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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ｉ）常習性物質、
　ｉｉ）少なくとも５０重量％の油性物質、
　ｉｉｉ）粘土、及び
　ｉｖ）制御放出剤を含む医薬組成物であって、前記医薬組成物が前記油性物質に溶解、
分散、乳化、又は懸濁され、均質ペーストを形成しており、前記ペーストが、破砕、溶解
、加熱、蒸発、又は抽出が困難である医薬組成物。
【請求項２】
　前記組成物が、非ニュートン性、チキソトロピー性及び／又は擬塑性である請求項１に
記載の医薬組成物。
【請求項３】
　さらに崩壊剤を含む請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項４】
　さらに水性賦形剤及び乳化剤を含む請求項１に記載の組成物。
【請求項５】
　前記粘土が、ベントナイト、モンモリロナイト、パスカライト、スメクタイト、イライ
ト、セピオライト、パリゴルスカイト、ムスコバイト、アレバルダイト、アメサイト、ヘ
クトライト、フルオロヘクトライト、サポナイト、バイデライト、タルク、ノントロナイ
ト、スティーブンサイト、マイカ、バーミキュライト、フルオロバーミキュライト、ハロ
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イサイト、フッ素含有合成型のマイカ、フィロシリケート、バイデライト、ボルコンスコ
イト、ヘクトライト、ソーコナイト、ソボカイト、スビンフォルダイト、混合イライト／
スメクタイト鉱物であって、レクトライト、タロソバイト、レディカイトからなる群から
選択される混合イライト／スメクタイト鉱物、又はイライトと前記粘土鉱物との混合物で
ある請求項１に記載の組成物。
【請求項６】
　さらに粒径１０００、５００、２００、又は１００ミクロン未満の不溶性粒子を含む請
求項１に記載の医薬組成物。
【請求項７】
　さらに鼻腔刺激剤を含む請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項８】
　前記常習性物質の乱用可能性が、剤形を粉末に破砕（クラッシング）、粉砕（ミリング
）、若しくは摩砕（グラインディング）し、経鼻経路によって吸引若しくは吸入すること
、又は非経口経路による乱用のために溶解することの少なくとも１つの様式に関して低減
される請求項１に記載の組成物。
【請求項９】
　ＵＳＰ溶出試験器を用いる溶出が、速度範囲２５ｒｐｍから１５０ｒｐｍのバスケット
又はパドル回転速度に著しく影響されない請求項１に記載の組成物。
【請求項１０】
　１０％から２０％のエタノール中、５０ｒｐｍでバスケット又はパドルアセンブリを備
えたＵＳＰ溶出試験器を用いる溶出中に急速放出が起こらない請求項１に記載の組成物。
【請求項１１】
　２０％から３０％のエタノール中、５０ｒｐｍでバスケット又はパドルアセンブリを備
えたＵＳＰ溶出試験器を用いる溶出中に急速放出が起こらない請求項１に記載の組成物。
【請求項１２】
　ｉ）常習性物質、
　ｉｉ）少なくとも５０重量％の油性物質、
　ｉｉｉ）粘土、及び
　ｉｖ）制御放出剤を含む医薬組成物であって、前記医薬組成物が前記油性物質に溶解、
分散、乳化、又は懸濁され、均質ペーストを形成している医薬組成物。
【請求項１３】
　前記医薬組成物が、非ニュートン性、チキソトロピー性及び／又は擬塑性である請求項
１２に記載の医薬組成物。
【請求項１４】
　さらに崩壊剤を含む請求項１２に記載の医薬組成物。
【請求項１５】
　さらに水性賦形剤及び乳化剤を含む請求項１２に記載の医薬組成物。
【請求項１６】
　前記粘土が、ベントナイト、モンモリロナイト、パスカライト、スメクタイト、イライ
ト、セピオライト、パリゴルスカイト、ムスコバイト、アレバルダイト、アメサイト、ヘ
クトライト、フルオロヘクトライト、サポナイト、バイデライト、タルク、ノントロナイ
ト、スティーブンサイト、マイカ、バーミキュライト、フルオロバーミキュライト、ハロ
イサイト、フッ素含有合成型のマイカ、フィロシリケート、バイデライト、ボルコンスコ
イト、ヘクトライト、ソーコナイト、ソボカイト、スビンフォルダイト、混合イライト／
スメクタイト鉱物であって、レクトライト、タロソバイト、レディカイトからなる群から
選択される混合イライト／スメクタイト鉱物、又はイライトと前記粘土鉱物との混合物で
ある請求項１２に記載の医薬組成物。
【請求項１７】
　さらに粒径１０００、５００、２００、又は１００ミクロン未満の不溶性粒子を含む請
求項１２に記載の医薬組成物。
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【請求項１８】
　さらに鼻腔刺激剤を含む請求項１２に記載の医薬組成物。
【請求項１９】
　前記常習性物質の乱用可能性が、剤形を粉末に破砕（クラッシング）、粉砕（ミリング
）、若しくは摩砕（グラインディング）し、経鼻経路によって吸引若しくは吸入すること
、又は非経口経路による乱用のために溶解することの少なくとも１つの様式に関して低減
される請求項１２に記載の医薬組成物。
【請求項２０】
　ＵＳＰ溶出試験器を用いる溶出が、速度範囲２５ｒｐｍから１５０ｒｐｍのバスケット
又はパドル回転速度に著しく影響されない請求項１２に記載の医薬組成物。
【請求項２１】
　１０％から２０％のエタノール中、５０ｒｐｍでバスケット又はパドルアセンブリを備
えたＵＳＰ溶出試験器を用いる溶出中に急速放出が起こらない請求項１２に記載の医薬組
成物。
【請求項２２】
　２０％から３０％のエタノール中、５０ｒｐｍでバスケット又はパドルアセンブリを備
えたＵＳＰ溶出試験器を用いる溶出中に急速放出が起こらない請求項１２に記載の医薬組
成物。
【請求項２３】
　さらにロウ状物質、脂肪性物質、又はそれらの組み合わせを含む請求項１に記載の医薬
組成物。
【請求項２４】
　さらにロウ状物質、脂肪性物質、又はそれらの組み合わせを含む請求項１２に記載の医
薬組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２００６年５月１２日に出願された米国特許出願第１１／４３２，２２６号
の優先権の特典を主張するものである。
【０００２】
　本発明は、制御放出剤を含む医薬組成物に関する。本発明はまた、その使用および製造
方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　薬物乱用は、例えば米国およびカナダにおいて、急速に拡大する一部の世界人口群でほ
とんど生活様式となっている。情動的、心理的体験、多幸、抑うつ、または一般的幻覚体
験を引き起こすどのような種類の薬物でも試してみることが、多くの若い世代で流行とな
っている。
【０００４】
　主要な問題は、非経口経路による医薬品オピオイド製剤の乱用である。
【０００５】
　重大な懸念事項となっている他の乱用経路は、徐放剤形に存在するすべてのオピオイド
の効果を即時に得るために、破砕したオピオイド剤形から得られた微細粉末を鼻から吸引
する、または微細に破砕した持続放出経口剤形を経口摂取する経路である。
【０００６】
　持続放出オピオイド鎮痛薬の使用に関して懸念事項となっている他の現象は、それらが
アルコール存在下で急速放出（ｄｏｓｅ　ｄｕｍｐ）され、含量がすべて即時に放出され
るのが見出されたことである。
【０００７】
　従来技術で教示され、現在商品化されている持続放出性麻薬の性能に関して、多くの懸



(4) JP 5978276 B2 2016.8.24

10

20

30

40

50

念事項がある。これは、従来技術で教示されている組成物および方法を用いる現在の持続
放出オピオイドアゴニストの持続放出または制御放出機序がアルコール存在下で損なわれ
、破壊されて、それにより制御放出作用が失われ、そのオピオイド含量が完全放出または
急速放出されるためである。
【０００８】
　２００５年７月１４日、Ｐｕｒｄｕｅ　Ｐｈａｒｍａが、痛みを緩和する自社の麻薬性
鎮痛薬Ｐａｌｌａｄｏｎｅ（塩酸ヒドロモルホン）カプセル剤の販売を自発的に中止した
とき、現在の制御放出麻薬性鎮痛薬のアルコール存在下における急速放出の危険性および
経済的重要性が浮き彫りにされた。ＦＤＡが安全性の懸念からＰａｌｌａｄｏｎｅの回収
を要請した後、Ｐｕｒｄｕｅ　Ｐｈａｒｍａは７月１３日に措置を取った。ＦＤＡは２０
０４年９月にＰａｌｌａｄｏｎｅを承認した。この薬物は２００５年２月にＰｕｒｄｕｅ
　Ｐｈａｒｍａから発売された。Ｐａｌｌａｄｏｎｅは、長期間にわたって高力価オピオ
イドによる持続的な２４時間の鎮痛を必要としている患者において、持続性の中等度から
重度の疼痛を管理するために認可された。ＦＤＡニュースリリースは、Ｐａｌｌａｄｏｎ
ｅ持続放出カプセルがアルコールと共に摂取されると、重大で死に至る可能性のある有害
反応が起こり得ると述べている。
【０００９】
　ＦＤＡニュースリリースによれば、Ｐａｌｌａｄｏｎｅは、非常に強力な麻薬を含有す
る１日１回の疼痛管理薬物である。アルコール使用による潜在的な影響を試験する企業委
託研究から集められた新しいデータは、Ｐａｌｌａｄｏｎｅがアルコールと共に摂取され
るとき、持続放出機序が損なわれ、急速放出につながり得ることを示している。ＦＤＡは
、急速放出というのは薬物の活性成分が血流に迅速に放出されることであると説明してい
る。急速放出は、低用量のＰａｌｌａｄｏｎｅ（１２ミリグラム）であっても、「一部の
患者では、重大であるか、または致命的でさえある有害事象」を引き起こし得ると、ＦＤ
Ａニュースリリースは指摘した。ＦＤＡはまた、より高用量のＰａｌｌａｄｏｎｅではリ
スクが増大することを警告した。
【００１０】
　カナダ保健省も、Ｐｕｒｄｕｅ　Ｐｈａｒｍａのデータを受けて、任意の徐放オピオイ
ド鎮痛薬服用中のアルコール消費に関連する重大な健康リスクを警告する勧告を発表した
。
【００１１】
　Ｐａｌｌａｄｏｎｅの場合と同様に、誤って使用された場合、オピオイドアゴニストま
たは麻薬性鎮痛薬などのすべての強力な疼痛管理薬物は重大なリスクを有すると主張する
ことができ、このことは従来技術に記載されているかまたは商品化されている現在の持続
放出製剤に特に当てはまる。実際カナダ保健省は、他の徐放オピオイドの投与を受けてい
る患者に、これらの製品はアルコールと共に摂取されたとき、ヒドロモルホン徐放製剤と
類似した反応を示す可能性がある、すなわち例えば２４時間といった長期放出期間ではな
く、急速に血液に放出（急速放出）される可能性があることを認識するように勧告した。
【００１２】
　この状況は引き続き許容できないほど高い患者のリスクを提起している。より多くの患
者が現在の組成物を摂取すると、１杯のアルコール飲料を飲んだだけでも致死的な影響を
及ぼし得るため、安全性の問題が生じる大きな懸念がある。オピオイドとアルコールを同
時に用いる危険性に関する患者情報をバイアルラベル（ｖｉａｌ　ｌａｂｅｌ）の警告と
して使用することでこの問題が解決できるとは期待できない。実際、ＦＤＡは「死に至る
可能性のある有害事象はラベルの警告のみによって有効に管理できる……」とは考えてい
ないと述べている。
【００１３】
　保健機関は圧力を強め、製薬会社が真実を語り、患者の利益を最優先することを求めて
いる。したがって、カナダ保健省は他の徐放薬物によって同じ作用が起こるかどうかを調
査するために、これらの製品の全製造業者に薬物とアルコールとの相互作用に関する情報
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を提供すること、それが不可能である場合、製品のアルコールとの相互作用を調査する研
究を実施し、６カ月以内に完了することを要請している。カナダ保健省は、そのデータを
３カ月以内に評価し、必要に応じてさらなる措置が取られると述べている。
【００１４】
　したがって、前述のことから、アルコール存在下で急速放出または乱用される可能性が
低減された、オピオイドアゴニストもしくは麻薬性鎮痛薬、または乱用可能（ａｂｕｓｅ
－ａｂｌｅ）物質の組成物が緊急かつ大いに求められている。
【００１５】
　これまでにオピオイド鎮痛薬に関連した乱用の可能性を制御しようとする試みがなされ
てきた。非経口用量のオピオイド鎮痛薬は、経口で投与される同じ用量と比べてより強力
である。したがって、薬物乱用はしばしば、「高揚感（ｈｉｇｈ）」を得るために、剤形
からオピオイドを抽出し、その後、オピオイドを注射する（注射用の任意の「適した」ビ
ヒクルを用いて）ことによって行われる。したがって、乱用を抑制しようとする試みは典
型的に、経口では活性ではないが、オピオイドを溶解し、非経口で投与しようと試みた場
合には、オピオイドの鎮痛作用を実質的に遮断するオピオイドアンタゴニストを経口剤形
に含むことに向けられてきた。
【００１６】
　米国特許第３，２５４，０８８号は、ナロキソンの調製、および麻薬アンタゴニストと
してのその活性を記載している。
【００１７】
　米国特許第３，４９３，６５７号は、「望ましくないか、または危険な副作用を生じる
ことなく、強力な鎮痛作用および拮抗作用を有する」非経口的に用いる組成物として、モ
ルヒネとナロキソンの組み合わせを記載している。
【００１８】
　１９７０年７月１４日号に掲載されたＮｅｗ　Ｙｏｒｋ　Ｔｉｍｅｓの記事は、治療方
法として麻薬常習者へのナロキソンの経口投与を記載した。ナロキソンの経口投与（高用
量）は、「どれだけのヘロインを使用しても、その常習者が高揚感を体験するのを不可能
にする」。
【００１９】
　ペンタゾシンとナロキソンの組み合わせは、Ｓａｎｏｆｉ－ＷｉｎｔｈｒｏｐからＴａ
ｌｗｉｎ（登録商標）として市販されている、米国で入手可能な錠剤に利用されている。
Ｔａｌｗｉｎ（登録商標）は、５０ｍｇ塩基に相当する塩酸ペンタゾシン、および０．５
ｍｇ塩基に相当する塩酸ナロキソンを含有する。Ｔａｌｗｉｎ（登録商標）は、中等度か
ら重度の疼痛の緩和に適応される。この組み合わせに存在する量のナロキソンは、経口で
摂取されたときには作用せず、ペンタゾシンの薬理作用を妨げない。しかしながら、この
量のナロキソンが注射によって投与されると、麻薬性鎮痛薬に対して強い拮抗作用を有す
る。このように、ナロキソンの包含は、剤形を可溶化して注射したときに生じる経口ペン
タゾシンの乱用の形態を抑制することを意図するものである。したがって、この投与は以
前の経口ペンタゾシン製剤に比べて非経口による乱用の可能性が低い。しかしながら、例
えば患者が複数回の用量を同時に摂取することなどにより、依然として経口によって患者
に誤用および乱用されやすい。
【００２０】
　Ｓｕｎｓｈｉｎｅ　ｅｔ　ａｌ．、「Ａｎａｌｇｅｓｉｃ　Ｅｆｆｉｃａｃｙ　ｏｆ　
Ｐｅｎｔａｚｏｃｉｎｅ　Ｖｅｒｓｕｓ　ａ　Ｐｅｎｔａｚｏｃｉｎｅ－Ｎａｌｏｘｏｎ
ｅ　Ｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎ　Ｆｏｌｌｏｗｉｎｇ　Ｏｒａｌ　Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔ
ｉｏｎ」、Ｃｌｉｎ．Ｊ．Ｐａｉｎ、１９８８；４：３５～４０は、ナロキソン０．５ｍ
ｇを添加することによる、ペンタゾシン５０ｍｇの鎮痛有効性に対する影響を報告した。
この組み合わせは、疼痛強度差の合計（ＳＰＩＤ）、および４時間目の軽減および疼痛強
度差（ＰＩＤ）に関して、ペンタゾシンより有意に低い有効性が見出された。中等度のベ
ースラインの疼痛を有する患者の場合、この組み合わせは、ＳＰＩＤならびに３時間目お
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よび４時間目の軽減およびＰＩＤに関して、ペンタゾシンより有意に低い疼痛軽減を生じ
た。重度のベースラインの疼痛を有する患者では、ペンタゾシンと、ナロキソンを添加し
たペンタゾシンとの間に有意差は認められなかった。
【００２１】
　Ｗａｎｇ　ｅｔ　ａｌ．、「Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ　ａｎｄ　Ｐａｒａｌｌｅｌ　Ｓｔｕ
ｄｙ　ｏｆ　Ｏｒａｌ　Ａｎａｌｇｅｓｉｃｓ」、Ｊ．Ｃｌｉｎ　Ｐｈａｒｍａｃｏｌ　
１９８１；２１：１６２～８は、慢性疼痛を有する患者の交差研究において、Ｐｅｒｃｏ
ｄａｎ（登録商標）単独およびプラシーボと比較して、ナロキソン０．２５ｍｇとＰｅｒ
ｃｏｄａｎ（登録商標）（オキシコドンＨＣｌ４．５ｍｇ、テレフタル酸オキシコドン０
．２８ｍｇ、アスピリン２２４ｍｇ、フェナセチン１６０ｍｇ、およびカフェイン３２ｍ
ｇからなる）との組み合わせを研究した。この組み合わせは、試験の後半ではほとんどの
時間毎の鎮痛パラメータに関して、Ｐｅｒｃｏｄａｎ（登録商標）単独より低い平均スコ
アを有した。しかしながら、要約変数では、この組み合わせはプラシーボまたはＰｅｒｃ
ｏｄａｎ（登録商標）のいずれにも有意差を示さなかった。
【００２２】
　疼痛を治療するために、ブプレノルフィンとナロキソンの固定配合剤が、ニュージーラ
ンドで１９９１年に導入された（Ｔｅｍｇｅｓｉｃ（登録商標）、Ｒｅｃｋｉｔｔ＆Ｃｏ
ｌｍａｎ）。
【００２３】
　ドイツでは重度の疼痛を管理するために、１９７８年からチリジン（５０ｍｇ）とナロ
キソン（４ｍｇ）を含む固定配合剤療法が利用可能である（Ｖａｌｏｒｏｎ（登録商標）
、Ｇｏｅｄｅｃｋｅ）。これらの薬物の組み合わせの理論的根拠は、有効な疼痛軽減、お
よびモルヒネ受容体でのナロキソン誘発性拮抗作用によるチリジン常習の予防である。
【００２４】
　米国特許第３，７７３，９５５号（Ｐａｃｈｔｅｒ　ｅｔ　ａｌ．）は、非経口投与さ
れると、痛覚脱失、多幸、または身体的依存を生じず、それにより鎮痛薬の非経口による
乱用を防ぐ、経口的に有効な鎮痛組成物を記載している。そのような組成物は、鎮痛経口
用量当たり、ナロキソン約０．１ｍｇから約１０ｍｇを含有した。この参考文献は、オピ
オイドの経口による乱用には関していない。
【００２５】
　米国特許第３，４９３，６５７号（Ｌｅｗｅｎｓｔｅｉｎ　ｅｔ　ａｌ．）は、ナロキ
ソンおよびモルヒネまたはオキシモルホンを含む組成物を記載し、この組成物は幻覚など
の望ましくない副作用を生じることなく強力な鎮痛作用を提供すると述べられている。
【００２６】
　米国特許第４，４５７，９３３号（Ｇｏｒｄｏｎ　ｅｔ　ａｌ．）は、鎮痛用量のオピ
オイドを比較的狭い特定の範囲でナロキソンと組み合わせることによって、オキシコドン
、プロポキシフェン、およびペンタゾシンなどの強力な鎮痛薬の経口および非経口の乱用
可能性を低減する方法を記載している。２．５～５：１重量部の比を有するオキシコドン
－ナロキソン組成物、および１６～５０：１重量部の比を有するペンタゾシン－ナロキソ
ン組成物が好ましいものであった。オピオイドと組み合わされる用量のナロキソンは、そ
の経口鎮痛活性に実質的に影響を及ぼすことなく、オピオイドの経口または非経口による
乱用可能性を実質的に排除すると述べられている。
【００２７】
　米国特許第４，５８２，８３５号（Ｌｅｗｉｓ）は、舌下有効用量のブプレノルフィン
をナロキソンと共に投与することによって、疼痛を治療する方法を記載している。Ｌｅｗ
ｉｓは、非経口投与の場合１：３～１：１、舌下投与の場合１：２～２：１のナロキソン
とブプレノルフィンの投与量比を記載している。
【００２８】
　米国特許第６，６２７，６３５号は、鎮痛有効量の経口活性オピオイドアゴニストが経
口剤形でオピオイドアンタゴニストと組み合わされ、この剤形はオピオイドアゴニストか
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ら分離するために少なくとも２ステップの抽出工程を要し、含まれるオピオイドアンタゴ
ニストの量が、オピオイドアゴニストと共に抽出されて非経口で投与される場合、オピオ
イド作用を拮抗するのに充分な量である、オピオイド剤形の乱用を防止する方法を教示し
ている。
【００２９】
　米国特許第６，６９６，０８８号は、（ｉ）放出できる形態のオピオイドアゴニスト、
および（ｉｉ）剤形が無傷で投与されるときには実質的に放出されない隔離されたオピオ
イドアンタゴニストを含み、不正改造後の前記剤形から放出されるアンタゴニストの量と
、前記無傷剤形から放出される前記アンタゴニストの量が約４：１以上であり、前記アゴ
ニストとアンタゴニストが相互分散され、２つの明確な層で互いに分離されていない、不
正改造防止経口オピオイドアゴニスト製剤を開示している。
【００３０】
　薬物乱用の問題に対処する従来技術における上述のすべての試みにもかかわらず、一部
には組成物の設計の誤りのため、さらには常習者が抗薬物乱用機序をしのぐ独創的な方法
を見つけるために、この問題は引き続き存在している。現在、この問題は破壊的な経済的
および社会的重大性を伴い、驚くべき早さで拡大している。
【００３１】
　したがって、再現可能な方法で製造することができ、乱用可能性を低減する望ましい作
用を有する、安定な薬物送達デバイスを開発することが依然として求められている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００３２】
　本発明の一態様の目的は、活性物質の放出を制御するために有効に用いることのできる
組成物を提供することである。
【００３３】
　本発明の第２の態様の目的は、活性物質の急速放出の問題を低減するために有効に用い
ることのできる組成物を提供することである。
【００３４】
　本発明の第３の態様の目的は、活性物質の乱用可能性を低減するために有効に用いるこ
とのできる組成物を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００３５】
　本発明の態様によれば、アルコールと共に経口投与または同時摂取されるとき、組成物
の制御放出機序の完全性の損傷または損失を防ぐのに充分な量および比率で、活性物質、
および粘土、制御放出剤、または油性、ロウ状、もしくは脂肪性物質から選択された材料
を含む、医薬ペースト組成物が提供される。
【００３６】
　本発明の他の態様によれば、治療上有益な活性物質を粘土、油性、ロウ状、もしくは脂
肪性物質、または制御放出剤から選択された材料などの物質と混合することによって、そ
のような物質の経口製剤のアルコール存在下での急速放出および乱用を防ぐ手段が提供さ
れる。
【００３７】
　本発明のさらに他の態様によれば、組成物の物理化学的性質が、アルコール存在下での
急速放出を防ぎ、さらに乱用を阻止し、破砕、粉砕、または摩砕し、溶解、加熱して蒸発
し、鼻から吸引、「注射（ｓｈｏｏｔｉｎｇ）」、または吸入する様式による乱用を困難
にする一助となる制御放出組成物および方法が提供される。
【００３８】
　本発明のさらに他の態様によれば、ｉ）活性物質、ｉｉ）油性、ロウ状、もしくは脂肪
性物質、またはそれらの組み合わせ、およびｉｉｉ）制御放出剤を含み、ペースト組成物
が、非ニュートン性、チキソトロピー性および／または擬塑性（ｐｓｅｕｄｏｐｌａｓｔ
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ｉｃ）である、医薬ペースト組成物が提供される。
【００３９】
　本発明のさらに他の態様によれば、ｉ）活性物質、ｉｉ）制御放出剤、およびｉｉｉ）
非水性賦形剤を含み、ペースト組成物が、非ニュートン性、チキソトロピー性および／ま
たは擬塑性である、医薬ペースト組成物が提供される。
【００４０】
　本発明のさらに他の態様によれば、ｉ）活性物質、ｉｉ）粘土、およびｉｉｉ）制御放
出剤、およびｉｖ）非水性賦形剤を含み、ペースト組成物が、非ニュートン性、チキソト
ロピー性および／または擬塑性である、医薬ペースト組成物が提供される。
【００４１】
　本発明のさらに他の態様によれば、ｉ）常習性物質、ｉｉ）油性、ロウ状、もしくは脂
肪性物質、またはそれらの組み合わせ、およびｉｉｉ）制御放出剤を含み、ペースト組成
物が、剤形分配デバイス（ｄｏｓａｇｅ　ｆｏｒｍ　ｄｉｓｐｅｎｓｉｎｇ　ｄｅｖｉｃ
ｅ）で用いるためのものである、医薬ペースト組成物が提供される。
【００４２】
　本発明のさらに他の態様によれば、ｉ）常習性物質、ｉｉ）制御放出剤、およびｉｉｉ
）非水性賦形剤を含み、ペースト組成物が、剤形分配デバイスで用いるためのものである
、医薬ペースト組成物が提供される。
【００４３】
　本発明のさらに他の態様によれば、ｉ）常習性物質、ｉｉ）粘土、およびｉｉｉ）制御
放出剤、およびｉｖ）非水性賦形剤を含み、ペースト組成物が、剤形分配デバイスで用い
るためのものである、医薬ペースト組成物が提供される。
【００４４】
　本発明の新規な特徴は、以下の本発明の詳細な説明を考察することにより、当業者には
明らかとなる。しかしながら、本発明の精神および範囲内である種々の変更および修正が
、本発明の詳細な説明および添付の特許請求の範囲から当業者には明らかとなるため、提
示の本発明の詳細な説明および特定の実施例は、本発明のいくつかの実施形態を示すもの
であるが、例示の目的のためにのみ提供されるものであることが理解されるべきである。
【００４５】
　以下の図面は、本発明の実施形態を例示するものであり、特許請求の範囲に含まれる本
発明の範囲を限定するためのものではない。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本発明の実施形態に従って、種々のアルコール濃度での持続放出期間にわたる活
性医薬成分の放出に関するデータを示す。
【発明を実施するための形態】
【００４７】
　本発明のいくつかの実施形態は、常習性物質の乱用可能性を低減するための、新規な組
成物、ならびにその使用および調製方法に関する。これはペースト組成物の使用によって
達成される。常習性物質は、これに限定されるものではないが、オピオイドアゴニスト、
麻薬性鎮痛薬、バルビツール酸系催眠薬、中枢神経系興奮薬、および／または精神安定剤
であることができる。ペーストに混入される前、常習性物質は、当分野で知られている任
意の適切な形態、液体、半固体、または固体、例えばこれに限定されるものではないが、
粉末、顆粒、スフェロイド、ペレット、ミクロスフェア、ナノスフェア、マイクロカプセ
ル、または結晶であることができ、ペーストに均質または不均質に分散することができる
。
【００４８】
　本発明の新規な組成物は、これに限定されるものではないが、１種または複数の活性医
薬成分の放出を制御する、持続放出、パルス放出、遅延放出、および／または制御放出デ
バイスなどの、任意の送達デバイスで用いることができる。デバイスは、固体単位剤形で
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あることができる。デバイスは、例えば、１種または複数の顆粒、１種または複数の結晶
、１種または複数のペレット、および／または１種または複数のスフェロイドを含むペー
ストを含むことができる。特定の実施形態において、デバイスは、著しく変動することな
く放出速度を制御し、再現性のある制御放出速度を有する、安定な単一の均質単位制御放
出デバイスである。
【００４９】
　組成物は、任意の適切な製剤および／または分配デバイスを用いる任意の適切な方法で
投与することができる。例えば、これに限定されるものではないが、組成物は、ｉｎ　ｖ
ｉｖｏの経口、膣内、肛門、眼内、皮下、筋内投与、または移植に適したデバイスの形態
であることができる。組成物はまた、常習性物質のｉｎ　ｖｉｔｒｏまたはｅｘ　ｖｉｖ
ｏ送達に用いることもできる。組成物は、胃腸管の特定部位、または特定器官を標的とす
ることができる。組成物は、パウチ（ｐｏｕｃｈ）またはパッチで口腔および経皮的に適
用することができる。製剤の物理的状態および特定の適用方法は、それに応じて多様であ
ってよいことは明らかである。
【００５０】
　ペースト組成物は、例えばアルコール抽出による常習性物質の乱用可能性を低減するた
めに、常習性物質の製剤において有用であり得る。しかしながら、ペースト組成物の有用
性は、常習性物質に限定されない可能性があり、任意の活性成分または物質の製剤におい
ても有用であり得ることが理解される。
【００５１】
　用語「活性成分」または「活性物質」は、生物学的、化学的、または生理学的有用性を
有する任意の化合物を意味し、これに限定されるものではないが、活性医薬成分、薬物、
天然化合物、核酸化合物、ペプチド化合物、栄養補助、農業、もしくは栄養成分、または
合成薬物が含まれる。
【００５２】
　用語「常習性物質」は、使用者が心理的または身体的依存を発現する可能性のある任意
の化合物を意味し、これに限定されるものではないが、活性医薬成分、薬物、天然化合物
、または合成薬物が含まれる。
【００５３】
　化合物に対するヒトの心理的または身体的依存を説明するために、多くの交換可能な用
語が一般に用いられる。強力な鎮痛薬もしくはオピオイドアゴニスト、または乱用可能物
質について述べるとき、常習（ａｄｄｉｃｔｉｏｎ）という用語が最も一般的に用いられ
る。強力な鎮痛薬もしくはオピオイドアゴニスト、または乱用可能物質は、アスピリン、
アセトアミノフェンなどの弱い薬剤とは対照的に、より重度の疼痛の軽減に用いられる。
それらは通例、破砕され、飲み込まれる、鼻から吸引される、非経口的に「注射」される
と、多幸作用を生じる。経口制御放出組成物として摂取されるときには、通常著しい多幸
感はない。
【００５４】
　常習は、Ｔｈｅ　Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　ＣｏｕｎｃｉｌのＣｏｍｍｉ
ｔｔｅｅ　ｏｎ　Ｐｒｏｂｌｅｍｓ　ｏｆ　Ｄｒｕｇ　Ｄｅｐｅｎｄｅｎｃｅによって定
義された用語「常習」の意味で、すなわち、その薬物の作用に対する心理的依存、ときに
は身体的依存の発現を伴い、その結果として薬物の投与を継続する手段の開発がその常習
者の存在の重要な動機となるような、薬物の摂取および用量の増加への衝動強迫という意
味で、バルビツール酸系催眠薬、および強力な鎮痛薬もしくはオピオイドアゴニスト、ま
たは乱用可能物質に対して発現し得る。
【００５５】
　麻薬、または麻薬のような強力な鎮痛薬に対する常習はしばしば、重い疼痛を軽減する
ためにこれらの薬剤を合法的に慢性経口投与または非経口投与することによって起こる。
しかしながらより一般的には、これらの薬剤の常習は、人生の現実からの逃避を求めてい
る精神的に不安定な個人またはスリルを求めている個人が、強力な鎮痛薬もしくはオピオ
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イドアゴニスト、または乱用可能物質の経口または非経口投与によって得られる多幸感に
逃避を見出したときに起こる。多幸感は一般に幸福感として定義される。多幸感は、多く
の方法、例えば明るい気分になる体験、アルコール、興奮薬、抑制薬、麻薬などで生じ得
る。本開示では、「多幸感」は、強力な鎮痛薬の非経口投与によって得られる異常な幸福
感の状態として定義される。
【００５６】
　常習性物質は、しばしば麻薬、または麻薬のような鎮痛薬もしくはオピオイドアゴニス
トと称される用語「乱用可能物質」、「多幸性鎮痛薬」、および「強力な鎮痛薬」を含み
、例えば、経口または非経口投与によって、実質的な離脱症状を伴わずに、ヘロインなど
を常習している既知の常習者を維持するか、または部分的に維持することのできる化学剤
を含む。本開示では、「強力な鎮痛薬」は、その鎮痛、多幸、または依存性作用がオピオ
イドアンタゴニストの非経口投与によって無効になる、任意の鎮痛薬と説明することもで
きる。
【００５７】
　本発明での使用が企図されるいくつかのオピオイドアゴニストまたは麻薬性鎮痛薬の例
には、アルフェンタニル、アリルプロジン、アルファプロジン、アニレリジン、ベンジル
モルヒネ、ベジトラミド、ブプレノルフィン、ブトルファノール、クロニタゼン、コデイ
ン、デソモルヒネ、デキストロモラミド、デゾシン、ジアムプロミド、ジアモルホン、ジ
ヒドロコデイン、ジヒドロモルヒネ、ジメノキサドール、ジメフェプタノール、ジメチル
チアムブテン、ジオキサフェチルブチラート、ジピパノン、エプタゾシン、エトヘプタジ
ン、エチルメチルチアムブテン、エチルモルヒネ、エトニタゼン、エトルフィン、ジヒド
ロエトルフィン、フェンタニルヒドロコドン、ヒドロモルホン、ヒドロキシペチジン、イ
ソメサドン、ケトベミドン、レボルファノール、レボフェナシルモルファン、ロフェンタ
ニル、メペリジン、メプタジノール、メタゾシン、メタドン、メトポン、モルヒネ、ミロ
フィン、ナルセイン、ニコモルヒネ、ノルレボルファノール、ノルメタドン、ナロルフィ
ン、ナルブフェン、ノルモルヒネ、ノルピパノン、アヘン、オキシコドン、オキシモルホ
ン、パパベレタム、ペンタゾシン、フェナドキソン、フェノモルファン、フェナゾシン、
フェノペリジン、ピミノジン、ピリトラミド、プロフェプタジン、プロメドール、プロペ
リジン、プロポキシフェン、スフェンタニル、トラマドール、チリジン、アルファプロジ
ン、デキストロポルポキシフェン、プロピラム、プロファドール、フェナンプロミド、チ
アンブテン、フォルコデイン、３－トランス－ジメチルアミノ－４－フェニル１－４－ト
ランス－カルボエトキシ－デルタ－シクロヘキセン、３－ジメチルアミノ－０－（４－メ
トキシフェニルカルバモイル）－プロピオフェノンオキシム、（－）ベータ－２’－ヒド
ロキシ－２，９－ジメチル－５－フェニル－６，７－ベンゾモルファン、（－）２’－ヒ
ドロキシ－２－（３－メチル－２－ブテニル）－９－メチル－５－フェニル－６，７－ベ
ンゾモルファン、ピリニトラミド、（－）アルファ－５，９－ジエチル１－２’－ヒドロ
キシ－２－メチル－６，７－ベンゾモルファン、エチル－１－（２－ジメチルアミノエチ
ル）－４，５，６，７－テトラヒドロ－３－メチル－４－オキソ－６－フェニルインドー
ル－２－カルボキシラート、１－ベンゾイルメチル－２，３－ジメチル－３－（ｍ－ヒド
ロキシフェニル）－ピペリジン、Ｎ－アリル－７アルファ－（１－（Ｒ）－ヒドロキシ－
１－メチルブチル）－６，１４－エンド－エタノテトラヒドロノルオリパビン、（－）２
’－ヒドロキシ－２－メチル－６，７－ベンゾモルファン、ノルアシルメタドール、フェ
ノペリジン、アルファ－ｄｌ－メタドール、ベータ－ｄｌ－メタドール、アルファ－１－
メタドール、ベータ－ｄｌ－アセチルメタドール、アルファ－１－アセチルメタドール、
およびベータ－１－アセチルメタドール、ならびに薬学的に許容できるそれらの塩、立体
異性体、エーテル、エステル、および混合物が含まれる。
【００５８】
　常習性物質はまた、バルビツール酸系催眠薬、リセルグ酸ジエチルアミド（ＬＳＤ）、
メスカリン、マリファナ（テトラヒドロカンナビノール）、ヘロインなど、中枢神経系興
奮薬（アンフェタミンなど）、鎮静薬、催眠薬、強力なおよび緩和な精神安定剤の一部（
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プロマジン、メプロバメート、ジアゼピンなど）などの、違法な目的のために（「高揚感
」、多幸、興奮、昏迷、睡眠遮断などを得るため）最も一般的に用いられる薬物を含む。
【００５９】
　多くの常習性物質は、様々な状態の合法的な治療のために薬剤として一般的に用いられ
、したがって社会での利用は限定されている。これらの薬剤は現代医療に必要な部分であ
るが、（１）薬物乱用可能性が低減された新しい薬物を生成すること、または（２）違法
な使用を防ぐために古くからの薬剤を「変性する」ことが非常に望ましい。製薬業界は、
最初の目標を達成するために長年にわたって努力しているが、極めて残念なことに、非常
に限られた成功しか収めていない。強力な鎮痛薬に注目するならば、良好な鎮痛活性を有
するが、常習性の不利益をほとんどまたはまったく持たない化学物質を生成するために、
多くの努力と金銭が費やされてきたことが明らかとなる。例えば、コデインの代替物とし
てのプロポキシフェン、およびモルヒネまたはメぺリジンの代替物としてのペンタゾシン
の開発から明らかなように良好に進歩しているが、これらの化合物は依然として、常習性
および／または多幸性であり、飲み込む、吸入する、鼻から吸引する、「注射する」、ま
たは非経口投与することによって薬物に即時にアクセスできるように、薬物組成物を破砕
、溶解、および加熱／蒸発して乱用されることが医学文献に報告されている。さらに、こ
れらの薬剤の一部には、望ましくない副作用、すなわちひどい幻覚などがある。
【００６０】
　本発明の組成物またはデバイスは、他の活性成分も含有できる。それらには、特に例え
ば、オピオイドアンタゴニスト（ナロキソンなど）、アスピリン、フェナセチン、カフェ
イン、アセトアミノフェン、抗ヒスタミン薬、臭化メチルホマトロピン、クエン酸フェニ
ルトロキサミン、バルビツール酸系催眠薬など、またはそれらの複数の組み合わせが含ま
れる。さらに、非麻薬性鎮痛薬と組み合わせた麻薬性鎮痛薬を含む組成物、コデイン、ジ
ヒドロコデイノン、フォルコデインなどの麻薬性または麻薬のような鎮咳薬を含有する鎮
咳調剤も本発明の範囲内に含まれる。樟脳アヘンチンキＵ．Ｓ．Ｐ．、アヘンチンキＵ．
Ｓ．Ｐ．、アヘン抽出物ＮＦなど、胃腸管の鎮痙薬として用いる麻薬性または麻薬のよう
な組成物を含む他の製品も、本発明のいくつかの例の必須部分であり得る。
【００６１】
　用語「ペースト」は、濃いまたは硬い粘稠度の医薬形態を意味する。ペーストは、分散
された１０００ミクロン未満の固体を含むこともできる。ペーストはまた、非ニュートン
性、チキソトロピー性もしくは擬塑性である、液体または半固体マトリクスまたはマグマ
、またはペーストとして説明することもできる。ペーストは典型的に常習性物質を含む。
しかしながら、ペーストは常習性物質の存在下または不在下で他の活性成分を含むことが
できる。さらに、単一のペースト組成物を用いることができ、あるいは異なる放出プロフ
ァイルを有し、および／または異なる活性物質を含む２種以上のペースト組成物の組み合
わせを用いることができる。本発明のペースト組成物によって提供される放出プロファイ
ルは、任意の活性成分の製剤において有利に用いることができる。
【００６２】
　単一または複数の投与単位中の異なる放出プロファイルを有する２種以上のペースト群
を活性物質の送達に用いることができる。１種または複数の活性物質は、複数のペースト
群を用いて、同様に送達できる。例えば、それぞれ２種のペースト組成物に２種の活性物
質を配合することは、それらの物質が非適合性であるか、または個別にもしくは異なる作
用開始点で作用する場合、特に有用である可能性がある。異なるペースト群は、他の任意
の適切な保持または分配デバイスでカプセル化または送達できる。
【００６３】
　ペーストは、薬学的に適切な賦形剤に１種または複数の制御放出剤、および／または１
種または複数のベントナイトなどの粘土、および／または１種または複数の充填剤、なら
びに場合により崩壊剤、湿潤剤、界面活性剤、および安定剤から選択された材料を含むこ
とができる。いくつかの例において、ペーストは、非水性賦形剤に１種または複数の制御
放出剤、および／または１種または複数のベントナイトなどの粘土、および／または１種
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または複数の充填剤、ならびに場合により崩壊剤、湿潤剤、界面活性剤、および安定剤か
ら選択された材料を含むことができる。いくつかの例において、ペーストは、場合により
油性、脂肪性、もしくはロウ状物質と混合するための乳化剤を含む水性ビヒクルに１種ま
たは複数の制御放出剤、および／または１種または複数のベントナイトなどの粘土、およ
び／または１種または複数の充填剤、ならびに場合により崩壊剤、湿潤剤、界面活性剤、
および安定剤から選択された材料を含むことができる。
【００６４】
　ペースト組成物は、ペーストの物理化学的特性が活性物質の急速放出を低減または防止
するように配合することができる。例えば、ペースト組成物は、ペーストの物理化学的特
性がアルコール存在下で常習性物質の急速放出を低減または防止し、剤形を粉末に破砕、
粉砕、もしくは摩砕する、または剤形を加熱して蒸気にし、経鼻経路によって吸引もしく
は吸入するか、または溶解して非経口経路によって乱用する様式による薬物乱用を阻止す
るように配合することができる。
【００６５】
　用語「ポリマーコーティング」または「ポリマーコート」は、１種または複数のモノマ
ーを重合して、線状もしくは分岐、または架橋高分子を形成することによって形成される
任意のコーティングを意味する。このコーティングは、コーティング、層、膜、シェル、
カプセルなどとして種々に特徴づけることができ、コア粒子を実質的に囲むかまたは包む
。本発明のデバイスが複数のポリマーコートを含む場合、例えば第１のポリマーコートは
、コア粒子を実質的に囲むかまたは包み、第２のポリマーコートは、第１のポリマーコー
トを実質的に囲むかまたは包む。ポリマーコートは、任意の既知の適合性制御放出コート
、例えばｐＨ感受性コート、撥水性コート、または水性溶媒系コート、または水溶性コー
トの形態および組成をとることができる。
【００６６】
　いくつかの例において、ポリマーコートは、有機溶媒中に水溶性ゲル形成ポリマーおよ
び水不溶性有機可溶性ポリマーを含む均質混合物から調製することができる。そのような
調剤は実質的に非水性であるが、制御放出送達デバイスに適用または混入する前に、少量
の水、例えばポリマーコーティング組成物の約２０％（ｖ／ｖ）未満、約１０％（ｖ／ｖ
）未満、約５％（ｖ／ｖ）未満、または約２％（ｖ／ｖ）未満を用いるか、または耐容で
きる。
【００６７】
　用語「持続放出」、「パルス放出」、「遅延放出」、および「制御放出」は本出願にお
いて交換可能に用いられ、本発明の目的では、ある用量の活性成分が持続放出、パルス放
出、遅延放出、または制御放出デバイスで投与されるとき、活性成分の濃度（レベル）が
選択された期間にわたって所望の範囲内であるが、毒性レベル未満に維持されるような速
度で送達デバイスから活性成分が放出されることとして定義される。ｉｎ　ｖｉｖｏ投与
の場合、活性成分の濃度（レベル）は、例えば血液または血漿で測定することができる。
ｉｎ　ｖｉｖｏで投与されるとき、本発明の持続放出、パルス放出、遅延放出、または制
御放出デバイスは、活性成分の有用な血漿濃度が、即時放出形態の場合と比べて長く維持
されることを可能にする。
【００６８】
　制御放出プロファイルは、ポリマーコートに関する多くの要因に基づいて、例えばこれ
に限定されるものではないが、用いるポリマーの種類、それらが堆積される順序、混合物
中のポリマーの比率、およびそれらの相互作用の性質によって改変され得る。制御放出プ
ロフィールは、例えば２００７年１月４日公開の米国特許出願第２００７０００３６１９
号に概説されている、送達デバイスおよび投与経路に関する様々な要因によっても改変さ
れ得る。例えば、持続放出期間は、活性成分の溶解性、意図された投与部位からの活性成
分のクリアランス速度、コア粒子の大きさ、コア粒子に最初に存在する活性成分の量、活
性成分の放出速度に影響を及ぼすコア粒子内の他の化合物の存在、ポリマーコーティング
の活性医薬成分への浸透性、およびポリマーコーティングの分解速度、ならびに他の要因
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に応じて多様となる。
【００６９】
　放出制御は、用いるポリマーの種類、それらが堆積される順序、ポリマーコートの数、
ポリマーコートの幅、混合物中のポリマーの比率、およびそれらの相互作用の性質によっ
て達成されるか、または最適化される。
【００７０】
　合法的に医薬に用いられるはずの相当量の強力な鎮痛薬が、不正または不注意な取扱い
によって、違法な使用に転用されていることは、麻薬取締機関および医薬品業界の他の関
係者に一般に知られている。多くの場合これらの薬物は、窃盗または医師の無頓着な処方
によって、常習者または潜在的常習者に入手される。
【００７１】
　真の麻薬常習者は最大の多幸作用を得るために、飲み込む、吸入する、鼻から吸引する
、「注射する」、または非経口投与（静脈注射）することによって薬物に即時にアクセス
できるように、薬物組成物を破砕、および／または溶解、および加熱、および／または蒸
発することにより常習癖を満たさなければならないことが、経験から知られている。潜在
的常習者またはスリルを求める者も同じ方法で試みる。残念なことに、相当量の経口剤形
に製剤化された合法的な強力な鎮痛薬が、違法な非経口使用に転用されている。合法的な
ルートから転用されるこれらの薬物の経口剤形は、所望の多幸感を生じるように投与でき
る形態を得るためには、容易に破砕、溶解、および加熱／蒸発されなければならないため
、これらの経口剤形が何らかの方法で、破砕、溶解、加熱／蒸発、または抽出が困難また
は不可能にされ、飲み込む、吸入する、鼻から吸引する、および「注射する」、または非
経口使用することによる乱用が不快になっていれば、常習者または潜在的常習者は、この
特定の多幸性薬物の供給を断つ。明らかに、有用な薬剤が提供される場合、経口活性は保
持されなければならない。
【００７２】
　医薬薬物、すなわち常習性物質を、ペースト組成物に混入することは、（１）少なくと
も１つの乱用様式、例えば、経口投与用の剤形を鼻から吸引／吸引、非経口投与する、ま
たは粉砕して、経口摂取することによる違法な使用を低減するため、（２）例えばアルコ
ール存在下での、急速放出を低減するため、または（３）その擬塑性もしくはチキソトロ
ピー性にもかかわらず、胃腸管での輸送中にその制御放出機能を果たすのに充分な完全性
を維持する時限放出または持続放出組成物および／またはデバイスのために、有用である
可能性がある。
【００７３】
　活性物質、油性、ロウ状、もしくは脂肪性物質、粘土、または制御放出剤から選択され
た材料を含むペースト組成物は、乱用を阻止し、破砕、溶解、加熱して蒸発し、および鼻
から吸引、「注射」、または吸入する様式による乱用を困難なものにする。
【００７４】
　ペースト組成物は場合により、薬学的に許容できる鼻腔刺激剤を含むことができる。鼻
腔刺激剤は、組成物が鼻粘膜に接触したとき、鼻腔の刺激および不快感をもたらし得る。
この刺激剤は、鼻からの吸引によってアレルギー型反応または免疫応答を引き起こすのに
充分な量ではない。２００７年１月２日発行の米国特許第７，１５７，１０３号（Ｓａｃ
ｋｌｅｒ）は、医薬製剤の調製における種々の刺激剤の使用を提案し、例えば、カプサイ
シン、カプサイシンに類似した型の特性を有するカプサイシン類似体などが含まれる。一
部のカプサイシン類似体または誘導体には、例えばレシニフェラトキシン、チンヤトキシ
ン（ｔｉｎｙａｔｏｘｉｎ）、ヘプタノイルイソブチルアミド、ヘプタノイルグアイアシ
ルアミド、他のイソブチルアミドもしくはグアイアシルアミド、ジヒドロカプサイシン、
ホモバニリルオクチルエステル、ノナノイルバニリルアイニド、またはバニロイドとして
知られる他の類の化合物が含まれる。レシニフェラトキシンは、例えば１９９４年３月１
日発行の米国特許第５，２９０，８１６号（Ｂｌｕｍｂｅｒｇ）に記載されている。１９
８９年３月１４日発行の米国特許第４，８１２，４４６号（Ｂｒａｎｄ）は、カプサイシ
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ン類似体、およびそれらの調製方法を記載している。
【００７５】
　剤形に刺激剤（例えば、カプサイシン）を含むことにより、剤形が改造されたとき、カ
プサイシンは乱用者に灼熱感または不快な特性を与えて、好ましくは改造された剤形の吸
入、注射、または経口投与を阻止し、好ましくはこの剤形の乱用を防止する。適切なカプ
サイシン組成物は、剤形の約０．００１２５重量％から５０重量％、好ましくは約１から
約７．５重量％、最も好ましくは約１から約５重量％の濃度のカプサイシン（トランス－
８－メチル－Ｎ－バニリル－６－ノネアミド）またはその類似体を含む。
【００７６】
　ペースト組成物は、そこに含まれる常習性物質が易溶性でなく、破砕により即時に利用
可能ではなく、静脈内注射用に溶解する試み、または破砕した剤形の経口摂取によって即
時に全薬物にアクセスすることが容易に成功しないように配合される。
【００７７】
　ペースト組成物は、アルコール存在下、またはアルコールの同時摂取中に、常習性物質
の急速放出を困難にする。例えば図１は、オキシコドンを含むペースト組成物の制御放出
プロファイルが、エタノールの種々の濃度で維持されることを示している。
【００７８】
　ペースト組成物は典型的に、制御放出剤、または油性、脂肪性、もしくはロウ状物質、
または粘土を含む。ペースト組成物に存在するとき、制御放出剤の濃度は、約２％から約
９０％であることができる。ペースト組成物に存在するとき、油性物質の濃度は、約３％
から約９９％であることができる。ペースト組成物に存在するとき、脂肪性物質の濃度は
、約０．５％から約７０％であることができる。ペースト組成物に存在するとき、ロウ状
物質の濃度は、約０．５％から約７０％であることができる。ペースト組成物に存在する
とき、粘土の濃度は、約０．１％から約９５％であることができる
【００７９】
　ペースト組成物に用いるのに適した粘土の例は、ベントナイト、ビーガム（ｖｅｅｇｕ
ｍ）、および他の粘土鉱物、例えばフィロシリケート、（スメクタイト、イライト、セピ
オライト、パリゴルスカイト、ムスコバイト、アレバルダイト、アメサイト、ヘクトライ
ト、フルオロヘクトライト、サポナイト、バイデライト、タルク、ノントロナイト、ステ
ィーブンサイト、マイカ、バーミキュライト、フルオロバーミキュライト、ハロイサイト
、およびフッ素含有合成型のマイカ、フィロシリケート、バイデライト、ボルコンスコイ
ト、ヘクトライト、ソーコナイト、ソボカイト（ｓｏｂｏｃｋｉｔｅ）、スビンフォルダ
イト（ｓｖｉｎｆｏｒｄｉｔｅ）などである。他の有用な材料には、マイカ鉱物、例えば
混合イライト／スメクタイト鉱物、例えばレクトライト、タロソバイト、レディカイトな
ど、およびイライトと上に挙げた粘土鉱物との混合物が含まれる。膨潤ベントナイトが好
ましい。
【００８０】
　米国特許第４，５１７，１１２号は、変性有機親和性粘土複合体、それらの調製、およ
びそれらを含有する非水性系、より詳細には、有機液体に分散することができ、そこでゲ
ルを形成し、（ａ）該粘土１００ｇ当たり少なくとも７５ミリ当量のカチオン交換容量を
有するスメクタイト型粘土、（ｂ）有機スルホン酸、９個を超える炭素原子を有する少な
くとも１つの直鎖または分岐鎖アルキル基を含有するアルキル硫酸塩およびその混合物、
芳香族スルホン酸およびその混合物に由来するアニオンからなる群から選択された第１ア
ニオン、（ｃ）前記第１アニオンと異なり、約１１．０未満のｐＫａを有する有機酸およ
びその混合物に由来するアニオンからなる群から選択された第２アニオン、ならびに（ｄ
）該粘土のカチオン交換容量ならびに第１および第２アニオンのカチオン活性を満たすの
に充分な量の有機カチオンであって、結果として得られる有機カチオン／有機アニオン複
合体がスメクタイト型粘土に層間挿入され、前記第１アニオンと第２アニオンの組み合わ
せが、前記有機親和性粘土ゲルの有機液体への分散容易性を相乗的に高める有機カチオン
の反応生成物を含む、有機親和性有機粘土複合体を教示している。この発明は、潤滑油、
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油系泥水、油系パッカー流体、ペイント／ワニス／ラッカー除去剤、ペイント、鋳型造形
砂結合剤、接着剤および封止剤、インク、ポリエステル積層用樹脂、ポリエステルゲルコ
ートなどとして有用である可能性のある組成物ゲルに関する。
【００８１】
　米国特許第４，６７６，９２９号は、格子層状ケイ酸塩またはフィロシリケートとも呼
ばれる膨張性含水層状ケイ酸塩から生成される有用なゲルを記載している。この発明はま
た、そのようなゲルをさらに処理することにより製造される製品、およびゲルを生成およ
び処理する方法にも関する。対象となるケイ酸塩鉱物には、バーミキュライト、バイデラ
イト、ノントロナイト、ボルコンスコイト、サポナイト、スティーブンサイト、ソーコナ
イト、ピメライト、ベントナイト、モンモリロナイト、ヘクトライト、スメクタイト、ア
タパルジャイト、セピオライト、フロゴパイト、およびビオピロボール（ｂｉｏｐｙｒｏ
ｂｏｌｅ）、すなわち天然または合成起源にかかわらず、本質的にすべての種類の水和フ
ィロシリケートまたは水和性フィロシリケートが含まれる。
【００８２】
　ペースト組成物に存在するとき、粘土の濃度は、約０．１％から約９５％であることが
できる。いくつかの例において、粘土の量は、ペースト組成物の総重量に対して約０．５
％から約２０％（ｗ／ｗ）であることができる。他の例において、粘土の量は、ペースト
組成物の総重量に対して約０．８％から約２０％（ｗ／ｗ）であることができる。さらに
他の例において、粘土の量は、ペースト組成物の総重量に対して約１％から約２０％（ｗ
／ｗ）であることができる。
【００８３】
　油性、脂肪性、またはロウ状成分をペースト組成物に用いることもでき、エタノールま
たは水に不溶性または実質的に不溶性である任意の薬学的に許容できる油性、脂肪性、ま
たはロウ状物質が含まれる。これには、油脂、ロウ、炭化水素、高級脂肪酸、高級アルコ
ール、エステル、高級脂肪酸の金属塩などが含まれる。油脂の特定の例には、植物油、例
えばカカオ脂、パーム油、和ロウ（木ロウ）、ヤシ油、コーン油など；動物油、例えば牛
脂、ラード、馬脂、羊脂など；動物由来の硬化油、例えば硬化魚油、硬化鯨油、硬化牛脂
など；植物由来の硬化油、例えば硬化コーン油、硬化ナタネ油、硬化ヒマシ油、硬化ヤシ
油、硬化ダイズ油などが含まれる。これらの中で、硬化油は本発明の油成分として好まし
い。ロウの特定の例には、植物ロウ、例えばカルナウバロウ、キャンデリラロウ、ベイベ
リーロウ、オウリキュリーロウ、エスパルトロウなど；動物ロウ、例えば蜜ロウ、サラシ
蜜ロウ、昆虫ロウ、鯨ロウ、シェラック、ラノリンなどが含まれる。これらの中で、好ま
しくはカルナウバロウ、サラシ蜜ロウ、および黄蜜ロウである。パラフィン、ワセリン、
微結晶性ロウなどが炭化水素の特定の例として挙げられ、好ましい炭化水素は、パラフィ
ンおよび微結晶性ロウである。高級脂肪酸の例として挙げられるのは、カプリル酸、ウン
デカン酸、ラウリン酸、トリデカン酸、ミリスチン酸、ペンタデカン酸、パルミチン酸、
マルガリン酸、ステアリン酸、ノナデカン酸、アラキン酸、ヘンエイコサン酸、ベヘン酸
、トリコサン酸、リグノセリン酸、ペンタコサン酸、セロチン酸、ヘプタコサン酸、モン
タン酸、ノナコサン酸、メリシン酸、ヘントリアコンタン酸、ドトリアコンタン酸などで
ある。これらの中で、好ましくはミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、およびベ
ヘン酸である。高級アルコールの特定の例は、ラウリルアルコール、トリデシルアルコー
ル、ミリスチルアルコール、ペンタデシルアルコール、セチルアルコール、ヘプタデシル
アルコール、ステアリルアルコール、ノナデシルアルコール、アラキルアルコール、ベヘ
ニルアルコール、カルナウビック（ｃａｒｎａｕｂｉｃ）アルコール、コリアニル（ｃｏ
ｒｉａｎｙｌ）アルコール、セリルアルコール、およびミリシルアルコールである。特に
好ましいアルコールは、セチルアルコール、ステアリルアルコールなどである。エステル
の特定の例は、脂肪酸エステル、例えばパルミチン酸ミリスチル、ステアリン酸ステアリ
ル、ミリスチン酸ミリスチル、ベヘン酸ベヘニル、リグノセリン酸セリル、セロチン酸ラ
クセリル、ラクセル酸ラクセリルなど；グリセリン脂肪酸エステル、例えばラウリン酸モ
ノグリセリド、ミリスチン酸モノグリセリド、ステアリン酸モノグリセリド、ベヘン酸モ
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ノグリセリド、オレイン酸モノグリセリド、オレイン酸ステアリン酸ジグリセリド、ラウ
リン酸ジグリセリド、ミリスチン酸ジグリセリド、ステアリン酸ジグリセリド、ラウリン
酸トリグリセリド、ミリスチン酸トリグリセリド、ステアリン酸トリグリセリド、アセチ
ルステアリン酸グリセリド、ヒドロキシステアリン酸トリグリセリドなどである。高級脂
肪酸の金属塩の特定の例は、ステアリン酸カルシウム、ステアリン酸マグネシウム、ステ
アリン酸アルミニウム、ステアリン酸亜鉛、パルミチン酸亜鉛、ミリスチン酸亜鉛、ミリ
スチン酸マグネシウムなどである。
【００８４】
　いくつかの例において、本発明に用いられる油は、扁桃油、杏仁油、アボカド油、ブラ
ックカラント油、１４％ＧＬＡ、ボラージ油、２０％ＧＬＡ、キャノーラ油、ニンジン油
、ヒマシ油、クローブリーフ油、ヤシ油、コーン油、綿実油、月見草油、９％ＧＬＡ、ア
マニ油、５５％ＡＬＡ、グレープシード油、ヘーゼルナッツ油、大麻油、ＡＬＡ／ＧＬＡ
、硬化油、ホホバ油、ゴールデンホホバ油、水白色ククイナッツ油、マカダミアナッツ油
、エンバク油、オリーブ油、エクストラバージンオリーブ油、ポマス／「Ｂ」グレード、
オリーブ油、ピュア／ＮＦ、パーム油、パセリシード油、桃仁油、落花生油、ピーカン油
、ピスタチオ油、パンプキンシード油、米ぬか油、ローズヒップシード油、ローズマリー
油、サフラワー油、リノール酸サフラワー油、高オレイン酸ゴマ油ＮＦ、焙煎ゴマ油、ダ
イズ油、ヒマワリ油、高オレイン酸サラダヒマワリ油、ティーツリー油、植物、グリセリ
ン、ＵＳＰ、クルミ油、小麦胚芽油、冷圧搾油、および鉱油、または他の類似の油から選
択された１種または複数であることができる。
【００８５】
　本発明の組成物に用いることのできる制御放出剤には、天然または合成、アニオンまた
は非イオン性、疎水性、親水性ゴム、ポリマー、デンプン誘導体、セルロース誘導体、ポ
リサッカリド、カルボマー、樹脂、アクリル樹脂、タンパク質、ビニルピロリドン－酢酸
ビニル－コポリマー、ガラクトマンナンおよびガラクトマンナン誘導体、カラギーナンな
どが含まれる。特定の例は、アカシア、トラガカント、キサンタンゴム、ローカストビー
ンゴム、グアーガム、カラヤゴム、ペクチン、アルギン酸、ポリエチレンオキシド、ポリ
エチレングリコール、アルギン酸プロピレングリコール、ヒドロキシプロピルメチルセル
ロース、メチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシエチルセルロー
ス、カルボキシメチルセルロースナトリウム、ポリビニルピロリドン、カルボキシビニル
ポリマー、ポリアクリル酸ナトリウム、アルファデンプン、カルボキシメチルデンプンナ
トリウム、アルブミン、デキストリン、硫酸デキストラン、寒天、ゼラチン、カゼイン、
カゼインナトリウム、プルラン、ポリビニルアルコール、脱アセチル化キトサン、ポリエ
チオキサゾリン、ポロキサマー、エチルセルロース、キチン、キトサン、セルロースエス
テル、アミノアルキルメタクリラートポリマー、メタクリル酸およびメタクリラートのア
ニオン性ポリマー、アクリラートおよびメタクリラートと第四級アンモニウム基とのコポ
リマー、中性エステル基とのエチルアクリラートメチルメタクリラートコポリマー、ポリ
メタクリラート、界面活性剤、脂肪族ポリエステル、ゼイン、ポリ酢酸ビニル、ポリ塩化
ビニルなどである。
【００８６】
　薬学的に許容できるアクリルポリマーもいくつかの例において用いることができる。特
定の例には、これに限定されるものではないが、アクリル酸およびメタクリル酸コポリマ
ー、メチルメタクリラートコポリマー、エトキシエチルメタクリラート、シアノエチルメ
タクリラート、アミノアルキルメタクリラートコポリマー、ポリ（アクリル酸）、ポリ（
メタクリル酸）、メタクリル酸アルキルアミドコポリマー、ポリ（メチルメタクリラート
）、ポリ（メチルメタクリラート）コポリマー、ポリアクリルアミド、アミノアルキルメ
タクリラートコポリマー、ポリ（メタクリル酸無水物）、ならびにグリシジルメタクリラ
ートコポリマーが含まれる。さらに、アクリルポリマーは、カチオン性、アニオン性、ま
たは非イオン性ポリマーであることができ、アクリラート、メタクリラート、メタクリル
酸またはメタクリル酸エステルから形成されるものであることができる。ポリマーはまた
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、ｐＨ非依存性またはｐＨ依存性であることができる。
【００８７】
　ペースト組成物に存在するとき、制御放出剤の濃度は、約２％から約９０％であること
ができる。いくつかの例において、所望の制御放出作用を得るために、制御放出剤の下限
はペースト組成物の総重量に対して２％超、例えば少なくとも約５％、１０％、１５％、
または２０％（ｗ／ｗ）であり、上限は典型的に６０％（ｗ／ｗ）未満であることができ
る。
【００８８】
　ペースト組成物の制御放出プロファイルは、制御放出剤に関する多くの要因に基づいて
、例えばこれに限定されるものではないが、用いる薬剤の種類、それらが堆積される順序
、混合物中の薬剤の比率、およびそれらの相互作用の性質によって改変され得る。
【００８９】
　本発明の組成物に用いることのできる添加剤のさらなる例には、これに限定されるもの
ではないが、乳酸エチル、フタル酸エステル、例えばフタル酸ジメチル（ＤＭＰ）、フタ
ル酸ジエチル（ＤＥＰ）、フタル酸ジブチル（ＤＢＰ）、フタル酸ジオクチル、グリコー
ルエーテル、例えばエチレングリコールジエチルエーテル、プロピレングリコールモノメ
チルエーテル、ＰＰＧ－２ミリスチルエーテルプロピオナート、エチレングリコールモノ
エチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノ
ターシャリーブチルエーテル、ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、Ｎ－メチル
－２－ピロリドン、２－ピロリドン、ミリスチン酸イソプロピル、パルミチン酸イソプロ
ピル、パルミチン酸オクチル、ジメチルアセトアミド、プロピレングリコール、モノカプ
リル酸プロピレングリコール、カプリル酸／カプリン酸プロピレングリコール、モノラウ
リン酸プロピレングリコール、グリコフロール（ｇｌｙｃｏｆｕｒｏｌ）、リノール酸、
リノエオイルマクロゴール－６グリセリド、オレイン酸、オレイン酸エステル、例えばジ
オレイン酸グリセリル、オレイン酸エチル、安息香酸、オレオイルマクロゴール－６グリ
セリド、エステル、例えば安息香酸エチル、安息香酸ベンジル、スクロースエステル、イ
ソ酪酸酢酸スクロース、乳酸のエステル、オレイン酸のエステル、セバシン酸エステル、
例えばセバシン酸ジメチル、セバシン酸ジエチル、セバシン酸ジブチル、ジプロピレング
リコールメチルエーテルアセタート（ＤＰＭアセタート）、炭酸プロピレン、ラウリン酸
プロピレングリコール、カプリル酸／カプリン酸プロピレングリコール、ガンマブチロラ
クトン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、酸および脂肪酸のグリセロールおよびＰＥＧエステ
ル、モノオレイン酸ＰＥＧ－６グリセロール、リノール酸ＰＥＧ－６グリセロール、リノ
ール酸ＰＥＧ－８グリセロール、カプリル酸エステル、例えばカプリロカプリルマクロゴ
ール－８グリセリド、カプリル酸／カプリン酸ＰＥＧ－４グリセリル、カプリル酸／カプ
リン酸ＰＥＧ－８グリセリル、オレイン酸ポリグリセリル－３、ジオレイン酸ポリグリセ
リル－６、イソステアリン酸ポリグリセリル－３、ポリオレイン酸ポリグリセリル、テト
ラオレイン酸デカグリセリル、およびトリ酢酸グリセリル、モノオレイン酸グリセリル、
モノリノール酸グリセリル、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、テトラヒド
ロフラン、カプロラクタム、デシルメチルスルホキシド、および１－ドデシルアザシクロ
ヘプタン－２－オンが含まれる。本発明は、様々な親水性親油性バランス（ＨＬＢ）値を
有する界面活性剤、例えばポリオキシエチレンヒマシ油、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ
油、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンアルキルエステ
ル、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレングリセロールエステル、
ソルビタン脂肪酸エステル、およびラウリル硫酸ナトリウムなどを含有することができる
。
【００９０】
　本発明に用いることのできる抗酸化剤の例は、アスコルビン酸、フマル酸、リンゴ酸、
アルファトコフェロール、アスコルビン酸パルミタート、ブチル化ヒドロキシアニソール
、没食子酸プロピル、アスコルビン酸ナトリウム、およびメタ重亜硫酸ナトリウム、また
は他の適切な抗酸化剤および安定剤から選択される。
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【００９１】
　本発明に用いることのできる可塑剤の例には、アジピン酸エステル、アゼライン酸エス
テル、エンゾアート（ｅｎｚｏａｔｅ）、クエン酸エステル、ステアリン酸エステル、イ
ソエブカート（ｉｓｏｅｂｕｃａｔｅ）、セバシン酸エステル、クエン酸トリエチル、ク
エン酸トリ－ｎ－ブチル、クエン酸アセチルトリ－ｎ－ブチル、クエン酸エステル、およ
びＪｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ＆Ｓｏｎｓにより発行された、Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　ｏｆ
　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ、第１０巻（１９６
９）に記載のものが含まれる。好ましい可塑剤は、トリアセチン、アセチル化モノグリセ
リド、クエン酸アセチルトリブチル、クエン酸アセチルトリエチル、グリセリンソルビト
ール、シュウ酸ジエチル、リンゴ酸ジエチル、フマル酸ジエチル、コハク酸ジブチル、マ
ロン酸ジエチル、フタル酸ジオクチル、セバシン酸ジブチル、クエン酸トリエチル、クエ
ン酸トリブチル、三酪酸グリセロールなどである。特定の可塑剤に応じて、０から約２５
％、好ましくは約０．１％から約２０％の量の可塑剤を用いることができる。可塑剤の添
加は、ゼラチンカプセルの完全性が損なわれないように、または漏出が生じないように、
注意して対処されるべきである。いくつかの組成物では、可塑剤を用いない方がよい。
【００９２】
　本発明の製剤の一部として用いることのできる他の添加剤の例には、これに限定される
ものではないが、炭水化物、糖、スクロース、ソルビトール、マンニトール、亜鉛塩、タ
ンニン酸塩；酸および塩基の塩、例えばリン酸ナトリウムおよびカリウム、水酸化ナトリ
ウムおよびカリウム、炭酸ナトリウムおよびカリウム、炭酸水素ナトリウムおよびカリウ
ムなど；酸、例えば塩酸、硫酸、硝酸、およびリン酸、クエン酸、酒石酸、および安息香
酸などが含まれる。
【００９３】
　アルカリ金属塩化物、塩化アンモニウム、ならびにＢａ、Ｍｇ、Ｃａ、Ｃｕ、Ｆｅ、お
よびＡｌの塩化物；酢酸塩、硝酸塩、リン酸塩、および水酸化物のアルカリ溶液またはア
ルカリ土類溶液などの材料を、本発明に用いることができる。
【００９４】
　吸湿性または水性材料は、注意して用いることができる。いくつかの組成物では、限定
された量が混入されている。例えば、ペースト組成物は、乳化剤の存在下、非水性賦形剤
と組み合わせた水性賦形剤を含むことができる。
【００９５】
　１種または複数の活性物質を含む本発明の組成物は、粘土、制御放出剤、油性、脂肪性
、またはロウ状物質、および任意の充填剤の量または比率、および種類が、組成物全体の
ペースト、液体または半固体マトリクス、マグマを形成するのに充分である任意の方法で
製造することができる。好ましくは、組成物の全量は、油性、脂肪性、またはロウ状物質
に溶解、分散、乳化、または懸濁されている。典型的に、粘土、制御放出剤、および油性
、脂肪性、またはロウ状物質は、粘土、制御放出剤が完全に溶解されるか、または均質ペ
ーストが形成されるまで、例えば高せん断下で配合または混合することによって合わせら
れる。これらの成分は、次々と別個に添加することができる。活性物質は、均質非ニュー
トン性、チキソトロピー性、もしくは擬塑性ペースト、または液体／半固体マトリクスを
形成するために、高せん断下で添加される。混入される順序は、得られる成果物に応じて
決まる。室温条件下での低温法が好ましいが、固体物質は混入する前に液体状態に加熱し
てもよい。
【００９６】
　あるいは、組成物は、処理温度の精密な制御が可能であるジャケット付き（ｊａｃｋｅ
ｔｅｄ）容器で処理することができる。上記のものなど、他の薬学的に許容できる添加剤
は、制御放出剤または麻薬性鎮痛薬の添加前、添加後、または添加中に混入することがで
きる。
【００９７】
　本発明の組成物の製造は、比較的に単純である。製剤は室温で調製することができる。
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典型的に、成分の加熱は必要とされない。しかしながら、室温で固体である材料が用いら
れるとき、加熱が必要となる可能性がある。高揮発性を有する溶媒は、典型的に用いられ
ない。そのような揮発性溶媒の例は、ベンゼン、トルエン、キシレン、ヘキサン、シクロ
ヘキサノール、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサノール、ジオキサン、酢酸エチル、
アセトン、酢酸アミル、酢酸プロピル、メチルエチルケトン、エチルセロソルブ、イソプ
ロピルアルコール、メタノール、エチルアルコール、およびイソアミルアルコールである
。
【００９８】
　いくつかの例において、固体不溶性粒子をペースト内に分散することができる。固体粒
子は、ペースト組成物が室温条件および貯蔵中に、その粘稠度／粘度および均質性を維持
するような粒径となる。固体粒子は、例えば顆粒、スフェロイド、ペレット、ミクロスフ
ェア、ナノスフェア、マイクロカプセル、または結晶を含む任意の通常の形態をとること
ができ、湿式もしくは乾式造粒、押出し球状化、粉末もしくは溶液積層、マイクロカプセ
ル化技法、粉砕および圧縮技法、または他の適切な既知の技法によって調製できる。いく
つかの例では、異なる被覆粒子群を、ペースト組成物内で一緒に混合できる。
【００９９】
　いくつかの例において、固体材料の粒径は約１０００ミクロン未満であり、組成物は室
温条件および貯蔵中に、その粘稠度／粘度および均質性を維持する。他のいくつかの例に
おいて、固体材料の粒径は約５００、２００、１００、または５０ミクロン未満であり、
組成物は室温条件および貯蔵中に、その粘稠度／粘度および均質性を維持する。いくつか
のさらなる例において、固体粒子は、ペースト組成物が本質的に均質な非ニュートン性、
チキソトロピー性または擬塑性ペーストであるように充分に小さい。
【０１００】
　単一のペースト組成物を用いることができ、または２種以上のペースト組成物の組み合
わせを用いることができる。いくつかの例において、単一のペースト組成物は、１種また
は複数の活性物質を含むことができる。他のいくつかの例において、２種以上のペースト
組成物は、異なる放出プロファイル（例えば、制御放出および即時放出）を有することが
でき、同一または異なる活性物質を含むことができる。複数のペースト組成物は、１種ま
たは複数の活性物質の送達に有用である可能性がある。例えば、複数のペースト組成物は
、非適合性であるか、または個別にもしくは異なる作用開始点で作用する２種以上の物質
の送達に有用である可能性がある。所望であれば、複数のペースト組成物は、一緒にカプ
セル化するか、または他の任意の適切な分配デバイスで一緒に送達することができる。
【０１０１】
　いくつかの例において、ペースト組成物は、カプセル、例えば軟カプセルまたは硬カプ
セルで包まれる。軟カプセルおよび硬カプセルの両方を用いることができるが、硬カプセ
ルが特に有用であり得る。いくつかの例において、カプセルは、硬ゼラチンカプセルであ
るか、または周期表の金属もしくは合金、セルロースエーテル、植物もしくは動物源で製
造されている。
【０１０２】
　カプセルは多くの場合、ゼラチンで製造される。ゼラチンカプセルは伝統的に２つの一
般的な群、硬質シェルゼラチンカプセルおよび軟ゼラチンカプセル（ソフトゲル）に分け
られる。硬質シェルゼラチンカプセルのいくつかの例において、カプセルは、典型的に２
０％未満の相対湿度に平衡し、典型的に乾燥ゼラチンに対して低い比率の乾燥可塑剤（少
量の可塑剤）を用いて配合され、典型的に２つの個別に形成された、協同して機能するは
め込みシェルからなる。これに対して、ソフトゲルは、最も一般的には２０％から３０％
の相対湿度に平衡し、典型的に乾燥ゼラチンに対して高い比率の乾燥可塑剤（より多量の
可塑剤）を用いて配合され、典型的にロータリーダイカプセル化法などの単一プロセスで
形成される。
【０１０３】
　ゼラチン以外の材料のカプセルも当業者には知られている。例えば、２００６年５月１
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１日公開の米国特許出願公開第２００６００９９２４６号（Ｔａｎｎｅｒ）は、主として
デンプンとゲル化カラギーナンをベースとするシェルを有する非ゼラチン軟カプセル系に
関する。カラギーナンは、紅藻（Ｒｈｏｄｏｐｈｙｃａｅ）、主にコンドルス（Ｃｈｏｎ
ｄｒｕｓ）、ユーケマ（Ｅｕｃｈｅｕｍａ）、ギガルチナ（Ｇｉｇａｒｔｉｎａ）、およ
びイリダエア（Ｉｒｉｄａｅａ）属からアルカリ抽出（および変性）によって調製された
ポリサッカリドの総称である。異なる海藻は異なるカラギーナンを生じる。カラギーナン
は、交互の３－結合（ｌｉｎｋｅｄ）－ベータ－Ｄ－ガラクトピラノースと４－結合－ア
ルファ－Ｄ－ガラクトピラノース単位からなる。全部ではなくとも大部分のガラクトース
単位は、硫酸エステル基で置換されている。別の例として、２００６年１月５日公開の米
国特許出願公開第２００６０００４１９３号（Ｍｕｌｌｅｒ）は、一方では低い湿度で高
い衝撃靭性を有し、他方では依然として高い湿度で高い弾性係数を有し、さらに広範な湿
度で高い伸長能を有し、その特性プロファイルのために可食性フィルムおよび活性成分の
包装、ならびに軟カプセルおよび硬カプセルの領域でゼラチンの高品質の代用品として用
いるのに適している、デンプンをベースとする強靭弾性材料に関する。別の例として、Ｐ
ＣＴ公開ＷＯ０１／３７８１７は、軟化剤の含有量の高い熱可塑性デンプン（ＴＰＳ）を
ベースとする軟カプセルを記載している。別の例として、２００５年９月８日公開の米国
特許出願公開第２００５０１９６４３６号（Ｃｈａｎｔｒａｎｕｋｕｌ）は、ゼラチンと
比べて類似したテクスチャ特性および機能特性を有する、種々のアシルジェランガムとデ
ンプンのフィルム形成ブレンドを生成する方法に関する。別の例として、２００７年４月
５日公開の米国特許出願公開第２００７００７７２９３号（Ｐａｒｋ）は、デンプン７～
１２重量％、可塑剤１～６重量％、ゲル化剤０．７～３重量％、および水７９～９１．３
重量％を含む、硬カプセル用のフィルム形成組成物に関する。別の例として、２００６年
７月１３日公開の米国特許出願公開第２００６０１５３９０９号（Ｍｏｔｏｕｎｅ）は、
例えば、１種または複数のヒドロキシプロピルメチルセルロース、メチルセルロース、ヒ
ドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチル
フタル酸セルロース、ヒドロキシプロピルメチル酢酸コハク酸セルロース、カルメロース
、カルボキシメチルエチルセルロース、酢酸フタル酸セルロース、およびエチルセルロー
スを含むセルロース誘導体を含有する基材から製造される硬カプセルに関する。さらに、
ゲル化剤、ゲル化助剤、着色剤、可塑剤、乳化剤、分散剤、および保存剤などの添加剤を
、カプセル基材に添加することができる。さらに別の例として、２００５年８月２５日公
開の米国特許出願公開第２００５０１８６２６８号（Ｈｏｓｈｉ）は、ポリビニルアルコ
ールおよび／またはその誘導体の存在下、少なくとも１種の重合性ビニルモノマーを重合
または共重合することによって得られる、ポリマーまたはコポリマーから主として製造さ
れる硬カプセルを記載している。当業者に認識されるように、さらに多くの他の例が存在
する。
【０１０４】
　いくつかの例において、制御放出組成物は、単独でカプセルまたは分配デバイスに充填
することができ、あるいはオピオイドアンタゴニストおよび／または即時放出非麻薬性鎮
痛薬、もしくは他の医薬活性物質を含有する非制御放出組成物と共に充填することもでき
る。
【０１０５】
　ペーストは、ゼラチンカプセルまたはデバイスに形成または投入時（「糸引き（ｓｔｒ
ｉｎｇｉｎｇ」）に清浄な切断を可能にする。２ピースカプセルに関して、ペースト組成
物は、生じる可能性があり、カプセルボディとキャップ間の重複部分を汚して、良好な密
封が形成されるのを妨げ得る、考えられるブッシングの飛び散りを防ぐのに充分な粘性で
あるべきである。
【０１０６】
　ペースト組成物を含むカプセルは、多くの既知の適切な技法によって調製することがで
きる。カプセルに用いられる充填材料は一般に、カプセル壁に適合する担体に溶解または
分散された薬剤を含有する。
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【０１０７】
　いくつかの例において、液体または半固体マトリクス、マグマ、またはペーストがゼラ
チンカプセルに充填され、ＵＳＰ溶出試験器を用いる溶出は、約２５ｒｐｍから約１５０
ｒｐｍ、または約５０ｒｐｍおよび約１００ｒｐｍ、または約５０ｒｐｍおよび約７５ｒ
ｐｍ、または約１００ｒｐｍおよび約１５０ｒｐｍの速度範囲のバスケットまたはパドル
回転速度によって有意差がない。回転速度は、組成物の完全性および放出機序と相互に作
用することも、それらを損なうこともない。これらの要件を満たす組成物は、胃腸管で崩
壊または分解する懸念がなく一貫して機能する。それらの組成物は典型的に、胃腸管内容
物、滞留時間、または運動性によって、摂動、破砕、または損傷されない。これらの種類
の組成物はその信頼性から評価される可能性がある。
【０１０８】
　常習性物質、粘土、制御放出剤、または油性、ロウ状、もしくは脂肪性物質を含む組成
物は、カプセルシェルと適合性であり、カプセルシェルの完全性を損なわないように配合
される。
【０１０９】
　ゼラチンカプセルは、活性物質を送達する部位および／または速度を制御するため、ま
たは組成物を湿気などの環境要因から保護するため、または美的魅力のために、ゼラチン
カプセルの内表面および／または外表面を被覆することができる。
【０１１０】
　カプセルまたは他の粒子は、ポリマーコーティングで被覆することができる。ポリマー
コーティングの方法は、当分野でよく知られている。例えば、コア粒子は、流動床または
パンで、あるいはコア粒子にポリマーコートを噴霧または塗布することによって被覆する
ことができる。他の既知の選択肢は、粒子を気流に懸濁し、ポリマーコーティング組成物
の水性分散液をその粒子に噴霧することによる、流動床ボトムスプレー被覆装置である。
これを容易にするために種々の通常の被覆装置を用いることができ、例えば遠心流動床被
覆装置、パン被覆装置、または流動床造粒被覆装置が含まれる。
【０１１１】
　本発明に用いられる水不溶性有機可溶性ポリマーは、水に不溶性であり、有機溶媒に均
質に溶解または分散でき、典型的に活性成分の放出を遅らせることのできる任意のポリマ
ーであってよい。「水不溶性」という用語によって、（水への）溶解が可能でないことが
意図される。水不溶性有機可溶性ポリマーの特定の例は、セルロースエーテル、セルロー
スエステル、またはセルロースエーテル－エステル、例えばエチルセルロース、アセチル
セルロース、およびニトロセルロースである。用いることのできる他の水不溶性有機可溶
性ポリマーには、アクリル酸および／またはメタクリル酸エステルポリマー、アクリレー
トまたはメタクリレートポリビニルエステルのポリマーまたはコポリマー、ポリ酢酸ビニ
ル、ポリアクリル酸エステル、およびブタジエンスチレンコポリマーなどが含まれる。好
ましい水不溶性ポリマーは、エチルセルロース、酢酸セルロース、ポリメタクリレート、
およびアミノアルキルメタクリレートコポリマーである。
【０１１２】
　さらなる特定の例において、アクリルポリマーには、これに限定されるものではないが
、アクリル酸およびメタクリル酸コポリマー、メチルメタクリレートコポリマー、エトキ
シエチルメタクリレート、シアノエチルメタクリレート、アミノアルキルメタクリレート
コポリマー、ポリ（アクリル酸）、ポリ（メタクリル酸）、メタクリル酸アルキルアミド
コポリマー、ポリ（メチルメタクリレート）、ポリ（メチルメタクリレート）コポリマー
、ポリアクリルアミド、アミノアルキルメタクリレートコポリマー、ポリ（メタクリル酸
無水物）、ならびにグリシジルメタクリレートコポリマーが含まれる。さらに、アクリル
ポリマーは、カチオン性、アニオン性、または非イオン性ポリマーであることができ、ア
クリレート、メタクリレート、メタクリル酸またはメタクリル酸エステルから形成される
ものであることができる。水不溶性ポリマーは、単独または２種以上の組み合わせで用い
ることができる。
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【０１１３】
　本発明に用いることのできる水溶性ゲル形成ポリマーは、水に可溶性であり、有機溶媒
に均質に溶解または分散でき、典型的に活性成分の放出を遅らせることのできる任意のポ
リマーであってよい。典型的に、水溶性ゲル形成ポリマーは、迅速に水和し、強力な粘性
ゲルを形成することができる。「水溶性」という用語によって、（水への）溶解が可能で
あることが意図される。適切な水溶性ゲル形成ポリマーには、親水コロイドを形成できる
もの、またはそれにより拡散または吸い上げ（ｗｉｃｋｉｎｇ）によって活性成分が放出
される強力な粘性ゲルを形成できるものが含まれる。それらには、天然または合成、アニ
オンまたは非イオン性、親水性ゴム、デンプン誘導体、セルロース誘導体、タンパク質な
どが含まれる。特定の非限定的な例は、ゼラチン、例えばアルギン酸塩、ペクチン、カラ
ギーナン、またはキサンタンなど；セルロース誘導体、例えばメチルセルロース、ヒドロ
キシプロピルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセル
ロース、またはカルボキシメチルセルロースナトリウムなど；デンプンおよびデンプン誘
導体、例えばアルファデンプンまたはカルボキシメチルデンプンナトリウムなど；ガラク
トマンナンおよびガラクトマンナン誘導体；ポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコー
ル、ビニルピロリドン－酢酸ビニル－コポリマー、アカシア、トラガカント、キサンタン
ゴム、ローカストビーンゴム、グアーガム、カラヤゴム、ペクチン、アルギン酸、ポリエ
チレンオキシド、カルボマー、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、カ
ルボキシビニルポリマー、ポリアクリル酸ナトリウム、アルブミン、デキストリン、硫酸
デキストラン、寒天、ゼラチン、カゼイン、カゼインナトリウム、プルラン、脱アセチル
化キトサン、ポリエチオキサゾリン、ポリエチレンオキシド、ポロキサマーなどである。
これらのなかで、好ましくはヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセ
ルロース、メチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルボマー、ポリエチレ
ングリコール、ポロキサマー、デンプン誘導体、およびポリビニルピロリドンである。水
溶性ゲル形成ポリマーは、単独または２種以上の組み合わせで用いることができる。
【０１１４】
　ポリマーコートは、疎水性または撥水性材料、例えば油、脂肪、ロウ、高級アルコール
など；ｐＨ感受性ポリマー；腸溶性ポリマー；または制御放出コーティングの調製に有用
であることが知られている他の任意のポリマー、成分、もしくは材料からなることもでき
る。
【０１１５】
　本発明に用いるポリマーは、ｐＨ非感受性またはｐＨ感受性であることができる。
【０１１６】
　消化管に経口投与されるように設計された送達デバイスの場合、経口で摂取可能である
ことが知られているポリマーを用いることができ、例えば、ポリビニルアルコール、ヒド
ロキシプロピルメチルセルロース、および他のセルロースをベースとするポリマーが含ま
れる。腸内送達に有用な他の既知のポリマーには、消化管の様々な位置で優先的に溶解ま
たは崩壊するポリマー材料が含まれる。そのようなポリマーには、例えば、腸液に可溶で
ある既知のアクリル酸および／またはメタクリル酸ベースポリマー、例えばＥｕｄｒａｇ
ｉｔ（商標）シリーズの市販のポリマーが含まれる。これらの例には、Ｅｕｄｒａｇｉｔ
　Ｅ（商標）、例えばより酸性ｐＨの胃で優先的に溶解するＥｕｄｒａｇｉｔ　Ｅ　１０
０（商標）、またはよりアルカリ性ｐＨの腸管で優先的に溶解するＥｕｄｒａｇｉｔ　Ｌ
（商標）および／またはＥｕｄｒａｇｉｔ　Ｓ（商標）などの腸溶性ポリマー、または消
化管でゆっくりと、例えば所定の速度で溶解するポリマー、例えばＥｕｄｒａｇｉｔ　Ｒ
Ｌ（商標）、例えばＥｕｄｒａｇｉｔ　ＲＬ　１００（商標）、および／またはＥｕｄｒ
ａｇｉｔ　ＲＳ（商標）、例えばＥｕｄｒａｇｉｔ　Ｒ　１００（商標）、および／また
はそのようなＥｕｄｒａｇｉｔ（商標）ポリマーのブレンドが含まれる。
【０１１７】
　コートに存在することのできる疎水性または撥水性材料は、油脂、ロウ、高級脂肪酸、
脂肪酸エステル、高級アルコール、炭化水素、および高級脂肪酸の金属塩から選択される
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。油脂の特定の例には、植物油、例えばカカオ脂、パーム油、和ロウ（木ロウ）、ヤシ油
など；動物油、例えば牛脂、ラード、馬脂、羊脂など；動物由来の硬化油、例えば硬化魚
油、硬化鯨油、硬化牛脂など；植物由来の硬化油、例えば硬化ナタネ油、硬化ヒマシ油、
硬化ヤシ油、硬化ダイズ油などが含まれる。これらの中で、硬化油は本発明の油成分とし
て好ましい。
【０１１８】
　ロウの特定の例には、植物ロウ、例えばカルナウバロウ、キャンデリラロウ、ベイベリ
ーロウ、オウリキュリーロウ、エスパルトロウなど；動物ロウ、例えば蜜ロウ、サラシ蜜
ロウ、昆虫ロウ、鯨ロウ、シェラック、ラノリンなどが含まれる。これらのなかで、好ま
しくはカルナウバロウ、サラシ蜜ロウ、および黄蜜ロウである。
【０１１９】
　パラフィン、ワセリン、微結晶性ロウなどが炭化水素の特定の例として挙げられ、好ま
しい炭化水素は、パラフィンおよび微結晶性ロウである。
【０１２０】
　高級脂肪酸の例として挙げられるのは、カプリル酸、ウンデカン酸、ラウリン酸、トリ
デカン酸、ミリスチン酸、ペンタデカン酸、パルミチン酸、マルガリン酸、ステアリン酸
、ノナデカン酸、アラキン酸、ヘンエイコサン酸、ベヘン酸、トリコサン酸、リグノセリ
ン酸、ペンタコサン酸、セロチン酸、ヘプタコサン酸、モンタン酸、ノナコサン酸、メリ
シン酸、ヘントリアコンタン酸、ドトリアコンタン酸などである。これらのなかで、好ま
しくはミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、およびベヘン酸である。
【０１２１】
　高級アルコールの特定の例は、ラウリルアルコール、トリデシルアルコール、ミリスチ
ルアルコール、ペンタデシルアルコール、セチルアルコール、ヘプタデシルアルコール、
ステアリルアルコール、ノナデシルアルコール、アラキルアルコール、ベヘニルアルコー
ル、カルナウビックアルコール、コリアニルアルコール、セリルアルコール、およびミリ
シルアルコールである。特に好ましいアルコールは、セチルアルコール、ステアリルアル
コールなどである。
【０１２２】
　エステルの特定の例は、脂肪酸エステル、例えばパルミチン酸ミリスチル、ステアリン
酸ステアリル、ミリスチン酸ミリスチル、ベヘン酸ベヘニル、リグノセリン酸セリル、セ
ロチン酸ラクセリル、ラクセル酸ラクセリルなど；グリセリン脂肪酸エステル、例えばラ
ウリン酸モノグリセリド、ミリスチン酸モノグリセリド、ステアリン酸モノグリセリド、
ベヘン酸モノグリセリド、オレイン酸モノグリセリド、オレイン酸ステアリン酸ジグリセ
リド、ラウリン酸ジグリセリド、ミリスチン酸ジグリセリド、ステアリン酸ジグリセリド
、ラウリン酸トリグリセリド、ミリスチン酸トリグリセリド、ステアリン酸トリグリセリ
ド、アセチルステアリン酸グリセリド、ヒドロキシステアリン酸トリグリセリドなどであ
る。グリセリン脂肪酸エステルがより好ましい。
【０１２３】
　高級脂肪酸の金属塩の特定の例は、ステアリン酸カルシウム、ステアリン酸マグネシウ
ム、ステアリン酸アルミニウム、ステアリン酸亜鉛、パルミチン酸亜鉛、ミリスチン酸亜
鉛、ミリスチン酸マグネシウムなどであり、好ましい高級脂肪酸塩は、ステアリン酸カル
シウムおよびステアリン酸マグネシウムである。
【０１２４】
　ポリマーコーティング組成物は、可塑剤、タルクなどの粘着防止剤、および着色剤など
の医薬分野で用いられるコーティングに通常含まれる他の添加剤を含有することもできる
。
【０１２５】
　可塑剤の例には、フタル酸ジエチル、クエン酸トリエチル、クエン酸アセチルトリブチ
ル、トリアセチン、クエン酸トリブチル、ポリエチレングリコール、グリセロール、植物
油、および鉱油が含まれる。カプセルを用いるとき、可塑剤の添加は、ゼラチンカプセル
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の完全性が損なわれないように、または漏出が生じないように、注意して対処されるべき
である。いくつかの組成物では、可塑剤を用いない方がよい。
【０１２６】
　着色剤は、優雅さおよび美的側面のために、または製品を区別するために添加され、例
えば、金属酸化物顔料またはアルミニウムレーキ染料から選択することができる。
【０１２７】
　コーティング組成物は、タルクなどの粘着防止剤を含むことができる。他の適切な粘着
防止剤の例は、ステアリン酸カルシウム、コロイド状二酸化ケイ素、グリセリン、ステア
リン酸マグネシウム、およびステアリン酸アルミニウムである。
【０１２８】
　特定の例において、ポリマーコーティングは、ポリマー、可塑剤、および粘着防止剤を
有機溶媒に添加することによって調製され、均質に溶解または分散されるまで高せん断ミ
キサを用いて混合される。コーティングは、標準的な被覆方法を用いて、コア粒子に適用
することができる。
【０１２９】
　本発明のペースト組成物は、患者、例えば動物、より詳細には哺乳動物を治療するため
に用いることができる。哺乳動物とは、毛および乳腺を有する脊椎動物であることを特徴
とする哺乳綱の任意のメンバーを意味する。例には、非限定的に、イヌ、ネコ、ウサギ、
ウマ、ブタ、ヤギ、ウシ、ヒトが含まれる。本発明のペースト組成物は、活性成分の部位
特異的、時限、パルス、時間治療、持続、または制御放出による治療を必要としている任
意の動物患者または哺乳動物患者に投与することができる。一例において、本発明の送達
デバイスは、ウマを治療するために用いられる。他の例において、本発明の送達デバイス
は、ヒトを治療するために用いられる。
【０１３０】
　医学的状態または急速放出は、治療有効量の常習性物質を含むペースト組成物を患者に
投与することによって、防止または治療することができる。
【０１３１】
　ペースト組成物を調製または使用する方法のいくつかの例において、ヒトまたは動物に
おける投与は、経口または非経口などの体内投与であることができる。そのような体内非
経口投与には、これに限定されるものではないが、血管内、筋内、皮下、皮内、髄腔内、
および腔内経路の投与、ならびに外科的または腹腔鏡手技中など、内部身体器官の外表面
への適用が含まれる。投与は局所であってよく、皮膚または粘膜表面（口腔、膣、直腸表
面を含む）、眼の表面、鼻腔、または耳道への投与が含まれる。
【０１３２】
　組成物は、固体の形態であることもできる。適用の手段および領域は、治療される特定
の状態によって決まることになる。組成物は、任意の適切な製剤および／または分配デバ
イスを用いて分配することができる。例えば、組成物は、経口、移植、静脈内、またはデ
ポー剤（ｄｅｐｏｔ）として受容されてよい。組成物は、胃腸管（ＧＵ）の特定部位、ま
たは特定器官を標的とすることができる。他の例として、組成物は、パウチまたはパッチ
で口腔および経皮的に適用することもできる。
【０１３３】
　組成物は、川、湖、もしくは海などの水域、大気、または陸地に適用することができる
。製剤の物理的状態および特定の適用方法は、それに応じて多様であってよいことは明ら
かである。
【０１３４】
　固体粒子は、通常の技法によって調製することができる。好ましい技法は、常習性物質
、ならびに可溶化剤、乳化剤、懸濁化剤、充填剤、圧縮剤、安定剤、ｐＨ改変剤、緩衝剤
、潤滑剤、および流動促進剤などの賦形剤の乾式または湿式造粒によるものである。
【０１３５】
　いくつかの例において、ラクトースなどの充填剤、および微結晶性セルロースなどの圧
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縮剤、ステアリン酸マグネシウムなどの潤滑剤、および二酸化ケイ素などの流動促進剤を
コアに含むことができる。コーティングが適用されるコアは、活性成分を含有する。コア
は、錠剤、カプセル、カプレット、ペレット、球状、または不規則な形状であることがで
きる。
【０１３６】
　いくつかの例において、著しく膨潤および膨張するヒドロゲルなどの膨潤性ポリマー材
料がコアに含まれる。
【０１３７】
　賦形剤は、コア粒子内で活性剤と均質に混合されていてよい。賦形剤は、粘着防止剤、
結合剤、希釈剤、乳化剤、懸濁化剤、圧縮剤、押出し剤、ｐＨ改変剤、緩衝剤、流動促進
剤、潤滑剤、可溶化剤、湿潤剤、界面活性剤、浸透促進剤、顔料、着色剤、香味剤、甘味
剤、抗酸化剤、酸味剤、安定剤、抗菌保存剤、および結合剤から選択することができる。
【０１３８】
　賦形剤は、治療効果を高める、生物学的に不活性な成分である。充填剤または希釈剤（
例えば、ラクトースまたはソルビトール）は増量剤であり、正確に錠剤に形成され得る材
料の量を提供する。結合剤および粘着剤は（例えば、メチルセルロースまたはゼラチン）
は、成分が錠剤を形成し、合わせて保持されるように、成分を合わせて保持する。潤滑剤
（例えば、ステアリン酸マグネシウムまたはポリエチレングリコール）は、鋳型に正確に
充填されるように粉末の流れを向上させるために添加され、潤滑剤はまた、処理が円滑か
つ一様に進むように錠剤と機械の間の摩擦を低減する。
【０１３９】
　粘着防止剤は、粉末（顆粒）と打錠面との間の粘着を低減し、それによって錠剤が打錠
機に付着するのを防ぐために用いられる。
【０１４０】
　結合剤は錠剤において成分を合わせて保持する。結合剤は、錠剤および顆粒剤が必要と
される機械的強度で形成され得ることを確実にする。結合剤は、デンプン、糖、セルロー
ス、またはヒドロキシプロピルセルロースなどの変性セルロース、ラクトース、またはキ
シリトール、ソルビトール、もしくはマルチトールのような糖アルコールから選択するこ
とができる。溶液結合剤は、溶媒（例えば、水またはアルコール）に溶解され、湿式造粒
法において用いられる。溶液結合剤の例は、ゼラチン、セルロース、セルロース誘導体、
ポリビニルピロリドン、デンプン、スクロース、およびポリエチレングリコールである。
乾燥結合剤は、湿式造粒段階後または直接粉末圧縮の一部として、粉末ブレンドに添加さ
れる。乾燥結合剤の例は、セルロース、メチルセルロース、ポリビニルピロリドン、ポリ
エチレングリコールである。一般に用いられる結合剤または圧縮剤は、微結晶性セルロー
スである。微結晶性および粉末セルロース製品は、Ａｖｉｃｅｌ（商標）ＰＨ（ＦＭＣ　
Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ、Ｐｈｉｌａｄｅｌｐｈｉａ、Ｐａ）、およびＳｏｌｋａ　Ｆｌ
ｏｃ（商標）（Ｐｅｎｗｅｓｔ　Ｃｏｍｐａｎｙ、Ｐａｔｔｅｒｓｏｎ　Ｎ．Ｙ．）の商
品名で販売されている。微結晶性セルロースは、直接圧縮、乾式造粒、湿式造粒、または
押出し球状化などの種々の技法で用いることができる。
【０１４１】
　圧縮剤は、圧縮することのできる材料である。圧縮剤は、コア粒子全体の硬度を増大す
るために添加することができる。圧縮剤は、塑性変形性および限定された弾性回復性のた
めに本質的に高い圧縮性を有する。圧縮剤として用いられる材料の非限定的な例は、微結
晶性セルロース、ケイ化微結晶性セルロース（例えば、ＪＲＳ　Ｐｈａｒｍａ製のＰｒｏ
ｓｏｌｖ（商標））、酸化ポリエチレン、無水リン酸水素カルシウム、デキストラート（
ｄｅｘｔｒａｔｅ）、または糖である。
【０１４２】
　充填剤または希釈剤は、容積が錠剤またはカプセルの大きさを満たして、その製造を実
用化し、さらに消費者が便利に使用できるようにするために添加される。充填剤／希釈剤
は典型的に、不活性、製剤の他の成分と適合性、非吸湿性、可溶性、比較的安価、圧縮性
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であり、好ましくは無味であるかまたは快い味である。植物セルロース（純植物性充填剤
）は、錠剤または硬ゼラチンカプセルでよく使われる充填剤である。第二リン酸カルシウ
ムは別のよく使われる充填剤である。一連の植物油脂を軟ゼラチンカプセルに用いること
ができる。充填剤の他の例には、ラクトース、スクロース、グルコース、マンニトール、
ソルビトール、および炭酸カルシウムが含まれる。充填剤／希釈剤は典型的に、微結晶性
セルロース、植物セルロース、リン酸カルシウム、マンニトール、ソルビトール、キシリ
トール、グルシトール、ズシトール（ｄｕｃｉｔｏｌ）、イノシトール、アラビニトール
、アラビトール、ガラクチトール、イジトール、アリトール、フルクトース、ソルボース
、グルコース、キシロース、トレハロース、アロース、デキストロース、アルトロース、
グロース、イドース、ガラクトース、タロース、リボース、アラビノース、キシロース、
リキソース、スクロース、マルトース、ラクトース、ラクツロース、フコース、ラムノー
ス、メレチトース、マルトトリオース、およびラフィノースから選択される。好ましい糖
には、マンニトール、ラクトース、スクロース、ソルビトール、トレハロース、グルコー
スが含まれる。
【０１４３】
　流動促進剤は、粉末もしくは顆粒、またはその両方の流動性を向上するために用いられ
る。流動促進剤のいくつかの例は、二酸化ケイ素、デンプン、ケイ酸カルシウム、Ｃａｂ
ｏｓｉｌ、Ｓｙｌｏｉｄ、および二酸化ケイ素エアロゲルである。典型的に、二酸化ケイ
素が用いられる。
【０１４４】
　潤滑剤は、成分が凝集するのを防ぎ、打錠機またはカプセル充填機に付着するのを防ぐ
。潤滑剤はまた、固体と鋳型壁の間の摩擦が低い状態で錠剤の形成および射出が起こり得
ることを確実にする。潤滑剤のいくつかの例は、アルカリステアリン酸塩、例えばステア
リン酸マグネシウム、ステアリン酸カルシウム、ステアリン酸亜鉛、ポリエチレングリコ
ール、アジピン酸、硬化植物油、塩化ナトリウム、ステロテックス（ｓｔｅｒｏｔｅｘ）
、モノステアリン酸グリセロール、タルク、ポリエチレングリコール、安息香酸ナトリウ
ム、ラウリル硫酸ナトリウム、ラウリル硫酸マグネシウム、ステアリルフマル酸ナトリウ
ム、軽鉱物油であり、同様のものを用いることができる。「Ｃｏｍｐｒｉｔｏｌ」製品と
して販売されている、ベヘン酸グリセリルなどのロウ状脂肪酸エステルを使用できる。他
の有用な市販の潤滑剤には、「Ｓｔｅａｒ－Ｏ－Ｗｅｔ」および「Ｍｙｖａｔｅｘ　ＴＬ
」が含まれる。タルクまたはシリカのような一般的な鉱物、および脂肪、例えば植物ステ
アリン、モノステアリン酸グリセロール、ステアリン酸マグネシウム、またはステアリン
酸は、典型的に用いられる潤滑剤である。
【０１４５】
　吸着剤（ｓｏｒｂｅｎｔ）は、乾燥状態で限定流体吸着（吸着または吸収によって液体
または気体を吸い取る）により防湿するために用いられる。
【０１４６】
　モノステアリン酸グリセロール、セトステアリルアルコール、セトマクロゴール乳化ロ
ウ、ソルビタンエステル、ポリオキシエチレンアルキルエーテル（例えば、セトマクロゴ
ール１０００などのマクロゴールエーテル）、ポリオキシエチレンヒマシ油誘導体、ポリ
オキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル（例えば、ＴＷＥＥＮ（商標））、ポリオキシ
エチレンステアラート、ドデシル硫酸ナトリウム、Ｔｙｌｏｘａｐｏｌ（アルキルアリー
ルポリエーテルアルコール型の非イオン性液体ポリマー、スペリノン（ｓｕｐｅｒｉｎｏ
ｎｅ）またはトリトン（ｔｒｉｔｏｎ）とも称される）などの界面活性剤、湿潤剤、およ
び可溶化剤は、別の有用な可溶化剤である。これらの可溶化剤、湿潤剤、および界面活性
剤のほとんどが既知の医薬賦形剤であり、Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃ
ａｌ　ＡｓｓｏｃｉａｔｉｏｎとＴｈｅ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｓｏｃｉｅｔ
ｙ　ｏｆ　Ｇｒｅａｔ　Ｂｒｉｔａｉｎによって共同で刊行されたＨａｎｄｂｏｏｋ　ｏ
ｆ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｅｘｃｉｐｉｅｎｔｓ（Ｔｈｅ　Ｐｈａｒｍａｃｅ
ｕｔｉｃａｌ　Ｐｒｅｓｓ、１９８６）に詳しく記載されている。
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【０１４７】
　好ましい湿潤剤には、チロキサポール、ポロキサマー、例えばエチレンオキシドとプロ
ピレンオキシドのブロックコポリマーであるＰＬＵＲＯＮＩＣ（商標）Ｆ６８、Ｆ１２７
、およびＦ１０８、ならびにポリキサミン（ｐｏｌｙｘａｍｉｎｅ）、例えばプロピレン
オキシドとエチレンオキシドのエチレンジアミンへの連続的付加から誘導される四官能性
ブロックコポリマーであるＴＥＴＲＯＮＩＣ（商標）９０８（ＰＯＬＯＸＡＭＩＮＥ（商
標）９０８とも称される）（ＢＡＳＦから入手可能）、デキストラン、レシチン、スルホ
コハク酸ナトリウムのジアルキルエステル、例えばスルホコハク酸ナトリウムのジオクチ
ルエステルであるＡＥＲＯＳＯＬ（商標）ＯＴ（Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｃｙａｎｉｍｉｄか
ら入手可能）、ラウリル硫酸ナトリウムであるＤＵＰＯＮＯＬ（商標）Ｐ（ＤｕＰｏｎｔ
から入手可能）、アルキルアリールポリエーテルスルホン酸塩であるＴＲＩＴＯＮ（商標
）Ｘ－２００（Ｒｏｈｍ　ａｎｄ　Ｈａａｓから入手可能）、ポリオキシエチレンソルビ
タン脂肪酸エステルであるＴＷＥＥＮ（商標）２０およびＴＷＥＥＮ（商標）８０（ＩＣ
Ｉ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓから入手可能）、ポリエチレングリコール
であるＣａｒｂｏｗａｘ３５５０および９３４（Ｕｎｉｏｎ　Ｃａｒｂｉｄｅから入手可
能）、ステアリン酸スクロースとジステアリン酸スクロースの混合物であるＣｒｏｄｅｓ
ｔａ　Ｆ－１１０とＣｒｏｄｅｓｔａ　ＳＬ－４０（共にＣｒｏｄａ　Ｉｎｃ．から入手
可能）、ならびにＣｇ１８Ｈ３７－ＣＨ２（ＣＯＮ（ＣＨ３）ＣＨ２（ＣＨＯＨ）４ＣＦ

２０Ｈ）２であるＳＡ９０ＨＣＯが含まれる。
【０１４８】
　特に有用であることが見出されている湿潤剤には、Ｔｅｔｒｏｎｉｃ９０８、Ｔｗｅｅ
ｎｓ、ＰｌｕｒｏｎｉｃＦ－６８、およびポリビニルピロリドンが含まれる。他の有用な
湿潤剤には、デカノイル－Ｎ－メチルグルカミド、ｎ－デシル－ベータ－Ｄ－グルコピラ
ノシド、ｎ－デシル－ベータ－Ｄ－マルトピラノシド、ｎ－ドデシル－ベータ－Ｄ－グル
コピラノシド、ｎ－ドデシル－ベータ－Ｄ－マルトシド、ヘプタノイル－Ｎ－メチルグル
カミド、ｎ－ヘプチル－ベータ－Ｄ－グルコピラノシド、ｎ－ヘプチル－ベータ－Ｄ－チ
オグルコシド、ｎ－ヘキシル－ベータ－Ｄ－グルコピラノシド、ノナノイル－Ｎ－メチル
グルカミド、ｎ－オクチル－ベータ－Ｄ－グルコピラノシド、オクタノイル－Ｎ－メチル
グルカミド、ｎ－オクチル－ベータ－Ｄ－グルコピラノシド、およびオクチル－ベータ－
Ｄ－チオグルコピラノシドが含まれる。他の好ましい湿潤剤は、Ｏｌｉｎ－１０Ｇまたは
Ｓｕｒｆａｃｔａｎｔ１０－Ｇとも称されるｐ－イソノニルフェノキシポリ（グリシドー
ル）である（Ｏｌｉｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓｋａｒａ１０Ｇとして市販されている）。２
種以上の湿潤剤を組み合わせて用いることができる。
【０１４９】
　医薬組成物またはデバイスは、さらにペグ化賦形剤を含むことができる。そのようなペ
グ化賦形剤には、これに限定されるものではないが、ペグ化リン脂質、ペグ化タンパク質
、ペグ化ペプチド、ペグ化糖、ペグ化ポリサッカリド、ブロックの１つがＰＥＧであるペ
グ化ブロックコポリマー、およびペグ化コレステロールなどのペグ化疎水性化合物が含ま
れる。ペグ化リン脂質の代表的な例には、１，２－ジアシル１－ｓｎ－グリセロ－３－ホ
スホエタノールアミン－Ｎ－［ポリ（エチレングリコール）２０００］（「ＰＥＧ２００
０ＰＥ」）および１，２－ジアシル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホエタノールアミン－Ｎ
－［ポリ（エチレングリコール）５０００］（「ＰＥＧ５０００ＰＥ」）が含まれ、ここ
でアシル基は、例えばジミリストイル、ジパルミトイル、ジステアロイル、ジオールコイ
ル（ｄｉｏｌｃｏｙｌ）、および１－パルミトイル－２－オレオイルから選択される。
【０１５０】
　追加の賦形剤を本発明の組成物に含むことができる。賦形剤のさらなる例には、顔料、
着色剤、香味剤、保存剤、甘味剤を含むことができる。香味剤および着色剤は、製剤の味
または外観を改善するために添加される。医薬製剤に用いられるいくつかの典型的な保存
剤は、抗酸化剤、例えばビタミンＡ、ビタミンＥ、ビタミンＣ、およびセレン、アミノ酸
、例えばシステインおよびメチオニン、クエン酸およびクエン酸ナトリウム、または合成
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保存剤、例えばメチルパラベンおよびプロピルパラベンである。甘味剤は、特に制酸薬な
どのチュアブル錠剤、または咳止めシロップのような液剤において、成分の味をよりよく
するために添加される。糖は、不快な味または臭いを隠すために用いることができる。
【０１５１】
　当業者は、本発明の組成物に用いる適切な賦形剤を選択できる。
【０１５２】
　ペースト組成物は、膨潤および膨張できる量で、ヒドロゲルなどの膨潤性材料である賦
形剤を含むことができる。膨潤性材料の例には、軽度に架橋され、そのような架橋は共有
結合またはイオン結合によって形成され、水または水性生物流体と相互作用して、ある平
衡状態まで膨潤または膨張する親水性ポリマーが含まれる。ヒドロゲルなどの膨潤性材料
は、水中で膨潤して、その構造内にかなりの割合の水を保持する能力を示し、架橋された
とき水に溶解しない。膨潤性ポリマーは、非常に高度に膨潤または膨張し、２から５０倍
の体積増加を示すことができる。親水性ポリマー材料の特定の例には、ポリ（ヒドロキシ
アルキルメタクリレート）、ポリ（Ｎ－ビニル－２－ピロリドン）、アニオン性およびカ
チオン性ヒドロゲル、高分子電解質複合体、アセタート残量が少なく、グリオキサル、ホ
ルムアルデヒド、またはグルタルアルデヒドで架橋されたポリ（ビニルアルコール）、ジ
アルデヒドで架橋されたメチルセルロース、架橋寒天とカルボキシメチルセルロースの混
合物、コポリマー中の無水マレイン酸１モル当たりポリ不飽和架橋剤０．００１から約０
．５モルを用いて架橋された、無水マレイン酸とスチレン、エチレン、プロピレン、ブチ
レン、またはイソブチレンの微粉コポリマーの分散体を形成することによって生成された
水不溶性水膨潤性コポリマー、Ｎ－ビニルラクタムの水膨潤性ポリマー、架橋ポリエチレ
ンオキシドなどが含まれる。他の膨潤性材料の例には、架橋０．０５～６０％を示すヒド
ロゲル、Ｃａｒｂｏｐｏｌ（商標）酸性カルボキシポリマーとして知られる親水性ヒドロ
ゲル、Ｃｙａｎａｍｅｒ（商標）ポリアクリルアミド、架橋水膨潤性インデン－無水マレ
イン酸ポリマー、Ｇｏｏｄ－ｒｉｔｅ（商標）ポリアクリル酸、ポリエチレンオキシド、
デンプングラフトコポリマー、Ａｑｕａ－Ｋｅｅｐｓ（商標）アクリレートポリマー、ジ
エステル架橋ポリグルカンなどが含まれる。ポリマー膨潤圧およびヒドロゲル－水界面相
互作用に関して膨潤性材料を試験する方法は、「Ｏｓｍｏｔｉｃ　ｄｅｖｉｃｅ　ｗｉｔ
ｈ　ｈｙｄｒｏｇｅｌ　ｄｒｉｖｉｎｇ　ｍｅｍｂｅｒ」という名称の１９８２年５月４
日に発行された米国特許第４３２７７２５号に記載されている。
【０１５３】
　いくつかの例において、デバイスは非崩壊性および非半透過性コートで被覆されていて
もよい。非崩壊性非半透過性コートを形成するのに有用な材料は、エチルセルロース、ポ
リメチルメタクリラート、メタクリル酸コポリマー、およびそれらの混合物である。
【０１５４】
　さらに他の実施形態において、デバイスは、非崩壊性半透過性コートで被覆される。非
崩壊性半透過性コートを形成するのに有用な材料は、セルロースエステル、セルロースジ
エステル、セルローストリエステル、セルロースエーテル、セルロースエステル－エーテ
ル、セルロースアシレート、セルロースジアシレート、セルローストリアシレート、酢酸
セルロース、二酢酸セルロース、三酢酸セルロース、酢酸プロピオン酸セルロース、およ
び酢酸酪酸セルロースである。他の適切なポリマーは、米国特許第３８４５７７０号、第
３９１６８９９号、第４００８７１９号、第４０３６２２８号、および第４６１２００８
号に記載されている。最も好ましい非崩壊性半透過性コーティング材料は、Ｅａｓｔｍａ
ｎ　Ｆｉｎｅ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓから市販されている、アセチル含量３９．３から４０
．３％の酢酸セルロースである。
【０１５５】
　別の実施形態において、非崩壊性半透過性または非崩壊性非半透過性コートは、コート
に細孔またはチャネルを形成する上述のポリマーおよび材料から形成することができる。
細孔形成剤またはチャネリング剤は流体と接触して溶解し、流体および活性医薬成分がコ
ートを通ることのできる通路を形成する。細孔形成剤またはチャネリング剤は、水溶性材
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料または腸溶性材料であることができる。細孔形成剤またはチャネリング剤のいくつかの
一般的な例は、セルロースエーテル、ポリエチレングリコール、または微結晶性セルロー
スなどの水溶性材料である。細孔形成剤またはチャネリング剤のいくつかのさらなる例は
、塩化ナトリウム、塩化カリウム、ラクトース、スクロース、ソルビトール、マンニトー
ル、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）、例えばＰＥＧ６００、ポリビニルピロリドン、
プロピレングリコール、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、ヒドロキシプロピルメチルフタル酸セルロース、酢酸フタル酸セルロース、ポリ
ビニルアルコール、メタクリル酸コポリマー、およびそれらの混合物である。
【０１５６】
　水溶性であるか、または腸条件下で可溶性である活性医薬成分も、コートに細孔を作る
ために用いることができる。
【０１５７】
　細孔形成剤は、コーティングの総重量の約０から約７５％、最も好ましくはコーティン
グの総重量の約０．５％から約２５％である。細孔形成剤は、コートから溶解または浸出
して、流体がコアに入り、活性成分を溶解するための細孔をコートに形成する。
【０１５８】
　本明細書では、細孔という用語は、開口部、オリフィス、ボア、チャネル、穴（ｈｏｌ
ｅ）、脆弱であるかまたは可溶性もしくは浸出性材料によって作られた不連続領域を含む
。
【０１５９】
　ペースト組成物およびそれらの使用を例示するいくつかの一般的な例は本発明の理解に
役立つ可能性があり、それらを以下のとおり項目別にする。
【０１６０】
　項目１は、非ニュートン性であり、１種または複数の常習性物質、および
（ｉ）１種または複数の粘土、
（ｉｉ）および／またはポリアクリレート、デンプン、カルボマー、セルロースエーテル
、セルロースエステル、ポリサッカリドガム、天然ガム、充填剤、およびポロキサマーか
ら選択された１種または複数の物質からなり、
（ｉｉｉ）油性、ロウ状、もしくは脂肪性物質、またはそれらの組み合わせに混合され、
（ｉｖ）不溶性材料の粒径は１０００ミクロン未満であり、
（ｖ）カプセルまたは分配デバイスで投与される、
時限、遅延、または持続放出液体または半固体マトリクスまたはマグマまたはペースト組
成物である。
【０１６１】
　項目２は、非ニュートン性であり、１種または複数の常習性物質、および
（ｉ）１種または複数の粘土、
（ｉｉ）および／またはポリアクリレート、デンプン、カルボマー、セルロースエーテル
、セルロースエステル、ポリサッカリドガム、天然ガム、充填剤、およびポロキサマーか
ら選択された１種または複数の物質からなり、
（ｉｉｉ）水性賦形剤に混合され、
（ｉｖ）不溶性材料の粒径は１０００ミクロン未満であり、
（ｖ）カプセルまたは分配デバイスで投与される、
時限、遅延、または持続放出液体または半固体マトリクスまたはマグマまたはペースト組
成物である。
【０１６２】
　項目３は、非ニュートン性であり、１種または複数の常習性物質、および
（ｉ）１種または複数の粘土、
（ｉｉ）および／またはポリアクリレート、デンプン、カルボマー、セルロースエーテル
、セルロースエステル、ポリサッカリドガム、天然ガム、充填剤、およびポロキサマーか
ら選択された１種または複数の物質からなり、
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（ｉｉｉ）水および１種または複数の油性、ロウ状、および脂肪性物質を合わせて製造さ
れる賦形剤に混合され、
（ｉｖ）不溶性材料の粒径は１０００ミクロン未満であり、
（ｖ）カプセルまたは分配デバイスで投与される、
時限、遅延、または持続放出液体または半固体マトリクスまたはマグマまたはペースト組
成物である。
【０１６３】
　項目４は、１種または複数の界面活性剤を含有する、項目１、２、または３に記載の組
成物である。
【０１６４】
　項目５は、１種または複数の崩壊剤を含有する、項目１、２、または３に記載の組成物
である。
【０１６５】
　項目６は、１種または複数の中鎖トリグリセリドまたはそれらのエステルを含有する、
項目１、２、または３に記載の組成物である。
【０１６６】
　項目７は、ｄ－アルファ－トコフェリルポリエチレングリコール１０００コハク酸エス
テル、および／またはモノステアリン酸グリセリル、および／またはダイズポリサッカリ
ドを含有する、項目１、２、または３に記載の組成物である。
【０１６７】
　項目８は、粘土がベントナイトである、項目１、２、または３に記載の組成物である。
【０１６８】
　項目９は、粘土がモンモリロナイトである、項目１、２、または３に記載の組成物であ
る。
【０１６９】
　項目１０は、粘土がパスカライトである、項目１、２、または３に記載の組成物である
。
【０１７０】
　項目１１は、粘土が、スメクタイト、イライト、セピオライト、パリゴルスカイト、ム
スコバイト、アレバルダイト、アメサイト、ヘクトライト、フルオロヘクトライト、サポ
ナイト、バイデライト、タルク、ノントロナイト、スティーブンサイト、マイカ、バーミ
キュライト、フルオロバーミキュライト、ハロイサイト、およびフッ素含有合成型のマイ
カ、フィロシリケート、バイデライト、ボルコンスコイト、ヘクトライト、ソーコナイト
、ソボカイト、スビンフォルダイトなど、混合イライト／スメクタイト鉱物、例えばレク
トライト、タロソバイト、レディカイトなど、およびイライトと上に挙げた粘土鉱物との
混合物である、項目１、２、または３に記載の組成物である。
【０１７１】
　項目１２は、１種または複数の安定剤を含有する、項目１、２、または３に記載の組成
物である。
【０１７２】
　項目１３は、１種または複数の抗酸化剤を含有する、項目１、２、または３に記載の組
成物である。
【０１７３】
　項目１４は、１種または複数の消泡物質を含有する、項目１、２、または３に記載の組
成物である。
【０１７４】
　項目１５は、無機または有機塩基を含有する、項目１、２、または３に記載の組成物で
ある。
【０１７５】
　項目１６は、塩または電解質を含有する、項目１、２、または３に記載の組成物である
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。
【０１７６】
　項目１７は、粘土が９５重量％未満である、項目１、２、または３に記載の組成物であ
る。
【０１７７】
　項目１８は、粘土が５重量％未満である、項目１、２、または３に記載の組成物である
。
【０１７８】
　項目１９は、粘土が約５重量％から約２０重量％である、項目１、２、または３に記載
の組成物である。
【０１７９】
　項目２０は、粘土が約２０重量％から約４０重量％である、項目１、２、または３に記
載の組成物である。
【０１８０】
　項目２１は、粘土が約３０重量％から約６０重量％である、項目１、２、または３に記
載の組成物である。
【０１８１】
　項目２２は、カプセルの内表面および／または外表面が、ｐＨ感受性フィルムコートで
被覆されている、項目１、２、または３に記載の組成物である。
【０１８２】
　項目２３は、カプセルの内表面および／または外表面が、ｐＨ非感受性フィルムコート
で被覆されている、項目１、２、または３に記載の組成物である。
【０１８３】
　項目２４は、カプセルが硬ゼラチンカプセルであるか、または周期表の金属もしくは合
金、セルロースエーテル、植物もしくは動物源で製造されている、項目１、２、または３
に記載の組成物である。
【０１８４】
　項目２５は、非ニュートン性、チキソトロピー性および／または擬塑性であり、常習性
物質を時限または持続放出するための、１種または複数の粘土、または１種または複数の
制御放出ポリマー剤を含有する、液体または半固体マトリクスまたはマグマまたはペース
ト組成物である。
【０１８５】
　項目２６は、１種または複数の界面活性剤を含有する、項目２５に記載の組成物である
。
【０１８６】
　項目２７は、１種または複数の超崩壊剤を含有する、項目２５に記載の組成物である。
【０１８７】
　項目２８は、１種または複数の中鎖トリグリセリドまたはそれらのエステルを含有する
、項目２５に記載の組成物である。
【０１８８】
　項目２９は、ｄ－アルファ－トコフェリルポリエチレングリコール１０００コハク酸エ
ステル、および／またはモノステアリン酸グリセリル、および／またはダイズポリサッカ
リドを含有する、項目２５に記載の組成物である。
【０１８９】
　項目３０は、粘土がベントナイトである、項目２５に記載の組成物である。
【０１９０】
　項目３１は、粘土がモンモリロナイトである、項目２５に記載の組成物である。
【０１９１】
　項目３２は、粘土がパスカライトである、項目２５に記載の組成物である。
【０１９２】
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　項目３３は、粘土が、スメクタイト、イライト、セピオライト、パリゴルスカイト、ム
スコバイト、アレバルダイト、アメサイト、ヘクトライト、フルオロヘクトライト、サポ
ナイト、バイデライト、タルク、ノントロナイト、スティーブンサイト、マイカ、バーミ
キュライト、フルオロバーミキュライト、ハロイサイト、およびフッ素含有合成型のマイ
カ、フィロシリケート、バイデライト、ボルコンスコイト、ヘクトライト、ソーコナイト
、ソボカイト、スビンフォルダイトなど、混合イライト／スメクタイト鉱物、例えばレク
トライト、タロソバイト、レディカイトなど、およびイライトと上に挙げた粘土鉱物との
混合物である、項目２５に記載の組成物である。
【０１９３】
　項目３４は、１種または複数の安定剤を含有する、項目２５に記載の組成物である。
【０１９４】
　項目３５は、１種または複数の抗酸化剤を含有する、項目２５に記載の組成物である。
【０１９５】
　項目３６は、１種または複数の消泡物質を含有する、項目２５に記載の組成物である。
【０１９６】
　項目３７は、無機または有機塩基を含有する、項目２５に記載の組成物である。
【０１９７】
　項目３８は、常習性物質の乱用を困難にする、項目１、２、３、または２５に記載の組
成物である。
【０１９８】
　項目３９は、剤形を粉末に破砕（ｃｒｕｓｈｉｎｇ）、粉砕（ｍｉｌｌｉｎｇ）、もし
くは摩砕（ｇｒｉｎｄｉｎｇ）して、経鼻経路によって吸引もしくは吸入すること、また
は非経口経路による乱用のために溶解することの少なくとも１つの様式による薬物乱用を
阻止する、項目１、２、３、または２５に記載の組成物である。
【０１９９】
　項目４０は、エチレン－酢酸ビニルポリマー、カルボマー、セルロースエーテル、エス
テル、ステアラート、セルロース誘導体、アシル置換酢酸セルロースおよびそれらの誘導
体、ポリウレタン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリフッ化ビニル、ポリ（ビニルイ
ミダゾール）、クロロスルホン化ポリオレフィン、およびポリエチレンオキシド、ポリエ
チレン、ポリビニルピロリドン、エチレン酢酸ビニル、ポリエチレングリコール、酢酸酪
酸セルロース、および酢酸プロピオン酸セルロースから選択された材料を含有する、項目
１、２、３、または２５に記載の組成物である。
【０２００】
　項目４１は、イソ酪酸酢酸スクロースを含有する、項目１、２、３、または２５に記載
の組成物である。
【０２０１】
　項目４２は、カプセルの内表面および／または外表面が、ｐＨ感受性フィルムコートで
被覆されている、項目２５に記載の組成物である。
【０２０２】
　項目４３は、カプセルの内表面および／または外表面が、ｐＨ非感受性フィルムコート
で被覆されている、項目２５に記載の組成物である。
【０２０３】
　項目４４は、常習性物質が、薬物、プロドラッグ、またはそれらの塩、塩基、中間体、
エナンチオマー、多形体、誘導体、および代謝物、またはそれらの組み合わせである、項
目１、２、３、または２５に記載の組成物である。
【０２０４】
　項目４５は、常習性物質が麻薬性鎮痛薬である、項目１、２、３、または２５に記載の
組成物である。
【０２０５】
　項目４６は、ポリ（ラクチド）を含有する、項目１、２、３、または２５に記載の組成
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物である。
【０２０６】
　項目４７は、ポリ（ラクチド－コ－グリコライド）を含有する、項目１、２、３、また
は２５に記載の組成物である。
【０２０７】
　項目４８は、ポリ（グリコライド）を含有する、項目１、２、３、または２５に記載の
組成物である。
【０２０８】
　項目４９は、ポリ（カプロラクトン）を含有する、項目１、２、３、または２５に記載
の組成物である。
【０２０９】
　項目５０は、酸化セルロースを含有する、項目１、２、３、または２５に記載の組成物
である。
【０２１０】
　項目５１は、ポリ（Ｄ，Ｌ－乳酸）を含有する、項目１、２、３、または２５に記載の
組成物である。
【０２１１】
　項目５２は、非生分解性ポリマーを含有する、項目１、２、３、または２５に記載の組
成物である。
【０２１２】
　項目５３は、生分解性ポリマーを含有する、項目１、２、３、または２５に記載の組成
物である。
【０２１３】
　項目５４は、直腸投与に適している、項目１、２、３、または２５に記載の組成物であ
る。
【０２１４】
　項目５５は、経口投与に適している、項目１、２、３、または２５に記載の組成物であ
る。
【０２１５】
　項目５６は、
（ａ）異なる放出速度を有するある量の制御放出組成物を提供するステップ、および
（ｂ）組成物をカプセルまたはパッチでホストに投与するステップを含む、項目１、２、
３、または２５に記載の組成物を投与する方法である。
【０２１６】
　項目５７は、組成物を皮膚に局所的に、ホストに投与するステップを含む、項目１、２
、３、または２５に記載の組成物を投与する方法である。
【０２１７】
　項目５８は、組成物を注射によってホストに投与するステップを含む、項目１、２、３
、または２５に記載の組成物を投与する方法である。
【０２１８】
　項目５９は、
（ａ）ある量の制御放出組成物、および異なる放出速度を有する別の量の組成物を提供す
るステップ、および
（ｂ）組成物をカプセルまたはパッチでホストに投与するステップを含む、項目１、２、
３、または２５に記載の組成物を投与する方法である。
【０２１９】
　項目６０は、
（ａ）ある量の制御放出組成物、および別の量の即時放出組成物を提供するステップ、お
よび
（ｂ）組成物をカプセルまたはパッチでホストに投与するステップを含む、項目１、２、
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３、または２５に記載の組成物を投与する方法である。
【０２２０】
　項目６１は、
（ａ）ある量の制御放出組成物、および異なる放出速度を有する別の量の組成物を提供す
るステップ、および
（ｂ）組成物を同じカプセルまたはパッチでホストに投与するステップを含む、項目１、
２、３、または２５に記載の組成物を投与する方法である。
【０２２１】
　項目６２は、
（ａ）ある量の制御放出組成物、および別の量の即時放出組成物を提供するステップ、お
よび
（ｂ）組成物を同じカプセルまたはパッチでホストに投与するステップを含む、項目１、
２、３、または２５に記載の組成物を投与する方法である。
【０２２２】
　項目６３は、
（ａ）ある量の制御放出組成物、および異なる放出速度を有する別の量の組成物を提供す
るステップ、および
（ｂ）組成物を同じカプセルまたはパッチでホストに投与するステップを含み、
（ｃ）２つの組成物が同一または異なる薬物を含有する、項目１、２、３、または２５に
記載の組成物を投与する方法である。
【０２２３】
　項目６４は、
（ａ）ある量の制御放出組成物、および別の量の即時放出組成物を提供するステップ、お
よび
（ｂ）組成物を同じカプセルまたはパッチでホストに投与するステップを含み、
（ｃ）２つの組成物が同一または異なる薬物を含有する、項目１、２、３、または２５に
記載の組成物を投与する方法である。
【０２２４】
　項目６５は、
（ａ）ある量の制御放出組成物、および異なる放出速度を有する別の量の組成物を提供す
るステップ、および
（ｂ）組成物を同じカプセルまたはパッチでホストに投与するステップを含み、
（ｃ）１つの組成物がオピオイド薬を含有し、他方が非オピオイド薬を含有する、項目１
、２、３、または２５に記載の組成物を投与する方法である。
【０２２５】
　項目６６は、
（ａ）ある量の制御放出組成物、および別の量の即時放出組成物を提供するステップ、お
よび
（ｂ）組成物を同じカプセルまたはパッチでホストに投与するステップを含み、
（ｃ）１つの組成物がオピオイド薬を含有し、他方が非オピオイド薬を含有する、項目１
、２、３、または２５に記載の組成物を投与する方法である。
【０２２６】
　項目６７は、組成物が加熱処理を行う必要なしに調製される、項目１、２、３、または
２５に記載の組成物である。
【０２２７】
　項目６８は、組成物がミクロスフェアまたはマイクロカプセル内にカプセル化される、
項目１、２、３、または２５に記載の組成物である。
【０２２８】
　項目６９は、組成物が凍結乾燥されている、項目１、２、３、または２５に記載の組成
物である。
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【０２２９】
　項目７０は、制御放出製剤が不活性医薬賦形剤を伴い、前記賦形剤が球状または他の形
状に場合により処理され、剤形に混入される、項目１、２、３、または２５に記載の組成
物である。
【０２３０】
　項目７１は、
（ａ）ある量の制御放出組成物、および異なる放出速度を有する別の量の組成物を提供す
るステップ、および
（ｂ）組成物を同じカプセルまたはパッチでホストに投与するステップを含み、
（ｃ）１つの組成物がオピオイドアゴニストを含有し、他方がオピオイドアンタゴニスト
を含有する、項目１、２、３、または２５に記載の組成物を投与する方法である。
【０２３１】
　項目７２は、甘味剤を含有する、項目１、２、３、または２５に記載の組成物である。
【０２３２】
　項目７３は、着色剤を含有する、項目１、２、３、または２５に記載の組成物である。
【０２３３】
　項目７４は、小児に使用するために投与される、項目１、２、３、または２５に記載の
組成物である。
【０２３４】
　項目７５は、乾燥されている、項目１、２、３、または２５に記載の組成物である。
【０２３５】
　項目７６は、常習性物質が、アルフェンタニル、アリルプロジン、アルファプロジン、
アニレリジン、ベルジルモルヒネ、ベジトラミド、ブプレノルフィン、ブトルファノール
、クロニタゼン、コデイン、デソモルヒネ、デキストロモラミド、デゾシン、ジアムプロ
ミド、ジアモルホン、ジヒドロコデイン、ジヒドロモルヒネ、ジメノキサドール、ジメフ
ェプタノール、ジメチルチアムブテン、ジオキサフェチルブチラート、ジピパノン、エプ
タゾシン、エトヘプタジン、エチルメチルチアムブテン、エチルモルヒネ、エトニタゼン
、エトルフィン、ジヒドロエトルフィン、フェンタニルヒドロコドン、ヒドロモルホン、
ヒドロキシペチジン、イソメサドン、ケトベミドン、レボルファノール、レボフェナシル
モルファン、ロフェンタニル、メペリジン、メプタジノール、メタゾシン、メタドン、メ
トポン、モルヒネ、ミロフィン、ナルセイン、ニコモルヒネ、ノルレボルファノール、ノ
ルメタドン、ナロルフィン、ナルブフェン、ノルモルヒネ、ノルピパノン、アヘン、オキ
シコドン、オキシモルホン、パパベレタム、ペンタゾシン、フェナドキソン、フェノモル
ファン、フェナゾシン、フェノペリジン、ピミノジン、ピリトラミド、プロフェプタジン
、プロメドール、プロペリジン、プロポキシフェン、スフェンタニル、チリジン、アルフ
ァプロジン、デキストロポルポキシフェン、プロピラム、プロファドール、フェナンプロ
ミド、チアンブテン、フォルコデイン、３－トランス－ジメチルアミノ－４－フェニル１
－４－トランス－カルボエトキシ－デルタ－シクロヘキセン、３－ジメチルアミノ－０－
（４－メトキシフェニルカルバモイル）－プロピオフェノンオキシム、（－）ベータ－２
’－ヒドロキシ－２，９－ジメチル－５－フェニル－６，７－ベンゾモルファン、（－）
２’－ヒドロキシ－２－（３－メチル－２－ブテニル）－９－メチル－５－フェニル－６
，７－ベンゾモルファン、ピリニトラミド、（－）アルファ－５，９－ジエチル１－２’
－ヒドロキシ－２－メチル－６，７－ベンゾモルファン、エチル－１－（２－ジメチルア
ミノエチル）－４，５，６，７－テトラヒドロ－３－メチル－４－オキソ－６－フェニル
インドール－２－カルボキシラート、１－ベンゾイルメチル－２，３－ジメチル－３－（
ｍ－ヒドロキシフェニル）－ピペリジン、Ｎ－アリル－７アルファ－（１－（Ｒ）－ヒド
ロキシ－１－メチルブチル）－６，１４－エンド－エタノテトラヒドロノルオリパビン、
（－）Ｔ－ヒドロキシ－２－メチル－６，７－ベンゾモルファン、ノルアシルメタドール
、フェノペリジン、アルファ－ｄｌ－メタドール、ベータ－ｄｌ－メタドール、アルファ
－１－メタドール（２～１５ｍｇ）、ベータ－ｄｌ－アセチルメタドール、アルファ－１
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－アセチルメタドール、およびベータ－１－アセチルメタドール、または薬学的に許容で
きるそれらの塩、立体異性体、エーテル、エステル、もしくはそれらの混合物からなる群
から選択されたオピオイドアゴニストである、項目１、２、３、または２５に記載の組成
物である。
【０２３６】
　項目７７は、不揮発性賦形剤で組成物の成分を一様な非凝固ペーストにブレンドまたは
均質化することによって組成物が調製される、項目１、２、３、または２５に記載の組成
物である。
【０２３７】
　項目７８は、ロウ、落花生油、ヒマシ油、綿実油、トウモロコシ（コーン）油、オリー
ブ油、パーム油、ゴマ油、ダイズ油、およびヒマワリ油から選択された非水性ビヒクル中
の１種または複数の制御放出剤、および／または１種または複数のベントナイトなどの粘
土、および１種または複数の常習性物質、ならびに場合により崩壊剤、半固体または固体
親油性ビヒクル、吸着促進剤、湿潤剤、界面活性剤、および安定剤から選択された材料か
らなり、組成物の物理化学的特性が常習性物質の乱用を困難にし、剤形を粉末に破砕、粉
砕、もしくは摩砕する、または剤形を加熱して蒸気にし、経鼻経路によって吸引もしくは
吸入するか、または溶解して非経口経路によって乱用する少なくとも１つの様式による薬
物乱用を阻止する、液体または半固体マトリクスまたはマグマまたはペースト組成物であ
る。
【０２３８】
　項目７９は、遅延放出または制御放出フィルムコートで被覆されているゼラチンカプセ
ルにカプセル化された、ロウ、落花生油、ヒマシ油、綿実油、トウモロコシ（コーン）油
、オリーブ油、パーム油、ゴマ油、ダイズ油、およびヒマワリ油から選択された非水性賦
形剤中の１種または複数の制御放出剤、および１種または複数の常習性物質、ならびに場
合により崩壊剤、半固体または固体親油性賦形剤、吸着促進剤、湿潤剤、界面活性剤、お
よび安定剤から選択された材料からなり、組成物の物理化学的特性が常習性物質の乱用を
困難にし、剤形を粉末に破砕、粉砕、もしくは摩砕する、または剤形を加熱して蒸気にし
、経鼻経路によって吸引もしくは吸入するか、または溶解して非経口経路によって乱用す
る少なくとも１つの様式による薬物乱用を阻止する、液体または半固体マトリクスまたは
マグマまたはペースト組成物である。
【０２３９】
　項目８０は、麻薬性鎮痛薬の１日１回の投与を可能にする、項目１、２、３、２５、７
８、または７９に記載の組成物である。
【０２４０】
　項目８１は、ピーク血漿濃度が麻薬性鎮痛薬の投与後３から１４時間の間に生じること
を可能にする、項目１、２、３、２５、７８、または７９に記載の組成物である。
【０２４１】
　項目８２は、アルコール存在下で急速放出しない、項目１、２、３、２５、７８、また
は７９に記載の組成物である。
【０２４２】
　項目８３は、フィルムコートで被覆され、アルコール存在下で急速放出しない、項目１
、２、３、２５、７８、または７９に記載の組成物である。
【０２４３】
　項目８４は、セルロースエステル、またはポリメタクリレート、またはポリエチレング
リコール、またはセルロースエーテル、エステル、または組み合わせを含有するフィルム
コートで被覆され、アルコール存在下で急速放出しない、項目１、２、３、２５、７８、
または７９に記載の組成物である。
【０２４４】
　項目８５は、１種または複数の制御放出剤、および１種または複数の常習性物質からな
り、ｐＨ感受性もしくはｐＨ非感受性もしくは半透過性ポリマー、または組み合わせから
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選択されたポリマーおよび／または非ポリマー材料で被覆され、アルコール存在下で急速
放出しない、液体または半固体マトリクスまたはマグマまたはペースト組成物である。
【０２４５】
　項目８６は、
（ａ）ある量の制御放出組成物、および異なる放出速度を有する別の量の組成物を提供す
るステップ、および
（ｂ）組成物をカプセルまたはパッチでホストに投与するステップを含み、
（ｃ）アルコール存在下で急速放出が起こらない、項目１、２、３、２５、７８、または
７９に記載の組成物を投与する方法である。
【０２４６】
　項目８７は、
（ａ）ある量の制御放出組成物、および別の量の即時放出組成物を提供するステップ、お
よび
（ｂ）組成物をカプセルまたはパッチでホストに投与するステップを含み、
（ｃ）アルコール存在下で急速放出が起こらない、項目１、２、３、２５、７８、または
７９に記載の組成物を投与する方法である。
【０２４７】
　項目８８は、
（ａ）ある量の制御放出組成物、および異なる放出速度を有する別の量の組成物を提供す
るステップ、および
（ｂ）組成物を同じカプセルまたはパッチでホストに投与するステップを含み、
（ｃ）アルコール存在下で急速放出が起こらない、項目１、２、３、２５、７８、または
７９に記載の組成物を投与する方法である。
【０２４８】
　項目８９は、
（ａ）ある量の制御放出組成物、および別の量の即時放出組成物を提供するステップ、お
よび
（ｂ）組成物を同じカプセルまたはパッチでホストに投与するステップを含み、
（ｃ）アルコール存在下で急速放出が起こらない、項目１、２、３、２５、７８、または
７９に記載の組成物を投与する方法である。
【０２４９】
　項目９０は、
（ａ）ある量の制御放出組成物、および異なる放出速度を有する別の量の組成物を提供す
るステップ、および
（ｂ）組成物を同じカプセルまたはパッチでホストに投与するステップを含み、
（ｃ）２つの組成物が同一または異なる薬物を含有し、
（ｄ）アルコール存在下で急速放出が起こらない、項目１、２、３、２５、７８、または
７９に記載の組成物を投与する方法である。
【０２５０】
　項目９１は、
（ａ）ある量の制御放出組成物、および別の量の即時放出組成物を提供するステップ、お
よび
（ｂ）組成物を同じカプセルまたはパッチでホストに投与するステップを含み、
（ｃ）２つの組成物が同一または異なる薬物を含有し、
（ｄ）アルコール存在下で急速放出が起こらない、項目１、２、３、２５、７８、または
７９に記載の組成物を投与する方法である。
【０２５１】
　項目９２は、
（ａ）ある量の制御放出組成物、および異なる放出速度を有する別の量の組成物を提供す
るステップ、および
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（ｂ）組成物を同じカプセルまたはパッチでホストに投与するステップを含み、
（ｃ）１つの組成物がオピオイド薬を含有し、他方が非オピオイド薬を含有し、
（ｄ）アルコール存在下で急速放出が起こらない、項目１、２、３、２５、７８、または
７９に記載の組成物を投与する方法である。
【０２５２】
　項目９３は、
（ａ）ある量の制御放出組成物、および別の量の即時放出組成物を提供するステップ、お
よび
（ｂ）組成物を同じカプセルまたはパッチでホストに投与するステップを含み、
（ｃ）１つの組成物がオピオイド薬を含有し、他方が非オピオイド薬を含有し、
（ｄ）アルコール存在下で急速放出が起こらない、項目１、２、３、２５、７８、または
７９に記載の組成物を投与する方法である。
【０２５３】
　項目９４は、常習性物質および鼻腔刺激剤を含む、ペースト組成物である。
【０２５４】
　項目９５は、医薬活性物質、およびアルコール存在下で急速放出を防ぐための粘土、制
御放出剤、油性、ロウ状、および脂肪性物質からなる群から選択された１種または複数の
材料を含む、ペースト組成物である。
【０２５５】
　項目９６は、薬物含量の０次放出、１次または擬１次放出を提供する、項目１、２、３
、２５、７８、または７９に記載の組成物である。
【０２５６】
　項目９７は、ＵＳＰバスケット溶出装置５０ｒｐｍを用いて、１時間に６０％未満の薬
物を放出する、項目１、２、３、２５、７８、または７９に記載の組成物である。
【０２５７】
　項目９８は、ＵＳＰバスケット溶出装置５０ｒｐｍを用いて、１時間に４０％未満の薬
物を放出する、項目１、２、３、２５、７８、または７９に記載の組成物である。
【０２５８】
　項目９９は、ＵＳＰバスケット溶出装置５０ｒｐｍを用いて、１時間に２０％未満の薬
物を放出する、項目１、２、３、２５、７８、または７９に記載の組成物である。
【０２５９】
　項目１００は、パルス送達を提供する、項目１、２、３、２５、７８、または７９に記
載の組成物である。
【０２６０】
　項目１０１は、時間治療送達を提供する、項目１、２、３、２５、７８、または７９に
記載の組成物である。
【０２６１】
　項目１０２は、活性物質、およびアルコール存在下で急速放出を防ぐための粘土、制御
放出剤、油性、ロウ状、および脂肪性物質の群から選択された材料を含み、薬物乱用を困
難にする組成物である。
【０２６２】
　項目１０３は、油性、ロウ状、および脂肪性物質に活性物質、ならびに場合によりアル
コール存在下で急速放出を防ぐための粘土、制御放出剤の群から選択された材料を含み、
および／または薬物乱用を困難にする組成物である。
【０２６３】
　項目１０４は、錠剤、ペレット、ビーズ、ミクロスフェア、ナノ粒子、または顆粒とし
て提供される、項目１、２、３、２５、７７、７８、７９、９５、１０２、または１０３
に記載の組成物である。
【０２６４】
　項目１０５は、小児に使用するための、項目１、２、３、２５、７８、７９、９５、１
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０２、または１０３に記載の組成物である。
【０２６５】
　項目１０６は、移植または皮下適用として用いるための、項目１、２、３、２５、７８
、７９、９５、１０２、または１０３に記載の組成物である。
【０２６６】
　項目１０７は、ＵＳＰ溶出試験器を用いる溶出が、速度範囲約２５ｒｐｍから約１５０
ｒｐｍのバスケットまたはパドル回転速度に著しく影響されない、項目１、２、３、２５
、７８、７９、９５、１０２、または１０３に記載の組成物である。
【０２６７】
　項目１０８は、ＵＳＰ溶出試験器を用いる溶出が、速度範囲約５０ｒｐｍから約１５０
ｒｐｍのバスケットまたはパドル回転速度に著しく影響されない、項目１、２、３、２５
、７８、７９、９５、１０２、または１０３に記載の組成物である。
【０２６８】
　項目１０９は、ＵＳＰ溶出試験器を用いる溶出が、速度範囲約５０ｒｐｍから約１００
ｒｐｍのバスケットまたはパドル回転速度に著しく影響されない、項目１、２、３、２５
、７８、７９、９５、１０２、または１０３に記載の組成物である。
【０２６９】
　項目１１０は、ＵＳＰ溶出試験器を用いる溶出が、速度範囲約５０ｒｐｍから約７５ｒ
ｐｍのバスケットまたはパドル回転速度に著しく影響されない、項目１、２、３、２５、
７８、７９、９５、１０２、または１０３に記載の組成物である。
【０２７０】
　項目１１１は、アルコール性媒質中、バスケットまたはパドルアセンブリを備えたＵＳ
Ｐ溶出試験器を用いる溶出中に急速放出が起こらない、項目１、２、３、２５、７８、７
９、９５、１０２、または１０３に記載の組成物である。
【０２７１】
　項目１１２は、約１％から約１０％のアルコール性媒質中、５０ｒｐｍでバスケットま
たはパドルアセンブリを備えたＵＳＰ溶出試験器を用いる溶出中に急速放出が起こらない
、項目１、２、３、２５、７８、７９、９５、１０２、または１０３に記載の組成物であ
る。
【０２７２】
　項目１１３は、約１０％から約２０％のアルコール性媒質中、５０ｒｐｍでバスケット
またはパドルアセンブリを備えたＵＳＰ溶出試験器を用いる溶出中に急速放出が起こらな
い、項目１、２、３、２５、７８、７９、９５、１０２、または１０３に記載の組成物で
ある。
【０２７３】
　項目１１４は、約２０％から約３０％のアルコール性媒質中、５０ｒｐｍでバスケット
またはパドルアセンブリを備えたＵＳＰ溶出試験器を用いる溶出中に急速放出が起こらな
い、項目１、２、３、２５、７８、７９、９５、１０２、または１０３に記載の組成物で
ある。
【０２７４】
　項目１１５は、約３０％から約４０％のアルコール性媒質中、５０ｒｐｍでバスケット
またはパドルアセンブリを備えたＵＳＰ溶出試験器を用いる溶出中に急速放出が起こらな
い、項目１、２、３、２５、７８、７９、９５、１０２、または１０３に記載の組成物で
ある。
【０２７５】
　項目１１６は、約４０％から約５０％のアルコール性媒質中、５０ｒｐｍでバスケット
またはパドルアセンブリを備えたＵＳＰ溶出試験器を用いる溶出中に急速放出が起こらな
い、項目１、２、３、２５、７８、７９、９５、１０２、または１０３に記載の組成物で
ある。
【０２７６】
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　項目１１７は、約５０％から約７０％のアルコール性媒質中、５０ｒｐｍでバスケット
またはパドルアセンブリを備えたＵＳＰ溶出試験器を用いる溶出中に急速放出が起こらな
い、項目１、２、３、２５、７８、７９、９５、１０２、または１０３に記載の組成物で
ある。
【０２７７】
　項目１１８は、常習性物質が、オピオイドアゴニスト、または麻薬性鎮痛薬、または乱
用可能物質、または多幸性鎮痛薬である、項目１、２、３、２５、７８、または７９に記
載の組成物である。
【０２７８】
　項目１１９は、活性物質が乱用されやすいか、または常習性であることが知られている
、９５、１０２、または１０３に記載の組成物である。
【０２７９】
　項目１２０は、常習性物質の常習を治療するための、項目１、２、３、２５、７８、ま
たは７９のいずれか１つに記載の組成物の使用である。
【０２８０】
　項目１２１は、常習性物質の急速放出を低減するための、項目１、２、３、２５、７８
、または７９のいずれか１つに記載の組成物の使用である。
【０２８１】
　項目１２２は、剤形を粉末に破砕、粉砕、もしくは摩砕して、経鼻経路によって吸引も
しくは吸入するか、または非経口経路による乱用のために溶解する少なくとも１つの様式
に関して、常習性物質の乱用可能性を低減するための、項目１、２、３、２５、７８、ま
たは７９のいずれか１つに記載の組成物の使用である。
【０２８２】
　項目１２３は、常習性物質による治療を必要としている対象による常習性物質の乱用を
低減する方法であって、治療有効量の常習性物質を含む項目１、２、３、２５、７８、ま
たは７９のいずれか１つに記載の組成物を対象に投与することを含む方法である。
【０２８３】
　項目１２４は、乱用が急速放出を含む、項目６１に記載の方法である。
【０２８４】
　項目１２５は、対象において常習性物質の常習を治療する方法であって、治療有効量の
常習性物質またはその誘導体を含む項目１、２、３、２５、７８、または７９のいずれか
１つに記載の組成物を対象に投与することを含む方法である。
【０２８５】
　項目１２６は、オピオイドアゴニストが、アルフェンタニル、アリルプロジン、アルフ
ァプロジン、アニレリジン、ベルジルモルヒネ、ベジトラミド、ブプレノルフィン、ブト
ルファノール、クロニタゼン、コデイン、デソモルヒネ、デキストロモラミド、デゾシン
、ジアムプロミド、ジアモルホン、ジヒドロコデイン、ジヒドロモルヒネ、ジメノキサド
ール、ジメフェプタノール、ジメチルチアムブテン、ジオキサフェチルブチラート、ジピ
パノン、エプタゾシン、エトヘプタジン、エチルメチルチアムブテン、エチルモルヒネ、
エトニタゼン、エトルフィン、ジヒドロエトルフィン、フェンタニルヒドロコドン、ヒド
ロモルホン、ヒドロキシペチジン、イソメサドン、ケトベミドン、レボルファノール、レ
ボフェナシルモルファン、ロフェンタニル、メペリジン、メプタジノール、メタゾシン、
メタドン、メトポン、モルヒネ、ミロフィン、ナルセイン、ニコモルヒネ、ノルレボルフ
ァノール、ノルメタドン、ナロルフィン、ナルブフェン、ノルモルヒネ、ノルピパノン、
アヘン、オキシコドン、オキシモルホン、パパベレタム、ペンタゾシン、フェナドキソン
、フェノモルファン、フェナゾシン、フェノペリジン、ピミノジン、ピリトラミド、プロ
フェプタジン、プロメドール、プロペリジン、プロポキシフェン、スフェンタニル、チリ
ジン、アルファプロジン、デキストロポルポキシフェン、プロピラム、プロファドール、
フェナンプロミド、チアンブテン、フォルコデイン、３－トランス－ジメチルアミノ－４
－フェニル１－４－トランス－カルボエトキシ－デルタ－シクロヘキセン、３－ジメチル



(41) JP 5978276 B2 2016.8.24

10

20

30

40

50

アミノ－０－（４－メトキシフェニルカルバモイル）－プロピオフェノンオキシム、（－
）ベータ－２’－ヒドロキシ－２，９－ジメチル－５－フェニル－６，７－ベンゾモルフ
ァン、（－）２’－ヒドロキシ－２－（３－メチル－２－ブテニル）－９－メチル－５－
フェニル－６，７－ベンゾモルファン、ピリニトラミド、（－）アルファ－５，９－ジエ
チル１－２’－ヒドロキシ－２－メチル－６，７－ベンゾモルファン、エチル－１－（２
－ジメチルアミノエチル）－４，５，６，７－テトラヒドロ－３－メチル－４－オキソ－
６－フェニルインドール－２－カルボキシラート、１－ベンゾイルメチル－２，３－ジメ
チル－３－（ｍ－ヒドロキシフェニル）－ピペリジン、Ｎ－アリル－７アルファ－（１－
（Ｒ）－ヒドロキシ－１－メチルブチル）－６，１４－エンド－エタノテトラヒドロノル
オリパビン、（－）Ｔ－ヒドロキシ－２－メチル－６，７－ベンゾモルファン、ノルアシ
ルメタドール、フェノペリジン、アルファ－ｄｌ－メタドール、ベータ－ｄｌ－メタドー
ル、アルファ－１－メタドール（２～１５ｍｇ）、ベータ－ｄｌ－アセチルメタドール、
アルファ－１－アセチルメタドール、およびベータ－１－アセチルメタドール、または薬
学的に許容できるそれらの塩、立体異性体、エーテル、エステル、もしくはそれらの混合
物からなる群から選択される、項目６５、６６、または７１に記載の方法である。
【０２８６】
　本明細書で開示される要素が導入されるとき、冠詞「ある（ａ）」、「ある（ａｎ）」
、「その（ｔｈｅ）」、および「前記（ｓａｉｄ）」は、文脈が別のことを規定していな
い限り、１つまたは複数のその要素の存在を意味することが意図される。例えば、「ある
化合物」および「少なくとも１つの化合物」は、複数の化合物を含むことができ、それら
の混合物も含まれる。「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」、「有する（ｈａｖｉｎｇ）」
、「含む（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」という用語は、制限のないことが意図され、列挙した
要素以外の追加の要素が存在してもよいことを意味する。
【０２８７】
　上記の開示は本発明を一般的に記載するものである。より完全な理解は、下記の特定の
実施例を参照することにより得ることができる。これらの実施例は例示のためにのみ記載
され、本発明の範囲を限定するものではない。状況が示唆するか、または好都合となり得
るときには、形態の変更および等価物の置換が企図される。本明細書では特定の用語を用
いたが、そのような用語は記述的な意味であり、限定の目的が意図されるものではない。
【実施例】
【０２８８】
実施例１
持続放出オキシコドン（乱用防止カプセル）
【表１】

【０２８９】
　サンプルを以下のように調製した。
１、ガラスのビーカーでコーン油を秤量し、均質化用ヘッドを備えたＳｉｌｖｅｒｓｏｎ
高せん断ミキサを油に浸漬する。
２、均質なブレンドが認められるまで、強く攪拌しながら、徐々にＣａｒｂｏｐｏｌ、次
いでヒドロキシプロピルメチルセルロースを添加する。
３、均質なブレンドが認められるまで、強く攪拌しながら、徐々にオキシコドンを添加す
る。
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４、硬ゼラチンカプセルに「糸引き」することなく充填できる、半固体またはペーストを
得る。
５、上部、中間部、および底部からサンプルを採取し、混合物の有効性および均質性を求
める。
６、硬ゼラチンカプセルに充填する。
７、種々のアルコール濃度で溶出装置においてカプセルを試験し、結果を図１に示す。方
法：５０ｒｐｍ、１０ｍｍセル、パドル／ＪＰシンカー、波長２８０ｎｍ。媒質：脱イオ
ン水、またはアルコールと脱イオン水。実行モード：２４時間、毎時にサンプル採取。
【０２９０】
実施例２
持続放出オキシコドン（乱用防止カプセル）
【表２】

【０２９１】
　サンプルを以下のように調製した。
１、ガラスのビーカーでコーン油を秤量し、均質化用ヘッドを備えたＳｉｌｖｅｒｓｏｎ
高せん断ミキサを油に浸漬する。
２、均質なブレンドが認められるまで、強く攪拌しながら、徐々にベントナイト、Ｃａｒ
ｂｏｐｏｌ、ヒドロキシプロピルメチルセルロースを添加する。
３、均質なブレンドが認められるまで、強く攪拌しながら、徐々にオキシコドンを添加す
る。
４、硬ゼラチンカプセルに「糸引き」することなく充填できる、半固体またはペーストを
得る。
５、上部、中間部、および底部からサンプルを採取し、混合物の有効性および均質性を求
める。
６、硬ゼラチンカプセルに充填する。
【０２９２】
実施例３
持続放出オキシコドン（乱用防止カプセル）
【表３】

【０２９３】
　サンプルを以下のように調製した。
１、イソ酪酸酢酸スクロースを秤量し、ガラスのビーカーに入れる。ビーカーをホットプ
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たＳｉｌｖｅｒｓｏｎ高せん断ミキサを溶融液体に浸漬し、高せん断下で徐々に油を添加
する。
２、均質なブレンドが認められるまで、強く攪拌しながら、徐々にベントナイトおよびヒ
ドロキシプロピルメチルセルロースを添加する。
３、均質なブレンドが認められるまで、強く攪拌しながら、徐々にオキシコドンを添加す
る。
４、硬ゼラチンカプセルに「糸引き」することなく充填できる、半固体またはペーストを
得る。
５、上部、中間部、および底部からサンプルを採取し、混合物の有効性および均質性を求
める。
６、硬ゼラチンカプセルに充填する。
【０２９４】
実施例４
持続放出オキシコドン（乱用防止カプセル）
【表４】

【０２９５】
　サンプルを以下のように調製した。
１、蜜ロウを秤量し、ガラスのビーカーに入れる。ビーカーをホットプレートに置き、蜜
ロウが溶融するまで加熱する。均質化用ヘッドを備えたＳｉｌｖｅｒｓｏｎ高せん断ミキ
サを溶融液体に浸漬し、高せん断下で徐々に油を添加する。
２、均質なブレンドが認められるまで、強く攪拌しながら、徐々にベントナイト、Ｃａｒ
ｂｏｐｏｌ、およびヒドロキシプロピルメチルセルロースを添加する。
３、均質なブレンドが認められるまで、強く攪拌しながら、徐々にオキシコドンを添加す
る。
４、硬ゼラチンカプセルに「糸引き」することなく充填できる、半固体またはペーストを
得る。
５、上部、中間部、および底部からサンプルを採取し、混合物の有効性および均質性を求
める。
６、硬ゼラチンカプセルに充填する。
【０２９６】
実施例５
持続放出オキシコドン（乱用防止カプセル）
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【表５】

【０２９７】
　サンプルを以下のように調製した。
１、ポリエチレングリコールを秤量し、ガラスのビーカーに入れる。ビーカーをホットプ
レートに置き、ポリエチレングリコールが溶融するまで加熱する。均質化用ヘッドを備え
たＳｉｌｖｅｒｓｏｎ高せん断ミキサを溶融液体に浸漬し、高せん断下で徐々に油を添加
する。
２、均質なブレンドが認められるまで、強く攪拌しながら、徐々にベントナイト、Ｃａｒ
ｂｏｐｏｌ、およびポリエチレンオキシドを添加する。
３、均質なブレンドが認められるまで、強く攪拌しながら、徐々にオキシコドンを添加す
る。
４、硬ゼラチンカプセルに「糸引き」することなく充填できる、半固体またはペーストを
得る。
５、上部、中間部、および底部からサンプルを採取し、混合物の有効性および均質性を求
める。
６、硬ゼラチンカプセルに充填する。
【０２９８】
実施例６
持続放出オキシコドン（乱用防止カプセル）

【表６】

【０２９９】
　サンプルを以下のように調製した。
１、ガラスのビーカーで油を秤量する。均質化用ヘッドを備えたＳｉｌｖｅｒｓｏｎ高せ
ん断ミキサを油に浸漬する。
２、均質なブレンドが認められるまで、強く攪拌しながら、徐々にＣａｒｂｏｐｏｌおよ
びヒドロキシプロピルメチルセルロースを添加する。
３、均質なブレンドが認められるまで、強く攪拌しながら、徐々にオキシコドンを添加す
る。
４、硬ゼラチンカプセルに「糸引き」することなく充填できる、半固体またはペーストを
得る。
５、上部、中間部、および底部からサンプルを採取し、混合物の有効性および均質性を求
める。
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【０３００】
実施例７
持続放出オキシコドンと即時放出トラマドールの組み合わせ（乱用防止カプセル）
【０３０１】
（ｉ）即時放出トラマドールペーストの調製（調剤１）
【表７】

【０３０２】
（ｉｉ）制御放出オキシコドンペーストの調製（調剤２）
これは実施例１に教示のとおり製造する。
【０３０３】
（ｉｉｉ）持続放出オキシコドンと即時放出トラマドールの組み合わせの調製（乱用防止
カプセル）
【０３０４】
　所要量の調剤１を硬ゼラチンカプセルに充填し、次いで調剤２を充填する。カプセルを
密封する。別の実施形態において、成分の不適合性または交差移動が懸念される場合、２
種以上の調剤を分離するために、カルナウバロウなどのロウ、または高分子量ポリエチレ
ングリコール、例えばＰＥＧ８０００で製造された分離層をカプセルに充填することがで
きる。このようにして、活性物質のいくつかの組み合わせが可能である。
【０３０５】
実施例８
フィルムコート乱用防止カプセル
　この実施例は、遅延または時限放出特性または停滞期を付与するために、Ｅｕｄｒａｇ
ｉｔ　ＬまたはＳなどのポリメタクリレートを用いて、実施例１で製造されたカプセルを
フィルムコーティングすることを含む。
【０３０６】
実施例９
フィルムコート乱用防止カプセル
　この実施例は、セルロースエーテル、例えばエチルセルロース単独、または水溶性ポリ
マー、例えばヒドロキシプロピルメチルセルロースとの組み合わせなどを用いて、実施例
１で製造されたカプセルをフィルムコーティングすることを含む。
【０３０７】
実施例１０
フィルムコート乱用防止カプセル
　この実施例は、保護シーリングコートまたは防湿バリアを提供するため、または機械的
特性を改善するために、Ｅｕｄｒａｇｉｔ　Ｅなどのポリメタクリレートを用いて、実施
例１で製造されたカプセルをフィルムコーティングすることを含む。
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