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(57)【要約】
　【解決手段】　エアロゾル化に適するニトライト、亜
硝酸塩またはニトライト若しくは一酸化窒素生産性化合
物の製剤、ならびに肺動脈性高血圧、鼻腔内若しくは肺
細菌感染症の治療のための、または移植に関係する心臓
、脳および臓器の虚血性再潅流傷害を治療若しくは予防
するための、ニトライト、亜硝酸塩またはニトライト若
しくは一酸化窒素供与性化合物のエアロゾル投与のため
のそのような製剤の使用を本明細書に開示する。詳細に
は、前記適応症のために特別に調合され、呼吸器管に送
達される吸入ニトライト、亜硝酸塩またはニトライト若
しくは一酸化窒素供与性化合物を記載する。組成物は、
本明細書に記載するすべての製剤、キット、および装置
の組み合わせを含む。方法は、記載する組成物について
の吸入手順および生産のための製造プロセスおよび使用
を含む。
　【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　肺送達のための医薬的に許容されるニトライト化合物製剤組成物であって、
　（ａ）７．０より高いが９．０より低い最終ｐＨを有するニトライト化合物水溶液を含
み、該水溶液が、
　（ｉ）約０．６６７ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬから約１００ｍｇ　ＮＯ２
－／ｍＬの濃度の

ニトライト化合物と、
　（ｉｉ）味マスキング剤と、
　（ｉｉｉ）ｐＨ緩衝剤と
を含有することを特徴とするニトライト化合物製剤組成物。
【請求項２】
　請求項１記載のニトライト化合物製剤組成物において、前記味マスキング剤は、サッカ
リンナトリウムである。
【請求項３】
　請求項２記載のニトライト化合物製剤組成物において、前記サッカリンナトリウムは、
０．１ｍＭから２．０ｍＭの濃度である。
【請求項４】
　請求項１記載のニトライト化合物製剤組成物において、前記ｐＨ緩衝剤は、約６．５か
ら約９．３のｐＫａを有し、および約７．０から約９．０のｐＨを維持するために十分な
濃度で存在する。
【請求項５】
　請求項４記載のニトライト化合物製剤組成物において、前記ｐＨ緩衝剤は、リン酸ナト
リウムである。
【請求項６】
　請求項５記載のニトライト化合物製剤組成物において、前記リン酸ナトリウムは、約０
．１ｍＭから約５．０ｍＭの濃度である。
【請求項７】
　請求項１記載のニトライト化合物製剤組成物において、当該ニトライト化合物製剤組成
物を霧化すると、その組成物が、約０．１から５．０マイクロメートルの体積平均径の液
体粒子を含むエアロゾルを形成するものである。
【請求項８】
　請求項１記載のニトライト化合物製剤において、前記ｐＨ緩衝剤は、２－アミノ－２－
メチル－１，３－プロパンジオール、ＡＣＥＳ、ＡＤＡ、ＡＭＰＳＯ、ＢＥＳ、ＢＩＣＩ
ＮＥ、ＢＩＳ－ＴＲＩＳ、ＢＩＳ－ＴＲＩＳプロパン、ＣＨＥＳ、ＤＩＰＳＯ、ＥＰＰＳ
、ジグリシン、ＨＥＰＢＳ、ＨＥＰＥＳ、ＭＯＰＳ、ＭＯＰＳＯ、ＰＩＰＥＳ、ＰＯＰＳ
Ｏ、二塩基性リン酸ナトリウム、一塩基性リン酸ナトリウム、二塩基性リン酸カリウム、
一塩基性リン酸カリウム、ＴＡＰＳ、ＴＡＰＳＯ、ＴＥＳ、トリシン、およびＴＲＩＺＭ
Ａから成る群から選択される１若しくはそれ以上の薬剤を含むものである。
【請求項９】
　肺送達のための医薬的に許容されるニトライト化合物製剤であって、
　約７．０から約９．０の最終ｐＨおよび約１００から約３６００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇの
重量オスモル濃度を有する水溶液であって、
　（ｉ）約０．６６７ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬから約１００ｍｇ　ＮＯ２
－／ｍＬの濃度の

ニトライト化合物と、
　（ｉｉ）味マスキング剤と、
　（ｉｉｉ）６．５と９．３の間のｐＫａを有するｐＨ緩衝剤と
を含むものである前記溶液を含み、
　霧化すると、約０．１から約５．０マイクロメートルの体積平均径の液体粒子を含むエ
アロゾルを形成することを特徴とする、ニトライト化合物製剤。
【請求項１０】
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　請求項９記載のニトライト化合物製剤において、重量オスモル濃度は、
　（ａ）約３００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満である重量オスモル濃度、
　（ｂ）約６００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満である重量オスモル濃度、
　（ｃ）約１２００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満である重量オスモル濃度；
　（ｄ）約２４００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満である重量オスモル濃度、および
　（ｅ）約３０００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満である重量オスモル濃度
から成る群から選択されるものである。
【請求項１１】
　請求項９または請求項１０のいずれかに記載のニトライト化合物製剤において、味マス
キング剤は、サッカリンナトリウムを含むものである。
【請求項１２】
　請求項９記載のニトライト化合物製剤において、ｐＨ緩衝剤は、２－アミノ－２－メチ
ル－１，３－プロパンジオール、ＡＣＥＳ、ＡＤＡ、ＡＭＰＳＯ、ＢＥＳ、ＢＩＣＩＮＥ
、ＢＩＳ－ＴＲＩＳ、ＢＩＳ－ＴＲＩＳプロパン、ＣＨＥＳ、ＤＩＰＳＯ、ＥＰＰＳ、ジ
グリシン、ＨＥＰＢＳ、ＨＥＰＥＳ、ＭＯＰＳ、ＭＯＰＳＯ、ＰＩＰＥＳ、ＰＯＰＳＯ、
二塩基性リン酸ナトリウム、一塩基性リン酸ナトリウム、二塩基性リン酸カリウム、一塩
基性リン酸カリウム、ＴＡＰＳ、ＴＡＰＳＯ、ＴＥＳ、トリシン、およびＴＲＩＺＭＡの
うちの１若しくはそれ以上から成る群から選択されるものである。
【請求項１３】
　肺送達のための医薬的に許容されるニトライト化合物製剤であって、
　（ｉ）約０．６６７ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬから約１００ｍｇ　ＮＯ２
－／ｍＬの濃度の

ニトライト化合物と、
　（ｉｉ）味マスキング剤と、
　（ｉｉｉ）６．５と９．３の間のｐＫａを有するｐＨ緩衝剤と
を含み；
　霧化すると、約０．１から約５．０マイクロメートルの体積平均径の液体粒子を含むエ
アロゾルを形成することを特徴とする、ニトライト化合物製剤。
【請求項１４】
　請求項１３記載のニトライト化合物製剤において、このニトライト化合物製剤は、
　（ａ）約３００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満である重量オスモル濃度；
　（ｂ）約６００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満である重量オスモル濃度；
　（ｃ）約１２００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満である重量オスモル濃度；
　（ｄ）約２４００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満である重量オスモル濃度；および
　（ｅ）約３０００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満である重量オスモル濃度
から成る群から選択される重量オスモル濃度を有する製剤をさらに含むものである。
【請求項１５】
　請求項１４記載のニトライト化合物製剤において、味マスキング剤は、サッカリンナト
リウムを含むものである。
【請求項１６】
　請求項１５記載のニトライト化合物製剤において、ｐＨ緩衝剤は、リン酸ナトリウムで
ある。
【請求項１７】
　肺送達のための医薬的に許容されるニトライト化合物製剤であって、
　（ｉ）約７．０から約９．０の最終ｐＨを有する水溶液と；
　（ｉｉ）約０．６６７ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬから約１００ｍｇ　ＮＯ２
－／ｍＬの濃度

の亜硝酸ナトリウムと；
　（ｉｉｉ）約０．１ｍＭから約２．０ｍＭの濃度のサッカリンナトリウムと；
　（ｉｖ）約０．１ｍＭから約５．０ｍＭの濃度のリン酸ナトリウムと
を含むことを特徴とする、ニトライト化合物製剤。
【請求項１８】
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　請求項１７記載のニトライト化合物製剤において、このニトライト化合物製剤は、その
製剤を霧化すると、約０．１から約５マイクロメートルの体積平均径の液体粒子を含むエ
アロゾルを形成するものである。
【請求項１９】
　約０．１から５マイクロメートルの体積平均径の医薬的に許容される霧化液体粒子であ
って、
　（１）振動メッシュ式ネブライザおよびジェット式ネブライザの少なくとも一方におい
てニトライト化合物製剤を霧化して、前記霧化液体粒子を含むエアロゾルを得ること
を含む方法によって形成され、
　前記ニトライト化合物製剤が、
　（ｉ）約０．６６７ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬから約１００ｍｇ　ＮＯ２
－／ｍＬの濃度の

ニトライト化合物と、
　（ｉｉ）味マスキング剤と、
　（ｉｉｉ）６．５と９．３の間のｐＫａを有するｐＨ緩衝剤と
を含むことを特徴とする、霧化液体粒子。
【請求項２０】
　請求項１９記載の霧化液体粒子において、前記霧化ニトライト化合物製剤は、約１００
から約３０００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇの重量オスモル濃度を有するものである。
【請求項２１】
　請求項１９記載の霧化液体粒子において、霧化ニトライト化合物製剤は、
　（ａ）約３００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満である重量オスモル濃度；
　（ｂ）約６００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満である重量オスモル濃度；
　（ｃ）約１２００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満である重量オスモル濃度；
　（ｄ）約２４００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満である重量オスモル濃度；および
　（ｅ）約３０００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満である重量オスモル濃度
から成る群から選択される、重量オスモル濃度を有するものである。
【請求項２２】
　請求項１９記載の霧化液体粒子において、前記味マスキング剤は、サッカリンナトリウ
ムを含むものである。
【請求項２３】
　請求項１９記載の霧化液体粒子において、ｐＨ緩衝剤は、２－アミノ－２－メチル－１
，３－プロパンジオール、ＡＣＥＳ、ＡＤＡ、ＡＭＰＳＯ、ＢＥＳ、ＢＩＣＩＮＥ、ＢＩ
Ｓ－ＴＲＩＳ、ＢＩＳ－ＴＲＩＳプロパン、ＣＨＥＳ、ＤＩＰＳＯ、ＥＰＰＳ、ジグリシ
ン、ＨＥＰＢＳ、ＨＥＰＥＳ、ＭＯＰＳ、ＭＯＰＳＯ、ＰＩＰＥＳ、ＰＯＰＳＯ、二塩基
性リン酸ナトリウム、一塩基性リン酸ナトリウム、二塩基性リン酸カリウム、一塩基性リ
ン酸カリウム、ＴＡＰＳ、ＴＡＰＳＯ、ＴＥＳ、トリシン、およびＴＲＩＺＭＡのうちの
１若しくはそれ以上から成る群から選択されるものである。
【請求項２４】
　請求項１９記載の霧化液体粒子において、前記ｐＨ緩衝剤は、リン酸ナトリウムである
。
【請求項２５】
　医薬的に許容されるニトライト化合物の治療有効量の肺床への送達を、そのような送達
が必要な被験者において行う方法であって、
　（ａ）約７．０から約９．０のｐＨを有する水溶液を含むニトライト化合物製剤を霧化
して、約０．１から約５マイクロメートルの体積平均径の液体粒子を含むエアロゾルを形
成する段階であって、該水溶液が、
　（ｉ）約０．６６７ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬから約１００ｍｇ　ＮＯ２
－／ｍＬのニトラ

イトと、
　（ｉｉ）約０．１ｍＭから約２．０ｍＭのサッカリンナトリウムと、
　（ｉｉｉ）約０．１ｍＭから約５．０ｍＭのリン酸ナトリウムと
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を含むものである前記霧化段階と；
　（ｂ）（ａ）のエアロゾルを吸入によって投与し、それによってニトライト化合物の治
療有効量を肺床に送達する段階と
を含むことを特徴とする、方法。
【請求項２６】
　請求項２５記載の方法において、前記投与は、肺床へのニトライト化合物送達のピーク
期間が吸入の開始後６０分以内の投与を含むものである。
【請求項２７】
　請求項２５記載の方法において、前記投与は、肺床へのニトライト化合物送達のピーク
期間が吸入の開始後３５分以内の投与を含むものである。
【請求項２８】
　請求項２５記載の方法において、前記投与は、肺床へのニトライト化合物送達のピーク
期間が吸入の開始後２５分以内の投与を含むものである。
【請求項２９】
　請求項２５記載の方法において、前記投与は、肺床へのニトライト化合物送達のピーク
期間が吸入の開始後１５分以内の投与を含むものである。
【請求項３０】
　請求項２５記載の方法において、前記投与は、肺床へのニトライト化合物送達のピーク
期間が吸入の開始後１０分以内の投与を含むものである。
【請求項３１】
　請求項２５記載の方法において、前記投与は、肺床へのニトライト化合物送達のピーク
期間が吸入の開始後５分以内の投与を含むものである。
【請求項３２】
　肺送達のための医薬的に許容されるニトライト化合物製剤組成物であって、
　（ａ）約７．０から約９．０の最終ｐＨを有する溶液に少なくとも９０ｍｇ／ｍＬの濃
度で溶解された亜硝酸ナトリウムと；
　（ｂ）約０．１ｍＭから約２．０ｍＭの濃度のサッカリンナトリウムと；
　（ｃ）約０．１ｍＭから約５．０ｍＭの濃度のリン酸ナトリウムと
を含むことを特徴とする、組成物。
【請求項３３】
　肺送達のための医薬的に許容されるニトライト化合物製剤組成物であって、
　（ａ）少なくとも７０ｍｇ／ｍＬの濃度で溶解された亜硝酸ナトリウムを含む溶液であ
って、約７．０から約９．０の最終ｐＨを有するものである該溶液と、
　（ｂ）約０．１ｍＭから約２．０ｍＭの濃度のサッカリンナトリウムと、
　（ｃ）約０．１ｍＭから約５．０ｍＭの濃度のリン酸ナトリウムと
を含むことを特徴とする、組成物。
【請求項３４】
　肺送達のための医薬的に許容されるニトライト化合物製剤組成物であって、
　（ａ）少なくとも５０ｍｇ／ｍＬの濃度で溶解された亜硝酸ナトリウムを含む溶液であ
って、約７．０から約９．０の最終ｐＨを有するものである該溶液と、
　（ｂ）約０．１ｍＭから約２．０ｍＭの濃度のサッカリンナトリウムと、
　（ｃ）約０．１ｍＭから約５．０ｍＭの濃度のリン酸ナトリウムと
を含むことを特徴とする、組成物。
【請求項３５】
　肺送達のための医薬的に許容されるニトライト化合物製剤組成物であって、
　（ａ）少なくとも３０ｍｇ／ｍＬの濃度で溶解された亜硝酸ナトリウムを含む溶液であ
って、約７．０から約９．０の最終ｐＨを有するものである該溶液と、
　（ｂ）約０．１ｍＭから約２．０ｍＭの濃度のサッカリンナトリウムと、
　（ｃ）約０．１ｍＭから約５．０ｍＭの濃度のリン酸ナトリウムと
を含むことを特徴とする、組成物。



(6) JP 2011-507968 A 2011.3.10

10

20

30

40

50

【請求項３６】
　肺送達のための医薬的に許容されるニトライト化合物製剤組成物であって、
　（ａ）少なくとも２０ｍｇ／ｍＬの濃度で溶解された亜硝酸ナトリウムを含む溶液であ
って、約７．０から約９．０の最終ｐＨを有するものである該溶液と、
　（ｂ）約０．１ｍＭから約２．０ｍＭの濃度のサッカリンナトリウムと、
　（ｃ）約０．１ｍＭから約５．０ｍＭの濃度のリン酸ナトリウムと
を含むことを特徴とする、組成物。
【請求項３７】
　肺送達のための医薬的に許容されるニトライト化合物製剤組成物であって、
　（ａ）少なくとも１０ｍｇ／ｍＬの濃度で溶解された亜硝酸ナトリウムを含む溶液であ
って、約７．０から約９．０の最終ｐＨを有するものである該溶液と、
　（ｂ）約０．１ｍＭから約２．０ｍＭの濃度のサッカリンナトリウムと、
　（ｃ）約０．１ｍＭから約５．０ｍＭの濃度のリン酸ナトリウムと
を含むことを特徴とする、組成物。
【請求項３８】
　肺送達のための医薬的に許容されるニトライト化合物製剤組成物であって、
　（ａ）少なくとも５ｍｇ／ｍＬの濃度で溶解された亜硝酸ナトリウムを含む溶液であっ
て、約７．０から約９．０の最終ｐＨを有するものである該溶液と、
　（ｂ）約０．１ｍＭから約２．０ｍＭの濃度のサッカリンナトリウムと、
　（ｃ）約０．１ｍＭから約５．０ｍＭの濃度のリン酸ナトリウムと
を含むことを特徴とする、組成物。
【請求項３９】
　肺送達のための医薬的に許容されるニトライト化合物製剤組成物であって、
　（ａ）少なくとも１ｍｇ／ｍＬの濃度で溶解された亜硝酸ナトリウムを含む溶液であっ
て、約７．０から約９．０の最終ｐＨを有するものである該溶液と。
　（ｂ）約０．１ｍＭから約２．０ｍＭの濃度のサッカリンナトリウムと、
　（ｃ）約０．１ｍＭから約５．０ｍＭの濃度のリン酸ナトリウムと
を含むことを特徴とする、組成物。
【請求項４０】
　請求項１３および１７のいずれか１つに記載のニトライト化合物製剤または請求項１９
記載の霧化液体粒子において、このニトライト化合物製剤またはこの霧化液体粒子は、吸
入による肺送達のためのものである。
【請求項４１】
　肺動脈性高血圧または虚血性再潅流傷害を治療する方法であって、請求項１および３２
から３８のいずれか１つに記載のニトライト化合物製剤組成物または請求項９、１３およ
び１７のいずれか１つに記載のニトライト化合物製剤の治療有効用量を、その必要がある
被験者に投与することを含むことを特徴とする、方法。
【請求項４２】
　請求項４１記載の方法において、虚血性再潅流傷害は、冠動脈性心疾患、脳卒中または
移植に関連したものである。
【請求項４３】
　請求項４１記載の方法において、肺動脈性高血圧（ｐｕｌｍｏｎａｒｙ　ａｒｔｅｒｉ
ａｌ　ｈｙｐｅｒｔｅｎｓｉｏｎ：ＰＡＨ）は、Ｉ群ＰＡＨ、ＩＩ群肺高血圧（肺静脈性
高血圧）、ＩＩＩ群肺高血圧（肺疾患および／または低酸素血症に関連した肺高血圧）、
ＩＶ群肺高血圧（慢性血栓性および／または塞栓性疾患に起因する肺高血圧）、または組
織球症Ｘ、リンパ管腫症、および肺血管の収縮を引き起こす他の病状を含む、Ｖ群肺高血
圧である。
【請求項４４】
　キットであって、
　（ａ）医薬的に許容されるニトライト製剤であって、７．０より高いが９．０より低い
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最終ｐＨを有する、および
　（ｉ）約０．６６７ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬから約１００ｍｇ　ＮＯ２
－／ｍＬの濃度の

ニトライト化合物と、
　（ｉｉ）味マスキング剤と、
　（ｉｉｉ）ｐＨ緩衝剤と
を含有するニトライト化合物水溶液を含むものである前記ニトライト製剤と、
　（ｂ）（ａ）のニトライト製剤をエアロゾル化することに適しているネブライザと
を有することを特徴とする、キット。
【請求項４５】
　請求項４４記載のキットにおいて、前記味マスキング剤は、サッカリンナトリウムであ
る。
【請求項４６】
　請求項４４記載のキットにおいて、前記ｐＨ緩衝剤は、リン酸ナトリウムである。
【請求項４７】
　肺動脈性高血圧または虚血性再潅流傷害を治療する方法であって、ネブライザを使用す
る吸入によってニトライト液体化合物製剤組成物の治療有効用量をその必要がある被験者
に投与することを含み、前記ネブライザが、体積平均５マイクロメートル未満の粒子で約
０．２５から９０ｍｇの亜硝酸ナトリウムを含有する吸入エアロゾルを、前記被験者に送
達することを特徴とする、方法。
【請求項４８】
　約１から約３６０ｍｇの亜硝酸ナトリウムを収容するように液体亜硝酸ナトリウム製剤
が負荷されたエアロゾル化装置であって、５マイクロメートル未満の体積平均径の粒子で
約０．２５から９０ｍｇの亜硝酸ナトリウムを含有するエアロゾルを被験者に送達するこ
とを特徴とする、エアロゾル化装置。
【請求項４９】
　約０．３６から約１２９ｍｇの亜硝酸ナトリウムを収容するように液体亜硝酸ナトリウ
ム製剤が負荷されたエアロゾル化装置であって、５マイクロメートル未満の体積平均径の
粒子で約０．２５から９０ｍｇの亜硝酸ナトリウムを含有するエアロゾルを被験者に送達
することを特徴とする、エアロゾル化装置。
【請求項５０】
　肺動脈性高血圧または虚血性再潅流傷害を治療する方法であって、ドライパウダ式吸入
器を使用する吸入によってドライ・パウダ・ニトライト化合物製剤組成物の治療有効用量
をその必要がある被験者に投与することを含み、前記ドライパウダ式吸入器が、５マイク
ロメートル未満の体積平均径の粒子で約０．１８から１８ｍｇの亜硝酸ナトリウムを含有
するエアロゾルを前記被験者に送達することを特徴とする、方法。
【請求項５１】
　吸入吸気１回につき約０．３５ｍｇから約３５ｍｇの亜硝酸ナトリウムを収容するよう
にドライパウダ亜硝酸ナトリウム製剤が負荷された単回または多回投与用のドライパウダ
式吸入器であって、吸入吸気１回につき５マイクロメートル未満の平均径の粒子で約０．
１８ｍｇから１８ｍｇの亜硝酸ナトリウムを含有するエアロゾルを前記被験者に送達する
ことを特徴とする、ドライパウダ式吸入器。
【請求項５２】
　請求項４７および５０記載の方法において、亜硝酸ナトリウムの投与は、結果として約
０．１μＭから約１０μＭのピーク血漿中ニトライトをもたらすものである。
【請求項５３】
　請求項４８、４９および５１記載の吸入装置において、送達は、結果として約０．１μ
Ｍから約１０μＭのピーク血漿中ニトライトをもたらすものである。
【請求項５４】
　請求項１記載のニトライト化合物製剤組成物において、ニトライトは、亜硝酸ナトリウ
ムである。
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【請求項５５】
　請求項１、３２、３３、３４、３５、３６、３７および３８のいずれか１つに記載のニ
トライト化合物製剤組成物において、肺送達は、吸入によるものである。
【請求項５６】
　肺送達のためのニトライト化合物製剤組成物であって、
　（ａ）７．０より高いｐＨを有するニトライト化合物水溶液と；
　（ｂ）酸性賦形剤水溶液と
を含み、
　（ａ）と（ｂ）を混合してニトライト化合物製剤を形成すると：
　（ｉ）ニトライト化合物が、約０．６６７ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬから約１００ｍｇ　Ｎ
Ｏ２

－／ｍＬの濃度で存在する、
　（ｉｉ）前記ニトライト化合物製剤が、約４．７から約６．５のｐＨを有する、および
　（ｉｉｉ）一酸化窒素バブルを、混合後少なくとも１５、３０、４５または６０分間、
視覚的に検出できない
ことを特徴とする、ニトライト化合物製剤組成物。
【請求項５７】
　請求項５６記載のニトライト化合物製剤組成物において、このニトライト化合物製剤組
成物は、（ａ）と（ｂ）を混合すると、ニトライト化合物が、酸性賦形剤に対して１５０
：１、２００：１または２５０：１を超えるモル比で存在するものである。
【請求項５８】
　肺送達のためのニトライト化合物製剤組成物であって、
　（ａ）７．０より高いｐＨを有するニトライト化合物水溶液と；
　（ｂ）酸性賦形剤水溶液と
を含み、
　（ａ）と（ｂ）を混合してニトライト化合物製剤を形成すると：
　（ｉ）ニトライト化合物が、約０．６６７ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬから約１００ｍｇ　Ｎ
Ｏ２

－／ｍＬの濃度で存在する、
　（ｉｉ）ニトライト化合物製剤が、約４．７から約６．５のｐＨを有する、および
　（ｉｉｉ）ニトライト化合物が、酸性賦形剤に対して１５０：１、２００：１または２
５０：１を超えるモル比で存在する
ことを特徴とする、ニトライト化合物製剤組成物。
【請求項５９】
　請求項５６または請求項５８のいずれかに記載のニトライト化合物製剤組成物において
、このニトライト化合物製剤組成物は、ニトライト化合物製剤を霧化して、約０．１から
５．０マイクロメートルの体積平均径の液体粒子を含むエアロゾルを形成すると、前記エ
アロゾルが、１２十億分率から１８００十億分率の一酸化窒素を含むものである。
【請求項６０】
　請求項５６または請求項５８のいずれかに記載のニトライト化合物製剤組成物において
、このニトライト化合物製剤組成物は、混合後１５分以内に、ネブライザによる該ニトラ
イト化合物製剤の霧化が、ニトライト化合物水溶液のネブライザによる霧化に比べて検出
可能に損なわれないものである。
【請求項６１】
　請求項５６または請求項５８のいずれかに記載のニトライト化合物製剤組成物において
、このニトライト化合物製剤組成物は、味マスキング剤をさらに含むものである。
【請求項６２】
　請求項６１記載のニトライト化合物製剤組成物において、味マスキング剤は、サッカリ
ンナトリウムを含むものである。
【請求項６３】
　肺送達のためのニトライト化合物製剤であって、約４．７から約６．５のｐＨを有する
水溶液を含み、該溶液が、



(9) JP 2011-507968 A 2011.3.10

10

20

30

40

50

　（ａ）約０．６６７ｍｇ　ＮＯ２
－／ｍＬから約１００ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬの濃度の
ニトライト化合物と、
　（ｂ）約０．０２１ｍＭから約３．２ｍＭの濃度のクエン酸と
を含むことを特徴とする、ニトライト化合物製剤。
【請求項６４】
　請求項６３記載のニトライト化合物製剤組成物において、このニトライト化合物製剤組
成物は、ニトライト化合物製剤を霧化して、約０．１から５．０マイクロメートルの体積
平均径の液体粒子を含むエアロゾルを形成すると、該エアロゾルが、１２十億分率から１
８００十億分率の一酸化窒素を含むものである。
【請求項６５】
　請求項６３記載のニトライト化合物製剤において、このニトライト化合物製剤は、味マ
スキング剤をさらに含むものである。
【請求項６６】
　請求項６５記載のニトライト化合物製剤において、味マスキング剤は、サッカリンナト
リウムを含むものである。
【請求項６７】
　肺送達のためのニトライト化合物製剤であって、約４．７から約６．５のｐＨを有する
水溶液を含み、該溶液が、
　（ａ）約０．６６７ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬから約１００ｍｇ　ＮＯ２
－／ｍＬの濃度の

ニトライト化合物と；
　（ｂ）５．１と６．８の間のｐＫａを有し、２３℃で少なくとも１時間の期間にわたっ
て約４．７から約６．５のｐＨを維持するために十分な濃度で存在する緩衝剤と；
　（ｃ）味マスキング剤と
を含むことを特徴とする、ニトライト化合物製剤。
【請求項６８】
　請求項６７記載のニトライト化合物製剤において、このニトライト化合物製剤は、この
ニトライト化合物製剤を霧化して、約０．１から約５．０マイクロメートルの体積平均径
の液体粒子を含むエアロゾルを形成すると、該エアロゾルが１２十億分率から１８００十
億分率の一酸化窒素を含むものである。
【請求項６９】
　請求項６７記載のニトライト化合物製剤において、緩衝剤は、リンゴ酸塩、ピリジン、
ピペラジン、コハク酸塩、ヒスチジン、マレイン酸塩、ＢＩＳ－ＴＲＩＳ、ピロリン酸塩
、ＰＩＰＥＳ、ＡＣＥＳ、ヒスチジン、ＭＥＳ、カコジル酸、Ｈ２ＣＯ３／ＮａＨＣＯ３

およびＮ－（２－アセトアミド）－２－イミノ二酢酸（Ｎ－（２－Ａｃｅｔａｍｉｄｏ）
－２－ｉｍｉｎｏｄｉａｃｅｔｉｃ　ａｃｉｄ：ＡＤＡ）から成る群から選択されるもの
である。
【請求項７０】
　肺送達のためのニトライト化合物製剤であって、
　約４．７から約６．５のｐＨおよび約１００から約３６００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇの重量
オスモル濃度を有する水溶液であって、
　（ｉ）約０．６６７ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬから約１００ｍｇ　ＮＯ２
－／ｍＬの濃度の

ニトライト化合物と、
　（ｉｉ）５．１と６．８の間のｐＫａを有するｐＨ緩衝剤と
を含むものである前記溶液を含み、
　霧化すると、約０．１から約５．０マイクロメートルの体積平均径の液体粒子を含むエ
アロゾルを形成し、該エアロゾルが、１２十億分率から１８００十億分率の一酸化窒素を
含むことを特徴とする、ニトライト化合物製剤。
【請求項７１】
　請求項７０記載のニトライト化合物製剤であって、このニトライト化合物製剤は、
　（ａ）味マスキング剤をさらに含むニトライト化合物製剤、
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　（ｂ）ニトライト化合物濃度が少なくとも１６．７ｍｇ　ＮＯ２
－／ｍＬであるニトラ

イト化合物製剤であって、味マスキング剤をさらに含むものである該製剤、
　（ｃ）重量オスモル濃度が約６５０ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満であり、ニトライト化合物
がｐＨ緩衝剤に対して１５０：１、２００：１、２５０：１、３００：１、４００：１ま
たは５００：１を超えるモル濃度で存在するニトライト化合物製剤、ならびに
　（ｄ）重量オスモル濃度が約１０００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満であり、ニトライト化合
物がｐＨ緩衝剤に対して１５０：１、２００：１、２５０：１、３００：１、４００：１
または５００：１を超えるモル濃度で存在するニトライト化合物製剤であって、味マスキ
ング剤をさらに含むものである該製剤
から選択されるものである。
【請求項７２】
　請求項６７または請求項７１のいずれかに記載のニトライト化合物製剤において、味マ
スキング剤は、サッカリンナトリウムを含むものである。
【請求項７３】
　請求項７０記載のニトライト化合物製剤において、ｐＨ緩衝剤は、リンゴ酸塩、ピリジ
ン、ピペラジン、コハク酸塩、ヒスチジン、マレイン酸塩、ＢＩＳ－ＴＲＩＳ、ピロリン
酸塩、ＰＩＰＥＳ、ＡＣＥＳ、ヒスチジン、ＭＥＳ、カコジル酸、Ｈ２ＣＯ３／ＮａＨＣ
Ｏ３およびＮ－（２－アセトアミド）－２－イミノ二酢酸（Ｎ－（２－Ａｃｅｔａｍｉｄ
ｏ）－２－ｉｍｉｎｏｄｉａｃｅｔｉｃ　ａｃｉｄ：ＡＤＡ）から成る群から選択される
ものである。
【請求項７４】
　肺送達のためのニトライト化合物製剤であって、
　約４．７から約６．５のｐＨおよび約１００から約３６００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇの重量
オスモル濃度を有する水溶液であって、
　（ｉ）約０．６６７ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬから約１００ｍｇ　ＮＯ２
－／ｍＬの濃度の

ニトライト化合物と、（ｉｉ）クエン酸と
を含むものである前記溶液を含み、
　霧化すると、約０．１から約５．０マイクロメートルの体積平均径の液体粒子を含むエ
アロゾルを形成し、該エアロゾルが、１２十億分率から１８００十億分率の一酸化窒素を
含むことを特徴とする、ニトライト化合物製剤。
【請求項７５】
　請求項７４記載のニトライト化合物製剤において、このニトライト化合物製剤は、
　（ａ）味マスキング剤をさらに含むニトライト化合物製剤、
　（ｂ）ニトライト化合物濃度が少なくとも１６．７ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬであるニトラ
イト化合物製剤であって、味マスキング剤をさらに含むものである該製剤、
　（ｃ）重量オスモル濃度が約６５０ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満であり、ニトライト化合物
がｐＨ緩衝剤に対して１５０：１、２００：１、２５０：１、３００：１、４００：１ま
たは５００：１を超えるモル濃度で存在するニトライト化合物製剤、ならびに
　（ｄ）重量オスモル濃度が約１０００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満であり、ニトライト化合
物がｐＨ緩衝剤に対して１５０：１、２００：１、２５０：１、３００：１、４００：１
または５００：１を超えるモル濃度で存在するニトライト化合物製剤であって、味マスキ
ング剤をさらに含むものである該製剤
から選択されるものである。
【請求項７６】
　請求項７５記載のニトライト化合物製剤において、味マスキング剤は、サッカリンナト
リウムを含むものである。
【請求項７７】
　肺送達のためのニトライト化合物製剤であって、
　亜硝酸ナトリウムとサッカリンナトリウムとクエン酸とを含む、約４．７から約６．５
のｐＨを有する水溶液を含み、
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　（ｉ）亜硝酸ナトリウムが、サッカリンナトリウムに対して、約１．３×１０３：１か
ら約４．４×１０３：１のモル比で前記溶液中に存在する、および
　（ｉｉ）亜硝酸ナトリウムが、クエン酸に対して、約２．０×１０２：１から約６．９
×１０２：１のモル比で前記溶液中に存在する
ことを特徴とする、ニトライト化合物製剤。
【請求項７８】
　請求項７７記載のニトライト化合物製剤において、このニトライト化合物製剤は、その
製剤を霧化して、約０．１から約５マイクロメートルの体積平均径の液体粒子を含むエア
ロゾルを形成すると、該エアロゾルが、１２十億分率から１８００十億分率の一酸化窒素
を含むものである。
【請求項７９】
　約０．１から約５マイクロメートルの体積平均径の霧化液体粒子であって、
　（１）（ａ）７．０より高いｐＨを有するニトライト化合物水溶液と（ｂ）酸性賦形剤
水溶液とを混合して、ニトライト化合物製剤を形成する段階と；
　（２）前記混合段階の約１５～３０分以内に、振動メッシュ式ネブライザおよびジェッ
ト式ネブライザの少なくとも一方において（１）のニトライト化合物製剤を霧化して、前
記霧化液体粒子を含むエアロゾルを得る段階と
を含む方法によって形成され、
　（ｉ）ニトライト化合物が、約０．６６７ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬから約１００ｍｇ　Ｎ
Ｏ２

－／ｍＬの濃度で前記ニトライト化合物製剤中に存在する、
　（ｉｉ）前記ニトライト化合物製剤が、約４．７から約６．５のｐＨを有する、および
　（ｉｉｉ）前記エアロゾルが、１２十億分率から１８００十億分率の一酸化窒素を含む
ことを特徴とする、霧化液体粒子。
【請求項８０】
　請求項７９記載の霧化液体粒子において、この霧化液体粒子は、ニトライト化合物製剤
中のニトライト化合物濃度が少なくとも１６．７ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬである、
　（ａ）段階（１）が味マスキング剤の混合をさらに含む方法によって形成されるのでニ
トライト化合物製剤が該味マスキング剤を含む粒子、および
　（ｂ）段階（１）が味マスキング剤の混合をさらに含む方法によって形成されるのでニ
トライト化合物製剤が該味マスキング剤を含む粒子、
から選択されるものである。
【請求項８１】
　請求項８０記載の霧化液体粒子において、味マスキング剤は、サッカリンナトリウムを
含むものである。
【請求項８２】
　約０．１から約５マイクロメートルの体積平均径の霧化液体粒子であって、
　約４．７から約６．５のｐＨを有する水溶液であって、
　（ａ）約０．６６７ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬから約１００ｍｇ　ＮＯ２
－／ｍＬの濃度の

ニトライト化合物と、
　（ｂ）約０．０２１ｍＭから約３．２ｍＭの濃度で存在するクエン酸と
を含むものである前記溶液を含み、
　１２十億分率から１８００十億分率の一酸化窒素を含むエアロゾル中に存在することを
特徴とする、霧化液体粒子。
【請求項８３】
　約０．１から約５マイクロメートルの体積平均径の霧化液体粒子であって、
　約４．７から約６．５のｐＨを有する水溶液であって、
　（ａ）約０．６６７ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬから約１５０ｍｇ　ＮＯ２
－／ｍＬの濃度の

ニトライト化合物と、
　（ｂ）５．１と６．８の間のｐＫａを有し、２３℃で少なくとも１時間の期間にわたっ
て約４．７から約６．５のｐＨを維持するために十分な濃度で存在する緩衝剤と
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を含むものである前記溶液を含み、
　１２十億分率から１８００十億分率の一酸化窒素を含むエアロゾル中に存在することを
特徴とする、霧化液体粒子。
【請求項８４】
　請求項８３記載の霧化液体粒子において、緩衝剤は、リンゴ酸塩、ピリジン、ピペラジ
ン、コハク酸塩、ヒスチジン、マレイン酸塩、ＢＩＳ－ＴＲＩＳ、ピロリン酸塩、ＰＩＰ
ＥＳ、ＡＣＥＳ、ヒスチジン、ＭＥＳ、カコジル酸、Ｈ２ＣＯ３／ＮａＨＣＯ３およびＮ
－（２－アセトアミド）－２－イミノ二酢酸（Ｎ－（２－Ａｃｅｔａｍｉｄｏ）－２－ｉ
ｍｉｎｏｄｉａｃｅｔｉｃ　ａｃｉｄ：ＡＤＡ）から成る群から選択されるものである。
【請求項８５】
　約０．１から約５マイクロメートルの体積平均径の霧化液体粒子であって、
　約４．７から約６．５のｐＨおよび約１００から約３６００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇの重量
オスモル濃度を有する水溶液であって、
　（ｉ）約０．６６７ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬから約１００ｍｇ　ＮＯ２
－／ｍＬの濃度の

ニトライト化合物と、
　（ｉｉ）５．１と６．８の間のｐＫａを有するｐＨ緩衝剤と
を含むものである前記溶液を含み、
　１２十億分率から１８００十億分率の一酸化窒素を含むエアロゾル中に存在することを
特徴とする、霧化液体粒子。
【請求項８６】
　請求項８５記載の霧化液体粒子において、緩衝剤は、リンゴ酸塩、ピリジン、ピペラジ
ン、コハク酸塩、ヒスチジン、マレイン酸塩、ＢＩＳ－ＴＲＩＳ、ピロリン酸塩、ＰＩＰ
ＥＳ、ＡＣＥＳ、ヒスチジン、ＭＥＳ、カコジル酸、Ｈ２ＣＯ３／ＮａＨＣＯ３およびＮ
－（２－アセトアミド）－２－イミノ二酢酸（Ｎ－（２－Ａｃｅｔａｍｉｄｏ）－２－ｉ
ｍｉｎｏｄｉａｃｅｔｉｃ　ａｃｉｄ：ＡＤＡ）から成る群から選択されるものである。
【請求項８７】
　約０．１から約５マイクロメートルの体積平均径の霧化液体粒子であって、
　約４．７から約６．５のｐＨおよび約１００から約３６００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇの重量
オスモル濃度を有する水溶液であって、
　（ｉ）約０．６６７ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬから約１００ｍｇ　ＮＯ２
－／ｍＬの濃度の

ニトライト化合物と、
　（ｉｉ）クエン酸と
を含むものである前記溶液を含み、
　１２十億分率から１８００十億分率の一酸化窒素を含むエアロゾル中に存在することを
特徴とする、霧化液体粒子。
【請求項８８】
　請求項８２、８３、８５および８７のいずれか１つに記載の霧化液体粒子において、こ
の霧化液体粒子は、
　（ａ）味マスキング剤をさらに含む霧化液体粒子、
　（ｂ）ニトライト化合物濃度が少なくとも１６．７ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬである霧化液
体粒子であって、味マスキング剤をさらに含むものである該霧化液体粒子、
　（ｃ）ニトライト化合物製剤を含む霧化液体粒子であって、該ニトライト化合物製剤に
おける重量オスモル濃度が６５０ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満であり、およびニトライト化合
物がｐＨ緩衝剤に対して１５０：１、２００：１、２５０：１、３００：１、４００：１
または５００：１を超えるモル濃度で存在するものである前記霧化液体粒子、ならびに
　（ｄ）ニトライト化合物製剤を含む霧化液体粒子であって、該ニトライト化合物製剤に
おける重量オスモル濃度が、１０００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満でありおよびニトライト化
合物がｐＨ緩衝剤に対して１５０：１、２００：１、２５０：１、３００：１、４００：
１または５００：１を超えるモル濃度で存在し、該ニトライト化合物製剤が味マスキング
剤をさらに含むものである前記霧化液体粒子、
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から選択されるものである。
【請求項８９】
　請求項３３記載の霧化液体粒子において、味マスキング剤は、サッカリンナトリウムを
含むものである。
【請求項９０】
　約０．１から約５マイクロメートルの体積平均径の霧化液体粒子であって、
　亜硝酸ナトリウムとサッカリンナトリウムとクエン酸とを含む、約４．７から約６．５
のｐＨを有する水溶液を含み、
　（ｉ）亜硝酸ナトリウムが、サッカリンナトリウムに対して、約１．３×１０３：１か
ら約４．４×１０３：１のモル比で前記溶液中に存在する、
　（ｉｉ）亜硝酸ナトリウムが、クエン酸に対して、約２．０×１０２：１から約６．９
×１０２：１のモル比で前記溶液中に存在する、および
　（ｉｉｉ）該霧化液体粒子が、１２十億分率から１８００十億分率の一酸化窒素を含む
エアロゾル中に存在する
ことを特徴とする、霧化液体粒子。
【請求項９１】
　肺床にニトライト化合物を送達する方法であって、
　請求項７９、８２、８３、８１、８７および９０のいずれか１つに記載の１つまたは多
数の霧化液体粒子を吸入によって投与すること
を含む方法。
【請求項９２】
　請求項９１記載の方法において、１つまたは多数の霧化液体粒子は、
　（ａ）味マスキング剤をさらに含む霧化液体粒子、
　（ｂ）ニトライト化合物濃度が少なくとも１６．７ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬである霧化液
体粒子であって、味マスキング剤をさらに含むものである該霧化液体粒子、
　（ｃ）ニトライト化合物製剤を含む霧化液体粒子であって、該ニトライト化合物製剤に
おける重量オスモル濃度が約６５０ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満でありおよびニトライト化合
物がｐＨ緩衝剤に対して１５０：１、２００：１、２５０：１、３００：１、４００：１
または５００：１を超えるモル濃度で存在するものである前記霧化液体粒子、ならびに
　（ｄ）ニトライト化合物製剤を含む霧化液体粒子であって、該ニトライト化合物製剤に
おける重量オスモル濃度が約１０００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満でありおよびニトライト化
合物がｐＨ緩衝剤に対して１５０：１、２００：１、２５０：１、３００：１、４００：
１または５００：１を超えるモル濃度で存在し、該製剤がさらに味マスキング剤を含むも
のである前記霧化液体粒子、
から選択されるものである。
【請求項９３】
　請求項９２記載の方法において、前記味マスキング剤は、サッカリンナトリウムを含む
ものである。
【請求項９４】
　肺床にニトライト化合物の治療有効量を送達するための方法であって、
　（ａ）（ｉ）７．０より高いｐＨを有するニトライト化合物水溶液と（ｉｉ）酸性賦形
剤水溶液とを混合して、ニトライト化合物製剤を形成する段階であって、
　（１）ニトライト化合物が、約０．６６７ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬから約１００ｍｇ　Ｎ
Ｏ２

－／ｍＬの濃度で存在する、および
　（２）ニトライト化合物製剤が、約４．７から約６．５のｐＨを有する
のである該混合段階と；
　（ｂ）前記混合段階後６、５、４、３、２、１、０．７５、０．５または０．２５時間
未満の期間内に、（ａ）のニトライト化合物製剤を霧化して、約０．１から約５マイクロ
メートルの体積平均径の液体粒子を含むエアロゾルを形成する段階であって、該エアロゾ
ルが、１２十億分率から１８００十億分率の一酸化窒素を含むものである該霧化段階と；
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　（ｃ）（ｂ）のエアロゾル化懸濁液を吸入によって投与し、それによってニトライト化
合物の治療有効量を肺床に送達する段階と
を含む、方法。
【請求項９５】
　請求項９４記載の方法において、この方法は、吸入後、少なくとも６０分の肺床へのニ
トライト化合物送達のピーク期間を有するものである。
【請求項９６】
　請求項９４記載の方法において、この方法は、混合段階後少なくとも３５分の肺床への
ニトライト化合物送達のピーク期間を有するものである。
【請求項９７】
　肺送達のためのニトライト化合物製剤であって、
　亜硝酸ナトリウムとクエン酸とを含む、約４．７から約６．５のｐＨを有する水溶液を
含み、
　亜硝酸ナトリウムが、クエン酸に対して、約２．０×１０２：１から約６．９×１０２

：１のモル比で前記溶液中に存在することを特徴とする、ニトライト化合物製剤。
【請求項９８】
　肺送達のためのニトライト化合物製剤であって、
　亜硝酸ナトリウムとサッカリンナトリウムとを含む、約４．７から約６．５のｐＨを有
する水溶液を含み、
　亜硝酸ナトリウムが、サッカリンナトリウムに対して、約１．３×１０３：１から約４
．４×１０３：１のモル比で前記溶液中に存在することを特徴とする、ニトライト化合物
製剤。
【請求項９９】
　請求項９７または請求項９８記載のニトライト化合物製剤において、このニトライト化
合物製剤は、約０．１から約５マイクロメートルの体積平均径の液体粒子に霧化すると、
１２十億分率から１８００十億分率の一酸化窒素を含むエアロゾルを生成するものである
。
【請求項１００】
　請求項９７記載のニトライト化合物製剤において、このニトライト化合物製剤は、
　（ａ）味マスキング剤をさらに含むニトライト化合物製剤、
　（ｂ）ニトライト化合物濃度が少なくとも１６．７ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬであるニトラ
イト化合物製剤であって、味マスキング剤をさらに含むものである該製剤、
　（ｃ）重量オスモル濃度が約６５０ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満であり、ニトライト化合物
がｐＨ緩衝剤に対して１５０：１、２００：１、２５０：１、３００：１、４００：１ま
たは５００：１を超えるモル濃度で存在するニトライト化合物製剤、ならびに
　（ｄ）重量オスモル濃度が約１０００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満であり、ニトライト化合
物がｐＨ緩衝剤に対して１５０：１、２００：１、２５０：１、３００：１、４００：１
または５００：１を超えるモル濃度で存在するニトライト化合物製剤であって、味マスキ
ング剤をさらに含むものである該製剤
から選択されるものである。
【請求項１０１】
　請求項１００記載のニトライト化合物製剤において、味マスキング剤は、サッカリンナ
トリウムを含むものである。
【請求項１０２】
　約０．１から約５マイクロメートルの体積平均径の霧化液体粒子であって、
　亜硝酸ナトリウムとクエン酸とを含む、約４．７から約６．５のｐＨを有する水溶液を
含み、
　（ｉ）亜硝酸ナトリウムが、クエン酸に対して、約２．０×１０２：１から約６．９×
１０２：１のモル比で前記溶液中に存在する、および
　（ｉｉ）該霧化液体粒子が、１２十億分率から１８００十億分率の一酸化窒素を含むエ
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アロゾル中に存在する
ことを特徴とする、霧化液体粒子。
【請求項１０３】
　約０．１から約５マイクロメートルの体積平均径の霧化液体粒子であって、
　亜硝酸ナトリウムとサッカリンナトリウムとを含む、約４．７から約６．５のｐＨを有
する水溶液を含み、
　（ｉ）亜硝酸ナトリウムが、サッカリンナトリウムに対して、約１．３×１０３：１か
ら約４．４×１０３：１のモル比で前記溶液中に存在する、および
　（ｉｉ）該霧化液体粒子が、１２十億分率から１８００十億分率の一酸化窒素を含むエ
アロゾル中に存在する
ことを特徴とする、霧化液体粒子。
【請求項１０４】
　肺送達のためのニトライト化合物製剤組成物であって、
　（ａ）溶液に少なくとも５０ｍｇ／ｍＬの濃度で溶解した亜硝酸ナトリウムと、
　（ｂ）味マスキング剤と
を含む、ニトライト化合物製剤組成物。
【請求項１０５】
　肺送達のためのニトライト化合物製剤組成物であって、
　（ａ）水溶液に少なくとも２５ｍｇ／ｍＬの濃度で溶解した亜硝酸ナトリウムと、
　（ｂ）前記水溶液に溶解した酸性賦形剤と、
　（ｃ）味マスキング剤と
を含むニトライト化合物製剤組成物。
【請求項１０６】
　請求項１０１記載のニトライト化合物製剤組成物において、酸性賦形剤は、亜硝酸ナト
リウムに対して１：１５０、１：２００または１：２５０のモル比でクエン酸を含むもの
である。
【請求項１０７】
　請求項４９または請求項５０のいずれかに記載のニトライト化合物製剤組成物において
、味マスキング剤は、サッカリンナトリウムを含むものである。
【請求項１０８】
　請求項５６、５８、１０４および１０５のいずれか１つに記載のニトライト化合物製剤
組成物において、肺送達は、吸入によるものである。
【請求項１０９】
　請求項６３、６７、７０、７４、７７、９７および９８のいずれか１つに記載のニトラ
イト化合物製剤において、肺送達は、吸入によるものである。
【請求項１１０】
　請求項７９、８２、８３、８５、８７、８９、１０２および１０３のいずれか１つに記
載の霧化液体粒子において、肺送達は、吸入によるものである。
【請求項１１１】
　肺送達のための医薬的に許容されるニトライト化合物製剤組成物であって、
　（ａ）７．０より高いが９．０より低い最終ｐＨを有するニトライト化合物水溶液を含
み、該水溶液が、
　（ｉ）約０．６６７ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬから約１００ｍｇ　ＮＯ２
－／ｍＬの濃度の

ニトライト化合物と、
　（ｉｉ）味マスキング剤と、
　（ｉｉｉ）ｐＨ緩衝剤と
を含有することを特徴とする、ニトライト化合物製剤組成物。
【請求項１１２】
　請求項１１１記載のニトライト化合物製剤組成物において、味マスキング剤は、サッカ
リンナトリウムである。
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【請求項１１３】
　請求項１１２記載のニトライト化合物製剤組成物において、サッカリンナトリウムは、
０．１ｍＭから２．０ｍＭの濃度である。
【請求項１１４】
　請求項１１１記載のニトライト化合物製剤組成物において、ｐＨ緩衝剤は、約６．５か
ら約９．３のｐＫａを有し、および約７．０から約９．０のｐＨを維持するために十分な
濃度で存在する。
【請求項１１５】
　請求項１１４記載のニトライト化合物製剤組成物において、ｐＨ緩衝剤は、リン酸ナト
リウムである。
【請求項１１６】
　請求項１１５記載のニトライト化合物製剤組成物において、リン酸ナトリウムは、約０
．１ｍＭから約５．０ｍＭの濃度である。
【請求項１１７】
　請求項１１１記載のニトライト化合物製剤組成物において、このニトライト化合物製剤
組成物を霧化すると、その組成物が、約０．１から５．０マイクロメートルの体積平均径
の液体粒子を含むエアロゾルを形成するものである。
【請求項１１８】
　請求項５６記載のニトライト化合物製剤において、ｐＨ緩衝剤は、２－アミノ－２－メ
チル－１，３－プロパンジオール、ＡＣＥＳ、ＡＤＡ、ＡＭＰＳＯ、ＢＥＳ、ＢＩＣＩＮ
Ｅ、ＢＩＳ－ＴＲＩＳ、ＢＩＳ－ＴＲＩＳプロパン、ＣＨＥＳ、ＤＩＰＳＯ、ＥＰＰＳ、
ジグリシン、ＨＥＰＢＳ、ＨＥＰＥＳ、ＭＯＰＳ、ＭＯＰＳＯ、ＰＩＰＥＳ、ＰＯＰＳＯ
、二塩基性リン酸ナトリウム、一塩基性リン酸ナトリウム、二塩基性リン酸カリウム、一
塩基性リン酸カリウム、ＴＡＰＳ、ＴＡＰＳＯ、ＴＥＳ、トリシン、およびＴＲＩＺＭＡ
から成る群から選択される１若しくはそれ以上の薬剤を含むものである。
【請求項１１９】
　肺送達のための医薬的に許容されるニトライト化合物製剤であって、
　約７．０から約９．０の最終ｐＨおよび約１００から約３６００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇの
重量オスモル濃度を有する水溶液であって、
　（ｉ）約０．６６７ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬから約１００ｍｇ　ＮＯ２
－／ｍＬの濃度の

ニトライト化合物と、
　（ｉｉ）味マスキング剤と、
　（ｉｉｉ）６．５と９．３の間のｐＫａを有するｐＨ緩衝剤と
を含むものである前記溶液を含み、
　霧化すると、約０．１から約５．０マイクロメートルの体積平均径の液体粒子を含むエ
アロゾルを形成することを特徴とする、ニトライト化合物製剤。
【請求項１２０】
　請求項６４記載のニトライト化合物製剤において、重量オスモル濃度は、
　（ａ）約３００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満である重量オスモル濃度；
　（ｂ）約６００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満である重量オスモル濃度；
　（ｃ）約１２００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満である重量オスモル濃度；
　（ｄ）約２４００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満である重量オスモル濃度；および
　（ｅ）約３０００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満である重量オスモル濃度
から成る群から選択されるものである。
【請求項１２１】
　請求項１１９または請求項１２０のいずれかに記載のニトライト化合物製剤において、
味マスキング剤は、サッカリンナトリウムを含むものである。
【請求項１２２】
　請求項１１９記載のニトライト化合物製剤において、ｐＨ緩衝剤は、２－アミノ－２－
メチル－１，３－プロパンジオール、ＡＣＥＳ、ＡＤＡ、ＡＭＰＳＯ、ＢＥＳ、ＢＩＣＩ
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ＮＥ、ＢＩＳ－ＴＲＩＳ、ＢＩＳ－ＴＲＩＳプロパン、ＣＨＥＳ、ＤＩＰＳＯ、ＥＰＰＳ
、ジグリシン、ＨＥＰＢＳ、ＨＥＰＥＳ、ＭＯＰＳ、ＭＯＰＳＯ、ＰＩＰＥＳ、ＰＯＰＳ
Ｏ、二塩基性リン酸ナトリウム、一塩基性リン酸ナトリウム、二塩基性リン酸カリウム、
一塩基性リン酸カリウム、ＴＡＰＳ、ＴＡＰＳＯ、ＴＥＳ、トリシン、およびＴＲＩＺＭ
Ａのうちの１若しくはそれ以上から成る群から選択されるものである。
【請求項１２３】
　肺送達のための医薬的に許容されるニトライト化合物製剤であって、
　（ｉ）約０．６６７ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬから約１００ｍｇ　ＮＯ２
－／ｍＬの濃度の

ニトライト化合物と、
　（ｉｉ）味マスキング剤と、
　（ｉｉｉ）６．５と９．３の間のｐＫａを有するｐＨ緩衝剤と
を含み、
　霧化すると、約０．１から約５．０マイクロメートルの体積平均径の液体粒子を含むエ
アロゾルを形成することを特徴とする、ニトライト化合物製剤。
【請求項１２４】
　請求項１２３記載のニトライト化合物製剤において、このニトライト化合物製剤は、
　（ａ）約３００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満である重量オスモル濃度、
　（ｂ）約６００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満である重量オスモル濃度、
　（ｃ）約１２００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満である重量オスモル濃度、
　（ｄ）約２４００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満である重量オスモル濃度、および
　（ｅ）約３０００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満である重量オスモル濃度
から成る群から選択される重量オスモル濃度を有する製剤をさらに含むものである。
【請求項１２５】
　請求項１２４記載のニトライト化合物製剤において、前記味マスキング剤は、サッカリ
ンナトリウムを含むものである。
【請求項１２６】
　請求項１２５記載のニトライト化合物製剤において、前記ｐＨ緩衝剤は、リン酸ナトリ
ウムである。
【請求項１２７】
　肺送達のための医薬的に許容されるニトライト化合物製剤であって、
　（ｉ）約７．０から約９．０の最終ｐＨを有する水溶液と；
　（ｉｉ）約０．６６７ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬから約１００ｍｇ　ＮＯ２
－／ｍＬの濃度

の亜硝酸ナトリウムと；
　（ｉｉｉ）約０．１ｍＭから約２．０ｍＭの濃度のサッカリンナトリウムと；
　（ｉｖ）約０．１ｍＭから約５．０ｍＭの濃度のリン酸ナトリウムと
を含むことを特徴とする、ニトライト化合物製剤。
【請求項１２８】
　請求項１２７記載のニトライト化合物製剤において、このニトライト化合物製剤は、該
製剤を霧化すると、約０．１から約５マイクロメートルの体積平均径の液体粒子を含むエ
アロゾルを形成すものである。
【請求項１２９】
　約０．１から５マイクロメートルの体積平均径の医薬的に許容される霧化液体粒子であ
って、
　（１）振動メッシュ式ネブライザおよびジェット式ネブライザの少なくとも一方におい
てニトライト化合物製剤を霧化して、前記霧化液体粒子を含むエアロゾルを得る工程を含
む方法によって形成され、
　前記ニトライト化合物製剤は、
　（ｉ）約０．６６７ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬから約１００ｍｇ　ＮＯ２
－／ｍＬの濃度の

ニトライト化合物と、
　（ｉｉ）味マスキング剤と、



(18) JP 2011-507968 A 2011.3.10

10

20

30

40

50

　（ｉｉｉ）６．５と９．３の間のｐＫａを有するｐＨ緩衝剤と
を含むことを特徴とする、霧化液体粒子。
【請求項１３０】
　請求項１２９記載の霧化液体粒子において、霧化ニトライト化合物製剤は、約１００か
ら約３０００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇの重量オスモル濃度を有するものである。
【請求項１３１】
　請求項１２９記載の霧化液体粒子において、霧化ニトライト化合物製剤は、
　（ａ）約３００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満である重量オスモル濃度、
　（ｂ）約６００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満である重量オスモル濃度、
　（ｃ）約１２００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満である重量オスモル濃度、
　（ｄ）約２４００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満である重量オスモル濃度、および
　（ｅ）約３０００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満である重量オスモル濃度
から成る群から選択される重量オスモル濃度を有するものである。
【請求項１３２】
　請求項１２９記載の霧化液体粒子において、味マスキング剤は、サッカリンナトリウム
を含むものである。
【請求項１３３】
　請求項１２９記載の霧化液体粒子において、前記ｐＨ緩衝剤は、２－アミノ－２－メチ
ル－１，３－プロパンジオール、ＡＣＥＳ、ＡＤＡ、ＡＭＰＳＯ、ＢＥＳ、ＢＩＣＩＮＥ
、ＢＩＳ－ＴＲＩＳ、ＢＩＳ－ＴＲＩＳプロパン、ＣＨＥＳ、ＤＩＰＳＯ、ＥＰＰＳ、ジ
グリシン、ＨＥＰＢＳ、ＨＥＰＥＳ、ＭＯＰＳ、ＭＯＰＳＯ、ＰＩＰＥＳ、ＰＯＰＳＯ、
二塩基性リン酸ナトリウム、一塩基性リン酸ナトリウム、二塩基性リン酸カリウム、一塩
基性リン酸カリウム、ＴＡＰＳ、ＴＡＰＳＯ、ＴＥＳ、トリシン、およびＴＲＩＺＭＡの
うちの１若しくはそれ以上から成る群から選択されるものである。
【請求項１３４】
　請求項１２９記載の霧化液体粒子において、前記ｐＨ緩衝剤は、リン酸ナトリウムであ
る。
【請求項１３５】
　医薬的に許容されるニトライト化合物の治療有効量の肺床への送達を、そのような送達
が必要な被験者において行う方法であって、
　（ａ）約７．０から約９．０のｐＨを有する水溶液を含むニトライト化合物製剤を霧化
して、約０．１から約５マイクロメートルの体積平均径の液体粒子を含むエアロゾルを形
成する段階であって、該水溶液が、
　（ｉ）約０．６６７ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬから約１００ｍｇ　ＮＯ２
－／ｍＬの亜硝酸

ナトリウムと、
　（ｉｉ）約０．１ｍＭから約２．０ｍＭのサッカリンナトリウムと、
　（ｉｉｉ）約０．１ｍＭから約５．０ｍＭのリン酸ナトリウムと
を含むものである前記霧化段階と；
　（ｂ）（ａ）のエアロゾルを吸入によって投与し、それによってニトライト化合物の治
療有効量を肺床に送達する段階と
を含む、方法。
【請求項１３６】
　請求項１３５記載の方法において、前記投与は、肺床へのニトライト化合物送達のピー
ク期間が吸入の開始後６０分以内の投与を含むものである。
【請求項１３７】
　請求項１３５記載の方法において、前記投与は、肺床へのニトライト化合物送達のピー
ク期間が吸入の開始後３５分以内の投与を含むものである。
【請求項１３８】
　請求項１３５記載の方法において、前記投与は、肺床へのニトライト化合物送達のピー
ク期間が吸入の開始後２５分以内の投与を含むものである。
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【請求項１３９】
　請求項１３５記載の方法において、前記投与は、肺床へのニトライト化合物送達のピー
ク期間が吸入の開始後１５分以内の投与を含むものである。
【請求項１４０】
　請求項１３５記載の方法において、前記投与は、肺床へのニトライト化合物送達のピー
ク期間が吸入の開始後１０分以内の投与を含むものである。
【請求項１４１】
　請求項１３５記載の方法において、前記投与は、肺床へのニトライト化合物送達のピー
ク期間が吸入の開始後５分以内の投与を含むものである。
【請求項１４２】
　肺送達のための医薬的に許容されるニトライト化合物製剤組成物であって、
　（ａ）約７．０から約９．０の最終ｐＨを有する溶液に少なくとも９０ｍｇ／ｍＬの濃
度で溶解された亜硝酸ナトリウムと、
　（ｂ）約０．１ｍＭから約２．０ｍＭの濃度のサッカリンナトリウムと、
　（ｃ）約０．１ｍＭから約５．０ｍＭの濃度のリン酸ナトリウムと
を含む、組成物。
【請求項１４３】
　肺送達のための医薬的に許容されるニトライト化合物製剤組成物であって、
　（ａ）少なくとも７０ｍｇ／ｍＬの濃度で溶解された亜硝酸ナトリウムを含む溶液であ
って、約７．０から約９．０の最終ｐＨを有するものである該溶液と；
　（ｂ）約０．１ｍＭから約２．０ｍＭの濃度のサッカリンナトリウムと；
　（ｃ）約０．１ｍＭから約５．０ｍＭの濃度のリン酸ナトリウムと
を含む、組成物。
【請求項１４４】
　肺送達のための医薬的に許容されるニトライト化合物製剤組成物であって、
　（ａ）少なくとも５０ｍｇ／ｍＬの濃度で溶解された亜硝酸ナトリウムを含む溶液であ
って、約７．０から約９．０の最終ｐＨを有するものである該溶液と；
　（ｂ）約０．１ｍＭから約２．０ｍＭの濃度のサッカリンナトリウムと；
　（ｃ）約０．１ｍＭから約５．０ｍＭの濃度のリン酸ナトリウムと
を含むことを特徴とする、組成物。
【請求項１４５】
　肺送達のための医薬的に許容されるニトライト化合物製剤組成物であって、
　（ａ）少なくとも３０ｍｇ／ｍＬの濃度で溶解された亜硝酸ナトリウムを含む溶液であ
って、約７．０から約９．０の最終ｐＨを有するものである該溶液と；
　（ｂ）約０．１ｍＭから約２．０ｍＭの濃度のサッカリンナトリウムと；
　（ｃ）約０．１ｍＭから約５．０ｍＭの濃度のリン酸ナトリウムと
を含む、組成物。
【請求項１４６】
　肺送達のための医薬的に許容されるニトライト化合物製剤組成物であって、
　（ａ）少なくとも２０ｍｇ／ｍＬの濃度で溶解された亜硝酸ナトリウムを含む溶液であ
って、約７．０から約９．０の最終ｐＨを有するものである該溶液と、
　（ｂ）約０．１ｍＭから約２．０ｍＭの濃度のサッカリンナトリウムと、
　（ｃ）約０．１ｍＭから約５．０ｍＭの濃度のリン酸ナトリウムと
を含む、組成物。
【請求項１４７】
　肺送達のための医薬的に許容されるニトライト化合物製剤組成物であって、
　（ａ）少なくとも１０ｍｇ／ｍＬの濃度で溶解された亜硝酸ナトリウムを含む溶液であ
って、約７．０から約９．０の最終ｐＨを有するものである該溶液と；
　（ｂ）約０．１ｍＭから約２．０ｍＭの濃度のサッカリンナトリウムと；
　（ｃ）約０．１ｍＭから約５．０ｍＭの濃度のリン酸ナトリウムと
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を含むことを特徴とする、組成物。
【請求項１４８】
　肺送達のための医薬的に許容されるニトライト化合物製剤組成物であって、
　（ａ）少なくとも５ｍｇ／ｍＬの濃度で溶解された亜硝酸ナトリウムを含む溶液であっ
て、約７．０から約９．０の最終ｐＨを有するものである該溶液と、
　（ｂ）約０．１ｍＭから約２．０ｍＭの濃度のサッカリンナトリウムと、
　（ｃ）約０．１ｍＭから約５．０ｍＭの濃度のリン酸ナトリウムと
を含む、組成物。
【請求項１４９】
　請求項１１１、１４２、１４３、１４４、１４５、１４６、１４７および１４８のいず
れか１つに記載のニトライト化合物製剤組成物において、肺送達は、吸入によるものであ
る。
【請求項１５０】
　請求項１２３および１２７のいずれか１つに記載のニトライト化合物製剤または請求項
１２９記載の霧化液体粒子において、このニトライト化合物製剤またはこの霧化液体粒子
は、吸入による肺送達のためのものである。
【請求項１５１】
　肺動脈性高血圧または虚血性再潅流傷害を治療する方法であって、請求項１１１および
１４２から１４８のいずれか１つに記載のニトライト化合物製剤組成物または請求項１１
９、１２３および１２７のいずれか１つに記載のニトライト化合物製剤の治療有効用量を
、その必要がある被験者に投与することを含むことを特徴とする、方法。
【請求項１５２】
　請求項１５１記載の方法において、虚血性再潅流傷害は、冠動脈性心疾患、脳卒中また
は移植に関連したものである。
【請求項１５３】
　請求項１５１記載の方法において、肺動脈性高血圧（ｐｕｌｍｏｎａｒｙ　ａｒｔｅｒ
ｉａｌ　ｈｙｐｅｒｔｅｎｓｉｏｎ：ＰＡＨ）は、Ｉ群ＰＡＨ、ＩＩ群肺高血圧（肺静脈
性高血圧）、ＩＩＩ群肺高血圧（肺疾患および／または低酸素血症に関連した肺高血圧）
、ＩＶ群肺高血圧（慢性血栓性および／または塞栓性疾患に起因する肺高血圧）、または
組織球症Ｘ、リンパ管腫症、および肺血管の収縮を引き起こす他の病状を含む、Ｖ群肺高
血圧である。
【請求項１５４】
　キットであって、
　（ａ）医薬的に許容されるニトライト製剤であって、７．０より高いが９．０より低い
最終ｐＨを有する、および
　（ｉ）約０．６６７ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬから約１００ｍｇ　ＮＯ２
－／ｍＬの濃度の

ニトライト化合物と、
　（ｉｉ）味マスキング剤と、
　（ｉｉｉ）ｐＨ緩衝剤と
を含有するニトライト化合物水溶液を含むものである前記ニトライト製剤と；
　（ｂ）（ａ）のニトライト製剤をエアロゾル化することに適しているネブライザと
を有する、キット。
【請求項１５５】
　請求項１５４記載のキットにおいて、味マスキング剤は、サッカリンナトリウムである
。
【請求項１５６】
　請求項１５５記載のキットにおいて、ｐＨ緩衝剤は、リン酸ナトリウムである。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　関連出願の相互参照
　本出願は、２００７年１２月２７日付出願の米国仮特許出願第６１／０１７，１２６号
および２００８年１０月１０日付出願の米国仮特許出願第６１／１０４，５４８号に対し
て優先権を主張するものであり、前記仮出願は、それら全体がそれらの参照により本明細
書に組み込まれる。
【０００２】
　本発明は、その幾つかの実施形態において、様々な呼吸器、肺、血管および心血管に対
する疾患の治療および／または予防するために、亜硝酸アニオン（ＮＯ２

－）などの一酸
化窒素生産性組成物を所望の解剖学的部位に治療的送達するための液体および乾燥粉末製
剤に関する。
【背景技術】
【０００３】
　多数の望ましくない呼吸器、肺、血管および心血管に対する疾患、例えば、肺動脈性高
血圧、虚血－再潅流傷害および他の状態において、組織内の局所ｐＨおよび／または酸素
張力の有害な減少は、有害な結果、例えば、血管収縮、細胞アポトーシスまたは壊死の誘
発、炎症、反応性遊離ラジカルからの組織損傷、および他の臨床的障害を生じさせる。脳
卒中、心筋梗塞または血管柄付き移植組織損傷に付随して起こることがあるような肺動脈
性高血圧または虚血／再潅流傷害などの状態において、一酸化窒素（ＮＯ）生産を特徴と
する生理反応は、有益にも、罹患領域において、血管拡張、不適切な細胞増殖の抑制およ
び／または造血性若しくは炎症性細胞浸潤、接着若しくは凝集の阻止を促進することが観
察された。これらおよび他の適応症（例えば、微生物感染症）においてそのようなＮＯ効
果を活用する治療戦略が熟考され、非常に様々な結果を伴った。
【０００４】
　亜硝酸アニオン（「ニトライト」、ＮＯ２

－）は、一酸化窒素（ＮＯ）酸化後に形成し
、ならびに血漿中（０．３～１．０μＭ）および組織中（１～２０μＭ）に存在する。組
織ニトライトも、血漿ニトライトも、低酸素症およびアシドーシス中にＮＯに還元され得
る。例えば、低組織ｐＨおよび／または低酸素張力で、亜硝酸アニオンは、酸還元または
（キサンチンオキシドレダクターゼなどの酵素からの）酵素作用によってＮＯに還元され
得る。しかし、正常生理範囲内と考えられるｐＨレベルおよび酸素張力では、亜硝酸アニ
オンは、ＮＯ酸化の不活性代謝最終産物と考えられ、限られた生物活性を有する。近生理
レベルのニトライトが、生理的酸素勾配に沿ったデオキシヘモグロビンとの反応；酸素お
よびｐＨ依存性であるという評価ならびに低酸素性血管拡張の一因となる可能性を秘めて
いるという評価を有する化学反応、によってＮＯに還元されることが、最近、立証された
。これらの観察から、ニトライトからの低酸素依存性および／またはｐＨ依存性ＮＯ生産
は、罹病組織にとって生理的に有益であり得ると考えられる。例えば、ＮＯへの有益なニ
トライト変換は、梗塞、脳卒中および／または移植後の、肺動脈性高血圧（ｐｕｌｕｍｏ
ｎａｒｙ　ａｒｔｅｒｉａｌ　ｈｙｐｅｒｔｅｎｓｉｏｎ：ＰＡＨ）、ならびに心臓、脳
、肝臓、肺および他の組織における虚血／再潅流（ｉｓｃｈｅｍｉａ／ｒｅｐｅｒｆｕｓ
ｉｏｎ：Ｉ／Ｒ）傷害のような臨床徴候において、急性若しくは慢性血管拡張に、および
／または有害な血管再構築の完全若しくは部分的抑制若しくは逆転に関連づけられている
。
【０００５】
　ニトライト依存性ＮＯ生産から得られる臨床的利点は、幾つかの血管および他の疾患に
ついて記載されているが、所望の組織へのＮＯの恩恵の有効な送達は、物理化学的要因に
よって妨げられている。詳細には、ＮＯの不安定性、気体としてのその発生、および生理
的分解経路の点からみてその短い生物学的半減期が、罹患している解剖学的部位での有意
なＮＯ濃度の持続的集中を達成する障害となった（Ｈｕｎｔｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，２００
４）。組織への有効なＮＯ送達が依然として必要とされている適応症の具体的な例として
は、以下の段落に記載するものが挙げられる。
【０００６】
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　肺動脈性高血圧（例えば、Ｒｕｂｉｎ　ＬＪ　ｅｔ　ａｌ．，２００６；Ｇｌａｄｗｉ
ｎ　ｅｔ　ａｌ．，２００６；およびＨｕｎｔｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，２００４参照）。肺
動脈性高血圧（ｐｕｌｍｏｎａｒｙ　ａｒｔｅｒｉａｌ　ｈｙｐｅｒｔｅｎｓｉｏｎ：Ｐ
ＡＨ）を有する殆どの患者は、運動に伴って肺の血流を増加させることができないことを
示す労作性呼吸困難を診療所において呈する。労作時胸痛、失神および水腫は、より重度
の右心機能障害の徴候である。ＰＡＨを有する患者についての予後は、近代療法の出現に
伴って向上したとはいえ、依然として恐ろしく、平均余命は、診断後およそ２．５年であ
る。遅れることが多い、ＰＡＨの診断の確立は、右心室容積および圧負荷の証拠を明示す
る心エコー検査によって、多くの場合、行われる。肺動脈圧は、ドップラー技術を用いて
心エコー検査中に推定することができる。多くの患者は、最終的に心カテーテル検査を受
けて最終診断を裏付ける。
【０００７】
　ＰＡＨ発現の具体的な引き金は依然として不明であるが、多数のメカニズムが提案され
ており、多くが、ＰＡＨをターゲットにした治療法に転化された。プロスタノイド、エン
ドセリン受容体アンタゴニスト（ｅｎｄｏｔｈｅｌｉｎ　ｒｅｃｅｐｔｏｒ　ａｎｔａｇ
ｏｎｉｓｔｓ：ＥＴＡｓ）およびホスホジエステラーゼ－５（ｐｈｏｓｐｈｏｄｉｅｓｔ
ｅｒａｓｅ－５：ＰＤＥ５）阻害剤をはじめとする、ＰＡＨに現在利用できる治療法は、
多くの患者に生活の質および生存の有意な改善をもたらした。しかし、プロスタノイドの
投与経路および頻度、ＥＴＡ受容体アンタゴニストの肝毒性、ならびにＥＴＡ受容体アン
タゴニストとＰＤＥ５阻害剤の両方の効能についての懸念は、ＰＡＨを有する多くの患者
が、投与の容易さ、より大きな投薬間隔および好適な毒性プロフィールなどの現在利用で
きない利点をもたらす他の有効な治療法の恩恵を受けるであろうことを示唆している。
【０００８】
　ＮＯ誘導低酸素性血管拡張の観察は、このプロセスにおけるインビボＮＯ前駆体として
のニトライトの役割を示唆している。一酸化窒素（ＮＯ）の合成に関与する酵素の発現減
少および正常な血管内皮の破壊によるＮＯシグナリングの喪失が、ＰＡＨの発現において
一定の役割を果たすという提案もある。動脈血管拡張能力および容量の喪失、血管管腔狭
窄および肺動脈閉塞は、ＰＡＨ患者において、少なくとも一部は、一酸化窒素欠乏に起因
したので、ＮＯシグナリングの再構成を試みる治療戦略の開発は魅力的である。（Ｒｕｂ
ｉｎ　ＬＪ　ｅｔ　ａｌ．，２００６；Ｇｌａｄｗｉｎ　ｅｔ　ａｌ．，２００６；Ｈｕ
ｎｔｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，２００４）そのような提案にもかかわらず、急速であり、その
上、ある期間にわたって継続される、ＮＯまたはインビボＮＯ前駆体の治療有効量の送達
は、依然として捕らえどころのない目標である。
【０００９】
　一酸化窒素は、通常、酸素正常状態下では内皮ＮＯシンターゼから生産され、基礎血管
緊張および血管恒常性の調整（抗血小板活性、酸化／ニトロソ化ストレスならびに炎症、
内皮および平滑筋増殖および付着分子発現の調節）に関与する。ＮＯは、パラクリンシグ
ナリング分子として、内皮から近接平滑筋に拡散し、（サイクリックグアノシン一リン酸
を生産する）可溶性グアニリルシクラーゼのヘムに貪欲に結合し、サイクリックグアノシ
ン一リン酸依存性プロテインキナーゼを活性化し、最終的には平滑筋弛緩を生じさせる。
【００１０】
　鉄－ニトロシル－ヘモグロビン（ＨｂＦｅＩＩ－ＮＯ）の動静脈形成が、ヒトの上腕動
脈へのニトライト注入中に観察された。すべての実験条件（静止、Ｌ－ＮＭＭＡ共注入、
および運動）中の鉄－ニトロシル－ヘモグロビンレベルの分析は、オキシヘモグロビン飽
和度との著しい逆相間を示した。すなわち、ヘモグロビンが脱酸素化するにつれて、より
多くのＮＯが形成された。これらの生理学的観察は、ＮＯを形成する亜硝酸アニオンとデ
オキシヘモグロビンとの反応：
　ＮＯ２

－＋ＨｂＦｅＩＩ（デオキシヘモグロビン）＋Ｈ＋→ＮＯ（一酸化窒素）＋Ｈｂ
ＦｅＩＩＩ＋ＯＨ
と一致した。
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【００１１】
　この反応は、酸素およびｐＨセンサー化学種をそれぞれ提供するデオキシヘモグロビン
およびプロトンを必要とし、強力な血管拡張薬ＮＯを生じさせる。
【００１２】
　その後、形成された多くのＮＯが近接ヘム上に鉄－ニトロシル－ヘモグロビン（ＨｂＦ
ｅＩＩ－ＮＯ）として捕捉され、このようにして静脈血中にＮＯ生産のための貯蔵所が形
成される：
　ＮＯ＋ＨｂＦｅＩＩ（デオキシヘモグロビン）→ＨｂＦｅＩＩ－ＮＯ（鉄－ニトロシル
－ヘモグロビン）
　ＰＡＨのための治療法としての亜硝酸アニオンの可能性のある使用が考えられた。例え
ば、Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　Ｈｅａｒｔ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ（ＮＹＨＡ）Ｃｌａｓｓ　
ＩＩＩ－ＩＶ　ＰＡＨ（Ｒｉｃｈ　Ｓ．ｅｄ．Ｅｘｅｃｕｔｉｖｅ　Ｓｕｍｍａｒｙ　ｆ
ｒｏｍ　ｔｈｅ　Ｗｏｒｌｄ　Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ　ｏｎ　Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｐｕｌｍｏ
ｎａｒｙ　Ｈｙｐｅｒｔｅｎｓｉｏｎ，１９９８，Ｅｖｉａｎ，Ｆｒａｎｃｅによって定
義されたとおり）を有する患者において、右心室不全の結果として生ずる限られた心拍出
量は、異常に低い混合静脈血酸素含有量をもたらす。心房中隔裂開術を受けている被験者
の研究において、プロスタノイド、ボセンタンまたは利尿薬での治療にもかかわらず、平
均混合静脈血酸素飽和度は、４５．１±５．０％であり、混合静脈血酸素分圧は、２４．
４±１．９ｍｍＨｇであった（Ｋｕｒｚｙｎａ　ｅｔ　ａｌ．，２００７）。肺循環血流
へのニトライトの送達は、この酸素飽和度付近のピークレダクターゼ活性のため、局所Ｎ
Ｏ生産を最大にするという理論的利点を有する。結果として生ずる肺血管拡張は、肺によ
る酸素取り込み向上、組織への酸素送達、および定常状態条件下でのより高い混合静脈血
酸素含有量も生じさせる結果となることがある。運動に伴って発生するようなより高い代
謝要求条件下での末梢酸素取り込み増加は、結果として、より低い混合静脈血酸素含有量
、および最大レダクターゼ活性へのシフト、および投与されたニトライトからのＮＯ生産
増進を生じさせるであろう。ＰＡＨのための肺ニトライト送達のそのような明らかな利点
にもかかわらず、目下の努力は、ＮＯ安定性不良および持続的局所ＮＯ生産達成の難しさ
をはじめとする様々な理由のために期待を裏切り続けている。
【００１３】
　発表された研究は、ＮＯレベル減少も血管再構築を刺激することを示している（Ｏｚａ
ｋｉ　ｅｔ　ａｌ．，２００１；Ｃｈｏｕ　ｅｔ　ａｌ．，２００５；Ｙａｍａｓｈｉｔ
ａ　ｅｔ　ａｌ．，２００７）。このために、ＮＯ減少は、血管肥大および新生内膜肥厚
におけるシグナルとして通常は機能するプロアポトーシスキナーゼ（ＡＳＫ１）を阻害す
る。これらの有害事象は、低い一酸化窒素レベルに応答して発生し、それによってＡＳＫ
１が阻害され、プロアポトーシス効果が失われると思われる。正常な基礎ＮＯ生成条件下
では、ＡＳＫ１プロアポトーシス活性は維持され、これらの有害事象は発生しない（Ｙａ
ｍａｓｈｉｔａ　ｅｔ　ａｌ．，２００７）。健常血管形態の維持におけるＮＯの重要性
をさらに例証するために、内皮一酸化窒素シンターゼ（ｅｎｄｏｔｈｅｌｉａｌ　ｎｉｔ
ｒｉｃ　ｏｘｉｄｅ　ｓｙｎｔｈａｓｅ：ｅＮＯＳ）によって合成される内因性ＮＯの刺
激が、慢性的低酸素によって誘導される肺血管構造再構築を防止することが証明された。
全体として考えると、ＮＯレベル上昇は、有害な肺血管再構築に対する予防メカニズムを
提供すると思われる（Ｏｚａｋｉ　ｅｔ　ａｌ．，２００１）。
【００１４】
　虚血性再潅流傷害：冠動脈性心疾患（例えば、Ｙｅｌｌｏｎ　Ｄ．Ｍ．ａｎｄ　Ｈａｕ
ｓｅｎｌｏｙ，２００７；Ｄｕｒａｎｓｋｉ　ｅｔ　ａｌ．，２００５参照）。冠動脈性
心疾患は、世界的に死亡の主因であり、３８０万人の男性および３４０万人の女性が毎年
この疾病で死亡している。急性心筋梗塞後、血栓溶解療法または一次経皮的冠動脈インタ
ーベンション（ｐｅｒｃｕｔａｎｅｏｕｓ　ｃｏｒｏｎａｒｙ　ｉｎｔｅｒｖｅｎｔｉｏ
ｎ：ＰＣＩ）を用いる早期の成功を収める心筋再潅流は、心筋梗塞のサイズを低下させる
、および臨床的結果を向上させるための最も有効な戦略である。しかし、虚血心筋層への
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血流を回復させるプロセスは、傷害を誘導し得る。心筋再潅流傷害と呼ばれるこの現象は
、心筋再潅流の有益効果を逆説的に低下させ得る。
【００１５】
　致死性再潅流傷害と呼ばれる、心筋再潅流傷害の潜在的に有害な形態は、虚血エピソー
ド後の冠血流量の回復によって引き起こされる心筋傷害と定義される。この傷害は、心筋
再潅流直前まで生存可能であった心筋細胞を死滅させる結果となる。自動的に心筋細胞死
を誘導し、梗塞サイズを増加させ得る、このタイプの心筋傷害によって、最適な心筋再潅
流にもかかわらず、急性心筋梗塞後の死亡率が１０％に達すること、および急性心筋梗塞
後の心不全の発生率がほぼ２５％であることの理由を、一部、説明することができる。
【００１６】
　虚血組織の再潅流は、可逆的に損傷した細胞の回復および生存に必要な酸素および代謝
物質を提供するが、実際には、再潅流それ自体が、細胞壊死の加速を生じさせる結果とな
る。虚血性再潅流（ｉｓｃｈｅｍｉｃ　ｒｅｐｅｒｆｕｓｉｏｎ：Ｉ／Ｒ）傷害は、虚血
組織への酸素分子の再導入によって酸素ラジカルを形成し、その結果、広範にわたる脂質
およびタンパク質酸化修飾、ミトコンドリア損傷、ならびに組織アポトーシスおよび壊死
が生ずることを特徴とする。加えて、虚血組織の再潅流後、血流量は、虚血組織のすべて
の部分に均一に戻らないことがある：「ノー・リフロー現象」と呼ばれる現象。再潅流後
の血流量減少は、細胞損傷および壊死の一因となると考えられる。虚血組織への血液の突
然の再導入は、塊状組織破壊、酵素放出、高エネルギーリン酸塩貯有量の減少、ミトコン
ドリア損傷および壊死も生じさせる結果となる。さらに、Ｉ／Ｒ傷害が、白血球と内皮細
胞接着分子の両方のアップレギュレーションによって媒介される白血球－内皮細胞相互作
用を生じさせる結果となる微小循環における不適切な炎症反応を特徴とすることも、示唆
されている。組織損傷および壊死の程度を制限するために集中的研究努力がＩ／Ｒ傷害の
様々な病態生理要素の改善に焦点を合わせている。
【００１７】
　急性心筋梗塞の動物モデルにおける研究によって、致死性再潅流傷害が心筋梗塞の最終
サイズの５０％以下を占めることが示唆され、これらのモデルにおいて多数の戦略が致死
性再潅流傷害を改善することが証明された。しかし、これらの有益な効果の臨床環境への
転換は、期待はずれであった。それにもかかわらず、最近の論証（例えば、Ｌｅｆｅｒ　
ｅｔ　ａｌ．，１９９３）は、一酸化窒素供与体、例えばニトライトおよび亜硝酸塩、な
らびに他のＮＯ供与体、例えばＳＰＭ－５１８５およびＳＰＭ－５２６７によって生産さ
れる一酸化窒素が、心筋層に対する虚血性前潅流傷害を制限し得ることを示唆している。
理論的には生体内利用可能なＮＯの局所的増加によってもたらされる可能性のある恩恵の
認識にもかかわらず、そのような増加の現実的達成は、依然として難しい、捕らえどころ
のない目標である。
【００１８】
　ＮＯ、ＮＯ供与体およびＮＯシンターゼ活性化またはトランスジェニック過発現は、多
数の報告されている実験モデル系において再潅流傷害に対抗する保護効果を発揮すること
が証明されているが、他の実験モデルを使用して蓄積された反証は、このプロセスにおけ
る過剰なＮＯの有害な帰結を指し示す。これらの研究の評価は、ＮＯ曝露の投与量および
継続時間の変化が有意な影響を及ぼし、その結果、Ｉ／Ｒ病態生理におけるＮＯの狭い治
療安全性窓を生じさせることを示唆している。さらなる制約は、ＮＯシンターゼからのＮ
Ｏ形成が、基質として酸素を必要とし、虚血中はその酸素の利用率が制限されることであ
る。それ故、低酸素張力を有する組織において、ニトライトは、例えばまだ特性づけされ
ていない生理的調節プロセスにより、ＮＯに選択的に還元されることがある。
【００１９】
　例えば、低ｐＨおよびＮＯの併発が、ヘムタンパク質を還元および配位状態で維持して
、遊離鉄媒介およびヘム媒介酸化化学現象を制限すること、ミトコンドリア呼吸を一時的
に抑制すること（ミトコンドリアシトクロムＣオキシダーゼの阻害を含む）、およびアポ
トーシス作動因子を調節することは公知である。従って、これらのメカニズムの１若しく
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はそれ以上が、重度虚血後に観察される細胞傷害性の一因となり得る。心筋Ｉ／Ｒ傷害の
制御されたマウスモデルにおけるニトライト療法の評価は、例えば、ＮＯおよびニトロソ
化またはニトロシル化タンパク質へのニトライトの低酸素依存性バイオコンバージョンに
よって媒介される、細胞壊死およびアポトーシスに対するニトライトの保護効果の証拠を
提供した（Ｄｕｒａｎｓｋｉ　ｅｔ　ａｌ．，２００５）。
【００２０】
　虚血性再潅流傷害：脳卒中（例えば、Ｊｕｎｇ　ｅｔ　ａｌ．，２００６参照）。虚血
性脳卒中に関与する基礎メカニズムへの最近の洞察は、酸化ストレスおよび炎症と共に内
皮機能不全が脳虚血／再潅流（ｉｓｃｈｅｍｉａ／ｒｅｐｅｒｆｕｓｉｏｎ：Ｉ／Ｒ）傷
害における重要な段階を意味することを示している。一酸化窒素（ＮＯ）は、主として、
内皮完全性を維持する内皮生存因子および血流量を調整する血管拡張薬で知られている。
可能性のある保護剤としての、その主な役割に加えて、ＮＯは、ニューロン生存を向上さ
せることができ、白血球凝集および好中球接着を抑制することができ、ならびに反応性遊
離ラジカルを捕集することができ、従って、虚血傷害を低減することができる。しかし、
再潅流後の超酸化物およびＮＯの生産の付随的急増は、ペルオキシニトライト、強力な酸
化剤、の形成につながる。これまでの証拠は、そのレベル、その位置、その源およびその
環境に依存して、Ｉ／Ｒ後の保護作用と毒性作用の両方にＮＯを関連づけることができる
ことを示している。
【００２１】
　ＮＯシンターゼ（ＮＯ　ｓｙｎｔｈａｓｅ：ＮＯＳ）は、ＮＯの主生理源である。しか
し、ＮＯＳの酵素活性は、酸素を必要とし、低酸素下では遮断される。従って、ＮＯの低
酸素性放出のための代替経路は、高い生理学的関連性を有する。ＮＯを遊離する薬剤は、
特に虚血性疾患において、治療のために重要である可能性が高いと認識されている。様々
な構造的に異なるＮＯ前駆体およびＮＯ供与体が、ＮＯ依存適様式で半影領域における血
流を改善することおよび酸化ストレスを低下させることにより、梗塞サイズを制限するこ
とは証明されている。最近の研究は、虚血性疾患の治療のためにＮＯを形成することがで
きる前駆体としてのニトライトの利用を支持している。デオキシヘモグロビン、ミオグロ
ビン、組織ヘムタンパク質、および非酵素的不均衡化による還元の結果として、亜硝酸ア
ニオンが還元されてＮＯになる。ニトライトからのＮＯ形成および、同時に、血管拡張効
果は、アシドーシス、低酸素、および組織Ｉ／Ｒの条件下で増加される。ニトライトのＮ
Ｏへの生化学的変換についてのこの理解向上は、上でも述べたような、この非常に不安定
な媒介因子の局在レベルの調整に付随する認知されている難題にもかかわらず、虚血の動
物モデルにおけるニトライト療法の潜在的に有益な効果への多大な関心を生じさせる結果
となった。
【００２２】
　虚血性脳環境は、ニトライトのＮＯへの酸性および低酸素性還元に備えるものであり得
る。脳虚血性再潅流傷害のラットモデルにおいて、対照療法と比較したニトライト療法の
評価は、ニトライトが、虚血脳において抗酸化剤特性を伴う非常に大きな神経保護効果を
発揮する証拠を提供した。従って、ニトライトは、適切な条件下でＮＯを形成することが
できる前駆体として、急性脳卒中の環境での新規治療薬の代表であり得る。
【００２３】
　虚血性再潅流傷害：肺移植（例えば、ｄｅ　Ｐｅｒｒｏｔ　ｅｔ　ａｌ．，２００３；
およびＥｓｍｅ　ｅｔ　ａｌ．，２００６参照）。１９８３年以来、肺移植は、益々の成
功を享受しており、最末期肺疾患の治療の主力となっている。肺保存の進歩ならびに外科
手術技術および手術中のケアの向上にもかかわらず、虚血再潅流誘導肺傷害は、依然とし
て、肺移植後の早期罹患率および死亡率の有意な原因である。この症候群は、移植後最初
の７２時間以内に概して発生し、ならびに非特異的肺胞損傷、肺水腫および低酸素血症を
特徴とする。その臨床スペクトルは、胸部Ｘ線で殆ど浸潤巣を伴わない軽度低酸素血症か
ら、陽圧換気法、薬理療法および時には体外膜型肺を必要とする進行した急性呼吸不全症
候群に類似した病像にわたり得る。この症候群を記述するために多数の用語が用いられて



(26) JP 2011-507968 A 2011.3.10

10

20

30

40

50

いるが、虚血－再潅流傷害が最も一般的に用いられており、死または７２時間を超える長
時間機械的換気につながることが多い最重症形態の損傷に起因する原発性移植片機能不全
を伴う。手術後早期の有意な罹患率および死亡率に加えて、重症虚血－再潅流傷害は、長
期間の移植片機能不全に至ることがある急性拒絶反応のリスク増加も伴うことがある。
【００２４】
　原発性移植片機能不全は、移植後、脳死時から肺再潅流時までに発生する一連の臨床発
作の最終結果である。虚血－再潅流傷害は、原発性移植片機能不全の主因として特定され
ている。しかし、回復手技前にドナーにおいて発生する他の傷害が、虚血および再潅流の
病変の一因となることおよび該病変を増幅することもある。従って、肺移植医師の注意は
、虚血－再潅流傷害の重症度および原発性移植片機能不全の発生を低下させるために、ド
ナー肺の選択的評価、有効な肺保存技術、および再潅流後の移植肺の注意深い管理に集中
している。ドナー肺評価とは、潅流後にそれらの機能を有意に損なうことなく、数時間の
虚血期間に対処することができる肺を選択する試みである。残念なことに、現在、ドナー
肺の１０から３０％しか、移植に適すると判定されない。
【００２５】
　移植に選択された肺は、一般に、保存溶液でフラッシュされ、それらの代謝率およびエ
ネルギー必要量を低下させるためにレシピエントへの内植まで低体温保存される。低温虚
血保管期間は、できる限り短く保たれ、通常は、ドナーの位置によって約４から８時間の
範囲である。低体温法は、臓器保管に必要不可欠であるが、それは、再潅流後、パッセン
ジャー（ドナー）およびレシピエント白血球を最終的には活性化することとなる、細胞表
面膜上の一定の分子のアップレギュレーションおよび炎症性媒介因子の放出を誘導し得る
一連の事象、例えば、酸化ストレス、ナトリウムポンプ不活性化、細胞内カルシウム過負
荷、鉄遊離、および細胞死の誘導を伴う。長時間の虚血は、再潅流にもかかわらず持続的
血流閉塞およびその後の虚血に至る有意な微小血管傷害によって明示される「ノー・リフ
ロー現象」を生じさせる結果となることもある。
【００２６】
　過去１０年にわたって、肺保存技術を最適化するために非常に多数の研究が行われてき
た。低カリウム濃度とデキストランを併用する新たな保存溶液も肺のために特別に開発さ
れた。虚血／再潅流誘導肺損傷の予防および治療のための幾つかの戦略が臨床的実施に導
入され、結果として、重症虚血再潅流傷害の発生率をおよそ３０％から１５％若しくはそ
れ以下に低下させた。
【００２７】
　虚血肺移植環境は、上で論じたニトライトのＮＯへの酸性および低酸素性還元に寛容で
あり得る。例えば、虚血ウサギ肺モデルにおけるフラッシュ潅流および再潅流中に一酸化
窒素供与体ニトログリセリンを含めることは、インサイチュー正常体温虚血肺モデル療法
中の再潅流傷害に対する肺機能の保護効果の様相と一致した（Ｅｍｓｅ　ｅｔ　ａｌ，２
００６）。
【００２８】
　虚血性再潅流傷害：腎臓移植（例えば、Ｎｅｔｏ　ｅｔ　ａｌ．，２００４参照）。腎
臓移植片の虚血性再潅流（ｉｓｃｈｅｍｉｃ　ｒｅｐｅｒｆｕｓｉｏｎ：Ｉ／Ｒ）傷害は
、腎移植成功に対する主な有害要因の１つと考えられている。移植直後の期間、Ｉ／Ｒ傷
害は、移植された移植片の遅発性または原発性機能不全のリスク増加の原因となり得、移
植後のレシピエント管理を複雑にし、その結果、高い罹患率および死亡率を伴う。加えて
、臨床的および実験的研究において、Ｉ／Ｒ傷害は、一部は同種抗原特異的免疫反応の加
速による、慢性同種移植片腎症の早期出現および短い移植片寿命の素因における重要なリ
スク因子として特定された。現在の移植用臓器不足のため、ドナープールは、マージナル
ドナー（例えば、老人ドナー、心拍停止ドナー、長期低温保管した移植片）の使用で拡充
されており、これらのドナーからの移植片は、より高い重症低温Ｉ／Ｒ傷害発生率を有す
る。
【００２９】
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　腎臓におけるＩ／Ｒ傷害は、持続性腎内血管収縮、微小血管内皮細胞および尿細管上皮
細胞の損傷、ならびに炎症性カスケードの活性化の病態生理学的特徴をもたらす結果とな
る、複雑な後遺症を有する。それは、低温保存中の酸素不足およびＡＴＰ枯渇、それに続
く細胞内カルシウムおよびナトリウム濃度の変化ならびに細胞傷害性酵素（例えば、プロ
テアーゼ、ホスホリパーゼなど）の活性化によって引き起こされる。腎臓移植片のその後
の加温再潅流は、反応性酸素種の生成の急速な増加を開始させ、それが、さらに、細胞損
傷を促進し、炎症性カスケードを活性化する。腎Ｉ／Ｒ傷害中に血管内皮細胞損傷および
付着分子のアップレギュレーションも関係し、その結果、血管収縮、血小板活性化および
白血球血管外遊出の増加が生じ、その後、それらがさらなる炎症性傷害をもたらす。
【００３０】
　虚血性再潅流傷害：肝臓移植（例えば、Ｌａｎｇ　ｅｔ　ａｌ．，２００７参照）。肝
臓虚血と結果として起こる再潅流は、肝細胞損傷および肝機能不全をもたらす多数の細胞
、ホルモンおよび生化学的事象を生じさせる結果となる。肝虚血／再潅流（ｉｓｃｈｅｍ
ｉａ／ｒｅｐｅｒｆｕｓｉｏｎ：ＩＲ）傷害は、原発性移植片機能不全および移植片の初
期機能不良を生じさせる結果となる重大な再潅流症候群の素因を患者に作り得る、肝臓移
植の有意な合併症である。加えて、ＩＲ傷害へのマージナル肝の感受性増大は、移植に利
用できる数を制限する。同種移植片移植中の肝臓Ｉ／Ｒの外乱を縮小する薬理学的アプロ
ーチは、大部分は関係する複雑なメカニズムに起因して、一般に不成功に終わっている。
肝Ｉ／Ｒ傷害の実験的研究は、浸潤性多形核細胞（ｐｏｌｙｍｏｒｐｈｏｎｕｃｌｅａｒ
　ｃｅｌｌｓ：ＰＭＮｓ）およびＴ細胞、クッパー細胞および内皮細胞の活性化、ならび
にＲＯＳ／反応性窒素種（ＲＯＳ／ｒｅａｃｔｉｖｅ　ｎｉｔｒｏｇｅｎ　ｓｐｅｃｉｅ
ｓ：ＲＯＳ／ＲＮＳ）の形成についての役割を示している。この複雑さは、一部は、傷害
応答の時間的に異なる段階での異なる媒介因子および細胞タイプの関与から、ならびに研
究される実験モデルの性質（種、年齢、性別など）から生ずる。関与する正確なメカニズ
ムに関係なく、炎症および細胞傷害性増加は、肝臓Ｉ／Ｒ傷害の病理発生中の肝細胞機能
不全の重要な要素であり、治療的介入のターゲットを提供する。
【００３１】
　最近、同所肝臓移植を受けているヒトにおける再潅流１時間以内のｅＮＯＳ（ＮＯＳ３
としても公知）からのＮＯの肝臓の酵素的生産減少は、観察されるＩ／Ｒ依存性傷害の一
因となることが示唆された。さらに、マウスにおける研究により、ＮＯ供与体の投与また
は肝ｅＮＯＳの過発現は肝臓におけるＩ／Ｒ傷害を抑制することが証明された。Ｉ／Ｒ傷
害におけるＮＯ媒介保護は、細胞保護作用、抗炎症作用、ミトコンドリア呼吸の調節、抗
酸化剤作用、および肝類洞内の類洞前部位での血管運動神経緊張の維持をはじめとする、
多数のメカニズムによって発生し得る。しかし、ＮＯは、ペルオキシニトライトをはじめ
とする二次的ＲＮＳの形成により、Ｉ／Ｒ傷害の一因となる場合もある。
【００３２】
　吸入一酸化窒素ガス（ｉｎｈａｌｅｄ　ｎｉｔｒｉｃ　ｏｘｉｄｅ　ｇａｓ：ｉＮＯ）
は、炎症媒介肺損傷で苦しんでいる患者における酸素張力低下および肺動脈圧低下の治療
に、および心室補助装置内の流れの増進を助長するために、ほぼ２０年間、臨床使用され
ている。残念なことに、肺関連疾患のためのファーストライン治療薬としてのその投与が
臨床的証拠によって裏付けられないので、成人におけるその使用は、限られた成功しか果
たしていない。ｉＮＯが肺胞毛細血管膜を横断すると、赤血球中のオキシまたはデオキシ
ヘモグロビンとの急速な反応によってそれが不活性化されるというのが、従来の考え方で
あった。しかし、Ｋｕｂｅｓらによる精液の研究は、この概念を捨てて、ｉＮＯが、好中
球接着を防止することにより腸間膜血管において肺外生物活性を有することをＩ／Ｒ傷害
のネコモデルにおいて立証した。これらの概念が拡大されて、ｉＮＯが、マウスにおいて
心筋Ｉ／Ｒ傷害を抑制すること、心－肺バイパスを受けている患者において心筋損傷を抑
制すること、健常ボランティアにおいて前腕血流を向上させること、および膝の手術を受
けている患者においてＩ／Ｒ依存性炎症性傷害を抑制することが証明された。
【００３３】



(28) JP 2011-507968 A 2011.3.10

10

20

30

40

50

　ｉＮＯが肺外作用を如何にして媒介するかは依然として不明であり、ｉＮＯが循環血流
中で比較的安定なＮＯ含有中間体を形成し、その後、それが全身作用を直接、またはＮＯ
に再循環された後、媒介するというのが一般的な仮説である。Ｉ／Ｒのネコモデルにおけ
る最近の証拠は、この中間体が、血漿Ｓ－ニトロソチオール（Ｓ－ｎｉｔｒｏｓｏｔｈｉ
ｏｌｓ：ＳＮＯ）（例えば、Ｓ－ニトロソアルブミン）であり得ることを示唆しているが
、ヒトおよびマウスにおける研究は、可能性のある媒介因子としてニトライトを示してい
る。ニトライトの直接投与は、ことによると、虚血条件下でのＮＯへのニトライト還元に
ついて上で説明した生物学的メカニズムの効果として、マウスモデルにおいて肝および心
筋Ｉ／Ｒ傷害に対する保護をもたらした。生体内条件下で比較的不安定である循環血流中
の他のＮＯ含有候補も、ＮＯ吸入によって（ニトロシル化またはＳ－ニトロソ化反応によ
って）形成され得ることに留意されたい。これらとしては、赤血球中のＳＮＯ、ニトロシ
ルヘモグロビン（ＨｂＮＯ）第一鉄、およびＣ－またはＮ－ニソロサミン（ＸＮＯとも呼
ばれる）が挙げられる。ｉＮＯを受ける患者は、ＰＭＮ蓄積に対する影響を殆ど伴わず、
肝細胞死の抑制を伴う、移植後の肝機能向上を示した。加えて、これらの患者における異
なるＮＯ誘導体の測定は、ニトライトの循環レベルの増加によってｉＮＯの有益な効果が
生じ得ることを示唆した。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００３４】
　ＰＡＨ、Ｉ／Ｒ傷害、移植、生体臓器機能不全および他のものなどの多数の臨床関連状
況でのＮＯの役割に関する証拠のそのような蓄積にもかかわらず、適切な組織部位に適切
なＮＯ源を適切な量で、適切な期間、有効に送達するための改善された組成物および方法
が、依然として、明確に必要とされている。今般開示する発明の実施形態は、この要求に
対処し、他の関連した利点を提供するものである。　
【課題を解決するための手段】
【００３５】
　本発明の一定の実施形態に従って、（ａ）７．０より大きいｐＨを有するニトライト化
合物水溶液と、（ｂ）酸性賦形剤水溶液とを含む、肺送達のためのニトライト化合物製剤
組成物を提供し、この場合、（ａ）と（ｂ）を混合してニトライト化合物製剤を形成する
と、（ｉ）前記ニトライト化合物は、約０．６６７ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬから約１００ｍ
ｇ　ＮＯ２

－／ｍＬの濃度で存在し、（ｉｉ）前記ニトライト化合物製剤は、約４．７か
ら約６．５のｐＨを有し、および（ｉｉｉ）混合後少なくとも１５、３０、４５または６
０分間は一酸化窒素バブルが視覚的に検出できない。さらなる実施形態において、（ａ）
と（ｂ）を混合すると、前記ニトライト化合物は、酸性賦形剤に対して１５０：１、２０
０：１または２５０：１を超えるモル比で存在する。
【００３６】
　他の実施形態において、本発明の一定の実施形態に従って、（ａ）７．０より大きいｐ
Ｈを有するニトライト化合物水溶液と、（ｂ）酸性賦形剤水溶液とを含む、肺送達のため
のニトライト化合物製剤組成物を提供し、この場合、（ａ）と（ｂ）を混合してニトライ
ト化合物製剤を形成すると、（ｉ）前記ニトライト化合物は、約０．６６７ｍｇ　ＮＯ２
－／ｍＬから約１００ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬの濃度で存在し、（ｉｉ）前記ニトライト化
合物製剤は、約４．７から約６．５のｐＨを有し、および（ｉｉｉ）前記ニトライト化合
物は、酸性賦形剤に対して１５０：１、２００：１または２５０：１を超えるモル比で存
在する。一定のさらなる実施形態において、前記ニトライト化合物製剤を霧化（例えば、
振動メッシュ式霧化）して、約０．１から５．０マイクロメートル体積平均径の液体粒子
を含むエアロゾルを形成すると、該エアロゾルは、１２十億分率から１８００十億分率の
一酸化窒素を含む。一定の他のさらなる実施形態において、混合後１５分以内に、ネブラ
イザ（例えば、振動メッシュ式ネブライザ）による前記ニトライト化合物製剤の霧化は、
ニトライト化合物水溶液のネブライザによる霧化と比べて検出可能に損なわれない。一定
の他のさらなる実施形態において、前記ニトライト化合物製剤組成物は、味マスキング剤
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をさらに含み、一定の尚さらなる実施形態において、該味マスキング剤は、サッカリンナ
トリウムを含む。
【００３７】
　他の実施形態において、約４．７から約６．５のｐＨを有する水溶液を含む肺送達のた
めのニトライト化合物製剤を提供し、前記溶液は、（ａ）約０．６６７ｍｇ　ＮＯ２

－／
ｍＬから約１００ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬの濃度のニトライト化合物と、（ｂ）約０．０２
１ｍＭから約３．２ｍＭの濃度のクエン酸とを含む。一定の実施形態において、前記ニト
ライト化合物製剤を霧化（例えば、振動メッシュ式霧化）して、約０．１から５．０マイ
クロメートル体積平均径の液体粒子を含むエアロゾルを形成すると、該エアロゾルは、１
２十億分率から１８００十億分率の一酸化窒素を含む。一定の他のさらなる実施形態にお
いて、前記ニトライト化合物製剤は、味マスキング剤をさらに含み、一定の尚さらなる実
施形態において、前記味マスキング剤は、サッカリンナトリウムを含む。
【００３８】
　一定の実施形態によると、約４．７から約６．５のｐＨを有する水溶液を含む肺送達の
ためのニトライト化合物製剤を提供し、前記溶液は、（ａ）約０．６６７ｍｇ　ＮＯ２

－

／ｍＬから約１００ｍｇ　ＮＯ２
－／ｍＬの濃度のニトライト化合物と、（ｂ）５．１と

６．８の間のｐＫａを有し、２３℃で少なくとも１時間の期間にわたって約４．７から約
６．５のｐＨを維持するために十分な濃度で存在する緩衝剤と、（ｃ）味マスキング剤と
を含む。一定の実施形態において、前記ニトライト化合物製剤は、そのニトライト化合物
製剤を霧化（例えば、振動メッシュ式霧化）して、約０．１から５．０マイクロメートル
体積平均径の液体粒子を含むエアロゾルを形成すると、該エアロゾルは、１２十億分率か
ら１８００十億分率の一酸化窒素を含む。一定の他の実施形態において、前記緩衝剤は、
リンゴ酸塩、ピリジン、ピペラジン、コハク酸塩、ヒスチジン、マレイン酸塩、ＢＩＳ－
ＴＲＩＳ、ピロリン酸塩、ＰＩＰＥＳ、ＡＣＥＳ、ヒスチジン、ＭＥＳ、カコジル酸、Ｈ

２ＣＯ３／ＮａＨＣＯ３およびＮ－（２－アセトアミド）－２－イミノ二酢酸（Ｎ－（２
－Ａｃｅｔａｍｉｄｏ）－２－ｉｍｉｎｏｄｉａｃｅｔｉｃ　ａｃｉｄ：ＡＤＡ）から選
択される。
【００３９】
　別の実施形態において、約４．７から約６．５のｐＨおよび約１００から約３６００ｍ
Ｏｓｍｏｌ／ｋｇの重量オスモル濃度を有する水溶液を含む肺送達のためのニトライト化
合物製剤を提供し、前記溶液は、（ｉ）約０．６６７ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬから約１００
ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬの濃度のニトライト化合物と、（ｉｉ）５．１と６．８の間のｐＫ
ａを有するｐＨ緩衝剤とを含み、この場合、前記ニトライト化合物製剤を霧化（例えば、
振動メッシュ式霧化）して、約０．１から５．０マイクロメートル体積平均径の液体粒子
を含むエアロゾルを形成すると、該エアロゾルは、１２十億分率から１８００十億分率の
一酸化窒素を含む。特定の実施形態において、前記ニトライト化合物製剤は、（ａ）味マ
スキング剤をさらに含むニトライト化合物製剤、（ｂ）ニトライト化合物濃度が少なくと
も１６．７ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬであるニトライト化合物製剤であって、味マスキング剤
をさらに含むものである該製剤、（ｃ）重量オスモル濃度が約６５０ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ
未満であり、ニトライト化合物がｐＨ緩衝剤に対して１５０：１、２００：１、２５０：
１、３００：１、４００：１または５００：１を超えるモル濃度で存在するニトライト化
合物製剤、ならびに（ｄ）重量オスモル濃度が約１０００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満［５０
ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬ］であり、ニトライト化合物がｐＨ緩衝剤に対して１５０：１、２
００：１、２５０：１、３００：１、４００：１または５００：１を超えるモル濃度で存
在するニトライト化合物製剤であって、味マスキング剤をさらに含むものである該製剤、
から選択される。一定の尚さらなる実施形態において、前記味マスキング剤は、サッカリ
ンナトリウムを含む。一定の他の実施形態において、前記ｐＨ緩衝剤は、リンゴ酸塩、ピ
リジン、ピペラジン、コハク酸塩、ヒスチジン、マレイン酸塩、ＢＩＳ－ＴＲＩＳ、ピロ
リン酸塩、ＰＩＰＥＳ、ＡＣＥＳ、ヒスチジン、ＭＥＳ、カコジル酸、Ｈ２ＣＯ３／Ｎａ
ＨＣＯ３およびＮ－（２－アセトアミド）－２－イミノ二酢酸（Ｎ－（２－Ａｃｅｔａｍ
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ｉｄｏ）－２－ｉｍｉｎｏｄｉａｃｅｔｉｃ　ａｃｉｄ：ＡＤＡ）から選択される。
【００４０】
　一定の実施形態において、本発明のニトライト製剤は、低い鉄濃度を有し、鉄のニトラ
イトに対する割合は、１．１　重量／重量　未満である。他の関連実施形態において、前
記ニトライト製剤は、ほんの微量の鉄しか含有しない。
【００４１】
　約４．７から約６．５のｐＨおよび約１００から約３６００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇの重量
オスモル濃度を有する水溶液を含む肺送達のためのニトライト化合物製剤も一定の実施形
態に従って提供し、前記溶液は、（ｉ）約０．６６７ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬ［１４．５ｍ
Ｍ］から約１００ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬ［２．１７４Ｍ］の濃度のニトライト化合物と、
（ｉｉ）クエン酸とを含み、この場合、前記ニトライト化合物製剤を霧化（例えば、振動
メッシュ式霧化）して、約０．１から５．０マイクロメートル体積平均径の液体粒子を含
むエアロゾルを形成すると、該エアロゾルは、１２十億分率から１８００十億分率の一酸
化窒素を含む。一定のさらなる実施形態によると、前記ニトライト化合物製剤は、（ａ）
味マスキング剤をさらに含むニトライト化合物製剤、（ｂ）ニトライト化合物濃度が少な
くとも１６．７ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬ［３６２．５ｍＭ］であるニトライト化合物製剤で
あって、味マスキング剤をさらに含むものである該製剤、（ｃ）重量オスモル濃度が約６
５０ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満であり、ニトライト化合物がｐＨ緩衝剤に対して１５０：１
、２００：１、２５０：１、３００：１、４００：１または５００：１を超えるモル濃度
で存在するニトライト化合物製剤、ならびに（ｄ）重量オスモル濃度が約１０００ｍＯｓ
ｍｏｌ／ｋｇ未満であり、ニトライト化合物がｐＨ緩衝剤に対して１５０：１、２００：
１、２５０：１、３００：１、４００：１または５００：１を超えるモル濃度で存在する
ニトライト化合物製剤であって、味マスキング剤をさらに含むものである該製剤、から選
択される。一定の実施形態において、前記味マスキング剤は、サッカリンナトリウムを含
む。
【００４２】
　一定の実施形態は、約４．７から約６．５のｐＨを有する水溶液を含む肺送達のための
ニトライト化合物製剤も提供し、前記溶液は、亜硝酸ナトリウムとサッカリンナトリウム
とクエン酸とを含み、この場合、（ｉ）前記亜硝酸ナトリウムは、サッカリンナトリウム
に対して、約１．３×１０３：１から約４．４×１０３：１のモル比で前記溶液中に存在
し、および　（ｉｉ）前記亜硝酸ナトリウムは、クエン酸に対して、約２．０×１０２：
１から約６．９×１０２：１のモル比で前記溶液中に存在する。さらなる実施形態におい
て、前記ニトライト化合物製剤を霧化（例えば、振動メッシュ式霧化）して、約０．１か
ら５．０マイクロメートル体積平均径の液体粒子を含むエアロゾルを形成すると、該エア
ロゾルは、１２十億分率から１８００十億分率の一酸化窒素を含む。
【００４３】
　もう１つの実施形態において、約０．１から約５マイクロメートルの体積平均径の霧化
液体粒子を提供し、この霧化液体粒子は、（１）（ａ）７．０より高いｐＨを有するニト
ライト化合物水溶液と（ｂ）酸性賦形剤水溶液とを混合して、ニトライト化合物製剤を形
成する段階と、（２）前記混合段階の約１５～３０分以内に、振動メッシュ式ネブライザ
およびジェット式ネブライザの少なくとも一方において（１）のニトライト化合物製剤を
霧化して、前記霧化液体粒子を含むエアロゾルを得る段階とを含む方法によって形成され
、この場合、（ｉ）前記ニトライト化合物は、約０．６６７ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬ［１４
．５ｍＭ］から約１００ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬ［２．１７４Ｍ］の濃度で前記ニトライト
化合物製剤中に存在し、（ｉｉ）前記ニトライト化合物製剤は、約４．７から約６．５の
ｐＨを有し、および（ｉｉｉ）前記エアロゾルは、１２十億分率から１８００十億分率の
一酸化窒素を含む。さらなる実施形態において、前記霧化液体粒子は、前記ニトライト化
合物製剤中のニトライト化合物濃度が少なくとも１６．７ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬ［３６２
．５ｍＭ］である、（ａ）段階（１）が味マスキング剤の混合をさらに含む方法によって
形成されるのでニトライト化合物製剤が該味マスキング剤を含む粒子、および（ｂ）段階
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（１）が味マスキング剤の混合をさらに含む方法によって形成されるのでニトライト化合
物製剤が該味マスキング剤を含む粒子、から選択される。さらなる実施形態において、前
記味マスキング剤は、サッカリンナトリウムを含む。
【００４４】
　もう１つの実施形態において、約４．７から約６．５のｐＨを有する水溶液を含む、約
０．１から５マイクロメートルの体積平均径の霧化液体粒子も提供し、前記溶液は、（ａ
）約０．６６７ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬから約１００ｍｇ　ＮＯ２
－／ｍＬの濃度のニトラ

イト化合物と、（ｂ）約０．０２１ｍＭから約３．２ｍＭの濃度で存在するクエン酸とを
含み、この場合の霧化液体粒子は、１２十億分率から１８００十億分率の一酸化窒素を含
むエアロゾル中に存在する。もう１つの実施形態において、約４．７から約６．５のｐＨ
を有する水溶液を含む、約０．１から５マイクロメートルの体積平均径の霧化液体粒子を
提供し、前記溶液は、（ａ）約０．６６７ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬから約１５０ｍｇ　ＮＯ

２
－／ｍＬの濃度のニトライト化合物と、（ｂ）５．１と６．８の間のｐＫａを有し、２

３℃で少なくとも１時間の期間にわたって約４．７から約６．５のｐＨを維持するために
十分な濃度で存在する緩衝剤とを含み、この場合の霧化液体粒子は、１２十億分率から１
８００十億分率の一酸化窒素を含むエアロゾル中に存在する。一定の他の実施形態におい
て、前記緩衝剤は、リンゴ酸塩、ピリジン、ピペラジン、コハク酸塩、ヒスチジン、マレ
イン酸塩、ＢＩＳ－ＴＲＩＳ、ピロリン酸塩、ＰＩＰＥＳ、ＡＣＥＳ、ヒスチジン、ＭＥ
Ｓ、カコジル酸、Ｈ２ＣＯ３／ＮａＨＣＯ３およびＮ－（２－アセトアミド）－２－イミ
ノ二酢酸（Ｎ－（２－Ａｃｅｔａｍｉｄｏ）－２－ｉｍｉｎｏｄｉａｃｅｔｉｃ　ａｃｉ
ｄ：ＡＤＡ）から選択される。
【００４５】
　もう１つの実施形態において、約４．７から約６．５のｐＨおよび約１００から約３６
００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇの重量オスモル濃度を有する水溶液を含む、約０．１から約５マ
イクロメートルの体積平均径の霧化液体粒子を提供し、前記溶液は、（ｉ）約０．６６７
ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬから約１００ｍｇ　ＮＯ２
－／ｍＬの濃度のニトライト化合物と、

（ｉｉ）５．１と６．８の間のｐＫａを有するｐＨ緩衝剤とを含み、この場合の霧化液体
粒子は、１２十億分率から１８００十億分率の一酸化窒素を含むエアロゾル中に存在する
。一定の実施形態において、前記緩衝剤は、リンゴ酸塩、ピリジン、ピペラジン、コハク
酸塩、ヒスチジン、マレイン酸塩、ＢＩＳ－ＴＲＩＳ、ピロリン酸塩、ＰＩＰＥＳ、ＡＣ
ＥＳ、ヒスチジン、ＭＥＳ、カコジル酸、Ｈ２ＣＯ３／ＮａＨＣＯ３およびＮ－（２－ア
セトアミド）－２－イミノ二酢酸（Ｎ－（２－Ａｃｅｔａｍｉｄｏ）－２－ｉｍｉｎｏｄ
ｉａｃｅｔｉｃ　ａｃｉｄ：ＡＤＡ）から選択される。
【００４６】
　一定の他の実施形態において、約４．７から約６．５のｐＨおよび約１００から約３６
００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇの重量オスモル濃度を有する水溶液を含む、約０．１から約５マ
イクロメートルの体積平均径の霧化液体粒子を提供し、前記溶液は、（ｉ）約０．６６７
ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬから約１００ｍｇ　ＮＯ２
－／ｍＬの濃度のニトライト化合物と、

（ｉｉ）クエン酸とを含み、この場合の霧化液体粒子は、１２十億分率から１８００十億
分率の一酸化窒素を含むエアロゾル中に存在する。上で説明した霧化液体粒子の一定のさ
らなる実施形態において、前記粒子は、（ａ）味マスキング剤をさらに含む霧化液体粒子
、（ｂ）ニトライト化合物濃度が少なくとも１６．７ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬである霧化液
体粒子であって、味マスキング剤をさらに含むものである該霧化液体粒子、（ｃ）ニトラ
イト化合物製剤を含む粒子であって、該ニトライト化合物製剤における重量オスモル濃度
が約６５０ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満でありおよびニトライト化合物がｐＨ緩衝剤に対して
１５０：１、２００：１、２５０：１、３００：１、４００：１または５００：１を超え
るモル濃度で存在するものである前記粒子、ならびに（ｄ）ニトライト化合物製剤を含む
粒子であって、該ニトライト化合物製剤における重量オスモル濃度が約１０００ｍＯｓｍ
ｏｌ／ｋｇ未満でありおよびニトライト化合物がｐＨ緩衝剤に対して１５０：１、２００
：１、２５０：１、３００：１、４００：１または５００：１を超えるモル濃度で存在し
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、該製剤が味マスキング剤をさらに含むものである前記粒子、から選択される。さらなる
実施形態において、前記味マスキング剤は、サッカリンナトリウムを含む。
【００４７】
　一定の他の実施形態に従って、約４．７から約６．５のｐＨを有する水溶液を含む、約
０．１から約５マイクロメートルの体積平均径の霧化液体粒子を提供し、前記溶液は、亜
硝酸ナトリウムとサッカリンナトリウムとクエン酸とを含み、この場合、（ｉ）前記亜硝
酸ナトリウムは、サッカリンナトリウムに対して、約１．３×１０３：１から約４．４×
１０３：１のモル比で前記溶液中に存在し、（ｉｉ）前記亜硝酸ナトリウムは、クエン酸
に対して、約２．０×１０２：１から約６．９×１０２：１のモル比で前記溶液中に存在
し、および（ｉｉｉ）該霧化液体粒子は、１２十億分率から１８００十億分率の一酸化窒
素を含むエアロゾル中に存在する。
【００４８】
　一定の他の実施形態において、ニトライト化合物を肺床に送達する方法を提供し、この
方法は、上で説明したような１つまたは多数の霧化液体粒子を吸入によって投与すること
を含む。一定の実施形態において、前記１つまたは多数の霧化液体粒子は、（ａ）味マス
キング剤をさらに含む霧化液体粒子、（ｂ）ニトライト化合物濃度が少なくとも１６．７
ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬである霧化液体粒子であって、味マスキング剤をさらに含むもので
ある該霧化液体粒子、（ｃ）ニトライト化合物製剤を含む霧化液体粒子であって、該ニト
ライト化合物製剤における重量オスモル濃度が約６５０ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満でありお
よびニトライト化合物がｐＨ緩衝剤に対して１５０：１、２００：１、２５０：１、３０
０：１、４００：１または５００：１を超えるモル濃度で存在するものである霧化液体粒
子、ならびに（ｄ）ニトライト化合物製剤を含む霧化液体粒子であって、前記ニトライト
化合物製剤における重量オスモル濃度が約１０００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満でありおよび
ニトライト化合物がｐＨ緩衝剤に対して１５０：１、２００：１、２５０：１、３００：
１、４００：１または５００：１を超えるモル濃度で存在し、該製剤が味マスキング剤を
さらに含むものである前記霧化液体粒子から選択される。一定のさらなる実施形態におい
て、前記味マスキング剤は、サッカリンナトリウムを含む。
【００４９】
　もう１つの実施形態において、肺床にニトライト化合物の治療有効量を送達するための
方法を提供し、この方法は、（ａ）（ｉ）７．０より高いｐＨを有するニトライト化合物
水溶液と（ｉｉ）酸性賦形剤水溶液とを混合して、ニトライト化合物製剤を形成する段階
［この場合、（１）前記ニトライト化合物は、約０．６６７ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬから約
１００ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬの濃度で存在し、および（２）前記ニトライト化合物製剤は
、約４．７から約６．５のｐＨを有する］と；（ｂ）前記混合段階後６、５、４、３、２
、１、０．７５、０．５または０．２５時間未満の期間内に、（ａ）のニトライト化合物
製剤を霧化して、約０．１から約５マイクロメートルの体積平均径の液体粒子を含むエア
ロゾルを形成する段階［この場合、前記エアロゾルは、１２十億分率から１８００十億分
率の一酸化窒素を含む］と；（ｃ）（ｂ）のエアロゾル化懸濁物を吸入によって投与し、
それによってニトライト化合物の治療有効量を肺床に送達する段階とを含む方法。１つの
実施形態において、前記方法は、吸入後、少なくとも６０分の肺床へのニトライト化合物
送達のピーク期間を有する。もう１つの実施形態において、前記方法は、混合段階後少な
くとも３５分の肺床へのニトライト化合物送達のピーク期間を有する。
【００５０】
　もう１つの実施形態において、約４．７から約６．５のｐＨを有する水溶液を含む、肺
送達のためのニトライト化合物製剤を提供し、前記溶液は、亜硝酸ナトリウムとクエン酸
とを含み、この場合、亜硝酸ナトリウムは、クエン酸に対して、約２．０×１０２：１か
ら約６．９×１０２：１のモル比で前記溶液中に存在する。もう１つの実施形態において
、約４．７から約６．５のｐＨを有する水溶液を含む、肺送達のためのニトライト化合物
製剤を提供し、前記溶液は、亜硝酸ナトリウムとサッカリンナトリウムとを含み、この場
合、亜硝酸ナトリウムは、サッカリンナトリウムに対して、約１．３×１０３：１から約
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４．４×１０３：１のモル比で前記溶液中に存在する。一定のさらなる実施形態において
、約０．１から約５マイクロメートルの体積平均径の液体粒子に霧化（例えば、振動メッ
シュ式霧化）すると、前記ニトライト化合物製剤は、１２十億分率から１８００十億分率
の一酸化窒素を含むエアロゾルを生成する。一定の他の実施形態において、前記ニトライ
ト化合物製剤は、（ａ）味マスキング剤をさらに含むニトライト化合物製剤、（ｂ）ニト
ライト化合物濃度が少なくとも１６．７ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬであるニトライト化合物製
剤であって、味マスキング剤をさらに含むものである該製剤、（ｃ）重量オスモル濃度が
約６５０ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満であり、ニトライト化合物がｐＨ緩衝剤に対して１５０
：１、２００：１、２５０：１、３００：１、４００：１または５００：１を超えるモル
濃度で存在するニトライト化合物製剤、ならびに（ｄ）重量オスモル濃度が約１０００ｍ
Ｏｓｍｏｌ／ｋｇ未満［５０ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬ］であり、ニトライト化合物がｐＨ緩
衝剤に対して１５０：１、２００：１、２５０：１、３００：１、４００：１または５０
０：１を超えるモル濃度で存在するニトライト化合物製剤であって、味マスキング剤をさ
らに含むものである該製剤、から選択され、一定の尚さらなる実施形態において、前記味
マスキング剤は、サッカリンナトリウムを含む。
【００５１】
　もう１つの実施形態において、約４．７から約６．５のｐＨを有する水溶液を含む、約
０．１から約５マイクロメートルの体積平均径の霧化液体粒子を提供し、前記溶液は、亜
硝酸ナトリウムとクエン酸とを含み、この場合、（ｉ）亜硝酸ナトリウムは、クエン酸に
対して、約２．０×１０２：１から約６．９×１０２：１のモル比で前記溶液中に存在し
、および（ｉｉ）この霧化液体粒子は、１２十億分率から１８００十億分率の一酸化窒素
を含むエアロゾル中に存在する。もう１つの実施形態において、約４．７から約６．５の
ｐＨを有する水溶液を含む、約０．１から約５マイクロメートルの体積平均径の霧化液体
粒子を提供し、前記溶液は、亜硝酸ナトリウムとサッカリンナトリウムとを含み、この場
合、（ｉ）亜硝酸ナトリウムは、サッカリンナトリウムに対して、約１．３×１０３：１
から約４．４×１０３：１のモル比で前記溶液中に存在し、および（ｉｉ）該霧化液体粒
子は、１２十億分率から１８００十億分率の一酸化窒素を含むエアロゾル中に存在する。
【００５２】
　本明細書に開示するように、もう１つの実施形態は、（ａ）溶液に少なくとも５０ｍｇ
／ｍＬの濃度で溶解した亜硝酸ナトリウムと、（ｂ）味マスキング剤とを含む、肺送達の
ためのニトライト化合物製剤組成物を提供する。もう１つの実施形態において、（ａ）溶
液に少なくとも２５ｍｇ／ｍＬの濃度で溶解した亜硝酸ナトリウムと、（ｂ）前記水溶液
に溶解した酸性賦形剤と、（ｃ）味マスキング剤とを含む、肺送達のためのニトライト化
合物製剤組成物を提供する。一定の実施形態において、前記酸性賦形剤は、亜硝酸ナトリ
ウムに対して１：１５０、１：２００または１：２５０のモル比でクエン酸を含む。一定
の実施形態において、前記味マスキング剤は、サッカリンナトリウムを含む。
【００５３】
　本明細書に開示するニトライト化合物製剤組成物の一定の好ましい実施形態によると、
肺送達は、吸入によるものである。本発明に開示するニトライト化合物製剤の一定の好ま
しい実施形態によると、肺送達は、吸入によるものである。本明細書に開示する霧化液体
粒子の一定の好ましい実施形態によると、前記霧化液体粒子は、吸入による肺送達のため
のものである。
【００５４】
　本発明の一定の好ましい実施形態に従って、（ａ）約７．０から約９．０のｐＨを有す
るニトライト化合物水溶液と、（ｂ）味マスキング賦形剤とを含む、肺送達のためのニト
ライト化合物製剤組成物を提供し、この場合のニトライト化合物製剤は、次の特徴を有す
る：（ｉ）前記ニトライト化合物は、約０．６６７ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬから約１００ｍ
ｇ　ＮＯ２

－／ｍＬの濃度で存在する、（ｉｉ）ニトライト化合物製剤は、約７．０から
約９．０のｐＨを有する、および（ｉｉｉ）ニトライト化合物製剤は、味マスキング賦形
剤を含有し、この場合のニトライトの味マスキング剤に対するモル比は、１０：１、１０
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０：１、１０００：１、２０００：１、４０００：１、８０００：１、または１００００
：１を超える。
【００５５】
　もう１つの実施形態において、約７．０から約９．０のｐＨおよび約１００から約３６
００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇの重量オスモル濃度を有する水溶液を含む、肺送達のためのニト
ライト化合物製剤を提供し、前記溶液は、（ｉ）約０．６６７ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬから
約１００ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬの濃度のニトライト化合物と、（ｉｉ）約７．０と９．０
の間のｐＫａを有するｐＨ緩衝剤とを含み、この場合、霧化（例えば、振動メッシュ式霧
化）すると、前記ニトライト化合物製剤は、約０．１から約５マイクロメートルの体積平
均径の液体粒子を含むエアロゾルを形成する。さらなる実施形態において、前記ニトライ
ト化合物製剤は、（ａ）味マスキング剤をさらに含むニトライト化合物製剤、（ｂ）ニト
ライト化合物濃度が少なくとも１６．７ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬであるニトライト化合物製
剤であって、味マスキング剤をさらに含むものである該製剤、（ｃ）重量オスモル濃度が
約６５０ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満であり、ニトライト化合物がｐＨ緩衝剤に対して１０：
１、７５：１、１５０：１、２００：１、２５０：１、３００：１、４００：１、５００
：１または１０００：１を超えるモル濃度で存在するニトライト化合物製剤、（ｄ）重量
オスモル濃度が約１２００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ［５０ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬ］未満である
ニトライト化合物製剤［この場合のニトライト化合物は、ｐＨ緩衝剤に対して１０：１、
７５：１、１５０：１、２００：１、２５０：１、３００：１、４００：１、５００：１
または１０００：１を超えるモル濃度で存在する］、ならびに（ｅ）重量オスモル濃度が
約２４００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ［１００ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬ］未満であるおよびニトラ
イト化合物がｐＨ緩衝剤に対して１０：１、７５：１、１５０：１、２００：１、２５０
：１、３００：１、４００：１、５００：１または１０００：１を超えるモル濃度で存在
するニトライト化合物製剤［この場合の製剤は、味マスキング剤をさらに含む］、から選
択される。一定の尚さらなる実施形態において、前記味マスキング剤は、サッカリンナト
リウムを含む。一定の他の実施形態において、前記ｐＨ緩衝剤は、２－アミノ－２－メチ
ル－１，３－プロパンジオール、Ｎ－（２－アセトアミド）－２－アミノエタンスルホン
酸（Ｎ－（２－ａｃｅｔａｍｉｄｏ）－２－ａｍｉｎｏｅｔｈａｎｅｓｕｌｆｏｎｉｃ　
ａｃｉｄ：ＡＣＥＳ）、Ｎ－（２－アセトアミノ）イミノ二酢酸（Ｎ－（２－ａｍｅｔａ
ｍｉｎｏ）ｉｍｉｎｏｄｉａｃｅｔｉｃ　ａｃｉｄ：ＡＤＡ）、Ｎ－（１，１－ジメチル
－２－ヒドロキシエチル）－３－アミノ－２－ヒドロキシプロパン－スルホン酸（Ｎ－（
１，１－ｄｉｍｅｔｈｙｌ－２－ｈｙｄｒｏｘｙｅｔｈｙｌ）－３－ａｍｉｎｏ－２－ｈ
ｙｄｒｏｘｙｐｒｏｐａｎｅ－ｓｕｌｆｏｎｉｃ　ａｃｉｄ：ＡＭＰＳＯ）、Ｎ，Ｎ－ビ
ス（２－ヒドロキシエチル）－２－アミノエタンスルホン酸（Ｎ，Ｎ－Ｂｉｓ（２－ｈｙ
ｄｒｏｘｙｅｔｈｙｌ）－２－ａｍｉｎｏｅｔｈａｎｅｓｕｌｆｏｎｉｃ　ａｃｉｄ：Ｂ
ＥＳ）、Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）グリシン（Ｎ，Ｎ－Ｂｉｓ（２－ｈｙｄ
ｒｏｘｙｅｔｈｙｌ）ｇｌｙｃｉｎｅ：ＢＩＣＩＮＥ）、ビス（２－ヒドロキシエチル（
アミノ－トリス（ヒドロキシメチル）メタン（Ｂｉｓ（２－ｈｙｄｒｏｘｙｔｈｅｙｌ（
ａｍｉｎｏ－ｔｒｉｓ（ｈｙｄｒｏｘｙｍｅｔｈｙｌ）ｍｅｔｈａｎｅ：ＢＩＳ－ＴＲＩ
Ｓ）、１，３－ビス［トリス（ヒドロキシメチル）メチルアミノ］プロパン（１，３－Ｂ
ｉｓ［ｔｒｉｓ（ｈｙｄｒｏｘｙｍｅｔｈｙｌ）ｍｅｔｈｙｌａｍｉｎｏ］ｐｒｏｐａｎ
ｅ：ＢＩＳ－ＴＲＩＳプロパン）、２－（シクロヘキシルアミノ）エタンスルホン酸（２
－（ｃｙｃｌｏｈｅｘｙｌａｍｉｎｏ）ｅｔｈａｎｅｓｕｌｆｏｎｉｃ　ａｃｉｄ：ＣＨ
ＥＳ）、３－（Ｎ，Ｎ－ビス［２－ヒドロキシエチル］アミノ）－２－ヒドロキシプロパ
ンスルホン酸（３－（Ｎ，Ｎ－Ｂｉｓ［２－ｈｙｄｒｏｘｙｅｔｈｙｌ］ａｍｉｎｏ）－
２－ｈｙｄｒｏｘｙｐｒｏｐａｎｅｓｕｌｆｏｎｉｃ　ａｃｉｄ：ＤＩＰＳＯ）、Ｎ－（
２－ヒドロキシエチル）ピペラジン－Ｎ'－（３－プロパンスルホン酸）（Ｎ－（２－ｈ
ｙｄｒｏｘｙｅｔｈｙｌ）ｐｉｐｅｒａｚｉｎｅ－Ｎ'－（３－ｐｒｏｐａｎｅｓｕｌｆ
ｏｎｉｃ　ａｃｉｄ)：ＥＰＰＳ）、ジグリシン、Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）ピペラ
ジン－Ｎ'－（４－ブタンスルホン酸）（Ｎ－（２－ｈｙｄｒｏｘｙｅｔｈｙｌ）ｐｉｐ
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ｅｒａｚｉｎｅ－Ｎ'－（４－ｂｕｔａｎｅｓｕｌｆｏｎｉｃ　ａｃｉｄ）：ＨＥＰＢＳ
）、Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）ピペラジン－Ｎ'－（２－エタンスルホン酸）（Ｎ－
（２－ｈｙｄｒｏｘｙｅｔｈｙｌ）ｐｉｐｅｒａｚｉｎｅ－Ｎ'－（２－ｅｔｈａｎｅｓ
ｕｌｆｏｎｉｃ　ａｃｉｄ）：ＨＥＰＥＳ）、４－モルホリンプロパンスルホン酸（４－
ｍｏｒｐｈｏｌｉｎｅｐｒｏｐａｎｅｓｕｌｆｏｎｉｃ　ａｃｉｄ：ＭＯＰＳ）、ベータ
－ヒドロキシ－４－モルホリンプロパンスルホン酸（ｂｅｔａ－ｈｙｄｒｏｘｙ－４－ｍ
ｏｒｐｈｏｌｉｎｅｐｒｏｐａｎｅｓｕｌｆｏｎｉｃ　ａｃｉｄ：ＭＯＰＳＯ）、ピペラ
ジン－Ｎ，Ｎ'－ビス（２－エタンスルホン酸）（Ｐｉｐｅｒａｚｉｎｅ－Ｎ，Ｎ'－ｂｉ
ｓ（２－ｅｔｈａｎｅｓｕｌｆｏｎｉｃ　ａｃｉｄ）：ＰＩＰＥＳ）、ピペラジン－Ｎ，
Ｎ'－ビス（２－ヒドロキシプロパンスルホン酸）（Ｐｉｐｅｒａｚｉｎｅ－Ｎ，Ｎ'－ｂ
ｉｓ（２－ｈｙｄｒｏｘｙｐｒｏｐａｎｅｓｕｌｆｏｎｉｃ　ａｃｉｄ）：ＰＯＰＳＯ）
、二塩基性リン酸ナトリウム、一塩基性リン酸ナトリウム、二塩基性リン酸カリウム、一
塩基性リン酸カリウム、［（２－ヒドロキシ－１，１－ビス（ヒドロキシメチル）エチル
）アミノ］－１－プロパン－スルホン酸（［（２－ｈｙｄｒｏｘｙ－１，１－ｂｉｓ（ｈ
ｙｄｒｏｘｙｍｅｔｈｙｌ）ｅｔｈｙｌ）ａｍｉｎｏ］－１－ｐｒｏｐａｎｅ－ｓｕｌｆ
ｏｎｉｃ　ａｃｉｄ：ＴＡＰＳ）、２－ヒドロキシ－３－［トリス（ヒドロキシメチル）
メチルアミノ］－１－プロパンスルホン酸（２－ｈｙｄｒｏｘｙ－３－［ｔｒｉｓ（ｈｙ
ｄｒｏｘｙｍｅｔｈｙｌ）ｍｅｔｈｙｌａｍｉｎｏ］－１－ｐｒｏｐａｎｅｓｕｌｆｏｎ
ｉｃ　ａｃｉｄ：ＴＡＰＳＯ）、Ｎ－［トリス（ヒドロキシメチル）メチル］－２－アミ
ノエタンスルホン酸（Ｎ－［ｔｒｉｓ（ｈｙｄｒｏｘｙｍｅｔｈｙｌ）ｍｅｔｈｙｌ］－
２－ａｍｉｎｏｅｔｈａｎｅｓｕｌｆｏｎｉｃ　ａｃｉｄ：ＴＥＳ）、トリシン、２－ア
ミノ－２－（ヒドロキシメチル）－１，３－プロパンジオール［２－ａｍｉｎｏ－２－（
ｈｙｄｒｏｘｙｍｅｈｔｙｌ）－１，３－ｐｒｏｐａｎｅｄｉｏｌ］の１若しくはそれ以
上から選択され、これらは、それぞれ、６．５と９．３の間で選択されたｐＫａを有する
。
【００５６】
　一定の実施形態は、約７．０から約９．０のｐＨを有する水溶液を含む、肺送達のため
のニトライト化合物製剤も提供し、前記溶液は、亜硝酸ナトリウムとサッカリンナトリウ
ムとを含み、この場合のサッカリンナトリウムは、（ｉ）約０．１ｍＭから約２．０ｍＭ
、または（ｉｉ）約０．１ｍＭから約５．０ｍＭから選択される濃度で存在する。さらな
る実施形態において、前記製剤を霧化（例えば、振動メッシュ式霧化）すると、その製剤
は、約０．１から約５マイクロメートル体積平均径の液体粒子を含むエアロゾルを形成す
る。
【００５７】
　一定の実施形態において、肺送達のための医薬的に許容されるニトライト化合物製剤組
成物を提供し、このニトライト化合物製剤組成物は、（ａ）７．０より高いが９．０より
低い最終ｐＨを有するニトライト化合物水溶液を含み、前記水溶液は、（ｉ）約０．６６
７ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬから約１００ｍｇ　ＮＯ２
－／ｍＬの濃度のニトライト化合物と

、（ｉｉ）味マスキング剤と、（ｉｉｉ）ｐＨ緩衝剤とを含有する。一定の実施形態にお
いて、前記味マスキング剤は、サッカリンナトリウムである。一定の実施形態において、
前記サッカリンナトリウムは、０．１ｍＭから２．０ｍＭの濃度である。一定の実施形態
において、前記ｐＨ緩衝剤は、約６．５から約９．３のｐＫａを有し、および約７．０か
ら約９．０のｐＨを維持するために十分な濃度である。一定の実施形態において、前記ｐ
Ｈ緩衝剤は、リン酸ナトリウムである。一定の実施形態において、前記リン酸ナトリウム
は、約０．１ｍＭから約５．０ｍＭの濃度である。一定の実施形態において、前記ニトラ
イト化合物製剤組成物を霧化（例えば、振動メッシュ式霧化）すると、その組成物は、約
０．１から５．０マイクロメートルの体積平均径の液体粒子を含むエアロゾルを形成する
。一定の実施形態において、前記ｐＨ緩衝剤は、２－アミノ－２－メチル－１，３－プロ
パンジオール、ＡＣＥＳ、ＡＤＡ、ＡＭＰＳＯ、ＢＥＳ、ＢＩＣＩＮＥ、ＢＩＳ－ＴＲＩ
Ｓ、ＢＩＳ－ＴＲＩＳプロパン、ＣＨＥＳ、ＤＩＰＳＯ、ＥＰＰＳ、ジグリシン、ＨＥＰ
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ＢＳ、ＨＥＰＥＳ、ＭＯＰＳ、ＭＯＰＳＯ、ＰＩＰＥＳ、ＰＯＰＳＯ、二塩基性リン酸ナ
トリウム、一塩基性リン酸ナトリウム、二塩基性リン酸カリウム、一塩基性リン酸カリウ
ム、ＴＡＰＳ、ＴＡＰＳＯ、ＴＥＳ、トリシン、およびＴＲＩＺＭＡから選択される１若
しくはそれ以上の薬剤を含む。
【００５８】
　一定の実施形態において、約７．０から約９．０の最終ｐＨおよび約１００から約３６
００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇの重量オスモル濃度を有する水溶液を含む、肺送達のための医薬
的に許容されるニトライト化合物製剤を提供し、前記溶液は、（ｉ）約０．６６７ｍｇ　
ＮＯ２

－／ｍＬから約１００ｍｇ　ＮＯ２
－／ｍＬの濃度のニトライト化合物と、（ｉｉ

）味マスキング剤と、（ｉｉｉ）６．５と９．３の間のｐＫａを有するｐＨ緩衝剤とを含
み、この場合、霧化（振動メッシュ式霧化）すると、このニトライト化合物製剤は、約０
．１から約５．０マイクロメートルの体積平均径の液体粒子を含むエアロゾルを形成する
。一定の実施形態において、前記重量オスモル濃度は、（ａ）約３００ｍＯｓｍｏｌ／ｋ
ｇ未満である重量オスモル濃度；（ｂ）約６００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満である重量オス
モル濃度；（ｃ）約１２００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満である重量オスモル濃度；（ｄ）約
２４００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満である重量オスモル濃度；および（ｅ）約３０００ｍＯ
ｓｍｏｌ／ｋｇ未満である重量オスモル濃度から選択される。一定の実施形態において、
前記味マスキング剤は、サッカリンナトリウムを含む。一定の実施形態において、前記ｐ
Ｈ緩衝剤は、２－アミノ－２－メチル－１，３－プロパンジオール、ＡＣＥＳ、ＡＤＡ、
ＡＭＰＳＯ、ＢＥＳ、ＢＩＣＩＮＥ、ＢＩＳ－ＴＲＩＳ、ＢＩＳ－ＴＲＩＳプロパン、Ｃ
ＨＥＳ、ＤＩＰＳＯ、ＥＰＰＳ、ジグリシン、ＨＥＰＢＳ、ＨＥＰＥＳ、ＭＯＰＳ、ＭＯ
ＰＳＯ、ＰＩＰＥＳ、ＰＯＰＳＯ、二塩基性リン酸ナトリウム、一塩基性リン酸ナトリウ
ム、二塩基性リン酸カリウム、一塩基性リン酸カリウム、ＴＡＰＳ、ＴＡＰＳＯ、ＴＥＳ
、トリシン、およびＴＲＩＺＭＡの１若しくはそれ以上である。
【００５９】
　一定の実施形態において、肺送達のための医薬的に許容されるニトライト化合物製剤を
提供し、このニトライト化合物製剤は、（ｉ）約０．６６７ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬから約
１００ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬの濃度のニトライト化合物と、（ｉｉ）味マスキング剤と、
（ｉｉｉ）６．５と９．３の間のｐＫａを有するｐＨ緩衝剤とを含み；霧化（例えば、振
動メッシュ式霧化）すると、約０．１から約５．０マイクロメートルの体積平均径の液体
粒子を含むエアロゾルを形成する。一定の実施形態において、前記製剤は、（ａ）約３０
０ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満である重量オスモル濃度；（ｂ）約６００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ
未満である重量オスモル濃度；（ｃ）約１２００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満である重量オス
モル濃度；（ｄ）約２４００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満である重量オスモル濃度；および（
ｅ）約３０００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満である重量オスモル濃度から選択される重量オス
モル濃度を有する。一定の実施形態において、前記味マスキング剤は、サッカリンナトリ
ウムを含む。一定の実施形態において、ｐＨ緩衝剤はリン酸ナトリウムである。
【００６０】
　一定の実施形態において、肺送達のための医薬的に許容されるニトライト化合物製剤を
提供し、このニトライト化合物製剤は、（ｉ）約７．０から約９．０の最終ｐＨを有する
水溶液と；（ｉｉ）約０．６６７ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬから約１００ｍｇ　ＮＯ２
－／ｍ

Ｌの濃度の亜硝酸ナトリウムと；（ｉｉｉ）約０．１ｍＭから約２．０ｍＭの濃度のサッ
カリンナトリウムと；（ｉｖ）約０．１ｍＭから約５．０ｍＭの濃度のリン酸ナトリウム
とを含む。一定の実施形態において、前記製剤を霧化（例えば、振動メッシュ式霧化）す
ると、約０．１から約５マイクロメートルの体積平均径の液体粒子を含むエアロゾルが形
成される。一定の実施形態において、約０．１から５マイクロメートルの体積平均径の医
薬的に許容される霧化液体粒子を提供し、この霧化液体粒子は、（１）振動メッシュ式ネ
ブライザおよびジェット式ネブライザの少なくとも一方においてニトライト化合物製剤を
霧化して、前記霧化液体粒子を含むエアロゾルを得ることを含む方法によって形成され、
この場合のニトライト化合物製剤は、（ｉ）約０．６６７ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬから約１
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００ｍｇ　ＮＯ２
－／ｍＬの濃度のニトライト化合物と、（ｉｉ）味マスキング剤と、（

ｉｉｉ）６．５と９．３の間のｐＫａを有するｐＨ緩衝剤とを含む。一定の実施形態にお
いて、前記霧化ニトライト化合物製剤は、約１００から約３０００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇの
重量オスモル濃度を有する。一定の実施形態において、前記霧化ニトライト化合物製剤は
、（ａ）約３００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満である重量オスモル濃度；（ｂ）約６００ｍＯ
ｓｍｏｌ／ｋｇ未満である重量オスモル濃度；（ｃ）約１２００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満
である重量オスモル濃度；（ｄ）約２４００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満である重量オスモル
濃度；および（ｅ）約３０００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ未満である重量オスモル濃度から選択
される重量オスモル濃度を有する。一定の実施形態において、前記味マスキング剤は、サ
ッカリンナトリウムを含む。一定の実施形態において、前記ｐＨ緩衝剤は、２－アミノ－
２－メチル－１，３－プロパンジオール、ＡＣＥＳ、ＡＤＡ、ＡＭＰＳＯ、ＢＥＳ、ＢＩ
ＣＩＮＥ、ＢＩＳ－ＴＲＩＳ、ＢＩＳ－ＴＲＩＳプロパン、ＣＨＥＳ、ＤＩＰＳＯ、ＥＰ
ＰＳ、ジグリシン、ＨＥＰＢＳ、ＨＥＰＥＳ、ＭＯＰＳ、ＭＯＰＳＯ、ＰＩＰＥＳ、ＰＯ
ＰＳＯ、二塩基性リン酸ナトリウム、一塩基性リン酸ナトリウム、二塩基性リン酸カリウ
ム、一塩基性リン酸カリウム、ＴＡＰＳ、ＴＡＰＳＯ、ＴＥＳ、トリシン、およびＴＲＩ
ＺＭＡから成る群から選択される、少なくとも１つの（すなわち、１若しくはそれ以上の
）薬剤である。一定の実施形態において、前記ｐＨ緩衝剤は、リン酸ナトリウムである。
【００６１】
　一定の実施形態において、医薬的に許容されるニトライト化合物の治療有効量の肺床へ
の送達をそのような送達が必要な被験者において行う方法を提供し、この方法は、（ａ）
約７．０から約９．０のｐＨを有する水溶液を含むニトライト化合物製剤を霧化して、約
０．１から約５マイクロメートルの体積平均径の液体粒子を含むエアロゾルを形成する段
階［この場合、前記水溶液は、（ｉ）約０．６６７ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬから約１００ｍ
ｇ　ＮＯ２

－／ｍＬの亜硝酸ナトリウムと、（ｉｉ）約０．１ｍＭから約２．０ｍＭのサ
ッカリンナトリウムと、（ｉｉｉ）約０．１ｍＭから約５．０ｍＭのリン酸ナトリウムと
を含む］と；（ｂ）（ａ）のエアロゾルを吸入によって投与し、それによってニトライト
化合物の治療有効量を肺床に送達する段階とを含む。一定の実施形態において、投与は、
肺床へのニトライト化合物送達のピーク期間が吸入の開始後６０分以内の投与を含む。一
定の実施形態において、投与は、肺床へのニトライト化合物送達のピーク期間が吸入の開
始後３５分以内の投与を含む。一定の実施形態において、投与は、肺床へのニトライト化
合物送達のピーク期間が吸入の開始後２５分以内の投与を含む。一定の実施形態において
、投与は、肺床へのニトライト化合物送達のピーク期間が吸入の開始後１５分以内の投与
を含む。一定の実施形態において、投与は、肺床へのニトライト化合物送達のピーク期間
が吸入の開始後１０分以内の投与を含む。一定の実施形態において、投与は、肺床へのニ
トライト化合物送達のピーク期間が吸入の開始後５分以内の投与を含む。
【００６２】
　一定の実施形態において、肺送達のための医薬的に許容されるニトライト化合物製剤組
成物を提供し、このニトライト化合物製剤組成物は、（ａ）約７．０から約９．０の最終
ｐＨを有する水溶液に少なくとも９０ｍｇ／ｍＬの濃度で溶解された亜硝酸ナトリウムと
；（ｂ）約０．１ｍＭから約２．０ｍＭの濃度のサッカリンナトリウムと；（ｃ）約０．
１ｍＭから約５．０ｍＭの濃度のリン酸ナトリウムとを含む。
【００６３】
　一定の実施形態において、肺送達のための医薬的に許容されるニトライト化合物製剤組
成物を提供し、このニトライト化合物製剤組成物は、（ａ）少なくとも７０ｍｇ／ｍＬの
濃度で溶解された亜硝酸ナトリウムを含む溶液であって、約７．０から約９．０の最終ｐ
Ｈを有するものである該溶液と；（ｂ）約０．１ｍＭから約２．０ｍＭの濃度のサッカリ
ンナトリウムと；（ｃ）約０．１ｍＭから約５．０ｍＭの濃度のリン酸ナトリウムとを含
む。
【００６４】
　一定の実施形態において、肺送達のための医薬的に許容されるニトライト化合物製剤組
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成物を提供し、このニトライト化合物製剤組成物は、（ａ）少なくとも５０ｍｇ／ｍＬの
濃度で溶解された亜硝酸ナトリウムを含む溶液であって、約７．０から約９．０の最終ｐ
Ｈを有するものである該溶液と；（ｂ）約０．１ｍＭから約２．０ｍＭの濃度のサッカリ
ンナトリウムと；（ｃ）約０．１ｍＭから約５．０ｍＭの濃度のリン酸ナトリウムとを含
む。
【００６５】
　一定の実施形態において、肺送達のための医薬的に許容されるニトライト化合物製剤組
成物を提供し、このニトライト化合物製剤組成物は、（ａ）少なくとも３０ｍｇ／ｍＬの
濃度で溶解された亜硝酸ナトリウムを含む溶液であって、約７．０から約９．０の最終ｐ
Ｈを有するものである該溶液と；（ｂ）約０．１ｍＭから約２．０ｍＭの濃度のサッカリ
ンナトリウムと；（ｃ）約０．１ｍＭから約５．０ｍＭの濃度のリン酸ナトリウムとを含
む。
【００６６】
　一定の実施形態において、肺送達のための医薬的に許容されるニトライト化合物製剤組
成物を提供し、このニトライト化合物製剤組成物は、（ａ）少なくとも２０ｍｇ／ｍＬの
濃度で溶解された亜硝酸ナトリウムを含む溶液であって、約７．０から約９．０の最終ｐ
Ｈを有するものである該溶液と；（ｂ）約０．１ｍＭから約２．０ｍＭの濃度のサッカリ
ンナトリウムと；（ｃ）約０．１ｍＭから約５．０ｍＭの濃度のリン酸ナトリウムとを含
む。
【００６７】
　一定の実施形態において、肺送達のための医薬的に許容されるニトライト化合物製剤組
成物を提供し、このニトライト化合物製剤組成物は、（ａ）少なくとも１０ｍｇ／ｍＬの
濃度で溶解された亜硝酸ナトリウムを含む溶液であって、約７．０から約９．０の最終ｐ
Ｈを有するものである該溶液と；（ｂ）約０．１ｍＭから約２．０ｍＭの濃度のサッカリ
ンナトリウムと；（ｃ）約０．１ｍＭから約５．０ｍＭの濃度のリン酸ナトリウムとを含
む。
【００６８】
　一定の実施形態において、肺送達のための医薬的に許容されるニトライト化合物製剤組
成物を提供し、このニトライト化合物製剤組成物は、（ａ）少なくとも５ｍｇ／ｍＬまた
は少なくとも１ｍｇ／ｍＬの濃度で溶解された亜硝酸ナトリウムを含む溶液であって、約
７．０から約９．０の最終ｐＨを有するものである該溶液と；（ｂ）約０．１ｍＭから約
２．０ｍＭの濃度のサッカリンナトリウムと；（ｃ）約０．１ｍＭから約５．０ｍＭの濃
度のリン酸ナトリウムとを含む。
【００６９】
　上で説明したニトライト化合物製剤組成物のいずれかの一定のさらなる実施形態におい
て、肺送達は、吸入によるものである。一定のさらなる実施形態において、上で説明した
ニトライト化合物製剤、または上で説明した霧化液体粒子は、吸入による肺送達のための
ものである。
【００７０】
　一定の実施形態において、肺動脈性高血圧または虚血性再潅流傷害を治療する方法を提
供し、この方法は、本明細書に記載するとおりのニトライト化合物製剤組成物の、または
同じく本明細書に記載するとおりのニトライト化合物製剤の治療有効用量を、その必要が
ある被験者に投与することを含む。一定の実施形態において、前記虚血性再潅流傷害は、
冠動脈性心疾患、脳卒中または移植に関連したものである。一定の実施形態において前記
肺動脈性高血圧（ｐｕｌｍｏｎａｒｙ　ａｒｔｅｒｉａｌ　ｈｙｐｅｒｔｅｎｓｉｏｎ：
ＰＡＨ）は、Ｉ群ＰＡＨ、ＩＩ群肺高血圧（肺静脈性高血圧）、ＩＩＩ群肺高血圧（肺疾
患および／または低酸素血症に関連した肺高血圧）、ＩＶ群肺高血圧（慢性血栓性および
／または塞栓性疾患に起因する肺高血圧）、または組織球症Ｘ、リンパ管腫症、および／
または肺血管の収縮を引き起こす他の病状を含む、Ｖ群肺高血圧である。
【００７１】
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　一定の実施形態において、キットを提供し、このキットは、（ａ）医薬的に許容される
ニトライト製剤［前記製剤は、ニトライト化合物水溶液を含み、前記水溶液は、７．０よ
り高いが９．０より低い最終ｐＨを有し、および（ｉ）約０．６６７ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍ
Ｌから約１００ｍｇ　ＮＯ２

－／ｍＬの濃度のニトライト化合物と、ｉｉ）味マスキング
剤と、（ｉｉｉ）ｐＨ緩衝剤とを含有する］と；（ｂ）（ａ）のニトライト製剤をエアロ
ゾル化することに適しているネブライザとを有する。一定の実施形態において、前記味マ
スキング剤は、サッカリンナトリウムである。一定の実施形態において、前記ｐＨ緩衝剤
は、リン酸ナトリウムである。
【００７２】
　一定の実施形態に従って、肺動脈性高血圧または虚血性再潅流傷害を治療する方法を提
供し、この方法は、ネブライザを使用する吸入によって、ニトライト液体化合物製剤組成
物の治療有効用量をその必要がある被験者に投与することを含み、この場合のネブライザ
は、体積平均５マイクロメートル未満の粒子で約０．２５から９０ｍｇの亜硝酸ナトリウ
ムを含有する吸入エアロゾルを前記被験者に送達する。もう１つの実施形態において、約
１から約３６０ｍｇの亜硝酸ナトリウムを収容するように液体亜硝酸ナトリウム製剤が充
填されたエアロゾル化装置を提供し、この場合の装置は、５マイクロメートル未満の体積
平均径の粒子で約０．２５から９０ｍｇの亜硝酸ナトリウムを含有するエアロゾルを被験
者に送達する。もう１つの実施形態において、約０．３６から約１２９ｍｇの亜硝酸ナト
リウムを収容するように液体亜硝酸ナトリウム製剤が負荷されたエアロゾル化装置を提供
し、この場合の装置は、５マイクロメートル未満の体積平均径の粒子で約０．２５から９
０ｍｇの亜硝酸ナトリウムを含有するエアロゾルを被験者に送達する。
【００７３】
　もう１つの実施形態において、肺動脈性高血圧または虚血性再潅流傷害を治療する方法
を提供し、この方法は、ドライパウダ式吸入器を使用する吸入によって、ドライ・パウダ
・ニトライト化合物製剤組成物の治療有効用量をその必要がある被験者に投与することを
含み、この場合のドライパウダ式吸入器は、５マイクロメートル未満の体積平均径の粒子
で約０．１８ｍｇから１８ｍｇの亜硝酸ナトリウムを含有するエアロゾルを前記被験者に
送達する。もう１つの実施形態において、吸入吸気１回につき約０．３５ｍｇから約３５
ｍｇの亜硝酸ナトリウムを収容するように、ドライパウダ亜硝酸ナトリウム製剤が負荷さ
れた単回または多回投与用のドライパウダ式吸入器を提供し、この場合、前記ドライパウ
ダ式吸入器は、吸入吸気１回につき５マイクロメートル未満の平均径の粒子で約０．１８
から１８ｍｇの亜硝酸ナトリウムを含有するエアロゾルを前記被験者に送達する。上で説
明した方法の一定のさらなる実施形態において、前記亜硝酸ナトリウムの投与は、結果と
して約０．１μＭから約１０μＭのピーク血漿ニトライトをもたらす。上で説明したエア
ロゾル化装置またはドライパウダ式吸入器の一定のさらなる実施形態において、前記送達
は、結果として約０．１μＭから約１０μＭのピーク血漿ニトライトをもたらす。上で説
明したニトライト化合物製剤組成物の一定のさらなる実施形態において、前記ニトライト
は、亜硝酸ナトリウムである。上で説明したニトライト化合物製剤組成物の一定のさらな
る実施形態において、肺送達は、吸入によるものである。　
【発明の効果】
【００７４】
　本発明のこれらおよび他の観点は、後続の詳細な説明および添付の図面への参照によっ
て明らかになるであろう。本明細書において参照するおよび／または出願データシートに
列挙する米国特許、米国特許出願公開、米国特許出願、外国特許、外国特許出願および非
特許文献はすべて、それぞれが個々に組み込まれているかのごとく、それら全体がそれら
の参照により本明細書に組み込まれる。必要な場合には、様々な特許、出願および出版物
の概念を利用して本発明の観点を少し変えて本発明のさらなる実施形態を提供することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
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【図１】図１は、ＰＡＰおよび一酸化窒素産生に対する吸入亜硝酸ナトリウムの効果を示
すものである。単離したウサギ肺の肺動脈にカニューレを挿入し、～１２％ヘマトクリッ
トを含有する緩衝剤で潅流した。Ｗｅｉｓｓｍａｎｎ　ｅｔ　ａｌ　２００１によって記
載されているとおりに肺を換気し、肺／動脈圧を血圧トランスデューサによってモニタし
た。システムが安定したら、１５分間にわたって酸素含有量を３％に低下させ、その結果
、ＰＡＰを上昇させることにより、低酸素操作を誘導した。その後、リン酸塩緩衝剤（ｐ
ｈｏｓｐｈａｔｅ　ｂｕｆｆｅｒ：ＰＢ）またはクエン酸（ｃｉｔｒｉｃ　ａｃｉｄ：Ｃ
Ａ）／リン酸塩緩衝剤のいずれかで（両方とも、ｐＨ５．５で、１群あたりｎ＝５／６）
調製した亜硝酸ナトリウムの作用を、第二低酸素攻撃中に霧化によって施与した。図１、
左パネル：両方の緩衝系における亜硝酸ナトリウムが、薬物低酸素攻撃前と比較してＰＡ
Ｐを有意に（５０％を超えて）低下させた（ｐ<０．０５）。図１、右パネル：呼気一酸
化窒素は、対照と比較して両方の亜硝酸ナトリウム調製品によって有意に増加されたが、
クエン酸中で調製した亜硝酸ナトリウムのほうが、リン酸塩緩衝剤のみの中で調製したも
のより有意に多くの一酸化窒素を生じさせた（ｐ<０．０５）。＊は、対照からの有意差
を示し、＊＊は、リン酸塩緩衝剤中のニトライトとの有意な差を示す。
【図２】図２は、ＰＡＰに対する吸入亜硝酸ナトリウムの持続作用を示すものである。単
離したウサギ肺の肺動脈にカニューレを挿入し、図１に関して説明したように潅流した。
システムが安定した後、１５分間にわたって酸素含有量を３％に低下させ、その結果、Ｐ
ＡＰを上昇させることにより、低酸素操作を誘導した。その後、リン酸塩緩衝剤中で調製
した亜硝酸ナトリウムの作用を、第三低酸素攻撃中に噴霧によって施与した。投与前に測
定したものと同じレベルの低酸素誘導ＰＡＰに戻る時間の関数として持続作用を測定する
。半減期を～１０分として計算し、持続効果は、≧６０分となる。
【図３】漸増濃度のシルデナフィル（Ｓｉｌｄｅｎａｆｉｌ）の存在下での単離したラッ
ト大動脈輪の用量依存性弛緩を示すものである。フェニレフリンによって誘導した大動脈
輪の予備収縮を薬物溶液が減少させるかどうかの、単離したラット大動脈輪モデル試験。
簡単に言うと、ラット大動脈を切除し、脂肪および付着組織を洗浄した。その後、血管を
個々の輪セグメント（ｒｉｎｇ　ｓｅｇｍｅｎｔｓ）（２～３ｍｍ幅）に切断し、力－変
位トランスデューサから組織浴に懸濁させた。次の組成（ｍＭ）の重炭酸塩緩衝Ｋｒｅｂ
ｓ－Ｈｅｎｓｅｌｅｉｔ（ＫＨ）溶液の浴に輪セグメントを浸した：ＮａＣｌ　１１８；
ＫＣｌ　４．６；ＮａＨＣＯ３　２７．２；ＫＨ２ＰＯ４　１．２；ＭｇＳＯ４　１．２
；ＣａＣｌ２　１．７５；Ｎａ２ＥＤＴＡ　０．０３、およびグルコース　１１．１。２
グラムの受動的負荷をすべての輪セグメントに適用し、これらの実験全体にわたってこの
レベルを維持した。各実験の開始時、インドメタシンで処理した輪セグメントをＫＣｌ（
７０ｍＭ）で脱分極させて、血管の最大収縮容量を決定した。その後、輪を入念に洗浄し
、平衡させた。後続の実験のために、血管をフェニレフリン（ｐｈｅｎｙｌｅｐｈｒｉｎ
ｅ：ＰＥ）（３×１０－８～１０－７Ｍ）で最大下収縮させた（ＫＣｌ応答の５０％）。
【図４】漸増濃度の亜硝酸ナトリウム（黒丸）の存在下での単離されたラット大動脈輪の
用量依存性弛緩および（図３において測定した有効用量の～５０％で）シルデナフィルの
存在下での亜硝酸ナトリウムの追加の効果を示すものである。簡単に言うと、亜硝酸ナト
リウム相乗作用実験のために、５０ｎＭ　シルデナフィルを選択した。これは、フェニレ
フリンによって誘導された大動脈収縮のおよそ５０％減少を可能にしたからである。亜硝
酸ナトリウム相乗作用測定のために、大動脈輪を、先ず、５０ｎＭのシルデナフィルに曝
露して、大動脈輪収縮を部分的に減少させた。平衡させた後、漸増量の亜硝酸ナトリウム
（５００ｎＭ～５０μＭ）を緩衝剤に添加し、それぞれの添加後、張力測定値を記録した
。
【発明を実施するための形態】
【００７６】
　本発明は、本明細書に開示するような幾つかの実施形態において、治療に有用な一酸化
窒素（ＮＯ）およびまたはニトライトレベルの迅速な効用と持続的な効用の両方を可能に
する様式で、亜硝酸アニオンの局所送達に関して過去に例のない利点を１つ若しくはそれ
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以上の所望の組織にもたらす、ニトライト化合物製剤のための組成物および方法を提供す
る。
【００７７】
　一定の好ましい実施形態において、およびさらに詳細に下で説明するように、前記ニト
ライト化合物製剤の送達は、哺乳動物被験者における呼吸器管組織への、例えば、ヒト患
者における呼吸気道経由で肺床（例えば、肺胞毛細血管床）への送達である。一定の特に
好ましい実施形態によると、肺床への送達は、本明細書に記載するようなニトライト化合
物製剤の吸入療法によって達成される。
【００７８】
　これらおよび関連実施形態は、投与すると直ちに所望の組織が治療に有効なＮＯおよび
またはニトライトを利用できるようにし、その上、同じ投与事象で驚くほど持続する継続
期間ももたらし、この間に、局所送達された亜硝酸アニオンを生体内利用可能なＮＯに変
換することにより治療効果を延長し、治療的および／または予防的恩恵を有益に提供する
であろう。
【００７９】
　本明細書に開示する組成物および方法は、多種多様な組織へのニトライト化合物および
その生成物、ＮＯ、のそのような迅速なおよび持続的な局所送達に備えるものである。例
えば、脳卒中、心臓発作または他の心血管疾患、移植（例えば、肺、肝臓、腎臓、心臓な
ど）または血管移植片および／または迅速なおよび持続的な生体内的利用可能なＮＯ療法
が指示され得る他の状態に関するものであり得るような、虚血－再潅流傷害および肺動脈
性高血圧および他の状態をはじめとする、非常に多数の臨床的に有意な状態の治療のため
の実施形態が考えられる。
【００８０】
　従って、様々な実施形態は、エアロゾル投与を用いる、および罹患組織への高濃度、徐
放性活性薬物送達の直接曝露による、ヒトおよび／または獣医学的被験者における肺高血
圧の予防および治療における最適な予防および治療活性のための組成物および方法を提供
する。具体的には、および一定の好ましい実施形態において、亜硝酸アニオン（ＮＯ２

－

）または任意の亜硝酸塩、例えば亜硝酸ナトリウム、亜硝酸カリウム若しくは亜硝酸マグ
ネシウムを含む、ニトライト化合物の濃縮用量を送達する。
【００８１】
　理論により拘束されることを望まないが、本明細書においてより詳細に説明するような
これらおよび関連実施形態のうちの幾つかによると、ニトライト化合物（例えば、亜硝酸
アニオン（ＮＯ２

－）または任意の亜硝酸塩、例えば亜硝酸ナトリウム、亜硝酸カリウム
若しくは亜硝酸マグネシウム）は、インビボでの継続的で持続的なＮＯ生成に備える手法
で、および実質的な量のＮＯが放出ガスとしてその製剤から急速に喪失されることとなら
ない製剤によってニトライト化合物を徐々に還元して、生体内利用可能な一酸化窒素を生
じさせることができるように選択される成分を有するニトライト化合物製剤で提供される
。その代わりに、本明細書に開示する実施形態は、ニトライト化合物濃度およびｐＨの溶
液パラメータの調整により、ＮＯがゆっくりと生成され溶液に溶解したままであるニトラ
イト化合物製剤を得ることができるという発見に由来する。加えて、適切なニトライト製
剤成分の選択による、本明細書において示すような、ｐＨのおよび製剤中の全溶質濃度の
調整は、この製剤のインビボ投与後に生体内利用可能なＮＯの望ましい徐放をもたらす結
果となると考えられる。さらに、ニトライトそれ自体が、本明細書に記載する治療効果の
一部またはすべてに、それ自体、寄与し得る。
【００８２】
　さらに、非限定的な理論によると、気相環境に気体ＮＯを喪失するのではなく液体に溶
解した溶質としてＮＯを有利に保持することにより、本発明に開示する一定のニトライト
化合物製剤は、より高いＮＯ濃度の肺床への吸入送達を可能にし、このより高いＮＯ濃度
が、相応に延長した吸入投与事象を必要とすることなく、以前に可能と考えられていた期
間より長期にわたって肺床で維持される。この吸入送達は、ニトライトからＮＯへの高い
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変換レベルによって生ずるＮＯガスバブルがその中に存在するニトライト溶液を送達する
ことができない振動メッシュ式ネブライザなどの、制御された液体粒径を有するエアロゾ
ルミストを発生させるネブライザ装置の使用を含むこともできる。従って、製剤水溶液に
よって溶解状態で維持することができるものより多くのＮＯガスをその成分が発生させな
い、本明細書において提供するような、ニトライト化合物製剤の選択から有意な恩恵が得
られることをここで初めて開示する。
【００８３】
　一定の関連実施形態によると、ニトライト化合物製剤中の溶解している溶質の総量の調
整によって、そのような製剤の水溶液から形成される霧化液体粒子の性質をはじめとする
治療に有益な特性を有する水性ニトライト化合物製剤が結果的に得られると、非限定的理
論により考えられる。加えて、および本明細書に開示するように、ニトライト化合物濃度
、ｐＨおよび全溶質濃度に関するものなどの本明細書において提供するパラメータの中で
、全溶質濃度範囲の上部またはその付近での製剤の許容性は、本明細書において提供する
ような味マスキング剤を含めることによって増すことができる。
【００８４】
　一定のそのような実施形態において、例えば、少なくとも２５ｍｇ／ｍＬ若しくは少な
くとも５０ｍｇ／ｍＬの濃度で水溶液（約４．７から約６．５のｐＨ）に溶解した亜硝酸
ナトリウム、または約１００から３６００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇの全重量オスモル濃度を有
する水溶液中、約１４．５ｍＭ　亜硝酸アニオンから２．１７４Ｍ　亜硝酸アニオンの濃
度でのニトライト化合物、を含むニトライト化合物製剤は、それによって吸入投与が許容
可能になるように（すなわち、そうしなければ有効な治療的投与を妨げるであろう望まし
くない味または刺激特性を克服するために）味マスキング剤をさらに含むことがある。従
って、および本明細書においてより詳細に説明するように、（ｉ）溶液ｐＨ、（ｉｉ）ニ
トライト化合物の酸性賦形剤またはｐＨ緩衝剤に対するモル比、（ｉｉｉ）ＮＯが溶解状
態で維持され、目に見えるバブルとして発生しないような、ＮＯへの亜硝酸アニオン還元
率、（ｉｖ）亜硝酸アニオンの味マスキング剤に対するモル比、および（ｖ）製剤の全重
量オスモル濃度のうちの１つ以上に関しての調合条件の調整は、一定の治療的および他の
利点をもたらす。
【００８５】
　上で述べたように、一定の好ましい実施形態において、ニトライト化合物は、亜硝酸ア
ニオン（ＮＯ２

－）またはその任意の亜硝酸塩、例えば亜硝酸ナトリウム、亜硝酸カリウ
ム若しくは亜硝酸マグネシウムなどを含む。他の実施形態は、他のニトライト供与性また
は一酸化窒素供与性化合物から選択される薬剤を考えるものである。非限定的な例として
、ニトライト（ＮＯ２

－）、ニトラート（ＮＯ３
－）、亜硝酸（ＨＮＯ２）、二酸化窒素

（ＮＯ２ガス）、ニトライト供与性化合物、一酸化窒素供与性化合物、一酸化窒素（ＮＯ
ガス）それ自体、またはそれらの塩は、プロドラッグ、今般開示する製剤および組成物中
の徐放性または活性化合物として役割を果たすことができ、ならびに徐放性または活性薬
物の最大濃度を生じさせるために十分な（例えば、発生ＮＯガスとしてそこで形成される
ＮＯの投与前のニトライト化合物製剤による目に見えるほどの環境への喪失がなく、その
喪失が、その調製の最初の１５分以内にニトライト化合物製剤中に存在する全ＮＯの約４
０％、３０％、２０％、１５％、１０％、５％、３％、２％または１％未満であり得る）
条件下でおよび時間にわたって、呼吸器管（肺床を含む）ならびに他の非経口および非経
鼻局所要素（これらに限定されるものではないが、皮膚、直腸、膣、尿道、膀胱、眼およ
び耳を含む）に送達することができる。本明細書に開示するような、一定の特に好ましい
実施形態は、下気道への、言い換えると肺または肺要素（例えば、呼吸細気管支、肺胞管
および／または肺胞）への、ニトライト化合物の、経口および／または経鼻吸入による、
投与、例えば、そのような「肺送達」によって行って、肺血管構造へのニトライト化合物
のそのような肺送達後に肺要素におよび／または循環系を経由して到達することができる
他の組織および臓器に、ニトライト化合物の有効量を提供することができる投与に関する
。
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【００８６】
　異なる薬品が、用量、形態、濃度および送達プロフィールに依存して様々な効力を有す
ることは公知であるため、一定の今般開示する実施形態は、予防的であるまたは治療的に
有意である抗高血圧、血管拡張、動脈拡張および／または血管再構築結果を生じさせる特
定の調合および送達パラメータを提供する。従って、これらのおよび関連実施形態は、好
ましくは亜硝酸アニオンまたはその塩、例えば亜硝酸ナトリウム、などのニトライト化合
物を含む。しかし、上で述べたように、本発明は、そのように限定されると解釈されず、
特に好ましい実施形態によると、亜硝酸アニオンまたはその塩、例えば亜硝酸ナトリウム
、亜硝酸カリウム若しくは亜硝酸マグネシウム、に関するものであり得る。他の考えられ
る実施形態は、本明細書に開示するものなどの、ニトライト供与性または一酸化窒素供与
性化合物から選択される別の薬物に関するものであり得る。
【００８７】
　一定の実施形態は、所望の抗高血圧、血管拡張、動脈拡張または血管再構築恩恵をもた
らす有効濃度を供給するために、例えば、肺高血圧を有する患者を治療するためにおよび
／または有害な血管再構築を予防するために、ミスト、気液懸濁若しくは液体霧化、ドラ
イパウダおよび／または定量エアロゾル投与できるように調合された、本明細書において
提供するようなニトライト化合物（例えば、亜硝酸アニオンまたはその亜硝酸塩、例えば
亜硝酸ナトリウム、亜硝酸カリウム若しくは亜硝酸マグネシウム）、または代替として、
ニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物から選択される薬剤を考えるものであ
る。これらのおよび関連用途は、罹病肺組織および付随血管構造の虚血環境での使用につ
いても考えられる。非限定的な理論によると、関連疾患に付随する低酸素環境は、亜硝酸
アニオンまたは亜硝酸塩（またはニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物）の
一酸化窒素への還元を増進させるであろう。本明細書に記載するニトライト化合物製剤お
よび方法は、市販の吸入装置と共に、またはエアロゾル治療製品投与用の他の装置と共に
用いることができる。
【００８８】
　一定の実施形態は、例えば心筋梗塞、冠動脈カテーテル留置または心臓移植に随伴し得
るような、虚血エピソード後または中の心臓の再潅流中にエアロゾル投与（例えば、吸入
）を用いる、ヒトおよび／または獣医学的被験者における心臓の虚血性再潅流傷害の予防
および治療における最適な予防および治療活性のための組成物および方法を提供する。一
部の実施形態は、最大ＮＯレベルを左心房の直ぐ上流の肺血管構造に直接、および従って
、動脈－心室内腔間曝露で冠動脈系に提供する、徐放性ＮＯ源としてのニトライト化合物
（例えば、亜硝酸アニオンまたはその塩）の直接的な高濃度の送達に備えるものである。
【００８９】
　異なる薬品が、用量、形態、濃度および送達プロフィールに依存して様々な効力を有す
ることは公知であるため、今般開示する実施形態は、急性虚血性再潅流傷害に対する、お
よび心筋梗塞または他の心臓虚血事象、例えば冠動脈カテーテル留置中に引き起こされる
事象後の虚血性再潅流傷害に対する保護を生じさせる、特定の調剤および送達パラメータ
を提供する。
【００９０】
　一定の他の実施形態は、虚血性心筋再潅流傷害を治療および／または予防するために左
心房および冠動脈に入る望ましい血液レベルをもたらす有効な濃度を供給するために、ミ
スト、気液懸濁若しくは液体霧化、ドライパウダおよび／または定量エアロゾル投与でき
るように調合された、ニトライト化合物（例えば、亜硝酸アニオン若しくはその亜硝酸塩
）、または代替として、ニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物から選択され
る薬剤を考えるものである。これらのおよび関連実施形態は、罹病心筋層および付随血管
構造の、またはカテーテル留置などのイベント中に操作される冠動脈系の、虚血環境での
使用について考えるものである。非限定的な理論によると、関連疾患に付随する低酸素環
境は、亜硝酸アニオンまたは亜硝酸塩（またはニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与
性化合物）の一酸化窒素への還元を増進させるであろう。本明細書に記載するニトライト
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化合物製剤および方法は、市販の吸入装置と共に、またはエアロゾル治療製品投与用の他
の装置と共に用いることができる。
【００９１】
　様々な他の実施形態は、非限定的な例として梗塞または頚動脈カテーテル留置などの虚
血性エピソード後または中の脳の再潅流中にエアロゾル投与を用いる、ヒトおよび／また
は獣医学的被験者における脳の虚血性再潅流傷害の予防および治療における最適な予防お
よび治療活性のための組成物および方法を提供する。そのような曝露は、好ましい実施形
態に従って本明細書において提供するようなニトライト化合物（例えば、硝酸アニオンま
たはその塩、例えば亜硝酸ナトリウム、亜硝酸カリウム若しくは亜硝酸マグネシウム）の
、または他の実施形態では他のニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物から選
択される薬剤の、直接的な高濃度の送達に備えるものである。
【００９２】
　非限定的な例として、好ましい実施形態において、ニトライト化合物、例えば亜硝酸ア
ニオン（ＮＯ２

－）またはその塩（例えば、亜硝酸ナトリウム、亜硝酸カリウム、亜硝酸
マグネシウム）、あるいは代替的に、他の異なる実施形態において、ニトライト供与性若
しくは一酸化窒素供与性化合物、例えば、ニトラート（ＮＯ３

－）若しくはその塩、亜硝
酸（ＨＮＯ２）、二酸化窒素（ＮＯ２ガス）、一酸化窒素（ＮＯガス）それ自体、または
別のニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物は、徐放性または活性物質として
の役割を果たすことができ、および徐放性または活性薬物の最大濃度を生じさせるように
、左心房の直ぐ上流の肺血管構造、左心室動脈系および従って頚動脈系に直接送達するこ
とができる。異なる薬品が、用量、形態、濃度および送達プロフィールに依存して様々な
効力を有することは公知であるため、本明細書に記載する実施形態は、急性虚血性再潅流
傷害に対するおよび脳卒中または他の脳虚血事象後のＩ／Ｒ傷害に対する保護をもたらす
特定の調合および送達パラメータを提供する。
【００９３】
　好ましい実施形態において本明細書において提供するニトライト化合物（例えば、亜硝
酸アニオン（ＮＯ２

－）若しくはその塩）、または異なる実施形態における他のニトライ
ト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物は、望ましい肺濃度を提供するために適切な用
量で液体霧化、ドライパウダおよび／または定量エアロゾル投与するために調合すること
ができる。そのような濃度から、左心房におけるおよび頚動脈に入るニトライト化合物（
または他の薬剤）の十分な血液レベルを獲得することができ、脳卒中若しくは梗塞の結果
として起こり得るまたは頚動脈カテーテル留置の結果として起こり得るような、脳におけ
る虚血性再潅流傷害を有益に治療および／または予防することもできる。これらのおよび
関連実施形態によると、随伴する疾病によって誘導される低酸素環境は、一酸化窒素を生
成するニトライト化合物の（またはニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物の
）還元を増進するであろうと非限定的な理論により予測される。本明細書に記載するニト
ライト化合物製剤および方法は、市販の吸入装置と共に、またはエアロゾル治療製品投与
用の他の装置と共に用いることができる。
【００９４】
　他の実施形態に従って、ヒトおよび／または獣医学的被験者における肺移植前、中また
は後の虚血性再潅流傷害の予防および治療における最適な予防および治療活性のための組
成物および方法を提供する。そのような実施形態について、好ましい実施形態において本
明細書において提供するようなニトライト化合物（例えば、亜硝酸アニオンまたはその塩
、例えば亜硝酸ナトリウム、亜硝酸カリウム、亜硝酸マグネシウム）または他のニトライ
ト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物は、エアロゾル投与、または移植前若しくは中
のドナー肺の潅流および／または洗浄を用いて、導入する。そのような曝露は、ニトラー
ト（ＮＯ３

－）若しくはその塩、亜硝酸（ＨＮＯ２）、二酸化窒素（ＮＯ２ガス）または
他の化合物から選択することができるような、前記ニトライト化合物または他のニトライ
ト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物の直接的な高濃度の送達に備えるものである。
前記ニトライト化合物または他のニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物の最
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大濃度によって、肺および肺血管構造の上皮表面に徐放性および／または活性薬物が直接
提供される。
【００９５】
　異なる薬品が、用量、形態、濃度および送達プロフィールに依存して様々な効力を有す
ることは公知であるため、本明細書に記載する実施形態は、急性的には肺移植前または中
、および肺移植後の虚血性再潅流傷害に対する保護をもたらす特定の調剤および送達パラ
メータを提供する。好ましい実施形態において本明細書において提供するようなニトライ
ト化合物、または他のニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物（例えば、本明
細書に開示するもの）は、肺移植前および中の虚血性再潅流傷害を有益に治療および／ま
たは予防することができるような、肺上皮表面から肺血管構造に直接吸収されるために十
分である望ましい肺濃度を提供するために適する用量で、液体霧化、ドライパウダおよび
／または定量エアロゾル投与するために調合することができる。これらおよび関連実施形
態によると、（移植プロセス中の）ドナー肺の虚血環境は、一酸化窒素を生成するニトラ
イト化合物（例えば、亜硝酸アニオン若しくはその塩）のまたはニトライト供与性若しく
は一酸化窒素供与性化合物の還元を増進するであろうという非限定的な理論により予測さ
れる。本明細書に記載するニトライト化合物製剤および方法は、市販の吸入装置と共に、
またはエアロゾル治療製品投与用の他の装置と共に用いることができる。
【００９６】
　一定の他の実施形態は、移植前または中の潅流および／またはドナー心臓の洗浄を用い
る、ヒトおよび／または獣医学的被験者における心臓移植前または中の虚血性再潅流傷害
の予防および治療における最適な予防および治療活性のための組成物および方法を提供す
る。そのような曝露は、好ましい実施形態に従って本明細書において提供するようなニト
ライト化合物（例えば、亜硝酸アニオンまたはその塩、例えば亜硝酸ナトリウム、亜硝酸
カリウム若しくは亜硝酸マグネシウム）の、または他の実施形態では、非限定的な例とし
てニトライト、ニトラート（ＮＯ３

－）およびその塩、亜硝酸（ＨＮＯ２）、二酸化窒素
（ＮＯ２ガス）、ニトライト供与性化合物、一酸化窒素供与性化合物ならびに一酸化窒素
（ＮＯガス）それ自体を含む、他のニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物か
ら選択される薬剤の、直接的な高濃度の送達に備えるものである。これらの化合物は、徐
放性または活性物質としての役割を果たすことができ、および肺および冠血管構造の上皮
に対して徐放性または活性薬物の最大濃度を直接生じさせると考えることができる。異な
る薬品が、用量、形態、濃度および送達プロフィールに依存して様々な効力を有すること
は公知であるため、本明細書に記載する実施形態は、心臓移植前または中の虚血性再潅流
傷害に対する保護をもたらす特定の調合および送達パラメータを提供する。
【００９７】
　好ましい実施形態に従って本明細書において提供するようなニトライト化合物（例えば
、亜硝酸アニオンおよびその塩）、または代替的に、ニトライト供与性若しくは一酸化窒
素供与剤は、心臓移植前および中の虚血性再潅流傷害を治療および／または予防するため
に十分なそのニトライト化合物または他の薬剤の心筋血管または組織レベルを達成するの
ために望ましい濃度で、液体潅流用にまたはドナー心臓の洗浄用に調合することができる
。これらのおよび関連実施形態によると、ドナー心臓内の虚血によって誘導される低酸素
環境は、一酸化窒素を生成する亜硝酸アニオン、亜硝酸塩またはニトライト供与性若しく
は一酸化窒素供与性化合物の還元を増進するであろうと非限定的な理論により予測される
。本明細書に記載するこれらのニトライト化合物製剤および方法は、市販の吸入装置と共
に、またはエアロゾル治療製品投与用の他の装置と共に用いることができる。
【００９８】
　一定の他の実施形態は、移植前または中のエアロゾル投与および／または潅流および／
またはドナー腎臓の洗浄を用いる、ヒトおよび／または獣医学的被験者における腎臓移植
前、中または後の虚血性再潅流傷害の予防および治療における最適な予防および治療活性
のための組成物および方法を提供する。そのような曝露は、好ましい実施形態に従って本
明細書において提供するようなニトライト化合物（例えば、亜硝酸アニオンまたはその塩
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、例えば亜硝酸ナトリウム、亜硝酸マグネシウム、亜硝酸カリウムなど）の、または他の
実施形態では、他のニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物から選択される薬
剤の、直接的な高濃度の送達に備えるものである。非限定的な例として、亜硝酸ナトリウ
ムなどのニトライト化合物、あるいは代替的に、ニトラート若しくはその塩、亜硝酸、二
酸化窒素（ＮＯ２ガス）または一酸化窒素（ＮＯガス）それ自体が、徐放性または活性物
質としての役割を果たす場合もある。これらの化合物は、腎臓移植中および後の虚血性再
潅流傷害を治療または予防するために十分な血中濃度を達成するために、徐放性または活
性薬物の最大濃度を直接生じさせるように血管構造に送達することができる。
【００９９】
　異なる薬品が、用量、形態、濃度および送達プロフィールに依存して様々な効力を有す
ることは公知であるため、本明細書に記載する実施形態は、腎臓移植中または後の虚血性
再潅流傷害に対する保護をもたらす特定の調合および送達パラメータを提供する。好まし
い実施形態において本明細書において提供するようなニトライト化合物、あるいは代替的
に、本明細書に開示する他のニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与剤は、腎臓移植中
および後の虚血性再潅流傷害を有益に治療および／または予防することができるような、
左心房に入る血液中でそのニトライト化合物または他の薬剤の十分な血中濃度を達成する
ために望ましい肺濃度を提供する液体霧化、ドライパウダおよび／または計量エアロゾル
投与のために調合することができる。これらのおよび関連実施形態によると、（移植プロ
セス中の）ドナー腎臓の虚血によって誘導される低酸素環境は、（ニトライト化合物の場
合）亜硝酸アニオン、亜硝酸塩、または（代替的に、本明細書に開示する他の薬剤の場合
）ニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物の一酸化窒素への還元を増進するで
あろうと非限定的な理論により予測される。本明細書に記載するニトライト化合物製剤お
よび方法は、市販の吸入装置と共に、またはエアロゾル治療製品投与用の他の装置と共に
用いることができる。
【０１００】
　一定の他の実施形態は、ヒトおよび／または獣医学的被験者における肝臓移植前、中ま
たは後の虚血性再潅流傷害の予防および治療における最適な予防および／または治療活性
のために組成物および方法を提供する。そのような実施形態について、好ましい実施形態
において本明細書において提供するようなニトライト化合物（例えば、亜硝酸アニオンま
たはその塩、例えば亜硝酸ナトリウム）または、代替的におよび他の実施形態において、
他のニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与剤は、エアロゾル投与または潅流および／
またはドナー肝臓の洗浄を用いて移植前または後に導入される。そのような曝露は、（好
ましい実施形態では）ニトライト化合物または（他の実施形態では）他のニトライト供与
性若しくは一酸化窒素供与剤の直接的な高濃度の送達に備えるものであり、この化合物ま
たは薬剤は、徐放性または活性物質としての役割を果たすことができ、および肝臓移植中
または後の虚血性再潅流傷害を治療または予防するために十分な血中濃度を達成するため
に、徐放性または活性薬物の最大濃度を生じさせるように血管構造に直接送達することが
できる。異なる薬品が、用量、形態、濃度および送達プロフィールに依存して様々な効力
を有することは公知であるため、本明細書に記載する実施形態は、肝臓移植中または後の
虚血性再潅流傷害に対する保護をもたらす特定の調合および送達パラメータを提供する。
好ましい実施形態において本明細書において提供するようなニトライト化合物（例えば、
亜硝酸アニオンおよびその塩、例えば亜硝酸ナトリウム）または他の実施形態における他
のニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与剤は、肝臓移植中または後の虚血性再潅流傷
害を有益に治療および／または予防することができるように、左心房に入るとそのニトラ
イト化合物または他の薬剤の十分な血中濃度が達成される望ましい肺濃度を提供するため
に適する用量で、液体霧化、ドライパウダおよび／または計量エアロゾル投与のために調
合することができる。これらのおよび関連実施形態によると、（肝臓移植プロセス中の）
ドナー肝臓において虚血によって誘導される低酸素環境は、一酸化窒素を生成する亜硝酸
アニオン、亜硝酸塩またはニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物の還元を増
進するであろうと非限定的な理論により予測される。本明細書に記載するニトライト化合
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物製剤および方法は、市販の吸入装置と共に、またはエアロゾル治療製品投与用の他の装
置と共に用いることができる。
【０１０１】
　一定の他の実施形態は、移植前または中に臓器のフラッシュ潅流および／または再潅流
を用いる、ヒトおよび／または獣医学的被験者における臓器（非限定的な例として、肝臓
、肺、腎臓、心臓）移植前または中の虚血性再潅流傷害の予防の際の最適な予防活性のた
めの組成物および方法を提供する。そのような実施形態について、好ましい実施形態にお
いて本明細書において提供するようなニトライト化合物（例えば、亜硝酸アニオンまたは
その塩、例えば亜硝酸ナトリウム）または代替実施形態における本明細書に開示するもの
などのニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与剤は、徐放性または活性物質として作用
することができ、これを、望ましい最大薬物濃度で、移植臓器の上皮表面または血管構造
に直接送達する、またはそのように直接送達するのではなく、望ましい薬物濃度を達成す
るために滴定することができる。
【０１０２】
　異なる薬品が、用量、形態、濃度および送達プロフィールに依存して様々な効力を有す
ることは公知であるため、これらのおよび関連実施形態は、移植前または中の虚血性再潅
流傷害に対する保護をもたらす特定の調合および送達パラメータを提供する。本明細書に
おける好ましい実施形態において提供するようなニトライト化合物、または他のニトライ
ト供与性若しくはＮＯ供与性化合物は、臓器移植前および中の虚血性再潅流傷害を減少す
る（例えば、実質的に有意な手法で、例えば適切な対照治療と比較して、低減する）また
は予防するために望ましい濃度を達成するように、液体またはドライパウダ（吸入）投与
後の洗浄、潅流または再潅流のために調合することができる。
【０１０３】
　さらなる他の実施形態において、エアロゾル投与によっておよび罹患組織への高薬物濃
度の直接的な送達によって達成することができる最適ニトライト化合物抗微生物活性（ま
たはニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与剤抗微生物活性）を特徴とする、ヒトおよ
び／または獣医学的被験者における呼吸器管感染症（上部呼吸器管、呼吸器管気道、およ
び肺区画の感染症を含む）の治療のための組成物および方法を提供する。一定の好ましい
実施形態では、本明細書において提供するようなニトライト化合物（例えば、亜硝酸アニ
オンまたはその塩、例えば亜硝酸ナトリウム）を送達し、および一定の他の実施形態では
、本明細書に開示するような別のニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与剤を送達する
ことができる。前記ニトライト化合物、またはニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与
性化合物は、活性薬物の最大濃度を生じさせる（例えば、発生ＮＯガスとしてそこで形成
されるＮＯの、投与前の、ニトライト化合物製剤による目に見えるほどの環境への喪失が
なく、その喪失が、その調製の最初の１５分以内にニトライト化合物製剤中に存在する全
ＮＯの約４０％、３０％、２０％、１５％、１０％、５％、３％、２％または１％未満で
あり得る）ように、本明細書に記載する条件下でおよび十分な時間、呼吸区画、肺区画、
および／または他の非経口局所区画（これらに限定されるものではないが、皮膚、直腸、
膣、尿道、膀胱、眼および耳を含む）に送達すると、徐放性または活性物質としての役割
を果たすことができる。
【０１０４】
　異なる薬品（例えば、本明細書において提供するようなニトライト化合物、または本明
細書に記載するような他のニトライト供与性若しくはＮＯ供与剤）が、用量、形態、濃度
および送達プロフィールに依存して異なる抗微生物効果を生じさせることは公知であるた
め、これらの実施形態は、例えば以前に実現されたものより高い濃度でおよび長い期間の
継続時間にわたって生体内利用可能なＮＯを提供することによって、治療的に有意な抗微
生物結果をもたらす、特定の調合および送達パラメータに関する。本明細書における好ま
しい実施形態において提供するようなニトライト化合物、または他のニトライト供与性若
しくは一酸化窒素供与性化合物は、異なる細菌感染症を有する患者を治療するための、当
業者によく知られているような抗微生物基準（例えば、既存の常例的方法論に従って判定
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することができるような、組織部位の微生物の感染、生存度、コロニー形成または成長に
対する検出可能な効果）に従って望ましい濃度を達成する用量での、液体霧化、ドライパ
ウダおよび／または計量エアロゾル投与のために調合することができる。本明細書に記載
するニトライト化合物製剤および方法（ならびに他のニトライト供与性若しくは一酸化窒
素供与剤の製剤および方法）は、市販の吸入装置と共に、またはエアロゾル治療製品投与
用の他の装置と共に用いることができる。
【０１０５】
　上部呼吸器管（例えば、鼻、洞および咽頭区画）、呼吸気道（例えば、咽頭、気管およ
び気管支区画）および肺または肺区画（例えば、呼吸細気管支、肺胞管、肺胞）を含む呼
吸器管の１若しくはそれ以上の望ましい領域への直接的エアロゾル投与を、一定の好まし
いでは、鼻腔内または経口吸入（例えば、「肺送達」）によって行って、呼吸器病変部位
への滴定した高い濃度の薬物、プロドラッグ活性または徐放性送達を達成することができ
る。鼻腔内または経口吸入によるものなどのエアロゾル投与は、肺血管構造を通して他の
組織または臓器、非限定的な例として心臓、脳、肝臓および／または腎臓、に達するよう
な薬物、プロドラッグ活性または徐放性送達を提供するために（例えば、さらに肺送達に
）も用いることができ、呼吸以外の薬物送達経路に付随する呼吸器外毒性のリスクが低減
される。従って、特定のニトライト化合物（例えば、亜硝酸アニオンまたはその塩、例え
ば亜硝酸ナトリウム）の、または別のニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物
治療用組成物の、効能は、調合および送達パラメータに依存して様々なであり得るため、
本明細書に記載する一定の実施形態は、認知されている活性薬物化合物のための組成物の
再調合および新規送達方法を反映している。他の実施形態は、局所病変および／または感
染症を考えるものであり、これらの局所病変および／または感染症も、本明細書に記載す
る発見からの、例えば、皮膚、直腸、膣、尿道、膀胱、眼および／または耳への本明細書
において提供するようなニトライト化合物製剤の、あるいは他のまたはニトライト供与性
若しくは一酸化窒素供与性化合物の直接曝露による、恩恵を受けることができる。
【０１０６】
　治療的投与のための任意の組成物（例えば、本明細書に記載するニトライト化合物製剤
）を特性づけすることができる臨床および薬理学的基準に加えて、当業者は、所与の薬物
組成物に特有の多数の物理化学的因子を知っている。これらとしては、水溶液、粘度、分
配係数（ＬｏｇＰ）、様々な製剤の予測安定性、重量オスモル濃度、表面張力、ｐＨ、ｐ
Ｋａ、ｐＫｂ、溶解速度、痰透過性、痰結合／不活性化、味、咽頭刺激性および急性耐性
が挙げられるが、これらに限定されない。
【０１０７】
　特定の製品形態を選択する際に考慮するたの因子としては、その製剤（例えばニトライ
ト化合物製剤）の物理化学、その製剤を使用することとなる所与の疾病徴候、および患者
コンプライアンスが挙げられる。非限定的な例として、（例えば、液体粒子の霧化懸濁物
などのミスとの経口および／または鼻腔内吸入による）エアロゾル送達に望ましいニトラ
イト化合物製剤、および／またはエールゾル送達に望ましいニトライト供与性若しくは一
酸化窒素供与性化合物製剤は、包装する、および定量吸入装置などの吸入装置を使用して
投与するために、単純液体、例えば水溶液（例えば、非内包可溶性賦形剤／塩を伴う可溶
性ニトライト化合物）、複合液体、例えば水溶液（脂質、リポソーム、シクロデキストリ
ン、マイクロカプセル化剤およびエマルジョンなどの可溶性賦形剤で内包または複合体化
されているニトライト化合物）、複合懸濁物（単独の低溶解度の安定なナノ懸濁物として
の、共結晶／共沈複合体としての、および／または固体－脂質ナノ粒子などの低溶解度脂
質との混合物としてのニトライト化合物）、ドライパウダ（例えば、単独での、または低
溶解度賦形剤／塩若しくは易溶解性ブレンド、例えばラクトース、との共結晶／共沈／霧
化乾燥複合体若しくは混合物での、ドライ・パウダ・ニトライト化合物）、または有機溶
剤溶性若しくは有機懸濁溶液の形態で提供することができる。
【０１０８】
　一定の好ましい実施形態に従って本明細書において提供するような特定のニトライト化
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合物製剤またはニトライト化合物製剤組成物の選択は、所望される製品包装による影響を
受ける。包装の選択の際に考慮される因子としては、例えば、その製剤が凍結乾燥に付さ
れることがあろうと無かろうと、固有の製品安定性；装置選択（例えば、液体ネブライザ
、ドライパウダ式ネブライザ、定量吸入器）；および／または包装形態（例えば、液体と
してバイアルに供給されようと、装置への挿入前にまたは挿入し次第溶解される凍結乾燥
物として装置に供給されようと、単純液体または複合液体製剤；液体としてバイアルに供
給されようと、凍結乾燥物としてバイアルに供給されようと、およびその装置に挿入され
る前に若しくは挿入し次第溶解される可溶性塩／賦形剤成分、または液体および固体成分
の別包装を伴うまたは伴わない、複合懸濁製剤；バイアル、カプセルまたはブリスタパッ
ク内のドライパウダ製剤；ならびに易溶性若しくは低溶解度固体剤として個別の容器に単
独でまたは易溶性若しくは低溶解度固体剤と共に包装される他の製剤）が挙げられる。
【０１０９】
　送達装置への挿入前にまたは挿入し次第混合されるような方法で、１若しくはそれ以上
の個別に包装された薬剤を製造することができる。従って、一定の好ましい実施形態は、
肺送達のためのニトライト化合物製剤組成物に関し、このニトライト化合物製剤組成物は
、７．０より高いｐＨを有するニトライト化合物水溶液として提供される第一の容器と、
酸性賦形剤水溶液として提供される第二の溶液とを含み、この場合、例えば霧化ミストな
どのエアロゾルとして、経口吸入によりまたは鼻腔内吸入により投与する前に、第一の溶
液と第二の溶液を混合してニトライト化合物製剤を形成する。一定のそのような実施形態
によると、第一の溶液と第二の溶液を混合してニトライト化合物製剤を形成すると、前記
ニトライト化合物は、約１４．５ｍＭ（０．６６７ｍｇ／ｍＬ）から約２．１７４Ｍ（１
００ｍｇ／ｍＬ）硝酸アニオンの濃度で存在し、前記ニトライト化合物製剤は、約４．７
から約６．５のｐＨを有し、および一酸化窒素バブルは、混合後少なくとも１５、３０、
４５若しくは６０分間、視覚的に検出されない、および／または前記ニトライト化合物は
、酸性賦形剤対して１５０：１、２００：１または２５０：１を超えるモル比で存在する
。
【０１１０】
　一部の実施形態において、本発明は、ニトライト化合物（例えば、亜硝酸アニオンまた
はその塩、例えば亜硝酸ナトリウム（ＮａＮＯ２）、亜硝酸カリウム（ＫＮＯ２）若しく
は亜硝酸マグネシウム（Ｍｇ（ＮＯ２）２）、または亜硝酸カルシウム（Ｃａ（ＮＯ２）

２）若しくは亜硝酸リチウム（ＬｉＮＯ２））のエアロゾルおよび／または局所送達に関
する。これらのおよび関連実施形態は、呼吸器官管送達および特に（例えば、肺胞、肺胞
管および／または気管支への）肺送達を考えており、一定のそのような実施形態は、心臓
、脳、移植肺、移植肝臓、移植腎臓および他の臓器における虚血再潅流傷害に対する予防
および／または治療法に限定されない方法において有用であり得るような、肺区画におけ
る肺血管構造への吸収などによる肺外曝露を、加えてまたは代替的に考えている。例えば
、吸入による肺送達、および肺血管床による循環系へのその後の吸収は、冠および頚動脈
系の直ぐ上流、ならびに腎臓および肝臓の上流に、疾病部位または潜在的疾病部位として
のこれらの臓器に直接入るために、亜硝酸アニオンを有益に配置することができる。亜硝
酸ナトリウムおよび亜硝酸マグネシウムは、好適な溶解特性を有し、加えて、亜硝酸マグ
ネシウムおよび亜硝酸カルシウムは、好適な化学量論的特性をもたらす。
【０１１１】
　その結果、単独でのまたは併用でのこれらの亜硝酸塩（例えば、亜硝酸ナトリウム、亜
硝酸マグネシウム、亜硝酸カリウム、亜硝酸カルシウム、亜硝酸リチウム）のいずれもが
、臨床的に望ましい亜硝酸アニオンおよび／または（ＮＯへのニトライトの還元に続いて
）一酸化窒素をエアロゾルにより（例えば、液体霧化、ドライパウダ懸濁若しくは定量投
与によって）または局所的に（例えば、水性懸濁物、油性調合物など、あるいは点滴、ス
プレー、坐剤、膏薬または軟膏など）投与することができ、および肺高血圧、例えば肺動
脈性高血圧（ｐｕｌｍｏｎａｒｙ　ａｒｔｅｒｉａｌ　ｈｙｐｅｒｔｅｎｓｉｏｎ：ＰＡ
Ｈ）、を有する被験者の、若しくは肺高血圧を有するリスクがある被験者の急性若しくは
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予防的治療のための、またはＩ／Ｒ傷害、例えば上述の臓器におけるＩ／Ｒ傷害、を阻止
するための、または急性微生物（例えば、細菌、真菌、寄生生物などの）感染症の治療若
しくはそのような感染症に対する予防のための方法において用いることができる。被験者
がＰＡＨを有する若しくはＰＡＨを有するリスクがあるときに、または虚血性再潅流傷害
が心臓、脳、移植肺、移植肝臓若しくは移植腎臓において発生したときに、または微生物
感染症が存在するときに判定するための臨床基準は、当分野において公知である。吸入に
よる肺送達よって、低減された全身曝露で、直接、臨床的に望ましい部位に、直接投与お
よび滴定して投与することができる。一定の考えられる実施形態によると、亜硝酸マグネ
シウムまたは亜硝酸カルシウムの化学量論的利点は、例えば霧化液体ミストとしてのまた
はドライパウダ製剤としての、エアロゾル化ニトライト化合物製剤の吸入吸気１回あたり
最大限のニトライト化合物投与を活用することができる。
【０１１２】
　好ましい実施形態において、前記方法は、肺高血圧を有するまたは有する疑いがある被
験者に、液体に溶解した亜硝酸アニオンまたはその塩（例えば、ＮａＮＯ２）を含有する
エアロゾルガス（例えば、空気または別のガス中の液体粒子の懸濁物）としてニトライト
化合物製剤を投与することによって、肺高血圧を治療する、または肺高血圧に対する予防
として役立つ。肺高血圧は、ｔｈｅ　Ｔｈｉｒｄ　Ｗｏｒｌｄ　Ｈｅａｌｔｈ　Ｃｏｎｆ
ｅｒｅｎｃｅ　ｏｎ　Ｐｕｌｍｏｎａｒｙ　Ｈｙｐｅｒｔｅｎｓｉｏｎ，２００３，Ｖｅ
ｎｉｃｅによって定義されているようなＩ～Ｖ群の分類の中の状態を含む。定義されてい
るように、これらの群は、Ｉ群肺高血圧（肺動脈性高血圧（ｐｕｌｍｏｎａｒｙ　ａｒｔ
ｅｒｉａｌ　ｈｙｐｅｒｔｅｎｓｉｏｎ：ＰＡＨ））、ＩＩ群肺高血圧（肺静脈性高血圧
）、ＩＩＩ群肺高血圧（肺疾患および／または低酸素血症に関連した肺高血圧）、ＩＶ群
肺高血圧（慢性血栓性および／または塞栓性疾患に起因する肺高血圧）、およびＶ群肺高
血圧（サルコイドーシス、組織球症Ｘ、リンパ管腫症、および肺血管の収縮を引き起こす
他の病状を含む、その他もろもろ）である。これらのおよび関連実施形態は、群Ｉ肺高血
圧のサブカテゴリーも含み、これらは、例えば、Ｒｉｃｈ　Ｓ．ｅｄ．Ｅｘｅｃｕｔｉｖ
ｅ　Ｓｕｍｍａｒｙ　ｆｒｏｍ　ｔｈｅ　Ｗｏｒｌｄ　Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ　ｏｎ　Ｐｒ
ｉｍａｒｙ　Ｐｕｌｍｏｎａｒｙ　Ｈｙｐｅｒｔｅｎｓｉｏｎ，１９９８，Ｅｖｉａｎ，
Ｆｒａｎｃｅによって定義されているようなさらなる分類を含み得る。その中で定義され
ているように、群Ｉ肺高血圧のこのさらなる分離は、Ｉ群ＰＡＨ（通常身体活動の制限な
し）、ＩＩ群ＰＡＨ（活動のわずかな制限）、ＩＩＩ群ＰＡＨ（身体活動の顕著な制限）
、およびＩＶ群ＰＡＨ（一切の身体活動を行うこと不能）を含む。
【０１１３】
　好ましい実施形態において、前記方法は、肺高血圧を有するまたは有する疑いがある被
験者に、固定された組み合わせの液体霧化可能、ドライパウダまたは定量製剤エアロゾル
亜硝酸アニオンまたはその塩（または異なる実施形態では、ニトライト供与性若しくは一
酸化窒素供与性化合物）と第二若しくは第三の物質、非限定的な例として、シルデナフィ
ル、エポプロスチノール、トレプロスチニル、イロプロスト、ボセンタン、シタキセンタ
ン、アンブリセンタン、ヘパリン、ヘパリノイド、アンクロッド、他の血栓溶解薬、アス
ピリン、ジピリダモール、チクロピジン、クロピドグレル、ワルファリン、ジギタリスお
よびニモジピンとを、個別の製剤でまたは一緒に併用投与することによって、肺高血圧を
治療する、または肺高血圧に対する予防として役立つ。
【０１１４】
　好ましい実施形態において、前記方法は、心筋虚血を有する若しくは有する疑いがある
被験者に液体霧化、ドライパウダ若しくは定量エアロゾル亜硝酸アニオン若しくはその塩
（または異なる実施形態ではニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物）製剤を
投与することによって虚血エピソード後の心臓の虚血性再潅流傷害を治療する若しくは虚
血エピソード後の心臓の虚血性再潅流傷害に対する予防として役立つ、または冠動脈カテ
ーテル留置中の予防として役立つ。
【０１１５】
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　好ましい実施形態において、前記方法は、脳虚血、梗塞（若しくは脳卒中）を有する若
しくは有する疑いがある被験者に液体霧化、ドライパウダ若しくは定量エアロゾル亜硝酸
アニオン若しくはその塩（または異なる実施形態ではニトライト供与性若しくは一酸化窒
素供与性化合物）製剤を投与することによって虚血エピソード後の脳の虚血性再潅流傷害
を治療する若しくは虚血エピソード後の脳の虚血性再潅流傷害に対する予防として役立つ
、または頚動脈カテーテル留置中の予防として役立つ。
【０１１６】
　好ましい実施形態において、前記方法は、肺移植を有する被験者に（移植前若しくは中
に）フラッシュ剤としてまたは（移植後に）液体霧化、ドライパウダ若しくは定量エアロ
ゾルとして亜硝酸アニオンまたはその塩（または異なる実施形態ではニトライト供与性若
しくは一酸化窒素供与性化合物）製剤を投与することによって、移植前または後の肺の虚
血性再潅流傷害を治療する、または肺移植前または後の肺の虚血性再潅流傷害に対する予
防として役立つ。
【０１１７】
　好ましい実施形態において、前記方法は、腎臓移植を有する被験者に（移植前若しくは
中に）フラッシュ剤としてまたは（移植後に）液体霧化、ドライパウダ若しくは定量エア
ロゾルとして亜硝酸アニオンまたはその塩（または異なる実施形態ではニトライト供与性
若しくは一酸化窒素供与性化合物）製剤を投与することによって、移植前または後の腎臓
の虚血性再潅流傷害を治療する、または腎臓移植前または後の肺の虚血性再潅流傷害に対
する予防として役立つ。
【０１１８】
　好ましい実施形態において、前記方法は、肝臓移植を有する被験者に（移植前若しくは
中に）フラッシュ剤としてまたは（移植後に）液体霧化、ドライパウダ若しくは定量エア
ロゾルとして亜硝酸アニオンまたはその塩（または異なる実施形態ではニトライト供与性
若しくは一酸化窒素供与性化合物）製剤を投与することによって、移植前または後の肝臓
の虚血性再潅流傷害を治療する、または肝臓移植前または後の肺の虚血性再潅流傷害に対
する予防として役立つ。
【０１１９】
　好ましい実施形態において、前記方法は、心臓移植を有する被験者に（移植前若しくは
中に）フラッシュ剤としてまたは（移植後に）液体霧化、ドライパウダ若しくは定量エア
ロゾルとして亜硝酸アニオンまたはその塩（または異なる実施形態ではニトライト供与性
若しくは一酸化窒素供与性化合物）製剤を投与することによって、移植前または後の心臓
の虚血性再潅流傷害を治療する、または心臓移植前または後の心臓の虚血性再潅流傷害に
対する予防として役立つ。
【０１２０】
　好ましい実施形態において、前記方法は、心筋若しくは脳虚血、梗塞を有するまたは有
する疑いがある被験者に、亜硝酸アニオンまたはその塩（または異なる実施形態では、ニ
トライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物）のエアロゾル用の固定された組み合わ
せの液体霧化可能、ドライパウダまたは定量製剤と第二若しくは第三の物質、非限定的な
例として、シルデナフィル、トリメタジジン、アロプリノール、エダラボン、ジルチアゼ
ム、カリポリド、エニポリド、ＭＣＣ－１３５、抗ＣＤ１８抗体、抗Ｃ１１抗体、Ｐ－セ
レクチンアンタゴニスト、ペキセリズマブ、アデノシン、ニコランジル、静脈内マグネシ
ウム、ヘパリン、ヘパリノイド、アンクロッド、他の血栓溶解薬、アスピリン、ジピリダ
モール、チクロピジン、クロピドグレル、ジギタリス、ワルファリンおよびニモジピンと
を、個別の製剤でまたは一緒に併用投与することによって、虚血エピソード後の心臓およ
び／または脳の虚血再潅流傷害を治療する、または虚血エピソード後の心臓および／また
は脳の虚血再潅流傷害に対する予防として役立つ。
【０１２１】
　好ましい実施形態において、前記方法は、心筋および／または脳虚血および／または梗
塞を有するまたは有する疑いがある被験者に、液体霧化、ドライパウダまたは定量エアロ
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ゾル製剤での心臓および／または脳保護療法を含む併用療法（これは、例えば、個別にま
たは固定された組み合わせで行う／施与することができる）によって、虚血エピソード後
の心臓および／または脳の虚血再潅流傷害を治療する、または虚血エピソード後の心臓お
よび／または脳の虚血再潅流傷害に対する予防として役立つ、あるいは冠または頚動脈カ
テーテル留置中に予防として役立つ。そのような心臓および／または脳保護併用療法は、
非限定的な例として、虚血プレコンディショニング、心房性ナトリウム利尿ペプチド、プ
ロテインキナーゼＣ－デルタ阻害剤、グルカゴン様ペプチド１、ダルベポエチンアルファ
、アトルバスタチンおよびシクロスポリンのうちの１若しくはそれ以上の投与を含む。
【０１２２】
　好ましい実施形態において、前記方法は、移植のために準備される臓器にまたは移植を
受けた被験者に、エアロゾル亜硝酸アニオンまたはその塩（または異なる実施形態では、
ニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物）のエアロゾル用の固定された組み合
わせの液体霧化可能、ドライパウダまたは定量製剤と第二若しくは第三の物質、非限定的
な例として、シルデナフィル、トリメタジジン、アロプリノール、エダラボン、ジルチア
ゼム、カリポリド、エニポリド、ＭＣＣ－１３５、抗ＣＤ１８抗体、抗Ｃ１１抗体、Ｐ－
セレクチンアンタゴニスト、ペキセリズマブ、アデノシン、ニコランジル、静脈内マグネ
シウム、ヘパリン、ヘパリノイド、アンクロッド、他の血栓溶解薬、アスピリン、ジピリ
ダモール、チクロピジン、クロピドグレル、ジギタリス、ワルファリンおよびニモジピン
とを、個別の製剤でまたは一緒に併用投与することによって、腎臓、肺および／または肝
臓移植に伴ってフラッシュする、再潅流させる、腎臓、肺および／または肝臓移植前、中
または後の虚血性再潅流傷害を治療する、または腎臓、肺および／または肝臓移植前、中
または後の虚血性再潅流傷害に対する予防として役立つ。
【０１２３】
　好ましい実施形態において、前記方法は、移植中に移植のために準備する臓器に、また
は移植を受けた被験者に、液体霧化、エピトープまたは定量エアロゾル亜硝酸アニオンま
たはその塩（または別の実施形態では、ニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合
物）と併用で、心臓若しくは脳保護剤であることが公知の薬剤または心臓若しくは脳保護
手技を施与することによって、腎臓、肺および／または肝臓移植に伴ってフラッシュする
、再潅流させる、腎臓、肺および／または肝臓移植前、中または後の虚血性再潅流傷害を
治療する、または腎臓、肺および／または肝臓移植前、中または後の虚血性再潅流傷害に
対する予防として役立つ。そのような心臓または脳保護療法は、非限定的な例として、虚
血プレコンディショニング、心房性ナトリウム利尿ペプチド、プロテインキナーゼＣ－デ
ルタ阻害剤、グルカゴン様ペプチド１、ダルベポエチンアルファ、アトルバスタチンおよ
びシクロスポリンを含む。
【０１２４】
　もう１つの好ましい実施形態において、前記方法は、肺における病原性または日和見細
菌（または他の微生物種）に感染している、感染しやすい、または感染症を有する疑いが
ある被験者に投与される濃縮液体霧化、ドライパウダまたは定量エアロゾル亜硝酸アニオ
ンまたはその塩（または異なる実施形態では、ニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与
性化合物）製剤を用いて、被験者における細菌または他の微生物（例えば、真菌、寄生生
物など）感染症を治療する。
【０１２５】
　前記治療方法は、診断段階、例えば、肺高血圧を有するまたは有する疑いがある被験者
を特定する段階も含むことがある。一部の実施形態において、前記方法は、Ｉ～ＩＶクラ
スＩ群ＰＡＨへの分類をさらに含む。一部の実施形態において、亜硝酸アニオンまたはそ
の塩（または異なる実施形態では、ニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物）
の送達量は、急性、亜急性若しくは慢性症状軽減の提供に、または血管構造再構築の逆転
ならびにその後の生存増加および／または生活の質の向上に十分なものである。
【０１２６】
　前記治療方法は、診断段階、例えば、虚血事象、非限定的な例として脳における（例え
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ば、脳卒中の場合の）若しくは心臓における（例えば、心筋梗塞の場合の）、または肺、
肝臓若しくは腎臓移植以前、中若しくは後の、虚血事象を有するまたは有する疑いがある
被験者を特定する段階を含むこともある。一部の実施形態において、液体霧化、ドライパ
ウダまたは定量エアロゾルニトライトまたはその塩（または異なる実施形態では、ニトラ
イト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物）製剤の送達量は、肝臓、腎臓、心臓または
肺移植前、中または後の再潅流傷害の予防にまたは予防の提供に、およびその後の生存増
加および／または生活の質の向上に十分なものである。
【０１２７】
　前記治療的方法は、診断段階、例えば、特定の病原菌、日和見細菌または抗微生物薬耐
性細菌に感染している患者を特定する段階も含むことがある。一部の実施形態において、
前記方法は、１若しくはそれ以上の抗微生物薬に対する耐性を発現する可能性がある細菌
のコロニーが形成された場合の患者を特定する段階を含む。一部の実施形態において、液
体霧化、ドライパウダまたは定量エアロゾル亜硝酸アニオンまたはその塩（または異なる
実施形態では、ニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物）の送達量は、そうで
なければ抗微生物薬耐性細菌に対して抗微生物効果を及ぼすことに、および／または他の
抗微生物薬に対する耐性発現の克服、回避若しくは予防に十分なものである。
【０１２８】
　もう１つの実施形態において、液体霧化、ドライパウダまたは定量エアロゾル亜硝酸ア
ニオンまたはその塩（または異なる実施形態では、ニトライト供与性若しくは一酸化窒素
供与性化合物）の送達量は、既存の抗微生物薬耐性の克服または生物のさらなる耐性の予
防に十分なものである。
【０１２９】
　もう１つの実施形態において、エアロゾル亜硝酸アニオンまたはその塩（または異なる
実施形態では、ニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物）の送達量は、細菌集
団に影響を及ぼす既存の抗微生物薬耐性を、前に効力がなかった抗微生物薬の再導入を可
能にするレベルに低下させることに十分なものである。そのような実施形態としては、液
体霧化、ドライパウダまたは定量エアロゾル亜硝酸アニオンまたはその塩（または異なる
実施形態では、ニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物）製剤と１若しくはそ
れ以上の抗微生物薬との先駆、同時または後続療法を挙げることができる。限定ではない
が、併用投与または後続投与される抗微生物薬としては、エアロゾルトブラマイシンおよ
び／または他のアミノグリコシド、例えばアミカシン、エアロゾルアズトレオナムおよび
／または他のベータ若しくはモノバクタム、エアロゾルシプロフロキサシン、エアロゾル
レボフロキサシンおよび／または他のエアロゾル、経口若しくは非経口フルオロキノロン
、エアロゾルアジスロマイシンおよび／または他のマクロライド若しくはケトライド、テ
トラサイクリンおよび／または他のテトラサイクリン類、キヌプリスチンおよび／または
他のストレプトグラミン類、リネゾリドおよび／または他のオキサゾリジノン類、バンコ
マイシンおよび／または他の糖タンパク質、ならびにクロラムフェニコールおよび／また
は他のフェニコール類、ならびにコリスチン（ｃｏｌｉｓｉｔｉｎ）および／または他の
ポリミキシン類を挙げることができる。
【０１３０】
　もう１つの実施形態では、液体霧化、ドライパウダまたは定量エアロゾル亜硝酸アニオ
ンまたはその塩（または異なる実施形態では、ニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与
性化合物）を抗微生物薬との固定された組み合わせで調製することができ、それらの抗微
生物薬としては、トブラマイシンおよび／または他のアミノグリコシド、例えばアミカシ
ン、アズトレオナムおよび／または他のベータ若しくはモノバクタム、レボフロキサシン
および／または他の、フルオロキノロン類、アジスロマイシンおよび／または他のマクロ
ライド若しくはケトライド、テトラサイクリンおよび／または他のテトラサイクリン類、
キヌプリスチンおよび／または他のストレプトグラミン類、リネゾリドおよび／または他
のオキサゾリジノン類、バンコマイシンおよび／または他の糖タンパク質、ならびにクロ
ラムフェニコールおよび／または他のフェニコール類、ならびにコリスチン（ｃｏｌｉｓ
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ｉｔｉｎ）および／または他のポリミキシン類を挙げることができる。
【０１３１】
　上に記載した方法の一部の実施形態において、細菌は、グラム陰性菌、例えば、緑膿菌
（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ａｅｒｕｇｉｎｏｓａ）、シュードモナス・フルオレッセン
ス（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｓ）、シュードモナス・アシドボラ
ンス（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ａｃｉｄｏｖｏｒａｎｓ）、シュードモナス・アルカリ
ゲネス（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ａｌｃａｌｉｇｅｎｅｓ）、シュードモナス・プチダ
（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ｐｕｔｉｄａ）、ステノトロフォモナス・マルトフィリア（
Ｓｔｅｎｏｔｒｏｐｈｏｍｏｎａｓ　ｍａｌｔｏｐｈｉｌｉａ）、バルクホルデリア・セ
パチア（Ｂｕｒｋｈｏｌｄｅｒｉａ　ｃｅｐａｃｉａ）、アエロモナス・ヒドロフィラ（
Ａｅｒｏｍｏｎａｓ　ｈｙｄｒｏｐｈｉｌｉａ）、大腸菌（Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ　ｃ
ｏｌｉ）、シトロバクター・フロインディイ（Ｃｉｔｒｏｂａｃｔｅｒ　ｆｒｅｕｎｄｉ
ｉ）、鼠チフス菌（Ｓａｌｍｏｎｅｌｌａ　ｔｙｐｈｉｍｕｒｉｕｍ）、腸チフス菌（Ｓ
ａｌｍｏｎｅｌｌａ　ｔｙｐｈｉ）、パラチフス菌（Ｓａｌｍｏｎｅｌｌａ　ｐａｒａｔ
ｙｐｈｉ）、腸炎菌（Ｓａｌｍｏｎｅｌｌａ　ｅｎｔｅｒｉｔｉｄｉｓ）、志賀赤痢菌（
Ｓｈｉｇｅｌｌａ　ｄｙｓｅｎｔｅｒｉａｅ）、フレクスナー赤痢菌（Ｓｈｉｇｅｌｌａ
　ｆｌｅｘｎｅｒｉ）、ソンネ赤痢菌（Ｓｈｉｇｅｌｌａ　ｓｏｎｎｅｉ）、エンテロバ
クター・クロアカエ（Ｅｎｔｅｒｏｂａｃｔｅｒ　ｃｌｏａｃａｅ）、エンテロバクター
・アエロゲネス（Ｅｎｔｅｒｏｂａｃｔｅｒ　ａｅｒｏｇｅｎｅｓ）、肺炎杆菌（Ｋｌｅ
ｂｓｉｅｌｌａ　ｐｎｅｕｍｏｎｉａｅ）、クレブシエラ・オキシトカ（Ｋｌｅｂｓｉｅ
ｌｌａ　ｏｘｙｔｏｃａ）、霊菌（Ｓｅｒｒａｔｉａ　ｍａｒｃｅｓｃｅｎｓ）、野兎病
菌（Ｆｒａｎｃｉｓｅｌｌａ　ｔｕｌａｒｅｎｓｉｓ）、モルガネラ・モルガニイ（Ｍｏ
ｒｇａｎｅｌｌａ　ｍｏｒｇａｎｉｉ）、プロテウス・ミラビリス（Ｐｒｏｔｅｕｓ　ｍ
ｉｒａｂｉｌｉｓ）、プロテウス・ブルガリス（Ｐｒｏｔｅｕｓ　ｖｕｌｇａｒｉｓ）、
プロビデンシア・アルカリファシエンス（Ｐｒｏｖｉｄｅｎｃｉａ　ａｌｃａｌｉｆａｃ
ｉｅｎｓ）、プロビデンシア・レットゲリ（Ｐｒｏｖｉｄｅｎｃｉａ　ｒｅｔｔｇｅｒｉ
）、プロビデンシア・スチアルティイ（Ｐｒｏｖｉｄｅｎｃｉａ　ｓｔｕａｒｔｉｉ）、
アシネトバクター・カルコアセチカス（Ａｃｉｎｅｔｏｂａｃｔｅｒ　ｃａｌｃｏａｃｅ
ｔｉｃｕｓ）、アシネトバクター・ヘモリティカス（Ａｃｉｎｅｔｏｂａｃｔｅｒ　ｈａ
ｅｍｏｌｙｔｉｃｕｓ）、エルシニア・エンテロコリチカ（Ｙｅｒｓｉｎｉａ　ｅｎｔｅ
ｒｏｃｏｌｉｔｉｃａ）、ペスト菌（Ｙｅｒｓｉｎｉａ　ｐｅｓｔｉｓ）、偽結核エルシ
ニア菌（Ｙｅｒｓｉｎｉａ　ｐｓｅｕｄｏｔｕｂｅｒｃｕｌｏｓｉｓ）、エルシニア・イ
ンターメディア（Ｙｅｒｓｉｎｉａ　ｉｎｔｅｒｍｅｄｉａ）、百日咳菌（Ｂｏｒｄｅｔ
ｅｌｌａ　ｐｅｒｔｕｓｓｉｓ）、パラ百日咳菌（Ｂｏｒｄｅｔｅｌｌａ　ｐａｒａｐｅ
ｒｔｕｓｓｉｓ）、気管支敗血症菌（Ｂｏｒｄｅｔｅｌｌａ　ｂｒｏｎｃｈｉｓｅｐｔｉ
ｃａ）、インフルエンザ菌（Ｈａｅｍｏｐｈｉｌｕｓ　ｉｎｆｌｕｅｎｚａｅ）、パライ
ンフルエンザ菌（Ｈａｅｍｏｐｈｉｌｕｓ　ｐａｒａｉｎｆｌｕｅｎｚａｅ）、ヘモフィ
ルス・ヘモリチカス（Ｈａｅｍｏｐｈｉｌｕｓ　ｈａｅｍｏｌｙｔｉｃｕｓ）、ヘモフィ
ルス・パラヘモリチカス（Ｈａｅｍｏｐｈｉｌｕｓ　ｐａｒａｈａｅｍｏｌｙｔｉｃｕｓ
）、軟性下疳菌（Ｈａｅｍｏｐｈｉｌｕｓ　ｄｕｃｒｅｙｉ）、動物パスツレラ症病原菌
（Ｐａｓｔｅｕｒｅｌｌａ　ｍｕｌｔｏｃｉｄａ）、パスツレラ・ヘモリチカ（Ｐａｓｔ
ｅｕｒｅｌｌａ　ｈａｅｍｏｌｙｔｉｃａ）、カタル球菌（Ｂｒａｎｈａｍｅｌｌａ　ｃ
ａｔａｒｒｈａｌｉｓ）、ヘリコバクター・ピロリ（Ｈｅｌｉｃｏｂａｃｔｅｒ　ｐｙｌ
ｏｒｉ）、カンピロバクター・フィタス（Ｃａｍｐｙｌｏｂａｃｔｅｒ　ｆｅｔｕｓ）、
カンピロバクター・ジェジュニ（Ｃａｍｐｙｌｏｂａｃｔｅｒ　ｊｅｊｕｎｉ）、カンピ
ロバクター・コリ（Ｃａｍｐｙｌｏｂａｃｔｅｒ　ｃｏｌｉ）、ライム病ボレリア（Ｂｏ
ｒｒｅｌｉａ　ｂｕｒｇｄｏｒｆｅｒｉ）、コレラ菌（Ｖｉｂｒｉｏ　ｃｈｏｌｅｒａｅ
）、腸炎ビブリオ（Ｖｉｂｒｉｏ　ｐａｒａｈａｅｍｏｌｙｔｉｃｕｓ）、レジオネラ・
ニューモフィラ（Ｌｅｇｉｏｎｅｌｌａ　ｐｎｅｕｍｏｐｈｉｌａ）、リステリア・サイ
トゲネス（Ｌｉｓｔｅｒｉａ　ｍｏｎｏｃｙｔｏｇｅｎｅｓ）、淋菌（Ｎｅｉｓｓｅｒｉ
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ａ　ｇｏｎｏｒｒｈｏｅａｅ）、髄膜炎菌（Ｎｅｉｓｓｅｒｉａ　ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄ
ｉｓ）、キンゲラ属（Ｋｉｎｇｅｌｌａ）、モラクセラ属（Ｍｏｒａｘｅｌｌａ）、膣ガ
ルドネレラ菌（Ｇａｒｄｎｅｒｅｌｌａ　ｖａｇｉｎａｌｉｓ）、バクテロイデス・フラ
ギリス（Ｂａｃｔｅｒｏｉｄｅｓ　ｆｒａｇｉｌｉｓ）、バクテロイデス・ディスタソニ
ス（Ｂａｃｔｅｒｏｉｄｅｓ　ｄｉｓｔａｓｏｎｉｓ）、バクテロイデス３４５２Ａホモ
ロジー群（Ｂａｃｔｅｒｏｉｄｅｓ　３４５２Ａ　ｈｏｍｏｌｏｇｙ　ｇｒｏｕｐ）、バ
クテロイデス・ブルガタス（Ｂａｃｔｅｒｏｉｄｅｓ　ｖｕｌｇａｔｕｓ）、バクテロイ
デス・オバータス（Ｂａｃｔｅｒｏｉｄｅｓ　ｏｖａｌｕｓ）、バクテロイデス・シータ
イオタオミクロン（Ｂａｃｔｅｒｏｉｄｅｓ　ｔｈｅｔａｉｏｔａｏｍｉｃｒｏｎ）、バ
クテロイデス・ユニフォルミス（Ｂａｃｔｅｒｏｉｄｅｓ　　ｕｎｉｆｏｒｍｉｓ）、バ
クテロイデス・エガーシイ（Ｂａｃｔｅｒｏｉｄｅｓ　ｅｇｇｅｒｔｈｉｉ）、およびバ
クテロイデス・スプランキニカス（Ｂａｃｔｅｒｏｉｄｅｓ　ｓｐｌａｎｃｈｎｉｃｕｓ
）であり得る。上に記載した方法の一部の実施形態において、細菌は、グラム陰性嫌気性
菌であり、非限定的な例として、これらとしては、バクテロイデス・フラギリス（Ｂａｃ
ｔｅｒｏｉｄｅｓ　ｆｒａｇｉｌｉｓ）、バクテロイデス・ディスタソニス（Ｂａｃｔｅ
ｒｏｉｄｅｓ　ｄｉｓｔａｓｏｎｉｓ）、バクテロイデス３４５２Ａホモロジー群（Ｂａ
ｃｔｅｒｏｉｄｅｓ　３４５２Ａ　ｈｏｍｏｌｏｇｙ　ｇｒｏｕｐ）、バクテロイデス・
ブルガタス（Ｂａｃｔｅｒｏｉｄｅｓ　ｖｕｌｇａｔｕｓ）、バクテロイデス・オバータ
ス（Ｂａｃｔｅｒｏｉｄｅｓ　ｏｖａｌｕｓ）、バクテロイデス・シータイオタオミクロ
ン（Ｂａｃｔｅｒｏｉｄｅｓ　ｔｈｅｔａｉｏｔａｏｍｉｃｒｏｎ）、バクテロイデス・
ユニフォルミス（Ｂａｃｔｅｒｏｉｄｅｓ　　ｕｎｉｆｏｒｍｉｓ）、バクテロイデス・
エガーシイ（Ｂａｃｔｅｒｏｉｄｅｓ　ｅｇｇｅｒｔｈｉｉ）、およびバクテロイデス・
スプランキニカス（Ｂａｃｔｅｒｏｉｄｅｓ　ｓｐｌａｎｃｈｎｉｃｕｓ）が挙げられる
。上に記載した方法の一部の実施形態において、細菌は、グラム陽性菌であり、非限定的
な例として、これらとしては、ジフテリア菌（Ｃｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｄｉｐ
ｈｔｈｅｒｉａｅ）、コリネバクテリウム・ウルセランス（Ｃｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉ
ｕｍ　ｕｌｃｅｒａｎｓ）、肺連鎖球菌（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｐｎｅｕｍｏｎ
ｉａｅ）、ストレプトコッカス・アガラクティアエ（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ａｇ
ａｌａｃｔｉａｅ）、化膿連鎖球菌（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｐｙｏｇｅｎｅｓ）
、ストレプトコッカス・ミレリ（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｍｉｌｌｅｒｉ）；連鎖
球菌属（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ）（Ｇ群）；連鎖球菌属（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃ
ｕｓ）（Ｃ／Ｆ群）；糞便連鎖球菌（Ｅｎｔｅｒｏｃｏｃｃｕｓ　ｆａｅｃａｌｉｓ）、
エンテロコッカス・フェシウム（Ｅｎｔｅｒｏｃｏｃｃｕｓ　ｆａｅｃｉｕｍ）、黄色ブ
ドウ球菌（Ｓｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃｕｓ　ａｕｒｅｕｓ）、表皮ブドウ球菌（Ｓｔａｐ
ｈｙｌｏｃｏｃｃｕｓ　ｅｐｉｄｅｒｍｉｄｉｓ）、腐生ブドウ球菌（Ｓｔａｐｈｙｌｏ
ｃｏｃｃｕｓ　ｓａｐｒｏｐｈｙｔｉｃｕｓ）、スタフィロコッカス・インターメジウス
（Ｓｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃｕｓ　ｉｎｔｅｒｍｅｄｉｕｓ）、スタフィロコッカス・ヒ
イカス亜種ヒイカス（Ｓｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃｕｓ　ｈｙｉｃｕｓ　ｓｕｂｓｐ．ｈｙ
ｉｃｕｓ）、スタフィロコッカス・ヘモリチカス（Ｓｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃｕｓ　ｈａ
ｅｍｏｌｙｔｉｃｕｓ）、スタフィロコッカス・ホミニス（Ｓｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃｕ
ｓ　ｈｏｍｉｎｉｓ）、およびスタフィロコッカス・サッカロリティカス（Ｓｔａｐｈｙ
ｌｏｃｏｃｃｕｓ　ｓａｃｃｈａｒｏｌｙｔｉｃｕｓ）が挙げられる。上に記載した方法
の一部の実施形態において、細菌は、グラム陽性嫌気性菌であり、非限定的な例として、
これらとしては、ウロストリジウム・ディフィシレ（Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ　ｄｉｆｆ
ｉｃｉｌｅ）、ウェルシュ菌（Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ　ｐｅｒｆｒｉｎｇｅｎｓ）、破
傷風菌（Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ　ｔｅｔｉｎｉ）、およびボツリヌス菌（Ｃｌｏｓｔｒ
ｉｄｉｕｍ　ｂｏｔｕｌｉｎｕｍ）が挙げられる。上に記載した方法の一部の実施形態に
おいて、細菌は、抗酸菌であり、非限定的な例として、これらとしては、結核菌（Ｍｙｃ
ｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｔｕｂｅｒｃｕｌｏｓｉｓ）、トリ結核菌（Ｍｙｃｏｂａｃｔｅ
ｒｉｕｍ　ａｖｉｕｍ）、バテー杆菌（Ｍｙｃｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｉｎｔｒａｃｅｌ
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ｌｕｌａｒｅ）、およびらい菌（Ｍｙｃｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｌｅｐｒａｅ）が挙げら
れる。上に記載した方法の一部の実施形態において、細菌は、非定型細菌であり、非限定
的な例として、これらとしては、クラミジア・ニューモニエ（Ｃｈｌａｍｙｄｉａ　ｐｎ
ｅｕｍｏｎｉａｅ）およびマイコプラズマ・ニューモニエ（Ｍｙｃｏｐｌａｓｍａ　ｐｎ
ｅｕｍｏｎｉａｅ）が挙げられる。
【０１３２】
　もう１つの実施形態において、被験者の予防的治療のための方法を提供し、この方法は
、微生物感染症の疑いがある被験者または無症状若しくは低症状微生物感染症の慢性保有
者に、液体霧化、ドライパウダまたは定量エアロゾル投与後に可能性のある感染部位また
は現感染部位において亜硝酸アニオンまたはその塩（または異なる実施形態では、ニトラ
イト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物）の最小阻害濃度を達成するように、亜硝酸
アニオンまたはその塩（または異なる実施形態では、ニトライト供与性若しくは一酸化窒
素供与性化合物）製剤を投与することを含む。１つの実施形態において、前記方法は、患
者を細菌感染症のリスクがあるまたは感染症の症状再燃のリスクがある被験者として特定
する段階をさらに含む。
【０１３３】
　もう１つの実施形態において、血液および／または肺中の閾値薬物濃度を生じさせ、維
持するための、ニトライト化合物（例えば、亜硝酸アニオン若しくはその塩、例えば亜硝
酸ナトリウム）製剤の、または一定の異なる実施形態ではニトライト供与性若しくは一酸
化窒素供与性化合物の、液体霧化、ドライパウダまたは定量エアロゾル投与による患者の
急性、慢性または予防的治療のための方法を提供し、前記閾値薬物濃度は、上皮内膜液（
ｅｐｉｔｈｅｌｉａｌ　ｌｉｎｉｎｇ　ｆｌｕｉｄ：ＥＬＦ）、中隔、肺組織、気管支洗
浄液（ｂｒｏｎｃｈｉａｌ　ｌａｖａｇｅ　ｆｌｕｉｄ：ＢＡＬ）中の薬物レベルとして
または薬物動態分析による血中濃度の逆重畳積分によって評定することができる。１つの
実施形態は、動物およびヒトにおける肺高血圧の治療のために罹患組織への直接的な高濃
度または滴定した濃度の薬物曝露を果たす、エアロゾル投与の使用を含む。１つのそのよ
うな実施形態において、肺へのエアロゾル投与後に達成されるピーク血漿レベルは、０．
０１マイクロモル　ニトライトと１０００マイクロモル　ニトライトの間となろう；もう
１つの好ましい実施形態において、そのような投与後のピーク血漿レベルは、０．５～７
５マイクロモル　ニトライトであろう；最も好ましい実施形態において、そのような投与
後のピーク血漿レベルは、１～５０マイクロモル　ニトライトであろう；および他の好ま
しい実施形態において、前記ピーク血漿レベルは、０．１～１０マイクロモル　ニトライ
トであり得る。
【０１３４】
　もう１つの実施形態において、血液および／または肺中の閾値薬物濃度を生じさせるた
めの、ニトライト化合物またはその塩（例えば、亜硝酸ナトリウム、亜硝酸カリウム、亜
硝酸マグネシウム）（または一定の異なる実施形態では、ニトライト供与性若しくは一酸
化窒素供与性化合物）製剤の液体霧化、ドライパウダまたは定量エアロゾル投与による患
者の急性、慢性または予防的治療のための方法を提供し、前記閾値薬物濃度は、上皮内膜
液（ｅｐｉｔｈｅｌｉａｌ　ｌｉｎｉｎｇ　ｆｌｕｉｄ：ＥＬＦ）、中隔、肺組織、気管
支洗浄液（ｂｒｏｎｃｈｉａｌ　ｌａｖａｇｅ　ｆｌｕｉｄ：ＢＡＬ）中の薬物レベルと
して、または肺血管構造に吸収されて肺外治療または予防に十分な薬物レベルを生じさせ
る血中濃度の薬物動態分析による逆重畳積分によって評定することができる。１つの実施
形態は、移植前、中および後の心臓および／または脳ならびに組織、例えば肺、腎臓、肝
臓および心臓組織の虚血性再潅流傷害（しかし、これらに限定されない）の治療および／
または予防のために血管構造内への高濃度薬物曝露を果たす、エアロゾル投与の使用を含
む。１つのそのような実施形態において、肺へのエアロゾル投与後に達成されるピーク血
漿レベルは、０．０１マイクロモル　ニトライトと１０００マイクロモル　ニトライトの
間となろう；もう１つの好ましい実施形態において、そのような投与後のピーク血漿レベ
ルは、０．１～１００マイクロモル　ニトライトであり得；もう１つの好ましい実施形態
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において、そのような投与後のピーク血漿レベルは、０．５～７５マイクロモル　ニトラ
イトであり得；一定の好ましい実施形態において、吸入後のピーク血漿レベルは、１～５
０マイクロモル　ニトライトであり得；および他の好ましい実施形態において、前記ピー
ク血漿レベルは、０．１～１０マイクロモル　ニトライトであり得る。フラッシュ溶液は
、これらの好ましい実施形態の範囲を超えて変動し得る。
【０１３５】
　もう１つの実施形態において、再潅流後に傷害を発現する可能性を低下させるまたは無
くすための移植前および中の臓器（非限定的な例として、肝臓、腎臓、肺および心臓）の
予防的処置方法を提供する。このために、洗浄、潅流または再潅流すると、移植すること
となるまたは移植プロセス中の臓器が、０．１～１００マイクロモルのピーク血漿および
／または洗浄レベルを有する洗浄溶液または血漿レベルに曝露されるように、亜硝酸アニ
オンまたはその塩（または異なる実施形態では、ニトライト供与性若しくは一酸化窒素供
与性化合物）製剤のフラッシュ剤を調製し、亜硝酸アニオンまたはその塩を使用するもう
１つの好ましい実施形態において、前記ピーク血漿および／または洗浄レベルは、０．５
～７５マイクロモル　ニトライトを含有し、亜硝酸アニオンまたはその塩を使用する最も
好ましい実施形態において、前記ピーク血漿および／または洗浄レベルは、１～５０マイ
クロモル　ニトライトを含有し、ならびに他の好ましい実施形態において、前記ピーク血
漿および／または洗浄レベルは、０．１～１０マイクロモル　ニトライトを含有する。フ
ラッシュ溶液は、これらの好ましい実施形態の範囲を超えて変動し得る。
【０１３６】
　もう１つの実施形態において、血漿および／または肺中の閾値薬物濃度を生じさせ、維
持するるための、亜硝酸アニオンまたはその塩（または異なる実施形態では、ニトライト
供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物）製剤の液体霧化、ドライパウダまたは定量エア
ロゾル投与による患者の急性、慢性または予防的治療のための方法を提供し、前記閾値薬
物濃度は、上皮内膜液（ｅｐｉｔｈｅｌｉａｌ　ｌｉｎｉｎｇ　ｆｌｕｉｄ：ＥＬＦ）、
中隔、肺組織、気管支洗浄液（ｂｒｏｎｃｈｉａｌ　ｌａｖａｇｅ　ｆｌｕｉｄ：ＢＡＬ
）中の薬物レベルとして、または薬物動態分析による血中濃度の逆重畳積分によって評定
することができる。１つの実施形態は、動物およびヒトにおける細菌感染症の治療のため
に罹患組織への直接的な高濃度薬物曝露を果たす、エアロゾル投与の使用を含む。１つの
そのような実施形態において、肺へのエアロゾル投与後に達成されるまたは中隔レベルは
、０．０１マイクロモル　ニトライトと１０００マイクロモル　ニトライトの間となろう
；もう１つの好ましい実施形態において、そのような投与後のピーク血漿レベルは、１～
５０マイクロモル　ニトライトであろう。
【０１３７】
　もう１つの実施形態において、感染部位または感染のリスクがある部位において閾値薬
物濃度を生じさせ、維持するための、亜硝酸アニオンまたはその塩（または異なる実施形
態では、ニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物）製剤の非経口または非経鼻
局所投与による患者の急性または予防的治療のための方法を提供する。１つの実施形態は
、皮膚、直腸、膣、尿道、眼および耳組織における細菌感染症の治療または予防のために
罹患組織への直接的な高濃度薬物曝露を果たす、エアロゾル投与の使用を含む。例えば、
これらのおよび関連実施形態によると、用語エアロゾルは、スプレー、ミスト、または他
の有核液体またはドライパウダ形態を含み得る。
【０１３８】
　もう１つの実施形態において、吸入によって亜硝酸アニオンまたはその塩（または異な
る実施形態では、ニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物）製剤を投与するた
めの方法を提供し、この場合、吸入液体エアロゾル（例えば、液体霧化または定量投与後
）またはドライ・パウダ・エアロゾルは、約１マイクロメートルから１０マイクロメート
ル　空気動力学的質量中央径の平均粒径および約３マイクロメートルに等しいまたはそれ
未満の粒径幾何標準偏差を有する。もう１つの実施形態において、前記粒径は、２マイク
ロメートルから約５ｍｍ質量中央空気力学的値および３マイクロメートルに等しいまたは
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それ未満の粒径幾何標準偏差である。１つの実施形態において、前記粒径幾何標準偏差は
、約２マイクロメートルに等しいまたはそれ未満である。一定の関連および好ましい実施
形態において、約０．１から約５．０マイクロメートル体積平均径の１個または多数の液
体粒子を提供し、前記粒子は、本明細書に記載するようなニトライト化合物製剤を含む。
【０１３９】
　上に記載した方法の一部の実施形態において、亜硝酸アニオンまたはその塩（または異
なる実施形態では、ニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物）は、治療有効濃
度で、肺高血圧病変部位、肺の病変が疑われる部位、および／または肺への肺吸収部位に
、少なくとも約１分、少なくとも約５分間、少なくとも約１０分間、少なくとも約２０分
間、少なくとも約３０分間、少なくとも約１時間、少なくとも２時間、少なくとも約４時
間、少なくとも８時間、少なくとも１２時間、少なくとも２４時間少なくとも４８時間、
少なくとも７２時間若しくは少なくとも約１週間にわたって残存する。前記有効亜硝酸ア
ニオンまたはその塩（または異なる実施形態では、ニトライト化合物製剤）濃度は、治療
効果を生じさせるために十分なものであり、前記効果は、高血圧病変部位に限局される場
合もあり、または高血圧病変部位から広域作用性である場合もある。
【０１４０】
　上に記載した方法の一部の実施形態において、吸入投与後、亜硝酸アニオンまたはその
塩（または異なる実施形態では、ニトライト化合物製剤）は、治療有効濃度で、虚血部位
、再潅流傷害の可能性のある部位、非限定的な例として、心臓、脳、移植肺、移植腎臓お
よび／または移植肝臓に、少なくとも約１分、少なくとも約５分間、少なくとも約１０分
間、少なくとも約２０分間、少なくとも約３０分間、少なくとも約１時間、少なくとも２
時間、少なくとも約４時間、少なくとも８時間、少なくとも１２時間、少なくとも２４時
間少なくとも４８時間、少なくとも７２時間または少なくとも約１週間にわたって残存す
る。前記有効亜硝酸アニオンまたはその塩（または異なる実施形態では、ニトライト化合
物製剤）濃度は、治療効果を生じさせるために十分なものであり、前記効果は、虚血性再
潅流傷害の可能性のある部位に限局される場合もあり、または虚血性再潅流傷害の可能性
のある部位から広域作用性である場合もある。
【０１４１】
　もう１つの実施形態において、再潅流後に傷害を発現する可能性を低下させるまたは無
くすための、移植前または後の臓器（非限定的な例として、肝臓、腎臓、肺および心臓）
の予防的処置のための方法を提供する。このために、洗浄、潅流または再潅流すると、移
植することとなるまたは移植プロセス中の臓器が、ピークおよび／または持続亜硝酸アニ
オンレベルを有する洗浄溶液または血漿レベルに、虚血部位、再潅流傷害の可能性のある
部位、非限定的な例として、心臓、脳、移植肺、移植腎臓および／または移植肝臓に、少
なくとも約１分、少なくとも約５分間、少なくとも約１０分間、少なくとも約２０分間、
少なくとも約３０分間、少なくとも約１時間、少なくとも２時間、少なくとも約４時間、
少なくとも８時間、少なくとも１２時間、少なくとも２４時間少なくとも４８時間、少な
くとも７２時間または少なくとも約１週間にわたって曝露されるように、亜硝酸アニオン
またはその塩（または異なる実施形態では、ニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性
化合物）製剤のフラッシュ剤を調製する。前記有効亜硝酸アニオンまたはその塩（または
異なる実施形態では、ニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物）濃度は、治療
効果を生じさせるために十分なものであり、前記効果は、虚血性再潅流傷害の可能性のあ
る部位に限局される場合もあり、または虚血性再潅流傷害の可能性のある部位から広域作
用性である場合もある。
【０１４２】
　上に記載した方法の一部の実施形態において、亜硝酸アニオンまたはその塩（または異
なる実施形態では、ニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物）は、最小抗微生
物阻害濃度で、感染部位、感染の疑いがある部位、または感染しやすい部位に、少なくと
も約５分間、少なくとも約１０分間、少なくとも約２０分間、少なくとも約３０分間、少
なくとも約１時間、少なくとも２時間、少なくとも約４時間、少なくとも８時間、少なく
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とも１２時間、少なくとも２４時間少なくとも４８時間、少なくとも７２時間または少な
くとも約１週間にわたって残存する。前記有効亜硝酸アニオンまたはその塩（または異な
る実施形態では、ニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物）最小阻害濃度（ｍ
ｉｎｉｍａｌ　ｉｎｈｉｂｉｔｏｒｙ　ｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎ：ＭＩＣ）は、治療
効果を生じさせるために十分なものであり、前記効果は、感染部位に限局される場合があ
る。一部の実施形態において、１若しくはそれ以上の亜硝酸アニオンまたはその塩（また
は異なる実施形態では、ニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物）製剤投与は
、感染または感染する可能性のある生物ＭＩＣの少なくとも１倍から５０００倍（その中
の倍、すべての整数値、例えば、前記生物ＭＩＣの２倍、４倍、８倍、１６倍、３２倍、
６４倍、１２８倍、２５６倍、５１２倍、１０２８倍、２０５６倍、および４４１２倍を
含む）のＥＬＦ、ＢＡＬおよび／または中隔亜硝酸アニオン（または異なる実施形態では
、ニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物）濃度を実現する。
【０１４３】
　肺部位などの、一部の実施形態において、亜硝酸アニオンまたはその塩（または異なる
実施形態では、ニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物）製剤を１回若しくは
それ以上の投与で投与して、少なくとも約０．５ｍｇから約１００ｍｇ（その中のすべて
の整数値、例えば、１、２、４、６、１０、１５、２０、２５、３０、３５、４０、４５
、５０、６０、７０、８０および９０ミリグラムを含む）の亜硝酸アニオンの（または異
なる実施形態では、他のニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物の）吸入可能
送達日用量を達成する。同様に、亜硝酸アニオンまたはその塩（または異なる実施形態で
は、ニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物）製剤を一回若しくはそれ以上の
投与で投与して、少なくとも約１００から約３００ｍｇ（その中のすべての整数値、例え
ば、１１０、１２０、１３０、１４０、１５０、１７５、２００および２５０ｍｇを含む
）の亜硝酸アニオンの（または異なる実施形態では、他のニトライト供与性若しくは一酸
化窒素供与性化合物の）吸入可能送達日用量を達成する。記載した吸入可能送達用量での
亜硝酸アニオンまたはその塩（または異なる実施形態では、ニトライト供与性若しくは一
酸化窒素供与性化合物）製剤を、１０回の吸入吸気、８回の吸入吸気、６回の吸入吸気、
４回の吸入吸気、３回の吸入吸気、２回の吸入吸気または１回の吸入吸気で、２０分未満
で、１０分未満、７分未満、５分未満、３分未満で、２分未満で投与する。
【０１４４】
　本明細書の別の箇所でも述べているように、好ましい実施形態において、本明細書に記
載するようなニトライト化合物において使用するためのニトライト化合物は、亜硝酸アニ
オン（ＮＯ２

－）またはその塩、例えば、特に好ましい実施形態では、亜硝酸ナト前記リ
ウム、亜硝酸カリウムまたは亜硝酸マグネシウムを含み、および他の好ましい実施形態に
おいて、前記亜硝酸塩は、亜硝酸カルシウム、亜硝酸銀または亜硝酸リチウムであり得る
。
【０１４５】
　本明細書に記載する組成物および方法の一定の他の異なる実施形態によると、前記ニト
ライト供与性または一酸化窒素供与性化合物は、ニトラート、二酸化窒素、一酸化窒素（
ガス）それ自体、窒素ガス、アルギニン、ニトロソチオール、ニトログリセリン、グルタ
ミン、リシン、あるパラ銀、亜硝酸アミル、一酸化窒素供与性アスパラギン、ＮＧ－ニト
ロ－Ｌ－アルギニンメチルエステル、ニトロプルシド、ニトロソベンゼン、塩化ニトロシ
ル、Ｏ－ニトロソエタノール、亜硝酸エチル、硝酸エチル、Ｓ－ニトロソグルタチオン、
塩化ニトロシルルテニウム（ＩＩＩ）、テトラフルオロホウ酸ニトロシル、ペンタクロロ
ニトロシルルテニウム（ＩＩ）酸カリウム、硝酸ニトロシルルテニウム（ＩＩＩ）、１－
ニトロソ－２－ナフトール、１－ニトロソ－２－ナフトール－３，６－ジスルホン酸、２
－メチル－２－ニトロソプロパン、２－ニトロソ－１－ナフトール、３－（３－ヒドロキ
シ－４－ニトロソ－Ｎ－プロピルアミノ）プロパンスルホン酸、３－ヒドロキシ－４－ニ
トロソ－２，７－ナフタレンジスルホン酸、６－ニトロソ－１，２－ベンゾピロン、クプ
フェロン、Ｎ－ベンジル－Ｎ－ニトロソ－ｐ－トルエンスルホンアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチ
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ル－４－ニトロソアニリン、Ｎ－ニトロソ－Ｎ－エチルブチルアミン、Ｎ－ニトロソ－Ｎ
－エチル尿素、Ｎ－ニトロソ－Ｎ－メチルブチルアミン、Ｎ－ニトロソ－Ｎ－メチル尿素
、Ｎ－ニトロソジフェニルアミン、Ｓ－ニトロソ－Ｎ－アセチル－ＤＬ－ペニシラミン、
１，３，５－トリ－ｔ－ブチル－２－ニトロソベンゼン、４－ヒドロキシ－３－ニトロソ
－１－ナフタレンスルホン酸、Ｄｉａｚａｌｄ（登録商標）、Ｎ，Ｎ－ジエチル－４－ニ
トロソアニリン、Ｎ－ニトロソジフェニルアミン、Ｎ－ニトロソジフェニルアミン、Ｎ－
ニトロソジフェニルアミン溶液、デホスタチン、Ｄｉａｚａｌｄ（登録商標）－Ｎ－メチ
ル、ＰＡＰＡ　ＮＯＮＯａｔｅ、６－アミノ－１－メチル－５－ニトロソウラシル、Ｄｉ
ａｚａｌｄ（登録商標）－Ｎ－メチル－Ｎ－メチル、１，３－ジフルオロ－２－ニトロソ
－ベンゼン、１，８－ジヒドロキシ－２－ニトロソ－３，６－ナフタレンジスルホン酸、
銅錯体、１－エチル－３－ニトロソ－２－フェニルインドール、１－エチル－３－ニトロ
ソ－ピペラジン、１７－アルファ－クロロ－１７－ベータ－ニトロソ－５－アルファ－ア
ンドロスタン、２，６－ジアミノ－５－ニトロソ－４－ピリミジノール、２－ニトロ－１
－ニトロソ－１－フェニルシクロヘキサン、２－ニトロソ－１，２－ジヒドロハルマリン
、２－ニトロソ－１－ナフトール－３，６－ジスルホン酸、２－ニトロソ－４，７，７－
トリメチル－２－アザビシクロ（２．２．１）ヘプタン－３－オン、２－ｔ－ブチル－６
－メチル－４－ニトロソ－フェノール、３，５－ジメチル－４－ニトロソ－１Ｈ－ピラゾ
ール－３－アルファ－クロロ－３－ベータ－ニトロソ－５－アルファ－コレスタン、３－
アルファ－クロロ－３－ベータ－ニトロソ－５－アルファ－コレスタン、３－クロロ－３
－ニトロソ－５－ベータ－コレスタン、３－ニトロ－１－ニトロソ－１－オクチルグアニ
ジン、３－ニトロソ－１－オキサ－３－アザスピロ（４，５）デカン－２－オン、３－ニ
トソ（ｎｉｔｏｓｏ）－２，４，６－トリアセトアミドピリジン、３－ニトロソ－２－フ
ェニルイミダゾ［１，２－Ａ］ピリミジン、４－アルファ－クロロ－４－ベータ、ニトロ
ソ－５－アルファ－コレスタン、４－ヒドロキシ－３－ニトロソ－１－ナフタレン－スル
ホン酸、４－ヒドロキシ－３－ニトロソ－１－ナフタレン－スルホン酸、５－（３，５－
ジ－ｔ－ブチルフェニル）－３－ニトロソ－２－オキサゾリジノン、５－ニトロソ－キノ
リン－８－オール、６－アミノ－５ニトロソ－２－チオウラシル、７－アルファ－クロロ
－７－ベータ－ニトロソ－５－アルファ－コレスタン、７－メチル－３－ニトロソ－２－
フェニルイミダゾ［１，２－Ａ］ピリジン、ジエチル－（３－ニトロソ－フェニル）－ア
ミン、Ｎ－（２－エトキシ－Ｐｈ）－２－（１－ニトロソ－３－オキソ－１，２，３，４
－テトラヒドロキノザリン－２－イル）－アセトアミン－（４－ブロモ－フェニル）－５
－ニトロソ－ピリミジン－２，４，６－トリアミン、Ｎ－メチル（ｍｅｈｔｙｌ）－Ｎ－
ニトロソ－３－テトラヒドロチオフェンアミン－１，１－ジオキシド、Ｎ－（Ｎ'－メチ
ル－Ｎ'－ニトロソ－アミノ－メチル）－ベンズアミド、Ｎ－ニトロソ－Ｎ－（２－ピリ
ジル）－３－（トリフルオロメチル）アニリン、Ｎ－ニトロソ－Ｎ－（トリメチルシリル
メチル）－Ｐ－トルエンスルホンアミン、Ｓ－（９－ニトロソス（ｎｉｔｒｏｓｏｓ）－
９Ｈ－プリン－６－イル）－２－クロロエチルチオカルバマート、２－ニトロソトルエン
、４－ニトロソジフェニルアミン、Ｎ－ニトロソジエチルアミン、ニトロソベンゼン、セ
ムスタチン（Ｓｅｍｕｓｔｉｎｅ）、亜硝酸ブチル、亜硝酸ジシクロヘキシルアミン、亜
硝酸ジシクロヘキシルアンモニウム、亜硝酸エチル、亜硝酸イソアミル、亜硝酸イソブチ
ル、亜硝酸イソペンチル、亜硝酸ｔ－ブチル、亜硝酸テトラブチルアンモニウム、亜硝酸
ビス（トリフェニルホスホラニリデン）アンモニウム、硝酸２－エチルヘキシル、硝酸イ
ソブチル、および硝酸イソプロピルから成る群から選択される化合物のうちの１若しくは
それ以上である。
【０１４６】
　本明細書に際する方法の一部の実施形態において、本明細書において提供するような組
成物、例えば、ニトライト化合物、またはニトライト化合物製剤、またはニトライト化合
物を含む液体粒子、またはニトライト化合物製剤を含む多数の霧化液体粒子、またはニト
ライト化合物を含む水溶液を含む多数の霧化液体粒子を被験者に投与または送達すること
ができ、この場合の被験者は、ヒトである。一部の関連実施形態において、前記被験者は
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、肺高血圧を有するヒト、または脳卒中などの脳虚血エピロード後の若しくは頚動脈カテ
ーテル留置中の再潅流療法若しくは予防を必要とするヒト、または心筋梗塞などの心臓虚
血エピソード後の若しくは冠動脈カテーテル留置中の再潅流療法若しくは予防を必要とす
るヒト、再潅流療法若しくは予防が望まれる肺、肝臓、腎臓若しくは心臓移植を必要とす
るヒト、または抗微生物（例えば、抗菌、抗真菌、抗寄生生物、抗ウイルスなど）療法を
必要とするヒト、または嚢胞性線維症を有するヒト、または肺炎、慢性閉塞性肺疾患若し
くは静脈洞炎を有するヒトである。一定のさらなる非限定的実施形態において、前記ヒト
被験者は、Ｉ～Ｖ群の１若しくはそれ以上の肺高血圧を有するまたは有する疑いがある。
【０１４７】
　本明細書に記載する方法の一定の他の関連実施形態において、本明細書において提供す
る場合のヒト被験者（例えば、前の段落に記載したような被験者）は、機械換気される場
合があり、および一定のさらなるそのような実施形態では、例えば、インライン装置、例
えば液体ネブライザ（非限定的な例として、ｔｈｅ　Ａｅｒｏｇｅｎ　Ａｒｅｏｎｅｂ　
Ｐｒｏ、アイルランド、ＧａｌｗａｙのＡｅｒｏｇｅｎ，Ｉｎｃ．）または同様のアダプ
タと液体霧化用装置を使用して、エアロゾル投与を行う。エアロゾル投与は、ドライパウ
ダまたは定量エアロゾル発生および送達用のインラインアダプタを使用して行うこともで
きる。
【０１４８】
　本明細書に開示する一定の実施形態において、亜硝酸アニオンまたはその塩、例えば亜
硝酸ナトリウム、亜硝酸カリウム若しくは亜硝酸マグネシウムの単純溶液（例えば、水溶
液）を含む医薬組成物を提供する。一定の他の異なる実施形態は、本明細書に記載するよ
うなおよび約２００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇから約５０００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇの重要オスモ
ル濃度（当分野において公知であるように、１キログラムの溶媒に溶解した溶質のモル数
を指し、および重量オスモル濃度（ｏｓｍｏｌａｌｉｔｙ：Ｏｓｍ）またはオスモル毎キ
ログラム（ｏｓｍｏｌｅｓ　ｐｅｒ　ｋｉｌｏｇｒａｍ：Ｏｓｍｏｌ／ｋｇ）として表す
ことができる）を有するニトライト供与性または一酸化窒素供与性化合物製剤（例えば、
非内包水溶性賦形剤を伴うニトライト供与性または一酸化窒素供与性化合物）の単純溶液
（例えば、水溶液）を含む医薬組成物を提供する。１つの実施形態において、前記重量オ
スモル濃度は、約２５０ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇから約４０００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇである。
もう１つの実施形態において、前記重量オスモル濃度は、約５００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇか
ら約３０００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇである。もう１つの実施形態において、前記重量オスモ
ル濃度は、約５００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇから約２０００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇである。もう
１つの実施形態において、前記重量オスモル濃度は、約５００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇから約
１０００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇである。もう１つの実施形態において、前記重量オスモル濃
度は、約１００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇから約３６００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇである。他の実施
形態において、前記重量オスモル濃度は、約１００、１５０、２００、２５０、３００、
３５０、４００、４５０、５００、５５０または６００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇから約２００
０、２２５０、２５００、２７５０、３０００、３２５０、３５００または３６００ｍＯ
ｓｍｏｌ／ｋｇである。重量オスモル濃度に関して、およびまた本出願における他の箇所
に関して、量の値を指すために用いるときの「約」（ｐＨの文脈でのもの以外。「約」指
定ＰＨの意味は、緩衝剤に関して下でより詳細に説明するとおり規定する）は、指定され
ている量が、その示されている量より述べられている数値の１、２、３、４、５、６、７
、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９または２０パ
ーセント大きいまたは小さいことがあることを意味する。
【０１４９】
　他の実施形態において、医薬組成物を提供し、この医薬組成物は、一定のさらなる実施
形態では、亜硝酸アニオンまたはその塩の単純水溶液を含み、および一定の他の異なる実
施形態では、ニトライト供与性または一酸化窒素供与性化合物を含み、これらの医薬組成
物は、約３０ｍＭから約３００ｍＭおよび好ましくは約５０ｍＭから約２００ｍＭの透過
性イオン濃度を有し得る。一定のそのような実施形態において、前記組成物中の１若しく
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はそれ以上の透過性イオンは、クロライドおよびブロマイドから成る群から選択される。
【０１５０】
　他の実施形態において、医薬組成物を提供し、この医薬組成物は、一定のさらなる実施
形態では、脂質、リポソーム、シクロデキストリン、マイクロカプセル化剤およびエマル
ジョンなどの水溶性賦形剤で内包または複合体化されている亜硝酸アニオンまたはその塩
を含む複合液体を含み、ならびに一定の他の異なる実施形態では、脂質、リポソーム、シ
クロデキストリン、マイクロカプセル化剤およびエマルジョンなどの水溶性賦形剤で内包
または複合体化されているニトライト供与性または一酸化窒素供与性化合物を含む複合液
体を含み、前記複合液体医薬組成物は、約２００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇから約５０００ｍＯ
ｓｍｏｌ／ｋｇの溶液重量オスモル濃度を有する。１つの実施形態において、前記重量オ
スモル濃度は、約２５０ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇから約４００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇである。も
う１つの実施形態において、前記重量オスモル濃度は、約５００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇから
約３０００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇである。もう１つの実施形態において、前記重量オスモル
濃度は、約５００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇから約２０００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇである。もう１
つの実施形態において、前記重量オスモル濃度は、約５００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇから約１
０００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇである。もう１つの実施形態において、前記重量オスモル濃度
は、約１００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇから約１０００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇである。もう１つの
実施形態において、前記重量オスモル濃度は、約１００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇから約５００
ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇである。もう１つの実施形態において、前記重量オスモル濃度は、約
１００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇから約３００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇである。もう１つの実施形態
において、前記重量オスモル濃度は、約１００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇから約３６００ｍＯｓ
ｍｏｌ／ｋｇである。他の実施形態において、前記重量オスモル濃度は、約１００、１５
０、２００、２５０、３００、３５０、４００、４５０、５００、５５０または６００ｍ
Ｏｓｍｏｌ／ｋｇから約２０００、２２５０、２５００、２７５０、３０００、３２５０
、３５００または３６００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇである。
【０１５１】
　一定の他の実施形態において、複合液体ニトライト化合物（例えば、亜硝酸アニオン若
しくはその塩）、または異なるが関連している実施形態ではニトライト供与性若しくは一
酸化窒素供与性化合物（例えば、ニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物）を
含む医薬組成物を提供し、この場合、前記化合物は、単独での若しくは共結晶／共沈複合
体での低水溶性の安定なナノ懸濁物、または低溶解度脂質との混合物、例えば脂質ナノ懸
濁物、として存在する。好ましくは、これらの実施形態の医薬組成物は、約２００ｍＯｓ
ｍｏｌ／ｋｇから５０００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇの溶液重量オスモル濃度を有するであろう
。１つの実施形態において、前記重量オスモル濃度は、約２５０ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇから
約４０００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇである。もう１つの実施形態において、前記重量オスモル
濃度は、約５００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇから約３０００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇである。もう１
つの実施形態において、前記重量オスモル濃度は、約５００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇから約２
０００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇである。もう１つの実施形態において、前記重量オスモル濃度
は、約５００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇから約１０００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇである。もう１つの
実施形態において、前記重量オスモル濃度は、約１００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇから約１００
０ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇである。もう１つの実施形態において、前記重量オスモル濃度は、
約１００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇから約５００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇである。もう１つの実施形
態において、前記重量オスモル濃度は、約１００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇから約３００ｍＯｓ
ｍｏｌ／ｋｇである。もう１つの実施形態において、前記重量オスモル濃度は、約１００
ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇから約３６００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇである。他の実施形態において、
前記重量オスモル濃度は、約１００、１５０、２００、２５０、３００、３５０、４００
、４５０、５００、５５０または６００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇから約２０００、２２５０、
２５００、２７５０、３０００、３２５０、３５００または３６００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ
である。
【０１５２】
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　他の実施形態において、まさしく説明したものいずれかのような医薬組成物を提供し、
この医薬組成物は、液体ニトライト化合物製剤、または異なるが関連している実施形態で
は、ニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物製剤を含み、前記製剤は、約３０
ｍＭから約３００ｍＭ、または約５０ｍＭから約２００ｍＭの透過性イオン濃度を有する
。幾つかのそのような実施形態において、前記組成物中の１若しくはそれ以上の透過性イ
オンは、クロライドおよびブロマイドから成る群から選択される。
【０１５３】
　本明細書に開示する一定の好ましい実施形態を含む、他の実施形態において、本明細書
において提供するようなニトライト化合物製剤、または本明細書において提供するような
医薬組成物は、味マスキング剤を含む。非限定的な例として、味マスキング剤としては、
糖、サッカリン（例えば、サッカリンナトリウム［サッカリンＮａ］）、味、後味、知覚
される不快な塩味、酸味若しくは苦味に有益な影響を及ぼすまたは（例えば、送達用量を
減少させ得る若しくは処方された治療レジメンでの患者コンプライアンスに悪影響を及ぼ
し得るような、咳若しくはのどの痛み若しくは他の望ましくは副作用を引き起こすことに
よって）レシピエントを刺激する経口若しくは吸入製剤の傾向を低減する、甘味料または
他の化合物若しくは薬剤を挙げることができる。一定の味マスキング剤は、ニトライト化
合物（例えば、亜硝酸アニオンまたはその塩、例えば亜硝酸ナトリウム）と、または関連
実施形態では、ニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物と、複合体を形成する
ことがある。一定の関連実施形態において、前記味マスキング剤は、高い効力、例えば、
糖と比較して低濃度で大きな甘み付け（ｓｗｅｅｔｎｉｎg）または味マスキング能力を
有する。限定ではないが、そのような高い効力の薬剤としては、アスパルテーム、サッカ
リン、スクラロースまたはネオタームが挙げられる。
【０１５４】
　本明細書に開示するニトライト化合物製剤に関する一定の好ましい実施形態において、
前記製剤は、ニトライト化合物および味マスキング剤を含み、ならびに望ましい重量オス
モル濃度および／または最適化透過性イオン濃度に関して最適化することができる。一定
のそのような実施形態において、前記味マスキング剤は、サッカリン（サッカリンナトリ
ウム）を含み、非限定的な理論によると、これは、極低濃度で存在するときでさえ望まし
い味覚効果を提供するこの味マスキング剤の能力に関連した一定の利点をもたし、例えば
、溶液の検出可能な重量オスモル濃度に対して殆どまたは全く影響を及ぼすことがなく、
その結果、本明細書に記載する製剤は、有効濃度の液体溶解亜硝酸アニオンおよび／また
は液体溶解ＮＯ（すなわち、溶液状態で保持することができ、そのため容易に目に見える
ガスバブルとして発生しない濃度でのＮＯ）を含有する水溶液を送達することができる。
これらのおよび関連実施形態の非限定的な例としては、約４．７から約６．５のｐＨおよ
び約１００から約３６００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇの重量オスモル濃度を有する水溶液を含む
、本明細書に記載するような肺送達のためのニトライト化合物製剤が挙げられ、前記溶液
は、亜硝酸ナトリウムおよびサッカリンナトリウムを約１．３×１０３：１から約４．４
×１０３：１の亜硝酸ナトリウム：サッカリンナトリウムのモル比で含む。関連した非限
定的な例は、前記水溶液中にシトラート（例えば、クエン酸）を約２．０×１０２：１か
ら約６．９×１０２：１の亜硝酸ナトリウム：シトラートのモル比でさらに含む。
【０１５５】
　同様に、本明細書に開示するニトライト化合物製剤（一部の実施形態では、一定の考え
られるニトライト化合物製剤を含む）に関する一定の好ましい実施形態において、前記製
剤は、ニトライト化合物製剤および味マスキング剤を含み、ならびに望ましい重量オスモ
ル濃度および／または最適化透過性イオン濃度に関して最適化することができる。一定の
そのような実施形態において、前記味マスキング剤は、サッカリン（サッカリンナトリウ
ム）を含み、これは、極低濃度で存在するときでさえ望ましい味覚効果を提供し、例えば
、溶液の検出可能な重量オスモル濃度に対して殆どまたは全く影響を及ぼすことがなく、
その結果、訳７．０から約９．０のｐＨ範囲での本明細書に記載する製剤の送達が可能と
なる。これらのおよび関連実施形態の非限定的な例としては、約７．０から約９．０のｐ
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Ｈおよび約３００から約３６００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇの重量オスモル濃度を有する０．６
６７ｍｇ／ｍＬから約１００ｍｇ／ｍＬのニトライトと、サッカリンナトリウムが存在す
る場合には、約０．１ｍＭから約２．０ｍＭの間で存在するサッカリンナトリウムと、リ
ン酸ナトリウムが存在する場合には、約０．１ｍＭから５．０ｍＭの間で存在するリン酸
ナトリウム緩衝剤とを含有する水溶液を含む、本明細書に記載するような肺送達のための
ニトライト化合物製剤が挙げられる。
【０１５６】
　同様に、本明細書に開示するニトライト化合物製剤（一部の実施形態では、一定の考え
られるニトライト化合物製剤を含む）に関する一定の好ましい実施形態において、前記製
剤は、ニトライト化合物製剤および味マスキング剤を含み、ならびに望ましい重量オスモ
ル濃度および／または最適化透過性イオン濃度に関して最適化することができる。一定の
そのような実施形態において、前記味マスキング剤は、サッカリン（サッカリンナトリウ
ム）を含み、これは、極低濃度で存在するときでさえ望ましい味覚効果を提供し、例えば
、溶液の検出可能な重量オスモル濃度に対して殆どまたは全く影響を及ぼすことがなく、
その結果、訳７．０から約９．０のｐＨ範囲での本明細書に記載する製剤の送達が可能と
なる。これらのおよび関連実施形態の非限定的な例としては、約７．０から約９．０のｐ
Ｈおよび約３００から約３６００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇの重量オスモル濃度を有する１０ｍ
ｇ／ｍＬから約１００ｍｇ／ｍＬの亜硝酸ナトリウムと、サッカリンナトリウムが存在す
る場合には、約０．１ｍＭから約２．０ｍＭの間で存在するサッカリンナトリウムと、リ
ン酸ナトリウムが存在する場合には、約０．１ｍＭから５．０ｍＭの間で存在するリン酸
ナトリウム緩衝剤とを含有する水溶液を含む、本明細書に記載するような肺送達のための
ニトライト化合物製剤が挙げられる。
【０１５７】
　もう１つの実施形態において、医薬組成物を提供し、この医薬組成物は、投与前にニト
ライト化合物製剤中の（またはニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物製剤中
の）亜硝酸アニオンを還元して、または関連しているが別の実施形態では、ニトライト供
与性若しくは一酸化窒素供与性化合物と反応して、一酸化窒素を生成する薬剤を含む。そ
のような薬剤としては、例えば、結果として生ずる混合物を、本明細書に記載するような
望ましい重量オスモル濃度についておよび／または最適化透過性イオン濃度について最適
化することができるように、投与前に、ニトライト化合物（例えば、亜硝酸アニオン若し
くはその塩）と、またはニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物と、共調合さ
れるまたは混合のために個別にバイアルに入れられる、アスコルビン酸などの還元剤、ま
たはデキストロースなどの還元糖を挙げることができる。
【０１５８】
　一定の他の実施形態において、医薬組成物を提供し、この医薬組成物は、亜硝酸アニオ
ン若しくはその塩が、または異なるが関連している実施形態では、ニトライト供与性若し
くは一酸化窒素供与性化合物が、投与前にその製剤で一酸化窒素を生成することができる
ように、溶液ｐＨを低下させる（例えば、検出可能な実質的に有意な様式で低下させる）
薬剤を含む製剤を含む。非限定的な例として、そのような薬剤としては、クエン酸などの
有機緩衝剤が挙げられる。望ましい重量オスモル濃度および／または望ましい透過性イオ
ン濃度、例えば本明細書に開示するもの、を達成するためのそのような薬剤と亜硝酸アニ
オン若しくはその塩との、またはニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物との
調合または混合後に得られるｐＨは、約ｐＨ４．０から約ｐＨ８．５、さらに好ましくは
約ｐＨ４．７から約ｐＨ７．５、さらに好ましくは約ｐＨ４．７から約ｐＨ６．５、また
はさらに好ましくは約ｐＨ５．０から約ｐＨ６．０であり得る。
【０１５９】
　もう１つの実施形態において、投与前に中性ｐＨ製剤を生成するための医薬組成物を提
供する。非限定的な例として、そのような薬剤としては、クエン酸などの有機緩衝剤また
はホスファートなどの無機緩衝剤を挙げることができる。一定の実施形態において、前記
製剤は、亜硝酸アニオンおよび亜硝酸塩がもともと中性であるので、ｐＨ緩衝剤なしで調
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製することができる。しかし、緩衝剤を含めることによってｐＨ安定性を有益に促進する
ことができる。望ましい重量オスモル濃度および／または望ましい透過性イオン濃度、例
えば本明細書に開示するもの、を達成するために調合されるものを含む、これらのおよび
関連実施形態において、前記ニトライト化合物水溶液の結果としてのｐＨは、約６．０か
ら約９．０、さらに好ましくは約ｐＨ６．５から約ｐＨ８．０、またはさらに好ましくは
約ｐＨ７．０から約ｐＨ８．０であり得る。
【０１６０】
　他の実施形態において、単純ドライパウダ製剤を含む医薬組成物を提供し、前記単純ド
ライパウダ製剤は、ニトライト化合物またはニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性
化合物を単独でドライパウダの形態で、またはラクトースなどのブレンド剤と共に含む。
他の実施形態において、亜硝酸塩がナトリウム、マグネシウム、カリウム、リチウムまた
はカルシウムであるような、液体、ドライパウダまたは定量吸入装置において使用される
医薬組成物を提供する。他の実施形態において、複合ドライパウダ亜硝酸アニオン、亜硝
酸塩またはニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物製剤（例えば、ラクトース
などのブレンド剤を伴うまたは伴わないドライパウダ形態の低水溶性賦形剤／塩との共結
晶／共沈／霧化乾燥複合体または混合物でのニトライト、亜硝酸塩またはニトライト供与
性若しくは一酸化窒素供与性化合物）を含む医薬組成物を提供する。
【０１６１】
　他の実施形態において、ニトライト化合物、または異なる実施形態ではニトライト供与
性若しくは一酸化窒素供与性化合物、を投与するためのシステムを提供し、このシステム
は、ニトライト化合物製剤またはニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物製剤
の溶液を含む容器と液体ネブライザとを含み、この液体ネブライザは、前記容器と物理的
に連結または共に包装されており、ならびに約０．１マイクロメートルから約５マイクロ
メートル体積平均、または約２から約５マイクロメートル空気動力学的質量平均径の粒径
と約２．５マイクロメートル空気動力学的質量平均径に等しいまたはそれ未満の粒径幾何
標準偏差とを有する前記溶液のエアロゾルを生じさせることに適している。１つの実施形
態において、前記粒径幾何標準偏差は、約３．０マイクロメートルに等しいまたはそれ未
満である。１つの実施形態において、前記粒径幾何標準偏差は、約２．０マイクロメート
ルに等しいまたはそれ未満である。
【０１６２】
　他の実施形態において、ニトライト化合物またはニトライト供与性若しくは一酸化窒素
供与性化合物を投与するためのシステムを提供し、このシステムは、ニトライト化合物の
またはニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物のドライパウダを含む容器と、
ドライパウダ吸入器とを含み、この吸入器は、前記容器に連結されており、ならびに約２
から約５マイクロメートル空気動力学的質量平均径の粒径と約３．０マイクロメートルに
等しいまたはそれ未満の粒径標準偏差とを有する分散ドライ・パウダ・エアロゾルを生じ
させることに適している。１つの実施形態において、前記粒径標準偏差は、約２．５マイ
クロメートルに等しいまたはそれ未満である。１つの実施形態において、前記粒径標準偏
差は、約２．０マイクロメートルに等しいまたはそれ未満である。
【０１６３】
　もう１つの実施形態において、キットを提供し、このキットは、ニトライト化合物（例
えば、亜硝酸アニオン若しくはその亜硝酸塩、例えば亜硝酸ナトリウム、亜硝酸カリウム
若しくは亜硝酸マグネシウム）、または代替の異なる実施形態ではニトライト供与性若し
くは一酸化窒素供与性化合物、を含む医薬製剤を含む容器と、医薬製剤をエアロゾル化す
ることに適合したエアロゾル化装置（例えば、一定の好ましい実施形態では、液体ネブラ
イザ）とを含み、口内および／または鼻腔内投与に従って、それを下部呼吸器管に、例え
ば、肺胞、肺胞管および／または気管支などの肺区画に送達する。前記製剤をドライパウ
ダとしてまたは定量吸入器によって送達することもできる。
【０１６４】
　もう１つの実施形態において、キットを提供し、このキットは、ニトライト化合物（例
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えば、亜硝酸アニオン若しくはその亜硝酸塩、例えば亜硝酸ナトリウム、亜硝酸カリウム
若しくは亜硝酸マグネシウム）、または代替の異なる実施形態ではニトライト供与性若し
くは一酸化窒素供与性化合物、を含む医薬製剤を含む容器と、医薬製剤をエアロゾル化す
ることに適合したエアロゾル化装置（例えば、一定の好ましい実施形態では、液体ネブラ
イザ）とを含み、口内および／または鼻腔内投与に従って、それを鼻腔に、および／また
は１若しくはそれ以上の呼吸器管区画（例えば、咽頭区画、気管区画、喉頭区画、気管支
区画、細気管支区画、肺区画など）に送達する。前記製剤をドライパウダとしてまたは定
量吸入器によって送達することもできる。
【０１６５】
　もう１つの実施形態において、～１０μＭの血漿Ｃｍａｘおよび下は～０．１μＭまで
のＣｍａｘ範囲をもたらすニトライトの送達を生じさせる方法、製剤および装置を開示す
る。例えば、～２５％の微粒子投与量パーセント（ｆｉｎｅ　ｐａｒｔｉｃｌｅ　ｄｏｓ
ｅ　ｐｅｒｃｅｎｔ：ＦＰＤ％）を提供する装置：１ｍｇ（～０．２５ｍｇ　ＦＰＤ）か
ら３６０ｍｇ（～９０ｍｇ　ＦＰＤ）装置充填亜硝酸ナトリウム、からの霧化に後に吸入
することによって送達される液体亜硝酸塩溶液は、～０．１μＭと～１０μＭの間のヒト
血漿ニトライトレベルをもたらし；および～５０％のＦＰＤ％を提供する装置：０．３５
ｍｇ（～０．１８ｍｇ　ＦＰＤ）から３５ｍｇ（～１８ｍｇ　ＦＰＤ）装置充填ドライパ
ウダ亜硝酸ナトリウム、での分散に従って吸入することによって投与されるドライパウダ
亜硝酸塩は、～０．１μＭと～１０μＭの間のヒト血漿ニトライトレベルをもたらす。
【０１６６】
　前述の一般的説明および後続の詳細な説明は、両方とも、特許請求の範囲に記載すると
おりの本発明を単に例示および説明するものであり、限定するものではないことは、理解
されるはずである。
【０１６７】
　定義
　用語「投与」または「投与すること」および「送達する」または「送達すること」は、
治療用または予防用製剤、例えば本明細書に記載するニトライト化合物製剤、を、例えば
、抗高血圧薬として、または虚血性再潅流傷害に対抗するために、または抗微生物医薬組
成物として、または他の目的のために、脊椎動物に与える、または移植の場合は単離され
た組織または臓器に与える方法を指す。好ましい送達方法または投与方法は、様々な要因
、例えば、その医薬組成物の成分、その製剤を導入、送達若しくは投与すべき望ましい部
位、治療恩恵が求められる部位、可能性のあるまたは実際の微生物（例えば、細菌、心筋
、寄生生物、ウイルスなど）感染部位、関与する特定の微生物、および／または実際の微
生物感染症の重症度に依存して変わり得る。
【０１６８】
　「担体」または「賦形剤」は、その化合物の投与を促進するために、例えば、その化合
物の溶解度を増すために使用される化合物または材料である。固体担体としては、例えば
、デンプン、ラクトース、リン酸二カルシウム、スクロースおよびカオリンが挙げられる
。液体担体としては、例えば、滅菌水、食塩水、緩衝液、非イオン性界面活性剤、ならび
に可食油、例えば油、落花生およびごま油が挙げられる。加えて、当分野において通常用
いられているものなどの様々なアジュバントを含む場合がある。これらおよび他のそのよ
うな化合物は、文献、例えば、Ｍｅｒｃｋ　Ｉｎｄｅｘ，Ｍｅｒｃｋ　&　Ｃｏｍｐａｎ
ｙ，Ｒａｈｗａｙ，ＮＪに記載されている。医薬組成物に様々な成分を含めることについ
ての考慮事項は、例えば、Ｇｉｌｍａｎ　ｅｔ　ａｌ．（Ｅｄｓ．）（１９９０）；Ｇｏ
ｏｄｍａｎ　ａｎｄ　Ｇｉｌｍａｎ'ｓ：Ｔｈｅ　Ｐｈａｒｍａｃｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｂ
ａｓｉｓ　ｏｆ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ，８ｔｈ　Ｅｄ．，Ｐｅｒｇａｍｏｎ　Ｐｒ
ｅｓｓに記載されている。
【０１６９】
　本明細書において用いる場合の用語「診断の」は、健康または疾病状態の同定および特
製づけを支援する化合物、方法、システムまたは装置である。診断のは、当分野において
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公知であるような標準的なアッセイで用いることがある。
【０１７０】
　用語「哺乳動物」は、その通常の生物学的意味で用いている。従って、それは、具体的
には、ヒト、ウシ、ウマ、イヌおよびネコを含むが、多くの他の種も含む。
【０１７１】
　用語「微生物感染症」は、宿主生物への病原性微生物（例えば、細菌、真菌、ウイルス
、原生動物を含む微生物寄生体、など）の望ましくない増殖または侵入の存在を指す。こ
れは、哺乳動物または他の生物の体内または体表に通常存在する微生物の過剰成長を含む
。より一般的には、微生物感染症は、微生物集団（単数または複数）の存在が宿主哺乳動
物にとって有害である任意の状態であり得る。従って、微生物感染症は、過剰数の微生物
集団が哺乳動物の体内若しくは体表に存在するとき、または微生物集団（単数若しくは複
数）の存在が哺乳動物の細胞若しくは他の組織を害しているとき、存在する。
【０１７２】
　用語「肺動脈性高血圧（ｐｕｌｍｏｎａｒｙ　ａｒｔｅｒｉａｌ　ｈｙｐｅｒｔｅｎｓ
ｉｏｎ：ＰＡＨ）は、運動に伴って肺血流を増加させることができないことを示す、労作
性呼吸困難の症候提示を指す。労作時胸痛、失神および水腫は、より重度の右心機能障害
の指標である。ＰＡＨの診断は、心エコー検査によって行われることが多く、この心エコ
ー検査は、右心室容量および圧負荷の証拠を立証する。動脈圧を測定するカテーテル検査
も診断の際に用いることができる。
【０１７３】
　用語「虚血性再潅流傷害」は、虚血期間後に組織に血液供給が戻るときに生ずる組織に
対する傷害を指す。血液からの酸素および栄養の不在は、循環の回復が正常機能の回復で
はなく酸化ストレスの誘導により炎症および酸化的障害を生じさせる結果となる状態を生
じさせる。
【０１７４】
　用語「移植」は、レシピエントの障害したまたは欠陥のある臓器をドナー部位からの機
能するものと交換するために、ある身体から別の身体に（または患者自身の身体のドナー
部位から）臓器全体または一部の臓器を移動することを指す。
【０１７５】
　用語「脳卒中」は、脳のすべてまたは一部への血液供給の中断に起因して急速に発現す
る脳機能喪失についての臨床的診断を指す。
【０１７６】
　用語「カテーテル留置」は、体腔、管または欠陥へのチューブ（カテーテル）の挿入プ
ロセスを指す。それによって、カテーテルは、流体のドレナージ若しくは注入または手術
器具による接触を可能にする。
【０１７７】
　用語「虚血」または「虚血エピソード」は、血液を供給する欠陥の収縮若しくは遮断に
よって、または移植の場合は、移植プロセス中のドナー組織／臓器への血流不足によって
引き起こされる身体、組織または臓器の一部への血液の不適切な流れを指す。血流減少の
結果は、組織または臓器の不適切な酸素化である。
【０１７８】
　用語「フラッシュ剤」は、組織、臓器または他の塊を洗浄または浸漬洗浄するために用
いられる溶液または製剤を指す。
【０１７９】
　用語「潅流液」は、全身血流が利用できないとき、例えば移植中のドナー組織または臓
器の場合、レシピエント挿入および血管連結前に、組織または臓器にエクスビボで投与さ
れる溶液または製剤を指す。
【０１８０】
　用語「エクスビボ」は、生物の外部の人工的環境において生組織内または上で行われる
実験または操作を指す。
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【０１８１】
　用語「医薬的に許容される担体」または「医薬的に許容される賦形剤」は、任意のおよ
びすべての溶媒、分散媒、コーティング、抗菌および抗真菌薬、等張および吸収遅延剤な
どを含む。医薬活性物質のためのそのような媒質および薬剤の使用は、当分野において周
知である。いずれの従来の媒質または薬剤も、活性成分と不適合性である場合を除き、治
療組成物におけるその使用が考えられる。それらの組成物に補助活性成分を組み込むこと
もできる。
【０１８２】
　用語「医薬的に許容される塩」は、本発明の化合物の生物学的有効性および特性を保持
する、ならびに生物学的に及び別様に望ましくないものでない塩を指す。多くの場合、本
発明の化合物は、アミノおよび／またはカルボキシ基またはそれらに類似した基の存在に
よって酸および／または塩基塩を形成することができる。医薬的に許容される酸付加塩は
、無機酸および有機酸を用いて形成することができる。塩を誘導することができる無機酸
としては、例えば、塩酸、臭化水素酸、硫酸、硝酸、リン酸などが挙げられる。塩を誘導
することができる有機酸としては、例えば、酢酸、プロピオン酸、ナフトエ酸、オレイン
酸、パルミチン酸、パモ（エンボン）酸、ステアリン酸、グリコール酸、ピルビン酸、シ
ュウ酸、マレイン酸、マロン酸、コハク酸、フマル酸、酒石酸、クエン酸、アスコルビン
酸、グルコヘプト酸、グルクロン酸、乳酸、ラクトビオン酸、酒石酸、安息香酸、桂皮酸
、マンデル酸、メタンスルホン酸、エタンスルホン酸、ｐ－トルエンスルホン酸、サリチ
ル酸などが挙げられる。医薬的に許容される塩基付加塩は、無機および有機塩基を用いて
形成することができる。塩を誘導することができる無機塩基としては、例えば、ナトリウ
ム、カリウム、リチウム、アンモニウム、カルシウム、マグネシウム、鉄、亜鉛、銅、マ
ンガン、アルミニウムなどが挙げられ、アンモニウム、カリウム、ナトリウム、カルシウ
ムおよびマグネシウムが特に好ましい。塩を誘導することができる有機塩基としては、例
えば、第一、第二および第三アミン、置換アミン（自然に存在する置換アミンを含む）、
環式アミン、塩基性イオン交換樹脂など、具体的には、イソプロピルアミン、トリメチル
アミン、ジエチルアミン、トリエチルアミン、トリプロピルアミン、アルギニン、リシン
、ベネタミン、Ｎ－メチル－グルカミン、およびエタノールアミンが挙げられる。他の酸
としては、ドデシル硫酸、ナフタリン－１，５－ジスルホン酸、ナフタレン－２－スルホ
ン酸、およびサッカリンが挙げられる。
【０１８３】
　用語「ニトライト、亜硝酸塩またはニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物
」は、本明細書に開示するような亜硝酸アニオンの生物学的有効性および特性を保持する
、ならびに生物学的におよび別様に望ましくないものではない、亜硝酸アニオン含有化合
物およびそれらから形成される塩；ならびにＮＯに化学的および／または酵素的に変換さ
れ得るようなニトライトの源としてまたは本明細書に開示する組成物およびそれらの塩な
どのＮＯのドナーとして作用する、ならびに生物学的におよび別様に望ましくないもので
はない、他の化合物を指す。上で述べたように、本明細書に開示する一定の特に好ましい
実施形態において、ニトライト化合物は、亜硝酸アニオンまたはその塩、例えば亜硝酸ナ
トリウム、亜硝酸カリウム若しくは亜硝酸マグネシウムを含む。そのような化学種は、還
元、酸化、加水分解または他の化学的若しくは生物学的プロセス（酵素触媒作用を含む）
により、治療または予防のための一酸化窒素を生成または放出するものである。一酸化窒
素は、当業者によく知られているであろう多数の方法論のいずれかによって、例えば、Ｕ
Ｓ　２００５／００３６９４９に記載されているようなＮＯナノセンサを使用して、検出
することができる。
【０１８４】
　用語「送達微粒子量（ｆｉｎｅ　ｐａｒｔｉｃｌｅ　ｄｏｓｅ：ＦＰＤ）は、（吸入後
に肺に沈着すると予想される）直径５マイクロメートルに等しいまたはそれ未満の粒子中
に存在する吸入薬の量を意味する。送達微粒子量パーセント（ｆｉｎｅ　ｐａｒｔｉｃｌ
ｅ　ｄｏｓｅ　ｐｅｒｃｅｎｔ：ＦＰＤ％）は、名目投薬量のパーセントとして表される
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ＦＰＤである。
【０１８５】
　従って、本明細書に開示する特に好ましい実施形態において、亜硝酸アニオンまたはそ
の塩などのニトライト化合物は、亜硝酸ナトリウム、亜硝酸カリウム若しくは亜硝酸マグ
ネシウムとして提供されることがあり、および治療または予防薬として作用することがあ
る。
【０１８６】
　一定の他の異なる実施形態にでは、別のニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化
合物が治療または予防薬としての役割を直接果たすことがある。
【０１８７】
　本明細書に開示する好ましい実施形態は、亜硝酸アニオンまたはその塩を含むニトライ
ト化合物、例えば亜硝酸ナトリウム、亜硝酸カリウム若しくは亜硝酸マグネシウムを考え
ているが、他の実施形態は、「ニトライト供与性または一酸化窒素供与性化合物」が、そ
のように限定されると解釈されないので、限定ではないが、１つ以上の種、例えば、ニト
ラート、二酸化窒素、一酸化窒素（ガス）それ自体、窒素ガス、アルギニン、ニトロソチ
オール、ニトログリセリン、グルタミン、リシン、あるパラ銀、亜硝酸アミル、一酸化窒
素供与性アスパラギン、ＮＧ－ニトロ－Ｌ－アルギニンメチルエステル、ニトロプルシド
、ニトロソベンゼン、塩化ニトロシル、Ｏ－ニトロソエタノール、亜硝酸エチル、硝酸エ
チル、Ｓ－ニトロソグルタチオン、塩化ニトロシルルテニウム（ＩＩＩ）、テトラフルオ
ロホウ酸ニトロシル、ペンタクロロニトロシルルテニウム（ＩＩ）酸カリウム、硝酸ニト
ロシルルテニウム（ＩＩＩ）、１－ニトロソ－２－ナフトール、１－ニトロソ－２－ナフ
トール－３，６－ジスルホン酸、２－メチル－２－ニトロソプロパン、２－ニトロソ－１
－ナフトール、３－（３－ヒドロキシ－４－ニトロソ－Ｎ－プロピルアミノ）プロパンス
ルホン酸、３－ヒドロキシ－４－ニトロソ－２，７－ナフタレンジスルホン酸、６－ニト
ロソ－１，２－ベンゾピロン、クプフェロン、Ｎ－ベンジル－Ｎ－ニトロソ－ｐ－トルエ
ンスルホンアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチル－４－ニトロソアニリン、Ｎ－ニトロソ－Ｎ－エチ
ルブチルアミン、Ｎ－ニトロソ－Ｎ－エチル尿素、Ｎ－ニトロソ－Ｎ－メチルブチルアミ
ン、Ｎ－ニトロソ－Ｎ－メチル尿素、Ｎ－ニトロソジフェニルアミン、Ｓ－ニトロソ－Ｎ
－アセチル－ＤＬ－ペニシラミン、１，３，５－トリ－ｔ－ブチル－２－ニトロソベンゼ
ン、４－ヒドロキシ－３－ニトロソ－１－ナフタレンスルホン酸、Ｄｉａｚａｌｄ（登録
商標）、Ｎ，Ｎ－ジエチル－４－ニトロソアニリン、Ｎ－ニトロソジフェニルアミン、Ｎ
－ニトロソジフェニルアミン、Ｎ－ニトロソジフェニルアミン溶液、デホスタチン、Ｄｉ
ａｚａｌｄ（登録商標）－Ｎ－メチル、ＰＡＰＡ　ＮＯＮＯａｔｅ、６－アミノ－１－メ
チル－５－ニトロソウラシル、Ｄｉａｚａｌｄ（登録商標）－Ｎ－メチル－Ｎ－メチル、
１，３－ジフルオロ－２－ニトロソ－ベンゼン、１，８－ジヒドロキシ－２－ニトロソ－
３，６－ナフタレンジスルホン酸、銅錯体、１－エチル－３－ニトロソ－２－フェニルイ
ンドール、１－エチル－３－ニトロソ－ピペラジン、１７－アルファ－クロロ－１７－ベ
ータ－ニトロソ－５－アルファ－アンドロスタン、２，６－ジアミノ－５－ニトロソ－４
－ピリミジノール、２－ニトロ－１－ニトロソ－１－フェニルシクロヘキサン、２－ニト
ロソ－１，２－ジヒドロハルマリン、２－ニトロソ－１－ナフトール－３，６－ジスルホ
ン酸、２－ニトロソ－４，７，７－トリメチル－２－アザビシクロ（２．２．１）ヘプタ
ン－３－オン、２－ｔ－ブチル－６－メチル－４－ニトロソ－フェノール、３，５－ジメ
チル－４－ニトロソ－１Ｈ－ピラゾール－３－アルファ－クロロ－３－ベータ－ニトロソ
－５－アルファ－コレスタン、３－アルファ－クロロ－３－ベータ－ニトロソ－５－アル
ファ－コレスタン、３－クロロ－３－ニトロソ－５－ベータ－コレスタン、３－ニトロ－
１－ニトロソ－１－オクチルグアニジン、３－ニトロソ－１－オキサ－３－アザスピロ（
４，５）デカン－２－オン、３－ニトソ（ｎｉｔｏｓｏ）－２，４，６－トリアセトアミ
ドピリジン、３－ニトロソ－２－フェニルイミダゾ［１，２－Ａ］ピリミジン、４－アル
ファ－クロロ－４－ベータ、ニトロソ－５－アルファ－コレスタン、４－ヒドロキシ－３
－ニトロソ－１－ナフタレン－スルホン酸、４－ヒドロキシ－３－ニトロソ－１－ナフタ
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レン－スルホン酸、５－（３，５－ジ－ｔ－ブチルフェニル）－３－ニトロソ－２－オキ
サゾリジノン、５－ニトロソ－キノリン－８－オール、６－アミノ－５ニトロソ－２－チ
オウラシル、７－アルファ－クロロ－７－ベータ－ニトロソ－５－アルファ－コレスタン
、７－メチル－３－ニトロソ－２－フェニルイミダゾ［１，２－Ａ］ピリジン、ジエチル
－（３－ニトロソ－フェニル）－アミン、Ｎ－（２－エトキシ－Ｐｈ）－２－（１－ニト
ロソ－３－オキソ－１，２，３，４－テトラヒドロキノザリン－２－イル）－アセトアミ
ン－（４－ブロモ－フェニル）－５－ニトロソ－ピリミジン－２，４，６－トリアミン、
Ｎ－メチル（ｍｅｈｔｙｌ）－Ｎ－ニトロソ－３－テトラヒドロチオフェンアミン－１，
１－ジオキシド、Ｎ－（Ｎ'－メチル－Ｎ'－ニトロソ－アミノ－メチル）－ベンズアミド
、Ｎ－ニトロソ－Ｎ－（２－ピリジル）－３－（トリフルオロメチル）アニリン、Ｎ－ニ
トロソ－Ｎ－（トリメチルシリルメチル）－Ｐ－トルエンスルホンアミン、Ｓ－（９－ニ
トロソス（ｎｉｔｒｏｓｏｓ）－９Ｈ－プリン－６－イル）－２－クロロエチルチオカル
バマート、２－ニトロソトルエン、４－ニトロソジフェニルアミン、Ｎ－ニトロソジエチ
ルアミン、ニトロソベンゼン、セムスタチン（Ｓｅｍｕｓｔｉｎｅ）、亜硝酸ブチル、亜
硝酸カルシウム、亜硝酸ジシクロヘキシルアミン、亜硝酸ジシクロヘキシルアンモニウム
、亜硝酸エチル、亜硝酸イソアミル、亜硝酸イソブチル、亜硝酸イソペンチル、亜硝酸カ
リウム、亜硝酸銀、亜硝酸ナトリウム、亜硝酸ｔ－ブチル、亜硝酸テトラブチルアンモニ
ウム、亜硝酸ビス（トリフェニルホスホラニリデン）アンモニウム、硝酸２－エチルヘキ
シル、硝酸イソブチル、硝酸イソプロピルおよび亜硝酸マグネシウムを含むことがある。
【０１８８】
　用語「還元酸」は、本発明の化合物の生物学的有効性および特性を保持しているならび
に生物学的におよび別様に望ましくないものではない酸を指す。多くの場合、本発明の化
合物は、ニトライト、亜硝酸塩またはニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物
を還元して一酸化窒素を生成または放出することができる。医薬的に許容される還元酸と
しては、例えば、有機酸、例えば、酢酸、プロピオン酸、ナフトエ酸、オレイン酸、パル
ミチン酸、パモ（エンボン）酸、ステアリン酸、グリコール酸、ピルビン酸、シュウ酸、
マレイン酸、マロン酸、コハク酸、フマル酸、酒石酸、クエン酸、アスコルビン酸、グル
コヘプト酸、グルクロン酸、乳酸、ラクトビオン酸、酒石酸、安息香酸、桂皮酸、マンデ
ル酸、メタンスルホン酸、エタンスルホン酸、ｐ－トルエンスルホン酸、サリチル酸など
が挙げられる。
【０１８９】
　用語「ｐＨ還元酸」は、本発明の化合物の生物学的有効性および特性を保持しているな
らびに生物学的におよび別様に望ましくないものではない酸を指す。多くの場合、一定の
実施形態の化合物は、亜硝酸アニオン若しくはその塩、またはニトライト供与性若しくは
一酸化窒素供与性化合物を還元して一酸化窒素を生成または放出することができる。医薬
的に許容される還元酸としては、例えば、例えば塩酸、臭化水素酸、スルホン酸、硝酸、
リン酸などの無機酸が挙げられる。また、非限定的な例として、ｐＨ還元酸としては、有
機酸、例えば、クエン酸、酢酸、プロピオン酸、ナフトエ酸、オレイン酸、パルミチン酸
、パモ（エンボン）酸、ステアリン酸、グリコール酸、ピルビン酸、シュウ酸、マレイン
酸、マロン酸、コハク酸、フマル酸、酒石酸、クエン酸、アスコルビン酸、グルコヘプト
酸、グルクロン酸、乳酸、ラクトビオン酸、酒石酸、安息香酸、桂皮酸、マンデル酸、メ
タンスルホン酸、エタンスルホン酸、ｐ－トルエンスルホン酸、サリチル酸なども挙げる
ことができる。
【０１９０】
　本明細書に開示する一定の実施形態によると、ニトライト化合物は、一般には酸性賦形
剤水溶液として存在する「酸性賦形剤」を含むことがある。「酸性賦形剤」は、非還元酸
を指し、および本明細書で用いる場合、例えば、標準的な細胞傷害性または毒性学アッセ
イによって評価して二酸化窒素の検出可能な生成、例えば溶液からの目に見える二酸化窒
素ガスバブルの発生または溶液からの検出可能なレベルの二酸化窒素ガスの発生、を望ま
しくなくもたらし得る約４．７から約７．４のｐＨでニトライト化合物との反応を誘導す



(71) JP 2011-507968 A 2011.3.10

10

20

30

40

50

る可能性があるアスコルビン酸または他の酸は、明白に除外される。「非還元性」である
酸は、（水素電極を基準にして）２５℃での標準レドックス電位が、０ボルトより大きい
。非還元酸塩の例としては、硫酸塩、硝酸塩、酢酸塩、フマル酸塩、ク塩酸塩、酒石酸塩
、プロピオン酸塩およびソルビン酸塩が挙げられる。非還元有機酸としては、カルボン酸
、スルホン酸、リン酸、ホスフィン酸、リン酸モノエステル、およびリン酸ジエステル、
および／または１から１２個の炭素原子を含有する他の有機酸が挙げられる。非還元有機
酸の例としては、クエン酸、酢酸、フマル酸、プロピオン酸、酪酸、安息香酸、モノ、ジ
およびトリクロロ酢酸、サリチル酸、トリフルオロ酢酸、ベンゼンスルホン酸、トルエン
スルホン酸、メチルホスホン酸、メチルホスフィン酸、ジメチルホスフィン酸、およびホ
スホン酸モノブチルエステルが挙げられる。
【０１９１】
　「緩衝剤」は、ｐＨ緩衝剤として機能する化合物を指す。一定の関連実施形態において
、ｐＨ緩衝剤は、「約」列挙ｐＨ値であるｐＨを維持する条件下で、維持するために十分
な量で存在する。「約」そのようなｐＨとは、当分野において公知であるように、緩衝剤
のｐＫａ値（単数または複数）、緩衝剤濃度、作業温度、その組成物の他の成分のｐＫａ
（すなわち、その緩衝剤が、プロトン化液体と脱プロトン化形態の間で平衡状態、概して
ｐＨ値の有効緩衝範囲の真中、にあるｐＨ）に対する影響、および他の要因をはじめとす
る様々な要因の帰結であり得る緩衝剤の機能的存在を指す。
【０１９２】
　従って、ｐＨの文脈における「約」は、列挙されている値より０．５ｐＨ単位以下、さ
らに好ましくは０．４ｐＨ単位以下、さらに好ましくは０．３ｐＨ単位以下、尚さらに好
ましくは０．２ｐＨ単位以下、および最も好ましくは０．１～０．１５ｐＨ単位以下、大
きいまたは小さいことがあるｐＨの量的変動を表すと解釈することができる。（上でも述
べたように、ｐＨの文脈における以外の量的値を指すために用いるときの「約」は、指定
されている量が、その示されている量より述べられている数値の１、２、３、４、５、６
、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９または２
０パーセント大きいまたは小さいことがあることを意味する）。
【０１９３】
　上でも述べたように、一定の実施形態において、実質的一定ｐＨ（例えば、長期間にわ
たって挙げられている範囲内で維持されるｐＨ）は、約ｐＨ４．７から約ｐＨ７、約ｐＨ
４．８から約ｐＨ６．９、約ｐＨ４．９から約ｐＨ６．８、約ｐＨ５．０から約ｐＨ６．
７、約ｐＨ５．１から約ｐＨ６．６、若しくは約ｐＨ５．２から約ｐＨ６．５、または本
明細書に記載するような任意の他のｐＨ若しくはｐＨ範囲であり得、好ましい実施形態で
は、これは、ニトライト化合物製剤については約４．７から約６．５であり得、およびニ
トライト化合物水溶液については約ｐＨ７．０より高くあり得る。実質的一定ｐＨの維持
は、好ましくは、組成物または製剤のｐＨを、それが長期間にわたって、概して少なくと
も０．２５時間、０．５時間、０．７５時間、１．０時間またはそれ以上の時間のオーダ
ーで、「約」列挙ｐＨのままであるように、調節できることを含む。
【０１９４】
　従って、ｐＨ緩衝剤は、適切な条件下で十分な量で存在するとき、当業者によって選択
され得るような望ましいｐＨレベルを維持することができる組成物を概して含むことがで
き、例えば、緩衝剤は、クエン酸塩、リンゴ酸塩、ピリジン、ピペラジン、コハク酸塩、
ヒスチジン、マレイン酸塩、ＢＩＳ－ＴＲＩＳ、ピロリン酸塩、ＰＩＰＥＳ、ＡＣＥＳ、
ヒスチジン、ＭＥＳ、カコジル酸、Ｈ２ＣＯ３／ＮａＨＣＯ３およびＮ－（２－アセトア
ミド）－２－イミノ二酢酸（Ｎ－（２－Ａｃｅｔａｍｉｄｏ）－２－ｉｍｉｎｏｄｉａｃ
ｅｔｉｃ　ａｃｉｄ：ＡＤＡ）、または本明細書における開示に基づき、ニトライト化合
物の望ましい生物学的若しくは薬理学的活性を維持する、保存する、強化する、保護する
若しくは別様に促進するための他の緩衝剤を含む。適する緩衝剤としては、表１中のもの
または当分野において公知のもの（例えば、Ｃａｌｂｉｏｃｈｅｍ（登録商標）Ｂｉｏｃ
ｈｅｍｉｃａｌｓ　&　Ｉｍｍｕｎｏｃｈｅｍｉｃａｌｓ　Ｃａｔａｌｏｇ　２００４／
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２００５，ｐｐ．６８－６９およびその中に引用されているカタログ，ＥＭＤ　Ｂｉｏｓ
ｃｉｅｎｃｅｓ，Ｌａ　Ｊｏｌｌａ，ＣＡを参照のこと）を挙げることができる。
【０１９５】
　緩衝剤を直接関係のある部分に含むニトライト化合物製剤であって、その緩衝剤が、５
．１と６．８の間のｐＫａを有し、２３℃で少なくとも１時間の期間にわたって約４．７
から約６．５のｐＨを維持するために十分な濃度で存在する、ニトライト化合物製剤に関
するものであり得るような、本明細書に開示する一定の実施形態に従って用いることがで
きる緩衝剤の非限定的な例を、それらのｐＫａ値と共に、表１に示す：
【表１】

【０１９６】
　略語表：
　ＡＣＥＳ：Ｎ－（２－アセトアミド）－２－アミノエタンスルホン酸
　ＡＤＡ：Ｎ－（２－アセトアミノ（ａｍｅｔａｍｉｎｏ））イミノ二酢酸
　ＢＩＳ－ＴＲＩＳ：ビス（２－ヒドロキシエチル（ｔｈｅｙｌ）（アミノ－トリス（ヒ
ドロキシメチル）メタン
　ＭＥＳ：４－モルホリンエタンスルホン酸
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　ＰＩＰＥＳ：ピペラジン－Ｎ，Ｎ'－ビス（２－エタンスルホン酸）
【０１９７】
　緩衝剤を含むニトライト化合物製剤であって、その緩衝剤が６．５と９．３の間のｐＫ
ａを有し、約７．０から約９．０のｐＨを維持するために十分な濃度で存在する、ニトラ
イト化合物製剤に関するものであり得る、本明細書に開示する一定の実施形態に従って使
用することができる緩衝剤の非限定的な例を、それらのｐＫａ値と共に、表２に提供する
。
【０１９８】
【表２】

【０１９９】
　略語表：
　ＡＣＥＳ：Ｎ－（２－アセトアミド）－２－アミノエタンスルホン酸
　ＤＡＤ：Ｎ－（２－アセトアミノ（ａｍｅｔａｍｉｎｏ））イミノ二酢酸
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　ＡＭＰＳＯ：Ｎ－（１，１－ジメチル－２－ヒドロキシエチル）－３－アミノ－２－ヒ
ドロキシプロパン－スルホン酸
　ＢＥＳ：Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）－２－アミノエタンスルホン酸
　ＢＩＣＩＮＥ：Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）グリシン
　ＢＩＳ－ＴＲＩＳ：ビス（２－ヒドロキシエチル（ｔｈｅｙｌ）（アミノ－トリス（ヒ
ドロキシメチル）メタン
　ＢＩＳ－ＴＲＩＳプロパン：１，３－ビス［トリス（ヒドロキシメチル）メチルアミノ
］プロパン
　ＣＨＥＳ：２－（シクロヘキシルアミノ）エタンスルホン酸
　ＤＩＰＳＯ：３－（Ｎ，Ｎ－ビス［２－ヒドロキシエチル］アミノ）－２－ヒドロキシ
プロパンスルホン酸
　ＥＰＰＳ：Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）ピペラジン－Ｎ'－（３－プロパンスルホン
酸）
　ＨＥＰＢＳ：ジグリシン、Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）ピペラジン－Ｎ'－（４－ブ
タンスルホン酸）
　ＨＥＰＥＳ：Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）ピペラジン－Ｎ'－（２－エタンスルホン
酸）
　ＭＯＰＳ：４－モルホリンプロパンスルホン酸
　ＭＯＰＯＳ：ベータ－ヒドロキシ－４－モルホリンプロパンスルホン酸
　ＰＩＰＥＳ：ピペラジン－Ｎ，Ｎ'－ビス（２－エタンスルホン酸）
　ＰＯＰＳＯ：ピペラジン－Ｎ，Ｎ'－ビス（２－ヒドロキシプロパンスルホン酸）
　ＴＡＰＳ：［（２－ヒドロキシ－１，１－ビス（ヒドロキシメチル）エチル）アミノ］
－１－プロパン－スルホン酸
　ＴＡＰＳＯ：２－ヒドロキシ－３－［トリス（ヒドロキシメチル）メチルアミノ］－１
－プロパンスルホン酸
　ＴＥＳ：Ｎ－［トリス（ヒドロキシメチル）メチル］－２－アミノエタンスルホン酸
　ＴＲＩＺＭＡ：２－アミノ－２－（ヒドロキシメチル（ｍｅｈｔｙｌ））－１，３－プ
ロパンジオール
【０２００】
　「溶媒和物」は、溶媒とニトライト、またはニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与
性化合物、抗微生物薬、代謝産物、またはそれらの塩との相互作用によって形成された化
合物を指す。適する溶媒和物は、水和物を含めて、医薬的に許容される溶媒和物である。
【０２０１】
　細菌などの微生物の抗微生物薬への反応に関連して、用語「感受性」は、その抗微生物
薬の存在に対する微生物の感度を指す。そのため、感受性増加は、微生物が、微生物細胞
を取り巻く媒質中の低濃度の抗微生物薬によって抑制されるであろうことを意味する。こ
れは、その微生物が、その抗微生物薬に対してより敏感であると言うことに相当する。殆
どの場合、その抗微生物薬の最小阻害濃度（ｍｉｎｉｍｕｍ　ｉｎｈｉｂｉｔｏｒｙ　ｃ
ｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎ：ＭＩＣ）は、低減されていることになる。
【０２０２】
　「治療有効量」または「医薬的に有効な量」は、治療効果を有する、本発明のために開
示するような、ニトライト、亜硝酸塩またはニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性
化合物を意味する。治療に有用であるニトライト、亜硝酸塩またはニトライト供与性若し
くは一酸化窒素供与性化合物の用量が、治療有効量である。従って、本明細書において用
いる場合、治療有効量は、臨床試験結果および／またはモデル動物肺高血圧、再潅流およ
び／または移植研究によって判断したとき、望ましい治療効果を生じさせるニトライト、
亜硝酸塩またはニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物の量を意味する。特定
の実施形態において、前記ニトライト、亜硝酸塩またはニトライト供与性若しくは一酸化
窒素供与性化合物は、所定の用量で投与され、従って、治療有効量は、投与された用量の
量となる。この量およびニトライト、亜硝酸塩またはニトライト供与性若しくは一酸化窒
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素供与性化合物の量は、当業者によって常例的に決定され得るものであり、ならびに幾つ
かの要因、例えば、感染があてはまるまたは肺高血圧若しくは再潅流傷害に対する治療若
しくは予防効果が存在する特定の微生物株、および罹病部位が、初期吸入エアロゾル投与
を受けた初期吸入位置からどのくらい離れているか、に依存して変わるであろう。この量
は、患者の身長、体重、性別、年齢および病歴にさらに依存し得る。予防的治療について
は、治療有効量は、微生物感染症、肺高血圧または再潅流傷害の予防に有効であろう量で
ある。
【０２０３】
　「治療効果」は、再潅流または移植を受けた臓器における感染症、肺高血圧または虚血
の作用または続発症の症状の１若しくはそれ以上を、ある程度、および当分野において公
知であり得るおよび所与の徴候、疾病、疾患または臨床状態に適用され得るような許容さ
れるパラメータに従って臨床的有意性を有する様式で、軽減する。この効果は、そのよう
な疾病若しくは疾患の治癒、肺高血圧若しくは再潅流傷害における感染症の進行の減速若
しくは該感染症の予防、またはそれらの重症度の低下（例えば、実質的に有意な様式での
減少）を含む。「治癒」は、疾病の症状が除去されること、または従来の測定による検出
閾値より下の点になることを意味する。しかし、前記疾病、疾患または状態の一定の長期
または永久作用は、治癒が達成された後でさえ存在することがある（例えば、広範囲の組
織損傷）。本明細書において用いる場合、感染症についての「治療効果」は、ヒト臨床結
果または動物研究によって測定して、統計学的に有意な、宿主における微生物（例えば、
細菌、真菌、ウイルス、例えば原虫寄生体のような寄生生物、など）負荷量低下、耐性発
生低下または感染症状改善と定義する。
【０２０４】
　肺高血圧についての「治療効果」は、統計学的に有意な肺動脈圧低下および／または運
動能力増加と定義する。心筋虚血性再潅流傷害についての「治療効果」は、虚血後心拍出
量および／または心調律および／または心臓電気伝導の統計学的に有意な改善と定義する
。脳虚血性再潅流傷害についての「治療効果」は、統計学的に有意な、虚血後梗塞サイズ
減少および／または脳水腫減少および／または神経機能改善と定義する。肺移植に関連し
た虚血性再潅流傷害についての「治療効果」は、肺ガス交換および／またはＸ線撮影の肺
浸潤および／または移植後の機械的換気期間の統計学的に有意な改善と定義する。腎臓移
植に関連した虚血性再潅流傷害についての「治療効果」は、腎機能（より厳密に定義する
ことを望むならば：電解質状態および／または酸塩基状態および／または血管内および血
管外液の状態）の統計学的に有意な改善と定義する。肝臓移植に関連した虚血性再潅流傷
害についての「治療効果」は、移植後肝性合成機能および／または肝性代謝機能の統計学
的に有意な改善と定義する。
【０２０５】
　本明細書において用いる場合の「治療する」、「治療」または「治療すること」は、予
防および／または治療目的での医薬組成物の投与を指す。用語「予防的治療」は、特定の
疾病に未だ罹病していないが、罹患しやすいまたは別様にそのリスクがある患者の治療を
指す。用語「治療的治療」は、疾病に既に罹患している患者に治療を施すことを指す。従
って、好ましい実施形態において、治療は、ニトライト、亜硝酸塩またはニトライト供与
性若しくは一酸化窒素供与性化合物の治療有効量の（治療目的または予防目的いずれかで
の）哺乳動物への投与である。
【０２０６】
　薬物動態学（Ｐｈａｒｍａｃｏｋｉｎｅｔｉｃｓ：ＰＫ）は、体内のニトライトまたは
ニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物濃度の時間経過に関係がある。薬動力
学（ＰＤ）は、インビボでの薬物動態と効能との関係に関係がある。ＰＫ／ＰＤパラメー
タは、ニトライトまたはニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物曝露と効能の
ある活性とを相関させる。従って、多様な作用メカニズムを有するニトライト、亜硝酸塩
またはニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物の治療効能を予測するために、
種々のＰＫ／ＰＤパラメータを用いることができる。
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【０２０７】
　用語「投与間隔」は、多回投与レジメン中の２回の連続した薬剤投与についての投与間
の時間を指す。
【０２０８】
　本明細書において用いる場合、薬剤のインビボ濃度の「ピーク期間」は、その薬剤濃度
が、その最大血漿または罹病部位濃度の５０％未満であるときの薬剤投与間隔の時間と定
義する。一部の実施形態において、「ピーク期間」は、ニトライトまたはニトライト供与
性若しくは一酸化窒素供与性化合物投与の間隔を記述するために用いる。
【０２０９】
　「吸入可能送達用量」は、１：１の吸気－呼気比で、またはドライパウダ式若しくは定
量吸入装置の単回若しくは多回吸入後に、１分あたり１５呼吸のヨーロッパ標準パターン
にプログラムされたシミュレータを使用して、５マイクロメートルに等しいまたはそれ未
満である、呼吸シミュレータの吸気相中に吸入されるエアロゾル化薬物含有粒子の量であ
る。
【０２１０】
　吸入エアロゾルおよび局所（非経口）薬物送達の利点
　エアロゾル化ニトライトまたはニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物の吸
入療法は、沈着部位での治療作用または血管吸収部位の直ぐ下流の領域への全身吸収のた
めに、（鼻腔内または肺のものである）呼吸器管内に徐放または活性物質を直接沈着させ
ることができる。肺性、または鼻腔内若しくは洞感染症の場合、鼻腔内吸入エアロゾル送
達は、直接その鼻感染部位にニトライトまたはニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与
性化合物を沈着させ、または潜在的洞感染症治療についてはその洞の口を通して直接近づ
くことができる。同様に、肺感染症を肺へのエアロゾル両方の経口吸入および／または経
鼻吸入によって治療または予防することができる。
【０２１１】
　吸入エアロゾルニトライト化合物製剤の、または異なる実施形態では吸入エアロゾルニ
トライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物の、投与による肺動脈性高血圧に対する
治療および／または予防活性は、ニトライト化合物（若しくはＮＯ供与性化合物）の肺層
液の還元および／または酸価環境への曝露、および／または肺血管構造への曝露に依存す
ると思われる。そのとき、これらは、遊離一酸化窒素と相互作用し、そしてまたその一酸
化窒素が、血管拡張薬、および／またはこの疾病に随伴する罹病血管再構築を停止および
／または逆転させる薬剤としての役割を果たす。
【０２１２】
　上で説明した鼻腔内および肺適用と同様に、呼吸器管外の臓器への虚血性再潅流傷害の
治療または予防は、これらの呼吸器外部位へのプロドラッグまたは薬物（例えば、ニトラ
イト化合物）の輸送のために全身血管区画への吸収を必要とする。心筋層または大脳のい
ずれかにおける虚血性再潅流傷害を治療または予防する場合、呼吸器管、より具体的には
深肺部、における薬物の沈着は、左心房から頚動脈または冠動脈のいずれかを通してこれ
らの臓器に直接近づくことを可能にするだろう。この直接送達は、高濃度のニトライト化
合物（または異なる実施形態では、ニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物）
の直接投与を可能にするであろう。同様に、この経路は、これらの適応症にとって適切で
あるレベルへの用量の滴定を可能にする。この原理は、臓器移植レシピエント、具体的に
は、例えば、左心室（ｌｅｆｔ　ｖｅｎｔｒｉｃａｌ）の直ぐ下流にある臓器（実例とし
て、限定としてではなく、心臓、肝臓および腎臓）に関する今般開示する実施形態にもあ
てはまる。直接肺吸収によって肺移植片に直接投与する。
【０２１３】
　直接肺に送達された吸入亜硝酸ナトリウムが、一酸化窒素ドナーとしての役割を果たし
、肺動脈性高血圧の低下を惹起するという仮説を検証するために、５ｍＬ中３００ｍｇの
亜硝酸ナトリウムを、先行低酸素に付した生まれたての子羊にエアロゾルによって投与し
て肺高血圧を誘導した。低酸素は、２１±１から３４±２ｍｍＨｇへの肺動脈圧（ｐｕｌ
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ｍｏｎａｒｙ　ａｒｔｅｒｉａｌ　ｐｒｅｓｕｒｅ：ＰＡＰ）の急速な上昇、肺血管抵抗
の２０％上昇、および全身血管抵抗のわずかな２０％低下を随伴した。１５ｍｇ／分の用
量での吸入ニトライトは、食塩水霧化と比較して低酸素誘導肺高血圧の急速で持続的な低
下（およそ６５％）を惹起した。これらの子羊における亜硝酸ナトリウムの最小有効用量
は、１．５ｍｇ／分であった（Ｈｕｎｔｅｒ，ｅｔ　ａｌ．，２００４）。
【０２１４】
　吸入ニトライト効果の規模は、２０ｐｐｍ　吸入ＮＯガスのものにほぼ等しかった。興
味深いことに、このＰＡＰ低下は、ＮＯ治療中止後、数分以内に効能を失った一酸化窒素
ガスと比較して、霧化ニトライトの吸入停止後、少なくとも１時間は維持された。ＰＡＰ
のニトライト誘導低下は、呼気中のＮＯの即時出現を随伴し、２０分吸入後におよそ１５
ｐｐｂのピークに到達した。エアロゾル化ニトライトによって惹起された肺血管拡張は、
デオキシヘモグロビン依存性およびｐＨ依存性であり、ならびに鉄－ニトロシル－ヘモグ
ロビンの血中濃度増加を随伴した。注目に値することとして、治療的見地から、食塩水に
溶解したニトライトの噴霧による短期送達は、血中メトヘモグロビンレベルの臨床的に有
意な上昇を伴わずに、吸入３０分後に２％の基底レベルから３％のピークレベルへの上昇
で、選択的、持続的肺血管拡張を生じさせた。血漿ニトライト濃度は、噴霧前のおよそ２
μｍｏｌ／Ｌの基底レベルから２０分の亜硝酸ナトリウム噴霧後には３０μｍｏｌ／Ｌの
ピークへと増加した。血漿ニトライトレベルは、吸入を停止すると急速に降下して、噴霧
中止後９０分の時点ではほぼ基底レベルに等しかった。
【０２１５】
　医薬組成物
　一定の実施形態に従って本明細書に記載する方法のために、ニトライト化合物（例えば
、亜硝酸アニオンまたはその塩、好ましくは亜硝酸ナトリウム、亜硝酸マグネシウム若し
くは亜硝酸カリウム）、または異なる実施形態ではニトライト供与性若しくは一酸化窒素
供与性化合物は、液体霧化、ドライパウダ式または定量吸入器を使用して投与することが
できる。一部の実施形態において、本明細書に開示するニトライト、亜硝酸塩またはニト
ライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物を、エアロゾル製剤、適応症のための用量
、沈着位置、肺、鼻腔内／洞、または肺外治療作用のための肺または鼻送達、良好な味、
製造および保管安定性、ならびに患者の安全性および許容度に適する医薬組成物として製
造する。
【０２１６】
　一部の実施形態において、製造されるニトライト、亜硝酸塩またはニトライト供与性若
しくは一酸化窒素供与性化合物、最も好ましくは亜硝酸ナトリウムまたは他の亜硝酸塩形
態のアイソフォーム含有量を、薬物および薬品安定性、鼻および／または肺での溶解（ド
ライパウダまたは懸濁製剤の場合）、許容度、抗微生物活性ならびに作用部位（肺、鼻／
洞、または全身性である）について最適化することができる。
【０２１７】
　投与
　ニトライト、亜硝酸塩またはニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物、最も
好ましくは、亜硝酸ナトリウムまたは本明細書に開示する他の亜硝酸塩形態は、治療有効
投薬量、例えば、前に記載した疾病状態の治療を提供するために十分な投薬量、で投与す
ることができる。一般に、例えば、ニトライト化合物製剤中のニトライト化合物（例えば
、亜硝酸アニオン）のエアロゾル日用量は、亜硝酸アニオン約０．０１から約１０．０ｍ
ｇ／（体重のｋｇ）、好ましくは約０．０５から８．０ｍｇ／（体重のｋｇ）、および最
も好ましくは約０．１から５．０ｍｇ／（体重のｋｇ）であり得る。従って、７０ｋｇの
人に投与するための投薬量範囲は、１日に亜硝酸アニオン約０．７から７００．０ｍｇ、
好ましくは１日に約３．５から５６０．０ｍｇ、および最も好ましくは１日に約７．０か
ら３５０．０ｍｇであろう。投与する活性化合物の量は、勿論、被験者および治療する疾
病状態、苦痛の重度、投与方式およびスケジュール、疾病の位置（例えば、鼻腔内若しく
は上気道送達を望むのか、咽頭若しくは喉頭送達を望むのか、気管支送達を望むのか、肺
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送達を望むのか、および／または肺送達とその後の全身吸収を望むのか）、および処方す
る医師の判断に依存するであろう。例えば、好ましい実施形態において亜硝酸アニオンの
、または他の実施形態においてニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物の、エ
アロゾル投与についての可能性の高い用量範囲は、１日に約７．０から３５０．０ｍｇで
あろう。
【０２１８】
　ニトライト化合物（例えば、亜硝酸アニオン若しくはその塩）の、またはニトライト供
与性若しくは一酸化窒素供与性化合物、好ましくは、本明細書に開示するような亜硝酸ナ
トリウム若しくは別の亜硝酸塩形態、例えば医薬的に許容されるそれらの塩の投与は、こ
れらに限定されるものではないが、例えばネブライザによって送達されるような、液体粒
子を含有するミストまたはスプレーの鼻および／または経口吸入などのエアロゾル吸入を
含む、類似した有用性をもたらす薬剤の是認されている投与方式のいずれかによって行う
ことができる。
【０２１９】
　従って、医薬的に許容される組成物は、固体、半固体、液体およびエアロゾル剤形、例
えば、粉末、液体、懸濁物、複合体、リポソーム、微粒子などを含み得る。好ましくは、
前記組成物は、精密な用量の単回投与に適する単位剤形で提供される。前記単位剤形は、
週１回または月１回の供給物を提供するために集めて一緒に包装することもでき、ならび
に他の化合物、例えば食塩水、味マスキング剤、製薬用賦形剤および他の活性成分または
担体を組み込むこともできる。
【０２２０】
　ニトライト化合物（例えば、亜硝酸アニオン若しくはその塩）、またはニトライト供与
性若しくは一酸化窒素供与性化合物、好ましくは亜硝酸ナトリウム若しくは他の亜硝酸塩
形態は、単独で投与することができ、またはより一般的には、従来の製薬用担体、賦形剤
など（例えば、マンニトール、ラクトース、デンプン、ステアリン酸マグネシウム、サッ
カリンナトリウム（本明細書に開示するように、これは、一定の好ましい実施形態では、
亜硝酸アニオンに対する特定のモル比範囲で含める、味マスキング剤として存在すること
もある）、滑石、セルロース、クロスカルメロースナトリウム、グルコース、ゼラチン、
スクロース、炭酸マグネシウム、塩化マグネシウム、硫酸マグネシウム、塩化カルシウム
、ラクトース、スクロース、グルコースなど）と併用で投与することができる。所望され
る場合には、前記医薬組成物は、少量の非毒性補助物質、例えば、湿潤剤、乳化剤、可溶
化剤、ｐＨ緩衝剤など（例えば、クエン酸、アスコルビン酸、リン酸ナトリウム、リン酸
カリウム、酢酸ナトリウム、クエン酸ナトリウム、シクロデキストリン誘導体、モノラウ
リン酸ソルビタン、酢酸トリエタノールアミン、オレイン酸トリエタノールアミンなど）
を含有することもある。一般に、所期の投与方式に依存して、前記医薬製剤は、約０．０
０５％から９５重量％、好ましくは約０．５％から５０重量％の本発明の化合物を含有す
るであろう。そのような剤形を調製する実際の方法は、当業者には公知であり、またはわ
かるであろう。例えば、Ｒｅｍｉｎｇｔｏｎ'ｓ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｓｃ
ｉｅｎｃｅｓ，Ｍａｃｋ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｅａｓｔｏｎ，Ｐｅ
ｎｎｓｙｌｖａｎｉａ参照。
【０２２１】
　１つの好ましい実施形態において、前記組成物は、液体、懸濁させる固体、ドライパウ
ダ、凍結乾燥物または他の組成物などの単位剤形の形態を呈するであろう。従って、前記
組成物は、前記活性成分と共に、希釈剤、例えばラクトース、スクロース、リン酸二カル
シウムなど；滑沢剤、例えばステアリン酸マグネシウムなど；および結合剤、例えばデン
プン、アラビアゴム、ポリビニルピロリドン、ゼラチン、セルロース、セルロース誘導体
などを含有することがある。
【０２２２】
　液体の医薬的に投与可能な組成物は、例えば、上で定義した活性化合物および任意選択
の製薬用アジュバントを担体（例えば、水、食塩水、水性デキストロース、グリセロール
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、グルコース、エタノールなど）に溶解、分散などして溶液または懸濁液を形成すること
により、調製することができる。エアロゾル化される溶液は、従来の形態で、溶液若しく
は懸濁液として、エマルジョンとして、またはエアロゾル生成および吸入前に液体に溶解
若しくは懸濁させることに適する固体の形態で調製することができる。そのようなエアロ
ゾル組成物に含有される活性化合物の百分率は、その具体的な性質、ならびにその化合物
の活性および被験者の要求に非常に依存する。しかし、溶液中０．０１％から９０％の活
性成分の百分率を利用することができ、その組成物が固体である場合にはより高くなり、
その後、それを上記百分率に希釈することとなる。一部の実施形態において、前記組成物
は、溶液中１．０％から５０．０％の活性成分を含むであろう。
【０２２３】
　ニトライト、亜硝酸塩またはニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物製剤は
、２つの群に分けることができる：許容度向上のために味マスキング、一酸化窒素形成お
よび／または放出のためにｐＨ最適化特性、および／または曲線下面積（ａｒｅａ－ｕｎ
ｄｅｒ－ｔｈｅ－ｃｕｒｖｅ：ＡＵＣ）形状向上特性を提供する、単純製剤および複合製
剤。単純製剤は、さらに３つの群に分けることができる。１．単純製剤は、霧化のための
水系液体製剤を含むことがある。非限定的な例として、水系液体製剤の非限定的は、単独
での、あるいは非内包水溶性賦形剤を伴う、ニトライト、亜硝酸塩またはニトライト供与
性若しくは一酸化窒素供与性化合物から成り得る。２．単純製剤は、噴霧または定量吸入
器のための有機系液体製剤を含むことがある。非限定的な例として、有機系液体製剤は、
ニトライト、亜硝酸塩またはニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物から、あ
るいはニトライト、亜硝酸塩またはニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物と
非封入有機可溶性賦形剤から成り得る。３．単純製剤は、ドライパウダ式吸入器を用いる
投与のためのドライパウダ製剤を含むこともある。非限定的な例として、ドライパウダ製
剤は、単独での、あるいはラクトースなどのブレンド剤を伴うまたは伴わない水溶性また
は有機溶媒溶性いずれかの非封入賦形剤を伴う、ニトライト、亜硝酸塩またはニトライト
供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物から成り得る。複合製剤は、さらに５つの群に分
けることができる。１．複合製剤は、噴霧のための水系液体製剤を含むことがある。非限
定的な例として、水系液体複合製剤は、脂質、リポソーム、シクロでキストリン、マイク
ロカプセル化剤およびエマルジョンなどの水溶性で封入または複合体化されたニトライト
、亜硝酸塩またはニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物から成り得る。２．
複合製剤は、噴霧または定量吸入器のための有機系液体製剤を含むこともある。非限定的
な例として、有機系液体複合製剤は、脂質、マイクロカプセル化剤および逆相水系エマル
ジョンなどの有機溶媒溶性賦形剤で封入または複合体かされたニトライト、亜硝酸塩また
はニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物から成り得る。３．複合製剤は、噴
霧のための低溶解度、水系液体製剤を含むこともある。非限定的な例として、低溶解度、
水系液体複合製剤は、単独で低水溶性、安定性ナノ懸濁液としての、または共結晶／共沈
賦形剤複合体、若しくは脂質ナノ懸濁物などの低溶解度脂質との混合物での、ニトライト
、亜硝酸塩またはニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物から成り得る。４．
複合製剤は、噴霧または定量吸入器のための低溶解度、有機系液体製剤を含むこともある
。非限定的な例として、低溶解度、有機系液体複合製剤は、単独で低有機溶媒溶性、安定
性ナノ懸濁物としての、または共結晶／共沈賦形剤複合体、若しくは脂質ナノ懸濁物など
の低溶解度脂質との混合物での、ニトライト、亜硝酸塩またはニトライト供与性若しくは
一酸化窒素供与性化合物から成り得る。５．複合製剤は、ドライパウダ式吸入器を使用す
る投与のためのドライパウダ製剤を含むこともある。非限定的な例として、複合ドライパ
ウダ製剤は、ラクトースなどのブレンド剤を伴うまたは伴わない、共結晶／共沈／霧化乾
燥複合体でのまたはドライパウダ形態の低水溶性賦形剤／塩との混合物でのニトライト、
亜硝酸塩またはニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物から成り得る。単純お
よび複合製剤調製のための特定の方法を本明細書に記載する。
【０２２４】
　エアロゾル送達
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　本明細書に記載するようなニトライト、亜硝酸塩またはニトライト供与性若しくは一酸
化窒素供与性化合物を、エアロゾルとして、肺高血圧、肺移植または肺感染症をはじめと
する肺病変部位に、好ましくは直接投与する。前記エアロゾルは、非限定的な例としてそ
れぞれ心筋梗塞または脳卒中後の、心筋および脳再潅流傷害などの肺外病変の治療または
予防のために肺血管構造への吸収のために肺区画に送達することもできる。肺外病変とし
ては、腎臓、肝臓および心臓移植、ならびにそれらに付随する虚血性再潅流傷害の可能性
も挙げることができる。肺移植も病変とみなされる。一部の実施形態において、エアロゾ
ル送達は、緑膿菌肺感染症などの肺における感染症を治療するために用いられる。
【０２２５】
　ドライパウダまたは液体エアロゾル化製品を送達するための幾つかの装置技術が存在す
る。ドライパウダ製剤は、一般に、薬物投与に然程時間を必要としないが、より長い、よ
り費用のかかる開発努力を必要とする。逆に、液体製剤は、歴史的に、より長い投与時間
を被ってきたが、より短い、より費用のかからない開発努力を有した。本明細書に開示す
るニトライト、亜硝酸塩またはニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物は、溶
解度に幅があり、一般に安定であり、ある範囲の味を有する。そのような実施形態におい
て、前記ニトライト、亜硝酸塩またはニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物
は、中性ｐＨで水溶性であり、水溶液中で安定であり、および無味に限定されたものであ
る。そのような塩としては、亜硝酸ナトリウムおよび亜硝酸マグネシウムが挙げられる。
【０２２６】
　従って、１つの実施形態では、本明細書に開示するニトライト、亜硝酸塩またはニトラ
イト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物の特定の製剤を特定のエアロゾル化装置と併
用して、吸入のためのエアロゾルを提供し、この吸入のためのエアロゾルは、感染部位で
の、肺動脈性高血圧部位での、鼻外および／または肺外適応症については全身吸収のため
に鼻腔内部位での最大薬物沈着について、および最大許容度について最適化される。最適
化することができる要因としては、溶液または固体粒子製剤、送達速度、ならびにエアロ
ゾル化装置によって生成される粒子のサイズおよび分布が挙げられる。
【０２２７】
　粒径および分布
　一般に、吸入粒子は、２つのメカニズム：通常は大きな粒子が優位を占める衝突、およ
びより小さな粒子が優勢である沈降、のうちの１つによって沈着される。衝突は、吸入粒
子の運動量が、その粒子が空気の流れに従わずに生理的表面に遭遇する十分な大きさであ
るとき、発生する。対照的に、沈降は、主として深肺において、吸入した空気の流れに伴
って移動した非常に小さい粒子が、その空気の流れの中でのランダムな拡散の結果として
生理学的表面に遭遇すると、発生する。
【０２２８】
　肺投与には、上気道は避けられて中および低気道が選ばれる。肺薬物送達は、口および
のどを通したエアロゾルの吸入によって遂行することができる。約５マイクロメートルよ
り大きい空気動力学的質量中央径（ｍａｓｓ　ｍｅｄｉａｎ　ａｅｒｏｄｙｎａｍｉｃ　
ｄｉａｍｅｔｅｒ：ＭＭＡＤ）を有する粒子は、一般には肺に到達せず、その代わり、そ
れらは、のどの背部に衝突する傾向があり、飲み込まれ、ことによると経口吸収される。
約２から約５マイクロメートルの直径を有する粒子は、肺の上から中央領域（誘導気管支
）に到達するために十分な小ささであるが、肺胞に到達するには大きすぎる。より小さな
粒子、すなわち約０．５から約２マイクロメートルは、肺胞領域に到達することができる
。約０．５マイクロメートルより小さい直径を有する粒子も沈降によって肺胞領域に沈着
され得るが、非常に小さい粒子は吐き出されることがある。粒径の測度は、体積平均径（
ｖｏｌｕｍｅｔｒｉｃ　ｍｅａｎ　ｄｉａｍｅｔｅｒ：ＶＭＤ）、質量中央径（ｍａｓｓ
　ｍｅｄｉａｎ　ｄｉａｍｅｔｅｒ：ＭＭＤ）またはＭＭＡＤと呼ばれる場合がある。こ
れらの測定は、衝突（ＭＭＤおよびＭＭＡＤ）によって行うことができ、またはレーザ（
ＶＭＤ）によって行うことができる。液体粒子については、環境条件が維持される、例え
ば標準湿度である場合、ＶＭＤ、ＭＭＤおよびＭＭＡＤは、同じであり得る。しかし、湿
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度が維持されない場合、ＭＭＤおよびＭＭＡＤ測定値は、衝撃装置での測定中に脱水され
るため、ＶＭＤより小さいであろう。本明細書のために、ＶＭＤ、ＭＭＤおよびＭＭＡＤ
測定は、ＶＭＤ、ＭＭＤおよびＭＭＡＤの正常を比較できるように、標準条件下のもので
あると考える。同様に、ＭＭＤおよびＭＭＡＤでのドライパウダ粒径測定値も比較できる
と考えられる。
【０２２９】
　一部の実施形態において、前記エアロゾルの粒径は、肺病変位置、呼吸器感染位置での
ニトライト化合物（または別の実施形態では、ニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与
性化合物）沈着および／または排外全身分布を最大にするように、ならびに許容度（また
は後のほうの場合は全身吸収）を最大にするように、最適化される。エアロゾル粒径は、
空気動力学的質量中央径（ｍａｓｓ　ｍｅｄｉａｎ　ａｅｒｏｄｙｎａｍｉｃ　ｄｉａｍ
ｅｔｅｒ：ＭＭＡＤ）によって表すことができる。大きな有形（例えば、ＭＭＡＤ>５μ
ｍ）は、上気道の湾曲をうまく通り抜けるには大きすぎるため、上気道に沈着し得る。小
さい粒子（例えば、ＭＭＡＤ<２μｍ）は、上気道に十分に沈着することはできず、例え
ば、上気道沈着のさらなる機会を提供されたとしても吐き出されてしまうこととなる。従
って、吸入と呼気を繰り返すうちに大きな粒子の吸入衝撃と小さな粒子の沈降の両方から
上気道沈着に対する過敏症（例えば、咳および気管支痙攣）が生ずることがある。それ故
、１つの実施形態では、中肺感染部位での沈着を最大にし、上気道沈着に関連した過敏症
を最小にするように、最適粒径（例えば、ＭＭＡＤ＝２～５μｍ）を用いる。さらに、限
定された幾何標準偏差（ｇｅｏｍｅｔｒｉｃ　ｓｔａｎｄａｒｄ　ｄｅｖｉａｔｉｏｎ：
ＧＳＤ）を有する被定義粒径の生成は、沈着および過敏症を最適化し得る。狭いＧＳＤは
、望ましいＭＭＡＤサイズ範囲外の粒子の数を制限する。１つの実施形態において、本明
細書に開示する１若しくはそれ以上の化合物を含有するエアロゾルを提供し、このエアロ
ゾルは、約２マイクロメートルから約５マイクロメートルのＭＭＡＤと、約２．５マイク
ロメートルに等しいまたはそれ未満であるＧＳＤを有する。もう１つの実施形態において
、約２．８マイクロメートルから約４．８マイクロメートルのＭＭＡＤと、２マイクロメ
ートルに等しいまたはそれ未満のＧＳＤを有するエアロゾルを提供する。もう１つの実施
形態において、約２．５マイクロメートルから約４．５マイクロメートルのＭＭＡＤと、
１．８マイクロメートルに等しいまたはそれ未満のＧＳＤを有するエアロゾルを提供する
。一定の他の好ましい実施形態において、約０．１から５．０マイクロメートルＶＭＤの
１個または多数の液体粒子であって、本明細書に記載するようなニトライト化合物製剤を
含む該粒子を提供する。
【０２３０】
　本明細書に記載するような、および（全身分布または局所分布いずれかのための）呼吸
送達のためのものである、好ましい実施形態によるとニトライト化合物（例えば、亜硝酸
アニオンまたはその塩、例えば亜硝酸ナトリウム、亜硝酸マグネシウム若しくは亜硝酸カ
リウム）、または関連しているが別の実施形態でのニトライト供与性若しくは一酸化窒素
供与性化合物を、水性製剤として、ハロゲン化炭化水素噴射剤中の懸濁物若しくは溶液と
して、またはドライパウダとして投与することができる。水性製剤は、液圧霧化または超
音波式霧化のいずれかを利用する液体ネブライザによってエアロゾル化することができる
。噴射剤に基づくシステムは、適する加圧式定量吸入器（ｐｒｅｓｓｕｒｉｚｅｄ　ｍｅ
ｔｅｒｅｄ－ｄｏｓｅ　ｉｎｈａｌｅｒｓ：ｐＭＤＩｓ）を用いることができる。ドライ
パウダは、薬物を有効に分散させることができるドライパウダ式吸入装置（ｄｒｙ　ｐｏ
ｗｄｅｒ　ｉｎｈａｌｅｒ　ｄｅｖｉｃｅｓ：ＤＰＩｓ）を使用することができる。適切
な装置を選択することによって、所望の粒径および分布を得ることができる。
【０２３１】
　液体ネブライザ
　一部の実施形態において、ネブライザは、主として約２マイクロメートルから約５マイ
クロメートルの間のＭＭＡＤを有する、本明細書に開示するニトライト、亜硝酸塩または
ニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物のエアロゾルを形成することができる
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ことに基づいて選択される。１つの実施形態において、ニトライト、亜硝酸塩またはニト
ライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物の送達量は、肺病変、呼吸器感染症も対す
る治療効果および／または肺外、全身分布を提供する。
【０２３２】
　以前に、２つのタイプのネブライザ、ジェット式および超音波式ネブライザ、が２ｕｍ
と４ｕｍの間のサイズを有するエアロゾル粒子を生成および送達することは証明されてい
る。これらの粒径は、中軌道沈着に、ならびに従って、グラム陰性細菌、例えば、緑膿菌
（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ａｅｒｕｇｉｎｏｓａ）、大腸菌（Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ
　ｃｏｌｉ）、肺炎杆菌（Ｋｌｅｂｓｉｅｌｌａ　ｐｎｅｕｍｏｎｉａｅ）、Ｋ．オキシ
トカ（Ｋ．ｏｘｙｔｏｃａ）、プロテウス・ミラビリス（Ｐｒｏｔｅｕｓ　ｍｉｒａｂｉ
ｌｉｓ）、緑膿菌（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ａｅｒｕｇｉｎｏｓａ）、霊菌（Ｓｅｒｒ
ａｔｉａ　ｍａｒｃｅｓｃｅｎｓ）、インフルエンザ菌（Ｈａｅｍｏｐｈｉｌｕｓ　ｉｎ
ｆｌｕｅｎｚａｅ）、アルカリゲネス・キシロソキシダンス（Ａｌｃａｌｉｇｅｎｅｓ　
ｘｙｌｏｓｏｘｉｄａｎｓ）、および多剤耐性緑膿菌（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ａｅｒ
ｕｇｉｎｏｓａ）の治療に最適であると証明されている。しかし、特別に調合された溶液
を使用しない限り、これらのネブライザは、治療効果を得るために十分な量の薬物を投与
するために、より多くの容積を概して必要とする。ジェット式ネブライザは、水溶液のエ
アロゾル小滴への空気圧破壊を利用する。超音波式ネブライザは、圧電性結晶による水溶
液の剪断を利用する。従って、肺に沈着され、吸収される薬剤の量は、ネブライザに入っ
ている大量の薬物のにもかかわらず、わずか１０％である。より小さい粒径または遅い吸
入速度は、深肺沈着を可能にする。適応症に依存して、中肺沈着と肺胞沈着の両方が本発
明に望ましいことがあり、例えば、抗微生物活性には中気道沈着、または肺動脈性高血圧
および全身送達には中および／または肺胞沈着が望ましい。ネブライザを使用する製剤送
達のための組成物および方法の例示的開示は、例えば、ＵＳ　２００６／０２７６４８３
において見つけることができ、これは、振動メッシュ式ネブライザを使用するエアロゾル
化ミスト送達の技術、プロトコルおよび特性づけについての説明を含む。
【０２３３】
　従って、１つの実施形態では、振動メッシュ式ネブライザを使用して、好ましい実施形
態では本明細書に開示するようなニトライト化合物（例えば、亜硝酸アニオン若しくはそ
の塩）の、または他の実施形態では本明細書に開示するようなニトライト供与性若しくは
一酸化窒素供与性化合物のエアロゾルを送達する。振動メッシュ式ネブライザは、ダイヤ
フラムおよび吸入および呼気弁と流体接触している液体保存容器を有する。１つの実施形
態において、約１から約５ｍＬのニトライト化合物製剤（または別の関連実施形態では、
ニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物）をその保存容器に入れ、エアロゾル
発生器を係合させて、選択的に約１μｍ体積平均径と約５μｍ体積平均径の間の粒径の霧
化エアロゾルを生じさせる。
【０２３４】
　従って、例えば、好ましい実施形態において、本明細書において提供するようなニトラ
イト化合物製剤、または代替実施形態において、本明細書に開示するようなニトライト供
与性若しくは一酸化窒素供与性化合物は、液体霧化吸入器に入れられ、ならびに約１μｍ
から約５μｍの間の体積平均径粒径を生じさせるように、約１から約５ｍＬの投与溶液か
ら約７から約７００ｍｇ、好ましくは約１から約５ｍＬ中、約１７．５から約６００ｍｇ
、さらに好ましくは約１から約５ｍＬ中、約１７．５から約３５０ｍｇ、好ましくは約１
から約５ｍＬ中、約０．１から約３００ｍｇ、および最も好ましくは約１から約５ｍＬ中
、約０．２５ｍｇから約９０ｍｇを送達する投薬量で調製される。
【０２３５】
　非限定的な例として、霧化ニトライト、亜硝酸塩またはニトライト供与性若しくは一酸
化窒素供与性化合物は、記載した呼吸に適する送達用量で、約２０分未満、好ましくは約
１０分未満、さらに好ましくは約７分未満、さらに好ましくは約５分未満、さらに好まし
くは約３分未満で投与することができ、および場合によっては、約２分未満が最も好まし
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いこともある。
【０２３６】
　非限定的な例として、他の状況では、霧化ニトライト、亜硝酸塩またはニトライト供与
性若しくは一酸化窒素供与性化合物は、長期間にわたって投与すると、改善された許容度
を達成することができ、および／または曲線下面積（ａｒｅａ－ｕｎｄｅｒ－ｔｈｅ－ｃ
ｕｒｖｅ：ＡＵＣ）形状改善特性を示すことができる。これらの条件下では、記載した呼
吸に適する送達用量は、約２分より長く、好ましくは約３分より長く、さらに好ましくは
約５分より長く、さらに好ましくは約７分より長く、さらに好ましくは約１０分より長く
でのものであり、および場合によっては、約１０から約２０分が最も好ましい。
【０２３７】
　本明細書に開示するように、（ｉ）７．０より高いｐＨを有するニトライト化合物水溶
液と（ｉｉ）酸性賦形剤水溶液とを含む、例示的ニトライト化合物製剤を提供する。一定
の実施形態では、前記ニトライト化合物製剤を少なくとも２つの別の溶液成分（ｉ）およ
び（ｉｉ）の形態で提供し、前記溶液成分（ｉ）および（ｉｉ）を混合して、ヒト患者ま
たは獣医学的被験者に送達するためのネブライザに充填するために用いることができるよ
うなニトライト化合物製剤を形成することができる。上でも述べたように、本明細書に開
示する実施形態の一定の驚くべき利点は、混合してニトライト化合物製剤を形成すると、
そのニトライト化合物が、約１４，５ｍＭから約２．１７４ｍＭ　亜硝酸アニオンの濃度
で存在し、そのニトライト化合物製剤が約４．７から約６．５のｐＨを有し、および混合
後少なくとも１５、３０、４５または６０分間は一酸化窒素バブルが視覚的に検出できな
いような、（ｉ）および（ｉｉ）の成分の選択から得られる。「視覚的に検出できる」は
、標準透明実験用ガラス容器内の正常視力を有する個人のヒト肉眼によって容易に識別で
きるであろうバブルを指す。一定の他の実施形態では、前記ニトライト化合物製剤を、約
４．７から約６．５のｐＨを有する水溶液として提供し、前記溶液は、約１４．５ｍＭか
ら２．１７４Ｍ　亜硝酸アニオンの濃度のニトライト化合物と、約０．０２１ｍＭから約
３．２ｍＭの濃度のクエン酸とを含む。一定の他の実施形態では、前記ニトライト化合物
製剤を、約４．７から約６．５のｐＨを有する水溶液として提供し、前記溶液は、約１４
．５ｍＭから２．１７４Ｍ　亜硝酸アニオンの濃度のニトライト化合物と、５．１と６．
８の間のｐＫａを有するおよび２３℃で長期間にわたって約４．７から約６．８のｐＨを
維持するために十分な濃度で存在する緩衝剤とを含む。
【０２３８】
　詳細には、および本明細書において説明するように、これらのおよび関連実施形態によ
る前記ニトライト化合物製剤の選択は、形成されるＮＯが、溶解した溶質として溶液中に
残存する製剤であって、非限定的な理論に従って、ＮＯ形成速度が、視覚的に検出できる
ＮＯガスを生じさせる、例えば、大気へのＮＯの喪失を生じさせる結果となる、には十分
でない前記製剤を提供する。驚くべきことに、そのようなＮＯガス発生の不在により、振
動メッシュ式ネブライザを使用して投与される前記ニトライト化合物製剤は、約０．１か
ら約５．０マイクロメートル体積平均径と、１２～１８００十億分率（ｐｐｂ）ＮＯと、
以前に記載された酸性化ニトライト溶液が、振動メッシュ式ネブライザのメッシュを塞ぐ
ガスバブルの原因となるＮＯガス発生を特徴とする限り、そのような製剤にとって思いも
よらない利点とを有する、エアロゾルを形成することができる。対照的に、本明細書に開
示するニトライト化合物製剤は、（ｉ）既知容積のニトライト化合物製剤の噴霧の乾燥時
間と、（ｉｉ）等価容量のニトライト化合物水溶液（これは、ニトライトを含有するが、
７より高いｐＨを有し、そのため、測定可能なＮＯ発生源にならない）の噴霧の乾燥時間
とを比較することによって評定することができるように、振動メッシュ式ネブライザを検
出可能に損なわせない。
【０２３９】
　詳細として、この基準に従って、経過したネブライザ実験時間を、等しい流体容量の製
剤（ｉ）および溶液（ｉｉ）のネブライザレザバからの完全放出について、個別の実験で
測定する。同等の乾燥時間は、それら２つの液体調製物が、ネブライザにより等しい効率
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で施与されることを示し、これは、製剤（ｉ）においてガスバブル形成を検出することが
できないことを意味する。そうでなければ、放出速度を減少させ、増加された乾燥時間、
すなわち、その装置からの霧化液放出の結果として流体レザバが識別可能に空になってし
まう前のより長い経過時間、に至るであろうからである。
【０２４０】
　水性および他の非加圧液体系については、製剤をエアロゾル化するために様々なネブラ
イザ（小容量型ネブライザを含む）を利用することができる。コンプレッサ駆動ネブライ
ザは、ジェット技術を取り入れており、液体エアロゾルを発生させるために圧縮空気を用
いる。そのような装置は、例えば、Ｈｅａｌｔｈｄｙｎｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ，
Ｉｎｃ．；Ｉｎｖａｃａｒｅ，Ｉｎｃ．；Ｍｏｕｎｔａｉｎ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｅｑｕｉ
ｐｍｅｎｔ，Ｉｎｃ．；Ｐａｒｉ　Ｒｅｓｐｉｒａｔｏｒｙ，Ｉｎｃ．（バージニア州Ｍ
ｉｄｌｏｔｈｉａｎ）；Ｍａｄａ　Ｍｅｄｉｃａｌ，Ｉｎｃ．；Ｐｕｒｉｔａｎ－Ｂｅｎ
ｎｅｔ；Ｓｃｈｕｃｏ，Ｉｎｃ．，ＤｅＶｉｌｂｉｓｓ　Ｈｅａｌｔｈ　Ｃａｒｅ，Ｉｎ
ｃ．；ａｎｄ　Ｈｏｓｐｉｔａｋ，Ｉｎｃ．から市販されている。超音波式ネブライザは
、圧電性結晶の振動の形態での機械的エネルギーに基づいて呼吸に適する液滴を発生させ
るものであり、例えば、Ｏｍｒｏｎ　Ｈｅａｔｈｃａｒｅ，Ｉｎｃ．およびＤｅＶｉｂｉ
ｓｓ　Ｈｅａｌｔｈ　Ｃａｒｅ，Ｉｎｃ．から市販されている。振動メッシュ式ネブライ
ザは、圧電パルスまたは機械的パルスのいずれかに基づいて呼吸に適する液滴を発生させ
る。本明細書に記載するニトライト、亜硝酸塩またはニトライト供与性若しくは一酸化窒
素供与性化合物と共に使用するためのネブライザの他の例は、米国特許第４，２６８，４
６０号明細書；同第４，２５３，４６８号明細書；同第４，０４６，１４６号明細書；同
第３，８２６，２５５号明細書；同第４，６４９，９１１号明細書；同第４，５１０，９
２９号明細書；同第４，６２４，２５１号明細書；同第５，１６４，７４０号明細書；同
第５，５８６，５５０号明細書；同第５，７５８，６３７号明細書；同第６，６４４，３
０４号明細書；同第６，３３８，４４３号明細書；同第５，９０６，２０２号明細書；同
第５，９３４，２７２号明細書；同第５，９６０，７９２号明細書；同第５，９７１，９
５１号明細書；同第６，０７０，５７５号明細書；同第６，１９２，８７６号明細書；同
第６，２３０，７０６号明細書；同第６，３４９，７１９号明細書；同第６，３６７，４
７０号明細書；同第６，５４３，４４２号明細書；同第６，５８４，９７１号明細書；同
第６，６０１，５８１号明細書；同第４，２６３，９０７号明細書；同第５，７０９，２
０２号明細書；同第５，８２３，１７９号明細書；同第６，１９２，８７６号明細書；同
第６，６４４，３０４号明細書；同第５，５４９，１０２号明細書；同第６，０８３，９
２２号明細書；同第６，１６１，５３６号明細書；同第６，２６４，９２２号明細書；同
第６，５５７，５４９号明細書；および同第６，６１２，３０３号明細書に記載されてお
り、これらのすべては、それら全体がそれらの参照により本明細書に組み込まれる。本明
細書に記載するニトライト、亜硝酸塩またはニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性
化合物と共に使用することができるネブライザ市販の例としては、Ａｅｒｏｇｅｎ（アイ
ルランド、ＧａｌｗａｙのＡｅｒｏｇｅｎ，Ｉｎｃ．）によって製造されているＲｅｓｐ
ｉｒｇａｒｄ　ＩＩ（登録商標）、Ａｅｒｏｎｅｂ（登録商標）、Ａｅｒｏｎｅｂ（登録
商標）Ｐｒｏ、およびＡｅｒｏｎｅｂ（登録商標）Ｇｏ；Ａｒａｄｉｇｍによって製造さ
れているＡＥＲｘ（登録商標）およびＡＥＲｘ　Ｅｓｓｅｎｃｅ（商標）；Ｒｅｓｐｉｒ
ｏｎｉｃｓ，Ｉｎｃ．（ペンシルバニア州Ｍｕｒｒｙｓｖｉｌｌｅ）によって製造されて
いるＰｏｒｔａ－Ｎｅｂ（登録商標）、Ｆｒｅｅｗａｙ　Ｆｒｅｅｄｏｍ（商標）、Ｓｉ
ｄｅｓｔｒｅａｍ、ＶｅｎｔｓｔｒｅａｍおよびＩ－ｎｅｂ；ならびにＰＡＲＩ，Ｇｍｂ
Ｈ　（ＰＡＲＩ　Ｒｅｓｐｉｒａｔｏｒｙ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ，Ｉｎｃ．、バージニア
州Ｍｉｄｌｏｔｈｉａｎ；ドイツ、ＳｔａｒｎｂｅｒｇのＰＡＲＩ　ＧｍｂＨ）によって
製造されているＰＡＲＩ　ＬＣ－Ｐｌｕｓ（登録商標）、ＰＡＲＩ　ＬＣ－Ｓｔａｒ（登
録商標）、およびｅ－Ｆｌｏｗ（商標）が挙げられる。さらなる非限定的な例として、米
国特許第６，１９６，２１９号明細書は、この参照によりその全体が本明細書に組み込ま
れる。
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【０２４１】
　一部の実施形態において、前記薬物溶液は、患者によるネブライザの使用前に形成され
る。他の実施形態において、前記薬物は、固体形態でネブライザ内に保管される。この場
合、米国特許第６，４２７，６８２号明細書およびＰＣＴ国際公開第０３／０３５０３０
号パンフレット（これらは、両方とも、これらへの参照によりそれら全体が本明細書に組
み込まれる）に記載されているものなどのネブライザを起動すると、溶液が混合される。
これらのネブライザにおいて、固体組成物を形成するために賦形剤と選択的に併用される
、固体薬物は、液体溶媒とは別の区画に保管される。
【０２４２】
　前記液体溶媒は、前記固体組成物を溶解して液体組成物にすることができ、それをエア
ロゾル化し、吸入することができる。そのような能力は、数ある因子の中でも、選択量お
よび場合によっては液体の組成の関数である。容易な取り扱いおよび再現可能な投与を可
能にするために、滅菌水性液は、短期間のうちに、ことによると穏やかに振盪させながら
、固体組成物を溶解することができることがある。一部の実施形態では、約３０秒以下の
後に最終液をすぐ使えるようになっている。場合によっては、前記固体組成物は、約２０
秒以内および有利には１０秒以内に溶解される。本明細書において用いる場合の用語「溶
解する（される）」、「溶解すること」、および「溶解」は、固体組成物の崩壊および活
性化合物放出、すなわち溶解を指す。液体溶媒で固体組成物を溶解した結果として、溶解
状態の活性化合物を含有する液体組成物が形成される。本明細書において用いる場合、活
性化合物は、少なくとも約９０重量％が溶解されているとき、さらに好ましくは少なくと
も約９５重量％が溶解されているとき、溶解状態にある。
【０２４３】
　基本的な区画分離型ネブライザ設計に関しては、主として、具体的な使用、水性液およ
び固体組成物を同じ容器若しくは第一パッケージの個別のチャンバに収容するほうが有用
であるのか、またはそれらを個別の容器に提供すべきか、に依存する。個別の容器を使用
する場合、これらを１セットとして同じ第二パッケージに提供する。個別の容器の使用は
、活性化合物の２若しくはそれ以上の用量を収容するネブライザに特に好ましい。多回投
与用キットに備えられる容器の総数に制限は無い。１つの実施形態において、前記固体組
成物は、単位用量として、多数の容器の中にまたは１つの容器の多数のチャンバ内に提供
され、これに対して、液体溶媒は、１つのチャンバまたは容器内に提供される。この場合
、好適な設計は、定量ディスペンサに液体を提供し、この定量ディスペンサは、液体を計
量するためのメカニカルポンプなどの分与装置で閉じられたガラスまたはプラスチックボ
トルから成り得る。例えば、ポンピングメカニズムの１動作によって、１用量単位の固体
組成物を溶解するための液体の正確な量を分与することができる。
【０２４４】
　多回投与用区画分離型ネブライザについてのもう１つの実施形態では、固体組成物と液
体溶媒の両方が、合わせた単位用量として、多数の容器内にまたは１つの容器の多数のチ
ャンバ内に提供される。例えば、２チャンバ型容器を使用して、それらのチャンバの一方
に１単位の固体組成物を、および他方に１単位の液体を保持することができる。本明細書
において用いる場合、１単位は、固体組成物中に存在する薬物の量によって定義し、１単
位は、１単位用量である。しかし、有利には、そのような２チャンバ型容器を、薬物１回
量しか収容しないネブライザにも使用することができる。
【０２４５】
　区画分離型ネブライザの１つの実施形態では、２つのブリスタを有するブリスタパック
を使用し、前記ブリスタは、１投与単位の最終液体組成物を調製するために合わせた量で
固体組成物および液体溶媒とを収容するためのチャンバを意味する。本明細書において用
いる場合、ブリスタパックは、アルミニウムなどの金属ホイルを選択的に含むポリマー包
装材を含む可能性が最も高い、熱成形または加圧成形第一包装単位を意味する。前記ブリ
スタパックを、内容物を容易に分与できるように成形することができる。例えば、パック
の片側を先細にすることができ、またはパックの片側は、先細部分または領域を有するこ
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とがあり、そのブリスタパックをその先細末端で開けると、そこを通して内容物を別の容
器に分与することができる。前記先細末端は、先端を意味し得る。
【０２４６】
　一部の実施形態において、前記ブリスタパックの２つのチャンバは、溝によって接続さ
れ、この溝は、液体溶媒を収容するブリスタから固体組成物を収容するブリスタへと流体
を方向づけるように改造されている。保管中、この溝は、シールで閉じられている。この
意味でのシールは、液体溶媒が固体組成物と接触しないようにする任意の構造である。前
記シールは、好ましくは、破断可能または除去可能であり；ネブライザを使用すべきとき
にそのシールを破断または除去すると、液体溶媒は、他のチャンバに入り、固体組成物を
溶解することができる。ブリスタパックを振盪することによって、溶解プロセスを増進す
ることができる。このように、吸入のための最終液体組成物が得られ、前記液体は、その
パックがどのように保持されるかに依存して、その溝により接続されたパックの一方また
は両方のチャンバ内に存在する。
【０２４７】
　もう１つの実施形態によると、前記チャンバの一方、好ましくは、そのブリスタパック
の先細部分に近いほうのものは、第二の溝に通じており、この溝は、そのチャンバからそ
の先細部分の末端位置へと伸びている。保管中、この第二の溝は、そのパックの外部に通
じておらず、気密式に閉じられている。選択的に、前記第二の溝の終端は、破断可能また
は除去可能なキャップまたはクロージャによって閉じられ、前記キャップまたはクロージ
ャは、例えば、捩じ切りキャップ、破断式キャップまたは切断式キャップであり得る。
【０２４８】
　１つの実施形態では、２区画を有するバイアルまたは容器を使用し、この区画は、最終
液体組成物の投薬単位を調製するために合わせた量で固体組成物と液体溶媒とを収容する
ためのチャンバを意味する。前記液体組成物および第二の液体溶媒を、最終液体組成物の
単位用量を調製するために合わせた量で収容することができる（非限定的な例として、２
つの可溶性賦形剤あるいはニトライト、亜硝酸塩またはニトライト供与性若しくは一酸化
窒素供与性化合物および賦形剤は、保管には不安定であるが、投与には同じ混合物でが望
ましい）。
【０２４９】
　一部の実施形態において、前記２区画は、流体連通しているが物理的に離れており、例
えば、そのようなとき、前記バイアルまたは容器は、溝または破断可能なバリアによって
接続されており、前記溝または破断可能なバリアは、投与前に混合できるように２区画間
の液体を方向づけるように改造されている。保管中、この溝は、シールまたは無傷の破断
可能バリアで閉じられている。この意味でのシールは、前記２区画の内容物が混合しない
ようにする任意の構造である。前記シールは、好ましくは、破断可能または除去可能であ
り；ネブライザを使用すべきときにそのシールを破断または除去すると、液体溶媒は、他
のチャンバに入り、固体組成物を溶解することができ、２液の場合には混合することがで
きる。容器を振盪することによって、溶解または混合プロセスを増進することができる。
このように、吸入のための最終液体組成物が得られ、前記液体は、そのパックがどのよう
に保持されるかに依存して、その溝または破断可能なバリアにより接続されたパックの一
方または両方のチャンバ内に存在する。
【０２５０】
　前記固体組成物それ自体は、その薬物の生理化学的特性、所望される溶解速度、費用の
考慮、および他の基準に依存して、様々な異なるタイプの剤形で提供することができる。
実施形態の１つにおいて、前記固体組成物は、シングルユニットである。これは、その薬
物の単位用量が、単一の物理的に成形された固体形態または物品の中に含まれていること
を意味する。言い換えると、前記固体組成物は一体的であり、これは、一体的でないマル
チプルユニット剤形とは対照的である。
【０２５１】
　前記固体組成物についての剤形として使用することができるシングルユニットの例とし
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ては、錠剤、例えば圧縮錠剤、フィルム様ユニット、ホイル様ユニット、オブラート、凍
結乾燥マトリックスユニットなどが挙げられる。好ましい実施形態において、前記固体組
成物は、高多孔質凍結乾燥形態である。時としてオブラートまたは凍結乾燥錠剤とも呼ば
れるそのような凍結乾燥物は、それらの迅速な崩壊のため特に有用であり、活性化合物の
迅速な溶解も可能にする。
【０２５２】
　一方、一部の用途については、前記固体組成物は、上で定義したようなマルチプルユニ
ット剤形として形成することもできる。マルチプルユニットの例は、粉末、下流、微粒子
、ペレット、ビーズ、凍結乾燥粉末などである。１つの実施形態において、前記固体組成
物は、凍結乾燥粉末である。そのような分散凍結乾燥系は、多数の粉末粒子を含み、およ
びその粉末の形成に用いられる凍結乾燥プロセスのため、それぞれの粒子は、不規則で多
孔質の微小構造を有し、それを通して子の粉末は水を非常に迅速に吸収することができ、
その結果、急速に溶解する。
【０２５３】
　迅速な薬物溶解を達成することもできる多粒子系のもう１つのタイプは、薬物でコーテ
ィングされており、そのため該薬物が個々の粒子の外面に位置する、水溶性賦形剤からの
粉末、顆粒またはペレットのタイプである。このタイプの系において、水溶性低分子量賦
形剤は、そのようなコーティングされた粒子のコアの調製に有用であり、その後、そのコ
アを、薬物と、好ましくは１若しくはそれ以上の追加のブ経済、例えば、結合剤、細孔形
成財、多糖類、糖アルコール、フィルム形成ポリマー、可塑剤、または医薬コーティング
組成物に用いられている他の賦形剤とを含むコーティング組成物でコーティングすること
ができる。
【０２５４】
　もう１つの実施形態における固体組成物は、不溶性材料で作られたマルチプルユニット
上にコーティングされるコーティング層に似ている。不溶性ユニットの例としては、ガラ
ス、ポリマー、金属および金属塩で作られたビーズが挙げられる。重ねて、望ましい効果
は、主として、コーティング層の迅速な崩壊および急速な薬物溶解であり、これは、特に
高い表面対体積比を有する物理的形状で前記固体組成物を提供することによって達成され
る。概して、前記コーティング組成物は、薬物および水溶性低分子量賦形剤に加えて、１
若しくはそれ以上の賦形剤、例えば、可溶性粒子のコーティングについて上で述べたもの
、または医薬コーティング組成物において有用であることが公知の他の賦形剤を含む。
【０２５５】
　望ましい効果を達成するために、１つより多くの水溶性低分子量賦形剤を前記固体組成
物に組み込むことは有用であり得る。例えば、１つの賦形剤をその薬物担体および希釈剤
能力について選択してもよく、その一方で、ｐＨを調整するためにもう１つの賦形剤を選
択してもよい。最終液体組成物を緩衝することが必要とされる場合、緩衝系を共に形成す
る２つの賦形剤を選択してもよい。
【０２５６】
　１つの実施形態において、区画分離型ネブライザにおいて使用される液体は、水性液体
であり、これは、本明細書では、その主成分が水である液体と定義する。前記液体は、水
のみから必ずしも成る必要はないが、１つの実施形態において、それは、精製水である。
もう１つの実施形態において、前記液体は、他の成分または物質、好ましくは他の液体成
分を含有するが、溶解した固体もことによると含有する。有用であり得る、水以外の液体
成分としては、プロピレングリコール、グリセロールおよびポリエチレングリコールが挙
げられる。固体化合物を溶質として組み込む理由の１つは、そのような化合物が最終液体
組成物において望ましいが、その固体組成物とまたはその成分、例えば活性成分、と不相
溶性であるということである。
【０２５７】
　液体溶媒についてのもう１つの望ましい特質は、それが無菌であるということである。
水性液体は、もし無菌性を確保する処置を講じなければ、少なからぬ微生物汚染および増
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殖のリスクを被るであろう。実質的に無菌の液体を提供するために、有効量の許容される
抗犠牲物薬または保存薬を組み込むことができ、またはその液体を、提供する前に滅菌し
て、それを気密シールで封止することができる。１つの実施形態において、前記液体は、
保存薬なしの滅菌液体であり、適切な気密容器に提供される。しかし、ネブライザが多用
量の活性化合物を収容するもう１つの実施形態によると、前記液体は、定量ディスペンサ
などの多回投与用容器に供給されることがあり、最初の使用の後、微生物汚染を防止する
ために保存薬を必要とすることがある。
【０２５８】
　定量吸入器（Ｍｅｔｅｒｅｄ－Ｄｏｓｅ　Ｉｎｈａｌｅｒ：ＭＤＩ）
　噴射剤駆動型吸入器（ｐｒｏｐｅｌｌａｎｔ　ｄｒｉｖｅｎ　ｉｎｈａｌｅｒ：ｐＭＤ
Ｉ）は、各動作時に計量された用量の薬剤を放出する。前記薬剤は、ハロゲン化炭化水素
などの適する噴射剤中の薬物の懸濁物または溶液として調合される。ｐＭＤＩは、例えば
、Ｎｅｗｍａｎ，Ｓ．Ｐ．，Ａｅｒｏｓｏｌｓ　ａｎｄ　ｔｈｅ　Ｌｕｎｇ，Ｃｌａｒｋ
ｅ　ｅｔ　ａｌ．，ｅｄｓ．，ｐｐ．１９７－２２４（Ｂｕｔｔｅｒｗｏｒｔｈｓ，Ｌｏ
ｎｄｏｎ，Ｅｎｇｌａｎｄ，１９８４）に記載されている。
【０２５９】
　一部の実施形態では、ＭＤＩにおける薬物の粒径を最適に選択することができる。一部
の実施形態において、前記活性成分の粒子は、約５０マイクロメートル未満の直径を有す
る。一部の実施形態において、前記粒子は、約１－マイクロメートル未満の直径を有する
。一部の実施形態において、前記粒子は、約１マイクロメートルから約５ｍｍの直径を有
する。一部の実施形態において、前記粒子は、約１マイクロメートル未満の直径を有する
。２つの有利な実施形態において、前記粒子は、約２マイクロメートルから約５マイクロ
メートルの直径を有する。
【０２６０】
　非限定的な例として、本明細書に開示する定量吸入器（ＭＩＤ）、ニトライト、亜硝酸
塩またはニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物は、ＭＩＤの要件を満たす製
剤から約７から約７００ｍｇ、好ましくは、ＭＤＩ製剤中の約１７．５から７００ｍｇ、
およびさらに好ましくはＭＤＩ製剤から１７．５から７００ｍｇを送達する投薬量で調製
される。本明細書に開示するニトライト、亜硝酸塩またはニトライト供与性若しくは一酸
化窒素供与性化合物は、噴射剤に可溶性である場合もあり、噴射剤と補助溶媒（非限定的
な例として、エタノール）に可溶性である場合もあり、噴射剤と溶解度増加を促進する追
加の部分（非限定的な例として、グリセロール若しくはリン脂質）に可溶性である場合も
あり、または安定な懸濁液若しくは微粉化、噴霧乾燥若しくはナノ懸濁液として存在する
場合もある。
【０２６１】
　非限定的な例として、定量ニトライト、亜硝酸塩またはニトライト供与性若しくは一酸
化窒素供与性化合物を、記載した呼吸に適する送達用量で、１０回またはそれ未満の吸入
吸気で、さらに好ましくは８回またはそれ未満の吸入吸気で、さらに好ましくは６回また
はそれ未満の吸入吸気で、さらに好ましくは８回またはそれ未満の吸入吸気で、さらに好
ましくは４回またはそれ未満の吸入吸気で、さらに好ましくは２回またはそれ未満の吸入
吸気で、投与することができる。
【０２６２】
　ＭＤＩと共に使用するための噴射剤は、当分野において公知のいずれの噴射剤であって
もよい。噴射剤の例としては、クロロフルオロカーボン（ｃｈｌｏｒｏｆｌｕｏｒｏｃａ
ｒｂｏｎｓ：ＣＦＣｓ）、例えば、ジクロロジフルオロメタン、トリクロロフルオロメタ
ン（ｔｒｉｃｈｌｏｒｏｆｌｕｏｒｏｍｅｔｂａｎｅ）およびジクロロテトラフルオロエ
タン；ヒドロフルオロアルカン（ｈｙｄｒｏｆｌｕｏｒｏａｌｋａｎｅｓ：ＨＦＡｓ）；
ならびに二酸化炭素が挙げられる。ＣＦＣｓの使用に随伴する環境的懸念のため、ＣＦＣ
ｓではなくＨＦＡｓの使用が有利であり得る。ＨＦＡｓを含有する薬用エアロゾル調製物
は、米国特許第６，５８５，９５８号明細書、同第２，８６８，６９１号明細書および同
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第３，０１４，８４４号明細書に提示されており、これらのすべては、これらの参照によ
りそれら全体が本明細書に組み込まれる。一部の実施形態では、補助溶媒を噴射剤と混合
して、前記薬物の溶解または懸濁を助長する。
【０２６３】
　一部の実施形態において、前記噴射剤および活性成分は、例えば米国特許第４，５３４
，３４５号明細書（これは、この参照によりその全体が本明細書に組み込まれる）に記載
されているように、別個の容器に収容される。
【０２６４】
　一部の実施形態において、本明細書において用いるＭＤＩは、患者がレバー、ボタンま
たは他の作動装置を押すことによって作動する。他の実施形態において、前記エアロゾル
の放出は、吸気作動型であるので、最初にそのユニットの準備を整えた後、患者が吸入し
始めると活性化合物エアロゾルが放出される。これは、例えば、米国特許第６，６７２，
３０４号明細書；同第５，４０４，８７１号明細書；同第５，３４７，９９８号明細書；
同第５，２８４，１３３号明細書；同第５，２１７，００４号明細書；同第５，１１９，
８０６号明細書；同第５，０６０，６４３号明細書；同第４，６６４，１０７号明細書；
同第４，６４８，３９３号明細書；同第３，７８９，８４３号明細書；同第３，７３２，
８６４号明細書；同第３，６３６，９４９号明細書；同第３，５９８，２９４号明細書；
同第３，５６５，０７０号明細書；同第３，４５６，６４６号明細書；同第３，４５６，
６４５号明細書；および同第３，４５６，６４４号に記載されており、前記明細書のそれ
ぞれは、この参照によりその全体が本明細書に組み込まれる。そのような系によって、よ
り多くの活性化合物が、患者の肺に入り込むことができる。患者が活性成分の適切な投薬
量を受ける助けとなるもう１つのメカニズムとしては、米国特許第４，４７０，４１２号
明細書および同第５，３８５，１４０明細書（これらは両方とも、これらの参照によりそ
れら全体が本明細書に組み込まれる）に記載されているものなどの、患者が１回より多く
の吸気を用いて薬物を吸入することができるバルブメカニズムである。
【０２６５】
　当分野において公知のおよび本明細書における使用に適するＭＤＩの追加の例としては
、米国特許第６，４３５，１７７号明細書；同第６，５８５，９５８号明細書；同第５，
６４２，７３０号明細書；同第６，２２３，７４６号明細書；同第４，９５５，３７１号
明細書；同第５，４０４，８７１号明細書；同第５，３６４，８３８号明細書；および同
第６，５２３，５３６明細書が挙げられ、これらのすべては、これらの参照によりそれら
全体が本明細書に組み込まれる。
【０２６６】
　ドライパウダ式吸入器（Ｄｒｙ　Ｐｏｗｄｅｒ　Ｉｎｈａｌｅｒ：ＤＰＩ）
　ドライパウダ式吸入器の２つの主要設計がある。１つの設計は、薬物のためのレザバが
装置内に配置され、患者がその薬物の用量を吸入チャンバに加える、計量型装置である。
第二のものは、それぞれの個々の用量が別個の容器内で製造された、工場計量型装置であ
る。両方のシステムが、約１から約５μｍの質量平均径の小粒子への薬物の調合に依存し
、通常、より大きな賦形剤粒子（概して、直径１００μｍのラクトース粒子）との共調合
を含む。薬物粉末は、（装置計量により、または工場計量投薬量の破壊により）吸入チャ
ンバに配置され、患者の吸気流が、その装置から出るおよび口腔に入る粉末を加速する。
その粉末経路の非層流特性が、賦形剤－薬物凝集体を分解させ、大きな賦形剤粒子の塊が
、のどの背部にそれらを衝突させ、一方、より小さな薬物粒子は、肺の深部に沈着される
。
【０２６７】
　液体噴霧およびＭＤＩと同じように、ニトライト、亜硝酸塩またはニトライト供与性若
しくは一酸化窒素供与性化合物エアロゾル製剤の粒径を最適化することができる。粒径が
５μｍ　ＭＭＡＤより大きい場合には、それらの粒子は、上気道に沈着される。そのエア
ロゾルの粒径が約１μｍより小さい場合には、肺胞に送達され、全身血液循環へと運ばれ
ることとなり得る。
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【０２６８】
　非限定的な例として、ドライパウダ式吸入器の場合、本明細書に開示するニトライト、
亜硝酸塩またはニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物は、ドライパウダ製剤
から約５から約７５０ｍｇ、好ましくはドライパウダ製剤から約５から１００ｍｇ、好ま
しくは、分散および送達されるものから、約５から５０ｍｇ、好ましくは約０．１から３
５ｍｇおよびさらに好ましくは約０．１８から１８ｍｇを送達する投薬量で調製される。
【０２６９】
　非限定的な例として、ドライ・パウダ・ニトライト、亜硝酸塩またはニトライト供与性
若しくは一酸化窒素供与性化合物は、記載した呼吸に適する送達用量で、１０回またはそ
れ未満の吸入吸気で、さらに好ましくは８回またはそれ未満の吸入吸気で、さらに好まし
くは６回またはそれ未満の吸入吸気で、さらに好ましくは８回またはそれ未満の吸入吸気
で、さらに好ましくは４回またはそれ未満の吸入吸気で、さらに好ましくは２回またはそ
れ未満の吸入吸気で、投与することができる。
【０２７０】
　一部の実施形態では、ドライパウダ式吸入器（ｄｙｔ　ｐｏｗｄｅｒ　ｉｎｈａｌｅｒ
：ＤＰＩ）を使用して、本明細書に記載するニトライト、亜硝酸塩またはニトライト供与
性若しくは一酸化窒素供与性化合物を分与する。ＤＰＩｓは、薬物を微細な乾燥粒子形態
で収容する。概して、患者による吸入は、それらの乾燥粒子にエアロゾル雲を形成させ、
それがその患者の肺に引きこまれる。前記微細乾燥薬物粒子は、当分野において公知の任
意の技術によって製造することができる。一部の周知技術としては、ジェットミル若しく
は他の粉砕装置の使用、飽和若しくは超飽和溶液からの沈降、噴霧乾燥、インサイチュー
微粉化（Ｈｏｖｉｏｎｅ）、または超臨界流体法が挙げられる。典型的な粉末調剤は、球
状ペレットまたは接着混合物の製造を含む。接着混合物の場合、薬物粒子は、より大きな
担体粒子、例えば、直径約５０から１００マイクロメートルサイズのラクトース一水和物
、に付いている。それらのより大きな担体粒子が、担体／薬物凝集体に対する空気力を増
加させて、エアロゾル形成を増進させる。乱流および／または力学的装置は、前記凝集体
をそれらの構成成分パーツに分解する。その後、より小さい薬物粒子は、肺に引きこまれ
、一方、より大きい担体粒子は、口またはのどに沈着する。接着混合物の一部の例は、米
国特許第５，４７８，５７８号明細書ならびにＰＣＴ国際公開第９５／１１６６６号パン
フレット、同第８７／０５２１３号パンフレット、同第９６／２３４８５号パンフレット
、および同第９７／０３６４９号パンフレットに記載されており、これらのすべては、こ
れらの参照によりそれら全体が本明細書に組み込まれる。追加の賦形剤も前記薬物と共に
含めることができる。
【０２７１】
　３つの一般的なタイプのＤＰＩがあり、これらのすべてを、本明細書に記載するニトラ
イト、亜硝酸塩またはニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物と共に使用する
ことができる。単回投与型ＤＰＩの場合、乾燥薬物／賦形剤の１回量を収容しているカプ
セルをその吸入器に充填する。作動させると、そのカプセルが破られので、ドライパウダ
式吸入器を使用してそのドライパウダを分散させ、吸入することができる。追加の用量を
分与するために、古いカプセルを除去して追加のカプセルを充填しなければならない。単
回投与型ＤＰＩｓの例は、米国特許第３，８０７，４００号明細書；同第３，９０６，９
５０号明細書；同第３，９９１，７６１号明細書；および同第４，０１３，０７５号明細
書に記載されており、これらのすべては、これらの参照によりそれら全体が本明細書に組
み込まれる。マルチプルユニット投与型ＤＰＩの場合、多数の単回用量区画を有するパッ
ケージが提供される。例えば、前記パッケージは、それぞれのブリスタ区画が１用量を収
容しているブリスタパックを含み得る。ブリスタ区画を破ることによって、それぞれの用
量を分与することができる。パッケージ内の区画の幾つかの配置のうちのいずれを使用し
てもよい。例えば、回転またはストリップ配置が一般的である。マルチプルユニット投与
型ＤＰＩの例は、ＥＰＯ特許出願公開第０２１１５９５号Ａ２、同第０４５５４６３号Ａ
１および同第０４６７１７２号Ａ１に記載されており、これらのすべては、これらの参照
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によりそれら全体が本明細書に組み込まれる。多回投与型ＤＰＩの場合、ドライパウダの
単一レザバを使用する。エアロゾル化され、吸入される単回投与量をレザバから分与する
メカニズムが備え付けられている。これは、例えば、米国特許第５，８２９，４３４号明
細書；同第５，４３７，２７０号明細書；同第２，５８７，２１５号明細書；同第５，１
１３，８５５号明細書；同第５，８４０，２７９号明細書；同第４，６８８，２１８号明
細書；同第４，６６７，６６８号明細書；同第５，０３３，４６３号明細書；および同第
４，８０５，８１１号明細書ならびにＰＣＴ国際公開第９２／０９３２２号パンフレット
に記載されており、これらのすべては、これらの参照によりそれら全体が本明細書に組み
込まれる。
【０２７２】
　一部の実施形態では、患者の吸入に加えてまたは患者の吸入以外に補助エネルギーを提
供して、ＤＰＩの操作を助長することができる。例えば、加圧空気を提供して、粉末解凝
集を助長することができる。これは、例えば、米国特許第３，９０６，９５０号明細書；
同第５，１１３，８５５号明細書；同第５，３８８，５７２号明細書；同第６，０２９，
６６２号明細書ならびにＰＣＴ国際公開第９３／１２８３１号パンフレット、同第９０／
０７３５１号パンフレット、および同第９９／６２４９５号パンフレットに記載されてお
り、これらのすべては、これらの参照によりそれら全体が本明細書に組み込まれる。電気
駆動インペラを備えることもできる。これは、米国特許第３，９４８，２６４号明細書；
同第３，９７１，３７７号明細書；同第４，１４７，１６６号明細書；同第６，００６，
７４７号明細書およびＰＣＴ国際公開第９８／０３２１７号パンフレットに記載されてお
り、これらのすべては、これらの参照によりそれら全体が本明細書に組み込まれる。もう
１つのメカニズムは、ＰＣＴ国際公開第９０／１３３２７号パンフレット（これは、この
参照によりその全体が本明細書に組み込まれる）記載されているものなどの電動タッピン
グピストンである。他のＤＰＩは、振動器を使用し、これは、例えば、米国特許第５，６
９４，９２０号明細書および同第６，０２６，８０９号明細書に記載されており、これら
は両方とも、これらの参照によりそれら全体が本明細書に組み込まれる。最後に、スクレ
ーパシステムを利用することができ、これは、例えば、ＰＣＴ国際公開第９３／２４１６
５号パンフレットに記載されており、これは、この参照によりその全体が本明細書に組み
込まれる。
【０２７３】
　本明細書において使用するためのＤＰＩの追加の例は、米国特許第４，８１１，７３１
号明細書；同第５，１１３，８５５号明細書；同第５，８４０，２７９号明細書；同第３
，５０７，２７７号明細書；同第３，６６９，１１３号明細書；同第３，６３５，２１９
号明細書；同第３，９９１，７６１号明細書；同第４，３５３，３６５号明細書；同第４
，８８９，１４４，４，９０７，５３８号明細書；同第５，８２９，４３４号明細書；同
第６，６８１，７６８号明細書；同第６，５６１，１８６号明細書；同第５，９１８，５
９４号明細書；同第６，００３，５１２号明細書；同第５，７７５，３２０号明細書；同
第５，７４０，７９４号明細書；および同第６，６２６，１７３号明細書に記載されてお
り、これらのすべては、これらの参照によりそれら全体が本明細書に組み込まれる。
【０２７４】
　一部の実施形態では、本明細書に記載する吸入器のいずれかと共にスペーサおよびチャ
ンバを使用して、患者が吸入することとなる薬物の量を増加させることができ、これは、
例えば、米国特許第４，４７０，４１２号明細書；同第４，７９０，３０５号明細書；同
第４，９２６，８５２号明細書；同第５，０１２，８０３号明細書；同第５，０４０，５
２７号明細書；同第５，０２４，４６７号明細書；同第５，８１６，２４０号明細書；同
第５，０２７，８０６号明細書；および同第６，０２６，８０７号明細書に記載されてお
り、これらのすべては、これらの参照によりそれら全体が本明細書に組み込まれる。例え
ば、スペーサは、エアロゾル生成からそのエアロゾルが患者の口に入るときまでの時間を
遅らせることができる。そのような遅れは、患者の吸入とエアロゾル生成との同期化を増
進させることができる。従来のマウスピースを使用することが難しい幼児または他の患者
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のためにマスクを組み込むこともでき、これは、例えば、４，８０９，６９２号明細書；
同第４，８３２，０１５号明細書；同第５，０１２，８０４号明細書；同第５，４２７，
０８９号明細書；同第５，６４５，０４９号明細書；および同第５，９８８，１６０号明
細書に記載されており、これらのすべては、これらの参照によりそれら全体が本明細書に
組み込まれる。
【０２７５】
　ドライパウダの解凝集およびエアロゾル化を伴うドライパウダ式吸入器（Ｄｒｙ　ｐｏ
ｗｓｅｒ　ｉｎｈａｌｅｒｓ：ＤＰＩｓ）は、通常、呼気の噴出に依存し、それをユニッ
トによって引きこんで、薬物投与量を送達する。そのような装置は、例えば、吸込みステ
ージと注入ステージを有する空気動力排出器に関する、米国特許第４，８７０，８１４号
；軸方向空気流管を有する手持ち式粉末ディスペンサを記載している、ＳＵ　６２８９３
０；ベンチュリ管拘束部の上流に軸方向空気送入管を有するベンチュリエゼクタを記載し
ている、Ｆｏｘ　ｅｔ　ａｌ．，Ｐｏｗｄｅｒ　ａｎｄ　Ｂｕｌｋ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉ
ｎｇ，ｐａｇｅｓ　３３－３６（Ｍａｒｃｈ　１９８８）；折りたたみ式膨張チャンバを
有する手持ち式粉末ディスペンサを記載している、欧州特許第３４７，７７９号明細書；
および薬物用のドライパウダ送達装置に関する米国特許第５，７８５，０４９号明細書に
記載されている。
【０２７６】
　溶液／分散液製剤
　１つの実施形態において、可溶性またはナノ粒子状薬物粒子を含有する水性製剤を提供
する。水性エアロゾル製剤についての薬物は、約０．６７ｍｇ／ｍＬから約７００ｍｇ／
ｍＬまでの濃度で存在することがあり；一定の好ましい実施形態において、前記ニトライ
ト化合物は、ｍＬあたり約０．６６７ｍｇ亜硝酸アニオンからｍＬあたり約１００ｍｇ亜
硝酸アニオンの濃度で存在する。そのような製剤は、肺の適切な領域への有効な送達を提
供し、より高濃度のエアロゾル製剤は、非常に短期間に大量の薬物を肺に送達できる追加
の利点を有する。１つの実施形態では、十分に許容される製剤を提供するために製剤を最
適化する。従って、一定の好ましい実施形態は、ニトライト化合物（例えば、亜硝酸アニ
オンまたはその塩、例えば亜硝酸ナトリウム、亜硝酸カリウム若しくは亜硝酸マグネシウ
ム）を含み、ならびに良好な味、約４．７から約６．５のｐＨ、約１００から約３６００
ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇの重量オスモル濃度、および一定のさらなる実施形態では、約３０か
ら約３００ｍＭの透過性イオン（例えば、クロライド、ブロマイド）濃度を有するように
調合される。
【０２７７】
　１つの実施形態において、エアロゾル製剤の調製に使用される溶液または希釈剤は、約
４．５から約９．０、好ましくは、約４．７から約６．５（例えば、酸性混合物として）
、または単一バイアル構成として約７．０から約９．０のｐＨ範囲を有する。本明細書に
おける他の箇所に記載するような一定の実施形態に従って味マスキング剤の混入を行うと
、このｐＨ範囲は、許容度を向上させる。前記エアロゾルが酸性または塩基性であると、
気管支痙攣および咳の原因となる。ｐＨの安全範囲は、相対的であり、一部の患者は、中
等度に酸性のエアロゾルを許容できるが、その一方で、他の患者は、気管支痙攣を経験す
るであおる。約４．５未満のｐＨを有するエアロゾルは、該して気管支痙攣を誘導する。
約４．５から約５．５のｐＨを有するエアロゾルは、時として気管支痙攣を引き起こすで
あろう。約８．０より高いｐＨを有するいずれのエアロゾルも、低い許容度を有する。体
組織は、一般に、アルカリ性エアロゾルを緩衝することができないからである。概して、
約４．５未満のおよび約８．０を超える制御されたｐＨを有するエアロゾルは、重度の気
管支痙攣、咳および炎症反応を随伴する肺過敏症を生じさせる結果となる。これらの理由
のため、ならびに患者における気管支痙攣、咳または炎症を回避するために、前記エアロ
ゾル製剤の最適ｐＨは、約５．５から約８．０の間であると判断した。その結果として、
１つの実施形態において、本明細書に記載するような使用のためのエアロゾル製剤は、約
４．５と約７．５の間に調整し、酸性混合物についての最も好ましいｐＨ範囲は、約４．



(93) JP 2011-507968 A 2011.3.10

10

20

30

40

50

７から約６．５であり、および単一バイアル構成についての最も好ましいｐＨ範囲は、約
７．０から約８．０である。
【０２７８】
　非限定的な例として、本明細書に開示する一定の実施形態によると、組成物は、ｐＨ緩
衝剤またはｐＨ調整剤、概して、有機酸または延期から調整される塩、ならびに好ましい
実施形態では、本明細書に記載するような酸性賦形剤（例えば、非還元酸、例えば、クエ
ン酸またはクエン酸塩、例えばクエン酸ナトリウム）または上に記載したおよび表１を参
照して緩衝剤、例えばクエン酸塩若しくは他の緩衝剤も含む。従って、これらおよび他の
代表的緩衝剤としては、クエン酸、あるこるビン酸、グルコン酸、カルボン酸、酒石酸、
コハク酸、酢酸、またはフタル酸、Ｔｒｉｓ、トロメタミン、塩酸塩、またはリン酸塩緩
衝剤を挙げることができる。
【０２７９】
　多くの患者は、苦味、塩味、甘味、金属刺激をはじめとする様々な化学薬品の味に対し
て感度上昇を有する。十分に許容される薬品を作るために、非限定的な例として、重量オ
スモル濃度を調整した味マスキング剤および賦形剤、ならびに甘味料の添加により味マス
キングを遂行する。
【０２８０】
　多くの患者は、様々な化学薬品に対する感度上昇を有し、気管支痙攣、喘息または他の
咳インシデントの高い発生率を有する。かれらの気道は、低張若しくは高張および酸性若
しくはアルカリ性条件、ならびにクロライドなどの任意の永久イオンの存在に対して特に
敏感である。これらの条件または一定の濃度値より上のクロライドの存在は、気管支痙攣
若しくは炎症事象および／または咳につながり、これらは、一般に、呼吸に適する製剤で
の治療を害する。これら両方の条件は、気管支内空間へのエアロゾル化薬物の効率的な送
達を妨げることがあり、本明細書に開示する一定の実施形態による調整されたｐＨ、重量
オスモル濃度および味マスキング剤の有利な使用を遠ざける。
【０２８１】
　一部の実施形態では、本明細書に開示するニトライト化合物の（または異なる実施形態
では、ニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物の）水溶液の重量オスモル濃度
を、賦形剤の提供によって調整する。場合によっては、一定量の透過性イオン、例えばク
ロライド、ブロマイドまたは他のアニオンは、エアロゾル化ニトライトまたはニトライト
供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物の、送達成功および意図した効果を生ずる送達を
促進し得る。しかし、本明細書に開示するニトライト化合物製剤についてのそのような透
過型イオンの量は、他の薬剤化合物のエアロゾル投与のために概して使用される量より低
くなり得ることがわかった。
【０２８２】
　気管支痙攣または咳反射は、多くの場合、所与の重量オスモル濃度を有するエアロゾル
化用の希釈剤の使用によって改善することができない。しかし、これらの反射は、前記希
釈剤の重量オスモル濃度が一定範囲内であるとき、十分に制御および／または抑制できる
ことが多い。安全で許容される治療用化合物のエアロゾル化のための好ましい溶液は、約
１００から約３６００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇの全重量オスモル濃度と約３０ｍＭから約３０
０ｍＭおよび好ましくは約５０ｍＭから約１５０ｍＭのクロライド濃度範囲を有する。こ
の重量オスモル濃度は、気管支痙攣を制御し、透過性アニオンとしての前記クロライド濃
度は、咳を制御する。両方とも透過性イオンであるため、臭素およびヨウ素アニオンをク
ロライドの代わりに用いることができる。加えて、ビカーボネートをクロライドイオンの
代わりに用いることができる。
【０２８３】
　非限定的な例として、エアロゾルニトライト化合物についての（または異なる実施形態
では、ニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物についての）一定の好ましい実
施形態の製剤は、ｍＬあたり約０．６６７ｍｇの亜硝酸アニオンからｍＬあたり約１００
ｍｇの亜硝酸アニオンを含むことがあり、および一定の他の実施形態では、約１から約５
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ｍＬの水または希食塩水（例えば、１／１０から１／１（正常食塩水、すなわち、１４５
ｍＭ　ＮａＣｌ）の間の希釈物）あたり約０．７から約７００ｍｇ、約３．５から約５６
０ｍｇ、または約７．０から約３５０ｍｇのニトライト化合物（または異なる実施形態で
は、ニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物）を含むことがある。従って、そ
のような実施形態におけるニトライト化合物（例えば、亜硝酸アニオンまたはその塩、例
えば亜硝酸ナトリウム、亜硝酸カリウム若しくは亜硝酸マグネシウム）の（または異なる
実施形態では、ニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物の）溶液濃度は、約５
ｍｇ／ｍＬより高い、約１０ｍｇ／ｍＬより高い、約２５ｍｇ／ｍＬより高い、約５０ｍ
ｇ／ｍＬより高い、約７５ｍｇ／ｍＬより高い、約９０ｍｇ／ｍＬより高い、または約１
００ｍｇ／ｍＬより高いことがある。
【０２８４】
　一定の実施形態において、溶液重量オスモル濃度は、約１００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇから
約３６００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇである。様々な他の実施形態において、前記溶液重量オス
モル濃度は、約３００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇから約３０００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ；約４００
ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇから約２５００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇ；および約５００ｍＯｓｍｏｌ／
ｋｇから約２０００ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇである。一定の実施形態において、透過性イオン
濃度は、約２５ｍＭから約４００ｍＭである。様々な他の実施形態において、透過性イオ
ン濃度は、約３０ｍＭから約３００ｍＭ；約４０ｍＭから約２００ｍＭ；および約５０ｍ
Ｍから約１５０ｍＭである。
【０２８５】
　固体粒子製剤
　一部の実施形態では、乾燥エアロゾルを生成する際にまたは懸濁液中のナノ粒子を生成
するために使用するための固体薬物ナノ粒子を提供する。ナノ粒子状薬物を含む粉末は、
ナノ粒子状薬物と表面改質剤の水性懸濁液を乾燥させて、凝集した薬物ナノ粒子から成る
ドライパウダを形成することによって作ることができる。１つの実施形態において、前凝
集体は、深肺送達に適する約１から約２マイクロメートルのサイズを有し得る。代替送達
部位、例えば上気管支領域または鼻粘膜、をターゲットにするために、噴霧乾燥分散液中
の薬物の濃度を増加させることによって、または噴霧乾燥機により生じさせた小滴サイズ
を増大させることによって、前記凝集体粒径を増大させることができる。
【０２８６】
　あるいは、薬物と表面改質剤の水性分散液は、溶解した溶質、例えばラクトースまたは
マンニトールを含有することがあり、これは、噴霧乾燥すると、呼吸に適する希釈剤粒子
を形成し、それらのそれぞれが、少なくとも１つの包埋薬物ナノ粒子および表面改質剤を
含有する。薬物が包埋された前記希釈剤粒子は、深肺送達に適する約１から約２マイクロ
メートルの粒径を有し得る。加えて、代替送達部位、例えば上気管支領域または鼻粘膜、
をターゲットにするために、噴霧乾燥前に水性分散液中の溶解した希釈剤の濃度を増加さ
せることによって、または噴霧乾燥機により生じさせた小滴サイズを増大させることによ
って、前記希釈剤粒径を増大させることができる。
【０２８７】
　噴霧乾燥粉末は、単独で、または凍結乾燥ナノ粒子状粉末と併用で、ＤＰＩｓまたはｐ
ＭＤＩｓにおいて使用することができる。加えて、薬物ナノ粒子を含有する噴霧乾燥粉末
を再構成し、ジェット式または超音波式ネブライザにおいて使用して、呼吸に適する小滴
サイズを有する水性分散液を生成させることができ、この場合、それぞれの小滴は、少な
くとも１つの薬物ナノ粒子を含有する。本発明のこれらの実施形態において、濃縮された
ナノ粒子状分散液も使用することができる。
【０２８８】
　ナノ粒子状薬物分散液を凍結乾燥させて、鼻または肺送達に適する粉末を得ることもで
きる。そのような粉末は、表面改質剤を有する凝集ナノ粒子状薬物粒子を含有し得る。そ
のような凝集体は、呼吸に適する範囲内のサイズ、例えば、約２から約５マイクロメート
ル　ＭＭＡＤを有し得る。
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【０２８９】
　適切な粒径の凍結乾燥粉末は、ラクトースまたはマンニトールなどの溶解した希釈剤を
追加として含有する、薬物と表面改質剤の水性懸濁液を凍結乾燥させることによって得る
こともできる。これらの場合、凍結乾燥粉末は、呼吸に適する希釈剤粒子から成り、それ
らの粒子のそれぞれが、少なくとも１つの包埋薬物ナノ粒子を含有する。
【０２９０】
　凍結乾燥粉末は、単独で、または噴霧乾燥ナノ粒子状粉末と併用で、ＤＰＩｓまたはｐ
ＭＤＩｓにおいて使用することができる。加えて、薬物ナノ粒子を含有する凍結乾燥粉末
を再構成し、ジェット式または超音波式ネブライザにおいて使用して、呼吸に適する小滴
サイズを有する水性分散液を生成させることができ、この場合、それぞれの小滴は、少な
くとも１つの薬物ナノ粒子を含有する。
【０２９１】
　本発明の１つの実施形態は、ナノ粒子状薬物と表面改質剤とを含む、噴射剤に基づくシ
ステムのためのプロセスおよび組成物に関する。そのような製剤は、周囲圧でまたは高圧
条件下で、液体噴射剤中の粗薬物および表面改質剤を湿式磨砕することによって、調製す
ることができる。あるいは、薬物ナノ粒子の水性分散液を噴霧乾燥または凍結乾燥させ、
得られた粉末を、従来のｐＭＤＩｓでの使用に適する噴射剤に分散させることによって、
薬物粒子を含有するドライパウダを調製することができる。そのようなナノ粒子状ｐＭＤ
Ｉ製剤は、鼻または肺送達のために使用することができる。肺投与のために、そのような
製剤は、これらの方法から入手できる小さい（例えば、約１から約２マイクロメートル　
ＭＭＡＤ）粒径のため、深肺領域への送達増大を可能にする。濃縮エアロゾル製剤もｐＭ
ＤＩｓにおいて利用することができる。
【０２９２】
　もう１つの実施形態は、肺または鼻送達のためのナノ粒子状組成物を含有するドライパ
ウダに関する。これらの粉末は、ナノ粒子状薬物粒子の呼吸に適する凝集体から、または
少なくとも１つの包埋薬物ナノ粒子を含有する希釈剤の呼吸に適する粒子から成り得る。
ナノ粒子状薬物粒子を含有する粉末は、噴霧乾燥または凍結乾燥（冷凍乾燥）により水を
除去することによって、ナノ粒子の水性分散液から調製することができる。噴霧乾燥は、
冷凍乾燥より時間がかからず、費用がかからず、従って、より費用効率が高い。しかし、
生物学的製剤などの一定の薬物には、ドライパウダ製剤を作る際に噴霧乾燥ではなく凍結
乾燥が有益である。
【０２９３】
　約２から約５マイクロメートル　ＭＭＡＤの粒径を有するドライ・パウダ・エアロゾル
送達において使用される従来の微粉化薬物粒子は、そのような粉末に固有の静電凝集力の
ため、少量での計量および分散が困難であることが多い。これらの困難は、送達装置への
薬物の喪失ならびに不十分な粉末分散および肺への最適下送達につながり得る。多くの薬
剤化合物、特にタンパク質およびペプチドが、深肺送達および全身吸収に意図される。従
来調製されているドライパウダの平均粒径は、通常、約２から約５マイクロメートル　Ｍ
ＭＡＤの範囲であり、実際に肺胞領域に到達する材料の割合は、相当低いことがある。従
って、微粉化ドライパウダの肺、特に肺胞領域への送達は、ドライパウダそれら自体の特
性のため、一般には非常に非効率的である。
【０２９４】
　ナノ粒子状薬物を含有するドライ・パウダ・エアロゾルは、匹敵する微粉化薬物より小
さくすることができ、従って、深肺への効率的な送達に適する。さらに、ナノ粒子状薬物
の凝集体は、幾何形状が球形であり、良好な流動特性を有し、その結果、投与された組成
物の用量計量および肺または鼻腔への沈着に役立つ。
【０２９５】
　乾燥ナノ粒子状組成物は、ＤＰＩｓとｐＭＤＩｓの両方において使用することができる
。本明細書において用いる場合、「乾燥／ドライ」は、水を約５％未満有する組成物を指
す。
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【０２９６】
　１つの実施形態において、光散乱法によって測定して約１０００ｎｍ未満、さらに好ま
しくは約４００ｎｍ未満、約３００ｎｍ未満、約２５０ｎｍ未満、または約２００ｎｍ未
満の有効平均粒径を有するナノ粒子を含有する組成物を提供する。「約１０００ｎｍ未満
の有効平均粒径」とは、薬物粒子の少なくとも５０％が、光散乱技術によって測定したと
き、約１０００ｎｍ未満の重量平均粒径を有することを意味する。好ましくは、薬物粒子
の少なくとも７０％は、約１０００ｎｍ未満の平均粒径を有し、さらに好ましくは、薬物
粒子の少なくとも９０％は、約１０００ｎｍ未満の平均粒径を有し、およびさらにいっそ
う好ましくは、前記粒子の少なくとも９５％は、約１０００ｎｍ未満の平均粒径を有する
。
【０２９７】
　水性エアロゾル製剤のための、ナノ粒子状薬剤は、ｍＬあたり０．６６７ｍｇの亜硝酸
アニオンからｍＬあたり約１００ｍｇの亜硝酸アニオンを含み得る、および一定の他の実
施形態では、約１から約５ｍＬの水または希食塩水（例えば、１／１０から１／１（正常
食塩水、すなわち、１４５ｍＭ　ＮａＣｌ）の間の希釈物）あたり、約０．７から約７０
０ｍｇ、約３．５から約５６０ｍｇ、または約７．０から約３５０ｍｇのニトライト化合
物（または異なる実施形態では、ニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物）を
含み得る、あたりの濃度で存在し得る。従って、そのような実施形態におけるニトライト
化合物（例えば、亜硝酸アニオンまたはその塩、例えば亜硝酸ナトリウム、亜硝酸カリウ
ム若しくは亜硝酸マグネシウム）の（または異なる実施形態では、ニトライト供与性若し
くは一酸化窒素供与性化合物の）溶液濃度は、水性エアロゾル製剤については約５ｍｇ／
ｍＬより大きい、約１０ｍｇ／ｍＬより大きい、約２５ｍｇ／ｍＬより大きい、約５０ｍ
ｇ／ｍＬより大きい、約７５ｍｇ／ｍＬより大きい、約９０ｍｇ／ｍＬより大きい、また
は約１００ｍｇ／ｍＬより大きい場合があり、およびドライ・パウダ・エアロゾル製剤に
ついては約０．１ｍｇから約５０ｍｇまでの亜硝酸アニオンまたは約５．０ｍｇ／ｇから
約１０００ｍｇ／ｇである場合があり、これらを特に提供する。そのような製剤は、従来
の肺ネブライザ療法において見出されるような４から２０分以下の投与時間と比較して短
い投与時間で、すなわち、１回の投与につき約３～１５秒未満での１回の呼気、２回の呼
気、３回の呼気または多回呼気で、適切な肺または鼻腔領域への有効な送達を提供する。
【０２９８】
　エアロゾル投与のためのナノ粒子状薬物組成物は、例えば、（１）粉砕若しくは沈降の
いずれかによって得られる、ナノ粒子状薬物の分散物の霧化；（２）ナノ粒子状薬物と表
面改質剤の凝集体のドライパウダのエアロゾル化（このエアロゾル化組成物は、希釈剤を
追加として含有することがある）；または（３）非水系噴射剤中のナノ粒子状薬物若しく
は薬物凝集体の懸濁液のエアロゾル化によって作ることができる。希釈剤を追加として含
有することがある、前記ナノ粒子状薬物と表面改質剤の凝集体は、非加圧または加圧非水
系系で作ることができる。濃縮エアロゾル製剤もそのような方法によって作ることができ
る。
【０２９９】
　ナノ粒子状薬物を得るための水性薬物の磨砕は、水性分散媒に薬物粒子を分散させるこ
と、および粉砕用媒質の存在下で機械的手段を適用してその薬物の粒径を望ましい有効な
平均粒径に低下させることによって行うことができる。前記粒径は、１若しくはそれ以上
の表面改質剤の存在下でサイズを低下させることができる。あるいは、前記粒子を、磨砕
後、１若しくはそれ以上の表面改質剤と接触させることができる。前記サイズ低下プロセ
ス中に、希釈剤などの他の化合物を、前記薬物／表面改質剤に添加することができる。分
散液は、連続的に製造することもでき、またはバッチ式で製造することもできる。
【０３００】
　ナノ粒子分散液を形成するもう１つの方法は、微量沈降による方法である。これは、微
量毒性溶媒または可溶化重金属不純物が一切ない１若しくはそれ以上の表面改質剤および
１若しくはそれ以上のコロイド安定性強化用界面活性剤の存在下で安定な分散液を調製す
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る方法である。そのような方法は、例えば、（１）混合しながら適する溶媒に薬物を溶解
する段階；（２）少なくとも１つの表面改質剤を含む溶液に混合しながら段階（１）から
の製剤を添加して、透明な溶液を形成する段階；および（３）適切な非溶媒を使用して混
合しながら段階（２）からの製剤を沈降させる段階を含む。前記方法の後、存在する場合
には、一切の形成された塩を、従来の手段によるその分散液の透析またはダイアフィルト
レーションおよび濃縮によって除去することができる。得られたナノ粒子薬物分散液は、
液体ネブライザにおいて利用することができ、またはＤＰＩ若しくはｐＭＤＩにおいて使
用するためのドライパウダを形成するために処理することができる。
【０３０１】
　非水系、非加圧磨砕システムにおいて、室温で約１気圧若しくはそれ未満の蒸気圧をす
る非水系液体であって、薬物がそれに本質的に不溶性である前記非水系液体は、ナノ粒子
状薬物組成物を作るための湿式磨砕媒質として使用することができる。そのようなプロセ
スにおいて、薬物および表面改質剤のスラリーを前記非水系媒質中で磨砕して、ナノ粒子
状薬物粒子を生じさせることができる。適する非水系媒質の例としては、エタノール、ト
リクロロモノフルオロメタン、（ＣＦＣ－１１）、およびジクロロテトラフルオロエタン
（ＣＦＣ－１１４）が挙げられる。ＣＦＣ－１１を使用する利点は、ＣＦＣ－１１４が、
蒸発を回避するために、より制御された条件を必要とするのに対して、ほんのわずかに涼
しい室温でそれを取り扱うことができる点である。破砕を完了したら、真空下でまたは過
熱しながら液体媒質を除去し、回収して、乾燥ナノ粒子状組成物を得る。その後、その乾
燥組成物を適切な容器に満たし、最終噴射剤を充填した。塩素化炭化水素を理想的には含
有しない、例示的最終製品としては、ＨＦＡ－１３４ａ（テトラフルオロエタン）および
ＨＦＡ－２２７（ヘキサフルオロプロパン）が挙げられる。非塩素化噴射剤のほうが環境
的理由で好ましいかもしれないが、本発明のこの実施形態では塩素化噴射剤も使用するこ
とができる。
【０３０２】
　非水系加圧磨砕システムでは、その磨砕プロセスにおいて室温で１気圧より有意に高い
蒸気圧を有する非水系液体媒質を使用して、ナノ粒子状薬物組成物を作ることができる。
前記磨砕用媒質が、適するハロゲン化炭化水素噴射剤である場合、結果として得られる分
散液を適するｐＭＤＩ容器に直接満たすことができる。あるいは、真空下でまたは加熱し
ながら前記磨砕用媒質を除去し、回収して、乾燥ナノ粒子状組成物を得ることができる。
その後、この組成物を適切な容器に満たし、ｐＭＤＩでの使用に適する噴射剤を充填する
ことができる。
【０３０３】
　噴霧乾燥は、液体媒質中の薬物の粒径を低下させた後にナノ粒子状薬物を含有する粉末
を得るために用いるプロセスである。一般に、噴霧乾燥は、液体媒質が室温で約１気圧未
満の蒸気圧を有するとき、使用することができる。噴霧乾燥機は、液体の蒸発および薬物
粉末の回収が可能である装置である。溶液または懸濁液いずれかの液体サンプル、噴霧ノ
ズルに供給する。そのノズルが、直径約２０から約１００μｍの範囲内のサンプルの小滴
を生じさせ、その後、それらを担体ガスによって乾燥チャンバに移す。担体ガス温度は、
概して約８０から約２００℃である。前記小滴を急速液体乾燥に付し、その結果、後に乾
燥粒子が残り、それらをサイクロン装置の下の特殊なレザバに回収する。
【０３０４】
　前記液体サンプルが、ナノ粒子と表面改質剤の分散液からなる場合、回収される製品は
、ナノ粒子状薬物粒子の球状凝集体から成るであろう。前記液体サンプルが、不活性希釈
剤材料（例えば、ラクトースまたはマンニトール）が溶解されたナノ粒子の水性分散液か
ら成る場合、回収される製品は、包埋ナノ粒子状薬物粒子を含有する希釈剤（例えば、ラ
クトースまたはマンニトール）粒子から成るであろう。回収される製品の最終サイズを制
御することができ、該サイズは、その液体サンプル中のナノ粒子状薬物および／または希
釈剤の濃度、ならびに噴霧乾燥ノズルによって生成される小滴サイズに依存する。回収し
た製品は、肺または鼻送達のための従来のＤＰＩｓにおいて使用することができ、ｐＭＤ
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Ｉにおいて使用するための噴射剤に分散させることができ、またはネブライザにおいて使
用するためにそれらの粒子を水中で再構成することができる。
【０３０５】
　場合によっては、最終製品の計量特性を改善するために不活性担体を噴霧乾燥材料に添
加することが望ましいことがある。これは、具体的には、噴霧乾燥粉末が非常に小さい（
約５μｍ未満）である場合、または所期の用量が極めて少なく、それによって用量計測が
難しくなる場合である。一般に、そのような担体粒子（増量剤としても公知）は、肺に送
達されるには大きすぎ、口およびのどに単に衝突し、飲み込まれる。そのような担体は、
ラクトース、マンニトールまたはトレハロースなどの糖から概して成る。多糖類およびセ
ルロースをはじめとする他の不活性材料も担体として有用である。
【０３０６】
　ナノ粒子状薬物粒子を含有する噴霧乾燥粉末は、従来のＤＰＩｓにおいて使用すること
ができ、ｐＭＤＩｓで使用するための噴射剤に分散させることができ、またはネブライザ
において使用するため液体媒質中で再構成することができる。
【０３０７】
　熱によって変性または不安定化される化合物、例えば、低い融点（すなわち、約７０か
ら約１５０℃）を有する化合物、または例えば生物学的製剤については、ドライパウダナ
ノ粒子状薬物組成物を得るために蒸発より昇華のほうが好ましい。これは、昇華が、噴霧
乾燥に伴う高いプロセス温度を回避するからである。加えて、冷凍乾燥または凍結乾燥と
しても公知の昇華は、薬物化合物の、特に生物由来製品についての、保存性を増すことが
できる。冷凍乾燥粒子を再構成して、ネブライザにおいて使用することもできる。冷凍乾
燥ナノ粒子状薬物粒子の凝集体は、鼻または肺送達のためのＤＰＩｓおよびｐＭＤＩにお
いて、ドライパウダ中間体とブレンドすることができ、または単独で使用することができ
る。
【０３０８】
　昇華は、生成物を冷凍すること、およびそのサンプルを強真空条件にふすことを服務。
これによって、形成された氷を固体黄体から蒸気状態に直接変換することができる。その
ようなうプロセスは、非常に効率的であり、従って、噴霧乾燥より大きな収量を提供する
。結果として得られる冷凍乾燥製品は、薬物および改質剤（単数または複数）を含有する
。前記薬物は、概して凝集状態で存在し、ＤＰＩｓ若しくはｐＭＤＩｓでの吸入のために
単独で（肺送達または鼻送達のいずれか）、希釈剤（ラクトース、マンニトールなど）と
共に、使用することができ、またはネブライザでの使用のために再構成することができる
。
【０３０９】
　リポソーム組成物
　一部の実施形態において、本明細書に開示するニトライト、亜硝酸塩またはニトライト
供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物は、リポソーム粒子に調合することがあり、その
後、それえらを吸入送達のためにエアロゾル化することができる。本発明において有用で
ある脂質は、中性脂質と荷電脂質の両方を含む、様々な脂質のいずれであってもよい。望
ましい特性を有する担体系は、脂質とターゲッティング基と循環増進剤との適切な組み合
わせを用いて調製することができる。加えて、本明細書において提供する組成物は、リポ
ソームまたは脂質粒子、好ましくは脂質粒子、の形態であり得る。本明細書において用い
る場合、用語「脂質粒子」は、核酸を「被覆する」および水性の内部を殆どまたは全く有
さない、脂質二重層を指す。より詳細には、この用語は、その内層の一部分が、核酸（例
えば、プラスミドホスホジエステル骨格）上の負電荷とイオン結合またはイオン対を形成
するカチオン性脂質を含む、自己組織化脂質二重層を記述するために用いる。前記内層は
、中性または融合脂質、および一部の実施形態では、負電荷を有する脂質も含む場合があ
る。前記粒子の外層は、内層の疎水性テールと（リポソームの場合のように）テール対テ
ール式に配向した脂質の混合物を概して含むであろう。外層の脂質上に存在する極性ヘッ
ド基が、その粒子の外面を形成することとなる。
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【０３１０】
　持続的治療効果を有するようにまたは毒性を低下させるようにリポソーム生体活性剤を
設計して、少ない投与頻度および向上した治療指数を可能にすることができる。リポソー
ムは、所望の薬剤を補足する二重層から成る。これらは、異なる層の脂質のいずれかの中
またはそれらの層の間の水性空間内に補足された薬剤を有する、同心二重層の多層小胞と
して形成することができる。
【０３１１】
　非限定的な例として、前記組成物において用いる脂質は、リン脂質、トコフェロール、
ステロイド、脂肪酸、糖タンパク質、例えばアルブミン、負電荷を有する脂質およびカチ
オン性脂質をはじめとする合成、半合成または自然に存在する脂質であり得る。リン脂質
としては、卵ホスファチジルコリン（ｅｇｇ　ｐｈｏｓｐｈａｔｉｄｙｌｃｈｏｌｉｎｅ
：ＥＰＣ）、卵ホスファチジルグリセロール（ｅｇｇ　ｐｈｏｓｐｈａｔｉｄｙｌｇｌｙ
ｃｅｒｏｌ：ＥＰＧ）、卵ホスファチジルイノシトール（ｅｇｇ　ｐｈｏｓｐｈａｔｉｄ
ｙｌｉｎｏｓｉｔｏｌ：ＥＰＩ）、卵ホスファチジルセリン（ｅｇｇ　ｐｈｏｓｐｈａｔ
ｉｄｙｌｓｅｒｉｎｅ：ＥＰＳ）、ホスファチジルエタノールアミン（ｐｈｏｓｐｈａｔ
ｉｄｙｌｅｔｈａｎｏｌａｍｉｎｅ：ＥＰＥ）、および卵ホスファチジン酸（ｅｇｇ　ｐ
ｈｏｓｐｈａｔｉｄｉｃ　ａｃｉｄ：ＥＰＡ）；大豆相当品、大豆ホスファチジルコリン
（ｓｏｙ　ｐｈｏｓｐｈａｔｉｄｙｌｃｈｏｌｉｎｅ：ＳＰＣ）、ＳＰＧ、ＳＰＳ、ＳＰ
Ｉ、ＳＰＥおよびＳＰＡ；水素化卵および大豆相当品（例えば、ＨＥＰＣ、ＨＳＰＣ）、
炭素原子数１２から２６の鎖を含有するグリセロールの２および３位における脂肪酸のエ
ステル結合とグリセロールの１位における異なるヘッド基から成る他のリン脂質（コリン
、グリセロール、イノシトール、セリン、エタノールアミン、ならびに対応するホスファ
チジン酸を含む）が挙げられる。これらの脂肪酸上の鎖は、飽和している場合もあり、ま
たは不飽和である場合もあり、前記リン脂質は、異なる鎖長および異なる飽和度の脂肪酸
から成り得る。詳細には、前記製剤の組成物としては、ジパルミトイルホスファチジルコ
リン（ｄｉｐａｌｍｉｔｏｙｌｐｈｏｓｐｈａｔｉｄｙｌｃｈｏｌｉｎｅ：ＤＰＰＣ）、
自然に存在する肺界面活性剤の主成分、ならびにジオレオイルホスファチジルコリン（ｄ
ｉｏｌｅｏｙｌｐｈｏｓｐｈａｔｉｄｙｌｃｈｏｌｉｎｅ：ＤＯＰＣ）およびジオレオイ
ルホスファチジルグリセロール（ｄｉｏｌｅｏｙｌｐｈｏｓｐｈａｔｉｄｙｌｇｌｙｃｅ
ｒｏｌ：ＤＯＰＧ）が挙げられる。他の例としては、ジミリストイルホスファチジルコリ
ン（ｄｉｍｙｒｉｓｔｏｙｌｐｈｏｓｐｈａｔｉｄｙｃｈｏｌｉｎｅ：ＤＭＰＣ）および
ジミリストイルホスファチジルグリセロール（ｄｉｍｙｒｉｓｔｏｙｌｐｈｏｓｐｈａｔ
ｉｄｙｌｇｌｙｃｅｒｏｌ：ＤＭＰＧ）ジパルミトイルホスファチドコリン（ｄｉｐａｌ
ｍｉｔｏｙｌｐｈｏｓｐｈａｔｉｄｃｈｏｌｉｎｅ：ＤＰＰＣ）およびジパルミトイルホ
スファチジルグリセロール（ｄｉｐａｌｍｉｔｏｙｌｐｈｏｓｐｈａｔｉｄｙｌｇｌｙｃ
ｅｒｏｌ：ＤＰＰＧ）ジステアロイルホスファチジルコリン（ｄｉｓｔｅａｒｏｙｌｐｈ
ｏｓｐｈａｔｉｄｙｌｃｈｏｌｉｎｅ：ＤＳＰＣ）およびジステアロイルホスファチジル
グリセロール（ｄｉｓｔｅａｒｏｙｌｐｈｏｓｐｈａｔｉｄｙｌｇｌｙｃｅｒｏｌ：ＤＳ
ＰＧ）、ジオレイルホスファチジルエタノールアミン（ｄｉｏｌｅｙｌｐｈｏｓｐｈａｔ
ｉｄｙｌｅｔｈａｎｏｌａｍｉｎｅ：ＤＯＰＥ）ならびに混合脂質、例えばパルミトイル
ステアロイルホスファチジルコリン（ｐａｌｍｉｔｏｙｌｓｔｅａｒｏｙｌｐｈｏｓｐｈ
ａｔｉｄｙｌｃｈｏｌｉｎｅ：ＰＳＰＣ）およびパルミトイルステアロイルホスファチジ
ルグリセロール（ｐａｌｍｉｔｏｙｌｓｔｅａｒｏｙｌｐｈｏｓｐｈａｔｉｄｙｌｇｌｙ
ｃｅｒｏｌ：ＰＳＰＧ）、ならびに単一アシル化リン脂質、例えば、モノ－オレオイル－
ホスファチジルエタノールアミン（ｍｏｎｏ－ｏｌｅｏｙｌ－ｐｈｏｓｐｈａｔｉｄｙｌ
ｅｔｈａｎｏｌａｍｉｎｅ：ＭＯＰＥ）が挙げられる。
【０３１２】
　好ましい実施形態では、ＰＥＧ変性脂質を本発明の組成物に凝集防止剤として組み込む
。ＰＥＧ変性脂質の使用は、バルキーなＰＥＧ基をリポソームまたは脂質担体の表面に配
置し、担体以外へのＤＮＡの結合を防止する（それによって、脂質担体の架橋および凝集
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を抑制する）。ＰＥＧ－セラミドの使用は好ましいことが多く、膜二重層を安定させるお
よび循環寿命を延長するという追加の利点を有する。加えて、異なる脂質テール長を用い
てＰＥＧ－セラミドを調製して、脂質二重層中のＰＥＧ－セラミドの寿命を制御すること
ができる。このようにして、脂質担体融合を結果として生じさせる「プログラム可能な」
放出を達成することができる。例えば、セラミド部分に付いているＣ２０－アシル基を有
するＰＥＧ－セラミドは、２２時間の半減期で脂質二重層単体から出て拡散するであろう
。Ｃ１４－およびＣ８－アシル基を有するＰＥＧ－セラミドは、それぞれ１０分のおよび
１分未満の半減期で同担体から出て拡散するであろう。結果として、脂質テール長の選択
は、二重層が既知の速度で不安定化（および従って、膜融合）した状態になる組成物を提
供する。あまり好ましくないが、他のＥＰＧ－脂質または脂質－ポリオキシエチレンコン
ジュゲートは、本組成物において有用である。適するＰＥＧ変性脂質の例としては、ＰＥ
Ｇ変性ホスファチジルエタノールアミンおよびホスファチジン酸、ＰＥＧ変性ジアシルグ
リセロールおよびジアルキルグリセロール、ＰＥＧ変性ジアルキルアミンおよびＰＥＧ変
性１，２－ジアシルオキシプロパン－３－アミンが挙げられる。米国特許第５，８２０，
８７３号明細書（この参照により本明細書に組み込まれる）に記載されているＰＥＧ－セ
ラミドコンジュゲート（例えば、ＰＥＧ－Ｃｅｒ－Ｃ８、ＰＥＧ－Ｃｅｒ－Ｃ１４または
ＰＥＧ－Ｃｅｒ－Ｃ２０）は、特に好ましい。
【０３１３】
　本発明の組成物は、直径約５０ｎｍから約４００ｎｍであるリポソーム組成物を提供す
るように調製することができる。組成物のサイズが、封入される体積に依存して、より大
きくなることもあり、またはより小さくなることもあることは、当業者には理解されるで
あろう。従って、より大きな体積についてのサイズ分布は、概して約８０ｎｍから約３０
０ｎｍであろう。
【０３１４】
　表面改質剤
　本明細書に開示するような、ニトライト化合物（例えば、亜硝酸アニオン若しくはその
塩）、または異なる実施形態では、ニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物は
、公知の有機および無機製薬用賦形剤から選択することができる適する表面改質剤を用い
て、医薬組成物で調製することができる。そのような賦形剤としては、低分子量オリゴマ
ー、ポリマー、界面活性剤および天然産物が挙げられる。好ましい表面改質剤としては、
非イオン性およびイオン性界面活性剤が挙げられる。２つ若しくはそれ以上の表面改質剤
を併用することができる。
【０３１５】
　表面改質剤の代表的な例としては、塩化セチルピリジニウム、ゼラチン、カゼイン、レ
シチン（ホスファチド）、デキストラン、グリセロール、アラビアゴム、コレステロール
、トラガカントゴム、ステアリン酸、塩化ベンズアルコニウム、ステアリン酸カルシウム
、モノステアリン酸グリセロール、セトステアリルアルコール、セトマクロゴール乳化ろ
う、ソルビタンエステル、ポリオキシエチレンアルキルエーテル（例えば、マクロゴール
エーテル、例えば、セトマクロゴール１０００）、ポリオキシエチレンひまし油誘導体、
ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル（例えば、市販Ｔｗｅｅｎｓ（商標）、例
えば、Ｔｗｅｅｎ　２０（商標）、およびＴｗｅｅｎ　８０（商標）など（ＩＣＩ　Ｓｐ
ｅｃｉａｌｔｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ））；ポリエチレングリコール（例えば、Ｃａｒｂ
ｏｗａｘｓ　３３５０（商標）、および１４５０（商標）、ならびにＣａｒｂｏｐｏｌ　
９３４（商標）（Ｕｎｉｏｎ　Ｃａｒｂｉｄｅ））、臭化ドデシルトリメチルアンモニウ
ム、ステアリン酸ポリオキシエチレン、コロイド状二酸化ケイ素、ホスファート、ドデシ
ル硫酸ナトリウム、カルボキシメチルセルロースカルシウム、ヒドロキシプロピルセルロ
ース（ＨＰＣ、ＨＰＣ－ＳＬ、およびＨＰＣ－Ｌ）、ヒドロキシプロピルメチルセルロー
ス（ＨＰＭＣ）、カルボキシメチルセルロースナトリウム、メチルセルロース、ヒドロキ
シエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、フタル酸ヒドロキシプロピルメチ
ルセルロース、非結晶性セルロース、ケイ酸アルミニウムマグネシウム、トリエタノール
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アミン、ポリビニルアルコール（ｐｏｌｙｖｉｎｙｌ　ａｌｃｏｈｏｌ：ＰＶＡ）、ポリ
ビニルピロリドン（ｐｏｌｙｖｉｎｙｌｐｙｒｒｏｌｉｄｏｎｅ：ＰＶＰ）、エチレンオ
キシドおよびホルムアルデヒドを伴う４－（１，１，３，３－テトラメチルブチル）－フ
ェノール（４－（１，１，３，３－ｔｅｔａａｍｅｔｈｙｌｂｕｔｙｌ）－ｐｈｅｎｏｌ
）、ポリマー（チロキサポール、スペリオンおよびトリトンとしても公知）、ポロキサマ
ー（例えば、Ｐｌｕｒｏｎｉｃｓ　Ｆ６８（商標）、およびＦ１０８（商標）、これらは
、エチレンオキシドとプロピレンオキシドのブロックコポリマーである）；ポロキサミン
（例えば、Ｐｏｌｏｘａｍｉｎｅ　９０８（商標）としても公知のＴｅｔｒｏｎｉｃ　９
０８（商標）、これは、プロピレンオキシドおよびエチレンオキシドのエチレンジアミン
への逐次付加から誘導される四官能性ブロックコポリマーである（ＢＡＳＦ　Ｗｙａｎｄ
ｏｔｔｅ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ、ニュージャージー州Ｐａｒｓｉｐｐａｎｙ））；荷
電リン脂質、例えば、ジミリストイルホスファチジルグリセロール、ジオクチルスルホス
クシネート（ｄｉｏｃｔｙｌｓｕｌｆｏｓｕｃｃｉｎａｔｅ：ＤＯＳＳ）；Ｔｅｔｒｏｎ
ｉｃ　１５０８（商標）；（Ｔ－１５０８）（ＢＡＳＦ　Ｗｙａｎｄｏｔｔｅ　Ｃｏｒｐ
ｏｒａｔｉｏｎ）、スルホコハク酸ナトリウムのジアルキルエステル（例えば、Ａｅｒｏ
ｓｏｌ　ＯＴ（商標）、これは、スルホコハク酸ナトリウムのジオクチルエステルである
（Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｃｙａｎａｍｉｄ））；Ｄｕｐｏｎｏｌ　Ｐ（商標）、これは、ラ
ウリル硫酸ナトリウムである（ＤｕＰｏｎｔ）；Ｔｒｉｔｏｎｓ　Ｘ－２００（商標）、
これは、スルホン酸アルキルアリールポリエーテルである（Ｒｏｈｍ　ａｎｄ　Ｈａａｓ
）；Ｃｒｏｄｅｓｔａｓ　Ｆ－１１０（商標）、これは、ステアリン酸スクロースとジス
テアリン酸スクロースの混合物である（Ｃｒｏｄａ　Ｉｎｃ．）；Ｏｌｉｎ－ｌｏｇ（商
標）としても公知のｐ-イソノニルフェノキシポリ－（グリシドール）、またはＳｕｒｆ
ａｃｔａｎｔ　１０－Ｇ（商標）（Ｏｌｉｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ、Ｓｔａｍｆｏｒｄ、
Ｃｏｎｎ．）；Ｃｒｏｄｅｓｔａｓ　ＳＬ－４０（商標）（Ｃｒｏｄａ、Ｉｎｃ．）；お
よびＳＡ９ＯＨＣＯ、これは、Ｃ１８Ｈ３７ＣＨ２（ＣＯＮ（ＣＨ３）－ＣＨ２（ＣＨＯ
Ｈ）４（ＣＨ２ＯＨ）２である（Ｅａｓｔｍａｎ　Ｋｏｄａｋ　Ｃｏ．）；デカノイル－
Ｎ－メチルグルカミド；ｎ－デシルβ－Ｄ－グルコピラノシド；ｎ－デシルβ－Ｄ－マル
トピラノシド；ｎ－ドデシルβ－Ｄ－グルコピラノシド；ｎ－ドデシルβ－Ｄ－マルトシ
ド；ヘプタノイル－Ｎ－メチルグルカミド；ｎ－ヘプチル－β－Ｄ－グルコピラノシド；
ｎ－ヘプチルβ－Ｄ－チオグルコシド；ｎ－ヘキシルβ－Ｄ－グルコピラノシド；ノナノ
イル－Ｎ－メチルグルカミド；ｎ－ノニルβ－Ｄ－グルコピラノシド（ｎ－ｎｏｙｌ　β
－Ｄ－ｇｌｕｃｏｐｙｒａｎｏｓｉｄｅ）；オクタノイル－Ｎ－メチルグルカミド；ｎ－
オクチル－β－Ｄ－グルコピラノシド；オクチルβ－Ｄ－チオグルコピラノシドなどが挙
げられる。チロキサポールは、ステロイドの肺または鼻腔内送達に特に好ましい表面改質
剤であり、噴霧療法にさらにいっそう好ましい。
【０３１６】
　本明細書に開示する溶液において使用するための界面活性剤の例としては、ラウレス硫
酸アンモニウム、セタミンオキシド、塩化セトリモニウム、セチルアルコール、ミリスチ
ン酸セチル、パルミチン酸セチル、コカミドＤＥＡ、コカミドプロピルベタイン、酸化コ
カミドプロピルアミン、コカミドＭＥＡ、ラウリル硫酸ＤＥＡ、ジ－ステアリルリン酸ア
ミド、塩化ジセチルジメチルアンモニウム、ジパルミトイルエチルヒドロキセチルモニウ
ム（ｄｉｐａｌｍｉｔｏｙｌｅｔｈｙｌ　ｈｙｄｒｏｘｅｔｈｙｌｍｏｎｉｕｍ）、ラウ
レススルホコハク酸二ナトリウム、二（水素化）獣脂フタル酸、ジラウリン酸グリセリル
、ジステアリン酸グリセリル、オレイン酸グリセリル、ステアリン酸グリセリル、ミリス
チン酸イソプロピルｎｆ、パルミチン酸イソプロピルｎｆ、ラウラミドＤＥＡ、ラウラミ
ドＭＥＡ、酸化ラウラミド、酸化ミシルタミン、イソノナン酸オクチル、パルミチン酸オ
クチル、ネオペンタン酸オクチルドデシル、塩化オレアルコニウム、ステアリン酸ＰＥＧ
－２、カプリル酸／カプリン酸ＰＥＧ－３２グリセリル、ステアリン酸ＰＥＧ－３２グリ
セリル、ステアリン酸&ジステアリン酸ＰＥＧ－４およびＰＥＧ－１５０、ラウリン酸&ジ
ラウリン酸ＰＥＧ－４からＰＥＧ－１５０、オレイン酸&ジオレイン酸ＰＥＧ－４から　
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ＰＥＧ－１５０、ヤシ油脂肪酸ＰＥＧ－７グリセリル、ＰＥＧ－８蜜ろう、ステアリン酸
プロピレングリコール、Ｃ１４～１６オレフィンスルホン酸ナトリウム、ラウリルスルホ
酢酸ナトリウム、ラウリル硫酸ナトリウム、トリデセス硫酸ナトリウム、塩化ステアラル
コニウム、酸化ステアラミド、ドデシルベンゼンスルホン酸ＴＥＡ、ラウリル硫酸ＴＥＡ
　が挙げられるが、これらに限定されない。
【０３１７】
　これらの表面改質剤の大部分は、公知の製薬用賦形剤であり、ｔｈｅ　Ａｍｅｒｉｃａ
ｎ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　ＡｓｓｏｃｉａｔｉｉｏｎとＴｈｅ　Ｐｈａｒｍａ
ｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｏｆ　Ｇｒｅａｔ　Ｂｒｉｔｅｎによって共同で出
版されているｔｈｅ　Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉａｌ　Ｅｘｃｉ
ｐｉｅｎｔｓ（Ｔｈｅ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｐｒｅｓｓ，１９８６）（この
参照により特に組み込まれる）に詳細に記載されている。前記表面改質剤は、市販されて
おり、および／または当分野において公知の技術によって調製することができる。薬物と
表面改質剤の相対量は、広範に変動し得、ならびに表面改質剤の最適な量は、例えば、選
択される個々の薬物および表面改質剤、それがミセルを形成する場合にはその表面改質剤
の臨界ミセル濃度、表面改質剤の親水性－疎水性バランス（ｈｙｄｒｏｐｈｉｌｉｃ－ｌ
ｉｐｏｐｈｉｌｉｃ－ｂａｌａｎｃｅ：ＨＬＢ）、表面改質剤の融点、表面改質剤および
薬物の水への溶解度、表面改質剤の水溶液の表面張力などに依存し得る。
【０３１８】
　本発明の一定の関連実施形態において、薬物の表面改質剤に対する最適な比率は、約０
．１％から約９９％ニトライト化合物または（異なる実施形態では）ニトライト供与性若
しくは一酸化窒素供与性化合物、さらに好ましくは約１０％から約９０％であり得る。
【０３１９】
　マイクロスフェア
　ニトライト、亜硝酸塩またはニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物の肺送
達のために、水に可溶化させる薬物化合物の適切な量を先ず添加することにより、マイク
ロスフェアを使用することができる。例えば、一定の実施形態において、ニトライト化合
物（例えば、亜硝酸アニオン若しくはその塩）、または一定の異なる実施形態ではニトラ
イト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物、を、氷浴を用いて１～３分間、プローブ超
音波処理することにより、所定量（例えば、０．１～１％　ｗ／ｖ）のポリ（ＤＬ－ラク
チド－ｃｏ－グリコリド）（ｐｏｌｙ（ＤＬ－ｌａｃｔｉｄｅ－ｃｏ－ｇｌｙｃｏｌｉｄ
ｅ）：ＰＬＧＡ）を含有する塩化メチレンに分散させることができる。別途、ニトライト
化合物（または異なる実施形態では、ニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物
）を、ＰＬＧＡ（０．１～１％　ｗ／ｖ）を含有する塩化メチレンに可溶化する。得られ
た油中水型第一エマルジョンまたはポリマー／薬物溶液を、氷浴を用いて３～５分間、プ
ローブ超音波処理することにより、（事前に４℃に冷却した）１～２％ポリビニルアルコ
ールから成る水性連続相に分散させることができる。得られたエマルジョンを２～４時間
、室温で継続的に攪拌して、塩化メチレンを蒸発させる。このようにして形成されたマイ
クロ粒子を、５分間、８，０００～１０，０００ｒｐｍで遠心分離することによって連続
相から分離する。沈降した粒子を蒸留水で３回洗浄し、冷凍乾燥させることとなる。冷凍
乾燥されたニトライト化合物またはニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物マ
イクロ粒子を－２０℃で保管することとなる。
【０３２０】
　非限定的な例として、噴霧乾燥アプローチを利用して、ニトライト化合物マイクロスフ
ェア（または異なる実施形態では、ニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物マ
イクロスフェア）を調製することとなる。ニトライトまたはニトライト供与性若しくは一
酸化窒素供与性化合物の適切な量を、ＰＬＧＡ（０．１～１％　ｗ／ｖ）を含有する塩化
メチレンに可溶化することができる。この溶液を噴霧乾燥して、マイクロスフェアを得る
こととなる。
【０３２１】
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　非限定的な例として、適切な技術および方法を用いて、ニトライト化合物マイクロスフ
ェア、または異なる実施形態では、ニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物マ
イクロスフェア、を、サイズ分布（好ましい実施形態では：９０％<５μｍ、９５％<１０
μｍ）、形状、薬物負荷効率および薬物放出について特性づけすることとなる。
【０３２２】
　非限定的な例として、このアプローチを用いて、固体、曲線下面積（ａｒｅａ－ｕｎｄ
ｅｒ－ｔｈｅ－ｃｕｒｖｅ：ＡＵＣ）形状向上製剤、例えば、低溶解度ニトライト化合物
またはニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物、ナノ粒子系製剤については塩
形態、を封鎖することおよびそれらの水への溶解度を改善することができる。
【０３２３】
　水で約９６％から約７５％（ｖ／ｖ）に希釈したときに化合物が溶解状態を持続できる
ように、一定の量のニトライトまたはニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物
を、先ず、最少量のエタノールに溶解することができる（例えば、９６％）。その後、そ
の溶液を水で希釈して、７５％エタノール溶液を得ることができ、その後、一定の量のパ
ラセタモールを添加して、次のｗ／ｗ　薬物／ポリマー比を得ることができる：１：２、
１：１、２：１、３：１、４：１、６：１、９：１および１９：１。これらの最終溶液を
、次の条件下で噴霧乾燥させる：流量、１５ｍＬ／分；入口温度、１１０℃；出口温度、
８５℃；圧力４バール、および乾燥用空気の流量、３５ｍ３／時。その後、粉末を回収し
、デシケータ（ｄｅｓｓｉｃｃａｔｏｒ）内に真空下で保管する。
【０３２４】
　固体脂質粒子
　ニトライト化合物（例えば、亜硝酸アニオンまたはその塩、例えば、亜硝酸ナトリウム
、亜硝酸カリウム若しくは亜硝酸マグネシウム）固体脂質粒子の、または異なる実施形態
では、ニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物固体脂質粒子の、一定の実施形
態による調製は、その脂質の少なくとも融解温度で維持された脂質メルト（リン脂質、例
えば、ホスファチジルコリンおよびホスファチジルセリン）への薬物の溶解、その後、そ
の脂質の少なくとも融解温度で維持された高温界面活性剤水溶液（概して、１～５％　ｗ
／ｖ）へのその薬物含有メルト分散を含むことがある。Ｍｉｃｒｏｆｌｕｉｄｉｚｅｒ（
登録商標）を使用して、１～１０分間、その粗分散液を均質化して、ナノエマルジョンを
得ることとなる。約４～２５℃の間の温度へのそのナノエマルジョンの冷却は、その脂質
を再び凝固させて、固体脂質ナノ粒子をもたらすであろう。形成パラメータ（脂質マトリ
ックスのタイプ、界面活性剤濃度および生成パラメータ）の最適化を行って、持続性薬物
送達を達成することとなる。非限定的な例として、このアプローチを用いて、固体、ＡＵ
Ｃ形状向上製剤、例えば、低溶解度ニトライト、亜硝酸塩、またはニトライト供与性若し
くは一酸化窒素供与性化合物、ナノ粒子系製剤については塩形態を封鎖することおよびそ
れらの水への溶解度を改善することができる。
【０３２５】
　溶融押出ＡＵＣ形状向上製剤
　溶融押出ＡＵＣ形状向上ニトライト化合物、または異なる実施形態ではニトライト供与
性若しくは一酸化窒素供与性化合物、製剤は、界面活性剤の添加若しくはマイクロエマル
ジョンの調製によりミセルに薬物を溶解すること、シクロデキストリンなどの他の分子と
の包接複合体を形成すること、薬物のナノ粒子を形成すること、またはポリマーマトリッ
クス内に非晶質薬物を包埋することによって調製することができる。ポリマーマトリック
ス内への薬物の均質な包埋は、固体分散物を生じさせる。固体分散物は、２つの方法で調
製することができる：溶媒法およびホットメルト法。溶媒法は、有機溶媒を使用し、その
溶媒に薬物および適切なポリマーを溶解し、その後、（噴霧）乾燥させる。この方法の主
な欠点は、有機溶媒およびバッチ式生産プロセスの使用である。ホットメルト法は、熱を
用いて、適切なポリマーに薬物を分散または溶解する。溶融押出プロセスは、ホットメル
ト法の最適化バージョンである。溶融押出アプローチの利点は、有機溶媒を欠くことと、
連続生産プロセスである。溶融押出は、新規製薬技術であるので、それに関する詳細を記



(104) JP 2011-507968 A 2011.3.10

10

20

30

40

50

す文献は限られている。この技術構成は、非限定的な例として、ニトライト化合物（また
はニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物）のＡＵＣ形状向上製剤を作るため
の、ニトライト化合物（例えば、亜硝酸アニオンまたはその塩、例えば亜硝酸ナトリウム
、亜硝酸カリウム若しくは亜硝酸マグネシウム）と、または異なる実施形態ではニトライ
ト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物と、ヒドロキシプロピル－ｂ－シクロデキスト
リン（ｈｙｄｒｏｘｙｐｒｏｐｙｌ－ｂ－ｃｙｃｌｏｄｅｘｔｒｉｎ：ＨＰ－ｂ－ＣＤ）
、とヒドロキシプロピルメチルセルロース（ｈｙｄｒｏｘｙｐｒｏｐｙｌｍｅｔｈｙｌｃ
ｅｌｌｕｌｏｓｅ：ＨＰＭＣ）との混合および押出である。シクロデキストリンは、外面
にヒドロキシル基および中心に空洞を有するドーナツ形分子である。シクロデキストリン
は、包接化合物を形成することによって、薬物を封鎖する。シクロデキストリンと薬物と
の複合体形成は、入念に調査されている。水溶性ポリマーが、複合体形成過程のシクロデ
キストリンおよび薬物と相互作用して、そのポリマーとも複合した薬物とシクロデキスト
リンの安定化複合体を形成することは、公知である。この複合体は、古典的なシクロデキ
ストリン－薬物複合体より安定である。１例として、ＨＰＭＣは、水溶性であり；従って
、このポリマーとＨＰ－ｂ－ＣＤを溶融状態での使用は、水溶性ＡＵＣ形状向上製剤を作
ると予想される。非限定的な例として、このアプローチを用いて、固体、ＡＵＣ形状向上
製剤、例えば、低溶解度ニトライト化合物またはニトライト供与性若しくは一酸化窒素供
与性化合物、ナノ粒子系製剤については塩形態、を封鎖することおよびそれらの水への溶
解度を改善することができる。
【０３２６】
　共沈物
　共沈ニトライト化合物製剤、または異なる実施形態では、ニトライト供与性若しくは一
酸化窒素供与性化合物製剤は、薬理学的に不活性なポリマー材料との共沈の形成によって
調製することができる。様々な水溶性ポリマーを用いてＡＵＣ形状向上製剤を作る分子固
体分散物または共沈物の形成が、それらのインビトロ溶解速度および／またはインビボ救
急を有意に減速させ得ることは、立証されている。粉末製品の調製する際、溶解速度は粒
径に強い影響を及ぼすので、粒径を低下させるために粉砕が一般に用いられる。さらに、
強い力（例えば、粉砕）は、粒径を低下させるばかりでなく、表面エネルギーを増加させ
ることおよび結晶格子の歪を生じさせるができる。ヒドロキシプロピルメチルセルロース
、ｂ－シクロデキストリン、キチンおよびキトサン、結晶性セルロースならびにゼラチン
と薬物の共粉砕は、溶解特性を向上させるので、そうでなければ容易に生体内利用されて
しまうニトライトまたはニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物についてのＡ
ＵＣ形状向上を達成する。非限定的な例として、水溶性ＡＵＣ形状向上製剤を作ると予想
される。非限定的な例として、このアプローチを用いて、固体、ＡＵＣ形状向上製剤、例
えば、低溶解度ニトライト若しくは亜硝酸塩、またはニトライト供与性若しくは一酸化窒
素供与性化合物、ナノ粒子系製剤については塩形態、を封鎖することおよびそれらの水へ
の溶解度を改善することができる。
【０３２７】
　分散増進特性
　組成物は、２つ若しくはそれ以上のロイシン残基を含有する１若しくはそれ以上のジ若
しくはトリペプチドを含むことがある。さらなる非限定的な例として、分散増進ペプチド
を開示している米国特許第６，８３５，３７２号明細書は、この参照によりその全体が本
明細書に組み込まれる。この特許には、ジ－ロイシル含有ペプチド（例えば、ジロイシン
）およびトリペプチドが、粉末組成物の分散性を増大させるそれらの能力の点で優れてい
るとう発見が記載されている。
【０３２８】
　もう１つの実施形態では、アミノ酸を含む高分散性粒子を投与する。疎水性アミノ酸の
ほうが好ましい。適するアミノ酸としては、自然に存在するおよび自然に存在しない疎水
性アミノ酸が挙げられる。一部の自然に存在する疎水性アミノ酸としては、これらの限定
されるものではないが、自然に存在しない疎水性アミノ酸としては、例えば、ベータ－ア
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ミノ酸が挙げられる。疎水性アミノ酸のＤ、Ｌ両方およびラセミ立体配置を利用すること
ができる。適する疎水性アミノ酸としては、アミノ酸類似体も挙げることができる。本明
細書において用いる場合、アミノ酸類似体は、次の式を有する、ＤまたはＬ立体配置のア
ミノ酸を含む：－－Ｎ－－ＣＨＲ－－ＣＯ－－（式中、Ｒは、脂肪族器、置換脂肪族基、
ベンジル基、置換ベンジル基、芳香族基または置換芳香族基であり、Ｒは、自然に存在す
るアミノ酸の側鎖に対応しない）。本明細書において用いる場合、脂肪族基は、完全に飽
和している、１個または２個のヘテロ原子、例えば窒素、酸素若しくは硫黄を含有する、
および／または１個若しくはそれ以上の脱飽和単位を含有する、直鎖、分岐または環式Ｃ

１～Ｃ８炭化水素を含む。芳香族基は、炭素環式芳香族基、例えばフェニルおよびナフチ
ル、およびヘテロ環式芳香族基、例えばイミダゾリル、インドリル、チエニル、フラニル
、ピリジル、ピラニル、オキサゾリル、ベンゾチエニル、ベンゾフラニル、キノリニル、
イソキノリニルおよびアクリジンチルを含む。
【０３２９】
　脂肪族、芳香族またはベンジル基上の適する置換基としては、－ＯＨ、ハロゲン（－Ｂ
ｒ、－Ｃｌ、－Ｉおよび－Ｆ）、－Ｏ（脂肪族、置換脂肪族、ベンジル、置換ベンジル、
アリールまたは置換アリール基）、－ＣＮ、－ＮＯ２、－ＣＯＯＨ、－ＮＨ２、－ＮＨ（
脂肪族基、置換脂肪族、ベンジル、置換ベンジル、アリールまたは置換アリール基）、－
Ｎ（脂肪族基、置換脂肪族、ベンジル、置換ベンジル、アリールまたは置換アリール基）

２、－ＣＯＯ（脂肪族基、置換脂肪族、ベンジル、置換ベンジル、アリールまたは置換ア
リール基）、－ＣＯＮＨ２、－ＣＯＮＨ（脂肪族、置換脂肪族基、ベンジル、置換ベンジ
ル、アリールまたは置換アリール基））、－ＳＨ、－Ｓ（脂肪族、置換脂肪族、ベンジル
、置換ベンジル、芳香族または置換芳香族基）および－ＮＨ－Ｃ（＝ＮＨ）－ＮＨ２が挙
げられる。置換ベンジルまたは芳香族基は、脂肪族または置換脂肪族基を置換基として有
することもある。置換芳香族基は、ベンジル、置換ベンジル、アリールまたは置換アリー
ル基を置換基として有することもある。置換脂肪族、置換芳香族または置換ベンジル基は
、１若しくはそれ以上の置換基を有することがある。アミノ酸置換基の修飾は、例えば親
水性である天然アミノ酸の親油性または疎水性、を増大させることができる。
【０３３０】
　多数の適するアミノ酸、アミノ酸類似体およびそれらの塩を市場で得ることができる。
他のものは、当分野において公知の方法によって合成することができる。
【０３３１】
　疎水性は、非極性溶媒と水とのアミノ酸の分配に関して一般に定義される。疎水性アミ
ノ酸は、非極性溶媒への選好を有する酸である。アミノ酸の相対疎水性は、グリシンが値
０．５を有する疎水性スケールに基づいて表現することができる。１つのそのようなスケ
ールは、水への選好を有するアミノ酸は、０．５未満の値を融資、非極性溶媒への選好を
有するものは、０．５より上の値を有する。本明細書において用いる場合、用語疎水性ア
ミノ酸は、疎水性スケールで、０．５に等しいまたはそれより大きい値を有する、言い換
えると、グリシンのものに少なくとも等しい非極性酸に分配する経口を有する、アミノ酸
を指す。
【０３３２】
　利用することができるアミノ酸の例としては、グリシン、プロリン、アラニン、システ
イン、メチオニン、バリン、ロイシン、チロシン（ｔｙｏｓｉｎｅ）、イソロイシン、フ
ェニルアラニン、トリプトファンが挙げられるが、これらに限定されない。好ましい疎水
性アミノ酸としては、ロイシン、イソロイシン、アラニン、バリン、フェニルアラニンお
よびグリシンが挙げられる。疎水性アミノ酸の組み合わせを利用することもできる。さら
に、疎水性アミノ酸と親水性アミノ酸（水に優先的に分配する）の組み合わせも、その組
み合わせ全体が疎水性である場合、利用することができる。
【０３３３】
　アミノ酸は、本発明の粒子中に、少なくとも１０重量％の量で存在し得る。好ましくは
、アミノ酸は、前記粒子中に、約２０から約８０重量％にわたる量で存在し得る。疎水性
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アミノ酸の塩は、本発明の粒子中に少なくとも１０重量％の量で存在し得る。好ましくは
前記アミノ酸塩は、前記粒子中に約２０から約８０重量％にわたる量で存在し得る。好ま
しい実施形態において、前記粒子は、約０．４ｇ／ｃｍ３未満のタップ密度を有する。
【０３３４】
　アミノ酸を含む粒子を形成および送達する方法は、Ｕｓｅ　ｏｆ　Ｓｉｍｐｌｅ　Ａｍ
ｉｎｏ　Ａｃｉｄｓ　ｔｏ　Ｆｏｒｍ　Ｐｏｒｏｕｓ　Ｐａｒｔｉｃｌｅｓ　Ｄｕｒｉｎ
ｇ　Ｓｐｒａｙ　Ｄｒｙｉｎｇと題する米国特許第６，５８６，００８号明細書に記載さ
れており、この教示は、この参照によりそれら全体が本明細書に組み込まれる。
【０３３５】
　タンパク質／アミノ酸
　タンパク質賦形剤は、アルブミン、例えばヒト血清アルブミン（ｈｕｍａｎ　ｓｅｒｕ
ｍ　ａｌｂｕｍｉｎ：ＨＳＡ）、組換えヒトアルブミン（ｒｅｃｏｍｂｉｎａｎｔ　ｈｕ
ｍａｎ　ａｌｂｕｍｉｎ：ｒＨＡ）、ゼラチン、カゼイン、ヘモグロビンなどを含むこと
がある。緩衝能力の点でも機能し得る適するアミノ酸（ジロイシル－ペプチドを除く）と
しては、アラニン、グリシン、アルギニン、ベタイン、ヒスチジン、グルタミン酸、アス
パラギン酸、システイン、リシン、ロイシン、イソロイシン、バリン、メチオニン、フェ
ニルアラニン、アスパルテーム、チロシン、トリプトファンなどが挙げられる。分散剤と
して機能するアミノ酸およびポリペプチドが好ましい。このカテゴリーに分類されるアミ
ノ酸としては、疎水性アミノ酸、例えばロイシン、バリン、イソロイシン、トリプトファ
ン、アラニン、メチオニン、フェニルアラニン、チロシン、ヒスチジン、およびプロリン
が挙げられる。分散性向上ペプチド賦形剤としては、上で説明したものなどの疎水性アミ
ノ酸成分を１若しくはそれ以上含む、二量体、三量体、四量体および五量体が挙げられる
。
【０３３６】
　炭水化物
　非限定的な例として、炭水化物賦形剤としては、単糖類、例えば、フルクトース、マル
トース、ガラクトース、グルコース、Ｄ－マンノース、ソルボースなど；二糖類、例えば
、ラクトース、スクロース、トレハロース、セロビオースなど；多糖類、例えば、ラフィ
ノース、メレジトース、マルトデキストリン、デキストランなど；ならびにアルジトール
、例えば、マンニトール、キシリトール、マルチトール、ラクチトール、キシリトールソ
ルビトール（グルシトール）、ピラノシルソルビトール、ミオイノシトール、イソマルト
、トレハロースなどが挙げられる。
【０３３７】
　ポリマー
　一定の実施形態によると、本明細書に開示する組成物および製剤は、非限定的な例とし
て、高分子賦形剤／添加剤、例えば、ポリビニルピロリドン、誘導体化セルロース、例え
ば、ヒドロキシメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロール、およびヒドロキシプロ
ピルセルロース、Ｆｉｃｏｌｌｓ（高分子糖）、ヒドロキシエチルデンプン、デキストラ
ート（非限定的な例として、シクロデキストリンとしては、２－ヒドロキシプロピル－ベ
ータ－シクロデキストリン、２－ヒドロキシプロピル－ガンマ－シクロデキストリン、ラ
ンダムにメチル化されたベータ－シクロデキストリン、ジメチル－アルファ－シクロデキ
ストリン、ジメチル－ベータ－シクロデキストリン、マルトシル－アルファ－シクロデキ
ストリン、グルコシル－１－アルファ－シクロデキストリン、グルコシル－２－アルファ
－シクロデキストリン、アルファ－シクロデキストリン、ベータ－シクロデキストリン、
ガンマ－シクロデキストリン、およびスルホブチルエーテル－ベータ－シクロデキストリ
ンを挙げることができる）、ポリエチレングリコールも含むことがあり、ペクチンも使用
することができる。
【０３３８】
　投与される高分散性粒子は、生物活性剤ならびに生体適合性、および好ましくは生体分
解性ポリマー、コポリマー、またはブレンドを含む。前記ポリマーは、ｉ）送達するとき
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にその薬剤の安定化および活性の保持を提供するための、送達すべき薬剤とポリマーとの
相互作用；ｉｉ）ポリマー分解速度および、その結果、薬物放出プロフィール；ｉｉｉ）
化学的修飾による表面特性およびターゲッティング能力；ならびにｉｖ）粒子多孔度をは
じめとする、前記粒子のこと成る特性を最適化するように作ることができる。
【０３３９】
　ポリ無水物などの表面侵食性ポリマーを使用して、粒子を形成することもできる。例え
ば、ポリ［（ｐ－カルボキシフェノキシ）ヘキサン無水物］（ｐｏｌｙ［（ｐ－ｃａｒｂ
ｏｘｙｐｈｅｎｏｘｙ）ｈｅｘａｎｅ　ａｎｈｙｄｒｉｄｅ］：ＰＣＰＨ）などのポリ無
水物を使用することができる。生体分解性ポリ無水物は、米国特許第４，８５７，３１１
号明細書に記載されている。ポリ（ヒドロキシ酸）をはじめとするポリエステルに基づく
ものなどのバルク侵食性ポリマーも使用することができる。例えば、ポリグリコール酸（
ｐｏｌｙｇｌｙｃｏｌｉｃ　ａｃｉｄ：ＰＧＡ）、ポリ乳酸（ｐｏｌｙｌａｃｔｉｃ　ａ
ｃｉｄ：ＰＬＡ）、またはそれらのコポリマーを使用して粒子を形成することができる。
前記ポリエステルは、アミノ酸などの荷電または官能性基を有することもある。好ましい
実施形態において、制御放出特性を有する粒子を、ジパルミトイルホスファチジルコリン
（ｄｉｐａｌｍｉｔｏｙｌ　ｐｈｏｓｐｈａｔｉｄｙｌｃｈｏｌｉｎｅ：ＤＤＰＣ）が組
み込まれている、ポリ（Ｄ，Ｌ－乳酸）および／またはポリ（ＤＬ－乳酸－ｃｏ－グリコ
ール酸）（ｐｏｌｙ（ＤＬ－ｌａｃｔｉｃ－ｃｏ－ｇｌｙｃｏｌｉｃ　ａｃｉｄ）：「Ｐ
ＬＧＡ」）から形成することができる。
【０３４０】
　他のポリマーとしては、ポリアミド、ポリカーボネート、ポリアルキレン、例えばポリ
エチレン、ポリプロピレン、ポリ（エチレングリコール）、ポリ（エチレンオキシド）、
ポリ（エチレンテレフタレート）、ポリビニル化合物、例えば折りビニルアルコール、ポ
リビニルエーテル、およびポリビニルエステル、アクリル酸とメタクリル酸のポリマー、
セルロースおよび他の多糖類、ならびにペプチド若しくはタンパク質、またはそれらのコ
ポリマー若しくはブレンドが挙げられる。異なる制御薬物送達用途のために適切な安定性
およびインビボ分解速度を有するまたは有するように修飾されたポリマーを選択すること
ができる。
【０３４１】
　高分散性粒子は、Ｈｒｋａｃｈ　ｅｔ　ａｌ．，Ｍａｃｒｏｍｏｌｅｃｕｌｅｓ，２８
：４７３６－４７３９（１９９５）；およびＨｒｋａｃｈ　ｅｔ　ａｌ．，「Ｐｏｌｙ（
Ｌ－Ｌａｃｔｉｃ　ａｃｉｄ－ｃｏ－ａｍｉｎｏ　ａｃｉｄ）Ｇｒａｆｔ　Ｃｏｐｏｌｙ
ｍｅｒｓ：Ａ　Ｃｌａｓｓ　ｏｆ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ　Ｂｉｏｄｅｇｒａｄａｂｌｅ
　Ｂｉｏｍａｔｅｒｉａｌｓ」ｉｎ　Ｈｙｄｒｏｇｅｌｓ　ａｎｄ　Ｂｉｏｄｅｇｒａｄ
ａｂｌｅ　Ｐｏｌｙｍｅｒｓ　ｆｏｒ　Ｂｉｏａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ，ＡＣＳ　Ｓｙ
ｍｐｏｓｉｕｒｎ　Ｓｅｒｉｅｓ　Ｎｏ．６２７，Ｒａｐｈａｅｌ　Ｍ，Ｏｔｔｅｎｂｒ
ｉｔｅ　ｅｔ　ａｌ．，Ｅｄｓ．，Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｓｏｃｉｅｔ
ｙ，Ｃｈａｐｔｅｒ　８，ｐｐ．９３－１０１，１９９６に記載されているように、官能
化ポリエステルグラフトコポリマーから形成することができる。
【０３４２】
　本発明の好ましい実施形態では、生物活性剤とリン脂質とを含む高分散性粒子を投与す
る。適するリン脂質の例としては、数ある中でも、ホスファチジルコリン、ホスファチジ
ルエタノールアミン、ホスファチジルグリセロール、ホスファチジルセリン、ホスファチ
ジルイノシトールおよびそれらの組み合わせが挙げられる。リン脂質の具体的な例として
は、ホスファチジルコリン：ジパルミトイルホスファチジルコリン（ｄｉｐａｌｍｉｔｏ
ｙｌ　ｐｈｏｓｐｈａｔｉｄｙｌｃｈｏｌｉｎｅ：ＤＰＰＣ）、ジパルミトイルホスファ
チジルエタノールアミン（ｄｉｐａｌｍｉｔｏｙｌ　ｐｈｏｓｐｈａｔｉｄｙｌｅｔｈａ
ｎｏｌａｍｉｎｅ：ＤＰＰＥ）、ジステアロイルホスファチジルコリン（ｄｉｓｔｅａｒ
ｏｙｌ　ｐｈｏｓｐｈａｔｉｄｙｉｃｈｏｌｉｎｅ：ＤＳＰＣ）、ジパルミトイルホスフ
ァチジルグリセロール（ｄｉｐａｌｍｉｔｏｙｌ　ｐｈｏｓｐｈａｔｉｄｙｌ　ｇｌｙｃ
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ｅｒｏｌ：ＤＰＰＧ）が挙げられるが、これらに限定されない。他のリン脂質は、当業者
に公知である。好ましい実施形態において、前記心脂質は、肺にとって内因性である。
【０３４３】
　前記リン脂質は、約０から約９０重量％にわたる量で前記粒子中に存在し得る。さらに
一般的には、それは、約１０から約６０重量％にわたる量で前記粒子中に存在し得る。
【０３４４】
　もう１つの実施形態において、において、前記リン脂質またはそれらの組み合わせは、
高分散性粒子に制御放出特性を付与するように選択される。特定のリン脂質の相転移温度
は、患者の生理体温より下である場合もあり、付近である場合もあり、または上である場
合もある。好ましい相転移温度は、３０度Ｃから５０度Ｃにわたる（例えば、患者の正常
体温の＋／－１０度以内）。それらの相転移温度に従ってリン脂質またはリン脂質の組み
合わせを選択することにより、制御放出特性を有するように前記粒子を作ることができる
。例えば、患者の体温より高い相転移温度を有するリン脂質またはリン脂質の組み合わせ
を含む粒子を投与することにより、ドーパミン前駆体、アゴニストまたは前駆体および／
またはアゴニストの任意の組み合わせの放出を減速させることができる。一方、より低い
転移温度を有するリン脂質を前記粒子に含めることによって、急速な放出を達成すること
ができる。
【０３４５】
　味マスキング、矯味矯臭薬、その他
　上でも説明したように、ニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物製剤を含め
て、本明細書に開示するニトライト化合物製剤および関連組成物は、１若しくはそれ以上
の味マスキング剤、例えば、矯味矯臭薬、無機塩（例えば、塩化ナトリウム）、甘味料、
抗酸化物質、静電防止剤、界面活性剤（例えば、「ＴＷＥＥＮ　２０」および「ＴＷＥＥ
Ｎ　８０」などのポリソルベート）、ソルビタンエステル、サッカリン（例えば、本明細
書の他の箇所において述べるように、一定の実施形態において特定の濃度でまたは亜硝酸
ナトリウムなどのニトライト化合物に対して特定のモル比で存在し得る、サッカリンナト
リウムまたは他のサッカリン形）、ビカーボネート、シクロデキストリン、脂質（例えば
、リン脂質、例えばレシチンおよび他のホスファチジルコリン、ホスファチジルエタノー
ルアミン）、脂肪酸および脂肪エステル、ステロイド（例えば、コレステロール）、なら
びにキレート剤（例えば、ＥＤＴＡ、亜鉛および他のそのような適するカチオン）をさら
に含むことがある。本発明に従って前記組成物において使用するために適する他の製薬用
賦形剤および／または添加剤は、「Ｒｅｍｉｎｇｔｏｎ：Ｔｈｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　&　
Ｐｒａｃｔｉｃｅ　ｏｆ　Ｐｈａｒｍａｃｙ」，１９ｔｈｅｄ．，Ｗｉｌｌｉａｍｓ　&
　Ｗｉｌｌｉａｍｓ，（１９９５）に、および「ｔｈｅ　Ｐｈｙｓｉｃｉａｎ'ｓ　Ｄｅ
ｓｋ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ」，５２ｎｄｅｄ．，Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ，
Ｍｏｎｔｖａｌｅ，Ｎ．Ｊ．（１９９８）に列挙されている。
【０３４６】
　非限定的な例として、ニトライト化合物製剤中の、またはニトライト供与性若しくは一
酸化窒素供与性化合物製剤中の、味マスキング剤は、１若しくはそれ以上の矯味矯臭薬、
甘味料および他の様々なコーティング戦略、例えば、糖、例えばスクロース、デキストロ
ースおよびラクトース、カルボン酸、メタノール、アミノ酸またはアミノ酸誘導体、例え
ばアルギニン、リシンおよびグルタミン酸一ナトリウム、および／または合成矯味矯臭芳
香薬および／または天然油、植物、葉、花、果実などからの抽出物、ならびにそれらの組
み合わせを含むことがある。これらとしては、桂皮油、ウインターグリーン油、ハッカ油
、クローバー油、ベイ油、アニス油、ユーカリ油、バニラ、柑橘類油、例えばレモン油、
オレンジ油、グレープおよびグレープフルーツ油、リンゴ、モモ、ナシ、イチゴ、ラズベ
リー、サクランボ、プラム、パイナップル、アプリコットなどを含む果実エッセンスを挙
げることができる。追加の甘味料としては、スクロース、デキストロース、アスパルテー
ム（Ｎｕｔｒａｓｗｅｅｔ（登録商標））、アシサルフェイム－Ｋ、スクラロースおよび
サッカリン（例えば、本明細書の他の箇所において述べるように、一定の実施形態におい
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て特定の濃度でまたは亜硝酸ナトリウムなどのニトライト化合物に対して特定のモル比で
存在し得る、サッカリンナトリウムまたは他のサッカリン形）、有機酸（非限定的な例と
して、クエン酸およびアスパラギン酸）が挙げられる。そのような矯味矯臭薬は、約０．
０５から約４重量パーセントで存在することがあり、および香味に対する影響の力価、矯
味矯臭薬の溶解度、他の調合成分の溶解度または他の物理化学的若しくは薬物動力学的特
性に対する矯味矯臭薬の影響、あるいはその他の要因のうちの１若しくはそれ以上の関数
として、より少ない量で存在場合もあり、またはより多い量で存在する場合もある。
【０３４７】
　吸入薬の不快な味を改善またはマスキングするもう１つのアプローチは、薬物の溶解度
を低下させることであり得る。例えば、薬物は、溶解して味受容器と相互作用しなければ
ならない。従って、固体形態の薬物の送達は、味覚反応を回避し、結果として望ましい改
善された味情動を生じさせることができる。亜硝酸アニオン、その亜硝酸塩の溶解度、ま
たはニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物の溶解度を低下させる非限定的な
方法は、本明細書に記載しており、例えば、亜硝酸アニオンの、またはニトライト供与性
若しくは一酸化窒素供与性化合物の特定の塩形態、例えば、キシナホ酸、オレイン酸、ス
テアリン酸および／またはパモ酸との複合体、の製剤で使用することによる方法である。
追加の共沈剤としては、ジヒドロピリジンおよびポリマー、例えばポリビニルピロリドン
が挙げられる。
【０３４８】
　さらに、味マスキングは、親油性小胞の生成によって遂行することができる。追加のコ
ーティングまたはキャッピング剤としては、デキストラート（非限定的な例として、シク
ロデキストリンとしては、２－ヒドロキシプロピル－ベータ－シクロデキストリン、２－
ヒドロキシプロピル－ガンマ－シクロデキストリン、ランダムにメチル化されたベータ－
シクロデキストリン、ジメチル－アルファ－シクロデキストリン、ジメチル－ベータ－シ
クロデキストリン、マルトシル－アルファ－シクロデキストリン、グルコシル－１－アル
ファ－シクロデキストリン、グルコシル－２－アルファ－シクロデキストリン、アルファ
－シクロデキストリン、ベータ－シクロデキストリン、ガンマ－シクロデキストリン、お
よびスルホブチルエーテル－ベータ－シクロデキストリンを挙げることができる）、変性
セルロース、例えばエチルセルロース、メチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロー
ス、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ポリアルキレングリコール、ポリアルキレン
オキシド、糖および糖アルコール、ろう、シェラック、アクリル樹脂およびそれらの混合
物が挙げられる。非限定的な例として、一定の実施形態によると、非溶解形態のニトライ
ト化合物（例えば、亜硝酸アニオンまたはその塩、例えば、亜硝酸ナトリウム、マグネシ
ウム若しくはカリウム）、または他の実施形態では、非溶解形態のニトライト供与性若し
くは一酸化窒素供与性化合物を送達する他の方法は、前記薬物を単独で、または単純な、
非溶解度作用性製剤、例えば結晶質微粉化、ドライパウダ、噴霧乾燥および／またはナノ
懸濁製剤で、投与する方法である。
【０３４９】
　一定の他の好ましい投与による代案は、ニトライト化合物製剤中に、または一定の他の
実施形態ではニトライト供与性若しくはＮＯ供与性化合物製剤中に、味マスキング剤を含
めることである。これらの実施形態は、前記製剤に味マスキング物質を含めることを考え
ており、この味マスキング剤は、活性薬剤亜硝酸アニオン若しくはその塩、またはニトラ
イト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物と混合される、またはそれらでコーティング
される、またはそれらと別様に併用される。これらの製剤に１若しくはそれ以上のそのよ
うな薬剤を含めることは、ニトライトまたはニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性
化合物に加えて前記製剤に含める追加の薬理活性化合物、例えば粘液溶解剤の味を向上さ
せるのにも役立つことができる。そのような味調節物質の非限定的な例としては、酸性リ
ン脂質、リゾリン脂質、トコフェロール・ポリエチレングリコールコハク酸エステル、お
よびエンボン酸（パモアート）が挙げられる。これらの薬剤の多くは、エアロゾル投与の
ために、単独で使用することができ、あるいは亜硝酸アニオン（若しくはその塩）と、ま
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たは別の実施形態では、ニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物と併用するこ
とができる。
【０３５０】
　粘液溶解剤
　エアロゾル治療中に痰粘度を低下させるための薬剤と、本明細書において提供するよう
なニトライト化合物とを、または異なる実施形態ではニトライト供与性若しくは一酸化窒
素供与性化合物とを兼備する製剤を製造する方法は、以下のことを含む。これらの薬剤は
、固定組成物で調製することができ、またはエアロゾル化ニトライト化合物療法若しくは
エアロゾル化ニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物療法と逐次的に投与する
こともできる。
【０３５１】
　最も一般的に処方される薬剤は、Ｎ－アセチルシステイン（Ｎ－ａｃｅｔｙｌｃｙｓｔ
ｅｉｎｅ：ＮＡＣ）であり、これは、高分子間のジスルフィド架橋を破壊することによっ
てインビボで粘液を解重合する。痰粘着性のそのような低下が、呼吸器管からのそれ自体
の除去を助長すると当然考えられる。加えて、ＮＡＣは、酸素ラジカルスカベンジャとし
て作用することができる。ＮＡＣは、経口摂取することができ、または吸入によって摂取
することができる。これらの２つの投与方法間の違いは、正式に研究されていない。経口
投与後、ＮＡＣは、肝臓および腸内で、システイン、抗酸化物質グルタチオンの前駆体、
に還元される。この抗酸化特性は、嚢胞性線維症（ｃｙｃｔｉｃ　ｆｉｂｒｏｓｉｓ：Ｃ
Ｆ）の際の肺機能の低下の予防に有用であり得る。噴霧用ＮＡＣは、痰の喀出をその粘着
性を低下させることによって増進させるために、特にヨーロッパ大陸において、ＣＦを有
する患者に一般に処方されている。このアプローチの最終目的は、ＣＦの際の肺機能の低
下を減速させることである。
【０３５２】
　Ｌ－リシン－Ｎ－アセチルシステイナート（ａｃｅｔｙｌｃｙｓｔｅｉｎａｔｅ：ＡＣ
Ｃ）またはナシステリン（Ｎａｃｙｓｔｅｌｙｎ：ＮＡＬ）は、粘液溶解特性、抗酸化特
性および抗炎症特性を有する新規粘液活性剤である。臨床的に、それは、ＡＣＣの塩であ
る。この薬物は、Ｌ－リシンとＡＣＣの相乗的粘液溶解活性のため、その親分子ＡＣＣに
勝る活性を提示すると思われる。さらに、そのほぼ中性のｐＨ（６．２）が、非常に低い
気管支痙攣発生率で肺へのその投与を可能にする（これは、酸性ＡＣＣ（ｐＨ２．２）に
ついての場合ではない）。ＮＡＬは、吸入形態で調合することが難しい。要求される肺投
与量が非常に高く（およそ２ｍｇ）、その微粉化薬物は粘着性および凝集性であり、従っ
て、再分散可能な製剤を生成することに問題が多いからである。最初、ＮＡＬは、クロロ
フルオロカーボン（ｃｈｌｏｒｏｆｌｕｏｒｏｃａｒｏｎ：ＣＦＣ）を含む定量吸入器（
ｍｅｔｅｒｅｄ－ｄｏｓｅ　ｉｎｈａｌｅｒ：ＭＤＩ）として開発された。開発して全臨
床および第一臨床試験を始めるために、この形態が最も簡単であり、最も速かったからで
あった。ＮＡＬ　ＭＤＩは、吸入１回あたり２ｍｇを送達し、健常なボランティアにおい
て、その約１０％が肺に到達することができた。この製剤の１つの大きな不都合は、患者
コンプライアンスであった。要求用量を得るために１２回ほどもの多くの吸入を必要とし
たからである。さらに、患者集団（１２）の大きな割合が遭遇した協調の問題と併せて医
薬品からのＣＦＣガスの漸進的除去は、新たな生薬形態のＮＡＬの開発につながった。ド
ライパウダ式吸入器（ｄｒｙ　ｐｏｗｄｅｒ　ｉｎｈａｌｒ：ＤＰＩ）製剤は、ＭＤＩｓ
でのコンプライアンスの問題を解決するように、ならびにそれと、小児を含めて可能性の
ある最も幅広い患者集団への薬物の最適な、再現可能なおよび快適な投与方法とを組み合
わせるように、選択された。
【０３５３】
　ＮＡＬのＤＰＩ製剤は、非従来的ラクトース（通常は錠剤の直接圧縮のために指定され
るもの）、すなわち、ローラ乾燥（ｒｏｌｌｅｒ－ｄｒｉｅｄ：ＲＤ）無水β－ラクトー
スの使用を含んだ。１回投与用ＤＰＩ装置を用いてインビボで試験したとき、この粉末製
剤は、公称用量の少なくとも３０％の、すなわちＭＤＩでのものより３倍高い、微粒子送
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達比（ｆｉｎｅ　ｐａｒｔｉｃｌｅ　ｆｒａｃｔｉｏｎ：ＦＰＦ）を生じさせる。このア
プローチは、共同投与または固定併用療法のいずれかのために、一定の現在考えられる実
施系形態に従って本明細書において提供するようなニトライト化合物と、または異なる実
施形態では、本明細書に提供するようなニトライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合
物と、併用することができる。
【０３５４】
　粘液溶解活性に加えて、嚢胞性線維症（ｃｙｃｔｉｃ　ｆｉｂｒｏｓｉｓ：ＣＦ）患者
の気道内での過剰な好中球エラスターゼ活性は、進行性肺損傷を生じさせる結果となる。
還元剤によるエラスターゼ上のジスルフィド結合の分解によって、その酵素的活性を調節
することができる。３つの自然に存在するジチオール還元系が、エラスターゼ活性に対す
るそれらの効果について調査された：１）大腸菌（Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ　ｃｏｌｉ）
チオレドキシン（ｔｈｉｏｒｅｄｏｘｉｎ：Ｔｒｘ）系、２）組換えヒトレドキシン（ｒ
ｅｃｏｍｂｉｎａｎｔ　ｈｕｍａｎ　ｔｈｉｏｒｅｄｏｘｉｎ：ｒｈＴｒｘ）系、および
３）ジヒドロリポ酸（ｄｉｈｙｄｒｏｌｉｐｏｉｃ　ａｃｉｄ：ＤＨＬＡ）。Ｔｒｘ系は
、Ｔｒｘ、ＴｒｘレダクターゼおよびＮＡＤＰＨから成る。エラスターゼ活性の分光光度
アッセイによって証明されるように、前記２つのＴｒｘ系およびＤＨＬＡは、精製ヒト好
中球エラスターゼ、ならびにＣＦ痰の可溶性相（ゾル）中に存在する弾性繊維分解活性を
阻害した。前記３つのＴｒｘ系成分のいずれかの除去は、阻害を防止した。モノチオール
Ｎ－アセチルシステインおよび還元グルタチオンと比較して、前記チオールは、より大き
なエラスターゼ阻害を提示した。研究ツールとしてＴｒｘを簡素化するために、ｒｈＴｒ
ｘの安定な還元形態を合成し、単一成分として使用した。管弦ｒｈＴｒｘは、ＮＡＤＰＨ
またはＴｒｘレダクターゼなしで精製エラスターゼおよびＣＦ痰ゾルエラスターゼを阻害
した。ＴｒｘおよびＤＨＬＡは、粘液溶解効果を有するので、本発明者らは、粘液溶解処
置後のエラスターゼ活性の変化を調査した。未処理ＣＦ痰を還元ｒｈＴｒｘ、Ｔｒｘ系、
ＤＨＬＡまたはＤＮアーゼで直接処置した。Ｔｒｘ系およびＤＨＬは、エラスターゼ活性
を増加させなかったが、還元ｒｈＴｒｘ処置は、ゾルエラスターゼ活性を６０％上昇させ
た。対照的に、ＤＮアーゼ処置後のエラスターゼ活性は、１９０％増加した。粘液溶解効
果と併せてエラスターゼ活性を制限するＴｒｘおよびＤＨＬＡの能力が、これらの化合物
を可能性のあるＣＦ治療法にする。
【０３５５】
　加えて、正常気道液には不在であるが嚢胞性線維症（ｃｙｃｔｉｃ　ｆｉｂｒｏｓｉｓ
：ＣＦ）患者の痰に存在するＦ－アクチンおよびＤＮＡの束は、罹患した気道液のクリア
ランスを阻害しＣＦの病状を悪化させる痰の粘弾特性改変の一因となる。これらの有害特
性を改変する１つのアプローチは、ＤＮＡを成分モノマーへと酵素的に解重合させるため
にＤＮＡアーゼを、およびＦ－アクチンを小さなフラグメントに切断するためにゲルソリ
ンを使用して、これらの線維状凝集体を除去するアプローチである。ＤＮＡおよびＦ－ア
クチン上の高密度の負の表面電荷は、強い静電反発力を単独で示すこれらの微細線維の束
を多価カチオン、例えばヒストン、抗微生物性ペプチド、および気道液中で優勢な他の正
電荷を有する分子、によって安定させることができることを示唆している。さらに、ヒス
トンＨ１またはリゾザイムの添加後に形成されるＤＮＡまたはＦ－アクチンの束は、高分
子アスパルタートまたはグルタマートなどの可溶性多価アニオンによって効率的に溶解さ
れることが観察された。ポリ－アスパルタートまたはポリ－グルタマートの添加は、ＣＦ
痰中のＤＮＡおよびアクチン含有束を分散させもし、およびこれらのサンプルの弾性率を
、ＤＮアーゼＩまたはゲルソリンでの処置後に得られるものに匹敵するレベルに低下させ
もする。ポリ－アスパラギン酸の添加は、ヒストンＨ１とで形成されたＤＮＡバンドルを
含有するサンプルに添加したとき、ＤＮアーゼ活性を増大させもした。ＣＦ痰に添加した
とき、ポリ－アスパラギン酸は、細菌の増殖を有意に減少させた。これは、内因性抗菌因
子の活性化を示唆している。これらの発見は、可溶性多価アニオンが、単独で、または他
の粘液溶解剤と併用で、ＣＦ痰中で形成する荷電生体高分子の大きな束を選択的に溶解す
る可能性を有することを示唆している。
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【０３５６】
　従って、ＮＡＣ、未分画ヘパリン、還元グルタチオン、ジチオール、Ｔｒｘ、ＤＨＬＡ
、他のモノチオール、ＤＮアーゼ、ドルナーゼアルファ、高張製剤（例えば、約５０ｍＯ
ｓｍｏｌ／ｋｇより高い重量オスモル濃度）、多価アニオン、例えば高分子アスパルター
トまたはグルタマート、グリコシダーゼおよび上に挙げた他の例を、エアロゾル投与のた
めに、一定の実施形態に従って、本明細書において提供するようなニトライト化合物（例
えば、亜硝酸アニオンまたはその塩、例えば亜硝酸ナトリウム、亜硝酸マグネシウム若し
くは亜硝酸カリウム）と、または異なる実施形態では本明細書において提供するようなニ
トライト供与性若しくは一酸化窒素供与性化合物と、および選択的に、１若しくはそれ以
上の他の粘液溶解剤と併用して、痰粘度低下に起因するより良好な分布、ならびに肺機能
向上（痰可動性および粘液線毛クリアランス向上から）および免疫炎症反応からの肺組織
損傷減少による臨床的転帰向上によって、生物活性、例えば抗菌活性、血管拡張活性、抗
高血圧活性、抗炎症活性または抗増殖活性、を向上させることができる。
【０３５７】
　他の文献：
　Ｃｈｏｕ　Ｓ－Ｈ，Ｃｈａｉ　Ｃ－Ｙ，Ｗｕ　Ｊ－Ｒ，Ｔａｎ　Ｍ－Ｓ，Ｃｈｉｕ　Ｃ
－Ｃ，Ｃｈｅｎ　Ｉ－Ｊ，Ｊｅｎｇ　ＡＹ，Ｃｈａｎｇ　Ｃ－Ｉ，Ｋｗａｎ　Ａ－Ｌ，Ｄ
ａｉ　Ｚ－Ｋ．Ｔｈｅ　ｅｆｆｅｃｔｓ　ｏｆ　ｄｅｂａｎｄｉｎｇ　ｏｎ　ｔｈｅ　ｌ
ｕｎｇ　ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　ｏｆ　ＥＴ－１，ｅＮＯＳ，ａｎｄ　ｃＧＭＰ　ｉｎ　
ｒａｔｓ　ｗｉｔｈ　ｌｅｆｔ　ｖｅｎｔｒｉｃｕｌａｒ　ｐｒｅｓｓｕｒｅ　ｏｖｅｒ
ｌｏａｄ．Ｅｘｐ．Ｂｉｏｌ．Ｍｅｄ．２００５．２３１：９５４－９．
　Ｇｌａｄｗｉｎ　ＭＴ，Ｒａａｔ　ＭＪ，Ｓｈｉｖａ　Ｓ，Ｄｅｚｆｕｌｉａｎ　Ｃ，
Ｈｏｇｇ　Ｎ，Ｋｉｍ－Ｓｈａｐｉｒｏ　ＤＢ，Ｐａｔｅｌ　ＲＰ．Ｎｉｔｒｉｔｅ　ａ
ｓ　ａ　ｖａｓｃｕｌａｒ　ｅｎｄｏｃｒｉｎｅ　ｎｉｔｒｉｃ　ｏｘｉｄｅ　ｒｅｓｅ
ｒｖｏｉｒ　ｔｈａｔ　ｃｏｎｔｒｉｂｕｔｅｓ　ｔｏ　ｈｙｐｏｘｉｃ　ｓｉｇｎａｌ
ｉｎｇ，ｃｙｔｏｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ，ａｎｄ　ｖａｓｏｄｉｌａｔｉｏｎ．Ａｍ．Ｊ
．Ｐｈｙｓｉｏｌ．Ｈｅａｒｔ　Ｃｉｒｃ．Ｐｈｙｓｉｏｌ．２００６．２９１：Ｈ２０
２６－３５．
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ｒｔｅｎｓｉｏｎ．Ｃｈｅｓｔ．２００７．１３１：９７７－８３．
　Ｏｚａｋｉ　Ｍ，Ｋａｗａｓｈｉｍａ　Ｓ，Ｙａｍａｓｈｉｔａ　Ｔ，Ｏｈａｓｈｉ　
Ｙ，Ｒｉｋｉｔａｋｅ　Ｙ，Ｉｎｏｕｅ　Ｎ，Ｈｉｒａｔａ　ＫＩ，Ｈａｙａｓｈｉ　Ｙ
，Ｉｔｏｈ　Ｈ，Ｙｏｋｏｙａｍａ　Ｍ．Ｏｚａｋｉ　Ｍ，Ｋａｗａｓｈｉｍａ　Ｓ，Ｙ
ａｍａｓｈｉｔａ　Ｔ，Ｏｈａｓｈｉ　Ｙ，Ｒｉｋｉｔａｋｅ　Ｙ，Ｉｎｏｕｅ　Ｎ，Ｈ
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　Ｒｕｂｉｎ　ＬＪ．２００６．Ｐｕｌｍｏｎａｒｙ　ａｒｔｅｒｉａｌ　ｈｙｐｅｒｔ
ｅｎｓｉｏｎ．Ｐｒｏｃ．Ａｍ．Ｔｈｏｒａｃ．Ｓｏｃ．３：１１１－１１５．
　Ｙａｍａｓｈｉｔａ　Ｔ，Ｙａｍａｍｏｔｏ　Ｅ，Ｋａｔａｏｋａ　Ｋ，Ｎａｋａｍｕ
ｒａ　Ｔ，Ｍａｔｓｕｂａ　Ｓ，Ｔｏｋｕｔｏｍｉ　Ｙ，Ｄｏｎｇ　ＹＦ，Ｉｃｈｉｊｏ
　Ｈ，Ｏｇａｗａ　Ｈ，Ｋｉｍ－Ｍｉｔｓｕｙａｍａ　Ｓ．Ａｐｏｐｔｏｓｉｓ　ｓｉｇ
ｎａｌ－ｒｅｇｕｌａｔｉｎｇ　ｋｉｎａｓｅ－１　ｉｓ　ｉｎｖｏｌｖｅｄ　ｉｎ　ｖ
ａｓｃｕｌａｒ　ｅｎｄｏｔｈｅｌｉａｌ　ａｎｄ　ｃａｒｄｉａｃ　ｒｅｍｏｄｅｌｉ
ｎｇ　ｃａｕｓｅｄ　ｂｙ　ｎｉｔｒｉｃ　ｏｘｉｄｅ　ｄｅｆｉｃｉｅｎｃｙ．Ｈｙｐ
ｅｒｔｅｎｓｉｏｎ．２００７．５０：５１９－２４．
　Ｙｅｌｌｏｎ　Ｄ．Ｍ．ａｎｄ　Ｈａｕｓｅｎｌｏｙ　Ｄ．Ｊ．２００７．Ｍｙｏｃａ
ｒｄｉａｌ　Ｒｅｐｅｒｆｕｓｉｏｎ　Ｉｎｊｕｒｙ　Ｎ．Ｅｎｇｌ．Ｊ．Ｍｅｄ．３５
７：１１２１－３５．
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Ｔ．，ａｎｄ　Ｌｅｆｅｒ　Ｄ．Ｊ．Ｃｙｔｏｐｒｏｔｅｃｔｉｖｅ　ｅｆｆｅｃｔｓ　
ｏｆ　ｎｉｔｒｉｔｅ　ｄｕｒｉｎｇ　ｉｎ　ｖｉｖｏ　ｉｓｃｈｅｍｉａ－ｒｅｐｅｒ
ｆｕｓｉｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｈｅａｒｔ　ａｎｄ　ｌｉｖｅｒ．Ｊ．Ｃｌｉｎ．Ｉｎｖ
ｅｓｔ．２００５．１１５：１２３２－１２４０．
　Ｊｕｎｇ　Ｋ－Ｈ．，Ｃｈｕ，Ｋ．，Ｋｏ　Ｓ－Ｙ．，Ｌｅｅ　Ｓ－Ｔ．，Ｓｉｎｎ　
Ｄ－Ｉ．，Ｐａｒｋ　Ｄ－Ｋ．，Ｋｉｍ　Ｊ－Ｍ．，Ｓｏｎｇ　Ｅ－Ｃ．，Ｋｉｍ　Ｍ．
，ａｎｄ　Ｒｏｈ　Ｊ－Ｋ．Ｅａｒｌｙ　ｉｎｔｒａｖｅｎｏｕｓ　ｉｎｆｕｓｉｏｎ　
ｏｆ　ｓｏｄｉｕｍ　ｎｉｔｒｉｔｅ　ｐｒｏｔｅｃｔｓ　ｂｒａｉｎ　ａｇａｉｎｓｔ
　ｉｎ　ｖｉｖｏ　ｉｓｃｈｅｍｉａ－ｒｅｐｅｒｆｕｓｉｏｎ　ｉｎｊｕｒｙ．Ｓｔｒ
ｏｋｅ．２００６．３７：２７４４－２７５０．
　ｄｅ　Ｐｅｒｒｏｔ　Ｍ．，Ｌｉｕ　Ｍ．，Ｗａｄｄｅｌｌ　Ｔ．Ｋ．，ａｎｄ　Ｋｅ
ｓｈａｖｊｅｅ　Ｓ．Ｉｓｃｈｅｍｉａ－Ｒｅｐｅｒｆｕｓｉｏｎ－ｉｎｄｕｃｅｄ　Ｌ
ｕｎｇ　Ｉｎｊｕｒｙ．Ａｍ．Ｊ．Ｒｅｓｐｉｒ．Ｃｒｉｔ．Ｃａｒｅ　Ｍｅｄ．２００
３．１６７：４９０－５１１．
　Ｅｓｍｅ　Ｈ．，Ｆｉｄａｎ　Ｈ．，Ｓｏｌａｋ　Ｏ．，Ｄｉｌｅｋ　Ｆ．Ｈ．，Ｄｅ
ｍｉｒｅｌ　Ｒ．，ａｎｄ　Ｕｎｌｕ　Ｍ．Ｂｅｎｅｆｉｃｉａｌ　Ｅｆｆｅｃｔｓ　ｏ
ｆ　Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔａｌ　Ｎｉｔｒｉｃ　Ｏｘｉｄｅ　Ｄｏｎｏｒ　Ｇｉｖｅｎ　
ｄｕｒｉｎｇ　Ｒｅｐｅｒｆｕｓｉｏｎ　Ｐｅｒｉｏｄ　ｉｎ　Ｒｅｐｅｒｆｕｓｉｏｎ
－Ｉｎｄｕｃｅｄ　Ｌｕｎｇ　Ｉｎｊｕｒｙ．Ｔｈｏｒａｃ．Ｃａｒｄｉｏｖａｓｃ．Ｓ
ｕｒｇ．２００６．５４：４７７－４８３．
　Ｎｅｔｏ　Ｊ．Ｓ．，Ｎａｋａｏ　Ａ．，Ｋｉｍｉｚｕｋａ　ｋ．，Ｒｏｍａｎｏｓｋ
ｙ　Ａ．Ｊ．，Ｓｔｏｌｚ　Ｄ．Ｂ．，Ｕｃｈｉｙａｍａ　Ｔ．，Ｎａｌｅｓｎｉｋ　Ｍ
．Ａ．，Ｏｔｔｅｒｂｅｉｎ　Ｌ．Ｅ．，ａｎｄ　Ｍｕｒａｓｅ　Ｎ．Ｐｒｏｔｅｃｔｉ
ｏｎ　ｏｆ　ｔｒａｎｓｐｌａｎｔ－ｉｎｄｕｃｅｄ　ｒｅｎａｌ　ｉｓｃｈｅｍｉａ－
ｒｅｐｅｒｆｕｓｉｏｎ　ｉｎｊｕｒｙ　ｗｉｔｈ　ｃａｒｂｏｎ　ｍｏｎｏｘｉｄｅ．
Ａｍ．Ｊ．Ｐｈｙｓｉｏｌ．Ｒｅｎａｌ．Ｐｈｙｓｉｏｌ．２００４．２８７：Ｆ９７９
－Ｆ９８９．
　Ｔｈｉｒｄ　Ｗｏｒｌｄ　Ｈｅａｌｔｈ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　ｏｎ　Ｐｕｌｍｏｎ
ａｒｙ　Ｈｙｐｅｒｔｅｎｓｉｏｎ，２００３，Ｖｅｎｉｃｅ．
　Ｒｉｃｈ　Ｓ．ｅｄ．Ｅｘｅｃｕｔｉｖｅ　Ｓｕｍｍａｒｙ　ｆｒｏｍ　ｔｈｅ　Ｗｏ
ｒｌｄ　Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ　ｏｎ　Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｐｕｌｍｏｎａｒｙ　Ｈｙｐｅｒ
ｔｅｎｓｉｏｎ，１９９８，Ｅｖｉａｎ，Ｆｒａｎｃｅ．
【０３５８】
　実施例
　以下の実施例は、上で説明した本発明を用いる手法をさらに十分に説明するために役立
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ち、ならびに本発明の様々な実施形態を行うために考えられる最良の方法を示すために役
立つ。これらの実施例は、本発明の真の範囲を限定する役割を決して果たさず、むしろ例
証を目的として提示されると、解釈する。本明細書に引用するすべての参考文献は、それ
らが本明細書における開示と相反さない程度に、それらの参照によりそれら全体が本明細
書に取り入れられる。
【実施例１】
【０３５９】
　医薬品開発
　次の２つの製剤特性を得るために開発活動に着手した：１．２バイアル構成：味を改善
する／塩味を低減させる；安定性を最適化する；４．７から約６．５、好ましくは約５と
６の間の最終混合物ｐＨ（霧化前混合投与溶液中の溶解一酸化窒素の精製を助長し、霧化
および吸入を通じて一酸化窒素を溶解状態で維持する）；噴霧装置性能（粒径および排出
速度）を最適化する；および望ましい用量レベルを混合する自由度を可能にする。これら
の努力から、サッカリンの添加が、亜硝酸ナトリウムに付随する塩味を有意に低減すると
判定した。味に関するこの改善によって亜硝酸ナトリウム濃度の増加させることができる
が、その不在時には亜硝酸ナトリウム溶液混合物はまずい。２．単一バイアル構成：味を
改善する／塩味を低減させる；約７．０から約９．０、好ましくは約７と８の間の最終ｐ
Ｈ（保管時のニトライト安定性を助長する）；および噴霧装置性能（粒径および排出速度
）を最適化する。これらの努力から、サッカリンの添加が、亜硝酸ナトリウムに付随する
塩味を有意に低減すると判定した。味に関するこの改善によって亜硝酸ナトリウム濃度の
増加させることができるが、その不在時には亜硝酸ナトリウム溶液混合物はまずい。
【０３６０】
　製剤中の亜硝酸アニオンの物理化学的分析を開始するために、亜硝酸ナトリウムの水へ
の相対用街道および水中でのｐＨを判定した（表３）。
【０３６１】
【表３】

【０３６２】
　これらの結果から、亜硝酸ナトリウムは、８．９の最終安定ｐＨで、少なくとも４００
ｍｇ／ｍＬまで水に容易に溶解でき；濃度が高いほど、ｐＨは高いと思われる。また、追
加の緩衝能力が不在の場合、亜硝酸ナトリウムｐＨは、最初に（亜硝酸ナトリウムを可溶
化した際に最初に観察されるとき）得られるものから下方にゆっくりと移動し、そこでｐ
Ｈは安定した状態になる（３０分以内）。
【０３６３】
　最終ｐＨを変えて製剤を生成することが望ましいことがある。これを行うために、クエ
ン酸を医薬的に許容される賦形剤として使用して、水中で調製した様々な亜硝酸ナトリウ
ム溶液のｐＨ滴定を行った（表４）。それぞれの重量オスモル濃度も測定した。
【０３６４】
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【表４】

【０３６５】
　これらの結果は、亜硝酸ナトリウムのｐＨをある範囲の亜硝酸ナトリウムレベルにわた
って様々な濃度のクエン酸を添加することにより調節できることを示唆している。この方
法は、亜硝酸ナトリウムの水性医薬製剤の設計に有用である。さらに、この表のデータは
、重量オスモル濃度が亜硝酸ナトリウム濃度に対してほぼ直線的であるため、５０ｍｇ／
ｍＬの亜硝酸ナトリウムを使用すると、重量オスモル濃度は、１００ｍｇ／ｍＬの亜硝酸
ナトリウムで観察されるもののおおよそ二分の一になることを明示している。同様に、２
５ｍｇ／ｍＬでの亜硝酸ナトリウムの重量オスモル濃度は、５０ｍｇ／ｍＬのもののおお
よそ二分の一である。それ故、１２．５ｍｇ／ｍＬ　亜硝酸ナトリウムは、おおよそ３０
０ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇであり、および６．２５ｍｇ／ｍＬ　亜硝酸ナトリウムは、おおよ
そ１５０ｍＯｓｍｏｌ／ｋｇであると推定することができる。
【０３６６】
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　一酸化窒素を様々なソ引きに送達すると、それは、血管構造を拡張させる。設計により
、肺または他の組織へのニトライトの投与は、それ自体の活性医薬成分としての送達であ
る場合もあり、または治療効果のために一酸化窒素に変換される徐放性（若しくはプロド
ラッグ）分子として役立つ場合もある。従って、エアロゾル投与前または中に一酸化窒素
、最も好ましくは、（製剤溶液またはエアロゾル粒子中に）溶解した一酸化窒素を作るこ
とができたならば、これは、例えば、徐放性ニトライトおよび急性作用性溶解一酸化窒素
を提供する肺へのエアロゾル送達は、血管圧を実際に低下させることによる即時および短
期作用性対症および／または治療効果を有し得る。この調合を達成する方法は、少なくと
も２つある。１つは、（例えば、クエン酸の添加によって）その溶液のｐＨを低下させる
方法であり、または２つ目は、還元酸（例えば、あるこるビン酸）を含める方法である。
酸性ｐＨは、一酸化窒素が溶解した溶液を容易に作る、より細心の注意を要する方法であ
る（表３および４）。製剤に溶解した一酸化窒素を生成するために必要な還元酸の量を理
解するために、幾つかの濃度の亜硝酸ナトリウムに対するクエン酸滴定を行った（表５）
。
【０３６７】
【表５】

【０３６８】
　これらの結果は、ニトライトのアスコルビン酸に対する高いモル比では溶液が不安定で
あり、大量のガス（二酸化窒素と一酸化窒素の両方）を生成することを示している。これ
らの観察から、この溶液が不安定であり、容易に霧化できないことは明らかである。溶解
された一酸化窒素のみを生じさせる結果となるアスコルビン酸の量を同定するために、ア
スコルビン酸を亜硝酸ナトリウムに対する滴定を行った（表６）。
【０３６９】
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【表６－１】

【０３７０】
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【表６－２】

【０３７１】
　これらの結果から、ニトライト２５６部対アスコルビン酸１部に等しい若しくはそれ未
満のモル比は、結果として、目に見えるガス形成を生じさせないと思われる。このことか
ら、形成されるいずれのガスも溶解状態であろうと推断することができる。結果は、（２
５６：１での）この混合物が、（アイルランド、ＧａｌｗａｙのＡｅｒｏｇｅｎ，Ｉｎｃ
．，のＡｅｒｏｎｅｂ　Ｇｏ　Ｌａｂ噴霧装置を使用する）振動メッシュ式噴霧により、
～８００ｐｐｂの一酸化窒素を生成し、放出することを示している。
【０３７２】
　これらの結果から、水溶液中の亜硝酸ナトリウムのｐＨは、～２００十億分率の一酸化
窒素を生成し、放出するとクエン酸で滴定することができ、または２５６：１のモル比で
アスコルビン酸と混合して追加の溶解一酸化窒素を生成することができると思われる。こ
れらの結果は、亜硝酸ナトリウムが、多数のｐＨレベル非常に可溶性であり、そのため液
体霧化を用いて高濃度の亜硝酸ナトリウムを投与する機会を提供するも示している。高濃
度は、投与時間の低減（患者コンプライアンスにとって重要）を可能にするが、それらに
随伴する重量オスモル濃度および強烈な味がこの利点を弱めるという欠点をもつ。このた
めに、上記およびさらに的を絞った亜硝酸ナトリウム液体製剤の幾つかを調製し、高効率
（ｈｉｇｈ　ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ：ＨＥ）振動メッシュ式ネブライザ（粒子ＭＭＡＤ～
３～４マイクロメートルおよび排出量～０．５５ｍＬ／分）と低効率Ａｅｒｏｇｅｎ　Ａ
ｅｒｏｎｅｂ　Ｇｏ（ＧＯ）振動メッシュ式ネブライザ（アイルランド、Ｇａｌｗａｙの
Ａｅｒｏｇａｎ，Ｉｎｃ．）（粒子ＭＭＡＤ～３～４マイクロメートルおよび排出量～０
．２２ｍＬ／分）の両方を使用して霧化した。霧化された溶液をのどの浅いレベルに吸入
し、味（塩味）、のどの刺激およびのどの痛みについて分析した。この分析では、ｐＨ調
節剤（クエン酸）、味マスキング剤（サッカリンナトリウム、ラクトースまたは重炭酸ナ
トリウム）および／またはより多くの溶解一酸化窒素を生じさせるためのアスコルビン酸
を含有する亜硝酸ナトリウムと、亜硝酸ナトリウム水を比較した。咳を緩和するために当
分野では塩化ナトリウムも考えられる。従って、これも試験した。結果を下の表７に示す
。
【０３７３】
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【表７】

【０３７４】
塩味：１～２＝塩味／後味ほとんどなし；３～４＝軽度～中等度の塩味；５～６＝中度か
ら強度の塩味／後味；および７～８＝許容できない塩味／後味。
咳刺激：１～２＝咳／刺激ほとんどなし；３～４＝軽度～中等度の咳／刺激;５～６＝中
度から強度の咳／刺激;７～８＝許容できない咳／刺激。
のどの痛み：１～２＝のどの痛みほとんどなし；３～４＝軽度～中等度ののどの痛み;５
～６＝中度から強度ののどの痛み;７～８＝許容できないのどの痛み。
甘味：１～２＝甘味ほとんどなし；３～４＝軽度～中等度の甘味;５～６＝中度から強度
の甘味；７～８＝非常に強い甘み。
【０３７５】
　これらの観察から、試験したすべての濃度が、少なくとも多少の塩味、咳刺激およびな
かなか消えないのどの痛みを有することは明らかである。これを可能性のある用量投与と
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関係づけるために、例として、２５ｍｇの亜硝酸ナトリウムを肺に沈着させることを望む
場合、ＨＥ装置の使用、およびこの装置が０．５５ｍＬ／分で、３５％の理論沈着効率を
有すると仮定すると、７１．４ｍｇの亜硝酸ナトリウムをこの装置に負荷する必要がある
だろう。上で試験した最低用量（２５ｍｇ／ｍＬ　製剤）を使用すると、これは、２．９
ｍＬに相当するであろう。０．５５ｍＬ／分での、０．２９Ｌの製剤の投与は、～５．３
分（または、ＧＯ装置を使用すると１３．１分）かかるであろう。従って、患者は、相当
安全であり、多少の咳刺激を有し、軽度ののどの痛みを残す製剤を５．３分間投与する必
要とするであろう。この投与時間を減少させるには、濃度を上昇させる必要があり、これ
は、上で述べたように、許容度を悪くする結果となる。これらの製剤それぞれが６～７の
範囲のｐＨを有したことにも留意されたい。
【０３７６】
　５～６のｐＨ範囲での製剤の味を理解するために、異なるレベルのサッカリンナトリウ
ムの存在下でのクエン酸での亜硝酸ナトリウムのより規定されたｐＨ滴定を行った。これ
らの結果を表８に示す。
【０３７７】
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【０３７８】
　上の表６の結果を用いて、追加の製剤を調製し、味覚を試験した。これらの結果を表９
に示す。
【０３７９】
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【表９】

【０３８０】
塩味：１～２＝塩味／後味ほとんどなし；３～４＝軽度～中等度の塩味；５～６＝中度か
ら強度の塩味／後味；および７～８＝許容できない塩味／後味。
咳刺激：１～２＝咳／刺激ほとんどなし；３～４＝軽度～中等度の咳／刺激;５～６＝中
度から強度の咳／刺激;７～８＝許容できない咳／刺激。
のどの痛み：１～２＝のどの痛みほとんどなし；３～４＝軽度～中等度ののどの痛み;５
～６＝中度から強度ののどの痛み;７～８＝許容できないのどの痛み。
甘味：１～２＝甘味ほとんどなし；３～４＝軽度～中等度の甘味;５～６＝中度から強度
の甘味；７～８＝非常に強い甘み。
【０３８１】
　これらの結果から、サッカリンナトリウムが少ないほど、良好であるようであり、例え
ば、０．２５ｍＭは、６５ｍｇ／ｍＬの亜硝酸ナトリウムの味および許容度を向上させる
が、０．６ｍＭ、１．０ｍＭおよび６．０ｍＭなどの濃度は、それぞれ、より少ない効果
から効果悪化を有する。このデータから、０．２５ｍＭでのｐＨ６．７、７５ｍｇ／ｍＬ
　亜硝酸ナトリウム製剤は、サッカリンナトリウムを伴わない、類似ｐＨ、５０ｍｇ／ｍ
Ｌの亜硝酸ナトリウムより改善された許容度を有する。さらに、製剤をより酸性にするこ
とは、許容度低下と相関するが、０．２５ｍＭのサッカリンナトリウムを有するｐＨ５．
３６、７５ｍｇ／ｍＬの亜硝酸ナトリウム製剤も、このより低い濃度で改善された許容度
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を有する。従って、以前の計算およびＨＥ装置を用いる例として、肺への２５ｍｇの亜硝
酸ナトリウムの沈着を望む場合、７２．４ｍｇの亜硝酸ナトリウムをこの装置に負荷する
必要があるだろう。この７５ｍｇ／ｍＬの製剤（酸性または否）を使用すると、これは、
その装置に負荷される０．９５ｍＬに相当するだろう。０．５５ｍＬ／分での０．９５ｍ
Ｌの製剤の投与は、～１．７分（または、ＧＯ装置を使用すると４．３分）かかるであろ
う。従って、この製剤は、２５ｍｇ／ｍＬ製剤より許容度がわずかに低いが、有意に短い
時間（５．３分および１３．１分と比較して、それぞれ、１．７分または４．３分）で投
与される。
【０３８２】
　上の情報を考慮して、投与速度の減速も許容度を向上させ得るという仮説を次に立てた
。この仮説を検証するために、ＨＥ装置とＧＯ装置の両方を同様の製剤で試験した。加え
て、アスコルビン酸の許容度も試験した。用いたアスコルビン酸の濃度は、目に見えるガ
スバブルを形成しないアスコルビン酸の細孔濃度を与えるものであった（２５６：１　亜
硝酸ナトリウム対アスコルビン酸）。結果を表１０に示す。
【０３８３】
【表１０】

【０３８４】
塩味：１～２＝塩味／後味ほとんどなし；３～４＝軽度～中等度の塩味；５～６＝中度か
ら強度の塩味／後味；および７～８＝許容できない塩味／後味。
咳刺激：１～２＝咳／刺激ほとんどなし；３～４＝軽度～中等度の咳／刺激;５～６＝中
度から強度の咳／刺激;７～８＝許容できない咳／刺激。



(124) JP 2011-507968 A 2011.3.10

10

20

のどの痛み：１～２＝のどの痛みほとんどなし；３～４＝軽度～中等度ののどの痛み;５
～６＝中度から強度ののどの痛み;７～８＝許容できないのどの痛み。
甘味：１～２＝甘味ほとんどなし；３～４＝軽度～中等度の甘味;５～６＝中度から強度
の甘味；７～８＝非常に強い甘み。
【０３８５】
　これらの結果は、７５ｍｇ／ｍＬの亜硝酸ナトリウム製剤が、ナトリウムサッカリンの
添加でかなりよく許容されることを示している。サッカリンナトリウムの量も重要であり
、例えば、多すぎると許容度に有害であると思われる。しかし、亜硝酸ナトリウムのサッ
カリンナトリウムに対するこの比率は、さらに高い亜硝酸ナトリウム濃度、例えば、１０
０ｍｇ／ｍＬまたは１５０ｍｇ／ｍＬに対する許容度改善と解釈することができる。さら
に、これらの製剤の投与の減速は、さらに許容度を向上させる。同様に、これらのより高
い亜硝酸ナトリウム濃度も、より遅い投与でより良好に許容され得る。
【０３８６】
　本明細書において論じるように、酸性条件下で保管される溶解状態の亜硝酸ナトリウム
は、不安定である。従って、安定性を可能にするために、２バイアル投与構成を考案して
、混合および投与まで亜硝酸ナトリウムをクエン酸（または他の酸性化剤）から離した。
亜硝酸ナトリウム溶液バイアルをさらに安定させるために、リン酸ナトリウム緩衝剤をバ
イアル１に含めた（亜硝酸ナトリウムおよびリン酸ナトリウム）。しかし、バイアル１の
ｐＨをｐＨ７より上に維持するように、およびこのリン酸塩緩衝剤レベルが所望の最終混
合物ｐＨレベルを特徴付けるように、リン酸塩緩衝剤の量を注意深く滴定することが重要
である。従って、最終混合物ｐＨを所望のレベルより上に上昇させない量でだが、亜硝酸
ナトリウムバイアルの安定性を可能にするリン酸塩緩衝剤の量を決定した。結果を表１１
に示す。
【０３８７】
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【表１１】

【０３８８】
　上で行った研究の結果として、ｃＧＭＰコンプライアント条件下、３製剤／バイアル内
保存構成で臨床試験材料を生成した。臨床試験用３バイアル混合型製剤は、
　バイアル１、亜硝酸ナトリウム溶液、滅菌
　バイアル２、賦形剤溶液、滅菌
　バイアル３、プラセボ／希釈剤溶液、滅菌
であった。
【０３８９】
　バイアル１は、４ｍＬの容量で充填した、３００ｍｇ／ｍＬの亜硝酸ナトリウムと０．
１ｍｍｏｌ／Ｌのリン酸ナトリウムを収容する。バイアル２は、３ｍＬの容量で充填した
、味マスキング剤としての１．０ｍｍｏｌ／Ｌのサッカリンナトリウムと最終混合溶液の
ｐＨを和らげるための６．４ｍｍｏｌ／Ｌのクエン酸（ｐＨ３．０）を収容する。バイア
ル３は、バイアル１の代わりに用いるプラセボとして使用するために０．１ｍｍｏｌ／Ｌ
のリン酸ナトリウムのみを収容するか、１相投与に必要な様々なＡＩＲ００１吸入溶液投
与構成を達成するために必要に応じてバイアル１／バイアル２混合物をさらに希釈するこ
とができる希釈剤を収容する。前記臨床試験用バイアル製剤をＧＭＰ安定性プログラムに
付し、４０℃および相対湿度７５％で６ヶ月の保管および２５℃および相対湿度６０％で
の９ヶ月の保管後、３製剤／バイアル内保管構成の特性の識別可能な変化はない。
【０３９０】
　２バイアル投与に加えて、様々な量の亜硝酸ナトリウムと異なる比率のサッカリンナト
リウムとを含有する単一バイアル亜硝酸ナトリウム製剤を作った。この単一バイアル構成
は、室温で安定であり、ある範囲の十分に許容される亜硝酸ナトリウム製剤を提供すると
いう仮説を立てる。それぞれの製剤を噴霧し、味および刺激について評価した。使用した
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サッカリンナトリウムの濃度は、０ｍＭと約２０ｍＭの間であった。結果を表１２に示す
。
【０３９１】
【表１２】

【０３９２】
塩味：１～２＝塩味／後味ほとんどなし；３～４＝軽度～中等度の塩味；５～６＝中度か
ら強度の塩味／後味；および７～８＝許容できない塩味／後味。
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咳刺激：１～２＝咳／刺激ほとんどなし；３～４＝軽度～中等度の咳／刺激;５～６＝中
度から強度の咳／刺激;７～８＝許容できない咳／刺激。
のどの痛み：１～２＝のどの痛みほとんどなし；３～４＝軽度～中等度ののどの痛み;５
～６＝中度から強度ののどの痛み;７～８＝許容できないのどの痛み。
甘味：１～２＝甘味ほとんどなし；３～４＝軽度～中等度の甘味;５～６＝中度から強度
の甘味；７～８＝非常に強い甘み。
【０３９３】
　これらの結果は、１００ｍｇ／ｍＬの亜硝酸ナトリウムを含有する製剤が、（サッカリ
ンナトリウムの添加で）中等度によく許容されたことを示している。しかし、９０ｍｇ／
ｍＬ若しくはそれ未満の亜硝酸ナトリウムを含有する製剤は、（サッカリンナトリウムの
添加で）良好に許容された。サッカリンナトリウムの量は重要であると思われる；例えば
、多すぎるまたは少なすぎると、許容度に悪影響を及ぼすが、０．１５ｍＭから約０．１
５ｍＭの範囲は、一定の実施形態には好ましいようであった。同様に５ｍＭのリン酸ナト
リウム緩衝剤は、２．５ｍＭおよび１．０ｍＭほど十分には許容されなかった。しかし、
亜硝酸ナトリウムレベルが低いほど、大きなリン酸ナトリウム濃度が可能であった。
【０３９４】
　上で行った研究の結果として、製剤プロトタイプを製造して、単一バイアルシステムの
相溶性／安定性を評価した。バイアル１は、ｐＨ７．５でのおよび８ｍＬの容量で充填し
た、１０ｍｇ／ｍＬの亜硝酸ナトリウムと０．３ｍｍｏｌ／ｍＬのサッカリンナトリウム
と２．５ｍｍｏｌ／Ｌのリン酸ナトリウムを収容する。バイアル２は、ｐＨ７．３でのお
よび８ｍＬの容量で充填した、１０ｍｇ／ｍＬの亜硝酸ナトリウムと０．３ｍｍｏｌ／Ｌ
のサッカリンナトリウムと２．５ｍｍｏｌ／Ｌのリン酸ナトリウムを収容する。バイアル
３は、ｐＨ７．３でのおよび４ｍＬの容量で充填した、９０ｍｇ／ｍＬの亜硝酸ナトリウ
ムと２．５ｍｍｏｌ／Ｌのリン酸ナトリウムを収容する。前記プロトタイプ製剤を６ヶ月
安定性プログラムに付して、相溶性／安定性を評価した。４０℃で１ヶ月間保管したサン
プルについての結果を表１３に示す。
【０３９５】
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【表１３】

【０３９６】
　表１３に提示した結果に基づき、前記製剤プロトタイプは、１ヶ月の老化促進（ａｃｃ
ｌｅｒａｔｅｄ）保管（４０℃および相対湿度７５％）後に安定であるとみなすことがで
きた。
【０３９７】
　要約．混合段階中のクエン酸の添加は、上昇した肺動脈圧を有するＰＡＨ患者において
軽度急性動脈拡張およびことによると低酸素症の増進されたおよび即時急性症状の寛解を
提供すると予想される、少量の溶解一酸化窒素のｐＨ依存性形成を触媒した。送達された
ニトライト化合物からのインビボでの一酸化窒素の持続的デオキシヘモグロビン触媒生成
と併せて、急性寛解と持続性症状寛解の両方が予想される。７５ｍｇ／ｍＬの亜硝酸ナト
リウムと１．５６ｍＭのクエン酸と０．２５ｍＭのサッカリンナトリウムのｐＨ５．４１
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の混合投与溶液から生じた一酸化窒素のレベルは、クエン酸不在の状態での～１５０十億
分率と比較して～２００十億分率であった。（同様に、クエン酸を有する同製剤は、～８
００十億分率を生成した。しかし、溶解状態であるとはいえ、この試薬は、肺にとって有
毒である有害レベルの一酸化窒素を生じさせることがある）。これらの結果を、吸入一酸
化窒素を使用して投与された５～８０十億分率（Ｅｈｒｅｎｋｒａｎｚ，ｅｔ　ａｌ．１
９９７）と比較していところである。最後に、粘度および表面張力は、最適なＩ－ｎｅｂ
（ペンシルバニア州ＭｕｒｒｙｓｖｉｌｌｅのＲｅｓｐｉｒｏｎｉｃｓ，Ｉｎｃ．）、Ａ
ｅｒｏｇｅｎ　Ａｅｒｏｎｅｂ　Ｇｏ（アイルランド、ＧａｌｗａｙのＡｅｒｏｇｅｎ，
Ｉｎｃ．）または他の振動メッシュ式ネブライザ性能への重要な寄与因子であり得るため
、可能性のある製剤をこれらの装置においてスクリーニングして、装置の排出速度および
エアロゾルの粒径に対する製剤の影響を測定した。ここに記載する溶液製剤は、十分に許
容されると予測される吸入エアロゾルを生成するための上記基準を満たし、ならびに本明
細書に記載する所与の適応症に最適な鼻腔内、肺、肺胞およびまたは血中濃度を達成する
ために望みどおりの用量レベルの節制を可能にする広範囲用量滴定を可能にする。
【０３９８】
　噴霧パラメータのために以下の望ましい２バイアル混合型水溶液製剤を定義する：
・約１．３×１０３：１から約４．４×１０３：１の亜硝酸ナトリウム：サッカリンナト
リウムモル比；
・約２．０×１０２：１から約６．９×１０２：１の亜硝酸ナトリウム：クエン酸モル比
；
・約１５：１から約１８０：１に等しい若しくはそれ未満の亜硝酸ナトリウム：リン酸塩
緩衝剤モル比；
・約４．７から約６．５、さらに好ましくは約ｐＨ５．０から約ｐＨ６．０の混合溶液Ｐ
Ｈ。
【０３９９】
　サッカリンナトリウムおよびクエン酸は、肺経路によって送達されるとき安全と一般に
みなされる（ｇｅｎｅｒａｌｌｙ　ｒｅｇａｒｄｅｄ　ａｓ　ｓａｆｅ：ＧＲＡＳ）。ミ
リモル用量のリン酸ナトリウムを使用する、喘息を有する患者への賦形剤としてのリン酸
塩のエアロゾル投与は、報告されている。Ｇａｓｔｏｎ　ｅｔ　ａｌ．，２００６は、リ
ン酸ナトリウム含有製剤についてのこのルートの投与は安全であり、注目される重篤有害
作用はないと結論づけた。
【０４００】
　２バイアル混合型製剤に加えて、幾つかの単一バイアル製品構成も作り、評価した。こ
れらの研究において、亜硝酸ナトリウムのみを含有する製剤は、許容性が劣る（塩味、刺
激および咳）ことが判明した。しかし、０．１ｍＭから約２．０ｍＭの間のモル比でのサ
ッカリンナトリウムの添加は、許容度をかなり改善した（のど刺激低減、咳をする傾向低
減、および塩味低減）。２バイアル構成と同様に、粘度および表面張力は、性的なＩ－ｎ
ｅｂ、Ａｅｒｏｇｅｎ　Ａｅｒｏｎｅｂ　Ｇｏまたは他の振動メッシュ式ネブライザ性能
への重要な寄与因子であり得るため、可能性のある製剤をこれらの装置においてスクリー
ニングして、装置の排出速度およびエアロゾルの粒径に対する製剤の影響を測定した。従
って、２バイアル構成と同様に、この単一バイアルシステムも、十分に許容されると予測
される吸入エアロゾルを生成するための基準を満たし、ならびに本明細書に記載する所与
の適応症に最適な鼻腔内、肺、肺胞およびまたは血中濃度を達成するために望みどおりの
用量レベルの節制を可能にする広範囲用量滴定を可能にする。
【０４０１】
　噴霧パラメータのために以下の望ましい単一バイアル水溶液製剤を定義する：
・１００ｍｇ／ｍＬに等しい若しくはそれ未満、さらに好ましくは９０ｍｇ／ｍＬに等し
い若しくはそれ未満、の亜硝酸ナトリウム；
・約０．１ｍＭと約２．０ｍＭの間、さらに好ましくは約０．１５ｍＭから約１．０ｍＭ
の、サッカリンナトリウム；
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・約１．０ｍＭと約５．０ｍＭの間、さらに好ましくは約１．０ｍＭから約２．５ｍＭの
、リン酸塩緩衝剤；
・約７．０から約９．０、さらに好ましくは約ｐＨ７．０から約ｐＨ８．０の溶液ｐＨ。
【０４０２】
　プロトタイプ製剤：幾つかのプロトタイプ亜硝酸ナトリウム製剤を作り、リン酸ナトリ
ウム、クエン酸およびサッカリンナトリウムの存在および不在下で特性づけした。２５～
４００ｍｇ／ｍＬにわたる亜硝酸ナトリウム濃度を選択して、上に列挙した２バイアル混
合型および単一バイアル製剤の特質が、溶解状態一酸化窒素を生成する、味のよい許容さ
れる安定な製剤を獲得するために最適である判定した。２バイアル構成について、クエン
酸含有量を最適化して、溶解一酸化窒素を生成した。製剤溶液中の気体一酸化窒素は、ネ
ブライザ性能に干渉するため、記載した「製剤Ｉ」吸入溶液製剤ではこの状態を回避した
。これらの研究から、亜硝酸ナトリウムは、７未満のｐＨレベルではあまり安定でないと
判定した。ＰＡＨ患者における低酸素症の即時、軽度急性症状寛解を促進するために低レ
ベル（溶液溶解）一酸化窒素形成をもたらすために、酸性投与溶液が望まれるので、亜硝
酸ナトリウムを使用するまで７より高い安定可能ｐＨで維持する２バイアル混合システム
を作ることが必要不可欠であった。上で述べたように、亜硝酸ナトリウムのサッカリンナ
トリウムに対する比率も（美味性のために）、クエン酸に対する比率も（ｐＨ調節のため
に）重要である。これら２つの賦形剤をセットの比率（バイアル２：１．３５ｍｇ／ｍＬ
　クエン酸、０．２５ｍｇ／ｍＬ　サッカリンナトリウム・一水和物、ｐＨ３．０±０．
５）で一緒に製造することが最良であることも示唆された。水生亜硝酸ナトリウムのｐＨ
は、緩衝剤不在の状態ではゆっくりと移動する傾向があるので、少量のリン酸ナトリウム
をバイアル１に含めてそのｐＨを７より上で安定させるべきであると判定した（バイアル
１：３００ｍｇ／ｍＬ　亜硝酸ナトリウム、０．１ｍＭ　リン酸ナトリウム、ｐＨ８．０
±０．５）。
【０４０３】
　細孔亜硝酸ナトリウム投与混合物目標濃度（１５０ｍｇ／ｍＬ）で、バイアル１とバイ
アル２の等容量を混合して、サッカリンナトリウムとクエン酸の目標最適化濃度で１５０
ｍｇ／ｍＬの亜硝酸ナトリウムを生成する。第三の製剤は、リン酸ナトリウム緩衝剤のみ
を含有するように生成することができる（バイアル３）。この製剤は、プラセボ投与の際
にバイアル１の代わりに用いることとなり、またはより低い亜硝酸ナトリウム用量の溶液
濃度を獲得するためにバイアル１とバイアル２の混合物を希釈するために使用されるであ
ろう。
【０４０４】
　２バイアル混合についてと同様に、単一バイアル構成も味および強制について最適化し
た。しかし、これらの研究では、亜硝酸ナトリウムが酸性ｐＨ下で不安定であるため、ク
エン酸は含めなかった。従って、様々な亜硝酸ナトリウム濃度を、亜硝酸ナトリウム味マ
スキング剤の存在および不在下で評価して、この製剤構成についての活性成分の賦形剤（
単数または複数）に対する最適な比率を得た。これらの研究から、味および許容度のため
に、約０．１ｍＭと約２．０ｍＭの最適比率でのサッカリンナトリウムが必要であると判
定した。さらに、リン酸塩緩衝剤滴定から、約１．０から約５．０ｍＭの間のリン酸ナト
リウムを含めることができると判定した。さらに、このシングルバイアル構成は、促進条
件下で少なくとも１ヶ月間は安定であると思われる。
【実施例２】
【０４０５】
　液体噴霧投与のための水性亜硝酸ナトリウム混合製剤
　バッチおよびバイアル構成
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【表１４】

【０４０６】
　１．５０％総容量の注射用滅菌水（ＳＷＦＩ）に、
　－一塩基性リン酸ナトリウム（ＮａＨ２ＰＯ４）
　－二塩基性リン酸ナトリウム（Ｎａ２ＨＰＯ４）
を添加し、溶解する
　２．リン酸塩を５０％総容量ＳＷＦＩに溶解した後、
　－亜硝酸ナトリウム
を添加し、溶解する
　３．ｐＨを測定し、記録する（予備仕様８．０＋／－０．５）
　４．ＳＷＦＩで１００％に容量を調整する
　５．ｐＨを再び測定し、記録する
　６．直列の２つの０．２２μｍ　Ｍｉｌｌｉｐｏｒｅ　ＰＶＤＦフィルタに製剤すべて
を通す。無菌検査およびニトライト定量のために、濾過前および後にサンプルを採取する
　７．滅菌濾過した製剤とアルゴンガスをバイアルに共充填する
　８．栓を挿入する直前にアルゴンガスで上層を満たす

【表１５】

【０４０７】
　１．７０％総容量ＳＷＦＩに、
　－サッカリンナトリウム（二水和物）
を添加し、溶解する
　２．７０％総容量ＳＷＦＩにサッカリンを溶解した後、
　－クエン酸
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を添加し、溶解する
　３．ｐＨを測定し、記録する（予備仕様８．０＋／－０．５）
　４．ＳＷＦＩで１００％に容量を調整する
　５．ｐＨを再び測定し、記録する
　６．直列の２つの０．２２μｍ　Ｍｉｌｌｉｐｏｒｅ　ＰＶＤＦフィルタに製剤すべて
を通す。無菌検査のために、濾過前および後にサンプルを採取する
　７．滅菌濾過した製剤をバイアルに充填する
　８．バイアルに栓をする
【表１６】

【０４０８】
　１．７０％総容量ＳＷＦＩに、
　－一塩基性リン酸ナトリウム（ＮａＨ２ＰＯ４）
　－二塩基性リン酸ナトリウム（Ｎａ２ＨＰＯ４）
を添加し、溶解する
　２．ｐＨを測定する（予備仕様８．０＋／－０．５）
　３．ＳＷＦＩで１００％に容量を調整する
　４．直列の２つの０．２２μｍ　Ｍｉｌｌｉｐｏｒｅ　ＰＶＤＦフィルタに製剤すべて
を通す。無菌検査のために、濾過前および後にサンプルを採取する
　５．滅菌濾過した製剤をバイアルに充填する
　６．バイアルに栓をする
　バイアル構成（すべて８．４ｍＬ充填容積）
　バイアル１－亜硝酸ナトリウム溶液（４ｍＬ）
　バイアル２－賦形剤溶液（３ｍＬ）
　バイアル３－プラセボ／希釈剤溶液（４ｍＬ）
　バイアル４－空の混合用バイアル
　上で説明した推奨１相試験のための投与溶液を獲得するためにバイアル１、２、および
３を希釈することができる。表１４は、より少ない亜硝酸ナトリウムを混合した、可能性
のある投与溶液によって最良のもの（１５０ｍｇ／ｍＬ亜硝酸ナトリウム製剤）を調製す
るための混合インストラクションの例示リストである。
【０４０９】
　表１７に概略を示すように、バイアル１の３ｍＬをバイアル２に存在する３ｍＬに添加
して１５０ｍｇ／ｍＬ亜硝酸ナトリウム溶液を作ることによって、高濃度投与溶液を、先
ず、調製した。この混合物は、１５０ｍｇ／ｍＬの亜硝酸ナトリウム投与溶液を投与する
ために直接使用することができる。例として、１２５ｍｇ／ｍＬの亜硝酸ナトリウム投与
溶液を作るために、この１５０ｍｇ／ｍＬの亜硝酸ナトリウム投与溶液を１ｍＬのプラセ
ボ／希釈剤溶液（バイアル３）と共に空バイアル４に入れて併せる。このスキームに従っ
て、幾つかの希釈物を調製することができる。例として、表１７は、下は０．７５ｍｇ／
ｍＬまでの亜硝酸ナトリウムの投与溶液を作る希釈を説明するものである。
【０４１０】
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【表１７】

【０４１１】
　表１８は、混合後の２バイアル薬品の８時間にわたっての相対安定性を示すものである
。予想されたように、ニトライトアッセイは、この期間にわたって低下する。
【０４１２】
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【表１８】

【実施例３】
【０４１３】
　亜硝酸ナトリウム溶液安定性に対する溶液脱気および上層の影響
　亜硝酸ナトリウム水溶液の安定性は、酸素不在下でのバイアルの製造の恩恵を受けると
予想された。最良の製造プロセスの決定を助長するために、バイアル１構成の３つのバッ
チを調製し、２ヶ月間、周囲および促進安定性条件下に置いた。
【０４１４】
　バイアル１製造プロセス
・プロセス１：３００ｍｇ／ｍＬの亜硝酸ナトリウム、０．１ｍＭのリン酸ナトリウム、
を窒素スパージした注射用滅菌水（ＳＷＦＩ）中で調合し、その後、バイアルに入れ、ア
ルゴン上層と共に栓をする。
・プロセス２：３００ｍｇ／ｍＬの亜硝酸ナトリウム、０．１ｍＭ　リン酸ナトリウム、
をＳＷＦＩ中で調合し、その後、バイアルに入れ、アルゴン上層と共に栓をする。
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・プロセス３：３００ｍｇ／ｍＬの亜硝酸ナトリウム、０．１ｍＭ　リン酸ナトリウム、
をＳＷＦＩ中で調合し、その後、バイアルに入れ、周囲雰囲気下で栓をする。
【０４１５】
　表１９からの結果は、それぞれの製造プロセスが、２５℃および６０℃で２ヶ月の終わ
りまでの間、等価の亜硝酸ナトリウム安定性を可能にすることを明示している。しかし、
長期溶液安定性を可能にするためにアルゴン上層を含めるのが、妥当なやり方である。
【０４１６】
【表１９】

【実施例４】
【０４１７】
　亜硝酸ナトリウムでのＲｅｓｐｉｒｏｎｉｃｓ　Ｉ－ｎｅｂ、ＰＡＲＩ　ＬＣ　ＳＴＡ
ＲおよびＡｅｒｏｎｅｂ　ＧＯネブライザのインビトロ分析
　Ｒｅｓｐｉｒｏｎｉｃｓ　Ｉ－ｎｅｂネブライザ（ペンシルバニア州、Ｍｕｒｒｙｓｖ
ｉｌｌｅのＲｅｓｐｉｒｏｎｉｃｓ，Ｉｎｃ．）、ＰＡＲＩ　ＬＣ　ＳＴＡＲネブライザ
（バージニア州、ＭｉｄｌｏｔｈｉａｎのＰＡＲＩ　Ｒｅｓｐｉｒａｔｏｒｙ　Ｅｑｕｉ
ｐｍｅｎｔ，Ｉｎｃ．；ドイツ、ＳｔａｒｎｂｅｒのＰＡＲＩ　ＧｍｂＨ）、およびＡｅ
ｒｏｎｅｂ　Ｇｏネブライザ（アイルランド、ＧａｌｗａｙのＡｅｒｏｇｅｎ，Ｉｎｃ．
）のインビトロ性能を、亜硝酸ナトリウムの予備液体製剤の送達について研究した。前記
製剤は、亜硝酸ナトリウム（５５．６ｍｇ／ｍＬ）とクエン酸とサッカリンナトリウムの
溶液を含んだ。Ｒｅｓｐｉｒｏｎｉｃｓ　Ｉ－ｎｅｂネブライザ（ペンシルバニア州、Ｍ
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ｕｒｒｙｓｖｉｌｌｅのＲｅｓｐｉｒｏｎｉｃｓ，Ｉｎｃ．）は、１．５ｍＬ最大充填容
量（８３．３ｍｇの亜硝酸Ｎａ）投薬チャンバと電力１２ディスクで調査した。安静換気
モード（ｔｉｄａｌ　ｂｒｅａｔｈｉｎｇ　ｍｏｄｅ：ＴＢＭ）のみで評価した。ＰＡＲ
Ｉ　ＬＣ　ＳＴＡＲおよびＡｅｒｏｎｅｂ　Ｇｏネブライザは、５ｍＬの充填容量（２７
７．８ｍｇ）で調査した。
【０４１８】
　３つのネブライザ（各タイプ１つ）の排出物特性を測定して、粒径分布、吸入量、残留
量、ネブライザ排出量および噴霧期間を決定した。全負荷量のパーセントとしての吸入微
粒子用量と定義するネブライザ効率も決定した。それぞれのネブライザを、二重反復で、
装置タイプごとに合計６回の測定について調査した。
【０４１９】
　材料：
　１．薬物：亜硝酸ナトリウム、５５．６ｍｇ／ｍＬ
　２．負荷量：
　ａ．Ｒｅｓｐｉｒｏｎｉｃｓ　Ｉ－ｎｅｂ
　１）１．５ｍＬ（８３．３ｍｇ）
　ｂ．ＰＡＲＩ　ＬＣ　ＳＴＡＲおよびＡｅｒｏｎｅｂ　Ｇｏ
　１）５ｍＬ（２７７．８ｍｇ）
　３．装置および電源（それぞれｎ＝３）：
　ａ．１．５ｍＬチャンバを有するＲｅｓｐｉｒｏｎｉｃｓ　Ｉ－ｎｅｂ
　１）Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ　Ｄｉｓｃ　電力レベル１２
　ｂ．ＰＡＲＩ　ＬＣ　ＳＴＡＲ
　１）ＰＡＲＩ　Ｐｏｎｅｂ　Ｕｌｔｒａコンプレッサ
　ｃ．ＥＶＯ　Ａｅｒｏｎｅｂ　Ｇｏ
　１）ＡＣ電源
　粒径測定。重量排出量および残留容量を決定するために、乾いた状態、充填後およびそ
れぞれの調査終了時にネブライザを計量した。可撓性気密コネクタを使用してＩｎｓｉｔ
ｅｃ　Ｌａｓｅｒ（英国、ウスターシア州、ＭａｌｖｅｒｎのＭａｌｖｅｒｎ　Ｉｎｓｔ
ｒｕｍｅｎｔｓ　Ｌｔｄ．）の吸入セルにネブライザを接続した。前記ネブライザおよび
吸入セルを水平位置に配向させた。前記吸入セルの排出末端を真空発生装置に接続して、
レーザビームを横断する２０ＬＰＭの連続流を生じさせた。Ｉ－ｎｅｂで行う測定につい
ては、吸入セルの排出末端を呼吸シミュレータに接続し、それによって、次の呼吸パター
ンを用いて循環粒径測定することができる：速度＝１５ｂｐｍ、容量＝５００ｍＬ、Ｉ．
Ｔ．＝２０秒。これは、排出量調査にも用いられるこの呼吸パターンである。
【０４２０】
　それぞれの調査は、吸入開始から時間を計り、合計２分間実行した。溶液の平衡を見込
んで最初１分間は測定を行わなかった。粒径測定を開始し、次の１分の継続時間の間、継
続的に分析した。すべてのデータ点を各測定ごとに平均した。
【０４２１】
　１．ＶＭＤ：体積平均径
　２．ＧＳＤ：幾何標準偏差
　３．％<３μ：粒子<３マイクロメートルのパーセント
　４．％<５μ：粒子<５マイクロメートルのパーセント
　５．継続時間：２分の合計サイクル時間
　薬物排出。３つの装置をそれぞれ２回、調査した。前記装置を、乾いた状態、薬物添加
後、および噴霧完了時に計量した。重量変化を判定するために、乾いた状態、測定前およ
びそれぞれの試験終了時に吸気フィルタも計量した。そのネブライザを、そのマウスピー
スで、吸気フィルタに、および次の呼吸パターンを発生させるようにプログラムされたＰ
ＡＲＩ　Ｃｏｍｐａｓ呼吸シミュレータ（バージニア州、ＭｉｄｌｏｔｈｉａｎのＰＡＲ
Ｉ　Ｒｅｓｐｉｒａｔｏｒｙ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ，Ｉｎｃ．；ドイツ、Ｓｔａｒｎｂｅ
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＝２０秒。噴霧を開始し、その始めからスパッタ（ＰＡＲＩ　ＳＡＴＲ）開始後１分まで
、時間を計った。Ｉ　ｎｅｂは、開始から自動遮断まで、およびＡｅｒｏｎｅｂ　Ｇｏは
、開始から目に見える粒子発生がなくなるまで、時間を計った。
【０４２２】
　噴霧終了時、それらの装置およびフィルタを計量して重量変化を判定し、蒸留水で洗浄
して沈着薬物を回収した。Ａｅｒｏｎｅｂ　Ｇｏについては、投薬カップ内に残存する薬
物をアッセイしたが、ネブライザ本体内のものはしなかった。分光光度計を用いて５４０
λでそれぞれのサンプルを薬物濃度について評価した。
【０４２３】
　行った排出量測定は、下記のものであった：
　１．噴霧の継続時間
　２．負荷量（Ｌｏａｄｉｎ　ｄｏｓｅ：ＬＤ）：ネブライザ内に負荷した全薬物
　３．残留量（Ｒｅｓｉｄｕａｌ　ｄｏｓｅ：ＲＤ）：ネブライザに残存する全薬物
　４．吸気量（Ｉｎｓｐｉｒｅ　ｄｏｓｅ：ＩＤ）：肺内に沈着したＥＤの予測量
　５．呼気量：呼気フィルタ上の全薬物。ＰＡＩ　ＳＴＡＲのみで回収した。
【０４２４】
　６．送達微粒子量（ｆｉｎｅ　ｐａｒｔｉｃｌｅ　ｄｏｓｅ：ＦＰＤ）：粒子≦５マイ
クロメートルを伴う吸気量の割合。
【０４２５】
　７．送達超微粒子用量（Ｕｌｔｒａ－Ｆｉｎｅ　Ｐａｒｔｉｃｌｅ　Ｄｏｓｅ：ＵＦＰ
Ｄ）：粒子。
【０４２６】
　８．排出量（ＦＰＤ毎分）：噴霧の分あたりの送達された算出ＦＰＤ
　９．ＦＰＤ％：公称用量のパーセントとして表されるＦＰＤ
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【表２０】

【０４２７】
　これらのデータを分析すると、Ｉ－ｎｅｂ公称用量は、他の装置のもののたった３０％
であったことに留意されたい。Ｉ－ｎｅｂは、吸気部分の間しか霧化せず、１つのシンチ
グラフィ調査は、ＴＢＭ動作でこの装置を用いると放出量の６３％が肺に沈着することを
証明した。この場合、８３．３ｍｇの開始用量の使用は、１２．５分間で４９ｍｇの推定
投与量につながるだろう。
【０４２８】
　他の装置での推定肺投与量は、より予想が難しいが、一部のデータは、ネブライザにつ
いては３マイクロメートルカットオフが成人の肺投与量に相当よく近似していることを示
唆している。このカットオフを用いると、ＰＡＲＩ　ＬＣ　ＳＴＡＲは、１９．５分で７
３．６ｍｇの推定肺投与量をもたらし、およびＡｅｒｏｎｅｂ　Ｇｏは、６．２分で２５
．３ｍｇをもたらすこととなる。この論理を用いると、すべての装置は、ほぼ同じ「毎分
推定肺投与量」（３．８～４．１ｍｇ／分）を送達する。
【０４２９】
　これらの装置をさらに差別化するために、薬物についての効能、肺内のターゲット、装
置の受容、および装置の費用を考慮する必要がある。
【０４３０】
　Ｉ－ｎｅｂ（ペンシルバニア州、ＭｕｒｒｙｓｖｉｌｌｅのＲｅｓｐｉｒｏｎｉｃｓ，
Ｉｎｃ．）は、肺高血圧のためのイロプロストの送達用にすでに市販されている非常に複
雑な電子装置である。１つの利点は、吸入中にしか薬物を投与せず、従って、周囲および
／または介護者に対する汚染を防止する点である。それは、既に肺高血圧製品にも認可さ
れており、電池式（携帯用）である。それをターゲット吸入モードで使用すると、送達時
間を短縮することができるおよび遠位気道ターゲッティングを向上させる可能性が十分に
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ある。
【０４３１】
　Ａｅｒｏｎｅｂ　Ｇｏ（Ａｅｒｏｇｅｎ）は、ＰＡＲＩ　ＬＣ　ＰＬＵＳ（バージニア
州、ＭｉｄｌｏｔｈｉａｎのＰＡＲＩ　Ｒｅｓｐｉｒａｔｏｒｙ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ，
Ｉｎｃ．；ドイツ、ＳｔａｒｎｂｅｒのＰＡＲＩ　ＧｍｂＨ）と同様に効率的であるよう
に設計された振動メッシュを有する携帯用電子ネブライザである。Ａｅｒｏｎｅｂ　Ｇｏ
は、値段の点では中程であり、オーブンデバイスとして利用することができる。ジェット
式ネブライザより携帯性に優れ、サイレント動作の利点を有する。全薬物排出が最速でも
ある。
【０４３２】
　標準的なコンプレッサ（ＰＲＯＮＥＢ　ＵＬＴＲＡ）によって作動するＰＡＲＩ　ＬＣ
　ＳＴＡＲ（バージニア州、ＭｉｄｌｏｔｈｉａｎのＰＡＲＩ　Ｒｅｓｐｉｒａｔｏｒｙ
　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ，Ｉｎｃ．；ドイツ、ＳｔａｒｎｂｅｒのＰＡＲＩ　ＧｍｂＨ）は
、幅広く入手でき、幅広く使用されており、および最も費用のかからない選択肢である。
欠点は、最も形態性の低い装置であり、うるさいことである。全薬物送達に最も時間のか
かる装置であるが、最小粒子を生成することでそれを補っている。
【０４３３】
　結論：それぞれの装置は、利点および欠点を有するが、単位時間あたりの推定肺投与量
送達は、非常に類似している可能性が高い。従って、虚血性再潅流傷害適応症の治療また
は予防に全身吸収を必要とする肺高血圧および／または適応症のために、これらの装置の
いずれかを選択することができると予測することができる。
【実施例５】
【０４３４】
　エクスビボ薬理学
　エクスビボ・ウサギ・モデルにおける予備研究により、吸入、霧化亜硝酸ナトリウム溶
液が、酸素圧低減によって引き起こされる肺高血圧を低下させるかどうかを試験した。こ
れらの実験では、亜硝酸ナトリウムの３つの異なる製剤が肺高血圧および一酸化窒素生産
に対するその効能を変えるかどうかも評価した。肺動脈にカニューレを挿入した単離され
たウサギ肺を、＝１２％ヘマトクリットを含有する緩衝剤で潅流した。肺を換気し、肺お
よび動脈圧を血圧トランスデューサによってモニタした。安定した後、１５分にわたって
酸素含有量を３％に低下させることによって低酸素操作を誘導し、その結果、肺動脈圧（
ｐｕｌｍｏｎａｒｙ　ａｒｔｅｒｉａｌ　ｐｒｅｓｕｒｅ：ＰＡＰ）が上昇した。その後
、リン酸塩緩衝剤（ｐＨ７．４）、クエン酸／サッカリン／リン酸塩緩衝剤（ｐＨ５．５
）、またはクエン酸／アスコルビン酸／サッカリン／リン酸塩緩衝剤（ｐＨ５．５）のい
ずれかの中で調製した亜硝酸ナトリウム（１６．７ｍｇ／ｍＬ）を、単回低酸素攻撃の開
始時に、噴霧（５分の噴霧時間）によって投与した。低酸素誘導ＰＡＰ上昇は、リン酸塩
緩衝剤またはリン酸塩／クエン酸緩衝剤のいずれかの中の亜硝酸ナトリウム調製物によっ
て有意に低下された（図１）。呼気一酸化窒素（人工呼吸器－インラインＳｉｅｒｖｅｒ
ｓ　２８０　ＮＯＡ一酸化窒素分析器によって測定）は、クエン酸／サッカリン／リン酸
塩およびクエン酸／アスコルビン酸／サッカリン／リン酸塩調製物におけるほうが高かっ
た。肺重量、水腫の測度は、肺送達亜硝酸ナトリウム４．２ｍｇ（ニトライト　２．８ｍ
ｇ）以下の用量で安定していたが、肺重量は、≧２０．６ｍｇ　亜硝酸ナトリウム（１３
．８ｍｇ　ニトライト）の送達用量で有意に増加した。
【０４３５】
　単離されたウサギ肺の肺動脈にカニューレを挿入し、～１２％ヘマトクリットを含有す
る緩衝剤で潅流した。Ｗｅｉｓｓｍａｎｎ　ｅｔ　ａｌ　２００１によって記載されてい
るように肺を換気し、血圧トランスデューサによって肺／動脈圧をモニタした。システム
が安定した後、１５分にわたって酸素含有量を３％に低下させることによって低酸素操作
を誘導し、その結果、ＰＡＰが上昇した。その後、リン酸塩緩衝剤（ｐｈｏｓｐｈａｔｅ
　ｂｕｆｆｅｒ：ＰＢ）またはクエン酸（ｃｉｔｒｉｃ　ａｃｉｄ：ＣＡ）／リン酸緩衝
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剤（両方とも、ｐＨ５．５で、群あたりｎ＝５／６）のいずれかの中で調製した亜硝酸ナ
トリウムの効果を、第二の低酸素攻撃中に噴霧した後、測定した。図１、左パネル：両様
の緩衝剤系中の亜硝酸ナトリウムが、薬物低酸素攻撃前と比較して、ＰＡＰを有意に（５
０％を超えて）低下させた（ｐ<０．０５）。図１、右パネル：呼気一酸化窒素は、対象
と比較して、両方の亜硝酸ナトリウム調製物によって有意に増加されたが、クエン酸中で
調製した亜硝酸ナトリウムは、リン酸塩緩衝剤のみの中で調製されたものより有意に多く
の一酸化窒素を生成した（ｐ<０．０５）。＊は、対照からの有意差を示し、＊＊は、リ
ン酸塩緩衝剤中のニトライトとの有意な差を示す。
【０４３６】
　クエン酸、ｐＨ～５．５、および１：２５６モル比のアスコルビン酸対ニトライトを含
有する製剤は、アスコルビン酸を欠く同じ製剤より～４倍多くの一酸化窒素を生成する。
しかし、アスコルビン酸でのニトライトの還元は、二酸化窒素ガスを形成させる（褐色の
数として目に見える）。二酸化窒素は、肺に曝露されたとき、毒性物質とみなされる。こ
れらのデータは、クエン酸を伴うまたは伴わない製剤は（低酸素により誘導されるＰＡＰ
上昇の低下によって測定して）効能があったが、アスコルビン酸の添加は毒性であると思
われることを示した。しかし、クエン酸の添加は、製剤に溶解した一酸化窒素および呼気
一酸化窒素を、クエン酸を欠く亜硝酸ナトリウム製剤より多く生成するので、クエン酸を
含めることは、この霧化製剤の吸入により即時急性症状寛解を可能にし得る。
【０４３７】
　図２は、上で説明した手順を用いる霧化、吸入溶液としての亜硝酸ナトリウムの投与の
持続作用を示すものである。
【０４３８】
　図１において説明したように、単離されたウサギ肺の肺動脈にカニューレを挿入し、潅
流した。システムが安定した後、１５分にわたって酸素含有量を３％に低下させることに
よって低酸素操作を誘導し、その結果、ＰＡＰが上昇した。その後、リン酸塩緩衝剤中で
調製した亜硝酸ナトリウムの効果を、第三の低酸素攻撃中に噴霧によって施与した。その
持続効果を、投与前居に測定したものと同じ低酸素誘導ＰＡＰレベルに戻る時間の関数と
して測定する。半減期を～１０分として計算し、持続効果は、≧６０分となる。
【０４３９】
　図２の結果は、吸入亜硝酸ナトリウムの霧化エアロゾル投与が、６０分より長く続く持
続効果を生じさせる結果となることを示している。この結果を、投与を停止すると吸入ガ
スの効果が直ちに失われる吸入一酸化窒素ガス（Ｈｕｎｔｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，２００４
）と比較して、検分することもできる。
【実施例６】
【０４４０】
　７日吸入中毒学
　この実施例は、亜硝酸ナトリウムとリン酸ナトリウムとサッカリンナトリウムとクエン
酸、ｐＨ～５．５とから成る用量変動製剤（製剤Ｉ吸入溶液）を使用して吸入亜硝酸ナト
リウムを投与したラットおよびイヌにおける７日用量範囲検出研究の結果を要約するもの
である。
【０４４１】
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【表２１】

【０４４２】
　製剤。群２、３および４のための試験品製剤（最終混合物）の必要容量のアリコートを
各投与日に新たに調製した。下で定義する製剤を噴霧時間によって滴定して、表２１にお
いて定義した投与レベルを達成した。
【０４４３】
　０ｍｇ／ｍＬの亜硝酸ナトリウム（対照：群１）
　Ａ．バイアル１：
　０ｍｇ／ｍＬ　亜硝酸ナトリウム
　６．９μｇ／ｍＬ　一塩基性リン酸ナトリウム（ＮａＨ２ＰＯ４）
　１３．４μｇ／ｍＬ　二塩基性リン酸ナトリウム（Ｎａ２ＨＰＯ４）
　これらの溶液を注射用滅菌水ＵＳＰ中で混合した
　そのｐＨを記録した
　Ｂ．バイアル２：
　６．４ｍＭ　クエン酸（一水和物）
　１．０ｍＭ　サッカリンナトリウム（二水和物）
　これらの溶液を注射用滅菌水ＵＳＰ中で混合した
　その溶液を０．２２μｍ　ＰＶＤＦフィルタで濾過した
　そのｐＨを記録した
　Ｃ．ミックス（最終製剤用）：
　１．バイアル１の１部をバイアル２の１部と混合して最終製剤を作った
　２．その最終製剤を０．２２μｍ　ＰＶＤＦフィルタで濾過した
　３．そのｐＨを記録した
　１２ｍｇ／ｍＬの亜硝酸ナトリウム（低用量：群２）
　Ａ．バイアル１：
　２４ｍｇ／ｍＬ　亜硝酸ナトリウム
　６．９μｇ／ｍＬ　一塩基性リン酸ナトリウム（ＮａＨ２ＰＯ４）
　１３．４μｇ／ｍＬ　二塩基性リン酸ナトリウム（Ｎａ２ＨＰＯ４）
　これらの溶液を注射用滅菌水ＵＳＰ中で混合した
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　１日１回、代表製剤サンプルを回収した
　そのｐＨを記録した
　Ｂ．バイアル２：
　０．５ｍＭ　クエン酸（一水和物）
　０．１ｍＭ　サッカリンナトリウム（二水和物）
　これらの溶液を注射用滅菌水ＵＳＰ中で混合した
　その溶液を０．２２μｍ　ＰＶＤＦフィルタで濾過した
　そのｐＨを記録した
　Ｃ．ミックス（最終製剤用）：
　１．バイアル１の１部をバイアル２の１部と混合して最終製剤を作った
　２．その最終製剤を０．２２μｍ　ＰＶＤＦフィルタで濾過した
　３．その最終混合物のそれぞれのアリコートについて、１ｍＬの代表製剤サンプルを（
第１日の濾過前および第１から７日についての濾過後）回収した
　４．代表製剤サンプルのｐＨを１日１回記録した。
【０４４４】
　６０ｍｇ／ｍＬの亜硝酸ナトリウム（中用量：群３）
　Ａ．バイアル１：
　１２０ｍｇ／ｍＬ　亜硝酸ナトリウム
　６．９μｇ／ｍＬ　一塩基性リン酸ナトリウム（ＮａＨ２ＰＯ４）
　１３．４μｇ／ｍＬ　二塩基性リン酸ナトリウム（Ｎａ２ＨＰＯ４）
　これらの溶液を注射用滅菌水ＵＳＰ中で混合した
　１日１回、代表製剤サンプルを回収した
　そのｐＨを記録した
　Ｂ．バイアル２：
　２．６ｍＭ　クエン酸（一水和物）
　０．４ｍＭ　サッカリンナトリウム（二水和物）
　これらの溶液を注射用滅菌水ＵＳＰ中で混合した
　その溶液を０．２２μｍ　ＰＶＤＦフィルタで濾過した
　そのｐＨを記録した
　Ｃ．ミックス（最終製剤用）：
　１．バイアル１の１部をバイアル２の１部と混合して最終製剤を作った
　２．その最終製剤を０．２２μｍ　ＰＶＤＦフィルタで濾過した
　３．その最終混合物のそれぞれのアリコートについて、１ｍＬの代表製剤サンプルを（
第１日の濾過前および第１から７日についての濾過後）回収した
　４．代表製剤サンプルのｐＨを１日１回記録した。
【０４４５】
　１５０ｍｇ／ｍＬの亜硝酸ナトリウム（高用量：群４）
　Ａ．バイアル１：
　３００ｍｇ／ｍＬ　亜硝酸ナトリウム
　６．９μｇ／ｍＬ　一塩基性リン酸ナトリウム（ＮａＨ２ＰＯ４）
　１３．４μｇ／ｍＬ　二塩基性リン酸ナトリウム（Ｎａ２ＨＰＯ４）
　これらの溶液を注射用滅菌水ＵＳＰ中で混合した
　１日１回、代表製剤サンプルを回収した
　そのｐＨを記録した
　Ｂ．バイアル２：
　６．４ｍＭ　クエン酸（一水和物）
　１．０ｍＭ　サッカリンナトリウム（二水和物）
　これらの溶液を注射用滅菌水ＵＳＰ中で混合した
　その溶液を０．２２μｍ　ＰＶＤＦフィルタで濾過した
　そのｐＨを記録した
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　Ｃ．ミックス（最終製剤用）：
　１．バイアル１の１部をバイアル２の１部と混合して最終製剤を作った
　２．その最終製剤を０．２２μｍ　ＰＶＤＦフィルタで濾過した
　３．その最終混合物のそれぞれのアリコートについて、１ｍＬの代表製剤サンプルを（
第１日の濾過前および第１から７日についての濾過後）回収した
　４．代表製剤サンプルのｐＨを１日１回記録した。
【０４４６】
　結果および考察（ラット）。霧化製剤Ｉ吸入溶液での７日範囲検出研究を、雄および雌
Ｓｐｒａｇｕｅ－Ｄａｗｌｅｙラットの鼻による吸引によって行った。ラットをビヒクル
（クエン酸／サッカリン／リン酸ナトリウム緩衝剤）または対照ビヒクルと同一のビヒク
ル中で調製した製剤Ｉ吸入溶液のいずれかに曝露して、７日間、２、４４または９７ｍｇ
／ｋｇ／日のニトライトの目標投与を達成した（表１７）。この研究における実際の投与
用量は、それぞれ、４、１８および１０１ｍｇ／ｋｇ／日と判定された。噴霧時間、従っ
て、薬物曝露時間は、表２２に示すような粒径と治療群に依存して、６０～１２０分であ
った。
【０４４７】
【表２２】

【０４４８】
　第一の投与の完了後、高用量動物は、粘膜、目および足での淡紅色の発現によって明示
されるようにチアノーゼのように見えた。メスの３０パーセントは、高投与レベルで第一
の用量を受けた後に死亡した（６／２０ラット）。その後、第１日の後、雄と雌の両方に
おいて高用量を７２ｍｇ／ｋｇ／日の投与目標用量に低下させた。第１日において対照群
および低または中用量群では顕著な臨床的観察は認められず、第２～７日を通していずれ
の用量レベルでも顕著な臨床的観察は認められなかった。血液中のメトヘモグロビンレベ
ルは、すべての用量群において増加され、および用量の関数として増加され（表２３）、
低用量群では～１％に、および中用量群では４．５％までしか増加しなかった。より高い
メトヘモグロビンレベルが、雌において中および高等レベルで観察され、第１日の高用量
群の死亡率と相関した。メトヘモグロビンに対するこれらの投与レベルでの反復投与の蓄
積効果は、観察されなかった。
【０４４９】
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【表２３】

【０４５０】
　肉眼で見える病変は、対照群と治療群の両方において胸腺に幾つかの小さな赤い領域が
あったが、７日投与したすべての動物において一般には顕著でなかった。第一投与後に死
亡した動物では、斑状または非虚脱性または肺病変を含むすべてではないが一部において
肉眼で見える病変が認められた。死亡したラットにおいて観察された組織病理変化として
は、軽度肺水腫、中等度うっ血、ならびに中等度鋤鼻器空胞化が挙げられた。全治療期間
を生き残った動物の中での組織の病的変化としては、微少の肺血管周囲混合細胞浸潤が挙
げられた。これは、対照および高用量治療動物の両方だけに見られた（他の群はこの時点
では検査しなかった）。すべての他の研究結果は、偶発的または手技に関連したものとみ
なされた。従って、メトヘモグロビンの一時的増加に主として基づいて、１８ｍｇ／ｋｇ
／日のＮＯＡＥＬを確立した。
【０４５１】
　結果および考察（イヌ）。霧化製剤Ｉ吸入溶液での７日用量範囲検出研究を、雄および
雌ビーグル犬の鼻および口による吸引によって行った。イヌをビヒクル（クエン酸／サッ
カリン／リン酸ナトリウム緩衝剤）または同一のビヒクル中で調製した製剤Ｉ吸入溶液の
いずれかに曝露して、７日間、２、１０または４４ｍｇ／ｋｇ／日の目標投与を達成した
（表２１）。投与した用量は、２、１２および５４ｍｇ／ｋｇ／日であった。噴霧時間、
従って、薬物曝露時間は、表２２に示すような粒径を有する用量に依存して、６０～１２
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なかった。血液中のメトヘモグロビンレベルは、高用量群ではかなり増加し、中用量群で
は基底レベルよりわずかに上に増加した（表２３）。治療群の肉眼剖検は、一般に、対照
に類似しており、肺領域に小さな赤い病巣を含み、実際には殆どなく、および用量応答試
験品関係を伴わなかった。組織の病的変化としては、ビヒクルおよび高用量群の両方（低
および中要領群は検査しなかった）の微少から軽度の気管支周囲／血管周囲単核細胞浸潤
を伴う軽度巣状肺炎および肺における軽度局所肺胞混合細胞浸潤が挙げられた。Ｍ／Ｅ比
は、高用量群の雄において減少された。しかし、雌では対応する有意な減少はなく、いず
れの動物にも形態学的変化はなかった。これは、この研究についての調査結果が、極めて
わずかにしか毒物学的有意でないことを示している。従って、亜硝酸ナトリウムの５４ｍ
ｇ／ｋｇ／日以下の用量での吸入は、軽度のおよび／または一時的な変化（例えば、Ｍ／
Ｅ、メトヘモグロビン）しか生じさせなかった。従って、この７日研究の間中の前記一時
的変化に基づいて、１２ｍｇ／ｋｇ／日のＮＯＡＥＬを確立した。
【実施例７】
【０４５２】
　微粉化およびブレンディング
　吸入送達のために亜硝酸ナトリウム（ＮａＮＯ２）を微粉化する能力についてアッセイ
するために、微粉化およびブレンディング実験を行った。動物薬理学のために、ＮａＣｌ
をブレンド剤として選択して、ＮａＣｌとＮａＮＯ２の両方の粒子密度をほぼ合わせるこ
とにより内容物の均一性を維持した。
【０４５３】
　圧縮空気を供給しながらジェットミルを使用して、塩化ナトリウム（ＮａＣｌ）塩とＮ
ａＮＯ２塩の両方を微粉化することに成功した。レーザ回折技術を使用して中鎖トリグリ
セリド中で微粉化ＮａＣｌおよびＮａＮＯ２サンプルの粒径分布（Ｐａｒｔｉｃｌｅ　ｓ
ｉｚｅ　ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ：ＰＳＤ）を判定した。両方の微粉化材料の粒径分布
は、表２４に要約するようにＤ５０（中央値）で１０マイクロメートル未満であると判定
された。
【０４５４】
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【０４５５】
　ＮａＣｌおよびＮａＮＯ２サンプルの粒径を光学顕微鏡でも確認した。幾何学的希釈技
術を用いて、ＮａＣｌとＮａＮＯ２混合物の様々な比率での４つのブレンドを製造した。
ブレンディング前にそれぞれの微粉化材料を７０メッシュの篩に通すことにより解凝塊し
た（ｄｅ－ｌｕｍｐｅｄ）。表２５に示すように各混合段階間に１分間、ボルテクサを使
用してそれぞれのブレンドを段階的に混合した。
【０４５６】
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【表２５】

【０４５７】
　要約：圧縮空気を供給しながらジェット微粉砕ミルを使用して塩化ナトリウムおよび亜
硝酸ナトリウム塩を逐次的微粉化した。レーザ回折を用いて、中鎖トリグリセリド中で、
両方の微粉化サンプルの粒径分布を、Ｄ５０（中央値）で<１０マイクロメートルである
と判定した。幾何学的希釈技術を用いて４つの混合ブレンドを逐次的に調製した。
【実施例８】
【０４５８】
　インビボ薬物動態
　ドライパウダとして調製した場合、リン酸緩衝剤中で調製した噴霧溶液として気管内投
与後、またはリン酸塩緩衝剤中でのＩＶ投与後、亜硝酸ナトリウムの薬物動態を評価した
。頚静脈に留置カテーテルを有する雄Ｓｐｒａｇｕｅ－Ｄａｗｌｅｙラット（～２８０～
３００ｇ）を購入し、１０Ｕ／ｍＬのヘパリンを含有する滅菌食塩水で投与前にそのカテ
ーテルをフラッシュした。ドライパウダの気管内投与のために、動物をイソフロランで麻
酔し、Ｐｅｎｎ－Ｃｅｎｔｕｒｙ注入器（モデルＤＰ－４）を使用して、粉末亜硝酸ナト
リウムを気管の第一分岐部のすぐ上に吹き込んだ。重量測定によって正確な用量を決定し
た。リン酸塩緩衝液中の亜硝酸ナトリウム（１００μＬ、３０ｍｇ／ｍＬ）の気管内投与
のために、Ｐｅｎｎ－Ｃｅｎｔｕｒｙ　Ｍｉｃｒｏｓｐｒａｙｅｒ　Ａｅｒｏｓｏｌｉｚ
ｅｒ（モデルＩＡ－１Ｃ／ＦＭＪ　２５０；ペンシルバニア州Ｐｈｉｌａｄｅｌｐｈｉａ
）を使用し、上と同じ手法で投与を行った。亜硝酸ナトリウム（１０ｍｇ／ｋｇ）のＩＶ
投与は、ラット尾静脈経由で送達した。投与の５、１５、３０、６０、１２０および２４
０分後にヘパリン処理チューブに血液を採取し、直ちに氷上に置き、その後、４５秒間、
遠心分離器において１３，０００ｒｐｍで遠心分離した。血漿を回収し、分析まで－８０
℃で冷凍しておいた。市販のキット（Ｒ&Ｄ　Ｓｙｓｔｅｍｓ）によって亜硝酸ナトリウ
ムを分析した。ＩＶ投与亜硝酸ナトリウムの投与は、結果として、２０分のｔ１／２で血
漿中のニトライトの急速な消失を生じさせた（表２６）。
【０４５９】
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【表２６】

【０４６０】
　ドライパウダまたは液体のいずれかの気管内吹送投与も、結果として、急速な吸収（そ
れぞれ、５および１５分のＣｍａｘ）および消失（それぞれ、１９および１０のｔ１／２

）を生じさせた。これらのデータは、ドライパウダとして与えた亜硝酸ナトリウムが、Ｉ
Ｖ投与と同様のＰＫ特性を有することを示している。これらの結果は、気管内点滴注入／
吹送語の亜硝酸ナトリウムの血漿薬物動態が同様であることも示しており、これは、この
霧化亜硝酸ナトリウムの溶解速度が、肺効果区画にとって容易に生体内利用することがで
き、線量当量有効応答を提供し得ることを示唆している。しかし、この研究の限界は、ド
ライパウダ吹送装置が適切に機能するために２～５ｍｇの材料を必要とするため、より少
ない量のブレンドしていない亜硝酸ナトリウムの投与が不可能であるということである。
【０４６１】
　より少ない量の送達亜硝酸ナトリウムの薬物動態を研究するために、亜硝酸ナトリウム
を塩化ナトリウムとブレンドした。ラクトースなどの他のブレンド剤の密度は、亜硝酸ナ
トリウムのおおよそ二分の一であるが、塩化ナトリウムは等価であるので、内容物の均一
性を可能にするために塩化ナトリウムを選択した。ブレンディングおよび微粉化後、１．
０、０．１および０．０１ｍｇ／ｋｇの亜硝酸ナトリウムを目標にするブレンドをラット
に投与した。ラット（ｎ＝３～４／群、～４００ｍｇ）をイソフロランで麻酔し、Ｐｅｎ
ｎ－Ｃｅｎｔｕｒｙ　Ｉｎｓｕｆｆｌａｔｏｒ（モデルＤＰ－４；ペンシルバニア州Ｐｈ
ｉｌａｄｅｌｐｈｉａ）を使用してラットに気管内吹送した。投与の５、１５、３０およ
び６０分後にヘパリン処理チューブに血液を採取し、直ちに湿潤氷上に置き、その後、４
５秒間、遠心分離器において１３，０００ｒｐｍで遠心分離した。血漿を回収し、分析ま
で－８０℃で冷凍しておいた。記載されている（Ｌｉ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ　Ｃｈｒｏｍａ
ｔｏｇｒ　Ｂ　Ｂｉｏｍｅｄ　Ｓｃｉ　Ａｐｐｌ．２０００　Ｓｅｐ　１５；７４６（２
）：１９９－２０７）ような蛍光検出を伴うＨＰＬＣ法を用いて、ニトライトの分析を行
った。結果を表２７に示す。
【０４６２】
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【表２７】

【０４６３】
　データは、ドライパウダ亜硝酸ナトリウムの最低用量（１０μｇ／ｋｇ）では検出され
ないＡＵＣおよびＣｍａｘの用量依存的増加を明示している。これらのデータは、亜硝酸
ナトリウムをブレンドとして投与して、ブレンドしていない形態と同様の薬物動態特性を
達成できることも示している。
【実施例９】
【０４６４】
　インビボ薬理学
　モノクロタリン誘導肺高血圧のインビトロラットも出るにおける予備研究により、吸入
、霧化亜硝酸ナトリウム溶液が、右心室：左心室＋中隔比の変化によって評価して肺高血
圧を低下させるかどうかを試験した。雄Ｓｐｒａｇｕｅ－Ｄａｗｌｅｙラット（ｎ＝８／
群、～３００ｇ）に、食塩水ビヒクル（対照群）、または食塩水中で調製したモノクロタ
リン（ＭＣＴ：５０ｍｇ／ｋｇ、ｓｃ）のいずれかを皮下注射し、肺高血圧を３週間にわ
たって発現させた後、治療投与した。３週間の時点で、換気したチャンバに２０分間噴霧
した、リン酸塩緩衝食塩水（ｐｈｏｓｐｈａｔｅ　ｂｕｆｆｅｒ　ｓａｌｉｎｅ：ＰＢＳ
）、または０．１３ｍＭのクエン酸と０．０２ｍＭの亜硝酸ナトリウムと０．００２ｍＭ
のリン酸塩緩衝剤（ｐＨ５．５）とを含有する亜硝酸ナトリウム混合物（３０ｍｇ／５ｍ
Ｌ）、または前記亜硝酸ナトリウムのビヒクル（クエン酸、亜硝酸ナトリウムおよびリン
酸塩緩衝剤のみ）のいずれかの吸入霧化溶液で、ラットの群の治療を始め、さらに３週間
、週に３日治療した。曝露時間、ラット換気時間、および投与チャンバ内の霧化亜硝酸ナ
トリウムの濃度に基づき、曝露時間ごとにおよそ５μｇ／ｋｇをラッチに曝露した。３週
間の治療後（ＭＣＴ注射の６週間後）、ラットを安楽死させ、心臓を除去した：右心室お
よび左心室と中隔を計量し、重量比（ＲＶ：ＬＶ＋Ｓ）を肺高血圧に起因する右心肥大の
指標として記録した。ビヒクル治療対照と比較して、合計６週間、モノクロタリンに曝露
したラットは、ＲＶ：Ｌ＋Ｓ比のほぼ２．５～３倍増加によって評価されるような重症肺
高血圧を発現した（表２８）。亜硝酸ナトリウム混合物に曝露したとき、ＲＶ：Ｌ＋Ｓ比
は、有意におよそ５０％低下した。これは、この疾病状態への恩恵を明示している。
【０４６５】
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【表２８】

【実施例１０】
【０４６６】
　インビボ薬理学
　肺高血圧の治療におけるドライパウダ亜硝酸ナトリウムの効能を評価するために、モノ
クロタリン誘導肺高血圧のインビボラットモデルを、ここで説明するように試験した。Ｍ
ＣＴ（５０ｍｇ／ｋｇ、ｓｃ）注射の１週間後、Ｐｅｎｎ－Ｃｅｎｔｕｒｙ　Ｉｎｓｕｆ
ｆｌａｔｏｒ（モデルＤＰ－４；ペンシルバニア州Ｐｈｉｌａｄｅｌｐｈｉａ）を使用し
て、塩化ナトリウムとブレンドした微粉化亜硝酸ナトリウムまたは微粉化塩化ナトリウム
のみをラットに投与した。このドライパウダ吹送装置は、適切に機能するために２～５ｍ
ｇの材料を必要とするため、意図した効果を生ずると予測される、より低い亜硝酸ナトリ
ウムレベルの投与は、ブレンディングを必要とした。内容物を均一にできるブレンド剤と
して塩化ナトリウムを選択した。ラクトースなどの他のブレンド剤の密度は、亜硝酸ナト
リウムのもののおおよそ二分の一であるが、塩化ナトリウムは等価であるからである。微
粉化およびブレンディング後、～１μｇの亜硝酸ナトリウム／ｋｇ／用量または～１０μ
ｇの亜硝酸ナトリウム／ｋｇ／用量若しくは等価の塩化ナトリウムブレンドのみを動物に
施した。亜硝酸ナトリウムドライパウダの気管内吹送投与をＭＣＴ注射の１週間後に開始
し、４週間、週に３回行った。ＭＣＴ注射後、第３２日目にラットを安楽死させ、心臓を
除去した。右心室および左心室と中隔を計量し、重量比（ＲＶ：ＬＶ＋Ｓ）を肺高血圧に
起因する右心肥大の指標として記録した。結果を表２９に示す。
【０４６７】
【表２９】

【０４６８】
　ＭＣＴは、未治療対照よりＲＶ：ＬＶ＋Ｓを有意に（０．２２６から０．４４３に）増
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加させたが、亜硝酸ナトリウムでの治療は、用量依存的に最高用量ではＲＶ：ＬＶ＋Ｓを
４８％に増加させた（ｐ<０．０５）。これらの結果は、コポリマー亜硝酸ナトリウムが
、モノクロタリン誘導肺高血圧のラットモデルにおいて意図した効果を生ずることを示唆
している。ＰＫ分析は、実施例８、表２７において見つけることができる。
【０４６９】
　これらの効能データ（ここおよび実施例９）と血漿薬物動態（実施例８）とを併せると
、９０μｇ／ｋｇの用量は、１．８μＭの血漿Ｃｍａｘを生じさせる結果となる一方で、
７００μｇ／ｋｇの用量は、２５．８μＭの血漿Ｃｍａｘを生じさせることとなり、これ
は、近似的用量比例関係も、そしてこれらの用量レベルが、効能と関係づけられる当分野
において公知の血漿レベルを生じさせる結果となることも示している。さらに、例として
および本明細書に示すように、１０μｇ／ｋｇのドライ・パウダ・エアロゾルは、結果と
して、～０．２μＭのＣｍａｘ血漿ニトライト濃度（表２９）を伴う効能を生じさせ、５
μｇ／ｋｇの液体エアロゾルも、結果として、外挿～０．１μＭの血漿ニトライト（実施
例９、表２８）を伴う効能を生じさせた。
【０４７０】
　この関係をヒト曝露（実施例１２）に拡大すると、０．６６μＭの投与直後Ｃｍａｘを
伴う検出可能な血漿ニトライトレベルが、１０分にわたる１．６ｍｇのエアロゾル用量ま
たは～２３μｇ／ｋｇ（７０ｋｇのヒトを想定）の吸入後に観察された。有害な全身性高
血圧を生じさせる結果となる最低用量を、同じ期間にわたって１７６ｍｇまたは～２，５
００μｇ／ｋｇを投与した（１１．５７μＭのＣｍａｘ）。用量漸減後、１２５ｍｇの吸
入エアロゾル用量は安全であると判定した（～１．７９ｍｇ／ｋｇ、１０分にわたって投
与すると、結果として、９．２３μＭのＣｍａｘが生ずる）。考え合わせると、～９μＭ
に等しい若しくはそれ未満の血漿ニトライトを結果として生じさせる投与が安全であると
思われる。薬力学的には、０．１μＭほどもの低さの血漿ニトライトを生じさせる結果と
なる吸入用量が、意図した結果を生じさせると思われる。動物において意図した結果を生
じさせるこれらの用量を直線的にヒトに変換できると仮定すると、これらの結果は、～９
２（）の最大治療係数（９．２３μＭ／０．１μＭ）を示唆している。
【０４７１】
　もう１つの例では、低酸素誘導高血圧ヒト血管構造への直接的な６．２μｇ／ｋｇのニ
トライトの静脈内投与は、結果として、～１０μＭ　ニトライトの血漿Ｃｍａｘおよび効
能（～２０％の全身血管拡張）を生じさせることが証明された（Ｈｙｐｏｘｉｃ　ｍｏｄ
ｕｌａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｅｘｏｇｅｎｏｕｓ　ｎｉｔｒｉｔｅ－ｉｎｄｕｃｅｄ　ｖａｓ
ｏｄｉｌａｔｉｏｎ　ｉｎ　ｈｕｍａｎｓ．Ｍａｈｅｒ　ＡＲ，Ｍｉｌｓｏｍ　ＡＢ，Ｇ
ｕｎａｒｕｗａｎ　Ｐ，Ａｂｏｚｇｕｉａ　Ｋ，Ａｈｍｅｄ　Ｉ，Ｗｅａｖｅｒ　ＲＡ，
Ｔｈｏｍａｓ　Ｐ，Ａｓｈｒａｆｉａｎ　Ｈ，Ｂｏｒｎ　ＧＶ，Ｊａｍｅｓ　ＰＥ，Ｆｒ
ｅｎｎｅａｕｘ　ＭＰ．Ｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ．２００８　Ｆｅｂ　５；１１７（５）
：６７０－７．）。これらの結果は、１．本明細書に記載する肺への直接的な液体および
ドライ・パウダ・エアロゾル送達と比較すると、静脈内薬物が少ないほうが、結果として
、高い血漿レベルを生じさせること（これは、数あるシナリオの中でも、肺区画に直接送
達されるニトライトを血管循環がゆっくりと生体内利用できることを示唆している）；２
．この観察は、～９μＭより高い血漿ニトライトレベルが、結果として全身性高血圧の有
害事象を生じさせるという安全性についての結論を支持すること；３．考え合わせると、
これらの観察は、肺関連効能には、静脈内経路によって投与されるものより吸入ニトライ
トのほうが少ないことを示している。従って、肺疾患の治療のためのエアロゾル吸入送達
は、効能のために必要とされるニトライトが、非経口経路によって送達される場合より少
ない。さらに、肺への効能に必要とされる非経口ニトライトの量は、臨床環境において安
全でないとわかるであろう。
【０４７２】
　これらのデータを併せると、～１０μＭより上の血漿ニトライトレベルは、ヒト臨床環
境において安全でない可能性を秘めている。さらに、動物およびヒトへの効能は、１０μ
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Ｍ未満の血漿ニトライトレベルで観察され、動物データは、下は０．１μＭまでの血漿ニ
トライトを支持している。非限定的な例として、これらの用量を達成するために、次のも
のを投与することができる（実施例１、８、９、１０および１２から集めた基本的理由）
：
・結果として得られる血漿ニトライトレベルが～１０μＭのＣｍａｘを超えるようなニト
ライトの投与は、ヒトでの使用に安全でない可能性を秘めている；
・ヒトおよび動物研究は、～１０μＭの血漿Ｃｍａｘおよび下は～０．１μＭのＣｍａｘ

までの範囲を生じさせる結果となる用量で観察される効能を示す；
・～２５％のＦＰＤ％：１ｍｇ（～０．２５ｍｇ　ＦＰＤ）から３６０ｍｇ（～９０ｍｇ
　ＦＰＤ）装置負荷亜硝酸ナトリウムを提供する装置からの霧化後の吸入によって投与さ
れる液体ニトライト塩溶液は、～０．１μＭと～１０μＭの間のヒト血漿ニトライトレベ
ルを提供する；および
・～５０％のＦＰＤ％：０．３５ｍｇ（～０．１８ｍｇ　ＦＰＤ）から３５ｍｇ（～１８
ｍｇ　ＦＰＤ）装置負荷ドライパウダ亜硝酸ナトリウムを提供する装置での分散後の吸入
によって投与されるドライ・パウダ・ニトライトは、～０．１μＭと～１０μＭの間のヒ
ト血漿ニトライトレベルを提供する。
・ＦＰＤに対する同じＦＰＤ％関係を用いて、異なるＦＰＤ％を示す装置は、液体ニトラ
イトまたはドライ・パウダ・ニトライトのいずれかの異なる装置負荷量が必要となる。
【実施例１１】
【０４７３】
　エクスビボ薬理学
　ＰＤＥ５阻害剤シルデナフィルと亜硝酸ナトリウムとの相乗作用および／または共同作
用を評価するために、単離されたラット大動脈輪モデルを利用した。具体的には、このモ
デルを用いて、インビトロでの大動脈輪のフェニレフリン誘導収縮を低下させるシルデナ
フィルおよび／または亜硝酸ナトリウムの能力を測定した。第一の実験では、シルデナフ
ィルの対照大動脈輪に対する滴定を行って、その薬物が５０％有効である用量（有効用量
、ＥＤ５０）を決定した。簡単に言うと、ラット大動脈輪を切除し、死亡および付着組織
を清浄にした。その後、血管を個々の輪セグメント（ｒｉｎｇ　ｓｅｇｍｅｎｔｓ）（２
～３ｍｍ幅）に切断し、力－変位トランスデューサから組織浴に懸濁させた。次の組成（
ｍＭ）の重炭酸塩緩衝Ｋｒｅｂｓ－Ｈｅｎｓｅｌｅｉｔ（ＫＨ）溶液の浴に輪セグメント
を浸した：ＮａＣｌ　１１８；ＫＣｌ　４．６；ＮａＨＣＯ３　２７．２；ＫＨ２ＰＯ４

　１．２；ＭｇＳＯ４　１．２；ＣａＣｌ２　１．７５；Ｎａ２ＥＤＴＡ　０．０３、お
よびグルコース　１１．１。２グラムの受動的負荷をすべての輪セグメントに適用し、こ
れらの実験全体にわたってこのレベルを維持した。各実験の開始時、インドメタシンで処
理した輪セグメントをＫＣｌ（７０ｍＭ）で脱分極させて、血管の最大収縮容量を決定し
た。その後、輪を入念に洗浄し、平衡させた。後続の実験のために、血管をフェニレフリ
ン（ｐｈｅｎｙｌｅｐｈｒｉｎｅ：ＰＥ）（３×１０－７～１０－８Ｍ）で最大下収縮さ
せた（ＫＣｌ応答の５０％）。研究の最初のセットは、漸増濃度のシルデナフィルの存在
下で大動脈平滑輪（ａｏｒｔｉｃ　ｓｍｏｏｔｈ　ｒｉｎｇ）の用量依存的弛緩を定義し
た（図３）。
【０４７４】
　図３からの結果は、シルデナフィルについての５０ｎＭのＥＤ５０を示している。亜硝
酸ナトリウムがシルデナフィルと相互依存的に薬効を増すまたは作用するかどうかを判定
するために、２つの実験を行った。第一の実験では、（シルデナフィルのみについて上で
説明したように）亜硝酸ナトリウムを滴定し、一方、第二の実験では、ＥＤ５０シルデナ
フィル（５０ｎＭ）の存在下でだが同じ亜硝酸ナトリウム滴定を行った。簡単に言うと、
大動脈輪を、先ず、５０ｍＭのシルデナフィルに曝露して、大動脈輪収縮を部分的に減少
させた。平衡後、漸増濃度の亜硝酸ナトリウム（５００ｎＭ～５０μＭ）をその緩衝液に
添加し、それぞれの添加後に張力測定値を記録した。図４は、亜硝酸ナトリウムが、収縮
した大動脈輪の拡張（ｄｉａｌａｔｉｎｇ）に関して～２μＭのＥＤ５０を有することを
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明示している。さらに、ＥＤ５０シルデナフィルの存在下では、亜硝酸ナトリウムのＥＤ

５０は、～０．４μＭに低下する。従って、ニトライトは、シルデナフィルと相互依存的
に薬効を増しておよび／または作用して、収縮したラット大動脈輪をさらに弛緩させる（
用量応答曲線の左方向へのシフト）。これらのインビトロ観察結果が、実施例９および１
０に示した効能のインビトロ結果をさらに支持することに注目すべきである。
【実施例１２】
【０４７５】
　最大耐用量へのファースト・イン・マン用量漸増研究
　この実施例は、プロトコルＡＩＲ００１－ＣＳ０１：正常、健常ボランティアにおいて
安全性、亜硝酸ナトリウム吸入溶液（ＡＩＲ００１吸入溶液）の許容度および薬物動態を
評価するためのプラセボ対照、１相、用量漸増研究からの結果を要約するものである。
【０４７６】
　実験計画
　吸入ＮＯが、肺高血圧を有する患者において急性に肺血行動態を向上させることを立証
した。吸入霧化亜硝酸ナトリウム溶液が、推定的には肺高血圧の前臨床モデルにおいて、
ＮＯ徐放メカニズムにより、急性敵に肺動脈圧を低下させることを立証した。吸入霧化亜
硝酸ナトリウム容器の反復投与が、肺高血圧の動物モデルにおいて、肺血行動態、右心室
肥大および肺血管病変の持続的改善を生じさせる結果となることも立証した。
【０４７７】
　ＡＩＲ００１吸入溶液を肺動脈性高血圧のための治療薬として研究した。この研究は、
正常弾性および女性ボランティアにおいて吸入霧化ＡＩＲ００１吸入溶液の安全性、許容
度、ニトライトのＮＯへの変換および薬物動態プロフィールを定義するために着手したフ
ァースト・イン・マン調査であった。
【０４７８】
　ＡＩＲ００１吸入溶液は、電子式噴霧による患者への吸入送達直前に調製した混合系で
あった。この試験において使用した３つのＡＩＲ００１吸入溶液臨床試験製剤は、次のと
おりであった：
　ＡＩＲ００１吸入溶液バイアル１、亜硝酸ナトリウム溶液
　ＡＩＲ００１吸入溶液バイアル２、賦形剤溶液
　ＡＩＲ００１吸入溶液バイアル３、プラセボ／希釈剤溶液
　バイアル１は、３００ｍｇ／ｍＬの亜硝酸ナトリウムと０．１ｍＭのリン酸ナトリウム
緩衝剤とを収容する。バイアル２は、味マスキング剤としての１．０ｍＭのサッカリンナ
トリウムと、最終混合溶液のｐＨを和らげるための６．４ｍＭのクエン酸とを収容する。
バイアル３は、０．１ｍＭのリン酸ナトリウムのみを収容する。最大耐用量（ｍａｘｉｍ
ｕｍ　ｔｏｌｅｒａｔｅｄ　ｄｏｓｅ：ＭＴＤ）への予備的用量漸増では、投与直前に、
バイアル１およびバイアル２の等しい一部を混合し、その後、用量漸増プロトコルのため
により低い濃度の投与溶液を獲得するために適切な場合には、バイアル３の内容物で希釈
する。バイアル１＋バイアル２混合試験材料ＭＴＤを確立した後、３人の被験者の追加の
投与コホートをバイアル１＋バイアル２　ＭＴＤで登録し、バイアル３で希釈したバイア
ル１の内容物のみを使用した。
【０４７９】
　結果および考察
　合計３３人の正常男性および女性被験者に、電子式噴霧によって送達されるエアロゾル
溶液の吸入により、ＡＩＲ００１吸入溶液の単回用量を施した。それぞれの被験者にビヒ
クル対照も施した。この研究に使用したネブライザは、Ａｅｒｏｇｅｎ　Ｉｄｅｈａｌｅ
ｒであった。このＡｅｒｏｇｅｎ　Ｉｄｅｈａｌｅｒは、２つのユニットの組み合わせあ
る。噴霧ヘッドは、Ａｅｒｏｎｅｂ（登録商標）Ｓｏｌｏ（アイルランド、Ｇａｌｗａｙ
のＡｅｒｏｇｅｎ）およびエアロゾル・レザバ・アタッチメントＩｄｅｈａｌｅｒ（商標
）（フランス、Ｓａｉｎｔ　ＥｔｉｅｎｎｅのＤｉｆｆｕｓｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅ
　Ｆｒａｎｃａｉｓ）である。Ａｅｒｏｎｅｂ　Ｓｏｌｏは、５１０Ｋ取得済みであり、
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一方、Ｉｄｅｈａｌｅｒレザバアッタッチメントは、ＣＥマーク付である。これら２つの
ユニットは、Ａｅｒｏｇｅｎから一緒に供給される。協力して、それらが、Ａｅｒｏｇｅ
ｎの連続振動メッシュエアロゾル発生技術と吸入と吸入の間の霧化エアロゾルを制御する
ためのＩｄｅｈａｌｅｒレザバとを用いる静かな携帯用の高効率電子式ネブライザを作る
。全体として、このネブライザは、高い薬物排出量および効率、吸入と吸入の間の環境へ
の薬物の最少の喪失、および遠位呼吸樹への薬物の最適な送達のための再現可能な小滴サ
イズ分布を可能にする。ＡＩＲ００１吸入溶液でのこのおよび他のネブライザの性能を表
３０および３１に示す。測定値は、実施例４において概説したように得た。
【０４８０】
　行った排出量測定は、下記のものであった。
　１．噴霧の継続時間
　２．負荷量（Ｌｏａｄｉｎ　ｄｏｓｅ：ＬＤ）：ネブライザ内に負荷した全薬物
　３．残留量（Ｒｅｓｉｄｕａｌ　ｄｏｓｅ：ＲＤ）：ネブライザに残存する全薬物
　４．吸気量（Ｉｎｓｐｉｒｅ　ｄｏｓｅ：ＩＤ）：肺内に沈着したＥＤの予測量
　５．呼気量：呼気フィルタ上の全薬物。ＰＡＩ　ＳＴＡＲのみで回収した。　
　６．送達微粒子量（ｆｉｎｅ　ｐａｒｔｉｃｌｅ　ｄｏｓｅ：ＦＰＤ）：粒子≦５マイ
クロメートルを伴う吸気量の割合。　
　７．排出量（ＦＰＤ毎分）：噴霧の分あたりの送達された算出ＦＰＤ
　８．ＦＰＤ％：公称用量のパーセントとして表されるＦＰＤ
【０４８１】
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【０４８２】
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【表３１】

【０４８３】
　これらのインビトロ結果は、Ａｅｒｏｇｅｎ　Ｉｄｅｈａｌｅｒ装置が、Ａｅｒｏｇａ
ｎ　Ｇｏ装置より～３倍多い送達微粒子量（Ａｎｄｅｒｓｅｎ　Ｃａｓｃａｄｅ　Ｉｍｐ
ａｃｔｉｏｎによって判定して、４．７マイクロメートル未満のエアロゾル粒子での吸入
質量ｍｇ）を送達することを示唆している。例として、および実施例１０において概説し
た推奨用量との関係で、（～０．１μＭの血漿ニトライト濃度を生じさせる結果となる）
０．２５ｍｇの亜硝酸ナトリウムの送達微粒子量（ＦＰＤ）を送達するために、（～２５
％のＦＰＤ％を示す）Ａｅｒｏｇａｎ　Ｇｏは、１ｍｇの亜硝酸ナトリウムの（霧化およ
び投与前にネブライザに入れる）負荷量を必要とし、一方、（～７０％のＦＰＤ％を示す
）Ａｅｒｏｇｅｎ　Ｉｄｅｈａｌｅｒは、０．３６ｍｇの負荷量を必要とするであろう。
さらなる例として、（～１０μＭの血漿ニトライト濃度を生じさせる結果となる）９０ｍ
ｇの亜硝酸ナトリウムのＦＰＤを送達するために、Ａｅｒｏｇｅｎ　Ａｅｒｏｎｅｂ　Ｇ
ｏは、３６０ｍｇの亜硝酸ナトリウムの負荷量を必要とし、一方、Ａｅｒｏｇｅｎ　Ｉｄ
ｅｈａｌｅｒは、～１２９ｍｇの負荷量を必要とするであろう。これらのＦＰＤの負荷量
との関係に従って、異なる装置効率（例えば、異なるＦＰＤ）を示す装置は、異なる負荷
薬物量を必要とすることとなる。
【０４８４】
　Ａｅｒｏｇｅｎ　Ｉｄｅｈａｌｅｒ噴霧装置を使用するヒトでの研究において、用量制
限毒性は、１２５ｍｇの最大観察耐用量（装置に負荷した亜硝酸ナトリウム）での症候性
低血圧であった。すべての用量群にわたって心拍数の増加が認められた。メトへもグロ銀
レベルの増加は、用量比例的であると確認され、２．９％を超える被験者は居なかった。
ＡＩＲ００１吸入溶液混合物は、十分に許容されたが、味マスキング用賦形剤を欠くＡＩ
Ｒ００１吸入溶液（バイアル３で希釈したバイアル１の内容物のみ）は、結果として、味
不良および咳もたらした。
【０４８５】
　血清ニトライトレベルの分析を行った。薬物動態分析は、最大血清ニトライト濃度の用
量比例的増加を明示し（表３２）、薬物動態パラメータをさらに定義した（表３３）。
【０４８６】
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【表３２】

【０４８７】
【表３３】

【０４８８】
　ニトライトの一酸化窒素への生体内変換は、呼気ＮＯレベルの用量依存的増加によって
立証された（表３４）。呼気一酸化窒素は、Ｎｉｏｘ　Ｍｉｎｏ装置（米国ニュージャー



(158) JP 2011-507968 A 2011.3.10

10

20

30

40

ジー州Ｎｅｗ　ＰｒｏｖｉｄｅｎｃｅのＡｅｒｏｃｒｉｎｅ，Ｉｎｃ．）を使用して測定
した。
【０４８９】
【表３４】

【０４９０】
　要約すると、１２５ｍｇに等しい若しくはそれ未満の用量（装置に負荷した亜硝酸ナト
リウム）は、十分に許容され、ニトライトのＮＯへの変換を明示し、および結果として、
肺高血圧の動物モデルにおいて意図した結果生ずることが証明された（実施例５および１
１（エクスビボ薬理学）、９および１０（インビボ薬力学）および８（インビボ薬物動態
）参照）。
【０４９１】
　上で説明した様々な実施形態を組み合わせて、さらなる実施形態を提供することができ
る。本明細書において参照するおよび／または添付のデータリストに列挙する米国特許、
米国特許公開出願、米国特許出願、外国特許、外国特許出願および非特許出版物は、それ
らが本明細書にける開示と矛盾しない程度に、それらの参照によりそれら全体が本明細書
に組み込まれる。必要な場合にはそれらの様々な特許、出願および出版物を利用して、前
記実施形態の態様を少し変えて、尚さらなる実施形態を提供することができる。これらお
よび他の変更は、上の詳細な説明にかんがみて、前記実施形態に対して行うことができる
。一般に、後続の特許請求の範囲において用いる用語は、該特許請求の範囲を、本明細書
および該特許請求の範囲に開示する特定の実施形態に限定すると解釈すべきではなく、そ
のような特許請求の範囲に権利がある等価物の全範囲と共にすべての可能な実施形態を包
含すると解釈すべきである。従って、本特許請求の範囲は、本開示によって限定されない
。
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