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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　乱用の可能性のある一種または複数の作用成分（Ａ）と、任意の生理学的に許容されう
る補助物質（Ｂ）と、少なくとも５０万の分子量を有する熱可塑性ポリアルキレンオキサ
イド（Ｃ）と、任意の少なくとも１種のワックス（Ｄ）とを含有し、少なくとも５００Ｎ
の破壊強度を示すことを特徴とする、押出せずに熱成形された乱用防止剤形。
【請求項２】
　錠剤形態であることを特徴とする請求項１に記載の剤形。
【請求項３】
　必要に応じて錠剤に圧縮された又はカプセルにパッケージングされた、マルチパーティ
クルの形態であることを特徴とする請求項１に記載の剤形。
【請求項４】
　必要に応じて錠剤に圧縮された又はカプセルにパッケージングされた、マイクロタブレ
ット、マイクロペレット、顆粒、スフェロイド、ビーズまたはペレットの形態であること
を特徴とする請求項３に記載の剤形。
【請求項５】
　ポリアルキレンオキサイド（Ｃ）として、ポリエチレンオキサイド、ポリメチレンオキ
サイド、ポリプロピレンオキサイド、それらのコポリマーおよび混合物を含む群から選択
される少なくとも１種のポリマーを含有することを特徴とする請求項１～４のいずれか１
項に記載の剤形。
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【請求項６】
　ポリアルキレンオキサイド（Ｃ）として、ポリエチレンオキサイドを含有することを特
徴とする請求項５に記載の剤形。
【請求項７】
　ポリエチレンオキサイド（Ｃ）が少なくとも５０万の分子量を有することを特徴とする
請求項１～６のいずれか１項に記載の剤形。
【請求項８】
　ポリエチレンオキサイド（Ｃ）の分子量が少なくとも１００万であることを特徴とする
請求項７に記載の剤形。
【請求項９】
　ポリエチレンオキサイド（Ｃ）の分子量が１００～１５０万であることを特徴とする請
求項８に記載の剤形。
【請求項１０】
　ワックス（Ｄ）として、軟化点が少なくとも６０℃の少なくとも１種の天然、半合成ま
たは合成ワックスを含有することを特徴とする請求項１～９のいずれか１項に記載の剤形
。
【請求項１１】
　ワックス（Ｄ）がカルナウバワックスまたはミツロウであることを特徴とする請求項１
０に記載の剤形。
【請求項１２】
　成分（Ｃ）および任意の（Ｄ）は、剤形が少なくとも５００Ｎの破壊強度を有するよう
な量で存在することを特徴とする請求項１～１１のいずれか１項に記載の剤形。
【請求項１３】
　作用成分（Ａ）が、オピオイド、トランキライザー、覚醒剤、バルビツール酸塩および
さらに麻薬を含む群から選択される少なくとも１種の作用成分であることを特徴とする請
求項１～１２のいずれか１項に記載の剤形。
【請求項１４】
　（ａ）鼻腔および／または咽頭を刺激する少なくとも１種の物質、
　（ｂ）必要最小量の水性液体の助けにより、剤形から得られる抽出物とゲルを形成する
少なくとも１種の粘度上昇剤、
　（ｃ）乱用の可能性のある作用成分の少なくとも１種のアンタゴニスト、
　（ｄ）少なくとも１種の催吐剤、
　（ｅ）嫌悪剤としての少なくとも１種の染料、
　（ｆ）少なくとも１種の苦味物質
　の少なくとも１つをさらに含むことを特徴とする請求項１～１３のいずれか１項に記載
の剤形。
【請求項１５】
　ゲルは、さらなる量の水性液体に導入されるとき、視覚的に識別可能である請求項１４
に記載の剤形。
【請求項１６】
　成分（ａ）の刺激物質が灼熱、掻痒、くしゃみの促し、分泌物形成の増加またはこれら
の刺激の少なくとも２つの組み合わせを生ずることを特徴とする請求項１４又は請求項１
５に記載の剤形。
【請求項１７】
　成分（ａ）の刺激物質が、少なくとも１種のホットな物質の薬物の１つ以上の成分に基
づいていることを特徴とする請求項１３～１５のいずれか１項に記載の剤形。
【請求項１８】
　ホット物質の薬物が、Ａｌｌｉｉ ｓａｔｉｖｉ ｂｕｌｂｕｓ（ニンニク）、Ａｓａｒ
ｉ ｒｈｉｚｏｍａ ｃｕｍ ｈｅｒｂａ（アサルム（Ａｓａｒｕｍ）根および葉）、ショ
ウブ（Ｃａｌａｍｉ）根茎（ショウブ根）、Ｃａｐｓｉｃｉ ｆｒｕｃｔｕｓ（トウガラ
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シ）、Ｃａｐｓｉｃｉ ｆｒｕｃｔｕｓ ａｃｅｒ（カイエンペッパー）、Ｃｕｒｃｕｍａ
ｅ ｌｏｎｇａｅ ｒｈｉｚｏｍａ（ウコン根）、Ｃｕｒｃｕｍａｅ ｘａｎｔｈｏｒｒｈ
ｉｚａｅ ｒｈｉｚｏｍａ（ジャワウコン根）、Ｇａｌａｎｇａｅ ｒｈｉｚｏｍａ（ガラ
ンガル根）、Ｍｙｒｉｓｔｉｃａｅ ｓｅｍｅｎ（ナツメグ）、Ｐｉｐｅｒｉｓ ｎｉｇｒ
ｉ ｆｒｕｃｔｕｓ（コショウ）、Ｓｉｎａｐｉｓ ａｌｂａｅ ｓｅｍｅｎ（白カラシ種
）、Ｓｉｎａｐｉｓ ｎｉｇｒｉ ｓｅｍｅｎ（黒カラシ種）、Ｚｅｒｏａｒｉａｅ ｒｈ
ｉｚｏｍａ（ｚｅｏｄｏａｒｙ根）およびＺｉｎｇｉｂｅｒｉｓ ｒｈｉｚｏｍａ（ショ
ウガ根）を含む群から選択される少なくとも１種の薬物であることを特徴とする請求項１
７に記載の剤形。
【請求項１９】
　ホット物質の薬物が、Ｃａｐｓｉｃｉ ｆｒｕｃｔｕｓ（トウガラシ）Ｃａｐｓｉｃｉ 
ｆｒｕｃｔｕｓ ａｃｅｒ（カイエンペッパー）およびＰｉｐｅｒｉｓ ｎｉｇｒｉ ｆｒ
ｕｃｔｕｓ（コショウ）を含む群から選択される少なくとも１種の薬物であることを特徴
とする請求項１８に記載の剤形。
【請求項２０】
　ホット物質の薬物の成分が、ｏ－メトキシ（メチル）フェノール化合物、酸アミド化合
物、からし油もしくはスルフィド化合物であるかまたはこのような化合物由来であること
を特徴とする請求項１７～１９のいずれか１項に記載の剤形。
【請求項２１】
　ホット物質の薬物の成分が、ミリスチシン、エレミシン、イソオイゲノール、β－アサ
ロン、サフロール、ジンジェロール、キサントリゾール、カプサイシノイドを含む群から
選択される少なくとも１つの成分およびこれらの成分由来の化合物であることを特徴とす
る請求項１７～２０のいずれか１項に記載の剤形。
【請求項２２】
　ホット物質の薬物の成分が、カプサイシン、ピペリンから選択される少なくとも１つの
成分およびこれらの成分由来の化合物であることを特徴とする請求項２１に記載の剤形。
【請求項２３】
　ホット物質の薬物の成分が、トランス－ピペリン、グルコシノレートから選択される少
なくとも１つの成分およびこれらの成分由来の化合物であることを特徴とする請求項２１
又は２２に記載の剤形。
【請求項２４】
　ホット物質の薬物の成分が、非揮発性からし油に基づいた成分およびこの成分由来の化
合物であることを特徴とする請求項２１～２３のいずれか１項に記載の剤形。
【請求項２５】
　ホット物質の薬物の成分が、ｐ－ヒドロキシベンジルからし油、メチルメルカプトから
し油またはメチルスルホニルからし油に基づいた成分およびこの成分由来の化合物である
ことを特徴とする請求項２１～２４のいずれか１項に記載の剤形。
【請求項２６】
　成分（ｂ）が、１１重量％のカルボキシメチルセルロースナトリウムを含有する微結晶
性セルロース（Ａｖｉｃｅｌ（登録商標）ＲＣ ５９１）、カルボキシメチルセルロース
ナトリウム（Ｂｌａｎｏｓｅ（登録商標）、ＣＭＣ－Ｎａ Ｃ３００Ｐ（登録商標）、Ｆ
ｒｉｍｕｌｓｉｏｎ ＢＬＣ－５（登録商標）、Ｔｙｌｏｓｅ Ｃ３００Ｐ（登録商標））
、ポリアクリル酸（Ｃａｒｂｏｐｏｌ（登録商標）９８０ ＮＦ、Ｃａｒｂｏｐｏｌ（登
録商標） ９８１、イナゴマメ粉末（Ｃｅｓａｇｕｍ（登録商標） ＬＡ－２００、Ｃｅｓ
ａｇｕｍ（登録商標） ＬＩＤ／１５０、Ｃｅｓａｇｕｍ（登録商標） ＬＮ－１）、柑橘
類またはリンゴのペクチン（Ｃｅｓａｐｅｃｔｉｎ（登録商標） ＨＭ Ｍｅｄｉｕｍ Ｒ
ａｐｉｄ Ｓｅｔ）、ろう状のトウモロコシデンプン（Ｃ＊Ｇｅｌ ０４２０１（登録商標
））、アルギン酸ナトリウム（Ｆｒｉｍｕｌｓｉｏｎ ＡＬＧ（Ｅ４０１）（登録商標）
）、グァー粉末（Ｆｒｉｍｕｌｓｉｏｎ ＢＭ（登録商標）、Ｐｏｌｙｇｕｍ ２６／１－
７５（登録商標））、イオタ型カラギーン（Ｆｒｉｍｕｌｓｉｏｎ Ｄ０２１（登録商標



(4) JP 4939218 B2 2012.5.23

10

20

30

40

50

））、カラヤゴム、ゲラン（ｇｅｌｌａｎ）ゴム（Ｋｅｌｃｏｇｅｌ Ｆ（登録商標）、
Ｋｅｋｃｏｇｅｌ ＬＴ１００（登録商標）、ガラクトマンナン（Ｍｅｙｐｒｏｇａｔ １
５０（登録商標））、タラ（ｔａｒａ）ビーン粉末（Ｐｏｌｙｇｕｍ ４３／１（登録商
標））、プロピレングリコールアルギネート（Ｐｒｏｔａｎａｌ－Ｅｓｔｅｒ ＳＤ－Ｌ
Ｂ（登録商標））、リンゴペクチン、ヒアルロン酸ナトリウム、トラガカント、タラ（ｔ
ａｒａ）ゴム（Ｖｉｄｏｇｕｍ ＳＰ ２００（登録商標））、発酵多糖ウェラン（ｗｅｌ
ａｎ）ゴム（Ｋ１Ａ９６）、キサンタンゴム（Ｘａｎｔｕｒａｌ １８０（登録商標））
を含む群から選択される少なくとも１種の粘度上昇剤であることを特徴とする請求項１４
～２５のいずれか１項に記載の剤形。
【請求項２７】
　成分（ｃ）が、ナロキソン、ナルトレキソン、ナルメフェン、ナリド（ｎａｌｉｄ）、
ナルメクソン（ｎａｌｍｅｘｏｎｅ）、ナロルフィン、ナルフィン（ｎａｌｕｐｈｉｎｅ
）および対応する生理学的に許容されうる化合物、特に塩基、塩または溶媒和物を含む群
から選択される少なくとも１種のオピオイドアンタゴニストであることを特徴とする請求
項１４～２６のいずれか１項に記載の剤形。
【請求項２８】
　使用される成分（ｃ）が、刺激物質アンタゴニストとしての少なくとも１種の神経遮断
剤であることを特徴とする請求項１４～２６のいずれか１項に記載の剤形。
【請求項２９】
　使用される成分（ｃ）が、ハロペリドール、プロメタジン、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（ｃｈｌｏｒｐｒｏｔｈｉｘｉｎｅ）、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
ムペリドールを含む群から選択される神経遮断剤であることを特徴とする請求項２８に記
載の剤形。
【請求項３０】
　成分（ｄ）の催吐剤が、トコンの一種または複数の成分であることを特徴とする請求項
１４～２９のいずれか１項に記載の剤形。
【請求項３１】
　成分（ｄ）の催吐剤が、成分エメチンに基づいているおよび／またはアポモルヒネであ
ることを特徴とする請求項３０に記載の剤形。
【請求項３２】
　成分（ｅ）が少なくとも１種の生理学的に許容されうる染料であることを特徴とする請
求項１４～３１のいずれか１項に記載の剤形。
【請求項３３】
　成分（ｆ）が、芳香油、果実の芳香物質、安息香酸デナトニウムおよび少なくとも２種
の成分を含むその混合物を含む群から選択される少なくとも１種の苦味物質であることを
特徴とする請求項１４～３２のいずれか１項に記載の剤形。
【請求項３４】
　芳香油が、ハッカ油、ユーカリ油、苦扁桃油、メントールおよびそれらの混合物を含む
群から選択される少なくとも１種であることを特徴とする請求項３３に記載の剤形。
【請求項３５】
　果実の芳香物質が、レモン、オレンジ、ライム、グレープフルーツおよび少なくとも２
種の成分を含む混合物を含む群から選択される少なくとも１種であることを特徴とする請
求項３３又は３４に記載の剤形。
【請求項３６】
　作用成分（Ａ）は、直接接触しないで、成分（ｃ）および／または（ｄ）および／また
は（ｆ）から空間的に分離されており、剤形が適切に投与されると、サブユニット（Ｙ）
の成分（ｃ）および／または（ｄ）および／または（ｆ）は生体内および／または服用時
に作用を発揮しないことを特徴とする請求項１４～３５のいずれか１項に記載の剤形。
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【請求項３７】
　作用成分（Ａ）は、少なくとも１つのサブユニット（Ｘ）に存在し、成分（ｃ）および
／または（ｄ）および／または（ｆ）は少なくとも１つのサブユニット（Ｙ）に存在する
ことを特徴とする請求項３６に記載の剤形。
【請求項３８】
　少なくとも部分的に放出制御剤形の少なくとも１種の作用成分を含有することを特徴と
する請求項１～３７のいずれか１項に記載の剤形。
【請求項３９】
　乱用の可能性のある作用成分（Ａ）の各々が放出制御マトリックスに存在することを特
徴とする請求項３８に記載の剤形。
【請求項４０】
　成分（ｃ）および／または任意に存在する成分（Ｄ）も放出制御マトリックス材料とし
て作用することを特徴とする請求項３９に記載の剤形。
【請求項４１】
　成分（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）および任意に存在する成分（Ｄ）を混合するとともに、任
意に存在する（ａ）～（ｆ）を同時混合するかまたは必要であれば成分（ｃ）および任意
の（Ｄ）の添加と共に別個に混合し、
得られた混合物を、必要に応じて顆粒化した後に、前もってまたは同時に熱に暴露しなが
ら、力を加えることによって成形して剤形を製造することを特徴とする、押出成形機を使
用しないで、請求項１～４０のいずれか１項に記載の剤形を製造する方法。
【請求項４２】
　顆粒化が、溶融造粒法または湿式造粒法によって実施されることを特徴とする請求項４
１に記載の方法。
【請求項４３】
　請求項４１または請求項４２に記載の方法によって得られる請求項１～４０のいずれか
１項に記載の剤形。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、乱用の可能性のある一種または複数の作用成分（Ａ）に加えて、任意の生理
学的に許容されうる補助物質（Ｂ）と、少なくとも１種の合成または天然ポリマー（Ｃ）
と、任意の少なくとも１種のワックス（Ｄ）とを含有し、成分（Ｃ）および任意に存在す
る成分（Ｄ）が、いずれの場合においても少なくとも５００Ｎの破壊強度を示す、押出せ
ずに熱成形された乱用防止剤形に関するとともに、この本発明に係る剤形を製造する方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　多くの製薬学的作用成分は、適した適用においてすぐれた活性を有する以外に、乱用の
可能性も有する。すなわち、それらは、乱用者によって使用されて、意図された作用以外
の作用を生ずることがある。例えば、重度の痛みから極めて重度の痛みを治療する際に大
きな作用を発揮するアヘンは、乱用者によって使用されて麻酔または多幸感状態を誘発す
ることが多い。
【０００３】
　乱用を可能にするためには、錠剤またはカプセルなどの対応する剤形が乱用者によって
粉砕され、例えば、乳鉢で砕かれ、好ましくは、水性液体を使用して得られた粉末から作
用成分を抽出し、得られた溶液を、必要に応じて脱脂綿またはセルロース詰め物でろ過後
、非経口的、特に静脈内投与する。経口による乱用投与と比較したこの種類の投与の追加
の現象は、作用成分レベルのさらに加速度的な増加であり、乱用者に望ましい作用、すな
わち「キック」または「ラッシュ」を与える。このキックは、粉末状剤形が経鼻的に投与
される、すなわち鼻から吸われる場合にも得られる。乱用の可能性のある作用成分を含有
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する放出制御剤形は、不正に多量に経口接種されても、乱用者が望むキックを生じないの
で、このような剤形も、乱用されるためには粉砕されて抽出される。
【０００４】
　米国特許第４０７０４９４号明細書には、乱用を防止するために剤形に膨潤剤を添加す
ることが提案されている。作用成分を抽出するために水を添加すると、この膨潤剤が膨潤
して、ゲルから分離されたろ液にごく少量の作用成分しか含有しないことを保証する。
【０００５】
　国際公開第９５／２０９４７号パンフレットに開示されている多層錠は、同様の非経口
乱用防止方法に基づいており、この錠剤は、乱用の可能性のある作用成分および少なくと
も１種のゲル形成剤を各々異なる層に含有する。
【０００６】
　国際公開第０３／０１５５３１号パンフレットには別の非経口乱用防止方法が開示され
ている。鎮痛オピオイドおよび嫌悪剤としての染料を含有する剤形がそこに記載されてい
る。剤形への混入によって放出される色が、混入している剤形の使用を乱用者に思いとど
ませることが意図されている。
【０００７】
　乱用を困難にするための別の公知の選択肢は、剤形に作用成分のアンタゴニスト、例え
ば、オピオイドの場合にはナロキソンもしくはナルトレキソン（ｎａｌｔｅｘｏｎｅ）ま
たは例えば、トコンなどの、生理学的防御応答を生ずる化合物を添加することに関係する
。
【発明の開示】
【０００８】
　しかしながら、ほとんどの乱用例では、乱用に好適な作用成分を含む剤形を粉砕するこ
とが依然として必要であることから、よって、本発明は、乱用を行う可能性のある人が従
来利用可能な手段を使用して乱用前に剤形を粉砕するのを困難に又は防止し、これによっ
て、正しく投与された場合には所定の治療効果を保証するが、単なる粉砕では作用成分を
乱用に適した剤形に変換することができない、乱用の可能性のある作用成分のための剤形
を提供することを目的とする。
【０００９】
　この目的は、乱用の可能性のある一種または複数の作用成分（Ａ）に加えて、少なくと
も１種の合成または天然ポリマー（Ｃ）と、任意の少なくとも１種のワックス（Ｄ）とを
含有し、成分（Ｃ）および任意に存在する成分（Ｄ）がいずれの場合にも少なくとも５０
０Ｎの破壊強度を示す、押出せずに熱成形される本発明に係る乱用防止剤形を提供するこ
とによって達成される。
【００１０】
　上記の最小破壊強度（本願の記載のように測定）を有するポリマーを用いることで、好
ましくは、剤形が少なくとも５００Ｎの最小破壊強度を示すような量でポリマーを用いる
ことで、従来の手段を使用して剤形を粉砕することを大幅に困難にするので、その後に続
く乱用を大幅に困難に又は防止することができる。
【００１１】
　粉砕が不十分であると、非経口投与、特に静脈内投与を安全に実施することができない
か、または作用成分の抽出が乱用者にとってはあまりにも長く時間がかかるか、または放
出が即時的でないので経口服用しても「キック」が生じない。
【００１２】
　本発明によれば、粉砕は、例えば、乳鉢および乳棒、ハンマー、木槌または他の通常の
力を加えることによる粉砕手段など、乱用者が利用できる従来の手段による剤形の粉砕を
意味するものとする。
【００１３】
　従って、本発明に係る剤形は、作用成分、好ましくは、乱用の可能性のある製薬学的作
用成分の非経口、鼻腔および／または経口乱用を防止するのに好適である。
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【００１４】
　乱用の可能性のある製薬学的作用成分は、使用される量および製造する方法と同様に、
当業者に公知であり、本発明に係る剤形、当然対応する誘導体、特にエステルもしくはエ
ーテルの形態で、または各々の場合において対応する製薬学的に許容されうる化合物の形
態、特に塩もしくは溶媒和物の形態で存在してもよい。本発明に係る剤形はまた２種以上
の製薬学的な作用成分の投与にも好適である。剤形は、好ましくは、１種だけの特定の作
用成分を含有する。
【００１５】
　本発明に係る剤形は、オピオイド、トランキライザー、好ましくは、ベンゾジアゼピン
、バルビツール酸塩、覚醒剤および他の麻薬を含む群から選択される製薬学的な作用成分
の乱用を防止するのに特に好適である。
【００１６】
　本発明に係る剤形は、Ｎ－｛１－［２－（４－エチル－５－オキソ－２－テトラゾリン
－１－イル）エチル］－４－メトキシメチル－４－ピペリジル｝プロピオンアニリド（ア
ルフェンタニル）、５，５－ジアリルバルビツール酸（アロバルビタール）、アリルプロ
ジン、アルファプロジン、８－クロロ－１－メチル－６－フェニル－４Ｈ－［１，２，４
］トリアゾロ［４，３－ａ］［１，４］－ベンゾジアゼピン（アルプラゾラム）、２－ジ
エチルアミノ）プロピオフェノン（アンフェプラモン）、（±）－ａ－メチル－フェネチ
ルアミン（アンフェタミン）、２－（ａ－メチルフェネチルアミノ）－２－フェニルアセ
トニトリル（アンフェタミニル）、５－エチル－５－イソペンチルバルビツール酸（アモ
バルビタール）、アニレリジン、アポコデイン、５，５－ジエチルバルビツール酸（バル
ビタール）、ベンジルモルヒネ、ベジトラミド、７－ブロモ－５－（２－ピリジル）－１
Ｈ－１，４－ベンゾジアゼピン－２（３Ｈ）－オン（ブロマゼパム）、２－ブロモ－４－
（２－クロロフェニル）－９－メチル－６Ｈ－チエノ［３，２－ｆ］－［１，２，４］ト
リアゾロ［４，３－ａ］［１，４］ジアゼピン（ブロチゾラム）、１７－シクロプロピル
メチル－４，５ａ－エポキシ－７ａ［（Ｓ）－１－ヒドロキシ－１，２，２－トリメチル
－プロピル］－６－メトキシー６，１４－エンド－エタノモルフィナン－３－オール（ブ
プレノルフィン）、５－ブチル－５－エチルバルビツール酸（ブトバルビタール）、ブト
ルファノール、（７－クロロ－１，３－ジヒドロ－１－メチル－２－オキソ－５－フェニ
ル－２Ｈ－１，４－ベンゾジアゼピン－３－イル）ジメチルカルバメート（カマゼパム）
、（１Ｓ，２Ｓ）－２－アミノ－１－フェニル－１－プロパノール（カチン／Ｄ－ノルプ
ソイドエフェドリン）、７－クロロ－Ｎ－メチル－５－フェニル－３Ｈ－１，４－ベンゾ
ジアゼピン－２－イルアミン４－オキシド（クロルジアゼポキシド）、７－クロロ－１－
メチル－５－フェニル－１Ｈ－１，５－ベンゾジアゼピン２，４（３Ｈ，５Ｈ）－ジオン
（クロバザム）、５－（２－クロロフェニル）－７－ニトロ－１Ｈ－１，４－ベンゾジア
ゼピン－２（３Ｈ）－オン（クロナゼパム）、クロニタゼン、７－クロロ－２，３－ジヒ
ドロ－２－オキソ－５－フェニル－１Ｈ－１，４－ベンゾジアゼピン－３－カルボン酸（
クロラゼペート）５－（２－クロロフェニル）－７－エチル－１－メチル－１Ｈ－チエノ
［２，３－ｅ］［１，４］ジアゼピン－２（３Ｈ）－オン（クロチアゼパム）、１０－ク
ロロ－１１ｂ－（２－クロロフェニル）－２，３，７，１１ｂ－テトラヒドロオキサゾロ
－［３，２－ｄ］［１，４］ベンゾジアゼピン－６（５Ｈ）－オン（クロキサゾラム）、
（－）－メチル－［３β－ベンゾイルオキシ－２β（１ａＨ，５ａＨ）－トロパンカルボ
キシレート］（コカイン）、４，５，ａ－エポキシ－３－メトキシ－１７－メチル－７－
モルヒナン－６ａ－オール（コデイン）、５－（１－シクロヘキセニル）－５－エチルバ
ルビツール酸（シクロバルビタール）、シクロルファン（ｃｙｃｌｏｒｐｈａｎ）、シプ
レノルフィン（ｃｙｐｒｅｎｏｒｐｈｉｎｅ）、７－クロロ－５－（２－クロロフェニル
）－１Ｈ－１，４－ベンゾジアゼピン－２（３Ｈ）－オン（デロラゼパム）、デソモルヒ
ネデキストロモラミド、（＋）－（１－ベンジル－３－ジメチルアミノ－２－メチル－１
－フェニルプロピル）プロピオネート（デキストロプロポキシフェン）、デゾシン、ジア
ンプロミド、ジアモルホン（ｄｉａｍｏｒｐｈｏｎｅ）、７－クロロ－１－メチル－５－
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フェニル－１Ｈ－１，４－ベンゾジアゼピン－２（３Ｈ）－オン（ジアゼパム）、４，５
ａ－エポキシ－３－メトキシ－１７－メチル－６ａ－モルヒナンオール（ジヒドロコデイ
ン）、４，５α－エポキシ－１７－メチル－３，６ａ－モルヒナンジオール（ジヒドロモ
ルヒネ）、ジメノキサドール、ジメフェプタノール、ジメチルチアンブテン、ジオキサフ
ェチルブチレート（ｄｉｏｘａｐｈｅｔｙｌ　ｂｕｔｙｒａｔｅ）、ジピパノン、（６ａ
Ｒ，１０ａＲ）－６，６，９－トリメチル－３－ペンチル－６ａ，７，８，１０ａ－テト
ラヒドロ－６Ｈ－ベンゾ［ｃ］クロメン－１－オール（ドロナビノール）、エプタゾシン
、８－クロロ－６－フェニル－４Ｈ－［１，２，４］トリアゾロ［４，３－ａ］［１，４
］ベンゾジアゼピン（エスタゾラム）、エトヘプタジン、エチルメチルチアンブテン、エ
チル［７－クロロ－５－（２－フルオロフェニル）－２，３－ジヒドロ－２－オキソ－１
Ｈ－１，４－ベンゾジアゼピン－３－カルボキシレート］（エチルロフラゼペート）、４
，５α－エポキシ－３－エトキシ－１７－メチル－７－モルヒネン－６α－オール（エチ
ルモルヒネ）、エトニタゼン、４，５α－エポキシ－７α－（１－ヒドロキシ－１－メチ
ルブチル）－６－メトキシ－１７－メチル－６，１４－エンド－エテノ－モルヒナン－３
－オール（エトルフィン）、Ｎ－エチル－３－フェニル－８，９，１０－トリノルボルナ
ン－２－イルアミン（フェンカンファミン）、７－［２－（α－メチル－フェネチルアミ
ノ）エチル］－テオフィリン）（フェネチリン）、３－（α－メチルフェネチルアミノ）
プロピオニトリル（フェンプロポレックス）、Ｎ－（１－フェネチル－４－ピペリジル）
プロピオンアニリド（フェンタニル）、７－クロロ－５－（２－フルオロフェニル）－１
－メチル－１Ｈ－１，４－ベンゾジアゼピン－２（３Ｈ）－オン（フルジアゼパム）、５
－（２－フルオロフェニル）－１－メチル－７－ニトロ－１Ｈ－１，４－ベンゾジアゼピ
ン－２（３Ｈ）－オン（フルニトラゼパム）、７－クロロ－１－（２－ジエチルアミノエ
チル）－５－（２－フルオロフェニル）－１Ｈ－１，４－ベンゾジアゼピン－２（３Ｈ）
－オン（フルラゼパム）、７－クロロ－５－フェニル－１－（２，２，２－トリフルオロ
エチル）－１Ｈ－１，４－ベンゾジアゼピン－２（３Ｈ）－オン（ハラゼパム）、１０－
ブロモ－１１ｂ－（２－フルオロフェニル）－２，３，７，１１ｂ－テトラヒドロ［１，
３］オキサゾリル［３，２－ｄ］［１，４］ベンゾジアゼピン－６（５Ｈ）－オン（ハロ
キサゾラム）、ヘロイン、４，５α－エポキシ－３－メトキシ－１７－メチル－６－モル
ヒナノン（ヒドロコドン）、４，５α－エポキシ－３－ヒドロキシ－１７－メチル－６－
モルヒナノン（ヒドロモルホン）、ヒドロキシペチジン、イソメサドン、ヒドロキシメチ
ルモルヒナン、１１－クロロ－８，１２ｂ－ジヒドロ－２，８－ジメチル－１２ｂ－フェ
ニル－４Ｈ－［１，３］オキサジノ［３，２－ｄ］［１，４］ベンゾジアゼピン－４，７
（６Ｈ）－ジオン（ケタゾラム）、１－［４－（３－ヒドロキシフェニル）－１－メチル
－４－ピペリジル］－１－プロパノン（ケトベミドン）、（３Ｓ，６Ｓ）－６－ジメチル
アミノ－４，４－ジフェニルヘプタン－３－イルアセテート（レバセチルメサドール（Ｌ
ＡＡＭ））、（－）－６－ジメチル－アミノ－４，４－ジフェノール－３－ヘプタノン（
レボメサドン）、（－）－１７－メチル－３－モルフィナノール（レボルファノール）、
レボフェナシルモルファン、ロフェンタニル、６－（２－クロロフェニル）－２－（４－
メチル－１－ピペラジニルメチレン）－８－ニトロ－２Ｈ－イミダゾ［１，２－ａ］［１
，４］－ベンゾジアゼピン－１（４Ｈ）－オン（ロプラゾラム）、７－クロロ－５－（２
－クロロフェニル）－３－ヒドロキシ－１Ｈ－１，４－ベンゾジアゼピン－２（３Ｈ）－
オン（ロラゼパム）、７－クロロ－５－（２－クロロフェニル）－３－ヒドロキシ－１－
メチル－１Ｈ－１，４－ベンゾジアゼピン－２（３Ｈ）－オン（ロルメタゼパム）、５－
（４－クロロフェニル）－２，５－ジヒドロ－３Ｈ－イミダゾ［２，１－ａ］イソインド
ール－５－オール（マジンドール）、７－クロロ－２，３－ジヒドロ－１－メチル－５－
フェニル－１Ｈ－１，４－ベンゾジアゼピン（メダゼパム）、Ｎ－（３－クロロプロピル
）－α－メチルフェネチルアミン（メフェノレクス）、メペリジン、２－メチル－２－プ
ロピルトリメチレンジカルバメート（メプロバメート）、メプタジノール、メタゾシン、
メチルモルヒネ、Ｎ，α－ジメチルフェネチルアミン（メタンフェタミン）、（±）－６
－ジメチルアミノ－４，４－ジフェニル－３－ヘプタノン（メサドン）、２－メチル－３



(9) JP 4939218 B2 2012.5.23

10

20

30

40

50

－ｏ－トルイル－４（３Ｈ）－キナゾリノン（メタカロン）、メチル［２－フェニル－２
－（２－ピペリジル）アセテート］（メチルフェニデート）、５－エチル－１－メチル－
５－フェニルバルビツール酸（メチルフェノバルビタール）、３，３－ジエチル－５－メ
チル－２，４－ピペリジンジオン（メチプリロン）、メトポン、８－クロロ－６－（２－
フルオロフェニル）－１－メチル－４Ｈ－イミダゾ［１，５－ａ］［１，４］ベンゾジア
ゼピン（ミダゾラム）、２－（ベンズヒドリルスルフィニル）－アセタミド（モダフィニ
ル）、４，５α－エポキシ－１７－メチル－７－モルフィナン－３，６α－ジオール（モ
ルヒネ）、ミロフィン（ｍｙｒｏｐｈｉｎｅ）、（±）－ｔｒａｎｓ－３－（１，１－ジ
メチルヘプチル）－７，８，１０，１０α－テトラヒドロ－１－ヒドロキシ－６，６－ジ
メチル－６Ｈ－ジベンゾ［－ｂ，ｄ］ピラン－９（６αＨ）－オン（ナビロン）、ナルブ
フィン、ナロルフィン、ナルセイン、ニコモルヒネ、１－メチル－７－ニトロ－５－フェ
ニル－１Ｈ－１，４－ベンゾジアゼピン－２（３Ｈ）－オン（ニメタゼパム）、７－ニト
ロ－５－フェニル－１Ｈ－１，４－ベンゾジアゼピン－２－（３Ｈ）－オン（ニトラゼパ
ム）、７－クロロ－５－フェニル－１Ｈ－１，４－ベンゾジアゼピン－２（３Ｈ）－オン
（ノルダゼパム）、ノルレボルファノール、６－ジメチルアミノ－４，４－ジフェニル－
３－ヘキサノン（ノルメサドン）、ノルモルヒネ、ノルピパノン、ケシ（Ｐａｐａｖｅｒ
　ｓｏｍｎｉｆｅｒｕｍ）種に属する植物の浸出物（アヘン）、７－クロロ－３－ヒドロ
キシ－５－フェニル－１Ｈ－１，４－ベンゾジアゼピン－２（３Ｈ）－オン（オキサゼパ
ム）、（ｃｉｓ－ｔｒａｎｓ）－１０－クロロ－２，３，７，１１ｂ－テトラヒドロ－２
－メチル－１１ｂ－フェニルオキサゾロ［３，２－ｄ］［１，４］ベンゾジアゼピン－６
－（５Ｈ）－オン（オキサゾラム）、４，５α－エポキシ－１４－ヒドロキシ－３－メト
キシ－１７－メチル－６－モルヒナノン（オキシコドン）、オキシモルホン、（Ｐａｐａ
ｖｅｒ　ｓｏｍｎｉｆｅｒｕｍ）種（アツミゲシケシ（ｓｅｔｉｇｅｒｕｍ）亜種を含む
）に属する植物および植物の一部、パパベレタム、２－イミノ－５－フェニル－４－オキ
サゾリジノン（ペルノリン（ｐｅｒｎｏｌｉｎｅ））、１，２，３，４，５，６－ヘキサ
ヒドロ－６，１１－ジメチル－３－（３－メチル－２－ブテニル）－２，６－メタノ－３
－ベンザゾシン－８－オール（ペンタゾシン）、５－エチル－５－（１－メチルブチル）
－バルビツール酸（ペントバルビタール）、エチル（１－メチル－４－フェニル－４－ピ
ペリジンカルボキシレート）（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、フォルコジン、３－メチル－２－フェニルモルホ
リン（フェンメトラジン）、５－エチル－５－フェニルバルビツール酸（フェノバルビタ
ール）、α，α－ジメチルフェネチルアミン（フェンテルミン）、７－クロロ－５－フェ
ニル－１－（２－プロピニル）－１Ｈ－１，４－ベンゾジアゼピン－２（３Ｈ）－オン（
ピナゼパム）、α－（２－ピペリジル）ベンズヒドリルアルコール（ピプラドロール）、
１’－（３－シアノ－３，３－ジフェニルプロピル）［１，４’－ビピペリジン］－４’
－カルボキサミド（ピリトラミド）、７－クロロ－１－（シクロプロピルメチル）－５－
フェニル－１Ｈ－１，４－ベンゾジアゼピン－２（３Ｈ）－オン（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（ｐｒｏｍｅｄｏｌ）、プロペリジン、プロポ
キシフェン、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、メチル｛３－［４－メトキシカルボニル－４－（Ｎ－フェニルプロパンアミ
ド
）ピペリジノ］プロパノエート｝（レミフェンタニル）、５－ｓｅｃ－ブチル－５－エチ
ルバルビツール酸（セクブタバルビタール）、５－アリル－５－（１－メチルブチル）－
バルビツール酸（セコバルビタール）、Ｎ－｛４－メトキシメチル－１－［２－（２－チ
エニル）エチル］－４－ピペリジル｝－プロピオナニリド（スフェンタニル）、７－クロ
ロ－２－ヒドロキシ－メチル－５－フェニル－１Ｈ－１，４－ベンゾジアゼピン－２（３
Ｈ）－オン（テマゼパム）、７－クロロ－５－（１－シクロヘキセニル）－１－メチル－
１Ｈ－１，４－ベンゾジアゼピン－２（３Ｈ）－オン（テトラゼパム）、エチル（２－ジ
メチルアミノ－１－フェニル－３－シクロヘキセン－１－カルボキシレート）（チリジン
（ｃｉｓおよびｔｒａｎｓ））、トラマドール、８－クロロ－６－（２－クロロフェニル
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）－１－メチル－４Ｈ－［１，２，４］トリアゾロ［４，３－ａ］［１，４］ベンゾジア
ゼピン（トリアゾラム）、５－（１－メチルブチル）－５－ビニルバルビツール酸（ビニ
ルビタール）、（１Ｒ，２Ｒ）－３－（３－ジメチルアミノ－１－エチル－２－メチル－
プロピル）－フェノール、（１Ｒ、２Ｒ，４Ｓ）－２－（ジメチルアミノ）メチル－４－
（ｐ－フルオロベンジルオキシ）－１－（ｍ－メトキシフェニル）シクロヘキサノール、
（１Ｒ，２Ｒ）－３－（２－ジメチルアミノ－メチルシクロヘキシル）フェノール、（１
Ｒ，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、ラセミ体
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－シクロヘキ－１－セニル）
－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－シクロヘキ－１－セニル）－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、（ＲＲ－ＳＳ）－２－アセトキシ－４－トリフルオロメチル
－安息香酸３－（２－ジメチルアミノメチル－１－ヒドロキシ－シクロヘキシル）－フェ
ニルエステル、（ＲＲ－ＳＳ）－２－ヒドロキシ－４－トリフルオロメチル－安息香酸３
－（２－ジメチルアミノメチル－１－ヒドロキシ－シクロヘキシル）－フェニルエステル
、（ＲＲ，ＳＳ）－４－クロロ－２－ヒドロキシ－安息香酸３－（２－ジメチルアミノメ
チル－１－ヒドロキシ－シクロヘキシル）－フェニルエステル、（ＲＲ－ＳＳ）－２－ヒ
ドロキシ－４－メチル－安息香酸３－（２－ジメチルアミノ－メチル－１－ヒドロキシ－
シクロヘキシル）－フェニルエステル、（ＲＲ－ＳＳ）－２－ヒドロキシ－４－メトキシ
－安息香酸３－（２－ジメチルアミノメチル－１－ヒドロキシ－シクロヘキシル）－フェ
ニルエステル、（ＲＲ－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－Ｓ
Ｓ）－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、各場合の対応する誘導体、特にアミド、エステルまたはエー
テルおよび各場合に製薬学的に許容されうる化合物、特に塩および溶媒和物、特に好まし
くは、塩酸塩を含む群から選択されるオピオイド、トランキライザーまたは別の麻薬の乱
用を防止するのに極めて特に好適である。
【００１７】
　本発明に係る剤形は、特に、オキシコドン、ヒドロモルヒネ、モルヒネ、トラマドール
および製薬学的に許容されうる誘導体または化合物、好ましくは、塩および溶媒和物、好
ましくは、塩酸塩を含む群から選択されるオピオイド作用成分の乱用を防止するのに好適
である。
【００１８】
　本発明に係る剤形は、さらに特に、（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、（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，３Ｒ
Ｓ，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、（１Ｒ，２Ｒ）－３－（２－ジメチルアミノエチル－シクロ
ヘキシル）－フェノール、製薬学的に許容されうる塩、好ましくは、塩酸塩、製薬学的に
許容されうるエナンチオマー、立体異性体、ジアステレオマーおよびラセミ体ならびに製
薬学的に許容されうる誘導体、好ましくは、エーテル、エステルまたはアミドを含む群か
ら選択されるオピオイド作用成分の乱用を防止するのに好適である。
【００１９】
　これらの化合物およびそれらを製造する方法は欧州特許出願公開第６９３４７５号明細



(11) JP 4939218 B2 2012.5.23

10

20

30

40

50

書または欧州特許出願公開第７８０３６９号明細書に記載されている。これらの記載はこ
こに引用することで本明細書の記載の一部をなすものとする。
【００２０】
　本発明に係る剤形の必要な破壊強度を達成するためには、本願に開示する方法を使用し
て測定するとき、少なくとも５００Ｎの破壊強度を有する少なくとも１種の合成または天
然ポリマー（Ｃ）を使用する。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や、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、それらのコ
ポリマーおよび記載したポリマーの少なくとも２つの混合物を含む群から選択される少な
くとも１種のポリマーを好ましくはこの目的に使用する。高分子量熱可塑性ポリアルキレ
ンオキシドが好ましい。レオロジー測定で測定したとき、少なくとも５０万、好ましくは
少なくとも１００万～１５０万の分子量を有する高分子量ポリエチレンオキシドが特に好
ましい。これらのポリマーは、モデルＲＶＦ　Ｂｒｏｏｋｆｉｅｌｄ粘度計（ｖｉｓｃｏ
ｓｉｍｅｔｅｒ）（スピンドルｎｏ．２／回転速度２ｒｐｍ）を使用して５重量％の水溶
液で測定するとき、２５℃において４５００～１７６００ｃＰの粘度を有し、記載した粘
度計（スピンドルｎｏ．１または３／回転速度１０ｒｐｍ）を使用して２重量％の水溶液
で測定するとき、４００～４０００ｃＰの粘度を有し、記載した粘度計（スピンドルｎｏ
．２／回転速度２ｒｐｍ）を使用して１重量％の水溶液で測定するとき、１６５０～１０
０００ｃＰの粘度を有する。
【００２１】
　ポリマーは、好ましくは、粉末形態で使用される。それらは水に可溶性であってもよい
。
【００２２】
　本発明に係る剤形の必要な破壊強度を達成するためには、本願に開示する方法を使用し
て測定するとき、少なくとも５００Ｎの破壊強度を有する少なくとも１種の天然または合
成ワックスを追加として使用することがさらに可能である。少なくとも６０℃の軟化点を
有するワックスが好ましい。カルナウバワックスおよびミツロウが特に好ましい。カルナ
ウバワックスは極めて特に好ましい。カルナウバワックスは、カルナウバパームの葉から
得られ、少なくとも８０℃の軟化点を有する天然ワックスである。ワックス成分が追加と
して使用される場合には、剤形が少なくとも５００Ｎの破壊強度を有する量の少なくとも
１種のポリマー（Ｃ）と共に使用される。
【００２３】
　成分（Ｃ）は、好ましくは、剤形の総重量に対して３５～９９．９重量％、特に好まし
くは少なくとも５０重量％、極めて特に好ましくは、少なくとも６０重量％の量が使用さ
れる。
【００２４】
　使用することができる補助物質（Ｂ）は、固体剤形の製剤化に従来的である公知の補助
物質である。これらは、好ましくは、ポリエチレングリコールなどの可塑剤、作用成分の
放出に影響を与える補助物質、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、極めて特に好ましくは、ヒドロキシプロピルセルロースおよび／または抗酸化剤
である。好適な抗酸化剤はアスコルビン酸、ブチルヒドロキシアニソール、ブチルヒドロ
キシトルエン、アスコルビン酸の塩、モノチオグリセロール、亜リン酸、ビタミンＣ、ビ
タミンＥおよびその誘導体、亜硫酸水素ナトリウム、特に好ましくは、ブチルヒドロキシ
トルエン（ＢＨＴ）またはブチルヒドロキシアニソール（ＢＨＡ）およびα－トコフェロ
ールである。
【００２５】
　抗酸化剤は、好ましくは、剤形の総重量に対して０．０１～１０重量％、好ましくは、
０．０３～５重量％の量が使用される。
【００２６】
　本発明に係る剤形は、それらの硬さにより、例えば、乳鉢および乳棒で粉にすることに
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よって粉砕することができないという点において識別される。これは、経口または非経口
、特に静脈内または鼻腔経由の乱用を実質的に阻止する。しかし、本発明に係る剤形の任
意の可能な乱用を防止するために、本発明に係る剤形は、好ましい実施態様において、補
助物質（Ｂ）として乱用を困難または防止するさらに別の物質を含有することができる。
【００２７】
　乱用の可能性のある一種または複数の作用成分とは別に、少なくとも１種の硬化ポリマ
ー（Ｃ）および必要に応じて少なくとも１種のワックス（Ｄ）を含む本発明の乱用防止剤
形は、従って、補助物質（Ｂ）として以下の成分（ａ）～（ｅ）の少なくとも１つを含ん
でもよい。
（ａ）鼻腔および／または咽頭を刺激する少なくとも１種の物質、
（ｂ）必要最小量の水性液体の助けにより、剤形から得られる抽出物とゲルを形成する少
なくとも１種の粘度上昇剤であって、ゲルは、好ましくは、さらなる量の水性液体に導入
されるとき、視覚的に識別可能である粘度上昇剤、
（ｃ）乱用の可能性のある作用成分の各々の少なくとも１種のアンタゴニスト、
（ｄ）少なくとも１種の催吐剤、
（ｅ）嫌悪剤としての少なくとも１種の染料、
（ｆ）少なくとも１種の苦味物質。
【００２８】
　成分（ａ）～（ｆ）は、本発明に係る剤形を乱用防止にするのに追加として各々独立に
好適である。従って、成分（ａ）は、好ましくは、鼻腔、経口および／または非経口、好
ましくは、静脈経由の乱用から剤形を防御するのに好適であり、成分（ｂ）は、好ましく
は、非経口、特に好ましくは、静脈内および／または鼻腔経由の乱用から防御するのに好
適であり、成分（ｃ）は、好ましくは、鼻腔および／または非経口、特に好ましくは、静
脈内経由の乱用から防御するのに好適であり、成分（ｄ）は、好ましくは、非経口、特に
好ましくは、静脈内および／または経口および／または鼻腔経由の乱用から防御するのに
好適であり、成分（ｅ）は経口または非経口経由の乱用に対する視覚的な妨害物として好
適であり、成分（ｆ）は経口または鼻腔経由の乱用から防御するのに好適である。上記の
成分の少なくとも１つの本発明に係る併用使用は、本発明に係る剤形の乱用のよりさらに
効果的な防止を可能にする。
【００２９】
　一実施態様において、本発明に係る剤形は、成分（ａ）～（ｆ）の２つ以上の組み合わ
せ、好ましくは、（ａ）、（ｂ）および必要に応じて（ｃ）および／または（ｆ）および
／または（ｅ）または（ａ）、（ｂ）および必要に応じて（ｄ）および／または（ｆ）お
よび／または（ｅ）を含んでもよい。
【００３０】
　別の実施態様において、本発明に係る剤形は、成分（ａ）～（ｆ）の全てを含んでもよ
い。
【００３１】
　本発明に係る剤形が、乱用に対抗するために成分（ａ）を含む場合には、本発明により
考慮されうる鼻腔および／または咽頭を刺激する物質は、鼻腔および／または咽頭経由で
投与されると、乱用者にとってあまりにも不快なので、投与を継続したいと思わないもし
くは投与を継続することができない身体的な反応、例えば、灼熱感を生ずる、または例え
ば、鼻分泌物もしくはくしゃみの増加により対応する作用成分の摂取をしたくなくなる任
意の物質である。従来鼻腔および／または咽頭を刺激するこれらの物質はまた、非経口的
、特に静脈内投与されると極めて不快な感覚または場合によっては耐えられない痛みを生
じることがあり、乱用者は物質の摂取を継続しなくなくなるまたは継続できない。
【００３２】
　鼻腔および／または咽頭を刺激する特に好適な物質は、灼熱、掻痒、くしゃみの促し、
分泌物形成の増加またはこれらの刺激の少なくとも２つの組み合わせを生ずるものである
。従来使用される適当な物質および量は当業者に公知であるかまたは簡単な予備試験によ
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って同定することができる。
【００３３】
　鼻腔および／または咽頭を刺激する成分（ａ）の物質は、好ましくは、少なくとも１種
のホット物質薬物の１つ以上の成分または１つ以上の植物部分に基づいている。
【００３４】
　対応するホット物質薬物は当業者に公知であり、例えば、Ｐｒｏｆ．Ｄｒ．Ｈｉｌｄｅ
ｂｅｒｔ　Ｗａｇｎｅｒによる「Ｐｈａｒｍａｚｅｕｔｉｓｈｅ　Ｂｉｏｌｏｇｉｅ－Ｄ
ｒｏｇｅｎ　ｕｎｄ　ｉｈｒｅ　Ｉｎｈａｌｔｓｓｔｏｆｆｅ」、第２改訂版、Ｇｕｓｔ
ａｖ　Ｆｉｓｈｅｒ　Ｖｅｒｌａｇ，Ｓｔｕｔｔｇａｒｔ－Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，１９８２
，ページ８２以下参照に記載されている。対応する記載はここに引用することで本明細書
の記載の一部をなすものとする。
【００３５】
　剤形単位は、例えば、錠剤またはカプセルなどの別個のまたは分離可能な剤形単位を意
味すると考えられる。
【００３６】
　Ａｌｌｉｉ　ｓａｔｉｖｉ　ｂｕｌｂｕｓ（ニンニク）、Ａｓａｒｉ　ｒｈｉｚｏｍａ
　ｃｕｍ　ｈｅｒｂａ（アサルム（Ａｓａｒｕｍ）根および葉）、ショウブ（Ｃａｌａｍ
ｉ）根茎（ショウブ根）、Ｃａｐｓｉｃｉ　ｆｒｕｃｔｕｓ（トウガラシ）、Ｃａｐｓｉ
ｃｉ　ｆｒｕｃｔｕｓ　ａｃｅｒ（カイエンペッパー）、Ｃｕｒｃｕｍａｅ　ｌｏｎｇａ
ｅ　ｒｈｉｚｏｍａ（ウコン根）、Ｃｕｒｃｕｍａｅ　ｘａｎｔｈｏｒｒｈｉｚａｅ　ｒ
ｈｉｚｏｍａ（ジャワウコン根）、Ｇａｌａｎｇａｅ　ｒｈｉｚｏｍａ（ガランガル根）
、Ｍｙｒｉｓｔｉｃａｅ　ｓｅｍｅｎ（ナツメグ）、Ｐｉｐｅｒｉｓ　ｎｉｇｒｉ　ｆｒ
ｕｃｔｕｓ（コショウ）、Ｓｉｎａｐｉｓ　ａｌｂａｅ　ｓｅｍｅｎ（白カラシ種）、Ｓ
ｉｎａｐｉｓ　ｎｉｇｒｉ　ｓｅｍｅｎ（黒カラシ種）、Ｚｅｒｏａｒｉａｅ　ｒｈｉｚ
ｏｍａ（ｚｅｏｄｏａｒｙ根）およびＺｉｎｇｉｂｅｒｉｓ　ｒｈｉｚｏｍａ（ショウガ
根）、特に好ましくは、Ｃａｐｓｉｃｉ　ｆｒｕｃｔｕｓ（トウガラシ）、Ｃａｐｓｉｃ
ｉ　ｆｒｕｃｔｕｓ　ａｃｅｒ（カイエンペッパー）およびＰｉｐｅｒｉｓ　ｎｉｇｒｉ
　ｆｒｕｃｔｕｓ（コショウ）を含む群から選択される少なくとも１種のホット物質薬物
の１つ以上の成分を、好ましくは、本発明に係る剤形に成分（ａ）として添加することが
できる。
【００３７】
　ホットの成分は、好ましくは、ｏ－メトキシ（メチル）フェノール化合物、酸アミド化
合物、からし油もしくはスルフィド化合物であるかまたはそれら由来の化合物を含む。
【００３８】
　特に好ましくは、ホット物質薬物の少なくとも１つの成分は、好ましくは、非揮発性か
らし油に基づいた、特に好ましくは、ｐ－ヒドロキシベンジルからし油、メチルメルカプ
トからし油またはメチルスルホニルからし油に基づいた、ミリスチシン、エレミシン、イ
ソオイゲノール、β－アサロン、サフロール、ジンジェロール、キサントリゾール、カプ
サイシノイド、好ましくは、カプサイシン、Ｎ－バニリル－９Ｅ－オクタデセンアミド、
ジヒドロカプサイシン、ノルジヒドロカプサイシン、ホモカプサイシン、ノルカプサイシ
ンおよびノモルカプサイシン、ピペリン、好ましくは、トランス－ピペリン、グルコシノ
レートなどのカプサイシン誘導体、およびこれらの成分由来の化合物を含む群から選択さ
れる。
【００３９】
　本発明に係る剤形は、剤形単位の総重量に対して、各々の場合において、好ましくは、
０．０１～３０重量％、特に好ましくは、０．１～０．５重量％の量の対応するホット物
質薬物の植物を含有してもよい。
【００４０】
　対応するホット物質薬物の１つ以上の成分を使用する場合には、本発明に係る剤形単位
における量は、好ましくは、剤形単位の総重量に対して０．００１～０．００５重量％の
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量である。
【００４１】
　本発明に係る剤形の乱用を防止する別の選択肢は、必要最小量の水性液体の助けにより
、剤形から得られる抽出物とゲルを形成し、ゲルは、安全に投与することが実質的に不可
能であり、好ましくは、さらなる量の水性液体に導入されるとき、視覚的に識別可能であ
る少なくとも１種の粘度上昇剤をさらに別の乱用防止成分（ｂ）として添加することにあ
る。
【００４２】
　本発明の目的のために、実質的に識別可能は、必要最小量の水性液体の助けにより形成
される作用成分－含有ゲルは、好ましくは、皮下注射針の助けにより、３７℃においてさ
らなる量の水性液体に導入されると、実質的に不溶性で、粘着性となり、非経口、特に静
脈内に安全に投与できる方法では容易に分散することができないことを意味する。物質は
、好ましくは、少なくとも１分、好ましくは、少なくとも１０分視覚的に識別可能になる
。
【００４３】
　抽出物の粘性の増加は、針の通過または注射をさらに困難にしまたは場合によっては不
可能にする。ゲルが視覚的に識別可能である場合には、これは、さらなる量の水性液体へ
の導入、例えば、注射による血液への導入時に得られるゲルは、最初は、粘着性の大きい
糸状の形態であるが、小さい断片に破壊し、非経口、特に静脈内に安全に投与できるよう
な方法では分散することができないまたは場合によって溶解することができないことを意
味する。少なくとも１つの必要に応じて存在する成分（ａ）～（ｅ）との組み合わせにお
いて、これは、追加として、不快な灼熱感、吐き気、悪臭および／または視覚的な抑止を
生ずる。
【００４４】
　このようなゲルの静脈内投与は、乱用者の健康への重篤な害に関連する、血管の閉塞を
生ずる確立が高いと思われる。
【００４５】
　粘度上昇剤が成分（ｂ）として本発明に係る剤形に使用するのに好適であるかどうかを
証明するために、作用成分を粘度上昇剤と混合し、１０ｍｌの水に２５℃において懸濁す
る。これが、上記の条件を満たすゲルを形成する場合には、対応する粘度上昇剤は、本発
明に係る剤形の乱用を防止または回避するのに好適である。
【００４６】
　成分（ｂ）を本発明に係る剤形に添加する場合には、１１重量％のカルボキシメチルセ
ルロースナトリウムを含有する微結晶性セルロース（Ａｖｉｃｅｌ（登録商標）ＲＣ５９
１）、カルボキシメチルセルロースナトリウム（Ｂｌａｎｏｓｅ（登録商標）、ＣＭＣ－
Ｎａ　Ｃ３００Ｐ（登録商標）、Ｆｒｉｍｕｌｓｉｏｎ　ＢＬＣ－５（登録商標）、Ｔｙ
ｌｏｓｅ　Ｃ３００Ｐ（登録商標））、ポリアクリル酸（Ｃａｒｂｏｐｏｌ（登録商標）
９８０ＮＦ、Ｃａｒｂｏｐｏｌ（登録商標）９８１）、イナゴマメ粉末（Ｃｅｓａｇｕｍ
（登録商標）ＬＡ－２００、Ｃｅｓａｇｕｍ（登録商標）ＬＩＤ／１５０、Ｃｅｓａｇｕ
ｍ（登録商標）ＬＮ－１）、柑橘類またはリンゴのペクチン（Ｃｅｓａｐｅｃｔｉｎ（登
録商標）ＨＭ　Ｍｅｄｉｕｍ　Ｒａｐｉｄ　Ｓｅｔ）、ろう状のトウモロコシデンプン（
Ｃ＊Ｇｅｌ０４２０１（登録商標））、アルギン酸ナトリウム（Ｆｒｉｍｕｌｓｉｏｎ　
ＡＬＧ（Ｅ４０１）（登録商標））、グァー粉末（Ｆｒｉｍｕｌｓｉｏｎ　ＢＭ（登録商
標）、Ｐｏｌｙｇｕｍ２６／１－７５（登録商標））、イオタ型カラギーン（Ｆｒｉｍｕ
ｌｓｉｏｎ　Ｄ０２１（登録商標））、カラヤゴム、ゲラン（ｇｅｌｌａｎ）ゴム（Ｋｅ
ｌｃｏｇｅｌ　Ｆ（登録商標）、Ｋｅｋｃｏｇｅｌ　ＬＴ１００（登録商標）、ガラクト
マンナン（Ｍｅｙｐｒｏｇａｔ１５０（登録商標））、タラ（ｔａｒａ）ビーン粉末（Ｐ
ｏｌｙｇｕｍ４３／１（登録商標））、プロピレングリコールアルギネート（Ｐｒｏｔａ
ｎａｌ－Ｅｓｔｅｒ　ＳＤ－ＬＢ（登録商標））、ヒアルロン酸ナトリウム、トラガカン
ト、タラ（ｔａｒａ）ゴム（Ｖｉｄｏｇｕｍ　ＳＰ２００（登録商標））、発酵多糖ウェ
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ラン（ｗｅｌａｎ）ゴム（Ｋ１Ａ９６）、キサンタンゴム（Ｘａｎｔｕｒａｌ１８０（登
録商標））を含む群から選択される１つ以上の粘度上昇剤を使用する。キサンタン（Ｘａ
ｎｔｈａｎ）は特に好ましい。かっこ内に記載されている名称は、物質が市場で知られて
いる商品名である。一般に、０．１～２０重量％、特に好ましくは、０．１～１５重量％
の粘度上昇剤は、上記の条件を満たすのに十分である。
【００４７】
　成分（ｂ）の粘度上昇剤は、提供される場合には、好ましくは、剤形単位あたり、すな
わち投与単位あたり≧５ｍｇの量が本発明に係る剤形に存在する。
【００４８】
　本発明の特に好ましい実施態様において、成分（ｂ）として使用される粘度上昇剤は、
必要最小量の水性液体を用いて剤形から抽出時に、気泡を封入したゲルを形成するもので
ある。得られるゲルは不透明な外観で識別され、乱用の可能性のある者に追加の視覚的な
警告を与え、ゲルを非傾向的に投与する気をなくす。
【００４９】
　成分（ｃ）も、必要に応じて、最小必要量の水性液体の助けにより、ゲルを形成する追
加の粘度上昇剤として作用することができる。
【００５０】
　粘度上昇剤および他の成分を本発明に係る剤形中で互いに空間的に離れた配列で製剤化
することも可能である。
【００５１】
　乱用を阻止および防止するために、本発明に係る剤形は、さらに、成分（ｃ）、すなわ
ち、好ましくは、本発明の剤形の残りの成分から空間的に離れており、適切に使用される
場合には、任意の作用を発揮しない、乱用の可能性のある作用成分の１つ以上のアンタゴ
ニストを含むことができる。
【００５２】
　作用成分の乱用を防止するのに好適なアンタゴニストは当業者に公知であり、本発明に
係る剤形中で、対応する誘導体、特にエステルもしくはエーテルの形態または各々の場合
において、製薬学的に許容されうる化合物の形態、特に塩もしくは溶媒和物の形態で存在
しうる。
【００５３】
　剤形に存在する作用成分がオピオイドである場合には、使用されるアンタゴニストは、
好ましくは、各々の場合において必要に応じて対応する生理学的に許容されうる化合物、
特に塩基、塩または溶媒和物の形態のナロキソン、ナルトレキソン、ナルメフェン、ナリ
ド（ｎａｌｉｄ）、ナルメクソン（ｎａｌｍｅｘｏｎｅ）、ナロルフィン、ナルフィン（
ｎａｌｕｐｈｉｎｅ）を含む群から選択される。対応するアンタゴニストは、成分（ｃ）
が提供される場合は、剤形あたり、すなわち投与単位あたり、好ましくは、≧１ｍｇの量
、特に好ましくは、３～１００ｍｇの量、極めて特に好ましくは、５～５０ｍｇの量が使
用される。
【００５４】
　本発明に係る剤形が作用成分として覚醒剤を含む場合には、アンタゴニストは、好まし
くは、神経遮断薬であり、好ましくは、ハロペリドール、プロメタジン、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（ｃｈｌｏｒｐｒｏｔｈｉｘｉｎｅ）、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る少なくとも１つの化合物である。
【００５５】
　本発明に係る剤形は、好ましくは、当業者に公知の従来の治療量、特に好ましくは、投
与単位あたり従来の用量の２～４倍の量のこれらのアンタゴニストを含む。
【００５６】
　本発明に係る剤形の乱用を阻止および防止する組み合わせが成分（ｄ）を含む場合には
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、好ましくは、本発明に係る剤形の他の成分から空間的に離れた配置で存在し、適切に使
用される場合には、生体内で作用を発揮することが意図されていない少なくとも１種の催
吐剤を含むことができる。
【００５７】
　作用成分の乱用を防止するのに好適な催吐剤は、当業者に公知であり、本発明に係る剤
形中で、対応する誘導体、特にエステルもしくはエーテルの形態または各々の場合におい
て、製薬学的に許容されうる化合物の形態、特に塩もしくは溶媒和物の形態で存在しうる
。
【００５８】
　トコンの一種または複数の成分、好ましくは、成分エメチンに基づいている催吐剤は、
好ましくは、例えば、Ｐｒｏｆ．Ｄｒ．Ｈｉｌｄｅｂｅｒｔ　Ｗａｇｎｅｒによる「Ｐｈ
ａｒｍａｚｅｕｔｉｓｈｅ　Ｂｉｏｌｏｇｉｅ－Ｄｒｏｇｅｎ　ｕｎｄ　ｉｈｒｅ　Ｉｎ
ｈａｌｔｓｓｔｏｆｆｅ」、第２改訂版、Ｇｕｓｔａｖ　Ｆｉｓｈｅｒ　Ｖｅｒｌａｇ，
Ｓｔｕｔｔｇａｒｔ－Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，１９８２に記載されているように、本発明に係
る剤形において考慮することができる。この文献の記載はここに引用することで本明細書
の記載の一部をなすものとする。
【００５９】
　本発明に係る剤形は、剤形、すなわち投与単位あたり、好ましくは、≧３ｍｇ、特に好
ましくは、≧１０ｍｇおよび極めて特に好ましくは、≧２０ｍｇの量の催吐性エメチンを
成分（ｄ）として含むことができる。
【００６０】
　アポモルヒネも同様に、投与単位あたり好ましくは、≧３ｍｇ、特に好ましくは、≧５
ｍｇ、および極めて特に好ましくは、≧７ｍｇの量が、本発明による乱用防止の際の催吐
剤として好ましくは使用することができる。
【００６１】
　本発明に係る剤形がさらに別の乱用防止補助物質として成分（ｅ）を含有する場合には
、このような染料の使用は、特に非経口、好ましくは、静脈内投与のために作用成分を抽
出しようとすると、強烈な発色の対応する水溶液を生じ、発色は乱用の可能性のある者に
対する抑止物として作用することができる。従来、作用成分の水性抽出によって開始され
る経口経由による乱用もこの発色によって防止することができる。必要な抑止に必要な好
適な染料および量は国際公開第０３／０１５５３１号パンフレットに見出すことができ、
この記載はここに引用することで本明細書の記載の一部をなすものとする。
【００６２】
　本発明に係る剤形がさらに別の乱用防止補助物質として成分（ｆ）を含有する場合には
、少なくとも１種の苦味物質のこの添加および結果として生じる剤形の風味の劣悪化は追
加として経口および／または鼻腔経由の乱用を防止する。
【００６３】
　好適な苦味物質および使用に有効な量は米国特許出願公開第２００３／００６４０９９
号明細書に見出すことができ、この記載はここに引用することで本明細書の記載の一部を
なすものとする。好適な苦味物質は、好ましくは、芳香油、好ましくは、ハッカ油、ユー
カリ油、苦扁桃油、メントール、果実の芳香物質、好ましくは、レモン、オレンジ、ライ
ム、グレープフルーツの芳香物質またはその混合物および／または安息香酸デナトニウム
（Ｂｉｔｒｅｘ（登録商標））である。安息香酸デナトニウムが特に好ましい。
【００６４】
　本発明に係る固体剤形は、経口、膣または直腸、好ましくは、経口摂取されるのに好適
である。剤形は、好ましくは、フィルム形態でない。
【００６５】
　本発明に係る剤形は、好ましくは、経口投与のために、必要に応じてカプセルに充填さ
れまたは錠剤に圧縮された、好ましくは、マイクロタブレット、マイクロカプセル、マイ
クロペレット、顆粒、スフェロイド、ビーズまたはペレットの形態の多粒子形態を取って
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もよい。多粒子形態は、好ましくは、０．１～３ｍｍの範囲、特に好ましくは、０．５～
２ｍｍの範囲のサイズまたはサイズ分布を有する。望ましい剤形に応じて、従来の補助物
質（Ｂ）も必要に応じて剤形の製剤化に使用される。
【００６６】
　本発明に係る固体の乱用防止剤形は、好ましくは、押出成形機を使用しないで、成分（
Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）および必要に応じて（Ｄ）ならびに必要に応じて、必要に応じて存
在するさらに別の乱用防止成分（ａ）～（ｆ）の少なくとも１つを混合することによって
、または適宜、成分（Ｃ）および必要に応じて成分（Ｄ）を添加して別個に混合し、必要
に応じて顆粒化後に、熱に事前に接触させてまたは接触させると同時に力を加えることに
よって得られた混合物を形作り、剤形を生ずることによって製造される。
【００６７】
　剤形を製造するための加熱および力の適用は押出成形機を使用しないで進行する。
【００６８】
　成分（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）および必要に応じて（Ｄ）ならびに必要に応じて存在する
さらに別の成分（ａ）～（ｆ）および必要に応じて成分（Ｃ）および必要に応じて存在す
る成分（Ｄ）の混合は、必要に応じて各々の場合において当業者に公知のミキサー中で進
行する。ミキサーは、例えば、ロールミキサー、振とうミキサー、剪断ミキサーまたはコ
ンパルソリーミキサー（ｃｏｍｐｕｌｓｏｒｙ　ｍｉｘｅｒ）であってもよい。
【００６９】
　得られた混合物は、好ましくは、熱に事前に接触させてまたは接触させると同時に力を
加えることによって直接形作り、本発明に係る剤形を生ずる。混合物は、例えば、直接錠
剤成形によって錠剤に成形することができる。同時に熱に接触させて直接錠剤を成形する
際には、錠剤成形ツール、すなわちボトムパンチ、トップパンチおよびダイを、少なくと
もポリマー成分（Ｃ）の軟化温度まで短時間加熱し、圧縮する。熱に事前に接触させて直
接錠剤形成する際には、圧縮する材料を錠剤形成する直前に少なくとも成分（Ｃ）の軟化
温度に加熱し、次いで錠剤形成ツールで圧縮する。
【００７０】
　成分（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）および必要に応じて（Ｄ）ならびに必要に応じて存在する
成分（ａ）～（ｆ）の得られる混合物またはこれらの成分（ａ）～（ｆ）の少なくとも１
つおよび成分（Ｃ）の混合物を最初に顆粒化し、次いで熱に事前に接触させてまたは熱に
同時に接触させて力を加えることによって形づくり、本発明に係る剤形を生ずることもで
きる。
【００７１】
　力を加える場合には、剤形が少なくとも５００Ｎの破壊硬度に達するまで適用する。
【００７２】
　顆粒化は、湿式造粒法または溶融造粒法によって公知の顆粒製造機で実施することがで
きる。
【００７３】
　上記の製造段階の各々、特に本発明に係る剤形を製造するための加熱段階および同時ま
たはその後の力の適用は押出成形機を使用しないで進行する。
【００７４】
　さらに別の好ましい実施態様において、本発明に係る剤形は錠剤、カプセルの形態を取
り、または好ましくは、少なくとも１つのさらに別の乱用防止成分（ａ）～（ｆ）も存在
する場合には、経口浸透圧治療薬システム（ｏｒａｌ　ｏｓｍｏｔｉｃ　ｔｈｅｒａｐｅ
ｕｔｉｃ　ｓｙｓｔｅｍ）（ＯＲＯＳ）の形態である。
【００７５】
　成分（ｃ）および／または（ｄ）および／または（ｆ）が本発明に係る剤形に存在する
場合には、適切に投与される場合には、成分は、患者または作用成分の有効性を損なう作
用を実質的に生じないような方法で製剤化され、またはそのような低用量で存在すること
を確実にするように注意を払わなければならない。
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【００７６】
　本発明に係る剤形が成分（ｄ）および／または（ｆ）を含有する場合には、剤形は、適
切に経口投与される場合には、負の作用を生じないように選択されなければならない。し
かし、剤形の意図されている用量が乱用時において超える場合には、悪心または嘔吐傾向
または悪臭を生じる。適切な経口投与時において患者が耐えることができる成分（ｄ）お
よび／または（ｆ）の特定の量は、簡単な予備試験によって当業者が決定することができ
る。
【００７７】
　しかし、本発明に係る剤形が実質的に粉砕できないという事実に関係なく、成分（ｃ）
および／または（ｄ）および／または（ｆ）を含有する剤形がプロテクションと共に提供
される場合には、これらの成分は、好ましくは、乱用により投与されると、乱用者に強烈
な負の作用を生ずるのに十分に高い用量が使用されるべきである。これは、好ましくは、
少なくとも作用成分を成分（ｃ）および／または（ｄ）および／または（ｆ）から空間的
に分離することによって達成され、作用成分は少なくとも１つのサブユニット（Ｘ）に存
在し、成分（ｃ）および／または（ｄ）は少なくとも１つのサブユニット（Ｙ）に存在し
、剤形が適切に投与される場合には、成分（ｃ）、（ｄ）および（ｆ）は摂取時および／
または生体に作用を発揮せず、製剤の残りの成分、特に成分（Ｃ）および必要に応じて（
Ｄ）は同一である。
【００７８】
　本発明に係る剤形が成分（ｃ）および（ｄ）または（ｆ）の少なくとも２つを含む場合
には、これらは各々同じまたは異なるサブユニット（Ｙ）に存在してもよい。好ましくは
、存在する場合には、成分（ｃ）および（ｄ）および（ｆ）は全て１つの同じサブユニッ
ト（Ｙ）に存在する。
【００７９】
　本発明の目的のために、サブユニットは固体製剤であり、各々の場合において、当業者
に公知の従来の補助物質とは別に、作用成分、少なくとも１種のポリマー（Ｃ）および必
要に応じて存在する成分（Ｄ）および必要に応じて、必要に応じて存在する成分（ａ）お
よび／または（ｂ）および／または（ｅ）の少なくとも１つ、または各々の場合において
、少なくとも１つのポリマーおよび必要に応じて（Ｄ）およびアンタゴニストおよび／ま
たは催吐剤および／または成分（ｅ）および／または成分（ｆ）および必要に応じて、必
要に応じて存在する成分（ａ）および／または（ｂ）の少なくとも１つを含有する。サブ
ユニットの各々が上記の方法により製剤化されることを確実にするように注意が払われる
べきである。
【００８０】
　本発明に係る剤形のサブユニット（Ｘ）および（Ｙ）において作用成分を成分（ｃ）ま
たは（ｄ）または（ｆ）から分離した製剤の実質的な利点は、適切に投与される場合には
、成分（ｃ）および／または（ｄ）および／または（ｆ）は摂取時および／または生体内
でほとんど放出されないまたは患者もしくは治療の成功を損なう影響を発揮しない程度の
少量しか放出されない、または患者の生体を通過時に、十分に吸収されて有効にならない
位置において遊離されるということである。剤形は適切に投与される場合には、成分（ｃ
）および／または（ｄ）および／または（ｆ）の好ましくはほとんどが患者の生体内に放
出されない、または患者に気づかれない。
【００８１】
　上記の条件は使用する特定の成分（ｃ）、（ｄ）および／または（ｆ）およびサブユニ
ットまたは剤形の製剤化の関数として変化することがあることを当業者は理解している。
特定の剤形の最適の製剤化は、単純な予備試験によって決定することができる。重要なこ
とは、各サブユニットがポリマー（Ｃ）および必要に応じて成分（Ｄ）を含有し、上記の
方法で製剤化されているということである。
【００８２】
　予想に反して、乱用者が、作用成分を乱用する目的のために、成分（ｃ）および／また
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は（ｅ）および／または（ｄ）および／または（ｆ）をサブユニット（Ｙ）に含む本発明
によるこのような剤形の粉砕に成功し、好適な抽出剤で抽出される粉末を入手した場合に
は、作用成分だけでなく、特定の成分（ｃ）および／または（ｅ）および／または（ｆ）
および／または（ｄ）が、作用成分から容易に分離することができない形態で得られ、硬
度調節されている剤形が特に経口および／または非経口投与によって投与されると、摂取
時および／または生体内で、成分（ｃ）および／または（ｄ）および／または（ｆ）に対
応する追加の負の作用が合わさった作用を乱用者に発揮するか、または作用成分を抽出し
ようとすると、発色が抑止物として作用し、従って剤形の乱用を防止する。
【００８３】
　作用成分が、好ましくは、異なるサブユニットにおける製剤化によって成分（ｃ）、（
ｄ）および／または（ｅ）から空間的に分離されている本発明に係る剤形は多数の異なる
方法で製剤化することができ、成分（ｃ）および／または（ｄ）の放出の上記の条件が満
たされる限り、対応するサブユニットは各々、互いに大して任意の望ましい空間的配置で
本発明に係る剤形内に存在することができる。
【００８４】
　適切な投与時においては乱用防止および作用成分の放出も製剤の性質によって妨害され
ず、ポリマー（Ｃ）および必要に応じて（Ｄ）が製剤に含まれ、必要な硬度を達成するた
めに製剤化が上記の方法により実施される限り、必要に応じて存在してもよい成分（ａ）
および／または（ｂ）は、好ましくは、本発明に係る剤形内において特定のサブユニット
（Ｘ）および（Ｙ）においてならびにサブユニット（Ｘ）および（Ｙ）に対応する個々の
サブユニットの形態で製剤化することができることを当業者は理解している。
【００８５】
　本発明に係る剤形の好ましい実施態様において、サブユニット（Ｘ）および（Ｙ）は多
粒子形態で存在し、マイクロタブレット、マイクロカプセル、マイクロペレット、顆粒、
スフェロイド、ビーズまたはペレットが好ましく、機械的な選択によってサブユニット（
Ｘ）を（Ｙ）から分離することが不可能であるように、同じ形態、すなわち形状がサブユ
ニット（Ｘ）およびサブユニット（Ｙ）に選択される。多粒子形態は、好ましくは、０．
１～３ｍｍ、好ましくは、０．５～２ｍｍの範囲のサイズである。
【００８６】
　多粒子形態におけるサブユニット（Ｘ）および（Ｙ）も、好ましくは、カプセルに充填
されてもまたは錠剤に圧縮されてもよく、各々の場合において最終的な製剤化は、サブユ
ニット（Ｘ）および（Ｙ）も得られる剤形に保持される方法で進行する。
【００８７】
　同一の形状の多粒子サブユニット（Ｘ）および（Ｙ）は、乱用者が単純な選別によって
互いを分離できないように、互いに視覚的に識別可能であるべきではない。これは、例え
ば、この識別機能とは別に、例えば１つ以上の作用成分の放出制御または胃液に抵抗する
仕上げの特定のサブユニットへの提供などのさらに別の機能を組み入れることができる同
一のコーティングの適用によって達成することができる。
【００８８】
　多粒子サブユニットはまた、製薬学的に安全な懸濁媒体のスラリーまたは懸濁液のよう
な経口剤形として製剤化することもできる。
【００８９】
　本発明のさらに別の好ましい実施態様において、サブユニット（Ｘ）および（Ｙ）は、
各々の場合において、互いに対する層状に配列される。
【００９０】
　層状のサブユニット（Ｘ）および（Ｙ）は、好ましくは、本発明に係る剤形において互
いに対して垂直または水平に本発明の目的のために配列され、各々の場合において、１つ
以上の層状サブユニット（Ｘ）および１つ以上の層状サブユニット（Ｙ）は、好ましい層
配列（Ｘ）－（Ｙ）または（Ｘ）－（Ｙ）－（Ｘ）とは別に、必要に応じて成分（ａ）お
よび／または（ｂ）を含有する層と組み合わせて任意の望ましい層配列を考慮することが
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できるように剤形に存在することができる。
【００９１】
　本発明に係る別の好ましい剤形は、サブユニット（Ｙ）が、サブユニット（Ｘ）によっ
て完全に取り囲まれているコアを形成ものであり、分離層（Ｚ）がこの層の間に存在して
もよい。このような構造は、好ましくは、上記の多粒子形態にも好適であり、サブユニッ
ト（Ｘ）および（Ｙ）ならびに本発明に係る硬度要件を満足しなければならない必要に応
じて存在する分離層（Ｚ）は１つの同じ多粒子形態に製剤化される。本発明に係る剤形の
さらに別の好ましい実施態様において、サブユニット（Ｘ）はサブユニット（Ｙ）によっ
て取り囲まれるコアを形成し、後者は、コアから剤形の表面に至る少なくとも１つの通路
を含む。
【００９２】
　本発明に係る剤形は、サブユニット（Ｘ）の１つの層とサブユニット（Ｙ）の１つの層
の間に、各々の場合において、サブユニット（Ｘ）を空間的に（Ｙ）から分離する働きを
する１つ以上の、好ましくは、１つの必要に応じて膨潤性の分離層（Ｚ）を含むことがで
きる。
【００９３】
　本発明に係る剤形が層状サブユニット（Ｘ）および（Ｙ）ならびに必要に応じて存在す
る分離層（Ｚ）を少なくとも部分的に垂直または水平の配列で含む場合には、剤形は、好
ましくは、錠剤、同時押出剤（ｃｏｅｘｔｒｕｄａｔｅ）またはラミネートの形態を取る
。
【００９４】
　特に好ましい実施態様において、サブユニット（Ｙ）の自由表面の全体および必要に応
じてサブユニット（Ｘ）の自由表面の少なくとも一部および必要に応じて、必要に応じて
存在する分離層（Ｚ）の自由表面の少なくとも一部は、成分（ｃ）および／または（ｅ）
および／または（ｄ）および／または（ｆ）の放出を防止する少なくとも１つのバリヤー
層（Ｚ’）でコーティングすることができる。バリヤー層（Ｚ’）も、本発明による硬度
条件を満たさなければならない。
【００９５】
　本発明に係る剤形の別の特に好ましい実施態様は、垂直または水平の配列のサブユニッ
ト（Ｘ）および（Ｙ）の層ならびにその間に配列されている少なくとも１つのプッシュ層
（ｐ）、および必要に応じて分離層（Ｚ）を含み、剤形において、サブユニット（Ｘ）お
よび（Ｙ）からなる層構造の自由表面の全体、プッシュ層および必要に応じて存在する分
離層（Ｚ）に、放出媒体、すなわち従来的に生理的液体は透過性であるが、作用成分およ
び成分（ｃ）および／または（ｄ）は実質的に不透過性である半透性コーティング（Ｅ）
が提供され、このコーティング（Ｅ）はサブユニット（Ｘ）の領域に作用成分を放出する
ための少なくとも１つの開口部を含む。
【００９６】
　対応する剤形は、それを製造するのに好適な材料および方法と同様に、特に米国特許第
４６１２００８号明細書、米国特許第４７６５９８９号明細書および米国特許第４７８３
３３７号明細書により、例えば経口浸透圧治療薬システム（ｏｒａｌ　ｏｓｍｏｔｉｃ　
ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃ　ｓｙｓｔｅｍ）（ＯＲＯＳ））の名称で当業者に公知である。
この記載はここに引用することにより本明細書の記載の一部をなすものとする。
【００９７】
　さらに別の好ましい実施態様において、本発明に係る剤形のサブユニット（Ｘ）は錠剤
の形態であり、そのエッジ面および必要に応じて２つの主要面の一方は、成分（ｃ）およ
び／または（ｄ）および／または（ｆ）を含有するバリヤー層（Ｚ’）で被覆されている
。
【００９８】
　本発明に係る剤形を製剤化する際に使用されるサブユニット（Ｘ）または（Ｙ）および
必要に応じて存在する分離層（Ｚ）および／またはバリヤー層（Ｚ’）の補助物質は、本
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発明に係る剤形における配列、投与様式の関数として、および特定の作用成分、必要に応
じて存在する成分（ａ）および／または（ｂ）および／または（ｅ）および成分（ｃ）お
よび／または（ｄ）および／または（ｆ）の関数として変わることを当業者は理解してい
る。必要な特性を有する物質は、各々の場合において、当業者に公知である。
【００９９】
　本発明に係る剤形のサブユニット（Ｙ）からの成分（ｃ）および／または（ｄ）および
／または（ｆ）の放出が被覆、好ましくは、バリヤー層の助けによって防止される場合に
は、サブユニットは、少なくとも１つのポリマー（Ｃ）および必要に応じて（Ｄ）を含有
して、本発明に係る剤形の硬度条件を満たす限り、当業者に公知の従来の材料からなって
もよい。
【０１００】
　成分（ｃ）および／または（ｄ）および／または（ｆ）の放出を防止するために対応す
るバリヤー層（Ｚ’）が提供されていない場合には、サブユニットの材料は、サブユニッ
ト（Ｙ）からの特定の成分（ｃ）および／または（ｄ）の放出が実質的に排除されるよう
に選択されるべきである。バリヤー層を製造するのに好適であると以下に記載する材料を
、好ましくは、本発明の目的に使用することができる。
【０１０１】
　好ましい材料は、アルキルセルロース、ヒドロキシアルキルセルロース、グルカン、ス
クレログルカン、マンナン、キサンタン、好ましくは、２０：８０のモル比のポリ［ビス
（ｐ－カルボキシフェノキシ）プロパンとセバシン酸のコポリマー（Ｐｏｌｉｆｅｐｒｏ
ｓａｎ２０（登録商標）の名称で市販されている）、カルボキシメチルセルロース、セル
ロースエーテル、セルロースエステル、ニトロセルロース、（メタ）アクリル酸およびそ
のエステルに基づいたポリマー、ポリアミド、ポリカーボネート、ポリアルキレン、ポリ
アルキレングリコール、ポリアルキレンオキシド、ポリアルキレンテレフタレート、ポリ
ビニルアルコール、ポリビニルエーテル、ポリビニルエステル、ハロゲン化ポリビニル、
ポリグリコリド、ポリシロキサンおよびポリウレタンならびにそれらのコポリマーを含む
群から選択されるものである。
【０１０２】
　特に好適な材料は、メチルセルロース、エチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロ
ース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシブチルメチルセルロース、セル
ロースアセテート、（低、中または高分子量の）セルロースプロピオネート、セルロース
アセテートプロピオネート、セルロースアセテートブチレート、セルロースアセテートフ
タレート、カルボキシメチルセルロース、セルローストリアセテート、セルロース硫酸ナ
トリウム、ポリメチルメタクリレート、ポリエチルメタクリレート、ポリブチルメタクリ
レート、ポリイソブチルメタクリレート、ポリヘキシルメタクリレート、ポリイソデシル
メタクリレート、ポリラウリルメタクリレート、ポリフェニルメタクリレート、ポリメチ
ルアクリレート、ポリイソプロピルアクリレート、ポリイソブチルアクリレート、ポリオ
クタデシルアクリレート、ポリエチレン、低密度ポリエチレン、高密度ポリエチレン、ポ
リプロピレン、ポリエチレングリコール、ポリエチレンオキシド、ポリエチレンテレフタ
レート、ポリビニルアルコール、ポリビニルイソブチルエーテル、ポリビニルアセテート
およびポリ塩化ビニルを含む群から選択することができる。
【０１０３】
　特に好適なコポリマーは、ブチルメタクリレートとイソブチルメタクリレートのコポリ
マー、メチルビニルエーテルと高分子量マレイン酸のコポリマー、メチルビニルエーテル
とマレイン酸モノエチルエステルのコポリマー、メチルビニルエーテルと無水マレイン酸
のコポリマーおよびビニルアルコールとビニルアセテートのコポリマーを含む群から選択
することができる。
【０１０４】
　バリヤー層を製剤化するのに特に好適なさらに別の材料は、デンプン-充填（ｓｔａｒ
ｃｈ－ｆｉｌｌｅｄ）ポリカプロラクトン（国際公開第９８／２００７３号パンフレット
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）、脂肪族ポリエステルアミド（独国特許出願公開第１９７５３５３４号明細書、独国特
許出願公開第１９８００６９８号明細書、欧州特許出願公開第０８２０６９８号明細書）
、脂肪族および芳香族ポリエステルウレタン（独国特許出願公開第１９８２２９７９号明
細書）、ポリヒドロキシアルカノエート、特にポリヒドロキシブチレート、ポリヒドロキ
シバレレート、カゼイン（独国特許出願公開第４３０９５２８号明細書）、ポリラクチド
およびコポリラクチド（欧州特許出願公開第０９８０８９４号明細書）である。これら記
載はここに引用することにより本明細書の記載の一部をなすものとする。
【０１０５】
　上記の材料は、必要に応じて、好ましくは、グリセリルモノステアレート、半合成トリ
グリセリド誘導体、半合成グリセリド、ハロゲン化ヒマシ油、グリセリルパルミトステア
レート、グリセリルベヘネート、ポリビニルピロリドン、ゼラチン、ステアリン酸マグネ
シウム、ステアリン酸、ステアリン酸ナトリウム、タルク、安息香酸ナトリウム、ホウ酸
およびコロイド状シリカ、脂肪酸、置換トリグリセリド、グリセリド、ポリオキシアルキ
レングリコールおよびそれらの誘導体を含む群から選択される、当業者に公知のさらに別
の従来の補助物質をブレンドすることができる。
【０１０６】
　本発明に係る剤形が分離層（Ｚ’）を含む場合には、この層は、被覆されていないサブ
ユニット（Ｙ）のように、好ましくは、バリヤー層について上記した材料からなってもよ
い。特定のサブユニットからの作用成分の放出または成分（ｃ）および／または（ｄ）の
放出は、分離層の厚さによって制御することができることを当業者は理解している。
【０１０７】
　本発明に係る剤形は作用成分の放出制御を示す。それは、好ましくは、患者への１日２
回投与に好適である。
【０１０８】
　本発明に係る剤形は、少なくとも部分的に放出制御剤形の一種または複数の作用成分を
含むことができ、放出制御は、例えば放出制御マトリックスに作用成分を包埋することに
よってまたは一種または複数の放出制御コーティングを適用することによって、当業者に
公知の従来の材料および方法の助けにより達成することができる。しかし、作用成分の放
出は、上記の条件が各々の場合において満たされるように、例えば、剤形の適切な投与時
においては、作用成分は、必要に応じて存在する成分（ｃ）および／または（ｄ）が妨害
作用を発揮する前に実質的に完全に放出されるように制御されなければならない。放出制
御を生じる物質の添加は、必要な硬度を妨害してはいけない。
【０１０９】
　本発明に係る剤形からの放出制御は、好ましくは、作用成分をマトリックスに包埋する
ことによって達成される。マトリックス材料として作用する補助物質は作用成分放出を制
御する。マトリックス材料は、例えば、作用成分の放出が主に拡散によって進行する親水
性のゲル－形成材料または作用成分の放出がマトリックスの孔からの拡散によって主に進
行する疎水性材料であってもよい。
【０１１０】
　当業者に公知である生理学的に許容されうる疎水性材料をマトリックス材料として使用
することができる。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は、好ましくは、親水性マトリッ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／または塩、アミ
ドまたはエステルなどのその誘導体は、マトリックス材料として極めて特に好ましく使用
される。
【０１１１】
　疎水性ポリマー、ワックス、脂肪、長鎖脂肪酸、脂肪アルコールまたは対応するエステ
ルもしくはエーテルまたはそれらの混合物などの疎水性材料から製造されるマトリックス
材料も好ましい。Ｃ１２～Ｃ３０脂肪酸および／またはＣ１２～Ｃ３０脂肪アルコールの
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モノ－またはジグリセリドおよび／またはワックスまたはそれらの混合物は、疎水性材料
として特にこのましく使用される。
【０１１２】
　上記の親水性および疎水性材料の混合物をマトリックス材料として使用することも可能
である。
【０１１３】
　本発明により必要な少なくとも５００Ｎの破壊強度を達成する働きをする成分（Ｃ）お
よび必要に応じて存在する成分（Ｄ）は、追加のマトリックス材料として必要に応じて作
用することもできる。
【０１１４】
　本発明に係る剤形が経口投与に意図されている場合には、それは、好ましくは、胃液に
抵抗性で、放出環境のｐＨ値の関数として溶解するコーティングを含んでもよい。このコ
ーティングによって、本発明に係る剤形が胃を溶解しない状態で通過して、作用成分が腸
においてだけ放出されることを確実にすることができる。胃液に抵抗性のコーティングは
、好ましくは、５～７．５のｐＨ値において溶解する。
【０１１５】
　作用成分の放出制御および胃液に抵抗性のコーティングの適用の対応する材料および方
法は、例えばＫｕｒｔ　Ｈ．Ｂａｕｅｒ，Ｋ．Ｌｅｈｍａｎｎ，Ｈｅｒｍａｎｎ　Ｐ．Ｏ
ｓｔｅｒｗａｌｄ，Ｒｏｔｈｇａｎｇ，Ｇｅｒｈａｒｔによる「Ｃｏａｔｅｄ　Ｐｈａｒ
ｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｄｏｓａｇｅ　Ｆｏｒｍｓ－Ｆｕｎｄａｍｅｎｔａｌｓ，Ｍａｎ
ｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ，Ｂｉｏｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　
Ａｓｐｅｃｔｓ，Ｔｅｓｔ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ａｎｄ　Ｒａｗ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ」，
第１版，１９９８，Ｍｅｄｐｈａｒｍ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　Ｐｕｂｌｉｓｈｅｒｓに
より、当業者に公知である。この文献はここに引用することにより本明細書の記載の一部
をなすものとする。
【０１１６】
（破壊強度を測定する方法）
　ポリマーが成分（Ｃ）または（Ｄ）として使用することができるかどうかを証明するた
めに、少なくともポリマーの軟化点に対応する温度において１５０Ｎの力を使用してポリ
マーを圧縮して、直径１０ｍｍおよび高さ５ｍｍの錠剤を形成し、ポリマーのＤＳＣダイ
アグラムの助けにより測定する。この方法で製造した錠剤を使用して、ヨーロッパ薬局方
１９９７、ページ１４３～１４４、方法番号２．９．８に公開されている錠剤の破壊強度
を測定するための装置を用いて破壊強度を測定する。測定に使用する装置は「Ｚｗｉｃｋ
　Ｚ２．５」物質テスターであり、最大けん引（ｍａｘｉｍｕｍ　ｄｒａｗ）が１１５０
ｍｍの場合にＦｍａｘ＝２．５ｋＮであり、１カラムおよび１スピンドル、１００ｍｍの
後部空間（ｃｌｅａｒａｎｃｅ　ｂｅｈｉｎｄ）および０．１～８００ｍｍ／ｍｉｎの間
で調節可能な試験速度、ならびにｔｅｓｔＣｏｎｔｒｏｌソフトウェアを用いて設定され
るべきである。測定は、ねじ込み式挿入の圧力ピストンおよびシリンダー（径１０ｍｍ）
、力変換機、Ｆｍａｘ．１ｋＮ、径＝８ｍｍ、クラス０．５から１０Ｎ，クラス１から２
Ｎ、ＩＳＯ７５００－１に対応を使用して、製造業者の試験証明書Ｍ、ＤＩＮ５５３５０
－１８に対応（Ｚｗｉｃｋ　ｇｏｒｓｓ　ｆｏｒｃｅ　Ｆｍａｘ＝１．４５ｋＮ）（全て
の装置はＺｗｉｃｋ　ＧｍｂＨ＆Ｃｏ．ＫＧ，Ｕｌｍ，ドイツ製）を用いて実施され、テ
スターはオーダー番号ＢＴＣ－ＦＲ２．５ＴＨ、力変換機はオーダー番号ＢＴＣ－ＬＣ０
０５０Ｎ．Ｐ０１、センタリング装置はオーダー番号ＢＯ７００００Ｓ０６である。
【０１１７】
　図１に、錠剤の破壊強度の測定、特に測定前および測定中の、本発明の目的に使用され
る錠剤（４）調節装置（６）を示す。このために、錠剤（４）は、各々の場合において、
測定対象の錠剤を収容し、センタリングするのに必要な空間（５）が確立されたら、上方
および下方圧力プレートでしっかり固定される２つのツーパートクランピング装置（図示
省略）の助けにより加圧装置（図示省略）の上方圧力プレート（１）および下方圧力プレ
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ート（３）の間に保持される。空間（５）は、取り付けられている圧力プレート上で各々
の場合において水平方向に外側または内側にツーパートクランピング装置を移動すること
によって確立することができる。
【０１１８】
　特定の負荷における破壊に抵抗性であると考えられる錠剤は、破壊しなかったものだけ
でなく、力の作用下でプラスチック変形に耐えることができるものを含む。
【０１１９】
　本発明に係る剤形の場合には、破壊強度は記載の方法により測定され、錠剤以外の剤形
も試験される。
【０１２０】
　以下の実施例は、例によって本発明を例示しており、本発明の一般的な概念を限定する
ものではない。
【実施例】
【０１２１】
　塩酸トラマドールを一連の実施例における作用成分として使用した。トラマドールは従
来乱用の可能性を有する作用成分ではないにもかかわらず、それはドイツの麻薬法によっ
て支配されておらず、実験研究を簡単にするので、塩酸トラマドールを使用した。トラマ
ドールは、さらに、すぐれた水溶性のオピオイドクラスのメンバーである。
【０１２２】
（実施例１）
【表１】

【０１２３】
　塩酸トラマドールおよびポリエチレンオキサイド粉末を自由－落下ミキサーで混合した
。径１０ｍｍおよび曲率半径８ｍｍの錠剤のためのトップパンチ、ボトムパンチおよびダ
イを有する錠剤形成ツールを加熱キャビネットで８０℃に加熱した。３００ｍｇ部の粉末
混合物を加熱したツールで圧縮し、万力で錠剤形成ツールをクランプすることによって圧
力を少なくとも１５秒維持した。
【０１２４】
　錠剤の破壊強度は、記載した方法により記載した装置を用いて測定した。錠剤は、５０
０Ｎの力を与えたとき、破壊しなかった。錠剤は、ハンマーを使用しても、乳鉢および乳
棒の助けをかりても粉砕することができなかった。
【０１２５】
　製剤からの作用成分のインビトロにおける放出は、ヨーロッパ薬局方によりパドルスタ
ーラー装置で測定した。放出媒体の温度は３７℃で、スターラーの回転速度は７５ｍｉｎ
-1であった。検討の開始時に、各錠剤を６００ｍｌ部の人工胃液、ｐＨ１．２に入れた。
３０分後、アルカリ溶液を添加することによってｐＨ値を２．３に上昇させ、さらに９０
分後にｐＨ６．５にし、さらに６０分後にｐＨ７．２にした。各経過時点において溶解媒
体に存在する放出された作用成分の量を分光測定法で測定した。
【０１２６】
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【表２】

【０１２７】
（実施例２）
　実施例１の３００ｍｇ部の粉末混合物を８０℃に加熱し、錠剤形成ツールのダイに入れ
た。次いで、圧縮を実施した。錠剤は、実施例１の錠剤と同じ特性を示す。
【０１２８】
（実施例３）

【表３】

【０１２９】
　塩酸トラマドールおよび上記の成分を自由－落下ミキサーで混合した。径７ｍｍの錠剤
のためのトップパンチ、ボトムパンチおよびダイを有する錠剤形成ツールを加熱キャビネ
ットで８０℃に加熱した。１５０ｍｇ部の粉末混合物を加熱したツールで圧縮し、万力で
錠剤形成ツールをクランプすることによって圧力を少なくとも１５秒維持した。
【０１３０】
　錠剤の破壊強度は、記載した方法により記載した装置を用いて測定した。錠剤は、５０
０Ｎの力を与えたとき、破壊しなかった。
【０１３１】
　作用成分のインビトロにおける放出は実施例１のように測定し、以下のようであった。
【０１３２】
【表４】

【０１３３】
（実施例４）
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【表５】

【０１３４】
　塩酸トラマドール、キサンタンおよびポリエチレンオキシドを自由－落下ミキサーで混
合した。径１０ｍｍおよび曲率半径８ｍｍの錠剤のためのトップパンチ、ボトムパンチお
よびダイを有する錠剤形成ツールを加熱キャビネットで８０℃に加熱した。３００ｍｇ部
の粉末混合物を加熱したツールで圧縮し、万力で錠剤形成ツールをクランプすることによ
って圧力を少なくとも１５秒維持した。
【０１３５】
　錠剤の破壊強度は、記載した方法により記載した装置を用いて測定した。錠剤は、５０
０Ｎの力を与えたとき、破壊しなかった。錠剤はプラスチック変形をほとんど受けなかっ
た。
【０１３６】
　作用成分のインビトロにおける放出は実施例１のように測定し、以下のようであった。

【表６】

【０１３７】
　錠剤は、ナイフで約２ｍｍのエッジ長さの破片に切断することができた。粉砕にいたる
さらなる破壊はできなかった。破片は水と合わせると、粘性の高いゲルが形成された。か
なり苦労して、ゲルを０．９ｍｍの注射カニューレに圧縮することができた。ゲルを水に
注入すると、ゲルは自然には水と混合しなかったが、視覚的には識別可能であった。
【０１３８】
（実施例５）
【表７】

【０１３９】
　塩酸トラマドール、キサンタンおよびポリエチレンオキシドを自由－落下ミキサーで混
合した。長さ１０ｍｍおよび幅５ｍｍの矩形の錠剤のためのトップパンチ、ボトムパンチ
およびダイを有する錠剤形成ツールを加熱キャビネットで９０℃に加熱した。１５０ｍｇ
部の粉末混合物を加熱したツールで圧縮し、万力で錠剤形成ツールをクランプすることに
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よって圧力を少なくとも１５秒維持した。
【０１４０】
　錠剤の破壊強度は、記載した方法により記載した装置を用いて測定した。錠剤は、５０
０Ｎの力を与えたとき、破壊しなかった。錠剤はプラスチック変形をほとんど受けなかっ
た。
【０１４１】
　作用成分のインビトロにおける放出は実施例１のように測定し、以下のようであった。
【表８】

【０１４２】
　錠剤は、ナイフで約２ｍｍのエッジ長さの破片に切断することができたが、粉砕されな
かった。破片は水と合わせると、粘性の高いゲルが形成された。かなり苦労して、ゲルを
０．９ｍｍの注射カニューレに圧縮することができた。ゲルを水に注入すると、ゲルは自
然には水と混合しなかったが、視覚的には識別可能であった。
【０１４３】
（実施例６）
　以下の組成の錠剤を、実施例１に記載するように製造した。
【表９】

【０１４４】
　作用成分の放出は以下のように測定した。
【０１４５】
　製剤からの作用成分のインビトロにおける放出は、ヨーロッパ薬局方によりパドルスタ
ーラー装置で測定した。放出媒体の温度は３７℃で、スターラーの回転速度は７５ｒｐｍ
であった。ＵＳＰに記載されているリン酸緩衝液、ｐＨ６．８は放出媒体として作用した
。特定の試験時間において溶媒中に存在する作用成分の量を分光測定法で測定した。
【０１４６】
【表１０】
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【０１４７】
　　錠剤の破壊強度は、記載した方法により記載した装置を用いて測定した。錠剤は、５
００Ｎの力を与えたとき、破壊しなかった。
【０１４８】
　錠剤は、ナイフで約２ｍｍのエッジ長さの破片に切断することができたが、粉砕されな
かった。破片は水と合わせると、粘性の高いゲルが形成された。かなり苦労して、ゲルを
０．９ｍｍの注射カニューレに圧縮することができた。ゲルを水に注入すると、ゲルは自
然には水と混合しなかったが、視覚的には識別可能であった。
【０１４９】
（実施例７）
【表１１】

【０１５０】
　記載されている量のＢＨＴをエタノール（９６％）に溶解し、７．７％（質量／質量）
エタノール液を得た。これをポリエチレンオキサイドと混合し、次いで４０℃において１
２時間乾燥した。
　この乾燥した混合物にさらに別の成分全てを添加し、自由落下ミキサーで１５分混合し
た。
【０１５１】
　実施例１に記載するものと同じ方法を使用して錠剤を製造した。曲率半径８ｍｍの丸い
パンチ（径１０ｍｍ）を使用した。
【０１５２】
　錠剤の破壊強度は、記載した方法により記載した装置を用いて測定した。錠剤は、５０
０Ｎの力を与えたとき、破壊しなかった。錠剤は、ハンマーを使用しても、乳鉢および乳
棒の助けをかりても粉砕することができなかった。
【０１５３】
　剤形からの作用成分のインビトロにおける放出は、放出を測定するために、実施例１の
詳細な記載により測定した。
【表１２】

【０１５４】
（実施例８）
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【表１３】

【０１５５】
　個々の成分を自由落下ミキサーで１５分混合した。高温の錠剤形成ツールを使用して、
実施例１により錠剤を製造した。曲率半径８ｍｍの丸いパンチ（径１０ｍｍ）を使用した
。
【０１５６】
　錠剤の破壊強度は、記載した方法により記載した装置を用いて測定した。錠剤は、５０
０Ｎの力を与えたとき、破壊しなかった。錠剤は、ハンマーを使用しても、乳鉢および乳
棒の助けをかりても粉砕することができなかった。
【０１５７】
　製剤からの作用成分のインビトロにおける放出は、実施例１に記載するように測定した
。
【表１４】

【図面の簡単な説明】
【０１５８】
【図１】錠剤の破壊強度の測定、特に測定前および測定中の、本発明の目的に使用される
錠剤調節装置を示す。
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