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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　薬理学的に有効な化合物（Ａ）の制御放出を伴う不正改変防止性または耐破壊性医薬経
口投薬形において、上記投薬形が拡張方向Ｅ１に少なくとも５００Ｎの破壊強度Ｂ１を有
し、かつ拡張方向Ｅ２に５００Ｎ未満の破壊強度Ｂ２を有し、そして上記投薬形が錠剤で
あり、ポリマー（Ｃ）、ＨＰＭＣ、ポリエチレングリコールおよびα―トコフェロールを
含有し、上記拡張方向Ｅ１が横方向軸であり、上記拡張方向Ｅ２が長手方向軸であり、そ
して上記破壊強度がヨーロッパ薬局方１９９７年、第１４３頁、第１４４頁、方法番号２
．９．８に記載された錠剤の破壊強度測定法によって測定され、さらに上記投薬形のｍｍ
２単位の合計表面積Ｓが、
【数１】

（式中、
　Ａが４．５であり
　Ｗは上記医薬経口投薬形のｍｇ単位の合計重量である）
という必要条件を満たし、この際
－　上記医薬経口投薬形の表面の一部分が凸状であり、その表面の別の部分が凹状であり
；
－　上記薬理学的に有効な化合物（Ａ）がオピオイドまたはオピオイド誘導体であり；
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－　上記薬理学的に有効な化合物（Ａ）の含有量が、上記投薬形の合計重量に対して１０
～５０重量％であり；
－ポリマー（Ｃ）が５００，０００～１５，０００，０００ｇ／ｍｏｌの重量平均分子量
を有するポリエチレンオキシドであり；
－　ポリマー（Ｃ）の含有量が、上記投薬形の合計重量に基づいて少なくとも３０重量％
であり；
－　上記薬理学的に有効な化合物（Ａ）がポリマー（Ｃ）中に包埋されており；
－　ＨＰＭＣの量が上記投薬形の合計重量に対して１～２０重量％であり；
－　最高２０，０００までの重量平均分子量を有するポリエチレングリコールの量が上記
投薬形の合計重量に対して少なくとも５重量％であり；
－　α―トコフェロール量が上記投薬形の合計重量に対して０．０１～１０重量％であり
；
－　上記医薬経口投薬形が一日一回または一日二回の経口投与向けに適合されており；
－　上記医薬経口投薬形が熱成形されている、そして、
この場合、上記医薬経口投薬形の横断面がＨ字形である、上記医薬経口投薬形。
【請求項２】
　Ｅ１がＥ２に対し直交する、請求項１に記載の医薬経口投薬形。
【請求項３】
　Ｅ２が前記医薬経口投薬形の主要拡張方向であり、その主要拡張方向が前記医薬経口投
薬形の表面上の２点の間の最大の距離として定義される、請求項１または２に記載の医薬
経口投薬形。
【請求項４】
　拡張方向Ｅ２に力を加えた場合に変形し、力の量が破壊強度Ｂ２に達した時点で、変形
によってけん引力がもたらされ、このけん引力により剤形が破壊されるようになっている
、請求項１～３のいずれか一項に記載の医薬経口投薬形。
【請求項５】
　試験管内条件下で、前記医薬経口投薬形中に当初含まれていた前記薬理学的に有効な化
合物（Ａ）を、
０．５時間後に、１．０～３５重量％、
１時間後に、５．０～４５重量％、
２時間後に、１０～６０重量％、
４時間後に、少なくとも１５重量％、
６時間後に、少なくとも２０重量％、
８時間後に、少なくとも２５重量％、および
１２時間後に、少なくとも３０重量％、
放出し、上記放出プロフィールが次の条件下で測定される：
シンカーの備わったパドル装置、５０ｒｐｍ、３７±５℃；９００ｍＬの人工腸液ｐＨ６
．８（リン酸緩衝液）、請求項１～４のいずれか一項に記載の医薬経口投薬形。
【請求項６】
　少なくとも部分的なコーティングをさらに含む、請求項１～５のいずれか一項に記載の
医薬経口投薬形。
【請求項７】
　アルファ化デンプンをさらに含む、請求項１～６のいずれか一項に記載の医薬経口投薬
形。
【請求項８】
　不正改変防止性であり、前記薬理学的に有効な化合物（Ａ）が乱用の可能性を有する、
請求項１～７のいずれか一項に記載の医薬経口投薬形。
【請求項９】
　前記薬理学的に有効な化合物（Ａ）がタペンタドールである、請求項１～８のいずれか
一項に記載の医薬経口投薬形。
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【請求項１０】
　前記投薬形が即時放出または遅延放出経口剤形である、請求項１～９のいずれか一項に
記載の医薬経口投薬形。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医薬投薬形、好ましくは経口投与用の錠剤に関する。
【背景技術】
【０００２】
　多くの薬学的に活性な化合物にとって、それらを錠剤を介して経口投与することがなお
好まれている。薬学的に活性な成分を錠剤へと調合する方法に応じてその放出パターンを
修正できる、ということも周知である。この点において、遅延放出プロフィールを提供す
る錠剤が最も重要性が高い。遅延放出錠剤については、いかなる状況下であれ、薬学的に
活性な成分が完全にかつ瞬間的に無制御な形で放出される（「用量ダンピング」）ことが
ないように注意を払わなくてはならないが、これは、通常遅延放出錠剤に用いられる投薬
量が非遅延放出錠剤の場合よりもはるかに大きいからである。これは、有効成分およびそ
の効力に応じて重大な有害作用さらには死を引き起こすかもしれない。
【０００３】
　制御放出（例えば遅延放出、長時間放出、持続放出など）は、制御放出膜を用いた医薬
投薬形のコーティング、マトリクス内への薬理学的に有効な化合物の包埋、イオン交換樹
脂に対する薬理学的に有効な化合物の結合、薬理学的に有効な化合物の複合体の形成など
のさまざまな概念に基づいていてよい。これに関しては、例えば非特許文献１を参照する
ことができる。
【０００４】
　特許文献１においては、胃および前部胃腸管（ｆｒｏｎｔ　ｇａｓｔｒｏｉｎｔｅｓｔ
ｉｎａｌ）によって画定されている領域の少なくとも一部分の中へ薬剤を放出するための
制御放出、特に遅延放出経口薬剤剤形が、非円形形状を有する固体モノリシックマトリク
スを利用することによって得られ、ここで、水中浸漬１時間以内で長手方向軸は３．０ｃ
ｍの最大長を有し、横方向軸は１．２ｃｍの最低長を達成する。さらに、平面上に投影し
た時、卵形または平行四辺形のいずれかの形状を有することが求められる。
【０００５】
　特許文献２は、活性物質の制御放出および遅延放出を示す分割可能な錠剤について開示
している。これは、長さ対幅対奥行の比率が約２．５～５：約０．９～２：１であり、幅
が長さの多くとも２／３を構成している長円形状を有する圧密錠上にコーティングを使用
することにより達成される。さらに、１つ以上の比較的深い分割溝が存在していなければ
ならず、これは、長さおよび奥行に対して垂直に延在し、錠剤の厚みのおよそ１／３～お
よそ１／２の合計深さを有する。
【０００６】
　特許文献３は、オキシコドンの持続、長時間および反復および／または遅延放出を提供
できる制御放出製剤に関する。
【０００７】
　特許文献４は、剤形が無傷で投与された場合に実質的に放出されないオピオイド陶酔感
阻害量の単離された非毒性Ｎ－メチル－Ｄ－アスパラギン酸塩受容体拮抗薬と組み合わせ
た鎮痛有効量のオピオイド鎮痛剤および持続放出担体を含む乱用抵抗性オピオイド含有固
体投薬医薬品に関する。
【０００８】
　特許文献５は、活性薬学成分の制御放出用の錠剤について開示している。錠剤は、コア
の中心を通って延在する円筒形の穴を伴うドーナツ様の形態を有するコアを含む。このコ
アは、円筒型穴によって画定される部分を除きコアの全てを覆う疎水性で不水溶性の材料
でコーティングされる。
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【０００９】
　特許文献６は、活性物質の遅延および制御放出をもたらす補助組成物内の少なくとも１
つの活性物質により形成される圧密体からなる活性物質の制御および遅延放出を有する分
割可能な錠剤において、この圧密体が長円形状ものであり、その長さ対幅対厚みの比率が
およそ２．５～５：およそ０．９～２：１であり、幅が長さの多くとも２／３を構成し、
１本以上の比較的深い分割溝が存在し、この溝が長さおよび奥行に対し垂直に延在し、錠
剤の厚みのおよそ１１３からおよそ’１２の合計深さを有するものの、少なくとも、考え
られる断片の数に１つの破断表面積を乗じたものが未分割錠剤の表面積の最大１５％を占
める程度の深さを有し、基底および最大面は互いに独立して平面であるかまたは長手方向
軸またはこの軸に対する平行線を中心にして凸状に湾曲しており、側面が平面で、端面は
任意の形状を有することができ、縁端が任意には面取りされているかまたは丸くされてい
る錠剤を開示している。
【００１０】
　特許文献７は、長軸を伴い、長軸上への剤形の縁端の投影により画定される長さを有す
る固体の細長い剤形において、長軸に対して垂直に配向された断面部域が、長軸に沿って
可変的で縁端間にある断面部域から増加する面積を有し、かつ各々の場合に最大面積をも
つ断面部域まで２つの縁端に向かって本質的に連続する最小面積を有し、ここで、一方の
縁端近くにある最大断面部域から、他方の縁端近くにある最大断面部域までの距離が、長
軸上に投影した場合にこの剤形の長さの半分超である剤形について開示している。
【００１１】
　特許文献８は、本質的に定速で溶解し、水溶性構成要素ならびに不水溶性のコーティン
グを含む錠剤を開示している。錠剤の側面は０．１～１．０ｍｍの幅、０．１～０．４ｍ
ｍの深さおよび０．１ｍｍ超の長さを有する１つ以上のキャビティを含まなくてはならず
、ここで前記キャビティの側面は錠剤の全側面の１／６未満であることが求められる。
【００１２】
　特許文献９においては、水溶性ゲルならびに特定の厚みをもつ特定のコーティングを使
用することにより、遅延放出プロフィールを有する錠剤を得ることが提案されている。コ
ーティングは、エチルセルロースまたはアセチルセルロースのいずれかを含んでいなけれ
ばならず、不水溶性ならびに胃液不溶性を有していなくてはならない。
【００１３】
　制御放出プロフィールを有する錠剤は、特許文献１０にしたがって、円筒形穴をもつド
ーナツ形状のコア材料を使用することにより得られる。円筒形穴をとり囲む前記コアの側
面を除いてドーナツ形状のコアに対し、疎水性で不水溶性のコーティングが塗布される。
この方法により、徐放性投薬量向けのモノリシック圧縮錠が有する固有の制限、すなわち
ポリマーの不溶性に起因する経時的な拡散距離抵抗（ｄｉｆｆｕｓｉｏｎ　ｌｅｎｇｔｈ
　ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ）の増大が克服されるものである。一見したところ、この問題は
、ドーナツ形の形態の内部の露呈部域にいかなるコーティングも無いようにすることで解
決されている。
【００１４】
　特許文献１１では、相対する縁端のみが下にある側面と接触し、中間区分は接触してい
ない長円形錠剤を使用することが記載されている。この要領で、錠剤は、片手で容易に分
割可能である。このような長円形錠剤を形成する２つの部分は、球冠の形を有していてよ
い。
【００１５】
　例えば経口剤形のための医薬製剤またはその製造様式は、例えば使用される成分または
賦形剤の相対量に関して、または製造中に用いられる反応条件および反応物質に関して、
臨床試験中に修正される可能性があることは周知である。多くの場合、このような修正は
少なくとも一定程度は、薬学的に活性な成分の放出プロフィールに対する影響をもつ。こ
れは承認済み－最適化済みの放出プロフィールが特定の製剤についてすでに発見されてお
り、修正された調合では再現できない場合に特に好ましくない。このような場合には、臨
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床試験を中断するかまたは最初からやり直す必要がある。新しい薬剤製剤を臨床試験まで
もっていきこれに通すのに必要な莫大な支出から見て、上述のシナリオは実際、むしろ全
く不本意であることが分かった。
【００１６】
　高い破壊強度（圧壊に対する抵抗性）を有する医薬投薬形が最近報告されている。この
タイプの剤形は同様に、中に含まれている薬理学的に有効な化合物の或る程度の制御放出
も示すかもしれない。このような医薬投薬形の主要な利点は、乳鉢内での粉砕またはハン
マを用いた破砕などの従来の手段による細砕特に粉状化が不可能であるかまたは少なくと
も実質的に妨げられるという点にある。
【００１７】
　一方、破壊強度が増大した医薬投薬形は、中に含まれている薬理学的に有効な化合物の
薬剤乱用を回避するために有用である。多くの薬学的に活性な化合物は、それらの適切な
利用分野において優れた活性を有することに加えて、乱用の可能性も有する。すなわち、
意図された効果以外の効果を得るためにこれらを悪用者が使用する可能性がある。例えば
重症乃至は非常に重症の痛みと闘う上できわめて活性の高いアヘン剤は、昏睡状態または
陶酔感を誘発するために悪用者に利用されることが多い。乱用を可能にするために悪用者
は、錠剤またはカプセルなどの対応する医薬投薬形を細砕、例えば乳鉢内で粉砕し、活性
化合物を、好ましくは水性液体を用いて結果として得られた粉末から抽出し、結果として
得られた溶液を、任意には脱脂綿またはセルロース綿を通してろ過した後、非経口投与特
に静脈内投与する。不正な経口投与と比べた、この種の投与の付加的な現象は、活性化合
物レベル上昇がさらに加速されることであり、これが悪用者に所望の効果すなわち「興奮
（ｋｉｃｋ）」または「恍惚感（ｒｕｓｈ）」を提供する。この興奮は、粉末化した医薬
投薬形を経鼻投与した場合、すなわち経鼻吸引の場合にも得られる。乱用の可能性ある活
性化合物を含む制御放出医薬投薬形は、不正に高い数量でも経口摂取した場合には悪用者
が所望する興奮を発生させないことから、このような医薬投薬形も、乱用するためには細
砕され抽出される。しかしながら高い破壊強度を示す医薬投薬形は従来の手段によって粉
末化され得ず、したがって、経鼻投与され得ず、こうして薬物乱用は回避される。このよ
うな不正改変防止性剤形に関しては、特許文献１２、特許文献１３、特許文献１４、特許
文献１５、特許文献１６、特許文献１７、特許文献１８、および特許文献１９などを参照
できる。
【００１８】
　これらの剤形は全ての拡張方向において少なくとも５００Ｎの破壊強度を有する。
【００１９】
　一方、高い破壊強度を有する医薬投薬形は、普通であれば粉状化に起因する遅延効果の
低減により引き起こされると思われる、剤形中に含まれる薬理学的に有効な化合物の（故
意でない）過剰摂取を避けるのに有用である。多くの患者、特に高齢の患者は、錠剤、ゼ
ラチンカプセルなどの固体医薬投薬形を摂取するのが困難である場合が多いということが
分かっている。これらの患者は、このような固体医薬投薬形でのどをつまらせ、時として
これらに対する強い嫌悪感を示す。この問題に立ち向かうため、従来の固体医薬投薬形を
細砕または粉状化できるさまざまな装置（「錠剤圧砕機」）が開発されてきた。このよう
な装置は例えば、高齢者の家で介護スタッフにより使用される。医薬投薬形はこの場合、
例えば錠剤の嚥下に関与する問題点を避けて通るために、介護を受ける人に錠剤などとし
てではなく、むしろ粉末として投与される。しかしながら、このような装置を用いた医薬
投薬形の細砕は、その医薬投薬形が長時間放出製剤である場合、問題がある。概して、細
砕は長時間放出の原因である医薬投薬形の内部構造の破壊を結果としてもたらし、こうし
て長時間放出作用を排除する。その結果、投与後、多くの場合、もともと医薬投薬形内に
含まれている生理学的に活性な物質は全て比較的短時間で放出され、こうして比較的短い
時間枠内で物質の相対的に極めて高い血中濃度が急激に達成される。このようにして、も
ともと長時間放出製剤であったものが即時放出製剤となる。しかしながら物質の生理的活
性に応じて、これは多大な副作用を引き起こすかもしれず、極端な場合、患者の死を導く
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ことさえ考えられる。しかしながら、高い破壊強度を有する医薬投薬形は錠剤圧砕機によ
り細砕できず、したがって、丸ごと飲み込まなければならず、こうしてあらゆる（故意で
ない）過剰摂取が回避される。これに関してさらに例えば特許文献２０を参照することが
できる。
【００２０】
　これらの剤形も同様に、全ての拡張方向で少なくとも５００Ｎの破壊強度を有する。
【００２１】
　制御放出製剤の放出プロフィールは、医薬投薬形自体の特性、マトリクスの性質および
含有量、放出媒質の性質、活性化合物の性質および含有量、さらなる医薬賦形剤の性質お
よび含有量などのさまざまな因子ならびにこれらの因子の相互関係により左右される。放
出プロフィールの制御が、活性化合物が包埋されるポリマーマトリクスに依存している場
合、放出速度は、そのままの状態の医薬投薬形の特性、例えばその幾何学状、製造方法、
中に含まれている添加剤および賦形剤などに左右される。さらに、放出速度は、特性、例
えば分子量、粘度、粒子特性、他のポリマーとの相互作用、鎖のからみ合い、架橋度、モ
ノマー単位の化学的性質、放出媒質とマトリクス材料の相互作用（例えば膨潤およびゲル
化）などによって左右される。さらには、放出速度は、活性化合物の特性、例えばその用
量、粒径、粒子形状および、それ自体分子サイズ、分子量、イオン性、酸性度、立体障害
、双極子配置、親水性などの関数である放出媒質中のその溶解度に左右される。その上、
放出速度は、所与の活性化合物と所与のマトリクス材料の個々の相互作用によって左右さ
れる（非特許文献２、非特許文献３参照）。
【００２２】
　高い破壊強度を示さない従来の医薬投薬形の放出プロフィールは、通常一定の限界内で
、通常はマトリクス形成ポリマーなどの医薬賦形剤の含有量および／または性質の変動に
よって調製可能である。
【００２３】
　場合によっては、体内での薬剤の放出を、高い破壊強度を示さない従来の剤形の表面積
対体積比により制御できる、ということも報告されてきた。例えば、特許文献２１は、塩
酸ブプロピオンを含み、５０、１００および１５０ｍｇの薬剤含有量の錠剤について３：
１～２５：１ｃｍ－１の表面積対錠剤体積を有するフィルムコート錠について開示してい
る。同様に、特許文献２２および特許文献２３は、ジヒドロピリジンカルシウムチャンネ
ル遮断薬を含み、０．８５～１．０の範囲内の面積半径対円周半径比を有する回転楕円体
について開示している。
【００２４】
　しかしながら高い破壊強度を示す医薬投薬形に関しては、医薬賦形剤の含有量、性質お
よび／または表面積対体積比の変動は機械的特性にも同様に影響を及ぼす。これは医薬投
薬形の高い破壊強度が典型的に、医薬投薬形を製造するときに特定の方法により加工され
る特殊なポリマーの存在に依存しているからである。前記ポリマーは同様に薬理学的に有
効な化合物を包埋するマトリクスとしても役立つと思われる。その結果、医薬投薬形の破
壊強度にとって不可欠であるポリマーマトリクスは、同時に制御放出マトリクスとしても
役立ち、したがって、ポリマーの含有量、性質および／または空間分布を変動させると、
医薬投薬形の放出プロフィールの変化ならびに機械的特性の変化の両方が引き起こされる
。
【００２５】
　薬理学的に有効な化合物の用量ひいては医薬投薬形の合計重量も同様に比較的高い場合
に、特別な問題が発生する。薬理学的に有効な化合物および医薬賦形剤の含有量および性
質に応じて、ポリマーの遅延効果は非常に強くそのため特に高い破壊強度を維持しなけれ
ばならない場合に、例えば１日２回などの具体的投与方式に医薬投薬形を適合させること
ができない可能性がある。
【００２６】
　一方では、薬剤放出を加速する目的で遅延ポリマーの含有量を減少させると、実質的に
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医薬投薬形の機械的特性に影響を及ぼすと考えられ、最悪のシナリオでは、その特異的か
つ独特の機械的特性（破壊強度）が完全に減退することが考えられる。さらに、一定の限
界を超えてマトリクスポリマーの含有量を減少させると、貯蔵安定性などのその他の所望
の特性の劣化さらには喪失を引き起こすかもしれない。低い貯蔵安定性は、結果として例
えば経時的な放出プロフィールの変化をもたらす。
【００２７】
　他方では、遅延剤ポリマーの遅延効果を弱める目的で非遅延医薬賦形剤（助剤）を添加
すると、剤形の合計重量を増大させるものと思われる。高い用量で投与される医薬投薬形
はいずれにせよ比較的高い合計重量を有することから、合計重量の更なる増加は不利であ
り、患者のコンプライアンス（例えば嚥下可能性）を損なう可能性がある。
【００２８】
　したがって、不正改変防止性を減少させずかつ医薬投薬形のコンプライアンスを低下さ
せずに一定の限界内で放出プロフィールを変動させてよい医薬投薬形、詳細には不正改変
防止性医薬投薬形に対する需要が存在する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２９】
【特許文献１】国際公開第０１／９７７８３Ａ１号パンフレット
【特許文献２】米国特許第４，３５３，８８７号明細書
【特許文献３】国際公開第０１／０８６６１号パンフレット
【特許文献４】国際公開第０３／０９４８１２号パンフレット
【特許文献５】国際公開第９９／４８４８１号パンフレット
【特許文献６】英国特許出願公開Ａ２０５７８７８号明細書
【特許文献７】独国特許出願公開Ａ１９８５６１４７号明細書
【特許文献８】独国特許第２８０８５０５Ｃ２号明細書
【特許文献９】独国特許第６９２２９８８１Ｔ２号明細書
【特許文献１０】国際公開第９９／４８４８１Ａ１号パンフレット
【特許文献１１】独国特許第４２３９０８５Ａ１号明細書
【特許文献１２】国際公開第２００５／０１６３１３号パンフレット
【特許文献１３】国際公開第２００５／０１６３１４号パンフレット
【特許文献１４】国際公開第２００５／０６３２１４号パンフレット
【特許文献１５】国際公開第２００５／１０２２８６号パンフレット
【特許文献１６】国際公開第２００６／００２８８３号パンフレット
【特許文献１７】国際公開第２００６／００２８８４号パンフレット
【特許文献１８】国際公開第２００６／００２８８６号パンフレット
【特許文献１９】国際公開第２００６／０８２０９７号パンフレット
【特許文献２０】国際公開第２００６／０８２０９９号パンフレット
【特許文献２１】米国特許第５，４２７，７９８号明細書
【特許文献２２】米国特許第４，９４０，５５６号明細書
【特許文献２３】米国特許第５，１９８，２２６号明細書
【特許文献２４】国際公開第２００４／０４３９６７号パンフレット
【特許文献２５】国際公開第２００５／０６６１８３号パンフレット
【特許文献２６】米国特許出願公開第２００３／００６４０９９Ａ１号明細書
【特許文献２７】国際公開第２００５／０１６３１４号パンフレット
【特許文献２８】国際公開第２００５／０１６３１３号パンフレット
【非特許文献】
【００３０】
【非特許文献１】Ｗ．Ａ．　Ｒｉｔｓｃｈｅｌ，　Ｄｉｅ　Ｔａｂｌｅｔｔｅ，　２．　
Ａｕｆｌａｇｅ，　Ｅｄｉｔｉｏ　Ｃａｎｔｏｒ　Ｖｅｒｌａｇ　Ａｕｌｅｎｄｏｒｆ，
　２００２．
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【非特許文献２】Ｎｉｎｇ　Ｗｕ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｃｏｎｔｒ
ｏｌｌｅｄ　Ｒｅｌｅａｓｅ　１０２　（２００５）　５６９－８１
【非特許文献３】Ｖ．Ｓ．　Ｍａｎｔｈｅｎａ　ｅｔ　ａｌ．，　Ａｍ　Ｊ　Ｄｒｕｇ　
Ｄｅｌｉｖ．　２００４　２（１）　４３－５７
【非特許文献４】Ｈ　Ｌｉｅｂｅｒｍａｎｎ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉ
ｃａｌ　ｄｏｓａｇｅ　ｆｏｒｍｓ：　Ｔａｂｌｅｔｓ，　Ｖｏｌ．　２，　Ｉｎｆｏｒ
ｍａ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ；　２　ｅｄｉｔｉｏｎ，　１９９０
【非特許文献５】Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　ｏｆ　Ｐｈａｒｍａ-ｃｅｕｔｉｃａｌ　
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，　Ｉｎｆｏｒｍａ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ；　１　ｅｄｉｔｉｏ
ｎ
【非特許文献６】Ｐ．Ａ．　Ｐｒｏｅｓｃｈｅｌ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｊ　Ｄｅｎｔ　Ｒｅ
ｓ，　２００２，　８１（７），　４６４－４６８
【非特許文献７】Ｅｕｄｒａｇｉｔ(R)　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｇｕｉｄｅｌｉｎｅ
ｓ，　１０ｔｈ　ｅｄｉｔｉｏｎ，　０７／２００７，　Ｒｏｅｈｍ　ＧｍｂＨ，　Ｄａ
ｒｍｓｔａｄｔ，　Ｐａｇｅ２５
【非特許文献８】Ｊ．Ｔ．　Ｆｅｌｌ ｅｔ　ａｌ．， Ｊ　Ｐｈａｒｍ　Ｓｃｉ． １９
７０，　５９，　６８８－６９１
【非特許文献９】Ｍ．Ｐ．　Ｓｕｍｍｅｒｓ ｅｔ　ａｌ．， Ｊ　Ｐｈａｒｍ　Ｓｃｉ．
， １９７７，　６６，　１１７２－１１７５
【非特許文献１０】Ｐ．Ｎ．　Ｄａｖｉｅｓ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｅｕｒ　Ｊ　Ｐｈａｒｍ
　Ｂｉｏｐｈａｒｍ．　２００７，　６７（１），　２６８－７６
【非特許文献１１】Ｗｉｌｌｉ　Ｃａｗｅｌｌｏ　（ｅｄ．）　Ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ　
ｆｏｒ　Ｃｏｍｐａｒｔｍｅｎｔ－ｆｒｅｅ　Ｐｈａｒｍａｃｏｋｉｎｅｔｉｃｓ，　Ｓ
ｈａｋｅｒ　Ｖｅｒｌａｇ　Ａａｃｈｅｎ　（１９９９）
【非特許文献１２】”Ｎｏｔｅ　ｆｏｒ　Ｇｕｉｄａｎｃｅ　ｏｎ　ｔｈｅ　Ｉｎｖｅｓ
ｔｉｇａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｂｉｏａｖａｉｌａｂｉｌｉｔｙ　ａｎｄ　Ｂｉｏｅｑｕｉｖ
ａｌｅｎｃｅ”，　ＥＭＥＡ，　Ｌｏｎｄｏｎ，　２６　Ｊｕｌｙ　２００１　（ＣＰＭ
Ｐ／ＥＷＰ／ＱＷＰ／１４０１／９８）
【非特許文献１３】”Ｇｕｉｄａｎｃｅ　ｆｏｒ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　－　Ｂｉｏａｖａ
ｉｌａｂｉｌｉｔｙ　ａｎｄ　Ｂｉｏｅｑｕｉｖａｌｅｎｃｅ　－　Ｓｔｕｄｉｅｓ　ｆ
ｏｒ　Ｏｒａｌｌｙ　Ａｄｍｉｎｉｓｔｅｒｅｄ　Ｄｒｕｇ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ　－　Ｇ
ｅｎｅｒａｌ　Ｃｏｎｓｉｄｅｒａｔｉｏｎｓ”，　ＦＤＡ，　ＢＰ，　Ａｎｎｏｕｎｃ
ｅｄ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｆｅｄｅｒａｌ　Ｒｅｇｉｓｔｅｒ：　Ｖｏｌｕｍｅ　６８，　Ｎ
ｕｍｂｅｒ　５３／Ｍａｒｃｈ　１９，　２００３
【非特許文献１４】”Ｇｕｉｄａｎｃｅ　ｆｏｒ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　－　Ｓｔａｔｉｓ
ｔｉｃａｌ　Ａｐｐｒｏａｃｈｅｓ　ｔｏ　Ｅｓｔａｂｌｉｓｈｉｎｇ　Ｂｉｏｅｑｕｉ
ｖａｌｅｎｃｅ”，　ＦＤＡ，　ＢＰ，　Ｊａｎｕａｒｙ　２００１
【非特許文献１５】”Ｐｈａｒｍａｚｅｕｔｉｓｃｈｅ　Ｂｉｏｌｏｇｉｅ　－　Ｄｒｏ
ｇｅｎ　ｕｎｄ　ｉｈｒｅ　Ｉｎｈａｌｔｓｓｔｏｆｆｅ”　ｂｙ　Ｐｒｏｆ．　Ｄｒ．
　Ｈｉｌｄｅｂｅｒｔ　Ｗａｇｎｅｒ，　２ｎｄ．，　ｒｅｖｉｓｅｄ　ｅｄｉｔｉｏｎ
，　Ｇｕｓｔａｖ　Ｆｉｓｃｈｅｒ　Ｖｅｒｌａｇ，　Ｓｔｕｔｔｇａｒｔ－Ｎｅｗ　Ｙ
ｏｒｋ，　１９８２，
【非特許文献１６】Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｎｏｎｐｒｏｐｒｉｅｔａｒｙ　Ｎａ
ｍｅｓ　（ＩＮＮ）　ｆｏｒ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｓｕｂｓｔａｎｃｅｓ，
　Ｗｏｒｌｄ　Ｈｅａｌｔｈ　Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ　（ＷＨＯ）
【非特許文献１７】Ｋ．Ｈ．　Ｂａｕｅｒ，　Ｌｅｈｒｂｕｃｈ　ｄｅｒ　Ｐｈａｒｍａ
ｚｅｕｔｉｓｃｈｅｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅ，　６ｔｈ　ｅｄｉｔｉｏｎ，　ＷＶＧ
　Ｓｔｕｔｔｇａｒｔ，　１９９９；
【非特許文献１８】”Ｃｏａｔｅｄ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　ｄｏｓａｇｅ　ｆ
ｏｒｍｓ　－　Ｆｕｎｄａｍｅｎｔａｌｓ，　Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ　Ｔｅｃｈｎ
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ｉｑｕｅｓ，　Ｂｉｏｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ａｓｐｅｃｔｓ，　Ｔｅｓｔ　Ｍ
ｅｔｈｏｄｓ　ａｎｄ　Ｒａｗ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ”　ｂｙ　Ｋｕｒｔ　Ｈ．　Ｂａｕ
ｅｒ，　Ｋ．　Ｌｅｈｍａｎｎ，　Ｈｅｒｍａｎｎ　Ｐ．　Ｏｓｔｅｒｗａｌｄ，　Ｒｏ
ｔｈｇａｎｇ，　Ｇｅｒｈａｒｔ，　１ｓｔ　ｅｄｉｔｉｏｎ，　１９９８，　Ｍｅｄｐ
ｈａｒｍ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　Ｐｕｂｌｉｓｈｅｒｓ
【非特許文献１９】”Ｍｕｎｓｅｌｌ　Ｂｏｏｋ　ｏｆ　Ｃｏｌｏｒ”　ｆｒｏｍ　Ｍｕ
ｎｓｅｌｌ　Ｃｏｌｏｒ　Ｃｏｍｐａｎｙ　Ｂａｌｔｉｍｏｒｅ，　Ｍａｒｙｌａｎｄ，
　ＵＳＡ，　１９６６　ｅｄｉｔｉｏｎ
【非特許文献２０】Ｈａｎｄｂｕｃｈ　ｄｅｒ　Ｋｕｎｓｔｓｔｏｆｆ－Ｅｘｔｒｕｓｉ
ｏｎｓｔｅｃｈｎｉｋ　Ｉ　（１９８９）　”Ｇｒｕｎｄｌａｇｅｎ”　ｉｎ　Ｃｈａｐ
ｔｅｒ　１．２　”Ｋｌａｓｓｉｆｉｚｉｅｒｕｎｇ　ｖｏｎ　Ｅｘｔｒｕｄｅｒｎ”
【非特許文献２１】Ｄ．Ａ．　Ｄｅａｎ，　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｐａｃｋａ
ｇｉｎｇ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，　Ｔａｙｌｏｒ　＆　Ｆｒａｎｃｉｓ，　１ｓｔ　ｅ
ｄ．
【非特許文献２２】Ｆ．Ａ．　Ｐａｉｎｅ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｐａｃｋａｇｉｎｇ　Ｐｈ
ａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ，　Ｓｐ
ｒｉｎｇｅｒ，　１ｓｔ　ｅｄ．
【非特許文献２３】Ｏ．Ｇ．　Ｐｉｒｉｎｇｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｐｌａｓｔｉｃ　Ｐ
ａｃｋａｇｉｎｇ：　Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｏｎｓ　ｗｉｔｈ　Ｆｏｏｄ　ａｎｄ　Ｐｈａ
ｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌｓ，　Ｗｉｌｅｙ－ＶＣＨ，　２ｎｄ　ｅｄ．
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００３１】
　本発明の目的は、先行技術の医薬投薬形に比べた利点を有する医薬投薬形を提供するこ
とにある。
【００３２】
　本発明の別の目的は、技術的現状の剤形の短所を示さず、詳細には経口剤形内に取込ま
れた活性医薬成分の放出プロフィールの制御を改善できる経口剤形を提供することにある
。本発明の別の目的は、製剤の組成を修正したためにその放出パターンが変化した経口剤
形用に生産された製剤の原初の放出プロフィールを取り戻すことができるようにすること
にあった。
【課題を解決するための手段】
【００３３】
　これらの目的は、以下で記述する主題により解決できる。
【００３４】
　本発明は第１の態様において、少なくとも１つの薬学的に活性な成分を含み、かつ長手
方向軸と２つの相対する長手方向縁端、長手方向軸に対し垂直な横方向軸と２つの相対す
る横方向縁端、正面側、反対側の裏面側および前記正面側および裏面側の間の円周方向周
縁を含む形状を有し；正面側および／または裏面側が基礎部域を含み、正面側および／ま
たは裏面側が、前記基礎部域から上に延在する少なくとも１つの隆起を含み、前記少なく
とも１つの隆起が一方または両方の長手方向縁端の少なくとも一区分におよび／またはそ
れに隣接して、および／または一方または両方の横方向縁端の少なくとも一区分におよび
／またはそれに隣接して、および／または両方の長手方向縁端および両方の横方向縁端の
間に存在している医薬投薬形、特に経口剤形、詳細には錠剤に関する。剤形の正面側およ
び／または裏面側、詳細には正面側の基礎部域および／または裏面側の基礎部域は、さら
に少なくとも１つのインデンテーションを含む可能性がある。
【００３５】
　本発明は第２の態様において、乱用の可能性を有する少なくとも１つの薬学的に活性な
成分を含み、かつ長手方向軸と２つの相対する長手方向縁端、長手方向軸に対し垂直な横
方向軸と２つの相対する横方向縁端、正面側、反対側の裏面側および前記正面側および裏
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面側の間の円周方向周縁を含む形状を有し；正面側および／または裏面側が基礎部域を含
み、正面側および／または裏面側が、前記基礎部域から上に延在する少なくとも１つの隆
起を含み、前記少なくとも１つの隆起が一方または両方の長手方向縁端の少なくとも一区
分におよび／またはそれに隣接して、および／または一方または両方の横方向縁端の少な
くとも一区分におよび／またはそれに隣接して、および／または両方の長手方向縁端およ
び両方の横方向縁端の間に存在している遅延放出プロフィールを有する不正改変防止性医
薬投薬形、特に遅延放出プロフィールを有する不正改変防止性経口剤形、詳細には遅延放
出プロフィールを有する不正改変防止性錠剤に関する。剤形の正面側および／または裏面
側、詳細には正面側の基礎部域および／または裏面側の基礎部域は、さらに少なくとも１
つのインデンテーションを含む可能性がある。
【００３６】
　本発明は第３の態様において、中に含まれている薬理学的に有効な化合物（Ａ）の制御
放出を伴う医薬投薬形において、拡張方向Ｅ１に少なくとも５００Ｎの破壊強度Ｂ１を有
し、拡張方向Ｅ２に５００Ｎ未満の破壊強度Ｂ２を有する医薬投薬形に関する。
【００３７】
　本発明に係る医薬投薬形は、好ましくは、異方性の機械的特性（すなわち異なる方向で
異なる機械的特性）を示す。
【００３８】
　意外にも、医薬投薬形の外部形状を修正することによって、医薬投薬形の破壊強度を同
時に低減させることなく放出プロフィールを修正し得るということが分かっている。詳細
には意外にも、医薬投薬形の外形形状が一定の脆性を引き起こすように修正されたにもか
かわらず、医薬投薬形の全体的不正改変防止性を維持できることが分かっている。
【００３９】
　その上、意外にも、医薬投薬形の外部形状を修正することにより、貯蔵安定性例えば放
出プロフィールの貯蔵安定性を、保管前に匹敵する放出プロフィールを有していた従来の
剤形と比べて増大させることができる、ということが分かっている。
【００４０】
　本発明の医薬投薬形では、一般に、薬学的に活性な成分の放出プロフィールをさらに一
層制御することが可能となる。放出プロフィールは、より正確で予測可能な信頼性の高い
方法で微調整または調整可能であり；同じ製剤のためにさまざまな遅延放出プロフィール
を提供できるように放出プロフィールを操作または調整することができる。本発明の医薬
投薬形を用いた放出プロフィールの制御は、即時放出用に設計された医薬投薬形または遅
延（持続）放出用に設計された医薬投薬形について達成可能である。遅延放出製剤の溶解
プロフィールを修正するためにさまざまな状況において現実的条件の下では可能でさえな
いことが証明されてきた親水性ポリマーの選択および量に依存する必要はもはやないとい
うこともまた、１つの利点である。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１Ａ】本発明の錠剤の概略上面図である。
【図１Ｂ】図１Ａ）の錠剤のＡ－Ａに沿った断面図である。
【図２Ａ】本発明の錠剤の別の実施形態の概略上面図である。
【図２Ｂ】図２Ａ）の錠剤のＡ－Ａに沿った断面図である。
【図３Ａ】本発明の錠剤の別の実施形態の概略上面図である。
【図３Ｂ】図３Ａ）の錠剤のラインＡ－Ａに沿った断面図である。
【図３Ｃ】図３Ａ）の錠剤のＢ－Ｂに沿った側面断面図である。
【図４Ａ】本発明の錠剤の別の実施形態の概略図面である。
【図４Ｂ】図４Ａ）の錠剤のラインＡ－Ａに沿った断面図である。
【図４Ｃ】図４Ａ）の錠剤のラインＢ－Ｂに沿った側面断面図である。
【図５Ａ】本発明の錠剤の別の実施形態の概略上面図である。
【図５Ｂ】図５Ａ）の錠剤のラインＡ－Ａに沿った断面図である。
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【図５Ｃ】図５Ａ）の錠剤のＢ－Ｂに沿った側面断面図である。
【図６Ａ】本発明の錠剤の別の実施形態の概略図面である。
【図６Ｂ】図６Ａ）の錠剤のラインＡ－Ａに沿った断面図である。
【図６Ｃ】図６Ａ）の錠剤のラインＢ－Ｂに沿った側面断面図である。
【図７Ａ】従来の長円形錠剤の概略図である。
【図７Ｂ】医薬投薬形のちょうど中央のテーパーにより達成される、それぞれ表面積対体
積および表面積対重量の増大した比を有する本発明に係る医薬投薬形の一実施形態の概略
図である。
【図８Ａ】相対する側に２つのリセス（「中庭（ｉｎｎｅｒ　ｃｏｕｒｔｙａｒｄ）」）
を有する、本発明に係る好ましい医薬投薬形の概略図である。
【図８Ｂ】断面がＨ字形状をとることを示した、図８Ａ）で描かれた医薬投薬形の概略断
面図である。
【図９Ａ】図８Ａ）で描かれた医薬投薬形の概略断面図である。
【図９Ｂ】図９Ａ）で描かれた医薬投薬形の断面に類似した本発明に係る医薬投薬形の概
略断面図である。
【図９Ｃ】図９Ａ）および図９Ｂ）で描かれた医薬投薬形の断面と類似した本発明に係る
医薬投薬形の概略断面図である。
【図１０Ａ】本発明に係る特に好ましい医薬投薬形の概略上面図である。
【図１０Ｂ】本発明に係る特に好ましい医薬投薬形の概略側面図である。
【図１１】円筒形の中央要素と２つの球形キャップを含む従来の医薬投薬形の概略図であ
る。
【図１２】剤形の全体的表面積をおおよそ推定するために同一の体積および表面積のボク
セルに分割された好ましい医薬投薬形（図８Ａ参照）の概略断面図である。
【図１３Ａ】十字架の形状をしている、本発明に係る好ましい医薬投薬形の概略図である
。
【図１３Ｂ】星形をしている、本発明に係る好ましい医薬投薬形の概略図である。
【図１４Ａ】８の字の形状をしている、本発明に係る医薬投薬形の概略図である。
【図１４Ｂ】扁平なピーナッツの形状をしている、本発明に係る医薬投薬形の概略図であ
る。
【図１４Ｃ】平行な二重円筒の形状している、本発明に係る医薬投薬形の概略図である。
【図１４Ｄ】平行な二重管の形状をしている、本発明に係る医薬投薬形の概略図である。
【図１４Ｅ】中央に丸い穴を有する正方形形状をしている、本発明に係る医薬投薬形の概
略図である。
【図１４Ｆ】波状または波形の形状をしている、本発明に係る医薬投薬形の概略図である
。
【図１５Ａ】短管の形状をしている、本発明に係る好ましい医薬投薬形の概略図である。
【図１５Ｂ】環の形状をしている、本発明に係る好ましい医薬投薬形の概略図である。
【図１６Ａ】相対する側に２つのリセスをもつ三角形の形状をしている、本発明に係る好
ましい医薬投薬形の概略図である。
【図１６Ｂ】相対する側に２つのリセスをもつ５角形の形状をしている、本発明に係る好
ましい医薬投薬形の概略図である。
【図１７Ａ】図１０で描かれた好ましい医薬投薬形の概略断面図であり、剤形の主拡張部
域（５７）に直交する剤形の最大拡張（５６）は前記主拡張部域（５７）に平行な剤形の
質量中心（５８）から間隔どりされている。
【図１７Ｂ】図１０で描かれた好ましい医薬投薬形の概略断面図であり、質量中心（５８
）は、同心円（６０ａ）～（６０ｄ）でとり囲まれ、質量中心から増大する距離を示す。
【図１８Ａ】図１０で示された医薬投薬形および拡張方向Ｅ１における破壊強度を測定す
るためのセットアップの概略図であり、拡張方向Ｅ１での破壊強度を測定するために測定
装置の２つの平らなジョー（６１ａ）および（６１ｂ）の間に医薬投薬形を設置する方法
を示している。
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【図１８Ｂ】図１０で示された医薬投薬形および拡張方向Ｅ２における破壊強度を測定す
るためのセットアップの概略図であり、拡張方向Ｅ２での破壊強度を測定するために測定
装置の２つの平らなジョー（６１ａ）および（６１ｂ）の間に医薬投薬形を設置する方法
を示している。
【図１８Ｃ】図１０で示された医薬投薬形および拡張方向Ｅ３における破壊強度を測定す
るためのセットアップの概略図であり、拡張方向Ｅ３での破壊強度を測定するために測定
装置の２つの平らなジョー（６１ａ）および（６１ｂ）の間に医薬投薬形を設置する方法
を示している。
【図１９】本発明に係る医薬投薬形の破壊強度を測定するために使用される測定システム
の好ましい実施形態である。この測定システムの２つのジョー（６１ａ）および（６１ｂ
）は平らではなく、それぞれエンボス（６２）およびキャビティ（６３、６４）を含んで
いる。
【図２０Ａ】拡張方向Ｅ１での破壊強度を測定するために、図１９で示された測定装置の
２つのジョー（６１ａ）および（６１ｂ）の間に、図１０で示された医薬投薬形を設置す
る方法示す。
【図２０Ｂ】拡張方向Ｅ２での破壊強度を測定するために、測定装置の２つのジョー（６
１ａ）および（６１ｂ）の間に医薬投薬形を設置する方法を示す。
【図２０Ｃ】拡張方向Ｅ３での破壊強度を測定するために、測定装置の２つのジョー（６
１ａ）および（６１ｂ）の間に医薬投薬形を設置する方法を示す。
【図２１】実施例Ｉ－２（Ｈ字形）にしたがった錠剤および比較例Ｃ－１（長円）にした
がった錠剤の、製造直後の放出プロフィールを示す。
【図２２】発明力ある実施例Ｉ－１（Ｈ字形）にしたがった錠剤および発明力ある実施例
Ｉ－２（Ｈ字形）にしたがった錠剤の放出プロフィールを示す。
【図２３】さまざまな条件（それぞれ４０℃、６ヶ月間；２５℃、９ヶ月間；３０℃、９
ヶ月間）の下での保管の前後の比較例Ｃ－１（長円）にしたがった錠剤の放出プロフィー
ルを示す。
【図２４】さまざまな条件（それぞれ４０℃、６ヶ月間；２５℃、９ヶ月間；３０℃、９
ヶ月間）の下での保管の前後の発明力ある実施例Ｉ－２（Ｈ字形）にしたがった錠剤放出
プロフィールを示す。
【発明を実施するための形態】
【００４２】
　明示的に別段の定めをした場合を除き、以下で本発明の特定の態様に関連して記述され
る本発明のあらゆる好ましい実施形態は、本発明のその他の態様にも適用されるものとす
る。この点において、「薬学的に活性な成分」および「薬理学的に有効な化合物（Ａ）」
または「医薬投薬形」あるいは「錠剤」などの本明細書中のほかの場所で言及された類似
のキーワードと同義であるかまたは少なくともこれらのキーワードと部分的に重複するキ
ーワードに関して記述された実施形態は、前記類似のキーワードに関しても適用可能であ
るものとして理解されるものとする。
【００４３】
　本発明の第１の態様は、少なくとも１つの薬学的に活性な成分（薬理学的に有効な化合
物）を含み、かつ長手方向軸と２つの相対する長手方向縁端、長手方向軸に対し垂直な横
方向軸と２つの相対する横方向縁端、正面側、反対側の裏面側および前記正面側および裏
面側の間の円周方向周縁を含む形状を有し；正面側および／または裏面側が基礎部域を含
み、正面側および／または裏面側が、前記基礎部域から上に延在する少なくとも１つの隆
起を含み、前記少なくとも１つの隆起が一方または両方の長手方向縁端の少なくとも一区
分におよび／またはそれに隣接して、および／または一方または両方の横方向縁端の少な
くとも一区分におよび／またはそれに隣接して、および／または両方の長手方向縁端およ
び両方の横方向縁端の間に存在している医薬投薬形、特に経口剤形、詳細には錠剤に関す
る。剤形の正面側および／または裏面側特に正面側の基礎部域および／または裏面側の基
礎部域は、さらに少なくとも１つのインデンテーションを含む可能性がある。
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【００４４】
　錠剤の長手方向軸と横方向軸が本質的に同じ長さを有することも同じく可能であるが、
本発明の錠剤がその横方向軸よりも長い長手方向軸を有することが好ましい。すなわち、
本発明の錠剤の好ましい実施形態は、長円の形状を示す。長手方向軸は典型的には、一方
の横方向縁端から反対側の横方向縁端まで両方の長手方向縁端の間を、詳細にはその長さ
が最大となるような形で錠剤の中央部分を通って延在している。横方向軸は典型的には、
一方の長手方向縁端から反対側の長手方向縁端まで、詳細にはその長さが最大となるよう
な形で延在している。横方向軸は、長手方向軸に対し垂直に配向されている。
【００４５】
　本発明の錠剤の正面側および／または裏面側の基礎部域は、必ずしも平坦でなくてよい
ものの、一実施形態においては、不規則なまたは規則的な三次元パターンを示すことがで
きるが、ただし、これは隆起またはインデンテーションの寸法に対して有意な程度には拡
がってはいない。
【００４６】
　本発明の錠剤の一実施形態の正面基礎部域と裏面基礎部域の間の平均距離は、通常その
横方向軸の長さよりも小さい。最小の平均距離をもつ錠剤のこれらの相対する側面は、通
常、正面および裏面基礎部域を含んでいる。
【００４７】
　別の好ましい実施形態によると、正面側および裏面側が各々、少なくとも両方の長手方
向縁端にあるおよび／またはそれに隣接する一区分に沿って、および／または少なくとも
両方の横方向縁端にあるおよび／またはそれに隣接する一区分に沿って、少なくとも１つ
の隆起を含んでいる錠剤が提供されている。この点に関して、場合によっては、前記正面
側および前記裏面側が、少なくとも本質的に連続した隆起を、両方の相対する長手方向縁
端の少なくとも３分の２の部分におよび／またはそれに隣接して、および／または両方の
横方向縁端の少なくとも３分の２の部分におよび／またはそれに隣接して含んでいること
が、より一層好ましい。
【００４８】
　隆起は、任意の幾何学的断面を有していてよく、例えば、丸味を帯びることも矩形、三
角形、または正方形の断面を有することもできる。隆起は好ましくは、錠剤の幅の半分未
満、より好ましくは３分の１未満の幅を有する。隆起の長さは大幅に変動し得る。個々の
隆起の全体的長さが、その場所に応じて長手方向縁端または横方向縁端の長さの少なくと
も半分であることが好ましい。典型的には、隆起の全体的長さはその幅よりもはるかに長
く、例えば隆起の幅の数倍例えば、詳細には長手方向に配向されている場合にはその幅の
２、３、４、５または６倍超、または横方向に配向されている場合にはその幅の２、３、
または４倍超である。本発明の意味合いにおける隆起は同様に一連の隣接する隆起部分を
も含んでいる。これらの隆起部分は、上から見た場合、例えば、円、卵形、矩形、正方形
、三角形または任意のその他の多角形の円周形状を有することができ、またはこれらの形
状に近いものとなってよく、さらには不規則な形状さえ有していてよい。
【００４９】
　長手方向縁端および／または横方向縁端に位置づけられる隆起は、通常は、有意な遷移
ゾーンまたは遷移ステップなく、すなわち「陸部（ｌａｎｄ）」無く、錠剤の円周方向周
縁から移行する。このような実施形態においては、周縁部分から隆起部分まで平滑な遷移
が存在し、こうして、周縁および隆起の外部表面は、少なくとも一区分全体にわたり連続
した表面を形成する。長手方向縁端に隣接してまたは横方向縁端に隣接して位置づけされ
た隆起は、これとは対照的に、錠剤の円周方向周縁に直接設置されず、一部分特に基礎部
域の一部に帰属させることのできるわずかな部分により基礎部域の平面内で周縁から分離
されている。前記わずかな部分は、錠剤技術の分野では「陸部」として知られる。このわ
ずかな部域は通常、隆起自体の平均幅に比べて小さい幅を有する。好ましい実施形態にお
いては、陸部は、約０．０５ｍｍ～約０．５ｍｍの範囲内、例えば約０．１ｍｍである。
【００５０】
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　特に適切な実施形態において、本発明の錠剤には、錠剤の正面側と裏面側の両方の両長
手方向縁端および／または両横方向縁端に隆起が具備されており、ここでこれらの隆起は
、長手方向縁端および／または横方向縁端の長さの少なくとも半分、好ましくは３分の２
にわたり、さらに一層好ましくは長手方向縁端および／または横方向縁端の全長にわたり
延在している。別の好ましい実施形態において、隆起は、正面側および／または裏面側、
好ましくは正面側および裏面側の基礎部域を、それぞれの長手方向縁端および横方向縁端
でおよび／またはそれに隣接して、連続的に囲んでいる。改善された放出プロフィールに
関する最も好ましい結果は、例えば、錠剤の両側面の両長手方向縁端に隆起を有する本発
明の錠剤で得ることができる。これらの錠剤の断面は、Ｈ字形を有するかまたはそれに近
いものとして記述できる。Ｈ字形という表現を用いることにより、相対する、詳細にはむ
しろ平担な基礎部域を有する錠剤本体には錠剤本体の両方の側面上の長手方向縁端にある
相対する隆起が具備されていることが正に標示されるものとする。例えば、１つのＨ字形
実施形態においては、隆起は、例えば最高約１または２ｍｍという相対する長手方向縁端
に沿った隆起間の横方向距離に比べてわずかな程度でしかそれぞれの基礎部域から上に突
出することができない。
【００５１】
　１つの好ましい実施形態において、本発明の錠剤は、詳細にはその長円形態において、
少なくとも１つの隆起を、両方の相対する長手方向縁端の主要部分にまたはそれに隣接し
て、詳細にはそれに隣接して、詳細には正面側の長手方向縁端の少なくとも３分の２に沿
って含んでいる。別の好ましい実施形態において、本発明の錠剤は、詳細にはその長円形
態において、少なくとも１つの隆起を、両方の相対する長手方向縁端の主要部分にまたは
それに隣接して、詳細にはそれに隣接して、詳細には錠剤の正面側および裏面側の両方の
長手方向縁端の３分の２に少なくとも沿って含んでいる。別の好ましい実施形態において
、本発明の錠剤は、詳細にはその長円形態において、円周方向の隆起を、前記錠剤の正面
側の円周方向縁端にまたはそれに隣接して、詳細にはそれに隣接して含んでいる。別の好
ましい実施形態において、本発明の錠剤は、詳細にはその長円形態において、円周方向隆
起を、前記錠剤の正面側および裏面側の両方の円周方向縁端にまたはそれに隣接して、詳
細にはそれに隣接して含んでいる。
【００５２】
　本発明の錠剤の別の適切な実施形態によると、一方または両方の長手方向縁端が少なく
ともその長さの大部分にわたり本質的に直線であることが規定されており、かつ／または
ここで一方または両方の横方向縁端はその長さの大部分にわたり湾曲し、詳細には本質的
に円弧の形で湾曲している。当然のことながら、長手方向縁端がその他の何らかの不規則
なまたは規則的な形状、たとえば波様の縁縁端分を少なくとも一区分全体に有する形状を
示すことも可能である。同様に、横方向縁端が三角形またはその他の任意の多角形形状を
示すこともまた可能である。一般に、長手方向縁端および横方向縁端は両方共、錠剤の正
面側および裏面側の外周を形成する。
【００５３】
　大部分の利用分野について、錠剤の長手方向長さすなわちその長手方向軸の長さは、３
０ｍｍ以下で充分である。
【００５４】
　別の実施形態によると、本発明の錠剤は好ましくは、正面側と裏面側の基礎部域全体に
わたり少なくとも約１ｍｍ、そして詳細には約６ｍｍ以下、さらに詳細には約１ｍｍ～約
３ｍｍの範囲内、またはさらに詳細には約２ｍｍ～約４ｍｍの範囲内の平均厚みを有する
。
【００５５】
　本発明の錠剤の一実施形態によると、隆起は、正面側の基礎部域からおよび／または裏
面側の基礎部域から、平均して約０．５ｍｍ～約２ｍｍ、詳細には約０．５ｍｍ～約１ｍ
ｍだけ垂直に延在している。
【００５６】
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　本発明の錠剤は、好ましくは、長手方向において約５ｍｍ～約３０ｍｍの範囲内、詳細
には約１５ｍｍ～約２５ｍｍの範囲内、より詳細には約１７ｍｍ～約２３ｍｍ、さらに詳
細には約２１ｍｍの長さ；約５ｍｍ～約１５ｍｍの範囲内、詳細には約７ｍｍ～約１２ｍ
ｍの範囲内、より詳細には約７ｍｍ～約１０ｍｍの範囲内、さらに詳細には７ｍｍ、９ｍ
ｍまたは１０ｍｍの幅；そして基礎部域全体にわたり約１ｍｍ～約６ｍｍ、詳細には約１
．５ｍｍ～約４ｍｍ、さらに詳細には２ｍｍ～約４ｍｍの範囲内、さらに一層詳細には約
２．５ｍｍ～約３．５ｍｍの範囲内の厚みを有する。
【００５７】
　以上で指摘した通り、本発明の錠剤の正面側および／または裏面側、詳細には正面側の
基礎部域および／または裏面側の基礎部域は、一実施形態においてはさらに少なくとも１
つのインデンテーションを含むことができる。これは一般に放出プロフィールの制御のさ
らなる改善を可能にすることが分かっている。一実施形態におけるインデンテーションは
一般に、錠剤の全体的表面の中に提供されたまたは埋込まれた中空空間を表わす。例えば
、正面側、裏面側、特に正面側および／または裏面側の基礎部域、周縁および／または少
なくとも１つの隆起に、少なくとも１つのインデンテーションを具備することができる。
【００５８】
　インデンテーションは、それを上から見た場合、任意の不規則なまたは規則的な形状、
例えば正方形、矩形、三角形、卵形または円の形を有することができる。一実施形態にお
いて、インデンテーションは円筒、立方体、直平方６面体または半球の形をとることがで
き、すなわちインデンテーションを形成する開口部および壁が、円筒形、立方体、直方体
６面体または半球の形をほぼ表わすことになる。上から見た場合、インデンテーションの
シルエット形状は本質的に同じ幅および長さの寸法を有する。同様に、上から見た場合、
インデンテーションのシルエット形状は、幅寸法よりも長い長さ寸法、例えば少なくとも
幅寸法の２、３、または４倍である長さ寸法を有する。したがって、上から見た場合、シ
ルエット形状はむしろ細長く、例えば矩形であり、規則的なシルエット形状例えば直線、
波様、またはジグザクを有することができ、またはむしろ不規則でもあり得る。別の実施
形態では、例えば正面側および／または裏面側上にインデンテーションのアレイを形成さ
せることができる。多くの利用分野について、上から見た場合に、インデンテーションの
シルエット形状が、例えば円形、正方形様またはわずかに卵形またはわずかに矩形の形状
で見い出すことができるように、その幅寸法と本質的に同一である長さ寸法を有すること
で充分であることが分かっている。普通は横方向軸に対し平行に決定されるインデンテー
ションの前記幅寸法は、通常錠剤の横方向長さの半分未満、詳細には錠剤の横方向長さの
３分の１未満である。一実施形態において、幅寸法は本質的に、インデンテーションの深
さと同一であるかまたは、インデンテーションの深さの２倍または３倍以下である。普通
長手方向軸に平行に決定されるインデンテーションの長さ寸法は、通常錠剤の長手方向長
さの４分の３以下、詳細には、錠剤の長手方向長さの半分以下そして好ましくは錠剤の長
手方向長さの３分の１以下である。錠剤中の穴は、本発明の意味合いにおけるインデンテ
ーションではない。前記インデンテーションのシルエット形状および深さは、所望の放出
プロフィールに応じて変動し得る。通常は、取扱い時に錠剤中を貫通する穴が形成される
のを妨げるため、これらのインデンテーションの深さが錠剤の厚みに近づきすぎないよう
注意を払わなければならない。好ましくは、インデンテーションは、本発明の錠剤の厚み
の半分を超えない深さを有する。大部分の利用分野について、前記インデンテーションの
最大深さが本発明の錠剤の厚みの３分の１を超えないというだけですでに充分であること
が多い。本発明の錠剤の平均厚みは、一般に錠剤の正面側と裏面側の間または好ましくは
正面側の基礎部域と裏面側の基礎部域の間の距離として決定される。
【００５９】
　正面側および裏面側という表現を使用することにより、本発明の錠剤が、各々隆起およ
び／またはインデンテーションを備えている可能性のある２つの相対する側を有するとい
うことも標示されるものとする。その結果、どちらが正面側であり、どちらが裏面側であ
るかの選択は、むしろ恣意的である。したがって、正面側および裏面側という表現は、同
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様に、それぞれ一方の側および他方の側によって置換することもできる。
【００６０】
　本発明の一実施形態において、正面側および／または裏面側、詳細には正面側の詳細に
は本質的に平担である基礎部域、および／または裏面側の詳細には本質的に平担である基
礎部域が、少なくとも１つの隆起に加えて少なくとも１つのインデンテーションを詳細に
は相対する長手方向および／または横方向隆起の間に含んでいる錠剤が提供されている。
【００６１】
　本発明の一実施形態においては、正面側と裏面側の両方が少なくとも１つのインデンテ
ーションを含むということが規定されている。
【００６２】
　本発明の錠剤の正面側および裏面側上のインデンテーションは、少なくとも一度、少な
くとも部分的にオフセットされるかまたは合同な形で位置づけされ得る。１つの好ましい
実施形態においては、正面側の全てのインデンテーションおよび裏面側の全てのインデン
テーションが少なくとも部分的にオフセットされるかまたは合同な形で位置づけされてい
る。
【００６３】
　インデンテーションは、本発明の錠剤の正面側および／または裏面側の基礎部域の上に
規則的に位置づけされる。このようなインデンテーションの２つ以上を、例えば正面側お
よび／または裏面側の長手方向縁端の間にある１本の列の形で互いに隣接して設置するこ
とが可能である。インデンテーションは好ましくは、本発明の錠剤の正面側および／また
は裏面側の長手方向縁端におよび／またはそれに隣接して相対する長手方向に延在する隆
起の間に位置設定される。
【００６４】
　一つの好ましい実施形態において、本発明の錠剤、詳細にはその長円形態は、両方の長
手方向縁端の主要部分にまたはそれに隣接して、詳細にはそれに隣接して、詳細には少な
くとも正面側の長手方向縁端の３分の２に沿って少なくとも１つの隆起そして、詳細には
相対する長手方向縁端に沿って隆起の間に少なくとも１つのインデンテーションを含んで
いる。
【００６５】
　別の好ましい実施形態において、本発明の錠剤、詳細にはその長円形態は、少なくとも
１つの隆起を、両方の相対する長手方向縁端の主要部分にまたはそれに隣接して、詳細に
はそれに隣接して、詳細には錠剤の正面側および裏面側の両方の長手方向縁端の少なくと
も３分の２に沿って；ならびに少なくとも１つのインデンテーションを、正面側および／
または裏面側上、詳細には錠剤の正面側の基礎部域および／または裏面側の基礎部域の上
、詳細にはそれぞれに正面側および／または裏面側上で相対する長手方向縁端に沿って位
置設定されている隆起の間に含んでいる。別の好ましい実施形態において、本発明の錠剤
、詳細にはその長円形態は、円周方向隆起を、前記錠剤の正面側および／または裏面側の
円周方向縁端にまたはそれに隣接して、詳細にはそれに隣接して含み、かつ少なくとも１
つのインデンテーションを、正面側および／または裏面側上、詳細には正面側および／ま
たは裏面側上の円周方向隆起により囲まれた基礎部域上に含む。別の好ましい実施形態に
おいて、本発明の錠剤、詳細にはその長円形態は、円周方向縁端を前記錠剤の正面側およ
び裏面側の両方の円周方向縁端にまたはそれに隣接して、詳細にはそれに隣接して含み、
少なくとも１つのインデンテーションを、正面側および裏面側上、詳細には正面側の円周
方向隆起により囲まれた基礎部域上、および裏面側の円周方向隆起により囲まれた基礎部
域上に含む。
【００６６】
　一般に、本発明の錠剤内に取込むことのできる薬学的に活性な成分（薬理学的に有効な
化合物）に関する制限は全く無い。
【００６７】
　適切な有効成分は、経口投与後に局所的生理学的効果を及ぼすもの、ならびに全身的効
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果を及ぼすものである。適切な有効成分の例には、以下のものが包含される：
鎮痛性抗炎症薬（ＮＳＡＩＤ、フェンタニル、インドメタシン、イブプロフェン、ケトプ
ロフェン、ナブメトン、パラセタモール、ピロキシカム、トラマドール、ＣＯＸ－２阻害
薬、例えばセレコキシブおよびロフェコキシブ）；
抗不整脈薬（プロカインアミド、キニジン、ベラパミル）；
抗細菌および抗原虫薬（アモキシシリン、アンピシリン、ベンザチン、ペニシリン、ベン
ジルペニシリン、セファクロール、セファドロキシル、セフプロジル、セフロキシムアキ
セチル、セファレキシン、クロラムフェニコール、クロロキン、シプロフロキサシン、ク
ラリトロマイシン、クラブラン酸、クリンダマイシン、ドキシキシクリン、エリスロマイ
シン、フルクロキサシリンナトリウム、ハロファントリン、イソニアジド、リン酸カナマ
イシン、リンコマイシン、メフロキン、ミノサイクリン、ナフシリンナトリウム、ナルジ
クス酸、ネオマイシン、ノルフロキサシン、オフロキサシン、オキサシリン、フェノキシ
メチル－ペニシリンカリウム、ピリメタミン－スルファドキシム、ストレプトマイシン、
ＴＭＣ２０７）；
抗凝固薬（ワルファリン）；
抗うつ薬（アミトリプチリン、アモクサピン、ブトリプチリン、クロミプラミン、デシプ
ラミン、ドチエピン、ドキセピン、フルオキセチン、レボキセチン、アミネプチン、セレ
ギリン、ゲピロン、イミプラミン、炭酸リチウム、ミアンセリン、ミルナシプラン、ノル
トリプチリン、パロキセチン、セルトラリン；３－［２－［３，４－ジヒドロベンゾフロ
［３，２－ｃ］ピリジン－２（１Ｈ）－イル］エチル］－２－メチル－４Ｈ－ピリド［１
，２－ａ］ピリミジン－４－オン）；
抗糖尿病薬（グリベンクラミド、メトホルミン）；
抗てんかん薬（カルバマゼピン、クロナゼパム、エトスキシミド、ガバペンチン、ラモト
リジン、レベチラセタム、フェノバルビトン、フェニトイン、プリミドン、チアガビン、
トピラメート、バルプロミド、ビガバトリン）；
抗真菌薬（アンフォテリシン、クロトリマゾール、エコナゾール、フルコナゾール、フル
シトシン、グリセオフルビン、イトラコナゾール、ケトコナゾール、硝酸ミコナゾール、
ナイスタチン、テルビナフィン、ボリコナゾール）；
抗ヒスタミン薬（アステミゾール、シナリジン、シプロヘプタジン、デカルボエトキシル
オラタジン、フェキソフェナジン、フルナリジン、レボカバスチン、ロラタジン、ノラス
テミゾール、オキサトミド、プロメタジン、テルフェナジン）；
抗高血圧薬（カプトプリル、エナラプリル、ケタンセリン、リシノプリル、ミノキシジル
、プラゾシン、ラミプリル、レセルピン、テラゾシン）；
ムスカリン性受容体拮抗薬（硫酸アトロピン、ヒヨスチン）；
抗腫瘍薬および代謝拮抗薬（白金化合物、例えばシスプラチン、カルボプラチン；タキサ
ン、例えばパクリタキセル、ドセタキセル；テカン類（ｔｅｃａｎｓ）、例えばカンプト
テシン、イリノテカン、トポテカン；ビンカアルカロイド類、例えばビンブラスチン、ビ
ンデシン、ビンクリスチン、ビノレルビン；ヌクレオシド誘導体および葉酸アンタゴニス
ト、例えば５－フルオロウラシル、カペシタビン、ゲムシタビン、メルカプトプリン、チ
オグアニン、クラドリビン、メトトレキセート；
アルキル化剤、例えばナイトロジェンマスタード類、例えばシクロホスファミド、クロラ
ムブシル、クロルメチン、イホスファミド、メルファラン、またはニトロソウレア類、例
えばカルムスチン、ロムスチン、またはその他のアルキル化剤、たとえばブスルファンお
よびダカルバジン、プロカルバジン、チオテパ；抗生物質、例えばダウノルビシン、ドキ
ソルビシン、イダルビシン、エピルビシン、ブレオマイシン、ダクチノマイシン、ミトマ
イシン；ＨＥＲ２抗体、例えばトラスツツマブ；ポドフィロトキシン誘導体、例えばエト
ポシド、テニポシド；ファルネシルトランスフェラーゼ阻害物質；アントラキノン誘導体
、例えばミトキサントロン）；
抗片頭痛薬（アルニジタン、ナラトリプタン、スマトリプタン）；
抗パーキンソン病薬（メシル酸ブロモクリプチン、レボドパ、セレギリン）；
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抗精神病薬、睡眠導入剤および鎮静剤（アルプラゾラム、ブスピロン、クロルジアゼポキ
シド、クロルプロマジン、クロザピン、ジアゼパム、フルペンチキソール、フルフェナジ
ン、フルラゼパム、９－ヒドロキシリスペリドン、ロラゼパム、マザペルチン、オランザ
ピン、オキサゼパム、ピモジド、ピパムペロン、ピラセタム、プロマジン、リスペリドン
、セルフォテル、セロケル、セルチンドール、スルピリド、テマゼパム、チオチキセン、
トリアゾラム、トリフルペリドール、ジプラシドン、ゾルピデム）；
抗卒中薬（ルベルゾール、ルベルゾールオキシド、リルゾール、アプチガネル、エリプロ
ジル、レマセミド；
鎮咳薬（デキストロメトルファン、レボドロプロピジン）；
抗ウイルス薬（アシクロビル、ガンシクロビル、ロビリデ、チビラピン、ジドブジン、ラ
ミブジン、ジドブジン＋ラミブジン、ジダノシン、ザルシタビン、スタブジン、アバカビ
ル、ロピナビル、アンプレナビル、ネビラピン、エファビレンツ、デラビルジン、インジ
ナビル、ネルフィナビル、リトナビル、サキナビル、アデフォビル、ヒドロキシウレア、
ＴＭＣ１２０、ＴＭＣ１２５、ＴＭＣ２７８）；
ベータ－アドレナリン受容体遮断剤（アテノロール、カルベジロール、メトプロロール、
ネビボロール、プロパノロール）；
心変力性薬（アムリノン、ディジトキシン、ディゴキシン、ミルリノン）；
コルチコステロイド剤（ベクロメタゾン二プロピオン酸塩、ベタメタゾン、ブデソニド、
デキサメタゾン、ヒドロコルチゾン、メチルプレドニソロン、プレドニソロン、プレドニ
ソン、トリアムシノロン）；
消毒薬（クロルヘキシジン）；
利尿薬（アセタゾールアミド、フルセミド、ヒドロクロロチアジド、イソソルビド）；
酵素類；
精油類（アネトール、アニス油、キャラウェイ、カルダモン、カシア油、シネオール、桂
皮油、クローブ油、コリアンダー油、脱メントールハッカ油、ディル油、ユーカリ油、オ
イゲノール、ジンジャー、レモン油、カラシ油、ナツメグ油、オレンジ油、ペパーミント
、セージ、スペアミント、テルピネオール、タイム）；
胃腸薬（シメチジン、シサプリド、クレボプリド、ジフェノキシレート、ドムペリドン、
ファモチジン、ランソプラゾール、ロペラミド、ロペラミドオキシド、メサラジン、メト
クロプラミド、モサプリド、ニザチジン、ノルシスアプリド、オルサラジン、オメプラゾ
ール、パントプラゾール、ペルプラゾール、プルカロプリド、ラベプラゾール、ラニチジ
ン、リドグレル、スルファサラジン）；
止血剤（アミノカプロン酸）；
脂質調整薬（アトルバスタチン、ロバスタチン、プラバスタチン、プロブコール、シンバ
スタチン）；
局所麻酔薬（ベンゾカイン、リグノカイン）；
オピオイド鎮痛薬（ブプレノルフィン、コデイン、デキストロモラミド、ジヒドロコデイ
ン、ヒドロコドン、オキシコドン、モルヒネ）；
副交換神経興奮薬および抗認知症薬（ＡＴＴ－０８２、エプタスチグミン、ガランタミン
、メトリフォネート、ミラメリン、ネオスチグミン、フィソスチグミン、タクリン、ドネ
ペジル、リバスチグミン、サブコメリン、タルサクリジン、キサノメリン、メマンチン、
ラザベミド）；
ペプチド類およびタンパク質（抗体類、ベカプレルミン、シクロスポリン、エリスロポイ
エチン、免疫グロブリン、インシュリン）；
性ホルモン薬（エストロゲン：複合エストロゲン、エチニルエストラジオール、メストラ
ノール、エストラジオール、エストリオール、エストロン；プロゲストゲン；クロルマジ
ノンアセテート、シプロテロンアセテート、１７－デアセチルノルゲスチメート、デソゲ
ストレル、ジエノゲスト、ジドロゲステロン、エチノジオールジアセテート、ゲストデン
、３－ケトデソゲストレル、レボノルゲストレル、リネステレノール、メドロキシプロゲ
ステロンアセテート、メゲストロール、ノルエチンドロン、ノルエチンドロンアセテート
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、ノルエチステロン、ノルエチステロンアセテート、ノルエチノドレル、ノルゲスチメー
ト、ノルゲストレル、ノルゲストリエノン、プロゲステロン、キンゲスタノールアセテー
ト）；
刺激剤（シルデナフィル）；
血管拡張薬（アムロジピン、ブフロメジル、アミルニトリル、ジルチアゼム、ジピリダモ
ール、三硝酸グリセリル、二硝酸イソソルビド、リドフラジン、モルシドミン、ニカルジ
ピン、ニフェジピン、オキシペンチフィリン、四硝酸ペンタエリトリトール）；そのＮ－
オキシド、その薬学的に許容される酸または塩基付加塩およびその立体化学的異性体。
【００６８】
　薬学的に許容される酸付加塩は、適切な有機および無機酸で有効成分の塩基形態を処理
することによって都合よく得ることのできる酸付加塩形態を含む。酸性プロトンを含む有
効成分は、適切な有機および無機塩基での処理によりその非毒性金属またはアミン付加塩
形態に転換されてよい。付加塩という用語には、有効成分が形成することのできる水和物
および溶媒付加形態も同様に含まれる。このような形態の例は、例えば一水和物、アルコ
ラートなどである。有効成分のＮオキシド形態には、いわゆるＮオキシドに至るまで１つ
または複数の窒素原子が酸化されているような有効成分をが含まれる。
【００６９】
　有効成分は、治療上有効な量で剤形内に存在する。治療上有効な量を構成する量は、使
用されている成分、治療対象の身体条件、この身体条件の重篤性、治療対象の患者、そし
て剤形が即時放出か遅延放出のいずれのために設計されているかによって変動する。本発
明において使用される有効成分は、好ましくは、約０．０１％～約９０％（ｗ／ｗ）、詳
細には約０．０１％～約５０％（ｗ／ｗ）、さらに詳細には約２０％～約５０％（ｗ／ｗ
）の範囲内にある。
【００７０】
　明示的に別段の定めをした場合を除き、本発明の意味合いにおいては、（ｗ／ｗ）とい
う標示は、錠剤を形成する組成物の合計重量あたりで明記された化合物の重量を意味する
ものとする。
【００７１】
　一実施形態において、１つ以上の有効成分は、即時放出のために錠剤中に取込まれる。
【００７２】
　別の実施形態において、１つ以上の活性成物は、遅延放出用の錠剤中に取込まれる。こ
の場合、本発明の錠剤の有効成分は、従来の調合助剤および／または１つ以上の疎水性ポ
リマー内に従来通り包埋される。これらの親水性ポリマーは、投与の後水性流体と接触し
た時点で膨潤する傾向をもち、粘性の薬剤放出調節用ゲル層を結果としてもたらす。好ま
しくはこれらのポリマーの粘度は、１５０～１００，０００ｍＰａ・ｓである（２％水溶
液の２０℃での見かけの粘度）。適切な親水性ポリマーの例としては、以下のものが含ま
れる：
－　アルキルセルロース類、例えばメチルセルロース；
－　ヒドロキシアルキルセルロース類、例えばヒドロキシメチルセルロース、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およびヒドロキシブチルセルロース；
－　ヒドロキシアルキルアルキルセルロース類、例えばヒドロキシエチルメチルセルロー
スおよびヒドロキシプロピルメチルセルロース；
－　カルボキシアルキルセルロース類、例えば、カルボキシメチルセルロース；
－　カルボキシアルキルセルロース類のアルカリ金属塩類、例えば、カルボキシメチルセ
ルロースナトリウム；
－　カルボキシアルキルアルキルセルロース類、例えばカルボキシメチルエチルセルロー
ス；
－　カルボキアルキルセルロースエステル類；
－　その他の天然、半合成または合成多糖類、例えば、アルギン酸、アルカリ金属および
それらのアンモニウム塩、カラギナン類、ガラクトマンナン類、トラガカント、寒天、ア
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ラビアガム、グアールガム、キサンタンガム、デンプン類、ペクチン類、例えばカルボキ
シメチルアミロペクチンナトリウム、キチン誘導体類、例えばキトサン、ポリフルクタン
類、イヌリン；
ポリアクリル酸類およびその塩類；
－　ポリメタクリル酸類およびその塩類、メタクリレートコポリマー類；
－　ポリビニルアルコール；
－　ポリビニルピロリドン、ポリビニルピロリドンと酢酸ビニルのコポリマー類；
－　ポリビニルアルコールおよびポリビニルピロリドンの組合せ；
－　ポリアルキレンオキシド類、例えばポリエチレンオキシドおよびポリプロピレンオキ
シドおよびエチレンオキシドとプロピレンオキシドのコポリマー類。
【００７３】
　好ましくは、１つ以上の親水性ポリマーは、セルロース誘導体、詳細にはセルロースエ
ーテル誘導体、例えばアルキルセルロースまたはヒドロキシアルキルセルロースまたはヒ
ドロキシアルキルアルキルセルロース、より詳細にはヒドロキシアルキルセルロースまた
はヒドロキシアルキルアルキルセルロースである。
【００７４】
　最も好ましいセルロースエーテル誘導体は、ヒドロキシプロピルメチルセルロース（Ｈ
ＭＰＣ）およびヒドロキシプロピルセルロース（ＨＰＣ）である。異なる粘度グレードの
ヒドロキシプロピルセルロースおよびヒドロキシプロピルメチルセルロースが市販されて
いる。本発明において好んで用いられるヒドロキシプロピルメチルセルロースは、約３，
５００ｍＰａ・ｓ～約１００，０００ｍＰａ・ｓの範囲内、詳細には約４，０００ｍＰａ
・ｓ～約２０，０００ｍＰａ・ｓの範囲内そして最も詳細には、約６，５００ｍＰａ・ｓ
～約１５，０００ｍＰａ・ｓの粘度（２％の水溶液の２０℃での見かけ粘度）を有し、例
えばヒプロメロース２２０８（ＤＯＷ，　Ａｎｔｗｅｒｐ，　Ｂｅｌｇｉｕｍ）である。
１，５００ｍＰａ・ｓより低い粘度（２％水溶液の２０℃での見かけ粘度）を有するヒド
ロキシプロピルセルロースが好適であり、詳細には約１５０～約７００ｍＰａ・ｓ、好ま
しくは２００～６００ｍＰａ・ｓの範囲内の粘度をもつヒドロキシプロピルセルロース、
例えばＫｌｕｃｅｌ　ＥＦ（Ｈｅｒｃｕｌｅｓ，　Ｗｉｌｍｉｎｇｔｏｎ，　ＵＳＡ）が
好適である。
【００７５】
　好ましくは、この製剤中の粘性親水性ポリマー特にＨＰＭＣおよびＨＰＣの量は、約０
．０１～約８０％（ｗ／ｗ）の範囲内、詳細には約１０～約６０％（ｗ／ｗ）、より詳細
には３０～６０％（ｗ／ｗ）の範囲内にある。
【００７６】
　１つ以上の親水性ポリマーに加えて、遅延放出製剤は、一実施形態において、アルファ
化デンプンを含む。アルファ化デンプンの量は好ましくは５～８０％（ｗ／ｗ）、詳細に
は５～１５％（ｗ／ｗ）の範囲にある。
【００７７】
　一実施形態において、本発明の錠剤は、少なくとも１つの薬学的に活性な成分（薬理学
的に有効な化合物）、アルファ化デンプンおよびＨＰＣおよび／またはＨＰＭＣ、詳細に
は少なくとも１つの薬学的に活性な成分（薬理学的に有効な化合物）、アルファ化デンプ
ン、ＨＰＣおよびＨＰＭＣを含む。
【００７８】
　本発明に係る錠剤は、好ましくはダイおよびパンチを用いた圧縮により調製される。
【００７９】
　本発明の錠剤には任意に、従来の錠剤コーティングを部分的にまたは全体的に提供する
ことができる。本発明の錠剤は、好ましくは、当該技術分野で公知のフィルムコーティン
グ用組成物でフィルムコーティングされる。コーティングは、錠剤の美的印象および／ま
たは味ならびに嚥下し易さを改善する目的で適用される。本発明の錠剤をコーティングす
ることは同様に、例えば安定性および保管寿命を改善するためにも役立つ可能性がある。
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適切なコーティング製剤は、フィルムコーティング用ポリマー例えばヒドロキシプロピル
メチルセルロース例えばヒプロメロース２９１０（５ｍＰａ．ｓ）、可塑剤例えばグリコ
ール例えばプロピレングリコールまたはポリエチレングリコール、乳白剤例えば二酸化チ
タンおよびフィルム平滑化剤例えばタルクを含む。適切なコーティング溶媒は水ならびに
有機溶媒である。有機溶媒の例としては、アルコール、例えばエタノールまたはイソプロ
パノール、ケトン、例えばアセトンまたはハロゲン化炭化水素、例えば塩化メチレンがあ
る。任意には、コーティングは、前記有効成分の即時放出、ひいては前記有効成分により
治療される症候の即時緩和を提供するため、治療上有効な量の１つ以上の有効成分を含む
ことができる。本発明のコート錠は、以上で記述されているような形で錠剤コアを作製し
、その後コーティングパン内でのコーティングなどの従来の技術を用いて前記錠剤コアを
コーティングすることによって調製される。例えば、コーティング用にはＰＥＧ例えばＰ
ＥＧ２０，０００またはＨＰＭＣを使用することができる。
【００８０】
　有効成分および任意の疎水性ポリマー類以外に、本発明の錠剤は、同様に、薬学的に許
容できる調合作用物質例えば充填材、流動促進剤、結合剤、造粒剤、固化防止剤、滑剤、
香味料、染料および防腐剤を含むことができる。
【００８１】
　充填材は、可溶性充填材例えばスクロース、ラクトース、トレハロース、マルトース、
マンニトール、ソルビトール、イヌリンならびに不溶性充填材例えば、リン酸二カルシウ
ム、リン酸三カルシウム、タルクなどから選択されてよい。有利な充填材はラクトース、
詳細にはラクトース一水和物である。異なるグレードのラクトースを使用することができ
る。本発明において好適に使用される１つのラクトースタイプは、ラクトース一水和物２
００メッシュ（ＤＭＶ、Ｖｅｇｈｅｌ、ｔｈｅ　Ｎｅｔｈｅｒｌａｎｄｓ）である。別の
ラクトース一水和物である、ＤＣＬ１１タイプのラクトース一水和物（ＤＭＶ、Ｖｅｇｈ
ｅｌ、ｔｈｅ　Ｎｅｔｈｅｒｌａｎｄｓ）も同じく好適に使用される。ＤＣＬという表記
は、「直接圧縮ラクトース」を意味する。１１という番号は、メーカーの照会番号である
。このタイプのラクトースは、利用されるラクトースの合計量に基づいて粒子の９８％（
ｗ／ｗ）が２５０μｍより小さい直径を有し、利用されるラクトースの合計量に基づいて
粒子の３０％（ｗ／ｗ）から６０％（ｗ／ｗ）が１００μｍの直径を有し、利用されるラ
クトースの合計量に基づいて最大で粒子の１５％（ｗ／ｗ）が４５μｍより小さい直径を
有することを特徴とする。充填材の重量百分率は、約６％～約５４％（ｗ／ｗ）の間の範
囲内にある。
【００８２】
　さらに本発明の製剤の中に含み入れることのできる任意の製剤化剤としては、ポリビド
ン；デンプン；アカシアガム；ゼラチン；海藻誘導体例えばアルギン酸、アルギン酸ナト
リウムおよびカルシウム；セルロース誘導体例えば有用な結合および造粒特性を有するエ
チルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース；コロイドシリカ、デンプンまた
はタルクなどの流動促進剤；ステアリン酸および／またはパルミチン酸マグネシウム、ス
テアリン酸カルシウム、ステアリン酸、ポリエチレングリコール、液体パラフィン、ラウ
リル硫酸ナトリウムまたはマグネシウムなどの滑剤；タルクおよびコーンスターチなどの
抗接着剤などの作用物質に言及することができる。
【００８３】
　本発明の第１の態様は、図１～６を参照することによってさらに容易に理解することが
できる。
【００８４】
　図１Ａ）では、錠剤１は、上から見たその正面側２を示して描かれている。錠剤１は、
長手方向の長手方向軸４と、それに垂直に横方向の横方向軸６を有する。２つの相対する
長手方向縁端８および１０および２つの相対する横方向縁端１２および１４は、錠剤１の
正面側２の外周を形成している。描かれた実施形態において、長手方向縁端８、１０は本
質的に直線であり、一方横方向縁端１２、１４は丸くなっている。図１Ａ）の錠剤１は、
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２０という参照記号を有する上部側面２と下部側面１８の両方の上の円周方向隆起１６、
２０（図１Ｂ））を有する。隆起１６および２０は、長手方向および横方向縁端に隣接し
て位置づけされ、正面側２の基礎部域２２より上そして裏面側１８の基礎部域２４より上
にそれぞれもち上っている。図１Ａ）、１Ｂ）に示された実施形態において、基礎部域２
２、２４は、隆起の横方向幅「ｂ」よりも小さい横方向幅「ａ」を有する。
【００８５】
　図２Ａ）では、正面側２の基礎部域２２の横方向幅ａがそれぞれ正面側２および裏面側
１８のそれぞれの隆起１６、２０の横方向幅ｂよりも大きいという相異点以外、図１Ａ）
に示された錠剤とかなり類似する錠剤１が描かれている。図２Ａ）の錠剤１の実施形態は
、同様に、基礎部域２２、２４がもはや図１Ｂ）で描かれているように完全に平担ではな
く、内向きに、詳細には図２Ｂ）で描かれている通り中心に向かって対称に湾曲し得ると
いう点において、図１Ａ）のものと異なっている。
【００８６】
　図１および２で示されている通りの実施形態は両方共、正面側２と裏面側１８を連結す
る円周方向周縁２６が、図１Ｂ）および２Ｂ）から導出できるように、かなり平担なプロ
フィールを有するという共通点をもつ。
【００８７】
　図３Ａ）では、それぞれ正面側２と裏面側１８の基礎部域２２および２４の各々に４つ
のインデンテーション２８が具備されているという点において、図２Ａ）で描かれている
通りの錠剤とは異なっている本発明の錠剤１の別の実施形態が示されている。これらのイ
ンデンテーション２８は、本質的に円形の形状を有し、基礎部域２２および２４（図３Ｂ
）および図３Ｃ）も参照のこと）内に一列に位置づけされている。図３Ｂ）および３Ｃ）
から導出できるように、正面側２のインデンテーション２８は、裏面側１８の基礎部域２
４内のインデンテーション３０と合同な関係で設置されている。ここでもまた、周縁２６
はかなり平担なプロフィールを有している。インデンテーション２８、３０は、ここに描
かれた実施形態ではトラフ様の中空形態を有している。すなわち、インデンテーションの
円周方向周縁から、深さはインデンテーションの中心までわずかに増大しつつあり、この
ことは図３Ｂ）から導出することができる。
【００８８】
　図４Ａ）で描かれている通りの本発明に係る錠剤１の実施形態は、正面側および裏面側
２、１８の隆起１６および２０がもはや錠剤の外周全体に沿って存在しないという点で、
図３Ａ）の実施形態と異なっている。図４の実施形態において、正面側２および裏面側１
８の相対する横方向縁端１２および１４の区分にはもはや隆起区分が具備されていない。
したがって、正面側２の隆起１６は、正面側の長手方向縁端８および１０に沿ってならび
に正面側の相対する横方向縁端１２および１４の部分全体にわたってのみ延在し、正面側
および裏面側の相対する横方向縁端の両方が隆起の全く無い状態に残されている。同様の
ことはこのケースの裏面側にも適用される。図４の実施形態の正面側の個々の隆起部分に
は、正面側２については１７ａおよび１７ｂそして裏面側１８については２１ａおよび２
１ｂの参照番号が割当てられた。正面側および裏面側のインデンテーション２８および３
０はそれぞれ基礎部域２２および２４の内部に存在し、図３の実施形態の場合と同様に（
図４Ｃ）も参照のこと）、合同な形で設置されている。ここでもまた、円周方向周縁２６
は本質的に平担な形態を有している。
【００８９】
　図５Ａ）で描かれている通りの本発明の錠剤１の実施形態は、正面側２のインデンテー
ション２８および裏面側１８のインデンテーション３０がもはや合同な形では位置設定さ
れず、図５Ｃ）から最も良く導出されるように少なくとも部分的にオフセットされている
という点においてのみ、図４に示されている通りの錠剤と異なっている。
【００９０】
　図６Ａ）は、例えば正面側２上の円周方向隆起１６ならびに裏面側１８上の円周方向隆
起２０（図６Ａでは図示せず、図６Ｂ）および図６Ｃ）に図示されている）に関しておよ
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びその長円形状および寸法に関して、図１に描かれている実施形態とかなり類似する本発
明の錠剤１の別の実施形態を示す。図１の錠剤とは異なり、図６に示した実施形態では、
錠剤の正面側２上の円周方向陸部３２、ならびに裏面側１８上のこのような相応する円周
方向陸部３４が使用されている（図６Ａ）では図示せず、図６Ｂ）および６Ｃ）に図示さ
れている）。すなわち、円周方向隆起１６および２０は、円周方向周縁２６まで延在せず
、この周縁２６に隣接して、すなわちこれから離隔して位置設定されている。図６Ｂ）お
よび６Ｃ）から導出できるように、隆起１６は周縁区分２６まで平滑に通過せず、周縁区
分に隣接して終結し、こうして正面側２の基礎部域２２の高さと幾分か類似する高さにあ
る小さい部分が備わっている。同じことは、裏面側１８上の円周方向陸部３４および隆起
２０にもあてはまる。図６Ａ）～６Ｃ）で示された実施形態において、正面側２の陸部３
２は、基礎部域２２と全く同じ平面内には存在しておらず、わずか上にある。このことは
図６Ｃ）から最も良く導出することができる。同じことは、裏面側１８の陸部３４にもあ
てはまる。一部の錠剤製剤については、例えば大量生産における打抜きサイクルを軽減す
るため、詳細には円周方向の陸部区分を使用することが有利であることが分かっている。
【００９１】
　本発明の第２の態様は、乱用の可能性を有する少なくとも１つの薬学的に活性な成分（
薬理学的に有効な化合物）を含み、かつ長手方向軸と２つの相対する長手方向縁端、長手
方向軸に対し垂直な横方向軸と２つの相対する横方向縁端、正面側、反対側の裏面側およ
び前記正面側および裏面側の間の円周方向周縁を含む形状を有し；正面側および／または
裏面側が基礎部域を含み、正面側および／または裏面側が、前記基礎部域から上に延在す
る少なくとも１つの隆起を含み、前記少なくとも１つの隆起が一方または両方の長手方向
縁端の少なくとも一区分におよび／またはそれに隣接して、および／または一方または両
方の横方向縁端の少なくとも一区分におよび／またはそれに隣接して、および／または両
方の長手方向縁端および両方の横方向縁端の間に存在している遅延放出プロフィールを有
する不正改変防止性医薬投薬形、特に遅延放出プロフィールを有する不正改変防止性経口
剤形、特に遅延放出プロフィールを有する不正改変防止性錠剤に関する。剤形の正面側お
よび／または裏面側、詳細には正面側の基礎部域および／または裏面側の基礎部域は、さ
らに少なくとも１つのインデンテーションを含む可能性がある。
【００９２】
　一般に、本発明の第１の態様に関する上述の教示は同様に、本発明のこの第２の態様に
も適用可能である。ただし、以下のことが強調される。
【００９３】
　本発明の錠剤の好ましい実施形態は、長さ約２１ｍｍ（長手方向軸）；幅約９ｍｍ（横
方向軸）；正面側上の隆起の最上面から裏面側上の反対側の隆起の最上面までの厚み約５
ｍｍ；基礎部域全体にわたる約３ｍｍの厚みおよび基礎部域から隆起の最上面までの約１
ｍｍの拡張部分を有し、詳細には錠剤の正面側および／または裏面側上に円周方向隆起を
有し、好ましくは図１Ａから導出可能であるようにインデンテーションが全く無い錠剤で
ある。
【００９４】
　乱用の可能性のある有効成分は、当業者にとって公知であり、鎮静剤、覚醒剤、バルビ
ツール剤、麻酔剤、オピオイドまたはオピオイド誘導体を含む。
【００９５】
　本発明の不正改変防止性錠剤で好適に使用される薬学的に活性な成分（薬理学的に有効
な化合物）は、鎮痛性化合物または痛み止め化合物例えばオピオイドまたはオピオイド誘
導体、詳細にはタペンタドールまたはその塩、より詳細にはタペンタドールである。
【００９６】
　不正改変防止性という用語は、錠剤が容易に粉砕できないようなものであることを理由
として、有効成分が乱用に適した形で錠剤から容易に分離され得ない、ということを意味
する。こうして、錠剤から薬剤乱用のために使用され得る有効成分を抽出することが困難
になるかまたは、錠剤を経鼻吸引するための粉末の形に変形させることが非常にむずかし



(24) JP 5774853 B2 2015.9.9

10

20

30

40

50

くなる。
【００９７】
　本発明の錠剤は一実施形態において、錠剤の破壊強度を増大させてそれが従来の錠剤よ
りもはるかに高いものとなるようにする少なくとも１つの合成または天然のポリマーを取
込むことにより、不正改変不能にすることができる。この要領で、例えば乳棒と乳鉢など
によるものといった従来の手段による錠剤の粉状化はほとんど不可能となり、したがって
、錠剤中に取込まれた有効成分を乱用に適した形へ転換することは複雑になる。
【００９８】
　本発明の一実施形態において、前記少なくとも１つの合成または天然のポリマーは、ポ
リアルキレンオキシド例えばポリエチレンオキシドおよびポリプロピレンオキシドおよび
エチレンオキシドおよびプロピレンオキシドの共重合体である。
【００９９】
　好ましくは、ポリアルキレンオキシドはポリエチレンオキシド、詳細には５００，００
０超、好ましくは１，０００，０００超、そしてより好ましくは約２，０００，０００～
約７，０００，０００の範囲内の分子量を有するポリエチレンオキシドである。ポリエチ
レンオキシドの量は、一実施形態において、約２０～約８０％（ｗ／ｗ）、詳細には約２
０～５０％（ｗ／ｗ）、より詳細には約３０～約５０％（ｗ／ｗ）の範囲内にある。
【０１００】
　一実施形態において、本発明の錠剤は、少なくとも３００Ｎ、詳細には少なくとも３５
０Ｎ、より詳細には少なくとも４００Ｎ、さらに一層詳細には少なくとも４５０Ｎの破壊
強度を有する。本発明の錠剤の破壊強度は、ヨーロッパ薬局方１９９７年、１４３頁、１
４４頁、方法番号２．９．８の中で記述されている錠剤の破壊強度を決定するための方法
により決定可能である。破壊強度を測定するための好ましい代替案について、以下で本発
明のさらなる態様に関連して記述する。
【０１０１】
　経口剤形からの有効成分の遅延放出は、当業者にとって公知である。遅延放出錠剤につ
いては、錠剤を１日に１回または２回投与するだけで通常は充分である。本発明の錠剤の
遅延放出プロフィールは、任意には従来の製剤化剤をも含む一定量の親水性ポリマーまた
はその配合物中に有効成分を包埋することによって達成可能である。これらの親水性ポリ
マーは、投与後水性流体と接触した時点で膨潤し、粘性の薬剤放出調節用ゲル層を結果と
してもたらす。好ましくは、これらのポリマーの粘度は１５０～１００，０００ｍＰａ．
ｓ（２％水溶液の２０℃での見かけ粘度）の範囲内にある。適切な親水性ポリマーの例と
しては、以下のものが含まれる：
－　アルキルセルロース類、例えばメチルセルロース；
－　ヒドロキシアルキルセルロース類、例えば、ヒドロキシメチルセルロース、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およびヒドロキシブチルセルロース
；
－　ヒドロキシアルキルアルキルセルロース類、例えばヒドロキシエチルメチルセルロー
スおよびヒドロキシプロピルメチルセルロース；
－　カルボキシアルキルセルロース類、例えばカルボキシメチルセルロース；
－　カルボキシアルキルセルロース類のアルカリ金属塩類、例えばカルボキシメチルセル
ロースナトリウム；
－　カルボキシアルキルアルキルセルロース類、例えばカルボキシメチルエチルセルロー
ス；
－　カルボキシアルキルセルロースエステル類；
－　その他の天然、半合成または合成多糖類、例えばアルギン酸、アルカリ金属およびそ
のアンモニウム塩類、カラギナン類、ガラクトマンナン類、トラガカント、寒天、アラビ
アガム、グアールガム、キサンタンガム、デンプン類、ペクチン類、例えばカルボキシメ
チルアミロペクチンナトリウム、キチン誘導体類、例えばキトサン、ポリフルクタン類、
イヌリン；
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－　ポリアクリル酸類およびそれらの塩類；
－　ポリメタクリル酸類およびそれらの塩類、メタクリレートコポリマー類；
－　ポリビニルアルコール；
－　ポリビニルピロリドン、酢酸ビニルとポリビニルピロリドンのコポリマー類；
－　ポリビニルアルコールおよびポリビニルピロリドンの組合せ。
【０１０２】
　本発明の一実施形態において、有効成分が中に包埋される親水性ポリマーは、セルロー
ス誘導体から選択される。好ましくは、セルロース誘導体はセルロースエーテル誘導体で
あり、より好ましくはセルロースエーテル誘導体はＨＰＭＣである。セルロース誘導体の
量は一実施形態において、約１～約２０％（ｗ／ｗ）、詳細には約１０～約２０％（ｗ／
ｗ）の範囲内にあり得る。
【０１０３】
　錠剤の破壊強度を増大させる前記合成または天然ポリマー、詳細にはポリアルキレンオ
キシドそして前記親水性ポリマーに加えて、一実施形態における錠剤製剤はさらに、例え
ばＰＥＧ６０００などのポリアルキレングリコールを含み得る。ポリアルキレングリコー
ルの量は、例えば約１～約２０％（ｗ／ｗ）、詳細には約１～約１０％（ｗ／ｗ）の範囲
内にあり得る。
【０１０４】
　一実施形態において、本発明の不正改変防止性錠剤は、乱用の可能性を有する少なくと
も１つの薬学的に活性な成分（薬理学的に有効な化合物）、詳細には痛み止め薬剤、より
詳細にはオピオイドまたはオピオイド誘導体例えばタペンタドール；少なくとも１つのポ
リアルキレンオキシド、詳細にはポリエチレンオキシド、より詳細には約２，０００，０
００～７，０００，０００の範囲内の分子量を有するポリエチレンオキシド；少なくとも
１つのセルロースエーテル誘導体、詳細にはヒドロキシプロピルメチルセルロース（ＨＭ
ＰＣ）；および少なくとも１つのポリアルキレングリコール、詳細にはポリエチレングリ
コール例えばＰＥＧ６０００を含む。好ましい組成物においては、例えばビタミンＥなど
の酸化防止剤などのさらなる構成成分が存在し得る。別の実施形態において、錠剤は、少
なくとも５重量パーセントの量の乱用の可能性を伴う薬学的に活性な成分（薬理学的に有
効な化合物）；少なくとも１５重量パーセントの量のポリエチレンオキシド；少なくとも
５重量パーセントの量のセルロースエーテル誘導体、詳細にはＨＰＭＣ；そして少なくと
も５重量パーセントの量のポリアルキレングリコール、詳細にはポリエチレングリコール
を含む。
【０１０５】
　本発明の不正改変防止性錠剤は、好ましくは錠剤製剤を溶融押出することにより調製さ
れる。このように得た溶融押出されたストランドは好ましくはモノリスの形に切断され、
次にこのモノリスは錠剤へと圧縮される。
【０１０６】
　例えば特に本発明の錠剤が溶融押出モノリシック塊から生産される場合、もはや容易に
粉砕または圧壊できずしたがって非常に高い不正改変不能度を可能にする非常に硬い圧密
錠が得られる。これらの非常に硬い錠剤の場合、本発明の錠剤により薬剤放出プロフィー
ルの改善された制御を得ることができる。
【０１０７】
　本発明に係る錠剤は、好ましくは溶融押出しにより得られるモノリシック塊から、好ま
しくはダイとパンチを用いた圧縮により調製される。溶融押出により得られる場合、圧縮
ステップは好ましくは周囲温度すなわち２０～２５℃の範囲内の温度を示すモノリシック
塊で実施される。
【０１０８】
　押出を用いて得られたストランドは、そのまま圧縮ステップに付すこともできるし、あ
るいは圧縮ステップに先立ち切断することもできる。当然のことながら、まだ温かいうち
に、すなわち多少の差こそあれ押出ステップの直後に、押出されたストランドを圧縮ステ
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ップまたは切断ステップに付すことも同様に可能である。押出は好ましくは、２軸スクリ
ュー押出機を用いて実施される。
【０１０９】
　本発明の錠剤の調製のために用いられる上述のポリマーすなわちこれらのポリマーの鎖
は、好ましくは主に押出方向に沿って配位されている。押出の結果得られたモノリスがそ
の幅よりも大きい長さを有する場合には、前記モノリスの圧縮は好ましくは長さに対して
垂直な圧縮方向で実施される。
【０１１０】
　本発明の第３の態様は、中に含まれている薬理学的に有効な化合物（Ａ）の制御放出を
伴う医薬投薬形において、拡張方向Ｅ１に少なくとも５００Ｎの破壊強度Ｂ１を有し、拡
張方向Ｅ２に５００Ｎ未満の破壊強度Ｂ２を有する医薬投薬形に関する。
【０１１１】
　一般に、本発明の第１の態様および第２の態様に関する以上の教示は、本発明のこの第
３の態様にもあてはまる。ただし、次の点が強調される。
【０１１２】
　拡張方向Ｅ１および拡張方向Ｅ２は、それぞれ破壊強度Ｂ１およびＢ２についての対応
する必要条件が満たされていることを条件として、それぞれ主として医薬投薬形のあらゆ
る拡張方向すなわちあらゆる恣意的に選択された拡張方向であり得る。
【０１１３】
　医薬投薬形の「破壊強度」（耐圧壊性）は当業者にとって周知である。この点に関して
は、例えば非特許文献３；非特許文献４および非特許文献５を参照することができる。
【０１１４】
　本明細書の目的で、破壊強度は好ましくは、医薬投薬形を破断させるために必要な力の
量（＝破壊力）として定義される。したがって、本明細書の目的のためには、剤形は好ま
しくは、壊れる時すなわち互いに分離した少なくとも２つの独立した部分に破断する時、
所望の破壊強度を示さない。しかしながら別の好ましい実施形態において、測定中に、測
定された最大の力の２５％（閾値）だけ力が減少した場合に、医薬投薬形は破壊されてい
るものとみなされる（以下参照）。
【０１１５】
　本発明に係る剤形は、好ましくは、それらの破壊強度のため、例えば乳棒と乳鉢、ハン
マー、木槌またはその他の通常の粉状化手段、詳細にはこの目的で開発された装置（錠剤
圧砕機）などの従来の手段で力を加えることによって粉状化できないという点において、
従来の剤形とは区別される。この点において、「粉状化」は、適切な媒質内で薬理学的に
有効な化合物（Ａ）を直ちに放出することになる小粒子の形への崩壊を意味する。粉状化
を回避することで事実上、経口または非経口、詳細には静脈内または鼻腔内の乱用が排除
される。
【０１１６】
　従来の錠剤は標準的に、任意の拡張方向で２００Ｎをはるかに下回る破壊強度を有する
。従来の丸い錠剤の破壊強度は、以下の経験式により推定してよい：破壊強度［Ｎ単位］
＝１０×錠剤の直径［ｍｍ単位］。こうして、前記経験式によると、少なくとも５００Ｎ
の破壊強度を有する丸い錠剤は、少なくとも５０ｍｍ（約２インチ）の直径を必要とする
ことになる。しかしながらこのような錠剤は嚥下不可能である。上述の経験式は、従来通
りではなくむしろ特殊である本発明の医薬投薬形には適用されない。
【０１１７】
　さらに、実際の平均咀嚼力は約２２０Ｎである（例えば非特許文献６（コピー添付））
を参照のこと）。これはすなわち、２００Ｎをはるかに下回る破壊強度を有する従来の錠
剤が咀嚼時に圧壊され得、一方本発明に係る剤形が少なくとも拡張方向Ｅ１においては圧
壊され得ない、ということを意味している。さらに、約９．８１ｍ／ｓ２という重力加速
度を適用する場合、５００Ｎは５０ｋｇ超の重力に対応する。すなわち本発明に係る医薬
投薬形は、少なくとも拡張方向Ｅ１において５０ｋｇ超の重量に耐えることができる。
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【０１１８】
　医薬投薬形の破壊強度の測定用手段は、当業者にとって公知である。適切な装置が市販
されている。
【０１１９】
　例えば、破壊強度（耐圧壊性）は、ヨーロッパ薬局方５．０、２．９．８または６．０
、２．０９．０８「Ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ　ｔｏ　Ｃｒｕｓｈｉｎｇ　ｏｆ　Ｔａｂｌｅ
ｔｓ」にしたがって測定可能である。試験は、定義された条件下で、圧壊により錠剤を分
断するのに必要な力により測定される錠剤の耐圧壊性を決定するように意図されている。
装置は、互いに対面する２つのジョーから成り、一方のジョーが他方のジョーに向かって
移動する。ジョーの平担な表面は移動方向に対して垂直である。ジョーの圧壊表面は平担
で、錠剤との接触ゾーンよりも大きい。装置は、１ニュートンの精度をもつシステムを用
いて較正される。錠剤は、該当する場合、形状、ブレークマーク（ｂｒｅａｋ－ｍａｒｋ
）そして銘を考慮に入れて、ジョーの間に設置される。各々の測定について、錠剤は、力
の付加方向（および破壊強度を測定すべき拡張方向）に関して同じ要領で配向される。測
定は、各決定の前に全ての錠剤断片が除去されているように注意を払いながら、１０個の
錠剤について実施される。結果は、全てニュートンで表わされた測定対象の力の平均値、
最小値および最大値として表現される。
【０１２０】
　破壊強度（破壊力）についての類似の記述は、米国薬局方の中にも見出すことができる
。破壊強度は、代替的には、その中に記述されている方法にしたがって測定することもで
き、そこでは、破壊強度というのは錠剤を特定の平面内で壊す（破壊する）のに必要な力
であると述べられている。錠剤は一般に２つのプラテンの間に置かれ、うち一方のプラテ
ンは、破断を引き起こすのに充分な力を錠剤に与えるように移動する。従来の丸い（円形
断面）の錠剤については、その直径を横断して荷重が発生し（時として直径方向荷重と呼
ばれる）、平面内で破断が起こる。錠剤の破壊力は、医薬文献中では一般に硬度と呼ばれ
る。しかしながら、この用語の使用は、誤解を招く恐れがある。材料科学においては、硬
度という用語は、小さいプローブによる貫入または圧入に対する表面の耐性を意味する。
圧壊強度という用語も同様に、圧縮荷重の付加に対する錠剤の耐性を記述するために用い
られることが多い。この用語は、試験の真の内容を硬度という用語によりも正確に説明し
ているものの、それには、錠剤が実際に試験中に圧壊されることが暗示されており、これ
は往々にしてあてはまらない。
【０１２１】
　あるいは、破壊強度（耐圧壊性）は、ヨーロッパ薬局方の中で記述された方法の修正と
してみなすことのできる特許文献２０にしたがって測定可能である。測定用に用いられる
装置は、好ましくは、最大引抜き１１５０ｍｍであり、１本のカラムおよびスピンドルを
用いて設定されるべきであり、後方すき間１００ｍｍそしてテスト速度は０．１～８００
ｍｍ／分の間で調整可能で、ｔｅｓｔＣｏｎｔｒｏｌソフトウェアと併せて用いる“Ｚｗ
ｉｃｋ　Ｚ　２．５”マテリアルテスターである。測定は、ＤＩＮ５５３５０－１８に準
じたメーカーの試験証明書Ｍ（Ｚｗｉｃｋ総出力Ｆｍａｘ＝１．４５ｋＮ）を伴う、ネジ
込み式インサートとシリンダ（直径１０ｍｍ）付き圧力ピストン、力変換器、Ｆｍａｘ　
１ｋＮ、直径＝８ｍｍ、ＩＳＯ７５００－１に適合する１０Ｎからのクラス０．５、２Ｎ
からのクラス１（装置は全てＺｗｉｃｋ　ＧｍｂＨ　＆　Ｃｏ．　ＫＧ．，　Ｕｌｍ，　
Ｇｅｒｍａｎｙ）を用いて実施され、テスタの発注番号はＢＴＣ－ＦＲ２．５ＴＨ．Ｄ０
９、力変換器についての発注番号はＢＴＣ－ＬＣ００５０Ｎ、心出し装置についての発注
番号はＢＯ７００００Ｓ０６である。
【０１２２】
　本発明の好ましい実施形態において、破壊強度は、破壊強度テスタＳｏｔａｘ（登録商
標）ＨＴ１００型（Ａｌｌｓｃｈｗｉｌ、Ｓｗｉｔｚｅｒｌａｎｄ）を用いて測定される
。好ましくは、特定の拡張方向での破壊強度を測定するためにジョーの間に個別に剤形を
設置できるようにするためだけにＳｏｔａｘ（登録商標）ＨＴ１００型のＡｕｔｏ　Ａｌ
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ｉｇｎｍｅｎｔ（商標）装置を使用することはない。Ｓｏｔａｘ（登録商標）ＨＴ１００
型は、２つの異なる測定原理、すなわち一定速度（テストジョーは５から２００ｍｍ／分
まで調整可能な一定速度で移動する）または一定力（テストジョーは５から１００Ｎ／秒
まで線形的に調整可能な力を増大させる）にしたがって、破壊強度を測定することができ
る。原則的に、両方の測定原理共、本発明に係る剤形の破壊強度を測定するために適して
いる。好ましくは、破壊強度は、一定速度、好ましくは１２０ｍｍ／分の一定速度で測定
される。
【０１２３】
　好ましい一実施形態において、医薬投薬形は、それが少なくとも２つの分離した破片に
破断された場合に、破壊されているものとみなされる。
【０１２４】
　別の好ましい実施形態において、医薬投薬形は、測定中に測定された最高の力の２５％
（閾値）だけ力が減少した場合に破壊されているものとみなされる。例えば、測定中に測
定された最高の力が１４４Ｎである場合には、錠剤は、力が１０８Ｎ（＝１４４Ｎの７５
％；２５％の減少）未満に減少した場合に破壊されているものとみなされる。このとき対
応するそれぞれの拡張方向の破壊強度の値は１４４Ｎである。好ましい実施形態において
、前記閾値は３０％、より好ましくは３５％、さらに一層好ましくは４０％、最も好まし
くは４５％、そして詳細には５０％である。これらの状況下において剤形は、少なくとも
２つの分離した破片に分断されていなくても破壊されているものとしてみなされなくては
ならないかもしれない。例えば中央で引裂されたものの断片化されていない剤形は、破壊
強度のこの定義に準じて破壊されているものとみなされなくてはならないかもしれない。
したがって、この定義によると、特定の力における破壊強度試験の失敗は、例えば破裂、
亀裂発生、ひび割れ、分裂、割れ目などの、上述の閾値より下に力を降下させる剤形の破
断またはその他のあらゆる変形に起因するかもしれない。
【０１２５】
　図１８は、図１０において描写された剤形の破壊強度の測定、詳細には、３つの異なる
拡張方向ａ）～ｃ）において測定前および測定中にこの目的で使用される剤形のための調
整装置を概略的に示している。この測定セットアップは、ヨーロッパ薬局方に準じた上述
の方法、その変形形態（Ｚｗｉｃｋに係るもの）そしてＳｏｔａｘ（登録商標）ＨＴ－１
００を用いる好ましい方法に対して適用可能である。この目的で、剤形は、測定すべき錠
剤を収容し心出しするのに必要な間隔どりがひとたび樹立された時点でジョーに対し毎回
しっかり付着される２基の２部品式挟持装置を援用して力付加装置（図示せず）の平らな
ジョー（６１ａ）と平らなジョー（６１ｂ）の間に保持される。間隔どりは、２部品式挟
持装置が取付けられているジョーの上で毎回水平方向に外向きまたは内向きにこの装置を
移動させることによって、確立されてよい。異なる拡張方向での破壊強度の測定は、図１
８Ａ）から図１８Ｃ）までに示されている。図１８Ａ）は、剤形の主拡張方向Ｅ２に対し
て垂直である拡張方向Ｅ１の方向における破壊強度を測定するための配置を示している。
図１８Ｂ）は、剤形の主拡張方向Ｅ２における破壊強度を測定するための配置を示してい
る。この配置は、従来の長円錠剤の破壊強度を測定する場合の標準的配置である。Ｓｏｔ
ａｘ（登録商標）ＨＴ１００のＡｕｔｏ　Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ（商標）装置は、この拡張
方向における再現可能な結果を確保するために自動的に錠剤形状を心合せする用途に用い
られる。しかしながら本発明によると、剤形の破壊強度は、異なる拡張方向で測定される
必要があり、主拡張方向は前記異なる拡張方向の中にあってよいが、必ずしもその中にあ
る必要はない。図１８Ｃ）は、剤形の主拡張方向Ｅ２に対して垂直でありかつ拡張方向Ｅ

１に対して垂直である拡張方向Ｅ３の破壊強度を測定するための配置を示す。
【０１２６】
　好ましい実施形態において、破壊強度テスター、好ましくはＳｏｔａｘ（登録商標）Ｈ
Ｔ１００には２つの平らなジョーが具備されている（図１８を参照のこと）。
【０１２７】
　別の好ましい実施形態において、破壊強度テスター、好ましくはＳｏｔａｘ（登録商標
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）ＨＴ１００は、平らでない２つのジョー（図１９、２０を参照）を備えている。好まし
くは、１つのジョーはエンボスを含み、もう一方のジョーはインデンテーションを含む。
エンボスとインデンテーションは、互いに合同であり得る（ポジとネガのごとく）が、必
ずしもそうでなくてもよい。
【０１２８】
　好ましくは、エンボスはアーバー（ａｒｂｏｒ）、スパイクまたはマンドレルとして役
立つが、一連の角形（例えば三角形、矩形など）であり得る。好ましい実施形態において
、このエンボスは、半球形状をとる。別の好ましい実施形態では、エンボスは円錐形状を
とる。さらに別の好ましい実施形態において、エンボスは、三角錐または矩形の底面をも
つ角錐の形状をとる。最も好ましくは、エンボスは、好ましくは２．５ｍｍの曲率半径を
もつ半円筒の形状をとる。好ましい実施形態において、前記半円筒の中心はジョーの主要
拡張部域の表面の内部に存在する。別の好ましい実施形態において、中心は、前記表面か
ら約０．５ｍｍ離れたジョーのちょうど内側に存在する。
【０１２９】
　好ましくは、インデンテーションはエンボスのためのリセスとして役立つ。好ましい実
施形態において、インデンテーションは、中空半球の形状をとる。別の好ましい実施形態
においては、インデンテーションは中空円錐の形状をとる。さらに別の好ましい実施形態
においては、インデンテーションは中空三角錐または矩形の底面をもつ角錐の形状をとる
。最も好ましくは、インデンテーションは、好ましくは９０°の角度での面取り、切り口
または切込みの形状をとる。
【０１３０】
　図１９Ａ）は、エンボス（６２）を含むジョー（６１ａ）およびインデンテーション（
６３／６４）を含むジョー（６１ｂ）の概略図を示す。エンボス（６２）は、半径ｒを特
徴とする半円筒の形状をとる。好ましくはｒ＝２．５ｍｍである。半円筒の円形断面の中
心は、半円筒全体がエンボス（６２）を形成するようにジョーの表面主要拡張部域内に存
在してよい。あるいは、半円筒の円形断面の中心は、主要拡張部域の表面から例えば距離
ｒ’のところでジョーの本体内部に存在し、こうして半円筒の一部分のみがエンボス（６
２）を形成するようになってよい。好ましくは、ｒ’＝０または０．５ｍｍである。イン
デンテーションは、２ｘ１＋２ｘ２の横方向長さとｙ２の高さを有する矩形のリセス（６
４）の中にある。前記矩形リセス（６４）の中心には、２ｘ１の横方向長さおよびｙ１の
高さ／深さを有する面取り、切り口または切込み（６３）がある。好ましい実施形態にお
いては、ｘ１＝３ｍｍ、ｘ２＝６ｍｍ、ｙ１＝３ｍｍそしてｙ２＝２ｍｍである。別の好
ましい実施形態においては、ｘ１＝４ｍｍ、ｘ２＝７ｍｍ、ｙ１＝４ｍｍ、そしてｙ２＝
２ｍｍである。好ましくは、面取り、切り口または切込み（６３）は、９０°の角度をな
す。図１９Ｂ）は、それぞれ面（６５ａ）および（６５ｂ）上のジョー（６１ａ）および
（６１ｂ）の概略図を示す。
【０１３１】
　図２０は、図１８と同様に、拡張方向Ｅ１、Ｅ２およびＥ３における破壊強度を測定す
るためにそれぞれエンボスおよびインデンテーションを有する２つのジョーの間に図１０
で描かれた剤形を設置する方法を示している。当業者であれば、測定中、すなわちジョー
が互いに向かって移動している間、例えば適切な案内用シャフトまたは誘導トラック（図
示せず）を用いて剤形をさらに挟持して、剤形が傾動するかまたは横方向に脱出するのを
回避することが必要となるかもしれないということを認識する。
【０１３２】
　一般に、エンボスおよびインデンテーションの備わったジョーを伴う測定セットアップ
（図２０参照）は、平らなジョーを伴う測定セットアップ（図１８参照）に比べて厳しい
測定条件を実現する。したがって、図１８にしたがった測定に合格した所与の剤形が、同
じ医薬投薬形で図２０にしたがって測定される場合に不合格となることも起こり得る。
【０１３３】
　破壊力の測定中の錠剤の配向に関するかぎり、米国薬局方（ＵＳＰ）は、一般に直径を
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横断してかまたは最も長い軸に平行に錠剤を試験することを記している。分割錠剤は、２
つの配向可能性を有する。分割錠剤がプラテンの面に対して垂直にその切込み線を有する
状態で配向される場合、引張り破壊が分割ラインに沿って発生する尤度は増大する。これ
は、構造中の最も弱い箇所におけるマトリクスの強度についての情報を提供する。その切
込み線がプラテン面に対し平行である状態で分割錠を配向している場合、マトリクスの強
度に関するより一般的な情報が導出される。カプセル形状の錠剤または分割錠は、３点破
断試験において最もうまく破壊され得る。プラテン上に設置されるかまたはプラテンに代
用される取付け部品が、錠剤をその縁端で支持し、支持の無い錠剤の中央点で破壊荷重を
反対側の面に適用できるようにしている。取付け部品は、硬度テスターと同じ供給元から
入手可能であることが多い。図２０は、ＵＳＰ内のこの記述にしたがったものである。
【０１３４】
　本発明に係る医薬投薬形は、好ましくは、拡張方向Ｅ１に少なくとも５００Ｎの破壊強
度Ｂ１を有する。好ましくは、拡張方向Ｅ１は剤形の主要拡張方向に対して垂直である。
好ましくは、拡張方向Ｅ１における破壊強度は、測定装置に平らなジョーが備わっている
または、上述のとおり一方がエンボスを他方がインデンテーションを含む２つのジョーが
備わっていいずれの場合であっても少なくとも５００Ｎである。
【０１３５】
　さらに、本発明に係る医薬投薬形は、好ましくは、拡張方向Ｅ２に５００Ｎ未満の破壊
強度Ｂ２を有する。好ましくは、拡張方向Ｅ２は、剤形の主要拡張方向である。好ましく
は、拡張方向Ｅ２での破壊強度は、２つの平らなジョーで測定される場合、５００Ｎ未満
である。しかしながら、以上で記述した通り一方がエンボスを含み他方がインデンテーシ
ョンを含む２つのジョーで測定される場合、拡張方向Ｅ２での破壊強度が５００Ｎ未満で
あることは要求されない（ただし可能ではある）。
【０１３６】
　本発明に係る好ましい実施形態において、拡張方向Ｅ１における医薬投薬形の破壊強度
Ｂ１は、図２０Ａ）にしたがって、すなわち、主拡張方向に対し直交して、かつエンボス
およびインデンテーションを用いて、測定される。しかしながら拡張方向Ｅ２における破
壊強度Ｂ２は、好ましくは図１８Ｂ）にしたがって、すなわち主拡張方向に沿って、かつ
平らなジョーを用いて測定される。
【０１３７】
　本発明に係る医薬投薬形は、好ましくは、破壊強度（耐圧壊性）任意には同様に、自然
咀嚼、乳鉢内での粉砕、強打などによって粉状化することが事実上不可能となるほど、任
意には低温（例えば－２４℃未満、－４０℃未満または液体窒素中）でも充分な硬度、耐
衝撃性、衝撃弾性、引張り強度および／または弾性係数に加えて広い温度範囲にわたる機
械的強度を示す。こうして、好ましくは、拡張方向Ｅ１において、本発明に係る医薬投薬
形の比較的高い破壊強度は、例えば医薬投薬形がその脆性を増大させるべく当初冷却され
る場合の低温かまたは超低温でさえ、例えば－２５℃未満、－４０℃未満の温度までさら
には液体窒素中でさえ維持される。
【０１３８】
　本発明に係る医薬投薬形は好ましくは、一定程度の破壊強度によって特徴づけられる。
これは、医薬投薬形が一定程度の硬度も示さなければならないということを意味するわけ
ではない。硬度と破壊強度は異なる物理的特性である。したがって、医薬投薬形の不正改
変防止性は必ずしも医薬投薬形の硬度に左右されるわけではない。例えば、その破壊強度
、衝撃強度、弾性係数および引張り強度それぞれのために、好ましくは、例えばハンマー
を用いて外力を及ぼしたときに医薬投薬形を変形することができるが、これを粉状化する
ことすなわち多くの断片へと崩壊させることはできない。換言すると、本発明に係る医薬
投薬形は、一定程度の破壊強度によって特徴づけされるが、必ずしも一定程度の形状安定
度によっても特徴づけされるわけではない。
【０１３９】
　したがって、本明細書の意味合いにおいては、特定の拡張方向の力に曝露された場合に
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変形するものの壊れない医薬投薬形は、前記拡張方向において所望の破壊強度を有するも
のとみなされるべきである。
【０１４０】
　拡張方向Ｅ１およびＥ２における異方性機械特性に起因して、従来の手段による力の適
用、例えば４００Ｎの適用は、或る一定の制限された程度までの剤形の崩壊を引き起こす
かもしれないが、その粉状化は引き起こさないかもしれない。例えば、拡張方向Ｅ２での
破壊強度が４００Ｎ未満である場合、剤形は、拡張方向Ｅ２に４００Ｎを加えることによ
り破片へと崩壊される。しかしながら、好ましくは、前記破片は、４００Ｎ以上を加える
ことによってもそれ以上崩壊されないかもしれない。
【０１４１】
　意外にも、医薬投薬形の外部形状は、その破壊強度を低減させることなく広い限界内で
変動可能であることがわかった。医薬投薬形の外部形状の変動は、一定の拡張方向におい
て破壊強度の低下を引き起こすかもしれないものの、特定の形態および形状が、既定の破
断部位（弱化点）において、医薬投薬形の残り（断片）の全体的破壊強度を完全に低下さ
せることなく、或る程度の脆性を確立することが分かっている。
【０１４２】
　弱化度は制御可能であり、医薬投薬形に対し力を加える場合、力の量が充分に高いこと
を条件として、前記弱化点は既定の破断部位として役立つことができる。
【０１４３】
　脆性度は、従来の医薬投薬形の典型的な破壊強度よりもなおかなり高い、例えば１００
Ｎまたは２００Ｎよりかなり高い値に調整されてよい。詳細には、意外にも、従来の手段
（例えば錠剤圧砕機）により半分または三分の一などの大きい破片へと破断され得るもの
のそれ以上破断され得ない医薬投薬形を設計できることが分かっている。その結果、得ら
れた断片（サブユニット）はそれ自体、既定の破断部位における破壊強度よりもはるかに
高い破壊強度、例えば５００Ｎよりもはるかに高い破壊強度を好ましくはあらゆる拡張方
向に示す。
【０１４４】
　図７Ａ）は、従来の長円錠剤の概略図である。断面積（３５）および（３５’）は、そ
れ自体断面積（３７）よりも小さい断面積（３６）および（３６’）よりもさらに小さい
。拡張方向（Ｅ２）に外力（Ｆ２）を加える場合、予想圧力（ｉｍｐｌｉｅｄ　ｐｒｅｓ
ｓｕｒｅ）は一定ではなく、変動する断面積と共に変化する。例えば、断面積（３７）を
有する区分において予想される圧力は、断面積（３７）が断面積（３５）および（３５’
）よりも大きいことから、それぞれ断面積（３５）および（３５’）を有する区分におけ
る圧力よりも小さい。
【０１４５】
　図７Ｂ）は、本発明に係る医薬投薬形の一実施形態の概略図である。増大した表面積対
体積比および表面対重量比は、それぞれ、医薬投薬形のちょうど中央にあるテーパーＴに
よって達成される。これらの状況下で、拡張方向（Ｅ２）に外力（Ｆ２）を及ぼす場合、
断面積（４２）を有する区分における予想圧力は、断面積（４２）が断面積（３８）およ
び（３８’）よりも小さいことから、それぞれ断面積（３８）および（３８’）を有する
区分における圧力よりも高い。図７Ｂ）に描かれている医薬投薬形は、図７Ａ）で描かれ
た医薬投薬形の拡張方向（Ｅ２）における破壊強度よりも実質的に低い破壊強度を拡張方
向（Ｅ２）において示す。
【０１４６】
　図７Ａ）および７Ｂ）において、拡張方向（Ｅ２）は、医薬投薬形の主たる拡張方向（
ｐｒｉｎｃｉｐａｌ　ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ　ｏｆ　ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ）（主要拡張方向
（ｍａｉｎ　ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ　ｏｆ　ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ）、主拡張方向（ｍａｊｏ
ｒ　ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ　ｏｆ　ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ））である。
【０１４７】
　既定の破断部位（弱化点）は、大きな医薬投薬形の嚥下が困難な患者は嚥下前に既定の
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破断部位（弱化点）に沿って医薬投薬形を破断できることから、患者のコンプライアンス
を改善できる。これらの患者は医薬投薬形を自らが嚥下できるサイズの断片へと制限的に
破断することができる。しかしながら、結果として得られる断片は少なくとも従来の手段
ではそれ自体それ以上細砕され得ないことから、医薬投薬形はなおも不正改変できない、
すなわちそれぞれ薬剤乱用および（故意ではない）薬剤過剰摂取を効率良く回避する。換
言すると、本発明に係る医薬投薬形は、誤用を避けるための非常に高い機械的強度、なら
びに患者のコンプライアンスを改善するための一定程度の機械的弱さの両方を実現する。
【０１４８】
　好ましい実施形態において、本発明に係る医薬投薬形は、好ましくは以上で記した破壊
強度を測定するための標準的条件下で、拡張方向Ｅ２でＢ２を超える力を加えた場合に断
片を提供し、この断片はそれ自体、好ましくはその拡張方向のいずれか（各々および全て
）において、好ましくは少なくとも５００Ｎ、少なくとも５５０Ｎまたは少なくとも６０
０Ｎ；より好ましくは少なくとも６５０Ｎ、少なくとも７００Ｎまたは少なくとも７５０
Ｎ；さらに一層好ましくは、少なくとも８００Ｎ、少なくとも８５０Ｎまたは少なくとも
９００Ｎ；さらにより好ましくは少なくとも９５０Ｎ、少なくとも１０００Ｎまたは少な
くとも１１００Ｎ；そして詳細には少なくとも１２００Ｎ、少なくとも１３００Ｎ、少な
くとも１４００Ｎまたは少なくとも１５００Ｎの破壊強度を有する。
【０１４９】
　好ましくは、剤形は、拡張方向Ｅ２においてＢ２より高い力を加えた場合、多くとも１
０個、より好ましくは多くとも８個、さらにより好ましくは多くとも６個、さらにより好
ましくは多くとも５個、より好ましくは多くとも４個、そして詳細には多くとも３個の断
片を提供する。
【０１５０】
　好ましくは、各断片の体積は、医薬投薬形の体積の少なくとも５％、より好ましくは少
なくとも１０％、さらにより好ましくは少なくとも１５％、さらにより好ましくは少なく
とも２０％、最も好ましくは少なくとも２５％そして詳細には少なくとも３０％である。
【０１５１】
　意外にも、医薬投薬形の不正改変防止性を低減させることなく医薬投薬形の外部形状を
変化させることにより或る一定の限界内で医薬投薬形の放出プロフィールを変動させるこ
とができる、ということが分かっている。したがって、詳細には、高い薬剤負荷で、本発
明に係る医薬投薬形は、高い破壊強度を有する従来の医薬投薬形（例えば長円の錠剤）で
は達成され得ない放出プロフィールの実現を可能にする。
【０１５２】
　典型的には、本発明に係る医薬投薬形は、錠剤の形をとる。医薬投薬形は好ましくはフ
ィルムの形をしていない。
【０１５３】
　本発明に係る医薬投薬形（錠剤）は、さまざまな形状をとってよい。好ましくは、上面
から見た場合に、医薬投薬形の形状は、実質的に六角形、楕円形、円形、長円、矩形、正
方形、三角形などであり得る。好ましくは、側面から見た場合に、医薬投薬形の形状は、
実質的に平面凸面、両凸面、切子面を伴う平面、切子面を伴わない平面、環状などであり
得る。
【０１５４】
　例えば、本発明に係る医薬投薬形（錠剤）は、球形、平面、立方体、六角形および円筒
形などの単純な幾何形状、または凸状、中空円筒、ドーナツ状、半球形、十字形、星形（
図１３、１４、および１５参照）などの複雑な幾何形状をとってよい。
【０１５５】
　本発明に係る剤形（錠剤）の特に好ましい形状は、以上で本発明の第１および第２の態
様に関連してすでに記述されてきた。
【０１５６】
　特に好ましい実施形態においては、本発明に係る医薬投薬形（錠剤）を、少なくとも一
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方の側にリセスまたはキャビティ、好ましくは２つの側好ましくは相対する側に２つのリ
セスまたは２つのリセスを有する本体として記述することができる。あるいは、前記キャ
ビティおよびリセスをそれぞれ、隆起、インデンテーション、トラフ、空洞、陥没、向斜
、深化などとみなしてよい。このような実施形態の例は、図８～１０、１６Ａ）および１
６Ｂ）の中で描かれている。
【０１５７】
　医薬投薬形は好ましくは経口投与向けに適合される。すなわち嚥下が可能でなくてはな
らない。かくして、明らかに有害である不明瞭な幾何形状を、本発明に係る医薬投薬形と
みなすことはできない。
【０１５８】
　好ましい実施形態によると、医薬投薬形は、具体的アスペクト比によって特徴づけされ
る。本明細書の目的において、このアスペクト比は、剤形の主要拡張方向とこの主要拡張
方向に直交する医薬投薬形の最大拡張の比率、例えば最大長対最大高さ（およびそれぞれ
最大長対最大幅）の比率として定義されている。好ましくは、前記アスペクト比は、２．
４±１．３：１、より好ましくは２．４±１．０：１、なお一層好ましくは２．４±０．
８：１、さらにより好ましくは２．４±０．６：１、最も好ましくは２．４±０．４：１
そして詳細には２．４±０．２：１の範囲内にある。
【０１５９】
　好ましい実施形態によると、医薬投薬形は、長さ＞高さ≧幅である、具体的な長さ対高
さ対幅の比率として特徴づけされる。本明細書の目的では、この実施形態において、長さ
は剤形の主要拡張方向に対応し、高さは、長さに直交する医薬投薬形の最大拡張に対応し
、幅は、長さに直交し幅に直交する最大拡張に対応する（直交座標空間）。好ましくは、
長さ対高さの比は、４．７±２．０：２．０±１．０：１、より好ましくは４．７±１．
６：２．０±０．８：１、なお一層好ましくは４．７±１．２：２．０±０．６：１、さ
らにより好ましくは４．７±０．８：２．０±０．４：１、最も好ましくは４．７±０．
６：２．０±０．３：１、そして詳細には４．７±０．４：２．０±０．２：１の範囲内
にある。
【０１６０】
　好ましくは、医薬投薬形の表面の一部分は凸状である、すなわち外に湾曲しているか外
に向かって隆起し、その表面の別の部分は凹状である、すなわち内に湾曲しているかまた
は内に向かって中空となっている。本明細書の目的では、曲率半径はさほど重要ではない
。
【０１６１】
　好ましくは、医薬投薬形の全体的表面を、凹状部分、凸状部分および平面部分に分割す
ることができる。典型的には、凹状部分、凸状部分および平面部分の和は、剤形の表面全
体に対応する。ただし、少なくとも理論的には、所与の部分が、同時に凸状かつ凹状であ
り得る（鞍状）。これらの状況下では、凹状部分、凸状部分および平面部分の和は、剤形
の表面全体を上回る。
【０１６２】
　好ましい実施形態において、剤形の表面の凸状部分は、凹状部分、凸状部分および平面
部分の和に基づいて多くとも９５％、より好ましくは多くとも９０％、または多くとも８
５％、なお一層好ましくは多くとも８０％または多くとも７５％、さらにより好ましくは
多くとも７０％または多くとも６５％、最も好ましくは多くとも６０％または多くとも５
５％、そして詳細には多くとも５０％または多くとも４５％である。
【０１６３】
　別の好ましい実施形態において、剤形の表面の凹状部分は、凹状部分、凸状部分および
平面部分の和に基づいて、少なくとも５％、より好ましくは少なくとも１０％または少な
くとも１５％、なお一層好ましくは少なくとも２０％または少なくとも２５％、さらに一
層好ましくは少なくとも３０％または少なくとも３５％、最も好ましくは少なくとも４０
％または少なくとも４５％、そして詳細には少なくとも５０％または少なくとも５５％で
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ある。
【０１６４】
　本発明に係る医薬投薬形の好ましい実施形態において、剤形の主要拡張部域に直交する
剤形の最大拡張は、前記主要拡張部域に平行な剤形の質量中心から間隔どりされている。
本明細書の目的において、剤形の主要拡張部域は、好ましくは、剤形の本体の切れ目に沿
って設置できる最大の平らな部分である。この実施形態はさらに図１７Ａ）に示されてお
り、この図は、図１０で描かれた好ましい医薬投薬形の概略断面図を示している。剤形の
主要拡張部域（５７）に直交する剤形の最大拡張（５６）は、前記主要拡張部域（５７）
に平行な剤形の質量中心（５８）から間隔どりされている。
【０１６５】
　好ましくは、剤形の主要拡張部域に直交する剤形の最大拡張から剤形の質量中心までの
最も近い距離（５９）は少なくとも０．５ｍｍ、より好ましくは少なくとも１．０ｍｍ、
なお一層好ましくは少なくとも１．５ｍｍ、さらにより好ましくは少なくとも２．０ｍｍ
、最も好ましくは２．５ｍｍ、そして詳細には少なくとも３．０ｍｍである。
【０１６６】
　好ましくは、本発明に係る医薬投薬形は、拡張方向Ｅ２に増大する量の力を加えた場合
に剤形がまず最初に変形され、力の量が破壊強度Ｂ２に達した時点で変形が剤形の崩壊を
導く牽引力を引き起こすような形状を有する。
【０１６７】
　好ましい実施形態において、主要拡張方向に直交し剤形の質量中心を含む医薬投薬形の
断面部域は、その部域の少なくとも５０％、より好ましくは少なくとも６０％そして詳細
には少なくとも７５％が質量中心から少なくとも０．２ｍｍ、少なくとも０．３ｍｍ、少
なくとも０．４ｍｍまたは少なくとも０．５ｍｍ、より好ましくは少なくとも０．６ｍｍ
、少なくとも０．７ｍｍ、少なくとも０．８ｍｍまたは少なくとも０．９ｍｍ、なお一層
好ましくは少なくとも１．０ｍｍ、少なくとも１．１ｍｍ、少なくとも１．２ｍｍまたは
少なくとも１．３ｍｍ、さらにより好ましくは少なくとも１．４ｍｍ、少なくとも１．５
ｍｍ、少なくとも１．６ｍｍまたは少なくとも１．７ｍｍ、最も好ましくは少なくとも１
．８ｍｍ、少なくとも１．９ｍｍ、少なくとも２．０ｍｍまたは少なくとも２．１ｍｍ、
そして詳細には少なくとも２．２ｍｍ、少なくとも２．３ｍｍ、少なくとも２．４ｍｍま
たは少なくとも２．５ｍｍ間隔どりされているような形状を有する。好ましくは、前記断
面部域は、質量中心ならびに拡張方向Ｅ１、または質量中心ならびに拡張方向Ｅ２を含む
。この実施形態はさらに図１７Ｂ）で示されており、この図中、質量中心（５８）は、中
心から増大する距離を表わす同心円（６０ａ）～（６０ｄ）によりとり囲まれている。同
心輪のいずれとも重複しない断面部域の一部分は、質量中心から輪（６０ｄ）の半径より
大きく間隔どりされている。
【０１６８】
　本発明に係る医薬投薬形の好ましい実施形態において、剤形内部の各々全ての幾何学的
点から剤形の表面までの最も近い距離は、多くとも１０ｍｍ、多くとも９ｍｍ、多くとも
８ｍｍまたは多くとも７．５ｍｍ；より好ましくは多くとも７．０ｍｍ、多くとも６．５
ｍｍまたは多くとも６．０ｍｍ；なお一層好ましくは多くとも５．８ｍｍ、多くとも５．
６ｍｍ、多くとも５．４ｍｍ、多くとも５．２ｍｍまたは多くとも５．０ｍｍ；さらによ
り好ましくは多くとも４．８ｍｍ、多くとも４．６ｍｍ、多くとも４．４ｍｍ、多くとも
４．２ｍｍまたは多くとも４．０ｍｍ；さらにより好ましくは多くとも３．８ｍｍ、多く
とも３．６ｍｍ、多くとも３．４ｍｍ、多くとも３．２ｍｍまたは多くとも３．０ｍｍ；
最も好ましくは多くとも２．８ｍｍ、多くとも２．６ｍｍ、多くとも２．４ｍｍ、多くと
も２．２ｍｍまたは多くとも２．０ｍｍ；そして詳細には多くとも１．９ｍｍ、多くとも
１．８ｍｍ、多くとも１．７ｍｍ、多くとも１．６ｍｍ、多くとも１．５ｍｍ、多くとも
１．４ｍｍ、多くとも１．３ｍｍ、多くとも１．２ｍｍ、多くとも１．１ｍｍ、または多
くとも１．０ｍｍである。
【０１６９】
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　好ましくは、本発明に係る医薬投薬形は、その主要拡張方向（主拡張方向）を中心とし
て放射相称でなく、好ましくは医薬投薬形は全く放射相称ではない。
【０１７０】
　好ましい実施形態において、医薬投薬形の対称はＳｃｈｏｅｎｆｌｉｅｓ表記法にした
がってＣｉ、Ｃｓ、Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３、Ｃ４、Ｃ５、Ｃ６、Ｃ７、Ｃ８、Ｃ∞、Ｃ２ｈ、
Ｃ３ｈ、Ｃ４ｈ、Ｃ５ｈ、Ｃ６ｈ、Ｃ７ｈ、Ｃ８ｈ、Ｃ∞ｈ、Ｃ２ｖ、Ｃ３ｖ、Ｃ４ｖ、
Ｃ５ｖ、Ｃ６ｖ、Ｃ７ｖ、Ｃ８ｖ、Ｃ∞ｖ、Ｃ３ｉ、Ｄ２、Ｄ３、Ｄ４、Ｄ５、Ｄ６、Ｄ

７、Ｄ８、Ｄ∞、Ｄ２ｈ、Ｄ３ｈ、Ｄ４ｈ、Ｄ５ｈ、Ｄ６ｈ、Ｄ７ｈ、Ｄ８ｈ、Ｄ∞ｈ、
Ｄ２ｄ、Ｄ３ｄ、Ｄ４ｄ、Ｄ５ｄ、Ｄ６ｄ、Ｄ７ｄ、Ｄ８ｄ、Ｄ∞ｄ、Ｓ２、Ｓ４、Ｓ６

、Ｓ８、Ｔ、Ｔｈ、Ｔｄ、Ｏ、ＯｈおよびＩｈからなる群から選択される。Ｄ２ｈおよび
Ｄ４ｈが特に好適である。
【０１７１】
　好ましい実施形態において、医薬投薬形の質量中心は剤形の主要拡張部域の内部に存在
する。好ましくは、医薬投薬形はその主要拡張部域を中心にして対称である。
【０１７２】
　本発明に係る医薬投薬形は好ましくは、その拡張方向の少なくとも１つ、すなわちＥ１

において、ただし好ましくはその拡張方向の２つ以上、より好ましくは複数の拡張方向に
おいて少なくとも５００Ｎの破壊強度Ｂ１を有する。
【０１７３】
　拡張方向Ｅ１において、本発明に係る医薬投薬形は好ましくは少なくとも５００Ｎ、好
ましくは少なくとも５１０Ｎ、少なくとも５２０Ｎ、少なくとも５３０Ｎ、少なくとも５
４０Ｎまたは少なくとも５５０Ｎ；より好ましくは少なくとも５６０Ｎ、少なくとも５７
０Ｎ、少なくとも５８０Ｎ、少なくとも５９０Ｎまたは少なくとも６００Ｎ；なお一層好
ましくは少なくとも６２０Ｎ、少なくとも６４０Ｎ、少なくとも６６０Ｎ、少なくとも６
８０Ｎまたは少なくとも７００Ｎ；さらにより好ましくは少なくとも７２０Ｎ、少なくと
も７４０Ｎ、少なくとも７６０Ｎ、少なくとも７８０Ｎまたは少なくとも８００Ｎ；最も
好ましくは少なくとも８５０Ｎ、少なくとも９００Ｎ、少なくとも９５０Ｎ、少なくとも
１０００Ｎまたは少なくとも１０５０Ｎ；そして詳細には少なくとも１１００Ｎ、少なく
とも１２００Ｎ、少なくとも１３００Ｎ、少なくとも１４００Ｎ、少なくとも１５００Ｎ
、少なくとも１６００Ｎ、少なくとも１７００Ｎ、少なくとも１８００Ｎ、少なくとも１
９００Ｎまたは少なくとも２０００Ｎの破壊強度Ｂ１を有する。
【０１７４】
　Ｅ１は、医薬投薬形の任意の拡張方向、すなわち医薬投薬形の表面上の任意の第１の点
を医薬投薬形の表面上の任意の第２の点とを結ぶ任意の直線であってよい。好ましくは、
前記直線は、医薬投薬形本体の完全に内部に存在する。すなわち好ましくは、いずれかの
場所で医薬投薬形を「離脱」して、他の場所で医薬投薬形に「再進入」することはない。
好ましくは、拡張方向Ｅ１の前記第１の点と前記第２の点との間の距離は、医薬投薬形の
主要拡張方向の少なくとも５０％、より好ましくは少なくとも７５％である。後者は、そ
れが完全に剤形本体の内部に存在するか否かに関わらず、医薬投薬形の表面上の２点の間
の最大の距離（主拡張方向）として定義される。好ましくは、剤形の主要拡張方向は、剤
形の質量中心を通る。
【０１７５】
　好ましい実施形態において、本発明に係る医薬投薬形の主要拡張方向の長さは３２ｍｍ
以下、より好ましくは３０ｍｍ以下、なお一層好ましくは２８ｍｍ以下、さらにより好ま
しくは２６ｍｍ以下、最も好ましくは２４ｍｍ以下、そして詳細には２２ｍｍ以下である
。
【０１７６】
　好ましい実施形態において、本発明に係る医薬投薬形は、破壊強度の測定が行なわれる
場合、破壊強度テスター内で変形させられる。変形というのは、典型的には圧縮を意味す
るが、曲げ、旋回およびその他の変形様式も同じく可能である。拡張方向Ｅ１に１００Ｎ
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の力を加えた場合、剤形は好ましくは少なくとも０．１ｍｍだけ変形するが、壊れること
はない。拡張方向Ｅ１に２００Ｎの力を加えた場合、剤形は好ましくは少なくとも０．２
ｍｍ、より好ましくは少なくとも０．３ｍｍ変形するが、壊れることはない。拡張方向Ｅ

１に３００Ｎの力を加えた場合、剤形は好ましくは少なくとも０．５ｍｍ、より好ましく
は少なくとも０．７ｍｍ変形するが、壊れることはない。拡張方向Ｅ１に４００Ｎの力を
加えた場合、剤形は好ましくは少なくとも１．０ｍｍ、より好ましくは少なくとも１．２
ｍｍ変形するが、壊れることはない。拡張方向Ｅ１に５００Ｎの力を加えた場合、剤形は
好ましくは少なくとも１．５ｍｍ、より好ましくは少なくとも２．０ｍｍ変形するが、壊
れることはない。拡張方向Ｅ１に１０００Ｎの力を加えた場合、剤形は好ましくは少なく
とも３．０ｍｍ、より好ましくは少なくとも４．０ｍｍ変形するが、壊れることはない。
【０１７７】
　理論的理由から、全ての医薬投薬形は無限の数の拡張方向を含む。
【０１７８】
　本発明に係る好ましい医薬投薬形の一部の典型的な拡張方向が図８に示されている。図
８Ａ）は、異なる拡張方向を示す。拡張方向Ｅ９およびＥ１０は互いに平行であり、拡張
方向Ｅ１０、Ｅ１１およびＥ１２（そしてＥ９）は、（それぞれ）互いに直交する。拡張
方向Ｅ９、Ｅ１０、Ｅ１１およびＥ１２は、それぞれ部位（４３）、（４４）、（４５）
および（４６）において医薬投薬形の本体内に入る。拡張方向Ｅ９は、完全に医薬投薬形
の本体の内部に存在する；それは、部位（４３）で医薬投薬形の本体内に入り、その裏面
側（図示せず）で医薬投薬形の本体を離れる。しかしながら、拡張方向Ｅ１０は、部位（
４４）で医薬投薬形の本体に入り、上部前方縁端の裏面側（図示せず）で医薬投薬形の本
体から過渡的に離れ、部位（４４’）で医薬投薬形の本体に再度進入してから、最終的に
その裏面側（図示せず）で医薬投薬形の本体を離れる。拡張方向Ｅ１３は、コーナー（４
７）で医薬投薬形の本体に入り、対角線上反対側のコーナーで医薬投薬形を離れる。拡張
方向Ｅ１３の点線は、医薬投薬形の表面上の２つの点の間の最大距離を表わしている。す
なわち、拡張方向Ｅ１３は、医薬投薬形の主要拡張方向である。合計して、図８Ａ）に描
かれた医薬投薬形はこのような主要拡張方向を４つ有している。
【０１７９】
　図８Ｂ）は、図８Ａ）にしたがった医薬投薬形の断面図を示す。断面（４８、斜線）は
、Ｈ字形の形状をとる。医薬投薬形は、相対する側に２つのリセス（５０，５０’）をも
つ矩形形状をとる。換言すると、医薬投薬形は、上部面を迂回する縁端（４９）と反対側
の面を迂回する縁端（４９’）を伴う比較的平担な矩形のサイズを有する。このタイプの
医薬投薬形は、いわゆるＨ－プランジャの備わった打錠ツールにより製造されてよい。
【０１８０】
　図９Ａ）は、図８Ａ）に描かれている医薬投薬形の断面（４８）の概略図である。図９
Ｂ）は、図９Ａ）で描かれた医薬投薬形の断面に類似した本発明に係る医薬投薬形の概略
断面図である。しかしながら断面の周縁（４９）は丸くなっており（５１）、こうして凸
状表面部域を形成する。図９Ｃは、図９Ａ）および９Ｂ）に描かれている医薬投薬形の断
面に類似した本発明に係る医薬投薬形の概略断面図である。リセスの底面にある縁端は丸
くなっており（５２）、かくして凹状表面部域を形成している。
【０１８１】
　図１０は、本発明に係る特に好ましい医薬投薬形の概略図である。図１０Ａ）は、両方
の相対する側から見て同一である上面図であり、図１０Ｂ）は、同じく両方の相対する側
から見て同一である側面図である。
【０１８２】
　直交座標空間では、図１０に概略的に示されている医薬投薬形の主たる寸法を、ａ、ｂ
およびｃと定義づけることができ、ここで、ａ＝ａ１＋ａ２＋ａ３、ｂ＝ｂ１＋ｂ２＋ｂ

３そしてｃ＝ｃ１＋ｃ２＋ｃ３である。図１０で描かれている医薬投薬形の好ましい相対
的寸法Ｄ１～Ｄ６は、それぞれ、次のようにａ、ｂおよびｃ；ａ１、ａ２およびａ３；ｂ

１、ｂ２およびｂ３；そしてｃ１、ｃ２およびｃ３の相対的関係式で定義づけることがで
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きる。
【数１】

【０１８３】
　図１０で描かれている医薬投薬形の絶対的寸法に関する好ましい実施形態Ｄ７～Ｄ１８
を下表に示す：
【０１８４】

【表１】

【０１８５】
　図１０で描かれている医薬投薬形の絶対的寸法に関する好ましい実施形態Ｄ１９～Ｄ３
０を下表に示す：
【０１８６】

【表２】

【０１８７】
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【表３】

【０１８８】
　本発明に係る医薬投薬形は好ましくは、第２の拡張方向Ｅ２で破壊強度Ｂ２を有し、こ
こでＢ２＜５００Ｎである。
【０１８９】
　拡張方向Ｅ１は、拡張方向Ｅ２と異なる。Ｅ２は、医薬投薬形の任意の拡張方向、すな
わち医薬投薬形の表面上の任意の第１の点を医薬投薬形の表面上の任意の第２の点とを結
ぶ任意の直線であってよい。好ましくは、前記直線は、医薬投薬形の本体の完全に内部に
存在する。すなわち好ましくは、いずれかの場所で医薬投薬形を「離脱」たり、他の場所
で医薬投薬形に「再進入」することはない。好ましくは、前記第１の点と前記第２の点と
の間の距離は、医薬投薬形の主要拡張方向の少なくとも５０％、より好ましくは少なくと
も７５％であり、後者は、医薬投薬形の表面上の２点の間の最大の距離として定義される
。
【０１９０】
　好ましくは、Ｅ１およびＥ２は互いに、１０～１７０°、より好ましくは２０～１６０
°、なお一層好ましくは３０～１５０°、さらにより好ましくは４０～１４０°、最も好
ましくは５０～１３０°、そして詳細には６０～１２０°の角度を成す。特に好ましい実
施形態においてＥ１はＥ２と直交している。
【０１９１】
　好ましくは、Ｅ２は、医薬投薬形の主要拡張方向（主拡張方向）である。すなわちＢ２

は、好ましくは、２つのジョーが互いに最大限離隔されているものの各々医薬投薬形と接
触するような形で測定装置のジョーの間に医薬投薬形を設置することにより測定可能であ
る。
【０１９２】
　好ましい実施形態において、好ましくは互いに直交するＥ１とＥ２は、剤形の主要拡張
部分の内部に存在し、この主要拡張部域は好ましくは同様に、剤形の質量中心も含んでい
る。
【０１９３】
　好ましい実施形態において、Ｂ２は４９０Ｎ未満、４８０Ｎ未満、４６０Ｎ未満、４４
０Ｎ未満、または４２０Ｎ未満；より好ましくは４００Ｎ未満、３８０Ｎ未満、３６０Ｎ
未満、３４０Ｎまたは３２０Ｎ未満；なお一層好ましくは３００Ｎ未満、２８０Ｎ未満、
２６０Ｎ未満、２４０Ｎ未満または２２０Ｎ未満である。
【０１９４】
　別の好ましい実施形態においは、Ｂ２は少なくとも２００Ｎ、少なくとも２２０Ｎ、少
なくとも２４０Ｎ、少なくとも２６０Ｎ、または少なくとも２８０Ｎ；より好ましくは少
なくとも３００Ｎ、少なくとも３２０Ｎ、少なくとも３４０Ｎ、少なくとも３６０Ｎ、ま
たは少なくとも３８０Ｎ；なお一層好ましくは少なくとも４２０Ｎ、少なくとも４４０Ｎ
、少なくとも４６０Ｎ、または少なくとも４８０Ｎである。
【０１９５】
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　好ましくは、Ｂ１対Ｂ２の比は、１００：１～１．１：１、より好ましくは７５：１～
１．２：１、なお一層好ましくは５０：１～１．３：１、さらにより好ましくは２５：１
～１．４：１、最も好ましくは１０：１～１．５：１そして詳細には５：１～１．６：１
の範囲内にある。
【０１９６】
　好ましくは差Ｂ１－Ｂ２は、少なくとも１０Ｎ、少なくとも２０Ｎ、少なくとも３０Ｎ
、少なくとも４０Ｎまたは少なくとも５０Ｎ、より好ましくは少なくとも６０Ｎ、少なく
とも７０Ｎ、少なくとも８０Ｎまたは少なくとも９０Ｎ、なお一層好ましくは少なくとも
１００Ｎ、少なくとも１２５Ｎ、少なくとも１５０Ｎ、少なくとも１７５Ｎまたは少なく
とも２００Ｎ、最も好ましくは少なくとも２５０Ｎ、少なくとも３００Ｎ、少なくとも３
５０Ｎ、少なくとも４００または少なくとも４５０Ｎ、そして詳細には少なくとも５００
Ｎ、少なくとも６００Ｎ、少なくとも７５０または少なくとも１０００Ｎである。
【０１９７】
　本発明に係る医薬投薬形の好ましい実施形態において、Ｂ１およびＢ２は、以下の条件
Ｃ１～Ｃ７２の１つを満たす：
【０１９８】
【表４】

【０１９９】
　さらなる好ましい実施形態Ｃ７３～Ｃ９６は、以下の表中で要約されている。
【０２００】
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【表５】

【０２０１】
　Ｂ２＜Ｂ１という特性に起因して、本発明に係る医薬投薬形は好ましくは異方性機械的
特性を有する、すなわち、その拡張方向のうちの少なくとも一つの方向（Ｅ１）に関する
その機械的強度に比べて、その拡張方向のうちの別の方向（Ｅ２）に関して機械的に弱化
されている。好ましい実施形態において、機械的弱化の質は、拡張方向Ｅ２に充分な質の
力を及ぼすことにより医薬投薬形を一回は破断させ得るものの、このようにして得られた
断片は、その拡張方向のいずれか（各々かつ全て）において実質的に破壊耐性がある、す
なわちそれらの拡張方向のいずれか（各々かつ全て）において同じ量の力を及ぼしてもそ
れ以上破断され得ないようなものである。好ましくは、前記力の量は４００Ｎ、５００Ｎ
、６００Ｎ、７００Ｎ、８００Ｎ、９００Ｎ、１０００Ｎ、１１００Ｎ、１２００Ｎ、１
３００Ｎ、１４００Ｎまたは１５００Ｎである。その結果、この実施形態によると、医薬
投薬形は、拡張方向Ｅ２に充分な量の力を及ぼすことにより一回破断され得るが、加える
力を増大させなければそれ以上破断され得ない。好ましくは、医薬投薬形が一回破断され
た場合に得られる断片の数は制限されており、好ましくは、実質的に同一のまたは異なる
サイズおよび／または重量の好ましくはわずか２個、３個、４個、５個または６個の断片
のみが得られる。
【０２０２】
　好ましい実施形態において、本発明に係る医薬投薬形の表面積Ｓ［ｍｍ２］対重量Ｗ［
ｍｇ］の比Ｓ／Ｗは少なくとも０．５０ｍｍ２／ｍｇである。好ましくはＳ／Ｗは、少な
くとも０．５１、少なくとも０．５２、少なくとも０．５３、少なくとも０．５４または
少なくとも０．５５；より好ましくは少なくとも０．５６、少なくとも０．５７、少なく
とも０．５８、少なくとも０．５９または少なくとも０．６０；なお一層好ましくは少な
くとも０．６１、少なくとも０．６２、少なくとも０．６３、少なくとも０．６４または
少なくとも０．６５；さらにより好ましくは少なくとも０．６６、少なくとも０．６７、
少なくとも０．６８、少なくとも０．６９または少なくとも０．７０；最も好ましくは少
なくとも０．７０５、少なくとも０．７１０、少なくとも０．７１５、少なくとも０．７
２０、少なくとも０．７２５、少なくとも０．７３０、少なくとも０．７３５、少なくと
も０．７４０、少なくとも０．７４５または少なくとも０．７５０；そして詳細には少な
くとも０．７５５、少なくとも０．７６０、少なくとも０．７６５、少なくとも０．７７
０、少なくとも０．７７５、少なくとも０．７８０、少なくとも０．７８５、少なくとも
０．７９０、少なくとも０．７９５または少なくとも０．８０ｍｍ２／ｍｇである。
【０２０３】
　好ましい実施形態において、本発明に係る医薬投薬形は、
【数２】

という式により定義される合計表面積を有し、ここでＡは少なくとも４．５、すなわちＳ
≧４．５・Ｗ２／３である。
【０２０４】
　例えば、本発明に係る医薬投薬形が６２３ｍｇの合計重量を有し、その合計表面積Ｓが
好ましくは少なくとも３２８ｍｍ２（４．５・６２３２／３）であり、本発明に係る医薬
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投薬形が９８３ｍｇの合計重量を有する場合、その合計表面積Ｓは好ましくは少なくとも
４４５ｍｍ２（４．５・９８３２／３）である。
【０２０５】
　医薬投薬形の合計表面積を測定するための方法は当業者にとって公知である。例えば、
合計表面積を、単純な幾何学的考察に基づいて医薬投薬形の三次元拡張から計算してよい
（例えば非特許文献７を参照のこと）。
【０２０６】
　例えば、図１１に描かれている従来の錠剤の幾何形状は、２つの球形キャップ（５４ａ
）および（５４ｂ）の間にある円筒形要素（５３）によって記述されてよい。体積Ｖ（５
３）、Ｖ（５４ａ）、およびＶ（５４ｂ）ならびに表面積Ｓ（５３）、Ｓ（５４ａ）およ
びＳ（５４ｂ）は以下の式にしたがって計算可能である：
【数３】

【０２０７】
　近似においては、医薬投薬形を同様に、複数の適切なサイズの同一の立方体体積の要素
（ボクセル）に想像上で分割してもよく、合計表面積を、表面にある正方形面積要素（ピ
クセル）を計数することによって決定してよい。この近似は、さらに図１２に示されてお
り、ここでは、図８Ｂ）にしたがった医薬投薬形は複数のボクセル（５５）に分割されて
いる。
【０２０８】
　好ましくは、医薬投薬形の合計表面積を測定する場合、薬理学的に有効な化合物（Ａ）
およびポリマーおよび医薬賦形剤を含む剤形の超微細構造、例えばその多孔性は、考慮さ
れない。本明細書の目的では、医薬投薬形の「表面（積）」という用語は、好ましくは、
巨視的表面（外部寸法、シルエット）を意味する。換言すると、医薬投薬形の表面積を決
定する目的では、表面構造は完全に平滑であるとみなされる。
【０２０９】
　本発明に係る医薬投薬形の好ましい実施形態では、Ａは４．６、４．７、４．８、４．
９、５．０、５．１、５．２、５．３、５．４、５．５、５．６、５．７、５．８、５．
９または６．０；より好ましくは６．０５、６．１、６．１５、６．２、６．２５、６．
３、６．３５、６．４、６．４５、６．５、６．５５、６．６、６．６５、６．７、６．
７５、６．８、６．８５、６．９、６．９５、７．０、７．０５、７．１、７．１５、７
．２、７．２５、７．３、７．３５、７．４、７．４５または７．５である。
【０２１０】
　本発明に係る医薬投薬形の別の好ましい実施形態では、Ａは７．６、７．７、７．８、
７．９、８．０、８．１、８．２、８．３、８．４、８．５、８．６、８．７、８．８、
８．９または９．０；より好ましくは９．１、９．２、９．３、９．４、９．５、９．６
、９．７、９．８、９．９、１０．０、１０．１、１０．２、１０．３、１０．４または
１０．５；最も好ましくは１０．６、１０．７、１０．８、１０．９、１１．０、１１．
１、１１．２、１１．３、１１．４、１１．５、１１．６、１１．７、１１．８、１１．
９または１２．０；そして詳細には１２．１、１２．２、１２．３、１２．４、１２．５
、１２．６、１２．７、１２．８、１２．９、１３．０、１３．１、１３．２、１３．３
、１３．４または１３．５である。
【０２１１】
　好ましい実施形態において、本発明に係る医薬投薬形の合計表面積Ｓは、
【数４】

（式中、
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　ＡおよびＷは以上で定義された通りであり、
　Ｂは、多くとも２０、より好ましくは多くとも１９、なお一層好ましくは多くとも１８
、さらにより好ましくは多くとも１７、最も好ましくは多くとも１６であり、詳細には多
くとも１５である）
という必要条件を満たす。
【０２１２】
　好ましい実施形態において、本発明に係る医薬投薬形の合計表面積Ｓは、少なくとも５
０ｍｍ２、少なくとも７５ｍｍ２、少なくとも１００ｍｍ２、少なくとも１２５ｍｍ２、
少なくとも１５０ｍｍ２、少なくとも１７５ｍｍ２または少なくとも２００ｍｍ２；より
好ましくは少なくとも２２５ｍｍ２、少なくとも２５０ｍｍ２、少なくとも２７５ｍｍ２

、少なくとも３００ｍｍ２、少なくとも３２５ｍｍ２、少なくとも３５０ｍｍ２、少なく
とも３７５ｍｍ２または少なくとも４００ｍｍ２；なお一層好ましくは少なくとも４２５
ｍｍ２、少なくとも４５０ｍｍ２、少なくとも４７５ｍｍ２、少なくとも５００ｍｍ２、
少なくとも５２５ｍｍ２；少なくとも５５０ｍｍ２、少なくとも５７５ｍｍ２または少な
くとも６００ｍｍ２；さらにより好ましくは少なくとも６２５ｍｍ２、少なくとも６５０
ｍｍ２、少なくとも６７５ｍｍ２、少なくとも７００ｍｍ２、少なくとも７２５ｍｍ２、
少なくとも７５０ｍｍ２、少なくとも７７５ｍｍ２または少なくとも８００ｍｍ２；最も
好ましくは少なくとも８２５ｍｍ２、少なくとも８５０ｍｍ２、少なくとも８７５ｍｍ２

、少なくとも９００ｍｍ２、少なくとも９２５ｍｍ２、少なくとも９５０ｍｍ２、少なく
とも９７５ｍｍ２または少なくとも１０００ｍｍ２；そして詳細には少なくとも１０２５
ｍｍ２、少なくとも１０５０ｍｍ２、少なくとも１０７５ｍｍ２、少なくとも１１００ｍ
ｍ２、少なくとも１１２５ｍｍ２、少なくとも１１５０ｍｍ２、少なくとも１１７５ｍｍ
２または少なくとも１２００ｍｍ２である。
【０２１３】
　好ましい実施形態において、本発明に係る医薬投薬形の合計表面積Ｓは、多くとも１５
００ｍｍ２、より好ましくは多くとも１４００ｍｍ２、なお一層好ましくは多くとも１３
００ｍｍ２、さらにより好ましくは多くとも１２００ｍｍ２、最も好ましくは多くとも１
１００ｍｍ２、そして詳細には多くとも１０００ｍｍ２である。
【０２１４】
　好ましい実施形態において、本発明に係る医薬投薬形はいわゆるＨ－プランジャを用い
て製造され、詳細には成形される。このようなＨ－プランジャを用いて得ることのできる
剤形のシルエットは、図１０に概略的に示されている。適切なサイズおよび形状のＨ－プ
ランジャが市販されている。典型的には、所与のＨ－プランジャによって得ることのでき
る剤形の体積および表面積は、Ｈ－プランジャのメーカーによって通常提供される式を用
いて計算可能である。
【０２１５】
　例えば、ＮｏｔｔｅｒＧｍｂＨ（Ｇｅｒｍａｎｙ）は、（図１０中の距離ｂ２に対応す
る）剤形の高さをｈとして９４．３＋１７１．６ｈ［ｍｍ３］の体積および３８２＋５２
．３ｈ［ｍｍ２］の表面積を成形するＨ－プランジャを提供する。したがって、例えばこ
のようなＨ－プランジャで１，０００ｍｇ／ｍｍ３の全体的密度を有する圧密された組成
物を６５０ｍｇ成形する場合、ｈ＝（６５０－９４．３）／１７１．６＝３．２４ｍｍと
いう高さを有する剤形が得られる。こうして、前記剤形は、３８２＋５２．３・３．２４
＝５５１ｍｍ２という表面積を有する。Ａ＝４．５である場合、５５１ｍｍ２≧４．５　
６５０２／３（＝３３７．６ｍｍ２）という必要条件が満たされる。Ａが約７．３である
場合、５５１ｍｍ２≧７．３　６５０２／３（＝５４７ｍｍ２）という必要条件が満たさ
れるが、Ａが７．４である場合、５５１ｍｍ２≧７．４　６５０２／３（＝５５５ｍｍ２

）という必要条件が満たされる。
【０２１６】
　好ましい実施形態において、本発明に係る医薬投薬形は、少なくとも５０ｍｇ、少なく
とも７５ｍｇ、少なくとも１００ｍｇ、少なくとも１２５ｍｇまたは少なくとも１５０ｍ
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ｇ；より好ましくは少なくとも１７５ｍｇ、少なくとも２００ｍｇ、少なくとも２２５ｍ
ｇ、少なくとも２５０ｍｇまたは少なくとも２７５ｍｇ；なお一層好ましくは少なくとも
３００ｍｇ、少なくとも３２５ｍｇ、少なくとも３５０ｍｇ、少なくとも３７５ｍｇまた
は少なくとも４００ｍｇ；さらにより好ましくは少なくとも４２５ｍｇ、少なくとも４５
０ｍｇ、少なくとも４７５ｍｇ、少なくとも５００ｍｇまたは少なくとも５２５ｍｇ；最
も好ましくは少なくとも５５０ｍｇ、少なくとも５７５ｍｇ、少なくとも６００ｍｇ、少
なくとも６２５ｍｇまたは少なくとも６５０ｍｇ；そして詳細には少なくとも６７５ｍｇ
、少なくとも７００ｍｇ、少なくとも７２５ｍｇ、少なくとも７５０ｍｇまたは少なくと
も７７５ｍｇの合計重量Ｗを有する。好ましくは、本発明に係る医薬投薬形の合計重量は
、０．０１ｇ～１．５ｇの範囲、より好ましくは０．０５ｇ～１．２ｇ、さらに一層好ま
しくは０．１ｇ～１．０ｇ、最も好ましくは０．２ｇ～０．９ｇ、そして詳細には０．２
５ｇ～０．８ｇの範囲内にある。
【０２１７】
　医薬投薬形の破壊強度を特定の拡張方向でひとたび測定したならば、剤形の外部形状を
考慮に入れて前記拡張方向でのその引張り強度を計算してよい。例えば、以下の等式にし
たがって、従来の錠剤の引張り強度を計算することができる：ＴＳ＝２×Ｐ／π×Ｄ×ｔ
（なお式中ＴＳは、引張り強度（Ｎ・ｃｍ－２、ＭＰａ）であり、Ｐは錠剤の破壊強度（
Ｎ）であり、Ｄは錠剤の直径（ｃｍ）であり、ｔは錠剤の厚み（ｃｍ）である。当業者で
あれば、剤形の外部形状を修正する場合の上述の式の修正方法が分かっている。この点に
関して、例えば非特許文献８、非特許文献９および非特許文献１０を参照とすることがで
きる。
【０２１８】
　好ましくは、本発明に係る医薬投薬形は、好ましくは少なくとも拡張方向Ｅ１において
少なくとも２．５Ｎ／ｃｍ２、少なくとも３．０Ｎ／ｃｍ２、少なくとも３．５Ｎ／ｃｍ
２、少なくとも４．０Ｎ／ｃｍ２、少なくとも４．５Ｎ／ｃｍ２、少なくとも５．０Ｎ／
ｃｍ２、少なくとも６．０Ｎ／ｃｍ２、少なくとも７．５Ｎ／ｃｍ２、少なくとも１０．
０Ｎ／ｃｍ２、少なくとも１２．５Ｎ／ｃｍ２または少なくとも１５．０Ｎ／ｃｍ２；よ
り好ましくは少なくとも１７．５Ｎ／ｃｍ２、少なくとも２０．０Ｎ／ｃｍ２、少なくと
も２２．５Ｎ／ｃｍ２または少なくとも２５．０Ｎ／ｃｍ２；なお一層好ましくは少なく
とも２７．５Ｎ／ｃｍ２、少なくとも３０．０Ｎ／ｃｍ２、少なくとも３２．５Ｎ／ｃｍ
２または少なくとも３５．０Ｎ／ｃｍ２；さらにより好ましくは少なくとも３７．５Ｎ／
ｃｍ２、少なくとも４０．０Ｎ／ｃｍ２、少なくとも４２．５Ｎ／ｃｍ２または少なくと
も４５．０Ｎ／ｃｍ２；最も好ましくは少なくとも４７．５Ｎ／ｃｍ２、少なくとも５０
．０Ｎ／ｃｍ２、少なくとも５２．５Ｎ／ｃｍ２または少なくとも５５．０Ｎ／ｃｍ２；
そして詳細には少なくとも５７．５Ｎ／ｃｍ２、少なくとも６０．０Ｎ／ｃｍ２、少なく
とも６２．５Ｎ／ｃｍ２または少なくとも６５．０Ｎ／ｃｍ２という引張り強度を有する
。
【０２１９】
　本発明に係る医薬投薬形は、好ましくは高い衝撃強度を示す。
【０２２０】
　例えば、医薬投薬形の落下衝撃強度は好ましくは約０％である。落下衝撃強度は、錠剤
を５０ｃｍの高さからステンレス鋼版上に落下させた場合に得られる破壊比であり、｛（
壊れた錠剤数）／（テストされた錠剤数）｝１００（％）により定義される。
【０２２１】
　好ましくは、本発明に係る医薬投薬形の衝撃強度は、ハンマーにより細砕され得ないほ
ど充分高いものである。好ましくは、５００ｇの重量を有するハンマーにより手持ちで５
回打撃を加えた場合、医薬投薬形を細砕することはできない。好ましい実施形態において
、医薬投薬形はこの衝撃強度を周囲温度で示すだけでなく＋４℃未満（冷蔵庫）、より好
ましくは－３３℃未満（ディープフリーザー）、最も好ましくは－７７℃未満（ドライア
イス）、そして詳細には－１９０℃未満（液体窒素）でもそれを示す。
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【０２２２】
　好ましくは、本発明に係る医薬投薬形は、少なくとも１つの拡張方向、好ましくは拡張
方向Ｅ１で、少なくとも７５Ｎ、より好ましくは少なくとも１００Ｎ、なお一層好ましく
は少なくとも１２５Ｎ、さらにより好ましくは少なくとも１４０Ｎ、最も好ましくは少な
くとも１５０Ｎおよび特に少なくとも１６０Ｎを示す。好ましくは、切断試験は３０ｍｍ
／分の試験速度で、０．３０ｍｍの厚みを有する汎用ガラスクリーニングブレード（ｇｌ
ａｓｓ　ｃｌｅａｎｉｎｇ　ｂｌａｄｅ）を用いて、ＤＩＮ　ＥＮ　ＩＳＯ６０４に準じ
て実施される。
【０２２３】
　本発明に係る医薬投薬形の脆砕度（ｆｒｉａｂｉｌｉｔｙ）は、例えばヨーロッパ薬局
方（Ｐｈ，Ｅｕｒ）の仕様に準じて、Ｐｈａｒｍａｔｅｓｔ　ＰＴＦ－Ｅ装置（Ｈａｉｎ
ｂｕｒｇ、Ｇｅｒｍａｎｙ）を用いて測定可能である。好ましくは、本発明に係る医薬投
薬形の脆砕度は、多くとも０．５０％、より好ましくは多くとも０．４０％、なお一層好
ましくは多くとも０．３０％、さらにより好ましくは多くとも０．２０％、最も好ましく
は多くとも０．１０％、そして詳細には多くとも０．０５％である。
【０２２４】
　好ましい実施形態において、本発明に係る医薬投薬形は、少なくとも０．８０または少
なくとも０．８５ｇ／ｃｍ３、より好ましくは少なくとも０．９０または少なくとも０．
９５ｇ／ｃｍ３、なお一層好ましくは少なくとも１．００、少なくとも１．０５または少
なくとも１．１０ｇ／ｃｍ３、最も好ましくは０．８０～１．３５ｇ／ｃｍ３の範囲内、
そして詳細には０．９５～１．２５ｇ／ｃｍ３の範囲内の全体的密度を有する。
【０２２５】
　好ましい実施形態において、本発明に係る医薬投薬形は、１．００±０．３０ｇ／ｃｍ
３、より好ましくは１．００±０．２５ｇ／ｃｍ３、なお一層好ましくは１．００±０．
２０ｇ／ｃｍ３、さらにより好ましくは１．００±０．１５ｇ／ｃｍ３、最も好ましくは
１．００±０．１０ｇ／ｃｍ３、そして詳細には１．００±０．０５ｇ／ｃｍ３の範囲内
の全体的密度を有する。別の好ましい実施形態において、本発明に係る医薬投薬形は、１
．１０±０．３０ｇ／ｃｍ３、より好ましくは１．１０±０．２５ｇ／ｃｍ３、なお一層
好ましくは１．１０±０．２０ｇ／ｃｍ３、さらにより好ましくは１．１０±０．１５ｇ
／ｃｍ３、最も好ましくは１．１０±０．１０ｇ／ｃｍ３、そして詳細には１．１０±０
．０５ｇ／ｃｍ３の範囲内に入る全体的密度を有する。さらに別の実施形態において、本
発明に係る医薬投薬形は、１．２０±０．３０ｇ／ｃｍ３、より好ましくは１．２０±０
．２５ｇ／ｃｍ３、なお一層好ましくは１．２０±０．２０ｇ／ｃｍ３、さらにより好ま
しくは１．２０±０．１５ｇ／ｃｍ３、最も好ましくは１．２０±０．１０ｇ／ｃｍ３、
そして詳細には１．２０±０．０５ｇ／ｃｍ３の範囲内に入る全体的密度を有する。好ま
しくは、本発明に係る医薬投薬形の全体的密度は、１．００±０．０２ｇ／ｃｍ３、１．
０２±０．０２ｇ／ｃｍ３、１．０４±０．０２ｇ／ｃｍ３、１．０６±０．０２ｇ／ｃ
ｍ３、１．０８±０．０２ｇ／ｃｍ３、１．１０±０．０２ｇ／ｃｍ３、１．１２±０．
０２ｇ／ｃｍ３、１．１４±０．０２ｇ／ｃｍ３、１．１６±０．０２ｇ／ｃｍ３、１．
１８±０．０２ｇ／ｃｍ３、１．２０±０．０２ｇ／ｃｍ３、１．２２±０．０２ｇ／ｃ
ｍ３、１．２４±０．０２ｇ／ｃｍ３、１．２６±０．０２ｇ／ｃｍ３、１．２８±０．
０２ｇ／ｃｍ３、１．３０±０．０２ｇ／ｃｍ３、１．３２±０．０２ｇ／ｃｍ３、１．
３４±０．０２ｇ／ｃｍ３、１．３６±０．０２ｇ／ｃｍ３、１．３８±０．０２ｇ／ｃ
ｍ３、または１．４０±０．０２ｇ／ｃｍ３である。
【０２２６】
　好ましくは、本発明に係る医薬投薬形は、比較的均質な密度分布により特徴づけされる
。好ましくは、各々１．０ｍｍ３の体積を有する医薬投薬形の２つのセグメントの密度に
は、互いに±１０％以下、より好ましくは±７．５％以下、なお一層好ましくは±５．０
％以下、最も好ましくは±２．５％以下、そして詳細には±１．０％以下だけの偏差があ
る。医薬投薬形がフィルムコートされている場合、各々１．０ｍｍ３の体積を有する医薬
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投薬形の前記２つのセグメントは好ましくは、コアのセグメントである、すなわちいかな
るコーティング材料も含まない。
【０２２７】
　好ましい実施形態において、本発明に係る医薬投薬形は、好ましくは押出によって熱成
形されるが、高温でのプレス成形などのその他の熱成形方法を用いて本発明に係る剤形を
製造してもよい。
【０２２８】
　本発明に係る医薬投薬形は、本明細書に関しては「構成要素」（Ａ）とも呼ばれる、薬
理学的に有効な化合物（Ａ）を含む。
【０２２９】
　好ましい薬理学的に有効な化合物（Ａ）はすでに、本発明の第１および第２の態様に関
連して、薬学的に活性な成分および乱用の可能性のある薬学的に活性な成分として言及さ
れてきた。
【０２３０】
　好ましい実施形態において、周囲条件下で純水中における構成要素（Ａ）の溶解度は、
少なくとも１．０ｇ／Ｌ、より好ましくは少なくとも５．０ｇ／Ｌ、なお一層好ましくは
少なくとも１０ｇ／Ｌ、さらにより好ましくは少なくとも２５ｇ／Ｌ、最も好ましくは少
なくとも５０ｇ／Ｌ、そして詳細には少なくとも１００ｇ／Ｌである。
【０２３１】
　別の好ましい実施形態において、周囲条件下で、純水中における構成要素（Ａ）の溶解
度は多くとも１．０ｇ／Ｌ、より好ましくは多くとも０．５ｇ／Ｌ、なお一層好ましくは
多くとも０．１ｇ／Ｌ、さらにより好ましくは多くとも０．０５ｇ／Ｌ、最も好ましくは
多くとも０．０１ｇ／Ｌそして詳細には多くとも０．００５ｇ／Ｌである。
【０２３２】
　好ましい実施形態において、本発明に係る医薬投薬形は、医薬調製物としての医薬投薬
形の使用を正当化しその活性の原因である薬学的に有効な量の薬理学的に有効な化合物（
Ａ）を含有する。原則として本発明に係る医薬投薬形において考慮に入れてよい薬理学的
に有効な化合物（Ａ）は、任意の公知の医薬物質であり、ここでこれらの物質はそのまま
の状態で、その誘導体、詳細にはエステルまたはエーテルの形で、または各々の場合にお
いて対応する生理学的に許容される化合物、詳細にはその対応する塩または溶媒和物の形
、ラセミ化合物としてまたは１つ以上の立体異性体（光学異性体またはジアステレオマー
）の形で、本発明に係る医薬投薬形中に存在していてよい。
【０２３３】
　本発明に係る医薬投薬形は、単一の医薬投薬形中で数多くの薬理学的に有効な化合物（
Ａ）を投与するために適している。好ましくは、医薬投薬形は、１つの特定の薬理学的に
有効な化合物（Ａ）しか含まない。
【０２３４】
　医薬投薬形の合計量に基づいた薬理学的に有効な化合物（Ａ）の量は、好ましくは０．
０１～９５重量％、より好ましくは０．５～８０重量％、なお一層好ましくは１．０～７
０重量％、最も好ましくは５．０～６０重量％、そして詳細には１０～５０重量％の範囲
内にある。好ましい実施形態において、それは２０重量％超である。
【０２３５】
　好ましい実施形態において、本発明に係る医薬投薬形は、薬理学的に有効な化合物（Ａ
）として向精神作用物質を含む。
【０２３６】
　当業者は、どの物質が向精神作用を有するかを知っている。精神的プロセスに影響を及
ぼす物質は、一般に、向精神作用を有する。すなわち、これらは、精神的機能に対して特
異的に作用する。こうして向精神作用を有する物質は、情緒に影響を及ぼし、それを高揚
または減退させ得る。本明細書の目的では、向精神作用をもつ物質は、詳細にはオピオイ
ド、覚醒剤、精神安定剤（例えば、バルビツール酸系催眠薬およびベンゾジアゼピン系睡
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眠薬）およびその他の麻薬を含む。向精神作用を有する物質は、詳細には不適切に（特に
乱用を意図して）投与された場合に、適切な経口投与に比べた活性化合物レベルの加速さ
れた増大を引き起こし、乱用者に所望の効果すなわち「興奮」または「陶酔感」を与える
物質を含む。この興奮は同様に、粉末化された医薬投薬形を経鼻投与した場合、すなわち
経鼻吸引した場合にも得られる。向精神作用を有する物質は、好ましくは、（適切用量お
よび医薬投薬形で、かつ適切に投与された場合に）、ヒトの精神活動および／または知覚
に影響を及ぼす物質であり、こうしてこれらの物質は根本的に乱用に適している。
【０２３７】
　詳細には、本発明に係る医薬投薬形は、好ましくは、オピオイド［Ａ０７ＤＡ、Ｎ０１
ＡＨ、Ｎ０２Ａ、Ｒ０５ＤＡ，Ｒ０５ＦＡ］；バルビツール酸素系催眠薬［Ｎ０１ＡＦ、
Ｎ０１ＡＧ、Ｎ０３ＡＡ］；ベンゾジアゼピン誘導体［Ｎ０３ＡＥ］；アヘン剤依存症を
治療するための作用物質［Ｎ０７ＢＣ］；抗不安薬［Ｎ０５Ｂ］；睡眠薬および鎮静剤［
Ｎ０５Ｃ］；精神刺激薬、注意欠陥活動性障害（ＡＤＨＤ）治療用作用物質および向知性
薬［Ｎ０６Ｂ］；制吐薬［Ａ０４Ａ］；ダイエット製品を除く抗肥満調製物［Ａ０８Ａ］
；中枢性骨格筋弛緩薬［Ｍ０３Ｂ］；および解毒剤［Ｖ０３ＡＢ］からなる群から選択さ
れた向精神作用性物質を含む。角カッコ内に記されている略語は、ここでは、医薬物質を
分類するためにＷＨＯにより使用される通りの（好適な版：２００７年、または２００８
年度版）ＡＴＣインデックス（「Ｇｅｌｂｅ　Ｌｉｓｔｅ」）に対応する。
【０２３８】
　本発明に係る医薬投薬形は好ましくは、オピオイド、バニロイド受容体モジュレータ、
セロトニン／ノルエピネフリン／ドーパミンモジュレータ、ＧＡＢＡモジュレータ、ＮＭ
ＤＡ拮抗薬、イオンチャンネルブロッカー／モジュレータ、カナビオノイドおよびその他
のＮＳＡＩＤＳを含む。
【０２３９】
　以下のアヘン剤、オピオイド、精神安定剤またはその他の麻酔薬は、向精神作用を伴う
物質、すなわち乱用の可能性をもつ物質であり、したがって好ましくは本発明に係る医薬
投薬形の中に含まれる：すなわち、アルフェンタニル、アロバルビタール、アリルプロジ
ン、アルファプロジン、アルプラゾラム、アンフェプラモン、アンフェタミン、アンフェ
タミニル、アモバルビタール、アニレリジン、アポコデイン、アクソマドール、バルビタ
ール、ベミドン、ベンジルモルヒネ、ベンジトラミド、ブロマゼパム、ブロチゾラム、ブ
プレノルフィン、ブトバルビタール、ブトルファノール、カマゼパム、カルフェンタニル
、カシン／Ｄ－ノルシュードエフェドリン、クロルジアゼポキシド、クロバザムクロフェ
ダノール、クロナゼパム、クロニタゼン、クロラゼペ－ト、クロチアゼパム、クロキサゾ
ラム、コカイン、コデイン、シクロバルビタール、シクロルファン、シプレノルフィン、
デロラゼパム、デソモルヒネ、デキストロモルアミド、デキストロプロポキシフェン、デ
ゾシン、ジアムプロミド、ジアモルフォン、ジアゼパム、ジヒドロコデイン、ジヒドロモ
ルヒネ、ジヒドロモルフォン、ジメノキサドール、ジメフェタモール、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、ドロナビノール、エプタゾシン、エス
タゾラム、エトヘプタジン、エチルメチルチアムブテン、エチルロフラゼペート、エチル
モルヒネ、エトニタゼン、エトルフィン、フェンカムファミン、フェネチリン、フェンピ
プラミド、フェンプロプレックス、フェンタニル、フルジアゼパム、フルニトラゼパム、
フルラゼパム、ハラゼパム、ハロキサゾラム、ヘロイン、ヒドロコドン、ヒドロモルフォ
ン、ヒドロキシペチジン、イソメタドン、ヒドロキシメチルモルヒナン、ケタゾラム、ケ
トベミドン、レバセチルメタドール（ＬＡＡＭ）、レボメタドン、レボルファノール、レ
ボフェナシルモルファン、レボゼマシン、リスデクキサンフェタミンジメシレート、ロフ
ェンタニル、ロプラゾラム、ロラゼパム、ロルメタゼパム、マジンドール、メダゼパム、
メフェノレックス、メペリジン、メプロバメート、メタポン、メプタジノール、メタゾシ
ン、メチルモルヒネ、メトアンフェタミン、メタドン、メタカロン、３－メチルフェンタ
ニル、４－メチルフェンタニル、メチルフェニデート、メチルフェノバルビタール、メチ
プリロン、メトポン、ミダゾラム、モダフィニル、モルヒネ、ミロフィン、ナビロン、ナ
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ルブフェン、ナロルフィン、ナルセイン、ニコモルヒネ、ニメタゼパム、ニトラゼパム、
ノルダゼパム、ノルレボルファノール、ノルメタドン、ノルモルヒネ、ノルピパノン、オ
ピウム、オキサゼパム、オキサゾラム、オキシコドン、オキシモルフォン、ケシ、パパベ
レタム、ペルノリン、ペンタゾシン、ペントバルビタール、ペチジン、フェナドキソン、
フェノモルファン、フェナゾシン、フェノペリジン、ピミノジン、フォルコデイン、フェ
ンメトラジン、フェノバルビタール、フェンテルミン、ピナゼパム、ピプラドロール、ピ
リトラミド、プラゼパム、プロファドール、プロヘプタジン、プロメドール、プロペリジ
ン、プロポキシフェン、レミフェンタニル、セクブタバルビタール、セコバルビタール、
スフェンタニル、タペンタドール、テマゼパム、テトラゼパム、チリジン（シスおよびト
ランス）、トラマドール、トリアゾラム、ビニルビタール、Ｎ－（１－メチル－２－ピペ
リジノエチル）－Ｎ－（２－ピリジル）－プロピオンアミド、（１Ｒ，２Ｒ）－３－（３
－ジメチルアミノ－１－エチル－２－メチル－プロピル）フェノール、（１Ｒ，２Ｒ，４
Ｓ）－２－（ジメチルアミノ）メチル－４－（ｐ－フルオロベンジルオキシ）－１－（ｍ
－メトキシフェニル）－シクロヘキサノール、（１Ｒ，２Ｒ）－３－（２－ジメチルアミ
ノメチル－シクロヘキシル）フェノール、（１Ｓ，２Ｓ）－３－（３－ジメチルアミノ－
１－エチル－２－メチル－プロピル）フェノール、（２Ｒ，３Ｒ）－１－ジメチルアミノ
－３（３－メトキシフェニル）－２－メチル－ペンタン－３－オール、（１ＲＳ，３ＲＳ
，６ＲＳ）－６－ジメチルアミノメチル－１－（３－メトキシフェニル）－シクロヘキサ
ン－１，３－ジオール、（好ましくはラセミ化合物として）、３－（２－ジメチルアミノ
メチル－１－ヒドロキシ－シクロヘキシル）フェニル２－（４－イソブチル－フェニル）
プロピオネート、３－（２－ジメチルアミノメチル－１－ヒドロキシ－シクロヘキシル）
フェニル２－（６－メトキシ－ナフタレン－２－イル）プロピオネート、３－（２－ジメ
チルアミノメチル－シクロヘクス－１－エニル）－フェニル２－（４－イソブチル－フェ
ニル）プロピオネート、３－（２－ジメチルアミノメチル－シクロヘクス－１－エニル）
－フェニル２－（６－メトキシフ－ナフタレン－２－イル）プロピオネート、（ＲＲ－Ｓ
Ｓ）－２－アセトキシ－４－トリフルオロメチル－安息香酸３－（２－ジメチルアミノメ
チル－１－ヒドロキシ－シクロヘキシル）－フェニルエステル、（ＲＲ－ＳＳ）－２－ヒ
ドロキシ－４－トリフルオロ-メチル－安息香酸３－（２－ジメチルアミノメチル－１－
ヒドロキシ－シクロヘキシル）－フェニルエステル、（ＲＲ－ＳＳ）－４－クロロ－２－
ヒドロキシ－安息香酸３－（２－ジメチルアミノメチル－１－ヒドロキシ－シクロヘキシ
ル）－フェニルエステル、（ＲＲ－ＳＳ）－２－ヒドロキシ－４－メチル－安息香酸３－
（２－ジメチルアミノメチル－１－ヒドロキシ－シクロヘキシル）－フェニルエステル、
（ＲＲ－ＳＳ）－２－ヒドロキシ－４－メトキシ－安息香酸３－（２－ジメチルアミノ-
メチル－１－ヒドロキシ－シクロヘキシル）－フェニルエステル、（ＲＲ－ＳＳ）－２－
ヒドロキシ－５－ニトロ－安息香酸３－（２－ジメチルアミノメチル－１－ヒドロキシ－
シクロヘキシル）－フェニルエステル、（ＲＲ－ＳＳ）－２’，４’－ジフルオロ－３－
ヒドロキシ－ビフェニル－４－カルボン酸３－（２－ジメチルアミノメチル－１－ヒドロ
キシ－シクロ－ヘキシル）－フェニルエステルおよび対応する立体異性体化合物、各々の
場合においてその対応する誘導体、生理学的に許可される光学異性体、立体異性体、ジア
ステレオマーおよびラセミ化合物ならびにその生理学的に許容される誘導体、例えばエー
テル、エステルまたはアミド、そして各々の場合においてその生理学的に許容される化合
物、詳細にはその塩および溶媒和物例えば塩酸塩。
【０２４０】
　好ましい実施形態において、本発明に係る医薬投薬形は、ＤＰＩ－１２５、Ｍ６Ｇ（Ｃ
Ｅ－０４－４１０）、ＡＤＬ－５８５９、ＣＲ－６６５、ＷＲＰ２９０およびセバコイル
ジナルブフィンエステルからなる群から選択されるオピオイドを含む。
【０２４１】
　好ましい実施形態において、本発明に係る医薬投薬形はオキシモルホン、ヒドロモルホ
ンおよびモルヒネからなる群から選択された１つ以上の薬理学的に有効な化合物（Ａ）を
含む。
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【０２４２】
　別の好ましい実施形態において、薬理学的に有効な化合物（Ａ）は、タペンタドール、
ファキセラドールおよびアキソマドールからなる群から選択される。
【０２４３】
　本明細書の目的のため、薬理学的に有効な化合物（Ａ）の血漿濃度から決定されてよい
薬物動態パラメータは、以下のように定義される：
【０２４４】
【表６】

【０２４５】
　上述のパラメータは各々の場合において、全ての調査対象患者／被験者についての個々
の値の平均値として記述されている。
【０２４６】
　当業者であれば、血漿中で測定された有効成分濃度から有効成分の薬物動態パラメータ
を計算する方法を知っている。これに関連して、例えば非特許文献１１を参照してよい。
【０２４７】
　好ましい実施形態において、本発明に係る剤形の好ましくは経口での投与の後、生体内
で平均ピーク血漿レベル（Ｃｍａｘ）は平均してｔｍａｘ４．０±２．５時間の後、より
好ましくはｔｍａｘ４．０±２．０時間の後、なお一層好ましくはｔｍａｘ４．０±１．
５時間の後、最も好ましくはｔｍａｘ４．０±１．０時間の後、そして詳細にはｔｍａｘ

４．０±０．５時間の後に達成される。別の好ましい実施形態において、本発明に係る剤
形の好ましくは経口での投与後、生体内で平均ピーク血漿レベル（Ｃｍａｘ）は、平均し
てｔｍａｘ５．０±２．５時間の後、より好ましくはｔｍａｘ５．０±２．０時間の後、
なお一層好ましくはｔｍａｘ５．０±１．５時間の後、最も好ましくはｔｍａｘ５．０±
１．０時間の後、そして詳細にはｔｍａｘ５．０±０．５時間の後に達成される。なお一
層好ましい実施形態において、本発明に係る剤形の好ましくは経口投与後、生体内で平均
ピーク血漿レベル（Ｃｍａｘ）は平均ｔｍａｘ６．０±２．５時間の後、より好ましくは
ｔｍａｘ６．０±２．０時間の後、なお一層好ましくはｔｍａｘ６．０±１．５時間の後
、最も好ましくはｔｍａｘ６．０±１．０時間の後、そして詳細にはｍａｘ６．０±０．
５時間の後に達成される。
【０２４８】
　好ましい実施形態において、生体内での本発明に係る剤形の好ましくは経口での投与の
後のｔ１／２についての平均値は、４．３±２．５時間、より好ましくは４．３±２．０
時間、なお一層好ましくは４．３±１．５時間、最も好ましくは４．３±１．０時間、そ
して詳細には４．３±０．５時間である。別の好ましい実施形態において、本発明に係る
剤形の好ましくは経口での投与後の生体内でのｔ１／２についての平均値は、好ましくは
５．３±２．５時間、より好ましくは５．３±２．０時間、なお一層好ましくは５．３±
１．５時間、最も好ましくは５．３±１．０時間、そして詳細には５．３±０．５時間で
ある。なお一層好ましい実施形態において、本発明に係る剤形の好ましくは経口での投与
後の生体内でのｔ１／２についての平均値は、好ましくは６．３±２．５時間、より好ま
しくは６．３±２．０時間、なお一層好ましくは６．３±１．５時間、最も好ましくは６
．３±１．０時間、そして詳細には６．３±０．５時間である。
【０２４９】
　好ましい実施形態において、薬理学的に有効な化合物（Ａ）は、タペンタドールまたは
その生理学的に許容される塩であり、本発明に係る剤形の好ましくは経口投与の後、生体
内で曲線下の合計面積ＡＵＣ０～∞についての平均値は８２５±６００ｎｇ・ｈ／ｍＬ、
より好ましくは８２５±５００ｎｇ・ｈ／ｍＬ、なお一層好ましくは８２５±４００ｎｇ
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・ｈ／ｍＬ、さらにより好ましくは８２５±３００ｎｇ・ｈ／ｍＬ、最も好ましくは８２
５±２００ｎｇ・ｈ／ｍＬ、そして詳細には８２５±１００ｎｇ・ｈ／ｍＬである。別の
好ましい実施形態において、薬理学的に有効な化合物（Ａ）はタペンタドールまたはその
生理学的に許容される塩であり、本発明に係る剤形の好ましくは経口での投与後、生体内
で曲線下の合計面積ＡＵＣ０～∞についての平均値は１１００±６００ｎｇ・ｈ／ｍＬ、
より好ましくは１１００±５００ｎｇ・ｈ／ｍＬ、なお一層好ましくは１１００±４００
ｎｇ・ｈ／ｍＬ、さらにより好ましくは１１００±３００ｎｇ・ｈ／ｍＬ、最も好ましく
は１１００±２００ｎｇ・ｈ／ｍＬ、そして詳細には１１００±１００ｎｇ・ｈ／ｍＬで
ある。
【０２５０】
　好ましい実施形態において、薬理学的に有効な化合物（Ａ）は、タペンタドールまたは
その生理学的に許容される塩であり、本発明に係る剤形の好ましくは経口投与の後、生体
内でＣｍａｘの平均値は６３±４０ｎｇ／ｍＬ、より好ましくは６３±３０ｎｇ／ｍＬ、
なお一層好ましくは６３±２０ｎｇ／ｍＬ、さらにより好ましくは６３±１５ｎｇ／ｍＬ
、最も好ましくは６３±１０ｎｇ／ｍＬ、そして詳細には６３±５ｎｇ／ｍＬである。別
の好ましい実施形態において、薬理学的に有効な化合物（Ａ）はタペンタドールまたはそ
の生理学的に許容される塩であり、本発明に係る剤形の好ましくは経口での投与後、生体
内でＣｍａｘの平均値は、８９±４０ｎｇ／ｍＬ、より好ましくは８９±３０ｎｇ／ｍＬ
、なお一層好ましくは８９±２０ｎｇ／ｍＬ、さらにより好ましくは８９±１５ｎｇ／ｍ
Ｌ、最も好ましくは８９±１０ｎｇ／ｍＬ、そして詳細には８９±５ｎｇ／ｍＬである。
【０２５１】
　特に好ましい実施形態において、薬理学的に有効な化合物（Ａ）はタペンタドールまた
はその生理学的に許容される塩であり、本発明に係る医薬投薬形は、それぞれ２００ｍｇ
および２５０ｍｇの投薬量でタペンタドールまたはその生理学的に許容される塩を含む製
剤に対する生物学的等価物であり、以下の薬物動態データによって特徴づけされる：
【０２５２】
【表７】

【０２５３】
　当業者は、生物学的等価物を達成するためにどのような要件を満たさなくてはならない
かを認識している。この点に関しては、例えば非特許文献１２、非特許文献１３、および
非特許文献１４を参照することができる。
【０２５４】
　一般に、２つの医薬品は、それらが薬学的に等価であるか薬学的代替物である場合そし
て同じモル用量での投与後のそれらの生物学的利用能が、効率および安全性の両方に関し
てそれらの効果が本質的に同じになるほどまで類似している場合に、生物学的に等価であ
る。好ましくは、９０％の信頼区間に基づいてＡＮＯＶＡを用いて統計学的データを分析
すべきである。例えば、ＡＵＣ－比に関しては、相対的生物学的利用能のこの尺度につい
ての９０％信頼区間は、０．８０～１．２５の許容区間の内部になくてはならず、Ｃｍａ
ｘ－比に関しては、相対的生物学的利用能のこの尺度についての９０％信頼区間は、０．
８０～１．２５も許容区間の内部にあるべきである。
【０２５５】
　好ましい実施形態において、本発明に係る医薬投薬形は、１，１－（３－ジメチルアミ
ノ－３－フェニル－ペンタメチレン）－６－フルオール－１，３，４，９－テトラヒドロ
ピラノ［３，４－ｂ］インドール、詳細にはそのヘミクエン酸塩；１，１－［３－ジメチ
ルアミノ－３－（２－チエニル）ペンタメチレン］－１，３，４，９－テトラヒドロピラ
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ノ［３，４－ｂ］インドール、詳細にはそのクエン酸塩；および１，１－［３－ジメチル
アミノ－３－（２－チエニル）ペンタメチレン］－１，３，４，９－テトラヒドロピラノ
［３，４－ｂ］－６－フルオロ－インドール、詳細にはそのヘミクエン酸塩からなる群か
ら選択された１つ以上の薬理学的に有効な化合物（Ａ）を含む。これらの化合物は、例え
ば、特許文献２４または特許文献２５から公知である。対応する明細書が本明細書に参照
として援用されており、開示の一部とみなされる。
【０２５６】
　好ましい実施形態において、本発明に係る医薬投薬形は、鼻腔および／または咽頭を刺
激する物質、すなわち鼻腔および／または咽頭を介して投与された場合に、患者にとって
非常に不快であるため投与を続けることを患者が望まないかまたはそれを不能にする身体
反応例えば灼熱感をもたらすか、あるいは例えば鼻汁またはくしゃみの増加に起因して対
応する活性化合物の摂取を生理的に妨げる物質を全く含んでいない。鼻腔および／または
咽頭を刺激する物質のさらなる例は、灼熱感、そう痒感、くしゃみ切迫感、分泌物形成増
加、またはこれらの刺激のうちの少なくとも２つの組合せを引き起こすものである。慣習
的に使用すべき対応する物質およびその数量は、当業者にとって公知である。したがって
鼻腔および／または咽頭を刺激する物質の一部は辛味物質薬の１つ以上の構成成分または
１つ以上の植物部分に基づいている。対応する辛味物質薬はそれ自体当業者にとって公知
であり、例えば非特許文献１５、８２頁以降の中で記述されている。対応する記述は、本
明細書に参照により援用されており、開示の一部とみなされている。
【０２５７】
　本発明に係る医薬投薬形はさらに好ましくは、薬理学的に有効な化合物（Ａ）に対する
拮抗薬、好ましくは、向精神作用物質、詳細にはオピオイドに対する拮抗薬を全く含んで
いない。所与の薬理学的に有効な化合物（Ａ）に適した拮抗薬は、当業者にとっては公知
であり、そのままの状態、または対応する誘導体、詳細にはエステルまたはエーテルの形
、または各々の場合において対応する生理学的に許容される化合物、詳細にはその塩また
は溶媒和物の形で存在してよい。本発明に係る医薬投薬形は好ましくは、各々の場合にお
いて任意には対応する生理学的に許容される化合物、詳細には塩基、塩または溶媒和物の
形で、ナロキソン、ナルトレキソン、ナルメフェン、ナリド、ナルメクソン、ナロルフィ
ンまたはナルフィンを含む群から選択された拮抗薬を全く含まず；かつハロペリドール、
プロメタシン、フルフェナジン、ペルフェナジン、レボメプロマジン、チオリダジン、ペ
ラジン、クロルプロマジン、クロルプロチキシン、ズクロペンチキソール、フルペンチキ
ソール、プロチペンジル、ゾテピン、ベンペリドール、ピパンペロン、メルペロンおよび
ブロムペリドールからなる群から選択された化合物などの神経弛緩薬を全く含まない。
【０２５８】
　本発明に係る医薬投薬形はさらに、好ましくは、吐剤を全く含まない。吐剤は、当業者
にとって公知であり、そのままの状態、または対応する誘導体詳細にはエステルまたはエ
ーテルの形、または各々の場合において対応する生理学的に許容される化合物詳細にはそ
の塩または溶媒和物の形で存在してよい。本発明に係る医薬投薬形は好ましくは、トコン
（ｉｐｅｃａｃ）の根の１つ以上の構成成分に基づく、例えば非特許文献１５中に記述さ
れているような構成成分エメチン系の吐剤を全く含まない。対応する文献の記述は、本明
細書に参照により援用され、開示の一部であるとみなされる。本発明に係る医薬投薬形は
好ましくは同様に、吐剤としてのアポモルヒネを全く含まない。
【０２５９】
　最後に、本発明に係る医薬投薬形は好ましくは同様に、苦味物質を全く含まない。苦味
物質および有効な用量は、特許文献２６の中に見出すことができ、この特許の対応する開
示は、本出願の開示としてみなされるべきであり、本明細書に参照により援用される。苦
味物質の例は、芳香族油、例えばペパーミント油、ユーカリ油、苦扁桃油、メントール、
果実香気物質、レモン、オレンジ、ライム、グレープフルーツ由来の香気物質またはその
混合物、および／またはの安息香酸デナトニウムである。
【０２６０】
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　したがって本発明に係る医薬投薬形は好ましくは、鼻腔および／または咽頭を刺激する
物質、または薬理学的に有効な化合物（Ａ）の拮抗薬、吐剤、苦味物質のいずれも含まな
い。
【０２６１】
　好ましい実施形態において、本発明に係る医薬投薬形は、薬理学的に有効な化合物（Ａ
）として向精神作用を及ぼさない物質を含む。
【０２６２】
　特に好ましくは、本発明に係る医薬投薬形は、
－　消化器系および代謝疾患の治療および予防用の作用物質［Ａ］；詳細には口腔疾病調
製物［Ａ０１］、酸関連障害の治療および予防用の作用物質［Ａ０２］、胃腸管機能障害
の治療および予防用作用物質［Ａ０３］、セロトニン５ＨＴ３拮抗薬［Ａ０４ａ）Ａ］、
抗ヒスタミン調製物［Ａ０４ａ）Ｂ］、胆汁および肝臓療法用作用物質［Ａ０５］、緩下
剤［Ａ０６］、腸抗感染薬［Ａ０７Ａ］、腸吸着剤［Ａ０７Ｂ］、炭水化物を伴う電解質
［Ａ０７Ｃ］、腸抗炎症剤［Ａ０７Ｅ］、微生物性下痢止め薬［Ａ０７Ｆ］、酵素を含む
消化薬［Ａ０９］、糖尿病で使用される薬剤［Ａ１０］、ビタミン［Ａ１１］、ミネラル
［Ａ１２］、全身的適用向け同化剤［Ａ１４］および食欲増進剤［Ａ１５］
－　血液および造血臓器の疾患の治療および予防用作用物質［Ｂ］；詳細には抗血栓剤［
Ｂ０１］、抗出血剤［Ｂ０２］、抗貧血調製物［Ｂ０３］、およびその他の血液剤［Ｂ０
６］；
－　心臓血管系の治療および予防用作用物質［Ｃ］；詳細には心臓療法用作用物質［Ｃ０
１］、抗高血圧薬［Ｃ０２］、利尿薬［Ｃ０３］、末梢血管拡張剤［Ｃ０４］、血管保護
剤［Ｃ０５］、抗低血圧薬［Ｃ０６Ａ］、β―アドレナリン受容体拮抗薬［Ｃ０７］、カ
ルシウムチャンネル遮断薬［Ｃ０８］、レニン－アンギオテンシン系に作用する作用物質
［Ｃ０９］および脂質低下剤［Ｃ１０］；
－　皮膚病薬［Ｄ］；詳細には全身的使用向けの抗真菌剤［Ｄ０１Ｂ］、全身的使用向け
の乾癬治療剤［Ｄ０５Ｂ］、全身的使用向けの抗にきび調製物［Ｄ１０Ｂ］；
－　泌尿生殖器系疾患の治療および予防用の作用物質および性ホルモン［Ｇ］；詳細には
産婦人科用坑感染薬および消毒薬［Ｇ０１］、子宮収縮剤［Ｇ０２Ａ］、交感神経作用性
（陣痛抑制剤）［Ｇ０２ＣＡ］、プロラクチン阻害物質［Ｇ０２ＣＢ］、全身的使用向け
のホルモン避妊薬［Ｇ０３］および泌尿器剤［Ｇ０４］；
－　性ホルモンおよびインシュリンを除く全身性ホルモン調製物［Ｈ］；詳細には下垂体
および視床下部ホルモンおよび類似体［Ｈ０１］、全身的使用向けのコルチコステロイド
［Ｈ０２］、甲状腺調製物［Ｈ０３］、膵ホルモン［Ｈ０４］、およびカルシウムホメオ
スタシス調節用作用物質［Ｈ０５］；
－　全身的使用向けの坑感染薬［Ｊ］；詳細には全身的使用向けの抗生物質［Ｊ０１］、
全身的使用向けの抗カビ剤［Ｊ０２］、抗抗酸菌剤［Ｊ０４］、全身的使用向けの抗ウイ
ルス剤［Ｊ０５］、免疫血清および免疫グロブリン［Ｊ０６］、およびワクチン［Ｊ０７
］）；
－　抗新生物および免疫抑制薬［Ｌ］（詳細には抗新生物薬［Ｌ０１］、内分泌療法薬［
Ｌ０２］、免疫刺激剤［Ｌ０３］および免疫抑制剤［Ｌ０４］；
－　筋骨格系疾患の治療および予防用の作用物質［Ｍ］；詳細には抗炎症薬および抗リュ
ーマチ薬［Ｍ０１］、末梢作用性筋弛緩剤［Ｍ０３Ａ］、直接作用性筋弛緩剤［Ｍ０３Ｃ
］、抗痛風調製物［Ｍ０４］および骨疾患治療薬［Ｍ０５］；
－　神経系疾患の治療および予防用の作用物質［Ｎ］；詳細にはサリチル酸及びその誘導
体［Ｎ０２　ｂ）Ａ］、ピラゾロン［Ｎ０２　ｂ）Ｂ］、アニリド［Ｎ０２　ｂ）Ｅ］、
麦核アルカロイド［Ｎ０２ＣＡ］、コルチコステロイド誘導体［Ｎ０２ＣＢ］、選択的セ
ロトニン５ＨＴ１作動薬［Ｎ０２ＣＣ］、ヒダントイン誘導体［Ｎ０３　ａ）Ｂ］、オキ
サゾリジン誘導体［Ｎ０３　ａ）Ｃ］、スクシンイミド誘導体［Ｎ０３　ａ）Ｄ］、カル
ボキサミド誘導体［Ｎ０３　ａ）Ｆ］、脂肪酸誘導体［Ｎ０３　ａ）Ｇ］、抗パーキンソ
ン病薬［Ｎ０４］）、抗神経病薬［Ｎ０５Ａ］、坑うつ薬［Ｎ０６Ａ］、抗認知症薬［Ｎ
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０６Ｄ］、副交感神経作用薬［Ｎ０７Ａ］および抗めまい調製物［Ｎ０７Ｃ］；
－　駆虫薬（ａｎｔｉｐａｒａｓｉｔｉｃ）製品、殺虫剤および防虫剤［Ｐ］；詳細には
抗原虫薬［Ｐ０１］、駆虫薬（ａｎｔｈｅｌｍｉｎｉｔｉｃｓ）［Ｐ０２］　および疥癬
虫殺虫剤、殺虫剤および防虫剤を含む外部寄生虫撲滅薬［Ｐ０３］；
－　呼吸器系疾患の治療および予防用の作用物質［Ｒ］；詳細には経鼻調製物［Ｒ０１］
、経咽頭調製物［Ｒ０２］、閉塞性気道疾患用薬剤［Ｒ０３］、鎮咳薬との組合せを除く
去痰薬、［Ｒ０５Ｃ］および全身的使用向けの抗ヒスヒタミン剤［Ｒ０６］；
－　感覚器官疾患の治療および予防用の作用物質［Ｓ］；詳細には耳鼻科薬［Ｓ０２］；
および
－　一般ダイエット製品［Ｖ０６］および治療用放射性医薬品［Ｖ１０］、
からなる群から選択された１つの薬理学的に有効な化合物（Ａ）または２つ以上のこのよ
うな化合物を含むが、ここで角カッコ内に記した略語は、医薬物質を分類するためにＷＨ
Ｏが使用するとおりのＡＴＣインデックスに対応する（好適な版：２００７年または２０
０８年度版）。
【０２６３】
　本発明に係る医薬投薬形は好ましくは、４－アミノメチル安息香酸、アバカビル、アバ
メクチン、アブシキシマブ、アビベンダン、アブリン、アカンプロセート、アカルボス、
アセブトロール、アセクリジン、アセクロフェナク、アセジアスルホン、アセメタシン、
アセノクマロール、アセタゾールアミド、アセト酢酸、アセチルジゴキシン、アセチルア
ンドロメドール、アセチルシステイン、β－アセチルジゴキシン、アセチルヒスタミン、
アセチルサリチル酸、アセチルチオコリン、アシクロビル、アシピモックス、アシトレチ
ン、アクラルビシン、アコニチン、塩化アクリフラビニウム、アクリバスチン、アクチノ
キノール、アシルアミノペニシリン、アダリムマブ、アダパレン、アデフォビル、アデフ
ォビルジピボキシル、アデノシン、アデノシンリン酸、アデノシン三リン酸、アジピオド
ン、アドレナリン、アエスシン、アガルシダーゼアルファ、アガルシダーゼベータ、アガ
リシン酸、アジマリン、アラニン、アルベンダゾール、アルクロニウム、アルデスロイキ
ン、アルドステロン、アレムツズマブ、アレンドロン酸、アルファカルシドール、アルフ
ゾシン、アルゲルドレートＦ、アリトレチノイン、アリザプリド、アラントインＦ、アロ
プリノール、アリルイソロダネート、アルマシレートＦ、アルモトリプタン、α－アセチ
ルジゴキシン、アルプレノロール、アルプロスタジル、アルテプラーゼ、アルミニウムグ
リシネートＦ、アルミニウムヒドロキシドＦ、アルミニウムホスフェートＦ、アルミニウ
ムトリホルメート、アマンタジン、アンバゾン、アンブロキソール、臭化アンブトニウム
、ギ酸、アミカシン、アミデフリン、アミドトリゾ酸、アミホスチン、アミカシン、アミ
ロリド、アミノ酢酸、アミノグルテチミド、アミノフィリン、アミノキヌリド、アミオダ
ロン、アミスルプリド、アミトリプチリン（Ａｍｉｔｒｉｐｔｙｌｉｎｅ）、アミトリプ
チリン（Ａｍｉｔｒｙｐｔｉｌｉｎｅ）、アムロジピン、アモロルフィン、アモキシシリ
ン、アンホテリシンＢ、アンピシリン、アンプレナビル、アミルメタクレゾール、アミル
ニトリル、アナグレリド、アナキンラ、アナストロゾール、アンクロド、アニストレプラ
ーゼ、アンタゾリン、抗トロンビンＩＩＩ、アポモルヒネ、アプラクロニジン、アプレピ
タント、アプリンジン、アプロチニン、アルシツモマブ、アルギニン、アリピプラゾール
、三酸化ヒ素、アルテメテル、アルチカイン、アスコルビン酸、アスパラギン、Ｌ－アス
パラギナーゼ、アスパラギン酸、アタザナビル、アテノロール、アトモキセチン、アトル
バスタチン、アトシバン、アトバクオン、アトラクリウム、ベシル酸アトラクリウム、ア
トロピン、アウラノフィン、アザプロパゾン、アザチオプリン、アゼライン酸、アゼラス
チン、アジドチミジン、アジトロマイシン、アズロシリン、アズトレオナム、Ｎ２－アラ
ニルレボグルタミド、ｐ－アミノサリチル酸、
　バカンピシリン、バシトラシン、バクロフェン、バルサラジド、バンブテロール、バメ
タン、バミピン、バルベキサクロン、硫酸バリウムＦ、バルニジピン、バシリキシマブ、
バトロキソビン、ベカプレルミン、ベクロメタゾン、ベンダムスチン、ベフノロール、ベ
ミパリン、ベナクチジン、ベナゼプリル、ベンシクラン、ベンダザク、ベンドロフルメチ
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アジド、ベンプロペリン、ベンセラジド、ベンザセリド、ベンザチン、ベンザトロピン、
ペンズブロマロン、ベンゾカイン、過酸化ベンゾイル、ベンジクラン、ベンジダミン、ベ
ンジルペニシリン、ベンジルフェニルグリコラート、ベータカロテン、ベータヒスチジン
、ベータヒスチン、ベータメタゾン、ベタネコール、ベタキソロール、塩化ベタネコール
、ベチアチド、ベバシズマブ、ベキサロテン、ベザフィブラート、臭化ビベンゾニウム、
ビカルタミド、ビシサット、ビフォナゾール、ビマトプロスト、ビペリデン、ビソプロロ
ール、ビバリルジン、ブレオマイシン、血液凝固因子ＶＩＩ、ＶＩＩＩ、ＩＸ、Ｘ、ＸＩ
ＩＩ、ボルナピン、ボルナプリン、ボルテゾミブ、ボセンタン、ボツリヌム毒素Ｂ型、ブ
リモニジン、ブリンゾールアミド、ブリブジン、ブロムヘキシン、ブロモクリプチン、ブ
ロムペリドール、ブロムフェニラミン、ブロチゾラム、ブデソニド、ブジピン、ブフェキ
サマク、ブフロメジル、ブメタニド、ブナゾシン、ブフェニン、ブピバカイン、ブプラノ
ロール、ブプロピオン、ブセレリン、ブスピロン、ブスルファン、ブタラミン、ブタニリ
カイン、ブテナフィン、ブテタメート、ブチノリン、ブチジド、ブチルスコポラミニウム
、
　５－クロロカルバクロール、Ｃ１－エステラーゼ阻害剤、カベルゴリン、カデキソマー
ヨウ素、カフェドリン、カルシポトリオール、カルシトニン、カルシトリオール、カミロ
フィン、カンデサルタンシレキセチル、カンレノイン酸、カペシタビン、カプレオマイシ
ン、カプサイシン、カプトプリル、カラゾロール、カルバルドレートＦ、カルバマゼピン
、カルバサレートカルシウム、カルベノキソロン、カルビドパ、カルビマゾール、カルビ
ノキサミン、カルボプラチン、カルグルミン酸、カルムスチン、カロベリン、カルテオロ
ール、カルベジロール、カスポフンギン、セファクロル、セファドロキシル、セファレキ
シン、セファロリジン、セファマンドール、セファゾリン、セフジニル、セフェピム、セ
フェタメトピボチル、セフィキシム、セフォジジム、セフォペラゾン、セフォタキシム、
セフォチアム、セフォキシチン、セフピロム、セフポドキシム、セフポドキシムプロキセ
チル、セフプロジル、セフタジジム、セフチブテン、セフチゾキシム、セフトリアキソン
、セフロキシム、セレコキシブ、セリプロロール、セルトパリン、セチリジン、セトリミ
ド、臭化セトリモニウム、セトロレリクス、セツキシマブ、セチルピリジニウム、ケノデ
オキシコール酸、キニジン、キニン、クエン酸鉄キニンＦ、タンニン酸キニンＦ、クロラ
ムブシル、クロラムフェニコール、クロルブチノール、クロルヘキシジン、クロルミダゾ
ール、クロロブタノール、クロロキン、クロロキシレノール、クロルフェナミン、クロル
フェネシン、クロルフェノキサミン、クロルプロマジン、クロルプロテアキシン、クロロ
プロチキシン、クロルタリドン、クロルテトラサイクリン、クロルゾキサゾン、コリン、
硫酸コンドロイチン、コリオゴナドトロピンアルファ、絨毛性コリオゴナドトロピン、ク
リサロビン、キモトリプシン、シクレソニド、シクレタニン、シクロピロックス、シクロ
スポリン、シドフォビル、シラスタチン、シラザプリル、シメチジン、シナカルセト、シ
ンコカイン、シンナリジン、シノラゼパム、シプロフロキサシン、シサプリド、ベシル酸
シサトラクリウム、シスプラチン、シタロプラム、シチコリン、クラドリビン、クラリス
ロマイシン、クラブラン酸、クレマスチン、クレンブテロール、クリンダマイシン、クリ
オキノール、クロベタゾール、クロベタゾン、クロブチノール、クロコルトロン、クロド
ロン酸、クロフィブレート、クロミフェン、クロミプラミン、クロナゼパム、クロニジン
、クロパミド、クロピドグレル、酢酸クロステボル、クロストリジウムボツリヌム、クロ
トリマゾール、クロキシキン、クロザピン、コカルボキシラーゼ、コルチシン、コレカル
シフェロール、コレセベラム、コレスチポール、コレスチラミン、パルミチン酸コルフォ
スセリル、コリスチン、亜鉛洗眼薬Ｆ、コルチコレリン、コルチコトロピン、コルチゾン
、クレゾール、クロコナゾール、クロモグリシン酸、クロタミトン、クリオフルオラン、
クマリン、シアナミド、シアノコバラミン、シクリジン、シクロブチロール、シクロペン
トレート、シクロホスファミド、シクロセリン、シプロヘプタジン、シプロテロン、シス
テイン、シタラビン、シタラビン、
　２，４－ジクロロベンジルアルコール、２－ジエチルアミノエタノール、ダカルバジン
、ダクリズマブ、ダクチノマイシン、ダルフォプリスチン、ダルテパリン、ダナパロイド
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、ダナゾール、ダントロレン、ダピプラゾール、ダプソン、ダルベポエチンアルファ、ダ
リフェナシン、ダウノルビシン、デアノール、デアノレース、デカルバジン、デクタフル
ルＦ、デフェリプロン、デフェロキサミン、デラプリル、デメクロサイクリン、デナベリ
ン、デプレオチド、デカリニウム、デスフルラン、デシプラミン、デシルジン、デスラノ
シド、デスロラタジン、デスメニノール、デスモプレッシン、デソゲストレル、デソキシ
メタゾン、デオキシリボヌクレアーゼ、デタジミウム、デキサメタゾン、デキシクロルフ
ェニラミン、デキシブプロフェン、デキスケトプロフェン、デキスラゾキサン、デキスト
ラン、デキストロメトルファン、ジアセレイン、ジアセチルモルヒネ、ジベンゼピン、ジ
ボテルミンアルファ、ジクロフェナク、ジクロフェナミド、ジダノシン、ジエネストロー
ル、ジエノゲスト、ジエチルスチルベストロール、ジフロキサシン、ジフルコルトロン、
ジフルニサール、ジギトキシン、ジゴキシン、ジヒドララジン、ジヒドロエルゴコルニン
、ジヒドロエルゴクリスチン、ジヒドロエルゴクリプチン、ジヒドロエルゴタミン、ジヒ
ドロエルゴトキシン、ジヒドロタキステロール、ジイソプロピルアミン、二カリウムクロ
ラゼペート、ジルチアゼム、ジメンヒドリネート、ジメプラノール、ジメルカプロール、
ジメチルスルホキシド、ジメチンデン、亜セレン酸二ナトリウム、ジノプロスト、ジノプ
ロストン、ジオスミン、ジフェンヒドラミン、ジフェンオキシレート、ジフェニルピラリ
ン、ジピベフリン、ジプロフィリン、ジピリダモール、ジソピラミド、一酸化二窒素、ジ
スチグミン、ジスルフィラム、ジトラノール、ジキシラジン、Ｄ－ノルシュードエフェド
リン、ドベシレートカルシウム、ドブタミン、ドセタキセル、ドフェチリド、ドラセトロ
ン、ドムペリドン、ドネペジル、ドーパミン、ドペキサミン、ドルナーゼアルファ、ドル
ゾラミド、ドスレピン、ドキサプラム、ドキサゾシン、ドキセピン、ドキソルビシン、ド
キシサイクリン、ドキシラミン、ドロフェニン、ドロペリドール、ドロスピレノン、ドロ
トレコギンアルファ、デュロキセチン、デュタステリド、ジドロゲステロン、Ｎ，Ｎ′－
ジヒドロキシメチル－尿素、
　エバスチン、エコナゾール、ヨウ化エコチオペート、エファリズマブ、エファビレンツ
、エフロルニチン、鉄ＩＩＩ　アンモニウムシトレートＦ、超常磁性酸化鉄、エルカトニ
ン、エレトリプタン、エメダスチン、エメプロニウム、エメプロニウムカラゲナート、エ
メチン、エムトリシタビン、エナラプリル、エナラプリラト、エンフルラン、エンフビル
チド、エノキサシン、エノキサパリン、エンタカポン、エフェドリン、エフェドリンラセ
フェドリン、エピナスチン、エピネフリン、エピルビシン、エプレレノン、エポエチンア
ルファ、エポエチンベータ、エポエチンデルタ、エポプロステノール、エプラジノン、エ
プロサルタン、エプタコグアルファ、エプチフィバチド、エプトテルミンアルファ、エル
ドステイン、エルゴカルシフェロール、エルゴメトリン、エルゴタミド、エルタペネム、
エリスロマイシン、エスシタロプラム、エスモロール、エソメプラゾール、エストラジオ
ール、エストラムスチン、エストリオール、エストロン、エタクリン酸、エタミバン、エ
タネルセプト、エタクリジン、エタムブトール、エタベリン、エチニルエストラジオール
、エチステロン、エトスクシミド、エチドロン酸、エチレフリン、エトドラク、エトフェ
ナメート、エトフィブレート、エトフィリン、エトミデート、エトノゲストレル、エトポ
シド、エトリコキシブ、エベロリムス、エキサメタジム、エキセメスタン、エゼチミブ、
　３－フルオロチロシン、ファムシクロビル、ファモチジン、フェルバメート、フェルビ
ナク、フェロジピン、フェンブフェン、フェンジリン、フェノフィブレート、フェノテロ
ール、フェンチコナゾール、フェキソフェナジン、フィブリノーゲン、フィブリノリジン
、フィルグラスチム、フィナステリド、フラボキセート、フレカイニド、フルクロキサシ
リン、フルコナゾール、フルダラビン、フルデオキシグルコース［１８Ｆ］、フルドロコ
スチゾン、フルフェナミン酸、フルマゼニル、フルメタゾン、フルナリジン、フルニソリ
ド、フルオシノロンアセトニド、フルオシノニド、フルオコルトロン、フルオフェノジン
、フルオレセインジラウレート、フルオレセインナトリウム、フルオロメトロン、フルオ
ロウラシル、フルオロリン酸、フルオロシラン、フルオキセチル、フルオキセチン、フル
ペンチキソール、フルフェナジン、フルピルチン、フルプレドニデン、フルルビプロフェ
ン、フルタミド、フルチカゾン、フルトリマゾール、フルバスタチン、フルボキサミン、
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葉酸、フォリトロピンアルファ、フォリトロピンベータ、葉酸、フォメピゾール、フォミ
ビルセン、フォンダパリヌクス、フォルメスタン、フォルモテロール、フォサムプレナビ
ル、フォスカルネット、フォスフェストロール、フォスフォマイシン、フォシノプリル、
フォスフェニトイン、フォテムスチン、フラミセチン、フラミセチン、フロバトリプタン
、フルベストラント、フロセミド、フサフンギン、フシジン酸、フィチン酸、
　ガバペンチン、ガドベン酸、ガドブトロール、ガドジアミド、ガドペンテト酸、ガドテ
リドール、ガドテル酸、ガドテル酸メグルミン、ガドキセト酸、ガランタミン、ガロパミ
ル、ガンシクロビル、ガニレリクス、ガチフロキサシン、ゲムシタビン、ゲムフィブロジ
ル、ゲンタマイシン、ゲペフリン、ゲストデン、グラチラマー、グリベンクラミド、グリ
ボルヌリド、グリクラジド、グリメピリド、グリピジド、グリキドン、グリソキセピド、
グルカゴン、グルタミン、グルタミン酸、グリコピロニウム、臭化グリコピロニウム、グ
リシルレチン酸、ゴナドレリン、ゴセレリン、グラミシジン、グラニセトロン、グレパフ
ルオキサシン、グリセオフルビン、Ｇ－ストロファンチン、グアヤコール、グアネチジン
、グアンファシン、
　１３Ｃ－尿素、４－ヒドロキシ酪酸、ハルシノニド、ハロファントリン、ハロメタゾン
、ハロペリドール、ハロタン、ヘム、ヘマトポルフィリン、ヘパリン、Ｂ型肝炎ワクチン
、ヘプタミノール、ヘキソバルビタール、ヘキソベンジン、ヘキソプレナリン、ヒスタミ
ン、ヒスチジン、ホマトロピン、ホモフェナジン、ヒトアルブミン、ヒアルロニダーゼ、
ヒドララジン、ヒドラスチニン、ヒドロキノン、ヒドロクロロチアジド、ヒドロコルチゾ
ン、ヒドロタルシトＦ、ヒドロキソコバラミン、ヒドロキシカルバミド、ヒドロキシクロ
ロキン、ヒドロキシシン、ヒドロキシルアミン、ヒドロキシプロゲステロン、ヒドロキシ
ジン、ヒメクロモン、
　イバンドロン酸、イボパミン、イブリツモマブチウキセタン、イブプロフェン、イブチ
リド、イダルビシン、イフォスファミド、イロプロスト、イマチニブ、メシル酸イマチニ
ブ、イミダプリル、イミグルセラーゼ、イミペネム、イミプラミン、イミキモド、イムノ
シアニン、インダナゾリン、インダパミド、インジナビル、塩化インジウム［１１１Ｉｎ
］、インドブフェン、インドメタシン、インドラミン、インフリキシマブ、イノシン、イ
ンシュリン、インシュリンアスパルト、インシュリンデテミル、インシュリングラルギン
、インシュリングルリシン、インシュリンリスプロ、インターフェロンアルファ、インタ
ーフェロンアルファ－２ｂ、インターフェロンアルファコン－１、インターフェロンベー
タ、インターフェロンベータ－１ａ、インターフェロンベータ－１ｂ、インターフェロン
ガンマ、イオビトリドール、ヨウ素、イオダミド、イオジキサノール、イオフルパン［１

２３Ｉ］、イオヘキソール、イオメプロール、イオパミドール、イオペントール、イオプ
ロミド、イオサルコール、イオトロラン、イオトロクス酸、イオベルソール、イオキサグ
ル酸、イオキシタラム酸、イパトロピウム、イルベサルタン、イリノテカン、イリノテカ
ン、イセパミシン、イソアミニル、イソコナゾール、イソフルラン、イソロイシン、イソ
ニアジド、イソニコチン酸、イソプレナリン、イソソルビド、イソスパグルミン酸、イソ
トレチノイン、イソクスプリン、イスラジピン、イトラコナゾール、
　ジョサマイシン、
　過マンガン酸カリウム、カリジノゲナーゼ、カナマイシン、カワイン、ケブゾン、ケタ
ミン、ケトコナゾール、ケトプロフェン、ケトロラク、ケトチフェン、コラゲナーゼ、ク
レオソート、
　ラベタロール、ラシジピン、ラクチトール、ラミブジン、ラモトリギン、ランレオチド
、ランソプラゾール、ラロニダーゼ、ラタノプロスト、レフノミド、レノグラスチム、レ
ピルジン、レルカニジピン、レトロゾール、ロイシン、ロイプロレリン、レバロルファン
、レバミソール、レベチラセタム、レボブノロール、レボブピバカイン、レボカバスチン
、レボセチリジン、レボドーパ、レボフロキサシン、レボホリネートカルシウム、レボメ
プロマジン、レボメタジル、レボノルゲストレル、レボプロピルヘキセドリン、レボシメ
ンダン、レボチロキシン、リドカイン、リンコマイシン、リンダン、リネゾリド、リオチ
ロニン、リシノプリル、リスリド、ロベリン、ロドキサミド、ロフェプラミン、ロメフロ
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キサシン、ロムスチン、ロナゾラク、ロペラミド、ロピナビル、ロラタジン、ロラゼパム
オキシド、ロルノキシカム、ロサルタン、ロテプレドノール、ロバスタチン、ルメファン
トリン、ルトロピンアルファ、リメサイクリン、リネストレノール、リプレシン、リジン
、
　マガルドレートＦ、マグネシウムピドラート、Ｌ－アスパラギン酸マグネシウム、マン
ガホジピル、マニジピン、マプロチリン、メベンダゾール、メベベリン、メクロフェノキ
セート、メクロキサミン、メクロジン、メドロゲストン、メドロキシプロゲステロン、メ
フェナム酸、メフロキン、メゲストロール、メラガトラン、メリトラセン、メルペロール
、メルペロン、メルファラン、メマンチン、メナジオン、メパクリン、メパルトリシン、
メフェニトイン、メピンドロール、メピバカイン、メピラミン、メキノール、メルカプタ
ミン、メルカプトプリン、メロペネム、メサラジン、メスナ、メステロロン、メスキシミ
ド、メタクラゼパム、メタミゾール、メトアンフェタミン、メテノロン、酢酸メテノロン
、メトホルミン、メタンテリニウム、メタゾールアミド、メテナミン、メチオニン、メト
ヘキシタール、メトトレキセート、５－メトキシプソラレン、８－メトキシプソラレン、
メチル５－アミノレブリネート、臭化メチルベナクチジウム、メチルドーパ、メチルエル
ゴメトリン、メチルプレドニゾロン、メチルロサニリニウム、メチルテストステロン、塩
化メチルチオニウム、メチセルギド、メチルジゴキシン、メチプラノロール、メトクロプ
ラミド、メトプロロール、メチキセン、メトロニダゾール、メキシレチン、メズロシリン
、ミアンセリン、ミコナゾール、ミドドリン、ミフェプリストン、ミグリトール、ミグル
スタット、ミルナシプラン、ミルリノン、ミルテフォシン、ミノサイクリン、ミノキシジ
ル、ミルタザピン、ミソプロストール、ミトブロニトール、ミトマイシン、ミトタン、ミ
トキサトロン、塩化ミバクリウム、ミバクロニウム、ミゾラスチン、モクロベミド、モエ
キシプリル、モルグラモスチム、モルシドミン、モメタゾン、モノクロロ酢酸、モンテル
カスト、モロクトコグアルファ、モキサベリン、モキシフロキサシン、モキソニジン、ム
ピロシン、ミコフェノール酸モフェチル、
　ナジフロキサシン、デカン酸ナドロロン、ナドロパリンカルシウム、ナフチドロフリル
、ナフチフィン、ナルブフィン、ナリド、ナルメフェン、ナルメキソン、ナロキソン、ナ
ルトレキソン、ナルフィン、ナファゾリン、２－ナフトール、ナプロキセン、ナラトリプ
タン、ナラトリプタン、ナテグリニド、金チオリンゴ酸ナトリウム、フェニル酪酸ナトリ
ウム、フッ化ナトリウム、ヒアルロン酸ナトリウム、ヨウ化ナトリウム［１３１Ｉ］、モ
リブデン酸ナトリウム［９９Ｍｏ］、フェニル酪酸ナトリウム、ｎ－ブチル－ｐ－アミノ
ベンゾエート、Ｎ－ブチルスコポラミニウムブロミド、ネビボロール、ネドクロミル、ネ
ファゾドン、ネフォパム、ネルフィナビル、ネオマイシン、ネオスチグミン、メチル硫酸
ネオスチグミン、ネチルミシン、ネビラピン、ｎ－ヘプチル－２－フェニルグリシネート
、ニカルジピン、ニセルゴリン、ニセタミド、ニクロサミン、ニコボキシル、ニコランジ
ル、ニコチン、ニコチンアルデヒド、ニコチンアミド、樹脂酸ニコチン、ニコチン酸、ニ
コチン酸エステル、ニコチニルアルコール、ニフェジピン、ニフルミン酸、ニフラテル、
ニルバジピン、ニメスリド、ニモジピン、ニモラゾール、ニムスチン、ニソルジピン、ニ
チシノン、ニトレンジピン、酸化窒素、ニトロフラントイン、ニトログリセリン、ニザチ
ジン、Ｎ－メチルエフェドリン、ノナコグアルファ、ノニバミド、ノルアドレナリン、ノ
ルエルゲストロミン、ノルエピネフリン、ノルエチステロン、ノルフェネフリン、ノルフ
ロキサシン、ノルゲスチメート、ノルゲストレル、ノルトリプチリン、ノスカピン、ニス
タチン、
　塩化オビドキシム、オクタフルオロプロパン、オクトコグアルファ、オクトドリン、オ
クトレオチド、オダンセトロン、オフロキサシン、オラフルルＦ、オランザピン、オルメ
サルタン　メドキソミル、オロパタジン、オルサラジン、オメプラゾール、オモコナゾー
ル、オンダンセトロン、オピプラモール、経口コレラワクチン、オルシプレナリン、オル
リスタット、オルニプレシン、オルフェナドリン、オセルタミビル、骨形成タンパク質－
１：ＢＭＰ－７、オキサプロジン、オキサトミド、オキシカルバゼピン、酒石酸オキセド
リン、オキセタカイン、オキシコナゾール、オキシロフリン、オキシトロピウム、２－オ
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キソ－３－メチル酪酸、２－オキソ－３－メチル吉草酸、２－オキソ－３－フェニルプロ
ピオン酸、２－オキソ－４－メチル吉草酸、オキシプレノロール、オキシブプロカイン、
オキシブプロカイン、オキシブチニン、オキシブチニン、オキシフェドリン、オキシメタ
ゾリン、オキシテトラサイクリン、オキシトシン、
　パクリタキセル、パリナビル、パリビズマブ、パロノセトロン、パミドロン酸、パンク
ロニウム、パントプラゾール、パパベリン、パラセタモール、パルアルデヒド、パレコキ
シブ、パリカルシトール、パルナパリン、パロモマイシン、パロキセチン、ペフロキサシ
ン、ペグフィルグラスチム、ペグインターフェロンアルファ、ペグビソマント、ペメトレ
キセド、ペンブトロール、ペンシクロビル、ペンフルリドール、ペニシラミン、ベンペリ
ドール、四硝酸ペンタエリスリチル、ペンタミジン、ペンテトラゾール、ペンテトレオチ
ド、多硫酸ペントサンナトリウム、ペントキシフィリン、ペントキシベリン、ペラジン、
過塩素酸、ペルフレナペント、ペルフリソペント、ペルフルトレン、ペルゴリド、ペリン
ドプリル、ペルフェナジン、フェナセチン、フェナマジド、フェナゾン、フェナゾピリジ
ン、フェニラミン、フェノール、フェノールフタレイン、フェノキシベンザミン、フェノ
キシメチルペニシリン、フェンプロクモン、フェントラミン、フェニルアラニン、フェニ
ルブタゾン、フェニレフリン、フェニルプロパノールアミン、フェニルトロキサミン、フ
ェニトイン、フロログルシノール、ホレドリン、フタリルスルファチアゾール、フィゾス
チグミン、フィトメナジオン、フィトステロール、ピクリン酸、ピロカルピン、ピメクロ
リムス、ピモジド、臭化ピナベリウム、ピンドロール、ピオグリタゾン、ピパムペロン、
ピパゼテート、臭化ピペクロニウム、ピペミド酸、ピペンゾレート、ピペラシリン、ピプ
リンヒドリネート、ピラセタム、ピラルビシン、ピルブテロール、ピレンゼピン、ピリト
ラミド、ピロキシカム、ピブメシリナム、ピゾチフェン、ポドフィロトキシン、ポリドカ
ノール、ポリカルボフィル、リン酸ポリエストラジオール、ポリミキシンＢ、ポリミキシ
ン－Ｂ、ポリスチレンスルホン酸、ポルフィマー、プラジマリン、二酒石酸プラジマリウ
ム、プラミペキソール、プラノプロフェン、プラステロン、プラバスタチン、プラゼパム
、プラゾシン、プレドニカルベート、プレドニゾロン、プレドニゾン、プレガバリン、プ
ログルメタシン、プリジノール、プリロカイン、プリマキン、プリミドン、プリチペンジ
ル、プロカイン、プロカインアミド、プロカルバジル、プロカルバジン、プロサイクリジ
ン、プロゲステロン、プログルメタシン、プログルミド、プログアニル、プロリン、プロ
メタジン、プロパセタモール、プロパフェノン、プロパノロール、プロピシリン、プロピ
ベリン、プロポフォール、プロプラノロール、プロピルチオウラシル、プロピフェナゾン
、プロタミン、硫酸プロタミン、プロテインＣ、プロチペンジル、プロトロンビン、プロ
チオナミド、プロチレリン、プロキシメタカイン、プロキシフィリン、プソイドエフェド
リン、プルモナール、ピランテル、ピラジンアミド、ピリドスチグミン、臭化ピリドスチ
グミン、ピリドキシン、３－ピリジルメタノール、ピリメタミン、ピリチオン亜鉛、ピリ
チノール、ピロガロール、ピルビニウム、エンボン酸ピルビニウム、
　塩化水銀アミド、ケチアピン、キナゴリド、キナプリル、キヌプリスチン、
　ラベプラゾール、ラセフェドリン、ラセカドトリル、ラロキシフェン、ラルチトレキセ
ド、ラミプリル、ラニチジン、ラサギリン、ラスブリカーゼ、ラウバシン、レボキセチン
、レパグリニド、レプロテロール、レセルピン、レゾルシノール、レテプラーゼ、レチノ
ール、レビパリン、リバビリン、リボフラビン、リファブチン、リファンピシリン、リフ
ァマイシン、リファキシミン、リルメニジン、リルゾール、リメキソロン、リセドロン酸
、リスペリドン、リトナビル、リツキシマブ、リバスチグミン、リザトリプタン、臭化ロ
クロニウム、ロフェコキシブ、ロピニロール、ロピバカイン、ロピバカイン、ロシグリタ
ゾン、赤色硫化水銀Ｆ、ロキサチジン、ロキシトロマイシン、
　サルブタモール、サリチル酸、サルメテロール、硝酸、亜硝酸、サルベリン、サマリウ
ム［１５３Ｓｍ］レキシドロナム、サキナビル、六フッ化硫黄、スコポラミン、セレギリ
ン、硫化セレン、セリン、セルモレリン、セルタコナゾール、セルチンドール、セルトラ
リン、セベラマー、セボフルラン、シブトラミン、塩化銀Ｆ、シルデナフィル、シリビニ
ン、シンバスタチン、シロリムス、ホルムアルデヒド溶液、ソリフェナシン、ソマトスタ
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チン、ソマトロピン、ソタロール、スパグルミン酸、スパルテイン、スペクチノマイシン
、スピラマイシン、スピラプリル、スピロノラクトン、スタブジン、ストレプトドルナー
ゼ、ストレプトキナーゼ、ストレプトマイシン、ストロンチウムラネレート、塩化ストロ
ンチウム、ストリキニーネ、スクラルフェートＦ、スルバクタム、スレソマブ、スルファ
セタミド、スルファジアジン、スルファジメトキシン、スルファグアニジン、スルファメ
ラジン、スルファメトキサゾール、スルファメトキシジアジン、スルファメトロール、ス
ルファニルアミド、スルファサラジン、スルファチアゾール、スルフィソミジン、スリン
ダク、スロデキシド、六フッ化硫黄、スルピリド、スルプロストン、スルタミシリン、ス
ルチアム、スマトリプタン、スクサメトニウム、
　タカルシトール、タクロリムス、タダラフィル、タモキシフェン、タムスロシン、タソ
ネルミン、タウロリジン、タザロテン、タゾバクタム、テガフル、テイコプラニン、テリ
スロマイシン、テルミサルタン、テモポルフィン、テモゾロミド、テネクテプラーゼ、テ
ニポシド、テノホビル、テノホビルジソプロキシル、テノキシカム、テラゾシン、テルビ
ナフィン、テルブタリン、テルフェナジン、テリパラチド、テリジドン、テルリプレッシ
ン、テストステロン、プロピオン酸テストステロン、ウンデカン酸テストステロン、テト
ラカイン、テトラコサクチド、テトラサイクリン、テトラフルオロボレート－１＋、テト
ロフォスミン、テトリゾリン、塩化タリウム［２０１Ｔｌ］、テオブロミン、テオドレナ
リン、テオドレナリン、テオフィリン、チアマゾール、チアミン、チエチルペラジン、チ
オコルチコシド、チオペンタール、チオリダジン、チオテパ、トレオニン、トロンビン、
トロンボキナーゼ、チモール、チロトロピンアルファ、チアガビン、チアネプチン、チア
プリド、チボロン、チクロピジン、チルドロン酸、チモロール、チンザパリン、チオコナ
ゾール、チオグアニン、臭化チオトロピウム、チリラザド、チロフィバン、チソプリン、
チザミジン、チザニジン、トブラマイシン、トカイニド、トラゾリン、トルブタミド、ト
ルカポン、トルフェナミン酸、トルメチン、トルペリゾン、トルテロジン、トピラメート
、トポテカン、トラセミド、トレミフェン、トラマゾリン、トランドラプリル、トラネキ
サム酸、トラニルシプロミン、トラピジル、トラスツズマブ、トラボプロスト、トラゾド
ン、トレチノイン、トリアムシノロン、トリアムシノロンアセトニド、トリアムテレン、
トリクロロ酢酸、トリエチルペラジン、トリフルオペラジン、トリフルプロマジン、トリ
ヘキシフェニジル、トリメブチン、トリメカイン、トリメゲストン、トリメタジジン、ト
リメトプリム、トリミプラミン、トリペレナミン、トリプロリジン、トリプトレリン、ト
リトクアリン、トロホスファミド、トロマンタジン、トロメタモール、トロピカミド、ト
ロピセトロン、トロスピウム、トリプトファン、塩化ツボクラリン、ツロブテロール、チ
ロキサポール、チロシン、チロトリシン、
　ウノプロストン、ウラピド、ウラピジル、ウロキナーゼ、ウルソデオキシコール酸
　バラシクロビル、バルデコキシブ、バルガンシクロビル、バリン、バルプロイン酸、バ
ルサルタン、バンコマイシン、バルデナフィル、ベクロニウム、臭化ベクロニウム、ベン
ラファキシン、ベラパミル、ベルテポルフィン、ビガバトリン、ビロキサジン、ビンブラ
スチン、ビンカミン、ビンクリスチン、ビンデシン、ビノレルビン、ビンポセチン、ビキ
ジル、ボリコナゾール、ボツムマブ、
　過酸化水素、
　ニコチン酸キサンチノール、キシメラガトラン、キシパミド、キシロメタゾリン、
　ヨヒンビン、塩化イットリウム９０Ｙ、
　ザルシタビン、ザレプロン、ザナミビル、ジドブジン、酢酸亜鉛二水和物、塩化亜鉛、
クエン酸亜鉛、硫酸亜鉛、ジプラシドン、ゾフェノプリル、ゾレドロン酸、ゾルミトリプ
タン、ゾルピデム、酒石酸ゾルピデム、ゾニサミド、ゾピクロン、ゾテピン、ズクロパン
テキソール及びズクロペンチキソールからなる群から選択された１つ、２つまたはそれ以
上の薬理学的に有効な化合物（Ａ）を含む。
【０２６４】
　上述の化合物は、大部分はその国際一般名（ＩＮＮ）により記されており、当業者にと
って公知である。さらなる詳細は、例えば、非特許文献１６を参照することで見出すこと
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ができる。
【０２６５】
　好ましい実施形態において、医薬投薬形はモノリシック構造である。
【０２６６】
　本発明に係る医薬投薬形は、薬理学的に有効な化合物（Ａ）の比較的均質な分布により
特徴づけされる。好ましくは、各々１．０ｍｍ３の体積を有する医薬投薬形の２つのセグ
メント内の薬理学的に有効な化合物（Ａ）の含有量は互いに±１０％以下、より好ましく
は±７．５％以下、なお一層好ましくは±５．０％以下、最も好ましくは±２．５％以下
そして詳細には±１．０％以下だけの偏差がある。医薬投薬形がフィルムコートされてい
る場合、各々１．０ｍｍ３の体積を有する医薬投薬形の前記２つのセグメントは好ましく
は、コアのセグメントである、すなわちいかなるコーティング材料も含まない。
【０２６７】
　好ましくは、本発明に係る医薬投薬形の全ての構成要素は、医薬投薬形内で比較的質な
分布を有する好ましくは、各々１．０ｍｍ３の体積を有する医薬投薬形の２つのセグメン
ト内の各構成要素の含有量は互いに±１０％以下、より好ましくは±７．５％以下、なお
一層好ましくは±５．０％以下、最も好ましくは±２．５％以下そして詳細には±１．０
％以下だけの偏差がある。医薬投薬形がフィルムコートされている場合、各々１．０ｍｍ
３の体積を有する医薬投薬形の前記２つのセグメントは好ましくは、コアのセグメントで
ある、すなわちいかなるコーティング材料も含まない。
【０２６８】
　好ましくは、本発明に係る医薬投薬形は、経口投与のために適合させられる。しかしな
がら、異なる経路を介して医薬投薬形を投与することも同様に可能であり、かくして医薬
投薬形を口腔投与、舌下投与、直腸投与または膣内投与してもよい。インプラントも同様
に可能である。
【０２６９】
　好ましい実施形態において、本発明に係る医薬投薬形は、１日１回投与するために適合
させられている。別の好ましい実施形態において、本発明に係る医薬投薬形は、１日２回
の投与のために適合させられている。なお別の好ましい実施形態において、本発明に係る
医薬投薬形は１日３回の投与のために適合させられている。
【０２７０】
　本明細書の目的のため、「１日２回」という用語は、各回の投与間の等しい時間的間隔
すなわち１２時間おき、または異なる時間的間隔例えば８時間と１６時間、または１０時
間と１４時間を意味する。
【０２７１】
　本明細書の目的のため、「１日３回」という用語は、各回の投与の間の等しい時間的間
隔すなわち８時間おき、または異なる時間的間隔、例えば６時間と６時間と１２時間また
は７時間と７時間と１０時間を意味する。
【０２７２】
　好ましくは、本発明に係る医薬投薬形は、薬理学的に有効な化合物（Ａ）の少なくとも
部分的に遅延した放出をもたらす。
【０２７３】
　遅延放出は、本発明によると、好ましくは、長時間の治療的作用を目的として薬理学的
に有効な化合物（Ａ）が削減された摂取頻度で比較的長い期間にわたって放出される放出
プロフィールを意味するものと理解される。これは詳細には経口投与で達成される。「少
なくとも部分的に遅延された放出」という表現は、本発明によると、中に含まれている薬
理学的に有効な化合物（Ａ）の修正された放出を確保する任意の医薬投薬形を網羅する。
医薬投薬形は、好ましくは、意図的に放出速度または放出場所を変更するように２つの考
えられるオプションの組合せによってかまたは特定のプロセスによって、特異的補助物質
を用いて生産されるコーティングされたまたはされない医薬投薬形を含む。
【０２７４】
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　本発明に係る医薬投薬形の場合、放出時間プロフィールは、例えば、徐放性放出、復効
放出、長時間放出および持続放出のように修正してよい。
【０２７５】
　本明細書の目的のため、「徐放性放出」とは好ましくは、活性化合物の放出が有限遅延
時間の間遅延され、その後放出が妨害されない製品を意味する。本明細書の目的のため、
「復効放出」とは好ましくは、活性化合物の第１の部分が最初放出され、それに続いて少
なくとも１つのさらなる活性化合物部分がひき続き放出される製品を意味する。本発明の
目的のため、「長時間放出」とは好ましくは、投与後の製剤からの活性化合物の放出速度
が、治療的活性を維持するため、毒性効果を削減するため、または一部のその他の治療上
の目的のために低減されている製品を意味する。本発明目的のため、「持続放出」という
のは好ましくは、長時間にわたり体内に着実に放出させて投薬頻度を少なくするような形
での薬の調合方法を意味する。さらなる詳細については、例えば非特許文献１７およびヨ
ーロッパ薬局方を参照してよい。
【０２７６】
　本発明に係る医薬投薬形は、少なくとも部分的に更なる遅延放出形態での１つ以上の薬
理学的に有効な化合物（Ａ）を含んでいてよく、ここで遅延放出は、例えば遅延放出マト
リクス内に物質を包埋させることまたは１つ以上の遅延放出コーティングを塗布すること
によって、当業者にとって公知の従来の材料およびプロセスを活用して達成可能である。
しかしながら物質の放出は、遅延放出材料の添加によって所要破壊強度が損なわれること
がないような形で制御されなくてはならない。本発明に係る医薬投薬形からの制御放出は
、好ましくは、マトリクス内に物質を包埋することにより達成される。構成要素（Ｃ）が
このようなマトリクスとして役立つ。マトリクス材料として作用する補助物質は放出を制
御する。マトリクス材料は例えば、そこからの放出が主として拡散により行われる親水性
ゲル形成材料、またはそこからの放出が主としてマトリクス中の気孔からの拡散により行
われる疎水性材料であってよい。
【０２７７】
　好ましくは、放出プロフィールは実質的に、好ましくは構成要素（Ｃ）および任意には
さらなるマトリクス材料を含むマトリクス内に構成要素（Ａ）を包埋することにより、マ
トリクス制御される。好ましくは、放出プロフィールは浸透圧により駆動されない。好ま
しくは、放出反応速度はゼロ次ではない。
【０２７８】
　好ましくは、生理学的条件下で、本発明に係る医薬投薬形は、３０分後には０．１～７
５％、２４０分後には０．５～９５％、４８０分後には１．０～１００％そして７２０分
後には２．５～１００％の薬理学的に有効な化合物（Ａ）を放出した。さらなる好ましい
放出プロフィールＲ１～Ｒ５が、ここで下表に要約されている［データは全て、放出され
た薬理学的に有効な化合物（Ａ）の重量％単位］：
【０２７９】
【表８】

【０２８０】
　好ましくは、試験管内条件の下で、医薬投薬形は、０．５時間後１．０～３５重量％、
１時間後５．０～４５重量％、２時間後１０～６０重量％、４時間後少なくとも１５重量
％、６時間後少なくとも２０重量％、８時間後少なくとも２５重量％そして１２時間後少
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なくとも３０重量％の、医薬投薬形中にもともと含まれていた薬理学的に有効な化合物（
Ａ）を放出した。
【０２８１】
　適切な試験管内条件は当業者にとって公知である。この点に関しては、例えばヨーロッ
パ薬局方および実験の項を参照することができる。好ましくは、放出プロフィールは、以
下の条件下で測定される：シンカーの備わったパドル装置、５０ｒｐｍ、３７±５℃、９
００ｍＬの人工腸液ｐＨ６．８（リン酸緩衝液）。好ましい実施形態において、パドルの
回転速度は１００ｒｐｍまで増大させられる。
【０２８２】
　医薬投薬形中に含まれた薬理学的に有効な化合物（Ａ）の好ましい放出プロフィールＲ

６～Ｒ１１が下表にまとめられている：
【０２８３】
【表９】

【０２８４】
　好ましくは、本発明に係る医薬投薬形の放出特性は、実質的に放出媒質のｐＨ値とは無
関係である。すなわち、好ましくは、人工腸液中の放出プロフィールは、実質的に人工胃
液中の放出プロフィールに対応する。好ましくは、任意の所与の時点において、放出プロ
フィールは、互いに２０％以下、より好ましくは１５％以下、なお一層好ましくは１０％
以下、さらにより好ましくは７．５％以下、最も好ましくは５．０％以下、そして詳細に
は２．５％以下だけの偏差を示す。
【０２８５】
　好ましくは、本発明に係る医薬投薬形は、均一の放出プロフィールを示す。好ましくは
、薬理学的に有効な化合物（Ａ）の放出プロフィールは、個人間で均一（すなわち同じプ
ロセスから得た医薬投薬形を比較した場合）（図２２参照）であり、かつ／または単一の
医薬投薬形内で均一（すなわち同じ医薬投薬形のセグメントを比較した場合）である。好
ましくは、各々好ましくは５００ｍｇの質量を有する２つのプローブを比較した場合、任
意の所与の測定時点についての放出された活性化合物の合計量は、２０％以下、より好ま
しくは１５％以下、なお一層好ましくは１０％以下、さらにより好ましくは７．５％以下
、最も好ましくは５．０％以下、そして詳細には２．５％以下の偏差を示さない。
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【０２８６】
　好ましくは本発明に係る剤形、好ましくは錠剤の外部表面全体は、水および構成要素（
Ａ）に対し透過性がある、すなわち、好ましくは表面の透水特性はあらゆる場所で同一で
ある。このことはすなわち好ましくは、剤形好ましくは錠剤が、塗布された表面の場所の
水の浸透を妨げると思われるバリヤ効果をもつ材料で部分的にコーティングされていない
ことを意味する。
【０２８７】
　好ましくは、本発明に係る医薬投薬形の放出プロフィールは、保管後、好ましくは高温
例えば３７℃で密封容器内に３ヶ月間保管した後、安定している。この点において、「安
定した」という用語は、初期放出プロフィールを保管後の放出プロフィールと比較した場
合、任意の所与の時点で放出プロフィールが互いに２０％以下、より好ましくは１５％以
下、なお一層好ましくは１０％以下、さらにより好ましくは７．５％以下、最も好ましく
は５．０％以下、そして詳細には２．５％以下の偏差を示すことを意味している。（図２
４参照）。
【０２８８】
　意外にも、医薬投薬形の外部形状を修正することにより、貯蔵安定性例えば放出プロフ
ィールの貯蔵安定性を、保管前の匹敵する放出プロフィールを有する従来の剤形に比べて
増大させることが出来る。
【０２８９】
　好ましくは、本発明に係る医薬投薬形は、本発明のためには、「構成要素（Ｃ）」とも
呼ばれている少なくとも１つのポリマー（Ｃ）を含む。好ましくは、医薬投薬形は、その
高い破壊強度（耐圧壊性）に著しく寄与する少なくとも１つの合成、半合成または天然ポ
リマー（Ｃ）を含んでいる。本明細書の目的のため、「半合成」製品が、天然に発生する
物質の化学的操作によって生産された。
【０２９０】
　好ましくは、本発明に係る医薬投薬形の機械的特性、詳細にはその破壊強度は、実質的
にポリマー（Ｃ）の存在に依存するが、前記特性を達成するためには単にその存在だけで
は充分ではない。本発明に係る医薬投薬形の有利な特性、詳細にはその機械的特性も、医
薬投薬形の調製用の従来の方法を用いて薬理学的に有効な化合物（Ａ）、ポリマー（Ｃ）
および任意にはさらなる賦形剤を単に加工することによって自動的に達成され得るもので
はない。事実、調製のためには、通常適切な装置を選択しなければならず、きわめて重要
な加工パラメータ、詳細には圧力／力、温度および時間を調整しなければならない。した
がって、たとえ従来の装置を使用する場合でも、通常求められる基準を満たすべく加工プ
ロトコルを適合させなくてはならない。
【０２９１】
　好ましくは、ポリマー（Ｃ）は水溶性である。好ましくはポリマー（Ｃ）は実質的に未
分岐である。
【０２９２】
　ポリマー（Ｃ）は、特定の平均分子量を有する単一のタイプのポリマーまたは異なるポ
リマー、例えば２、３、４または５種のポリマー、例えば同じ化学的性質を有するものの
平均分子量が異なるポリマー、異なる化学的性質を有するものの平均分子量が同じである
ポリマー、または化学的性質も分子量も異なるポリマーの混合物（配合物）を含んでいて
よい。
【０２９３】
　個々のポリマーまたはポリマーの組合せは、ポリアルキレンオキシド、好ましくはポリ
メチレンオキシド、ポリエチレンオキシド、ポリプロピレンオキシド；ポリエチレン、ポ
リプロピレン、ポリ塩化ビニル、ポリカーボネート、ポリスチレン、ポリビニルピロリド
ン、ポリ（アルク）アクリレート、ポリ（ヒドロキシ脂肪酸）、例えばポリ（３－ヒドロ
キシブチレート－コ－３－ヒドロキシバレレート）（Ｂｉｏｐｏｌ（登録商標））、ポリ
（ヒドロキシ－吉草酸）；ポリカプロ－ラクトン、ポリビニルアルコール、ポリエステル
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アミド、コハク酸ポリエチレン、ポリラクトン、ポリグリコリド、ポリウレタン、ポリア
ミド、ポリラクチド、ポリアセタール（例えば、任意に修飾側鎖を伴う多糖類）、ポリラ
クチド／グリコリド、ポリラクトン、ポリグリコリド、ポリオルトエステル、ポリ酸無水
物、ポリエチレングリコールとポリブチレンテレフタレートのブロックポリマー類（Ｐｏ
ｌｙａｃｔｉｖｅ（登録商標））、ポリ無水物（Ｐｏｌｉｆｅｐｒｏｓａｎ）、そのコポ
リマー、そのブロックコポリマー、および上述のポリマーのうちの少なくとも２つのポリ
マーの混合物、または上述の特性を有するその他のポリマーからなる群から選択されてよ
い。
【０２９４】
　好ましくは、ポリマー（Ｃ）はポリアルキレンオキシド、より好ましくはポリエチレン
オキシド、ポリプロピレンオキシド、例えばランダムコポリマー、交互コポリマーまたは
ブロックコポリマーであってよいエチレンオキシド－プロピレンオキシド共重合物または
以上のもののいずれかの混合物を含む。
【０２９５】
特に好ましいのは、少なくとも０．１・１０６ｇ／ｍｏｌ、少なくとも０．２・１０６ｇ
／ｍｏｌ、少なくとも０．５・１０６ｇ／ｍｏｌ、少なくとも１．０・１０６ｇ／ｍｏｌ
、少なくとも２．５・１０６ｇ／ｍｏｌ、少なくとも５．０・１０６ｇ／ｍｏｌ、少なく
とも７．５・１０６ｇ／ｍｏｌまたは少なくとも１０・１０６ｇ／ｍｏｌ、好ましくは１
．０・１０６ｇ／ｍｏｌ～１５・１０６ｇ／ｍｏｌという好ましくは重量平均分子量（Ｍ

Ｗ）または粘度平均分子量（Ｍη）を有する高分子量ポリマーである。ＭＷまたはＭηを
決定するための適切な方法は当業者にとって公知である。好ましくは、Ｍηは、レオロジ
ー的測定を用いて決定され、ＭＷは適切な相上のゲル透過クロマトグラフィ（ＧＰＣ）を
用いて決定される。
【０２９６】
　好ましくはポリマー（Ｃ）の分子量分散度ＭＷ／Ｍηは、２．５±２．０、より好まし
くは２．５±１．５、なお一層好ましくは２．５±１．０、さらにより好ましくは２．５
±０．８、最も好ましくは２．５±０．６、そして詳細には２．５±０．４の範囲内にあ
る。
【０２９７】
　ポリマーは好ましくは、ＲＶＦ型Ｂｒｏｏｋｆｉｅｌｄ粘度計（スピンドルＮｏ．２／
回転速度２ｒｐｍ）を用いて５重量％の水溶液中で測定した４，５００～１７，６００ｃ
Ｐという２５℃での粘度、上述の粘度計（スピンドルＮｏ．１または３／回転速度１０ｒ
ｐｍ）を用いて２重量％水溶液上で測定した４００～４，０００ｃＰ、または上述の粘度
計（スピンドルＮｏ．２／回転速度２ｒｐｍ）を用いて１重量％の水溶液上で測定した１
，６５０～１０，０００ｃＰという２５℃での粘度を有する。
【０２９８】
　最も好ましいのは、少なくとも０．２・１０６ｇ／ｍｏｌ、より好ましくは少なくとも
０．３・１０６ｇ／ｍｏｌ、なお一層好ましくは少なくとも０．４・１０６ｇ／ｍｏｌ、
さらにより好ましくは少なくとも０．５・１０６ｇ／ｍｏｌ、最も好ましくは少なくとも
１．０・１０６ｇ／ｍｏｌ、そして詳細には１．０・１０６～１５・１０６ｇ／ｍｏｌの
範囲内という重量平均分子量（ＭＷ）または粘度平均分子量（Ｍη）を有する熱可塑性ポ
リアルキレンオキシド、例えばポリエチレンオキシド、ポリプロピレンオキシドまたはそ
の（ブロック－）コポリマーである。
【０２９９】
　本発明に係る好ましい実施形態においては、ポリマー（Ｃ）は、
－　必然的ではないものの好ましくはポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、
ポリカーボネート、ポリスチレン、ポリアクリレート、ポリ（ヒドロキシ脂肪酸）、ポリ
カプロラクトン、ポリビニルアルコール、ポリエステルアミド、コハク酸ポリエチレン、
ポリラクトン、ポリグリコリド、ポリウレタン、ポリビニルピロリドン、ポリアミド、ポ
リラクチド、ポリラクチド／グリコリド、ポリラクトン、ポリグリコリド、ポリオルトエ
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ステル、ポリ酸無水物、ポリエチレングリコールとポリブチレンテレフタレートのブロッ
クポリマー類、ポリ酸無水物、ポリアセタール、セルロースエステル類、セルロースエー
テル類およびそれらのコポリマー類からなる群から選択された少なくとも０．２・１０６

ｇ／ｍｏｌの重量平均分子量（ＭＷ）または粘度平均分子量（Ｍη）も有する少なくとも
１つのさらなるポリマー（なお例えばメチルセルロース、エチルセルロース、ヒドロキシ
メチルセルロース、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
などのセルロースエステルおよびセルロースエーテルが特に好適である）、
と組合わせた形で、
－　少なくとも０．２・１０６ｇ／ｍｏｌの重量平均分子量（ＭＷ）または粘度平均分子
量（Ｍη）を有するポリアルキレンオキシド、
を含む。
【０３００】
　好ましい実施形態において、前記さらなるポリマーは、ポリアルキレンオキシドでもポ
リアルキレングリコールでもない。それでもなお、医薬投薬形は可塑剤としてポリアルキ
レングリコールを含んでいてよいが、その場合、医薬投薬形は好ましくはポリマーの三成
分混合物すなわち構成要素（Ｃ）＋さらなるポリマー＋可塑剤である。
【０３０１】
　特に好ましい実施形態において、前記さらなるポリマーは１００，０００±５０，００
０ｍＰａｓ、より好ましくは１００，０００±２０，０００ｍＰａｓの平均粘度を有する
親水性セルロースエステルまたはセルロースエーテル、好ましくはヒドロキシプロピルメ
チルセルロースである。
【０３０２】
　好ましくは、前記さらなるポリマーの含有量は、ポリアルキレンオキシドの合計重量に
基づいて０．５～２５重量％、より好ましくは１．０～２０重量％、なお一層好ましくは
２．０～１７．５重量％、さらにより好ましくは３．０～１５重量％および最も好ましく
は４．０～１２．５重量％、そして詳細には５．０～１０重量％となる。
【０３０３】
　好ましい実施形態において、前記ポリアルキレンオキシドとさらなるポリマーの相対的
重量比は、２０：１～１：２０、より好ましくは１０：１～１：１０、なお一層好ましく
は７：１～１：５、さらにより好ましくは５：１～１：１、最も好ましくは４：１～１．
５：１、そして詳細には３：１～２：１の範囲内にある。
【０３０４】
　好ましくは、前記さらなるポリマーの含有量は、医薬投薬形の合計重量比に基づいて０
．５～２５重量％、より好ましくは１．０～２０重量％、なお一層好ましくは２．０～２
２．５重量％、さらにより好ましくは３．０～２０重量％および最も好ましくは４．０～
１７．５重量％、そして詳細には５．０～１５重量％となる。
【０３０５】
　何らかの理論により束縛されることは意図されないものの、さらなるポリマーは、たと
え医薬投薬形の製造中に例えば押出などによりポリアルキレンオキシドの分子鎖が部分的
に損傷を受けて平均分子量が減少したとしても、薬理学的に有効な化合物（Ａ）の放出に
対する最小限の遅延効果を保障する補足的マトリクス材料として役立ち得ると考えられて
いる。さらに、さらなるポリマーは、特にその放出プロフィールに関連して、剤形の貯蔵
安定性に寄与すると思われる。
【０３０６】
　当業者にとって公知の生理学的に許容される疎水性材料は、補足的マトリクス材料とし
て使用されてよい。ポリマー、特に好ましくはセルロースエーテル、セルロースエステル
および／またはアクリル樹脂が好ましくはマトリクス材料として使用される。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
キシメチルセルロース、ポリ（メタ）アクリル酸および／またはそれらの誘導体、例えば
それらの塩類、アミド類またはエステル類をマトリクス材料として使用することがとりわ
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け好適である。疎水性ポリマー、ロウ、脂肪、長鎖脂肪酸、脂肪アルコールまたは対応す
るエステルまたはエーテルまたはそれらの混合物などの疎水性物質から調製されたマトリ
クス材料も好適である。Ｃ１２－Ｃ３０脂肪酸および／またはＣ１２－Ｃ３０脂肪アルコ
ールのモノまたはジグリセリドおよび／またはロウまたはそれらの混合物が、疎水性材料
として特に好適に使用される。マトリクス材料として上述の親水性および疎水性材料の混
合物を使用することも同様に可能である。
【０３０７】
　好ましくは、ポリマー（Ｃ）の全体的含有量は、好ましくは医薬投薬形の合計重量の少
なくとも５重量％、少なくとも１０重量％、少なくとも１５重量％または少なくとも２０
重量％、より好ましくは少なくとも３０重量％、なお一層好ましくは少なくとも４０重量
％、最も好ましくは少なくとも５０重量％、そして詳細には少なくとも６０重量％である
。好ましい実施形態において、ポリマー（Ｃ）の含有量は、医薬投薬形の合計重量の約２
０～約４９重量％の範囲内にある。
【０３０８】
　好ましい実施形態において、ポリマー（Ｃ）の全体的含有量は、２５±２０重量％、よ
り好ましくは２５±１５重量％、最も好ましくは２５±１０重量％そして詳細には２５±
５重量％の範囲内にある。別の好ましい実施形態において、ポリマー（Ｃ）の全体的含有
量は、３５±２０重量％、より好ましくは３５±１５重量％、最も好ましくは３５±１０
重量％、そして詳細には３５±５重量％の範囲内にある。なお別の好ましい実施形態にお
いて、ポリマー（Ｃ）の全体的含有量は、４５±２０重量％、より好ましくは４５±１５
重量％、最も好ましくは４５±１０重量％、そして詳細には４５±５重量％の範囲内にあ
る。さらに別の好ましい実施形態において、ポリマー（Ｃ）の全体的含有量は、５５±２
０重量％、より好ましくは５５±１５重量％、最も好ましくは５５±１０重量％、そして
詳細には５５±５重量％の範囲内にある。さらに好ましい実施形態において、ポリマー（
Ｃ）の全体的含有量は６５±２０重量％、より好ましくは６５±１５重量％、最も好まし
くは６５±１０重量％、そして詳細には６５±５重量％の範囲内にある。なおさらに好ま
しい実施形態において、ポリマー（Ｃ）の全体的含有量は７５±２０重量％、より好まし
くは７５±１５重量％、最も好ましくは７５±１０重量％、そして詳細には７５±５重量
％の範囲内にある。
【０３０９】
　好ましい実施形態において、ポリマー（Ｃ）は、本発明に係る医薬投薬形中で均質に分
布させられている。好ましくは、ポリマー（Ｃ）は、薬理学的に有効な化合物（Ａ）が中
に包埋されているマトリクスを形成する。特に好ましい実施形態において、薬理学的に有
効な化合物（Ａ）およびポリマー（Ｃ）は、医薬投薬形内に緊密にに分布しており、こう
して医薬投薬形は、ポリマー（Ｃ）が不在で薬理学的に有効な化合物（Ａ）が存在するか
または薬理学的に有効な化合物（Ａ）が不在でポリマー（Ｃ）が存在するセグメントは一
切含んでいない。
【０３１０】
　医薬投薬形がフィルムコーティングされている場合、ポリマー（Ｃ）は好ましくは医薬
投薬形のコア内に均質に分布している。すなわちフィルムコーティングは好ましくは、ポ
リマー（Ｃ）を含まない。それでもなお、このような状態でフィルムコーティングは当然
のことながら１つ以上のポリマーを含んでいるが、ただしこのポリマーはコア内に含まれ
ているポリマー（Ｃ）と異なるものである。
【０３１１】
　好ましくは、本発明に係る医薬投薬形はコーティング好ましくはフィルムコーティング
を含む。適切なコーティング材料は当業者には公知であり、例えばＯｐａｄｒｙ（登録商
標）およびＥｕｄｒａｇｉｔ（登録商標）という商標の下で市販されている。
【０３１２】
　適切な材料の例としては、セルロースエステル類およびセルロースエーテル類、例えば
メチルセルロース（ＭＣ）、ヒドロキシプロピルメチルセルロース（ＨＰＭＣ）、ヒドロ
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キシプロピルセルロース（ＨＰＣ）、ヒドロキシエチルセルロース（ＨＥＣ）、ナトリウ
ムカルボキシメチルセルロース（Ｎａ－ＣＭＣ）、エチルセルロース（ＥＣ）、酢酸フタ
ル酸セルロース（ＣＡＰ）、フタル酸ヒドロキシプロピルメチルセルロース（ＨＰＭＣＰ
）；ポリ（メタ）アクリレート類、例えばアミノアルキルメタクリレートコポリマー類、
エチルアクリレートメチルメタクリレートコポリマー類、メタクリル酸メチルメタクリレ
ートコポリマー類、メタクリル酸メチルメタクリレートコポリマー類；ビニルポリマー類
、例えばポリビニルピロリドン、酢酸フタル酸ポリビニル、ポリビニルアルコール、ポリ
酢酸ビニル；および天然皮膜形成剤、例えばシェラックが含まれる。
【０３１３】
　特に好ましい実施形態において、コーティングは水溶性である。好ましくはコーティン
グはポリビニルアルコール例えば部分的に加水分解されたポリビニルアルコールに基づい
ており、さらに、マクロゴール３３５０などのポリエチレングリコールおよび／または顔
料を含んでいてよい。
【０３１４】
　医薬投薬形のコーティングはその貯蔵安定性を増大させることができる。
【０３１５】
　コーティングは、胃液に対する耐性を有し、放出環境のｐＨ値の関数として溶解し得る
。このコーティングを用いて、本発明に係る医薬投薬形が必ず未溶解状態で胃内を通過し
、腸内でのみ活性化合物を放出させるようにすることが可能である。胃液に対する耐性を
もつコーティングは、好ましくは、５～７．５の間のｐＨ値で溶解する。活性化合物の遅
延放出および胃液耐性あるコーティングの適用のための対応する材料および方法は、例え
ば非特許文献１８に記載されているもののように、当業者にとって公知である。
【０３１６】
　意外にも、医薬投薬形が容易にフィルムコーティング可能であることがわかったが、医
薬投薬形の外部形状は、従来の剤形形状から逸脱してよい。例えば、本発明に係る医薬投
薬形がＨ－プランジャを用いて成形される場合、当業者であれば、適切な装置内で剤形上
にコーティング材料を噴霧するときに実質的なステープリング（ｓｔａｐｌｉｎｇ）また
はスタッキングそして対形成が発生することを予想すると思われる。剤形のこのようなス
タッキングおよび凝集はコーティングの性能ひいてはフィルム品質を劣化させると思われ
る。しかしながら、意外にも、不規則な形状をもつ医薬投薬形でさえも平滑にコーティン
グできることが分かっている。
【０３１７】
　特に好ましい実施形態において、
－　医薬投薬形は、好ましくは押出により熱成形され；かつ／または、
－　医薬投薬形の表面の一部分は凸状であり、その表面の別の部分は凹状であり；かつ／
または、
－　薬理学的に有効な化合物（Ａ）は向精神作用物質、好ましくは鎮痛剤、より好ましく
はオピオイド、覚醒剤、精神安定剤（例えばバルビツール酸系催眠薬およびベンゾジアゼ
ピン系催眠剤）そしてその他の麻酔剤からなる群から選択された薬剤であり；かつ／また
は、
－　薬理学的に有効な化合物（Ａ）の含有量は剤形の合計重量に基づいて少なくとも０．
５重量％であり；かつ／または、
－　ポリマー（Ｃ）は、少なくとも２００，０００ｇ／ｍｏｌ、好ましくは少なくとも５
００，０００ｇ／ｍｏｌ、より好ましくは１，０００，０００～１０，０００，０００ｇ
／ｍｏｌの範囲内の重量平均分子量を有するポリアルキレンオキシドであり；かつ／また
は、
－　ポリアルキレンオキシドの含有量は、剤形の合計重量に基づいて少なくとも１５重量
％であり；かつ／または、
－　オピオイドはポリアルキレンオキシド内すなわちポリアルキレンオキシドによって形
成されたマトリクス内に包埋され；かつ／または、
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－　医薬投薬形は可塑剤、好ましくはポリエチレングリコールを含み；かつ／または、
－　前記可塑剤の含有量は、剤形の合計重量に基づいて少なくとも５重量％であり；かつ
／または、
－ポリマー（Ｃ）以外に、医薬投薬形はセルロースエーテル、セルロースエステルおよび
アクリレート、好ましくはＨＰＭＣからなる群から選択されたさらなるポリマーを含み；
かつ／または、
－　前記さらなるポリマーの含有量は、剤形の合計重量に基づいて少なくとも１重量％で
あり；かつ／または、
－　医薬投薬形は、酸化防止剤、好ましくはα―トコフェロールを含み；かつ／または、
－　前記酸化防止剤の含有量は、剤形の合計重量に基づいて少なくとも０．０５重量％で
あり；かつ／または
－　医薬投薬形は、１日１回または１日２回の経口投与向けに適合されており；かつ／ま
たは、
－　医薬投薬形はコーティング、好ましくはフィルムコーティングを含む。
【０３１８】
　医薬投薬形（Ａ）およびポリマー（Ｃ）以外に、本発明に係る医薬投薬形は、従来の医
薬賦形剤などのさらなる構成成分を含んでいてよい。
【０３１９】
　好ましい実施形態において、医薬投薬形は、本発明の目的のため、「構成要素（Ｄ）」
とも呼ばれる少なくとも１つの天然、半合成または合成ロウ（Ｄ）を含む。好ましいロウ
は、少なくとも５０℃、より好ましくは少なくとも５５℃、なお一層好ましくは少なくと
も６０℃、最も好ましくは少なくとも６５℃そして詳細には少なくとも７０℃の軟化点を
有するものである。
【０３２０】
　カルナウバロウおよび蜜ロウが特に好適である。カルナウバロウはとりわけ好まれる。
カルナウバロウはブラジルロウヤシの葉から得られ、少なくとも８０℃の軟化点を有する
。ロウ構成要素が付加的に含まれている場合、その含有量は、医薬投薬形の所望の機械的
特性が達成されるように充分高いものである。
【０３２１】
　本発明に係る医薬投薬形の中に含まれてよい、本明細書の目的のためには「構成要素（
Ｂ）」とも呼ばれている補助物質（Ｂ）は、固体の医薬投薬形の調合のために慣習的であ
る公知の補助物質である。
【０３２２】
　補助物質（Ｂ）の例は、可塑剤、（さらなる）マトリクス材料、酸化防止剤などである
。
【０３２３】
　適切な可塑剤は、トリアセチンおよびポリエチレングリコール、好ましくは低分子量の
ポリエチレングリコール（例えばマクロゴール６０００）を含む。
【０３２４】
　マトリクス材料は、活性化合物の放出に影響を及ぼす補助物質、好ましくは疎水性また
は親水性、好ましくは親水性ポリマー、とりわけ好ましくはヒドロキシプロピルメチルセ
ルロースおよび／または酸化防止剤である。好ましくは、親水性マトリクス材料として、
ポリマー特に好ましくはセルロースエーテル、セルロースエステルおよび／またはアクリ
ル樹脂が含まれている。とりわけ好ましくはエチルセルロース、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、ヒドロキシメチルセルロース、ポリ（メ
タ）アクリル酸および／またはその誘導体、例えばそのコポリマー、塩、アミドまたはエ
ステルが、マトリクス材料として含まれている。
【０３２５】
　適切な酸化防止剤は、アスコルビン酸、ブチルヒドロキシアニソール（ＢＨＡ）、ブチ
ルヒドロキシトルエン（ＢＨＴ）、アスコルビン酸の塩、モノチオグリセロール、リン酸
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、ビタミンＣ、ビタミンＥおよびそれらの誘導体、安息香酸コニフェリル、ノルヒドログ
アイヤレチン酸、ガルス酸エステル、亜硫酸ナトリウム、特に好ましいのはブチルヒドロ
キシトルエンまたはブチルヒドロキシアニソールおよびα－トコフェロールである。酸化
防止剤は、好ましくは医薬投薬形の合計重量に対して０．０１～１０重量％、好ましくは
０．０３～５重量％の量で使用される。
【０３２６】
　本発明に係る医薬投薬形の好ましい組成物Ｘ１～Ｘ４が下表にまとめられている。
【０３２７】
【表１０】

【０３２８】
　本発明に係る医薬投薬形は以下でより詳細に説明されている異なるプロセスによって生
産可能であり、本発明は同様に、以下で記述するプロセスのいずれかによって得ることが
できる医薬投薬形にも関する。
【０３２９】
　一般に、本発明に係る医薬投薬形の生産のためのプロセスは、好ましくは以下のステッ
プ：
（ａ）構成要素（Ａ）、（Ｃ）、任意には（Ｂ）および／または（Ｄ）を混合するステッ
プ；
（ｂ）好ましくはステップ（ａ）から得た混合物に対して熱および／または力を加えるこ
とによりステップ（ａ）から得た混合物を任意に予備成形するステップであって、供給さ
れる熱の量は好ましくは構成要素（Ｃ）をその軟化点まで加熱するのに充分なものではな
い、ステップ；
（ｃ）熱および力を加えることにより混合物を硬化するステップであって、力を加える間
および／またはその前に熱を供給することが可能であり、供給される熱の量は少なくとも
その軟化点まで構成要素（Ｃ）を加熱するのに充分であるステップ；
（ｄ）硬化された混合物を任意に個片化（ｓｉｎｇｕｌａｔｅ）するステップ；
（ｅ）医薬投薬形を任意に成形するステップ；および
（ｆ）フィルムコーティングを任意に提供するステップ
を含む。
【０３３０】
　熱を直接かまたは超音波を活用して供給してもよい。力を加えてもよくかつ／または、
例えば直接的打錠によってかまたは適切な押出機を活用して、詳細には２本のスクリュー
を備えたスクリュー押出機（２軸スクリュー押出機）または遊星歯車装置押出機を用いて
医薬投薬形を成形してもよい。
【０３３１】
　本発明に係る医薬投薬形の成形は、特に重要なものである。医薬投薬形の最終的形状は
、熱および力を加えることによって混合物の硬化中に（ステップ（Ｃ））、あるいは後続
するステップにおいて（ステップ（ｅ））提供されてよい。両方の場合において、全ての
構成要素の混合物は、好ましくは可塑化された状態にある。すなわち、成形は、好ましく
は少なくとも構成要素（Ｃ）の軟化点よりも高い温度で実施される。
【０３３２】
　成形は、例えば適切な形状のダイおよびプランジャを含む打錠プレスを用いて実施し得
る。好ましくは、プランジャは、医薬投薬形の断面がＨの形をとるようにＨ－プランジャ
である。
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【０３３３】
　以下のプロセス変形形態は、特に好適である。
【０３３４】
　プロセス変形形態１：
この実施形態において、本発明に係る医薬投薬形は、好ましくは、押出機を使用せずに好
ましくは構成要素（Ａ）、（Ｃ）、任意には（Ｂ）および／または（Ｄ）を混合すること
によって、および任意には造粒後に結果として得た混合物を、直前におよび／または同時
に熱に曝露すると共に力を加えて医薬投薬形を生成することによって、生産される。
【０３３５】
　医薬投薬形の生産のためのこの加熱および力の適用は、押出機を使用することなく行わ
れる。
【０３３６】
　構成要素（Ａ）、（Ｃ）、任意には（Ｂ）および／または（Ｄ）は、当業者にとって公
知のミキサー中で混合される。このミキサーは例えばロールミキサー、振とうミキサー、
せん断ミキサーまたは強制ミキサーであってよい。
【０３３７】
　結果として得られた混合物は、好ましくは、直前におよび／または同時に熱に曝露する
と共に力を加えることにより、好ましくは本発明に係る医薬投薬形へと直接成形される。
混合物は、例えば直接的打錠により錠剤の形に成形されてよい。直前の熱曝露を伴う直接
的打錠においては、プレス加工される材料は少なくとも構成要素（Ｃ）の軟化温度、好ま
しくは溶融温度まで打錠直前に加熱され、その後プレス加工される。同時の加熱を伴う直
接的打錠の場合には、プレス成形されるべき混合物は、打錠工具すなわちボトムパンチ、
トップパンチおよびダイを活用して、少なくともポリマー構成要素（Ｃ）の軟化点まで加
熱され、そのようにプレス加工される。
【０３３８】
　この方法は同様に、焼結方法とみなされてよく、このようにして得られた剤形は、焼結
剤形とみなされてよい。この点において、焼結というのは、適切に加熱された時点で結晶
子が共に成長することによる結晶質、粒状または粉末化材料の固化を意味する。この同時
成長は、例えば拡散（固体／固体反応）により発生させることができ、焼結構造は例えば
（電子）顕微鏡により、当該技術分野において公知の方法によって分析可能である。剤形
は複数の構成要素を含むことから、焼結方法は好ましくは、関与する構成要素の１つがよ
り高融点の構成要素を溶融し、加湿しコーティングするいわゆる「融合焼結」である。冷
却の時点で、溶融した構成要素は再度固化する。好ましい実施形態において、構成要素（
Ｃ）は、その他の構成要素が所与の条件下で溶融しないのに溶融する構成要素である。そ
れでもなお、その他の構成要素は少なくとも部分的に、溶融した構成要素（Ｃ）中に溶解
してよいが、溶解しなければならないわけではない。
【０３３９】
　ボトムパンチ、トップパンチおよびダイを伴う打錠工具を用いたこのようなプロセスに
より、例えば全ての構成要素の粉末混合物を例えば８０℃の温度で圧縮してよく、例えば
２ｋＮまたは４ｋＮの力により引き起こされる圧力は、例えば１５秒間維持される。
【０３４０】
　結果として得られた構成要素（Ａ）、（Ｃ）、任意には（Ｂ）および／または（Ｄ）の
混合物は同様にまず最初に造粒され、次に直前におよび／または同時に熱に曝露すると共
に、力を加えることにより本発明に係る医薬投薬形へと成形されてよい。
【０３４１】
　造粒は、湿式造粒または溶融造粒により公知の造粒機の中で実施されてよい。
【０３４２】
　上述したプロセスステップの各々、詳細には本発明に係る医薬投薬形の生産のための加
熱ステップおよび同時または直後の力の適用は、押出機を用いることなく行われる。
【０３４３】
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　プロセス変形形態２：
　このプロセス変形形態において、本発明に係る医薬投薬形は、押出機を活用して熱成形
することによって生産され、好ましくは押出物が後に目で見える変色を全く示さない。
【０３４４】
　この熱成形に起因する変色の程度を調査するためには、医薬投薬形を構成する出発構成
要素の混合物の色が、まず第一に、例えば着色用顔料または本来有色の構成要素（例えば
α―トコフェロール）などの色付与構成要素を添加することなく決定される。この組成物
は次に本発明にしたがって熱成形され、ここで押出物の冷却を含めた全てのプロセスステ
ップが不活性ガス雰囲気の下で実施される。比較として同じ組成物を同じプロセスにより
、ただし不活性ガス雰囲気無しで生産する。出発組成物から本発明にしたがって生産され
る医薬投薬形の色および比較のために生産される医薬投薬形の色を決定する。この決定は
、非特許文献１９を活用して実施される。本発明にしたがって熱成形された医薬投薬形の
色が識別番号Ｎ９．５、ただし最高でも識別番号５Ｙ９／１の色を有する場合には、熱成
形は、「変色無し」として分類される。医薬投薬形がマンセル・ブックオブカラーにした
がって判定されるように５Ｙ９／２以上の識別番号をもつ色を有する場合、熱成形は、「
変色有り」として分類される。
【０３４５】
　意外にも、本発明に係る医薬投薬形は、不活性ガス雰囲気下、好ましくは熱成形用の押
出機を活用して窒素雰囲気下で生産プロセス全体が実施される場合、上述の分類に準じて
分類された変色を全く示さない。
【０３４６】
　本発明に係る医薬投薬形の生産のための本発明に係るこの変形形態は、
ｚ）構成要素（Ａ）、（Ｃ）、任意には（Ｂ）および／または（Ｄ）を混合すること、
ｙ）結果として得られた混合物を少なくとも構成要素（Ｃ）の軟化点まで加熱し、力を加
えることにより押出機の出口オリフィスを通して押出すこと、
ｘ）なおも可塑性をもつ押出物を個片化し医薬投薬形に成形すること、または
ｗ）冷却され任意に再加熱された個片化された押出物を医薬投薬形に成形すること、
を特徴とし、
　ここで、プロセスステップｙ）およびｚ）そして任意にはプロセスステップｚ）および
ｗ）は不活性ガス、好ましくは窒素雰囲気下で実施される。
【０３４７】
　プロセスステップｚ）にしたがった構成要素の混合は、押出機内で行なわれてもよい。
【０３４８】
　構成要素（Ａ）、（Ｃ）、任意には（Ｂ）および／または（Ｄ）は同様に、当業者にと
って公知のミキサー内で混合されてもよい。ミキサーは、例えばロールミキサー、振とう
ミキサー、せん断ミキサーまたは強制ミキサーであってよい。
【０３４９】
　残りの構成要素との配合の前に、構成要素（Ｃ）および／または（Ｄ）には好ましくは
本発明にしたがって酸化防止剤が加えられる。これは、２つの構成要素つまり（Ｃ）およ
び酸化防止剤を混合すること、好ましくはきわめて揮発性の溶媒中に酸化防止剤を溶解ま
たは懸濁させ、この溶液または懸濁液を構成要素（Ｃ）および任意に存在する構成要素（
Ｄ）と均質に混合し、溶媒を好ましくは不活性ガス雰囲気の下で乾燥させることにより除
去することで行われてよい。
【０３５０】
　少なくとも構成要素（Ｃ）の軟化点まで押出機の中で加熱された好ましくは溶融した混
合物は、少なくとも１つの中ぐりをもつダイを通して押出機から押出される。
【０３５１】
　本発明に係るプロセスには、適切な押出機の使用好ましくはスクリュー押出機の使用が
必要である。２本のスクリューが備わったスクリュー押出機（２軸スクリュー押出機）が
特に好適である。
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【０３５２】
　押出は好ましくは、押出に起因するストランドの膨張が５０％以下となるように実施さ
れる。すなわち、例えば６ｍｍの直径をもつ中ぐりを備えたダイを用いる場合、押出され
たストランドは９ｍｍ以下の直径を有していなければならない。より好ましくは、ストラ
ンドの膨張は、４０％以下、なお一層好ましくは３５％以下、最も好ましくは３０％以下
、そして詳細には２５％以下である。意外にも、押出機内の押出材料が或る一定の限界を
上回る機械的応力にさらされた場合、ストランドの著しい膨張が発生しかくして、押出さ
れたストランドの特性、詳細にはその機械的特性に望ましくない不規則性が結果としても
たらされることが分かっている。
【０３５３】
　好ましくは、押出は水の無い状態で実施される。すなわち、水は全く添加されない。し
かしながら微量の水（例えば大気湿度）は存在していてよい。
【０３５４】
　押出機は好ましくは少なくとも２つの温度ゾーンを含み、少なくとも構成要素（Ｃ）の
軟化点までの混合物の加熱が、補給ゾーンそして任意には混合ゾーンの下流側である第１
のゾーン内で行われる。混合物の処理量は好ましくは２．０ｋｇ～８．０ｋｇ／時である
。
【０３５５】
　少なくとも構成要素（Ｃ）の軟化点まで加熱された後、溶融混合物はスクリューを活用
して搬送され、さらに均質化され、圧縮または圧密され、こうして押出しダイから出現す
る直前にそれは５バール、好ましくは少なくとも７．５バール、より好ましくは少なくと
も１０バール、なお一層好ましくは少なくとも１２．５バール、さらにより好ましくは少
なくとも１５バール、最も好ましくは少なくとも１７．５バール、そして詳細には少なく
とも２０バールの最小圧力を示し、ダイを通して、ダイに含まれる中ぐりの数に応じて１
つまたは複数のストランドとして押出される。
【０３５６】
　好ましい実施形態において、ダイヘッド圧は２５～８５バールの範囲内にある。ダイヘ
ッド圧は、なかでもダイの幾何形状、温度プロフィールおよび押出速度により調整され得
る。
【０３５７】
　ダイ幾何形状または中ぐりの幾何形状は自由に選択可能である。ダイまたは中ぐりは、
したがって円、長円のまたは印形の断面を示してよく、ここで円形の断面は好ましくは０
．１ｍｍ～１５ｍｍの直径を有し、長円の断面は好ましくは２１ｍｍの最大長さ方向拡張
部分および１０ｍｍの横断方向拡張部分を有する。好ましくは、ダイまたは中ぐりは円形
の断面を有する。本発明にしたがって使用される押出機のケーシングは、加熱または冷却
されてよい。対応する温度制御すなわち加熱または冷却は、押出されるべき混合物が少な
くとも構成要素（Ｃ）の軟化温度に対応する平均温度（製品温度）を示し、加工されるべ
き薬理学的に有効な化合物（Ａ）が損傷を受けるかもしれない温度を超えて上昇しないよ
うに調整される。好ましくは、押出されるべき混合物の温度は、１８０℃未満、好ましく
は１５０℃未満、ただし少なくとも構成要素（Ｃ）の軟化温度に調整される。典型的な押
出温度は１２０℃および１３０℃である。
【０３５８】
　好ましい実施形態において、押出機トルクは２５～５５Ｎ／ｍの範囲内にある。押出機
トルクは、なかでもダイの幾何形状、温度プロフィールおよび押出し速度により調整され
得る。
【０３５９】
　溶融混合物の押出後および押出された１つまたは複数のストランドの任意の冷却の後、
押出物は好ましくは個片化される。この個片化は好ましくは周囲または回転ナイフ、水噴
射カッター、ワイヤー、切刃を用いて、またはレーザーカッターを活用して押出物を切断
することにより実施されてよい。
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【０３６０】
　任意には個片化された押出物のまたは最終的形状の本発明に係る医薬投薬形の中間また
は最終的保管のためには、不活性ガス雰囲気は必要でない。
【０３６１】
　個片化された押出物は、医薬投薬形に最終形状を付与するため、従来の方法でペレット
化されるかまたは錠剤の形にプレス成形される。しかしながら、押出されたストランドを
個片化せず、外部スリーブ内に相対するリセスを含む二重反転カレンダロールを活用して
、これらのストランドを最終形状、好ましくは錠剤に成形してこれらを従来の方法により
個片化することも同様に可能である。
【０３６２】
　万一、任意に個片化された押出物が最終形状に直ちに成形されず、代りに保管のため冷
却される場合には、保管期間の後、不活性ガス雰囲気、好ましくは窒素雰囲気を提供すべ
きであり、可塑化および医薬投薬形を生み出すための最終的成形まで保管済み押出物を加
熱する間、この雰囲気を維持しなければならない。
【０３６３】
　少なくとも可塑化された混合物上への押出機内での力の適用は、押出機内の搬送装置の
回転速度およびその幾何形状を制御することによってかまたは、好ましくは押出の直前に
、可塑化された混合物を押出するために必要な圧力が押出機内に発達するような形で出口
オリフィスを寸法決定することによって調整される。各々の特定の組成物について、少な
くとも４００Ｎ、好ましくは少なくとも５００Ｎの圧壊に対する耐性をもつ医薬投薬形を
生じさせるのに必要な押出パラメータは、単純な予備的試験により立証されてよい。
【０３６４】
　例えば、２軸スクリュー押出機型Ｍｉｃｒｏ２７ＧＬ４０Ｄ（Ｌｅｉｓｔｒｉｔｚ，　
Ｎｕｅｒｕｍｂｅｒｇ，　Ｇｅｒｍａｎｙ）、スクリュー直径２７ｍｍを用いて押出しを
実施してよい。偏心縁端を有するスクリューを使用してよい。８ｍｍの直径を有する丸い
中ぐりを伴う加熱可能なダイを使用してよい。押出プロセス全体は、窒素雰囲気下で実施
すべきである。押出パラメータは、例えば以下の値に調整してよい：スクリューの回転速
度：１００Ｕｐｍ、送出し速度；４ｋｇ／時；製品温度：１２５℃；そしてジャケット温
度；１２０℃。
【０３６５】
　プロセス変形形態３：
　本発明に係る医薬投薬形の生産のためのこのプロセス変形形態では、超音波処理を用い
て、構成要素の混合物にエネルギーが適用される。
【０３６６】
　まず最初に少なくとも構成要素（Ａ）および構成要素（Ｃ）（＝結合剤）の均質な混合
物を生産する。さらなる補助物質、例えば充填材、可塑剤、スリップ剤または染料も同様
にこの混合物に取込んでよい。低分子量ポリエチレングリコールが、好ましくは可塑剤と
して使用される。
【０３６７】
　混合は、従来のミキサーを活用して実施してよい。適切なミキサーの例としては、タン
ブラ、ドラムまたは回転ミキサーとしても知られているロールミキサー、コンテナミキサ
ー、バレルミキサー（ドラムフープミキサーまたはタンブリングミキサー）または振とう
ミキサー、せん断ミキサー、強制ミキサー、プラウバーミキサー、遊星ニーダーミキサー
、Ｚ－ニーダー、シグマニーダー、流体ミキサーまたは高負荷ミキサーがある。
【０３６８】
　適切なミキサーの選択は、なかでも混同すべき材料の流動性および凝集性により決定さ
れる。
【０３６９】
　このとき混合物は成形に付される。混合物は好ましくは超音波処理の間また後で、好ま
しくは圧密により成形される。
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【０３７０】
　超音波処理中、混合物と超音波装置の音極との間に直接的接触が存在することが特に好
ましい。
【０３７１】
　超音波処理中は、１ｋＨＺ～２ＭＨＺ、好ましくは１５～４０ｋＨＺの周波数を維持す
べきである。超音波処理は、ポリマー（Ｃ）の軟化が達成されるまで実施すべきである。
これは好ましくは数秒以内で、特に好ましくは０．１～５秒以内で、好ましくは０．５～
３秒以内で達成される。
【０３７２】
　超音波処理および力の適用により、均等なエネルギー伝達が確保され、こうして混合物
の急速で均質な焼結がもたらされる。この要領で、少なくとも４００Ｎ、好ましくは少な
くとも５００Ｎの耐圧壊性を有し、したがって粉状化不能な医薬投薬形が得られる。
【０３７３】
　成形の実施前に、混合作業の後で混合物を造粒してよく、その後、結果として得た顆粒
は、超音波処理および力の適用を用いて医薬投薬形へと成形される。
【０３７４】
　造粒は、当業者にとって公知の機械および器具の中で実施してよい。
【０３７５】
　湿式造粒として造粒を実施する場合には、水または水溶液、例えばエタノール／水また
はイソプロパノール／水を造粒液体として使用してよい。
【０３７６】
　混合物またはそれから生産された顆粒は同様に、さらなる成形のために溶融押出に付し
てもよく、ここで混合物は超音波処理および力への曝露により溶融体に転換され、その後
ダイを通して押出される。この要領で得られた１つまたは複数のストランドを、公知の器
具を用いて所望の長さに個片化してよい。この要領で個片化した成形品は、任意には、超
音波処理および力の適用を用いて最終的形状へとさらに転換されてよい。
【０３７７】
　医薬投薬形を生み出すための最終的成形は、好ましくは、適切な型の中での力の適用に
より行なわれる。
【０３７８】
　上述の成形品は、最初に混合物またはそれから生産された顆粒を超音波および力の適用
により可塑化し適切なダイを通して押出を実施することによる、カレンダ加工プロセスを
用いて生産されてもよい。これらの押出物は次に、好ましくは力の適用により、２本の反
転する成形ロールの間で最終的な形状へと成形される。
【０３７９】
　すでに言及した通り、薬理学的に有効な化合物（Ａ）およびポリマー（Ｃ）を含む混合
物を用いることにより医薬投薬形の最終的形状を生み出すための成形は、好ましくは力を
加えながら直接圧縮することによって粉末の形で行なわれ、ここで、この混合物の超音波
処理が力の適用の前またはその間に提供される。力は最大でも、錠剤などの医薬投薬形を
成形するためまたは対応する最終形状へと顆粒をプレス成形するために従来用いられる力
である。
【０３８０】
　本発明にしたがって生成される錠剤は同様に多層錠であってもよい。
【０３８１】
　多重錠においては、少なくとも薬理学的に有効な化合物（Ａ）を含む層は超音波処理さ
れ力に曝露されるべきである。
【０３８２】
　押出機ロールまたはカレンダロールを活用して混合物に対応する必要な力を加えてもよ
い。医薬投薬形の成形は好ましくは、医薬投薬形の構成要素の粉状混合物またはそれから
形成された対応する顆粒の直接的プレス成形により行なわれ、ここで、好ましくは成形の
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途中または前に超音波処理が行なわれる。このような曝露は、ポリマー（Ｃ）が軟化して
しまうまで続行され、これは従来１秒未満から多くとも５秒以内で達成される。
【０３８３】
　　適切なプレスは、例えば、平らなプレス表面を有するＢｒａｎｓｏｎ　ＷＰＳ、９４
－００３－Ａ、空気圧式（Ｂｒａｎｓｏｎ　Ｕｌｔｒａｓｃｈａｌｌ、Ｄｉｅｔｚｅｎｂ
ａｃｈ、Ｇｅｒｍａｎｙ）である。適切な発生装置（２０００Ｗ）は、例えば、１２ｍｍ
の直径を有する音極の備わったＢｒａｎｓｏｎ　ＰＧ－２２０Ａ、９４－００１－Ａアナ
ログ（Ｂｒａｎｓｏｎ　Ｕｌｔｒａｓｃｈａｌｌ）である。直径１２ｍｍのダイを使用し
てよく、ダイの底面は平らなプレス表面および１２ｍｍの直径をもつボトムパンチにより
形成される。可塑化のための適切なパラメータは周波数２０ｋＨｚ、振幅５０％、力２５
０Ｎである。音極を用いた超音波および力の効果は、例えば０．５秒間維持されてよく、
両方の効果を同時に発生させることが好ましい。
【０３８４】
　プロセス変形形態４：
　本発明に係る医薬投薬形生産のためのこのプロセス変形形態において、構成要素（Ａ）
、（Ｃ）、任意には（Ｂ）、例えば酸化防止剤、可塑剤および／または遅延放出補助物質
そして任意には構成要素（Ｄ）は、遊星歯車押出機を活用して加工し、本発明に係る医薬
投薬形を製造する。
【０３８５】
　遊星歯車押出機は公知であり、なかでも、非特許文献２０、４～６頁内で詳述されてい
る。対応する記述は本明細書に参照により援用されており、開示の一部をなすものとみな
される。
【０３８６】
　混合物は、遊星歯車押出機の補給ゾーン内に搬送される。少なくとも構成要素（Ｃ）の
軟化点まで加熱することにより、混合物は溶融され、溶融混合物は中央スピンドルの部域
すなわち押出ゾーン内に、中央スピンドル３と遊星スピンドル４の相互作用によって搬送
され、さらに均質化され、圧縮または圧密され、ダイに含まれる中ぐりの数に応じて１本
の押出ストランドまたは複数の押出ストランドとしてダイ８を通して押出される。ダイの
幾何形状または中ぐりの幾何形状は、自由に選択可能である。したがって、ダイまたは中
ぐりは、円、長円または印形の断面を示していてよく、ここで円形断面は好ましくは０．
１ｍｍ～１５ｍｍの直径を有し、長円の断面は好ましくは２１ｍｍの最大長さ方向拡張部
分および１０ｍｍの横断方向拡張部分を有する。押出ダイはスロットダイの形をとっても
よい。好ましくは、ダイまたは中ぐりは円、印形のまたは長円の断面を有する。本発明に
したがって使用される遊星歯車押出機のケーシング６および中央スピンドルは両方共、加
熱または冷却されてよい。対応する温度制御すなわち加熱または冷却は、押出されるべき
混合物が構成要素（Ｃ）の軟化温度に対応する平均温度を示し、加工されるべき構成要素
（Ａ）が損傷を受けるかもしれない温度を超えて上昇しないように調整される。好ましく
は、押出されるべき混合物の温度は、１８０℃未満、好ましくは１５０℃未満、ただし少
なくとも構成要素（Ｃ）の軟化温度に調整される。
【０３８７】
　溶融混合物の押出後および押出された１つまたは複数のストランドまたは押出されたス
トランドの任意の冷却の後、押出物は個片化される。この個片化は好ましくは周囲または
回転ナイフ、水噴射カッター、ワイヤー、切刃を用いて、またはレーザーカッターを活用
して押出物を切断することにより実施されてよい。
【０３８８】
　任意には、好ましくは円板状で存在する個片化された押出物のさらなる冷却の後、これ
らは任意に医薬投薬形の最終形状に再成形され、ここでこれは必要に応じて再び熱に曝露
される。
【０３８９】
　例えば錠剤へのこの成形は、可塑性押出物が、好ましくはロールスリーブ内での可塑化
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のための互いに相対し錠剤の形状を決定する構造をもつリセスを備えた２つの反転するロ
ールを活用してプレス成形により成形される形で実施可能である。
【０３９０】
　しかしながら、各々の場合において任意には加熱されたダイおよび少なくとも１つの成
形パンチを活用して、個片化された押出物から錠剤を成形することもまた可能である。こ
の目的で、押出ストランドの個片化後に得られた円筒形の顆粒が、好ましくは使用されて
よい。錠剤の形にプレス成形されることとは別に、得られたこれらの顆粒またはペレット
または回転楕円体などのその他の多粒子形状をカプセルの形に包装して、本発明に係る医
薬投薬形として使用してもよい。
【０３９１】
　さらなる好ましい実施形態において、押出ダイ内の複数の中ぐりを通して押出された押
出ストランドは、その冷却後に、個別の押出ストランドよりも厚みの大きい１つのストラ
ンドを製造するべくロープ生産の要領での織り交ぜまたは包み込みにより、任意に統合さ
れてよい。このストランドは任意には、適切な溶媒を用いた溶媒処理によってかまたはポ
リマー（Ｃ）の軟化点まで加熱し、個々のストランドの上述の個片化および成形にしたが
って溶媒を任意に除去することによってさらに加工されてよい。
【０３９２】
　必要な場合には、使用される遊星歯車押出機は、押出ゾーンのみならず少なくとも１つ
のさらなるゾーンを含んでいてよく、こうして押出すべき混合物は任意には同様に脱ガス
されてよい。
【０３９３】
　本発明に係るプロセスは、不連続的にまたは連続的に実施されてよく、好ましくは連続
的に実施される。
【０３９４】
　例えば適切な押出機は、４個の遊星スピンドルおよび直径８ｍｍの中ぐりを備えた押出
しダイを有する遊星歯車押出機ＢＣＧ１０型（ＬＢＢ　Ｂｏｈｌｅ、Ｅｎｉｎｉｇｅｒｌ
ｏｈ、Ｇｅｒｍａｎｙ）である。重量測定により３．０ｋｇ／時の用量を決定することが
好ましい。押出は例えば２８．６ｒｍｐの回転速度および約８８℃の製品温度で実施され
てよい。
【０３９５】
　プロセス変形形態５：
　本発明に係る医薬投薬形の生産のためのこのプロセス変形形態は、医薬投薬形の生成を
目的として構成要素（Ｃ）すなわち１つまたは複数のポリマー（Ｃ）のための溶媒を添加
しながら、少なくとも構成要素（Ａ）、（Ｃ）、任意には（Ｂ）例えば酸化防止剤、可塑
剤および／または遅延放出補助物質、そして任意には構成要素（Ｄ）を加工することによ
って実施される。
【０３９６】
　この目的で、構成要素（Ａ）、（Ｃ）任意には（Ｂ）および／または（Ｄ）を混合し、
溶媒の添加後そして任意には造粒後、結果として得た調合混合物を成形して医薬投薬形を
生成する。
【０３９７】
　構成要素（Ａ）、（Ｃ）、任意には（Ｂ）および／または（Ｄ）は、当業者にとって公
知のミキサー内で混合される。ミキサーは例えば、ロールミキサー、振とうミキサー、せ
ん断ミキサーまたは強制ミキサーであってよい。
【０３９８】
　ポリマー（Ｃ）用の溶媒は、少なくとも調合混合物が均一に湿潤化されるような数量で
添加される。
【０３９９】
　ポリマー（Ｃ）に適した溶媒は好ましくは、水性溶媒、例えば水、水と脂肪族アルコー
ル、好ましくはＣ１～Ｃ６アルコール、エステル、エーテル、炭化水素との混合物、特に
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好ましくは精製水、短鎖アルコール例えばメタノール、エタノール、イソプロパノール、
ブタノールまたはアルコール水溶液である。
【０４００】
　溶媒は好ましくは攪拌しながら添加される。均一に加湿された組成物を次に乾燥させる
。乾燥は好ましくは、組成物の変色をことごとく排除できる温度の熱に対する曝露によっ
て行なわれる。この温度は、単純な予備試験により立証され得る。
【０４０１】
　乾燥の前または後で、組成物を、各々の場合において医薬投薬形の一単位の質量に対応
する下位部分に分割してもよい。次に、対応する乾燥済み部分を成形して医薬投薬形を生
成する。
【０４０２】
　これは好ましくは、錠剤プレスを用いて達成される。
【０４０３】
　調合混合物は、溶媒の添加の前に調合混合物を好ましくは金型内で下位部分に分割し、
攪拌しながら液体分散剤中に分散させ、その後に溶媒を添加するような形で、湿潤化され
てもよい。構成要素（Ｃ）は、溶媒と混和可能でなくてはならない分散剤中に不溶性であ
る。
【０４０４】
　適切な分散剤は好ましくは脂肪族アルコール、ケトン、エステルなどの親水性溶媒であ
る。短鎖アルコールを使用するのが好ましい。
【０４０５】
　或いは、溶媒を発泡体として調合混合物内に取込むような形で、調合混合物を湿潤化さ
せてもよい。このような溶媒発泡体は、好ましくは従来の気泡安定剤を添加して、高速ミ
キサーを活用して生成するのが好ましい。適切な安定剤は例えば、ヒドロキシプロピルメ
チルセルロースなどの親水性ポリマーである。
【０４０６】
　発泡性は、同様に好ましくは、攪拌しながら調合混合物中に取込まれ、このようにして
好ましくは造粒された組成物が得られる。
【０４０７】
　好ましくは医薬投薬形の一単位の質量に対応する下位部分に分割する前後に、造粒され
た組成物を乾燥させた後に医薬投薬形に成形する。
【０４０８】
　乾燥および成形は好ましくは上述の通りに行なわれてよい。本発明に係るプロセスは、
成形可能なペーストが得られるような量で調合混合物に溶媒を添加する形で行なわれても
よい。
【０４０９】
　以上で説明した通りに行なわれてよい乾燥の前後で、このようなペーストは下位部分に
分割されてよく、各々の場合において、医薬投薬形の一単位の質量に対応する部分にさら
に分割した後の乾燥済み部分を成形または転換して医薬投薬形を生成する。
【０４１０】
　ここで、スクリーンまたはストランド形成装置を活用して生産可能なストランドの形を
した下位部分を形成することが可能である。乾燥させたストランドは好ましくは個片化さ
れ成形されて医薬投薬形を生成する。この成形は好ましくは、成形ローラーまたはローラ
ーの備わった成形用ベルトを用いて、錠剤プレスを活用して行なわれる。
【０４１１】
　同様に、ペーストを平面構造に転換し、ひとたび乾燥したならばそれから医薬投薬形を
打抜きしてもよい。
【０４１２】
　ペーストは有利には押出機を用いて加工され、ここで押出構成に応じて、ストランドま
たは平面構造品が生産され、これは細断、切断または打抜きによって個片化される。個片
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化された下位部分は、上述の通りに成形、成形または打抜きされ、医薬投薬形を生成して
よい。対応する器具類は、当業者にとって公知である。
【０４１３】
　本発明に係るプロセスは、ここでは、連続的にまたは不連続的に実施されてよい。
【０４１４】
　少なくともポリマー構成要素（Ｃ）を溶解させるような数量で、調合混合物に溶媒を添
加することも可能である。このような溶液または分散／懸濁液は好ましくは平面構造に転
換され得、フラットダイを伴う押出機を使用することが好ましく、あるいは溶液は平面支
持体上に流し込まれる。
【０４１５】
　上述の通り、乾燥の後、打抜きまたはカレンダ加工により、平面構造から医薬投薬形を
得てよい。同様に、上述の通り、溶液をストランドの形に転換し、好ましくは乾燥の後に
これらを個片化し成形して医薬投薬形を生成することも可能である。
【０４１６】
　あるいは、乾燥の後、好ましくは専用に用いられている医薬投薬形の単位の形状にすで
に対応している金型を用いて、医薬投薬形の一単位の質量に各々が対応するような形で、
溶液を複数の部分に分割してもよい。
【０４１７】
　溶液を任意の所望の部分に分割する場合、これらの部分は、乾燥後、任意に再び組合わ
され、成形されて、例えばカプセルの中に包装されるかプレス成形されて錠剤を形成する
医薬投薬形を形成してもよい。
【０４１８】
　溶媒と組合わされた調合混合物は、好ましくは２０℃～４０℃の温度で加工され、ここ
で溶媒および任意に存在する分散剤を除去するための乾燥の間は除いて、より高い温度が
用いられることは一切ない。乾燥温度は、構成要素の分解温度より低温に選択されなくて
はならない。医薬投薬形を生成するために成形した後、上述の乾燥に対応するさらなる乾
燥を任意に実施してよい。
【０４１９】
　本発明に係る医薬投薬形の生産のために、上述のプロセス変形形態の個々のプロセスを
組合せることも可能である。
【０４２０】
　上述の通りのプロセス変形形態２および４には、構成要素（Ａ）、（Ｃ）任意には（Ｂ
）および／または（Ｄ）を含む組成物の押出が関与する。好ましくは、押出は２軸スクリ
ュー押出機または遊星歯車押出機を用いて実施され、２軸スクリュー押出機が特に好まし
い。
【０４２１】
　本発明に係る医薬投薬形の調製のためのプロセスは好ましくは連続的に実施される。好
ましくは、このプロセスには、構成要素（Ａ）、（Ｃ）、任意には（Ｂ）および／または
（Ｄ）の均質な混合物の押出が関与している。得られた中間体例えば押出により得られた
ストランドが均一な特性を示す場合、特に有利である。特に望ましいのは、均一な密度、
活性化合物の均一な分布、均一な機械的特性、均一な多孔度、表面の均一な外観などであ
る。これらの状況下でのみ、放出プロフィールの安定性などの薬理学的特性の均一性が確
保され得、不良品の量を低く保つことが出来る。
【０４２２】
　好ましくは、本発明に係るプロセスは、２５％未満、より好ましくは２０％未満、最も
好ましくは１５％未満そして詳細には１０％未満の不良率で実施され得、ここで不良品基
準は好ましくは同じバッチから取った２つの医薬投薬形を比較した場合の医薬投薬形の構
成要素（Ａ）の含有量、その放出プロフィールおよび／または密度の相互可変性に関する
ＦＤＡ規格である。
【０４２３】
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　意外にも、上述の特性は２軸スクリュー押出機および遊星歯車押出機を用いて得ること
ができ、２軸スクリュー押出機が特に好ましいということが分かっている。
【０４２４】
　さらに、意外にも、有利な形態を示す押出物を遊星歯車押出機および２軸スクリュー押
出機を用いて得ることができるということが分かっている。適切な条件下で、押出物は、
「押出スキン」と表すことのできるシェルによりとり囲まれていることが分かっている。
前記押出スキンは、長手方向押出軸を中心として押出物の円周方向区分を形成するカラー
様または管状構造と、みなすことができ、こうして前記カラー様または管状の構造は、押
出物の閉鎖シェルを形成することになる。通常は、押出物の正面のみが前記押出スキンに
より被覆されていない。
【０４２５】
　押出スキンは、カラー様または管状の配置で押出物のコアを取り囲んでおり、好ましく
は継ぎ目のない形でそれと連結されている。押出スキンは前記コアとその形態が異なって
いる。通常は、押出スキンは押出物の断面で裸眼で見え、押出スキンを形成する材料およ
びコアを形成する材料の異なる形態に起因して光学的特性もまた異なることから、任意に
は顕微鏡を用いて見ることができる。押出の間、押出スキンを形成する材料は、押出物の
コアが曝露されている条件とは異なる機械的および熱的条件に曝露されていると思われる
。その結果、押出されたストランドの不均一な形態が得られ、これは例えば円形形状をも
つ押出ダイが使用される場合に放射対称となる。押出スキンを形成する材料およびコアを
形成する材料は通常、その形態により区別されるが、好ましくはその組成によっては区別
されず、詳細には構成要素（Ａ）、（Ｃ）、任意には（Ｂ）および／または（Ｄ）の相対
的含有量によっては区別されない。
【０４２６】
　通常は、押出スキンは、押出ダイにどの幾何形状が選択されたかとは無関係に、一部品
のカラーのように押出物のシェル全体を被覆する。したがって、押出物は、円形、楕円形
またはその他の断面をとってよい。
【０４２７】
　押出スキンは好ましくは、単位厚みにより特徴づけされる。好ましくは、押出スキンの
厚みは、０．１～０．４ｍｍ、より好ましくは０．１５～３．５ｍｍ、なお一層好ましく
は０．２～３．０ｍｍ、最も好ましくは０．２～２．５ｍｍそして詳細には０．２～２．
０ｍｍの範囲内にある。好ましい実施形態において、相対する両側の面の和としての押出
スキンの厚みは、押出物の直径の０．５～５０％、より好ましくは１．０～４０％、さら
に一層好ましくは１．５～３５％、最も好ましくは２．０～３０％そして詳細には２．５
～２５％である。
【０４２８】
　本発明に係る医薬投薬形が、上述の通りの押出スキンを有する中間体を導く押出プロセ
スを用いて調製される場合、そこから得られる医薬投薬形は好ましくは同様に、特定の形
態によって特徴づけされる。
【０４２９】
　好ましい実施形態において、押出された中間体の中で押出スキンを形成する領域はなお
、医薬投薬形の断面内で裸眼で、任意には顕微鏡を用いて見える。これは、通常は押出物
を特に個片化および／または成形によってさらに加工しても、押出スキンを形成する材料
およびコアを形成する材料の異なる性質ひいては異なる光学特性も維持されるためである
。以下では、押出された中間体をさらに加工する間に押出スキンから出現した医薬投薬形
の領域を「スキン領域」と記す。
【０４３０】
　好ましくは、本発明に係る医薬投薬形はスキン領域とその中にあるコアを含む。好まし
くはスキン領域は継ぎ目無しの形でコアと連結される。好ましくは、スキン領域ならびに
コアは実質的に同じ化学的組成、すなわち構成要素、（Ａ）、（Ｃ）、任意には（Ｂ）お
よび／または（Ｄ）の実質的に同じ相対的含有量を有する。スキン領域を形成する材料は
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、コアを形成する材料とは異なる形態を有する。通常は、この異なる形態は同様に、異な
る光学特性の観点からも表現され、したがってスキン領域およびコアは医薬投薬形の断面
内で裸眼で見ることができる。
【０４３１】
　医薬投薬形が例えばフィルムコーティングなどによってコーティングされている場合、
スキン領域は、フィルムコーティングとコアの間にある。
【０４３２】
　本発明に係る医薬投薬形は、押出スキンを含む押出物（中間体）から異なる要領で得ら
れてよいことから、スキン領域は、本発明に係る医薬投薬形の内部で異なる配置および拡
がりをとってもよい。しかしながら全ての配置は、スキン領域が部分的にコアの表面を被
覆するものの通常はその表面全体を被覆しないという共通点をもつ。好ましくは、コアの
２つの相対する表面は、スキン領域により被覆されていないかまたは少なくとも完全には
被覆されていない。換言すると、好ましくは、スキン領域は相対する側に２つの開口部／
ブランクを有する。
【０４３３】
スキン領域の厚みは、均一であってよい。しかしながら、加工の間に、すなわち押出物の
後続する成形（例えばプレス成形）に起因して、押出しスキンのさまざまな区分が異なる
形で膨張または圧縮され、こうして医薬投薬形内部のスキン領域の厚みの変動が導かれる
可能性もある。
【０４３４】
　好ましくは、スキン領域の厚みは０．１～４．０ｍｍ、より好ましくは０．１５～３．
５ｍｍ、なお一層好ましくは０．２～３．０ｍｍ、最も好ましくは０．２～２．５ｍｍそ
して詳細には０．２～２．０ｍｍの範囲内にある。
【０４３５】
　本発明に係るプロセスには、好ましくは遊星歯車押出機または２軸スクリュー押出機を
用いた構成要素（Ａ）、（Ｃ）、任意には（Ｂ）および／または（Ｄ）の混合物の押出が
関与することが好ましい。押出後、押出物は好ましくは個片化され、成形され、任意には
コーティングされて最終的な医薬投薬形を提供する。
【０４３６】
　本発明に係るプロセスの好ましい実施形態において、成形は、構成要素（Ａ）、（Ｃ）
、任意には（Ｂ）および／または（Ｄ）の混合物が可塑化された状態で実施される。意外
にも、或る種のポリマー（Ｃ）、詳細には高分子量のポリエチレンオキシドの押出が、或
る種の記憶効果を示す中間体を生み出すということが分かっている。すなわち、個片化さ
れた押出物が周囲温度で例えばプレス成形により成形される場合、応力を受けた保管条件
下での保管の後にその原初の外部形状を回復させる傾向をもつ医薬投薬形が得られる。す
なわち、これらの医薬投薬形は、成形前のその形に復帰する。
【０４３７】
　応力を受けた条件下、例えば４０℃／７５％ＲＨでの保管後の医薬投薬形の形状は、そ
の他の理由でも不安定である可能性がある。
【０４３８】
　前記記憶効果は、その外部形状を回復させることで医薬投薬形の複数の特性が変わるこ
とから、医薬投薬形の貯蔵安定性を著しく低下させる。同じことは、その他の理由での外
部形状のあらゆる変化にもあてはまる。
【０４３９】
　例えば、押出条件に応じて、ストランドの著しい膨張が発生しこうして押出物の体積の
増加、すなわちその密度の低下が結果としてもたらされるかもしれないことがわかった。
前記膨張は、充分な圧力で個片化された押出物をその後プレス成形することによって補償
され得るが、それは、これらの条件下で材料の膨張が逆転し得るからである。
【０４４０】
　ただし、プレス成形が周囲温度で実施された場合、圧縮された押出物の記憶効果により
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この押出物は保管後に膨潤膨張して医薬投薬形の体積を著しく増大させる。
【０４４１】
　意外にも、このような記憶効果は、個片化された押出物の成形がより高温で行なわれる
場合、すなわち構成要素（Ａ）、（Ｃ）任意には（Ｂ）および／または（Ｄ）の混合物の
可塑化状態で実施される場合に、抑制されるかもしれないということが分かっている。好
ましくは、成形は、少なくとも１ｋＮ、より好ましくは２ｋＮ～５０ｋＮの範囲内の圧力
で、例えば錠剤プレスを用いて実施される。好ましくは、成形は、約４０℃、より好まし
くは約３０℃、そして詳細には約２５℃だけ構成要素（Ａ）、（Ｃ）任意には（Ｂ）およ
び／または（Ｄ）の混合物の溶融範囲よりも低い温度で実施される。所与の混合物の溶融
範囲は、従来の方法、好ましくはＤＳＣによって決定されてよい（例えばＤＳＣ２９２０
型（ＴＡ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ，　Ｎｅｗ　Ｃａｓｔｌｅ）および１５０ｍｌ／分の
流量のパージガスとしての超高純度窒素；非密閉アルミ製鍋内に封入した試料重量約１０
～２０ｍｇ；温度上昇速度１０℃／分を使用）。
【０４４２】
　好ましい実施形態において、本発明に係る医薬投薬形の外部形状は、好ましくは開放し
た容器内で４０℃、および７５％ＲＨで少なくとも１２時間、好ましくは少なくとも２４
時間保管される場合、実質的に変化しない。
【０４４３】
　好ましい実施形態において、本発明に係る医薬投薬形の体積は、構成要素（Ａ）、（Ｃ
）任意には（Ｂ）および／または（Ｄ）の混合物の溶融範囲よりも２０℃低い温度、任意
には４０℃の温度で７５％ＲＨで、少なくとも１２時間、好ましくは少なくとも２４時間
保管された場合、２０％または１７．５％以下、より好ましくは１５％または１２．５％
以下、なお一層好ましくは１０％または７．５％以下、最も好ましくは６．０％、５．０
％又は４．０％以下そして詳細には３．０％、２．０％または１．０％以下だけ増大する
。
【０４４４】
　本発明のさらなる態様は、本発明に係る医薬投薬形および脱酸素剤を含む包装に関する
。適切な包装としては、ブリスタ包装およびボトル例えばガラスびんまたは熱可塑性ポリ
マーで作られたボトルが含まれる。
【０４４５】
　脱酸素剤および医薬包装におけるその利用は、当業者にとって公知である。好ましい実
施形態において、脱酸素剤は、金属触媒酸化可能な有機ポリマーおよび酸化防止剤からな
る群から選択される。意外にも、医薬投薬形の貯蔵安定性は、包装内の雰囲気の酸素含有
量を低く保った場合に増加し得るということが分かっている。医薬投薬形の包装方法およ
び適切な脱酸素剤の利用は、当業者にとって公知である。この点に関しては、非特許文献
２１、非特許文献２２および非特許文献２３を参照することが可能である。
【０４４６】
　本発明に係る医薬投薬形はさまざまな誤用、詳細には、
－　偶発的誤用；
－　遊びでの誤用；
－　熟達した薬物誤用、
を回避するのに適している。
【０４４７】
　本発明のさらなる態様は、痛みの治療のために上述された通りの医薬投薬形を製造する
ためのオピオイドの使用に関する。
【０４４８】
　本発明のさらなる態様は、中に含まれる薬理学的に有効な化合物（Ａ）の乱用を回避ま
たは妨げるための上述の通りの医薬投薬形の使用に関する。
【０４４９】
　本発明のさらなる態様は、中に含まれる薬理学的に有効な化合物（Ａ）の意図的ではな
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い過剰摂取を回避または妨げるための上述の通りの医薬投薬形の使用に関する。
【０４５０】
　この点に関して、本発明は同様に、１つの障害の予防および／または治療のための本発
明に係る医薬投薬形の製造を目的とする、上述の通りの薬理学的に有効な化合物（Ａ）お
よび／または上述の通りの合成または天然のポリマー（Ｃ）の使用にも関し、これにより
詳細には機械的作用による医薬投薬形の細砕に起因する薬理学的に有効な化合物（Ａ）の
過剰摂取が予防される。
【０４５１】
　さらに、本発明は、本発明に係る医薬投薬形の投与を含む１つの障害の予防および／ま
たは治療のための方法に関し、これにより詳細には機械的作用による医薬投薬形の細砕に
よる薬理学的に有効な化合物（Ａ）の過剰摂取が予防される。好ましくは、機械的作用は
、咀嚼、乳鉢内での粉砕、強打および従来の医薬投薬形を粉状化するための器具の使用か
らなる群から選択される。
【０４５２】
　本発明に係る好ましい実施形態ｅｍｂ－１～ｅｍｂ－８１について以下で表示する：
ｅｍｂ－１．　少なくとも１つの薬学的に活性な成分（薬理学的に有効な化合物）を含み
、かつ長手方向軸と２つの相対する長手方向縁端、長手方向軸に対し垂直な横方向軸と２
つの相対する横方向縁端、正面側、反対側の裏面側および前記正面側および裏面側の間の
円周方向周縁を含む形状を有し；正面側および／または裏面側が基礎部域を含み、正面側
および／または裏面側が、前記基礎部域から上に延在する少なくとも１つの隆起を含み、
前記少なくとも１つの隆起が一方または両方の長手方向縁端の少なくとも一区分におよび
／またはそれに隣接して、および／または一方または両方の横方向縁端の少なくとも一区
分におよび／またはそれに隣接して、および／または両方の長手方向縁端および両方の横
方向縁端の間に存在している、好ましくは錠剤である医薬投薬形。
【０４５３】
ｅｍｂ－２．　長円形状を有する錠剤であるｅｍｂ－１に記載の医薬投薬形。
【０４５４】
ｅｍｂ－３．　正面側および裏面側が各々、少なくとも両方の長手方向縁端にあるおよび
／またはそれに隣接する一区分に沿って、および／または少なくとも両方の横方向縁端に
あるおよび／またはそれに隣接する一区分に沿って、少なくとも１つの隆起を含む、ｅｍ
ｂ－１または２に記載の医薬投薬形。
【０４５５】
ｅｍｂ－４．　前記正面側および前記裏面側が、少なくとも本質的に連続した隆起を、両
方の相対する長手方向縁端の少なくとも３分の２におよび／またはそれに隣接して含んで
いる、ｅｍｂ－１～３のいずれかに記載の医薬投薬形。
【０４５６】
ｅｍｂ－５．　一方または両方の長手方向縁端がその長さの少なくとも大部分にわたり本
質的に直線でありかつ／または、一方または両方の横方向縁端がその縁端の大部分にわた
り湾曲している、ｅｍｂ－１～４のいずれかに記載の医薬投薬形。
【０４５７】
ｅｍｂ－６．　正面側および／または裏面側が、医薬投薬形の正面側および／または裏面
側の円周方向縁端におよび／またはこれに隣接して本質的に円周方向の隆起を含む、ｅｍ
ｂ－１～５のいずれかに記載の医薬投薬形。
【０４５８】
ｅｍｂ－７．　医薬投薬形がその長円形態において、正面側の、相対する両方の長手方向
縁端の主要部分におよび／またはそれに隣接して、詳細には前記長手方向縁端の少なくと
も３分の２に沿って少なくとも１つの隆起を含むか、またはその長円形態において、医薬
投薬形の正面側および裏面側両方の、相対する両方の長手方向縁端の主要部分におよび／
またはそれに隣接して、詳細には少なくともその前記長手方向縁端の３分の２に沿って少
なくとも１つの隆起を含むか、または、その長円形態において、医薬投薬形の正面側の円
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周方向縁端におよび／またはそれに隣接して円周方向隆起を含むか、または、その長円形
態において医薬投薬形の正面側および裏面側の両方の円周方向縁端におよび／またはそれ
に隣接して円周方向隆起を含む、ｅｍｂ－１～６のいずれかに記載の医薬投薬形。
【０４５９】
ｅｍｂ－８．　医薬投薬形がその長円形態において、正面側の、相対する両方の長手方向
縁端の主要部分に、詳細には前記長手方向縁端の少なくとも３分の２に沿って少なくとも
１つの隆起を含むか、またはその長円形態において、医薬投薬形の正面側および裏面側両
方の、相対する両方の長手方向縁端の主要部分に、詳細には少なくともその前記長手方向
縁端の３分の２に沿って少なくとも１つの隆起を含むか、または、その長円形態において
、医薬投薬形の正面側の円周方向縁端に円周方向隆起を含むか、または、その長円形態に
おいて医薬投薬形の正面側および裏面側の両方の円周方向縁端に円周方向隆起を含む、ｅ
ｍｂ－７に記載の医薬投薬形。
【０４６０】
ｅｍｂ－９．　医薬投薬形がその長円形態において、正面側の、相対する両方の長手方向
縁端の主要部分に隣接して、詳細には前記長手方向縁端の少なくとも３分の２に沿って少
なくとも１つの隆起を含むか、またはその長円形態において、医薬投薬形の正面側および
裏面側両方の、相対する両方の長手方向縁端の主要部分に隣接して、詳細には少なくとも
その前記長手方向縁端の３分の２に沿って少なくとも１つの隆起を含むか、または、その
長円形態において、医薬投薬形の正面側の円周方向縁端に隣接して円周方向隆起を含むか
、または、その長円形態において医薬投薬形の正面側および裏面側の両方の円周方向縁端
に隣接して円周方向隆起を含む、ｅｍｂ－７または８に記載の医薬投薬形。
【０４６１】
ｅｍｂ－１０．　その長円形態において、医薬投薬形の正面側および裏面側の両方の円周
方向縁端に隣接して円周方向隆起を含む、ｅｍｂ－７～９のいずれかに記載の医薬投薬形
。
【０４６２】
ｅｍｂ－１１．　正面側および／または裏面側、詳細には正面側の基礎部域および／また
は裏面側の基礎部域が、正面側および／または裏面側上の少なくとも１つの隆起に加えて
、少なくとも１つのインデンテーションを、詳細には相対する長手方向および／または横
方向の隆起の間に含む、ｅｍｂ－１～１０のいずれかに記載の医薬投薬形。
【０４６３】
ｅｍｂ－１２．　正面側および裏面側が少なくとも１つのインデンテーションを含む、ｅ
ｍｂ－１１に記載の医薬投薬形。
【０４６４】
ｅｍｂ－１３．　正面側および裏面側内の１つおよび複数のインデンテーションが少なく
とも一度、少なくとも部分的にオフセットされている、ｅｍｂ－１２に記載の医薬投薬形
。
【０４６５】
ｅｍｂ－１４．　正面側の全てのインデンテーションおよび裏面側の全てのインデンテー
ションが少なくとも部分的にオフセットされている、ｅｍｂ－１２または１３に記載の医
薬投薬形。
【０４６６】
ｅｍｂ－１５．　正面側の少なくとも１つのインデンテーションおよび裏面側の少なくと
も１つのインデンテーションが合同な形で位置づけされている、ｅｍｂ－１２に記載の医
薬投薬形。
【０４６７】
ｅｍｂ－１６．　正面側の全てのインデンテーションおよび裏面側の全てのインデンテー
ションが合同な形で位置づけされている、ｅｍｂ－１５に記載の医薬投薬形。
【０４６８】
ｅｍｂ－１７．　インデンテーションが円筒または立法体様または直平行六面体様の形状
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、または半球の形状を有する、ｅｍｂ－１１～１６のいずれかに記載の医薬投薬形。
【０４６９】
ｅｍｂ－１８．　１つ以上の親水性ポリマーを含む、ｅｍｂ１～１７のいずれかに記載の
医薬投薬形。
【０４７０】
ｅｍｂ－１９．　１つ以上の親水性ポリマーがヒドロキシルプロピルメチルセルロースお
よび／またはヒドロキシプロピルセルロースである、ｅｍｂ－１８に記載の医薬投薬形。
【０４７１】
　ｅｍｂ－２０．　アルファ化デンプンをさらに含む、ｅｍｂ－１８または１９に記載の
医薬投薬形。
【０４７２】
ｅｍｂ－２１．　詳細には長円の医薬投薬形の長手方向長さが３０ｍｍを超えない、ｅｍ
ｂ－１～２０のいずれかに記載の医薬投薬形。
【０４７３】
ｅｍｂ－２２．　正面側および裏面側の基礎部域全体にわたって有する平均厚みが、少な
くとも約１ｍｍ、そして詳細には約６ｍｍ以下である、ｅｍｂ－１～２１のいずれかに記
載の医薬投薬形。
【０４７４】
ｅｍｂ－２３．　隆起が、正面側の基礎部域からおよび／または裏面側の基礎部域から垂
直に平均して約０．５ｍｍから約２ｍｍ延在している、ｅｍｂ－１～２２のいずれかに記
載の医薬投薬形。
【０４７５】
ｅｍｂ－２４．　約５ｍｍ～約３０ｍｍの範囲内、詳細には約１５ｍｍ～約２５ｍｍの範
囲内の長手方向の長さ、約５ｍｍ～約１５ｍｍ、詳細には約７ｍｍ～約１２ｍｍの範囲内
の幅、および約１ｍｍ～約６ｍｍの範囲内、詳細には約２ｍｍ～約４ｍｍの範囲内の基礎
部域全体にわたる厚みを有する、ｅｍｂ－１～２３のいずれかに記載の医薬投薬形。
【０４７６】
ｅｍｂ－２５．　少なくとも部分的なコーティングをさらに含む、ｅｍｂ－１～２４のい
ずれかに記載の医薬投薬形。
【０４７７】
ｅｍｂ－２６．　乱用の可能性ある少なくとも１つの薬学的に活性な成分（薬理学的に有
効な化合物）を含み、かつ長手方向軸と２つの相対する長手方向縁端、長手方向軸に対し
垂直な横方向軸と２つの相対する横方向縁端、正面側、反対側の裏面側および前記正面側
および裏面側の間の円周方向周縁を含む形状を有し；正面側および／または裏面側が基礎
部域を含み、正面側および／または裏面側が、前記基礎部域から上に延在する少なくとも
１つの隆起を含み；前記少なくとも１つの隆起が一方または両方の長手方向縁端の少なく
とも一区分におよび／またはそれに隣接して、および／または一方または両方の横方向縁
端の少なくとも一区分におよび／またはそれに隣接して、および／または両方の長手方向
縁端および両方の横方向縁端の間に存在している、経口剤形として医薬的に応用するため
の遅延放出プロフィールを有する不正改変防止性医薬投薬形。
【０４７８】
ｅｍｂ－２７．　長円形状を有する錠剤であるｅｍｂ－２６に記載の医薬投薬形。
【０４７９】
ｅｍｂ－２８．　正面側および裏面側が各々、少なくとも両方の長手方向縁端にあるおよ
び／またはそれに隣接する一区分に沿って、少なくともおよび／または両方の横方向縁端
にあるおよび／またはそれに隣接する一区分に沿って、少なくとも１つの隆起を含む、ｅ
ｍｂ－２６または２７に記載の医薬投薬形。
【０４８０】
ｅｍｂ－２９．　前記正面側および前記裏面側が、少なくとも本質的に連続した隆起を、
両方の相対する長手方向縁端の少なくとも３分の２におよび／またはそれに隣接して含ん
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でいる、ｅｍｂ－２６～２８のいずれかに記載の医薬投薬形。
【０４８１】
ｅｍｂ－３０．　一方または両方の長手方向縁端がその長さの少なくとも大部分にわたり
本質的に直線でありかつ／または、一方または両方の横方向縁端がその縁端の大部分にわ
たり湾曲している、ｅｍｂ－２６～２９のいずれかに記載の医薬投薬形。
【０４８２】
ｅｍｂ－３１．　正面側および／または裏面側が、医薬投薬形の正面側および／または裏
面側の円周方向縁端におよび／またはこれに隣接して本質的に円周方向の隆起を含む、ｅ
ｍｂ－２６～３０のいずれかに記載の医薬投薬形。
【０４８３】
ｅｍｂ－３２．　医薬投薬形がその長円形態において、正面側の、相対する両方の長手方
向縁端の主要部分におよび／またはそれに隣接して、詳細には前記長手方向縁端の少なく
とも３分の２に沿って少なくとも１つの隆起を含むか、またはその長円形態において、医
薬投薬形の正面側および裏面側両方の、相対する両方の長手方向縁端の主要部分におよび
／またはそれに隣接して、詳細には少なくともその前記長手方向縁端の３分の２に沿って
少なくとも１つの隆起を含むか、または、その長円形態において、医薬投薬形の正面側の
円周方向縁端におよび／またはそれに隣接して円周方向隆起を含むか、または、その長円
形態において医薬投薬形の正面側および裏面側の両方の円周方向縁端におよび／またはそ
れに隣接して円周方向隆起を含む、ｅｍｂ－２６～３０のいずれかに記載の医薬投薬形。
【０４８４】
ｅｍｂ－３３．　医薬投薬形がその長円形態において、正面側の、相対する両方の長手方
向縁端の主要部分に、詳細には前記長手方向縁端の少なくとも３分の２に沿って少なくと
も１つの隆起を含むか、またはその長円形態において、医薬投薬形の正面側および裏面側
両方の、相対する両方の長手方向縁端の主要部分に、詳細には少なくともその前記長手方
向縁端の３分の２に沿って少なくとも１つの隆起を含むか、または、その長円形態におい
て、医薬投薬形の正面側の円周方向縁端に円周方向隆起を含むか、または、その長円形態
において医薬投薬形の正面側および裏面側の両方の円周方向縁端に円周方向隆起を含む、
ｅｍｂ－３２に記載の医薬投薬形。
【０４８５】
ｅｍｂ－３４．　医薬投薬形がその長円形態において、正面側の、相対する両方の長手方
向縁端の主要部分に隣接して、詳細には前記長手方向縁端の少なくとも３分の２に沿って
少なくとも１つの隆起を含むか、またはその長円形態において、医薬投薬形の正面側およ
び裏面側両方の、相対する両方の長手方向縁端の主要部分に隣接して、詳細には少なくと
もその前記長手方向縁端の３分の２に沿って少なくとも１つの隆起を含むか、または、そ
の長円形態において、医薬投薬形の正面側の円周方向縁端に隣接して円周方向隆起を含む
か、または、その長円形態において医薬投薬形の正面側および裏面側の両方の円周方向縁
端に隣接して円周方向隆起を含む、ｅｍｂ－３２に記載の医薬投薬形。
【０４８６】
ｅｍｂ－３５．　その長円形態において、医薬投薬形の正面側および裏面側の両方の円周
方向縁端に隣接して円周方向隆起を含む、ｅｍｂ－３２に記載の医薬投薬形。
【０４８７】
ｅｍｂ－３６．　正面側および／または裏面側、詳細には正面側の基礎部域および／また
は裏面側の基礎部域が、正面側および／または裏面側上の少なくとも１つの隆起に加えて
、少なくとも１つのインデンテーションを、詳細には相対する長手方向および／または横
方向の隆起の間に含む、ｅｍｂ－２６～３５のいずれかに記載の医薬投薬形。
【０４８８】
ｅｍｂ－３７．　正面側および裏面側が少なくとも１つのインデンテーションを含む、ｅ
ｍｂ－３６に記載の医薬投薬形。
【０４８９】
ｅｍｂ－３８．　正面側および裏面側内の１つおよび複数のインデンテーションが少なく



(85) JP 5774853 B2 2015.9.9

10

20

30

40

50

とも一度、少なくとも部分的にオフセットされている、ｅｍｂ－３７に記載の医薬投薬形
。
【０４９０】
ｅｍｂ－３９．　正面側の全てのインデンテーションおよび裏面側の全てのインデンテー
ションが少なくとも部分的にオフセットされている、ｅｍｂ－３７または３８に記載の医
薬投薬形。
【０４９１】
ｅｍｂ－４０．　正面側の少なくとも１つのインデンテーションおよび裏面側の少なくと
も１つのインデンテーションが合同な形で位置づけされている、ｅｍｂ－３６に記載の医
薬投薬形。
【０４９２】
ｅｍｂ－４１．　正面側の全てのインデンテーションおよび裏面側の全てのインデンテー
ションが合同な形で位置づけされている、ｅｍｂ－４０に記載の医薬投薬形。
【０４９３】
ｅｍｂ－４２．　インデンテーションが円筒または立法体様または直平行六面体様の形状
、または半球の形状を有する、ｅｍｂ－３６～４１のいずれかに記載の医薬投薬形。
【０４９４】
ｅｍｂ－４３．　ポリアルキレンオキシドを含む、ｅｍｂ－２６～４２のいずれかに記載
の医薬投薬形。
【０４９５】
ｅｍｂ－４４．　少なくとも１つのセルロースエーテル誘導体を含む、ｅｍｂ－２６～４
３のいずれかに記載の医薬投薬形。
【０４９６】
ｅｍｂ－４５．　セルロースエーテル誘導体がＨＰＭＣである、ｅｍｂ－４４に記載の医
薬投薬形。
【０４９７】
ｅｍｂ－４６．　ポリアルキレンオキシドがポリエチレンオキシドである、ｅｍｂ－４３
～４５のいずれかに記載の医薬投薬形。
【０４９８】
ｅｍｂ－４７．　ポリエチレンオキシドが約２，０００，０００～約７，０００，０００
の範囲内の分子量を有する、ｅｍｂ－４６に記載の医薬投薬形。
【０４９９】
ｅｍｂ－４８．　医薬投薬形がポリアルキレングリコールをさらに含む、ｅｍｂ－２６～
４７のいずれかに記載の医薬投薬形。
【０５００】
ｅｍｂ－４９．　ポリアルキレングリコールがポリエチレングリコールである、ｅｍｂ－
４８に記載の医薬投薬形。
【０５０１】
ｅｍｂ－５０．　乱用の可能性ある薬学的に活性な成分（薬理学的に有効な化合物）が痛
み止め薬、詳細にはオピオイドまたはオピオイド誘導体である、ｅｍｂ－２６～４９のい
ずれかに記載の医薬投薬形。
【０５０２】
ｅｍｂ－５１．　薬学的に活性な成分（薬理学的に有効な化合物）がタペンタドールであ
る、ｅｍｂ－５０に記載の医薬投薬形。
【０５０３】
ｅｍｂ－５２．　少なくとも１つの乱用の可能性ある薬学的に活性な成分（薬理学的に有
効な化合物）、詳細には鎮痛性化合物；少なくとも１つのポリ（アルキレンオキシド）、
詳細にはポリ（エチレン）オキシド；少なくとも１つのセルロースエーテル誘導体、詳細
にはヒドロキシプロピルメチルセルロース（ＨＰＭＣ）；および少なくとも１つのポリア
ルキレングリコール、詳細にはポリエチレングリコールおよび任意には添加剤を含む、ｅ
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ｍｂ－２６～５１のいずれかに記載の医薬投薬形。
【０５０４】
ｅｍｂ－５３．　乱用の可能性を有する有効成分が、少なくとも５重量パーセントの量で
存在し；ポリ（アルキレンオキシド）、詳細にはポリ（エチレンオキシド）が少なくとも
１５重量パーセントの量で存在し；セルロースエーテル誘導体詳細にはＨＰＭＣが少なく
とも５重量パーセントの量で存在し；ポリアルキレングリコール、詳細にはポリエチレン
グリコールが少なくとも５重量パーセントの量で存在する、ｅｍｂ－５２に記載の医薬投
薬形。
【０５０５】
ｅｍｂ－５４．　詳細には長円の医薬投薬形の長手方向長さが３０ｍｍを超えない、ｅｍ
ｂ－２６～５３のいずれかに記載の医薬投薬形。
【０５０６】
ｅｍｂ－５５．　正面側および裏面側の基礎部域全体にわたって有する平均厚みが、少な
くとも約１ｍｍ、そして詳細には約６ｍｍ以下である、ｅｍｂ－２６～５４いずれかに記
載の医薬投薬形。
【０５０７】
ｅｍｂ－５６．　隆起が、正面側の基礎部域からおよび／または裏面側の基礎部域から垂
直に平均して約０．５ｍｍから約２ｍｍ延在している、ｅｍｂ－２６～５５のいずれかに
記載の医薬投薬形。
【０５０８】
ｅｍｂ－５７．　約５ｍｍ～約３０ｍｍの範囲内、詳細には約１５ｍｍ～約２５ｍｍの範
囲内の長手方向の長さ、約５ｍｍ～約１５ｍｍ、詳細には約７ｍｍ～約１２ｍｍの範囲内
の幅、および約１ｍｍ～約６ｍｍの範囲内、詳細には約２ｍｍ～約４ｍｍの範囲内の基礎
部域全体にわたる厚みを有する、ｅｍｂ－２６～５６のいずれかに記載の医薬投薬形。
【０５０９】
ｅｍｂ－５８．　前記医薬投薬形が、詳細には押出モノリシック塊で形成されたモノリス
である、ｅｍｂ－２６～５７のいずれかに記載の医薬投薬形。
【０５１０】
ｅｍｂ－５９．　溶融押出により得られたモノリシック塊からダイおよびパンチを用いた
圧縮を介して調製された、ｅｍｂ－２６～５８のいずれかに記載の医薬投薬形。
【０５１１】
ｅｍｂ－６０．　周囲温度を示す溶融押出モノリシック塊を圧縮することにより得られた
、ｅｍｂ－５８または５９に記載の医薬投薬形。
【０５１２】
ｅｍｂ－６１．　押出モノリシック塊が圧縮に先立ち切断されている、ｅｍｂ－５８～６
０のいずれかに記載の医薬投薬形。
【０５１３】
ｅｍｂ－６２．　溶融押出が２軸スクリュー押出機を用いて実施されている、ｅｍｂ－５
８～６１のいずれかに記載の医薬投薬形。
【０５１４】
ｅｍｂ－６３．　少なくとも部分的なコーティングをさらに含む、ｅｍｂ－１～６２のい
ずれかに記載の医薬投薬形。
【０５１５】
ｅｍｂ－６４．　中に含まれている薬理学的に有効な化合物（Ａ）の制御放出を伴う医薬
投薬形において、拡張方向Ｅ１に少なくとも５００Ｎの破壊強度Ｂ１を有し、拡張方向Ｅ

２に５００Ｎ未満の破壊強度Ｂ２を有する医薬投薬形。
【０５１６】
ｅｍｂ－６５．　Ｅ１がＥ２に対し直交する、ｅｍｂ－６４に記載の医薬投薬形。
【０５１７】
ｅｍｂ－６６．　Ｅ２が医薬投薬形の主拡張方向である、ｅｍｂ－６４または６５に記載
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の医薬投薬形。
【０５１８】
ｅｍｂ－６７．　拡張方向Ｅ２にＢ２より高い力を加えた場合に断片を提供し、次に前記
断片はその拡張方向のいずれおいても少なくとも５００Ｎの破壊強度を有する、ｅｍｂ－
６４～６６のいずれかに記載の医薬投薬形。
【０５１９】
ｅｍｂ－６８．　各断片の体積が医薬投薬形の体積の少なくとも５％である、ｅｍｂ－６
７に記載の医薬投薬形。
【０５２０】
ｅｍｂ－６９．　医薬投薬形のｍｍ２単位の合計表面積Ｓが、
【数５】

（式中、
　Ａが４．５であり
　Ｗはｍｇ単位の医薬投薬形の合計重量である）
という必要条件を満たす、ｅｍｂ－６４～６８のいずれかに記載の医薬投薬形。
【０５２１】
ｅｍｂ－７０．　Ａが６．２である、ｅｍｂ－６９に記載の医薬投薬形。
【０５２２】
ｅｍｂ－７１．　拡張方向Ｅ２に力を加えた場合に変形し、力の量が破壊強度Ｂ２に達し
た時点で、変形によってけん引力がもたらされ、このけん引力により剤形が破壊されるよ
うになっている、ｅｍｂ－６４～７０のいずれかに記載の医薬投薬形。
【０５２３】
ｅｍｂ－７２．　試験管内条件下で、医薬投薬形中に当初含まれていた薬理学的に有効な
化合物（Ａ）を、
０．５時間後に、１．０～３５重量％、
１時間後に、５．０～４５重量％、
２時間後に、１０～６０重量％、
４時間後に、少なくとも１５重量％、
６時間後に、少なくとも２０重量％、
８時間後に、少なくとも２５重量％、および
１２時間後に、少なくとも３０重量％、
放出した、ｅｍｂ－６４～７１のいずれかに記載の医薬投薬形。
【０５２４】
ｅｍｂ－７３．　その主要な拡張方向を中心として半径方向に対称ではない、ｅｍｂ－６
４～７２のいずれかに記載の医薬投薬形。
【０５２５】
ｅｍｂ－７４．　剤形の主要拡張部域に対して直交する剤形の最大拡張が、この主要拡張
部域に対し平行な剤形の質量中心から間隔どりされている、ｅｍｂ－６４～７３にいずれ
かに記載の医薬投薬形。
【０５２６】
ｅｍｂ－７５．　その表面の一部分が凸状であり、その表面の別の部分が凹状である、ｅ
ｍｂ－６４～７４のいずれかに記載の医薬投薬形。
【０５２７】
　ｅｍｂ－７６．　少なくとも１００，０００ｇｍｏｌ－１の重量平均分子量を有するポ
リマー（Ｃ）を含む、ｅｍｂ－６４～７５のいずれかに記載の医薬投薬形。
【０５２８】
　ｅｍｂ－７７．　ポリマー（Ｃ）がポリアルキレンオキシドを含む、ｅｍｂ－７６に記
載の医薬投薬形。
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【０５２９】
ｅｍｂ－７８．
－　医薬投薬形の表面の一部分が凸状であり、その表面の別の部分が凹状であり；かつ
－　薬理学的に有効な化合物（Ａ）が向精神作用性物質であり；かつ
－　薬理学的に有効な化合物（Ａ）の含有量が、剤形の合計重量に基づいて少なくとも０
．５重量％であり；かつ
－ポリマー（Ｃ）が少なくとも２００，０００ｇ／ｍｏｌの重量平均分子量を有するポリ
アルキレンオキシドであり；かつ
－　ポリマー（Ｃ）の含有量が、剤形の合計重量に基づいて少なくとも１５重量％であり
；かつ
－　薬理学的に有効な化合物（Ａ）がポリマー（Ｃ）中に包埋されており；かつ
－　医薬投薬形が一日一回または一日二回の経口投与向けに適合されており；かつ
－　医薬投薬形が熱成形されている、
ｅｍｂ－６４～７７のいずれかに記載の医薬投薬形。
【０５３０】
ｅｍｂ－７９．　即時放出または遅延放出経口剤形としての、ｅｍｂ－１～２５のいずれ
かに記載の医薬投薬形の使用。
【０５３１】
ｅｍｂ－８０．　不正改変防止性または耐破壊性の遅延放出経口剤形としての、ｅｍｂ－
２６～７８のいずれかに記載の医薬投薬形の使用。
【０５３２】
ｅｍｂ－８１．　治療を必要とする患者における痛みの治療方法において、治療用として
有効量のｅｍｂ－１～７８のいずれかに記載の医薬投薬形を前記患者に投与するステップ
を含み、薬学的に活性な成分、乱用対象の薬学的に活性な成分および薬理学的に有効な化
合物（Ａ）が複数の鎮痛剤からなる群から選択される方法。
【０５３３】
　以下では、実施例を参照しながら本発明について説明する。これらの説明は、単に一例
として示されており、本発明の全体的概念および範囲を限定するものではない。
【実施例】
【０５３４】
　実施例１：
　調合例
Ａ．遅延放出製剤の調合例
　有効成分（１つまたは複数）　　　　　　　　　　０．０１－５０％（ｗ／ｗ）
　粘性親水性ポリマー（１つまたは複数）　　　　　０．０１－８０％（ｗ／ｗ）
　アルファ化デンプン　　　　　　　　　　　　　　５－８０％（ｗ／ｗ）
　薬学的に許容される製剤化剤　　　　　　　　　　１００％までの残量（ｗ／ｗ）
 
　有効成分（１つまたは複数）　　　　　　　　　　０．０１－５０％（ｗ／ｗ）
　ヒドロキシプロピルセルロースを含む
　粘性親水性ポリマー（１つまたは複数）　　　　　０．０１－８０％（ｗ／ｗ）
　アルファ化デンプン　　　　　　　　　　　　　　５－８０％（ｗ／ｗ）
　薬学的に許容される製剤化剤　　　　　　　　　　１００％までの残量（ｗ／ｗ）
 
　有効成分（１つまたは複数）　　　　　　　　　　０．０１－５０％（ｗ／ｗ）
　粘性親水性ポリマー（１つまたは複数）　　　　　０．０１－８０％（ｗ／ｗ）
　アルファ化デンプン　　　　　　　　　　　　　　５－１５％（ｗ／ｗ）
　薬学的に許容される製剤化剤　　　　　　　　　　１００％までの残量（ｗ／ｗ）
 
　有効成分（１つまたは複数）　　　　　　　　　　０．０１－５０％（ｗ／ｗ）



(89) JP 5774853 B2 2015.9.9

10

20

30

40

50

　ヒドロキシプロピルセルロースを含む
　粘性親水性ポリマー（１つまたは複数）　　　　　０．０１－８０％（ｗ／ｗ）
　アルファ化デンプン　　　　　　　　　　　　　　５－１５％（ｗ／ｗ）
　薬学的に許容される製剤化剤　　　　　　　　　　１００％までの残量（ｗ／ｗ）
 
　有効成分（１つまたは複数）　　　　　　　　　　０．０１－５０％（ｗ／ｗ）
　粘性親水性ポリマー（１つまたは複数）　　　　　０．０１－８０％（ｗ／ｗ）
　アルファ化デンプン　　　　　　　　　　　　　　５％（ｗ／ｗ）
　薬学的に許容される製剤化剤　　　　　　　　　　１００％までの残量（ｗ／ｗ）
 
　有効成分（１つまたは複数）　　　　　　　　　　０．０１－５０％（ｗ／ｗ）
　ヒドロキシプロピルセルロースを含む
　粘性親水性ポリマー（１つまたは複数）　　　　　０．０１－８０％（ｗ／ｗ）
　アルファ化デンプン　　　　　　　　　　　　　　５％（ｗ／ｗ）
　薬学的に許容される製剤化剤　　　　　　　　　　１００％までの残量（ｗ／ｗ）
 
　有効成分（１つまたは複数）　　　　　　　　　　０．０１－５０％（ｗ／ｗ）
　ヒドロキシプロピルセルロース　　　　　　　　　２５－６２％（ｗ／ｗ）
　ヒドロキシプロピルメチルセルロース　　　　　　０－１６％（ｗ／ｗ）
　アルファ化デンプン　　　　　　　　　　　　　　５－１５％（ｗ／ｗ）
　薬学的に許容される製剤化剤　　　　　　　　　　１００％までの残量（ｗ／ｗ）
【０５３５】
　上述の製剤は一般に、以下のプロセスにしたがって調製可能である：
（１．ａ）１つ以上の有効成分、アルファ化デンプン、１つ以上の粘性親水性ポリマーそ
して任意には薬学的に許容される製剤化剤の一部または全てを混合する；
（１．ｂ）（１．ａ）で調製した粉末混合物を圧密機中に通して、板材を生成する；
（１．ｃ）結果として得られる板材を破壊し篩がけして、顆粒を生成する；
（１．ｄ）結果として得られた顆粒を、好ましくは均質になるまで、薬学的に許容される
製剤化剤の全てまたは残りと任意に混合する。
【０５３６】
　有効成分が、水難溶性、わずかに水溶性、極くわずかに水溶性、事実上水不溶性または
水不溶性の薬剤、またはｐＨ依存性溶解度をもつ薬剤、詳細にはアルカリ性薬剤である場
合、この有効成分は、一実施形態において、上述の通りのシクロデキストリンまたはその
誘導体または別の水溶性ポリマーとの密な混合物として、制御放出製剤中に取込まれ得る
。前記の場合において、この制御放出製剤は、付加的な第１のステップすなわち、
（２．ａ）１つ以上の有効成分および水溶性ポリマーを密に混合する；
（２．ｂ）（２．ａ）で調製された密な混合物を、アルファ化デンプン、１つ以上の粘性
親水性ポリマー、および薬学的に許容される製剤化剤の一部または全てと混合する；
（２．ｃ）（２．ｂ）で調製した粉末混合物を圧密機の中に通して、板材を生成する；
（２．ｄ）結果として得られる板材を破壊し篩がけして、顆粒を生成させる；
（２．ｅ）結果として得られた顆粒を、好ましくは均質になるまで薬学的に許容される製
剤化剤の全てまたは残りと任意に混合する。
【０５３７】
　１つの実施形態において以上で記述した通りのプロセスによって得られた製剤を次に、
本発明の錠剤用に適合されたパンチおよびダイを伴う打錠機内で、上述のプロセスの結果
として得られた最終的配合物すなわち（１．ｄ）または（２．ｅ）でもたらされた配合物
を打錠することによって、本発明に係る錠剤の形に圧縮することができる。
【０５３８】
　上述のプロセスのステップ（１．ｂ）または（２．ｃ）で言及されている圧密機は、粉
末状の混合物を２つのローラーの間に通してこれに圧力を加える装置である。このように
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して、混合物は圧密され、シートまたは板材が形成される。圧密機は例えば、Ｐｏｌｙｇ
ｒａｎ　３Ｗ圧密機など、Ｇｅｒｔｅｉｓ（Ｊｏｎａ，　Ｓｗｉｓｓ）社から市販されて
いる。
【０５３９】
　制御放出製剤の上述の一般的調製経路は、例えば上述のもの以外の段階で或る種の成分
を添加することにより、当業者により修正されてよい。
【０５４０】
　圧密ステップが関与する上述の調製経路に対する代替案として、上述の混合物を直接的
圧縮を用いて打錠することもまた可能である。直接圧縮技術を使用する場合には、本発明
の所望の錠剤の形をしたダイまたはマトリクスに錠剤組成を有する粉末状混合物を充填し
、次に所望の錠剤用に適合されたパンチで押抜きする。この打錠方法がもつ利点は、それ
に必要なステップが比較的少ないということにある。直接圧縮打錠用の装置は、当業者に
とって公知である。これらの装置は、強制補給無くダイまたはマトリクスを充填するのに
混合物のレオロジー特性が適切でない場合に、強制補給システムを必要とする。
【０５４１】
　本発明に係る遅延放出製剤の実施例
シサプリド－（Ｌ）－タルトレート　　　　　　　５２．９２ｍｇ
ラクトース一水和物、２００メッシュ　　　　　　１４９．４３ｍｇ
ヒドロキシプロピルメチルセルロース２２０８　　７４．１ｍｇ
ヒドロキシプロピルセルロース　　　　　　　　　２２８．００ｍｇ
ドラム乾燥ワキシーコーンスターチ　　　　　　　２８．５ｍｇ
ステアリン酸マグネシウム　　　　　　　　　　　２．８５ｍｇ
コロイド質無水シリカ　　　　　　　　　　　　　５．７ｍｇ
タルク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２８．５ｍｇ
【０５４２】
　上述の粉末混合物の調製
　遊星ミキサー内でシサプリド－（Ｌ）－タルトレート、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、ドラム乾燥ワキシーコーンスターチ、ラクトー
ス充填材を混合し、その後乾式圧密機を用いて圧密する。圧密粉を破壊し、篩がけし、遊
星ミキサー内でコロイド無水シリカと混合する。ステアリン酸マグネシウムを添加し、混
合する。
【０５４３】
　その後上述の混合物を、本発明に係る錠剤の形に圧縮することができる。
【０５４４】
Ｂ．即時放出製剤用の調合例
　１００ｇの有効成分、５７０ｇのラクトースおよび２００ｇのデンプンの混合物を充分
に混合しその後、約２００ｍｇの水中の５ｇのドデシル硫酸ナトリウムおよび１０ｇのポ
リビニルピロリドン（Ｋｏｌｌｉｄｏｎ－Ｋ９０（登録商標））の溶液で加湿する。湿潤
粉末混合物を篩がけし、乾燥させ、再び篩がけする。その後、１００ｇの微結晶性セルロ
ース（Ａｖｉｃｅｌ（登録商標））および１５ｇの水素化植物油（Ｓｔｅｒｏｔｅｘ（登
録商標））を添加する。全体を充分混合する。
【０５４５】
　上述の混合物を次に本発明に係る錠剤へと圧縮し、各々１０ｍｇの有効成分を含む１０
，０００個の錠剤を得る。
【０５４６】
　実施例２：
　以下の組成物から医薬投薬形を製造した：
【０５４７】
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【表１１】

【０５４８】
　２９１．２０ｍｇのタペンタドールＨＣｌは、タペンタドール遊離塩基に２５０ｍｇに
対応する。
【０５４９】
　一般的手順：
　ポリエチレンオキシドを９０℃で溶融し、全量のα－トコフェロールを中に溶解させた
。その後、７０℃の温度で５分間、高速ミキサー内でタペンタドールおよびヒドロキシプ
ロピルメチルセルロース（ＨＰＭＣ）を混合した。ポリエチレンオキシドとα－トコフェ
ロールの溶融体を１０分以内に滴下により混合物に添加した。このようにして得た粒質体
をテーパー篩がけ機（ｔａｐｅｒ　ｓｉｅｖｉｎｇ　ｍａｃｈｉｎｅ）の上で篩がけし、
その後、自由落下ミキサー内で１５分間混合した。粉末混合物を押出機に重量計量式に投
入した。直径８ｍｍの加熱できる丸型ダイが備わったＭｉｃｒｏ　２７　ＧＬ　４０　Ｄ
型の２軸スクリュー押出機（Ｌｅｉｓｔｒｉｔｚ，　Ｎｕｅｒｎｂｅｒｇ，　Ｇｅｒｍａ
ｎｙ）を用いて、押出を実施した。
【０５５０】
　以下の押出条件を調整した：
　スクリューの回転数：１００Ｕｐｍ
　処理能力：４ｋｇ／時
　製品温度：１２０℃
　シェル温度：１００℃
【０５５１】
　コンベヤベルト上で高温押出物を冷却し、冷却した押出ストランドを、各々重量７００
ｍｇの切断片に細砕した。切断片を偏心プレスを用いて成形した。Ｈ－プランジャ（９＊

２１Ｈ０、２１×９ＷＲ１．９型、「内庭（ｉｎｎｅｒ　ｃｏｕｒｔｙａｒｄ）」付き、
Ｎｏｔｔｅｒ，　Ｏｅｌｂｒｏｎｎ－Ｄｕｅｒｒｎ，　Ｇｅｒｍａｎｙ）を用いて、本発
明の実施例Ｉ－１およびＩ－２の錠剤を成形し、比較例Ｃ－１の錠剤を従来の長円プラン
ジャを用いて成形した。
【０５５２】
　本発明の実施例Ｉ－１およびＩ－２の錠剤は、以下の寸法（図９Ｂ）にしたがった基本
高さＨ；図１０にしたがった幅、高さおよび長さａ、ｂおよびｃ（平均値ｎ＝１０））を
有していた：
【０５５３】
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【表１２】

【０５５４】
　相対的に、比較例Ｃ－１に係る医薬投薬形の表面積は、約４５９ｍｍ２であると推定さ
れた（非特許文献７にしたがった推定）。
【０５５５】
　Ｓ≧Ａ・Ｗ２／３を必要条件とした本発明の実施例Ｉ－１およびＩ－２に係る医薬投薬
形の相関関係は、下表にまとめめられている。
【０５５６】
【表１３】

【０５５７】
　実施例３：
　錠剤の溶解プロフィールを以下の条件で調査した：シンカーの備わったパドル装置、５
０ｒｐｍ、３７±５℃、９００ｍＬの人工腸液ｐＨ６．８（リン酸緩衝液）。
【０５５８】
　結果は図２１～２４に示されている。
【０５５９】
　図２１は、製造直後に、本発明の実施例Ｉ－２（Ｈ字形）に係る錠剤の放出プロフィー
ルが、比較例Ｃ－１（長円）に係るヒドロキシプロピルメチルセルロースの放出プロフィ
ールに匹敵することを示している。
【０５６０】
　図２２は、本発明の実施例Ｉ－１（Ｈ字形）に係る錠剤の放出プロフィールが、本発明
の実施例Ｉ－２（Ｈ字形）に係る錠剤に匹敵すること、すなわち異なるバッチが再現可能
な結果を提供することを示している。
【０５６１】
　図２３は、保管後（それぞれ４０℃、６カ月；２５℃９カ月および３０℃９カ月）に比
較例Ｃ－１（長円）に係る錠剤の放出プロフィールが変化することを示している。
【０５６２】
　図２４は、本発明の実施例Ｉ－２（Ｈ字形）に係る錠剤の放出プロフィールが保管後（
それぞれ４０℃、６カ月；２５℃９カ月；および３０℃９カ月）安定している、すなわち
変化しないことを示している。
【０５６３】
　これらの実験上の発見事実は、本発明に係る医薬投薬形が、放出プロフィールの観点か
ら見て比較用医薬投薬形の貯蔵安定性よりも優れた貯蔵安定性を有することを実証してい
る。
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【０５６４】
　実施例４
　実施例２にしたがって、以下の組成物から医薬投薬形を製造した。
【０５６５】
【表１４】

【０５６６】
　さらに、２３２．９６ｍｇのタペンタドールＨＣｌ（Ｃ－５）および２９１．２０ｍｇ
のタペンタドールＨＣｌ（Ｃ－６）を含む２つの比較用Ｈ字形錠剤（９×２１ｍｍ）を、
高分子量のポリアルキレンオキシドを含まない従来の賦形剤から押出無しで製造した。
【０５６７】
　医薬投薬形の破壊強度を、１２０ｍｍ／分の一定速度でＳｏｔａｘ（登録商標）　ＨＴ
１００を用いて測定した。測定中に、剤形が個別の断片に破断されたか否かとは無関係に
、力が測定中に観察された最大の力の２５％という閾値より低く降下した場合に、錠剤は
破壊試験に不合格であるとみなされた。
【０５６８】
　全ての値は、１０回の測定の平均として示されている（ｎ＝１０）。
【０５６９】
　破壊強度測定の結果は下表にまとめられている：
【０５７０】

【表１５】

【０５７１】
　上述の破壊強度データは、本発明に係る剤形Ｉ－３およびＩ－４が、図１８Ｂ）にした
がって（Ｅ２）測定された場合５００Ｎ未満の破壊強度（Ｂ２）を示すのに対して、エン
ボスおよびインデンテーションを伴うテスタージョーを装備した場合でさえ、図２０Ａ）
および２０Ｃ）にしたがって測定した（Ｅ１）場合には５００Ｎ超の破壊強度（Ｂ１）を
示す、ということを実証している。
【０５７２】
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　それでもなお、図１８Ｂ）にしたがって（Ｅ２）測定された場合の本発明に係る剤形Ｉ
－３およびＩ－４の破壊強度（Ｂ２）は、押出無しで従来の賦形剤から製造されたＨ字形
の剤形（Ｃ－５およびＣ－６）のものよりもなおはるかに高いものである。
【０５７３】
　さらに、特許文献２７または特許文献２８に記述されているような高い破壊強度を有す
る比較用の長円形錠剤（Ｃ－２、Ｃ－３およびＣ－４）は、図１８Ｂ）にしたがって測定
された場合、５００Ｎ超の破壊強度を示す。このような長円形錠剤は、各々全ての拡張方
向において少なくとも５００Ｎの破壊強度を示し、こうして本発明に係る医薬投薬形とは
区別される。
【０５７４】
　実施例５
　タペンタドールｅｑ２００ｍｇ錠剤を、２つの異なる錠剤形状で押出により（３．５ｋ
ｇ／時）調製した。組成は事実上同一であり（αトコフェロールにわずかな変動）、同じ
重量を有していた。
【０５７５】
　タペンタドールｅｑ２００ｍｇ錠剤の組成（ｍｇ単位）：
【０５７６】
【表１６】

【０５７７】
　５０ｒｐｍのパドル速度、ＵＳＰ装置ＩＩ、ＵＳＰ緩衝液ｐＨ６．８で、溶解状態で試
験されたタペンタドールｅｑ２００ｍｇ錠剤についての放出薬剤百分率：
【０５７８】

【表１７】

【０５７９】
　実施例６
　異なる錠剤形状で押出（３．５ｋｇ／時）により、タペンタドールｅｑ２００ｍｇ錠剤
を調製した。組成は次の表に示されている。
【０５８０】
　タペンタドールｅｑ２００ｍｇ錠剤の組成（ｍｇ単位）：
【０５８１】
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【０５８２】
　第１の比較用錠剤セットを従来の長円プランジャ９×２１ｍｍを用いて成形し、第２の
本発明の錠剤のセットをＨ－プランジャ（２２．６＊８．６Ｈ１、ＣＰＳ　Ｂａｔｏｎｅ
ｔｔ型、Ｃ７０８４－１、Ｅｌｉｓａｂｅｔｈ　ＥＰＭＯ，　Ｆｒａｎｃｅ）を用いて成
形した。
【０５８３】
　５０ｒｐｍのパドル速度、ＵＳＰ装置ＩＩ、ＵＳＰ緩衝液ｐＨ６．８で、溶解状態で試
験されたタペンタドールｅｑ２５０ｍｇについての放出薬剤百分率：
【０５８４】
【表１９】

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】
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【図５Ｃ】

【図６Ａ】

【図６Ｂ】

【図６Ｃ】
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