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(57)【要約】
　【解決手段】　本開示は、粘度調整剤（脂質でない）を含む基質と、メトプロロール、
薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物を含む被覆顆粒とを有する持続放出性
経口剤形に関するものである。前記剤形はアルコール耐性を有し、さらに粉砕抵抗性を有
することも可能である。
　【選択図】　　　なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　持続放出性経口剤形であって、
　前記剤形の約１～約６０重量％の量の粘度調整剤を有する基質と、
　メトプロロール、または薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物を有する被
覆顆粒と
　を有し、
　前記基質は脂質を含まないものである
　持続放出性経口剤形。
【請求項２】
　持続放出性経口剤形であって、
　前記剤形の約１～約６０重量％の量の粘度調整剤を有する基質と、
　メトプロロール、または薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物を有する被
覆顆粒と
　を有し、
　前記基質は脂質を含まないものであり、
　０．１Ｎ塩酸と４０％アルコールとの溶液に２時間後に放出されるメトプロロールのパ
ーセント（％）は、アルコール非存在下の０．１Ｎ塩酸溶液中に放出される前記メトプロ
ロールのパーセントよりも１０パーセント以下のポイントで大きいものである、持続放出
性経口剤形。
【請求項３】
　持続放出性経口剤形であって、
　前記剤形の約１～約６０重量％の量の粘度調整剤を有する基質と、
　メトプロロール、または薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物を有する被
覆顆粒と
　を有し、
　前記基質は脂質を含まないものであり、
　ＵＳＰ溶出装置を用い５００ｍｌの０．１Ｎ塩酸溶液で検査した場合、試験６時間後の
前記剤形からのメトプロロールの放出は約８０％未満である、持続放出性経口剤形。
【請求項４】
　請求項１、２、または３記載の剤形において、前記粘度調整剤はアルギン酸ナトリウム
、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロ
ピルセルロース、メチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、カルボキシメチルセ
ルロースナトリウム、架橋ポリアクリル酸、ゼラチン、ペクチン、ゴム、ポリエチレンオ
キシド、コンニャク粉、カラギナン、キサンタンゴム、またはそれらの混合物から成る群
から選択されるものである、剤形。
【請求項５】
　請求項１、２、または３記載の剤形において、前記粘度調整剤はゲル化ポリマーである
、剤形。
【請求項６】
　請求項５記載の剤形において、前記ゲル化ポリマーは、天然および合成デンプン、天然
および合成セルロース、アクリル酸塩、およびポリアルキレンオキシドから成る群から選
択されるものである、剤形。
【請求項７】
　請求項６記載の剤形において、前記ゲル化ポリマーは、ヒドロキシプロピルメチルセル
ロース、ヒドロキシプロピルセルロース、メチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロー
ス、およびカルボキシメチルセルロースから成る群から選択されるものである、剤形。
【請求項８】
　請求項７記載の剤形において、前記ゲル化ポリマーは、ヒドロキシプロピルメチルセル
ロースである、剤形。
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【請求項９】
　請求項１、２、または３記載の剤形において、前記粘度調整剤は、前記剤形の約２５～
約４５重量％の量で存在するものである、剤形。
【請求項１０】
　請求項１、２、または３記載の剤形において、前記被覆顆粒が、
　顆粒であって、前記顆粒の約１０～約９０重量％の量のメトプロロール、薬理学的に許
容される塩、またはそれらの溶媒和物と、前記顆粒の約１～約９０重量％の量の第１の強
力被膜形成剤と、前記顆粒の約１～約９０重量％の量の第２の粘度調整剤と、前記顆粒の
約０～約４０重量％の量の脂肪／ワックスとを有するものである、前記顆粒と、
　前記顆粒のコーティングであって、前記コーティングが前記被覆顆粒の約５～約７０重
量％の量で存在し、且つ前記コーティングは前記被覆顆粒の約１～約５０重量％の量の第
２の強力被膜形成剤と、前記被覆顆粒の約０～約３０重量％の量の抗粘着剤とを有するも
のである、前記コーティングと
　を有するものである、剤形。
【請求項１１】
　請求項１０記載の剤形において、前記コーティングは、前記被覆顆粒の約３０～約７０
重量％の量で存在するものである、剤形。
【請求項１２】
　請求項１１記載の剤形において、前記コーティングは、前記被覆顆粒の約３５～約５５
重量％の量で存在するものである、剤形。
【請求項１３】
　請求項１０記載の剤形において、前記第１の強力被膜形成剤および前記第２の強力被膜
形成剤は同一である、剤形。
【請求項１４】
　請求項１０記載の剤形において、前記第１および第２の強力被膜形成剤は、天然および
合成デンプン、天然および合成セルロース、アクリル、ビニル、樹脂、メタクリル酸塩、
またはセラックから成る群から独立して選択されるものである、剤形。
【請求項１５】
　請求項１４記載の剤形において、前記第１および第２の強力被膜形成剤は、エチルセル
ロース、Ｂ型アンモニオメタクリル酸共重合体、Ａ型アンモニオメタクリル酸共重合体、
アミノメタクリル酸共重合体、アクリル酸エチルおよびメタクリル酸メチル共重合体分散
系、Ａ型メタクリル酸共重合体、Ｂ型メタクリル酸共重合体、およびセラックから成る群
から独立して選択されるものである、剤形。
【請求項１６】
　請求項１５記載の剤形において、前記第１および前記第２の強力被膜形成剤はエチルセ
ルロースである、剤形。
【請求項１７】
　請求項１０記載の剤形において、前記第１の強力被膜形成剤は、前記顆粒の約５～約４
０重量％の量で存在するものである、剤形。
【請求項１８】
　請求項１０記載の剤形において、前記第１の強力被膜形成剤は、前記顆粒の約１０～約
３０重量％の量で存在するものである、剤形。
【請求項１９】
　請求項１０記載の剤形において、前記第２の粘度調整剤は、アルギン酸ナトリウム、ヒ
ドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピル
セルロース、メチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、カルボキシメチルセルロ
ースナトリウム、架橋ポリアクリル酸、ゼラチン、ペクチン、ゴム、ポリエチレンオキシ
ド、コンニャク粉、カラギナン、キサンタンゴム、またはそれらの混合物から成る群から
選択されるものである、剤形。
【請求項２０】
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　請求項１９記載の剤形において、前記第２の粘度調整剤は、ヒドロキシプロピルメチル
セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、メチルセルロース、ヒドロキシエチルセル
ロース、およびカルボキシメチルセルロースから成る群から選択されるものである、剤形
。
【請求項２１】
　請求項２０記載の剤形において、前記第２の粘度調整剤は、ヒドロキシプロピルメチル
セルロースである、剤形。
【請求項２２】
　請求項１０記載の剤形において、前記第２の粘度調整剤は、前記顆粒の約１～約６０重
量％の量で存在するものである、剤形。
【請求項２３】
　請求項１０記載の剤形において、前記第２の粘度調整剤は、前記顆粒の約５～約３０重
量％の量で存在するものである、剤形。
【請求項２４】
　請求項１０記載の剤形において、前記脂肪／ワックスは、グリセリン脂肪酸エステルお
よびワックスから成る群から選択されるものである、剤形。
【請求項２５】
　請求項２４記載の剤形において、前記脂肪／ワックスは、ベヘン酸グリセロール、カル
ナウバワックス、および蜜ろうから成る群から選択されるものである、剤形。
【請求項２６】
　請求項２５記載の剤形において、前記脂肪／ワックスはベヘン酸グリセロールである、
剤形。
【請求項２７】
　請求項１、２、または３記載の剤形において、前記被覆顆粒が、
　顆粒であって、前記顆粒の約１０～約９０重量％の量のメトプロロール、薬理学的に許
容される塩、またはそれらの溶媒和物と、前記顆粒の約１～約９０重量％の量の第１の強
力被膜形成剤と、前記顆粒の約１～約９０重量％の量の第２の粘度調整剤とから本質的に
成るものである、前記顆粒と、
　前記顆粒のコーティングであって、前記被覆顆粒の約５～約７０重量％の量で存在し、
且つ前記コーティングは、前記被覆顆粒の約１～約５０重量％の量の第２の強力被膜形成
剤と、前記被覆顆粒の約０～約３０重量％の量の抗粘着剤とを有するものである、前記コ
ーティングと
　を有するものである、剤形。
【請求項２８】
　請求項２７記載の剤形において、前記抗粘着剤は、前記被覆顆粒の約１０～約２５重量
％の量で存在するものである、剤形。
【請求項２９】
　請求項２７記載の剤形において、前記抗粘着剤は、前記被覆顆粒の約１０～約２５重量
％の量で存在するステアリン酸マグネシウムである、剤形。
【請求項３０】
　請求項２７記載の剤形において、メトプロロール、または薬理学的に許容される塩、ま
たはそれらの溶媒和物は、前記顆粒の約５０～約９０重量％の量で存在するものである、
剤形。
【請求項３１】
　請求項２７記載の剤形において、メトプロロール、または薬理学的に許容される塩、ま
たはそれらの溶媒和物は、前記顆粒の約６０～約９０重量％の量で存在するものである、
剤形。
【請求項３２】
　アルコール耐性持続放出性経口剤形であって、
　前記剤形の約５～約４５重量％の量の第１の粘度調整剤を有する基質と、
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　被覆顆粒であって、前記被覆顆粒が
　　顆粒であって、前記顆粒の約１０～約９０重量％の量のメトプロロール、または薬理
学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物と、前記顆粒の約１～約９０重量％の量の
第１の強力被膜形成剤と、前記顆粒の約１～約９０重量％の量の第２の粘度調整剤と、前
記顆粒の約０～約４０重量％の量の脂肪／ワックスとを有するものである、前記顆粒と、
　　前記顆粒のコーティングであって、前記コーティングが前記被覆顆粒の約５～約７０
重量％の量で存在し、且つ前記コーティングは、前記被覆顆粒の約１～約５０重量％の量
の第２の強力被膜形成剤と、前記被覆顆粒の約１０～約２５重量％の量の抗粘着剤とを有
するものである、前記コーティングと
　を有するものである、前記被覆顆粒と
　を有し、前記基質は脂質を含まないものである、アルコール耐性持続放出性経口剤形。
【請求項３３】
　アルコール耐性持続放出性経口剤形であって、
　前記剤形の約２５～約４５重量％の量の第１の粘度調整剤を有する基質と、
　被覆顆粒であって、前記被覆顆粒が、
　　顆粒であって、前記顆粒の約５０～約９０重量％の量のメトプロロール、または薬理
学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物と、前記顆粒の約５～約４０重量％の量の
第１の強力被膜形成剤と、前記顆粒の約５～約３０重量％の量の第２の粘度調整剤とから
本質的に成るものである、前記顆粒と、
　　前記顆粒のコーティングであって、前記コーティングが前記被覆顆粒の約３０～約７
０重量％の量で存在し、且つ前記コーティングは、前記被覆顆粒の約１０～約５０重量％
の量の第２の強力被膜形成剤と、前記被覆顆粒の約１０～約２５重量％の量の抗粘着剤と
を有するものである、前記コーティングと
　を有するものである、前記被覆顆粒と
　を有し、前記基質は脂質を含まないものである、アルコール耐性持続放出性経口剤形。
【請求項３４】
　アルコール耐性持続放出性経口剤形であって、
　前記剤形の約２５～約４５重量％の量のヒドロキシプロピルメチルセルロースを有する
基質と、
　被覆顆粒であって、前記被覆顆粒が、
　　顆粒であって、前記顆粒の約６０～約９０重量％の量のメトプロロール、または薬理
学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物と、前記顆粒の約１０～約３０重量％の量
のエチルセルロースと、前記顆粒の約５～約２０重量％の量のヒドロキシプロピルメチル
セルロースとから本質的になるものである、前記顆粒と、
　　前記顆粒のコーティングであって、前記コーティングが前記被覆顆粒の約３０～約５
５重量％の量で存在し、且つ前記コーティングは、前記被覆顆粒の約１０～約５０重量％
の量のエチルセルロースと、前記被覆顆粒の約１０～約２５重量％の量のステアリン酸マ
グネシウムとを有するものである、前記コーティングと
　　を有するものである、前記被覆顆粒と
　を有し、前記基質は脂質を含まないものである、アルコール耐性持続放出性経口剤形。
【請求項３５】
　アルコール耐性持続放出性経口剤形であって、
　前記剤形の約３０重量％の量のヒドロキシプロピルメチルセルロースを有する基質と、
　被覆顆粒であって、前記被覆顆粒が、
　　顆粒であって、前記顆粒の約７０～約８０重量％の量のメトプロロールコハク酸塩、
または薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物と、前記顆粒の約１０～約２０
重量％の量のエチルセルロースと、前記顆粒の約５～約２０重量％の量のヒドロキシプロ
ピルメチルセルロースとから本質的になるものである、前記顆粒と、
　　前記顆粒のコーティングであって、前記コーティングが前記被覆顆粒の約３０～約５
５重量％の量で存在し、且つ前記コーティングは、前記被覆顆粒の約１０～約５０重量％
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の量のエチルセルロースと、前記被覆顆粒の約１０～約２５重量％の量のステアリン酸マ
グネシウムとから本質的になるものである、前記コーティングと
　を有するものである、前記被覆顆粒と
　を有し、前記基質は脂質を含まないものである、アルコール耐性持続放出性経口剤形。
【請求項３６】
　請求項１～３５のいずれかに記載の錠剤の剤形を製造する方法であって、
　（１）アルコール（例えば、エタノール）存在下、研磨および乾燥することにより、造
粒機において、メトプロロール、または薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和
物、第１の強力被膜形成剤、第２の粘度調整剤、および選択的に、脂肪／ワックスを造粒
する工程と、
　（２）上述の工程（１）で形成された顆粒を、流動床において、アルコール（例えば、
エタノール）溶媒中、第２の強力塗膜形成剤および抗接着剤を用いて被覆する工程と、
　（３）上述の工程（２）で形成された被覆顆粒を、第１の粘度調整剤、および添加剤、
潤滑剤、着色料または香料添加剤などの賦形剤と混合する工程であって、混合物を形成す
るものである、前記混合する工程と、
　（４）工程（３）で形成された混合物を従来の錠剤成形機を用いて圧縮する工程であっ
て、錠剤を形成するものである、前記圧縮する工程と
　を有するものである、方法。
【請求項３７】
　１日２回投与するための持続放出性経口剤形であって、
　基質であって、前記剤形の約２０～約６０重量％の量の粘度調整剤を有し、且つ前記剤
形と同時に食事を摂取した場合の当該Ｃｍａｘの変化が前記剤形と同時に食事を摂取して
いない場合と比較して約５０％未満である、前記基質と、
　メトプロロールまたはそれらの塩形態を有する被覆顆粒と
　を有するものである、持続放出性経口剤形。
【請求項３８】
　請求項３７記載の持続放出性経口剤形において、前記被覆顆粒は脂肪酸エステルを有す
るコーティングを有し、且つ前記剤形は粉砕抵抗性である、持続放出性経口剤形。
【請求項３９】
　請求項３７記載の持続放出性経口剤形において、前記基質は重量ベースで１％未満の脂
肪／ワックスを有するものである、持続放出性経口剤形。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　本出願は２０１０年５月１１日の日付で出願された米国特許仮出願第６１／３３３，５
３１号の利益を主張するものであり、その開示はこの参照により本明細書に組み込まれる
。
【０００２】
　本発明は、メトプロロール、および薬理学的に許容される塩類、およびそれらの溶媒和
物（例えば、水和物）の非脂質基質ベースのアルコール耐性持続放出性剤形に関連するも
のである。
【背景技術】
【０００３】
　経口薬は一般的に錠剤またはカプセルとして処方される。大部分の薬において、最低限
の治療効果のあるレベルを上回るよう体内での薬物濃度を維持するために、これらの剤形
は頻回に投与される（４時間、６時間、８時間毎など）。特に患者に複数の薬の投与を行
う場合、そのような投与計画は、度重なる間違った服用の発生に起因する服薬不履行およ
び治療的な複雑化につながる可能性がある。この問題に対処するため、薬を持続放出性剤
形として、反復投与を長時間持続して放出される剤形に結合し、それにより投与頻度を日
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に１回または２回に減らし処方する。
【０００４】
　経口投与の剤形からの薬の放出を持続させるためいくつかのアプローチがあるが、それ
らはリザーバーまたはマトリックスシステムに分類することが可能である［Ｃｏｌｏｍｂ
ｏ　ｅｔ　ａｌ．，２００８，Ｓｗｅｌｌａｂｌｅ　ａｎｄ　Ｒｉｇｉｄ　Ｍａｔｒｉｃ
ｅｓ：Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　Ｒｅｌｅａｓｅ　Ｍａｔｒｉｃｅｓ　ｗｉｔｈ　Ｃｅｌｌ
ｕｌｏｓｅ　Ｅｔｈｅｒｓ．Ｉｎ：Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｄｏｓａｇｅ　Ｆｏ
ｒｍｓ：Ｔａｂｌｅｔｓ，Ｖｏｌｕｍｅ２：Ｒａｔｉｏｎａｌ　Ｄｅｓｉｇｎ　ａｎｄ　
Ｆｏｒｍｕｌａｔｉｏｎ．Ｔｈｉｒｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ，Ａｕｇｓｂｒｇｅｒ，Ｌ．ａｎ
ｄ　Ｈｏａｇ，Ｓ．（ｅｄｓ．）．Ｉｎｆｏｒｍａ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ，Ｎｅｗ　Ｙ
ｏｒｋ，Ｌｏｎｄｏｎ］。リザーバーシステムは薬物拡散が遅い水不溶性ポリマーまたは
脂質で薬を装填した中核部を被覆することを基礎とする。マトリックスシステムは、それ
ぞれ非常に複雑なまたは非常に粘度の高い基材を形成するためにプラスチックまたはゲル
化材料を用いることを基礎とする。増加した屈曲度または粘度は、より遅い薬物拡散を誘
導し、それゆえに剤形からのより遅い放出に至る。両方の系について、用いられる放出持
続する賦形剤の量は、いくつかの要因、最も特に薬剤溶解度、服用量、および目的とする
放出率により決定される。水溶性の高いの薬剤にとり、放出を維持する賦形剤の高い濃度
は強固な錠剤を作成するために必要であり、結合剤および潤滑剤のような他の賦形剤に加
え、必要とされる。飲み込むのに適当な範囲内（例えば、１グラムまたはそれ以下）で最
終的な剤形サイズを維持することが難しいため、高い賦形剤量という条件は高用量の薬剤
の製剤では特に大きな課題となる。
【０００５】
　高用量で高い水溶解度を持つ薬剤の持続放出性剤形を製剤するためのもう一つの課題は
、放出を維持する成分のアルコールへの感受性であり、致命的となりうる用量ダンピング
を誘発する。例えば、２００５年に、ＦＤＡは、１日１回のヒドロモルフォン維持放出性
カプセルのメーカーに、その製品をアルコールと共に摂取した場合生じた重篤で潜在的に
致命的な薬害反応を理由に、製品販売を停止することを求めた。薬剤放出の調節に用いら
れる医薬品等級賦形剤のいくつかは、類似する同様の剤形を、用量ダンピングを誘導する
アルコールに影響されやすい状態にするアルコールに可溶である。これらの賦形剤は、こ
れに限定されるものではないが、エチルセルロース、ポリエチレングリコール、ポリ（オ
キシエチレン、オキシプロピレン）、ポリ（メタクリル酸、メタクリル酸メチル）、ポリ
（メタクリル酸、アクリル酸エチル）、ポリ（アクリル酸エチル、メタクリル酸メチル、
塩化トリメチルアンモニオメタクリル酸エチル）、ポリ（メタクリル酸ブチル、メタクリ
ル酸２－ジメチルアミノエチル、メタクリル酸メチル）、セトステアリルアルコール、ポ
リビニル酢酸フタル酸、およびセラックを含む。
【０００６】
　考案者は、医薬品等級賦形剤の多くが持つアルコール感受性のために、アルコールまた
は含水アルコール溶媒に大部分の脂質が不溶性であるのため、薬剤放出を持続し、アルコ
ール耐性を与えるため脂質の基質を用いる策を取った。しかしながら、薬剤放出を持続さ
せるための脂質の基質の使用は、以下を含むいくつかの不利益をもたらす。
【０００７】
　１．脂質の物理的および化学的不安定性。大部分の脂質は複雑な遊離基反応を通して保
管に関して酸敗臭を放つ傾向がある（Ｃｒａｉｇ，Ｄ．Ｑ．Ｍ．，２００４．Ｌｉｐｉｄ
　Ｍａｔｒｉｃｅｓ　ｆｏｒ　Ｓｕｓｔａｉｎｅｄ　Ｒｅｌｅａｓｅ－Ａｎ　Ａｃａｄｅ
ｍｉｃ　Ｒｅｖｉｅｗ．Ｂｕｌｌｅｔｉｎ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅ　Ｇａｔｔｅｆｏｓｓｅ
　Ｎｏ９７）。
【０００８】
　２．ほぼすべての脂質はまた、物理的状態が変化（多形移行、および／または無形体化
）する傾向があり、剤形の特徴および性能に影響を及ぼす可能性がある。Ｓｏｕｔｏ，Ｅ
．Ｂ．，Ｍｅｎｈｅｒｔ，Ｗ．，Ｍｕｌｌｅｒ，Ｒ．Ｈ．，２００６．Ｐｏｌｙｍｏｒｐ
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ｈｉｃ　ｂｅｈａｖｉｏｒ　ｏｆ　Ｃｏｍｐｒｉｔｏｌ（登録商標）８８８ＡＴＯ　ａｓ
　ｂｕｌｋ　ｌｉｐｉｄ　ａｎｄ　ａｓ　ＳＬＮ　ａｎｄ　ＮＬＣ．Ｊ．Ｍｉｃｒｏｅｎ
ｃａｐｓ．２３（４），４１７－４３３．Ｈａｍａｄａｎｉ，Ｊ．，Ｍｏｅｓ，Ａ．Ｊ．
，Ａｍｉｇｈｉ，Ｋ．，２００３．Ｐｈｙｓｉｃａｌ　ａｎｄ　ｔｈｅｒｍａｌ　ｃｈａ
ｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｐｒｅｃｉｒｏｌ（登録商標）　ａｎｄ　Ｃｏｍｐ
ｒｉｔｏｌ（登録商標）　ａｓ　ｌｉｐｏｐｈｉｌｉｃ　ｇｌｙｃｅｒｉｄｅｓ　ｕｓｅ
ｄ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　ｒｅｌｅ
ａｓｅ　ｍａｔｒｉｘ　ｐｅｌｌｅｔｓ．Ｉｎｔ．Ｊ．Ｐｈａｒｍ．，２６０，４７－５
７）。
【０００９】
　３．脂質ベースの持続放出性剤形は、経年劣化により試験管内の溶出特性が変化する傾
向がある（Ｋｈａｎ，Ｎ　ａｎｄ　Ｃｒａｉｇ，Ｄ．Ｑ．Ｍ．，２００４．Ｔｈｅ　ｒｏ
ｌｅ　ｏｆ　ｂｌｏｏｍｉｎｇ　ｉｎ　ｄｅｔｅｒｍｉｎｉｎｇ　ｔｈｅ　ｓｔｏｒａｇ
ｅ　ｓｔａｂｉｌｉｔｙ　ｏｆ　ｌｉｐｉｄ　ｂａｓｅｄ　ｄｏｓａｇｅ　ｆｏｒｍｓ．
Ｊ．Ｐｈａｒｍ．Ｓｃｉ．，９３，２９６２－２９７１．Ｃｈｏｙ，Ｙ．Ｗ．，Ｎｕｒｚ
ａｌｉｎｅ　Ｋｈａｎ，Ｙｕｅｎ，Ｋ．Ｈ．，２００５．Ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｃｅ　ｏ
ｆ　ｌｉｐｉｄ　ｍａｔｒｉｘ　ａｇｉｎｇ　ｏｎ　ｉｎ　ｖｉｔｒｏ　ｒｅｌｅａｓｅ
　ａｎｄ　ｉｎ　ｖｉｖｏ　ｂｉｏａｖａｉｌａｂｉｌｉｔｙ．Ｉｎｔ．Ｊ．Ｐｈａｒｍ
．，２９９，５５－６４．Ｓａｎ　Ｖｉｃｅｎｔｅ，Ａ．，Ｈｅｒｎａｎｄｅｚ，Ｒ．Ｍ
．，Ｇａｓｃｏｎ，Ａ．Ｒ．，Ｃａｌｖｏ，Ｍ．Ｂ．，Ｐｅｄｒａｚ，Ｊ．Ｌ．，２００
０．Ｅｆｆｅｃｔ　ｏｆ　ａｇｉｎｇ　ｏｎ　ｔｈｅ　ｒｅｌｅａｓｅ　ｏｆ　ｓａｌｂ
ｕｔａｍｏｌ　ｓｕｌｆａｔｅ　ｆｒｏｍ　ｌｉｐｉｄ　ｍａｔｒｉｃｅｓ．Ｉｎｔ．Ｊ
．Ｐｈａｒｍ，２０８，１３－２１）。
【００１０】
　４．錠剤およびカプセル充填のような単純な剤形製造工程は、多くの脂質系に容易に適
用できない（Ｃｒａｉｇ，Ｄ．Ｑ．Ｍ．，２００４．Ｌｉｐｉｄ　Ｍａｔｒｉｃｅｓ　ｆ
ｏｒ　Ｓｕｓｔａｉｎｅｄ　Ｒｅｌｅａｓｅ－Ａｎ　Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｒｅｖｉｅｗ．
Ｂｕｌｌｅｔｉｎ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅ　Ｇａｔｔｅｆｏｓｓｅ　Ｎｏ９７）。
【００１１】
　５．脂質の基質に基づく持続放出性剤形は、剤形の品質に影響を及ぼす食物による消化
酵素の分泌の増加により、他の剤形と比較し、より食物の影響を受ける傾向にある。
【００１２】
　６．剤形の品質およびそれゆえの胃腸酵素の影響に対する放出特徴との依存関係は、脂
質ベースの剤形がより個体間および個体内でのばらつきを示す原因となった（Ｃｒａｉｇ
，Ｄ．Ｑ．Ｍ．，２００４．Ｌｉｐｉｄ　Ｍａｔｒｉｃｅｓ　ｆｏｒ　Ｓｕｓｔａｉｎｅ
ｄ　Ｒｅｌｅａｓｅ－Ａｎ　Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｒｅｖｉｅｗ．　Ｂｕｌｌｅｔｉｎ　Ｔ
ｅｃｈｎｉｑｕｅ　Ｇａｔｔｅｆｏｓｓｅ　Ｎｏ９７）。
【００１３】
　メトプロロールは、高血圧、狭心症および心筋梗塞を治療するのに用いられる選択性β
１－アドレナリン受容体遮断剤である。３つの塩形態、すなわち、コハク酸塩、フマル酸
塩、および酒石酸塩が米国で承認されており、全ての投薬量は酒石酸塩に対する同等性に
より算出される。静脈注射（１ｍｇ／ｍｌ）のためのアンプルのみならず、毎日１回の投
与のための（酒石酸塩等量、２５、５０、および１００ｍｇ）即時放出性経口錠剤、（酒
石酸塩等量、２５、５０、１００、２００、３００、および４００ｍｇ）持続放出性経口
錠剤またはカプセルとして用いられる。酒石酸塩およびコハク酸塩類は、水に対し非常に
高い溶解性を持つ。持続放出性製剤に必要とされる高い水溶性および高用量は、アルコー
ル耐性持続放出性製剤としてメトプロロール塩類を処方することにおいて重大な課題をも
たらす。
【００１４】
　本発明はアルコール耐性持続放出性剤形に脂質の使用に頼ることなくメトプロロール、
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および薬理学的に許容される塩類（例えば、酒石酸塩またはコハク酸塩）、および溶媒和
物（例えば水和物）を処方することにより、上記の課題について対処することを目標とす
る。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　メトプロロール、および薬理学的に許容される塩類、およびそれらの溶媒和物の非脂質
基質ベースのアルコール耐性持続放出性剤形を提供する。より詳しくは、本発明は、高用
量に存在する非常に高い水溶性の薬を有する粘度調整剤（しかし、脂質成分ではない）お
よび被覆顆粒を含む基質を有するメトプロロール、および薬理学的に許容される塩類（例
えば、酒石酸塩またはコハク酸塩、）、および溶媒和物（例えば、水和物）のアルコール
耐性持続放出性剤形に関するものである。
【００１６】
　本明細書に解説されるように、一般的に、日に１回、または日に２回のような、放出を
持続させる投薬量はより高い濃度の薬学的に効果のある成分を含む。それらが破砕され、
アルコールと共に服用、および／または食事中に服用される場合、特に剤形が薬学的に効
果のある成分のダンピング（短期間に効果のある成分の望ましくない高濃度の放出）の影
響を受けやすい場合、薬学的に効果のある成分のそのようなより高い濃度は剤形をより危
険なものにする。したがって、用量ダンピングの１若しくはそれ以上の原因に耐性を持つ
剤形が望ましい。
【００１７】
　「非脂質基質ベースの」は、前述の剤形の基質構成要素の中で脂質を含まない、加えて
食物の影響を受けないアルコール耐性持続放出性剤形を指す。それが食物とともに、対し
て食物と別に消費される場合、食物の影響に耐性のある剤形は、剤形のＣｍａｘが５０％
、４５％、４０％、または３５％以上変化しないことを意味する。それらの安全性が患者
の薬剤服用順守に依存しているものではないため、当業者は食物の影響に抵抗性を持つ製
剤がより安全であると高く評価するであろう。
【００１８】
　本明細書に解説されるように、「脂質」への言及は、約６以下の親水性／親油性バラン
ス（ＨＬＢ）を有し、そのうえ３０℃以上である融点を有する疎水性合成物を意味する。
それらが同じ仕様を満たす場合、本用語は脂肪またはワックスで相互に用いることが可能
である。脂質は、脂肪酸、脂肪アルコール、脂肪エステル類またはワックスである可能性
がある。脂肪酸は置換される、または置換されない、飽和、または不飽和である可能性が
ある。しかしながら、それらは少なくとも約１４の炭素原子の鎖長を有する。脂肪エステ
ル類はｍｏｎｏ－、ｄｉ－、およびｔｒｉ－脂肪酸置換エステルを形成するためにアルコ
ール類、グリコール、またはグリセロールに結合する脂肪酸を含む可能性がある。例は、
ベヘン酸グリセロール（ＣＯＭＰＲＩＴＯＬ（登録商標））、パルミトステアリン酸グリ
セロール（ＰＲＥＣＩＲＯＬ（登録商標））、ステアロイルマクログリセリド（ＧＥＬＵ
ＣＩＲＥ（登録商標））、昆虫および動物性ワックス、木蝋、鉱蝋、石油ワックス、およ
び合成ワックスのようなグリセリン脂肪酸エステル、脂肪グリセリド誘導体、および脂肪
アルコールを含む。
【００１９】
　１実施形態において、本明細書に解説されるように、剤形は、５００ｍｌの０．１Ｎ塩
酸において６時間後に、薬の約８０％未満が放出されるような放出特性を有する。
【００２０】
　さらに、本明細書に解説されるように、剤形はアルコール耐性を有し、多くは粉砕抵抗
性を有する可能性がある。このように、別の実施形態において、０．１Ｎ塩酸および４０
％アルコール溶液において２時間後に放出される薬のパーセント（％）は、アルコール非
存在下の０．１Ｎ塩酸の溶液において放出される同一の薬のパーセントより、１０％ポイ
ントを超えない。いくつかの実施形態において、経口タンパリングをシミュレーションし
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た３０分後の剤形からの薬の放出は、約５０％未満である。
【００２１】
　剤形はまた、食物の影響に抵抗する可能性がある。断食した被験者から標準的な食事を
摂食した被験者までの薬物動態学的パラメータを比較することにより食物の影響への耐性
を同定する。場合によっては、標準的な食事は、高脂肪（すなわち、カロリーの約５０％
が脂肪由来である）、高炭水化物、または他の任意の標準的な食事である可能性がある。
他の剤形と比較する場合、食物の影響（すなわち、断食および摂食した状態を比較した薬
物動態学的パラメータにおける％変化）に対し耐性を持つ剤形は、様々な時点でのＣｍａ

ｘ、Ｔｍａｘ、またはＡｕｃのような薬物動態学的パラメータにおいて、より小さな％変
化を示す。例えば、製剤は摂食と断食したデータとの間でＴｍａｘにおいて０％の変化を
示す可能性があり、したがって、食物の影響に耐性を持つものとして分類される可能性が
ある。しかしながら、異なる製剤は、摂食と断食したデータとの間で、Ｔｍａｘにおいて
６０％の変化を示す可能性がある。このように、６０％の変化を示した製剤は、Ｔｍａｘ

において０％の変化を示した製剤より食物の影響に対し耐性を有しない。場合によっては
、Ｔｍａｘの％変化は、製剤およびその食物の影響に対する抵抗に依存し、５０％、４５
％、４０％、３５％、３０％、２０％、１５％未満である。
【００２２】
　いくつかの実施形態において、少なくとも５人の絶食した健康なヒトの１集団において
テストし、少なくとも５人の摂食したヒトの１集団とを比較した場合、本明細書に記述さ
れるように、平均Ｃｍａｘの％変更は約５０％、４５％、４０％、３０％、２５％、２０
％または１５％未満である。当該技術分野で知られている任意の方法を用い、医薬品有効
成分ヒト血漿サンプルの濃度を測定することが可能であり、例えばオピオイドをテストす
る場合、タンデム質量分析検出（ＬＣ－ＭＳ／ＭＳ）による有効な高性能液体クロマトグ
ラフィー方法が使用される可能性がある。
【００２３】
　我々が本明細書に提供する本発明の１つの特定の実施形態において、メトプロロール、
薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物のアルコール耐性持続放出性製剤は、
その基質が剤形の約１～約６０重量％までの量で粘度調整剤を含む基質、および前述のメ
トプロロール、薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物を有する被覆顆粒を含
み、そこでの基質は脂質を含まない。
【００２４】
　我々が提供する別の実施形態において、メトプロロール、薬理学的に許容される塩、ま
たはそれらの溶媒和物の１日１回の投与のアルコール耐性持続放出性剤形は、その基質が
剤形の約１～約６０重量％までの量で粘度調整剤を含む基質、および前述のメトプロロー
ル、薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物を有する被覆顆粒を含み、そこで
の基質は脂質を含まない。
【００２５】
　我々が提供する別の実施形態において、メトプロロール、薬理学的に許容される塩、ま
たはそれらの溶媒和物の１日２回の投与のアルコール耐性持続放出性剤形は、その基質が
剤形の約１～約６０重量％までの量で粘度調整剤を含む基質、および前述のメトプロロー
ル、薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物を有する被覆顆粒を含み、そこで
の基質は脂質を含まない。
【００２６】
　本明細書で用いられるメトプロロールの薬理学的に許容される塩類は、窒素原子を基礎
とする化合物および適当な酸から形成される任意の塩類である可能性がある。例は、これ
に限定されるものではないが、酒石酸塩、コハク酸塩、およびフマル酸塩を含む。
【００２７】
　本明細書で用いられるメトプロロールの薬理学的に許容される溶媒和物は、結晶の溶媒
と呼ばれる結晶構造の中に溶媒を封入する任意のメトプロロールの結晶を含む。溶媒が水
である場合、形成された結晶質の材料は水和物と呼ばれ、他の溶媒において形成された結
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晶質の材料は、溶媒和物と呼ばれる。他の溶媒は、これに限定されるものではないが、ア
ルコール類、ケトン類、エステル類、エーテル炭化水素、およびフルオロ炭化水素を含む
。
【００２８】
　好ましくは、メトプロロールはメトプロロール酒石酸塩またはメトプロロールコハク酸
塩として、本発明に従い処方される。
【００２９】
　本発明に従う粘度調整剤は、例えば、アルギン酸ナトリウム、ヒドロキシプロピルメチ
ルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、メチルセ
ルロース、カルボキシメチルセルロース、カルボキシメチルセルロースナトリウム、架橋
ポリアクリル酸、ゼラチン、ペクチン、ゴム、ポリエチレンオキシド、コンニャク粉、カ
ラギナン、キサンタンゴム、またはそれらの混合物から成る群から選択されることが可能
である。例えば、粘度調整剤は、天然または合成デンプン、天然または合成セルロース、
アクリル酸塩、およびポリアルキレンオキシドのようなゲル化ポリマーである可能性があ
る。いくつかの実施形態において、ゲル化ポリマーは、ヒドロキシプロピルメチルセルロ
ース、ヒドロキシプロピルセルロース、メチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース
、およびカルボキシメチルセルロースから成る群から選択される。例えば、場合によって
は、ゲル化ポリマーは、ヒドロキシプロピルメチルセルロースである可能性がある。
【００３０】
　いくつかの実施形態において、基質において用いられる粘度調整剤（本明細書において
以下「第１の粘度調整剤」）は、剤形の約５～約４５重量％の量で存在する。いくつかの
実施形態において、第１の粘度調整剤は、剤形の約２５～約４５重量％の量で存在する。
いくつかの実施形態において、第１の粘度調整剤は、剤形の重量の約３０％からの量で存
在する。
【００３１】
　本明細書に解説されるように、被覆顆粒は、顆粒の約１０～約９０重量％の量のメトプ
ロロール、薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物、顆粒の約１～約９０重量
％の量の第１の強力被膜形成剤、顆粒の約１～約９０重量％の量の第２の粘度調整剤、お
よび顆粒の約０～約４０重量％の量の脂肪／ワックス、およびそこでのコーティングが被
覆顆粒の約５～約７０重量％の量で存在し、そこでのコーティングは被覆顆粒の約１～約
５０重量％の量での第２の強力被膜形成剤、および被覆顆粒の約０～約３０重量％の量で
の抗粘着剤を含む顆粒のコーティングを有する顆粒を含む可能性がある。
【００３２】
　第１および第２の強力被膜形成剤は、例えば、天然および合成デンプン、天然および合
成セルロース、アクリル、ビニル樹脂、樹脂、メタクリル酸塩、またはセラックから成る
群から独立して選択されることが可能である。例えば、第１および第２の強力被膜形成剤
は、エチルセルロース、Ｂ型アンモニオメタクリル酸共重合体、Ａ型アンモニオメタクリ
ル酸共重合体、アミノメタクリル酸共重合体、アクリル酸エチルおよびメタクリル酸メチ
ル共重合体分散系、Ａ型メタクリル酸共重合体、Ｂ型メタクリル酸共重合体、およびセラ
ックから成る群から独立して選択されることが可能である。いくつかの実施形態において
、第１の強力被膜形成剤および第２の強力被膜形成剤は同一である。いくつかの実施形態
において、第１および第２の強力被膜形成剤はエチルセルロースである。
【００３３】
　いくつかの実施形態において、第１の強力被膜形成剤は、顆粒の約５～約４０重量％の
量で存在する。例えば、第１の強力被膜形成剤は、顆粒の約１０～約３０重量％の量で存
在する可能性がある。
【００３４】
　第２の粘度調整剤は、例えば、第１の粘度調整剤のために上に定義した同じ群から選択
される可能性がある。例えば、第２の粘度調整剤は、アルギン酸ナトリウム、ヒドロキシ
プロピルメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロー
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ス、メチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、カルボキシメチルセルロースナト
リウム、架橋ポリアクリル酸、ゼラチン、ペクチン、ゴム、ポリエチレンオキシド、コン
ニャク粉、カラギナン、キサンタンゴム、またはそれらの混合物からなる群から選択され
る可能性がある。いくつかの実施形態において、第２の粘度調整剤は、ヒドロキシプロピ
ルメチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、メチルセルロース、ヒドロキシエ
チルセルロースおよびカルボキシメチルセルロースから成る群から選択される。例えば、
第２の粘度調整剤はヒドロキシプロピルメチルセルロースである可能性がある。
【００３５】
　いくつかの実施形態において、第２の粘度調整剤は、顆粒の約１～約６０重量％の量で
存在する。例えば、第２の粘度調整剤は、顆粒の約５～約３０重量％の量で存在する可能
性がある。
【００３６】
　脂肪／ワックスは、室温および一般的な貯蔵条件（１５～３０℃）よりはるかに高い融
点を有する脂質の群から選択されることが可能である。もっとも好ましくは、脂肪／ワッ
クスは、６０℃以上の融点を有する脂質の群から選択されることが可能である。高い融点
を持つ脂質は、上述の脂質を用いる不利益のいくつかを回避させる胃リパーゼに対する安
定性、およびより低い感受性を改善した。例えば、脂肪／ワックスは、ベヘン酸グリセロ
ール、カルナウバワックス、および蜜ろうからなる群から、独立して選択されることが可
能であり、いくつかの実施形態において、脂肪／ワックスは、ベヘン酸グリセロールであ
る。
【００３７】
　いくつかの実施形態において、脂肪／ワックスは、被覆顆粒の約１０～約２５重量％の
量で存在する。いくつかの実施形態において、顆粒は脂肪／ワックスを含まない。
【００３８】
　いくつかの実施形態において、コーティングは、被覆顆粒の約１０～約５０重量％の量
で第２の強力被膜形成剤を含む。
【００３９】
　抗粘着剤は、コーティングの間、凝集による粒子成長を防止することが可能な上に述べ
たような脂肪／ワックスまたは他の化学物質である可能性がある。１実施形態において、
適当な抗粘着剤は、ステアリン酸性塩、タルク、およびデンプンを含む材料の群から選択
されることが可能である。いくつかの実施形態において、抗粘着剤はステアリン酸マグネ
シウムである。
【００４０】
　いくつかの実施形態において、メトプロロール、薬理学的に許容される塩、またはそれ
らの溶媒和物は、顆粒の約３０～約９０重量％の量で存在する。例えば、メトプロロール
、およびそれらの薬理学的に許容される塩類は、顆粒の約５０～約９０重量％の量で存在
する。
【００４１】
　いくつかの実施形態において、顆粒は被覆され、コーティングは被覆顆粒の約３０～約
７０重量％の量で存在する。例えば、コーティングは被覆顆粒の約３５～約５５重量％の
量で存在する可能性がある。
【００４２】
　また、本明細書に提供されるものは、基質および被覆顆粒を有するアルコール耐性持続
放出性経口剤形であり、そこでの基質は剤形の約５～約４５重量％の量の第１の粘度調整
剤を含み、そこでの被覆顆粒は、顆粒の約１０～約９０重量％のメトプロロール、薬理学
的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物、顆粒の約１～約９０重量％の量の第１の強
力被膜形成剤、顆粒の約１～約９０重量％の量の第２の粘度調整剤、および顆粒の約０～
約４０重量％の量の脂肪／ワックス、および顆粒のコーティングを有する顆粒を含み、そ
こでのコーティングは、被覆顆粒の約５～約７０重量％の量で存在し、そこでのコーティ
ングは、被覆顆粒の約１～約５０重量％の量の第２の強力被膜形成剤、および被覆顆粒の



(13) JP 2013-526523 A 2013.6.24

10

20

30

40

50

約０～約３０重量％の量の抗粘着剤を含み、そこでの基質は脂質を含まない。
【００４３】
　場合によっては、剤形は、基質および被覆顆粒を有する可能性があり、そこでの基質は
剤形の約２５～約４５重量％の量の第１の粘度調整剤を含み、そこでの被覆顆粒は、本質
的に顆粒の約３０～約９０重量％のメトプロロール、薬理学的に許容される塩、またはそ
れらの溶媒和物、顆粒の約５～約４０重量％の量の第１の強力被膜形成剤、顆粒の約１～
約６０重量％の量の第２の粘度調整剤、および顆粒のコーティングを有する顆粒を含み、
そこでのコーティングは、被覆顆粒の約３０～約７０重量％の量で存在し、そこでのコー
ティングは、被覆顆粒の約１０～約５０重量％の量の第２の強力被膜形成剤、および被覆
顆粒の約１０～約２５重量％の量の抗粘着剤を含み、そこでの基質は脂質を含まない。
【００４４】
　場合によっては、剤形は、基質および被覆顆粒を有することができ、そこでの基質は前
記剤形の約２５～約４５重量％の量のヒドロキシプロピルメチルセルロースを含み、そこ
での被覆顆粒は、本質的に顆粒の約５０～約９０重量％のメトプロロール、薬理学的に許
容される塩、またはそれらの溶媒和物、顆粒の約１０～約３０重量％の量のエチルセルロ
ース、顆粒の約５～約３０重量％の量のヒドロキシプロピルメチルセルロース、および顆
粒のコーティングを有する顆粒を含み、そこでのコーティングは、被覆顆粒の約３０～約
５５重量％の量で存在し、そこでのコーティングは、被覆顆粒の約１０～約５０重量％の
量のエチルセルロース、および被覆顆粒の約１０～約２５重量％の量のステアリン酸マグ
ネシウムを含み、そこでの基質は脂質を含まない。
【００４５】
　さらに、本明細書に提供されるものは、基質および被覆顆粒を有する剤形であり、そこ
での基質は剤形の約３０重量％の量のヒドロキシプロピルメチルセルロースを含み、そこ
での被覆顆粒は、本質的に顆粒の約７０～約８０重量％の量のメトプロロールコハク酸塩
、顆粒の約１０～約２０重量％の量のエチルセルロース、および顆粒の約５～約２０重量
％の量のヒドロキシプロピルメチルセルロースからなる顆粒、および顆粒のコーティング
を有する顆粒を含み、そこでのコーティングは、被覆顆粒の約３０～約５５重量％の量で
存在し、そこでのコーティングは、本質的に被覆顆粒の約１０～約５０重量％の量のエチ
ルセルロース、および被覆顆粒の約１０～約２５重量％の量のステアリン酸マグネシウム
を含み、そこでの基質は脂質を含まない。
【００４６】
　いくつかの実施形態において、ＵＳＰ溶出装置を用い０．１Ｎ塩酸の５００ｍｌにおい
てテストする場合、６時間後の剤形からメトプロロールコハク酸塩の放出は約８０％未満
である。いくつかの実施形態において、０．１Ｎ塩酸および４０％アルコールの溶液にお
いて２時間後に放出されるメトプロロールのパーセント（％）は、アルコール非存在下の
０．１Ｎ塩酸の溶液において放出されるメトプロロールのパーセントより、１０％ポイン
トを超えない。いくつかの実施形態において、経口タンパリングをシミュレーションした
３０分後の剤形からのメトプロロール塩酸塩の放出は、約５０％未満である。
【００４７】
　本発明の１若しくはそれ以上の実施形態の詳細は、添付の図面および下記の記載で説明
する。本発明の他の特徴、対象、および利点は、前記説明および図面、および特許請求の
範囲から明白であろう。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】図１は、１２時間にわたる４０％エタノールの非存在下および存在下における実
施例１の製剤製品の比較溶出結果を示すものである。
【図２】図２は、６時間にわたる４０％エタノールの非存在下および存在下における市販
品Ｔｏｐｒｏｌ　ＸＬの比較溶出結果を示すものである。
【発明を実施するための形態】
【００４９】
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　メトプロロール、薬理学的に許容される塩類、およびそれらの溶媒和物の非脂質基質ベ
ースのアルコール耐性持続放出性剤形を提供する。剤形は、メトプロロール、薬理学的に
許容される塩、またはそれらの溶媒和物を有する粘度調整剤および被覆顆粒を有する基質
を含むことが可能である。場合によっては、本明細書に解説されるように、剤形は、５０
０ｍｌの０．１Ｎ塩酸において６時間後に、メトプロロールの約８０％未満が放出される
ような放出特性を有する。さらに、剤形は粉砕抵抗性を有する可能性がある。
【００５０】
　「基質」という用語は、賦形剤の連続体（すなわち「基質形成」物質）で分散し、封入
する活性物質を含有する粒子（例えば、被覆顆粒）を有する単体システムを指し、例えば
Ｃｏｌｏｍｂｏ，Ｐ．，Ｓａｎｔｉ，Ｐ．，Ｓｉｅｐｍａｎｎ，Ｊ．，Ｃｏｌｏｍｂｏ，
Ｇ．，Ｓｏｎｖｉｃｏ，Ｆ．，Ｒｏｓｓｉ，Ａ．，Ｌｕｃａ　Ｓｔｒｕｓｉ，Ｏ．，２０
０８．Ｓｗｅｌｌａｂｌｅ　ａｎｄ　Ｒｉｇｉｄ　Ｍａｔｒｉｃｅｓ：Ｃｏｎｔｒｏｌｌ
ｅｄ　Ｒｅｌｅｌａｓｅ　Ｍａｔｒｉｃｅｓ　ｗｉｔｈ　Ｃｅｌｌｕｌｏｓｅ　Ｅｔｈｅ
ｒｓ．Ｉｎ：Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｄｏｓａｇｅ　Ｆｏｒｍｓ：Ｔａｂｌｅｔ
ｓ，Ｖｏｌｕｍｅ２：Ｒａｔｉｏｎａｌ　Ｄｅｓｉｇｎ　ａｎｄ　Ｆｏｒｍｕｌａｔｉｏ
ｎ．Ｔｈｉｒｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ，Ａｕｇｓｂｕｒｇｅｒ，Ｌ．　ａｎｄ　Ｈｏａｇ，Ｓ
．（ｅｄｓ．），Ｉｎｆｏｒｍａ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，Ｌｏｎｄ
ｏｎを参照のこと。さらに本明細書に記載するように、メトプロロールおよび薬理学的に
許容されるそれらの塩類を有する被覆顆粒は記述した基質の範囲内で分散する。
【００５１】
　本明細書に提供されるものは、剤形の約５～約４５重量％（例えば、約３０％を含む約
２５～約４５％）の量で第１の粘度調整剤を有する基質、および、メトプロロール、薬理
学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物を有する被覆顆粒を含み、そこでの基質は
脂質を含まない持続放出性経口剤形である。
【００５２】
　本明細書に記述される剤形には、６時間後の剤形からのメトプロロールの放出が約８０
％未満であるような、放出特性を有する可能性がある。いくつかの実施形態において、１
０時間後の剤形からのメトプロロールの放出は、約８５％未満である。メトプロロールの
放出は、溶出媒体としてＵＳＰ溶出装置番号２および５００ｍｌの０．１Ｎ塩酸溶液を用
い測定する。
【００５３】
　剤形はアルコール耐性である。アルコールに対する耐性は溶出媒体としてＵＳＰ溶出装
置番号２および５００ｍｌの０．１Ｎ塩酸溶液（通常の溶出）、または０．１Ｎ塩酸およ
び４０％エタノール溶液（アルコール濃度が４０％ｖ／ｖ、用量ダンピング溶出）を用い
測定する。アルコール耐性製剤として、本明細書に解説されるように、０．１Ｎ塩酸およ
び４０％エタノールの溶液において２時間後におけるメトプロロールの放出パーセント（
％）は、アルコール非存在下の０．１Ｎ塩酸溶液中に放出されるメトプロロールのパーセ
ントより、１０％ポイントを超えない。例えば、剤形が２時間後にアルコール非存在下で
０．１Ｎ塩酸溶液においてメトプロロールの２０％を放出する場合、本明細書に解説され
るように、アルコール耐性剤形はそれから０．１Ｎ塩酸および４０％エタノールを有する
溶液においてメトプロロールの３０％以上は放出しない。
【００５４】
　いくつかの実施形態において、本明細書に解説されるように、剤形は粉砕抵抗性である
可能性がある。経口タンパリングをシミュレーションするようになる技術を用い、粉砕抵
抗性を測定する。そのような方法は、陶製すり鉢（外径１３ｃｍ）において剤形の錠剤を
静置することが必要である。それから、それが破砕されるまで、乳棒を錠剤の下向きに垂
直に力を加えるのに用いる。破砕した錠剤に、下向きの力を力をかけ、３６０°円運動を
用い、さらに押しつぶす。円破砕運動は、１１回繰り返す（計１２ストローク）。結果と
して生じる粉末を、試験管内における薬の放出を測定するために溶出容器へ移す。破壊し
た錠剤サンプルの試験管内の放出特性は、５００ｍｌの０．１Ｎ塩酸溶出媒体で得る。サ
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ンプルは、３７℃でＵＳＰ装置２（パドル）を用い５０ｒｐｍで撹拌する。
【００５５】
　本明細書に解説されるように、粘度調整剤は、（乾燥材料に基づく）２％ｗ／ｗ濃度で
水溶液または分散系（例えば、水）において溶出または分散する材料であり、（この参照
により本明細書に組み込まれる）ヒプロメロースのＵＳＰ３３モノグラフにおいて記述さ
れる分析法を用い２０℃（±０．２℃）における測定で、約１００～約２００，０００ｍ
Ｐａ・ｓ（例えば、４，０００～１７５，０００ｍＰａ・ｓおよび７５，０００～１４０
，０００ｍＰａ・ｓ）の粘性で溶解／分散を引き起こす。粘度調整剤の例は、アルギン酸
ナトリウム、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒド
ロキシプロピルセルロース、カルボキシメチルセルロース、カルボキシメチルセルロース
ナトリウム、メチルセルロース、架橋ポリアクリル酸（例えば、カルボマー）、ゼラチン
、ペクチン、ゴム（例えば、アラビアゴム、トラガカントゴム、キサンタンゴム、および
グアーガム）、ポリエチレンオキシド、コンニャク粉、カラギナン、またはそれらの混合
物を含む。いくつかの実施形態において、粘度調整剤は、ヒドロキシプロピルメチルセル
ロースのような天然または合成セルロースである。いくつかの実施形態において、粘度調
整剤は、ゲル化ポリマーである。ゲル化ポリマーは、天然および合成デンプン、天然およ
び合成セルロース、アクリル酸塩、およびポリアルキレンオキシドを含む可能性がある。
例として、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、メチ
ルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、およびカルボキシメチルセルロースを含む
。いくつかの実施形態において、ゲル化ポリマーは、ヒドロキシプロピルメチルセルロー
ス（ＨＰＭＣ）である。
【００５６】
　ＨＰＭＣが剤形に用いられる場合、ミシガン州、ミッドランドのＤＯＷ　Ｃｈｅｍｉｃ
ａｌ社から全て入手可能な、Ａタイプにおいて３０：０、Ｅタイプでは２９：８、Ｆタイ
プにおいて２８：５、Ｋタイプでは２２：８で、またはＡｑｕａｌｏｎのような他の供給
業者から入手可能な他の任意のＨＰＭＣポリマーで、ＨＰＭＣがヒドロキシプロピル置換
に対し異なるメチル置換％比を有する可能性がある。
【００５７】
　本明細書に記述される剤形の被覆顆粒は、メトプロロール、薬理学的に許容される塩、
またはそれらの溶媒和物、および顆粒のコーティングを有する顆粒を含む。いくつかの実
施形態において、被覆顆粒は、顆粒の約１０～約９０重量％の量のメトプロロール、薬理
学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物、顆粒の約１～約９０重量％の量の第１の
強力被膜形成剤、顆粒の約１～約９０重量％の量の第２の粘度調整剤、および顆粒の約０
～約４０重量％の量の脂肪／ワックス、および顆粒のコーティングを有する顆粒を含む可
能性があり、そこでのコーティングは被覆顆粒の約５～約７０重量％の量で存在し、そこ
でのコーティングは、被覆顆粒の約１～約５０重量％の量の第２の強力被膜形成剤、およ
び被覆顆粒の約０～約３０重量％の量の抗粘着剤を含む。
【００５８】
　いくつかの実施形態において、メトプロロール、薬理学的に許容される塩、またはそれ
らの溶媒和物は、顆粒の約５０～約９０重量％の量で存在する。いくつかの実施形態にお
いて、メトプロロール、薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物は、顆粒の約
６０～約９０重量％の量で存在する。いくつかの実施形態において、メトプロロールコハ
ク酸塩は、顆粒の約７０～約８０重量％の量で存在する。
【００５９】
　強力被膜形成剤は少なくともわずかに溶解するポリマーであり、望ましくはアルコール
に溶解し、水に最高でもわずかに溶解し、Ｔｅｘｔｕｒｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ社
により製造されるテクスチャーアナライザー、ブルックフィールド粘度計、ロイドＩｎｓ
ｔｒｕｍｅｎｔｓ社、などのような適切な抗張力測定機器で測定する場合、１０００ｌｂ
／ｉｎ２以上の抗張力を持つ乾燥３ミル被膜を形成する。例えば、強力被膜形成剤は、天
然および合成デンプン、天然および合成セルロース、アクリル、ビニル樹脂、および樹脂
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から選択されることが可能である。いくつかの実施形態において、強力被膜形成剤は、エ
チルセルロース、ポリ酢酸ビニル、Ｂ型アンモニオメタクリル酸共重合体（Ｅｕｄｒａｇ
ｉｔ　ＲＳ）、Ａ型アンモニオメタクリル酸共重合体（Ｅｕｄｒａｇｉｔ　ＲＬ）、アミ
ノメタクリル酸共重合体（Ｅｕｄｒａｇｉｔ　Ｅ）、アクリル酸エチルおよびメタクリル
酸メチル共重合体分散系（Ｅｕｄｒａｇｉｔ　ＮＥ）、Ａ型メタクリル酸共重合体（Ｅｕ
ｄｒａｇｉｔ　Ｌ）、Ｂ型メタクリル酸共重合体（Ｅｕｄｒａｇｉｔ　Ｓ）のようなメタ
クリル酸エステル共重合体、およびセラックから選択される。場合によっては、第１およ
び第２の強力被膜形成剤は同じである。
【００６０】
　いくつかの実施形態において、強力被膜形成剤は、エチルセルロース（ＥＣ）のような
天然または合成セルロースである。エチルセルロースは不活性、疎水性ポリマーで、本質
的に無味、無臭で、無色で、カロリーゼロで、生理的に不活性である。それらが本明細書
に説明されるアルコール可溶性のような他の必要条件を満たすならば、用いることが可能
である多くの種類のエチルセルロースがある。用いられるエチルセルロースは、Ｎ型とさ
れる４８．０～４９．５％、Ｔ型とされる４９．６～５１．５％、Ｘ型とされる５０．５
～５２．５％のような異なるエトキシ基含有量を有する可能性があり、全てＡｑｕａｌｏ
ｎ、ヘラクレスリサーチセンター、デラウェア州ウィルミントンから入手可能である。
【００６１】
　用いられるエチルセルロースは、Ｎ７とされる５．６～８．０センチポアズ（動的粘度
ｃｐｓ）、Ｎ１０とされる８．０～１１ｃｐｓ、Ｎ１４とされる１２～１６ｃｐｓ、Ｎ２
２とされる１８～２４ｃｐｓ、Ｎ５０とされる４０～５２ｃｐｓ、Ｎ１００とされる８０
～１０５ｃｐｓの粘性範囲を有するトルエン：エタノール（８０：２０）中の５％ｗ／ｗ
溶液を形成するＮ型のＥＣポリマーを含むような異なる分子量を有する可能性がある。用
いられるエチルセルロースはまた、Ｘ型では２．６５～２．８１のような、アンヒドログ
ルコース単位あたりのエトキシ基の置換の異なる程度を含む可能性がある。Ｎ型は２．４
６～２．５８の値を有する。
【００６２】
　いくつかの実施形態において、第１の強力被膜形成剤は、顆粒の約１～約９０重量％の
量で存在する。例えば、第１の強力被膜形成剤は、顆粒の約５～約４０重量％（例えば、
顆粒の約１０～約３０重量％）の量で存在する可能性がある。場合によっては、第２の強
力被膜形成剤は、被覆顆粒の約１０～約５０重量％の量で存在する。場合によっては、第
２の強力被膜形成剤は、被覆顆粒の約１０～約４０重量％の量で存在する可能性がある。
【００６３】
　いくつかの実施形態において、第２の粘度調整剤は、剤形の基質で用いられる粘度調整
剤と同じである。場合によっては、第２の粘度調整剤は、ヒドロキシプロピルメチルセル
ロースである。いくつかの実施形態において、第２の粘度調整剤は、顆粒の約１～約９０
重量％の量で存在する。いくつかの実施形態において、第２の粘度調整剤は、顆粒の約１
～約６０重量％（例えば、顆粒の約５～約４０重量％）の量で存在する。
【００６４】
　本明細書に解説されるように、脂質または脂肪／ワックスは、約６以下の親水性／親油
性バランス（ＨＬＢ）を有し、そのうえ３０℃以上である融点を有する疎水性合成物を指
す。それらが同じ仕様を満たす場合、本用語は脂肪またはワックスで相互に用いることが
可能である。脂質は、脂肪酸、脂肪アルコール、脂肪エステル類またはワックスである可
能性がある。脂肪酸は置換される、または置換されない、飽和、または不飽和である可能
性がある。しかしながら、それらは少なくとも約１４の鎖長を有する。脂肪エステル類は
ｍｏｎｏ－、ｄｉ－、およびｔｒｉ－脂肪酸置換エステルを形成するためにアルコール類
、グリコール、またはグリセロールに結合する脂肪酸を含む可能性がある。例は、ベヘン
酸グリセロール（ＣＯＭＰＲＩＴＯＬ（登録商標））、パルミトステアリン酸グリセロー
ル（ＰＲＥＣＩＲＯＬ（登録商標））、ステアロイルマクログリセリド（ＧＥＬＵＣＩＲ
Ｅ（登録商標））、昆虫および動物性ワックス、木蝋、鉱蝋、石油ワックス、および合成
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ワックスのようなグリセリン脂肪酸エステル、脂肪グリセリド誘導体、および脂肪アルコ
ールを含む。
【００６５】
　顆粒において本明細書で用いられる脂肪／ワックスは、室温および一般的な貯蔵条件（
１５～３０℃）よりはるかに高い融点を有する脂質の群から独立して選択されることが可
能である。もっとも好ましくは、脂肪／ワックスは、６０℃以上の融点を有する脂質の群
から選択されることが可能である。高い融点を持つ脂質は、上述の脂質を用いる不利益を
回避させる胃リパーゼに対する安定性、およびより低い感受性を改善した。例えば、脂肪
／ワックスは、ベヘン酸グリセロール、カルナウバワックス、および蜜ろうからなる群か
ら、独立して選択されることが可能である。いくつかの実施形態において、脂肪／ワック
スは、ベヘン酸グリセロールである。
【００６６】
　場合によっては、脂肪／ワックスは、顆粒の約０～約３０重量％の量で存在する可能性
がある。
【００６７】
　被覆は、コーティングの間、凝集による粒子成長を防止することに用いる抗粘着剤を含
む可能性がある。抗粘着剤は、上に本明細書に定義したような脂肪／ワックス、またはス
テアリン酸性塩、タルク、およびデンプンを含む材料の群から選択されることが可能であ
る。いくつかの実施形態において、抗粘着剤は、ステアリン酸マグネシウムである。いく
つかの実施形態において、抗粘着剤は、被覆顆粒の約１０～約２５重量％の量で存在する
。
【００６８】
　「コーティング」という用語は、十分に顆粒を包囲し、これに限定されるものではない
が、味覚マスキング、保存性、減少した反応性、放出制御、および／または乱用予防のよ
うないくつかの追加機能を提供する材料を含むことを意図されている。いくつかの実施形
態において、コーティングは被覆顆粒の約３０～約７０重量％の量で存在する。例えば、
コーティングは被覆顆粒の約３０～約５５重量％、約３５～約５０％を含み、例えば約４
０～約５０％の量で存在する可能性がある。
【００６９】
　いくつかの実施形態において、本明細書に説明した維持放出性経口剤形は、基質および
被覆顆粒を有し、そこでの基質は剤形の約５～約４５重量％、例えば、剤形の約３０重量
％を含む、約２５～約４５重量％まで、の量のヒドロキシプロピルメチルセルロースを含
み、そこでの被覆顆粒は、顆粒の約５０～約９０重量％、例えば、顆粒の約６０～約９０
重量％の量でメトプロロールまたはそれらの薬理学的に許容される塩、顆粒の約５～約４
０重量％、例えば、顆粒の約１０～約３０重量％までの量のエチルセルロース、顆粒の約
１～約６０重量％、例えば、顆粒の約５～約２０重量％の量のヒドロキシプロピルメチル
セルロース、および顆粒の約０～２０重量％の脂肪／ワックス（例えば、ベヘン酸グリセ
ロール）、および顆粒のコーティングを有する顆粒を含み、そこでのコーティングは、被
覆顆粒の約５～約７０重量％の量で、例えば、被覆顆粒の、約３０～約５５％を含む、約
３０～約７０重量％、例えば約４０％の量で存在し、そこでのコーティングは、被覆顆粒
の約１～約５０重量％または被覆顆粒の約１０～約４０重量％の量のエチルセルロース、
および被覆顆粒の約１０～約２５重量％の量のステアリン酸マグネシウムを含み、そこで
の基質は脂質を含まない。
【００７０】
　いくつかの実施形態において、本明細書に説明した維持放出性経口剤形は、基質および
被覆顆粒を有し、そこでの基質は剤形の約５～約４５重量％、例えば、剤形の約３０重量
％を含む、約２５～約４５重量％まで、の量のヒドロキシプロピルメチルセルロースを含
み、そこでの被覆顆粒は、本質的に顆粒の約５０～約９０重量％、例えば、顆粒の約６０
～約９０重量％の量のメトプロロールまたはそれらの薬理学的に許容される塩、顆粒の約
５～約４０重量％、例えば、顆粒の約１０～約３０重量％までの量のエチルセルロース、
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顆粒の約１～約６０重量％、例えば、顆粒の約５～約２０重量％の量のヒドロキシプロピ
ルメチルセルロース、および顆粒の約０～２０重量％の脂肪／ワックス（例えば、ベヘン
酸グリセロール）、および顆粒のコーティングを有する顆粒を含み、そこでのコーティン
グは、被覆顆粒の約５～約７０重量％の量で、例えば、被覆顆粒の、約３０～約５５％を
含む、約３０～約７０重量％、例えば約４０％の量で存在し、そこでのコーティングは、
被覆顆粒の約１～約５０重量％または被覆顆粒の約１０～約４０重量％の量のエチルセル
ロース、および被覆顆粒の約１０～約２５重量％の量のステアリン酸マグネシウムを含み
、そこでの基質は脂質を含まない。
【００７１】
　いくつかの実施形態において、本明細書に説明した維持放出性経口剤形は、基質および
被覆顆粒を有し、そこでの基質は剤形の約５～約４５重量％、例えば、剤形の約３０重量
％を含む、約２５～約４５重量％まで、の量のヒドロキシプロピルメチルセルロースを含
み、そこでの被覆顆粒は、本質的に顆粒の約５０～約９０重量％、例えば、顆粒の約６０
～約９０重量％の量のメトプロロールまたはそれらの薬理学的に許容される塩、顆粒の約
５～約４０重量％、例えば、顆粒の約１０～約３０重量％までの量のエチルセルロース、
顆粒の約１～約６０重量％、例えば、顆粒の約５～約２０重量％の量のヒドロキシプロピ
ルメチルセルロース、および顆粒の約０～２０重量％の脂肪／ワックス（例えば、ベヘン
酸グリセロール）、および顆粒のコーティングを有する顆粒を含み、そこでのコーティン
グは、被覆顆粒の約５～約７０重量％の量で、例えば、被覆顆粒の、約３０～約５５％を
含む、約３０～約７０重量％、例えば約４０％の量で存在し、そこでのコーティングは、
本質的に被覆顆粒の約１～約５０重量％または被覆顆粒の約１０～約４０重量％の量のエ
チルセルロース、および被覆顆粒の約１０～約２５重量％の量のステアリン酸マグネシウ
ムを含み、そこでの基質は脂質を含まない。
【００７２】
　いくつかの実施形態において、本明細書に説明した維持放出性経口剤形は、基質および
被覆顆粒を有し、そこでの基質は剤形の約３０からの重量％の量のヒドロキシプロピルメ
チルセルロースを含み、そこでの被覆顆粒は、本質的に顆粒の約７０～約８０重量％の量
のメトプロロールコハク酸塩、顆粒の約１０～約２０重量％の量のエチルセルロース、顆
粒の約５～約２０重量％の量のヒドロキシプロピルメチルセルロース、および顆粒のコー
ティングを有する顆粒を含み、そこでのコーティングは、約３０～約５５％、例えば約５
０％の量で存在し、そこでのコーティングは、本質的に被覆顆粒の約１０～約４０重量％
の量のエチルセルロース、および被覆顆粒の約１０～約２５重量％の量のステアリン酸マ
グネシウムを含み、そこでの基質は脂質を含まない。
【００７３】
　本明細書に記述されるように被覆顆粒および剤形は、当業者には知られている方法を用
い作成することが可能であり、例えば、米国特許出願公開第２００８／０３１１２０５号
パンフレットを参照し、この参照により本明細書に組み込まれる。一般に、高い水溶性の
高用量薬は、ポリマーコートを施したポリマーに富んだ顆粒として製剤される。被覆顆粒
はその後粘度調整剤とともに混合される。
【００７４】
　いくつかの実施形態において、剤形はまた基質において被覆粒子および粘度調整剤に加
え、少なくとも１つの他の成分または賦形剤を含むことができる。他の成分または賦形剤
は、これに限定されるものではないが、味覚マスキング剤、結合剤、充填剤、糖類、人工
甘味料、ポリマー、香料、着色剤、潤滑油、滑走剤、バイオまたは粘膜接着剤、界面活性
剤、緩衝液、および崩壊剤を含むことができる。これらの成分の任意の１若しくはそれ以
上の量は、コーティングの量、顆粒サイズ、剤形の形状、剤形の形態、用いる成分の数、
用いる成分の特定の混合物、服用量を処方する剤形の数、服用量毎の薬の量などにより異
なる。記述の放出特性および／または提供されるタンパー防護を有する剤形を製造するの
に十分な任意の組合せまたは量が考えられる。
【００７５】
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　「味覚マスキング剤」は、当該技術分野において味覚マスキング剤として用いられるこ
とが知られている任意のものを含む。例はＥｕｄｒａｇｉｔ　Ｅ－１００、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、ヒドロキシプロピルセルロース、メチルセ
ルロース、ヒドロキシエチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、セラック、ゼイ
ン、カルボマー、ポロキサマー、修飾キトサン、カラギナン、トリメリト酸酢酸セルロー
ス、フタル酸ヒドロキシプロピルメチルセルロース、酢酸コハク酸ヒドロキシプロピルメ
チルセルロース、Ｅｕｄｒａｇｉｔ　Ｌ１００、Ｓ１００、Ｌ３０Ｄ－５５を含むメタク
リル酸共重合体、酢酸フタル酸ポリビニル（ＰＶＡＰ）を含む。味覚マスキング剤は、通
用の総量、例えば、全剤形の約０～約５０重量％（例えば、全剤形の約５～約４０重量％
、全剤形の約１０～約３０重量％）の量で用いることが可能である。
【００７６】
　粉末に凝集性を加え、以降の処理、または輸送、および取り扱いに耐える条件を満たし
た機械的強度を有する堅固な錠剤に圧縮することが可能な顆粒を形成するために必要な結
合を提供するのに、結合剤を用いることが可能である。結合剤の例は、アカシア、トラガ
カントゴム、ゼラチン、デンプン（修飾または非修飾の両方）、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メチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、
ヒドロキシエチルセルロースとカルボキシメチルセルロースナトリウム塩のようなセルロ
ース材、アルギン酸、およびそれらの塩類、ケイ酸アルミニウムマグネシウム、ポリエチ
レングリコール、グアーガム、多糖類酸、ベントナイト、糖類、転化糖など、ポリビニル
ピロリドン、ポリメタクリル酸、および他のアクリルおよびビニル系ポリマーを含む。結
合剤は、通常の総量、例えば、全剤形の約０～約５０重量％（例えば、全剤形の約２～約
１０重量％）の量で用いることが可能である。
【００７７】
　充填剤は、マンニトール、デキストロース、ソルビトール、ラクトース、スクロース、
および炭酸カルシウムを含む可能性がある。充填剤は、通常の総量、例えば、全剤形の約
０～約９０重量％（例えば、全剤形の約１０～約５０重量％）の量で用いることが可能で
ある。いくつかの実施形態において、充填剤は糖類である可能性がある。例えば、セルロ
ースおよび変性セルロースのみならず、糖類、糖アルコール類、ケトース、単糖類、多糖
類、オリゴ糖類など。
【００７８】
　糖類はまた、直接圧縮、および／または非直接圧縮の糖類を含む。非直接圧縮の糖類は
、これに限定されるものではないが、デキストロース、マンニトール、ソルビトール、ト
レハロース、ラクトース、およびスクロースを含む。これらの糖類は、直接圧縮の糖類、
すなわちその圧縮性および／または流動を増加させるために変性された糖類、または、こ
れに限定されるものではないが、流動を増加させる流動促進剤、流動を増加させるための
粒状化、および／または圧縮性などのようなある種の増強なしで、高速処理の複数錠剤成
形機において用いることが可能な、十分な流動性および／または圧縮性を有さない非直接
圧縮の糖類として存在する。確実ではないが、非直接圧縮の糖類は、その粒子の少なくと
も約２００ミクロンより約９０％小さく、より望ましくは約１５０ミクロンより８０％小
さい場合がある。
【００７９】
　総糖類量が全剤形の重量の約０～約９０の範囲である可能性がある（例えば、約５～約
７５、約１０～５０）。用いられる可能性のある他の非糖質希釈剤および充填剤は、例え
ば、二水和、または無水リン酸水素カルシウム、リン酸三カルシウム、炭酸カルシウム、
無水または水和硫酸カルシウム、およびカルシウム乳酸塩三水和物を含む。非糖質希釈剤
および充填剤は、全剤形の約０～約９０％（例えば、約５～約７５％まで、約１０～約５
０％まで）の量で用いられる可能性がある。
【００８０】
　人工甘味料は、サッカリン、アスパルテーム、スクラロース、ネオテーム、およびアセ
スルファムカリウムを含む可能性がある。人工甘味料は、通常の総量、例えば、全剤形の
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約０．１～約２重量％にわたる量で用いられる可能性がある。
【００８１】
　香料は人工香味油、および調味料香料、および／または天然油、植物抽出物、葉、花、
果物など、およびそれらの組合せを含む可能性がある。例えば、シナモン油、サリチル酸
メチル、ペパーミント油、丁子油、ベイ油、アニス油、ユーカリ、タイム油、ヒマラヤス
ギ葉油、ナツメグの油、セージの油、ビターアーモンドの油、およびカッシアの油。また
、香料として有用なものとしては、バニラ、レモン、オレンジ、バナナ、ブドウ、ライム
、およびグレープフルーツを含む柑橘油、およびリンゴ、西洋ナシ、モモ、イチゴ、ラズ
ベリー、サクランボ、プラム、パイナップル、アプリコットなどを含む果物エッセンスを
含む。
【００８２】
　香料は、通常の総量、例えば、剤形の約０．０１～約３重量％（例えば、剤形の約０．
１～約２．５重量％、剤形の約０．２５～約２までの重量％）にわたる量で使用される可
能性がある。
【００８３】
　着色剤は、二酸化チタン、赤色または黄色の酸化鉄のような酸化鉄、およびＦＤ&Ｃ染
料として知られているそれらのような食物にふさわしい染料、およびブドウ皮抽出物、ビ
ート赤粉末、ベータカロチン、ベニノキ、カルミン、ターメリック、およびパプリカのよ
うな天然着色剤を含む可能性がある。着色剤は、通常の総量、例えば、全剤形の約０．０
０１～約１重量％にわたる量で用いられる可能性がある。
【００８４】
　潤滑油は、内因性または外因性外部潤滑油を含む可能性がある。内因性の潤滑油はマグ
ネシウム、カルシウム、ステアリン酸の亜鉛塩、水素化および部分的に水素化された植物
油、動物性脂肪、ポリエチレングリコール、モノステアリン酸ポリオキシエチレン、タル
ク、軽油、安息香酸ナトリウム、ラウリル硫酸ナトリウム、酸化マグネシウムなどを含む
可能性がある。潤滑油は、通常の総量、例えば、剤形の約０．１～約５重量％（例えば、
約０．２５～約２．５％まで、約０．５～約２％まで）の量で用いられる可能性がある。
【００８５】
　界面活性剤は、これに限定されるものではないが、以下の商品の様々な等級を含む。Ａ
ｒｌａｃｅｌ（登録商標）、Ｔｗｅｅｎ（登録商標）、Ｃａｐｍｕｌ（登録商標）、Ｃｅ
ｎｔｒｏｐｈａｓｅ（登録商標）、Ｃｒｅｍｏｐｈｏｒ（登録商標）、Ｌａｂｒａｆａｃ
（登録商標）、Ｌａｂｒａｆｉｌ（登録商標）、Ｌａｂｒａｓｏｌ（登録商標）、Ｍｙｖ
ｅｒｏｌ（登録商標）、Ｔａｇａｔ（登録商標）、および任意の非中毒性の短鎖および中
鎖アルコール類。界面活性剤は、例えば、剤形の約０．０１～約５重量％の量で（例えば
、約０．１～約２％の量で）従来の量で用いることが可能である。
【００８６】
　緩衝材は、任意の弱酸性、または弱塩基、または、望ましくは、胃腸粘膜に有害でない
任意の緩衝系を含む可能性がある。これらは、これに限定されるものではないが、炭酸ナ
トリウム、炭酸カリウム、炭酸カリウム、リン酸水素二ナトリウム、リン酸二水素ナトリ
ウム、および等価のカリウム塩類を含む。緩衝材は、従来の量、例えば、剤形の約０．１
～約１０重量％の量で（例えば、約１～約５％まで）で用いることが可能である。
【００８７】
　剤形はまた、湿潤剤または乳化剤、ｐＨ緩衝剤などのような、例えば、酢酸ナトリウム
、ソルビタンラウリン酸モノエステル、トリエタノールアミン、酢酸ナトリウム、トリエ
タノールアミンオレイン酸塩、ラウ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、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステルなどのような、非中毒性の物質の
少量を含む可能性がある。
【００８８】
　本明細書で用いられる「剤形」は、錠剤、カプセル、カプレット、小袋、粉末、または
経口での薬の投与で知られている他の固体である。それは、本明細書に定義されるように
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混合物から作成され、投与のために医師または患者により使用のために形として（錠剤の
場合のように）形成される。
【００８９】
　剤形は、形およびサイズの範囲で提供される可能性がある。いくつかの実施形態におい
て、剤形は経口投与が可能なサイズで治療量の薬を提供する。そのような剤形は任意の一
方向が１．５インチでも未満で、より望ましくは１インチ未満で、最も望ましくは０．７
５インチ未満である。形は、これに限定されるものではないが、両方面が平らまたは凸面
である円形、カプセル型（カプレット）、ダイヤモンド形、三角形、長方形、六角形、五
角形、ハート型、ウサギ、ゾウ等のような動物の形づくられた錠剤を含む。剤形は任意の
サイズおよび形状である可能性があるが、アルコール耐性を最大にするのに望ましいサイ
ズおよび形状である。
【００９０】
　剤形の体裁を改善し、その上アルコール耐性をまた最大にするために、剤形、特に錠剤
はまた被覆される可能性がある。
【００９１】
　剤形を日１回または日に２回の投与で適当となるよう投与する。剤形に存在する薬の量
は、約１ｍｇ～１０００ｍｇまで、より望ましくは１０ｍｇ～８００ｍｇまで、および最
も望ましくは２５ｍｇ～４００ｍｇまでで変化させることが可能である。
【００９２】
　錠剤は、直接圧縮、湿式造粒、乾式造粒の後にコーティングおよび錠剤圧縮が続く方法
、または他の任意の錠剤製造法により製造される可能性がある。この参照により本明細書
に組み込まれる、例えば米国特許第５，１７８，８７８号、第５，２２３，２６４号およ
び第６，０２４，９８１号明細書を参照のこと。
【実施例１】
【００９３】
　１９０ｍｇのメトプロロールコハク酸塩製剤（塩基等量２００ｍｇのメトプロロール酒
石酸塩）
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【表１】

【００９４】
　顆粒は、メトプロロールコハク酸塩、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、および一
部のエチルセルロースが２分間、乾式吹付けする高速剪断造粒機で製造した。それから、
十分な剪断を顆粒形成と成長に提供するために造粒機インペラーおよびチョッパー速度を
予め選択した値に維持しながら、残留するエチルセルロースの１０％水―エタノール（３
０：７０）溶液をゆっくり添加した。エチルセルロースの前記のパーセンテージが実現さ
れるまで溶液の添加を続けた。それから、顆粒はｇｒａｎｕｍｉｌｌにおいて粉末にし、
最後に乾燥した。
【００９５】
　それから、被覆顆粒の４０重量％の被覆を提供するために２：１のエチルセルロース／
ステアリン酸マグネシウム混合物の１５％のアセトン懸濁液を用い、スプレー流動層底面
において、非被覆顆粒を被覆した。被覆顆粒は、約３０分間Ｖ－ブレンダーでラクトース
一水和物およびヒドロキシプロピルメチルセルロースと混合した。ステアリン酸マグネシ
ウムを添加し、混合物をさらに５分間混和した。錠剤に充填する被覆顆粒の量は、メトプ
ロロールコハク酸塩の実際の被覆顆粒含有量に基づき、理論的な含有量には基づかない。
それから、混和した混合物は、錠剤を形成するために、回転錠剤成形機において圧縮した
。０．３１２５×０．５６２５インチのカプセル形の錠剤は、８５０ｍｇの重さで、約１
１１Ｎの平均硬度を有した。
【実施例２】
【００９６】
　溶出およびタンパーテスト
　実施例１の製品に、０．１Ｎ塩酸、および０．１Ｎ塩酸、および４０％ｖ／ｖアルコー
ルの溶出実験を行った。溶出媒体として５００ｍｌの０．１Ｎ塩酸（通常の溶出）または
４０％のエタノールの溶液（用量ダンピング溶出）を用い、ＵＳＰ溶出装置番号２を使用
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出において、撹拌１５、３０、４５、６０、１２０、１８０、２４０、４８０、７２０分
後に、一定分量を除去した。サンプルは、ＨＰＬＣを用い、薬を分析した。
【００９７】
　上記の実施例の結果は、図１において詳述する。０．１Ｎ塩酸／４０％ｖ／ｖアルコー
ルにおいて２時間後に放出される薬のパーセント（％）は、アルコール非存在下の０．１
Ｎ塩酸の溶液から２時間後に放出される薬のパーセントより、１０％ポイントを超えない
場合、錠剤はアルコール耐性があるものと考えた。
【００９８】
　図１において見られるように、製剤した剤形はアルコール耐性の基準を満たした。具体
的には、メトプロロールコハク酸塩処方製品用に、アルコール非存在下で２時間後に放出
される薬のパーセントは、アルコール存在下の１６％と比較し、８％であった。アルコー
ルからの保護が上述の２時間を優に越えて維持されるのを反映し、アルコール中の薬剤放
出は、１２時間の間持続した。本結果はＴｏｐｒｏｌ　ＸＬとして知られている市販のメ
トプロロールコハク酸製品とは対照的である。この製品の結果は図２に示す。この図にお
いて見られるように、２時間後にアルコール非存在下で放出される２１％と比較してアル
コールの存在下では投与量の９０％が放出され、本製品はアルコール感受性が非常に高か
った。
【００９９】
　陶製すり鉢およびすりこぎを用い錠剤を破壊することにより、経口タンパリングシミュ
レーションテストを行う。錠剤を陶製すり鉢（外径１３ｃｍ）に静置する。それが破砕さ
れるまで、乳棒を錠剤の下向きに垂直に力を加えるのに用いる。破砕した錠剤に、下向き
の力をかけ、３６０°円運動を用い、さらに押しつぶす。円破砕運動は、１１回繰り返す
（計１２ストローク）。結果として生じる粉末を、試験管内における薬の放出のために溶
出容器へ移す。破壊した錠剤サンプルの試験管内の放出特性は、５００ｍｌの０．１Ｎ塩
酸溶出媒体で得る。サンプルは、３７℃でＵＳＰ装置２（パドル）を用い５０ｒｐｍで撹
拌する。これらは上述の試験管内の溶出テストにおいて用いたそれらと同じ試験管内条件
である。一定分量を１５、３０、４５、６０、および１２０分間の撹拌後に除去し、ＨＰ
ＬＣを用い薬を分析する。
【０１００】
　本発明の多数の実施形態を説明してきた。しかしながら、本発明の趣旨および範囲から
逸脱することなく様々な修正が行えることは理解されるであろう。従って、その他の実施
形態についても添付の特許請求の範囲に含まれるものである。
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