た
とえばブラッシング、点滴注入、注射または塗布により患者の組織に適用できるように変
更できる。ゲルの粘度の相異は、組成物を適用するのに用いる手法に依存するであろう。
【０１１３】
　多様な態様において、ゲルは固有粘度（“Ｉ．Ｖ．”と略記され、単位はデシリットル
／グラムである）をもち、これはゲルの分子量および分解時間の尺度である（たとえば、
高い固有粘度をもつゲルはより高い分子量およびより長い分解時間をもつ）。一般に、高
い分子量をもつゲルはより強靭なマトリックスを生成し、そのマトリックスはより多くの
時間を分解に要する。これに対し、低い分子量をもつゲルはより速やかに分解し、より柔
軟なマトリックスを生成する。多様な態様において、ゲルは固有粘度により示して約０．
１０ｄＬ／ｇから約１．２ｄＬ／ｇまで、または約０．１０ｄＬ／ｇから約０．４０ｄＬ
／ｇまでとなる分子量をもつ。
【０１１４】
　多様な態様において、ゲルは約３００～約５，０００センチポアズ（ｃｐ）の粘度をも
つことができる。他の態様において、ゲルは室温で約５から約３００ｃｐまで、約１０ｃ
ｐから約５０ｃｐまで、約１５ｃｐから約７５ｃｐまでの粘度をもつことができる。ゲル
は、場合により増粘剤、たとえば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、ヒドロキシエチルメチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、お
よびその塩類、カルボポール（Ｃａｒｂｏｐｏｌ）、ポリ－（ヒドロキシエチルメタクリ
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レート）、ポリ－（メトキシエチルメタクリレート）、ポリ（メトキシエトキシエチルメ
タクリレート）、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）、メチルメタクリレート（ＭＭ
Ａ）、ゼラチン、ポリビニルアルコール、プロピレングリコール、ＰＥＧ２００、ＰＥＧ
３００、ＰＥＧ４００、ＰＥＧ５００、ＰＥＧ６００、ＰＥＧ７００、ＰＥＧ８００、Ｐ
ＥＧ９００、ＰＥＧ１０００、ＰＥＧ１４５０、ＰＥＧ３３５０、ＰＥＧ４５００、ＰＥ
Ｇ８０００、またはその組合わせを含むことができる。
【０１１５】
　多様な態様において、ゲル中にポリマーを用いる場合、そのポリマー組成物は約１０重
量％～約９０重量％、または約３０重量％～約６０重量％のポリマーを含有する。
【０１１６】
　多様な態様において、ゲルは合成または天然に由来する高分子量の生体適合性弾性ポリ
マーから調製されるヒドロゲルである。ヒドロゲルがもつことが望ましい特性は、ヒトの
体内で機械的応力、特に剪断および負荷に対して速やかに応答する能力である。
【０１１７】
　天然源から得られたヒドロゲルは、生分解性および生体適合性である可能性がより高い
ので、インビボ用途にとって特に魅力的である。適切なヒドロゲルには、天然ヒドロゲル
、たとえばゼラチン、コラーゲン、絹、エラスチン、フィブリン、ならびに多糖由来のポ
リマー、たとえばアガロースおよびキトサン、グルコマンナンゲル、ヒアルロン酸、多糖
類、たとえば架橋カルボキシ含有多糖類、またはその組合わせが含まれる。合成ヒドロゲ
ルには、たとえば下記から形成されるものが含まれるが、これらに限定されない：ポリビ
ニルアルコール、アクリルアミド、たとえばポリアクリル酸およびポリ（アクリロニトリ
ル－アクリル酸）、ポリウレタン、ポリエチレングリコール（たとえばＰＥＧ３３５０、
ＰＥＧ４５００、ＰＥＧ８０００）、シリコーン、ポリオレフィン、たとえばポリイソブ
チレンおよびポリイソプレン、シリコーンとポリウレタンのコポリマー、ネオプレン、ニ
トリル、加硫ゴム、ポリ（Ｎ－ビニル－２－ピロリドン）、アクリレート、たとえばポリ
（２－ヒドロキシエチルメタクリレート）、およびアクリレートとＮ－ビニルピロリドン
、Ｎ－ビニルラクタムのコポリマー、ポリアクリロニトリル、またはその組合わせ。ヒド
ロゲル材料は、必要に応じてさらに強度を得るためにさらに架橋することができる。種々
のタイプのポリウレタンの例には、熱可塑性または熱硬化性のポリウレタン、脂肪族また
は芳香族のポリウレタン、ポリエーテルウレタン、ポリカーボネート－ウレタン、もしく
はシリコーンポリエーテル－ウレタン、またはその組合わせが含まれる。
【０１１８】
　多様な態様において、療法薬をゲルに直接混入するのではなく、マイクロスフェアをゲ
ルに分散させることができ、それらのマイクロスフェアに少なくとも１種類の鎮痛薬およ
び少なくとも１種類の抗炎症薬が装填されている。１態様において、マイクロスフェアは
少なくとも１種類の鎮痛薬および少なくとも１種類の抗炎症薬の持続放出をもたらす。さ
らに他の態様において、生分解性であるゲルはマイクロスフェアが少なくとも１種類の鎮
痛薬および少なくとも１種類の抗炎症薬を放出するのを阻止する；したがって、マイクロ
スフェアはそれらがゲルから放出されるまで、少なくとも１種類の鎮痛薬および少なくと
も１種類の抗炎症薬を放出しない。たとえば、ゲルを標的組織部位（たとえば神経根）の
周囲に配置することができる。このゲル内には、要望する療法薬を封入した複数のマイク
ロスフェアが分散されている。これらのマイクロスフェアのうちあるものはゲルから放出
されると分解し、したがって少なくとも１種類の鎮痛薬および少なくとも１種類の抗炎症
薬を放出する。鎮痛薬と抗炎症薬を別個のマイクロスフェア内に装入し、次いでこれらの
マイクロスフェアを組み合わせてもよく、あるいは有効成分をまず組み合わせ、次いで一
緒にマイクロスフェアに装入してもよい。
【０１１９】
　マイクロスフェアは、流体と同様に、周囲の組織タイプによっては比較的速やかに分散
し、したがって少なくとも１種類の鎮痛薬および少なくとも１種類の抗炎症薬を分散させ
る可能性がある。ある態様において、マイクロスフェアの直径は約１０ミクロンの直径か
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ら約２００ミクロンの直径までに及ぶ。ある態様において、それらは約２０ミクロンから
約１２０ミクロンの直径までに及ぶ。マイクロスフェアを調製するための方法には溶剤の
蒸発、相分離および流動床コーティングが含まれるが、これらに限定されない。ある状況
ではこれが望ましい場合がある；他の状況では、少なくとも１種類の鎮痛薬および少なく
とも１種類の抗炎症薬を明確に定めた標的部位に強固に拘束することがより望ましい場合
がある。
【０１２０】
　本発明は、療法薬の分散をこのように抑制するために接着性ゲルを使用することをも考
慮する。これらのゲルを、たとえば板腔内、脊椎管内、または周囲組織内に配置すること
ができる。
【０１２１】
　カニューレおよび針
　“カニューレ”または“針”を用いてデポー剤を標的部位に投与しうることは当業者に
自明であろう；これらは、標的とする臓器または解剖学的領域へ薬物を適用するのに適切
な薬物送達デバイス、たとえば注射器、銃型薬物送達デバイス、または他のいずれかの医
療用デバイスの一部であってもよい。薬物デポーデバイスのカニューレまたは針は、患者
に及ぼす身体的および精神的な傷害を最小限にするように設計される。
【０１２２】
　カニューレまたは針はチューブを含み、これらはたとえばポリウレタン、ポリウレア、
ポリエーテル（アミド）、ＰＥＢＡ、熱可塑性弾性オレフィン、コポリエステル、および
スチレン系熱可塑性エラストマー、鋼、アルミニウム、ステンレス鋼、チタン、非鉄金属
含量が高く鉄の相対的割合が低い合金、炭素繊維、ガラス繊維、プラスチック、セラミッ
ク、またはその組合わせなどの材料から作成できる。カニューレまたは針は、場合により
１以上のテイパー付き領域を含むことができる。多様な態様において、カニューレまたは
針はベベル付きであってもよい。カニューレまたは針は、埋込み部位に応じて患者を的確
に処置するために重要な先端様式をもつこともできる。先端様式の例には、たとえばＴｒ
ｅｐｈｉｎｅ、Ｃｏｕｒｎａｎｄ、Ｖｅｒｅｓｓ、Ｈｕｂｅｒ、Ｓｅｌｄｉｎｇｅｒ、Ｃ
ｈｉｂａ、Ｆｒａｎｃｉｎｅ、Ｂｉａｓ、Ｃｒａｗｆｏｒｄ、彎曲した先端、Ｈｕｓｔｅ
ａｄ、Ｌａｎｃｅｔ、またはＴｕｏｈｅｙが含まれる。多様な態様において、カニューレ
または針は非穿孔型であって、不要な穿刺を避けるためにそれを覆う鞘を備えていてもよ
い。
【０１２３】
　中空のカニューレまたは針の寸法は、特に埋込み部位に依存するであろう。たとえば、
硬膜外腔の幅は、胸郭領域で約３～５ｍｍ、腰椎領域で約５～７ｍｍにすぎない。したが
って、針またはカニューレは、多様な態様において、これらの特定領域に合わせて設計す
ることができる。多様な態様において、カニューレまたは針は、大孔法（ｔｒａｎｓｆｏ
ｒａｍｉｎａｌ　ａｐｐｒｏａｃｈ）を用いて、たとえば炎症した神経根に沿って椎孔腔
に挿入し、この部位に薬物デポー剤をその状態の処置のために埋め込むことができる。一
般に大孔法は、椎間孔を通して椎間腔に接近することを伴う。
【０１２４】
　カニューレまたは針の長さの若干例には、約５０から１５０ｍｍまでの長さ、たとえば
小児硬膜外用には約６５ｍｍ、標準的な成人用には約８５ｍｍ、肥満成人患者には約１１
０ｍｍが含まれるが、これらに限定されない。カニューレまたは針の厚みも埋込み部位に
依存するであろう。多様な態様において、厚みには約０．０５から約１．６５５までが含
まれるが、これらに限定されない。カニューレまたは針のゲージは、ヒトもしくは動物の
体内に挿入するための最大もしくは最小の直径、またはその中間の直径であってもよい。
最大直径は一般に約１４ゲージであり、一方、最小直径は約２５ゲージである。多様な態
様において、針またはカニューレのゲージは約１８～約２２ゲージである。
【０１２５】
　多様な態様において、薬物デポー剤および／またはゲルと同様に、カニューレまたは針
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は皮膚下の部位またはその付近の位置を指示する投与Ｘ線撮影マーカーを含み、したがっ
て利用者は多数の診断イメージング法のいずれかを用いてデポー剤をその部位またはその
付近に正確に配置することができる。そのような診断イメージング法には、たとえばＸ線
イメージングまたは蛍光透視法が含まれる。そのようなＸ線撮影マーカーの例には、バリ
ウム、リン酸カルシウム、および／または金属のビーズもしくは粒子が含まれるが、これ
らに限定されない。
【０１２６】
　多様な態様において、針またはカニューレは、超音波、蛍光透視法、Ｘ線、または他の
イメージング技術により視覚化しうる透明または半透明の部分を含むことができる。その
ような態様において、透明または半透明の部分はＸ線不透過性材料または超音波応答性形
状を含むことができ、これらはその材料または形状が無いものと比較して針またはカニュ
ーレのコントラストを高める。
【０１２７】
　殺菌
　薬物デポー剤、および／または薬物を投与するための医療用デバイスは殺菌可能である
。多様な態様において、薬物デポー剤、および／または薬物を投与するための医療用デバ
イスの１以上の構成要素は、最終パッケージングの末端殺菌工程で照射により殺菌される
。製品の末端殺菌によって、個々の製品構成要素を個別に殺菌して最終パッケージを無菌
環境で組み立てる必要がある無菌法などの方法より確実な殺菌性が得られる。
【０１２８】
　一般に、多様な態様において、ガンマ線照射を末端殺菌工程に用い、これはデバイスの
深部に浸透するガンマ線からのイオン化エネルギーの利用を伴う。ガンマ線は微生物を死
滅させる効果が高く、残留物を残さず、デバイスに放射能を付与するのに十分なエネルギ
ーももたない。デバイスがパッケージ内にある場合でもガンマ線を使用でき、ガンマ線殺
菌は高圧または真空の条件を必要とせず、したがって、パッケージのシールその他の構成
要素が応力を受けることはない。さらに、ガンマ線照射は透過性パッケージング材料の必
要性を排除する。
【０１２９】
　多様な態様において、電子ビーム（ｅ－ビーム）照射を用いてデバイスの１以上の構成
要素を殺菌することができる。ｅ－ビーム照射は、ある形のイオン化エネルギーを含み、
これは一般に低い浸透性および高い線量率を特徴とする。ｅ－ビーム照射は、接触した際
に生殖細胞、微生物を含めた種々の化学結合および分子結合を変化させるという点で、ガ
ンマ線処理と類似する。ｅ－ビーム殺菌のために形成されるビームは、電気の加速および
変換により発生する濃縮された高電荷の電子流である。ｅ－ビーム殺菌は、たとえば薬物
デポー剤がゲルに含有されている場合に使用できる。
【０１３０】
　他の方法を用いてデポー剤および／または１以上のデバイス構成要素を殺菌することも
でき、これには、たとえばエチレンオキシドによるガス殺菌またはスチーム殺菌が含まれ
るが、これらに限定されない。
【０１３１】
　キット
　多様な態様において、その処置を必要とする患者において疼痛および／または炎症を軽
減、予防もしくは治療するのに有用な複数の埋込型薬物デポー剤を含むキットが提供され
、このキットは、療法有効ボーラス量の鎮痛薬および／または抗炎症薬またはその医薬的
に許容できる塩類を皮膚下の部位において放出しうる第１セットの複数の薬物デポー剤、
ならびに療法有効量の鎮痛薬および／または抗炎症薬またはその医薬的に許容できる塩類
を少なくとも３日の期間にわたって放出しうる第２セットの複数の薬物デポー剤を含む。
【０１３２】
　このキットは、薬物デポー剤、および／または薬物デポー剤（たとえばペレット、ゲル
など）を埋め込むために一緒に組み合わせて用いる医療用デバイスと共に、追加部品を含
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むことができる。キットは薬物デポーデバイスを第１コンパートメントに収容することが
できる。第２コンパートメントは薬物デポー剤を保持するカニスターを収容することがで
き、あるいは異なる放出プロフィールをもつそれぞれの薬物デポー剤にラベルを付けて異
なるコンパートメント（たとえば、ボーラス投与デポー剤コンパートメント、持続放出デ
ポー剤コンパートメントなど）に入れることができ、また局在化した薬物送達に必要な他
のいずれかの器具を収容することができる。第３コンパートメントは、手袋、ドレープ（
ｄｒａｐｅ）、創傷包帯、および埋込み操作の無菌性を維持するための他の手順用品、な
らびに指示パンフレットを収容することができる。第４コンパートメントは、追加のカニ
ューレおよび／または針を収容することができる。各ツールは、照射殺菌したプラスチッ
クパウチ内に個別にパッケージすることができる。第５コンパートメントは、Ｘ線撮影イ
メージングのための薬剤を収容することができる。キットのカバーに埋込み操作の指示を
含めることができ、無菌性を維持するために透明なプラスチックカバーをこれらのコンパ
ートメント上に配置することができる。
【０１３３】
　投与
　多様な態様において、鎮痛薬および抗炎症薬を非経口投与することができる。本明細書
中で用いる用語“非経口”は、胃腸管を迂回する投与様式を表わし、たとえば静脈内、筋
肉内、連続的もしくは間欠的な注入、腹腔内、胸骨内、皮下、手術中、クモ膜下、板内、
板周囲、硬膜外、脊椎周囲、関節内への注射、またはその組合わせを含む。
【０１３４】
　非経口投与はさらに、たとえば医薬組成物（たとえば鎮痛薬と抗炎症薬の組合わせ）を
脊椎または１以上の炎症関節付近にカテーテルを通して投与する注入ポンプ、標的部位ま
たはその付近に挿入できる埋込型ミニポンプ、毎時一定量の組成物または間欠的なボーラ
ス量を放出しうる埋込型の制御放出デバイスまたは持続放出送達システムを含むことがで
きる。使用するのに適切なポンプの一例は、ＳｙｎｃｈｒｏＭｅｄ（登録商標）（Ｍｅｄ
ｔｒｏｎｉｃ、ミネソタ州ミネアポリス）ポンプである。このポンプは３つの密閉チャン
バーをもつ。１つはエレクトロニクスモジュールおよびバッテリーを収容する。第２は蠕
動ポンプおよび薬物貯蔵部を収容する。第３は不活性ガスを収容し、これは医薬組成物を
蠕動ポンプ内へ押し込むのに必要な圧力を供給する。ポンプに充填するために、医薬組成
物を貯蔵部充填口から膨張式の貯蔵部へ注入する。不活性ガスが貯蔵部に対する圧力を形
成し、この圧力により医薬組成物がフィルターを通してポンプチャンバー内へ押し込まれ
る。次いで医薬組成物はポンプチャンバーからデバイス外へ送出されてカテーテルに入り
、これが医薬組成物を標的部位に貯留するように方向づける。医薬組成物の送達速度はマ
イクロプロセッサーにより制御される。これによりポンプを用いて同様な量または異なる
量の医薬組成物を、連続的に、特定の時点で、または設定した送達間隔で送達することが
できる。
【０１３５】
　本明細書に記載する方法に適用するのに適切な有望な薬物送達デバイスには、たとえば
下記に記載のものが含まれるが、これらに限定されない：Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ　
Ｐａｔｅｎｔ　Ｎｏ．６，５５１，２９０（Ｍｅｄｔｒｏｎｉｃに譲渡；その開示内容全
体を本明細書に援用する）、これは特定の薬物送達をターゲティングするための医療用カ
テーテルを記載する；Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ　Ｐａｔｅｎｔ　Ｎｏ．６，５７１，
１２５（Ｍｅｄｔｒｏｎｉｃに譲渡；その開示内容全体を本明細書に援用する）、これは
生物活性薬剤を制御放出するための埋込型医療用デバイスを記載する；Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓ
ｔａｔｅｓ　Ｐａｔｅｎｔ　Ｎｏ．６，５９４，８８０（Ｍｅｄｔｒｏｎｉｃに譲渡；そ
の開示内容全体を本明細書に援用する）、これは療法薬を生体内の選択した部位に送達す
るための実質内注入用カテーテルシステムを記載する；およびＵｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅ
ｓ　Ｐａｔｅｎｔ　Ｎｏ．５，７５２，９３０（Ｍｅｄｔｒｏｎｉｃに譲渡；その開示内
容全体を本明細書に援用する）、これは間隔をおいた部位に等体積の薬剤を注入するため
の埋込型カテーテルを記載する。多様な態様において、ポンプは、フィードバック調節式
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送達を備えたプレプログラミング可能な埋込型装置、化学物質を制御放出するためのマイ
クロレザバー浸透圧放出システム、液体医薬を送達するための小型軽量デバイス、埋込型
マイクロミニチュア注入デバイス、埋込型セラミック弁ポンプアセンブリー、または折た
たみ式流体チャンバーを備えた埋込型注入ポンプで適合させることができる。Ａｌｚｅｔ
（登録商標）浸透圧ポンプ（Ｄｕｒｅｃｔ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ、カリフォルニア州
クーパーチノ）も、本明細書に記載する方法に使用するのに適切な多様なサイズ、送出速
度および持続時間のものを入手できる。多様な態様において、療法薬を患者の標的組織部
位またはその付近に送達するための方法が提供される。この方法は、カニューレを標的組
織部位またはその付近に挿入し、薬剤デポー剤を患者の皮膚下の標的部位に埋め込み、ゲ
ルを標的部位にブラッシング、点滴注入、注射または塗布して、薬剤デポー剤を標的部位
に保持または接着することを含む。この方法で、薬剤デポー剤が標的部位から不都合に移
行するのが抑制または排除される。
【０１３６】
　多様な態様において、鎮痛薬と抗炎症薬の組合わせは局所的に（ｌｏｃａｌｌｙ）投与
されるので、療法有効量は他の経路（経口、局所（ｔｏｐｉｃａｌ）など）によって投与
する量より少なくてよい。また、全身的な副作用、たとえば肝トランスアミナーゼ増加、
肝炎、肝不全、筋障害、便秘などを軽減または排除することができる。
【０１３７】
　多様な態様において、薬物デポー剤を分散含有するゲルを要望する部位に投与するため
に、まずカニューレまたは針を皮膚および軟組織を通って標的組織部位にまで挿入し、そ
してゲルを標的部位またはその付近に投与（たとえばブラッシング、点滴注入、注射また
は塗布など）することができる。薬物デポー剤がゲルから分離している態様においては、
まずカニューレまたは針を皮膚および軟組織を通って注入部位にまで挿入し、そしてゲル
の１以上のベース層を標的部位に投与することができる。１以上のベース層を投与した後
、薬物デポー剤をこれらのベース層の上または内部に埋め込み、これによりゲルはデポー
剤をその場に保持し、または移行を抑制することができる。必要ならば、デポー剤を取り
囲んでさらにその場に保持するために、続いて１以上のゲルの層を薬物デポー剤に付与す
ることができる。あるいは、まず薬物デポー剤を埋め込み、次いでゲルを薬物デポー剤の
周囲に配置（たとえばブラッシング、点滴注入、注射または塗布など）して、デポー剤を
その場に保持することができる。ゲルの使用により、患者に対する身体的および精神的な
傷害を最小限に抑えて、薬物デポー剤の精密かつ正確な埋込みを達成できる。ゲルは薬物
デポー剤を標的部位に縫合する必要性をも回避して、患者に対する身体的および精神的な
傷害を抑制する。
【０１３８】
　多様な態様において、標的部位が脊椎領域を含む場合、まず体液（たとえば脊髄液など
）の一部を標的部位からカニューレまたは針により取り出し、次いでデポー剤を投与（た
とえば配置、点滴注入、注射または埋込みなど）することができる。標的部位は再水和（
たとえば体液の再補給）され、この水性環境により薬物はデポー剤から放出されるであろ
う。
【０１３９】
　図４は、患者内において炎症および／または疼痛が起きる部位の可能性がある多数の一
般的な位置を示す。図４に示す位置が患者内において炎症および／または疼痛の部位であ
る可能性がある多種多数な位置の例示にすぎないことは認識されるであろう。たとえば、
炎症および／または疼痛は患者の膝２１、股関節部２２、指２３、親指２４、首２５、お
よび脊椎２６に起きる可能性がある。
【０１４０】
　炎症による疼痛の管理に際してデポー剤を用いるのに適切な態様の一例を図５に示す。
図５には、脊椎の背面図、ならびにカニューレまたは針を用いて薬物デポー剤を皮膚３４
下の脊椎部位３２に挿入しうる部位（たとえば椎間板腔、脊椎管、脊椎周囲の軟組織、神
経根など）、ならびに１以上の薬物デポー剤２８および３２を脊椎に沿って送達する部位
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を模式的に示す。このように、幾つかの薬物デポー剤を埋め込む場合には、位置、的確な
間隔、および薬物分布を最適化するようにそれらを埋め込む。
【０１４１】
　脊椎部位を示したが、前記のように薬物デポー剤を皮膚下のいずれかの部位に送達する
ことができ、これには少なくとも１つの筋肉、靭帯、腱、軟骨、椎間板、椎間孔腔、脊椎
神経根付近、または脊椎管が含まれるが、これらに限定されない。
【０１４２】
　少なくとも１種類の鎮痛薬および少なくとも１種類の抗炎症薬をベースとする配合物を
用いて、種々の医薬製剤（たとえば薬物デポー剤、注射用配合物など）を調製することが
できる。医薬製剤は、投与に際して適切な医薬用キャリヤー（固体でも液体でもよい）を
用いて調製し、所望により非経口または他の投与に適切な形態にすることができる。当業
者に自明のとおり、既知のキャリヤーには水、ゼラチン、乳糖、デンプン、ステアリン酸
、ステアリン酸マグネシウム、シカリルアルコール（ｓｉｃａｒｙｌ　ａｌｃｏｈｏｌ）
、タルク、植物油、ベンジルアルコール類、ガム、ろう、プロピレングリコール、ポリア
ルキレングリコール、および他の既知のキャリヤーが含まれるが、これらに限定されない
。
【０１４３】
　他の態様は、炎症および／または疼痛に罹患している哺乳動物を処置する方法を提供し
、この方法は療法有効量の少なくとも１種類の鎮痛薬および少なくとも１種類の抗炎症薬
を、標的部位またはその付近の皮膚下の標的部位に投与することを含む。この少なくとも
１種類の鎮痛薬および少なくとも１種類の抗炎症薬は、たとえば標的組織部位へ局所的に
薬物デポー剤として投与することができる。
【０１４４】
　ある態様において、療法有効投与量および放出速度プロフィールは、炎症および／また
は疼痛を少なくとも１日間、たとえば１～９０日間、１～１０日間、１～３日間、３～７
日間、３～１２日間、３～１４日間、７～１０日間、７～１４日間、７～２１日間、７～
３０日間、７～５０日間、７～９０日間、７～１４０日間、または１４～１４０日間、軽
減するのに十分なものである。
【０１４５】
　ある態様においては、少なくとも１種類の鎮痛薬および少なくとも１種類の抗炎症薬、
または少なくとも１種類の鎮痛薬および少なくとも１種類の抗炎症薬の一部が、標的組織
にボーラス量として投与され、少なくとも１種類の鎮痛薬および少なくとも１種類の抗炎
症薬の即時放出を提供する。
【０１４６】
　ある態様においては、有効量の少なくとも１種類の鎮痛薬および少なくとも１種類の抗
炎症薬を含む、炎症の処置に有用な組成物が得られ、これをたとえば疼痛または炎症の部
位に投与することができる。たとえば、それらを脊髄の椎間孔、硬膜外腔またはクモ膜下
腔に局所的に投与することができる。投与経路の例にはカテーテル薬物ポンプ、１以上の
局所注入、ポリマー放出、またはその組合わせが含まれるが、これらに限定されない。
【０１４７】
　ある態様においては、少なくとも１種類の鎮痛薬および少なくとも１種類の抗炎症薬を
非経口的に、たとえば注射により投与する。ある態様において、注射はクモ膜下に行なわ
れ、これは脊椎管（脊髄を囲むクモ膜下腔）内への注射を表わす。注射は筋肉その他の組
織内へ行なうこともできる。他の態様においては、鎮痛薬および抗炎症薬を外科処置中の
患者の切開腔内へ配置することにより投与する。
【０１４８】
　ある態様においては、配合物を外科処置時に標的組織部位またはその付近に埋込むこと
ができる。次いで、疼痛および炎症に対処するために、有効成分をデポー剤からある期間
、たとえば外科処置後３～１５日間、５～１０日間、または７～１０日間にわたり、拡散
によって持続的に放出させることができる。
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【０１４９】
　ある態様においては、要望する放出プロフィールを少なくとも３日間、少なくとも１０
日間、少なくとも２０日間、少なくとも３０日間、少なくとも４０日間、少なくとも５０
日間、少なくとも９０日間、少なくとも１００日間、少なくとも１３０日間、少なくとも
１５０日間、または少なくとも１８０日間、維持する。
【０１５０】
　ある態様において、薬剤デポー剤は、薬剤デポー剤に装填した少なくとも１種類の鎮痛
薬またはその医薬的に許容できる塩および少なくとも１種類の抗炎症薬の全量に対して５
％、１０％、１５％、２０％、２５％、３０％、４０％、５０％、６０％、７０％、８０
％、９０％、９５％または９９％の少なくとも１種類の鎮痛薬またはその医薬的に許容で
きる塩および少なくとも１種類の抗炎症薬またはその医薬的に許容できる塩を、少なくと
も３日間、少なくとも７日間、少なくとも１０日間、少なくとも２０日間、少なくとも３
０日間、少なくとも４０日間、少なくとも５０日間、少なくとも９０日間、少なくとも１
００日間、少なくとも１３０日間、少なくとも１５０日間、または少なくとも１８０日間
の期間にわたって放出することができる。多様な態様において、鎮痛薬は初期バースト量
で放出され、次いで鎮痛薬は３日間にわたって毎日放出され、次いで停止するであろう（
たとえば、これは術後痛を軽減、予防もしくは治療するのに適切であろう）；一方、抗炎
症薬は、バースト量なしに、薬物デポー剤を標的組織部位に投与した後３～１２日間、５
～１０日間、または７～１０日間、毎日放出されるであろう。
【０１５１】
　多様な態様において、その処置を必要とする患者において疼痛および／または炎症を軽
減、予防もしくは治療するのに有用な埋込型薬物デポー剤が提供され、この埋込型薬物デ
ポー剤は、療法有効量の鎮痛薬および抗炎症薬またはその医薬的に許容できる塩類を含み
、デポー剤は疼痛および／または炎症を軽減、予防もしくは治療するために皮膚下の部位
に埋め込むことができ、その際、薬物デポー剤は、（ｉ）薬剤デポー剤に装填した鎮痛薬
および抗炎症薬またはその医薬的に許容できる塩類の全量に対して約５％～約２０％の鎮
痛薬および抗炎症薬またはその医薬的に許容できる塩類を、４８時間までの期間にわたっ
て放出しうる、１以上の即時放出層、ならびに（ｉｉ）薬剤デポー剤に装填した鎮痛薬お
よび抗炎症薬またはその医薬的に許容できる塩類の全量に対して約２１％～約９９％の鎮
痛薬および抗炎症薬またはその医薬的に許容できる塩類を、その後の３日～６カ月または
３日～２週の期間にわたって放出しうる、１以上の持続放出層を含む。
【０１５２】
　限定ではないが、たとえば標的組織部位は少なくとも１つの筋肉、靭帯、腱、軟骨、椎
間板、脊椎神経根付近の椎間孔腔、椎間関節突起（ｆａｃｅｔ）、または脊椎管を含むこ
とができる。標的組織は急性疾患もしくは慢性疾患または外科処置に関連する可能性があ
る。
【０１５３】
　ある態様において、少なくとも１種類の鎮痛薬またはその医薬的に許容できる塩および
少なくとも１種類の抗炎症薬またはその医薬的に許容できる塩は、ゲルに懸濁したマイク
ロ粒子、マイクロスフェア、マイクロカプセルおよび／またはマイクロファイバーを含む
複数の薬物デポー剤に封入されている。
【０１５４】
　ある態様においては、埋込型薬物デポー剤が提供され、この薬物デポー剤は（ｉ）療法
有効ボーラス量の少なくとも１種類の鎮痛薬またはその医薬的に許容できる塩および少な
くとも１種類の抗炎症薬またはその医薬的に許容できる塩を皮膚下の部位において放出す
る１以上の即時放出層、ならびに（ｉｉ）有効量の少なくとも１種類の鎮痛薬またはその
医薬的に許容できる塩および少なくとも１種類の抗炎症薬またはその医薬的に許容できる
塩を３日～６カ月の期間にわたって放出する１以上の持続放出層を含む。たとえば、薬物
デポー剤において、１以上の即時放出層はポリ（ラクチド－ｃｏ－グリコリド）（ＰＬＧ
Ａ）を含むことができ、１以上の持続放出層はポリラクチド（ＰＬＡ）を含むことができ
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る。
【０１５５】
　製造方法
　多様な態様において、有効成分を含む薬物デポー剤は、生体適合性ポリマーおよび療法
有効量の有効成分またはその医薬的に許容できる塩を組み合わせ、この組合わせから埋込
型薬物デポー剤を作成することにより製造できる。
【０１５６】
　生体適合性ポリマー（１以上）、療法薬（１以上）および任意材料から薬物デポー剤の
少なくとも一部を作成する多様な方法があり、これには溶液加工法および／または熱可塑
性加工法が含まれる。溶液加工法を用いる場合、溶剤系は一般に１種類以上の溶剤を含有
するように選択される。溶剤系は、一般に少なくとも１つの関連成分、たとえば生体適合
性ポリマーおよび／または療法薬に対する良溶剤である。溶剤系を構成する具体的な溶剤
種は、他の特性に基づいて選択することもでき、これには乾燥速度および表面張力が含ま
れる。
【０１５７】
　溶液加工法には下記のものが含まれる：溶剤キャスティング法、スピンコーティング法
、ウェブコーティング法、溶剤吹付け法、浸漬法、機械的懸濁によるコーティングを伴う
方法：これには空気懸濁法（たとえば流動コーティング）、インクジェット法および静電
法が含まれる。適切な場合、要望する放出速度および要望する粘稠度を得るために、上記
に挙げた方法を反復し、または組み合わせて、デポー剤を構築することができる。
【０１５８】
　多様な態様において、溶剤および生体適合性ポリマーを含有する溶液を合わせて、要望
するサイズおよび形状の型に入れる。こうして、バリヤー層、滑沢層などを含むポリマー
領域を形成することができる。所望により、溶液はさらに下記のうち１種類以上を溶解ま
たは分散した形で含むことができる：他の療法薬（１以上）、および他の任意添加剤、た
とえば造影剤など。これにより、溶剤を除去した後にこれらの種類を含有するポリマーマ
トリックス領域が得られる。他の態様において、溶液加工法および熱可塑性加工法を含め
た多様な方法を用いて作成できる既存のポリマー領域に、溶解または分散した療法薬を含
む溶剤を含有する溶液を付与すると、療法薬はポリマー領域に吸収される。
【０１５９】
　デポー剤またはその一部を作成するための熱可塑性加工法には、成形法（たとえば射出
成形、回転成形など）、押出し法（たとえば押出し、同時押出し、多層押出しなど）およ
びキャスティングが含まれる。
【０１６０】
　多様な態様における熱可塑性加工法は、１以上の段階で生体適合性ポリマーおよび下記
のうち１種類以上を混合または配合することを含む：有効成分、任意の追加療法薬（１以
上）、造影剤（１以上）など。得られた混合物を次いで造形して埋込型薬物デポー剤にす
る。混合および造形の操作は、当技術分野でそのような目的のために知られている通常の
装置のいずれかを用いて実施できる。
【０１６１】
　熱可塑性加工に際して、たとえばそのような加工に伴う温度上昇および／または機械的
剪断のため、療法薬（１以上）が分解する可能性がある。たとえば、特定の療法薬は通常
の熱可塑性加工条件下で実質的な分解を受ける場合がある。したがって、療法薬（１以上
）の実質的な分解を阻止する改変した条件下で加工を行なうのが好ましい。熱可塑性加工
に際して若干の分解を避け得ない可能性があることは理解されるが、分解は一般に１０％
以下に制限される。療法薬（１以上）の実質的な分解を避けるために加工中に制御しうる
加工条件には、温度、付与する剪断速度、付与する剪断応力、療法薬を含有する混合物の
滞留時間、およびポリマー材料と療法薬（１以上）を混合する手法が含まれる。
【０１６２】
　生体適合性ポリマーと療法薬（１以上）およびいずれかの追加添加剤を混合または配合
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してその実質的に均質な混合物を調製することは、当技術分野で既知の、ポリマー材料と
添加剤を混合するために慣用されるいずれかの装置を用いて実施できる。
【０１６３】
　熱可塑性材料を用いる場合、生体適合性ポリマーの加熱によりポリマーメルトを調製す
ることができ、これを種々の添加物（たとえば療法薬（１以上）、不活性成分など）と混
合して混合物を調製することができる。これを行なう一般的な方法は、生体適合性ポリマ
ー（１以上）と添加物（１以上）の混合物に機械的剪断を付与することである。生体適合
性ポリマー（１以上）と添加物（１以上）をこの様式で混合しうる装置には、一軸スクリ
ュー押出機、二軸スクリュー押出機、バンバリーミキサー、高速ミキサー、ロスケトル（
ｒｏｓｓ　ｋｅｔｔｌｅ）などの装置が含まれる。
【０１６４】
　いずれかの生体適合性ポリマー（１以上）および種々の添加物を、所望により最終的な
熱可塑性混合および造形のプロセスの前に予備混合することができる（たとえば、他の理
由のうち特に、療法薬の実質的な分解を避けるために）。
【０１６５】
　たとえば、多様な態様において、療法薬が存在すればその実質的な分解を生じるであろ
う温度および機械的剪断の条件下で、生体適合性ポリマーに造影剤（たとえば放射線不透
性物質）を予備配合する。この予備配合した材料を、次いでより低い温度および機械的剪
断の条件下で療法薬と混合し、得られた混合物を造形して、有効成分を含有する薬物デポ
ー剤にする。逆に、他の態様においては、低い温度および機械的剪断の条件下で生体適合
性ポリマーに療法薬を予備配合することができる。この予備配合した材料を、次いで同様
に低い温度および機械的剪断の条件下でたとえば放射線不透性物質と混合し、得られた混
合物を造形して薬物デポー剤にする。
【０１６６】
　生体適合性ポリマーと療法薬および他の添加物の混合物を得るために用いる条件は、た
とえば使用する個々の生体適合性ポリマー（１以上）および添加物（１以上）ならびに使
用する混合装置のタイプを含めた多数の要因に依存するであろう。
【０１６７】
　一例として、異なる生体適合性ポリマーは一般に異なる温度で軟化して混合が可能にな
るであろう。たとえば、ＰＬＧＡまたはＰＬＡポリマー、放射線不透性物質（たとえば次
炭酸ビスマス）、ならびに熱および／または機械的剪断によって分解しやすい療法薬（た
とえばクロニジン）を含有するデポー剤を作成する場合、多様な態様において、たとえば
約１５０℃～１７０℃の温度でＰＬＧＡまたはＰＬＡを放射線不透性物質と予備混合する
ことができる。次いで、療法薬をこの予備混合した組成物と合わせて、ＰＬＧＡまたはＰ
ＬＡ組成物に一般的なものより実質的に低い温度および機械的剪断の条件下でさらに熱可
塑性加工する。たとえば押出機を用いる場合、一般にバレル温度、押出し体積を制御して
剪断を制限し、したがって療法薬（１以上）の実質的な分解を阻止する。たとえば、二軸
スクリュー押出機を用いて、実質的に、より低い温度（たとえば１００～１０５℃）で、
実質的に少ない押出し体積（たとえば全容量の３０％未満、これは一般に２００ｃｃ／分
未満の押出し体積に相当する）で、療法薬と予備混合組成物を混合／配合することができ
る。これらの温度以上での加工は療法薬の実質的分解を生じるであろうから、この加工温
度は特定の有効成分、たとえば抗炎症薬および鎮痛薬の融点より十分に低いことに注目す
る。さらに、特定の態様において、加工温度は療法薬を含めて組成物中のすべての生物活
性化合物の融点より低いことに注目する。配合した後、得られたデポー剤を同様に低い温
度および剪断の条件下で造形して、要望する形状にする。
【０１６８】
　他の態様において、生分解性ポリマー（１以上）および１種類以上の療法薬を熱可塑性
法ではない方法により予備混合する。たとえば、生体適合性ポリマーを、１種類以上の溶
剤を含有する溶剤系に溶解することができる。希望するいずれかの物質（たとえば放射線
不透性物質、療法薬、または放射線不透性物質と療法薬の両方）を同様にこの溶剤系に溶
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解または分散させることができる。次いで、得られた溶液／分散液から溶剤を除去すると
、固体物質が生成する。得られた固体物質を、次いで所望により以後の熱可塑性加工（た
とえば押出し）のために造粒することができる。
【０１６９】
　他の例として、療法薬を溶剤系に溶解または分散させることができ、次いでこれを既存
の薬物デポー剤（既存の薬物デポー剤は、溶液加工法および熱可塑性加工法を含めた多様
な方法を用いて作成でき、それは放射線不透性物質および／または増粘剤を含めた多様な
添加剤を含むことができる）に付与すると、療法薬はその薬物デポー剤上または内部に吸
収される。前記のように、得られた固体物質を次いで所望により以後の加工のために造粒
することができる。
【０１７０】
　一般に押出し法を用いて、生体適合性ポリマー（１以上）、療法薬（１以上）および放
射線不透性物質（１以上）を含む薬物デポー剤を作成することができる。同時押出しも採
用できる；これは、同一または異なる層または領域を含む薬物デポー剤（たとえば、流体
に対する透過性をもち薬物を即時および／または持続的に放出させる１以上のポリマーマ
トリックス層または領域を含む、構造体）の製造に使用できる造形法である。他の加工法
および造形法、たとえば同時射出または逐次射出成形法によっても、多領域デポー剤を作
成することができる。
【０１７１】
　多様な態様において、熱可塑性加工から得られるデポー剤（たとえばペレット、ストリ
ップなど）を冷却する。冷却法の例には、空冷および／または冷却浴への浸漬が含まれる
。ある態様においては、押出されたデポー剤を冷却するために水浴を用いる。しかし、水
溶性の療法薬、たとえば有効成分を用いる場合、療法薬が浴中へ不必要に失われるのを避
けるために、浸漬時間を最小限に維持すべきである。
【０１７２】
　多様な態様において、浴から出た後に周囲空気ジェットまたは温風ジェットの使用によ
り水または水分を直ちに除去すると、デポー剤表面での薬物の再結晶も阻止され、したが
って埋込みまたは挿入に際して高い薬物量の“初期バースト”または“ボーラス量”が望
ましくない場合にこの放出プロフィールを抑制し、または最小限にすることができる。し
たがって、薬物デポー剤の持続放出領域は、多様な態様において、水または水分を直ちに
除去することにより形成できる。
【０１７３】
　多様な態様において、薬物デポー剤は、薬物をポリマーと混合し、または薬物にポリマ
ーを吹き付け、次いでデポー剤を要望する形状に成形することにより製造できる。多様な
態様において、有効成分を使用し、ＰＬＧＡまたはＰＥＧ５５０ポリマーと混合し、また
はポリマーを吹き付け、得られたデポー剤を押出しにより成形し、乾燥させることができ
る。
【０１７４】
　薬物デポー剤は、生体適合性ポリマーと療法有効量の少なくとも１種類の鎮痛薬または
その医薬的に許容できる塩および少なくとも１種類の抗炎症薬またはその医薬的に許容で
きる塩を組み合わせ、この組合わせから埋込型薬物デポー剤を成形することをも含む。
【０１７５】
　本明細書中の教示の精神または範囲から逸脱することなく、本明細書に記載した多様な
態様に対して多様な改変および変更をなしうることは当業者に自明であろう。したがって
、多様な態様は、本発明の教示の範囲に含まれる多様な態様の他の改変および変更を包含
するものとする。
【符号の説明】
【０１７６】
　１０　薬物デポー剤
　１２　第１の領域または層（第１セットの薬物デポー剤）
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　１４　第２の領域または層（第２セットの薬物デポー剤）
　１６　薬物デポー剤ハウジング
　２１　膝
　２２　股関節部
　２３　指
　２４　親指
　２５　首
　２６　脊椎
　２８　薬物デポー剤
　３２　脊椎部位
　３４　皮膚

【図１】 【図１Ａ】
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【図４】 【図５】
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【手続補正書】
【提出日】平成22年7月7日(2010.7.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　その処置を必要とする患者において疼痛および／または炎症を軽減、予防もしくは治療
するのに有用な複数の埋込型薬物デポー剤であって、療法有効ボーラス量の鎮痛薬および
／または抗炎症薬またはその医薬的に許容できる塩類を皮膚下の部位において放出しうる
第１セットの１以上の薬物デポー剤、ならびに療法有効量の鎮痛薬および／または抗炎症
薬またはその医薬的に許容できる塩類を少なくとも３日の期間にわたって放出しうる第２
セットの１以上の薬物デポー剤を含む、複数の埋込型薬物デポー剤。
【請求項２】
　第２セットの薬物デポー剤のうち少なくとも１つが鎮痛薬および／または抗炎症薬を３
日～６カ月の期間にわたって放出する、請求項１に記載の複数の埋込型薬物デポー剤。
【請求項３】
　第２セットの薬物デポー剤のうち少なくとも１つが鎮痛薬および／または抗炎症薬を３
日～２週の期間にわたって放出する、請求項１に記載の複数の埋込型薬物デポー剤。
【請求項４】
　第１セットの１以上の薬物デポー剤がボーラス量の鎮痛薬および抗炎症薬を放出する、
請求項１に記載の複数の埋込型薬物デポー剤。
【請求項５】
　第１および第２セットの薬物デポー剤が、鎮痛薬および／または抗炎症薬を含有する１
以上のポリマー層を含む、請求項１に記載の複数の埋込型薬物デポー剤。
【請求項６】
　鎮痛薬がアルフェンタニル、ブトルファノール、コデイン、フェンタニル、ヒドロモル
ホン、レボルファノール、メペリジン、モルヒネ、スフェンタニル、トラマドール、また
はその組合わせを含み、抗炎症薬がクロニジン、フルオシノロン、デキサメタゾン、スリ
ンダク、スルファサラジン、またはその組合わせを含む、請求項１に記載の複数の埋込型
薬物デポー剤。
【請求項７】
　第１および第２セットのそれぞれの薬物デポー剤が、ポリ（ラクチド－ｃｏ－グリコリ
ド）（ＰＬＧＡ）、ポリラクチド（ＰＬＡ）、ポリグリコリド（ＰＧＡ）、Ｄ－ラクチド
、Ｄ，Ｌ－ラクチド、Ｌ－ラクチド、Ｄ，Ｌ－ラクチド－ε－カプロラクトン、Ｄ，Ｌ－
ラクチド－グリコリド－ε－カプロラクトン、グリコリド－カプロラクトン、ポリ（グリ
コリド－，－カプロラクトン）、またはその組合わせのうち１以上を含む少なくとも１種
類の生分解性ポリマーを含む、請求項１に記載の複数の埋込型薬物デポー剤。
【請求項８】
　第１または第２セットのそれぞれの薬物デポー剤がポリマーを含み、該ポリマーが薬物
デポー剤の約２０重量％～約９０重量％を構成する、請求項１に記載の複数の埋込型薬物
デポー剤。
【請求項９】
　少なくとも１つの薬物デポー剤が、その薬物デポー剤を標的組織部位に投与した後、３
日～６カ月の期間にわたって、その薬物デポー剤に装填された鎮痛薬および／または抗炎
症薬またはその医薬的に許容できる塩類の全量に対して約２０％～約９９％の鎮痛薬およ
び／または抗炎症薬またはその医薬的に許容できる塩類を放出する、請求項１に記載の複
数の埋込型薬物デポー剤。
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【請求項１０】
　その処置を必要とする患者において疼痛および／または炎症を軽減、予防もしくは治療
するのに有用な複数の埋込型薬物デポー剤を含むキットであって、療法有効ボーラス量の
鎮痛薬および／または抗炎症薬またはその医薬的に許容できる塩類を皮膚下の部位におい
て放出しうる第１セットの複数の薬物デポー剤、ならびに療法有効量の鎮痛薬および／ま
たは抗炎症薬またはその医薬的に許容できる塩類を少なくとも３日の期間にわたって放出
しうる第２セットの複数の薬物デポー剤を含むキット。
【請求項１１】
　第２セットの複数の薬物デポー剤が鎮痛薬および／または抗炎症薬を３日～６カ月の期
間にわたって放出する、請求項１０に記載のキット。
【請求項１２】
　第１セットの複数の薬物デポー剤がボーラス量の鎮痛薬を放出する、請求項１０に記載
のキット。
【請求項１３】
　その処置を必要とする患者において疼痛および／または炎症を軽減、予防もしくは治療
する方法であって、複数の埋込型薬物デポー剤を患者の皮膚下の標的組織部位またはその
付近に投与することを含み、その際、第１セットの複数の薬物デポー剤は療法有効ボーラ
ス量の鎮痛薬および／または抗炎症薬またはその医薬的に許容できる塩類を放出すること
ができ、第２セットの複数の薬物デポー剤は療法有効量の鎮痛薬および／または抗炎症薬
またはその医薬的に許容できる塩類を少なくとも３日の期間にわたって放出することがで
きる方法。
【請求項１４】
　第１および第２セットの複数の薬物デポー剤を、疼痛を発生させるものを三角法で定め
る複数の標的組織部位に投与する、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　第１および／または第２セットの複数の薬物デポー剤が、ポリ（ラクチド－ｃｏ－グリ
コリド）（ＰＬＧＡ）、ポリラクチド（ＰＬＡ）、ポリグリコリド（ＰＧＡ）、Ｄ－ラク
チド、Ｄ，Ｌ－ラクチド、Ｌ－ラクチド、Ｄ，Ｌ－ラクチド－ε－カプロラクトン、Ｄ，
Ｌ－ラクチド－グリコリド－ε－カプロラクトン、またはその組合わせのうち１以上を含
む少なくとも１種類の生分解性ポリマーを含む、請求項１３に記載の方法。
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