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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】特定の部位、たとえば、関節、腱、神経、筋肉、および他の軟部組織の炎症、神
経損傷および神経障害に関連する疼痛、ならびに軟部組織または骨の腫瘍による疼痛を緩
和するための組成物および方法の提供。
【解決手段】疼痛を軽減する方法のための注射可能、埋込み可能、または浸潤可能なカプ
サイシノイド含有組成物で、ヒトまたは動物の孤立性部位に注射または埋め込まれるとき
は、約１μｇから約５，０００μｇのカプサイシン、またはカプサイシノイドであり、手
術部位または開放創に浸潤されるときは、約１μｇから約１５，０００μｇのカプサイシ
ン、またはカプサイシノイドである使用方法。
【選択図】なし



(2) JP 2016-47822 A 2016.4.7

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それを必要としているヒトまたは動物においてある部位で疼痛を軽減する方法のための
注射可能、埋込み可能、または浸潤可能な組成物を調製するためのカプサイシノイドの使
用であって、前記組成物が、ある部位の外部で作用を引き出すことなくその部位を脱神経
し、かつ前記部位から生ずる疼痛を軽減する有効量のカプサイシノイドの用量を含み、前
記用量がヒトまたは動物の孤立性部位に注射または埋め込まれるとき、その用量は、約１
μｇから約５，０００μｇのカプサイシン、または治療上等価用量のカプサイシン以外の
カプサイシノイドであり、前記用量が手術部位または開放創に浸潤されるとき、その用量
は、約１μｇから約１５，０００μｇのカプサイシン、または治療上等価用量のカプサイ
シン以外のカプサイシノイドである使用。
【請求項２】
　前記組成物が、その特定部位の外部で作用を引き出すことなく前記孤立性部位を脱神経
し、かつ前記部位から生ずる疼痛を軽減する有効量の単回注射可能または埋込み可能用量
のカプサイシノイドを含み、前記有効用量が、約１μｇから約５０００μｇのカプサイシ
ン、または治療上等価用量のカプサイシン以外のカプサイシノイドである請求項１に記載
の使用。
【請求項３】
　前記カプサイシンの用量が、約１０から約３０００μｇである請求項２に記載の使用。
【請求項４】
　前記カプサイシンの用量が、約３００から約１５００μｇである請求項２に記載の使用
。
【請求項５】
　前記カプサイシンの用量が、約４００から約１２００μｇである請求項２に記載の使用
。
【請求項６】
　前記組成物が、ある部位の外部で作用を引き出すことなく手術部位または開放創から選
択されたその部位を脱神経する有効量の浸潤可能用量のカプサイシノイドを含み、前記有
効用量が、約１μｇから約１５，０００μｇのカプサイシン、または治療上等価用量のカ
プサイシン以外のカプサイシノイドである請求項１に記載の使用。
【請求項７】
　前記カプサイシンの用量が、約６００から約１５，０００μｇである請求項６に記載の
使用。
【請求項８】
　前記カプサイシンの用量が、約６００から約１０，０００μｇである請求項６に記載の
使用。
【請求項９】
　前記カプサイシノイドの用量が、約０．１から約１０００ｍｌの量の浸潤用の薬剤とし
て許容されるビヒクル中で投与される請求項６から８のいずれか１項に記載の使用。
【請求項１０】
　前記カプサイシノイドの用量が、約１ｍｌから約１００ｍｌの量の浸潤用の薬剤として
許容されるビヒクル中で投与される請求項６から８のいずれか１項に記載の使用。
【請求項１１】
　前記カプサイシノイドの用量が、約５ｍｌから約３０ｍｌの量の浸潤用の薬剤として許
容されるビヒクル中で投与される請求項６から８のいずれか１項に記載の使用。
【請求項１２】
　前記カプサイシノイドの用量が、注射または埋込み用の薬剤として許容されるビヒクル
中で投与される請求項１から８のいずれか１項に記載の使用。
【請求項１３】
　薬剤として許容される前記ビヒクルが、塩化ナトリウム注射液、リンゲル注射液、等張



(3) JP 2016-47822 A 2016.4.7

10

20

30

40

50

デキストロース注射液、滅菌水注射液、デキストロース、乳酸加リンゲル注射液、および
それらの任意の組み合わせまたは混合物からなる群から選択される水性ビヒクルである請
求項１から８のいずれか１項に記載の使用。
【請求項１４】
　薬剤として許容される前記ビヒクルが、抗菌剤、等張剤、緩衝剤、抗酸化剤、局所麻酔
剤、懸濁および分散剤、乳化剤、封鎖剤、キレート剤、およびそれらの任意の組み合わせ
からなる群から選択された剤である請求項１から８のいずれか１項に記載の使用。
【請求項１５】
　薬剤として許容される前記ビヒクルが、注射用水中、約２０％のＰＥＧ３００、約１０
ｍＭのヒスチジン、および約５％のスクロースを含む請求項１から８のいずれか１項に記
載の使用。
【請求項１６】
　前記カプサイシノイドの用量が、皮下、筋肉内、髄腔内、硬膜外、腹腔内、仙骨、真皮
内または皮内、単一神経の肋間、関節内、滑液包内、脊髄内、動脈内、腹腔鏡手術部位、
および体腔からなる群から選択された部位に注射または埋め込まれる請求項２から５のい
ずれか１項に記載の使用。
【請求項１７】
　前記関節内投与が、膝、肘、股関節部、胸鎖、側頭下顎、手根、足根、手首、足首、椎
間円板、黄色靭帯、および疼痛のある他の任意の関節からなる群から選択された関節への
投与を含む請求項１６に記載の使用。
【請求項１８】
　前記カプサイシノイドの用量が、マイクロカプセルおよびマイクロスフェアからなる群
から選択された注射可能または埋込み可能な微粒子の形態で投与される請求項１に記載の
使用。
【請求項１９】
　投与された前記用量のカプサイシノイドの初期過剰疼痛性作用を軽減するのに有効な量
および場所で、前記用量のカプサイシノイドの前またはと同時に投与される局所麻酔剤の
使用をさらに伴う請求項１から８のいずれか１項に記載の使用。
【請求項２０】
　前記局所麻酔剤が、ジブカイン、ブピバカイン、ロピバカイン、エチドカイン、テトラ
カイン、プロカイン、クロロカイン、プリロカイン、メピバカイン、リドカイン、キシロ
カイン、２－クロロプロカイン、およびそれらの酸付加塩、またはそれらの混合物からな
る群から選択される請求項１９に記載の使用。
【請求項２１】
　前記局所麻酔剤が、前記用量のカプサイシノイドが投与される部位に、直接投与される
請求項１９に記載の使用。
【請求項２２】
　前記局所麻酔剤が、局所神経ブロックとして前記部位に投与される請求項１９に記載の
使用。
【請求項２３】
　投与された前記用量のカプサイシノイドの初期過剰疼痛性作用を軽減するのに有効な量
および場所で、前記用量のカプサイシノイドの前またはと同時に投与されるフェノールの
使用をさらに伴う請求項１から８のいずれか１項に記載の使用。
【請求項２４】
　前記局所麻酔剤が、手術部位または開放創に浸潤により投与される請求項１９に記載の
使用。
【請求項２５】
　前記用量のカプサイシノイドの浸潤前に、ヒトまたは動物に全身麻酔を投与することを
さらに含む請求項６から８のいずれか１項に記載の使用。
【請求項２６】
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　その部位での前記カプサイシノイドの投与が、少なくとも約４８時間、手術または創傷
部位近傍の疼痛の軽減を提供する請求項２５に記載の使用。
【請求項２７】
　その部位での前記カプサイシノイドの投与が、少なくとも約１週間、手術または創傷部
位近傍の疼痛の軽減を提供する請求項２５に記載の使用。
【請求項２８】
　前記部位の前記疼痛が、関節痛に伴うものであり、単回単位用量のカプサイシノイド注
射または埋込みが、少なくとも約１ヵ月間、その部位で疼痛を軽減する請求項２から５の
いずれか１項に記載の使用。
【請求項２９】
　前記部位の前記疼痛が、関節痛に伴うものであり、単回単位用量のカプサイシノイド注
射または埋込みが、少なくとも約３ヵ月間、その部位で疼痛を軽減する請求項２から５の
いずれか１項に記載の使用。
【請求項３０】
　前記部位の前記疼痛が、関節炎状態に伴うものであり、単回単位用量のカプサイシノイ
ド注射または埋込みが、少なくとも約３ヵ月間、その部位で疼痛を軽減する請求項２から
５のいずれか１項に記載の使用。
【請求項３１】
　前記組成物が、ａ）特定部位から生じる疼痛を軽減または除去するために、疼痛の開始
に関与する特定の限局領域でＣ線維および／またはＡδ線維の選択的で高度に限局性の破
壊または無力化を引き起こす作用、およびｂ）Ｃ線維および／またはＡδ線維活性化の潜
在的な悪影響および／または疼痛部位外部での損傷を最小限にする作用からなる群から選
択された作用を提供する請求項１に記載の使用。
【請求項３２】
　胸骨正中切開に伴うものであり、単回注射可能または埋込み可能用量の組成物が、胸骨
正中切開を受けているヒトまたは動物の胸骨縁部位の外部で作用を引き出すことなく前記
胸骨縁を脱神経する有効量で、前記胸骨縁に投与される請求項１から５のいずれか１項に
記載の使用。
【請求項３３】
　慢性ヘルニア縫縮術後に伴うものであり、単回注射可能または埋込み可能用量の組成物
が、ヒトまたは動物のヘルニア手術が行われた部位の外部で作用を引き出すことなく前記
部位を脱神経する有効量で、前記部位に投与される請求項１から５のいずれか１項に記載
の使用。
【請求項３４】
　腹腔鏡下胆嚢摘出術に伴うものであり、単回注射可能または埋込み可能用量の組成物が
、ヒトまたは動物の前記腹腔鏡下胆嚢摘出術が行われた部位の外部で作用を引き出すこと
なく前記部位を脱神経する有効量で、前記部位に投与される請求項１から５のいずれか１
項に記載の使用。
【請求項３５】
　モートン神経腫に伴うものであり、単回注射可能または埋込み可能用量の組成物が、そ
の指神経の外部で作用を引き出すことなく前記指神経を脱神経する有効量で、それを必要
としているヒトまたは動物の指神経に投与される請求項１から５のいずれか１項に記載の
使用。
【請求項３６】
　膝の変形性関節症に伴うものであり、単回注射可能または埋込み可能用量の組成物が、
ヒトまたは動物の膝の外部で作用を引き出すことなく前記膝を脱神経する有効量で、前記
膝に関節内投与される請求項１から５のいずれか１項に記載の使用。
【請求項３７】
　肩の腱炎または滑液包炎に伴うものであり、単回注射可能または埋込み可能用量の組成
物が、ヒトまたは動物の肩峰下滑液包の外部で作用を引き出すことなく前記滑液包を脱神
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経する有効量で、前記滑液包に投与される請求項１から５のいずれか１項に記載の使用。
【請求項３８】
　外上顆炎に伴うものであり、単回注射可能または埋込み可能用量の組成物が、ヒトまた
は動物の外側／内側上顆より末梢の筋肉または組織の外部で作用を引き出すことなく前記
筋肉または組織を脱神経する有効量で、前記筋肉または組織に投与される請求項１から５
のいずれか１項に記載の使用。
【請求項３９】
　バニオン切除に伴うものであり、単回注射可能または埋込み可能用量の組成物が、ヒト
または動物のバニオン切除術手技に由来する開放創の外部で作用を引き出すことなく前記
開放創を脱神経する有効量で、前記開放創に投与される請求項１から５のいずれか１項に
記載の使用。
【請求項４０】
　腱炎、滑液包炎、変形性関節症、および関節リウマチからなる群から選択された状態に
伴う請求項１から８のいずれか１項に記載の使用。
【請求項４１】
　踵骨棘、うおのめ、バニオン、モートン神経腫、槌状足指、足根関節の捻挫、足根関節
または中足骨、種子骨または足指の骨折、足裏筋膜炎、およびアキレス腱の損傷からなる
群から選択された足の整形外科障害に伴う請求項１から５のいずれか１項に記載の使用。
【請求項４２】
　関節炎、手根管症候群、およびガングリオン嚢胞からなる群から選択された手の整形外
科障害に伴う請求項１から５のいずれか１項に記載の使用。
【請求項４３】
　外側上顆炎、内側上顆炎、回旋腱板の腱炎、ドケルヴァン腱滑膜炎、およびばね指から
なる群から選択された障害に伴う請求項１から５のいずれか１項に記載の使用。
【請求項４４】
　パジェット病、脊柱側弯症、打撲傷、捻挫、挫傷、腰痛、および踵骨棘からなる群から
選択された障害に伴う請求項１から５のいずれか１項に記載の使用。
【請求項４５】
　骨折に伴う請求項１から８のいずれか１項に記載の使用。
【請求項４６】
　前十字靭帯の裂傷、後十字靭帯の裂傷、内側側副靭帯の裂傷、外側側副靭帯の裂傷、半
月板軟骨裂傷、膝の軟骨欠損、およびそれらの任意の組み合わせからなる群から選択され
た損傷に伴う請求項１から８のいずれか１項に記載の使用。
【請求項４７】
　回旋腱板の、滑液包炎、脱臼、分離、衝撃、および裂傷、腱炎、癒着性関節包炎、肩の
骨折、ならびにそれらの任意の組み合わせからなる群から選択された肩の整形外科障害に
伴う請求項１から８のいずれか１項に記載の使用。
【請求項４８】
　前記創傷が、長骨の骨折である請求項１および６から８のいずれか１項に記載の使用。
【請求項４９】
　前記手術部位が、腹腔鏡術部位である請求項１および６から８のいずれか１項に記載の
使用。
【請求項５０】
　前記手術部位が、乳房切除術部位である請求項１および６から８のいずれか１項に記載
の使用。
【請求項５１】
　前記手術部位が、関節形成術部位である請求項１および６から８のいずれか１項に記載
の使用。
【請求項５２】
　前記カプサイシノイドの用量が、約５００μｇから約５０００μｇのカプサイシン、ま
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たは治療上等価用量の別のカプサイシノイドである請求項５１に記載の使用。
【請求項５３】
　前記手術部位が、癌手術に伴うものである請求項１および６から８のいずれか１項に記
載の使用。
【請求項５４】
　前記手術部位がバニオン切除部位であり、前記カプサイシノイドの用量が、約５００μ
ｇから約２０００μｇのカプサイシン、または治療上等価用量の別のカプサイシノイドで
ある請求項１から８のいずれか１項に記載の使用。
【請求項５５】
　癌性疼痛に伴う請求項１から５のいずれか１項に記載の使用。
【請求項５６】
　筋裂傷に伴う請求項１から５のいずれか１項に記載の使用。
【請求項５７】
　急性外傷性疼痛に伴うものであり、カプサイシノイドが、生理的適合性ビヒクルに混合
され、損傷の近傍で患者の皮膚を通して注射され、前記カプサイシノイドの用量が、患者
が引き続き損傷の近傍で感覚を有し、その部位の近傍でＡδ線維に関連する鋭い保護疼痛
を及ぼすことなく、損傷の近傍でＣ線維に関連する鈍くうずく痛みを軽減するのに充分で
あり、カプサイシノイドの用量が、約３００から約１５００μｇの量のカプサイシンの用
量と治療上等価であり、少なくとも約４８時間、損傷の近傍で鈍くうずく痛みを軽減する
のに有効である請求項１および２から５のいずれか１項に記載の使用。
【請求項５８】
　前記カプサイシノイドが、カプサイシンを含む請求項１から８および５７のいずれか１
項に記載の使用。
【請求項５９】
　前記カプサイシノイドが、レジニフェラトキシン、Ｎ－バニリルノナンアミド、Ｎ－バ
ニリルスルホンアミド、Ｎ－バニリル尿素、Ｎ－バニリルカーバメート、Ｎ［（置換フェ
ニル）メチル］アルキルアミド、メチレン置換Ｎ［（置換フェニル）メチル］アルカンア
ミド、Ｎ［（置換フェニル）メチル］－ｃｉｓ－１価飽和アルケンアミド、Ｎ［（置換フ
ェニル）メチル］－２価不飽和アミド、３－ヒドロキシアセトアニリド、ヒドロキシフェ
ニルアセトアミド、擬似カプサイシン、ジヒドロカプサイシン、ノルジヒドロカプサイシ
ン、アナンダミド、ピペリン、ジンゲロン、ワーバーガナル（ｗａｒｂｕｒｇａｎａｌ）
、ポリゴジアール、アフラモジアール（ａｆｒａｍｏｄｉａｌ）、シンナモジアール、シ
ンアモスモライド、シンナモライド（ｃｉｎｎａｍｏｌｉｄｅ）、イソベレラル（ｉｓｏ
ｖｅｌｌｅｒａｌ）、スカララジアール、アンシストロジアール（ａｎｃｉｓｔｒｏｄｉ
ａｌ）、β－アカリジアール、メルリジアール（ｍｅｒｕｌｉｄｉａｌ）、スクチゲラー
ル（ｓｃｕｔｉｇｅｒａｌ）、およびそれらの任意の組み合わせからなる群から選択され
る請求項１から８および５７のいずれか１項に記載の使用。
【請求項６０】
　前記カプサイシノイドが、レジニフェラトキシンである請求項５９に記載の使用。
【請求項６１】
　前記カプサイシンが、本質的にｔｒａｎｓ－カプサイシンからなる請求項５８に記載の
使用。
【請求項６２】
　前記カプサイシノイドが、少なくとも約９７％ｔｒａｎｓ－カプサイシンである請求項
６１に記載の使用。
【請求項６３】
　それを必要としているヒトまたは動物においてある部位で疼痛を軽減するための注射可
能または埋込み可能な薬剤組成物であって、注射または埋込み用の薬剤として許容される
ビヒクル中、１μｇから５０００μｇのカプサイシン、治療上等価量の１種または複数の
他のカプサイシノイド、およびそれらの組み合わせからなる群から選択されたカプサイシ
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ノイドから本質的になる組成物。
【請求項６４】
　前記カプサイシノイドが、約３００μｇから１５００μｇのカプサイシンを含む請求項
６３に記載の薬剤組成物。
【請求項６５】
　前記カプサイシノイドが、約４００μｇから１２００μｇのカプサイシンを含む請求項
６３に記載の薬剤組成物。
【請求項６６】
　前記カプサイシノイドが、約３００μｇから１５００μｇのｔｒａｎｓ－カプサイシン
を含む請求項６４に記載の薬剤組成物。
【請求項６７】
　前記カプサイシノイドが、少なくとも約９７％ｔｒａｎｓ－カプサイシンである請求項
６５に記載の薬剤組成物。
【請求項６８】
　それを必要としているヒトまたは動物においてある部位で疼痛を軽減するための注射可
能、埋込み可能、または浸潤可能な薬剤組成物であって、１μｇから１５，０００μｇの
ｔｒａｎｓ－カプサイシン、および注射または埋込み用の薬剤として許容されるビヒクル
から本質的になる薬剤組成物。
【請求項６９】
　薬剤として許容される前記ビヒクルが、注射用水中、有効濃度のポリエチレングリコー
ル、ヒスチジン、およびスクロースを含む請求項６８に記載の薬剤組成物。
【請求項７０】
　薬剤として許容される前記ビヒクルが、注射用水中、約２０％のＰＥＧ３００、約１０
ｍＭのヒスチジン、および約５％のスクロースを含む請求項６８に記載の薬剤組成物。
【請求項７１】
　１μｇから５０００μｇのｔｒａｎｓ－カプサイシン、および注射または埋込み用の薬
剤として許容されるビヒクルから本質的になる請求項６８に記載の注射可能な薬剤組成物
。
【請求項７２】
　請求項１から８のいずれか１項に記載の使用に伴って起こる突出痛のための鎮痛剤の使
用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、特定の部位、たとえば、関節、腱、神経、筋肉、および他の軟部組織の炎症
、神経損傷および神経障害に関連する疼痛、ならびに軟部組織または骨の腫瘍による疼痛
を緩和するための組成物および方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ナス科の植物（ホットチリペッパー）由来の刺激性物質であるカプサイシンは、疼痛の
シグナルであると考えられている小径求心性神経線維Ｃ線維およびＡδ線維に対する選択
的作用のために、実験ツールとして長く用いられてきた。動物での研究から、カプサイシ
ンは、カルシウムおよびナトリウム透過性のカチオンチャネルを開くことにより、Ｃ線維
膜脱分極を引き起こすと考えられる。近年、カプサイシン作用の受容体の１つがクローニ
ングされた。カプサイシンは、キダチトウガラシ（ｃａｐｓｉｃｕｍ　ｆｒｕｔｅｓｃｅ
ｎｓ）またはトウガラシ（ｃａｐｓｉｃｕｍ　ａｎｎｕｍ）の実をエタノール抽出するこ
とによって、容易に得ることができる。カプサイシンは、Ｎ－（４－ヒドロキシ－３－メ
トキシベンジル）－８－メチルノナ－ｔｒａｎｓ－６－エンアミドの化学名で知られてい
る。カプサイシンは、水にほとんど溶けないが、アルコール、エーテル、ベンゼン、およ
びクロロホルムには溶けやすい。治療上、カプサイシンは、局所鎮痛剤として用いられて
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きた。カプサイシンは、Ｓｔｅｖｅ　Ｗｅｉｓｓ　＆　Ｃｏ．、３１５　Ｅａｓｔ　６８
ｔｈ　Ｓｔｒｅｅｔ、Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ、ＮＹ　１００２１からＣａｐｓａｉｃｉｎ　Ｕ
ＳＰとして市販され入手可能であり、公開されている方法で合成的に調製することもでき
る。それぞれの第２級アミンに還元されているＮ－ペンチルおよびＮ－ヘキシル３，４－
ジメトキシフェニルアセトアミドを開示しているＭｉｃｈａｌｓｋａ等の「Ｓｙｎｔｈｅ
ｓｉｓ　ａｎｄ　Ｌｏｃａｌ　Ａｎｅｓｔｈｅｔｉｃ　Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ　ｏｆ　Ｎ
－ｓｕｂｓｔｉｔｕｔｅｄ　３，４－Ｄｉｍｅｔｈｏｘｙｐｈｅｎｅｔｈｙｌａｍｉｎｅ
　Ｄｅｒｉｖａｔｉｖｅｓ」、Ｄｉｓｓ　Ｐｈａｒｍ．　Ｐｈａｒｍａｃｏｌ．、Ｖｏｌ
．２４（１９７２）１７－２５頁（Ｃｈｅｍ．Ａｂｓ．７７：１９２７１ａ）を参照され
たい。
【０００３】
　カプサイシンは、英国、オーストラリア、ベルギー、エジプト、ドイツ、ハンガリー、
イタリア、日本、ポーランド、ポルトガル、スペイン、およびスイスの薬局方に収載され
ており、以前には米国薬局方および米国医薬品規格にも収載されていた。ＦＤＡは、ヒト
に使用する一般用医薬品（ＯＴＣ）の鎮痛剤製品に関する研究論文を提示した。これらに
は、ＯＴＣ外用鎮痛剤として用いるのに安全かつ有効であるとされているカプサイシンお
よびカプサイシン製剤が含まれる。カプサイシンは、ＦＤＡに認められた唯一のトウガラ
シ（Ｃａｐｓｉｃｕｍ）の化学物質である。カプサイシン（ＵＳＰ）は、１１０％以上の
全カプサイシノイドを含有し、これは典型的に６３％の純カプサイシンに相当する。ＵＳ
Ｐカプサイシンは、ｔｒａｎｓ－カプサイシン（５５～６０％）であり、さらに前駆体ジ
ヒドロカプサイシンおよびノルジヒドロカプサイシンを含む。
【０００４】
　カプサイシン媒介作用には、（ｉ）末梢組織での侵害受容器の活性化、（ｉｉ）１つま
たは複数の刺激様式に対する末梢侵害受容器の最終除感作、（ｉｉｉ）感受性Ａδ線維お
よびＣ線維求心性神経の細胞変性、（ｉｖ）ニューロンプロテアーゼの活性化、（ｖ）軸
索輸送の遮断、および（ｖｉ）非侵害性線維の数に影響を及ぼすことのない侵害性線維の
絶対数の減少が含まれる。
【０００５】
　臨床上、もっとも広く研究されてきたカプサイシンの投与形態は、カプサイシン含有ク
リーム（Ｚｏｓｔｒｉｘ、Ｚｏｓｔｒｉｘ－ＨＰ、およびＡｘｓａｉｎ）である。これら
の製品は、変形性関節症を含む広範な疼痛状態において試験されてきた。しかしながら、
関節炎に局所的に投与されたカプサイシンの有効性は、一般に限定されていることが示さ
れている。
【０００６】
　従来の刊行物は、様々な状態を治療するためのカプサイシンの局所投与を記載している
。たとえば、米国特許第４，９９７，８５３号（Ｂｅｒｎｓｔｅｉｎ）は、外用鎮痛剤と
してカプサイシンを用いる方法および組成物を記載している。米国特許第５，０６３，０
６０号（Ｂｅｒｎｓｔｅｉｎ）は、疼痛、炎症性、またはアレルギー性疾患を治療する組
成物および方法を記載している。米国特許第５，１７８，８７９号（Ａｄｅｋｕｎｌｅ他
）は、疼痛を治療するための局所投与用のべたつきのないカプサイシンゲルを記載してい
る。米国特許第５，２９６，２２５号（Ａｄｅｋｕｎｌｅ他）は、局所カプサイシンによ
って口腔顔面痛を治療する間接的な方法を記載している。米国特許第５，６６５，３７８
号（Ｄａｖｉｓ他）は、疼痛を治療するための、カプサイシン、抗ステロイド性抗炎症剤
、およびパマブロムを含む経皮治療製剤を記載している。米国特許第６，２４８，７８８
号（Ｒｏｂｂｉｎｓ他）は、長期持続性の足の疼痛を患っている患者に、マーカイン硬膜
外注射と組み合わせて７．５％のカプサイシンクリームを投与することを記載している。
米国特許第６，２３９，１８０号（Ｒｏｂｂｉｎｓ）は、末梢神経障害を治療するために
、カプサイシン負荷パッチを局所麻酔と組み合わせることを記載している。乳房切除後疼
痛症候群（ＷａｔｓｏｎおよびＥｖａｎｓ、Ｐａｉｎ　５１：３７５－７９（１９９２）
）、有痛性糖尿病性神経障害（Ｔａｎｄａｎ等、Ｄｉａｂｅｔｅｓ　Ｃａｒｅ　１５：８
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－１３（１９９２））、Ｔｈｅ　Ｃａｐｓａｉｃｉｎ　Ｓｔｕｄｙ　Ｇｒｏｕｐ、Ａｒｃ
ｈ　Ｉｎｔｅｒｎ　Ｍｅｄ　１５１：２２２５－９（１９９１）、ヘルペス後神経痛（Ｗ
ａｔｓｏｎ等、Ｐａｉｎ　３３：３３３－４０（１９８８））、Ｗａｔｓｏｎ等、Ｃｌｉ
ｎ．Ｔｈｅｒ．１５：５１０－２６（１９９３）、Ｂｅｒｎｓｔｅｉｎ等、Ｊ．Ａｍ　Ａ
ｃａｄ　Ｄｅｒｍａｔｏｌ　２１：２６５－７０（１９８９）、およびギランバレー症候
群の疼痛（Ｍｏｒｇａｎｌａｎｄｅｒ等、Ａｎｎａｌｓ　ｏｆ　Ｎｅｕｒｏｌｏｇｙ　２
９：１９９（１９９０））など様々な状態を治療するための局所カプサイシンの使用も当
分野において記載されている。カプサイシンは、変形性関節症（Ｄｅａｌ等、Ｃｌｉｎ　
Ｔｈｅｒ　１３：３８３－９５（１９９１）、ＭｃＣａｒｔｈｙおよびＭｃＣａｒｔｈｙ
、Ｊ．Ｒｈｅｕｍａｔｏｌ　１９：６０４－７（１９９２）、Ａｌｔｍａｎ等、Ｓｅｍｉ
ｎａｒｓ　ｉｎ　Ａｒｔｈｒｉｔｉｓ　ａｎｄ　Ｒｈｅｕｍａｔｉｓｍ　２３：２５－３
３（１９９４））の治療においても用いられてきた。さらに、米国特許第４，５９９，３
４２号（ＬａＨａｎｎ）は、カプサイシンまたはカプサイシン類似体とオピオイド鎮痛剤
との組み合わせの経口投与および皮下または筋内投与を記載している。米国特許第４，３
１３，９５８号（ＬａＨａｎｎ）は、「階段」投与様式を用いるカプサイシンの髄腔内、
硬膜外、筋肉内、静脈内、腹腔内、および皮下投与を記載している。
【０００７】
　ヒトは、食事由来のカプサイシン含有香辛料、および様々な医学的兆候に用いる局所用
製剤に長い間、暴露されてきた。この膨大な経験は、カプサイシン暴露による著しい副作
用、または持続的副作用を示していない。無髄感覚求心性神経線維に対するカプサイシン
の潜在的な治療効果が最近認められ、さらなる薬剤の開発のためにこの化合物の入念な検
討が必要とされている。
【０００８】
　末梢組織の侵害受容器を除感作するカプサイシンの能力のために、その潜在的な鎮痛作
用が種々の臨床試験においても評価されてきた。しかしながら、カプサイシン自体の適用
はしばしば、治療される神経障害性の疼痛とは別に、灼熱痛および痛覚過敏を引き起こす
ため、患者のコンプライアンスは不良であり、臨床試験中の脱落率は５０パーセントを超
えている。自発性灼熱痛および痛覚過敏は、カプサイシン適用部位での末梢侵害受容器の
強い活性化および一時的な感作によるものであると考えられる。この活性化および感作は
、除感作期の前に起こる。活性化期は、疼痛を生じるため、カプサイシン使用の障壁とな
り得る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】米国特許第４，９９７，８５３号明細書
【特許文献２】米国特許第５，０６３，０６０号明細書
【特許文献３】米国特許第５，１７８，８７９号明細書
【特許文献４】米国特許第５，２９６，２２５号明細書
【特許文献５】米国特許第５，６６５，３７８号明細書
【特許文献６】米国特許第６，２４８，７８８号明細書
【特許文献７】米国特許第６，２３９，１８０号明細書
【特許文献８】米国特許第４，５９９，３４２号明細書
【特許文献９】米国特許第４，３１３，９５８号明細書
【非特許文献】
【００１０】
【非特許文献１】Ｍｉｃｈａｌｓｋａ等、Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ　ａｎｄ　Ｌｏｃａｌ　Ａ
ｎｅｓｔｈｅｔｉｃ　Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ　ｏｆ　Ｎ－ｓｕｂｓｔｉｔｕｔｅｄ　３，
４－Ｄｉｍｅｔｈｏｘｙｐｈｅｎｅｔｈｙｌａｍｉｎｅ　Ｄｅｒｉｖａｔｉｖｅｓ」、Ｄ
ｉｓｓ　Ｐｈａｒｍ．　Ｐｈａｒｍａｃｏｌ．、Ｖｏｌ．２４（１９７２）１７－２５頁
（Ｃｈｅｍ．Ａｂｓ．７７：１９２７１ａ）
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【非特許文献２】ＷａｔｓｏｎおよびＥｖａｎｓ、Ｐａｉｎ　５１：３７５－７９（１９
９２）
【非特許文献３】Ｔａｎｄａｎ等、Ｄｉａｂｅｔｅｓ　Ｃａｒｅ　１５：８－１３（１９
９２）
【非特許文献４】Ｔｈｅ　Ｃａｐｓａｉｃｉｎ　Ｓｔｕｄｙ　Ｇｒｏｕｐ、Ａｒｃｈ　Ｉ
ｎｔｅｒｎ　Ｍｅｄ　１５１：２２２５－９（１９９１）
【非特許文献５】Ｗａｔｓｏｎ等、Ｐａｉｎ　３３：３３３－４０（１９８８）
【非特許文献６】Ｗａｔｓｏｎ等、Ｃｌｉｎ．Ｔｈｅｒ．１５：５１０－２６（１９９３
）
【非特許文献７】Ｂｅｒｎｓｔｅｉｎ等、Ｊ．Ａｍ　Ａｃａｄ　Ｄｅｒｍａｔｏｌ　２１
：２６５－７０（１９８９）
【非特許文献８】Ｍｏｒｇａｎｌａｎｄｅｒ等、Ａｎｎａｌｓ　ｏｆ　Ｎｅｕｒｏｌｏｇ
ｙ　２９：１９９（１９９０）
【非特許文献９】Ｄｅａｌ等、Ｃｌｉｎ　Ｔｈｅｒ　１３：３８３－９５（１９９１）
【非特許文献１０】ＭｃＣａｒｔｈｙおよびＭｃＣａｒｔｈｙ、Ｊ．Ｒｈｅｕｍａｔｏｌ
　１９：６０４－７（１９９２）
【非特許文献１１】Ａｌｔｍａｎ等、Ｓｅｍｉｎａｒｓ　ｉｎ　Ａｒｔｈｒｉｔｉｓ　ａ
ｎｄ　Ｒｈｅｕｍａｔｉｓｍ　２３：２５－３３（１９９４）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　したがって、通常カプサイシンの使用に伴う副作用なしに鎮痛効果をもたらす有効濃度
でカプサイシンまたはカプサイシン類似体を含む方法および組成物を提供することは有利
である。
【００１２】
　本発明の目的は、急性または慢性疼痛、侵害受容性および神経障害性疼痛、手術前およ
び手術後疼痛、癌性疼痛、神経伝達物質調節異常症候群および整形外科障害に伴う疼痛の
治療のために、ある部位にカプサイシンまたはカプサイシン類似体の注射可能または埋込
み可能用量を投与することによって、ヒトおよび動物において疼痛の緩和を提供するため
の組成物および方法を提供することである。
【００１３】
　本発明の他の目的は、その特定部位での注射または埋込みにより、カプサイシノイドを
投与することによって、ヒトまたは動物において特定部位の疼痛を軽減するための組成物
および方法を提供することである。
【００１４】
　本発明の他の目的は、その関節内部位または体腔に注射可能または埋込み可能単回用量
のカプサイシンまたはカプサイシン類似体を投与することによって、関節内部位または体
腔の疼痛を緩和するための組成物および方法を提供することである。
【００１５】
　本発明の目的は、急性または慢性疼痛、侵害受容性および神経障害性疼痛、手術前およ
び手術後疼痛、癌性疼痛、神経伝達物質調節異常症候群および整形外科障害に伴う疼痛の
治療のために、手術部位または開放創にカプサイシンまたはカプサイシン類似体の用量を
浸潤させることにより投与することによって、ヒトまたは動物において疼痛の緩和を提供
するための組成物および方法を提供することである。
【００１６】
　本発明の他の目的は、その手術部位に浸潤させることによりカプサイシノイドを投与す
ることによって、ヒトまたは動物において手術部位の疼痛を軽減するための組成物および
方法を提供することである。
【００１７】
　本発明の他の目的は、その開放創に浸潤させることによりカプサイシノイドを投与する
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ことによって、ヒトまたは動物において開放創の疼痛を軽減するための組成物および方法
を提供することである。
【００１８】
　本発明の他の目的は、注射可能または埋込み可能カプサイシノイドを用いて、スポーツ
関連損傷を治療するための組成物および方法を提供することである。
【００１９】
　本発明の他の目的は、浸潤可能カプサイシノイドを用いて、胸骨正中切開に伴う疼痛を
治療するための組成物および方法を提供することである。
【００２０】
　本発明の他の目的は、浸潤可能カプサイシノイドを用いて、乳房切除に伴う疼痛を治療
するための組成物および方法を提供することである。
【００２１】
　本発明の他の目的は、浸潤可能カプサイシノイドを用いて、整形外科手術手技に伴う疼
痛を治療するための組成物および方法を提供することである。
【００２２】
　本発明の他の目的は、注射可能または埋込み可能カプサイシノイドを用いて、整形外科
障害または損傷を治療するための組成物および方法を提供することである。
【００２３】
　本発明の他の目的は、注射可能、埋込み可能、または浸潤可能カプサイシノイドを用い
て、急性外傷性疼痛を治療するための組成物および方法を提供することである。
【００２４】
　本発明の他の目的は、注射可能、埋込み可能、または浸潤可能カプサイシノイドを用い
て、神経障害性疼痛を治療するための組成物および方法を提供することである。
【００２５】
　本発明の他の目的は、注射可能、埋込み可能、または浸潤可能カプサイシノイドを用い
て、侵害受容性疼痛を治療するための組成物および方法を提供することである。
【００２６】
　本発明の他の目的は、注射可能、埋込み可能、または浸潤可能カプサイシノイドを用い
て、神経伝達物質調節異常症候群を治療するための組成物および方法を提供することであ
る。
【課題を解決するための手段】
【００２７】
　上述の目的および他の目的に従って、本発明は、一部には、それを必要としているヒト
または動物においてある部位で疼痛を軽減または緩和するための方法であって、それを必
要としているヒトまたは動物の特定部位、手術部位、または開放創に、その特定部位の外
部で作用を引き出すことなくその特定部位を脱神経し、かつ前記部位から生ずる疼痛を軽
減するのに有効な量で、単回用量のカプサイシンを注射、埋込み、または浸潤により投与
することを含み、前記用量がヒトまたは動物の特定部位に注射または浸潤されるとき、そ
の用量は、約１μｇから約５，０００μｇのカプサイシン、または治療上等価用量のカプ
サイシン以外のカプサイシノイドであり、前記用量が手術部位または開放創に浸潤される
とき、約１μｇから約１５，０００μｇのカプサイシン、または治療上等価用量のカプサ
イシン以外のカプサイシノイドである方法に関する。換言すれば、「カプサイシノイド」
という用語は、その薬剤がカプサイシン、カプサイシン以外のカプサイシノイド、あるい
はカプサイシンと１種または複数の他のカプサイシノイドとの混合物である製剤を含むこ
とを意味する（注射または浸潤の場合、すべてのカプサイシノイド薬剤の総量は、カプサ
イシン約１μｇから約５，０００μｇの用量に治療上等価な用量に基づき、浸潤の場合、
すべてのカプサイシノイド薬剤の総量は、カプサイシン約１μｇから約１５，０００μｇ
の用量に治療上等価な用量に基づく）。
【００２８】
　本発明はさらに、一部には、それを必要としているヒトまたは動物においてある部位で
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疼痛を軽減または緩和するための方法であって、それを必要としているヒトまたは動物の
特定疼痛部位に、その特定部位の外部で作用を引き出すことなく前記特定部位を脱神経し
、かつ前記部位から生ずる疼痛を軽減するのに有効な量で、単回注射可能または埋込み可
能用量のカプサイシノイドを投与することを含み、前記有効用量が、約１μｇから約５，
０００μｇのカプサイシン、または治療上等価用量のカプサイシン以外のカプサイシノイ
ドである方法に関する。いくつかの好ましい実施形態において、注射または埋込み用のカ
プサイシンの用量は、約１０から約３０００μｇ、好ましくは約３００から約１２００μ
ｇである。他の特定の実施形態において、注射または埋込み用のカプサイシンの用量は、
約１０から約１０００マイクログラム、好ましくは約２０から約３００マイクログラム、
最も好ましくは約３５から約２００マイクログラムである。好ましい実施形態において、
カプサイシノイドの用量は、注射または埋込み用の薬剤としても生理的にも許容されるビ
ヒクル中で投与され、場合によってさらに１種または複数の薬剤賦形剤を含むことができ
る。いくつかの好ましい実施形態において、投与用量のカプサイシノイドの初期過剰疼痛
性作用を軽減するのに有効な量および場所で、前記用量のカプサイシノイドの前またはと
同時に、局所麻酔剤を投与することができる。局所麻酔剤は、たとえば、前記用量のカプ
サイシノイドが投与される部位に直接注射するか、あるいは近位、局所、体性、または脳
脊髄軸ブロックとして投与することができる。必要であれば、全身麻酔を用いることがで
きる。カプサイシノイドの用量は、皮下、筋肉内、髄腔内、硬膜外、腹腔内、仙骨、真皮
内または皮内、単一神経の肋間、関節内、滑液包内、脊髄内、動脈内、または体腔に注射
または埋め込むことができる。本発明の製剤の関節内投与は、たとえば、膝、肘、股関節
部、胸鎖、側頭下顎、手根、足根、手首、足首、椎間円板、黄色靭帯、および疼痛のある
他の任意の関節からなる群から選択された関節に行うことができる。
【００２９】
　本発明のいくつかの他の実施形態において、それを必要としているヒトまたは動物にお
いて手術部位または開放創の疼痛を軽減または緩和するための方法であって、それを必要
としているヒトまたは動物の手術部位または開放創に、その手術部位または開放創の外部
で作用を引き出すことなくその手術部位または開放創を脱神経するのに有効な量で、単回
用量のカプサイシンを浸潤により投与することを含み、その用量が、約１μｇから約１５
，０００μｇの範囲である方法が提供される。いくつかの好ましい実施形態において、有
効用量のカプサイシノイドは、約５００から約１５，０００μｇのカプサイシン、約６０
０から約１０，０００μｇのカプサイシン、または治療上等価用量のカプサイシン以外の
カプサイシノイドである。いくつかの好ましい実施形態において、カプサイシノイドの用
量は、約０．１から約１０００ｍｌの量の、浸潤用の薬剤として許容されるビヒクル中で
投与される。いくつかの好ましい実施形態において、カプサイシノイドの用量は、約１ｍ
ｌから約１００ｍｌの量の、浸潤用の薬剤として許容されるビヒクル中で投与される。他
の好ましい実施形態において、カプサイシノイドの用量は、約５ｍｌから約３０ｍｌの量
の、浸潤用の薬剤として許容されるビヒクル中で投与される。カプサイシノイドが手術部
位または開放創に浸潤されるいくつかの好ましい実施形態において、この方法はさらに、
前記用量のカプサイシノイドの前またはと同時に、局所または全身麻酔剤を投与すること
を含む。局所麻酔剤の用量は、たとえば、前記投与用量のカプサイシノイドの初期過剰疼
痛作用を軽減するのに有効な量および場所であることができる。局所麻酔剤は、手術また
は創傷部位に浸潤によって投与することができる。いくつかの好ましい実施形態において
、その部位でのカプサイシノイドの投与は、少なくとも約４８時間、好ましくは少なくと
も約１週間、手術または創傷部位近傍の疼痛の軽減を提供する。
【００３０】
　本発明はさらに、一部には、それを必要としているヒトまたは動物において手術部位ま
たは開放創の疼痛を軽減または緩和するための方法であって、それを必要としているヒト
または動物の手術部位または開放創に、その手術部位または開放創の外部で作用を引き出
すことなく前記手術部位または開放創を脱神経するのに有効な量で、単回浸潤可能用量の
カプサイシノイドを投与することを含み、前記有効用量が、約１μｇから約１５，０００
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μｇのカプサイシン、または治療上等価用量のカプサイシン以外のカプサイシノイドであ
る方法に関する。
【００３１】
　手術部位または開放創に浸潤によって投与されるカプサイシノイドの用量は、その組織
、筋肉、または骨に直接投与することができる。他の実施形態において、カプサイシノイ
ドの用量は、関節内、胸骨下、滑液包内、嚢内、または体腔に投与することができる。本
発明の製剤の関節内投与は、たとえば、膝、肘、股関節部、胸鎖、側頭下顎、手根、足根
、手首、足首、椎間円板、黄色靭帯、および疼痛のある他の任意の関節からなる群から選
択された関節に行うことができる。
【００３２】
　本発明はさらに、一部には、損傷に伴う急性外傷性疼痛を治療する方法であって、損傷
の近傍で患者の皮膚を通して、生理的適合性ビヒクル中のカプサイシノイドを注射するこ
とを含み、前記カプサイシノイドの用量が、患者が引き続き損傷の近傍で感覚を有し、そ
の部位の近傍でＡδ線維に関連する鋭い保護疼痛を及ぼすことなく、損傷の近傍でＣ線維
に関連する鈍くうずく痛みを軽減するのに充分であり、カプサイシノイドの用量が、約３
００から約１５００μｇの量のカプサイシンの用量と治療上等価であり、少なくとも約４
８時間、損傷の近傍で鈍くうずく痛みを軽減するのに有効である方法に関する。
【００３３】
　本発明はさらに、一部には、手術または開放創損傷に伴う急性外傷性疼痛を治療する方
法であって、患者の手術部位または開放創に生理的適合性ビヒクル中のカプサイシノイド
を浸潤により投与することを含み、前記カプサイシノイドの用量が、患者が引き続き手術
部位または開放創の近傍で感覚を有し、手術部位または開放創の近傍でＡδ線維に関連す
る鋭い保護疼痛を及ぼすことなく、手術部位または開放創の近傍でＣ線維に関連する鈍く
うずく痛みを軽減するのに充分であり、カプサイシノイドの用量が、約６００から約１５
，０００μｇの量のカプサイシンの用量と治療上等価であり、少なくとも約４８時間、手
術部位または開放創の近傍で鈍くうずく痛みを軽減するのに有効である方法に関する。
【００３４】
　いくつかの好ましい実施形態において、カプサイシノイドは、カプサイシン自体である
。より好ましい実施形態において、カプサイシノイドは、ｔｒａｎｓ－カプサイシンを含
む。もっとも好ましい実施形態において、カプサイシノイドは、少なくとも約９７％ｔｒ
ａｎｓ－カプサイシンである。
【００３５】
　本発明に従って特定部位、手術部位、または開放創に投与されるカプサイシノイドの単
回注射可能、埋込み可能、または浸潤可能用量は、好ましくは、ａ）特定部位から生じる
疼痛を軽減または除去するために、疼痛の開始に関与する特定の限局領域でＣ線維および
／またはＡδ線維の選択的で高度に限局性の破壊または無力化を引き起こし、ｂ）Ｃ線維
および／またはＡδ線維活性化の潜在的な悪影響および／または疼痛部位外部での損傷を
最小限にするのに有効な量である。
【００３６】
　本発明はさらに、それを必要としているヒトまたは動物においてある部位で疼痛を軽減
するための注射可能または埋込み可能な薬剤組成物であって、ｔｒａｎｓ－カプサイシン
を含む１μｇから５０００μｇのカプサイシノイド、および注射または埋込み用の薬剤と
して許容されるビヒクルから本質的になる薬剤組成物に関する。いくつかの好ましい実施
形態において、ｔｒａｎｓ－カプサイシンの用量は、約１０μｇから約３０００μｇ、約
３００μｇから約１５００μｇ、好ましくは約４００μｇから約１２００μｇの範囲であ
る。
【００３７】
　本発明はさらに、それを必要としているヒトまたは動物において手術部位または開放創
で疼痛を軽減するための浸潤可能な薬剤組成物であって、ｔｒａｎｓ－カプサイシンを含
む１μｇから１５，０００μｇのカプサイシノイド、および浸潤用の薬剤として許容され
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るビヒクルから本質的になる薬剤組成物に関する。いくつかの好ましい実施形態において
、ｔｒａｎｓ－カプサイシンの用量は、約６００μｇから約１５，０００μｇ、約６００
μｇから約１０，０００μｇ、好ましくは約１，０００μｇから約１０，０００μｇの範
囲である。
【００３８】
　本明細書に記載の本発明がより充分に理解されるように、この開示のために以下の定義
を示す。
【００３９】
「注射」という用語は、ヒトまたは動物の皮膚を経る、特定部位へのカプサイシンの投与
を意味する。
【００４０】
「埋込み」という用語は、ヒトまたは動物の皮膚、組織、筋肉、腱、関節、または体の他
の部分にカプサイシンの用量を包埋することによる、特定部位へのカプサイシンの投与を
意味する。
【００４１】
「浸潤」または「浸潤可能」という用語は、ヒトまたは動物の特定の手術部位または開放
創への投与を意味する。
【００４２】
　本明細書では、「カプサイシノイド」という用語は、他に指定のない限り、カプサイシ
ンと同じ薬理部位、たとえばＶＲ１で作用する、カプサイシン、カプサイシンＵＳＰ、お
よび精製カプサイシン、カプサイシン類似体、およびそれらの誘導体（本明細書および添
付の請求の範囲では、まとめてカプサイシノイドと呼ぶ）を意味する。
【００４３】
　急性疼痛は、短い重度の経過に続いて急激な発症を示す任意の疼痛を意味し、たとえば
、頭痛、ならびに骨、関節、靭帯、および腱の癌、破損、挫傷、捻挫、および脱臼に伴う
疼痛である。
【００４４】
　慢性疼痛は、長期間続く、または頻繁な再発を特徴とする疼痛を意味し、たとえば、末
期疾患、関節炎、自己免疫疾患に伴う疼痛、あるいは糖尿病もしくは脊髄変性などの変性
疾患に起因する、または外傷もしくは手術後の神経リモデリングに由来する神経障害性疼
痛である。
【００４５】
　本明細書では、「局所麻酔剤」という用語は、局所無感覚および／または無痛覚をもた
らす任意の薬剤または薬剤の混合物を意味する。
【００４６】
　併用投与とは、カプサイシンおよび追加の治療上有効な薬剤、たとえば局所麻酔剤また
はフェノール、の両方を含有する単一組成物を投与すること、あるいは有効な結果が両方
の化合物を単一組成物として投与するときと同等であるような充分に短い時間内に、個別
の組成物としてカプサイシンおよび追加の治療上有効な薬剤を投与することを意味する。
【００４７】
　以下の図面は、本発明の実施形態を例示するものであり、請求の範囲によって包含され
る本発明の範囲を限定するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】実施例１に例示する変形性関節症安全試験に参加した被験者に投与したカプサイ
シン用量１０μｇ、１００μｇ、および３００μｇの血漿濃度を示すグラフである。
【図２】実施例１に例示する変形性関節症安全試験に参加した被験者のベースラインと比
較したＶＡＳの減少率を示すグラフである。
【図３】実施例２に例示する変形性関節症安全試験に参加した被験者のＮＲＳ疼痛スコア
を示すグラフである。
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【図４】実施例３に例示するバニオン切除有効性試験に参加した被験者間のＶＡＳ疼痛ス
コアの比較を示すグラフである。
【図５】レスキュー（ｒｅｓｃｕｅ）投薬を要する実施例３に例示するバニオン切除有効
性試験に参加した被験者率の比較を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００４９】
　本明細書に開示する組成物および方法は、以下まとめて「カプサイシノイド」と称する
有効量のカプサイシンまたはカプサイシン類似体によって特定部位の疼痛を治療するため
に用いることができる。好ましい一実施形態において、この方法は、その部位の疼痛を緩
和するために、ヒトまたは動物においてある部位に有効量のカプサイシノイドを投与する
ことを含む。
【００５０】
　他の実施形態において、この方法は、カプサイシノイドが投与される部位に感覚消失を
提供し、次いでその部位に有効量のカプサイシノイドを投与することを含む。感覚消失は
、その部位に直接提供することができ、あるいはカプサイシノイドが投与される部位に感
覚消失をもたらす遠隔部位に提供することができる。たとえば、硬膜外局所麻酔は、カプ
サイシノイドが投与される患者に、腰から下に位置する部位において提供することができ
る。あるいは、局所麻酔は、局所ブロック、近位ブロック、体性ブロック、脳脊髄軸ブロ
ックとして投与することができる。麻酔剤は、脊椎ブロック、硬膜外ブロック、または神
経ブロックとして、全身麻酔剤として投与することができる。好ましくは、局所麻酔剤が
投与される実施形態において、局所麻酔剤は、その局所麻酔剤がカプサイシノイドで処置
される領域に一過性の感覚消失を提供するように、カプサイシノイド投与前に投与される
。
【００５１】
　用いることのできる局所麻酔剤の例には、ブピバカイン、ロピバカイン、ジブカイン、
プロカイン、クロロプロカイン、プリロカイン、メピバカイン、エチドカイン、テトラカ
イン、リドカイン、キシロカイン、およびそれらの混合物、ならびに当分野で知られてい
る薬剤として許容される他の任意の局所麻酔剤が含まれる。局所麻酔剤は、塩の形態、た
とえば、塩酸塩、臭化物、酢酸塩、クエン酸塩、炭酸塩、または硫酸塩であることができ
る。より好ましくは、局所麻酔剤は、遊離塩基形態である。好ましい局所麻酔剤には、た
とえばブピバカインが含まれる。ブピバカインの場合、この遊離塩基は、緩やかな初期放
出を提供し、浸潤部位における局所麻酔剤の早期「ダンピング」を回避する。他の局所麻
酔剤は、異なって作用する可能性がある。投与手段が全身作用ではなく、局所作用のみを
生じる場合には、典型的には体系的に投与される局所麻酔剤を用いることもできる。
【００５２】
　局所麻酔剤の用量は、投与される麻酔剤、ならびに局所麻酔剤が投与される部位によっ
て決まる。たとえば、局所ブロック（たとえば、くるぶしブロック）によって局所麻酔剤
が投与される実施形態において、麻酔剤の用量は、０．５％溶液１ｍｌから約３０ｍｌま
での範囲である（たとえば、ブピバカイン）。他の実施形態において、２％溶液３ｍｇ／
ｋｇ用量（最大２００ｍｇ）を、関節内浸潤によって投与することができる（たとえば、
リドカイン）。他の実施形態において、局所麻酔剤の用量は、０．２５％から５％溶液０
．５ｍｌから約６０ｍｌの範囲であり得る。
【００５３】
　別法として、その領域を麻酔するために局所麻酔剤の代わりに（または局所麻酔剤に加
えて）、処置される手術部位または開放創にフェノールを投与することができる。フェノ
ールは、好ましくは、カプサイシノイド投与前に投与することができ、あるいはカプサイ
シノイドの用量と併用投与することができる。併用投与とは、カプサイシノイドおよびフ
ェノールの両方を含有する単一組成物を投与すること、または有効な結果が両方の化合物
を単一組成物として投与するときと同等であるような充分に短い時間内に、個別の組成物
としてカプサイシノイドおよびフェノールを投与することを意味する。
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【００５４】
　本発明に先立って、たとえば米国特許第４，３１３，９５８号（ＬａＨａｎｎ）におい
て、カプサイシンは「全身投与」（すなわち、髄腔内、硬膜外、筋肉内、静脈内、腹腔内
、および皮下）によって投与されたとき、痛覚消失をもたらすことが記載されている。動
物試験は、その称するところではカプサイシンのいくらかの副作用を低減または除去する
とされている「階段投与」によって行われた。ここでは、カプサイシンが紫外線照射前に
最終用量２５ｍｇ／ｋｇ以下で全身に送達されたとき、放射性誘発痛覚過敏を妨げたが、
正常範囲より高くは痛覚閾値を上昇させなかったことが報告されている。より多用量のカ
プサイシン、すなわち最終用量５０ｍｇ／ｋｇ以上のカプサイシンが全身に投与されたと
きのみ、痛覚閾値が上昇した。ＬａＨａｎｎは、ヒトにおける臨床使用の場合、総用量０
．０５ｍｇ／ｋｇから１，０００ｍｇ／ｋｇが許容され、総用量０．２５ｍｇ／ｋｇから
５００ｍｇ／ｋｇが好ましいことを仮定した（例示はない）。ラットの体重は１２５から
１７５グラムであり、カプサイシンの投与総用量は２７ｍｇ／ｋｇから１０２ｍｇ／ｋｇ
（または皮下に注射された総用量はカプサイシン約３．３７５ｍｇから約１７．８５ｍｇ
）の範囲であった。
【００５５】
　さらに最近では、米国特許第５，９６２，５３２号（Ｃａｍｐｂｅｌｌ他）は、非経口
投与に関して、注射体積０．１から２０ｍｌ、カプサイシン濃度０．０１から１０％を記
載しており、これは体積および濃度に基づいてカプサイシンの総用量０．０１ｍｇから２
，０００ｍｇに換算される。
【００５６】
　対照的に本発明では、疼痛の治療および／または軽減に関与する特定限局領域、手術部
位、または開放創へのマイクログラム量のカプサイシンの投与は、知覚神経機能の変性に
よって治療効果を生じるための全体系にわたるミリグラム量の暴露に比べて著しい利点が
認められる。
【００５７】
　本発明では、単回用量約１μｇから約５，０００μｇのカプサイシン、または治療上等
価用量の１種または複数の他のカプサイシノイドは、注射または埋込みによって投与され
、その部位から生じる疼痛を除去するために、疼痛の開始に関与する特定の限局領域でＣ
線維および／またはＡδ線維の選択的で高度に限局性の破壊または無力化を引き起こし、
Ｃ線維および／またはＡδ線維活性化の潜在的な悪影響および／または疼痛部位外部での
損傷を最小限にする。いくつかの好ましい実施形態において、約１０から約３０００マイ
クログラムのカプサイシン、または治療上等価用量の１種または複数の他のカプサイシノ
イドが、その部位に投与される。いくつかの好ましい実施形態において、その部位に投与
されるカプサイシンの量および／または好ましくはその部位に投与されるカプサイシンの
範囲は、約１００から約１０００マイクログラムである。換言すれば、本発明は、全身作
用（たとえば、その特定限局部位を越える作用）を引き出すことなく、特定限局領域にお
いて神経線維を脱神経させるために、以前に当分野の技術者によって有用であると考えら
れていた用量範囲に比べて大幅に低減された量で、注射または埋込みによって、単回用量
のカプサイシンまたは他のカプサイシノイドを投与することに関する。
【００５８】
　本発明の他の実施形態において、単回用量約１μｇから約１５，０００μｇのカプサイ
シン、または治療上等価用量の１種または複数の他のカプサイシノイドは、浸潤によって
投与され、その部位から生じる疼痛を除去するために、疼痛の開始に関与する特定の限局
領域でＣ線維および／またはＡδ線維の選択的で高度に限局性の破壊または無力化を引き
起こし、Ｃ線維および／またはＡδ線維活性化の潜在的な悪影響および／または疼痛部位
外部での損傷を最小限にする。いくつかの好ましい実施形態において、約６００から約１
５，０００マイクログラムのカプサイシン、または治療上等価用量の１種または複数の他
のカプサイシノイドが、手術部位または開放創に投与される。いくつかの好ましい実施形
態において、手術部位または開放創に投与されるカプサイシンの量、および／または好ま
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しくはカプサイシンの範囲は、約１，０００から約１０，０００マイクログラムである。
換言すれば、本発明は、全身作用（たとえば、その特定限局部位を越える作用）を引き出
すことなく、特定限局領域において神経線維を麻痺させるために、以前に当分野の技術者
によって有用であると考えられていた用量範囲に比べて大幅に低減された量で、浸潤によ
って、単回用量のカプサイシンまたは他のカプサイシノイドを投与することに関する。
【００５９】
　類似の生理学的特性を有する、すなわちカルシウムおよびナトリウム透過性のカチオン
チャネルを開くことにより、Ｃ線維膜脱分極を引き起こすカプサイシノイド（カプサイシ
ン類似体）が知られている。たとえば、レジニフェラトキシンは、Ｂｌｕｍｂｅｒｇの米
国特許第５，２９０，８１６号にカプサイシン類似体として記載されている。Ｂｒａｎｄ
（Ｐｒｏｃｔｅｒ　＆　Ｇａｍｂｌｅ　Ｃｏ．）の米国特許第４，８１２，４４６号は、
それらを調製するための他のカプサイシン類似体および方法を記載している。米国特許第
４，４２４，２０５号は、カプサイシン類似体を挙げている。Ｔｏｎ等、Ｂｒｉｔ．　Ｊ
．　Ｐｈａｒｍ．　１０：１７５－１８２（１９５５）は、カプサイシンおよびその類似
体の薬理作用を論じている。カプサイシン、カプサイシン類似体、および他のカプサイシ
ノイドは、その開示を参照により本明細書の一部とする国際公開第９６／４００７９号に
も詳細に記載されている。カプサイシノイドは、その開示を参照により本明細書の一部と
する欧州特許第０１４９５４５号にも記載されている。
【００６０】
　あるいは、カプサイシノイド（類似体）は、カプサイシンの用量の一部またはすべての
代わりに、その部位に投与することができ、カプサイシン類似体は、代替されるカプサイ
シンの治療上等価量で投与される。カプサイシン類似体がカプサイシンの一部またはすべ
てと代替するために選択される場合、カプサイシン類似体は、当分野で知られているカプ
サイシンと類似の生理学的特性を有する化合物から選択することができる。レジニフェラ
トキシンは、その活性において質的にカプサイシンに似ているが、効力（すなわち、１０
３～１０４倍強力）および作用の相対スペクトルにおいて量的に異なる。レジニフェラト
キシンの場合、単回適用では対象の体重１ｋｇ当たり０．１×１０－３から５×１０－２

ｍｇ、好ましくは０．１×１０－３から５×１０－３ｍｇ、または多回適用ではより少な
い量を投与することが推奨される。いくつかの実施形態において、レジニフェラトキシン
は、対象に１×１０－５ｍｇ／ｋｇから５×１０－２ｍｇ／ｋｇの範囲で投与される。レ
ジニフェラトキシンはさらに、いくぶん異なる作用スペクトルを示し、所与の用量におい
て疼痛のより大きな緩和を提供する。したがって、レジニフェラトキシンの用量は、カプ
サイシン単独の用量より、少なくとも１００倍少ないはずである。
【００６１】
　他の適切なカプサイシン類似体には、これに限定されるものではないが、好ましくはＮ
－バニリルノナンアミド、Ｎ－バニリルスルホンアミド、Ｎ－バニリル尿素、Ｎ－バニリ
ルカーバメート、Ｎ［（置換フェニル）メチル］アルキルアミド、メチレン置換Ｎ［（置
換フェニル）メチル］アルカンアミド、Ｎ［（置換フェニル）メチル］－ｃｉｓ－１価飽
和アルケンアミド、Ｎ［（置換フェニル）メチル］－２価不飽和アミド、３－ヒドロキシ
アセトアニリド、ヒドロキシフェニルアセトアミド、擬似カプサイシン、ジヒドロカプサ
イシン、ノルジヒドロカプサイシン、ホモカプサイシン、ホモジヒドロカプサイシンＩ、
アナンダミド、ピペリン、ジンゲロン、ワーバーガナル（ｗａｒｂｕｒｇａｎａｌ）、ポ
リゴジアール、アフラモジアール（ａｆｒａｍｏｄｉａｌ）、シンナモジアール、シンア
モスモライド、シンナモライド（ｃｉｎｎａｍｏｌｉｄｅ）、シバムド（ｃｉｖａｍｄｅ
）、ノニバミド、オルバニル、Ｎ－オレイル－ホモバニルアミジア（Ｎ－ｏｌｅｙｌ－ｈ
ｏｍｏｖａｎｉｌｌａｍｉｄｉａ）、イソベレラル（ｉｓｏｖｅｌｌｅｒａｌ）、スカラ
ラジアール、アンシストロジアール（ａｎｃｉｓｔｒｏｄｉａｌ）、β－アカリジアール
、メルリジアール（ｍｅｒｕｌｉｄｉａｌ）、スクチゲラール（ｓｃｕｔｉｇｅｒａｌ）
、およびそれらの任意の組み合わせまたは混合物が含まれる。
【００６２】
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　いくつかの実施形態において、本発明の組成物および方法に用いられるカプサイシノイ
ドは、カプサイシン自体である。いくつかの好ましい実施形態において、カプサイシンは
、カプサイシンＵＳＰの化学精製から得られた精製形態である。いくつかの好ましい実施
形態において、本発明の組成物および方法に用いられる精製カプサイシンは、本質的にト
ランス異性体からなる。カプサイシンのトランス異性体は、バニロイド受容体においてそ
の活性を有し、本発明のこの実施形態、方法、および製剤は、ＶＲ－１機構によるバニロ
イド受容体の活性化によって緩和することのできる障害または疼痛の治療に特に有用であ
る。カプサイシンＵＳＰは、約５５～６０％のみのｔｒａｎｓ－カプサイシンを含有し、
残りは前駆体ジヒドロカプサイシンおよびノルジヒドロカプサイシンを含むが、そのよう
な実施形態において、製剤は、好ましくは本質的にｔｒａｎｓ－カプサイシンからなり、
たとえば、好ましくはｔｒａｎｓ－カプサイシン約９７％超、好ましくは約９８％超、よ
り好ましくは約９９％超の純度を有する。
【００６３】
　トランス異性体は、好ましくは、その開示の全体を参照により本明細書の一部とする２
００３年４月８日出願の米国特許仮出願第６０／４６１，１６４号に記載のとおり、４段
階の方法でカプサイシンのトランス異性体を合成する方法に従って調製され、精製される
。米国特許仮出願第６０／４６１，１６４号によれば、カプサイシンのトランス異性体を
合成する前記方法は、ａ）ハロ吉草酸および／またはハロアルカニック酸（ｈａｌｏａｌ
ｋａｎｉｃ　ａｃｉｄ）を用いて３－メチルブチンをアルキル化して、その８－メチル－
６－ノニノイック酸（ｎｏｎｙｎｏｉｃ　ａｃｉｄ）および／またはアルキノイック酸（
ａｌｋｙｎｏｉｃ　ａｃｉｄ）類似体を得るステップ、ｂ）前記８－メチル－６－ノニノ
イック酸を還元して、ｔｒａｎｓ－８－メチル－ノネノイック酸（ｎｏｎｅｎｏｉｃ　ａ
ｃｉｄ）を得るステップ、ｃ）８－メチル－ノネノイック酸を活性化して、酸塩化物を得
るステップ、およびｄ）酸塩化物を用いて、４－ヒドロキシ－３－メトキシベンジルアミ
ン塩酸塩をアシル化して、ｔｒａｎｓ－カプサイシンを得るステップを含む。
【００６４】
　いくつかの実施形態において、本発明に用いるカプサイシンを調製する方法のステップ
ａ）は、ｉ）無水テトラヒドロフラン（ＴＨＦ）をヘキサメチルホスホルアミド（ＨＭＰ
Ａ）と混合し、その混合物を約－７８℃から約－７５℃に冷却するステップ、ｉｉ）ステ
ップｉ）の混合物に３－メチルブチンを添加し、その後、約－７８℃から約－６５℃の温
度で塩基を１滴ずつ添加し、第２の混合物を得るステップ、ｉｉｉ）第２の混合物を約－
３０℃まで温め、約３０分間攪拌するステップ、およびｉｖ）ハロ吉草酸の無水テトラヒ
ドロフラン溶液を約－３０℃の温度で約１０から約１５分間１滴ずつ添加し、次いで、徐
々に室温に温め、一晩攪拌して反応混合物を得るステップを含む。
【００６５】
　いくつかの他の実施形態において、ｉ）反応混合物に３Ｍの塩酸（ＨＣｌ）を添加し、
反応混合物を酢酸エチルで抽出するステップ、およびｉｉ）抽出した反応混合物をブライ
ンで洗浄して粗生成物を得るステップをさらに含む、ステップａ）の粗中間体生成物を得
る方法が提供される。
【００６６】
　いくつかの実施形態において、本発明に用いるカプサイシンを調製する方法のステップ
ｂ）は、ｉ）前記８－メチル－６－ノニノイック酸を、無水テトラヒドロフランと第三級
ブチルアルコール（ｔ－ＢｕＯＨ）との混合物に溶解して溶液を得て、その溶液を約－５
５℃から約－４０℃に冷却するステップ、ｉｉ）アンモニア（ＮＨ３）をその溶液に凝縮
して約－５０℃から約－４０℃とするステップ、ｉｉｉ）ナトリウム滴を少しずつ添加し
、約－４５℃から約－３０℃の温度で約３０分から約２時間攪拌するステップ、およびｉ
ｖ）塩化アンモニウム（ＮＨ４Ｃｌ）を添加し、室温に温め、ＮＨ３を一晩蒸発させて反
応混合物を得るステップを含む。ステップｂ）の反応のステップｉｉｉ）は、リチウムを
少しずつ添加し、約－６５℃から約－４５℃の温度で約３０分から約２時間攪拌するステ
ップをさらに含むことができる。



(19) JP 2016-47822 A 2016.4.7

10

20

30

40

50

【００６７】
　いくつかの他の実施形態において、粗ステップｂ）中間体生成物はさらに、ｉ）反応混
合物に水を添加するステップ、ｉｉ）６ＮのＨＣｌを用いて反応混合物をｐＨ約２から約
３に酸性化するステップ、ｉｉｉ）反応混合物を酢酸エチルで抽出し、ブラインで洗浄し
、無水硫酸ナトリウム（Ｎａ２ＳＯ４）で乾燥するステップ、およびｉｖ）真空下で濾過
し、溶媒を除去して、ステップｂ）の粗中間体生成物を得るステップを含む。
【００６８】
　いくつかの実施形態において、本発明に用いるカプサイシンを調製する方法のステップ
ｃ）は、ｉ）８－メチル－ノネノイック酸に室温で約１５分から約３０分間、ハロゲン化
チオニルを１滴ずつ添加し、溶液を形成するステップ、ｉｉ）その溶液を約５０℃から約
７５℃で約１時間加熱するステップ、およびｉｉｉ）真空下、約４０℃から約４５℃で過
剰のハロゲン化チオニルを除去して、ステップｃ）の中間体生成物を得るステップを含む
。
【００６９】
　いくつかの実施形態において、本発明に用いるカプサイシンを調製する方法のステップ
ｄ）は、ｉ）４－ヒドロキシ－３－メトキシベンジルアミン塩酸塩とジメチルホルムアミ
ド（ＤＭＦ）とを混合するステップ、ｉｉ）ステップｉ）の混合物に室温で５Ｎの水酸化
ナトリウム（ＮａＯＨ）を少しずつ添加し、３０分間攪拌するステップ、ｉｉｉ）酸ハロ
ゲン化物を約０℃から約１０℃の温度で約２０分から約１時間、１滴ずつ無水エーテルに
添加するステップ、その後ｉｖ）混合物を徐々に室温に温め、一晩攪拌するステップを含
む。いくつかの実施形態において、ステップｄ）はさらに、ｉ）水を混合物に添加し、混
合物を酢酸エチルで抽出して、酢酸エチル抽出物を得るステップ、ｉｉ）前記抽出物を１
ＮのＨＣｌで洗浄し、その後、炭酸水素ナトリウム（ＮａＨＣＯ３）で洗浄するステップ
、ｉｉｉ）その溶液をブラインで洗浄し、無水硫酸ナトリウム（Ｎａ２ＳＯ４）で乾燥す
るステップ、およびｉｖ）真空下で濾過し、溶媒を除去して、粗生成物を得るステップを
含む。
【００７０】
　いくつかの好ましい実施形態において、１つまたは複数のステップ（たとえば、ａ）、
ｂ）、ｃ）および／またはｄ））後にｔｒａｎｓ－カプサイシンまたはカプサイシン中間
体を調製する方法はさらに、シリカゲルを用い、酢酸エチル／ヘキサンの混合物で溶出す
るカラムクロマトグラフィ、フラッシュクロマトグラフィなどによって粗生成物を精製し
て、粗ｔｒａｎｓ－カプサイシン生成物を得るステップを含む。
【００７１】
　好ましくは、上述の４段階の方法によってカプサイシンを形成した後、そのｔｒａｎｓ
－カプサイシン生成物を、ｉ）粗ｔｒａｎｓ－カプサイシン生成物をエーテル／ヘキサン
混合物に溶解し、その混合物を約４０℃から約４５℃に加熱するステップ、ｉｉ）混合物
を約２時間攪拌しながら、室温に冷却するステップ、およびｉｉｉ）混合物を濾過して、
精製ｔｒａｎｓ－カプサイシン生成物を得るステップを含む精製工程に供する。
【００７２】
　別法として、または上述の精製工程に加えて、カプサイシンの「セミプレップ精製」ま
たは「セミ分取精製」とも称されるさらなる精製工程にカプサイシンを供する。セミプレ
ップ精製において、カプサイシン、または前に精製したカプサイシンを、セミ分取ＨＰＬ
Ｃ（高速液体クロマトグラフィ）を用いて精製し、これにより好ましくは、カプサイシン
約９７％超、好ましくは約９８％超、より好ましくは約９９％超の純度を有するｔｒａｎ
ｓ－カプサイシン生成物が提供される。
【００７３】
　いくつかの好ましい実施形態において、製剤中の活性成分は、実質的に純粋なｔｒａｎ
ｓ－カプサイシンを含む（たとえば、約１０％以下の前駆体、またはｃｉｓ－カプサイシ
ンなどの他のカプサイシン化合物を含む）。より好ましい実施形態において、製剤は、少
なくとも約９５％の純粋なｔｒａｎｓ－カプサイシンを含む。もっとも好ましい実施形態
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において、製剤は、少なくとも約９９％の純粋なｔｒａｎｓ－カプサイシンを含む。カプ
サイシンのシス異性体は、いくつかの機序により活性を有するが、ＶＲ－１はこの剤の主
要な作用を含むとは考えられていない。
【００７４】
　ＶＲ－１受容体におけるカプサイシンのトランス異性体の全体的な活性に照らして、本
発明のいくつかの実施形態において、本発明の方法および製剤に含まれるｔｒａｎｓ－カ
プサイシンの量は、純度の低い形態のカプサイシン（たとえば、カプサイシンＵＳＰ）を
含む製剤と比べて低減され得ることが企図される。
【００７５】
　本発明の他の実施形態において、本発明の製剤および方法は、本質的にｃｉｓ－カプサ
イシンからなるカプサイシン剤の使用を企図する。
【００７６】
　カプサイシンは、未精製抽出形態、カプサイシンＵＳＰ、または精製カプサイシンのい
ずれも、ｉｎ　ｖｉｔｒｏおよびいくつかの動物種のｉｎ　ｖｉｖｏでの種々の試験にお
いて包括的に研究されている。本発明の方法によるカプサイシノイドの単回用量の投与は
、ａ）特定部位から生じる疼痛を軽減または除去するために（すなわち、抗侵害受容を生
じる）、疼痛の開始に関与する特定の限局領域（たとえば、関節内関節、嚢内）でＣ線維
および／またはＡδ線維の選択的で高度に限局性の破壊または無力化を引き起こし、ｂ）
Ｃ線維および／またはＡδ線維活性化の潜在的な悪影響および／または疼痛部位外部での
損傷（すなわち、心臓反射［たとえば、ベツォルト－ヤーリッシュ反射］または排尿反射
［たとえば、排泄衝動］などのホメオスタシス機構、あるいは中枢神経系の神経線維に対
する損傷）を最小限にするために、カプサイシンの全身送達を最小限にするかつ／または
妨げる。この鎮痛作用は、好ましくは、少なくとも約４８時間から約１２０時間、好まし
くは約１０日から約２１日、より好ましくは約４週から約５週、さらに好ましくは少なく
とも約６週から約８週、もっとも好ましくは少なくとも約１６週以上、疼痛の緩和を提供
する。
【００７７】
　送達系は、カプサイシンおよびＳｃｈｎｅｉｄｅｒ等、Ａｎｅｓｔｈｅｓｉｏｌｏｇｙ
　７４：２７０－２８１（１９９１）に報告されているように、感覚特異的な遮断を生ず
るか、または、その教示を本明細書の一部とするＭａｓｔｅｒｓ等、Ｓｏｃ．　Ｎｅｕｒ
ｏｓｃｉ．　Ａｂｓｔｒ．　１８：２００（１９９２）に報告されているように、持続放
出、それに続く単回注射による遮断に関してより有用となる物理的／化学的特性を有する
局所麻酔剤を投与するためにも用いることができる。送達系の例には、麻酔剤が０．１重
量％から９０重量％、好ましくは５重量％から７５重量％の充填率でポリマーマトリクス
に混合されているマイクロスフェアが含まれる。局所麻酔剤の形態（遊離塩基または塩）
および製造方法に加えて、ポリマーに混合される薬剤のパーセントおよびマトリクスの形
状を操作することにより、指定された充填用量およびその後の維持用量を送達するように
系を調整することができる。１日当たり放出される薬剤の量は、マトリクスに混合される
薬剤のパーセントに比例して増加する（たとえば、５、１０から２０％）。送達系の他の
形態には、マイクロカプセル、スラブ、ビーズ、およびペレットが含まれ、場合によって
、ペーストまたは懸濁液に製剤化することもできる。
【００７８】
　送達系は、もっとも好ましくは合成生分解性ポリマーの形態であるが、他の材料も送達
系を製剤化するために用いることができ、これにはタンパク質、多糖類、および非生分解
性合成ポリマーが含まれる。もっとも好ましくは、ポリマーは１年未満の期間にわたって
ｉｎ　ｖｉｖｏで分解し、ポリマーの少なくとも５０％は、６ヵ月以内に分解する。より
好ましくは、ポリマーは、１ヵ月以内に著しく分解し、ポリマーの少なくとも５０％は、
体によって排除される非毒性残留物に分解され、カプサイシンおよび麻酔剤は１００％が
２週間以内に放出される。ポリマーはまた、好ましくは、放出が持続されるだけでなく、
線形であるように、膨張侵食ではなく表面侵食による加水分解によって分解されるべきで
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ある。この基準を満たすポリマーには、いくつかのポリ酸無水物、乳酸とグリコール酸の
重量比が４：１以下（すなわち、乳酸８０重量％以下に対してグリコール酸２０重量％以
上）である乳酸とグリコール酸のコポリマーなどのポリ（ヒドロキシ酸）、および触媒ま
たは分解促進化合物を含有する、たとえば無水マレイン酸などの無水触媒を少なくとも１
重量％含有するポリオルトエステルが含まれる。他のポリマーには、ゼラチンおよびフィ
ブリンなどのタンパク質ポリマー、ならびにヒアルロン酸などの多糖類が含まれる。ポリ
乳酸は、ｉｎ　ｖｉｖｏで分解するのに少なくとも１年かかるので有用でない。ポリマー
は、生体適合性であるべきである。生体適合性は、標準的な技法を用いて、ポリマーを形
成するモノマーおよび／またはポリマーを再結晶することにより改善される。
【００７９】
　用いることのできる他の局所用担体または放出系は、たとえばＨａｙｎｅｓ等、Ａｎｅ
ｓｔｈｅｓｉｏｌｏｇｙ　６３、４９０－４９９（１９８５）のレシチン微小液滴または
リポソーム、またはＤｏｍｂの米国特許第５，１８８，８３７号のポリマー／リン脂質微
粒子である。
【００８０】
　単独または局所麻酔剤と共にカプサイシンを投与するために適切な送達系の製造は、当
分野の技術者に知られている。この製剤は、同時または連続的に、麻酔剤とカプサイシン
の両方を送達するように設計することもできる。
【００８１】
　局所麻酔剤は、好ましくは、たとえば、罹患または発痛構造、あるいは損傷神経または
疼痛領域に神経支配を提供する神経に局所麻酔剤を直接投与することによって、またはカ
プサイシンが投与される部位を含む領域に局所ブロックをもたらすために、カプサイシン
またはカプサイシン類似体が投与される部位に直接注射、埋込み、または浸潤させること
によって投与することができる。
【００８２】
　他の実施形態において、局所麻酔剤は、好ましくは患者の腰から下に由来する疼痛の場
合、脊椎に隣接する硬膜外腔に、または患者の腰から上に由来する疼痛の場合、関節に直
接、麻酔剤を注射または埋め込むことによって投与することができる。近位神経ブロック
の前投与は、その後のカプサイシン投与の予期される刺激性の副作用に対してＣ線維を充
分に脱感作する。
【００８３】
　麻酔剤がマイクロスフェアとして投与される実施形態において、マイクロスフェアは、
トロッカールを通して浸潤、注射、または埋め込むことができ、あるいはペレットまたは
スラブは、手術前、または創傷の修復もしくは洗浄後に、神経に隣接して外科的に配置す
ることができる。マイクロスフェアは、カプサイシンと局所麻酔剤の両方を含むとき、単
独で投与することができ、あるいはマイクロスフェアから放出される麻酔剤による神経遮
断を持続するのに有効な量でカプサイシンを含む溶液と組み合わせて投与することができ
る。懸濁液、ペースト、ビーズ、および微粒子は、典型的に患者に投与するための薬剤と
して許容される液体担体、たとえば滅菌食塩水、滅菌水、リン酸緩衝食塩水、または他の
通常の担体を含む。
【００８４】
　カプサイシン投与の予期される副作用は、侵害受容器脱感作前の興奮期中に生じる侵害
受容器の強い放電によるものであると考えられている。しかしながら、神経ブロックなど
、麻酔剤を投与部位の近位または直接的に前投与することにより、そのような副作用は除
去されるか、または実質的に低減される。麻酔剤にもかかわらずいくらかの「突出痛」が
起こる場合、その疼痛は、非ステロイド性抗炎症剤または麻薬性鎮痛剤（すなわち、種々
のアヘンアルカロイド、たとえばモルヒネ、モルヒネ塩、およびノルモルヒネなどのモル
ヒネ類似体など）などの鎮痛剤を投与することによって処置することができる。カプサイ
シンの投与は、必要であれば繰り返すことができる。
【００８５】
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　後のカプサイシンまたはカプサイシン様化合物の投与を伴う麻酔剤の投与は、長期間そ
の部位で疼痛を軽減する。治療が関節で行われる場合、動作の増大、および疼痛の軽減に
関して、患者をモニターすることができる。この治療は、症状を制御するために、必要に
応じて繰り返すことができる。
【００８６】
　本発明の組成物および方法は、特定の部位、手術部位、または開放創に疼痛の緩和を提
供することにより、疼痛に関連する種々の状態を治療するために用いることができる。治
療される状態の例には、これに限定されるものではないが、侵害受容性疼痛（無傷ニュー
ロン経路を通って伝達される疼痛）、神経障害性疼痛（神経構造の損傷に起因する疼痛）
、神経損傷による疼痛（神経腫および連続性神経腫）、神経痛の疼痛（神経の疾患および
／または炎症に由来する疼痛）、筋肉痛の疼痛（筋肉の疾患および／または炎症に由来す
る疼痛）、発痛点に関連する疼痛、軟部組織の腫瘍による疼痛、神経伝達物質調節異常症
候群に伴う疼痛（正常な神経のシグナル伝達に関連する神経伝達物質分子の量／質の崩壊
）、ならびに手術を要する足、膝、股関節部、脊柱、肩、肘、手、頭、頭頸部の状態など
整形外科障害に伴う疼痛が含まれる。
【００８７】
　疼痛の感知に関与する受容体は、有害刺激に対する侵害受容体と適切に称される。これ
らの侵害受容器は、皮膚の直下で終止し、皮膚痛覚を感知する自由神経終末である。侵害
受容器は、体性痛を感知するために腱および関節に、内臓痛を感知するために体器官にも
位置する。疼痛受容体は、皮膚に非常に多数あり、したがって皮膚において疼痛の感知は
明確であり、疼痛の原因となる場所を容易に特定することができる。腱、関節、および体
器官では、疼痛受容体は少数である。したがって、疼痛の原因となる場所を容易に特定で
きない。明らかに、侵害受容器の数は、疼痛を感じる期間にも影響を及ぼす。皮膚の疼痛
は典型的に短期間であるが、新しい衝撃で再活性化される可能性があり、体性痛および内
臓痛は長期間である。ほとんどすべての体組織が侵害受容器を備えていることに留意され
たい。上に説明したとおり、疼痛は主要な警告機能を有するため、このことは重要な事実
である。我々が疼痛を感じず、疼痛が健康な状態に影響を与えなければ、体が痛んだとき
に、助けを求めることはしないだろう。侵害受容性疼痛には、好ましくは、これに限定さ
れるものではないが、手術後疼痛、群発性頭痛、歯痛、外科的疼痛、重度の熱傷による疼
痛、分娩後疼痛、アンギナ、尿生殖路疼痛、スポーツによる損傷に関連する疼痛（腱炎、
滑液包炎など）、ならびに関節の変性および膀胱炎に伴う疼痛が含まれる。
【００８８】
　神経障害性疼痛は一般に、軸索または鞘の変性など、神経自体の異常を含む。たとえば
、ある種の神経障害において、ミエリン鞘の細胞および／またはシュワン細胞は、機能異
常であり、変性し、死んでいる可能性があるが、軸索は非罹患のままである。あるいは、
ある種の神経障害では、軸索のみが障害を受け、ある種の神経障害では、軸索ならびにミ
エリン鞘の細胞および／またはシュワン細胞が関連する。神経障害は、それらが起こる過
程およびそれらの位置によっても区別される（たとえば、脊髄で生じ、外側に広がるか、
あるいはその逆）。ＡＩＤＳ／ＨＩＶ、帯状疱疹、梅毒、糖尿病、および種々の自己免疫
疾患を含む、神経の直接の損傷ならびに多くの全身性疾患は、この状態を生じ得る。神経
障害性疼痛は、しばしば焼けるようなまたはうずくような痛み、あるいは刺痛または掻痒
痛と表現され、その強さは弱まることがなく、最初の損傷または疼痛を誘発した疾病過程
より衰弱させる可能性がある。
【００８９】
　本発明の方法によって治療可能な神経障害には、感覚機能の可変障害を伴う急性上行性
運動麻痺症候群、亜急性感覚運動麻痺症候群、後天性の慢性感覚運動多発性神経障害症候
群、遺伝性の慢性多発性神経障害症候群、再発性または回帰性多発性神経障害症候群、お
よび単神経障害または多発性神経障害症候群が含まれる（ＡｄａｍｓおよびＶｉｃｔｏｒ
、Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ　ｏｆ　Ｎｅｕｒｏｌｏｇｙ、第４版、ＭｃＧｒａｗ－Ｈｉｌｌ
　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ　Ｃｏｍｐａｎｙ、１０３６頁、１９８９
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）。急性上行性運動麻痺症候群は、急性特発性多発性神経炎、ランドリーギランバレー症
候群、急性免疫介在多発性神経炎、感染性単核細胞症多発性神経炎、肝炎多発性神経炎、
ジフテリア性多発性神経障害、ポルフィリン症多発性神経障害（たとえば、タリウム）、
急性軸索性多発性神経障害、急性全自律（ｐａｎａｕｔｏｎｏｍｉｃ）神経障害、ワクチ
ン性、血清性、腫瘍随伴性、多発性動脈炎（ｐｏｌｙａｒｔｅｒｅｔｉｃ）、および狼瘡
多発性神経障害からなる群から選択される。
【００９０】
　亜急性感覚運動麻痺症候群は、欠乏状態（たとえば、脚気、ペラグラ、ビタミンＢ１２
）、重金属／工業用溶媒中毒（たとえば、ヒ素、鉛）、薬物過剰摂取（たとえば、イソニ
アジド、ジスルフラム（ｄｉｓｕｌｆｕｒａｍ）、ビンクリスチン、タキソール、クロラ
ムフェニコール）、尿毒症性多発性神経障害、糖尿病、サルコイドーシス、虚血性神経障
害および末梢血管疾患、ＡＩＤＳ、および放射線（放射線療法）からなる群から選択され
る。慢性感覚運動症候群は、癌腫、骨髄腫、および他の悪性疾患、パラプロテイン血症、
尿毒症、脚気（通常、亜急性）、糖尿病、甲状腺機能低下症／亢進症、結合組織疾患、ア
ミロイドーシス、らい病、および敗血症からなる群から選択される。遺伝性慢性多発性神
経障害は、優性断節性感覚神経障害（成人）、劣性断節性感覚神経障害（小児）、先天性
無痛症、脊髄小脳変性症、ライリーデイ症候群、全身性感覚消失症候群、代謝異常を伴う
多発性神経障害、および感覚運動／自律神経混合型多発性神経障害からなる群から選択さ
れる。再発性／回帰性多発性神経障害症候群は、特発性多発性神経炎、ポルフィリン症、
慢性炎症性多発神経根神経障害、多発性単神経炎、脚気／薬物過剰摂取、レフサム病、お
よびタンジアー病からなる群から選択される。単神経障害／多発性神経障害は、圧迫性麻
痺、外傷性神経障害（たとえば、照射（ｉｒｒａｄｉａｔｉｏｎｏｒ）電気的損傷）、血
清、ワクチン性（たとえば、狂犬病、痘瘡）、帯状疱疹、新生物浸潤、らい病、ジフテリ
ア創感染、移動性感覚神経障害、帯状疱疹性および疱疹後神経痛からなる群から選択され
る。
【００９１】
　神経伝達物質調節異常疼痛症候群は、異常神経または損傷神経に関係せず、１つのニュ
ーロンから別のニューロンへのシグナル伝達に関連する種々の神経伝達物質分子の量およ
び／または質が崩壊している正常神経に起因する。より詳細には、感覚伝達物質は、１つ
の神経細胞の求心性神経終末から放出され、別の神経細胞の求心性終末で受容体によって
受け取られる。これらはシグナルを伝達する化学メッセンジャーである。グルタミン酸塩
、セロトニン、ドパミン、ノルエピネフリン、ソマトスタチン、サブスタンスＰ、カルシ
トニン遺伝子関連ペプチド、コレシストキニン、アヘン剤、およびサポニンを含む、多数
の伝達物質がある。伝達物質および神経ペプチド放出の量の変化、求心性受容体の変化、
伝達物質および／または神経ペプチドの再摂取の変化は、すべて神経シグナリング過程の
質的変化を生じ得る。結果として、異常シグナル伝達は、疼痛として体に解釈される。本
発明によって治療することのできる代表的な神経伝達物質調節異常症候群には線維筋痛症
が含まれ、これは慢性全身性疼痛の病歴、および身体検査において筋肉および結合組織の
定められた１８ヵ所の「圧痛点」部位の少なくとも１１ヵ所の徴候によって特徴づけられ
る一般的な状態である（Ｗｏｌｆｅ等、Ａｒｔｈｒｉｔｉｓ　Ｒｈｅｕｍ　３３：１６０
－７２、１９９０）。一般に関連する状態には、過敏性腸症候群、頭痛、過敏性膀胱症候
群（間質性膀胱炎）、睡眠障害、および疲労が含まれる（Ｇｏｌｄｅｎｂｅｒｇ、Ｃｕｒ
ｒｅｎｔ　Ｏｐｉｎｉｏｎ　ｉｎ　Ｒｈｅｕｍａｔｏｌｏｇｙ　８：１１３－１２３、１
９９６、Ｍｏｌｄｏｆｓｋｙ等、Ｐｓｙｃｈｏｓｏｍ　Ｍｅｄ　３７：３４１－５１、１
９７５、Ｗｏｌｆｅ等、１９９０、Ｗｏｌｆｅ等、Ｊ　Ｒｈｅｕｍ　２３：３、１９９６
、Ｙｕｎｕｓ等、Ｓｅｍｉｎ　Ａｒｔｈｒｉｔｉｓ　Ｒｈｅｕｍ　１１：１５１－７１、
１９８１）。
【００９２】
　線維筋痛の病因に関する有力な理論は、神経伝達物質機能の不均衡および／または調節
異常は、脳または脊髄、および調節神経経路を介するＣＮＳと筋肉および結合組織との関
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係において中枢神経系（ＣＮＳ）内で起こる可能性があると考える（Ｇｏｌｄｅｎｂｅｒ
ｇ、１９９６、Ｒｕｓｓｅｌｌ、Ｒｈｅｕｍ　Ｄｉｓ　Ｃｌｉｎ　ＮＡ　１５：１４９－
１６７、１９８９、Ｒｕｓｓｅｌｌ等、Ｊ　Ｒｈｅｕｍａｔｏｌ　１９：１０４－９、１
９９２、Ｖａｅｒｏｙ等、Ｐａｉｎ　３２：２１－６、１９８８、Ｗｏｌｆｅ等、１９９
６）。神経伝達物質は、他の神経細胞、ならびに筋肉および免疫細胞を含む他の細胞型の
受容体と相互作用する神経細胞から放出される化学メッセンジャー、アミノ酸、生体アミ
ン、および神経ペプチドである。疼痛経験の増大をもたらす神経伝達物質機能の不均衡は
、グルタミン酸塩、セロトニン、ドパミン、ノルエピネフリン、ソマトスタチン、サブス
タンスＰ、カルシトニン遺伝子関連ペプチド、コレシストキニン、アヘン剤、およびサポ
ニンなどの神経伝達物質の機能の質的および／または量的低減を含む可能性がある。線維
筋痛は、セロトニン作用の相対的欠乏およびサブスタンスＰ作用の相対的過剰を特徴とす
る。この不均衡は、中枢神経系における疼痛シグナリングの増幅変調をもたらし、神経性
疼痛を生じる（Ｍａｔｕｃｃｉ－Ｃｅｒｉｎｉｃ、Ｒｈｅｕｍａｔｉｃ　Ｄｉｓｅａｓｅ
　Ｃｌｉｎｉｃｓ　ｏｆ　Ｎｏｒｔｈ　Ａｍｅｒｉｃａ　１９：９７５－９９１、１９９
３、Ｂｏｎｉｃａ、Ｔｈｅ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　ｏｆ　ｐａｉｎ、Ｌｅａ　ａｎｄ　
Ｆｅｂｉｇｅｒ、第２版、Ｐｈｉｌａｄｅｌｐｈｉａ、９５－１２１頁、１９９０）。類
似の機構が作用して、関連する状態を引き起こすことがあり、たとえば、腸筋肉組織での
神経伝達物質シグナリングの調節異常は、筋痙攣、下痢、および／または便秘などの過敏
性腸症候群の症状をもたらす。
【００９３】
　神経伝達物質調節異常疼痛症候群には、以下に限定されるものではないが、全身性症候
群、限局性症候群、頭蓋筋膜痛、血管疾患、直腸、会陰、および外性器痛、ならびに脚／
足の局所症候群が含まれる。
【００９４】
　全身性症候群は、断端痛、カウザルギー、反射性交感神経ジストロフィー、線維筋痛、
またはびまん性筋筋膜痛、および熱傷からなる群から選択される。限局性症候群は、三叉
神経痛、急性帯状疱疹、全自律神経痛、膝神経痛（ラムジーハント症候群）、舌咽神経痛
、迷走神経痛、および後頭神経痛からなる群から選択される。頭蓋筋膜痛には、側頭下顎
痛が含まれる。後頭下および頸部筋骨格障害は、頚椎捻挫、頸部過伸展（むち打ち）を含
む筋筋膜症候群、胸鎖乳突筋、僧帽筋、および茎突舌骨筋症候群（イーグル症候群）から
なる群から選択される。血管疾患は、レイノー病、レイノー現象、凍傷、凍傷成紅斑（凍
瘡）、先端チアノーゼ、および網状皮斑からなる群から選択される。直腸、会陰、および
外性器痛は、腸骨下腹神経痛、腸骨鼠径神経、陰部大腿神経、および精巣痛からなる群か
ら選択される。脚／足の局所症候群は、外側皮神経障害（感覚異常性神経痛）、閉鎖神経
痛、大腿神経痛、坐骨神経痛、脚の指間神経痛（モートン中足骨痛または神経腫）、注射
神経障害、および痛む脚と動く足趾症候群からなる群から選択される。
【００９５】
　疼痛強度評価スケールは典型的に、鎮痛剤の選択および治療効果を評価するために、当
分野の技術者によって用いられている。
【００９６】
　視覚的アナログスケール（ＶＡＳ）は、連続的な値であると考えられ、直接は容易に測
定できない特性を測定する測定装置である。たとえば、患者が感じる痛みの量は、無痛か
ら非常に強い痛みまでの連続的な範囲におよび、これはＶＡＳを用いて間接的に測定する
ことができる。操作上、ＶＡＳは通常、長さ１００ｍｍ、それぞれの端に記述語、たとえ
ば片方の端に「無痛」、もう一方の端に「非常に重度の痛み」を配した水平の線である。
患者は、知覚している現在の状態を表していると感じる線上の点に印をつける。ＶＡＳの
スコアは、線の左端から患者が印をつけた点までをミリメートルで測定することによって
求める。多目的に使用でき、使用が容易である単一次元スケールの１００ｍｍ視覚的アナ
ログスケール（ＶＡＳ）は、多くの設定に採用されてきた。
【００９７】
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　本明細書に記載のカプサイシノイド製剤および方法は、これに限定されるものではない
が、急性または慢性疼痛、侵害受容性および神経障害性疼痛、手術前および手術後疼痛、
癌性疼痛、神経伝達物質調節異常症候群および整形外科障害に伴う疼痛、スポーツ関連損
傷、急性外傷性疼痛、侵害受容性疼痛、および神経伝達物質調節異常症候群を含む、患者
の特定部位、手術部位、または開放創に注射、埋込み、浸潤によってカプサイシノイドを
投与できる多くの状態を治療するために用いることができる。
【００９８】
慢性ヘルニア縫縮術後疼痛の治療
　好ましい実施形態において、本明細書に開示のカプサイシノイド製剤および方法は、慢
性ヘルニア縫縮術後疼痛を治療／軽減するために用いることができる。慢性ヘルニア縫縮
術後疼痛は、患者の５～３０％で起こり、患者の約１０％で社会的影響がある種の活動を
限定し、患者の１～４％は慢性疼痛診療に差し向けられる。神経損傷がおそらくはもっと
も妥当性のある病因であろうが、治療の特定の原理は証拠に基づいたものではなく、無作
為データの有無にかかわらず、有効性が充分な追跡研究で実証されていない通常の鎮痛剤
からメッシュ除去および種々の神経切断による再手術に及ぶ。慢性ヘルニア縫縮術後に伴
う疼痛を患う患者において、カプサイシノイドの用量を、手術が行われた部位、または切
開部周囲の隣接領域に投与することができる。
【００９９】
モートン神経腫に伴う疼痛の治療
　他の好ましい実施形態において、本明細書に開示のカプサイシノイド製剤および方法は
、モートン神経腫に伴う疼痛を治療／軽減するために用いることができる。モートン神経
腫は、中年女性の第３総指神経に強い好発性を有する、機械的に誘発された変形性神経障
害であろうと考えられている。これは神経障害性疼痛の明確なモデルとみなされている。
モートン神経腫の通常の内科療法には、多くの場合リドカインを用いるステロイドの局所
注射が含まれる。非外科的手段が患者の症状を緩和できないとき、背側アプローチによる
原因神経腫の外科的除去により、患者の約８０％に劇的な症状の緩和を生じることができ
る。しかしながら、患者の２０％は、神経腫の再発を経験し（断端または切断神経腫と称
される）、これは多くの場合、元の神経腫より重度の疼痛を引き起こし、一般に治療抵抗
性である。本発明によるカプサイシノイドの投与は、モートン神経腫に伴う神経障害性疼
痛の治療に有用であり、断端または切断神経腫に伴う疼痛の再発を低減できる可能性があ
る。
【０１００】
乳房切除に伴う疼痛の治療
　好ましい実施形態において、本明細書に開示のカプサイシノイド製剤および方法は、乳
房切除に伴う疼痛を治療／軽減するために用いることができる。乳房切除は著しい疼痛を
もたらし、術後に相当な用量のオピオイドを要する。したがって、オピオイドの副作用を
最小にしながら、良好な疼痛制御を提供する鎮痛剤技法が非常に望ましい。乳房切除を要
する患者におけるカプサイシノイドの投与は、オピオイド消費量、およびこの手技に伴う
術後疼痛スコアを低減する可能性がある。乳房切除を要する患者において、カプサイシノ
イドの用量を、手術が行われた部位、または手術部位周囲の筋肉、組織、および骨に投与
することができる。
【０１０１】
胸骨正中切開に伴う疼痛の治療
　他の好ましい実施形態において、本明細書に開示のカプサイシノイド製剤および方法は
、胸骨正中切開に伴う疼痛を治療／軽減するために用いることができる。胸骨正中切開は
、種々の兆候のために心臓、肺、または縦隔手術を受ける患者に行われる。この手技は、
胸骨をわたる垂直正中切開によって行われる。正中筋膜および筋肉を分割した後、スター
ナルソー（ｓｔｅｒｎａｌ　ｓａｗ）またはレブシェナイフ（Ｌｅｂｓｃｈｅ　ｋｎｉｆ
ｅ）を用いて、胸骨切痕から剣状突起まで、胸骨をその正中で分割する。骨膜の出血端は
ポイント電気焼灼器によって制御する。骨髄の止血は、骨髄に押し込まれる骨蝋またはゼ
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ルフォーム／トロンビン混合物を用いて行うことができる。その後、胸骨レトラクタを配
置して、胸骨端を開き、外科的露出を維持する。カプサイシノイドの用量を、胸骨端、手
術部位周囲の筋肉および／または組織に直接、または骨（たとえば、胸骨）に直接投与す
ることができる。この手技の完了後、胸骨端をステンレス鋼ワイヤで再び近接させる。残
存する創傷を筋膜層で閉合する。胸骨正中切開は、胸骨不安定性、および術後の相当な用
量のオピオイドだけでなく、患者が移動するために看護および理学療法の相当な時間を要
する疼痛をもたらす。したがって、オピオイドの副作用を最小にしながら、良好な疼痛制
御を提供する鎮痛剤技法が非常に望ましい。胸骨正中切開を要する患者におけるカプサイ
シノイドの投与は、オピオイド消費量、およびこの手技に伴う術後疼痛スコアを低減する
可能性がある。
【０１０２】
整形外科障害
　本明細書に開示のカプサイシノイド製剤および方法は、整形外科障害に伴う疼痛を治療
／軽減するために用いることができる。本発明の製剤および方法を用いて治療可能な整形
外科障害には、これに限定されるものではないが、膝、肩、背、股関節部、脊柱、肘、足
、手の障害、特定部位または体腔の疼痛を伴う他の障害が含まれる。これらの場所に影響
を及ぼす整形外科障害には、これに限定されるものではないが、滑液包炎、腱炎、変形性
関節症、および関節リウマチが含まれる。
【０１０３】
Ａ．滑液包炎
　滑液包炎は、滑液包の炎症である。滑液包は、摩擦が起こる組織部位（たとえば、腱ま
たは筋肉が骨性隆起の上を通る部位）に位置する、滑液を含む嚢状の腔または潜在性の腔
である。滑液包は、正常な動作を容易にし、可動部間の摩擦を最小にし、さらに関節に通
じている可能性もある。正常な状態では、滑液包はほとんど摩擦のない滑面を提供する。
滑液包が炎症したとき、問題が生じる。滑液包は、その滑走能力を失い、動作時にますま
す刺激される。滑液包炎と呼ばれる状態が起こると、滑性滑液包嚢は、膨張し、炎症を起
こす。膨張した滑液包によって追加された嵩が、すでに限定されている空間内により多く
の摩擦を生じる。さらに、滑らかに動く滑液包は、ざらつき、粗くなる。炎症滑液包の動
作は、有通性、刺激性である。滑液包炎は通常、肩（肩峰下滑液包炎または三角筋下滑液
包炎）に起こる。他の部位には、肘頭（坑夫の肘）、膝蓋前（家政婦の膝）または膝蓋上
、踵骨後部（アキレス）、股関節部の腸恥（腸腰）、骨盤の坐骨（仕立屋または織工の臀
部）、大腿の大転子、および第１中足指頭（バニオン）が含まれる。滑液包炎は、外傷、
慢性的な酷使、炎症性関節炎（たとえば、痛風、関節リウマチ）、あるいは急性または慢
性感染症（たとえば、化膿性菌、特に黄色ブドウ球菌、現在では滑液包炎を起こすことは
まれである結核菌）によって起こることがある。足の整形外科障害には、これに限定され
るものではないが、踵骨棘、うおのめ、バニオン、モートン神経腫、槌状足指、足根関節
の捻挫、足根関節または中足骨、種子骨または足指の骨折、足裏筋膜炎、およびアキレス
腱の損傷が含まれる。手の整形外科障害には、これに限定されるものではないが、関節炎
、手根管症候群、ガングリオン嚢胞、腱の不具合、たとえば外側上顆炎、内側上顆炎、回
旋腱板の腱炎、ト゛ケルヴァン腱滑膜炎など、およびばね指が含まれる。他の整形外科障
害には、これに限定されるものではないが、パジェット病、脊柱側弯症、打撲傷、捻挫、
挫傷などの軟部組織損傷、長骨の骨折、その一部が膝蓋骨腱炎および腰部挫傷を含む他の
種々のスポーツによる損傷が含まれる。
【０１０４】
　非感染性急性滑液包炎の治療は、これまで主として一時的な安静または固定からなり、
高用量のＮＳＡＩＤ、場合によって麻酔性鎮痛剤が有用である可能性がある。随意運動は
、疼痛が鎮静するにつれ、増加させるべきである。振子運動は、肩の関節に特に有用であ
る。安静だけでは不充分であるとき、吸引、および１％の局所麻酔剤（たとえば、リドカ
イン）浸潤後、少なくとも３～５ｍｌの局所麻酔剤と混合した０．５から１ｍｌのデポ型
コルチコステロイド（トリアムシノロンジアセテート２５または４０ｍｇ／ｍｌ）を滑液
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包内に注射することは好ましい治療である。デポ型コルチコステロイドの用量および混合
物の量は、滑液包の大きさに適応される。抵抗性の炎症には、再吸引および注射が必要と
される可能性がある。感染および痛風が除外された後、抵抗性の急性症例において、時折
、全身性コルチコステロイド（プレドニゾン１５から３０ｍｇ／日、または等量を３日間
）が必要とされることがある。慢性滑液包炎は、副子固定および安静があまり有用でない
ことを除いて、急性滑液包炎と同様に治療される。滑液包炎の治療に手術はまれにしか必
要とされないが、通例、慣習的な治療で好転しなかった慢性の症例においてのみ行われる
。必要な場合、もっとも一般的な外科治療は、切開排膿（「Ｉ　ａｎｄ　Ｄ」と称される
）であり、感染性滑液包の症例にのみ用いられる。外科医は、最初に麻酔剤で皮膚を麻痺
させ、次いでメスを用いて滑液包を切開する。最後に、外科医は、炎症滑液包に存在する
体液を排出する。時折、滑液包全体を外科的に切除する必要のあることがある。これは、
滑液包腫脹が問題を起こしている場合にのみ必要とされる。
【０１０５】
　カプサイシノイドは、コルチコステロイドの局所注射に関して現在用いられているもの
と類似の場所および様式で注射によって投与することができる。たとえば、いくつかの実
施形態において、カプサイシンの投与は、滑液包への関節内注射によって投与される。
【０１０６】
　他の実施形態において、カプサイシノイドは、滑液包、および／または滑液包周囲の組
織および筋肉への浸潤によって投与することができる。
【０１０７】
Ｂ．腱炎
　本明細書に開示のカプサイシノイド製剤および方法は、腱炎（腱の炎症）に伴う疼痛を
治療／軽減するために用いることができる。腱が炎症すると、筋肉を引き伸ばす行為が、
刺激性および有痛性となる。原因は多くの場合不明である。ほとんどの場合、腱炎は腱の
血管分布が低下する中年および高年者に起こり、微小な外傷の反復が損傷を増加する可能
性がある。繰り返される外傷または激しい外傷（断裂の手前）、挫傷、または過度の（慣
れない）運動が、もっとも多く関与している。もっとも一般的な腱炎の原因は酷使である
。一般に、個人が運動プログラムを始めるか、または運動のレベルを上げ、腱炎の症状を
経験し始める。腱は新しいレベルの要求に慣れておらず、この酷使が炎症および腱炎の原
因となる。腱炎により、関節付近の疼痛、圧痛、および硬直が生じ、動作によって悪化す
る。
【０１０８】
　一般開業医は、通例、テニス肘を治療するために非ステロイド性抗炎症剤（ＮＳＡＩＤ
）を用いるが、現在まで、他の鎮痛剤と比較した試験は存在せず、ある研究はプラセボに
比べて臨床上重要な利点のないことを見出している。症状の軽減は、安静または腱の固定
（副子またはギプス包帯）、慢性炎症への加温または急性炎症への冷却（患者に有益なほ
うを用いるべきである）、局所鎮痛剤、７から１０日間のＮＳＡＩＤの適用によって提供
される。腱障害における種々の抗炎症性薬剤の役割に関するクリティカルレビューは、短
期疼痛緩和では限定的な証拠があり、中期の臨床的消炎においては有効性の証拠がないこ
とを見出している。コルチコステロイド注射の使用は、疼痛の緩和という結果を生じるこ
ともあり、時折、使用を支持する証拠が不充分であるという結果を生じることもある。重
症度および部位に応じて、等量または２倍量の１％局所麻酔剤（たとえば、リドカイン）
と混合した０．５から１ｍｌのデポ型コルチコステロイド（たとえば、酢酸デキサメタゾ
ン、酢酸メチルプレドニソロン、または酢酸ヒドロコルチドン）を腱鞘に注射することは
治療として用いられてきた。特定の炎症部位が確認できない場合、注射は盲目的に、また
は最大圧痛部位の近位に行われる。活動的な人間では腱を弱らせ、断裂させる可能性があ
るため、腱自体（抵抗が大きい）に注射しないように特に注意を払うべきである。３から
４日後、炎症が軽減した部位を再検査することにより、多くの場合、特定の損傷が明らか
になり、より高い精度で２回目の注射を行うことができる。腱断裂のリスクを低減するた
めに、注射部位を安静にするのが賢明である。関節内および軟部組織ステロイド注射に伴
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う合併症は比較的まれであるが、合併症が起こった場合、被験者に障害を引き起こす重度
の結果をもたらし得る。少数の対象は１回のみのコルチコステロイド注射に応答せず、最
初に４週で改善した一部の対象は、６ヵ月までに最悪の症状を有した。したがって、意見
の一致がなく、局所コルチコステロイド注射の使用を支持する良好な証拠がなく、ステロ
イド使用の長期副作用が未知であるため、別の治療法が求められなければならない。線維
骨性トンネルの解放（ト゛ケルヴァン病）、または慢性炎症の腱鞘切除（関節リウマチ）
を除いて、手術はほとんど必要とされない。
【０１０９】
　本発明の一実施形態において、膝、肩、股関節部、骨盤、脊柱、肘、脚、および足の腱
炎に伴う疼痛は、局所コルチコステロイド注射と類似の様式で行われるカプサイシノイド
注射によって治療される。たとえば、肩の腱炎または滑液包炎に伴う疼痛を治療／軽減す
るためにカプサイシノイド製剤が用いられる実施形態において、カプサイシノイドの用量
は、肩外側面の肩峰と上腕骨の間の腔に挿入された針によって肩峰下滑液包に注射するこ
とによって投与することができる。
【０１１０】
　本発明の他の実施形態において、腱炎の治療に手術が必要とされるとき、膝、肩、股関
節部、骨盤、脊柱、肘、脚、および足の腱炎および腱炎手術に伴う疼痛は、罹患した腱に
直接カプサイシノイドを浸潤して投与することにより治療される。他の実施形態において
、罹患した腱への投与に加えて、罹患した腱周囲の筋肉および組織への浸潤によって、カ
プサイシンを投与することができる。
【０１１１】
Ｃ．変形性関節症
　本明細書に開示のカプサイシノイド製剤および方法は、変形性関節症（退行性関節疾患
）および変形性関節症手術に伴う疼痛を治療／軽減するために用いることができる。変形
性関節症は、関節の軟骨の破壊を特徴とする。軟骨は、骨の末端を保護する関節の一部で
ある。軟骨の破壊によって、骨が互いにこすれ、疼痛および動作の喪失がもたらされる。
変形性関節症は、もっとも一般的には中高年者が罹患し、非常に軽度から非常に重度まで
多岐にわたる。変形性関節症は、手、ならびに膝、股関節部、脚、および背部などの体重
を支える関節を冒す。変形性関節症の原因となり得る多くの要因があり、これに限定され
るものではないが、年齢、遺伝、肥満、スポーツに関連した活動、仕事に関連した活動、
または事故が含まれる。変形性関節症の治療は、疼痛の低減および関節動作の改善が中心
となり、以下を含むことができる。関節の柔軟性を維持し、筋肉の強度を増進するための
運動。コルチコステロイドおよびＮＳＡＩＤを含む、多くの異なる薬剤を用いて疼痛を制
御する。ＮＳＡＩＤに反応しない、炎症している関節にグルココルチコイドを注射。炎症
を伴わない軽度の疼痛の場合、アセトアミノフェンを用いることができる。一時的な疼痛
緩和のための温熱／寒冷療法。疼痛関節への張力または圧力を防ぐための関節保護。損傷
関節の慢性疼痛を緩和するための外科手術（時折）。体重を支える関節への過剰な圧力を
防ぐための体重コントロール。
【０１１２】
　重度の消耗性疾患において、損傷した関節を置換または再建するために外科治療が必要
とされる。手術の選択肢には、関節形成術（劣化した関節の人工関節による全置換または
部分置換）、断裂し損傷した軟骨を切り落とし、関節を洗う関節鏡下手術、骨切り術（骨
の配列を変えて、骨または関節への圧力を軽減する）、および関節固定術（骨の外科的融
合、通常は脊柱）が含まれる。
【０１１３】
　変形性関節症および変形性関節症手術に伴う疼痛は、たとえば、罹患部位における関節
内注射または関節内浸潤によって罹患関節に、および／または罹患関節周囲の組織および
筋肉に浸潤により投与されるカプサイシノイド製剤で治療／緩和することができ、これに
限定されるものではないが、膝の変形性関節障害が含まれる。
【０１１４】
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Ｄ．関節リウマチ
　本明細書に開示のカプサイシノイド製剤および方法は、関節リウマチ、および関節リウ
マチを治療または軽減するための手術に伴う疼痛を治療／軽減するために用いることがで
きる。関節リウマチは、主として体の複数の関節の滑膜を冒す慢性、全身性、炎症性疾患
である。この疾患は全身性であるため、この疾患には多くの関節外の特徴も存在する。関
節リウマチは、膝、足首、肘、および手首を含む、体の多くの関節を冒し得る。この疾患
に活発に関与する関節は、通常、圧痛があり、腫れており、動作の低下を示すと考えられ
る。この疾患は、後天性の自己免疫疾患と考えられており、遺伝因子が関与するようであ
る。
【０１１５】
　進行性関節リウマチを有する患者では、適切な保存的手段にもかかわらず、関節病変が
起こる可能性がある。そのような患者では、関節機能の喪失は、通常、機能的能力の喪失
を引き起こす。したがって、患者に著しい機能の喪失をもたらした関節で、通常、外科手
術が行われる。しかしながら、手術にはリスクがないわけではなく、したがって手術の決
定は慎重に行われなければならない。関節滑膜の疾患部分を除去するために、滑膜切除が
行われる。理想的には、この種の手術は、軟骨の破壊がある前に行われる。機能の喪失を
引き起こす、関節を形成する骨の著しい破壊があるとき、または機能の限定された関節に
著しい疼痛があるとき、関節全置換術が行われる。「全」とは、疾患部分を有する関節を
含む両方の骨の末端が外科的に除去され、人工の部品（すなわち、プロテーゼ）で置き換
えられることを意味する。股関節部および膝は、関節リウマチを有する患者において関節
全置換術が行われる一般的な部位であり、したがって、多くの手術の合併症のある部位で
ある。合併症には、感染、転位、プロテーゼ部品の骨からのゆるみ、プロテーゼ部品の破
損、および通常は骨密度の損失に起因するプロテーゼ装置による骨折が含まれる。関節全
置換が不首尾である一部の症例では、プロテーゼ部品が骨から除去される。股関節の場合
、この手順（ガードルストーン切除術）は、解剖頸または頭なしに大腿を残し、結果とし
て軟部組織が大腿と骨盤を「連結」する。一部の患者では、肩関節が非常に有痛性となり
、かつ／または機械的な機能を失う。それらの患者では、肩関節全置換術が必要とされる
ことがある。著しい疼痛によって肩関節全置換術を受けた大多数の患者は、大幅に疼痛が
緩和したという証拠がある。
【０１１６】
　種々の関節リウマチを有する患者を治療するために用いられる、いくつかの異なる種類
の薬剤がある。これらの種類には、疼痛を制御する鎮痛剤、コルチコステロイド、尿酸低
下剤、免疫抑制剤、非ステロイド性抗炎症剤、および疾患修飾性抗リウマチ薬が含まれる
。
【０１１７】
　関節リウマチ、および関節リウマチ手術に伴う疼痛は、罹患関節への浸潤により投与さ
れるカプサイシノイド製剤によって治療／緩和することができる。他の実施形態において
、罹患部位への投与に加えて、罹患関節周囲の筋肉および組織への浸潤によって、カプサ
イシノイドを投与することができる。
【０１１８】
Ｅ．背痛
　本明細書に開示のカプサイシノイド製剤および方法は、背痛に伴う疼痛を治療／軽減す
るために用いることができる。米国では、医者にかかる２番目に多い理由は背痛である。
腰痛の原因は数多い。いくつかの腰痛の一般的な理由は、たとえば交通事故、転落、スポ
ーツ、または他の様式で起こる可能性のある背部への突然の損傷、子宮内膜症、月経性痙
攣、類線維腫、および女性においてときに腰痛の原因となる妊娠などの婦人科の状態、腰
の筋肉、神経、または靭帯への圧力である。椎間板の脱出、神経圧迫（ｐｉｎｃｈｅｄ　
ｎｅｒｖｅ）、坐骨神経痛、加齢、および感染が、他の一般的な腰痛の原因である。腰痛
の治療は、背部の安静（再損傷を回避）、疼痛および筋痙攣を緩和する投薬、局所温熱適
用、マッサージ、および最終的な（急性の症状発現が消散した後）腰部および腹部筋肉を
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強化するための回復運動からなる。椎間関節または「Ｚ」関節としてよく知られている関
節突起間関節は、椎骨が隣接する椎骨と重なる、椎骨の両側の脊柱背部（後部）に位置す
る。椎間関節は安定性を提供し、曲げたり、ねじれたりする能力を脊柱に付与する。椎間
関節は、隣接する椎骨の２つの面からなり、それらは軟骨の薄い層で隔てられている。こ
の関節は嚢様カプセルに包まれ、滑液（脊柱が動くときに２つの骨面の間の摩擦を低減し
、さらに軟骨に栄養を与える潤滑液）で満たされている。椎間関節の不具合（炎症、刺激
、腫脹、または関節炎など）は、腰痛を引き起こす可能性がある。診断学的検査は、椎間
関節の異常を示すことができ、これは椎間関節が疼痛の原因であることを示唆している可
能性がある。しかしながら、椎間関節が疼痛の原因であるにもかかわらず、時折、正常な
検査結果が存在することがあり、異常な結果が必ずしも椎間関節の関与を示すとは限らな
い。
【０１１９】
　椎間関節が本当に背痛の原因であるかどうかを判定するために、局所麻酔剤注射を（た
とえば、ブロックとして）用いることができる。椎間関節への少量の麻酔剤または麻痺剤
の注射が疼痛を低減または除去する場合、椎間関節が疼痛の原因である可能性を示唆する
。椎間関節が疼痛の原因であると特定されたら、麻酔剤および抗炎症剤の治療的注射によ
って、長期間の疼痛緩和を生じることができる。そのような疼痛を軽減するために、その
ような状態でカプサイシノイド製剤を投与することができる。
【０１２０】
　椎間関節注射は、局所麻酔下、患者が覚醒しており、意思の疎通ができる間に行われる
。場合によって、医療提供者はこの手順中に患者がより快適であるように薬剤を投与する
ことができる。この注射は、通常、患者がＸ線透視台にうつぶせになっている間に行われ
る。ＥＫＧ、血圧測定用カフ、および血液酸素モニター装置を、注射工程の前に取り付け
ることができる。適切な部位が決定されたら、医師は、麻酔剤（多くの場合、リドカイン
またはブピビカイン（ｂｕｐｉｖｉｃａｉｎｅ））および抗炎症剤（通常、コルチコステ
ロイド）を注射する。その後、罹患している椎間関節の数に応じて、この工程を繰り返す
ことができる。
【０１２１】
Ｆ．踵骨棘
　本明細書に開示のカプサイシノイド製剤および方法は、足のある種の筋肉および軟部組
織構造が踵の底部に付随している、骨の突出または成長である踵骨棘、または踵骨棘手術
に伴う疼痛を治療／軽減するために用いることができる。もっとも一般的には、踵骨から
足指底に伸びる幅広の靭帯様構造である足底筋膜が炎症を起こし、踵痛の症状が始まる。
治療の有無にかかわらず、この炎症がある期間にわたって継続するにつれ、踵骨棘が形成
されると考えられる。踵痛が早期に治療されるならば、多くの場合、保存療法が有効であ
り、通常、外科手術は回避される。踵痛の早期徴候は、通常、足底筋膜の炎症である足底
筋膜炎によるものである。これが足病医によって見出されるもっとも一般的な踵痛の原因
であろう。ランナー、運動選手、週末にスポーツを行う者、かなりの時間立つ、歩く、ま
たは持ち上げることを要する仕事を持っている者、および最近体重の増えた者など、足底
筋膜炎はすべての群の人々に見られる。最初、患者は足のテーピングを受け、適応があれ
ば、コルチゾン注射、または経口による短期間の抗炎症剤を投与される。炎症を低減する
補助的な方法として、運動、夜間用副子、および理学療法が用いられる。成功すれば、特
別注文の矯正靴を作製し、足底筋膜への異常な圧力および張力を制御し、症状の大部分を
緩和する。一部の例では、保存療法が不首尾であり、外科手術が必要とされる。しばしば
、踵の両側を２ヵ所小さく切開することにより、足底腱膜の線維の一部の放出が行われる
足底筋膜切開術と称される内視鏡的手技が行われる。多くの場合、回復は２週以下であり
、患者は手術の２４時間後に矯正靴でのみ歩行する。足底腱膜にミコヘルニア形成（ｍｉ
ｃｏ－ｈｅｒｎｉａｔｉｏｎ）（裂傷）が起こるとき、踵骨棘が発現している可能性があ
る。この場合も、早期に治療すれば、骨棘を有する患者であっても、パッドを詰める、固
定する、注射、および靴内矯正器具などの保存療法によって症状は充分に緩和する。残念
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ながら、仕事またはレクリエーション活動を行うのを妨げるほど症状が重度の患者がおり
、その場合、手術が必要とされる。手術には、踵の挿入部から足底筋膜の一部を放出する
こと、ならびに骨棘を除去することが含まれる。しばしば、この手技の間に、疼痛を増大
する神経圧迫（神経腫）が発見され、摘出される。多くの場合、踵骨棘の下に、副嚢また
は偶発嚢と呼ばれる炎症した体液嚢が発見され、これも摘出される。術後の回復は、通常
、２～３週間のスリッパギプス包帯および最小体重負荷である。場合によって、着脱式の
短いウォーキングブーツを用いるか、または膝下のギプス包帯を適用する。それらを除去
した後、通常の体重負荷が可能になり、患者は理学療法によって治療される。
【０１２２】
　カプサイシノイドが足底筋膜に用いられるとき、カプサイシノイドの用量は、好ましく
は罹患領域への注射によって投与される。手術が必要とされるとき、カプサイシノイドの
用量は、好ましくは外科的切開が行われた後に踵骨に、および／または踵骨周囲の組織お
よび筋肉に浸潤させることによって投与される。
【０１２３】
腹腔鏡下胆嚢摘出術に伴う疼痛の治療
　他の好ましい実施形態において、本明細書に開示のカプサイシノイド製剤および方法は
、腹腔鏡下胆嚢摘出術に伴う疼痛を治療／軽減するために用いることができる。腹腔鏡下
胆嚢摘出術は、実質的に開腹胆嚢摘出術に取って代わっている。しかしながら、腹腔鏡下
胆嚢摘出術を受ける患者は、依然として疼痛を有する。術後の疼痛管理には典型的に、特
に術後数日以内のオピオイドの使用が含まれる。腹腔鏡下胆嚢摘出術を受けた患者におけ
るカプサイシノイドの投与は、オピオイド消費量、およびこの手技に伴う術後疼痛スコア
を低減する可能性がある。腹腔鏡下胆嚢摘出術を要する患者において、カプサイシノイド
の用量は、注射、浸潤、または注射および浸潤の両方で投与することができる。カプサイ
シノイドの用量が注射によって投与されるとき、カプサイシノイドは、切開部位に直接、
または手術部位周囲の隣接領域に注射することができる。他の実施形態において、カプサ
イシノイドの用量は、創傷が閉じられる前に、手術が行われている部位、または手術部位
周囲の筋肉、組織、および骨に投与することができる。いくつかの他の実施形態において
、本明細書に開示のカプサイシノイド製剤および方法は、腹腔鏡法より侵襲性の手術を要
する胆嚢摘出術に伴う疼痛を治療／軽減するために用いることができる。
【０１２４】
浸潤用量
　本発明の好ましい実施形態において、浸潤用の投与単位に含有されるカプサイシノイド
の用量は、約１μｇから約１５，０００μｇのカプサイシン、好ましくは約６００μｇか
ら約１５，０００μｇのカプサイシン、より好ましくは約６００μｇから約１０，０００
μｇのカプサイシン、または治療上等価量の１種または複数のカプサイシノイドである。
いくつかの好ましい実施形態において、カプサイシンの用量は、約１０００μｇから約１
０，０００μｇのカプサイシン、または治療上等価量の１種または複数のカプサイシノイ
ドである。好ましくは、カプサイシノイドは、注射または埋込み用の薬剤としても生理的
にも許容されるビヒクル中で投与される。
【０１２５】
　いくつかの他の実施形態において、侵害受容性疼痛、神経障害性疼痛、神経損傷による
疼痛、筋肉痛による疼痛、発痛点に関連する疼痛、軟部組織の腫瘍による疼痛、神経伝達
物質調節異常症候群に伴う疼痛、および整形外科障害に伴う疼痛を治療するための浸潤用
のカプサイシン／カプサイシノイドの適切な用量は、カプサイシン（ｔｒａｎｓ８－メチ
ル－Ｎ－バニリル－６－ノネアミド（ｎｏｎｅａｍｉｄｅ））約６００μｇから約１５，
０００μｇ、好ましくは約６００から約１０，０００マイクログラム、より好ましくは約
１０００から１０，０００マイクログラム、もっとも好ましくは５，０００μｇである。
【０１２６】
　いくつかの好ましい実施形態において、局所麻酔剤の注射は、たとえば上記および添付
の実施例に記載したとおり、カプサイシノイドの投与前に、部位に近接して投与すること
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ができる。他の実施形態において、局所麻酔剤の代わりに、または局所麻酔剤に加えて、
フェノールを用いることができる。
【０１２７】
注射可能用量
　本発明の好ましい実施形態において、注射／埋込み用の投与単位に含有されるカプサイ
シノイドの用量は、約１μｇから約５０００μｇのカプサイシン、好ましくは約１０μｇ
から約３０００μｇのカプサイシン、より好ましくは約３００μｇから約１５００μｇの
カプサイシン、または治療上等価量の１種または複数のカプサイシノイドである。いくつ
かの好ましい実施形態において、カプサイシンの用量は、約４００μｇから約１２００μ
ｇのカプサイシン、または治療上等価量の１種または複数のカプサイシノイドである。好
ましくは、カプサイシノイドは、注射または埋込み用の薬剤としても生理的にも許容され
るビヒクル中で投与される。
【０１２８】
　いくつかの他の実施形態において、侵害受容性疼痛、神経障害性疼痛、神経損傷による
疼痛、筋肉痛による疼痛、発痛点に関連する疼痛、軟部組織の腫瘍による疼痛、神経伝達
物質調節異常症候群に伴う疼痛、および整形外科障害に伴う疼痛を治療するための注射ま
たは埋込み用のカプサイシン／カプサイシノイドの適切な用量は、カプサイシン（ｔｒａ
ｎｓ８－メチル－Ｎ－バニリル－６－ノネアミド）約１μｇから約３０００μｇ、好まし
くは約２０から約３００マイクログラム、より好ましくは約３５から２００マイクログラ
ム、もっとも好ましくは１００μｇである。
【０１２９】
　麻酔剤の投与、ならびにそれに続く本発明のカプサイシノイド製剤および方法による投
与は、長期間、その部位で疼痛を緩和または軽減する。関節痛に関して、いくつかの好ま
しい実施形態において、単回単位用量のカプサイシノイド注射または埋込みは、少なくと
も約１ヵ月、より好ましくは少なくとも約３ヵ月、典型的にいくつかの実施形態では約３
から約６ヵ月、その部位で疼痛を軽減する。変形性関節症などの関節炎状態に伴う疼痛に
関して、いくつかの好ましい実施形態において、単回単位用量のカプサイシノイド注射ま
たは埋込みは、少なくとも約３ヵ月から少なくとも約４ヵ月、その部位で疼痛を軽減する
。術後疼痛に関して、いくつかの好ましい実施形態において、単回単位用量のカプサイシ
ノイド注射または埋込みは、少なくとも約１週間、いくつかの実施形態では少なくとも約
１ヵ月、その部位で疼痛を軽減する。治療が関節で行われる場合、動作の増大、および疼
痛の緩和に関して、患者をモニターすることができる。この治療は、症状を制御するため
に、必要に応じて繰り返すことができる。
【０１３０】
　いくつかの好ましい実施形態において、局所麻酔剤の注射は、たとえば上記および添付
の実施例に記載したとおり、カプサイシノイドの投与前に、部位に近接して投与すること
ができる。他の実施形態において、局所麻酔剤の代わりに、または局所麻酔剤に加えて、
フェノールを用いることができる。
【０１３１】
注射可能／埋込み可能および浸潤可能製剤
　カプサイシノイドが注射、埋込み、または浸潤によって投与される実施形態において、
カプサイシノイドは、皮膚の外層に浸透させることによって特定部位に、あるいは針およ
び注射器など、浸潤により薬剤を投与するために当分野の技術者に知られている器具を用
いて、手術部位または開放創に点滴注入または注射することによって手術部位または開放
創に投与される。
【０１３２】
　カプサイシノイドの用量は、好ましくは、患者（たとえば、ヒトまたは動物）の手術部
位または開放創に投与するために薬剤としても生理的にも許容されるビヒクルに混合する
ことによって、注射、埋込み、または浸潤用に調製される。たとえば、カプサイシノイド
は、油、プロピレングリコール、あるいは注射可能、埋込み可能、または浸潤可能溶液を
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調製するために通常用いられる他の溶媒に溶解することができる。薬剤として許容される
適切なビヒクルには、好ましくは、水性ビヒクル、非水性ビヒクル、抗菌剤、等張剤、緩
衝剤、抗酸化剤、懸濁および分散剤、乳化剤、封鎖またはキレート剤、ならびにそれらの
任意の組み合わせまたは混合物が含まれる。水性ビヒクルの例には、好ましくは、塩化ナ
トリウム注射液、静菌塩化ナトリウム注射液、リンゲル注射液、等張デキストロース注射
液、滅菌水注射液、静菌滅菌水注射液、デキストロース加乳酸リンゲル注射液、およびそ
れらの任意の組み合わせまたは混合物が含まれる。非水性非経口ビヒクルには、好ましく
は、植物由来の固定油、綿実油、トウモロコシ油、ゴマ油、落花生油、およびそれらの任
意の組み合わせまたは混合物が含まれる。静菌または静真菌性濃縮剤の抗菌剤には、好ま
しくは、フェノール、クレゾール、水銀剤、ベンジルアルコール、クロロブタノール、エ
チルおよびプロピルｐ－ヒドロキシ安息香酸エステル、チメロサール、塩化ベンザルコニ
ウム、塩化ベンゼトニウム、およびそれらの混合物が含まれる。等張剤には、好ましくは
、塩化ナトリウム、デキストロース、およびそれらの混合物が含まれる。緩衝剤には、好
ましくは、酢酸塩、リン酸塩、クエン酸塩、およびそれらの任意の組み合わせまたは混合
物が含まれる。抗酸化剤には、好ましくは、アスコルビン酸、重炭酸ナトリウム、および
それらの任意の組み合わせまたは混合物が含まれる。懸濁および分散剤には、好ましくは
、カルボキシメチルセルロースナトリウム、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ポリ
ビニルピロリドン、およびそれらの任意の組み合わせまたは混合物が含まれる。乳化剤に
は、好ましくは、ポリソルベート８０（Ｔｗｅｅｎ８０）が含まれる。金属イオンの封鎖
またはキレート剤には、好ましくは、エチレンジアミン四酢酸が含まれる。薬剤として許
容される追加のビヒクルには、好ましくは、水混和性ビヒクルとしてはエチルアルコール
、ポリエチレングリコール、グリセリン、およびプロピレングリコール、ｐＨ調整剤とし
ては水酸化ナトリウム、塩酸、クエン酸、または乳酸、およびそれらの任意の組み合わせ
または混合物が含まれる。
【０１３３】
　選択された薬剤として許容されるビヒクルに応じて、カプサイシノイドの用量は、注射
、埋込み、または浸潤用の水性溶液または懸濁液として投与することができる。注射また
は浸潤は、（ｉ）浸潤に適した薬剤または溶液またはエマルション、（ｉｉ）緩衝剤、希
釈剤、または他の添加物を含まず、適切なビヒクルの添加により、あらゆる面で浸潤の要
件に適合する溶液を得る乾燥固体または液体濃縮物、（ｉｉｉ）１種または複数の緩衝剤
、希釈剤、または他の添加物を含む（ｉｉ）に記載の製剤、（ｉｖ）適切な流体媒質に懸
濁されており、静脈内または脊柱管に注射されない固体、および（ｖ）適切なビヒクルの
添加により、あらゆる面で滅菌懸濁液の要件に適合する製剤を得る乾燥固体に一般に分類
される、５つの異なる種類に分けることができる（Ｈ．Ｃ．Ａｎｓｅｌ、Ｉｎｔｒｏｄｕ
ｃｔｉｏｎ　ｔｏ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｄｏｓａｇｅ　Ｆｏｒｍｓ、第４版
、１９８５、２３８頁を参照）。
【０１３４】
　いくつかの他の実施形態において、湿潤剤、乳化剤、可溶化剤、および／または抗菌剤
として、界面活性剤または緩衝剤がカプサイシノイド投与に伴う初期の刺痛または灼熱感
を防ぐように、好ましくは１種または複数の本明細書に前に記載した薬剤として許容され
るビヒクルに界面活性剤を混合することができる。
【０１３５】
　適切な界面活性剤には、これに限定されるものではないが、フマル酸ステアリルナトリ
ウム、ジエタノールアミン硫酸セチル、ポリエチレングリコール、イソステアリン酸塩、
ポリエトキシル化ヒマシ油、塩化ベンザルコニウム、ノンオキシル（ｎｏｎｏｘｙｌ）１
０、オクトキシノール９、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸（ポリソルベート２０、
４０、６０、および８０）、ラウリル硫酸ナトリウム、ソルビタンエステル（モノラウリ
ン酸ソルビタン、モノオレイン酸ソルビタン、モノパルミチン酸ソルビタン、モノステア
リン酸ソルビタン、セスキオレイン酸ソルビタン、トリオレイン酸ソルビタン、トリステ
アリン酸ソルビタン、ラウリン酸ソルビタン、オレイン酸ソルビタン、パルミチン酸ソル
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ビタン、ステアリン酸ソルビタン、ジオレイン酸ソルビタン、セスキイソステアリン酸ソ
ルビタン、セスキステアリン酸ソルビタン、トリイソステアリン酸ソルビタン）、レシチ
ン、薬剤として許容されるそれらの塩、およびそれらの組み合わせが含まれる。１種また
は複数の界面活性剤が本発明の製剤に用いられるとき、それらの界面活性剤は、たとえば
薬剤として許容されるビヒクルと組み合わせることができ、たとえば約０．１％から約２
０％、より好ましくは約０．５％から約１０％の量で最終製剤に存在することができる。
【０１３６】
　緩衝剤も、薬剤安定性を提供し、薬剤物質の治療活性をコントロールし（Ａｎｓｅｌ　
Ｈｏｗａｒｄ　Ｃ．　「Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ｔｏ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａ
ｌ　Ｄｏｓａｇｅ　Ｆｏｒｍｓ」第４版、１９８５）、かつ／またはカプサイシン投与に
伴う初期の刺痛または灼熱感を防ぐために用いることができる。適切な緩衝剤には、これ
に限定されるものではないが、炭酸水素ナトリウム、クエン酸ナトリウム、クエン酸、リ
ン酸ナトリウム、薬剤として許容されるそれらの塩、およびそれらの組み合わせが含まれ
る。１種または複数の緩衝剤が本発明の製剤に用いられるとき、それらの緩衝剤は、たと
えば薬剤として許容されるビヒクルと組み合わせることができ、たとえば約０．１％から
約２０％、より好ましくは約０．５％から約１０％の量で最終製剤に存在することができ
る。
【０１３７】
　いくつかの好ましい実施形態において、カプサイシノイドを送達するために用いられる
薬剤ビヒクルは、注射用水中、ポリエチレングリコール、ヒスチジン、およびスクロース
を含む。好ましい一実施形態において、薬剤ビヒクルは、注射用水中、約２０％のＰＥＧ
３００、約１０ｍＭのヒスチジン、および約５％のスクロースを含む。
【０１３８】
　他の好ましい実施形態において、送達系は、カプサイシノイドの単位用量を投与するた
めに用いることができる。カプサイシノイドの用量は、好ましくは、注射可能、埋込み可
能、または浸潤可能微粒子（マイクロカプセルおよびマイクロスフェア）として投与する
ことができる。微粒子は、好ましくは浸潤に適した粒径および分布範囲である。微粒子の
直径および形状は、放出特性を変更するために操作することができる。たとえば、異なる
平均径を有するが、同じ組成物である微粒子に比べて、直径の大きい微粒子は、典型的に
遅い放出速度および低い組織透過性を提供し、直径の小さい微粒子は、反対の作用を生じ
る。さらに、円筒形状などの他の粒子形状は、球状と比べて、そのような別の幾何学的形
状に固有の表面積と質量との比率ために、放出速度を変更することができる。微粒子の直
径は、好ましくは直径約５ミクロンから約２００ミクロンの大きさである。
【０１３９】
　より好ましい実施形態において、微粒子は、直径約２０から約１２０ミクロンである。
微粒子を製造する方法は当分野でよく知られており、溶媒蒸発、相分離、および流動層コ
ーティングが含まれる。
【０１４０】
　本発明の好ましい方法が、カプサイシノイド単独の単回用量の投与を提供するとき、カ
プサイシノイドの単回用量は、好ましくは、その部位または創傷の外部で作用を引き出す
ことなく、その手術部位または開放創を脱神経するのに有効な量で、特定部位、手術部位
、または開放創に投与される。単回用量は、好ましくは、疼痛緩和が必要とされる部位で
神経に直接、発痛構造に直接、または浸潤により疼痛領域に神経支配を提供する神経に投
与される。浸潤には、これに限定されるものではないが、好ましくは、手術部位または開
放創周囲の組織、筋肉、または骨への投与が含まれる。他の実施形態において、カプサイ
シノイドの用量は、関節内、胸骨下、滑液包内、嚢内、または体腔に投与することができ
る。注射可能または埋込み可能投与は、これに限定されるものではないが、好ましくは皮
下（皮膚の下）、筋肉内（筋肉）、髄腔内、硬膜外、腹腔内、仙骨、真皮内または皮内（
皮膚内）、単一神経の肋間、関節内（関節）、体腔、滑液包内（関節液）、髄腔内（脊柱
）、動脈内（動脈）投与、および他の結合組織区分への投与が含まれる。本明細書では、
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「髄腔内」は、硬膜外腔、髄腔内、後根および後根神経節などの脊髄関連構造の白質また
は灰白質内または内部を意味する。本発明の製剤の浸潤可能投与は、たとえば、膝、肘、
股関節部、胸鎖、側頭下顎、手根、足根、手首、足首、椎間円板、黄色靭帯、および疼痛
のある他の任意の関節からなる群から選択された関節に行うことができる。体腔の例には
、胸膜、腹膜、頭蓋、縦隔、心膜、および嚢または滑液包が含まれる。嚢の例には、肩峰
、二頭筋橈骨、肘橈骨（ｃｕｂｉｔｏｒａｄｉａｌ）、三角筋、膝蓋下、坐骨、および疼
痛を有することが当分野の技術者に知られている他の嚢が含まれる。
【０１４１】
　カプサイシノイドの単回用量が注射により投与されるとき、カプサイシンの注射量は、
投与の局所部位によって決まる。送達される適切な注射量は、治療される部位に応じて、
好ましくは約０．１から約２０ｍｌ、より好ましくは約０．５から約１０ｍｌ、もっとも
好ましくは約１．０から約５ｍｌの範囲である。あるいは、カプサイシノイドの単回用量
が浸潤により投与されるとき、投与されるカプサイシノイドの量は、手術部位、または開
放創の大きさによって決まる。送達される適切な浸潤量は、治療される手術部位または開
放創に応じて、好ましくは約０．１から約１０００ｍｌ、より好ましくは約１ｍｌから約
１００ｍｌ、もっとも好ましくは約５ｍｌから約３０ｍｌの範囲である。
【０１４２】
　麻酔剤の投与、ならびにそれに続くカプサイシノイド製剤の投与は、長期間、特定部位
、手術部位、または開放創で疼痛を軽減する。治療が関節で行われる場合、動作の増大、
および疼痛の緩和に関して、患者をモニターすることができる。この治療は、症状を制御
するために、必要に応じて繰り返すことができる。
【０１４３】
突出痛
「突出痛」という用語は、患者が一般に有効量のたとえばカプサイシンを投与されている
、または投与されたにもかかわらず、患者が経験する疼痛を意味する。本明細書に記載の
カプサイシノイド製剤および方法の使用と関連して、それにもかかわらず患者が突出痛を
経験することが企図される。突出痛を治療するために、当分野の技術者によって行われる
そのような状態の疼痛の治療に従って、個人は有効量の鎮痛剤をさらに投与されてもよい
。鎮痛剤は、アウロチオマレイン酸ナトリウムなどの金化合物、ナプロキセン、ジクロフ
ェナク、フルルビプロフェン、イブプロフェン、ケトプロフェン、ケトロラク、薬剤とし
て許容されるそれらの塩などの非ステロイド性抗炎症剤（ＮＳＡＩＤ）、コデイン、デキ
ストロプロポキシフェン、ジヒドロコデイン、モルヒネ、ジアモルヒネ、ヒドロモルホン
、ヒドロコドン、メタドン、ペチジン、オキシコドン、レボルファノール、フェンタニル
、およびアルフェンタニル、パラセタノールなどのｐ－アミノフェノール誘導体、薬剤と
して許容されるそれらの塩などのオピオイド鎮痛剤、ならびにアスピリンなどのサリチレ
ートを含む群から選択されたものなど当分野の技術者に知られている任意の鎮痛剤である
ことができる。
【０１４４】
好ましい実施形態の詳細な説明
【実施例１】
【０１４５】
膝の変形性関節症の安全性試験
　膝の変形性関節症を有する被験者において、関節内浸潤によって投与される局所麻酔剤
と共に関節内浸潤によって投与される精製カプサイシンの安全性、認容性、全身薬物動態
、および有効性を評価するために、以下の臨床試験を行った。
【０１４６】
　この試験の主要な目的は、すでに膝の置換術が予定されている膝の末期変形性関節症を
有する被験者において、プラセボと比較して、関節内局所麻酔剤と併用投与されるときの
関節内カプサイシンの安全性および認容性を評価することであった。
【０１４７】
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　精製カプサイシンは、５００μｇ／ｍｌの濃度で精製カプサイシン５ｍｌを含有するバ
イアルで供給された。被験薬は、１５℃から２５℃の温度で保管した。注射前４時間以内
に、ビヒクルを用いて、次のとおり、薬剤を精製カプサイシンの最終濃度に希釈した。
【表１】

【０１４８】
　各バイアルは、１回の浸潤投与にのみ用い、適切にラベルを付した。精製カプサイシン
の供給業者は、ＦｏｒｍａＴｅｃｈ，　Ｉｎｃ．、２００　Ｂｕｌｌｆｉｎｃｈ　Ｄｒｉ
ｖｅ、Ａｎｄｏｖｅｒ、ＭＡ　０１８１０であった。バイアルは、そのバイアルの内容物
に従って各バイアルにラベルを付され、研究センターにまとめて供給された。薬剤師／治
験看護師は、注射剤を調製し、所要温度１５～２５℃で鍵のかかるキャビネットに治験薬
を保管した。試験の盲検（ｂｌｉｎｄ）は、薬剤師／治験看護師によって維持された。
【０１４９】
　精製カプサイシンのプラセボビヒクルは、５ｍｌを含有するバイアルで供給された。そ
れぞれの関節内浸潤に、局所麻酔剤（リグノカイン２％）を用いた。
【０１５０】
　この試験は、膝の全置換術を受けることが予定されている膝の変形性関節症を有する被
験者において、関節内局所麻酔剤と併用投与されるとき、関節内に投与される３つの用量
レベル（１０μｇ、１００μｇ、または３００μｇ）の精製カプサイシンの単一施設、無
作為化、二重盲検、プラセボ対照、用量範囲探索、第１相試験であった。この試験に用い
た精製カプサイシンの用量は、動物で毒性であると知られている用量をはるかに下回った
（＞１００倍）。この試験は、１６人の評価対象を含むように設計された。１６人の被験
者が試験に加わった。１２人を超精製カプサイシンで処置し（４人がそれぞれ１０、１０
０、および３００μｇ用量で処置）、４人をプラセボビヒクルで処置した。１６人の被験
者は、この試験を完了した。
【０１５１】
　患者を無作為に４つの処置群で二重盲検方式によって処置し、各群は被験薬の関節内投
与とそれに続く膝の全置換との間に漸増する間隔を有した（２、４、７、および１４日）
。４つの各用量群（プラセボ、カプサイシン１０μｇ、１００μｇ、および３００μｇ）
から１人、４人の被験者が各処置群に加わった。次の処置群を処置する前に、各処置群に
関して肉眼および顕微鏡病理分析を完了した。
【０１５２】
　各被験者は３回の試験訪問を行った。スクリーニング日（－７日から－１日）、処置日
（第０日）、および処置後日（＋２、＋４、＋７、または＋１４日に予定）。処置日に、
被験者を無作為化し、処置前評価を行った。患者を処置室に入れ、ＶＡＳ疼痛スコアを取
った（０ｍｍ無痛、１００ｍｍ非常に重度の痛み）。患者がカードに疼痛の印をつけた後
、患者に膝カニューレ挿入の準備をした。カニューレが配置された後、患者は置換される
予定の膝に２％リグノカイン３ｍｇ／ｋｇ（最大用量２００ｍｇ）で関節内浸潤を受けた
。この局所麻酔剤の投与後１０分のうちに、プラセボ（ビヒクル）、全量５ｍｌにビヒク
ルで希釈した精製カプサイシン１０μｇ、１００μｇ、または３００μｇの関節内浸潤を
行った。
【０１５３】
　投与直後ならびに膝置換術前にＶＡＳ疼痛スコアおよび口頭報告を得た。有害事象のた
めに試験を中止した被験者はいなかった。
【０１５４】
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　カプサイシン浸潤の直後、一部の患者（プラセボ投与の４人のうち０人、１０μｇカプ
サイシン投与の４人のうち０人、１００μｇカプサイシン投与の４人のうち１人、３００
μｇカプサイシン投与の４人のうち４人）が、カプサイシン注射に典型的な一過性の灼熱
痛を報告した（数秒から数分内に発現し、１時間未満持続）。疼痛は軽度であったが、一
部の患者では、治験責任医師は疼痛が消散するまで、処置された膝にアイスパックを当て
ることを選択した。具体的には、１００μｇ用量群の被験者、および３００μｇ用量群の
２人の被験者は、灼熱性の投与後（過剰）疼痛のみを有し、３００μｇ用量群の２人の被
験者は、他の型の投与後（過剰）疼痛と共に灼熱痛を有した（被験者１人は灼熱痛と刺痛
を有し、２人目の被験者は灼熱痛と歯痛様の疼痛を有した）。投与後（過剰）疼痛のエピ
ソードはすべて、投与直後（５分以内）に開始した。これらの疼痛エピソードはすべて短
時間で、疼痛持続期間は、１００μｇ用量群の被験者で９分間、３００μｇ用量群の被験
者で１７、２５、２５、および４２分間であった。３００μｇ用量群の被験者４人、およ
び１００μｇ用量群の被験者１人は、注射後（過剰）疼痛のために介入を必要とした。５
人の被験者のうち１人を除く全員は、アイスパックのみの介入であった。３００μｇ用量
群の被験者１人はパラセタモールで処置し、投与後（過剰）疼痛のために静脈内モルヒネ
またはグラニセトロンで処置した被験者はいなかった。この試験に用いた併用薬のほとん
どは、試験前に摂取され、試験中も継続した。試験中の唯一の併用非薬剤療法は、投与後
（過剰）疼痛を有する５人の被験者に用いたアイスパックであった。
【０１５５】
　処置後日、試験評価を行い、続いてその後の検査のために行われる術中の骨および軟部
組織生検を伴う予定された膝置換を行った。全体的な有効性分析のために、本出願人等は
、残存するリグノカインの鎮痛作用、または実際の手技（多量の浸潤）による残留疼痛、
および溶解ｃ線維末端が排除できなかったため、投与２日後に手術を受けた患者を除外し
た（正常な志願者では、カプサイシン投予後２日まで軽度の「うずくような」痛みが観察
される）。これにより４日、７日、および１４日のコホートから、プラセボ３人および活
性患者９人が残った。薬剤／プラセボ投与前および手術日（手術前）のＶＡＳスコアの検
査は、プラセボ群では疼痛スコアが低減されないが（ＶＡＳは７±３０％のみ低下）、カ
プサイシン群では低減された（ＶＡＳは６２±１４％低下）ことを示した。ＶＡＳスコア
の変化を、図１に示すとおりグラフで報告する。カプサイシンの３種の用量範囲による経
時的な血漿濃度を図２に示す。
【０１５６】
　その後の超精製カプサイシン血漿濃度の分析のために、被験薬投与前、被験薬注射３０
分、１、２、および４時間後、ならびに処置後日の術前薬の初回投与直前に１０ｍｌの血
液サンプルを採取した。薬物動態パラメータＣｍａｘ、Ｔｍａｘ、ＡＵＣ（０～ｔ最終）
、およびｔ１／２を評価した。
【０１５７】
　１０μｇ用量群では、精製カプサイシン血漿濃度は、０、１、または２つの時点でのみ
測定可能であり、したがってこの用量群の被験者に関してはいずれも薬物動態パラメータ
が推定できなかった。薬物動態パラメータを推定できた１００μｇおよび３００μｇ用量
群それぞれの３人の被験者では、ＣｍａｘおよびＡＵＣ（０～ｔ最終）値のマグニチュー
ド（ｍａｇｎｉｔｕｄｅ）は２つの群で類似していた。Ｔｍａｘ値は、推定できたすべて
の被験者で０．５時間であった。最終指数関数的半減期は、１００μｇおよび３００μｇ
用量群の両方で同様に短かった。
【０１５８】
　１００μｇ用量群の被験者のＡＵＣ（０～ｔ最終）値（３６６．１０、７５．１９、お
よび５１１．２１ｐｇ＊時間／ｍｌ）は、３００μｇ用量群の値（４４９．０１、２２０
．４２、および４９８．８３ｐｇ＊時間／ｍｌ）とマグニチュードが類似していた。同様
に、１００μｇ用量群の被験者のＣｍａｘ値（２９２．０６、７９．９４、および５３８
．３２ｐｇ／ｍｌ）は、３００μｇ用量群の値（２０７．６２、２５１．４２、および４
９９．８８ｐｇ／ｍｌ）とマグニチュードが類似していた。Ｔｍａｘ値は、６人すべての
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被験者で０．５時間であった。最終指数関数的半減期はすべての被験者で短く、値は１０
０μｇ用量群で０．１４９８、１．１４８８、および０．１０１４時間、３００μｇ用量
群で０．３２６８、０．２２９８、および０．１６６３であった。
【０１５９】
　これらの被験者において精製カプサイシン血漿濃度が測定可能であった時点の数が非常
に限られていたため、薬物動態的な結論は必然的に限定されている。しかしながら、１０
μｇ用量群の精製カプサイシン血漿濃度は、１００μｇまたは３００μｇ用量群のいずれ
に比べても明らかに低い濃度であった点で、１０μｇから３００μｇの用量範囲の薬物動
態用量反応にはいくらかの証拠があった。しかしながら、１００μｇから３００μｇの用
量範囲の薬物動態用量反応にはほとんど証拠がなかった。
【０１６０】
　精製カプサイシンは、すべての用量レベルで充分に認容性であった。関節腔からの被験
薬の漏出は低く、肉眼および顕微鏡病理は正常であった。注射部位において処置に関連し
た紅斑、浮腫、または出血の徴候はなく、組織病理学検査で軟部組織、軟骨、または骨に
対する処置に関連した影響はなかった。処置に関連した全身性の副作用は見られず、検査
安全性パラメータまたは生命徴候に対する処置に関連した影響はなかった。いずれの時点
でも、いずれの群においても、注射した膝の固有感覚に認識できる影響はなかった。
【０１６１】
　注射後痛覚過敏の発現率には明らかな用量反応があった。この症状は、３００μｇ用量
群の被験者４人、１００μｇ用量群の被験者１人で起こり、１０μｇ用量群またはプラセ
ボの被験者では起こらなかった。１例を除く全例で、痛覚過敏は灼熱感として説明され、
これは注射の５分以内に発現し、平均３０分未満持続した。介入を要したすべての例で、
痛覚過敏は膝へのアイスパックの適用によって容易かつ有効に制御された。
【０１６２】
　精製カプサイシンおよび局所麻酔剤の関節内投与を受ける前、次いで膝置換術日の術前
薬投与直前に再度、被験者に、左に「無痛」、右に「非常に重度の痛み」を配した視覚的
アナログスケール（ＶＡＳ）に疼痛レベルを位置づけるように依頼した。精製カプサイシ
ンのいずれの用量レベル（１０μｇ、１００μｇ、および３００μｇ）においても、処置
に関連した明らかな有効性の兆候は見られなかった。
【０１６３】
　局所麻酔剤の関節内浸潤、それに続くカプサイシンの関節内浸潤は、概して充分に認容
性であり、３つのカプサイシン用量群のすべてで、標的である膝の疼痛に関するＶＡＳの
ベースラインから術前時点の減少中央値はすべて、プラセボ群のベースラインからの変化
中央値より実質的に大きく、この処置方法のリスクベネフィット比率は好ましいと考えら
れる。変形性関節症を有する多数の被験者による、この処置のさらなる研究が正当である
と考えられる。
【実施例２】
【０１６４】
膝の変形性関節症の有効性試験
　以下の臨床試験は、膝の変形性関節症を有する被験者において、関節内浸潤によって注
射される局所麻酔剤と共に関節内浸潤によって投与される精製カプサイシンの有効性を評
価する。
【０１６５】
　この試験の主要な目的は、すでに膝の置換術が予定されている（被験薬の注射の２１日
および４２日後）、膝の末期変形性関節症を有する被験者において、プラセボと比較して
、関節内局所麻酔剤と併用投与されるときの関節内カプサイシンの有効性を評価すること
である。
【０１６６】
　精製カプサイシンは、５００μｇ／ｍｌの濃度で精製カプサイシン５ｍｌを含有するバ
イアルで供給される。被験薬は、１５℃から２５℃の温度で保管した。注射前４時間以内



(39) JP 2016-47822 A 2016.4.7

10

20

30

40

50

に、ビヒクルを用いて、次のとおり、薬剤を精製カプサイシンの最終濃度に希釈する。
【表２】

【０１６７】
　各バイアルは、１回の浸潤投与にのみ用い、適切にラベルを付す。精製カプサイシンの
供給業者は、ＦｏｒｍａＴｅｃｈ，　Ｉｎｃ．、２００　Ｂｕｌｌｆｉｎｃｈ　Ｄｒｉｖ
ｅ、Ａｎｄｏｖｅｒ、ＭＡ　０１８１０である。バイアルは、そのバイアルの内容物に従
って各バイアルにラベルを付され、研究センターにまとめて供給される。薬剤師／治験看
護師は、注射剤を調製し、所要温度１５～２５℃で鍵のかかるキャビネットに治験薬を保
管する。試験の盲検は、薬剤師／治験看護師によって維持された。
【０１６８】
　精製カプサイシンのプラセボビヒクルは、５ｍｌを含有するバイアルで供給される。そ
れぞれの肩峰下滑液包浸潤に、局所麻酔剤（リグノカイン２％）を用いる。
【０１６９】
　この試験は、被験薬投与の３から６週間後に膝の全置換術が予定されている膝の変形性
関節症を有する被験者において、関節内局所麻酔剤と併用投与されるとき、関節内浸潤に
より投与されるカプサイシン（１０００μｇ）の単一施設、無作為化、二重盲検、プラセ
ボ対照、用量範囲探索、第２相試験であり、主要評価項目は、被験薬投与３週間後の疼痛
の減少である。
【０１７０】
　この試験は、１２人の評価対象を含むように設計される（ＶＡＳで＞４０ｍｍの明確な
疼痛のある患者）。被験者６人はカプサイシン１０００μｇで処置し、被験者６人はプラ
セボビヒクルで処置する。患者は、無作為に、二重盲検方法で処理する。各処置群に関し
て肉眼および顕微鏡病理分析を完了する。各被験者は３回の試験訪問を行う。スクリーニ
ング日（－７日から－１日）、処置日（第０日）、および処置後日（＋２、＋４、＋７、
または＋１４日に予定）。処置日に、被験者を無作為化し、処置前評価を行う。患者を処
置室に入れ、ＶＡＳ疼痛スコアを取る（０ｍｍ無痛、１００ｍｍ非常に重度の痛み）。患
者がカードに疼痛の印をつけた後、患者に膝カニューレ挿入の準備をする。カニューレが
配置された後、患者は置換される予定の膝に２％リグノカイン３ｍｇ／ｋｇ（最大用量２
００ｍｇ）で関節内浸潤を受ける。この局所麻酔剤の投与後１０分のうちに、プラセボ（
ビヒクル）または全量５ｍｌにビヒクルで希釈した精製カプサイシン１０００μｇの関節
内浸潤を行う。
【０１７１】
　投与直後ならびに膝置換術前にＶＡＳ疼痛スコアおよび口頭報告を得る。処置後日、試
験評価を行い、続いてその後の検査のために行われる術中の骨および軟部組織生検を伴う
予定された膝置換を行う。残存するリグノカインの鎮痛作用、または実際の手技（多量の
注射）による残留疼痛、および溶解ｃ線維末端が排除できないため、全体的な有効性分析
には、浸潤２日後に手術を受ける患者を除外する。
【０１７２】
　ＮＲＳ（数値的評価スケール）疼痛スコアの変化を、投与３週間後に測定した。プラセ
ボの最終ＮＲＳスコア＝７．３０（ｐ＝０．０５）であり、カプサイシンの最終ＮＲＳス
コア＝３．９７（ｐ＝０．０３）である（図３を参照）。
【実施例３】
【０１７３】
バニオン切除有効性試験
　転位骨切り術（バニオン切除）が予定されている患者において、局所麻酔剤と併用投与
されるときの術中（浸潤）カプサイシンの安全性、認容性、全身薬物動態、および有効性
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を評価するために、以下の試験を行った。
【０１７４】
　この試験の主要な目的は、すでに転位骨切り術（バニオン切除）が予定されている外反
母趾変形を有する被験者において、プラセボと比較して、局所麻酔剤と共に関節内浸潤に
より併用投与されるときのカプサイシンの安全性および認容性を評価することであった。
この試験の副次的な目的は、精製カプサイシンおよび術中投与後の精製カプサイシンの安
全性、認容性、および全身薬物動態を評価することであった。主要有効性評価項目は、そ
れぞれの処置群で術後最初の２４時間にオピオイドによる感覚消失を要する被験者の割合
であった。この割合は、コクラン－ヘンウェル検定を用いて、処理群間で比較した。副次
的有効性評価項目には、ｉ）各処置群の術後最初の３６時間にオピオイドによる感覚消失
を要する被験者の割合（同様に、この割合は、コクラン－ヘンウェル検定を用いて、処理
群間で比較した）、ｉｉ）各処置群の術後１０日間にオピオイドによる感覚消失を要する
被験者の割合（同様に、この割合は、コクラン－ヘンウェル検定を用いて、処理群間で比
較した）、ｉｉｉ）各処置群の最初にオピオイドによる感覚消失を用いるまでの時間（生
存分析のアプローチを用いる。最初にオピオイドによる感覚消失を用いるまでの時間に積
極限（カプラン－マイヤー）法を適用する。最初にオピオイドによる感覚消失を用いるま
での時間の中間値を両方の処置群で推定する。対比較を行い、ログランク検定とウィルコ
クスン検定の両方を用いて、２つの処置群間の生存曲線の同等性を検定する）、ｉｖ）各
処置群の感覚消失の総使用（感覚消失の総使用は、処置およびセンターを独立変数として
分散分析により比較する。処置群間で対比較を行う）、およびｖ）各処置群の手術部位に
おける疼痛のＶＡＳ評価（各時点のＶＡＳスコアを、処置およびセンターを独立変数とし
て分散分析により比較する。処置群間で対比較を行う）が含まれる。安全性評価項目には
、ｉ）検査安全性パラメータ、ｉｉ）有害事象、およびｉｉｉ）精製カプサイシン血中レ
ベルが含まれる。有効性分析は、術後１０日目に得られたデータで行った。安全性分析は
、６週および１２週の追跡期間を含む、試験全体の安全性データに基づいて行った。有効
性試験が行われた時点で、盲検性を破った。しかしながら、個々の処置の割付は、統計分
析群のみ入手可能であった。治験責任医師、治験モニター、および専有スタッフを含む試
験に関わる他のすべての個人は、全試験が完了するまで盲検のままであった。
【０１７５】
　精製カプサイシンは、５００μｇ／ｍｌの濃度で精製カプサイシン５ｍｌを含有するバ
イアルで供給された。被験薬は、１５℃から２５℃の温度で保管した。注射前４時間以内
に、ビヒクルを用いて、次のとおり、薬剤を精製カプサイシンの最終濃度に希釈した。
【表３】

【０１７６】
　各バイアルは、１回の浸潤投与にのみ用い、適切にラベルを付した。精製カプサイシン
の供給業者は、ＦｏｒｍａＴｅｃｈ，　Ｉｎｃ．、２００　Ｂｕｌｌｆｉｎｃｈ　Ｄｒｉ
ｖｅ、Ａｎｄｏｖｅｒ、ＭＡ　０１８１０であった。バイアルは、そのバイアルの内容物
に従って各バイアルにラベルを付され、研究センターにまとめて供給された。薬剤師／治
験看護師は、注射剤を調製し、所要温度１５～２５℃で鍵のかかるキャビネットに治験薬
を保管した。試験の盲検は、薬剤師／治験看護師によって維持された。
【０１７７】
　精製カプサイシンのプラセボビヒクルは、５ｍｌを含有するバイアルで供給された。そ
れぞれの浸潤に、局所麻酔剤（リグノカイン２％）を用いた。
【０１７８】
　この試験は、外反母趾変形を矯正するための転位第１中足骨切り術および固定を受ける
被験者において、局所麻酔剤と併用投与されるときの術中カプサイシンの安全性および有
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効性の単一施設、無作為化、二重盲検、プラセボ対照、第２相試験であった。この試験に
用いたカプサイシンの用量は１０００μｇであった。
【０１７９】
　この試験は、４０人の評価対象を含むように設計された。２０人を無作為にカプサイシ
ン処置群とし、２０人をプラセボ対照群とした。各被験者は６回の試験訪問を行った。ス
クリーニング日（－２８日から－１日）、手術日（第０日）、および４回の追跡訪問（３
日、１０日、６週、１２週に予定）。
【０１８０】
　処置日（第０日）に、以下を行った。ａ）手術前　くるぶしブロック開始前、試験組入
れ／試験除外基準評価を行った。適格な被験者を無作為化し、処置前評価を行ったが、こ
れには検査安全性評価、生命徴候の測定、標的である外反母趾における疼痛のＶＡＳ評価
、精製カプサイシン濃度に関する血液サンプル測定、および併用薬の吟味が含まれる。ｂ
）手術　くるぶしブロック［リドカイン０．５％（全量２０ｍｌまで）］を治験責任医師
によって開始して外科麻酔を提供し、その後、通常の慣行および手技に従って、第１中足
骨の転位骨切り術±基節骨のＡｋｉｎ骨切り術を行った。創傷閉鎖直前に、治験責任医師
は被験薬（４ｍｌ）を注射器から創傷内に滴加し、確実に一様な組織暴露を行った。その
後、通常の慣行および手技に従って、創傷を閉合した。
【０１８１】
手術後
　被験薬の投与後２４時間、生命徴候（仰臥位脈拍数および血圧）を投与後１、２、４、
および２４時間に記録した。手術部位の疼痛のＶＡＳ評価は、投与後１、４、８、１２、
および２４時間に行った。ＶＡＳ測定が血液サンプリング手技と重なる場合、ＶＡＳ評価
を最初に行った。カプサイシン濃度を測定するための血液サンプルは、投与後１、２、お
よび４時間に得た。各血液サンプルの量は１０ｍｌであった。検査安全性評価、たとえば
血液学、生化学、尿検査は投与後２４時間に行った。有害事象は被験者によって自発的に
報告され、記録された。必要に応じて、被験者にレスキュー鎮痛薬を提供した（最初はジ
クロフェナク５０ｍｇ、必要であれば８時間おきに繰り返した）。ジクロフェナクの疼痛
緩和が不充分であると治験責任医師が判断したとき、被験者にコ－コダモール３０／５０
０（リン酸コデイン３０ｍｇ＋パラセタモール５００ｍｇ）を提供し、必要であれば４時
間おきに繰り返した。レスキュー薬または併用薬の使用はいずれも被験者のＣＲＦ（症例
報告書）に記録した。被験薬投与の２４時間後、被験者は退院した。
【０１８２】
追跡
　追跡（１～１０日）：退院時に、被験者に第１日～１０日用の日誌カードを与え、以下
を記録するように依頼した。毎朝行う手術部位の疼痛のＶＡＳ評価、被験者が摂取したレ
スキュー薬の時間および量（随時）、併用薬の使用（随時）、被験者が経験した有害事象
（随時）。各被験者にはさらに、手術後第３日および第１０日に病院を再訪するように依
頼した。これらの病院訪問で、治験責任医師は、被験者の日誌カードを吟味し、不明瞭ま
たは矛盾する記入を明らかにした。日誌カードのデータを被験者のＣＲＦに転写した。正
常な創傷治癒が起こっていることを確認するために、治験責任医師は手術部位を診察した
。
【０１８３】
　追跡（６週）：被験者に、手術後第６週に病院を再訪するように依頼した。正常な創傷
治癒が起こっていることを確認するために、治験責任医師は手術部位を診察した。前回の
病院訪問後に経験した有害事象、および併用薬の使用について、被験者に尋ねた。
【０１８４】
　追跡（１２週）：被験者に、手術後第１２週に病院を再訪するように依頼した。正常な
創傷治癒が起こっていることを確認するために、治験責任医師は手術部位を診察した。前
回の病院訪問後に経験した有害事象、および併用薬の使用について、被験者に尋ねた。治
験責任医師は、被験者を試験から解放した。
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【０１８５】
　バニオン切除試験の結果は、創傷閉合前、用量１０００μｇのカプサイシンの創傷への
投与が、図３および４に示すとおり疼痛スコアとレスキュー使用との両方を低減したこと
を証明した。レスキューの使用は、ほとんどの場合、ＶＡＳスコアの維持と関連した。す
なわち、新しい薬剤が単純に古い薬剤を代替する（以下の表４を参照）。
【表４】

【０１８６】
　創傷閉合前のカプサイシン１０００μｇの投与は、オピオイドによるレスキューを低減
した。カプサイシンを投与されるように無作為化された被験者のわずか４５％がレスキュ
ーを必要とし（被験者１人は１時間でレスキューを要し、２人目の被験者は４時間でレス
キューを要し、３人目の被験者は５時間でレスキューを要し、４人目の被験者は８時間で
レスキューを要し、５人目の被験者は１２時間でレスキューを要し、６人の被験者は７２
時間内にレスキューを必要としなかった（ｎ＝１１））、プラセボを投与されるように無
作為化された被験者の８０％がレスキューを必要とした（被験者１人は１時間でレスキュ
ーを要し、２人目の被験者は２時間でレスキューを要し、３人目の被験者は６時間でレス
キューを要し、４人目の被験者は８時間でレスキューを要し、５人目の被験者は１２時間
でレスキューを要し、６人目の被験者は１４時間でレスキューを要し、７人目および８人
目の被験者は１６時間でレスキューを要し、２人の被験者は７２時間内にレスキューを必
要としなかった（ｎ＝１０）ｐ＜０．０５）。
【実施例４】
【０１８７】
胸骨正中切開試験
　この試験の主要な目的は、浸潤および／または注射によって精製カプサイシンを投与さ
れる患者に関して、胸骨正中切開試験後のオピオイド消費量および術後疼痛スコアを求め
ることである。適格な被験者は、年齢２０～７０歳、任意の適応症のために心臓、肺、ま
たは縦隔手術を受ける患者である。手術は全身麻酔下で行い、施設の慣例により麻酔後治
療室で注意深く観察する。すべての患者は、病棟に移されたとき、疼痛治療の要求に応じ
て医療標準のオピオイドを受ける。カプサイシンの用量は、胸骨縁、筋肉、組織、および
／または骨に投与される。
【０１８８】
　疼痛は、ＶＡＳ１００ｍｍスケールを用いて評価する。ベースライン、患者が最初にベ
ッドサイドの椅子についたとき（または歩いたとき）から開始して２４時間の間６０分毎
、退院まで目を覚ましている間４時間毎。退院後２週間は患者の日誌を用いる。
【０１８９】
　試験の主要評価項目は、術後オピオイドを最初に要求するまでの時間である。用いたオ
ピオイドレスキューの量を最初の２週間２４時間毎に記録し、患者はオピオイドに関連し
た症状の苦痛（ＳＤＳ）の質問表に記入する。
【実施例５】
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【０１９０】
腹腔鏡下胆嚢摘出術試験
　この試験の主要な目的は、浸潤および／または注射によって精製カプサイシンを投与さ
れた患者において、腹腔鏡下胆嚢摘出術後のオピオイド消費量および術後疼痛スコアを評
価することである。試験の被験者は、手術部位の近傍に精製カプサイシンの用量を投与さ
れる。
【０１９１】
　この試験は、症候性胆石を有する年齢２０～６０歳の患者４０人を含む（２０人は無作
為にカプサイシン被験薬を投与され、２０人は無作為にプラセボ被験薬を投与される）。
手術は全身麻酔下で行い、被験者を２４時間麻酔後治療室で注意深く観察し、病院に滞在
させる（典型的に１日から５日間）。すべての患者は、退院まで疼痛治療の要求に応じて
医療標準のオピオイドを受け、退院後はオピオイド（未定）を受ける。疼痛は、ＶＡＳ１
００ｍｍスケールを用いて評価する。ベースライン、術後２時間まで３０分毎、その後の
１２時間の間４時間毎、２４時間後、２、３、４、５、６、および７日。退院後は患者の
日誌を用いる。
【０１９２】
　試験の主要評価項目は、術後鎮痛を最初に要求するまでの時間である。オピオイドレス
キューの量は最初の３日間２４時間毎であり、患者はオピオイドに関連した症状の苦痛（
ＳＤＳ）の質問表に記入する。
【実施例６】
【０１９３】
膝置換試験
　この試験の主要な目的は、浸潤によって精製カプサイシンを投与される患者に関して、
膝置換手術後のオピオイド消費量および術後疼痛スコアを評価することである。
【０１９４】
　この試験は、８０人の患者を含む（患者２０人は無作為にプラセボを投与され、２０人
は無作為にカプサイシン３００μｇを投与され、２０人は無作為にカプサイシン１０００
μｇを投与され、２０人は無作為にカプサイシン２０００μｇを投与される）。適格な被
験者は、年齢２０～７０歳の、膝の置換術を受ける患者である。
【０１９５】
　膝置換手術は全身麻酔下で行い、施設の慣例により麻酔後治療室で注意深く観察する。
すべての患者は、病棟に移された後、疼痛治療の要求に応じて医療標準のオピオイドを受
ける。閉合中の開放創に投与されるカプサイシンの量は、約５ｍｌから約１０ｍｌの範囲
である。
【０１９６】
　疼痛は、ＶＡＳ１００ｍｍスケールを用いて評価する。ベースライン、患者が最初に機
械的屈曲／牽引についたときから開始して２４時間の間６０分毎、退院まで目を覚まして
いる間４時間毎。退院後２週間は患者の日誌を用いる。
【実施例７】
【０１９７】
乳房切除試験
　乳房切除は著しい疼痛をもたらし、術後に相当な用量のオピオイドを要する。したがっ
て、オピオイドの副作用を最小にしながら、良好な疼痛制御を提供する鎮痛剤技法が非常
に望ましい。この試験の主要な目的は、カプサイシンを投与される患者に関して、乳房切
除のオピオイド消費量および術後疼痛スコアを求めることである。
【０１９８】
　この試験は、８０人の患者を含む（患者２０人は無作為にプラセボを投与され、２０人
は無作為にカプサイシン３００μｇを投与され、２０人は無作為にカプサイシン１０００
μｇを投与され、２０人は無作為にカプサイシン２０００μｇを投与される）。適格な患
者には、年齢２０～７０歳の乳房切除術を受ける患者が含まれる。手術は全身麻酔下で行
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い、施設の慣例により麻酔後治療室で注意深く観察する。すべての患者は、病棟に移され
た後、疼痛治療の要求に応じて医療標準のオピオイドを受ける。
【０１９９】
　被験薬の用量は、閉合中の創傷腔内に約５ｍｌから約１０ｍｌの量で浸潤により投与さ
れる。
【０２００】
　疼痛は、ＶＡＳ１００ｍｍスケールを用いて評価する。ベースライン、患者が最初に機
械的屈曲／牽引についたときから開始して２４時間の間６０分毎、退院まで目を覚まして
いる間４時間毎。退院後２週間は患者の日誌を用いる。
【０２０１】
　主要評価項目は、術後オピオイドを最初に要求するまでの時間である。オピオイドレス
キューは最初の２週間２４時間毎に起こり、患者はオピオイドに関連した症状の苦痛（Ｓ
ＤＳ）の質問表に記入する。
【０２０２】
　本発明を例示的に述べたが、本発明書に記載のカプサイシノイド製剤および治療方法の
特定の実施形態は、限定的ではなく、説明的なものであることが理解される。上述の教示
にかんがみて、本明細書に開示の方法および製剤に多くの変更および変形が可能であり、
そのような明らかな変更は添付の請求の範囲に包含される。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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【手続補正書】
【提出日】平成27年11月4日(2015.11.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それを必要としているヒトまたは動物においてある部位で疼痛を軽減する方法のための
注射可能、埋込み可能、または浸潤可能な組成物を調製するためのカプサイシノイドの使
用であって、前記組成物が、ある部位の外部で作用を引き出すことなくその部位を脱神経
し、かつ前記部位から生ずる疼痛を軽減する有効量のカプサイシノイドの用量を含み、前
記用量がヒトまたは動物の孤立性部位に注射または埋め込まれるとき、その用量は、約１
μｇから約５，０００μｇのカプサイシン、または治療上等価用量のカプサイシン以外の
カプサイシノイドであり、前記用量が手術部位または開放創に浸潤されるとき、その用量
は、約１μｇから約１５，０００μｇのカプサイシン、または治療上等価用量のカプサイ
シン以外のカプサイシノイドである使用。
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