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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のミクロスフェアを含む、乱用抵抗性の放出制御型医薬組成物であって、各ミクロ
スフェアは、
　（ｉ）第１の水に不溶性のマトリックス材料と、
　（ｉｉ）第２の水に不溶性のマトリックス材料からなるコーティング材料でコーティン
グされた表面を有する医薬として有効な量のオピオイドアゴニストを各粒子が含む、前記
第１の水に不溶性のマトリックス材料中に分布する複数の粒子と、
を含み、
　前記オピオイドアゴニストは、フェンタニル、スフェンタニル、カーフェンタニル、ロ
フェンタニル、アルフェンタニル、ヒドロモルフォン、オキシコドン、ヒドロキシコドン
、プロポキシフェン、ペンタゾシン、メサドン、チリジン、ブトルファノール、ブプレノ
ルフィン、レボルファノール、コデイン、オキシモルフォン、メペリジン、ジヒドロコデ
イノンおよびそれらの薬学的に許容可能な塩からなる群から選択され、
　前記第１の水に不溶性のマトリックス材料および第２の水に不溶性のマトリックス材料
は同じであっても異なっていてもよく、かついずれも、エチルセルロース、酢酸セルロー
ス、酢酸ビニル／塩化ビニルコポリマー、アクリレート／メタクリレートコポリマー、ポ
リエチレンオキシド、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロー
ス、ヒドロキシプロピルセルロース、トリグリセリド、水素化植物油、トリグリセリドポ
リアルコキシアルキルエステル、脂肪、ワックス、水に不溶性の部分的に分解されたタン
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パク質、キサンタン・ガム、ペクチンおよびこれらの混合物から選択され、
　前記第１の水に不溶性のマトリックス材料は粘弾性ポリマーであると共に乱用を低減さ
せる量で存在するため、放出制御型医薬組成物の破砕、圧縮、割砕、タンブリング、ロー
リング、または粉砕により、前記オピオイドアゴニストの水への溶解が、インビトロの溶
解試験の最初の１時間において、医薬組成物中の医薬として有効なオピオイドアゴニスト
の全体量の１５％未満しか増大せず、
　前記医薬組成物は前記オピオイドアゴニストのアンタゴニストを含まない、乱用抵抗性
組成物。
【請求項２】
　前記第１および第２の水に不溶性のマトリックス材料のうち少なくとも一方が、６未満
のｐＨで非侵食性である、請求項１に記載の乱用抵抗性成物。
【請求項３】
　前記第１および第２の水に不溶性のマトリックス材料のうち少なくとも一方が、胆汁酸
塩およびリパーゼの存在下で侵食性である、請求項２に記載の乱用抵抗性組成物。
【請求項４】
　前記マトリックスに対して機械的応力を加えた場合に、最初の１時間における前記組成
物中のオピオイドアゴニストの水への溶出の増大が、前記薬学的に有効な量の１０％未満
であり、かつその後の前記組成物の溶出速度は変化しないことを特徴とする、請求項１に
記載の乱用抵抗性組成物。
【請求項５】
　前記医薬組成物を必要とする対象者に１日に１回から４回投与するための、請求項１に
記載の乱用抵抗性の放出制御型医薬組成物。
【請求項６】
　乱用の可能性が低減された請求項１に記載の徐放性医薬組成物の調製方法であって、
　（ａ）即時放出型の投薬形態で投与されると生理学的または心理学的に中毒性の反応を
対象者において誘導し得るオピオイドアゴニストを含む薬学的に活性な化合物を提供する
工程；
　（ｂ）前記化合物の粒子および水に不溶性の材料からなる混合物に圧力を加えることに
よって、表面がコーティングされた粒子を得る工程；ならびに
　（ｃ）応力を加えても水性環境における前記化合物の即時放出を増大させない医薬組成
物に、前記表面がコーティングされた粒子を組み込む工程、
からなる方法。
【請求項７】
　前記圧力が、前記材料からなる流動性媒体中の前記粒子の分散物に付与される、請求項
６に記載の方法。
【請求項８】
　前記圧力が急激な圧力である、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記圧力が超音波による圧力である、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　前記圧力がピストンにより発生させた衝撃波である、請求項７に記載の方法。
【請求項１１】
　前記粒子が微小化されている、請求項７に記載の方法。
【請求項１２】
　前記粒子の平均粒子サイズが１０μｍ未満である、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記材料が多型ワックスからなる、請求項７に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ワックスが、水素化植物ワックス、トリグリセリド、ジグリセリドもしくはモノグ
リセリド、またはそれらの混合物からなる、請求項１３に記載の方法。
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【請求項１５】
　前記材料が、水に不溶性でありかつ６を超えるｐＨで腸管において侵食性であるポリマ
ー材料からなる、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記分散物をミクロスフェアへと凝固させる工程からさらになる、請求項７に記載の方
法。
【請求項１７】
　前記組成物に対して機械的応力を加えた場合に、最初の１時間における前記化合物の水
への溶出の変化が、前記薬学的に有効な量の１５％未満の増大であり、かつその後の前記
組成物の溶出速度は変化しないことを特徴とする、請求項６に記載の方法。
【請求項１８】
　請求項１に記載の乱用抵抗性の医薬組成物であって、
　硬質ゼラチン・カプセルから本質的になり、該硬質ゼラチン・カプセルが、
　（ｉ）２時間～４時間のＴｍａｘを与えるよう十分な量の活性成分が分散された疎水性
ポリマーマトリックスの複数の即時放出ミクロスフェアであって、前記活性成分はオピオ
イドアゴニストであり、ヒドロモルフォン、オキシコドン、ヒドロキシコドン、プロポキ
シフェン、メサドン、チリジン、ブトルファノール、ブプレノルフィン、レボルファノー
ル、コデイン、オキシモルフォン、メペリジン、ジヒドロコデイノン、およびそれらの薬
学的に許容可能な塩から選択される、ミクロスフェアと、
　（ｉｉ）４より低いｐＨで溶解または酸分解に対して耐性で、かつ５０～８００μｍの
範囲のサイズを有する、有機材料からなる水に不溶性マトリックスの複数の制御放出ミク
ロスフェアであって、前記有機材料からなる水に不溶性マトリックスはエチルセルロース
、酢酸セルロース、酢酸ビニル／塩化ビニルコポリマー、アクリレート／メタクリレート
コポリマー、ポリエチレンオキシド、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシ
エチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、トリグリセリド、水素化植物油、ト
リグリセリドポリアルコキシアルキルエステル、脂肪、ワックス、水に不溶性の部分的に
分解されたタンパク質、キサンタン・ガム、ペクチン、およびこれらの混合物から選択さ
れる、ミクロスフェアと
を含み、
　前記医薬組成物は血漿中濃度が８～２４時間にわたって治療範囲内に維持される速度で
前記活性成分を放出し、
　前記医薬組成物は前記オピオイドアゴニストのアンタゴニストを含まない、乱用抵抗性
医薬組成物。
【請求項１９】
　前記マトリックス材料が、６未満のｐＨで非侵食性である、請求項１８に記載の乱用抵
抗性成物。
【請求項２０】
　前記マトリックス材料が、胆汁酸塩およびリパーゼの存在下で侵食性である、請求項１
８に記載の乱用抵抗性組成物。
【請求項２１】
　前記オピオイドアゴニストはヒドロキシコドンＨＣｌであり、第１の水に不溶性のマト
リックス材料はＤｒｉｔｅｘ　Ｃ、カルナバ・ワックスまたはキサンタン・ガムである請
求項１に記載の乱用抵抗性組成物。
【請求項２２】
　前記オピオイドアゴニストはヒドロコドン重酒石酸塩であり、第１の水に不溶性のマト
リックス材料はカルナバ・ワックス、キサンタン・ガム、Ｓｔｅｒｏｔｅｘ　ＮＦ、また
はペクチンである請求項１に記載の乱用抵抗性組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、乱用の可能性のある物質の乱用抵抗性の（乱用されにくい）投薬形態に関す
る。特に、本発明の投薬形態は、乱用の可能性のある物質を経口で身体に投与することを
意図したものである。
【背景技術】
【０００２】
　（関連出願の相互参照）
　本出願人らは、２００２年９月２３日出願の米国仮特許出願第６０／４１２，８６１号
および２００２年９月２５日出願の同第６０／４１３，４９５号の利益を主張し、これら
の明細書は、その全体を本明細書に援用する。
【０００３】
　経口経路または非経口経路のいずれかによる麻薬および他の向精神薬の乱用の可能性に
ついてはよく知られている。例えば、合成麻薬性薬物であるフェンタニルの乱用の可能性
は非常に高く、麻酔医および同薬物を入手できる他の病院勤務者の主要な死因となってい
る。別の周知の乱用方法は、持続放出型製剤を破砕して、これを持続放出型から吸入、注
射および粘膜との接触などの手段によって投与し得る即時放出形態に転換することである
。持続放出型オピオイド薬物であるオキシコンチン（Ｏｘｙｃｏｎｔｉｎ：商品名）は、
乱用の可能性のある製剤の一例である。経口用医薬の別のよくある乱用方法は、製剤から
オピオイドを抽出し、次いで「恍惚状態（ｈｉｇｈ）」に達するためにこのオピオイドを
注射することを含む（注射には「適切な」任意のビヒクルを使用する）。
【０００４】
　乱用の可能性のある物質の多くは、皮膚または粘膜、すなわち、鼻、膣、口腔または直
腸の粘膜への薬物の直接適用によって身体に投与され得る。一般に、ある用量のオピオイ
ド鎮痛薬は、経口投与された場合の同じ用量と比較して、非経口投与された場合に強く作
用する。経口投与に適した組成物が乱用される可能性もあるので、投与すべき乱用の可能
性のある物質の治療効力を減じることなく、組成物または製剤の乱用の可能性が低減され
る条件で、このような経口投与に適した組成物または製剤が利用可能になることが明らか
に望まれている。
【０００５】
　したがって、本発明の目的は、乱用の可能性のある物質を対象者に経口投与するための
物の組成物であって乱用の可能の低い組成物を提供することである。
　（報告されている開発状況）
　当技術分野では、オピオイド鎮痛薬に関連する乱用の可能性を制御するための試みが既
になされてきている。これらの物質の乱用を防止するために、乱用の可能性のある物質を
、同薬物を投与する目的である他の治療利益をなくすことなく同物質の乱用に伴う「恍惚
状態」を排除するのに充分な量の、同物質に対するアンタゴニストと組み合わせる投薬形
態が提案されている。したがって、乱用を低減させるための試みは、一般に、経口では活
性をもたないが、オピオイドを溶解させて非経口投与しようとすると同オピオイドの鎮痛
効果を実質的に遮断するオピオイド・アンタゴニストを経口用の投薬形態中に含めること
が中心となっていた。
【０００６】
　特許文献１には、非経口投与すると鎮痛も多幸感も身体的依存も生じず、その結果該鎮
痛剤の非経口的乱用を防止する、経口で有効な鎮痛組成物が記載されている。このような
組成物は、鎮痛用の１経口用量ごとにナロキソンを含んでいる。特許文献２には、ナロキ
ソンおよびモルヒネまたはオキシモルフォンからなる組成物が記載されており、これらの
組成物は、幻覚のような望ましくない副作用を発生させることなく強力な鎮痛効果を提供
するとされた。特許文献３には、ナロキソンと共に、舌下有効用量のブプレノルフィンを
投与することによって、疼痛を処置する方法が記載されている。特許文献４には、オキシ
コドン、プロポキシフェンおよびペンタゾシンなどの強力な鎮痛剤の経口および非経口の
いずれの乱用の可能性も減じるための方法であって、鎮痛用量の該オピオイドを特定の比
較的狭い範囲でナロキソンと組み合わせることによる方法が記載されている。オピオイド
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と組み合わせるべきナロキソンの用量は、オピオイドの経口での鎮痛活性に実質的に影響
を与えることなく、オピオイドの経口または非経口のいずれかでの乱用の可能性を実質的
に排除すると記述されている。
【０００７】
　特許文献５は、オピオイド・アゴニストであるアセトアミノフェンと経口で活性なオピ
オイド・アンタゴニストとの組み合わせからなる経口用の投薬形態を開示しており、この
オピオイド・アンタゴニストは、オピオイド・アゴニストに対し、この組み合わせ産物を
経口投与する場合は鎮痛に有効であるが、身体的依存性のある対象者においては嫌悪性と
なる組み合わせ産物を提供するような比率で含まれている。
【０００８】
　どのような種類のオピオイド・アンタゴニストも使用せず、かつ麻薬性鎮痛薬の乱用の
可能性を低減し得るかもしれない放出制御製剤を開示している先行技術の報告は存在しな
い。
【０００９】
　最も成功を収めた持続放出型製剤は、制御された放出様式で機能するためには完全でな
ければならない個々の構造的要素からなる。特許文献６には、活性薬剤のゼロ次放出のた
めの浸透圧デバイスが記載されている。この特許に開示された浸透圧デバイスは、半透過
性の壁に封入された活性薬剤から構成されている。この半透過性の壁は、外部流体の通過
に対して透過性であるが、この外部流体に溶解している活性薬剤の通過に対しては実質的
に不透過性である。壁を通り抜ける浸透圧通路が、外部流体中の活性薬剤の溶液を周囲に
送達するために提供される。特許文献７には、半透過性の膜の内側にヒドロゲル層を使用
することによって、基本的な浸透圧ポンプの送達速度を如何に増強するかについて記載さ
れている。特許文献８には、適切な周囲の媒体と接触させたときに制御された徐放送達パ
ターンを有する生体活性組成物が開示されている。この組成物は、所与の周囲の媒体に可
溶な、医薬として、殺虫剤として、除草剤として、または肥料として生体活性を有する生
体活性物質のコアであって、少なくとも処置期間の間の総投薬量に対して充分な量のコア
と、該生体活性物質のコアを被覆する第１のコーティングであって、周囲の媒体が浸透す
ると膨潤可能なポリマーまたはポリマーのブレンドからなるコーティングと、第１のコー
ティングで被覆された生体活性物質のコアを被覆する第２のコーティングであって、ポリ
マーまたはポリマーのブレンドからなり、前記ポリマーまたはポリマーブレンドは、水に
不溶で、かつ周囲の媒体が第１のコーティングで被覆された生体活性物質のコアへと拡散
するのを許容すると同時に周囲の媒体に溶解した生体活性物質が周囲の媒体へと拡散する
のを許容する半透過性の障壁を形成していることを特徴とするコーティングとを含んでな
る。
【００１０】
　先行技術には、ミクロスフェア・マトリックスが、持続放出型製剤を含む医薬製剤の調
製に有用であることが開示されている。特許文献９には、脂肪もしくはワックスまたはそ
れらの混合物と、非経口投与に適した生物学的活性を有するタンパク質、ペプチドまたは
ポリペプチドとのミクロスフェア組成物が開示されている。特許文献１０には、生物学的
活性を有するタンパク質、ペプチドまたはポリペプチドを含む水に不溶の脂肪またはワッ
クスのミクロスフェアが開示されており、この脂肪またはワックスの殻は、油、準軟質脂
肪または脂肪酸の誘導体を含み、該油、準軟質脂肪または脂肪酸の誘導体は、混合物をス
プレー噴霧した後に脂肪またはワックスのβ結晶形態の形成を加速することによってミク
ロスフェアを安定化するとして開示されている。特許文献１１は、融解したステアリン酸
をナイアシンアミド粉末と混合し、遠心分離式アトマイザを通過させて吹き付け冷却し、
乾燥させ、ケイ酸を塗すことによる、ナイアシンアミドの小ビーズ（ｂｅａｄｌｅｔ）の
調製を開示している。
【００１１】
　特許文献１２には、水に不溶性の多様な殻材料のマトリックス中の、水溶性のコア材料
からなるミクロスフェア組成物が開示されている。ミクロスフェアの調製方法も開示され
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ており、同方法は、コア材料と第１の量の水に不溶性の殻材料との流動性混合物に圧力を
かけ、圧力処理された混合物を形成する工程、ならびに前記圧力処理された混合物を、ス
プレー・ノズルを通して冷却領域へと通過させて、凝固した組成物を形成する工程からな
る。
【００１２】
　先行技術には、ミクロスフェア・マトリックスが麻薬性鎮痛薬の乱用の可能性を低減し
得るかもしれないことは開示されていない。
【特許文献１】米国特許第３，７７３，９５５号明細書
【特許文献２】米国特許第３，４９３，６５７号明細書
【特許文献３】米国特許第４，５８２，８３５号明細書
【特許文献４】米国特許第４，４５７，９３３号明細書
【特許文献５】米国特許第６，３７５，９５７号明細書
【特許文献６】米国特許第３，８４５，７７０号明細書
【特許文献７】米国特許第４，３２７，７２５号明細書
【特許文献８】米国特許第４，８９１，２２３号明細書
【特許文献９】米国特許第４，８３７，３８１号明細書
【特許文献１０】米国特許第５，２１３，８１０号明細書
【特許文献１１】米国特許第３，０８０，２９３号明細書
【特許文献１２】米国特許出願第２００１／００４４０２６号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明の目的は、乱用の可能性のある物質を対象者に経口投与するための物の組成物で
あって乱用の可能の低い組成物を提供することである。
　本発明が低減することを意図する乱用の可能性とは、麻薬性組成物を不法に、処方箋な
しで、または気晴らしのために使用すること、および本来なら完全な形態で投与されるこ
とが意図された本発明の組成物を他の投与方法（例えば、破砕した組成物の注射または吸
入）により使用することに伴う乱用の可能性である。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明は、乱用可能な活性化合物の離散粒子を薬学的に有効な量含んでなる、乱用抵抗
性の放出制御型医薬組成物に関し、この組成物において、離散粒子の表面は水に不溶性の
コーティング材料で湿っている。好ましい組成物はさらに、表面コーティングされた前記
粒子を分布させるマトリックスからなる。該組成物マトリックスは不正に改変できないた
め、この組成物を変化させにくくなり、マトリックス内に含まれる乱用の可能性のある化
合物（例えば、アヘン剤）をマトリックスから分離しにくくなる。より好ましい投薬形態
は、好ましくは１日１回から４回経口投与される。
【００１５】
　本発明の別の態様は、アヘン剤と、このアヘン剤と結合し得る１または複数の強固な架
橋ポリマーからなる不正に改変できないマトリックスとからなる医薬組成物であり、その
結果、このアヘン剤は、ポリマーからの即時放出が実質的に不可能である。
【００１６】
　不正に改変できない組成物を使用すれば、薬物乱用と関連して一般に行われるような、
この投薬形態が有する調節された放出特性を無効にすることは困難になる。該投薬形態の
不正な改変への抵抗性は、該投薬形態が異なる状態へ（例えば、水和によりゲルへ）と転
換された後でも投薬形態の特性には依存しないが、組成物またはマトリックスが投薬形態
中に未変化の状態で存在する場合は、該組成物またはマトリックスの物理的特性および／
または化学的特性に依存する。
【００１７】
　本発明の別の態様は、乱用の可能性が低減された放出制御型医薬組成物を調製する方法
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に関し、この方法は、水に不溶性の材料と、即時放出型の投薬形態で投与されると生理学
的または心理学的に有害な反応を対象者において誘導し得る医薬活性化合物の粒子とから
なる混合物に圧力をかけ、それによって、表面がコーティングされた粒子と得る工程、な
らびにこの表面コーティングされた粒子を医薬組成物へと組み込む工程からなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明の組成物は、乱用の可能性のある物質を、治療効果のために意図した制御速度で
徐々に胃腸管に送達することが好ましい。本発明が防止しようと意図する乱用の可能性と
は、本発明の組成物が仮に即時放出形態で投与された場合に、生理学的または心理学的に
有害な作用（例えば、「恍惚状態」）が誘導されることである。乱用を誘発する作用を迅
速に得るために、例えば、製剤を破砕して、本発明の組成物を服用またはなんらかの他の
入口を介して（例えば、静脈内に）投与することによって、本発明の組成物を乱用しよう
とする場合、乱用の可能性のある物質の表面コーティングされた粒子が、化合物の可溶化
および乱用誘発作用の発生において何らかの実質的な増大を阻害することになろう。表面
コーティング材料は、乱用の可能性のある物質の治療効果には大きく影響を与えることも
減じることもないが、本発明の放出制御機能の不可欠な部分である。
【００１９】
　ほとんどの麻薬は、経口投与される場合よりも非経口投与される場合に有意に強い作用
を示し、静脈内乱用は一般に、経口乱用よりも迅速かつ強力に所望の乱用誘発作用を生じ
、多くの乱用者にとって好まれる、乱用の可能性のある物質の投与経路である。したがっ
て、本発明を使用することにより、本発明の組成物および投薬形態の乱用の可能性を実質
的に低減させることができる。より具体的には、本発明の組成物は、機械的応力を加える
ことによって生じる乱用に対して抵抗性であり、本発明の組成物に機械的応力を加えても
、経口、吸入または静脈内注射の手段によって、乱用の可能性を有する活性化合物の即時
放出を実質的に増大させることはできない。
【００２０】
　本発明の好ましい乱用抵抗性の組成物に対して機械的応力を加えても、前記組成物中の
活性化合物の当面の水への溶解は実質的には増大しない。より具体的には、このような応
力を加えても、本発明の組成物中の活性成分の水への溶解は、インビトロの溶解試験の最
初の１時間において、薬学的有効量全体の約１５％未満、より好ましくは約１０％未満し
か増大しない。さらに、試験の最初の１時間の後、好ましい組成物の溶解速度は実質的に
変化しない。
【００２１】
　組成物に対して加える機械的応力は任意の種類のものでよく、破砕（crushing）、圧縮
、割砕、タンブリング、ローリング、粉砕などが挙げられる。前記組成物の乱用のために
使用される可能性が最も高い機械的応力は、破砕である。
【００２２】
　乱用の可能性を有する薬物には、天然および合成の麻薬および他の精神活性物質が含ま
れる。本発明の乱用抵抗性組成物の好ましい実施形態は、水溶性の、乱用の可能性を有す
る化合物の粒子を、塩基性化合物またはその薬学的に許容可能な塩として含む。好ましい
有機化合物塩には、薬学的に許容可能な塩、例えば、無機酸塩（例えば、ハロゲン化水素
酸塩（例えば、塩酸塩）、ならびにリン酸塩および硫酸塩）が含まれる。別の部類の好ま
しい塩は、有機塩基の有機酸塩であり、薬学的に許容可能なカルボン酸（例えば、クエン
酸、酒石酸、酢酸、マレイン酸、エストレイン酸（estoleic acid ）、コハク酸など）が
含まれる。
【００２３】
　本発明の好ましい乱用抵抗性の組成物は、麻薬性鎮痛薬として分類され得る１または複
数の化合物、または限定的ではないが鎮痛剤（例えば、薬学的に許容可能なアヘン剤およ
び治療上有効な鎮痛薬として使用するのに適したアヘン剤ベースの誘導体）を、単独また
は他の物質と組み合わせて含む。適切なアヘン剤の例には、アルフェンタニル、アリルプ
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ロジン、アルファプロジン、アニレリジン、ベンジルモルヒネ（benzylmorphine）、ベン
ジトラミド（bezitramide ）、ブプレノルフィン、ブトルファノール、クロニタゼン、コ
デイン、デソモルヒネ、デキストロモラミド、デゾシン、ジアンプロミド、ジアモルフォ
ン（diamorphone ）、ジヒドロコデイン、ジヒドロモルヒネ、ジメノキサドール、ジメフ
ェプタノール、ジメチルチアンブテン、ジオキサフェチルブチレート、ジピパノン、エプ
タゾシン、エトヘプタジン、エチルメチルチアンブテン、エチルモルヒネ、エトニタゼン
、ヒドロコドン、ヒドロモルフォン、ヒドロキシペチジン、イソメサドン、ケトベミドン
、レボルファノール、レボフェナシルモルファン（levophenacylmorphan ）、ロフェンタ
ニル（lofentanil）、メペリジン、メプタジノール、メタゾシン、メサドン、メトポン、
モルヒネ、ミロフィン（myrophine ）、ナルセイン、ニコモルヒネ、ノルレボルファノー
ル、ノルメサドン、ナロルフィン、ナルブフェン（nalbuphene）、ノルモルヒネ、ノルピ
パノン、アヘン（opium ）、オキシコドン、オキシモルフォン、パパベレタム、ペンタゾ
シン、フェナドキソン、フェノモルファン、フェナゾシン、フェノペリジン、ピミノジン
、ピリトラミド、プロヘプタジン、プロメドール（promedol）、プロペリジン（properid
ine ）、プロポキシフェン、スフェンタニル、チリジンおよびトラマドールが含まれる。
本発明の範囲内には、上記のいずれかの薬学的に許容可能な塩および上記のいずれかの２
種以上の混合物が包含される。好ましい薬剤には、フェンタニル、スフェンタニル、カー
フェンタニル、ロフェンタニル、アルフェンタニル、ヒドロモルフォン、オキシコドン、
ヒドロキシコドン、プロポキシフェン、ペンタゾシン、メサドン、チリジン、ブトルファ
ノール、ブプレノルフィン、レボルファノール、コデイン、オキシモルフォン、メペリジ
ン、ジヒドロコデイノンおよびコカインが含まれる。最も好ましいアヘン剤には、オキシ
コドン、ヒドロコドン、コデイン、モルヒネおよびペタゾシン（petazocine）、ならびに
それらの薬学的に許容可能な塩が含まれる。特に好ましいアヘン剤は、オキシコドンおよ
びその薬学的に許容可能な塩である。
【００２４】
　本発明の組成物のアヘン剤成分は、２種以上のアヘン剤を含み得る。例えば、半減期、
溶解性、効力などの特性が異なる２種以上のアヘン剤、および上記の任意の組み合わせを
使用し得る。好ましい形態において、この組成物の鎮痛薬は、一種類のアヘン剤または２
種以上のアヘン剤の組み合わせを含んでなる。しかし、組成物は追加としてまたは代わり
に、１種または複数のアヘン剤以外の治療活性成分を鎮痛薬として含み得る。このような
アヘン剤以外の治療活性成分は、単独または１もしくは複数のアヘン剤と組み合わせた状
態で鎮痛作用を示すことが可能であり、同成分には、例えば、アスピリン、アセトアミノ
フェン、非ステロイド性抗炎症剤（「ＮＳＡＩＤ」、例えば、イブプロフェンおよびケト
プロフェン）、Ｎ‐メチル‐Ｄ‐アスパラギン酸レセプター・アンタゴニスト（例えば、
デキストロメトルファンもしくはデキストロルファン（dextrorphan ）などのモルヒナン
、またはケタミン）、シクロオキシゲナーゼ‐ＩＩ阻害剤（「ＣＯＸ‐ＩＩ阻害剤」）、
グリシン・レセプター・アンタゴニスト、および／またはプロスタグランジン合成阻害剤
が挙げられる。
【００２５】
　本発明のさらに別の実施形態において、１種または複数のアヘン剤以外の活性成分（例
えば、鎮咳薬、去痰薬、充血除去剤、抗ヒスタミン薬、催眠薬、鎮静薬、ＣＮＳ刺激剤ま
たはその他の類の化合物、および２種以上のこのような化合物の混合物）を、鎮痛以外の
効果を提供するために含めることも可能である。
【００２６】
　アヘン剤は、治療上有効な量で組成物中に含まれる。このような量は、いくつかの要因
（例えば、使用される個々のアヘン剤の種類、他の成分の存在、経口用製剤の特定の形態
、およびこの組成物の使用が意図される個々の適用など）に従って変動する。ほとんどの
適用において、組成物中に含まれるアヘン剤の量は、約０．１重量％～約７５重量％であ
ろうと考えられる。好ましい形態において、組成物中に含まれるアヘン剤の量は、約１重
量％～約５０重量％であり、より好ましくは、約１重量％～約３０重量％である。治療上
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の活性を有する他の成分と組み合わせる場合、組成物中に含まれるアヘン剤の量は、約０
．１重量％～約２０重量％、好ましくは約０．５重量％～約１５重量％、より好ましくは
約１重量％～約１０重量％であろう。
【００２７】
　このような有機塩を含み、かつ本発明の方法に従って調製されたミクロスフェア組成物
は、約８時間～約２４時間にわたって、水性環境において、コア材料の約５０％～約１０
０％を直線的に放出することが可能である。本発明の好ましいミクロスフェアは、約１０
時間～約１４時間、最も好ましくは約１２時間にわたって、コア材料の約７０％～約１０
０％を直線的に放出することが可能である。別の好ましい組成物は、約２０時間～約２６
時間、好ましくは約２２時間～約２５時間、最も好ましくは約２４時間にわたって、コア
材料の約８０％～約１００％を直線的に放出することが可能である。

　本発明の組成物または投薬形態について意図される投与方法以外の、乱用の可能性のあ
る少なくとも１つの方法によって投与される場合に、表面コーティング材料の量が、乱用
の可能性のある物質の薬理学的効果の発生を防止もしくは減じるか、またはこれらの効果
の発生を有意に遅延させるのに充分であれば、乱用される可能性のある化合物の粒子は、
「乱用を低減する量」で表面コーティングされている。仮にいくつかの他の入口（例えば
、吸入経路または静脈内経路）を介した投与によって、この組成物を乱用しようと試みた
場合、表面コーティング材料は、乱用を誘発する効果の発生を防止するであろう。
【００２８】
　本発明の好ましい乱用抵抗性組成物は、表面コーティングされた粒子が全体に分布して
いるマトリックスからなる。本発明の特定の実施形態において、粒子の表面をコーティン
グするために使用される材料は、粒子がその中に分布するマトリックスを含んでなる。
【００２９】
　好ましい医薬組成物には、薬学的に許容可能で水に不溶性の材料からなるマトリックス
を含むミクロスフェアが含まれる。用語「ミクロスフェア」とは、本明細書中で使用する
場合、球形、球形を引き伸ばした形状または棒状にまで伸ばした形状を含む種々の形状で
あり、約５～５０００μｍ、最も好ましくは約１０～１０００μｍ、最も好ましくは約２
０～約８００μｍの程度の直径を有する粒子である。好ましいミクロスフェアは、ほぼ球
形の形状である。
【００３０】
　より好ましい医薬組成物は、胃の酸性ｐＨ条件で不溶性でありかつ分解されにくい、水
に不溶性のマトリックス材料を含んでなる。このような好ましい組成物はミクロスフェア
を含み、このミクロスフェアの表面は、このような水に不溶性の材料に包まれ、その表面
上に活性成分を呈することがなく、したがって、本質的に腸溶性の構造である。最も好ま
しい組成物には、このような特徴の表面がミクロスフェア構造と一体化しており、このよ
うな表面状態を達成するための別個のコーティング層を含まないミクロスフェアが挙げら
れる。
【００３１】
　本発明のさらに好ましい態様は、ｐＨに非感受性の材料からなる水に不溶性のマトリッ
クス材料を使用し、このｐＨに非感受性の材料には、エチルセルロース、酢酸セルロース
、酢酸ビニル／塩化ビニルコポリマー、アクリレート／メタクリレートコポリマー、ポリ
エチレンオキシド、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース
、ヒドロキシプロピルセルロース、トリグリセリド、水素化植物油、トリグリセリドポリ
アルコキシアルキルエステル、脂肪、ワックスおよび水に不溶性の部分的に分解されたタ
ンパク質が含まれるが、これらに限定されない。
【００３２】
　最も好ましい水に不溶性のマトリックス材料は、ｐＨに非感受性でありかつ哺乳動物の
腸管（最も好ましくはヒト腸管）中に存在する酵素によって消化可能な成分を少なくとも
１種類含んでなる。本発明のこの態様は、好ましくは経口経路または直腸経路によって投
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与される本発明の好ましい医薬組成物に特に有用である。
【００３３】
　この医薬組成物の特に好ましい態様は、小腸内に存在する酵素によって消化されうる１
種または複数の成分からなるｐＨに非感受性の材料を含む。これに関して、このような材
料は、これらが小腸内に存在するリパーゼによって消化可能である場合に、最も好ましい
。好ましい材料には、リパーゼで分解可能な脂肪、ワックス、トリグリセリド、水素化植
物油およびトリグリセリドポリアルコキシアルキルエステルが含まれる。
【００３４】
　本発明の特定の実施形態は、少なくとも２種の成分を含むマトリックス材料からなり、
この実施形態において、第１の成分は小腸で消化可能であり、かつ第２の成分は小腸で消
化不能である。消化可能な成分は、リパーゼ感受性の材料でよく、マトリックス材料に対
して１００重量％～約１０重量％の量で存在する。より好ましいマトリックス組成物は、
約５重量％～約５０重量％、最も好ましくは１０重量％～約３０重量％の消化可能な成分
を、約９５重量％～約５０重量％、最も好ましくは約９０重量％～約７０重量％の小腸で
消化不能または「リパーゼ非感受性」の成分と組み合わせて含む。約１５重量％～約２５
重量％の消化可能な成分を含むマトリックス組成物が特に好ましい。
【００３５】
　小腸で消化不能または「リパーゼ非感受性」の成分は、ｐＨに非感受性であると同時に
口から大腸の盲腸までにわたる胃腸管内に存在する酵素に対して非感受性な任意の材料で
あり得る。例示的な材料には、水に不溶性の多糖類、ポリエチレングリコールもしくはグ
リコールエーテル、または非消化性のワックスもしくは長鎖脂肪族脂肪酸エステルが含ま
れるが、これらに限定されない。この成分の特定の実施形態は、大腸内に存在する酵素に
よって消化可能な材料からなる。
【００３６】
　医薬組成物の好ましい実施形態は、全材料の合計重量に対して、２重量％～約５０重量
％、最も好ましくは１０重量％～約３０重量％の、約８個～約２０個の炭素原子を有する
吸収可能な脂肪族アルコールを、約９８重量％～約５０重量％、最も好ましくは約９０重
量％～約７０重量％の量の、小腸で消化不能または「リパーゼ非感受性」の成分と組み合
わせ含むマトリックス材料からなる。より好ましい実施形態は、約５重量％～約２５重量
％、最も好ましくは約１５重量％～約２０重量％の脂肪族アルコールを含む。最も好まし
いアルコールは脂肪酸アルコールであり、セチルアルコールおよびステアリルアルコール
が最も好ましい。
【００３７】
　最も好ましい経口組成物は、低ｐＨ環境の胃を通過した後にのみ、活性化合物を放出す
る。本発明の組成物の好ましい実施形態は、小腸、大腸またはこれら両方において活性化
合物を送達するようにプログラムされた放出機構を含む。活性化合物の放出の位置および
タイミングは、設計によって決まる。本発明の組成物は、連続的、持続的かつ制御された
放出速度で、大量の活性化合物を放出し得る。
【００３８】
　好ましいマトリックス材料は、約６未満のｐＨで非侵食性である。乱用抵抗性の組成物
のさらに好ましい態様は、胆汁酸塩およびリパーゼの存在下で侵食性のマトリックス材料
からなる。
【００３９】
　ミクロスフェアは、好ましくは、胃において見られるｐＨレベル（このｐＨは、約４よ
り低い）で溶解または酸分解に対して耐性である、有機材料の水不溶性マトリックスから
なる。この有機マトリックス材料は、トリグリセリド、水素化植物油、ポリアルコキシア
ルキルエーテル、ポリアルコキシアルキルエステル、部分的に分解された水不溶性のタン
パク質、消化可能な、置換または非置換の長鎖（Ｃ８～Ｃ５０、特にＣ１２～Ｃ４０）炭
化水素（例えば、脂肪酸、脂肪アルコール、脂肪酸のグリセリルエステル、鉱油および植
物油、ワックスまたはワックスの混合物）からなる群から選択されたメンバーを含んでな
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る。好ましい炭化水素は、２５℃と１２０℃との間の融点を有し、より好ましい炭化水素
は、８５℃～１２０℃の融点を有し、最も好ましい炭化水素は、９５℃と１２０℃との間
の融点を有する。これらの長鎖炭化水素材料のうち、脂肪（脂肪族）アルコールが好まし
い。好ましい材料の部類には、トリグリセリドおよび天然供給源から誘導した水素化トリ
グリセリドのような脂肪、ならびにワックスが含まれる。特に好ましい脂肪およびワック
スの部類には、例えば、蜜蝋、パラフィンおよびカルナウバ・ワックスから調製された材
料のような、部分的に消化可能なワックスおよび消化不能なワックスが含まれる。
【００４０】
　特に好ましい水不溶性の材料は、ワックスまたはワックスの混合物からなる。水不溶性
の有機材料は、好ましくは、天然に誘導されたワックス材料または合成により生成された
ワックス材料であり、該ワックス材料は、単一の化学成分からなるものでも、その混合物
からなるものでもよい。用語「ワックス」は、本明細書中で使用する場合、可能な限り広
い意味を有することが意図されており、動物供給源、植物供給源および鉱物供給源由来の
有機エステル化合物およびワックス性化合物に、３つ全ての供給源から誘導されたそのよ
うな化合物の改変物、ならびに類似の特性を有する合成材料を含めたものを意図する。単
独で、または本発明と組み合わせて使用され得るいくつかのワックスの例には、トリステ
アリン酸グリセリル、ジステアリン酸グリセリル；Ｄｙｎａｓａｎ（商標）１１０、１１
４、１１６、１１８；Ｓｔｅｒｏｔｅｘ（商標）；キャノーラ・ワックス／油；綿フレー
ク；ダイズ・フレーク；カスター（トウゴマ）・ワックス；菜種ワックス；蜜蝋；カルナ
ウバ・ワックス；キャンデリラ・ワックス；マイクロワックス（ｐｅｔｒｏｌｅｕｍ　ｂ
ｏｌｅｒ（商標）Ｗａｘ　１０１４ベース）；Ｄｒｉｔｅｘ　Ｃ（商標）；ｓｐｅｃｉａ
ｌ　ｆａｔ（商標）４２、４４、１６８ｔ；Ｂｅ　Ｓｑｕａｒｅ（商標）Ｗａｘ　＃１９
５ａ；Ｂｅ　Ｓｑｕａｒｅ（商標）Ｗａｘ＃１９５ｗ；Ｅｎｅｒｇｙｂｏｏｓｔｅｒ（商
標）；Ａｓｔｏｒ（商標）Ｗａｘ　１８０；Ａｓｔｏｒ（商標）Ｗａｘ　１５０；および
ポリエチレンが含まれる。
【００４１】
　脂肪は、一般的に使用される部類のワックスであり、本発明の特定の実施形態において
は、トリグリセリドとして公知のものが好まれる。本来、トリグリセリドは通常、複雑な
混合物中に見出される。動物または植物であるかといった、トリグリセリドの供給源に依
存して、トリグリセリドは比較的短いカルボン酸からも比較的長いカルボン酸からも形成
可能であり、飽和不飽和のいずれでもよい。比較的短鎖の不飽和カルボン酸から形成され
たトリグリセリドは、通例、長鎖の飽和酸から形成されたトリグリセリドよりも低い温度
で融解する。ほとんどの場合、トリグリセリドは、２種以上のカルボン酸から形成される
。さらに、トリグリセリドの物理的特徴（例えば、室温で液体であるか固体であるか）は
、どのカルボン酸がエステル化によって取り込まれたかだけでなく、あるカルボン酸がグ
リセリルのどの水酸基部位に取り込まれたかによっても、決定される。したがって、動物
のトリグリセリドは、飽和もしくは不飽和の酸、またはある長さの酸の全体的な比率にお
いては植物のトリグリセリドとあまり異ならないが、グリセリル分子中の３つの水酸基部
位のどこに不飽和酸が見出されるかは、植物のトリグリセリドとかなり異なっている。ま
た、一般に、ほとんどの天然産物中には様々なトリグリセリドが存在するので、天然に存
在するトリグリセリド・ワックス（室温で固体である）は単一の明確な融点を示さない。
【００４２】
　トリグリセリド・ワックスは市販されており、トリグリセリドを形成するカルボン酸の
鎖長を選択し、かつ純度の等級を選択することができる。トリグリセリドの工業的調製は
、いくつかの異なるトリグリセリドが互いに結合している天然産物を開始材料とする。加
工処理により、酸の置換基が飽和されるのみならず、最終材料中のトリグリセリドの多様
性が低減される。本発明の方法および装置は、１種類の酸のトリグリセリドである、グリ
セリルの３つの水酸基全てが炭素数１８のステアリン酸でエステル化されて形成されたト
リステアリン酸グリセリル（「トリステアリン」）を使用して、明らかに実証され得る。
ステアリン酸は、完全に飽和したカルボン酸である。市販の等級のトリステアリンで好適
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なものの１つは、ハルズアメリカ社（Hulls America ）の子会社であるダイナミット・ノ
ベル社（Dynamit Nobel ）によって製造されている、商標「Ｄｙｎａｓａｎ（商標）１１
８」を有する製品である。Ｄｙｎａｓａｎ（商標）１１８は、様々な長さの酸でエステル
化されているトリグリセリド分子を比較的わずかしか含まない植物供給源から高度に精製
された材料である。同様に、いくらか純度の低いトリグリセリド材料であるものの、商標
Ｓｔｅｒｏｔｅｘ（商標）のもとで市販されているトリグリセリド材料もある。製造業者
から供給される際は、Ｄｙｎａｓａｎ　１１８はβ型に結晶化した白色微小結晶粉末であ
り、そのＤＳＣは、約７２℃を中心とする単一の吸熱ピークを示すが、このことは、該β
型結晶の融点温度範囲内に融点を有する単一の多型形態のみが存在することを示す。他の
好ましいトリグリセリド・ワックスには、Ｄｒｉｔｅｘ　Ｃ（商標、水素化された綿実油
ワックス）およびＢＦ１１７（Ｂａｋｅｒｓ　Ｆｌａｋｅ　１１７）（現在、Ｓｈｕｒｓ
ｅｔ　１１７として販売されている）（部分的に水素化したダイズ油）が含まれ、これら
は両方とも、エーシーハムコ社（AC Humko）より市販されている。
【００４３】
　好ましい水不溶性マトリックス材料は、約４８．９℃（約１２０°Ｆ）と約１０７．２
℃（約２２５°Ｆ）との間、好ましくは約８７．２℃（約１８９°Ｆ）と１０４．４℃（
２２０°Ｆ）との間、最も好ましくは約９３．３℃（約２００°Ｆ）と約１０４．４℃（
約２２０°Ｆ）との間で、融解する。マトリックス材料の融解曲線中に単一の吸熱ピーク
があることが好ましいが、必要というわけではない。比較的鋭い融点ピークが最も好まし
い。
【００４４】
　表面コーティング材料またはマトリックス材料もまた、ポリアルキレングリコールを含
み得る。１つの適切な放出制御型コーティング材料は、少なくとも１種の水不溶性材料（
例えば、アルキル－セルロース（特にエチルセルロース））と、任意選択で、少なくとも
１種のポリアルキレングリコールとからなり、投薬形態中に存在する該材料の量は、上記
のように、必要とされるオピオイドの放出速度によって決定される。材料の量はまた、少
なくとも１種のポリアルキレングリコールが経口用の該投薬形態中に存在するか存在しな
いかによっても変わる。別の適切な放出制御型マトリックスは、アルキル－セルロース、
Ｃ１２～Ｃ３６の脂肪族アルコール、および任意選択でポリアルキレングリコールからな
る。
【００４５】
　本発明の特定の好ましい実施形態において、表面コーティング材料は、疎水性ポリマー
（例えば、薬学的に許容可能なアクリルポリマー）からなり、この疎水性ポリマーには、
アクリル酸およびメタクリル酸のコポリマー、メチルメタクリレートコポリマー、エトキ
シエチルメタクリレート、シアノエチルメタクリレート、アミノアルキルメタクリレート
コポリマー、ポリ（アクリル酸）、ポリメタクリル酸、メタクリル酸アルキルアミドコポ
リマー、ポリ（メチルメタクリレート）、ポリ（メタクリル酸無水物）、メチルメタクリ
レート、ポリメタクリレート、ポリアクリルアミドおよびグリシジルメタクリレートコポ
リマーが含まれるが、これらに限定されない。特定の好ましい実施形態において、アクリ
ルポリマーは、１種または複数のアンモニオメタクリレートコポリマーからなる。アンモ
ニオメタクリレートコポリマーは当該分野で周知であり、第四級アンモニウム基含有量の
低い、アクリル酸およびメタクリル酸のエステルの、完全に重合したコポリマーとして、
ＮＦ　ＸＶＩＩ中に記載されている。
【００４６】
　好ましい一実施形態において、アクリル・コーティングは、商品名Ｅｕｄｒａｇｉｔ（
商標）としてロームファーマ社（Rohm Pharma ）から市販されているようなアクリル樹脂
ラッカーから誘導される。さらに好ましい実施形態において、アクリル・コーティングは
、商品名Ｅｕｄｒａｇｉｔ（商標）ＲＬ３０ＤおよびＥｕｄｒａｇｉｔ（商標）ＲＳ３０
Ｄとしてそれぞれロームファーマ社から市販されている２種のアクリル樹脂ラッカーの混
合物からなる。Ｅｕｄｒａｇｉｔ（商標）ＲＬ３０ＤおよびＥｕｄｒａｇｉｔ（商標）Ｒ
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Ｓ３０Ｄは、第四級アンモニウム基含有量の低い、アクリルエステルおよびメタクリルエ
ステルのコポリマーであり、残りの中性のアクリル（メタクリル）エステルに対するアン
モニウム基のモル比は、Ｅｕｄｒａｇｉｔ（商標）ＲＬ３０においては１：２０であり、
Ｅｕｄｒａｇｉｔ（商標）ＲＳ３０Ｄにおいては１：４０である。平均分子量は、約１５
０，０００である。コード番号が示すＲＬ（高透過性）およびＲＳ（低透過性）は、これ
らの薬剤の透過性特性を意味する。Ｅｕｄｒａｇｉｔ（商標）ＲＬ／ＲＳ混合物は、水お
よび消化液中で不溶性である。しかし、Ｅｕｄｒａｇｉｔ（商標）ＲＬ／ＲＳ混合物から
形成したコーティング剤は、水性溶液および消化液中で膨潤可能かつ透過性である。
【００４７】
　本発明のＥｕｄｒａｇｉｔ（商標）ＲＬ／ＲＳ分散物を、所望の溶解特性を有する表面
コーティングされた製剤を最終的に得るために、任意の所望の比率で一緒に混合すればよ
い。例えば、１００％のＥｕｄｒａｇｉｔ（商標）ＲＬ、５０％のＥｕｄｒａｇｉｔ（商
標）ＲＬおよび５０％のＥｕｄｒａｇｉｔ（商標）ＲＳ、ならびに１０％のＥｕｄｒａｇ
ｉｔ（商標）ＲＬ：９０％のＥｕｄｒａｇｉｔ（商標）ＲＳ由来の遅延剤コーティングか
ら、所望の徐放性製剤を得ることができる。もちろん、当業者には当然のことであるが、
他のアクリルポリマー（例えば、Ｅｕｄｒａｇｉｔ（商標）Ｌ）を使用することも可能で
ある。
【００４８】
　他の好ましい実施形態において、乱用可能な粒子の表面をコーティングするために使用
され得る疎水性ポリマーは、エチルセルロースのような疎水性セルロース材料である。当
業者には当然のことであるが、他のアルキルセルロースポリマーを含む他のセルロースポ
リマーで、本発明の疎水性ポリマー・コーティング中に含まれるエチルセルロースの一部
または全てを置き換えてもよい。
【００４９】
　市販されているエチルセルロース水性分散物の１つは、Ａｑｕａｃｏａｔ（商標）（米
国ペンシルベニア州フィラデルフィア所在のエフエムシーコーポレーション社（FMC Corp
. ））である。別のエチルセルロース水性分散物は、Ｓｕｒｅｌｅａｓｅ（商標）（米国
ペンシルベニア州ウエストポイント所在のカラコンインコーポレイテッド社（Colorcon, 
Inc.））として市販されている。ポリマー、可塑剤（セバシン酸ジブチル）および安定化
剤（オレイン酸）の加熱溶融物が均質な混合物として調製され、次いで該混合物がアルカ
リ性溶液で希釈されて、粒子表面上に直接スプレーして塗布可能な水性分散物が得られる
。
【００５０】
　コーティングが疎水性ポリマーの水性分散物から誘導される本発明の実施形態において
、疎水性ポリマーの水性分散物中に有効量の可塑剤を含めることにより、被膜の物理的特
性がさらに改善される。例えば、エチル－セルロースは比較的高いガラス転移温度を有し
、かつ通常のコーティング条件下では可撓性の被膜を形成しないので、コーティング材料
としてエチルセルロースを使用する前に可塑化することが必要である。一般に、コーティ
ング溶液中に含まれる可塑剤の量は、被膜形成剤の濃度に基づき、例えば、被膜形成剤の
約１重量％～約５０重量％であることが最も多い。しかしながら、可塑剤の濃度は、特定
のコーティング溶液および適用方法を用いた注意深い実験の後にのみ、適切に決定され得
る。
【００５１】
　エチルセルロースに適切な可塑剤の例には、水の不溶性の可塑剤（例えば、セバシン酸
ジブチル、フタル酸ジエチル、クエン酸トリエチル、クエン酸アセチルトリエチル、クエ
ン酸トリブチルおよびトリアセチン）が含まれるが、その他の水に不溶性の可塑剤（例え
ば、アセチル化モノグリセリド、フタル酸エステル、ヒマシ油など）も使用可能であると
いえる。クエン酸トリエチルが特に好ましい。
【００５２】
　本発明のアクリルポリマーに適切な可塑剤の例には、クエン酸エステル（例えば、クエ
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ン酸トリエチルＮＦ　ＸＶＩ）、クエン酸トリブチル、フタル酸ジブチルおよび見込みの
あるものとして１，２－プロピレングリコール、ポリエチレングリコール、プロピレング
リコール、フタル酸ジエチル、ヒマシ油およびトリアセチンが含まれるが、その他の水に
不溶性の可塑剤（例えば、アセチル化モノグリセリド、フタル酸エステル、ヒマシ油など
）も使用可能であるといえる。クエン酸トリエチルが特に好ましい。
【００５３】
　コーティングがエチルセルロースの水性分散物からなる場合、粒子をコーティングした
後に続いて硬化させることが好ましく、硬化は、コーティング溶液（すなわち、エチルセ
ルロース）のガラス転移温度より高い温度でかつ相対湿度約６０％～約１００％で硬化が
終了するまで、例えば、約６０℃、相対湿度約６０％～約１００％で約４８時間～約７２
時間にわたって実施することが好ましい。
【００５４】
　アクリル・コーティングに関する本発明の好ましい一実施形態では、粒子の表面を、可
塑化されたアクリルポリマーのＴｇより高い温度で必要な時間コーティングすることによ
って、表面をコーティングされた製品が得られ、個々の製剤についての温度および時間の
最適な値は、実験的に決定される。本発明のある実施形態では、表面がコーティングされ
た製品は、約１００℃の温度で得られる。本発明のマトリックス組成物は、材料の総重量
に対して０～約５０重量％の水に不溶性の多糖類、ポリエチレングリコールもしくはグリ
コールエーテル、または第２の消化不能なワックスを含んでなる。
【００５５】
　最も好ましいマトリックス組成物は、材料の総重量に対して約１～約５０重量％の、炭
素原子を約８個～約２０個有する脂肪族アルコールを含んでなる。特に好ましいアルコー
ルは脂肪酸アルコールである。最も好ましいアルコールには、ステアリルアルコールおよ
びセチルアルコールが含まれる。
【００５６】
　別の実施形態において、アヘン剤成分は、マトリックスに化学的に結合される。さらな
る実施形態において、本発明の組成物の不正な改変への抵抗性は、アヘン剤成分とマトリ
ックスとの間の物理的配置および化学的結合の両方を組み合わせた結果である。このよう
な実施形態において、この組み合わせは、マトリックスからなる単一の材料を用いて、ま
たは２種以上の材料の組み合わせを用いて達成され得る。これらの実施形態の全てにおい
て、この組成物の徐放特性は、マトリックスからアヘン剤を細孔もしくは侵食のいずれか
により放出制御すること、または胃腸液による分解によって、実現されることが好ましい
。高度に架橋されたポリマーがマトリックスとして使用される実施形態において、組成物
の強固さは、マトリックスの硬度に起因する。架橋の度合いの低いポリマーまたは粘弾性
ポリマーがマトリックスとして使用される代替的実施形態では、組成物の強固さは、マト
リックスの弾性に起因する。これらの実施形態において、マトリックスの強固さまたはア
ヘン剤成分の放出に対する抵抗性は、薬学的に許容可能な架橋ポリマー（例えば、コレス
チラミン樹脂）の使用によって、この組成物に付与される。
【００５７】
　経口用の投薬形態は、アヘン剤に加えて１または複数の活性成分をさらに含んでもよく
、これらの追加の活性成分は、アヘン剤と相乗的に作用してもしなくてもよい。一実施形
態では、２種以上のアヘン剤の組み合わせが、経口用の投薬形態中に含まれ得る。例えば
、この投薬形態は、異なる特性（例えば、半減期、溶解性、効力）を有する２種のアヘン
剤および前述のいずれかの組み合わせを含み得る。別の実施形態では、１または複数のア
ヘン剤が、この投薬形態において１種または複数のアヘン剤以外の薬物と組み合わされる
。このようなアヘン剤以外の薬物は、さらなる鎮痛を提供することが好ましく、例えば、
アスピリン；アセトアミノフェン；ＮＳＡＩＤ（例えば、イブプロフェン、ケトプロフェ
ンなど）；Ｎ－メチル－Ｄ－アスパラギン酸レセプター・アンタゴニスト（例えば、デキ
ストロメトルファンもしくはデキストロルファンのようなモルヒナン、またはケタミン）
；ＣＯＸ－ＩＩ阻害剤；グリシン・レセプター・アンタゴニスト；および／またはプロス
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タグランジン合成阻害剤が含まれる。このような実施形態では、本発明は、１種または複
数のさらなる非アヘン剤（例えば、ＮＳＡＩＤまたはＣＯＸ－２阻害剤）を含むことによ
って、鎮痛という点で、より低い用量のアヘン剤を有効に利用することができる。低量の
、いずれかまたは両方の薬物を使用することによって、高い投薬量に伴う副作用が低減さ
れ得る。
【００５８】
　適切なＮＳＡＩＤには、イブプロフェン、アセメタシン、アミノプロフェン、ベノキサ
プロフェン、ブクロキス酸（bucloxic aciｄ）、カープロフェン、クリダナク、ジクロフ
ェナク、ジフルニサル、ジフルリサル（diflurisal）、エトドラク、フェノプロフェン、
フェンチアザク、フルブフェン（flubufen）、フルフェナミン酸、フルフェニサル（fluf
enisal）、フルプロフェン（fluprofen ）、フルルビプロフェン、インドメタシン、イン
ドプロフェン、イソキシカム（isoxicam）、ケトプロフェン、ケトロラク、メクロフェナ
メート（meclofenamate ）、メクロフェナム酸（meclofenamic acid ）、メフェナム酸、
メロキシカム、ムロプロフェン（muroprofen）、ナブメトン、ナプロキセン、ニフルム酸
（niflumic acid ）、オキサプロジン、オキシピナク（oxpinac ）、ピロプロフェン（pi
roprofen）、ピロキシカム、プラモプロフェン（pramoprofen ）、サルサレート、スドキ
シカム（sudoxicam ）、スリンダク、スプロフェン、チアプロフェン酸、チオピナク（ti
opinac）、トルフェナム酸、トルメチン、トリオキサプロフェン（trioxaprofen）、ジド
メタシン（zidometacin ）またはゾメピラクなどが含まれる。これらの薬物の有用な投薬
量は、当業者に周知である。
【００５９】
　さらなる実施形態では、アヘン剤以外の薬物を経口投薬形態中に含めることが可能であ
り、該薬物により鎮痛以外の所望の効果が提供される。このような治療的に活性な薬剤の
例には、抗ヒスタミン薬（例えば、ジメンヒドリナート、ジフェンヒドラミン、クロルフ
ェニラミンおよびｄ－マレイン酸クロルフェニラミン）、制吐薬（例えば、メトクロプラ
ミド、メチルナルトレキソン）、抗癲癇薬（例えば、フェニトイン、メプロバメートおよ
びニトラゼパム）、血管拡張薬（例えば、ニフェジピン、パパベリン、ジルチアゼムおよ
びニカルジピン）、鎮咳剤および去痰薬（例えば、リン酸コデイン）、抗喘息薬（例えば
、テオフィリン）、制酸薬、抗痙攣薬（例えば、アトロピン、スコポラミン）、抗糖尿病
薬（例えば、インスリン）、利尿薬（例えば、エタクリン酸、ベンドロフルチアジド（be
ndrofluthiazide ））、抗低血圧薬（例えば、プロプラノロール、クロニジン）、抗高血
圧薬（例えば、クロニジン、メチルドパ）、気管支拡張薬（例えば、アルブテロール）、
ステロイド（例えば、ヒドロコルチゾン、トリアムシノロン、プレドニゾン）、抗生物質
（例えば、テトラサイクリン）、鎮痔薬、催眠薬、向精神薬、下痢止め薬、粘液溶解薬、
鎮静薬、充血除去剤、緩下薬、ビタミン、刺激薬（フェニルプロパノールアミンのような
食欲抑制薬を含む）、ならびにこれらの塩、水和物および溶媒和物が含まれる。
【００６０】
　本発明はまた、本発明のミクロスフェアを製造するための方法に関する。乱用の可能性
が低減された本発明の徐放性医薬組成物は、乱用の可能性を有する化合物の粒子および水
に不溶性の材料からなる混合物に圧力を加えることによって表面がコーティングされた粒
子を得て、得られた表面がコーティングされた粒子を、応力にさらされても水性環境中で
の前記化合物の即時放出を実質的に増大させない医薬組成物内に組み込むことによって、
調製され得る。
【００６１】
　水に不溶性の流動性媒体中の前記粒子の分散物に上記の圧力を加える方法が、特に好ま
しい。
　上記の分散物に加えられる圧力は、ピストンの圧縮または超音波装置によって引き起こ
された急激な高い圧力の形態でよい。本明細書中に援用される米国特許第５，２０９，８
７９号に記載されている方法および機器（β機器）に従って、分散物に好適な圧力が加え
られる。圧縮力は、短い時間間隔の間にこの分散物を凝縮させ、凝縮した分散物に「β」
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チャンバを通らせることによって、この混合物を、後の圧力低減チャンバにおいて発生さ
れた高圧のサージ電圧および電流から生じる剪断力およびキャビテーション力に供するこ
とによって、発生される。この方法は、米国特許第４，９７８，４８３号、同第５，４６
０，７５６号および同第５，２０９，８７９号（これらは全て、本明細書中に援用される
）に記載されている。本発明において必要とされる圧力は、圧力が加えられる時間間隔に
依存する。必要とされる圧力は、その時間間隔に半比例して変動する。圧力パルス処理は
、この圧力が分散物に対して維持される限り継続するが、このマトリックス分散物は、非
常に短時間（好ましくは１秒以下の規模）の圧力が加えられる場合に、最も有効である。
圧力処理の有効性を増幅するために、圧力処理された混合物を、β機器において繰り返し
圧力処理してもよい。所望の効果であるサイズ低減およびカプセル化を達成するために、
流動性組成物を、１回、２回または実に３回、β機器を通過させてもよい。
【００６２】
　本発明の特定の実施形態は、水に不溶性の流体マトリックス材料の凝固温度より低い温
度に維持された冷蔵領域へと、水に不溶性の流体マトリックス中の活性粒子の流動性分散
物をスプレーする方法によって、表面がコーティングされた粒子からミクロスフェアを形
成する。最も好ましい方法は、前記水に不溶性のマトリックスに対して静電電荷を付与し
、かつ前記分散物の液滴を形成する条件を使用する。この方法は、液滴がミクロスフェア
へと凝固する前に、液滴内に粒子を静電的に分布させるのに充分な時間、液滴の流動性お
よび液滴上の電荷を維持することが好ましい。
【００６３】
　スプレー・ノズルに達するときの流体混合物の温度は、前記マトリックス材料の融解温
度より下であるが、同材料の凝固温度より高い温度に維持されるべきである。スプレーの
温度、スプレー・ノズルの構成およびこのノズルを通過する流速は、全て、得られるミク
ロスフェアの物理的特徴に影響を与える。最も好ましい方法は、圧力処理された混合物を
スプレーで大量に押し出すために適切な粘度を確実に維持する加熱式スプレー・ノズル（
ならびに前記ノズルまで続く加熱式チュービングおよび導管）を使用する。このように大
量に押し出すことにより、スプレーで押し出された液体混合物の粒子を、マトリックス材
料の凝固温度より低い温度に冷却する際に、実質的に球形のミクロスフェアの形成するこ
とが可能になる。
【００６４】
　流動性マトリックス材料は、最も好ましくは、融解がＴ１において開始してＴ２にて実
質的に終了する融解曲線を示し、かつ凝固がＴ３において開始してＴ４にて実質的に終了
する冷却曲線を示し、Ｔ３はＴ１より低い。本発明の方法において使用される任意の特定
のマトリックス材料についてのＴ１とＴ２との間の差異は、前記流動性媒体マトリックス
からなる材料の比率によって決定される。成分の比率を改変することによって、本発明の
方法によって生産されるミクロスフェアの温度に関する特徴と、したがって放出に関する
特徴とを、予め決定することができる。さらに、本発明の方法において使用される特定の
マトリックス材料について融解温度および凝固温度を決定することによって、操作中の機
器の誤作動または詰りを回避するために、処理中の混合物の温度を適宜調整することが可
能である。
【００６５】
　好ましい方法は、約３２．２℃（約９０°Ｆ）～約１０７．２℃（約２２５°Ｆ）で融
解する水に不溶性の有機マトリックス材料を利用するが、この方法は、流動性分散物を、
前記水に不溶性の媒体の凝固温度より高いが、前記水に不溶性の媒体の融解温度より低い
温度に維持する。より好ましい方法は、約３５℃（約９５°Ｆ）で開始し、かつ約６０℃
（約１４０°Ｆ）で実質的に終了する融点を有する水に不溶性のマトリックスを使用する
。
【００６６】
　形成されたミクロスフェアのさらなる処理には、約６より高いｐＨで可溶性の、第２の
量の水に不溶性の材料との接触が挙げられる。この接触処理を達成する好ましい手段は、
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スプレー・コーティングを用いることである。塗布されるｐＨ＞６の材料は、凝固させた
前記ミクロスフェアを形成するために使用された前記水に不溶性のマトリックス材料を約
５重量％～約３０重量％含んでいてよく、好ましくは、ｐＨ＞６の同材料は、前記第２の
量の前記水に不溶性のマトリックス材料を約１０重量％含む。
【００６７】
　特に好ましい方法は、凝固させた前記組成物をアニーリングする工程からさらになる。
アニーリングは、凝固させた組成物を、水に不溶性の有機材料の融点より低い温度に約１
分～約４時間にわたって加熱する工程を含み得る。アニーリング時間は、使用される特定
の有機材料に依存して変動し得る。アニーリングは、前記水に不溶性の材料が、多型材料
のように２つ以上の結晶形態へと凝固し得る場合、例えば、前記多型材料がトリグリセリ
ド・ワックスからなる場合に、特に好ましい。
【００６８】
　徐放速度は、被覆化物内部のマトリックス全体に「曲がりくねった」通路を形成するこ
とによって水性媒体の入口および溶解した被膜の出口を提供する、本発明のミクロスフェ
ア中の微細な不完全さが侵食されることに起因して生じると考えられる。
【００６９】
　本発明に従う方法から形成されたミクロスフェアは、大きさが約５０μｍ～約９００μ
ｍのサイズ範囲であり、かつ球形、細長またはさらに棒状を含む種々の形状を有し得る。
好ましいミクロスフェアは、実質的に球形形状であり、かつ約１５０μｍ～約８００μｍ
の平均粒径を有する。適用によっては、好ましいミクロスフェアは、５０～２５０μｍの
平均粒径を有し、約１０μｍ～約５０μｍの平均粒径を有する活性化合物の粒子を含む。
他の適用においては、より好ましいミクロスフェアは、約３００μｍ～約５００μｍ、最
も好ましくは約３００μｍ～約４５０μｍの平均粒径を有する。
【００７０】
　上記２工程の方法を使用して調製したミクロスフェアの放出特性は、ミクロスフェアの
マトリックス組成物中の活性粒子の割合、ミクロスフェアのサイズおよび形状、ならびに
マトリックス組成物の関数である。
【００７１】
　１または複数の放出改変剤を添加して、表面がコーティングされた粒子を混合すること
によって、本発明の徐放性製剤からの活性化合物の放出にさらに影響を与えることができ
る。水溶性材料に対する疎水性ポリマーの比率は、他の要因のなかでもとりわけ、必要と
される放出速度および選択された材料の溶解性によって決まる。
【００７２】
　細孔形成剤として機能する放出改変剤は、有機物でも無機物でもよく、かつ使用される
環境においてコーティング剤から溶解、抽出または浸出され得る材料が挙げられる。細孔
形成剤は、ヒドロキシプロピルメチルセルロースなどの１種または複数の親水性ポリマー
を含んでいてもよい。
【００７３】
　本発明の徐放性組成物はまた、デンプンおよびゴムのような侵食促進剤を含み得る。
　放出改変剤は、半透過性ポリマー含んでいてもよい。
　特定の好ましい実施形態において、放出改変剤は、ヒドロキシプロピルメチルセルロー
ス、ラクトース、ステアリン酸金属および前記のうちの任意の混合物から選択される。
【００７４】
　本発明に従う方法は、活性化合物を含む徐放性医薬組成物を、該化合物を必要とする患
者に投与することに関し、この方法は、本明細書中で上記した、表面がコーティングされ
た活性化合物からなるミクロスフェアを含む、薬学的に有効な量の組成物を前記対象者に
投与する工程からなる。本発明の目的のために、本発明の徐放性組成物は、アヘン剤の血
漿中濃度が治療範囲内（最小有効鎮痛濃度を超える）であるが、毒性レベルより低く維持
されるような速度で、約８時間～約３６時間、好ましくは約５時間～約２４時間にわたっ
て、マトリックスからアヘン剤を放出する。最も好ましい方法は、活性化合物が前記患者
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に対して好ましくは約８時間～約２４時間、あるいは約１２時間～約３０時間、最も好ま
しくは約１８時間～２４時間にわたって放出される組成物の投与を提供する。
【００７５】
　本発明の組成物は必要に応じてビヒクルを含むが、ビヒクルの性質は組成物の形態に依
存することになろう。本発明の組成物のミクロスフェアは、任意の適切な形態で（例えば
、錠剤の形態で圧縮されて、カプセル中に多数の粒子が充填された形態で、および液体担
体中に懸濁されて）、使用され得る。本発明の組成物の徐放特性は別として、これらの錠
剤およびカプセルをさらに改変して、放出をさらに遅延させたり、徐放性としたり、また
は即時放出性となるようにしてもよい。本発明の組成物は、固体の経口用の投薬形態にお
いて最も広範に使用されると考えられる。
【００７６】
　用語「ビヒクル」は、本発明の組成物の活性化合物ならびにポリマーおよび／または脂
肪族アルコールの成分以外の、組成物を構成し得る、様々な種類の薬学的に許容可能な成
分を含むように、広い意味で使用される。ビヒクルの例としては、充填剤、希釈剤、賦形
剤および活性化合物の放出特性に対し影響を有する材料、すなわち、放出制御材料が含ま
れる。
【００７７】
　充填剤または増量剤には、微結晶セルロース（例えば、Ａｖｉｃｅｌ（商標）、エフエ
ムシーコーポレーション社（FMC Corp. ）、Ｅｍｃｏｃｅｌ（商標）、メンデルインコー
ポレイテッド社（Mendell Inc.））、マンニトール、キシリトール、リン酸二カルシウム
（例えば、Ｅｍｃｏｍｐｒｅｓｓ（登録商標）、メンデルインコーポレイテッド社）、硫
酸カルシウム（例えば、Ｃｏｍｐａｃｔｒｏｌ（登録商標）、メンデルインコーポレイテ
ッド社）、デンプン、ラクトース、スクロース（Ｄｉｐａｃ（商品名）、アムスター社（
Amstar）、およびＮｕｔａｂ（商品名）、イングレディエントテクノロジー社（Ingredie
nt Technology ））、デキストロース（Ｅｍｄｅｘ（登録商標）、メンデルインコーポレ
イテッド社）、ソルビトール、セルロース粉末（Ｅｌｃｅｍａ（登録商標）、デグサ社（
Degussa ）、およびＳｏｌｋａ　Ｆｌｏｃ（登録商標）、メンデルインコーポレイテッド
社）が含まれるが、これらに限定されない。増量剤は、約５重量％～約９０重量％、好ま
しくは約１０重量％～約５０重量％の量で、組成物中に存在し得る。
【００７８】
　この組成物中に含まれ得る崩壊剤には、微結晶セルロース、デンプン、クロスポビドン
（例えば、Ｐｏｌｙｐｌａｓｄｏｎｅ（登録商標）ＸＬ、インターナショナルスペシャル
ティプロダクツ（International Specialty Products. ））、デンプングリコール酸ナト
リウム（Ｅｘｐｌｏｔａｂ（登録商標）、メンデルインコーポレイテッド社）、およびク
ロスカルメロースナトリウム（例えば、Ａｃ‐Ｄｉ‐Ｓｏｌ（登録商標）、エフエムシー
コーポレーション社）が含まれるが、これらに限定されない。崩壊剤は、約０．５重量％
～約３０重量％、好ましくは約１重量％～約１５重量％の量で、組成物中に存在し得る。
【００７９】
　本発明の組成物中に使用され得る固結防止剤および流動促進剤には、タルク、トウモロ
コシ・デンプン、二酸化ケイ素、ラウリル硫酸ナトリウム、およびステアリン酸金属が含
まれるが、これらに限定されない。固結防止剤または流動促進剤は、約０．２重量％～約
１５重量％、好ましくは約０．５重量％～約５重量％の量で、組成物中に存在し得る。
【００８０】
　本発明の組成物中に使用され得る滑沢剤には、ステアリン酸マグネシウム、ステアリン
酸カルシウム、ステアリン酸ナトリウム、ステアリン酸、ステアリルフマル酸ナトリウム
、水素化綿実油（Ｓｔｅｒｏｔｅｘ、登録商標）、タルク、およびワックス（蜜蝋、カル
ナウバ・ワックス、セチルアルコール、ステアリン酸グリセリル、パルミチン酸グリセリ
ル、ベヘン酸グリセリル、水素化植物油およびステアリルアルコールが含まれるが、これ
らに限定されない）が含まれるが、これらに限定されない。滑沢剤は、約０．２重量％～
約２０重量％、好ましくは約０．５重量％～約５重量％の量で存在し得る。
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【００８１】
　使用され得る結合剤には、ポリビニルピロリドン、デンプン、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、カルボキシメチルセルロース、スクロース溶液、デキ
ストロース溶液、アカシア・ゴム、トラガカント・ゴムおよびローカスト・ビーン・ゴム
が含まれるが、これらに限定されない。結合剤は、約０．２重量％～約１０重量％、好ま
しくは約０．５重量％～約５重量％の量で、組成物中に存在し得る。
【００８２】
　本発明の組成物は、直接圧縮法または湿式造粒法によって、作製され得る。直接圧縮法
では、ミクロスフェアおよび他の成分は、ステンレス鋼スクリーン（例えば、４０メッシ
ュの鋼スクリーン）を通して篩にかけられる。次いで、篩にかけられた材料は、適切なブ
レンダーに充填され、増強バー（インテンシファイア・バー）を３分間オンにして、１０
分間混合される。次いで混合物は、適切な機械設備を使用して回転式打錠機で錠剤へと圧
縮される。所望の場合、圧縮された錠剤をコーティングしてもよい。
【００８３】
　湿式造粒法では、ミクロスフェアおよび他の成分は、プラネタリー式ミキサー、高剪断
ミキサーまたは流動床造粒機において、造粒用流体（例えば、イソプロピルアルコール、
エチルアルコールおよび水）を用いて造粒される。結合剤が、この造粒用流体中に含まれ
てもよいし、乾燥混合物中に含まれてもよい。湿った顆粒は、オーブンまたは流動床乾燥
機で乾燥され、次いで適切なスクリーンを通して篩にかけられて、自由に流動する顆粒が
得られる。得られた顆粒は、適切な滑沢剤および流動促進剤とブレンドされ、滑沢化した
顆粒は、適切な機械設備を使用して回転式打錠機で錠剤へと圧縮される。所望の場合、こ
の圧縮された錠剤にコーティングを施すことが可能である。
【００８４】
　本発明の特定の実施形態では、即時放出形態の有効量のオピオイドが、本発明の基材を
含んでなる単位投薬形態中に含まれる。アヘン剤がオキシコドンからなる実施形態におい
て、経口投薬形態は、１単位用量当たり約１０ｍｇ～約３６０ｍｇ、好ましくは約１０ｍ
ｇ～約１６０ｍｇの鎮痛用量のオキシコドンを含み得る。一般に、このオピオイドの即時
放出形態は、血液（例えば、血漿）中のオピオイドが最大濃度に至るまでの時間を短縮す
るのに有効な量で、例えばＴｍａｘが約２時間～約４時間まで短縮されるように含められ
る。これにより、当業者によって現在推奨されている実質的に平坦な曲線ではなく、初期
ピークを有する血中濃度曲線が得られる。単位用量中にこのような有効量の即時放出オピ
オイドを含めることによって、患者が比較的高レベルの疼痛を経験することが実質的に低
減される、ということが発見されている。このような実施形態では、即時放出形態の有効
量のオピオイドが本発明の組成物中に含まれ得る。例えば、表面がコーティングされた粒
子によって製剤からオピオイドが持続放出される場合、該オピオイドと即時放出成分とが
混合されることになろう。有効単位用量のオピオイドを含んでなる複数のミクロスフェア
が硬質ゼラチン・カプセル中に取り込まれる場合、オピオイドの用量のうち即時放出され
る部分は、このカプセル内の粉末または顆粒として充分量の即時放出オピオイドを含める
ことによって、ゼラチン・カプセル中に取り込まれ得る。あるいは、このゼラチン・カプ
セル自体が、オピオイドの即時放出層でコーティングされ得る。当業者であれば、即時放
出されるオピオイドの部分を単位投与形態へと取り込むための、さらに別の代替様式を認
識できよう。そのような代替様式は、添付の特許請求の範囲に包含されると考えられる。
【００８５】
　治療上有効な化合物の多数の粒子の単位用量は、硬質ゼラチン・カプセル内に含まれ得
る。あるいは、この多数の粒子の単位用量は、サシェ剤を含む、当業者に公知の他の投薬
形態として調製され得る。硬質ゼラチン・カプセルは開封されてもよく、薬物を含む粉末
層構造のビーズが流体中に散在せられてもよいし、食物、特に冷たく軟らかい食物（例え
ば、リンゴソースまたはプディング）もしくは液体（例えば、水またはオレンジ・ジュー
ス）と混合されてもよい。
【実施例１】
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【００８６】
　４２８ｇの粉砕したヒドロキシコドンＨＣｌ（粒子サイズ１０μｍ未満）を、８００ｇ
のＤｒｉｔｅｘ（登録商標）Ｃ（市販の多型ワックス）の融解物中に混合する。この流動
性分散物を、６２１ｋＰａ（９０ｐｓｉ）に設定した水圧ピストン駆動ポンプ（米国特許
第５，２０９，８７９号に記載されている「β」機）（βチャンバ構成＝４穴からなる入
口ノズル（内径０．５０８ｍｍ（０．０２インチ））、長さ約１．０１６ｍｍ（約０．０
４インチ）で直径約６．３５ｍｍ（約０．２５インチ）のスペーサーから形成されるチャ
ンバ体積、ならびに４穴（内径０．５０８ｍｍ（０．０２インチ））からなる出口ノズル
）を２回通過させることによって、該流動性分散物に圧力を加える。圧力処理した混合物
を、７７℃に維持したノードソン（Nordson ）のホット・メルト・アプリケータ（電子ギ
ヤ・ポンプ（ノードソン３７００シリーズ、速度設定＝４０％）によって駆動、アスピレ
ータ圧力６９ｋＰａ（１０ｐｓｉ）、針を閉鎖位置から７／８ひねった状態に開けて設定
）を通して、冷蔵領域へとスプレーする。このヒドロキシコドンＨＣｌは、ミクロスフェ
ア組成物の３４．９重量％を構成する。
【実施例２】
【００８７】
　４７２．５ｇの粉砕したヒドロキシコドンＨＣｌ（粒子サイズ１０μｍ未満）を、９７
５ｇのカルナバ・ワックスと５２．５ｇのキサンタン・ガムとの混合物の融解物中に混合
する。次いで、この流動性分散物を、６２１ｋＰａ（９０ｐｓｉ）に設定した水圧ピスト
ン駆動ポンプ（米国特許第５，２０９，８７９号に記載されている「β」機）（βチャン
バ構成＝４穴からなる入口ノズル（内径０．５０８ｍｍ（０．０２インチ））、長さ約１
．０１６ｍｍ（約０．０４インチ）で直径約６．３５ｍｍ（約０．２５インチ）のスペー
サーから形成されるチャンバ体積、ならびに４穴（内径０．５０８ｍｍ（０．０２インチ
））からなる出口ノズル）を２回通過させることによって、該流動性分散物に圧力を加え
る。圧力処理した混合物を、１２３℃に維持したノードソン（Nordson ）のホット・メル
ト・アプリケータ（電子ギヤ・ポンプ（ノードソン３７００シリーズ、速度設定＝５０％
）によって駆動、アスピレータ圧力６９ｋＰａ（１０ｐｓｉ）、針を閉鎖位置から１．５
回転した状態に開けて設定）を通して、冷蔵領域へとスプレーする。このヒドロキシコド
ンＨＣｌは、ミクロスフェア組成物の３１．５重量％を構成する。
【実施例３】
【００８８】
　２６８ｇの未粉砕のヒドロキシコドンＨＣｌを、５２０ｇのＤｒｉｔｅｘ（登録商標）
Ｃ（市販の多型ワックス）の融解物中に混合する。この流動性分散物を、６２１ｋＰａ（
９０ｐｓｉ）に設定した水圧ピストン駆動ポンプ（米国特許第５，２０９，８７９号に記
載されている「β」機）（βチャンバ構成＝４穴からなる入口ノズル（内径０．５０８ｍ
ｍ（０．０２インチ））、長さ約１．０１６ｍｍ（約０．０４インチ）で直径約６．３５
ｍｍ（約０．２５インチ）のスペーサーから形成されるチャンバ体積、ならびに４穴（内
径０．５０８ｍｍ（０．０２インチ））からなる出口ノズル）を２回通過させることによ
って、該流動性分散物に圧力を加える。圧力処理した混合物を、７７℃に維持したノード
ソン（Nordson ）のホット・メルト・アプリケータ（ポンプ速度３０％、アスピレータ圧
力６９ｋＰａ（１０ｐｓｉ）、針を閉鎖位置から１．５回転した状態に開けて設定）を通
して、冷蔵領域へとスプレーする。このヒドロキシコドンＨＣｌは、ミクロスフェア組成
物の約３４重量％を構成する。
【実施例４】
【００８９】
　５４ｇの粉砕したヒドロコドン重酒石酸塩（粒子サイズ１０μｍ未満）を、９７５ｇの
カルナバ・ワックスと５２．５ｇのキサンタン・ガムとの混合物の融解物中に混合する。
次いで、この予め混合した流動性混合物を、６２１ｋＰａ（９０ｐｓｉ）に設定した水圧
ピストン駆動ポンプ（米国特許第５，２０９，８７９号に記載されている「β」機）（β
チャンバ構成＝４穴からなる入口ノズル（内径０．５０８ｍｍ（０．０２インチ））、長
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さ約１．０１６ｍｍ（約０．０４インチ）で直径約６．３５ｍｍ（約０．２５インチ）の
スペーサーから形成されるチャンバ体積、ならびに４穴（内径０．５０８ｍｍ（０．０２
インチ））からなる出口ノズル）を２回通過させることによって、該流動性分散物に圧力
を加える。圧力処理した混合物を、１２３℃に維持した空気噴霧ノズルを介して、置換用
空気の最大圧力が１３．８ｋＰａ（２ｐｓｉ）の閉鎖容器から、アスピレータ圧力６９ｋ
Ｐａ（１０ｐｓｉ）で、温度維持したチャンバへとスプレーする。この組成物は、５重量
％のヒドロコドン重酒石酸塩を含むミクロスフェアからなる。
【実施例５】
【００９０】
　５８ｇの未粉砕のヒドロコドン重酒石酸塩を、５２０ｇのＳｔｅｒｏｔｅｘ（登録商標
）ＮＦ（市販の多型ワックス）の融解物中に混合する。次いで、この予め混合した流動性
混合物を、６２１ｋＰａ（９０ｐｓｉ）に設定した水圧ピストン駆動ポンプ（米国特許第
５，２０９，８７９号に記載されている「β」機）（βチャンバ構成＝４穴からなる入口
ノズル（内径０．５０８ｍｍ（０．０２インチ））、長さ約１．０１６ｍｍ（約０．０４
インチ）で直径約６．３５ｍｍ（約０．２５インチ）のスペーサーから形成されるチャン
バ体積、ならびに４穴（内径０．５０８ｍｍ（０．０２インチ））からなる出口ノズル）
を２回通過させることによって、該流動性分散物に圧力を加える。圧力処理した混合物を
、７７℃に維持した空気噴霧ノズルを介して、置換用空気の最大圧力が１３．８ｋＰａ（
２ｐｓｉ）の閉鎖容器から、アスピレータ圧力６９ｋＰａ（１０ｐｓｉ）で、温度維持し
たチャンバへとスプレーする。この組成物は、約１０重量％のヒドロコドン重酒石酸塩を
含むミクロスフェアからなる。
【実施例６】
【００９１】
　１０８ｇの粉砕したヒドロコドン重酒石酸塩（粒子サイズ１０μｍ未満）を、９７５ｇ
のカルナバ・ワックスと５２．５ｇのペクチンとの混合物の融解物中に混合する。次いで
、この予め混合した流動性混合物を、６２１ｋＰａ（９０ｐｓｉ）に設定した水圧ピスト
ン駆動ポンプ（米国特許第５，２０９，８７９号に記載されている「β」機）（βチャン
バ構成＝４穴からなる入口ノズル（内径０．５０８ｍｍ（０．０２インチ））、長さ約１
．０１６ｍｍ（約０．０４インチ）で直径約６．３５ｍｍ（約０．２５インチ）のスペー
サーから形成されるチャンバ体積、ならびに４穴（内径０．５０８ｍｍ（０．０２インチ
））からなる出口ノズル）を２回通過させることによって、該流動性分散物に圧力を加え
る。圧力処理した混合物を、１２３℃に維持した空気噴霧ノズルを介して、置換用空気の
最大圧力が１３．８ｋＰａ（２ｐｓｉ）の閉鎖容器から、アスピレータ圧力６９ｋＰａ（
１０ｐｓｉ）で、温度維持したチャンバへとスプレーする。この組成物は、約１０重量％
のヒドロコドン重酒石酸塩を含むミクロスフェアからなる。
【実施例７】
【００９２】
　（破砕溶解比較）
　水溶性の薬物を含み、かつ上記実施例に記載される方法を使用して調製したミクロスフ
ェア組成物を、乳鉢と乳棒とを使用して砕く（応力を加える）。加圧サンプルおよび非加
圧サンプルを、顕微鏡を用いて調べるとともに薬物放出速度について試験する。調製され
た２つのサンプル間で比較を行う。
【００９３】
　これらのミクロスフェアを、３つの異なる程度に破砕する。
　砕いたサンプルには、微細な破片から大きい破片まで分布した、変形および割砕された
ミクロスフェアが見られる。中程度に破砕されたサンプル中には無傷のミクロスフェアが
一部残っている。砕いていないサンプルは、元々製造されたとおりに球形かつ均一（－２
０＋４０メッシュの画分を得たとおり）である。
【００９４】
　砕いたサンプルおよび砕いていないサンプルからの水溶性の活性成分の溶解について決
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定する。砕いたサンプルは、短期間の初期バースト相と、続く残りの試験期間にわたって
一定な第２放出相とを含む、２相の放出速度によって特徴付けられる。砕いていないサン
プルは、バースト期間を伴わずに全試験期間にわたって放出速度が一定である、単一相に
よって特徴付けられる。砕いたサンプルについての、バースト期間の後の薬物放出速度と
、砕いていないサンプルについての薬物放出速度とは、非常に類似している。さらに応力
を加えて一層粉砕すると、バーストにおいて多少の増大が見られるが、その後の放出速度
は同じままである。
【００９５】
　本発明のマトリックス材料は、薬物粒子表面を湿らせると該薬物粒子表面に非常に密接
に会合するようであり、粒子と単純に混合されているのではない。各薬物粒子は、カプセ
ル化のための何らかの第三の成分の存在とは無関係に、マトリックス材料によって個々に
カプセル化されているとみなすことができる。マトリックスは、それ自体がカプセル化の
機能を果たし得る。また、砕くことにより支障を来たすのは、ミクロスフェアの初期溶解
を遅延させる機能だけのように思われる。本発明のマトリックス材料が、製造工程を通じ
て、その弾性体様の性質を維持することもまた、示唆される。



(23) JP 5189242 B2 2013.4.24

10

20

30

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ａ６１Ｐ  29/00     (2006.01)           Ａ６１Ｐ  29/00    　　　　          　　　　　
   Ａ６１Ｐ  43/00     (2006.01)           Ａ６１Ｐ  43/00    １１１　          　　　　　

(72)発明者  バグヘフィ、ファリド
            アメリカ合衆国　１９３４１　ペンシルバニア州　エクストン　キャドウォルダー　サークル　１
            ０２
(72)発明者  リバーシッジ、ゲイリー　ジー．
            アメリカ合衆国　１９３８０　ペンシルバニア州　ウエスト　チェスター　コルウィン　テラス　
            ２５８
(72)発明者  ラディ、ステファン　ビー．
            アメリカ合衆国　１９４７３　ペンシルバニア州　シュウェンクスビル　スタリオン　レーン　２
            ２６
(72)発明者  クーパー、ユージーン　アール．
            アメリカ合衆国　１９３１２　ペンシルバニア州　ベルウィン　クラム　クリーク　ドライブ　２
            ６２１

    審査官  清野　千秋

(56)参考文献  特表平１０－５０８６０８（ＪＰ，Ａ）
              特表平１０－５０８５９７（ＪＰ，Ａ）
              特開平０７－１４９６４８（ＪＰ，Ａ）
              国際公開第０１／０１５６６７（ＷＯ，Ａ１）
              国際公開第０１／０３２１４８（ＷＯ，Ａ１）
              特開平１１－１２４３２７（ＪＰ，Ａ）
              特表平０９－５０８４１０（ＪＰ，Ａ）
              国際公開第０１／０２０４１３（ＷＯ，Ａ１）
              国際公開第０２／００２１６９（ＷＯ，Ａ１）
              特開平０８－０４０９０５（ＪＰ，Ａ）
              国際公開第０１／０８０８３１（ＷＯ，Ａ１）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              A61K   9/00
              A61K  31/00
              A61K  45/00
              A61K  47/00


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	overflow

