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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１種類の医薬品有効成分（ＡＰＩ）またはその薬学的に許容可能な塩、２０
重量％～４０重量％の少なくとも１種類の低分子量親水性ポリマー、２重量％～１０重量
％の少なくとも１種類の高分子量親水性ポリマー、及び５０重量％～７０重量％の発泡系
を含む固体医薬剤形であって、前記低分子量親水性ポリマーが２５０，０００ダルトン以
下の平均分子量を有し、前記高分子量親水性ポリマーが少なくとも４００，０００の平均
分子量を有し、前記固体剤形が少なくとも１割線を含む、前記固体医薬剤形。
【請求項２】
　即時放出用に処方される、請求項１に記載の固体医薬剤形。
【請求項３】
　前記割線が機能的割線である、請求項１または請求項２に記載の固体医薬剤形。
【請求項４】
　上面または下面のいずれかに１割線を有する、請求項１～３のうちいずれか１つの記載
の固体医薬剤形。
【請求項５】
　２割線を有し、上面に第１割線及び下面に第２割線を有する、請求項１～３のうちいず
れか１つに記載の固体医薬剤形。
【請求項６】
　随意に長円形の錠剤である、請求項１～５のうちいずれか１つに記載の固体医薬剤形。
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【請求項７】
　膜被覆をさらに有する、請求項１～６のうちいずれか１つに記載の固体医薬剤形。
【請求項８】
　前記固体剤形を分割して分割された固体剤形部分を得た直後に、前記分割された固体剤
形部分が約３．０％未満の質量損失及び約１．０％以下の摩損度を有する、請求項１～７
のうちいずれか１つに記載の固体医薬剤形。
【請求項９】
　前記分割された固体剤形部分が、ＵＳＰ承認手順を使用して測定した場合に、４５分以
内でＡＰＩの少なくとも約７０％、または少なくとも約８５％のｉｎ　ｖｉｔｒｏでの溶
出速度を有する、請求項８に記載の固体医薬剤形。
【請求項１０】
　前記固体剤形またはその一部を粉砕して粒子を形成させた後、粒子の少なくとも約１０
％が約２５０マイクロメートル超の平均径を有する、請求項１～９のうちいずれか１つに
記載の固体医薬剤形。
【請求項１１】
　前記少なくとも１種類のＡＰＩがオピオイドまたはオピオイドと非オピオイド鎮痛剤の
組合せであり，前記オピオイドがオキシコドン、オキシモルフォン、ヒドロコドン、ヒド
ロモルフォン、コデイン、またはモルヒネである、請求項１～１０のうちいずれか１つに
記載の固体医薬剤形。
【請求項１２】
　前記低分子量親水性ポリマーがポリエチレンオキシド、ヒドロキシプロピルメチルセル
ロース、カルボキシメチルセルロースナトリウム、ポリエチレングリコール、ポロキサマ
ー、またはそれらの組合せである、請求項１～１１のうちいずれか１つに記載の固体医薬
剤形。
【請求項１３】
　前記高分子量親水性ポリマーがポリエチレンオキシド、ヒドロキシプロピルセルロース
、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、キサンタンガム、またはそれらの組合せである
、請求項１～１２のうちいずれか１つに記載の固体医薬剤形。
【請求項１４】
　前記発泡系が酸成分及び塩基成分を含み；前記酸成分が有機酸、無機酸、またはそれら
の組合せであり；前記塩基成分がアルカリ金属重炭酸塩、アルカリ土類金属重炭酸塩、ア
ルカリ金属炭酸塩、有機炭酸塩、またはそれらの組合せである、請求項１～１３のうちい
ずれか１つに記載の固体医薬剤形。
 
【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、２０１３年３月１５日に出願された米国特許仮出願第６１／７９２，９５１
号の利益を主張し、その内容の全体が本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　（技術分野）
　本開示は、概して、活性成分の即時放出及び乱用抑止（ａｂｕｓｅ　ｄｅｔｅｒｒｅｎ
ｔ）性を実現する割線入り固体剤形に関する。
【背景技術】
【０００３】
　処方薬（特にオピオイド）の乱用は、深刻な社会問題である。当該乱用は、医療費、職
場費用、及び刑事裁判費用の増加から、社会に莫大な経済的負担を課す。乱用抑止性を導
入することにより、オピオイド固体剤形の乱用を低下させる試みがなされてきた。１手法
は、剤形にオピオイド拮抗薬を含めることであり、オピオイド拮抗薬は、経口では活性が
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ないが、オピオイドを溶解してこれを非経口で投与しようとすると、オピオイドの鎮痛作
用を実質的に遮断する。別の手法は、ゲル形成高分子量ポリマーを含めることであり、ゲ
ル形成高分子量ポリマーは、剤形を、圧砕及び／または粉砕して粉末にしにくくする。し
かしながら、これらの高分子量ポリマーは、剤形からの活性成分の放出を遅らせ、剤形が
即時放出性の処方物に好適ではなくなる。
【０００４】
　さらに、固体剤形に割線（または２等分）を有することにより、剤形をより少量に破砕
することができ、したがって、多剤投与レジメンを評価可能にする。しかしながら、固体
剤形に乱用抑止性を組み込むこと（例えば、圧砕強度を高めることにより）は、剤形を破
砕困難にし、その結果、いかなる割線の機能をも取り除いてしまう場合がある。したがっ
て、圧砕が困難であると同時に機能的な割線を有する乱用抑止性の即時放出性固体剤形が
必要とされている。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本開示の様々な態様の中でも、少なくとも１医薬品有効成分（ＡＰＩ）またはその薬学
的に許容可能な塩、少なくとも１種類の低分子量親水性ポリマー、少なくとも１種類の高
分子量親水性ポリマー、及び発泡系（ｅｆｆｅｒｖｅｓｃｅｎｔ　ｓｙｓｔｅｍ）を含む
固体医薬剤形を提供し、固体剤形は少なくとも１割線を含む。
【０００６】
 　本開示の他の態様及びイテレーションを、より詳細に以下に記載する。
　本発明の実施形態において、例えば以下の項目が提供される。
（項目１）
　少なくとも１種類の医薬品有効成分（ＡＰＩ）またはその薬学的に許容可能な塩、少な
くとも１種類の低分子量親水性ポリマー、少なくとも１種類の高分子量親水性ポリマー、
及び発泡系を含む固体医薬剤形であって、前記固体剤形が少なくとも１割線を含む、前記
固体医薬剤形。
（項目２）
　即時放出用に処方される、項目１に記載の固体医薬剤形。
（項目３）
　前記割線が機能的割線である、項目１または項目２に記載の固体医薬剤形。
（項目４）
　上面または下面のいずれかに１割線を有する、項目１～３のうちいずれか１つの記載の
固体医薬剤形。
（項目５）
　２割線を有し、上面に第１割線及び下面に第２割線を有する、項目１～３のうちいずれ
か１つに記載の固体医薬剤形。
（項目６）
　随意に長円形の錠剤である、項目１～５のうちいずれか１つに記載の固体医薬剤形。
（項目７）
　膜被覆をさらに有する、項目１～６のうちいずれか１つに記載の固体医薬剤形。
（項目８）
　前記固体剤形を分割して分割された固体剤形部分を得た直後に、前記分割された固体剤
形部分が約３．０％未満の質量損失及び約１．０％以下の摩損度を有する、項目１～７の
うちいずれか１つに記載の固体医薬剤形。
（項目９）
　前記分割された固体剤形部分が、ＵＳＰ承認手順を使用して測定した場合に、４５分以
内でＡＰＩの少なくとも約７０％、または少なくとも約８５％のｉｎ　ｖｉｔｒｏでの溶
出速度を有する、項目８に記載の固体医薬剤形。
（項目１０）
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　前記固体剤形またはその一部を粉砕して粒子を形成させた後、粒子の少なくとも約１０
％が約２５０マイクロメートル超の平均径を有する、項目１～９のうちいずれか１つに記
載の固体医薬剤形。
（項目１１）
　前記ＡＰＩがオピオイドまたはオピオイドと非オピオイド鎮痛剤の組合せであり，前記
オピオイドがオキシコドン、オキシモルフォン、ヒドロコドン、ヒドロモルフォン、コデ
イン、またはモルヒネである、項目１～１０のうちいずれか１つに記載の固体医薬剤形。
（項目１２）
　前記低分子量親水性ポリマーが約２５０，０００ダルトン以下の平均分子量を有し；前
記低分子量親水性ポリマーがポリエチレンオキシド、ヒドロキシプロピルメチルセルロー
ス、カルボキシメチルセルロースナトリウム、ポリエチレングリコール、ポロキサマー、
またはそれらの組合せであり；かつ、前記低分子量親水性ポリマーが前記固体剤形の約５
重量％～約５０重量％の量で存在する、項目１～１１のうちいずれか１つに記載の固体医
薬剤形。
（項目１３）
　前記高分子量親水性ポリマーが少なくとも約４００，０００の平均分子量を有し；前記
高分子量親水性ポリマーがポリエチレンオキシド、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒド
ロキシプロピルメチルセルロース、キサンタンガム、またはそれらの組合せであり；かつ
、前記高分子量親水性ポリマーが前記固体剤形の約０．１重量％～約３０重量％の量で存
在する、項目１～１２のうちいずれか１つに記載の固体医薬剤形。
（項目１４）
　前記発泡系が酸成分及び塩基成分を含み；前記酸成分が有機酸、無機酸、またはそれら
の組合せであり；前記塩基成分がアルカリ金属重炭酸塩、アルカリ土類金属重炭酸塩、ア
ルカリ金属炭酸塩、有機炭酸塩、またはそれらの組合せであり；かつ、前記発泡系が前記
固体剤形の約２０重量％～約９０重量％の量で存在する、項目１～１３のうちいずれか１
つに記載の固体医薬剤形。
（項目１５）
　前記低分子量親水性ポリマーが前記固体剤形の約２０重量％～約４０重量％の量で存在
し；前記高分子量親水性ポリマーが前記固体剤形の約２重量％～約１０重量％の量で存在
し；及び前記発泡系が前記固体剤形の約５０重量％～約７０重量％の量で存在する、項目
１～１４のうちいずれか１つに記載の固体医薬剤形。
 
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１は、Ｅ型割線を有する長円形錠剤の図である。（Ａ）は正面図を示し、（Ｂ
）は側面図を示す。
【図２】図２は、Ｃ型割線を有する長円形錠剤の正面図を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本開示は、少なくとも１割線をも含む乱用抑止性を有する即時放出性固体医薬剤形を提
供する。固体剤形の全用量を所望しない場合に、割線により固体剤形の分割が可能となる
。割線は、固体剤形を最小の質量損失で等量に分割する場合に機能的であり，その際、分
割された部分は活性成分の等量を含有し、未分割（ｉｎｔａｃｔ）固体剤形の即時放出性
及び乱用抑止性を保持している。また、割線を施した、即時放出性の、乱用抑止性固体剤
形の作製方法もまた提供する。
（Ｉ）固体医薬剤形
【０００９】
　本開示の１つの態様は、少なくとも１割線をも含む、即時放出性及び乱用抑止性を有す
る固体医薬剤形を提供する。割線入り固体剤形及びその一部の特性、固体剤形の構成成分
、固体剤形の放出特性、及び固体剤形の乱用抑止性を以下に詳細に示す。
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（ａ）割線
【００１０】
　少なくとも１割線を有する固体剤形の形状は変動してもよい。例えば、固体剤形は、こ
れに限定されないが、実質的に長円形、楕円形、長方形、円盤形、円形、正方形、三角形
、または六角形であってもよい。固体剤形の形状は、固体剤形が上面及び下面を有するよ
うにする。上面及び／または下面は、実質的に平坦（平面的）であってもよい。あるいは
、上面及び／または下面は、面の中心部が面の周辺端部と比較して高くなっている点で、
凸状であってもよい。いくつかの実施形態では、固体剤形は、周方向帯（ｃｉｒｃｕｍｆ
ｅｒｅｎｔｉａｌ　ｂａｎｄ）（腹帯）を有してもよい。好適な固体用量単位（ｓｏｌｉ
ｄ　ｄｏｓａｇｅ　ｕｎｉｔ）の非限定的な例としては、錠剤、カプレット、及び丸薬が
挙げられる。例示的な実施形態では、固体剤形は錠剤である。錠剤は、これに限定されな
いが、圧縮、成形（ｃｏｍｐａｃｔｅｄ）、鋳型成形（ｍｏｌｄｅｄ）、圧迫、一体化、
層状化、多粒子化（ｍｕｌｔｉｐａｒｔｉｃｌｅ）、押出成形、未被覆、または被覆して
もよい。
【００１１】
　固体剤形での割線の種類は変動してもよい。例えば、割線は、標準的な割線（Ｅ型；図
１を参照のこと）、漸減割線（Ｃ型；図２を参照のこと）、標準的隆起割線（Ａ型）、感
圧割線（Ｇ型）、切断（ｃｕｔ　ｔｈｒｏｕｇｈ）割線（Ｄ型）、短割線（Ｂ型）、また
は部分的割線（Ｈ型）であってもよい。割線の形状は変更してもよい。例えば、割線は、
Ｖ字型の溝、Ｕ字型の溝、その組合せまたは変形であってもよい。溝の内角は、約３０°
～約１５０°であってもよい。１つの実施形態では、溝は約９０°の内角であるＶ字型で
あってもよい。溝の深さもまた、変動してもよい。様々な実施形態では、溝の深さは、固
体剤形の総厚の約２％～約３０％であってもよい。
【００１２】
　いくつかの実施形態では、固体剤形は１割線を有してもよく、割線は剤形の上面または
下面のいずれかに位置する。あるいは、固体剤形は、上面の第１割線、及び下面の第２割
線を有してもよい（図１Ｂを参照のこと）。固体剤形が単一の割線を片面または両面に有
する実施形態では、割線は、割線入り固体剤形を分割することにより２つの同サイズの固
体剤形部分（または半分）が得られるように中心に位置する。概して、割線は、固体剤形
の最短の軸と平行である。
【００１３】
　他の実施形態では、固体剤形は、上面及び／または下面に２以上の割線を有してもよい
。例えば，片面または両面が、２、３、４、５、６、７、またはそれ以上の割線を有して
もよい。固体剤形が２つの平行な割線を片面または両面に有する場合には、割線入り固体
剤形を分割することにより、３つの同サイズの固体剤形部分（または３等分）が得られる
。固体剤形が片面または両面に２つの交差した割線（ｉｎｔｅｒｓｅｃｔｉｎｇ　ｓｏｒ
ｅ）または３つの平行な割線を有する場合、割線入り固体剤形を分割することにより、４
つの同サイズの固体剤形部分（または４等分）が得られる。
【００１４】
　概して、固体剤形の割線は、機能的割線である。割線は、固体剤形が手動で（すなわち
手で）分割または機械的に（すなわち錠剤スプリッタを用いて）分割されて、最小の質量
損失で同サイズの固体剤形部分を形成する場合に、機能的である。分割された固体剤形部
分は、ほぼ同じ重量及びほぼ同じ含有量を有する（すなわち、各分割した固体剤形部分は
未分割固体剤形に存在する活性成分の同等の比率を有する）。例えば、分割された固体剤
形部分の平均重量の相対標準偏差（ＲＳＤ）は、約５％未満であってよい。概して、分割
直後の質量損失は３．０％未満である。いくつかの実施形態では、分割直後の質量損失は
、約２．８％、２．６％、２．４％、２．２％、２．０％、１．８％、１．６％、１．４
％、１．２％、１．０％、０．８％、０．６％、０．４％、０．２％、０．１％、０．０
８％、０．０６％、０．０４％、０．０２％、または０．０１％未満である。分割された
固体剤形部分は、概して、約１％未満の摩損度を有する。様々な実施形態では，分割され
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た固体剤形部分は、約０．９％、０．８％、０．７％、０．６％、０．５％、０．４％、
０．３％、０．２％、０．１％、０．０８％、０．０６％、０．０４％、０．０２％、０
．０１％、０．００５％、または０．００１％未満の摩損度を有してもよい。
【００１５】
　分割された固体剤形部分はまた、未分割固体剤形と同様の溶出プロファイル及び乱用抑
止性を呈する。Ｉｎ　ｖｉｔｒｏでの溶出は、以下の節（Ｉ）（ｃ）で詳述するように測
定されてもよい。いくつかの実施形態では、分割された固体剤形部分は、水中で、４５分
以内にＡＰＩの約５０％、５５％、６０％、６５％、７０％、７５％、８０％、８５％、
９０％、９５％、または９９％の平均放出を有してもよい。他の実施形態では、分割され
た固体剤形部分は、水中で、３０分以内にＡＰＩの約５０％、５５％、６０％、６５％、
７０％、７５％、８０％、８５％、９０％、９５％、または９９％の平均放出を有しても
よい。
【００１６】
　未分割固体剤形と同様に、分割された固体剤形部分は、圧砕、粉砕、または微粉砕して
小粒子を含む粉末を形成しにくいため、吸入剤乱用を阻止する。耐圧砕、耐粉砕、または
耐微粉砕性を決定する手段を、以下の節（Ｉ）（ｄ）に詳述する。分割された固体剤形部
分を高剪断破砕機での粉砕を６分間実施して粒子を形成する実施形態では、粒子の２０％
超、３０％超、４０％超、５０％超、６０％超，７０％超、８０％超、９０％超、または
９５％超が少なくとも約２５０マイクロメートルの平均径を有する。
【００１７】
　同様に、分割された固体剤形部分はまた、好適な溶媒の少量と接触すると、分割された
固体剤形部分またはその断片が粘着性の混合物またはゲルを形成するため、摂取（ｅｘｔ
ｒａｃｔｉｏｎ）または注射により乱用し難くする（以下の節（Ｉ）（ｄ）に詳述する）
。
（ｂ）構成成分
【００１８】
　本明細書に開示の固体医薬剤形は、少なくとも１種類の低分子量親水性ポリマー、少な
くとも１種類の高分子量親水性ポリマー、及び発泡系を含む。異なる分子径の親水性ポリ
マーの組合せ及び発泡系により、機能的な乱用抑止性の即時放出性固体医薬剤形が得られ
る。
（ｉ）親水性ポリマー
【００１９】
　本明細書に開示の固体医薬剤形は、異なる分子量の親水性ポリマーを含む。用語「親水
性ポリマー」は、水に対して親和性を有するポリマーを指し、したがって前記ポリマーは
水または水溶液に迅速に吸収及び／または溶出する。親水性ポリマーは水または水溶液に
溶解性を有する、及び／または水または水溶液に膨潤性を有してもよい。水または水溶液
で膨潤するポリマーを、ゲル化ポリマーと称してもよい。
【００２０】
　様々な親水性ポリマーが、固体医薬剤形の使用に好適である。親水性ポリマーは、天然
由来、半合成、または合成のものであってよい。いくつかの実施形態では、親水性ポリマ
ーは、ポリエチレンオキシド（ＰＥＯ）、ポリプロピレンオキシド、その組合せ、または
その共重合体等のポリアルキレンオキシドであってもよい。他の実施形態では、親水性ポ
リマーは、セルロースエーテル（ヒドロキシ基の水素原子をアルキル基で置き換えたセル
ロース誘導体）であってもよい。好適なセルロースエーテルの非限定的な例としては、ヒ
ドロキシプロピルセルロース（ＨＰＣ）、ヒドロキシプロピルメチルセルロース（ＨＰＭ
Ｃ）、カルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）、メチルセルロース、ヒドロキシエチルセ
ルロース、ヒドロキシエチルメチルセルロース等が挙げられる。さらに他の実施形態では
、親水性ポリマーは、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）（例えば、ＰＥＧ１０００、Ｐ
ＥＧ２０００、ＰＥＧ３３００、ＰＥＧ４０００、ＰＥＧ５０００、ＰＥＧ６０００、Ｐ
ＥＧ８０００、ＰＥＧ１０，０００、ＰＥＧ２０，０００、ＰＥＧ３０，０００）、その
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誘導体、その組合せ、及びその共重合体等のポリアルキレングリコールであってもよい。
さらなる実施形態では、親水性ポリマーはポロキサマーであってもよく、これは二官能性
の、エチレンオキシド及びポリプロプリレンオキシド（ｐｏｌｙｐｒｏｐｌｙｌｅｎｅ　
ｏｘｉｄｅ）のトリブロック共重合体である（商品名ＫＯＬＬＩＰＨＯＲ（商標）または
ＰＬＵＲＯＮＩＣ（登録商標）で入手可能）。入手可能なポロキサマーとしては、ポロキ
サマー１０１、１０５、１０８、１２２、１２３、１２４、１８１、１８２、１８３、１
８４、１８５、１８８、２１２、２１５、２１７、２３１、２３４、２３５、２３７、２
３８、２８２、２８４、２８８、３３１、３３３、３３４、３３５、３３８、４０１、４
０２、４０３、及び４０７が挙げられ、この際、最初の２桁を１００倍するとおよその分
子量となり、最後の桁を１０倍するとポリオキシエチレンオキシド含有量のパーセントと
なる。１つの実施形態では、親水性ポリマーはポロキサマー４０７であってもよい。さら
に他の実施形態では、親水性ポリマーは多糖類であってもよい。好適な多糖類としては、
これに限定されないが、セルロース、デンプン、ペクチン、キチン、ガム（すなわち、植
物または微生物に由来する多糖類）、その組合せ、及びその誘導体が挙げられる。好適な
ガムの非限定的な例としては、キサンタンガム、アカシアガム，デュータンガム、ゲラン
ガム、グアーガム、フェヌグリークガム、ローカストビーンガム、プルラン、ウェランガ
ム、またはその組合せが挙げられる。追加の実施形態では、親水性ポリマーは、ポリアク
リル酸、ポリアクリル酸－コ－アクリルアミド、ポリメタクリレート（ｐｏｌｙｍｅｔｈ
ａｃｒｙｌａｔｅ）、ポリヒドロキシエチルメタクリレート（ｐｏｌｙｈｙｄｒｏｘｙｅ
ｔｈｙｌ　ｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ）、その組合せ、またはその共重合体等のポリカル
ボン酸であってもよい。他の実施形態では、親水性ポリマーは、ポリエチレンイミン、ポ
リビニルアミン等のポリアミンであってもよい。さらなる実施形態では、親水性ポリマー
は、ゼラチン、アルブミン、ポリリジン、大豆タンパク質等のポリペプチドであってもよ
い。なおさらなる実施形態では、親水性ポリマーは、ポリオレフィンアルコール（ポリビ
ニルアルコール等）、またはポリビニルラクタム（例えば、ポリビニルピロリドン、ポリ
ビニルカプロラクタム（ｐｏｌｙｖｉｎｙｌ　ｃａｐｒｏｌａｃｔａｍ）等）であっても
よい。親水性ポリマーはまた、上述のいずれかの組合せまたは共重合体であってもよい。
（ｉｉ）低分子量親水性ポリマー
【００２１】
　固体医薬剤形は、少なくとも１種類の低分子量親水性ポリマーを含む。本明細書で用い
られる場合、用語「低分子量ポリマー」は、約２５０，０００Ｄａ以下の平均分子量を有
するポリマーを指す。様々な実施形態では、低分子量ポリマーの平均分子量は、約２５０
，０００～約２００，０００Ｄａ、約２００，０００～約１５０，０００Ｄａ、約１５０
，０００～約１２５，０００Ｄａ、約１２５，０００～約１００，０００Ｄａ、約１００
，０００～約７５，０００Ｄａ、約７５，０００～約５０，０００Ｄａ、約５０，０００
～約２５，０００Ｄａ、または約２５，０００～約１０００Ｄａであってよい。いくつか
の実施形態では、固体医薬剤形は、約２５０，０００Ｄａ以下の平均分子量を有する親水
性ポリマーを含んでもよい。他の実施形態では、固体医薬剤形は約２５０，０００Ｄａ以
下の平均分子量を有する親水性ポリマーを含んでもよい。さらなる実施形態では、固体医
薬剤形は約１００，０００Ｄａ以下の平均分子量を有する親水性ポリマーを含んでもよい
。さらに他の実施形態では、固体医薬剤形は約３０，０００Ｄａ以下の平均分子量を有す
る親水性ポリマーを含んでもよい。
【００２２】
　１つの実施形態では、固体医薬剤形は約２５０，０００Ｄａ以下の平均分子量を有する
１種類の親水性ポリマーを含む。別の実施形態では、固体医薬剤形は各々約２５０，００
０Ｄａ以下の平均分子量を有する２種類の親水性ポリマーを含む。なお別の実施形態では
、固体医薬剤形は各々約２５０，０００Ｄａ以下の平均分子量を有する３種類の親水性ポ
リマーを含む。さらなる実施形態では、固体医薬剤形は各々約２５０，０００Ｄａ以下の
平均分子量を有する４種類の親水性ポリマーを含む。さらに別の実施形態では、固体医薬
剤形は各々約２５０，０００Ｄａ以下の平均分子量を有する５種類の親水性ポリマーを含
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む。好適な親水性ポリマーの例は、上記節（Ｉ）（ａ）（ｉ）に詳述される。
【００２３】
　１つの実施形態では、固体医薬剤形は約１００，０００Ｄａの平均分子量、または約２
００，０００Ｄａの平均分子量を有するポリエチレンオキシドを含む。別の実施形態では
、固体医薬剤形は約１００，０００Ｄａ、約１５０，０００、または約２００，０００～
約２２０，０００Ｄａの平均分子量を有するヒドロキシプロピルメチルセルロースを含む
。さらに別の実施形態では、固体医薬剤形は、約３０，０００Ｄａの平均分子量、または
約９０，０００Ｄａの平均分子量を有するカルボキシメチルセルロース（ナトリウム）を
含む。さらなる実施形態では、固体医薬剤形は約３，３００Ｄａ、約５，０００Ｄａ、ま
たは約１０，０００Ｄａの平均分子量を有するポリエチレングリコールを含む。さらに別
の実施形態では、固体医薬剤形は約１０，０００Ｄａ以下の平均分子量を有するポロキサ
マーを含む。
【００２４】
　固体医薬剤形に存在する低分子量親水性ポリマーの量は、医薬組成物の所望される特性
、ならびに剤形に存在する他の構成成分の同一性及び量に応じて変動し得、また変動する
ものである。概して、存在する低分子量親水性ポリマーの量は、固体医薬剤形の約５％～
約５０重量％であってよい。様々な実施形態では、低分子量親水性ポリマーの量は、固体
医薬剤形の約５％～約１０％、約１０％～約１５％、約１５％～約２０％、約２０％～約
２５％、約２５％～約３０％、約３０％～約４０％、または約４０％～約５０重量％であ
ってよい。１つの実施形態では、存在する低分子量ポリマーの量は、固体医薬剤形の約１
５％～約４５重量％であってよい。例示的な実施形態では、存在する低分子量ポリマーの
量は、固体医薬剤形の約２０％～約４０重量％であってよい。
（ｉｉｉ）高分子量親水性ポリマー
【００２５】
　本明細書に開示の固体医薬剤形はまた、少なくとも１種類の高分子量親水性ポリマーを
含む。「高分子量ポリマー」は、本明細書で用いられる場合、少なくとも約４００，００
０Ｄａの平均分子量を有するポリマーを指す。概して、高分子量ポリマーの平均分子量は
約４００，０００～約１５，０００，０００Ｄａであってよい。例えば、高分子量ポリマ
ーは、約４００，０００～約６００，０００Ｄａ、約６００，０００～約８００，０００
Ｄａ、約８００，０００～１，０００，０００Ｄａ、約１，０００，０００～約４，００
０，０００Ｄａ、約４，０００，０００～約８，０００，０００Ｄａ、約８，０００，０
００～約１２，０００，０００Ｄａ、または約１２，０００，０００～約１５，０００，
０００Ｄａである平均分子量を有してもよい。いくつかの実施形態では、固体医薬剤形は
、少なくとも約４，０００，０００Ｄａの平均分子量を有する親水性ポリマーを含んでも
よい。他の実施形態では、固体医薬剤形は、少なくとも約１，０００，０００Ｄａの平均
分子量を有する親水性ポリマーを含んでもよい。さらなる実施形態では、固体医薬剤形は
、少なくとも約８００，０００Ｄａの平均分子量を有する親水性ポリマーを含んでもよい
。
【００２６】
　１つの実施形態では、固体医薬剤形は、少なくとも約４００，０００Ｄａの平均分子量
を有する１種類の親水性ポリマーを含む。別の実施形態では、固体医薬剤形は、各々少な
くとも約４００，０００Ｄａの平均分子量を有する２種類の親水性ポリマーを含む。さら
に別の実施形態では、固体医薬剤形は各々少なくとも約４００，０００Ｄａの平均分子量
を有する３種類の親水性ポリマーを含む。さらなる実施形態では、固体医薬剤形は各々少
なくとも約４００，０００Ｄａの平均分子量を有する４種類の親水性ポリマーを含む。好
適な親水性ポリマーの例は、上記節（Ｉ）（ａ）（ｉ）に詳述される。
【００２７】
　１つの実施形態では、固体医薬剤形は少なくとも約１，０００，０００Ｄａの平均分子
量を有するポリエチレンオキシドを含む。別の実施形態では、固体医薬剤形は約４，００
０，０００Ｄａの平均分子量を有するポリエチレンオキシドを含む。さらなる実施形態で
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は、固体医薬剤形は少なくとも約１，０００，０００Ｄａの平均分子量を有するキサンタ
ンガムを含む。さらに別の実施形態では、固体医薬剤形は少なくとも約８００，０００Ｄ
ａの平均分子量を有するヒドロキシプロピルセルロースを含む。
【００２８】
　固体医薬剤形に存在する高分子量親水性ポリマーの量は、医薬組成物の所望される特性
、ならびに組成物に存在する他の構成成分の同一性及び量に応じて変動し得、また変動す
るものである。概して、存在する高分子量ポリマーの量は、固体医薬剤形の約０．１％～
約３０重量％であってよい。様々な実施形態では、高分子量ポリマーの量は、固体医薬剤
形の約０．１％～約０．３％、約０．３％～約１％、約１％～約３％、約３％～約１０％
、または約１０％～約３０重量％であってよい。１つの実施形態では、存在する高分子量
親水性ポリマーの量は、固体医薬剤形の約１％～約１５重量％であってよい。例示的な実
施形態では、存在する高分子量親水性ポリマーの量は、固体医薬剤形の約２％～約１０重
量％であってよい。
（ｉｖ）発泡系
【００２９】
　本明細書に開示の固体医薬剤形はまた、発泡系を含む。本明細書で用いられる場合、「
発泡系」は、概して酸成分及び塩基成分を含む系を指し、この際、系は水溶液に接触する
と二酸化炭素を放出する。いかなる特定の理論にも拘束されるものではないが、発泡系に
より、低分子量及び高分子量親水性ポリマーの組合せを含む組成物からのＡＰＩの迅速な
溶出が促進されると考えられる。
【００３０】
　発泡系の酸成分は、有機酸、無機酸、またはそれらの組合せであってもよい。好適な酸
の非限定的な例としては、アジピン酸、アスコルビン酸、安息香酸、クエン酸、フマル酸
、グルタル酸、乳酸、ラウリン酸、リンゴ酸、マレイン酸、マロン酸、シュウ酸、フタル
酸、ソルビン酸、コハク酸、酒石酸、リン酸アンモニウム、酒石酸水素カリウム、リン酸
カリウム、リン酸二カリウム、ピロリン酸二水素二ナトリウム、酸性ピロリン酸ナトリウ
ム（ｓｏｄｉｕｍ　ａｃｉｄ　ｐｙｒｏｐｈｏｓｐｈａｔｅ）、リン酸ナトリウム、リン
酸二ナトリウム、及びそれらの組合せが挙げられる。例示的な実施形態では，発泡系の酸
成分が有機酸であってもよい。１つの例示的な実施形態では、酸成分は酒石酸であっても
よい。他の実施形態では、発泡系の酸成分は無機酸であってもよい。
【００３１】
　いくつかの実施形態では、発泡系の酸成分は、ポリアルキレングリコールまたはポロキ
サマーと共処理されてもよい。好適なポリアルキレングリコール及びポロキサマーを上記
節（Ｉ）（ａ）（ｉ）に詳述する。酸及びポリアルキレングリコール／ポロキサマーが、
様々な手段により、これに限定されないが、熱溶融造粒（ｈｏｔ　ｍｅｌｔ　ｇｒａｎｕ
ｌａｔｉｏｎ）、流動型熱溶融造粒（ｆｉｕｉｄｉｚｅｄ　ｈｏｔ　ｍｅｌｔ　ｇｒａｎ
ｕｌａｔｉｏｎ）、熱溶融混練（ｈｏｔ　ｍｅｌｔ　ｍｉｘｉｎｇ）、湿式造粒、液体噴
霧混練（ｌｉｑｕｉｄ　ｓｐｒａｙ　ｍｉｘｉｎｇ）等により、共処理されてもよい。酸
と共処理されたポリアルキレングリコール／ポロキサマーの量は、変動し得、また変動す
るものである。概して、酸とポリアルキレングリコール／ポロキサマーの重量－重量比は
、約１：０．０１～約１：０．５であってもよい。
【００３２】
　発泡系の塩基成分は、重炭酸塩、炭酸塩、またはそれらの組合せであってもよい。様々
な実施形態では、塩基は、アルカリ金属重炭酸塩（ａｌｋａｌｉ　ｍｅｔａｌ　ｂｉｃａ
ｒｂｏｎａｔｅ）、アルカリ土類金属重炭酸塩（ａｌｋａｌｉｎｅ　ｅａｒｔｈ　ｍｅｔ
ａｌ　ｂｉｃａｒｂｏｎａｔｅ）、アルカリ金属炭酸塩、有機炭酸塩、またはそれらの組
合せであってもよい。好適な塩基の非限定的な例としては、炭酸水素アンモニウム、炭酸
水素カルシウム、炭酸水素リチウム、炭酸水素マグネシウム、炭酸水素カリウム、炭酸水
素ナトリウム，炭酸アルギニン、炭酸アンモニウム、炭酸カルシウム、リジン炭酸塩、炭
酸マグネシウムカリウム、炭酸ナトリウム、グリシン炭酸ナトリウム、セスキ炭酸ナトリ
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ウム、炭酸亜鉛、及びそれらの組合せが挙げられる。例示的な実施形態では、塩基はアル
カリ金属重炭酸塩であってもよい。一例示的実施形態では、塩基は炭酸水素ナトリウムで
あってよい。別の例示的な実施形態では、塩基は加熱処理された炭酸水素ナトリウム（例
えばＥｆｆｅｒＳｏｄａ（登録商標）１２）であってもよい。
【００３３】
　発泡系での酸成分と塩基成分のモル対モル比はまた、例えば酸及び塩基の同一性に応じ
て変動してもよい。概して、発泡系での酸成分と塩基成分のモル対モル比は、約１：０．
２～約１：５であってよい。例えば、発泡系での酸成分と塩基成分のモル対モル比は、約
１：０．２、約１：０．２５、約１：０．３３、約１：０．５、約１：１、約１：２、約
１：３、約１：４、約１：５またはその間のいずれかの比であってもよい。一例示的実施
形態では、発泡系での酸成分と塩基成分のモル対モル比は、約１：１～約１：３であって
もよい。別の例示的実施形態では、発泡系での酸成分と塩基成分のモル対モル比は、約１
：２であってもよい。
【００３４】
　固体医薬剤形に存在する発泡系の量は、他の構成成分の同一性及び医薬組成物の所望さ
れる特性に応じて変動し得、また変動するものである。概して、存在する発泡系の量は、
固体医薬剤形の約２０％～約９０重量％である。様々な実施形態では、存在する発泡系の
量は、固体医薬剤形の約２０％～約３０％、約３０％～約４０％、約４０％～約５０％、
約５０％～約６０％、約６０％～約７０％、約７０％～約８０％、または約８０％～約９
０重量％であってもよい。ある実施形態では、存在する発泡系の量は、固体医薬剤形の約
４０％～約８０重量％であってもよい。一例示的実施形態では、存在する発泡系の量は、
固体医薬剤形の約５０％～約７０重量％であってもよい。
（ｖ）ＡＰＩ
【００３５】
　本明細書に開示の固体医薬剤形は少なくとも１種類のＡＰＩまたはその塩を含む。好適
なＡＰＩとしては、これに限定されないが，以下のものが挙げられる：オピオイド鎮痛剤
（例えば、アズルミン、アルフェンタニル、アロクリプトピン、アリルプロジン、アルフ
ァプロジン、アニレリジン、アポルフィン、ベンジルモルフィン、ベルベリン、ビククリ
ン、ビクシン（ｂｉｃｕｃｉｎｅ）、ベジトラミド、ブプレノルフィン、ブルボカプニン
（ｂｕｌｂｏｃａｐｒｉｎｅ）、ブトルファノール、クロニタゼン、コデイン、デソモル
ヒネ、デキストロモラミド、デゾシン、ジアンプロミド、ジアモルフォン、ジヒドロコデ
イン、ジヒドロモルヒネ、ジメノキサドール、ジメフェプタノール、ジメチルチアムブテ
ン、ジオキサフェチルブチレート、ジピパノン、エプタゾシン、エトヘプタジン、エチル
メチルチアムブテン、エチルモルヒネ、エトニタゼン、フェンタニル、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、イソメサドン、ケトベミドン、レボル
ファノール、レボフェナシルモルファン、ロフェンタニル、メペリジン、メプタジノール
、メタゾシン、メサドン、メトポン、モルヒネ、ミロフィン、ナルセイン、ニコモルヒネ
、ノルレボルファノール、ノルメサドン、ナロルフィン、ナルブフェン、ノルモルヒネ、
ノルピパノン、アヘン、オキシコドン、オキシモルフォン、パパベレタム、ペンタゾシン
、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、ピ
リトラミド、プロフェプタジン、プロメドール、プロペリジン、プロポキシフェン、スフ
ェンタニル、タペンタドール、チリジン、及びトラマドール）；非オピオイド鎮痛剤（例
えば、アセチルサリチル酸、アセトアミノフェン、パラセタモール、イブプロフェン、ケ
トプロフェン、インドメタシン、ジフルニサル（ｄｉｆｌｕｎｉｓｏｌ）、ナプロキセン
、ケトロラク、ジクロフェナク、トルメチン、スリンダク、フェナセチン、ピロキシカム
、及びメフェナム酸（ｍｅｆａｍａｎｉｃ　ａｃｉｄ））；抗炎症剤（例えば、アルクロ
メタゾン、フルオシノニド、メチルプレドニゾロン、トリアムシノロン及びデキサメタゾ
ン等のグルココルチコイド）；非ステロイド性抗炎症剤、例えばセレコキシブ、デラコキ
シブ、ケトプロフェン、ルミラコキシブ、メロキシカム、パレコキシブ、ロフェコキシブ
、及びバルデコキシブ等）；鎮咳剤（例えば、デキストロメトルファン、コデイン、ヒド
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ロコドン、カラミフェン、カルベタペンタン、及びデキストロメトルファン）；解熱剤（
例えば、アセチルサリチル酸及びアセトアミノフェン）；抗生剤（例えばアミカシン、ゲ
ンタマイシン、カナマイシン、ネオマイシン、ネチルマイシン、ストレプトマイシン、及
びトブラマイシン等のアミノグリコシド；ロラカルベフ等のカルバセフェム（ｃａｒｂｅ
ｃｅｐｈｅｍ）；エルタペネム（ｃｅｒｔａｐｅｎｅｍ），イミペネム、及びメロペネム
等のカルバペネム；セファドロキシルセファゾリン、セファレキシン、セファクロル、セ
ファマンドール、セファレキシン、セフォキシチン、セフプロジル、セフロキシム、セフ
ィキシム、セフジニル、セフジトレン、セフォペラゾン、セフォタキシム、セフポドキシ
ム、セフタジジム、セフチブテン、セフチゾキシム、及びセフトリアキソン等のセファロ
スポリン；アジスロマイシン、クラリスロマイシン、ジリスロマイシン、エリスロマイシ
ン、及びトロレアンドマイシン等のマクロライド；モノバクタム；アモキシシリン、アン
ピシリン、カルベニシリン、クロキサシリン、ジクロキサシリン、ナフシリン、オキサシ
リン、ペニシリンＧ、ペニシリンＶ、ピペラシリン、及びチカルシリン等のペニシリン；
バシトラシン、コリスチン、及びポリミキシンＢ等のポリペプチド；シプロフロキサシン
、エノキサシン、ガチフロキサシン、レボフロキサシン、ロメフロキサシン、モキシフロ
キサシン、ノルフロキサシン、オフロキサシン、及びトロバフロキサシン等のキノロン；
マフェニド、スルファセタミド、スルファメチゾール、スルファサラジン，スルフイソキ
サゾール、及びトリメトプリム－スルファメトキサゾール等のスルホンアミド；デメクロ
サイクリン、ドキシサイクリン、ミノサイクリン、及びオキシテトラサイクリン等のテト
ラサイクリン）；抗微生物剤（例えば、ケトコナゾール、アモキシシリン、セファレキシ
ン、ミコナゾール、エコナゾール、アシクロビル、及びネルフィナビル）；抗ウイルス剤
（例えば、アシクロビル、ガングシクロビル（ｇａｎｇｃｉｃｉｏｖｉｒ）、オセルタミ
ビル、及びリレンザ）；ステロイド（例えば、エストラジオール、テストステロン、コル
チゾール、アルドステロン、プレドニゾン、及びコルチゾン）；アンフェタミン刺激剤（
例えば、アンフェタミン及びアンフェタミン様薬物）；非アンフェタミン刺激剤（例えば
、メチルフェニデート、ニコチン、及びカフェイン）；緩下剤（例えば、ビサコジル、カ
サンスラノール、センナ、及びヒマシ油）；制吐剤（例えば、ドラセトロン、グラニセト
ロン、オンダンセトロン、トロピセトロン、メクリジン、及びシクリジン）；食欲抑制剤
（例えば、フェンフルラミン、デクスフェンフルラミン、マジンドール、フェンテルミン
、及びアミノレックス）；抗ヒスタミン剤（例えば、フェンカロール、セチリジン、シン
ナリジン、エタミジンドール（ｅｔｈａｍｉｄｉｎｄｏｌｅ）、アザタジン、ブロムフェ
ニラミン、ヒドロキシジン、及びクロルフェニラミン）；抗喘息剤（例えば、ジレウトン
、モンテルカスト、オマリズマブ、フルチカゾン、及びザフィルルカスト）；抗利尿剤（
例えば、デスモプレシン、バゾプレシン、及びリプレシン）；抗片頭痛剤（例えば、ナラ
トリプタン、フロバトリプタン、エレトリプタン、ジヒドロエルゴタミン、ゾルミトリプ
タン、アルモトリプタン、及びスマトリプタン）；鎮痙剤（例えば、ジサイクロミン、ヒ
オスシアミン、及びハッカ油）；抗糖尿病剤（例えば、メトホルミン（ｍｅｔｈｆｏｒｍ
ｉｎ）、アカルボース、ミグリトール、ピオグリタゾン、ロシグリタゾン、ナテグリニド
、レパグリニド、ミチグリニド、サクサグリプチン、シタグリプチン、ビルダグリプチン
、アセトヘキサミド、クロルプロパミド、グリクラジド、グリメピリド、グリピジド、グ
リブリド、トラザミド、及びトルブタミド）；呼吸器系薬（ｒｅｓｐｉｒａｔｏｒｙ　ａ
ｇｅｎｔ）（例えば、アルブテロール、エフェドリン、メタプロテレノール、及びテルブ
タリン）；交感神経様作用剤（例えば、プソイドエフェドリン、フェニレフリン、フェニ
ルプロパノールアミン、エピネフリン、ノルエピネフリン、ドーパミン、及びエフェドリ
ン）；Ｈ２遮断剤（例えば、シメチジン、ファモチジン、ニザチジン、及びラニチジン）
；抗高脂血症剤（例えば、クロフィブラート、コレスチラミン、コレスチポール、フルバ
スタチン、アトルバスタチン、ゲンフィブロジル、ロバスタチン、ナイアシン、プラバス
タチン、フェノフィブラート、コレセベラム、及びシンバスタチン）；抗高コレステロー
ル剤（例えば、ロバスタチン、シンバスタチン、プラバスタチン、フルバスタチン、アト
ルバスタチン、コレスチラミン、コレスチポール、コレセベラム、ニコチン酸、ゲムフィ
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ブロジル、及びエゼチミベ）；強心剤（例えば、ジギタリス、ユビデカレノン、及びドー
パミン）；血管拡張剤（例えば、ニトログリセリン、カプトプリル、ジヒドララジン、ジ
ルチアゼム、及び二硝酸イソソルビド）；血管収縮剤（例えば、ジヒドロエルゴトキシン
及びジヒドロエルゴタミン）；抗凝血剤（例えば、ワルファリン、ヘパリン、及び第Ｘａ
因子阻害剤）；鎮静剤（例えば、アモバルビタール、ペントバルビタール、セコバルビタ
ール、クロメチアゾール、ジフェンヒドラミン塩酸塩、及びアルプラゾラム）；催眠剤（
例えば、ザレプロン、ゾルピデム、エスゾピクロン、ゾピクロン、抱水クロラール、及び
クロメチアゾール）；抗痙攣剤（例えば、ラモトリギン（ｌａｍｉｔｒｏｇｅｎｅ）、オ
キシカルバマゼピン（ｏｘｙｃａｒｂａｍｅｚｉｎｅ）、フェニトイン、メフェニトイン
、エトスクシミド、メトスクシミド、カルバマゼピン、バルプロ酸、ガバペンチン、トピ
ラメート、フェルバメート、及びフェノバルビタール）；筋弛緩剤（例えば、バクロフェ
ン、カリソプロドール、クロルゾキサゾン、シクロベンザプリン、ダントロレンナトリウ
ム、メタキサロン、オルフェナドリン、臭化パンクロニウム、及びチザニジン）；抗精神
病剤（例えば、フェノチアジン、クロルプロマジン、フルフェナジン、ペルフェナジン、
プロクロルペラジン、チオリダジン、トリフルロペラジン、ハロペリドール、ドロペリド
ール、ピモジド、クロザピン、オランザピン、リスペリドン、クエチアピン、ジプラシド
ン、メルペロン、及びパリペリドン）；抗不安剤（ａｎｔｉａｎｘｉｏｌｉｔｉｃ　ａｇ
ｅｎｔ）（例えば、ロラゼパム、アルプラゾラム、クロナゼパム、ジアゼパム、ブスピロ
ン、メプロバメート、及びフルニトラゼパム）；抗多動作用剤（例えば、メチルフェニデ
ート、アンフェタミン、及びデキストロアンフェタミン）；血圧降下剤（例えば、α－メ
チルドーパ、クロルタリドン、レセルピン、シロシンゴピン、レシンナミン、プラゾシン
、フェントラミン、フェロジピン、プロパノロール、ピンドロール、ラベタロール、クロ
ニジン、カプトプリル、エナラプリル、及びリシノプリル（ｌｉｓｏｎｏｐｒｉｌ））；
抗新生物剤（例えば、タキソール、アクチノマイシン、ブレオマイシンＡ２、マイトマイ
シンＣ、ダウノルビシン、ドキソルビシン、エピルビシン、イダルビシン、及びミトキサ
ントロン）；睡眠剤（例えば、酒石酸ゾルピデム、エスゾピクロン、ラメルテオン、及び
ザレプロン）；精神安定剤（例えば、アルプラゾラム、クロナゼパム、ジアゼパム、フル
ニトラゼパム、ロラゼパム、トリアゾラム、クロルプロマジン、フルフェナジン、ハロペ
リドール、コハク酸ロキサピン、ペルフェナジン、プロクロルペラジン、チオチキセン、
及びトリフルオロペラジン）；充血緩和剤（例えば、エフェドリン、フェニレフリン、ナ
ファゾリン、及びテトラヒドロゾリン）；β遮断剤（例えば、レボブノロール、ピンドロ
ール、マレイン酸チモロール、ビソプロロール、カルベジロール、及びブトキサミン）；
α遮断剤（例えば、ドキサゾシン、プラゾシン、フェノキシベンザミン、フェントラミン
、タムスロシン、アルフゾシン、及びテラゾシン）；非ステロイド性ホルモン（例えば、
コルチコトロピン、バゾプレシン、オキシトシン、インスリン、オキセンドロン、甲状腺
ホルモン、及び副腎ホルモン）；勃起不全改善剤；薬草剤（例えば、甘草、アロエ、ニン
ニク、ブラッククミン、ラウオルフィア、セントジョーンズワート、及びバレリアン）；
酵素（例えば、リパーゼ、プロテアーゼ、アミラーゼ、ラクターゼ、リゾチーム、及びウ
ロキナーゼ）；液性剤（例えば、プロスタグランジン、天然の及び合成、例えば、ＰＧＥ
１、ＰＧＥ２α、ＰＧＦ２α、及びＰＧＥ１類似体ミソプロストール）；精神賦活剤（例
えば、３－（２－アミノプロピ（ａｍｉｎｏｐｒｏｐｙ））インドール及び３－（２－ア
ミノブチル）インドール）；栄養剤；必須脂肪酸；非必須脂肪酸；ビタミン；ミネラル；
ならびにこれらの組合せ。
【００３６】
　上述のＡＰＩのいずれもが、本明細書に記載の固体医薬剤形に、いずれの好適な形態で
、例えば薬学的に許容可能な塩、非荷電性または荷電性分子、分子複合体、溶媒和物また
は水和物、プロドラッグ、及び、該当する場合、異性体、光学異性体、ラセミ混合物、及
び／またはそれらの混合物等、の形態で取り込まれてもよい。さらに、ＡＰＩは、結晶、
半結晶、非晶質、または多形性形態のうちいずれかであってもよい。
【００３７】
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　１つの実施形態では、固体医薬剤形に存在するＡＰＩは、乱用の可能性を有する場合が
ある。例えば、ＡＰＩは、オピオイド鎮痛剤、興奮剤、鎮静剤、催眠剤、抗不安剤、また
は筋弛緩剤であってもよい。
【００３８】
　別の実施形態では、固体医薬剤形に存在するＡＰＩは、オピオイド鎮痛剤及び非オピオ
イド鎮痛剤の組合せであってもよい。好適なオピオイド及び非オピオイド鎮痛剤は上述に
列挙する。
【００３９】
　好ましい実施形態では、固体医薬剤形中のＡＰＩは、オピオイド鎮痛剤であってもよい
。例示的なオピオイド鎮痛剤としては、オキシコドン、オキシモルフォン、ヒドロコドン
、ヒドロモルフォン、コデイン、及びモルヒネが挙げられる。一例示的実施形態では、Ａ
ＰＩは、オキシコドン塩酸塩であってもよい。別の例示的実施形態では，ＡＰＩは、オキ
シモルフォン塩酸塩であってもよい。
【００４０】
　固体医薬剤形でのＡＰＩの量は、活性薬剤に応じて変動し得、また変動するものである
。ＡＰＩがオピオイド鎮痛剤である実施形態では、固体医薬剤形でのオピオイドの量は、
約２ｍｇ～約１６０ｍｇであってもよい。様々な実施形態では、固体医薬剤形でのオピオ
イドの量は、約２ｍｇ～約１０ｍｇ、約１０ｍｇ～約４０ｍｇ、約４０ｍｇ～約８０ｍｇ
、または約８０ｍｇ～約１６０ｍｇであってもよい。ある実施形態では、固体医薬剤形で
のオピオイドの量は、約５ｍｇ、７．５ｍｇ、１０ｍｇ、１２．５ｍｇ、１５ｍｇ、１７
．５ｍｇ、２０ｍｇ、２２．５ｍｇ、２５ｍｇ、２７．５ｍｇ、３０ｍｇ、３２．５ｍｇ
、３５ｍｇ、３７．５ｍｇ、４０ｍｇ、４５ｍｇ、５０ｍｇ、６０ｍｇ、７０ｍｇ、８０
ｍｇ、１００ｍｇ、１２０ｍｇ、１４０ｍｇ、または１６０ｍｇであってもよい。
【００４１】
　オピオイドがオキシコドン塩酸塩である実施形態では、固体医薬剤形に存在するオキシ
コドン塩酸塩の総量は、約２ｍｇ～約８０ｍｇであってもよい。ある実施形態では、固体
医薬剤形でのオキシコドン塩酸塩の量は、約２ｍｇ～約１０ｍｇ、約１０ｍｇ～約３０ｍ
ｇ、または約３０ｍｇ～約８０ｍｇであってもよい。例示的実施形態では、固体医薬剤形
に存在するオキシコドン塩酸塩の量は、約５ｍｇ、約１０ｍｇ、約１５ｍｇ、約２０ｍｇ
、約３０ｍｇ、約４０ｍｇ、約６０ｍｇ、または約８０ｍｇであってもよい。
【００４２】
　オピオイドがオキシモルフォン塩酸塩である実施形態では、固体医薬剤形に存在するオ
キシモルフォン塩酸塩の総量は、約２ｍｇ～約８０ｍｇであってもよい。ある実施形態で
は、固体医薬剤形に存在するオキシモルフォン塩酸塩の量は、約２ｍｇ～約１０ｍｇ、約
１０ｍｇ～約３０ｍｇ、または約３０ｍｇ～約８０ｍｇであってもよい。好ましい実施形
態では、固体医薬剤形に存在するオキシモルフォン塩酸塩の量は、約５ｍｇ、約１０ｍｇ
、約２０ｍｇ、約３０ｍｇ、または約４０ｍｇであってもよい。
（ｖｉ）潤滑剤
【００４３】
　本明細書に開示の固体医薬剤形はまた、潤滑剤を含んでもよい。好適な潤滑剤の非限定
的な例としては、ステアリン酸マグネシウム、ステアリン酸カルシウム、ステアリン酸亜
鉛、コロイド状二酸化ケイ素、硬化植物油、ステロテックス、モノステアリン酸ポリオキ
シエチレン（ｐｏｌｙｏｘｙｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｍｏｎｏｓｔｅａｒａｔｅ）、ポリエチ
レングリコール、フマル酸ステアリルナトリウム、安息香酸ナトリウム、ラウリル硫酸ナ
トリウム、ラウリル硫酸マグネシウム、軽油、及びそれらの組合せ等のステアリン酸金属
塩が挙げられる。例示的実施形態、潤滑剤はステアリン酸金属塩であってもよい。一例示
的実施形態では、潤滑剤はステアリン酸マグネシウムであってもよい。
【００４４】
　固体医薬剤形に存在する潤滑剤の量は、医薬組成物中の他の構成成分の同一性及び量に
応じて変動し得、また変動するものである。概して、存在する潤滑剤の量は固体医薬剤形
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の約０．１％～約３重量％であってもよい。様々な実施形態では、存在する潤滑剤の量は
、固体医薬剤形の約０．１％～約０．３％、約０．３～約１％、または約１％～約３重量
％であってもよい。例示的実施形態では、存在する潤滑剤の量は固体医薬剤形の約０．０
．１％～約２重量％であってもよい。一例示的実施形態では、存在する潤滑剤の量は固体
医薬剤形の約０．３％～約１重量％であってもよい。
（ｖｉｉ）随意の不活性成分（ｅｘｃｉｐｉｅｎｔ）
【００４５】
　様々な実施形態では、本明細書に開示の固体医薬剤形はさらに、少なくとも１種類のさ
らなる薬学的に許容可能な賦形剤を含んでいてもよい。好適な賦形剤の非限定的な例とし
ては、粘土鉱物、結合剤、充填剤、希釈剤、酸化防止剤、キレート剤、着香剤、着色剤、
矯味剤、及びそれらの組合せが挙げられる。
【００４６】
　１つの実施形態では、賦形剤は粘土鉱物であってもよい。粘土鉱物は、不溶性の小粒子
を有する水和したフィロケイ酸塩（ａｌｕｍｉｎｕｍ　ｐｈｙｌｌｏｓｉｌｉｃａｔｅ）
または水和したマグネシウムケイ酸塩（ｍａｇｎｅｓｉｕｍ　ｓｉｌｉｃａｔｅ）を指す
。粘土鉱物を好適な溶媒と混合すると、小粒子のコロイド分散が形成され、堆積物を形成
しない。好適な粘土鉱物の非限定的な例としては、タルク、ベントナイト、カオリナイト
、ノントロナイト、モンモリロナイト、パイロフィライト、サポナイト，ソーコナイト、
バーミキュライト，及びそれらの組合せが挙げられる。あるイテレーションでは、粘土鉱
物は粉末状タルクまたは微粉化タルクであってもよい。
【００４７】
　さらなる実施形態では、賦形剤は結合剤であってもよい。好適な結合剤としては、これ
に限定されないが、デンプン、α化デンプン、ゼラチン、ポリビニルピロリドン、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ナトリウム、エチルセルロース、
ポリアクリルアミド、ポリビニルオキソアゾリドン（ｐｏｌｙｖｉｎｙｌｏｘｏａｚｏｌ
ｉｄｏｎｅ）、ポリビニルアルコール、Ｃ１２－Ｃ１８脂肪酸アルコール、ポリエチレン
グリコール、ポリオール、単糖類、オリゴ糖、ポリペプチド、ペプチド、及びそれらの組
合せが挙げられる。
【００４８】
　別の実施形態では、不活性成分は充填剤であってもよい。好適な充填剤としては、炭水
化物、無機化合物、及びポリビニルピロリドンが挙げられる。様々な実施形態では、充填
剤は、硫酸カルシウム，リン酸カルシウム、ケイ酸カルシウム、結晶セルロース、デンプ
ン、加工デンプン、ラクトース、スクロース、マンニトール、ソルビトールまたはそれら
の組合せであってもよい。
【００４９】
　別の実施形態では、賦形剤は、希釈剤を含んでもよい。使用に好適な希釈剤の非限定的
な例としては、薬学的に許容可能な、スクロース、デキストロース、ラクトース、微結晶
セルロース、フルクトース、キシリトール、及びソルビトール等の単糖類；多価アルコー
ル；デンプン；予め製造された直接打錠用希釈剤（ｐｒｅ－ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｄ　
ｄｉｒｅｃｔ　ｃｏｍｐｒｅｓｓｉｏｎ　ｄｉｌｌｕｅｎｔ）；及び上述のうちいずれか
の混合物が挙げられる。
【００５０】
　さらに別の実施形態では、賦形剤は、酸化防止剤であってもよい。好適な酸化防止剤と
しては、これに限定されないが、パルミチン酸アスコルビル、ブチルヒドロキシアニソー
ル、２及び３ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシアニソールの混合物、ブチル化ヒドロキ
シトルエン、イソアスコルビン酸ナトリウム、ジヒドログアヤレチン酸（ｄｉｈｙｄｒｏ
ｇｕａｒｅｔｉｃ　ａｃｉｄ）、ソルビン酸カリウム、硫酸水素ナトリウム、メタ重硫酸
ナトリウム（ｓｏｄｉｕｍ　ｍｅｔａｂｉｓｕｌｆａｔｅ）、ソルビン酸、アスコルビン
酸カリウム、ビタミンＥ、４－クロロ－２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール（４－
ｃｈｌｏｒｏ－２，６－　ｄｉｔｅｒｔｉａｒｙｂｕｔｙｌｐｈｅｎｏｌ）、αトコフェ
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ロール、及び没食子酸プロピルが挙げられる。
【００５１】
　代替の実施形態では、賦形剤はキレート剤であってもよい。好適なキレート剤の非限定
的な例としては、エチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）及びその塩、Ｎ－（ヒドロキシ－
エチル）エチレンジアミン三酢酸、ニトリロ三酢酸（ＮＩＡ）、エチレン－ビス（オキシ
エチレン－ニトリロ）四酢酸、１，４，７，１０－テトラアザシクロド－デカン－Ｎ，Ｎ
，，Ｎ”，Ｎ’’’－四酢酸、１，４，７，１０－テトラアザ－シクロドデカン－Ｎ，Ｎ
’，Ｎ”－三酢酸、１，４，７－トリス（カルボキシメチル）－１０－（２’－ヒドロキ
シプロピル）－１，４，７，１０－テトラアゾシクロデカン（ｔｅｔｒａａｚｏｃｙｃｌ
ｏｄｅｃａｎｅ）、１，４，７－トリアザシクロナン（ｔｒｉａｚａｃｙｃｌｏｎａｎｅ
）－Ｎ，Ｎ’，Ｎ”－三酢酸、１，４，８，１１－テトラアザシクロテトラ－デカン－Ｎ
，Ｎ’，Ｎ”，Ｎ”－四酢酸；ジエチレントリアミン－五酢酸（ＤＴＰＡ）、エチレンジ
システイン、ビス（アミノエタンチオール）カルボン酸、トリエチレンテトラアミン－六
酢酸、及び１，２－ジアミノシクロヘキサン－Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－四酢酸が挙げられる
。
【００５２】
　さらなる実施形態では、賦形剤は着香剤であってもよい。着香剤は、合成香味油及び香
味芳香族（ｆｌａｖｏｒｉｎｇ　ａｒｏｍａｔｉｃ）及び／または天然油、植物、葉、花
、果実からの抽出物、及びそれらの組合せから選択されてもよい。
【００５３】
　さらに別の実施形態では、賦形剤は着色剤であってもよい。好適な着色添加物としては
、食品、医薬品及び化粧品用の色素（ＦＤ＆Ｃ）、医薬品及び化粧品用の色素（Ｄ＆Ｃ）
、または外部薬品及び化粧品用の色素（Ｅｘｔ．Ｄ＆Ｃ）が挙げられる。
【００５４】
　さらに別の実施形態では、賦形剤は、矯味剤であってもよい。矯味材料としては、セル
ロースエーテル；ポリエチレングリコール；ポリビニルアルコール；ポリビニルアルコー
ル及びポリエチレングリコール共重合体；モノグリセリドまたはトリグリセリド；アクリ
ルポリマー；アクリルポリマーとセルロースエーテルとの混合物；酢酸フタル酸セルロー
ス；ならびにそれらの組合せが挙げられる。
【００５５】
　固体医薬剤形での１以上の追加の賦形剤の量は、賦形剤の同一性と、医薬組成物中の他
の構成成分の同一性及び量に応じて変動し得、また変動するものである。
（ｖｉｉｉ）随意の膜被覆剤
【００５６】
　いくつかの実施形態では、固体医薬剤形はさらに、随意の膜被覆剤を含んでもよい。典
型的には、膜被覆剤は、少なくとも１種類の親水性ポリマーを含み、また、被覆剤は固体
医薬剤形の即時放出性または不正開封防止特性に悪影響を及ぼさない。膜被覆剤により、
湿気防止、改良された外観、増大した機械的完全性、改良された嚥下性（ｓｗａｌｌｏｗ
ａｂｉｌｉｔｙ），改良された味及び／または臭気のマスキングが得られる。
【００５７】
　膜被覆剤は、当技術分野で周知であり、例えば、商品名ＯＰＡＤＲＹ（登録商標）で市
販されている。典型的には、膜被覆剤は、少なくとも１種類の親水性ポリマー及び少なく
とも１種類の可塑剤を含む。好適なポリマーの非限定的な例としては、ヒドロキシプロピ
ルメチセルロース（ｈｙｄｒｏｘｙｐｒｏｐｙｉｍｅｔｈｙ　ｃｅｌｌｕｌｏｓｅ）、ヒ
ドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルエチルセルロース、エチルセルロース
、メチルセルロース、酢酸フタル酸セルロース、微結晶セルロース及びカラギーナン、ア
クリル系ポリマー、ポリビニルアルコール、メタクリル酸のアニオン系及びカチオン系ポ
リマー、メタクリレートの共重合体、アクリレートとメタクリレートの共重合体、エタク
リレートとメチルメタクリレートの共重合体、フタル酸酢酸ポリビニル（ｐｏｌｙｖｉｎ
ｙｌａｃｅｔａｔｅ　ｐｈｔｈａｌａｔｅ）、及びシェラックが挙げられる。好適な可塑
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剤の例としては、これに限定されないが、クエン酸トリエチル（ＴＥＣ）、クエン酸アセ
チルトリエチル（ＡＴＥＣ）、アセチルトリ－ｎ－ブチルシトレート（ＡＴＢＣ）、セバ
シン酸ジブチル、フタル酸ジエチル、及びトリアセチンが挙げられる。膜被覆剤は、随意
に、着色剤、充填剤、着香剤、矯味剤、界面活性剤、タッキング防止剤（ａｎｔｉ－ｔａ
ｃｋｉｎｇ　ａｇｅｎｔ）、及び／または消泡剤等の追加薬剤を含んでもよい。これらの
薬剤の好適な例は、当技術分野で周知であり、及び／または上記に詳述される。
（ｉｘ）例示的実施形態
【００５８】
　例示的実施形態では、固体医薬剤形は錠剤である。錠剤の質量は、約３００ｍｇ～約６
００ｍｇまたは約４００ｍｇ～約５００ｍｇであってもよい。錠剤は、約０．２インチ～
約０．４インチの幅、及び約０．４５インチ～約０．７５インチの全長であってよい。一
例示的実施形態では、錠剤は、上面に、錠剤の短軸に平行な中心に位置する単一の割線を
有する。別の例示的実施形態では、錠剤は中心に位置する割線を上面及び下面の各々に有
してもよく、各割線は錠剤の短軸に平行である。錠剤は、約２５０，０００Ｄａ以下の平
均分子量を有する、ポリエチレンオキシド、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、カル
ボキシメチルセルロースナトリウム、ポリエチレングリコール、ポロキサマー、及びそれ
らの組合せより選択される親水性ポリマーの約２０重量％～約４０重量％；少なくとも約
４００，０００Ｄａの平均分子量を有する、ポリエチレンオキシド、キサンタンガム、ヒ
ドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、及びそれらの組合
せより選択される親水性ポリマーの約２重量％～約１０重量％；酸成分及び塩基成分を含
む発泡系の約５０重量％～約７０重量％；ならびに、オキシコドン、オキシモルフォン、
ヒドロコドン、ヒドロモルフォン、コデイン、及びモルヒネより選択されるＡＰＩ、を含
んでもよい。錠剤はさらに、膜被覆剤を含んでもよい。
（ｃ）ｉｎ　ｖｉｔｒｏでの放出特性
【００５９】
　本明細書に開示の固体医薬剤形は、組成物中のＡＰＩが迅速に放出されるように処方さ
れる。したがって、組成物は即時放出性医薬組成物と称される。本明細書で用いられる場
合、「即時放出」は、概して、水中で、４５分以内に、ＡＰＩの少なくとも７０％の平均
放出を指す。多くの即時放出性組成物とは異なり、本明細書に開示の固体医薬剤形は、高
分子量及び低分子量親水性ポリマーの混合物を含む。開示の組成物は一方でまた，ＡＰＩ
の溶出と迅速な放出を促進する発泡系を含む。
【００６０】
　本明細書に開示の固体剤形からのＡＰＩのｉｎ　ｖｉｔｒｏでの溶出は、承認されたＵ
ＳＰ手順を使用して測定してもよい。例えば、溶出は、ＵＳＰ承認のＩＩ型パドル装置を
使用して、５０ｒｐｍまたは１００ｒｐｍのパドル速度で、及び３７±０．５℃の一定温
度で測定されてもよい。溶出試験は、好適な溶出媒体（例えばｐＨ１．０～６．８）の５
００ｍＬ、９００ｍＬ、または１，０００ｍＬの存在下で実施されてもよい。好適な溶出
媒体の非限定的な例としては、水、リン酸緩衝液（ｐＨ６．８）、酢酸緩衝液（ｐＨ４．
５）、及び０．１Ｎ　ＨＣｌが挙げられる。
【００６１】
　本明細書に開示の固体医薬剤形は、ＡＰＩの即時放出をもたらす。いくつかの実施形態
では、固体医薬剤形は、水中で、４５分以内にＡＰＩの約５０％、５５％、６０％、６５
％、７０％、７５％、８０％、８５％、９０％、９５％、または９９％の平均放出を有し
てもよい。他の実施形態では、固体医薬剤形は、水中で、３０分以内にＡＰＩの約５０％
、５５％、６０％、６５％、７０％、７５％、８０％、８５％、９０％、９５％、または
９９％の平均放出を有してもよい。
（ｄ）乱用抑止性
【００６２】
　本明細書に開示の固体医薬剤形はまた、乱用抑止性を有する。親水性ポリマー及び発泡
系の混合物は、固体剤形に十分な機械的完全性（すなわち、強度、硬度等）を与え、その
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結果、小粒子を含む粉末を形成する圧砕、粉砕、切断、または微粉砕し難くする。さらに
，組成物の親水性ポリマーの一部は、ゲル化ポリマーであるため、少量の好適な溶媒との
接触により、粘着性混合物またはゲルの形成が生じる。
【００６３】
　固体医薬用量（ｓｏｌｉｄ　ｄｏｓａｇｅ）の機械的完全性は、固体剤形の硬度または
圧砕強度を測定することにより評価されてもよい。固体剤形の硬度は、当技術分野で周知
の、多数の硬度試験機のうちいずれかを使用して測定してもよい。概して、固体用量組成
物（ｓｏｌｉｄ　ｄｏｓａｇｅ　ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ）は、少なくとも１０キロポン
ド（ｋｐ）の硬度または圧砕強度を有する。様々な実施形態では、固体用量組成物は、約
１０ｋｐ～約２０ｋｐ、約２０ｋｐ～約３０ｋｐ、約３０ｋｐ～約４０ｋｐ、または約４
０ｋｐ超の硬度または圧砕強度を有してもよい。ある実施形態では、固体用量組成物の硬
度または圧砕強度は、約５０ｋｐ未満である。
【００６４】
　固体剤形の機械的完全性はまた、好適な装置で、特定期間、組成物を圧砕、粉砕、また
は微粉砕後に粒径分布を測定することにより評価されてもよい。いくつかの実施形態では
、未分割固体剤形またはその一部（例えばかみそりの刃、ナイフ、ハサミ、錠剤スプリッ
タ、ハンマー、木槌，乳鉢と乳棒、プライヤ、ロッキングプライヤ、バイスグリップ、ま
たは他の一般に入手可能な器具の使用を含む手動または機械的切断手段により作製）は、
コーヒー粉砕器、香辛料粉砕器、ナッツ粉砕器、コーヒーミル、ミキサー、高剪断破砕機
、球入破砕機（ｂａｌｌ　ｍｉｌｌ）、同時製粉機（ｃｏ－ｍｉｌｌ）、錠剤圧砕機（ｐ
ｉｌｌ　ｃｒｕｓｈｅｒ）、錠剤粉砕器（ｔａｂｌｅｔ　ｇｒｉｎｄｅｒ）、または別の
粉砕／破砕装置で粉砕または破砕してもよい。　粉砕／破砕時間（すなわち，装置が積極
的に粉砕／破砕している合計時間）は変動してもよい。様々な実施形態では、粉砕／破砕
時間は、少なくとも３分、少なくとも６分、少なくとも１２分、少なくとも１５分、少な
くとも２０分、少なくとも３０分、少なくとも４５分、または少なくとも６０分であって
もよい。粉砕／破砕時間は、継続的であってよく、または断続的であってもよい。固体剤
形の粉砕／破砕直後は、微粉末は形成しない。むしろ，固体剤形の機械的完全性のため、
固体剤形またはその一部の粉砕／破砕は、複数の粒子を形成する。様々な実施形態では、
粒子の少なくとも約５％、少なくとも約１０％、少なくとも約２０％、少なくとも約３０
％、少なくとも約５０％、または少なくとも約７０％が、少なくとも約２５０マイクロメ
ートルの平均径を有する。本明細書に開示の固体医薬剤形は圧砕、粉砕または微粉砕によ
り微粉末を形成しにくいことから、前記固体医薬剤形は吸入による乱用を阻止する。
【００６５】
　さらに、本明細書に開示の固体医薬剤形は、全てが平坦化、破砕、圧砕、または微粉砕
されたかにかかわらず、少量の好適な溶媒と混合すると粘着性の混合物またはゲルを形成
する。その量は約３ｍＬ、５ｍＬ、または１０ｍＬであってもよい。好適な溶媒としては
、水，アルコール（例えばエタノール等）、酸（例えば酢酸等）、果汁飲料、及び上述の
うちいずれかの混合物が挙げられる。ゲルの粘性は、材料が注射針から引き出されるのを
妨げる。その結果、本明細書に開示の固体医薬剤形は、摂取、吸引、及び／または注射に
より乱用しにくい。
（ＩＩ）割線入り固体剤形の作製方法
【００６６】
　本開示の別の態様は、少なくとも１割線を有する固体剤形の作製方法を包含する。本方
法は、以下を含む：（ａ）少なくとも１種類の低分子量親水性ポリマー、少なくとも１種
類の高分子量親水性ポリマー、及び発泡系を含む混合物を形成すること；（ｂ）前記混合
物を、割線入り固体用量単位（ｓｏｌｉｄ　ｄｏｓａｇｅ　ｕｎｉｔ）に形成すること；
及び（ｃ）前記割線入り固体用量単位を加熱して割線入り固体剤形を形成すること。割線
入り固体剤形は随意に、膜被覆剤で被覆されてもよい。
（ａ）混合物の形成
【００６７】
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　本方法の第１段階は、固体剤形の構成成分（上記節（Ｉ）（ｂ）に詳述）を含む混合物
を形成することを含む。概して、本混合物は、少なくとも１種類のＡＰＩ、約２５０，０
００Ｄａ以下の平均分子量を有する少なくとも１種類の親水性ポリマー、少なくとも約４
００，０００Ｄａの平均分子量を有する少なくとも１種類の親水性ポリマー、酸成分及び
塩基成分を含む発泡系，ならびに潤滑剤を含む。構成成分は、任意の順序で組み合わされ
てもよく、または、様々な組合せで、共に組み合わされる前に予め混合してもよい。例え
ば、１つの実施形態では、発泡系の酸成分は、構成成分のうち他の成分と混合する前に、
ポリアルキレングリコールまたはポロキサマーで予め処理されてもよい。別の実施形態で
は、ＡＰＩは、構成成分のうち他の成分と混合する前に、その構成成分のいくつかと組み
合わせてもよい。したがって、様々な順序の混合スキームが可能である。
【００６８】
　医薬組成物の構成成分を含む混合物は、混合、ローラー混合（ｒｏｌｌｅｒ　ｍｉｘｉ
ｎｇ）、ドラム混合（ｄｒｕｍ　ｍｉｘｉｎｇ）、剪断混合、乾式混合、チョッピング（
ｃｈｏｐｐｉｎｇ）粉砕、ローラー粉砕、造粒、乾式造粒（例えば、スラッギングまたは
ローラーコンパクティング）、湿式造粒（例えば、流動造粒、高剪断造粒）、及び当技術
分野で既知の他の混合手法により形成されてもよい。
（ｂ）割線入り固体用量単位の形成
【００６９】
　本方法はさらに、段階（ａ）から得られた混合物を割線入り固体用量単位へと形成する
ことを含む。割線（１つまたは複数）を、適切なダイス及び／またはパンチを選択するこ
とにより固体用量単位に施し得る。固体用量単位の形成手段は、当技術分野に周知である
。例えば、Ｇｅｎｎａｒｏ，　Ａ．　Ｒ．，　ｅｄｉｔｏｒ．　“Ｒｅｍｉｎｇｔｏｎ：
　Ｔｈｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　＆　Ｐｒａｃｔｉｃｅ　ｏｆ　Ｐｈａｒｍａｃｙ”，　２１
ｓｔ　ｅｄ．，　Ｗｉｌｌｉａｍｓ　＆　Ｗｉｌｌｉａｍｓ，ａｎｄ　ｉｎ　ｔｈｅ　”
Ｐｈｙｓｉｃｉａｎ’ｓ　Ｄｅｓｋ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ”，　２００６，　Ｔｈｏｍｓ
ｏｎ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅを参照のこと。好適な固体用量単位は、上記節（Ｉ）（ａ）
に記載される。概して、固体剤形は経口投与用に処方される。
（ｃ）割線入り固体用量単位の加熱
【００７０】
　本方法はさらに、割線入り固体用量単位を加熱することを含む。この加熱段階は割線入
り固体剤形を乾燥及び硬化するが、その際、硬化した固体剤形は未硬化の固体剤形と比較
して特性及び特徴が改善したものであってよい。例えば、加熱段階は、固体剤形から水分
を取り除いてもよく、これにより時期尚早な発泡から発泡系を保護する。さらに、加熱段
階はポリマーの一部を可塑化してもよく、これにより耐圧砕性／耐微粉化性を向上させ、
、かつ、ＡＰＩのより迅速な放出を促進する。
【００７１】
　概して、加熱段階は、約９０℃未満の温度で生じる。様々な実施形態では、割線入り固
体用量単位は、約３０℃～約３５℃、約３５℃～約４０℃、約４０℃～約４５℃、約４５
℃～約５０℃、約５０℃～約５５℃、約５５℃～約６０℃、約６０℃～約６５℃、約６５
℃～約７０℃、約７０℃～約７５℃、約７５℃～約８０℃、約８０℃～約８５℃、または
約８５℃～約９０℃の温度で加熱されてもよい。例示的実施形態では、加熱温度は約５０
℃～約８０℃であってもよい。
【００７２】
　加熱段階の持続時間は、固体剤形の構成成分及び加熱温度に応じて変動し得、また変動
するものである。加熱段階の持続時間は、約１０分～約１０時間であってもよい。概して
、温度が高温なほど，加熱段階での持続時間は短くなる。例示的な実施形態では、錠剤は
、約６５℃～約７５℃の温度で、約１～約２時間で加熱されてもよい。
（ｄ）割線入り固体剤形の随意の被覆
【００７３】
　割線入り固体剤形は膜被覆剤で被覆されてもよい。好適な膜被覆剤は上記の節（Ｉ）（
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ｂ）（ｖｉｉｉ）に詳述される。
定義
【００７４】
　本明細書に記載の実施形態の構成成分を説明する場合，冠詞「１つの（ａ）」、「１つ
の（ａｎ）」、「その（ｔｈｅ）」及び「前記（ｓａｉｄ）」は、要素が１以上存在する
ことを意味することを意図する。用語「含むこと（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」、「含むこ
と（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」及び「有すること（ｈａｖｉｎｇ）」は、包括的であること
を意図し、また、列挙された構成成分の他にさらなる構成成分が存在することを意味する
。
【００７５】
　本明細書に記載の構成成分が不斉中心を有する場合、特定の立体化学または異性体に別
段の指定がない限り、構造の全てのキラル、ジアステレオマー、ラセミ体及び全ての幾何
異性体を意図する。
【００７６】
　本発明の説明を詳細に説明してきたが、添付の特許請求の範囲に定義された本発明の権
利範囲を逸脱しない範囲で、変更及び変形が可能であることは明らかである。
【実施例】
【００７７】
　これに限定されないが、特許権を主張する医薬組成物及び製造方法を説明するために、
以下の実施例が含まれる。
　実施例１．片面に割線を施した乱用抑止性円形錠剤
【００７８】
　表１は、この実施例で使用された即時放出性の、乱用抑止性処方物を詳述する。酒石酸
を、高剪断造粒機で混合することによりＫｏｌｌｉｐｈｏｒ　Ｐ４０７と共処理し、その
間、温度を６５℃まで上昇させた。酒石酸とＫｏｌｌｉｐｈｏｒの比率は１８．１：１．
０（ｗ／ｗ）であった。熱融解工程の終了後、ボウルを室温まで冷却し、２０メッシュの
篩網で篩過した。篩網を通過する材料を、Ｖブレンダーを使用して錠剤構成成分の他の成
分と混合した。円形錠剤は、ロータリー式錠剤機を使用して作製した。錠剤片面に割線を
有する錠剤は０．３７４０インチの直径であった。錠剤を７０～７５℃で、パンコーター
（ｐａｎ　ｃｏａｔｅｒ）で硬化させ，その後、Ｃｏｌｏｒｃｏｎ，Ｉｎｃ．より販売さ
れるＯｐａｄｒｙ被覆剤（ｃｏａｔｉｎｇ　ｍａｔｅｒｉａｌ）で被覆した。被覆前及び
被覆後の未分割錠剤の重量はそれぞれ４２５ｍｇ及び４４３ｍｇであった。
【表１】

【００７９】
　錠剤を、ＦＤＡ（Ｄｒａｆｔ　Ｇｕｉｄａｎｃｅ　ｆｏｒ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　Ｔａｂ
ｌｅｔ　Ｓｃｏｒｉｎｇ：　Ｎｏｍｅｎｃｌａｔｕｒｅ，　Ｌａｂｅｌｉｎｇ，　ａｎｄ
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　Ｄａｔａ　ｆｏｒ　Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ，　ＣＤＥＲ，　ＦＤＡ，　Ａｕｇｕｓｔ，
　２０１１）に記載のガイドライン及び基準を用いて評価した。錠剤を、手動で、または
錠剤スプリッタを使用して機械的に分割した。２０錠剤の総重量、手動で分割し除塵した
４０半錠の総重量、及び機械的に分割し除塵した４０半錠の総重量を計測することにより
、重量損失を決定した。分割後の重量損失が３．０％未満である場合は、したがって錠剤
は分割試験に合格とした。摩損度を、ＵＳＰ摩損度試験（１００回転）を用いて、手動ま
たは機械的分割された４０半錠で測定した。錠剤重量を、試験前及び試験後に測定し，摩
損度は、事前重量の損失％として表される。ＵＳＰ摩損度要件は１．０％（またはそれ以
下）である。
【００８０】
　上記の作製された円形錠剤は、手動のものは破砕しなかったが、錠剤スプリッタを使用
したものは破砕した。機械的に分割した錠剤の重量損失は０．２０％であった。機械的に
分割された錠剤の摩損度スコアは０．０６％であった。含量均一性または溶出データは、
破砕した錠剤について回収されなかった。これらのデータにより、円形の乱用抑止性オキ
シコドンＨＣｌ錠剤での割線は、上述に引用のＦＤＡガイドラインに記載の全ての基準を
満たさなかったことが示唆される。
実施例２．片面に割線を施した乱用抑止性長円形錠剤
【００８１】
　錠剤が片面に割線を施した長円形型（幅０．２５５９インチ及び全長０．５５１２イン
チ）であること以外は、実施例１に記載したように錠剤を作製した（図１Ａ及び図２を参
照のこと）。試験前に錠剤を硬化し被覆した。未分割被覆錠剤の重量は４４１ｍｇであっ
た。
【００８２】
　重量損失及び摩損度を上記の実施例１に記載のように測定した。表２は、手動で分割及
び機械的に分割された錠剤に関するデータを表す。錠剤は重量損失及び摩損度の基準を満
たした。
【表２】

【００８３】
　含量均一性は、用量単位の中でも活性成分量の均一性の程度を指す。オキシコドン塩酸
塩の量は、未分割錠剤及び分割錠剤の半分で、ＨＰＬＣ法を使用して測定された。これら
の錠剤についてのＵＳＰ規格は、１５．０以下の合格判定値（ＡＶ）である（レベル１）
。表３に示すように、錠剤はレベル１基準を満たしていた。
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【表３】

【００８４】
　未分割錠剤、手動で分割した錠剤半分、及び機械的に分割した錠剤半分を、ｉｎ　ｖｉ
ｔｒｏでのオキシコドン塩酸塩の溶出について試験を行った。溶出は、５００ｍＬ水で、
ＵＳＰのＩＩ型装置、パドルを使用して、５０ｒｐｍ、３７±０．５℃で測定した。オキ
シコドン含有量は、溶出用溶媒で４５分後に、ＨＰＬＣ法を使用して測定した。表４は溶
出データを示す。錠剤は、活性成分の少なくとも７０％が４５分以内で放出される規格基
準（レベル１）を満たした。
【表４】

【００８５】
　この実施例で作製された錠剤は、ＦＤＡガイドラインを満たし、割線がこれらの長円形
型の乱用抑止性錠剤で機能的であることが示唆された。
実施例３．両面に割線を施した乱用抑止性長円形錠剤
【００８６】
　錠剤を、表５に記載の処方を使用して作製した。酒石酸及びＫｏｌｌｉｐｈｏｒを、共
処理を行わずにそのまま使用し、構成成分を本質的には上記の実施例１に記載のように処
理した。長円形錠剤を作製し（幅０．２７６５インチ及び全長０．５８６５インチ）、上
面及び下面に割線を施した。図１Ｂを参照のこと。錠剤を２時間、７０～７５℃で硬化し
、上述のように被覆した。未分割被覆錠剤の重量は４７４ｍｇであった。
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【表５】

【００８７】
　重量を、６２未分割錠剤を計量することにより測定した。２０錠剤を、錠剤カッターを
使用して分割し（機械的分割）、各半分を計量した。２０錠剤を、手動で破砕し、それら
の重量を記録した。データの概要を表６に示す。未分割錠剤の平均重量は、４７３．７９
ｍｇであり、したがって、各半分の理論上の重量は２３６．９０ｍｇ（４７３．７９／２
＝２３６．９０）であった。手動で分割された錠剤では、平均重量は２３７．２５ｍｇで
あった。理論上のパーセントで表すと、半分の錠剤半分の平均重量は１００．１％（２３
７．２５×１００／２３６．９０＝１００．１％）であった。
【表６】

【００８８】
　重量損失及び摩損度を、上記の実施例１に記載のように測定した。表７は、手動で分割
及び機械的に分割した錠剤に関するデータを示す。
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【表７】

【００８９】
　含量均一性を、上記の実施例２に記載のように測定し、そのデータを表８に示す。錠剤
はレベル１基準を合格した。

【表８】

【００９０】
　溶出試験を、未分割、手動で分割、及び機械的に分割した錠剤で、本質的には上記の実
施例２に記載のように実施した。データを表９に示す。錠剤はレベル１基準を満たしてい
た。

【表９】

【００９１】
　この例により、割線がこの長円形型乱用抑止性錠剤で機能的であることが示された。
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