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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
１日１回の投与のためにオピオイド徐放性を有し、Ｅｕｒｏｐｅａｎ Ｐｈａｒｍａｃｏ
ｐｏｅｉａ １９９７，ｐａｇｅ １４３，１４４、方法番号２．９．８に公開されている
タブレット破壊強度測定法に従って測定した場合に、少なくとも５００Ｎの破壊強度を有
する乱用防止経口剤形であって、
　乱用可能性を有する少なくとも１つのオピオイド（Ａ）および／または生理的に許容可
能なその塩の１つと、
　少なくとも１つのポリアルキレンオキシドであって、少なくとも、少なくとも５０万の
分子量を有するポリアルキレンオキシド（Ｃ）と、
を含み、前記ポリアルキレンオキシドが、剤形の全重量に対して、少なくとも２０ｗｔ％
の量で存在し、前記オピオイド（Ａ）が埋めこまれる遅延放出マトリックスを形成する、
剤形。
【請求項２】
少なくとも１つの遅延放出コーティングをさらに含む、請求項１に記載の乱用防止経口剤
形。
【請求項３】
少なくとも１つの生理的に許容可能な補助物質（Ｂ）をさらに含む、請求項１または２に
記載の乱用防止経口剤形。
【請求項４】
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少なくとも１つのワックス（Ｄ）をさらに含む、請求項１～３のいずれかに記載の乱用防
止経口剤形。
【請求項５】
前記オピオイドが、オキシコドン、ヒドロモルホン、モルフィン、オキシモルホン、トラ
マドール、任意の所望混合物におけるそれらの立体異性体、それらのラセミ化合物、それ
らのエナンチオマー、それらのジアステレオマー、エステル、エーテルまたはアミド、生
理的に許容可能なそれらの塩、溶媒化合物を含む群から選択される少なくとも１つのオピ
オイドであることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の剤形。
【請求項６】
生理的に許容可能なそれらの塩が、塩酸塩、硫酸塩、サッカリン塩から選択される、請求
項５に記載の剤形。
【請求項７】
存在する前記オピオイドが、（２Ｒ，３Ｒ）－１－ジメチルアミノ－３－（３－メトキシ
フェニル）－２－メチル－ペンタン－３－オール、（１ＲＳ，３ＲＳ，６ＲＳ）－６－ジ
メチルアミノメチル－１－（３－メトキシフェニル）－シクロヘキサン－１，３－ジオー
ル、（１Ｒ，２Ｒ）－３－（２－ジメチルアミノメチル－シクロヘキシル）フェノール、
生理的に許容可能なそれらの塩、生理的に許容可能なエナンチオマー、立体異性体、ジア
ステレオマーおよびラセミ化合物、エステル、エーテル及びアミドを含む群から選択され
る少なくとも１つのオピオイドであることを特徴とする請求項１に記載の剤形。
【請求項８】
前記生理的に許容可能な塩が、塩酸塩、硫酸塩、サッカリン塩から選択される、請求項７
に記載の剤形。
【請求項９】
錠剤の形態であることを特徴とする請求項１～８のいずれか一項に記載の剤形。
【請求項１０】
多粒子形態である、請求項１～８のいずれか一項に記載の剤形。
【請求項１１】
前記多粒子形態が、マイクロタブレット、マイクロペレット、粒状体、球状体、ビーズま
たはペレットの形態である、請求項９に記載の剤形。
【請求項１２】
前記多粒子形態が、錠剤にプレス成形されるかまたはカプセルに充填されている、請求項
１０または１１に記載の剤形。
【請求項１３】
前記ポリアルキレンオキシドが、ポリメチレンオキシド、ポリエチレンオキシドおよび／
またはポリプロピレンオキシドであることを特徴とする請求項１～１２のいずれかに記載
の剤形。
【請求項１４】
前記ポリエチレンオキシド（Ｃ）が、水溶性ポリマーまたは水膨潤性ポリマーであること
を特徴とする請求項１～１３のいずれか一項に記載の剤形。
【請求項１５】
前記ポリエチレンオキシド（Ｃ）の分子量が、少なくとも１００万であることを特徴とす
る請求項１に記載の剤形。
【請求項１６】
前記ポリエチレンオキシド（Ｃ）の分子量が、１００万～１５００万であることを特徴と
する請求項１に記載の剤形。
【請求項１７】
少なくとも６０℃の軟化点を有する少なくとも１つの天然、半合成または合成ワックスが
、ワックス（Ｄ）として存在することを特徴とする請求項４に記載の剤形。
【請求項１８】
前記ワックス（Ｄ）が、カルナウバワックスまたは蜜蝋であることを特徴とする請求項１
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７に記載の剤形。
【請求項１９】
ポリマー成分（Ｃ）を、剤形の全重量に対して、３５～９９．９ｗｔ％の量で使用するこ
とを特徴とする請求項１～１８のいずれか一項に記載の剤形。
【請求項２０】
少なくとも１つの補助物質（Ｂ）が、遅延放出マトリックス用の材料として機能すること
を特徴とする請求項３のいずれか一項に記載の剤形。
【請求項２１】
コーティングを含むことを特徴とする請求項１～２０のいずれか一項に記載の剤形。
【請求項２２】
前記コーティングが、遅延放出コーティングおよび／または風味遮蔽コーティングを含む
、請求項２１に記載の剤形。
【請求項２３】
下記の付加的乱用防止成分（ａ）～（ｆ）：
（ａ） 鼻管および／または咽頭を刺激する少なくとも１つの物質、
（ｂ） 少なくとも１つの粘度上昇剤であって、該粘度上昇剤は、必要な最少量の水性液
体を用いて、ゲルを形成する粘度上昇剤、
（ｃ） 乱用の可能性を有する活性成分の少なくとも１つの拮抗薬、
（ｄ） 少なくとも１つの催吐剤、
（ｅ） 嫌悪剤としての少なくとも１つの染料、
（ｆ） 少なくとも１つの苦味物質
の少なくとも１つを、補助物質（Ｂ）として含むことを特徴とする請求項１～２２のいず
れか一項に記載の剤形。
【請求項２４】
前記粘度上昇剤は、必要な最少量の水性液体の補助により、剤形から得られる水性抽出物
として、ゲルを形成し、該ゲルは、さらなる量の水性液体への導入時に、視覚的に識別可
能に維持される、請求項２３に記載の剤形。
【請求項２５】
前記成分（ａ）の刺激物質が、焼灼感、かゆみ、くしゃみ衝動、分泌物形成の増加、また
はこれらの刺激の少なくとも２つの組合せを生じることを特徴とする請求項２３または２
４に記載の剤形。
【請求項２６】
前記成分（ａ）の刺激物質が、少なくとも１つの辛味物質薬の１つ以上の成分に基づくこ
とを特徴とする請求項２３～２５のいずれかに記載の剤形。
【請求項２７】
前記辛味物質薬が、Ａｌｌｉｉ ｓａｔｉｖｉ ｂｕｌｂｕｓ（ニンニク）、Ａｓａｒｉ 
ｒｈｉｚｏｍａ ｃｕｍ ｈｅｒｂａ（アサルム根および葉）、Ｃａｌａｍｉ ｒｈｉｚｏ
ｍａ（ショウブ根）、Ｃａｐｓｉｃｉ ｆｒｕｃｔｕｓ（トウガラシ）、Ｃａｐｓｉｃｉ 
ｆｒｕｃｔｕｓ ａｃｅｒ（カイエンヌペッパー）、Ｃｕｒｃｕｍａｅ ｌｏｎｇａｅ ｒ
ｈｉｚｏｍａ（ウコン根）、Ｃｕｒｃｕｍａｅ ｘａｎｔｈｏｒｒｈｉｚａｅ ｒｈｉｚｏ
ｍａ（ジャワウコン根）、Ｇａｌａｎｇａｅ ｒｈｉｚｏｍａ（ガランガ根）、Ｍｙｒｉ
ｓｔｉｃａｅ ｓｅｍｅｎ（ニクズク）、Ｐｉｐｅｒｉｓ ｎｉｇｒｉ ｆｒｕｃｔｕｓ（
コショウ）、Ｓｉｎａｐｉｓ ａｌｂａｅ ｓｅｍｅｎ（シロガラシ種子）、Ｓｉｎａｐｉ
ｓ ｎｉｇｒｉ ｓｅｍｅｎ（クロガラシ種子）、Ｚｅｄｏａｒｉａｅ ｒｈｉｚｏｍａ（
ツェドリア根）およびＺｉｎｇｉｂｅｒｉｓ ｒｈｉｚｏｍａ（ショウガ根）を含む群か
ら選択される少なくとも１つの薬剤から選択される少なくとも１つの薬剤であることを特
徴とする請求項２６に記載の剤形。
【請求項２８】
前記辛味物質薬が、Ｃａｐｓｉｃｉ ｆｒｕｃｔｕｓ（トウガラシ）、Ｃａｐｓｉｃｉ ｆ
ｒｕｃｔｕｓ ａｃｅｒ（カイエンヌペッパー）およびＰｉｐｅｒｉｓ ｎｉｇｒｉ ｆｒ
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ｕｃｔｕｓ（コショウ）を含む群から選択される少なくとも１つの薬剤であることを特徴
とする請求項２７に記載の剤形。
【請求項２９】
前記辛味物質薬の成分が、ｏ－メトキシ（メチル）フェノール化合物、酸アミド化合物、
マスタードオイルまたはスルフィド化合物として存在するか、またはそのような化合物か
ら誘導されることを特徴とする請求項２６～２８のいずれかに記載の剤形。
【請求項３０】
前記辛味物質薬の成分が、ミリスチシン、エレミシン、イソオイゲノール、β－アサロン
、サフロール、ジンゲロール、キサントリゾール、カプサイシノイド、ピペリン、グルコ
シノレート、およびこれらの成分から誘導される化合物を含む群から選択される少なくと
も１つの成分であることを特徴とする請求項２６～２９のいずれか一項に記載の剤形。
【請求項３１】
前記カプサイシノイドが、カプサイシンであり、前記ピペリンが、トランス－ピペリンで
あり、前記グルコシノレートが、不揮発性マスタードオイルに基づく、請求項３０に記載
の剤形。
【請求項３２】
前記不揮発性マスタードオイルが、ｐ－ヒドロキシベンジルマスタードオイル、メチルメ
ルカプトマスタードオイルまたはメチルスルホニルマスタードオイルに基づく、請求項３
１に記載の剤形。
【請求項３３】
前記成分（ｂ）が、１１ｗｔ％カルボキシメチルセルロースナトリウムを含有する微結晶
性セルロース（Ａｖｉｃｅｌ（登録商標）ＲＣ ５９１）、カルボキシメチルセルロース
ナトリウム（Ｂｌａｎｏｓｅ（登録商標）、ＣＭＣ－Ｎａ Ｃ３００Ｐ（登録商標）、Ｆ
ｒｉｍｕｌｓｉｏｎ ＢＬＣ－５（登録商標）、Ｔｙｌｏｓｅ Ｃ３００ Ｐ（登録商標）
）、ポリアクリル酸（Ｃａｒｂｏｐｏｌ（登録商標）９８０ＮＦ、Ｃａｒｂｏｐｏｌ（登
録商標）９８１）、イナゴマメ粉（Ｃｅｓａｇｕｍ（登録商標）ＬＡ－２００、Ｃｅｓａ
ｇｕｍ（登録商標）ＬＩＤ／１５０、Ｃｅｓａｇｕｍ（登録商標）ＬＮ－１）、柑橘類果
実またはリンゴからのペクチン（Ｃｅｓａｐｅｃｔｉｎ（登録商標）ＨＭ Ｍｅｄｉｕｍ 
Ｒａｐｉｄ Ｓｅｔ）、ワックス様トウモロコシデンプン（Ｃ*Ｇｅｌ ０４２０１（登録
商標））、アルギン酸ナトリウム（Ｆｒｉｍｕｌｓｉｏｎ ＡＬＧ（Ｅ４０１）（登録商
標））、グアール0粉（Ｆｒｉｍｕｌｓｉｏｎ ＢＭ（登録商標）、Ｐｏｌｙｇｕｍ ２６
／１－７５（登録商標））、イオタカラゲナン（Ｆｒｉｍｕｌｓｉｏｎ Ｄ０２１（登録
商標））、カラヤガム、ゲランガム（Ｋｅｌｃｏｇｅｌ Ｆ（登録商標）、Ｋｅｌｃｏｇ
ｅｌ ＬＴ１００（登録商標））、ガラクトマンナン（Ｍｅｙｐｒｏｇａｔ １５０（登録
商標））、タラストーン粉（ｔａｒａ ｓｔｏｎｅ ｆｌｏｕｒ）（Ｐｏｌｙｇｕｍ ４３
／１（登録商標））、アルギン酸プロピレングリコール（Ｐｒｏｔａｎａｌ－Ｅｓｔｅｒ
 ＳＤ－ＬＢ（登録商標））、リンゴペクチン、ヒアルロン酸ナトリウム、トラガカント
、タラガム（Ｖｉｄｏｇｕｍ ＳＰ ２００（登録商標））、発酵多糖ウェランガム（Ｋ１
Ａ９６）、およびキサンタンガム（Ｘａｎｔｕｒａｌ １８０（登録商標））を含む群か
ら選択される少なくとも１つの粘度上昇剤であることを特徴とする請求項２６～３２のい
ずれか一項に記載の剤形。
【請求項３４】
前記成分（ｃ）が、少なくとも１つのオピオイド拮抗薬であることを特徴とする請求項２
６～３３のいずれか一項に記載の剤形。
【請求項３５】
前記成分（ｄ）催吐剤が、トコン（イペカック）根の１つ以上の成分に基づき、および／
またはアポモルヒネであることを特徴とする請求項２３～３４のいずれか一項に記載の剤
形。
【請求項３６】
前記（ｄ）催吐剤が、成分エメチンに基づく、請求項２８に記載の剤形。
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【請求項３７】
前記成分（ｅ）が、少なくとも１つの生理的に許容可能な染料であることを特徴とする請
求項２３～３６のいずれか一項に記載の剤形。
【請求項３８】
前記成分（ｆ）が、芳香油、果実芳香物質からの芳香物質、安息香酸デナトニウム、およ
び少なくとも２つの成分を含むそれらの混合物を含む群から選択される少なくとも１つの
苦味物質であることを特徴とする請求項２３～３７のいずれか一項に記載の剤形。
【請求項３９】
前記芳香油が、ハッカ油、ユーカリ油、苦扁桃油、メントールおよびそれらの混合物を含
み、前記果実芳香物質が、レモン、オレンジ、ライム、グレープフルーツおよび少なくと
も２つの成分を含むそれらの混合物を含む、請求項３８に記載の剤形。
【請求項４０】
活性成分（Ａ）が、成分（ｃ）および／または（ｄ）および／または（ｆ）から空間的に
分離され、該活性成分（Ａ）は少なくとも１つのサブユニット（Ｘ）に存在し、成分（ｃ
）および／または（ｄ）および／または（ｆ）は少なくとも１つのサブユニット（Ｙ）に
存在し、剤形が正しく投与された際に、サブユニット（Ｙ）からの成分（ｃ）および／ま
たは（ｄ）および／または（ｆ）は、体内で、または摂取時に、その作用を示さないこと
を特徴とする請求項２３～３９のいずれか一項に記載の剤形。
【請求項４１】
前記活性成分（Ａ）が、直接接触せずに、成分（ｃ）および／または（ｄ）および／また
は（ｆ）から空間的に分離される、請求項３１に記載の剤形。
【請求項４２】
請求項１～４０のいずれか一項に記載の剤形を製造する方法であって、
（１） 成分（Ａ）と、（Ｃ）と、任意選択的に（Ｂ）と、任意選択的に（Ｄ）と、任意
選択的に遅延放出マトリックス化合物とを混合し、任意選択的に存在する成分（ａ）～（
ｆ）を、必要であれば、成分（Ｃ）と任意選択的に（Ｄ）の添加とともに別々に混合する
ステップと、
（２） 任意選択的にペレット化した後に、得られた混合物を、力の適用によって剤形に
形成するステップと、かつ直前にまたは同時に熱に暴露するステップと、任意選択的に、
遅延放出コーティングを備えるステップと
を特徴とする方法。
【請求項４３】
ペレット化を溶融法によって行うことを特徴とする請求項４２に記載の方法。
【請求項４４】
ペレット化を湿式ペレット化によって行うことを特徴とする請求項４２に記載の方法。
【請求項４５】
請求項１～４０のいずれか一項に記載の剤形の製造方法であって、
（１） 成分（Ａ）と、（Ｃ）と、任意選択的に（Ｂ）と、任意選択的に（Ｄ）と、任意
選択的に遅延放出マトリックス化合物と、任意選択的に存在する成分（ａ）～（ｆ）とを
含有する混合物を、別々の混合物として、力の適用によって成形品に形成するステップと
、
（２） 得られた成形品を、任意選択的に個別化するステップと、任意選択的にそれぞれ
大きさによって等級分けするステップと、
（３） 成分（Ｃ）の少なくとも軟化点にまで加熱後または加熱中に、成形品が少なくと
も５００Ｎの破壊硬度を示すまで成形品を力に暴露するステップと、
（４） 任意選択的に、コーティングを与えるステップと、成形品を任意選択的に再び混
合するステップと
を特徴とする方法。
【請求項４６】
前記コーティングが、遅延放出コーティングおよび／または風味遮蔽コーティングである
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、請求項４５に記載の方法。
【請求項４７】
請求項４２～４６のいずれかに記載の方法によって得られる剤形。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、１日１回の投与のためにオピオイド徐放性を有する乱用防止経口剤形に関し
、該剤形は、乱用の可能性を有する少なくとも１つのオピオイド（Ａ）、少なくとも１つ
の合成または天然ポリマー（Ｃ）、任意選択的に、遅延放出マトリックス材料、任意選択
的に、少なくとも１つの遅延放出コーティング、任意選択的に、生理的に許容可能な補助
物質（Ｂ）、任意選択的に、ワックス（Ｄ）を含み、成分（Ｃ）または（Ｄ）はそれぞれ
、少なくとも５００Ｎ、好ましくは７５０Ｎの破壊強度を示す。
【背景技術】
【０００２】
　オピオイドという呼称は、本発明によれば、少なくとも１つのオピオイド受容体と相互
作用する化合物を意味する。特に、（１Ｒ，２Ｒ）－３－（３－ジメチルアミノ－１－エ
チル－２－メチル－プロピル）フェノール、生理的に許容可能なその塩および／または誘
導体、ならびに対応する立体異性体および／または薬学的に許容されるその化合物または
誘導体を除いて、オピオイドは乱用の可能性を示すオピオイド化合物を意味する。
【０００３】
　好ましくは、オピオイドは痛みを抑制するために使用される。この目的のために、長期
治療において、例えば慢性疼痛または腫瘍による疼痛の場合に、鎮痛薬が使用されること
が多い。長期治療において、特に、患者が良好な生活の質を享受し得ることが重要である
。患者の生活の質を向上させる手段は、１日１回の投与を可能にする剤形を含む。しかし
、比較的多量のオピオイドにより、活性成分の遅延放出を与えるそのような剤形は、所望
の昏睡状態または陶酔感をできるだけ速く誘発させたい乱用者にとって特に魅力的である
。
【０００４】
　しかし、乱用可能性を有するオピオイドを含有する遅延放出剤形は、乱用的多量に経口
摂取した場合でも乱用者に所望されるキック（ｋｉｃｋ）を一般に生じないので、乱用者
は、乱用目的で、例えば錠剤またはカプセル剤形態のこれらの剤形を微粉砕し、例えばす
りつぶして、鼻から吸うか、または、水性液体を使用して、このようにして得た粉末から
活性成分を抽出し、得られた溶液を、脱脂綿または紙綿で任意選択的に濾過した後に、非
経口的に、特に静脈内的に投与する。この種の投与は、経口または経鼻乱用よりかなり加
速されたオピオイドレベルの増加を生じて、乱用者に所望される結果、即ち、「キック」
または「ラッシュ」を生じる。
【０００５】
　ＵＳ－Ａ－４，０７０，４９４は、乱用を防止するために、膨潤剤を剤形に添加するこ
とを提案している。オピオイドを抽出するために水を添加した場合、この膨潤剤が膨潤し
、ゲルから分離した濾液が少量の活性成分しか含有しないようにしている。
【０００６】
　ＷＯ９５／２０９４７に開示されている多層錠剤は、非経口乱用を防止する同様の方法
に基づき、該錠剤は、乱用の可能性を有するオピオイド、および少なくとも１つのゲル形
成剤をそれぞれ異なる層に含有する。
【０００７】
　ＷＯ０３／０１５５３１　Ａ２は、非経口乱用を防止する別の方法を開示している。鎮
痛性オピオイドおよび嫌悪剤としての染料を含有する剤形がそれに記載されている。剤形
を不正に変更することによって放出される色は、乱用者が不正に変更された剤形を使用す
る気をなくすことを意図している。
【０００８】
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　乱用を複雑化する他の既知の選択肢は、オピオイドに対する拮抗薬、例えばナロキソン
またはナルテキソン、または生理的防御反応を生じる化合物、例えばトコン（イペカック
）の根、または苦味物質を剤形に添加することを含む。
【発明の開示】
【０００９】
　しかし、オピオイド遅延放出性を有する剤形を乱用するほとんどの場合に、剤形を粉砕
することがやはり必要なので、本発明の目的は、潜在的乱用に一般に利用可能な手段を含
む剤形乱用前の粉砕を複雑化するかまたは防止し、それによって、１日１回正しく投与し
た場合に所望の治療効果を保証するが、単に粉砕するだけでは該剤形からのオピオイドを
乱用に好適な形態に変換することができない、乱用可能性を有するオピオイドの徐放性を
有する剤形を与えることである。
【００１０】
　この目的は、１日１回の投与のために少なくとも１つのオピオイドの徐放性を有する本
発明の乱用防止経口剤形の調製によって達成でき、該剤形は、下記物質を含む。乱用の可
能性を有する少なくとも１つのオピオイドおよび／または少なくとも１つの生理的に許容
可能なその化合物、好ましくは、その塩または溶媒化合物または誘導体、好ましくは、ア
ミド、エステルまたはエーテルおよび／または少なくとも１つの対応する立体異性化合物
、好ましくは、対応するエナンチオマー、立体異性体、ジアステレオマーまたはラセミ化
合物および／または生理的に許容可能なその化合物、例えば、塩または溶媒化合物または
誘導体、例えば、アミド、エーテルまたはエステル（Ａ）、少なくとも１つの合成および
／または天然ポリマー（Ｃ）、任意選択的に、少なくとも１つの遅延放出マトリックス材
料、任意選択的に、少なくとも１つの遅延放出コーティング、任意選択的に、生理的に許
容可能な補助物質（Ｂ）、任意選択的に、少なくとも１つのワックス（Ｄ）。ここで、成
分（Ｃ）または（Ｄ）はそれぞれ、少なくとも５００Ｎ、好ましくは少なくとも７５０Ｎ
の破壊強度を示す。
【００１１】
　前記の最小破壊強度（本出願に開示のように測定）を有する成分（Ｃ）および任意選択
的に（Ｄ）を、好ましくは、剤形も、少なくとも５００Ｎ、好ましくは少なくとも７５０
Ｎの最小破壊強度を示す量で使用することによって、一般的手段での剤形の粉砕、および
その後の乱用、好ましくは経鼻または非経口乱用を、かなり複雑化し得るかまたは防止し
得る。
【００１２】
　剤形を充分に粉砕しなければ、危険でない非経口、特に静脈内または経鼻投与が不可能
であるか、または乱用者が活性成分を抽出するのに時間がかかりすぎるか、または、自発
的放出が起きないので、乱用的経口投与の際にキックが得られないかまたは充分なキック
が得られない。
【００１３】
　本発明によれば、粉砕とは、乱用者に入手可能な一般的手段、例えば、乳棒および乳鉢
、ハンマー、マレット、または力の適用によって粉砕する他の一般的手段を使用して、剤
形を微粉化することを意味する。
【００１４】
　従って、本発明による剤形は、乱用の可能性のあるオピオイドの非経口、経鼻および／
または経口乱用を防止するのに好適である。
【００１５】
　乱用の可能性のあるオピオイドは、使用すべきその投与量およびその製造法と同様に当
業者に既知である。本発明の剤形において、対応するその誘導体、特に、アミド、エステ
ルまたはエーテルの形態、またはそれぞれの場合に対応する生理的に許容可能な化合物の
形態、特にその塩または溶媒化合物の形態において、ラセミ化合物または立体異性体とし
て、存在し得る。本発明の剤形は、複数のオピオイドを投与するのにも好適である。該剤
形は、ヒトまたは哺乳動物、好ましくはヒトへの投与のために、少なくとも２４時間にわ
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たって疼痛を抑制する特定のオピオイドに使用するのが好ましい。
【００１６】
　オピオイドの種類に含まれる物質は、例えば下記の文献から、当業者に既知である。「
Ｏｐｉｏｉｄ　Ａｎａｌｇｅｓｉｃｓ」ｂｙ　Ａｌａｎ　Ｆ．Ｃａｓｙ　ｅｔ　ａｌ．１
９８６　ｅｄｉｔｉｏｎ，特に、ｐａｇｅ　５０８－５１８，Ｐｌｅｎｕｍ　Ｐｕｂｌｉ
ｓｈｉｎｇ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ，「Ａｎａｌｇｅｓｉｃｓ」　ｂｙ　Ｈ．Ｂｕｓｃ
ｈｍａｎｎ，２００２　ｅｄｉｔｉｏｎ，ｐａｇｅ　１７１－２４５，ＷＩＬＥＹ－ＣＨ
Ｆ、および「Ｕｌｌｍａｎｎ’ｓ　Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　ｏｆ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉ
ａｌ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ」　ｂｙ　Ｅｌｍａｒ　Ｆｉｅｄｒｉｃｓ　ｅｔ　ａｌ．，６
ｔｈ　ｅｄｉｔｉｏｎ，ｐａｇｅｓ　１－５３，ＷＩＬＥＹ－ＶＣＨ。それらに列挙され
ているオピオイドおよびそれらの代謝産物が特に好ましい。対応する記載は、引用するこ
とにより本明細書の一部をなすものとする。
【００１７】
　本発明の剤形は、下記を含む群から選択されるオピオイドの乱用を防止するのに極めて
好適である。Ｎ－｛１－［２－（４－エチル－５－オキソ－２－テトラゾリン－１－イル
）エチル］－４－メトキシメチル－４－ピペリジル｝プロピオンアニリド（アルフェンタ
ニル）、アリルプロジン、アルファプロジン、アニレリジン、ベミドン、ベンジルモルフ
ィン、ベジトラミド、１７－シクロプロピルメチル－４，５α－エポキシ－７α［（Ｓ）
－１－ヒドロキシ－１，２，２－トリメチル－プロピル］－６－メトキシ－６，１４－エ
ンド－エタノモルフィナン－３－オール（ブプレノルフィン）、ブトルファノール、カル
フェンタニル、クロニタゼン、（－）－メチル－［３β－ベンゾイルオキシ－２β（１α
Ｈ，５αＨ）－トロパンカルボキシレート］（コカイン）、４，５α－エポキシ－３－メ
トキシ－１７－メチル－７－モルフィネン－６α－オール（コデイン）、デソモルフィン
、デキストロモラミド、（＋）－（１－ベンジル－３－ジメチルアミノ－２－メチル－１
－フェニルプロピル）プロピオネート（デキストロプロポキシフェン）、デゾシン、ジア
ンプロミド、ジアモルフォン、４，５α－エポキシ－３－メトキシ－１７－メチル－６α
－モルフィナノール（ジヒドロコデイン）、４，５α－エポキシ－１７－メチル－３，６
ａ－モルフィナンジオール（ジヒドロモルフィン）、ジメノキサドール、ジメフェタルノ
ール（dimephetamol）、ジメチルチアンブテン、ジオキサフェチルブチレート、ジピパノ
ン、ジヒドロモルフォン、エプタゾシン、エトヘプタジン、エチルメチルチアンブテン、
４，５α－エポキシ－３－エトキシ－１７－メチル－７－モルフィネン－６α－オール（
エチルモルフィン）、エトニタゼン、４，５α－エポキシ－７α－（１－ヒドロキシ－１
－メチルブチル）－６－メトキシ－１７－メチル－６，１４－エンド－エテノ－モルフィ
ナン－３－オール（エトルフィン）、フェンピプラミド、Ｎ－（１－フェネチル－４－ピ
ペリジル）プロピオンアニリド（フェンタニル）、ヘロイン、４，５α－エポキシ－３－
メトキシ－１７－メチル－６－モルフィナノン（ヒドロコドン）、４，５α－エポキシ－
３－ヒドロキシ－１７－メチル－６－モルフィナノン（ヒドロモルホン）、ヒドロキシペ
チジン、イソメサドン、ヒドロキシメチルモルフィナン、１－［４－（３－ヒドロキシフ
ェニル）－１－メチル－４－ピペリジル］－１－プロパノン（ケトベミドン）、（３Ｓ，
６Ｓ）－６－ジメチルアミノ－４，４－ジフェニルヘプタン－３－イルアセテート（レバ
セチルメサドール）、（－）－６－ジメチルアミノ－４，４－ジフェノール－３－ヘプタ
ノン（レボメサドン）、（－）－１７－メチル－３－モルフィナノール（レボルファノー
ル）、レボフェナシルモルファン、レボゼマシン（ｌｅｖｏｘｅｍａｃｉｎ）、ロフェン
タニル、メペリジン、２－メチル－２－プロピルトリメチレンジカルバメート、メプタジ
ノール、メタゾシン、メサドン、メチルモルフィン、メタポン、３－メチルフェンタニル
、４－メチルフェンタニル、４，５α－エポキシ－１７－メチル－７－モルフィネン－３
，６α－ジオール（モルフィン）、モルフィン－６－グルコロニド、ミロフィン、ナルブ
フェン、ナロルフィン、ナルセイン、ニコモルフィン、６－ジメチルアミノ－４，４－ジ
フェニル－３－ヘキサノン（ノルメサドン）、ノルモルフィン、ノルピパノン、Ｐａｐａ
ｖｅｒ　ｓｏｍｎｉｆｅｒｕｍ種に属する植物の分泌物（オピウム）、４，５α－エポキ
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シ－１４－ヒドロキシ－３－メトキシ－１７－メチル－６－モルフィナノン（オキシコド
ン）、オキシモルホン、Ｐａｐａｖｅｒ　ｓｏｍｎｉｆｅｒｕｍ種（亜種ｓｅｔｉｇｅｒ
ｕｍを含む）に属する植物および植物の一部（Ｐａｐａｖｅｒ　ｓｏｍｎｉｆｅｒｕｍ）
、パパベレタム、１，２，３，４，５，６－ヘキサヒドロ－６，１１－ジメチル－３－（
３－メチル－２－ブテニル）－２，６－メタノ－３－ベンザゾシン－８－オール（ペンタ
ゾシン）、エチル－（１－メチル－４－フェニル－４－ピペリジンカルボキシレート）（
ペチジン）、フェナドキソン、フェノモルファン、フェナゾシン、フェノペリジン、ピミ
ノジン、フォルコデイン、１’－（３－シアノ－３，３－ジフェニルプロピル）［１，４
’－ビピペリジン］－４’－カルボキサミド（ピリトラミド）、プロヘプタジン、プロメ
ドール、プロペリジン、プロポキシフェン、メチル｛３－［４－メトキシカルボニル－４
－（Ｎ－フェニルプロパンアミド）ピペリジノ］プロパノエート｝（レミフェンタニル）
、Ｎ－｛４－メトキシメチル－１－［２－（２－チエニル）エチル］－４－ピペリジル｝
プロピオンアニリド（スフェンタニル）、エチル（２－ジメチルアミノ－１－フェニル－
３－シクロヘキセン－１－カルボキシレート（チリジン、シスおよびトランス）、テバイ
ン、トラマドール、（１Ｒ，２Ｒ，４Ｓ）－２－（ジメチルアミノ）メチル－４－（ｐ－
フルオロベンジルオキシ）－１－（ｍ－メトキシ－フェニル）シクロヘキサノール、（１
Ｒ，２Ｒ）－３－（２－ジメチルアミノメチル－シクロヘキシル）フェノール、（１Ｓ，
２Ｓ）－３－（３－ジメチルアミノ－１－エチル－２－メチル－プロピル）フェノール、
（２Ｒ，３Ｒ）－１－ジメチルアミノ－３（３－メトキシフェニル）－２－メチル－ペン
タン－３－オール、（１ＲＳ、３ＲＳ，６ＲＳ）－６－ジメチルアミノメチル－１－（３
－メトキシフェニル）－シクロヘキサン－１，３－ジオール、好ましくはラセミ化合物と
して、３－（２－ジメチル－アミノメチル－１－ヒドロキシ－シクロヘキシル）フェニル
２－（４－イソブトキシ－フェニル）プロピオネート、３－（２－ジメチルアミノメチル
－１－ヒドロキシ－シクロヘキシル）フェニル２－（６－メトキシ－ナフタレン－２－イ
ル）プロピオネート、３－（２－ジメチルアミノメチル－シクロヘキサ－１－エニル）－
フェニル２－（４－イソブチル－フェニル）プロピオネート、３－（２－ジメチルアミノ
メチル－シクロヘキサ－１－エニル）－フェニル２－（６－メトキシ－ナフタレン－２－
イル）プロピオネート、（ＲＲ－ＳＳ）－２－アセトキシ－４－トリフルオロメチル－安
息香酸３－（２－ジメチルアミノメチル－１－ヒドロキシ－シクロヘキシル）－フェニル
エステル、（ＲＲ－ＳＳ）－２－ヒドロキシ－４－トリフルオロメチル－安息香酸３－（
２－ジメチルアミノメチル－１－ヒドロキシ－シクロヘキシル）－フェニルエステル、（
ＲＲ－ＳＳ）－４－クロロ－２－ヒドロキシ－安息香酸３－（２－ジメチルアミノメチル
－１－ヒドロキシ－シクロヘキシル）－フェニルエステル、（ＲＲ－ＳＳ）－２－ヒドロ
キシ－４－メチル－安息香酸３－（２－ジメチルアミノメチル－１－ヒドロキシ－シクロ
ヘキシル）－フェニルエステル、（ＲＲ－ＳＳ）－２－ヒドロキシ－４－メトキシ－安息
香酸３－（２－ジメチルアミノメチル－１－ヒドロキシ－シクロヘキシル）－フェニルエ
ステル、（ＲＲ－ＳＳ）－２－ヒドロキシ－５－ニトロ－安息香酸３－（２－ジメチルア
ミノメチル－１－ヒドロキシ－シクロヘキシル）－フェニルエステル、（ＲＲ－ＳＳ）－
２’，４’－ジフルオロ－３－ヒドロキシ－ビフェニル－４－カルボン酸３－（２－ジメ
チルアミノメチル－１－ヒドロキシ－シクロヘキシル）－フェニルエステル、ならびに対
応する立体異性化合物、各場合に、対応するその誘導体、特に、アミド、エステルまたは
エーテル、および、各場合に、生理的に許容可能なその化合物、特にその塩および溶媒化
合物、特に好ましくは、塩酸塩、硫酸塩、サッカリン塩、活性代謝産物、ジフェノキシレ
ート、レボメサドン、ノルチリジン、ピリトラミドおよびビミノール。
【００１８】
　本発明の剤形は、下記を含む群から選択されるオピオイド活性成分の乱用を防止するの
に特に好適である。オキシコドン、ヒドロモルホン、モルフィン、オキシモルホン、トラ
マドールおよび生理的に許容可能なそれらの誘導体または化合物、好ましくはそれらの塩
および溶媒化合物、好ましくは、それらの塩酸塩、硫酸塩、サッカリン塩、および／また
はそれらの立体異性体または対応する化合物および／または誘導体。
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【００１９】
　さらに、本発明の剤形は、下記を含む群から選択されるオピオイド活性成分の乱用を防
止するのにも特に好適である。（２Ｒ，３Ｒ）－１－ジメチルアミノ－３－（３－メトキ
シフェニル）－２－メチル－ペンタン－３－オール、（１ＲＳ，３ＲＳ，６ＲＳ）－６－
ジメチルアミノメチル－１－（３－メトキシフェニル）－シクロヘキサン－１，３－ジオ
ール、（１Ｒ，２Ｒ）－３－（２－ジメチルアミノメチル－シクロヘキシル）フェノール
、生理的に許容可能なそれらの塩、好ましくは、塩酸塩、硫酸塩、サッカリン塩、生理的
に許容可能なエナンチオマー、立体異性体、ジアステレオマーおよびラセミ化合物、およ
び生理的に許容可能なそれらの誘導体、好ましくは、エーテル、エステルまたはアミド。
【００２０】
　これらの化合物およびそれらの製造方法は、それぞれ、ＥＰ－Ａ－６９３４７５および
ＥＰ－Ａ－７８０３６９に記載されている。対応する記載は、引用することにより本明細
書の一部をなすものとする。
【００２１】
　遅延放出剤形における投与量は、１日１回の投与が確実にされるように選択される。対
応する投与量は、当業者に既知である。
【００２２】
　本発明の剤形における活性成分の含有量は、好ましくは０．０５～８０ｗｔ％、特に好
ましくは０．０５～６０ｗｔ％、極めて特に好ましくは０．０５～４０ｗｔ％である。
【００２３】
　本発明の剤形に必要な破壊強度を得るために、本出願に開示されている方法を使用して
測定される破壊強度、少なくとも５００Ｎ、好ましくは７５０Ｎを有する少なくとも１つ
の合成、半合成または天然ポリマー（Ｃ）を使用する。好ましくは、この目的のために、
少なくとも１つのポリマーを、下記を含む群から選択する。ポリアルキレンオキシド、好
ましくは、ポリメチレンオキシド、ポリエチレンオキシド、ポリプロピレンオキシド、ポ
リオレフィン、好ましくは、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリビニルクロリド、ポリ
カーボネート、ポリスチレン、ポリ（メタ）アクリレート、それらのコポリマー、および
前記ポリマーまたはポリマー種の少なくとも２つの混合物。特に好ましくは、水溶性また
は水膨潤性ポリマーを使用する。高分子量熱可塑性ポリアルキレンオキシドが好ましい。
レオロジー的測定によって測定して、少なくとも５０万、好ましくは１００万～１５００
万の分子量を有するポリエチレンオキシドが特に好ましい。これらのポリエチレンオキシ
ドは、２５℃において、下記に示す粘度を有する。モデルＲＶＦ　Ｂｒｏｏｋｆｉｅｌｄ
粘度計（スピンドル番号２／回転速度２ｒｐｍ）を使用し、５ｗｔ％水溶液において測定
して４５００～１７６００ｃＰ。前記粘度計（但し、スピンドル番号１または３／回転速
度１０ｒｐｍ）を使用し、２ｗｔ％水溶液において測定して４００～４０００ｃＰ。また
は前記粘度計（但し、スピンドル番号２／回転速度２ｒｐｍ）を使用し、１ｗｔ％水溶液
において測定して１６５０～１００００ｃＰ（Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ｐｈａｒｍａｃ
ｅｕｔｉｃａｌ　Ｅｘｃｉｐｉｅｎｔｓ　ｂｙ　Ｒａｙｍｏｎｄ　Ｃ．Ｒｏｗｅ　ｅｔ　
ａｌ．，４ｔｈ　ｅｄｉｔｉｏｎ，２００３，ｐａｇｅ　４６０参照）。
【００２４】
　ポリマーを好ましくは粉末として使用して、本発明の剤形を製造する。該ポリマーは、
水溶性または水膨潤性であってよい。
【００２５】
　成分（Ｃ）は、剤形の全重量に対して、好ましくは２０～９９．９ｗｔ％、特に好まし
くは少なくとも３５ｗｔ％、極めて特に好ましくは少なくとも５０ｗｔ％の量で使用され
る。
【００２６】
　使用し得る補助物質（Ｂ）は、固体剤形の配合に関して既知の一般的な補助物質である
。これらは、好ましくは、可塑剤、例えば、０．０１～２０ｗｔ％、特に好ましくは１５
ｗｔ％まで、極めて特に好ましくは１０ｗｔ％までの量のポリエチレングリコール、活性
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成分の放出に影響を与える下記の補助物質、好ましくは疎水性または親水性、好ましくは
親水性ポリマー、極めて特に好ましくはヒドロキシプロピルメチルセルロースまたはヒド
ロキシプロピルセルロース、および／または酸化防止剤である。好適な酸化防止剤は、ア
スコルビン酸、ブチルヒドロキシアニソール、ブチルヒドロキシトルエン、アスコルビン
酸の塩、モノチオグリセロール、亜リン酸、ビタミンＣ、ビタミンＥおよびその誘導体、
二亜硫酸ナトリウム、特に好ましくはブチルヒドロキシトルエン（ＢＨＴ）またはブチル
ヒドロキシアニソール（ＢＨＡ）およびα－トコフェロールである。
【００２７】
　酸化防止剤は、剤形の全重量に対して０．０１～１０ｗｔ％、好ましくは０．０３～５
ｗｔ％の量で使用するのが好ましい。
【００２８】
　さらに、前記ポリマーに加えて、本出願に開示する方法を使用して測定される破壊強度
少なくとも５００Ｎ、好ましくは７５０Ｎを有する少なくとも１つの天然、半合成または
合成ワックス（Ｄ）を付加的に使用して、本発明の剤形に必要な破壊強度が得られる。少
なくとも６０℃の軟化点を有するワックスが好ましい。カルナウバワックスおよび蜜蝋が
特に好ましい。カルナウバワックスが極めて好ましい。カルナウバワックスは、ブラジル
ロウヤシの葉から得られる天然ワックスであり、高くて９０℃の軟化点を有する。ワック
ス成分を付加的に使用する場合、該ワックス成分は、少なくとも１つのポリマー（Ｃ）、
好ましくはポリエチレンオキシドと共に、剤形が本出願に記載する方法を使用して測定し
て少なくとも５００Ｎ、好ましくは少なくとも７５０Ｎの破壊強度を示す量で使用される
。
【００２９】
　本発明の剤形は、その硬度により、一般的な粉砕器具、例えば乳鉢または乳棒を使用し
て、粉砕できないことにおいて顕著に優れている。それによって、経口、非経口、特に静
脈内または経鼻乱用は、実際に不可能にされる。しかし、好ましい実施形態において、本
発明の剤形のあらゆる可能な乱用を防止するために、本発明の剤形は、乱用を複雑化する
かまたは防止する物質を補助物質（Ｂ）としてさらに含有し得る。
【００３０】
　従って、本発明の乱用防止剤形は、乱用可能性を有する少なくとも１つのオピオイドに
加えて、少なくとも１つのポリマー（Ｃ）、および任意選択的に、少なくとも１つのワッ
クス（Ｄ）、補助物質（Ｂ）としての少なくとも１つの下記成分（ａ）～（ｆ）を含んで
よい。
　（ａ）　鼻管（ｎａｓａｌ　ｐａｓｓａｇｅｓ）および／または咽頭を刺激する少なく
とも１つの物質；
　（ｂ）　必要な最少量の水性液体の補助により、好ましくは剤形から得られる水性抽出
物として、ゲルを形成する（該ゲルは、追加量の水性液体への導入時に、好ましくは、視
覚的に識別可能に維持される）少なくとも１つの粘度上昇剤；
　（ｃ）　乱用の可能性を有する本発明のオピオイドの少なくとも１つの拮抗薬；
　（ｄ）　少なくとも１つの催吐剤；
　（ｅ）　嫌悪剤としての少なくとも１つの染料；
　（ｆ）　少なくとも１つの苦味物質。
【００３１】
　成分（ａ）～（ｆ）は、それぞれ、本発明の剤形を乱用から付加的に保護するものとし
てそれ自体で好適である。従って、成分（ａ）は、好ましくは、経鼻、経口および／また
は非経口、好ましくは静脈内乱用に対して剤形を保護するのに好適であり；成分（ｂ）は
、好ましくは、非経口、特に好ましくは静脈内および／または経鼻乱用に対する保護に好
適であり；成分（ｃ）は、好ましくは、経鼻および／または非経口、特に好ましくは静脈
内乱用に対する保護に好適であり；成分（ｄ）は、好ましくは、非経口、特に好ましくは
静脈内、および／または経口および／または経鼻乱用に対する保護に好適であり；成分（
ｅ）は、経口または非経口乱用に対して視覚的抑止物質として好適であり；成分（ｆ）は
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、経口または経鼻乱用に対する保護に好適である。少なくとも１つの前記成分の同時使用
によって、本発明の剤形に関して、より有効に乱用を複雑化し得る。
【００３２】
　１つの実施形態において、本発明の剤形は、（ａ）～（ｆ）の２つ以上の成分の組合せ
、好ましくは、（ａ）、（ｂ）および任意選択的に（ｃ）および／または（ｆ）および／
または（ｅ）の組合せ、または（ａ）、（ｂ）および任意選択的に（ｄ）および／または
（ｆ）および／または（ｅ）の組合せを含んでもよい。
【００３３】
　他の実施形態において、本発明の剤形は、成分（ａ）～（ｆ）の全てを含んでよい。
【００３４】
　本発明の剤形が、成分（ａ）を乱用に対する付加的な保護物として含む場合、本発明に
より考え得る鼻管および／または咽頭刺激物質は、鼻管および／または咽頭を経て投与し
た場合に、乱用者が投与の継続を望まないかまたは継続できないほど不快であるか（例え
ば焼灼感）、または、例えば増加した鼻分泌またはくしゃみによって、対応するオピオイ
ドおよび／またはアヘン剤の摂取を生理的に阻止する身体反応を生じる任意の物質である
。鼻管および／または咽頭を一般に刺激するこれらの物質は、非経口的、特に静脈内的に
投与した場合に、極めて不快な感覚、または耐えられない痛みも生じる場合があり、それ
によって、乱用者は該物質の摂取を望まないかまたは継続することができない。
【００３５】
　鼻管および／または咽頭を刺激する特に好適な物質は、焼灼感、かゆみ、くしゃみ衝動
、分泌物形成の増加、またはこれらの刺激の少なくとも２つの組合せを生じる物質である
。一般に使用される適切な物質およびその量は、それ自体で当業者に既知であるか、また
は簡単な予備試験によって同定し得る。
【００３６】
　成分（ａ）の鼻管および／または咽頭刺激物質は、好ましくは、少なくとも１つの辛味
物質薬（hot substance drug）の１つ以上の成分または辛物質薬の１つ以上の植物部分に
基づく。
【００３７】
　対応する辛味物質薬は、それ自体で当業者に既知であり、例えば下記に記載されている
。「Ｐｈａｒｍａｚｅｕｔｉｓｃｈｅ　Ｂｉｏｌｏｇｉｅ－Ｄｒｏｇｅｎ　ｕｎｄ　ｉｈ
ｒｅ　Ｉｎｈａｌｔｓｓｔｏｆｆｅ」　ｂｙ　Ｐｒｏｆ．Ｄｒ．Ｈｉｌｄｅｂｅｒｔ　Ｗ
ａｇｎｅｒ，２ｎｄ．，ｒｅｖｉｓｅｄ　ｅｄｉｔｉｏｎ，Ｇｕｓｔａｖ　Ｆｉｓｃｈｅ
ｒ　Ｖｅｒｌａｇ，Ｓｔｕｔｔｇａｒｔ－Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，１９８２，ｐａｇｅｓ　８
２以下参照。対応する記載は、引用することにより本明細書の一部をなすものとする。
【００３８】
　Ａｌｌｉｉ　ｓａｔｉｖｉ　ｂｕｌｂｕｓ（ニンニク）、Ａｓａｒｉ　ｒｈｉｚｏｍａ
　ｃｕｍ　ｈｅｒｂａ（アサルム根および葉）、Ｃａｌａｍｉ　ｒｈｉｚｏｍａ（ショウ
ブ根）、Ｃａｐｓｉｃｉ　ｆｒｕｃｔｕｓ（トウガラシ）、Ｃａｐｓｉｃｉ　ｆｒｕｃｔ
ｕｓ　ａｃｅｒ（カイエンヌペッパー）、Ｃｕｒｃｕｍａｅ　ｌｏｎｇａｅ　ｒｈｉｚｏ
ｍａ（ウコン根）、Ｃｕｒｃｕｍａｅ　ｘａｎｔｈｏｒｒｈｉｚａｅ　ｒｈｉｚｏｍａ（
ジャワウコン根）、Ｇａｌａｎｇａｅ　ｒｈｉｚｏｍａ（ガランガ根）、Ｍｙｒｉｓｔｉ
ｃａｅ　ｓｅｍｅｎ（ニクズク）、Ｐｉｐｅｒｉｓ　ｎｉｇｒｉ　ｆｒｕｃｔｕｓ（コシ
ョウ）、Ｓｉｎａｐｉｓ　ａｌｂａｅ　ｓｅｍｅｎ（シロガラシ種子）、Ｓｉｎａｐｉｓ
　ｎｉｇｒｉ　ｓｅｍｅｎ（クロガラシ種子）、Ｚｅｄｏａｒｉａｅ　ｒｈｉｚｏｍａ（
ツェドリア根）およびＺｉｎｇｉｂｅｒｉｓ　ｒｈｉｚｏｍａ（ショウガ根）からなる群
、特に好ましくは、Ｃａｐｓｉｃｉ　ｆｒｕｃｔｕｓ（トウガラシ）、Ｃａｐｓｉｃｉ　
ｆｒｕｃｔｕｓ　ａｃｅｒ（カイエンヌペッパー）およびＰｉｐｅｒｉｓ　ｎｉｇｒｉ　
ｆｒｕｃｔｕｓ（コショウ）からなる群から選択される少なくとも１つの辛味物質薬の１
つ以上の成分を、成分（ａ）として本発明の剤形に添加するのが好ましい。
【００３９】
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　辛味物質薬の成分は、好ましくは、ｏ－メトキシ（メチル）フェノール化合物、酸アミ
ド化合物、マスタードオイルまたはスルフィド化合物またはそれらから誘導される化合物
を含む。
【００４０】
　特に好ましくは、辛味物質薬の少なくとも１つの成分は、ミリスチシン、エレミシン、
イソオイゲノール、α－アサロン、サフロール、ジンゲロール、キサントリゾール、カプ
サイシノイド、好ましくは、カプサイシン、カプサイシン誘導体、例えば、Ｎ－バニリル
－９Ｅ－オクタデセンアミド、ジヒドロカプサイシン、ノルジヒドロカプサイシン、ホモ
カプサイシン、ノルカプサイシンおよびノモルカプサイシン、ピペリン、好ましくはトラ
ンス－ピペリン、グルコシノレート、好ましくは、不揮発性マスタードオイルに基づき、
特に好ましくは、ｐ－ヒドロキシベンジルマスタードオイル、メチルメルカプトマスター
ドオイルまたはメチルスルホニルマスタードオイルに基づき、およびこれらの成分から誘
導される化合物からなる群から選択される。
【００４１】
　本発明の剤形は、対応する辛味物質薬の植物部分を、投与単位の全重量に対して、好ま
しくは０．０１～３０ｗｔ％、特に好ましくは０．１～０．５ｗｔ％の量で含有し得る。
【００４２】
　対応する辛味物質薬の１つ以上の成分を使用する場合、本発明の投与単位におけるその
量は、投与単位の全重量に対して好ましくは０．００１～０．００５ｗｔ％である。
【００４３】
　本発明の剤形の乱用を防止する他の選択肢は、少なくとも１つの粘度上昇剤を付加的乱
用防止成分（ｂ）として剤形に添加することであり、該粘度上昇剤は、必要な最少量の水
性液体の補助により、好ましくは剤形から得られる水性抽出物として、ゲルを形成し、該
ゲルは、追加量の水性液体に導入した際に、安全に投与することが実質的に不可能であり
、かつ、好ましくは、視覚的に識別可能に維持される。
【００４４】
　本出願の目的のために、視覚的に識別可能とは、必要な最少量の水性液体を用いて形成
されるオピオイド含有ゲルまたはアヘン剤含有ゲルが、好ましくは皮下注射針を用いて、
追加量の水性液体に３７℃で導入された際に、実質的に不溶性かつ粘着性に維持され、非
経口的、特に静脈内的に安全に投与し得るように簡単に分散させることができないことを
意味する。該物質は、少なくとも１分間、好ましくは少なくとも１０分間、視覚的に識別
可能に維持されることが好ましい。
【００４５】
　粘度を上昇させてゲルにすることは、それを針に通すこと、または注射することをより
困難にするか、さらには不可能にする。ゲルが視覚的に識別可能に維持される場合、これ
は以下のことを意味する。例えば血液中への注射によって、追加量の水性液体に導入する
際に得られるゲルが、初めに、極めて粘着性の糸の形態に維持され、これは、実際に、機
械的に、より小さい断片に分解し得るが、非経口的、特に静脈内的に安全に投与し得るよ
うに分散または溶解することができない。少なくとも１つの付加的存在成分（ａ）、（ｄ
）～（ｆ）との組合せにおいて、これは、付加的に、不快な焼灼感、嘔吐、不快な風味（
ｂａｄ　ｆｌａｖｏｕｒ）および／視覚的な抑止を生じる。
【００４６】
　そのようなゲルの静脈内投与は、乱用者の健康への重大な損傷に関係した血管の閉塞を
生じる可能性が高い。
【００４７】
　粘度上昇剤が、本発明の剤形に使用する成分（ｂ）として好適であるかを確認するため
に、オピオイドおよび／またはアヘン剤を粘度上昇剤と混合し、２５℃の温度で水１０ｍ
Ｌに懸濁させる。これによって、前記条件を満たすゲルが形成された場合、対応する粘度
上昇剤は、本発明の剤形の乱用を付加的に防止するかまたは阻止するのに好適である。
【００４８】
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　本発明の方法によって得られる剤形に成分（ｂ）を添加する場合、好ましくは、下記を
含む群から選択される１つ以上の粘度上昇剤を使用する。１１ｗｔ％カルボキシメチルセ
ルロースナトリウムを含有する微結晶性セルロース（Ａｖｉｃｅｌ（登録商標）ＲＣ　５
９１）、カルボキシメチルセルロースナトリウム（Ｂｌａｎｏｓｅ（登録商標）、ＣＭＣ
－Ｎａ　Ｃ３００Ｐ（登録商標）、Ｆｒｉｍｕｌｓｉｏｎ　ＢＬＣ－５（登録商標）、Ｔ
ｙｌｏｓｅ　Ｃ３００　Ｐ（登録商標））、ポリアクリル酸（Ｃａｒｂｏｐｏｌ（登録商
標）９８０ＮＦ、Ｃａｒｂｏｐｏｌ（登録商標）９８１）、イナゴマメ粉（Ｃｅｓａｇｕ
ｍ（登録商標）ＬＡ－２００、Ｃｅｓａｇｕｍ（登録商標）ＬＩＤ／１５０、Ｃｅｓａｇ
ｕｍ（登録商標）ＬＮ－１）、ペクチン（好ましくは柑橘類果実またはリンゴから）（Ｃ
ｅｓａｐｅｃｔｉｎ（登録商標）ＨＭ　Ｍｅｄｉｕｍ　Ｒａｐｉｄ　Ｓｅｔ）、ワックス
様トウモロコシデンプン（Ｃ*Ｇｅｌ　０４２０１（登録商標））、アルギン酸ナトリウ
ム（Ｆｒｉｍｕｌｓｉｏｎ　ＡＬＧ（Ｅ４０１）（登録商標））、グアール粉（Ｆｒｉｍ
ｕｌｓｉｏｎ　ＢＭ（登録商標）、Ｐｏｌｙｇｕｍ　２６／１－７５（登録商標））、イ
オタカラゲナン（Ｆｒｉｍｕｌｓｉｏｎ　Ｄ０２１（登録商標））、カラヤガム、ゲラン
ガム（Ｋｅｌｃｏｇｅｌ　Ｆ（登録商標）、Ｋｅｌｃｏｇｅｌ　ＬＴ１００（登録商標）
）、ガラクトマンナン（Ｍｅｙｐｒｏｇａｔ　１５０（登録商標））、タラストーン粉（
ｔａｒａ　ｓｔｏｎｅ　ｆｌｏｕｒ）（Ｐｏｌｙｇｕｍ　４３／１（登録商標））、アル
ギン酸プロピレングリコール（Ｐｒｏｔａｎａｌ－Ｅｓｔｅｒ　ＳＤ－ＬＢ（登録商標）
）、ヒアルロン酸ナトリウム、トラガカント、タラガム（Ｖｉｄｏｇｕｍ　ＳＰ　２００
（登録商標））、発酵多糖ウェランガム（fermented polysaccharide welan gum）（Ｋ１
Ａ９６）、キサンタンガムのようなキサンタン（Ｘａｎｔｕｒａｌ　１８０（登録商標）
）。キサンタンが特に好ましい。括弧内に記載した名称は、前記物質がそれによって商業
的に既知の商品名である。一般に、剤形の全量に対して０．１～２０ｗｔ％、特に好まし
くは０．１～１５ｗｔ％の量の前記粘度上昇剤が、前記条件を満たすのに充分である。
【００４９】
　成分（ｂ）の粘度上昇剤は、適用される場合に、一用量単位につき、即ち一投与単位に
つき、少なくとも５ｍｇの量で本発明の剤形に存在するのが好ましい。
【００５０】
　特に好ましい本発明の実施形態において、成分（ｂ）として使用される粘度上昇剤は、
好ましくは必要な最少量の水性液体での剤形からの抽出によって、気泡を閉じ込めたゲル
を形成する粘度上昇剤である。得られるゲルは混濁した外観によって識別され、外観は、
潜在的な乱用者に付加的な視覚的警告を与え、乱用者がゲルを非経口投与するのを思いと
どまらせる。
【００５１】
　成分（Ｃ）も、場合により、必要な最少量の水性液体を用いてゲルを形成する付加的粘
度上昇剤として作用し得る。
【００５２】
　粘度上昇成分と、本発明の剤形の他の成分とを、相互に空間的に分離して配置すること
もできる。
【００５３】
　さらに、乱用を思いとどまらせ、防止するために、本発明の剤形は、成分（ｃ）、即ち
、乱用の可能性のあるオピオイドおよび／またはアヘン剤の１つ以上の拮抗薬をさらに含
んでよく、該拮抗薬は、好ましくは、本発明の剤形の残りの成分から空間的に分離してい
るのが好ましく、正しく使用された場合に、どのような作用も示さないようになっている
。
【００５４】
　オピオイドの乱用を防止するのに好適な拮抗薬は、それ自体で当業者に既知であり、そ
れ自体で、または対応する誘導体、特にエステルまたはエーテルの形態、または各場合に
、対応する生理的に許容可能な化合物の形態、特にその塩または溶媒化合物の形態で、本
発明の剤形に存在し得る。
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【００５５】
　使用される拮抗薬は、好ましくは、ナロキソン、ナルトレキソン、ナルメフェン、ナリ
ド（nalide）およびナルメキソン（nalmexone）を含む群から選択され、各場合に、対応
する生理的に許容可能な化合物の形態、特に、塩基、塩または溶媒化合物の形態であって
よい。成分（ｃ）が使用される場合、対応する拮抗薬は、一剤形につき、即ち一投与単位
につき、好ましくは少なくとも１ｍｇの量で、特に好ましくは３～１００ｍｇの量で、極
めて特に好ましくは５～５０ｍｇの量で使用される。
【００５６】
　本発明の剤形は、拮抗薬成分を、好ましくは、当業者に既知の一般的な治療用量で含み
、特に好ましくは、一投与単位につき、この用量の２～３倍の量で含む。
【００５７】
　本発明の剤形の乱用を付加的に思いとどまらせ、防止するための組合せが、成分（ｄ）
を含む場合、それは少なくとも１つの催吐剤を含んでよく、該催吐剤は、本発明の剤形の
他の成分から空間的に離れた配置で存在するのが好ましく、正しく使用された場合は、体
内でその作用を示さないようになっている。
【００５８】
　オピオイドの乱用を付加的に防止するための好適な催吐剤は、それ自体で当業者に既知
であり、それ自体で、または対応する誘導体、特にエステルまたはエーテルの形態、また
は各場合に、対応する生理的に許容可能な化合物の形態、特にその塩または溶媒化合物の
形態で、本発明の剤形に存在し得る。
【００５９】
　例えば「Ｐｈａｒｍａｚｅｕｔｉｓｃｈｅ　Ｂｉｏｌｏｇｉｅ－Ｄｒｏｇｅｎ　ｕｎｄ
　Ｉｈｒｅ　Ｉｎｈａｌｔｓｓｔｏｆｆｅ」ｂｙ　Ｐｒｏｆ．Ｄｒ．Ｈｉｌｄｅｂｅｒｔ
　Ｗａｇｎｅｒ，２ｎｄ，ｒｅｖｉｓｅｄ　ｅｄｉｔｉｏｎ，Ｇｕｓｔａｖ　Ｆｉｓｃｈ
ｅｒ　Ｖｅｒｌａｇ，Ｓｔｕｔｔｇａｒｔ，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ１９８２に記載されている
ように、トコン（イペカック）根の１つ以上の成分に基づく、好ましくは成分エメチンに
基づく催吐剤を、本発明の剤形に関して考えるのが好ましい。対応する文献の記載は、引
用することにより本明細書の一部をなすものとする。
【００６０】
　本発明の剤形は、成分（ｄ）として、催吐性エメチンを、一剤形につき、即ち一投与単
位につき、好ましくは少なくとも３ｍｇ、特に好ましくは少なくとも１０ｍｇ、極めて特
に好ましくは少なくとも２０ｍｇの量で含むのが好ましい。
【００６１】
　アポモルヒネも、付加的乱用防止用の催吐剤として、一投与単位につき、好ましくは少
なくとも３ｍｇ、特に好ましくは少なくとも５ｍｇ、極めて特に好ましくは少なくとも７
ｍｇの量で使用するのが好ましい。
【００６２】
　本発明の剤形が、成分（ｅ）を付加的乱用防止補助物質として含有する場合、そのよう
な染料の使用は、特に、非経口、好ましくは静脈内投与のために、オピオイドを抽出しよ
うとする際に、対応する水溶液の濃い着色を生じ、該着色は潜在的乱用者に抑止として作
用し得る。オピオイドの水抽出によって一般に開始される経口乱用も、この着色によって
防止し得る。好適な染料、および必要とされる抑止に必要なその量は、ＷＯ０３／０１５
５３１にみられ、対応する開示は、引用することにより本明細書の一部をなすものとする
。
【００６３】
　本発明の剤形が、成分（ｆ）を付加的乱用防止補助物質として含有する場合、少なくと
も１つの苦味物質の添加、およびその後の剤形の香りの悪化が、経口および／または経鼻
乱用を付加的に防止する。
【００６４】
　好適な苦味物質および使用に有効なその量は、ＵＳ２００３／００６４０９９にみられ
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、対応するその開示は引用することにより本明細書の一部をなすものとする。好適な苦味
物質は、好ましくは芳香油、好ましくは、ハッカ油、ユーカリ油、苦扁桃油、メントール
、果実芳香物質、好ましくは、レモン、オレンジ、ライム、グレープフルーツまたはそれ
らの混合物からの芳香物質、および／または安息香酸デナトニウム（Ｂｉｔｒｅｘ（登録
商標））である。安息香酸デナトニウムを使用するのが特に好ましい。
【００６５】
　１日１回の投与を確実にするために、本発明の剤形は、乱用可能性を有するオピオイド
および／またはアヘン剤を、少なくとも部分的に遅延放出形態で含み、その場合、活性成
分の遅延放出は、当業者に既知の一般的物質および方法を用いて、例えば、遅延放出マト
リックスにオピオイドを埋め込むことによるか、または１つ以上の遅延放出コーティング
を適用することによって、達成し得る。しかし、オピオイド放出は、各場合に、前記の条
件が満たされるように、例えば、剤形を正しく投与した場合に、任意選択的に存在する成
分（ｃ）および／または（ｄ）が損傷作用を示し得る前に、オピオイドが実質的に完全に
放出されるように、調節すべきである。特に、オピオイドの放出は、少なくとも２４時間
にわたる鎮痛作用を確実にすべきである。
【００６６】
　本発明の剤形からのオピオイドの放出が、少なくとも１つの遅延放出コーティングを用
いて調節される場合、該遅延放出コーティングは、当業者に既知の一般的物質からなって
よい。
【００６７】
　本発明の剤形の好ましい実施形態において、遅延放出コーティングは、水不溶性の任意
選択的に改質された天然および／または合成ポリマーに基づくか、または天然、半合成ま
たは合成ワックスに基づくか、または脂肪または脂肪アルコールに基づくか、または前記
成分の少なくとも２つの混合物に基づくのが好ましい。
【００６８】
　遅延放出コーティングを製造するために、水不溶性ポリマーは、好ましくは、下記物質
を含む。ポリ（メタ）アクリレート、特に好ましくは、ポリ（Ｃ1-4）－アルキル（メタ
）アクリレート、ポリ（Ｃ1-4）－ジアルキルアミノ－（Ｃ1-4）－アルキル（メタ）アク
リレートおよび／またはそれらのコポリマー、極めて特に好ましくは、モノマーのモル比
が２：１の、エチルアクリレートとメチルメタアクリレートとのコポリマー（Ｅｕｄｒａ
ｇｉｔ　ＮＥ３０Ｄ（登録商標））、モノマーのモル比が１：２：０．１のエチルアクリ
レート、メチルメタクリレートおよびトリメチルアンモニウムメチルメタクリレートクロ
リドのコポリマー（Ｅｕｄｒａｇｉｔ　ＲＳ（登録商標））、モノマーのモル比が１：２
：０．２のエチルアクリレート、メチルメタクリレートおよびトリメチルアンモニウムメ
チルメタクリレートクロリドのコポリマー（Ｅｕｄｒａｇｉｔ　ＲＬ（登録商標））、ま
たは前記コポリマーのうち少なくとも２つの混合物。これらのコーティング材料は、３０
ｗｔ％水性ラテックス分散物、即ち、Ｅｕｄｒａｇｉｔ　ＲＳ３０Ｄ（登録商標）、Ｅｕ
ｄｒａｇｉｔ　ＮＥ３０Ｄ（登録商標）またはＥｕｄｒａｇｉｔ　ＲＬ３０Ｄ（登録商標
）として商業的に入手可能であり、好ましくは、それ自体でコーティング材料として使用
される。
【００６９】
　さらなる補助物質と任意選択的に組み合わせたポリビニルアセテートも、好ましくは、
本発明の剤形の遅延放出コーティングを製造するための水不溶性ポリマーとして使用し得
る。これらは、２７ｗｔ％のポリビニルアセテート、２．５ｗｔ％のポビドンおよび０．
３ｗｔ％のラウリル硫酸ナトリウムを含有する水性分散物（Ｋｏｌｌｉｃｏａｔ　ＳＲ　
３０Ｄ（登録商標））として商業的に入手可能である。
【００７０】
　他の好ましい実施形態において、本発明の剤形の遅延放出コーティングは、水不溶性セ
ルロース誘導体、好ましくはアルキルセルロース、例えばエチルセルロース、またはセル
ロースエステル、例えばセルロースアセテートに基づく。エチルセルロースまたはセルロ
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ースアセテートのコーティングは、好ましくは、水性疑似ラテックス分散物から適用され
る。水性エチルセルロース疑似ラテックス分散物は、３０ｗｔ％分散物（Ａｑｕａｃｏａ
ｔ（登録商標））または２５ｗｔ％分散物（Ｓｕｒｅｌｅａｓｅ（登録商標））として商
業的に入手可能である。
【００７１】
　遅延放出コーティングが水不溶性の任意選択的に改質された天然および／または合成ポ
リマーを主成分とする場合、必要な最低フィルム温度を低下させるために、コーティング
分散液または溶液は、対応するポリマーに加えて、当業者に既知の一般的な生理的に許容
可能な可塑剤を含んでよい。
【００７２】
　好適な可塑剤は、例えば、下記の可塑剤である。Ｃ6－Ｃ40脂肪族または芳香族ジカル
ボン酸およびＣ1－Ｃ8脂肪族アルコールからの親油性ジエステル、例えば、ジブチルフタ
レート、ジエチルフタレート、ジブチルセバケートまたはジエチルセバケート、クエン酸
の親水性または親油性エステル、例えば、トリエチルシトレート、トリブチルシトレート
、アセチルトリブチルシトレートまたはアセチルトリエチルシトレート、ポリエチレング
リコール、プロピレングリコール、グリセロールのエステル、例えば、トリアセチン、Ｍ
ｙｖａｃｅｔ（登録商標）（アセチル化モノ－およびジグリセリド、Ｃ23Ｈ44Ｏ5～Ｃ25

Ｈ47Ｏ7）、中鎖トリグリセリド（Ｍｉｇｌｙｏｌ（登録商標））、オレイン酸または前
記可塑剤のうち少なくとも２つの混合物。Ｅｕｄｒａｇｉｔ　ＲＳ（登録商標）および任
意選択的にＥｕｄｒａｇｉｔ　ＲＬ（登録商標）の水性分散物は、好ましくはトリエチル
シトレートを含有する。
【００７３】
　本発明による剤形の遅延放出コーティングは、可塑剤を、使用されるポリマーの量に対
して、好ましくは５～５０ｗｔ％、特に好ましくは１０～４０ｗｔ％、極めて特に好まし
くは１０～３０ｗｔ％の量で含有する。各場合に、例えば、酢酸セルロースに関して、よ
り多い量の可塑剤を使用することもできる。
【００７４】
　さらに、遅延放出コーティングは、当業者に既知の他の一般的な補助物質、例えば、ス
リップ剤、好ましくはタルカムまたはグリセロールモノステアレート、着色顔料、好まし
くは酸化鉄または二酸化チタン、または界面活性剤、例えばＴｗｅｅｎ　８０（登録商標
）を含んでよい。
【００７５】
　オピオイドに関して得られる放出プロフィールは、当業者に既知の一般的方法、例えば
、コーティングの厚さ、または付加的補助物質をコーティングの成分として使用すること
によって、さらに調節し得る。好適な補助物質は、例えば、親水性またはｐＨ依存性増孔
剤、例えば、ナトリウムカルボキシメチルセルロース、セルロースアセテートフタレート
、ヒドロキシプロピルメチルセルロースアセテートスクシネート、ラクトース、ポリエチ
レングリコールまたはマンニトールまたは水溶性ポリマー、例えば、ポリビニルピロリド
ンまたは水溶性セルロース、好ましくはヒドロキシプロピルメチルセルロースまたはヒド
ロキシプロピルセルロースである。
【００７６】
　オピオイドの放出用の本発明の剤形は、胃液に耐性の、ｐＨ依存的に溶解するコーティ
ングをさらに含んでもよい。このコーティングは、本発明の剤形が、溶解せずに胃を通過
し、腸に到達するまでオピオイドが放出されないようにし得る。
【００７７】
　胃液に耐性のコーティングは、メタクリル酸／アルキルメタクリレートコポリマー、好
ましくはメチルメタクリレート、例えば、特定モノマーのモル比１：１～１：２のメタク
リル酸またはエチレンメタクリレートコポリマー、例えば、Ｅｕｄｒａｇｉｔ　Ｌ（登録
商標）、Ｅｕｄｒａｇｉｔ　Ｓ（登録商標）、Ｅｕｄｒａｇｉｔ　Ｌ３０Ｄ－５５（登録
商標）、Ｅｕｄｒａｇｉｔ　ＦＳ（登録商標）に基づくのが好ましい。
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【００７８】
　遅延放出コーティングは、当業者に既知の一般法によって、例えば、溶液、分散液また
は懸濁液の吹き付け、溶融法、または粉末適用法によって、適用し得る。溶液、分散液ま
たは懸濁液は、水性または有機溶液または分散液の形態で使用し得る。水性分散液をこれ
に関して使用するのが好ましい。使用し得る有機溶媒は、アルコール、例えば、エタノー
ルまたはイソプロパノール、ケトン、例えば、アセトン、エステル、例えば酢酸エチルで
あり、好ましくはアルコールおよびケトンを使用する。被覆方法は、先行技術、例えば、
Ｈ．Ｓｕｃｋｅｒ，Ｇｅｏｒｇ　Ｔｈｉｅｍｅ　Ｖｅｒｌａｇ，１９９１，ｐａｇｅｓ　
３４７以下から既知である。それらは、引用することにより本明細書の一部をなすものと
する。
【００７９】
　本発明の剤形が多粒子形態（multiparticulate form）である場合、遅延放出コーティ
ングは、好ましくは、以下のように適用される。オピオイドを含有する多粒子形態を、そ
の製造後に、特定ポリマーおよび任意選択的に付加的な補助物質で、水性および／または
有機媒質から、好ましくは水性媒質から、流動床法を用いてコーティングし、該コーティ
ングは、好ましくは、流動床において通常温度で同時に乾燥させる。
【００８０】
　ポリ（メタ）アクリレートに基づくコーティングは、好ましくは３０～５０℃、特に好
ましくは３５～４５℃の温度で乾燥させる。セルロースに基づくコーティング、例えばエ
チルセルロースについては、乾燥を好ましくは５０～８０℃、特に好ましくは５５～６５
℃の温度で行う。必要であれば、安定な放出プロフィールを得るために、乾燥後、付加的
に温度調節処理を行ってよい。
【００８１】
　本発明の剤形からの活性成分遅延放出は、遅延放出マトリックスにオピオイドを埋め込
むことによって行ってもよい。
【００８２】
　遅延放出マトリックスに使用し得る材料は、好ましくは生理的に許容可能な親水性ポリ
マー、好ましくは、セルロースエーテル、セルロースエステルおよび／またはアクリル樹
脂である。エチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシプロピ
ルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、メチルセルロース、ポリ（メタ）アクリル
酸および／またはそれらの誘導体、例えば、それらの塩、アミドまたはエステルを使用す
るのが特に好ましい。
【００８３】
　疎水性化合物を遅延放出マトリックスとして使用する場合、脂肪酸、脂肪アルコールま
たは対応するそれらのエステルまたはエーテルまたは混合物を使用し得る。Ｃ１２－Ｃ３
０脂肪酸のモノグリセリドまたはジグリセリド、および／またはＣ１２－Ｃ３０脂肪アル
コールおよび／またはワックスまたはそれらの混合物を、疎水性化合物として使用するの
が特に好ましい。
【００８４】
　前記の親水性および疎水性マトリックス材料の混合物を使用することもできる。
【００８５】
　本発明の剤形の構造が許せば、粘度上昇剤としての成分（ｂ）が、好ましくは、遅延放
出マトリックス用の材料としても機能し得る。
【００８６】
　本発明に必要な少なくとも５００Ｎ、好ましくは少なくとも７５０Ｎの破壊強度を与え
る作用をする成分（Ｃ）および任意選択的に存在してもよい成分（Ｄ）も、付加的な遅延
放出マトリックス材料として機能してよい。
【００８７】
　本発明の剤形の遅延放出および胃液耐性コーティングの適用のための対応する遅延放出
化合物および方法は、例えば、下記文献から当業者に既知である。「Ｃｏａｔｅｄ　Ｐｈ
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ａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｄｏｓａｇｅ　Ｆｏｒｍｓ－Ｆｕｎｄａｍｅｎｔａｌｓ，Ｍ
ａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ，Ｂｉｏｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａ
ｌ　Ａｓｐｅｃｔｓ，Ｔｅｓｔ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ａｎｄ　Ｒａｗ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ
」　ｂｙ　Ｋｕｒｔ　Ｈ．Ｂａｕｅｒ，Ｋ．Ｌｅｈｍａｎｎ，Ｈｅｒｍａｎｎ　Ｐ．Ｏｓ
ｔｅｒｗａｌｄ，Ｒｏｔｈｇａｎｇ，Ｇｅｒｈａｒｔ，１ｓｔ　ｅｄｉｔｉｏｎ，１９９
８，Ｍｅｄｐｈａｒｍ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　Ｐｕｂｌｉｓｈｅｒｓ。対応する文献の
記載は、引用することにより本明細書の一部をなすものとする。
【００８８】
　本発明の剤形は、ヒトおよび動物への、１日１回の経口、膣または直腸投与、好ましく
は経口投与に好適である。
【００８９】
　本発明の剤形は、多粒子形態（multiparticulate form）、好ましくは、カプセルに充
填されているかまたは錠剤にプレス成形されていてよいマイクロタブレット、マイクロペ
レット、グラニュール、スフェロイド、ビーズまたはペレットの形態であってよい。多粒
子形態は、好ましくは０．１～３ｍｍ、特に好ましくは０．５～２ｍｍの粒度または粒度
分布を有する。所望される剤形によって、一般的な補助物質（Ｂ）も、剤形の配合に任意
選択的に使用される。
【００９０】
　特に好ましい実施形態において、好ましくは、少なくとも１つの付加的な乱用防止成分
（ａ）～（ｆ）も存在する場合に、本発明の剤形は、錠剤、カプセル剤の形態であるか、
または経口浸透圧治療システム（ｏｒａｌ　ｏｓｍｏｔｉｃ　ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃ　
ｓｙｓｔｅｍ）（ＯＲＯＳ）の形態である。
【００９１】
　本発明の乱用防止固体剤形は、成分（Ａ）、（Ｃ）、任意選択的に（Ｄ）、任意選択的
に少なくとも１つの付加的乱用防止成分（ａ）～（ｆ）、および任意選択的に付加的補助
物質（Ｂ）、例えば、好ましくは遅延放出マトリックス化合物、を混合することによって
製造するのが好ましく、その場合、必要であれば、成分（ａ）～（ｆ）を成分（Ｃ）およ
び任意選択的に（Ｄ）と別々に混合し、直前にまたは同時に熱に暴露し、得られた混合物
を、任意選択的にペレット化した後に、力の適用によって剤形に形成する。
【００９２】
　ペレット化は、溶融法または湿式ペレット化によって行ってよい。
【００９３】
　本発明の剤形の成分のそのような混合は、当業者に既知のミキサーで行ってよい。ミキ
サーは、例えば、ロールミキサー、振とうミキサー、剪断ミキサーまたは強制ミキサー（
compulsory mixer）であってよい。
【００９４】
　直前にまたは同時に熱に暴露して力を適用することによって、得られた混合物を、直接
的に本発明の剤形に形成するのが好ましい。混合物を、例えば、直接タブレット成形によ
って錠剤に形成してよい。熱への同時暴露を行う直接タブレット成形において、錠剤成形
器具、即ち、ボトムパンチ、トップパンチおよびダイを、ポリマー成分（Ｃ）の少なくと
も軟化温度に短時間加熱し、加圧する。熱への直前暴露を行う直接タブレット成形におい
て、圧縮される材料を、タブレット成形の直前に、成分（Ｃ）の少なくとも軟化温度に加
熱し、次に、加圧する。
【００９５】
　成分（Ａ）、（Ｃ）、任意選択的に（Ｄ）、任意の存在成分（ａ）～（ｆ）、および任
意の付加的な補助物質（Ｂ）、特に遅延放出マトリックス化合物の、得られた混合物を、
先ずペレット化し、次に、熱に直前にまたは同時に暴露して力を適用することによって、
本発明の剤形に形成してもよい。
【００９６】
　活性成分および／または１つ以上の薬学的に許容されるその塩（Ａ）、および任意選択
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的に、生理的に許容可能な補助物質（Ｂ）、例えば成分（ａ）～（ｆ）、および任意選択
的に、遅延放出マトリックス化合物および少なくとも１つの合成または天然ポリマー（Ｃ
）、および任意選択的にワックス（Ｄ）を含有する得られた混合物を、力の適用によって
剤形に形成し、成形品を任意選択的に個別化し（singulate）、任意選択的に、各場合に
それらを大きさによって等級付けし、成分（Ｃ）の少なくとも軟化点に加熱後または加熱
中に、成形品が少なくとも５００Ｎ、好ましくは少なくとも７５０Ｎの破壊硬度を示すま
でそれらを力に暴露し、任意選択的に、それらにカバー（任意選択的に、遅延放出特性を
有する）を適用し、任意選択的に、全ての成形品を再び混合することもできる。そのよう
な手順は、国際特許出願ＰＣＴ／ＥＰ２００４／０１４６７９にも開示され、その対応す
る開示は引用することにより本明細書の一部をなすものとする。ここで酸化防止剤を使用
することによって、製造工程中に不活性ガス雰囲気を維持しなくてよい場合もあることは
当業者に既知である。
【００９７】
　さらに、少なくとも５００Ｎ、好ましくは７５０Ｎの本発明による破壊強度または硬度
を得るために必要とされる力の適用前または適用中に、混合物および／または成形品の必
要とされる加熱を、超音波を用いて行ってもよい。対応する手順は、国際特許出願ＰＣＴ
／ＥＰ２００５／００４２２５に開示されており、かかる開示は、引用することにより本
明細書の一部をなすものとする。
【００９８】
　成分（ｃ）および／または（ｄ）および／または（ｆ）が本発明の剤形に存在する場合
、正しく投与された際に、剤形が患者またはオピオイドの有効性を害する作用を実質的に
引き起こすことができないように、それらの成分が配合されるか、またはそのような低い
用量で存在するよう注意すべきである。
【００９９】
　本発明の剤形が成分（ｄ）および／または（ｆ）を含有する場合、正しく経口投与され
た際に悪影響が生じないように、投与量を選択すべきである。しかし、特に子供による使
用か、または乱用の場合に、剤形の意図する投与量を不注意に超えた場合は、吐き気また
は嘔吐傾向または不快な風味が生じる。正しい経口投与の場合に、患者によって許容され
る成分（ｄ）および／または（ｆ）の特定量は、簡単な予備試験により当業者によって決
定し得る。
【０１００】
　しかし、本発明の剤形が実質的に微粉砕できないにもかかわらず、成分（ｃ）および／
または（ｄ）および／または（ｆ）を含有する剤形に保護が与えられる場合、これらの成
分は、好ましくは、乱用的に投与された際に乱用者に強い負の作用を生じるのに充分に高
い投与量で使用すべきである。これは、好ましくは、成分（ｃ）および／または（ｄ）お
よび／または（ｆ）からの少なくともオピオイドの空間的分離によって達成でき、その場
合、オピオイドは少なくとも１つのサブユニット（Ｘ）に存在し、成分（ｃ）および／ま
たは（ｄ）および／または（ｆ）は少なくとも１つのサブユニット（Ｙ）に存在し、かつ
、剤形が正しく投与された際に、成分（ｃ）、（ｄ）および（ｆ）は、摂取時および／ま
たは体内において、それらの作用を示さず、配合物の残りの成分、特に成分（Ｃ）および
任意選択的に（Ｄ）は同じである。
【０１０１】
　本発明の剤形が、成分（ｃ）および（ｄ）または（ｆ）の少なくとも２つを含む場合、
これらは、それぞれ、同じかまたは異なるサブユニット（Ｙ）に存在し得る。好ましくは
、存在する場合に、全ての成分（ｃ）および（ｄ）および（ｆ）が１つの同じサブユニッ
ト（Ｙ）に存在する。
【０１０２】
　サブユニット（Ｘ）およびサブユニット（Ｙ）に空間的に分離した場合、かつ剤形にお
けるこれらのサブユニットの配置に関係なく、サブユニット（Ｘ）は、遅延放出形態の活
性成分を含有し、それによって、該活性成分は１日１回投与のための徐放を確実にする。
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【０１０３】
　本発明の目的のために、サブユニットは固体配合物であり、該配合物は、各場合に、当
業者に既知の一般的補助物質に加えて、オピオイド、少なくとも１つのポリマー（Ｃ）お
よび任意選択的に、少なくとも１つの任意の存在成分（ａ）および／または（ｂ）および
／または（ｅ）を含有するか、または、各場合に、少なくとも１つのポリマー（Ｃ）およ
び拮抗薬および／または催吐薬および／または成分（ｅ）および／または成分（ｆ）およ
び任意選択的に、少なくとも１つの任意の存在成分（ａ）および／または（ｂ）および任
意選択的に、遅延放出マトリックス化合物を含有する。この場合、各サブユニットが、前
記の方法で配合されるよう注意すべきである。
【０１０４】
　本発明の剤形のサブユニット（Ｘ）および（Ｙ）における、成分（ｃ）または（ｄ）ま
たは（ｆ）からのオピオイドの分離された製剤の１つの重要な利点は、正しく投与された
際に、成分（ｃ）および／または（ｄ）および／または（ｆ）が、摂取時および／または
体内においてほとんど放出されないか、または、患者または治療効果を害する作用を示さ
ない少ない量で放出されるか、または、患者の体を通る際に、有効になるほど充分に吸収
されない場所でのみ遊離されることである。剤形が正しく投与された場合、好ましくは、
成分（ｃ）および／または（ｄ）および／または（ｆ）のいずれも患者の体内にほとんど
放出されないかまたは患者に認識されない。
【０１０５】
　前記条件が、使用される特定成分（ｃ）、（ｄ）および／または（ｆ）およびサブユニ
ットまたは剤形の処方との関係において変化し得ることを当業者は理解する。特定剤形の
最適配合は、簡単な予備試験によって決定し得る。重要なことは、各サブユニットがポリ
マー（Ｃ）を含有し、前記のように配合されていることである。
【０１０６】
　予想に反して、乱用者が、オピオイドの乱用を目的として、成分（ｃ）および／または
（ｅ）および／または（ｄ）および／または（ｆ）をサブユニット（Ｙ）に含む本発明の
そのような剤形を粉砕することに成功し、好適な抽出剤で抽出される粉末を得た場合、オ
ピオイドだけでなく特定成分（ｃ）および／または（ｅ）および／または（ｆ）および／
または（ｄ）もオピオイドから容易に分離できない形態で得られ、それによって、不法に
改変された剤形を、特に経口および／または非経口投与によって投与した際に、該剤形は
、摂取時直ぐおよび／または体内において、成分（ｃ）および／または（ｄ）および／ま
たは（ｆ）に対応する乱用者への付加的な負の作用と共に、その作用を示すか、または活
性成分を抽出しようとした際に、着色が抑止力として作用し、それによって剤形の乱用を
防止する。
【０１０７】
　好ましくは異なるサブユニットにおける処方によって、オピオイドが成分（ｃ）、（ｄ
）および／または（ｅ）から空間的に分離している本発明の剤形は、種々の方法で処方す
ることができる。その場合、対応するサブユニットはそれぞれ、互いに任意の所望の空間
配置で本発明の剤形に存在してよい。但し、一方で、成分（ｃ）および／または（ｄ）の
放出について、他方で、オピオイドの放出、即ち、１日１回投与のための徐放について、
前記条件が満たされるものとする。
【０１０８】
　任意選択的に存在する成分（ａ）および／または（ｂ）が、本発明の剤形において、特
定のサブユニット（Ｘ）および（Ｙ）の両方において、かつサブユニット（Ｘ）および（
Ｙ）に対応する独立サブユニット（Ｙ’）の形態において、処方されるのが好ましいこと
を当業者は理解し、但し、正しい投与の場合に、乱用防止および２４時間にわたるオピオ
イド放出が、処方物の性質によって損なわれず、ポリマー（Ｃ）が処方物に含まれ、処方
が前記の方法で行われるものとする。
【０１０９】
　本発明の剤形の好ましい実施形態において、サブユニット（Ｘ）および（Ｙ）が多粒子
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形態で存在し、その場合、マイクロタブレット、マイクロカプセル、マイクロペレット、
粒状体、球状体、ビーズまたはペレットが好ましく、同じ形態、即ち形が、サブユニット
（Ｘ）およびサブユニット（Ｙ）の両方に選択され、それによって、機械的選別によって
、サブユニット（Ｘ）を（Ｙ）から分離することができない。多粒子形態は、０．１～３
ｍｍ、好ましくは０．５～２ｍｍの大きさであるのが好ましい。
【０１１０】
　多粒子形態におけるサブユニット（Ｘ）および（Ｙ）を、好ましくは、カプセルに充填
するかまたは錠剤にプレス成形してもよく、各場合の最終的な処方は、得られた剤形にサ
ブユニット（Ｘ）および（Ｙ）が保持されるように行われる。
【０１１１】
　同じ形の多粒子サブユニット（Ｘ）および（Ｙ）は、相互に視覚的に識別できないよう
にもすべきであり、それによって、乱用者は、単に選別することによってそれらを相互に
分離することができない。これは、例えば、同じコーティングの適用によって達成でき、
該コーティングは、この偽装機能に加えて、付加的機能、例えば、特定サブユニットにお
ける、１つ以上のオピオイドの徐放、または胃液への仕上げ耐性（ｆｉｎｉｓｈ　ｒｅｓ
ｉｓｔａｎｔ）の付与も組み込み得る。
【０１１２】
　本発明の他の好ましい実施形態において、サブユニット（Ｘ）および（Ｙ）は、それぞ
れ互いに層状に配置される。
【０１１３】
　層状サブユニット（Ｘ）および（Ｙ）は、この目的のために、本発明の剤形において、
互いに垂直または水平に配置するのが好ましく、各場合に、１つ以上の層状サブユニット
（Ｘ）および１つ以上の層状サブユニット（Ｙ）が剤形に存在してよく、それによって、
好ましい層配列（Ｘ）－（Ｙ）または（Ｘ）－（Ｙ）－（Ｘ）に加えて、成分（ａ）およ
び／または（ｂ）を含有する層と任意選択的に組み合わせた、他の任意の所望の層配列も
考えられる。
【０１１４】
　本発明の他の好ましい剤形は、サブユニット（Ｙ）がコアを形成し、該コアが遅延放出
サブユニット（Ｘ）によって完全に囲まれている剤形であり、その場合、分離層（Ｚ）が
それらの層の間に存在してよい。そのような構造は、好ましくは、前記多粒子形態にも好
適であり、その場合、サブユニット（Ｘ）および（Ｙ）の両方、ならびに任意選択的に存
在する分離層（Ｚ）（該層は本発明の硬度条件を満たす必要がある）を、１つの同じ多粒
子形態に配合する。
【０１１５】
　本発明の剤形の他の好ましい実施形態において、サブユニット（Ｘ）がコアを形成し、
該コアがサブユニット（Ｙ）によって囲まれ、該サブユニット（Ｙ）は、コアから剤形の
表面に通じる少なくとも１つのチャネルを含む。
【０１１６】
　本発明の剤形は、サブユニット（Ｘ）の１つの層とサブユニット（Ｙ）の１つの層の間
に、各場合に１つ以上の、好ましくは１つの、任意選択的に膨潤性の分離層（Ｚ）を含ん
でよく、該分離層は、サブユニット（Ｘ）を（Ｙ）から空間的に分離する作用をする。
【０１１７】
　本発明の剤形が、層状サブユニット（Ｘ）および（Ｙ）ならびに任意選択的に存在する
分離層（Ｚ）を、少なくとも部分的に垂直または水平配置で含む場合、剤形は、タブレッ
ト、共押出物またはラミネートの形態をとるのが好ましい。
【０１１８】
　１つの特に好ましい実施形態において、サブユニット（Ｙ）の自由表面全体、および任
意選択的に、サブユニット（Ｘ）の自由表面の少なくとも一部、および任意選択的に、任
意の存在分離層（Ｚ）の自由表面の少なくとも一部を、少なくとも１つのバリヤー層（Ｚ
’）で被覆してよく、該バリヤー層は、成分（ｃ）および／または（ｅ）および／または
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（ｄ）および／または（ｆ）の放出を防止する。バリヤー層（Ｚ’）は、本発明の硬度条
件も満たす必要がある。
【０１１９】
　本発明の剤形の他の特に好ましい実施形態は、サブユニット（Ｘ）および（Ｙ）の層、
およびそれらの間に配置された少なくとも１つのプッシュ（ｐｕｓｈ）層（ｐ）、および
任意選択的に分離層（Ｚ）の、垂直または水平配置を含み、該剤形において、サブユニッ
ト（Ｘ）および（Ｙ）からなる層構造物、プッシュ層および任意の存在分離層（Ｚ）の自
由表面全体に半透過性コーティング（Ｅ）を与え、該コーティングは放出媒質、即ち、一
般に生理的液体に透過性であるが、オピオイドおよび成分（ｃ）および／または（ｄ）お
よび／または（ｆ）に実質的に不透過性であり、このコーティング（Ｅ）は、サブユニッ
ト（Ｘ）の領域におけるオピオイドの放出用の少なくとも１つの開口部を有する。
【０１２０】
　対応する剤形は、例えば経口の浸透圧治療システム（ＯＲＯＳ）の名称で、その製造に
好適な材料および方法と共に、特にＵＳ４，６１２，００８、ＵＳ４，７６５，９８９お
よびＵＳ４，７８３，３３７から、当業者に既知である。対応する記載は、引用すること
により本明細書の一部をなすものとする。
【０１２１】
　鎮痛性オピオイドおよび嫌悪剤としての染料を含有する浸透圧の剤形も、先行技術（Ｗ
Ｏ０３／０１５５３１）から当業者に既知である。錠剤コアは、好ましくは、２つの層、
オピオイド含有層およびプッシュ層からなり、該プッシュ層が、染料を嫌悪剤として含有
する。対応する記載は、引用することにより本明細書の一部をなすものとする。
【０１２２】
　本発明の他の好ましい実施形態において、本発明の剤形のサブユニット（Ｘ）が錠剤の
形態であり、その縁面および、任意選択的に、２つの主要面の１つが、成分（ｃ）および
／または（ｄ）および／または（ｆ）を含有するバリヤー層（Ｚ’）で被覆されている。
【０１２３】
　本発明の剤形を配合するのに使用されるサブユニット（Ｘ）または（Ｙ）および任意に
存在する分離層（Ｚ）および／またはバリヤー層（Ｚ’）の補助物質は、本発明の剤形に
おけるそれらの配置、投与方法、ならびに、特定オピオイド、任意に存在する成分（ａ）
および／または（ｂ）および／または（ｅ）、および成分（ｃ）および／または（ｄ）お
よび／または（ｆ）との関係において変化するが、活性成分の放出は２４時間維持される
ことを当業者は理解する。必要な特性を有する材料は、各場合に、それ自体で当業者に既
知である。
【０１２４】
　本発明の剤形のサブユニット（Ｙ）からの成分（ｃ）および／または（ｄ）および／ま
たは（ｆ）の放出が、カバー、好ましくはバリヤー層を用いて防止される場合、該サブユ
ニットは、本発明の剤形の硬度条件を満たす少なくとも１つのポリマー（Ｃ）を含有する
ことを条件として、当業者に既知の標準的な材料からなってよい。
【０１２５】
　対応するバリヤー層（Ｚ’）が、成分（ｃ）および／または（ｄ）および／または（ｆ
）の放出を防止するように設けられていない場合は、サブユニットの材料を、サブユニッ
ト（Ｙ）からの特定成分（ｃ）および／または（ｄ）の放出が実質的に不可能であるよう
に選択すべきである。
【０１２６】
　バリヤー層の製造にも好適として以下に記載する材料を、この目的に使用するのが好ま
しい。好ましい材料は、下記を含む群から選択される材料である。アルキルセルロース、
ヒドロキシアルキルセルロース、グルカン、スクレログルカン、マンナン、キサンタン、
好ましくはモル比が２０：８０のポリ［ビス（ｐ－カルボキシフェノキシ）－プロパンお
よびセバシン酸］のコポリマー（Ｐｏｌｉｆｅｐｒｏｓａｎ　２０（登録商標）の名称で
市販されている）、カルボキシメチルセルロース、セルロースエーテル、セルロースエス
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テル、ニトロセルロース、（メタ）アクリル酸およびそのエステルに基づくポリマー、ポ
リアミド、ポリカーボネート、ポリアルキレン、ポリアルキレングリコール、ポリアルキ
レンオキシド、ポリアルキレンテレフタレート、ポリビニルアルコール、ポリビニルエー
テル、ポリビニルエステル、ハロゲン化ポリビニル、ポリグリコリド、ポリシロキサンお
よびポリウレタンならびにそれらのコポリマーまたは混合物。
【０１２７】
　特に好適な材料は、下記を含む群から選択し得る。メチルセルロース、エチルセルロー
ス、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシ
ブチルメチルセルロース、セルロースアセテート、セルロースプロピオネート（低、中ま
たは高分子量）、セルロースアセテートプロピオネート、セルロースアセテートブチレー
ト、セルロースアセテートフタレート、カルボキシメチルセルロース、セルローストリア
セテート、ナトリウムセルローススルフェート、ポリメチルメタクリレート、ポリエチル
メタクリレート、ポリブチルメタクリレート、ポリイソブチルメタクリレート、ポリヘキ
シルメタクリレート、ポリイソデシルメタクリレート、ポリラウリルメタクリレート、ポ
リフェニルメタクリレート、ポリメチルアクリレート、ポリイソプロピルアクリレート、
ポリイソブチルアクリレート、ポリオクタトデシル（ｐｏｌｙｏｃｔａｔｄｅｃｙｌ）ア
クリレート、ポリエチレン、低密度ポリエチレン、高密度ポリエチレン、ポリプロピレン
、ポリエチレングリコール、ポリエチレンオキシド、ポリエチレンテレフタレート、ポリ
ビニルアルコール、ポリビニルイソブチルエーテル、ポリビニルアセテートおよびポリビ
ニルクロリド。
【０１２８】
　特に好適なコポリマーは、下記を含む群から選択し得る。ブチルメタクリレートとイソ
ブチルメタクリレートとのコポリマー、メチルビニルエーテルと高分子量のマレイン酸と
のコポリマー、メチルビニルエーテルとマレイン酸モノエチルエステルとのコポリマー、
メチルビニルエーテルと無水マレイン酸とのコポリマー、およびビニルアルコールとビニ
ルアセテートとのコポリマー。
【０１２９】
　バリヤー層の配合に好適な他の材料は、デンプンを含むポリカプロラクトン（ＷＯ９８
／２００７３）、脂肪族ポリエステルアミド（ＤＥ１９７５３５３４Ａ１、ＤＥ１９８０
０６９８Ａ１、ＥＰ０８２０６９８Ａ１）、脂肪族および芳香族ポリエステルウレタン（
ＤＥ１９８２２９７９）、ポリヒドロキシアルカノエート、特に、ポリヒドロキシブチレ
ート、ポリヒドロキシバレレート、カゼイン（ＤＥ４３０９５２８）、ポリラクチドおよ
びコポリラクチド（ＥＰ０９８０８９４Ａ１）。対応する記載は、引用することにより本
明細書の一部をなすものとする。
【０１３０】
　前記材料は、当業者に既知の、好ましくは下記からなる群から選択される他の一般的な
補助物質と任意選択的にブレンドし得る。グリセリルモノステアレート、半合成トリグリ
セリド誘導体、半合成グリセリド、水素化ヒマシ油、グリセリルパルミトステアレート、
グリセリルベヘネート、ポリビニルピロリドン、ゼラチン、ステアリン酸マグネシウム、
ステアリン酸、ステアリン酸ナトリウム、タルカム、安息香酸ナトリウム、ホウ酸および
コロイダルシリカ、脂肪酸、置換トリグリセリド、グリセリド、ポリオキシアルキレング
リコール、およびそれらの誘導体。
【０１３１】
　本発明の剤形が分離層（Ｚ’）を含む場合、該層は、被覆されていないサブユニット（
Ｙ）と同様に、バリヤー層に関して先に記載した材料からなるのが好ましい。特定のサブ
ユニットからの、オピオイドおよび／またはアヘン剤または成分（ｃ）および／または（
ｄ）の放出を、分離層の厚さによって調節し得ることを当業者は理解するであろう。
【０１３２】
　本発明の剤形は、少なくとも２４時間にわたる活性成分の徐放を示し、従って、１日１
回の投与に好適である。
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【０１３３】
［破壊強度の測定法］
　ポリマーまたはワックスをそれぞれ成分（Ｃ）または成分（Ｄ）として使用し得るかを
確認するために、ポリマーまたはワックスの軟化点に少なくとも対応する温度で、１５０
Ｎの力を使用して、ポリマーまたはワックスをプレス成形して、直径１０ｍｍおよび高さ
５ｍｍのタブレットを形成し、ポリマーまたはワックスのＤＳＣダイヤグラムを用いて測
定する。この方法で製造したタブレットを使用して、Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｐｈａｒｍａｃ
ｏｐｏｅｉａ　１９９７，ｐａｇｅ　１４３，１４４、方法番号２．９．８に公開されて
いるタブレット破壊強度測定法に従って、下記の装置で破壊強度を測定する。測定に使用
される装置は、「Ｚｗｉｃｋ　Ｚ　２．５」材料試験器であり、Ｆｍａｘ＝２．５ｋＮ、
最大牽引（ｄｒａｗ　ｍａｘ．）１１５０ｍｍであり、カラムおよびスピンドルを含み、
クリアランスビハインド（ｃｌｅａｒａｎｃｅ　ｂｅｈｉｎｄ）１００ｍｍ、試験速度０
．１～８００ｍｍ／分、およびテストコントロールソフトウエアを含む機構を有する。測
定は下記を使用して行った。ねじ込みインサート付き圧力ピストンおよびシリンダー（口
径１０ｍｍ）、力変換機（Ｆｍａｘ．１ｋＮ、直径＝８ｍｍ、ＩＳＯ　７５００－１によ
り１０Ｎからクラス０．５、２Ｎからクラス１、ＤＩＮ　５５３５０－１８により製造会
社試験証明Ｍ、Ｚｗｉｃｋ総力Ｆｍａｘ＝１．４５ｋＮ）（全ての装置は、Ｚｗｉｃｋ　
ＧｍｂＨ　＆　Ｃｏ．ＫＧ．Ｕｌｍ，Ｇｅｒｍａｎｙより）、テスターの注文番号ＢＴＣ
－ＦＲ　２．５ＴＨ．Ｄ０９、力変換機の注文番号ＢＴＣ－ＬＣ　００５０Ｎ．Ｐ０１、
センタリング装置の注文番号ＢＯ　７００００　Ｓ０６。
【０１３４】
　特定の負荷において破壊に耐性であると考えられるタブレットは、破壊しなかったタブ
レットだけでなく、力の作用下に塑性変形を受けたと考えられるタブレットも包含する。
【０１３５】
　本発明の剤形の破壊強度は、同じ測定法を使用して測定され、錠剤以外の剤形も試験さ
れる。
【０１３６】
　本発明を実施例に関して下記に説明する。これらの説明は、例示するものにすぎず、本
発明の一般的概念を限定するものではない。
【実施例１】
【０１３７】
　ａ）　オキシコドンを含有する乱用防止錠剤の製造
　表１に列挙した量の、塩酸オキシコドン、ポリエチレンオキシド粉末、および遅延放出
マトリックス材料としてのヒドロキシプロピルメチルセルロース（Ｍｅｔｈｏｌｏｓｅ　
９０　ＳＨ　１００　０００）を、自由落下ミキサー（free-fall mixer）で混合した。
ダイ、直径１０ｍｍのトップパンチおよびボトムパンチからなるタブレット成形器を、加
熱室で９０℃に加熱し、粉末混合物の６００ｍｇ部分を、加熱した成形器によってプレス
成形し、圧力を少なくとも１５秒間維持した。
【０１３８】
【表１】
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【０１３９】
　錠剤の破壊強度を前記の方法を使用して測定する。５００Ｎの力を適用した際に、破壊
が生じなかった。錠剤は、ハンマーを使用して粉砕できず、乳棒および乳鉢を用いても粉
砕できなかった。
【０１４０】
　ａ）によって製造した錠剤からのインビトロ放出
　塩酸オキシコドンの、ａ）によって製造した錠剤からのインビトロ放出を、Ｅｕｒｏｐ
ｅａｎ　Ｐｈａｒｍａｃｏｐｏｅｉａに記載されている方法によって、シンカー付き櫂形
攪拌機で測定した。放出媒質の温度は３７℃であり、攪拌機の回転速度は７５ｍｉｎ-1で
あった。使用した放出媒質は、ｐＨ６．８の腸液であった。ある時間において溶解媒質に
放出された塩酸オキシコドンの量を、それぞれ分光測光法によって測定した。各時点にお
ける、塩酸オキシコドンの全量に対する放出量パーセントを、表２に示す。
【０１４１】
【表２】

【図面の簡単な説明】
【０１４２】
【図１】図１は、タブレットの破壊強度の測定、特に、測定前および測定中に、この目的
に使用されるタブレット（４）の調整装置（６）を示す。この目的のために、２つのニ部
クランプ装置（two-part clamping device）の補助により、タブレット（４）を、力適用
装置（図示せず）の上圧力板（１）と下圧力板（３）の間に保持し、該クランプ装置は、
測定されるタブレットを収容しセンタリングするのに必要な間隔（５）が一旦設定される
と、それぞれ上圧力板および下圧力板で堅く締め付けられる（図示せず）。間隔（５）は
、ニ部クランプ装置を、それらが取り付けられている圧力板上で、各場合に、水平に外向
きまたは内向きに動かすことによって、設定し得る。
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