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(57)【要約】
　本発明は、向精神作用を有する薬理活性成分およびポリエチレングリコールグラフトコ
ポリマーを含む改変防止経口医薬剤形であって、ポリエチレングリコールグラフトコポリ
マーの含有量が、医薬剤形の全重量に対して少なくとも２５重量％である医薬剤形に関す
る。本発明はまた、上記医薬剤形の製造およびその使用に関する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　向精神作用を有する薬理活性成分およびポリエチレングリコールグラフトコポリマーを
含む改変防止経口医薬剤形であって、ポリエチレングリコールグラフトコポリマーの含有
量が、医薬剤形の全重量に対して少なくとも２５重量％である医薬剤形。
【請求項２】
（ｉ）薬理活性成分が、ポリエチレングリコールグラフトコポリマーを含む持続性放出マ
トリックスに埋め込まれており；および／または
（ｉｉ）上記医薬剤形が、薬理活性成分の持続性放出を提供する、
請求項１に記載の医薬剤形。
【請求項３】
　ポリエチレングリコールグラフトコポリマーが、エチレングリコール、ビニルアセテー
トおよびビニルカプロラクタムに由来する繰り返し単位を含む、請求項１または２に記載
の医薬剤形。
【請求項４】
　ポリエチレングリコールグラフトコポリマーが、一般式（Ｉ）を有する、請求項１～３
のいずれか１つに記載の医薬剤形
【化１】

［式中、
　添え字ｌは、１０～１０，０００であり；
　添え字ｍは、２０～２０，０００であり；そして
　添え字ｎは、３０～３０，０００である］。
【請求項５】
　添え字ｌが、５００～９００であり；
　添え字ｍが、８００～１５００であり；そして
　添え字ｎが、２０００～３０００である、
請求項４に記載の医薬剤形。
【請求項６】
　ポリエチレングリコールグラフトコポリマーが、９０，０００ｇ／ｍｏｌ～１４０，０
００ｇ／ｍｍｏｌの範囲内の平均分子量を有する、請求項１～５のいずれか１つに記載の
医薬剤形。
【請求項７】
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　ポリエチレングリコールグラフトコポリマーの含有量が、医薬剤形の全重量に対して２
５～８０重量％の範囲内である、請求項１～６のいずれか１つに記載の医薬剤形。
【請求項８】
　ポリエチレングリコールグラフトコポリマーの含有量が、医薬剤形の全重量に対して少
なくとも３０重量％である、請求項７に記載の医薬剤形。
【請求項９】
　モノリシックであり、少なくとも２００Ｎの破壊強度を有するか；またはマルチパーテ
ィキュレートであり、個々の粒子の少なくとも一部が少なくとも２００Ｎの破壊強度を有
する、請求項１～８のいずれか１つに記載の医薬剤形。
【請求項１０】
　モノリシックであり、任意の方向に少なくとも２．０ｍｍの伸長を有するか；またはマ
ルチパーティキュレートであり、個々の薬物含有粒子が任意の方向に少なくとも２．０ｍ
ｍの伸長を有する、請求項１～９のいずれか１つに記載の医薬剤形。
【請求項１１】
　薬理活性成分が、オピオイドまたはその生理学的に許容可能な塩である、請求項１～１
０のいずれか１つに記載の医薬剤形。
【請求項１２】
　ホットメルト押出されている、請求項１～１１のいずれか１つに記載の医薬剤形。
【請求項１３】
　以下のステップを含む、改変防止経口医薬剤形の製造のための方法：
（ｉ）薬理活性成分、ポリエチレングリコールグラフトコポリマーおよび任意選択的にさ
らなる添加剤を混合するステップ；および
（ｉｉ）ステップ（ｉ）で得られた混合物を熱成形するステップ、ここで、前記混合物は
、熱の適用と同時または適用前または適用後に圧力に付される。
【請求項１４】
　改変防止医薬剤形が請求項１～１２のいずれか１つに従う、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　請求項１３または１４に記載の方法により得ることができる、改変防止経口医薬剤形。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、向精神作用を有する薬理活性成分およびポリエチレングリコールグラフトコ
ポリマーを含む改変防止（ｔａｍｐｅｒ－ｒｅｓｉｓｔａｎｔ）経口医薬剤形であって、
ポリエチレングリコールグラフトコポリマーの含有量が、医薬剤形の全重量に対して少な
くとも２５重量％である医薬剤形に関する。好ましくは、本発明の医薬剤形は、０次反応
速度論に従う薬理活性成分の持続性放出を提供する。
【背景技術】
【０００２】
　多くの薬物は乱用または悪用される可能性を有しており、すなわち、それらは、それら
の意図される使用と一致しない効果を生じさせるために使用することができる。従って、
例えば高度～極めて高度の疼痛の制御に優れた有効性を示すオピオイド類は、酩酊と類似
した多幸状態を誘発するために頻繁に乱用される。特に、向精神効果を有する薬物はその
ように乱用されている。
【０００３】
　乱用を可能にするためには、医薬剤形またはカプセル剤などの対応する医薬剤形は、破
砕、例えば乱用者により摩砕され、このようにして得られた粉末から、好ましくは水性液
体を使用して薬物が抽出され、任意選択で脱脂綿またはセルロースワッディング（ｃｅｌ
ｌｕｌｏｓｅ　ｗａｄｄｉｎｇ）を介して濾過した後、得られた溶液が非経口的に、特に
静脈内に投与される。この種類の投与は、乱用者にとって望ましい結果、すなわち刺激を
伴って、経口乱用と比較して薬物のより素早い拡散をもたらす。粉末化された医薬剤形が



(4) JP 2018-503693 A 2018.2.8

10

20

30

40

50

経鼻的に投与された場合、すなわち鼻から吸い込まれた場合も、この刺激またはこれらの
酩酊様多幸状態が達成される。
【０００４】
　薬物乱用を避けるための様々な構想が練り上げられてきた。
【０００５】
　医薬剤形が改変されたときにそれらの嫌悪および／または拮抗効果のみを生じるように
、嫌悪剤および／または拮抗薬を医薬剤形に組み込むことが提案されている。しかし、そ
のような嫌悪剤の存在は、原則的に望ましくなく、嫌悪剤および／または拮抗薬に依存し
ないで十分な改変防止性を提供する必要がある。
【０００６】
　乱用を防止する別の構想は、医薬剤形の機械的特性、特に破壊強度（破砕に対する抵抗
力）の増加に依存する。そのような医薬剤形の主な利点は、乳鉢における摩砕またはハン
マーを用いる破砕などの従来の手段による粉砕、特に微粉砕が不可能である、または少な
くとも実質的に妨げられることである。したがって、潜在的な乱用者が通常利用可能な手
段による医薬剤形の乱用のために必要な微粉砕は、防止され、または少なくとも複雑にな
る。そのような医薬剤形は、従来の手段により粉末化できず、したがって粉末化形態で、
例えば経鼻的に投与することができないので、そこに含有された薬理活性成分の薬物乱用
を回避するために有用である。これらの医薬剤形の機械的特性、特に、高い破壊強度は、
医薬剤形を改変防止性にする。そのような改変防止医薬剤形に関連して、例えば、ＷＯ２
００５／０１６３１３（特許文献１）、ＷＯ２００５／０１６３１４（特許文献２）、Ｗ
Ｏ２００５／０６３２１４（特許文献３）、ＷＯ２００５／１０２２８６（特許文献４）
、ＷＯ２００６／００２８８３（特許文献５）、ＷＯ２００６／００２８８４（特許文献
６）、ＷＯ２００６／００２８８６（特許文献７）、ＷＯ２００６／０８２０９７（特許
文献８）、ＷＯ２００６／０８２０９９（特許文献９）およびＷＯ２００９／０９２６０
１（特許文献１０）を参照することができる。
【０００７】
　しかし、従来技術のこれらの医薬剤形の特性は、あらゆる点において十分ではない。特
に、薬物の持続性放出を提供する従来技術の改変防止剤形は、典型的には、１次反応速度
論または２次反応速度論に従う放出プロファイルを示し、すなわち、時間単位あたりの放
出である薬物の相対量が時間とともに変化する。
【０００８】
　実質的に直線の薬物放出、すなわち０次反応速度論をもたらす改変防止剤形に対する需
要が存在する。
【０００９】
　実質的に直線の薬物放出を有する徐放錠は従来技術から公知である。しかしながら、実
質的に直線の薬物放出を達成するための技術思想は、比較的面倒であり、従って高価であ
る。さらに、それらは通常、改変防止性を達成するためのコンセプトと両立しない。ＯＲ
ＯＳ技術では、医薬剤形は、１つの層が浸透圧活性である一方で他の層が薬物を含むよう
に、異なる機能を有する種々の層を含む（例えばＵＳ５，４６０，８２６（特許文献１１
）、ＵＳ６，２４５，３５７（特許文献１２）参照）。他のコンセプトは、全放出プロセ
スの間の拡散面積を、例えば医薬剤形に耐水性コーティングまたは特定の形状を付与する
ことにより、一定に保つことを目的とする。
【００１０】
　ＵＳ２０１２／２３１０８３（特許文献１３）は、臨床的に関連する治療域の間に、治
療レベルの１種または複数種のカンナビノイドの送達をもたらす医薬に関する。上記治療
域は、当量のカンナビノイドを含む即放性医薬により提供されるよりも長い域である。当
該組成物の経口投与は、安全性、副作用の少なさおよびカンナビノイドのレベルを維持し
ながら治療的用量を提供する。
【００１１】
　ＵＳ５，０８２，６６８（特許文献１４）は、浸透圧駆動性剤形、すなわち、コンパー
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トメントを囲む壁を含むデバイスを開示している。上記コンパートメントは、有益な薬剤
組成物と押出組成物（ｐｕｓｈ　ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ）を含む。上記壁、有益な薬剤
組成物および押出組成物の組み合わせにより、時間が経つにつれデバイスの通路を通して
上記の有益な薬剤を管理された速度で送達するために、壁における通路が上記コンパート
メントとデバイスの外側とをつないでいる。
【００１２】
　ＵＳ７，３００，６６８（特許文献１５）は、第１の領域濃度の少なくとも１つの活性
な医薬成分を含む３次元プリントされた最深領域；およびネスト化された配置で複数の３
次元プリントされた非最深部領域を含み、そしてａ）１つまたは複数のネスト化された内
部領域（ここで１つの内部領域が上記最深領域を完全に取り囲み、上記最深領域と接触し
ており、任意の他の内部領域がその内側に位置する別の内部領域を完全に取り囲む）；お
よびｂ）内部領域を完全に取り囲んでいる最外部領域（ここで、上記内部および最外部領
域はネスト化された配置にあり、上記の少なくとも１つの活性な医薬成分がおよそ０次放
出で放出される）を含む剤形に関する。
【００１３】
　ＷＯ０３／０２４４２６（特許文献１６）は、ｉ）少なくとも部分的に非晶質形態にあ
る、少なくとも１種の治療的に、予防的におよび／または診断的に活性な物質、ｉｉ）可
塑化特性を有する薬学的に許容可能なポリマーおよびｉｉｉ）任意選択的に安定剤、の固
体分散体を含む経口使用用の制御放出医薬組成物であって、上記の少なくとも１種の活性
物質が限られた水溶性を有し、上記組成物が、活性物質を実質的に０次放出で放出するよ
うに設計されている組成物を開示している。０次放出は、放出相の間に無損傷を維持し、
特定の表面積のみが浸食に付されるようにマトリックス組成物を覆うコーティングによっ
てもたらされる。それにより、活性成分が放出される表面積が上記期間の間、ずっと実質
的に一定に保持される。
【００１４】
　ＷＯ２００８／０８６８０４（特許文献１７）は、乱用耐性のポリグリコールをベース
とする医薬組成物を開示している。上記組成物は、１種または複数種のポリグリコールと
１種または複数種の活性物質を含み、それは破砕、溶融および／または抽出に対して耐性
である。さらに、そのような組成物はエタノール性の水性媒体において同一またはより低
い溶解度を有し、すなわち、それらはエタノール誘発性の過量放出効果を受けない。
【００１５】
　ＷＯ２００８／１４８７９８（特許文献１８）は、疾患の治療において経口的に使用す
るために適切な層状の医薬組成物であって、胃腸管の大部分にわたって吸収が行われる組
成物を開示している。
【００１６】
　ＷＯ２０１０／０５７０３６（特許文献１９）は固体組成物を開示しており、該固体組
成物を製造し使用するための方法が提供されている。上記固体組成物は以下を含む：（ａ
）３７℃の温度で最大で６．８のｐＨを有する水溶液において０．３ｍｇ／ｍｌ未満の溶
解度を有する少なくとも１種の活性薬剤；および（ｂ）以下：ｉ）ＭＥＴＨＯＣＥＬ（登

録商標）、ＰＯＬＹＯＸ（登録商標）ＷＳＲ　１１０５およびそれらの組み合わせからな
る群から選択される親水性ポリマー；および任意選択的にｉｉ）Ｅｔｈｏｃｅｌ　２０　
ｐｒｅｍｉｕｍからなる群から選択される疎水性ポリマーを含む親水性ポリマーマトリッ
クス組成物；および（ｃ）炭酸カルシウム、酸化マグネシウム（重質）および重炭酸ナト
リウムからなる群から選択されるアルカリ化剤；ここで、上記組成物は、経口投与後７～
１２時間の間に活性の少なくとも７０％の放出を提供する。
【００１７】
　ＷＯ２０１２／０２８３１９（特許文献２０）は、少なくとも５００Ｎの破壊強度を示
す医薬剤形に関し、上記剤形は薬理活性成分；無機塩（Ｂ）；および少なくとも２００，
０００ｇ／ｍｏｌの重量平均分子量を有するポリアルキレンオキシド（Ｃ）を含み、ここ
で、ポリアルキレンオキシド（Ｃ）の含有量は、剤形の全重量を基準として少なくとも２
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０重量％であり；上記薬理活性成分は、無機塩（Ｂ）およびポリアルキレンオキシド（Ｃ
）を含む制御放出マトリックス中に存在し、ｉｎ　ｖｉｔｒｏ条件下で、上記マトリック
スからの薬理活性成分の放出プロファイルは、放出が０次反応速度論に従う時間間隔を少
なくとも含む。
【００１８】
　ＷＯ２０１４／０５９５１２（特許文献２１）は、少なくとも１つの活性物質およびＥ
ｕｄｒａｇｉｔ　Ｅ（ジメチルアミノエチルメタクリレートコポリマー）を含む少なくと
も１つのコートを含む製剤であって、上記コートの外側に活性物質を含まない製剤を開示
している。上記製剤は、アルコール性／非アルコール性飲料における著しい過量放出を防
ぐのに有効である。他の態様において、少なくつも１種の活性物質を有する負荷用量を含
む製剤が提供され、上記の少なくとも１種の活性物質の放出は、溶出プロファイルにおい
て分岐点（Ｐｏｉｎｔ　Ｏｆ　Ｄｉｖｅｒｇｅｎｃｅ（ＰＯＤ））を示し、ここで負荷用
量は、溶出または放出速度の過程が、作用の発現から、制御放出によって表される時系列
中の一連の点に変化する時系列における点を示す。該製剤は、疼痛を管理するために約５
５％までの全用量を負荷用量として放出するために、使用することができる。
【００１９】
　Ｖ．Ｐｉｌｌａｙ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　Ｒ
ｅｌｅａｓｅ，６７（２０００）６７－７８（非特許文献１）は、周囲条件での直接圧縮
により製造された単一のモノリス系からの高度に可溶性の生物活性物質の一定速度送達の
ためのアプローチを開示している。
【００２０】
　Ｍ．Ｅ．ＭｃＮｅｉｌｌ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ　Ｂｉｏｍａｔｅｒ　Ｓｃｉ　Ｐｏｌｙｍ
　１９９６，７（１１），９５３－６３（非特許文献２）は、ポリ（エチレンオキシド）
ヒドロゲルからの水溶性溶質の拡散および放出を制御する特性に関する。第４部は、部分
的にコーティングされた球体からの一定速度持続放出を扱っている。
【００２１】
　Ｄ．Ｈｅｎｒｉｓｔ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　Ｒｅｌｅａｓｅ，７
５（２００１）３９１－４００（非特許文献３）は、デンプンベースのホットステージ押
出二重マトリックス系のｉｎ　ｖｉｔｒｏおよびｉｎ　ｖｉｖｏ評価に関する。ホットス
テージ押出された薬物含有デンプンコアを取り囲んでいるホットステージ押出されたデン
プンパイプからなる二重マトリックス系を開発することの目的は、持続的な薬物放出のド
メインに適用可能なモノリスのマトリックス系を得ることであった。当該系の挙動は、溶
出試験により、および９人の男性ボランティアにおける無作為化クロスオーバーバイオア
ベイラビリティー試験により評価された。全ての二重マトリックス系が、ｉｎ　ｖｉｔｒ
ｏにおいて、４時間の初期のより遅い放出相後に、ほぼ一定の薬物放出プルファイルを示
した。この初期のより遅い放出相は、少量の薬物を有するデンプンパイプの負荷により回
避された。
【００２２】
　Ｌ．Ｙａｎｇ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ｐｈａｒｍ．Ｓｃｉｅｎｃｅｓ，８５（２），１９
９６，１７０－１７３（非特許文献４）は、自己修正式の浮揚性非対称構造薬物送達系か
らの０次放出速度論に関する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２３】
【特許文献１】ＷＯ２００５／０１６３１３
【特許文献２】ＷＯ２００５／０１６３１４
【特許文献３】ＷＯ２００５／０６３２１４
【特許文献４】ＷＯ２００５／１０２２８６
【特許文献５】ＷＯ２００６／００２８８３
【特許文献６】ＷＯ２００６／００２８８４



(7) JP 2018-503693 A 2018.2.8

10

20

30

40

50

【特許文献７】ＷＯ２００６／００２８８６
【特許文献８】ＷＯ２００６／０８２０９７
【特許文献９】ＷＯ２００６／０８２０９９
【特許文献１０】ＷＯ２００９／０９２６０１
【特許文献１１】ＵＳ５，４６０，８２６
【特許文献１２】ＵＳ６，２４５，３５７
【特許文献１３】ＵＳ２０１２／２３１０８３
【特許文献１４】ＵＳ５，０８２，６６８
【特許文献１５】ＵＳ７，３００，６６８
【特許文献１６】ＷＯ０３／０２４４２６
【特許文献１７】ＷＯ２００８／０８６８０４
【特許文献１８】ＷＯ２００８／１４８７９８
【特許文献１９】ＷＯ２０１０／０５７０３６
【特許文献２０】ＷＯ２０１２／０２８３１９
【非特許文献】
【００２４】
【非特許文献１】Ｖ．Ｐｉｌｌａｙ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｃｏｎｔｒ
ｏｌｌｅｄ　Ｒｅｌｅａｓｅ，６７（２０００）６７－７８
【非特許文献２】Ｍ．Ｅ．ＭｃＮｅｉｌｌ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ　Ｂｉｏｍａｔｅｒ　Ｓｃ
ｉ　Ｐｏｌｙｍ　１９９６，７（１１），９５３－６３
【非特許文献３】Ｄ．Ｈｅｎｒｉｓｔ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　Ｒｅ
ｌｅａｓｅ，７５（２００１）３９１－４００
【非特許文献４】Ｌ．Ｙａｎｇ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ｐｈａｒｍ．Ｓｃｉｅｎｃｅｓ，８
５（２），１９９６，１７０－１７３
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２５】
　本発明の目的は向精神作用を有する薬理活性成分を含み、従来技術の医薬剤形と比較し
て利点を有する改変防止経口用医薬剤形を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００２６】
　この目的は、特許請求の範囲によって達成された。
【００２７】
　驚くべきことに、ポリエチレングリコールグラフトコポリマーおよび向精神作用を有す
る薬理活性成分を含む医薬剤形であって、改変防止性を示し、その組成、特に向精神作用
を有する薬理活性成分が好ましくは埋め込まれているマトリックスの組成に基づいて、実
質的に直線の薬物放出を提供する医薬剤形を製造できることが見出された。従って、面倒
な多層構造、耐水性コーティング等を避けることができる。さらに、放出系の損傷の結果
としての不測の過量投与のリスク（過量放出）を十分に低下させるか、または完全に抑制
することさえもできる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】図１は、破壊強度試験の結果を示す負荷－変位－ダイアグラムである。
【図２】図２は、ｉｎ　ｖｉｔｒｏ溶出試験の結果を示す。
【００２９】
　本発明の第１の態様は、向精神作用を有する薬理活性成分およびポリエチレングリコー
ルグラフトコポリマーを含む改変防止経口医薬剤形に関し、該医薬剤形は、好ましくは、
溶媒抽出に対する耐性および／または粉砕に対する耐性および／または含水エタノールに
おける過量放出（ｄｏｓｅ－ｄｕｍｐｉｎｇ）に対する耐性をもたらす。
【００３０】
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　好ましくは、本発明の医薬剤形は、熱成形され、より好ましくはホットメルト押出され
る。熱成形は好ましくは、医薬剤形の製造の過程において、ポリエチレングリコールグラ
フトコポリマーおよび薬理活性成分を含む混合物が、常温より高い温度、好ましくは少な
くとも６０℃または少なくとも８０℃に加熱され、好ましくは少なくとも１ｂａｒまたは
少なくとも１．５ｂａｒの圧力で、圧縮されることを意味する。圧縮力は、熱の適用より
前に、熱の適用の間に、または熱の適用の後で及ぼすことができる。
【００３１】
　本明細書において使用される場合、用語「医薬剤形」は、薬理活性成分を含有し、かつ
患者に実際に投与されるかまたは服用される薬学的実体を指す。これは、その製造におい
て圧縮または成形されてもよく、ほとんどのサイズ、形状、重量および色のものであり得
る。
【００３２】
　上記医薬剤形は、好ましくは固体または半固体である。
【００３３】
　本発明の医薬剤形の例には、錠剤、カプセル剤、丸剤、顆粒剤、ペレット剤、サッシュ
剤（ｓａｃｈｅｔｓ）および発泡剤、散剤などが含まれるが、これらに限定されない。本
発明の１つの実施形態において、組成物は、カプセル剤に製剤化される。この実施形態に
よると、医薬剤形は、硬または軟ゼラチンカプセル剤を含む。
【００３４】
　大部分の医薬剤形は、全体が嚥下されるように意図されており、したがって、本発明の
医薬剤形は、経口投与用に設計される。
【００３５】
　好ましい実施形態において、本発明の医薬剤形はモノリスである。これに関して、モノ
リスは好ましくは、医薬剤形が、接合箇所または継目なしに材料から形成もしくは構成さ
れること、または単一の単位からなるかもしくは単一の単位を構成することを意味する。
【００３６】
　別の好ましい実施形態において、本発明の医薬剤形はモノリスでない。好ましくは、本
発明の医薬剤形は、マルチパーティキュレートであり、すなわち、多数の粒子を含む。マ
ルチパーティキュレート医薬剤形の利点は、粒子を異なる量で混合し、それによって異な
る力価の医薬剤形を製造できることである。
【００３７】
　１つの好ましい実施形態において、本発明の医薬剤形は、ＭＵＰＳ製剤（多単位ペレッ
ト系）とみなすことができる。好ましくは、本発明による医薬剤形は、カプセル剤と比較
して比較的高い密度を有する稠密でコンパクトな単位に全ての成分を含んでいる。このよ
うな状態において、本発明による医薬剤形は、異なる形態および特性を有するサブユニッ
ト、すなわち薬物含有粒子と外側マトリックス材料を含み、ここで、上記粒子は、外側マ
トリックス材料内で不連続相を形成する。外側マトリックス材料の構成成分は、好ましく
は、薬物含有粒子の構成成分とは異なる。好ましくは、外側マトリックス材料は、向精神
作用を有する薬理活性成分も、ポリエチレングリコールグラフトコポリマーも含まない。
【００３８】
　典型的には、上記粒子は外側マトリックス材料の機械的特性とは異なる機械的特性を有
する。好ましくは、上記粒子は、外側マトリックス材料より高い機械的強度を有する。上
記粒子は好ましくは、慣用の手段、例えば固体核磁気共鳴分光法、走査電子顕微鏡法（ｒ
ａｓｔｅｒ　ｅｌｅｃｔｒｏｎ　ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｙ）、テラヘルツ分光法等により可
視化することができる。
【００３９】
　本発明の医薬剤形は、好ましくは、０．０１～１．５ｇの範囲の、より好ましくは０．
０５～１．２ｇの範囲の、より一層好ましくは０．１ｇ～１．０ｇの範囲の、さらに一層
好ましくは０．２ｇ～０．９ｇの範囲の、最も好ましくは０．３ｇ～０．８ｇの範囲の、
全重量を有する。１つの好ましい実施態様において、医薬剤形の全重量は、３５０±３０
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０ｍｇ、より好ましくは３５０±２５０ｍｇ、より一層好ましくは３５０±２００ｍｇ、
さらに一層好ましくは３５０±１５０ｍｇ、最も好ましくは３５０±１００ｍｇ、特に３
５０±５０ｍｇの範囲内である。別の好ましい実施態様において、医薬剤形の全重量は、
５００±４５０ｍｇ、より好ましくは５００±３００ｍｇ、より一層好ましくは５００±
２００ｍｇ、さらに一層好ましくは５００±１５０ｍｇ、最も好ましくは５００±１００
ｍｇ、特に５００±５０ｍｇの範囲内である。
【００４０】
　１つの好ましい実施態様において、本発明の医薬剤形は円形（ｒｏｕｎｄ）の医薬剤形
である。この実施態様の医薬剤形は、好ましくは、１ｍｍ～３０ｍｍの範囲、特に２ｍｍ
～２５ｍｍ、より詳細には５ｍｍ～２３ｍｍ、より一層詳細には７ｍｍ～１３ｍｍの範囲
の直径を有し；１．０ｍｍ～１２ｍｍの範囲、特に２．０ｍｍ～１０ｍｍ、より一層詳細
には３．０ｍｍ～９．０ｍｍ、さらに一層詳細には４．０ｍｍ～８．０ｍｍの範囲の厚さ
を有する。
【００４１】
　別の好ましい実施態様において、本発明の医薬剤形は長楕円形（ｏｂｌｏｎｇ）の医薬
剤形である。この実施態様の医薬剤形は、好ましくは、１ｍｍ～３０ｍｍ、特に２ｍｍ～
２５ｍｍ、より詳細には５ｍｍ～２３ｍｍ、より一層詳細には７ｍｍ～２０ｍｍの範囲の
縦の伸長（長手方向の伸長（寸法））；１ｍｍ～３０ｍｍの範囲、特に２ｍｍ～２５ｍｍ
、より詳細には５ｍｍ～２３ｍｍ、より一層詳細には７ｍｍ～１３ｍｍの範囲の幅；１．
０ｍｍ～１２ｍｍの範囲、特に２．０ｍｍ～１０ｍｍ、より一層詳細には３．０ｍｍ～９
．０ｍｍ、さらに一層詳細には４．０ｍｍ～８．０ｍｍの範囲の厚さを有する。
【００４２】
　本発明の医薬剤形がモノリシックである場合、それは好ましくは任意の方向に少なくと
も２．０ｍｍ、より好ましくは少なくとも２．５ｍｍ、より一層好ましくは少なくとも３
．０ｍｍ、さらに一層好ましくは少なくとも３．５ｍｍ、さらにより好ましくは少なくと
も４．０ｍｍ、最も好ましくは少なくとも４．５ｍｍ、特に少なくとも５．０ｍｍの伸長
（寸法）を有する。好ましくは、剤形がモノリシックの場合、それは任意の方向に２．０
ｍｍ超の伸長を有する。
【００４３】
　本明細書の目的に関して、「任意の方向に」は好ましくは、三次元空間におけるいかな
る方向も意味する。
【００４４】
　本発明の医薬剤形は、任意選択的にコーティング、例えば化粧コーティング（ｃｏｓｍ
ｅｔｉｃ　ｃｏａｔｉｎｇ）を含むことができる。上記コーティングは、好ましくは、医
薬剤形の形成後に適用される。上記コーティングは、硬化プロセスの前または後に適用し
て　もよい。本発明の医薬剤形は、好ましくは慣用のフィルムコーティング組成物でフィ
ルムコーティングされている。適切なコーティング材料は、例えばＯｐａｄｒｙ（登録商

標）およびＥｕｄｒａｇｉｔ（登録商標）の商標で、市販されている。
【００４５】
　適切な材料の例には、セルロースエステル類およびセルロースエーテル類、例えばメチ
ルセルロース（ＭＣ）、ヒドロキシプロピルメチルセルロース（ＨＰＭＣ）、ヒドロキシ
プロピルセルロース（ＨＰＣ）、ヒドロキシエチルセルロース（ＨＥＣ）、カルボキシメ
チルセルロースナトリウム（Ｎａ－ＣＭＣ）、ポリ（メタ）アクリレート類、例えばアミ
ノアルキルメタクリレートコポリマー、メタクリル酸メチルメタクリレートコポリマー、
メタクリル酸メチルメタクリレートコポリマー；ビニルポリマー、例えばポリビニルピロ
リドン、ポリビニルカプロラクタム、ポリビニルアセテートおよび天然皮膜形成剤が含ま
れる。
【００４６】
　上記コーティングは、胃液に対して耐性であり、放出環境のｐＨ値の相関的要素として
溶解する。このコーティングにより、本発明の医薬剤形が溶解せずに胃を通過し、活性化
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合物が胃においてのみ放出されることを確実にすることができる。胃液に耐性を示すコー
ティングは、好ましくは、５～７．５のｐＨ値で溶解する。
【００４７】
　上記コーティングはまた、例えば、医薬剤形の美的な印象および／または味、およびそ
れらを飲み込むことができる容易性を改善するために適用することもできる。本発明の医
薬剤形をコーティングすることは、他の目的、例えば安定性および有効期間を改善するの
にも役立つ。適切なコーティング製剤は、皮膜形成ポリマー、例えばヒドロキシプロピル
メチルセルロース、例えばヒプロメロース、可塑剤、例えばグリコール、例えばプロピレ
ングリコールまたはポリエチレングリコール、乳白剤、例えば二酸化チタン、およびフィ
ルム平滑化剤（ｆｉｌｍ　ｓｍｏｏｔｈｅｎｅｒ）、例えばタルクを含む。適切なコーテ
ィング溶媒は、水ならびに有機溶媒である。有機溶媒の例は、アルコール類、例えば、エ
タノールまたはイソプロパノール、ケトン類、例えばアセトン、またはハロゲン化炭化水
素、例えば塩化メチレンである。本発明におけるコーティングされた医薬剤形は、好まし
くは、最初にコアを作製し、次いで慣用の技術、例えばコーティングパンにおけるコーテ
ィングを用いて上記コアをコーティングすることにより製造される。
【００４８】
　好ましくは、本発明の医薬剤形は持続性放出マトリックスを含む。持続性放出マトリッ
クスは同様に、好ましくは、持続性放出マトリックス材料としてのポリエチレングリコー
ルグラフトコポリマーおよび任意選択的に追加的な持続性放出マトリックス材料を含む。
【００４９】
　１つの好ましい実施態様において、持続性放出マトリックスは、追加的な持続性放出マ
トリックス材料を含まない。
【００５０】
　薬理活性成分は、好ましくは、ポリエチレングリコールグラフトコポリマーを含む持続
性放出マトリックスに埋め込まれている。好ましくは、薬理活性成分は、持続性放出マト
リックスに分散されている。
【００５１】
　好ましくは、上記医薬剤形は、薬理活性成分の持続性放出を提供する。特に好ましくは
、ポリエチレングリコールグラフトコポリマーを含む持続性放出マトリックスは、そこに
埋め込まれた薬理活性成分の持続性放出を提供する。
【００５２】
　好ましい実施形態において、
（ｉ）薬理活性成分は、ポリエチレングリコールグラフトコポリマーを含む持続性放出マ
トリックスに埋め込まれており；および／または
（ｉｉ）上記医薬剤形は、薬理活性成分の持続性放出を提供する。
【００５３】
　本発明の医薬剤形がモノリシックであり、持続性放出マトリックスを含む場合、当該持
続性放出マトリックスは好ましくは、上記医薬剤形のボディーを形成する。
【００５４】
　本発明の医薬剤形がマルチパーティキュレート（例えばペレットの形態にある）である
場合、粒子は好ましくは、持続性放出マトリックスと医薬剤形に含まれる薬理活性成分の
全量のうちの少なくとも一部とを含む。好ましくは、上記粒子は、医薬剤形に含まれる薬
理活性成分の全量を含む。
【００５５】
　本発明の医薬剤形を好ましくは薬物含有粒子および外側マトリックス材料を含むＭＵＰ
Ｓ製剤とみなすことができる場合、当該外側マトリックス材料は持続性放出マトリックス
の構成要素ではなく、本発明の医薬剤形の持続性放出マトリックスの持続性放出マトリッ
クス材料および任意選択的に存在する追加的な持続性放出マトリックス材料とは区別され
るべきである。
【００５６】
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　本明細書の目的に関して、語句「粒子」は、例えば２０℃でまたは室温もしくは常温で
、固体である材料の個別の塊を表す。好ましくは、粒子は２０℃で固体である。好ましく
は、粒子はモノリスである。好ましくは、薬理活性成分およびポリエチレングリコールグ
ラフトコポリマーは、粒子が、ポリエチレングリコールグラフトコポリマーの不存在下で
薬理活性成分が存在するかまたは薬理活性成分の不存在下でポリエチレングリコールグラ
フトコポリマーが存在するかのいずれかであるセグメントを含まないように、粒子中に密
接に均一に分布される。典型的には、セグメントはこれに関して巨視的なサイズのもので
あり、例えば０．１ｍｍの半径を有する球である。
【００５７】
　医薬剤形がマルチパーティキュレートである場合、それは好ましくは、多数、すなわち
複数の薬理活性成分含有粒子（薬物含有粒子）を含み、任意選択的にさらに薬理活性成分
を含まない粒子（薬物不含粒子）を含んでいてもよい。
【００５８】
　１つの好ましい実施態様において、医薬剤形は、好ましくは、最大で１０、より好まし
くは最大で９、より一層好ましくは最大で８、さらに一層好ましくは最大で７、さらによ
り好ましくは最大で６、最も好ましくは最大で５、特に最大で４または３または２個の薬
物含有粒子を含む。別の好ましい実施態様において、医薬剤形は、好ましくは、少なくと
も２、より好ましくは少なくとも４、より一層好ましくは少なくとも６、さらに一層好ま
しくは少なくとも８、さらにより好ましくは少なくとも１０、最も好ましくは少なくとも
１５、特に少なくとも２０または少なくとも５０または少なくとも１００個の薬物含有粒
子を含む。
【００５９】
　粒子がフィルムコーティングされる場合、ポリエチレングリコールグラフトコポリマー
は、好ましくは、粒子のコアに均一に分布し、すなわち、フィルムコーティングは好まし
くはポリエチレングリコールグラフトコポリマーを含まない。
【００６０】
　粒子が持続性放出マトリックスを含み、フィルムコーティングされる場合、持続性放出
マトリックスは好ましくは粒子のコアに均一に分布し、すなわち、フィルムコーティング
は好ましくは持続性放出マトリックス材料も任意選択的に存在する追加的な持続性放出マ
トリックス材料も含まない。
【００６１】
　粒子は好ましくは巨視的なサイズであり、典型的には、平均直径は、１００μｍ～２０
００μｍ、好ましくは２００μｍ～１５００μｍ、より好ましくは３００μｍ～１５００
μｍ、より一層好ましくは４００μｍ～１５００μｍ、最も好ましくは５００μｍ～１５
００μｍ、特に６００μｍ～１５００μｍの範囲内である。好ましくは、医薬剤形におけ
る粒子は、少なくとも５０μｍ、より好ましくは少なくとも１００μｍ、より一層好まし
くは少なくとも１５０μｍまたは少なくとも２００μｍ、さらに一層好ましくは少なくと
も２５０μｍまたは少なくとも３００μｍ、最も好ましくは少なくとも４００μｍまたは
少なくとも５００μｍ、特に少なくとも５５０μｍまたは少なくとも６００μｍの平均粒
径を有する。好ましくは、医薬剤形における粒子は、少なくとも７００μｍ、より好まし
くは少なくとも８００μｍ、最も好ましくは少なくとも９００μｍ、特に少なくとも１０
００μｍの平均粒径を有する。
【００６２】
　１つの好ましい実施態様において、本発明の医薬剤形は、不連続相としての粒子を含み
、すなわち、上記粒子は外側マトリックス材料（今度はこれが、好ましくは連続相を形成
する）中に不連続相を形成する。この点に関して、不連続は、各々のおよび全ての粒子が
密接に他の粒子と接触するわけではないこと、しかしながら、粒子が、粒子が埋め込まれ
ている外側マトリックス材料によって少なくとも部分的に互いに隔てられていることを意
味する。すなわち、上記粒子は、好ましくは、本発明による医薬剤形内で単一の密着塊を
形成しない。
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【００６３】
　好ましくは、医薬剤形がマルチパーティキュレートである場合、本発明の医薬剤形にお
ける上記粒子の含有量は、医薬剤形の全重量を基準として、最大で９５重量％、より好ま
しくは最大で９０重量％、より一層好ましくは最大で８５重量％、さらにより好ましくは
最大で８０重量％、最も好ましくは最大で７５重量％、特に最大で７０重量％である。
【００６４】
　好ましくは、医薬剤形がマルチパーティキュレートである場合、本発明の医薬剤形にお
ける上記粒子の含有量は、医薬剤形の全重量を基準として、少なくとも１０重量％、少な
くとも１５重量％、少なくとも２０重量％または少なくとも２５重量％；より好ましくは
少なくとも３０重量％、少なくとも３５重量％、少なくとも４０重量％または少なくとも
４５重量％；最も好ましくは少なくとも５０重量％、少なくとも５５重量％、少なくとも
６０重量％または少なくとも６５重量％；特に少なくとも７０重量％、少なくとも７５重
量％、少なくとも８０重量％または少なくとも８５重量％である。
【００６５】
　医薬剤形がマルチパーティキュレートである場合、粒子の形状は特に限定されない。上
記粒子は好ましくは、ホットメルト押出法によって製造されるので、本発明の医薬剤形中
に存在する好ましい粒子は概して円筒形状である。したがって、そのような粒子の直径は
それらの円形断面の直径である。円筒状の形状は押出プロセスによって生じ、当該プロセ
スによると、円形断面の直径は押出ダイの相関的要素であり、円筒の長さは切断長さの相
関的要素であり、これに従って、材料の押し出されたストランドが、好ましくは概ね予め
定められた長さの断片に切断される。
【００６６】
　典型的には、アスペクト比は、球状の重要な尺度としてみなされる。アスペクト比は、
最大直径（ｄｍａｘ）とその直交するフェレー径の比として定義される。非球面粒子に関
して、アスペクト比は１を超える値を有する。値が小さいほど、粒子はより球形である。
１つの好ましい実施態様において、粒子のアスペクト比は、最大で１．４０、より好まし
くは最大で１．３５、より一層好ましくは最大で１．３０、さらに一層好ましくは最大で
１．２５、さらにより好ましくは最大で１．２０、最も好ましくは最大で１．１５、特に
最大で１．１０である。別の好ましい実施態様において、粒子のアスペクト比は、少なく
とも１．１０、より好ましくは少なくとも１．１５、より一層好ましくは少なくとも１．
２０、さらに一層好ましくは少なくとも１．２５、さらにより好ましくは少なくとも１．
３０、最も好ましくは少なくとも１．３５、特に少なくとも１．４０である。
【００６７】
　好ましい粒子は、１０００μｍ以下の平均長さおよび平均直径を有する。粒子を押出技
術により製造する場合、粒子の「長さ」は、押出の方向に平行な粒子の寸法である。粒子
の「直径」は、押出の方向と垂直である最も大きな寸法である。
【００６８】
　特に好ましい粒子は、２０００μｍ未満、より好ましくは１０００または８００μｍ未
満、さらに一層好ましくは６５０μｍ未満の平均直径を有する。特に好ましい粒子は、７
００μｍ未満、特に６００μｍ未満、さらに一層詳細には５００μｍ未満、例えば４００
μｍ未満の平均直径を有する。特に好ましい粒子は、２００～１５００μｍ、より好まし
くは４００～８００μｍ、より一層好ましくは４５０～７００μｍ、さらに一層好ましく
は５００～６５０μｍ、例えば５００～６００ μｍの範囲の平均直径を有する。さらな
る好ましい粒子は、３００μｍ～４００μｍ、４００μｍ～５００μｍ、または５００μ
ｍ～６００μｍ、または６００μｍ～７００μｍ、または７００μｍ～８００μｍの平均
直径を有する。
【００６９】
　１つの好ましい実施態様において、本発明の医薬剤形に存在する粒子は、５００～５０
００μｍ、より好ましくは７５０～４６００μｍ、より一層好ましくは１０００～４２０
０μｍ、さらに一層好ましくは１２５０～３８００μｍ、さらにより好ましくは１５００
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～３４００μｍ、最も好ましくは１７５０～３２００μｍ、特に２０００～３０００μｍ
の範囲の平均長さを有する。この実施態様において、本発明の医薬剤形に存在する粒子は
、好ましくは、４０００μｍ未満、より好ましくは３０００μｍ未満、より一層好ましく
は２０００μｍ未満の平均長さ、例えば、１８００μｍ、１６００μｍ、１４００μｍ、
１２００μｍまたは１０００μｍの長さを有する。別の好ましい実施態様において、本発
明の医薬剤形に存在する粒子は、２００～１０００μｍ、より好ましくは４００～８００
μｍ、より一層好ましくは４５０～７００μｍ、さらに一層好ましくは５００～６５０μ
ｍ、例えば５００～６００μｍの範囲の平均長さを有する。この実施態様において、本発
明の医薬剤形に存在する粒子は、好ましくは、１０００μｍ未満、より好ましくは８００
μｍ未満、より一層好ましくは６５０μｍ未満の平均長さ、例えば、８００μｍ、７００
μｍ、６００μｍ、５００μｍ、４００μｍまたは３００μｍの長さを有する。特に好ま
しい粒子は、７００μｍ未満、特に６５０μｍ未満、さらに一層詳細には５５０μｍ未満
、例えば４５０μｍ未満の平均長さを有する。粒子の最小の平均長さは、切断ステップに
より決まり、例えば４．０ｍｍ、３．０ｍｍ、２．０ｍｍ、２．５ｍｍ、２．０ｍｍ、１
．５ｍｍ、１．０ｍｍ、０．９ｍｍ、０．８ｍｍ、０．７ｍｍ、０．６ｍｍ、０．５ｍｍ
、０．４ｍｍ、０．３ｍｍまたは０．２ｍｍであることができる。
【００７０】
　１つの好ましい実施態様において、医薬剤形がマルチパーティキュレートである場合、
個々の薬物含有粒子は任意の方向に少なくとも２．０ｍｍ、より好ましくは少なくとも２
．２ｍｍ、より一層好ましくは少なくとも２．５ｍｍ、さらに一層好ましくは少なくとも
２．８ｍｍ、さらにより好ましくは少なくとも３．０ｍｍ、最も好ましくは少なくとも３
．２ｍｍ、特に少なくと３．５ｍｍまたは４．０ｍｍの伸長（寸法）を有する。好ましく
は、剤形がマルチパーティキュレートである場合、個々の薬物含有粒子は任意の方向に２
．０ｍｍ超の伸長を有する。
【００７１】
　１つの好ましい実施態様において、本発明の医薬剤形は、モノリシックであり、任意の
方向に２．０ｍｍ超の伸長を有するか；またはマルチパーティキュレートであり、個々の
薬物含有粒子は任意の方向に２．０ｍｍ超の伸長を有する。
【００７２】
　特に好ましくは、本発明の医薬剤形は、モノリシックであり、任意の方向に少なくとも
２．０ｍｍの伸長を有するか；またはマルチパーティキュレートであり、個々の薬物含有
粒子は任意の方向に少なくとも２．０ｍｍの伸長を有する。
【００７３】
　別の好ましい実施形態において、
－本発明の医薬剤形は、モノリシックであり、任意の方向に少なくとも２．５ｍｍの伸長
を有するか；またはマルチパーティキュレートであり、個々の薬物含有粒子は任意の方向
に少なくとも２．２ｍｍの伸長を有し；または
－本発明の医薬剤形は、モノリシックであり、任意の方向に少なくとも３．０ｍｍの伸長
を有するか；またはマルチパーティキュレートであり、個々の薬物含有粒子は任意の方向
に少なくとも２．５ｍｍの伸長を有し；または
－本発明の医薬剤形は、モノリシックであり、任意の方向に少なくとも３．５ｍｍの伸長
を有するか；またはマルチパーティキュレートであり、個々の薬物含有粒子は任意の方向
に少なくとも２．８ｍｍの伸長を有し；または
－本発明の医薬剤形は、モノリシックであり、任意の方向に少なくとも４．０ｍｍの伸長
を有するか；またはマルチパーティキュレートであり、個々の薬物含有粒子は任意の方向
に少なくとも３．０ｍｍの伸長を有し；または
－本発明の医薬剤形は、モノリシックであり、任意の方向に少なくとも４．５ｍｍの伸長
を有するか；またはマルチパーティキュレートであり、個々の薬物含有粒子は任意の方向
に少なくとも３．２ｍｍの伸長を有し；または
－本発明の医薬剤形は、モノリシックであり、任意の方向に少なくとも５．０ｍｍの伸長



(14) JP 2018-503693 A 2018.2.8

10

20

30

40

50

を有するか；またはマルチパーティキュレートであり、個々の薬物含有粒子は任意の方向
に少なくとも３．５ｍｍまたは少なくとも４．０ｍｍの伸長を有する。
【００７４】
　粒子のサイズは、本技術分野において公知の任意の慣用の方法、例えばレーザー光散乱
、篩分析、光学顕微鏡法または画像解析によって決定することができる。
【００７５】
　好ましくは、医薬剤形がマルチパーティキュレートである場合、本発明の医薬剤形に含
まれる複数の粒子は、以下「ａａｗ」と呼ぶ算術平均重量を有し、上記の複数の粒子に含
まれる個々の粒子の少なくとも７０％、より好ましくは少なくとも７５％、より一層好ま
しくは少なくとも８０％、さらに一層好ましくは少なくとも８５％、最も好ましくは少な
くとも９０％、特に少なくとも９５％が、ａａｗ±３０％、より好ましくはａａｗ±２５
％、より一層好ましくはａａｗ±２０％、さらに一層好ましくはａａｗ±１５％、最も好
ましくはａａｗ±１０％、特にａａｗ±５％の範囲内の個々の重量を有する。例えば、本
発明の医薬剤形が複数の１００個の粒子を含み、前記複数の粒子のａａｗが１．００ｍｇ
である場合、少なくとも７５個の個々の粒子（すなわち７５％）が０．７０～１．３０ｍ
ｇ（１．００ｍｇ±３０％）の範囲内の個々の重量を有する。
【００７６】
　１つの好ましい実施態様において、上記粒子、より好ましくは薬物含有粒子はそれぞれ
、２０ｍｇ未満、より好ましくは１８ｍｇ未満、より一層好ましくは１６ｍｇ未満、さら
に一層好ましくは１４ｍｇ未満、さらにより好ましくは１２ｍｇ未満または１０ｍｇ未満
、最も好ましくは８ｍｇ未満、特に６もしくは４ｍｇ未満の重量を有する。この実施態様
において、全ての個々の粒子はそれぞれ、好ましくは１～１９ｍｇ、より好ましくは１．
５～１５ｍｇ、より一層好ましくは２．０～１２ｍｇ、さらに一層好ましくは２．２～１
０ｍｇ、さらにより好ましくは２．５～８ｍｇ、最も好ましくは２．８～６ｍｇ、特に３
～５ｍｇの重量を有する。
【００７７】
　別の好ましい実施態様において、上記粒子、より好ましくは上記薬物含有粒子は各々、
２０ｍｇ以上の重量を有する。この実施態様において、全ての個々の粒子は好ましくは、
各々が少なくとも３０ｍｇ、より好ましくは少なくとも４０ｍｇ、より一層好ましくは少
なくとも５０ｍｇ、最も好ましくは少なくとも６０ｍｇ、特に少なくとも１００ｍｇの重
量を有する。好ましくは、全ての個々の粒子は各々、２０～１０００ｍｇ、より好ましく
は３０～８００ｍｇ、より一層好ましくは４０～６００ｍｇ、さらに一層好ましくは５０
～４００ｍｇ、さらにより好ましくは６０～２００ｍｇ、最も好ましくは７０～１５０ｍ
ｇ、特に８０～１２０ｍｇの重量を有する。この実施態様において、医薬剤形の粒子、よ
り好ましくは医薬剤形の薬物含有粒子は、好ましくは各々、任意の所定の方向に少なくと
も２．０ｍｍまたは３．０ｍｍの伸長を有し、少なくとも２０ｍｇの重量を有する。
【００７８】
　１つの好ましい実施態様において、医薬剤形がマルチパーティキュレートである場合、
粒子はフィルムコーティングされていない。
【００７９】
　別の好ましい実施態様において、医薬剤形がマルチパーティキュレートである場合、粒
子はフィルムコーティングされている。本発明の粒子は、任意選択的に、部分的にもしく
は完全に慣用のコーティングとともに提供することができる。上記粒子は、好ましくは、
慣用のフィルムコーティング組成物でフィルムコーティングされている。適切なコーティ
ング材料は、例えばＯｐａｄｒｙ（登録商標）およびＥｕｄｒａｇｉｔ（登録商標）の商
標で、市販されている。
【００８０】
　適切な材料の例には、セルロースエステル類およびセルロースエーテル類、例えばメチ
ルセルロース（ＭＣ）、ヒドロキシプロピルメチルセルロース（ＨＰＭＣ）、ヒドロキシ
プロピルセルロース（ＨＰＣ）、ヒドロキシエチルセルロース（ＨＥＣ）、カルボキシメ
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チルセルロースナトリウム（Ｎａ－ＣＭＣ）、エチルセルロース（ＥＣ）、セルロースア
セテートフタレート（ＣＡＰ）、ヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレート（ＨＰ
ＭＣＰ）；ポリ（メタ）アクリレート類、例えばアミノアルキルメタクリレートコポリマ
ー、エチルアクリレートメチルメタクリレートコポリマー、メタクリル酸メチルメタクリ
レートコポリマー、メタクリル酸メチルメタクリレートコポリマー；ビニルポリマー、例
えばポリビニルピロリドン、ポリビニルアセテートフタレート、ポリビニルカプロラクタ
ム、ポリビニルカプロラクタム－ＥＶＡコポリマー、ポリビニルアセテートおよび天然皮
膜形成剤が含まれる。
【００８１】
　上記コーティング材料は、添加剤、例えば安定剤（例えば界面活性剤、例えばマクロゴ
ールセトステアリルエーテル、ドデシル硫酸ナトリウム等）を含んでいてもよい。フィル
ムコーティング材料の適切な添加剤は、当業者に知られている。
【００８２】
　特に好ましい実施態様において、上記コーティングは水溶性である。
【００８３】
　さほど好ましくはないが、上記コーティングは主に、胃液に対して耐性であることがで
き、放出環境のｐＨ値の相関的要素として溶解することができる。このコーティングによ
り、本発明の医薬剤形が溶解せずに胃を通過し、活性化合物が腸においてのみ放出される
ことを確実にすることができる。胃液に耐性のコーティングは、好ましくは、５～７．５
のｐＨ値で溶解する。活性化合物の遅延放出および胃液に耐性のコーティングの適用のた
めの材料および方法は、例えば、Ｋｕｒｔ　Ｈ．　Ｂａｕｅｒ，　Ｋ．　Ｌｅｈｍａｎｎ
，　Ｈｅｒｍａｎｎ　Ｐ．　Ｏｓｔｅｒｗａｌｄ，　Ｒｏｔｈｇａｎｇ，　Ｇｅｒｈａｒ
ｔ、「Ｃｏａｔｅｄ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　ｄｏｓａｇｅ　ｆｏｒｍｓ　－　
Ｆｕｎｄａｍｅｎｔａｌｓ，　Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ，　
Ｂｉｏｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ａｓｐｅｃｔｓ，　Ｔｅｓｔ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　
ａｎｄ　Ｒａｗ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ」、第１版、１９９８、Ｍｅｄｐｈａｒｍ　Ｓｃｉ
ｅｎｔｉｆｉｃ　Ｐｕｂｌｉｓｈｅｒｓによって、当業者に公知である。
【００８４】
　特に好ましいコーティングは、ポリビニルカプロラクタムならびに任意選択で、キサン
タンガムおよび／または滑石などの更なる添加剤を含有する。
【００８５】
　医薬剤形がマルチパーティキュレートである場合、粒子は、少なくとも向精神作用を有
する薬理活性成分およびポリエチレングリコールグラフトコポリマー、好ましくは持続性
放出マトリックス材料としてのポリエチレングリコールグラフトコポリマーおよび任意選
択的に追加的な持続性放出マトリックス材料、を含む持続性放出マトリックスを含む。し
かしながら、好ましくは、上記粒子はさらに、追加的な薬学的添加剤、例えば酸化防止剤
および可塑剤を含む。
【００８６】
　医薬剤形がマルチパーティキュレートである場合、粒子は例えばカプセル中に緩く含ま
れていてよく、または外側マトリックス材料に組み込まれていてもよい。巨視的な観点か
ら、外側マトリックス材料は好ましくは、粒子が不連続相として埋め込まれている連続相
を形成する。
【００８７】
　好ましくは、外側マトリックス材料は、好ましくは均一な密着塊であり、好ましくは粒
子が埋め込まれ、それによって粒子が互いに空間的に分離されている固体の構成要素の均
一な混合物である。粒子の表面は互いに接しているか、または少なくとも非常に近くに近
接していることがあり得るが、当該複数の粒子は、好ましくは、医薬剤形内の単一の連続
的な密着塊とみなすことはできない。
【００８８】
　すなわち、医薬剤形がマルチパーティキュレートであり、粒子が外側マトリックス材料
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に含まれる場合、本発明の医薬剤形は、好ましくは、薬理活性成分およびポリエチレング
リコールグラフトコポリマーが含まれる第１のタイプの体積要素（単数または複数）とし
て上記粒子を、ならびに上記粒子を形成する材料とは異なり、好ましくは薬理活性成分も
ポリエチレングリコールグラフトコポリマーも含まない第２のタイプの体積要素として上
記外側マトリックス材料を含む。
【００８９】
　医薬剤形がマルチパーティキュレートであり、粒子が外側マトリックス材料に含まれる
場合、粒子と外側マトリックス材料との相対重量比は特に限定されない。好ましくは、上
記の相対重量比は、１：１．００±０．７５、より好ましくは１：１．００±０．５０、
より一層好ましくは１：１．００±０．４０、さらにより好ましくは１：１．００±０．
３０、最も好ましくは１：１．００±０．２０、特に１：１．００±０．１０の範囲内で
ある。
【００９０】
　好ましくは、外側マトリックス材料の含有量は、医薬剤形の全重量を基準として、少な
くとも２．５重量％、少なくとも５重量％、少なくとも７．５重量％または少なくとも１
０重量％；少なくとも１２．５重量％、少なくとも１５重量％、少なくとも１７．５重量
％または少なくとも２０重量％；少なくとも２２．５重量％、少なくとも２５重量％、少
なくとも２７．５重量％または少なくとも３０重量％；少なくとも３２．５重量％、少な
くとも３５重量％、少なくとも３７．５重量％または少なくとも４０重量％；より好まし
くは少なくとも４２．５重量％、少なくとも４５重量％、少なくとも４７．５重量％また
は少なくとも５０重量％；より一層好ましくは少なくとも５２．５重量％、少なくとも５
５重量％、少なくとも５７．５重量％または少なくとも６０重量％；さらにより好ましく
は少なくとも６２．５重量％、少なくとも６５重量％、少なくとも６７．５重量％または
少なくとも６０重量％；最も好ましくは少なくとも７２．５重量％、少なくとも７５重量
％、少なくとも７７．５重量％または少なくとも７０重量％；特に少なくとも８２．５重
量％、少なくとも８５重量％、少なくとも８７．５重量％または少なくとも９０重量％で
ある。
【００９１】
　好ましくは、外側マトリックス材料の含有量は、医薬剤形の全重量を基準として、最大
で９０重量％、最大で８７．５重量％、最大で８５重量％、または最大で８２．５重量％
；より好ましくは最大で８０重量％、最大で７７．５重量％、最大で７５重量％または最
大で７２．５重量％；より一層好ましくは最大で７０重量％、最大で６７．５重量％、最
大で６５重量％または最大で６２．５重量％；さらにより好ましくは最大で６０重量％、
最大で５７．５重量％、最大で５５重量％または最大で５２．５重量％；最も好ましくは
最大で５０重量％、最大で４７．５重量％、最大で４５重量％または最大で４２．５重量
％；特に最大で４０重量％、最大で３７．５重量％、または最大で３５重量％である。
【００９２】
　好ましくは、外側マトリックス材料は、混合物、好ましくは少なくとも２つの異なる構
成要素の均一な混合物、より好ましくは少なくとも異なる３つの構成要素の均一な混合物
である。１つの好ましい実施態様において、外側マトリックス材料の全ての構成要素は、
外側マトリックス材料によって形成される連続相に均一に分布する。
【００９３】
　好ましくは、外側マトリックス材料はまた、微粒子の形態で提供され、すなわち、本発
明の医薬剤形の製造の過程において、該外側マトリックス材料の構成成分は、好ましくは
粒子に加工され、続いて、薬理活性成分およびポリエチレングリコールグラフトコポリマ
ーを含む粒子と混合され、その後医薬剤形に圧縮される。
【００９４】
　好ましくは、外側マトリックス材料の粒子の平均サイズは、薬理活性成分およびポリエ
チレングリコールグラフトコポリマーを含む粒子の平均サイズの±６０％、より好ましく
は±５０％、より一層好ましくは±４０％、さらに一層好ましくは±３０％、最も好まし
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くは±２０％、特に±１０％の範囲内である。
【００９５】
　外側マトリックス材料の粒子は、造粒および圧縮などの、粉末混合物からの凝集体およ
び集合体の調製のための従来の方法により製造することができる。
【００９６】
　好ましい実施形態において、外側マトリックス材料の全成分の混合物がブレンドされ、
予め圧縮されることにより、予め圧縮された外側マトリックス材料が得られる。
【００９７】
　外側マトリックス材料は、好ましくは、薬理活性成分を含まない。
【００９８】
　好ましくは、外側マトリックス材料は、賦形剤（ｆｉｌｌｅｒ）または結合剤（ｂｉｎ
ｄｅｒ）を含む。多くの賦形剤は結合剤とみなすことができ、その逆も同じであるので、
本明細書の目的に関して、「賦形剤／結合剤」は、賦形剤、結合剤またはその両方として
適する任意の添加剤を指す。したがって、外側マトリックス材料は、好ましくは賦形剤／
結合剤を含む。
【００９９】
　好ましい賦形剤（＝賦形剤／結合剤）は、二酸化ケイ素（例えば、Ａｅｒｏｓｉｌ（登

録商標））、微晶質セルロース（例えば、Ａｖｉｃｅｌ（登録商標）、Ｅｌｃｅｍａ（登

録商標）、Ｅｍｏｃｅｌ（登録商標）、ＥｘＣｅｌ（登録商標）、Ｖｉｔａｃｅｌｌ（登

録商標））；セルロースエーテル（例えば、Ｎａｔｒｏｓｏｌ（登録商標）、Ｋｌｕｃｅ
ｌ（登録商標）、Ｍｅｔｈｏｃｅｌ（登録商標）、Ｂｌａｎｏｓｅ（登録商標）、Ｐｈａ
ｒｍａｃｏａｔ（登録商標）、Ｖｉｓｃｏｎｔｒａｎ（登録商標））；マンニトール；デ
キストリン；デキストロース；リン酸水素カルシウム（例えば、Ｅｍｃｏｍｐｒｅｓｓ（

登録商標））；マルトデキストリン（例えば、Ｅｍｄｅｘ（登録商標））；ラクトース（
例えば、Ｆａｓｔ－Ｆｌｏｗ　Ｌａｃｔｏｓｅ（登録商標）、Ｌｕｄｉｐｒｅｓｓ（登録

商標）、Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　ｄｏｓａｇｅ　ｆｏｒｍｔｏｓｅ（登録商標）

、Ｚｅｐａｒｏｘ（登録商標））；ポリビニルピロリドン（ＰＶＰ）（例えば、Ｋｏｌｌ
ｉｄｏｎｅ（登録商標）、Ｐｏｌｙｐｌａｓｄｏｎｅ（登録商標）、Ｐｏｌｙｄｏｎｅ（

登録商標））；サッカロース（例えば、Ｎｕ－Ｔａｂ（登録商標）、Ｓｕｇａｒ　Ｔａｂ
（登録商標））；マグネシウム塩（例えば、ＭｇＣＯ３、ＭｇＯ、ＭｇＳｉＯ３）；デン
プンおよび前処理デンプン（例えば、Ｐｒｅｊｅｌ（登録商標）、Ｐｒｉｍｏｔａｂ（登

録商標）ＥＴ、Ｓｔａｒｃｈ（登録商標）１５００）からなる群から選択される。好まし
い結合剤は、アルギン酸塩、キトサンおよび上記に記述された賦形剤（＝賦形剤／結合剤
）のいずれかからなる群から選択される。
【０１００】
　幾つかの賦形剤／結合剤は、他の目的を果たすこともできる。例えば、二酸化ケイ素は
グライダントとして優れた機能を示す。従って、好ましくは、外側マトリックス材料は、
グライダント、例えば二酸化ケイ素を含む。
【０１０１】
　１つの好ましい実施態様において、外側マトリックス材料における賦形剤／結合剤また
は賦形剤／結合剤の混合物の含有量は、外側マトリックス材料の全重量を基準として、５
０±２５重量％、より好ましくは５０±２０重量％、より一層好ましくは５０±１５重量
％、さらにより好ましくは５０±１０重量％、最も好ましくは５０±７．５重量％、特に
５０±５重量％の範囲内である。別の好ましい実施態様において、外側マトリックス材料
における賦形剤／結合剤または賦形剤／結合剤の混合物の含有量は、外側マトリックス材
料の全重量を基準として、６５±２５重量％、より好ましくは６５±２０重量％、より一
層好ましくは６５±１５重量％、さらにより好ましくは６５±１０重量％、最も好ましく
は６５±７．５重量％、特に６５±５重量％の範囲内である。さらに別の好ましい実施態
様において、外側マトリックス材料における賦形剤／結合剤または賦形剤／結合剤の混合
物の含有量は、外側マトリックス材料の全重量を基準として、８０±１９重量％、より好
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ましくは８０±１７．５重量％、より一層好ましくは８０±１５重量％、さらにより好ま
しくは８０±１０重量％、最も好ましくは８０±７．５重量％、特に８０±５重量％の範
囲内である。別の好ましい実施態様において、外側マトリックス材料における賦形剤／結
合剤または賦形剤／結合剤の混合物の含有量は、外側マトリックス材料の全重量を基準と
して、９０±９重量％、より好ましくは９０±８重量％、より一層好ましくは９０±７重
量％、さらにより好ましくは９０±６重量％、最も好ましくは９０±５重量％、特に９０
±４重量％の範囲内である。
【０１０２】
　１つの好ましい実施態様において、医薬剤形における賦形剤／結合剤または賦形剤／結
合剤の混合物の含有量は、医薬剤形の全重量を基準として、２５±２４重量％、より好ま
しくは２５±２０重量％、より一層好ましくは２５±１６重量％、さらにより好ましくは
２５±１２重量％、最も好ましくは２５±８重量％、特に２５±４重量％の範囲内である
。別の好ましい実施態様において、医薬剤形における賦形剤／結合剤または賦形剤／結合
剤の混合物の含有量は、医薬剤形の全重量を基準として、３０±２９重量％、より好まし
くは３０±２５重量％、より一層好ましくは３０±２０重量％、さらにより好ましくは３
０±１５重量％、最も好ましくは３０±１０重量％、特に３０±５重量％の範囲内である
。さらに別の好ましい実施態様において、医薬剤形における賦形剤／結合剤または賦形剤
／結合剤の混合物の含有量は、医薬剤形の全重量を基準として、３５±３４重量％、より
好ましくは３５±２８重量％、より一層好ましくは３５±２２重量％、さらにより好まし
くは３５±１６重量％、最も好ましくは３５±１０重量％、特に３５±４重量％の範囲内
である。別の好ましい実施態様において、医薬剤形における賦形剤／結合剤または賦形剤
／結合剤の混合物の含有量は、医薬剤形の全重量を基準として、４０±３９重量％、より
好ましくは４０±３２重量％、より一層好ましくは４０±２５重量％、さらにより好まし
くは４０±１８重量％、最も好ましくは４０±１１重量％、特に４０±４重量％の範囲内
である。
【０１０３】
　好ましくは、賦形剤／結合剤は、外側マトリックス材料に含有されるが、本発明の医薬
剤形の薬物含有粒子には含有されない。
【０１０４】
　好ましくは、外側マトリックス材料は、好ましくはステアリン酸カルシウム；ステアリ
ン酸マグネシウム；グリセロールモノベヘネート（例えば、Ｃｏｍｐｒｉｔｏｌ（登録商

標））；Ｍｙｖａｔｅｘ（登録商標）；Ｐｒｅｃｉｒｏｌ（登録商標）；Ｐｒｅｃｉｒｏ
ｌ（登録商標）Ａｔｏ５；フマル酸ステアリルナトリウム（例えば、Ｐｒｕｖ（登録商標

））；および滑石からなる群から選択される、希釈剤または滑沢剤を含む。ステアリン酸
マグネシウムが特に好ましい。好ましくは、外側マトリックス材料における滑沢剤の含有
量は、外側マトリックス材料の全重量を基準として、および医薬剤形の全重量を基準とし
て、最大で１０．０重量％、より好ましくは最大で７．５重量％、より一層好ましくは最
大で５．０重量％、さらに一層好ましくは最大で２．０重量％、さらにより好ましくは最
大で１．０重量％、最も好ましくは最大で０．５重量％である。
【０１０５】
　特に好ましい実施形態において、外側マトリックス材料は、賦形剤／結合剤と滑沢剤と
の組合せを含む。
【０１０６】
　本発明の医薬剤形の外側マトリックス材料は、当該技術分野において慣用の他の添加剤
、例えば、希釈剤、結合剤、顆粒化助剤、着色剤、芳香剤、グライダント、湿潤調整剤お
よび崩壊剤を追加的に含有することができる。当業者は、これらの添加剤それぞれの適切
な量を容易に決定することができる。
【０１０７】
　しかし、好ましい実施形態において、本発明の医薬剤形の外側マトリックス材料は、１
つまたは複数の崩壊剤、１つまたは複数の賦形剤／結合剤および１つまたは複数の滑沢剤
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からなり、その他の構成要素を含有しない。
【０１０８】
　特に好ましい実施形態において、本発明の医薬剤形の外側マトリックス材料は、１つま
たは複数のゲル形成剤および／またはシリコーンを含有しない。
【０１０９】
　本明細書で使用されるとき、用語「ゲル形成剤」は、溶媒（例えば、水）と接触したと
き、溶媒を吸収し、膨張して、粘性または半粘性物質を形成する化合物を指すために使用
される。好ましいゲル形成剤は、架橋されていない。この物質は、水性と水性アルコール
性の両方の媒体において、埋め込まれた粒子からの薬理活性成分の放出を和らげることが
できる。完全に水和されると、可溶化された薬理活性成分の量を含有することができシリ
ンジへ引き込むことができる遊離溶媒の量を大幅に低減するおよび／または最小限にする
濃厚な粘性溶液または分散体が、典型的に生成される。形成されるゲルは、ゲル構造内に
薬理活性成分を閉じ込めることによって、溶媒により抽出可能な薬理活性成分の全体量を
低減することもできる。したがって、ゲル形成剤は、本発明の医薬剤形に改変防止性を付
与する重要な役割を果たすことができる。
【０１１０】
　好ましくは外側マトリックス材料に含有されないゲル形成剤には、薬学的に許容可能な
ポリマー、典型的にはヒドロゲルなどの親水性ポリマーが含まれる。ゲル形成剤の代表的
な例には、ポリエチレンオキシドなどのポリアルキレンオキシド、ヒドロキシプロピルメ
チルセルロース、カルボマー、ポリ（ウロン）酸およびこれらの混合物が含まれる。
【０１１１】
　医薬剤形が薬理活性成分が埋め込まれた持続性放出マトリックスを含む場合、好ましく
は、持続性放出マトリックス材料の全体の含有量は、すなわち持続性放出マトリックス材
料および任意選択的に存在する追加的な持続性放出マトリックス材料の全体の含有量は、
医薬剤形の全重量に対して、または医薬剤形がマルチパーティキュレートである場合には
薬理活性成分を含有する粒子の全重量を基準として、５～９５重量％、より好ましくは１
５～９０重量％、より一層好ましくは２５～８８重量％、さらに一層好ましくは３５～８
６重量％、さらにより好ましくは４５～８４重量％、最も好ましくは５５～８２重量％、
特に６０～８０重量％の範囲内である。
【０１１２】
　１つの好ましい実施態様において、持続性放出マトリックスの含有量は、医薬剤形の全
重量を基準とするか、または医薬剤形がマルチパーティキュレートである場合には薬理活
性成分を含有する粒子の全重量を基準として、少なくとも２０重量％または少なくとも２
５重量％、より好ましくは少なくとも３０重量％、より一層好ましくは少なくとも４０重
量％、さらにより好ましくは少なくとも５０重量％、特に少なくとも６０重量％である。
【０１１３】
　１つの好ましい実施態様において、持続性放出マトリックスの全体の含有量は、医薬剤
形の全重量を基準とするか、または医薬剤形がマルチパーティキュレートである場合には
薬理活性成分を含有する粒子の全重量を基準として、３０±２０重量％、より好ましくは
３０±１５重量％、最も好ましくは３０±１０重量％、特に３０±５重量％の範囲内であ
る。別の好ましい実施態様において、持続性放出マトリックスの全体の含有量は、医薬剤
形の全重量を基準とするか、または医薬剤形がマルチパーティキュレートである場合には
薬理活性成分を含有する粒子の全重量を基準として、３５±２０重量％、より好ましくは
３５±１５重量％、最も好ましくは３５±１０重量％、特に３５±５重量％の範囲内であ
る。さらに別の好ましい実施態様において、持続性放出マトリックスの全体の含有量は、
医薬剤形の全重量を基準とするか、または医薬剤形がマルチパーティキュレートである場
合には薬理活性成分を含有する粒子の全重量を基準として、４０±２０重量％、より好ま
しくは４０±１５重量％、最も好ましくは４０±１０重量％、特に４０±５重量％の範囲
内である。さらに別の好ましい実施態様において、持続性放出マトリックスの全体の含有
量は、医薬剤形の全重量を基準とするか、または医薬剤形がマルチパーティキュレートで
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ある場合には薬理活性成分を含有する粒子の全重量を基準として、４５±２０重量％、よ
り好ましくは４５±１５重量％、最も好ましくは４５±１０重量％、特に４５±５重量％
の範囲内である。さらに別の好ましい実施態様において、持続性放出マトリックスの全体
の含有量は、医薬剤形の全重量を基準とするか、または医薬剤形がマルチパーティキュレ
ートである場合には薬理活性成分を含有する粒子の全重量を基準として、５０±２０重量
％、より好ましくは５０±１５重量％、最も好ましくは５０±１０重量％、特に５０±５
重量％の範囲内である。さらなる好ましい実施態様において、持続性放出マトリックスの
全体の含有量は、医薬剤形の全重量を基準とするか、または医薬剤形がマルチパーティキ
ュレートである場合には薬理活性成分を含有する粒子の全重量を基準として、５５±２０
重量％、より好ましくは５５±１５重量％、最も好ましくは５５±１０重量％、特に５５
±５重量％の範囲内である。さらに別の好ましい実施態様において、持続性放出マトリッ
クスの全体の含有量は、医薬剤形の全重量を基準とするか、または医薬剤形がマルチパー
ティキュレートである場合には薬理活性成分を含有する粒子の全重量を基準として、６０
±２０重量％、より好ましくは６０±１５重量％、最も好ましくは６０±１０重量％、特
に６０±５重量％の範囲内である。さらに別の好ましい実施態様において、持続性放出マ
トリックスの全体の含有量は、医薬剤形の全重量を基準とするか、または医薬剤形がマル
チパーティキュレートである場合には薬理活性成分を含有する粒子の全重量を基準として
、６５±２０重量％、より好ましくは６５±１５重量％、最も好ましくは６５±１０重量
％、特に６５±５重量％の範囲内である。さらに別の好ましい実施態様において、持続性
放出マトリックスの全体の含有量は、医薬剤形の全重量を基準とするか、または医薬剤形
がマルチパーティキュレートである場合には薬理活性成分を含有する粒子の全重量を基準
として、７０±２０重量％、より好ましくは７０±１５重量％、最も好ましくは７０±１
０重量％、特に７０±５重量％の範囲内である。別の好ましい実施態様において、持続性
放出マトリックスの全体の含有量は、医薬剤形の全重量を基準とするか、または医薬剤形
がマルチパーティキュレートである場合には薬理活性成分を含有する粒子の全重量を基準
として、７５±２０重量％、より好ましくは７５±１５重量％、最も好ましくは７５±１
０重量％、特に７５±５重量％の範囲内である。さらに別の好ましい実施態様において、
持続性放出マトリックスの全体の含有量は、医薬剤形の全重量を基準とするか、または医
薬剤形がマルチパーティキュレートである場合には薬理活性成分を含有する粒子の全重量
を基準として、８０±２０重量％、より好ましくは８０±１５重量％、最も好ましくは８
０±１０重量％、特に８０±５重量％の範囲内である。
【０１１４】
　好ましくは、持続性放出マトリックスと薬理活性成分との相対重量比は、２０：１～１
：２０、より好ましくは１５：１～１：１５、より一層好ましくは１０：１～１：１０、
さらにより好ましくは７：１～１：７、最も好ましくは５：１～１：５、特に３：１～１
：１の範囲内である。
【０１１５】
　医薬剤形がマルチパーティキュレートであるか否かに拘わらず、本発明の医薬剤形は、
向精神作用を有する薬理活性成分およびポリエチレングリコールグラフトコポリマーを含
む。
【０１１６】
　特に好ましくは、本発明の医薬剤形は、薬理活性成分が埋め込まれる、ポリエチレング
リコールグラフトコポリマーを持続性放出マトリックス材料として含有する持続性放出マ
トリックスを含む。
【０１１７】
　好ましくは、本発明のグラフトポリマーは、一方のコンポジットの線状の骨格および他
方のコンポジットのランダムに分布した側鎖を有するセグメント化コポリマー（ｓｅｇｍ
ｅｎｔｅｄ　ｃｏｐｏｌｙｍｅｒ）である。側鎖は好ましくは主鎖と構造的に異なるが、
個々のグラフト鎖は、ホモポリマーまたはコポリマー、交互コポリマー、ランダムコポリ
マーまたはブロックコポリマーであってもよい。
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【０１１８】
　好ましくは、本発明におけるポリエチレングリコールグラフトコポリマーは、二元ポリ
マー（すなわち２種の異なるコモノマーに由来）または三元ポリマー（すなわち３種の異
なるコモノマーに由来）である。
【０１１９】
　１つの好ましい実施態様において、ポリエチレングリコールグラフトコポリマーは、オ
キシランまたはエチレングリコールに由来する繰り返し単位（エチレングリコール繰り返
し単位）を含み、その結果それは別のコンポジットの側鎖によってグラフトされたポリエ
チレングリコール骨格を含み、ここで上記の別のコンポジットは好ましくは、ビニルアセ
テート（ビニルアセテート繰り返し単位）および／またはビニルカプロラクタム（ビニル
カプロラクタム繰り返し単位）から誘導される。
【０１２０】
　好ましくは、上記ポリエチレングリコールグラフトコポリマーは、好ましくはポリビニ
ルアセテートブロックおよびポリビニルカプロラクタムブロックから誘導されたブロック
コポリマーでポリエチレングリコール骨格がグラフトされているブロックコポリマーであ
る。好ましくは、ポリビニルカプロラクタムブロックは、ポリビニルアセテートブロック
を通してポリエチレングリコール骨格に連結される。
【０１２１】
　ポリビニルカプロラクタム－ポリビニルアセテート－ポリエチレングリコールグラフト
コポリマー（ＰＣＡ－ＰＶＡ－ＰＥＧ）は、好ましくは、少なくとも１つのポリビニルカ
プロラクタムブロック、少なくとも１つのポリビニルアセテートブロックおよび少なくと
も１つのポリエチレングリコールブロックを含むポリマーを含み、少なくとも１つのブロ
ックが別のタイプのブロックから分岐している。
【０１２２】
　適切なポリエチレングリコールグラフトコポリマーは、当業者に知られており、市販さ
れている。特に有用なポリエチレングリコールグラフトコポリマーは、Ｓｏｌｕｐｌｕｓ
（登録商標）、ＢＡＳＦ（ＣＡＳ　Ｎｏ．４０２９３２－２３－４）である。Ｓｏｌｕｐ
ｌｕｓは、ポリビニルカプロラクタム－ポリビニルアセテート－ポリエチレングリコール
グラフトコポリマーである。それはかすかな特有のにおいを有する自由流動性の白色～わ
ずかに黄色がかった顆粒であり、実質的に味を有しない。
【０１２３】
　好ましくは、本発明によるポリエチレングリコールグラフトコポリマーは一般式（Ｉ）
を有する
【０１２４】
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【化１】

［式中、
　添え字ｌは、１０～１０，０００、１００～９００　１００～５００または５００～９
００であり；
　添え字ｍは、２０～２０，０００、１５０～１５００　２００～８００または８００～
１５００であり；そして
　添え字ｎは、３０～３０，０００、３００～３０００、３００～１０００、１０００～
２０００または２０００～３０００である］。
【０１２５】
　好ましくは、ポリエチレングリコールグラフトコポリマー内のエチレングリコール繰り
返し単位の相対モル含有量は、ポリエチレングリコールグラフトコポリマー内のビニルア
セテート繰り返し単位および／またはビニルカプロラクタム繰り返し単位の相対モル含有
量よりも大きい。
【０１２６】
　好ましくは、ポリエチレングリコールグラフトコポリマーは、ポリエチレングリコール
グラフトコポリマーの全重量に対して、少なくとも１０重量％、より好ましくは少なくと
も２０重量％、より一層好ましくは少なくとも２５重量％、さらにより好ましくは少なく
とも３０重量％、さらに一層好ましくは少なくとも３５重量％、最も好ましくは少なくと
も４０重量％、特に少なくとも４５重量％のエチレングリコール繰り返し単位を含む。特
に好ましくは、ポリエチレングリコールグラフトコポリマーは、ポリエチレングリコール
グラフトコポリマーの全重量に対して、少なくとも５０重量％、より好ましくは少なくと
も５２重量％、より一層好ましくは少なくとも５４重量％、さらにより好ましくは少なく
とも５５重量％、さらに一層好ましくは少なくとも５６重量％、最も好ましくは少なくと
も５７重量％、特に少なくとも５８重量％のエチレングリコール繰り返し単位を含む。別
の好ましい実施態様において、ポリエチレングリコールグラフトコポリマーは、ポリエチ
レングリコールグラフトコポリマーの全重量に対して、少なくとも６０重量％、より好ま
しくは少なくとも６２重量％、より一層好ましくは少なくとも６４重量％、さらにより好
ましくは少なくとも６６重量％、さらに一層好ましくは少なくとも６８重量％、最も好ま
しくは少なくとも６９重量％、特に少なくとも７０重量％のエチレングリコール繰り返し
単位を含む。さらに別の好ましい実施態様において、ポリエチレングリコールグラフトコ
ポリマーは、ポリエチレングリコールグラフトコポリマーの全重量に対して、少なくとも
７２重量％、より好ましくは少なくとも７５重量％、より一層好ましくは少なくとも７８
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重量％、さらにより好ましくは少なくとも８０重量％、さらに一層好ましくは少なくとも
８２重量％、最も好ましくは少なくとも８４重量％、特に少なくとも８６重量％のエチレ
ングリコール繰り返し単位を含む。
【０１２７】
　好ましくは、ポリエチレングリコールグラフトコポリマーは、ポリエチレングリコール
グラフトコポリマーの全重量に対して、３０～９９重量％のエチレングリコール繰り返し
単位を含む。特に好ましくは、ポリエチレングリコールグラフトコポリマーは、ポリエチ
レングリコールグラフトコポリマーの全重量に対して、５０～９５重量％のエチレングリ
コール繰り返し単位を含む。
【０１２８】
　好ましい実施態様において、ポリエチレングリコールグラフトコポリマーは、ポリエチ
レングリコールグラフトコポリマーの全重量に対して、３０±２５重量％、より好ましく
は３０±２０重量％、より一層好ましくは３０±１７重量％、さらにより好ましくは３０
±１３重量％、さらに一層好ましくは３０±１０重量％、最も好ましくは３０±７重量％
、特に３０±５重量％のエチレングリコール繰り返し単位を含む。別の好ましい実施態様
において、ポリエチレングリコールグラフトコポリマーは、ポリエチレングリコールグラ
フトコポリマーの全重量に対して、４０±３５重量％、より好ましくは４０±３０重量％
、より一層好ましくは４０±２５重量％、さらにより好ましくは４０±２０重量％、さら
に一層好ましくは４０±１５重量％、最も好ましくは４０±１０重量％、特に４０±５重
量％のエチレングリコール繰り返し単位を含む。さらに別の好ましい実施態様において、
ポリエチレングリコールグラフトコポリマーは、ポリエチレングリコールグラフトコポリ
マーの全重量に対して、５０±４５重量％、より好ましくは５０±３５重量％、より一層
好ましくは５０±２５重量％、さらにより好ましくは５０±２０重量％、さらに一層好ま
しくは５０±１５重量％、最も好ましくは５０±１０重量％、特に５０±５重量％のエチ
レングリコール繰り返し単位を含む。さらに別の好ましい実施態様において、ポリエチレ
ングリコールグラフトコポリマーは、ポリエチレングリコールグラフトコポリマーの全重
量に対して、６０±３５重量％、より好ましくは６０±３０重量％、より一層好ましくは
６０±２５重量％、さらにより好ましくは６０±２０重量％、さらに一層好ましくは６０
±１５重量％、最も好ましくは６０±１０重量％、特に６０±５重量％のエチレングリコ
ール繰り返し単位を含む。さらなる好ましい実施態様において、ポリエチレングリコール
グラフトコポリマーは、ポリエチレングリコールグラフトコポリマーの全重量に対して、
７０±２５重量％、より好ましくは７０±２０重量％、より一層好ましくは７０±１７重
量％、さらにより好ましくは７０±１３重量％、さらに一層好ましくは７０±１０重量％
、最も好ましくは７０±７重量％、特に７０±５重量％のエチレングリコール繰り返し単
位を含む。さらに別の好ましい実施態様において、ポリエチレングリコールグラフトコポ
リマーは、ポリエチレングリコールグラフトコポリマーの全重量に対して、８０±１５重
量％、より好ましくは８０±１２重量％、より一層好ましくは８０±１０重量％、さらに
より好ましくは８０±８重量％、さらに一層好ましくは８０±６重量％、最も好ましくは
８０±４重量％、特に８０±２重量％のエチレングリコール繰り返し単位を含む。さらに
別の好ましい実施態様において、ポリエチレングリコールグラフトコポリマーは、ポリエ
チレングリコールグラフトコポリマーの全重量に対して、９０±１５重量％、より好まし
くは９０±１２重量％、より一層好ましくは９０±１０重量％、さらにより好ましくは９
０±８重量％、さらに一層好ましくは９０±６重量％、最も好ましくは９０±４重量％、
特に９０±２重量％のエチレングリコール繰り返し単位を含む。
【０１２９】
　好ましくは、ビニルアセテート繰り返し単位とビニルカプロラクタム繰り返し単位との
モル比は、１０００：１～１：１０００、より好ましくは９００：１～１：９００、より
一層好ましくは５００：１～１：５００、さらにより好ましくは３００：１～１：３００
、さらに一層好ましくは２００：１～１：２００、最も好ましくは１００：１～１００：
１、特に１０：１～１：１０の範囲内である。
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【０１３０】
　好ましくは、ポリエチレングリコールグラフトコポリマーは、ゲル透過クロマトグラフ
ィーにより測定した場合に、１１５，０００±１００，０００ｇ／ｍｏｌ、より好ましく
は１１５，０００±８０，０００ｇ／ｍｏｌ、より一層好ましくは１１５，０００±７０
，０００ｇ／ｍｏｌ、さらに一層好ましくは１１５，０００±６０，０００ｇ／ｍｏｌ、
さらにより好ましくは１１５，０００±５０，０００ｇ／ｍｏｌ、最も好ましくは１１５
，０００±４０，０００ｇ／ｍｏｌ、特に１１５，０００±３５，０００ｇ／ｍｏｌの範
囲内の平均分子量を有する。一部の実施態様において、ポリエチレングリコールグラフト
コポリマーは、１，０００ｇ／ｍｏｌ～５，０００，０００ｇ／ｍｏｌ、１０，０００ｇ
／ｍｏｌ～５００，０００ｇ／ｍｏｌ、または９０，０００ｇ／ｍｏｌ～１４０，０００
ｇ／ｍｍｏｌの平均分子量を有する。
【０１３１】
　好ましくは、ポリエチレングリコールグラフトコポリマーは、８±６ｐｐｍ、より好ま
しくは８±５ｐｐｍ、より一層好ましくは８±４ｐｐｍ、さらに一層好ましくは８±３ｐ
ｐｍ、さらにより好ましくは８±２ｐｐｍ、最も好ましくは８±１．５ｐｐｍ、特に８±
１ｐｐｍの範囲内の臨界ミセル濃度を有する。
【０１３２】
　好ましくは、ポリエチレングリコールグラフトコポリマーは、７０±３５℃、より好ま
しくは７０±３０℃、より一層好ましくは７０±２５℃、さらに一層好ましくは７０±２
０℃、さらにより好ましくは７０±１５℃、最も好ましくは７０±１０℃、特に７０±５
℃の範囲内のガラス転移温度を有する。
【０１３３】
　ポリエチレングリコールグラフトコポリマーは、単一のポリエチレングリコールグラフ
トコポリマー、あるいは異なるポリエチレングリコールグラフトコポリマー、例えば２、
３、４または５種のポリエチレングリコールグラフトコポリマー、例えば、同一の化学的
性質であるが異なる分子量のポリエチレングリコールグラフトコポリマー、異なる化学的
性質であるが同一の分子量のポリエチレングリコールグラフトコポリマーまたは異なる化
学的性質および異なる分子量のポリエチレングリコールグラフトコポリマーの混合物（ブ
レンド）を含むことができる。１つの好ましい実施態様において、ポリエチレングリコー
ルグラフトコポリマーは、単一のポリエチレングリコールグラフトコポリマーを含む。
【０１３４】
　１つの好ましい実施態様において、ポリエチレングリコールグラフトコポリマーは、本
発明の医薬剤形に均一に分布される。
【０１３５】
　医薬剤形がマルチパーティキュレートである場合、ポリエチレングリコールグラフトコ
ポリマーは、好ましくは、薬理活性成分を含む本発明の粒子中に均一に分布される。好ま
しくは、薬理活性成分およびポリエチレングリコールグラフトコポリマーは、医薬剤形お
よび粒子がそれぞれ、ポリエチレングリコールグラフトコポリマーの不存在下で薬理活性
成分が存在するかまたは薬理活性成分の不存在下でポリエチレングリコールグラフトコポ
リマーが存在するかのいずれかであるセグメントを含まないように、それぞれ医薬剤形お
よび粒子中に密接に均一に分布される。
【０１３６】
　医薬剤形および粒子がそれぞれフィルムコーティングされる場合、ポリエチレングリコ
ールグラフトコポリマーは、好ましくは、それぞれ医薬剤形および粒子のコアに均一に分
布し、すなわち、フィルムコーティングは好ましくはポリエチレングリコールグラフトコ
ポリマーを含まない。それにもかかわらず、フィルムコーティング自体はもちろん、１種
または複数種のポリマーを含んでいてもよく、ただし、該ポリマーは好ましくはコアに含
まれるポリエチレングリコールグラフトコポリマーとは異なる。
【０１３７】
　ポリエチレングリコールグラフトコポリマーの含有量は、好ましくは、医薬剤形の全重
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量に対して、２５～９５重量％、より好ましくは２５～９４重量％、より一層好ましくは
２５～９３重量％、さらに一層好ましくは２５～９２重量％、最も好ましくは２５～９１
重量％、特に２５～９０重量％の範囲内である。医薬剤形がマルチパーティキュレートで
ある場合、これらのパーセントの値は、好ましくは、粒子の全重量に対するものであり、
医薬剤形の全重量に対するものではない。
【０１３８】
　１つの特に好ましい実施態様において、ポリエチレングリコールグラフトコポリマーの
含有量は、医薬剤形の全重量に対して、または医薬剤形がマルチパーティキュレートであ
る場合には薬理活性成分を含有する粒子の全重量に対して、２５～８０重量％、より好ま
しくは２５～７８重量％、より一層好ましくは３０～７６重量％、さらにより好ましくは
３５～７４重量％、最も好ましくは４０～７２重量％、特に４５～７０重量％である。
【０１３９】
　１つの好ましい実施態様において、ポリエチレングリコールグラフトコポリマーの含有
量は、医薬剤形の全重量に対して、または医薬剤形がマルチパーティキュレートである場
合には薬理活性成分を含有する粒子の全重量に対して、少なくとも３０重量％、より好ま
しくは少なくとも３５重量％、より一層好ましくは少なくとも４０重量％、さらにより好
ましくは少なくとも５０重量％、最も好ましくは少なくとも５５重量％、特に少なくとも
６０重量％である。
【０１４０】
　１つの好ましい実施態様において、ポリエチレングリコールグラフトコポリマーの含有
量は、医薬剤形の全重量に対して、または医薬剤形がマルチパーティキュレートである場
合には薬理活性成分を含有する粒子の全重量に対して、３０±５重量％である。別の好ま
しい実施態様において、ポリエチレングリコールグラフトコポリマーの含有量は、医薬剤
形の全重量に対して、または医薬剤形がマルチパーティキュレートである場合には薬理活
性成分を含有する粒子の全重量に対して、４０±１５重量％、好ましくは４０±１０重量
％、特に４０±５重量％である。さらに別の好ましい実施態様において、ポリエチレング
リコールグラフトコポリマーの含有量は、医薬剤形の全重量に対して、または医薬剤形が
マルチパーティキュレートである場合には薬理活性成分を含有する粒子の全重量に対して
、５０±２５重量％、より一層好ましくは５０±２０重量％、さらにより好ましくは５０
±１５重量％、最も好ましくは５０±１０重量％、特に５０±５重量％である。さらに別
の好ましい実施態様において、ポリエチレングリコールグラフトコポリマーの含有量は、
医薬剤形の全重量に対して、または医薬剤形がマルチパーティキュレートである場合には
薬理活性成分を含有する粒子の全重量に対して、５５±２０重量％、さらにより好ましく
は５５±１５重量％、最も好ましくは５５±１０重量％、特に５５±５重量％である。さ
らなる好ましい実施態様において、ポリエチレングリコールグラフトコポリマーの含有量
は、医薬剤形の全重量に対して、または医薬剤形がマルチパーティキュレートである場合
には薬理活性成分を含有する粒子の全重量に対して、６０±３５重量％、より好ましくは
６０±３０重量％、より一層好ましくは６０±２５重量％、さらにより好ましくは６０±
２０重量％、さらに一層好ましくは６０±１５重量％、最も好ましくは６０±１０重量％
、特に６０±５重量％である。さらに別の好ましい実施態様において、ポリエチレングリ
コールグラフトコポリマーの含有量は、医薬剤形の全重量に対して、または医薬剤形がマ
ルチパーティキュレートである場合には薬理活性成分を含有する粒子の全重量に対して、
６５±３０重量％、より好ましくは６５±２５重量％、より一層好ましくは６５±２０重
量％、さらにより好ましくは６５±１５重量％、さらに一層好ましくは６５±１０重量％
、最も好ましくは６５±７重量％、特に６５±５重量％である。さらに別の好ましい実施
態様において、ポリエチレングリコールグラフトコポリマーの含有量は、医薬剤形の全重
量に対して、または医薬剤形がマルチパーティキュレートである場合には薬理活性成分を
含有する粒子の全重量に対して、７０±２５重量％、より好ましくは７０±２０重量％、
より一層好ましくは７０±１７重量％、さらにより好ましくは７０±１３重量％、さらに
一層好ましくは７０±１０重量％、最も好ましくは７０±７重量％、特に７０±５重量％
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である。さらに別の好ましい実施態様において、ポリエチレングリコールグラフトコポリ
マーの含有量は、医薬剤形の全重量に対して、または医薬剤形がマルチパーティキュレー
トである場合には薬理活性成分を含有する粒子の全重量に対して、８０±１５重量％、よ
り好ましくは８０±１２重量％、より一層好ましくは８０±１０重量％、さらにより好ま
しくは８０±８重量％、さらに一層好ましくは８０±６重量％、最も好ましくは８０±４
重量％、特に８０±２重量％である。
【０１４１】
　医薬剤形が持続性放出マトリックス材料としてポリエチレングリコールグラフトコポリ
マーを含む持続性放出マトリックスを含む場合、ポリエチレングリコールグラフトコポリ
マーの含有量は、好ましくは、持続性放出マトリックスの全重量、すなわち持続性放出マ
トリックス材料および任意選択的に存在する追加的な持続性放出マトリックス材料の全重
量に対して、５～１００重量％、より好ましくは２０～９８重量％、より一層好ましくは
３５～９６重量％、さらに一層好ましくは４５～９５重量％、さらにより好ましくは５５
～９４重量％、最も好ましくは６５～９３重量％、特に７５～９２重量％の範囲内である
。
【０１４２】
　好ましくは、ポリエチレングリコールグラフトコポリマーと薬理活性成分との相対重量
比は、２０：１～１：２０、より好ましくは１５：１～１：１５、より一層好ましくは１
０：１～１：１０、さらにより好ましくは７：１～１：７、最も好ましくは５：１～１：
５、特に３：１～１：１の範囲内である。
【０１４３】
　１つの好ましい実施態様において、本発明の医薬剤形が持続性放出マトリックスを含む
場合、持続性放出マトリックスは今度は持続性放出マトリックス材料、すなわちポリエチ
レングリコールグラフトコポリマーの他に追加的な持続性放出マトリックス材料を含む。
従って、上記の追加的な持続性放出マトリックス材料は、本発明の医薬剤形の持続性放出
マトリックスの持続性放出マトリックス材料から区別されるべきである。
【０１４４】
　好ましくは、上記の追加的な持続性放出マトリックス材料は、ポリアルキレンオキシド
類、アクリルポリマー、架橋アクリルポリマー、ポリビニルピロリドンおよびポリビニル
アセテートの混合物、ロウ状物質、ポリアルキレングリコール類、天然多糖類、例えばセ
ルロース、セルロース誘導体およびキサンタンガムを含む群から選択されるポリマーであ
る。
【０１４５】
　追加的な持続性放出マトリックス材料の含有量は、持続性放出マトリックスの全重量に
対して、１～９０重量％、より好ましくは７２～８０重量％、より一層好ましくは３～７
０重量％、さらに一層好ましくは３．５～６０重量％、さらにより好ましくは４～５０重
量％、最も好ましくは４．５～４０重量％、特に５～３０重量％の範囲内である。
【０１４６】
　１つの好ましい実施態様において、追加的な持続性放出マトリックス材料の含有量は、
医薬剤形の全重量を基準とするか、または医薬剤形がマルチパーティキュレートである場
合には薬理活性成分を含有する粒子の全重量を基準として、少なくとも２重量％、より好
ましくは少なくとも５重量％、より一層好ましくは少なくとも１０重量％、さらにより好
ましくは少なくとも１５重量％、特に少なくとも２０重量％である。
【０１４７】
　追加的な持続性放出マトリックス材料の全体の含有量は、医薬剤形の全重量を基準とす
るか、または医薬剤形がマルチパーティキュレートである場合には薬理活性成分を含有す
る粒子の全重量を基準として、１～６０重量％、より好ましくは２～４５重量％、より一
層好ましくは３～３５重量％、さらに一層好ましくは４～２８重量％、さらにより好まし
くは５～２５重量％、最も好ましくは５～２２重量％、特に５～２０重量％の範囲内であ
る。
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【０１４８】
　１つの好ましい実施態様において、追加的な持続性放出マトリックス材料の全体の含有
量は、医薬剤形の全重量を基準とするか、または医薬剤形がマルチパーティキュレートで
ある場合には薬理活性成分を含有する粒子の全重量を基準として、５±４重量％、より好
ましくは５±３重量％、最も好ましくは５±２重量％、特に５±１重量％の範囲内である
。別の好ましい実施態様において、追加的な持続性放出マトリックス材料の全体の含有量
は、医薬剤形の全重量を基準とするか、または医薬剤形がマルチパーティキュレートであ
る場合には薬理活性成分を含有する粒子の全重量を基準として、７．５±６重量％、より
好ましくは７．５±４重量％、最も好ましくは７．５±３重量％、特に７．５±２重量％
の範囲内である。さらに別の好ましい実施態様において、追加的な持続性放出マトリック
ス材料の全体の含有量は、医薬剤形の全重量を基準とするか、または医薬剤形がマルチパ
ーティキュレートである場合には薬理活性成分を含有する粒子の全重量を基準として、１
０±８重量％、より好ましくは１０±６重量％、最も好ましくは１０±４重量％、特に１
０±２重量％の範囲内である。さらに別の好ましい実施態様において、追加的な持続性放
出マトリックス材料の全体の含有量は、医薬剤形の全重量を基準とするか、または医薬剤
形がマルチパーティキュレートである場合には薬理活性成分を含有する粒子の全重量を基
準として、１５±１２重量％、より好ましくは１５±１０重量％、最も好ましくは１５±
７重量％、特に１５±３重量％の範囲内である。さらに別の好ましい実施態様において、
追加的な持続性放出マトリックス材料の全体の含有量は、医薬剤形の全重量を基準とする
か、または医薬剤形がマルチパーティキュレートである場合には薬理活性成分を含有する
粒子の全重量を基準として、２０±１６重量％、より好ましくは２０±１２重量％、最も
好ましくは２０±８重量％、特に２０±４重量％の範囲内である。さらなる好ましい実施
態様において、追加的な持続性放出マトリックス材料の全体の含有量は、医薬剤形の全重
量を基準とするか、または医薬剤形がマルチパーティキュレートである場合には薬理活性
成分を含有する粒子の全重量を基準として、２５±２０重量％、より好ましくは２５±１
５重量％、最も好ましくは２５±１０重量％、特に２５±５重量％の範囲内である。さら
に別の好ましい実施態様において、追加的な持続性放出マトリックス材料の全体の含有量
は、医薬剤形の全重量を基準とするか、または医薬剤形がマルチパーティキュレートであ
る場合には薬理活性成分を含有する粒子の全重量を基準として、３０±２０重量％、より
好ましくは３０±１５重量％、最も好ましくは３０±１０重量％、特に３０±５重量％の
範囲内である。さらに別の好ましい実施態様において、追加的な持続性放出マトリックス
材料の全体の含有量は、医薬剤形の全重量を基準とするか、または医薬剤形がマルチパー
ティキュレートである場合には薬理活性成分を含有する粒子の全重量を基準として、３５
±２０重量％、より好ましくは３５±１５重量％、最も好ましくは３５±１０重量％、特
に３５±５重量％の範囲内である。さらに別の好ましい実施態様において、追加的な持続
性放出マトリックス材料の全体の含有量は、医薬剤形の全重量を基準とするか、または医
薬剤形がマルチパーティキュレートである場合には薬理活性成分を含有する粒子の全重量
を基準として、４０±２０重量％、より好ましくは４０±１５重量％、最も好ましくは４
０±１０重量％、特に４０±５重量％の範囲内である。別の好ましい実施態様において、
追加的な持続性放出マトリックス材料の全体の含有量は、医薬剤形の全重量を基準とする
か、または医薬剤形がマルチパーティキュレートである場合には薬理活性成分を含有する
粒子の全重量を基準として、４５±２０重量％、より好ましくは４５±１５重量％、最も
好ましくは４５±１０重量％、特に４５±５重量％の範囲内である。さらに別の好ましい
実施態様において、追加的な持続性放出マトリックス材料の全体の含有量は、医薬剤形の
全重量を基準とするか、または医薬剤形がマルチパーティキュレートである場合には薬理
活性成分を含有する粒子の全重量を基準として、５０±２０重量％、より好ましくは５０
±１５重量％、最も好ましくは５０±１０重量％、特に５０±５重量％の範囲内である。
【０１４９】
　好ましくは、追加的な持続性放出マトリックス材料と薬理活性成分との相対重量比は、
２０：１～１：２０、より好ましくは１０：１～１：１５、より一層好ましくは７：１～
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１：１０、さらにより好ましくは５：１～１：７、最も好ましくは１：１～１：５、特に
１：２～１：５の範囲内である。
【０１５０】
　好ましくは、追加的な持続性放出マトリックス材料と持続性放出マトリックスの持続性
放出マトリックス材料との相対重量比は、２０：１～１：２０、より好ましくは１０：１
～１：１８、より一層好ましくは７：１～１：１６、さらにより好ましくは５：１～１：
１４、最も好ましくは１：１～１：１２、特に１：５～１：１０の範囲内である。
【０１５１】
　１つの好ましい実施態様において、本発明の医薬剤形は、持続性放出マトリックスを含
み、当該マトリックスは今度は以下を含む：
（ｉ）ポリエチレングリコールグラフトコポリマー；および
（ｉｉ）好ましくはセルロースエーテル類、ポリアルキレンオキシド類、架橋アクリルポ
リマーならびにポリビニルアセテートおよびポリビニルピロリドンをベースとするマトリ
ックスからなる群から選択されるポリマーである追加的な持続性放出マトリックス材料；
ここで、
（ｉｉｉ）持続性放出マトリックス材料の相対重量含有量は、好ましくは、追加的な持続
性放出マトリックス材料の相対重量含有量より大きい。
【０１５２】
　１つの好ましい実施態様において、追加的な持続性放出マトリックス材料はポリアルキ
レンオキシド、好ましくはポリエチレンオキシドであり、特に好ましくは少なくとも５０
０，０００ｇ／ｍｏｌの重量平均分子量を有する。
【０１５３】
　持続性放出マトリックスの追加的な持続性放出マトリックス材料がポリアルキレンオキ
シドを含む場合、それは好ましくは、他の追加的な持続性放出マトリックス材料をさらに
含まない。
【０１５４】
　好ましくは、ポリアルキレンオキシドは、ポリメチレンオキシド、ポリエチレンオキシ
ドおよびポリプロピレンオキシド、またはそれらのコポリマーまたは混合物から選択され
る。
【０１５５】
　好ましくは、ポリアルキレンオキシドは、２００，０００ｇ／ｍｏｌ超または少なくと
も５００，０００ｇ／ｍｏｌ、好ましくは少なくとも１，０００，０００ｇ／ｍｏｌまた
は少なくとも２，５００，０００ｇ／ｍｏｌの、より好ましくは１，０００，０００ｇ／
ｍｏｌ～１５，０００，０００ｇ／ｍｏｌの範囲の、最も好ましくは５，０００，０００
ｇ／ｍｏｌ～１０，０００，０００ｇ／ｍｏｌの範囲の、重量平均分子量（ＭＷ）、好ま
しくはまた粘度平均分子量（Ｍη）を有する。ＭＷおよびＭηを決定するための適切な方
法は当業者に知られている。Ｍηは好ましくはレオロジー測定により決定され、一方ＭＷ

はゲル透過クロマトグラフィー（ＧＰＣ）により決定することができる。
【０１５６】
　好ましくは、ポリアルキレンオキシドの分子量分散度Ｍｗ／Ｍηは、２．５±２．０、
より好ましくは２．５±１．５、より一層好ましくは２．５±１．０、さらにより好まし
くは２．５±０．８、最も好ましくは２．５±０．６、特に２．５±０．４の範囲内であ
る。
【０１５７】
　ポリアルキレンオキシドは、１重量％水溶液において測定される、３０～１７，６００
ｍＰａ・ｓ、より好ましくは５５～１７，６００ｍＰａ・ｓ、さらに好ましくは６００～
１７，６００ｍＰａ・ｓ、より一層好ましくは４，５００～１７，６００ｍＰａ・ｓ、さ
らに一層好ましくは４，５００～１２，０００ｍＰａ・ｓ、最も好ましくは５，０００～
１０，５００ｍＰａ・ｓ、特に５，５００～７，５００ｍＰａ・ｓまたは７，５００～１
０，０００ｍＰａ・ｓの、２５℃での粘度を有する。
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【０１５８】
　ポリアルキレンオキシドは、特定の平均分子量を有する単一のポリアルキレンオキシド
、あるいは異なるポリマー、例えば２、３、４または５種のポリマー、例えば、同一の化
学的性質であるが異なる分子量のポリマー、異なる化学的性質であるが同一の分子量のポ
リマーまたは異なる化学的性質および異なる分子量のポリマーの混合物（ブレンド）を含
むことができる。
【０１５９】
　本明細書の目的に関して、ポリアルキレングリコールは２０，０００ｇ／ｍｏｌまでの
分子量を有し、ポリアルキレンオキシドは２０，０００ｇ／ｍｏｌ超の分子量を有する。
好ましくは、医薬剤形に含まれる全てのポリアルキレンオキシドの重量平均の全体の分子
量は、２００，０００ｇ／ｍｏｌより大きい。従って、ポリアルキレングリコール（存在
する場合）は、好ましくは、ポリアルキレンオキシドの重量平均分子量を決定する際に考
慮されない。
【０１６０】
　特に好ましい実施態様において、追加的な持続性放出マトリックス材料は、ポリアルキ
レンオキシド、より好ましくはポリアルキレンオキシドであり、５，０００，０００ｇ／
ｍｏｌ～１０，０００，０００ｇ／ｍｏｌの範囲内の、重量平均分子量（ＭＷ）、好まし
くはまた粘度平均分子量（Ｍη）を有する。
【０１６１】
　ポリアルキレンオキシドの全体の含有量は、好ましくは、医薬剤形の全重量を基準とす
るか、または医薬剤形がマルチパーティキュレートである場合には薬理活性成分を含有す
る粒子の全重量を基準として、１～６０重量％、より好ましくは３～４５重量％、より一
層好ましくは５～３５重量％、さらに一層好ましくは７～２８重量％、さらにより好まし
くは８～２５重量％、最も好ましくは９～２２重量％、特に１０～２０重量％の範囲内で
ある。
【０１６２】
　１つの好ましい実施態様において、ポリアルキレンオキシドの全体の含有量は、医薬剤
形の全重量を基準とするか、または医薬剤形がマルチパーティキュレートである場合には
薬理活性成分を含有する粒子の全重量を基準として、１５±１２重量％、より好ましくは
１５±１０重量％、最も好ましくは１５±７重量％、特に１５±３重量％の範囲内である
。
【０１６３】
　１つの好ましい実施態様において、追加的な持続性放出マトリックス材料は、ポリビニ
ルピロリドンおよびポリビニルアセテートの混合物である。
【０１６４】
　持続性放出マトリックスの追加的な持続性放出マトリックス材料がポリビニルピロリド
ンおよびポリビニルアセテートの混合物を含む場合、それは好ましくは、他の追加的な持
続性放出マトリックス材料をさらに含まない。
【０１６５】
　好ましくは、ポリビニルピロリドンおよびポリビニルアセテートの混合物は、１０～３
０重量％のポリビニルピロリドンおよび７０～９０重量％のポリビニルアセテート、より
好ましくは１８～２１重量％のポリビニルピロリドンおよび７５～８５重量％のポリビニ
ルアセテート、最も好ましくは１９重量％のポリビニルピロリドンおよび８０重量％のポ
リビニルアセテートを含む。
【０１６６】
　ポリビニルアセテートとポリビニルピロリドンとの間の重量比は、好ましくは、２０：
１～１：２０、より好ましくは１６：１～１：１０、より一層好ましくは１３：１～１：
５、さらにより好ましくは１０：１～１：２、さらに一層好ましくは７：１～１：１、最
も好ましくは５：１～２：１、特に４．５：１～３．５：１の範囲内である。
【０１６７】
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　好ましくは、ポリビニルアセテートは、４５０，０００±１００，０００ｇ／ｍｏｌ、
より好ましくは４５０，０００±８０，０００ｇ／ｍｏｌ、より一層好ましくは４５０，
０００±５０，０００ｇ／ｍｏｌ、さらに一層好ましくは４５０，０００±１０，０００
ｇ／ｍｏｌ、さらにより好ましくは４５０，０００±１，０００ｇ／ｍｏｌ、最も好まし
くは４５０，０００±５００ｇ／ｍｏｌ、特に４５０，０００±１００ｇ／ｍｏｌの重量
平均分子量（ＭＷ）を有する。ＭＷは、ゲル透過クロマトグラフィー（ＧＰＣ）により決
定することができる。
【０１６８】
　好ましくは、ポリビニルピロリドンは、５０，０００±１０，０００ｇ／ｍｏｌ、より
好ましくは５０，０００±８，０００ｇ／ｍｏｌ、より一層好ましくは５０，０００±５
，０００ｇ／ｍｏｌ、さらに一層好ましくは５０，０００±１，０００ｇ／ｍｏｌ、さら
により好ましくは５０，０００±８００ｇ／ｍｏｌ、最も好ましくは５０，０００±５０
０ｇ／ｍｏｌ、特に５０，０００±１００ｇ／ｍｏｌの重量平均分子量（ＭＷ）を有する
。
【０１６９】
　ポリビニルピロリドンおよびポリビニルアセテートの混合物の重量平均分子量（ＭＷ）
は、米国薬局方および欧州薬局方のモノグラフ「Ｐｏｖｉｄｏｎｅ」に記載される方法に
従いテトラヒドロフランにおける１％溶液で測定されるＫ値として表すことができ、Ｋ値
は好ましくは、４０～８０、より好ましくは４５～７８、さらに一層好ましくは５０～７
５、最も好ましくは５５～７０、特に６０～６５の範囲内である。
【０１７０】
　好ましくは、ポリビニルピロリドンおよびポリビニルアセテートの混合物のガラス転移
温度（Ｔｇ）は、３５±１０℃、より好ましくは３５±６℃、最も好ましくは３５±３℃
の範囲内である。
【０１７１】
　１つの好ましい実施態様において、上記の追加的な持続性放出マトリックス材料は、ポ
リビニルピロリドンおよびポリビニルアセテートの混合物であり、ここで上記混合物は米
国薬局方および欧州薬局方のモノグラフ「Ｐｏｖｉｄｏｎｅ」に記載される方法に従いテ
トラヒドロフランにおける１％溶液で測定される６０～６５の範囲のＫ値を有し、および
／またはポリビニルアセテートとポリビニルピロリドンの重量比は４．５：１～３．５：
１の範囲内である。
【０１７２】
　ポリビニルピロリドンおよびポリビニルアセテートの混合物の全体の含有量は、好まし
くは、医薬剤形の全重量を基準とするか、または医薬剤形がマルチパーティキュレートで
ある場合には薬理活性成分を含有する粒子の全重量を基準として、１．０～６０重量％、
より好ましくは２．０～５０重量％、より一層好ましくは３．０～４０重量％、さらに一
層好ましくは３．５～３０重量％、さらにより好ましくは４．０～２５重量％、最も好ま
しくは４．５～２０重量％、特に５～１５重量％の範囲内である。
【０１７３】
　１つの好ましい実施態様において、ポリビニルピロリドンおよびポリビニルアセテート
の混合物の全体の含有量は、医薬剤形の全重量を基準とするか、または医薬剤形がマルチ
パーティキュレートである場合には薬理活性成分を含有する粒子の全重量を基準として、
１０±８重量％、より好ましくは１０±６重量％、最も好ましくは１０±４重量％、特に
１０±２重量％の範囲内である。
【０１７４】
　本発明の医薬剤形における使用のために適切であるポリビニルピロリドンおよびポリビ
ニルアセテートの混合物は、例えばＢＡＳＦから例えばＫｏｌｌｉｄｏｎ（登録商標）Ｓ
Ｒが市販されている。この製品の特性に関する詳細については、例えば製品仕様書を参照
することができる。
【０１７５】
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　別の好ましい実施態様において、追加的な持続性放出マトリックス材料は、アクリルポ
リマーである。
【０１７６】
　持続性放出マトリックスの追加的な持続性放出マトリックス材料がアクリルポリマーを
含む場合、それは好ましくは、他の追加的な持続性放出マトリックス材料をさらに含まな
い。
【０１７７】
　好ましくは、アクリルポリマーは、１００，０００ｇ／ｍｏｌ～２，０００，０００ｇ
／ｍｏｌの範囲内の重量平均分子量を有する。１つの好ましい実施態様において、アクリ
ルポリマーは、少なくとも１５０，０００または少なくとも２００，０００ｇ／ｍｏｌ、
好ましくは少なくとも２５０，０００ｇ／ｍｏｌまたは少なくとも３００，０００ｇ／ｍ
ｏｌの、より好ましくは３００，０００ｇ／ｍｏｌ～２，０００，０００ｇ／ｍｏｌの範
囲の、最も好ましくは３００，０００ｇ／ｍｏｌ～１，０００，０００ｇ／ｍｏｌの範囲
の、重量平均分子量（Ｍｗ）または粘度平均分子量（Ｍη）を有する。ＭＷおよびＭηを
決定するための適切な方法は当業者に知られている。Ｍηは好ましくはレオロジー的測定
により決定され、一方ＭＷはゲル透過クロマトグラフィー（ＧＰＣ）により決定すること
ができる。
【０１７８】
　アクリルポリマーは、ノニオン性アクリルポリマーまたはイオン性アクリルポリマーで
あることができる。本明細書の目的に関して、「ノニオン性ポリマー」は、１モル％を超
えるイオン性、すなわちアニオン性もしくはカチオン性のモノマー単位を含まない、好ま
しくはイオン性モノマー単位を全く含まないポリマーを表す。
【０１７９】
　１つの好ましい実施態様において、追加的な持続性放出マトリックス材料は、イオン性
アクリルポリマーである。
【０１８０】
　好ましいイオン性アクリルポリマーは、アニオン性アクリルポリマーである。好ましい
アニオン性アクリルポリマーには、１種または２種の異なるＣ１－４－アルキル（メタ）
アクリレートモノマーおよび共重合性アニオン性モノマー（例えばアクリル酸）のホモポ
リマーまたはコポリマーが含まれるが、これらに限定はされない。
【０１８１】
　本明細書の目的に関して、「（メタ）アクリル」は、アクリルおよびメタクリルを表す
。
【０１８２】
　１つの好ましい実施態様において、追加的な持続性放出マトリックス材料は、アニオン
性アクリルポリマー、好ましくはポリアクリル酸である。この実施態様において、ポリア
クリル酸は、好ましくは、２５℃およびｐＨ７．３～７．８に中和された０．５重量％で
、Ｂｒｏｏｋｆｉｅｌｄ　ＲＶＴ、２０ｒｐｍ、スピンドルｎｏ．５を用いて測定される
、２，０００～２０，０００ｍＰａ・ｓ、より好ましくは３，０００～１８，０００ｍＰ
ａ・ｓ、さらに好ましくは３，５００～１６，０００ｍＰａ・ｓ、より一層好ましくは３
，６００～１４，０００ｍＰａ・ｓ、さらに一層好ましくは３，７００～１３，０００ｍ
Ｐａ・ｓ、最も好ましくは３，８００～１２，０００ｍＰａ・ｓ、特に４，０００～１１
，０００ｍＰａ・ｓの範囲内の粘度を有する。
【０１８３】
　上記アクリルポリマー、好ましくはアニオン性アクリルポリマー、より好ましくはポリ
アクリル酸ポリマーは、任意選択的に架橋されていることができる。好ましい架橋剤には
、アリルペンタエリスリトール、アリルスクロース、エチレングリコールジ（メタクリレ
ート）、メチレンビスアクリルアミドおよびジビニルベンゼンが含まれる。
【０１８４】
　特に好ましい実施態様において、アニオン性アクリルポリマーは、架橋されており（好
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ましくはアリルペンタエリスリトールで）、２５℃およびｐＨ７．３～７．８に中和され
た０．５重量％で、Ｂｒｏｏｋｆｉｅｌｄ　ＲＶＴ、２０ｒｐｍ、スピンドルｎｏ．５を
用いて測定される４，０００～１１，０００ｍＰａ・ｓの粘度を有する、ポリアクリル酸
ポリマーである。
【０１８５】
　好ましくは、アニオン性アクリルポリマー、好ましくはポリアクリル酸、より好ましく
は架橋されたポリアクリル酸の全体の含有量は、医薬剤形の全重量を基準とするか、また
は医薬剤形がマルチパーティキュレートである場合には薬理活性成分を含有する粒子の全
重量を基準として、１．０～６０重量％、より好ましくは２．０～５０重量％、より一層
好ましくは３．０～４０重量％、さらに一層好ましくは３．５～３０重量％、さらにより
好ましくは４．０～２０重量％、最も好ましくは４．５～１５重量％、特に５．０～１２
重量％の範囲内である。
【０１８６】
　本発明の医薬剤形における使用に適切なポリアクリル酸ポリマーは、例えばＬｕｂｒｉ
ｚｏｌから例えばＣａｒｂｏｐｏｌ（登録商標）７１Ｇ、Ｃａｒｂｏｐｏｌ（登録商標）

９７１Ｐ、Ｃａｒｂｏｐｏｌ（登録商標）９８１およびＣａｒｂｏｐｏｌ（登録商標）９
４１が、市販されている。これらの製品の特性に関する詳細については、例えば製品仕様
書を参照することができる。
【０１８７】
　他の好ましいアニオン性アクリルポリマーは、メチルアクリレート、メチルメタクリレ
ートおよびメタクリル酸の三元コポリマーである。好ましくは、アニオン性アクリルポリ
マーは、２８０，０００±２５０，０００ｇ／ｍｏｌ、より好ましくは２８０，０００±
２００，０００ｇ／ｍｏｌ、より一層好ましくは２８０，０００±１８０，０００ｇ／ｍ
ｏｌ、さらに一層好ましくは２８０，０００±１６０，０００ｇ／ｍｏｌ、さらにより好
ましくは２８０，０００±１４０，０００ｇ／ｍｏｌ、最も好ましくは２８０，０００±
１２０，０００ｇ／ｍｏｌ、特に２８０，０００±１００，０００ｇ／ｍｏｌの重量平均
分子量を有する。
【０１８８】
　別の好ましいイオン性アクリルポリマーは、カチオン性アクリルポリマーである。好ま
しいカチオン性アクリルポリマーには、１種または２種の異なるＣ１－４－アルキル（メ
タ）アクリレートモノマーおよび共重合性カチオン性モノマー（例えばトリメチルアンモ
ニオエチルメタクリレートクロリド）のコポリマーが含まれるが、これらに限定はされな
い。好ましい代表例は、エチルアクリレート、メチルメタクリレートおよび低含有量の四
級アンモニウム基を有するメタクリル酸エステル、好ましくはトリメチルアンモニオエチ
ルメタクリレートクロリドの三元コポリマーである。好ましくは、カチオン性アクリルポ
リマーは、３２，０００±３０，０００ｇ／ｍｏｌ、より好ましくは３２，０００±２７
，０００ｇ／ｍｏｌ、より一層好ましくは３２，０００±２３，０００ｇ／ｍｏｌ、さら
に一層好ましくは３２，０００±２０，０００ｇ／ｍｏｌ、さらにより好ましくは３２，
０００±１７，０００ｇ／ｍｏｌ、最も好ましくは３２，０００±１３，０００ｇ／ｍｏ
ｌ、特に３２，０００±１０，０００ｇ／ｍｏｌの重量平均分子量を有する。
【０１８９】
　別の好ましい実施態様において、追加的な持続性放出マトリックス材料は、ノニオン性
アクリルポリマーである。
【０１９０】
　本発明の医薬剤形における使用のために適切であるノニオン性アクリルポリマーは、例
えばＥｖｏｎｉｋから市販されている。例えば、ポリ（エチルアクリレート－ｃｏ－メチ
ルメタクリレート）２：１の水性分散体として提供さているＥｕｄｒａｇｉｔ（登録商標

）ＮＥ３０Ｄ、Ｅｕｄｒａｇｉｔ（登録商標）ＮＥ４０ＤおよびＥｕｄｒａｇｉｔ（登録

商標）ＮＭ３０Ｄを、本発明の医薬剤形において使用することができる。これらの製品の
特性に関する詳細については、例えば製品仕様書を参照することができる。
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【０１９１】
　別の好ましい実施態様において、追加的な持続性放出マトリックス材料は、ロウ状の材
料である。
【０１９２】
　好ましくは、ロウ状の材料は、以下からなる群から選択される
－グリセリド類、特にモノグリセリド類、ジグリセリド類、トリグリセリド類、
－脂肪酸と脂肪アルコールとのエステル、および
－パラフィン類。
【０１９３】
　持続性放出マトリックスの追加的な持続性放出マトリックス材料がロウ状の材料を含む
場合、それは好ましくは、他の追加的な持続性放出マトリックス材料をさらに含まない。
【０１９４】
　ここで使用される場合に、「ロウ状の材料」は、加熱時に低粘度を有する液体形態に溶
融し、冷却時に固体状態に再び凝固する材料を表す。好ましくは、上記のロウ状の材料は
、少なくとも３０℃、より好ましくは少なくとも３５℃、より一層好ましくは少なくとも
４０℃、さらに一層好ましくは少なくとも４５℃、さらにより好ましくは少なくとも５０
℃、最も好ましくは少なくとも５５℃、特に少なくとも６０℃の融点を有する。
【０１９５】
　上記のロウ状の材料がモノグリセリド、ジグリセリド、トリグリセリドもしくはそれら
の混合物であるかまたは含む場合、それは好ましくはグリセロールおよびカルボン酸のモ
ノ－、ジ－またはトリエステルであり、カルボン酸は好ましくは脂肪酸、ヒドロキシ脂肪
酸および芳香族酸からなる群から選択される。
【０１９６】
　好ましい脂肪酸のグリセリドには、モノグリセリド、ジグリセリド、トリグリセリドお
よびそれらの混合物；好ましくはＣ６～Ｃ２２脂肪酸のグリセリドが含まれる。Ｃ１６～
Ｃ２２脂肪酸の部分グリセリド、例えばグリセロールベヘネート、グリセロールパルミト
ステアレート、グリセロールモノステアレート、グリセロールトリミリステートおよびグ
リセロールジステアレートが特に好ましい。
【０１９７】
　語句「脂肪酸」は本技術分野においてよく認識されており、例えば、不飽和の代表例、
例えばミリストレイン酸、パルミトレイン酸、サピエン酸、オレイン酸、エライジン酸、
バクセン酸、リノール酸、リノレライド酸、α－リノレン酸、アラキドン酸、エイコサペ
ンタエン酸、エルカ酸およびドコサヘキサエン酸；ならびに飽和の代表例、例えばカプリ
ル酸、カプリン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、アラキジ
ン酸、ベヘン酸、リグノセリン酸およびセロチン酸が含まれる。
【０１９８】
　語句「ヒドロキシ脂肪酸」も本技術分野においてよく認知されており、例えば２－ヒド
ロキシヘキサン酸、２－ヒドロキシオクタン酸、２－ヒドロキシデカン酸、２－ヒドロキ
シドデカン酸、β－ヒドロキシラウリン酸、２－ヒドロキシテトラデカン酸、β－ヒドロ
キシミリスチン酸、１５－ヒドロキシペンタデカン酸、１６－ヒドロキシヘキサデカン酸
、β－ヒドロキシパルミチン酸、１２－ヒドロキシオクタデカン酸、α－ヒドロキシステ
アリン酸およびα－ヒドロキシアラキジン酸が含まれる。
【０１９９】
　上記脂肪酸およびヒドロキシ脂肪酸は、好ましくは飽和されている。
【０２００】
　上記のロウ状材料がジグリセリドまたはトリグリセリドであるかもしくはジグリセリド
またはトリグリセリドを含む場合、脂肪酸、ヒドロキシ脂肪酸および芳香族酸はそれぞれ
、同一であっても、または異なっていてもよい。
【０２０１】
　本発明のこの実施態様において、上記のロウ状材料は好ましくは、欧州薬局方に従うハ
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ードファット（ａｄｅｐｓ　ｓｏｌｉｄｕｓ）である。
【０２０２】
　好ましくは、ロウ状材料は、硬化ダイズ油、硬化パーム油、硬化ヒマシ油、硬化綿実油
およびこれらの混合物からなる群から選択される、モノグリセリド、ジグリセリド、トリ
グリセリドまたはこれらの混合物である。
【０２０３】
　ロウ状材料が脂肪酸と脂肪アルコールとのエステルである、またはこれを含む場合、脂
肪酸は、好ましくは飽和脂肪酸である。脂肪酸の好ましい例は、グリセリドに関して既に
上記に記述されたものである。脂肪アルコールは、好ましくは脂肪酸から誘導され、また
好ましくは飽和されている。
【０２０４】
　脂肪酸と脂肪アルコールとのエステルの好ましい代表例には、ミツロウ、カルナウバロ
ウ、セチルパルミテート、オレイルオレエート、鯨ロウ（ｓｐｅｒｍａｃｅｔｉ、ｃｅｔ
ａｃｅｕｍ）、カンデリラロウ、オーリクリーロウ、サトウキビロウおよびレタモ（ｒｅ
ｔａｍｏ）ロウなどの天然のロウが含まれるが、これらに限定されない。
【０２０５】
　ロウ状材料が、パラフィンである、またはこれを含む場合、パラフィンは、好ましくは
ヨーロッパ薬局方に準じた固形パラフィン（パラフィヌムソリダム（ｐａｒａｆｆｉｎｕ
ｍ　ｓｏｌｉｄｕｍ）、セレシン、ゼレシン（ｚｅｒｅｓｉｎ））である。
【０２０６】
　ロウ状材料は、単一のロウ状材料、またはそれぞれ好ましくはグリセリド、とりわけモ
ノグリセリド、ジグリセリド、トリグリセリド；脂肪酸と脂肪アルコールとのエステル；
およびパラフィンからなる群から選択される２、３、４または５つのロウ状材料などの異
なるロウ状材料の混合物（ブレンド）を含むことができる。
【０２０７】
　本発明の医薬剤形における使用に適したロウ状材料は、市販されており、例えば、Ｃｅ
ｒａ　ａｌｂａ、Ｃｅｒａ　ｆｌａｖａ、Ｋｏｌｌｉｗａｘ（商標）ＨＣＯ、Ｄｙｎａｓ
ａｎ（登録商標）１１８、Ｃｏｍｐｒｉｔｏｌ（登録商標）８８８ＡＴＯ、Ｐｒｅｃｉｒ
ｏｌ（登録商標）ＡＴＯ５、Ｇｅｌｕｃｉｒｅ（登録商標）４４／１４である。これらの
製品の特性に関する詳細については、例えば製品仕様書を参照することができる。
【０２０８】
　好ましいポリアルキレングリコールには、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、およびこれらのコポリマーおよび混合物が含まれるが、こ
れらに限定されない。本明細書の目的に関して、ポリアルキレングリコールは２０，００
０ｇ／ｍｏｌまでの分子量を有し、ポリアルキレンオキシドは２０，０００ｇ／ｍｏｌ超
の分子量を有する。
【０２０９】
　１つの好ましい実施態様において、ポリアルキレングリコールは、１，０００ｇ／ｍｏ
ｌ～１８０００ｇ／ｍｏｌの範囲の、最も好ましくは５，０００ｇ／ｍｏｌ～８，０００
ｇ／ｍｏｌの範囲の、重量平均分子量（ＭＷ）または粘度平均分子量（Ｍη）を有する。
ＭＷおよびＭηを決定するための適切な方法は当業者に知られている。Ｍηは好ましくは
レオロジー測定により決定され、一方ＭＷはゲル透過クロマトグラフィー（ＧＰＣ）によ
り決定することができる。
【０２１０】
　好ましいセルロースおよびセルロース誘導体には、微晶質セルロース、セルロースエス
テルおよびセルロースエーテルが含まれるが、これらに限定はされない。
【０２１１】
　好ましいセルロースエーテルには、ノニオン性セルロールエーテル、例えばメチルセル
ロース、エチルセルロース、プロピルセルロース、ヒドロキシメチルセルロース、ヒドロ
キシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロースおよびヒドロキシプロピルメチル
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セルロース；ならびにイオン性セルロースエーテル、すなわちカチオン性セルロースエー
テルまたはアニオン性セルロースエーテル、例えばカルボキシメチルセルロースが含まれ
る。
【０２１２】
　ただし、含水エタノールにおけるそれらの良好な溶解性の観点から、エチルセルロース
およびプロピルセルロースは、好ましくは、本発明の医薬剤形に、比較的低い量（好まし
くは最大で１．０重量％）でのみ含まれるか、または全く含まれない。
【０２１３】
　好ましいキサンタンガムには、Ｄａｎｉｓｃｏから入手可能なＧｒｉｎｄｓｔｅｄ（登

録商標）Ｘａｎｔｈａｎ　８０　ＰｈａｒｍａおよびＲｏｅｐｅｒから入手可能なＣＥＲ
ＯＧＡ　Ｘａｎｔｈａｎ　Ｇｕｍ　Ｔｙｐｅ　６０２が含まれるが、これらに限定はされ
ない。
【０２１４】
　市販されている適切なキサンタンガムには、ＣＰ　Ｋｅｌｃｏ製ＸＡＮＴＵＲＡＬ（登

録商標）７５、ＸＡＮＴＵＲＡＬ（登録商標）１８０およびＸＡＮＴＵＲＡＬ（登録商標

）１１Ｋ；Ｖａｎｄｅｒｂｉｌｔ　Ｍｉｎｅｒａｌｓ製ＶＡＮＺＡＮ（登録商標）ＮＦ、
ＶＡＮＺＡＮ（登録商標）ＮＦ－Ｆ、ＶＡＮＺＡＮ（登録商標）ＮＦ－Ｃ；Ｚｉｂｏ　Ｈ
ａｉｌａｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ製Ｈａｉｘａｎ（登録商標）ＰＭ８０、Ｈａｉｘａ
ｎ（登録商標）ＰＭ２００、Ｈａｉｘａｎ（登録商標）ＰＭ４０；ＩＣＤ　Ｂｉｏｃｈｅ
ｍｉｓｔｒｙ　Ｃｏ製Ｘａｎｔｈａｎ　Ｇｕｍ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｇｒａ
ｄｅ　ＰＨＡＲＭ２００およびＪｕｎｇｂｕｎｚｌａｕｅｒ製Ｘａｎｔｈａｎ　Ｇｕｍが
含まれる。
【０２１５】
　代替的にまたは追加的に、上記の追加的な持続性放出マトリックス材料は、１つまたは
複数のポリマー、好ましくはポリエチレン、ポリプロピレン、ポリビニルクロリド、ポリ
カーボネート、ポリスチレン、ポリビニルピロリドン、ポリ（アルク）アクリレート、ポ
リ（ヒドロキシ脂肪酸）、例えばポリ（３－ヒドロキシブチレート－ｃｏ－３－ヒドロキ
シバレレート）（Ｂｉｏｐｏｌ（登録商標））、ポリ（ヒドロキシ吉草酸）、ポリカプロ
ラクトン、ポリビニルカプロラクタム、ポリエステルアミド、ポリエチレンスクシネート
、ポリラクトン、ポリグリコリド、ポリウレタン、ポリアミド、ポリラクチド、ポリアセ
タール（例えば、任意選択的に修飾側鎖を有する多糖類）、ポリラクチド／グリコリド、
ポリラクトン、ポリグリコリド、ポリオルトエステル、ポリ無水物（ｐｏｌｙａｎｈｙｄ
ｒｉｄｅ）、ポリエチレングリコールおよびポリブチレンテレフタレートのブロックポリ
マー（Ｐｏｌｙａｃｔｉｖｅ（登録商標））、ポリ無水物（Ｐｏｌｉｆｅｐｒｏｓａｎ）
、それらのコポリマー、それらのブロックコポリマー（例えばＰｏｌｏｘａｍｅｒ（登録

商標））、および上記のポリマーの少なくとも２つの混合物、または上記特性を有する他
のポリマーからなる群から選択される１つまたは複数のポリマーを含み得る。
【０２１６】
　本発明の医薬剤形、またはそれがマルチパーティキュレートである場合には薬理活性成
分を含む粒子は、酸化防止剤、防腐剤、滑沢剤、可塑剤、賦形剤、結合剤などの医薬剤形
に従来含有される追加の医薬添加剤を、従来の量で含むことができる。
【０２１７】
　当業者は、適切な更なる添加剤、ならびにこれらの添加剤それぞれの量を容易に決定す
ることができる。薬学的に許容可能な担体および添加剤の特定の例は、Ｈａｎｄｂｏｏｋ
　ｏｆ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｅｘｃｉｐｉｅｎｔｓ、Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｐ
ｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　（１９８６）に記載されている
。
【０２１８】
　１つの好ましい実施態様において、本発明の医薬剤形、またはそれがマルチパーティキ
ュレートである場合には薬理活性成分を含む粒子は、崩壊剤を含まない。この実施態様に



(36) JP 2018-503693 A 2018.2.8

10

20

30

40

50

おいて、本発明の医薬剤形、またはそれがマルチパーティキュレートである場合には薬理
活性成分を含む粒子は、デンプングリコール酸ナトリウムを含まない。
【０２１９】
　好ましくは、本発明の医薬剤形、またはそれがマルチパーティキュレートである場合に
は薬理活性成分を含む粒子は、酸化防止剤をさらに含む。適切な酸化防止剤には、アスコ
ルビン酸、ブチル化ヒドロキシアニソール（ＢＨＡ）、ブチル化ヒドロキシトルエン（Ｂ
ＨＴ）、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およびこれらの誘導体、安息香酸コニフェリル、ノルジヒドログアヤレト酸、ガルス酸
エステル、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またはブチ
ルヒドロキシアニソールおよびα－トコフェロールが含まれる。酸化防止剤は、好ましく
は、それぞれ医薬剤形および粒子の全重量を基準として、０．０１重量％～１０重量％、
より好ましくは０．０３重量％～５重量％、最も好ましくは０．０５重量％～２．５重量
％の量で存在する。
【０２２０】
　１つの好ましい実施態様において、本発明の医薬剤形、またはそれがマルチパーティキ
ュレートである場合には薬理活性成分を含む粒子は、酸、好ましくはクエン酸をさらに含
む。酸の量は、好ましくは、それぞれ医薬剤形および粒子の全重量を基準として、０．０
１重量％～２０重量％の範囲、より好ましくは０．０２重量％～１０重量％の範囲、より
一層好ましくは０．０５重量％～５重量％の範囲、最も好ましくは０．１重量％～１．０
重量％の範囲である。
【０２２１】
　１つの好ましい実施態様において、本発明の医薬剤形、またはそれがマルチパーティキ
ュレートである場合には薬理活性成分を含む粒子は、少なくとも１種の滑沢剤を含む。別
の好ましい実施態様において、本発明の医薬剤形、またはそれがマルチパーティキュレー
トである場合には薬理活性成分を含む粒子は、滑沢剤を含まない。
【０２２２】
　特に好ましい滑沢剤は以下から選択される：
－ステアリン酸マグネシウムおよびステアリン酸；
－グリセロールのモノ－、ジ－およびトリエステルと、２００～４０００ｇ／ｍｏｌの範
囲内の分子量を有するマクロゴールのジ－およびモノエステル、例えば、マクロゴールグ
リセロールカプリロカプレート、マクロゴールグリセロールラウレート、マクロゴールグ
リセロロココエート（ｍａｃｒｏｇｏｌｇｌｙｃｅｒｏｌｏｃｏｃｏａｔｅ）、マクロゴ
ールグリセロールリノレート、マクロゴール－２０－グリセロールモノステアレート、マ
クロゴール－６－グリセロールカプリロカプレート、マクロゴールグリセロールオレエー
ト、マクロゴールグリセロールステアレート、マクロゴールグリセロールヒドロキシステ
アレートおよびマクロゴールグリセロールリジノレエートの混合物などの、ポリオキシエ
チレングリセロール脂肪酸エステル；
－商標名「Ｌａｂｒａｓｏｌ」として知られており、市販されているものなどの、ポリグ
リコール化グリセリド；
－セチルアルコール、ステアリルアルコール、セチルステアリルアルコール、２－オクチ
ルドデカン－１－オールおよび２－ヘキシルデカン－１－オールなどの、直鎖または分岐
鎖であり得る脂肪アルコール；ならびに
－１０，０００～６０，０００ｇ／ｍｏｌの間の分子量を有するポリエチレングリコール
。
【０２２３】
　好ましくは、滑沢剤の量は、それぞれ医薬剤形および粒子の全重量を基準として、０．
０１重量％～１０重量％の範囲、より好ましくは０．０５重量％～７．５重量％の範囲、
最も好ましくは０．１重量％～５重量％の範囲、特に０．１重量％～１重量％の範囲であ
る。
【０２２４】



(37) JP 2018-503693 A 2018.2.8

10

20

30

40

50

　好ましくは、本発明の医薬剤形、またはそれがマルチパーティキュレートである場合に
は薬理活性成分を含む粒子は、可塑剤をさらに含む。可塑剤は、それぞれ持続性放出マト
リックス材料および追加的な持続性放出マトリックス材料の加工性を改善する。好ましい
可塑剤は、ポリエチレングリコールのようなポリアルキレングリコール、トリアセチン、
脂肪酸、脂肪酸エステル、ロウおよび／または微晶質ロウである。特に好ましい可塑剤は
、ポリエチレングリコール類、例えばＰＥＧ　６０００である。
【０２２５】
　好ましくは、可塑剤の含有量は、それぞれ医薬剤形および粒子の全重量を基準として、
０．５～３０重量％、より好ましくは１．０～２５重量％、より一層好ましくは２．５重
量％～２２．５重量％、さらにより好ましくは５．０重量％～２０重量％、最も好ましく
は６～２０重量％、特に７重量％～１７．５重量％の範囲内である。
【０２２６】
　可塑剤は、時には、滑沢剤として作用することができ、滑沢剤は、時には、可塑剤とし
て作用することができる。
【０２２７】
　好ましい実施形態において、本発明の医薬剤形は、鼻道および／または咽頭を刺激する
物質、すなわち、鼻道および／または咽頭を介して投与されたとき、患者が投与の継続を
望まない、もしくは投与の継続が不可能であるほど患者にとって不快である身体的反応、
例えば灼熱をもたらす、または例えば鼻汁もしくはくしゃみの増加に起因して対応する活
性化合物の摂取に対する生理学的反作用をもたらす物質を含有しない。鼻道および／また
は咽頭を刺激する物質の更なる例は、灼熱、掻痒、くしゃみの切迫感、分泌物形成の増加
、またはこれらの刺激の少なくとも２つの組合せを引き起こすものである。対応する物質
およびその慣用的に使用されるべき量は、当業者に公知である。鼻道および／または咽頭
を刺激する物質の幾つかは、したがって、ホットサブスタンスドラッグ（ｈｏｔ　ｓｕｂ
ｓｔａｎｃｅ　ｄｒｕｇ）の１つもしくは複数の構成要素または１つもしくは複数の植物
部分に基づいている。対応するホットサブスタンスドラッグは、それ自体当業者に公知で
あり、例えば、Ｐｒｏｆ．　Ｄｒ．　Ｈｉｌｄｅｂｅｒｔ　Ｗａｇｎｅｒ、「Ｐｈａｒｍ
ａｚｅｕｔｉｓｃｈｅ　Ｂｉｏｌｏｇｉｅ　－　Ｄｒｏｇｅｎ　ｕｎｄ　ｉｈｒｅ　Ｉｎ
ｈａｌｔｓｓｔｏｆｆｅ」、第２版、改訂版、Ｇｕｓｔａｖ　Ｆｉｓｃｈｅｒ　Ｖｅｒｌ
ａｇ、Ｓｔｕｔｔｇａｒｔ－Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ、１９８２、８２頁以降に記載されている
。対応する記載は、参照として本明細書に導入され、開示の一部と認められる。
【０２２８】
　本発明の医薬剤形は、更に好ましくは、薬理活性成分への拮抗薬、好ましくは向精神物
質に対する拮抗薬、特にオピオイドに対する拮抗薬を含有しない。所定の薬理活性成分に
適した拮抗薬は、当業者に公知であり、そのまま、または対応する誘導体、特にエステル
もしくはエーテルの形態、またはそれぞれの場合において、対応する生理学的に許容可能
な化合物の形態、特にその塩もしくは溶媒和物の形態で存在することができる。本発明の
医薬剤形は、好ましくは、ナロキソン、ナルトレキソン、ナルメフェン、ナリド（ｎａｌ
ｉｄｅ）、ナルメキソン（ｎａｌｍｅｘｏｎｅ）、ナロルフィンまたはナルフィン（ｎａ
ｌｕｐｈｉｎｅ）を含む群のうちから選択される拮抗薬を、それぞれの場合において、任
意選択で対応する生理学的に許容可能な化合物、特に塩基、塩または溶媒和物の形態で含
有せず；神経弛緩薬、例えばハロペリドール、プロメタシン（ｐｒｏｍｅｔｈａｃｉｎｅ
）、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のうちから選択される化合物を含有
しない。
【０２２９】
　本発明の医薬剤形は、更に、好ましくは催吐薬を含有しない。催吐薬は、当業者に公知
であり、そのまま、または対応する誘導体、特にエステルもしくはエーテルの形態、また
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はそれぞれの場合において、対応する生理学的に許容可能な化合物の形態、特にその塩も
しくは溶媒和物の形態で存在することができる。本発明の医薬剤形は、イペカクアンハ（
ｉｐｅｃａｃｕａｎｈａ）（吐）根の１つまたは複数の構成要素に基づいた、例えば構成
要素エメチンに基づいた催吐薬を好ましくは含有せず、例えば、Ｐｒｏｆ．　Ｄｒ．　Ｈ
ｉｌｄｅｂｅｒｔ　Ｗａｇｎｅｒ、「Ｐｈａｒｍａｚｅｕｔｉｓｃｈｅ　Ｂｉｏｌｏｇｉ
ｅ　－　Ｄｒｏｇｅｎ　ｕｎｄ　ｉｈｒｅ　Ｉｎｈａｌｔｓｓｔｏｆｆｅ」、第２版、改
訂版、Ｇｕｓｔａｖ　Ｆｉｓｃｈｅｒ　Ｖｅｒｌａｇ、Ｓｔｕｔｔｇａｒｔ、Ｎｅｗ　Ｙ
ｏｒｋ、１９８２に記載されているとおりである。対応する文献の記載は、参照として本
明細書に導入され、開示の一部と認められる。本発明の医薬剤形は、好ましくは、催吐薬
としてアポモルフィンも含有しない。
【０２３０】
　最後に、本発明の医薬剤形は、好ましくは、苦味物質も含有しない。苦味物質および使
用有効量は、ＵＳ－２００３／００６４０９９Ａ１において見出すことができ、対応する
開示は、本出願の開示と認められるべきであり、参照として本明細書に導入される。苦味
物質の例は、芳香油、例えばペパーミント油、ユーカリ油、クヘントウ油、メントール、
果実香気物質、レモン、オレンジ、ライム、グレープフルーツもしくはこれらの混合物の
香気物質、および／または安息香酸デナトニウム（ｄｅｎａｔｏｎｉｕｍ　ｂｅｎｚｏａ
ｔｅ）である。
【０２３１】
　従って、本発明の医薬剤形は、好ましくは、鼻道および／または咽頭を刺激する物質も
、薬理活性成分への拮抗薬も、催吐薬も、苦味物質も含有しない。
【０２３２】
　１つの好ましい実施態様において、上記医薬剤形は、薬理活性成分の持続性放出を提供
する。
【０２３３】
　特に好ましくは、薬理活性成分は、ポリエチレングリコールグラフトコポリマーを含む
持続性放出マトリックスに埋め込まれており、上記持続性放出マトリックスが、薬理活性
成分の持続性放出をもたらす。
【０２３４】
　本明細書の目的に関して、「持続性放出」は好ましくは、治療活性を維持するため、毒
性作用を低減するため、または投与頻度を低減するなどの他の治療目的のために、投与後
の製剤からの活性化合物の放出の速度が長い時間にわたって低減されている生成物を意味
する。
【０２３５】
　好ましくは、生理学的条件下において、本発明の医薬剤形は、３０分後に０．１～７５
％、２４０分後に０．５～９５％、４８０分後に１．０～１００％、７２０分後に２．５
～１００％の薬理活性成分を放出した。さらなる好ましい放出プロファイルＲ１～Ｒ８を
ここで以下の表にまとめる［全てのデータは、放出された薬理活性成分の重量％］：
【０２３６】
【表１】
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【０２３７】
　さらなる好ましい放出プロファイルＲ９～Ｒ１６をここで以下の表にまとめる［全ての
データは、放出された薬理活性成分の重量％］：
【０２３８】
【表２】

【０２３９】
　適切なインビトロ条件は、当業者に公知である。この点において、例えば欧州薬局方を
参照することができる。好ましくは、放出プロファイルは、以下の条件下で測定される：
シンカーを備えていないパドル装置、５０ｒｐｍ、３７±５℃、９００ｍＬの人工腸液ｐ
Ｈ６．８（リン酸緩衝液）またはｐＨ４．５。好ましい実施形態において、パドルの回転
速度は、７５ｒｐｍに増加される。
【０２４０】
　本発明の剤形は、ポリエチレングリコールグラフトコポリマーを含む制御放出マトリッ
クス中に薬理活性成分を含み、ｉｎ　ｖｉｔｒｏ条件下で、上記マトリックスからの薬理
活性成分の放出プロファイルは、放出がその間にわたって好ましくは０次反応速度論に従
う時間間隔を少なくとも含む。
【０２４１】
　医薬剤形のｉｎ　ｖｉｔｒｏ放出プロファイルを０次としてみなすためにどの要件を満
たす必要があるかは、当業者に知られている。固体剤形からの薬理活性成分の溶出は、薬
理活性成分（Ｑ）の溶出量が試験時間ｔの関数であるかまたはＱ＝ｆ（ｔ）である速度論
モデルによって記載されてきた。Ｑ（ｔ）関数の一部の解析的定義はよく使用される、例
えば０次、１次、Ｈｉｘｓｏｎ－Ｃｒｏｗｅｌｌ、Ｗｅｉｂｕｌｌ、Ｈｉｇｕｃｈｉ、Ｂ
ａｋｅｒ－Ｌｏｎｓｄａｌｅ、Ｋｏｒｓｍｅｙｅｒ－ＰｅｐｐａｓおよびＨｏｐｆｅｎｂ
ｅｒｇモデルである。他の放出パラメーター、例えば溶出時間（ｔｘ％）、アッセイ時間
（ｔｘ分）、溶出効率（ＥＤ）、相違係数（ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ　ｆａｃｔｏｒ）（ｆ
１）、類似係数（ｓｉｍｉｌａｒｉｔｙ　ｆａｃｔｏｒ）（ｆ２）およびＲｅｓｃｉｇｎ
ｏインデックス（ｘｉ１およびｘｉ２）を、薬理活性成分溶出／放出プロファイルの特徴
付けのために使用することができる。
【０２４２】
　本明細書の目的に関して、語句「０次反応速度論」は、好ましくは、式Ｗ０－Ｗｔ＝Ｋ
ｔによって定義され、ここでＷ０は医薬剤形中の薬理活性成分の初期量であり、Ｗｔは時
間ｔでの医薬剤形中の薬理活性成分の量であり、Ｋは比例定数である。この式をＷ０で除
し、単純化すると、ｆｔ＝Ｋ０ｔ（式中、ｆｔ＝１－（Ｗｔ／Ｗ０））およびｆｔが、時
間ｔにおいて溶出された薬理活性成分のフラクションを表し、Ｋ０は見かけの溶出速度定
数または０次放出定数を表す。この方法では、薬理活性成分溶出フラクション対時間のグ
ラフは直線になる。この関係は、低溶解性薬理活性成分、コーティングされた形態、浸透
系等を有するマトリックス錠剤の場合のように、いくつかのタイプの放出調節医薬剤形の
溶出を描写するために使用することができる。このプロファイルに従う医薬剤形は、単位
時間により同一量の薬理活性成分を放出し、持続性の薬理作用を達成するために理想的な
薬理活性成分放出の方法である。
以下の関係は、簡単な様式でこのモデル：Ｑ１＝Ｑ０＋Ｋ０ｔ（ここで、Ｑｔは時間ｔに
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おいて溶出した薬理活性成分の量であり、Ｑ０は溶液における薬理活性成分の初期量であ
り（ほとんどの場合、Ｑ０＝０）、Ｋ０は０次放出定数（例えばＰ．　Ｃｏｓｔａ　ｅｔ
　ａｌ．，　Ｅｕｒ　Ｊ　Ｐｈａｒｍ　Ｓｃｉ．２００１，　１３（２），　１２３－３
３参照）である）を表すことができる。
【０２４３】
　実際には医薬剤形が通常正確な０次放出をもたらさないこと、特に放出期間の全期間、
すなわちごく初期から医薬剤形に元々含まれていた薬理活性成分の１００％の放出までに
わたらないことは、当業者にとって明らかである。むしろ、実際には、特に放出の初期相
および最終相を考慮しない場合に、ｉｎ　ｖｉｔｒｏ放出プロファイルはこれらの数学的
モデルによってかなりの正確度で描写することができる。
【０２４４】
　好ましくは、本発明の医薬剤形からの薬理活性成分のｉｎ　ｖｉｔｒｏ放出プロファイ
ルは、放出が実質的に０次反応速度論に従う時間間隔を含み、該時間間隔は好ましくは、
薬理活性成分の５０±５％、より好ましくは５０±１０％、より一層好ましくは５０±１
５％、さらに一層好ましくは５０±２０％、さらにより一層好ましくは５０±２５％、最
も好ましくは５０±３０％、特に５０±３５％を放出するために必要な時間である。例え
ば、薬理活性成分の５０±３０％を放出するために必要な時間は、薬理活性成分の２０％
の放出とともに開始し（例えば２．５時間後）、８０％の放出とともに終了する（例えば
１０．５時間後）。そのような時間間隔の間、医薬剤形からの薬理活性成分のｉｎ　ｖｉ
ｔｒｏ放出プロファイルは、実質的に０次反応速度論に従い、すなわち実質的に直線であ
る。
【０２４５】
　好ましい実施態様において、医薬剤形からの薬理活性成分のｉｎ　ｖｉｔｒｏ放出に関
する反応速度論は、式Ｍｔ／Ｍ０＝ｋｔｎ（式中、ｔは時間であり、Ｍｔは時間ｔにおい
て放出された薬理活性成分の量であり、Ｍ０は医薬剤形に元々含まれていた（すなわち医
薬剤形を放出媒体に曝露する前の）薬理活性成分の全量であり、ｋは定数であり、そして
ｎは放出速度ベキ指数である）によって近似される。好ましくは、本発明の医薬剤形のｉ
ｎ　ｖｉｔｒｏ放出プロファイルは、時間に対する遅延放出をパーセントで示す曲線をも
たらす。所定の期間の間、好ましくは初期からまたは初期の後の時間点から、例えば２０
％が放出された時間から、薬理活性成分の９５％が本発明の医薬剤形から放出された時間
まで、放出プロファイルは実質的に直線である。
【０２４６】
　好ましくは、放出が０次反応速度論に従う時間間隔、例えばグラフの二次導関数が実質
的に直線である時間間隔は、医薬剤形に元々含まれていた薬理活性成分の９５重量％の放
出に必要な全放出時間の少なくとも２０％、より好ましくは少なくとも３０％、より一層
好ましくは少なくとも４０％、さらに一層好ましくは少なくとも５０％、さらにより好ま
しくは少なくとも６０％、最も好ましくは少なくとも７０％、特に少なくとも８０％であ
る。
【０２４７】
　好ましくは、「実質的に直線」の局限（極限）は、測定点に対してフィッティングした
曲線の二次導関数に基づいて評価することができる。理想的には、上記二次導関数は０で
ある。しかしながら、好ましくはある程度の逸脱も、本発明の「実質的に直線」の意味の
範囲内である。好ましくは、理想的直線挙動からの上記逸脱は、当業者に公知であるカイ
二乗検定により定量化することができる。好ましくは、カイ二乗検定により決定された値
は、最大で２．５、より好ましくは最大で１．７５、より一層好ましくは最大で１．０、
さらに一層好ましくは最大で０．７５、さらにより好ましくは最大で０．５、最も好まし
くは最大で０．２５、特に最大で０．１である。
【０２４８】
　好ましくは、０次のｉｎ　ｖｉｔｒｏ放出速度論は、式Ｍｔ／Ｍ∞＝ｋ０　ｔｎ（式中
、ＭｔおよびＭ∞はそれぞれ、時間ｔに放出された薬物の量および全体の放出量であり、
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ｎはプロファイル形状を示す放出ベキ指数であり、ｋ０は０次放出速度定数である）によ
り適切に記載することができる。
【０２４９】
　好ましい実施態様において、ｉｎ　ｖｉｔｒｏ放出プロファイル全体のうちの０次放出
速度を示す関連部分を式Ｍｔ／Ｍ∞＝ｋ０ｔ（すなわちｎ＝１）にフィッティングした場
合、適合の相関係数は、好ましくは、少なくとも０．７５、より好ましくは少なくとも０
．８０、さらに好ましくは少なくとも０．８５、より一層好ましくは少なくとも０．９０
、さらにより好ましくは少なくとも０．９２５、最も好ましくは少なくとも０．９５、特
に少なくとも０．９７５である。
【０２５０】
　１つの好ましい実施態様において、０次放出速度定数ｋ０は、０．０３０±０．０２８
ｈ－１、より好ましくは０．０３０±０．０２６ｈ－１、さらに一層好ましくは０．０３
０±０．０２４ｈ－１、より一層好ましくは０．０３０±０．０２０ｈ－１、さらにより
好ましくは０．０３０±０．０１５ｈ－１、最も好ましくは０．０３０±０．０１０ｈ－

１、特に０．０３０±０．００５ｈ－１の範囲内である。別の好ましい実施態様において
、０次放出速度定数ｋ０は、０．０４０±０．０３５ｈ－１、より好ましくは０．０４０
±０．０３０ｈ－１、さらに一層好ましくは０．０４０±０．０２５ｈ－１、より一層好
ましくは０．０４０±０．０２０ｈ－１、さらにより好ましくは０．０４０±０．０１５
ｈ－１、最も好ましくは０．０４０±０．０１０ｈ－１、特に０．０４０±０．００５ｈ
－１の範囲内である。さらに別の好ましい実施態様において、０次放出速度定数ｋ０は、
０．０５０±０．０３５ｈ－１、より好ましくは０．０５０±０．０３０ｈ－１、さらに
一層好ましくは０．０５０±０．０２５ｈ－１、より一層好ましくは０．０５０±０．０
２０ｈ－１、さらにより好ましくは０．０５０±０．０１５ｈ－１、最も好ましくは０．
０５０±０．０１０ｈ－１、特に０．０５０±０．００５ｈ－１の範囲内である。さらに
別の好ましい実施態様において、０次放出速度定数ｋ０は、０．０６０±０．０３５ｈ－

１、より好ましくは０．０６０±０．０３０ｈ－１、さらに一層好ましくは０．０６０±
０．０２５ｈ－１、より一層好ましくは０．０６０±０．０２０ｈ－１、さらにより好ま
しくは０．０６０±０．０１５ｈ－１、最も好ましくは０．０６０±０．０１０ｈ－１、
特に０．０６０±０．００５ｈ－１の範囲内である。さらなる好ましい実施態様において
、０次放出速度定数ｋ０は、０．０７０±０．０３５ｈ－１、より好ましくは０．０７０
±０．０３０ｈ－１、さらに一層好ましくは０．０７０±０．０２５ｈ－１、より一層好
ましくは０．０７０±０．０２０ｈ－１、さらにより好ましくは０．０７０±０．０１５
ｈ－１、最も好ましくは０．０７０±０．０１０ｈ－１、特に０．０７０±０．００５ｈ
－１の範囲内である。さらに別の好ましい実施態様において、０次放出速度定数ｋ０は、
０．０８０±０．０３５ｈ－１、より好ましくは０．０８０±０．０３０ｈ－１、さらに
一層好ましくは０．０８０±０．０２５ｈ－１、より一層好ましくは０．０８０±０．０
２０ｈ－１、さらにより好ましくは０．０８０±０．０１５ｈ－１、最も好ましくは０．
０８０±０．０１０ｈ－１、特に０．０８０±０．００５ｈ－１の範囲内である。さらに
別の好ましい実施態様において、０次放出速度定数ｋ０は、０．０９０±０．０３５ｈ－

１、より好ましくは０．０９０±０．０３０ｈ－１、さらに一層好ましくは０．０９０±
０．０２５ｈ－１、より一層好ましくは０．０９０±０．０２０ｈ－１、さらにより好ま
しくは０．０９０±０．０１５ｈ－１、最も好ましくは０．０９０±０．０１０ｈ－１、
特に０．０９０±０．００５ｈ－１の範囲内である。別の好ましい実施態様において、０
次放出速度定数ｋ０は、０．１００±０．０３５ｈ－１、より好ましくは０．１００±０
．０３０ｈ－１、さらに一層好ましくは０．１００±０．０２５ｈ－１、より一層好まし
くは０．１００±０．０２０ｈ－１、さらにより好ましくは０．１００±０．０１５ｈ－

１、最も好ましくは０．１００±０．０１０ｈ－１、特に０．１００±０．００５ｈ－１

の範囲内である。
【０２５１】
　１つの好ましい実施態様において、放出ベキ指数ｎは、少なくとも０．６５、より好ま



(42) JP 2018-503693 A 2018.2.8

10

20

30

40

50

しくは少なくとも０．７０、より一層好ましくは少なくとも０．７５、さらに一層好まし
くは少なくとも０．８０、さらにより好ましくは少なくとも０．８５、最も好ましくは少
なくとも０．９０、特に少なくとも０．９５である。
【０２５２】
　本発明の医薬剤形の０次放出速度論は、好ましくは、放出相の間に無損傷を維持し、特
定の表面積のみが浸食に付されるようにマトリックス組成物を覆うコーティングに依拠し
ない。従って、そこから活性物質が放出される本発明の医薬剤形の表面積は、好ましくは
、そのようなコーティングによって実質的に一定に保持されない。むしろ、本発明の医薬
剤形の０次放出速度論は、好ましくは、薬理活性成分が埋め込まれているマトリックスの
特性に基づいており、その結果不活性コーティングを完全に省略することができる。従っ
て、本発明の医薬剤形は従来のコーティング材料、例えばポリビニルカプロラクタムでコ
ーティングされていてよいが、それは好ましくは、所定のコーティングされていない部分
のみを通した薬剤放出を可能とするために、医薬剤形の外側表面のかなりの割合を恒久的
に覆う目的に適う不活性コーティング材料でコーティングされていない。従って、１つの
好ましい実施態様において、本発明の医薬剤形はコーティングされていないか、または剤
形の完全な外側表面を実質的に覆うが、ある部分はコーティングされないままにしないコ
ーティング材料でコーティングされている。
【０２５３】
　好ましくは、本発明の医薬剤形の放出プロファイル、薬理活性成分、ポリエチレングリ
コールグラフトコポリマー、任意選択的に存在する追加的な持続性放出マトリックス材料
および任意選択的に存在する医薬添加剤は、保管時に安定であり、好ましくは密封容器中
で上昇させた温度、例えば４０℃において３ヵ月間の保管時に安定である。
【０２５４】
　放出プロファイルに関連して、語句「安定している」は、好ましくは、初期放出プロフ
ァイルを、保管後の任意の所与の時点における放出プロファイルと比較した場合に、放出
プロファイルの互いからの逸脱が２０％以下、より好ましくは１５％以下、さらに好まし
くは１０％以下、より一層好ましくは７．５％以下、最も好ましくは５．０％以下、特に
２．５％以下であることを意味する。
【０２５５】
　薬理活性成分、ポリエチレングリコールグラフトコポリマー、任意選択的に存在する追
加的な持続性放出マトリックス材料および任意選択的に存在する医薬添加剤に関連して、
語句「安定している」は、好ましくは、医薬剤形が医薬品の有効期間に関するＥＭＥＡの
要件を満たすことを意味する。
【０２５６】
　１つの好ましい実施態様において、追加的な持続性放出マトリックス材料は、薬理活性
成分の放出プロファイルに影響を及ぼす。この実施態様において、薬理活性成分、ポリエ
チレングリコールグラフトコポリマーおよび追加的な持続性放出マトリックス材料を含む
本発明の医薬剤形は、好ましくは、同一のタイプおよび量の薬理活性成分およびポリエチ
レングリコールグラフトコポリマーを含むが追加的な持続性放出マトリックス材料を含ま
ない医薬剤形より増加した薬理活性成分の放出速度を示す。
【０２５７】
　好ましい実施形態において、本発明による医薬剤形は、１日１回の投与に適合されてい
る。別の好ましい実施形態において、本発明による医薬剤形は、１日２回の投与に適合さ
れている。さらに別の好ましい実施形態において、本発明による医薬剤形は、１日３回の
投与に適合されている。さらに別の好ましい実施形態において、本発明による医薬剤形は
、１日３回より頻繁な、例えば１日４回、１日５回、１日６回、１日７回または１日８回
の投与に適合されている。
【０２５８】
　本明細書の目的に関して、「１日２回」は、個々の投与の間の等しいまたはほぼ等しい
時間間隔、すなわち１２時間毎、あるいは異なる時間間隔、例えば８および１６時間、ま
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たは１０および１４時間を意味する。
【０２５９】
　本明細書の目的に関して、「１日３回」は、個々の投与の間の等しいまたはほぼ等しい
時間間隔、すなわち８時間毎、あるいは異なる時間間隔、例えば６、６および１２時間、
または７、７および１０時間を意味する。
【０２６０】
　本発明の医薬剤形は、好ましくは、溶媒抽出に対する耐性および／または粉砕に対する
耐性および／または含水エタノールにおける過量放出に対する耐性の観点から、改変防止
性を付与する。
【０２６１】
　好ましくは、本発明の医薬剤形の持続性放出マトリックスは、薬理活性成分の持続性放
出をもたらすだけでなく、追加的に改変防止性、すなわち、溶媒抽出に対する耐性、粉砕
に対する耐性および含水エタノールにおける過量放出に対する耐性ももたらす。
【０２６２】
　本明細書で使用される場合に、用語「改変防止」は、慣用の手段による悪用または乱用
に、特に鼻および／または静脈内投与のために適している形態へ変換することに対して抵
抗性である医薬剤形を表す。
【０２６３】
　これに関して、医薬剤形がマルチパーティキュレートである場合、それ自体は、慣用の
手段、例えば乳鉢中での粉砕またはハンマーによる破砕によって、破砕可能であり得る。
しかしながら、医薬剤形がマルチパーティキュレートである場合、薬理活性成分を含む粒
子は、それらを慣用の手段によってそれ以上粉状化できないような機械的特性を有する。
上記粒子は巨視的なサイズであり、薬理活性成分を含むので、それらは経鼻的に投与する
ことができず、それによって医薬剤形は改変防止性となる。
【０２６４】
　さらに、ハンマーまたは乳鉢によって医薬剤形を崩壊させようとする場合、上記粒子は
互いに付着する傾向があり、それによって、それぞれ凝集体および集合体を形成し、これ
らは未処理の粒子よりサイズが大きい。
【０２６５】
　本発明の医薬剤形は、溶媒抽出に対して耐性を示す。好ましくは、持続性放出マトリッ
クスは、本発明の医薬剤形に溶媒抽出に対する耐性を付与する。
【０２６６】
　好ましくは、静脈内投与による乱用に適した製剤を製造するために医薬剤形を改変しよ
うとした時に、室温でシリンジにより残部から分離できる当該製剤の液体部分はできるだ
け少なく、好ましくはそれは、元々含まれていた薬理活性成分の７５もしくは４５もしく
は４０重量％以下、より好ましくは３５重量％以下、より一層好ましくは３０重量％以下
、さらに一層好ましくは２５重量％以下、さらにより好ましくは２０重量％以下、最も好
ましくは１５重量％以下、特に１０重量％以下を含む。
【０２６７】
　好ましくは、この特性は、（ｉ）もとのままであるか、または手を使って粉砕されたか
いずれかの医薬剤形を２つのスプーンにより、５ｍｌの溶媒、精製水もしくは含水エタノ
ール（４０体積％）に分配し、（ｉｉ）該分散液を室温で１０分間置き、（ｉｉｉ）熱い
液体をシリンジ（シガレットフィルターを有する２１Ｇ針）中に抜き取り、（ｉｖ）シリ
ンジ内の液体に含まれる薬理活性成分の量を決定する、ことによって試験される。
【０２６８】
　本発明の医薬剤形は、好ましくは、粉砕に対して耐性を示す。好ましくは、持続性放出
マトリックスは、本発明の医薬剤形に粉砕に対する耐性を付与する。
【０２６９】
　好ましくは、本発明の医薬剤形は、市販のコーヒーミル、好ましくは型式Ｂｏｓｃｈ　
ＭＫＭ６０００，１８０Ｗ，タイプＫＭ１３を用いて２分間処理した場合に、そのように
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得られた材料の全重量の４２±１７．５重量％、より好ましくは４２±１５重量％、より
一層好ましくは４２±１２．５重量％、さらに一層好ましくは４２±１０重量％、さらに
より好ましくは４２±７．５重量％、最も好ましくは４２±５重量％、特に４２±２．５
重量％が１．０００ｍｍのメッシュサイズを有する篩を通過しない。
【０２７０】
　好ましくは、本発明の医薬剤形は、市販のコーヒーミル、好ましくは型式Ｂｏｓｃｈ　
ＭＫＭ６０００，１８０Ｗ，タイプＫＭ１３を用いて２分間処理した場合に、そのように
得られた材料の全重量の５７±１７．５重量％、より好ましくは５７±１５重量％、より
一層好ましくは５７±１２．５重量％、さらに一層好ましくは５７±１０重量％、さらに
より好ましくは５７±７．５重量％、最も好ましくは５７±５重量％、特に５７±２．５
重量％が１．０００ｍｍのメッシュサイズを有する篩を通過しない。
【０２７１】
　好ましくは、本発明の医薬剤形は、市販のコーヒーミル、好ましくは型式Ｂｏｓｃｈ　
ＭＫＭ６０００，１８０Ｗ，タイプＫＭ１３を用いて２分間処理した場合に、そのように
得られた材料の全重量の少なくとも５０重量％、より好ましくは少なくとも５５重量％、
より一層好ましくは少なくとも６０重量％、さらに一層好ましくは少なくとも６５重量％
、さらにより好ましくは少なくとも７０重量％、最も好ましくは少なくとも７５重量％、
特に少なくとも８０重量％が１．０００ｍｍのメッシュサイズを有する篩を通過しない。
【０２７２】
　粉砕された医薬剤形の粒径分布は、好ましくは篩分析によって決定される。
【０２７３】
　１つの実施態様において、粉砕された医薬剤形の粒子の５５％超、より好ましくは６０
％超、より一層このましくは６５％超、さらにより一層好ましくは７０％超、最も好まし
くは７５％、特に８０％超は、０．２～３．３ｎｍ、より好ましくは０．４～３．１ｎｍ
、最も好ましくは０．６～２．９、特に０．７～２．８ｎｍの範囲のサイズを有する。
【０２７４】
　好ましい粒子分布Ｐ１～Ｐ４を以下の表にまとめる：
【０２７５】

【表３】

【０２７６】
　さらなる好ましい粒子分布P5～P8を以下の表にまとめる：
【０２７７】
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【表４】

【０２７８】
　１つの好ましい実施態様において、本発明の医薬剤形はモノリシックであり、少なくと
も２００Ｎの破壊強度を有するか、または本発明の医薬剤形はマルチパーティキュレート
である場合は、個々の粒子の少なくとも一部が少なくとも２００Ｎの破壊強度を有する。
【０２７９】
　好ましくは、機械的特性、特に破壊強度は、ポリエチレングリコールグラフトコポリマ
ー（持続性放出マトリックス材料）の存在および空間分布に実質的に依拠する（通常、そ
の単なる存在だけでは、上記特性を達成するために十分ではないが）。上記の有利な機械
的特性は、薬理活性成分、ポリエチレングリコールグラフトコポリマー（持続性放出マト
リックス材料）、任意選択的な追加的な持続性放出マトリックス材料および任意選択的に
さらなる添加剤を、医薬剤形の製造のための慣用の方法によって単に加工することによっ
て自動的に達成することはできない。実際に、通常、適切な装置を製造のために選択しな
ければならず、決定的な加工パラメーター、特に圧力／力、温度及び時間を調整しなけれ
ばならない。したがって、従来の装置を使用するとしても、必要な基準を満たすようにプ
ロセスプロトコールを通常適合させなければならない。
【０２８０】
　該して、所望の特性は、医薬剤形の製造の間に、
－適切な構成成分を、
－適切な量で、
－十分な圧力に、
－十分な温度で、
－十分な期間、
曝露する場合にのみ、得ることができる。
【０２８１】
　従って、使用する装置に関係なく、必要な基準を満たすように、プロセスプロトコール
を適合させなければならない。従って、破壊強度は、組成から区別可能である。
【０２８２】
　本発明の医薬剤形または、それがマルチパーティキュレートである場合には薬理活性成
分を含む粒子は、好ましくは、少なくとも２００Ｎ、少なくとも２１０Ｎまたは少なくと
も２２０Ｎ、好ましくは少なくとも２３０Ｎ、より好ましくは少なくとも２４０Ｎ、さら
に好ましくは少なくとも２５０Ｎ、より一層好ましくは少なくとも２６０Ｎ、最も好まし
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くは少なくとも２７０Ｎ、特に少なくとも３００Ｎ、または少なくとも３１０Ｎ、少なく
とも３２０Ｎの破壊強度を有する。
【０２８３】
　医薬剤形のおよび粒子の「破壊強度」（破砕に対する耐性）は、当業者にはよく知られ
ている。この関連で、例えば、Ｗ．Ａ．Ｒｉｔｓｃｈｅｌ、Ｄｉｅ　Ｔａｂｌｅｔｔｅ，
２．Ａｕｆｌａｇｅ、Ｅｄｉｔｉｏ　Ｃａｎｔｏｒ　Ｖｅｒｌａｇ　Ａｕｌｅｎｄｏｒｆ
、２００２年；Ｈ　Ｌｉｅｂｅｒｍａｎｎら、Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　ｄｏｓａ
ｇｅ　ｆｏｒｍｓ：Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　ｄｏｓａｇｅ　ｆｏｒｍｓ、第２巻
、Ｉｎｆｏｒｍａ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ、第２版、１９９０年；及びＥｎｃｙｃｌｏｐ
ｅｄｉａ　ｏｆ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ、Ｉｎｆｏｒｍ
ａ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ、第１版を参照できる。
【０２８４】
　本明細書の目的に関して、破壊強度は好ましくは、医薬剤形および粒子をそれぞれ破砕
させるのに必要な力（＝破壊力）の量と定義する。したがって、本明細書の目的に関して
、医薬剤形および粒子はそれぞれ、好ましくは、破壊された場合、すなわち、相互に分離
している少なくとも２つの独立した部分に破砕された場合には、所望の破壊強度を有さな
い。しかし、別の好ましい実施形態において、医薬剤形および粒子はそれぞれ、力が、測
定中に測定される最大の力の２５％（閾値）減少している場合に、破壊されているとみな
す（下記参照）。
【０２８５】
　本発明の医薬剤形および粒子はそれぞれ、それらの破壊強度のおかげで、例えば、乳棒
と乳鉢、ハンマー、木槌または粉状化のためのその他の通常の手段、特に、この目的で開
発された装置（医薬剤形破砕装置）を用いて力を加えることによっては粉状化することが
できないという点で、従来の医薬剤形および粒子とはそれぞれ区別される。この点に関し
て、「粉状化」は、小さな粒子へ砕くことを意味する。粉状化の回避は、経口的又は非経
口的、特に静脈内又は経鼻の乱用を実質的に排除する。
【０２８６】
　慣用の医薬剤形および粒子はそれぞれ、典型的には２００Ｎを大きく下回る破壊強度を
有する。
【０２８７】
　従来の円形の医薬剤形／粒子の破壊強度は、以下の実験式に従って評価することができ
る：
　　　　破壊強度［Ｎで示す］＝１０×医薬剤形／粒子の直径［ｍｍで示す］。
【０２８８】
　したがって、前記実験式によれば、少なくとも３００Ｎの破壊強度を有する円形の医薬
剤形／粒子は、少なくとも３０ｍｍの直径を必要とするであろう。しかしながら、そのよ
うな粒子は、嚥下できず、ましてやそのような粒子を複数含む医薬剤形はいうまでもない
。前記実験式は好ましくは、従来のものではなくてむしろ特別である本発明のそれぞれ医
薬剤形および粒子には当てはまらない。
【０２８９】
　さらに、実際の平均咀嚼力は、２２０Ｎである（例えば、Ｐ．Ａ．　Ｐｒｏｅｓｃｈｅ
ｌら、Ｊ　Ｄｅｎｔ　Ｒｅｓ、２００２年、８１巻（７号）、４６４～４６８頁を参照の
こと）。これは、２００Ｎをはるかに下回る破壊強度を有する従来の医薬剤形および粒子
がそれぞれ、自発的な咀嚼時に砕かれ得るのに対して、本発明による医薬剤形および粒子
それぞれは、好ましくは、自発的な咀嚼時に砕かれ得ないことを意味する。
【０２９０】
　またさらに、９．８１ｍ／ｓ２の重力加速度を適用する場合、２００Ｎは、２０ｋｇを
超える重力に相当する、即ち、本発明による医薬剤形および粒子はそれぞれ好ましくは、
２０ｋｇを超える重量に、粉状化されずに耐えることができる。
【０２９１】
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　破壊強度を測定するための方法は、当業者にはよく知られている。適切な装置が市販さ
れている。
【０２９２】
　例えば、破壊強度（破砕抵抗性）は、欧州薬局方５．０、２．９．８または６．０、２
．０９．０８「Ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ　ｔｏ　Ｃｒｕｓｈｉｎｇ　ｏｆ　Ｐｈａｒｍａｃ
ｅｕｔｉｃａｌ　ｄｏｓａｇｅ　ｆｏｒｍｓ」に従って測定することができる。上記粒子
は、医薬剤形と同一または類似の破壊強度試験に付すことができる。試験は、所定の条件
下で、医薬剤形および個々の粒子それぞれの破砕耐性を、破砕によってそれらを崩壊させ
るのに必要な力によって測定して決定することを意図するものである。装置は、一方が他
方に向かって移動する、互いに向かい合った２つのジョーからなる。ジョーの平面は、移
動方向に対して垂直である。ジョーの破砕面は、平らであり、それぞれ医薬剤形および粒
子との接触領域よりも大きい。装置は、１ニュートンの精度を有するシステムを使用して
較正する。医薬剤形および粒子はそれぞれ、該当する場合は形状、割線（ｂｒｅａｋ－ｍ
ａｒｋ）及び刻印を考慮に入れて、ジョーの間に配置され；医薬剤形および粒子をそれぞ
れ、測定毎に、力を加える方向（及び破壊強度を測定しようとする伸長方向）に対して同
じように配向させる。各測定前に、全ての断片が除去されているよう注意して、１０個の
医薬剤形および粒子それぞれについて測定を実施する。結果は、測定した力の平均値、最
小値及び最大値として、全てニュートンで表す。
【０２９３】
　破壊強度（破壊力）についての同様な記載は、ＵＳＰにも見ることができる。あるいは
、破壊強度は特定の面でそれぞれ医薬剤形および粒子を破損させる（即ち、破壊する）の
に必要な力であると述べられている、そこに記載された方法に従っても破壊強度を測定で
きる。医薬剤形および粒子それぞれは、該して、２つのプラテンの間に配置し、一方のプ
ラテンが、医薬剤形および粒子それぞれの破砕を引き起こすのに十分な力を加えるように
移動する。従来の、円形の（横断面が円形の）医薬剤形および粒子の場合には、それぞれ
、荷重はそれらの直径全体に発生し（直径荷重と称されることもある）、破砕は前記の面
で発生する。それぞれ医薬剤形および粒子の破壊力は一般に、製剤学の文献では硬度と呼
ばれている；しかしながら、この用語の使用は、誤解を与える。材料科学において、硬度
という語句は、小さいプローブによる貫入又は圧入に対する表面の抵抗性を指す。破砕強
度という語句もまた、圧縮荷重の適用に対する医薬剤形および粒子それぞれの抵抗性を表
すのにしばしば使用される。この語句は、硬度よりも正確に試験の真の性質を表すが、そ
れは、医薬剤形および粒子それぞれが、試験中に実際に破砕されることを意味し、これは
当てはまらないことが多い。
【０２９４】
　あるいは、破壊強度（破砕耐性）は、ＷＯ２００８／１０７１４９に従って測定するこ
ともでき、この方法は、欧州薬局方に記載されている方法の改変とみなすことができる。
測定に使用する装置は好ましくは、最大ドローが１１５０ｍｍの「Ｚｗｉｃｋ　Ｚ２．５
」材料試験機（Ｆｍａｘ＝２．５ｋＮ）であり、これは、ｔｅｓｔＣｏｔｒｏｌソフトウ
ェアと共に、１つのカラム及び１つのスピンドル、クリアランスビハインド１００ｍ並び
に０．１～８００ｍｍ／分に調節可能な試験速度を用いて設定すべきである。測定は、ね
じ込み挿入部およびシリンダー（直径１０ｍｍ）を有する圧力ピストン、力変換器、Ｆｍ

ａｘ．１　ｋＮ、直径＝８ｍｍ、ＩＳＯ７５００－１により、１０Ｎからはクラス０．５
、２Ｎからはクラス１を使用して実施され、これらは、ＤＩＮ５５３５０－１８に従う製
造元の検査証Ｍを有し（Ｚｗｉｃｋ総力Ｆｍａｘ＝１．４５ｋＮ）（全ての装置がＺｗｉ
ｃｋ　ＧｍｂＨ　＆　Ｃｏ．ＫＧ、Ｕｌｍ、ドイツ製である）、試験機の注文番号はＢＴ
Ｃ－ＦＲ２．５ＴＨ．Ｄ０９、力変換器の注文番号はＢＴＣ－ＬＣ　００５０Ｎ．Ｐ０１
、センタリング装置の注文番号はＢＯ　７００００　Ｓ０６である。
【０２９５】
　好ましい実施形態において、上記医薬剤形および粒子はそれぞれ、少なくとも２つの別
々の片に破砕された場合に破壊されたとみなされる。
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【０２９６】
　本発明の医薬剤形および粒子はそれぞれ、好ましくは、破壊強度（破砕耐性）に加えて
、広い温度範囲にわたって機械的強度、任意選択的にまた、十分な硬度、耐衝撃性、衝撃
弾性、引張強さ及び／又は弾性率を、任意選択的に、低い温度でも（例えば－２４℃未満
、－４０℃未満またはあるいは液体窒素中でさえも）を示し、そのために、自発的な咀嚼
、乳鉢におけるすり砕き、粉砕等により粉状化することは実質的に不可能である。したが
って、好ましくは、低いまたは非常に低い温度においてさえも、例えば、医薬剤形を、そ
の脆性を増加させるために、例えば、－２５℃未満、－４０℃未満の温度まで、または液
体窒素中でさえ最初に冷却した場合でも、本発明の医薬剤形および粒子それぞれの比較的
高い破壊強度は維持される。
【０２９７】
　本発明による医薬剤形および粒子はそれぞれ、特定の程度の破壊強度を特徴とする。こ
れは、それが特定の程度の硬度も示さなければならないことを意味しない。硬度と破壊強
度とは、異なる物理的性質である。したがって、医薬剤形の改変防止性は必ずしも、それ
ぞれ医薬剤形および粒子の硬度に依存しない。例えば、それぞれ医薬剤形および粒子は、
そのそれぞれ破壊強度、耐衝撃性、弾性率及び引張強さのため、好ましくは、例えばハン
マーを用いて外力を及ぼすと、例えば可塑的に変形させることができるが、粉状化、すな
わち、多数の断片に砕くことはできない。換言すれば、本発明の医薬剤形および粒子はそ
れぞれ、特定の程度の破壊強度を特徴とするが、必ずしも特定の程度の形態安定性も特徴
とするとは限らない。
【０２９８】
　したがって、本明細書の意味において、特定の伸張方向の力に曝露された場合に変形す
るが破壊されない（塑性変形又は塑性流動）医薬剤形および粒子をそれぞれ好ましくは、
当該伸張方向で望ましい破壊強度を有するとみなすものとする。
【０２９９】
　好ましい医薬剤形および粒子はそれぞれ、本技術分野で現在容認された試験方法によっ
て決定した場合に適切な引張強さを有するものである。さらなる好ましい医薬剤形および
粒子はそれぞれ、本技術分野の試験方法によって決定されるようなヤング率を有するもの
である。まださらに好ましい医薬剤形および粒子はそれぞれ、許容可能な破断伸びを有す
るものである。
【０３００】
　本発明の医薬剤形は、好ましくは、含水エタノールにおける過量放出に対して耐性を示
す。好ましくは、持続性放出マトリックスは、本発明の医薬剤形に含水エタノールにおけ
る過量放出に対する耐性を付与する。
【０３０１】
　医薬剤形は、アルコール抽出性を評価するために、０％、２０％および４０％のエタノ
ール／人工胃液を用いて、ｉｎ　ｖｉｔｒｏで試験することができる。試験は好ましくは
、標準的な手順、例えば５０ｒｐｍまたは７５ｒｐｍで、例えば３７℃で５００ｍｌの媒
体において、例えばＵＳＰ装置１（バスケット）またはＵＳＰ装置２（パドル）を用いて
、そこに存在する薬理活性成分の検出のための適切な波長でＰｅｒｋｉｎ　Ｅｌｍｅｒ　
ＵＶ／ＶＩＳ　Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｅｒ　Ｌａｍｂｄａ　２０（ＵＶ）を用いて、行わ
れる。サンプルの時間点は、好ましくは０．５および１時間を含む。
【０３０２】
　好ましくは、人工胃液における３７℃でのｉｎ　ｖｉｔｒｏ放出プロファイルを３７℃
でのエタノール／人工胃液（４０体積％）におけるｉｎ　ｖｉｔｒｏ放出プロファイルを
比較すると、エタノール／人工胃液（４０体積％）におけるｉｎ　ｖｉｔｒｏ放出は、好
ましくは、人工胃液におけるｉｎ　ｖｉｔｒｏ放出と比較して、実質的に加速されない。
好ましくは、これに関して「実質的に」は、任意の所定時間点において、エタノール／人
工胃液（４０体積％）におけるｉｎ　ｖｉｔｒｏ放出の、人工胃液におけるｉｎ　ｖｉｔ
ｒｏ放出からの相対的な逸脱が、＋２５％以下、より好ましくは＋２０％以下、さらに好
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ましくは＋１５％以下、より一層好ましくは＋１０％以下、さらにより好ましくは＋７．
５％以下、最も好ましくは＋５．０以下、特に＋２．５％以下であることを意味する。
【０３０３】
　人工胃液におけるｉｎ　ｖｉｔｒｏ放出と比較した、エタノール／人工胃液（４０体積
％）におけるｉｎ　ｖｉｔｒｏ放出の実質的な相対的加速は、本発明により防止されるべ
きものである。しかしながら、人工胃液におけるｉｎ　ｖｉｔｒｏ放出と比較したエタノ
ール／人工胃液（４０体積％）におけるｉｎ　ｖｉｔｒｏ放出の実質的な相対的な加速は
、例えば－２５％以上の相対的な逸脱が可能であり得、さらには望ましいことさえもある
。
【０３０４】
　向精神作用を有する薬理活性成分は、特に限定されない。
【０３０５】
　定義の目的のために、向精神作用を有する薬理活性成分は、好ましくは、血液脳関門を
越えて、主に中枢神経系に作用し、そこで脳機能に影響を与え、知覚、気分、意識、認識
および行動に変更をもたらす任意の薬理活性成分を表す。
【０３０６】
　好ましい実施形態において、医薬剤形は、単一の薬理活性成分のみを含む。別の好まし
い実施形態において、医薬剤形は、２種以上の薬理活性成分の組合せを含む。
【０３０７】
　好ましくは、本発明の医薬剤形は、乱用される可能性およびエタノールにおいて過量放
出される可能性を有する薬理活性成分を含む。乱用される可能性を有する活性成分は、当
業者に公知であり、例えば、トランキライザー、興奮剤、バルビツール酸塩、麻薬、オピ
オイドまたはオピオイド誘導体を含む。
【０３０８】
　好ましくは、薬理活性成分は、オピエート、オピオイド、興奮剤、トランキライザー、
他の麻薬および麻酔剤からなる群から選択される。好ましくは、薬理活性成分は、エーテ
ル；ハロゲン化炭化水素；疼痛バルビツール酸塩；および他の薬物と組み合わせたバルビ
ツール酸塩；オピオイド麻酔薬；または他の任意の全身麻酔薬からなる群から選択される
。
【０３０９】
　特に好ましい実施態様において、薬理活性成分はオピオイドまたはその生理学的に許容
可能な塩である。
【０３１０】
　ＡＴＣインデックスに従って、オピオイドは、天然のアヘンアルカロイド、フェニルピ
ペリジン誘導体、ジフェニルプロピルアミン誘導体、ベンゾモルファン誘導体、オリパビ
ン誘導体、モルフィナン誘導体などに分けられる。
【０３１１】
　以下のオピエート、オピオイド、トランキライザー、麻酔薬又は他の麻薬は、向精神作
用を有する物質であり、即ち、乱用の可能性があり、従って、好ましくは上記のそれぞれ
医薬剤形および粒子に含有される：アルフェンタニル、アロバルビタール、アリルプロジ
ン、アルファプロジン、アルプラゾラム、アンフェプラモン、アンフェタミン、アンフェ
タミニル、アモバルビタール、アニレリジン、アポコデイン、アキソマドール、バルビタ
ール、ベミドン、ベンジルモルヒネ、ベジトラミド、ブロマゼパム、ブロチゾラム、ブプ
レノルフィン、ブトバルビタール、ブトルファノール、カマゼパム、カーフェンタニル、
カチン／Ｄ－ノルプソイドエフェドリン、クロルジアゼポキシド、クロバザム・クロフェ
ダノール、クロナゼパム、クロニタゼン、クロラゼプ酸、クロチアゼパム、クロキサゾラ
ム、コカイン、コデイン、シクロバルビタール、シクロルファン、シプレノルフィン、デ
ロラゼパム、デソモルヒネ、デキストロモラミド、デキストロプロポキシフェン、デゾシ
ン、ジアンプロミド、ジアモルフォン、ジアゼパム、ジヒドロコデイン、ジヒドロモルヒ
ネ、ジヒドロモルフォン、ジメノキサドール、ジメフェタモル（ｄｉｍｅｐｈｅｔａｍｏ
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ｌ）、ジメチルチアンブテン、ジオキサフェチルブチレート、ジピパノン、ドロナビノー
ル、エプタゾシン、エスタゾラム、エトヘプタジン、エチルメチルチアンブテン、ロフラ
ゼプ酸エチル、エチルモルヒネ、エトニタゼン、エトルフィン、ファキセラドール、フェ
ンカンファミン、フェネチリン、フェンピプラミド、フェンプロポレクス、フェンタニル
、フルジアゼパム、フルニトラゼパム、フルラゼパム、ハラゼパム、ハロキサゾラム、ヘ
ロイン、ヒドロコドン、ヒドロモルフォン、ヒドロキシペチジン、イソメタドン、ヒドロ
キシメチルモルヒナン、ケタミン、（Ｓ）－ケタミン、ケタゾラム、ケトベミドン、レバ
セチルメタドール（ＬＡＡＭ）、レボメタドン、レボルファノール、レボフェナシルモル
ファン、レボキセマシン（ｌｅｖｏｘｅｍａｃｉｎ）、ジメシル酸リスデキサンフェタミ
ン、ロフェンタニル、ロプラゾラム、ロラゼパム、ロルメタゼパム、マジンドール、メダ
ゼパム、メフェノレクス、メペリジン、メプロバメート、メタポン（ｍｅｔａｐｏｎ）、
メプタジノール、メタゾシン、メチルモルヒネ、メタンフェタミン、メタドン、メタカロ
ン、３－メチルフェンタニル、４－メチルフェンタニル、メチルフェニデート、メチルフ
ェノバルビタール、メチプリロン、メトポン、ミダゾラム、モダフィニル、モルヒネ、ミ
ロフィン、ナビロン、ナルブフェン、ナロルフィン、ナルセイン、ニコモルヒネ、ニメタ
ゼパム、ニトラゼパム、ノルダゼパム、ノルレボルファノール、ノルメタドン、ノルモル
ヒネ、ノルピパノン、アヘン、オキサゼパム、オキサゾラム、オキシコドン、オキシモル
フォン、パパベル・ソムニフェルム（Ｐａｐａｖｅｒ　ｓｏｍｎｉｆｅｒｕｍ）、パパベ
レタム、ペルノリン（ｐｅｒｎｏｌｉｎｅ）、ペンタゾシン、ペントバルビタール、ペチ
ジン、フェナドキソン、フェノモルファン、フェナゾシン、フェノペリジン、ピミノジン
、ホルコデイン（ｐｈｏｌｃｏｄｅｉｎｅ）、フェンメトラジン、フェノバルビタール、
フェンテルミン、ピナゼパム、ピプラドロール、ピリトラミド、プラゼパム、プロファド
ール、プロヘプタジン、プロメドール、プロペリジン、プロポキシフェン、レミフェンタ
ニル、セクブタバルビタール、セコバルビタール、サフェンタニル、タペンタドール、テ
マゼパム、テトラゼパム、チリジン（シスおよびトランス）、トラマドール、トリアゾラ
ム、ビニルビタール、Ｎ－（１－メチル－２－ピペリジノエチル）－Ｎ－（２－ピリジル
）プロピオンアミド、（１Ｒ，２Ｒ）－３－（３－ジメチルアミノ－１－エチル－２－メ
チル－プロピル）フェノール、（１Ｒ，２Ｒ，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、
（１Ｓ，２Ｓ）－３－（３－ジメチルアミノ－１－エチル－２－メチル－プロピル）フェ
ノール、（２Ｒ，３Ｒ）－１－ジメチルアミノ－３（３－メトキシフェニル）－２－メチ
ル－ペンタン－３－オール、（１ＲＳ，３ＲＳ，６ＲＳ）－６－ジメチルアミノメチル－
１－（３－メトキシフェニル）－シクロヘキサン－１，３－ジオール、（好ましくはラセ
ミ化合物として）、（３－（２－ジメチルアミノメチル－１－ヒドロキシ－シクロヘキシ
ル）フェニル　２－（４－イソブチル－フェニル）プロピオナート、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）プロピオナート、３－（２－ジメチルアミノメチル－シクロヘキサ－
１－エニル）－フェニル　２－（４－イソブチル－フェニル）プロピオナート、３－（２
－ジメチルアミノメチル－シクロヘキサ－１－エニル）－フェニル２－（６－メトキシ－
ナフタレン－２－イル）プロピオナート、（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、（Ｒ
Ｒ－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
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息香酸　３－（２－ジメチルアミノメチル－１－ヒドロキシ－シクロヘキシル）－フェニ
ルエステル、（ＲＲ－ＳＳ）－２’，４’－ジフルオロ－３－ヒドロキシ－ビフェニル－
４－カルボン酸　３－（２－ジメチルアミノメチル－１－ヒドロキシ－シクロヘキシル）
－フェニルエステル、ならびに対応する立体異性化合物、各場合におけるそれらの対応す
る誘導体、生理学的に許容可能なエナンチオマー、立体異性体、ジアステレオマーおよび
ラセミ化合物、およびそれらの生理学的に許容可能な誘導体、例えばエーテル類、エステ
ル類またはアミド類、および各場合におけるそれらの生理学的に許容可能な化合物、特に
それらの酸もしくは塩基付加塩および溶媒和物、例えば塩酸塩。
【０３１２】
　好ましい実施形態において、薬理活性成分は、トラマドール、タペンタドール、ファキ
セラドール及びアキソマドールからなる群から選択される。
【０３１３】
　別の好ましい実施態様において、薬理活性成分は、ＤＰＩ－１２５、Ｍ６Ｇ（ＣＥ－０
４－４１０）、ＡＤＬ－５８５９、ＣＲ－６６５、ＮＲＰ２９０及びセバコイルジナルブ
フィンエステルからなる群から選択される。
【０３１４】
　さらに別の好ましい実施態様において、上記薬理活性成分は、オキシコドン、オキシモ
ルフォン、ヒドロコドン、ヒドロモルフォン、トラマドール（ｔａｒａｍｄｏｌ）、タペ
ンタドール、モルヒネ、ブプレノルフィンおよびそれらの生理学的に許容可能な塩からな
る群から選択される。
【０３１５】
　さらに別の好ましい実施態様において、薬理活性成分は、１，１－（３－ジメチルアミ
ノ－３－フェニルペンタメチレン）－６－フルオロ－１，３，４，９－テトラヒドロピラ
ノ［３，４－ｂ］インドール、特にそのヘミクエン酸塩；１，１－［３－ジメチルアミノ
－３－（２－チエニル）ペンタメチレン］－１，３，４，９－テトラヒドロピラノ［３，
４－ｂ］インドール、特にそのクエン酸塩；および１，１－［３－ジメチルアミノ－３－
（２－チエニル）ペンタメチレン］－１，３，４，９－テトラヒドロピラノ［３，４－ｂ
］－６－フルオロインドール、特にそのヘミクエン酸塩からなる群から選択される。これ
らの化合物は、例えばＷＯ２００４／０４３９６７、ＷＯ２００５／０６６１８３から公
知である。
【０３１６】
　上記の薬理活性成分は、生理学的に許容可能な塩、例えば生理学的に許容可能な酸付加
塩の形態で存在してもよい。
【０３１７】
　生理学的に許容可能な酸付加塩は、都合よくは塩基形態の活性成分を適当な有機および
無機酸で処理することにより得ることができる酸付加塩形態を含む。酸性プロトンを含有
する活性成分は、適切な有機及び無機塩基での処理により、それらの非毒性金属またはア
ミン付加塩形態に変換してもよい。付加塩という語句はまた、活性成分が形成できる水和
物および溶媒付加形態も含む。そのような形態の例は、例えば、水和物、アルコラート等
である。
【０３１８】
　驚くべきことに、それぞれ医薬剤形におよび粒子に薬理活性成分の含有量を、改変防止
性、崩壊時間および薬物放出、薬物負荷、加工可能性（特に医薬剤形成形性）および患者
のコンプライアンスの間の最良の妥協を提供するために、最適化できることが見出された
。
【０３１９】
　薬理活性成分は、治療的に有効な量で医薬剤形に存在する。治療的に有効な量を構成す
る量は、使用される薬理活性成分、治療される状態、前記状態の重症度、治療される患者
、および投与の頻度により変わる。
【０３２０】
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　医薬剤形における薬理活性成分の含有量は、限定されない。投与に適合されている薬理
活性成分の用量は、好ましくは、０．１ｍｇ～５００ｍｇの範囲内、より好ましくは１．
０ｍｇ～４００ｍｇの範囲内、より一層好ましくは５．０ｍｇ～３００ｍｇの範囲内、最
も好ましくは１０ｍｇ～２５０ｍｇの範囲内である。１つの好ましい実施態様において、
医薬剤形に含まれる薬理活性成分の全量は、０．０１～２００ｍｇ、より好ましくは０．
１～１９０ｍｇ、より一層好ましくは１．０～１８０ｍｇ、さらに一層好ましくは１．５
～１６０ｍｇ、最も好ましくは２．０～１００ｍｇ、特に２．５～８０ｍｇの範囲内であ
る。
【０３２１】
　好ましくは、薬理活性成分の含有量は、医薬剤形の全重量を基準として、０．０１～８
０重量％、より好ましくは０．１～５０重量％、より一層好ましくは１～３５重量％の範
囲内である。
【０３２２】
　１つの好ましい実施態様において、薬理活性成分の含有量は、各々の場合において、医
薬剤形の全重量を基準とするか、または医薬剤形がマルチパーティキュレートである場合
には薬理活性成分を含有する粒子の全重量を基準として、５．０±４．５重量％または７
．５±７．０重量％または１０±９．０重量％または１２．５±１２．０重量％または１
５±１４重量％または１７．５±１７．０重量％または２０±１９重量％または２２．５
±２２．０重量％または２５±２４重量％；より好ましくは５．０±４．０重量％または
７．５±６．０重量％または１０±８．０重量％または１２．５±１２．０重量％または
１５±１２重量％または１７．５±１５．０重量％または２０±１９重量％または２２．
５±２２．０重量％または２５±２４重量％；より一層好ましくは５．０±３．５重量％
または７．５±５．０重量％または１０±７．０重量％または１２．５±１０．０重量％
または１５±１０重量％または１７．５±１３．０重量％または２０±１７重量％または
２２．５±１９．０重量％または２５±２１重量％；さらに一層好ましくは５．０±３．
０重量％または７．５±４．０重量％または１０±６．０重量％または１２．５±８．０
重量％または１５±８．０重量％または１７．５±１１．０重量％または２０±１５重量
％または２２．５±１６．０重量％または２５±１８重量％；さらにより好ましくは５．
０±２．５重量％または７．５±３．０重量％または１０±５．０重量％または１２．５
±６．０重量％または１５±６．０重量％または１７．５±９．０重量％または２０±１
３重量％または２２．５±１３．０重量％または２５±１５重量％；最も好ましくは５．
０±２．０重量％または７．５±２．０重量％または１０±４．０重量％または１２．５
±４．０重量％または１５±４．０重量％または１７．５±７．０重量％または２０±１
１重量％または２２．５±１０．０重量％または２５±１２重量％；特に５．０±１．５
重量％または７．５±１．０重量％または１０±３．０重量％または１２．５±２．０重
量％または１５±２．０重量％または１７．５±５．０重量％または２０±９重量％また
は２２．５±７．０重量％または２５±９重量％の範囲内である。
【０３２３】
　別の好ましい実施態様において、薬理活性成分の含有量は、医薬剤形の全重量を基準と
するか、または医薬剤形がマルチパーティキュレートである場合には薬理活性成分を含有
する粒子の全重量を基準として、２０±６重量％、より好ましくは２０±５重量％、より
一層好ましくは２０±４重量％、最も好ましくは２０±３重量％、特に２０±２重量％の
範囲内である。さらに別の好ましい実施態様において、薬理活性成分の含有量は、医薬剤
形の全重量を基準とするか、または医薬剤形がマルチパーティキュレートである場合には
薬理活性成分を含有する粒子の全重量を基準として、２５±６重量％、より好ましくは２
５±５重量％、より一層好ましくは２５±４重量％、最も好ましくは２５±３重量％、特
に２５±２重量％の範囲内である。さらに別の好ましい実施態様において、薬理活性成分
の含有量は、医薬剤形の全重量を基準とするか、または医薬剤形がマルチパーティキュレ
ートである場合には薬理活性成分を含有する粒子の全重量を基準として、３０±６重量％
、より好ましくは３０±５重量％、より一層好ましくは３０±４重量％、最も好ましくは
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３０±３重量％、特に３０±２重量％の範囲内である。さらに別の好ましい実施態様にお
いて、薬理活性成分の含有量は、医薬剤形の全重量を基準とするか、または医薬剤形がマ
ルチパーティキュレートである場合には薬理活性成分を含有する粒子の全重量を基準とし
て、３４±６重量％、より好ましくは３４±５重量％、より一層好ましくは３４±４重量
％、最も好ましくは３４±３重量％、特に３４±２重量％の範囲内である。さらに別の好
ましい実施態様において、薬理活性成分の含有量は、医薬剤形の全重量を基準とするか、
または医薬剤形がマルチパーティキュレートである場合には薬理活性成分を含有する粒子
の全重量を基準として、４０±６重量％、より好ましくは４０±５重量％、より一層好ま
しくは４０±４重量％、最も好ましくは４０±３重量％、特に４０±２重量％の範囲内で
ある。
【０３２４】
　当業者は、医薬剤形中に含ませる薬理活性成分の適切な量を容易に決定することができ
る。例えば、鎮痛薬の場合、医薬剤形に存在する薬理活性成分の全量は、無痛をもたらす
のに十分である。ある用量で患者に投与される薬理活性成分の全量は、薬理活性成分の性
質、患者の体重、疼痛の重症度、投与される他の治療剤の性質等に応じて変わる。
【０３２５】
　１つの好ましい実施態様において、薬理活性成分は、７．５±５ｍｇ、１０±５ｍｇ、
２０±５ｍｇ、３０±５ｍｇ、４０±５ｍｇ、５０±５ｍｇ、６０±５ｍｇ、７０±５ｍ
ｇ、８０±５ｍｇ、９０±５ｍｇ、１００±５ｍｇ、１１０±５ｍｇ、１２０±５ｍｇ、
１３０±５、１４０±５ｍｇ、１５０±５ｍｇ、１６０±５ｍｇ、１７０±５ｍｇ、１８
０±５ｍｇ、１９０±５ｍｇ、２００±５ｍｇ、２１０±５ｍｇ、２２０±５ｍｇ、２３
０±５ｍｇ、２４０±５ｍｇ、２５０±５ｍｇ、２６０±５ｍｇ、２７０±５ｍｇ、２８
０±５ｍｇ、２９０±５ｍｇまたは３００±５ｍｇの量で医薬剤形に含まれる。別の好ま
しい実施態様において、薬理活性成分は、５±２．５ｍｇ、７．５±２．５ｍｇ、１０±
２．５ｍｇ、１５±２．５ｍｇ、２０±２．５ｍｇ、２５±２．５ｍｇ、３０±２．５ｍ
ｇ、３５±２．５ｍｇ、４０±２．５ｍｇ、４５±２．５ｍｇ、５０±２．５ｍｇ、５５
±２．５ｍｇ、６０±２．５ｍｇ、６５±２．５ｍｇ、７０±２．５ｍｇ、７５±２．５
ｍｇ、８０±２．５ｍｇ、８５±２．５ｍｇ、９０±２．５ｍｇ、９５±２．５ｍｇ、１
００±２．５ｍｇ、１０５±２．５ｍｇ、１１０±２．５ｍｇ、１１５±２．５ｍｇ、１
２０±２．５ｍｇ、１２５±２．５ｍｇ、１３０±２．５ｍｇ、１３５±２．５ｍｇ、１
４０±２．５ｍｇ、１４５±２．５ｍｇ、１５０±２．５ｍｇ、１５５±２．５ｍｇ、１
６０±２．５ｍｇ、１６５±２．５ｍｇ、１７０±２．５ｍｇ、１７５±２．５ｍｇ、１
８０±２．５ｍｇ、１８５±２．５ｍｇ、１９０±２．５ｍｇ、１９５±２．５ｍｇ、２
００±２．５ｍｇ、２０５±２．５ｍｇ、２１０±２．５ｍｇ、２１５±２．５ｍｇ、２
２０±２．５ｍｇ、２２５±２．５ｍｇ、２３０±２．５ｍｇ、２３５±２．５ｍｇ、２
４０±２．５ｍｇ、２４５±２．５ｍｇ、２５０±２．５ｍｇ、２５５±２．５ｍｇ、２
６０±２．５ｍｇまたは２６５±２．５ｍｇの量で医薬剤形に含まれる。
【０３２６】
　特に好ましい実施態様において、薬理活性成分はオキシコドン、好ましくはそのＨＣｌ
塩であり、医薬剤形は、１日２回投与のために適合されている。この実施態様において、
薬理活性成分は、好ましくは、１～８０ｍｇの全量で医薬剤形に含まれる。別の特に好ま
しい実施態様において、薬理活性成分はオキシコドン、好ましくはそのＨＣｌ塩であり、
医薬剤形は、１日１回投与のために適合されている。この実施態様において、薬理活性成
分は、好ましくは、２～３２０ｍｇの全量で医薬剤形に含まれる。
【０３２７】
　別の特に好ましい実施態様において、薬理活性成分はオキシモルフォン、好ましくはそ
のＨＣｌ塩であり、医薬剤形は、１日２回投与のために適合されている。この実施態様に
おいて、薬理活性成分は、好ましくは、５～４０ｍｇの全量で医薬剤形に含まれる。別の
特に好ましい実施態様において、薬理活性成分はオキシモルフォン、好ましくはそのＨＣ
ｌ塩であり、医薬剤形は、１日１回投与のために適合されている。この実施態様において
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、薬理活性成分は、好ましくは、１０～８０ｍｇの全量で医薬剤形に含まれる。
【０３２８】
　別の特に好ましい実施態様において、薬理活性成分はタペンタドール、好ましくはその
ＨＣｌ塩であり、医薬剤形は、１日１回または１日２回投与のために適合されている。こ
の実施態様において、薬理活性成分は、好ましくは、２５～２５０ｍｇの全量で医薬剤形
に含まれる。
【０３２９】
　さらに別の特に好ましい実施態様において、薬理活性成分はヒドロモルフォン、好まし
くはそのＨＣｌ塩であり、医薬剤形は、１日２回投与のために適合されている。この実施
態様において、薬理活性成分は、好ましくは、２～５２ｍｇの全量で医薬剤形に含まれる
。別の特に好ましい実施態様において、薬理活性成分はヒドロモルフォン、好ましくはそ
のＨＣｌ塩であり、医薬剤形は、１日１回投与のために適合されている。この実施態様に
おいて、薬理活性成分は、好ましくは、４～１０４ｍｇの全量で医薬剤形に含まれる。
【０３３０】
　さらに別の特に好ましい実施態様において、薬理活性成分はトラマドール、好ましくは
そのＨＣｌ塩であり、医薬剤形は、１日２回投与のために適合されている。この実施態様
において、薬理活性成分は、好ましくは、５～３００ｍｇの全量で医薬剤形に含まれる。
別の特に好ましい実施態様において、薬理活性成分はトラマドール、好ましくはそのＨＣ
ｌ塩であり、医薬剤形は、１日１回投与のために適合されている。この実施態様において
、薬理活性成分は、好ましくは、１０～５００ｍｇの全量で医薬剤形に含まれる。
【０３３１】
　別の特に好ましい実施態様において、薬理活性成分はヒドロコドン、好ましくはそのＨ
Ｃｌ塩であり、医薬剤形は、１日２回投与のために適合されている。この実施態様におい
て、薬理活性成分は、好ましくは、５～２５０ｍｇの全量で医薬剤形に含まれる。別の特
に好ましい実施態様において、薬理活性成分はヒドロコドン、好ましくはそのＨＣｌ塩で
あり、医薬剤形は、１日１回投与のために適合されている。この実施態様において、薬理
活性成分は、好ましくは、５～２５０ｍｇの全量で医薬剤形に含まれる。
【０３３２】
　さらに別の特に好ましい実施態様において、薬理活性成分はモルヒネ、好ましくはその
ＨＣｌもしくはＨ２ＳＯ４塩であり、医薬剤形は、１日２回投与のために適合されている
。この実施態様において、薬理活性成分は、好ましくは、５～２５０ｍｇの全量で医薬剤
形に含まれる。別の特に好ましい実施態様において、薬理活性成分はモルヒネ、好ましく
はそのＨＣｌもしくはＨ２ＳＯ４塩であり、医薬剤形は、１日１回投与のために適合され
ている。この実施態様において、薬理活性成分は、好ましくは、５～２５０ｍｇの全量で
医薬剤形に含まれる。
【０３３３】
　別の特に好ましい実施態様において、薬理活性成分はブプレノルフィン、好ましくはそ
のＨＣｌ塩であり、医薬剤形は、１日２回投与のために適合されている。この実施態様に
おいて、薬理活性成分は、好ましくは、１～１２ｍｇの全量で医薬剤形に含まれる。別の
特に好ましい実施態様において、薬理活性成分はブプレノルフィン、好ましくはそのＨＣ
ｌ塩であり、医薬剤形は、１日１回投与のために適合されている。この実施態様において
、薬理活性成分は、好ましくは、２～１２ｍｇの全量で医薬剤形に含まれる。
【０３３４】
　医薬剤形がマルチパーティキュレートである場合、本発明の医薬剤形に存在する粒子は
、好ましくは、粒子の全重量を基準として、３～７５重量％の薬理活性成分、より好まし
くは５～７０重量％の薬理活性成分、より一層好ましくは７．５～６５重量％の薬理活性
成分を含む。
【０３３５】
　医薬剤形がマルチパーティキュレートである場合、薬理活性成分の含有量は、好ましく
は、粒子の全重量を基準として、少なくとも５重量％、より好ましくは少なくとも１０重



(55) JP 2018-503693 A 2018.2.8

10

20

30

40

50

量％、より一層好ましくは少なくとも１５重量％、さらにより好ましくは少なくとも２０
重量％、最も好ましくは少なくとも２５重量％、特に少なくとも３０重量％である。
【０３３６】
　医薬剤形がマルチパーティキュレートである場合、薬理活性成分の含有量は、好ましく
は、粒子の全重量を基準として、最大で７０重量％、より好ましくは最大で６５重量％、
より一層好ましくは最大で６０重量％、さらにより好ましくは最大で５５重量％、最も好
ましくは最大で５０重量％である。
【０３３７】
　１つの好ましい実施態様において、医薬剤形がマルチパーティキュレートである場合、
薬理活性成分の含有量は、粒子の全重量を基準として、３５±３０重量％、より好ましく
は３５±２５重量％、より一層好ましくは３５±２０重量％、さらにより好ましくは３５
±１５重量％、最も好ましくは３５±１０重量％、特に３５±５重量％の範囲内である。
別の好ましい実施態様において、医薬剤形がマルチパーティキュレートである場合、薬理
活性成分の含有量は、粒子の全重量を基準として、４５±３０重量％、より好ましくは４
５±２５重量％、より一層好ましくは４５±２０重量％、さらにより好ましくは４５±１
５重量％、最も好ましくは４５±１０重量％、特に４５±５重量％の範囲内である。さら
に別の好ましい実施態様において、医薬剤形がマルチパーティキュレートである場合、薬
理活性成分の含有量は、粒子の全重量を基準として、５５±３０重量％、より好ましくは
５５±２５重量％、より一層好ましくは５５±２０重量％、さらにより好ましくは５５±
１５重量％、最も好ましくは５５±１０重量％、特に５５±５重量％の範囲内である。
【０３３８】
　本発明の医薬剤形の製剤に含まれる薬理活性成分は、好ましくは、５００ミクロン未満
、より一層好ましくは３００ミクロン未満、さらに一層好ましくは２００もしくは１００
ミクロン未満の平均粒径を有する。上記平均粒径に関して下限はないが、例えば５０ミク
ロンであってもよい。薬理活性成分の粒径は、本技術分野における任意の慣用の方法、例
えばレーザー光散乱、篩分析、光学顕微鏡法または画像解析によって決定することができ
る。概して、薬理活性成分粒子の最も大きい寸法は、上記粒子のサイズより小さい（例え
ば上記粒子の最も小さい寸法より小さい）ことが好ましい。
【０３３９】
　１つの好ましい実施態様において、本発明の医薬剤形、好ましくは上記の粒子は、オピ
オイド（アゴニスト）およびオピオイドアンタゴニストを含む。
【０３４０】
　任意の従来のオピオイドアンタゴニスト、例えばナルトレキソンまたはナロキソンまた
はそれらの薬学的に許容可能な塩が存在していてもよい。ナロキソン（その塩を含む）が
特に好ましい。オピオイドアンタゴニストは、上記粒子内または上記マトリックス内に存
在してもよい。あるいは、オピオイドアンタゴニストは、薬理活性成分と別の粒子におい
て提供されてもよい。そのような粒子の好ましい組成は、薬理活性成分含有粒子に関して
記載されるものと同一である。
【０３４１】
　本発明の医薬剤形におけるオピオイドアゴニストとオピオイドアンタゴニストとの比は
、好ましくは、１：１～３：１（重量）、例えば２：１（重量）である。
【０３４２】
　別の好ましい実施態様において、上記粒子も上記医薬剤形もオピオイドアンタゴニスト
を含まない。
【０３４３】
　好ましくは、本発明の医薬剤形は、医薬剤形の全重量に対して、２０重量％超、より好
ましくは３０重量％超、より一層好ましくは４０重量％超、さらに一層好ましくは５０重
量％超、最も好ましくは６０重量％超、特に７０重量％超の、エタノールに不溶性である
かもしくは難溶性である化合物を含む。
【０３４４】
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　本明細書の目的に関して、エタノールに不溶性であるかもしくは難溶性である化合物は
、１０００ｍｇ／Ｌ未満、より好ましくは８００ｍｇ／Ｌ未満、より一層好ましくは５０
０ｍｇ／Ｌ未満、最も好ましくは１００ｍｇ／Ｌ未満、特に１０ｍｇ／Ｌ未満または１ｍ
ｇ／Ｌ未満の、室温での含水エタノール（９６％）における最大溶解度を有する。
【０３４５】
　好ましくは、本発明の医薬剤形は、医薬剤形に含まれるポリマーの全体の量に対して、
５０重量％超、より好ましくは６０重量％超、より一層好ましくは７０重量％超、さらに
一層好ましくは８０重量％超、最も好ましくは９０重量％超、特に９５重量％超の、エタ
ノールに不溶性であるかもしくは難溶性であるポリマーを含む。
【０３４６】
　本発明において、エタノールに不溶性であるかもしくは難溶性である好ましいポリマー
は、キサンタン、グアーガムおよびいくつかのタイプのＨＰＭＣである。当業者には、ど
のタイプのＨＰＭＣが本発明の意味の範囲内においてエタノールに不溶性もしくは難溶性
であるかは理解される。
【０３４７】
　特に好ましい実施態様において、本発明の医薬剤形全体は、エタノールに不溶性もしく
は難溶性であるポリマーおよびエタノールに可溶性であるポリマーを含み、ここで、エタ
ノールに不溶性もしくは難溶性であるポリマーの量は、剤形に含まれるポリマーの全量に
対して、３０～１００重量％、より好ましくは５０～１００重量％、より一層好ましくは
６０～９５重量％もしくは１００重量％、さらに一層好ましくは７０～９０重量％もしく
は１００重量％、最も好ましくは８０～９０重量％もしくは９０～１００重量％、特に９
５重量％超もしくは９９重量％超である。
【０３４８】
　医薬剤形の、または医薬剤形がマルチパーティキュレートである場合には上記粒子の好
ましい組成を、実施態様Ｂ１～Ｂ６として以下の表にまとめる： 
【０３４９】
【表５】

【０３５０】
　本発明の医薬剤形を投与できる対象は、特に限定されない。好ましくは、上記対象は動
物、より好ましくはヒトである。
【０３５１】
　本発明の医薬剤形または、それがマルチパーティキュレートである場合には薬理活性成
分を含む粒子は、好ましくは熱成形され、好ましくは溶融押出により熱成形される（熱成
形の別の方法、例えば、第一段階での慣用の圧縮およびその後第二の段階でのそれぞれポ
リエチレングリコールグラフトコポリマーおよび持続性放出マトリックス材料の軟化温度
より高い温度への加熱により製造した圧密体を上昇させた温度または加熱下でプレス成形
して、破壊耐性の硬化圧密体、すなわちそれぞれモノリシックの剤形または粒子を形成す
ることも有用であり得る）。この関連で、熱形成は、好ましくは、熱の適用後、前または
適用の間に塊を形づくる又は成形することを意味する。好ましくは、熱成形は、ホットメ
ルト押出によって行われる。
【０３５２】
　好ましい実施形態において、本発明による医薬剤形はホットメルト押出される。
【０３５３】
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　１つの好ましい実施態様において、ホットメルト押出は、二軸スクリュー押出機を用い
て行われる。好ましくは、溶融押出によって溶融押出ストランドを生成し、それを好まし
くはモノリスに切断し、次いでそれを任意選択的に圧縮し、成形する。好ましくは、圧縮
は、好ましくは溶融押出によって得られたモノリシック塊から、ダイ及びパンチを用いて
達成する。溶融押出によって得られた場合には、圧縮ステップは、好ましくは、周囲温度
、即ち２０～２５℃の範囲の温度を示すモノリシック塊を用いて実施する。
【０３５４】
　押出によって得られたストランドは、圧縮ステップ自体に供してもよいし、または切断
してから圧縮ステップに供してもよい。この切断は、例えばホットメルト押出のために押
出ストランドがなおも暖かい場合には、上昇された温度で、または常温で、すなわち、押
出ストランドが冷却された後で、例えば回転ナイフまたは圧縮空気を使用して、通常の技
術によって行うことができる。押し出されたストランドがまだ暖かい場合、押出ストラン
ドのそれぞれ押出モノリシック医薬剤形および粒子への単体化は、好ましくは、押出スト
ランドが押出ダイを出た直後にそれを切断することによって行う。
【０３５５】
　しかしながら、押し出されたストランドが冷やされた状態で切断される場合、それに続
く押し出されたストランドの単体化は、好ましくは、任意選択的に、まだ熱い押し出され
たストランドをコンベアベルトにより輸送し、それを冷却し、凝固させ、続いてそれを切
断することによって行われる。あるいは、成形は、ＥＰ－Ａ－２４０　９０６に記載され
るようにして、２本の逆回転するカレンダーロール間に押出物を通して、それぞれ医薬剤
形および粒子に直接成形することによって、行うことができる。もちろん、押出ストラン
ドは、まだ温かいときに、即ち、押出ステップのほぼ直後に、圧縮ステップ又は切断ステ
ップに供することも可能である。押出は好ましくは、二軸スクリュー押出機を用いて行う
。
【０３５６】
　本発明による医薬剤形および粒子はそれぞれ、種々のプロセスによって製造でき、特に
好ましいプロセスについては、以下においてより詳細に説明する。いくつかの適切なプロ
セスは先行技術において既に記載されている。これに関して、例えばＷＯ　２００５／０
１６３１３、ＷＯ　２００５／０１６３１４、ＷＯ　２００５／０６３２１４、ＷＯ　２
００５／１０２２８６、ＷＯ　２００６／００２８８３、ＷＯ　２００６／００２８８４
、ＷＯ ２００６／００２８８６、ＷＯ　２００６／０８２０９７およびＷＯ　２００６
／０８２０９９を参照することができる。
【０３５７】
　概して、本発明の粒子の製造のための方法は、好ましくは、以下のステップを含む：
（ａ）全ての成分を混合すること；
（ｂ）任意選択的に、ステップ（ａ）から得られた混合物を、好ましくは熱及び／又は力
をステップ（ａ）から得られた混合物に加えることによって、予備成形すること、ここで
、供給される熱の量は、好ましくは、それぞれポリエチレングリコールグラフトコポリマ
ーおよび持続性放出マトリックス材料をその軟化点まで加熱するのに十分ではない；
（ｃ）熱及び力を加えることによって混合物を硬化させること、ここで、力を加える間及
び／又は力を加える前に熱を供給することが可能であり、供給される熱の量は、それぞれ
ポリエチレングリコールグラフトコポリマーおよび持続性放出マトリックス材料を少なく
ともその軟化点まで加熱するのに十分なものである；そして、その後、材料を冷却させ、
力を除去する　
（ｄ）任意選択的に、硬化した混合物を単体化すること；
（ｅ）任意選択的に、粒子を成形すること；および
（ｆ）任意選択的に、フィルムコーティングを施すこと。
【０３５８】
　熱は、例えば、熱風などの高温気体の接触によって若しくはそれを用いて又は超音波も
しくはマイクロ波放射の助けを借りて、直接的に供給することができ；あるいは、間接的
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に摩擦および／または剪断によって供給される。力を加えてもよく、および／または粒子
を、例えば直接的な医薬剤形成形により、または適切な押出機の助けを借りて、特に、１
つまたは２つのスクリューを装着したスクリュー押出機（それぞれ単軸スクリュー押出機
および二軸スクリュー押出機）を用いて、あるいは遊星歯車押出機を用いて、成形しても
よい。
【０３５９】
　それぞれ医薬剤形および粒子の最終形状は、混合物の硬化中に熱及び力を加えること（
ステップ（ｃ））によって付与してもよいし、またはその後のステップ（ステップ（ｅ）
）で付与してもよい。両方の場合において、全成分の混合物は、好ましくは、可塑化され
た状態にあり、即ち、好ましくは、成形を、少なくともそれぞれポリエチレングリコール
グラフトコポリマーおよび持続性放出マトリックス材料の軟化点より高い温度で実施する
。しかしながら、より低い温度、例えば周囲温度での押出も可能であり、好ましい場合が
ある。
【０３６０】
　成形は、例えば、適切な形状のダイ及びパンチを含む医薬剤形成形プレスを用いて実施
できる。
【０３６１】
　本発明の他の態様は、以下のステップを含む改変防止経口医薬剤形の製造のための方法
に関する：
（ｉ）薬理活性成分、ポリエチレングリコールグラフトコポリマーおよび任意選択的にさ
らなる添加剤を混合すること；および
（ｉｉ）ステップ（ｉ）で得られた混合物を熱成形すること、ここで、前記混合物は、熱
の適用と同時または適用前または適用後に圧力に付される。
【０３６２】
　１つの好ましい実施態様において、上記方法により製造される改変防止経口医薬剤形は
、上記の改変防止経口医薬剤形に準ずる。
【０３６３】
　本発明の粒子の特に好ましい製造方法は、ホットメルト押出を伴う。この方法において
、本発明による医薬剤形および粒子はそれぞれ、押出機の助けを借りて、好ましくは押出
物の観察可能な変色を生じずに、熱成形によって製造される。
【０３６４】
　この方法は、以下を特徴とする：
ａ）全成分を混合すること、
ｂ）得られた混合物を押出機中で、少なくともそれぞれポリエチレングリコールグラフト
コポリマーおよび持続性放出マトリックス材料の軟化点まで加熱し、力を加えることによ
って押出機の出口オリフィスを通して押出すること、
ｃ）まだ可塑性である押出物を単体化し、それぞれ医薬剤形および粒子の形態にすること
、又は
ｄ）冷却され且つ任意選択で再加熱された単一化押出物をそれぞれ医薬剤形および粒子の
形態にすること。
【０３６５】
　また、プロセスステップａ）による構成成分の混合は、押出機中で進行してもよい。
【０３６６】
　また、構成成分は、当業者によく知られているミキサー中で混合してもよい。ミキサー
は、例えば、ロールミキサー、シェーキングミキサー、剪断ミキサー又は強制ミキサーで
あることができる。
【０３６７】
　押出機中で少なくともそれぞれポリエチレングリコールグラフトコポリマーおよび持続
性放出マトリックス材料の軟化点まで加熱された混合物、好ましくは溶融された混合物を
、押出機から、少なくとも１つのボアを有するダイに通して押出する。
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【０３６８】
　本発明による方法は、適切な押出機、好ましくはスクリュー押出機の使用を必要とする
。２つのスクリューを装着したスクリュー押出機（二軸スクリュー押出機）が特に好まし
い。
【０３６９】
　１つの好ましい実施態様において、押出は、水の非存在下で実施する、即ち、水は添加
しない。しかしながら、極微量の水（例えば、大気湿度によるもの）は存在してもよい。
【０３７０】
　押出ストランドは、好ましくは、水不含であり、これは好ましくは、押出ストランドの
含水率が好ましくは最大で１０重量％、または最大で７．５重量％、または最大で５．０
重量％、または最大で４．０重量％。または最大で３．０重量％、または最大で２．０重
量％、より好ましくは最大で１．７重量％、より一層好ましくは最大で１．５重量％、さ
らに一層好ましくは最大で１．３重量％、さらにより好ましくは最大で１．０重量％、最
も好ましくは最大で０．７重量％、特に最大で０．５重量％であることを意味する。
【０３７１】
　押出機は、好ましくは、少なくとも２つの温度ゾーンを含み、少なくともそれぞれポリ
エチレングリコールグラフトコポリマーおよび持続性放出マトリックス材料の軟化点まで
の混合物の加熱は第１のゾーンで行われ、これは供給ゾーン及び任意選択で混合ゾーンよ
り下流に位置する。混合物のスループットは、好ましくは１．０ｋｇ～１５ｋｇ／時間で
ある。好ましい実施形態において、スループットは、０．２ｋｇ／時間～３．５ｋｇ／時
間である。別の好ましい実施形態において、スループットは４～１５ｋｇ／時間である。
【０３７２】
　好ましい実施形態において、ダイヘッド圧は、０．５～２００ｂａｒの範囲内である。
ダイヘッド圧は、特に、ダイ形状、温度プロファイル、押出速度、ダイスにおけるボアの
数、スクリューの構成、押出機における第一の供給ステップ等によって調節することがで
きる。
【０３７３】
　好ましい実施態様において、ダイヘッド圧は、２．０±１．９ｂａｒ、より好ましくは
２．０±１．５ｂａｒ、特に２．０±１．０ｂａｒの範囲内である。
【０３７４】
　ダイ形状又はボアの形状は、自由に選択可能である。従って、ダイまたはボアは平面（
フィルム）、円形、長楕円形または楕円形の断面を示すことができ、円形断面は好ましく
は、押出粒子に関しては０．１ｍｍ～２ｍｍの直径を、押出モノリシック医薬剤形に関し
てはより大きい直径を有する。好ましくは、ダイ又はボアは円形断面を有する。本発明に
よって使用される押出機のケーシングは加熱することもまたは冷却することもできる。対
応する温度制御、即ち、加熱又は冷却は、押出されるべき混合物が少なくとも持続性放出
マトリックス材料の軟化温度に相当する平均温度（生成物の温度）を示し且つ加工される
べき薬理活性成分が損傷を受け得る温度より高い温度までは上昇しないように、アレンジ
される。好ましくは、押出されるべき混合物の温度は、１８０℃未満、好ましくは１５０
℃未満に、しかしながら少なくともそれぞれポリエチレングリコールグラフトコポリマー
および持続性放出マトリックス材料の軟化温度に調整する。典型的な押出温度は、１２０
℃及び１５０℃である。
【０３７５】
　好ましい実施形態において、押出機のトルクは３０～９５％の範囲内である。押出機ト
ルクは、特に、ダイ形状、温度プロファイル、押出速度、ダイスにおけるボアの数、スク
リューの構成、押出機における第一の供給ステップ等によって調節することができる。
【０３７６】
　溶融混合物の押出および任意選択的な１つ又は複数の押出ストランドの冷却後に、押出
物は好ましくは単体化される。この単体化は好ましくは、レボルビングナイフ若しくは回
転ナイフ、ワイヤー、ブレードを用いて又はレーザーカッターの助けを借りて、押出物を
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切断することによって実施できる。
【０３７７】
　好ましくは、任意選択的に単体化された押出物又は本発明による医薬剤形および粒子そ
れぞれの最終形状の中間又は最終保管は、無酸素雰囲気下で実施され、これは、例えば酸
素捕捉剤を用いて達成できる。
【０３７８】
　医薬剤形および粒子それぞれに最終形状を与えるために、単体化押出物をそれぞれ医薬
剤形および粒子にプレス成形してもよい。
【０３７９】
　押出機中における、少なくとも可塑化されている混合物への力の適用は、押出機中の運
搬装置の回転速度及びその形状を制御することによって、及び出口オリフィスを必要な大
きさにして、可塑化混合物の押出に必要な圧力が押出機中で、好ましくは押出直前に、増
大されるようにすることによって、調整する。それぞれの具体的な組成物に関して、所望
の機械的特性を有する医薬剤形を生じさせるのに必要な押出パラメーターは、簡単な予備
試験によって確定できる。
【０３８０】
　例えば、限定はされないが、押出は、スクリュー直径１６、１８または２７ｍｍのＺＳ
Ｅ１８またはＺＳＥ２７型（Ｌｅｉｓｔｒｉｔｚ、ニュンベルグ（ドイツ））二軸スクリ
ュー押出機、あるいはＴｈｅｒｍｏ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ＊　Ｐｈａｒｍａ　１６　Ｈ
ＭＥを用いて実施できる。偏心端もしくはブラント端を有するスクリューを使用すること
ができる。円形のボア、またはそれぞれ０．２、０．３、０．４、０．５、０．６、０．
７、０．８、０．９、１．０、２．０、３．０、４．０、５．０または６．０ｍｍの直径
を有する多数のボアを有する加熱可能なダイを使用することができる。押出パラメーター
は、例えば、以下の値に調整できる：スクリューの回転速度：１２０Ｕｐｍ；送達速度Ｐ
ｈａｒｍａ　１６に関して０．５ｋｇ／ｈ、ＺＳＥ１８に関して２ｋｇ／ｈ、またはＺＳ
Ｅ２７に関して８ｋｇ／ｈ；生成物温度：ダイの前で１００～１２５℃及びダイの後で１
２５～１３５℃；およびジャケット温度：１１０℃。
【０３８１】
　好ましくは、押出は二軸スクリュー押出機又は遊星歯車押出機を用いて実施し、二軸ス
クリュー押出機（共回転又は反転）が特に好ましい。
【０３８２】
　本発明による医薬剤形および粒子はそれぞれ、好ましくは、押出機の助けを借りて、押
出物の観察可能な変色を生じずに、熱成形によって製造される。
【０３８３】
　本発明によるそれぞれ医薬剤形および粒子の製造プロセスは、好ましくは連続的に実施
される。好ましくは、該プロセスは、全構成成分の均一混合物の押出を伴う。こうして得
られた中間体、例えば、押出によって得られたストランドが一様な性質を示すならば、特
に有利である。特に望ましいのは、一様な密度、活性化合物の一様な分布、一様な機械的
特性、一様な多孔度、一様な表面外観などである。これらの状況下でのみ、薬理学的性質
、例えば、放出プロファイルの安定性の一様性を確実にすることができ、不合格品の量を
少なく保つことができる。
【０３８４】
　好ましくは、上記医薬剤形はマルチパーティキュレートであり、本発明による粒子は「
押出ペレット」とみなすことができる。用語「押出ペレット」は、当業者によって理解さ
れる構造的な意味を有する。当業者には、以下を含む多くの技術によってペレット化した
医薬剤形を製造できることが知られている：
・ノンパレイル糖または微結晶セルロースビーズ上での薬物の層状化、
・噴霧乾燥、
・噴霧凝固、
・回転造粒（ｒｏｔｏｇｒａｎｕｌａｔｉｏｎ）、
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・ホットメルト押出、
・低融点材料の球状化、または
・湿塊の押出－球状化。
【０３８５】
　従って、「押出ペレット」は、ホットメルト押出、または押出－球状化のいずれかによ
って得ることができる。
【０３８６】
　「押出ペレット」は他のタイプのペレットとは区別できるものであり、なぜならそれら
は構造的に異なるからである。例えば、ノンパレイル上に薬物を層状化すると、コアを有
する多層化ペレットが得られるが、押出では通常、全成分の均一な混合物を含むモノリシ
ックの塊がもたらされる。同様に、噴霧乾燥および噴霧凝固は通常、球体をもたらすが、
押出は通常、円柱状の押出物をもたらし、これは引き続き球状化することができる。
【０３８７】
　「押出ペレット」と「凝集化ペレット」との間の構造的相違は顕著であり、なぜならば
、それらがペレットからの活性物質の放出に影響し、従って、異なる薬理学的プロファイ
ルをもたらし得るからである。したがって、医薬製剤分野における当業者は、「押出ペレ
ット」が「凝集化ペレット」と等価であるとは考えないであろう。
【０３８８】
　本発明の医薬剤形は任意の従来の方法によって製造することができる。好ましくは、し
かしながら、上記医薬剤形は圧縮によって製造される。したがって、上述のように定義さ
れた粒子を、好ましくは、外側マトリックス材料と混合、例えばブレンドおよび／または
造粒（例えば湿式造粒）し、得られたミックス（例えば、ブレンドまたは粒状化物）を続
いて、圧縮、好ましくは型において圧縮して、医薬剤形を形成する。ここに記述された粒
子を、圧縮の前に、他のプロセスを用いて、例えば溶融造粒（例えば脂肪アルコールおよ
び／または水溶性ワックスおよび／または水不溶性ワックスを用いる）または高せん断造
粒により、マトリックスに組み込めることも意図される。
【０３８９】
　本発明の医薬剤形を偏心プレスによって製造する場合、圧縮力は、好ましくは５～１５
ｋＮの範囲内にある。回転プレス機により本発明の医薬剤形を製造する場合、圧縮力は、
好ましくは、５～４０ｋＮの範囲内にあり、特定の実施態様では＞２５ｋＮであり、他の
態様では１３ｋＮである。
【０３９０】
　本発明の他の態様は、上記方法のいずれかにより得ることができる改変防止経口医薬剤
形に関する。
【０３９１】
　本発明による医薬剤形は、優れた保管安定性を特徴とする。好ましくは、４０℃および
７５％相対湿度で４週間保管した後に、薬理活性成分の含有量は、保管前のその元々の含
有量の少なくとも９８．０％、より好ましくは少なくとも９８．５％、さらに好ましくは
少なくとも９９．０％、より一層好ましくは少なくとも９９．２％、最も好ましくは少な
くとも９９．４％、特に少なくとも９９．６％に達する。医薬剤形における薬理活性成分
の含有量を測定するための適切な方法は、当業者にはよく知られている。この関連で、Ｅ
ｕｒ．ｐｈ．（欧州薬局方）又はＵＳＰ（米国薬局方）、特に逆相ＨＰＬＣ分析を参照す
る。好ましくは、医薬剤形は、閉じられた、好ましくは密閉された容器に保管される。
【０３９２】
　本発明の医薬剤形は、医薬において、例えば鎮痛薬として使用することができる。した
がって、上記医薬剤形は、特に、疼痛の治療または管理に適している。そのような医薬剤
形では、薬理活性成分は、好ましくは、鎮痛的に有効である。
【０３９３】
　本発明のさらなる態様は、疼痛の治療において使用するための、上記のような医薬剤形
に関する。
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【０３９４】
　本発明のさらなる態様は、疼痛を治療するための上記のような医薬剤形を製造するため
の、上記薬理活性成分の使用に関する。
【０３９５】
　本発明のさらなる態様は、それを必要とする対象への上記のような医薬剤形の投与を含
む、疼痛の治療方法に関する。
【０３９６】
　本発明のさらなる態様は、上記のような医薬剤形の、そこに含まれる薬理活性成分の持
続性放出を提供するための使用に関する。
【０３９７】
　本発明のさらなる態様は、上記のような医薬剤形の、そこに含まれる薬理活性成分の乱
用を回避もしくは妨げるための使用に関する。
【０３９８】
　本発明のさらなる態様は、上記のような医薬剤形の、そこに含まれる薬理活性成分の不
測の過量投与を回避もしくは妨げるための使用に関する。
【０３９９】
　この関連で、本発明はまた、上記のような医薬剤形の、障害の予防および／または治療
のための使用に関し、それによって、薬理活性成分の、特に機械的作用による医薬剤形の
粉砕による、過量投与が妨げられる。
【０４００】
　特に好ましい実施形態において、
－本発明の医薬剤形はモノリシックであるか、またはマルチパーティキュレートであるか
、またはＭＵＰ製剤であり；および／または
－本発明による医薬剤形はホットメルト押出され；および／または
－本発明による医薬剤形は、向精神作用を有する薬理活性成分の持続性放出を提供し；お
よび／または
－向精神作用を有する薬理活性成分は、オピオイドまたはその生理学的に許容可能な塩で
あり；および／または
－薬理活性成分の含有量は、医薬剤形の全重量を基準として、１～３５重量％の範囲内で
あり；および／または
－ポリエチレングリコールグラフトコポリマーは、エチレングリコールおよびビニルアセ
テートおよびビニルカプロラクタムに由来する繰り返し単位を含み；および／または
－ポリエチレングリコールグラフトコポリマーは、ポリエチレングリコールグラフトコポ
リマーの全重量に対して、６０±３０重量％、より好ましくは６０±２０重量％のエチレ
ングリコール繰り返し単位を含み；および／または
－ポリエチレングリコールグラフトコポリマーの含有量は、医薬剤形の全重量に対して、
または医薬剤形がマルチパーティキュレートである場合には薬理活性成分を含有する粒子
の全重量に対して、４５～７０重量％の範囲内であり；および／または
－薬理活性成分は、持続性放出マトリックス材料としてのポリエチレングリコールグラフ
トコポリマーと追加的な持続性放出マトリックス材料を含有する持続性放出マトリックス
材料に埋め込まれており；ここで
　－上記の追加的な持続性放出マトリックス材料の含有量は、持続性放出マトリックスの
全重量に対して、５～３０重量％の範囲内であり；および／または
　－上記の追加的な持続性放出マトリックス材料は、セルロースエーテル、好ましくは少
なくとも５０，０００ｇ／ｍｏｌの重量平均分子量を有するセルロースエーテルである。
【０４０１】
　以下の例は、さらに本発明を説明するが、その範囲を制限するものと解釈すべきではな
い。
【実施例】
【０４０２】
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　例：
　以下の組成物を製造した：
【０４０３】
【表６】

【０４０４】
　以下の装置セッティングを用いて、Ｌｅｉｓｔｒｉｔｚ　ＺＳＥ２７　Ｍｉｃｒｏ押出
機でホットメルト押出を行った：
【０４０５】
【表７】

【０４０６】
　押出物ストランドを、Ｓｏｌｌｉｃｈ冷却トンネルにおいて４５℃の切断温度に冷却し
た。バッチは、標準的なプロセス条件下で製造できた。しかしながら、ブレードが切断の
間に変形したため、ストランドは切断装置を用いて切断できなかった。従って、フードス
ライサーを用いて手動により切断を行った。押出の間、非常に低い溶融圧力（約２ｂａｒ
）が高いトルク（９２－１０２％）とともに観察された。
【０４０７】
　１２ｍｍの直径および９ｍｍの曲率を有する円形のパンチを備えたＫｏｒｓｃｈ　ＥＫ
０において、エンボスなしで、錠剤の成形を手動で行った。
【０４０８】
　破壊強度試験の結果を、図１の負荷－変位－ダイアグラムに示す。錠剤は脆く、３５０
Ｎ未満の平均破壊力を有していた。
【０４０９】
　ｉｎ　ｖｉｔｒｏ溶出試験の結果を図２に示す（トラマドール－ＨＣｌ　８０ｍｇ　Ｔ
ＲＦ持続性放出錠の溶出プロファイル；比較例、本発明の例；３７℃、ｒｐｍ＝７５、６
００ ｍＬリン酸バッファー、ｐＨ＝６．８、ｎ＝３±ｓ）。図２から、ポリエチレンオ
キシドの代わりにＳｏｌｕｐｌｕｓ（登録商標）を含有するバッチはより遅い放出速度を
示し、３０％～９０％の間で放出された薬物は直線の溶出挙動（０次反応速度論）に達す
ることが明らかとなる。
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【国際調査報告】
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