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(57)【要約】
【課題】眼の疾患または病気、および他の種類の透過性関連疾患または病気を、危険な副
作用を軽減して治療する
【解決手段】血管透過性に関連する疾患あるいは病気を治療、阻害もしくは予防するか、
それらの発症を遅らせるか、またはそれらの回復を引き起こすための、製剤および方法を
提供する。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ラパマイシンまたはその塩を含有する、血管透過性の亢進の抑制剤であって、上記ラパ
マイシンまたはその塩の用量が２ｍｇ／ｋｇ以下であり、上記血管透過性の亢進に関連す
る疾患または病気が、黄斑浮腫および網膜浮腫から成る群から選択される、抑制剤。
【請求項２】
　上記血管透過性に関連する疾患または病気が黄斑浮腫である、請求項１に記載の抑制剤
。
【請求項３】
　上記黄斑浮腫が糖尿病黄斑浮腫である、請求項１に記載の抑制剤。
【請求項４】
　上記ラパマイシンまたはその塩の用量が０．５ｍｇ／ｋｇ以下である、請求項１～３の
いずれかに記載の抑制剤。
【請求項５】
　上記ラパマイシンまたはその塩の用量が０．２７ｍｇ／ｋｇ以下である、請求項１～３
のいずれかに記載の抑制剤。
【請求項６】
　上記ラパマイシンまたはその塩の用量が０．１ｍｇ／ｋｇ以下である、請求項１～３の
いずれかに記載の抑制剤。
【請求項７】
　上記ラパマイシンまたはその塩の用量が０．０６７ｍｇ／ｋｇ以下である、請求項１～
３のいずれかに記載の抑制剤。
【請求項８】
　上記ラパマイシンまたはその塩の用量が０．０１３５ｍｇ／ｋｇ以下である、請求項１
～３のいずれかに記載の抑制剤。
【請求項９】
　投与経路が眼内投与または眼周囲投与である、請求項１～３のいずれかに記載の抑制剤
。
【請求項１０】
　エタノールを含有する、請求項１～３のいずれかに記載の抑制剤。
【請求項１１】
　ポリエチレングリコールを含有する、請求項１～３のいずれかに記載の抑制剤。
【請求項１２】
　エタノールおよびポリエチレングリコールを含有する、請求項１～３のいずれかに記載
の抑制剤。
【請求項１３】
　２％ｗ／ｗのラパマイシン、４％ｗ／ｗのエタノール、および９４％のＰＥＧ４００を
含んでいる製剤の形で投与される、請求項１～３のいずれかに記載の抑制剤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書に記載の製剤および方法は、血管透過性に関連する疾患あるいは病気が治療、
阻害もしくは予防されるか、それらの発症が遅らせられるか、またはそれらの回復が引き
起こされることを必要とする被検体（特に限定されないがヒトを含む）に、治療剤を含ん
でいる製剤を送達することによって、上記疾患あるいは病気を治療、阻害もしくは予防す
るか、それらの発症を遅らせるか、またはそれらの回復を引き起こすための製剤および方
法である。ある実施形態では、上記治療剤は、リムス化合物、およびイムノフィリン結合
化合物（ラパマイシン（シロリムス（sirolimus））が含まれるが、これに限定されない
）を含んでいる。
【０００２】
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　〔関連出願の相互参照〕
　本出願は、参照によって、全てのことを目的として完全に組み込まれる「Formulations
And Methods For Vascular Permeability-Related Diseases Or Conditions,」と題され
た米国仮特許出願第６０／７８５，８１４号明細書（２００６年３月２３日出願）に関連
するものであり、その優先権を主張するものである。
【背景技術】
【０００３】
　正および負の血管新生調節因子が複雑な相互作用をすることによって、血管が発達およ
び成熟する。これら因子間の調節が異常になると、血管透過性が増加した血管などの病的
な血管が形成されることになると考えられている（非特許文献１：Bergers & Benjamin, 
Nat. Rev. Cancer 3:401-410 (2003)）。増加した血管透過性は、幾多の病状と関連して
いる。例えば、特に限定されないが、眼の疾患または疾病、糖尿病、癌、肺高血圧症、お
よび浮腫が挙げられる。
【０００４】
　非限定的な１例として眼について考える。眼には、高度に血管が形成された組織と、完
全に無血管の組織とが隣接して含まれている。この特殊化した生体構造には、血管の活動
休止と、血管成長とのバランスの制御を必要とされるが（非特許文献２：Schlingemannら
, Br. J. Ophthalmol. 81:501-51 (1991)）、この繊細なバランスが、血管新生や血管透
過性に関連する眼の疾患では崩されている。深刻な視力喪失や失明の主要事例のいくつか
には、眼の血管がダメージを受けるか、または満足に調節されないという、眼に関連する
疾患がある。血管透過性の要素を有する眼に関連する疾患には、例えば、滲出型加齢性黄
斑変性症、糖尿病性網膜症、角膜血管新生、脈絡膜血管新生、血管新生緑内障、毛様体炎
、ヒッペル－リンダウ病、未熟児網膜症、翼状片、ヒストプラズマ症、虹彩血管新生、黄
斑浮腫、および緑内障関連血管新生などが含まれる。視力喪失は、増加した血管透過性に
よって引き起こされるとされている。あるいは、増加した血管透過性は、眼の機能を損な
うか、または眼に問題を引き起こすか、あるいは患者を不快にさせる１つ以上の症状と関
連するとされている。特に限定されないが、一例を挙げると、眼の中およびガラス体腔（
vitreal cavity）の中へ流動体が蓄積することによって、網膜剥離、眼の感覚細胞の変性
、上昇した眼圧、および炎症が引き起こされ得る。これらの全ては、視力や一般的な眼の
健康に悪影響を与えるものである。
【０００５】
　もう１つ別の例としては、２種類の糖尿病性網膜症が挙げられるがこれに限定されない
。第１の糖尿病性網膜症は非増殖性網膜症である。この網膜症は、増加した毛細血管透過
性、微細動脈瘤、出血、浸出、および浮腫を特徴とする病気の初期段階である。この段階
の間では、ほとんどの視力喪失は、血管からの漏れ出しが原因である、黄斑における流動
体の蓄積によるものである。流動体のこの蓄積は、黄斑浮腫と呼ばれており、一時的な視
力低下、または永久的な視力低下を引き起こすことがある。血管からの漏れ出しの期間が
長くなることによって、最終的には、基底膜の薄膜化が引き起こされ、さらには軟性白斑
および硬性白斑の形成が引き起こされることがある。第２の糖尿病性網膜症は、増殖性網
膜症と呼ばれており、ガラス体表面において成長するか、またはガラス体腔へ伸長する異
常な新規血管の形成を特徴としている。網膜または脈絡膜の新しく形成されたこれら血管
は、透過性であることが多くあり、そのため血管の流動体が周辺の組織へ漏れ出して、繊
維化した組織が形成されたり、組織を傷つけたりすることがある。血管系から物質が眼の
組織へ漏れ出すことや、この物質が傷つけることにより、視力喪失が引き起こされること
がある。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】Bergers & Benjamin, Nat. Rev. Cancer 3:401-410 (2003))
【非特許文献２】Schlingemannら, Br. J. Ophthalmol. 81:501-51 (1991)



(4) JP 2013-237712 A 2013.11.28

10

20

30

40

50

【非特許文献３】Murphy, Amer. Family Physician 51(4):785-796 (1995)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　網膜浮腫、脈絡膜浮腫、および黄斑浮腫を含めた眼に関連する疾患の多くに対しては、
現在のところ利用可能であり有効な治療法の選択肢は存在しない。レーザー光凝固術は、
レーザーによる火傷を負を実施するものである。例えば、黄斑光焦点凝固術（focal macu
lar photocoagulation）は、黄斑の外側にある血管が漏れ出した領域を治療するために用
いられている（非特許文献３：Murphy, Amer. Family Physician 51(4):785-796 (1995)
）。さらに進んだ増殖性網膜症は、一般的には、散乱光凝固術（scatter photocoagulati
on）または広範囲網膜光凝固術（panretinal photocoagulation）によって治療される。
レーザー治療は、治療領域に対応する永久的な盲点を引き起こす可能性がある。また、レ
ーザー治療は、持続性の出血または再発性の出血を引き起こしたり、血管新生もしくは繊
維形成を誘導したり、あるいは網膜剥離の危険性を増加させたりする可能性がある。さら
に、患者の中には、レーザー治療に反応しないものもいる。
【０００８】
　眼の疾患または病気、および他の種類の透過性関連疾患または病気を、危険な副作用を
軽減して治療することは有益なことである。
【０００９】
　増加した血管透過性を特徴とするさらに別の疾患または疾病は、肺高血圧症である。肺
高血圧症は、肺の稀な血管疾病であり、肺動脈（心臓から肺に至る血管）の血圧が、正常
値を超えて上昇し、やがて命に関わるほどの値になる疾病である。肺高血圧症の原因の１
つは肺胞低酸素症であり、肺胞低酸素症は、十分にかん流された肺胞の局所的な換気量が
不十分であること、または肺胞換気量が一般的に減少していることによって引き起こされ
る。また、肺胞高血圧症は、血管透過性関連疾患でもある。肺高血圧症は、歴史的に見れ
ば、慢性で生存率の低い不治の病であった。肺高血圧症の治療は、通常、酸素の連続使用
を含んでいる。肺動脈血管拡張剤（例えば、ヒドララジン、カルシウム拮抗薬、亜酸化窒
素、プロスタサイクリン）は、有効であると証明されておらず、さらに肺移植の際には、
治療に反応しない患者を必要とすることもしばしばある。
【００１０】
　説明のための眼の疾病および肺高血圧症を上に記載したが、それらは増加した血管透過
性によって引き起こされることができる、数種の問題の単なる非限定的な例である。眼の
疾患および疾病、ならびに肺高血圧症に加えて、増加した血管透過性は、様々な他の疾患
および疾病の病態生理学に関与していることが発見された。
【００１１】
　血管透過性関連疾病の流行に関わらず、該血管透過性関連疾病をより良好に治療するこ
とが依然として必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
［１］疾患または病気を治療、予防もしくは阻害するか、それらの発症を遅らせるか、ま
たはそれらの回復を引き起こすための方法であって、
　上記疾患または病気が治療、予防もしくは阻害されるか、それらの発症が遅らせられる
か、またはそれらの回復が引き起こされることが必要な被検体に、抗透過性に関して有効
な量の治療剤を投与する工程を含んでおり、
　上記治療剤は、リムス化合物、あるいはその類似体、誘導体、塩、またはエステルであ
り、
　上記疾患または病気は、網膜浮腫、インフルエンザ、ウイルス性脳炎、視神経網膜炎、
エンドトキシンによって引き起こされた浮腫、血管炎、有毒な代謝性の脳浮腫、血管腫、
フォンヒッペルリンドウ病、血管神経性浮腫、毒蛇咬傷、高地脳浮腫（ＨＡＣＥ）、高地
肺浮腫（ＨＡＰＥ）、煙の吸引と関係する肺浮腫、無酸素症と関係する肺浮腫、ナトリウ
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ム欠乏性脳浮腫、鈍的外傷と関係する浮腫、脳梗塞後または閉鎖性頭部外傷後の脳浮腫、
および角膜浮腫から成る群から選択される、方法。
［２］疾患または病気を治療、予防もしくは阻害するか、それらの発症を遅らせるか、ま
たはそれらの回復を引き起こすための方法であって、
　上記疾患または病気が治療、予防もしくは阻害されるか、それらの発症が遅らせられる
か、またはそれらの回復が引き起こされることが必要な被検体に、抗透過性に関して有効
な量の治療剤を投与する工程を含んでおり、
　治療剤は、イムノフィリン結合化合物、あるいはその類似体、誘導体、塩、またはエス
テルであり、
　上記疾患または病気は、網膜浮腫、インフルエンザ、ウイルス性脳炎、視神経網膜炎、
エンドトキシンによって引き起こされた浮腫、血管炎、有毒な代謝性の脳浮腫、血管腫、
フォンヒッペルリンドウ病、血管神経性浮腫、毒蛇咬傷、高地脳浮腫（ＨＡＣＥ）、高地
肺浮腫（ＨＡＰＥ）、煙の吸引と関係する肺浮腫、無酸素症と関係する肺浮腫、ナトリウ
ム欠乏性脳浮腫、鈍的外傷と関係する浮腫、脳梗塞後または閉鎖性頭部外傷後の脳浮腫、
および角膜浮腫から成る群から選択される、方法。
［３］疾患または病気を治療、予防もしくは阻害するか、それらの発症を遅らせるか、ま
たはそれらの回復を引き起こすための方法であって、
　上記疾患または病気が治療、予防もしくは阻害されるか、それらの発症が遅らせられる
か、またはそれらの回復が引き起こされることが必要な被検体に、抗透過性に関して有効
な量の治療剤を投与する工程を含んでおり、
　上記疾患または病気は、網膜浮腫、インフルエンザ、ウイルス性脳炎、視神経網膜炎、
エンドトキシンによって引き起こされた浮腫、血管炎、有毒な代謝性の脳浮腫、血管腫、
フォンヒッペルリンドウ病、血管神経性浮腫、毒蛇咬傷、高地脳浮腫（ＨＡＣＥ）、高地
肺浮腫（ＨＡＰＥ）、煙の吸引と関係する肺浮腫、無酸素症と関係する肺浮腫、ナトリウ
ム欠乏性脳浮腫、鈍的外傷と関係する浮腫、脳梗塞後または閉鎖性頭部外傷後の脳浮腫、
および角膜浮腫から成る群から選択され、
　上記治療剤は、ラパマイシン、ＳＤＺ－ＲＡＤ、タクロリムス、エベロリムス、ピメク
ロリムス、ＣＣＩ－７７９、ＡＰ２３８４１、ＡＢＴ－５７８、ＴＡＦＡ－９３、ＲＡＤ
－００１、テンシロリムス、ＡＰ２３５７３、７－エピ－ラパマイシン、７－チオメチル
－ラパマイシン、７－エピ－トリメトキシフェニル－ラパマイシン、７－エピ－チオメチ
ル－ラパマイシン、７－デメトキシ－ラパマイシン、３２－デメトキシ－ラパマイシン、
２－デスメチル－ラパマイシン、ラパマイシンのモノエステル誘導体、ラパマイシンのジ
エステル誘導体、ラパマイシンの２７－オキシム；ラパマイシンの４２－オキソ類似体；
二環式ラパマイシン；ラパマイシンのダイマー；ラパマイシンのシリルエーテル；ラパマ
イシンアリールスルホン酸塩、ラパマイシンスルファミン酸塩、３１位および４２位にお
けるモノエステル、３１位および４２位におけるジエステル、３０－デメトキシラパマイ
シン、ならびにそれらの薬学的に許容可能な塩およびエステルから成る群から選択される
、方法。
［４］投与される上記治療剤の量は、上記疾患または病気と関係する組織における治療剤
の濃度が、４１ｎｇ／ｇのラパマイシンと等しい量以下になる量である、１～３の何れか
に記載の方法。
［５］上記疾患または病気が治療、予防もしくは阻害されるか、それらの発症が遅らせら
れるか、またはそれらの回復が引き起こされることが必要な被検体に、上記治療剤が、２
ｍｇ／ｋｇのラパマイシンと等しい量以下の用量で投与される、１～３の何れかに記載の
方法。
［６］上記被検体がヒトである、１～３の何れかに記載の方法。
［７］上記疾患または病気が、網膜浮腫、フォンヒッペルリンドウ病、および角膜浮腫の
何れか１つ以上である、６に記載の方法。
［８］上記治療剤が、リムス化合物、またはその薬学的に許容可能な塩もしくはエステル
である、１に記載の方法。
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［９］上記治療剤が、イムノフィリン結合化合物、またはその薬学的に許容可能な塩もし
くはエステルである、２に記載の方法。
［１０］上記治療剤が、ラパマイシン、またはその薬学的に許容可能な塩もしくはエステ
ルである、３に記載の方法。
［１１］上記疾患または病気が、黄斑浮腫、網膜浮腫、フォンヒッペルリンドウ病、角膜
浮腫、フォークト・コヤナギ・ハラダ病、および滲出性網膜剥離から成る群から選択され
る、６に記載の方法。
［１２］投与される上記治療剤の量は、上記疾患または病気と関係する組織における治療
剤の濃度が、１１ｎｇ／ｇのラパマイシンと等しい量以下になる量である、４に記載の方
法。
［１３］投与される上記治療剤の量は、上記疾患または病気と関係する組織における治療
剤の濃度が、７ｎｇ／ｇのラパマイシンと等しい量以下になる量である、１２に記載の方
法。
［１４］上記治療剤がラパマイシンである、１０に記載の方法。
［１５］上記治療剤が、ラパマイシン、ＳＤＺ－ＲＡＤ、タクロリムス、エベロリムス、
ピメクロリムス、ＣＣＩ－７７９、ＡＰ２３８４１、ＡＢＴ－５７８、およびそれらの薬
学的に許容可能な塩およびエステルから成る群から選択される、３に記載の方法。
［１６］上記被検体がヒトの被検体である、５に記載の方法。
［１７］上記疾患または病気が治療、予防もしくは阻害されるか、それらの発症が遅らせ
られるか、またはそれらの回復が引き起こされることが必要な被検体に、上記治療剤が、
０．５ｍｇ／ｋｇのラパマイシンと等しい量以下の用量で投与される、５に記載の方法。
［１８］上記疾患または病気が治療、予防もしくは阻害されるか、それらの発症が遅らせ
られるか、またはそれらの回復が引き起こされることが必要な被検体に、上記治療剤が、
０．２７ｍｇ/ｋｇのラパマイシンと等しい量以下の用量で投与される、１７に記載の方
法。
［１９］上記疾患または病気が治療、予防もしくは阻害されるか、それらの発症が遅らせ
られるか、またはそれらの回復が引き起こされることが必要な被検体に、上記治療剤が、
０．０７ｍｇ/ｋｇのラパマイシンと等しい量以下の用量で投与される、１８に記載の方
法。
［２０］上記疾患または病気が治療、予防もしくは阻害されるか、それらの発症が遅らせ
られるか、またはそれらの回復が引き起こされることが必要な被検体に、上記治療剤が、
０．０１４ｍｇ/ｋｇのラパマイシンと等しい量以下の用量で投与される、１９に記載の
方法。
［２１］上記方法が、上記疾患または病気を治療する方法である、６に記載の方法。
［２２］上記方法が、上記疾患または病気を治療する方法である、１４に記載の方法。
［２３］上記方法が、上記疾患または病気を予防する方法である、６に記載の方法。
［２４］上記方法が、上記疾患または病気を予防する方法である、１４に記載の方法。
［２５］上記治療剤がラパマイシンであり、当該ラパマイシンは、約２％ｗ／ｗのラパマ
イシン、約４％ｗ／ｗのエタノール、および約９４％のＰＥＧ４００を含んでいる製剤の
形で投与される、１～３の何れかに記載の方法。
［２６］疾患または病気を治療、予防もしくは阻害するか、それらの発症を遅らせるか、
またはそれらの回復を引き起こすための方法であって、
　上記疾患または病気が治療、予防もしくは阻害されるか、それらの発症が遅らせられる
か、またはそれらの回復が引き起こされることが必要な被検体に、抗透過性に関して有効
な量の治療剤を投与する工程を含んでおり、
　上記治療剤は、リムス化合物、あるいはその類似体、誘導体、塩、またはエステルであ
り、
　上記治療剤は、２ｍｇ／ｋｇのラパマイシンと等しい量以下の用量で、上記疾患または
病気が治療、予防もしくは阻害されるか、それらの発症が遅らせられるか、またはそれら
の回復が引き起こされることが必要な被検体に投与され、
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　上記疾患または病気は、糖尿病黄斑浮腫、類嚢胞黄斑浮腫、静脈閉塞症による黄斑浮腫
、うっ血性心不全、肺浮腫、ＡＲＤＳ、喘息によって引き起こされた肺浮腫、血管芽細胞
腫、天疱瘡、結節硬化症、咬傷または刺傷の後に２次的に引き起こされた浮腫、フォーク
ト・コヤナギ・ハラダ病、強膜炎、および滲出性網膜剥離から成る群から選択される、方
法。
［２７］上記被検体がヒト被検体である、１～３または２６の何れかに記載の方法。
［２８］上記治療剤がラパマイシンであり、上記被検体がヒト被検体である、４に記載の
方法。
［２９］上記治療剤がラパマイシンであり、上記被検体がヒト被検体である、５に記載の
方法。
［３０］上記治療剤がラパマイシンであり、上記被検体がヒト被検体である、１８に記載
の方法。
［３１］上記治療剤がラパマイシンであり、上記被検体がヒト被検体である、２５に記載
の方法。
［３２］ラパマイシンまたはその塩を含有する、血管透過性の抑制剤であって、上記ラパ
マイシンまたはその塩の用量が２ｍｇ／ｋｇ以下であり、上記血管透過性に関連する疾患
または病気が、サルコイドーシス、フォークト・コヤナギ・ハラダ症候群およびブドウ膜
炎から成る群から選択される、抑制剤。
［３３］上記血管透過性に関連する疾患または病気がブドウ膜炎である、３２に記載の抑
制剤。
［３４］上記ラパマイシンまたはその塩の用量が０．５ｍｇ／ｋｇ以下である、３２また
は３３に記載の抑制剤。
［３５］上記ラパマイシンまたはその塩の用量が０．２７ｍｇ／ｋｇ以下である、３２ま
たは３３に記載の抑制剤。
［３６］上記ラパマイシンまたはその塩の用量が０．１ｍｇ／ｋｇ以下である、３２また
は３３に記載の抑制剤。
［３７］上記ラパマイシンまたはその塩の用量が０．０６７ｍｇ／ｋｇ以下である、３２
または３３に記載の抑制剤。
［３８］上記ラパマイシンまたはその塩の用量が０．０１３５ｍｇ／ｋｇ以下である、３
２または３３に記載の抑制剤。
［３９］投与経路が眼内投与または眼周囲投与である、３２または３３に記載の抑制剤。
［４０］エタノールを含有する、３２または３３に記載の抑制剤。
［４１］ポリエチレングリコールを含有する、３２または３３に記載の抑制剤。
［４２］エタノールおよびポリエチレングリコールを含有する、３２または３３に記載の
抑制剤。
［４３］２％ｗ／ｗのラパマイシン、４％ｗ／ｗのエタノール、および９４％のＰＥＧ４
００を含んでいる製剤の形で投与される、３２または３３に記載の抑制剤。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】ハムスターの頬袋モデルにおける、ＶＥＧＦに対するラパマイシンの血管抗透過
性効果、および様々な対照処置の血管抗透過性効果を示す図である。
【図２】ハムスターの頬袋モデルにおける、ＰＡＦに対するラパマイシンの血管抗透過性
効果、および様々な対照処置の血管抗透過性効果を示す図である。
【図３】ハムスターの頬袋モデルにおける、ラパマイシンの動脈拡張効果を示す図である
。
【図４】ハムスターの頬袋モデルにおける、ラパマイシンの動脈拡張効果を示す図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　〔要旨〕
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　本明細書には、血管透過性に関連する疾患あるいは病気を治療、阻害もしくは予防する
か、それらの発症を遅らせるか、またはそれらの回復を引き起こすための方法であって、
上記疾患または病気が治療、予防もしくは阻害されるか、それらの発症が遅らせられるか
、またはそれらの回復が引き起こされることが必要な被検体に、治療剤を含んでいる有効
な量の製剤を投与する工程を含んでおり、当該治療剤は、リムス化合物、またはその薬学
的に許容可能なプロドラッグ、類似体、塩、エステル、もしくは誘導体である方法が記載
されている。
【００１５】
　本明細書には、血管透過性に関連する疾患または病気を治療、阻害もしくは予防するか
、それらの発症を遅らせるか、またはそれらの回復を引き起こすための方法であって、上
記疾患または病気が治療、予防もしくは阻害されるか、それらの発症が遅らせられるか、
またはそれらの回復が引き起こされることが必要な被検体に、治療剤を含んでいる有効な
量の製剤を投与する工程を含んでおり、当該治療剤は、イムノフィリン結合化合物、また
はその薬学的に許容可能なプロドラッグ、類似体、塩、エステル、もしくは誘導体である
方法が記載されている。
【００１６】
　ある実施形態では、上記治療剤は、リムス化合物、またはその薬学的に許容可能な塩も
しくはエステルである。
【００１７】
　ある実施形態では、上記治療剤は、イムノフィリン結合化合物、またはその薬学的に許
容可能な塩もしくはエステルである。
【００１８】
　本明細書には、血管透過性に関連する疾患または病気を治療、阻害もしくは予防するか
、それらの発症を遅らせるか、またはそれらの回復を引き起こすための方法であって、上
記疾患または病気が治療、予防もしくは阻害されるか、それらの発症が遅らせられるか、
またはそれらの回復が引き起こされることが必要な被検体に、治療剤を含んでいる有効な
量の製剤を投与する工程を含んでおり、当該治療剤は、ラパマイシン、ＳＤＺ－ＲＡＤ、
タクロリムス、エベロリムス（everolimus）、ピメクロリムス（pimecrolimus）、ＣＣＩ
－７７９、ＡＰ２３８４１、ＡＢＴ－５７８、ＴＡＦＡ－９３、ＲＡＤ－００１、テンシ
ロリムス、ＡＰ２３５７３、７－エピ－ラパマイシン、７－チオメチル－ラパマイシン、
７－エピ－トリメトキシフェニル－ラパマイシン、７－エピ－チオメチル－ラパマイシン
、７－デメトキシ－ラパマイシン、３２－デメトキシ－ラパマイシン、２－デスメチル－
ラパマイシン、ラパマイシンのモノエステル誘導体、ラパマイシンのジエステル誘導体、
ラパマイシンの２７－オキシム；ラパマイシンの４２－オキソ類似体；二環式ラパマイシ
ン；ラパマイシンダイマー；ラパマイシンのシリルエーテル；ラパマイシンのアリールス
ルホン酸塩、ラパマイシンのスルファミン酸塩、３１位および４２位におけるモノエステ
ル、３１位および４２位におけるジエステル、３０－デメトキシラパマイシン、ならびに
それらの薬学的に許容可能な塩およびエステルから成る群からものである、方法が記載さ
れている。
【００１９】
　ある実施形態では、上記治療剤は、ラパマイシン、ＳＤＺ－ＲＡＤ、タクロリムス、エ
ベロリムス、ピメクロリムス、ＣＣＩ－７７９、ＡＰ２３８４１、ＡＢＴ－５７８、なら
びにそれらの薬学的に許容可能な塩およびエステルから成る群から選択される。
【００２０】
　ある実施形態では、製剤中の治療剤の量は、２０μｇから４ｍｇの間のラパマイシンの
量に等しい。
【００２１】
　ある実施形態では、上記血管透過性に関連する疾患または病気は、毛細血管漏出と関係
する浮腫；毛細血管透過性と関係する浮腫；合併症としての浮腫を有する疾患（diseases
with edema as a complication）；静脈閉塞症と関係する浮腫；リンパ管閉塞症と関係す
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る浮腫；肺疾患と関係する浮腫；感染病と関係する浮腫；炎症性疾患、非炎症性疾患もし
くは自己免疫疾患と関係する浮腫；神経系疾患と関係する浮腫；新生物もしくは腫瘍と関
係する浮腫；皮膚病もしくは皮膚疾患と関係する疾患；遺伝的異常、先天性異常、もしく
は嚢胞異常と関係する浮腫；環境に起因する浮腫もしくは他のものに曝されることによっ
て生じた浮腫；急性外傷もしくは負傷によって引き起こされた浮腫；梗塞および虚血再か
ん流と関係する浮腫；種々の原因の浮腫；または全身性疾患と関係する浮腫から成る群か
ら選択される。
【００２２】
　ある実施形態では、上記血管透過性に関連する疾患あるいは病気は、心筋症；拡張型心
筋症；肥大型心筋症；拘束型心筋症；うっ血性心不全；フィラリア症；腎不全；リンパ浮
腫；子癇前症；子癇；甲状腺疾患；静脈瘤症；拡張蛇行静脈；大動脈縮窄；肺性心；滲出
性皮膚炎；ホジキン病；心膜炎；腎性肺浮腫（nephrogenicpulmonary edema）；血栓静脈
炎；血栓症；新生物；静脈瘤症；動静脈瘻；リンパ節腫脹；動脈瘤；フィラリア症；蜂巣
炎；新生物；外科的切除；肺浮腫；慢性閉塞性肺疾患；胸水；嚥下性肺炎；喘息によって
引き起こされた浮腫；羊水塞栓症；はれもの；癰；膿瘍；丹毒；骨髄炎；ガス壊疽；丹毒
；炭疽病；ルードウィッヒアンギナ；寄生虫による感染症；旋毛虫病；ウイルス性脳炎；
ＡＩＤＳ；単純ヘルペスウイルス感染症；帯状疱疹ウイルス感染症；結核（播種性結核；
軍事用結核など）；神経梅毒；プリオン病；髄膜炎；肺炎球菌髄膜炎；狂犬病；視神経網
膜炎；炭疽菌汚染；エンドトキシンによって引き起こされた浮腫；ウェゲナー肉芽腫症；
シェーグレン症候群；強皮症；全身性エリテマトーデス；サルコイドーシス；多発性硬化
症；ライター症候群；化膿性肉芽腫；血管炎；脱髄疾患；良性頭蓋内圧亢進症；乳頭浮腫
；視神経炎；多発脳梗塞性認知症；アルツハイマー病；アミロイド沈着病；有毒な代謝性
の脳浮腫；脳のアミロイドアンギオパチー；発作後の状態；血液脳関門の機能不全；フォ
ークト・コヤナギ・ハラダ症候群；頚動脈内膜切除における予防的使用；血管原性脳浮腫
；脈絡膜メラノーマ；脈絡膜母斑；メラノーマ；神経腫；上皮腫；リンパ管腫；粘液腫；
線維腫；線維筋腫；骨腫；軟骨腫；脈管腫；血管肉腫；腫瘍周辺の脳浮腫；血管腫；カル
チノイド；多発性内分泌腺腫；遅発性皮膚ポルフィリン症；類天疱瘡；疱疹状皮膚炎；天
疱瘡；とびひ（empitigo)；多形性紅斑；滲出性皮膚炎；表皮水疱症；接触皮膚炎；光線
性皮膚炎；中毒疹；皮膚筋炎；湿疹；中毒性表皮壊死症；色素性乾皮症（xeroderma pigm
entosa）；水腔；皮様嚢腫；卵巣嚢腫；羊膜帯；動静脈瘻；髄膜組織球；水頭症；遺伝性
血管神経性浮腫；神経線維腫症；フォンヒッペルリンドウ病；結節硬化症；急性腎炎；血
管神経性浮腫；強皮症；超過敏反応；輸血反応；山酔い；高地肺浮腫（ＨＡＰＥ）；高地
脳浮腫（ＨＡＣＥ）；熱帯浮腫；凍瘡；薬物中毒；中毒；煙の吸引、一酸化炭素中毒また
は溺水による無酸素症；毒ガス、ツタウルシ、有毒オーク、毒ウルシ、ネトゥルへの暴露
；コリン作動薬性中毒；全身性ステロイド療法による浮腫；エタノールによって引き起こ
された脳損傷；ナトリウム欠乏性脳浮腫；骨損傷、関節損傷、軟組織損傷、もしくは臓器
損傷による急性外傷；運動競技もしくはスポーツ活動における腫れを予防するための予防
的治療；打撲；挫傷；靭帯のねんざもしくは腱の筋違い（tendonous strain）；滑液包炎
；関節損傷；骨折；虫刺され；毒蛇咬傷；虫刺され；海綿動物、サンゴ、イソギンチャク
、ウニ、アカエイ、カサゴまたはクラゲに刺されたことによる、海洋関係の中毒もしくは
毒物注入；刺激物または腐食物への暴露；凍傷；火傷；日焼；電気的損傷；外傷性脳損傷
；脊髄損傷；外傷性視神経症；硬膜下血腫；くも膜下血腫；頚動脈海綿静脈洞痩；脳梗塞
；心筋梗塞；動脈閉塞症；動脈裂傷；再移植を必要とする四肢切断；網膜中心動脈閉塞症
；網膜動脈分枝閉塞症；前方または後方虚血性視神経障害；虚血によって引き起こされた
浮腫；痛風；血管神経性浮腫；ミルロイ病；角膜浮腫；上強膜炎（episceritis）；強膜
炎；脈絡膜滲出；結膜浮腫；滲出性網膜剥離；脳室腹腔短絡術の機能不良；脳脊髄液ドレ
イナージの閉塞（CSF drainage obstruction）；アフター性潰瘍；白斑症；喉頭蓋炎（ep
iglotitis）；細胞毒性浮腫；喉頭浮腫；慢性咳；扁平苔癬；膵炎；眼瞼炎；眼瞼腫脹；
多発性筋炎；アナフィラキシーショック；ショック；敗血症；急性呼吸窮迫症候群（ＡＲ
ＤＳ）；集中治療の患者；心肺バイパスによって引き起こされた脳浮腫；低温によって引
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き起こされた脳浮腫；肝不全によって引き起こされた脳浮腫；交感性眼炎；肉腫；高地網
膜出血；眼ならびに眼窩の鈍性外傷および穿通性外傷；高血圧性網膜症；星芒状黄斑；眼
窩蜂巣炎；脈絡膜梗塞；霜状分子血管炎（frosted branch angiitis）；鎌状赤血球病；
乳頭腫；角膜炎；涙腺炎；涙管炎；涙嚢炎；コンタクトレンズによって引き起こされた結
膜炎；間質性炎症；木質性結膜炎；瞼裂斑；翼状片；滴状角膜；アデノーマ；毛細血管腫
；海綿状血管腫；血管内皮腫；血管周囲細胞腫；カポジ肉腫；分離腫；良性反応リンパ過
形成；リンパ系新生物；麦粒腫；霰粒腫；黄色腫；角膜移植浮腫；および屈折手法と関係
する角膜浮腫；ならびに下垂症、から成る群から選択される。
【００２３】
　ある実施形態では、上記疾患または病気は、蜂巣炎、眼瞼の浮腫、新生物、単純ヘルペ
スウイルス感染症、帯状疱疹ウイルス感染症、結核、神経梅毒、ウェゲナー肉芽腫症、シ
ェーグレン症候群、強皮症、全身性エリテマトーデス、サルコイドーシス、多発性硬化症
、ライター症候群、化膿性肉芽腫、血管炎、または脱髄疾患、乳頭浮腫、視神経炎、アミ
ロイド沈着病、フォークト・コヤナギ・ハラダ症候群、脈絡膜メラノーマ、脈絡膜母斑、
メラノーマ、神経腫、上皮腫、リンパ管腫、粘液腫、線維腫、線維筋腫、骨腫、軟骨腫、
血管腫、酒さ、皮膚炎、類天疱瘡、多形性紅斑、神経線維腫症、フォンヒッペルリンドウ
病、または結節硬化症、超過敏反応、薬物中毒、急性外傷、虫刺され、火傷、外傷性視神
経症、頚動脈海綿静脈洞痩、網膜中心動脈閉塞症、網膜動脈分枝閉塞症、前方または後方
虚血性視神経障害、または虚血によって引き起こされた浮腫、角膜浮腫、上強膜炎、強膜
炎、脈絡膜滲出、結膜浮腫、滲出性網膜剥離、脳室腹腔短絡術の機能不良、脳脊髄液ドレ
イナージの閉塞症、眼瞼炎、眼瞼腫脹から成る群からのメンバーである。
【００２４】
　本明細書には、本明細書に記載の上記疾患または病気を治療するための方法が記載され
ている。
【００２５】
　また、本明細書には、上記疾患または病気を予防するための方法が記載されている。
【００２６】
　さらに、ある実施形態では、上記治療剤を含んでいる上記製剤は、経直腸的に配置され
るか、経膣的に配置されるか、注入によって配置されるか、筋肉内に配置されるか、腹腔
内に配置されるか、動脈内に配置されるか、くも膜下腔内に配置されるか、気管支内に配
置されるか、嚢内に配置されるか、皮膚に配置されるか、皮下に配置されるか、皮内に配
置されるか、経皮的に配置されるか、経静脈的に配置されるか、頸管内に配置されるか、
腹内に配置されるか、頭蓋内に配置されるか、眼内に配置されるか、眼周囲に配置される
か、肺内に配置されるか、胸空内に配置されるか、気管内に配置されるか、鼻腔に配置さ
れるか、口腔に配置されるか、舌下に配置されるか、経口的に配置されるか、非経口的に
配置されるか、局所的に配置されるか、皮下植え込みによって配置されるか、塞栓術の一
部として配置されるか、皮膚を通して配置されるか、直接神経に配置されるか、直接視神
経に配置されるか、視神経頭への直接注入によって配置されるか、網膜を通して配置され
るか、流出（effusion）または滲出の領域に経強膜的に配置されるか、あるいは噴霧化ま
たはエアロゾル化されたあとに吸入される。
【００２７】
　本明細書に記載の治療方法は、下記の疾患または病気の何れか１つ以上を治療、予防も
しくは阻害するか、それらの発症を遅らせるか、またはそれらの回復を引き起こすための
、有効な量のリムス化合物を含んでいる製剤を投与する工程を含んでいる。ここで、上記
疾患または病気は、心筋症；拡張型心筋症；肥大型心筋症；拘束型心筋症；うっ血性心不
全；フィラリア症；腎不全；リンパ浮腫；子癇前症；子癇；甲状腺疾患；静脈瘤症；拡張
蛇行静脈；大動脈縮窄；肺性心；滲出性皮膚炎；ホジキン病；心膜炎；腎性肺浮腫；静脈
瘤症；動静脈瘻；リンパ節腫脹；動脈瘤；フィラリア症；新生物；外科的切除；肺浮腫；
慢性閉塞性肺疾患；胸水；嚥下性肺炎；喘息によって引き起こされた浮腫；羊水塞栓症；
はれもの；癰；膿瘍；丹毒；骨髄炎；ガス壊疽；丹毒；炭疽病；ルードウィッヒアンギナ
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；寄生虫による感染症；旋毛虫病；ウイルス性脳炎；ＡＩＤＳ；単純ヘルペスウイルス感
染症；プリオン病；狂犬病；視神経網膜炎；炭疽菌汚染；エンドトキシンによって引き起
こされた浮腫；ウェゲナー肉芽腫症；シェーグレン症候群；強皮症；全身性エリテマトー
デス；多発性硬化症；化膿性肉芽腫；血管炎；脱髄疾患；良性頭蓋内圧亢進症；多発脳梗
塞性認知症；アルツハイマー病；アミロイド沈着病；有毒な代謝性の脳浮腫；脳のアミロ
イドアンギオパチー；発作後の状態；血液脳関門の機能不全；頚動脈内膜切除における予
防的使用；血管原性脳浮腫；脈絡膜母斑；神経腫；上皮腫；リンパ管腫；粘液腫；線維腫
；線維筋腫；骨腫；軟骨腫；脈管腫；血管肉腫；腫瘍周辺の脳浮腫；血管腫；カルチノイ
ド；多発性内分泌腺腫；遅発性皮膚ポルフィリン症；類天疱瘡；疱疹状皮膚炎；天疱瘡；
とびひ；多形性紅斑；滲出性皮膚炎；表皮水疱症；接触皮膚炎；光線性皮膚炎；中毒疹；
皮膚筋炎；湿疹；中毒性表皮壊死症；色素性乾皮症；水腔；皮様嚢腫；卵巣嚢腫；羊膜帯
；動静脈瘻；髄膜組織球；水頭症；遺伝性血管神経性浮腫；神経線維腫症；フォンヒッペ
ルリンドウ病；結節硬化症；急性腎炎；血管神経性浮腫；強皮症；超過敏反応；輸血反応
；山酔い；高地肺浮腫（ＨＡＰＥ）；高地脳浮腫（ＨＡＣＥ）；熱帯浮腫；凍瘡；薬物中
毒；中毒；煙の吸引、一酸化炭素中毒または溺水による無酸素症；毒ガス、ツタウルシ、
有毒オーク、毒ウルシ、ネトゥルへの暴露；コリン作動薬性中毒；全身性ステロイド療法
による浮腫；エタノールによって引き起こされた脳損傷；ナトリウム欠乏性脳浮腫；骨損
傷、関節損傷、軟組織損傷、もしくは臓器損傷による急性外傷；運動競技もしくはスポー
ツ活動における腫れを予防するための予防的治療；靭帯のねんざもしくは腱の筋違い；滑
液包炎；関節損傷；骨折；虫刺され；毒蛇咬傷；虫刺され；海綿動物、サンゴ、イソギン
チャク、ウニ、アカエイ、カサゴまたはクラゲに刺されたことによる、海洋関係の中毒も
しくは毒物注入；凍傷；電気的損傷；外傷性脳損傷；脊髄損傷；外傷性視神経症；硬膜下
血腫；くも膜下血腫；頚動脈海綿静脈洞痩；脳梗塞；心筋梗塞；動脈閉塞症；動脈裂傷；
再移植を必要とする四肢切断；痛風；血管神経性浮腫；ミルロイ病；角膜浮腫；脈絡膜滲
出；結膜浮腫；脳室腹腔短絡術の機能不良；脳脊髄液ドレイナージの閉塞；アフター性潰
瘍；白斑症；喉頭蓋炎；細胞毒性浮腫；喉頭浮腫；慢性咳；扁平苔癬；膵炎；多発性筋炎
；アナフィラキシーショック；ショック；敗血症；急性呼吸窮迫症候群（ＡＲＤＳ）；集
中治療の患者；心肺バイパスによって引き起こされた脳浮腫；低温によって引き起こされ
た脳浮腫；肝不全によって引き起こされた脳浮腫；高地網膜出血；星芒状黄斑；脈絡膜梗
塞；霜状分子血管炎；乳頭腫；涙腺炎；涙管炎；滴状角膜；アデノーマ；毛細血管腫；海
綿状血管腫；血管内皮腫；血管周囲細胞腫；分離腫；良性反応リンパ過形成；リンパ系新
生物；角膜移植浮腫；ならびに屈折手法と関係する角膜浮腫である。
【００２８】
　本明細書に記載の治療方法は、下記の疾患または病気の何れか１つ以上を治療、予防も
しくは阻害するか、それらの発症を遅らせるか、またはそれらの回復を引き起こすための
、有効な量のイムノフィリン結合化合物を含んでいる製剤を投与する工程を含んでいる。
ここで、上記疾患または病気は、心筋症；拡張型心筋症；肥大型心筋症；拘束型心筋症；
うっ血性心不全；フィラリア症；腎不全；リンパ浮腫；子癇前症；子癇；甲状腺疾患；静
脈瘤症；拡張蛇行静脈；大動脈縮窄；肺性心；滲出性皮膚炎；ホジキン病；心膜炎；腎性
肺浮腫；静脈瘤症；動静脈瘻；リンパ節腫脹；動脈瘤；フィラリア症；新生物；外科的切
除；肺浮腫；慢性閉塞性肺疾患；胸水；嚥下性肺炎；喘息によって引き起こされた浮腫；
羊水塞栓症；はれもの；癰；膿瘍；丹毒；骨髄炎；ガス壊疽；丹毒；炭疽病；ルードウィ
ッヒアンギナ；寄生虫による感染症；旋毛虫病；ウイルス性脳炎；ＡＩＤＳ；単純ヘルペ
スウイルス感染症；プリオン病；狂犬病；視神経網膜炎；炭疽菌汚染；エンドトキシンに
よって引き起こされた浮腫；ウェゲナー肉芽腫症；シェーグレン症候群；強皮症；全身性
エリテマトーデス；多発性硬化症；化膿性肉芽腫；血管炎；脱髄疾患；良性頭蓋内圧亢進
症；多発脳梗塞性認知症；アルツハイマー病；アミロイド沈着病；有毒な代謝性の脳浮腫
；脳のアミロイドアンギオパチー；発作後の状態；血液脳関門の機能不全；頚動脈内膜切
除における予防的使用；血管原性脳浮腫；脈絡膜母斑；神経腫；上皮腫；リンパ管腫；粘
液腫；線維腫；線維筋腫；骨腫；軟骨腫；脈管腫；血管肉腫；腫瘍周辺の脳浮腫；血管腫
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；カルチノイド；多発性内分泌腺腫；遅発性皮膚ポルフィリン症；類天疱瘡；疱疹状皮膚
炎；天疱瘡；とびひ；多形性紅斑；滲出性皮膚炎；表皮水疱症；接触皮膚炎；光線性皮膚
炎；中毒疹；皮膚筋炎；湿疹；中毒性表皮壊死症；色素性乾皮症；水腔；皮様嚢腫；卵巣
嚢腫；羊膜帯；動静脈瘻；髄膜組織球；水頭症；遺伝性血管神経性浮腫；神経線維腫症；
フォンヒッペルリンドウ病；結節硬化症；急性腎炎；血管神経性浮腫；強皮症；超過敏反
応；輸血反応；山酔い；高地肺浮腫（ＨＡＰＥ）；高地脳浮腫（ＨＡＣＥ）；熱帯浮腫；
凍瘡；薬物中毒；中毒；煙の吸引、一酸化炭素中毒または溺水による無酸素症；毒ガス、
ツタウルシ、有毒オーク、毒ウルシ、ネトゥルへの暴露；コリン作動薬性中毒；全身性ス
テロイド療法による浮腫；エタノールによって引き起こされた脳損傷；ナトリウム欠乏性
脳浮腫；骨損傷、関節損傷、軟組織損傷、もしくは臓器損傷による急性外傷；運動競技も
しくはスポーツ活動における腫れを予防するための予防的治療；靭帯のねんざもしくは腱
の筋違い；滑液包炎；関節損傷；骨折；虫刺され；毒蛇咬傷；虫刺され；海綿動物、サン
ゴ、イソギンチャク、ウニ、アカエイ、カサゴまたはクラゲに刺されたことによる、海洋
関係の中毒もしくは毒物注入；凍傷；電気的損傷；外傷性脳損傷；脊髄損傷；外傷性視神
経症；硬膜下血腫；くも膜下血腫；頚動脈海綿静脈洞痩；脳梗塞；心筋梗塞；動脈閉塞症
；動脈裂傷；再移植を必要とする四肢切断；痛風；血管神経性浮腫；ミルロイ病；角膜浮
腫；脈絡膜滲出；結膜浮腫；脳室腹腔短絡術の機能不良；脳脊髄液ドレイナージの閉塞；
アフター性潰瘍；白斑症；喉頭蓋炎；細胞毒性浮腫；喉頭浮腫；慢性咳；扁平苔癬；膵炎
；多発性筋炎；アナフィラキシーショック；ショック；敗血症；急性呼吸窮迫症候群（Ａ
ＲＤＳ）；集中治療の患者；心肺バイパスによって引き起こされた脳浮腫；低温によって
引き起こされた脳浮腫；肝不全によって引き起こされた脳浮腫；高地網膜出血；星芒状黄
斑；脈絡膜梗塞；霜状分子血管炎；乳頭腫；涙腺炎；涙管炎；滴状角膜；アデノーマ；毛
細血管腫；海綿状血管腫；血管内皮腫；血管周囲細胞腫；分離腫；良性反応リンパ過形成
；リンパ系新生物；角膜移植浮腫；ならびに屈折手法と関係する角膜浮腫である。
【００２９】
　本明細書に記載の治療方法は、下記の疾患または病気の何れか１つ以上を治療、予防も
しくは阻害するか、それらの発症を遅らせるか、またはそれらの回復を引き起こすための
、有効な量の治療剤を含んでいる製剤を投与する工程を含んでおり、上記治療剤が、ラパ
マイシン、ＳＤＺ－ＲＡＤ、タクロリムス、エベロリムス、ピメクロリムス、ＣＣＩ－７
７９、ＡＰ２３８４１、ＡＢＴ－５７８、ＴＡＦＡ－９３、ＲＡＤ－００１、テンシロリ
ムス、ＡＰ２３５７３、７－エピ－ラパマイシン、７－チオメチル－ラパマイシン、７－
エピ－トリメトキシフェニル－ラパマイシン、７－エピ－チオメチル－ラパマイシン、７
－デメトキシ－ラパマイシン、３２－デメトキシ－ラパマイシン、２－デスメチル－ラパ
マイシン、ラパマイシンのモノエステル誘導体、ラパマイシンのジエステル誘導体、ラパ
マイシンの２７－オキシム；ラパマイシンの４２－オキソ類似体；二環式ラパマイシン；
ラパマイシンのダイマー；ラパマイシンのシリルエーテル；ラパマイシンアリールスルホ
ン酸塩、ラパマイシンスルファミン酸塩、３１位および４２位におけるモノエステル、３
１位および４２位におけるジエステル、３０－デメトキシラパマイシン、ならびにそれら
の薬学的に許容可能な塩およびエステルから成る群から選択される、治療方法である。こ
こで、上記疾患または病気は、心筋症；拡張型心筋症；肥大型心筋症；拘束型心筋症；う
っ血性心不全；フィラリア症；腎不全；リンパ浮腫；子癇前症；子癇；甲状腺疾患；静脈
瘤症；拡張蛇行静脈；大動脈縮窄；肺性心；滲出性皮膚炎；ホジキン病；心膜炎；腎性肺
浮腫；静脈瘤症；動静脈瘻；リンパ節腫脹；動脈瘤；フィラリア症；新生物；外科的切除
；肺浮腫；慢性閉塞性肺疾患；胸水；嚥下性肺炎；喘息によって引き起こされた浮腫；羊
水塞栓症；はれもの；癰；膿瘍；丹毒；骨髄炎；ガス壊疽；丹毒；炭疽病；ルードウィッ
ヒアンギナ；寄生虫による感染症；旋毛虫病；ウイルス性脳炎；ＡＩＤＳ；単純ヘルペス
ウイルス感染症；プリオン病；狂犬病；視神経網膜炎；炭疽菌汚染；エンドトキシンによ
って引き起こされた浮腫；ウェゲナー肉芽腫症；シェーグレン症候群；強皮症；全身性エ
リテマトーデス；多発性硬化症；化膿性肉芽腫；血管炎；脱髄疾患；良性頭蓋内圧亢進症
；多発脳梗塞性認知症；アルツハイマー病；アミロイド沈着病；有毒な代謝性の脳浮腫；
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脳のアミロイドアンギオパチー；発作後の状態；血液脳関門の機能不全；頚動脈内膜切除
における予防的使用；血管原性脳浮腫；脈絡膜母斑；神経腫；上皮腫；リンパ管腫；粘液
腫；線維腫；線維筋腫；骨腫；軟骨腫；脈管腫；血管肉腫；腫瘍周辺の脳浮腫；血管腫；
カルチノイド；多発性内分泌腺腫；遅発性皮膚ポルフィリン症；類天疱瘡；疱疹状皮膚炎
；天疱瘡；とびひ；多形性紅斑；滲出性皮膚炎；表皮水疱症；接触皮膚炎；光線性皮膚炎
；中毒疹；皮膚筋炎；湿疹；中毒性表皮壊死症；色素性乾皮症；水腔；皮様嚢腫；卵巣嚢
腫；羊膜帯；動静脈瘻；髄膜組織球；水頭症；遺伝性血管神経性浮腫；神経線維腫症；フ
ォンヒッペルリンドウ病；結節硬化症；急性腎炎；血管神経性浮腫；強皮症；超過敏反応
；輸血反応；山酔い；高地肺浮腫（ＨＡＰＥ）；高地脳浮腫（ＨＡＣＥ）；熱帯浮腫；凍
瘡；薬物中毒；中毒；煙の吸引、一酸化炭素中毒または溺水による無酸素症；毒ガス、ツ
タウルシ、有毒オーク、毒ウルシ、ネトゥルへの暴露；コリン作動薬性中毒；全身性ステ
ロイド療法による浮腫；エタノールによって引き起こされた脳損傷；ナトリウム欠乏性脳
浮腫；骨損傷、関節損傷、軟組織損傷、もしくは臓器損傷による急性外傷；運動競技もし
くはスポーツ活動における腫れを予防するための予防的治療；靭帯のねんざもしくは腱の
筋違い；滑液包炎；関節損傷；骨折；虫刺され；毒蛇咬傷；虫刺され；海綿動物、サンゴ
、イソギンチャク、ウニ、アカエイ、カサゴまたはクラゲに刺されたことによる、海洋関
係の中毒もしくは毒物注入；凍傷；電気的損傷；外傷性脳損傷；脊髄損傷；外傷性視神経
症；硬膜下血腫；くも膜下血腫；頚動脈海綿静脈洞痩；脳梗塞；心筋梗塞；動脈閉塞症；
動脈裂傷；再移植を必要とする四肢切断；痛風；血管神経性浮腫；ミルロイ病；角膜浮腫
；脈絡膜滲出；結膜浮腫；脳室腹腔短絡術の機能不良；脳脊髄液ドレイナージの閉塞；ア
フター性潰瘍；白斑症；喉頭蓋炎；細胞毒性浮腫；喉頭浮腫；慢性咳；扁平苔癬；膵炎；
多発性筋炎；アナフィラキシーショック；ショック；敗血症；急性呼吸窮迫症候群（ＡＲ
ＤＳ）；集中治療の患者；心肺バイパスによって引き起こされた脳浮腫；低温によって引
き起こされた脳浮腫；肝不全によって引き起こされた脳浮腫；高地網膜出血；星芒状黄斑
；脈絡膜梗塞；霜状分子血管炎；乳頭腫；涙腺炎；涙管炎；滴状角膜；アデノーマ；毛細
血管腫；海綿状血管腫；血管内皮腫；血管周囲細胞腫；分離腫；良性反応リンパ過形成；
リンパ系新生物；角膜移植浮腫；ならびに屈折手法と関係する角膜浮腫である。
【００３０】
　本明細書には、疾患または病気を治療、予防もしくは阻害するか、それらの発症を遅ら
せるか、またはそれらの回復を引き起こすための方法であって、上記疾患または病気が治
療、予防もしくは阻害されるか、それらの発症が遅らせられるか、またはそれらの回復が
引き起こされることが必要な被検体に、抗透過性に関して有効な量の治療剤を投与する工
程を含んでおり、上記疾患または病気は、網膜浮腫、インフルエンザ、ウイルス性脳炎、
視神経網膜炎、エンドトキシンによって引き起こされた浮腫、血管炎、有毒な代謝性の脳
浮腫、血管腫、フォンヒッペルリンドウ病、血管神経性浮腫、毒蛇咬傷、高地脳浮腫（Ｈ
ＡＣＥ）、高地肺浮腫（ＨＡＰＥ）、煙の吸引と関係する肺浮腫、無酸素症と関係する肺
浮腫、ナトリウム欠乏性脳浮腫、鈍的外傷と関係する浮腫、脳梗塞後または閉鎖性頭部外
傷後の脳浮腫、ならびに角膜浮腫から成る群から選択される、方法が記載されている。
【００３１】
　本明細書には、疾患または病気を治療、予防もしくは阻害するか、それらの発症を遅ら
せるか、またはそれらの回復を引き起こすための方法であって、上記疾患または病気が治
療、予防もしくは阻害されるか、それらの発症が遅らせられるか、またはそれらの回復が
引き起こされることが必要な被検体に、抗透過性に関して有効な量の治療剤を投与する工
程を含んでおり、上記治療剤は、上記疾患または病気が治療、予防もしくは阻害されるか
、それらの発症が遅らせられるか、またはそれらの回復が引き起こされることが必要な被
検体に、２ｍｇ／ｋｇのラパマイシンと等しい量以下の用量で投与され、上記疾患または
病気は、糖尿病黄斑浮腫、類嚢胞黄斑浮腫、静脈閉塞症による黄斑浮腫、うっ血性心不全
、肺浮腫、ＡＲＤＳ、喘息によって引き起こされた肺浮腫、血管芽細胞腫、天疱瘡、結節
硬化症、咬傷または刺傷の後に２次的に引き起こされた浮腫、フォークト・コヤナギ・ハ
ラダ病、強膜炎、ならびに滲出性網膜剥離から成る群から選択される、方法が記載されて
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いる。
【００３２】
　ある実施形態では、上記治療剤は、リムス化合物、あるいはその類似体、誘導体、塩、
またはエステルである。ある実施形態では、上記治療剤は、イムノフィリン結合化合物、
あるいはその類似体、誘導体、塩、またはエステルである。ある実施形態では、上記治療
剤は、ラパマイシン、ＳＤＺ－ＲＡＤ、タクロリムス、エベロリムス、ピメクロリムス、
ＣＣＩ－７７９、ＡＰ２３８４１、ＡＢＴ－５７８、ＴＡＦＡ－９３、ＲＡＤ－００１、
テンシロリムス、ＡＰ２３５７３、７－エピ－ラパマイシン、７－チオメチル－ラパマイ
シン、７－エピ－トリメトキシフェニル－ラパマイシン、７－エピ－チオメチル－ラパマ
イシン、７－デメトキシ－ラパマイシン、３２－デメトキシ－ラパマイシン、２－デスメ
チル－ラパマイシン、ラパマイシンのモノエステル誘導体、ラパマイシンのジエステル誘
導体、ラパマイシンの２７－オキシム；ラパマイシンの４２－オキソ類似体；二環式ラパ
マイシン；ラパマイシンのダイマー；ラパマイシンのシリルエーテル；ラパマイシンアリ
ールスルホン酸塩、ラパマイシンスルファミン酸塩、３１位および４２位におけるモノエ
ステル、３１位および４２位におけるジエステル、３０－デメトキシラパマイシン、なら
びにそれらの薬学的に許容可能な塩およびエステルから成る群から選択される。ある実施
形態では、上記治療剤は、ラパマイシン、ＳＤＺ－ＲＡＤ、タクロリムス、エベロリムス
、ピメクロリムス、ＣＣＩ－７７９、ＡＰ２３８４１、ＡＢＴ－５７８、ならびにそれら
の薬学的に許容可能な塩およびエステルから成る群から選択される。ある実施形態では、
上記治療剤は、ラパマイシン、またはその薬学的に許容可能な塩もしくはエステルである
。ある実施形態では、上記治療剤は、ラパマイシンである。
【００３３】
　本明細書に記載の方法では、上記投与される治療剤の量は、上記疾患または病気と関係
する組織における治療剤の濃度が、４１ｎｇ／ｇのラパマイシンと等しい量以下、１１ｎ
ｇ／ｇのラパマイシンと等しい量以下、または７ｎｇ／ｇのラパマイシンと等しい量以下
になる量である。
【００３４】
　本明細書に記載の方法では、上記治療剤は、該治療剤の投与が必要な被検体に、２ｍｇ
／ｋｇ、０．５ｍｇ／ｋｇ、０．２７ｍｇ／ｋｇ、０．０７ｍｇ／ｋｇ、または０．０１
４ｍｇ／ｋｇのラパマイシンと等しい量以下の用量で投与される。
【００３５】
　本明細書には、疾患または病気を治療する方法が記載されている。本明細書には、疾患
または病気を予防する方法が記載されている。
【００３６】
　本明細書に記載の方法では、上記治療剤はラパマイシンであり、当該ラパマイシンは、
約２％ｗ／ｗのラパマイシン、約４％ｗ／ｗのエタノール、および約９４％ｗ／ｗのＰＥ
Ｇ４００を含んでいる製剤の形で投与される。
【００３７】
　〔図面の簡単な説明〕
　図１は、ハムスターの頬袋モデルにおける、ＶＥＧＦに対するラパマイシンの血管抗透
過性効果、および様々な対照処置の血管抗透過性効果を示す図である。
【００３８】
　図２は、ハムスターの頬袋モデルにおける、ＰＡＦに対するラパマイシンの血管抗透過
性効果、および様々な対照処置の血管抗透過性効果を示す図である。
【００３９】
　図３は、ハムスターの頬袋モデルにおける、ラパマイシンの動脈拡張効果を示す図であ
る。
【００４０】
　図４は、ハムスターの頬袋モデルにおける、ラパマイシンの動脈拡張効果を示す図であ
る。
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【００４１】
　〔発明の詳細な説明〕
　本明細書に記載の製剤および方法は、被検体への治療剤の送達に関するものである。当
該被検体には、ヒト被検体が含まれるが、これに限定されない。また、当該治療剤には、
リムス化合物、またはその薬学的に許容可能なプロドラッグ、類似体、塩、エステルもし
くは誘導体が含まれるが、これらに限定されない。本明細書に記載の製剤は、血管透過性
に関係する疾患または病気を治療、予防もしくは阻害するか、それらの発症を遅らせるか
、またはそれらの回復を引き起こすために使用されてもよい。上記疾患または病気には、
本明細書に記載の浮腫に関係する疾患もしくは病気、または透過性に関係する疾患もしく
は病気が含まれるが、これらに限定されない。ある実施形態では、上記製剤および方法は
、上記疾患または病気を治療するために使用される。
【００４２】
　本明細書には、次の（１）～（８）が記載されている。（１）被検体（ヒトを含むが、
これに限定されない）に送達され得る治療剤、（２）当該治療剤の送達によって、治療、
予防もしくは阻害されてもよいし、発症を遅らせられてもよいし、または回復を引き起こ
されてもよい、疾患および病気、（３）治療剤を送達するために使用されてもよい製剤、
（４）治療方法、（５）用量および組織レベル、（６）投与経路、（７）調製方法、なら
びに（８）治療剤（ラパマイシンを含むが、これに限定されない）の長期にわたる送達。
【００４３】
　＜治療剤＞
　使用されてもよい治療剤には、細胞内タンパク質であるイムノフィリンファミリーのメ
ンバーに結合することによって作用する化合物が含まれるが、これに限定されない。その
ような化合物は、「イムノフィリン結合化合物」として知られている。イムノフィリン結
合化合物には、「リムス」化合物のファミリーが含まれるが、これに限定されない。使用
されてもよいリムス化合物の例には、シロリムス（ラパマイシン）、ならびにその水溶性
類似体であるＳＤＺ－ＲＡＤ（ノバルティス（Novartis））、ＴＡＦＡ－９３（イソテク
ニカ（Isotechnika））、タクロリムス、エベロリムス、ＲＡＤ－００１（ノバルティス
）、ピメクロリムス、テンシロリムス、ＣＣＩ－７７９（ワイエス（Wyeth））、ＡＰ２
３８４１（アリアド（Ariad））、ＡＰ２３５７３（アリアド）、およびＡＢＴ－５７８
（アボットラボラトリーズ（Abbott Laboratories））が含まれるが、これらに限定され
ない。リムス化合物の使用されてもよい類似体および誘導体には、米国特許第５，５２７
，９０７号明細書、米国特許第６，３７６，５１７号明細書、および米国特許第６，３２
９，３８６号明細書、ならびに米国特許出願公開第０９／９５０，３０７号明細書に記載
の化合物が含まれるが、これらに限定されない（なお、上記文献は、参照によって本明細
書に完全に組み込まれる）。また、治療剤には、リムス化合物の類似体、プロドラッグ、
塩、誘導体、およびエステルも含まれる。
【００４４】
　ある実施形態では、上記治療剤はリムス化合物である。またある実施形態では、上記治
療剤はイムノフィリン結合化合物である。またある実施形態では、上記治療剤は、ｍＴＯ
Ｒ阻害剤、またはその類似体、誘導体、塩、エステル、もしくはプロドラッグである（例
えば、ＴＡＦＡ９３）。
【００４５】
　ある実施形態では、上記治療剤は、サイクロフィン、もしくはＦＫ－５０６結合タンパ
ク質（ＦＫＢＰ）である。
【００４６】
　用語「ラパマイシン」、「ラパ」および「シロリムス」は、本明細書では同義で用いら
れる。
【００４７】
　使用されてもよいラパマイシンの他の誘導体には、特に限定されないが、７－エピ－ラ
パマイシン、７－チオメチル－ラパマイシン、７－エピ－トリメトキシフェニル－ラパマ
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イシン、７－エピ－チオメチル－ラパマイシン、７－デメトキシ－ラパマイシン、３２－
デメトキシ－ラパマイシン、２－デスメチル－ラパマイシン、ラパマイシンのモノエステ
ル誘導体、ラマパイシンのジエステル誘導体、ラパマイシンの２７－オキシム；ラパマイ
シンの４２－オキソ類似体；二環式ラパマイシン；ラパマイシンのダイマー；ラパマイシ
ンのシリルエーテル；ラパマイシンのアリールスルホン酸塩およびスルファミン酸塩、３
１位ならびに４２位におけるモノエステルおよびジエステル、３０－デメトキシラパマイ
シン、ならびに、以下の文献に記載の他の誘導体が含まれる。「Vezinaら, "Rapamycin (
AY-22,989), A New Antifungal Antibiotic. I. Taxonomy Of The Producing Streptomyc
ete And Isolation Of The Active Principle" J. Antibiot. (Tokyo) 28:721-726 (1975
)」、「Sehgalら, "Rapamycin (AY-22,989), A New Antifungal Antibiotic. II. Fermen
tation, Isolation And Characterization" J. Antibiot. (Tokyo) 28:727-732 (1975)」
、「Sehgalら, "Demethoxyrapamycin (AY-24,668), A New Antifungal Antibiotic" J. A
ntibiot. (Tokyo) 36:351-354 (1983)」、および「Paivaら, "Incorporation Of Acetate
, Propionate, And Methionine Into Rapamycin By Streptomycetes hygroscopicus" J N
at Prod 54:167-177 (1991)」、国際公開第９２／０５１７９号パンフレット、欧州特許
公開第４６７６０６号明細書、「Caufieldら, "Hydrogenated Rapamycin Derivatives"米
国特許第５，０２３，２６２号明細書」、「Kaoら, "Bicyclic Rapamycins" 米国特許第
５，１２０，７２５号明細書」、「Kaoら, "Rapamycin Dimers" 米国特許第５，１２０，
７２７号明細書」、「Failliら, “Silyl Ethers Of Rapamycin” 米国特許第５，１２０
，８４２号明細書」、「Failliら, "Rapamycin42- Sulfonates And 42-(N-carboalkoxy) 
Sulfamates Useful As Immunosuppressive Agents"米国特許第５，１７７，２０３号明細
書」、「Nicolaouら, "Total Synthesis Of Rapamycin" J. Am. Chem. Soc. 115: 4419-4
420 (1993)」、「Romoら, "Total Synthesis Of (-) RapamycinUsing An Evans-Tishchen
ko Fragment Coupling" J. Am. Chem. Soc. 115:7906-7907 (1993)」、および「Hayward
ら, "Total Synthesis Of Rapamycin Via A Novel Titanium-Mediated Aldol Macrocycli
zationReaction" J. Am. Chem. Soc, 115:9345-9346 (1993)」（なお、これら文献のそれ
ぞれは、参照によって本明細書に完全に組み込まれる）。
【００４８】
　リムス化合物のファミリーは、本明細書に記載の疾患および病気を治療、阻害もしくは
予防するか、それらの発症を遅らせるか、またはそれらの回復を引き起こすための製剤お
よび方法に用いられてもよい。
【００４９】
　使用されてもよい他の治療剤には、以下の特許公報および公開公報に開示の治療剤が含
まれる（なお、それら各文献の内容は、参照によって本明細書に完全に組み込まれる）。
国際公開第２００４／０２７０２７号パンフレット（２００４年４月１日公開、発明の名
称「Method of inhibiting choroidal neovascularization」、譲渡先「ペンシルバニア
大学(University of Pennsylvania)の理事（Trustee）」）、米国特許第５，３８７，５
８９号明細書（１９９５年２月７日発行、発明の名称「Method of Treating Ocular Infl
ammation」、発明者「プラサド　クルカミ（Prassad Kulkami）」、譲渡先「ルイビル大
学研究財団（University of Louisville Research Foundation)」）、米国特許第６，３
７６，５１７号明細書（２００３年４月２３日発行、発明の名称「Pipecolic acid deriv
atives for vision and memory disorders」、譲渡先「ＧＰＩ　ＮＩＬ　ホールディング
ス　ＩＮｃ（GPI NIL Holdings, Inc）」）、米国特許第５，１００，８９９号明細書、
米国特許第４，３１６，８８５号明細書、米国特許第４，６５０，８０３号明細書、米国
特許出願公開第２００５／００３２８２６号明細書、米国特許第６，８９０，５４６号明
細書、国際公開第９９／２２７２２号パンフレット。
【００５０】
　ある実施形態では、上記製剤は、１つ以上の治療剤の組み合わせを含んでいる。また、
上記治療剤は、他の治療剤および治療法と組み合わされて使用されてもよい。そのような
治療剤および治療法には、特に限定されないが、本明細書に記載の疾患または病気を治療
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、予防もしくは阻害するか、それらの発症を遅らせるか、またはそれらの回復を引き起こ
すのに有用な治療剤および治療法が含まれる。
【００５１】
　＜治療、予防もしくは阻害されてもよいし、発症が遅らせられてもよいし、または回復
が引き起こされてもよい病気もしくは疾患＞
　本明細書に記載の疾患および病気としては、例えば特に限定されないが、本明細書に記
載の製剤および方法を用いて、治療、予防もしくは阻害されてもよいし、発症が遅らせら
れてもよいし、または回復が引き起こされてもよい疾患および病気が挙げられる。ある実
施形態では、上記疾患または病気は、本明細書に記載の製剤または方法の１つ以上を用い
て治療される。ある実施形態では、上記疾患または病気は、本明細書に記載の製剤または
方法の１つ以上を用いて予防される。ある実施形態では、上記疾患または病気は、本明細
書に記載の製剤または方法の１つ以上を用いて阻害される。ある実施形態では、上記疾患
または病気の発症は、本明細書に記載の製剤または方法の１つ以上を用いて遅らせられる
。ある実施形態では、上記疾患または病気の回復は、本明細書に記載の製剤または方法の
１つ以上を用いて引き起こされる。ある実施形態では、被検体の疾患または病気を治療、
予防もしくは阻害するか、それらの発症を遅らせるか、またはそれらの回復を引き起こす
ために、上記疾患または病気が治療、予防もしくは阻害されるか、それらの発症が遅らせ
られるか、またはそれらの回復が引き起こされることが必要な被検体に、治療上有効な量
の本明細書に記載の治療剤を１つ以上含んでいる製剤が投与される。特に断りの無い限り
、上記治療方法の全てが実施され得る被検体には、ヒト被検体が含まれるが、これに限定
されない。
【００５２】
　一般的に、本明細書に記載の製剤および方法を用いて、治療、予防もしくは阻害されて
もよいし、発症が遅らせられてもよいし、または回復が引き起こされてもよい疾患または
病気は、本明細書に記載の製剤および方法を用いて、治療、予防もしくは阻害されるか、
発症が遅らせられるか、または回復する、余地のある血管透過性に関連する疾患または病
気である。ある実施形態では、血管透過性に関連する疾患または病気は、眼の疾患または
病気である。
【００５３】
　一般的に、本明細書に記載の製剤および方法を用いて、治療、予防もしくは阻害されて
もよいし、発症が遅らせられてもよいし、または回復が引き起こされてもよい疾患または
病気は、本明細書に記載の製剤および方法を用いて、治療、予防もしくは阻害されるか、
発症が遅らせられるか、または回復する、余地のある血管拡張に関連する任意の疾患また
は病気である。ある実施形態では、血管拡張に関連する疾患または病気は、透過性に関連
する疾患または病気である。ある実施形態では、血管透過性に関連する疾患または病気は
、眼の疾患または病気である。
【００５４】
　ある実施形態では、上記血管透過性に関連する疾患または病気は、浮腫に関連する疾患
または病気である。ある実施形態では、上記浮腫に関連する疾患または病気は、眼の疾患
または病気である。
【００５５】
　ある実施形態では、本明細書に記載の製剤は、血管透過性に関連する疾患または疾病の
１つ以上を治療、予防もしくは阻害するか、それらの発症を遅らせるか、またはそれらの
回復を引き起こすために使用される。ある実施形態では、本明細書に記載の製剤は、毛細
血管漏出と関係する浮腫；合併症としての浮腫を有する疾患；内皮細胞の機能不全と関係
する浮腫；静脈閉塞症と関係する浮腫；リンパ管閉塞症と関係する浮腫；肺疾患と関係す
る浮腫；感染病と関係する浮腫；炎症性疾患、非感染症、または自己免疫疾患と関係する
浮腫；神経系疾患と関係する浮腫；新生物もしくは腫瘍と関係する浮腫（良性または悪性
、固形または非固形）；皮膚に関連する病気、または皮膚科学的な知見を有する疾患；遺
伝的異常、先天性異常、もしくは嚢胞異常と関係する浮腫；環境に起因する浮腫；負傷に
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よって引き起こされた浮腫；梗塞および虚血再かん流と関係する浮腫；種々の原因の浮腫
；あるいは全身性疾患と関係する浮腫、の１つ以上を治療するために使用される。ある実
施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、新生物と関係する浮腫を治療するため
に使用される。
【００５６】
　ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、毛細血管漏出と相関する浮腫
と関係する１つ以上の疾患または病気を治療、予防もしくは阻害するか、それらの発症を
遅らせるか、またはそれらの回復を引き起こすために使用される。ある実施形態では、毛
細血管漏出と関係する浮腫と関係する上記疾患または病気は、心筋症、拡張型心筋症、肥
大型心筋症、拘束型心筋症、うっ血性心不全、フィラリア症、腎不全、リンパ浮腫、子癇
前症、子癇、甲状腺疾患、静脈瘤症、または拡張蛇行静脈の何れか１つ以上である。ある
実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、うっ血性心不全を治療するために使
用される。
【００５７】
　ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、合併症としての浮腫と関係す
る１つ以上の疾患または病気を治療、予防もしくは阻害するか、それらの発症を遅らせる
か、またはそれらの回復を引き起こすために使用される。ある実施形態では、合併症とし
ての浮腫と関係する疾患または病気は、大動脈縮窄、肺性心、滲出性皮膚炎、ホジキン病
、心膜炎、または腎性肺浮腫の何れか１つ以上である。
【００５８】
　ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、静脈閉塞症と相関する浮腫と
関係する１つ以上の疾患または病気を治療、予防もしくは阻害するか、それらの発症を遅
らせるか、またはそれらの回復を引き起こすために使用される。ある実施形態では、静脈
閉塞症と相関する浮腫と関係する疾患または病気は、血栓静脈炎、血栓症、新生物、静脈
瘤症、拡張蛇行静脈、動静脈瘻、リンパ節腫脹、または動脈瘤の何れか１つ以上である。
【００５９】
　ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、リンパ管閉塞症と相関する浮
腫と関係する１つ以上の疾患または病気を治療、予防もしくは阻害するか、それらの発症
を遅らせるか、またはそれらの回復を引き起こすために使用される。ある実施形態では、
リンパ管閉塞症と相関する浮腫と関係する疾患または病気は、フィラリア症、蜂巣炎、新
生物、または外科的切除である。ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は
、蜂巣炎を治療するために使用される。
【００６０】
　ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、肺疾患と相関する浮腫と関係
する１つ以上の疾患または病気を治療、予防もしくは阻害するか、それらの発症を遅らせ
るか、またはそれらの回復を引き起こすために使用される。ある実施形態では、肺疾患と
相関する浮腫と関係する疾患または病気は、肺浮腫、慢性閉塞性肺疾患、胸水、嚥下性肺
炎、喘息によって引き起こされた浮腫、または羊水塞栓症である。ある実施形態では、本
明細書に記載の方法または製剤は、肺浮腫を治療するために使用される。ある実施形態で
は、本明細書に記載の方法または製剤は、喘息によって引き起こされた肺浮腫を治療する
ために使用される。
【００６１】
　ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、感染病もしくは感染疾患と相
関する浮腫と関係する１つ以上の疾患または病気を治療、予防もしくは阻害するか、それ
らの発症を遅らせるか、またはそれらの回復を引き起こすために使用される。ある実施形
態では、感染病もしくは感染疾患と相関する浮腫と関係する疾患または病気は、はれもの
、癰、膿瘍、丹毒、骨髄炎、ガス壊疽、丹毒、炭疽病、ルードウィッヒアンギナ、寄生虫
による感染症、旋毛虫病、ウイルス性脳炎、ＡＩＤＳ、単純ヘルペスウイルス感染症、帯
状疱疹ウイルス感染症、結核（播種性結核、軍事用結核など）、神経梅毒、プリオン病、
髄膜炎、肺炎球菌髄膜炎、狂犬病、視神経網膜炎、炭疽菌汚染、またはエンドトキシンに
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よって引き起こされた浮腫である。ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤
は、ウイルス性脳炎を治療するために使用される。ある実施形態では、本明細書に記載の
方法または製剤は、単純ヘルペスウイルス感染症を治療するために使用される。ある実施
形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、帯状疱疹ウイルス感染症を治療するため
に使用される。ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、結核を治療する
ために使用される。ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、神経梅毒を
治療するために使用される。ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、視
神経網膜炎を治療するために使用される。ある実施形態では、本明細書に記載の方法また
は製剤は、エンドトキシンによって引き起こされた浮腫を治療するために使用される。
【００６２】
　ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、（ｉ）炎症性疾患もしくは炎
症性の病気、（ｉｉ）非感染性疾患もしくは非感染性の病気、または（ｉｉｉ）自己免疫
疾患もしくは自己免疫病、と相関する浮腫と関係する１つ以上の疾患または病気を治療、
予防もしくは阻害するか、それらの発症を遅らせるか、またはそれらの回復を引き起こす
ために使用される。ある実施形態では、（ｉ）炎症性疾患もしくは炎症性の病気、（ｉｉ
）非感染性疾患もしくは非感染性の病気、または（ｉｉｉ）自己免疫疾患もしくは自己免
疫病、と相関する浮腫と関係する疾患または病気は、ウェゲナー肉芽腫症、シェーグレン
症候群、強皮症、全身性エリテマトーデス、サルコイドーシス、多発性硬化症、ライター
症候群、化膿性肉芽腫、血管炎、または脱髄疾患である。ある実施形態では、本明細書に
記載の方法または製剤は、ライター症候群を治療するために使用される。ある実施形態で
は、本明細書に記載の方法または製剤は、化膿性肉芽腫を治療するために使用される。あ
る実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、全身性エリテマトーデスを治療す
るために使用される。ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、強皮症を
治療するために使用される。ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、サ
ルコイドーシスを治療するために使用される。ある実施形態では、本明細書に記載の方法
または製剤は、ウェゲナー肉芽腫症を治療するために使用される。ある実施形態では、本
明細書に記載の方法または製剤は、シェーグレン症候群を治療するために使用される。あ
る実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、多発性硬化症を治療するために使
用される。ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、血管炎を治療するた
めに使用される。ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、脱髄疾患を治
療するために使用される。ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、有毒
な代謝性の脳浮腫を治療するために使用される。ある実施形態では、本明細書に記載の方
法または製剤は、関節炎を治療するために使用される。ある実施形態では、関節炎はリウ
マチ性関節炎である。ある実施形態では、関節炎は骨関節炎である。ある実施形態では、
本明細書に記載の方法または製剤は、心皮トンネル症候群を治療するために使用される。
【００６３】
　ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、神経系疾患もしくは神経系の
病気と相関する浮腫と関係する１つ以上の疾患または病気を治療、予防もしくは阻害する
か、それらの発症を遅らせるか、またはそれらの回復を引き起こすために使用される。あ
る実施形態では、神経系疾患もしくは神経系の病気と相関する浮腫と関係する疾患または
病気は、良性頭蓋内圧亢進症、乳頭浮腫、視神経炎、多発脳梗塞性認知症、アルツハイマ
ー病、アミロイド沈着病、有毒な代謝性の脳浮腫、脳のアミロイドアンギオパチー（また
コンゴレッド親和性血管障害もしくは脳血管アミロイド血管症としても知られる）、発作
後の状態、血液脳関門の機能不全、フォークト・コヤナギ・ハラダ症候群、頚動脈内膜切
除における予防的使用、または血管原性脳浮腫である。ある実施形態では、本明細書に記
載の方法または製剤は、乳頭浮腫を治療するために使用される。ある実施形態では、本明
細書に記載の方法または製剤は、視神経炎を治療するために使用される。ある実施形態で
は、本明細書に記載の方法または製剤は、アミロイド沈着病を治療するために使用される
。ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、フォークト・コヤナギ・ハラ
ダ症候群を治療するために使用される。
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【００６４】
　ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、良性または悪性の、固形また
は非固形の新生物もしくは腫瘍と相関する浮腫と関係する１つ以上の疾患または病気を治
療、予防もしくは阻害するか、それらの発症を遅らせるか、またはそれらの回復を引き起
こすために使用される。ある実施形態では、良性または悪性の、固形または非固形の新生
物もしくは腫瘍と相関する浮腫と関係する疾患または病気は、脈絡膜メラノーマ、脈絡膜
母斑、メラノーマ、神経腫、上皮腫、リンパ管腫、粘液腫、線維腫、線維筋腫、骨腫、軟
骨腫、脈管腫、血管肉腫、腫瘍周辺の脳浮腫、血管腫、カルチノイド、または多発性内分
泌腺腫である。ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、脈絡膜メラノー
マを治療するために使用される。ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は
、脈絡膜母斑を治療するために使用される。ある実施形態では、本明細書に記載の方法ま
たは製剤は、メラノーマを治療するために使用される。ある実施形態では、本明細書に記
載の方法または製剤は、神経腫を治療するために使用される。ある実施形態では、本明細
書に記載の方法または製剤は、上皮腫を治療するために使用される。ある実施形態では、
本明細書に記載の方法または製剤は、リンパ管腫を治療するために使用される。ある実施
形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、粘液腫を治療するために使用される。あ
る実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、線維腫を治療するために使用され
る。ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、線維筋腫を治療するために
使用される。ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、骨腫を治療するた
めに使用される。ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、軟骨腫を治療
するために使用される。ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、血管腫
を治療するために使用される。ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、
血管芽細胞種を治療するために使用される。
【００６５】
　ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、皮膚疾患あるいは皮膚病と関
係する１つ以上の疾患または病気を治療、予防もしくは阻害するか、それらの発症を遅ら
せるか、またはそれらの回復を引き起こすために使用される。ある実施形態では、皮膚疾
患あるいは皮膚病と相関する浮腫と関係する疾患または病気は、遅発性皮膚ポルフィリン
症、類天疱瘡、疱疹状皮膚炎、天疱瘡、とびひ、多形性紅斑、滲出性皮膚炎、表皮水疱症
、接触皮膚炎、光線性皮膚炎、中毒疹、皮膚筋炎、湿疹、または中毒性表皮壊死症である
。ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、皮膚炎を治療するために使用
される。ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、天疱瘡を治療するため
に使用される。ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、多形成紅斑を治
療するために使用される。
【００６６】
　ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、遺伝的異常、先天性異常、あ
るいは嚢胞異常と関係する１つ以上の疾患または病気を治療、予防もしくは阻害するか、
それらの発症を遅らせるか、またはそれらの回復を引き起こすために使用される。ある実
施形態では、遺伝的異常、先天性異常、あるいは嚢胞異常と相関する浮腫と関係する疾患
または病気は、色素性乾皮症、水腔、皮様嚢腫、卵巣嚢腫、羊膜帯、動静脈瘻、髄膜組織
球、水頭症、遺伝性血管神経性浮腫、神経線維腫症、フォンヒッペルリンドウ病、または
結節硬化症である。ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、神経線維腫
症を治療するために使用される。ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は
、フォンヒッペルリンドウ病を治療するために使用される。ある実施形態では、本明細書
に記載の方法または製剤は、結節硬化症を治療するために使用される。
【００６７】
　ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、増加した毛細血管透過性と関
係する１つ以上の疾患または病気を治療、予防もしくは阻害するか、それらの発症を遅ら
せるか、またはそれらの回復を引き起こすために使用される。ある実施形態では、増加し
た毛細血管透過性と相関する浮腫と関係する疾患または病気は、急性腎炎、血管神経性浮
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腫、強皮症、超過敏反応、または輸血反応である。ある実施形態では、本明細書に記載の
方法または製剤は、超過敏反応を治療するために使用される。ある実施形態では、本明細
書に記載の方法または製剤は、血管神経性浮腫を治療するために使用される。
【００６８】
　ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、環境に起因する浮腫あるいは
その他のものへの暴露と相関する浮腫と関係する１つ以上の疾患または病気を治療、予防
もしくは阻害するか、それらの発症を遅らせるか、またはそれらの回復を引き起こすため
に使用される。ある実施形態では、環境に起因する浮腫あるいはその他のものへの暴露と
相関する浮腫と関係する疾患または病気は、山酔い；高地肺浮腫（ＨＡＰＥ）；高地脳浮
腫（ＨＡＣＥ）；熱帯浮腫；凍瘡；薬物中毒；中毒；無酸素症（煙の吸引、一酸化炭素中
毒、溺水などが非限定的な例として挙げられる）；毒ガス、ツタウルシ、有毒オーク、毒
ウルシ、またはネトゥルへの暴露；コリン作動薬性中毒；全身性ステロイド療法による浮
腫；エタノールによって引き起こされた脳損傷；またはナトリウム欠乏性脳浮腫である。
ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、薬物中毒を治療するために使用
される。ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、高地肺浮腫（ＨＡＰＥ
）を治療するために使用される。ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は
、高地脳浮腫（ＨＡＣＥ）を治療するために使用される。ある実施形態では、本明細書に
記載の方法または製剤は、無酸素症と関係する肺浮腫を治療するために使用される。ある
実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、煙の吸引と関係する肺浮腫を治療す
るために使用される。ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、ナトリウ
ム欠乏性脳浮腫を治療するために使用される。
【００６９】
　ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、外傷あるいは損傷と相関する
浮腫と関係する１つ以上の疾患または病気を治療、予防もしくは阻害するか、それらの発
症を遅らせるか、またはそれらの回復を引き起こすために使用される。ある実施形態では
、外傷あるいは損傷と相関する浮腫と関係する疾患または病気は、急性外傷（例えば特に
限定されないが、骨、関節、軟組織、または臓器の損傷による急性外傷が挙げられる）、
運動競技もしくはスポーツ活動における腫れを予防するための予防的治療、打撲、挫傷、
靭帯のねんざもしくは腱の筋違い、滑液包炎、関節損傷、骨折、虫刺され、毒蛇咬傷、海
洋関係の中毒もしくは毒物注入（例えば特に限定されないが、海綿動物、サンゴ、イソギ
ンチャク、ウニ、アカエイ、カサゴ、クラゲに刺されたことによる、海洋関係の中毒もし
くは毒物注入が挙げられる）、刺激物もしくは腐食物への暴露、凍傷、火傷、日焼、電気
的損傷、外傷性脳損傷、脊髄損傷、外傷性視神経症、硬膜下血腫、くも膜下血腫、または
頚動脈海綿静脈洞痩である。ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、急
性外傷を治療するために使用される。ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製
剤は、咬傷または刺傷の後に２次的に引き起こされた浮腫を治療するために使用される。
ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、鈍的外傷と関係する浮腫を治療
するために使用される。ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、虫刺さ
れを治療するために使用される。ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は
、毒蛇咬傷を治療するために使用されることができる。ある実施形態では、本明細書に記
載の方法または製剤は、火傷を治療するために使用される。ある実施形態では、本明細書
に記載の方法または製剤は、外傷性視神経症を治療するために使用される。ある実施形態
では、本明細書に記載の方法または製剤は、頚動脈海綿静脈洞痩を治療するために使用さ
れる。
【００７０】
　ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、梗塞あるいは虚血再かん流と
相関する浮腫と関係する１つ以上の疾患または病気を治療、予防もしくは阻害するか、そ
れらの発症を遅らせるか、またはそれらの回復を引き起こすために使用される。ある実施
形態では、梗塞あるいは虚血再かん流と相関する浮腫と関係する疾患または病気は、脳梗
塞、心筋梗塞、動脈閉塞症、動脈裂傷、再移植を必要とする四肢切断、網膜中心動脈閉塞
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症、網膜動脈分枝閉塞症、前方または後方虚血性視神経障害、あるいは虚血によって引き
起こされた浮腫である。ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、網膜中
心動脈閉塞症を治療するために使用される。ある実施形態では、本明細書に記載の方法ま
たは製剤は、網膜動脈分枝閉塞症を治療するために使用される。ある実施形態では、本明
細書に記載の方法または製剤は、前方または後方虚血性視神経障害を治療するために使用
される。ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、虚血によって引き起こ
された浮腫を治療するために使用される。
【００７１】
　ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、１つ以上の種々の原因から生
じた浮腫と関係する１つ以上の疾患または病気を治療、予防もしくは阻害するか、それら
の発症を遅らせるか、またはそれらの回復を引き起こすために使用される。ある実施形態
では、１つ以上の種々の原因から生じた浮腫と関係する疾患または病気は、痛風、血管神
経性浮腫、ミルロイ病、角膜浮腫、上強膜炎、強膜炎、脈絡膜滲出、結膜浮腫、滲出性網
膜剥離、脳室腹腔短絡術の機能不良、脳脊髄液ドレイナージの閉塞、アフター性潰瘍、白
斑症、喉頭蓋炎、細胞毒性浮腫、喉頭浮腫、慢性咳、扁平苔癬、膵炎、眼瞼炎、眼瞼腫脹
、または多発性筋炎である。ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、眼
瞼の浮腫を治療するために使用される。ある実施形態では、本明細書に記載の方法または
製剤は、角膜浮腫を治療するために使用される。ある実施形態では、角膜浮腫は慢性角膜
浮腫である。ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、上強膜炎を治療す
るために使用される。ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、強膜炎を
治療するために使用される。ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、脈
絡膜滲出を治療するために使用される。ある実施形態では、本明細書に記載の方法または
製剤は、結膜浮腫を治療するために使用される。ある実施形態では、本明細書に記載の方
法または製剤は、滲出性網膜剥離を治療するために使用される。ある実施形態では、本明
細書に記載の方法または製剤は、脳室腹腔短絡術の機能不良を治療するために使用される
。ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、眼瞼炎を治療するために使用
される。ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、眼瞼腫脹を治療するた
めに使用される。ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、脳脊髄液ドレ
イナージの閉塞を治療するために使用される。
【００７２】
　ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、１つ以上の全身性疾患あるい
は全身病によって生じた浮腫と関係する１つ以上の疾患または病気を治療、予防もしくは
阻害するか、それらの発症を遅らせるか、またはそれらの回復を引き起こすために使用さ
れる。ある実施形態では、１つ以上の全身性疾患あるいは全身病によって生じた浮腫と関
係する疾患または病気は、アナフィラキシーショック、ショック、敗血症、急性呼吸窮迫
症候群（ＡＲＤＳ）、集中治療の患者、心肺バイパスによって引き起こされた脳浮腫、低
温によって引き起こされた脳浮腫、または肝不全によって引き起こされた脳浮腫である。
ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、急性呼吸窮迫症候群（ＡＲＤＳ
）を治療するために使用される。ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は
、脳梗塞後の脳浮腫を治療するために使用される。ある実施形態では、本明細書に記載の
方法または製剤は、閉鎖性頭部外傷後の脳浮腫を治療するために使用される。
【００７３】
　ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、インフルエンザを治療、予防
もしくは阻害するか、その発症を遅らせるか、またはその回復を引き起こすために使用さ
れる。ある実施形態では、インフルエンザは鳥インフルエンザである。ある実施形態では
、インフルエンザは、インフルエンザＡ、インフルエンザＢ、またはインフルエンザＣで
ある。ある実施形態では、インフルエンザは、インフルエンザＡ（Ｈ３）、インフルエン
ザＡ（Ｈｌ）、インフルエンザＡ（Ｈ１Ｎ２）、インフルエンザＡ（Ｈ３Ｎ２）、インフ
ルエンザＡ／パナマ（Ｐａｎａｍａ）／２００７／９９（Ｈ３Ｎ２）、インフルエンザＡ
／フジアン（Ｆｕｊｉａｎ）／４１１／２００２（Ｈ３Ｎ２）、またはインフルエンザＡ
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（Ｈ５Ｎ１）である。
【００７４】
　ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、黄斑浮腫を治療、予防もしく
は阻害するか、その発症を遅らせるか、またはその回復を引き起こすために使用される。
ある実施形態では、黄斑浮腫は糖尿病黄斑浮腫である。ある実施形態では、黄斑浮腫は静
脈閉塞症による黄斑浮腫である。
【００７５】
　ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、類嚢胞黄斑浮腫を治療、予防
もしくは阻害するか、その発症を遅らせるか、またはその回復を引き起こすために使用さ
れる。
【００７６】
　ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、網膜動脈閉塞症を治療、予防
もしくは阻害するか、その発症を遅らせるか、またはその回復を引き起こすために使用さ
れる。ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、網膜静脈閉塞症を治療、
予防もしくは阻害するか、その発症を遅らせるか、またはその回復を引き起こすために使
用される。
【００７７】
　ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、網膜中心動脈閉塞症を治療、
予防もしくは阻害するか、その発症を遅らせるか、またはその回復を引き起こすために使
用される。ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は網膜中心静脈閉塞症を
治療、予防もしくは阻害するか、その発症を遅らせるか、またはその回復を引き起こすた
めに使用される。
【００７８】
　ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、網膜動脈分枝閉塞症を治療、
予防もしくは阻害するか、その発症を遅らせるか、またはその回復を引き起こすために使
用される。ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、網膜上脈分枝閉塞症
を治療、予防もしくは阻害するか、その発症を遅らせるか、またはその回復を引き起こす
ために使用される。
【００７９】
　ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、滲出性網膜剥離を治療、予防
もしくは阻害するか、その発症を遅らせるか、またはその回復を引き起こすために使用さ
れる。
【００８０】
　ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、脈絡膜血管新生と関係する網
膜浮腫を治療、予防もしくは阻害するか、その発症を遅らせるか、またはその回復を引き
起こすために使用される。
【００８１】
　ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、脈絡膜滲出を治療、予防もし
くは阻害するか、その発症を遅らせるか、またはその回復を引き起こすために使用される
。
【００８２】
　ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、交感性眼炎、肉腫、高地網膜
出血、眼ならびに眼窩の鈍性外傷および穿通性外傷、高血圧性網膜症、星芒状黄斑、眼窩
蜂巣炎、脈絡膜梗塞、霜状分枝血管炎、鎌状赤血球病、乳頭腫、角膜炎、腺炎、涙管炎、
涙嚢炎、コンタクトレンズによって引き起こされた結膜炎、間質性炎症、木質性結膜炎、
瞼裂斑、翼状片、滴状角膜、アデノーマ、毛細血管腫、海綿状血管腫、血管内皮腫、血管
周囲細胞腫、カポジ肉腫、分離腫、良性反応リンパ過形成、リンパ系新生物、麦粒腫、霰
粒腫、黄色腫、角膜移植浮腫、屈折手法と関係する角膜浮腫、および下垂症を治療、予防
もしくは阻害するか、それらの発症を遅らせるか、またはそれらの回復を引き起こすため
に使用される。
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【００８３】
　ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、加齢性黄斑変性症（例えば、
滲出型加齢性黄斑変性症、または非滲出型から滲出型になった加齢性黄斑変性症など）、
糖尿病性網膜症、未熟児網膜症、網膜中心静脈閉塞症、網膜分枝状脈閉塞症、またはブド
ウ膜炎を治療、予防もしくは阻害するか、それらの発症を遅らせるか、またはそれらの回
復を引き起こすために使用される。
【００８４】
　ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、黄斑浮腫（例えば、糖尿病黄
斑浮腫、類嚢胞黄斑浮腫、または静脈閉塞症による黄斑浮腫）、網膜浮腫（例えば、脈絡
膜血管新生と関係する網膜浮腫）、鳥インフルエンザを含むインフルエンザ、うっ血性心
不全、肺浮腫、ＡＲＤＳ、喘息によって引き起こされた肺浮腫、ウイルス性脳炎、視神経
網膜炎、エンドトキシンによって引き起こされた浮腫、血管炎、有毒な代謝性の脳浮腫、
フォークト・コヤナギ・ハラダ病、血管腫、血管芽細胞腫、天疱瘡、フォンヒッペルリン
ドウ病、結節硬化症、血管神経性浮腫、毒蛇咬傷、高地脳浮腫（ＨＡＣＥ）、高地肺浮腫
（ＨＡＰＥ）、煙の吸引と関係する肺浮腫、無酸素症と関係する肺浮腫、ナトリウム欠乏
性脳浮腫、鈍的外傷と関係する浮腫、咬傷または刺傷の後に２次的に引き起こされた浮腫
、脳梗塞後または閉鎖性頭部外傷後の脳浮腫、滲出性網膜剥離、角膜浮腫（例えば、慢性
角膜浮腫）、または強膜炎を治療、予防もしくは阻害するか、それらの発症を遅らせるか
、またはそれらの回復を引き起こすために使用される。
【００８５】
　ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、類嚢胞黄斑浮腫、網膜浮腫（
例えば脈絡膜血管新生と関係する網膜浮腫）、鳥インフルエンザを含むインフルエンザ、
ウイルス性脳炎、視神経網膜炎、エンドトキシンによって引き起こされた浮腫、血管炎、
有毒な代謝性の脳浮腫、血管腫、血管神経性浮腫、毒蛇咬傷、高地脳浮腫（ＨＡＣＥ）、
高地肺浮腫（ＨＡＰＥ）、ナトリウム欠乏性脳浮腫、鈍的外傷と関係する浮腫、脳梗塞後
または閉鎖性頭部外傷後の脳浮腫、または角膜浮腫（例えば慢性角膜浮腫）を治療、予防
もしくは阻害するか、それらの発症を遅らせるか、またはそれらの回復を引き起こすため
に使用される。
【００８６】
　ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、黄斑浮腫、網膜浮腫、フォー
クト・コヤナギ・ハラダ病、フォンヒッペルリンドウ病、網膜剥離（例えば滲出性網膜剥
離）、角膜浮腫（例えば慢性角膜浮腫）を治療、予防もしくは阻害するか、それらの発症
を遅らせるか、またはそれらの回復を引き起こすために使用される。
【００８７】
　ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は、末梢血管拡張による低血圧症
を治療、予防もしくは阻害するか、その発症を遅らせるか、またはその回復を引き起こす
ために使用される。本明細書に記載の方法または製剤は、大動脈弁狭窄症を治療、予防も
しくは阻害するか、その発症を遅らせるか、またはその回復を引き起こすために使用され
る。ある実施形態では、本明細書に記載の方法または製剤は大動脈弁狭窄症を有する被検
体に有害な疾病または病気を治療するために使用される。ある実施形態では、本明細書に
記載の方法または製剤は、大動脈弁狭窄症を有する被検体に有毒な透過性に関連した疾患
または病気を治療するために使用される。
【００８８】
　ある実施形態では、本明細書に記載の治療剤の何れか１つ以上を含んでいる、本明細書
に記載の製剤の何れか１つ以上は、任意の血管透過性に関連する疾患または疾病（特に限
定されないが、本明細書に記載の血管透過性に関連する疾患または疾病が含まれる）を治
療、予防もしくは阻害するか、それらの発症を遅らせるか、またはそれらの回復を引き起
こすために使用される。
【００８９】
　ある実施形態では、本明細書に記載の治療剤の何れか１つ以上を含んでいる、本明細書
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に記載の製剤の何れか１つ以上は、任意の血管拡張に関連する疾患または疾病（特に限定
されないが、本明細書に記載の血管透過性に関連する疾患または疾病が含まれる）を治療
、予防もしくは阻害するか、それらの発症を遅らせるか、またはそれらの回復を引き起こ
すために使用される。
【００９０】
　ある実施形態では、次の文献に記載の製剤の何れか１つ以上が、任意の血管透過性に関
連する疾患または疾病（特に限定されないが、本明細書に記載の血管透過性に関連する疾
患または疾病が含まれる）を治療、予防もしくは阻害するか、それらの発症を遅らせるか
、またはそれらの回復を引き起こすために使用される；米国仮特許出願第６０／７７２，
０１８号明細書（２００６年２月９日出願、発明の名称「STABLE FORMULATIONS AND METH
ODS OF THEIR PREPARATION AND USE」）、米国特許第１１／３８６，２９０号明細書（２
００６年３月２１日出願、代理人識別番号「５７７９６－２０００５．００」、発明の名
称「DRUG DELIVERY SYSTEMS FOR TREATMENT OF DISEASES OR CONDITIONS」）、米国特許
第１１／３５１，８４４号明細書（２００６年２月９日出願、発明の名称「FORMULATIONS
 FOR OCULAR TREATMENT」、代理人識別番号「５７７９６－２０００２．００」）、米国
特許第１１／３５１，７６１号明細書（２００６年２月９日出願、代理人識別番号「５７
７９６－２０００４．００」、発明の名称「LIQUID FORMULATIONS FOR TREATMENT OF DIS
EASES OR CONDITIONS」）、米国特許第１１／３８６，２９０号明細書（２００６年３月
２１日出願、代理人識別番号「５７７９６－２０００５．００」、発明の名称「DRUG DEL
IVERY SYSTEMS FOR TREATMENT OF DISEASES OR CONDITIONS」、および米国特許出願公開
第２００５／００６４０１０号明細書。
【００９１】
　ある実施形態では、本明細書に記載の治療剤の何れか１つ以上は、国際公開第０４／０
２７０２７号パンフレット、米国特許第６，３７６，５１７号明細書、米国特許出願公開
第２００５／００６４０１０号明細書、あるいは米国特許第５，３８７，５８９号明細書
に記載の血管透過性に関連する疾患または疾病以外の、あらゆる血管透過性に関連する疾
患または疾病を治療、予防もしくは阻害するか、それらの発症を遅らせるか、またはそれ
らの回復を引き起こすために使用される（なお、上記文献は、参照することによって本明
細書に完全に組み込まれる）。
【００９２】
　ある実施形態では、本明細書に記載の治療剤の何れかは、国際公開第０４／０２７０２
７号パンフレット、米国特許第６，３７６，５１７号明細書、あるいは米国特許第５，３
８７，５８９号明細書に記載の血管透過性に関連する疾患または疾病以外の、任意の血管
透過性に関連する疾患または疾病を治療、予防もしくは阻害するか、それらの発症を遅ら
せるか、またはそれらの回復を引き起こすために使用される。
【００９３】
　ある実施形態では、本明細書に記載の治療剤または製剤の何れか１つ以上は、心筋症；
拡張型心筋症；肥大型心筋症；拘束型心筋症；うっ血性心不全；フィラリア症；腎不全；
リンパ浮腫；子癇前症；子癇；甲状腺疾患；静脈瘤症；拡張蛇行静脈；大動脈縮窄；肺性
心；滲出性皮膚炎；ホジキン病；心膜炎；腎性肺浮腫；静脈瘤症；動静脈瘻；リンパ節腫
脹；動脈瘤；フィラリア症；新生物；外科的切除；肺浮腫；慢性閉塞性肺疾患；胸水；嚥
下性肺炎；喘息によって引き起こされた浮腫；羊水塞栓症；はれもの；癰；膿瘍；丹毒；
骨髄炎；ガス壊疽；丹毒；炭疽病；ルードウィッヒアンギナ；寄生虫による感染症；旋毛
虫病；ウイルス性脳炎；ＡＩＤＳ；単純ヘルペスウイルス感染症；プリオン病；狂犬病；
視神経網膜炎；炭疽菌汚染；エンドトキシンによって引き起こされた浮腫；ウェゲナー肉
芽腫症；シェーグレン症候群；強皮症；全身性エリテマトーデス；多発性硬化症；化膿性
肉芽腫；血管炎；脱髄疾患；良性頭蓋内圧亢進症；多発脳梗塞性認知症；アルツハイマー
病；アミロイド沈着病；有毒な代謝性の脳浮腫；脳のアミロイドアンギオパチー；発作後
の状態；血液脳関門の機能不全；頚動脈内膜切除における予防的使用；血管原性脳浮腫；
脈絡膜母斑；神経腫；上皮腫；リンパ管腫；粘液腫；線維腫；線維筋腫；骨腫；軟骨腫；
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脈管腫；血管肉腫；腫瘍周辺の脳浮腫；血管腫；カルチノイド；多発性内分泌腺腫；遅発
性皮膚ポルフィリン症；類天疱瘡；疱疹状皮膚炎；天疱瘡；とびひ；多形性紅斑；滲出性
皮膚炎；表皮水疱症；接触皮膚炎；光線性皮膚炎；中毒疹；皮膚筋炎；湿疹；中毒性表皮
壊死症；色素性乾皮症；水腔；皮様嚢腫；卵巣嚢腫；羊膜帯；動静脈瘻；髄膜組織球；水
頭症；遺伝性血管神経性浮腫；神経線維腫症；フォンヒッペルリンドウ病；結節硬化症；
急性腎炎；血管神経性浮腫；強皮症；超過敏反応；輸血反応；山酔い；高地肺浮腫（ＨＡ
ＰＥ）；高地脳浮腫（ＨＡＣＥ）；熱帯浮腫；凍瘡；薬物中毒；中毒；煙の吸引、一酸化
炭素中毒または溺水による無酸素症；毒ガスへ、ツタウルシ、有毒オーク、毒ウルシ、ま
たはネトゥルへの暴露；コリン作動薬性中毒；全身性ステロイド療法による浮腫；エタノ
ールによって引き起こされた脳損傷；ナトリウム欠乏性脳浮腫；骨損傷、関節損傷、軟組
織損傷、または臓器損傷に由来する急性外傷；運動競技またはスポーツ活動における腫れ
を予防するための予防的治療；靭帯のねんざまたは腱の筋違い；滑液包炎；関節損傷；骨
折；虫刺され；毒蛇咬傷；海綿動物、サンゴ、イソギンチャク、ウニ、アカエイ、カサゴ
またはクラゲに刺されたことによる、海洋関係の中毒もしくは毒物注入；凍傷；電気的損
傷；外傷性脳損傷；脊髄損傷；外傷性視神経症；硬膜下血腫；くも膜下血腫；頚動脈海綿
静脈洞痩；脳梗塞；心筋梗塞；動脈閉塞；動脈裂傷；再移植を必要とする四肢切断；痛風
；血管神経性浮腫；ミルロイ病；角膜浮腫；脈絡膜滲出；結膜浮腫；脳室腹腔短絡術の機
能不良；脳脊髄液ドレイナージの閉塞；アフター性潰瘍；白斑症；喉頭蓋炎；細胞毒性浮
腫；喉頭浮腫；慢性咳；扁平苔癬；膵炎；多発性筋炎；アナフィラキシーショック；ショ
ック；敗血症；急性呼吸窮迫症候群（ＡＲＤＳ）；集中治療の患者；心肺バイパスによっ
て引き起こされた脳浮腫；低温によって引き起こされた脳浮腫；肝不全によって引き起こ
された脳浮腫；高地網膜出血；星芒状黄斑；脈絡膜梗塞；霜状分子血管炎；乳頭腫；涙腺
炎；涙管炎；滴状角膜；アデノーマ；毛細血管腫；海綿状血管腫；血管内皮腫；血管周囲
細胞腫；分離腫；良性反応リンパ過形成；リンパ系新生物；角膜移植浮腫；屈折手法と関
係する角膜浮腫；関節炎（例えばリウマチ性関節炎または骨関節炎）；ならびに手根管症
候群（carpel tunnel syndrome）、の何れか１つ以上を治療、予防もしくは阻害するか、
それらの発症を遅らせるか、またはそれらの回復を引き起こすために使用される。
【００９４】
　＜製剤＞
　最も一般的には、本明細書に記載の製剤は、本明細書に記載の治療剤の何れか１つ以上
を含んでいる。また、一般的には、本明細書に記載の製剤は、本明細書に記載の疾患また
は病気の１つ以上を治療、予防もしくは阻害するか、それらの発症を遅らせるか、または
それらの回復を引き起こすための治療剤を送達することができる任意の形式であってもよ
い。ある実施形態では、上記治療剤は、リムス化合物、またはその薬学的に許容可能なプ
ロドラッグ、類似体、塩、エステルもしくは誘導体である。
【００９５】
　ある実施形態では、本明細書に記載の製剤の何れかは、互いに所定の期間、複数の部位
に投与される。なお、所定の期間としては、１時間が挙げられるが、これに限定されない
。理論にとらわれずに、そのような複数の投与（特に限定されないが、複数の注入など）
をした場合は、一回の投与をするよりも、組織に投与される総用量を多くすることができ
ると考えられる。というもの、一回の投与では、局部組織の吸収できる容量または量が、
限られる可能性があるからである。ある実施形態では、本明細書に記載の製剤の何れかは
一回以上投与される。
【００９６】
　ある実施形態では、上記製剤は、固体製剤、液体製剤、もしくは薬物送達システムであ
るか、または装置と結合した製剤、装置によって送達される製剤、もしくは装置の近傍に
投与される製剤である。
【００９７】
　ある実施形態では、上記製剤はナノ粒子製剤である。ある実施形態では、ナノ粒子製剤
は製粉によって作製される。
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【００９８】
　ある実施形態では、上記製剤は、米国仮特許出願第６０／７７２，０１８号明細書（２
００６年２月９日出願、発明の名称「STABLE FORMULATIONS AND METHODS OF THEIR PREPA
RATION AND USE」に記載の方法によって、調製される、または調製されることができるラ
パマイシンの安定な製剤である。
【００９９】
　＜固体製剤＞
　ある実施形態では、本明細書に記載の製剤は固体製剤である。固体製剤は、種々の投与
経路用に製剤化されてもよく、例えば特に限定されないが、皮下植え込みによる送達、ま
たは経口送達などを含めた本明細書に記載のあらゆる投与経路から送達されるように製剤
化されてもよい。固体剤形の非限定的な例には、放出制御製剤または徐放性製剤、コーテ
ィングされた固体製剤またはコーティングされていない固体製剤、オブラート、フィルム
、粒子、マイクロ粒子、ナノ粒子、ビーズ、拡散を基本とする製剤、分解を基本とする製
剤、容器を有する製剤、チュアブル製剤、急速崩壊製剤、バッカル剤、およびポリマーベ
ースの製剤が含まれる。
【０１００】
　ある実施形態では、上記治療剤は、固体製剤として投与される。そのような固体製剤に
は、純粋な薬物（例えば約９９％ｗ／ｗ）から本質的に成る固体製剤が含まれるが、これ
に限定されない。
【０１０１】
　本明細書に記載の方法に使用されてもよい固形薬物送達システムの非限定的な例は、米
国仮特許出願第６０／６６４，１１９号明細書（２００５年３月２１日出願、代理人識別
番号「５７７９６－３０００５．００」、発明の名称「DRUG DELIVERY SYSTEMS FOR TREA
TMENT OF DISEASES OR CONDITIONS」）、および米国特許出願第１１／３８６，２９０号
明細書（２００６年３月２１日出願、代理人識別番号「５７７９６－２０００５．００」
、発明の名称「DRUG DELIVERY SYSTEMS FOR TREATMENT OF DISEASES OR CONDITIONS」）
に見られる（なお上記文献は参照することによって本明細書に完全に組み込まれる）。
【０１０２】
　＜液体製剤＞
　ある実施形態では、本明細書に記載の製剤は液体製剤である。本明細書に記載の液体製
剤は、治療剤を含んでいる。また、一般的に、液体製剤は、任意の液体製剤であってもよ
い。そのような液体製剤には、特に限定されないが、溶液、懸濁液、および乳濁液が含ま
れる。
【０１０３】
　本明細書に記載のある液体製剤は、インサイチューでゲル化する製剤（インサイチュー
ゲル化製剤）である。本明細書に記載されている、インサイチューゲル化製剤は、水性媒
体に置いたときにゲルまたはゲル様の物質を形成する製剤を生じさせる複数のポリマーと
、治療剤とを含んでいる。水性媒体には、特に限定されないが、眼の水性媒体が含まれる
。
【０１０４】
　本明細書に記載の液体製剤のある実施形態では、上記治療剤は、ラパマイシンの液体媒
体の、溶液または懸濁液である。液体媒体には、特に限定されないが溶媒が含まれる。な
お、溶媒には「治療剤の可溶化」の項目に記載の溶媒が含まれるが、これに限定されない
。
【０１０５】
　本明細書に記載の液体製剤は、可溶化剤成分を含んでいてもよい。ある実施形態では、
可溶化剤成分は界面活性剤である。なお、各成分の間には、溶媒であってもよいし可溶化
剤であってもよいという重複が存在する。それ故、同じ成分を、いくつかのシステムにお
いて、溶媒または可溶化剤のどちらかとして使用してもよい。治療剤と、溶媒、可溶化剤
もしくは界面活性剤の何れかであると見なされてもよい成分とを含んでいる液体製剤にお
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いて、該成分は、溶媒の役割を果たす場合は、溶媒であると見なされ、溶媒の役割を果た
さないと場合は、可溶化剤または界面活性剤と見なされてもよい。
【０１０６】
　液体製剤は、場合によって、安定化剤、賦形剤、ゲル化剤、アジュバント、酸化防止剤
、および／または本明細書に記載の他の成分をさらに含んでいてもよい。
【０１０７】
　ある実施形態では、液体製剤中の、治療剤以外の全ての成分は、室温において液体であ
る。
【０１０８】
　ある実施形態では、液体製剤はナノ粒子を含んでいる。ある実施形態では、ナノ粒子は
製粉によって作製される。
【０１０９】
　ある実施形態では、液体製剤は、放出変更剤（release modifying agent）を含んでい
る。ある実施形態では、放出変更剤は、フィルム形成ポリマー（film-forming polymer）
成分である。フィルム形成ポリマー成分は、１つ以上のフィルム形成ポリマーを含んでい
てもよい。任意のフィルム形成ポリマーを、賦形剤成分に使用してもよい。ある実施形態
では、フィルム形成ポリマー成分は、水に不溶性のフィルム形成ポリマーを含んでいる。
ある実施形態では、放出変更剤は、アクリルポリマーである。当該アクリルポリマーには
、特に限定されないが、ポリメタクリレートが含まれる。また、ポリメタクリレートには
、特に限定されないが、ユーラジットＲＬ（Eudragit RL）が含まれる。
【０１１０】
　本明細書には、＜治療剤＞の項目に記載の治療剤を送達するための組成物および液体製
剤が記載されている。本明細書に記載の組成物および液体製剤を使用した、治療剤の送達
は、＜疾患および病気＞の項目に記載された疾患および病気を治療、予防もしくは阻害す
るために、それらの発症を遅らせるために、またはそれらの回復を引き起こすために使用
されてもよい。本明細書に記載の組成物および液体製剤は、＜治療剤＞の項目に記載の治
療剤の何れかを含んでいてもよい。そのような治療剤には、ラパマイシンが含まれるが、
これに限定されない。本明細書に記載の組成物および液体製剤は、１つ以上の治療剤を含
んでいてもよい。また、本明細書に明記された組成物および液体製剤に加えて、他の組成
物および液体製剤が使用されてもよい。
【０１１１】
　治療剤がラパマイシンである場合、製剤は、本明細書に記載の疾患または病気の１つ以
上を治療するのに有効な、本明細書に記載の治療剤の量を維持するために使用されてもよ
い。そのような治療剤には、特に限定されないが、ラパマイシンなどのリムス化合物が含
まれる。
【０１１２】
　ある実施形態では、上記製剤に含まれる治療剤の割合は、組成物の総重量の０．０１～
８０％ｗ／ｗの間、０．０５～１５％ｗ／ｗの間、０．１～１０％ｗ／ｗの間、１～５％
ｗ／ｗの間、または５～１５％ｗ／ｗの間、８～１０ｗ／ｗ％の間、約０．０１～約１％
ｗ／ｗの間、０．０５～５％ｗ／ｗの間、０．１～０．２％ｗ／ｗの間、０．２～０．３
％ｗ／ｗの間、０．３～０．４％ｗ／ｗの間、０．４～０．５％ｗ／ｗの間、０．５～０
．６％ｗ／ｗの間、０．６～０．７％ｗ／ｗの間、０．７～１％ｗ／ｗの間、１～５％ｗ
／ｗの間、５～１０％ｗ／ｗの間、５～３０％ｗ／ｗの間、１５～５５％ｗ／ｗの間、２
０～３０％ｗ／ｗの間、２５～３０％ｗ／ｗの間、３５～５５％ｗ／ｗの間、約１０％ｗ
／ｗ、約２０％ｗ／ｗ、約３０％ｗ／ｗ、約３５％ｗ／ｗ、約４０％ｗ／ｗ、約４５％ｗ
／ｗ、約５０％ｗ／ｗ、約５５％ｗ／ｗ、約６０％ｗ／ｗ、約６５％ｗ／ｗ、約７０％ｗ
／ｗ、約７５％ｗ／ｗ、または約８０％ｗ／ｗである。
【０１１３】
　また、上記製剤に含まれる溶媒成分の割合は、例えば、組成物の総重量の約０．０１～
約９９．９％の間、約０．１～約９９％の間、約２５～約５５％の間、約３０～約５０％
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の間、約３５～約４５％の間、約０．１～約１０％の間、約１０～約２０％の間、約２０
～約３０％の間、約３０～約４０％の間、約４０～約４５％の間、約４０～約４５％の間
、約４５～約５０％の間、約５０～約６０％の間、約５０～約７０％の間、約７０～約８
０％の間、約８０～約９０％、または、約９０～約１００％の間であってもよい。
【０１１４】
　また、上記製剤に含まれる可溶化剤成分の割合は、例えば、組成物の総重量の約０．０
１～約３０％の間、約０．１～約２０％の間、約２．５～約１５％の間、約１０～約１５
％の間、約５～約１０％の間、約８～約１２％の間、約１０～約２０％の間、約２０～約
３０％の間であってもよい。
【０１１５】
　ある実施形態では、本明細書に記載の液体製剤は、４０％センチポイズ～１２０％セン
チポイズの粘性を有している。ある実施形態では、本明細書に記載の液体製剤は、６０％
センチポイズ～８０％センチポイズの粘性を有している。
【０１１６】
　ある実施形態では、本明細書に記載の液体製剤は、治療剤と溶媒成分とを含んでいる。
溶媒成分は、１つの溶媒を含んでいていてもよいし、あるいは、複数の溶媒の組み合わせ
を含んでいてもよい。また、治療剤成分は、１つの治療剤を含んでいてもよいし、あるい
は複数の治療剤の組み合わせを含んでいてもよい。ある実施形態では、溶媒は、グリセリ
ン、ジメチルスルホキシド、Ｎ－メチルピロリドン、ジメチルアセトアミド（ＤＭＡ）、
ジメチルホルムアミド、グリセロールホルマール、エトキシジグリコール、トリエチレン
グリコール、ジメチルエーテル、トリアセチン、ジアセチン、コーンオイル、クエン酸ア
セチルトリエチル（ＡＴＣ）、乳酸エチル、ポリグリコール化カプリルグリセリド、γブ
チロラクトン、ジメチルイソソルビド、ベンジルアルコール、エタノール、イソプロピル
アルコール、様々な分子量のポリエチレングリコール、またはプロピレングリコール、あ
るいは１つ以上のそれらの混合物である。なお、ポリエチレングリコールには、特に限定
されないが、ＰＥＧ３００およびＰＥＧ４００が含まれる。
【０１１７】
　ある実施形態では、本明細書に記載の液体製剤は溶液であり、治療剤と溶媒成分とを含
んでいる。ある実施形態では、溶媒成分はエタノールを含んでいる。ある実施形態では、
溶媒成分は、エタノールとポリエチレングリコールとを含んでいる。ここで、当該ポリエ
チレングリコールには、特に限定されないが液体ポリエチレングリコールが含まれ、当該
液体ポリエチレングリコールには特に限定されないが、ＰＥＧ３００およびＰＥＧ４００
の１つ以上が含まれる。
【０１１８】
　ある実施形態では、本明細書に記載の液体製剤は懸濁液であり、治療剤と希釈剤成分と
を含んでいる。ある実施形態では、希釈剤成分は、溶媒または可溶化剤として本明細書に
挙げられ、生じた混合物が懸濁液になる１つ以上の成分を含んでいる。
【０１１９】
　ある実施形態では、液体製剤は、部分的に溶液であり、部分的に懸濁液である。
【０１２０】
　ある実施形態では、液体製剤は、インサイチューゲル化製剤であり、治療剤とポリマー
成分とを含んでいる。当該ポリマー成分は、複数のポリマー成分を含んでいてもよい。あ
る実施形態では、液体製剤はポリメタクリレートポリマーを含んでいる。ある実施形態で
は、液体製剤はポリビニルピロリドンポリマーを含んでいる。
【０１２１】
　ある実施形態の液体製剤は、総重量に対して約０．０１％～約２０％の間である１つ以
上の治療剤、総重量に対して約５％～約１５％の間である溶媒、および総重量に対して約
５％～約１５％の間である可溶化剤を含んでおり、さらに残りの主な成分として水を含ん
でいる。なお、上記治療剤は、特に限定されないがラパマイシンなどであり、上記可溶化
剤は、特に限定されないが界面活性剤などである。また、ある実施形態では、上記製剤は
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、総重量に対して約０～約４０％の間である、安定化剤、賦形剤、アジュバント、または
酸化防止剤をさらに含んでいる。
【０１２２】
　ある実施形態では、液体製剤は、総重量に対して約５％以下である治療剤、および総重
量に対して約９９．９％以下である溶媒成分を含んでいる（なお、上記治療剤には、特に
限定されないが、ラパマイシンが含まれる）。ある実施形態では、液体製剤は、総重量に
対して約５％以下である治療剤、および約９９．９％以下である希釈剤成分を含んでいる
（なお、上記治療剤には、特に限定されないが、ラパマイシンが含まれる）。
【０１２３】
　ある実施形態では、液体製剤は、総重量に対して約５％以下である治療剤、総重量に対
して約１０％以下である溶媒、および総重量に対して約８５％以下である可溶化成分を含
んでいてもよい（なお、上記治療剤には、特に限定されないが、ラパマイシンが含まれる
）。ある実施形態では、可溶化成分は界面活性剤の水溶液である。
【０１２４】
　上記液体製剤に含まれる複数のポリマー成分の割合は、例えば、組成物の総重量に対し
て約０．０１～約３０％の間、約０．１～約２０％の間、約２．５～約１５％の間、約１
０～約１５％の間、約３～約５％の間、約５～約１０％の間、約８～約１２％の間、約１
０～約２０％の間、または約２０～約３０％の間であってもよい。
【０１２５】
　ある実施形態の液体製剤は、総重量に対して約０．０１％～約２０％の間である治療剤
、総重量に対して約６０％～約９８％の間である溶媒成分、および合計の割合が総重量に
対して約０．１％～約１５％の間である複数のポリマーを含んでいる（なお、上記治療剤
は、特に限定されないが、ラパマイシンなどである）。ある実施形態では、上記製剤は、
総重量に対して約０～約４０％の間である、安定化剤、賦形剤、アジュバントまたは酸化
防止剤をさらに含んでいる。
【０１２６】
　ある実施形態では、液体製剤は、総重量に対して約４％である治療剤、総重量に対して
約９１％である溶媒、および総重量に対して約５％であるポリマー成分を含んでいてもよ
い（なお、上記治療剤は、特に限定されないが、ラパマイシンなどである）。
【０１２７】
　下記の文献では、１つ以上の製剤（特に限定されないが、ラパマイシン製剤を含む）が
示されており、また様々な用量でのラパマイシンの使用や、様々な疾患または病気を治療
するための他の治療剤が記載されている。なお、それら文献は、参照することによって、
本明細書に完全に組み込まれる。米国仮特許出願第６０／６５１，７９０号明細書（２０
０５年２月９日出願、発明の名称「FORMULATIONS FOR OCULAR TREATMENT」、代理人識別
番号「５７７９６－３０００２．００」）、米国仮特許出願第６０／６６４，０４０号明
細書（２００５年２月９日出願、代理人識別番号「57796-30004.00」、発明の名称「LIQU
ID FORMULATIONS FOR TREATMENT OF DISEASES OR CONDITIONS」）、米国仮特許出願第６
０／６６４，１１９号明細書（２００５年３月２１日出願、代理人識別番号「５７７９６
－３０００５．００」、発明の名称「DRUG DELIVERY SYSTEMS FOR TREATMENT OF DISEASE
S OR CONDITIONS」）、米国仮特許出願第６０／６６４，３０６号明細書（２００５年３
月２１日出願、代理人識別番号「５７７９６－３０００６．００」、発明の名称「IN SIT
U GELLING FORMULATIONS AND LIQUID FORMULATIONS FOR TREATMENT OF DISEASES OR COND
ITIONS」）、米国特許出願第１１／３５１，８４４号明細書（２００６年２月９日出願、
発明の名称「FORMULATIONS FOR OCULAR TREATMENT」、代理人識別番号「５７７９６－２
０００２．００」）、米国特許出願第１１／３５１，７６１号明細書（２００６年２月９
日出願、代理人識別番号「５７７９６－２０００４．００」、発明の名称「LIQUID FORMU
LATIONS FOR TREATMENT OF DISEASES OR CONDITIONS」）、米国特許出願第１１／３８６
，２９０号明細書（２００６年３月２１出願、代理人識別番号「57796-20005.00」、発明
の名称「DRUG DELIVERY SYSTEMS FOR TREATMENT OF DISEASES OR CONDITIONS」）、米国
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仮特許出願第６０／７７２，０１８号明細書（２００６年２月９日出願、発明の名称「ST
ABLE FORMULATIONS, AND METHODS OF THEIR PREPARATION AND USE」）、米国特許出願公
開第２００５／０１８７２４１号明細書、および米国特許出願公開第２００５／００６４
０１０号明細書。
【０１２８】
　ある実施形態では、上記液体製剤は、総重量に対して約０．０１％～約１０％の間の濃
度である治療剤、および総重量に対して約１０％～約９９％の間である溶媒を含んでいる
。ある実施形態では、上記製剤は、可溶化剤をさらに含んでいる。当該可溶化剤には、特
に限定されないが、界面活性剤が含まれる。ある実施形態では、上記液体製剤は、総重量
に対して約０～約４０％の間である、安定化剤、賦形剤、アジュバント、または酸化防止
剤などをさらに含んでいる。ある実施形態では、上記治療剤は、総重量に対して約５％で
あり、上記溶媒成分は、総重量に対して約９５％である。
【０１２９】
　ある実施形態では、上記液体製剤に含まれるラパマイシンの割合は、組成物の総重量の
約０．０１～約１０％の間、約０．０５～約１０％の間、約０．１～約５％の間、約１～
約５％の間、約５～約１５％の間、約８～約１０％の間、約０．０１～約１％の間、約０
．０５～約５％の間、約０．１～約０．２％の間、約０．２～約０．３％の間、約０．３
～約０．４％の間、約０．４～約０．５％の間、約０．５～約０．６％の間、約０．６～
約０．７％の間、約０．７～約１％の間、約１～約３％の間、または約１．５～約２．５
％の間である。ある実施形態では、本明細書に記載の液体製剤は、約０．１～約５ｗ／ｗ
の間のラパマイシンを含んでいる。
【０１３０】
　ある実施形態では、上記液体製剤に含まれる非水性液体成分の割合は、例えば特に限定
されないが、、組成物の総重量の約０．０１～約９９．９％ｗ／ｗの間、約０．１～約９
９％ｗ／ｗの間、約７５～約９９．９９％ｗ／ｗの間、約８５～約９９．９９％ｗ／ｗの
間、約５５～約９５％ｗ／ｗの間である。ある実施形態では、非水性液体成分は、約８５
～約９９．９９％ｗ／ｗの間である。
【０１３１】
　ある実施形態では、水成分が場合よっては存在する。ある実施形態では、当該水成分は
、約３０％未満、約２５％未満、約２０％未満、約１５％未満、約１０％未満、約７．５
％未満、約５％未満、約４％未満、約３％未満、約２％未満、約１％未満、または約．５
％未満である。ある実施形態では、上記水成分は、約５％ｗ／ｗ未満である。
【０１３２】
　ある実施形態の液体製剤は、総重量に対して約０．０１～約５％であるラパマイシン、
および総重量に対して約９５％～約９９．９９％である非水性液体成分を含んでいる。あ
る実施形態では、上記製剤は、総重量に対して約０～約５％の間である安定化剤、賦形剤
、アジュバント、または酸化防止剤をさらに含んでいる。
【０１３３】
　ある実施形態では、液体製剤は、約２％ｗ／ｗのラパマイシンと、約９８％ｗ／ｗの非
水性液体成分とを含んでいる。ある実施形態では、非水性液体成分は、エタノールを含ん
でいる。ある実施形態では、非水性液体成分は、液体のポリエチレングリコールを含んで
いる。なお、当該ポリエチレングリコールは、特に限定されないが、ＰＥＧ４００を含ん
でいる。
【０１３４】
　ある実施形態では、上記製剤は、２％ｗ／ｗのラパマイシン、４％ｗ／ｗのエタノール
、および９４％ｗ／ｗのＰＥＧ４００を含んでいる。
【０１３５】
　ある実施形態では、上記製剤は、該製剤の投与が必要な被検体に投与される前に、媒体
で希釈される。
【０１３６】
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　上記液体製剤は、様々な投与経路用に製剤化されてもよく、例えば特に限定されないが
、注入による送達の経口投与などを含めた、本明細書に記載のあらゆる投与経路から送達
されるように製剤化されてもよい。
【０１３７】
　＜インサイチューゲル化製剤＞
　ある実施形態では、本明細書に記載の製剤は、インサイチューゲル化製剤である。
【０１３８】
　本明細書で使用される「インサイチューゲル化製剤」は、液体製剤が水性媒体に配置さ
れると、ゲル様の非分散性の塊を形成する液体製剤のことをいう。なお、当該水性媒体に
は、特に限定されないが、水、および被検体の眼のガラス体、ならびに被検体の眼の強膜
と結膜との間にある水性媒体が含まれる。ある実施形態では、インサイチューゲル化製剤
は、生水に配置されると、ゲル様の非分散性の塊を形成する。
【０１３９】
　ある実施形態では、インサイチューゲル化製剤は、水性媒体に配置される前は懸濁液で
あり、水性媒体に配置されるとインサイチューでゲルを形成する。ある実施形態では、イ
ンサイチューゲル化製剤は、水性媒体に配置される前は溶液であり、水性媒体に配置され
るとインサイチューでゲルを形成する。ある実施形態では、インサイチューゲル化製剤は
、水性媒体に配置される前は乳濁液であり、水性媒体に配置されるとインサイチューでゲ
ルを形成する。ある実施形態では、ゲル様の非分散性の塊は、インサイチューゲル化製剤
が水性媒体中に配置された後に形成する。当該水性媒体には、特に限定されないが、水、
被検体の水性媒体、眼のガラス体、または眼の強膜と結膜との間の水性媒体の何れかもし
くは全てが含まれる。ある実施形態では、インサイチューゲル化製剤は、ポリマーマトリ
ックスから形成される。ある実施形態では、治療剤は、ポリマーマトリックス中に分散さ
れる。
【０１４０】
　本明細書に記載のインサイチューゲル化製剤は、被検体の疾患および病気を治療、予防
もしくは阻害するためか、それらの発症を遅らせるためか、またはそれらの回復を引き起
こすために使用されてもよい。なお、上記被検体には、特に限定されないが、ヒト被検体
が含まれる。被検体の疾患または病気を治療、予防もしくは阻害するためか、それらの発
症を遅らせるためか、またはそれらの回復を引き起こすために使用されるときに、インサ
イチューゲル化製剤は、被検体に投与される。
【０１４１】
　ある実施形態では、インサイチューゲル化製剤は１つ以上のポリマーを含んでいる。本
明細書には、様々な種類のポリマーが記載されており、該ポリマーには、溶媒であるポリ
マー、可溶化剤であるポリマー、放出変更剤であるポリマー、安定化剤であるポリマーな
どが含まれる。ある実施形態では、治療剤と組み合わされて水性媒体に配置されたときに
、非分散性の塊、ゲル、ヒドロゲル、またはポリマーマトリックスの何れかもしくは全て
を形成するポリマーの任意の組み合わせが使用される。なお、水性媒体には、特に限定さ
れないが、水、ガラス体、または強膜と結膜との間の水性媒体が含まれる。
【０１４２】
　ある実施形態では、インサイチューゲル化製剤は、被検体に投与されたときに、徐放性
の治療剤を被検体に送達する。
【０１４３】
　ある実施形態では、インサイチューゲル化製剤はナノ粒子を含んでいる。ある実施形態
では、ナノ粒子は製粉（milling）によって作製される。
【０１４４】
　ある実施形態では、上記製剤は、治療財と複数のポリマーとを含んでおり、当該ポリマ
ーの１つは、ポリメタクリレートである。ポリメタクリレートには、様々な名称があり、
また種々の調製方法が利用可能である。そのようなポリメタクリレートの名称には、特に
限定されないが、ポリマーメタクリレート、メタクリル酸－エチルアクリレート共重合体
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（１：１）、メタクリル酸－エチルアクリレート共重合体（１：１）の３０％分散液、メ
タクリル酸－メチルメタクリレート共重合体（１：１）、メタクリル酸－メチルメタクリ
レート共重合体（１：２）、メタクリル酸－エチルアクリレート共重合体（１：１）、メ
タクリル酸－エチルアクリレート共重合体（１：１）の３０％分散液、メタクリル酸－メ
チルメタクリレート共重合体（１：１）、メタクリル酸－メチルメタクリレート（１：２
）、ＵＳＰＮＦ、アンモニオメタクリレート共重合体、メタクリル酸共重合体、メタクリ
ル酸共重合体の分散液が包含される。
【０１４５】
　ある実施形態では、上記ポリマーの１つは、ポリビニルピロリドンである。ポリビニル
ピロリドンには、様々な名称があり、また種々の利用可能な調製方法が存在する。そのよ
うなポリビニルピロリドンの名称には、特に限定されないが、ポビドン、ポビドナム、コ
リドン、プラスドン、ポリ［１－（２－オキソ－１－ピロリジニル）エチレン］、ポリビ
ドン、ＰＶＰ、１－ビニル－２－ピロリジオンポリマー、および１－エテニル－２－ピロ
リジノンホモポリマーが含まれる。
【０１４６】
　本明細書に記載の一液体製剤は、治療剤と溶媒成分とを含んでいる。当該溶媒成分は、
１つの溶媒を含んでいてもよいし、または複数の溶媒の組み合わせを含んでいてもよい。
【０１４７】
　ある実施形態では、上記溶媒は、グリセリン、ジメチルスルホキシド、Ｎ－メチルピロ
リドン、エタノール、イソプロピルアルコール、様々な分子量のポリエチレングリコール
、またはプロピレングリコール、あるいはそれらの１つ以上の混合物。なお、様々な分子
量のポリエチレングリコールには、特に限定されないが、ＰＥＧ３００およびＰＥＧ４０
０が含まれる。
【０１４８】
　ある実施形態では、上記溶媒は、ポリエチレングリコールである。ポリエチレングリコ
ールには、様々な名称があり、また種々の利用可能な調製方法が存在する。そのようなポ
リエチレングリコールの名称には、特に限定されないが、マクロゲル、マクロゲル４００
、マクロゲル１５００、マクロゲル４０００、マクロゲル６０００、マクロゲル２０００
０、マクロゴラ（macrogola）、ブレオクスＰＥＧ（breox PEG）、カルボワックス（carb
owax）、カルボワックスセントリ（carbowax sentry）、ホダッグＰＥＧ（Hodag PEG）、
リポ（Lipo）、リポキソール（Lipoxol）、ルトロールＥ（Lutrol E）、ＰＥＧ、プルリ
オールＥ（Pluriol E）、ポリオキシエチレングリコール、およびα－ヒドロ－ω－ヒド
ロキシ－ポリ（オキシ－１，２－エタンジイル）が含まれる。
【０１４９】
　＜治療剤の可溶化＞
　使用されてもよい一組成物または液体製剤は、治療剤が溶媒成分に溶解している、組成
物または液体製剤である。一般的に、所望の効果を有する任意の溶媒を、治療剤が溶解す
る溶媒として使用してもよい。ある実施形態では溶媒は水性であり、またある実施形態で
は溶媒は非水性である。ここで、「水性溶媒」は少なくとも約５０％の水を含んでいる溶
媒である。
【０１５０】
　一般的に、所望の効果を有する可溶化された治療剤の濃度としては、任意のものを使用
することができる。溶媒成分は、１つの溶媒であってもよいし、または複数の溶媒の混合
物であってもよい。溶液の種類および溶媒は、薬物送達技術に精通した者に十分知られて
いる。例えば、「Remington: The Science and Practice of Pharmacy, Twentieth Editi
on, Lippincott Williams & Wilkins; 20th edition (December 15, 2000)」、「Ansel’
s Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Delivery Systems, Eighth Edition,Lippinco
tt Williams & Wilkins (August 2004)」、「Handbook Of Pharmaceutical Excipients 2
003, American Pharmaceutical Association, Washington, DC, USA and Pharmaceutical
 Press, London, UK」、および「Strickley, solubilizing Excipients in Oral and Inj
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ectable Formulations, Pharmaceutical Research, Vol. 21, No. 2, February 2004」を
参照のこと。
【０１５１】
　上記のように、いくつかの溶媒は可溶化剤としても機能し得る。
【０１５２】
　使用されてもよい溶媒には、特に限定されないが、ＤＭＳＯ、エタノール、メタノール
、イソプロピルアルコール、ヒマシ油、プロピレングリコール、グリセリン、ポリソルベ
ート８０、ベンジルアルコール、ジメチルアセトアミド（ＤＭＡ）、ジメチルホルムアミ
ド（ＤＭＦ）、トリアセチン、ジアセチン、コーン油、クエン酸アセチルトリエチル（Ａ
ＴＣ）、乳酸エチル、グリセロールホルマール、エトキシジグリコール（トランスクトー
ル　ガッテフォセ（Transcutol, Gattefosse））、トリエチレングリコールジメチルエー
テル（トリグリム（Triglyme））、ジメチルイソソルビド（ＤＭＩ）、γ－ブチロラクト
ン、Ｎ－メチル－２－ピロリドン（ＮＭＰ）、様々な分子量のポリエチレングリコール、
およびポリグリコール化カプリルグリセリド（ラブラソル　ガッテフォセ（Labrasol, Ga
ttefosse））、ならびにそれらの任意の１つ以上の組み合わせ、またはそれらの任意の１
つ以上の類似体、もしくは誘導体が含まれる。なお、様々な分子量のポリエチレングリコ
ールには、特に限定されないが、ＰＥＧ３００およびＰＥＧ４００が含まれる。
【０１５３】
　ある実施形態では、上記溶媒はポリエチレングリコールである。ポリエチレングリコー
ルには、様々な名称があり、また種々の利用可能な調製方法が存在する。そのような名称
には、特に限定されないが、マクロゲル、マクロゲル４００、マクロゲル１５００、マク
ロゲル４０００、マクロゲル６０００、マクロゲル２００００、マクロゴラ、ブレオクス
ＰＥＧ、カルボワックス、カルボワックスセントリ、ホダッグＰＥＧ、リポ、リポキソー
ル、ルトロールＥ、ＰＥＧ、プルリオールＥ、ポリオキシエチレングリコール、およびα
－ヒドロ－ω－ヒドロキシ－ポリ（オキシ－１，２－エタンジイル）が含まれる。
【０１５４】
　ある実施形態では、上記ポリエチレングリコールは、液体のＰＥＧであり、かつＰＥＧ
３００またはＰＥＧ４００の１つ以上である。
【０１５５】
　他の溶媒には、治療剤を可溶化するのに十分である、Ｃ６～Ｃ２４の脂肪酸が含まれる
。
【０１５６】
　また、リン脂質溶媒が使用されてもよい。リン脂質溶媒としては、例えば、（ｉ）レシ
チン、（ｉｉ）ホスファチジルコリン、または（ｉｉｉ）リン酸のコリンエステルに連結
しているステアリン酸、パリミチン酸、およびオレイン酸の様々なジグリセリドの混合物
、（ｉｖ）水素化した大豆のホスファチリジルコリン（ＨＳＰＣ）、（ｖ）ジステアロイ
ルホスファチリルグリセロール（ＤＳＰＧ）、（ｖｉ）Ｌ－α－ジミリストイルホスファ
チジルグリセロール（ＤＭＰＧ）が挙げられる。
【０１５７】
　さらに、溶媒の例には、アルコール；プロピレングリコール；様々な分子量のポリエチ
レングリコール；プロピレングリコールエステル；オレイン酸、ステアリン酸、パルミチ
ン酸、カプリン酸、リノール酸などの脂肪酸とエステル化したプロピレングリコール；中
鎖のモノグリセリド、ジグリセリド、またはトリグリセリド；長鎖脂肪酸；天然に生じる
油；およびそれらの混合物などが含まれる。溶媒系用の油成分には、市販の油、および天
然に生じる油が含まれる。また上記油は、植物性油であってもよいし、または鉱油であっ
てもよい。当該油は、通常は、親水性－親油性バランス値を有さないという、非表面活性
油であることを特徴としてもよい。中鎖トリグリセリドを含んでいる市販の物質には、特
に限定されないが、カプテックス（Ｃａｐｔｅｘ）１００、カプテックス３００、カプテ
ックス３５５、ミグリオール（Ｍｉｇｌｙｏ）８１０、ミグリオール８１２、ミグリオー
ル８１８、ミグリオール８２９、およびダイナセリン（Ｄｙｎａｃｅｒｉｎ）６６０が包
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含される。市販のプロピレングリコールエステル組成物には、カプテックス２００および
ミグリオール８４０などが包含される。市販製品であるカプムル（Ｃａｐｍｕｌ）ＭＣＭ
は、モノグリセリドおよびジグリセリドを含んでいる多くの使用可能な中鎖混合物のうち
の１つを含んでいる。
【０１５８】
　他の溶媒には、ペパーミント油や種油などの天然に生じる油が含まれる。典型的な天然
油には、オレイン酸、ヒマシ油、紅花の種油、大豆油、オリーブ油、ヒマワリ種子油、ゴ
マ油、およびピーナッツ油が含まれる。また、大豆脂肪酸を使用してもよい。完全に飽和
した非水性溶媒には、例えば特に限定されないが、中鎖～長鎖の脂肪酸のエステル（鎖長
が約Ｃ６～約Ｃ２４である脂肪酸トリグリセリドなど）が含まれる。また、水素化された
大豆油、および他の植物性油を使用してもよい。脂肪酸の混合物を天然油（例えば、ココ
ナッツ油、パーム核油、またはババス油など）から分割し、精製してもよい。ある実施形
態では、ココナッツ油もしくはヤシの種油に由来するカプリリック／カプリックトリグリ
セリドなどの、（約Ｃ８～約Ｃ１２）中鎖トリグリセリドを使用してもよい。また、中鎖
のモノグリセリドおよびジグリセリドを使用してもよい。他の完全に飽和した非水性溶媒
は、特に限定されないが、飽和ココナッツ油（通常は、ラウリン酸、ミリスチン酸、パル
ミチン酸、カプリン酸、およびカプロン酸を含んでいる）を包含しており、さらにフルス
（Ｈｕｌｓ）からミグリオール（Ｍｉｇｌｙｏｌ（登録商標））として販売されており、
８１０、８１２、８２９、および８４０の商品名を有するものも包含している。また、ド
ルーケミカルズ（Drew Chemicals）から販売されているネオビー（ＮｅｏＢｅｅ（登録商
標））製品も留意されたい。非水性溶媒は、ミリスチン酸イソプロピルを含んでいる。合
成油の例には、６～２４の炭素原子を有する、飽和もしくは不飽和の脂肪酸の、トリグリ
セリドおよびプロピレングリコールジエステルが含まれる。なお、当該飽和不飽和の脂肪
酸としては、例えば、ヘキサン酸、オクタン酸（カプリリック酸）、ノナン酸（ペラルゴ
ン酸）、デカン酸（カプリル酸）、ウンデカン酸、ラウリン酸、トリデカン酸、テトラデ
カン酸（ミリスチン酸）、ペンタデカン酸、ヘキサデカン酸（パルミチン酸）、ヘプタデ
カン酸、オクタデカン酸（ステアリン酸）、ノナデカン酸、ヘプタデカン酸、エイコサン
酸、ヘネイコサン酸（heneicosanoic acid）、ドコサン酸、およびリグノセリン酸などが
挙げられる。不飽和カルボン酸の例には、オレイン酸、リノール酸、およびリノレン酸な
どが含まれる。非水性溶媒は、脂肪酸のモノグリセリルエステル、ジグリセリルエステル
およびトリグリセリルエステル、または混合グリセリド、ならびに／あるいはプロピレン
グリコールモノエステルまたはプロピレングリコールジエステルを含んでいてもよい。な
お、それらのグリセロールの少なくとも１つの分子は、炭素原子の長さが様々である脂肪
酸によりエステル化されている。溶媒として有用な「油以外の溶媒」は、例えば特に限定
されないがポリエチレングリコールである。
【０１５９】
　典型的な植物性油には、綿実油、コーン油、ゴマ油、大豆油、オリーブ油、ヤシ油、ピ
ーナッツ油、ヒマワリ油、紅花油、アーモンド油、アボガド油、パーム油、パーム核油、
ババス油、ブナの実の油、アマニ油、および菜種油などが含まれる。また、コーン油など
の植物性油のモノグリセリド、ジグリセリド、およびトリグリセリドが使用されてもよい
。
【０１６０】
　また、交差連結型のまたは非交差連結型のポリビニルピロリドン（ＰＶＰ）が、溶媒と
して使用されてもよい。さらに、溶媒には、特に限定されないが、Ｃ６～Ｃ２４の脂肪酸
、オレイン酸、インウィター（Ｉｍｗｉｔｏｒ）７４２、カプムル、Ｆ６８、Ｆ６８（ル
トロール）、プルロニクス（ＰＬＵＲＯＮｌＣＳ）（特に限定されないが、プルロニクス
Ｆ１０８、Ｆ１２７、およびＦ６８、ポリオキサマーを含む、ジェファミンズ（Ｊｅｆｆ
ａｍｉｎｅｓ））、テトロニクス（Ｔｅｔｒｏｎｉｃｓ）、Ｆ１２７；シクロデキストリ
ン（α－シクロデキストリン、β－シクロデキストリン、ヒドロキシプロピル－β－シク
ロデキストリン、スルホブチルエーテル－β－シクロデキストリンなど）（カプチソル（
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Ｃａｐｔｉｓｏｌ）；ＣＭＣ、ポリソルビタン２０、カビトロン（Ｃａｖｉｔｒｏｎ）、
様々な分子量のポリエチレングリコール（特に限定されないが、ＰＥＧ３００およびＰＥ
Ｇ４００を含む）が包含される。
【０１６１】
　また蜜ろうおよびｄ－α－トコフェロール（ビタミンＥ）が、溶媒として使用されても
よい。
【０１６２】
　液体製剤に使用するための溶媒は、技術的に知られている種々の方法によって決定する
ことができる。そのような方法としては、特に限定されないが、（１）その技術分野にお
ける一般的な方程式を使用して、溶媒の溶解パラメーター値を理論的に評価し、治療剤と
適合する溶媒を選択する方法や、（２）溶媒中の治療剤の飽和溶解度を実験的に決定し、
所望の溶解度を示す溶媒を選択する方法などが挙げられる。
【０１６３】
　＜ラパマイシンの可溶化＞
　治療剤がラパマイシンである場合、ラパマイシンの溶液または懸濁液を作製するために
使用されてもよい溶媒には、特に限定されないが、本明細書に記載の任意の溶媒が含まれ
る。そのような溶媒には、特に限定されないが、ＤＭＳＯ、グリセリン、エタノール、メ
タノール、イソプロピルアルコール；ヒマシ油、プロピレングリコール、ポリビニルプロ
ピレン、グリセリン、ポリソルベート８０、ベンジルアルコール、ジメチルアセトアミド
（ＤＭＡ）、ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）、グリセロールホルマール、エトキシジグ
リコール（トランスクトール　ガッテフォセ）、トリエチレングリコールジメチルエーテ
ル（トリグリム）、ジメチルイソソルビド（ＤＭＩ）、γ－ブチロラクトン、Ｎ－メチル
－２－ピロリドン（ＮＭＰ）、様々な分子量のポリエチレングリコール（特に限定されな
いが、ＰＥＧ３００およびＰＥＧ４００を含む）、およびポリグリコール化カプリルグリ
セリド（ラブラソル　ガッテフォセ）のいずれか１つ以上が含まれる。
【０１６４】
　また、溶媒には、特に限定されないが、Ｃ６～Ｃ２４の脂肪酸、オレイン酸、インウィ
ター７４２、カプムル、Ｆ６８、Ｆ６８（ルトロール）、プルロニクス（特に限定されな
いが、プルロニクスＦ１０８、Ｆ１２７、およびＦ６８、ポリオキサマーを含む、ジェフ
ァミンズ）、テトロニクス、Ｆ１２７、ベータ－シクロデキストリン、ＣＭＣ、ポリソル
ビタン２０、カビトロン、ソフチゲン（Ｓｏｆｔｉｇｅｎ）767、カプチソル、およびゴ
マ油が含まれる。
【０１６５】
　ラパマイシンを溶解するのに使用されてもよい他の方法は、「Solubilization of Rapa
mycin, P. Simamoraら, Int'l J. Pharma 213 (2001) 25-29」に記載されている（なお、
本文献の内容は、完全に本明細書に組み込まれる）。
【０１６６】
　例えば特に限定されないが、ラパマイシンは、５％ＤＭＳＯまたはメタノールの平衡塩
溶液に溶解されてもよい。ラパマイシンの溶液は、ラパマイシンの不飽和溶液であっても
よいし、飽和溶液であってもよいし、あるいは過飽和溶液であってもよい。ラパマイシン
の溶液は、固体のラパマイシンと接触していてもよい。例えば特に限定されないが、ラパ
マイシンは、約４００ｍｇ／ｍｌ以下の濃度に溶解されてもよい。また、ラパマイシンは
、例えば、オレイン酸、ステアリン酸、パルミチン酸（ｐａｌｍｉｃ）、カプリン酸、リ
ノール酸などの脂肪酸とエステル化した、プロピレングリコールに溶解されてもよい。
【０１６７】
　他の多くの溶媒を使用することができる。当業者は、本明細書における教示を考慮する
と、ラパマイシン用の溶媒を同定するルーチンを発見するだろう。
【０１６８】
　＜可溶化剤＞
　一般的に、任意の可溶化剤、または複数の可溶化剤の組み合わせを、本明細書に記載の
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液体製剤に使用してもよい。
【０１６９】
　ある実施形態では、可溶化剤は、界面活性剤、または複数の界面活性剤の組み合わせで
ある。多くの界面活性剤を使用することができる。また、様々な種類の界面活性剤の組み
合わせを含む、複数の界面活性剤の組み合わせが使用されてもよい。例えば、非イオン性
界面活性剤、陰イオン性界面活性剤（つまり、石鹸、スルホン酸塩）、陽イオン性界面活
性剤（つまり、ＣＴＡＢ）、両イオン性界面活性剤、高分子界面活性剤、または両性界面
活性剤が使用されてもよい。
【０１７０】
　使用されることができる界面活性剤は、興味のある治療剤を想定される溶媒および想定
される界面活性剤と混合し、媒体に供した後の製剤の特性を観察することによって決定さ
れてもよい。
【０１７１】
　界面活性剤の例には、特に限定されないが、次の（１）～（８）が含まれる。（１）脂
肪酸のエステルもしくはアミドもしくはエーテル類似体、あるいはそれらの親水性誘導体
、（２）モノエステルもしくはジエステル、またはそれらの親水性誘導体、あるいはそれ
らの混合物、（３）モノグリセリドもしくはジグリセリド、またはそれらの親水性誘導体
、あるいはそれらの混合物、（４）濃縮されたモノおよび／もしくはジグリセリドを有す
る混合物、またはそれらの親水性誘導体、（５）親水性部分により部分的に誘導体化され
た界面活性剤、（６）次の物質のモノエステルもしくはジエステルもしくは多価エステル
、あるいはそれらの親水性誘導体、またはそれらのアミド類似体；すなわち、他のアルコ
ール、ポリオール、サッカライドもしくはオリゴサッカライドもしくはポリサッカライド
、オキシアルキレンのオリゴマーもしくはポリマーもしくはブロックポリマー、（７）次
の物質の脂肪酸誘導体、またはそれらのエーテル類似体；すなわちアミン、ポリアミン、
ポリイミン、アミノアルコール、アミノ糖類、ヒドロキシアルキルアミン、ヒドロキシポ
リイミン、ペプチド、もしくはポリペプチド。
【０１７２】
　親水性－親油性バランス（「ＨＬＢ」）は、界面活性剤が水と油とを（あるいは、検討
されている懸濁系の２相に対して）、同時に引きつける相対的な力を表するものである。
【０１７３】
　界面活性剤は、界面活性剤分子の親水性部分と親油性部分との間のバランスに従って特
徴付けられる。親水性－親油性バランス（ＨＬＢ）の数は、分子の極性を１～４０の任意
の範囲で示しており、最も一般的に使用される乳化剤の値は、１～２０である。ＨＬＢが
増加すれば、親水性が増加する。
【０１７４】
　使用されてもよい界面活性剤には、特に限定されないが、ＨＬＢが、１０よりも大きい
、１１よりも大きい、１２よりも大きい、１３よりも大きい、または１４よりも大きい界
面活性剤が含まれる。界面活性剤の例には、ポリオキシエチレン；水素化植物性油、ポリ
エトキシ化されたヒマシ油、またはポリエトキシ化された水素化ヒマシ油の製品；ポリオ
キシエチレン－ソルビタン－脂肪酸エステル；およびポリオキシエチレンヒマシ油の誘導
体などが含まれ、さらに例えば、ニッコール（Ｎｉｋｋｏｌ）ＨＣＯ－５０、ニッコール
ＨＣＯ－３５、ニッコールＨＣＯ－４０、ニッコールＨＣＯ－６０（ニッコーケミカルズ
（Nikko Chemicals Co. Ltd.）製）；クレモフォール（Ｃｒｅｍｏｐｈｏｒ）（ＢＡＳＦ
製）（クレモフォールＲＨ４０、クレモフォールＲＨ６０、クレモフォールＥＬなど）；
トウィーン（ＴＷＥＥＮ）（ＩＣＩケミカルズ製）（トウィーン２０、トウィーン２１、
トウィーン４０、トウィーン６０、トウィーン８０、トウィーン８１、クレモフォールＲ
Ｈ４１０、およびクレモフォールＲＨ４５５など）が含まれる。
【０１７５】
　界面活性剤成分は、（ｉ）少なくとも約１２から２２までの炭素原子を有する少なくと
も１つの脂肪アルコールと、少なくとも約１から１００までのエチレンオキシドユニット
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とから形成された少なくとも１つのエーテルを有する化合物、（ｉｉ）少なくとも約１２
から２２までの炭素原子を有する少なくとも１つの脂肪酸鎖と、少なくとも約１から１０
０までのエチレンオキシドユニットとから形成された少なくとも１つのエステルを有する
化合物、（ｉｉｉ）少なくとも１つのビタミンまたはビタミン誘導体と、少なくとも約１
から１００までのエチレンオキシドユニットとをから形成された少なくとも１つのエーテ
ル、エステルまたはアミドを有する化合物、および（ｉｖ）２つ以下の界面活性剤から成
るそれらの組み合わせ、から選択されてもよい。
【０１７６】
　界面活性剤の他の例には、ルムルセ（Ｌｕｍｌｓｅ）、ＧＲＨ－４０、ＴＧＰＳ、ポリ
ソルベート－８０（トウィーン－８０）、ポリソルベート－２０（トウィーン－２０）、
ポリオキシエチレン（２０）ソルビタンモノ－オレイン酸塩）、グリセリルグリコールエ
ステル、ポリエチレングリコールエステル、およびポリグリコール化グリセリドなど、ま
たはそれらの混合物；ポリエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレングリ
セロールエステル（タガト（Ｔａｇａｔ）ＴＯ、タガトＬ、タガトＩ、タガトＩ２、およ
びタガト０など（ゴールドシュミットケミカル（Goldschmidt Chemical Co.）(エッセン
、ドイツ)から市販されている））；エチレングリコールエステル（グリコールステアリ
ン酸塩、およびジステアリン酸塩など）；プロピレングリコールエステル（プロピレング
リコールミリスチン酸塩など）；脂肪酸のグリセリルエステル（グリセリルステアリン酸
、およびモノステアリン酸塩）；ソルビタンエステル（スパン（ｓｐａｎ）およびトウィ
ーンなど）；ポリグリセリルエステル（ポリグリセリル４－オレイン酸塩など）；脂肪ア
ルコールエトキシラート（ブリジ（Ｂｒｉｊ）型の乳化剤など）；エトキシル化プロポキ
シル化ブロック共重合体（ポリオキサマーなど）；脂肪酸のポリエチレングリコールエス
テル（ＰＥＧ３００のリノール酸グリセリド、すなわちラブラフィル（Ｌａｂｒａｆｉｌ
）２１２５ＣＳ、ＰＥＧ３００のオレイン酸グリセリド、すなわちラブラフィルＭ１９４
４ＣＳ、ＰＥＧ４００のカプリリック／カプリックグリセリド、すなわちラブラソール（
Ｌａｂｒａｓｏｌ）、およびＰＥＧ３００のカプリリック／カプリックグリセリド、すな
わちソフチゲン７６７など）；クレモフォール（クレモフォールE、ポリオキシル３５ヒ
マシ油、またはクレムフォールEL、クレムフォールEL-P、クレモフォールＲＨ４ＯＰ、ポ
リオキシル４０水素化ヒマシ油、クレモフォールＲＨ４０、ポリオキシル６０水素化ヒマ
シ油、またはクレモフォールＲＨ６０）；グリセロールモノカプリレート／カプラレート
（カンプムルＣＭ１０など）；ポリオキシエチル化脂肪酸（ＰＥＧ－ステアリン酸塩、Ｐ
ＥＤ－ラウリレート、ブリジ（Ｂｒｉｊ（登録商標）））、脂肪酸のポリオキシル化グリ
セリド、ポリオキシル化グリセロール脂肪酸エステル、すなわちソルトール（Ｓｏｌｕｔ
ｏｌ）HS-15；ＰＥＧ－エーテル（ミルジ（Ｍｉｒｊ（登録商標）））、ソルビタン誘導
体（トウィーン）、ソルビタンモノオレエート、すなわちスパン２０、芳香族化合物（ト
リトン（Ｔｒｉｔｏｎ）（登録商標））、ＰＥＧ－グリセリド（ペセオール（ＰＥＣＥＯ
Ｌ（登録商標）））、ＰＥＧ－ＰＰＧ（ポリプロピレングリコール）共重合体（プルオニ
クス（特に限定されないが、プルオニクスＦ１０８、Ｆ１２７、およびＦ６８のポリオキ
サマーを含む、ジェファミンズ）、テトロニクス、ポリグリセリン、ＰＥＧ－トコフェロ
ール、ＰＥＧ－リコール（ＬＩＣＯＬ）－オレイン酸塩；プロピレングリコール誘導体、
糖およびポリサッカライドのアルキル誘導体およびアシル誘導体（オクチルスクロース、
スクロースステアリン酸塩、ラウロイルデキストラン（ｌａｕｒｏｌｙｄｅｘｔｒａｎ）
など）、および／またはそれらの混合物；エチレンオキシドと共重合されたポリリアルコ
ールのオレイン酸エステルもしくはラウリン酸エステルを基礎とする、界面活性剤；ラブ
ラソールゲルシレ（Labrasol Gelucire）４４／１４；ポリオキシエチレンステアリン酸
塩；飽和ポリグリコール化グリセリド；あるいは、ポリオキサマーが含まれる（なお、こ
れら界面活性剤は、全て市販されている）。ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステ
ルには、ポリソルベート、例えばポリソルベート２０、ポリソルベート４０、ポリソルベ
ート６０、およびポリソルベート８０が含まれていてもよい。ポリオキシエチレンステア
リン酸塩は、ポリオキシル６ステアリン酸塩、ポリオキシル８ステアリン酸塩、ポリオキ
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シル１２ステアリン酸塩、およびポリオキシル２０ステアリン酸塩が含まれていてもよい
。飽和ポリグリコール化グリセリドは、例えばゲルシレ４４／１４、またはゲルシレ（Ｇ
ＥＬＵＣＩＲＥ（登録商標））５０／１３（ガッテフォセ、ウエストウッド、ニュージャ
ージー州、米国（Gattefosse, Westwood））である。本明細書で使用されるポリオキサマ
ーには、ポリオキサマー１２４およびポリオキサマー１８８が含まれる。
【０１７７】
　界面活性剤には、ｄ－α－ポリエチレングリコール１０００コハク酸トコフェロール（
ＴＰＧＳ）、ポリオキシル８ステアリン酸塩（ＰＥＧ４００モノステアリン酸塩）、ポリ
オキシル４０ステアリン酸塩（ＰＥＧ１７５０モノステアリン酸塩モノステアリン酸塩）
、およびペパーミント油が含まれる。
【０１７８】
　ある実施形態では、ＨＬＢが１０未満である界面活性剤が使用される。そのような界面
活性剤は、場合によっては、共界面活性剤（co-surfactant）としての他の界面活性剤と
組み合わせられて使用されてもよい。ＨＬＢが１０以下である界面活性剤、混合物および
他の同等な組成物のいくつかの例として、プロピレングリコール、グリセリル脂肪酸、グ
リセリル脂肪酸エステル、ポリエチレングリコールエステル、グリセリルグリコールエス
テル、ポリグリコール化グリセリド、およびポリオキシエチルステリルエーテルが挙げら
れる。プロピレングリコールエステルもしくは部分エステルから、プロピレングリコール
のラウリン酸塩を含む市販品の組成物（ラウログリコール（Lauroglycol）ＦＣＣなど）
が形成される。市販品の賦形剤であるマイシネ（Maisine）３５－１は、グリセリルリノ
ール酸塩などの長鎖脂肪酸を含んでいる。また、ポリオキシエチレンステアリルエーテル
を含んでいる、アコノンＥ（Acconon E）などの製品が使用されてもよい。ラブラフィル
Ｍ１９４４ＣＳは、組成物がグリセリルグリコールエステルおよびポリエチレングリコー
ルエステルの混合物を含んでいる、界面活性剤の一例である。
【０１７９】
　＜ラパマイシン用の可溶化剤＞
　多くの可溶化剤を、ラパマイシン用に使用してもよい。そのような可溶化剤には、特に
限定されないが、上記＜可溶化剤＞の項目に記載の可溶化剤が含まれる。
【０１８０】
　ある実施形態では、可溶化剤は界面活性剤である。ラパマイシン用に使用されてもよい
界面活性剤は、例えば特に限定されないが、ＨＬＢが、１０よりも大きい、１１よりも大
きい、１２よりも大きい、１３よりも大きい、または１４よりも大きい界面活性剤が含ま
れる。非限定的な一例を挙げると、クレムフォールELである。ある実施形態では、上記界
面活性剤は、高分子界面活性剤であってもよい。当該高分子界面活性剤には、プルロニク
スF108、F127、およびF68、ならびにテトロニクスが含まれるが、これらに限定されない
。本明細書に記載されているように、いくつかの溶媒は、界面活性剤としても機能し得る
。本明細書の教示を考慮すれば、当業者は、どの可溶化剤および界面活性剤をラパマイシ
ン用に使用してもよいか同定するルーチンを発見するだろう。
【０１８１】
　＜粘性変更剤＞
　本明細書に記載の液体製剤は、粘性変更剤と一緒に投与されてもよいし、または粘性変
更剤をさらに含んでいてもよい。
【０１８２】
　使用されてもよい粘性変更剤の一例として、ヒアルロン酸が挙げられる。ヒアルロン酸
は、グリコサミノグリカンであり、グルコサミンおよびグルクロン酸の繰り返し配列から
作製されている。ヒアルロン酸は、体の多くの組織および臓器に存在し、当該組織および
臓器に粘度や粘性をもたらしている。またヒアルロン酸は、眼のガラス体を含む眼に存在
し、コラーゲンと共に眼に粘性をもたらしている。本明細書に記載の液体製剤は、ヒアル
ロン酸をさらに含んでいてもよいし、またはヒアルロン酸と一緒に投与されてもよい。
【０１８３】
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　粘性変更剤の他の非限定的な例には、ポリアルキレンキシド、グリセロール、カルボキ
シメチルセルロース、アルギン酸ナトリウム、キトサン、デキストラン、硫酸デキストラ
ン、およびコラーゲンが含まれる。これらの粘性変更剤は化学的に修飾されてもよい。
【０１８４】
　使用されてもよい他の粘性変更剤には、特に限定されないが、カラギーナン、セルロー
スゲル、コロイド状二酸化ケイ素、ゼラチン、プロピレンカーボネート、炭酸、アルギン
酸、寒天、カルボキシビニルポリマー、またはカルボマー、およびポリアクリルアミド、
アカシア、エステルガム、グァーガム、アラビアゴム、ガッチ（ghatti）、カラヤゴム、
トラガカント、テラ（terra）、ペクチン、タマリンドの種子、カラマツのアラビノガラ
クタン、アルギン酸塩、イナゴマメ、キサンタンガム、デンプン、ベーガム（veegum）、
トラガカント、ポリビニルアルコール、ジェランガム（gellan gum）、親水コロイドの混
合物、およびポビドンが含まれる。また、特に限定されないが、カルボキシルメチルセル
ロースナトリウム、アルギン、カラゲナン、ガラクトマンナン、ヒドロプロピルメチルセ
ルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ポリエチレングリコール、ポリビニルピロリ
ドン、カルボキシメチルキチンナトリウム、カルボキシメチルデキストランナトリウム、
デンプングリコール酸ナトリウム、キサンタンガム、およびゼインなどの、技術的に知ら
れている他の粘性変更剤が使用されてもよい。
【０１８５】
　＜製剤の他の成分＞
　本明細書に記載の製剤は、例えば安定化剤などの他の様々な成分をさらに含んでいても
よい。本明細書に記載の製剤に使用されてもよい安定化剤には、特に限定されないが、（
１）ゼラチンなどの封入物質との賦形剤の適合性を改善する剤、（２）ラパマイシンおよ
び／またはラパマイシン誘導体などの治療剤の安定性を改善する剤、および／または（３
）製剤の安定性を改善する剤が含まれる。また、上記（２）における治療剤の安定性を改
善するということは、例えば、ラパマイシンなどの治療剤の結晶の成長を防止することで
ある。なお、安定化剤である成分と、溶媒、可溶化剤または界面活性剤である成分との間
には、重複が存在し、同じ成分に２つ以上の役割を実行させることができる。
【０１８６】
　安定化剤は、脂肪酸、脂肪アルコール、アルコール、長鎖脂肪酸エステル、長鎖エーテ
ル、脂肪酸の親水性誘導体、ポリビニルピロリドン、ポリビニルエーテル、ポリビニルア
ルコール、炭化水素、疎水性ポリマー、および吸湿性ポリマー、ならびにそれらの組み合
わせから選択されてもよい。また、上記安定化剤のアミド類似体を使用することもできる
。選択された安定化剤は、上記製剤の疎水性を変更し得るか（オレイン酸、ワックスなど
）、もしくは製剤中の様々な成分の混和を改善し得るか（エタノールなど）、製剤中の水
分量を制御し得るか（ＰＶＰなど）、相の移動度を制御し得るか（融点が室温よりも高い
物質（長鎖脂肪酸、アルコール、エステル、エーテル、アミドなど、またはそれらの混合
物、ワックス））、および／または製剤と封入物質との適合性を改善し得る（オレイン酸
またはワックスなど）。これら安定化剤のいくつかは、溶媒／共溶媒として使用されても
よい（エタノールなど）。安定化剤は、治療剤（ラパマイシンなど）の結晶化を防止する
のに十分な量で存在してもよい。
【０１８７】
　安定化剤の例には、特に限定されないが、飽和脂肪酸、モノエン脂肪酸、ポリエン脂肪
酸、分枝状脂肪酸、環含有脂肪酸、アセチレン型脂肪酸、ジカルボン酸の脂肪酸、および
官能基含有脂肪酸（脂肪酸としては、オレイン酸、カプリル酸、カプリン酸、カプロン酸
、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、ベヘン酸、リノール酸、リ
ノレン酸、エイコサペンタエン酸（ＥＰＡ）、ＤＨＡなどが挙げられる）；脂肪アルコー
ル（ステアリルアルコール、セチルアルコール、セテリル（ｃｅｔｅｒｙｌ）アルコール
など）；他のアルコール（エタノール、イソプロピルアルコール、ブタノールなど）；長
鎖脂肪酸のエステル、エーテル、またはアミド（グリセリルステアリン酸塩、セチルステ
アリン酸塩、オレイルエーテル、ステアリルエーテル、セチルエーテル、オレイルアミド
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、ステアリルアミドなど）；脂肪酸の親水性誘導体（ポリグリセリル脂肪酸、ポリエチレ
ングリコール脂肪酸のエステルなど）；ポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコール（
ＰＶＡ）、ワックス、ドコサヘキサエン酸、およびデヒドロアビエチン酸などが含まれる
。
【０１８８】
　また、本明細書に記載の製剤は、ゲルを形成することによって、最終製剤の構造を変化
させるゲル化剤をさらに含んでいてもよい。
【０１８９】
　本明細書に記載されているような使用のための治療剤（ラパマイシンなど）は、滅菌な
どの従来の製薬工程に供されてもよい。また、当該治療剤を含んでいる組成物は、従来の
アジュバント（防腐剤、安定化剤、湿潤剤、乳化剤、バッファなど）を含んでいてもよい
。また、治療剤は、臨床的に使用するための薬学的に許容可能な賦形剤と一緒に製剤化さ
れて、薬学的組成物が製造されてもよい。製剤は、溶液、懸濁液、固形物質の粒子、固形
物質の分離した塊、ナノ粒子として存在してもよいし、ポリマーマトリックス内に組み込
まれていてもよいし、液体製剤であってもよいし、あるいは選択された投与経路に適切な
他の任意の形態であってもよい。上記治療剤は、本明細書に記載の病気の何れかを治療、
予防もしくは阻害するか、それらの発症を遅らせるか、またはそれらの回復を引きこすた
めの薬物を調製するために使用されてもよい。ある実施形態では、上記治療剤は、本明細
書に記載の病気の何れかを治療するための薬物を調製するために使用されてもよい。
【０１９０】
　ラパマイシンなどの治療剤を含んでいる組成物は、示された投与経路に適切な１つ以上
のアジュバントを含んでいてもよい。治療剤が一緒に混合されてもよいアジュバントには
、特に限定されないが、ラクトース、スクロース、デンプン散剤、アルカン酸のセルロー
ルエステル、ステアリン酸、タルク、ステアリン酸マグネシウム、酸化マグネシウム、リ
ン酸ならびに硫酸のナトリウム塩およびカルシウム塩、アカシア、ゼラチン、アルギン酸
ナトリウム、ポリビニルピロリドン、ならびに／またはポリビニルアルコールを含んでい
る。可溶化された製剤が必要とされるときは、治療剤は溶媒に溶解されてもよい。そのよ
うな溶媒には、特に限定されないが、様々な分子量のポリエチレングリコール、プロピレ
ングリコール、カルボキシメチルセルロースのコロイド溶液、メタノール、エタノール、
ＤＭＳＯ、コーン油、ピーナッツ油、綿実油、ゴマ油、トラガカントゴム、および／また
は種々のバッファが含まれる。他のアジュバントおよび投与様式は、薬学の技術分野にお
いて公知であり、本明細書に記載の方法、組成物、および液体製剤を実施する際に使用さ
れてもよい。担体または希釈剤には、時間遅延物質（単独でまたはワックスと一緒に使用
されるグリセリルモノステアリン酸塩もしくはグリセリルジステアリン酸塩など）、ある
いは技術的に公知の他の物質が含まれていてもよい。また、本明細書に記載されているよ
うな使用のための製剤は、ゲル製剤、浸食ポリマー（erodible polymer）、非浸食ポリマ
ー（non-erodible polymer）、マイクロスフフィア、およびリポソームを含んでいてもよ
い。
【０１９１】
　使用してもよい他のアジュバントおよび賦形剤には、特に限定されないが、Ｃ８～Ｃ１

０の脂肪酸エステル（ソフチゲン７６７、ポリソルベート８０、プルロニクス、テトロニ
クス、ミグリオール、およびトランスクトールなど）が含まれる。
【０１９２】
　薬学技術分野において、一般的に利用される添加剤および希釈剤が、場合によっては、
薬学的組成物および液体製剤に添加されることができる。これらには、造粘剤、造粒剤、
分散剤、香味剤、甘味剤、着色剤、および、安定化剤（ｐＨ安定化剤など）、他の賦形剤
、酸化防止剤（例えば、トコフェロール、ＢＨＡ、ＢＨＴ、ＴＢＨＱ、酢酸トコフェロー
ル、アスコルビン酸パルミテート、およびアスコルビン酸、没食子酸プロピルなど）、お
よび防腐剤（例えばパラベン）などが含まれる。典型的な防腐剤には、特に限定されない
が、ベンジルアルコール、エチルアルコール、塩化ベンザルコニウム、フェノール、およ
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びクロロブタノールなどが含まれる。有用な酸化防止剤のいくつかは、上記製剤に、酸素
阻害剤または過酸化水素阻害剤を提供するものである。そのような酸化防止剤には、特に
限定されないが、ブチル化ヒドロキシトルエン、ブチルヒドロキシアニソール、没食子酸
プロピル、アスコルビン酸パリミテート、およびα－トコフェロールなどが含まれる。レ
シチン、ヒドロキシプロピルセルロース、およびステアリン酸アルミニウムなどの造粘剤
によって、上記製剤の構造は改善され得る。
【０１９３】
　ある実施形態では、上記治療剤は、ラパマイシンであり、当該ラパマイシンは、ラパミ
ューン（ＲＡＰＡＭＵＮＥ）として固体または液体の形態で製剤化される。ある実施形態
では、上記ラパミューンは、経口製剤として製剤化される。
【０１９４】
　さらに、粘性の高いポリマーが懸濁液に添加されてもよい。これにより、懸濁液の局在
化が促進されたり、配置や取扱が容易になったりする。また液体製剤のある使用では、液
体製剤が注入されるためのポケットが強膜に、外科的に形成されてもよい。強膜のヒドロ
ゲル構造は、速度を制御する膜として作用し得る。懸濁液を形成するための治療剤物質の
粒子は、公知の方法によって製造することができる。そのような方法には、特に限定され
ないが、例えば、セラミックビーズを使用した、ボールミル粉砕による方法が含まれる。
例えば、ラブミル（Ｌａｂｍｉｌｌ）８０００などのコールパーマーボールミル（Cole P
armer ball mill）が使用されてもよい。このコールパーマーボールミルは、０．８ｍｍ
のＹＴＺセラミックビーズを備えており、トーソ（Ｔｏｓｏｈ）またはノーストーン（No
rstone Inc.）から入手可能である。
【０１９５】
　上記製剤は、適宜、単位用量形態で存在してもよい。さらに、上記製剤は従来の薬学的
技術によって調製されてもよい。そのような技術は、上記治療剤を、薬学的担体または賦
形剤と会合させる工程を含んでいる。また、活性成分を、液体担体もしくは細かく分割さ
れた固体担体、あるいはそれらの両方と均一かつ念入りに会合し、必要に応じて、製品を
成形することによって、上記製剤が調製されてもよい。
【０１９６】
　ある実施形態では、本明細書に記載の製剤は、１つ以上の単位用量形態で提供され、当
該単位用量形態は、本明細書に記載の液体製剤が投与される疾患または病気を治療または
予防するのに有効な量の上記液体製剤を含んでいる。ある実施形態では、単位用量形態は
、それが投与されるであろう濃度で調製される。ある実施形態では、単位用量形態は被検
体に投与される前に希釈される。ある実施形態では、本明細書に記載の液体製剤は、被検
体に投与される前に水性媒体で希釈される。ある実施形態では、上記水性媒体は等張性媒
体である。ある実施形態では、本明細書に記載の液体製剤は、被検体に投与される前に非
水性媒体で希釈される。
【０１９７】
　さらに別の態様では、本明細書において、本明細書に記載の１つ以上の単位用量形態を
含んでいるキットが提供される。ある実施形態では、上記キットは、１つ以上の疾患また
は病気の治療に使用するための取扱説明書および包装（packaging）の１つ以上を含んで
いる。ある実施形態では、上記キットは、製剤または薬学的製剤と物理的に接触していな
い希釈剤を含んでいる。ある実施形態では、上記キットは、１つ以上の密封容器に入った
、本明細書に記載の１つ以上の単位用量形態の何れかを含んでいる。ある実施形態では、
上記キットは、１つ以上の滅菌された単位用量形態の何れかを含んでいる。
【０１９８】
　ある実施形態では、上記単位用量形態は、容器に入っている。当該容器には、特に限定
されないが、滅菌された密封容器が含まれる。またある実施形態では、上記容器は、バイ
アル、アンプル、または低容量アプリケーターである。低容量アプリケーターには、特に
限定されないが、注射器が含まれる。また、ある実施形態では、低容量アプリケーターは
、眼の疾患または病気を治療するためのラパマイシンで予め満たされている。眼の疾患ま
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たは病気を治療するためのラパマイシンには、特に限定されないが、加齢性黄斑変性症を
治療するためのリムス化合物が含まれる。本明細書には、治療剤（ラパマイシンを含むが
これに限定されない）を含んでいる製剤で予め満たされた、充満済低容量アプリケーター
が記載されている。ある実施形態では、低容量アプリケーターは、治療剤（ラパマイシン
を含むがこれに限定されない）と、ポリエチレングリコールとを含んでいる溶液で予め満
たされており、場合によっては、１つ以上の追加成分をさらに含んでいる。そのような追
加成分には、特に限定されないが、エタノールが含まれる。ある実施形態では、充満済低
容量アプリケーターは、約２％のラパマイシン、約９４％のＰＥＧ－４００、約４％のエ
タノールを含んでいる溶液で予め満たされている。
【０１９９】
　本明細書には、１つ以上の容器を含んでいるキットが記載されている。ある実施形態で
は、キットは、本明細書に記載の製剤で予め満たされた１つ以上の低容量アプリケーター
を含んでいる。該製剤には、特に限定されないが、（１）ラパマイシンを含んでいる製剤
、（２）ラパマイシンおよびポリエチレングリコールを含んでおり、場合によっては１つ
以上の追加成分をさらに含んでいる製剤、ならびに（３）約２％のラパマイシン、約９４
％のＰＥＧ－４００、および約４％のエタノールを含んでいる液体形態の製剤が包含され
る。なお、上記追加成分には、特に限定されないが、エタノールが包含される。ある実施
形態では、上記キットは、１つ以上の容器を含んでおり、当該１つ以上の容器には、それ
を使用するための取扱説明書が添付されている。そのような容器には、特に限定されない
が、充満済低容量アプリケーターが包含される。さらに別の実施形態では、キットは、ラ
パマイシンで予め満たされた１つ以上の低容量アプリケーターと、本明細書に記載の疾患
または病気にの治療に該低容量アプリケーターを使用するための取扱説明書とを含んでい
る。ある実施形態では、本明細書に記載の容器は、二次包装されている。
【０２００】
　＜治療方法＞
　特に断りの無い限り、本明細書に記載の治療剤の何れかは、本明細書に記載の疾患およ
び病気の何れかを治療、予防もしくは阻害するか、それらの発症を遅らせるか、またはそ
れらの回復を引き起こすための本明細書に記載の方法に使用されてもよい。
【０２０１】
　ある実施形態では、本明細書に記載の製剤の何れか１つ以上は、本明細書に記載の方法
によって、本明細書に記載の１つ以上の治療剤を送達するために使用される。一般的に、
上記治療剤は、治療上有効な量の治療剤を、被検体にまたは必要な治療期間中に被検体に
、送達することができる任意の製剤に製剤化されてもよい。ある実施形態では、必要な治
療期間は、疾患または病気の予測された持続期間中に有効な量の治療剤を送達すると予測
される徐放性製剤が、一回投与される期間である。またある実施形態では、必要な治療期
間は、複数回投与される期間である。
【０２０２】
　ある実施形態では、必要な治療期間は、製剤（特に限定されないが、徐放性製剤など）
が複数回投与される期間である。
【０２０３】
　本明細書で使用されている、治療剤の投与による疾患または病気の「阻害」は、疾患ま
たは病気の少なくとも１つの検出可能な物理学的特性もしくは症状の発達が、治療剤を投
与した後に、該治療剤を投与しないときの疾患または病気の少なくとも１つの検出可能な
物理学的特性もしくは症状の発達と比べて、遅くなるかまたは停止することを意味する。
【０２０４】
　本明細書で使用されている、治療剤の投与による疾患または病気の「予防」は、疾患ま
たは病気の検出可能な物理学的特性もしくは症状が、治療剤を投与した後に、発現しない
ことを意味する。
【０２０５】
　本明細書で使用されている、治療剤の投与によって病気または疾患の「発症を遅らせる
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こと」は、疾患または病気の少なくとも１つの検出可能な物理学的特性もしくは症状の発
達が、治療剤を投与した後に、該治療剤を投与しないときの疾患または病気の少なくとも
１つの検出可能な物理学的特性もしくは症状の発達と比べて、時間的により遅くなること
を意味する。
【０２０６】
　本明細書で使用されている、治療剤の投与による疾患または病気の「治療」は、疾患ま
たは病気の少なくとも１つの検出可能な物理学的特性もしくは症状の発達が、治療剤を投
与した後に、該治療剤を投与しないときの疾患または病気の少なくとも１つの検出可能な
物理学的特性もしくは症状の発達と比べて、遅くなるか、停止するか、または反転するこ
とを意味する。
【０２０７】
　本明細書で使用されている、治療剤の投与によって、疾患または病気の「回復が引き起
こされること」は、疾患または病気の少なくとも１つの検出可能な物理学的特性もしくは
症状の発達が、治療剤を投与した後に、ある程度反転することを意味する。
【０２０８】
　本明細書の教示を考慮すれば、予防を必要とするか、もしくは予防したほうがよい傾向
にある被検体は、その分野において確立された方法および基準から、熟練の開業医によっ
て特定され得る（なお、被検体には、ヒト被検体が含まれるが、これに限定されない）。
また本明細書の教示を考慮すれば、熟練の開業医は、血管形成および／または親血管形成
を特定する分野において確立された基準に基づいて、個体にとって阻害もしくは治療が必
要であるかどうかを容易に診断し得る。
【０２０９】
　本明細書で使用されている「被検体」は、一般的に、本明細書に記載の製剤が投与され
ることによって恩恵を享受し得る任意の動物である。ある実施形態では、上記治療剤は、
哺乳類被検体に投与される。ある実施形態では、上記製剤は、ヒト被検体に投与される。
ある実施形態では、上記製剤は、家畜動物（veterinary animal）被検体に投与される。
ある実施形態では、上記製剤は、実験モデル動物に投与される。ある実施形態では、上記
製剤は、ペットである家畜動物に投与される。ある実施形態では、上記製剤は、農学に関
連する家畜動物に投与される。
【０２１０】
　本明細書に記載されている、投与に関する治療剤の「有効な量」（本明細書では「治療
上有効な量」とも称される）は、被検体に投与されたときに、要求された治療効果をもた
らす治療剤の量である（なお、被検体には、特に限定されないが、ヒト被検体が包含され
る）。種々の治療効果を得るためには、治療剤の有効な量が異なっていることが必要とさ
れ得る。例えば、疾患または病気を予防するために使用される治療剤の治療上有効な量は
、疾患または病気を治療もしくは阻害するか、それらの発症を遅らせるか、またはそれら
の回復を引き起こすために使用される治療上有効な量と異なっていてもよい。さらに、治
療上有効な量は、年齢および体重、ならびに対処される疾患または病気に精通している者
に公知の、被検体の他の健康状態に依存してもよい。したがって、治療上有効な量は、治
療剤が投与される全ての被検体において、同一でなくてもよい。
【０２１１】
　また、本明細書では、特定の疾患または病気を治療、予防もしくは阻害するか、それら
の発症を遅らせるか、またはそれらの回復を引き起こすための治療剤の有効な量は、疾患
または病気を治療、予防もしくは阻害するか、それらの発症を遅らせるか、またはそれら
の回復を引き起こすのに有効な治療剤の量とも称される。
【０２１２】
　当業者は、本明細書および図面に提供された教示に基づけば、本明細書に記載の疾患ま
たは病気を治療するための本明細書に記載の治療剤の適切な量を決定する方法を、理解す
るだろう。一例を挙げると、治療剤の有効な量が、＜疾患および病気＞の項目に記載の疾
患および病気を治療、予防もしくは阻害するか、それらの発症を遅らせるか、またはそれ
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らの回復を引き起こすような「治療上有効な量」であるかどうかを決定するために、治療
剤をインビトロまたは興味のある疾患または病気に関する動物モデルに投与してもよく、
さらに、効果を観察してもよい。ラパマイシンの組織内蓄積および薬物動態についての科
学参考書としては、例えば特に限定されないが、「Napoli & Taylor, From Beach to Bed
side: History of the Development of Sirolimus, 23:559-586 (2001)」が挙げられる。
また、ヒトに対して用量設定臨床試験（dose ranging human clinical trial）を実施し
て、治療剤の治療上有効な量を決定してもよい。
【０２１３】
　本明細書に記載されている、治療剤の「抗透過性に関して有効な量」（本明細書では「
抗透過性に関して治療的上有効な量」とも称される）は、被検体に投与されたときに、抗
透過性効果をもたらす治療剤の量である（なお、被検体には、特に限定されないが、ヒト
被検体が包含される）。抗透過性効果を得るには、治療、予防もしくは阻害されるか、発
症が遅らせられるか、または回復が引き起こされる疾患に依存して、治療剤の有効な量が
異なることが必要とされてもよい。抗透過性効果を得るには、治療される組織に依存して
、治療剤の有効な量が異なることが必要とされ得る。また、抗透過性に関して有効な量は
、年齢および体重、ならびに対処される疾患または病気に精通した者に公知の被検体の他
の健康状態に依存してもよい。したがって、抗透過性に関して有効な量は、治療剤が投与
される全ての被検体において同一ではなくてもよい。当業者は、これらのパラメーターお
よび本明細書の教示を考慮すれば、所定の被検体のための有効な量を決定することに精通
する。
【０２１４】
　＜用量および組織レベル＞
　特に明確に断らない限り、本明細書に記載の製剤の何れかは、本明細書に記載の治療剤
の何れかを組織レベルで被検体に送達するか、または本明細書に記載の治療剤の何れかを
投与量で被検体に投与するために使用されてもよい。当該被検体は、そのような送達や投
与を必要とする被検体である。特に明確に断ら無い限り、上記被検体は、家畜（ｖｅｔｅ
ｒｉｎａｒｙ）被検体、哺乳類被検体、またはヒト被検体である。ある実施形態では、被
検体はヒト被検体である。
【０２１５】
　ある実施形態では、治療剤は、ラパマイシンの量または濃度と等しい量または濃度で投
与される。本明細書の教示基づけば、当業者は、例えば、様々な量または濃度の治療剤を
、インビボまたはインビボのモデル系などの疾患モデル系に投与し、当該モデル系の結果
を、様々な量または濃度のラパマイシンを用いたときの結果と比べることによって、所定
の治療剤のどの程度の量または濃度が、ラパマイシンの量または濃度と等しいかを決定す
ることができる。また、本明細書の教示に基づけば、当業者は、ラパマイシンを他の治療
剤と比較している実験に関する科学文献を検討することによって、所定の治療剤のどの程
度の量または濃度が、ラパマイシンの量または濃度と等しいかを決定することができる。
なお、例えば、評価された疾患または疾病が違ったり、または使用された製剤の形式が異
なる場合には、同じ治療剤であってもラパマイシンと等しい量は、異なることがあること
が理解される。眼の疾患に対するラパマイシンと他の治療剤との比較研究が記された科学
文献としては、例えば特に限定されないが、「Ohiaら, Effects of steroids and immuno
suppressive drugs on endotoxin-uveitis in rabbits, J. Ocul. Pharmacol. 8(4):295-
307 (1992)」、「Kulkarni, Steroidal and nonsteroidal drugs in endotoxin-induced 
uveitis, J. Ocul. Pharmacol. 10(l):329-34 (1994)」、「Hafiziら, Differential eff
ects of rapamycin, cyclosporine A, and FK506 on human coronary artery smooth mus
cle cell proliferation and signaling, VasculPharmacol. 41(4-5): 167-76 (2004)」
、および米国特許出願公開第２００５／０１８７２４１号明細書が挙げられる。
【０２１６】
　例えば特に限定されないが、網膜浮腫のモデルでは、網膜浮腫の治療において、治療剤
の効力または有効性が、ラパマイシンの効力または有効性の約１０倍未満であることが判
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明すれば、該治療剤の１０倍の用量が、ラパマイシンの１倍の用量と等しい。あるいは、
網膜浮腫の治療において、治療剤の効力または有効性が、ラパマイシンの効力または有効
性よりも約１０倍よりも大きいことが判明すれば、ラパマイシンの１倍の用量に対して０
．１倍の用量の治療剤が投与される。また、本明細書に記載の疾患または病気の他のモデ
ルを使用して、上記疾患または疾病を治療もしくは予防することなどの、求められる治療
効果のあるラパマイシンの所定量と等しい、治療剤の適切な量を決定してもよい。
【０２１７】
　特に明確に断らない限り、本明細書に記載の治療剤の何れかを、ラパマイシンの量と等
しい量で送達してもよい。また、特に明確に断らない限り、本明細書に記載の治療剤の任
意の類似体、誘導体、プロドラッグ、塩、またはエステルを、ラパマイシンの量と等しい
量で送達してもよい。特に明確に断らない限り、本明細書に記載のラパマイシンの任意の
類似体、誘導体、プロドラッグ、塩、またはエステルを、ラパマイシンの量と等しい量で
送達してもよい。
【０２１８】
　ある実施形態では、上記治療剤は、イムノフィリン結合化合物、またはその類似体、誘
導体、プロドラッグ、塩、もしくはエステルである。ある実施形態では、上記治療剤は、
リムス化合物、またはその類似体、誘導体、プロドラッグ、塩、もしくはエステルである
。ある実施形態では、上記治療剤は、ラパマイシン、またはその類似体、誘導体、プロド
ラッグ、塩、もしくはエステルである。ある実施形態では、上記治療剤は、ＳＤＺ－ＲＡ
Ｄ、タクロリムス、エベロリムス、ピメクロリムス、ＣＣＩ－７７９、ＡＰ２３８４１、
ＡＢＴ－５７８、ＴＡＦＡ－９３、ＲＡＤ－００１、テンシロリムス、ＡＰ２３５７３、
７－エピ－ラパマイシン、７－チオメチル－ラパマイシン、７－エピ－トリメトキシフェ
ニル－ラパマイシン、７－エピ－チオメチル－ラパマイシン、７－デメトキシ－ラパマイ
シン、３２－デメトキシ－ラパマイシン、２－デスメチル－ラパマイシン、ラパマイシン
のモノエステル誘導体、ラパマイシンのジエステル誘導体、ラパマイシンの２７－オキシ
ム；ラパマイシンの４２－オキソ類似体；二環式ラパマイシン；ラパマイシンのダイマー
；ラパマイシンのシリルエーテル；ラパマイシンのアリールスルホン酸塩、ラパマイシン
のスルファミン酸塩、３１位および４２位におけるモノエステル、３１位および４２位に
おけるジエステル、３０－デメトキシラパマイシン、ならびにそれらの薬学的に許容可能
な塩およびエステルである。ある実施形態では、上記治療剤は、ラパマイシン、ＳＤＺ－
ＲＡＤ、タクロリムス、エベロリムス、ピメクロリムス、ＣＣＩ－７７９、ＡＰ２３８４
１、ＡＢＴ－５７８、ならびにそれらの薬学的に許容可能な塩およびエステルである。あ
る実施形態では、上記治療剤は、ラパマイシンである。
【０２１９】
　ある非限定的な実施形態では、本明細書に記載の疾患または病気と関係する組織におけ
る治療剤の組織レベル濃度が、約０．００１ｐｇ／ｍｇ～約２０μｇ／ｍｇの間のラパマ
イシンの濃度と等しくなる量の治療剤が投与されることによって、上記疾患または病気が
治療、予防もしくは阻害されるか、それらの発症が遅らせられるか、またはそれらの回復
が引き起こされる。ある非限定的な実施形態では、本明細書に記載の疾患または病気と関
係する組織における治療剤の組織レベル濃度が、０．００１ｎｇ／ｍｇ～１０ｍｇ／ｍｇ
の間のラパマイシンの濃度と等しくなる量の治療剤が提供されることによって、上記疾患
または病気が治療、予防もしくは阻害されるか、それらの発症が遅らせられるか、または
それらの回復が引き起こされる。
【０２２０】
　ある非限定的な実施形態では、本明細書に記載の疾患または病気と関係する組織におけ
る治療剤の組織レベル濃度が、０．００１ｐｇ／ｍｇ～２０μｇ／ｍｇの間、０．００１
ｐｇ／ｍｇ～１ｎｇ／ｍｇの間、０．００１ｐｇ／ｍｇ～１０ｎｇ／ｍｇの間、０．０１
ｐｇ／ｍｇ～１００ｎｇ／ｍｇの間、０．０１ｐｇ／ｍｇ～１０ｎｇ／ｍｇの間、０．１
ｐｇ／ｍｇ～１００ｎｇ／ｍｇの間、１ｎｇ／ｍｇ～１μｇ／ｍｇの間、１ｎｇ／ｍｇ～
５００ｎｇ／ｍｇの間、１０ｎ／ｍｇ～４００μｇ／ｍｇの間、１ｎｇ／ｍｇ～３００ｎ
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ｇ／ｍｇの間、２００ｎｇ／ｍｇ～７００ｎｇ／ｍｇの間、５００ｎｇ／ｍｇ～１μｇ／
ｍｇの間、８００ｎｇ／ｍｇ～１．２μｇ／ｍｇの間、または１μｇ／ｍｇ～５μｇ／ｍ
ｇの間のラパマイシンの濃度と等しくなる量の治療剤が提供されることによって、上記疾
患または病気が治療、予防もしくは阻害されるか、それらの発症が遅らせられるか、また
はそれらの回復が引き起こされる。
【０２２１】
　ある非限定的な実施形態では、本明細書に記載の疾患または病気と関係する組織におけ
る治療剤の組織レベル濃度が、約０．００１ｎｇ／ｍｌ～約１０ｍｇ／ｍｌの間、０．０
１ｎｇ／ｍｌ～１μｇ／ｍｌの間、１ｎｇ／ｍｌ～１μｇ／ｍｌの間、０．０１ｎｇ／ｍ
ｌ～１００μｇ／ｍｌの間、０．０１ｎｇ／ｍｌ～１０ｎｇ／ｍｌの間、０．１ｎｇ／ｍ
ｌ～１００μｇ／ｍｌの間、１００ｎｇ／ｍｌ～１μｇ／ｍｌの間、１μｇ／ｍｌ～５０
０μｇ／ｍｌの間、１０ｍｇ／ｍｌ～４００ｍｇ／ｍｌの間、１μｇ／ｍｌ～３００μｇ
／ｍｌの間、２００ｎｇ／ｍｇ～７００μｇ／ｍｌの間、５００ｎｇ／ｍｇ～５ｍｇ／ｍ
ｌの間、５００μｇ／ｍｌ～１ｍｇ／ｍｌの間、または１ｍｇ／ｍｌ～５ｍｇ／ｍｌの間
のラパマイシンの濃度と等しくなる量の治療剤が提供されることによって、上記疾患また
は病気が治療、予防もしくは阻害されるか、それらの発症が遅らせられるか、またはそれ
らの回復が引き起こされる。ある実施形態では、上記治療剤はラパマイシンである。
【０２２２】
　当業者は、用量および投与経路が、治療、予防もしくは阻害されるか、回復が引き起こ
されるか、または発症が遅らせられる疾患または疾病によって決定されることを理解する
。
【０２２３】
　ある実施形態では、有効な量のラパマイシンが被検体に送達される。ある実施形態では
、抗透過性に関して有効な量のラパマイシンが被検体に送達される。ある実施形態では、
製剤中の投与されるラパマイシンの量は、治療、予防もしくは阻害されるか、回復が引き
起こされるか、または発症が遅らせられる疾患または疾病と関係する組織におけるラパマ
イシンの濃度が０．００１ｐｇ／ｍｇ～２０μｇ／ｍｇの間になる量である。ある実施形
態では、製剤中の投与されるラパマイシンの量は、治療、予防もしくは阻害されるか、回
復が引き起こされるか、または発症が遅らせられる疾患または疾病と関係する組織におけ
るラパマイシンの濃度が０．００１ｎｇ／ｍｌ～１０ｍｇ／ｍｌになる量である。
【０２２４】
　本明細書の教示に基いたり、科学文献を検討したりすれば、当業者は、動物（すなわち
ハムスター）に示されたラパマイシンの量または濃度に基づいて、所定の治療剤のヒトに
相当する用量を決定することができる。ヒトに相当する用量を計算する１つの方法は、産
業界および評論家向けのＦＤＡガイダンス（健康な成人のボランティアに対する治療のた
めの臨床試験の安全な発症用量の評価、http://www.fda.gov/cber/gdlns/dose.htm）に提
供されている。例えば、ハムスターの用量（ｍｇ／ｋｇ）からヒトに相当する用量（ｍｇ
／ｋｇ）へ換算する場合、ハムスターの用量（ｍｇ／ｋｇ）を、７．４で割って、ヒトに
相当する用量（ｍｇ／ｋｇ）と等しいとしてもよい。当業者は、本明細書に記載の教示や
、ある動物被検体とヒト被検体などとの相対的な投薬に関する知識に照らせば、治療剤の
適切な量を決定することができるであろう。
【０２２５】
　ある非限定的な実施形態では、本明細書に記載の疾患または病気を治療、予防もしくは
阻害するか、それらの発症を遅らせるか、またはそれらの回復を引き起こすために、約２
ｍｇ／ｋｇ以下、約０．５ｍｇ／ｋｇ以下、または約０．１ｍｇ／ｋｇ以下のラパマイシ
ンの用量と等しい用量の治療剤が、被検体に投与される。ある非限定的な実施形態では、
本明細書に記載の疾患または病気を治療、予防もしくは阻害するか、それらの発症を遅ら
せるか、またはそれらの回復を引き起こすために、約０．１ｍｇ／ｋｇ～約０．５ｍｇ／
ｋｇの間、または約０．１ｍｇ／ｋｇ～約２．０ｍｇ／ｋｇの間の何れかのラパマイシン
の用量と等しい用量の治療剤が、被検体に投与される。ある非限定的な実施形態では、本
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明細書に記載の疾患または病気を治療、予防もしくは阻害するか、それらの発症を遅らせ
るか、またはそれらの回復を引き起こすために、約０．１ｍｇ／ｋｇ、０．５ｍｇ／ｋｇ
、または２．０ｍｇ／ｋｇの何れかのラパマイシンの用量と等しい用量の治療剤が、被検
体に投与される。
【０２２６】
　ある非限定的な実施形態では、本明細書に記載の疾患または病気を治療、予防もしくは
阻害するか、それらの発症を遅らせるか、またはそれらの回復を引き起こすために、約０
．２７ｍｇ／ｋｇ以下、約０．０６７ｍｇ／ｋｇ以下、または約０．０１３５ｍｇ／ｋｇ
以下のラパマイシンの用量と等しい用量の治療剤が、被検体に投与される。ある非限定的
な実施形態では、本明細書に記載の疾患または病気を治療、予防もしくは阻害するか、そ
れらの発症を遅らせるか、またはそれらの回復を引き起こすために、０．０１３５ｍｇ／
ｋｇ～０．０６７ｍｇ／ｋｇの間、または０．０１３５ｍｇ／ｋｇ～０．２７ｍｇ／ｋｇ
のどちらかのラパマイシンの用量と等しい用量の治療剤が、被検体に投与される。ある非
限定的な実施形態では、本明細書に記載の疾患または病気を治療、予防もしくは阻害する
か、それらの発症を遅らせるか、またはそれらの回復を引き起こすために、約０．０１３
５ｍｇ／ｋｇ、０．０６７ｍｇ／ｋｇ、または０．２７ｍｇ／ｋｇの何れかのラパマイシ
ンの用量と等しい用量の治療剤が、被検体に投与される。
【０２２７】
　ある非限定的な実施形態では、本明細書に記載の疾患または病気を治療、予防もしくは
阻害するか、それらの発症を遅らせるか、またはそれらの回復を引き起こすために、上記
疾患または病気が治療、予防もしくは阻害されるか、それらの発症が遅らせられるか、ま
たはそれらの回復が引き起こされることが必要な被検体に、有効な量もしくは抗透過性に
関して有効な量の製剤が投与され、該製剤は、ハムスターの腹腔内に注入されたときに、
ハムスターの頬組織における治療剤の平均濃度が、約７ｎｇ／ｇ以下、約１１ｎｇ／ｇ以
下、または約４０ｎｇ／ｇ以下の何れかのラパマイシンの濃度と等しくなるのに十分な量
の治療剤を送達するものである。ある実施形態では、本明細書に記載の疾患または病気を
治療、予防もしくは阻害するか、それらの発症を遅らせるか、またはそれらの回復を引き
起こすために、上記疾患または病気が治療、予防もしくは阻害されるか、それらの発症が
遅らせられるか、またはそれらの回復が引き起こされることが必要な被検体に、有効な量
もしくは抗透過性に関して有効な量の製剤が投与され、該製剤は、ハムスターの腹腔内に
注入されたときに、ハムスターの頬組織における治療剤の平均濃度が、約７ｎｇ／ｇ～約
１１ｎｇ／ｇ、または約１１ｎｇ／ｇ～約４０ｎｇ／ｇの何れかのラパマイシンの濃度と
等しくなるのに十分な量の治療剤を送達するものである。ある実施形態では、本明細書に
記載の疾患または病気を治療、予防もしくは阻害するか、それらの発症を遅らせるか、ま
たはそれらの回復を引き起こすために、上記疾患または病気が治療、予防もしくは阻害さ
れるか、それらの発症が遅らせられるか、またはそれらの回復が引き起こされることが必
要な被検体に、有効な量もしくは抗透過性に関して有効な量の製剤が投与され、該製剤は
、ハムスターの腹腔内に注入されたときに、ハムスターの頬組織における治療剤の平均濃
度が、約７ｎｇ／ｇ、１１ｎｇ／ｇ、または４０ｎｇ／ｇの何れかのラパマイシンの濃度
と等しくなるのに十分な量の治療剤を送達するものである。ある実施形態では、本明細書
に記載の疾患または病気を治療、予防もしくは阻害するか、それらの発症を遅らせるか、
またはそれらの回復を引き起こすために、上記疾患または病気が治療、予防もしくは阻害
されるか、それらの発症が遅らせられるか、またはそれらの回復が引き起こされることが
必要な被検体に、有効な量もしくは抗透過性に関して有効な量の製剤が投与され、該製剤
は、ハムスターの腹腔内に注入されたときに、ハムスターの頬組織における治療剤の平均
濃度が、０．０１ｐｇ／ｇ～７ｎｇ／ｇの間、０．１ｐｇ／ｇ～７ｎｇ／ｇの間、０．１
ｐｇ／ｇ～１ｎｇ／ｇの間、０．０１ｎｇ／ｇ～１ｎｇ／ｇの間、０．１ｐｇ／ｇ～５ｎ
ｇ／ｇの間、５ｎｇ／ｇ～１５ｎｇ／ｇの間、１ｎｇ／ｇ～１１ｎｇ／ｇの間、１ｎｇ／
ｇ～２０ｎｇ／ｇの間、１０ｎｇ／ｇ～４０ｎｇ／ｇの間、２０ｎｇ／ｇ～４５ｎｇ／ｇ
の間の何れかのラパマイシンの濃度と等しくなるのに十分な量の治療剤を送達するもので
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ある。
【０２２８】
　ある実施形態では、本明細書に記載の疾患または病気が治療、予防もしくは阻害される
か、それらの発症が遅らせられるか、またはそれらの回復が引き起こされるために、上記
疾患または病気が治療、予防もしくは阻害されるか、それらの発症が遅らせられるか、ま
たはそれらの回復が引き起こされることが必要な被検体に、有効な量もしくは抗透過性に
関して有効な量の製剤が投与され、該製剤は、上記疾患または病気と関係する組織におけ
るラパマイシンの量と等しい濃度になるのに十分な量の治療剤を送達するものであり、該
疾患または病気と関係する組織におけるラパマイシンの量は、０．０１ｐｇ／ｇ～７ｎｇ
／ｇの間、０．１ｐｇ／ｇ～７ｎｇ／ｇの間、０．１ｐｇ／ｇ～１ｎｇ／ｇの間、０．０
１ｎｇ／ｇ～１ｎｇ／ｇの間、０．１ｐｇ／ｇ～５ｎｇ／ｇの間、５ｎｇ／ｇ～１５ｎｇ
／ｇの間、１ｎｇ／ｇ～１１ｎｇ／ｇの間、１ｎｇ／ｇ～２０ｎｇ／ｇの間、１０ｎｇ／
ｇ～４０ｎｇ／ｇの間、２０ｎｇ／ｇ～４５ｎｇ／ｇの間の何れかである。
【０２２９】
　ある実施形態では、本明細書に記載の疾患または病気を治療、予防もしくは阻害するか
、それらの発症を遅らせるか、またはそれらの回復を引き起こすために、上記疾患または
病気が治療、予防もしくは阻害されるか、それらの発症が遅らせられるか、またはそれら
の回復が引き起こされることが必要な被検体に、有効な量もしくは抗透過性に関して有効
な量の製剤が投与され、該製剤は、上記疾患または病気と関係する組織におけるラパマイ
シンの量と等しい濃度になるのに十分な量の治療剤を送達するものであり、該疾患または
病気と関係する組織におけるラパマイシンの量は、約７ｎｇ／ｇ以下、約１１ｎｇ／ｇ以
下、または約４０ｎｇ／ｇ以下の何れかである。ある実施形態では、本明細書に記載の疾
患または病気を治療、予防もしくは阻害するか、それらの発症を遅らせるか、またはそれ
らの回復を引き起こすために、上記疾患または病気が治療、予防もしくは阻害されるか、
それらの発症が遅らせられるか、またはそれらの回復が引き起こされることが必要な被検
体に、有効な量もしくは抗透過性に関して有効な量の製剤が投与され、該製剤は、上記疾
患または病気と関係する組織におけるラパマイシンの量と等しい濃度になるのに十分な量
の治療剤を送達するものであり、該疾患または病気と関係する組織におけるラパマイシン
の量は、約７ｎｇ／ｇ～約１１ｎｇ／ｇの間、または約１１ｎｇ／ｇ～約４０ｎｇ／ｇの
間の何れかである。ある実施形態では、本明細書に記載の疾患または病気を治療、予防も
しくは阻害するか、それらの発症を遅らせるか、またはそれらの回復を引き起こすために
、上記疾患または病気が治療、予防もしくは阻害されるか、それらの発症が遅らせられる
か、またはそれらの回復が引き起こされることが必要な被検体に、有効な量もしくは抗透
過性に関して有効な量の製剤が投与され、該製剤は、上記疾患または病気と関係する組織
におけるラパマイシンの量と等しい濃度になるのに十分な量の治療剤を送達するものであ
り、該疾患または病気と関係する組織におけるラパマイシンの量は、約７ｎｇ／ｇ、１１
．０１ｎｇ／ｇ、または４０ｎｇ／ｇの何れかである。
【０２３０】
　ある実施形態では、本明細書に記載の疾患または病気を治療、予防もしくは阻害するか
、それらの発症を遅らせるか、またはそれらの回復を引き起こすために、上記疾患または
病気が治療、予防もしくは阻害されるか、それらの発症が遅らせられるか、またはそれら
の回復が引き起こされることが必要な被検体に、有効な量もしくは抗透過性に関して有効
な量の製剤が投与され、該製剤は、上記疾患または病気と関係する組織におけるラパマイ
シンの量と等しい濃度になるのに十分な量の治療剤を送達するものであり、該疾患または
病気と関係する組織におけるラパマイシンの量は、０．０１ｐｇ／ｇ～７ｎｇ／ｇの間、
０．１ｐｇ／ｇ～７ｎｇ／ｇの間、０．１ｐｇ／ｇ～１ｎｇ／ｇの間、０．０１ｎｇ／ｇ
～１ｎｇ／ｇの間、０．１ｐｇ／ｇ～５ｎｇ／ｇの間、５ｎｇ／ｇ～１５ｎｇ／ｇの間、
１ｎｇ／ｇ～１１ｎｇ／ｇの間、１ｎｇ／ｇ～２０ｎｇ／ｇの間、１０ｎｇ／ｇ～４０ｎ
ｇ／ｇの間、２０ｎｇ／ｇ～４５ｎｇ／ｇの間の何れかである。
【０２３１】
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　ある実施形態では、本明細書に記載の疾患または病気を治療、予防もしくは阻害するか
、それらの発症を遅らせるか、またはそれらの回復を引き起こすために、上記疾患または
病気が治療、予防もしくは阻害されるか、それらの発症が遅らせられるか、またはそれら
の回復が引き起こされることが必要な被検体に、有効な量もしくは抗透過性に関して有効
な量の製剤が投与され、該製剤は、上記疾患または病気と関係する組織におけるラパマイ
シンの量と等しい濃度になるのに十分な量のラパマイシンを送達するものであり、該疾患
または病気と関係する組織におけるラパマイシンの量は、約７ｎｇ／ｇ以下、約１１ｎｇ
／ｇ以下、または約４０ｎｇ／ｇ以下の何れかである。ある実施形態では、本明細書に記
載の疾患または病気を治療、予防もしくは阻害するか、それらの発症を遅らせるか、また
はそれらの回復を引き起こすために、上記疾患または病気が治療、予防もしくは阻害され
るか、それらの発症が遅らせられるか、またはそれらの回復が引き起こされることが必要
な被検体に、有効な量もしくは抗透過性に関して有効な量の製剤が投与され、該製剤は、
上記疾患または病気と関係する組織におけるラパマイシンの量と等しい濃度になるのに十
分な量のラパマイシンを送達するものであり、該疾患または病気と関係する組織における
ラパマイシンの量は、約７ｎｇ／ｇ～約１１ｎｇ／ｇの間、または約１１ｎｇ／ｇ～約４
０ｎｇ／ｇの間の何れかである。ある実施形態では、本明細書に記載の疾患または病気を
治療、予防もしくは阻害するか、それらの発症を遅らせるか、またはそれらの回復を引き
起こすために、上記疾患または病気が治療、予防もしくは阻害されるか、それらの発症が
遅らせられるか、またはそれらの回復が引き起こされることが必要な被検体に、有効な量
もしくは抗透過性に関して有効な量の製剤が投与され、該製剤は、上記疾患または病気と
関係する組織におけるラパマイシンの量と等しい濃度になるのに十分な量のラパマイシン
を送達するものであり、該疾患または病気と関係する組織におけるラパマイシンの量は、
約７ｎｇ／ｇ、１１ｎｇ／ｇ、または４０ｎｇ／ｇの何れかである。
【０２３２】
　＜投与経路＞
　本明細書に記載の方法および製剤は、１つ以上の治療剤を被検体（ヒト被検体を含むが
、これに限定されない）に送達する。
【０２３３】
　ある実施形態では、本明細書に記載の方法および製剤は、１つ以上の治療剤をヒト被検
体の水性媒体に送達する。
【０２３４】
　ある実施形態では、本明細書に記載の方法および製剤は、疾患または病気が治療、予防
もしくは阻害されるか、それらの発症が遅らせられるか、またはそれらの回復が引き起こ
される領域の水性媒体、もしくは該領域の近傍の水性媒体に、１つ以上の治療剤を送達す
る。ある実施形態では、本明細書に記載の方法および製剤は、本明細書に記載の疾患また
は病気を治療、予防もしくは阻害するか、それらの発症を遅らせるか、またはそれらの回
復を引き起すために、１つ以上の治療剤をヒト被検体に全身的に送達する。
【０２３５】
　ある実施形態では、本明細書に記載の方法および製剤は、＜疾患および病気＞の項目に
記載の疾患および病気を治療、予防もしくは阻害するか、それらの発症を遅らせるか、ま
たはそれらの回復を引き起すのに有効な量で、かつこの有効な期間中、被検体の黄斑組織
および網膜脈絡膜組織を含む眼に１つ以上の治療剤を送達する。
【０２３６】
　本明細書で使用されている「網膜脈絡膜」および「網膜脈絡膜組織」は、同義であり、
眼の網膜と脈絡膜とを組み合わせた組織のことをいう。
【０２３７】
　本明細書で使用されている「結膜下」配置または「結膜下」注入は、強膜と結膜との間
に配置または注入することをいう。また、本明細書では、結膜下投与を、「sub-conj」投
与と称することがある。
【０２３８】
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　製剤を投与するための本明細書に記載の方法に、使用されてもよい投与経路は、注入な
どによる被検体への製剤の配置が含まれるが、これに限定されない。また、ここでいう被
検体には、特に限定されないが、被検体の水性媒体が包含される。ある実施形態では、製
剤は以下の送達経路を通して全身的に投与される。すなわち、上記送達経路としては、特
に限定されないが、直腸投与、膣投与、注入による投与、筋肉内投与、腹腔内投与、動脈
内投与、くも膜下腔内投与、気管支内投与、嚢内投与、皮膚投与、皮下投与、皮内投与、
経皮投与、静脈内投与、頸管内投与、腹内投与、頭蓋内投与、眼内投与、眼周囲投与、肺
内投与、胸空内投与、気管内投与、鼻腔投与、口腔投与，舌下投与、経口投与、非経口投
与、局所投与、皮下植え込みによる投与、塞栓術の一部としての投与、皮膚を介した投与
、神経への直接投与、視神経への直接投与、視神経頭への直接注入による投与、網膜を介
した投与、流出または滲出の領域への強膜を介した投与、あるいは噴霧化またはエアロゾ
ル化された後の吸入が挙げられる。
【０２３９】
　ある実施形態では、治療剤を含んでいる製剤は、特に限定されない次の（１）～（３）
の手法を含む様々な手法の１つ以上を使用して眼に直接投与される；
（１）上記治療剤が、注射器および皮下注射針を用いた注入によって、投与される手法、
（２）特別に設計された装置を用いて、治療剤が投入される手法、
（３）治療剤の注入前に、治療剤または治療剤組成物の容器として機能するポケットが、
外科手術によって強膜内に形成される手法。例えば、ある投与手法では、外科医によって
眼の強膜内にポケットが形成され、その後、該ポケットに、上記治療剤を含んでいる製剤
、または溶液が注入される。
【０２４０】
　他の投与手法には、次の（１）～（６）の手法が含まれるがこれらに限定されない；
（１）上記治療剤の製剤が、特別製の湾曲したカニューレを通って注入されることにより
、治療剤が眼の部位に直接配置される手法、
（２）圧縮型の上記治療剤が、眼の部位に直接配置される手法、
（３）上記治療剤が、特別製の注入機または挿入機によって強膜へ挿入される手法、
（４）上記治療剤を含んでいる製剤が、ポリマーに組み込まれる手法、
（５）外科医によって、縫合糸と任意の治療剤送達物とを通す小さな切込みが結膜に形成
され、強膜の近傍に上記治療剤送達物が固定される手法、
（６）眼のガラス体、または記載された他の任意の部位に直接注入するための針が使用さ
れる手法。
【０２４１】
　ある実施形態では、ラパマイシンは、縫合糸に組み込まれるか、または縫合糸を被覆し
ている。
【０２４２】
　本明細書に記載の製剤は、例えば局所投与するために、エリキシル剤として注入される
ことによって直接的に使用されてもよい。例えば、該製剤は、特に限定されないが、点眼
液を介して注入されるか、あるいはハードカプセル内もしくはソフトゼラチンカプセル内
、またはデンプンカプセル内に入れられて注入される。上記カプセルは、漏出を防ぐため
に縛られてもよい。
【０２４３】
　投与経路が経口投与である場合、製剤には、例えば特に限定されないが、固体製剤、液
体製剤、制御放出製剤、被覆ビーズの製剤、拡散を基本とする製剤、容器含有製剤、タブ
レット製剤、急速崩壊製剤、チュアブル製剤、バッカル剤、発泡製剤、およびポリマーベ
ースの製剤が含まれる。
【０２４４】
　ある実施形態では、投与経路は注入を介した経路である。ある実施形態では、本明細書
に記載の製剤を送達するために使用されてもよい方法には、例えば特に限定されないが、
注入デバイス、ＩＶ投与セット、ＩＶポンプおよび／またはコントローラー、ＩＶカテー
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テル、プレミックスＩＶ溶液、皮下注射用製品、充填済注射器、皮下注射器、皮下注射針
、遺伝子／タンパク質ターゲッティングシステム、または遺伝子／タンパク質送達システ
ム、血液透析、腹膜透析、および腸へ直接注入する製品が含まれる。
【０２４５】
　ある実施形態では、投与経路は、吸入を介した経路である。ある実施形態では、本明細
書に記載の製剤を送達するために使用されてもよい方法には、例えば特に限定されないが
、計量吸入器、乾燥粉末吸入器、ならびに、鼻腔用スプレーのディスペンサー、ベンチレ
ーターおよびネブライザーが含まれる。
【０２４６】
　ある実施形態では、投与経路は、経皮システムまたは移植可能なシステムを介した経路
である。本明細書に記載の製剤を送達するために使用されてもよい方法には、例えば特に
限定されないが、経皮薬物送達システム、埋込型薬物送達システム、パルス発生器、薬物
挿入デバイス、薬物含有デバイス、薬物で被覆されたデバイス、薬物溶出デバイス、およ
び薬物溶出ステントが含まれる。
【０２４７】
　本明細書に記載の製剤を送達するために使用されてもよい１つの方法は、被検体への注
入を介した送達である。なお該被検体にはヒト被検体が含まれるが、これに限定されない
。
【０２４８】
　ある実施形態では、本明細書に記載の製剤は被検体の眼の近傍に配置される。例えば、
該製剤は、特に限定されないが、眼内および眼球周辺へ配置または注入される。被検体の
眼の中または近傍への配置には、例えば特に限定されないが、前房内への送達、前眼房へ
の送達、眼周辺への送達、結膜下への送達、テノン嚢への送達、眼球後への送達、眼球周
囲への送達、および後強膜近傍（posterior juxtascleral）への送達が含まれる。「眼球
周辺」への投与の経路は、眼の近くまたは周囲へ配置することを意味する。網膜へ薬物を
送達するための典型的な眼球周辺経路を記述したものとしては、「Periocular routes fo
r retinal drug delivery, Raghavaら, (2004), Expert Opin. Drug Deliv. 1(1):99-114
」を参照のこと（なお当該文献は参照によって完全に本明細書に組み込まれる）。
【０２４９】
　ある実施形態では、本明細書に記載の製剤は、眼内に投与される。眼内投与には、ガラ
ス質内を含む、眼内への配置もしくは注入が含まれる。
【０２５０】
　上記製剤が投与されてもよい眼の部位には、特に限定されないが、ガラス質、眼房水、
強膜、結膜、強膜と結膜との間、網膜脈絡膜組織、斑、または被検体の眼の中もしくは近
傍の他の領域が含まれる。製剤を配置するために使用されてもよい方法は、特に限定され
ないが、注入を含んでいる。
【０２５１】
　＜製剤の調製方法＞
　本明細書に記載の製剤（特に限定されないが、ラパマイシンを含んでいる液体製剤が包
含される）を調製するために使用されてもよい１つの方法は、特に限定されないが、溶媒
と治療剤とを一緒に室温またはそれよりも少々高い温度において、溶液または懸濁液が得
られるまで混合し、それから製剤を冷却することによって実施される。上記混合の際には
、場合によってはソニケーターが使用される。その後、上記成分などの他の成分を、製剤
と一緒に混合してもよい。使用されてもよい他の調製方法として、本明細書の実施例など
に記載されているものが挙げられる。また当業者は、本明細書の教示に基づいたり、以下
の関連する参考文献を閲覧したりすれば、他の調製方法を選択することができる（Reming
ton: The Science and Practice of Pharmacy, Twentieth Edition, Lippincott William
s & Wilkins; 20th edition (December 15, 2000)など）。
【０２５２】
　ある実施形態では、本明細書に記載の製剤は、ラパマイシンを含んでいる。ある実施形
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態では、本明細書に記載のラパマイシン含有製剤は、所定の期間安定である。ある実施形
態では、本明細書に記載のラパマイシン含有製剤は、所定の期間安定であり、同時係属中
の米国仮特許出願第６０／７７２，０１８号明細書（２００６年２月９日出願）に記載の
方法によって調製される。ある実施形態では、本明細書に記載のラパマイシン含有製剤は
、所定の期間安定であり、同時係属中の米国仮特許出願第６０／７７２，０１８号明細書
（２００６年２月９日出願）に記載の方法によって調製されることができる。
【０２５３】
　〔治療剤の長期にわたる送達〕
　ある種の疾患または病気を治療、予防、阻害するか、それらの発症を遅らせるか、もし
くはそれらの回復を引きこすためには、長期間にわたって、治療上有効な量の治療剤を送
達し続けることが望ましい場合がある。この長期間は、治療、予防もしくは阻害されるか
、発症が遅らせられか、もしくは回復が引き起こされる疾患または病気に依存するが、少
なくとも約１週、少なくとも約２週、少なくとも約３週、少なくとも約１ヶ月、少なくと
も約３ヶ月、少なくとも約６ヶ月、少なくとも約９ヶ月、または少なくとも約１年であっ
てもよい。しかしながら、一般的には、送達に関する期間としては、あらゆる期間を採用
することができる。治療上有効な量の治療剤を長時間にわたって送達するのに十分であり
、かつ被検体または被検体の組織における治療剤の濃度を長期にわたって維持する製剤に
よって、治療上有効な量の治療剤は長期間にわたって送達されてもよい。
【０２５４】
　ある実施形態では、本明細書に記載の製剤は、本明細書に記載の長期間の１つ以上にわ
たって、ほぼ一定量の治療剤を送達する。本明細書で使用されている「ほぼ一定」は、平
均量が、長期間を通して１桁以上に変化しないこと、すなわち、平均濃度の測定値の最大
値と最小値との差が、該当する期間の各時点において、１０倍未満であることをいう。
【０２５５】
　治療上有効な量の治療剤を、長期間にわたって送達することは、製剤を１つ配置するこ
とによって達成されてもよいし、または製剤を２つ以上配置することによって達成されて
もよい。最適な投与計画は、送達されるのに必要な治療剤の治療量と、送達されるのに必
要な期間とに依存する。治療剤をこのような長期間にわたって送達する投与方法に精通し
た者は、本明細書に示された教示に基づけば、使用されてもよい投与計画の特定方法を理
解するだろう。
【０２５６】
　ある種の疾患を治療、予防もしくは阻害するか、その発症を遅らせるか、またはその回
復を引き起こすためのある治療剤を使用する場合、該治療剤の送達は、被検体に治療剤を
配置してからすぐに開始しないことが望ましいことがあり、ある程度遅らせてから開始す
ることが望ましいことがある。例えば特に限定されないが、そのような遅延放出は、治療
剤が創傷治癒を阻害するか、または遅らせる場合に有効であり得る。また遅延放出によっ
て、製剤を配置するときに生じる任意の創傷が治癒させられることが望ましい。送達され
る治療剤、および／あるいは治療、阻害もしくは予防されるか、発症が遅らせられるか、
または回復が引き起こされる疾患または病気に依存して、治療剤の送達を開始する前のこ
の遅延期間は、約１時間、約６時間、約１２時間、約１８時間、約１日、約２日、約３日
、約４日、約５日、約６日、約７日、約８日、約９日、約１０日、約１１日、約１２日、
約１３日、約１４日、約２１日、約２８日、約３５日、または約４２日でありえる。また
、他の遅延期間も可能である場合がある。使用されてもよい遅延放出製剤は、この技術に
精通した者に知られている。
【０２５７】
　ある実施形態では、本明細書に記載の製剤は、ラパマイシンの量と等しい量の治療剤を
含んでいる。
【０２５８】
　ある実施形態では、本明細書に記載の製剤の何れか１つ以上は、本明細書に記載の疾患
または病気の１つ以上を治療するために、３ヶ月以上ごと、６ヶ月以上ごと、９ヶ月以上
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ごと、または１２ヶ月以上ごと、あるいはそれよりも長く、全身的に（systemically）投
与される。ある実施形態では、本明細書に記載の製剤の何れか１つ以上は、本明細書に記
載の疾患または病気の１つ以上を治療するために、３ヶ月以上ごと、６ヶ月以上ごと、９
ヶ月以上ごと、または１２ヶ月以上ごと、あるいはそれよりも長く、非経口で投与される
。
【０２５９】
　ある実施形態では、本明細書に記載の製剤の何れか１つ以上は、本明細書に記載の疾患
または病気の１つ以上を治療するために、３ヶ月以上ごと、６ヶ月以上ごと、９ヶ月以上
ごと、または１２ヶ月以上ごと、あるいはそれよりも長く、局部的に投与される。ある実
施形態では、本明細書に記載の製剤の何れか１つ以上は、本明細書に記載の疾患または病
気の１つ以上を治療するために、３ヶ月以上ごと、６ヶ月以上ごと、９ヶ月以上ごと、ま
たは１２ヶ月以上ごと、あるいはそれよりも長く、皮下植え込みによって投与される。
【０２６０】
　ある実施形態では、本明細書に記載の製剤の何れか１つ以上は、本明細書に記載の疾患
または病気の１つ以上を治療するために、３ヶ月以上ごと、６ヶ月以上ごと、９ヶ月以上
ごと、または１２ヶ月以上ごと、あるいはそれよりも長く、ガラス体内に投与される。あ
る実施形態では、本明細書に記載の製剤の何れか１つ以上は、本明細書に記載の疾患また
は病気の１つ以上を治療するために、３ヶ月以上ごと、６ヶ月以上ごと、９ヶ月以上ごと
、または１２ヶ月以上ごと、あるいはそれよりも長く、結膜下に投与される。
【０２６１】
　本明細書に記載の様々な疾患および病気を治療、予防もしくは阻害するか、それらの発
症を遅らせるか、またはそれらの回復を引き起こすための、様々な治療剤の用量は臨床試
験を利用することによって改良されてもよい。
【０２６２】
　〔実施例〕
　＜実施例１：ＶＥＧＦを用いた、ハムスターの頬袋モデルにおけるラパマイシンの抗透
過性効果＞
　ハムスターの頬袋モデルを用いて、ラパマイシンの抗透過性効果を研究した。このモデ
ルにおいては、トレーサー分子をハムスターの静脈内に注入し、ＶＥＧＦ、ラパマイシン
（試験化合物）および種々の対照の様々な組み合わせをハムスターに投与して、ＶＥＧＦ
誘導性の透過性に対するそれらの効果を決定した。ＶＥＧＦは、ハムスターの頬袋の微小
循環における透過性のエンハンサーである。トレーサーの量を、コンピューター援用デジ
タル画像解析を用いた、イメージングによって測定した。集積光強度が高くなるほど、透
過性の程度が高いことが示された。
【０２６３】
　このプロトコールは、以下の特徴を有する「Aramotoら, Vascular endothelial growth
 factor stimulates differential signaling pathways in the in vivo microcirculati
on, Am J Physiol:Heart& Circ Physiol. 287:H1590-H1598, (2004) (“Aramoto 2004.
”)」の「材料および方法「Materials and Methods」をそのまま手本にしている。
【０２６４】
　全部で４２匹のオスのゴールデンシリアンハムスター（golden Syrian hamster）（体
重８０～１２０ｇ）を用いた。ペントバルビタールナトリウム（５０ｍｇ／ｋｇ、ｉｐ）
を用いて、該ハムスターを麻酔した。呼吸を容易にするために気管切開術を施し、さらに
蛍光色素と追加の麻酔剤とを投与するために左の頚静脈にカニューレを挿入した。血液の
回収および血圧の観察をするために、左の頚動脈にカニューレを挿入した。「Mayhan and
 Joyner, The Effect Of Altering The External Calcium Concentration And A Calcium
 Channel Blocker, Verapamil, On Microvascular Leaky Sites And Dextran Clearance 
In The Hamster Cheek Pouch, Microvasc. Res. 28(2): 159-79 (1984)」の方法を使って
、ハムスターの右の頬袋に対して、直接可視化して、診察するための処置を施した。なお
、「Ａｒａｍｏｔｏ　２００４」も参照のこと。除去可能なプラスチック製のリューサイ
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トチャンバー（Lucite chamber、１ｍｌの貯水容量）を２つ、頬袋に配置して、微小血管
系からのスフサーテ（suffusate）の観察および回収を行った。
【０２６５】
　１３１．９ｍＭのＮａＣｌ、４．７ｍＭのＫＣｌ、２．０ｍＭのＣａＣｌ２、１．２ｍ
ＭのＭｇＳＯ４、１８．０ｍＭのＮａＨＣＯ３、ｐＨ７．３５の重炭酸イオンバッファに
対して、約１０ｍｍＨｇの酸素圧およびｐＨ７．４を維持するために、９５％Ｎ２および
５％ＣＯ２のガス混合物で泡立てた。この重炭酸イオンバッファで、チャンバー容器を満
たし、漏出に関する試験を実施した。
【０２６６】
　ＶＥＧＦを局所適用する前に、１ｍｌ／分のスフサーテで１時間にわたって、ハムスタ
ーの血液漏出をニコン・オプチフォト（Optiphot）またはオリンパスＢＨ顕微鏡で観察し
た。
【０２６７】
　安定期を迎えた４５分の時点に、トレーサーを投与した。フルオレセインイソチオシア
ネート－デキストラン１５０（ＦＩＴＣ－Ｄｘ１５０；ＭＷ＝１５０ｋＤａ；シグマケミ
カルズ（Sigma Chemicals Co.）、セントルイス、ミズーリ州）を、巨大分子の微小血管
透過性用のトレーサーとして使用した。１００ｍｇ／ｋｇのＦＩＴＣ－Ｄｘ１５０を、静
脈内にボーラス投与した。その後、本研究期間を通して、ＦＩＴＣ－Ｄｘ１５０の血しょ
う濃度を一定に保つためにＦＩＴＣ－Ｄｘ１５０を持続注入した（０．１５ｍｇ／ｋｇ／
分）。コンピューター援用デジタル画像解析を用いて、集積光強度（ＩＯＩ）を測定する
ことにより、微小血管の輸送を評価した。２または３の領域を、頬袋から無作為に選択し
て、ＶＥＧＦを適用する前またはその後に、イメージ１コンピューターシステム（ユニバ
ーサルイメージングコーポレーション）（Image-1 computer system (Universal Imaging
 Corporation)）に記録した。各領域には、直径１５から３０μｍまでの範囲の後毛細血
管細静脈が、４～６含まれていたが、毛細血管は比較的含まれていなかった。最大ＩＯＩ
を、ＶＥＧＦの局所適用から１０分後、２０分後、３０分後、３３分後、３５分後、４０
分後、５０分後、６０分後、７０分後、８０分後、および９０分後に測定した。ＩＯＩが
高ければ、透過性は高かった。
【０２６８】
　ラパミューン（経口ラパマイシン懸濁液）を、次のような腹腔内投与に用いた。なお、
ラパミューンの経口懸濁液は、１ｍｇ／ｍｌ溶液として製剤化されたものや、Ｗｙｅｔｈ
によって作製されているものや、薬局から入手できたものである。ラパミューン経口溶液
のボトルは、遮光し、かつ２℃～８℃（３６（°Ｆ）～４６°Ｆ）で冷蔵保存した。上記
ボトルを開封した場合は、中身を１ヶ月以内に使用した。あらゆる必要な希釈を行った後
では、調製物を素早く使用した。
【０２６９】
　投与されたラパミューンの４種類の用量に対応するように、ラパミューン治療グループ
を４つ設けた（１０ｍｇ／ｋｇ（６匹）、２ｍｇ／ｋｇ（５匹）、０．５ｍｇ／ｋｇ（５
匹）、および０．１ｍｇ／ｋｇ（５匹））。ハムスターの体重を測定し、体重に応じて投
薬した。例えば、２ｍｇ／ｋｇの投薬グループにおけるハムスター（１００ｇ）に対して
は、０．２ｃｃのラパミューン懸濁液を腹腔内に投薬した。各処置グループに対して、適
切な量のラパミューンを、－１日目に腹腔内に投与し、ＶＥＧＦの局所適用を開始する１
時間前に再び腹腔内に投与した。
【０２７０】
　０．５ｍＬのラパミューン溶剤（vehicle）を、３匹それぞれに腹腔内投与した。ラパ
ミューン溶剤は、アメリカンレシチン（オクスフォード、コネティカット州）（American
 Lecithin Co.）から入手された９９％のフォーサル（Phosal）５０ＰＧ（ホスファチジ
ルコリン、プロピレングリコール、モノグリセリド、ジグリセリド、エタノール、大豆脂
肪酸、およびアスコルビン酸パルミテート）と、シグマ－アルドリッチ（セントルイス、
ミズーリ州）から入手された１％のトウィーン８０である。
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【０２７１】
　陽性対照グループとして、４匹のハムスターに対して、１ｍｇ／ｋｇのカベオリン－１
（「Ｃａｖ－１」）スカフォールドを、頬袋透過性研究の１日前に腹腔内に投与した。Ｃ
ａｖ－１は、内皮一酸化窒素合成酵素（ｅＮＯＳ）の強力な阻害剤である。Ｂｕｃｃｉら
は、Ｃａｖ－１スカフォールドドメインペプチドの腹腔内投与によって、血管漏出が弱ま
り、さらに間質浮腫も全面的に弱まることを示した（Nature Medicine 6: 1362-1367 (20
00)）。また、Ｂｕｃｃｉらは、Ｃａｖ－１スカフォールドドメインペプチドは、カラギ
ーナンによって引き起こされる浮腫形成を抑制することや、その抗炎症性は、デキサメタ
ゾンを適用したときと同程度の効果であることも示した。また近年では、カベオリン－１
が、Ａｋｔ－ｅＮＯＳ経路を介して微小血管透過性および血管形成を弱めることが示され
ている（PNAS 102: 204-209 (2005)）。
【０２７２】
　ＶＥＧＦは、R&Dシステムズ（ミネアポリス、ミネソタ州）から入手された組み換えヒ
トＶＥＧＦ１６５であった。「Aramoto 2004」に詳しく記載されているように、ＶＥＧＦ
を、ハムスターの頬袋のチャンバーにおける濃度が１０－８Ｍになるように、側面の開口
部を介して局所的に適用した。ＶＥＧＦを与えられないラパミューン溶剤グループ以外の
、各処置グループの各動物ごとに、１用量のＶＥＧＦを適用した。紅潮は回復され、流出
物を９０分間回収した。ＶＥＧＦ投与から、１０分後、２０分後、３０分後、３３分後、
３５分後、４０分後、５０分後、６０分後、７０分後、８０分後、および９０分後に画像
を入手した。また、ユニバーサルイメージングのイメージ１プログラム（Image-1 progra
m）または、ユニバーサルイメージングのメタモルフプログラム（MetaMorph program）を
使って、コンピューターへ画像を直接保存した。
【０２７３】
　透過性のデータを図１および表１に示す。図１の凡例における「Ｒ」は、ラパマイシン
による処置を示している。９０分の時点では、０．１ｍｇ／ｋｇによる処置は、溶剤とＶ
ＥＧＦとによる処置と比べて、平均透過性が約８５％よりも大きく減少している。９０分
の時点において、０．５ｍｇ／ｋｇによる処置では、溶剤とＶＥＧＦとによる処置と比べ
て、平均透過性が約９０％よりも大きく減少している。９０分の時点において、２ｍｇ／
ｋｇのラパミューンとＶＥＧＦとによる処置では、溶剤とＶＥＧＦとによる処置と比べて
、平均透過性が３０％よりも大きく減少している。９０分の時点において、１０ｍｇ／ｋ
ｇのラパミューンとＶＥＧＦとによる処置では、ＶＥＧＦのみによる処置よりも透過性が
大きくなっている。
【０２７４】
　このように、上記データは、ＶＥＧＦが、ハムスターの頬袋における微小血管系の透過
性を増加させたことを示している。ラパマイシンは、極低用量において透過性を拮抗する
。２ｍｇ／ｋｇの用量では、ラパマイシンは、ＶＥＧＦによって誘導される透過性を拮抗
することに寄与していたが、０．１ｍｇ／ｋｇおよび０．５ｍｇ／ｋｇの用量の場合と比
べると、その程度はより少ないものであった。１０ｍｇ／ｋｇのラパマイシンでは、ラパ
マイシンの抗透過性効果は、阻害されていた。
【０２７５】
　＜統計的解析＞
　基準値は、実験を通して、３から５までの範囲のＩＯＩユニットの値で一定であったの
で、この基準値を引いて、輸送データを正味のＩＯＩ値として示した。全てのデータを、
平均値±標準偏差として示した。統計解析は、一元配置分散分析を用いて実施した。有意
な値が得られた場合、スチューデント－ニューマン－クールズテストを適用して、どの測
定値が別の測定値と有意に異なっているかを決定した。Ｐ＜０．０５という値であれば、
有意差があると見なした。
【０２７６】
　ラパマイシンの抗透過性効果の開始は、Ｃａｖ－１の抗透過性の開始と比べて遅く、ま
た遅くなる時期は、投与されたラパミューンの量に依存していた。
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【０２７７】
　アッセイの後のほうの時点では、ラパマイシンは、Ｃａｖ－１よりもより強力な抗透過
性剤であるといえた。理論にとられることなく、後のほうの時点が、臨床の現場において
特に重要であると信じられる。
【０２７８】
【表１】

【０２７９】
　動物を犠牲にして、ハムスターの両頬袋のサンプルを入手し、－８０℃で冷凍した。そ
して、当該サンプルに、受容された腹腔内投与の量、および当該サンプルが右であるか（
チャンバーを使用して研究されたか）、または左であるかというラベルを付けた。全ての
組織サンプルをホモジェナイズし、ラパマイシン量をＬＣ／ＭＳによって解析した。その
結果を表２に示す。
【０２８０】
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【表２】

【０２８１】
　ＢＱＬ＝定量下限（０．０３ｎｇ／ｍＬ）。ｎｇ／ｇの単位で本データを作成するため
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に、希釈係数には１０を採用した。
【０２８２】
　０．１ｍｇ／ｋｇの処置グループでは、ハムスターの頬袋におけるラパマイシンの平均
組織レベルは、７．３７ｎｇ／ｇになっている。０．５ｍｇ／ｋｇの処置グループでは、
ハムスターの頬袋におけるラパマイシンの平均組織レベルは、１１．０１ｎｇ／ｇになっ
ている。２．０ｍｇ／ｋｇの処置グループでは、ハムスターの頬袋におけるラパマイシン
の平均組織レベルは、４０．８３ｎｇ／ｇになっている。１０ｍｇ／ｋｇの処置グループ
では、ハムスターの頬袋におけるラパマイシンの平均組織レベルは、５５．１５ｎｇ／ｇ
になっている。対照である溶剤による処置グループでは、ハムスターの頬袋におけるラパ
マイシンの平均組織レベルは、１．２８ｎｇ／ｇになっている。このように、投与量が増
加するにつれて、ハムスターの頬袋におけるラパマイシンの組織レベルは増加した。また
、対照である溶剤から、ラパマイシン濃度アッセイにおけるバックグラウンドが明らかに
なった。
【０２８３】
　＜実施例２：ＰＡＦを用いたハムスターの頬袋モデルにおける、ラパマイシンの抗透過
性効果＞
　血小板活性化因子（ＰＡＦ）に対する、ラパマイシンの抗透過性効果を解析した。ＶＥ
ＧＦの代わりにＰＡＦ（l-o-アルキル-2-アセチル-sn-3-グリセロ-ホスホリル-コリン;シ
グマケミカル（セントルイス、ミズーリ州）（Sigma Chemical Co.）を使用し、実施例１
のプロトコールを実施した（ただし、ハムスターの頬袋のチャンバーにおける濃度が１０
－７Ｍになるように、ＰＡＦを側面の開口部を介して局所的に適用したことは除く）。０
．５ｍｇ／ｋｇのラパミューンを、－１日に投与し、さらにＰＡＦの局所適用を開始する
１時間前にも再び投与した。また、溶剤のみの陰性対照と、溶剤＋ＰＡＦの陽性対照も使
用した。１つ処理グループにつき、３匹の動物を使用した。
【０２８４】
　透過性のデータを図２に示す。図の凡例における「Ｒ」は、ラパマイシンによる処置を
示している。ＰＡＦによる処置は、溶剤を用いた対照よりも、透過性のレベルが顕著に高
くなっていた。０．５ｍｇ／ｋｇのラパマイシン＋ＰＡＦによる処置では、ＰＡＦのみの
処置と比べて透過性が減少していた。２０分の時点において、例えば、０．５ｍｇ／ｋｇ
による処置では、溶剤＋ＰＡＦによる処置と比べて、平均透過性が６５％も減少していた
。ラパマイシン＋ＰＡＦによる処置は、実験を通して、ＰＡＦにより処置された動物と比
べて、透過性を減少させることになった。
【０２８５】
　ＶＥＧＦは、血管拡張と関係する透過性変更剤であるのに対して、ＰＡＦは、血管収縮
と関係する透過性変更剤である。ＰＡＦによる結果によれば、ＶＥＧＦを使用したときに
観察されたラパマイシンの抗血管透過性の結果が確かなものとなった。
【０２８６】
　＜実施例３：ラパマイシンの細動脈の直径に対する効果＞
　細動脈の直径は、メタモルフ（ＭｅｔａＭｏｒｐｈ）画像システムを用いて、落射照明
型血液カラムの幅として測定した。１匹の動物につき、直径が２０～３０μｍの２つまた
は３つの細動脈を研究した。基準となる直径（基準直径）を１の数値に正規化した。各血
管については、実験から得た直径を、基準直径の比で表した（管腔の相対直径）。アゴニ
ストの適用の前後の直径を比較するために、興味のある細動脈の同じ場所の直径を測定し
た。
【０２８７】
　動脈血管拡張のデータを図３および図４に示す。図３では、処置グループにつき、３匹
の動物を使用した。図の凡例に示されている、「Ｒ溶剤」は、ラパマイシン溶剤を示して
いる。ＶＥＧＦによる処置では、溶剤による処置と比べて、管腔の相対直径が有意に増加
するという結果になった。ラパマイシン溶剤により予め処置すると、細動脈の直径がそれ
ほど大幅に変化しなかった。１０－８ＭのＶＥＧＦを、３分間局所的に適用したことによ
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って、大幅な血管拡張が引き起こされた。基準直径に対する実験から得た細動脈の直径の
比は、徐々に増加し、ＶＥＧＦの適用から３０分後にピークを迎えた。すなわち、細動脈
の直径の比は、１．０から１．４６±０．０９に増加した（Ｐ＜０．０５）。ピークを迎
えた後、細動脈の直径の比は、徐々に減少し、ＶＥＧＦの適用から５０分後に基準値のほ
ぼ８０％に達した。ＶＥＧＦの適用から３０分後の時点において、５００μｇ／ｋｇのラ
パマイシンにより処置されたグループでは、１０－８ＭのＶＥＧＦによって引き起こされ
る管腔の相対直径の増加が、１．４６±から１．０９±０．０４に減少した（Ｐ＝０．０
２、図３）。
【０２８８】
　図４は、ＰＡＦにより刺激された血管収縮に対する５００μｇ／ｋｇのラパマイシンの
効果を示す図である。図４では、処置グループにつき３匹の動物を使用した。細動脈の直
径の基準値は、３０分間にわたって、それほど変化しなかった。１０－７ＭのＰＡＦを３
分間に渡って局所的に適用した場合、強い血管収縮が引き起こされた。基準直径に対する
実験から得られた細動脈の直径の比は、ＰＡＦの局所的適用から５分後以内に、１．０か
ら０．３２±０．０２に減少した。ＰＡＦを除去し、スフサーテを再開すると、上記細動
脈の直径の比は、徐々に増加し、１５分以内に基準値の９０％に達した。５００μｇ／ｋ
ｇのラパマイシンにより予め処理しても、ＰＡＦの血管収縮作用は弱まらなかった。
【０２８９】
　特許、特許出願、および刊行物を含む、本明細書において引用された文献の全ては、組
み込まれることが予め明記されていても、いなくても、参照することによって、完全に本
明細書に組み込まれる。

【図１】 【図２】
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