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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　持続放出性タペンタドールおよびプレガバリン又はガバペンチン、又はその薬理学的に
許容される塩、及び少なくとも１つの薬理学的に許容される担体を含む、疼痛治療用医薬
組成物。
【請求項２】
　プレガバリン又はガバペンチンを含む、速放性コーティングを含む、請求項１に記載の
医薬組成物。
【請求項３】
　前記組成物が、持続放出性タペンタドール層と、プレガバリン又はガバペンチンを含む
層とを含む、二重層構成である、請求項１又は２に記載の医薬組成物。
【請求項４】
　前記組成物が、３７℃、９００ｍｌ　０．１Ｎ　ＨＣｌ中で７５ｒｐｍでＵＳＰバスケ
ット法を使用して測定した場合に、２時間後に０重量％から３０重量％のタペンタドール
が放出され、４時間後に５重量％から２２重量％のタペンタドールが放出され、６時間後
に１５重量％から３０重量％のタペンタドールが放出され、また、８時間後に４０重量％
以上のタペンタドールが放出される、インビトロでの溶解プロファイルを示す、請求項１
－３のいずれか１つに記載の医薬組成物。
【請求項５】
　前記組成物が、少なくとも１つの水不溶性水透過性膜形成性ポリマーと、少なくとも１
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つの可塑剤と、少なくとも１つの水溶性ポリマーと、プレガバリン又はガバペンチンを含
む、コーティングでコーティングされたタブレットである、請求項１－４のいずれか１つ
に記載の医薬組成物。
【請求項６】
　前記水不溶性水透過性膜形成性ポリマーの割合が、前記コーティングの乾燥重量の２０
％から９０％であり、前記可塑剤の割合が、前記コーティングの乾燥重量の５％から３０
％であり、また、前記水溶性ポリマーの割合が、前記コーティングの乾燥重量の１０％か
ら７５％である、請求項１－５のいずれか１つに記載の医薬組成物。
【請求項７】
　前記水不溶性水透過性膜形成性ポリマーがエチルセルロースであり、前記水溶性ポリマ
ーが、ポリビニルピロリドンであり、及び、前記可塑剤がセバシン酸ジブチルである、請
求項６に記載の医薬組成物。
【請求項８】
　前記コアが滑沢剤、結合剤、流動促進剤、又はそれらの任意の組合せを含む、請求項１
から７のいずれか１つに記載の医薬組成物。
【請求項９】
　前記担体は、アジュバント、防腐剤、抗酸化剤、増粘剤、キレート剤、抗真菌剤、抗菌
剤、等張剤、フレーバー剤、甘味剤、消泡剤、着色剤、希釈剤、湿潤剤、壁細胞活性剤、
又はそれらの組合せを含む、請求項１から８のいずれか１つに記載の医薬組成物。
【請求項１０】
　前記タペンタドールが、５ｍｇから４００ｍｇの量で含まれる、請求項１から９のいず
れか１つに記載の医薬組成物。
【請求項１１】
　プレガバリン又はガバペンチンが、５ｍｇから５００ｍｇの量で含まれる、請求項１か
ら９のいずれか１つに記載の医薬組成物。
【請求項１２】
　前記疼痛が、神経障害痛、骨関節炎、関節リウマチ、線維筋痛、並びに背痛及び筋骨格
痛、強直性脊椎炎、若年性関節リウマチ、糖尿病性神経障害、片頭痛、歯痛、腹痛、虚血
性疼痛、術後疼痛、或いは、麻酔又は術後の疼痛による疼痛である、請求項１から１１の
いずれか１つに記載の医薬組成物。
【請求項１３】
　請求項１から１２のいずれか１つに記載の医薬組成物を含む、医薬品キット。
【請求項１４】
　疼痛の治療用薬剤を調製するための、請求項１から１２のいずれか１つに記載の医薬組
成物の使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（本文中に技術分野に該当する記載なし。）
【０００２】
＜関連出願＞
　本出願は、２００７年１１月２３日に出願された米国仮特許出願第６１／００４，０２
９号の優先権を主張し、この仮出願は参照により本明細書に組み込まれる。
【背景技術】
【０００３】
　タペンタドール（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（化合物１））は、二重作用モード（即ち、μ‐オピオイド受容体活性化作用
、及びノルアドレナリン再取り込み阻害作用）を有する中枢性鎮痛薬である。その二重作
用モードは、例えば、ヒドロコドン、オキシコドン及びモルヒネなどのより強力な麻薬性
鎮痛薬と同程度のレベルの鎮痛作用を、より許容できる副作用プロファイルで提供する。
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タペンタドールは、ヨーロッパの特許第ＥＰ６９３，４７５号で最初に開示され、現在、
ＦＤＡレビュー中である。
【０００４】
【化１】

【０００５】
　経口投与のためのタペンタドールの典型的な製剤は、消化管における薬の迅速な放出を
導き、それ故、その鎮痛作用は迅速に開始する。しかしながら、鎮痛活性の急速な低下が
観察されている。それ故、タペンタドールを用いた治療では、患者の血漿中での必要な有
効成分濃度を維持するために、比較的短い間隔（しばしば１日当たりに４～１０回程度）
で、医薬品組成物を繰り返し投与することが必要とされる。この繰り返しの投与の必要性
は、投与過誤（ｅｒｒｏｒｓ　ｉｎ　ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ）の原因となり得、
血漿中での所望の濃度を維持できなくなる可能性の原因となり得、これらのことは患者コ
ンプライアンス及び治療目的（ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃ　ｏｂｊｅｃｔｉｖｅ）にとって
有害であり、特に、病気が慢性的な疼痛又は疼痛に関連する病気である場合には有害であ
る。従って、有効成分（タペンタドール）の経口投与のための持続放出又は制御放出医薬
品組成物を手にするという満たされていない要求がある。更に、疼痛及び疼痛に関連する
病気の長期的な治療に適した組成物は、特にそのような病気が社会の高齢層の間で続くの
で、必要とされている。
【０００６】
　γ‐アミノ酪酸（ＧＡＢＡ）アナログであるプレガバリン（化合物２）は、部分発作、
神経障害痛に対する補助治療、及び全般性不安障害における補助治療として使用される抗
痙攣剤である。プレガバリンは、ガバペンチンのより強力な後継薬として設計された。プ
レガバリンはＬｙｒｉｃａ（登録商標）という商品名でファイザーにより販売されている
。最近の研究では、プレガバリンが、例えば線維筋痛及び脊髄損傷などの障害において、
慢性痛の治療に効果的であることが示されている。
【０００７】
　ガバペンチン（化合物３）は、プレガバリンと同様に、別のＧＡＢＡアナログであり、
神経伝達物質γ‐アミノ酪酸（ＧＡＢＡ）の化学構造を模倣するように当初は合成された
が、同じ脳受容体に作用するとは信じられていない。ガバペンチンの正確な作用機序は分
かっていないが、神経障害痛におけるガバペンチンの治療的な作用は電位依存性のＮ型カ
ルシウムイオンチャネルに関係すると考えられる。
【０００８】
　非ステロイド系抗炎症薬（ＮＳＡＩＤ）などの大部分の抗炎症薬は、深刻な上部消化管
合併症のリスクの増加と関係付けられてきた。このリスクは用量依存性であると信じられ
ており、２以上の抗炎症薬が投与される場合により高まる可能性がある。それ故、抗炎症
薬はできるだけ単剤療法で投与されるべきである。このリスクは、非アスピリン系‐非ス
テロイド系抗炎症（ＮＡ‐ＡＳＡＩＤ）薬の場合には、より顕著でありえる。グループと
してのＮＡ‐ＮＳＡＩＤの摂取には、上部消化管合併症（ＵＧＩＣ）において４倍～５倍
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の増加が一貫して関係付けられている。この証拠は、リスクが用量依存性であることを示
す。最近のメタ分析において推定された合併心臓血管相対リスク（ｐｏｏｌｅｄ　ｃａｒ
ｄｉｏｖａｓｃｕｌａｒ　Ｒｅｌａｔｉｖｅ　Ｒｉｓｋ（ＲＲ））は、低用量では３．０
（９５％ＣＩ，２．６‐３．４）、中用量では４．１（９５％ＣＩ，３．６‐４．５）、
及び高用量では６．９（９５％ＣＩ、５．８‐８．１）であった。最近の研究は、薬効分
類としてのＮＡ‐ＮＳＡＩＤが４．１（９５％ＣＩ，３．６‐４．８）の相対リスク（Ｒ
Ｒ）を有することを示している。
【０００９】
　オキシカム誘導体であるメロキシカム（化合物４）は、非ステロイド系抗炎症薬（ＮＳ
ＡＩＤ）のエノール酸基のメンバーである。メロキシカムは、選択的なＣＯＸ‐２阻害剤
であることが報告されている。メロキシカムは、４‐ヒドロキシ‐２‐メチル‐Ｎ‐（５
‐メチル‐２‐チアゾリル）‐２Ｈ‐１，２‐ベンゾチアジン‐３‐カルボキサミド‐１
，１‐ジオキシド）として、化学的に知られている。メロキシカムは、ＭＯＢＩＣ（登録
商標）の商品名で市販されている。メロキシカムは、骨関節炎及び関節リウマチ、２歳以
上の患者における少関節型若年性関節リウマチ、又は多関節型若年性関節リウマチの兆候
並びに症状を軽減する治療に適応される。
【００１０】
　ナプロキセン（化合物５）は、病気（例えば骨関節炎、関節リウマチ、乾癬性関節炎、
痛風、強直性脊椎炎、（骨折のような）怪我、生理痛、腱炎、滑液包炎など）に起因する
軽度から中等度の疼痛、熱、炎症及び凝りの軽減並びに一次性月経困難症の治療のために
一般に使用される別の非ステロイド系抗炎症薬（ＮＳＡＩＤ）である。化学的に（＋）‐
（Ｓ）‐２‐（６‐メトキシナフタレン‐２‐イル）プロパン酸として知られるナプロキ
セン、及びナプロキセンナトリウムは、Ａｌｅｖｅ，Ａｎａｐｒｏｘ，Ｎａｐｒｏｇｅｓ
ｉｃ，Ｎａｐｒｏｓｙｎ，Ｎａｐｒｅｌａｎ及びＳｙｎｆｌｅｘを含む様々な商品名で販
売されている。他のＮＳＡＩＤと同様に、消化管中で障害を引き起こすナプロキセンの報
告もある。更なるＮＳＡＩＤには、化合物６：ジクロフェナク、化合物７：セレコキシブ
、化合物８：ジフルニサル、化合物９：エトドラク、化合物１０：フェノプロフェン、化
合物１１：イブプロフェン、化合物１２：インドメタシン、化合物１３：ケトプロフェン
、及び化合物１４：ケトロラクが含まれるが、これらに限定されるわけではない。
【００１１】
【化２】

【００１２】
　トラマドール（化合物１５）は、中枢性合成オピオイド鎮痛薬である。トラマドールは
、化学的には（±）シス‐２‐［（ジメチルアミノ）メチル］‐１‐（３‐メトキシフェ
ニル）シクロ‐ヘキサノール塩酸塩である。市販の形状は、Ｕｌｔｒａｍ（ウルトラム）
錠のような塩酸塩である。トラマドールは、成人の軽度から中等度の疼痛の管理に使用さ
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れてきた。トラマドールは、非ステロイド系抗炎症性薬（ＮＳＡＩＤ）に関連する胃潰瘍
のリスク、及び内出血のリスクを増加させるとは信じられていない非ＮＳＡＩＤ鎮痛薬で
ある。しかしながら、トラマドールにはまだ、吐き気、便秘、眩暈、頭痛、眠気及び嘔吐
を含む、いくつかのよく報告される副作用がある。他にも、痒み、発汗、口渇、下痢、発
疹、視覚障害及び眩暈を含む副作用が報告された。従って、疼痛の軽減を損なうことなく
トラマドールを低用量で処方することによって、これらの副作用を防止するか、又は軽減
することが望ましい。
【００１３】
　文献報告は、ナプロキセンなどのＮＳＡＩＤが、ナトリウム及びリチウムの排出を妨げ
る可能性があることを示す。それ故、疼痛軽減の程度を含むことなく患者の副作用を緩和
するために、ＮＳＡＩＤの投薬量を制御することが望ましい。同様に、眩暈、眠気、口渇
、浮腫、かすみ目、体重増加、及び「思考障害」（主に集中力／注意力の障害）は、プレ
ガバリンのようなＧＡＢＡアナログを用いた治療を受ける被験者によって、より多くの報
告がなされている。
【００１４】
　トラマドール、プレガバリン及びＮＳＡＩＤに関連する副作用の無い薬に対する、満た
されていない強い医学的要求がある。しばしば慢性的である疼痛を管理するために、その
ような薬が高齢患者によって長期にわたって頻繁に使用されることを考えると、治療的有
用性を含むことなく、いずれか若しくは両方の種類の薬の用量又は頻度の低減を支援する
ことが可能な組成物は、この満たされていない医学的要求を満たすだろう。
【００１５】
　同程度の鎮痛作用を生むのに必要とされるオピオイドの量を低くし、オピオイドによる
副作用を低減することを試みるために、オピオイドは、非オピオイド鎮痛成分を含む他の
薬と組合せられてきた。これらの組合せ製品のいくつかについては、相乗的な鎮痛効果も
有することが報告された。例えば、Ａ．ｔａｋｅｍｏｒｉ著、Ａｎｎａｌｓ　Ｎｅｗ　Ｙ
ｏｒｋ　Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．の２８１，２６２（１９７６年）を参照のこと。ここには、
オピオイド鎮痛薬と非鎮痛薬との組合せを含む組成物が、例えば、準相加的（ｓｕｂ　ａ
ｄｄｉｔｉｖｅ）（阻害的）、相加的（ａｄｄｉｔｉｖｅ）、又は相乗的（ｓｕｐｅｒ　
ａｄｄｉｔｉｖｅ）などの様々な効能を示すことが報告されている。また、Ｒ．Ｔａｂｅ
ｒらによる、Ｊ．Ｐｈａｒｍ．Ｅｘｐｔ．の１６９（１），２９（１９６９年）には、モ
ルヒネと、メタドン（別のオピオイド鎮痛薬）の組合せについて記述されている。米国特
許第４，５７１，４００号は、ジヒドロコデイン（オピオイド鎮痛薬）及びイブプロフェ
ン（非オピオイド鎮痛薬）の組合せを開示している。米国特許第４，５８７，２５２号及
び第４，５６９，９３７号についても参照のこと。これらの特許文献は、他のイブプロフ
ェンオピオイドの組合せを開示している。Ａ．Ｐｉｒｃｉｏらによる、Ａｒｃｈ．Ｉｎｔ
．Ｐｈａｒｍａｃｏｄｙｎ．の２３５，１１６（１９７８年）には、ブトルファノール（
別のオピオイド鎮痛薬）と、アセトアミノフェン（非オピオイド鎮痛薬）との１：１２５
の混合物が、１：１０の混合物よりも大きな効能を有することが報告されている。
【００１６】
　非オピオイド鎮痛薬の組合せは、オピオイドと関連する副作用を避けるために調製され
てきた。そして、この組合せは、必要とする各々の成分がより少ないという利点を持つた
めに注目されており、相加効果をもたらし得る。例えば、Ｇ．Ｓｔａｃｈｅｒらによる、
Ｉｎｔ．Ｊ．Ｃｌｉｎ．Ｐｈａｒｍａｃｏｌ．Ｂｉｏｐｈａｒｍａｃｙ．の１７，２５０
（１９７９年）、米国特許第４，２６０，６２９号、米国特許第４，１３２，７８８号を
参照のこと。しかしながら、非オピオイド鎮痛薬混合物を毎日摂取すること、並びに、１
つの非オピオイド鎮痛薬を大量に摂取すること、又は長期間にわたって摂取することに対
して、警鐘が鳴らされてきている（Ｄ．ＷｏｏｄｂｕｒｙとＥ．Ｆｉｎｇｌの３４９頁を
参照のこと）。更に、イブプロフェン、アスピリン及びいくつかの他のＮＳＡＩＤは、特
には繰り返し使用される場合に、胃腸の副作用を引き起こし得る。例えば、Ｍ．Ｊ．Ｓ．
ＬａｎｇｍａｎによるＡｍ．Ｊ．Ｍｅｄ．の８４（Ｓｕｐｐｌ．２Ａ）：１５‐１９，１
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９８８年）；Ｐ．Ａ．Ｉｎｓｅｌの“Ｇｏｏｄｍａｎ　ａｎｄ　Ｇｉｌｍａｎ’ｓ　Ｔｈ
ｅ　Ｐｈａｒｍａｃｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｂａｓｉｓ　ｏｆ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ．
”Ｇｉｌｍａｎ　ＡＧ，Ｒａｉｌ　ＴＷ，Ｎｉｅｓ　ＡＳらによる編集のＰｅｒｇａｍｏ
ｎ　Ｐｒｅｓｓ，８ｔｈ　Ｅｄ，１９９０年，Ｃｈａｐｔｅｒ　２６，６６４‐６６８頁
を参照のこと。
【００１７】
　神経障害痛は、神経系での一次病巣又は機能障害に起因すると信じられている。神経障
害痛は、末梢神経系の病巣に起因する末梢神経障害痛と、中枢神経系の病巣に伴う中枢性
疼痛とに分類されてきた。神経障害痛のプレバレンス（有病率，罹患率）は、約１％であ
ると推定される。神経障害痛は、治療抵抗性であることが示されてきた。しかしながら、
ＮＳＡＩＤ、オピオイド、抗うつ薬、抗けいれん薬、興奮性アミノ酸アンタゴニスト、Ｇ
ＡＢＡ性アゴニスト、サブスタンスＰアンタゴニストなどを含む、いくつかの成分は、神
経障害痛を処置するために使用されてきた。そして、カルバマゼピン及びアミトリプチリ
ンの低用量、一般に神経障害痛に対して推奨されてきた。ガバペンチン、プレガバリンな
どのＧＡＢＡアゴニストの副作用は、文献に報告されてきた。それ故、疼痛軽減の程度を
含むことなく、ＧＡＢＡアゴニストの副作用の患者を楽にするために、ＧＡＢＡアゴニス
トの投薬量を減らすことは望ましい。
【００１８】
　単剤投与に関するいくつかの処置が、鎮痛のために現在推奨されている。麻酔性及び非
麻薬性の鎮痛薬、並びにＮＳＡＩＤの単剤投与は、疼痛を緩和する特性を示すことが分っ
ている。例えば、ガバペンチン及びプレガバリンなどのいくつかの抗てんかん薬は、糖尿
病性神経障害において疼痛を緩和する特性を有することも報告されている。
【００１９】
　現在の単剤薬鎮痛処方から得られる利点にもかかわらず、これらの処方には欠点がある
。タペンタドール、トラマドール、ＧＡＢＡアナログ、又はＮＳＡＩＤに関連した副作用
が無い薬に対する、満たされていない強い医学的要求がある。関心事の１つの領域は、今
日利用できる多くの疼痛治療の処方に起因する、望まれない副作用の発生に関係する。例
えば、モルヒネなどのオピオイド鎮痛薬は、有名な常習性作用と、重大な中枢神経系（Ｃ
ＮＳ）副作用と、胃腸への副作用のために、疼痛に対して慎重に処方される。更にタペン
タドールは、むかつき、嘔吐、眠気、眩暈、痒み、鎮静状態、口渇、発汗及び便秘を含む
、悪影響を引き起こすことが知られている。
【００２０】
　しかしながら、処置を必要とする患者を処置するための医薬品組成物は、持続放出性タ
ペンタドールと、第２の鎮痛薬とを含み、ここで、第２の鎮痛薬は、トラマドール、γ‐
アミノ酪酸（ＧＡＢＡ）アナログ、又はＮＳＡＩＤである。更に、処置を必要とする哺乳
類に、持続放出性タペンタドールと、第２の鎮痛薬とを含む、開示されていない医薬品組
成物を投与する方法であって、ここで、第２の鎮痛薬がトラマドール、γ‐アミノ酪酸（
ＧＡＢＡ）アナログ、又はＮＳＡＩＤである、方法を含む、疼痛或いは疼痛に関連する障
害を治療する方法を先行技術は開示していない。望ましくない効果が低減されつつ、高い
鎮痛効果を提供する鎮痛性薬剤に対する、引き続きの必要性がある。
【発明の概要】
【００２１】
　本発明は、持続放出性タペンタドールと、第２の鎮痛成分とを含む医薬品の組合せ（合
剤）を提供する。第２の鎮痛成分は、トラマドール、γ‐アミノ酪酸（ＧＡＢＡ）アナロ
グ、又はＮＳＡＩＤであり得る。本発明は更に、持続放出性タペンタドールと、第２の鎮
痛成分とを含む、有効量の組成物を哺乳類に投与することを含む、哺乳類における疼痛及
び疼痛関連の障害を処置するための方法を提供する。
【００２２】
　別の実施形態では、本発明は、糖尿病性神経障害、関節リウマチ、及び骨関節炎などに
関連する中等度から重度の疼痛症状を、処置を必要とする被検体に、約２５～約４００ｍ
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ｇの持続（制御）放出性タペンタドールと、第２の鎮痛成分と含む、鎮痛薬の薬理学的組
合せを投与することによって、処置するタペンタドール／鎮痛薬の組合せであって、ここ
で、第２の鎮痛成分は、約５から約５００ｍｇの塩酸トラマドール、約５から約５００ｍ
ｇのＧＡＢＡアナログ、又は約５から約５００ｍｇのＮＳＡＩＤであり、よりよい疼痛管
理を提供するために薬理学的に許容可能な担体を有する、組合せを提供する。医薬品組成
物において、タペンタドールは放出制御の形態であり、また、塩酸トラマドール、ＧＡＢ
Ａアナログ、若しくはＮＳＡＩＤは、薬理学的に許容可能な担体とともに、速放の形態（
ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　ｒｅｌｅａｓｅ　ｆｏｒｍ）、長期間放出（制御放出）の形態、又
は遅延放出の形態である。
【００２３】
　開示された組成物の長所は、例えば、トラマドール、ＧＡＢＡアナログ又はＮＳＡＩＤ
などの有効成分の患者への投与量の減少であり、このことは患者コンプライアンスの向上
を促進する。更に、組成物は、よりよい疼痛管理を提供するために、約２５～約４００ｍ
ｇの持続放出性タペンタドールと、第２の鎮痛成分とを含み、ここで、第２の鎮痛薬は、
塩酸トラマドール、ＧＡＢＡアゴニスト、又はＮＳＡＩＤであって、薬理学的に許容可能
な担体を有する。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】持続放出性タペンタドールＨＣｌ１００ｍｇと、ナプロキセン２５０ｍｇの錠剤
における、インビトロでのタペンタドールＨＣｌの溶解プロファイルの比較を図解する。
【図２】１週‐６週の平均に基づいた、持続放出性タペンタドール１００ｍｇと、ナプロ
キセン２５０ｍｇとを含む組合せ薬に関するＶＡＳスコアにおけるベースラインからのＬ
Ｓ平均変化と、タペンタドール及びナプロキセンの単剤療法のＬＳ平均変化との比較を図
解する。
【図３】４つの治療群に関する、週ごとのベースラインからのＬＳ平均変化を図解する。
【図４】４つの製剤に関する、平均ＶＡＳ疼痛スコア変化を図解する；タペンタドール１
００ｍｇ，プレガバリン２５０ｍｇ，及び持続放出性タペンタドール１００ｍｇ＋プレガ
バリン２５０ｍｇの固定用量の組合せ。
【図５】３つの製剤に関する、平均ＶＡＳ疼痛スコア変化を図解する；トラマドール５０
ｍｇ，タペンタドール１００ｍｇ，プラシーボ，及び持続放出性タペンタドール１００ｍ
ｇ＋トラマドール５０ｍｇの固定用量の組合せ。
【図６】４つの製剤に関する、平均ＶＡＳ疼痛スコア変化を図解する；タペンタドール１
００ｍｇ，ガバペンチン２５０ｍｇ，及び持続放出性タペンタドール１００ｍｇ＋ガバペ
ンチン２５０ｍｇの固定用量の組合せ。
【００２５】
　本発明の１つの目的は、疼痛及び疼痛に関連する病気の処置において使用することがで
きる方法を提供することである。この方法は、治療的に有効量の持続放出性タペンタドー
ル及び第２の鎮痛成分を、処置を必要とする患者に投与することを含み、ここで、第２の
鎮痛成分はトラマドール、γ‐アミノ酪酸（ＧＡＢＡ）アナログ又はＮＳＡＩＤである。
【００２６】
　例えば、持続放出性タペンタドール及び第２の鎮痛成分などの２つの鎮痛成分が、１つ
の薬剤で共投与されてもよく、又は、それらは２つの薬剤として個別に投与されてもよい
。更に、第１の薬（タペンタドール）は、第２の薬の個別の投与すること、又は第２の薬
を第１の薬と一緒の組成で投与することを更に含む、処方で投与され得る。
【００２７】
　更に別の実施形態において、本発明は、準最適投薬量（ｓｕｂｏｐｔｉｍａｌ　ｄｏｓ
ａｇｅ）で投与される持続放出性タペンタドールと第２の鎮痛成分とを提供する。
【００２８】
　更に別の実施形態において、本発明は、相乗効果を生む量で、相乗効果を生むのに十分
な時間の間投与される、持続放出性タペンタドールと、第２の鎮痛成分とを提供する。
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【００２９】
　更に別の実施形態において、本発明は、第２の活性成分が速放性コーティング内に含ま
れる、組成物を提供する。
【００３０】
　更に別の実施形態において、本発明は、１つの層がタペンタドールを含み、もう１つの
層が第２の有効成分を含む、２重層の組成物を提供する。
【００３１】
　更に別の実施形態において、５～５００ｍｇのタペンタドール、又は約５～約５００ｍ
ｇの塩酸トラマドール、約５～約５００ｍｇのＧＡＢＡアゴニスト、若しくは約５～約５
００ｍｇのＮＳＡＩＤである第２の鎮痛薬を、薬理学的に許容可能な担体との混合物で含
む医薬品組成物を、処置を必要とする被検体に投与することにより、中等度から重度の疼
痛を処置する方法が提供される。
【００３２】
　また更に、持続放出性タペンタドールの患者への投与のための用量漸増療法（ｔｉｔｒ
ａｔｉｏｎ　ｄｏｓｉｎｇ　ｒｅｇｉｍｅｎ）。用量漸増療法は、持続放出性タペンタド
ール投与の導入による悪影響の発生の顕著な低減をもたらし、それによって、患者コンプ
ライアンス及び薬物許容性を高める。
【００３３】
　更に別の実施形態で、本発明は、医療（例えば、神経障害性痛などの疼痛の治療）で使
用するためのタペンタドール組成物及び第２の鎮痛成分、或いは薬理学的に許容可能なそ
の塩を提供する。
【００３４】
　更に別の実施形態では、本発明は、哺乳類種（例えば、ヒト）における疼痛治療のため
の薬剤を調製するために、タペンタドール、及び第２の鎮痛成分、或いは薬理学的に許容
されるその塩を使用する方法を提供する。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　本発明において使用される「鎮痛薬」という用語は、パラセタモール（アセトアミノフ
ェン）、サリチル酸塩などの非ステロイド系抗炎症薬（ＮＳＡＩＤ）、モルヒネなどの麻
酔薬、トラマドールなどの麻酔特性を有する合成薬、プレガバリン及びガバペンチンのよ
うなＧＡＢＡアナログ、及び通常は鎮痛薬とは見なされない様々な他のクラスの薬物（こ
れらは神経障害痛症候群を治療するために使用され、三環系抗鬱薬及び抗けいれん薬を含
む）を含む、疼痛を緩和するために使用される任意の薬物を含むことが意図される。
【００３６】
　本発明の目的に関する「バンド幅（ｂａｎｄ　ｒａｎｇｅ）」という用語は、（保管さ
れる前に）コーティングされた生産物の製造完了時に制御放出製剤によって得られる溶解
プロファイル（曲線）と、コーティングされた生産物を加速貯蔵条件（accelerated stor
age condition）に曝した後で得られた溶解プロファイルとを比較した際の、制御放出製
剤のインビトロでの溶解測定値における差異として定義され、溶出曲線に沿った任意の溶
解時間点において、コーティングされた生産物から放出される有効成分のパーセントでの
変化として表される。
【００３７】
　本明細書で使用される「共投与」という用語は、２つの薬（成分）を一緒に投与する（
例えば、混合物として同時に）ことを意味し、又は投与は順次的であり得る。タペンタド
ールの順次的な投与は、第２の鎮痛成分の投与の前又はその後に数分間隔以内であり得、
又は、最高でも、他の成分の投与後約４８時間以内であり得る。好ましくは、タペンタド
ールの投与は、第２の鎮痛成分の投与の約２４時間以内であり、また、より好ましくは第
２の鎮痛成分の投与の約１２時間以内である。
【００３８】
　本明細書で使用される「有効量」という用語は、選択された効能を生じる投薬量を意味
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する。例えば、鎮痛薬の有効量は、治療無しの場合と比較して、患者の疼痛が和らげられ
るのに十分な量のことである。
【００３９】
　本発明で使用される「ＧＡＢＡアナログ」という用語は、グルタミン酸塩、ノルアドレ
ナリン、及びサブスタンスＰなどのいくつかの神経伝達物質の放出を阻害する、哺乳類の
神経伝達物質γ‐アミノ酪酸（ＧＡＢＡ）の任意のアナログを意味する。ＧＡＢＡアナロ
グの．非限定的な例には、プレガバリン、ガバペンチン、その薬理学的に等価な塩類、異
性体、多形体、水和物、錯体又はクラスレートなどが含まれる。
【００４０】
　本明細書で使用される「ＮＳＡＩＤ」という用語は、任意の非ステロイド性抗炎症薬を
意味する。非限定的な例には、セレコキシブ、ジクロフェナク、ジフルニサル、エトドラ
ク、フェノプロフェン、フルビロフェン（Ｆｌｕｒｂｉｒｏｆｅｎ）、イブプロフェン、
インドメタシン、ケトプロフェン、ケトロラク、メフェナム酸、メロキシカム、ナブメト
ン（Ｎａｂｕｍｅｔｏｎｅ）、ナプロキセン、オキサプロジン、ピロキシカム、スリンダ
ク、及びトルメチン、並びにその薬理学的に等価な塩類、異性体、多形体、水和物、錯体
、又はクラスレートなどが含まれる。ＧＡＢＡアナログの非限定的な例は、ガバペンチン
、プレガバリン、又はそれらの薬理学的に許容される塩類である。
【００４１】
　更に別の実施形態において、本発明は、第２の有効成分が速放性コーティングに含まれ
る組成物を提供する。請求項１から５のいずれか一項に記載の医薬品組成物は、３７℃、
９００ｍｌの０．１Ｎ　ＨＣｌ中で７５ｒｐｍでＵＳＰバスケット法を用いて測定した場
合に、２時間後に約０重量％から約３０重量％のタペンタドールが放出され、４時間後に
約５重量％から約２２重量％のタペンタドールが放出され、６時間後に約１５重量％から
約３０重量％のタペンタドールが放出され、また、８時間後に約４０重量％以上のタペン
タドールが放出されるようなインビトロでの溶解プロファイルを示す組成物である。
【００４２】
　本明細書で使用される「薬剤」という用語は、患者への薬理学的活性化合物の投与に適
した医薬品組成物を意味する。
【００４３】
　「薬理学的に許容される塩」という用語は、開示された化合物の生物学的有効性及び特
性を保持し、且つ、生物学的に、又は別の面で好ましくないものではない塩類のことを指
す。多くの場合、開示された化合物は、アミノ基又はカルボキシル基、或いはそれに類似
する基の存在によって、酸性塩又は塩基性塩を形成することができる。これらの塩類並び
に適切な酸又は塩基の調製は、当該技術分野では周知である。
【００４４】
　本明細書で使用される「準最適投薬量」という用語は、単一化合物療法で使用される場
合は、その化合物に対する最適投薬量以下の投薬量を意味する。
【００４５】
　本明細書で使用される「相加効果」という用語は、個々の化合物から得られる効果を合
計した結果もたらされる効果を意味する。
【００４６】
　本明細書で使用される「相乗効果」という用語は、２つの個々の化合物の効果を合計し
た結果もたらされる相加効果よりも大きな効果を意味する。
【００４７】
　本明細書で使用される「疾患の処置」という用語は、疾患、病気、又は障害を発症して
いる患者の管理及びケア（ｃａｒｅ）を意味する。処置の目的は、疾患、病気、又は障害
と闘うことである。処置には、疾患、病気、又は障害と関連する症状或いは合併症を軽減
するだけでなく、疾患、病気、又は障害を取り除くか、又は制御するために、有効化合物
を投与することが含まれる。
【００４８】
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　本明細書で使用される「疾患の予防」という用語は、疾患の臨床的発症前における、疾
患を発症する恐れがある個人の管理及びケアとして定義される。予防の目的は、疾患、病
気、又は障害の発症と闘うことであり、症状又は合併症の発症を予防又は遅らせるために
、および、関連する疾患、病気、又は障害の発症を予防又は遅らせるために、有効化合物
を投与することを含む。
【００４９】
　本明細書で使用される「疼痛、及び疼痛に関連した病気」という用語は、神経障害痛、
骨関節炎、関節リウマチ、線維筋痛、及び背痛、筋骨格痛、強直性脊椎炎、若年性関節リ
ウマチ、片頭痛、歯痛、腹痛、虚血性疼痛、術後疼痛、を含む医学的症状に起因する、又
は、麻酔又は術後の疼痛（surgical contrition）による、任意の疼痛として定義される
。
【００５０】
　内側固体粒子相又は外側固体連続相内に存在する「持続放出（ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ｒｅ
ｌｅａｓｅ）材料」という用語は、１以上の親水性ポリマー、及び／若しくは１以上の疎
水性ポリマー、並びに／又は１以上の他の種類の疎水性材料（例えば、１以上のワックス
、脂肪アルコール、及び／又は脂肪酸エステルなどの）のことを言う。内側固体粒子相に
存在する「持続放出材料」は、外側固体連続相に存在する「持続放出材料」と同じであっ
ても、異なっていてもよい。
【００５１】
　本明細書で使用される「持続放出（徐放性）」又は「制御放出」という用語は、速放性
以外の製剤からの任意の放出に対して適用され、ここで有効成分の放出は実際上遅くなる
。これは、薬理学的文脈において交換可能に使用される、長期間放出、遅延放出、持続放
出、制御放出、時限式放出（ｔｉｍｅｄ　ｒｅｌｅａｓｅ）、特異的放出、及び標的式放
出（ｔａｒｇｅｔｅｄ　ｒｅｌｅａｓｅ）などの様々な用語を含む。
【００５２】
　「持続放出の候補」という用語は、短い除去半減期と、その結果として生じる１日につ
き１回以上の投与という特性や、単回投与産物が持続性放出で投与されることで、より良
い臨床結果を達成し、速放性と関連した副作用を避けることになる特性などのような、薬
を、薬が持続放出するように処方するための候補にさせる、全ての薬の特性を包含する。
【００５３】
　本明細書で使用される「結合剤」という用語は、ポリビニルピロリドン、ヒドロキシプ
ロピルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース
、エチルセルロース、ポリメタクリル酸、ポリビニルアルコール、ワックスなどの薬理学
的に許容される従来既知の任意の結合剤のことを言う。上記の結合剤の混合物もまた、使
用され得る。好ましい結合剤は、平均分子量２５，０００～３，０００，０００の重さを
有するポリビニルピロリドンなどの水溶性物質である。結合剤は、コア（core）の総重量
の約０％～約４０％を含み得、より好ましくはコアの総重量の約３％～約１５％を含み得
る。一実施形態において、コア中の結合剤の使用は、随意である。
【００５４】
　「薬理学的に許容される誘導体」という用語は、タペンタドール又はトラマドール又は
ＧＡＢＡアナログ又はＮＳＡＩＤの薬理学的に等価な様々な異性体、光学異性体、錯体、
塩類、水和物、多形体、エステル類などを意味する。
【００５５】
　「治療的に有効量」という用語は、哺乳類に生物学的応答を引き起こす量を意味し、準
最適量を含む。
【００５６】
　本明細書で使用される「親水性ポリマー」という用語は、これらに限定されるわけでは
ないが、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ナトリ
ウム、カルボキシメチル‐セルロース、カルボキシメチルセルロースカルシウム、アルギ
ン酸アンモニウム、アルギン酸ナトリウム、アルギン酸カリウム、アルギン酸カルシウム
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、アルギン酸プロピレングリコール、アルギン酸、ポリビニルアルコール、ポビドン、カ
ルボマー、カリウムペクテート（ｐｏｔａｓｓｉｕｍ　ｐｅｃｔａｔｅ）、カリウムぺク
チネート（ｐｏｔａｓｓｉｕｍ　ｐｅｃｔｉｎａｔｅ）などを含む。
【００５７】
　本明細書で使用される「疎水性ポリマー」という用語は、これらに限定されるわけでは
ないが、エチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、アンモニオメタクリレートコ
ポリマー（ＥｕｄｒａｇｉｔＴＭ　ＲＬ又はＥｕｄｒａｇｉｔＴＭ　ＲＳ）、メタクリル
酸共重合体（ＥｕｄｒａｇｉｔＴＭ　Ｌ又はＥｕｄｒａｇｉｔＴＭ　Ｓ）、メタクリル酸
‐アクリル酸エチルエステル共重合体（ＥｕｄｒａｇｉｔＴＭ　Ｌ　１００‐５）、メタ
クリル酸エステル中性共重合体（ＥｕｄｒａｇｉｔＴＭ　ＮＥ　３０Ｄ）、ジメチルアミ
ノエチルメタクリレート‐メタクリル酸エステル共重合体（ＥｕｄｒａｇｉｔＴＭ　Ｅ　
１００）、ビニルメチルエーテル／無水マレイン酸（ｍａｌｅｆｉｃ　ａｎｈｙｄｒｉｄ
ｅ）共重合体、その塩類、及びそのエステル類（ＧａｎｔｒｅｚＴＭ）などを含む。
【００５８】
　内側固体粒子相及び／又は外側固体連続相に利用され得るその他の疎水性材料には、こ
れらに限定されるわけではないが、ワックス（例えば、蜜蝋、カルナウバワックス、微結
晶ワックス、及びオゾケライトなど）；脂肪アルコール（例えば、セトステアリルアルコ
ール、ステアリルアルコール；セチルアルコール；ミリスチルアルコールなど）；脂肪酸
エステル（例えば、グリセリルモノステアレート、グリセリンモノオレアート、アセチル
化モノグリセリド、トリステアリン、トリパルミチン、セチルエステルワックス、パルミ
トステアリン酸グリセリン、ベヘン酸グリセリル、水素添加ヒマシ油などを含む。
【００５９】
　組成物のためのＮＳＡＩＤの非限定的な例は、セレコキシブ、ジクロフェナク、ジフル
ニサル、エトドラク、フェノプロフェン、フルビロフェン、イブプロフェン、インドメタ
シン、ケトプロフェン、ケトロラク、メフェナム酸、メロキシカム、ナブメトン、ナプロ
キセン、オキサプロジン、ピロキシカム、スリンダク、及びトルメチン、並びにその薬理
学的に等価な、塩類、異性体、多形体、水和物、錯体、又はクラスレート（ｃｌａｔｈａ
ｒａｔｅｓ）などを含む。ＧＡＢＡアナログの非限定的な例は、ガバペンチン、プレガバ
リン又はその薬理学的に許容される塩である。
【００６０】
　開示された医薬品組成物は、３７℃、９００ｍｌの０．１Ｎ　ＨＣｌ中で７５ｒｐｍで
ＵＳＰバスケット法を用いて測定した場合に、２時間後に約０重量％～約３０重量％のタ
ペンタドールが放出され、４時間後に約５重量％から約２２重量％のタペンタドールが放
出され、６時間後に約１５重量％から約３０重量％のタペンタドールが放出され、また、
８時間後に約４０重量％以上のタペンタドールが放出されるようなインビトロでの溶解プ
ロファイルを示し得る。
【００６１】
　トラマドール材料は、（１Ｒ，２Ｒ又は１Ｓ，２Ｓ）‐（ジメチルアミノメチル）‐１
‐（３‐メトキシフェニル）‐シクロ‐ヘキサノール（トラマドール）、そのＮ‐オキシ
ド誘導体（“トラマドールＮ‐オキシド”）、及びそのＯ‐デスメチル誘導体（“Ｏ‐デ
スメチルトラマドール”）或いはそれらの混合物のうちの任意のものである。トラマドー
ル材料はまた、トラマドール材料の個別の立体異性体、ラセミ化合物を含む立体異性体の
混合物、アミンの薬理学的に許容される塩類（例えば、塩酸塩など）、溶媒和化合物、及
び多形体を含む。トラマドールはＧｒｕｎｅｎｔｈａｌから市販されており、又は、米国
特許第３，６５２，５８９号に記述される処理によって製造されてもよい（この特許文献
は参照により本明細書に組み込まれる）。
【００６２】
　持続放出性タペンタドールと、第２の鎮痛成分（第２の鎮痛成分は、トラマドール、γ
‐アミノ酪酸（ＧＡＢＡ）アナログ、又はＮＳＡＩＤである）とを含む、組合せ。開示さ
れた組成物は、好ましくは、治療的に有効量のタペンタドール又は薬理学的に許容される
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その塩と、治療的に有効量の第２の鎮痛成分と、を含み、ここで、タペンタドールは、単
位投薬量当たりに、約５～約８００ｍｇの範囲であり、好ましくは約５０～約６００ｍｇ
の範囲内であり、より好ましくは約１００～約４００ｍｇの範囲であり、更に好ましくは
約２００から約３００ｍｇの範囲であり（塩酸タペンタドールとして計算される）、第２
の鎮痛成分は、約５～約５００ｍｇのトラマドール、約５～約５００ｍｇのトラマドール
γ‐アミノ酪酸（ＧＡＢＡ）アナログ、及び約５～約５００ｍｇのトラマドールＮＳＡＩ
Ｄである。
【００６３】
　開示された組成物は、例えば、顆粒、回転楕円体、ペレット、多微粒子（ｍｕｌｔｉｐ
ａｒｔｉｃｕｌａｔｅ）、カプセル、パッチ、タブレット、小袋、制御放出懸濁液、或い
はそのような顆粒、回転楕円体、ペレット、又は多微粒子を組み込む他の任意の適切な投
薬形状であり得る。
【００６４】
　組成物は、例えば、コーティングされたタブレットであってもよく、このコーティング
は、少なくとも１つの水不溶性‐水透過性膜形成ポリマー、少なくとも１つの可塑剤、及
び少なくとも１つの水溶性ポリマー、並びに第２の有効成分を含む。好ましい形状では、
コーティングは、コーティングの乾燥重量の約２０％から約９０％で変化する少なくとも
１つの水不溶性‐水透過性膜形成ポリマー、コーティングの乾燥重量の約５％から約３０
％で変化する少なくとも１つの可塑剤の割合、並びにコーティングの乾燥重量の１０％か
ら７５％で変化する少なくもと１つの水溶性ポリマーの割合、を有することも可能である
。
【００６５】
　好ましい水不溶性‐水透過性膜形成性ポリマーは、エチルセルロースである。好ましい
水不溶性ポリマーは、ポリビニルピロリドンである。好ましい可塑剤は、セバシン酸ジブ
チルである。
【００６６】
　本発明に係る組合せにおける１以上の有効成分は、マトリックスに適切に組み込まれ得
る。このマトリックスは、少なくとも約１２時間にわたって持続放出タペンタドールを提
供し、また、好ましくは、治療的有効範囲内のインビトロでの溶出速度と、インビボでの
吸収速度とを提供する、当業者には周知の任意のマトリックスであり得る。本発明に係る
組合せは、好ましくは持続放出性マトリックスを使用し得る。代わりに、タペンタドール
の持続放出を提供するコーティングを備えた、普通の放出マトリックスが使用されてもよ
い。
【００６７】
　本発明の組合せで使用される持続放出性マトリックスは、希釈剤、滑沢剤、結合剤、顆
粒化補助剤（ｇｒａｎｕｌａｔｉｎｇ　ａｉｄ）、着色剤、フレーバー剤、界面活性剤、
ｐＨ調整剤、抗付着剤（ａｎｔｉ‐ａｄｈｅｒｅｎｔ）、及び流動促進剤（ｇｌｉｄａｎ
ｔ）（例えば、セバシン酸ジブチル、水酸化アンモニウム、オレイン酸、及びコロイド状
ケイ酸など）などの薬理学分野において一般的な他の薬理学的に許容される成分も含み得
る。例えば、微結晶セルロース、ラクトース、及び第二リン酸カルシウムなどの既知の任
意の希釈剤が、この組合せを調製するのに使用され得る。適切な滑沢剤は、例えば、ステ
アリン酸マグネシウム及びフマル酸ステアリルナトリウムである。適切な結合剤は、例え
ば、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ポリビドン、及びメチルセルロースである。
適切な崩壊剤は、デンプン、デンプングリコール酸ナトリウム、クロスポビドン、及びク
ロスカルメロースナトリウムである。
【００６８】
　本発明に適切な界面活性剤は、ポロキサマー（Ｐｏｌｏｘａｍｅｒ）１８８．ＲＴＭ、
ポリソルベート８０、及びラウリル硫酸ナトリウムである。本発明のための適切な流動補
助剤は、タルク、コロイド状無水ケイ酸である。マトリックスを調製するのに使用され得
る非限定的な水溶性ポリマーには、約１０００～約６０００の範囲の平均分子量の重さを
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有するＰＥＧが含まれる。本発明に係る持続放出性タペンタドールを含む組合せは、薬理
学分野で一般的な任意の膜コーティング材料を用いて便宜上膜コーティングされ得るが、
好ましくは、水性膜コーティングが使用される。
【００６９】
　代わりに、持続放出性タペンタドールと、第２の鎮痛薬（第２の鎮痛薬は、トラマドー
ル、γ‐アミノ酪酸（ＧＡＢＡ）アナログ、又はＮＳＡＩＤ、である）と、を含む本発明
に係る組合せが、持続放出性コーティングを有する普通の放出マトリックスを含み得る。
好ましくは、この組合せは、有効成分と、球状化（ｓｐｈｅｒｏｎｉｓｉｎｇ）剤とを含
む膜でコーティングされた回転楕円体を含む。球状化剤は、回転楕円体を形成するために
有効成分と共に球状化され得る、薬理学的に許容される任意の適切な材料であり得る。本
発明に係る好ましい球状化剤は、微結晶セルロースである。使用される微結晶セルロース
は、適切には、例えば、ＡｖｉｃｅｌＴＭ　ＰＨ　１０１、又はＡｖｉｃｅｌＴＭ　ＰＨ
　１０２（ＦＭＣ社）であり得る。回転楕円体は、例えば、結合剤、膨張性剤、及び着色
剤など薬理学分野で一般的な他の薬理学的に許容される成分を随意に含み得る。適切な結
合剤は、水溶性ポリマー、例えばヒドロキシプロピルセルロースなどの水溶性ヒドロキシ
アルキルセルロース、或いは、例えばアクリルポリマー、又はアクリル共重合体（例えば
、エチルセルロース）などの水不溶性ポリマー（これは、制御放出特性にも貢献し得る）
を含み得る。適切な膨張性剤はラクトースを含む。
【００７０】
　回転楕円体は、水性媒体において遅い速度での有効成分の放出を可能にする材料でコー
ティングされる。本発明において使用され得る適切な持続放出性コーティング材料は、水
不溶性ワックス、及び例えばポリメチルアクリレートなどのポリマー（例えば、Ｅｕｄｒ
ａｇｉｔＴＭポリマー）、或いは水不溶性セルロース（特にエチルセルロース）、を含む
。随意に、例えばポリビニルピロリドンなどの水溶性ポリマー、或いは、例えば、ヒドロ
キシプロピルメチルセルロース、又はヒドロキシプロピルセルロースなどの水溶性セルロ
ースが含まれ得る。随意に例えばポリソルベート８０などの他の水溶性成分が添加され得
る。
【００７１】
　更に、代わりの実施形態において、流動促進剤（ｆｌｕｘ‐ｅｎｈａｎｃｉｎｇ　ａｇ
ｅｎｔ）も膜に含めることができ、或いは、持続放出性コーティングは先に記述したポリ
マーのうちの１つを含むことができる。流動促進剤は、剤形が経路又は多孔質膜を通して
、全てのタペンタドールを実質的に投薬することができるように、コアに吸収される流体
の量を増加することができる。流動促進剤は、水溶性材料又は腸溶性材料であり得る。流
動促進剤として有用な好ましい材料の例には、これらに限定されるわけではないが、塩化
ナトリウム、塩化カリウム、スクロース、ソルビトール、マンニトール、ポリエチレング
リコール（ＰＥＧ）、プロピレングリコール、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキ
シプロピルメチルセルロース、フタル酸ヒドロキシプロピルメチルセルロース、酢酸フタ
ル酸セルロース、ポリビニルアルコール、メタクリル酸共重合体、ポロキサマー（例えば
、ＬＵＴＲＯＬＴＭ　Ｆ６８、ＬＵＴＲＯＬ　Ｆ１２７、ＬＵＴＲＯＬ　Ｆ１０８であり
、これらはＢＡＳＦから市販されている）、及び、これらの混合物が含まれる。本発明で
使用される好ましい流動促進剤はＰＥＧ　４００である。
【００７２】
　流動促進剤はまた、タペンタドール若しくはその薬理学的に許容される塩類などの水混
和性／水溶性の薬であってもよく、或いは、流動促進剤は腸内条件下で溶解する薬であっ
てもよい。流動促進剤が薬である場合は、本医薬品組成物には、流動促進剤として選択さ
れている薬の速放性をもたらす更なる長所がある。流体がコアに入って有効成分を溶解す
ることを可能にするチャネルを、膜又は持続放出コーティングに形成するために、流動促
進剤は溶解して、膜又は持続放出コーティングから浸出する。好ましい実施形態では、流
動促進剤は、コーティングの総重量の約０％～約４０％を含み、もっとも好ましくはコー
ティングの総重量の約２％から約２０％を含む。
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【００７３】
　可塑剤などの一般に既知の賦形剤もまた、膜又は持続放出性コーティングを調製するた
めに使用され得る。いくつかの一般に既知の可塑剤には、これらに限定されるわけではな
いが、アジピン酸、アゼライン酸、ベンゾエート（ｅｎｚｏａｔｅ）、クエン酸、ステア
リン酸、イソエブケート（ｉｓｏｅｂｕｃａｔｅ）、セバシン酸、クエン酸トリエチル、
クエン酸トリ‐ｎ‐ブチル、クエン酸アセチルトリ‐ｎ‐ブチル、クエン酸エステル類、
並びに、Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ及びＳｏｎｓによる出版のＥｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　ｏ
ｆ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　ＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙのＶｏｌ．１０（
１９６９年）に記載される全てのものが含まれる。好ましい可塑剤は、トリアセチン、ア
セチル化モノグリセリド、ブドウの種油、オリーブ油、胡麻油、アセチルクエン酸トリブ
チル（ａｃｅｔｙｌｔｒｉｂｕｔｙｌｃｉｔｒａｔｅ）、アセチルクエン酸トリエチル（
ａｃｅｔｙｌｔｒｉｅｔｈｙｌｃｉｔｒａｔｅ）、グリセリンソルビトール、ジエチルオ
キザラート、リンゴ酸ジエチル（ｄｉｅｔｈｙｌｍａｌａｔｅ）、フマル酸ジエチル、コ
ハク酸ジブチル、マロン酸ジエチル、フタル酸ジオクチル、セバチン酸ジブチル（ｄｉｂ
ｕｔｙｌｓｅｂａｃａｔｅ）、クエン酸トリエチル、クエン酸トリブチル、グリセリルト
リブチラート（ｇｌｙｃｅｒｏｌｔｒｉｂｕｔｙｒａｔｅ）などである。使用される正確
な量は、使用される可塑剤の種類に依存するが、典型的には、膜又は持続放出性コーティ
ングの総重量に基づいて、０％から約２５％の量が使用され、好ましくは約２％から約１
５％の可塑剤が使用され得る。
【００７４】
　一般に、コア周辺の膜又は持続放出性コーティングは、コアとコーティングの総重量に
基づいて、約１％から約２０％を含み、また、好ましくは約２％から約１０％を含む。
【００７５】
　コアを取り囲んでいる膜又は持続放出性コーティングは、更に経路を含み得、この経路
は、好ましい実施形態においては、コアからの薬の制御放出を可能にする。本明細書で使
用される用語経路は、剤形からタペンタドールを放出するための浸透性の通路を形成する
ために、開口部、穴、ボア、ホール、弱くなった部分、又はクレディブルエレメント（ｃ
ｒｅｄｉｂｌｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ）（例えば、徐々に破壊されるゼラチンプラグなど）を
含む。本発明に係る使用される経路はよく知られたものであり、米国特許第３，８４５，
７７０号；第３，９１６，８９９号；第４，０３４，７５８号；第４，０７７，４０７号
；第４，７８３，３３７号；及び第５，０７１，６０７号に記載されている。
【００７６】
　以下の実施例１‐１３は、持続放出性タペンタドールと、第２の鎮痛薬（第２の鎮痛薬
は塩酸トラマドール、γ‐アミノ酪酸（ＧＡＢＡ）アナログ又はＮＳＡＩＤである）と、
を含む組合せに関連する本発明を説明するために示される。本発明に関して、我々は、塩
酸トラマドールと、特定のＧＡＢＡアナログであるプレガバリン及びガバペンチン、特定
のＮＳＡＩＤであるメロキシカム及びナプロキセンを、例示目的で単なる実施例として使
用してきた。そして、これらの実施例は、本発明の範囲を少しも限定しない。他のＧＡＢ
Ａアナログ、又は例えばセレコキシブ、ジクロフェナク、ジフルニサル、エトドラク、フ
ェノプロフェン、フルビロフェン、イブプロフェン、インドメタシン、ケトプロフェン、
ケトロラク、メフェナム酸、メロキシカム、ナブメトン、ナプロキセン、オキサプロジン
、ピロキシカム、スリンダク、及びトルメチンなどの他のＮＳＡＩＤを用いて、或いは、
当該技術分野で周知の他の製造方法を用いて、本組合せがどのように変更され得るかにつ
いては、当業者にとっては周知であろう。
【００７７】
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【表１】

【００７８】
　＜製造工程＞
　持続放出性塩酸タペンタドールタブレットと、ナプロキセンとを含む組合せは、標準的
なコーティング工程を使用する２つの段階で製造された。第Ｉの段階で、塩酸タペンタド
ールは、コアへと形成された。このコアは更に、持続放出性タペンタドールコアを得るた
めに、持続放出性コートでコーティングされた。第ＩＩの段階では、詳細については下記
に示されるように、この持続放出性コーティングされた塩酸タペンタドールのコアは、ナ
プロキセンを含む速放性層でコーティングされた。
【００７９】
　＜第Ｉの段階：コアの調製＞
　タペンタドールＨＣｌは、微結晶セルロース及びコロイド状二酸化ケイ素、並びに、充
填剤のうちの１つ又は混合物と混合され、そして、当該技術分野で周知の適切な方法を用
いて、ポリビニルピロリドン又はポリビニルアルコールを含む結合剤溶液を使って造粒さ
れる。造粒された塩酸タペンタドールは、乾燥し、選別された。この塩酸タペンタドール
は更に、流動促進剤（glidant）の有無にかかわらず水素添加植物油を用いて、滑らかに
される。滑らかにされたブレンド物は、圧縮機械を用いてタブレットへと圧縮される。
【００８０】
　＜コーティング溶液とコーティング＞
　コーティング溶液は、水不溶性水透過性ポリマーのエチルセルロースと、水溶性ポリマ
ーのポリビニルピロリドン又はヒドロキシプロピルメチルセルロースとの水分散液を使用
して調製される。ポリエチレングリコールの混合物は、プロペラ式攪拌機を用いて調製さ
れ、また、この同じポリエチレングリコールの混合物は適切なホモジナイザーを使用して
均質化される。コアタブレットは、チップセットが４’’、溶射速度が２５ｍｌ／ガン／
分、排出温度が約４５℃付近、噴霧圧力が１０‐３５ｐｓｉで、パン速度（ｐａｎ　ｓｐ
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ーターを用いてコーティング溶液を使って、コーティングされる。
【００８１】
　＜第ＩＩの段階＞
　第ＩＩの段階では、ナプロキセン製剤は、当該技術分野で周知の造粒技術を用いて調製
され、その後、崩壊剤及び滑沢剤とブレンドされる。タペンタドール持続放出タブレット
がコアとして使用され、ナプロキセン製剤の速放性層が外側層を形成する場合には、第Ｉ
の段階で調製されるタペンタドール持続放出タブレットは、圧縮コーティング機を用いて
、滑らかにブレンドされたナプロキセン製剤でコーティングされる。
【００８２】
　ナプロキセンコーティングは、上述のコーターを用いて、持続放出性コーティングされ
た１００ｍｇの塩酸タペンタドールタブレットに適用された。このナプロキセンがコーテ
ィングされたシールがコーディングされている１００ｍｇの塩酸タペンタドールタブレッ
トを覆って、同様のコーター（ｃｏａｔ）を用いてカラーコーティングがなされた。噴霧
は、温度４６‐４７℃、噴霧圧力４０‐６０ｐｓｉ、容射速度１８０グラム／分／３ガン
で行なわれた。パン速度は４‐８ｒｐｍ及び空気容量ｌＯＯＯ±ｌＯＯであった。
【００８３】
　最後に、カラーコーティングされたタブレットは乾燥され、随意に、Ｃｉｎｄｒｅｌｌ
ａワックスを用いて磨かれた。そして、完成した最終的なタブレットは、適切な乾燥剤と
伴にＨＤＰＥボトルに包装され、その後適切な安定性研究及び臨床研究を受けた。実施例
１において、１００ｍｇの持続放出性タペンタドールと、２５０ｍｇのナプロキセンとを
含む医薬品組成物が表１に従って調製された。
【００８４】
　ここに例示される製造工程は説明のためのみに向けられており、この医薬品組成物は当
該技術分野でよく確立されているいくつかの方法を使用して調製され得る。その他の例示
された製剤については、以下の表２‐５に記載される。
【００８５】
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【表２】

【００８６】
【表３】

【００８７】



(18) JP 5774850 B2 2015.9.9

10

20

30

40

50

【表４】

【００８８】
【表５】

【００８９】
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　＜コアの調製＞
　タペンタドールＨＣｌと、コロイド状二酸化ケイ素とが混合され、１．０ｍｍのふるい
（ｓｃｒｅｅｎ）に通された。ポリビニルアルコールが純水に溶解された。混合されたタ
ペンタドールＨＣｌとコロイド状二酸化ケイ素粉体は、流動層造粒機（ＧＬＡＴＴ　ＧＰ
ＣＧ１）において、ポリビニルアルコールの水溶液を用いて造粒され、その後乾燥された
。造粒の後、顆粒はフマル酸ステアリルナトリウムとブレンドされ、その後、１．０ｍｍ
のスクリーンに通された。ブレンド物は、その後、Ｍａｎｅｓｔｙ　Ｂｅｔａｐｒｅｓｓ
を用いて、タブレットコアへと圧縮された。
【００９０】
　＜コーティング調製＞
　エチルアルコールとイソプロパノールとが重さを量った後に、混合された。プロペラ式
攪拌機（Ｃｏｆｒａｍｏ　ＲＺＲ１）を用いて撹拌しながら、セバシン酸ジブチル及びエ
チルセルロースが、エチルアルコール及びイソプロピルアルコールに加えられ、溶解され
た。エチルセルロース及びセバシン酸ジブチルは、完全に溶解させることができた。ポリ
ビニルピロリドンが加えられた。すべての成分が溶解するまで、溶液は撹拌された。溶液
は、高圧ホモジナイザー（Ｂｅｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌの＃７ノズルを取り付け
たＭｉｎｉ　ＤｅＢｅｅ　２０００）にかけられた。タブレットコアは、孔あきコーティ
ングパン（Ｖｅｃｔｏｒ　ＬＣＤＳのＯ’Ηａｒａ　Ｌａｂｃｏａｔ　Ｉ１１　３６’’
　Ｐａｎ）において、コーティング溶液を用いてコーティングされた。このコーティング
パラメータを表６に列挙する。
【００９１】

【表６】

【００９２】
　更に別の実施例では、本発明は、必要とする患者に対する治療的有効量の持続放出性タ
ペンタドールと、ＮＳＡＩＤとを含み、疼痛又は疼痛に関連する病気の治療に効果的に使
用され得る医薬品組成物を開示しており、この組成物は別な方法で処方され得る。例えば
、持続放出性タペンタドールと、ナプロキセンなどのＮＳＡＩＤとを含む組合せは、以下
に例示されるように、２重層のタブレットとして調製された。
 
　　層１：
　　タペンタドールＨＣｌ　　　　　　　　２００ｍｇ



(20) JP 5774850 B2 2015.9.9

10

20

　　微結晶セルロース　　　　　　　　　　１０‐２５％
　　ポリビニルアルコール　　　　　　　　３‐５％
　　エチルセルロース（５‐２０ｃｐ）　　１０‐２０％
　　ヒドロキシエチルセルロース　　　　　５‐１５％
　　コロイド状二酸化ケイ素　　　　　　　２‐５％
　　フマル酸ステアリルナトリウム　　　　１‐２％
 
　　層２：
　　ナプロキセン　　　　　　　　　　　　２５０ｍｇ
　　微結晶セルロース　　　　　　　　　　５‐２０％
　　ポビドン　　　　　　　　　　　　　　１０‐１５％
　　クロスカルメロースナトリウム　　　　５‐１０％
　　ステアリン酸マグネシウム　　　　　　０．５‐２％
【００９３】
　層１の調製：
　塩酸タペンタドール、微結晶セルロース、及びコロイド状二酸化ケイ素は、ポリビニル
アルコールを用いて造粒され、その後乾燥された。乾燥した顆粒はエチルセルロース、及
びヒドロキシエチルセルロースと混合され、フマル酸ステアリルナトリウムを用いて滑ら
かにされた。
【００９４】
　層２の調製：
　微結晶セルロースを混合したナプロキセンはポビドンを用いて造粒された。顆粒は乾燥
した後に、クロスカルメロースナトリウムと混合され、最後にステアリン酸マグネシウム
を用いて滑らかにされた。
【００９５】
　圧縮：
　層１と層２は、二分子層回転圧縮機のホッパーにセットされ、所望の硬さに圧縮された
。
【００９６】
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【表８】

【００９８】
　＜製造工程，持続放出性塩酸タペンタドール及びメロキシカム＞
　持続性塩酸タペンタドールタブレットと、メロキシカムとを含む組合せは、標準的な造
粒工程とコーティング工程を用いて製造された。塩酸タペンタドールとラクトースは、造
粒機において、共に造粒され、その後エチルセルロースと水を噴霧された。顆粒状の塩酸
タペンタドールは乾燥の後、選別された。塩酸タペンタドール顆粒は、セトステアリルア
ルコールと混合された。タルク、及びステアリン酸マグネシウムは、塩酸タペンタドール
と混合され、その顆粒はタブレットへと圧縮された。圧縮されたタブレットは、コーティ
ング成分を用いてコーティングされた。上記で調製されたコーティングされた持続放出性
タペンタドールタブレットは、更にチップセットが４’’、溶射速度が２５ｍｌ／ガン／
分、排出温度が約４５℃付近、噴霧圧力が１０‐３５ｐｓｉ、パン速度が５‐８ｒｐｍで
、空気流量が３５０ＣＦＭで、Ｏ’Ｈａｒａなどの標準的なコーターを用いて、Ｏｐａｄ
ｒｙ　Ｃｌｅａｒ（ＹＳ-１-７００６）溶液で密封コーティングされた。メロキシカムコ
ーティングは、上記で述べたコーターを使用して、コーティングされた１００ｍｇの塩酸
タペンタドールタブレットに適用された。これを覆って、７．５ｍｇのメロキシカムコー
ティングされたシールが１００ｍｇの塩酸タペンタドールタブレットをコーティングし、
カラーコーティングが同様のコーター（ｃｏａｔ）を使って行なわれた。噴霧は４６-４
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た。パン速度は４‐８ｒｐｍ、空気容量ｌＯＯＯ±ｌＯＯであった。
【００９９】
　最終的に、カラーコートティングされたタブレットは乾燥され、Ｃｉｎｄｒｅｌｌａワ
ックスを用いて磨かれた。そして、完成した最終的なタブレットは適切な乾燥剤と伴に、
ＨＤＰＥビンに包装され、その後適切な安定性研究及び臨床研究を受けた。
【０１００】
【表９】

【０１０１】
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【０１０２】
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【表１１】

【０１０３】
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【表１３】

【０１０５】
　開示された組成物はまた、当該技術分野で十分に確立している方法を用いても調製され
得る。開示された組成物は、表１４及び表１５にて概略される一般的な調製を用いて調製
され得る。
【０１０６】
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【表１４】

【０１０７】

【表１５】

【０１０８】
　＜投与方法＞
　本発明は更に、疼痛及び疼痛に関連する病気を処置する方法を含む。この方法は、組合
せの各種類毎に、よく制御されたヒトに対する臨床試験を用いて確立された。典型的な研
究で、持続放出性タペンタドール及びプレガバリンを含む組合せと、持続放出性タペンタ
ドール及びナプロキセン（ＮＳＡＩＤ）を含む組合せと、持続放出性タペンタドール及び
トラマドールを含む組合せの薬効を測定した。患者の疼痛及び疼痛に関連する病気の治療
に関して、これらの組合せのそれぞれと、個々の薬剤を用いる単剤療法との比較が行なわ
れた。
【０１０９】
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　以下の一般的な方法は、全て研究において使用された。
【０１１０】
　無作為化：
　無作為化は、１０ブロックにおいて、コンピュータ生成の乱数を用いて行なわれた。単
剤療法又は併用療法の無作為化コード（ｒａｎｄｏｍｉｚａｔｉｏｎ　ｃｏｄｅ）は、生
検センターにて、順番に番号付けされた不透明な密封封筒に入れられた。患者を募集し、
同意が得られた場合は、次の番号が付けられた封筒は、治療に先立って無作為化コードを
知っていないオペレーターにより、開封された。
【０１１１】
　尺度と測定：疼痛は、０‐１００ｍｍで段階付けられる視覚アナログ尺度（ＶＡＳ：ｖ
ｉｓｕａｌ　ａｎａｌｏｇｕｅ　ｓｃａｌｅ）を用いて評価された。疼痛の評価は、１週
、２週、３週、４週、５週及び６週の診察の度に行なわれた。患者は、治療期間中に経験
する疼痛の強度を段階付けするために、０から１００ｍｍまでのＶＡＳの評価をどのよう
に用いるかについて、医者による標準的な方法で教えられた。その尺度では、左端の０は
全く疼痛が無い状態として定義され、右端の１００は患者が想像でき得る最悪の疼痛とし
て定義された。この線上には、更なる指標は無かった。疼痛の強度は、左端からのミリメ
ートル単位での距離によって示された。患者は、薬投与の後の疼痛の強度を段階付けする
ように依頼された。疼痛は、患者の毎週の疼痛の評価日誌において、患者により評価され
た。薬を処方した医者は、この特定の患者に対する全てのＶＡＳ形状（ＶＡＳ　ｆｏｒｍ
）を得た。
【０１１２】
　統計解析：
　データは、平均値±標準偏差（ＳＤ）として表される。ＶＡＳにおける差は、ｕｎｐａ
ｉｒｅｄ　Ｓｔｕｄｅｎｔ　ｔ検定を用いて分析され、また、２つのグループ間での疼痛
スコアの減少における差は、差の中央値に対してＭａｎｎ‐ｗｈｉｔｎｅｙ　Ｕ検定を用
いて分析された。必要に応じて、同様の統計的検定が、他の結果変数の群比較の間に対し
ても使用された。０．５未満のｔｗｏ　ｔａｉｌｅｄ　Ｐ　ｖａｌｕｅが統計的有意性を
示すために考慮された。ＳＡＳソフトウェアが、統計解析に使用された。
【０１１３】
　＜研究Ｉ，タペンタドールとＮＳＡＩＤの組合せ＞
　患者：
　薬効は、変形性膝関節症の治療において、固定用量の持続放出タペンタドールＥＲ及び
ナプロキセンタブレットと、タペンタドール及びナプロキセンタブレットの６週間、多施
設共同（ｍｕｌｔｉ　ｃｅｎｔｅｒ）、二重盲検式、無作為化、並行、３群間での薬効比
較を用いて確立された。機能クラス１‐１１１の骨関節炎に関連する中等度から重度の疼
痛を有する１８歳から７５歳までの５０人の患者が研究に登録された。登録は、各群にお
いて、最低３０人の患者が研究を完了する方式に設計された。インフォームド・コンセン
トに署名した後で、選定において試験対象患者基準及び除外基準に適合した患者は、全て
の鎮痛薬が中止される７日間の休薬期間（ｗａｓｈｏｕｔ　ｐｅｒｉｏｄ）に入った。研
究の第１週目の開始時における診察２（ｖｉｓｉｔ　２）の期間中に、指標となる膝関節
において、ＶＡＳ（視覚アナログ尺度）で２４０ｍｍの疼痛強度を報告した適格患者には
、ＶＡＳベースラインスコアを測定してもらい、これらの患者は無作為に３つの群、即ち
、固定用量のタペンタドールＥＲ及びナプロキセン、又はタペンタドール群、又はナプロ
キセン群に割り当てられた。表１６は研究における患者のプロファイルを示す。
【０１１４】
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【表１６】

【０１１５】
　薬と治療群：
　治療群と、投薬計画を以下に列挙する。
 
　　　治療群　　　　　　　薬／日当たり／患者当たり
　　１．治療Ａ：　　　プラシーボ
　　２．治療Ｂ：　　　タペンタドールＨＣｌ　１００ｍｇ×２
　　３．治療Ｃ：　　　ナプロキセン　２５０ｍｇ×２
　　４．治療Ｄ：　　　タペンタドールＨＣｌ　２００ｍｇ＋ナプロキセン　５００ｍｇ
の組合せ
 
【０１１６】
　患者は、プラシーボ、又はタペンタドールＨＣｌ１００ｍｇ、又はナプロキセン２５０
ｍｇ、又は固定用量のタペンタドール１００ｍｇ＋ナプロキセン２５０ｍｇの組合せのい
ずれかに割り当てられた。治療に対して無反応な疼痛を有する患者、又は許容できない副
作用を有する患者は、中止された。患者は、１週、２週、３週、４週、５週と６週に薬効
測定のために戻った。
【０１１７】
　薬効の主要な測定は、診療にきた患者による関節炎痛の強度ＶＡＳ（視覚アナログ尺度
）スコアであった。関節炎ＶＡＳは、疼痛強度を評価するための最も一般的に行なわれる
有効なツールであり、製剤の鎮痛能を評価するためのＦＤＡによって推奨される１つであ
る。
【０１１８】
　我々は、固定用量での持続放出性タペンタドールＨＣｌとナプロキセンの使用の臨床的
に顕著な効果は、塩酸タペンタドール又はナプロキセンのいずれかを用いた単剤療法と比
較して疼痛スコア（ＶＡＳ）を少なくとも１５％低減することであると考えた。或いは、
共投与される組合せとして使用される場合に、ナプロキセン又はタペンタドールのいずれ
かの用量を少なくとも１５％減少させることが、単剤療法に勝る顕著な効果であると考え
た。
【０１１９】
　本発明の目的は、臨床試験からの以下の結果によって達成される。合計で２０６人の患
者は無作為化され、安全性の評価が可能であった。これらのうち、１７０人は包括解析集
団（ＩＴＴ：ｉｎｔｅｎｔ‐ｔｏ‐ｔｒｅａｔ　ｐｏｐｕｌａｔｉｏｎ）の評価が可能で
あった。ＩＴＴ集団は、ベースライン（基準）となる診察（診察２）、及び１週の診察（
診察３：治療における最初の有効性の主要評価項目収集点）において記録された有用性の
主要評価情報を有する、安全性評価が可能な全ての患者を含んでいた。ＩＴＴ集団はまた
、治療効果が無いために１週の診察の前に途中中止された全ての患者も含んだ。登録した
患者の年齢の中央値は６１歳であった、また、骨関節炎期間の中央値は１０年であった。
【０１２０】
　タペンタドール又はナプロキセンのいずれかを使用する単剤療法と比較して、持続放出
性タペンタドールとナプロキセンとを含む固定用量の組合せは、変形性膝関節症に伴う疼
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痛強度における有効性の主要評価項目について、統計的に有意であり、また、臨床的に意
味のある低減をもたらした。
【０１２１】
　＜タペンタドール及びＧＡＢＡアナログの組合せ，研究ＩＩ＞
　研究は、二重盲検式、無作為化、プラセボ対照、及び２‐期間クロスオーバーの設計で
あった。２週間のｒｕｎ‐ｉｎ期間後、３２人の糖尿病患者（２型糖尿病の男性１７人、
女性１５人、［平均値±標準誤差］年齢６１．７±１．６、糖尿病罹病期間８．８±１．
５年、疼痛を伴う神経障害期間２．２±０．４年）は、無作為化され、４週間にわたって
、プラシーボ、又は塩酸タペンタドール１００ｍｇ、又はプレガバリン２５０ｍｇ／ガバ
ペンチン２５０ｍｇ、又は持続放出性タペンタドールＨＣｌ＋プレガバリン２５０ｍｇ又
はガバペチン２５０ｍｇの多剤混合薬（ＦＤＣ：Ｆｉｘｅｄ　Ｄｏｓｅ　Ｃｏｍｂｉｎａ
ｔｉｏｎ）のいずれかを受けた。２週間のウオッシュアウト期間の後、更に４週間にわた
って、それらの治療を交換した。患者は、就寝時刻の前に両足にスプレーを投与された。
隔週の疼痛と、他の感覚症状が、視覚アナログ尺度（ＶＡＳ）を使って評価された。患者
特性を表１７に示す。
【０１２２】
【表１７】

【０１２３】
　各患者は疼痛を伴う神経障害の治療が困難であるという長い経歴を有し、また、各患者
は症状が無反応であったり、又は許容できない副作用に起因して、例えばアセトアミノフ
ェン、デュロキシチン（ｄｕｌｏｘｉｔｉｎｅ）、アミトリプチリン、又はガバペンチン
などの様々な薬を試してきた。適格な被検体は、その神経障害痛に対する何らかの他の薬
が認められず、また、安定な糖尿病コントロールを有する、１型糖尿病患者、及び２型糖
尿病患者を含んだ。除外基準には、異常な血糖管理、足の脈拍が触知できない末梢血管疾
患（ＰＶＤ）、活動性足潰瘍の存在、舌下腺の三硝酸グリセリンによる処置、勃起障害薬
の患者、患者の疼痛評価に影響を及ぼす要因、及び末梢性神経障害の他の原因の存在、を
含んだ。研究の継続期間中に糖尿病治療に対する大きな変更は成されなかった。
【０１２４】
　患者はｒｕｎ‐ｉｎ期間の開始時に神経学的に評価された。その後で、患者は、無作為
に割り振られ、４週にわたって、プラシーボ、又は塩酸タペンタドール１００ｍｇ、又は
プレガバリン２５０ｍｇ／ガバペンチン２５０ｍｇ、又はタペンタドールＨＣｌ１００ｍ
ｇ＋プレガバリン２５０ｍｇ／ガバペンチン２５０ｍｇの多剤混合薬（ＦＤＣ）、を受け
た。疼痛に対して、１０ｃｍの視覚アナログ尺度（ＶＡＳ）が患者により隔週で記録され
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最も重度の疼痛を意味する。治療効果は、各治療段階に対するＬｉｃｋｅｒｔスケールで
の最終スコアとベースラインスコアとの間の差異であるように定義された。
【０１２５】
　本発明の目的は、糖尿病性神経障害に関する疼痛強度の有効性の主要評価項目について
、タペンタドール又はプレガバリンのいずれかを用いる単剤療法と比較して、統計学的に
有意で臨床的に意義のある低減をもたらす、持続放出性タペンタドール、及びプレガバリ
ン／ガバペンチンを含む固定用量の組合せによって達成される。我々は、固定用量の持続
放出性タペンタドールＨＣｌ及びプレガバリン／ガバペンチンを用いる臨床的に有意な利
点は、その他の治療と比較して少なくとも１５％の疼痛スコア（ＶＡＳ）における低減で
あると考える。
【０１２６】
　＜タペンタドール及びトラマドールの組合せ，研究ＩＩＩ＞
　持続放出性塩酸タペンタドール及び塩酸トラマドールの固定用量の組合せは、ヒトの臨
床試験でテストされた。この研究ＩＩＩにおいて、神経障害痛、骨関節炎、関節リウマチ
、線維筋痛、並びに背痛及び筋骨格痛を含み、６ヶ月以上にわたる疼痛として定義される
、非ガン性慢性疼痛（ＣＮＣＰ）を患う４０人の患者が、臨床試験に使用された。疼痛の
種類に基づいて患者を分離する努力は成されなかったし、我々は疼痛種類に基づいて疼痛
軽減の程度を評価しなかった。片頭痛、歯痛、腹痛（慢性膵炎、腎結石などに由来する）
、及び血管疾患に由来する虚血性疼痛を有するこれらの患者は、大抵ＣＮＣＰとして分類
されないため除外された。中毒（アルコール又はドラッグ）の経歴を有する患者は、試験
から除外された。患者特性及びＶＡＳ疼痛スコアは、以下の表１８及び表１９に列挙され
る。
【０１２７】
【表１８】

【０１２８】
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【表１９】

【０１２９】
　本発明の目的は、糖尿病性神経障害に関する疼痛強度における有効性の主要評価項目に
ついて、タペンタドール又はトラマドールのいずれかを用いる単剤療法と比較して、統計
的に有意で臨床的に意味がある低減をもたらす、持続放出性タペンタドール及びトラマド
ールを含む固定用量の組合せによって達成される。我々は、固定用量の持続放出性タペン
タドールＨＣｌとトラマドール（実施例１３）を使用する臨床的に有意な利点は、その他
の治療と比較して少なくとも１５％の疼痛スコア（ＶＡＳ）における低減である考えた。
【０１３０】
　＜結果＞
　発明の目的は、以下の結果によって達成される：
【０１３１】
　図１は、実施例１に従って処方される、持続放出性タペンタドールＨＣｌ１００ｍｇ、
及びナプロキセン２５０ｍｇのタブレット中のタペンタドールＨＣｌのインビトロでの溶
解プロファイルを図解する。
【０１３２】
　図２は、１週‐６週平均値に基づいて、持続放出性タペンタドール１００ｍｇ及びナプ
ロキセン２５０ｍｇ（実施例１）を含む組合せ薬に対するＶＡＳスコアにおけるベースラ
インからのＬＳ平均変化と、タペンタドール及びナプロキセンの単剤療法のＬＳ平均変化
とを比較する。主要評価項目（６週にわたるベースラインからのＬＳ平均変化）に関して
、タペンタドール群については３８％、ナプロキセン群については２８％、及びプラシー
ボ群については２１％であるのと比較して、持続放出性タペンタドール及びナプロキセン
２５０ｍｇの固定用量の組合せにおいては、関節炎痛の強度ＶＡＳがベースラインから４
９％変化があった。
【０１３３】
　図３は、４つの治療群に対する、毎週のベースラインからのＬＳ平均変化を示す。一番
最初の週に、タペンタドールＨＣｌ１００ｍｇ×２、又はナプロキセン２５０ｍｇＸ２、
或いはタペンタドール１００ｍｇ＆ナプロキセン２５０ｍｇの組合せ（実施例１）×２、
のいずれかを患者が受けていた場合に、薬物反応における差異が現れた。全ての薬に対す
る反応は、１週から６週までで、プラシーボと相対的に増加した。組合せ薬に対する反応
は、ナプロキセン又はタペンタドールのいずれかを用いる単剤療法による反応よりも顕著
に高かった。
【０１３４】
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　図４は、４つの治療に関する平均ＶＡＳ疼痛スコア変化を示す；タペンタドール１００
ｍｇ，プレガバリン２５０ｍｇ，及び持続放出性タペンタドール１００ｍｇの＋プレガバ
リン２５０ｍｇの固定用量の組合せ（実施例１０）。
【０１３５】
　図５は、３つの治療に関する平均ＶＡＳ疼痛スコア変化を示す；トラマドール５０ｍｇ
、タペンタドール１００ｍｇ、プラシーボ、及び持続放出性タペンタドール１００ｍｇ＋
トラマドール５０ｍｇ（実施例１３）の固定用量組合せ。
【０１３６】
　図６は、４つの治療に関する平均ＶＡＳ疼痛スコア変化を示す；タペンタドール１００
ｍｇ、ガバペンチン２５０ｍｇ、及び持続放出性タペンタドール１００ｍｇ＋ガバペンチ
ン２５０ｍｇの固定用量組合せ（実施例１１）。
【０１３７】
　本明細書において使用される省略形は、化学分野及び生物学分野の範囲における、それ
らの通常の意味を有する。本明細書で引用される全ての出版物、特許、及び特許文献は、
参照によりまるで個別に組み込まれるかのように、参照によって本明細書に組み込まれる
。何らかの矛盾がある場合は、その中にいくつかの定義を含む本開示が優先される。本発
明は、様々な特定の好ましい実施形態及び技術に関連して記述されてきた。しかしながら
、本発明の趣旨及び範囲内に留まりながら、多くの変形及び変更が成され得ることが理解
されるべきである。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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