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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
以下：
（ｉ）錠剤の全重量の３分の１を超える量のマトリックス材料；および
（ｉｉ）錠剤の全重量の３分の２未満の量の複数の微粒子；
を含むタンパーレジスタント錠剤であって、前記微粒子が、乱用される可能性がある薬理
学的に活性な化合物およびポリアルキレンオキシドを含み；そして、マトリックス材料内
に不連続相を形成し、前記の薬理学的に活性な化合物が精神刺激薬であり、マトリックス
材料の含有量が錠剤の全重量を基準として少なくとも４０重量％であり、
　前記錠剤は、ｉｎ　ｖｉｔｒｏ条件下で、欧州薬局方に従う薬理学的に活性な化合物の
即時放出を提供する、
タンパーレジスタント錠剤。
【請求項２】
　前記の薬理学的に活性な化合物が、アンフェタミン、アンフェタミニル、ジメシル酸リ
スデキサンフェタミン、メタンフェタミン、メチルフェニデートおよびこれらの生理学的
に許容可能な塩からなる群から選択される精神刺激薬である、請求項１に記載の錠剤。
【請求項３】
ｉｎ　ｖｉｔｒｏ条件下で、最大で３分の欧州薬局方に従って測定された崩壊時間を有す
る、請求項１または２に記載の錠剤。
【請求項４】
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微粒子が約１０００±２５０μｍの平均直径および／または約７５０±２５０μｍの平均
長さを有する、請求項１～３のいずれか１つに記載の錠剤。
【請求項５】
薬理学的に活性な化合物がポリアルキレンオキシド中に分散されている、請求項１～４の
いずれか１つに記載の錠剤。
【請求項６】
ポリアルキレンオキシドの含有量が微粒子の全重量を基準として少なくとも２５重量％で
ある、請求項１～５のいずれか１つに記載の錠剤。
【請求項７】
薬理学的に活性な化合物の含有量が微粒子の全重量を基準として少なくとも２５重量％で
ある、請求項１～６のいずれか１つに記載の錠剤。
【請求項８】
微粒子がホットメルト押出物である、請求項１～７のいずれか１つに記載の錠剤。
【請求項９】
微粒子がフィルムコーティングされている、請求項１～８のいずれか１つに記載の錠剤。
【請求項１０】
マトリックス材料も微粒子形態で存在する、請求項１～９のいずれか１つに記載の錠剤。
【請求項１１】
マトリックス材料が乾式造粒または圧縮されている、請求項１～１０のいずれか１つに記
載の錠剤。
【請求項１２】
マトリックス材料が結合剤、増量剤、崩壊剤および／または滑沢剤を含む、請求項１～１
１のいずれか１つに記載の錠剤。
【請求項１３】
崩壊剤が架橋されている、請求項１２に記載の錠剤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マトリックス材料と、薬理学的に活性な化合物を含み、マトリックス材料内
に不連続相を形成する複数の微粒子とを含む、タンパーレジスタント錠剤に関する。
【背景技術】
【０００２】
　薬理学的に活性な物質の多くは、乱用または悪用されるおそれがあり、すなわち、それ
らはそれらの意図される使用とは一致しない効果をもたらすために使用され得る。したが
って、例えば、重篤～極めて重篤な疼痛の制御に優れた効能を示すオピオイドは、多くの
場合に、乱用されて酩酊に似た高揚感の状態を誘発する。従って、特に、向精神性の効果
を有する活性物質が乱用される。
【０００３】
　乱用を可能にするために、対応する剤形、例えば錠剤またはカプセル剤は、例えば乱用
者によって砕かれ、例えばすり砕かれ、活性物質が、好ましくは水性液体を使用して、そ
のようにして得られた粉末から抽出され、場合により脱脂綿または紙綿によってろ過され
た後に、得られた溶液が非経口的に、特に静脈内に投与される。このタイプの投薬は、経
口的な乱用と比較して活性物質の速い拡散でさえも、乱用者によって所望される結果、す
なわち、キックとともにもたらす。このキックまたはこれらの酩酊様の高揚感の状態はま
た、粉末化剤形を経鼻的に投与する、すなわち、鼻から吸い込むと達成される。
【０００４】
　薬物乱用を回避するための種々の構想が練られてきた。
【０００５】
　剤形中に有害な薬剤および／またはアンタゴニストを、それらが剤形が不正使用される
場合にのみ、それらの有害なおよび／または拮抗効果をもたらすように組み込むことが提
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案されてきた。しかしながら、大抵はそのような有害な薬剤の存在は望ましくなく、有害
な薬剤および／またはアンタゴニストに依存せずに、十分なタンパーレジスタンスを提供
する必要がある。
【０００６】
　乱用を防ぐ他の構想は、医薬剤形の機械的性質、特に破壊強度（耐粉砕性）の増加に依
拠する。このような医薬剤形の主な利点は、通常の手段、例えば、乳鉢中でのすり砕き又
はハンマーによる破砕によって粉砕すること、特に粉状化することが不可能であるか、又
は少なくとも実質的に妨げられることである。
したがって、乱用に必要な、潜在的な濫用者にとって通常利用可能な手段による剤形の粉
状化が、防がれるか少なくとも複雑になる。
【０００７】
　このような医薬剤形は、通常の手段によって粉末化され得ないために、粉末の形態で、
例えば、経鼻的に投与することができないので、それらに含有される薬理学的に活性な化
合物の薬物乱用の回避に有用である。これらの医薬剤形は、その機械的性質、特に高い破
壊強度により、タンパーレジスタントとなる。このようなタンパーレジスタント医薬剤形
との関連で、例えば、ＷＯ２００５／０１６３１３（特許文献１）、ＷＯ２００５／０１
６３１４（特許文献２）、ＷＯ２００５／０６３２１４（特許文献３）、ＷＯ２００５／
１０２２８６（特許文献４）、ＷＯ２００６／００２８８３（特許文献５）、ＷＯ２００
６／００２８８４（特許文献６）、ＷＯ２００６／００２８８６（特許文献７）、ＷＯ２
００６／０８２０９７（特許文献８）、ＷＯ２００６／０８２０９９（特許文献９）及び
ＷＯ２００９／０９２６０１（特許文献１０）を参照できる。
【０００８】
　乱用から守られたこれらの剤形は、乱用可能性がある活性物質の制御された、好ましく
は遅れた放出によって区別される。しかしながら、乱用の可能性を有する活性物質を使用
する多数の治療適用、例えば鎮痛に関しては、活性物質の急速な放出が必要である。
【０００９】
　ＷＯ２０１０／１４０００７（特許文献１１）には、薬剤を含む溶融押出微粒子を含む
剤形であって、前記の溶融押出微粒子がマトリックスにおいて不連続相として存在する剤
形が開示されている。該剤形は、薬剤の持続放出を提供する。
【００１０】
　ＷＯ２００８／１０７１４９（特許文献１２）には、乱用のおそれがある１種またはそ
れ以上の活性物質、少なくとも１種の合成もしくは天然ポリマー、および少なくとも１種
の崩壊剤を含有する、乱用が防止された多微粒子性剤形であって、錠剤の個々の粒子が少
なくとも５００Ｎの破壊強度および４５分後において少なくとも７５％の活性物質の放出
を有する剤形が開示されている。例証されたカプセル剤は、薬理学的に活性な化合物の急
速な放出を提供する。
【００１１】
　ＵＳ２０１０／００９２５５３（特許文献１３）には、固体の多微粒子性経口医薬形態
であって、その組成および構造によって悪用を回避できる医薬形態が開示されている。該
微粒子は、薬剤の制御放出を保証し、同時に悪用を回避するように、コーティングされた
微粒子に粉砕抵抗を与える、非常に厚いコーティング層を有する。
【００１２】
　ＷＯ２００８／０３３５２３（特許文献１４）には、乱用され易い１種の活性医薬成分
を少なくても含み得る粒状化物を含み得る医薬組成物が開示されている。粒子は、アルコ
ール可溶性およびアルコール不溶性の両方、および少なくとも部分的に水溶性である材料
を含む。両方の材料をアルコールおよび水の存在下で粒状化する。該粒状化物はまた、粉
砕抵抗性を示す粒状化物上にコーティングを含むことができる。顆粒上への材料の堆積は
、アルコールをベースとする溶剤を使用して行われる。
【００１３】
　しかしながら、カプセル剤の特性はあらゆる点で、例えば崩壊時間、患者のコンプライ
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アンス（例えば嚥下可能性）および製造の容易性に関して満足できるものではない。さら
に、カプセル剤は多くの場合にゼラチンを含み、従って、牛海綿状脳症（ＢＳＥまたはＴ
ＳＥ）のリスクを引き起こす。タンパーレジスタント剤形に関する限り、カプセル剤は、
それらは一般に容易に開けられ、それによって粉末もしくは微粒子形態の成分を機械的な
衝撃を必要とせずに放出できるので、不利である。異なるタイプの成分がカプセル剤に含
まれる場合（例えば、薬剤不含粒子に加えて薬剤含有粒子）、潜在的な乱用者は、種々の
タイプのもとのままの崩壊していない成分を（例えば色、サイズまたは他の巨視的性質に
より）視覚的に区別でき、それにより手を使って分離することができるかもしれない。
【００１４】
　しかし、これらのタンパーレジスタント剤形の特性は、あらゆる点で満足できるもので
はない。粉砕抵抗性を有し、できるだけ迅速に薬理学的に活性な化合物を放出する（即時
放出）、すなわち、約３０～４５分またはより早期に８５％～１００％に達する漸増を示
すべき、タンパーレジスタント剤形に関する需要が存在する。剤形は、有利には、経口的
に容易に摂取できる形状、サイズおよび重量であるべきである。もちろん、剤形はまたコ
スト効率の良いやり方で容易に製造できるべきである。静脈内投与による乱用に適してい
る製剤を調製するために剤形を不正使用しようとする場合、注射器により残部から分離で
きる製剤の液体部分は、できる限り少ないべきであり、例えば、該剤形に元々含まれる薬
理学的に活性な化合物を２０重量％以下含むべきである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１５】
【特許文献１】ＷＯ２００５／０１６３１３
【特許文献２】ＷＯ２００５／０１６３１４
【特許文献３】ＷＯ２００５／０６３２１４
【特許文献４】ＷＯ２００５／１０２２８６
【特許文献５】ＷＯ２００６／００２８８３
【特許文献６】ＷＯ２００６／００２８８４
【特許文献７】ＷＯ２００６／００２８８６
【特許文献８】ＷＯ２００６／０８２０９７
【特許文献９】ＷＯ２００６／０８２０９９
【特許文献１０】ＷＯ２００９／０９２６０１
【特許文献１１】ＷＯ２０１０／１４０００７
【特許文献１２】ＷＯ２００８／１０７１４９
【特許文献１３】ＵＳ２０１０／００９２５５３
【特許文献１４】ＷＯ２００８／０３３５２３
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　本発明の目的は、薬理学的に活性な化合物の急速な放出を提供し、先行技術のタンパー
レジスタント医薬剤形と比較して利点を有するタンパーレジスタント医薬剤形を提供する
ことである。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　この目的は特許請求の範囲によって達成された。
【００１８】
　本発明は、以下：
（ｉ）錠剤の全重量の３分の１を超える量の中のマトリックス材料；および
（ｉｉ）錠剤の全重量の３分の２未満の量の複数の微粒子；
を含む、好ましくは経口投与のための、タンパーレジスタント錠剤であって、前記微粒子
が、薬理学的に活性な化合物およびポリアルキレンオキシドを含み、マトリックス材料内
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で不連続相を形成する、タンパーレジスタント錠剤に関する。
【００１９】
　驚くべきことに、タンパーレジスタント剤形のｉｎ　ｖｉｔｒｏでの放出プロファイル
を、薬理学的に活性な化合物を含有する微粒子をマトリックス材料に埋め込み、マトリッ
クス材料と微粒子との相対重量比を増加させることによって加速できることが見出された
。
【００２０】
　さらに、驚くべきことに、マトリックス材料の混合物、場合により予め圧縮もしくは予
め粒状化した形態の混合物を、微粒子と混合し、引き続き錠剤に圧縮することができ、該
錠剤がその結果優れた、すなわち加速された崩壊時間およびｉｎ　ｖｉｔｒｏ放出特性を
示すことが見出された。
【００２１】
　またさらに、驚くべきことに、タンパーレジスタンス、崩壊時間および薬剤放出、薬剤
量、加工性（特に打錠性）および患者コンプライアンスの間の最良の折衷を付与する経口
剤形を設計できることが見出された。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】図１は、本発明による錠剤の好ましい実施形態を概略的に示す。
【図２】図２は、本発明による錠剤の別の好ましい実施形態を概略的に示す。
【図３】図３は、異なる組成および微粒子サイズを有する本発明の異なる錠剤のｉｎ　ｖ
ｉｔｒｏ放出プロファイルを示す。
【図４】図４は、異なる組成を有する本発明の異なる錠剤のｉｎ　ｖｉｔｒｏ放出プロフ
ァイルを示す。
【図５】図５は、破壊強度試験に付された時の本発明の錠剤に含まれる微粒子の挙動、特
にそれらの変形性を示す。
【図６】図６は、破壊強度試験に付された場合の慣用の微粒子の挙動を示す。
【図７】図７は、慣用の微粒子の機械的特性の測定により得られた距離－力－ダイアグラ
ムを示す。
【図８】図８は、本発明の微粒子の機械的特性の測定により得られた距離－力－ダイアグ
ラムを示す。
【図９】図９は、本発明の微粒子の機械的特性の測定により得られた距離－力－ダイアグ
ラムを示す。
【００２３】
　本明細書で使用される場合に、用語「錠剤」は、薬理学的に活性な化合物で構成され、
実際に患者に投与されるかまたは摂取される薬学的な要素を表す。これはその製造におい
て圧縮されるかまたは成形されることができ、そしてほぼ任意のサイズ、形状、重量およ
び色であることができる。ほとんどの錠剤は、丸ごと嚥下されることを意図されており、
従って、本発明の好ましい錠剤は、経口投与のために設計される。しかしながら、あるい
は、錠剤は口の中で溶解するか、咀嚼するか、または嚥下の前に液体中で溶解することが
でき、一部は体腔に置くことができる。したがって、本発明による錠剤は、あるいは、口
腔、舌、直腸または膣内投与に適合させてもよい。インプラントも可能である。
【００２４】
　本発明による錠剤は、好ましくは、ＭＵＰＳ製剤（マルチプル・ユニット・ペレット・
システム）とみなすことができる。好ましい実施形態において、本発明による錠剤は、モ
ノリシックである。別の好ましい実施形態において、本発明による錠剤は、モノリシック
ではない。この点に関して、モノリシックは、好ましくは、錠剤が接合箇所または継目の
ない材料から形成されるかまたは構成されるか、あるいは、単一ユニットからなるかまた
は単一ユニットを構成することを意味する。
【００２５】
　好ましくは、本発明による錠剤は、カプセル剤と比較して比較的高い密度を有する、稠
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密でコンパクトな単位に全ての成分を含んでいる。
【００２６】
　本発明による錠剤は、異なる形態および特性を有するサブユニット、すなわち、薬剤含
有微粒子およびマトリックス材料を含み、ここで、該微粒子は、マトリックス材料内で不
連続相を形成する。典型的には、微粒子はマトリックス材料の機械的特性とは異なる機械
的特性を有する。好ましくは、微粒子はマトリックス材料より高い機械的強度を有する。
本発明の錠剤内の微粒子は、従来の手段、例えば固体核磁気共鳴分光学、ラスター電子顕
微鏡法、テラヘルツ分光学等によって視覚化することができる。
【００２７】
　本発明の錠剤の利点は、同一の微粒子をマトリックス材料と種々の量で混合することが
でき、それにより、種々の強度の錠剤を製造できることである。
【００２８】
　本発明による錠剤は、好ましくは、０．０１～１．５ｇの範囲内の、より好ましくは０
．０５～１．２ｇの範囲内の、さらに好ましくは０．１ｇ～１．０ｇの範囲内の、より一
層好ましくは０．２ｇ～０．９ｇの範囲内の、最も好ましくは０．３ｇ～０．８ｇの範囲
内の全重量を有する。好ましい実施形態において、錠剤全重量は、５００±４５０ｍｇ、
より好ましくは５００±３００ｍｇ、よりさらに好ましくは５００±２００ｍｇ、より一
層好ましくは５００±１５０ｍｇ、最も好ましくは５００±１００ｍｇ、特に５００±５
０ｍｇの範囲内である。
【００２９】
　驚くべきことに、タンパーレジスタンス、崩壊時間および薬剤放出、薬剤量、加工性（
特に打錠性）および患者コンプライアンスの間の最良の折衷を提供するために、錠剤の全
体サイズの相関的要素である錠剤全重量を最適化できることが見出された。
【００３０】
　好ましい実施形態において、本発明による錠剤は、円形の錠剤である。この実施形態の
錠剤は好ましくは、直径が約１ｍｍ～約３０ｍｍ、特に約２ｍｍ～約２５ｍｍ、より特定
すれば約５ｍｍ～約２３ｍｍ、さらに特定すれば約７ｍｍ～約１３ｍｍの範囲であり、厚
さが約１．０ｍｍ～約１２ｍｍ、特に約２．０ｍｍ～約１０ｍｍ、さらに特定すれば３．
０ｍｍ～約９．０ｍｍ、さらに特定すれば約４．０ｍｍ～約８．０ｍｍの範囲である。
【００３１】
　別の好ましい実施形態において、本発明による錠剤は、長楕円形の錠剤である。この実
施形態の錠剤は、好ましくは、約１ｍｍ～約３０ｍｍ、特に、約２ｍｍ～約２５ｍｍの範
囲の、より具体的には約５ｍｍ～約２３ｍｍ、より一層具体的には約７ｍｍ～約２０ｍｍ
の縦の伸長（長さ方向の伸長）；約１ｍｍ～約３０ｍｍの範囲の、特に、約２ｍｍ～約２
５ｍｍの範囲の、より具体的には約５ｍｍ～約２３ｍｍ、より一層具体的には７ｍｍ～１
３ｍｍの幅；および約１．０ｍｍ～約１２ｍｍの範囲の、特に、約２．０ｍｍ～約１０ｍ
ｍの範囲の、より一層具体的には３．０ｍｍ～約９．０ｍｍ、さらに具体的には約４．０
ｍｍ～約８．０ｍｍの厚さを有する。
【００３２】
　本発明の錠剤は、場合により、部分的に又は完全に、慣用のコーティングを施して提供
することができる。本発明の錠剤は、好ましくは、慣用のフィルムコーティング組成物で
フィルムコーティングされる。好適なコーティング材料は、例えば、商標名Ｏｐａｄｒｙ
（登録商標）及びＥｕｄｒａｇｉｔ（登録商標）で市販されている。
【００３３】
　適当な材料の例には、セルロースエステル類およびセルロースエーテル類、例えば、メ
チルセルロース（ＭＣ）、ヒドロキシプロピルメチルセルロース（ＨＰＭＣ）、ヒドロキ
シプロピルセルロース（ＨＰＣ）、ヒドロキシエチルセルロース（ＨＥＣ）、カルボキシ
メチルセルロースナトリウム（Ｎａ－ＣＭＣ）、ポリ（メタ）アクリレート類、例えば、
アミノアルキルメタクリレートコポリマー、メタクリル酸メチルメタクリレートコポリマ
ー、メタクリル酸メチルメタクリレートコポリマー；ビニルポリマー類、例えばポリビニ
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ルピロリドン、ポリビニルアルコール、ポリビニルアセテート；および天然のフィルム形
成物質が含まれる。
【００３４】
　特に好ましい実施形態において、コーティングは水溶性である。好ましい実施形態にお
いて、コーティングは、ポリビニルアルコール、例えば、部分加水分解ポリビニルアルコ
ールをベースとし、ポリエチレングリコール、例えば、マクロゴール３３５０及び／又は
顔料を追加的に含有できる。別の好ましい実施形態において、コーティングは、ヒドロキ
シプロピルメチルセルロース、好ましくは、３～１５ｍＰａ・ｓの粘度を有するヒプロメ
ロース２９１０型に基づく。
【００３５】
　コーティングは、胃液抵抗性であり、放出環境のｐＨ値の相関的要素として溶解するこ
とができる。このコーティングによって、本発明の錠剤が、溶解しないで胃を通過し、活
性化合物が腸内でのみ放出されることを確実にできる。胃液抵抗性のコーティングは好ま
しくは、５～７．５のｐＨ値で溶解する。
【００３６】
　コーティングは、例えば、錠剤の美感及び／又は風味及びそれらを嚥下できる容易さを
改善するためにも適用できる。本発明の錠剤をコーティングすることは、また、他の目的
、例えば、安定性及び有効期間の改善に役立つことができる。好適なコーティング配合物
は、フィルム形成性ポリマー、例えば、ポリビニルアルコール又はヒドロキシプロピルメ
チルセルロース（例えば、ヒプロメロース）、可塑剤、例えば、グリコール（例えば、プ
ロピレングリコール又はポリエチレングリコール）、不透明剤、例えば、二酸化チタン、
及びフィルム滑剤（ｓｍｏｏｔｈｅｎｅｒ）、例えば、タルクなどを含む。好適なコーテ
ィング溶媒は、水及び有機溶媒である。有機溶媒の例は、アルコール類、例えば、エタノ
ール若しくはイソプロパノール、ケトン類、例えば、アセトン又はハロゲン化炭化水素、
例えば、塩化メチレンである。本発明のコーティングされた錠剤は、好ましくは、最初に
コアを作成し、その後に通常の技術、例えば、コーティングパン中でのコーティングを用
いて、前記コアをコーティングすることによって製造される。
【００３７】
　本明細書で使用される場合に、用語「タンパーレジスタント」は、慣用の手段、例えば
乳鉢中でのすり砕きまたはハンマーによる破砕によって、悪用または乱用に、特に鼻およ
び／または静脈内投与のために適している形態へ変換することに対して抵抗性である錠剤
を表す。この点に関して、錠剤は、そのようなものとして慣用の手段により破砕可能であ
り得る。しかしながら、本発明の錠剤に含まれる微粒子は、それらを慣用の手段によって
それ以上粉状化できないような機械的特性を有する。微粒子は巨視的なサイズであり、薬
理学的に活性な化合物を含むので、それらは経鼻的に投与することができず、それによっ
て錠剤はタンパーレジスタントとなる。好ましくは、静脈内投与による乱用に適している
製剤を調製するために剤形を不正使用しようとする場合に、シリンジにより残部から分離
できる製剤の液体部分はできる限り少なく、好ましくは、それには、元々含まれていた薬
理学的に活性な化合物の２０重量％以下、より好ましくは１５重量％以下、さらに好まし
くは１０重量％以下、最も好ましくは５重量％以下を含む。好ましくは、この特性は、（
ｉ）もとのままであるか、または手を使って粉砕されたかいずれかの錠剤を２つのスプー
ンにより、５ｍｌの精製水に分配し、（ｉｉ）該液体をその沸点まで加熱し、（ｉｉｉ）
該液体を、さらなる精製水の添加なしに、覆われた容器中で５分間沸騰させ、（ｉｖ）当
該熱い液体をシリンジ（シガレットフィルターを有する２１Ｇ針）中に抜き取り、（ｖ）
シリンジ内の液体に含まれる薬理学的に活性な化合物の量を測定する、ことによって試験
される。
【００３８】
　さらに、ハンマーまたは乳鉢によって錠剤を崩壊させようとする場合、該微粒子は互い
に付着する傾向があり、それによって、それぞれ凝集体および集合体を形成し、これらは
未処理の微粒子よりサイズが大きい。
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【００３９】
　本発明による錠剤を投与できる対象は特に制限されない。好ましくは、前記対象は動物
、より好ましくはヒトである。
【００４０】
　本発明による錠剤では、微粒子はマトリックス材料に組み込まれる。巨視的な視点から
、マトリックス材料は、好ましくは、微粒子が不連続相として埋め込まれた連続相を形成
する。
【００４１】
　好ましくは、マトリックス材料は、微粒子が埋め込まれた均一な粘性塊、好ましくは固
体成分の均一な混合物であり、それによって、互いに微粒子を空間的に分離することがで
きる。微粒子の表面は互いに接しているか、または少なくとも非常に近くに隣接している
ことがあり得るが、当該複数の微粒子は、好ましくは、錠剤内の単一の連続的な粘性塊と
みなすことができない。
【００４２】
　すなわち、本発明の錠剤は、薬理学的に活性な化合物およびポリアルキレンオキシドが
（好ましくは均一に）含まれる、第一のタイプのボリューム要素（単数または複数）とし
ての微粒子、および、該微粒子を形成する材料とは異なり、好ましくは薬理学的に活性な
化合物もポリアルキレンオキシドも含まないが、場合により、ポリエチレンオキシドとそ
の分子量が異なるポリエチレングリコールを含む、第二のタイプのボリューム要素として
のマトリックス材料、を含む。
【００４３】
　本発明による錠剤におけるマトリックス材料の目的は、急速な崩壊、およびそれに続く
薬理学的に活性な化合物の崩壊した錠剤からの、すなわち前記微粒子からの放出を保障す
ることである。したがって、マトリックス材料は、好ましくは、崩壊および薬剤放出をそ
れぞれ遅らせる効果を有するかもしれないいずれの賦形剤も含まない。したがって、マト
リックス材料は、好ましくは、持続放出製剤でのマトリックス材料として典型的に使用さ
れるいずれのポリマーも含まない。
【００４４】
　図１は、本発明による錠剤の好ましい実施形態を概略的に示す。錠剤（１）は、マトリ
ックス材料（３）内に不連続相を形成する複数の微粒子（２）を含み、マトリックス材料
（３）はその結果、連続相を形成する。
【００４５】
　本発明によるタンパーレジスタント錠剤は、錠剤の全重量の３分の１を超える量のマト
リックス材料を含む。
【００４６】
　驚くべきことに、タンパーレジスタンス、崩壊時間および薬剤放出、薬剤量、加工性（
特に打錠性）および患者コンプライアンスの間の最良の折衷を提供するために、錠剤にお
けるマトリックス材料の含有量を最適化できることが見出された。
【００４７】
　好ましくは、マトリックス材料の含有量は、錠剤の全重量を基準として、少なくとも３
５重量％、少なくとも３７．５重量％または少なくとも４０重量％；より好ましくは少な
くとも４２．５重量％、少なくとも４５重量％、少なくとも４７．５重量％または少なく
とも５０重量％；さらに好ましくは少なくとも５２．５重量％、少なくとも５５重量％、
少なくとも５７．５重量％または少なくとも６０重量％；より一層好ましくは少なくとも
６２．５重量％、少なくとも６５重量％、少なくとも６７．５重量％または少なくとも６
０重量％；最も好ましくは少なくとも７２．５重量％、少なくとも７５重量％、少なくと
も７７．５重量％または少なくとも７０重量％；特に、少なくとも８２．５重量％、少な
くとも８５重量％、少なくとも８７．５重量％または少なくとも９０重量％である。
【００４８】
　好ましくは、マトリックス材料の含有量は、錠剤の全重量を基準として、最大で９０重
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量％、最大で８７．５重量％、最大で８５重量％、または最大で８２．５重量％；より好
ましくは、最大で８０重量％、最大で７７．５重量％、最大で７５重量％または最大で７
２．５重量％；さらに好ましくは、最大で７０重量％、最大で６７．５重量％、最大で６
５重量％または最大で６２．５重量％；より一層好ましくは、最大で６０重量％、最大で
５７．５重量％、最大で５５重量％または最大で５２．５重量％；最も好ましくは、最大
で５０重量％、最大で４７．５重量％、最大で４５重量％または最大で４２．５重量％；
特に、最大で４０重量％、最大で３７．５重量％または最大で３５重量％である。
【００４９】
　好ましい実施形態では、マトリックス材料の含有量は、錠剤の全重量を基準として、４
０±５重量％、４０±２．５重量％の範囲内である。別の好ましい実施形態では、マトリ
ックス材料の含有量は、錠剤の全重量を基準として、４５±１０重量％、より好ましくは
４５±７．５重量％、さらに好ましくは４５±５重量％、最も好ましく４５±２．５重量
％の範囲内にある。
さらに別の好ましい実施形態では、マトリックス材料の含有量は、錠剤の全重量を基準と
して、５０±１０重量％、より好ましくは５０±７．５重量％、さらに好ましくは５０±
５重量％、最も好ましく５０±２．５重量％の範囲内にある。さらに別の好ましい実施形
態では、マトリックス材料の含有量は、錠剤の全重量を基準として、５５±１０重量％、
より好ましくは５５±７．５重量％、さらに好ましくは５５±５重量％、最も好ましく５
５±２．５重量％の範囲内にある。
【００５０】
　好ましくは、マトリックス材料は、少なくとも２種の異なる成分の、より好ましくは少
なくとも３つの異なる成分の混合物、好ましくは均一の混合物である。好ましい実施形態
では、マトリックス材料の全成分が、マトリックス材料によって形成される連続相におい
て均一に分配される。
【００５１】
　好ましい実施形態では、マトリックス材料の全成分の混合物は、粉末として、すなわち
、予め圧縮されていない形態でブレンド、使用され、引き続いて薬理学的に活性な化合物
およびポリアルキレンオキシドを含む微粒子と混合され、その後錠剤に圧縮される。適切
に打錠機を調節すると、欧州薬局方２．９．４０「Ｕｎｉｆｏｒｍｉｔｙ　ｏｆ　Ｄｏｓ
ａｇｅ　Ｕｎｉｔｓ」（ＵＤＵ）に従って約５～６の合格判定値を有する錠剤を得ること
ができる。振動は最大程度に避けられるべきであり（例えば、ホッパーおよび打錠機の分
離により）、装置部品のクリアランスはできるだけ小さくあるべきである。例えば、２６
ステーションのロータリー式打錠機ＩＭＡ　Ｓ２５０　ｐｌｕｓにおいては、以下のパラ
メーターが好適である：デボスなしの１０ｍｍ直径、曲率半径８ｍｍの円形パンチ；充填
曲線１３ｍｍ；錠剤重量５００ｍｇ；速度：１３７００～１３８００錠／時；打錠予圧４
．７ｋＮ；打錠本圧６．７ｋＮおよび８．７ｋＮ；充填深さ１４．５ｍｍおよび１５ｍｍ
；杵棒の高さ（予圧）：３．５ｍｍ；杵棒の高さ（本圧）：３．３ｍｍおよび３．１ｍｍ
；フィーダーの回転数（Ｆｉｌｏｍａｔ）：４０ｒｍｐ。
【００５２】
　別の好ましい実施形態では、マトリックス材料はまた、微粒子の形態で、すなわち、本
発明の錠剤の製造の過程で提供され、該マトリックス材料の成分は、好ましくは、微粒子
に加工され、続いて、薬理学的に活性な化合物およびポリアルキレンオキシドを含む微粒
子と混合され、その後錠剤に圧縮される。
【００５３】
　好ましくは、マトリックス材料の微粒子の平均サイズは、薬理学的に活性な化合物およ
びポリアルキレンオキシドを含む微粒子の平均サイズの±６０％、より好ましくは±５０
％、さらに好ましくは±４０％、より一層好ましくは±３０％、最も好ましくは±２０％
、特に±１０％の範囲内にある。
【００５４】
　驚くべきことに、この方法を進めた場合、微粒子のブレンドにおける分離現象は減少す
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るか、または完全に抑制することさえでき、それにより、本発明の錠剤の含量均一性が改
善される。
【００５５】
　このことは特に、混合され錠剤に圧縮されるべき微粒子が大きくなるほど、通常、含量
均一性の要件を満たすことがより困難になるので、驚くべきことである。従来の錠剤と比
較して、本発明の錠剤は、比較的大きい微粒子から、および場合によりマトリックス材料
の比較的大きな予め圧縮された微粒子から製造される。好ましくは、本発明の錠剤の含量
均一性に関するＡＶ（合格判定値）は、最大で１５、より好ましくは最大で１４、さらに
好ましくは最大で１３、より一層好ましくは最大で１２、さらに好ましくは最大で１１、
最も好ましくは最大で１０、そして特に最大で９である。ＡＶを判定する方法は当業者に
知られている。好ましくは、ＡＶは欧州薬局方に従って判定される。
【００５６】
　本発明による錠剤のこの好ましい実施形態を、図２に概略的に示す。錠剤（１）は、マ
トリックス材料（３）内に不連続相を形成する複数の微粒子（２）を含み、マトリックス
材料（３）はその結果連続相を形成し、また微粒子形態で提供され、個々の微粒子は、互
いに境界（４）で互いに密接に接触する。マトリックス材料の微粒子は、典型的には微粒
子（２）の機械的強度よりも低い機械的強度を有するので、マトリックス材料の微粒子は
、圧縮による錠剤の製造の過程で変形する。
【００５７】
　マトリックス材料の微粒子は、粉末混合物からの凝集体および集合体の調製のための慣
用の方法、例えば造粒および圧縮によって製造することができる。
【００５８】
　好ましい実施形態では、マトリックス材料のすべての成分の混合物をブレンドし、予め
圧縮し、それにより、予め圧縮されたマトリックス材料が得られる。
【００５９】
　そのような予め圧縮マトリックス材料の製造のための好適な方法は、当業者に知られて
いる。好ましくは、予備圧縮は乾式造粒法、好ましくはスラッギングまたはローラー圧縮
によって進める。このように進める場合、通常、プロセスパラメータが、所望の特性（以
下を参照）を達成するために調節されるべきである。典型的なプロセスパラメーターは、
圧縮力（好ましくは２～１２ｋＮの範囲内に調節される）、ローラーの変位（好ましくは
２～５ｍｍの範囲内に調節される）および顆粒篩（好ましくは１．０～２．０ｍｍの範囲
内に調節される）である。予め圧縮された材料の所望の特性には、主に、粒度および微細
粒子の含有量が含まれる。密度もまた、役割を果たし得る。粒度は、好ましくは、微粒子
のサイズに関する範囲内にある（好ましくは、０．８×０．８ｍｍの寸法を有する粒子に
関して、少なくとも６０％が＞７００μｍ）。微細粒子（すなわち６００μｍ未満のサイ
ズを有する粒子）の含有量は、好ましくは最大で４０％、より好ましくは最大で３０％、
最も好ましくは最大で２０％である。前記所望の特性における前記プロセスパラメーター
の効果は、日常の実験作業によって当業者により容易に判定することができる。
【００６０】
　別の好ましい実施形態では、マトリックス材料のすべての成分の混合物が乾式造粒され
、それによって粒状化されたマトリックス材料が得られる。さらに別の好ましい実施形態
では、マトリックス材料のすべての成分の混合物が非水系溶剤、例えばエタノールによっ
て湿式造粒され、それによって別の粒状化マトリックス材料が得られる。しかしながら、
水系の造粒法は、これは典型的には錠剤の崩壊に不利益な影響を有するので、好ましくは
回避される。さらに別の好ましい実施形態では、マトリックス材料のすべての成分の混合
物が、例えば押出機、加熱可能な高せん断ミキサーまたは造粒機によって溶融造粒される
。
【００６１】
　上述のように、本発明による錠剤におけるマトリックス材料は、急速な崩壊、およびそ
れに続く薬理学的に活性な化合物の崩壊した錠剤からの、すなわち前記微粒子からの放出
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を保障すべきである。したがって、マトリックス材料は、好ましくは、崩壊および薬剤放
出をそれぞれ遅らせる効果を有するかもしれないいずれの賦形剤も含まない。さらに、マ
トリックス材料は、好ましくは、いずれの薬理学的に活性な化合物も含まない。
【００６２】
　好ましくは、マトリックス材料は崩壊剤を含む。好適な崩壊剤は当業者に知られており
、好ましくは、以下からなる群から選択される：架橋カルボキシメチルセルロースナトリ
ウム（Ｎａ－ＣＭＣ）（例えばＣｒｏｓｓｃａｒｍｅｌｌｏｓｅ、Ａｃ－Ｄｉ－Ｓｏｌ（
登録商標）；架橋カゼイン（例えばＥｓｍａ－Ｓｐｒｅｎｇ（登録商標））；大豆から得
られた多糖類混合物（例えばＥｍｃｏｓｏｙ（登録商標））；前処理されたトウモロコシ
デンプン（例えばＡｍｉｊｅｌ（登録商標））；アルギン酸ナトリウム；ポリビニルピロ
リドン（ＰＶＰ）（例えばＫｏｌｌｉｄｏｎｅ（登録商標）、Ｐｏｌｙｐｌａｓｄｏｎｅ
（登録商標）、Ｐｏｌｙｄｏｎｅ（登録商標））；架橋ポリビニルピロリドン（ＰＶＰ　
ＣＩ）（例えばＰｏｌｙｐｌａｓｄｏｎｅ（登録商標）ＸＬ）；デンプンおよび前処理さ
れたデンプン、例えばカルボキシメチルデンプンナトリウム（例えばＥｘｐｌｏｔａｂ（
登録商標）、Ｐｒｅｊｅｌ（登録商標）、Ｐｒｉｍｏｔａｂ（登録商標）ＥＴ、Ｓｔａｒ
ｃｈ（登録商標）１５００、Ｕｌｍａｔｒｙｌ（登録商標）））。架橋ポリマー、特に架
橋カルボキシメチルセルロースナトリウム（Ｎａ－ＣＭＣ）または架橋ポリビニルピロリ
ドン（ＰＶＰ　ＣＩ）が、特に好ましい崩壊剤である。
【００６３】
　好ましくは、崩壊剤は、本発明の錠剤の微粒子中ではなく、マトリックス材料中に含ま
れる。
【００６４】
　好ましい一実施形態において、マトリックス材料における崩壊剤の含有量は、マトリッ
クス材料の全重量を基準として、５±４重量％、より好ましくは５±３重量％、さらに好
ましくは５±２．５重量％、さらに好ましくは５±２重量％、最も好ましくは５±１．５
重量％、特に５±１重量％の範囲内である。別の好ましい一実施形態において、マトリッ
クス材料における崩壊剤の含有量は、マトリックス材料の全重量を基準として、７．５±
４重量％、より好ましくは７．５±３重量％、さらに好ましくは７．５±２．５重量％、
さらに好ましくは７．５±２重量％、最も好ましくは７．５±１．５重量％、特に７．５
±１重量％の範囲内である。更に別の一実施形態において、マトリックス材料における崩
壊剤の含有量は、マトリックス材料の全重量を基準として、１０±４重量％、より好まし
くは１０±３重量％、さらに好ましくは１０±２．５重量％、さらに好ましくは１０±２
重量％、最も好ましくは１０±１．５重量％、特に１０±１重量％の範囲内である。別の
好ましい一実施形態において、マトリックス材料における崩壊剤の含有量は、マトリック
ス材料の全重量を基準として、１２．５±４重量％、より好ましくは１２．５±３重量％
、さらに好ましくは１２．５±２．５重量％、さらに好ましくは１２．５±２重量％、最
も好ましくは１２．５±１．５重量％、特に１２．５±１重量％の範囲内である。
【００６５】
　好ましい一実施形態において、錠剤における崩壊剤の含有量は、錠剤の全重量を基準と
して、２±１．８重量％、より好ましくは２±１．５重量％、さらに好ましくは２±１．
３重量％、さらに好ましくは２±１．０重量％、最も好ましくは２±０．８重量％、特に
２±０．５重量％の範囲内である。別の好ましい一実施形態において、錠剤における崩壊
剤の含有量は、錠剤の全重量を基準として、４±１．８重量％、より好ましくは４±１．
５重量％、さらに好ましくは４±１．３重量％、さらに好ましくは４±１．０重量％、最
も好ましくは４±０．８重量％、特に４±０．５重量％の範囲内である。更に別の一実施
形態において、錠剤における崩壊剤の含有量は、錠剤の全重量を基準として、６±１．８
重量％、より好ましくは６±１．５重量％、さらに好ましくは６±１．３重量％、さらに
好ましくは６±１．０重量％、最も好ましくは６±０．８重量％、特に６±０．５重量％
の範囲内である。別の好ましい一実施形態において、錠剤における崩壊剤の含有量は、錠
剤の全重量を基準として、８±１．８重量％、より好ましくは８±１．５重量％、さらに
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好ましくは８±１．３重量％、さらに好ましくは８±１．０重量％、最も好ましくは８±
０．８重量％、特に８±０．５重量％の範囲内である。
【００６６】
　好ましくは、マトリックス材料は、崩壊剤を、１種またはそれ以上の水不溶性医薬賦形
剤、好ましくは増量剤／結合剤および／または滑沢剤と組み合わせて含む。
【００６７】
　好ましくは、マトリックス材料は増量剤または結合剤を含む。多くの増量剤は結合剤と
してみなすことができる（逆もまた同様）ので、明細書の目的に関して、「増量剤／結合
剤」は、増量剤、結合剤または両方として好適なあらゆる賦形剤を表す。したがって、マ
トリックス材料は、好ましくは、増量剤／結合剤を含む。
【００６８】
　好ましい増量剤（＝増量剤／結合剤）は、二酸化ケイ素（例えばＡｅｒｏｓｉｌ（登録
商標））、微結晶セルロース（例えばＡｖｉｃｅｌ（登録商標）、Ｅｌｃｅｍａ（登録商
標）、Ｅｍｏｃｅｌ（登録商標）、ＥｘＣｅｌ（登録商標）、Ｖｉｔａｃｅｌｌ（登録商
標））；セルロースエーテル（例えばＮａｔｒｏｓｏｌ（登録商標）、Ｋｌｕｃｅｌ（登
録商標）、Ｍｅｔｈｏｃｅｌ（登録商標）、Ｂｌａｎｏｓｅ（登録商標）、Ｐｈａｒｍａ
ｃｏａｔ（登録商標）、Ｖｉｓｃｏｎｔｒａｎ（登録商標））；マンニトール；デキスト
リン；デキストロース；リン酸水素カルシウム（例えばＥｍｃｏｍｐｒｅｓｓ（登録商標
））；マルトデキストリン（例えばＥｍｄｅｘ（登録商標））；ラクトース（例えばＦａ
ｓｔ－Ｆｌｏｗ　Ｌａｃｔｏｓｅ（登録商標）；　Ｌｕｄｉｐｒｅｓｓ（登録商標）、Ｔ
ａｂｌｅｔｔｏｓｅ（登録商標）、Ｚｅｐａｒｏｘ（登録商標））；ポリビニルピロリド
ン（ＰＶＰ）（例えばＫｏｌｌｉｄｏｎｅ（登録商標）、Ｐｏｌｙｐｌａｓｄｏｎｅ（登
録商標）、Ｐｏｌｙｄｏｎｅ（登録商標））；ショ糖（例えばＮｕ－Ｔａｂ（登録商標）
，　Ｓｕｇａｒ　Ｔａｂ（登録商標））；マグネシウム塩（例えばＭｇＣＯ３、ＭｇＯ、
ＭｇＳｉＯ３）；デンプンおよび前処理されたデンプン（例えばＰｒｅｊｅｌ（登録商標
）、Ｐｒｉｍｏｔａｂ（登録商標）ＥＴ、Ｓｔａｒｃｈ（登録商標）　１５００）、から
なる群から選択される。好ましい結合剤は、アルギナート類；キトサン類；および上記の
増量剤のうちのいずれか（＝増量剤／結合剤）からなる群から選択される。
【００６９】
　いくつかの増量剤／結合剤は、他の目的に役立ってもよい。例えば、二酸化ケイ素がグ
ライダントとして優れた機能を示すことは知られている。したがって、好ましくは、マト
リックス材料はグライダント、例えば二酸化ケイ素を含む。
【００７０】
　好ましい一実施形態において、マトリックス材料における増量剤／結合剤または増量剤
／結合剤の混合物の含有量は、マトリックス材料の全重量を基準として、５０±２５重量
％、より好ましくは５０±２０重量％、さらに好ましくは５０±１５重量％、さらに好ま
しくは５０±１０重量％、最も好ましくは５０±７．５重量％、特に５０±５重量％の範
囲内である。別の好ましい一実施形態において、マトリックス材料における増量剤／結合
剤または増量剤／結合剤の混合物の含有量は、マトリックス材料の全重量を基準として、
６５±２５重量％、より好ましくは６５±２０重量％、さらに好ましくは６５±１５重量
％、さらに好ましくは６５±１０重量％、最も好ましくは６５±７．５重量％、特に６５
±５重量％の範囲内である。更に別の好ましい一実施形態において、マトリックス材料に
おける増量剤／結合剤または増量剤／結合剤の混合物の含有量は、マトリックス材料の全
重量を基準として、８０±１９重量％、より好ましくは８０±１７．５重量％、さらに好
ましくは８０±１５重量％、さらに好ましくは８０±１０重量％、最も好ましくは８０±
７．５重量％、特に８０±５重量％の範囲内である。別の好ましい一実施形態において、
マトリックス材料における増量剤／結合剤または増量剤／結合剤の混合物の含有量は、マ
トリックス材料の全重量を基準として、９０±９重量％、より好ましくは９０±８重量％
、さらに好ましくは９０±７重量％、さらに好ましくは９０±６重量％、最も好ましくは
９０±５重量％、特に９０±４重量％の範囲内である。
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【００７１】
　好ましい一実施形態において、錠剤における増量剤／結合剤または増量剤／結合剤の混
合物の含有量は、錠剤の全重量を基準として、２５±２４重量％、より好ましくは２５±
２０重量％、さらに好ましくは２５±１６重量％、さらに好ましくは２５±１２重量％、
最も好ましくは２５±８重量％、特に２５±４重量％の範囲内である。別の好ましい一実
施形態において、錠剤における増量剤／結合剤または増量剤／結合剤の混合物の含有量は
、錠剤の全重量を基準として、３０±２９重量％、より好ましくは３０±２５重量％、さ
らに好ましくは３０±２０重量％、さらに好ましくは３０±１５重量％、最も好ましくは
３０±１０重量％、特に３０±５重量％の範囲内である。更に別の好ましい実施形態にお
いて、錠剤における増量剤／結合剤または増量剤／結合剤の混合物の含有量は、錠剤の全
重量を基準として、３５±３４重量％、より好ましくは３５±２８重量％、さらに好まし
くは３５±２２重量％、さらに好ましくは３５±１６重量％、最も好ましくは３５±１０
重量％、特に３５±４重量％の範囲内である。
別の好ましい実施形態において、錠剤における増量剤／結合剤または増量剤／結合剤の混
合物の含有量は、錠剤の全重量を基準として、４０±３９重量％、より好ましくは４０±
３２重量％、さらに好ましくは４０±２５重量％、さらに好ましくは４０±１８重量％、
最も好ましくは４０±１１重量％、特に４０±４重量％の範囲内である。
【００７２】
　好ましくは、増量剤／結合剤は、本発明の錠剤の微粒子中ではなく、マトリックス材料
中に含まれる。
【００７３】
　好ましい実施形態では、マトリックスの一部（例えば錠剤全質量の１０％）が微粒子上
で粒状化され（好ましくは非水系の湿式造粒法により、例えば、イソプロピルアルコール
を用いて）、そして錠剤への圧縮／加工の前に、残りのマトリックス材料がそのように粒
状化した微粒子に添加され、ブレンドされる。したがって、この実施形態によれば、微粒
子はマトリックス材料の一部によってコーティングされるが、マトリックス材料の残りは
、好ましくは、非粒状化形態で使用される。
【００７４】
　好ましくは、マトリックス材料は、希釈剤または滑沢剤、好ましくはステアリン酸カル
シウム；ステアリン酸マグネシウム；モノベヘン酸グリセロール（例えばＣｏｍｐｒｉｔ
ｏｌ（登録商標））；Ｍｙｖａｔｅｘ（登録商標）；Ｐｒｅｃｉｒｏｌ（登録商標）；Ｐ
ｒｅｃｉｒｏｌ（登録商標）Ａｔｏ５；ステアリルフマル酸ナトリウム（例えばＰｒｕｖ
（登録商標））；および滑石から成る群から選択される希釈剤または滑沢剤を含む。ステ
アリン酸マグネシウムが特に好ましい。好ましくは、マトリックス材料における滑沢剤の
含有量は、マトリックス材料の全重量を基準として、および錠剤の全重量を基準として、
最大で１０．０重量％、より好ましくは最大で７．５重量％、よりさらに好ましくは最大
で５．０重量％、より一層好ましくは最大で２．０重量％、さらに好ましくは最大で１．
０重量％、最も好ましくは最大で０．５重量％である。
【００７５】
　特に好ましい実施形態では、マトリックス材料は、崩壊剤、増量剤／結合剤および滑沢
剤の組み合わせを含む。
【００７６】
　マトリックス材料の全重量に対する、マトリックス材料の崩壊剤、増量剤／結合剤およ
び滑沢剤の特に好ましい含有量を、以下の表中に実施形態Ａ１～Ａ６として要約する：
【００７７】
【表１】
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ここで、崩壊剤は、好ましくは、架橋カルボキシルメチルセルロースナトリウム（Ｎａ－
ＣＭＣ）または架橋ポリビニルピロリドン（ＰＶＰ　ＣＩ）であり；増量剤結合剤は、好
ましくは、微結晶セルロース、または微結晶セルロースとコロイド状二酸化ケイ素の組み
合わせであり；そして、滑沢剤は、好ましくはステアリン酸マグネシウムである。
【００７８】
　本発明の錠剤のマトリックス材料はさらに、本技術分野において慣用の他の賦形剤、例
えば希釈剤、結合剤、造粒助剤、着色剤、香味剤、増孔剤、界面活性剤、グライダント、
湿潤制御剤（ｗｅｔ－ｒｅｇｕｌａｔｉｎｇ　ａｇｅｎｔｓ）および崩壊剤を含むことが
できる。当業者は、容易にこれらの賦形剤の各々の適正量を決定することができる。
【００７９】
　好ましい増孔剤には、グルコース、フルクトース、マンニトール、マンノース、ガラク
トース、ソルビトール、プルラン、デキストラン、水溶性親水性ポリマー、ヒドロキシア
ルキルセルロース、カルボキシアルキルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロー
ス、セルロースエーテル、アクリル樹脂、ポリビニルピロリドン、架橋ポリビニルピロリ
ドン、ポリエチレンオキシド、カーボワックス、ｃａｒｂｏｐｏｌ、ジオール、ポリオー
ル、多価アルコール、ポリアルキレングリコール、ポリエチレングリコール、ポリプロピ
レングリコールまたはこれらのブロック重合体、ポリグリコール、ポリ（α－ω）アルキ
レンジオール；無機化合物；アルカリ金属塩；アルカリ土類金属塩、またはそれらの組み
合わせが含まれるが、これらに限定はされない。
【００８０】
　好ましい界面活性剤は、非イオン性、陰イオン性、陽イオン性または両性界面活性剤で
ある。
【００８１】
　好ましい実施形態では、マトリックス材料は、イオン性界面活性剤、特に陰イオン性界
面活性剤を含む。
【００８２】
　好適な陰イオン性界面活性剤には、硫酸エステル、例えばラウリル硫酸ナトリウム（ド
デシル硫酸ナトリウム、例えばＴｅｘａｐｏｎ（登録商標）Ｋ１２）、セチル硫酸ナトリ
ウム（例えばＬａｎｅｔｔｅ　Ｅ（登録商標））、セチルステアリル硫酸ナトリウム、ス
テアリル硫酸ナトリウム、ジオクチルスルホコハク酸ナトリウム（ドキュセートナトリウ
ム）；およびこれらの対応するカリウムまたはカルシウム塩が含まれるが、これらに限定
されない。
【００８３】
　好ましくは、陰イオン性界面活性剤は一般式（ＩＩ－ａ）
　ＣｎＨ２ｎ＋１Ｏ－ＳＯ３

－Ｍ＋（ＩＩ－ａ）、
（式中、ｎは８～３０、好ましくは１０～２４、より好ましくは１２～１８の整数であり
；Ｍは、Ｌｉ＋、Ｎａ＋、Ｋ＋、ＮＨ４＋１／２Ｍｇ２＋および１／２Ｃａ２＋から選択
される）を有する。
【００８４】
　さらなる好適な陰イオン性界面活性剤には、グリココール酸ナトリウム（例えばＫｏｎ
ａｋｉｏｎ（登録商標）ＭＭ、Ｃｅｒｎｅｖｉｔ（登録商標））、タウロコール酸ナトリ
ウムおよび対応のカリウムもしくはアンモニウム塩を含む、コール酸の塩が含まれる。
【００８５】
　別の好ましい実施形態では、マトリックス材料は非イオン性界面活性剤を含む。好適な
非イオン性界面活性剤には以下が含まれるが、これらに限定はされない：
－　線状または分枝状であることができる脂肪アルコール類、例えばセチルアルコール、
ステアリルアルコール、セチルステアリルアルコール、２－オクチルドデカン－１－オー
ルおよび２－ヘキシルデカン－１－オール；
－　ステロール類、例えばコレステロール；
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－　ソルビタンの部分脂肪酸エステル、例えばソルビタンモノラウレート、ソルビタンモ
ノパルミテート、ソルビタンモノステアレート、ソルビタントリステアレート、ソルビタ
ンモノオレエート、ソルビタンセスキオレエートおよびソルビタントリオレエート；
－　ポリオキシエチレンソルビタンの部分脂肪酸エステル（ポリオキシエチレン－ソルビ
タン－脂肪酸エステル）、好ましくはポリオキシエチレンソルビタンの脂肪酸モノエステ
ル、ポリオキシエチレンソルビタンの脂肪酸ジエステルまたはポリオキシエチレンソルビ
タンの脂肪酸トリエステル；例えばモノ－、トリ－ラウリル、パルミチル、ステアリルお
よびオレイルエステル、例えば、Ｔｗｅｅｎ（登録商標）２０［ポリオキシエチレン（２
０）ソルビタンモノラウレート］、Ｔｗｅｅｎ（登録商標）２１［ポリオキシエチレン（
４）ソルビタンモノラウレート］、Ｔｗｅｅｎ（登録商標）４０［ポリオキシエチレン（
２０）ソルビタンモノパルミテート］、Ｔｗｅｅｎ（登録商標）６０［ポリオキシエチレ
ン（２０）ソルビタンモノステアラート］、Ｔｗｅｅｎ（登録商標）６５［ポリオキシエ
チレン（２０）ソルビタントリステアレート］、Ｔｗｅｅｎ（登録商標）８０［ポリオキ
シエチレン（２０）ソルビタンモノオレエート］、Ｔｗｅｅｎ　８１［ポリオキシエチレ
ン（５）ソルビタンモノオレエート］、およびＴｗｅｅｎ（登録商標）８５［ポリオキシ
エチレン（２０）ソルビタントリオレエートを含む、「ｐｏｌｙｓｏｒｂａｔ」の名称で
知られ、「Ｔｗｅｅｎ」の商標名で市販されているタイプ；好ましくは、一般式（ＩＩ－
ｂ）で表されるポリオキシエチレンソルビタンの脂肪酸モノエステル
【００８６】
【化１】

（式中、（ｗ＋ｘ＋ｙ＋ｚ）は１５～１００、好ましくは１６～８０、より好ましくは１
７～６０、さらに好ましくは１８～４０、および最も好ましくは１９～２１の範囲内であ
り；そして、アルキレンは、６～３０個の炭素原子、より好ましくは８～２４個の炭素原
子、最も好ましくは１０～１６個の炭素原子を含む場合により不飽和のアルキレン基であ
る）；
－ポリオキシエチレングリセロール脂肪酸エステル、例えばグリセロールのモノ－、ジ－
およびトリエステル、および２００～４０００ｇ／ｍｏｌの範囲内の分子量を有するマク
ロゴールのジ－およびモノエステル、例えば、マクロゴールグリセロールカプリロカプレ
ート、マクロゴールグリセロールラウレート、マクロゴールグリセロールココエート、マ
クロゴールグリセロールリノレエート、マクロゴール－２０－グリセロールモノステアレ
ート、マクロゴール－６－グリセロールカプリロカプレート、マクロゴールグリセロール
オレエート；マクロゴールグリセロールステアレート、マクロゴールグリセロールヒドロ
キシステアレート（例えばＣｒｅｍｏｐｈｏｒ（登録商標）ＲＨ　４０）およびマクロゴ
ールグリセロールリジンオレエート（例えばＣｒｅｍｏｐｈｏｒ（登録商標）ＥＬ）；
－脂肪酸が好ましくは約８～約１８の炭素原子を有するポリオキシエチレン脂肪酸エステ
ル、例えば、マクロゴールオレエート、マクロゴールステアレート、マクロゴール－１５
－ヒドロキシステアレート、１２－ヒドロキシステアリン酸のポリオキシエチレンエステ
ル、例えば、商標名「Ｓｏｌｕｔｏｌ　ＨＳ１５」で公知であり市販されているタイプ；
好ましくは一般式（ＩＩｃ）で表される
　ＣＨ３ＣＨ２－（ＯＣＨ２ＣＨ３）ｎＯ－ＣＯ－（ＣＨ２）ｍＣＨ３　（ＩＩｃ）
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（式中、ｎは６～５００、好ましくは７～２５０、より好ましくは８～１００、さらに好
ましくは９～７５、より一層好ましくは１０～５０、さらに一層好ましくは１１～３０、
最も好ましくは１２～２５、特に１３～２０の整数であり；ｍは６～２８；より好ましく
は６～２６、さらに好ましくは８～２４、より一層好ましくは１０～２２、さらに一層好
ましくは１２～２０、最も好ましくは１４～１８、特に１６の整数である）；
－ポリオキシエチレン脂肪アルコールエーテル、例えばマクロゴールセチルステアリルエ
ーテル、マクロゴールアリールエーテル、マクロゴールオレイルエーテル、マクロゴール
ステアリルエーテル；
－ポリオキシプロピレン－ポリオキシエチレンブロックコポリマー（ポロキサマー）；
－ショ糖の脂肪酸エステル；例えばショ糖ジステアラート、ショ糖ジオレアート、ショ糖
ジパルミタート、ショ糖モノステアラート、ショ糖モノオレアート、ショ糖モノパルミテ
ート、ショ糖モノミリステートおよびショ糖モノラウレート；
－ポリングリセロールの脂肪酸エステル、例えばポリグリセロールオレエート；
－α－コハク酸トコフェリルのポリオキシエチレンエステル、例えば、Ｄ－アルファ－ト
コフェリル－ＰＥＧ－１０００－スクシナート（ＴＰＧＳ）；
－ポリグリコール化グリセリド、例えば、商標「Ｇｅｌｕｃｉｒｅ　４４／１４」、「Ｇ
ｅｌｕｃｉｒｅ　５０／１３」および「Ｌａｂｒａｓｏｌ」で知られ市販されているタイ
プ；
－天然もしくは硬化ヒマシ油およびエチレンオキシドの反応生成物、例えば商標「Ｃｒｅ
ｍｏｐｈｏｒ」で公知であり市販されている様々な液体の界面活性剤；
および、
－多官能性アルコールの部分脂肪酸エステル、例えばグリセロール脂肪酸エステル、例え
ばモノ－およびトリ－ラウリル、パルミチル、ステアリルおよびオレイルエステル、例え
ばグリセロールモノステアレート、グリセロールモノオレエート、例えばグリセリルモノ
オレエート４０（商標「Ｐｅｃｅｏｌ」で知られ市販されている）；グリセロールジベヘ
ネート、グリセロールジステアラート、グリセロールモノリノレエート；エチレングリコ
ールモノステアラート、エチレングリコールモノパルミトステアレート、ペンタエリトリ
トールモノステアラート。
【００８７】
　好ましい実施形態では、本発明によるマトリックス材料は、
（ｉ）場合によりヒドロキシル基を有する飽和または不飽和のＣ１２～Ｃ１８脂肪酸をポ
リエチレングリコール、および場合によりグリセロールでエステル化すること（ここで、
ポリエチレングリコールは、好ましくは、１０～４０個のエチレンオキシド単位（－ＣＨ

２ＣＨ２Ｏ－）を含む）；および／または
（ｉｉ）ポリエチレングリコール部分が、エーテル結合を介してＣ１２～Ｃ１８脂肪酸の
ヒドロキシル基と結合するように、ヒドロキシル基を有する飽和または不飽和のＣ１２～
Ｃ１８脂肪酸のトリグリセリドをエチレンオキシドでエステル化すること（ここで、ポリ
エチレングリコール部分は、好ましくは、３０～５０個のエチレンオキシド単位（－ＣＨ

２ＣＨ２Ｏ－）を含む）、
により得ることができる界面活性剤または異なる界面活性剤の混合物を含む。
【００８８】
　好ましい実施形態では、界面活性剤の含有量は、錠剤の全重量を基準として、少なくと
も０．００１重量％または少なくとも０．００５重量％、より好ましくは少なくとも０．
０１重量％または少なくとも０．０５重量％、さらに好ましくは少なくとも０．１重量％
、少なくとも０．２重量％または少なくとも０．３重量％、より一層好ましくは少なくと
も０．４重量％、少なくとも０．５重量％または少なくとも０．６重量％、特に、少なく
とも０．７重量％、少なくとも０．８重量％、少なくとも０．９重量％または少なくとも
１．０重量％である。
【００８９】
　好ましい実施形態では、しかしながら、本発明による錠剤のマトリックス材料は、１種
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またはそれ以上の崩壊剤、１種またはそれ以上の増量剤／結合剤および１種またはそれ以
上の滑沢剤から成るが、他のいずれの成分も含まない。
【００９０】
　特に好ましい実施形態では、本発明による錠剤のマトリックス材料は１種またはそれ以
上のゲル形成剤および／またはシリコーンを含まない。
【００９１】
　本明細書で使用される場合に、用語「ゲル形成剤」は、溶剤（例えば水）との接触にお
いて、溶剤を吸収し、膨張して、それによって粘着性または半粘着性の物質を形成する化
合物を表すために使用される。好ましいゲル形成剤は架橋されていない。この物質は、水
性および水性アルコール性媒体において埋め込まれた微粒子からの薬理学的に活性な化合
物の放出を和らげ得る。十分な水和に際しては、可溶化された薬理学的に活性な化合物の
量を含むことができ、そしてシリンジに引き入れることができる遊離溶剤の量を十分に減
少および／または最小化する濃い粘性の溶液または分散液が典型的には製造される。形成
されるゲルはまた、ゲル構造内に薬理学的に活性な化合物を取り込むことにより、溶剤で
抽出可能な薬理学的に活性な化合物の全体量を減少させることができる。したがって、ゲ
ル形成剤は、本発明による錠剤に対するタンパーレジスタンスを付与するのに重要な役割
を果たし得る。
【００９２】
　好ましくはマトリックス材料に含まれないゲル形成剤は、薬学的に許容可能なポリマー
、典型的には親水性ポリマー、例えばヒドロゲルを含む。ゲル形成剤の代表的な例には、
ポリエチレンオキシド、ポリビニルアルコール、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、
カルボマー、ポリ（ウロン）酸およびそれらの混合物が含まれる。
【００９３】
　したがって、本発明の錠剤の微粒子に含まれるポリアルキレンオキシドは、好ましくは
、マトリックス材料にも含まれない。
【００９４】
　好ましくは、本発明の錠剤の微粒子に含まれる薬理学的に活性な化合物は、好ましくは
、マトリックス材料にも含まれない。
【００９５】
　したがって、好ましい実施形態では、本発明の錠剤に含まれる薬理学的に活性な化合物
の全量が、マトリックス材料内の不連続相を形成する微粒子中に存在し；連続相を形成す
るマトリックス材料はいずれの薬理学的に活性な化合物も含まない。
【００９６】
　本発明による錠剤は複数の微粒子を含む。前記微粒子は、薬理学的に活性な化合物およ
びポリアルキレンオキシドを含む。好ましくは、薬理学的に活性な化合物はポリアルキレ
ンオキシドの中で分散させる。
【００９７】
　本明細書の目的において、用語「微粒子」は、例えば２０℃または室温または常温で固
体である材料の個別の塊を表す。好ましくは、微粒子は２０℃で固体である。好ましくは
、微粒子はモノリスである。好ましくは、薬理学的に活性な化合物およびポリアルキレン
オキシドは、微粒子が、ポリアルキレンオキシドの不存在下で薬理学的に活性な化合物が
存在するかまたは薬理学的に活性な化合物の不存在下でポリアルキレンオキシドが存在す
るかのいずれかである部分を含まないように、微粒子中に密接に均一に分布される。
【００９８】
　微粒子がフィルムコーティングされている場合、ポリアルキレンオキシドは好ましくは
医薬剤形（錠剤）のコアに均一に分布され、すなわち、フィルムコーティングは好ましく
はポリアルキレンオキシドを含まないが、場合によりそのより低い分子量においてポリア
ルキレンオキシドと異なるポリアルキレングリコールを含む。それにもかかわらず、フィ
ルムコーティング自体はもちろん１種又はそれ以上のポリマーを含有し得るが、好ましく
は、コアに含有されるポリアルキレンオキシドとは異なる。
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【００９９】
　微粒子は典型的に巨視的なサイズであり、典型的には平均直径は、１００μｍ～１５０
０μｍ、好ましくは２００μｍ～１５００μｍ、より好ましくは３００μｍ～１５００μ
ｍ、さらに好ましくは４００μｍ～１５００μｍ、最も好ましくは５００μｍ～１５００
μｍ、特に６００μｍ～１５００μｍの範囲内である。本発明による錠剤は不連続相とし
て微粒子を含み、すなわち、微粒子は、マトリックス材料において不連続相を形成し、そ
の結果マトリックス材料は連続相を形成する。この点に関して、不連続は、全ての微粒子
が密接に他の微粒子と接触するわけではないこと、しかしながら、微粒子が、微粒子が埋
め込まれているマトリックス材料により少なくとも部分的に互いに隔てられていることを
意味する。すなわち、微粒子は、好ましくは、本発明による錠剤内で単一の粘性塊を形成
しない。
【０１００】
　本発明による錠剤は、錠剤の全重量の３分の２未満の量で微粒子を含む。
【０１０１】
　驚くべきことに、タンパーレジスタンス、崩壊時間および薬剤放出、薬剤量、加工性（
特に打錠性）および患者コンプライアンスの間の最良の折衷を提供するために、錠剤にお
ける微粒子の含有量を最適化できることが見出された。
【０１０２】
　好ましくは、本発明の錠剤における微粒子の含有量は、錠剤の全重量を基準として、最
大で６５重量％、より好ましくは最大で６２．５重量％、よりさらに好ましくは最大で６
０重量％、より一層好ましくは最大で５７．５重量％、最も好ましくは最大で５５重量％
、特に最大で５２．５重量％である。
【０１０３】
　好ましくは、本発明による錠剤における微粒子の含有量は、錠剤の全重量を基準として
、少なくとも１０重量％、少なくとも１２．５重量％、少なくとも１５重量％または少な
くとも１７．５重量％；より好ましくは少なくとも２０重量％、少なくとも２２．５重量
％、少なくとも２５重量％または少なくとも２７．５重量％；最も好ましくは少なくとも
３０重量％、少なくとも３２．５重量％、少なくとも３５重量％または少なくとも３７．
５重量％；特に、少なくとも４０重量％、少なくとも４２．５重量％、少なくとも４５重
量％または少なくとも４７．５重量％である。
【０１０４】
　好ましい実施形態では、本発明の錠剤における微粒子の含有量は、錠剤の全重量を基準
として、３５±３０重量％、より好ましくは３５±２５重量％、よりさらに好ましくは３
５±２０重量％、より一層好ましくは３５±１５重量％、最も好ましくは３５±１０重量
％、特に３５±５重量％の範囲内にある。別の好ましい実施形態では、本発明の錠剤にお
ける微粒子の含有量は、錠剤の全重量を基準として、４０±３０重量％、より好ましくは
４０±２５重量％、よりさらに好ましくは４０±２０重量％、より一層好ましくは４０±
１５重量％、最も好ましくは４０±１０重量％、特に４０±５重量％の範囲内にある。さ
らに別の好ましい実施形態では、本発明の錠剤における微粒子の含有量は、錠剤の全重量
を基準として、４５±３０重量％、より好ましくは４５±２５重量％、よりさらに好まし
くは４５±２０重量％、より一層好ましくは４５±１５重量％、最も好ましくは４５±１
０重量％、特に４５±５重量％の範囲内にある。さらに別の好ましい実施形態では、本発
明の錠剤における微粒子の含有量は、錠剤の全重量を基準として、５０±３０重量％、よ
り好ましくは５０±２５重量％、よりさらに好ましくは５０±２０重量％、より一層好ま
しくは５０±１５重量％、最も好ましくは５０±１０重量％、特に５０±５重量％の範囲
内にある。別の好ましい実施形態では、本発明の錠剤における微粒子の含有量は、錠剤の
全重量を基準として、５５±３０重量％、より好ましくは５５±２５重量％、よりさらに
好ましくは５５±２０重量％、より一層好ましくは５５±１５重量％、最も好ましくは５
５±１０重量％、特に５５±５重量％の範囲内にある。さらに別の好ましい実施形態では
、本発明の錠剤における微粒子の含有量は、錠剤の全重量を基準として、６０±３０重量
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％、より好ましくは６０±２５重量％、よりさらに好ましくは６０±２０重量％、より一
層好ましくは６０±１５重量％、最も好ましくは６０±１０重量％、特に６０±５重量％
の範囲内にある。
【０１０５】
　微粒子の形状は特に限定されない。微粒子は好ましくはホットメルト押出法によって製
造されるので、本発明の錠剤中に存在する好ましい微粒子は概して円柱形状である。した
がって、そのような微粒子の直径はそれらの円形断面の直径である。円柱状の形状は押出
プロセスによって生じ、当該プロセスによると、円形断面の直径は押出ダイの相関的要素
であり、円柱の長さは切断長さの相関的要素であり、これに従って、材料の押し出された
ストランドが、好ましくは多かれ少なかれ予め定められた長さの断片に切断される。
【０１０６】
　本発明の錠剤の製造のために円柱状、すなわち、球状の微粒子が適していることは、予
期されない。典型的には、アスペクト比が、球形の形状の重要な尺度とみなされる。アス
ペクト比は、最大直径（ｄｍａｘ）およびその直角のＦｅｒｅｔ直径の比として定義され
る。非球面の微粒子に関して、アスペクト比は１より大きい値を有する。前記値が小さい
ほど、前記微粒子はより球状である。１．１より小さいアスペクト比は、典型的には満足
であると考えられるが、しかしながら、１．２より大きいアスペクト比は、典型的には、
従来の錠剤の製造に適していないと考えられる。本発明者等は、驚くべきことに、本発明
の錠剤を製造する場合、１．２より大きいアスペクト比を有する微粒子でさえ、困難なし
に加工できること、球状の微粒子を提供する必要がないことが見出された。好ましい実施
形態では、微粒子のアスペクト比は、最大で１．４０、より好ましくは最大で１．３５、
さらに好ましくは最大で１．３０、より一層好ましくは最大で１．２５、さらに好ましく
は最大で１．２０、最も好ましくは最大で１．１５、特に最大で１．１０である。別の好
ましい実施形態において、微粒子のアスペクト比は、少なくとも１．１０、より好ましく
は少なくとも１．１５、さらに好ましくは少なくとも１．２０、より一層好ましくは少な
くとも１．２５、さらに好ましくは少なくとも１．３０、最も好ましくは少なくとも１．
３５、特に少なくとも１．４０である。
【０１０７】
　本発明の錠剤における微粒子は巨視的なサイズであり、すなわち、典型的には少なくと
も５０μｍ、より好ましくは少なくとも１００μｍ、さらに好ましくは少なくとも１５０
μｍまたは少なくとも２００μｍ、より一層好ましくは少なくとも２５０μｍまたは少な
くとも３００μｍ、最も好ましくは少なくとも４００μｍまたは少なくとも５００μｍ、
そして特に少なくとも５５０μｍまたは少なくとも６００μｍの平均粒度を有する。
【０１０８】
　好ましい微粒子は、約１０００μｍ以下の平均長さおよび平均直径を有する。
微粒子が押出技術によって製造される場合、微粒子の「長さ」は、押出方向と平行な微粒
子の寸法である。微粒子の「直径」は押出方向と垂直な最大寸法である。
【０１０９】
　特に好ましい微粒子は、約１０００μｍ未満、より好ましくは約８００μｍ未満、より
一層好ましくは約６５０μｍ未満の平均直径を有する。特に好ましい微粒子は、７００μ
ｍ未満、特に６００μｍ未満、さらに具体的には５００μｍ未満、例えば４００μｍ未満
の平均直径を有する。特に好ましい微粒子は、２００～１０００μｍ、より好ましくは４
００～８００μｍ、さらに好ましくは４５０～７００μｍ、より一層好ましくは５００～
６５０μｍ、例えば約５００～６００μｍの範囲の平均直径を有する。さらなる好ましい
微粒子は、約３００μｍ～約４００μｍの、約４００μｍ～５００μｍの、または約５０
０μｍ～６００μｍの、または６００μｍ～７００μｍの、または７００μｍ～８００μ
ｍの平均直径を有する。
【０１１０】
　本発明の錠剤に存在する好ましい微粒子は、約１０００μｍ未満の平均直径、好ましく
は約８００μｍ未満の平均直径、さらに好ましくは約６５０μｍ未満の平均直径、例えば
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、約８００μｍ、約７００μｍ、約６００μｍ、約５００μｍ、約４００μｍまたは約３
００μｍの長さを有する。特に好ましい微粒子は、７００μｍ未満、特に６５０μｍ未満
、さらに具体的には５５０μｍ未満、例えば４５０μｍ未満の平均長さを有する。従って
、特に好ましい微粒子は２００～１０００μｍ、より好ましくは４００～８００μｍ、さ
らに好ましくは４５０～７００μｍ、より一層好ましくは５００～６５０μｍ、例えば約
５００～６００μｍの範囲の平均長さを有する。マイクロ微粒子の最小の平均長さは、切
断工程によって決定され、例えば５００μｍ、４００μｍ、３００μｍまたは２００μｍ
であり得る。
【０１１１】
　好ましい実施形態では、微粒子は、（ｉ）約７５０±３００μｍ、より好ましくは７５
０±２５０μｍ、さらに好ましくは７５０±２００μｍ、より一層好ましくは７５０±１
５０μｍ、最も好ましくは７５０±１００μｍおよび特に７５０±５０μｍの平均直径；
および／または（ｉｉ）約７５０±３００μｍ、より好ましくは７５０±２５０μｍ、さ
らに好ましくは７５０±２００μｍ、より一層好ましくは７５０±１５０μｍ、最も好ま
しくは７５０±１００μｍ、特に７５０±５０μｍの平均長さ、を有する。
【０１１２】
　驚くべきことに、タンパーレジスタンス、崩壊時間および薬剤放出、薬剤量、加工性（
特に打錠性）および患者コンプライアンスの間の最良の折衷を提供するために、錠剤にお
ける微粒子のサイズを最適化できることが見出された。
【０１１３】
　微粒子のサイズは、本技術分野で公知で慣用の方法のいずれか、例えばレーザー光散乱
、篩分法、光学顕微鏡法または画像解析よって測定することができる。
【０１１４】
　好ましくは、本発明の錠剤に含まれる複数の微粒子は、以下で「ａａｗ」と表す算術平
均重量を有し、ここで、前記の複数の微粒子に含まれる個々の粒子の少なくとも７０％、
より好ましくは少なくとも７５％、さらに好ましくは少なくとも８０％、より一層好まし
くは少なくとも８５％、最も好ましくは少なくとも９０％、特に少なくとも９５％が、ａ
ａｗ±の３０％、より好ましくはａａｗ±２５％、さらに好ましくはａａｗ±２０％、よ
り一層好ましくはａａｗ±１５％、最も好ましくはａａｗ±１０％、特にａａｗ５±％の
範囲内の個々の重量を有する。例えば、本発明の錠剤が、複数の１００個の微粒子を含有
し、前記の複数の微粒子のａａｗが１．００ｍｇである場合、少なくとも７５個の個々の
粒子（すなわち７５％）が０．７０～１．３０ｍｇ（１．００ｍｇ±３０％）の範囲内の
個々の重量を有する。
【０１１５】
　好ましい実施形態では、微粒子は、フィルムコーティングされていない。
【０１１６】
　別の好ましい実施形態では、微粒子はフィルムコーティングされている。驚くべきこと
に、微粒子がフィルムコーティングされた場合に、崩壊時間および／または錠剤からの薬
剤放出をさらに加速することができることが見出され、それは即時の薬剤放出を有する錠
剤にとって特に重要である。
【０１１７】
　本発明の微粒子は、場合により、部分的に又は完全に慣用のコーティングを施して提供
することができる。本発明の微粒子は、好ましくは、慣用のフィルムコーティング組成物
でフィルムコーティングされる。好適なコーティング材料は、例えば、商標名Ｏｐａｄｒ
ｙ（登録商標）及びＥｕｄｒａｇｉｔ（登録商標）で市販されている。
【０１１８】
　好適な材料の例としては、セルロースエステル類及びセルロースエーテル類、例えば、
メチルセルロース（ＭＣ）、ヒドロキシプロピルメチルセルロース（ＨＰＭＣ）、ヒドロ
キシプロピルセルロース（ＨＰＣ）、ヒドロキシエチルセルロース（ＨＥＣ）、カルボキ
シメチルセルロースナトリウム（Ｎａ－ＣＭＣ）、エチルセルロース（ＥＣ）、セルロー
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スアセテートフタレート（ＣＡＰ）、ヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレート（
ＨＰＭＣＰ）；ポリ（メタ）アクリレート、例えば、アミノアルキルメタクリレートコポ
リマー、エチルアクリレート－メチルメタクリレートコポリマー、メタクリル酸－メチル
メタクリレートコポリマー、メタクリル酸－メチルメタクリレートコポリマー；ビニルポ
リマー、例えば、ポリビニルピロリドン、ポリビニルアセテートフタレート、ポリビニル
アルコール、ポリビニルアルコール－ポリエチレングリコールグラフトコポリマー、ポリ
ビニルアセテート；並びに天然フィルム形成剤、が挙げられる。
【０１１９】
　コーティング材料は、賦形剤、例えば安定剤（例えば界面活性剤、例えばマクロゴール
セトステアリルエーテル、ドデシル硫酸ナトリウム等）を含むことができる。フィルムコ
ーティング材料の好適な賦形剤は、当業者に公知である。
【０１２０】
　特に好ましい実施形態において、コーティングは水溶性である。好ましい実施形態にお
いて、コーティングは、ポリビニルアルコール、例えば、部分加水分解ポリビニルアルコ
ールをベースとし、ポリエチレングリコール、例えば、マクロゴール３３５０及び／又は
顔料を追加的に含有できる。別の好ましい実施形態において、コーティングは、ヒドロキ
シプロピルメチルセルロース、好ましくは、３～１５ｍＰａ・ｓの粘度を有するヒプロメ
ロース２９１０型に基づく。
【０１２１】
　さほど好ましくはないが、コーティングは大抵、胃液抵抗性であり、放出環境のｐＨ値
の相関的要素として溶解することができる。このコーティングによって、本発明の錠剤が
、溶解しないで胃を通過し、活性化合物が腸内でのみ放出されることを確実にできる。胃
液抵抗性のコーティングは好ましくは、５～７．５のｐＨ値で溶解する。活性化合物の遅
延型放出のための及び胃液抵抗性コーティングの適用のための、該当する材料及び方法は
、当業者には、例えば、「Ｃｏａｔｅｄ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　ｄｏｓａｇｅ
　ｆｏｒｍｓ　－　Ｆｕｎｄａｍｅｎｔａｌｓ，　Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ　Ｔｅｃ
ｈｎｉｑｕｅｓ，　Ｂｉｏｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ａｓｐｅｃｔｓ，　Ｔｅｓｔ
　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ａｎｄ　ＲａｗＭａｔｅｒｉａｌｓ」、Ｋｕｒｔ　Ｈ．　Ｂａｕｅｒ
、Ｋ．　Ｌｅｈｍａｎｎ、Ｈｅｒｍａｎｎ　Ｐ．　Ｏｓｔｅｒｗａｌｄ、Ｒｏｔｈｇａｎ
ｇ，　Ｇｅｒｈａｒｔ、第１版、１９９８年、Ｍｅｄｐｈａｒｍ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ
　Ｐｕｂｌｉｓｈｅｒｓからよく知られている。
【０１２２】
　特に好ましいコーティングは、ポリビニルアルコールおよび場合により、さらなる賦形
剤、例えばキサンタンガムおよび／またはタルクを含む。
【０１２３】
　微粒子がフィルムコーティングされる場合、乾燥フィルムコーティングの含有量は、微
粒子の全重量を基準として、最大で５重量％、より好ましくは最大で４重量％、さらに好
ましくは最大で３．５重量％、より一層好ましくは最大で３重量％、最も好ましくは最大
で２．５重量％、特に最大で２重量％である。
特に好ましい実施形態では、微粒子（コーティングされていない出発材料）の全重量に対
する重量の増加が、３．０～４．７重量％、より好ましくは３．１～４．６重量％、さら
に好ましくは３．２～４．５重量％、より一層好ましくは３．３～４．４重量％、最も好
ましくは３．４～４．３重量％、特に３．５～４．２重量％の範囲内である。
【０１２４】
　驚くべきことに、タンパーレジスタンス、崩壊時間および薬剤放出、薬剤量、加工性（
特に打錠性）および患者コンプライアンスの間の最良の折衷を提供するために、錠剤にお
けるマトリックス材料：微粒子の相対重量比を最適化できることが見出された。
【０１２５】
　好ましくは、前記の相対重量比は、１：１．００±０．７５、より好ましくは１：１．
００±０．５０、さらに好ましくは１：１．００±０．４０、より一層好ましくは１：１
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．００±０．３０、最も好ましくは１：１．００±０．２０、特に１：１．００±０．１
０の範囲内にある．
　前記微粒子は、少なくとも薬理学的に活性な化合物およびポリアルキレンオキシドを含
む。好ましくは、しかしながら、微粒子は追加の薬学的な賦形剤、例えば酸化防止剤およ
び可塑剤を含む。
【０１２６】
　薬理学的に活性な化合物は特に限定されない。好ましくは、薬理学的に活性な化合物は
オピオイドである。
【０１２７】
　好ましい実施形態では、微粒子および錠剤はそれぞれ、単一の薬理学的に活性な化合物
のみを含む。別の好ましい実施形態では、微粒子および錠剤はそれぞれ、２種またはそれ
以上の薬理学的に活性な化合物の組み合わせを含む。
【０１２８】
　好ましくは、薬理学的に活性な化合物は、乱用される可能性がある活性成分である。乱
用される可能性がある活性成分は、当業者にはよく知られており、例えば、精神安定薬、
精神刺激薬、バルビツール系薬剤、麻酔薬、オピオイド又はオピオイド誘導体が含まれる
。
【０１２９】
　好ましくは、薬理学的に活性な化合物は向精神性の作用を示す。
【０１３０】
　好ましくは、薬理学的に活性な化合物は、オピエート類、オピオイド類、精神刺激薬、
精神安定薬及び他の麻酔薬からなる群から選択される。
【０１３１】
　特に好ましくは、薬理学的に活性な化合物はオピオイドである。ＡＴＣ分類（ＡＴＣ　
ｉｎｄｅｘ）によれば、オピオイドは、天然アヘンアルカロイド類、フェニルピペリジン
誘導体、ジフェニルプロピルアミン誘導体、ベンゾモルファン誘導体、オリパビン（ｏｒ
ｉｐａｖｉｎｅ）誘導体、モルフィナン誘導体などに分類される。
【０１３２】
　以下のオピエート、オピオイド、精神安定薬又は他の麻薬は、向精神作用を有する物質
であり、即ち、乱用の可能性があり、従って、好ましくは前記の錠剤および微粒子にそれ
ぞれ含有される：アルフェンタニル、アロバルビタール、アリルプロジン、アルファプロ
ジン、アルプラゾラム、アンフェプラモン、アンフェタミン、アンフェタミニル、アモバ
ルビタール、アニレリジン、アポコデイン、アキソマドール、バルビタール、ベミドン、
ベンジルモルヒネ、ベジトラミド、ブロマゼパム、ブロチゾラム、ブプレノルフィン、ブ
トバルビタール、ブトルファノール、カマゼパム、カーフェンタニル、カチン／Ｄ－ノル
プソイドエフェドリン、クロルジアゼポキシド、クロバザム・クロフェダノール、クロナ
ゼパム、クロニタゼン、クロラゼプ酸、クロチアゼパム、クロキサゾラム、コカイン、コ
デイン、シクロバルビタール、シクロルファン、シプレノルフィン、デロラゼパム、デソ
モルヒネ、デキストロモラミド、デキストロプロポキシフェン、デゾシン、ジアンプロミ
ド、ジアモルフォン、ジアゼパム、ジヒドロコデイン、ジヒドロモルヒネ、ジヒドロモル
フォン、ジメノキサドール、ジメフェタモル（ｄｉｍｅｐｈｅｔａｍｏｌ）、ジメチルチ
アンブテン、ジオキサフェチルブチレート、ジピパノン、ドロナビノール、エプタゾシン
、エスタゾラム、エトヘプタジン、エチルメチルチアンブテン、ロフラゼプ酸エチル、エ
チルモルヒネ、エトニタゼン、エトルフィン、ファキセラドール、フェンカンファミン、
フェネチリン、フェンピプラミド、フェンプロポレクス、フェンタニル、フルジアゼパム
、フルニトラゼパム、フルラゼパム、ハラゼパム、ハロキサゾラム、ヘロイン、ヒドロコ
ドン、ヒドロモルフォン、ヒドロキシペチジン、イソメタドン、ヒドロキシメチルモルヒ
ナン、ケタゾラム、ケトベミドン、レバセチルメタドール（ＬＡＡＭ）、レボメタドン、
レボルファノール、レボフェナシルモルファン、レボキセマシン（ｌｅｖｏｘｅｍａｃｉ
ｎ）、ジメシル酸リスデキサンフェタミン、ロフェンタニル、ロプラゾラム、ロラゼパム
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、ロルメタゼパム、マジンドール、メダゼパム、メフェノレクス、メペリジン、メプロバ
メート、メタポン（ｍｅｔａｐｏｎ）、メプタジノール、メタゾシン、メチルモルヒネ、
メタンフェタミン、メタドン、メタカロン、３－メチルフェンタニル、４－メチルフェン
タニル、メチルフェニデート、メチルフェノバルビタール、メチプリロン、メトポン、ミ
ダゾラム、モダフィニル、モルヒネ、ミロフィン、ナビロン、ナルブフェン、ナロルフィ
ン、ナルセイン、ニコモルヒネ、ニメタゼパム、ニトラゼパム、ノルダゼパム、ノルレボ
ルファノール、ノルメタドン、ノルモルヒネ、ノルピパノン、アヘン、オキサゼパム、オ
キサゾラム、オキシコドン、オキシモルホン、パパベル・ソムニフェルム（Ｐａｐａｖｅ
ｒ　ｓｏｍｎｉｆｅｒｕｍ）、パパベレタム、ペルノリン（ｐｅｒｎｏｌｉｎｅ）、ペン
タゾシン、ペントバルビタール、ペチジン、フェナドキソン、フェノモルファン、フェナ
ゾシン、フェノペリジン、ピミノジン、ホルコデイン（ｐｈｏｌｃｏｄｅｉｎｅ）、フェ
ンメトラジン、フェノバルビタール、フェンテルミン、ピナゼパム、ピプラドロール、ピ
リトラミド、プラゼパム、プロファドール、プロヘプタジン、プロメドール、プロペリジ
ン、プロポキシフェン、レミフェンタニル、セクブタバルビタール、セコバルビタール、
サフェンタニル、タペンタドール、テマゼパム、テトラゼパム、チリジン（シスおよびト
ランス）、トラマドール、トリアゾラム、ビニルビタール、Ｎ－（１－メチル－２－ピペ
リジノエチル）－Ｎ－（２－ピリジル）プロピオンアミド、（１Ｒ，２Ｒ）－３－（３－
ジメチルアミノ－１－エチル－２－メチル－プロピル）フェノール、（１Ｒ，２Ｒ，４Ｓ
）－２－（ジメチルアミノ）－メチル－４－（ｐ－フルオロベンジルオキシ）－１－（ｍ
－メトキシフェニル）シクロヘキサノール、（１Ｒ，２Ｒ）－３－（２－ジメチルアミノ
メチル－シクロヘキシル）フェノール、（１Ｓ，２Ｓ）－３－（３－ジメチルアミノ－１
－エチル－２－メチル－プロピル）フェノール、（２Ｒ，３Ｒ）－１－ジメチルアミノ－
３（３－メトキシフェニル）－２－メチル－ペンタン－３－オール、（１ＲＳ，３ＲＳ，
６ＲＳ）－６－ジメチルアミノメチル－１－（３－メトキシフェニル）－シクロヘキサン
－１，３－ジオール、（好ましくはラセミ化合物として）、（３－（２－ジメチルアミノ
メチル－１－ヒドロキシ－シクロヘキシル）フェニル　２－（４－イソブチル－フェニル
）プロピオナート、３－（２－ジメチルアミノメチル－１－ヒドロキシ－シクロヘキシル
）フェニル　２－（６－メトキシ－ナフタレン－２－イル）プロピオナート、３－（２－
ジメチルアミノメチル－シクロヘキサ－１－エニル）－フェニル　２－（４－イソブチル
－フェニル）プロピオナート、３－（２－ジメチルアミノメチル－シクロヘキサ－１－エ
ニル）－フェニル２－（６－メトキシ－ナフタレン－２－イル）プロピオナート、（ＲＲ
－ＳＳ）－２－アセトキシ－４－トリフルオロメチル－安息香酸　３－（２－ジメチルア
ミノメチル－１－ヒドロキシ－シクロヘキシル）－フェニルエステル、（ＲＲ－ＳＳ）－
２－ヒドロキシ－４－トリフルオロメチル－安息香酸　３－（２－ジメチルアミノメチル
－１－ヒドロキシ－シクロヘキシル）－フェニルエステル、（ＲＲ－ＳＳ）－４－クロロ
－２－ヒドロキシ－安息香酸　３－（２－ジメチルアミノメチル－１－ヒドロキシ－シク
ロヘキシル）－フェニルエステル、（ＲＲ－ＳＳ）－２－ヒドロキシ－４－メチル－安息
香酸　３－（２－ジメチルアミノメチル－１－ヒドロキシ－シクロヘキシル）－フェニル
エステル、（ＲＲ－ＳＳ）－２－ヒドロキシ－４－メトキシ－安息香酸　３－（２－ジメ
チルアミノメチル－１－ヒドロキシ－シクロヘキシル）－フェニルエステル、（ＲＲ－Ｓ
Ｓ）－２－ヒドロキシ－５－ニトロ－安息香酸　３－（２－ジメチルアミノメチル－１－
ヒドロキシ－シクロヘキシル）－フェニルエステル、（ＲＲ－ＳＳ）－２’，４’－ジフ
ルオロ－３－ヒドロキシ－ビフェニル－４－カルボン酸　３－（２－ジメチルアミノメチ
ル－１－ヒドロキシ－シクロヘキシル）－フェニルエステル、ならびに対応する立体異性
化合物、各場合におけるそれらの対応する誘導体、生理学的に許容可能なエナンチオマー
、立体異性体、ジアステレオマーおよびラセミ体、およびそれらの生理学的に許容可能な
誘導体、例えばエーテル類、エステル類またはアミド類、および各場合におけるそれらの
生理学的に許容可能な化合物、特にそれらの酸もしくは塩基付加塩および溶媒和物、例え
ば塩酸塩。
【０１３３】
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　好ましい実施態様において、薬理学的に活性な化合物は、ＤＰＩ－１２５、Ｍ６Ｇ（Ｃ
Ｅ－０４－４１０）、ＡＤＬ－５８５９、ＣＲ－６６５、ＮＲＰ２９０及びセバコイルジ
ナルブフィンエステルからなる群から選択される。
【０１３４】
　好ましい実施形態において、薬理学的に活性な化合物は、オキシモルホン、ヒドロモル
ホン及びモルヒネからなる群から選択される。
【０１３５】
　別の好ましい実施形態において、薬理学的に活性な化合物は、タペンタドール、ファキ
セラドール及びアキソマドールからなる群から選択される。
【０１３６】
　さらに別の好ましい実施形態では、薬理学的に活性な化合物は１，１－（３－ジメチル
アミノ－３－フェニルペンタメチレン）－６－フルオロ－１，３，４，９－テトラヒドロ
ピラノ［３，４－ｂ］インドール、特にその半クエン酸塩；１，１－［３－ジメチルアミ
ノ－３－（２－チエニル）ペンタメチレン］－１，３，４，９－テトラヒドロピラノ［３
，４－ｂ］インドール、特にそのクエン酸塩；および１，１－［３－ジメチルアミノ－３
－（２－チエニル）ペンタメチレン］－１，３，４，９－テトラヒドロピラノ［３，４－
ｂ］－６－フルオロインドール、特にその半クエン酸塩からなる群から選択される。
これらの化合物は、例えば、ＷＯ２００４／０４３９６７、ＷＯ２００５／０６６１８３
からよく知られている。
【０１３７】
　薬理学的に活性な化合物は、生理学的に許容可能な塩、例えば、生理学的に許容可能な
酸付加塩の形態で存在していてもよい。
【０１３８】
　生理学的に許容可能な酸付加塩は、塩基の形態の活性成分を適切な有機酸及び無機酸で
処理することによって簡便に得ることができる酸付加塩の形態を含む。酸性プロトンを含
有する活性成分は、適切な有機塩基及び無機塩基による処理によって、それらの無毒性の
金属もしくはアミン付加塩形態に変換してもよい。また、付加塩という用語は、活性成分
が形成できる水和物及び溶媒付加形態を含む。このような形態の例は、例えば、水和物、
アルコラートなどである。
【０１３９】
　驚くべきことに、タンパーレジスタンス、崩壊時間および薬剤放出、薬剤量、加工性（
特に打錠性）および患者コンプライアンスの間の最良の折衷を提供するために、それぞれ
錠剤におけるおよび微粒子における薬理学的に活性な化合物の含有量を最適化できること
が見出された。
【０１４０】
　薬理学的に活性な化合物は治療有効量で錠剤中に存在する。治療有効量を構成する量は
、使用される活性成分、治療される状態、前記状態の重症度、治療される患者、及び投与
の頻度に従って異なる。
【０１４１】
　錠剤における薬理学的に活性な化合物の含有量は限定されない。投与に適している薬理
学的に活性な化合物の用量は、好ましくは０．１ｍｇ～５００ｍｇの範囲、より好ましく
は１．０ｍｇ～４００ｍｇの範囲、さらに好ましくは５．０ｍｇ～３００ｍｇの範囲、最
も好ましくは１０ｍｇ～２５０ｍｇの範囲である。好ましい実施態様において、錠剤に含
有される薬理学的に活性な化合物の全量は、０．０１～２００ｍｇ、より好ましくは０．
１～１９０ｍｇ、さらに好ましくは１．０～１８０ｍｇ、さらに好ましくは１．５～１６
０ｍｇ、最も好ましくは２．０～１００ｍｇ、特に２．５～８０ｍｇの範囲内である。
【０１４２】
　好ましくは、薬理学的に活性な化合物の含有量は、錠剤の全重量を基準として、０．０
１～８０重量％、より好ましくは０．１～５０重量％、さらに好ましくは１～２５重量％
の範囲内である。
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【０１４３】
　好ましい実施形態では、薬理学的に活性な化合物の含有量は、各場合に錠剤の全重量を
基準として、５．０±４．５重量％、または７．５±７．０重量％、または１０±９．０
重量％、または１２．５±１２．０重量％、または１５±１４重量％、または１７．５±
１７．０重量％、または２０±１９重量％、または２２．５±２２．０重量％、または２
５±２４重量％；より好ましくは５．０±４．０重量％、または７．５±６．０重量％、
または１０±８．０重量％、または１２．５±１２．０重量％、または１５±１２重量％
、または１７．５±１５．０重量％、または２０±１９重量％、または２２．５±２２．
０重量％、または２５±２４重量％；さらに好ましくは５．０±３．５重量％、または７
．５±５．０重量％、または１０±７．０重量％、または１２．５±１０．０重量％、ま
たは１５±１０重量％、または１７．５±１３．０重量％、または２０±１７重量％、ま
たは２２．５±１９．０重量％、または２５±２１重量％；一層好ましくは、５．０±３
．０重量％、または７．５±４．０重量％、または１０±６．０重量％、または１２．５
±８．０重量％、または１５±８．０重量％、または１７．５±１１．０重量％、または
２０±１５重量％、または２２．５±１６．０重量％、または２５±１８重量％；より一
層好ましくは５．０±２．５重量％、または７．５±３．０重量％、または１０±５．０
重量％、または１２．５±６．０重量％、または１５±６．０重量％、または１７．５±
９．０重量％、または２０±１３重量％、または２２．５±１３．０重量％、または２５
±１５重量％；最も好ましくは５．０±２．０重量％、または７．５±２．０重量％、ま
たは１０±４．０重量％、または１２．５±４．０重量％、または１５±４．０重量％、
または１７．５±７．０重量％、または２０±１１重量％、または２２．５±１０．０重
量％、または２５±１２重量％；そして、特に、５．０±１．５重量％、または７．５±
１．０重量％、または１０±３．０重量％、または１２．５±２．０重量％、または１５
±２．０重量％、または１７．５±５．０重量％、または２０±９重量％、または２２．
５±７．０重量％、または２５±９重量％、の範囲内である。
【０１４４】
　さらなる好ましい実施形態では、薬理学的に活性な化合物の含有量は、錠剤の全重量を
基準として、２０±６重量％、より好ましくは２０±５重量％、より一層好ましくは２０
±４重量％、最も好ましくは２０±３重量％、特に２０±２重量％の範囲内にある。別の
好ましい実施形態では、薬理学的に活性な化合物の含有量は、錠剤の全重量を基準として
、２５±６重量％、より好ましくは２５±５重量％、より一層好ましくは２５±４重量％
、最も好ましくは２５±３重量％、特に２５±２重量％の範囲内にある。
【０１４５】
　当業者は容易に、錠剤に含めるべき薬理学的に活性な化合物の適正量を決定することが
できる。例えば、鎮痛薬の場合には、錠剤に存在する薬理学的に活性な化合物の全量は、
無痛覚を付与するのに十分である。投薬において患者に投与される薬理学的に活性な化合
物の全量は、薬理学的に活性な化合物の性質、患者の体重、疼痛の重症度、投与されてい
る他の治療薬の性質等に応じて変わるものである。
【０１４６】
　好ましい実施形態では、薬理学的に活性な化合物は、７．５±５ｍｇ、１０±５ｍｇ、
２０±５ｍｇ、３０±５ｍｇ、４０±５ｍｇ、５０±５ｍｇ、６０±５ｍｇ、７０±５ｍ
ｇ、８０±５ｍｇ、９０±５ｍｇ、１００±５ｍｇ、１１０±５ｍｇ、１２０±５ｍｇ、
１３０±５、１４０±５ｍｇ、１５０±５ｍｇ、１６０±５ｍｇ、１７０±５ｍｇ、１８
０±５ｍｇ、１９０±５ｍｇ、２００±５ｍｇ、２１０±５ｍｇ、２２０±５ｍｇ、２３
０±５ｍｇ、２４０±５ｍｇ、２５０±５ｍｇ、２６０±５ｍｇ、２７０±５ｍｇ、２８
０±５ｍｇ、２９０±５ｍｇまたは３００±５ｍｇの量で、錠剤に含有される。別の好ま
しい実施形態では、薬理学的に活性な化合物は、５±２．５ｍｇ、７．５±２．５ｍｇ、
１０±２．５ｍｇ、１５±２．５ｍｇ、２０±２．５ｍｇ、２５±２．５ｍｇ、３０±２
．５ｍｇ、３５±２．５ｍｇ、４０±２．５ｍｇ、４５±２．５ｍｇ、５０±２．５ｍｇ
、５５±２．５ｍｇ、６０±２．５ｍｇ、６５±２．５ｍｇ、７０±２．５ｍｇ、７５±
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２．５ｍｇ、８０±２．５ｍｇ、８５±２．５ｍｇ、９０±２．５ｍｇ、９５±２．５ｍ
ｇ、１００±２．５ｍｇ、１０５±２．５ｍｇ、１１０±２．５ｍｇ、１１５±２．５ｍ
ｇ、１２０±２．５ｍｇ、１２５±２．５ｍｇ、１３０±２．５ｍｇ、１３５±２．５ｍ
ｇ、１４０±２．５ｍｇ、１４５±２．５ｍｇ、１５０±２．５ｍｇ、１５５±２．５ｍ
ｇ、１６０±２．５ｍｇ、１６５±２．５ｍｇ、１７０±２．５ｍｇ、１７５±２．５ｍ
ｇ、１８０±２．５ｍｇ、１８５±２．５ｍｇ、１９０±２．５ｍｇ、１９５±２．５ｍ
ｇ、２００±２．５ｍｇ、２０５±２．５ｍｇ、２１０±２．５ｍｇ、２１５±２．５ｍ
ｇ、２２０±２．５ｍｇ、２２５±２．５ｍｇ、２３０±２．５ｍｇ、２３５±２．５ｍ
ｇ、２４０±２．５ｍｇ、２４５±２．５ｍｇ、２５０±２．５ｍｇ、２５５±２．５ｍ
ｇ、２６０±２．５ｍｇまたは２６５±２．５ｍｇの量で、錠剤に含まれる。
【０１４７】
　特に好ましい実施形態では、薬理学的に活性な化合物はタペンタドール、好ましくはそ
のＨＣｌ塩であり、上記錠剤は、毎日１日１回、１日２回、１日３回、またはより頻繁な
投与に適合されている。この実施態様において、薬理学的に活性な化合物は、好ましくは
、錠剤中に２５～１００ｍｇの量で含有される。
【０１４８】
　特に好ましい実施形態では、薬理学的に活性な化合物はオキシモルフォン、好ましくは
そのＨＣｌ塩であり、上記錠剤は、毎日１日１回、１日２回、１日３回、またはより頻繁
な投与に適合されている。この実施態様において、薬理学的に活性な化合物は、好ましく
は、錠剤中に５～４０ｍｇの量で含有される。別の特に好ましい実施形態において、薬理
学的に活性な化合物はオキシモルフォン、好ましくはそのＨＣｌ塩であり、錠剤は１日１
回の投与に適合されている。この実施態様において、薬理学的に活性な化合物は、好まし
くは、錠剤中に１０～８０ｍｇの量で含有される。
【０１４９】
　別の特に好ましい実施形態では、薬理学的に活性な化合物はオキシコドン、好ましくは
そのＨＣｌ塩であり、上記錠剤は、毎日１日１回、１日２回、１日３回、またはより頻繁
な投与に適合されている。この実施態様において、薬理学的に活性な化合物は、好ましく
は、錠剤中に５～８０ｍｇの量で含有される。
【０１５０】
　さらに別の特に好ましい実施形態では、薬理学的に活性な化合物はヒドロモルフォン、
好ましくはそのＨＣｌであり、上記錠剤は、毎日１日１回、１日２回、１日３回、または
より頻繁な投与に適合されている。この実施態様において、薬理学的に活性な化合物は、
好ましくは、錠剤中に２～５２ｍｇの量で含有される。別の特に好ましい実施形態では、
薬理学的に活性な化合物はヒドロモルフォン、好ましくはそのＨＣｌであり、上記錠剤は
、毎日１日１回、１日２回、１日３回、またはより頻繁な投与に適合されている。この実
施態様において、薬理学的に活性な化合物は、好ましくは、錠剤中に４～１０４ｍｇの量
で含有される。
【０１５１】
　本発明の錠剤に存在する微粒子は、好ましくは、微粒子の全重量を基準として、３～７
５重量％の薬理学的に活性な化合物、より好ましくは５～７０重量％の薬理学的に活性な
化合物、さらに好ましくは７．５～６５重量％の薬理学的に活性な化合物を含む。
【０１５２】
　好ましくは、薬理学的に活性な化合物の含有量は、微粒子の全重量を基準として、少な
くとも２５重量％、より好ましくは少なくとも３０重量％、さらに好ましくは少なくとも
３５重量％、より一層好ましくは少なくとも４０重量％、最も好ましくは少なくとも４５
重量％である。
【０１５３】
　好ましくは、薬理学的に活性な化合物の含有量は、微粒子の全重量を基準として、最大
で７０重量％、より好ましくは最大で６５重量％、さらに好ましくは最大で６０重量％、
より一層好ましくは最大で５５重量％、最も好ましくは最大で５０重量％である。
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【０１５４】
　好ましい実施形態では、薬理学的に活性な化合物の含有量は、微粒子の全重量を基準と
して、３５±３０重量％、より好ましくは３５±２５重量％、よりさらに好ましくは３５
±２０重量％、より一層好ましくは３５±１５重量％、最も好ましくは３５±１０重量％
、特に３５±５重量％の範囲内にある。別の好ましい実施形態では、薬理学的に活性な化
合物の含有量は、微粒子の全重量を基準として、４５±３０重量％、より好ましくは４５
±２５重量％、よりさらに好ましくは４５±２０重量％、より一層好ましくは４５±１５
重量％、最も好ましくは４５±１０重量％、特に４５±５重量％の範囲内にある。さらに
別の好ましい実施形態では、薬理学的に活性な化合物の含有量は、微粒子の全重量を基準
として、５５±３０重量％、より好ましくは５５±２５重量％、よりさらに好ましくは５
５±２０重量％、より一層好ましくは５５±１５重量％、最も好ましくは５５±１０重量
％、特に５５±５重量％の範囲内にある。
【０１５５】
　本発明の錠剤の調製物に含まれる薬理学的に活性な化合物は、好ましくは、５００ミク
ロン未満、さらに好ましくは３００ミクロン未満、より一層好ましくは２００または１０
０ミクロン未満の平均粒度を有する。平均粒度に下限はないが、例えばそれは、５０ミク
ロンであることができる。薬理学的に活性な化合物の粒度は、本技術分野で慣用される方
法のいずれか技術、例えばレーザー光散乱、篩分法、光学顕微鏡法または画像解析よって
測定することができる。概して言えば、薬理学的に活性な化合物の粒子の最大寸法は、微
粒子のサイズ未満（例えば最も小さな寸法の微粒子未満）であることが好ましい。
【０１５６】
　薬物動態パラメーター、例えば、ｔ１／２、Ｔｍａｘ、Ｃｍａｘ、ＡＵＣおよびバイオ
アベイラビリティーを測定する方法は当業者に知られている。説明のために、３－（２－
ジメチルアミノメチルシクロヘキシル）フェノールの血漿中濃度から決定することができ
る薬物動態パラメータを、以下のように定義する：
【０１５７】
【表２】

　上記のパラメータを、それぞれの場合の全ての検討した患者／試験対象についての個々
の値の平均値として記述する。
【０１５８】
　いかにして活性成分の薬物動態パラメータを、血漿中の活性成分の測定した濃度から計
算できるかは、当業者に知られている。これに関しては、例えば、Ｗｉｌｌｉ　Ｃａｗｅ
ｌｌｏ（ｅｄ．）　Ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ　ｆｏｒ　Ｃｏｍｐａｒｔｍｅｎｔ－ｆｒｅｅ
　Ｐｈａｒｍａｃｏｋｉｎｅｔｉｃｓ、Ｓｈａｋｅｒ　Ｖｅｒｌａｇ　Ａａｃｈｅｎ　（
１９９９）を参照することができる。
【０１５９】
　好ましい実施形態では、薬理学的に活性な化合物はタペンタドールまたはその生理学的
に許容可能な塩（例えば塩酸塩）である。好ましくは、本発明による錠剤は、少なくとも
２２％、より好ましくは少なくとも２４％、さらに好ましくは少なくとも２６％、より一
層好ましくは少なくとも２８％、最も好ましくは少なくとも３０％、そして特に少なくと
も３２％のタペンタドールの平均絶対的バイオアベイラビリティーを提供する。タペンタ
ドールのＴｍａｘは、好ましくは、１．２５±１．２０ｈ、より好ましくは１．２５±１
．００ｈ、さらに好ましくは１．２５±０．８０ｈ、より一層好ましくは１．２５±０．
６０ｈ、最も好ましくは１．２５±０．４０ｈ、特に１．２５±０．２０ｈの範囲内にあ
る。タペンタドールのｔ１／２は、好ましくは、４．０±２．８ｈ、より好ましくは４．
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０±２．４ｈ、さらに好ましくは４．０±２．０ｈ、より一層好ましくは４．０±１．６
ｈ、最も好ましくは４．０±１．２ｈ、特に４．０±０．８ｈの範囲内にある。好ましく
は、１００ｍｇのタペンタドールの用量に標準化された場合、タペンタドールのＣｍａｘ

は、９０±８５ｎｇ／ｍＬ、より好ましくは９０±７５ｎｇ／ｍＬ、さらに好ましくは９
０±６５ｎｇ／ｍＬ、より一層好ましくは９０±５５ｎｇ／ｍＬ、最も好ましくは９０±
４５ｎｇ／ｍＬ、特に９０±３５ｎｇ／ｍＬの範囲内にあり；および／またはタペンタド
ールのＡＵＣは、好ましくは、４２０±４００ｎｇ／ｍＬ・ｈ、より好ましくは４２０±
３５０ｎｇ／ｍＬ・ｈ、さらに好ましくは４２０±３００ｎｇ／ｍＬ・ｈ、より一層好ま
しくは４２０±２５０ｎｇ／ｍＬ・ｈ、最も好ましくは４２０±２００ｎｇ／ｍＬ・ｈ、
特に４２０±１５０ｎｇ／ｍＬ・ｈの範囲内にある。
【０１６０】
　別の好ましい実施形態では、薬理学的に活性な化合物はオキシモルフォンまたはその生
理学的に許容可能な塩（例えば塩酸塩）である。好ましくは、本発明による錠剤は、少な
くとも１％、より好ましくは少なくとも２％、さらに好ましくは少なくとも４％、より一
層好ましくは少なくとも６％、最も好ましくは少なくとも８％、そして特に少なくとも１
０％のオキシモルフォンの平均絶対的バイオアベイラビリティーを提供する。オキシモル
フォンのＴｍａｘは、好ましくは、０．５±０．４５ｈ、より好ましくは０．５±０．４
０ｈ、さらに好ましくは０．５±０．３５ｈ、より一層好ましくは０．５±０．３０ｈ、
最も好ましくは０．５±０．２５ｈ、特に０．５±０．２０ｈの範囲内にある。オキシモ
ルフォンのｔ１／２は、好ましくは、９．５±８．０ｈ、より好ましくは９．５±７．０
ｈ、さらに好ましくは９．５±６．０ｈ、より一層好ましくは９．５±５．０ｈ、最も好
ましくは９．５±４．０ｈ、特に９．５±３．０ｈの範囲内にある。好ましくは、２０ｍ
ｇのオキシモルフォンの用量に標準化された場合、オキシモルフォンのＣｍａｘは、４．
４±３．５ｎｇ／ｍＬ、より好ましくは４．４±３．０ｎｇ／ｍＬ、さらに好ましくは４
．４±２．５ｎｇ／ｍＬ、より一層好ましくは４．４±２．０ｎｇ／ｍＬ、最も好ましく
は４．４±１．５ｎｇ／ｍＬ、特に４．４±１．０ｎｇ／ｍＬの範囲内にあり；および／
またはオキシモルフォンのＡＵＣは、好ましくは、２０．０±１５．０ｎｇ／ｍＬ・ｈ、
より好ましくは２０．０±１２．５ｎｇ／ｍＬ・ｈ、さらに好ましくは２０．０±１０．
０ｎｇ／ｍＬ・ｈ、より一層好ましくは２０．０±７．５ｎｇ／ｍＬ・ｈ、最も好ましく
は２０．０±６．０ｎｇ／ｍＬ・ｈ、特に２０．０±５．０ｎｇ／ｍＬ・ｈの範囲内にあ
る。
【０１６１】
　別の好ましい実施形態では、薬理学的に活性な化合物はオキシコドンまたはその生理学
的に許容可能な塩（例えば塩酸塩）である。好ましくは、本発明による錠剤は、少なくと
も４０％、より好ましくは少なくとも４５％、さらに好ましくは少なくとも５０％、より
一層好ましくは少なくとも５５％、最も好ましくは少なくとも６０％、そして特に少なく
とも７０％のオキシコドンの平均絶対的バイオアベイラビリティーを提供する。オキシコ
ドンのＴｍａｘは、好ましくは、２．６±２．５ｈ、より好ましくは２．６±２．０ｈ、
さらに好ましくは２．６±１．８ｈ、より一層好ましくは２．６±０．１．６ｈ、最も好
ましくは２．６±１．４ｈ、特に２．６±１．２０ｈの範囲内にある。オキシコドンのｔ

１／２は、好ましくは、３．８±３．５ｈ、より好ましくは３．８±３．０ｈ、さらに好
ましくは３．８±２．５ｈ、より一層好ましくは３．８±２．０ｈ、最も好ましくは３．
８±１．５ｈ、特に３．８±１．０ｈの範囲内にある。好ましくは、３０ｍｇのオキシコ
ドンの用量に標準化された場合、オキシコドンのＣｍａｘは、４０±３５ｎｇ／ｍＬ、よ
り好ましくは４０±３０ｎｇ／ｍＬ、さらに好ましくは４０±２５ｎｇ／ｍＬ、より一層
好ましくは４０±２０ｎｇ／ｍＬ、最も好ましくは４０±１５ｎｇ／ｍＬ、特に４０±１
０ｎｇ／ｍＬの範囲内にあり；および／またはオキシコドンのＡＵＣは、好ましくは、２
７０±２５０ｎｇ／ｍＬ・ｈ、より好ましくは２７０±２００ｎｇ／ｍＬ・ｈ、さらに好
ましくは２７０±１５０ｎｇ／ｍＬ・ｈ、より一層好ましくは２７０±１００ｎｇ／ｍＬ
・ｈ、最も好ましくは２７０±７５ｎｇ／ｍＬ・ｈ、特に２７０±５０ｎｇ／ｍＬ・ｈの
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範囲内にある。
【０１６２】
　さらに別の好ましい実施形態では、薬理学的に活性な化合物はモルヒネまたはその生理
学的に許容可能な塩（例えば硫酸塩）である。好ましくは、本発明による錠剤は、少なく
とも１５％、より好ましくは少なくとも２０％、さらに好ましくは少なくとも２５％、よ
り一層好ましくは少なくとも３０％、最も好ましくは少なくとも３５％、そして特に少な
くとも４０％のモルヒネの平均絶対的バイオアベイラビリティーを提供する。モルヒネの
Ｔｍａｘは、好ましくは、０．６２５±０．６０ｈ、より好ましくは０．６２５±０．５
０ｈ、さらに好ましくは０．６２５±０．４０ｈ、より一層好ましくは０．６２５±０．
３０ｈ、最も好ましくは０．６２５±０．２０ｈ、特に０．６２５±０．１５ｈの範囲内
にある。好ましくは、３０ｍｇのモルヒネ硫酸塩の用量に標準化された場合、モルヒネの
Ｃｍａｘは、好ましくは２５±２０ｎｇ／ｍＬ、より好ましくは２５±１５ｎｇ／ｍＬ、
さらに好ましくは２５±１０ｎｇ／ｍＬ、より一層好ましくは２５±５ｎｇ／ｍＬ；およ
び／またはモルヒネのＡＵＣは、好ましくは５０±４５ｎｇ／ｍＬ・ｈ、より好ましくは
５０±４０ｎｇ／ｍＬ・ｈ、さらに好ましくは５０±３５ｎｇ／ｍＬ・ｈ、より一層好ま
しくは５０±３０ｎｇ／ｍＬ・ｈ、最も好ましくは５０±２５ｎｇ／ｍＬ・ｈ、そして特
に５０±２０ｎｇ／ｍＬ・ｈの範囲内にある。
【０１６３】
　本発明による錠剤はまた、１種またはそれ以上の追加的な薬理学的に活性な化合物を含
むことができる。追加的な薬理学的に活性な化合物は、乱用されやすいかまたは別の医薬
の影響を受けやすくてもよい。追加的な薬理学的に活性な化合物は、微粒子内（「粒内」
）、またはマトリックス内（「粒外」）に存在することができる。追加的な薬理学的に活
性な化合物が粒内に存在する場合、それは、同一の微粒子内で１種またはそれ以上の薬理
学的に活性な化合物と組み合わせて存在するか、あるいは、微粒子の別個の群において単
独で、錠剤に存在する他のいずれの薬理学的に活性な化合物からも隔てられて存在するか
のいずれかであることができる。
【０１６４】
　好ましい実施形態において、本発明の錠剤、好ましくは微粒子は、オピオイド（アゴニ
スト）ならびにオピオイドのアンタゴニストを含む。
【０１６５】
　いずれの慣用のオピオイドアンタゴニスト、例えばナルトレキソンまたはナロキソンま
たはそれらの薬学的に許容可能な塩も存在することができる。
ナロキソン（その塩を含む）が特に好ましい。オピオイドアンタゴニストは微粒子内また
はマトリックス内に存在することができる。あるいは、オピオイドアンタゴニストは、薬
理学的に活性な化合物に、個別の微粒子において提供されてもよい。そのような微粒子の
好ましい組成は、薬理学的に活性な化合物を含む微粒子に関して記載したものと同一であ
る。
【０１６６】
　本発明の錠剤におけるオピオイドアゴニストとオピオイドアンタゴニストとの比は、好
ましくは、１：１～３：１（重量）、例えば約２：１（重量）である。
【０１６７】
　別の好ましい実施形態では、微粒子も錠剤もオピオイドアンタゴニストを含まない。
【０１６８】
　本発明による微粒子はポリアルキレンオキシドを含む。
【０１６９】
　好ましくは、ポリアルキレンオキシドは、ポリメチレンオキシド、ポリエチレンオキシ
ド及びポリプロピレンオキシド又はそれらのコポリマーから選択される。ポリエチレンオ
キシドが好ましい。
【０１７０】
　好ましい一実施形態において、ポリアルキレンオキシドは、少なくとも２００，０００
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又は少なくとも５００，０００ｇ／ｍｏｌ、好ましくは少なくとも１，０００，０００ｇ
／ｍｏｌ又は少なくとも２，５００，０００ｇ／ｍｏｌ、より好ましくは約１，０００，
０００ｇ／ｍｏｌ～約１５，０００，０００ｇ／ｍｏｌの、最も好ましくは約５，０００
，０００ｇ／ｍｏｌ～約１０，０００，０００ｇ／ｍｏｌの範囲の重量平均分子量（Ｍｗ

）又は粘度平均分子量（Ｍη）を有する。Ｍｗ及びＭηを決定するための好適な方法は、
当業者にはよく知られている。Ｍηは好ましくは流動学的測定によって決定されるのに対
して、Ｍｗはゲル浸透クロマトグラフィー（ＧＰＣ）によって決定できる。
【０１７１】
　ポリアルキレンオキシドは、特定の平均分子量を有する単一のポリアルキレンオキシド
、又は異なるポリマー、例えば、２、３、４又は５種のポリマー、例えば、化学的性質が
同じであるが平均分子量が異なるポリマー、化学的性質が異なるが平均分子量が同じポリ
マー、又は化学的性質も異なり分子量も異なるポリマーの混合物（ブレンド）を含むこと
ができる。
【０１７２】
　本明細書の目的においては、ポリアルキレングリコールが２０，０００ｇ／ｍｏｌ以下
の分子量を有するのに対して、ポリアルキレンオキシドは２０，０００ｇ／ｍｏｌ超の分
子量を有する。好ましい実施形態において、錠剤中に含有される全ポリアルキレンオキシ
ドの全分子量にわたる重量平均は、少なくとも２００，０００ｇ／ｍｏｌである。したが
って、ポリアルキレンオキシドの重量平均分子量を決定する場合には、ポリアルキレング
リコールは、あるとしても、考慮に入れないのが好ましい。
【０１７３】
　好ましい実施形態において、ポリアルキレンオキシドは、本発明の微粒子中に均一に分
布させる。好ましくは、薬理学的に活性な化合物およびポリアルキレンオキシドは、微粒
子が、ポリアルキレンオキシドの不存在下で薬理学的に活性な化合物が存在するかまたは
薬理学的に活性な化合物の不存在下でポリアルキレンオキシドが存在するかのいずれかで
ある部分を含まないように、微粒子中に密接に均一に分布させる。
【０１７４】
　微粒子をフィルムコーティングする場合には、ポリアルキレンオキシドは好ましくは、
微粒子のコアに均一に分布させる、即ち、フィルムコーティングは好ましくは、ポリアル
キレンオキシドを含有しない。それにもかかわらず、フィルムコーティング自体はもちろ
ん１種又はそれ以上のポリマーを含有し得るが、好ましくは、コアに含有されるポリアル
キレンオキシドとは異なる。
【０１７５】
　ポリアルキレンオキシドは、ポリアルキレンオキシド、好ましくはポリメチレンオキシ
ド、ポリエチレンオキシド、ポリプロピレンオキシド；ポリエチレン、ポリプロピレン、
ポリ塩化ビニル、ポリカーボネート、ポリスチレン、ポリビニルピロリドン、ポリ（アル
カ）アクリレート、ポリ（ヒドロキシ脂肪酸）、例えばポリ（３－ヒドロキシブチレート
－ｃｏ－３－ヒドロキシバレレート（Ｂｉｏｐｏｌ（登録商標））、ポリ（ヒドロキシ吉
草酸）；ポリカプロラクトン、ポリビニルアルコール、ポリエステルアミド、ポリエチレ
ンスクシネート、ポリラクトン、ポリグリコリド、ポリウレタン、ポリアミド、ポリラク
チド、ポリアセタール（例えば、場合により修飾された側鎖を有する多糖）、ポリラクチ
ド／グリコリド、ポリラクトン、ポリグリコリド、ポリオルトエステル、ポリ無水物、ポ
リエチレングリコールおよびポリブチレンテレフタレートのブロックコポリマー（Ｐｏｌ
ｙａｃｔｉｖｅ（登録商標））、ポリ無水物（Ｐｏｌｉｆｅｐｒｏｓａｎ）、それらのコ
ポリマー、それらのブロックコポリマー（例えばＰｏｌｏｘａｍｅｒ（登録商標））、お
よび上記ポリマーのうちの少なくとも２種の混合物、または上記の特性を備えた他のポリ
マー、から成る群から選択される１種またはそれ以上の異なるポリマーと組み合わせるこ
とができる。
【０１７６】
　好ましくは、ポリアルキレンオキシドの分子量分散度Ｍｗ／Ｍｎは２．５±２．０、よ
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り好ましくは２．５±１．５、さらに好ましくは２．５±１．０、より一層好ましくは２
．５±０．８、最も好ましくは２．５±０．６、特に２．５±０．４の範囲内にある。
【０１７７】
　ポリアルキレンオキシドは、好ましくは、２５℃で、５重量％の水溶液中でモデルＲＶ
Ｆ　Ｂｒｏｏｋｆｉｅｌｄ粘度計（スピンドルｎｏ．２／回転速度２ｒｐｍ）を使用して
測定した場合に、３０～１７，６００ｃＰ、より好ましくは５５～１７，６００ｃＰ、さ
らに好ましくは６００～１７，６００ｃＰ、最も好ましくは４，５００～１７，６００ｃ
Ｐの粘度；上記粘度計（スピンドルｎｏ．１または３／回転速度１０ｒｐｍ）を使用して
２重量％の水溶液で測定した場合に、４００～４，０００ｃＰ、より好ましくは４００～
８００ｃＰまたは２，０００～４，０００ｃＰの粘度；または、上記粘度計（スピンドル
ｎｏ．２／回転速度２ｒｐｍ）を使用して１重量％の水溶液で測定した場合に、１，６５
０～１０，０００ｃＰ、より好ましくは１，６５０～５，５００ｃＰ、５，５００～７，
５００ｃＰまたは７，５００～１０，０００ｃＰの粘度を有する。
【０１７８】
　本発明の錠剤での使用に適しているポリエチレンオキシドは、Ｄｏｗから市販されてい
る。例えば、Ｐｏｌｙｏｘ　ＷＳＲ　Ｎ－１２Ｋ、Ｐｏｌｙｏｘ　Ｎ－６０Ｋ、Ｐｏｌｙ
ｏｘ　ＷＳＲ　３０１　ＮＦまたはＰｏｌｙｏｘ　ＷＳＲ　３０３ＮＦを、本発明の錠剤
において使用することができる。これらの製品の特性に関する詳細については、例えば製
品仕様書を参照することができる。
【０１７９】
　好ましくは、ポリアルキレンオキシドの含有量は、錠剤の全重量を基準として、１～６
０重量％、より好ましくは３～５５重量％、より好ましくは５～５０重量％、より一層好
ましくは７～４５重量％、最も好ましくは１０～４０重量％、特に１５～３５重量％の範
囲内にある。好ましい実施形態において、ポリアルキレンオキシドの含有量は、錠剤の全
重量を基準として、少なくとも２重量％、より好ましくは少なくとも５重量％、さらに好
ましくは少なくとも１０重量％、より一層好ましくは少なくとも１５重量％、特に少なく
とも２０重量％である。
【０１８０】
　好ましい実施形態では、ポリアルキレンオキシドの全体含有量は、錠剤の全重量を基準
として、１０±８重量％、より好ましくは１０±６重量％、最も好ましくは１０±４重量
％、特に１０±２重量％の範囲内にある。別の好ましい実施形態では、ポリアルキレンオ
キシドの全体含有量は、錠剤の全重量を基準として、１５±１２重量％、より好ましくは
１５±１０重量％、最も好ましくは１５±７重量％、特に１５±３重量％の範囲内にある
。さらに別の好ましい実施形態では、ポリアルキレンオキシドの全体含有量は、錠剤の全
重量を基準として、２０±１６重量％、より好ましくは２０±１２重量％、最も好ましく
は２０±８重量％、特に２０±４重量％の範囲内にある。さらに別の好ましい実施形態で
は、ポリアルキレンオキシドの全体含有量は、錠剤の全重量を基準として、２５±２０重
量％、より好ましくは２５±１５重量％、最も好ましくは２５±１０重量％、特に２５±
５重量％の範囲内にある。さらなる好ましい実施形態では、ポリアルキレンオキシドの全
体含有量は、錠剤の全重量を基準として、３０±２０重量％、より好ましくは３０±１５
重量％、最も好ましくは３０±１０重量％、特に３０±５重量％の範囲内にある。さらな
る好ましい実施形態では、ポリアルキレンオキシドの全体含有量は、３５±２０重量％、
より好ましくは３５±１５重量％、最も好ましくは３５±１０重量％、特に３５±５重量
％の範囲内にある。さらなる好ましい実施形態では、ポリアルキレンオキシドの全体含有
量は、錠剤の全重量を基準として、４０±２０重量％、より好ましくは４０±１５重量％
、最も好ましくは４０±１０重量％、特に４０±５重量％の範囲内にある。
【０１８１】
　好ましくは、ポリアルキレンオキシドの含有量は、微粒子の全重量を基準として、１～
９９重量％、より好ましくは５～９５重量％、より好ましくは１０～９０重量％、より一
層好ましくは１５～８５重量％、最も好ましくは２０～８０重量％、特に２５～７５重量
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％の範囲内にある。好ましい実施形態において、ポリアルキレンオキシドの含有量は、微
粒子の全重量を基準として、少なくとも１０重量％、より好ましくは少なくとも１５重量
％、さらに好ましくは少なくとも２０重量％、より一層好ましくは少なくとも２５重量％
、特に少なくとも３０重量％である。
【０１８２】
　好ましい実施形態では、ポリアルキレンオキシドの全体含有量は、微粒子の全重量を基
準として、３０±２０重量％、より好ましくは３０±１５重量％、最も好ましくは３０±
１０重量％、特に３０±５重量％の範囲内にある。別の好ましい実施形態では、ポリアル
キレンオキシドの全体含有量は、微粒子の全重量を基準として、３５±２０重量％、より
好ましくは３５±１５重量％、最も好ましくは３５±１０重量％、特に３５±５重量％の
範囲内にある。さらに別の好ましい実施形態では、ポリアルキレンオキシドの全体含有量
は、微粒子の全重量を基準として、４０±２０重量％、より好ましくは４０±１５重量％
、最も好ましくは４０±１０重量％、特に４０±５重量％の範囲内にある。さらに別の好
ましい実施形態では、ポリアルキレンオキシドの全体含有量は、微粒子の全重量を基準と
して、４５±２０重量％、より好ましくは４５±１５重量％、最も好ましくは４５±１０
重量％、特に４５±５重量％の範囲内にある。さらなる好ましい実施形態では、ポリアル
キレンオキシドの全体含有量は、微粒子の全重量を基準として、５０±２０重量％、より
好ましくは５０±１５重量％、最も好ましくは５０±１０重量％、特に５０±５重量％の
範囲内にある。さらなる好ましい実施形態では、ポリアルキレンオキシドの全体含有量は
、５５±２０重量％、より好ましくは５５±１５重量％、最も好ましくは５５±１０重量
％、特に５５±５重量％の範囲内にある。さらなる好ましい実施形態では、ポリアルキレ
ンオキシドの全体含有量は、微粒子の全重量を基準として、６０±１５重量％、より好ま
しくは６０±１０重量％、最も好ましくは６０±５重量％、特に６０±５重量％の範囲内
にある。
【０１８３】
　好ましくは、ポリアルキレンオキシドと薬理学的に活性な化合物との相対重量比は、１
：１．００±０．７５、より好ましくは１：１．００±０．５０、さらに好ましくは１：
１．００±０．４０、より一層好ましくは１：１．００±０．３０、最も好ましくは１：
１．００±０．２０、特に１：１．００±０．１０の範囲内にある。
【０１８４】
　本発明による微粒子は、錠剤に慣用的に含まれる追加の薬学的賦形剤、例えば酸化防止
剤、保存剤、滑沢剤、可塑剤、増量剤、結合剤などを、慣用の量で含むことができる。
【０１８５】
　当業者は、容易に、好適なさらなる賦形剤およびこれらの賦形剤の各々の量を決定する
ことができる。本発明の錠剤を製剤化するために使用できる薬学的に許容可能なキャリア
ーおよび賦形剤の具体例は、Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　
Ｅｘｃｉｐｉｅｎｔｓ，　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ａｓｓｏ
ｃｉａｔｉｏｎ　（１９８６）に記載されている。
【０１８６】
　好ましい実施形態では、微粒子は崩壊剤を含まない。
【０１８７】
　好ましくは、微粒子はさらに酸化防止剤を含む。好適な酸化防止剤としては、アスコル
ビン酸、ブチル化ヒドロキシアニソール（ＢＨＡ）、ブチル化ヒドロキシトルエン（ＢＨ
Ｔ）、アスコルビン酸の塩、モノチオグリセロール、亜リン酸、ビタミンＣ、ビタミンＥ
及びその誘導体、安息香酸コニフェリル、ノルジヒドログアイヤレチン酸（ｎｏｒｄｉｈ
ｙｄｒｏｇｕａｊａｒｅｔｉｃ　ａｃｉｄ）、没食子酸（ｇａｌｌｕｓ　ａｃｉｄ）エス
テル、亜硫酸水素ナトリウム、特に好ましくはブチルヒドロキシトルエン又はブチルヒド
ロキシアニソール及びα－トコフェロールが挙げられる。酸化防止剤は、微粒子の全重量
を基準として、好ましくは、０．０１重量％～１０重量％、より好ましくは０．０３重量
％～５重量％、最も好ましくは０．０５重量％～２．５重量％の量で存在する。
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【０１８８】
　好ましい実施形態において、微粒子は酸、好ましくはクエン酸をさらに含む。
酸の量は、微粒子の全重量を基準として、好ましくは０．０１重量％～約２０重量％、よ
り好ましくは０．０２重量％～約１０重量％、さらに好ましくは０．０５重量％～約５重
量％、最も好ましくは０．１重量％～約１．０重量％の範囲である。
【０１８９】
　好ましい実施形態において、微粒子は、別のポリマーをさらに含み、それは好ましくは
セルロースエステル及びセルロースエーテル、特にヒドロキシプロピルメチルセルロース
（ＨＰＭＣ）から選択される。
【０１９０】
　他の好ましいポリマーは、ポリビニルカプロラクタム－ポリビニルアセテート－ポリエ
チレングリコールグラフトコポリマー、例えば、商標名Ｓｏｌｕｐｌｕｓ（登録商標）で
市販されているものである。
【０１９１】
　さらなるポリマー、好ましくはヒドロキシプロピルメチルセルロースの量は、微粒子の
全重量を基準として、好ましくは０．１重量％～約３０重量％、より好ましくは１．０重
量％～約２０重量％、最も好ましくは２．０重量％～約１５重量％、特に３．５重量％～
約１０．５重量％の範囲である。
【０１９２】
　好ましい実施形態では、ポリアルキレンオキシドとさらなるポリマーとの相対重量比は
、４．５±２：１、より好ましくは４．５±１．５：１、さらに好ましくは４．５±１：
１、より一層好ましくは４．５±０．５：１、最も好ましくは４．５±０．２：１、特に
４．５±０．１：１の範囲内である。別の好ましい実施形態では、ポリアルキレンオキシ
ドとさらなるポリマーとの相対重量比は、８±７：１、より好ましくは８±６：１、さら
に好ましくは８±５：１、より一層好ましくは８±４：１、最も好ましくは８±３：１、
特に８±２：１の範囲内である。さらに別の好ましい実施形態では、ポリアルキレンオキ
シドとさらなるポリマーとの相対重量比は、１１±８：１、より好ましくは１１±７：１
、さらに好ましくは１１±６：１、より一層好ましくは１１±５：１、最も好ましくは１
１±４：１、特に１１±３：１の範囲内である。
【０１９３】
　別の好ましい実施形態において、本発明による微粒子は、ポリアルキレンオキシド及び
場合によりポリエチレングリコールの他に、さらなるポリマーを含有しない。
【０１９４】
　好ましい実施形態では、微粒子は少なくとも１種の滑沢剤を含む。別の好ましい実施形
態では、微粒子は滑沢剤を含まない。特に好ましい滑沢剤は、以下から選択される：
－ステアリン酸マグネシウムおよびステアリン酸；
－脂肪酸、好ましくはＣ６～Ｃ２２脂肪酸のグリセリド（モノグリセリド、ジグリセリド
、トリグリセリドおよびそれらの混合物を含む）；特に好ましくは、Ｃ６～Ｃ２２脂肪酸
の部分グリセリド、例えばグリセロールベヘネート、グリセロールパルミトステアレート
およびグリセロールモノステアレート；
－ポリオキシエチレングリセロール脂肪酸エステル、例えばグリセロールのモノ－、ジ－
およびトリエステル、および２００～４０００ｇ／ｍｏｌの範囲内の分子量を有するマク
ロゴールのジ－およびモノエステル、例えば、マクロゴールグリセロールカプリロカプレ
ート、マクロゴールグリセロールラウレート、マクロゴールグリセロールココエート、マ
クロゴールグリセロールリノレエート、マクロゴール－２０－グリセロールモノステアレ
ート、マクロゴール－６－グリセロールカプリロカプレート、マクロゴールグリセロール
オレエート；マクロゴールグリセロールステアレート、マクロゴールグリセロールヒドロ
キシステアレートおよびマクロゴールグリセロールリジンオレエート；
－ポリグリコール化グリセリド、例えば、商標「Ｌａｂｒａｓｏｌ」で知られ市販されて
いるもの；
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－線状または分枝状であることができる脂肪アルコール類、例えばセチルアルコール、ス
テアリルアルコール、セチルステアリルアルコール、２－オクチルドデカン－１－オール
および２－ヘキシルデカン－１－オール；
－１０．０００～６０．０００ｇ／ｍｏｌの分子量を有するポリエチレングリコール；
および
－天然半合成または合成ワックス、好ましくは少なくとも５０℃、より好ましくは６０℃
の軟化点を有するワックス、特に、カルナウバロウおよびミツロウ。
【０１９５】
　好ましくは、滑沢剤の量は、微粒子の全重量を基準として、０．０１重量％～約１０重
量％の範囲、より好ましくは０．０５重量％～約７．５重量％の範囲、最も好ましくは０
．１重量％～約５重量％の範囲、特に０．１重量％～約１重量％の範囲である。
【０１９６】
　好ましくは、微粒子はさらに可塑剤を含む。可塑剤は、ポリアルキレンオキシドの加工
性を改善する。好ましい可塑剤は、ポリエチレングリコールのようなポリアルキレングリ
コール、トリアセチン、脂肪酸、脂肪酸エステル、ワックス及び／又はミクロクリスタリ
ンワックスである。特に好ましい可塑剤は、ポリエチレングリコール、例えば、ＰＥＧ６
０００である。
【０１９７】
　好ましくは、可塑剤の含有量は、微粒子の全重量を基準として、０．５～３０重量％、
より好ましくは１．０～２５重量％、さらに好ましくは２．５重量％～２２．５重量％、
より一層好ましくは５．０重量％～２０重量％、最も好ましくは６～２０重量％、特に７
重量％～１７．５重量％の範囲内である。
【０１９８】
　好ましい実施形態では、可塑剤は、微粒子の全重量を基準として、７±６重量％、より
好ましくは７±５重量％、さらに好ましくは７±４重量％、より一層好ましくは７±３重
量％、最も好ましくは７±２重量％、特に７±１重量％の範囲内の含有量を有するポリア
ルキレングリコールである。
【０１９９】
　別の好ましい実施形態では、可塑剤は、微粒子の全重量を基準として、１０±８重量％
、より好ましくは１０±６重量％、さらに好ましくは１０±５重量％、より一層好ましく
は１０±４重量％、最も好ましくは１０±３重量％、特に１０±２重量％の範囲内の含有
量を有するポリアルキレングリコールである。
【０２００】
　好ましい実施形態では、ポリアルキレンオキシドとポリアルキレングリコールとの相対
重量比は、５．４±２：１、より好ましくは５．４±１．５：１、さらに好ましくは５．
４±１：１、より一層好ましくは５．４±０．５：１、最も好ましくは５．４±０．２：
１、特に５．４±０．１：１の範囲内である。この比率は、相対的に高いポリアルキレン
オキシド含有量及び良好な押出適性の要件を満たす。
【０２０１】
　可塑剤は、時には滑沢剤として作用することができ、滑沢剤は時には可塑剤として作用
することができる。
【０２０２】
　本発明による錠剤の微粒子およびマトリックス材料は、好ましくは、以下の群から選択
されるポリマーを含まない：
・アクリレート類（例えば、アクリル酸およびメタクリル酸コポリマー、メチルメタクリ
レートコポリマー、エトキシエチルメタクリレート、シアノエチルメタクリレート、ポリ
（アクリル酸）、ポリ（メタクリル酸）、メタクリル酸アルキルアミドコポリマー、ポリ
（メチルメタクリレート）、ポリメタクリレート、ポリ（メチルメタクリレート）コポリ
マー、ポリアクリルアミド、アミノアルキルメタクリレートコポリマー、ポリ（メタクリ
ル酸無水物）、およびグリシジルメタクリレートコポリマー；例えばＥｕｄｒａｇｉｔ（
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登録商標）ＮＥ、ＮＭ、ＲＳまたはＲＬを含むアクリルおよびメタクリルポリマー）
・アルキルセルロース類およびヒドロキシアルキルセルロース類（例えばメチルセルロー
ス、エチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルローズおよびヒドロキシプロピルメチル
セルロース）；および
・水の移動をコントロールするためにゲルを形成するために水和するゲル化剤、例えば高
分子量グレード（高粘度）のヒドロキシプロピルメチルセルロース（ＨＰＭＣ）、ペクチ
ン、ローカストビーンガムおよびキサンタンガム。
【０２０３】
　好ましい実施形態において、本発明による錠剤は、鼻腔及び／若しくは咽頭を刺激する
物質、即ち、鼻腔及び／若しくは咽頭を経て投与する場合に身体的な反応（患者にとって
非常に不快であるために男性／女性患者が投与の継続を希望しないか又は投与を継続でき
ないかのいずれかであるもの）、例えば、灼熱感（ｂｕｒｎｉｎｇ）を引き起こす物質、
又は該当する活性化合物（例えば鼻水又はくしゃみの増加を引き起こすために）の服用を
生理的に相殺する物質を含有しない。鼻腔及び／又は咽頭を刺激する物質のさらなる例は
、灼熱感、かゆみ、くしゃみの衝動、分泌物の形成増加、又はこれらの刺激の少なくとも
２つの組み合わせを引き起こすものである。従来から使用できる該当する物質及びそれら
の量は、当業者にはよく知られている。したがって、鼻腔及び／又は咽頭を刺激する物質
のいくつかは、辛味物質薬物（ｈｏｔ　ｓｕｂｓｔａｎｃｅ　ｄｒｕｇ）の１つ若しくは
複数の構成要素又は１つ若しくは複数の植物部位をベースとする。該当する辛味物質薬物
は、当業者にはそれ自体知られており　、例えば、「Ｐｈａｒｍａｚｅｕｔｉｓｃｈｅ　
Ｂｉｏｌｏｇｉｅ　－　Ｄｒｏｇｅｎ　ｕｎｄ　ｉｈｒｅ　Ｉｎｈａｌｔｓｓｔｏｆｆｅ
」、Ｐｒｏｆ．　Ｄｒ．　Ｈｉｌｄｅｂｅｒｔ　Ｗａｇｎｅｒ著、改訂第２版、Ｇｕｓｔ
ａｖ　Ｆｉｓｃｈｅｒ　Ｖｅｒｌａｇ、Ｓｔｕｔｔｇａｒｔ－Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ、１９８
２年、８２頁以降に記載されている。該当する記載を、参照によって本明細書中に取り入
れ、本開示の一部とみなす。
【０２０４】
　さらに、本発明の錠剤は、好ましくは、薬理学的に活性な化合物についてのアンタゴニ
スト、好ましくは、向神経性物質に対するアンタゴニスト、特に、オピオイドに対するア
ンタゴニストを含有しない。所与の薬理学的に活性な化合物に適しているアンタゴニスト
は、当業者に公知であり、それら自体として、または対応する誘導体、特に、エステルも
しくはエーテルの形態で、またはそれぞれの場合の対応する生理学的に許容できる化合物
の形態で、特に、それらの塩もしくは溶媒和物の形態で存在することができる。本発明に
よる錠剤は、好ましくは、各場合に場合により対応する生理学的に許容可能な化合物の形
態、特に、塩基、塩または溶媒和物の形態にある、ナロキソン、ナルトレキソン、ナルメ
フェン、ナライド（ｎａｌｉｄｅ）、ナルメキソン（ｎａｌｍｅｘｏｎｅ）、ナロルフィ
ンまたはナルフィン（ｎａｌｕｐｈｉｎｅ）を含む群から選択されるアンタゴニストを含
まず；そして、神経弛緩薬、例えばハロペリドール、プロメタジン（ｐｒｏｍｅｔｈａｃ
ｉｎｅ）、フルフェナジン、ペルフェナジン、レボメプロマジン、チオリダジン、ペラジ
ン、クロルプロマジン、クロルプロチキセン（ｃｈｌｏｒｐｒｏｔｈｉｘｉｎｅ）、ツク
ロペンチキソール（ｚｕｃｌｏｐｅｎｔｈｉｘｏｌ）、フルペンチキソール、プロチペン
ジル、ゾテピン、ベンペリドール、ピパンペロン、メルペロンおよびブロムペリドールを
含む群から選択される化合物を含まない。
【０２０５】
　本発明の錠剤はさらに、好ましくは、催吐薬を含有しない。催吐薬は、当業者にはよく
知られており、それ自体で又は対応する誘導体、特にエステル若しくはエーテルの形態で
、又はいずれの場合にも対応する生理学的に許容可能な化合物の形態で、特にそれらの塩
若しくは溶媒和物の形態で存在し得る。本発明による錠剤は好ましくは、例えば、「Ｐｈ
ａｒｍａｚｅｕｔｉｓｃｈｅ　Ｂｉｏｌｏｇｉｅ　－　Ｄｒｏｇｅｎ　ｕｎｄ　ｉｈｒｅ
　Ｉｎｈａｌｔｓｓｔｏｆｆｅ」、Ｐｒｏｆ．　Ｄｒ．　ＨｉｌｄｅｂｅｒｔＷａｇｎｅ
ｒ著、改訂第２版、　Ｇｕｓｔａｖ　Ｆｉｓｃｈｅｒ　Ｖｅｒｌａｇ、Ｓｔｕｔｔｇａｒ
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ｔ－Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ、１９８２年に記載されているような、イペカクアンハ（トコン）
根の１つ又は複数の構成要素をベースとする催吐薬、例えば、構成要素エメチンをベース
とする催吐薬を含有しない。該当する文献の記載を、本明細書に参照によって取り入れ、
本開示の一部とみなす。また、本発明による錠剤は好ましくは、催吐薬としてのアポモル
ヒネを含有しない。
【０２０６】
　最後に、本発明による錠剤は好ましくは、苦味物質も含有しない。苦味物質及び使用に
有効な量は、ＵＳ２００３／００６４０９９Ａ１に記載されており、その該当する開示は
、本出願の開示とみなすべきであり、本明細書に参照によって取り入れる。苦味物質の例
は、芳香油、例えば、ハッカ油、ユーカリ油、ビターアーモンド油、メントール、フルー
ツ芳香物質、レモン、オレンジ、ライム、グレープフルーツ由来の芳香物質若しくはそれ
らの混合物、及び／又は安息香酸デナトニウムである。
【０２０７】
　したがって、本発明による錠剤は、好ましくは、鼻孔および／または咽頭を刺激する物
質も、薬理学的に活性な化合物についてのアンタゴニストも、催吐薬も、苦味物質も含有
しない。
【０２０８】
　微粒子の薬理学的に活性な化合物、ポリアルキレンオキシド、可塑剤および酸化防止剤
の特に好ましい含有量を、微粒子の全重量に対して、以下の表に実施形態Ｂ１～Ｂ６とし
てここに要約する：
【０２０９】

【表３】

ここで、薬理学的に活性な化合物は、好ましくは、オピオイド、特に好ましくはタペンタ
ドールまたはその生理学的に許容可能な塩であり；ポリアルキレンオキシドは、好ましく
は、少なくとも５００，０００ｇ／ｍｏｌの重量平均分子量を有するポリエチレンオキシ
ドであり；可塑剤は、好ましくは、ポリエチレングリコールであり；そして、酸化防止剤
は、好ましくは、α－トコフェロールである。
【０２１０】
　微粒子および好ましくは予め圧縮もしくは粒状化されたマトリックス材料の他に、本発
明による錠剤は、１種またはそれ以上の薬学的な賦形剤、例えば結合剤、増量剤、滑沢剤
等を含むことができる。
【０２１１】
　好ましい実施形態において、表はさらに滑沢剤を含む。ステアリン酸マグネシウムが好
ましい。さらに、好ましい滑沢剤は上述のとおりであるので、以下では繰り返さない。
【０２１２】
　錠剤が、好ましくは予め圧縮もしくは予め粒状化されたマトリックス材料の外側に追加
の滑沢剤を含む場合、その含有量は、好ましくは、錠剤の全重量を基準として、１重量％
以下、より好ましくは０．５重量％以下である。
【０２１３】
　本発明の錠剤に含まれる微粒子は、好ましくは増加した機械的強度を示すが、錠剤はそ
のようなものとして好ましくは、従来の機械的特性を有する。典型的には、本発明による
錠剤は、例えば、ハンマーによって、砕くことができ、それによって、錠剤中に含まれた
マトリックス材料、微粒子および他の成分を含む破砕された組成物を得ることができる。
しかしながら、そのように得られた多かれ少なかれ単離形態にある微粒子は好ましくは、
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ハンマーによってさらに砕きそして破砕することはできない。
【０２１４】
　好ましくは、微粒子は、ホットメルト押出しされており、および／または少なくとも３
００Ｎの破壊強度を有する。
【０２１５】
　本発明による錠剤は、タンパーレジスタントである。好ましくは、タンパーレジスタン
スは、粉砕が回避されるか又は少なくとも実質的に妨げられるような、微粒子の機械的特
性に基づいて達成される。本発明によれば、粉砕という語句は、乱用者が通常利用できる
通常の手段、例えば、乳棒と乳鉢、ハンマー、木槌又は力の作用下で粉状化する他の通常
の手段を用いる、微粒子の粉状化を意味する。したがって、タンパーレジスタンスは、好
ましくは、従来の方法を用いた微粒子の粉状化が回避されるか、少なくとも実質的に妨げ
られることを意味する。
【０２１６】
　好ましくは、本発明による微粒子の機械的特性、特にそれらの破壊強度および変形性は
、ポリアルキレンオキシドの存在及び空間分布に実質的に依拠する（典型的には、前記特
性を達成するには、それらが存在するだけでは十分でないが）。本発明による微粒子の有
利な機械的特性は、錠剤製造のための慣用の手段によって、薬理学的に活性な化合物、ポ
リアルキレンオキシドおよび場合によりさらなる賦形剤を単に加工することによって自動
的に達成することはできない。実際に、一般的に好適な装置を、調製のために選択しなけ
ればならず、決定的な加工パラメーター、特に圧力／力、温度及び時間を調整しなければ
ならない。したがって、従来の装置を使用するとしても、必要な基準を満たすようにプロ
セスプロトコールを通常適合させなければならない。
【０２１７】
　該して、所望の性質を示す微粒子は、微粒子の調製中に、
－好適な構成成分を、
－好適な量で、
－十分な圧力に、
－十分な温度で、
－十分な期間、
曝露する場合にのみ、得ることができる。
【０２１８】
　したがって、使用する装置に関係なく、必要な基準を満たすように、プロセスプロトコ
ールを適合させなければならない。したがって、微粒子の破壊強度および変形性は、組成
物から区別可能である。
【０２１９】
　本発明の錠剤に含有される微粒子は、好ましくは、少なくとも３００Ｎ、少なくとも４
００Ｎまたは少なくとも５００Ｎ、好ましくは少なくとも６００Ｎ、より好ましくは少な
くとも７００Ｎ、さらに好ましくは少なくとも８００Ｎ、より一層好ましくは少なくとも
１０００Ｎ、最も好ましくは少なくとも１２５０Ｎ、特に少なくとも１５００Ｎの破壊強
度を有する。
【０２２０】
　微粒子が特定の破壊強度、例えば、３００Ｎまたは５００Ｎを示すかどうかを確認する
ために、それぞれ３００Ｎおよび５００Ｎより非常に高い力に前記粒子を付す必要は通常
ない。したがって、一旦所望の破壊強度に対応する力をわずかに越えたならば（例えば、
それぞれ３３０Ｎおよび５５０Ｎの力で）、通常、破壊強度試験は終了することができる
。
【０２２１】
　錠剤のおよび微粒子の「破壊強度」（耐粉砕性）は、当業者にはよく知られている。こ
の関連で、例えば、Ｗ．Ａ．　Ｒｉｔｓｃｈｅｌ、Ｄｉｅ　Ｔａｂｌｅｔｔｅ，　２．　
Ａｕｆｌａｇｅ、　Ｅｄｉｔｉｏ　Ｃａｎｔｏｒ　Ｖｅｒｌａｇ　Ａｕｌｅｎｄｏｒｆ、
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２００２年；Ｈ　Ｌｉｅｂｅｒｍａｎｎら、錠剤：　Ｔａｂｌｅｔｓ、第２巻、Ｉｎｆｏ
ｒｍａ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ、第２版、１９９０年；及びＥｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　
ｏｆ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ、Ｉｎｆｏｒｍａ　Ｈｅａ
ｌｔｈｃａｒｅ、第１版を参照できる。
【０２２２】
　本明細書の目的に関して、破壊強度は好ましくは、微粒子を破砕させるのに必要な力（
＝破壊力）の量と定義する。したがって、本明細書の目的では、微粒子は、好ましくは、
破壊された場合、すなわち、相互に分離している少なくとも２つの独立した部分に破砕さ
れた場合には、所望の破壊強度を有さない。しかし、別の好ましい実施形態において、微
粒子は、力が、測定中に測定される最大の力の２５または５０％（閾値）減少している場
合に、破壊されているとみなす（下記参照）。
【０２２３】
　本発明の微粒子は、それらの破壊強度のおかげで、例えば、乳棒と乳鉢、ハンマー、木
槌または粉状化のためのその他の通常の手段、特に、この目的で開発された装置（錠剤粉
砕装置）を用いて力を加えることによっては粉末化することができないという点で、錠剤
に含まれることができる慣用の微粒子とは区別される。この点に関して、「粉状化」は、
小さな粒子へ砕くことを意味する。粉状化の回避は、経口的又は非経口的、特に静脈内又
は経鼻の乱用を実質的に排除する。
【０２２４】
　慣用の微粒子は、典型的には２００Ｎを大きく下回る破壊強度を有する。
【０２２５】
　従来の円形の錠剤／微粒子の破壊強度は、以下の実験式に従って評価することができる
：破壊強度［Ｎで示す］＝１０×錠剤／微粒子の直径［ｍｍで示す］。
したがって、前記実験式によれば、少なくとも３００Ｎの破壊強度を有する円形の錠剤／
微粒子は、少なくとも３０ｍｍの直径を必要とするであろう）。しかしながら、そのよう
な微粒子は、嚥下できず、ましてやそのような微粒子を複数含む錠剤はいうまでもない。
前記実験式は好ましくは、慣用のものではなくむしろ特別である本発明の微粒子には当て
はまらない。
【０２２６】
　さらに、実際の平均咀嚼力は、約２２０Ｎである（例えば、Ｐ．Ａ．　Ｐｒｏｅｓｃｈ
ｅｌら、Ｊ　Ｄｅｎｔ　Ｒｅｓ、２００２年、８１巻（７号）、４６４～４６８頁を参照
のこと）。これは、２００Ｎをはるかに下回る破壊強度を有する従来の微粒子が、自発的
な咀嚼時に砕かれ得るのに対して、本発明による微粒子は砕かれ得ないことを意味する。
【０２２７】
　またさらに、約９．８１ｍ／ｓ２の重力加速度を適用する場合、３００Ｎは、３０ｋｇ
を超える重力に相当する、即ち、本発明による微粒子は好ましくは、３０ｋｇを超える重
量に、粉状化されずに耐えることができる。
【０２２８】
　錠剤の破壊強度を測定するための方法は、当業者にはよく知られている。好適な装置が
市販されている。
【０２２９】
　例えば、破断強度（破砕抵抗性）は、欧州薬局方５．０、２．９．８または６．０、２
．０９．０８「Ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ　ｔｏ　Ｃｒｕｓｈｉｎｇ　ｏｆ　Ｔａｂｌｅｔｓ
」に従って測定することができる。試験は、所定の条件下で、破砕によってそれぞれ錠剤
および微粒子を崩壊させるのに必要な力によって測定して、錠剤および微粒子の破砕抵抗
性を決定することを意図するものである。装置は、一方が他方に向かって移動する、互い
に向かい合った２つのジョーからなる。ジョーの平面は、移動方向に対して垂直である。
ジョーの破砕面は、平らであり、それぞれ錠剤および微粒子との接触領域よりも大きい。
装置は、１ニュートンの精度を有するシステムを使用して較正する。錠剤および微粒子は
それぞれ、該当する場合は形状、割線（ｂｒｅａｋ－ｍａｒｋ）及び刻印を考慮に入れて
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、ジョーの間に錠剤を配置し；錠剤および微粒子をそれぞれ、測定毎に、力を加える方向
（及び破壊強度を測定しようとする伸長方向）に対して同じように配向させる。各測定前
に、全ての断片が除去されているよう注意して、１０個の錠剤および微粒子それぞれにつ
いて測定を実施する。結果は、測定した力の平均値、最小値及び最大値として、全てニュ
ートンで表す。
【０２３０】
　破壊強度（破壊力）についての同様な記載は、ＵＳＰにも見ることができる。
あるいは、破壊強度は特定の面でそれぞれ錠剤および微粒子を破損させる（即ち、破壊す
る）のに必要な力であると述べられている、そこに記載された方法に従っても破壊強度を
測定できる。錠剤および微粒子それぞれは、一般に、２つのプラテンの間に配置し、一方
のプラテンが、錠剤および微粒子の破砕を引き起こすのに十分な力を加えるように移動す
る。従来の、円形の（横断面が円形の）錠剤および微粒子の場合には、それぞれ、荷重は
それらの直径全体に発生し（直径荷重と称されることもある）、破砕は前記の面で発生す
る。それぞれ錠剤および微粒子の破壊力は一般に、製剤学の文献では硬度と呼ばれている
。しかし、この用語の使用は、誤解を与える。材料科学において、硬度という語句は、小
さいプローブによる貫入又は圧入に対する表面の抵抗性を指す。粉砕強度という語句もま
た、圧縮荷重の適用に対する錠剤および微粒子それぞれの抵抗性を表すのにしばしば使用
される。この語句は、硬度よりも正確に試験の真の性質を表すが、錠剤および微粒子それ
ぞれが、試験中に実際に破砕される（当てはまらないことが多い）ことを意味する。
【０２３１】
　あるいは、破壊強度（耐粉砕性）は、ＷＯ２００８／１０７１４９に従って測定するこ
ともでき、この方法は、欧州薬局方に記載されている方法の改変とみなすことができる。
測定に使用する装置は好ましくは、最大ドローが１１５０ｍｍの「Ｚｗｉｃｋ　Ｚ２．５
」材料試験機（Ｆｍａｘ＝２．５ｋＮ）であり、これは、ｔｅｓｔＣｏｔｒｏｌソフトウ
ェアと共に、１つのカラム及び１つのスピンドル、クリアランスビハインド１００ｍ並び
に０．１～８００ｍｍ／分に調節可能な試験速度を用いて設定すべきである。適切に試験
速度を調節する方法（例えば、１０ｍｍ／ｍｉｎ、２０ｍｍ／ｍｉｎまたは４０ｍｍ／ｍ
ｉｎに）は当業者に知られている。測定は、ねじ込み挿入部およびシリンダー（直径１０
ｍｍ）を有する圧力ピストン、力変換器、Ｆｍａｘ．１　ｋＮ、直径＝８ｍｍ、ＩＳＯ７
５００－１により、１０Ｎからはクラス０．５、２Ｎからはクラス１を使用して実施する
。これらは、ＤＩＮ５５３５０－１８に従う製造元の検査証Ｍを有し（Ｚｗｉｃｋ総力Ｆ

ｍａｘ＝１．４５ｋＮ）（全ての装置がＺｗｉｃｋ　ＧｍｂＨ　＆　Ｃｏ．ＫＧ、Ｕｌｍ
、ドイツ製である）、試験機の注文番号はＢＴＣ－ＦＲ２．５ＴＨ．Ｄ０９、力変換器の
注文番号はＢＴＣ－ＬＣ　００５０Ｎ．Ｐ０１、センタリング装置の注文番号はＢＯ　７
００００　Ｓ０６である。
【０２３２】
　ｔｅｓｔＣｏｎｔｒｏｌソフトウェア（ｔｅｓｔＸｐｅｒｔ　Ｖ１０．１１）を使用す
る場合、以下の例証されたセッティングおよびパラメーターが有用であることが明らかと
なった：ＬＥ位置：クランピング長１５０ｍｍ。ＬＥ速度：５００ｍｍ／分、予備移動後
のクランピング長：１９５ｍｍ、予備移動速度：５００ｍｍ／分、予備力制御なし－予備
力：予備力１Ｎ、予備力速度１０ｍｍ／分－サンプルデータ：サンプルフォームなし、測
定長さ横断距離１０ｍｍ、試験前のインプット不要－試験／試験の終了；試験速度：位置
－１０ｍｍ／分に制御、遅延速度シフト：１、力の遮断閾値５０％Ｆｍａｘ、破壊試験に
関する力閾値なし、最大長さ変動なし、力上限：６００Ｎ－伸長補正：測定長さの修正な
し－試験後アクション：試験後ＬＥを設定、サンプルのアンロードなし－ＴＲＳ：データ
メモリー：破壊１μｍまでＴＲＳ距離間隔、ＴＲＳ時間間隔０．１ｓ、ＴＲＳ力間隔１Ｎ
－機械；横断距離コントローラー：上部ソフトエンド３５８ｍｍ、下部ソフトエンド１９
２ｍｍ－下部試験スペース。上部プレートとａｍｂｏｓの並列配置は保証されるべきであ
る－これらの部分は試験の間またはその後に触れてはならない。試験後、小さい間隙（例
えば０．１または０．２ｍｍ）が、試験された微粒子と密接に接触した２つのブラケット
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間になおも存在するはずであり、これが変形した微粒子の留まった厚さを表している。
【０２３３】
　好ましい実施形態において、前記微粒子は、類似の形態の少なくとも２つの別々の破片
に破砕された場合に破壊されたとみなされる。変形した粒子の形態と異なる形態を有する
分離した物質、例えば塵は、破壊の定義に適格な破片とはみなされない。
【０２３４】
　本発明の微粒子は、好ましくは、破壊強度（耐粉砕性）に加えて、広い温度範囲にわた
って機械的強度、場合によりさらに、十分な硬度、耐力、疲労強度、耐衝撃性、衝撃弾性
、引張強さ、圧縮強度及び／又は弾性率を、場合により、低い温度でも（例えば－２４℃
未満、－４０℃未満またはあるいは液体窒素中でも）を示し、そのために、自発的な咀嚼
、乳鉢におけるすり砕き、粉砕等により粉状化することは実質的に不可能である。したが
って、好ましくは、低いまたは非常に低い温度においても、例えば、錠剤を、そのもろさ
を増加させるために、例えば、－２５℃未満、－４０℃未満の温度まで、または液体窒素
中でさえ最初に冷やした場合でも、本発明の微粒子の非常に高い破壊強度は維持される。
【０２３５】
　本発明による微粒子は、特定の程度の破壊強度を特徴とする。これは、微粒子が特定の
程度の硬度も示さなければならないことを意味しない。硬度と破壊強度とは、異なる物理
的性質である。したがって、錠剤のタンパーレジスタンスは、必ずしも微粒子の硬度に依
存しない。例えば、それぞれその破壊強度、衝撃強さ、弾性率及び引張強さのため、前記
微粒子は、好ましくは、例えばハンマーを用いて外力をはたらかせると、例えば可塑的に
変形させることができるが、粉状化、すなわち、多数の断片に砕くことはできない。換言
すれば、本発明の微粒子は、特定の程度の破壊強度を特徴とするが、必ずしも特定の程度
の形態安定性も特徴とするとは限らない。
【０２３６】
　したがって、明細書の意味において、特定の伸張方向の力に曝露された場合に変形する
が破壊されない（塑性変形又は塑性流動）微粒子を好ましくは、当該伸張方向で望ましい
破壊強度を有するとみなすものとする。
【０２３７】
　本発明の錠剤中に存在する好ましい微粒子は、本技術分野で現在容認された試験方法に
よって判定した場合に好適な引張強さを有するものである。さらなる好ましい微粒子は、
本技術分野の試験方法によって判定されるようなヤング率を有するものである。まださら
に好ましい微粒子は、許容可能な破断伸びを有するものである。
【０２３８】
　本発明の微粒子が増加した破壊強度を有しているか否かに拘わらず、本発明の微粒子は
、好ましくは、一定程度の変形性を示す。本発明の錠剤に含まれる微粒子は、それらが上
記のような破壊強度試験に付された場合に、力－変位－ダイアグラムで力の増加、好まし
くは安定な増加を、変位の対応する減少において示すような変形性を有する。
【０２３９】
　この機械的特性、すなわち個々の微粒子の変形性を図５および６に示す。
【０２４０】
　図５は、測定、および対応する力－変位－ダイアグラムを概略的に示す。特に、図５Ａ
は、測定の始めの初期状況を示す。サンプル微粒子（９）を、それぞれが微粒子（９）の
表面と密接に接触する上部ジョー（８ａ）と下部ジョー（８ｂ）の間に置く。上部ジョー
（８ａ）および下部ジョー（８ｂ）の間の初期変位ｄ０は、上部ジョー（８ａ）および下
部ジョー（８ｂ）の表面と垂直な微粒子の伸張に一致する。この時には、力を全く及ぼさ
ず、従って、下記の力－変位－ダイアグラムにグラフは示されない。測定を始める時に、
上部ジョーを、下部ジョー（８ｂ）の方向に、好ましくは一定の速度で移動させる。図５
Ｂは、下部ジョー（８ｂ）に向かう上部ジョー（８ａ）の移動により、力が微粒子（９）
に及ぼされる状況を示す。その変形性のために、微粒子（９）は破砕されずに平たくなる
。力－変位－ダイアグラムは、上部ジョー（８ａ）および下部ジョー（８ｂ）の変位ｄ０
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が距離ｘ１だけ減少した後に、すなわちｄ１＝ｄ０－ｘ１の変位で、力Ｆ１が測定される
ことを示す。図５Ｃは、下部ジョー（８ｂ）に向かう上部ジョー（８ａ）の連続的な移動
により、微粒子（９）は破砕されないが、微粒子（９）に及ぼされる力がさらなる変形を
引き起こす状況を示す。力－変位－ダイアグラムは、上部ジョー（８ａ）および下部ジョ
ー（８ｂ）の変位ｄ０が距離ｘ２だけ減少した後に、すなわちｄ２＝ｄ０－ｘ２の変位で
、力Ｆ２が測定されることを示す。これらの状況下で、微粒子（９）は破壊されず（破砕
されず）、力－変位－ダイアグラムにおいて実質的に安定な力の増加が測定される。
【０２４１】
　対照的に、図６は、本発明の微粒子のような変形性の程度を有しない慣用の比較のため
の微粒子の測定、および対応する力－変位－ダイアグラムを概略的に示す。図６Ａは、測
定の始めの初期状況を示す。比較用サンプル微粒子（９）を、それぞれが比較微粒子（９
）の表面と密接に接触する上部ジョー（８ａ）と下部ジョー（８ｂ）の間に置く。上部ジ
ョー（８ａ）および下部ジョー（８ｂ）の間の初期変位ｄ０は、上部ジョー（８ａ）およ
び下部ジョー（８ｂ）の表面と垂直な比較微粒子の伸張に一致する。この時に、力を全く
及ぼさず、従って、下記の力－変位－ダイアグラムにグラフは示されない。測定を始める
時に、上部ジョーを、下部ジョー（８ｂ）の方向に、好ましくは一定の速度で移動させる
。図６Ｂは、下部ジョー（８ｂ）に向かう上部ジョー（８ａ）の移動により、力が比較微
粒子（９）に及ぼされる状況を示す。いくらかの変形性のために、比較微粒子（９）は破
砕されずにわずかに平たくなる。力－変位－ダイアグラムは、上部ジョー（８ａ）および
下部ジョー（８ｂ）の変位ｄ０が距離ｘ１だけ減少した後に、すなわちｄ１＝ｄ０－ｘ１

の変位で、力Ｆ１が測定されることを示す。図６Ｃは、下部ジョー（８ｂ）に向かう上部
ジョー（８ａ）の連続的な移動により、微粒子（９）に及ぼされる力が比較微粒子（９）
の突然の破砕を引き起こす状況を示す。力－変位－ダイアグラムは、上部ジョー（８ａ）
および下部ジョー（８ｂ）の変位ｄ０が距離ｘ２だけ減少した後に、すなわちｄ２＝ｄ０

－ｘ２の変位で、微粒子の破砕時に突然下がる力Ｆ２が測定されることを示す。これらの
状況下で、微粒子（９）は破壊され（破砕され）、力－変位－ダイアグラムにおいて安定
な力の増加は測定されない。力の急な低下（減少）は容易に認識することができ、測定の
ために定量化する必要はない。力－変位－ダイアグラムにおいて安定な増加は、ｄ２＝ｄ

０－ｘ２の変位で微粒子が破壊した時に終了する。
【０２４２】
　好ましい実施形態では、本発明の錠剤に含まれる微粒子は、それらが上記のような破壊
強度試験（「Ｚｗｉｃｋ　Ｚ　２．５」の材料試験装置、一定速度）に、好ましくは、少
なくとも上部ジョー（８ａ）および下部ジョー（８ｂ）の変位ｄが、元々の変位ｄ０の９
０％の値（すなわち、ｄ＝０．９・ｄ０）、好ましくは元々の変位ｄ０の８０％の変位ｄ
、より好ましくは元々の変位ｄ０の７０％の変位ｄ、より一層好ましくは元々の変位ｄ０

の６０％の変位ｄ、さらに一層好ましくは元々の変位ｄ０の５０％の変位ｄ、なお一層好
ましくは元々の変位ｄ０の４０％の変位ｄ、最も好ましくは元々の変位ｄ０の３０％の変
位ｄ、特に元々の変位ｄ０の２０％の変位ｄ、または元々の変位ｄ０の１５％の変位ｄ、
元々の変位ｄ０の１０％の変位ｄまたは元々の変位ｄ０の５％の変位ｄに減少するまで付
された場合に、力－変位－ダイアグラムで力の増加、好ましくは実質的に安定な増加を、
変位の対応する減少において示すような変形性を有する。
【０２４３】
　別の好ましい実施形態では、本発明の錠剤に含まれる微粒子は、それらが上記のような
破壊強度試験（「Ｚｗｉｃｋ　Ｚ　２．５」の材料試験装置、一定速度）に、好ましくは
、少なくとも上部ジョー（８ａ）および下部ジョー（８ｂ）の変位ｄが、０．８０ｍｍま
たは０．７５ｍｍ、好ましくは０．７０ｍｍまたは０．６５ｍｍ、より好ましくは０．６
０ｍｍまたは０．５５ｍｍ、より一層好ましくは０．５０ｍｍまたは０．４５ｍｍ、さら
に一層好ましくは０．４０ｍｍまたは０．３５ｍｍ、なお一層好ましくは０．３０ｍｍま
たは０．２５ｍｍ、最も好ましくは０．２０ｍｍまたは０．１５ｍｍ、特に０．１０また
は０．０５ｍｍに減少するまで付された場合に、力－変位－ダイアグラムで力の増加、好
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ましくは実質的に安定な増加を、変位の対応する減少において示すような変形性を有する
。
【０２４４】
　さらに別の好ましい実施形態では、本発明の錠剤に含まれる微粒子は、それらが上記の
ような破壊強度試験（「Ｚｗｉｃｋ　Ｚ　２．５」の材料試験装置、一定速度）に、少な
くとも上部ジョー（８ａ）および下部ジョー（８ｂ）の変位ｄが、元々の変位ｄ０の５０
％（すなわち、ｄ＝ｄ０／２）に減少するまで付された場合に、力－変位－ダイアグラム
で力の増加、好ましくは実質的に安定な増加を、変位の対応する減少において示すような
変形性を有するが、前記の変位（ｄ＝ｄ０／２）で測定される力は、少なくとも２５Ｎま
たは少なくとも５０Ｎ、好ましくは少なくとも７５Ｎまたは少なくとも１００Ｎ、より一
層好ましくは少なくとも１５０Ｎまたは少なくとも２００Ｎ、さらに一層好ましくは少な
くとも２５０Ｎまたは少なくとも３００Ｎ、なお一層好ましくは少なくとも３５０Ｎまた
は少なくとも４００Ｎ、最も好ましくは少なくとも４５０Ｎまたは少なくとも５００Ｎ、
特に少なくとも６２５Ｎまたは少なくとも７５０Ｎ、または少なくとも８７５Ｎ、または
少なくとも１０００Ｎ、または少なくとも１２５０Ｎ、または少なくとも１５００Ｎであ
る。
【０２４５】
　別の好ましい実施形態では、本発明の錠剤に含まれる微粒子は、それらが上記のような
破壊強度試験（「Ｚｗｉｃｋ　Ｚ　２．５」の材料試験装置、一定速度）に、少なくとも
上部ジョー（８ａ）および下部ジョー（８ｂ）の変位ｄが、少なくとも０．１ｍｍ、より
好ましくは少なくとも０．２ｍｍ、より一層好ましくは少なくとも０．３ｍｍ、さらに一
層好ましくは少なくとも０．４ｍｍ、なお一層好ましくは少なくとも０．５ｍｍ、最も好
ましくは少なくとも０．６ｍｍ、特に少なくとも０．７ｍｍ減少するまで付された場合に
、力－変位－ダイアグラムで力の増加、好ましくは実質的に安定な増加を、変位の対応す
る減少において示すような変形性を有するが、前記の変位で測定される力は、５．０Ｎ～
２５０Ｎ、より好ましくは７．５Ｎ～２２５Ｎ、より一層好ましくは１０Ｎ～２００Ｎ、
さらに一層好ましくは１５Ｎ～１７５Ｎ、なお一層好ましくは２０Ｎ～１５０Ｎ、最も好
ましく２５Ｎ～１２５Ｎ、特に３０Ｎ～１００Ｎである。
【０２４６】
　さらに別の実施形態では、本発明の錠剤に含まれる微粒子は、それらが上記のような破
壊強度試験（「Ｚｗｉｃｋ　Ｚ　２．５」の材料試験装置、一定速度）において、例えば
５０Ｎ、１００Ｎ、２００Ｎ、３００Ｎ、４００Ｎ、５００Ｎまたは６００Ｎの一定の力
に、上部ジョー（８ａ）および下部ジョー（８ｂ）の変位ｄを減少させ、その結果上記一
定の力でさらなる変形が生じなくなるまで付された場合に、破砕されることなく変形する
ような変形性を有するが、この平衡化状態で、上部ジョー（８ａ）および下部ジョー（８
ｂ）の変位ｄは、元々の変位ｄ０の最大で９０％（すなわち、ｄ≦０．９・ｄ０）、好ま
しくは元々の変位ｄ０の最大で８０％ｄ（すなわち、ｄ≦０．８・ｄ０）、より好ましく
は元々の変位ｄ０の最大で７０％（すなわち、ｄ≦０．７・ｄ０）、より一層好ましくは
元々の変位ｄ０の最大で６０％（すなわち、ｄ≦０．６・ｄ０）、さらに一層好ましくは
元々の変位ｄ０の最大で５０％（すなわち、ｄ≦０．５・ｄ０）、なお一層好ましくは元
々の変位ｄ０の最大で４０％（すなわち、ｄ≦０．４・ｄ０）、最も好ましくは元々の変
位ｄ０の最大で３０％（すなわち、ｄ≦０．３・ｄ０）、特に元々の変位ｄ０の最大で２
０％（すなわち、ｄ≦０．２・ｄ０）、または元々の変位ｄ０の最大で１５％（すなわち
、ｄ≦０．１５・ｄ０）、元々の変位ｄ０の最大で１０％（すなわち、ｄ≦０．１・ｄ０

）または元々の変位ｄ０の最大で５％（すなわち、ｄ≦０．０５・ｄ０）である。
【０２４７】
　好ましくは、本発明の錠剤に含まれる微粒子は、それらが上記のような破壊強度試験（
「Ｚｗｉｃｋ　Ｚ　２．５」の材料試験装置、一定速度）において、例えば５０Ｎ、１０
０Ｎ、２００Ｎ、３００Ｎ、４００Ｎ、５００Ｎまたは６００Ｎの一定の力に、上部ジョ
ー（８ａ）および下部ジョー（８ｂ）の変位ｄを減少させ、その結果上記一定の力でさら
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なる変形が生じなくなるまで付された場合に、破砕されることなく変形するような変形性
を有するが、この平衡化状態で、上部ジョー（８ａ）および下部ジョー（８ｂ）の変位ｄ
は、最大で０．８０ｍｍまたは最大で０．７５ｍｍ、好ましくは最大で０．７０ｍｍまた
は最大で０．６５ｍｍ、より好ましくは最大で０．６０ｍｍまたは最大で０．５５ｍｍ、
より一層好ましくは最大で０．５０ｍｍまたは最大で０．４５ｍｍ、さらに一層好ましく
は最大で０．４０ｍｍまたは最大で０．３５ｍｍ、なお一層好ましくは最大で０．３０ｍ
ｍまたは最大で０．２５ｍｍ、最も好ましくは最大で０．２０ｍｍまたは最大で０．１５
ｍｍ、特に最大で０．１０または最大で０．０５ｍｍである。
【０２４８】
　別の実施形態では、本発明の錠剤に含まれる微粒子は、それらが上記のような破壊強度
試験（「Ｚｗｉｃｋ　Ｚ　２．５」の材料試験装置、一定速度）において、例えば５０Ｎ
、１００Ｎ、２００Ｎ、３００Ｎ、４００Ｎ、５００Ｎまたは６００Ｎの一定の力に、上
部ジョー（８ａ）および下部ジョー（８ｂ）の変位ｄを減少させ、その結果上記一定の力
でさらなる変形が生じなくなるまで付された場合に、破砕されることなく変形するような
変形性を有するが、この平衡化状態で、上部ジョー（８ａ）および下部ジョー（８ｂ）の
変位ｄは、元々の変位ｄ０の少なくとも５％（すなわち、ｄ≧０．０５・ｄ０）、好まし
くは元々の変位ｄ０の少なくとも１０％（すなわち、ｄ≧０．１・ｄ０）、より好ましく
は元々の変位ｄ０の少なくとも１５％（すなわち、ｄ≧０．１５・ｄ０）、より一層好ま
しくは元々の変位ｄ０の少なくとも２０％（すなわち、ｄ≧０．２・ｄ０）、さらに一層
好ましくは元々の変位ｄ０の少なくとも３０％（すなわち、ｄ≧０．３・ｄ０）、なお一
層好ましくは元々の変位ｄ０の少なくとも４０％（すなわち、ｄ≧０．４・ｄ０）、最も
好ましくは元々の変位ｄ０の少なくとも５０％（すなわち、ｄ≧０．５・ｄ０）、特に元
々の変位ｄ０の少なくとも６０％（すなわち、ｄ≧０．６・ｄ０）、または元々の変位ｄ

０の少なくとも７０％（すなわち、ｄ≧０．７・ｄ０）、元々の変位ｄ０の少なくとも８
０％（すなわち、ｄ≧０．８・ｄ０）または元々の変位ｄ０の少なくとも９０％（すなわ
ち、ｄ≧０．９・ｄ０）である。
【０２４９】
　好ましくは、本発明の錠剤に含まれる微粒子は、それらが上記のような破壊強度試験（
「Ｚｗｉｃｋ　Ｚ　２．５」の材料試験装置、一定速度）において、例えば５０Ｎ、１０
０Ｎ、２００Ｎ、３００Ｎ、４００Ｎ、５００Ｎまたは６００Ｎの一定の力に、上部ジョ
ー（８ａ）および下部ジョー（８ｂ）の変位ｄを減少させ、その結果上記一定の力でさら
なる変形が生じなくなるまで付された場合に、破砕されることなく変形するような変形性
を有するが、この平衡化状態で、上部ジョー（８ａ）および下部ジョー（８ｂ）の変位ｄ
は、少なくとも０．０５ｍｍまたは少なくとも０．１０ｍｍ、好ましくは少なくとも０．
１５ｍｍまたは少なくとも０．２０ｍｍ、より好ましくは少なくとも０．２５ｍｍまたは
少なくとも０．３０ｍｍ、より一層好ましくは少なくとも０．３５ｍｍまたは少なくとも
０．４０ｍｍ、さらに一層好ましくは少なくとも０．４５ｍｍまたは少なくとも０．５０
ｍｍ、なお一層好ましくは少なくとも０．５５ｍｍまたは少なくとも０．６０ｍｍ、最も
好ましくは少なくとも０．６５ｍｍまたは少なくとも０．７０ｍｍ、特に少なくとも０．
７５または少なくとも０．８０ｍｍである。
【０２５０】
　好ましくは、本発明による錠剤は、ｉｎ　ｖｉｔｒｏ条件下で、欧州薬局方に従った薬
理学的に活性な化合物の即時放出を提供する。
【０２５１】
　錠剤に適用される場合に語句「即時放出」が、各錠剤に対する構造的意味を有すること
は、当業者によって理解される。前記用語は、米国薬局方（ＵＳＰ）の最新版、Ｇｅｎｅ
ｒａｌ　Ｃｈａｐｔｅｒ　１０９２，　「ＴＨＥ　ＤＩＳＳＯＬＵＴＩＯＮ　ＰＲＯＣＥ
ＤＵＲＥ：　ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ　ＡＮＤ　ＶＡＬＩＤＡＴＩＯＮ」の、「ＳＴＵＤ
Ｙ　ＤＥＳＩＧＮ」、「Ｔｉｍｅ　Ｐｏｉｎｔｓ」の項に定義されている。即時放出剤形
に関しては、処理の持続時間は典型的には３０～６０分であり；ほとんどの場合、単一の
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時間点の記載で薬局方の目的には十分である。製品の比較および性能の産業上および規制
上の概念からは、追加的な時間点が要求され得、これらは製品登録または承認のためにも
必要であり得る。十分な数の時間点が、溶出曲線の上昇およびプラトー相を特徴付けるた
めに選択されるべきである。いくつかのＦＤＡガイダンスで引用される生物製剤分類シス
テムによれば、急速に溶出する生成物と製剤化された高溶解性、高浸透性の薬剤は、それ
らが１５分以内に８５％以上の活性薬剤物質を放出することを示せれば、プロファイル比
較に付す必要はない。これらのタイプの製品については、ワンポイント試験で十分であろ
う。しかしながら、ほとんどの製品はこのカテゴリーに分類されない。速放製品の溶出プ
ロファイルは、典型的には、約３０～４５分で８５％～１００％に達する漸増を示す。し
たがって、１５、２０、３０、４５および６０分の範囲における溶出時間ポイントは、ほ
とんどの速放製品にとって通常である。
【０２５２】
　好ましくは、生理学的条件下で、本発明の錠剤は、３０分後に、錠剤に元々含まれる薬
理学的に活性な化合物の少なくとも７０％、より好ましくは少なくとも７５％、さらに好
ましくは少なくとも８０％、より一層好ましくは少なくとも８２％、最も好ましくは少な
くとも８４％、特に少なくとも８６％を放出した。
【０２５３】
　好ましくは、生理学的条件下で、本発明の錠剤は、１０分後に、錠剤に元々含まれる薬
理学的に活性な化合物の少なくとも７０％、より好ましくは少なくとも７３％、さらに好
ましくは少なくとも７６％、より一層好ましくは少なくとも７８％、最も好ましくは少な
くとも８０％、特に少なくとも８２％を放出した。
【０２５４】
　ここで、さらに好ましい放出プロファイルＣ１～Ｃ１０を、以下の表に要約する［全て
のデータを、放出した薬理学的に活性な化合物の重量％で示す］。
【０２５５】
【表４】

　好ましくは、本発明の錠剤の放出プロファイル、薬剤および薬学的賦形剤は、保管時に
安定であり、好ましくは密封容器中で上昇させた温度、例えば４０℃において３ヵ月間の
保管時に安定である。
【０２５６】
　放出プロファイルに関連して、「安定である」とは、初期放出プロファイルを、保管後
の任意の所与の時点における放出プロファイルと比較した場合に、放出プロファイルの互
いの偏差が２０％以下、より好ましくは１５％以下、さらに好ましくは１０％以下、より
一層好ましくは７．５％以下、最も好ましくは５．０％以下、特に２．５％以下であるこ
とを意味する。
【０２５７】
　薬剤および薬学的賦形剤に関して、「安定している」は、錠剤が医薬品の有効期間に関
するＥＭＥＡの要件を満たすことを意味する。
【０２５８】
　好適なインビトロ条件は、当業者によく知られている。この関連で、例えば、欧州薬局
方を参照できる。好ましくは、放出プロファイルを、以下の条件下で測定する：シンカー
が装備されていないパドル装置、５０ｒｐｍ、３７±５℃、９００ｍＬの擬似腸液、ｐＨ
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６．８（リン酸緩衝液）またはｐＨ４．５。好ましい実施形態において、パドルの回転速
度は、７５ｒｐｍまで増加させる。
【０２５９】
　好ましい実施形態において、本発明による錠剤は、１日１回の投与に適合されている。
別の好ましい実施形態において、本発明による錠剤は、１日２回の投与に適合されている
。さらに別の好ましい実施形態において、本発明による錠剤は、１日３回の投与に適合さ
れている。さらに別の好ましい実施形態では、本発明の錠剤は、１日３回より頻繁な投与
、例えば１日４回、１日５回、１日６回、１日７回または１日８回の投与に適合されてい
る。
【０２６０】
　本明細書の目的において、「１日２回」とは、個々の投与間の時間間隔が等しいか又は
ほとんど等しい、即ち、約１２時間毎である、又は個々の投与間の時間区間が異なる、例
えば、８時間と１６時間若しくは１０時間と１４時間であることを意味する。
【０２６１】
　本明細書の目的において、「１日３回」とは、個々の投与間の時間間隔が等しいか又は
ほとんど等しい、即ち、約８時間毎である、又は個々の投与間の時間間隔が異なる、例え
ば、６時間、６時間及び１２時間；または７時間、７時間及び１０時間であることを意味
する。
【０２６２】
　好ましくは、本発明の錠剤は、ｉｎ　ｖｉｔｒｏ条件下で、最大で５分、より好ましく
は最大で４分、さらに好ましくは最大で３分、より一層好ましくは最大で２．５分、最も
好ましくは最大で２分、特に最大で１．５分の、欧州薬局方に従って測定された崩壊時間
を有する。
【０２６３】
　驚くべきことに、タンパーレジスタンス、崩壊時間および薬剤放出、薬剤量、加工性（
特に打錠性）および患者コンプライアンスの間の最良の折衷を付与する経口剤形を設計で
きることが見出された。
【０２６４】
　本発明の錠剤の崩壊時間が、マトリックス材料：微粒子の相対重量比によって影響を受
け得ることが見出された。概して、この比が高いほど崩壊が速いことが観察された。しか
しながら、さらに錠剤特性、特に薬剤量および錠剤の全体サイズおよび全重量を考慮に入
れる必要があるので、この比を無制限に増加させることはできない。一定の用量の薬理学
的に活性な化合物を投与する必要がある場合、微粒子の含有量はなお十分に高くあるべき
であり、錠剤の全重量は一定の限度を超えるべきではないが、なぜならこれは患者コンプ
ライアンス、例えば嚥下性を低下させるからである。
【０２６５】
　当該状況は、反対方向の傾向によってより複雑になる。特に、本発明の錠剤の錠剤化可
能性もマトリックス材料：微粒子の相対重量比によって影響を受け得ることが見出された
。概してこの比が低いほどが錠剤化可能性がより良好であることが観察された。この傾向
は、薬剤量の傾向と平行する。
【０２６６】
　したがって、一方では崩壊時間、他方では錠剤化可能性／薬剤量を、最良の折衷を見出
すことによって最適化することができる。
【０２６７】
　同様に、タンパーレジスタンスと薬剤放出も互いに相反する。より小さい微粒子は典型
的には薬理学的に活性な化合物のより速い放出を示すべきであるが、タンパーレジスタン
スは、有効に乱用、例えばｉ．ｖ．投与を防ぐために、微粒子のいくらかの最低限サイズ
を要求する。微粒子が大きいほど、それらは経鼻的に乱用するのに適さなくなる。微粒子
が小さいほど、ゲル形成がより速く生じるようになる。
【０２６８】
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　したがって、一方では薬剤放出を他方ではタンパーレジスタンスを、最良の折衷を見出
すことによって最適化することができる。
【０２６９】
　本発明の錠剤の好ましい実施形態Ｄ１～Ｄ４を、以下の表にまとめる：
【０２７０】
【表５】

　本発明の微粒子を製造するために他の熱成形法、例えば、上昇させた温度でのプレス成
形、または第一段階で慣用の圧縮により製造し、その後第二の段階で微粒子中のポリアル
キレンオキシドの軟化温度より高い温度への加熱により硬質錠剤を形成させる微粒子の加
熱を使用できるが、本発明の微粒子は、好ましくは、溶融－押出によって調製される。こ
の関連で、熱形成は、熱の適用後に塊を形づくる又は成形することを意味する。好ましい
実施形態において、微粒子は、ホットメルト押出によって熱成形する。
【０２７１】
　好ましい実施形態において、前記微粒子は、ホットメルト押出によって、好ましくは二
軸スクリュー押出機を用いて調製する。好ましくは、溶融押出によって溶融押出ストラン
ドを生成し、それを好ましくはモノリスに切断し、次いでそれを場合により圧縮し、微粒
子を形成する。好ましくは、圧縮は、好ましくは溶融押出によって得られたモノリシック
塊から、ダイ及びパンチを用いて達成する。溶融押出によって得る場合には、圧縮ステッ
プは、好ましくは、周囲温度、即ち２０～２５℃の範囲の温度を示すモノリシック塊を用
いて実施する。押出によって得られたストランドは、圧縮ステップ自体に供してもよいし
、切断してから圧縮ステップに供してもよい。この切断は、ホットメルト押出により押出
ストランドがなおも暖かい場合には、上昇された温度で、または常温で、すなわち、押出
ストランドを冷却した後で、例えば回転ナイフまたは圧縮空気を使用して、通常の技術に
よって行うことができる。押し出されたストランドがまだ暖かい場合、押出ストランドの
押出微粒子への単体化は、好ましくは、押出ストランドが押出ダイを出た直後にそれを切
断することによって行う。しかしながら、押し出されたストランドが冷やされた状態で切
断される場合、それに続く押し出されたストランドの押出微粒子への単体化は、好ましく
は、場合により、まだ熱い押し出されたストランドをコンベアベルトにより輸送し、それ
を冷却し、凝固させ、続いて押出微粒子に切断することによって行われる。あるいは、成
形は、ＥＰ－Ａ－２４０　９０６に記載されるようにして、２本の逆回転するカレンダー
ロール間に押出物を通して、微粒子に直接成形することによって、行うことができる。言
うまでもなく、押出ストランドは、まだ温かいときに、即ち、程度の差はあるが押出ステ
ップの直後に、圧縮ステップ又は切断ステップに供することも可能である。押出は好まし
くは、二軸スクリュー押出機を用いて行う。
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【０２７２】
　本発明による微粒子は、種々の方法によって製造でき、特に好ましい方法については、
以下により詳細に説明する。いくつかの好適な方法は、先行技術で既に記載されている。
この関連で、例えば、ＷＯ２００５／０１６３１３、ＷＯ２００５／０１６３１４、ＷＯ
２００５／０６３２１４、ＷＯ２００５／１０２２８６、ＷＯ２００６／００２８８３、
ＷＯ２００６／００２８８４、ＷＯ２００６／００２８８６、ＷＯ２００６／０８２０９
７及びＷＯ２００６／０８２０９９を参照できる。
【０２７３】
　概して、本発明の微粒子の製造方法は、好ましくは、以下の工程を含む：
（ａ）全ての成分を混合すること；
（ｂ）場合により、工程（ａ）から得られた混合物を、好ましくは熱及び／又は力を工程
（ａ）から得られた混合物に加えることによって、予備成形すること、ここで、供給され
る熱の量は、好ましくは、ポリアルキレンオキシドをその軟化点まで加熱するのに十分で
はない；
（ｃ）熱及び力を加えることによって混合物を硬化させること、ここで、力を加える間及
び／又は力を加える前に熱を供給することが可能であり、供給される熱の量は、ポリアル
キレンオキシドを少なくともその軟化点まで加熱するのに十分なものである；そして、そ
の後、材料を冷却させ、力を除去する
（ｄ）場合により、硬化した混合物を単体化すること；
（ｅ）場合により、微粒子を形作ること；
および、
（ｆ）場合により、フィルムコーティングを施すこと。
【０２７４】
　熱は、例えば、熱風などの高温気体の接触によって若しくはそれを用いて又は超音波の
助けを借りて直接的に供給することができ、または、間接的に摩擦および／または剪断に
よって供給される。力を加えてもよく、そして／または微粒子を、例えば直接的な打錠に
よって又は好適な押出機の助けを借りて、特に、１つまたは２つのスクリューを装着した
スクリュー押出機（それぞれ単軸スクリュー押出機および二軸スクリュー押出機）を用い
て、あるいは遊星歯車押出機を用いて、成形してもよい。
【０２７５】
　微粒子の最終形状は、混合物の硬化中に熱及び力を加えること（ステップ（ｃ））によ
って与えてもよいし、その後のステップ（ステップ（ｅ））で与えてもよい。いずれの場
合にも、全成分の混合物は、好ましくは、可塑化された状態にあり、即ち、好ましくは、
成形を、少なくともポリアルキレンオキシドの軟化点より高い温度で実施する。しかし、
より低い温度、例えば周囲温度での押出も可能であり、好ましい場合がある。
【０２７６】
　成形は、例えば、好適な形状のダイ及びパンチを含む打錠機を用いて実施できる。
【０２７７】
　本発明の微粒子の特に好ましい製造方法は、ホットメルト押出を伴う。この方法におい
て、本発明による微粒子は、押出機の助けを借りて、好ましくは押出物の観察可能な変色
を生じずに、熱成形によって製造する。
【０２７８】
　この方法は、以下を特徴とする：
ａ）全成分を混合すること、
ｂ）得られた混合物を押出機中で、少なくともポリアルキレンオキシドの軟化点まで加熱
し、力を加えることによって押出機の出口オリフィスを通して押出すること、
ｃ）さらに可塑性の押出物を単体化し、微粒子の形態にすること、又は
ｄ）冷却され且つ任意選択で再加熱された単一化押出物を微粒子の形態にすること。
【０２７９】
　また、プロセス工程ａ）による構成成分の混合は、押出機中で進行してもよい。
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【０２８０】
　また、構成成分は、当業者によく知られているミキサー中で混合してもよい。
ミキサーは、例えば、ロールミキサー、シェーキングミキサー、剪断ミキサー又は強制的
なミキサーであることができる。
【０２８１】
　押出機中で少なくともポリアルキレンオキシドの軟化点まで加熱された、好ましくは溶
融された混合物を、押出機から、少なくとも１つのボアを有するダイに通して押出する。
【０２８２】
　本発明による方法は、好適な押出機、好ましくはスクリュー押出機の使用を必要とする
。２つのスクリューを装着したスクリュー押出機（二軸スクリュー押出機）が特に好まし
い。
【０２８３】
　好ましくは、押出は、水の不存在下で実施する、即ち、水は添加しない。しかし、極微
量の水（例えば、大気湿度によるもの）は存在してもよい。
【０２８４】
　押出機は、好ましくは、少なくとも２つの温度ゾーンを有し、少なくともポリアルキレ
ンオキシドの軟化点までの混合物の加熱は第１のゾーンで行われ、これは供給ゾーン及び
任意選択で混合ゾーンより下流に位置する。混合物のスループットは、好ましくは１．０
ｋｇ～１５ｇ／時間である。好ましい実施形態において、スループットは、０．５ｋｇ／
時間～３．５ｋｇ／時間である。別の好ましい実施形態において、スループットは４～１
５ｋｇ／時間である。
【０２８５】
　好ましい実施形態において、ダイヘッド圧は、２５～２００ｂａｒの範囲内である。ダ
イヘッド圧は、特に、ダイ形状、温度プロファイル、押出速度、ダイスにおけるボアの数
、スクリューの構成、押出機における第一の供給工程等によって調節することができる。
【０２８６】
　ダイ形状又はボア形状は、自由に選択可能である。従って、ダイまたはボアは円形、長
方形または卵形の断面を示すことができ、円形断面は好ましくは、０．１ｍｍ～２ｍｍの
直径を有する。好ましくは、ダイ又はボアは円形断面を有する。本発明によって使用する
押出機のケーシングは加熱することも冷却することもできる。該当する温度制御、即ち、
加熱又は冷却は、押出される混合物がポリアルキレンオキシドの軟化温度に相当する少な
くとも平均温度（生成物の温度）を示し且つ加工される薬理学的に活性な化合物が損傷を
受け得る温度より高い温度までは上昇しないように、アレンジされる。好ましくは、押出
される混合物の温度は、１８０℃未満、好ましくは１５０℃未満に、しかしながら少なく
ともポリアルキレンオキシドの軟化温度に調整する。典型的な押出温度は、１２０℃及び
１５０℃である。
【０２８７】
　好ましい実施形態において、押出機のトルクは３０～９５％の範囲内である。
押出機トルクは、特に、ダイ形状、温度プロファイル、押出速度、ダイスにおけるボアの
数、スクリューの構成、押出機における第一の供給工程等によって調節することができる
。
【０２８８】
　溶融混合物の押出及び任意選択の、１つ又は複数の押出ストランドの冷却後に、押出物
は好ましくは単体化する。この単体化は好ましくは、レボルビングナイフ若しくは回転ナ
イフ、ワイヤー、ブレードを用いて又はレーザーカッターの助けを借りて、押出物を切り
分けることによって実施できる。
【０２８９】
　好ましくは、任意選択で単体化された押出物又は本発明による微粒子の最終形状の中間
又は最終保管は、無酸素雰囲気下で実施され、これは、例えば酸素捕捉剤を用いて達成で
きる。
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【０２９０】
　微粒子に最終形状を与えるために、単体化押出物を微粒子にプレス成形してもよい。
【０２９１】
　押出機中における、少なくとも可塑化されている混合物への力の適用は、押出機中の運
搬装置の回転速度及びその形状を制御することによって、及び放出口オリフィスを必要な
大きさにして、可塑化混合物の押出に必要な圧力が押出機中で、好ましくは押出直前に増
大されるようにすることによって、調整する。
個々の具体的な組成物毎に、所望の機械的性質を有する錠剤を生じさせるのに必要な押出
パラメーターは、簡単な予備試験によって確定できる。
【０２９２】
　例えば、限定するものではないが、押出は、スクリュー直径１８又は２７ｍｍのＺＳＥ
１８又はＺＳＥ２７型（Ｌｅｉｓｔｒｉｔｚ、ニュンベルグ（ドイツ））二軸スクリュー
押出機を用いて実施できる。偏心端もしくはブラント端を有するスクリューを使用するこ
とができる。円形のボア、またはそれぞれ０．２、０．３、０．４、０．５、０．６、０
．７、０．８、０．９または１．０ｍｍの直径を有する多数のボアを有する加熱可能なダ
イを使用することができる。押出パラメーターは、例えば、以下の値に調整できる：スク
リューの回転速度：１２０Ｕｐｍ；供給速度　ＺＳＥ　１８に関して２ｋｇ／ｈ、または
ＺＳＥ２７に関して３ｋｇ／ｈ、８ｋｇ／ｈまたは１０ｋｇ／ｈ以上でさえ；生成物温度
：ダイの前で１２５℃及びダイの後で１３５℃；およびジャケット温度：１１０℃。スル
ープットは、一般に、押出機出口でダイの数を増加させることにより増加させることがで
きる。
【０２９３】
　好ましくは、押出は二軸スクリュー押出機又は遊星歯車押出機を用いて実施し、二軸ス
クリュー押出機（共回転又は反転）が特に好ましい。
【０２９４】
　本発明による微粒子は好ましくは、押出機の助けを借りて、押出物の観察可能な変色を
生じずに、熱成形によって製造する。
【０２９５】
　本発明による微粒子の調製工程は、好ましくは連続的に実施する。好ましくは、この方
法は、全構成成分の均一混合物の押出を伴う。こうして得られた中間体、例えば、押出に
よって得られたストランドが一様な性質を示すならば、特に有利である。特に望ましいの
は、一様な密度、活性化合物の一様な分布、一様な機械的性質、一様な多孔度、一様な表
面外観などである。これらの状況下でのみ、薬理学的性質、例えば、放出プロファイルの
安定性の一様性を確実にすることができ、不合格品の量を少なく保つことができる。
【０２９６】
　好ましくは、本発明による微粒子は「押出ペレット」とみなすことができる。用語「押
出ペレット」は、当業者によって理解される構造的な意味を有する。当業者には、以下を
含む多くの技術によってペレット化した剤形を製造できることが知られている：
・ノンパレイル糖または微結晶セルロースビーズ上での薬剤の層状化、
・噴霧乾燥、
・噴霧凍結、
・回転造粒（ｒｏｔｏｇｒａｎｕｌａｔｉｏｎ）、
・ホットメルト押出、
・低融点材料の球状化、または
・湿塊の押出－球状化。
【０２９７】
　従って、「押出ペレット」は、ホットメルト押出、または押出－球状化のいずれかによ
って得ることができる。
【０２９８】
　「押出ペレット」は他のタイプのペレットとは区別できるものであり、それは、押出ペ
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レットは通常、異なる形状を有するからである。押出ペレットの形状は、典型的には、完
全な球状の円形よりも、切断された棒様のものである。
【０２９９】
　「押出ペレット」は他のタイプのペレットと区別することができ、なぜならばそれらは
構造的に異なるからである。例えば、ノンパレイル上に薬剤を層状化すると、コアを有す
る多層化ペレットが得られるが、押出は通常、全成分の均一な混合物を含むモノリシック
な塊がもたらされる。同様に、噴霧乾燥および噴霧凍結は通常、球体をもたらすが、押出
は通常、円柱状の押出物をもたらし、これは引き続き球状化することができる。
【０３００】
　「押出ペレット」と「凝集ペレット」との間の構造的相違は顕著であり、なぜならば、
それらがペレットからの活性物質の放出に影響し、従って、異なる薬理学的プロファイル
をもたらし得るからである。したがって、医薬製剤技術に熟練している人は、「押出ペレ
ット」が「凝集ペレット」と等価であるとは考えないであろう。
【０３０１】
　本発明の錠剤は任意の従来の方法によって調製することができる。好ましくは、しかし
ながら、錠剤は圧縮によって調製される。したがって、上述のように定義された微粒子を
、好ましくは、マトリックス材料と混合、例えばブレンドおよび／または造粒（例えば湿
式造粒）し、得られたミックス（例えば、ブレンドまたは粒状化物）を続いて、好ましく
は型において圧縮して、錠剤を形成する。ここに記述された微粒子を、圧縮の前に、他の
工程、例えば溶融造粒（例えば脂肪アルコールおよび／または水溶性ワックスおよび／ま
たは水不溶性ワックスを用いる）または高せん断造粒を用いてマトリックスに組み込むこ
とができることも意図される。
【０３０２】
　本発明の錠剤を偏心プレスによって製造する場合、圧縮力は、好ましくは５～１５ｋＮ
の範囲内にある。回転プレス機により本発明の錠剤を製造する場合、圧縮力は、好ましく
は、５～４０ｋＮの範囲内にあり、特定の実施態様では＞２５ｋＮであり、他の態様では
約１３ｋＮである。
【０３０３】
　本発明による錠剤は、場合によりコーティング、例えば化粧用コーティングを含むこと
ができる。コーティングは、好ましくは、錠剤の形成の後に施される。コーティングは硬
化工程に先立って、または硬化工程の後に施されてもよい。好ましいコーティングはＣｏ
ｌｏｒｃｏｎから入手可能なＯｐａｄｒｙ（登録商標）コーティングである。他の好まし
いコーティングは、Ｏｐａｇｌｏｓ（登録商標）コーティングであり、Ｃｏｌｏｒｃｏｎ
からも市販されている。
【０３０４】
　本発明による錠剤は、優れた保管安定性を特徴とする。好ましくは、４０℃および７５
％相対湿度で４週間保管した後に、薬理学的に活性な化合物の含有量は、保管前のその元
々の含有量の少なくとも９８．０％、より好ましくは少なくとも９８．５％、さらに好ま
しくは少なくとも９９．０％、より一層好ましくは少なくとも９９．２％、最も好ましく
は少なくとも９９．４％、特に少なくとも９９．６％に達する。錠剤における薬理学的に
活性な化合物の含有量を測定するための好適な方法は、当業者にはよく知られている。こ
の関連で、Ｅｕｒ．ｐｈ．（欧州薬局方）又はＵＳＰ（米国薬局方）、特に逆相ＨＰＬＣ
分析を参照する。好ましくは、錠剤は、閉じられた、好ましくは密閉された容器に保管さ
れる。
【０３０５】
　本発明のさらなる態様－追加的な請求項のカテゴリーの根拠
　本発明の微粒子および錠剤は、医薬において、例えば鎮痛薬として使用することができ
る。したがって、微粒子および錠剤は、特に、疼痛の治療または管理に適している。その
ような錠剤では、薬理学的に活性な化合物は、好ましくは、鎮痛薬である。　
【０３０６】
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　本発明のさらなる態様は、疼痛の治療において使用するための、上記のような錠剤に関
する。
【０３０７】
　本発明のさらなる態様は、上記のような錠剤の、そこに含有される薬理学的に活性な化
合物の乱用を回避するかまたは妨げるための使用に関する。
【０３０８】
　本発明のさらなる態様は、上記のような錠剤の、そこに含有される薬理学的に活性な化
合物の意図しない過剰摂取を回避するかまたは妨げるための使用に関する。
【０３０９】
　この関連で、本発明はまた、上記のような薬理学的に活性な化合物および／または上記
のようなポリアルキレンオキシドの、障害の予防および／または治療用の本発明の錠剤の
製造のための使用に関し、それによって、当該薬理学的に活性な化合物の、特に機械的作
用による錠剤の粉砕による、過剰摂取が妨げられる。　
　なお、本願は、特許請求の範囲に記載の発明に関するものであるが、他の態様として以
下も包含し得る。
１．以下：
（ｉ）錠剤の全重量の３分の１を超える量のマトリックス材料；および
（ｉｉ）錠剤の全重量の３分の２未満の量の複数の微粒子；
を含むタンパーレジスタント錠剤であって、前記微粒子が、薬理学的に活性な化合物およ
びポリアルキレンオキシドを含み；そして、マトリックス材料内に不連続相を形成する、
タンパーレジスタント錠剤。
２．ｉｎ　ｖｉｔｒｏ条件下で、欧州薬局方に従う薬理学的に活性な化合物の即時放出を
提供する、上記１に記載の錠剤。
３．ｉｎ　ｖｉｔｒｏ条件下で、最大で３分の欧州薬局方に従って測定された崩壊時間を
有する、上記１または２に記載の錠剤。
４．マトリックス材料の含有量が錠剤の全重量を基準として少なくとも４０重量％である
、上記１～３のいずれか１つに記載の錠剤。
５．薬理学的に活性な化合物がオピオイドである、上記１～４のいずれか１つに記載の錠
剤。
６．微粒子が約１０００±２５０μｍの平均直径および／または約７５０±２５０μｍの
平均長さを有する、上記１～５のいずれか１つに記載の錠剤。
７．薬理学的に活性な化合物がポリアルキレンオキシド中に分散されている、上記１～６
のいずれか１つに記載の錠剤。
８．ポリアルキレンオキシドの含有量が微粒子の全重量を基準として少なくとも２５重量
％である、上記１～７のいずれか１つに記載の錠剤。
９．薬理学的に活性な化合物の含有量が微粒子の全重量を基準として少なくとも２５重量
％である、上記１～８のいずれか１つに記載の錠剤。
１０．微粒子がホットメルト押出物である、上記１～９のいずれか１つに記載の錠剤。
１１．微粒子がフィルムコーティングされている、上記１～１０のいずれか１つに記載の
錠剤。
１２．マトリックス材料も微粒子形態で存在する、上記１～１１のいずれか１つに記載の
錠剤。
１３．マトリックス材料が乾式造粒または圧縮されている、上記１～１２のいずれか１つ
に記載の錠剤。
１４．マトリックス材料が結合剤、増量剤、崩壊剤および／または滑沢剤を含む、上記１
～１３のいずれか１つに記載の錠剤。
１５．崩壊剤が架橋されている、上記１４に記載の錠剤。
【実施例】
【０３１０】
　以下の例は、本発明をさらに例証するが、本発明の範囲を限定するものとして解しては
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【０３１１】
　例１
　タンパーレジスタンスにおける微粒子サイズの関連性を調べた。
【０３１２】
　比較的小さい微粒子、例えば、０．５ｍｍ×０．５ｍｍの直径および長さを有する微粒
子が既に一定程度のタンパーレジスタンスを付与すること：経鼻的に投与された場合にそ
れらは不快感を引き起こし、さらに粘膜上における水の欠如により、経口で投与された場
合ほど迅速に薬理学的に活性な化合物を放出しないこと、が見出された。したがって、興
奮（ｋｉｃｋ）または急激な高揚感（ｒｕｓｈ）は、そのような微粒子の経鼻投与によっ
て達成できる見込みがない。したがって、経鼻的に投与される場合さえ、そのような比較
的小さい微粒子は既にタンパーレジスタンスを付与し、すなわち、薬剤乱用を回避するか
、または少なくとも薬剤乱用を実質的により困難にする。更に、そのような比較的小さい
微粒子は優れた膨潤特性を有し、それにより、静脈内投与用の液体製剤への変換が予防さ
れる。
【０３１３】
　微粒子サイズを増加させる、例えば１．０ｍｍ×１．０ｍｍの直径および長さに増加さ
せることにより、タンパーレジスタンスがさらに改善できることさえも見出された。その
ような微粒子は、経鼻的にそして十分な水の非存在下で投与した場合に、より不快な感覚
をさらに付与し、より遅く薬理学的に活性な化合物を放出する。さらに、それらは静脈内
投与用の液体製剤に容易に変換することもできない。
【０３１４】
　しかしながら、そのようなより顕著な遅延効果は、錠剤の所定の経口投与における所望
の即時放出のためには不利なので、一方におけるタンパーレジスタンスと他方における所
定の経口投与での薬剤の即時放出、特に崩壊時間および薬剤放出動態との間の妥協点が見
出されなければならない。更に、薬剤量、加工性（特に打錠可能性）および患者のコンプ
ライアンスもまた満たされるべき重要な要件である。
【０３１５】
　８００μｍ×８００μｍの所定の微粒子サイズが最も好適であると考えられ、すなわち
、ダイスウェリングが押出し工程の間に生じ得（特にストランドがダイを出る際）、その
結果、押し出されたストランドが実際に組成および押出パラメーターに応じて約１０００
μｍの直径に拡大することを考慮に入れて、押出ダイの直径ならびに押し出されるストラ
ンドの切断長さを８００μｍに調節することが最も好適であると考えられた。したがって
、この方法を進める場合、約１０００μｍの直径（ダイスウェリング後、押出ダイの直径
８００μｍ）および約８００μｍの長さを有する押出微粒子を製造することが最も好適で
あると考えられた。
【０３１６】
　例２
　種々の微粒子組成を調べ、それらから種々のサイズの微粒子を製造した。
【０３１７】
　微粒子の組成をここで下記表に要約する。
【０３１８】
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【表６】

　全ての材料を秤量し、篩掛けし（手動ふるい、１ｍｍ）、１４ｒｐｍで１５分間ブレン
ドし（浴のサイズに依存しＭＣ５またはＭＣ１０を備えたＢｏｈｌｅ　ＬＭ４０）、ホッ
トメルト押出しを行った（異なるスクリューの構成を有するＬｅｉｓｔｒｉｔｚ　ｅｘｔ
ｒｕｄｅｒ　Ｔｙｐｅ　ＺＳＥ１８）。
【０３１９】
　組成物１～９を以下の押出条件下で押し出した：
【０３２０】
【表７】

　より大きな規模のために、スクリューの構成を選択することができ、温度を上昇させる
ことができる（例えばＨＺ８および１０：１３０℃、ＨＺ１１：１４５℃；またはＨＺ１
１：１５０℃および最高剪断の構成、スループット２５ｇ／ｍｉｎ）。
【０３２１】
　ｉｎ　ｖｉｔｒｏ放出特性を、パドル装置５０ｒｐｍを使用して、３７℃で９００ｍＬ
　０．１Ｎ　ＨＣｌ中においてモニタリングした。結果を、図３に示す。
【０３２２】
　例３
　錠剤における微粒子の含有量の影響を調べた。
【０３２３】
　以下の組成物を試験した：
６００ｍｇの全重量を有する錠剤における３００ｍｇの微粒子
６００ｍｇの全重量を有する錠剤における２５０ｍｇの微粒子
６００ｍｇの全重量を有する錠剤における２００ｍｇの微粒子。
【０３２４】
　打錠可能性とサイズとの間の最も有望な折衷が、５００ｍｇの全重量を有する錠剤にお



(54) JP 6316394 B2 2018.4.25

10

20

30

40

50

ける２５０ｍｇの微粒子であることが明らかとなった。約１：１の微粒子とマトリックス
材料との相対重量比が崩壊時間および溶出時間に関して有利であることが明らかとなった
が、６００ｍｇの全重量を有する錠剤は、患者のコンプライアンスに関して大きすぎると
考えられた。
【０３２５】
　例４－１：
　マトリックス材料の影響を調べた－湿式造粒法。
【０３２６】
　以下の組成を有する顆粒を、ペレット－錠剤の製造のために調製した。外相、すなわち
マトリックス材料のための顆粒を、湿式造粒法によって製造した。顆粒とペレットをブレ
ンドした。圧縮後の錠剤の分離（光学的）および崩壊を評価した。単一ステーションのプ
レス（Ｋｏｒｓｃｈ　ＥＫ０）を用いて、錠剤を「手動で」製造した（成分を各錠剤用に
別々に秤量し、打錠の直前に混合）：
【０３２７】

【表８】

　恐らく崩壊剤が湿式造粒工程の間に崩壊する能力を失うため、上記組成から急速に崩壊
する錠剤を製造することはできなかった。
【０３２８】
　例４－２：
　マトリックス材料の影響は調べた－乾式造粒法－ローラー圧縮。
【０３２９】
　以下の組成を以下の工程を含むスラッギングにより加工した：
・成分の秤量／調剤
・ふるい分け／ブレンディング
・単一ステーションのプレス（Ｋｏｒｓｃｈ　ＥＫ０）を使用する、直径２０ｍｍの二平
面錠剤の製造（２５ｋＮの圧縮力）
・錠剤の断片への破壊（手動）およびＦｒｅｗｉｔｔ篩分機（１．５ｍｍのメッシュサイ
ズ）を使用するふるい分け
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・ペレット－錠剤用の外相／マトリックス材料としての粒状化物の使用
　実験結果を以下の表にまとめる：
【０３３０】
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　このように圧縮したマトリックス材料を含む錠剤の放出特性を調べた。
結果を図４に示す（９００ｍＬ　ＨＣｌ、５０ｒｐｍ、シンカーのないパドル装置）。
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　例４－３：
　スラッギング法は乾式造粒に関する技術水準ではないので、乾式造粒に関して対応する
試験を、ローラーコンパクターによって行った。これは、所望の特性を有する粒状化物が
得られるように（粒度、硬度、圧縮性、密度）全ての関連パラメーター（ローラー変位、
圧縮力、造粒機サイズ）を調節できるという利点を有する。
【０３３２】
　パラメーター（Ｇｅｒｔｅｉｓ　ＭｉｎｉＰａｃｔｏｒ）：
ローラー変位：２～３ｍｍ
回転速度：２～５ｒｐｍ
圧縮力：３～１５ｋＮ／ｃｍ
スクリーンサイズ：１．０～１．２５～１．５～２．０ｍｍ。
【０３３３】
　このように調製した圧縮物（乾式造粒物）を微粒子とブレンドし、錠剤に圧縮した。ブ
レンドの際に、滑沢剤（ステアリン酸マグネシウムおよびステアリルフマル酸ナトリウム
フマラートをそれぞれ）を、前記圧縮物にも微粒子にも含まれない外部賦形剤として添加
した。
【０３３４】
【表１０】

　実験により、圧縮物から作られた錠剤とスラッギング粒状化物から作られた錠剤が類似
の早い放出を示すことが明らかとなった。
【０３３５】
　確認実験：
【０３３６】

【表１１】

　例４－４：
　錠剤（５００ｍｇ）を、例２－５（２５０ｍｇ）による微粒子、および例４－３　＃１
２（２５０ｍｇ）によるマトリックス材料から調製した。
【０３３７】
　ｉｎ　ｖｉｔｒｏ放出を欧州薬局方に従って測定した：
【０３３８】
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【表１２】

　前記錠剤のｉｎ　ｖｉｔｒｏ放出を、タペンタドールＨＣＬを含むタンパーレジスタン
トでない市販製品（フィルムコーティング錠）と比較した。３０分後（欧州薬局方２．９
．３に従う）、両方の製剤は、全量の薬理学的に活性な成分（１００％）を放出した。
【０３３９】
　例５
　慣用の市販のニュートラルペレットの機械的特性を以下の条件で調べた：
【０３４０】

【表１３】

　プレートとａｍｂｏｓ間の変位の減少ｘをｍｍで（＝「圧縮［ｃ］」）、そして対応す
る力ｆをＮで測定した。上記測定の間に測定された最大の力ｆｍａｘ、および対応する変
位の減少ｘｍａｘを以下に表で要約する：
【０３４１】
【表１４】
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　上記データから、例５－１の比較微粒子がほんの約５Ｎという非常に低い力で破壊され
、０．１ｍｍ未満だけ変形できることが明らかとなる。対照的に、例５－２および５－３
の本発明の微粒子は全く破壊されず、０．８ｍｍを超えて変形する（平らになる）ことが
できる。
【０３４２】
　対応する力－変位－ダイアグラムをそれぞれ、図７、８および９に示す。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】
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