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(57)【要約】
室温安定性の水性カンナビノイド製剤が開示される。好
ましい実施形態では、カンナビノイド製剤は、緩衝溶液
、ならびにエタノール、プロピレングリコールおよびポ
リエチレングリコールなどの有機共溶媒の混合液中のド
ロナビノールを含む。本発明のさらなる目的は、以下の
容量、すなわち、（ｉ）約１５～約５０％のエタノール
、ならびに（ｉｉ）（ａ）約０．１％～約２５％のプロ
ピレングリコール、（ｂ）約１～約３０％のポリエチレ
ングリコール、および／または、（ｃ）（ａ）および（
ｂ）の組合せであるグリコールを含む製剤を提供するこ
とであり、その製剤は、ネブライザーによる投与に適す
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　安定化カンナビノイド製剤であって、水および前記製剤の物理的安定性を維持するため
の有機共溶媒の有効量を含む、約５～約１０のｐＨに緩衝させた半水性溶液にカンナビノ
イドの有効量を含み、（ｉ）４０℃／６０％相対湿度で１カ月間；（ｉｉ）４０℃／６０
％相対湿度で２カ月間；（ｉｉｉ）４０℃／６０％相対湿度で３カ月間；（ｉｖ）４０℃
／６０％相対湿度で６カ月間；（ｖ）４０℃／６０％相対湿度で８カ月間；（ｖｉ）室温
（２５℃）／６０％相対湿度で１年間；（ｖｉｉ）室温（２５℃）／６０％相対湿度で２
年間；およびそれらの任意の組合せからなる群から選択される保存条件への前記製剤の曝
露の後に、カンナビノイドの量の少なくとも約８０％を非分解形態で含む製剤。
【請求項２】
　安定化カンナビノイド製剤であって、前記製剤が曇らず、可視的油滴を有さないように
、約２０％～約４４％の水および前記製剤の物理的安定性を維持するための有機共溶媒の
有効量を含む、約５～約１０のｐＨに緩衝させた半水性溶液にカンナビノイドの有効量を
含み、（ｉ）４０℃／６０％相対湿度で１カ月間；（ｉｉ）４０℃／６０％相対湿度で２
カ月間；（ｉｉｉ）４０℃／６０％相対湿度で３カ月間；（ｉｖ）４０℃／６０％相対湿
度で６カ月間；（ｖ）４０℃／６０％相対湿度で８カ月間；（ｖｉ）室温（２５℃）／６
０％相対湿度で１年間；（ｖｉｉ）室温（２５℃）／６０％相対湿度で２年間；およびそ
れらの任意の組合せからなる群から選択される保存条件への前記製剤の曝露の後に、カン
ナビノイドの量の少なくとも約８０％を非分解形態で含む製剤。
【請求項３】
　安定化カンナビノイド製剤であって、前記製剤の３０％超～約４４％の量の水、および
前記製剤の物理的安定性を維持するための有機共溶媒の有効量を含む、約５～約１０のｐ
Ｈに緩衝させた半水性溶液にカンナビノイドの有効量を含み、（ｉ）４０℃／６０％相対
湿度で１カ月間；（ｉｉ）４０℃／６０％相対湿度で２カ月間；（ｉｉｉ）４０℃／６０
％相対湿度で３カ月間；（ｉｖ）４０℃／６０％相対湿度で６カ月間；（ｖ）４０℃／６
０％相対湿度で８カ月間；（ｖｉ）室温（２５℃）／６０％相対湿度で１年間；（ｖｉｉ
）室温（２５℃）／６０％相対湿度で２年間；およびそれらの任意の組合せからなる群か
ら選択される保存条件への前記製剤の曝露の後に、カンナビノイドの量の少なくとも約８
０ｗ／ｗ％を非分解形態で含む製剤。
【請求項４】
　水の量が約３５％である、請求項１から３のいずれかに記載の安定化カンナビノイド製
剤。
【請求項５】
　エタノール、プロパノール、プロピレングリコール、ポリエチレングリコール、Ｌａｂ
ｒｏｓｏｌ、Ｌａｂｒａｆｉｌ、Ｔｒａｎｓｃｕｔｏｌおよびそれらの組合せからなる群
から選択される第２の共溶媒をさらに含む、請求項１から４に記載の製剤。
【請求項６】
　前記カンナビノイドが、ドロナビノール、１１－ＯＨ－デルタ－９－ＴＨＣ、デルタ－
８－ＴＨＣ、１１－ＯＨ－デルタ－８－ＴＨＣ、ナビロン、レボナントラドール、（－）
－ＨＵ－２１０、Ｗｉｎ５５２１２－２、アナンダミド、メタンダミド、ＣＰ５５９４０
、Ｏ－１０５７およびＳＲ１４１７１６Ａからなる群から選択される、請求項１から５の
いずれかに記載の製剤。
【請求項７】
　前記カンナビノイドがドロナビノールである、請求項６に記載の製剤。
【請求項８】
　ドロナビノールが約０．００１～約５００ｍｇ／ｍｌの濃度で存在する、請求項７に記
載の製剤。
【請求項９】
　ドロナビノールが約０．０５ｍｇ／ｍｌ～約１００ｍｇ／ｍｌの濃度で存在する、請求
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項７に記載の製剤。
【請求項１０】
　ドロナビノールが約０．５ｍｇ／ｍｌ～約１０ｍｇ／ｍｌの濃度で存在する、請求項７
に記載の製剤。
【請求項１１】
　ドロナビノールが約１～約１０ｍｇ／ｍｌの濃度で存在する、請求項７に記載の製剤。
【請求項１２】
　ドロナビノールが約２ｍｇ／ｍｌ～約５ｍｇ／ｍｌの濃度で存在する、請求項７に記載
の製剤。
【請求項１３】
　以下の容積量、すなわち、約１５～約７０％エタノールおよび約５～約４０％のグリコ
ールを含む、請求項１から１２のいずれかに記載の製剤。
【請求項１４】
　前記有機溶媒が、約３５～約４５％エタノール、約５～約１５％ＰＥＧ－４００、およ
び約５～約１５％プロピレングリコールを含む、請求項１から１３のいずれかに記載の製
剤。
【請求項１５】
　４０℃／６０％相対湿度で１カ月間の保存条件への前記製剤の曝露の後に、カンナビノ
イドの量の少なくとも約８０％を非分解形態で含む、請求項１から１４のいずれかに記載
の製剤。
【請求項１６】
　４０℃／６０％相対湿度で２カ月間の保存条件への前記製剤の曝露の後に、カンナビノ
イドの量の少なくとも約８０％を非分解形態で含む、請求項１から１５のいずれかに記載
の製剤。
【請求項１７】
　４０℃／６０％相対湿度で３カ月間の保存条件への前記製剤の曝露の後に、カンナビノ
イドの量の少なくとも約８０％を非分解形態で含む、請求項１から１６のいずれかに記載
の製剤。
【請求項１８】
　４０℃／６０％相対湿度で６カ月間の保存条件への前記製剤の曝露の後に、カンナビノ
イドの量の少なくとも約８０％を非分解形態で含む、請求項１から１７のいずれかに記載
の製剤。
【請求項１９】
　４０℃／６０％相対湿度で８カ月間の保存条件への前記製剤の曝露の後に、カンナビノ
イドの量の少なくとも約８０％を非分解形態で含む、請求項１から１８のいずれかに記載
の製剤。
【請求項２０】
　室温（２５℃）／６０％相対湿度で１年間の保存条件への前記製剤の曝露の後に、カン
ナビノイドの量の少なくとも約８０％を非分解形態で含む、請求項１から１９のいずれか
に記載の製剤。
【請求項２１】
　室温（２５℃）／６０％相対湿度で２年間の保存条件への前記製剤の曝露の後に、カン
ナビノイドの量の少なくとも約８０％を非分解形態で含む、請求項１から２０のいずれか
に記載の製剤。
【請求項２２】
　（ｉ）４０℃／６０％相対湿度で１カ月間；（ｉｉ）４０℃／６０％相対湿度で２カ月
間；（ｉｉｉ）４０℃／６０％相対湿度で３カ月間；（ｉｖ）４０℃／６０％相対湿度で
６カ月間；（ｖ）４０℃／６０％相対湿度で８カ月間；（ｖｉ）室温（２５℃）／６０％
相対湿度で１年間；（ｖｉｉ）室温（２５℃）／６０％相対湿度で２年間；およびそれら
の任意の組合せからなる群から選択される保存条件への前記製剤の曝露の後に、カンナビ
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ノイドの量の少なくとも約９０％を非分解形態で含む、請求項１から２１のいずれかに記
載の製剤。
【請求項２３】
　４０℃／６０％相対湿度で１カ月間の保存条件への前記製剤の曝露の後に、カンナビノ
イドの量の少なくとも約９０％を非分解形態で含む、請求項１から２２のいずれかに記載
の製剤。
【請求項２４】
　４０℃／６０％相対湿度で２カ月間の保存条件への前記製剤の曝露の後に、カンナビノ
イドの量の少なくとも約９０％を非分解形態で含む、請求項１から２３のいずれかに記載
の製剤。
【請求項２５】
　４０℃／６０％相対湿度で３カ月間の保存条件への前記製剤の曝露の後に、カンナビノ
イドの量の少なくとも約９０％を非分解形態で含む、請求項１から２４のいずれかに記載
の製剤。
【請求項２６】
　４０℃／６０％相対湿度で６カ月間の保存条件への前記製剤の曝露の後に、カンナビノ
イドの量の少なくとも約９０％を非分解形態で含む、請求項１から２５のいずれかに記載
の製剤。
【請求項２７】
　４０℃／６０％相対湿度で８カ月間の保存条件への前記製剤の曝露の後に、カンナビノ
イドの量の少なくとも約９０％を非分解形態で含む、請求項１から２６のいずれかに記載
の製剤。
【請求項２８】
　室温（２５℃）／６０％相対湿度で１年間の保存条件への前記製剤の曝露の後に、カン
ナビノイドの量の少なくとも約９０％を非分解形態で含む、請求項１から２７のいずれか
に記載の製剤。
【請求項２９】
　室温（２５℃）／６０％相対湿度で２年間の保存条件への前記製剤の曝露の後に、カン
ナビノイドの少なくとも約９０ｗ／ｗ％を非分解形態で含む、請求項１から２８のいずれ
かに記載の製剤。
【請求項３０】
　安定化剤をさらに含む、請求項１から２９のいずれかに記載の製剤。
【請求項３１】
　許容されない分解に対する前記カンナビノイドの安定性を促進するために、１つまたは
複数の安定剤の有効量をさらに含む、請求項３０に記載の製剤。
【請求項３２】
　許容されない分解に対する前記カンナビノイドの安定性を促進するために、１つまたは
複数の安定剤の有効量をさらに含み、前記安定剤は、有機塩基、無機塩基および抗酸化剤
からなる群から選択される、請求項３０に記載の製剤。
【請求項３３】
　許容されない分解に対する前記カンナビノイドの安定性を促進するために、１つまたは
複数の有機塩基の有効量をさらに含む、請求項３２に記載の製剤。
【請求項３４】
　許容されない分解に対する前記カンナビノイドの安定性を促進するために、１つまたは
複数の無機塩基の有効量をさらに含む、請求項３２に記載の製剤。
【請求項３５】
　許容されない分解に対する前記カンナビノイドの安定性を促進するために、１つまたは
複数の抗酸化剤の有効量をさらに含む、請求項３２に記載の製剤。
【請求項３６】
　前記安定化剤が、アスコルビン酸、塩酸システイン、硫酸水素ナトリウム、メタ硫酸水
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素ナトリウム、硫酸ナトリウム、パルミチン酸アスコルビル、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、レシチン、没食子酸プロピル、α－トコフェロール、ク
エン酸、エチレンジアミン四酢酸、ソルビトール、酒石酸、リン酸、ポビドンおよびそれ
らの組合せからなる群から選択される、請求項３０に記載の製剤。
【請求項３７】
　前記安定化剤が、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およびアス
コルビン酸ナトリウムからなる群から選択される、請求項３０に記載の製剤。
【請求項３８】
　前記安定化剤がメタノールアミンおよびアスコルビン酸パルミテートからなる群から選
択される、請求項３０に記載の製剤。
【請求項３９】
　前記カンナビノイドがドロナビノールであり、その表示有効期間中に、２％を超えるデ
ルタ－８テトラヒドロカンナビノール（Ｄ８ＴＨＣ）、２％を超えるカンナビノール（Ｃ
ＢＮ）、２％を超えるカンナビジオール（ＣＢＤ）およびそれらの任意の組合せからなる
群から選択されるドロナビノール分解物の許容されないレベルを含まない、請求項１から
３８のいずれかに記載の製剤。
【請求項４０】
　１つまたは複数の追加の治療的活性剤をさらに含む、請求項１から３９のいずれかに記
載の製剤。
【請求項４１】
　前記追加の治療的活性剤が、麻薬性鎮痛薬、非麻薬性鎮痛薬、制吐剤、ステロイド、お
よび上のいずれかの混合物から選択される、請求項４０に記載の製剤。
【請求項４２】
　前記カンナビノイドが、用量につき約０．０１ｍｇ～約５００ｍｇの量のドロナビノー
ルである、請求項１から４１のいずれかに記載の製剤。
【請求項４３】
　前記カンナビノイドが、用量につき約０．５ｍｇ～約２００ｍｇの量のドロナビノール
である、請求項１から４２のいずれかに記載の製剤。
【請求項４４】
　前記カンナビノイドが、用量につき約１ｍｇ～約５００ｍｇの量のドロナビノールであ
る、請求項１から４３のいずれかに記載の製剤。
【請求項４５】
　前記カンナビノイドが、用量につき約０．０１ｍｇ～約５０ｍｇの量のドロナビノール
である、請求項１から４４のいずれかに記載の製剤。
【請求項４６】
　前記カンナビノイドが、用量につき約０．０１ｍｇ～約１ｍｇの量のドロナビノールで
ある、請求項１から４５のいずれかに記載の製剤。
【請求項４７】
　前記カンナビノイドが、用量につき約０．５～約５ｍｇの量のドロナビノールである、
請求項１から４６のいずれかに記載の製剤。
【請求項４８】
　前記カンナビノイドが、用量につき約１ｍｇ～約３ｍｇの量のドロナビノールである、
請求項１から４７のいずれかに記載の製剤。
【請求項４９】
　乳化剤をさらに含む、請求項１から４８のいずれかに記載の製剤。
【請求項５０】
　界面活性剤をさらに含む、請求項１から４９のいずれかに記載の製剤。
【請求項５１】
　前記担体が、リン酸緩衝液を含む緩衝剤を含む、請求項１から５０のいずれかに記載の
製剤。
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【請求項５２】
　前記カンナビノイドが、その遊離型、塩、エステル、プロドラッグ、複合体および上の
いずれかの混合物からなる群から選択される形態である、請求項１から５１のいずれかに
記載の製剤。
【請求項５３】
　均質で、熱力学的に安定である、請求項１から５２のいずれかに記載の製剤。
【請求項５４】
　保存料をさらに含む、請求項１から５３のいずれかに記載の製剤。
【請求項５５】
　４４／１４；Ｇｅｌｕｃｉｒｅ　５０／１３；Ｉｍｗｉｔｏｒ　９１；Ｉｍｗｉｔｏｒ
　３０８；Ｉｍｗｉｔｏｒ　３８０；Ｉｍｗｉｔｏｒ　７４２；Ｉｍｗｉｔｏｒ　７８０
Ｋ；Ｉｍｗｉｔｏｒ　９２８；Ｉｍｗｉｔｏｒ　９８８；ポロキサマー１２４；ポロキサ
マー１８８；Ｔａｇａｔ　ＴＯ；Ｔｗｅｅｎ　８０；レシチン；リゾレシチン；ホスファ
チジルコリン；ホスファチジルエタノールアミン；ホスファチジルグリセロール；ホスフ
ァチジン酸；ホスファチジルセリン；リゾホスファチジルコリン；リゾホスファチジルエ
タノールアミン；リゾホスファチジルグリセロール；リゾホスファチジン酸；リゾホスフ
ァチジルセリン；ＰＥＧ－ホスファチジルエタノールアミン；ＰＶＰ－ホスファチジルエ
タノールアミン；ポリオキシエチレンヒマシ油、クレモホルおよびそれらの組合せからな
る群から選択される乳化剤をさらに含む、請求項１から５４のいずれかに記載の製剤。
【請求項５６】
　前記担体が、重量に基づく以下の量の成分、すなわち、約４５～約６５％エタノール、
約４～約６％プロピレングリコールおよび約２８～約４８％水を含む、請求項１から５５
のいずれかに記載の製剤。
【請求項５７】
　前記カンナビノイドが、天然源、合成源、半合成源および上のいずれかの混合物からな
る群から選択される源に由来するドロナビノールである、請求項１から５６のいずれかに
記載の製剤。
【請求項５８】
　前記カンナビノイドが、その遊離型、塩、エステル、プロドラッグ、複合体および上の
いずれかの混合物からなる群から選択される形態のドロナビノールである、請求項１から
５７のいずれかに記載の製剤。
【請求項５９】
　以下の容積量、すなわち、（ｉ）約１５～約５０％エタノール、ならびに（ｉｉ）（ａ
）約０．１％～約２５％のプロピレングリコール、（ｂ）約１～約３０％のポリエチレン
グリコール、（ｃ）（ａ）および（ｂ）の組合せからなる群から選択されるグリコールを
含み、ネブライザーによる投与に適する、請求項１から５８に記載の製剤。
【請求項６０】
　以下の容積量、すなわち、（ｉ）約３５～約４０％エタノール、（ｉｉ）約１０％プロ
ピレングリコール、（ｉｉｉ）約１３～約１６．７％ポリエチレングリコール、ならびに
（ｉｖ）アスコルビン酸パルミテート、ＢＨＡ、ＢＨＴ、没食子酸プロピル、アスコルビ
ン酸ナトリウム、トコフェロールおよびモノエタノールアミンからなる群から選択される
約０．０１～約０．５％の抗酸化剤を含み、ネブライザーによる投与に適する、請求項１
から５８に記載の製剤。
【請求項６１】
　約０．０１～約１５ミクロンの範囲の平均質量空気力学的径中央値を有するエアゾール
化粒子として肺に投与される、請求項５９または６０に記載の製剤。
【請求項６２】
　前記エアゾール化粒子が、約１～約１０ミクロンの範囲の平均質量空気力学的径中央値
を有する、請求項６１に記載の製剤。
【請求項６３】
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　前記エアゾール化粒子が、約２～約４ミクロンの範囲の平均質量空気力学的径中央値を
有する、請求項６１に記載の製剤。
【請求項６４】
　化学療法を受けるヒトに関連する悪心および嘔吐を制御する方法であって、悪心および
嘔吐を起こしているヒト患者への液体ネブライザー製剤の肺内投与を含み、前記液体ネブ
ライザー製剤は、少なくとも約２０％の水を含む薬学的に許容される担体に分散させたカ
ンナビノイドの有効量を含み、前記担体は、約６．５～約７．５のｐＨ範囲に緩衝される
方法。
【請求項６５】
　消耗症候群のエイズ患者の食欲刺激の方法であって、食欲不振を起こしているヒト患者
への液体ネブライザー製剤の肺内投与を含み、前記液体ネブライザー製剤は、少なくとも
約２０％の水を含む薬学的に許容される担体に分散させたカンナビノイドの有効量を含み
、前記担体は、約６．５～約７．５のｐＨ範囲に緩衝される方法。
【請求項６６】
　前記カンナビノイドがドロナビノールである、請求項６４または６５に記載の方法。
【請求項６７】
　以下の容積量、すなわち、（ｉ）約１５～約６５％エタノール、ならびに（ｉｉ）（ａ
）約０．１％～約２５％のプロピレングリコール、（ｂ）約１～約２５％のポリエチレン
グリコール、（ｃ）（ａ）および（ｂ）の組合せからなる群から選択されるグリコールを
含み、経口投与に適する、請求項１から５８に記載の製剤。
【請求項６８】
　Ａｅｒｏｓｉｌ（二酸化ケイ素）；セトステアリルアルコール；セチルアルコール；ス
テアリルアルコール；Ｇｅｌｕｃｉｒｅ　３３／０１；Ｇｅｌｕｃｉｒｅ　３９／０１；
Ｇｅｌｕｃｉｒｅ　４３／０１；ベヘン酸グリセリル（Ｃｏｍｐｒｉｔｏｌ　８８８　Ａ
ＴＯ）；パルミトステアリン酸グリセリル（Ｐｒｅｃｉｒｏｌ　ＡＴ０５）；Ｓｏｆｔｉ
ｓａｎ　１００；Ｓｏｆｔｉｓａｎ　１４２；Ｓｏｆｔｉｓａｎ　３７８；Ｓｏｆｔｉｓ
ａｎ　６４９；ヒドロキシプロピルセルロースおよびそれらの混合物からなる群から選択
される粘度調整剤をさらに含む、請求項６７に記載の製剤。
【請求項６９】
　前記粘度調整剤が、約０．１～約２５％の量のヒドロキシプロピルセルロースである、
請求項６８に記載の製剤。
【請求項７０】
　薬学的に許容される甘味料、矯味矯臭剤、味覚マスキング剤およびそれらの組合せから
なる群から選択される成分をさらに含む、請求項６７から６９に記載の製剤。
【請求項７１】
　前記甘味料が、ショ糖、果糖、ソルビトール、アスパルテーム、アセスルファムカリウ
ム、スクラロース、サッカリン、サッカリンナトリウム、キシリトールおよびそれらの組
合せからなる群から選択される、請求項７０に記載の製剤。
【請求項７２】
　前記甘味料が、約５～約２５重量％の量のキシリトール、約０．０１～約５重量％の量
のサッカリン、および約０．０１～約５重量％の量のサッカリンナトリウムからなる群か
ら選択される、請求項７０に記載の製剤。
【請求項７３】
　前記矯味矯臭剤が、ハッカ、サリチル酸メチル、マンニトールおよび果実矯味矯臭剤か
らなる群から選択される、請求項７０に記載の製剤。
【請求項７４】
　化学療法を受けるヒトに関連する悪心および嘔吐を制御する方法であって、悪心および
嘔吐を起こしているヒト患者への液体シロップ製剤の経口投与を含み、前記液体シロップ
製剤は、少なくとも約２０％の水を含む薬学的に許容される担体に分散させたカンナビノ
イドの有効量を含み、前記担体は、約６．５～約７．５のｐＨ範囲に緩衝される方法。
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【請求項７５】
　消耗症候群のエイズ患者の食欲刺激の方法であって、食欲不振を起こしているヒト患者
への液体シロップ製剤の経口投与を含み、前記液体シロップ製剤は、少なくとも約２０％
の水を含む薬学的に許容される担体に分散させたカンナビノイドの有効量を含み、前記担
体は、約６．５～約７．５のｐＨ範囲に緩衝される方法。
【請求項７６】
　前記カンナビノイドがドロナビノールである、請求項７４または７５に記載の方法。
【請求項７７】
　以下の容積量、すなわち、（ｉ）約１５～約７０％エタノール、ならびに（ｉｉ）（ａ
）約０．１％～約２５％のプロピレングリコール、（ｂ）約１～約２５％のポリエチレン
グリコール、（ｃ）（ａ）および（ｂ）の組合せからなる群から選択されるグリコールを
含み、舌下投与に適する、別々の液滴の形態である、請求項１から５８に記載の製剤。
【請求項７８】
　以下の容積量、すなわち、（ｉ）約４５～約７０％エタノール、ならびに（ｉｉ）（ａ
）０～約５０％のプロピレングリコール、（ｂ）０～約２．５％のポリエチレングリコー
ル、（ｃ）（ａ）および（ｂ）の組合せからなる群から選択されるグリコール、（ｉｉｉ
）０～約２５％のさらなる可溶化剤；（ｉｖ）０～約１％の味覚マスキング剤を含み、舌
下投与に適する、別々の液滴の形態である、請求項１から５８に記載の製剤。
【請求項７９】
　前記液滴が、少なくとも約１０ミクロンの平均径を有する、請求項７７または７８に記
載の製剤。
【請求項８０】
　前記液滴が、少なくとも約２０ミクロンの平均径を有する、請求項７７または７８に記
載の舌下カンナビノイド製剤。
【請求項８１】
　前記液滴が、約５ミクロン～約５００ミクロンのサイズ分布を有する、請求項７７また
は７８に記載の舌下カンナビノイド製剤。
【請求項８２】
　前記液滴が、約１０ミクロン～約２００ミクロンのサイズ分布を有する、請求項７７ま
たは７８に記載の舌下カンナビノイド製剤。
【請求項８３】
　前記カンナビノイドが、約０．０１ｍｇ／ｍｌ～約１０ｍｇ／ｍｌの濃度で前記製剤に
含まれるドロナビノールである、請求項７７または７８に記載の舌下カンナビノイド製剤
。
【請求項８４】
　吸収促進剤をさらに含む、請求項７７から８３に記載の舌下カンナビノイド製剤。
【請求項８５】
　前記吸収促進剤がミリスチン酸イソプロピルである、請求項８４に記載の舌下カンナビ
ノイド製剤。
【請求項８６】
　前記吸収促進剤が、前記製剤の約０．００１重量％～約１０重量％の量である、請求項
８４または８５に記載の舌下カンナビノイド製剤。
【請求項８７】
　前記カンナビノイドが、舌下投与の後、ヒト患者の肺に入らないか、実質的に入らない
、請求項７７から８６に記載の舌下カンナビノイド製剤。
【請求項８８】
　舌下噴霧投与に適する薬学的に許容される液体担体中にカンナビノイドの有効量の別々
の液滴を含む、請求項１から５８に記載の舌下カンナビノイド製剤の単位用量であって、
前記液滴は、少なくとも約１０ミクロンの平均径を有する単位用量。
【請求項８９】
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　前記液体噴霧製剤が、少なくとも約２０ミクロンの平均径を有する液滴粒子を含む、請
求項８８に記載の単位用量。
【請求項９０】
　前記液体噴霧製剤が、約５ミクロン～約５００ミクロンのサイズ分布を有する液滴粒子
を含む、請求項８８に記載の単位用量。
【請求項９１】
　前記液体噴霧製剤が、約１０ミクロン～約２００ミクロンのサイズ分布を有する液滴粒
子を含む、請求項８８に記載の単位用量。
【請求項９２】
　約０．５ｍｇ～約２００ｍｇの前記カンナビノイド、その薬学的に許容される塩または
その誘導体を含む、請求項８８から９１に記載の単位用量。
【請求項９３】
　約１ｍｇ～約１００ｍｇの前記カンナビノイド、その薬学的に許容される塩またはその
誘導体を含む、請求項８８から９１に記載の単位用量。
【請求項９４】
　約５ｍｇ～約５０ｍｇの前記カンナビノイドを含む、請求項８８から９１に記載の単位
用量。
【請求項９５】
　化学療法を受けるヒトに関連する悪心および嘔吐を制御する方法であって、少なくとも
約１０ミクロンの平均径を有する別々の液滴の形態の液体噴霧製剤を、悪心および嘔吐の
ヒト患者に舌下投与することを含み、前記液体噴霧製剤は、少なくとも約２０％の水を含
む薬学的に許容される液体担体に分散させたカンナビノイドの有効量を含み、前記担体は
、約７のｐＨに緩衝される方法。
【請求項９６】
　消耗症候群のエイズ患者の食欲刺激の方法であって、少なくとも約１０ミクロンの平均
径を有する別々の液滴の形態の液体噴霧製剤を、食欲不振のヒト患者に舌下投与すること
を含み、前記液体噴霧製剤は、少なくとも約２０％の水を含む薬学的に許容される液体担
体に分散させたカンナビノイドの有効量を含み、前記担体は、約７のｐＨに緩衝される方
法。
【請求項９７】
　前記カンナビノイドがドロナビノールである、請求項９５または９６に記載の方法。
【請求項９８】
　前記液滴が、少なくとも約２０ミクロンの平均径を有する、請求項９５から９７に記載
の方法。
【請求項９９】
　前記別々の液滴が、約５ミクロン～約５００ミクロンのサイズ分布を有する、請求項９
５から９７に記載の方法。
【請求項１００】
　前記サイズ分布が約１０ミクロン～約２００ミクロンである、請求項９５から９７に記
載の方法。
【請求項１０１】
　前記カンナビノイドが、約１ｍｇ／ｍｌ～約５０ｍｇ／ｍｌの濃度で前記液体噴霧製剤
に含まれる、請求項９５から９７に記載の方法。
【請求項１０２】
　前記カンナビノイドが、約５ｍｇ／ｍｌ～約２５ｍｇ／ｍｌの濃度で前記液体噴霧製剤
に含まれる、請求項９５から９７に記載の方法。
【請求項１０３】
　前記カンナビノイドが、約６ｍｇ／ｍｌ～約１０．１２ｍｇ／ｍｌの濃度で前記液体噴
霧製剤に含まれる、請求項９５から９７に記載の方法。
【請求項１０４】
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　前記カンナビノイドが、約６．５ｍｇ／ｍｌの濃度で前記液体噴霧製剤に含まれる、請
求項９５から９７に記載の方法。
【請求項１０５】
　薬剤の舌下投与のための単位用量または二用量の装置であって、
　ドロナビノール、１１－ＯＨ－デルタ－９－ＴＨＣ、デルタ－８－ＴＨＣおよび１１－
ＯＨ－デルタ－８－ＴＨＣからなる群から選択されるカンナビノイドの有効量を含む液体
製剤の単位用量または二用量を含む貯蔵器であって、前記カンナビノイドは、少なくとも
約２０％の水を含む薬学的に許容される液体担体に入れられ、前記担体は約７のｐＨに緩
衝される貯蔵器を含み、作動させると、少なくとも約１０ミクロンの平均径を有する液滴
の形態の前記液体製剤の前記単位用量を送達するアクチュエータを有する装置。
【請求項１０６】
　薬剤の舌下投与のための単位用量または二用量の装置であって、
　少なくとも約２０％の水を含む薬学的に許容される液体担体中にドロナビノールの有効
量を含む、室温安定性の液体製剤の単位用量または二用量を含む貯蔵器であって、前記担
体は約７のｐＨに緩衝される貯蔵器を含み、作動させると、少なくとも約１０ミクロンの
平均径を有する液滴の形態の前記液体製剤の前記単位用量を送達するアクチュエータを有
する装置。
【請求項１０７】
　前記送達単位用量が約０．５ｍｇ～約２００ｍｇのカンナビノイドを含む、請求項１０
５または１０６に記載の単位用量または二用量の装置。
【請求項１０８】
　前記送達単位用量が約１ｍｇ～約１００ｍｇのカンナビノイドを含む、請求項１０５ま
たは１０６に記載の単位用量または二用量の装置。
【請求項１０９】
　前記送達単位用量が約５ｍｇ～約５０ｍｇのカンナビノイドを含む、請求項１０５また
は１０６に記載の単位用量または二用量の装置。
【請求項１１０】
　前記カンナビノイドの吸収を妨げるか、または実質的に妨げる材料を含むストッパーを
さらに含む、請求項１０５から１０９に記載の単位用量または二用量の装置。
【請求項１１１】
　前記ストッパーが、前記液体製剤の噴霧特性に影響を及ぼす前記装置の一次包装構成要
素である、請求項１０５から１０９に記載の単位用量または二用量の装置。
【請求項１１２】
　前記ストッパーが以下の組成および特徴、すなわち、ａ）エラストマー：ブロモブチル
および／またはクロロブチル；ｂ）強化材：不活性物質：不活性鉱物；ならびにｃ）硬化
系：非従来型を有する、請求項１０５から１０９に記載の単位用量または二用量の装置。
【請求項１１３】
　薬剤の舌下投与のための多回用量装置であって、
　ドロナビノール、１１－ＯＨ－デルタ－９－ＴＨＣ、デルタ－８－ＴＨＣおよび１１－
ＯＨ－デルタ－８－ＴＨＣからなる群から選択されるカンナビノイドを含む液体製剤を含
む貯蔵器であって、前記カンナビノイドは、少なくとも約２０％の水を含む薬学的に許容
される液体担体に入れられ、前記担体は約７のｐＨに緩衝される貯蔵器を含み、作動させ
ると、少なくとも約１０ミクロンの平均径を有する液滴の形態の前記液体製剤の治療有効
用量を送達するアクチュエータを有する装置。
【請求項１１４】
　薬剤の舌下投与のための多回用量装置であって、
　少なくとも約２０％の水を含む薬学的に許容される液体担体中のドロナビノールを含む
、室温安定性の液体製剤を含む貯蔵器であって、前記担体は約７のｐＨに緩衝される貯蔵
器を含み、作動させると、少なくとも約１０ミクロンの平均径を有する液滴の形態の前記
液体製剤の治療有効用量を送達するアクチュエータを有する装置。
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【請求項１１５】
　前記治療有効用量が約０．５ｍｇ～約２００ｍｇのカンナビノイドを含む、請求項１１
３または１１４に記載の多回用量装置。
【請求項１１６】
　前記治療有効用量が約１ｍｇ～約１００ｍｇのカンナビノイドを含む、請求項１１３ま
たは１１４に記載の多回用量装置。
【請求項１１７】
　前記治療有効用量が約５ｍｇ～約５０ｍｇのカンナビノイドを含む、請求項１１３また
は１１４に記載の多回用量装置。
【請求項１１８】
　前記カンナビノイドの吸収を妨げるか、または実質的に妨げる材料を含むガスケットを
さらに含む、請求項１１３または１１４に記載の多回用量装置。
【請求項１１９】
　前記ガスケットが以下の組成および特徴、すなわち、ａ）エラストマー：ブロモブチル
および／またはクロロブチル；ｂ）強化材：不活性物質：不活性鉱物；ならびにｃ）硬化
系：非従来型を有する、請求項１１３から１１８に記載の装置。
【請求項１２０】
　以下の容積量、すなわち、（ｉ）約１５％～約９０％エタノール、（ｉｉ）（ａ）約０
．１％～約２５％のプロピレングリコール、（ｂ）約１～約３０％のポリエチレングリコ
ール、（ｃ）（ａ）および（ｂ）の組合せからなる群から選択されるグリコール、（ｉｉ
ｉ）約０．１～約２０％のゲル化剤、（ｉｖ）約０．１～約２０％の塩基、ならびに（ｖ
）約０．１～約２０％の吸収促進剤を含み、経皮投与に適する、請求項１から５８に記載
の製剤。
【請求項１２１】
　化学療法を受けるヒトに関連する悪心および嘔吐を制御する方法であって、悪心および
嘔吐を起こしているヒト患者へのゲル製剤の経皮投与を含み、前記ゲル製剤は、少なくと
も約２０％の水を含む薬学的に許容されるゲル担体に分散させたカンナビノイドの有効量
を含み、前記担体は、約７のｐＨに緩衝される方法。
【請求項１２２】
　消耗症候群のエイズ患者の食欲刺激の方法であって、食欲不振を起こしているヒト患者
へのゲル製剤の経皮投与を含み、前記ゲル製剤は、少なくとも約２０％の水を含む薬学的
に許容されるゲル担体に分散させたカンナビノイドの有効量を含み、前記担体は、約７の
ｐＨに緩衝される方法。
【請求項１２３】
　前記カンナビノイドがドロナビノールである、請求項１２１または１２２に記載の方法
。
【請求項１２４】
　以下の容積量、すなわち、（ｉ）約１５％～約９０％エタノール、（ｉｉ）（ａ）約０
．１％～約２５％のプロピレングリコール、（ｂ）約１～約３０％のポリエチレングリコ
ール、（ｃ）（ａ）および（ｂ）の組合せからなる群から選択されるグリコール、（ｉｉ
ｉ）約０．１～約２０％のゲル化剤、（ｉｖ）０～約２０％のｐＨ調整剤、ならびに（ｖ
）約０～約２０％の張性調整剤を含み、静脈内投与に適する、請求項１から５８に記載の
製剤。
【請求項１２５】
　前記張性調整剤が、糖、多価アルコール、マンニトール、ソルビトール、キシリトール
、ショ糖、乳糖、塩化ナトリウムおよびそれらの組合せからなる群から選択される、請求
項１２４に記載の製剤。
【請求項１２６】
　化学療法を受けるヒトに関連する悪心および嘔吐を制御する方法であって、悪心および
嘔吐を起こしているヒト患者への静脈内製剤の静脈内投与を含み、前記静脈内製剤は、少
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なくとも約２０％の水を含む薬学的に許容される液体担体に分散させたカンナビノイドの
有効量を含み、前記担体は、約７のｐＨに緩衝される方法。
【請求項１２７】
　消耗症候群のエイズ患者の食欲刺激の方法であって、食欲不振を起こしているヒト患者
への静脈内製剤の静脈内投与を含み、前記静脈内製剤は、少なくとも約２０％の水を含む
薬学的に許容される液体担体に分散させたカンナビノイドの有効量を含み、前記担体は、
約７のｐＨに緩衝される方法。
【請求項１２８】
　前記カンナビノイドがドロナビノールである、請求項１２６または１２７に記載の方法
。
【請求項１２９】
　ラノリン、ペトロラタムまたはそれらの組合せを含む薬学的に許容される担体に分散さ
せたカンナビノイドの有効量を含む安定化眼用製剤であって、（ｉ）４０℃／６０％相対
湿度で１カ月間；（ｉｉ）４０℃／６０％相対湿度で２カ月間；（ｉｉｉ）４０℃／６０
％相対湿度で３カ月間；（ｉｖ）４０℃／６０％相対湿度で６カ月間；（ｖ）４０℃／６
０％相対湿度で８カ月間；（ｖｉ）室温（２５℃）／６０％相対湿度で１年間；（ｖｉｉ
）室温（２５℃）／６０％相対湿度で２年間；およびそれらの任意の組合せからなる群か
ら選択される保存条件への前記製剤の曝露の後に、カンナビノイドの量の少なくとも約８
０％を非分解形態で含む製剤。
【請求項１３０】
　鉱油、水またはそれらの組合せをさらに含む、請求項１２９に記載の眼用製剤。
【請求項１３１】
　前記担体が約２０～約１００重量％のラノリンを含む、請求項１２９に記載の製剤。
【請求項１３２】
　前記担体が約５０～約１００重量％のペトロラタムを含む、請求項１２９に記載の製剤
。
【請求項１３３】
　前記担体が約１０～約２５重量％の鉱油を含む、請求項１３０に記載の製剤。
【請求項１３４】
　前記担体が約０．１～約２０重量％の水を含む、請求項１３０に記載の製剤。
【請求項１３５】
　緑内障のヒト患者を治療する方法であって、緑内障のヒト患者への室温安定性眼用製剤
の眼への投与を含み、前記眼用製剤は、ラノリン、ペトロラタムおよびそれらの組合せか
らなる群から選択される薬学的に許容される担体に分散させたカンナビノイドの有効量を
含む方法。
【請求項１３６】
　前記カンナビノイドがドロナビノールである、請求項１３５に記載の方法。
【請求項１３７】
　エイズ関連の食欲不振；化学療法に関連する悪心および嘔吐；緑内障；多発硬化症およ
び疼痛からなる群から選択される状態を有するヒト患者を治療する方法であって、有効濃
度のカンナビノイド、少なくとも約２０％の水を含む担体を含む安定化カンナビノイド製
剤を前記患者に投与するステップを含み、前記担体は、約６．５～約７．５のｐＨ範囲に
緩衝される方法。
【請求項１３８】
　前記製剤が、肺、経口、舌下、経皮、静脈内および眼からなる群から選択される送達経
路による投与に適する、請求項１３７に記載の方法。
【請求項１３９】
　ドロナビノールの有効量、および少なくとも１つの薬学的に許容される賦形剤を含む経
口液体医薬製剤であって、ヒト対象集団に投与される２．５ｍｇ用量のドロナビノールに
基づいて、約０．１４３～約０．４９３ｎｇ／ｍｌのドロナビノールの平均Ｃｍａｘを提
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供する製剤。
【請求項１４０】
　ヒト対象集団に投与される５ｍｇ用量のドロナビノールに基づいて、約０．５２～約１
．５６ｎｇ／ｍｌのドロナビノールの平均Ｃｍａｘを提供する、請求項１３９に記載の医
薬製剤。
【請求項１４１】
　ヒト対象集団に投与される１０ｍｇ用量のドロナビノールに基づいて、約１．６３～約
４．５５ｎｇ／ｍｌのドロナビノールの平均Ｃｍａｘを提供する、請求項１３９に記載の
医薬製剤。
【請求項１４２】
　約０．５～約１２時間のＴｍａｘ、ヒト対象集団に投与される場合の約２時間のＴｍａ

ｘ中央値、およびそれらの組合せから選択される、ドロナビノールの２．５ｍｇ用量に基
づく薬物動態パラメータを提供する、請求項１３９に記載の医薬製剤。
【請求項１４３】
　約０．２５～約８時間のＴｍａｘ、ヒト対象集団に投与される場合の約１．５時間のＴ

ｍａｘ中央値、およびそれらの組合せから選択される、ドロナビノールの５ｍｇ用量に基
づく薬物動態パラメータを提供する、請求項１３９に記載の医薬製剤。
【請求項１４４】
　約０．５～約８時間のＴｍａｘ、ヒト対象集団に投与される場合の約１．５時間のＴｍ

ａｘ中央値、およびそれらの組合せから選択される、ドロナビノールの１０ｍｇ用量に基
づく薬物動態パラメータを提供する、請求項１３９に記載の医薬製剤。
【請求項１４５】
　ヒト対象集団に投与される２．５ｍｇ用量のドロナビノールに基づいて、約０．９５～
約２．８１ｎｇ×時間／ｍｌのドロナビノールの平均ＡＵＣを提供する、請求項１３９に
記載の医薬製剤。
【請求項１４６】
　ヒト対象集団に投与される５ｍｇ用量のドロナビノールに基づいて、約２．０５～約６
．９３ｎｇ×時間／ｍｌのドロナビノールの平均ＡＵＣを提供する、請求項１３９に記載
の医薬製剤。
【請求項１４７】
　ヒト対象集団に投与される１０ｍｇ用量のドロナビノールに基づいて、約６．６１～約
１６．５９ｎｇ×時間／ｍｌのドロナビノールの平均ＡＵＣを提供する、請求項１３９に
記載の医薬製剤。
【請求項１４８】
　ヒト対象集団に投与される場合、ドロナビノールのソフトゼラチンカプセル製剤によっ
て提供されるドロナビノールの平均ＡＵＣの約６％以内である、ドロナビノールの平均Ａ
ＵＣを提供する、請求項１３９に記載の医薬製剤。
【請求項１４９】
　ヒト対象集団に投与される場合、（ｉ）約０．１ｎｇ／ｍｌ～約１．４４ｎｇ／ｍｌ、
（ｉｉ）約０．１２ｎｇ／ｍｌ、（ｉｉｉ）約０．２４ｎｇ／ｍｌ、（ｉｖ）約０．２８
ｎｇ／ｍｌ、（ｖ）約０．５６ｎｇ／ｍｌ、および（ｖｉ）約１．２ｎｇ／ｍｌからなる
群から選択されるドロナビノールの平均閾値濃度（すなわち、最小有効濃度）を有する、
請求項１３９に記載の医薬製剤。
【請求項１５０】
　約０．１ｎｇ／ｍｌ～約０．６ｎｇ／ｍｌのドロナビノールの平均閾値濃度（すなわち
、最小有効濃度）を有し、ヒト対象集団に投与される場合、約４時間～約６時間、または
約４～約１０時間の治療効果を生じる、請求項１３９に記載の医薬製剤。
【請求項１５１】
　約０．２８ｎｇ／ｍｌのドロナビノールの平均閾値濃度（すなわち、最小有効濃度）を
有し、ヒト対象集団に投与される場合、ドロナビノールの５ｍｇ投与量の後に約４時間の
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治療効果を生じる、請求項１３９に記載の医薬製剤。
【請求項１５２】
　約０．１２ｎｇ／ｍｌのドロナビノールの平均閾値濃度（すなわち、最小有効濃度）を
有し、ヒト対象集団に投与される場合、ドロナビノールの５ｍｇ投与量の後に約４時間の
治療効果を生じる、請求項１３９に記載の医薬製剤。
【請求項１５３】
　約０．５６ｎｇ／ｍｌのドロナビノールの平均閾値濃度（すなわち、最小有効濃度）を
有し、ヒト対象集団に投与される場合、ドロナビノールの１０ｍｇ投与量の後に約６時間
の治療効果を生じる、請求項１３９に記載の医薬製剤。
【請求項１５４】
　約０．５６ｎｇ／ｍｌのドロナビノールの平均閾値濃度（すなわち、最小有効濃度）を
有し、ヒト対象集団に投与される場合、ドロナビノールの１０ｍｇ投与量の後に約４時間
の治療効果を生じる、請求項１３９に記載の医薬製剤。
【請求項１５５】
　約０．２４ｎｇ／ｍｌのドロナビノールの平均閾値濃度（すなわち、最小有効濃度）を
有し、ヒト対象集団に投与される場合、ドロナビノールの１０ｍｇ投与量の後に約６時間
の治療効果を生じる、請求項１３９に記載の医薬製剤。
【請求項１５６】
　リン酸緩衝液、無水アルコール、ポリエチレングリコールおよびプロピレングリコール
をさらに含む、請求項１３９に記載の医薬製剤。
【請求項１５７】
　癌化学療法に関連する悪心および嘔吐を治療する方法であって、それを必要とする患者
に、ドロナビノールの有効量および少なくとも１つの薬学的に許容される賦形剤を含む経
口ドロナビノールシロップ製剤を投与することを含み、前記製剤は、ヒトに経口投与され
る場合、約１．５～約２時間のＴｍａｘ中央値を提供する方法。
【請求項１５８】
　前記製剤が、ヒト対象集団に投与される場合、２．５ｍｇのドロナビノール用量に基づ
いて、約０．３１８ｎｇ／ｍｌ±０．１７５、５ｍｇのドロナビノール用量に基づいて、
約１．０４ｎｇ／ｍｌ±０．５２、１０ｍｇのドロナビノール用量に基づいて、３．０９
ｎｇ／ｍｌ±１．４６、およびそれらの組合せからなる群から選択される平均Ｃｍａｘを
提供する、請求項１５７に記載の方法。
【請求項１５９】
　ドロナビノールの有効量および少なくとも１つの薬学的に許容される賦形剤を含む経口
ドロナビノールシロップ製剤の製造方法であって、
　ドロナビノール、リン酸緩衝液および無水アルコールを混ぜることを含み、
　用量がヒトに経口投与される場合、前記製剤が約１．５～約２時間のＴｍａｘ中央値を
提供し、前記リン酸緩衝液は約７のｐＨを有する方法。
【請求項１６０】
　前記製剤が室温で約２年間物理的および／または化学的に安定である、請求項１から１
５９のいずれかに記載の方法または製剤。
【請求項１６１】
　前記製剤が約３０％を超える水性リン酸緩衝液を含む、請求項１から１６０のいずれか
に記載の方法または製剤。
【請求項１６２】
　前記製剤が約３７％の水性リン酸緩衝液を含む、請求項１から１６１のいずれかに記載
の方法または製剤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、室温で長期間、例えば２年以上安定である、カンナビノイドを含有する水の
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製剤に関する。本発明は、肺内送達、経口送達、舌下送達、経皮送達、静脈内送達および
眼送達に適する、水性カンナビノイド製剤にさらに関する。本発明は、医薬製剤、薬理学
および医学の分野で有用である。
【背景技術】
【０００２】
　デルタ－９－テトラヒドロカンナビノール（別名ＴＨＣ、ドロナビノールおよびＤ９Ｔ
ＨＣ）は、天然の化合物であり、規制薬物マリファナの主要な有効成分である。マリファ
ナは、大麻植物であるＣａｎｎａｂｉｓ　Ｓａｔｉｖａの花がらおよび葉を指す。植物の
これらの部分は、ある疾患状態の患者を救うことができる、カンナビノイド（ドロナビノ
ールを含む）と呼ばれるいくつかの化合物を含む。ドロナビノールは、化学療法に関連す
る悪心および嘔吐の制御のために、より最近では、消耗症候群のエイズ（ＡＩＤＳ）患者
の食欲増進のために、米国食品医薬品局（ＦＤＡ）によって承認されている。合成ドロナ
ビノールは医薬有効成分として利用されており、合成ＴＨＣではなく大麻の植物源を用い
る大麻ベースの薬も、当技術分野で公知である。
【０００３】
　現在では、ドロナビノールは、Ｕｎｉｍｅｄ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌｓ，Ｉｎ
ｃ．から商品名Ｍａｒｉｎｏｌ（登録商標）の下、ソフトゼラチンカプセルに入った溶液
として米国で市販され、経口投与されている。経口投与の後、ゼラチンは溶解して、薬剤
を放出する。ゴマ油に溶解されているドロナビノールは、その後胃腸管を通る間に吸収さ
れる。Ｍａｒｉｎｏｌは、以下の治療のために適用される：１）エイズ患者の体重減少に
関連する食欲不振、および２）従来の制吐療法に十分に応答することができない患者にお
ける癌化学療法に関連する悪心および嘔吐。Ｍａｒｉｎｏｌカプセルは、２．５ｍｇ、５
ｍｇまたは１０ｍｇの投薬量で販売され、以下の不活性成分、すなわち、ゴマ油、ゼラチ
ン、グリセリン、（グリセロール）、メチルパラベン、プロピルパラベンおよび二酸化チ
タンで製剤化される。Ｍａｒｉｎｏｌソフトゼラチンカプセル製剤中のドロナビノールは
、室温で非常に不安定であり、製品を冷蔵（２～８℃）か冷温（８～１５℃）条件で保存
するように推奨されている（Ｍａｒｉｎｏｌ包装ラベル、Ｐｈｙｓｉｃｉａｎｓ　Ｄｅｓ
ｋ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ（登録商標）、２００３年版）。さらに、Ｍａｒｉｎｏｌは密閉
容器で包装し、８℃～１５℃（４６°Ｆ～５９°Ｆ）の冷温環境で保存するべきである。
今のところ、ドロナビノールおよびナビロンが、市販されている唯一の承認カンナビノイ
ド薬剤である。
【０００４】
　ドロナビノールを含む他の製剤が、当技術分野で現れている。１９７６年に、Ｏｌｓｅ
ｎらは、ドロナビノールのクロロフルオロカーボン（ＣＦＣ）推進ＭＤＩ製剤を記載した
。Ｏｌｓｅｎ，　Ｊ．　Ｌ．、Ｌｏｄｇｅ，　Ｊ．　Ｗ．、Ｓｈａｐｉｒｏ，　Ｂ．　Ｊ
．およびＴａｓｈｋｉｎ，　Ｄ．　Ｐ．（１９７６年）Ａｎ　ｉｎｈａｌａｔｉｏｎ　ａ
ｅｒｏｓｏｌ　ｏｆ　Ｄ９ＴＨＣ．Ｊ．　Ｐｈａｒｍａｃｙ　ａｎｄ　Ｐｈａｒｍａｃｏ
ｌ．２８巻：８６頁。しかし、ドロナビノールは保存の間に悪化することが知られており
、この製剤でのドロナビノールの安定性は疑わしい。さらに、この製剤のエタノール含有
量は高すぎた（約２３％）ので、効果的に吸入されるにはあまりに大きな液滴を含むエア
ゾールが形成された。Ｄａｌｂｙ，　Ｒ．　Ｎ．およびＢｙｒｏｎ，　Ｐ．　Ｒ．（１９
８８年）Ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ　ｏｆ　ｏｕｔｐｕｔ　ｐａｒｔｉｃｌｅ　ｓｉｚｅ　ｄ
ｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎｓ　ｆｒｏｍ　ｐｒｅｓｓｕｒｉｚｅｄ　ａｅｒｏｓｏｌｓ　ｆ
ｏｒｍｕｌａｔｅｄ　ａｓ　ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ　ｏｒ　ｓｕｓｐｅｎｓｉｏｎｓ。Ｐｈ
ａｒｍ．　Ｒｅｓ．５巻：３６～３９頁を参照。ドロナビノールＣＦＣ製剤は、喘息治療
での使用について試験されたが、中程度に有効なだけであることが示された。Ｔａｓｈｋ
ｉｎ，　Ｄ．　Ｐ．、Ｒｅｉｓｓ，　Ｓ．、Ｓｈａｐｉｒｏ，　Ｂ．　Ｊ．、Ｃａｌｖａ
ｒｅｓｅ，　Ｂ．、Ｏｌｓｅｎ，　Ｊ．　Ｌ．およびＬｉｄｇｅｋ，　Ｊ．　Ｗ．（１９
７７年）Ｂｒｏｎｃｈｉａｌ　ｅｆｆｅｃｔｓ　ｏｆ　ａｅｒｏｓｏｌｉｚｅｄ　Ｄ９Ｔ
ＨＣ　ｉｎ　ｈｅａｌｔｈｙ　ａｎｄ　ａｓｔｈｍａｔｉｃ　ｓｕｂｊｅｃｔｓ。Ａｍｅ
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ｒ．　Ｒｅｖ．　ｏｆ　Ｒｅｓｐ．　Ｄｉｓｅａｓｅ．１１５巻：５７～６５頁、Ｗｉｌ
ｌｉａｍｓ，　Ｓ．　Ｊ．、Ｈａｒｔｌｅｙ，　Ｊ．　Ｐ．　Ｒ．およびＧｒａｈａｍ，
　Ｊ．　Ｄ．　Ｐ．（１９７６年）Ｂｒｏｎｃｈｏｄｉｌａｔｏｒ　ｅｆｆｅｃｔ　ｏｆ
　Ｄ９ＴＨＣ　ａｄｍｉｎｉｓｔｅｒｅｄ　ｂｙ　ａｅｒｏｓｏｌ　ｔｏ　ａｓｔｈｍａ
ｔｉｃ　ｐａｔｉｅｎｔｓ。Ｔｈｏｒａｘ．３１巻：７２０～７２３頁を参照。さらに、
ＣＦＣ噴射剤はその後禁止され、そのような製剤は今では無用である。
【０００５】
　米国特許第６，５０９，００５号は、ヒドロフルオロアルカン噴射剤（例えば、ＨＦＡ
２２７またはＨＦＡ１３４ａ）およびドロナビノール（Ｄ９ＴＨＣ）を含むエアゾール投
薬用医薬製剤を記載し、その製剤は安定であると言われる。噴射剤は、約７８～１００重
量％の範囲で存在し、より詳細には、噴射剤は約８５～１００重量％の範囲で存在する。
噴射剤にドロナビノールを可溶化することを助けるためにエタノールなどの有機溶媒を用
いることができるが、それは必要ではないと述べられている。溶媒を用いる場合、好まし
くは２０重量％未満が必要とされ、最も好ましくは１５重量％未満が必要とされる。ドロ
ナビノールの薬学的に有効な濃度は、好ましくは０．０５～１０重量％である。
【０００６】
　米国特許第６，７４７，０５８号および米国特許出願公開第２００４／０１６２３３６
号は、薬剤の溶解点の近くで安定透明溶液を生成すると言われている、３５：１０：５５
のアルコール：水：プロピレングリコール（ｖ／ｖ）などの半水性溶媒でのデルタ－９－
テトラヒドロカンナビノールの送達のために、エアゾール化が可能な製剤を記載する。こ
れらの開示は、精製水を用いる製剤を記載する。記載される製剤の含水量が２０容量部に
近づくと、液滴が形成される。製剤が容量で３０部の水に近づくと、ドロナビノールは溶
液から容易に脱落することが報告されている。
【０００７】
　米国特許第６，３８３，５１３号は、二相性送達系にカンナビノイドを含む経鼻送達の
ための組成物を記載し、その二相性送達系は水中油型乳剤である。この開示は、いかなる
条件での長期、例えば２年の安定性に関するデータも提供しない。
【０００８】
　米国特許出願公開第２００３／０２２９０２７号は、安定化されていると言われるＤ９
ＴＨＣなどの天然カンナビノイド化合物を含む医薬組成物を調製する方法を記載し、それ
は、そのような化合物、およびコップ一杯の糖、糖アルコール、糖の混合物または糖アル
コールの混合物を含む。天然のカンナビノイド化合物を水に溶解性の有機溶媒に溶解させ
、糖、糖アルコール、糖の混合物または糖アルコールの混合物を水に溶解させ；溶解させ
たカンナビノイド化合物および溶解させた１つまたは複数の糖を混合させ；次に、凍結乾
燥、噴霧乾燥、減圧乾燥または超臨界乾燥によって混合液を乾燥させる。この製剤のカン
ナビノイドは、糖と乾燥複合体を生成して粉末を形成するのに十分長い、限られた水曝露
に耐えることが報告されている。
【０００９】
　特許文献１および特許文献２は、少なくとも１つのドロナビノールプロドラッグエステ
ル誘導体の治療有効量を、坐薬製剤に長期安定性を提供すると言われている坐剤基剤と混
ぜることによって調製される、坐薬製剤を記載する。
【００１０】
　ドロナビノールは、癌化学療法を受ける患者で悪心および嘔吐を軽減するために、制吐
剤として用いられている。さらに、特許文献３は、患者の体重増加を刺激するために徴候
的ＨＩＶ感染症の患者を治療する方法を記載し、その方法は、患者の体重増を引き起こす
のに十分な量のドロナビノールを含む医薬組成物を、患者に投与することを含む。
【００１１】
　上で、また他で概説されるすべての研究にもかかわらず、今まで長期間、例えば、２年
間室温で安定である、ドロナビノールなどのカンナビノイドの水性ドロナビノール製剤は
達成されていない。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】米国特許第５，５０８，０３７号明細書
【特許文献２】米国特許第第５，３８９，３７５号明細書
【特許文献３】米国特許第６，７０３，４１８号明細書
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　特に明記しない限り、本明細書で報告される成分のすべての割合は、容量対容量で表さ
れる。
【００１４】
　本発明の目的は、約５～約１０のｐＨに緩衝した半水性溶液中のカンナビノイドの有効
量を含む安定化カンナビノイド製剤を提供することであり、その溶液は、製剤の物理的安
定性を維持するために水および有機共溶媒の有効量を含み、その製剤は、（ｉ）４０℃／
６０％相対湿度で１カ月間；（ｉｉ）４０℃／６０％相対湿度で２カ月間；（ｉｉｉ）４
０℃／６０％相対湿度で３カ月間；（ｉｖ）４０℃／６０％相対湿度で６カ月間；（ｖ）
４０℃／６０％相対湿度で８カ月間；（ｖｉ）室温（２５℃）／６０％相対湿度で１年間
；（ｖｉｉ）室温（２５℃）／６０％相対湿度で２年間；および／またはそれらの任意の
組合せの保存条件への製剤の曝露の後に、カンナビノイドの量の少なくとも約８０％を非
分解形態で含有する。
【００１５】
　本発明のさらなる目的は、約５～約１０のｐＨに緩衝した半水性溶液中のカンナビノイ
ドの有効量を含む安定化カンナビノイド製剤を提供することであり、その溶液は、製剤が
曇らず、可視的油滴を含まないように製剤の物理的安定性を維持するために、約２０％～
約４４％の水および有機共溶媒の有効量を含み、その製剤は、（ｉ）４０℃／６０％相対
湿度で１カ月間；（ｉｉ）４０℃／６０％相対湿度で２カ月間；（ｉｉｉ）４０℃／６０
％相対湿度で３カ月間；（ｉｖ）４０℃／６０％相対湿度で６カ月間；（ｖ）４０℃／６
０％相対湿度で８カ月間；（ｖｉ）室温（２５℃）／６０％相対湿度で１年間；（ｖｉｉ
）室温（２５℃）／６０％相対湿度で２年間；および／またはそれらの任意の組合せの保
存条件への製剤の曝露の後に、カンナビノイドの量の少なくとも約８０％を非分解形態で
含有する。
【００１６】
　本発明のさらなる目的は、約５～約１０のｐＨに緩衝した半水性溶液中のカンナビノイ
ドの有効量を含む安定化カンナビノイド製剤を提供することであり、その溶液は、製剤の
物理的安定性を維持するために、製剤の３０％を超える割合から約４４％の量の水および
有機共溶媒の有効量を含み、その製剤は、（ｉ）４０℃／６０％相対湿度で１カ月間；（
ｉｉ）４０℃／６０％相対湿度で２カ月間；（ｉｉｉ）４０℃／６０％相対湿度で３カ月
間；（ｉｖ）４０℃／６０％相対湿度で６カ月間；（ｖ）４０℃／６０％相対湿度で８カ
月間；（ｖｉ）室温（２５℃）／６０％相対湿度で１年間；（ｖｉｉ）室温（２５℃）／
６０％相対湿度で２年間；および／またはそれらの任意の組合せの保存条件への製剤の曝
露の後に、カンナビノイドの量の少なくとも約８０ｗ／ｗ％を非分解形態で含有する。
【００１７】
　本発明のさらなる目的は、以下の容量、すなわち、（ｉ）約１５～約５０％のエタノー
ル、ならびに（ｉｉ）（ａ）約０．１％～約２５％のプロピレングリコール、（ｂ）約１
～約３０％のポリエチレングリコール、および／または、（ｃ）（ａ）および（ｂ）の組
合せであるグリコールを含む製剤を提供することであり、その製剤は、ネブライザーによ
る投与に適する。
【００１８】
　本発明のさらなる目的は、以下の容量、すなわち、（ｉ）約１５～約６５％のエタノー



(18) JP 2010-535774 A 2010.11.25

10

20

30

40

50

ル、ならびに（ｉｉ）（ａ）約０．１％～約２５％のプロピレングリコール、（ｂ）約１
～約２５％のポリエチレングリコール、および／または、（ｃ）（ａ）および（ｂ）の組
合せであるグリコールを含む製剤を提供することであり、その製剤は経口投与に適する。
【００１９】
　本発明のさらなる目的は、以下の容量、すなわち、（ｉ）約１５～約７０％のエタノー
ル、ならびに（ｉｉ）（ａ）約０．１％～約２５％のプロピレングリコール、（ｂ）約１
～約２５％のポリエチレングリコール、および／または、（ｃ）（ａ）および（ｂ）の組
合せであるグリコールを含む別々の液滴の形態の製剤を提供することであり、その製剤は
舌下投与に適する。
【００２０】
　本発明のさらなる目的は、以下の容量、すなわち、（ｉ）約４５～約７０％のエタノー
ル、ならびに（ｉｉ）（ａ）約０～約５０％のプロピレングリコール、（ｂ）０～約２．
５％のポリエチレングリコール、および／または、（ｃ）（ａ）および（ｂ）の組合せで
あるグリコール；（ｉｉｉ）０～約２５％のさらなる可溶化剤；および（ｉｖ）０～約１
％の矯味矯臭剤を含む別々の液滴の形態の製剤を提供することであり、その製剤は舌下投
与に適する。
【００２１】
　本発明のさらなる目的は、舌下噴霧投与に適する薬学的に許容される液体担体中のカン
ナビノイドの有効量の別々の液滴を含む、舌下カンナビノイド製剤の単位用量を提供する
ことであり、液滴は、少なくとも約１０ミクロンの平均径を有する。
【００２２】
　本発明のさらなる目的は、薬剤の舌下投与のための単位用量または二用量の装置であっ
て、ドロナビノール、１１－ＯＨ－デルタ－９－ＴＨＣ、デルタ－８－ＴＨＣおよび１１
－ＯＨ－デルタ－８－ＴＨＣからなる群から選択されるカンナビノイドの有効量を含む液
体製剤の単位用量または二用量を含む貯蔵器であって、カンナビノイドは、少なくとも約
２０％の水を含む薬学的に許容される液体担体に入れられ、担体はｐＨ約７に緩衝される
貯蔵器を含み、作動させると、少なくとも約１０ミクロンの平均径を有する液滴の形態の
液体製剤の単位用量を送達するアクチュエータを有する装置を提供することである。
【００２３】
　本発明のさらなる目的は、薬剤の舌下投与のための単位用量または二用量の装置であっ
て、少なくとも約２０％の水を含む薬学的に許容される液体担体中のドロナビノールの有
効量を含む、室温安定性の液体製剤の単位用量または二用量を含む貯蔵器であって、前記
担体はｐＨ約７に緩衝される貯蔵器を含み、作動させると、少なくとも約１０ミクロンの
平均径を有する液滴の形態の液体製剤の単位用量を送達するアクチュエータを有する装置
を提供することである。
【００２４】
　本発明のさらなる目的は、薬剤の舌下投与のための多回用量装置であって、ドロナビノ
ール、１１－ＯＨ－デルタ－９－ＴＨＣ、デルタ－８－ＴＨＣおよび１１－ＯＨ－デルタ
－８－ＴＨＣからなる群から選択されるカンナビノイドを含む液体製剤を含む貯蔵器であ
って、前記カンナビノイドは、少なくとも約２０％の水を含む薬学的に許容される液体担
体に入れられ、前記担体はｐＨ約７に緩衝される貯蔵器を含み、作動させると、少なくと
も約１０ミクロンの平均径を有する液滴の形態の液体製剤の治療有効用量を送達するアク
チュエータを有する装置を提供することである。
【００２５】
　本発明のさらなる目的は、薬剤の舌下投与のための多回用量装置であって、
　少なくとも約２０％の水を含む薬学的に許容される液体担体中のドロナビノールを含む
、室温安定性の液体製剤を含む貯蔵器であって、前記担体はｐＨ約７に緩衝される貯蔵器
、ならびに
　作動させると、少なくとも約１０ミクロンの平均径を有する液滴の形態の液体製剤の治
療有効用量を送達するアクチュエータを有する装置を提供することである。
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【００２６】
　本発明の別の目的は、以下の容量、すなわち、（ｉ）約１５％～約９０％のエタノール
、ならびに（ｉｉ）（ａ）約０．１％～約２５％のプロピレングリコール、（ｂ）約１～
約３０％のポリエチレングリコール、および（ｃ）（ａ）および（ｂ）の組合せからなる
群から選択されるグリコール、（ｉｉｉ）約０．１～約２０％のゲル化剤、（ｉｖ）約０
．１～約２０％の塩基、（ｖ）約０．１～約２０％の吸収促進剤を含む製剤を提供するこ
とであり、前記製剤は経皮投与に適する。
【００２７】
　本発明のさらなる目的は、以下の容量、すなわち、（ｉ）約１５％～約９０％のエタノ
ール、（ｉｉ）（ａ）約０．１％～約２５％のプロピレングリコール、（ｂ）約１～約３
０％のポリエチレングリコール、または（ｃ）（ａ）および（ｂ）の組合せであるグリコ
ール、（ｉｉｉ）約０．１～約２０％のゲル化剤、（ｉｖ）０～約２０％のｐＨ調整剤、
ならびに（ｖ）約０～約２０％の張性調整剤を含む製剤を提供することであり、前記製剤
は静脈内投与に適する。
【００２８】
　本発明の別の目的は、薬学的に許容される担体に分散させたカンナビノイドの有効量を
含む安定化眼用製剤を提供することであり、前記担体は、ラノリン、ペトロラタムまたは
それらの組合せを含み、前記製剤は、（ｉ）４０℃／６０％相対湿度で１カ月間；（ｉｉ
）４０℃／６０％相対湿度で２カ月間；（ｉｉｉ）４０℃／６０％相対湿度で３カ月間；
（ｉｖ）４０℃／６０％相対湿度で６カ月間；（ｖ）４０℃／６０％相対湿度で８カ月間
；（ｖｉ）室温（２５℃）／６０％相対湿度で１年間；（ｖｉｉ）室温（２５℃）／６０
％相対湿度で２年間；およびそれらの任意の組合せからなる群から選択される保存条件へ
の製剤の曝露の後に、カンナビノイドの量の少なくとも約８０％を非分解形態で含む。
【００２９】
　本発明のさらなる目的は、エイズ関連の食欲不振；化学療法に関連する悪心および嘔吐
；緑内障；多発硬化症および疼痛からなる群から選択される状態を有するヒト患者を治療
する方法を提供することであり、前記方法は、有効濃度のカンナビノイド、少なくとも約
２０％の水を含む担体を含む安定化カンナビノイド製剤を前記患者に投与するステップを
含み、前記担体は、約６．５～約７．５のｐＨ範囲に緩衝される。
【００３０】
　本発明のさらなる目的は、カンナビノイド製剤が、肺内、経口、舌下、経皮、静脈内お
よび眼からなる群から選択される送達経路による投与に適する治療方法を提供することで
ある。
【００３１】
　本発明の別の目的は、上記の目的のいずれかに従って、少なくとも約２０％の水および
少なくとも１つの共溶媒を含む、ドロナビノールなどのカンナビノイドの室温安定性水性
製剤を提供することである。
【００３２】
　本発明のさらなる目的は、上記の目的のいずれかに従って、水性緩衝液を含む、ドロナ
ビノールなどのカンナビノイドの室温安定性水性製剤を提供することである。
【００３３】
　本発明のさらなる目的は、上記の目的のいずれかに従って、熱力学的に安定であるドロ
ナビノールなどのカンナビノイドの室温安定性製剤を提供することである。
【００３４】
　本発明の別の目的は、上記の目的のいずれかに従って、塩基または抗酸化剤などの安定
剤の存在によってさらに安定化される製剤を提供することである。
【００３５】
　本発明のさらなる目的は、哺乳動物、例えばヒトの対象または患者の肺で直ちに吸収可
能な、ドロナビノールなどのカンナビノイドの室温安定性製剤を提供することである。
【００３６】
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　本発明のある実施形態のさらなる目的は、剤形の水分が上部気道の粘膜内層の上にカン
ナビノイドを実質的に沈着させないように、肺内投与のためのドロナビノールなどのカン
ナビノイドの安定水性剤形を提供することである。
【００３７】
　本明細書で記載される目的のいずれかに従って、本発明のさらなる目的は、約０．０１
～約１５ミクロンの範囲の平均質量空気力学的径中央値を有するエアゾール化粒子として
肺に投与される、肺内投与に適する製剤を提供することである。好ましくは、生成される
粒子は、約１～約１０ミクロン、より好ましくは約２～約４ミクロンの範囲の平均質量空
気力学的径中央値を有する。
【００３８】
　本発明のさらなる目的は、哺乳動物、例えばヒトの対象または患者の胃腸管の任意の部
分で直ちに吸収可能な、ドロナビノールなどのカンナビノイドの室温安定性製剤を提供す
ることである。
【００３９】
　本発明のさらなる目的は、哺乳動物、例えばヒトの対象または患者の舌下および口内の
領域で直ちに吸収可能な、ドロナビノールなどのカンナビノイドの室温安定性製剤を提供
することである。
【００４０】
　本発明のある実施形態のさらなる目的は、投与薬がレシピエントの肺に流れ込む実質的
な危険なしで実質的な舌下吸収をもたらす方法で舌下投与することができる、ドロナビノ
ールなどのカンナビノイドの安定水性剤形を提供することである。
【００４１】
　本発明のさらなる目的は、哺乳動物、例えばヒトの対象または患者の皮膚を通して直ち
に吸収可能な、ドロナビノールなどのカンナビノイドの室温安定性製剤を提供することで
ある。
【００４２】
　本発明のさらなる目的は、哺乳動物、例えばヒトの対象または患者への静脈内投与に適
する、ドロナビノールなどのカンナビノイドの室温安定性製剤を提供することである。
【００４３】
　本発明のさらなる目的は、哺乳動物、例えばヒトの対象または患者の眼へ直ちに吸収可
能な、ドロナビノールなどのカンナビノイドの室温安定性製剤を提供することである。
【００４４】
　本発明のさらなる目的は、市販のドロナビノール製剤の改善を提供する、ドロナビノー
ルなどのカンナビノイドの投与のための方法および組成物を提供することである。
【００４５】
　本発明のさらなる目的は、喘息、エイズ患者の体重減少に関連する食欲不振、癌化学療
法に関連する悪心および嘔吐、癌患者の食欲不振、多発硬化症、ジストニー運動障害、疼
痛または緑内障の有効な管理のために、肺内、経口、舌下、経皮、静脈内または眼への投
与に適する、ドロナビノールなどのカンナビノイドの安定水性製剤を提供することである
。
【００４６】
　本発明のある実施形態のさらなる目的は、喘息、エイズ患者の体重減少に関連する食欲
不振、癌化学療法に関連する悪心および嘔吐、癌患者の食欲不振、多発硬化症、ジストニ
ー運動障害、疼痛または緑内障の有効な管理のために、制御された量のドロナビノールな
どのカンナビノイドの安定水性製剤の肺内、経口、舌下、経皮、静脈内または眼への投与
方法を提供することである。
【００４７】
　本発明のある実施形態のさらなる目的は、肺内投与のためのドロナビノールなどのカン
ナビノイドの安定水性液剤を提供することである。
【００４８】
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　本発明のある実施形態のさらなる目的は、経口投与のためのドロナビノールなどのカン
ナビノイドの安定水性液剤を提供することである。
【００４９】
　本発明のある実施形態のさらなる目的は、舌下または口内投与のためのドロナビノール
などのカンナビノイドの安定水性液剤を提供することである。
【００５０】
　本発明のある実施形態のさらなる目的は、経皮投与することができる、ドロナビノール
などのカンナビノイドの安定水性ゲル剤を提供することである。
【００５１】
　本発明のある実施形態のさらなる目的は、静脈内投与することができる、ドロナビノー
ルなどのカンナビノイドの安定水性液剤を提供することである。
【００５２】
　本発明のある実施形態のさらなる目的は、眼への投与することができる、ドロナビノー
ルなどのカンナビノイドの安定軟膏剤を提供することである。
【００５３】
　これらおよび他の目的および特徴に従って、本発明は、一部、水性担体中の薬学的に許
容されるカンナビノイドの治療有効量を含む、室温安定性カンナビノイド製剤を目的とす
る。
【００５４】
　本発明は、薬学的に許容されるカンナビノイドおよび薬学的に許容される水性担体の混
合物の有効量を含むカンナビノイド剤形をさらに目的とし、その水性成分は緩衝液も含む
。
【００５５】
　本発明は、一部、溶解させたカンナビノイドの治療有効量の水性製剤、およびカンナビ
ノイドを安定させる手段をさらに目的とする。
【００５６】
　製剤が有効成分としてドロナビノールを含む本発明のさらなる好ましい実施形態では、
その主張する有効期間の間、剤形は、以下から選択されるレベルの成分を含有する：（ｉ
）最初のドロナビノール含有量の９０％以上；（ｉｉ）約２％以下のカンナビノール；（
ｉｉｉ）約２％以下のデルタ－８－ＴＨＣ；および上の任意の組合せ。
【００５７】
　ある好ましい実施形態では、本発明は、すべての条件、すなわち、冷蔵、冷温および室
温（２～８℃、８～１５℃および２５℃／６０％ＲＨ）で安定である、水性カンナビノイ
ド製剤（例えば、ドロナビノール）を提供する。言い換えると、ある好ましい実施形態で
は、安定化水性カンナビノイド製剤は、患者が、周囲温度および湿度で、または冷蔵庫で
保存することができる。
【００５８】
　ある好ましい実施形態では、カンナビノイドは、液体（懸濁液および乳剤を含む）、ネ
ブライザー溶液、坐薬、経皮製剤および舌下製剤、眼科薬、ならびに注射可能な製剤の形
で製剤化されるドロナビノールである。
【００５９】
　本発明は、一部、医薬有効成分としてカンナビノイドを含む剤形を安定させる方法であ
って、薬学的に許容される水性担体および薬学的に許容される有機担体の混合液にカンナ
ビノイドの治療有効量を溶解することを含み、混合液は、抗酸化剤などの１つまたは複数
の安定化剤の有効量を含む方法をさらに目的とする。
【００６０】
　本発明は、一部、医薬有効成分としてカンナビノイドを含む剤形を安定させる方法であ
って、カンナビノイドを安定させるために有効である１つまたは複数の有機塩基の量を含
有する、水性および有機の担体の薬学的に許容される混合液にカンナビノイドの治療有効
量を溶解することを含む方法をさらに目的とする。
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【００６１】
　本発明は、一部、医薬有効成分としてカンナビノイドを含む安定化剤形を調製する方法
であって、カンナビノイドの溶液を水性および有機の担体と混合して流動可能な混合液を
得ること；および混合液を、以下の経路、すなわち、肺、経口、舌下、経皮、静脈内また
は眼による投与に適する医薬にさらに製剤化することを含み、製剤は、所望の効果を提供
するために前記カンナビノイドの治療有効量を含む方法をさらに目的とする。
【００６２】
　ある実施形態では、本発明の製剤は、例えば、口内投与または舌下投与を含む経粘膜投
与に適する。
【００６３】
　ある実施形態では、本発明は、ドロナビノール、その薬学的に許容される塩、またはそ
の誘導体を、ドロナビノール、その薬学的に許容される塩、またはその誘導体の実質的な
部分が患者の肺に流れ込まない製剤で、ヒトに経粘膜投与する方法をさらに目的とする。
ある好ましい実施形態では、経粘膜領域は、ヒトの口内領域である。
【００６４】
　ある実施形態では、本発明は、エイズ患者の体重減少に関連する食欲不振の管理のため
の食欲刺激薬として、および癌化学療法に関連する悪心および嘔吐のための制吐剤として
用いる医薬の製造のための、上記の目的のいずれかに規定される製剤の使用をさらに目的
とする。
【００６５】
　ある実施形態に従って、本発明のさらなる目的は、化学療法を受けているヒトに関連す
る悪心および嘔吐を制御する方法であって、悪心および嘔吐を起こしているヒト患者への
液体ネブライザー製剤の肺内投与を含み、前記液体ネブライザー製剤は、少なくとも約２
０％の水を含む薬学的に許容される担体に分散させたカンナビノイドの有効量を含み、前
記担体は、約６．５～約７．５のｐＨ範囲に緩衝される方法を提供することである。好ま
しくは、カンナビノイドはドロナビノールである。
【００６６】
　ある実施形態に従って、本発明のさらなる目的は、消耗症候群を起こしているエイズ患
者の食欲刺激の方法であって、食欲不振を起こしているヒト患者への液体ネブライザー製
剤の肺内投与を含み、前記液体ネブライザー製剤は、少なくとも約２０％の水を含む薬学
的に許容される担体に分散させたカンナビノイドの有効量を含み、前記担体は、約６．５
～約７．５のｐＨ範囲に緩衝される方法を提供することである。好ましくは、カンナビノ
イドはドロナビノールである。
【００６７】
　ある実施形態に従って、本発明のさらなる目的は、化学療法を受けているヒトに関連す
る悪心および嘔吐を制御する方法であって、悪心および嘔吐を起こしているヒト患者への
液体経口製剤の経口投与を含み、前記液体経口製剤は、少なくとも約２０％の水を含む薬
学的に許容される担体に分散させたカンナビノイドの有効量を含み、前記担体は、約６．
５～約７．５のｐＨ範囲に緩衝される方法を提供することである。好ましくは、カンナビ
ノイドはドロナビノールである。
【００６８】
　ある実施形態に従って、本発明のさらなる目的は、消耗症候群を起こしているエイズ患
者の食欲刺激の方法であって、食欲不振を起こしているヒト患者への液体経口製剤の経口
投与を含み、前記液体経口製剤は、少なくとも約２０％の水を含む薬学的に許容される担
体に分散させたカンナビノイドの有効量を含み、前記担体は、約６．５～約７．５のｐＨ
範囲に緩衝される方法を提供することである。好ましくは、カンナビノイドはドロナビノ
ールである。
【００６９】
　ある実施形態に従って、本発明のさらなる目的は、化学療法を受けているヒトに関連す
る悪心および嘔吐を制御する方法であって、悪心および嘔吐を起こしているヒト患者への
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液体舌下製剤の舌下投与を含み、前記液体舌下製剤は、少なくとも約２０％の水を含む薬
学的に許容される担体に分散させたカンナビノイドの有効量を含み、前記担体は、約６．
５～約７．５のｐＨ範囲に緩衝される方法を提供することである。好ましくは、カンナビ
ノイドはドロナビノールである。
【００７０】
　ある実施形態に従って、本発明のさらなる目的は、消耗症候群を起こしているエイズ患
者の食欲刺激の方法であって、食欲不振を起こしているヒト患者への液体舌下製剤の舌下
投与を含み、前記舌下液体製剤は、少なくとも約２０％の水を含む薬学的に許容される担
体に分散させたカンナビノイドの有効量を含み、前記担体は、約６．５～約７．５のｐＨ
範囲に緩衝される方法を提供することである。好ましくは、カンナビノイドはドロナビノ
ールである。
【００７１】
　ある実施形態に従って、本発明のさらなる目的は、化学療法を受けているヒトに関連す
る悪心および嘔吐を制御する方法であって、悪心および嘔吐を起こしているヒト患者への
液体、ゲルまたは半固体の経皮製剤の経皮投与を含み、前記液体、ゲルまたは半固体の経
皮製剤は、少なくとも約２０％の水を含む薬学的に許容される担体に分散させたカンナビ
ノイドの有効量を含み、前記担体は、約６．５～約７．５のｐＨ範囲に緩衝される方法を
提供することである。好ましくは、カンナビノイドはドロナビノールであり、製剤はゲル
である。
【００７２】
　ある実施形態に従って、本発明のさらなる目的は、消耗症候群を起こしているエイズ患
者の食欲刺激の方法であって、食欲不振を起こしているヒト患者への液体、ゲルまたは半
固体の経皮製剤の経皮投与を含み、前記液体、ゲルまたは半固体の経皮製剤は、少なくと
も約２０％の水を含む薬学的に許容される担体に分散させたカンナビノイドの有効量を含
み、前記担体は、約６．５～約７．５のｐＨ範囲に緩衝される方法を提供することである
。好ましくは、カンナビノイドはドロナビノールであり、製剤はゲルである。
【００７３】
　ある実施形態に従って、本発明のさらなる目的は、化学療法を受けているヒトに関連す
る悪心および嘔吐を制御する方法であって、悪心および嘔吐を起こしているヒト患者への
液体静脈内製剤の静脈内投与を含み、前記液体静脈内製剤は、少なくとも約２０％の水を
含む薬学的に許容される担体に分散させたカンナビノイドの有効量を含み、前記担体は、
約６．５～約７．５のｐＨ範囲に緩衝される方法を提供することである。好ましくは、カ
ンナビノイドはドロナビノールである。
【００７４】
　ある実施形態に従って、本発明のさらなる目的は、消耗症候群を起こしているエイズ患
者の食欲刺激の方法であって、食欲不振を起こしているヒト患者への液体静脈内製剤の静
脈内投与を含み、前記液体静脈内製剤は、少なくとも約２０％の水を含む薬学的に許容さ
れる担体に分散させたカンナビノイドの有効量を含み、前記担体は、約６．５～約７．５
のｐＨ範囲に緩衝される方法を提供することである。好ましくは、カンナビノイドはドロ
ナビノールである。
【００７５】
　ある実施形態に従って、本発明のさらなる目的は、緑内障のヒト患者を治療する方法で
あって、緑内障のヒト患者への室温安定性眼用製剤の眼への投与を含み、前記眼用製剤は
、ラノリン、ペトロラタムおよびそれら組合せからなる群から選択される薬学的に許容さ
れる担体に分散させたカンナビノイドの有効量を含む方法を提供することである。好まし
くは、カンナビノイドはドロナビノールである。
【００７６】
　ある実施形態に従って、本発明のさらなる目的は、消耗症候群を起こしているエイズ患
者の食欲刺激の方法であって、食欲不振を起こしているヒト患者への液体舌下製剤の舌下
投与を含み、前記舌下液体製剤は、少なくとも約２０％の水を含む薬学的に許容される担
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体に分散させたカンナビノイドの有効量を含み、前記担体は、約６．５～約７．５のｐＨ
範囲に緩衝される方法を提供することである。好ましくは、カンナビノイドはドロナビノ
ールである。
【００７７】
　ある実施形態に従って、本発明のさらなる目的は、消耗症候群を起こしているエイズ患
者の食欲刺激の方法であって、食欲不振を起こしているヒト患者への液体ネブライザー製
剤の肺内投与を含み、前記液体ネブライザー製剤は、少なくとも約２０％の水を含む薬学
的に許容される担体に分散させたカンナビノイドの有効量を含み、前記担体は、約６．５
～約７．５のｐＨ範囲に緩衝される方法を提供することである。好ましくは、カンナビノ
イドはドロナビノールである。
【００７８】
　ある好ましい実施形態では、製剤は、（ｉ）２～８℃、（ｉｉ）２５℃／６０％相対湿
度（ＲＨ）で６～２４カ月間；（ｉｉｉ）３０℃／６０％相対湿度（ＲＨ）で６カ月間；
（ｉｖ）４０℃／６０％相対湿度（ＲＨ）で１～８カ月間；および（ｖ）それらの任意の
組合せからなる群から選択される保存条件への製剤の曝露の後に、カンナビノイドの少な
くとも約８０ｗ／ｗ％を非分解形態で含む。
【００７９】
　ある実施形態では、本発明の製剤および方法は、製造後少なくとも１年間、好ましくは
少なくとも約２年間、医薬用カンナビノイド有効成分が、剤形に含まれるその元の量の約
９０～約１１０％残留することを可能にする。
【００８０】
　ある好ましい実施形態では、本発明の製剤は、熱力学的に安定である。
【００８１】
　ある実施形態では、本発明のカンナビノイド製剤は、容認できない分解に対するカンナ
ビノイドの安定性を促進するために、１つまたは複数の安定剤の有効量を含む。安定剤は
、１つまたは複数の抗酸化剤、１つまたは複数の有機塩基および／または当分野の技術者
に公知であるカンナビノイドのための他の安定剤を含むことができる。ある好ましい実施
形態では、安定剤はポビドンを含む。
【００８２】
　本発明は、一部、医薬有効成分としてカンナビノイドを含む剤形を安定させる方法であ
って、水性および有機の担体の混合液にカンナビノイドの治療有効量を溶解することを含
む方法を、さらに目的とする。ある実施形態では、担体は緩衝剤を含む。ある実施形態で
は、担体は、カンナビノイドのための１つまたは複数の安定剤をさらに含む（例えば、本
明細書でより具体的に示す抗酸化剤、有機塩基または両方）。
【００８３】
　ある実施形態では、担体は、担体に分散させたカンナビノイドに薬学的に許容される粘
度を提供するために含むことができる、粘度調整剤の有効量をさらに含む。そのような粘
度調整剤は、例えば、エーロシル（二酸化ケイ素）；セトステアリルアルコール；セチル
アルコール；ステアリルアルコール；Ｇｅｌｕｃｉｒｅ　３３／０１；Ｇｅｌｕｃｉｒｅ
　３９／０１；Ｇｅｌｕｃｉｒｅ　４３／０１；ベヘン酸グリセリル（Ｃｏｍｐｒｉｔｏ
ｌ　８８８　ＡＴＯ）；パルミトステアリン酸グリセリル（Ｐｒｅｃｉｒｏｌ　ＡＴ０５
）；Ｓｏｆｔｉｓａｎ　１００；Ｓｏｆｔｉｓａｎ　１４２；Ｓｏｆｔｉｓａｎ　３７８
；Ｓｏｆｔｉｓａｎ　６４９；ヒドロキシプロピルセルロースおよびそれらの混合物であ
ってよい。ある実施形態では、ヒドロキシプロピルセルロースが好ましい。
【００８４】
　本発明は、カンナビノイドがドロナビノールであり、剤形中に、２％を超えるデルタ－
８テトラヒドロカンナビノール（Ｄ８ＴＨＣ）、２％を超えるカンナビノール（ＣＢＮ）
、２％を超えるカンナビジオール（ＣＢＤ）および／またはそれらの任意の組合せから選
択される、許容されないレベルのドロナビノール分解物を含まない剤形をさらに目的とす
る。
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【００８５】
　安定剤が有機塩基を含むある好ましい実施形態では、剤形は、約０．００１ｗ／ｗ％～
約５ｗ／ｗ％の有機塩基、好ましくは、容積で約０．００１ｖ／ｖ％～約０．５ｖ／ｖ％
の有機塩基を含むことができる。ある好ましい実施形態では、有機塩基は、ブチルヒドロ
キシルアニソール（ＢＨＡ）、ブチルヒドロキシルトルエン（ＢＨＴ）、アスコルビン酸
ナトリウムおよび上の任意の組合せからなる群から選択される。
【００８６】
　本発明の製剤に含まれる抗酸化剤は、例えば、没食子酸プロピル、レシチン、ビタミン
Ｅトコフェロール、セサミン、セサモール、セサモリン、αトコフェロール、アスコルビ
ン酸、パルミチン酸アスコルビル、フマル酸、リンゴ酸、およびメタ重亜硫酸ナトリウム
、ＥＤＴＡ二ナトリウム、および上のいずれかの組合せからさらに選択することができる
。
【００８７】
　本発明の製剤は、約０．０１～約１０ｍｇ／ｍｌのカンナビノイド濃度域を含む。ある
実施形態では、本発明の製剤は、約２～約１０ｍｇ／ｍｌの濃度のカンナビノイドを含む
。他のある実施形態では、本発明の製剤は、約５ｍｇ／ｍｌの製剤のカンナビノイドを含
む。
【００８８】
　ある好ましい実施形態では、本発明の剤形は、重量で約０．０５％～約９０％のカンナ
ビノイド、好ましくは約０．１％～約５０％のカンナビノイド、より好ましくは約１．５
％～約６％のカンナビノイド、最も好ましくは約２．５％～約４．５％のカンナビノイド
を含む。
【００８９】
　製剤がネブライザーによる肺投与のための溶液である、ある実施形態では、混合液は、
好ましくは、約１５％～約５０％のエタノール、約１５％～約６０％の緩衝水溶液、約０
．１～約２５％のプロピレングリコール、および約１％～約３０％のポリエチレングリコ
ールを含む。
【００９０】
　上記の目的のいずれかに従って、本発明のさらなる目的は、担体が約５～約１０のｐＨ
に緩衝される安定化カンナビノイド製剤を提供することである。他のある実施形態では、
担体は、約６～約８のｐＨに緩衝される。
【００９１】
　上記の目的のいずれかに従って、本発明の製剤は、好ましくは約６．５～約７．５のｐ
Ｈに緩衝される。
【００９２】
　上記の目的のいずれかに従って、本発明の製剤は、好ましくは約７のｐＨに緩衝される
。
【００９３】
　製剤が経口投与のための溶液である、ある実施形態では、混合液は、好ましくは、約１
５％～約６５％のエタノール、約１０％～約６０％の緩衝水溶液、約０．１～約２５％の
プロピレングリコール、および約１％～約２５％のポリエチレングリコールを含む。ある
好ましい実施形態では、経口シロップドロナビノール製剤は、重量で約１％～約１０％、
より好ましくは重量で約２％～約５％の量の、ショ糖、ソルビトールおよびフルクトース
などの薬学的に許容される甘味料も含む。
【００９４】
　上記の目的のいずれかに従う製剤は、製剤の重量の約５％～約２５％のキシリトール；
約０．０１％～約５％のサッカリン；および約０．０１％～約５％のサッカリンナトリウ
ムなどの甘味料を含むこともできる。
【００９５】
　製剤が舌下投与のための溶液である、ある実施形態では、混合液は、好ましくは、約１
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０％～約６５％のエタノール、約１０％～約６０％の緩衝水溶液、約０．１～約２５％の
プロピレングリコール、および約１％～約２５％のポリエチレングリコールを含む。ある
好ましい実施形態では、舌下ドロナビノール製剤は、約０．０１％～約１％の量のマンニ
トールなどの矯味矯臭剤も含む。
【００９６】
　製剤が経皮投与のためのゲルである、ある実施形態では、混合液は、好ましくは、１５
％～約９０％のエタノール、約１０％～約６０％の緩衝水溶液または水、約０．１～約２
５％のプロピレングリコール、約０．１～約２０％のゲル化剤、約０．１～約２０％の塩
基、約０．１～約２０％の吸収促進剤、および約１％～約２５％のポリエチレングリコー
ルを含有する。他のある実施形態では、製剤は、約１～約２５％のプロピレングリコール
を含む。
【００９７】
　製剤が静脈内投与のための溶液である、ある実施形態では、混合液は、好ましくは、１
５％～約９０％のエタノール、約１５％～約６０％の緩衝水溶液、約０．１～約２５％の
プロピレングリコール、および約１％～約２５％のポリエチレングリコールを含む。
【００９８】
　本発明の別の態様に従う製剤は、以下のもの、すなわち、重量で約２５％～約９９％の
ラノリン、約２５％～約９９％のペトロラタム、約１％～約５０％のポリエチレングリコ
ール、約１％～約５０％の鉱油、および約１％～約５０％の水または水性緩衝液の１つま
たは複数を含む眼への投与のための溶液を目的とする。
【００９９】
　ある好ましい実施形態では、眼用製剤は、重量にして、（ｉ）約９９％のラノリン、（
ｉｉ）約２５％のラノリンおよび約７５％のペトロラタム、（ｉｉｉ）約２５％のラノリ
ン、５０％のペトロラタムおよび２５％の鉱油、（ｉｖ）約２０％のラノリン、約５０％
のペトロラタム、約１０％の鉱油および２０％の水または水性緩衝液、あるいは、（ｖ）
約２５％～約９９％のペトロラタム、約１％～約５０％のポリエチレングリコール、約１
％～約５０％の鉱油、および約１％～約５０％の水または水性緩衝液を含む。
【０１００】
　本発明は、１つまたは複数の追加の治療的活性剤をさらに含む剤形を、さらに目的とす
る。そのような追加の治療的活性剤のそれには限定されない例には、麻薬性鎮痛薬、非麻
薬性鎮痛薬、制吐剤、ステロイド、および上のいずれかの混合物が含まれる。
【０１０１】
　ある実施形態では、本発明の製剤は、さらなる薬学的に許容される賦形剤を含む。その
ような薬学的に許容される賦形剤のそれには限定されない例には、前記カンナビノイドの
ための可溶化剤、乳化剤、吸収促進剤、界面活性剤などが含まれる。
【０１０２】
　ある好ましい実施形態では、カンナビノイド製剤は、医薬有効成分として、好ましくは
約０．０５ｍｇ～約２０ｍｇの経口投与量でドロナビノールを含む。他の実施形態では、
製剤は、約２．５ｍｇ～約２０ｍｇの経口投与されるドロナビノールを含む。
【０１０３】
　他の好ましい実施形態では、肺、舌下、経皮、および静脈内の投与などの他の送達経路
のために、ドロナビノールの用量は、治療的に等価の経口用量を提供する量で供給される
。眼への投与に適する他のある実施形態では、用量は、眼の状態、例えば緑内障を治療す
るために、カンナビノイドの治療有効量を提供する。カンナビノイドが、例えばナビロン
、１１－ＯＨデルタ－９－テトラヒドロカンナビノール、デルタ－８－テトラヒドロカン
ナビノールまたは１１－ＯＨデルタ－８－テトラヒドロカンナビノールである、他のある
実施形態では、所望のドロナビノール用量に治療的に等価である用量を提供するために、
用量は、効力のいかなる差も償うためにも調節される。異なるカンナビノイドの相対活性
は、文献に記載されている。例えば、参照によりその全体が本明細書に組み込まれている
、Ｒａｚｄａｎ，　Ｒａｊ，　Ｋ．、Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ－Ａｃｔｉｖｉｔｙ　Ｒｅｌａ
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ｔｉｏｎｓｈｉｐｓ　ｉｎ　Ｃａｎｎａｂｉｎｏｉｄｓ。Ｐｈａｒｍａｃｏｌｏｇｉｃａ
ｌ　Ｒｅｖｉｅｗｓ、３８巻（２号）：７５～１４９頁、１９８６年を参照。
【０１０４】
　本発明の目的のために、用語液滴および粒子は、互換的に用いることができる。
【０１０５】
　本発明の目的のために、用語「薬学的に許容される」は、特定の成分（例えば、薬用担
体、賦形剤）が経口剤形で生物学的に、またはそれ以外に望ましくなくはないこと、すな
わち、経口投与組成物または剤形中の化合物の量が、製剤にまたは患者にいかなる望まし
くない影響も引き起こさないことを意味するものと定義される。
【０１０６】
　安定性のための試験（例えば、２年安定性判定）は、本発明の剤形を、（ｉ）２～８℃
、（ｉｉ）２５℃／６０％相対湿度（ＲＨ）で６～２４カ月間；（ｉｉｉ）３０℃／６０
％相対湿度（ＲＨ）で６カ月間；（ｉｖ）４０℃／６０％相対湿度（ＲＨ）で１～８カ月
間；および（ｖ）それらの任意の組合せからなる群から選択される保存条件の下に置くこ
とによって実施することができる。
【０１０７】
　本発明のカンナビノイド製剤に適用される句「許容されない程度にまで分解しない」、
および用語「安定した」は、本発明の目的のために、（ｉ）２～８℃、（ｉｉ）２５℃／
６０％相対湿度（ＲＨ）で６～２４カ月間；（ｉｉｉ）３０℃／６０％相対湿度（ＲＨ）
で６カ月間；（ｉｖ）４０℃／６０％相対湿度（ＲＨ）で１～８カ月間；および（ｖ）そ
れらの任意の組合せからなる群から選択される保存条件への製剤の曝露の後、製剤が、カ
ンナビノイドの少なくとも約８０ｗ／ｗ％、好ましくは少なくとも約９０ｗ／ｗ％を非分
解形態で含有することを意味するものとする。好ましい実施形態では、句「許容されない
程度にまで分解しない」は、剤形に含まれる薬学的に許容されるカンナビノイド有効成分
（例えば、ドロナビノール）が、剤形の所望の（例えば、表示される）有効期間（例えば
、剤形の製造日から最低２年）の間、その最初の（組み込まれる）量の好ましくは９０～
１１０％に維持されることを意味する。
【０１０８】
　本発明の目的のために、薬学的に許容される担体中のカンナビノイドの存在を記載する
ために用いられる用語「分散させた」は、カンナビノイドと、カンナビノイドがその中で
完全もしくは部分的に溶解されるか、またはカンナビノイドがその中で部分的もしくは完
全に固体粒子状形態である、薬学的に許容される担体との混合物を包含するものとする。
【０１０９】
　本発明の目的のために、用語「許容されない分解」は、剤形が本明細書で示す許容範囲
外のレベルの剤形中のカンナビノイドを有するようにさせる程度の、および／または、製
剤が本明細書で規定する量を超えるレベルのカンナビノイド分解物を含むようにさせる程
度の、および／または、製剤がその表示有効期間を満たさないようにさせる程度の、剤形
中のカンナビノイドの分解を意味する。ある好ましい実施形態では、本発明のカンナビノ
イド製剤は、２年失効日付のためのＦＤＡガイダンスに従って、安定とみなされる。他の
ある好ましい実施形態では、本発明のカンナビノイド製剤は、３年失効日付のためのＦＤ
Ａガイダンスに従って、安定とみなされる。
【０１１０】
　本発明の目的のために、用語「Ｃｍａｘ」は、最大血漿中濃度を意味する。用語「Ｔｍ

ａｘ」は最高濃度に到達するまでの時間を意味し、「ＡＵＣ」は曲線下面積を意味する。
【０１１１】
　本発明の目的のために、薬物動態値（例えば、平均Ｃｍａｘ、Ｔｍａｘ中央値、平均Ａ
ＵＣなど）に言及するときはいつでも、その値が米国食品医薬品局などの規制当局が決定
した生物学的同等性結果を提供するであろう値（例えば、引用した値または範囲の約８０
％～約１２５％以内）を包含するとみなされることを、理解されたい。
【０１１２】
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　ある実施形態では、本発明の経口液体製剤は、２．５ｍｇ用量に基づいて、約０．１４
３～約０．４９３ｎｇ／ｍｌのドロナビノールの平均Ｃｍａｘを提供する。
【０１１３】
　ある実施形態では、本発明の経口液体製剤は、５ｍｇ用量に基づいて、約０．５２～約
１．５６ｎｇ／ｍｌのドロナビノールの平均Ｃｍａｘを提供する。
【０１１４】
　ある実施形態では、本発明の経口液体製剤は、１０ｍｇ用量に基づいて、約１．６３～
約４．５５ｎｇ／ｍｌのドロナビノールの平均Ｃｍａｘを提供する。
【０１１５】
　ある実施形態では、本発明の経口液体製剤は、２．５ｍｇ用量にすべて基づいて、約０
．５～約１２時間、好ましくは約２時間のドロナビノールのＴｍａｘ中央値を提供する。
【０１１６】
　ある実施形態では、本発明の経口液体製剤は、５ｍｇ用量にすべて基づいて、約０．２
５～約８時間、好ましくは約１．５時間のドロナビノールのＴｍａｘ中央値を提供する。
【０１１７】
　ある実施形態では、本発明の経口液体製剤は、１０ｍｇ用量にすべて基づいて、約０．
５～約８時間、好ましくは約１．５時間のドロナビノールのＴｍａｘ中央値を提供する。
【０１１８】
　ある実施形態では、本発明の経口液体製剤は、２．５ｍｇ用量に基づいて、約０．９５
～約２．８１ｎｇ×時間／ｍｌのドロナビノールの平均ＡＵＣを提供する。
【０１１９】
　ある実施形態では、本発明の経口液体製剤は、５ｍｇ用量に基づいて、約２．０５～約
６．９３ｎｇ×時間／ｍｌのドロナビノールの平均ＡＵＣを提供する。
【０１２０】
　ある実施形態では、本発明の経口液体製剤は、１０ｍｇ用量に基づいて、約６．６１～
約１６．５９ｎｇ×時間／ｍｌのドロナビノールの平均ＡＵＣを提供する。
【０１２１】
　ある実施形態では、本発明の経口液体製剤は、ドロナビノールのソフトゼラチンカプセ
ル製剤によって提供されるドロナビノールの平均ＡＵＣの６％以内である、ドロナビノー
ルの平均ＡＵＣを提供する。
【０１２２】
　ある実施形態では、本発明の経口液体製剤は、約０．１ｎｇ／ｍｌ～約１．４４ｎｇ／
ｍｌのドロナビノールの閾値濃度（すなわち、最小有効濃度）を有し、ある好ましい実施
形態では、閾値濃度は約０．１２ｎｇ／ｍｌ、約０．２４ｎｇ／ｍｌ、０．２８ｎｇ／ｍ
ｌ、０．５６ｎｇ／ｍｌまたは約１．２ｎｇ／ｍｌである。
【０１２３】
　ある実施形態では、本発明の経口液体製剤は、約０．１ｎｇ／ｍｌ～約０．６ｎｇ／ｍ
ｌのドロナビノールの閾値濃度を有し、約４時間～約６時間の治療効果を生じる。
【０１２４】
　ある実施形態では、本発明の経口液体製剤は、約０．２８ｎｇ／ｍｌのドロナビノール
の閾値濃度を有し、ドロナビノールの５ｍｇの投与量の後、約４時間の治療効果を生じる
。
【０１２５】
　ある実施形態では、本発明の経口液体製剤は、約０．１２ｎｇ／ｍｌのドロナビノール
の閾値濃度を有し、ドロナビノールの５ｍｇの投与量の後、約４時間の治療効果を生じる
。
【０１２６】
　ある実施形態では、本発明の経口液体製剤は、約０．５６ｎｇ／ｍｌのドロナビノール
の閾値濃度を有し、ドロナビノールの１０ｍｇの投与量の後、約６時間の治療効果を生じ
る。
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【０１２７】
　ある実施形態では、本発明の経口液体製剤は、約０．５６ｎｇ／ｍｌのドロナビノール
の閾値濃度を有し、ドロナビノールの１０ｍｇの投与量の後、約４時間の治療効果を生じ
る。
【０１２８】
　ある実施形態では、本発明の経口液体製剤は、約０．２４ｎｇ／ｍｌのドロナビノール
の閾値濃度を有し、ドロナビノールの１０ｍｇの投与量の後、約６時間の治療効果を生じ
る。
【０１２９】
　上記の目的に従って、本発明は、ドロナビノールの有効量および少なくとも１つの薬学
的に許容される賦形剤を含む経口液体医薬製剤であって、ヒト対象集団に投与される２．
５ｍｇ用量のドロナビノールに基づいて、約０．１４３～約０．４９３ｎｇ／ｍｌのドロ
ナビノールの平均Ｃｍａｘを提供する製剤をさらに目的とする。他のある実施形態では、
本発明は、ヒト対象集団に投与される５ｍｇ用量のドロナビノールに基づいて、約０．５
２～約１．５６ｎｇ／ｍｌのドロナビノールの平均Ｃｍａｘを提供する製剤を目的とする
。さらなる他の実施形態では、本発明は、ヒト対象集団に投与される１０ｍｇ用量のドロ
ナビノールに基づいて、約１．６３～約４．５５ｎｇ／ｍｌのドロナビノールの平均Ｃｍ

ａｘを提供する製剤を目的とする。
【０１３０】
　上記の目的に従って、本発明は、約０．５～約１２時間のＴｍａｘ、ヒト対象集団に投
与される場合の約２時間のＴｍａｘ中央値、およびそれらの組合せから選択される、ドロ
ナビノールの２．５ｍｇ用量に基づく薬物動態パラメータを提供する医薬製剤をさらに目
的とする。他のある実施形態では、本製剤は、約０．２５～約８時間のＴｍａｘ、ヒト対
象集団に投与される場合の約１．５時間のＴｍａｘ中央値、およびそれらの組合せから選
択される、ドロナビノールの５ｍｇ用量に基づく薬物動態パラメータを提供する。さらな
る他の実施形態では、本製剤は、約０．５～約８時間のＴｍａｘ、ヒト対象集団に投与さ
れる場合の約１．５時間のＴｍａｘ中央値、およびそれらの組合せから選択される、ドロ
ナビノールの１０ｍｇ用量に基づく薬物動態パラメータを提供する。
【０１３１】
　上の目的のいずれかに従い、本発明は、ヒト対象集団に投与される２．５ｍｇ用量のド
ロナビノールに基づいて、約０．９５～約２．８１ｎｇ×時間／ｍｌのドロナビノールの
平均ＡＵＣを提供する医薬製剤も目的とする。他のある実施形態では、本製剤は、ヒト対
象集団に投与される５ｍｇ用量のドロナビノールに基づいて、約２．０５～約６．９３ｎ
ｇ×時間／ｍｌのドロナビノールの平均ＡＵＣを提供する。他のある実施形態では、本医
薬製剤は、ヒト対象集団に投与される１０ｍｇ用量のドロナビノールに基づいて、約６．
６１～約１６．５９ｎｇ×時間／ｍｌのドロナビノールの平均ＡＵＣを提供する。さらな
る好ましい実施形態では、本医薬製剤は、ヒト対象集団に投与される場合、ドロナビノー
ルのソフトゼラチンカプセル製剤によって提供されるドロナビノールの平均ＡＵＣの約６
％以内である、ドロナビノールの平均ＡＵＣを提供する。
【０１３２】
　上記の目的のいずれかに従って、本発明は、ヒト対象集団に投与される場合、（ｉ）約
０．１ｎｇ／ｍｌ～約１．４４ｎｇ／ｍｌ、（ｉｉ）約０．１２ｎｇ／ｍｌ、（ｉｉｉ）
約０．２４ｎｇ／ｍｌ、（ｉｖ）約０．２８ｎｇ／ｍｌ、（ｖ）約０．５６ｎｇ／ｍｌ、
および（ｖｉ）約１．２ｎｇ／ｍｌからなる群から選択されるドロナビノールの平均閾値
濃度（すなわち、最小有効濃度）を有する医薬製剤も目的とする。他のある実施形態では
、製剤は、約０．１ｎｇ／ｍｌ～約０．６ｎｇ／ｍｌのドロナビノールの平均閾値濃度（
すなわち、最小有効濃度）を有し、ヒト対象集団に投与される場合、約４時間～約６時間
、または約４～約１０時間の治療効果を生じる。さらなる他の実施形態では、製剤は約０
．２８ｎｇ／ｍｌのドロナビノールの平均閾値濃度（すなわち、最小有効濃度）を有し、
ヒト対象集団に投与される場合、ドロナビノールの５ｍｇの投与量の後に約４時間の治療
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効果を生じる。他の好ましい実施形態では、製剤は約０．１２ｎｇ／ｍｌのドロナビノー
ルの平均閾値濃度（すなわち、最小有効濃度）を有し、ヒト対象集団に投与される場合、
ドロナビノールの５ｍｇの投与量の後に約４時間の治療効果を生じる。さらなる他の好ま
しい実施形態では、医薬製剤は約０．５６ｎｇ／ｍｌのドロナビノールの平均閾値濃度（
すなわち、最小有効濃度）を有し、ヒト対象集団に投与される場合、ドロナビノールの１
０ｍｇの投与量の後に約６時間の治療効果を生じる。
【０１３３】
　上記の目的に従って、本発明のさらなる目的は、約０．５６ｎｇ／ｍｌのドロナビノー
ルの平均閾値濃度（すなわち、最小有効濃度）を有し、ヒト対象集団に投与される場合、
ドロナビノールの１０ｍｇの投与量の後に約４時間の治療効果を生じる医薬製剤を提供す
ることである。他の実施形態では、ドロナビノールの平均閾値濃度（すなわち、最小有効
濃度）は約０．２４ｎｇ／ｍｌであり、ヒト対象集団に投与される場合、ドロナビノール
の１０ｍｇの投与量の後に約６時間の治療効果を生じる。
【０１３４】
　上記の目的に従って、本発明は、水性リン酸緩衝液、無水アルコール、ポリエチレング
リコールおよびプロピレングリコールを含む医薬製剤も目的とする。
【０１３５】
　上記の目的に従って、本発明は、癌化学療法に関連する悪心および嘔吐を治療する方法
であって、それを必要とする患者に、ドロナビノールの有効量および少なくとも１つの薬
学的に許容される賦形剤を含む経口ドロナビノールシロップ製剤を投与することを含む方
法も目的とし、製剤は、ヒトに経口投与される場合、約１．５～約２時間のＴｍａｘ中央
値を提供する。ある好ましい実施形態では、本方法は、ヒト対象集団に投与される場合、
２．５ｍｇのドロナビノール用量に基づいて、約０．３１８ｎｇ／ｍｌ±０．１７５、５
ｍｇのドロナビノール用量に基づいて、約１．０４ｎｇ／ｍｌ±０．５２、１０ｍｇのド
ロナビノール用量に基づいて、３．０９ｎｇ／ｍｌ±１．４６、およびそれらの組合せか
らなる群から選択される平均Ｃｍａｘを提供する製剤を含む。
【０１３６】
　上記の目的のいずれかに従って、本発明は、ドロナビノールの有効量および少なくとも
１つの薬学的に許容される賦形剤を含む経口ドロナビノールシロップ製剤の製造方法であ
って、ドロナビノール、リン酸緩衝液および無水アルコールを混ぜることを含む方法をさ
らに目的とし、そこで、用量がヒトに経口投与される場合、製剤は約１．５～約２時間の
Ｔｍａｘ中央値を提供し、前記リン酸緩衝液はｐＨが約７である。
【０１３７】
　上記の目的のいずれかに従って、本発明のさらなる目的は、硬質ゼラチンカプセル製剤
と比較して治療効果のより速い開始を有する製剤を提供することである。さらなる他の実
施形態では、本発明は、硬質ゼラチンカプセル製剤と比較してより長い治療効果を提供す
る。さらなる他の実施形態では、本製剤は、硬質ゼラチンドロナビノールカプセル製剤と
比較してより低いＣｍａｘを提供する。さらなる実施形態では、本発明は、硬質ゼラチン
ドロナビノールカプセル製剤と比較して改善された有害作用プロフィールを示す製剤を提
供する。
【０１３８】
　上記の目的のいずれかに従って、本発明は、硬質ゼラチンドロナビノールカプセル製剤
と比較して、より一貫した吸収、より便利な投薬融通性および／または改善された用量融
通性を提供する製剤も目的とする。
【０１３９】
　上記の目的のいずれかに従って、本発明は、室温で物理的に安定である製剤をさらに目
的とする。さらなる他の実施形態では、製剤は、室温で化学的に安定である。
【０１４０】
　上記の目的のいずれかに従って、本発明は、３０％を超える水性リン酸緩衝液を含む製
剤を、さらに目的とする。他のより好ましい実施形態では、製剤は約３７％の水性リン酸
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緩衝液を含む。
【図面の簡単な説明】
【０１４１】
【図１】フランツ（Ｆｒａｎｚ）細胞を用いて試験した実施例２０～２６の舌下製剤から
の、経時的に浸透したドロナビノールの量（μｇ）を示すグラフである。
【図２】実施例３５のゴマ油中にドロナビノール１０ｍｇを含む軟ゼラチンカプセル剤を
投与後の、ドロナビノールおよび１１－ヒドロキシ－ドロナビノールの平均濃度プロフィ
ールを示すグラフである。
【図３】図３Ａは、実施例３５のゴマ油中ドロナビノール１０ｍｇの軟カプセル剤、およ
び実施例３６のゴマ油中ドロナビノール１０ｍｇの硬カプセル剤を投与後の、ドロナビノ
ール平均濃度を示すグラフである。図３Ｂは、実施例３５のゴマ油中ドロナビノール１０
ｍｇの軟カプセル剤、および実施例３６のゴマ油中ドロナビノール１０ｍｇの硬カプセル
剤を投与後の、１１－ＯＨ－ドロナビノール平均濃度を示すグラフである。
【図４】実施例３８の閾値濃度と効果の持続時間の間の関係を示すグラフである。
【図５】実施例３８の、「効果に対する閾値」が０．５６ｎｇ／ｍＬである場合の「効果
の持続時間」の度数分布を示すグラフである。
【図６】実施例４０のドロナビノール平均濃度を示すグラフである。
【図７】実施例４０の１１－ヒドロキシ－ドロナビノール平均濃度を示すグラフである。
【図８】実施例４１の閾値濃度と効果の持続時間の間の関係を示すグラフである。
【図９】実施例４１の、「効果に対する閾値」が０．５６ｎｇ／ｍＬである場合の「効果
の持続時間」の度数分布を示すグラフである。
【図１０】実施例４１の、「効果に対する閾値」が０．２４ｎｇ／ｍＬである場合の「効
果の持続時間」の度数分布を示すグラフである。
【図１１】実施例４３のドロナビノール平均濃度を示すグラフである。
【図１２】実施例４３の最初の２時間のＴＨＣ平均濃度を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【０１４２】
　カンナビノイドなどの水分の存在下で不安定である親油性化合物は、分解および難溶性
のために、安定した水性製剤に製剤化するのが困難であることが判明している。液体ドロ
ナビノール製剤の含水量が増加し、エタノールなどの有機溶媒の量が減少すると、薬剤は
容易に溶液から脱落し、したがって不安定性を誘導すると報告されている（Ｄｅｄｈｉｙ
ａら、２００４年）。
【０１４３】
　肺投与などの吸入のために設計される、有機溶媒含有量が高いカンナビノイド製剤は、
有機溶媒が投与後に速やかに蒸発し、呼吸器官の内膜の上にカンナビノイドを沈着させる
ので、望ましくないと考えられてもいる。これは、呼吸器内膜の炎症につながることがあ
る。
【０１４４】
　先行技術のドロナビノール製剤の不安定性は、本発明によって克服され、それは、ある
実施形態において以下のことを実行する。（ｉ）水性成分を有するにもかかわらず安定で
ある製剤を提供する、方法および製剤を提供する；（ｉｉ）吸入後にドロナビノール製剤
が上気道内膜の上に沈着する可能性をかなり減少させる；（ｉｉｉ）例えば、製剤が少な
くとも２年の有効期間を有するように、製剤中のドロナビノールまたはカンナビノイドの
分解および物理的不安定性をかなり防止するか遅くするために有効な量の抗酸化剤を含む
、方法および製剤を提供する；（ｉｖ）例えば、製剤が少なくとも２年の有効期間を有す
るように、製剤中のドロナビノールまたはカンナビノイドを分解または物理的不安定性に
対して安定させるために有効な量の有機塩基（例えば、アミン）を含む、方法および製剤
を提供する；（ｖ）肺、経口、舌下、経皮、静脈内または眼への投与に適する方法および
製剤を提供する、または上の（ｉ）～（ｖ）の任意の組合せ。
【０１４５】
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　カンナビノイド
　この明細書のあるセクションはドロナビノールに特定の焦点をあてるが、当業者は、本
発明が薬学的に許容されるものの類に適用可能であることを理解するであろう。本発明の
目的のために、用語「カンナビノイド」は、天然のカンナビノイドの誘導体化から得られ
、天然のカンナビノイドのように不安定である、天然および非天然のカンナビノイド誘導
体を含む。言い換えると、本発明の製剤で用いられるカンナビノイドは、天然、半合成ま
たは合成であってよい。カンナビノイドは、その遊離型で、または、塩；エステルの酸付
加塩；アミド；鏡像異性体；異性体；互変異性体；プロドラッグ；本発明の活性剤の誘導
体；純粋な形態およびラセミ混合物を含む混合物の形態の異なる異性体型（例えば、鏡像
異性体およびジアステレオマー）；エノール型の形で含まれてもよい。また、用語「カン
ナビノイド」は、１１－ヒドロキシ－デルタ－８－テトラヒドロカンナビノールおよび１
１－ヒドロキシ－デルタ－９－テトラヒドロカンナビノールなどの、置換、例えば、１つ
の原子、分子または基の別のものによる置換によって、類似した構造の別の化合物から生
成される誘導体を包含するものとする。本発明で用いられる用語「カンナビノイド」は、
デルタ－８－テトラヒドロカンナビノール、デルタ－９－テトラヒドロカンナビノール、
カンナビジオール、オリベトール、カンナビノール、カンナビゲロール、ナビロン、デル
タ－９－テトラヒドロカンナビノチック酸、非向精神性のカンナビノイド３－ジメチルネ
プチ１１カルボン酸ホモログイン８をさらに含む。（Ｊ．　Ｍｅｄ．　Ｃｈｅｍ．３５巻
、３１３５頁、１９９２）。用語カンナビノイドは、カンナビノイドのプロドラッグ、な
らびにカンナビノイドの薬学的に許容される塩および複合体も含む。適するプロドラッグ
の例は、ＴＨＣ－ヘミコハク酸である。
【０１４６】
　さらに、用語「カンナビノイド」は、精製もしくは修飾された天然カンナビノイド、お
よび合成的に誘導されたカンナビノイドを包含するものとし、例えば、参照によりその全
体が本明細書に組み込まれる米国特許出願公開第２００５／０２６６１０８号は、植物材
料から得られるカンナビノイドを精製する方法を記載する。また、用語カンナビノイドは
、レボナントラドール、（－）－ＨＵ－２１０、Ｗｉｎ　５５２１２－２、アナンダミド
、メタンダミド、ＣＰ　５５９４０、Ｏ－１０５７、ＳＲ１４１７１６Ａ、その他を含む
、米国特許第６，７１３，０４８号に記載の化合物を含むものとする。この特許の開示は
、参照によりその全体が本明細書に組み込まれる。
【０１４７】
　本発明のある好ましい実施形態では、有効成分（カンナビノイド）は、ドロナビノール
としても知られる（また、本明細書で呼ばれる）デルタ－９－テトラヒドロカンナビノー
ルを含むか、基本的にそれからなる。ドロナビノールは天然に生成し、Ｃａｎｎａｂｉｓ
　ｓａｌｉｖａ　Ｌ．（マリファナ）から抽出されている。米国特許第３，６６８，２２
４号に記載のように、それは化学的に生成されてもいる。ドロナビノールは室温で粘着性
の淡黄色樹脂性の油であるが、冷蔵により硬化する。より高い温度で加熱すると、それは
流動性の液体に変わる。ドロナビノールは、水に不溶である。それは、１０．６のｐＫａ
、およびｐＨ７でオクタノール－水分配係数：６，０００：１を有する。ドロナビノール
は、天然形態（植物から抽出される）および合成形態で入手可能である。他方、合成ドロ
ナビノールを利用することができ、出発物質、オリベトールおよびｐ－２，８－メンタジ
エン－２－オル（ＰＭＤ）を用いて合成することができる。
【０１４８】
　さらに、用語「ドロナビノール」は、天然のドロナビノール、代謝産物、合成的に誘導
されたドロナビノール、および天然源から得られる分子から出発する合成的に修飾された
ドロナビノールを包含するものとし、例えば、参照によりその全体が本明細書に組み込ま
れる、米国特許出願公開第２００５／０１７１３６１号は、植物材料からクロマトグラフ
ィーによってデルタ－９－ＴＨＣ酸を抽出し、次に、それを合成的にドロナビノールに変
換する方法を記載する。
【０１４９】
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　本発明で有用な薬学的に許容されるカンナビノイドの調製は、当分野の技術者に公知で
ある任意の方法によって達成することができる。一般に、天然の材料（例えば、大麻）か
らのＴＨＣおよび他のカンナビノイド構成成分の単離において、植物のアルコールもしく
は石油エーテルもしくはベンゼンもしくはヘキサン抽出物は、中性および酸性画分に分離
され、それらは次に反復カラムクロマトグラフィーおよび／または向流分配によってさら
に精製される。カラムクロマトグラフィーでは、様々な吸着剤、特にシリカゲル、ケイ酸
、ケイ酸－硝酸銀、フロリジル、酸洗浄アルミナおよび酸洗浄アルミナ－硝酸銀が用いら
れている。米国特許第６，３６５，４１６号および第６，７３０，５１９号は、大麻植物
材料を無極性有機溶媒で抽出して、ＴＨＣを含有する抽出物を提供し、抽出物を減圧分取
蒸留にかけて、高いＴＨＣ含有量を有する蒸留分画（留出物）を提供する改善策を記載す
る。本方法は、分取蒸留の前に、植物材料からの抽出物をカラムクロマトグラフィーにか
けることをさらに含む。本方法のさらなる態様は、分取蒸留からの留出物をカラムクロマ
トグラフィーにかけることを含む。さらに、本方法は、植物材料からの抽出物の精製で、
高圧液体クロマトグラフィー（ＨＰＬＣ）を用いる。本発明で有用なカンナビノイドを得
るための別の製造方法には、米国特許第６，７３０，５１９号および第６，３６５，４１
６号（両方ともＥｌｓｏｈｌｙらが所有）に記載の方法が含まれ、両方とも、参照により
その全体が本明細書に組み込まれる。その中で、デルタ－９－ＴＨＣ酸およびＴＨＣが別
々に得られる、大麻植物材料からのデルタ－９－テトラヒドロカンニビノール（ｔｅｔｒ
ａｈｙｄｒｏｃａｎｎｉｂｉｎｏｌ）（ＴＨＣ）の単離のための方法であって、大麻植物
材料を抽出する工程、抽出物の非酸性成分の酸洗浄に富む大麻抽出物からのアルミナ固体
支持体上のデルタ－９－ＴＨＣ酸を有機溶媒でキレート化する工程、および強い極性の溶
媒でデルタ－９－ＴＨＣ酸を溶出する工程を含む方法が記載される。
【０１５０】
　本発明のある好ましい実施形態では、製剤で用いられるカンナビノイドは、エステル化
される。ＴＨＣのエステル型は、米国特許第４，９３３，３６８号および米国特許第５，
３８９，３７５号に記載されている。他の有用な極性エステルは、マロン酸のヘミ－エス
テルおよびアラニンのアラニナトエステルである。例えば、米国特許第５，５０８，０５
１号および第５，３８９，３７５号において、エステルの末端カルボン酸基の塩、例えば
Ｎ－メチルグルタミン塩、ならびにナトリウムおよびカリウム塩も有用であると報告され
ている。米国特許第４，９３３，３６８号；第５，５０８，０３７号；および第５，３８
９，３７５号の記載は、参照により本明細書に組み込まれる。これらのエステル化合物は
血流中で加水分解されてＴＨＣを放出し、患者の状態および異常に関係なく高い程度のＴ
ＨＣの生物学的利用率を提供する。
【０１５１】
　経口ＴＨＣは、胃腸管からの不規則な吸収があることが知られ、初回通過効果の影響を
受け、高レベルの１１－ＯＨ－デルタ－９－ＴＨＣの生成を伴う重い代謝が起こる。この
１１－ヒドロキシ代謝産物は、デルタ－９－ＴＨＣよりも強力なアゴニストであると報告
されている。この問題を回避するために、その両方は参照により本明細書に組み込まれる
米国特許第５，５０８，０３７号および第５，３８９，３７５号に記載のように、プロド
ラッグＴＨＣヘミコハク酸（ＴＨＣ－ＨＳ）が坐剤基剤で製剤化されている。予備臨床研
究は、この製剤の有望性を示す（Ｍａｔｔｅｓ，　Ｒ．　Ｄ．、Ｓｈａｗ，　Ｌ．　Ｍ．
、Ｅｄｌｉｎｇ－Ｏｗｅｎｓ，　Ｊ．、Ｅｎｇｌｅｍａｎ，　Ｋ．およびＥｌＳｏｈｌｙ
，　Ｍ．　Ａ．、Ｂｙｐａｓｓｉｎｇ　ｔｈｅ　ｆｉｒｓｔ－ｐａｓｓ　ｅｆｆｅｃｔ　
ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃ　ｕｓｅ　ｏｆ　ｃａｎｎａｂｉｎｏｉｄｓ、
Ｐｈａｒｍ．，　Ｂｉｏｃｈｅｍ．，　Ｂｅｈａｖ．、４４巻（３号）：７４５～７４７
頁、１９９１年、Ｍａｔｔｅｓ，　Ｒ．　Ｄ．、Ｅｎｇｅｌｍａｎ，　Ｋ．、Ｓｈａｗ，
　Ｌ．　Ｍ．およびＥｌＳｏｈｌｙ，　Ｍ．　Ａ．、Ｂｙｐａｓｓｉｎｇ　ｔｈｅ　ｆｉ
ｒｓｔ－ｐａｓｓ　ｅｆｆｅｃｔ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃ　ｕｓｅ　
ｏｆ　ｃａｎｎａｂｉｎｏｉｄｓ、Ｐｈａｒｍａｃｏｌ．，　Ｂｉｏｃｈｅｍ．，　Ｂｅ
ｈａｖ．、４９巻（１号）：１８７～１９５頁、１９９４年、Ｂｒｅｎｎｅｉｓｅｎ，　
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Ｒ．、Ｅｇｌｉ，　Ａ．、ＥｌＳｏｈｌｙ，　Ｍ．　Ａ．、Ｈｅｎｎ，　Ｖ．およびＳｐ
ｅｉｓｓ，　Ｙ．、Ｔｈｅ　ｅｆｆｅｃｔ　ｏｆ　ｏｒａｌｌｙ　ａｎｄ　ｒｅｃｔａｌ
ｌｙ　ａｄｍｉｎｉｓｔｅｒｅｄ　ｄｅｌｔａ－９－ｔｅｔｒａｈｙｄｒｏｃａｎｎａｂ
ｉｎｏｌ　ｏｎ　ｓｐａｓｔｉｃｉｔｙ：Ａ　ｐｉｌｏｔ　ｓｔｕｄｙ　ｗｉｔｈ　２　
ｐａｔｉｅｎｔｓ、Ｉｎｔｅｒ．　Ｊ．　Ｃｌｉｎ．　Ｐｈａｒｍａｃｏｌ．　ａｎｄ　
Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ、３４巻（１０号）：４４６～４５２頁、１９９６年；これら
のすべては、参照により本明細書に組み込まれる。
【０１５２】
　任意の手段によって得られるＴＨＣは、単独の４－アミノ置換ピリジン、または有機ア
ミンとの混合物の存在下での、ＴＨＣと、有機酸、有機酸ハロゲン化物または好ましくは
有機酸無水物との反応によって、または、当分野の技術者に公知である他の任意の方法で
エステル化することができる。参照により本明細書に組み込まれる米国特許第６，００８
，３８３号（Ｅｌｓｏｈｌｙら）は、経済的および効率的であると言われる、ドロナビノ
ールを様々なエステル類似体に変換する方法を記載する。そこにおいて、ドロナビノール
は、単独の４－アミノピリジン、または有機アミン、例えばモノアルキル、ジアルキルも
しくはトリアルキルアミンとの混合物の存在下で、カルボン酸、酸ハロゲン化物または酸
無水物との反応によってエステル化される。
【０１５３】
　ある好ましい実施形態では、カンナビノイドはドロナビノールヘミコハク酸エステル（
ＴＨＣ－ＨＳ）を含む。
【０１５４】
　製剤
　一般にカンナビノイドは、および特にドロナビノールは、水に不溶である。したがって
、本発明の製剤は、好ましくはカンナビノイドのために１つまたは複数の薬学的に許容さ
れる共溶媒を含む。有機共溶媒は、カンナビノイドを有機共溶媒で実質的に可溶化するた
めに有効な量で存在する。したがって、製剤中の有機溶媒の量は、カンナビノイドの濃度
に基づいて異なる。有機共溶媒の量は、特定のカンナビノイド分子の分配係数に基づいて
も異なる。
【０１５５】
　共溶媒
　ある実施形態では、共溶媒は、所望の製剤の意図する投与経路に基づいて薬学的に許容
される、エタノール、プロパノール、イソプロパノール、プロピレングリコール、ポリエ
チレングリコール、およびそれらの組合せなどの有機溶媒である。本発明の目的のために
、用語エタノールは、用語「無水アルコール」と互換的に用いられる。特定の製剤中のエ
タノールの量は、意図する製剤の送達経路およびカンナビノイドの溶解性に基づいて異な
る。本発明の製剤中のエタノールの量は、重量で約１５～約９０％、約１５～約６５％、
および約１５～約５０％の範囲であってよい。
【０１５６】
　ある好ましい実施形態では、カンナビノイドのための共溶媒の一部としてポリエチレン
グリコールが用いられ、より好ましくは低い分子量のポリエチレングリコールが用いられ
、最も好ましくはポリエチレングリコール４００が用いられる。
【０１５７】
　ある実施形態では、ポリエチレングリコールは水性ドロナビノール製剤の約１重量％～
約４０重量％；水性ドロナビノール製剤の約１重量％～約３０重量％；水性ドロナビノー
ル製剤の約１重量％～約２５重量％；より好ましくは、水性ドロナビノール製剤の約５重
量％～約３０重量％；最も好ましくは、水性ドロナビノール製剤の約５重量％～約２５重
量％を構成する。
【０１５８】
　ある実施形態では、製剤は、製剤の約０．１重量％～約３０重量％のプロピレングリコ
ール；約１重量％～約３０重量％のプロピレングリコール；約０．１重量％～約３０重量
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％のプロピレングリコール；約１重量％～約２５重量％のプロピレングリコール；より好
ましくは約５％～約１０％を含有する。
【０１５９】
　可溶化剤
　本発明のある実施形態では、さらなる可溶化剤が製剤に含まれる。例示的な可溶化剤に
は、Ｃａｐｒｙｏｌ　９０；Ｃｒｅｍｏｐｈｏｒ　ＲＨ４０；Ｌａｂｒａｆｉｌ　Ｍ　１
９４４　ＣＳ；Ｌａｂｒａｆｉｌ　Ｍ　２１２５　ＣＳ；Ｌａｕｒｏｇｌｙｃｏｌ　９０
；ＰＥＧ　ＭＷ＞４０００；Ｐｌｕｒｏｌ　Ｏｌｅｉｑｕｅ　ＣＣ　４９７；ポロキサマ
ー１２４；ポロキサマー１８８；Ｓｏｆｔｉｇｅｎ　７０１；Ｓｏｆｔｉｇｅｎ　７６７
；Ｔａｇａｔ　ＴＯ；Ｔｗｅｅｎ　８０；トリアセチン；クエン酸トリエチル；クエン酸
トリブチル；アセチルクエン酸トリエチル；アセチルクエン酸トリブチル；オレイン酸エ
チル；カプリル酸エチル；酪酸エチル；トリアセチン；２－ピロリドン；２－ピペリドン
；Ｎ－メチルピロリドン；Ｎ－エチルピロリドン；Ｎ－ヒドロキシエチルピロリドン；Ｎ
－オクチルピロリドン；Ｎ－ラウリルピロリドン；ジメチルアセトアミド；Ｍｉｇｌｙｏ
ｌ、ラノリン、ペトロラタム、鉱油およびそれらの混合物が含まれる。本発明の製剤は、
不活性成分の約０．１重量％～約１００重量％；約５～約７５重量％；または約２５～約
５０重量％の可溶化剤を含むことができる。
【０１６０】
　防腐剤、抗酸化剤、界面活性剤、吸収促進剤、粘度調整剤、膜形成性ポリマー、増量剤
、希釈剤、着色剤、矯味矯臭剤、ｐＨ調整剤、甘味料または味覚マスキング剤などの他の
成分を、本発明の一部として記載される組成物のいずれかに組み込むこともできる。所望
の有効期間を有する安定製品（剤形）を得るために、用いることができるこれらの成分の
各々の量は、各製剤のために最適化される。一般的に言って、これらの成分が含まれる実
施形態では、適する製剤は、約０．００１％～約２０ｗ／ｗ％の薬学的に許容される防腐
剤、抗酸化剤、界面活性剤、吸収促進剤、粘度調整剤、膜形成性ポリマー、増量剤、希釈
剤、着色剤、矯味矯臭剤、ｐＨ調整剤、甘味料または味覚マスキング剤を含むことができ
る。
【０１６１】
　安定剤
　ある好ましい実施形態では、カンナビノイドが許容されない程度まで分解しないように
、製剤は、その中に含まれるカンナビノイドを安定させるために有効な量の１つまたは複
数の薬学的に許容される抗酸化剤の量を含み、製剤は、２年失効日付のためのＩＣＨガイ
ダンスに従って、（ｉ）２５℃／６０％相対湿度（ＲＨ）で１２カ月間；（ｉｉ）３０℃
／６０％相対湿度（ＲＨ）で６カ月間；（ｉｉｉ）４０℃／６０％相対湿度（ＲＨ）で６
カ月間；および（ｉｖ）それらの任意の組合せから選択される保存条件の下に置かれると
き安定とみなされる。
【０１６２】
　本発明のさらなる実施形態では、１つまたは複数の薬学的に許容される抗酸化剤の有効
な（安定する）量を、製剤に加える。本明細書で、用語「抗酸化剤」は、本発明の剤形に
含まれるカンナビノイド化合物よりも容易に酸化される任意の化合物を記載するために用
いられる。本発明のカンナビノイド製剤を安定させるために、それらに限定されないが、
ブチルヒドロキシルアニソール（ＢＨＡ）、ブチルヒドロキシルトルエン（ＢＨＴ）、没
食子酸プロピル、レシチン、ビタミンＥトコフェロール、セサミン、セサモール、セサモ
リン、αトコフェロール、アスコルビン酸、パルミチン酸アスコルビル、フマル酸、リン
ゴ酸酸、アスコルビン酸ナトリウムおよびメタ重亜硫酸ナトリウムなどの抗酸化剤を含む
既知の抗酸化剤のいずれかを用いることができるだけでなく、ＥＤＴＡ二ナトリウムなど
のキレート化剤を用いることもできる。本明細書で記載される実験は、ＢＨＡ、ＢＨＴお
よびアスコルビン酸ナトリウムのような抗酸化剤が、ドロナビノールの分解を防止するこ
とを示している。
【０１６３】
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　調製物は、酸化分解を防止するために、抗酸化共力剤を含むこともできる。既知の抗酸
化共力剤のいずれか、例えばエデト酸二ナトリウムの有効量を用いることもできる。
【０１６４】
　所望の有効期間を有する安定製品（剤形）を得るために、用いることができる抗酸化剤
の量は、各製剤のために最適化される。一般的に言って、抗酸化剤が含まれる実施形態で
は、適する製剤は、約０．００１％～約２０ｗ／ｗ％の薬学的に許容される抗酸化剤（複
数可）を含むことができる。例えば、ある好ましい実施形態では、カンナビノイド剤形に
含まれるレシチンの量は、約０．１～約１０ｗ／ｗ％の範囲であり、ある実施形態では、
より好ましくは約０．３％～約８．２５ｗ／ｗ％の範囲である。他の好ましい実施形態で
は、Ｌ－アスコルビン酸－６－パルミチン酸の量は、約０．００１～約１ｗ／ｗ％、ある
実施形態では、より好ましくは約０．０１％～約０．１ｗ／ｗ％の範囲である。好ましく
は、抗酸化剤は、許容されないレベル（例えば、本明細書の上に指定したもの）の剤形中
の分解物、例えば上で記載のもの、すなわち、デルタ－８テトラヒドロカンナビノール（
Ｄ８ＴＨＣ）、カンナビノール（ＣＢＮ）またはカンナビジオール（ＣＢＤ）の形成を防
止する。
【０１６５】
　塩基
　本発明のさらなる実施形態では、望ましくないレベルの分解に対してカンナビノイドを
安定させるために、１つまたは複数の薬学的に許容される有機または無機の塩基の有効量
をカンナビノイド製剤に加える。ある好ましい実施形態では、カンナビノイドが許容され
ない程度まで分解しないように、製剤は、その中に含まれるカンナビノイドを安定させる
ために有効な量の１つまたは複数の薬学的に許容される有機塩基または無機塩基の量を含
み、製剤は、２年失効日付のためのＩＣＨガイダンスに従って、（ｉ）２５℃／６０％相
対湿度（ＲＨ）で１２カ月間；（ｉｉ）３０℃／６０％相対湿度（ＲＨ）で６カ月間；（
ｉｉｉ）４０℃／６０％相対湿度（ＲＨ）で６カ月間；および（ｉｖ）それらの任意の組
合せから選択される保存条件の下に置かれるとき、安定とみなされる。
【０１６６】
　本発明のカンナビノイド製剤で効果的に用いることができる好適有機塩基の例には、Ｇ
ＲＡＳ成分（一般に安全とみなされる）である任意の薬学的に許容される一次、二次およ
び三次有機アミン、例えばメタノールアミン、エタノールアミン、メグルミン、他のアル
キルアミン（例えばジ－アルキルアミンおよびトリ－アルキルアミン）ならびにそれらの
任意の組合せが含まれるが、これらに限定されない。有機塩基が含まれる本発明の実施形
態では、適する製剤は、約０．００１％～約２０ｗ／ｗ％を含むことができる。
【０１６７】
　ある好ましい実施形態では、製剤中の有機塩基（複数可）の量は、約０．００１ｗ／ｗ
％～約５ｗ／ｗ％、より好ましくは約０．００７ｗ／ｗ％～約２ｗ／ｗ％である。
【０１６８】
　他の好ましい実施形態では、製剤は、１つまたは複数の抗酸化剤および１つまたは複数
の塩基の両方の、安定させる量を含む。
【０１６９】
　ある他の実施形態では、本発明に従う製剤は、無機塩基、例えばＮａＯＨまたはＭｇＯ
Ｈで安定される。一般的に、これらの成分が含まれる実施形態では、適する製剤は、約０
．００１％～約２０ｗ／ｗ％の薬学的に許容される無機塩基を含むことができる。
【０１７０】
　緩衝液
　さらに、製剤は、生理的に許容される成分、例えば塩化ナトリウムおよび意図する投与
経路、例えば、眼または静脈内に基づき、一般的な体液と等張性を達成するために従来用
いられる類似の物質をさらに含むことができる。意図する投与経路のために生理的に適合
するｐＨ範囲を維持するために、ならびに存在する活性剤などの溶解性および安定性を高
めるためにｐＨを緩衝する剤も、本発明のある実施形態に含まれてもよい。
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【０１７１】
　適する緩衝剤には、酢酸、重炭酸、クエン酸、リン酸、それらの薬学的に許容される塩
、およびそれらの組合せまたは混合物が含まれるが、これらに限定されない。本発明の製
剤で１つまたは複数の緩衝剤を利用する場合、それらは、例えば薬学的に許容される媒体
と組み合わせることができ、また、最終製剤中に、例えば約０．１％～約２０％、より好
ましくは約０．５％～約１０％の範囲の量で存在することができる。本発明のある実施形
態では、ゲル製剤に含まれる緩衝剤の量は、好ましくは、疼痛を引き起こす体の生来の緩
衝系をゲル製剤のｐＨが妨害しない量である。したがって、約５ｍＭ～約２００ｍＭの濃
度の緩衝剤が、製剤中に存在することができる。ある好ましい実施形態では、約２０ｍＭ
～約１００ｍＭの濃度の緩衝剤が存在する。緩衝剤の濃度は、製剤のｐＨが約５～約１０
、好ましくは約６～約８、より好ましくは約６．５～約７．５、最も好ましくは約７とな
るものである。
【０１７２】
　他のある実施形態では、製剤は等張性でよい。等張性の製剤は、張性剤の添加によって
提供することができる。適する張性剤には、それらに限定されないが、任意の薬学的に許
容される糖、塩またはそれらの任意の組合せもしくは混合物、例えばデキストロースおよ
び塩化ナトリウムが含まれるが、これらに限定されない。張性剤は、約１００ｍＯｓｍ／
ｋｇ～約５００ｍＯｓｍ／ｋｇの量で存在することができる。ある好ましい実施形態では
、張性剤は、約２００ｍＯｓｍ／ｋｇ～約４００ｍＯｓｍ／ｋｇ、より好ましくは約２８
０ｍＯｓｍ／ｋｇ～約３２０ｍＯｓｍ／ｋｇの量で存在する。
【０１７３】
　粘度調整剤
　さらなる実施形態では、本発明は、例えば、セルロースまたはセルロース誘導体、例え
ばエチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カ
ルボキシメチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロースナトリウム、メチルセ
ルロース、メチルエチルセルロース、カルボキシメチルセルロースナトリウム、Ａｅｒｏ
ｓｉｌ、セトステアリルアルコール、Ｇｅｌｕｃｉｒｅ３３／０１、３９／０１および４
３／０１、ベヘン酸グリセリル、パルミトステアリン酸グリセリル、Ｓｏｆｔｉｓａｎ１
００、１４２、３７８および６４９、ステアリルアルコールカルボマー、キサンタンガム
、マルトデキストリン、アラビアゴム、トラガカントゴム、ポビドンおよびポリビニルア
ルコールを含む粘度調整剤をさらに含む製剤を目的とする。
【０１７４】
　吸収促進剤
　本発明のある実施形態に従って用いられる吸収促進剤には、例えば、Ｇｅｌｕｃｉｒｅ
４４／１４；Ｇｅｌｕｃｉｒｅ５０／１３；Ｔａｇａｔ　ＴＯ；Ｔｗｅｅｎ８０；ミリス
チン酸イソプロピル、ポリソルベート、ソルビタンエステル、ポロキサマーブロック共重
合体、ＰＥＧ－３５ヒマシ油、ＰＥＧ－４０硬化ヒマシ油、カプリロカプロイルマクロゴ
ル－８グリセリド、ＰＥＧ－８カプリル酸／カプリン酸グリセリド、ラウリル硫酸ナトリ
ウム、ジオクチルスルホサクシネート、ポリエチレンラウリルエーテル、エトキシジグリ
コール、プロピレングリコールモノ－ジ－カプリレート、グリセロールモノカプリレート
、エトキシル化グリセリル脂肪酸（Ｃ８～Ｃ１８）、オレイン酸、リノール酸、グリセリ
ルカプリレート／カプレート、グリセリルモノオレエート、グリセリルモノラウレート、
カプリン酸／カプリン酸トリグリセリド、エトキシル化ノニルフェノール、ＰＥＧ－（８
－５０）ステアリン酸、オリーブ油ＰＥＧ－６エステル、トリオレインＰＥＧ－６エステ
ル、レシチン、ｄ－αトコフェリルポリエチレングリコール１０００スクシネート、ポリ
カーボネート、グリココール酸ナトリウム、タウロコール酸ナトリウム、シクロデキスト
リン、クエン酸、クエン酸ナトリウム、トリアセチン、それらの組合せなどが含まれる。
ある好ましい実施形態では、吸収促進剤は、トリアセチンである。吸収促進剤が製剤に含
まれる、ある好ましい実施形態では、吸収促進剤は、製剤の約０．００１重量％～約１０
重量％の量、好ましくは、製剤の約０．０１重量％～約５重量％の量で含まれる。
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【０１７５】
　増量剤
　本発明のある実施形態に従って、例えば、微結晶性セルロース、マンニトール、キシリ
トール、デンプンなどを含む増量剤を用いることもできる。ある好ましい実施形態では、
増量剤はマンニトールである。増量剤が製剤に含まれるある好ましい実施形態では、増量
剤は、製剤の約０．００１重量％～約１０重量％の量、好ましくは、製剤の約０．０１重
量％～約５重量％の量で含まれる。
【０１７６】
　膜形成ポリマー
　本発明の他のある実施形態では、例えば、組成物の粘性を増加させることによって、噴
霧の細度、噴霧角度、および好ましくは広がりを低減させるのに、膜形成ポリマーを用い
ることができる。膜形成ポリマーとして、ゲランゴム、キサンタンガム、カルボキシメチ
ルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキ
シプロピルメチルセルロース、メチルセルロース、エチルセルロース、Ｇｅｌｕｃｉｒｅ
、ポロキサマー、アルギン酸、プロピレングリコールエステル、ポリビニルアルコール（
ＰＶＡ）、ポリビニルピロリドン（ＰＶＰ）、ＰＶＰ／ＰＶＡ共重合体、Ｌｕｂｒａｊｅ
ｌ、カルボキシビニルポリマー、アクリル酸ポリマーおよび共重合体、メタクリル酸、ア
クリル酸メチル、アクリル酸エチル、メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、それら
の組合せなどを用いることができる。ある実施形態では、膜形成ポリマーなどを用いるこ
とによる溶液の粘度の増加は、噴霧装置から投与する場合、液滴サイズの増加をもたらす
。ポリマーの化学特性およびポリマーの分子量は、液滴の直径に影響を及ぼすこともでき
る。
【０１７７】
　ゲル化剤
　本発明の製剤は、カルボマー、例えばＣａｒｂｏｐｏｌ、修飾されたセルロース誘導体
、天然、合成もしくは半合成のゴム、例えば、キサンタンガム、アラビアゴムおよびトラ
ガカントゴム、修飾されたデンプン、共重合体、例えば、無水マレイン酸とメチルビニル
エーテルとの間で形成されるもの、コロイドシリカ、および商品名Ｅｕｄｒａｇｉｔ（商
標）の下で販売されるメタクリレート誘導体、またはそれらの混合物を含む、適するゲル
化剤または懸濁剤を含むこともできる。
【０１７８】
　さらなる実施形態では、必要であるならば、本発明の製剤に適合する追加の賦形剤、例
えば既知の界面活性剤、例えば、（Ｃａｐｒｙｏｌ９０；Ｃｒｅｍｏｐｈｏｒ　ＲＨ４０
；Ｇｅｌｕｃｉｒｅ　４４／１４；Ｇｅｌｕｃｉｒｅ　５０／１３；Ｉｍｗｉｔｏｒ　９
１；Ｉｍｗｉｔｏｒ　３０８；Ｉｍｗｉｔｏｒ　３８０；Ｉｍｗｉｔｏｒ　７４２；Ｉｍ
ｗｉｔｏｒ　７８０Ｋ；Ｉｍｗｉｔｏｒ　９２８；Ｉｍｗｉｔｏｒ　９８８；Ｌａｂｒａ
ｆｉｌ　Ｍ　１９４４　ＣＳ；Ｌａｂｒａｆｉｌ　Ｍ　２１２５　ＣＳ；Ｌａｕｒｏｇｌ
ｙｃｏｌ　９０；Ｔａｇａｔ　ＴＯ；Ｔｗｅｅｎ　８０；およびそれらの混合物）；乳化
剤（例えば、Ｇｅｌｕｃｉｒｅ　４４／１４；Ｇｅｌｕｃｉｒｅ　５０／１３；Ｉｍｗｉ
ｔｏｒ９１；Ｉｍｗｉｔｏｒ　３０８；Ｉｍｗｉｔｏｒ　３８０；Ｉｍｗｉｔｏｒ　７４
２；Ｉｍｗｉｔｏｒ　７８０Ｋ；Ｉｍｗｉｔｏｒ　９２８；Ｉｍｗｉｔｏｒ　９８８；ポ
ロキサマー１２４；ポロキサマー１８８；Ｔａｇａｔ　ＴＯ；Ｔｗｅｅｎ　８０；レシチ
ン；リゾレシチン；ホスファチジルコリン；ホスファチジルエタノールアミン；ホスファ
チジルグリセロール；ホスファチジン酸；ホスファチジルセリン；リゾホスファチジルコ
リン；リゾホスファチジルエタノールアミン；リゾホスファチジルグリセロール；リゾホ
スファチジン酸；リゾホスファチジルセリン；ＰＥＧ－ホスファチジルエタノールアミン
；ＰＶＰ－ホスファチジルエタノールアミン；ラウリル硫酸ナトリウム、およびそれらの
混合物）；ならびに　を液体薬剤製剤に組み込むことができる。
【０１７９】
　医薬組成物で従来用いられている他の添加剤が含まれてもよく、これらの添加剤は当技
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術分野で公知である。そのような添加剤には、薬学的に許容される脱粘着剤、消泡剤、キ
レート化剤、粘度調整剤、等張剤、風味剤、着色剤、香料、乳白剤、懸濁剤、結合剤、充
填剤、可塑剤、滑沢剤およびそれらの混合物が含まれる。そのような添加剤の量は、任意
のそのような添加剤は、好ましくは最終製剤の安定性に負の影響を及ぼすべきではないと
いう可能性に留意して、所望の特定の特性に従って、当分野の技術者が容易に判定するこ
とができる。
【０１８０】
　適する着色剤には、赤色、黒色および黄色の酸化鉄、およびＦＤ＆Ｃ　Ｂｌｕｅ　Ｎｏ
．２、ＦＤ＆Ｃ　Ｒｅｄ　Ｎｏ．４０などのＦＤ＆Ｃ色素が含まれる。適する矯味矯臭剤
には、ミント、キイチゴ、カンゾウ、オレンジ、レモン、グレープフルーツ、キャラメル
、バニラ、チェリーグレープ風味、それらの組合せなどが含まれる。適するｐＨ調整剤に
は、クエン酸、酒石酸、リン酸、塩酸、マレイン酸、水酸化ナトリウムなどが含まれる。
適する甘味料には、アスパルテーム、アセスルファムＫ、タウマチックなどが含まれる。
適する味覚マスキング剤には、重炭酸ナトリウム、イオン交換樹脂、シクロデキストリン
組入れ化合物、吸着剤などが含まれる。
【０１８１】
　医薬用の賦形剤は複数の機能を果たすことができ、したがって、特定の応用によって異
なる用途を有すると特徴付けられることが認識されている。特定の製剤との関連における
賦形剤の使用は賦形剤の機能を決定することができるが、上記の任意の１つまたは複数の
カテゴリーへの任意の特定の賦形剤の組入れは、その賦形剤の機能を限定するものではな
い。
【０１８２】
　本発明の製剤の成分は、本明細書では容量に基づく割合で特徴付けられるが、本明細書
で具体的に記載する製剤の拡大版が、代わりに重量百分率に基づいて特徴付けられてもよ
いことを当業者は理解するであろう。特定の成分の密度が１ｇ／ｍｌである場合、容量お
よび重量に基づくその成分の量は同じとなる。密度が１ｇ／ｍｌからそれる場合、重量ま
たは容量に基づく量は、したがって異なる。
【０１８３】
　追加の薬剤
　ドロナビノールなどのカンナビノイドは、単独で、または他の医薬品と併用して用いる
ことができる。例えば、エイズ消耗症候群の場合、患者はエイズウイルスと闘う薬剤もお
そらく服用するであろうことを、当分野の技術者は容易に認識する。同様に、癌の化学療
法を投与されている患者が他の制吐剤も投与されるであろうこと、および疼痛の軽減を望
む癌患者は、非ステロイド性抗炎症剤だけでなくオピオイドも投与されるであろうことを
、当分野の技術者は容易に認識する。本発明の製剤および方法は、例えば、非麻薬性鎮痛
薬、例えばアセトアミノフェンもしくはアスピリン、オピオイドもしくはアヘン鎮痛薬、
非ステロイド性抗炎症薬（ＮＳＡＩＤ、例えば、非選択的シクロオキシゲナーゼ阻害薬お
よびＣＯＸ－２阻害剤）、制吐剤（例えば、オンダンセトロン）およびステロイド（例え
ば、メゲストロールアセテート、オキサンドロロン、オキシメトロン）などの１つまたは
複数の追加の治療的活性剤をさらに含むことができる。本発明のある実施形態では、それ
らに限定されないが前述の薬剤を含む、第２の治療的活性薬剤が、経口カンナビノイド剤
形に組み込まれる。さらなる他の実施形態では、第２の治療的活性薬剤は、経口カンナビ
ノイド剤形と併用されて、患者に別々に投与される。治療剤が投与される順番は、厳密に
重大ではない。「併用療法」は、他の生物学的に活性な成分、例えば、それらに限定され
ないが、ステロイド性もしくは非ステロイド性の抗炎症薬剤などの疼痛緩和剤、または、
例えば胃運動性を改善する剤と、およびそれに限定されないが手術などの非薬物療法とさ
らに組み合わせた、上述の治療剤の投与を包含する。
【０１８４】
　併用療法を構成する治療的化合物は、逐次的に投与することもでき、いずれの治療的化
合物も、二段階投与を必要とする投薬計画によって投与される。したがって、投薬計画は
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、別々の活性剤の間隔をあけた投与による、治療的化合物の逐次投与を必要としよう。複
数の投与段階の間の時間は、治療的化合物の効力、溶解性、生物学的利用率、血漿半減期
および動態学的プロフィールなどの各治療的化合物の特性によって、ならびに食物摂取の
影響および対象の年齢および状態によって、例えば数分から数時間、さらに数日まで変化
させてもよい。標的分子濃度の日内変動も、最適な投与間隔を決定することができる。
【０１８５】
　同時に投与されようが、実質的に同時に投与されようが、逐次的に投与されようが、併
用療法の治療的化合物は、経口経路による１つの治療的化合物の投与、および経口経路、
経皮経路、静脈内経路、筋肉内経路または、例えば粘膜組織を通しての直接吸収による別
の治療的化合物の投与を必要とする投薬計画を含むことができる。併用療法の治療的化合
物が、別々に、または一緒に、経口的に、直腸に、局所的に、口内に、舌下に、または非
経口的（例えば、皮下、筋肉内、静脈内および皮内注射もしくは注入技術）に投与される
かどうかにかかわらず、そのような各治療的化合物は、薬学的に許容される賦形剤、希釈
剤または他の製剤成分の適する医薬製剤に含まれる。
【０１８６】
　ネブライザー製剤
　肺投与は、薬剤特性がそれを経口投与にとって困難にするか、または、特定の患者の身
体状態が経口投与を望ましいものにしない（例えば、嘔吐、胃腸管の障害）、薬剤の投与
に適する送達経路を提供する。
【０１８７】
　ある実施形態では、本発明の製剤は、ネブライザーによる肺送達のために設計される。
ネブライザーは当分野の技術者に広く知られ、本発明は、ネブライザーの任意の特定の型
式に限定されない。本明細書で開示される製剤の肺投与に好適な、適するネブライザーお
よび／または送達装置、ならびにそれらの使用方法の例は、米国特許第７，０３６，５０
０号；７，０２９，６５６号；７，０１３，８９４号；６，９９４，０８３号；６，９６
２，１５１号；６，９２９，００３号；６，８５４，６６２号；６，７４８，９４５号；
６，７３２，７３１号；６，７２９，３２７号；６，５９８，６０２号；５，８５３，０
０２号；５，５４９，１０２号；５，４３５，２８２号；５，０３６，８４０号；７，０
７７，１２６号；７，０５９，３２０号；６，９８３，７４７号；６，６７９，２５１号
；６，６０６，９９０号；６，５１４，１７７号；５１３，７２７号；６，５１３，５１
９号；６，４６４，３８８号；６，１７６，２３７号；６，０８５，７４１号；６，００
０，３９４号；５，９５７，３８９号；５，７４０，９６６号；５，５９６，９８２号；
５，４６１，６９５号；５，４５８，１３６号；５，３１２，０４６号；５，３０９，９
００号；５，２８０，７８４号；ならびに米国特許出願公開第２００６０１０２１７２号
；２００６００６５２６７号；２００６００５４１６６号；２００６００４８７７２号；
２００６００１１１９６号；２００５０２２４０７６号；２００５００５６２７４号；２
００５００３９７４１号；２００４０２５０８１６号；２００３００３７７８８号；２０
０３００３７７８５号；２００２０００５１９６号、および２００１００５４４２１号、
および肺内投与に適する類似のものに記載される。それらの開示は、参照によりその全体
が組み込まれる。
【０１８８】
　ある好ましい実施形態では、本発明に従って用いられるネブライザーは、Ｐａｒｉ　Ｌ
Ｃ　ＳＴＡＲ、ＬＣ　ＳｐｒｉｎｔまたはＬＣ　Ｐｌｕｓである。より好ましい実施形態
では、ネブライザーは、Ｐａｒｉ　ＬＣ　Ｓｐｒｉｎｔ　Ｓｔａｒである。
【０１８９】
　本発明の安定水性カンナビノイド製剤は、任意の適するネブライザーに組み込むことが
でき、肺への有効成分の送達を提供することを、当業者は容易に理解する。
【０１９０】
　ある実施形態では、肺内投与に適する製剤は、約０．０１～約１５ミクロンの範囲の平
均質量空気力学的径中央値を有するエアゾール化粒子として肺に投与される。好ましくは



(41) JP 2010-535774 A 2010.11.25

10

20

30

40

50

、生成される粒子は、約１～約１０ミクロン、より好ましくは約２～約４ミクロンの範囲
の平均質量空気力学的径中央値を有する。
【０１９１】
　経口シロップ製剤
　さらなる実施形態では、本発明は、最初に安定水性ネブライザー製剤を調製し、次に、
甘味料、味覚マスキング剤、矯味矯臭剤、着色剤、粘度調整剤またはそれらの組合せをさ
らに加えることによって、安定水性カンナビノイド製剤に製剤化される。
【０１９２】
　カンナビノイドがドロナビノールである本発明の経口シロップ製剤に従って、ドロナビ
ノール濃度は、約０．０５ｍｇ／ｍｌ～約１００ｍｇ／ｍｌ、好ましくは約０．５ｍｇ／
ｍｌ～約１０ｍｇ／ｍｌ、より好ましくは約１ｍｇ／ｍｌである。経口シロップ製剤によ
って提供されるドロナビノールの用量は、好ましくは、約２．５ｍｇ～約５０ｍｇのドロ
ナビノールまである。
【０１９３】
　ある実施形態では、本発明は、粘度調整剤、例えばヒドロキシプロピルセルロースまた
はポリビニルピロリドン（ポビドンまたはＰＶＰ）をさらに含む。
【０１９４】
　ある実施形態では、本発明は、甘味料としてショ糖、果糖、ソルビトール、キシリトー
ル、サッカリン、サッカリンナトリウムまたはそれらの組合せを含む、経口投与のための
安定水性カンナビノイド製剤を目的とする。
【０１９５】
　製剤の経口投薬を可能にするために、本発明の安定水性カンナビノイド経口液体製剤を
、任意の薬学的に許容される材料（例えば、ガラスもしくはプラスチック）から作製され
る任意の薬学的に許容される単一用量または多回用量容器に組み込むことができることを
、当業者は容易に理解しよう。
【０１９６】
　舌下製剤
　口腔は、カンナビノイド投与の、簡単で無痛の方法を提供する。口腔の内部には、一般
に認識されている活性剤の３つの投与経路、すなわち、局所、口内および舌下の経路があ
る。
【０１９７】
　局所送達は、口内靡爛などの口腔自体の内部で起こる破壊に関する適用に、主に限定さ
れる。
【０１９８】
　口内粘膜領域は、頬の内膜の粘膜を包含する。しかし、口内粘膜は、舌下領域よりも透
過性に劣る。活性剤の口内粘膜送達に関連する主要な欠点の１つは、粘膜上皮を超える活
性剤の通過が比較的低いことであり、その結果、剤の低い生物学的利用率がもたらされ、
それは、各投薬量の中の利用可能な活性剤のかなりの損失につながる。
【０１９９】
　舌下送達は、口腔底に張られている粘膜を通して達成される。高い透過性および豊富な
血液供給のため、舌下経路を経る輸送は、速やかな吸収をもたらす。舌下送達は、高透過
性薬剤に適当な送達経路に、短い送達期間の要件および頻繁ではない投薬計画を提供する
点でも有益である。
【０２００】
　本発明の舌下製剤は、エイズ患者の体重減少に関連する食欲不振、および癌化学療法に
関連する悪心および嘔吐の有用な管理法である。
【０２０１】
　本発明によるドロナビノール、その薬学的に許容される塩またはその誘導体の舌下投与
は、悪心および嘔吐、疾患に起因する嚥下障害のために経口投与に耐えられない癌患者、
または、静脈アクセスの低下、痩せ衰えもしくは凝固欠陥のために非経口投与に耐えられ
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ない癌患者に特に有益であろう。本発明によるドロナビノールの舌下投与は、好ましくは
、さらに優れた使いやすさ、および食欲刺激または制吐作用の速やかな開始の潜在的な利
点を有する。さらに、舌下静脈排液は門脈性ではなく全身性であるので、肝臓による初回
通過除去を回避することができる。好ましくは、本発明は、舌下噴霧ポンプによって送達
する、ドロナビノール、その薬学的に許容される塩またはその誘導体の溶液のために、治
療的な製剤および方法を提供する。
【０２０２】
　ある好ましい実施形態では、ドロナビノール、その薬学的に許容される塩またはその誘
導体の舌下投与は、それが注射器および針を用いる注射を必要とせず、単位用量経口製剤
を調製する必要性を回避するという点で、他の投与形態よりも有利である。好ましくは、
本発明によるドロナビノール、その薬学的に許容される塩またはその誘導体の舌下投与は
、自己投与に適する。
【０２０３】
　ある実施形態では、ハイドロフルオロカーボン噴射剤、例えば揮発性のクロロフルオカ
ーボン（ｃｈｌｏｒｏｆｌｕｏｃａｒｂｏｎ）（例えば噴射剤１２）、揮発性のハイドロ
フルオロアルカン（例えば１，１，１，２－テトラフルオロエタンおよび１，１，１，２
，３，３，３－ヘプタフルオロ－ｎ－プロパン）ならびに揮発性のアルカン（例えばプロ
パン、ブタン）などの噴射剤が、ドロナビノール、その薬学的に許容される塩またはその
誘導体を患者の舌下に送達するために必要とされないという点で、本発明の製剤は有利で
ある。
【０２０４】
　好ましくは、本発明の製剤は、少なくとも約１０ミクロン、好ましくは少なくとも約２
０ミクロンの平均径、より好ましくは約２０～約２００ミクロンの平均径を有する液滴と
して送達される。最も好ましくは、製剤は、約５ミクロン～約５００ミクロン、好ましく
は約１０ミクロン～約２００ミクロン、好ましくは約２０ミクロン～約１００ミクロン、
より好ましくは約３０ミクロン～約７０ミクロンのサイズ分布を有する液滴として送達さ
れる。
【０２０５】
　好ましくは、噴霧による舌下粘膜への本発明の製剤の送達は、ドロナビノール、その薬
学的に許容される塩またはその誘導体の速やかな吸収をもたらす。
【０２０６】
　ある実施形態では、本発明の製剤は、舌下投与のために設計される。
【０２０７】
　ある実施形態では、本発明は、ドロナビノール、その薬学的に許容される塩またはその
誘導体の有効な量を含む別々の液滴を含む舌下ドロナビノール製剤を目的とし、前記液滴
は、少なくとも約１０ミクロン、好ましくは少なくとも約２０ミクロンの平均径、より好
ましくは約２０～約２００ミクロンの平均径を有する。
【０２０８】
　ある実施形態では、本発明は、ドロナビノール、その薬学的に許容される塩またはその
誘導体の別々の液滴を、薬学的に許容される液体担体中に含む舌下ドロナビノール製剤を
目的とし、前記液滴は、約５ミクロン～約５００ミクロン、好ましくは約１０ミクロン～
約２００ミクロン、好ましくは約２０ミクロン～約１００ミクロン、より好ましくは約３
０ミクロン～約７０ミクロンのサイズ分布を有する。
【０２０９】
　舌下製剤のある好ましい実施形態では、粒子のいずれも、舌下投与の後に、ドロナビノ
ール、その薬学的に許容される塩またはその誘導体を肺に送達させるであろう直径を有さ
ない。
【０２１０】
　ある実施形態では、本発明は、舌下ドロナビノール製剤の単位用量を目的とし、前記単
位用量は、ドロナビノール、その薬学的に許容される塩またはその誘導体の別々の液滴、
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および薬学的に許容される液体担体を含み、前記液滴は、少なくとも約１０ミクロン、好
ましくは少なくとも約２０ミクロンの平均径、より好ましくは約２０～約２００ミクロン
の平均径を有する。
【０２１１】
　ある実施形態では、本発明は、舌下ドロナビノール製剤の単位用量を目的とし、前記単
位用量は、ドロナビノール、その薬学的に許容される塩またはその誘導体の別々の液滴、
および薬学的に許容される液体担体を含み、前記液滴は、約５ミクロン～約５００ミクロ
ン、好ましくは約１０ミクロン～約２００ミクロン、好ましくは約２０ミクロン～約１０
０ミクロン、より好ましくは約３０ミクロン～約７０ミクロンのサイズ分布を有する。
【０２１２】
　ある実施形態では、本発明は、エイズ患者の体重減少に関連する食欲不振の有効な管理
の方法であって、少なくとも約１０ミクロン、好ましくは少なくとも約２０ミクロンの平
均径、より好ましくは約２０～約２００ミクロンの平均径を有する別々の液滴の形態の液
体噴霧製剤を、食欲不振のヒト患者に舌下投与することを含む方法を目的とし、前記液体
噴霧製剤は、薬学的に許容される液体担体中に分散される、ドロナビノール、その薬学的
に許容される塩またはその誘導体の有効な量を含む。
【０２１３】
　ある実施形態では、本発明は、癌化学療法に関連する悪心および嘔吐の有効な管理の方
法であって、少なくとも約１０ミクロン、好ましくは少なくとも約２０ミクロンの平均径
、より好ましくは約２０～約２００ミクロンの平均径を有する別々の液滴の形態の液体噴
霧製剤を、癌化学療法に関連する悪心および嘔吐を起こしているヒト患者に舌下投与する
ことを含む方法を目的とし、前記液体噴霧製剤は、薬学的に許容される液体担体中に分散
される、ドロナビノール、その薬学的に許容される塩またはその誘導体の有効な量を含む
。
【０２１４】
　ある実施形態では、本発明は、エイズ患者の体重減少に関連する食欲不振の有効な管理
の方法であって、約５ミクロン～約５００ミクロン、好ましくは約１０ミクロン～約２０
０ミクロン、好ましくは約２０ミクロン～約１００ミクロン、より好ましくは約３０ミク
ロン～約７０ミクロンのサイズ分布を有する別々の液滴の形態の液体噴霧製剤を、食欲不
振のヒト患者に舌下投与することを含む方法を目的とし、前記液体噴霧製剤は、薬学的に
許容される液体担体中に分散される、ドロナビノール、その薬学的に許容される塩または
その誘導体の有効な量を含む。
【０２１５】
　ある実施形態では、本発明は、癌化学療法に関連する悪心および嘔吐の有効な管理の方
法であって、約５ミクロン～約５００ミクロン、好ましくは約１０ミクロン～約２００ミ
クロン、好ましくは約２０ミクロン～約１００ミクロン、より好ましくは約３０ミクロン
～約７０ミクロンのサイズ分布を有する別々の液滴の形態の液体噴霧製剤を、癌化学療法
に関連する悪心および嘔吐を起こしているヒト患者に舌下投与することを含む方法を目的
とし、前記液体噴霧製剤は、薬学的に許容される液体担体中に分散される、ドロナビノー
ル、その薬学的に許容される塩またはその誘導体の有効な量を含む。
【０２１６】
　ある実施形態では、本発明は、ドロナビノール、その薬学的に許容される塩またはその
誘導体の有効な量を薬学的に許容される液体担体に含む液体製剤の単位用量を含む貯蔵器
を含む装置であって、作動させると、少なくとも約１０ミクロン、好ましくは少なくとも
約２０ミクロンの平均径、より好ましくは約２０～約２００ミクロンの平均径を有する液
滴の形態の液体製剤の単位用量を送達するアクチュエータを有する装置を目的とする。好
ましくは、装置は、約５ミクロン～約５００ミクロン、好ましくは約１０ミクロン～約２
００ミクロン、好ましくは約２０ミクロン～約１００ミクロン、より好ましくは約３０ミ
クロン～約７０ミクロンのサイズ分布を有する液滴の形態の液体製剤の治療有効量を送達
する。
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【０２１７】
　ある実施形態では、本発明は、ドロナビノール、その薬学的に許容される塩またはその
誘導体を、薬学的に許容される液体担体に含む液体製剤を含む貯蔵器を含む多回用量装置
であって、作動させると、少なくとも約１０ミクロン、好ましくは少なくとも約２０ミク
ロンの平均径、より好ましくは約２０～約２００ミクロンの平均径を有する液滴の形態の
液体製剤の治療有効量を送達するアクチュエータを有する装置を目的とする。好ましくは
、装置は、約５ミクロン～約５００ミクロン、好ましくは約１０ミクロン～約２００ミク
ロン、好ましくは約２０ミクロン～約１００ミクロン、より好ましくは約３０ミクロン～
約７０ミクロンのサイズ分布を有する液滴の形態の液体製剤の治療有効量を送達する。
【０２１８】
　ある実施形態では、本発明は、エイズ患者の体重減少に関連する食欲不振の有効な管理
の方法であって、ドロナビノール、その薬学的に許容される塩またはその誘導体を薬学的
に許容される液体担体に含む液体製剤を含む貯蔵器、および作動させると、少なくとも約
１０ミクロン、好ましくは少なくとも約２０ミクロンの平均径、より好ましくは約２０～
約２００ミクロンの平均径を有する、装置から噴霧される液滴の治療有効量を送達するア
クチュエータを含む噴霧装置を利用することを含む方法を目的とする。
【０２１９】
　ある実施形態では、本発明は、エイズ患者の体重減少に関連する食欲不振の有効な管理
の方法であって、ドロナビノール、その薬学的に許容される塩またはその誘導体を薬学的
に許容される液体担体に含む液体製剤を含む貯蔵器、および作動させると、少なくとも約
１０ミクロン、好ましくは少なくとも約２０ミクロンの平均径、より好ましくは約２０～
約２００ミクロンの平均径を有する、装置から噴霧される液滴の治療有効量を送達するア
クチュエータを含む噴霧装置を利用することを含む方法を目的とする。
【０２２０】
　ある実施形態では、本発明は、癌化学療法に関連する悪心および嘔吐の治療方法であっ
て、ドロナビノール、その薬学的に許容される塩またはその誘導体を含む液体製剤を含む
貯蔵器、および薬学的に許容される液体担体、作動させると、約５ミクロン～約５００ミ
クロン、好ましくは約１０ミクロン～約２００ミクロン、好ましくは約２０ミクロン～約
１００ミクロン、より好ましくは約３０ミクロン～約７０ミクロンのサイズ分布を有する
液滴の治療有効量を送達するアクチュエータを含む噴霧装置を利用することを含む方法を
目的とする。
【０２２１】
　ある実施形態では、本発明の製剤は、例えば、口内投与を含む経粘膜投与に適する。
【０２２２】
　ある実施形態では、本発明は、ドロナビノール、その薬学的に許容される塩、またはそ
の誘導体を、ドロナビノール、その薬学的に許容される塩、またはその誘導体の実質的な
部分が患者の肺に流れ込まない製剤で、ヒトに経粘膜投与する方法をさらに目的とする。
ある好ましい実施形態では、経粘膜領域は、ヒトの口内領域である。
【０２２３】
　ある実施形態では、本発明は、エイズ患者の体重減少に関連する食欲不振の管理のため
の食欲刺激薬として、および癌化学療法に関連する悪心および嘔吐のための制吐剤として
用いる医薬の製造のための、上で定義される製剤の使用をさらに目的とする。
【０２２４】
　ある実施形態では、好ましくは、本発明による製剤は、定量ポンプを備えた密封容器を
含むポンプ噴霧システム内に、複数の用量を含むバルク溶液として梱包される。
【０２２５】
　ある代わりの実施形態では、好ましくは、本発明による製剤は、ポンプを備えた密封容
器を含む一単位用量ポンプ噴霧システム内に、一単位用量溶液として梱包される。
【０２２６】
　一般的に、患者は、噴霧ポンプから１～２回の作動の舌下投与によって治療される。舌
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下噴霧送達の別の利点は、単一の作動に要求される１もしくは２用量によって、患者を容
易に滴定する能力である。このことは、他の形態の薬剤送達（パッチ、ロゼンジ、錠剤、
坐薬）の場合は、一般的にそうではない。
【０２２７】
　ポンプ作用噴霧は、作動のための外圧、例えば、外部の手動、機械的または電気的開始
の圧力を加えることを必要とする特徴がある。これは、作動が制御された圧放出、例えば
制御されたバルブ開放によって一般的に達成される、加圧システム、例えば噴射剤作動エ
アゾール噴霧と対照的である。
【０２２８】
　ある実施形態では、本発明の製剤と一緒のポンプ噴霧の使用は、少なくとも約１０ミク
ロン、好ましくは少なくとも約２０ミクロンの平均径、より好ましくは約２０～約２００
ミクロンの平均径を有し、および／または、好ましくは、約５ミクロン～約５００ミクロ
ン、好ましくは約１０ミクロン～約２００ミクロン、好ましくは約２０ミクロン～約１０
０ミクロン、より好ましくは約３０ミクロン～約７０ミクロンのサイズ分布を有する液滴
または粒子の投与を可能にするので、ポンプ噴霧が好ましい。これは、５ミクロン未満の
粒子をもたらすことができる加圧システムと対照的である。約５ミクロン未満の径を有す
る液滴または粒子は、投与後にヒトの肺に入る能力を有する。肺へのそのような侵入は、
ドロナビノールの吸収における患者間の変動の増加につながるかもしれない。さらに、肺
でのドロナビノールの吸収は、吸収増加および致命的であり得る呼吸抑制を含む、副作用
の増加をもたらす可能性がある。
【０２２９】
　ある好ましい実施形態では、送達される製剤の液滴サイズは、例えばドロッパーで舌下
に置かれるのと対照的に、舌下に噴霧されることによって表面積の増加をさらに提供する
。
【０２３０】
　ある好ましい実施形態では、送達装置は、米国特許第６，８６６，５６６号、６，８７
７，６７２号、６，７７２，９１５号、６，７２５，８５７号、６，７０５，４９３号、
６，６７９，２４８号、６，５７８，７４１号、６，５２７，１４４号、６，４８４，７
１５号、６，４７８，１９６号、６，４６１，３２２号、６，４４６，８３９号、６，４
２７，８７８号、６，３６７，４７３号、６，３６４，１６６号、６，３２１，９４２号
、６，２３４，３６６号、６，２２７，４１３号、６，０５９，１５１号、６，０５９，
１５０号、６，０５５，９７９号、５，９４４，２２２号、５，９０１，８８３号、５，
８１３，５７０号、４，５６５，３０２号、４，５３２，９６７号、６，９６４，３８１
号、６，８６０，４１１号、６，８２４，０２０号、６，８１７，４９０号、６，５８５
，１７２号、６，４４３，３７０号、６，４２７，６８０号、６，４２５，４９９号、６
，４０１，９８７号、６，３９８，０７４号、６，２６４，０６５号、５，９５０，８７
７号、５，３２８，０９９号、５，３０１，８４６号に記載のもの、およびある実施形態
で経鼻投与に適すると記載されている類似のものなどの装置である。
【０２３１】
　本発明の製剤に従う使用に適する他の装置は、米国特許第６，８０８，０８５号、６，
７３６，２９３号、６，７３２，９５５号、６，７０８，８４６号、６，６２６，３７９
号、６，６２６，３３０号、６，６２６，３２８号、６，４５４，１８５号、６，４２７
，８７６号、６，４２７，６８４号、６，４１９，１６７号、６，４０５，９０３号、６
，３５２，１８１号、６，３０８，８６７号、６，２５７，４６１号、６，２５７，４５
４号、６，２５０，５０９号、６，２２７，４１５号、６，２０９，７６０号、６，１７
９，１６４号、６，１０９，５４７号、６，０６２，４３０号、６，０２６，９９２号、
５，９９２，７０４号、５，９９２，７０３号、５，９８８，４４９号、５，９６７，３
６９号、５，９６４，４１７号、５，９５０，８７９号、５，９３８，１２５号、５，９
２７，５５９号、５，９２１，４４４号、５，８９３，４８４号、５，８７５，９３８号
、５，８６２，９６２号、５，８６０，５６７号、５，８１６，５０４号、５，８１３，
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５７０号、５，８０３，３１１号、５，７９１，５１８号、５，６９２，６５０号、５，
６５５，６８９号、５，５８４，４１７号、５，５２０，３３７号、５，５１９，９８０
号、５，４８２，１９３号、５，４６９，９８９号、５，４４３，１８５号、５，４３９
，１７７号、５，４３７，３９８号、５，４２７，２８０号、５，３９５，０３２号、５
，３７５，７４５号、５，３６８，２０１号、５，３６６，１２２号、５，３６６，１２
２号、５，３３５，８２３号、５，３２６，０００号、５，３２３，９３６号、５，３１
６，１９８号、５，３０１，８４１号、５，２９５，６２８号、５，２８９，９４６号、
５，２７７，３３４号、５，２５７，７２６号、５，２２８，５８６号、５，２０９，３
７５号、５，２０３，８４０号、５，１４７，０８７号、５，１１５，９８０号、５，１
１０，０５２号、５，０１１，０４６号、４，９５８，７５２号、４，９４６，０６９号
、４，９４４，４３０号、４，９３４，５６８号、４，９２１，１４２号、４，８７１，
０９２号、４，８３０，２８４号、４，８２６，０４８号、４，８２３，９９１号、４，
８２１，９２３号、４，８１７，８２９号、４，７７６，４９８号、４，７６２，４７５
号、４，７２８，００８号、４，７２６，７４７号、４，６９４，９７７号、４，６９４
，９７６号、４，５６６，６１１号、６，８５１，５８３号、６，８２４，０２１号、６
，７７９，６９０号、６，７７６，３１２号、６，９７１，５５９号、６，９４８，６４
０号、６，９４５，４７３号、６，９３８，８０２号、６，９３３，８５０号、６，９２
９，１５６号、６，９１８，５１４号、６，９１３，２０５号、６，８６６，１６８号、
６，８３２，０７２号、６，８３０，１６３号、６，８１７，４９０号、６，８１７，４
８９号、６，８１１，０６０号、６，８１１，０５７号、６，８０５，３０１号、６，８
０５，２６３号、６，７８９，７５０号、６，７８９，７０６号、６，７８６，３６９号
、６，７８３，０３５号、６，７７２，９１３号、６，７６９，５７９号、６，７５８，
３７１号、６，７５２，２９８号、６，７４２，６７７号、６，７０５，０６２号、６，
６９８，６２７号、６，６９８，６２３号、６，６６３，０１９号、６，６５９，３１４
号、６，６５９，３０７号、６，６５５，５５０号、６，６５５，５４９号、６，６５１
，８４６号、６，６０１，７３５号、６，５９５，３９５号、６，５９２，０１０号、６
，５８８，６２９号、６，５８１，８５２号、６，５７１，９９１号、６，５５４，１６
０号、６，５３６，６３５号、６，５２７，１４９号、６，５２７，１４８号、６，４８
８，１８５号、６，４７１，０９７号、６，４６０，７８１号、６，４６０，７４０号、
６，４６０，７３８号、６，４４６，８４１号、６，４２２，４２９号、６，４０９，０
４９号、６，３９８，０７９号、６，３６０，９１９号、６，３４９，８５６号、６，３
４５，７３７号、６，３４３，７２２号、６，６６２，５６１号、６，３１５，１６９号
、６，２７３，３０３号、６，２７３，３００号、６，２６１，２７４号、６，２５７，
４５７号、６，２３４，３６３号、６，２３４，１６８号、６，２２１，０５４号、６，
２０９，７５９号、６，１８９，７４１号、６，１８６，３７１号、６，１５５，４９６
号、６，１１９，８９７号、６，１０５，８２６号、６，０２１，９３０号、６，０１２
，６１５号、５，９８８，４９６号、５，９５０，８７１号、５，９３１，３８６号、５
，８５０，９４８号、５，８０３，３１８号、５，７９９，８１０号、５，７６９，３２
５号、ＲＥ３５，６８３、５，６９２，４９２号、５，５６８，８８４号、５，５６６，
８６５号、５，５１１，６９８号、５，４８２，１８８号、５，４７６，１９８号、５，
３６６，１１５号、５，３３７，９２３号、５，２４９，７１３号、５，２３７，７９７
号、５，２３４，１３５号、５，２２６，５６３号、５，１９０，１９２号、５，１７６
，２９６号、５，１２７，５４８号、４，９６６，３１３号、４，９１，８４０、４，２
４５，９６７号、４，０３０，６６７などに記載されている。
【０２３２】
　本明細書で引用したすべての特許は、参照によりその全体が本明細書に組み込まれる。
上記の特許で開示されている送達装置は、鼻または吸入による投与に適するであろうが、
本発明のある実施形態に従い、送達装置は液体製剤の舌下投与に適するように特に適応さ
れる。
【０２３３】
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　好ましくは、本発明に従う装置は、好ましくは、少なくとも約１０ミクロン、好ましく
は少なくとも約２０ミクロンの平均径、より好ましくは約２０～約２００ミクロンの平均
径を有する液滴だけが患者に送達されるように、制御された方法で舌下製剤を舌下送達す
るように適応される。より好ましくは、約５ミクロン～約５００ミクロン、好ましくは約
１０ミクロン～約２００ミクロン、好ましくは約２０ミクロン～約１００ミクロン、より
好ましくは約３０ミクロン～約７０ミクロンのサイズ分布を有する液滴だけ。
【０２３４】
　好ましくは、指で、または片方の手の３本の指で運び、同時に確実に操作することがで
き、例えば舌下噴霧の方法で用いることができるような方法で、ディスペンサーは構築さ
れる。ディスペンサーは、媒体チャンバを空にした後に、補充の必要がなく、したがって
、側面がおよそＴ字状またはＹ字状でよいアウターケーシング内に、ポンプ、製剤、チャ
ネルおよび任意選択で、バルブまたは栓を受ける、単純な標準のコンポーネントとして構
築することができる、使い捨て式ディスペンサーとして構築することができる。
【０２３５】
　ディスペンサーが連続した部分の単一のポンプ行程で、または１つの完全なポンプ行程
で空にされ、補充されない場合、ディスペンサーは開始位置の外側に関して実質的に密封
することができる。
【０２３６】
　ある好ましい実施形態では、送達装置（例えば、噴霧ポンプ装置など）は、ロックアウ
ト機構を含む。好ましくは、ロックアウト機構は、一用量の投与だけを可能にし、ある期
間および／または所定の期間さらなる投与をロックアウトすることによって、一単位用量
だけの投与を可能にし、好ましくは、ドロナビノール、その薬学的に許容される塩または
その誘導体の乱用を防止する。ある実施形態では、１つまたは複数の作動周期の後、アク
チュエータをロッキング位置に自動的に移行させることができるので、続く作動周期をラ
ンダムにまたは故意に実施するために、解除が起こらなければならない。ロッキングは、
開始位置、作動位置および／または中間位置で起こることができ、作動および戻りの両方
に対して、またはこれらの動作の１つ単独に対して作用することができるので、同じか異
なるロッキング作用を有するいくつかのロッキング位置が可能である。
【０２３７】
　ある実施形態では、装置は予め計器付きのものでもよく、あるいは、装置は装置計量式
のものでもよい。好ましくは、計器付き装置は、製造の間に、または患者によって使用時
に装置に含ませることができる、事前に計量された用量またはある種の単位（例えば、一
単位用量の量の溶液、単一もしくは複数のブリスターまたは他の空洞）の用量分画を含む
。一般的な装置計量式ユニットは、患者によって作動される場合、装置自体によって計量
された噴霧として送達される複数用量に十分な製剤を含有する貯蔵器を有する。
【０２３８】
　装置の製造で考慮する重要な要素は、用量、噴霧プルームおよび粒子／液滴サイズ分布
の再現性であり、それらは、舌の下への、ドロナビノール、その薬学的に許容される塩ま
たはその誘導体の送達に影響を及ぼすことができる。これらのパラメータのいかなる変化
も投薬および吸収の変動をもたらす可能性があり、それらは、潜在的な副作用につながる
おそれがあるので、有効期間を通してこれらのパラメータの再現性を維持し、患者使用条
件の下でその寿命を通して装置の機能性（例えば、噴霧機構、電気的特徴、センサー）を
確保することは重要である。
【０２３９】
　噴霧薬剤製剤の投与される用量は、容器密閉系の設計、再現性および性能特性に依存す
るであろう。所望の液滴／粒子サイズ分布を提供する、適する装置は、ドロナビノール製
品の正しい性能のための重要な要素である。装置に関して、作動パラメータ（例えば、力
、速度、保持時間および戻り時間）も考慮するべきである。さらに、装置は製剤成分に適
合するべきである。さらに、装置は、患者使用説明書に従って用いられる場合の、ドロナ
ビノール、その薬学的に許容される塩またはその誘導体製剤の不完全な計量を防止するよ
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うに設計されるべきである。
【０２４０】
　一般的な装置は、基本ユニット、排出アクチュエータ、装置から放出される製剤のため
の開口部、および媒体貯蔵器を含む。好ましくは、注入チャンバとして、装置の製造時に
すでに充填されている貯蔵器が提供される。媒体貯蔵器は、好ましくは、単一の作動に応
じて放出される、ドロナビノール、その薬学的に許容される塩またはその誘導体の、測定
済みの含量を規定する。
【０２４１】
　本発明のある実施形態に従って、好ましくは、媒体を受け入れる貯蔵器またはその空間
は、好ましくは、貯蔵器本体の周囲および全長にわたって一定である肉厚を有する、長い
形状である。その生産が非常に簡単であるように、貯蔵器本体は、プラスチック、鋼、例
えばステンレス鋼、透明な材料、例えばガラスなどの円筒形の空洞の切断によって簡単に
形成することができる。
【０２４２】
　好ましくは、アクチュエータ本体は装置のユニット上に提供され、それは、排出を始動
させるために開口部と比較して動かすことができる。この本体は、作動移動の過程で、例
えば穴をあけることによって、チャンバの閉鎖を開放する。このチャンバ内の空間は、貯
蔵器中の媒体に直接に接触すること、開放本体または貯蔵器を少なくとも一部収容するこ
とができ、開放される前に高圧下にある圧力空間として構成される。開放本体は、貯蔵器
によって直接に形成されることができる。
【０２４３】
　好ましくは、開始位置に続く作動移動の一部の間、上昇圧力が構築される。同じ方向で
継続する作動動作の以降の部分では、媒体は一方の側で圧力から開放され、こちら側の媒
体開口部に送られる。このように、側に作用する圧力のために、媒体は貯蔵器から開口部
に追い込まれる。
【０２４４】
　一般的に、液体製剤が開口部から離れるに従い、液滴は、装置の開口部形状によって影
響される軌跡に従う。ある実施形態では、液滴サイズ、噴霧ジオメトリーおよび噴霧パタ
ーンは、ポンプの設計および／または製剤の特性に依存する。ある実施形態では、アクチ
ュエータの向き、ポンプ設計および製剤の特性は、噴霧対称性および形状に影響する。
【０２４５】
　ある実施形態では、本発明の装置は、さらにストッパーを含む。好ましくは、ストッパ
ーは、ドロナビノール、その薬学的に許容される塩またはその誘導体の吸収を妨げるか、
実質的に妨げる物質を含む。本発明の装置に従って用いるための適するストッパーは、例
えば、Ｗｅｓｔ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ，Ｉｎｃ．によって
市販されているストッパーである。ある好ましい実施形態では、ストッパーは以下の組成
および特徴を有する：１）エラストマー：ブロモブチルおよび／またはクロロブチル；２
）強化材：不活性物質；および３）硬化系：非従来型。
【０２４６】
　ある実施形態では、装置はさらにガスケットを含む。好ましくは、ガスケットは、ドロ
ナビノール、その薬学的に許容される塩またはその誘導体の吸収を妨げるか、実質的に妨
げる物質を含む。本発明の装置に従って用いるための適するガスケットは、例えば、Ｗｅ
ｓｔ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ，Ｉｎｃ．によって市販されて
いるガスケットである。ある好ましい実施形態では、ガスケットは以下の組成および特徴
を有する：１）エラストマー：ブロモブチルおよび／またはクロロブチル；２）強化材：
不活性物質；および３）硬化系：非従来型。
【０２４７】
　液滴径分布は、レーザー回折方法、例えば、ＲＴ　ＳｉｚｅｒソフトウェアによるＭａ
ｌｖｅｒｎ　Ｓｐｒａｙｔｅｃ（登録商標）を用いて判定することができる。Ｍａｌｖｅ
ｒｎ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ　Ｌｉｍｉｔｅｄ（Ｕ．Ｋ．）によるＭａｌｖｅｒｎ　Ｍ



(49) JP 2010-535774 A 2010.11.25

10

20

30

40

50

ａｓｔｅｒｓｉｚｅｒ　Ｓ装置も、サイズ分布の判定に用いることができる。Ｍａｌｖｅ
ｒｎ　Ｍａｓｔｅｒｓｉｚｅ　Ｓは、測定融通性を提供するモジュラー粒径分析器である
。それは、噴霧液滴サイズ、ならびに湿った試料および乾燥試料を測定することができる
。サブミクロンから数ミリメートルの粒子を、Ｍａｌｖｅｒｎ　Ｍａｓｔｅｒｓｉｚｅｒ
　Ｓで測定することができる。さらに、液滴径分布を判定するとき、手動作動に関連する
変動性を低減させるための、インビトロ生物学的同等性比較試験のための自動化作動ステ
ーションを用いることもできる。
【０２４８】
　経皮ゲル調製剤
　経皮投与は、経口および肺などの他の経路が不適である投与経路を提供する。好ましく
は、これらの製剤は、前述のネブライザー製剤に１つまたは複数のゲル化剤、適する塩基
および１つまたは複数の吸収促進剤を加えて、混合することによって調製される。投与の
便利性のために、ゲルは、薬学的に許容される材料、例えばプラスチックまたはガラスか
ら作製される、適する容器に移される。投薬量範囲は、カンナビノイドの選択によって異
なる。しかし、カンナビノイドがドロナビノールである、ある実施形態では、用量は、Ｍ
ａｒｉｎｏｌの経口用量と治療的に同等である用量を提供するように調節される。
【０２４９】
　静脈内製剤
　静脈内投与も、経口、肺および舌下などの他の経路が望ましくないか不適である投与経
路を提供する。静脈内投与経路は、不規則な吸収が懸念される場合、特に有利である。こ
れらの製剤は、上記のネブライザー溶液を調製するために用いられる手順に従って調製さ
れる。ある実施形態では、投与後の血管の炎症を制限するために、製剤は、ｐＨ調整剤お
よびまたは張性調整剤を含むこともできる。次に、製剤を単一もしくは多回用量のストッ
パー付きバイアルに移し、その後、針および注射器で注射することができる。投薬量範囲
は、カンナビノイドの選択によって異なる。ある実施形態では、用量は、Ｍａｒｉｎｏｌ
の経口用量と治療的に同等である用量を提供するように調節される。当業者は、静脈内経
路が投与される用量の基本的に完全な生物学的利用率を提供するので、その用量は、他の
投与経路で送達される用量よりも一般に低いことを理解しよう。
【０２５０】
　眼用調製剤
　眼への投与は、意図する作用が眼系に係わる投与経路を提供する。眼用製剤は、上記の
ネブライザー製剤の調製のために記載した手順に従って調製される。ある実施形態では、
投与後の眼の炎症を実質的に予防するために、眼用調製剤は、ｐＨ調整剤およびまたは張
性調整剤を含むこともできる。
【０２５１】
　他のある実施形態では、眼用製剤は軟膏である。他のある実施形態では、製剤は、ラノ
リン、ペトロラタム、高分子量グリコール、例えばＰＥＧ－４００、鉱油またはそれらの
組合せを含む。ある実施形態では、製剤は水をさらに含む。
【０２５２】
　次に、眼への投与に適する薬学的に許容される材料から作製される単一もしくは多回用
量容器に、眼用製剤を移すことができる。投薬量範囲は、カンナビノイドの選択によって
異なる。眼の状態、例えば緑内障を治療するために、用量がカンナビノイドの治療有効量
を提供するような濃度で、カンナビノイドは存在する。
【０２５３】
　本発明のある実施形態では、眼用製剤は、約１重量％の濃度のドロナビノールを含む。
他のある実施形態では、投薬量は、約０．０１ｍｇ～約１０ｍｇのドロナビノール、好ま
しくは約０．５ｍｇ～約５ｍｇ、より好ましくは約１ｍｇ～約３ｍｇを提供する。
【０２５４】
　本発明は、静脈内投与のための安定した水性カンナビノイド製剤も目的とする。製剤が
ドロナビノールを含むある実施形態では、静脈内の用量は、約０．０１ｍｇ～約５０ｍｇ
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である。
【０２５５】
　好ましい実施形態では、本発明のカンナビノイド製剤は、最終製品（カンナビノイド剤
形）が少なくとも約２年の有効期間を有するように、許容されない程度にまで分解しない
。前述のように、このことは、剤形中の有効成分（例えば、ドロナビノール）が、剤形の
所望の（例えば、表示される）有効期間（例えば、剤形の製造日から最低２年）の間、剤
形中のその最初の量の９０～１１０％が残留することを意味する。剤形が有効成分として
ドロナビノールを含むさらなる好ましい実施形態では、主張する剤形の有効期間の間、剤
形は、２％以下のＤ８ＴＨＣを含む。剤形がドロナビノールを含むさらなる好ましい実施
形態では、主張する剤形の有効期間の間、剤形は、２％以下のカンナビジオールを含む。
剤形がドロナビノールを含むさらなる好ましい実施形態では、剤形は、１％以下のエキソ
－ＴＨＣを含む。剤形が有効成分としてドロナビノールを含む、ある特に好ましい実施形
態では、主張するその有効期間の間、剤形は以下のものを含む。（ｉ）最初のドロナビノ
ール含有量の９０％以上；（ｉｉ）約２％以下のカンナビノール；（ｉｉｉ）約２％以下
のデルタ－８－ＴＨＣ；（ｉｖ）２％以下のカンナビノール；（ｖ）約０．５％以下のエ
キソ－ＴＨＣ；または上の任意の組合せ。エキソ－ＴＨＣはドロナビノールの分解物では
ないが、それはドロナビノールの合成中に形成される不純物である。特定の分解物／不純
物のこれらの範囲は、同様に他のカンナビノイドに適用することができる。
【０２５６】
　本発明に従う水性カンナビノイド製剤は、製造中の限定された量の水または限定された
期間の水への曝露を記載する当技術分野の製剤よりも、著しく安定であると考えられてい
る（例えばＤｅｄｈｉｙａら）。添付の実施例で示す安定性研究は、緩衝水性媒体だけで
なく、有機共溶媒、および任意選択で、安定剤を利用することによって、得られるカンナ
ビノイド薬剤製品は室温で少なくとも約２年間安定であることを立証すると考えられてい
る。
【０２５７】
　投与経路
　本発明の製剤は、好ましくは以下の経路によって投与される：肺、例えば、ネブライザ
ーにより；経口、例えば、経口シロップにより、舌下、例えば、舌下噴霧により；静注；
経皮、例えば、局所ゲルにより、および眼、例えば、軟膏または液滴により。しかし、当
業者は、本発明の安定化水性カンナビノイド製剤はこれらの経路による投与に限定されず
、経鼻的胃経路、筋肉内経路により、または粘膜組織（例えば、口内または直腸）を通す
直接吸収によって投与できることを理解しよう。製剤は、肺、経口、舌下、静脈内に特に
適するが、現在は経皮および眼への投与が好ましく、本発明の組成物は、膣、直腸、非経
口、または経粘膜投与のために製剤化することもできる。したがって、所望により、剤形
は、溶液、懸濁液、乳剤、坐薬、噴霧剤、エアゾール、ゲル、点滴剤、シロップ、エリキ
シルまたは他の剤形であってもよい。
【０２５８】
　投薬量
　ドロナビノールまたは他のカンナビノイドの経口投薬量の範囲は、単一用量または分割
用量の１日２．５ｍｇ～２０ｍｇと広く異なることができ、または、１つまたは複数の他
のカンナビノイドの治療的同等量を利用することができる（当業者が判断することができ
る）。
【０２５９】
　所望の治療効果が経口送達で達成される治療効果に類似している、肺、舌下、静脈内お
よび経皮など他の投与経路については、投薬量は所望の経口用量と治療的に同等になるカ
ンナビノイドの量を送達するために異なる。
【０２６０】
　投薬量に存在するカンナビノイドの量は、投与後の特定のカンナビノイド効力によって
も異なる（例えば、送達後のより高い効力は、より少ないカンナビノイドを必要とする）
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。
【０２６１】
　本発明の利点
　商標付きの製品Ｍａｒｉｎｏｌ（登録商標）（軟質ゼラチンカプセル中のドロナビノー
ル溶液）は、室温で非常に不安定である。したがって、Ｍａｒｉｎｏｌの製造業者（Ｕｎ
ｉｍｅｄ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌｓ　Ｉｎｃ．）は、製品を冷蔵（２～８℃）も
しくは冷温（８～１５℃）条件で保存するよう推奨する（Ｍａｒｉｎｏｌ包装表示、Ｐｈ
ｙｓｉｃｉａｎｓ　Ｄｅｓｋ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ（登録商標）、２００３年版）。また
、先行技術分野の水性カンナビノイド製剤は、担体の水性成分が約２０ｖ／ｖ％を超える
と、安定であると考えられてはいない。水がより高い濃度では、カンナビノイドは溶液か
ら容易に分離する。先行技術のカンナビノイド製剤と異なって、本発明は、好ましくはす
べての条件－冷蔵、冷温および室温（２５℃／６０％ＲＨ）－で安定である水性カンナビ
ノイド（例えば、ドロナビノール）配合製剤を提供する。本発明の、特に室温での改善さ
れた安定性に寄与する因子には、緩衝水性系の使用が含まれる。ある実施形態では、本発
明のカンナビノイド剤形の改善された安定性に寄与する追加の因子には、有機塩基（例え
ば、エタノールアミンおよびメグルミン）の有効安定化量の添加；および／または、抗酸
化剤（例えば、ＢＨＡ、ＢＨＴおよびアスコルビン酸ナトリウム）の追加の有効安定化量
の添加が含まれる。
【０２６２】
　ある好ましい実施形態では、本発明のカンナビノイド製剤は、投与の位置からの吸収の
程度、速度および／または一貫性に関して、カンナビノイドの送達を改善することができ
る。
【０２６３】
　本発明の使用
　本発明の製剤は、例えば、吐き気、嘔吐、食欲不振、悪液質、疼痛、胃腸管窮迫（例え
ば胸やけ、消化不良、胃痛、酸性の胃）、炎症性腸疾患、クローン病、胃炎、過敏性腸症
候群、潰瘍性大腸炎、片頭痛、月経後症候群、アルツハイマー認知症、動揺、筋痙攣およ
び他の不随意運動障害、パーキンソン病およびパーキンソン型症状、多発硬化症に起因す
る痙縮、緑内障ならびに不安障害を含む、非常に広い範囲の障害の治療および予防に有用
である。ドロナビノールなどのカンナビノイドは、可能な治療的用途、例えば、片頭痛、
脊髄損傷、不安症、緑内障の治療で、および鎮痛薬（例えば、神経障害性疼痛を治療する
ための）として役に立つ、他の生物活性を示すと報じられてもいる。ドロナビノールなど
のカンナビノイドは、疼痛を軽減するために、相乗的にオピオイド鎮痛薬と一緒に用いる
ことができる。この組合せの利点には、オピオイドの投与の減少（副作用の低減につなが
る）を含めることができ、オピオイドを節約することができる（すなわち、より少ない用
量のオピオイドで同等効果を達成することができる）。ドロナビノールは、癌悪液質（癌
患者で食欲不振が栄養失調を誘導する）の治療でも用いられている。ジストニア、ハンチ
ントン病、パーキンソン病およびトゥレット症候群を含む運動障害；癲癇を治療するため
に、ならびにアルツハイマー病で食欲刺激のためにも用いられている。本発明に従って調
製されるカンナビノイド製剤の使用は、上記の用途のいかなるものおよびすべて、ならび
に当業者に既知であるか知られる任意の他の用途について企図される。
【実施例】
【０２６４】
　以下の実施例は、本発明の様々な態様を例示し、本発明の理解に役立つように提示され
る。これらの実施例は、本明細書で記載、請求される本発明を具体的に限定するものと、
解釈されるべきではない。当業者の技術の範囲内であろう、現在知られているか後に開発
されるすべての同等物の置換を含む本発明の変形形態、および製剤の変更または実験計画
の軽微な変更は、本発明および添付の請求項の範囲に含まれるとみなされるであろう。
【０２６５】
　以下の機器および手順を、室温安定性水性ドロナビノール製剤を開発、分析するために
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用いた。
【０２６６】
　（実施例１）
　ネブライザー製剤に対する製造手順
　治験用の試験化合物であるデルタ－９－ＴＨＣを入手した。製剤において用いる他の化
学物質はすべて、製薬用グレードのものであった。
【０２６７】
　装置
　Ａｇｉｌｅｎｔ１１００ＨＰＬＣ
　ミキサー（ＩＫＡ）またはボルテクサー
　デジタル式ホットプレート攪拌器
　ガラス製ビーカー
　メスフラスコ
　ゴム球付きガラス製ピペット
　ガラス製容器
　製剤の開発－エタノールストック溶液中のデルタ－９－ＴＨＣ
　デルタ－９－テトラヒドロカンナビノール（ドロナビノール）を当業者に知られている
手順によって化学合成し、室温では粘着性で、冷蔵時に硬化する淡黄色樹脂性油として供
給する。化学合成したドロナビノールを２４／４０ｏ－リング密封ジョイントおよび焼付
け可能ＰＴＦＥ栓付き高真空アダプター付きの丸底フラスコ中に供給する。
【０２６８】
　エタノール中のドロナビノールを以下のように調製した。オイルバス（真空ポンプオイ
ル、ＦｉｓｈｅｒＣＡＳ＃７２６２３－８７－１）を９０～９５℃に加熱した。デルタ－
９－ＴＨＣを含む容器を、（Ｄ９－ＴＨＣを含む容器の真空アダプターを除去した後）予
め加熱したオイルバス中、それが流動可能な液体に変化するまで、１０分間配置した。空
のガラス容器の重量（Ｗ１）を計算した。Ｄ９－ＴＨＣを、ガラス製ピペットを用いるこ
とによって容器に移した。
【０２６９】
　デルタ－９－ＴＨＣを有する容器の重量（Ｗ２）を計算した。移されたＤ９－ＴＨＣの
正確な量を以下の式に従って計算した（デルタＷ＝Ｗ２－Ｗ１）。容器中のＤ９－ＴＨＣ
の実際の量を以下の式に従って計算した：Ｄ９－ＴＨＣ＝デルタＷ×力価。デルタ－９－
ＴＨＣの必要とされる濃度を得るために混合物に加えるべきエタノールの実際の量を計算
した。次いで、エタノールを加え、ボルテクサーにより約５分間十分に混和した。
【０２７０】
　次いで、ストック溶液、ポリエチレングリコール、プロピレングリコール、および最後
に水または緩衝溶液に加えることによって水性製剤を作成した。次いで、混合物をボルテ
クサーによって約５分間十分に混和した。
【０２７１】
　混合物を室温に冷却し、試料を分析にかけた。
【０２７２】
　Ｄ９－ＴＨＣを含むフラスコをオイルバスから除去した。真空アダプターを付け、混合
物を約１時間放冷した。ノブをアダプターに配置してオープンポジションにした後、混合
物を含むフラスコを約１５分間真空に曝し、次いでノブを閉じた。次いで、混合物を含む
フラスコを冷蔵庫中に貯蔵した。
【０２７３】
　（実施例２）
　ドロナビノールの緩衝液（ｐＨ７．０１）とのネブライザー製剤
　緩衝溶液（ｐＨ７．０１）を含む実施例２のドロナビノール水性製剤を実施例１に記載
した手順に従って調製した。２－Ａから２－Ｅまでの製剤はそれぞれ、以下の表１に記載
するように、５ｍｇ／ｍＬのドロナビノールを様々な体積量のエタノール、緩衝溶液、ポ
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【０２７４】
【表１】

　（実施例３）
　ドロナビノールの脱イオン水とのネブライザー製剤
　脱イオン水を含む実施例３のドロナビノール水性製剤を実施例１に記載した手順に従っ
て脱イオン水を用いて調製した。３－Ａから３－Ｅまでの製剤はそれぞれ、以下の表２に
記載するように、５ｍｇ／ｍＬのドロナビノールを様々な体積量のエタノール、脱イオン
水、ポリエチレングリコール、およびプロピレングリコールと一緒に含んでいた。
【０２７５】
【表２】

　（実施例４）
　ドロナビノールの緩衝溶液および抗酸化剤とのネブライザー製剤
　４－Ａのドロナビノール水性製剤を実施例２に記載した手順に従って調製した。ドロナ
ビノールの測定濃度は４．９５ｍｇ／ｍＬであり、以下の体積量からなっていた：３５．
０％エタノール、３８．３％緩衝溶液（ｐＨ７．０１）、１６．７％ポリエチレングリコ
ール、および１０．０％プロピレングリコール。４－Ｂから４－Ｈまでの製剤を製剤４－
Ａに従って調製したが、以下の表３に記載する量の抗酸化剤をさらに含んでいた。
【０２７６】
　４－Ｉのドロナビノール水性製剤を実施例２に記載した手順に従って調製した。ドロナ
ビノールの測定濃度は４．９５ｍｇ／ｍＬであり、以下の体積量からなっていた：４０．
０％エタノール、３７．０％緩衝溶液（ｐＨ７．０１）、１６．７％ポリエチレングリコ
ール、および１０．０％プロピレングリコール。４－Ｊから４－Ｐまでの製剤を製剤４－
Ｉに従って調製したが、以下の表３に記載する量の抗酸化剤をさらに含んでいた。
【０２７７】
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【表３】

　（実施例５）
　ドロナビノールの緩衝溶液および抗酸化剤とのネブライザー製剤
　５－Ａのドロナビノール水性製剤を実施例２に記載した手順に従って調製した。ドロナ
ビノールの濃度は５ｍｇ／ｍＬであり、以下の体積量からなっていた：４３％エタノール
、１０％ポリエチレングリコール－４００、１０％プロピレングリコール、および３７％
緩衝溶液（ｐＨ７．０１）。５－Ｂから５－Ｅまでの製剤を製剤５－Ａに従って調製した
が、以下の表４に記載する量の抗酸化剤をさらに含んでいた。
【０２７８】
　５－Ｆのドロナビノール水性製剤を実施例２に記載した手順に従って調製した。ドロナ
ビノールの濃度は５ｍｇ／ｍＬであり、以下の体積量からなっていた：５０％エタノール
、５％ポリエチレングリコール－４００、１０％プロピレングリコール、および３５％緩
衝溶液（ｐＨ７．０１）。５－Ｇから５－Ｊまでの製剤を製剤５－Ｆに従って調製したが
、以下の表４に記載する量の抗酸化剤をさらに含んでいた。
【０２７９】
　５－Ｋのドロナビノール水性製剤を実施例２に記載した手順に従って調製した。ドロナ
ビノールの濃度は５ｍｇ／ｍＬであり、以下の体積量からなっていた：５０％エタノール
、５％ポリエチレングリコール－４００、５％プロピレングリコール、および４０％緩衝
溶液（ｐＨ７．０１）。５－Ｌから５－Ｏまでの製剤を製剤５－Ｋに従って調製したが、
以下の表４に記載する量の抗酸化剤をさらに含んでいた。
【０２８０】
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【表４】

　（実施例１３）
　経口シロップ製剤のための製造手順
　治験用の試験化合物であるデルタ－９－ＴＨＣを入手した。製剤において用いる他の化
学物質はすべて、製薬用グレードのものであった。
【０２８１】
　装置
　Ａｇｉｌｅｎｔ１１００ＨＰＬＣ
　ミキサー（ＩＫＡ）またはボルテクサー
　デジタル式ホットプレート攪拌器
　ガラス製ビーカー
　メスフラスコ
　ゴム球付きガラス製ピペット
　ガラス製容器
　製剤の開発－エタノールストック中のデルタ－９－ＴＨＣ
　デルタ－９－テトラヒドロカンナビノール（ドロナビノール）を当業者に知られている
手順によって化学合成し、室温では粘着性で、冷蔵時に硬化する淡黄色樹脂性油として供
給する。化学合成したドロナビノールを２４／４０ｏ－リング密封ジョイントおよび焼付
け可能ＰＴＦＥ栓付き高真空アダプター付きの丸底フラスコ中に供給する。
【０２８２】
　エタノール中のドロナビノールを以下のように調製した。オイルバス（真空ポンプオイ
ル、ＦｉｓｈｅｒＣＡＳ＃７２６２３－８７－１）を９０～９５℃に加熱した。デルタ－
９－ＴＨＣを含む容器を、（Ｄ９－ＴＨＣを含む容器の真空アダプターを除去した後）予
め加熱したオイルバス中、それが流動可能な液体に変化するまで、１０分間配置した。空
のガラス容器の重量（Ｗ１）を計算した。Ｄ９－ＴＨＣを、ガラス製ピペットを用いるこ
とによって容器に移した。
【０２８３】
　デルタ－９－ＴＨＣを有する容器の重量（Ｗ２）を計算した。移されたＤ９－ＴＨＣの
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の実際の量を以下の式に従って計算した：Ｄ９－ＴＨＣ＝デルタＷ×力価。デルタ－９－
ＴＨＣの必要とされる濃度を得るために混合物に加えるべきエタノールの実際の量を計算
した。次いで、エタノールを加え、ボルテクサーにより約５分間十分に混和した。
【０２８４】
　次いで、ストック溶液、プロピレングリコール、および水または緩衝溶液に加えること
によって水性製剤を作成した。次いで、混合物をボルテクサーによって約５分間十分に混
和した。
【０２８５】
　混合物を室温に冷却し、試料を分析にかけた。
【０２８６】
　Ｄ９－ＴＨＣを含むフラスコをオイルバスから除去した。真空アダプターを付け、混合
物を約１時間放冷した。ノブをアダプターに配置してオープンポジションにした後、混合
物を含むフラスコを、約１５分間真空に曝し、次いでノブを閉じた。次いで、混合物を含
むフラスコを冷蔵庫中に貯蔵した。
【０２８７】
　（実施例１４）
　ドロナビノール経口シロップコントロール製剤
　様々な糖の効果を決定するために、実施例１４のドロナビノールコントロール水性製剤
を実施例１３に記載した手順に従って調製した。１４－Ａの製剤はドロナビノール５．０
１ｍｇ／ｍＬを含んでおり、１４－Ｂはドロナビノール９．８３ｍｇ／ｍＬを含んでいた
。これらの製剤は、また、以下の表２３に記載するように、様々な体積量のエタノール、
プロピレングリコール、および緩衝溶液（ｐＨ７．０１）を含んでいた。
【０２８８】
【表２３】

　（実施例１５）
　ドロナビノール経口シロップ製剤
　実施例１５のドロナビノール水性製剤を実施例１４に記載した手順に従って調製した。
１５－Ａおよび１５－Ｂの製剤は糖を含まないコントロール製剤であった。１５－Ｃから
１５－Ｌまでの製剤は糖を含んでいた。実施例１５の製剤中のドロナビノールの濃度、お
よび他の成分の量を以下の表２４において記載する。
【０２８９】
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【表２４】

　舌下製剤
　舌下の薬物送達は、注射方法および経腸方法の両方を凌ぐいくつかの利点をもたらす、
最も好ましい全身的な薬物送達方法である。口の粘膜は高度に血管新生化されているので
、薬物の舌下送達は、直接的な薬物の全身の循環中への速やかな吸収をもたらし、消化管
、および肝臓における初回通過代謝を迂回する。これは、静脈内の経路よりも快適で便利
な送達経路による、作用の速やかな開始をもたらす。舌下製剤は、薬物を全身循環中に速
やかに送達するようにデザインされており、患者に、副作用が最小であるか、またはない
、非侵襲性で、使用が簡単で、非威圧的な選択肢を提供する。
【０２９０】
　（実施例２０）
　ドロナビノール舌下滴剤コントロール製剤
　実施例２０において、２５ｍｇ／ｍｌの濃度を有するドロナビノール舌下コントロール
製剤を調製した。処方を以下の表２９に列挙する。
【０２９１】

【表２９】

　（実施例２１）
　ドロナビノール舌下滴剤
　実施例２１において、６ｍｇ／ｍｌの濃度を有するドロナビノール舌下製剤をリン酸緩
衝液を利用して調製する。処方を以下の表３０に列挙する。
【０２９２】
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【表３０】

　（実施例２２）
　ドロナビノール舌下滴剤
　実施例２２において、６．５ｍｇ／ｍｌの濃度を有し、エタノールアミンクエン酸緩衝
液（ｐＨ７．０１）を利用するドロナビノール舌下製剤を調製する。処方を以下の表３１
に列挙する。
【０２９３】

【表３１】

　（実施例２３）
　ドロナビノール舌下滴剤
　実施例２３において、５ｍｇ／ｍｌの濃度を有し、リン酸緩衝液を利用するドロナビノ
ール舌下製剤を調製する。処方を以下の表３２に列挙する。
【０２９４】
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【表３２】

　（実施例２４）
　ドロナビノール舌下滴剤
　実施例２４において、１０．１２ｍｇ／ｍｌの濃度を有し、リン酸緩衝液を利用するド
ロナビノール舌下製剤を調製する。処方を以下の表３３に列挙する。
【０２９５】

【表３３】

　（実施例２５）
　ドロナビノール舌下滴剤
　実施例２５において、１０．１２ｍｇ／ｍｌの濃度を有し、リン酸緩衝液を利用するド
ロナビノール舌下製剤を調製する。処方を以下の表３４に列挙する。
【０２９６】
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【表３４】

　（実施例２６）
　ドロナビノール舌下滴剤
　実施例２６において、２５ｍｇ／ｍｌの濃度を有するドロナビノール舌下製剤を調製す
る。処方を以下の表３５に列挙する。
【０２９７】
【表３５】

　製剤の調製（実施例２０～２６）
　実施例２０～２６の製剤を実施例１において記載した製剤を調製するのに用いた手順に
従って調製する。次いで、非有効成分（例えば、マンニトールおよびミグリオール）を加
えることによって舌下製剤を調製し、よく混和する。
【０２９８】
　最終の溶液を３分間ボルテックスにかける。混和後、さらなる試験のために、製剤を冷
蔵庫中に貯蔵する。
【０２９９】
　アメリカ、Ｐｒｉｎｃｅｔｏｎ、ＮＪ、Ｐｆｅｉｆｆｅｒによる０．１０ｍｌマルチド
ーズ経鼻スプレーポンプを用いて製剤を噴霧し、Ｍａｌｖｅｒｎ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ
ｓ　ＬｔｄによるＭａｌｖｅｒｎ　Ｍａｓｔｅｒｓｉｚｅｒ　Ｓ装置を用いて液滴を計量
する。舌下スプレーポンプを１回押し下げると柱状噴出が生成され、次いでこれをスプレ
ー粒子に対して分析する。投与量体積に対する試料サイズ、スプレーパターン、および液
滴のサイズ分布は、２５個のスプレーである。
【０３００】
　液滴の体積
　液滴の体積の評価において、２５個のスプレー試料を各スプレー試料に対して５つの異
なるストローク数を用いて評価する。試験時、以下に類似する結果が測定されることが予
想される。
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【０３０１】
　全体の平均　　　　＝１００．４μｌ
　１回の実測値の最大＝１０３．２μｌ
　１回の実測値の最小＝９５．３μｌ
　標準偏差　　　　　＝１．１
　範囲　　　　　　　＝７．９
　変動係数　　　　　＝１．１％
　スプレーパターン
　スプレーパターンの評価において、２５個のスプレー試料を標的から３０ｍｍの手作業
の作動を用いて評価する。製剤をメチレンブルーで染色し、その後のスプレーパターン結
果を測定する。試験時、以下に類似する結果が測定されることが予想される。
【０３０２】
　小径［ｍｍ］
　最小：３５．４
　平均：５０．６
　最大：６２
　ｓ　：７．００
　最大径［ｍｍ］
　最小：４０
　平均：５６．９
　最大：６７
　ｓ　：６．０１
　スプレー角
　最小：６４°
　平均：８３．３°
　最大：９４°
　ｓ　：７．０３
　比率（最大／最小直径）
　最小：１．０４
　平均：１．１３
　最大：１．３３
　ｓ　：０．０７３
　液滴のサイズ分布
　液滴のサイズ分布の評価において、２５個のスプレー試料を標的から３０ｍｍの手作業
の作動を用いて評価する。以下の液滴のサイズ分布の結果が測定される。試験時、以下に
類似する結果が測定されることが予想される。
【０３０３】
　１０μｍの液滴の直径の占有率［％］
　最小：０．６５
　平均：１．６６
　最大：２．７０
　ｓ　：０．５２７
　１０％の液滴の直径は指示値よりも小さい［μｍ］
　最小：１５
　平均：１８．２
　最大：２３
　ｓ　：１．９１
　５０％の液滴の直径は指示値よりも小さい［μｍ］
　最小：３５
　平均：４４．７
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　最大：６５
　ｓ　：７．５２
　９０％の液滴の直径は指示値よりも小さい［μｍ］
　最小：９６
　平均：１５４．４
　最大：３４９
　ｓ　：６４．４２
　（実施例２７）
　ｉｎ　ｖｉｔｒｏの浸透性試験
　ｉｎ　ｖｉｔｒｏの浸透性の測定は数々の利点をもたらすものであり、経口粘膜の薬物
吸収のメカニズムを試験するのに有用なツールであった。実験的に、一片の新鮮な頬側粘
膜組織を垂直方向の拡散細胞（フランツ（Ｆｒａｎｚ）細胞）に搭載して、コントロール
の良好な環境における薬物の拡散を試験した。頬側の粘膜組織（ＥｐｉＯｒａｌ）は、Ｍ
ａｔＴｅｋ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎによって供給された。ＭａｔＴｅｋは、伝統的な動
物試験の代用であり、経口粘膜組織を通して送達される薬物の浸透特性に対する一次近似
として有用である、正常な、ヒト細胞由来の、３次元の、器官型の、ｉｎ　ｖｉｔｒｏの
組織モデルを生成している。ＭａｔＴｅｋ頬側組織を超えた薬物の浸透性を受け取り側上
の薬物濃度によって測定し、これは類推により、全身循環に利用できる薬物に等しい。
【０３０４】
　実施例２７において、実施例２０～２６の製剤をｉｎ　ｖｉｔｒｏの浸透性の特徴に対
して試験した。これらの実施例の、ｉｎ　ｖｉｔｒｏの浸透性試験の結果を以下の表３６
において列挙する。
【０３０５】
【表３６】

　本発明の他の多くの変形形態は当業者であれば明らかであり、本明細書に添付の特許請
求の範囲の範囲内にあることが意味される。
【０３０６】
　（実施例２８）
　経皮ゲル（予想）
　実施例２８において、５０ｍｇ／ｍｌの濃度を有するドロナビノール経皮製剤を調製す
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【０３０７】
【表３７】

　（実施例２９）
　経皮ゲル（予想）
　実施例２９において、１００ｍｇ／ｍｌの濃度を有するドロナビノール経皮製剤を調製
する。処方を以下の表３８に列挙する。
【０３０８】

【表３８】

　（実施例３０）
　経皮ゲル（予想）
　実施例３０において、２００ｍｇ／ｍｌの濃度を有するドロナビノール経皮製剤を調製
する。処方を以下の表３９に列挙する。
【０３０９】
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【表３９】

　（実施例３１）
　経皮製剤（予想）
　実施例３１において、３００ｍｇ／ｍｌの濃度を有するドロナビノール経皮製剤を調製
する。処方を以下の表４０に列挙する。
【０３１０】
【表４０】

　上記の実施例による安定性試験の際、予想される結果は上記の製剤で得られたものと同
様であって、水性ドロナビノール製剤は室温で少なくとも２年間安定であることを示して
いる。
【０３１１】
　（実施例３２）
　静脈内製剤（予想）
　実施例３２において、静脈内投与用のドロナビノール水性製剤をネブライザーによる投
与用のドロナビノール水性製剤に関する実施例１～５に従い、上記に記載した手順に従っ
て調製する。ドロナビノールの濃度を、同等の経口投与量に治療的に等しい投与量を提供
するように調節する。製剤のｐＨおよび張性は静脈内投与に適するものである。製剤はｐ
Ｈ調節剤および張性調節剤も含んでいてよい。次いで、静脈内製剤をストッパー付きガラ
ス製マルチドーズまたはシングルドーズ注射用バイアル中に貯蔵する。安定性試験および
分析を実施例６～１４に従って実施する。静脈内製剤に予想される安定性の結果は、ネブ
ライザー製剤に対して実施した試験で見出されたものと同様である。結果は、静脈内製剤
は室温で少なくとも２年間安定であることを示すと予想される。
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【０３１２】
　（実施例３３）
　ドロナビノール眼科用製剤
　３３－Ａから３３－Ｅまでのドロナビノール１％（ｗ／ｗ）眼科用製剤を調製した。製
剤は、以下の表４１に記載するように、さらなる成分を含んでいた。
【０３１３】
【表４１－１】

　デルタ－９－テトラヒドロカンナビノールを当業者に知られている手順によって化学合
成し、室温では粘着性であり、冷蔵時に硬化する淡黄色樹脂状油として供給する。化学合
成したドロナビノールを２４／４０ｏ－リング密封ジョイントおよび焼付け可能ＰＴＦＥ
栓付き高真空アダプター付きの丸底フラスコ中に供給する。
【０３１４】
　次いで、３３－Ａから３３－Ｅのドロナビノール１％（ｗ／ｗ）眼科用製剤を以下のよ
うに調製した：オイルバス（真空ポンプオイル、ＦｉｓｈｅｒＣＡＳ＃７２６２３－８７
－１）を９０～９５℃に加熱した。デルタ－９－ＴＨＣを含む容器を、（Ｄ９－ＴＨＣを
含む容器の真空アダプターを除去した後）予め加熱したオイルバス中、それが流動可能な
液体に変化するまで、１０分間配置した。空のガラス容器の重量（Ｗ１）を計算した。Ｄ
９－ＴＨＣをガラス製ピペットを用いることによって容器に移した。
【０３１５】
　デルタ－９－ＴＨＣを有する容器の重量（Ｗ２）を計算した。移されたＤ９－ＴＨＣの
正確な量を以下の式に従って計算した：（デルタＷ＝Ｗ２－Ｗ１）。容器中のＤ９－ＴＨ
Ｃの実際の量を以下の式に従って計算した：Ｄ９－ＴＨＣ＝デルタＷ×力価。
【０３１６】
　次いで、３３－Ａから３３－Ｅまでの製剤に対して表４１によるさらなる成分を加えた
。次いで、内容物が流動可能な液体になるまで、混合物を加熱した。次いで、混合物を、
まだ熱いうちにボルテクサーによって約３分間十分に混和した。次いで、製剤を室温に戻
した後、貯蔵した。
【０３１７】
　以下の実施例において、本明細書に記載するドロナビノール硬ゼラチンカプセル剤、ド
ロナビノール軟ゼラチンカプセル剤、およびドロナビノールシロップ剤に関する臨床試験
およびデータを生成した。ドロナビノール硬ゼラチンカプセルを凌ぐドロナビノールシロ
ップ剤の優位性には、１）吸収がより安定している、２）投与量に柔軟性がある、３）Ｃ

ｍａｘが低い結果として有害事象のプロフィールが低い、４）カプセル剤に比べてＡＵＣ
が実質的に同じため、有効性が同様である、５）硬ゼラチンカプセル剤に比べて放出が持
続的である、６）硬ゼラチンカプセル剤に比べて作用の開始（治療レベルに到達するまで
の時間）がより早い、７）カプセル剤を飲み込むことができない患者に対しても便利な投
与量である、および８）ドロナビノールシロップは、粘性の性質であるため注射が困難で
あるが、それゆえ乱用が困難であることが含まれる。
【０３１８】
　（実施例３４）
　ドロナビノール軟ゼラチンカプセル剤の薬物動態学
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　ドロナビノール軟ゼラチンカプセル剤製品に対する製品ラベルは、以下の薬物動態学的
パラメータを報告している（空腹条件下の健常志願者（ｎ＝２４、２０～４５歳）に対す
る多回投与）
【０３１９】
【表４１－２】

　（実施例３５）
　ゴマ油中にドロナビノール１０ｍｇを含む軟ゼラチンカプセル剤の薬物動態学的パラメ
ータ
　実施例３５において、薬物動態学的試験を行って、とりわけ、ゴマ油中にドロナビノー
ル１０ｍｇを含む軟ゼラチンカプセル剤の薬物動態学的パラメータの平均を決定した。
【０３２０】
　得られた平均（ＳＤ）の薬物動態学的パラメータを以下の表４２に要約する。
【０３２１】
【表４２】

　試験した軟ゼラチンカプセル剤の投与後のドロナビノールおよび１１－ヒドロキシ－ド
ロナビノールの平均濃度のプロフィールを図２に示す。
【０３２２】
　個々の対象におけるドロナビノール濃度は、投与８時間後と３６時間後の間にＬＬＯＱ
（すなわち、最小定量レベル）である５０ｐｇ／ｍＬ未満に低下したが、１１－ＯＨ－ド
ロナビノール濃度は投与１６時間後から７２時間後に、そのＬＬＯＱである５０ｐｇ／ｍ
Ｌ未満に低下した。
【０３２３】
　（実施例３６）
　ゴマ油中にドロナビノール１０ｍｇを含む硬ゼラチンカプセル剤の薬物動態学的パラメ
ータ
　実施例３６において、従来の手順に従って、ゴマ油中に溶解したドロナビノール１０ｍ
ｇを含む硬ゼラチンカプセル剤を調製した。
【０３２４】
　硬ゼラチンカプセル剤の薬物動態学の平均（ＳＤ）を決定するために試験を実施した。
試験の結果を以下の表４３に要約する。
【０３２５】
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【表４３】

　（実施例３７）
　両方ともゴマ油中にドロナビノール１０ｍｇを含む軟ゼラチンカプセル剤および硬ゼラ
チンカプセル剤の薬物動態学的パラメータの比較
　実施例３７において、実施例３５の軟ゼラチンカプセル剤および実施例３６の硬ゼラチ
ンカプセル剤の薬物動態学的パラメータを比較した。
【０３２６】
　投与後のドロナビノールおよび１１－ヒドロキシ－ドロナビノール平均濃度のプロフィ
ールを両方とも、図３Ａおよび図３Ｂに示す。
【０３２７】
　薬物動態学的データを以下の表４４に要約する。
【０３２８】
【表４４】

　表４４におけるデータは、実施例３６の硬ゼラチンカプセルおよび実施例３５の軟ゼラ
チンカプセルは、ＣｍａｘおよびＡＵＣに関して９０％の信頼区間を有し、これらは生物
学的に同等な製品に関連して、従来の８０～１２５％の境界内に低下することを示してい
る。
【０３２９】
　実施例３６の硬ゼラチンカプセル剤は、実施例３５の軟ゼラチンカプセル剤に同様に機
能し、ＣｍａｘおよびＡＵＣに対するその９０％信頼区間は、一般的に認められる限界内
にあったことが結論付けられた。
【０３３０】
　（実施例３８）
　実施例３５において生成されたデータの分析
　実施例３８において、実施例３５の軟ゼラチンカプセル剤に対する個々の濃度－時間プ
ロフィールを分析して、閾値濃度（例えば、最小有効濃度）の範囲に対して、その対象の
集団における効果の平均持続時間を同定した。結果を図４に示す。
【０３３１】
　図４におけるデータは、例えば、両方ともドロナビノール１０ｍｇの投与量の後、４時
間の効果の持続時間は、閾値濃度が約０．５６ｎｇ／ｍＬであることを必要とし、６時間
の作用の持続時間は、閾値濃度が約０．２４ｎｇ／ｍＬであることを必要とする。ドロナ
ビノール５ｍｇの投与量の後、同様の効果の持続時間を達成することができると仮定する
と、投与量比例的なスケーリングによって、閾値濃度は、４時間および６時間の効果の持
続時間に対して、それぞれ約０．２８ｎｇ／ｍＬおよび０．１２ｎｇ／ｍＬでなければな
らない。
【０３３２】
　この分析は、効果に相関するドロナビノールの閾値濃度がほとんどの患者において０．
１から０．６ｎｇ／ｍＬの範囲にある場合、ドロナビノールの効果の持続時間は４から６
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時間であり得ることを示している。
【０３３３】
　効果の持続時間の平均が４時間であり閾値濃度が０．５６ｎｇ／ｍＬである場合の、効
果の持続時間に対する度数分布を図５に示す。分布の平均、中央値、およびモードは同様
であり、分布がおよそ対照的であり、少数の個体が「テイル」にあることを示している（
すなわち、効果の持続時間が長引くことが予想される）。効果の持続時間に対する他の可
能な平均値を仮定すると、時間軸に沿ってシフトした、同様な形状の度数分布が得られる
。
【０３３４】
　（実施例３９）
　シロップ製剤
　実施例３９において、以下の表４５に記載するドロナビノールシロップ製剤を上記の液
体製剤の調製に対して記載した手順に従って調製した。
【０３３５】

【表４５－１】

【０３３６】
【表４５－２】

　ある種の他の実施形態において、実施例３９の製剤は、０．３％ヒドロキシプロピルセ
ルロースを無水アルコールで置き換えることによって改変することができる。
【０３３７】
　（実施例４０）
　シロップ製剤での投与量増大試験
　実施例３９のシロップ製剤の薬物動態学的パラメータの平均（ＳＤ）を決定するために
、投与量増大試験（２．５ｍｇ、２．５ｍｇ＋水２４０ｍＬ、５ｍｇ、および１０ｍｇ）
を行った。
【０３３８】
　４つの処置（２．５ｍｇ、２．５ｍｇ＋水２４０ｍＬ、５ｍｇ、および１０ｍｇ）に対
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する濃度時間プロフィールを図６に示す。活性代謝物（１１－ヒドロキシ－ドロナビノー
ル）の濃度を図７に示す。
【０３３９】
　試験の結果を以下の表４６に記載する。
【０３４０】
【表４６】

　活性代謝物である１１－ヒドロキシ－ドロナビノールの濃度は、親分子（ドロナビノー
ル）の濃度と同様であったことが結論付けられた。
【０３４１】
　２つの２．５ｍｇ処置（水２４０ｍＬなし、またはあり）は同等のプロフィールをもた
らし、ドロナビノールの吸収は、０．５ｍＬだけという少量のシロップから信頼できるも
のであることを示したことも結論付けられた。
【０３４２】
　（実施例４１）
　実施例４０において生成されたデータの分析
　実施例４１において、実施例４０の試験からの個々の濃度－時間プロフィールを分析し
て、閾値濃度（例えば、最小有効濃度）の範囲に対して、その対象の集団における効果の
平均持続時間を同定し、実施例３５の軟ゼラチンカプセルの結果と比較した。結果を図８
に示す。
【０３４３】
　図８より、ドロナビノール１０ｍｇをシロップ製剤として投与した平均の対象の効果の
持続時間（すなわち、ドロナビノールの閾値濃度が０．５６ｎｇ／ｍＬ、またはそれを超
える）は約６時間であり（実施例３５の軟ゼラチンカプセル剤が４時間の効果をもたらす
場合の濃度）、効果の持続時間（すなわち、ドロナビノールの閾値濃度が０．２４ｎｇ／
ｍＬ、またはそれを超える）は約１０時間である（実施例３５の軟ゼラチンカプセルが６
時間の効果をもたらす場合の濃度）ことが分かる。したがって、実施例３５の軟ゼラチン
カプセル剤としてドロナビノール１０ｍｇが４～６時間の効果の持続時間をもたらす設定
においては、実施例３９のシロップ製剤としてドロナビノール１０ｍｇは、少なくともそ
の長さの効果の持続時間をもたらす。
【０３４４】
　図８は、平均の患者における、実施例３９の処方のシロップ剤に対する効果の持続時間
は、効果に対する閾値濃度が１．２ｎｇ／ｍＬまたはそれより低い場合は、実施例３５の
軟ゼラチンカプセル剤の持続時間と少なくとも同じくらい長いことも示しており、閾値濃
度は、実施例３５の軟ゼラチンカプセル剤に対して作用の持続時間が２．５時間にすぎな
いことを意味している。
【０３４５】
　実施例３５の軟ゼラチンカプセル剤に対する効果の持続時間の平均が４時間である場合
の、実施例３５の軟ゼラチンカプセル剤およびシロップ製剤の効果の持続時間の度数分布
を図９（閾値濃度０．５６ｎｇ／ｍＬ）および図１０（閾値濃度０．２４ｎｇ／ｍＬ）に
示す。両方の製剤とも、およそ対称的である分布を有するが、シロップ製剤に対する分布
は右方向に、長時間方向にシフトしており、ドロナビノールに制吐薬として反応する患者
はすべて、実施例３５の軟ゼラチンカプセル剤から経験するのと少なくとも同じくらい長
いシロップ剤からの作用持続時間を有することを示している。実施例３５の軟ゼラチンカ
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プセル剤に対する効果の持続時間の平均が６時間である場合（閾値濃度＝０．２４ｎｇ／
ｍＬ）の、ドロナビノール１０ｍｇを実施例３５の軟ゼラチンカプセル剤または実施例３
９のシロップ製剤のいずれかとして投与した場合に対する度数分布がこの結論を確証して
いる。
【０３４６】
　（実施例４２）
　実施例３５の軟ゼラチンカプセル製剤および実施例３９のシロップ製剤の安全性の評価
　実施例４２において、実施例３５の製剤および実施例３９の製剤の安全性プロフィール
、ならびにこれら製剤の薬物動態学的パラメータを比較した。
【０３４７】
　実施例３５の軟ゼラチンカプセル製剤の安全性試験において対象２４０人が評価可能で
あり、実施例３９のシロップ製剤の安全性試験において対象３１人が評価可能であった。
【０３４８】
　実施例３５の軟ゼラチンカプセル製剤の安全性試験において、実施例３５の軟ゼラチン
カプセル製剤に関連すると考えられる有害事象が２１６件存在した。考えられる２１６件
の有害事象のうち、１９６件の事象が軽症と特徴付けられ、２０件の事象が中程度と特徴
付けられた。実施例３５の軟ゼラチンカプセル製剤の投与後に最も頻繁に生じた有害事象
は眩暈（２１．６％）であり、２番目は頭痛（６．６７％）であり、３番目は悪心（５．
００％）であった。
【０３４９】
　実施例３９のシロップ製剤の安全性試験において、対象２３人に実施例３９のシロップ
製剤を投与し、８人にプラセボを投与した。実施例３９のシロップ製剤に関連すると考え
られる有害事象が７件存在し、すべて軽症と特徴付けられた。実施例３９のシロップ製剤
の後に最も頻繁に生じた有害事象は頭痛（８．７０％）であった。眩暈および悪心の有害
事象は、口腔異常感症、妄想知覚、および多幸性気分と同じ頻度で生じた（４．３５％）
。
【０３５０】
　いずれの試験においても、重篤な有害事象（ＳＡＥ）は報告されなかった。
【０３５１】
　実施例３９のシロップ製剤で報告された有害事象は、実施例３５の軟ゼラチンカプセル
製剤で報告された有害事象よりも悪くはなく、おそらくは軽症であったと結論付けられた
。
【０３５２】
　実施例３９のシロップ製剤は実施例３５の製剤に比べて、同等の、または潜在的には良
好な安全性プロフィールを有することを薬物動態学的結果は指摘したと、さらに結論付け
られた。例えば、同等の投与量では２つの製剤によって生成されるドロナビノールへの全
体の曝露は同様であるが、シロップ剤で達成さるピーク濃度は、実施例３５の軟ゼラチン
カプセル剤から得られたものよりも幾分低い。
【０３５３】
　実施例３９の製剤の１０ｍｇ投与量は、実施例３５の軟ゼラチンカプセル剤のＡＵＣの
６％以内であることも決定された。
【０３５４】
　（実施例４３）
　実施例３５の製剤および実施例３９の製剤のドロナビノール１０ｍｇ投与量を投与した
後のドロナビノール平均濃度を比較した。データを図１１および図１２にグラフで示す。
【０３５５】
　データは、シロップ剤投与後、実施例３５の製剤に比べて、ドロナビノールの血漿中へ
の出現はより迅速であり、変動性のずっと少ない遅延時間を示したことを指摘していた。
例えば、シロップ剤投与後、６７％の対象のドロナビノール濃度は、１５分で最初の血液
試料を採取した時点のＬＬＯＱを超えており、それに比べて軟ゼラチンカプセル剤を投与
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遅延時間は、シロップ剤投与後０から３０分の範囲であり、軟ゼラチン剤投与後の遅延時
間は０から４時間の範囲であった。
【０３５６】
　実施例３９のシロップ製剤は、実施例３５の軟ゼラチンカプセル剤の血漿ドロナビノー
ルＡＵＣとほとんど同一である血漿ドロナビノールＡＵＣをもたらし、実施例３５の軟ゼ
ラチンカプセル剤のピーク濃度より低いピーク濃度であることが結論付けられた。
【０３５７】
　全体の曝露と同様であるが、より低いピーク曝露により、シロップ製剤が実施例３５の
軟ゼラチンカプセル剤と少なくとも同じくらい好ましい安全性プロフィールを有すること
を保証することがさらに結論付けられた。実施例３５の軟ゼラチンカプセル剤に比べて、
シロップ製剤が効果に対する可能な閾値濃度を依然として超えている延長時間は、シロッ
プ剤が、軟ゼラチンカプセル剤に関連すると報告されている４～６時間と少なくとも同じ
くらい長い、制吐効果に対する作用の持続期間を有することを意味している。
【０３５８】
　結論
　本発明の他の多くの変形形態が、当業者に明らかであり、本明細書に添付する特許請求
の範囲内にあることが意味される。以上の明細書は、本発明者の、当技術分野における本
発明者の経験、他者の報告（本明細書において確認される刊行物において確認されるもの
など）、ならびに本明細書において実施され報告された実験に基づく確信、仮説、および
結論に言及し、（可能な）説明の目的のみで提供し、いかなる方法によっても本発明を限
定することを意味しない。
【０３５９】
【数１】

【０３６０】
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　上記の参考文献（特許および非特許の出版物）はすべて、参照により本明細書に組み入
れられる。
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【国際調査報告】
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