
JP 2011-524358 A 2011.9.1

10

(57)【要約】
　トリプタンおよびＮＳＡＩＤ粒子の組成物。２０００
ｎｍ未満の有効平均粒子サイズおよび表面上に吸着した
少なくとも１つの表面安定剤を有するＮＳＡＩＤ粒子。
同じ投薬強度および投薬型の非粒子状ＮＳＡＩＤでの匹
敵する薬物動態学的試験において、組成物のＮＳＡＩＤ
構成要素は、非ナノ粒子状ＮＳＡＩＤのＴｍａｘまでの
時間に比較した際、Ｔｍａｘまでのより短い時間を示す
。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）トリプタン；ならびに
　（ｂ）２０００ｎｍ未満の有効平均粒子サイズ、および表面上に吸着した少なくとも１
つの表面安定剤を有する、ＮＳＡＩＤ粒子
を含む組成物であって、
　同じ投薬強度および投薬型の非粒子状ＮＳＡＩＤでの匹敵する薬物動態学的試験におい
て、２０００ｎｍ未満の有効平均粒子サイズを有するＮＳＡＩＤが、非粒子状ＮＳＡＩＤ
のＴｍａｘまでの時間に比較した際、Ｔｍａｘまでのより短い時間を示す
前記組成物。
【請求項２】
　ＮＳＡＩＤ粒子がナプロキセンであり、そして匹敵する投薬強度のナプロキセンナトリ
ウムを用いた匹敵する薬物動態学的試験において、ナノ粒子状ナプロキセンが、ナプロキ
センナトリウムのＴｍａｘまでの時間に比較した際、Ｔｍａｘまでのより短い時間を示す
、請求項１記載の組成物。
【請求項３】
　ＮＳＡＩＤが、イブプロフェン、ナプロキセン、メロキシカム、およびケオトプロフェ
ン（ｋｅｏｔｏｐｒｏｆｅｎ）からなる群より選択される、請求項１の組成物。
【請求項４】
　摂食状態で患者に投与した際、ＮＳＡＩＤ粒子が、摂食状態で投与した同じ投薬強度の
非粒子状ＮＳＡＩＤのＴｍａｘに比較した際に、Ｔｍａｘまでより短い時間で到達する、
請求項１の組成物。
【請求項５】
　偏頭痛発作中に患者に投与した際、ＮＳＡＩＤのＴｍａｘが、偏頭痛発作外の患者に投
与した際のＮＳＡＩＤのＴｍａｘに比較した際、約１時間長い、請求項１の組成物。
【請求項６】
　偏頭痛発作中に患者に投与した際、ＮＳＡＩＤのＴｍａｘが約１．５時間であり、そし
て偏頭痛発作外の患者に投与した際、ＮＳＡＩＤのＴｍａｘが約０．５時間である、請求
項１の組成物。
【請求項７】
　偏頭痛発作中の患者に投与した際のＮＳＡＩＤの生物学的利用能が、偏頭痛発作外で投
与した際のナノ粒子状ＮＳＡＩＤの生物学的利用能の９９％、９７％、９５％、９３％、
９０％、８７％、８５％、８３％、８０％、７７％、７５％、７３％、６５％、６０％、
５５％、および５０％からなる群より選択される、請求項１の組成物。
【請求項８】
　（ｉ）トリプタンが、トリプタン層で上塗りされた不活性支持体を含むビーズ内に配合
され、そして
　（ｉｉ）ＮＳＡＩＤが、ＮＳＡＩＤ粒子層で上塗りされた不活性支持体を含むビーズ内
に配合されている
請求項１の組成物。
【請求項９】
　トリプタンのビーズが、トリプタン層に上塗りされた速度制御ポリマーをさらに含む、
請求項８の組成物。
【請求項１０】
　組成物の薬物動態学的プロフィールに、第二の薬剤濃度レベルから時間間隔が空いた第
一の薬剤濃度レベルが含まれる、請求項８の組成物。
【請求項１１】
　第一の薬剤濃度レベルがＮＳＡＩＤから生じ、そして第二の薬剤濃度レベルがトリプタ
ンから生じる、請求項１０の組成物。
【請求項１２】
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　組成物の薬物動態学的プロフィールに、多数の薬剤濃度レベルが含まれ、少なくとも１
つの薬剤濃度レベルがＮＳＡＩＤであり、そして少なくとも１つの薬剤濃度レベルがトリ
プタンである、請求項１０の組成物。
【請求項１３】
　ビーズ内に配合される請求項１の組成物であって：
　（ｉ）不活性支持体、
　（ｉｉ）不活性支持体を上塗りするトリプタン層、および
　（ｉｉ）トリプタン層を上塗りするＮＳＡＩＤ層
を含む、前記組成物。
【請求項１４】
　複数のビーズを含有する多粒子状カプセル投薬型である、請求項１３の組成物。
【請求項１５】
　第一の複数のトリプタンビーズが、第一の量の速度制御ポリマーを有し、そして第二の
複数のトリプタンビーズが、第一の量とは異なる第二の量の速度制御ポリマーを有する、
請求項９の組成物。
【請求項１６】
　組成物が、複数のトリプタンビーズおよび複数のＮＳＡＩＤビーズを含有する多粒子状
カプセル投薬型である、請求項８の組成物。
【請求項１７】
　ＮＳＡＩＤの有効平均粒子サイズが、１０００ｎｍ未満、９００ｎｍ未満、８００ｎｍ
未満、７００ｎｍ未満、６００ｎｍ未満、５００ｎｍ未満、４００ｎｍ未満、３００ｎｍ
未満、２５０ｎｍ未満、２００ｎｍ未満、１００ｎｍ未満、７５ｎｍ未満、および５０ｎ
ｍ未満からなる群より選択される、請求項１記載の組成物。
【請求項１８】
　ＮＳＡＩＤ粒子が、２０００ｎｍ、１９００ｎｍ、１８００ｎｍ、１７００ｎｍ、１６
００ｎｍ、１５００ｎｍ、１４００ｎｍ、１３００ｎｍ、１２００ｎｍ、１１００ｎｍ、
１０００ｎｍ、９００ｎｍ、８００ｎｍ、７００ｎｍ、６００ｎｍ、５００ｎｍ、４００
ｎｍ、３００ｎｍ、２５０ｎｍ、２００ｎｍ、１００ｎｍ、７５ｎｍ、および５０ｎｍ未
満のＤ９０によって特徴付けられるサイズ分布を有する、請求項１記載の組成物。
【請求項１９】
　ＮＳＡＩＤが、総組成物の約９５％～約０．１％重量の量で存在する、請求項１記載の
組成物。
【請求項２０】
　表面安定剤が、陰イオン性表面安定剤、陽イオン性表面安定剤、双性イオン性表面安定
剤、および陰イオン性表面安定剤からなる群より選択される、請求項１記載の組成物。
【請求項２１】
　ＮＳＡＩＤが、アスピリン、イブプロフェン、ジクロフェナク、ケトプロフェン、ピル
プロフェン、ナプロキセン、インドメタシン、スリンダク、トルメチン、セレコキシブ、
ロフェコキシブ、メクロフェナメート、メフェナム酸、ナムブメトン（ｎａｍｂｕｍｅｔ
ｏｎｅ）、ピロキシカム、メロキシカム、フェノプロフェン、フルルビプロフェン、オキ
サプロジン、エトドラク、トルメチン、フルルビプロフェン、スリンダクおよびケトロラ
ク、セレコキシブ、ロフェコキシブ、バルデコキシブ、パレコキシブ、ＭＫ－９６６、エ
トリコキシブ、４－［５－（４－クロロフェニル）－３－（トリフルオロメチル）－１Ｈ
－ピラゾール－１－イル］ベンゼンスルホンアミド、Ｎ－（２－シクロヘキシルオキシ－
４－ニトロフェニル）メタンスルホンアミド、メチルスルホンスピロ（２．４）ヘプト－
５－エンＩ、ＳＣ－５７６６６、セレコキシブ、ＳＣ－５５８、ＳＣ－５６０、エトドラ
ク、５，５－ジメチル－３－（３－フルオロフェニル）－４－（４－メチルスルホニル）
フェニル２（５Ｈ）－フラノン、ＭＫ－４７６、Ｌ－７４５３３７、Ｌ－７６１０６６、
Ｌ＾７６１０００、Ｌ－７４８７８０、Ｌ－７４８７３１、５－ブロモ－２－（４－フル
オロフェニル）－３－（４－（メチルスルホニル）フェニル、１－（７－ｔｅｒｔ－ブチ
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ル－２，３－ジヒドロ－３，３－ジメチルベンゾ（ｂ）フラン－５－イル）－４－シクロ
プロピルブタン－１－オン、３－ホルミルアミノ－７－メチルスルホニルアミノ－６－フ
ェノキシ－４Ｈ－１－ベンゾピラン－４－オン、ＢＦ　３８９、ＰＤ　１３６００５、Ｐ
Ｄ　１４２８９３、ＰＤ　１４５０６５、フルルビプロフェン、ニメスリド、ナブメトン
、フロスリド、ピロキシカム、ジコフェナク（ｄｉｃｏｆｅｎａｃ）、ＣＯＸ－１８９、
Ｄ　１３６７、４ニトロ２フェノキシメタンスルホンアニリド、（３ベンゾイルジフルオ
ロメタンスルホンアニリド、ジフルミドン）、ＪＴＥ－５２２、４’－アセチル－２’－
（２，４－ジフルオロフェノキシ）ｍ－エタンスルホンアニリド、ＦＫ　８６７、ＦＲ　
１１５０６８、ＧＲ　２５３０３５、ＲＷＪ　６３５５６、ＲＷＪ　２０４８５、ＺＫ　
３８９９７、（Ｅ）－（５）－（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンジ
リデン）－２－エチル－１，２－イソチアゾリジン－１，１－ジオキシド、インドメタシ
ン、ＣＬ　１００４、ＲＳ　５７０６７、ＲＳ　１０４８９４、ＳＣ　４１９３０、ＳＢ
　２０５３１２、ＳＫＢ　２０９６７０、およびＯｎｏ　１０７８からなる群より選択さ
れる、請求項１記載の組成物。
【請求項２２】
　１ヶ月あたり１～８回の間の中程度または重度の偏頭痛発作を患う患者を治療する方法
であって、請求項１の組成物を患者に投与する工程を含む、前記方法。
【請求項２３】
　１ヶ月あたり１～８回の間の中程度または重度の偏頭痛発作を患う患者であって、発作
中に胃内容うっ滞を示す前記患者を治療する方法であって、請求項１の組成物を患者に投
与する工程を含む、前記方法。
【請求項２４】
　（ａ）（ｉ）不活性支持体、および
　　　　（ｉｉ）不活性支持体を上塗りするトリプタン層
　を含む、第一の複数のビーズ；ならびに
　（ｂ）２０００ｎｍ未満の有効平均粒子サイズ、表面上に吸着した少なくとも１つの表
面安定剤を有し、そして非ナノ粒子状ＮＳＡＩＤのＴｍａｘまでの時間に比較した際、Ｔ

ｍａｘまでのより短い時間を示す、ＮＳＡＩＤ粒子を含む、第二の複数のビーズ
を含む組成物であって、
　薬物動態学的プロフィールが、トリプタンの第二のピークから時間間隔が空いたＮＳＡ
ＩＤの第一のピークを示す、前記組成物。
【請求項２５】
　キサンチエン、ベータ遮断剤、抗痙攣剤、抗ヒスタミン剤、エルゴタミン、血管収縮剤
、抗鬱剤、および制吐剤からなる群より選択される活性成分をさらに含む、請求項２４の
配合物。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　[0001]本出願は、２００８年６月１２日出願の米国仮出願第６１／０６１，０４７号お
よび２００９年２月２４日出願の米国特許出願第１２／３２９，５６６号に対して優先権
の恩典を請求する。
【０００２】
　背景
　[0002]米国において、現在、男性の６％および女性の１８％が偏頭痛を患っていると概
算されてきている。米国頭痛財団は、偏頭痛の特性を、典型的には頭の片側の疼痛、拍動
性またはズキズキする性質を有する疼痛、日常の活動に影響を及ぼす中程度から強度の疼
痛、吐き気または嘔吐、光または音に対する感受性、および視覚障害または前兆（ａｕｒ
ａ）を含むと説明する。こうした発作は４～７２時間（ときにはより長く）続きうる。現
在、偏頭痛の診断を確認する試験はない。
【０００３】
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　[0003]「胃排出遅延」または「胃不全麻痺」とも呼ばれる胃内容うっ滞は、偏頭痛患者
の間で一般的な出来事であり、そして吐き気および嘔吐によって明らかになる。極端な場
合、胃内容うっ滞は、食道炎およびマロリー・ワイス裂傷を引き起こしうる。偏頭痛患者
の間の胃内容うっ滞の結果、胃内容物の分解および吸収が遅延し、これは、こうした患者
の薬物療法管理に劇的に影響を及ぼしうる。文献において、胃内容うっ滞が、疾患の特徴
（偏頭痛発作）であるようであるのか、または急性偏頭痛発作中に誘発される事象である
ようであるのかに関して、現在、論争中である。Ｇａｓｔｒｉｃ　Ｓｔａｓｉｓ　ｉｎ　
Ｍｉｇｒａｉｎｅ：　Ｍｏｒｅ　Ｔｈａｎ　Ｊｕｓｔ　ａ　Ｐａｒｏｘｙｓｍａｌ　Ａｂ
ｎｏｒｍａｌｉｔｙ　Ｄｕｒｉｎｇ　ａ　Ｍｉｇｒａｉｎｅ　Ａｔｔａｃｋ．　Ｓ．　Ｋ
．　Ａｕｒｏｒａら；　ＨＥＡＤＡＣＨＥ，　２００６年１月－第４６巻第１号　５７－
６３ページを参照されたい。
【０００４】
　[0004]偏頭痛発作が胃運動性に対して有する影響（すなわち胃内容うっ滞）は、摂食状
態にある非偏頭痛患者に近い可能性もある。例えば、絶食状態下では、消化の活動期は、
１～２時間ごとに起こり、そして平均５～２０分間続き、この間に胃の内容物が腸に流れ
込む。摂食状態では、胃運動性は、より集中的になり、そして食事のサイズおよび内容に
応じて、連続して数時間続きうる。Ｐｅｔｅｒ　Ｉ．　Ｄ．　Ｌｅｅ　＆　Ｇｏｒｄｏｎ
　Ｌ．　Ａｍｉｄｏｎ，　Ｐｈａｒｍａｃｏｋｉｎｅｔｉｃ　Ａｎａｌｙｓｉｓ：　Ａ　
Ｐｒａｃｔｉｃａｌ　Ａｐｐｒｏａｃｈ（ＣＲＣ　Ｐｒｅｓｓ　１９９６）。したがって
、摂食状態での胃運動性は、絶食状態に比較した際、相対的により遅く、そしてより長い
。
【０００５】
　[0005]偏頭痛発作のための典型的な療法的治療はトリプタンである。トリプタンは、偏
頭痛および群発性頭痛の治療において、頓挫的薬剤として用いられているトリプタミンに
基づく薬剤ファミリーである。個々の頭痛を治療するには有効であるが、これらは予防剤
でもまたは治癒剤でもない。さらに、トリプタンは、胃内容うっ滞の増加と関連づけられ
てきている。トリプタン作用は、頭蓋血管におけるセロトニン５－ＨＴ１Ｂおよび５－Ｈ
Ｔ１Ｄ受容体へのトリプタンの結合（血管収縮を引き起こす）そしてそれに続く炎症促進
性ニューロペプチダーゼ放出の阻害に起因すると考えられる。
【０００６】
　[0006]偏頭痛発作のための別の典型的な療法的治療は、ＮＳＡＩＤである。ＮＳＡＩＤ
「非ステロイド性抗炎症薬剤（単数または複数）」は、鎮痛効果、解熱効果、そしてより
高い用量では抗炎症効果を持つ薬剤であり、疼痛、発熱、および炎症を減少させる。ＮＳ
ＡＩＤの使用に関連する主な不都合な薬剤反応は、胃腸管（ＧＩＴ）の直接および間接的
な刺激に関連する。ＮＳＡＩＤは、ＧＩＴに二重の傷害を引き起こす－酸性分子が胃粘膜
を直接刺激し；そしてＣＯＸ－１の阻害によって、保護性プロスタグランジンのレベルが
減少する。一般的な、胃腸に対する不都合な薬剤反応には、吐き気／嘔吐、ディスペプシ
ア、胃潰瘍／出血および下痢が含まれる。
【０００７】
　[0007]米国特許第６，０６０，４９９号；米国特許第５，８７２，１４５号；および米
国特許第６，３８４，０３４号は、トリプタンとＮＳＡＩＤの組み合わせを含有する多様
な投薬型を解説する。これらの特許は、ノースカロライナ州リサーチトライアングルパー
クのＧｌａｘｏＳｍｉｔｈＫｌｉｎｅによって販売される、商業的に入手可能な製品、Ｔ
ＲＥＸＩＭＥＴ（登録商標）を含む請求項を有すると、ＦＤＡオレンジブックに列挙され
る。ＴＲＥＸＩＭＥＴ（登録商標）は、スマトリプタン（例示的なトリプタン）およびナ
プロキセンナトリウム（水溶性塩型）を含有する。ＴＲＥＸＩＭＥＴ（登録商標）の添付
文書によると、スマトリプタンＴｍａｘは約１時間であり、そしてスマトリプタンの生物
学的利用能はおよそ１５％であり、これは部分的に吸収が不完全であるためである。ＴＲ
ＥＸＩＭＥＴ（登録商標）のナプロキセンナトリウム部分は、約４時間のＴｍａｘを有し
、Ｃｍａｘピークには少なくとも３６％の減少があり、生物学的利用能は９５％である。
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【０００８】
　[0008]ＴＲＥＸＩＭＥＴ（登録商標）は、上記活性成分および以下の不活性成分：クロ
スカルメロースナトリウム、デキストロース一水和物、二塩基性カルシウム、ホスフェー
ト、ＦＤ＆Ｃ青色２号、レシチン、ステアリン酸マグネシウム、マルトデキストリン、微
結晶性セルロース、ポビドン、重炭酸ナトリウム、カルボシメチルセルロース（ｃａｒｂ
ｏｓｙｍｅｔｈｙｌｃｅｌｌｕｌｏｓｅ）ナトリウム、タルクおよび二酸化チタンを含有
する経口錠剤である。
【０００９】
　[0009]偏頭痛治療のためにトリプタンおよびＮＳＡＩＤを併用する慣用的な配合物の使
用には、欠点、例えばＮＳＡＩＤ部分に関する作用開始遅延がある。これは、迅速な疼痛
軽減が望ましい急性偏頭痛を治療するためにＮＳＡＩＤを用いる場合、特に問題である。
さらに、トリプタンおよびＮＳＡＩＤを併用する慣用的配合物で、胃内容うっ滞に取り組
んできているものはない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】米国仮出願第６１／０６１，０４７号
【特許文献２】米国特許出願第１２／３２９，５６６号
【特許文献３】米国特許第６，０６０，４９９号
【特許文献４】米国特許第５，８７２，１４５号
【特許文献５】米国特許第６，３８４，０３４号
【非特許文献】
【００１１】
【非特許文献１】Ｇａｓｔｒｉｃ　Ｓｔａｓｉｓ　ｉｎ　Ｍｉｇｒａｉｎｅ：　Ｍｏｒｅ
　Ｔｈａｎ　Ｊｕｓｔ　ａ　Ｐａｒｏｘｙｓｍａｌ　Ａｂｎｏｒｍａｌｉｔｙ　Ｄｕｒｉ
ｎｇ　ａ　Ｍｉｇｒａｉｎｅ　Ａｔｔａｃｋ．　Ｓ．　Ｋ．　Ａｕｒｏｒａら；　ＨＥＡ
ＤＡＣＨＥ，　２００６年１月－第４６巻第１号　５７－６３ページ
【非特許文献２】Ｐｅｔｅｒ　Ｉ．　Ｄ．　Ｌｅｅ　＆　Ｇｏｒｄｏｎ　Ｌ．　Ａｍｉｄ
ｏｎ，　Ｐｈａｒｍａｃｏｋｉｎｅｔｉｃ　Ａｎａｌｙｓｉｓ：　Ａ　Ｐｒａｃｔｉｃａ
ｌ　Ａｐｐｒｏａｃｈ（ＣＲＣ　Ｐｒｅｓｓ　１９９６）
【発明の概要】
【００１２】
　[0012]
　[00013]トリプタンおよびＮＳＡＩＤ粒子の組成物。２０００ｎｍ未満の有効平均粒子
サイズおよび表面上に吸着した少なくとも１つの表面安定剤を有するＮＳＡＩＤ粒子。同
じ投薬強度および投薬型の非粒子状ＮＳＡＩＤでの匹敵する薬物動態学的試験において、
組成物のＮＳＡＩＤ構成要素は、非ナノ粒子状ＮＳＡＩＤのＴｍａｘまでの時間に比較し
た際、Ｔｍａｘまでのより短い時間を示す。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
　[0010]
【図１】[0011]図１は、１００ｍｇナノケトプロフェン（絶食）、１００ｍｇナノケトプ
ロフェン（摂食）、５０ｍｇナノケトプロフェン（絶食）、５０ｍｇナノケトプロフェン
（摂食）、１００ｍｇオルヂス（絶食）、および１００ｍｇオルヂス（摂食）の、時間に
渡る濃度の平均プロットである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　[0014]
　定義
　[0015]上記および本開示全体に使用するように、以下の用語は、別に示さない限り、以
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下の意味を有すると理解されるものとする。
【００１５】
　[0016]本明細書において、「約」は、一般の当業者によって理解されるであろうし、そ
して用いられる文脈に応じて、ある程度多様であろう。用いられる文脈を考慮して、一般
の当業者に明らかでない用語の使用がある場合、「約」は、特定の用語の最大プラスまた
はマイナス１０％を意味するであろう。
【００１６】
　[0017]本明細書において、用語「ナノ粒子」は、適切な方法、例えば沈降流動分画、光
子相関分光法、光散乱法、ディスク遠心分離、または当業者に知られる他の技術によって
測定した際に、ナノメートル（ｎｍ）で報告されるサイズを有する活性剤の固体粒子を指
す。ナノ粒子が組成物または配合物内に取り込まれる場合、こうした組成物または配合物
は、「ナノ粒子状」型と称されうる（例えば、ナノ粒子状ＮＳＡＩＤは、ＮＳＡＩＤがナ
ノ粒子型であることを意味する）。
【００１７】
　[0018]粒子サイズは、一般の当業者によって理解されるであろうように、数値に基づく
かまたは重量平均に基づいて決定可能である。
　[0019]所定のナノ粒子状組成物における粒子集団は、粒子サイズ分布として存在する。
粒子サイズ分布の特定の特徴は、ナノ粒子状組成物を性質決定するのに有用である。本明
細書において、粒子サイズ分布の「有効平均粒子サイズ」は、所定の粒子サイズｘに関し
て、粒子集団の５０％が、ｘ未満のサイズであり、そして粒子集団の５０％が、ｘより大
きいサイズであることを意味する。例えば、「２０００ｎｍの有効平均粒子サイズ」を有
する、ＮＳＡＩＤのナノ粒子を含む組成物は、粒子の５０％が約２０００ｎｍより小さい
サイズであり、そして粒子の５０％が２０００ｎｍより大きいサイズのものであることを
意味する。
【００１８】
　[0020]本明細書において、数字が続く用語「Ｄ」、例えばＤ５０は、ナノ粒子上組成物
中の粒子集団の５０％がそれより小さく、そして粒子集団の５０％がそれより大きい粒子
サイズである。別の例では、粒子サイズ分布のＤ９０は、粒子の９０％が、その粒子サイ
ズより下に属し、そして逆に、粒子の１０％のみが、より大きい粒子サイズのものである
、粒子サイズである。
【００１９】
　[0021]本明細書において、「安定」は、ナノ粒子またはナノ粒子状組成物を記載するよ
う用いられる場合、限定されるわけではないが、１以上の以下のパラメーターを示す：（
１）粒子が、粒子間引力、またはそうでなければ経時的な粒子サイズの有意な増加によっ
て、認識可能に凝集（ｆｌｏｃｃｕｌａｔｅ）または集塊（ａｇｇｌｏｍｅｒａｔｅ）せ
ず；（２）粒子の物理的構造が経時的に改変されず（例えば、粒子の形態が一定であり）
；そして／または（３）粒子が化学的に安定である。
【００２０】
　[0022]用語「慣用的」、「非ナノ粒子状」、または「ミクロ粒子」は、２０００ｎｍよ
り大きい粒子サイズを有する、ナノ粒子状組成物以外の組成物を指す。
　[0023]本明細書において、句「療法的有効量」は、こうした治療を必要とする被験体の
有意な数において、そのために薬剤を投与する、特定の薬理学的応答を提供する、薬剤投
薬量を意味する。特定の例において、特定の被験体に投与される薬剤の療法的有効量は、
こうした投薬量が当業者によって療法的有効量と見なされるとしても、本明細書に記載す
る状態／疾患を治療する際に常には有効でないことが強調される。
【００２１】
　[0024]用語「トリプタン」には、トリプタンの前駆体、同類物、塩、複合体、類似体、
および誘導体が含まれる。用語「ＮＳＡＩＤ」には、ＮＳＡＩＤの前駆体、同類物、塩、
複合体、類似体、および誘導体が含まれる。
【００２２】
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　[0025]トリプタン
　[0026]トリプタンは、血管の収縮を改変し、これが偏頭痛の疼痛の軽減を引き起こすと
考えられる。トリプタンは、療法的有効量で組成物中に存在する。大部分の適用は、約０
．１ｍｇ～約２００ｍｇの量、より有望には約０．５ｍｇ～約１５０ｍｇの量、そして最
も有望には約１ｍｇ～約１００ｍｇの量でのトリプタンの使用を伴うと考えられる。
【００２３】
　[0027]商業的に入手可能なトリプタンには、スマトリプタン（イミトレックス、イミグ
ラン）、リザトリプタン（マクサルト）、ナラトリプタン（アマージ、ナラミグ）、ゾル
ミトリプタン（ゾミグ）、エレトリプタン（レルパックス）、アルモトリプタン（アクサ
ート、アルモグラン）、およびフロバトリプタン（フロバ、ミガード（Ｍｉｇａｒｄ））
が含まれる。
【００２４】
　[0028]典型的なトリプタンには、スマトリプタン、リザトリプタン、ナラトリプタン、
ゾルミトリプタン、エレトリプタン、アルモトリプタン、およびフロバトリプタンが含ま
れる。トリプタン構成要素内のトリプタンは、限定されるわけではないが、結晶、非晶質
、多形体、鏡像異性体、立体異性体、および他の非結晶型を含む、適切な型で存在しても
よい。トリプタンは、元来の結晶または非結晶粉末で存在してもよいし、あるいはさらに
プロセシングされてもよい。
【００２５】
　[0029]ＮＳＡＩＤ
　[0030]米国特許第５，１４５，６８４号（「’６８４特許」）に最初に記載されたナノ
粒子状活性剤組成物は、ほとんど不溶性の療法剤または診断剤からなる粒子を含む。
【００２６】
　[0031]ＮＳＡＩＤは、疼痛および炎症の仲介因子であるプロスタグランジンの産生に関
与する酵素を阻害し、それによって、偏頭痛症状軽減の速度、有効性および期間を増進す
る。ＮＳＡＩＤは、伝統的に、穏やかから中程度の偏頭痛発作、または類似のＮＳＡＩＤ
に過去、応答性であった重度の発作の、合理的な第一治療選択であった。例えば、偏頭痛
発作の急性治療における経口ケトプロフェンの二重放出配合物の二重盲検プラセボ対照ラ
ンダム化クロスオーバー試験において、Ｄｉｂらは、二重放出配合物における経口ケトプ
ロフェン（７５ｍｇまたは１５０ｍｇ）が有効でありそしてよく許容されるオプションで
あることを示した。Ｄｉｂら，　Ｎｅｕｒｏｌｏｇｙ　２００２；５８：１６６０－１６
６５。
【００２７】
　[0032]本発明のナノ粒子状ＮＳＡＩＤは、同じ投薬強度および投薬型の商業的に入手可
能な対応物に比較した際、より迅速な疼痛軽減を提供する。本発明のＮＳＡＩＤ構成要素
は、療法的有効量の適切なＮＳＡＩＤを含有する。ＮＳＡＩＤの濃度は、約０．１ｍｇ～
約１０００ｍｇ、約１ｍｇ～約８００ｍｇ、または約１０ｍｇ～約６００ｍｇの量である
。
【００２８】
　[0033]本発明によって意図されるＮＳＡＩＤの例には、アスピリン、イブプロフェン、
ジクロフェナク、ケトプロフェン、ピルプロフェン、ナプロキセン、インドメタシン、ス
リンダク、トルメチン、セレコキシブ、ロフェコキシブ、メクロフェナメート、メフェナ
ム酸、ナムブメトン（ｎａｍｂｕｍｅｔｏｎｅ）、ピロキシカム、メロキシカム、フェノ
プロフェン、フルルビプロフェン、オキサプロジン、エトドラク、トルメチン、フルルビ
プロフェン、スリンダクおよびケトロラク、ロキソプロフェン、およびセレコキシブ、ロ
フェコキシブ、バルデコキシブ、パレコキシブ、ＭＫ－９６６、エトリコキシブからなる
群より選択されるＣＯＸ－２阻害剤、４－［５－（４－クロロフェニル）－３－（トリフ
ルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾール－１－イル］ベンゼンスルホンアミド、Ｎ－（２－シ
クロヘキシルオキシ－４－ニトロフェニル）メタンスルホンアミド、メチルスルホンスピ
ロ（２．４）ヘプト－５－エンＩ、ＳＣ－５７６６６、セレコキシブ、ＳＣ－５５８、Ｓ
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Ｃ－５６０、エトドラク、５，５－ジメチル－３－（３－フルオロフェニル）－４－（４
－メチルスルホニル）フェニル２（５Ｈ）－フラノン、ＭＫ－４７６、Ｌ－７４５３３７
、Ｌ－７６１０６６、Ｌ－７６１０００、Ｌ－７４８７８０、Ｌ－７４８７３１、５－ブ
ロモ－２－（４－フルオロフェニル）－３－（４－（メチルスルホニル）フェニル、１－
（７－ｔｅｒｔ－ブチル－２，３－ジヒドロ－３，３－ジメチルベンゾ（ｂ）フラン－５
－イル）－４－シクロプロピルブタン－１－オン、３－ホルミルアミノ－７－メチルスル
ホニルアミノ－６－フェノキシ－４Ｈ－１－ベンゾピラン－４－オン、ＢＦ　３８９、Ｐ
Ｄ　１３６００５、ＰＤ　１４２８９３、ＰＤ　１４５０６５、フルルビプロフェン、ニ
メスリド、ナブメトン、フロスリド、ピロキシカム、ジコフェナク（ｄｉｃｏｆｅｎａｃ
）、ＣＯＸ－１８９、Ｄ　１３６７、４ニトロ２フェノキシメタンスルホンアニリド、（
３ベンゾイルジフルオロメタンスルホンアニリド、ジフルミドン）、ＪＴＥ－５２２、４
’－アセチル－２’－（２，４－ジフルオロフェノキシ）ｍ－エタンスルホンアニリド、
ＦＫ　８６７、ＦＲ　１１５０６８、ＧＲ　２５３０３５、ＲＷＪ　６３５５６、ＲＷＪ
　２０４８５、ＺＫ　３８９９７、（Ｅ）－（５）－（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－
４－ヒドロキシベンジリデン）－２－エチル－１，２－イソチアゾリジン－１，１－ジオ
キシド、インドメタシン、ＣＬ　１００４、ＲＳ　５７０６７、ＲＳ　１０４８９４、Ｓ
Ｃ　４１９３０、ＳＢ　２０５３１２、ＳＫＢ　２０９６７０、およびＯｎｏ　１０７８
、その活性光学異性体、立体異性体、類似体および誘導体が含まれる。前述のＮＳＡＩＤ
の多くは、現在、個々に認可され、商業的に入手可能な消費者製品中で販売されている。
【００２９】
　[0034]「Ｎａｎｏｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　ＮＳＡＩＤ　Ｆｏｒｍｕｌａｔｉｏｎｓ」
と題される米国特許第５，５１８，７３８号；「Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｍｏｄｉｆｉｅｄ　Ｎ
ＳＡＩＤ　Ｎａｎｏｐａｒｔｉｃｌｅｓ」と題される第５，５５２，１６０号；「Ｍｉｌ
ｌｅｄ　Ｎａｐｒｏｘｅｎ　ｗｉｔｈ　Ｈｙｄｒｏｘｙｐｒｏｐｙｌ　Ｃｅｌｌｕｌｏｓ
ｅ　ａｓ　Ｄｉｓｐｅｒｓｉｏｎ　Ｓｔａｂｉｌｉｚｅｒ」と題される第５，５９１，４
５６号；「Ｉｎｊｅｃｔａｂｌｅ　Ｆｏｒｍｕｌａｔｉｏｎｓ　ｏｆ　Ｎａｎｏｐａｒｔ
ｉｃｕｌａｔｅ　Ｎａｐｒｏｘｅｎ」と題される第６，１５３，２２５号；および「Ｎｅ
ｗ　Ｓｏｌｉｄ　Ｄｏｓｅ　Ｆｏｒｍ　ｏｆ　Ｎａｎｏｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｎａｐ
ｒｏｘｅｎ」と題される第６，１６５，５０６号；ならびに国際公報ＷＯ　１９９８／３
５６６６は、適切なＮＳＡＩＤ組成物を例示する。これらの内容は、各々、本明細書に援
用される。
【００３０】
　[0035]本発明の態様において、ＮＳＡＩＤはナプロキセンである。ナプロキセンは、鎮
痛および解熱特性を示す、プロピオン酸誘導体（（Ｓ）－６－メトキシ－メチル－２－ナ
フタレン酢酸）である。ナプロキセンは、しばしば、関節リウマチ、変形性関節症（関節
炎の最も一般的な型）、若年性関節炎、強直性脊椎炎（脊椎関節炎）、腱炎、滑液包炎、
および急性痛風に関連する炎症、腫脹、硬直、および関節疼痛を軽減するのに用いられる
。さらに、ナプロキセンを用いて、月経期間に関連する疼痛、偏頭痛、および他のタイプ
の穏やかから中程度の疼痛を治療する。送達特性および送達型は、例えば、すべてその全
体が本明細書に特に援用される、米国特許第３，９０４，６８２号；第４，００９，１９
７号；第４，７８０，３２０号；第４，８８８，１７８号；第４，９１９，９３９号；第
４，９４０，５８８号；第４，９５２，４０２号；第５，２００，１９３号；第５，３５
４，５５６号；第５，４６２，７４７号；および第５，４８０，６５０号に開示される。
【００３１】
　[0036]商業的に入手可能なナプロキセンは、１日２～４回投与される。抗炎症または鎮
痛効果には、３０～９０μｇ／ｍｌの血漿ナプロキセン濃度が必要であると報告されてい
る。６０人の分娩後の女性において、３０～７０μｇ／ｍｌの間の血漿ナプロキセンレベ
ルを生じるのに十分な用量のナプロキセンを経口投与した０．５～６時間後に、疼痛強度
の減少が示された。Ｓｅｖｅｌｉｕｓ，　Ｈ．ら，　Ｂｒ．　Ｊ．　Ｃｌｉｎ．　Ｐｈａ
ｒｍａｃｏｌ．　１０，　ｐｐ．２５９－２６３（１９８０）。２４人の関節リウマチ患
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者からの証拠によって、臨床応答が、約５０μｇ／ｍｌより高い血漿ナプロキセンレベル
で生じることが示唆された。Ｄａｙ，　Ｒ．　Ｏ．ら，　Ｃｌｉｎ．　Ｐｈａｒｍａｃｏ
ｌ，　Ｔｈｅｒ．　３１，　ｐｐ．７３３－７４０（１９８２）。したがって、吸収速度
が鎮痛活性の開始に影響を及ぼしうる一方、鎮痛を維持するには、該薬剤の連続血漿レベ
ルが重要であるようである。本発明は、吸収速度の改善を提供し、Ｔｍａｘまでの時間が
より短くなることを可能にして、こうして鎮痛のより迅速な開始を提供する。
【００３２】
　[0037]別の態様において、ＮＳＡＩＤはメロキシカムである。メロキシカムはオキシカ
ム誘導体であり、４－ヒドロキシ－２－メチル－Ｎ－（５－メチル－２－チアゾリル）－
２－Ｈ－１，２－ベンゾチアジン－３－カルボキサミド１，１－ジオキシドとしても知ら
れ、ＮＳＡＩＤのエノール酸群のメンバーである。メロキシカムは、水に実質的に不溶性
であり、強酸および強塩基中ではより高い溶解度が観察される。メタノールには非常にわ
ずかしか可溶性でない。Ｔｈｅ　Ｐｈｙｓｉｃｉａｎｓ’　Ｄｅｓｋ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃ
ｅ，　第５６版，　ｐｐ．１０５４。ナノ粒子状メロキシカムの適切な配合物は、本明細
書にその内容が援用される米国公報出願２００４０２２９０３８に記載される。
【００３３】
　[0038]メロキシカムは、抗炎症、鎮痛、および解熱活性を示す。他のＮＳＡＩＤ同様、
メロキシカムの主な作用機構は、プロスタグランジン合成減少を生じるシクロオキシゲナ
ーゼ（ＣＯＸ）酵素系の阻害を通じる。Ｔｈｅ　Ｐｈｙｓｉｃｉａｎｓ’　Ｄｅｓｋ　Ｒ
ｅｆｅｒｅｎｃｅ，　第５６版，　ｐｐ．１０５４（２００２）を参照されたい。メロキ
シカムは、ＣＯＸ－２を選択的に阻害し、したがって出血、胸焼け、逆流、下痢、吐き気
、および腹痛などの胃腸の問題を引き起こすことがより少ないため、伝統的な非選択的Ｎ
ＳＡＩＤより勝る。単回商業的３０ｍｇ経口用量の生物学的利用能は、３０ｍｇ静脈内ボ
ーラス注射に比較した際、８９％である。メロキシカムの単回静脈内用量の薬物動態学は
、５～６０ｍｇの範囲で用量比例的である。Ｔｈｅ　Ｐｈｙｓｉｃｉａｎｓ’　Ｄｅｓｋ
　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ，　第５６版，　ｐｐ．１０５４（２００２）を参照されたい。
【００３４】
　[0039]さらに別の態様において、ＮＳＡＩＤは、実施例９により詳細に論じられるケト
プロフェンである。
　[0040]ＮＳＡＩＤ構成要素を作製する方法
　[0041]配合物のＮＳＡＩＤ構成要素を調製する方法を開示する。ＮＳＡＩＤナノ粒子状
組成物は、ＮＳＡＩＤを製粉してナノ粒子状分散物を得ることによって調製され、製粉工
程は、粒子がほとんど不溶性である液体分散媒体中に粒子を分散させ、その後、活性成分
の粒子サイズを所望の有効平均粒子サイズに減少させる粉砕媒体の存在下で、機械的手段
を適用する工程を含む。例えば、ナプロキセンの場合、分散媒体は、例えば、水、ベニバ
ナ油、エタノール、ｔ－ブタノール、グリセリン、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）、
ヘキサン、またはグリコールであってもよい。好ましい分散媒体は、水である。少なくと
も１つの表面安定剤の存在下で、ナプロキセン粒子のサイズをさらに減少させることも可
能である。
【００３５】
　[0042]あるいは、摩耗後に、ＮＳＡＩＤ粒子を、１以上の表面安定剤と接触させてもよ
い。サイズ減少プロセス中、ナプロキセン／表面安定剤組成物に、希釈剤などの他の化合
物を添加してもよい。連続して、またはバッチ様式で、分散物を製造してもよい。
【００３６】
　[0043]所望のＮＳＡＩＤナノ粒子状組成物を形成する別の方法は、マイクロ沈降による
。これは、いかなる微量毒性溶媒または可溶化重金属不純物も含まずに、１以上の表面安
定剤および１以上のコロイド安定性増進性表面活性剤の存在下で、ほとんど不溶性である
活性剤の安定分散物を調製する方法である。こうした方法は、例えば：（１）適切な溶媒
中に選択したＮＳＡＩＤを溶解し；（２）工程（１）由来の配合物を、少なくとも１つの
表面安定剤を含む溶液に添加し；そして（３）適切な非溶媒を用いて、工程（２）由来の
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配合物を沈降させる工程を含む。該方法には、慣用的手段による分散物の透析またはディ
アフィルトレーションおよび濃縮によって、存在するとすれば、いかなる形成された塩も
除去する工程が続いてもよい。
【００３７】
　[0044]本発明のナノ粒子状組成物を調製する別の方法は、ホモジナイズプロセスを使用
することによる。活性剤ナノ粒子状組成物を調製する、例示的なホモジナイズ法は、「Ｐ
ｒｏｃｅｓｓ　ｏｆ　Ｐｒｅｐａｒｉｎｇ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔ
ｉｏｎｓ　Ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ　Ｎａｎｏｐａｒｔｉｃｌｅｓ」に関する米国特許第５
，５１０，１１８号に記載される。こうした方法は、液体分散媒体中に、例えばナプロキ
セン粒子を分散させ、その後、分散物をホモジナイズに供して、粒子を減少させる工程を
含む。
【００３８】
　[0045]上述の技術の任意の１つによって製造されるＮＳＡＩＤ粒子の集団は、多様なサ
イズのＮＳＡＩＤ粒子の分布を生じる。粒子サイズ分布の特定の特徴は、ナノ粒子状組成
物を性質決定するのに有用である。１つの態様において、ＮＳＡＩＤの有効平均粒子サイ
ズは、当該技術分野に知られる適切な方法によって測定した際、１５００ｎｍ、１４００
ｎｍ、１３００ｎｍ、１２００ｎｍ、１１００ｎｍ、１０００ｎｍ、９００ｎｍ、約８０
０ｎｍ、７００ｎｍ、６００ｎｍ、５００ｎｍ、４００ｎｍ、３００ｎｍ、２５０ｎｍ、
２００ｎｍ、１５０ｎｍ、１００ｎｍ、７５ｎｍ、または５０ｎｍ未満である。別の態様
において、ＮＳＡＩＤ粒子サイズ分布は、２０００ｎｍ、１９００ｎｍ、１８００ｎｍ、
１７００ｎｍ、１６００ｎｍ、１５００ｎｍ、１４００ｎｍ、１３００ｎｍ、１２００ｎ
ｍ、１１００ｎｍ、１０００ｎｍ、９００ｎｍ、８００ｎｍ、７００ｎｍ、６００ｎｍ、
５００ｎｍ、４００ｎｍ、３００ｎｍ、２５０ｎｍ、２００ｎｍ、１００ｎｍ、７５ｎｍ
、および５０ｎｍ未満のＤ９０によって特徴付けられる。
【００３９】
　[0046]表面剤安定剤
　[0047]用いる表面修飾剤は、特に、ナノ粒子分散物を作製する製粉プロセス中、および
投薬型が患者に消費された後のＮＳＡＩＤナノ粒子の集塊を防止可能なものでなくてはな
らない。投薬型が患者に消費された後、表面安定剤は、投薬型がＧＩ管中で溶解するにつ
れて、ＮＳＡＩＤ粒子がともに凝集することを防止しなければならない。
【００４０】
　[0048]例示的な表面修飾剤には、ゼラチン、カゼイン、レシチン、アラビアゴム、コレ
ステロール、トラガカント、ステアリン酸、塩化ベンザルコニウム、ステアリン酸カルシ
ウム、モノステアリン酸グリセリル、セトステアリルアルコール、セトマクロゴール乳化
ワックス、ソルビタンエステル、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチ
レン・ヒマシ油誘導体、ポリオキシエチレン・ソルビタン脂肪酸エステル、ポリエチレン
グリコール、ステアリン酸ポリオキシエチレン、コロイド状二酸化ケイ素、ホスフェート
、ドデシル硫酸ナトリウム、カルボキシメチルセルロースカルシウム、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、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、フタル酸ヒドロキシプロピルメチルセルロース、非晶質セルロース、
ケイ酸マグネシウムアルミニウム、トリエタノールアミン、ポリビニルアルコール、ポリ
ビニルピロリドン、酸化エチレン－酸化プロピレンブロックコポリマー（例えばポロキサ
マー）、ジオクチルスルホスクシネート、ラウリル硫酸ナトリウム、デキストラン、酸化
エチレンおよびホルムアルデヒドを伴う４－（１，１，３，３－テトラメチルブチル）－
フェノールポリマー、ポロキサミン、アルキルアリールポリエーテルスルホネート、ステ
アリン酸スクロースおよびジステアリン酸スクロースの混合物、ｐ－イソノニルフェノキ
シポリ－（グリシドール）、グルカミド、グルコプラノシド（ｇｌｕｃｏｐｕｒａｎｏｓ
ｉｄｅｓ）、マルトシド、グルコシド、ＰＥＧ－リン脂質、ＰＥＧ－コレステロール、Ｐ
ＥＧ－コレステロール誘導体、ＰＥＧ－ビタミンＡ、ＰＥＧ－ビタミンＥ、リゾチーム、
ビニルピロリドンおよび酢酸ビニルのランダムコポリマー、ポリマー、バイオポリマー、
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多糖、セルロース誘導体、アルギネート、リン脂質、双性イオン性安定化剤、ピリジナム
（ｐｙｒｉｄｉｎｕｍ）化合物、オキソニウム化合物、ハロニウム化合物、陽イオン性有
機金属化合物、四級リン化合物、アニリニウム化合物、アンモニウム化合物、キトサン、
ポリリジン、ポリビニルイミダゾール、ポリブレン、ポリメチルメタクリレートトリメチ
ルアンモニウムブロミドブロミド（ＰＭＭＴＭＡＢｒ）、ヘキシルデシルトリメチルアン
モニウムブロミド（ＨＤＭＡＢ）、ポリビニルピロリドン－２－ジメチルアミノエチルメ
タクリレートジメチルサルフェート、陽イオン性脂質、スルホニウム、ホスホニウム、コ
リンエステル、塩化ステアラルコニウム化合物、臭化または塩化セチルピリジニウム、四
級化ポリオキシエチルアルキルアミンのハロゲン化物塩、アルキルピリジニウム塩、アミ
ン、アミン塩、イミドアゾリニウム塩、プロトン化四級アクリルアミド、メチル化四級ポ
リマー、陽イオン性グアー、およびカルボニウム化合物が含まれる。
【００４１】
　[0049]表面修飾剤がアンモニウム化合物である態様において、修飾剤は、一級アンモニ
ウム化合物、二級アンモニウム化合物、三級アンモニウム化合物、または四級アンモニウ
ム化合物であってもよい。四級アンモニウム化合物は、式、ＮＲ～Ｒ～Ｒ～Ｒ４（＋）の
１つであってもよく、式中：
　[0050]Ｒ１～Ｒ４のいずれもＣＨ３ではないか；
　[0051]Ｒ１～Ｒ４の１つがＣＨ３であるか；
　[0052]Ｒ１～Ｒ４の３つがＣＨ３であるか；
　[0053]Ｒ１～Ｒ４のすべてがＣＨ３であるか；
　[0054]Ｒ１～Ｒ４の２つがＣＨ３であり、Ｒ１～Ｒ４の１つがＣ６Ｈ５ＣＨ２であり、
そしてＲ１～Ｒ４の１つが炭素原子７個以下のアルキル鎖であるか；
　[0055]Ｒ１～Ｒ４の２つがＣＨ３であり、Ｒ１～Ｒ４の１つがＣ６Ｈ５ＣＨ２であり、
そしてＲ１～Ｒ４の１つが炭素原子１９個以上のアルキル鎖であるか；
　[0056]Ｒ１～Ｒ４の２つがＣＨ３であり、そしてＲ１～Ｒ４の１つがＣ６Ｈ５（ＣＨ２

）ｎ基であり、式中、ｎ＞１であるか；
　[0057]Ｒ１～Ｒ４の２つがＣＨ３であり、Ｒ１～Ｒ４の１つがＣ６Ｈ５ＣＨ２であり、
そしてＲ１～Ｒ４の１つが少なくとも１つのヘテロ原子を含むか；
　[0058]Ｒ１～Ｒ４の２つがＣＨ３であり、Ｒ１～Ｒ４の１つがＣ６Ｈ５ＣＨ２であり、
そしてＲ１～Ｒ４の１つが少なくとも１つのハロゲンを含むか；
　[0059]Ｒ１～Ｒ４の２つがＣＨ３であり、Ｒ１～Ｒ４の１つがＣ６Ｈ５ＣＨ２であり、
そしてＲ１～Ｒ４の１つが少なくとも１つの環状フラグメントを含むか；
　[0060]Ｒ１～Ｒ４の２つがＣＨ３であり、そしてＲ１～Ｒ４の１つがフェニル環である
か；または
　[0061]Ｒ１～Ｒ４の２つがＣＨ３であり、そしてＲ１～Ｒ４の２つが純粋な脂肪族フラ
グメントである。
【００４２】
　[0062]さらなる例示的な表面修飾剤には、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム
、塩化セチルピリジニウム、塩化ベンズトリモニウム、塩化ラウラルコニウム、塩化セタ
ルコニウム、臭化セトリモニウム、塩化セトリモニウム、セチルアミンヒドロフルオリド
、塩化クロラリルメテナミン（Ｑｕａｔｅｍｉｕｍ－１５）、塩化ジステアリルジモニウ
ム（Ｑｕａｔｅｒｎｉｕｍ－５）、塩化ドデシルジメチルエチルベンジルアンモニウム（
Ｑｕａｔｅｍｉｕｍ－１４）、Ｑｕａｔｅｒｎｉｕｍ－２２、Ｑｕａｔｅｒｎｉｕｍ－２
６、Ｑｕａｔｅｒｎｉｕｍ－１８ヘクトライト、ジメチルアミノエチルクロリド塩酸塩、
塩酸システイン、ジエタノールアンモニウムＰＯＥ（１０）オレチルエーテルホスフェー
ト、ジエタノールアンモニウムＰＯＥ（３）オレイルエーテルホスフェート、獣脂塩化ア
ルコニウム、ジメチルジオクタデシルアンモニウムベントナイト、塩化ステアラルコニウ
ム、臭化ドミフェン、安息香酸デナトニウム、塩化ミリスタルコニウム、塩化ラウルトリ
モニウム、エチレンジアミン二塩酸塩、塩酸グアニジン、ピリドキシンＨＣｌ、イオフェ
タミン塩酸塩、メグルミン塩酸塩、塩化メチルベンゼトニウム、臭化ミルトリモニウム、
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塩化オレイルトリモニウム、ポリクォーターニウム－１、塩酸プロカイン、ココベタイン
、ステアラルコニウムベントナイト、ステアラルコニウムヘクトナイト、ステアリルトリ
ヒドロキシエチルプロピレンジアミン・ジヒドロフルオリド、獣脂塩化トリモニウム、お
よび臭化ヘキサデシルトリメチルアンモニウムが含まれる。
【００４３】
　[0063]表面修飾剤は商業的に入手可能であり、そして／または当該技術分野で知られる
技術によって調製可能である。これらの表面修飾剤の大部分は既知の薬学的賦形剤であり
、そして米国薬剤師会および英国薬剤師会によって合同で出版された、Ｈａｎｄｂｏｏｋ
　ｏｆ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｅｘｃｉｐｉｅｎｔｓ（Ｔｈｅ　Ｐｈａｒｍａ
ｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｐｒｅｓｓ、２０００）に詳細に記載されている。
【００４４】
　[0064]ナノ粒子内のＮＳＡＩＤおよび表面修飾剤の相対量は非常に多様でありうる。個
々の構成要素の最適な量は、例えば、選択した特定のＮＳＡＩＤ、親水性親油性バランス
（ＨＬＢ）、融点、および修飾剤の水溶液の表面張力に応じうる。ナノ粒子内のＮＳＡＩ
Ｄの濃度は、他の賦形剤を含まず、ＮＳＡＩＤおよび表面修飾剤を合わせた総乾燥重量に
基づいて、約９９．５％～約０．００１％、約９５％～約０．１％、または約９０％～約
０．５％で多様でありうる。表面修飾剤の濃度は、他の賦形剤を含まず、ＮＳＡＩＤおよ
び表面修飾剤を合わせた総乾燥重量に基づいて、重量にして、約０．５％～約９９．９９
９％、約５．０％～約９９．９％、または約１０％～約９９．５％で多様でありうる。
【００４５】
　[0065]薬物動体学的特性
　[0066]１つの態様において、本発明の配合物のＮＳＡＩＤ構成要素の生物学的利用能は
、Ｔｍａｘなどの薬物動態学的パラメーターの優れた提示（すなわち最大濃度に到達する
までの時間がより短い）および／またはＮＳＡＩＤの摂食／絶食吸収可変性の排除によっ
て改善される。
【００４６】
　[0067]ナノ粒子状ＮＳＡＩＤは、同じ投薬量強度および投薬型で投与された際の同じ非
粒子状ＮＳＡＩＤのＴｍａｘの９０％、８０％、７０％、６０％、５０％、３０％、２５
％、２０％、１５％、１０％、または５％以下であるＴｍａｘを示しうる。
【００４７】
　[0068]例えば、例示的なナノ粒子状ナプロキセン配合物は、同じ投薬型の非ナノ粒子状
ナプロキセンに比較した際、ほぼ半分の時間でＴｍａｘに到達する。同様に、１００ｍｇ
および５０ｍｇナノ粒子状ケトプロフェン配合物に関してＴｍａｘに到達するまでの時間
は、非ナノ粒子状商業的対応物、オルヂス（登録商標）に比較した際、約５０％速い。
【００４８】
　[0069]予期せぬことに、ナノ粒子状ＮＳＡＩＤは、同じＮＳＡＩＤの異なる型と比較し
た際、Ｔｍａｘまでのより短い時間を示すことが見出されさえした。例えば、ナノ粒子状
ナプロキセンは、相対的に同じ投薬強度で投与される商業的に入手可能なナプロキセンナ
トリウム（ナプロキセンの非常に可溶性である型）配合物に比較した際、Ｔｍａｘまでの
より短い時間を示した。
【００４９】
　[0070]本発明のＮＳＡＩＤ構成要素はまた、絶食条件下で、組成物投与後、同じ状態で
投与された非ナノ粒子状ＮＳＡＩＤに関して観察されるものよりも、より短いＴｍａｘを
示す。他の態様において、ナノ粒子状ＮＳＡＩＤは、同じ状態で投与された非ナノ粒子状
ＮＳＡＩＤに関して観察されるものより、１２０分、１１０分、１００分、９０分、８０
分、７０分、６０分、５０分、４０分、３０分、２０分、１５分、および１０分短いＴｍ
ａｘを示す。
【００５０】
　[0071]偏頭痛の一般的な副作用は吐き気であることが知られる。その結果、患者の疼痛
を軽減する活性剤の吸収は、患者の胃内容物に依存してはならない。さらに別の態様にお
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いて、ＮＳＡＩＤナノ粒子は、絶食状態に対して摂食状態において、患者に投与された際
、吸収量または吸収速度に実質的な相違を持たない。したがって、食物の影響を排除する
と、偏頭痛患者の患者コンプライアンスが増加しうる。
【００５１】
　[0072]絶食状態に対して摂食状態で投与された際のＮＳＡＩＤのＡＵＣまたはＣｍａｘ
の相違は、約６０％、約５５％、約５０％、約４５％、約４０％、約３５％、約３０％、
約２５％、約２０％、約１５％、約１０％、約５％、または約３％未満である。１つの態
様において、摂食状態で投与されたナノ粒子状ＮＳＡＩＤは、絶食状態のナノ粒子状ＮＳ
ＡＩＤの投与と生物学的に同等である。米国食品医薬品局の指針のもとでは、２つの産物
または方法は、ＡＵＣおよびＣｍａｘに関する９０％信頼区間が、０．８０～１．２５の
間である場合、生物学的に同等である。欧州医薬品庁（ＥＭＥＡ）の指針のもとでは、Ａ
ＵＣに関する９０％信頼区間が、０．８０～１．２５の間であり、そしてＣｍａｘに関す
る９０％信頼区間が、０．７０～１．４３の間である場合、２つの産物または方法は生物
学的に同等である。
【００５２】
　[0073]偏頭痛発作中に患者に投与された際のナノ粒子状ＮＳＡＩＤの相対的生物学的利
用能は、偏頭痛発作外でナノ粒子状ＮＳＡＩＤが投与された際に比較して、ほぼ同じであ
った。他の態様において、偏頭痛発作中に患者に投与された際のナノ粒子状ＮＳＡＩＤの
相対的生物学的利用能は、偏頭痛発作外で投与されたナノ粒子状ＮＳＡＩＤの生物学的利
用能の９９％、９７％、９５％、９３％、９０％、８７％、８５％、８３％、８０％、７
７％、７５％、７３％、６５％、６０％、５５％、および５０％であった。
【００５３】
　[0074]さらに別の態様において、投薬型投与後、約５分以内に、ナノ粒子状ＮＳＡＩＤ
の少なくとも約２０％、約３０％、または約４０％が溶解し、そして生物学的に利用可能
になる。他の態様において、投与後、約１０～２０分以内に、ナノ粒子状ＮＳＡＩＤの少
なくとも約４０％、約５０％、約６０％、約７０％、または約８０％が溶解する。溶解は
、好ましくは、組成物のｉｎ　ｖｉｖｏ溶解を予測する媒体、例えば０．０２５Ｍラウリ
ル硫酸ナトリウムを含有する水性媒体中で測定される。溶解する量の決定を、分光光度法
によって実行してもよい。また、回転ブレード法（欧州薬局方）を用いて溶解を測定して
もよい。
【００５４】
　[0075]ナノ粒子を含有する配合物を被験体に投与する際、その中のナノ粒子は、ｉｎ　
ｖｉｖｏで再分散可能である。本発明の態様において、被験体への投与後、粒子の有効平
均粒子サイズは、適切な方法、例えば光散乱法および顕微鏡によって測定した際、好まし
くは約１５００ｎｍ未満であるように、再分散する。
【００５５】
　[0076]本発明の多様な他の態様において、再分散ナノ粒子は、１５００ｎｍ、１４００
ｎｍ、１３００ｎｍ、１２００ｎｍ、１１００ｎｍ、１０００ｎｍ、９００ｎｍ、８００
ｎｍ、７００ｎｍ、６００ｎｍ、５００ｎｍ、４００ｎｍ、３００ｎｍ、２５０ｎｍ、２
００ｎｍ、１５０ｎｍ、１００ｎｍ、７５ｎｍ、または５０ｎｍ未満の有効平均粒子サイ
ズを有する。本発明の別の側面において、配合物内のナノ粒子は、最終配合物内に取り込
まれる前に、元来作製されたのと同じ粒子サイズに再分散する。
【００５６】
　[0077]配合物が上記特性を示すかどうかは、配合物が生物学的に適切な水性媒体中でこ
の特性を示すかどうかによって立証されうる。こうした生物学的に適切な水性媒体は、ヒ
ト体内で見られる生理学的条件を代表するイオン強度およびｐＨを示す任意の水性媒体で
あってもよい。こうした媒体は、所望のｐＨおよびイオン強度を示す、例えば、任意の塩
、酸、または塩基、あるいはその組み合わせの水性溶液の水性電解質溶液であってもよい
。生物学的に適切なｐＨは、当該技術分野に周知である。例えば、胃において、ｐＨはわ
すかに２未満（しかし典型的には１より大きい）から最大４または５の範囲である。小腸
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において、ｐＨは４～６の範囲でありうる。結腸において、ｐＨは６～８の範囲でありう
る。生物学的に適切なイオン強度もまた、当該技術分野に周知である。絶食状態胃液は、
約０．１Ｍのイオン強度を有する一方、絶食状態腸液は、約０．１４Ｍのイオン強度を有
する。適切なｐＨおよびイオン強度値は、酸、塩基、塩等の多くの組み合わせを通じて得
られうる。
【００５７】
　[0078]ＮＳＡＩＤおよびトリプタンを含む配合物を作製する方法
　[0079]多様な方法によって、ナノ粒子状ＮＳＡＩＤおよびトリプタンを含む本発明の組
成物を作製してもよい。こうした方法の例には、製粉、ホモジナイズ、沈降、凍結、テン
プレートエマルジョン技術、または任意のその組み合わせが含まれる。
【００５８】
　[0080]上記湿潤製粉技術によって調製された場合、ナノ粒子状ＮＳＡＩＤは、プロセス
における１つの工程で、表面上に吸着された表面安定剤を有するナノ粒子の水性分散物で
ある。分散物を流動床スプレードライヤー顆粒化装置を介して、スプレー乾燥させて、顆
粒にしてもよい。顆粒化を他の慣用的な賦形剤と組み合わせて、そして加圧してミニ錠剤
またはペレットにしてもよい。あるいは、ナノ粒子分散物を、ノンパレイユ糖球体などの
不活性支持体上にスプレーコーティングして、ビーズを形成してもよい。
【００５９】
　[0081]１つの態様において、配合物のトリプタン構成要素は、即時放出ビーズの形であ
る。「即時放出」によって、投与後、ビーズがビーズの溶解に際して、即時、トリプタン
を放出することを意味する。例えば、即時放出ビーズにおいて、ナノ粒子状ＮＳＡＩＤを
不活性支持体上にスプレーコーティングして、ビーズを形成し、そしてトリプタンもまた
、即時放出ビーズ内に配合する。
【００６０】
　[0082]ナノ粒子状ＮＳＡＩＤビーズ集団およびトリプタンビーズ集団をカプセル内に入
れ、こうして生じる投薬型は、当該技術分野において、多粒子状投薬型と呼ばれる。ある
いは、トリプタンをビーズ内に配合し、そしてナノ粒子状ＮＳＡＩＤをトリプタンビーズ
上にスプレーコーティングして、二重薬剤多層ビーズを形成する。これらの二重薬剤多層
ビーズの単一集団を、患者に投与するためにカプセル内に入れてもよい。ＮＳＡＩＤおよ
びトリプタン構成要素の所望のサイズ、強度および放出速度にしたがって設計可能な、ナ
ノ粒子状ＮＳＡＩＤおよびトリプタンの多様な設計がある。
【００６１】
　[0083]例えば、１つの態様において、トリプタン構成要素は、修飾放出ビーズの形であ
る。「修飾放出」によって、ビーズが、即時放出でないトリプタンの放出を可能にするこ
とを意味する。
【００６２】
　[0084]１つの例示的な修飾放出は徐放である。「徐放」によって、薬剤、例えばトリプ
タンの放出が、特定の期間に渡って特定の放出速度が達成される、特定の放出プロフィー
ルによって特徴付けられることを意味する。異なる期間で、多様な異なる放出速度を達成
してもよい。１つの態様にしたがって、トリプタンの放出は、トリプタンビーズを徐放ポ
リマーでコーティングすることによって、またはトリプタンを修飾放出マトリックス内に
配合することによって、達成される。
【００６３】
　[0085]例示的な徐放ポリマーには、酢酸フタル酸セルロース、セルロースアセテートト
リマレテート（ｔｒｉｍａｌｅｔａｔｅ）、フタル酸ヒドロキシプロピルメチルセルロー
ス、酢酸フタル酸ポリビニル、アンモニオメタクリレートコポリマー、例えば商標Ｅｕｄ
ｒａｇｉｔ（登録商標）ＲＳおよびＲＬのもとに販売されているもの、ポリアクリル酸お
よびポリアクリレートおよびメタクリレートコポリマー、例えば商標Ｅｕｄｒａｇｉｔ（
登録商標）ＳおよびＬのもとに販売されているもの、ポリビニルアセタールジエチルアミ
ノアセテート、酢酸コハク酸ヒドロキシプロピルメチルセルロース、およびセラック；ヒ
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ドロゲルおよびゲル形成性物質、例えばカルボキシビニルポリマー、アルギン酸ナトリウ
ム、ナトリウムカルメロース、カルシウムカルメロース、カルボキシメチルデンプンナト
リウム、ポリビニルアルコール、ヒドロキシエチルセルロース、メチルセルロース、ゼラ
チン、デンプン、ならびに水の吸着およびポリマーマトリックスの拡大を促進するように
、架橋の度合いが低い、セルロースに基づく架橋ポリマー、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（ＨＰＭＣ）、ポリビニルピロリドン、架橋デ
ンプン、微結晶性セルロース、キチン、アミノアクリル－メタクリレートコポリマー（Ｅ
ｕｄｒａｇｉｔ（登録商標）ＲＳ－ＰＭ、Ｒｏｈｍ　＆　Ｈａａｓ）、プルラン、コラー
ゲン、カゼイン、寒天、アラビアゴム、カルボキシメチルセルロースナトリウム、（膨張
性親水性ポリマー）ポリ（ヒドロキシアルキルメタクリレート）、ポリビニルピロリドン
、陰イオン性および陽イオン性ヒドロゲル、低アセテート残渣（ｒｅｓｉｄｕａｌ）を有
するポリビニルアルコール、寒天およびカルボキシメチルセルロースの膨張性混合物、無
水マレイン酸およびスチレン、エチレン、プロピレンまたはイソブチレンのコポリマー、
ペクチン（分子量約３０ｋ～３００ｋ）、寒天、アラビアゴム、カラヤ、トラガカント、
アルギンおよびグアーなどの多糖、ポリアクリルアミド、ＡｑｕａＫｅｅｐ（登録商標）
アクリレートポリマー、ポリグルカンのジエステル、架橋ポリビニルアルコールおよびポ
リＮ－ビニル－２－ピロリドン、デンプングリコール酸ナトリウム；親水性ポリマー、例
えば多糖、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またはカルシウム
、ニトロセルロース、カルボキシメチルセルロース、セルロースエーテル、ポリエチレン
オキシド（例えばＰｏｌｙｏｘ（登録商標）、Ｕｎｉｏｎ　Ｃａｒｂｉｄｅ）、メチルエ
チルセルロース、エチルヒドロキシエチルセルロース、酢酸セルロース、酪酸セルロース
、プロピオン酸セルロース、ゼラチン、コラーゲン、デンプン、マルトデキストリン、プ
ルラン、ポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコール、酢酸ポリビニル、グリセロール
脂肪酸エステル、ポリアクリルアミド、ポリアクリル酸、メタクリル酸のコポリマーまた
はメタクリル酸（例えばＥｕｄｒａｇｉｔ（登録商標）、Ｒｏｈｍ　ａｎｄ　Ｈａａｓ）
、他のアクリル酸誘導体、ソルビタンエステル、天然ゴム、レシチン、ペクチン、アルギ
ネート、アルギン酸アンモニア、アルギン酸ナトリウム、アルギン酸カルシウム、アルギ
ン酸カリウム、アルギン酸プロピレングリコール、寒天、ならびにアラビアゴム、カラヤ
、ローカストビーン、トラガカント、カラギーン、グアー、キサンタン、スクレログルカ
ン（ｓｃｌｅｒｏｇｌｕｃａｎ）などのゴム、ならびにその混合物およびブレンドが含ま
れる。
【００６４】
　[0086]トリプタンが徐放マトリックス中に配合される態様において、例示的なマトリッ
クス物質には：ｉｎ　ｖｉｔｒｏまたはｉｎ　ｖｉｖｏで、分散した関心対象の化合物の
放出を修飾することが可能な、親水性ポリマー、疎水性ポリマーおよびその混合物が含ま
れる。本発明の実施に適した修飾放出マトリックス物質には、限定されるわけではないが
、微結晶性セルロース、カルボキシメチルセルロースナトリウム、ヒドロキシプロピルメ
チルセルロース（ＨＰＭＣ）およびヒドロキシプロピルセルロースなどのヒドロキシアル
キルセルロース、ポリエチレンオキシド、メチルセルロースおよびエチルセルロースなど
のアルキルセルロース、ポリエチレングリコール、ポリビニルピロリドン、酢酸セルロー
ス、酢酸酪酸セルロース、酢酸フタル酸セルロース、セルロースアセテートトリメリテー
ト、ポリ酢酸フタル酸ビニル、ポリアルキルメタクリレート、ポリ酢酸ビニル、ならびに
その混合物が含まれる。
【００６５】
　[0087]別の例示的な修飾放出は、遅延放出である。「遅延放出」によって、化合物が、
トリプタンが放出されない遅延期間の後に放出されることを意味する。
　[0088]例えば、構成要素の１つの放出を遅延させることが望ましい場合、溶腸コーティ
ングを用いてもよい。溶腸コーティングは、ｐＨ感受性ポリマーを含む。典型的には、こ
れらのポリマーはカルボキシル化され、そして低いｐＨでは水とほとんど相互作用しない
。しかし、高いｐＨでは、ポリマーがイオン化し、これによってポリマーの膨潤または溶
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解が引き起こされる。したがって、こうしたコーティングは、胃の酸性環境において損な
われないままであり、そして次いで、腸のよりアルカリ性の環境において溶解されること
も可能である。
【００６６】
　[0089]コーティングまたはマトリックス物質の量を変化させることによって、例えば、
粒子により厚いコーティングを適用することによって、あるいはコーティングまたはマト
リックス物質の成分を調節することによって、本発明の薬剤構成要素、例えばトリプタン
構成要素の徐放配合物の速度およびタイミングを調節することも可能である。
【００６７】
　[0090]上記投薬型を組み合わせて、より大きい固体投薬型、例えば錠剤、カプセル、ロ
ゼンジ等を形成してもよい。１つの態様において、トリプタンおよびＮＳＡＩＤはともに
同時パッキングされる。同時パッキングは、患者が、１つの錠剤／カプセル中で、そして
トリプタンの療法用量と同じ容器中で、ＮＳＡＩＤの療法用量を投与されるように、同じ
パッケージング容器（例えばブリスターパック）内にパッケージングされた投薬型を有す
ることを指す。
【００６８】
　[0091]他の成分
　[0092]ＮＳＡＩＤおよびトリプタン構成要素に加えて、本発明は、最終配合物中に、ナ
ノ粒子または非ナノ粒子型いずれかの他の補助的活性成分の取り込みを含む。こうした適
切な活性成分の例には、ＳＳＲＩ、例えばフルボキサミン、セルタリン（ｓｅｒｔａｌｉ
ｎｅ）、フルオキセチン；　ＭＯＡ阻害剤、例えばフレンフルラミン（ｆｌｅｎｆｌｕｒ
ａｍｉｎｅ）；抗ヒスタミン剤、例えばシメタジン（ｃｉｍｅｔａｄｉｎｅ）またはラニ
チジン；ベータ遮断剤、例えばプロプラノロール；制吐剤、例えばメトクロプラミド、グ
ラニセトロンおよびオンダンセトロン、抗痙攣剤、例えばガパペンチン（ｇａｐａｐｅｎ
ｔｉｎ）；オピエート、例えばヒドロコドンおよびコデイン、あるいは偏頭痛またはその
症状を管理する際に一般的に用いられる薬剤の他のカテゴリー、例えば、ニトログリセリ
ン、ニモジピン、レセルピン、カルシウムチャネル遮断剤、カフェイン、エルゴタミンま
たはその組み合わせが含まれる。
【００６９】
　[0093]本発明の配合物はまた、１以上の結合剤、充填剤、潤滑剤、懸濁剤、甘味料、フ
レーバー剤、保存剤、緩衝剤、湿潤剤、崩壊剤、発泡剤、抗接着剤、および他の賦形剤も
含んでもよい。こうした賦形剤が当該技術分野に知られる。ナノ粒子を含む粒子の使用を
伴う本発明の態様において、これらの賦形剤は、粒子内に存在してもよい。
【００７０】
　[0094]さらに、他の不活性成分には、結合剤、充填剤、潤滑剤、甘味料、希釈剤、崩壊
剤、保存剤、ならびに一般の当業者に一般的に知られ、そして好まれる、任意の他の成分
が含まれてもよい。
【００７１】
　[0095]結合剤の例には、ヒドロキシプロピルメチルセルロース（ＨＰＭＣ）が含まれる
。
　[0096]充填剤の例は、ラクトース一水和物、無水ラクトース、および多様なデンプンで
ある。
【００７２】
　[0097]結合剤の例は、多様なセルロースおよび架橋ポリビニルピロリドン、微結晶性セ
ルロース、例えばＡｖｉｃｅｌ（登録商標）ＰＨ１０１およびＡｖｉｃｅｌ（登録商標）
ＰＨ１０２、微結晶性セルロース、およびケイ化微結晶性セルロース（ＰｒｏＳｏｌｖ　
ＳＭＣＣＴＭ）である。
【００７３】
　[0098]圧縮しようとする粉末の流動性に作用する剤を含めた、適切な潤滑剤は、Ａｅｒ
ｏｓｉｌ（登録商標）２００などのコロイド状二酸化ケイ素、タルク、ステアリン酸、ス
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【００７４】
　[0099]甘味料の例は、スクロース、キシリトール、ナトリウムサッカリン、シクラメー
ト、アスパルテーム、およびアクスルファム（ａｃｓｕｌｆａｍｅ）などの任意の天然ま
たは人工甘味料である。フレーバー剤の例は、Ｍａｇｎａｓｗｅｅｔ（登録商標）（ＭＡ
ＦＣＯの商標）、バブルガムフレーバー、およびフルーツフレーバー等である。
【００７５】
　[00100]保存剤の例は、ソルビン酸カリウム、メチルパラベン、プロピルパラベン、安
息香酸およびその塩、ブチルパラベンなどのパラヒドロキシ安息香酸の他のエステル、エ
チルまたはベンジルアルコールなどのアルコール、フェノールなどのフェノール系化合物
、あるいは塩化ベンザルコニウムなどの四級化合物である。
【００７６】
　[00101]適切な希釈剤には、微結晶性セルロース、ラクトース、二塩基性リン酸カルシ
ウム、糖類、および／または前記のいずれかの混合物などの薬学的に許容されうる不活性
充填剤が含まれる。希釈剤の例には、Ａｖｉｃｅｌ（登録商標）ＰＨ１０１およびＡｖｉ
ｃｅｌ（登録商標）ＰＨ１０２などの微結晶性セルロース；ラクトース一水和物、無水ラ
クトース、およびＰｈａｒｍａｔｏｓｅ（登録商標）ＤＣＬ２１などのラクトース；Ｅｍ
ｃｏｍｐｒｅｓｓ（登録商標）などの二塩基性リン酸カルシウム；マニホールド（ｍａｎ
ｉｆｏｌｄ）；デンプン；オービタル（ｏｒｂｉｔａｌ）；スクロース；ならびにグルコ
ースが含まれる。
【００７７】
　[00102]適切な崩壊剤には、軽度に架橋したポリビニルピロリドン、コーンスターチ、
ジャガイモデンプン、トウモロコシデンプン、および修飾デンプン、クロスカルメロース
ナトリウム、クロスポビドン、デンプングリコール酸ナトリウム、ならびにこれらの混合
物が含まれる。
【００７８】
　[00103]発泡剤の例は、有機酸および炭酸塩または重炭酸塩などの発泡性カップルであ
る。適切な有機酸には、例えば、クエン酸、酒石酸、リンゴ酸、フマル酸、アジピン酸、
コハク酸およびアルギン酸、ならびに無水物および酸性塩が含まれる。適切な炭酸塩およ
び重炭酸塩には、例えば、炭酸ナトリウム、重炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、重炭酸カ
リウム、炭酸マグネシウム、炭酸グリシンナトリウム、Ｌ－リジン炭酸塩、および炭酸ア
ルギニンが含まれる。あるいは、発泡剤カップルの重炭酸ナトリウム構成要素のみが存在
してもよい。抗接着剤の例には、二酸化ケイ素およびタルクが含まれる。
【実施例】
【００７９】
　[00104]
　[00105]実施例１
　[00106]本実施例は、トリプタンを含む即時放出粒子の調製を記載する。
　[00107]トリプタンを含む溶液を調製する（（Ａ）～（Ｆ））。配合を表１に示す。
【００８０】
　[00108]表１
　即時放出粒子のためのトリプタン溶液
【００８１】
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【表１】

【００８２】
　[00109]次いで、これらの溶液各々を不活性糖球体（３０／３５メッシュ）上にコーテ
ィングする。生じた粒子は、０．５～０．６ｍｍの平均直径を有する。
　[00110]ヒドロキシプロピルメチルセルロース（ＨＰＭＣ）は、このコーティングのた
めの結合剤として作用する。二酸化ケイ素は抗接着剤である。
【００８３】
　[00111]実施例２
　[00112]本実施例は、トリプタン含有修飾放出粒子の調製を記載する。
　[00113]実施例１で調製したものなどのトリプタンを含む即時放出粒子を、粒子周囲の
修飾放出コーティングを形成する溶液でコーティングする。こうした溶液の例を表２に提
供する（（Ａ）～（Ｇ））。
【００８４】
　[00114]表２
　修飾放出溶液
【００８５】
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【表２】

【００８６】
　[00115]アンモニオメタクリレートコポリマー（Ｅｕｄｒａｇｉｔ（登録商標）ＲＳ１
００）は、粒子に徐放特性を与える、速度制御ポリマーである。タルクは、抗接着剤とし
て用いられる。アセトンおよびイソプロピルアルコールは、アンモニオメタクリレートコ
ポリマーの溶液を形成する際に用いられる溶媒である。溶液を即時放出粒子上にコーティ
ングした後、溶媒は蒸発し、したがって粒子周囲に固形コーティングを形成する。次いで
、生じたコーティング粒子をオーブン中、約４０～約５００℃／約３０～約６０％ＲＨで
約１０～約２０時間乾燥させて、残ったいかなる溶媒も取り除き、そして約３～約６％の
水分含量を得る。
【００８７】
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　[00116]実施例３
　[00117]本実施例の目的は、本発明の組成物中で使用可能なイブプロフェンナノ粒子状
構成要素の調製を記載することである。
【００８８】
　[00118]連続実験室ミキサーを用いて、３０グラムのヒドロキシプロピルセルロース（
Ｋｌｕｃｅｌ　ＥＦ型；　Ａｑｕａｌｏｎ）を６７０グラムの脱イオン水中に溶解する。
ヒドロキシプロピルセルロースは、表面修飾剤として働く。次いで、均質な懸濁物が得ら
れるまで、３００グラムのイブプロフェンを溶液内に分散させた。レーザー光散乱技術を
用いて測定した際に、平均粒子サイズがおよそ２００ｎｍになるまで、ポリマー性粉砕媒
体を充填した実験室規模の媒体ミルを連続方式で用いる。
【００８９】
　[00119]実施例４
　[00120]本実施例の目的は、本発明の組成物中で用いられうるイブプロフェンナノ粒子
状構成要素の調製を記載することである。
【００９０】
　[00121]連続実験室ミキサーを用いて、２５グラムのポリビニルピロリドン（Ｋ２９／
３２；　ＢＡＳＦ　Ｃｏｒｐ）を５７５グラムの脱イオン水中に溶解する。
　[00122]ポリビニルピロリドンは、表面修飾剤として働く。次いで、均質な懸濁物が得
られるまで、４００グラムのイブプロフェンを溶液内に分散させる。レーザー光散乱技術
を用いて測定した際に、平均粒子サイズがおよそ２００ｎｍになるまで、ポリマー性粉砕
媒体を充填した実験室規模の媒体ミルを連続方式で用いる。
【００９１】
　[00123]実施例５
　[00124]本実施例の目的は、本発明の組成物中で使用可能なナプロキセンナノ粒子状構
成要素の調製を記載することである。
【００９２】
　[00125]連続実験室ミキサーを用いて、２５グラムのポリビニルピロリドン（Ｋ２９／
３２；　ＢＡＳＦ　Ｃｏｒｐ）を５７５グラムの脱イオン水に溶解した。均質な懸濁物が
得られるまで、４００ｇのナプロキセンをＰＶＰ溶液内に分散させた。レーザー光散乱技
術、例えばＭｉｃｒｏＴｒａｋ　ＵＰＡによって測定した際に、平均粒子サイズがおよそ
２００ｎｍになるまで、ポリマー性粉砕媒体を充填した実験室規模の媒体ミルによって、
懸濁物をプロセシングする。
【００９３】
　[00126]実施例６
　[00127]本実施例の目的は、本発明の併用組成物中で使用可能なナプロキセンナノ粒子
状構成要素の調製を記載することである。
【００９４】
　[00128]以下のように、ローラーミル中で、ナノ粒子状ナプロキセン分散物を調製した
。２５０ｍｌのガラス瓶に、１．０ｍｍのあらかじめ清浄にした酸化ジルコニウムビーズ
（Ｚｉｒｂｅａｄｓ　ＸＲ、Ｚｉｒｃｏａ　Ｉｎｃ．より入手可能、１．０ｍｍの呼び径
を有する）１２０ｍｌ、ミズーリ州セントルイスのＳｉｇｍａより購入した粒子サイズ２
０～３０ミクロンのナプロキセン３ｇ（重量にして５％）を含有する水性スラリー６０ｇ
、および表面安定剤としてのＢＡＳＦ　Ｆｉｎｅ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ，　Ｉｎｃ．より
購入した１．８ｇ（重量にして３％）のＰｌｕｒｏｎｉｃ　Ｆ－６８を装填した。Ｈ２Ｓ
Ｏ４中で一晩リンスし、その後、脱イオン水で数回リンスすることによって、ビーズをあ
らかじめ清浄にした。バッチを９２ＲＰＭで全部で１２０時間回転させた。一部を０．１
Ｎ　ＨＣｌに添加した際も分散物は安定であった。光子相関分光によって測定した平均粒
子サイズは、２４０～３００ｎｍであった。
【００９５】
　[00129]実施例７
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　[00130]本実施例の目的は、メロキシカムナノ粒子分散物を調製する方法を記載するこ
とである。
【００９６】
　[00131]所望の量のメロキシカムおよび少なくとも１つの表面安定剤を、例えば、ＤＹ
ＮＯ（登録商標）－Ｍｉｌｌ　ＫＤＬ（Ｗｉｌｌｙ　Ａ．　Ｂａｃｈｏｆｅｎ　ＡＧ、ス
イス・バーゼル・マシーネンファブリク）、ローラーミル（Ｕ．Ｓ．　Ｓｔｏｎｅｗｅａ
ｒ）、またはＮａｎｏＭｉｌｌ（登録商標）（Ｅｌａｎ　Ｄｒｕｇ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　
Ｉｎｃ．）において、適切な期間、適切な堅い粉砕媒体の存在下で、製粉してもよい（例
えば、「Ｓｍａｌｌ－Ｓｃａｌｅ　Ｍｉｌｌ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　Ｔｈｅｒｅｏｆ」
に関するＷＯ　００／７２９７３を参照されたい）。
【００９７】
　[00132]例えば、Ｈｏｒｉｂａ　ＬＡ－９１０レーザー散乱粒子サイズ分布分析装置（
Ｈｏｒｉｂａ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ、カリフォルニア州アービン）を用いて測定した
際、生じた組成物の平均粒子サイズは、２ミクロン未満と予測される。分散物は、ある温
度範囲に渡り、長期間に渡って、優れた安定性を示すと予測される。
【００９８】
　[00133]実施例８
　[00134]本実施例の目的は、本発明の組成物中で使用可能なメロキシカムナノ粒子状構
成要素の調製を記載することである。
【００９９】
　[00135]実施例７のナノ粒子状分散物を、スプレー乾燥するか、凍結乾燥するかまたは
スプレー顆粒化して、粉末を形成してもよい。次いで、ナノ粒子状メロキシカムの生じた
粉末または顆粒を適切な賦形剤と混合してもよい。
【０１００】
　[00136]ナノ粒子状メロキシカムスプレー乾燥粉末５０．２、アルファ化デンプンＮＦ
（Ｃｏｌｏｒｃｏｎ（登録商標）デンプン（ｔａｒｃｈ）２０．０　１５００）、微結晶
性セルロースＮＦ（Ａｖｉｃｅｌ（登録商標）ＰＨ１０１）２０．０、デンプングリコー
ル酸ナトリウム（Ｅｘｐｌｏｔａｂ（登録商標））５．３、クロスカルメロースナトリウ
ムＵＳＰ（Ａｃ－Ｄｉ－Ｓｏｌ（登録商標））４．０、ステアリン酸マグネシウムＮＦ　
０．５で、総計１００．０とする。
【０１０１】
　[00137]錠剤は、水中、ならびに模擬生物学的流体中で優れた再分散を示すと予測され
る。これは、模擬生物学的流体中の再分散がｉｎ　ｖｉｖｏ条件下での再分散を予測する
ため、重要である。
【０１０２】
　[00138]実施例９
　[00139]本実施例は、急性偏頭痛発作に苦しむ患者の間での、ナノ粒子状ケトプロフェ
ン配合物の生物学的利用能を記載する。
【０１０３】
　[00140]治療間に５日間の休薬期間を伴う、非盲検単一用量ランダム化完全クロスオー
バー６治療６期間研究において。２０～３７歳の間の年齢であり、そして以下の体重範囲
５３．４～８８．１ｋｇ内の１８人の健康な志願者（９人の男性および９人の女性志願者
）を登録した。１７人の被験体は、６回の治療期間すべてを完了した。偏頭痛発作は、一
般的には胃内容うっ滞と関連するため、この研究においては、被験体患者間でこの状態を
模倣するため、摂食条件下で、試験および参照製品を投与した。
【０１０４】
　[00141]該研究は、以下の６つの異なるカテゴリーで構成される。
　[00142]表３
【０１０５】
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【表３】

【０１０６】
　[00143]２２０ｎｍでのＵＶ検出を伴うＨＰＬＣを介して、ケトプロフェンレベルに関
してヒト血漿試料を分析した（アッセイ範囲：０．０５～１０μｇ／ｍＬ）。この方法は
、ジエチルエーテルを用いた、血漿からのケトプロフェンの液体／液体抽出を伴った。絶
食時（１００．５±２２．７％）または摂食時（８６．６±２２．５％）に投与したナノ
ケトプロフェン５０ｍｇの相対生物学的利用能は、絶食時の参照製品、オルヂス１００ｍ
ｇの投与に匹敵した。
【０１０７】
　[00144]試験原型に関して観察されたＣｍａｘの範囲は以下の通りであった：２．４±
２．１μｇ／ｍＬ（Ｔｒｔ　Ｄ　ナノケトプロフェン５０ｍｇ）～１２．５±３．４μｇ
／ｍＬ（Ｔｒｔ　Ａ　ナノケトプロフェン１００ｍｇ）。絶食条件下での投与後、両ナノ
粒子配合物に関する、最大濃度までの時間（Ｔｍａｘ）は、同じ状態で投与した参照製品
に関して観察されるものよりも、少なくとも１時間短かった。
【０１０８】
　[00145]摂食条件下での投与後、両ナノ配合物に関して観察されるＴｍａｘもまた、同
じ状態で投与した参照製品に関して観察されるものよりも、少なくとも１時間短かった。
試験原型に関して観察されるｔ１／２は、参照製品に関して観察されるものに匹敵した。
摂食条件下での試験原型または参照製品のいずれかの投与は、絶食時に投与される同じ配
合物に比較した際、Ｃｍａｘの減少、Ｔｍａｘの増加および時間プロフィールに対する血
漿濃度の拡張を生じた。
【０１０９】
　[00146]結論として、決定された最高の生物学的利用能は、同じ状態で投与された１０
０ｍｇオルヂスに比較して、５０ｍｇのナノケトプロフェンの絶食投与後に得られた。す
べての試験治療は、この健康な集団においてよく許容された。
【０１１０】
　[00147]実施例１０
　[00148]本実施例は、急性偏頭痛発作に苦しむ患者の間での、ナノ粒子状ケトプロフェ
ン配合物の生物学的利用能を記載する。
【０１１１】
　[00149]別の非盲検比較生物学的利用能研究において、少なくとも１２ヶ月間、偏頭痛
発作を有する既往歴を持つ志願患者を募集した。登録のための包含基準の少なくとも１つ
は、前兆を伴いまたは伴わず、国際頭痛学会によって定義されるような中程度または重度
の発作を、１ヶ月あたり１～８回の間、少なくとも先の２ヶ月に渡って、経験しているこ
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とであった。資格要件を満たした被験体は、１５日間入院し、そして薬物動態学的試料採
取研究を経た。被験体患者は、ケトプロフェンナノ配合物１５０ｍｇの２回の単一経口投
与を受けた（１回は偏頭痛発作中、そして１回は偏頭痛発作外）。
【０１１２】
　[00150]薬物動態学的分析によって、偏頭痛発作中の患者にナノケトプロフェンを投与
した際、偏頭痛発作外で投与した際に比較して、平均ケトプロフェンピーク血漿濃度が減
少することを示した（それぞれ、１３．２±６．０および１８．２±６．６μｇ／ｍＬ）
。しかし、これらの血漿濃度はなお、偏頭痛治療のために必要な最小療法レベルを超えて
いた。
【０１１３】
　[00151]偏頭痛発作中の患者にナノケトプロフェンを投与した際、偏頭痛発作外で投与
した際に比較して、Ｔｍａｘは中央値結果に基づくと１時間延長された（それぞれ、１．
５時間および０．５時間）。これらの結果はなお、非ナノ粒子状配合物のものに比較して
、より迅速な開始であることを示唆する。偏頭痛発作中に投与されたナノケトプロフェン
の相対的生物学的利用能は、偏頭痛発作外で投与した際に比較して、９２±１７％であっ
た。
【０１１４】
　[00152]結論として、偏頭痛発作経過中のナノケトプロフェンの投与は、偏頭痛発作外
での投与に比較して、ピーク濃度減少、およびピーク濃度に到達するまでの時間の遅延を
生じる。しかし、こうした結果はなお、匹敵する非ナノ粒子状配合物のレベルを超える。
一般的に、ナノケトプロフェンは安全であり、そしてこの偏頭痛患者集団においてよく許
容された。
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