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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　式Ｉに示される構造を含む化合物：
Ｒ３－（Ｃ＝Ｏ）－Ｘａａ－Ｚ－Ｒ４　　　　　　　　　　式Ｉ
およびその塩であって、ここで
　Ｘａａは、式―ＮＲＮ－ＣＲ１Ｒ２－（Ｃ＝Ｏ）－を有するＤ－アミノ酸残基もしくは
Ｌ－アミノ酸残基であって、そのアミノ酸はノルアルギニン、ピリジルアラニン又はそれ
らのＮ－メチル化バージョンであり、
　Ｒ１は、前記アミノ酸の置換されているかもしくは置換されていない塩基性側鎖であり
；
　Ｒ２は、水素であり；
　ＲＮは、水素であり；
　Ｒ３は独立して、置換されているかもしくは置換されていないＣ（６－２２）アルキル
もしくはＣ（６－２２）アルケニルであり；
　Ｒ４は独立して、置換されているかもしくは置換されていないＣ（６－２２）アルキル
もしくはＣ（６－２２）アルケニルであり；
　Ｚは、ＮＨ、Ｏ、もしくは水素、炭素、酸素、窒素、および硫黄原子から選択される１
～４０個の原子からなる有機性リンカーである、化合物。
【請求項２】
　Ｘａａは、下記式：
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【化１】

のいずれか１に示される構造を有するアミノ酸残基である、請求項１に記載の化合物。
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【請求項３】
　Ｘａａは、下記式：
【化２】

のいずれか１に示される構造を有するアミノ酸残基である、請求項１に記載の化合物。
【請求項４】
　Ｒ３およびＲ４は、Ｃ（６－２２）アルキルであり、かつ同じであるかもしくは異なっ
ている、請求項１に記載の化合物。
【請求項５】
　Ｒ３およびＲ４は、Ｃ（６－２２）アルケニルであり、かつ同じであるかもしくは異な
っている、請求項１に記載の化合物。
【請求項６】
　Ｒ３はＣ（６－２２）アルキルであり、Ｒ４はＣ（６－２２）アルケニルである、請求
項１に記載の化合物。
【請求項７】
　Ｒ４は、Ｃ（６－２２）アルキルであり、Ｒ３は、Ｃ（６－２２）アルケニルである、
請求項１に記載の化合物。
【請求項８】
　ＺはＮＨである、請求項１に記載の化合物。
【請求項９】
　ＺはＯである、請求項１に記載の化合物。
【請求項１０】
　Ｘａａは、５～７．５のｐＫａを有する官能基を含む側鎖を有する、請求項１に記載の
化合物。
【請求項１１】
　請求項１に記載の化合物のマルチマーを含む化合物であって、ここで２つ以上の請求項
１に記載の化合物が架橋されている、化合物。
【請求項１２】
　請求項１に記載の化合物の結合体を含む化合物であって、ここでペプチドは、前記ノル
アルギニンまたはピリジルアラニンの側鎖に結合体化されている、化合物。
【請求項１３】
　オリゴマーフレームワークもしくはポリマーフレームワークに結合した請求項１に記載
の化合物を含む、化合物。
【請求項１４】
　薬学的薬物化合物に結合した請求項１に記載の化合物を含む、化合物。
【請求項１５】
　（Ｃ１０アシル）－ｎｏｒＡｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１０アルキル）、（Ｃ１２アシル）－ｎ
ｏｒＡｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１２アルキル）、（Ｃ１４アシル）－ｎｏｒＡｒｇ－ＮＨ－（Ｃ
１４アルキル）、（Ｃ１６アシル）－ｎｏｒＡｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１６アルキル）、（Ｃ１
８アシル）－ｎｏｒＡｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１８アルキル）、（Ｃ１６アシル）－ｎｏｒＡｒ
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ｇ－ＮＨ－（Ｃ１２アルキル）、（Ｃ１８オレイック）－ｎｏｒＡｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１２
アルキル）、（Ｃ１８オレイック）－ｎｏｒＡｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１６アルキル）、（Ｃ１
８オレイック）－ｎｏｒＡｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１８アルキル）、（Ｃ１０アシル）－４－Ｐ
ａｌ－ＮＨ－（Ｃ１０アルキル）、（Ｃ１２アシル）－４－Ｐａｌ－ＮＨ－（Ｃ１２アル
キル）、（Ｃ１４アシル）－４－Ｐａｌ－ＮＨ－（Ｃ１４アルキル）、（Ｃ１６アシル）
－４－Ｐａｌ－ＮＨ－（Ｃ１６アルキル）、（Ｃ１８アシル）－４－Ｐａｌ－ＮＨ－（Ｃ
１８アルキル）、（Ｃ１８オレイック）－４－Ｐａｌ－ＮＨ－（Ｃ１６アルキル）、（Ｃ
１０アシル）－４－Ｐａｌ（Ｍｅ）－ＮＨ－（Ｃ１０アルキル）、（Ｃ１２アシル）－４
－Ｐａｌ（Ｍｅ）－ＮＨ－（Ｃ１２アルキル）、（Ｃ１４アシル）－４－Ｐａｌ（Ｍｅ）
－ＮＨ－（Ｃ１４アルキル）、（Ｃ１６アシル）－４－Ｐａｌ（Ｍｅ）－ＮＨ－（Ｃ１６
アルキル）、および（Ｃ１８アシル）－４－Ｐａｌ（Ｍｅ）－ＮＨ－（Ｃ１８アルキル）
から選択される、請求項１に記載の化合物。
【請求項１６】
　（Ｃ１２アルキル）－（Ｃ＝Ｏ）－ｎｏｒＡｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１２アルキル）である、
化合物Ｎ－（４－グアニジノ－１－オキソ－１－（ドデシルアミノ）ブタン－２－イル）
ドデカンアミド。
【請求項１７】
　Ｃ１８（オレイック）－ｎｏｒＡｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１６アルキル）である化合物Ｎ－（
４－グアニジノ－１－オキソ－１－（ヘキサデシルアミノ）ブタン－２－イル）オクタデ
カ－９－エナミド。
【請求項１８】
　請求項１～１７のいずれか１項に従う１個以上の化合物および１つ以上の治療核酸を含
む、組成物。
【請求項１９】
　前記治療核酸は、遺伝子抑制剤である、請求項１８に記載の組成物。
【請求項２０】
　前記治療核酸は、ＲＮＡｉ誘導剤である、請求項１８に記載の組成物。
【請求項２１】
　前記治療核酸は、二本鎖ＲＮＡである、請求項１８に記載の組成物。
【請求項２２】
　前記治療核酸はｍｄＲＮＡである、請求項１８に記載の組成物。
【請求項２３】
　前記治療核酸は、改変ヌクレオシドを含む、請求項１８に記載の組成物。
【請求項２４】
　１種以上の非カチオン性脂質もしくはステロールをさらに含む、請求項１８に記載の組
成物。
【請求項２５】
　コレステリルヘミスクシネートをさらに含む、請求項１８に記載の組成物。
【請求項２６】
　１種以上のカチオン性脂質をさらに含む、請求項１８に記載の組成物。
【請求項２７】
　１種以上のｐｅｇ化脂質もしくはｐｅｇ化ステロールをさらに含む、請求項１８に記載
の組成物。
【請求項２８】
　前記核酸は、複合体を形成する、請求項１８に記載の組成物。
【請求項２９】
　前記組成物は、リポソームを含む、請求項１８に記載の組成物。
【請求項３０】
　前記組成物は、エマルジョンである、請求項１８に記載の組成物。
【請求項３１】
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　前記組成物は、ミセル分散物である、請求項１８に記載の組成物。
【請求項３２】
　請求項１～１７のいずれか１項に記載の１種以上の化合物、および１種以上の薬物因子
もしくは生物学的に活性な薬剤を含む、薬学的組成物。
【請求項３３】
　治療核酸を細胞に送達するための組成物であって、該組成物は、請求項１～１７のいず
れか１項に記載の化合物を１種以上の治療核酸とともに含む、組成物。
【請求項３４】
　細胞における遺伝子の発現を阻害するための組成物であって、該組成物は、請求項１～
１７のいずれか１項に記載の化合物を１種以上の核酸とともに含む、組成物。
【請求項３５】
　関節リウマチ、肝臓疾患、脳炎、骨折、心疾患、肝炎およびインフルエンザを含むウイ
ルス疾患、敗血症、ならびに癌を含む疾患を処置するための医薬の調製における、組成物
の使用であって、該組成物は、請求項１～１７のいずれか１項に記載の化合物を１種以上
の治療核酸とともに含む、使用。
【請求項３６】
　関節リウマチ、肝臓疾患、脳炎、骨折、心疾患、肝炎およびインフルエンザを含むウイ
ルス疾患、敗血症、ならびに癌から選択される疾患を処置するための組成物であって、該
組成物は、請求項１～１７のいずれか１項に記載の化合物を１種以上の治療核酸とともに
含む、組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（発明の分野）
　本発明は、種々の分子を細胞に送達するために有用な脂質を含む、新規な薬物送達増強
剤に関する。本発明は、ある範囲の化合物、組成物、処方物、最終的には薬物送達に指向
されるこのような薬剤の方法および使用、治療、ならびに疾患および状態（被験体におけ
る遺伝子発現もしくは遺伝子活性の調節に応答するものを含む）の診断および処置を提供
する。より具体的には、本発明は、化合物、リポソーム、ラメラ小胞、エマルジョン、ミ
セル、懸濁物、粒子、溶液ならびに薬物増強組成物および処方物の他の形態、ならびに治
療方法およびこれら送達物質のための使用に関する。
【背景技術】
【０００２】
　（背景）
　被験体への治療化合物の送達は、上記化合物が標的細胞もしくは標的組織に達する能力
が制限されていること、または細胞内への上記化合物の侵入もしくは行き来（ｔｒａｆｆ
ｉｃｋｉｎｇ）の制限によって、妨げられ得る。治療物質の送達は、細胞の膜によって一
般に制限されている。送達に対するこれらの障壁および制限は、結果を達成するために所
望されるより遙かに高濃度の化合物を使用する必要性を生じ得、このことは、毒性効果お
よび副作用の危険性をもたらす。
【０００３】
　送達のための１つのストラテジーは、脂質もしくはポリマーキャリア分子を使用して、
細胞への化合物の輸送を改善することである。これら物質は、細胞への選択的侵入のため
に存在する機構を利用し得る一方で、核酸およびタンパク質のような外因性分子をなお排
除し得る。例えば、カチオン性脂質は、薬物因子と相互作用し得、細胞膜との接触を提供
し得る。脂質分子はまた、薬物因子のためのキャリアとしてのリポソームもしくは粒子へ
と組織化され得る。リポソーム薬物キャリアは、薬物分子が分解するのから保護し得ると
同時に、細胞によるその取り込みを改善し得る。また、リポソーム薬物キャリアは、特定
の化合物を、静電的相互作用および他の相互作用によって包み得るかもしくは結合し得、
そして負に荷電した細胞膜と相互作用して、膜を横切って輸送し得る。
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【０００４】
　調節性ＲＮＡの理解ならびにとりわけＲＮＡ干渉（ＲＮＡｉ）、ＲＮＡｉ治療、ＲＮＡ
薬物、アンチセンス治療、および遺伝子療法の開発は、活性核酸薬剤を細胞に導入する有
効な手段の必要性を増大させた。一般に、核酸は、細胞もしくは血漿中で制限された時間
にわたってのみ安定である。しかし、核酸ベースの薬剤は、細胞送達のために分散され得
る組成物および処方物中で安定であり得る。
【０００５】
　本開示は、薬物および生物学的に活性な分子の全身送達および局所送達を改善するため
の化合物、組成物、方法および使用を提供する。とりわけ、本願は、生物学的に活性な分
子の送達の効率を増す送達構造物およびキャリアを作製および使用するための新規な化合
物および組成物を提供する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　（要旨）
　本開示は、最終的には治療剤として使用するための薬物因子の細胞内送達およびインビ
ボ送達のための、新規な化合物、組成物および処方物を提供する。本開示の化合物および
組成物は、疾患状態もしくは表現型を変化させるために、選択された細胞、組織、器官も
しくは区画への薬物因子の送達のために有用である。
　本発明は、例えば以下の項目を提供する。
（項目１）
式Ｉに示される構造を含む化合物：
Ｒ３－（Ｃ＝Ｏ）－Ｘａａ－Ｚ－Ｒ４　　　　　　　　　　式Ｉ
およびその塩であって、ここで
　Ｘａａは、式－ＮＲＮ－ＣＲ１Ｒ２－（Ｃ＝Ｏ）－を有する任意のＤ－アミノ酸残基も
しくはＬ－アミノ酸残基、または式-｛ＮＲＮ－ＣＲ１Ｒ２－（Ｃ＝Ｏ）｝ｎ－を有する
ｎ＝２～２０のアミノ酸残基のペプチドであり、ここで
　　Ｒ１は、独立して、各存在について、非水素、アミノ酸の、置換されたかもしくは置
換されていない側鎖であり；
　　Ｒ２は独立して、各存在について、水素、または炭素、酸素、窒素、硫黄、および水
素原子からなりかつ１～２０個の炭素原子を有する有機基、またはＣ（１－５）アルキル
、シクロアルキル、シクロアルキルアルキル、Ｃ（３－５）アルケニル、Ｃ（３－５）ア
ルキニル、Ｃ（１－５）アルカノイル、Ｃ（１－５）アルカノイルオキシ、Ｃ（１－５）
アルコキシ、Ｃ（１－５）アルコキシ－Ｃ（１－５）アルキル、Ｃ（１－５）アルコキシ
－Ｃ（１－５）アルコキシ、Ｃ（１－５）アルキル－アミノ－Ｃ（１－５）アルキル－、
Ｃ（１－５）ジアルキル－アミノ－Ｃ（１－５）アルキル－、ニトロ－Ｃ（１－５）アル
キル、シアノ－Ｃ（１－５）アルキル、アリール－Ｃ（１－５）アルキル、４－ビフェニ
ル－Ｃ（１－５）アルキル、カルボキシル、もしくはヒドロキシルであり、
　　ＲＮは独立して、各存在について、水素、または炭素、酸素、窒素、硫黄、および水
素原子からなりかつ１～２０個の炭素原子を有する有機基、またはＣ（１－５）アルキル
、シクロアルキル、シクロアルキルアルキル、Ｃ（３－５）アルケニル、Ｃ（３－５）ア
ルキニル、Ｃ（１－５）アルカノイル、Ｃ（１－５）アルカノイルオキシ、Ｃ（１－５）
アルコキシ、Ｃ（１－５）アルコキシ－Ｃ（１－５）アルキル、Ｃ（１－５）アルコキシ
－Ｃ（１－５）アルコキシ、Ｃ（１－５）アルキル－アミノ－Ｃ（１－５）アルキル－、
Ｃ（１－５）ジアルキル－アミノ－Ｃ（１－５）アルキル－、ニトロ－Ｃ（１－５）アル
キル、シアノ－Ｃ（１－５）アルキル、アリール－Ｃ（１－５）アルキル、４－ビフェニ
ル－Ｃ（１－５）アルキル、カルボキシル、もしくはヒドロキシルであり、
　Ｒ３は独立して、天然に存在するかもしくは合成の脂質、リン脂質、糖脂質、トリアシ
ルグリセロール、グリセロリン脂質、スフィンゴ脂質、セラミド、スフィンゴミエリン、
セレブロシド、もしくはガングリオシドに由来する親油性テイルであり、ここで該テイル
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は、ステロイド；または置換されているかもしくは置換されていないＣ（３－２２）アル
キル、Ｃ（６－１２）シクロアルキル、Ｃ（６－１２）シクロアルキル－Ｃ（３－２２）
アルキル、Ｃ（３－２２）アルケニル、Ｃ（３－２２）アルキニル、Ｃ（３－２２）アル
コキシ、もしくはＣ（６－１２）アルコキシ－Ｃ（３－２２）アルキルを含み得；
　Ｒ４は独立して、天然に存在するかもしくは合成の脂質、リン脂質、糖脂質、トリアシ
ルグリセロール、グリセロリン脂質、スフィンゴ脂質、セラミド、スフィンゴミエリン、
セレブロシド、もしくはガングリオシドに由来する親油性テイルであり、ここで該テイル
は、ステロイド；または置換されているかもしくは置換されていないＣ（３－２２）アル
キル、Ｃ（６－１２）シクロアルキル、Ｃ（６－１２）シクロアルキル－Ｃ（３－２２）
アルキル、Ｃ（３－２２）アルケニル、Ｃ（３－２２）アルキニル、Ｃ（３－２２）アル
コキシ、もしくはＣ（６－１２）アルコキシ－Ｃ（３－２２）アルキルを含み得；
　ここでＲ３およびＲ４のうちのいずれか一方は、上記のような親油性テイルであり、他
方は、アミノ酸末端基であるか、またはＲ３およびＲ４の両方が親油性テイルであり；該
アミノ酸末端基は、水素、ヒドロキシル、アミノ、もしくは有機保護基であり；
　Ｚは、ＮＨ、Ｏ、Ｓ、－ＣＨ２Ｓ－、－ＣＨ２Ｓ（Ｏ）－、または水素、炭素、酸素、
窒素、および硫黄原子から選択される１～４０個の原子からなる有機性リンカーである、
化合物。
（項目２）
式Ｉに示される構造を含む化合物：
Ｒ３－（Ｃ＝Ｏ）－Ｘａａ－Ｚ－Ｒ４　　　　　　　　　　式Ｉ
およびその塩であって、ここで
　Ｘａａは、式－ＮＲＮ－ＣＲ１Ｒ２－（Ｃ＝Ｏ）－を有するＤ－アミノ酸残基もしくは
Ｌ－アミノ酸残基であり、ここで
　　Ｒ１は、アミノ酸の、置換されているかもしくは置換されていない塩基性側鎖であり
；
　　Ｒ２は、水素、もしくはＣ（１－５）アルキルであり、
　　ＲＮは、水素、もしくはＣ（１－５）アルキルであり、
　Ｒ３は独立して、置換されているかもしくは置換されていないＣ（６－２２）アルキル
もしくはＣ（６－２２）アルケニルであり；
　Ｒ４は独立して、置換されているかもしくは置換されていないＣ（６－２２）アルキル
もしくはＣ（６－２２）アルケニルであり；
　Ｚは、ＮＨ、Ｏ、もしくは水素、炭素、酸素、窒素、および硫黄原子から選択される１
～４０個の原子からなる有機性リンカーである、
化合物。
（項目３）
Ｘａａは、アルギニン、ホモアルギニン、ノルアルギニン、ノル－ノルアルギニン、オル
ニチン、リジン、ホモリジン、ヒスチジン、１－メチルヒスチジン、ピリジルアラニン、
アスパラギン、Ｎ－エチルアスパラギン、グルタミン、４－アミノフェニルアラニン、こ
れらのＮ－メチル化バージョン、およびこれらの側鎖改変誘導体から選択される、項目２
に記載の化合物。
（項目４）
Ｘａａは、アルギニン、そのＮ－メチル化バージョン、もしくはその側鎖改変誘導体であ
る、項目２に記載の化合物。
（項目５）
Ｘａａは、ノルアルギニン、そのＮ－メチル化バージョン、もしくはその側鎖改変誘導体
である、項目２に記載の化合物。
（項目６）
Ｘａａは、リジン、そのＮ－メチル化バージョン、もしくはその側鎖改変誘導体である、
項目２に記載の化合物。
（項目７）



(8) JP 5475643 B2 2014.4.16

10

20

30

40

50

Ｘａａは、ヒスチジン、そのＮ－メチル化バージョン、もしくはその側鎖改変誘導体であ
る、項目２に記載の化合物。
（項目８）
Ｘａａは、ピリジルアラニン、そのＮ－メチル化バージョン、もしくはその側鎖改変誘導
体である、項目２に記載の化合物。
（項目９）
Ｘａａはシステインもしくはセリンである、項目２に記載の化合物。
（項目１０）
Ｒ２は水素である、項目２に記載の化合物。
（項目１１）
ＲＮは水素である、項目２に記載の化合物。
（項目１２）
Ｒ３およびＲ４は、Ｃ（６－２２）アルキルであり、かつ同じであるかもしくは異なって
いる、項目２に記載の化合物。
（項目１３）
Ｒ３およびＲ４は、Ｃ（６－２２）アルケニルであり、かつ同じであるかもしくは異なっ
ている、項目２に記載の化合物。
（項目１４）
Ｒ３はＣ（６－２２）アルキルであり、Ｒ４はＣ（６－２２）アルケニルである、項目２
に記載の化合物。
（項目１５）
Ｒ４は、Ｃ（６－２２）アルキルであり、Ｒ３は、Ｃ（６－２２）アルケニルである、項
目２に記載の化合物。
（項目１６）
ＺはＮＨである、項目２に記載の化合物。
（項目１７）
ＺはＯである、項目２に記載の化合物。
（項目１８）
Ｘａａは、２～２０個のアミノ酸残基のペプチドである、項目２に記載の化合物。
（項目１９）
Ｘａａは、５～７．５のｐＫａを有する官能基を含む側鎖を有する、項目２に記載の化合
物。
（項目２０）
Ｘａａは、３，５－ジヨード－チロシン、１－メチルヒスチジン、２－メチル酪酸、２－
ｏ－アニシルプロパン酸、ｍｅｓｏ－酒石酸、４，６－ジメチルピリミジンアミンｐ－フ
タル酸、クレアチニン、酪酸、Ｎ，Ｎ－ジメチル－１－ナフチルアミン、ペンタン酸、４
－メチルペンタン酸、Ｎ－メチルアニリン、１，１０－フェナントロリン、３－ピリジン
カルボン酸、ヘキサン酸、プロパン酸、４－アミノ安息香酸、２－メチルプロパン酸、ヘ
プタン酸、オクタン酸、シクロヘキサンカルボン酸、キノリン、３－キノリンアミン、２
－アミノ安息香酸、４－ピリジンカルボン酸、ノナン酸、メラミン、８－キノリノール、
トリメチル酢酸、６－メトキシキノリン、４－（メチルアミノ）安息香酸、ｐ－メチルア
ニリン、３－（メチルアミノ）安息香酸、リンゴ酸、Ｎ－エチルアニリン、２－ベンジル
ピリジン、３，６－ジニトロフェノール、Ｎ，Ｎ－ジメチルアニリン、２，５－ジメチル
ピペラジン、ｐ－フェネチジン、５－メチルキノリン、２－フェニルベンゾイミダゾール
、ピリジン、ピコリン酸、３，５－ジヨードチロシン、ｐ－アニシジン、２－（メチルア
ミノ）安息香酸、２－チアゾールアミン、グルタル酸、アジピン酸、イソキノリン、イタ
コン酸、ｏ－フタル酸、ベンゾイミダゾール、ピペラジン、ヘプタン二酸、アクリジン、
フェナントリジン、コハク酸、メチルコハク酸、４－メチルキノリン、３－メチルピリジ
ン、７－イソキノリノール、マロン酸、メチルマロン酸、２－メチルキノリン、２－エチ
ルピリジン、２－メチルピリジン、４－メチルピリジン、ヒスタミン、ヒスチジン、マレ
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イン酸、ｃｉｓ－１，２－シクロヘキサンジアミン、３，５－ジメチルピリジン、２－エ
チルベンゾイミダゾール、２－メチルベンゾイミダゾール、カコジル酸、ペリミジン、ク
エン酸、イソクエン酸、２，５－ジメチルピリジン、パパベリン、６－ヒドロキシ－４－
メチルプテリジン、Ｌ－チロキシン、３，４－ジメチルピリジン、メトキシピリジン、ｔ
ｒａｎｓ－１，２－シクロヘキサンジアミン、２，５－ピリジンジアミン、ｌ－１－メチ
ルヒスチジン、ｌ－３－メチルヒスチジン、２，３－ジメチルピリジン、キサントプテリ
ン、１，２－プロパンジアミン、Ｎ，Ｎ－ジエチルアニリン、アロキサン酸、２，６－ジ
メチルピリジン、Ｌ－カルノシン、２－ピリジンアミン、Ｎ－ｂ－アラニルヒスチジン、
ピロカルピン、１－メチルイミダゾール、１Ｈ－イミダゾール、２，４－ジメチルピリジ
ン、４－ニトロフェノール、２－ニトロフェノール、チロシンアミド、５－ヒドロキシキ
ナゾリン、１，１－シクロプロパンジカルボン酸、２，４，６－トリメチルピリジン、ベ
ロナール、２，３－ジクロロフェノール、１，２－エタンジアミン、１－イソキノリンア
ミン、およびこれらの組み合わせから選択される放出官能基を含む側鎖を有する、項目２
に記載の化合物。
（項目２１）
項目１に記載の化合物のマルチマーを含む化合物であって、ここで２つ以上の項目１に記
載の化合物が架橋されている、化合物。
（項目２２）
項目１に記載の化合物の結合体を含む化合物であって、ここでペプチドは、前記アミノ酸
残基の側鎖に結合体化されている、化合物。
（項目２３）
オリゴマーフレームワークもしくはポリマーフレームワークに結合した項目１に記載の化
合物を含む、化合物。
（項目２４）
薬学的薬物化合物に結合した項目１に記載の化合物を含む、化合物。
（項目２５）
（Ｃ１０アシル）－Ａｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１０アルキル）、（Ｃ１２アシル）－Ａｒｇ－Ｎ
Ｈ－（Ｃ１２アルキル）、（Ｃ１４アシル）－Ａｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１４アルキル）、（Ｃ
１６アシル）－Ａｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１６アルキル）、（Ｃ１８アシル）－Ａｒｇ－ＮＨ－
（Ｃ１８アルキル）、（Ｃ１２アシル）－Ａｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１４アルキル）、（Ｃ１８
オレイック）－Ａｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１６アルキル）、（Ｃ１０アシル）－ホモＡｒｇ－Ｎ
Ｈ－（Ｃ１０アルキル）、（Ｃ１２アシル）－ホモＡｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１２アルキル）、
（Ｃ１４アシル）－ホモＡｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１４アルキル）、（Ｃ１６アシル）－ホモＡ
ｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１６アルキル）、（Ｃ１８アシル）－ホモＡｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１８アル
キル）、（Ｃ１０アシル）－ｎｏｒＡｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１０アルキル）、（Ｃ１２アシル
）－ｎｏｒＡｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１２アルキル）、（Ｃ１４アシル）－ｎｏｒＡｒｇ－ＮＨ
－（Ｃ１４アルキル）、（Ｃ１６アシル）－ｎｏｒＡｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１６アルキル）、
（Ｃ１８アシル）－ｎｏｒＡｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１８アルキル）、（Ｃ１６アシル）－ｎｏ
ｒＡｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１２アルキル）、（Ｃ１８オレイック）－ｎｏｒＡｒｇ－ＮＨ－（
Ｃ１２アルキル）、（Ｃ１８オレイック）－ｎｏｒＡｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１６アルキル）、
（Ｃ１８オレイック）－ｎｏｒＡｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１８アルキル）、（Ｃ１０アシル）－
ｎｏｒｎｏｒＡｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１０アルキル）、（Ｃ１２アシル）－ｎｏｒｎｏｒＡｒ
ｇ－ＮＨ－（Ｃ１２アルキル）、（Ｃ１４アシル）－ｎｏｒｎｏｒＡｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１
４アルキル）、（Ｃ１６アシル）－ｎｏｒｎｏｒＡｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１６アルキル）、（
Ｃ１８アシル）－ｎｏｒｎｏｒＡｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１８アルキル）、（Ｃ１０アシル）－
４－Ｐａｌ－ＮＨ－（Ｃ１０アルキル）、（Ｃ１２アシル）－４－Ｐａｌ－ＮＨ－（Ｃ１
２アルキル）、（Ｃ１４アシル）－４－Ｐａｌ－ＮＨ－（Ｃ１４アルキル）、（Ｃ１６ア
シル）－４－Ｐａｌ－ＮＨ－（Ｃ１６アルキル）、（Ｃ１８アシル）－４－Ｐａｌ－ＮＨ
－（Ｃ１８アルキル）、（Ｃ１８オレイック）－４－Ｐａｌ－ＮＨ－（Ｃ１６アルキル）
、（Ｃ１０アシル）－４－Ｐａｌ（Ｍｅ）－ＮＨ－（Ｃ１０アルキル）、（Ｃ１２アシル
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）－４－Ｐａｌ（Ｍｅ）－ＮＨ－（Ｃ１２アルキル）、（Ｃ１４アシル）－４－Ｐａｌ（
Ｍｅ）－ＮＨ－（Ｃ１４アルキル）、（Ｃ１６アシル）－４－Ｐａｌ（Ｍｅ）－ＮＨ－（
Ｃ１６アルキル）、および（Ｃ１８アシル）－４－Ｐａｌ（Ｍｅ）－ＮＨ－（Ｃ１８アル
キル）から選択される、項目１に記載の化合物。
（項目２６）
Ｃ１２－ｎｏｒＡｒｇ－Ｃ１２である、化合物Ｎ－（４－グアニジノ－１－オキソ－１－
（ドデシルアミノ）ブタン－２－イル）ドデカンアミド。
（項目２７）
Ｃ１８（オレイック）－ｎｏｒＡｒｇ－Ｃ１６である化合物Ｎ－（４－グアニジノ－１－
オキソ－１－（ヘキサデシルアミノ）ブタン－２－イル）オクタデカ－９－エナミド。
（項目２８）
（Ｃ１８オレイック）－（１－ＣＨ３－Ｈｉｓ）－ＮＨ－（Ｃ１６アルキル）である、化
合物Ｎ－（３－（１－メチル－１Ｈ－イミダゾール－４－イル）－１－オキソ－１－（ヘ
キサデシルアミノ）プロパン－２－イル）オクタデカ－９－エナミド。
（項目２９）
式Ｉに示される構造を含む化合物およびその塩：
　　　　　　Ｒ３－（Ｃ＝Ｏ）－Ｘａａ－Ｚ－Ｒ４　　　　　　式Ｉ
であって、ここで
　Ｘａａは、式－ＮＲＮ－ＣＲ１Ｒ２－（Ｃ＝Ｏ）－を有するＤ－アミノ酸もしくはＬ－
アミノ酸残基であり、ここで
　　Ｒ１は、置換されているかもしくは置換されていない、アミノ酸の塩基性側鎖であり
；
　　Ｒ２は、水素、もしくはＣ（１－５）アルキルであり、
　　ＲＮは、水素、もしくはＣ（１－５）アルキルであり、
　　Ｒ３は、独立して、置換されているかもしくは置換されていない、Ｃ（６－２２）ア
ルキルもしくはＣ（６－２２）アルケニルであり；
　Ｒ４は水素であり；
　Ｚは、ＮＨ、Ｏ、もしくは水素、炭素、酸素、窒素、および硫黄原子から選択される１
～４０個の原子からなる有機性リンカーである；
化合物。
（項目３０）
Ｘａａ、アルギニン、ホモアルギニン、ノルアルギニン、ノル－ノルアルギニン、オルニ
チン、リジン、ホモリジン、ヒスチジン、１－メチルヒスチジン、ピリジルアラニン、ア
スパラギン、Ｎ－エチルアスパラギン、グルタミン、４－アミノフェニルアラニン、これ
らのＮ－メチル化バージョン、およびこれらの側鎖改変誘導体から選択される、項目２９
に記載の化合物。
（項目３１）
Ｘａａは、アルギニン、そのＮ－メチル化バージョン、もしくはその側鎖改変誘導体であ
る、項目２９に記載の化合物。
（項目３２）
Ｘａａは、ノルアルギニン、そのＮ－メチル化バージョン、もしくはその側鎖改変誘導体
である、項目２９に記載の化合物。
（項目３３）
Ｘａａは、リジン、そのＮ－メチル化バージョン、もしくはその側鎖改変誘導体である、
項目２９に記載の化合物。
（項目３４）
Ｘａａは、ヒスチジン、そのＮ－メチル化バージョン、もしくはその側鎖改変誘導体であ
る、項目２９に記載の化合物。
（項目３５）
Ｘａａは、ピリジルアラニン、そのＮ－メチル化バージョン、もしくはその側鎖改変誘導
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体である、項目２９に記載の化合物。
（項目３６）
Ｘａａは、システインもしくはセリンである、項目２９に記載の化合物。
（項目３７）
Ｒ２は水素である、項目２９に記載の化合物。
（項目３８）
ＲＮは水素である、項目２９に記載の化合物。
（項目３９）
Ｒ３は、Ｃ（６－２２）アルキルである、項目２９に記載の化合物。
（項目４０）
Ｒ３は、Ｃ（６－２２）アルケニルである、項目２９に記載の化合物。
（項目４１）
ＺはＮＨである、項目２９に記載の化合物。
（項目４２）
ＺはＯである、項目２９に記載の化合物。
（項目４３）
Ｘａａは、２～２０アミノ酸残基のペプチドである、項目２９に記載の化合物。
（項目４４）
Ｘａａは、５～７．５のｐＫａを有する官能基を含む側鎖を有する、項目２９に記載の化
合物。
（項目４５）
Ｘａａは、３，５－ジヨード－チロシン、１－メチルヒスチジン、２－メチル酪酸、２－
ｏ－アニシルプロパン酸、ｍｅｓｏ－酒石酸、４，６－ジメチルピリミジンアミン　ｐ－
フタル酸、クレアチニン、酪酸、Ｎ，Ｎ－ジメチル－１－ナフチルアミン、ペンタン酸、
４－メチルペンタン酸、Ｎ－メチルアニリン、１，１０－フェナントロリン、３－ピリジ
ンカルボン酸、ヘキサン酸、プロパン酸、４－アミノ安息香酸、２－メチルプロパン酸、
ヘプタン酸、オクタン酸、シクロヘキサンカルボン酸、キノリン、３－キノリンアミン、
２－アミノ安息香酸、４－ピリジンカルボン酸、ノナン酸、メラミン、８－キノリノール
、トリメチル酢酸、６－メトキシキノリン、４－（メチルアミノ）安息香酸、ｐ－メチル
アニリン、３－（メチルアミノ）安息香酸、リンゴ酸、Ｎ－エチルアニリン、２－ベンジ
ルピリジン、３，６－ジニトロフェノール、Ｎ，Ｎ－ジメチルアニリン、２，５－ジメチ
ルピペラジン、ｐ－フェネチジン、５－メチルキノリン、２－フェニルベンゾイミダゾー
ル、ピリジン、ピコリン酸、３，５－ジヨードチロシン、ｐ－アニシジン、２－（メチル
アミノ）安息香酸、２－チアゾールアミン、グルタル酸、アジピン酸、イソキノリン、イ
タコン酸、ｏ－フタル酸、ベンゾイミダゾール、ピペラジン、ヘプタン二酸、アクリジン
、フェナントリジン、コハク酸、メチルコハク酸、４－メチルキノリン、３－メチルピリ
ジン、７－イソキノリノール、マロン酸、メチルマロン酸、２－メチルキノリン、２－エ
チルピリジン、２－メチルピリジン、４－メチルピリジン、ヒスタミン、ヒスチジン、マ
レイン酸、ｃｉｓ－１，２－シクロヘキサンジアミン、３，５－ジメチルピリジン、２－
エチルベンゾイミダゾール、２－メチルベンゾイミダゾール、カコジル酸、ペリミジン、
クエン酸、イソクエン酸、２，５－ジメチルピリジン、パパベリン、６－ヒドロキシ－４
－メチルプテリジン、Ｌ－チロキシン、３，４－ジメチルピリジン、メトキシピリジン、
ｔｒａｎｓ－１，２－シクロヘキサンジアミン、２，５－ピリジンジアミン、ｌ－１－メ
チルヒスチジン、ｌ－３－メチルヒスチジン、２，３－ジメチルピリジン、キサントプテ
リン、１，２－プロパンジアミン、Ｎ，Ｎ－ジエチルアニリン、アロキサン酸、２，６－
ジメチルピリジン、Ｌ－カルノシン、２－ピリジンアミン、Ｎ－ｂ－アラニルヒスチジン
、ピロカルピン、１－メチルイミダゾール、１Ｈ－イミダゾール、２，４－ジメチルピリ
ジン、４－ニトロフェノール、２－ニトロフェノール、チロシンアミド、５－ヒドロキシ
キナゾリン、１，１－シクロプロパンジカルボン酸、２，４，６－トリメチルピリジン、
ベロナール、２，３－ジクロロフェノール、１，２－エタンジアミン、１－イソキノリン
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アミン、およびこれらの組み合わせから選択される放出官能基を含む塩基性側鎖を有する
、項目２９に記載の化合物。
（項目４６）
項目２９に従う２つ以上の化合物が架橋されている、項目２９に記載の化合物のマルチマ
ーを含む化合物。
（項目４７）
ペプチドは、前記アミノ酸残基の側鎖に結合体化されている、項目２９に記載の化合物の
結合体を含む化合物。
（項目４８）
オリゴマー化合物フレームワークもしくはポリマーフレームワークに結合されている、項
目２９に記載の化合物を含む化合物。
（項目４９）
薬学的薬物化合物に結合された、項目２９に記載の化合物を含む化合物。
（項目５０）
項目１～４９のいずれか１項に従う１個以上のアミノ酸脂質および１つ以上の治療核酸を
含む、組成物。
（項目５１）
前記治療核酸は、遺伝子抑制剤である、項目５０に記載の組成物。
（項目５２）
前記治療核酸は、ＲＮＡｉ誘導剤である、項目５０に記載の組成物。
（項目５３）
前記治療核酸は、二本鎖ＲＮＡである、項目５０に記載の組成物。
（項目５４）
前記治療核酸はｍｄＲＮＡである、項目５０に記載の組成物。
（項目５５）
前記治療核酸は、改変ヌクレオシドを含む、項目５０に記載の組成物。
（項目５６）
１種以上の非アミノ酸非カチオン性脂質もしくはステロールをさらに含む、項目５０に記
載の組成物。
（項目５７）
コレステリルヘミスクシネートをさらに含む、項目５０に記載の組成物。
（項目５８）
１種以上の非アミノ酸カチオン性脂質をさらに含む、項目５０に記載の組成物。
（項目５９）
１種以上のｐｅｇ化脂質もしくはｐｅｇ化ステロールをさらに含む、項目５０に記載の組
成物。
（項目６０）
前記核酸は、１種以上のアミノ酸脂質と複合体を形成する、項目５０に記載の組成物。
（項目６１）
前記組成物は、リポソームを含む、項目５０に記載の組成物。
（項目６２）
前記組成物は、エマルジョンである、項目５０に記載の組成物。
（項目６３）
前記組成物は、ミセル分散物である、項目５０に記載の組成物。
（項目６４）
項目１～４９のいずれか１項に記載の１種以上のアミノ酸脂質化合物、および１種以上の
薬物因子もしくは生物学的に活性な薬剤を含む、薬学的組成物。
（項目６５）
治療核酸を細胞に送達するための方法であって、該方法は、項目５０に記載の組成物を調
製する工程、および細胞を該組成物で処理する工程を包含する、方法。
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（項目６６）
細胞における遺伝子の発現を阻害するための方法であって、該方法は、項目５０に記載の
組成物を調製する工程、および細胞を該組成物で処理する工程を包含する、方法。
（項目６７）
哺乳動物における遺伝子の発現を阻害するための方法であって、該方法は、項目５０に記
載の組成物を調製する工程、および該哺乳動物に該組成物を投与する工程を包含する、方
法。
（項目６８）
ヒトにおける疾患を処置するための方法であって、該疾患は、関節リウマチ、肝臓疾患、
脳炎、骨折、心疾患、肝炎およびインフルエンザを含むウイルス疾患、敗血症、ならびに
癌から選択され、該方法は、項目５０に記載の組成物を調製する工程、および該組成物を
該ヒトに投与する工程を包含する、方法。
（項目６９）
関節リウマチ、肝臓疾患、脳炎、骨折、心疾患、肝炎およびインフルエンザを含むウイル
ス疾患、敗血症、ならびに癌を含む疾患を処置するための医薬の製造における、項目５０
に記載の組成物の使用。
（項目７０）
関節リウマチ、肝臓疾患、脳炎、骨折、心疾患、肝炎およびインフルエンザを含むウイル
ス疾患、敗血症、ならびに癌から選択される疾患を処置するための、項目５０に記載の組
成物の使用。
 
【０００７】
　いくつかの局面において、本開示は、ＲＮＡ構造物を細胞に送達して、ＲＮＡ干渉、ア
ンチセンス効果、もしくはゲノム発現の調節の応答を生じるための化合物、組成物および
方法を提供する。
【０００８】
　本発明は、薬物因子の送達および投与、ならびに薬物送達系において使用するための親
油性化合物である、ある範囲のアミノ酸脂質を提供する。本開示のアミノ酸脂質は、アミ
ノ酸残基および１つ以上の親油性テイルを含む分子である。
【０００９】
　いくつかの局面において、本発明は、ある範囲の、式Ｉに示されるようなアミノ酸脂質
化合物を提供する：
　　　　　Ｒ３－（Ｃ＝Ｏ）－Ｘａａ－Ｚ－Ｒ４　　　　　式Ｉ
ここで
　Ｘａａは、式－ＮＲＮ－ＣＲ１Ｒ２－（Ｃ＝Ｏ）－を有する任意のＤ－アミノ酸もしく
はＬ－アミノ酸残基であるか、または式－｛ＮＲＮ－ＣＲ１Ｒ２－（Ｃ＝Ｏ）｝ｎ－を有
するｎ＝２～２０アミノ酸残基のペプチドであり、
　ここで
　　Ｒ１は独立して、各存在について、非水素、アミノ酸の、置換されているかもしくは
置換されていない側鎖であり；
　　Ｒ２は独立して、各存在について、水素、または炭素、酸素、窒素、硫黄、および水
素原子からなり、かつ１～２０個の炭素原子を有する有機基、またはＣ（１－５）アルキ
ル、シクロアルキル、シクロアルキルアルキル、Ｃ（３－５）アルケニル、Ｃ（３－５）
アルキニル、Ｃ（１－５）アルカノイル、Ｃ（１－５）アルカノイルオキシ、Ｃ（１－５
）アルコキシ、Ｃ（１－５）アルコキシ－Ｃ（１－５）アルキル、Ｃ（１－５）アルコキ
シ－Ｃ（１－５）アルコキシ、Ｃ（１－５）アルキル－アミノ－Ｃ（１－５）アルキル－
、Ｃ（１－５）ジアルキル－アミノ－Ｃ（１－５）アルキル－、ニトロ－Ｃ（１－５）ア
ルキル、シアノ－Ｃ（１－５）アルキル、アリール－Ｃ（１－５）アルキル、４－ビフェ
ニル－Ｃ（１－５）アルキル、カルボキシル、もしくはヒドロキシルであり、
　　ＲＮは独立して、各存在について、水素、または炭素、酸素、窒素、硫黄、および水
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素原子からなり、かつ１～２０個の炭素原子を有する有機基、またはＣ（１－５）アルキ
ル、シクロアルキル、シクロアルキルアルキル、Ｃ（３－５）アルケニル、Ｃ（３－５）
アルキニル、Ｃ（１－５）アルカノイル、Ｃ（１－５）アルカノイルオキシ、Ｃ（１－５
）アルコキシ、Ｃ（１－５）アルコキシ－Ｃ（１－５）アルキル、Ｃ（１－５）アルコキ
シ－Ｃ（１－５）アルコキシ、Ｃ（１－５）アルキル－アミノ－Ｃ（１－５）アルキル－
、Ｃ（１－５）ジアルキル－アミノ－Ｃ（１－５）アルキル－、ニトロ－Ｃ（１－５）ア
ルキル、シアノ－Ｃ（１－５）アルキル、アリール－Ｃ（１－５）アルキル、４－ビフェ
ニル－Ｃ（１－５）アルキル、カルボキシル、もしくはヒドロキシルであり、
　　Ｒ３は独立して、天然に存在するかもしくは合成の脂質、リン脂質、糖脂質、トリア
シルグリセロール、グリセロリン脂質、スフィンゴ脂質、セラミド、スフィンゴミエリン
、セレブロシド、もしくはガングリオシドに由来する親油性テイルであり、ここで上記テ
イルは、ステロイド；または置換されているかもしくは置換されていないＣ（３－２２）
アルキル、Ｃ（６－１２）シクロアルキル、Ｃ（６－１２）シクロアルキル－Ｃ（３－２
２）アルキル、Ｃ（３－２２）アルケニル、Ｃ（３－２２）アルキニル、Ｃ（３－２２）
アルコキシ、もしくはＣ（６－１２）アルコキシ－Ｃ（３－２２）アルキルを含み得；
　　Ｒ４は、独立して、天然に存在するかもしくは合成の脂質、リン脂質、糖脂質、トリ
アシルグリセロール、グリセロリン脂質、スフィンゴ脂質、セラミド、スフィンゴミエリ
ン、セレブロシド、もしくはガングリオシドから由来する親油性テイルであり、ここで上
記テイルは、ステロイド；または置換されているかもしくは置換されていないＣ（３－２
２）アルキル、Ｃ（６－１２）シクロアルキル、Ｃ（６－１２）シクロアルキル－Ｃ（３
－２２）アルキル、Ｃ（３－２２）アルケニル、Ｃ（３－２２）アルキニル、Ｃ（３－２
２）アルコキシ、もしくはＣ（６－１２）アルコキシ－Ｃ（３－２２）アルキルを含み得
；
　　ここでＲ３およびＲ４のうちのいずれか一方は、上記で定義される親油性テイルであ
り、そして他方はアミノ酸末端基であるか、またはＲ３およびＲ４の両方が親油性テイル
であり；上記アミノ酸末端基は、水素、ヒドロキシル、アミノ、もしくは有機保護基であ
り；
　　Ｚは、ＮＨ、Ｏ、Ｓ、－ＣＨ２Ｓ－、－ＣＨ２Ｓ（Ｏ）－、または水素、炭素、酸素
、窒素、および硫黄原子から選択される１～４０個の原子からなる有機性リンカーである
。
【００１０】
　いくつかの点において、本発明は、ある範囲の式Ｉに示されるアミノ酸脂質化合物およ
びその塩を提供し：
　　　　　Ｒ３－（Ｃ＝Ｏ）－Ｘａａ－Ｚ－Ｒ４　　　　　式Ｉ
ここで
　Ｘａａは、式－ＮＲＮ－ＣＲ１Ｒ２－（Ｃ＝Ｏ）－を有するＤ－アミノ酸残基もしくは
Ｌ－アミノ酸残基であり、
ここで
　　Ｒ１は、アミノ酸の、置換されているかもしくは置換されていない塩基性側鎖であり
；
　　Ｒ２は、水素、もしくはＣ（１－５）アルキルであり、
　　ＲＮは、水素、もしくはＣ（１－５）アルキルであり、
　Ｒ３は独立して、置換されているかもしくは置換されていないＣ（６－２２）アルキル
もしくはＣ（６－２２）アルケニルであり；
　Ｒ４は独立して、置換されているかもしくは置換されていないＣ（６－２２）アルキル
もしくはＣ（６－２２）アルケニルであり；
　Ｚは、ＮＨ、Ｏ、もしくは水素、炭素、酸素、窒素、および硫黄原子から選択される１
～４０個の原子からなる有機性リンカーである。
【００１１】
　いくつかの実施形態において、上記アミノ酸脂質化合物は、アルギニン、ホモアルギニ
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ン、ノルアルギニン、ノル－ノルアルギニン、オルニチン、リジン、ホモリジン、ヒスチ
ジン、１－メチルヒスチジン、ピリジルアラニン、アスパラギン、Ｎ－エチルアスパラギ
ン、グルタミン、４－アミノフェニルアラニン、これらのＮ－メチル化バージョン、およ
びこれらの側鎖改変誘導体から選択されるＸａａを含み得る。いくつかの実施形態におい
て、上記アミノ酸脂質化合物は、システインおよびセリンから選択されるＸａａを含み得
る。
【００１２】
　特定の実施形態において、Ｒ３およびＲ４は、Ｃ（６－２２）アルキルであり得、そし
て同じであってもよいし、異なっていてもよい。いくつかの実施形態において、Ｒ３およ
びＲ４は、Ｃ（６－２２）アルケニルであり得、そして同じであってもよいし、異なって
いてもよい。
【００１３】
　特定の実施形態において、Ｘａａは、２～２０アミノ酸残基のペプチドであり得る。
【００１４】
　いくつかの実施形態において、Ｘａａは、５～７．５のｐＫａを有する官能基を含む側
鎖を有し得る。
【００１５】
　いくつかの局面において、上記アミノ酸脂質化合物は、架橋される上記アミノ酸脂質化
合物の２つ以上のマルチマーであり得る。
【００１６】
　いくつかの実施形態において、上記アミノ酸脂質化合物は、上記アミノ酸残基の側鎖に
結合体化されたペプチドを有する結合体であり得る。
【００１７】
　特定の実施形態において、上記アミノ酸脂質化合物は、オリゴマーフレームワークもし
くはポリマーフレームワークに結合され得る。
【００１８】
　いくつかの実施形態において、上記アミノ酸脂質化合物は、薬学的薬物化合物に結合さ
れ得る。
【００１９】
　いくつかの局面において、本発明は、ある範囲の式Ｉに示されるようなアミノ酸脂質化
合物およびその塩を提供し：
Ｒ３－（Ｃ＝Ｏ）－Ｘａａ－Ｚ－Ｒ４　　　　　式Ｉ
ここで
　Ｘａａは、式－ＮＲＮ－ＣＲ１Ｒ２－（Ｃ＝Ｏ）－を有するＤ－アミノ酸もしくはＬ－
アミノ酸残基であり、
　　Ｒ１は、アミノ酸の、置換されているかもしくは置換されていない塩基性側鎖であり
；
　　Ｒ２は、水素、もしくはＣ（１－５）アルキルであり、
　　ＲＮは、水素、もしくはＣ（１－５）アルキルであり、
　Ｒ３は独立して、置換されているかもしくは置換されていないＣ（６－２２）アルキル
もしくはＣ（６－２２）アルケニルであり；
　Ｒ４は水素であり；
　Ｚは、ＮＨ、Ｏ、もしくは水素、炭素、酸素、窒素、および硫黄原子から選択される１
～４０個の原子からなる有機性リンカーである。
【００２０】
　いくつかの点において、本開示は、１種以上のアミノ酸脂質化合物および１種以上の治
療核酸を含む組成物を包含する。上記治療核酸は、遺伝子抑制剤、もしくはＲＮＡｉ誘導
剤、もしくは二本鎖ＲＮＡ、もしくはｍｄＲＮＡであり得るか、または改変ヌクレオシド
を含み得る。
【００２１】
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　いくつかの実施形態において、本開示は、１種以上のアミノ酸脂質化合物および１種以
上のさらなる非アミノ酸脂質もしくはポリマー脂質を含む組成物を包含する。いくつかの
実施形態において、上記組成物は、コレステリルヘミスクシネートを含み得る。
【００２２】
　いくつかの局面において、本開示は、１種以上のアミノ酸脂質化合物およびアミノ酸脂
質と複合体を形成し得る１種以上の核酸を含む組成物を包含する。
【００２３】
　特定の実施形態において、本開示は、リポソームを形成する１種以上のアミノ酸脂質化
合物を含む組成物を包含する。
【００２４】
　いくつかの局面において、本開示は、エマルジョンを形成する１種以上のアミノ酸脂質
化合物を含む組成物を包含する。
【００２５】
　いくつかの実施形態において、本開示は、ミセル分散物を形成する１種以上のアミノ酸
脂質化合物を含む組成物を包含する。
【００２６】
　特定の局面において、本開示は、１種以上のアミノ酸脂質化合物および１種以上の薬物
因子もしくは生物学的に活性な薬剤を含む組成物を包含する。
【００２７】
　いくつかの局面において、本開示は、治療核酸を細胞に送達するための方法を包含し、
上記方法は、１種以上のアミノ酸脂質化合物を含む組成物を調製する工程および細胞を上
記組成物で処理する工程によるものである。
【００２８】
　いくつかの実施形態において、本開示は、細胞における遺伝子の発現を阻害するための
方法を包含し、上記方法は、１種以上のアミノ酸脂質化合物を含む組成物を調製する工程
および細胞を上記組成物で処理する工程を包含する。
【００２９】
　特定の局面において、本開示は、哺乳動物における遺伝子の発現を阻害するための方法
を包含し、上記方法は、１種以上のアミノ酸脂質化合物を含む組成物を調製する工程およ
び上記組成物を上記哺乳動物に投与する工程を包含する。
【００３０】
　いくつかの実施形態において、本開示は、ヒトにおける疾患を処置するための方法を包
含し、上記疾患は、関節リウマチ、肝臓疾患、脳炎、骨折、心疾患、肝炎およびインフル
エンザを含むウイルス疾患、ならびに癌から選択され、上記方法は、１種以上のアミノ酸
脂質化合物を含む組成物を調製する工程および上記組成物を上記ヒトに投与する工程を包
含する。
【００３１】
　いくつかの局面において、本開示は、関節リウマチ、肝臓疾患、脳炎、骨折、心疾患、
肝炎およびインフルエンザを含むウイルス疾患、ならびに癌を含む疾患を処置するための
医薬の製造における、１種以上のアミノ酸脂質化合物を含む組成物の使用を包含する。
【００３２】
　いくつかの実施形態において、本開示は、関節リウマチ、肝臓疾患、脳炎、骨折、心疾
患、肝炎およびインフルエンザを含むウイルス疾患、ならびに癌から選択される疾患を処
置するための、１種以上のアミノ酸脂質化合物を含む組成物の使用を包含する。
【００３３】
　この要旨は、発明の詳細な説明、ならびに図面および添付の実施例および特許請求の範
囲と一緒になって、全体として、本発明の開示を包含する。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明のリポソーム実施形態の代表的模式図。ここでアミノ酸脂質は、他の脂質
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とともに、二重層小胞１０を形成する。この実施形態において、上記リポソームの外側層
は、上記脂質のうちの１つのヘッド基に結合されたポリエチレングリコール鎖２０によっ
て保護されている。上記リポソームの外側層はまた、細胞もしくは組織の特異的標的化の
ためのリガンド３０を示す。上記リポソーム小胞は、この実施形態において、この実施形
態においてプールされた、濃縮ＲＮＡナノ粒子４０、二本鎖ＲＮＡ二重鎖ペプチド結合体
５０、三本鎖ｍｄＲＮＡ６０、ダイサー基質ＲＮＡ７０、長いオーバーハング付きｄｓＲ
ＮＡ８０、および平滑末端付きｓｉＲＮＡ９０を含む活性干渉ＲＮＡ成分の搭載物（ｃａ
ｒｇｏ）を含む。
【図２】アミノ酸脂質Ｃ１２－ｎｏｒＡｒｇ－Ｃ１２で形成された球形の脂質二重層小胞
粒子を示す本発明のリポソーム実施形態のＪＥＯＬ　１２３０　ＴＥＭで得られる透過型
電子顕微鏡写真。上記顕微鏡写真の長さのマーカーは、０．５μｍであり、そのサンプル
をは、３％　ウラニルアセテートで染色された。上記リポソーム処方物の脂質部分は、総
脂質のモル％として、それぞれ、［３０％／２０％／４９％／１％］の量の［Ｃ１２－ｎ
ｏｒＡｒｇ（ＮＨ３

＋Ｃｌ－）－Ｃ１２／ＤＳＰＣ／コレステロール／ＤＳＰＥ－ＰＥＧ
－２０００］であった。上記リポソームは、抗インフルエンザ活性ダイサー基質ｄｓＲＮ
Ａ　ＤＸ３０３０を含んだ。
【図３】図３において、Ａ５４９細胞におけるインビトロアッセイから得られたＰＰＩＢ
遺伝子ノックダウン活性の例が示される。干渉ＲＮＡの２つのアミノ酸脂質処方物に対す
る正規化ＰＰＩＢ　ｍＲＮＡ発現値の２５ｎＭ、１０ｎＭ、１ｎＭ、および０．１ｎＭの
ＲＮＡにおける濃度応答を、ＲＮＡＩＭＡＸの結果と比較した。式１は、［Ｃ１２－ｎｏ
ｒＡｒｇ（ＮＨ３Ｃｌ）－Ｃ１２／ＤＯＰＥ／ＣＨＯＬ（５０／３２／１８）］であり、
式２は、［Ｃ１２－ｎｏｒＡｒｇ（ＮＨ３Ｃｌ）－Ｃ１２／ＣＨＥＭＳ／ＤＬＰＥ（５０
／３２／１８）］であった。本開示のアミノ酸脂質組成物中の干渉ＲＮＡによる上記ＰＰ
ＩＢ遺伝子ノックダウンは、ＲＮＡＩＭＡＸで得られるものを上回り得る。
【図４】図４において、９Ｌ／ＬａｃＺ細胞におけるインビトロ活性から得られたＬａｃ
Ｚ遺伝子ノックダウン活性の例が示される。干渉ＲＮＡの２つのアミノ酸脂質処方物に対
する正規化β－ガラクトシダーゼ発現値の２５ｎＭ、１０ｎＭ、１ｎＭ、および０．１ｎ
ＭのＲＮＡにおける濃度応答を、ＲＮＡＩＭＡＸの結果と比較した。式１は、［Ｃ１２－
ｎｏｒＡｒｇ（ＮＨ３Ｃｌ）－Ｃ１２／ＤＯＰＥ／ＣＨＯＬ（５０／３２／１８）］であ
り、式２は、［Ｃ１２－ｎｏｒＡｒｇ（ＮＨ３Ｃｌ）－Ｃ１２／ＣＨＥＭＳ／ＤＬＰＥ（
５０／３２／１８）］であった。本開示のアミノ酸脂質組成物中の干渉ＲＮＡによる上記
ＬａｃＺ遺伝子ノックダウンは、ＲＮＡＩＭＡＸで得られたものを上回り得る。
【図５】図５において、ＨｅｐＧ２細胞におけるインビトロアッセイから得られたＡｐｏ
Ｂ遺伝子ノックダウン活性の例が示される。干渉ＲＮＡの３つのアミノ酸脂質処方物に対
する正規化ＡｐｏＢ　ｍＲＮＡ発現値の２５ｎＭ、２．５ｎＭ、および０．２５ｎＭ　Ｒ
ＮＡにおける濃度応答が、示される。式１は、［非アミノ酸カチオン性脂質／ＤＳＰＣ／
ｃｈｏｌ．／ＤＭＰＥ－ＰＥＧ２ｋ（４０／１０／４８／２）］であった。式２および式
３はともに、［Ｃ１８：１－ｎｏｒＡｒｇ－Ｃ１６／ＣＨＥＭＳ／ＤＬＰＥ／ＤＭＰＥ－
ＰＥＧ２ｋ（５０／３２／１６／２）］であった。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　（詳細な説明）
　本開示は、一般に、薬物因子の送達のための新規な化合物、組成物およびその使用に関
する。本開示の化合物および組成物は、選択された細胞、組織、器官もしくは被験体に治
療剤を送達するために有用である。
【００３６】
　本開示は、一般に、脂質の化学、ならびに脂質様構造および薬物送達を行うための物質
の使用に関する。
【００３７】
　本開示の化合物および組成物は、治療剤、予防剤、および新断罪（例えば、核酸、ポリ
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ヌクレオチド、ペプチド、タンパク質、および低分子化合物ならびに薬物）の送達のため
に有用である。
【００３８】
　本開示の化合物および組成物は、リポソーム、ラメラ小胞、エマルジョン、ミセル、懸
濁物、粒子、および溶液のような形態の治療剤の送達に有用である。これら形態は、種々
の直径のナノ粒子を含み得る。
【００３９】
　いくつかの点において、本開示の化合物および組成物は、リポソームにおいて治療剤を
送達するために有用である。これら実施形態において、上記治療剤は、上記搭載物として
言及され得る。例えば、図１は、本発明のリポソーム実施形態の模式的代表図を示す。こ
の図において、アミノ酸脂質は、他の脂質とともに二重層小胞１０を形成する。この実施
形態において、上記リポソームの外側層は、上記脂質のうちの１つのヘッド基に結合され
たポリエチレングリコール鎖２０によって保護される。上記リポソームの外側層はまた、
細胞もしくは組織の特異的標的化のためのリガンド３０を示す。上記リポソーム小胞は、
この実施形態において、この実施形態においてプールされる、濃縮ＲＮＡナノ粒子４０、
二本鎖ＲＮＡ二重鎖ペプチド結合体５０、三本鎖ｍｄＲＮＡ６０、ダイサー基質ＲＮＡ７
０、長いオーバーハング付きｄｓＲＮＡ８０、および平滑末端付きｓｉＲＮＡ９０を含む
活性干渉ＲＮＡ成分の搭載物を含む。治療搭載物の他の形態は、マイクロＲＮＡもしくは
ヘアピンＲＮＡの形態を含み得る。
【００４０】
　いくつかの局面において、本開示の化合物および組成物は、放出可能な形態もしくは組
成物中での治療剤の送達を提供し得る。放出可能な形態および組成物は、活性薬剤を結合
および放出する分子、活性薬剤を結合しかつ上記薬剤の放出を補助する部分を解放する分
子、活性薬剤を結合しかつその後に上記薬剤の放出を補助するために生物学的区画内形態
において変化される分子、および放出メディエーター化合物と混合される活性薬剤を結合
する分子を含む組成物を含む。
【００４１】
　（アミノ酸脂質）
　本発明は、薬物因子の送達および投与、ならびに薬物送達系において使用するための親
油性化合物である、ある範囲のアミノ酸脂質を提供する。本開示のアミノ酸脂質は、アミ
ノ酸残基および１つ以上の親油性テイルを含む分子である。
【００４２】
　いくつかの実施形態において、アミノ酸脂質は、親水性部分および親油性部分を有する
分子である。上記親水性部分は、アミノ酸残基によって提供され得る。上記親油性部分は
、１つ以上の親油性テイルを含み得る。
【００４３】
　いくつかの実施形態において、アミノ酸脂質は、疎水性アミノ酸残基および１つ以上の
親油性テイルを含む親油性分子である。
【００４４】
　いくつかの実施形態において、上記アミノ酸脂質は、比較的低い細胞傷害性を提供し、
そして対応して、特定の他の脂質に対して細胞保護効果を提供する。いくつかの実施形態
において、上記アミノ酸脂質は、薬学的に受容可能であるか、生体分解性であるか、もし
くは生体適合性である。
【００４５】
　アミノ酸脂質は、送達増強テイルもしくは脂質様テイルを、アミノ酸のＮ末端もしくは
Ｃ末端のいずれか、または両方の末端において置換することによって、形成され得る。い
くつかの実施形態において、上記アミノ酸コアは、１種以上のアミノ酸を含み得るか、ま
たは２～２０個のアミノ酸残基のペプチドであり得る。
【００４６】
　アミノ酸脂質は、カチオン性もしくは非カチオン性であり得、ここで非カチオン性とは
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、中性もしくはアニオン性を包含する。本明細書において使用される場合、種の物理的状
態もしくはイオン性とは、別段特定されなければ、約ｐＨ７を有する環境をいう。
【００４７】
　本開示のアミノ酸脂質は、低細胞毒性を有し得る。いくつかの実施形態において、本開
示のアミノ酸脂質は、他の構造の脂質に対して細胞保護効果を提供し得る。
【００４８】
　いくつかの局面において、本開示のアミノ酸脂質は、放出可能な形態において、治療剤
の送達を提供し得る。放出可能な形態および組成物は、治療効果を提供するために、細胞
による薬剤の十分な取り込みを提供するように設計される。
【００４９】
　放出可能な形態は、活性薬剤を結合および放出するアミノ酸脂質を包含する。いくつか
の実施形態において、上記活性薬剤の放出は、酸不安定性リンカーによって提供され得る
。
【００５０】
　酸不安定性リンカーの例としては、オルトエステル基、ヒドラゾン、ｃｉｓ－アセトニ
ル、アセタール、ケタール、シリルエーテル、シラザン、イミン、シトラコン酸無水物（
ｃｉｔｒｉｃｏｎｉｃ　ａｎｈｙｄｒｉｄｅ）、マレイン酸無水物、クラウンエーテル、
アザクラウンエーテル、チアクラウンエーテル、ジチオベンジル基、ｃｉｓ－アコニット
酸、ｃｉｓ－カルボン酸アルカトリエン、メタクリル酸、およびこれらの混合物を含むリ
ンカーが挙げられる。
【００５１】
　酸不安定性基およびリンカーの例は、米国特許第７，０９８，０３２号；同第６，８９
７，１９６号；同第６，４２６，０８６号；同第７，１３８，３８２号；同第５，５６３
，２５０号；および同第５，５０５，９３１号に与えられる。
【００５２】
　本開示の化合物および組成物の放出可能な形態は、活性薬剤を結合しかつ上記薬剤の放
出を補助する部分を解放する分子を含む。いくつかの実施形態において、アミノ酸脂質は
、細胞への薬剤の送達を補助するエタノールのような低分子を放出する基を含み得る。ア
ミノ酸脂質は、活性薬剤を結合して、その後、細胞と接触し得るか、またはその後、生理
学的ｐＨより低い局所的ｐＨを有する生物学的区画内に輸送し、酸性環境において加水分
解されて、上記薬剤の送達を補助するためにエタノールを放出し得る。いくつかの実施形
態において、上記薬剤の送達を補助する、エタノールのような低分子は、脂質成分に結合
され得る。
【００５３】
　いくつかの実施形態において、アミノ酸脂質は、低分子（例えば、細胞への薬剤の送達
を補助するエタノール）を放出する化合物と混合され得る。
【００５４】
　本開示の化合物および組成物の放出可能な形態としては、活性薬剤を結合して、その後
、細胞と接触し得るか、またはその後、生理学的ｐＨより低い局所的ｐＨを有する生物学
的区画内に送達し、酸性環境においてカチオン性形態へと変化されて、上記薬剤の放出を
補助し得るアミノ酸脂質を含む。
【００５５】
　いくつかの実施形態において、アミノ酸脂質は、活性薬剤を結合し得、そして酸性環境
においてカチオン性形態へと変化されて、活性薬剤の放出を補助し得る化合物と混合され
得る。
【００５６】
　加水分解可能かつ変化可能な基の例は、米国特許第６，８４９，２７２号；同第６，２
００，５９９号；ならびにＺ．Ｈ．Ｈｕａｎｇ　ａｎｄ　Ｆ．Ｃ．Ｓｚｏｋａ，「Ｂｉｏ
ｒｅｓｐｏｎｓｉｖｅ　ｌｉｐｏｓｏｍｅｓ　ａｎｄ　ｔｈｅｉｒ　ｕｓｅ　ｆｏｒ　ｍ
ａｃｒｏｍｏｌｅｃｕｌａｒ　ｄｅｌｉｖｅｒｙ」，ｉｎ：Ｇ．Ｇｒｅｇｏｒｉａｄｉｓ
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（編），Ｌｉｐｏｓｏｍｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，第３版（ＣＲＣ　Ｐｒｅｓｓ　２０
０６）に示される。
【００５７】
　いくつかの実施形態において、本開示の化合物および組成物の放出可能な形態としては
、活性薬剤を結合し得、そして酸性環境において中性形態へと変化されて、活性薬剤の放
出を補助し得る脂質もしくは化合物と混合され得るアミノ酸脂質を含む。上記酸性環境は
、細胞と接触した後に、または生理学的ｐＨより低い局所的ｐＨを有する生物学的区画内
に輸送された後に、侵入され得る。
【００５８】
　アニオン性形態から中性形態へと変化可能な脂質の例としては、米国特許第６，８９７
，１９６号；同第６，４２６，０８６号；および同第７，１０８，８６３号に記載される
ようなコレステリルヘミスクシネート（ＣＨＥＭＳ）が挙げられる。
【００５９】
　いくつかの実施形態において、本開示の化合物および組成物の放出可能な形態は、活性
薬剤を結合し得、そしてｐＨ感受性ポリマー物質と混合され得るアミノ酸脂質を含む。
【００６０】
　ｐＨ感受性ポリマー物質の例は、米国特許第６，８３５，３９３号に示される。
【００６１】
　いくつかの実施形態において、上記活性薬剤の放出は、酵素切断可能なペプチドによっ
て提供され得る。
【００６２】
　いくつかの局面において、本発明は、式Ｉに示されるような、ある範囲のアミノ酸脂質
およびその塩を提供し：
　　　　　Ｒ３－（Ｃ＝Ｏ）－Ｘａａ－Ｚ－Ｒ４　　　　　式Ｉ
ここで
　Ｘａａは、式－ＮＲＮ－ＣＲ１Ｒ２－（Ｃ＝Ｏ）－を有する任意のＤ－アミノ酸残基も
しくはＬ－アミノ酸残基、または式－｛ＮＲＮ－ＣＲ１Ｒ２－（Ｃ＝Ｏ）｝ｎ－を有する
ｎ＝２～２０アミノ酸残基のペプチドであり、
ここで
　　Ｒ１は独立して、各存在について、非水素、アミノ酸の、置換されているかもしくは
置換されていない側鎖であり；
　　Ｒ２は独立して、各存在について、水素、または炭素、酸素、窒素、硫黄、および水
素原子からなりかつ１～２０個の炭素原子を有する有機基、またはＣ（１－５）アルキル
、シクロアルキル、シクロアルキルアルキル、Ｃ（３－５）アルケニル、Ｃ（３－５）ア
ルキニル、Ｃ（１－５）アルカノイル、Ｃ（１－５）アルカノイルオキシ、Ｃ（１－５）
アルコキシ、Ｃ（１－５）アルコキシ－Ｃ（１－５）アルキル、Ｃ（１－５）アルコキシ
－Ｃ（１－５）アルコキシ、Ｃ（１－５）アルキル－アミノ－Ｃ（１－５）アルキル－、
Ｃ（１－５）ジアルキル－アミノ－Ｃ（１－５）アルキル－、ニトロ－Ｃ（１－５）アル
キル、シアノ－Ｃ（１－５）アルキル、アリール－Ｃ（１－５）アルキル、４－ビフェニ
ル－Ｃ（１－５）アルキル、カルボキシル、もしくはヒドロキシルであり、
　　ＲＮは独立して、各存在について、水素、または炭素、酸素、窒素、硫黄、および水
素原子からなりかつ１～２０個の炭素原子を有する有機基、またはＣ（１－５）アルキル
、シクロアルキル、シクロアルキルアルキル、Ｃ（３－５）アルケニル、Ｃ（３－５）ア
ルキニル、Ｃ（１－５）アルカノイル、Ｃ（１－５）アルカノイルオキシ、Ｃ（１－５）
アルコキシ、Ｃ（１－５）アルコキシ－Ｃ（１－５）アルキル、Ｃ（１－５）アルコキシ
－Ｃ（１－５）アルコキシ、Ｃ（１－５）アルキル－アミノ－Ｃ（１－５）アルキル－、
Ｃ（１－５）ジアルキル－アミノ－Ｃ（１－５）アルキル－、ニトロ－Ｃ（１－５）アル
キル、シアノ－Ｃ（１－５）アルキル、アリール－Ｃ（１－５）アルキル、４－ビフェニ
ル－Ｃ（１－５）アルキル、カルボキシル、もしくはヒドロキシルであり、
　Ｒ３は、天然に存在するかもしくは合成のリン脂質、糖脂質、トリアシルグリセロール
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、グリセロリン脂質、スフィンゴ脂質、セラミド、スフィンゴミエリン、セレブロシド、
もしくはガングリオシドに由来する親油性テイル；または置換されているかもしくは置換
されていない、Ｃ（３－２２）アルキル、Ｃ（６－１２）シクロアルキル、Ｃ（６－１２
）シクロアルキル－Ｃ（３－２２）アルキル、Ｃ（３－２２）アルケニル、Ｃ（３－２２
）アルキニル、Ｃ（３－２２）アルコキシ、もしくはＣ（６－１２）アルコキシ－Ｃ（３
－２２）アルキル；または任意の他の天然に存在するかもしくは合成の脂質の親油性テイ
ル、または本明細書において以下に記載されるさらなる送達脂質のうちのいずれか１つの
親油性テイルであり、ステロイドを含み得；
　Ｒ４は、天然に存在するかもしくは合成のリン脂質、糖脂質、トリアシルグリセロール
、グリセロリン脂質、スフィンゴ脂質、セラミド、スフィンゴミエリン、セレブロシド、
もしくはガングリオシドに由来する親油性テイル；または置換されているかもしくは置換
されていない、Ｃ（３－２２）アルキル、Ｃ（６－１２）シクロアルキル、Ｃ（６－１２
）シクロアルキル－Ｃ（３－２２）アルキル、Ｃ（３－２２）アルケニル、Ｃ（３－２２
）アルキニル、Ｃ（３－２２）アルコキシ、もしくはＣ（６－１２）アルコキシ－Ｃ（３
－２２）アルキル；または任意の他の天然に存在するかもしくは合成の脂質の親油性テイ
ル、または本明細書において以下に記載されるさらなる送達脂質の親油性テイルであり、
ステロイドを含み得；
　Ｚは、ＮＨ、Ｏ、Ｓ、－ＣＨ２Ｓ－、－ＣＨ２Ｓ（Ｏ）－、または水素、炭素、酸素、
窒素、および硫黄原子から選択される１～４０個の原子からなる有機リンカーである。
【００６３】
　いくつかの実施形態において、Ｒ３は独立して、置換されているかもしくは置換されて
いない、Ｃ（６－２２）アルキルもしくはＣ（６－２２）アルケニルであり；Ｒ４は独立
して、置換されているかもしくは置換されていない、Ｃ（６－２２）アルキルもしくはＣ
（６－２２）アルケニルである。
【００６４】
　上記残基Ｘａａは、Ｄ－立体中心もしくはＬ－立体中心であり得る。
【００６５】
　いくつかの実施形態において、上記アミノ酸コアは、ペプチドのＮ末端およびＣ末端に
おいて親油性テイルを有する、２～２０アミノ酸残基のペプチドであり得る。
【００６６】
　いくつかの実施形態において、Ｒ１は、非水素、アミノ酸の、置換されているかもしく
は置換されていない側鎖であり、ここで側鎖の置換基は、水素、炭素、酸素、窒素、およ
び硫黄原子から選択される１～４０個の原子からなる有機基である。
【００６７】
　いくつかの実施形態において、Ｚは、アルキルもしくは有機リンカー合成ポリマー（例
えば、ポリエチレングリコール鎖（ＰＥＧ））、もしくはＰＥＧコポリマー（例えば、Ｐ
ＥＧ－ポリウレタンもしくはＰＥＧ－ポリプロピレン）である。例えば、Ｊ．Ｍｉｌｔｏ
ｎ　Ｈａｒｒｉｓ，Ｐｏｌｙ（ｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｇｌｙｃｏｌ）　ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ
：ｂｉｏｔｅｃｈｎｉｃａｌ　ａｎｄ　ｂｉｏｍｅｄｉｃａｌ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ
ｓ（１９９２）を参照のこと。
【００６８】
　いくつかの実施形態において、本発明は、上記式Ｉに示されるような、ある範囲のアミ
ノ酸脂質を提供し：
　Ｘａａは、一般式－ＮＲＮ－ＣＲ１Ｒ２－（Ｃ＝Ｏ）－を有する任意のＤ－アミノ酸も
しくはＬ－アミノ酸であり、ここで
　　Ｒ１は、非水素、アミノ酸の、置換されているかもしくは置換されていない塩基性側
鎖であり；
　　Ｒ２は、水素、もしくはＣ（１－５）アルキルであり、
　　ＲＮは、水素、もしくはＣ（１－５）アルキルであり、
　Ｒ３は、天然に存在するかもしくは合成のリン脂質、糖脂質、トリアシルグリセロール
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、グリセロリン脂質、スフィンゴ脂質、セラミド、スフィンゴミエリン、セレブロシド、
もしくはガングリオシドに由来する親油性テイル；または置換されているかもしくは置換
されていない、Ｃ（３－２２）アルキル、Ｃ（６－１２）シクロアルキル、Ｃ（６－１２
）シクロアルキル－Ｃ（３－２２）アルキル、Ｃ（３－２２）アルケニル、Ｃ（３－２２
）アルキニル、Ｃ（３－２２）アルコキシ、もしくはＣ（６－１２）アルコキシ－Ｃ（３
－２２）アルキル；または任意の他の天然に存在するかもしくは合成の脂質の親油性テイ
ル、または本明細書において以下に記載されるさらなる送達脂質のうちのいずれか１つの
親油性テイルであり、そしてステロイドを含み得；
　Ｒ４は、天然に存在するかもしくは合成のリン脂質、糖脂質、トリアシルグリセロール
、グリセロリン脂質、スフィンゴ脂質、セラミド、スフィンゴミエリン、セレブロシド、
もしくはガングリオシドに由来する親油性テイル；または置換されているかもしくは置換
されていない、Ｃ（３－２２）アルキル、Ｃ（６－１２）シクロアルキル、Ｃ（６－１２
）シクロアルキル－Ｃ（３－２２）アルキル、Ｃ（３－２２）アルケニル、Ｃ（３－２２
）アルキニル、Ｃ（３－２２）アルコキシ、もしくはＣ（６－１２）アルコキシ－Ｃ（３
－２２）アルキル；または任意の他の天然に存在するかもしくは合成の脂質の親油性テイ
ル、または本明細書において以下に記載されるさらなる送達脂質のうちのいずれか１つの
親油性テイルであり、そしてステロイドを含み得；
　Ｚは、ＮＨ、Ｏ、Ｓ、－ＣＨ２Ｓ－、－ＣＨ２Ｓ（Ｏ）－、または水素、炭素、酸素、
窒素、および硫黄原子から選択される１～４０個の原子からなる有機リンカーである。
【００６９】
　いくつかの実施形態において、本発明は、上記の式Ｉに示されるような範囲のアミノ酸
脂質を提供し、ここで：
　Ｘａａは、一般式－ＮＲＮ－ＣＲ１Ｒ２－（Ｃ＝Ｏ）－を有する任意のＤ－アミノ酸も
しくはＬ－アミノ酸であり、ここで
　　Ｒ１は、非水素、アミノ酸の、置換されているかもしくは置換されていない塩基性側
鎖であり；
　　Ｒ２は、水素、もしくはＣ（１－５）アルキルであり、
　　ＲＮは、水素、もしくはＣ（１－５）アルキルであり、
　Ｒ３は、置換されているかもしくは置換されていない、Ｃ（３－２２）アルキル、Ｃ（
６－１２）シクロアルキル、Ｃ（６－１２）シクロアルキル－Ｃ（３－２２）アルキル、
Ｃ（３－２２）アルケニル、Ｃ（３－２２）アルキニル、Ｃ（３－２２）アルコキシ、も
しくはＣ（６－１２）アルコキシ－Ｃ（３－２２）アルキルであり；
　Ｒ４は、置換されているかもしくは置換されていない、Ｃ（３－２２）アルキル、Ｃ（
６－１２）シクロアルキル、Ｃ（６－１２）シクロアルキル－Ｃ（３－２２）アルキル、
Ｃ（３－２２）アルケニル、Ｃ（３－２２）アルキニル、Ｃ（３－２２）アルコキシ、も
しくはＣ（６－１２）アルコキシ－Ｃ（３－２２）アルキルであり；
　Ｚは、ＮＨ、Ｏ、Ｓ、－ＣＨ２Ｓ－、－ＣＨ２Ｓ（Ｏ）－、または水素、炭素、酸素、
窒素、および硫黄原子から選択される１～４０個の原子からなる有機リンカーである。
【００７０】
　いくつかの実施形態において、本発明は、上記の式Ｉに示されるような範囲のアミノ酸
脂質を提供し、ここで：
　Ｘａａは、一般式－ＮＲＮ－ＣＲ１Ｒ２－（Ｃ＝Ｏ）－を有する任意のＤ－アミノ酸も
しくはＬ－アミノ酸であり、ここで
　　Ｒ１は、非水素、アミノ酸の、置換されているかもしくは置換されていない塩基性側
鎖であり；
　　Ｒ２は、水素、もしくはＣ（１－５）アルキルであり、
　　ＲＮは、水素、もしくはＣ（１－５）アルキルであり、
　Ｒ３は、置換されているかもしくは置換されていない、Ｃ（３－２２）アルキル、Ｃ（
６－１２）シクロアルキル、Ｃ（６－１２）シクロアルキル－Ｃ（３－２２）アルキル、
Ｃ（３－２２）アルケニル、Ｃ（３－２２）アルキニル、Ｃ（３－２２）アルコキシ、も
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しくはＣ（６－１２）アルコキシ－Ｃ（３－２２）アルキルであり；
　Ｒ４は、置換されているかもしくは置換されていない、Ｃ（３－２２）アルキル、Ｃ（
６－１２）シクロアルキル、Ｃ（６－１２）シクロアルキル－Ｃ（３－２２）アルキル、
Ｃ（３－２２）アルケニル、Ｃ（３－２２）アルキニル、Ｃ（３－２２）アルコキシ、も
しくはＣ（６－１２）アルコキシ－Ｃ（３－２２）アルキルであり；
　ＺはＮＨである。
【００７１】
　いくつかの実施形態において、本発明は、上記の式Ｉに示されるような範囲のアミノ酸
脂質を提供し、ここで：
　Ｘａａは、一般式－ＮＲＮ－ＣＲ１Ｒ２－（Ｃ＝Ｏ）－を有する任意のＤ－アミノ酸も
しくはＬ－アミノ酸であり、ここで
　　Ｒ１は、非水素、アミノ酸の、置換されているかもしくは置換されていない塩基性側
鎖であり；
　　Ｒ２は、水素、もしくはＣ（１－５）アルキルであり、
　　ＲＮは、水素、もしくはＣ（１－５）アルキルであり、
　Ｒ３は、置換されているかもしくは置換されていない、Ｃ（３－２２）アルキル、Ｃ（
６－１２）シクロアルキル、Ｃ（６－１２）シクロアルキル－Ｃ（３－２２）アルキル、
Ｃ（３－２２）アルケニル、Ｃ（３－２２）アルキニル、Ｃ（３－２２）アルコキシ、も
しくはＣ（６－１２）アルコキシ－Ｃ（３－２２）アルキルであり；
　Ｒ４は、置換されているかもしくは置換されていない、Ｃ（３－２２）アルキル、Ｃ（
６－１２）シクロアルキル、Ｃ（６－１２）シクロアルキル－Ｃ（３－２２）アルキル、
Ｃ（３－２２）アルケニル、Ｃ（３－２２）アルキニル、Ｃ（３－２２）アルコキシ、も
しくはＣ（６－１２）アルコキシ－Ｃ（３－２２）アルキルであり；
　ＺはＯである。
【００７２】
　例えば、Ｘａａが塩基性側鎖を有するカチオン性アミノ酸脂質が、調製され得る。塩基
性側鎖を有するアミノ酸の例としては、アルギニン（Ａｒｇ）、ホモアルギニン（ホモＡ
ｒｇ）（側鎖－（ＣＨ２）４ＮＨ（Ｃ＝ＮＨ）ＮＨ２）、ノルアルギニン（ｎｏｒＡｒｇ
）（側鎖－（ＣＨ２）２ＮＨ（Ｃ＝ＮＨ）ＮＨ２）、ノル－ノルアルギニン（ｎｏｒｎｏ
ｒＡｒｇ）（側鎖－（ＣＨ２）ＮＨ（Ｃ＝ＮＨ）ＮＨ２）、オルニチン、リジン、ホモリ
ジン、ヒスチジン、１－メチルヒスチジン、ピリジルアラニン（Ｐａｌ）、アスパラギン
、Ｎ－エチルアスパラギン、グルタミン、および４－アミノフェニルアラニン、ならびに
これらの側鎖改変誘導体が挙げられる。
【００７３】
　本明細書において使用される場合、用語「ホモ」とは、アミノ酸に言及する場合、さら
なる炭素がその側鎖に付加されていることを意味する一方で、用語「ノル」とは、アミノ
酸に言及する場合、炭素が、その側鎖から除去されていることを意味する。従って、ホモ
リジンとは、側鎖－（ＣＨ２）５ＮＨ２に言及する。
【００７４】
　例えば、Ｘａａがグルタミン酸もしくはアスパラギン酸であるアニオン性アミノ酸脂質
が調製され得る。
【００７５】
　上記アミノ酸側鎖がイオン化可能な基もしくは置換基を含む、カチオン性アミノ酸脂質
およびアニオン性アミノ酸脂質がまた、調製され得る。
【００７６】
　例えば、Ｘａａがロイシン、バリン、アラニン、もしくはセリンである非カチオン性ア
ミノ酸脂質が調製され得る。
【００７７】
　いくつかの実施形態において、Ｘａａは、ＮＧ－メチルアルギニン、対称もしくは非対
称のＮＧ，ＮＧ－ジメチルアルギニン、ＮＧ－メチル－ホモアルギニン、対称もしくは非
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対称のＮＧ，ＮＧ－ジメチル－ホモアルギニン、ＮＧ－メチル－ノルアルギニン、対称も
しくは非対称のＮＧ，ＮＧ－ジメチル－ノルアルギニン、またはＮＧ－メチル－ノル－ノ
ルアルギニン、対称もしくは非対称のＮＧ，ＮＧ－ジメチル－ノル－ノルアルギニンであ
る。
【００７８】
　いくつかの実施形態において、Ｘａａは、ＮＧ－エチルアルギニン、対称もしくは非対
称のＮＧ，ＮＧ－ジエチルアルギニン、ＮＧ－エチル－ホモアルギニン、対称もしくは非
対称のＮＧ，ＮＧ－ジエチル－ホモアルギニン、ＮＧ－エチル－ノルアルギニン、対称も
しくは非対称のＮＧ，ＮＧ－ジエチル－ノルアルギニン、またはＮＧ－エチル－ノル－ノ
ルアルギニン、対称もしくは非対称のＮＧ，ＮＧ－ジエチル－ノル－ノルアルギニンであ
る。
【００７９】
　特定の実施形態において、Ｘａａは、ＮＧ－アルキルアルギニン、対称もしくは非対称
のＮＧ，ＮＧ－ジアルキルアルギニン、ＮＧ－アルキル－ホモアルギニン、対称もしくは
非対称のＮＧ，ＮＧ－ジアルキル－ホモアルギニン、ＮＧ－アルキル－ノルアルギニン、
対称もしくは非対称のＮＧ，ＮＧ－ジアルキル－ノルアルギニン、またはＮＧ－アルキル
－ノル－ノルアルギニン、対称もしくは非対称のＮＧ，ＮＧ－ジアルキル－ノル－ノルア
ルギニンである。
【００８０】
　いくつかの実施形態において、Ｘａａは、グアニジンもしくはアミジンを含有する側鎖
を有するアミノ酸である。例えば、上記Ｘａａ残基の側鎖は、グアニド、アミジノ、ジヒ
ドロイミダゾール、４－グアニド－フェニル、４－アミジノ－フェニル、Ｎ－アミジノ－
ピペリジン、Ｎ－アミジノ－ピペラジン、４，５－ジヒドロイミダゾール、２－（Ｎ－ア
ミジノ）－ピロリジニル、もしくは４－［（２－アミノピリミジニル）］エチルのような
基を含み得る。
【００８１】
　Ｘａａ側鎖の例としては、以下の構造およびそれらの塩形態が挙げられる：
【００８２】

【化１】
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　アミノ酸脂質の放出可能な形態に適したアミノ酸の置換された側鎖の例としては、約５
～約７．５、または約６～約７のｐＫａを有する放出官能基（ｒｅｌｅａｓｉｎｇ　ｆｕ
ｎｃｔｉｏｎａｌ　ｇｒｏｕｐ）が挙げられる。一般に、弱塩基である放出官能基は、ｐ
Ｋａより高い局所的ｐＨにおいて優れた中性形態を示し得、そしてｐＫａより低い局所的
ｐＨにおいて優れたイオン性形態を示し得る。弱酸である放出官能基は、ｐＫａより高い
局所的ｐＨにおいてイオン性形態を示し得、ｐＫａより低い局所的ｐＨにおいて中性形態
を示し得る。例えば、Ｐ．Ｈｅｉｎｒｉｃｈ　Ｓｔａｈｌ，Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ｐ
ｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｓａｌｔｓ，（２００２）を参照のこと。
【００８３】
　いくつかの実施形態において、Ｘａａは、５～７．５のｐＫａを有する官能基を含む側
鎖を有し得る。
【００８４】
　アミノ酸脂質の放出可能な形態に適したアミノ酸の置換された側鎖の例としては、１－
メチルヒスチジンが挙げられる。
【００８５】
　アミノ酸脂質の放出可能な形態に適したアミノ酸の置換された側鎖の例としては、３，
５－ジヨード－チロシンが挙げられる。
【００８６】
　アミノ酸脂質の放出可能な形態に適したアミノ酸の置換された側鎖の例としては、以下
の構造が挙げられる：
【００８７】

【化２】

　アミノ酸脂質の例としては、以下の構造が挙げられる：
【００８８】
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【化３】

　アミノ酸脂質の放出可能な形態に適したアミノ酸の側鎖上の置換基の例としては、以下
に由来する放出官能基が挙げられる：３，５－ジヨード－チロシン、１－メチルヒスチジ
ン、２－メチル酪酸、２－θ－アニシルプロパン酸、ｍｅｓｏ－酒石酸、４，６－ジメチ
ルピリミジンアミン、ｐ－フタル酸、クレアチニン、酪酸、Ｎ，Ｎ－ジメチル－１－ナフ
チルアミン、ペンタン酸、４－メチルペンタン酸、Ｎ－メチルアニリン、１，１０－フェ
ナントロリン、３－ピリジンカルボン酸、ヘキサン酸、プロパン酸、４－アミノ安息香酸
（ａｎｉｍｏｂｅｎｚｏｉｃ　ａｃｉｄ）、２－メチルプロパン酸、ヘプタン酸、オクタ
ン酸、シクロヘキサンカルボン酸、キノリン、３－キノリンアミン、２－アミノ安息香酸
、４－ピリジンカルボン酸、ノナン酸（ｎｏｎａｎｉｃ　ａｃｉｄ）、メラミン、８－キ
ノリノール、トリメチル酢酸、６－メトキシキノリン、４－（メチルアミノ）安息香酸、
ｐ－メチルアニリン、３－（メチルアミノ）安息香酸、リンゴ酸、Ｎ－エチルアニリン、
２－ベンジルピリジン、３，６－ジニトロフェノール、Ｎ，Ｎ－ジメチルアニリン、２，
５－ジメチルピペラジン、ｐ－フェネチジン、５－メチルキノリン、２－フェニルベンゾ
イミダゾール、ピリジン、ピコリン酸、３，５－ジヨードチロシン（ｄｉｉｏｄｉｔｙｒ
ｏｓｉｎｅ）、ｐ－アニシジン、２－（メチルアミノ）安息香酸、２－チアゾールアミン
、グルタル酸、アジピン酸、イソキノリン、イタコン酸、ｏ－フタル酸、ベンゾイミダゾ
ール、ピペラジン、ヘプタン二酸、アクリジン、フェナントリジン、コハク酸、メチルコ
ハク酸、４－メチルキノリン、３－メチルピリジン、７－イソキノリノール、マロン酸、
メチルマロン酸、２－メチルキノリン、２－エチルピリジン、２－メチルピリジン、４－
メチルピリジン、ヒスタミン、ヒスチジン、マレイン酸、ｃｉｓ－１，２－シクロヘキサ
ンジアミン、３，５－ジメチルピリジン、２－エチルベンゾイミダゾール、２－メチルベ
ンゾイミダゾール、カコジル酸、ペリミジン、クエン酸、イソクエン酸、２，５－ジメチ
ルピリジン、パパベリン、６－ヒドロキシ－４－メチルプテリジン、Ｌ－チロキシン、３
，４－ジメチルピリジン、メトキシピリジン、ｔｒａｎｓ－１，２－シクロヘキサンジア
ミン、２，５－ピリジンジアミン、ｌ－１－メチルヒスチジン、ｌ－３－メチルヒスチジ
ン、２，３－ジメチルピリジン、キサントプテリン、１，２－プロパンジアミン、Ｎ，Ｎ
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－ジエチルアニリン、アロキサン酸（ａｌｌｏｘａｎｉｃ　ａｃｉｄ）、２，６－ジメチ
ルピリジン、Ｌ－カルノシン、２－ピリジンアミン、Ｎ－ｂ－アラニルヒスチジン、ピロ
カルピン、１－メチルイミダゾール、１Ｈ－イミダゾール、２，４－ジメチルピリジン、
４－ニトロフェノール、２－ニトロフェノール、チロシンアミド、５－ヒドロキシキナゾ
リン、１，１－シクロプロパンジカルボン酸、２，４，６－トリメチルピリジン、ベロナ
ール、２，３－ジクロロフェノール、１，２－エタンジアミン、１－イソキノリンアミン
、ならびにこれらの組み合わせ。
【００８９】
　いくつかの実施形態において、ある範囲の、式Ｉに対応するアミノ酸脂質は、以下の構
造によって表され：
【００９０】
【化４】

および
【００９１】

【化５】

ここでＲ１、Ｒ２、ＲＮ、Ｒ３、およびＲ４は、上記のとおりに定義される。
【００９２】
　いくつかの実施形態において、Ｒ３およびＲ４は独立して、十分な親油性特徴もしくは
親油性（例えば、水／オクタノール分配によって定義される）を付与して、膜を横断する
送達もしくは細胞による取り込みを提供する選択された脂質様テイルである。これらテイ
ルは、アミノ酸脂質構造において使用される場合、両親媒性分子を提供する。脂質様テイ
ルは、とりわけ、リン脂質、糖脂質、トリアシルグリセロール、グリセロリン脂質、スフ
ィンゴ脂質、セラミド、スフィンゴミエリン、セレブロシド、もしくはガングリオシドに
由来し得、そしてステロイドを含み得る。
【００９３】
　特定の実施形態において、Ｒ３およびＲ４は独立して、グリセロール骨格を有する脂質
様テイルであり得る。
【００９４】
　いくつかの実施形態において、Ｒ３およびＲ４は独立して、Ｃ３アルキル、Ｃ４アルキ
ル、Ｃ５アルキル、Ｃ６アルキル、Ｃ７アルキル、Ｃ８アルキル、Ｃ９アルキル、Ｃ１０
アルキル、Ｃ１１アルキル、Ｃ１２アルキル、Ｃ１３アルキル、Ｃ１４アルキル、Ｃ１５
アルキル、Ｃ１６アルキル、Ｃ１７アルキル、Ｃ１８アルキル、Ｃ１９アルキル、Ｃ２０
アルキル、Ｃ２１アルキル、もしくはＣ２２アルキルであり得る。
【００９５】
　いくつかの実施形態において、Ｒ３およびＲ４は独立して、以下の構造のうちの１つを
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有する親油性テイルであり得る：
【００９６】
【化６】

　上記の構造において、Ｘは、上記アミノ酸残基末端に直接結合され、かつ数字の名称（
例えば、「１８：３」）における原子のうちの１つとして計数される、上記テイルの原子
を表す。いくつかの実施形態において、Ｘは、炭素、窒素、もしくは酸素原子であり得る
。
【００９７】
　いくつかの実施形態において、Ｒ３およびＲ４は独立して、以下の構造のうちの１つを
有する親油性テイルであり得る：
【００９８】

【化７】

ここでＸは、上記で定義されるとおりである。
【００９９】
　いくつかの実施形態において、Ｒ３およびＲ４は独立して、コレステロール、ステロー
ル、もしくはステロイド（例えば、ゴナン、エストラン、アンドロスタン、プラグナン、
コラン、コレスタン、エルゴスタン、カンペスタン、ポリフェラスタン、スチグマスタン
、ゴルゴスタン、ラノスタン、シクロアルタン、および前述のうちのいずれかのステロー
ル誘導体もしくは動物ステロール誘導体、ならびにそれらの生物学的中間体および前駆体
）を含み得る選択された脂質様テイルであり、これらとしては、例えば、コレステロール
、ラノステロール、スチグマスタノール、ジヒドロラノステロール、チモステロール、チ
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モステノール、デスモテロール、７－デヒドロコレステロール、ならびにこれらの混合物
および誘導体が挙げられ得る。
【０１００】
　特定の実施形態において、Ｒ３およびＲ４は独立して、脂肪酸様テイル（例えば、ミリ
スチン酸（Ｃ１４：０）アルケニル、パルミチン酸（Ｃ１６：０）アルケニル、ステアリ
ン酸（Ｃ１８：０）アルケニル、オレイン酸（Ｃ１８：１，炭素９において二重結合）ア
ルケニル、リノール酸（Ｃ１８：２，炭素９もしくは炭素１２において二重結合）アルケ
ニル、リノレン酸（ｌｉｎｏｎｅｎｉｃ　ａｃｉｄ）（Ｃ１８：３，炭素９、炭素１２、
もしくは炭素１５において二重結合）アルケニル、アラキドン酸（Ｃ２０：４，炭素５、
炭素８、炭素１１、もしくは炭素１４において二重結合）アルケニル、およびエイコサペ
ンタエン酸（Ｃ２０：５，炭素５、炭素８、炭素１１、炭素１４、もしくは炭素１７にお
いて二重結合）アルケニルに由来するテイル）に由来し得る。脂肪酸様テイルの他の例は
、Ｄｏｎａｌｄ　Ｖｏｅｔ　ａｎｄ　Ｊｕｄｉｔｈ　Ｖｏｅｔ，Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒ
ｙ，第３版（２００５），ｐ．３８３に見いだされる。
【０１０１】
　いくつかの実施形態において、Ｒ３およびＲ４は独立して、イソプレノイドに由来し得
る。
【０１０２】
　本明細書において使用される場合、用語「アミノ酸」とは、天然に存在するアミノ酸お
よび天然に存在しないアミノ酸を含む。従って、本発明のアミノ酸脂質は、遺伝的にコー
ドされるアミノ酸、天然に存在する遺伝的にコードされていないアミノ酸、もしくは合成
アミノ酸から製造され得る。
【０１０３】
　アミノ酸の例としては、Ａｌａ、Ａｒｇ、Ａｓｎ、Ａｓｐ、Ｃｙｓ、Ｇｌｎ、Ｇｌｕ、
Ｇｌｙ、Ｈｉｓ、Ｉｌｅ、Ｌｅｕ、Ｌｙｓ、Ｍｅｔ、Ｐｈｅ、Ｐｒｏ、Ｓｅｒ、Ｔｈｒ、
Ｔｒｐ、Ｔｙｒ、およびＶａｌが挙げられる。
【０１０４】
　アミノ酸の例としては、アゼチジン、２－アミノオクタデカン酸、２－アミノアジピン
酸、３－アミノアジピン酸、２，３－ジアミノプロピオン酸、２－アミノ酪酸、４－アミ
ノ酪酸、２，３－ジアミノ酪酸、２，４－ジアミノ酪酸、２－アミノイソ酪酸、４－アミ
ノイソ酪酸、２－アミノピメリン酸、２，２’－ジアミノピメリン酸、６－アミノヘキサ
ン酸、６－アミノカプロン酸、２－アミノヘプタン酸、デスモシン、オルニチン、シトル
リン、Ｎ－メチルイソロイシン、ノルロイシン、ｔｅｒｔ－ロイシン、フェニルグリシン
、ｔ－ブチルグリシン、Ｎ－メチルグリシン、サルコシン（ｓａｃｒｏｓｉｎｅ）、Ｎ－
エチルグリシン、シクロヘキシルグリシン、４－オキソ－シクロヘキシルグリシン、Ｎ－
エチルアスパラギン、シクロヘキシルアラニン、ｔ－ブチルアラニン、ナフチルアラニン
、ピリジルアラニン、３－クロロアラニン、３－ベンゾチエニルアラニン、４－ハロフェ
ニルアラニン、４－クロロフェニルアラニン、２－フルオロフェニルアラニン、３－フル
オロフェニルアラニン、４－フルオロフェニルアラニン、ペニシラミン、２－チエニルア
ラニン、メチオニン、メチオニンスルホキシド、ホモアルギニン、ノルアルギニン、ノル
－ノルアルギニン、Ｎ－アセチルリジン、４－アミノフェニルアラニン、Ｎ－メチルバリ
ン、ホモシステイン、ホモセリン、ヒドロキシリジン、アロ－ヒドロキシリジン、３－ヒ
ドロキシプロリン、４－ヒドロキシプロリン、イソデスモシン、アロ－イソロイシン、６
－Ｎ－メチルリジン、ノルバリン、Ｏ－アリル－セリン、Ｏ－アリル－スレオニン、α－
アミノヘキサン酸、α－アミノ吉草酸、ピログルタミン酸、およびこれらの誘導体が挙げ
られる。
【０１０５】
　本明細書において使用される場合、用語「アミノ酸」とは、α－アミノ酸およびβ－ア
ミノ酸を含む。
【０１０６】
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　アミノ酸残基の例は、Ｆａｓｍａｎ，ＣＲＣ　Ｐｒａｃｔｉｃａｌ　Ｈａｎｄｂｏｏｋ
　ｏｆ　Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ，Ｃ
ＲＣ　Ｐｒｅｓｓ，Ｉｎｃ．（１９８９）において見いだされ得る。
【０１０７】
　一般に、化合物は、１個以上のキラル中心を含み得る。１個以上のキラル中心を含む化
合物は、「異性体」、「立体異性体」、「ジアステレオマー」、「鏡像異性体」、「光学
異性体」、もしくは「ラセミ混合物」として記載されるものを包含し得る。立体化学的命
名法の約束ごとは、例えば、Ｃａｈｎ，ＩｎｇｏｌｄおよびＰｒｅｌｏｇの立体異性体命
名規則、ならびに立体化学の決定および立体異性体の分離のための方法が、当該分野で公
知である。例えば、Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｂ．　Ｓｍｉｔｈ　ａｎｄ　Ｊｅｒｒｙ　Ｍａｒｃ
ｈ，Ｍａｒｃｈ’ｓ　Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，第５版
，２００１を参照のこと。本開示の化合物および構造物は、特定された化合物もしくは構
造物について存在すると理解される、全ての考えられる異性体、立体異性体、ジアステレ
オマー、鏡像異性体、および／もしくは光学異性体（その任意の混合物、ラセミ混合物も
しくは他のものを包含する）を包含することを意味する。
【０１０８】
　アミノ酸脂質の例としては、Ｒ３－（Ｃ＝Ｏ）－Ａｒｇ－ＮＨ－Ｒ４が挙げられ、ここ
でＡｒｇは、Ｄ－アルギニンもしくはＬ－アルギニンであり、そしてＲ３およびＲ４は独
立して、アルキルもしくはアルケニルである。
【０１０９】
　アミノ酸脂質の例としては、以下の構造物が挙げられる：
【０１１０】
【化８】

　アミノ酸脂質の例としては、以下の構造物が挙げられる：
【０１１１】
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【０１１２】
【化１０】

　アミノ酸脂質の例としては、以下の構造物が挙げられる：
【０１１３】
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【化１１】

【０１１４】
【化１２】

　アミノ酸脂質の例としては、Ｒ３－（Ｃ＝Ｏ）－ｎｏｒＡｒｇ－ＮＨ－Ｒ４が挙げられ
、ここでｎｏｒＡｒｇは、Ｄ－ノルアルギニンもしくはＬ－ノルアルギニンであり、Ｒ３

およびＲ４は独立して、アルキルもしくはアルケニルである。
【０１１５】
　アミノ酸脂質の例としては、以下の構造物が挙げられる：
【０１１６】
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【化１３】

【０１１７】



(34) JP 5475643 B2 2014.4.16

10

20

30

40

【化１４】

【０１１８】
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【化１５】

　アミノ酸脂質の例としては、Ｒ３－（Ｃ＝Ｏ）－ｎｏｒｎｏｒＡｒｇ－ＮＨ－Ｒ４が挙
げられ、ここでｎｏｒｎｏｒＡｒｇは、Ｄ－ノル－ノルアルギニンもしくはＬ－ノル－ノ
ルアルギニンであり、Ｒ３およびＲ４は独立して、アルキル（例えば、ヘプチル、オクチ
ル、ノニル、デシル、およびウンデシル）である。
【０１１９】
　アミノ酸脂質の例としては、以下の構造物が挙げられる：
【０１２０】
【化１６】

【０１２１】
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【化１７】

　アミノ酸脂質の例としては、Ｒ３－（Ｃ＝Ｏ）－ホモＡｒｇ－ＮＨ－Ｒ４が挙げられ、
ここでホモＡｒｇは、Ｄ－ホモアルギニンもしくはＬ－ホモアルギニンであり、Ｒ３およ
びＲ４は独立して、アルキル（例えば、ヘプチル、オクチル、ノニル、デシル、およびウ
ンデシル）である。
【０１２２】
　アミノ酸脂質の例としては、Ｒ３－（Ｃ＝Ｏ）－４－ピリジルアラニン－ＮＨ－Ｒ４が
挙げられ、ここで上記ピリジルアラニンは、Ｄ－ピリジルアラニンもしくはＬ－ピリジル
アラニンであり、Ｒ３およびＲ４は独立して、アルキル（例えば、ヘプチル、オクチル、
ノニル、デシル、およびウンデシル）である。Ｒ３－（Ｃ＝Ｏ）－ピリジルアラニン－Ｎ
Ｈ－Ｒ４アミノ酸脂質の例は、薬学的に受容可能なピリジル塩（例えば、４－［Ｎ－メチ
ルピリジル］アラニンクロリド）を含む。ピリジルアラニンアミノ酸脂質の例としては、
以下の構造物が挙げられる：
【０１２３】
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　アミノ酸脂質の例としては、Ｒ３－（Ｃ＝Ｏ）－Ｌｙｓ－ＮＨ－Ｒ４が挙げられ、ここ
でＲ３およびＲ４は独立して、アルキルもしくはアルケニルである。
【０１２４】
　アミノ酸脂質の例としては、以下の構造物が挙げられる：
【０１２５】

【化１９】

【０１２６】
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【化２０】

【０１２７】



(39) JP 5475643 B2 2014.4.16

10

20

30

40

【化２１】

【０１２８】
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【化２２】

　アミノ酸脂質の例としては、Ｒ３－（Ｃ＝Ｏ）－Ｈｉｓ－ＮＨ－Ｒ４が挙げられ、ここ
でＲ３およびＲ４は独立して、アルキルもしくはアルケニルである。Ｈｉｓアミノ酸脂質
の例としては、以下の構造物が挙げられる：
【０１２９】
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【化２３】

　アミノ酸脂質の例としては、Ｒ３－（Ｃ＝Ｏ）－Ｘａａ－Ｏ－Ｒ４が挙げられ、ここで
Ｒ３はアルキルであり、Ｒ４はスフィンゴイド（ｓｐｈｉｎｇｏｉｄ）である。
【０１３０】
　アミノ酸脂質の例としては、以下の構造物が挙げられる：
【０１３１】
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【化２４】

　アミノ酸脂質の例としては、Ｒ３－（Ｃ＝Ｏ）－Ｘａａ－ＮＨ－Ｒ４が挙げられ、ここ
でＲ３およびＲ４は、アルキルもしくはアルケニルである。アミノ酸脂質の例としては、
以下の構造物が挙げられる：
【０１３２】
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【化２５】

　アミノ酸脂質の例としては、（Ｃ１０アシル）－Ａｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１０アルキル）、
（Ｃ１２アシル）－Ａｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１２アルキル）、（Ｃ１４アシル）－Ａｒｇ－Ｎ
Ｈ－（Ｃ１４アルキル）、（Ｃ１６アシル）－Ａｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１６アルキル）、（Ｃ
１８アシル）－Ａｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１８アルキル）、（Ｃ１０アシル）－ホモＡｒｇ－Ｎ
Ｈ－（Ｃ１０アルキル）、（Ｃ１２アシル）－ホモＡｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１２アルキル）、
（Ｃ１４アシル）－ホモＡｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１４アルキル）、（Ｃ１６アシル）－ホモＡ
ｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１６アルキル）、（Ｃ１８アシル）－ホモＡｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１８アル
キル）、（Ｃ１０アシル）－ｎｏｒＡｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１０アルキル）、（Ｃ１２アシル
）－ｎｏｒＡｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１２アルキル）、（Ｃ１４アシル）－ｎｏｒＡｒｇ－ＮＨ
－（Ｃ１４アルキル）、（Ｃ１６アシル）－ｎｏｒＡｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１６アルキル）、
（Ｃ１８アシル）－ｎｏｒＡｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１８アルキル）、（Ｃ１０アシル）－ｎｏ
ｒｎｏｒＡｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１０アルキル）、（Ｃ１２アシル）－ｎｏｒｎｏｒＡｒｇ－
ＮＨ－（Ｃ１２アルキル）、（Ｃ１４アシル）－ｎｏｒｎｏｒＡｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１４ア
ルキル）、（Ｃ１６アシル）－ｎｏｒｎｏｒＡｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１６アルキル）、（Ｃ１
８アシル）－ｎｏｒｎｏｒＡｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１８アルキル）、（Ｃ１０アシル）－４－
Ｐａｌ－ＮＨ－（Ｃ１０アルキル）、（Ｃ１２アシル）－４－Ｐａｌ－ＮＨ－（Ｃ１２ア
ルキル）、（Ｃ１４アシル）－４－Ｐａｌ－ＮＨ－（Ｃ１４アルキル）、（Ｃ１６アシル
）－４－Ｐａｌ－ＮＨ－（Ｃ１６アルキル）、（Ｃ１８アシル）－４－Ｐａｌ－ＮＨ－（
Ｃ１８アルキル）、（Ｃ１０アシル）－４－Ｐａｌ（Ｍｅ）－ＮＨ－（Ｃ１０アルキル）
、（Ｃ１２アシル）－４－Ｐａｌ（Ｍｅ）－ＮＨ－（Ｃ１２アルキル）、（Ｃ１４アシル
）－４－Ｐａｌ（Ｍｅ）－ＮＨ－（Ｃ１４アルキル）、（Ｃ１６アシル）－４－Ｐａｌ（
Ｍｅ）－ＮＨ－（Ｃ１６アルキル）、および（Ｃ１８アシル）－４－Ｐａｌ（Ｍｅ）－Ｎ
Ｈ－（Ｃ１８アルキル）が挙げられる。
【０１３３】
　一般に、名称「Ｃ１４－ｎｏｒＡｒｇ－Ｃ１４」とは、例えば、（Ｃ１３アルキル）－
（Ｃ＝Ｏ）－ｎｏｒＡｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１４アルキル）をいい、これは、（Ｃ１４アシル
）－ｎｏｒＡｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１４アルキル）と同じである。
【０１３４】
　アミノ酸脂質の例としては、（Ｃ１０アシル）－Ｄ－Ａｒｇ－Ｌ－Ａｒｇ－ＮＨ－（Ｃ
１０アルキル）、（Ｃ１２アシル）－Ｄ－Ａｒｇ－Ｌ－Ａｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１２アルキル
）、（Ｃ１４アシル）－Ｄ－Ａｒｇ－Ｌ－Ａｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１４アルキル）、（Ｃ１６
アシル）－Ｄ－Ａｒｇ－Ｌ－Ａｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１６アルキル）、（Ｃ１８アシル）－Ｄ
－Ａｒｇ－Ｌ－Ａｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１８アルキル）、（Ｃ１０アシル）－Ｄ－ホモＡｒｇ
－Ｌ－ホモＡｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１０アルキル）、（Ｃ１２アシル）－Ｄ－ホモＡｒｇ－Ｌ
－ホモＡｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１２アルキル）、（Ｃ１４アシル）－Ｄ－ホモＡｒｇ－Ｌ－ホ
モＡｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１４アルキル）、（Ｃ１６アシル）－Ｄ－ホモＡｒｇ－Ｌ－ホモＡ
ｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１６アルキル）、（Ｃ１８アシル）－Ｄ－ホモＡｒｇ－Ｌ－ホモＡｒｇ
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－ＮＨ－（Ｃ１８アルキル）、（Ｃ１０アシル）－Ｄ－ｎｏｒＡｒｇ－Ｌ－ｎｏｒＡｒｇ
－ＮＨ－（Ｃ１０アルキル）、（Ｃ１２アシル）－Ｄ－ｎｏｒＡｒｇ－Ｌ－ｎｏｒＡｒｇ
－ＮＨ－（Ｃ１２アルキル）、（Ｃ１４アシル）－Ｄ－ｎｏｒＡｒｇ－Ｌ－ｎｏｒＡｒｇ
－ＮＨ－（Ｃ１４アルキル）、（Ｃ１６アシル）－Ｄ－ｎｏｒＡｒｇ－Ｌ－ｎｏｒＡｒｇ
－ＮＨ－（Ｃ１６アルキル）、（Ｃ１８アシル）－Ｄ－ｎｏｒＡｒｇ－Ｌ－ｎｏｒＡｒｇ
－ＮＨ－（Ｃ１８アルキル）、（Ｃ１０アシル）－Ｄ－ｎｏｒｎｏｒＡｒｇ－Ｌ－ｎｏｒ
ｎｏｒＡｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１０アルキル）、（Ｃ１２アシル）－Ｄ－ｎｏｒｎｏｒＡｒｇ
－Ｌ－ｎｏｒｎｏｒＡｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１２アルキル）、（Ｃ１４アシル）－Ｄ－ｎｏｒ
ｎｏｒＡｒｇ－Ｌ－ｎｏｒｎｏｒＡｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１４アルキル）、（Ｃ１６アシル）
－Ｄ－ｎｏｒｎｏｒＡｒｇ－Ｌ－ｎｏｒｎｏｒＡｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１６アルキル）、（Ｃ
１８アシル）－Ｄ－ｎｏｒｎｏｒＡｒｇ－Ｌ－ｎｏｒｎｏｒＡｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１８アル
キル）が挙げられる。
【０１３５】
　アミノ酸脂質の例としては、（Ｃ１０アシル）－Ｈｉｓ－Ａｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１０アル
キル）、（Ｃ１２アシル）－Ｈｉｓ－Ａｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１２アルキル）、（Ｃ１４アシ
ル）－Ｈｉｓ－Ａｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１４アルキル）、（Ｃ１６アシル）－Ｈｉｓ－Ａｒｇ
－ＮＨ－（Ｃ１６アルキル）、（Ｃ１８アシル）－Ｈｉｓ－Ａｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１８アル
キル）、（Ｃ１０アシル）－Ｈｉｓ－Ａｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１０アルキル）、（Ｃ１２アシ
ル）－Ｈｉｓ－Ａｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１２アルキル）、（Ｃ１４アシル）－Ｈｉｓ－Ａｒｇ
－ＮＨ－（Ｃ１４アルキル）、（Ｃ１６アシル）－Ｈｉｓ－Ａｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１６アル
キル）、（Ｃ１８アシル）－Ｈｉｓ－Ａｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１８アルキル）、（Ｃ１０アシ
ル）－Ｈｉｓ－Ａｒｇ－（Ｃ１０アルキル）、（Ｃ１２アシル）－Ｈｉｓ－Ａｒｇ－ＮＨ
－（Ｃ１２アルキル）、（Ｃ１４アシル）－Ｈｉｓ－Ａｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１４アルキル）
、（Ｃ１６アシル）－Ｈｉｓ－Ａｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１６アルキル）、（Ｃ１８アシル）－
Ｈｉｓ－Ａｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１８アルキル）、（Ｃ１０アシル）－Ｈｉｓ－Ａｒｇ－ＮＨ
－（Ｃ１０アルキル）、（Ｃ１２アシル）－Ｈｉｓ－Ａｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１２アルキル）
、（Ｃ１４アシル）－Ｈｉｓ－Ａｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１４アルキル）、（Ｃ１６アシル）－
Ｈｉｓ－Ａｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１６アルキル）、（Ｃ１８アシル）－Ｈｉｓ－Ａｒｇ－ＮＨ
－（Ｃ１８アルキル）が挙げられる。
【０１３６】
　アミノ酸脂質の例としては、（Ｃ１０アシル）－Ｈｉｓ－Ａｓｐ－ＮＨ－（Ｃ１０アル
キル）、（Ｃ１２アシル）－Ｈｉｓ－Ａｓｐ－ＮＨ－（Ｃ１２アルキル）、（Ｃ１４アシ
ル）－Ｈｉｓ－Ａｓｐ－ＮＨ－（Ｃ１４アルキル）、（Ｃ１６アシル）－Ｈｉｓ－Ａｓｐ
－ＮＨ－（Ｃ１６アルキル）、（Ｃ１８アシル）－Ｈｉｓ－Ａｓｐ－ＮＨ－（Ｃ１８アル
キル）、（Ｃ１０アシル）－Ｈｉｓ－Ａｓｐ－ＮＨ－（Ｃ１０アルキル）、（Ｃ１２アシ
ル）－Ｈｉｓ－Ａｓｐ－ＮＨ－（Ｃ１２アルキル）、（Ｃ１４アシル）－Ｈｉｓ－Ａｓｐ
－ＮＨ－（Ｃ１４アルキル）、（Ｃ１６アシル）－Ｈｉｓ－Ａｓｐ－ＮＨ－（Ｃ１６アル
キル）、（Ｃ１８アシル）－Ｈｉｓ－Ａｓｐ－ＮＨ－（Ｃ１８アルキル）、（Ｃ１０アシ
ル）－Ｈｉｓ－Ａｓｐ－（Ｃ１０アルキル）、（Ｃ１２アシル）－Ｈｉｓ－Ａｓｐ－ＮＨ
－（Ｃ１２アルキル）、（Ｃ１４アシル）－Ｈｉｓ－Ａｓｐ－ＮＨ－（Ｃ１４アルキル）
、（Ｃ１６アシル）－Ｈｉｓ－Ａｓｐ－ＮＨ－（Ｃ１６アルキル）、（Ｃ１８アシル）－
Ｈｉｓ－Ａｓｐ－ＮＨ－（Ｃ１８アルキル）、（Ｃ１０アシル）－Ｈｉｓ－Ａｓｐ－ＮＨ
－（Ｃ１０アルキル）、（Ｃ１２アシル）－Ｈｉｓ－Ａｓｐ－ＮＨ－（Ｃ１２アルキル）
、（Ｃ１４アシル）－Ｈｉｓ－Ａｓｐ－ＮＨ－（Ｃ１４アルキル）、（Ｃ１６アシル）－
Ｈｉｓ－Ａｓｐ－ＮＨ－（Ｃ１６アルキル）、（Ｃ１８アシル）－Ｈｉｓ－Ａｓｐ－ＮＨ
－（Ｃ１８アルキル）が挙げられる。
【０１３７】
　アミノ酸脂質の例としては、（Ｃ１０アシル）－Ｐａｌ－Ａｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１０アル
キル）、（Ｃ１２アシル）－Ｐａｌ－Ａｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１２アルキル）、（Ｃ１４アシ
ル）－Ｐａｌ－Ａｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１４アルキル）、（Ｃ１６アシル）－Ｐａｌ－Ａｒｇ
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－ＮＨ－（Ｃ１６アルキル）、（Ｃ１８アシル）－Ｐａｌ－Ａｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１８アル
キル）、（Ｃ１０アシル）－Ｐａｌ－Ａｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１０アルキル）、（Ｃ１２アシ
ル）－Ｐａｌ－Ａｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１２アルキル）、（Ｃ１４アシル）－Ｐａｌ－Ａｒｇ
－ＮＨ－（Ｃ１４アルキル）、（Ｃ１６アシル）－Ｐａｌ－Ａｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１６アル
キル）、（Ｃ１８アシル）－Ｐａｌ－Ａｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１８アルキル）、（Ｃ１０アシ
ル）－Ｐａｌ－Ａｒｇ－（Ｃ１０アルキル）、（Ｃ１２アシル）－Ｐａｌ－Ａｒｇ－ＮＨ
－（Ｃ１２アルキル）、（Ｃ１４アシル）－Ｐａｌ－Ａｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１４アルキル）
、（Ｃ１６アシル）－Ｐａｌ－Ａｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１６アルキル）、（Ｃ１８アシル）－
Ｐａｌ－Ａｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１８アルキル）、（Ｃ１０アシル）－Ｐａｌ－Ａｒｇ－ＮＨ
－（Ｃ１０アルキル）、（Ｃ１２アシル）－Ｐａｌ－Ａｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１２アルキル）
、（Ｃ１４アシル）－Ｐａｌ－Ａｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１４アルキル）、（Ｃ１６アシル）－
Ｐａｌ－Ａｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１６アルキル）、（Ｃ１８アシル）－Ｐａｌ－Ａｒｇ－ＮＨ
－（Ｃ１８アルキル）が挙げられる。
【０１３８】
　アミノ酸脂質は、ポリマー種もしくはマルチマー種（例えば、ダイマー、トリマー、も
しくはテトラマー）として調製され得る。上記ポリマー種もしくはマルチマー種は、単一
のアミノ酸脂質から調製され得るか、または１種より多くの種から調製され得る。ポリマ
ー種もしくはマルチマーのアミノ酸脂質種は、いくつかの実施形態において、上記アミノ
酸の側鎖上にスルフヒドリル基もしくは他の架橋可能な基を、または連結されるかもしく
は固定された（ｔｅｔｈｅｒｅｄ）アミノ酸構造物（例えば、デスモシンもしくはシトル
リン）を提供することによって、調製され得る。他の実施形態において、ポリマーもしく
はマルチマーのアミノ酸脂質種は、生体結合体リンカー化合物で調製され得る。
【０１３９】
　アミノ酸脂質の例としては、以下の構造物が挙げられる：
【０１４０】
【化２６】

　アミノ酸脂質は、上記アミノ酸側鎖に共有結合したペプチドもしくはポリマー鎖を有す
る結合体として調製され得る。上記ペプチドもしくはポリマー鎖は、上記アミノ酸側鎖の
反応性基を使用して（例えば、システインもしくはメチオニンの、それぞれ、チオール基
もしくはメチルメルカプタン基を、またはセリンのアルコール基、もしくはリジンのアミ
ノ基）結合され得る。上記ペプチドもしくはポリマー鎖は、置換されたかもしくは改変さ
れたアミノ酸側鎖の任意の反応性基を使用して結合され得る。種々のリンカー基（例えば
、ＮＨＳ、マレイミド、ならびに生体結合体技術およびリンカー）が、使用され得る。
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【０１４１】
　アミノ酸脂質は、オリゴマーフレームワークもしくはポリマーフレームワークに結合さ
れた構築物として調製され得る。例えば、アミノ酸脂質は、ポリエチレングリコール、ポ
リプロピレングリコール、オリゴヌクレオチドネットワークもしくは格子、ポリ（アミノ
酸）、炭水化物、デキストラン、ヒドロゲル、またはデンプンに結合され得る。
【０１４２】
　アミノ酸脂質は、薬学的薬物化合物もしくは組成物、または生物学的に活性な薬剤に結
合された構築物として調製され得る。例えば、アミノ酸脂質は、核酸薬物（例えば、調節
性ＲＮＡもしくは干渉ＲＮＡ）に結合体化され得る。
【０１４３】
　アミノ酸脂質の例としては、以下の構造物が挙げられる：
【０１４４】
【化２７】

ここでＲは、任意のアミノ酸側鎖である。
【０１４５】
　本開示の化合物および組成物は、可溶化もしくは官能化する基もしくは構造（ポリマー
構造を含む）を組み込み得る。例えば、Ｒ．Ｌ．Ｄｕｎｎ　ａｎｄ　Ｒ．Ｍ．Ｏｔｔｅｎ
ｂｒｉｔｅ，Ｐｏｌｙｍｅｒｉｃ　Ｄｒｕｇｓ　ａｎｄ　Ｄｒｕｇ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　
Ｓｙｓｔｅｍｓ，ＡＣＳ　Ｓｙｍｐ．Ｓｅｒ．４６９（１９９１）を参照のこと。アミノ
酸脂質は、可溶性を増強するために（例えば、ジオールを結合するために、四級アンモニ
ウムもしくは荷電した基を調製するために、ヒドロキシルもしくはアミン基（例えば、ア
ルコール、ポリオール、もしくはポリエーテル）を結合するために、またはポリエチレン
イミン、ポリエチレングリコールもしくはポリプロピレングリコールを結合するために）
誘導体化され得る。結合されたポリマー成分（例えば、ポリエチレングリコール）の分子
量は、任意の値（例えば、２００Ｄａ、３００Ｄａ、４００Ｄａ、５００Ｄａ、６００Ｄ
ａ、７５０Ｄａ、１０００Ｄａ、１２５０Ｄａ、１５００Ｄａ、２０００Ｄａ、３０００
Ｄａ、４０００Ｄａ、５０００Ｄａ、７５００Ｄａ、１０，０００Ｄａ、１５，０００Ｄ
ａ、２０，０００Ｄａ、２５，０００Ｄａ、もしくは３０，０００Ｄａ以上）であり得る
。例えば、ポリエチレングリコール鎖は、アミノ酸側鎖のアミノ基もしくは他の反応性基
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を介して結合され得る。
【０１４６】
　一般に、本明細書において使用される場合、一般的化学用語とは、別段特定されなけれ
ば、特定されたタイプのうちの全ての基（原子の任意の数およびタイプを有する基を含む
）をいう。例えば、「アルケニル」とは、広義には、下記で定義されるように、２～２２
個の炭素原子を有するアルキルをいう一方で、（Ｃ１８：１）アルケニルとは、１８個の
炭素原子および１個の二重結合を有するアルケニルをいう。
【０１４７】
　用語「アルキル」とは、本明細書において使用される場合、飽和、分枝もしくは非分枝
の、置換されているかもしくは置換されていない、１～２２個の炭素原子を含む脂肪族基
をいう。この定義は、他の基（例えば、アルコキシ、アルカノイル、アラルキル、および
以下に定義される他の基）のアルキル部分に適用される。用語「シクロアルキル」とは、
本明細書において使用される場合、飽和の、置換されているかもしくは置換されていない
、３～１２個の炭素原子を含む環式アルキル基をいう。本明細書において使用される場合
、用語「Ｃ（１－５）アルキル」とは、Ｃ（１）アルキル、Ｃ（２）アルキル、Ｃ（３）
アルキル、Ｃ（４）アルキル、およびＣ（５）アルキルを含む。同様に、用語「Ｃ（３－
２２）アルキル」とは、Ｃ（１）アルキル、Ｃ（２）アルキル、Ｃ（３）アルキル、Ｃ（
４）アルキル、Ｃ（５）アルキル、Ｃ（６）アルキル、Ｃ（７）アルキル、Ｃ（８）アル
キル、Ｃ（９）アルキル、Ｃ（１０）アルキル、Ｃ（１１）アルキル、Ｃ（１２）アルキ
ル、Ｃ（１３）アルキル、Ｃ（１４）アルキル、Ｃ（１５）アルキル、Ｃ（１６）アルキ
ル、Ｃ（１７）アルキル、Ｃ（１８）アルキル、Ｃ（１９）アルキル、Ｃ（２０）アルキ
ル、Ｃ（２１）アルキル、およびＣ（２２）アルキルを含む。
【０１４８】
　用語「アルケニル」とは、本明細書において使用される場合、不飽和の、分枝もしくは
非分枝の、置換されているかもしくは置換されていない、２～２２個の炭素原子および少
なくとも１個の炭素－炭素二重結合を有するアルキルもしくはシクロアルキルをいう。用
語「アルキニル」とは、本明細書において使用される場合、不飽和の、分枝もしくは非分
枝の、置換されているかもしくは置換されていない、２～２２個の炭素原子および少なく
とも１個の炭素－炭素三重結合を有するアルキルもしくはシクロアルキルをいう。
【０１４９】
　用語「アルコキシ」とは、本明細書において使用される場合、酸素原子に共有結合され
たアルキル、シクロアルキル、アルケニル、もしくはアルキニル基をいう。用語「アルカ
ノイル」とは、本明細書において使用される場合、－Ｃ（＝Ｏ）－アルキルをいい、これ
は、代わりに、「アシル」ともいわれ得る。用語「アルカノイルオキシ」とは、本明細書
において使用される場合、－Ｏ－Ｃ（＝Ｏ）－アルキル基をいう。用語「アルキルアミノ
」とは、本明細書において使用される場合、基－ＮＲＲ’であって、ここでＲおよびＲ’
は、各々、水素もしくはアルキルのいずれかであり、かつＲおよびＲ’のうちの少なくと
も一方は、アルキルであるものをいう。アルキルアミノは、ピペリジノのような基を含み
、ここでＲおよびＲ’は環を形成する。用語「アルキルアミノアルキル」とは、－アルキ
ル－ＮＲＲ’をいう。
【０１５０】
　用語「アリール」とは、本明細書において使用される場合、各環中に４～１２個の原子
の任意の安定な単環式、二環式もしくは多環式の炭素環系であって、ここで少なくとも１
個の環は、芳香族であるものをいう。アリールのいくつかの例としては、フェニル、ナフ
チル、テトラヒドロ－ナフチル、インダニル、およびビフェニルが挙げられる。アリール
置換基が、二環式でありかつ一方の環が非芳香族である場合、結合は、上記芳香族環に対
してであることが理解される。任意のアリールは、置換されていても、置換されていなく
てもよい。
【０１５１】
　用語「ヘテロアリール」とは、本明細書において使用される場合、各環において４～１
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２個の原子の任意の安定な単環式、二環式、もしくは多環式の炭素環系であって、ここで
少なくとも一方の環が歩行族でありかつ酸素、窒素および硫黄から選択される１～４個の
ヘテロ原子を含むものをいう。ヘテロアリールのいくつかの例としては、アクリジニル、
キノキサリニル、ピラゾリル、インドリル、ベンゾトリアゾリル、フラニル、チエニル、
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、オキサゾリル、イソオ
キサゾリル、ピラジニル、ピリダジニル、ピリジニル、ピリミジニル、ピロリル、および
テトラヒドロキノリニルが挙げられる。ヘテロアリールとしては、窒素含有ヘテロアリー
ルのＮ－オキシド誘導体が挙げられる。
【０１５２】
　用語「複素環」もしくは「ヘテロシクリル」とは、本明細書において使用される場合、
５～２２個の原子の芳香族もしくは非芳香族の環系であって、ここで上記環原子のうちの
１～４個が酸素、窒素、および硫黄から選択されるヘテロ原子であるものをいう。従って
、複素環は、そのヘテロアリールまたはジヒドロもしくはテトラヒドロ（ｔｅｔｒａｔｈ
ｙｄｒｏ）バージョンであり得る。
【０１５３】
　用語「アロイル」とは、本明細書において使用される場合、芳香族カルボン酸（例えば
、置換された安息香酸）に由来するアリールラジカルをいう。用語「アラルキル」とは、
本明細書において使用される場合、アルキル基に結合したアリール基（例えば、ベンジル
基）をいう。
【０１５４】
　用語「カルボキシル」とは、本明細書において使用される場合、式－Ｃ（＝Ｏ）ＯＨも
しくは－Ｃ（＝Ｏ）Ｏ－の基を表す。用語「カルボニル」および「アシル」とは、本明細
書において使用される場合、酸素原子が炭素原子に二重結合している基＞Ｃ＝Ｏをいう。
用語「ヒドロキシル」とは、本明細書において使用される場合、－ＯＨもしくは－Ｏ－を
いう。用語「ニトリル」もしくは「シアノ」とは、本明細書において使用される場合、－
ＣＮをいう。用語「ハロゲン」もしくは「ハロ」とは、フルオロ（－Ｆ）、クロロ（－Ｃ
ｌ）、ブロモ（－Ｂｒ）、およびヨード（－Ｉ）をいう。
【０１５５】
　用語「置換されている」とは、本明細書において使用される場合、１個以上の置換もし
くは置換基を有する原子であって、上記置換もしくは置換基が同じであっても異なってい
てもよく、かつ水素置換基を含み得るものに言及する。従って、用語、アルキル、シクロ
アルキル、アルケニル、アルキニル、アルコキシ、アルカノイル、アルカノイルオキシ、
アルキルアミノ，アルキルアミノアルキル、アリール、ヘテロアリール、複素環、アロイ
ル、およびアラルキルとは、本明細書において使用される場合、置換されているバリエー
ションを含む基に言及する。置換されているバリエーションは、直鎖状の、分枝状の、お
よび環式のバリエーション、ならびに上記基のうちの任意の炭素原子に結合された１個以
上の水素を置換する置換基を有する基を含む。上記基のうちの炭素原子に結合され得る置
換基としては、アルキル、シクロアルキル、アルケニル、アルキニル、アルコキシ、アル
カノイル、アルカノイルオキシ、アルキルアミノ、アルキルアミノアルキル、アリール、
ヘテロアリール、複素環、アロイル、アラルキル、アシル、ヒドロキシル、シアノ、ハロ
、ハロアルキル、アミノ、アミノアシル、アルキルアミノアシル、アシルオキシ、アリー
ルオキシ、アリールオキシアルキル、メルカプト、ニトロ、カルバミル、カルバモイル、
および複素環が挙げられる。例えば、用語、エチルとしては、－ＣＨ２ＣＨ３、－ＣＨＦ
ＣＨ３、－ＣＦ２ＣＨ３、－ＣＨＦＣＨ２Ｆ、－ＣＨＦＣＨＦ２、－ＣＨＦＣＦ３、－Ｃ
Ｆ２ＣＨ２Ｆ、－ＣＦ２ＣＨＦ２、－ＣＦ２ＣＦ３、および上記の他のバリエーションが
挙げられるが、これらに限定されない。一般に、置換基は、任意の原子もしくは原子の基
でさらに置換され得る。
【０１５６】
　本発明のアミノ酸脂質もしくはその改変体は、当該分野で公知の方法によって合成され
得る。
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【０１５７】
　種々の有機基および保護基を調製するための方法は、当該分野で公知であり、それらの
使用および改変は、一般に、当業者の能力の範囲内である。例えば、Ｓｔａｎｌｅｙ　Ｒ
．Ｓａｎｄｌｅｒ　ａｎｄ　Ｗｏｌｆ　Ｋａｒｏ，Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎａ
ｌ　Ｇｒｏｕｐ　Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎｓ（１９８９）；Ｇｒｅｇ　Ｔ．Ｈｅｒｍａｎ
ｓｏｎ，Ｂｉｏｃｏｎｊｕｇａｔｅ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ（１９９６）；Ｌｅｒｏｙ　
Ｇ．Ｗａｄｅ，Ｃｏｍｐｅｎｄｉｕｍ　Ｏｆ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｓｙｎｔｈｅｔｉｃ　Ｍ
ｅｔｈｏｄｓ（１９８０）を参照のこと；保護基の例は、Ｔ．Ｗ．Ｇｒｅｅｎｅ　ａｎｄ
　Ｐ．Ｇ．Ｍ．Ｗｕｔｓ，Ｐｒｏｔｅｃｔｉｖｅ　Ｇｒｏｕｐｓ　Ｉｎ　Ｏｒｇａｎｉｃ
　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ（第３版．１９９１）において見いだされる。
【０１５８】
　十分に塩基性である本発明のペプチドおよびタンパク質組成物の薬学的に受容可能な塩
は、例えば、無機酸もしくは有機酸（例えば、塩酸、臭化水素酸、硫酸、硝酸、リン酸、
クロロスルホン酸、トリフルオロ酢酸、クエン酸、マレイン酸、酢酸、プロピオン酸、シ
ュウ酸、リンゴ酸、マレイン酸、マロン酸、フマル酸、もしくは酒石酸）、およびアルカ
ンスルホン酸もしくはアレーンスルホン酸（例えば、メタンスルホン酸、エタンスルホン
酸、ベンゼンスルホン酸、クロロベンゼンスルホン酸、トルエンスルホン酸、ナフタレン
スルホン酸、ナフタレンジスルホン酸、およびカンファースルホン酸）との酸付加塩であ
り得る。
【０１５９】
　十分に酸性である本発明の終えもしくはタンパク質組成物の薬学的に受容可能な塩は、
アルカリ金属塩（例えば、ナトリウム塩もしくはカリウム塩）、またはアルカリ土類金属
塩（例えば、カルシウム塩もしくはマグネシウム塩）、または亜鉛塩もしくはマンガン塩
、またはアンモニウム塩もしくは生理学的に受容可能なカチオンを提供する有機塩基との
塩（例えば、メチルアミン、ジメチルアミン、トリメチルアミン、トリエチルアミン、エ
タノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン、エチレンジアミン、トロ
メタミン、Ｎ－メチルグルカミン、ピペリジン、モルホリンもしくはトリス－（２－ヒド
ロキシエチル）アミンとの塩）であり得、そしてアミノ酸の塩（例えば、アルギネート）
、および有機酸（例えば、グルクロン酸もしくはガラクツロン酸）との塩を含む。例えば
、Ｂｅｒｇｅら，Ｊ．Ｐｈａｒｍ．Ｓｃｉ．６６：１－１９，１９７７を参照のこと。
【０１６０】
　他の成分の中でも干渉ＲＮＡ薬剤と、脂質、ペプチド、もしくはタンパク質とを含む本
開示の組成物の塩もしくは薬学的に受容可能な塩は、上記干渉ＲＮＡ薬剤と、上記脂質、
ペプチド、もしくはタンパク質との塩複合体を含み得る。上記干渉ＲＮＡ薬剤と、上記脂
質、ペプチド、もしくはタンパク質との塩複合体は、干渉ＲＮＡ薬剤の薬学的に受容可能
な塩から、または上記脂質、ペプチド、もしくはタンパク質の薬学的に受容可能な塩から
、形成され得る。
【０１６１】
　本開示のいくつかの化合物は、上記化合物を塩基付加塩もしくは酸付加塩のいずれかへ
と作製させ得る塩基性官能基および酸性官能基の両方を含み得る。
【０１６２】
　本発明のいくつかの化合物、ペプチドおよび／もしくはタンパク質組成物は、１個以上
のキラル中心および／もしくは幾何異性中心（Ｅ－異性体およびＺ－異性体）を有し得、
そして本発明は、全てのこのような光学異性体、ジアステレオマー、幾何異性体、および
これらの混合物を包含することが理解されるべきである。
【０１６３】
　本発明は、本明細書で開示される化合物、ペプチドおよび／もしくはタンパク質組成物
の任意のおよび全ての、互変異形態、溶解しているかもしくは溶解していない形態、水和
しているかもしくは水和していない形態、ならびに任意の原子同位体形態を包含する。
【０１６４】
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　（さらなる送達脂質）
　本発明のいくつかの局面において、アミノ酸脂質およびさらなる非アミノ酸脂質は、調
節性ＲＮＡ成分、ＲＮＡアンタゴニスト、干渉ＲＮＡ、もしくは核酸の送達および投与の
ために使用され得る。より具体的には、本発明の組成物は、非アミノ酸カチオン性脂質お
よび非アミノ酸非カチオン性脂質とともに、１種以上のアミノ酸脂質を含み得る。
【０１６５】
　非アミノ酸カチオン性脂質は、モノカチオン性であってもよいし、ポリカチオン性であ
ってもよい。いくつかの非アミノ酸カチオン性脂質は、中性脂質および特定のｐＨにおい
てほぼゼロの正味の電荷を有する脂質（例えば、双性イオン性脂質）を含む。非アミノ酸
非カチオン性脂質はまた、アニオン性脂質を含む。
【０１６６】
　いくつかの実施形態において、組成物は、ＲＮＡ成分と、アミノ酸脂質および非アミノ
酸カチオン性脂質との混合物もしくは複合体である。いくつかの実施形態において、組成
物は、１種以上の調節性ＲＮＡもしくは干渉ＲＮＡ薬剤と、１種以上のアミノ酸脂質およ
び１種以上の非アミノ酸カチオン性脂質との混合物もしくは複合体であり得る。
【０１６７】
　本開示の化合物および組成物は、種々の標的化リガンドもしくは薬剤と混合もしくは結
合されて、生物の細胞、組織、器官もしくは領域へと、活性薬剤を送達し得る。標的化剤
の例としては、抗体、レセプターのリガンド、ペプチド、タンパク質、レクチン、（ポリ
）サッカリド、ガラクトース、マンノース、シクロデキストリン、核酸、ＤＮＡ、ＲＮＡ
、アプタマー、およびポリアミノ酸を含む。
【０１６８】
　非アミノ酸カチオン性脂質の例としては、Ｎ－［１－（２，３－ジオレオイルオキシ）
プロピル］－Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルアンモニウムクロリド（ＤＯＴＭＡ）；１，２－ビ
ス（オレオイルオキシ）－３－３－（トリメチルアンモニウム）プロパン（ＤＯＴＡＰ）
、１，２－ビス（ジミリストイルオキシ（ｄｉｍｙｒｓｔｏｙｌｏｘｙ））－３－３－（
トリメチルアンモニア）プロパン（ＤＭＴＡＰ）；１，２－ジミリスチルオキシ（ｄｉｍ
ｙｒｉｓｔｙｌｏｘｙ）プロピル－３－ジメチルヒドロキシエチルアンモニウムブロミド
（ＤＭＲＩＥ）；ジメチルジオクタデシルアンモニウムブロミド（ＤＤＡＢ）；３－（Ｎ
－（Ｎ’，Ｎ’－ジメチルアミノエタン）カルバモイル）コレステロール（ＤＣ－Ｃｈｏ
ｌ）；３β－［Ｎ’，Ｎ’－ジグアニジノエチル－アミノエタン）カルバモイルコレステ
ロール（ＢＧＴＣ）；２－（２－（３－（ビス（３－アミノプロピル）アミノ）プロピル
アミノ）アセトアミド）－Ｎ，Ｎ－ジテトラデシルアセトアミド（ＲＰＲ２０９１２０）
；これらの薬学的に受容可能な塩、およびこれらの混合物が挙げられる。
【０１６９】
　非アミノ酸カチオン性脂質の例としては、１，２－ジアルカノイル（ｄｉａｌｋｅｎｏ
ｙｌ）－ｓｎ－グリセロ－３－エチルホスホコリン（ＥＰＣ）（例えば、１，２－ジオレ
オイル－ｓｎ－グリセロ－３－エチルホスホコリン、１，２－ジステアロイル－ｓｎ－グ
リセロ－３－エチルホスホコリン、１，２－ジパルミトイル－ｓｎ－グリセロ－３－エチ
ルホスホコリン、これらの薬学的に受容可能な塩、およびこれらの混合物が挙げられる。
【０１７０】
　非アミノ酸カチオン性脂質の例としては、１，２－ジステアリルオキシ－Ｎ，Ｎ－ジメ
チル－３－アミノプロパン（ＤＳＤＭＡ）、１，２－ジオレイルオキシ－Ｎ，Ｎジメチル
－３－アミノプロパン（ＤＯＤＭＡ）、１，２－ジリノレイルオキシ－Ｎ，Ｎ－ジメチル
－３－アミノプロパン（ＤＬｉｎＤＭＡ）、および１，２－ジリノレニルオキシ－Ｎ，Ｎ
－ジメチル－３－アミノプロパン（ＤＬｅｎＤＭＡ）が挙げられる。
【０１７１】
　非アミノ酸ポリカチオン性脂質の例としては、テトラメチルテトラパルミトイルスペル
ミン（ＴＭＴＰＳ）、テトラメチルテトラオレイルスペルミン（ＴＭＴＯＳ）、テトラメ
チルテトララウリルスペルミン（ＴＭＴＬＳ）、テトラメチルテトラミリスチルスペルミ
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ン（ＴＭＴＭＳ）、テトラメチルジオレイルスペルミン（ＴＭＤＯＳ）、これらの薬学的
に受容可能な塩、およびこれらの混合物が挙げられる。
【０１７２】
　非アミノ酸ポリカチオン性脂質の例としては、２，５－ビス（３－アミノプロピルアミ
ノ）－Ｎ－（２－（ジオクタデシルアミノ）－２－オキソエチル）ペンタンアミド（ＤＯ
ＧＳ）；２，５－ビス（３－アミノプロピルアミノ）－Ｎ－（２－（ジ（Ｚ）－オクタデ
カ－９－ジエニルアミノ）－２－オキソエチル）ペンタンアミド（ＤＯＧＳ－９－エン）
；２，５－ビス（３－アミノプロピルアミノ）－Ｎ－（２－（ジ（９Ｚ，１２Ｚ）－オク
タデカ－９，１２－ジエニルアミノ）－２－オキソエチル）ペンタンアミド（ＤＬｉｎＧ
Ｓ）；３－β－（Ｎ４－（Ｎ１，Ｎ８－ジカルボベンゾキシスペルミジン）カルバモイル
）コレステロール（ＧＬ－６７）；（９Ｚ，９’Ｚ）－２－（２，５－ビス（３－アミノ
プロピルアミノ）ペンタンアミド）プロパン－１，３－ジイル－ジオクタデカ－９－エノ
エート（ＤＯＳＰＥＲ）；２，３－ジオレイルオキシ－Ｎ－［２（スペルミンカルボキサ
ミド）エチル］－Ｎ，Ｎ－ジメチル－１－プロパンアミニウム（ｐｒｏｐａｎａｍｉｎｉ
ｕｍ）トリフルオロ－アセテート（ＤＯＳＰＡ）；これらの薬学的に受容可能な塩、およ
びこれらの混合物が挙げられる。
【０１７３】
　非アミノ酸カチオン性脂質の例としては、ＤＳ４０４－２８　ＢＧＴＣ（ＣＡＳ　１８
２０５６－０６－０）、ＤＯＳＰＥＲ（ＣＡＳ　１７８５３２－９２－８）、ＧＬ－６７
（１７９０７５－３０－０）、ＲＰＲ２０９１２０（ＣＡＳ　４３３２９２－１３－８）
、ＤＯＧＳ（１２０５０－７７－７）、ＤＯＧＳ（９－ｅｎ，Ｃ１８：１）、ＤＬｉｎＧ
Ｓ（Ｃ１８：２）、およびＤＯＴＭＡ（１０４１６２－４８－３）が挙げられる。
【０１７４】
　非アミノ酸カチオン性脂質の例は、米国特許第４，８９７，３５５号；同第５，２７９
，８３３号；同第６，７３３，７７７号；同第６，３７６，２４８号；同第５，７３６，
３９２号；同第５，３３４，７６１号；同第５，４５９，１２７号；同第２００５／００
６４５９５号；同第５，２０８，０３６号；同第５，２６４，６１８号；同第５，２７９
，８３３号；同第５，２８３，１８５号；同第５，７５３，６１３号；および同第５，７
８５，９９２号に記載されている。
【０１７５】
　いくつかの実施形態において、上記組成物は、ＲＮＡ成分と、アミノ酸脂質および非ア
ミノ酸非カチオン性脂質との混合物もしくは複合体である。いくつかの実施形態において
、上記組成物は、１種以上のＲＮＡ成分と、１種以上のアミノ酸脂質および１種以上の非
アミノ酸非カチオン性脂質との混合物もしくは複合体である。
【０１７６】
　非アミノ酸非カチオン性脂質としては、中性、双イオン性、およびアニオン性の脂質が
挙げられる。従って、非カチオン性の双イオン性脂質は、カチオン性のヘッド基を含み得
る。
【０１７７】
　非アミノ酸非カチオン性脂質の例としては、１，２－ジラウロイル－ｓｎ－グリセロー
ル（ＤＬＧ）；１，２－ジミルストイル－ｓｎ－グリセロール（ＤＭＧ）；１，２－ジパ
ルミトイル－ｓｎ－グリセロール（ＤＰＧ）；１，２－ジステアロイル－ｓｎ－グリセロ
ール（ＤＳＧ）；１，２－ジラウロイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスファチジン酸（ナト
リウム塩；ＤＬＰＡ）；１，２－ジミリストイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスファチジン
酸（ナトリウム塩；ＤＭＰＡ）；１，２－ジパルミトイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスフ
ァチジン酸（ナトリウム塩；ＤＰＰＡ）；１，２－ジステアロイル－ｓｎ－グリセロ－３
－ホスファチジン酸（ナトリウム塩；ＤＳＰＡ）；１，２－ジアラキドニル－ｓｎ－グリ
セロ－３－ホスホコリン（ＤＡＰＣ）；１，２－ジラウロイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホ
スホコリン（ＤＬＰＣ）；１，２－ジミリストイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン
（ＤＭＰＣ）；１，２－ジパルミトイル－ｓｎ－グリセロ－０－エチル－３－ホスホコリ
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ン（クロリドもしくはトリフレート；ＤＰｅＰＣ）；１，２－ジパルミトイル－ｓｎ－グ
リセロ－３－ホスホコリン（ＤＰＰＣ）；１，２－ジステアロイル－ｓｎ－グリセロ－３
－ホスホコリン（ＤＳＰＣ）；１，２－ジラウロイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホエタ
ノールアミン（ＤＬＰＥ）；１，２－ジミリストイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホエタ
ノールアミン（ＤＭＰＥ）；１，２－ジパルミトイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホエタ
ノールアミン（ＤＰＰＥ）；１，２－ジステアロイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホエタ
ノールアミン（ＤＳＰＥ）；１，２－ジラウロイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホグリセ
ロール（ナトリウム塩；ＤＬＰＧ）；１，２－ジミリストイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホ
スホグリセロール（ナトリウム塩；ＤＭＰＧ）；１，２－ジミリストイル－ｓｎ－グリセ
ロ－３－ホスホ－ｓｎ－１－グリセロール（アンモニウム塩；ＤＭＰ－ｓｎ－１－Ｇ）；
１，２－ジパルミトイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホグリセロール（ナトリウム塩；Ｄ
ＰＰＧ）；１，２－ジステアロイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホグリセロ（ナトリウム
塩；ＤＳＰＧ）；１，２－ジステアロイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホ－ｓｎ－１－グ
リセロール（ナトリウム塩；ＤＳＰ－ｓｎ－１－Ｇ）；１，２－ジパルミトイル－ｓｎ－
グリセロ－３－ホスホ－Ｌ－セリン（ナトリウム塩；ＤＰＰＳ）；１－パルミトイル－２
－リノレオイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン（ＰＬｉｎｏＰＣ）；１－パルミト
イル－２－オレオイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン（ＰＯＰＣ）；１－パルミト
イル－２－オレオイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホグリセロール（ナトリウム塩；ＰＯ
ＰＧ）；１－パルミトイル－２－オレオイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホグリセロール
（ナトリウム塩；ＰＯＰＧ）；１－パルミトイル－２－オレオイル－ｓｎ－グリセロ－３
－ホスホグリセロール（アンモニウム塩；ＰＯＰＧ）；１－パルミトイル－２－４ｏ－ｓ
ｎ－グリセロ－３－ホスホコリン（Ｐ－ｌｙｓｏ－ＰＣ）；１－ステアロイル－２－ｌｙ
ｓｏ－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン（Ｓ－ｌｙｓｏ－ＰＣ）；およびこれらの混合
物が挙げられる。
【０１７８】
　非アミノ酸非カチオン性脂質の例としては、ポリマー化合物およびポリマー－脂質結合
体もしくはポリマー脂質（例えば、３００、５００、１０００、１５００、２０００、３
５００、もしくは５０００の分子量のＰＥＧ領域を有するｐｅｇ化脂質（ポリエチレング
リコール、Ｎ－（カルボニル－メトキシポリエチレングリコール－２０００）－１，２－
ジミリストイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホエタノールアミン（ナトリウム塩；ＤＭＰ
Ｅ－ＭＰＥＧ－２０００）；Ｎ－（カルボニル－メトキシポリエチレングリコール－５０
００）－１，２－ジミリストイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホエタノールアミン（ナト
リウム塩；ＤＭＰＥ－ＭＰＥＧ－５０００）；Ｎ－（カルボニル－メトキシポリエチレン
グリコール　２０００）－１，２－ジパルミトイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホエタノ
ールアミン（ナトリウム塩；ＤＰＰＥ－ＭＰＥＧ－２０００）；Ｎ－（カルボニル－メト
キシポリエチレングリコール　５０００）－１，２－ジパルミトイル－ｓｎ－グリセロ－
３－ホスホエタノールアミン（ナトリウム塩；ＤＰＰＥ－ＭＰＥＧ－５０００）；Ｎ－（
カルボニル－メトキシポリエチレングリコール　７５０）－１，２－ジステアロイル－ｓ
ｎ－グリセロ－３－ホスホエタノールアミン（ナトリウム塩；ＤＳＰＥ－ＭＰＥＧ－７５
０）；Ｎ－（カルボニル－メトキシポリエチレングリコール　２０００）－１，２－ジス
テアロイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホエタノールアミン（ナトリウム塩；ＤＳＰＥ－
ＭＰＥＧ－２０００）；Ｎ－（カルボニル－メトキシポリエチレングリコール　５０００
）－１，２－ジステアロイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホエタノールアミン（ナトリウ
ム塩；ＤＳＰＥ－ＭＰＥＧ－５０００）；コレステリル硫酸ナトリウム（ＳＣＳ）；これ
らの薬学的に受容可能な塩、およびこれらの混合物が挙げられる））が挙げられる。
【０１７９】
　非アミノ酸非カチオン性脂質の例としては、ポリマー脂質（例えば、ＤＯＰＥ－ＰＥＧ
、ＤＬＰＥ－ＰＥＧ、ＤＤＰＥ－ＰＥＧ　ＤＬｉｎＰＥ－ＰＥＧ、およびジアシルグリセ
ロール－ＰＥＧ－２０００もしくはジアシルグリセロール－５０００）が挙げられる。
【０１８０】
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　非アミノ酸非カチオン性脂質の例としては、ポリマー脂質（例えば、複数分枝のｐｅｇ
化化合物（例えば、ＤＳＰＥ－ＰＴＥ０２０およびＤＳＰＥ－ＡＭ０５３０Ｋ））が挙げ
られる。
【０１８１】
　非アミノ酸非カチオン性脂質の例としては、ポリマー脂質（例えば、ＤＳＰＥ－ＰＧ８
Ｇポリグリセリン脂質）が挙げられる。
【０１８２】
　非アミノ酸非カチオン性脂質の例としては、ジオレオイルホスファチジルエタノールア
ミン（ＤＯＰＥ）、ジフィタノイルホスファチジルエタノールアミン（ＤＰｈＰＥ）、１
，２－ジオレオイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン（ＤＯＰＣ）、および１，２－
ジフィタノイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン（ＤＰｈＰＣ）が挙げられる。
【０１８３】
　非アミノ酸非カチオン性脂質の例としては、コレステロール、ステロール、およびステ
ロイド（例えば、ゴナン、エストラン、アンドロスタン、プラグナン、コラン、コレスタ
ン、エルゴスタン、カンペスタン、ポリフェラスタン、スチグマスタン、ゴルゴスタン、
ラノスタン、シクロアルタン、ならびに前述のうちのいずれかのステロールもしくは動物
ステロール誘導体、ならびにこれらの生物学的中間体および前駆体が挙げられ、これらと
しては、例えば、コレステロール、ラノステロール、スチグマステロール、ジヒドロラノ
ステロール、チモステロール、チモステノール、デスモテロール、７－デヒドロコレステ
ロール、ならびにこれらの混合物もしくは誘導体が挙げられ得る。
【０１８４】
　非アミノ酸非カチオン性脂質の例としては、ｐｅｇ化コレステロール、およびコレスタ
ン３－オキソ（Ｃ１－２２アシル）－誘導体（例えば、コレステリルアセテート、コレス
テリルアラキドネート、コレステリルブチレート、コレステリルヘキサノエート、コレス
テリルカプリレート、コレステリル　ｎ－デカノエート、コレステリルドデカノエート、
コレステリルミリステート、コレステリルパルミテート、コレステリルベヘネート、コレ
ステリルステアレート、コレステリルネルボネート、コレステリルペラルゴネート、コレ
ステリルｎ－バレレート、コレステリルオレエート、コレステリルエライデート、コレス
テリルエルケート、コレステリルヘプタノエート、コレステリルリノレライデート、コレ
ステリルリノレエート、ならびにこれらの混合物および誘導体が挙げられる。
【０１８５】
　非アミノ酸非カチオン性脂質の例としては、植物ステロール（フィトステロール、β－
シトステロール、カンペステロール、エルゴステロール、ブラシカステロール、δ－７－
スチグマステロール、δ－７－アベナステロール、ならびにこれらの混合物および誘導体
が挙げられる）に由来する化合物が挙げられる。
【０１８６】
　非アミノ酸非カチオン性脂質の例としては、胆汁酸、コール酸、ケノデオキシコール酸
、グリココール酸、タウ路コール酸、デオキシコール酸、リトコール酸、メチル－リトコ
ール酸、ならびにこれらの混合物および誘導体が挙げられる。
【０１８７】
　非アミノ酸非カチオン性脂質の例としては、ステロイド（グルココルチコイド、コルチ
ゾール、ヒドロコルチゾン、コルチコステロン、Δ５－プレグネノロン、プロゲステロン
、デオキシコルチコステロン、１７－ＯＨ－プレグネノロン、１７－ＯＨ－プロゲステロ
ン、１１－ジオキシコルチゾール、デヒドロエピアンドロステロン、硫酸デヒドロエピア
ンドロステロン、アンドロステンジオン、アルドステロン、１８－ヒドロキシコルチコス
テロン、テトラヒドロコルチゾール、テトラヒドロコルチゾン、コルチゾン、プレドニゾ
ン、６α－メチルプレドニゾン（ｍｅｔｈｙｌｐｒｅｄｉｓｏｎｅ）、９α－フルオロ－
１６α－ヒドロキシプレドニゾロン、９α－フルオロ－１６α－メチルプレドニゾロン、
９α－フルオロコルチゾール、ならびにこれらの混合物および誘導体が挙げられる）に由
来する化合物が挙げられる。
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【０１８８】
　非アミノ酸非カチオン性脂質の例としては、ステロイド（アンドロゲン（ａｄｒｏｇｅ
ｎ）、テストステロン、ジヒドロテストステロン、アンドロステンジオール、アンドロス
テンジオン、アンドロステンジオン、３α，５α－アンドロスタンジオール、ならびにこ
れらの混合物および誘導体が挙げられる）に由来する化合物が挙げられる。
【０１８９】
　非アミノ酸非カチオン性脂質の例としては、ステロイド（エストロゲン、エストリオー
ル、エストロン、エストラジオール、ならびにこれらの混合物および誘導体が挙げられる
）に由来する化合物が挙げられる。
【０１９０】
　非アミノ酸非カチオン性脂質の例としては、ルミステロールおよびビタミンＤ化合物に
由来する化合物が挙げられる。
【０１９１】
　非アミノ酸非カチオン性脂質の例としては、Ｃ１０：０～Ｃ２２：６に及ぶテイルを有
する脂質（例えば、ＤＤＰＥ（Ｃ１０：０）（ＣＡＳ　２５３６８５－２７－７）、ＤＬ
ＰＥ（Ｃ１２：０）（ＣＡＳ　５９７５２－５７－７）、ＤＳＰＥ（Ｃ１８：０）（ＣＡ
Ｓ　１０６９－７９－０）、ＤＯＰＥ（Ｃ１８：１）（ＣＡＳ　４００４－０５－１）、
ＤＬｉｎＰＥ（Ｃ１８：２）（ＣＡＳ　２０７０７－７１－５）、ＤＬｅｎＰＥ（Ｃ１８
：３）（ＣＡＳ　３４８１３－４０－６）、ＤＡＲＡＰＥ（Ｃ２０：４）（ＣＡＳ　５６
３４－８６－６）、ＤＤＨＡＰＥ（Ｃ２２：６）（ＣＡＳ　１２３２８４－８１－１）、
ＤＰｈＰＥ（１６：０［（ＣＨ３）４］）（ＣＡＳ　２０１０３６－１６－０））が挙げ
られる。
【０１９２】
　非アミノ酸アニオン性脂質の例としては、ホスファチジルセリン、ホスファチジン酸、
ホスファチジルコリン、血小板活性化因子（ＰＡＦ）、ホスファチジルエタノールアミン
、ホスファチジル－ＤＬ－グリセロール、ホスファチジルイノシトール、ホスファチジル
イノシトール（ｐｉ（４）ｐ，ｐｉ（４，５）ｐ２）、カルジオリピン（ナトリウム塩）
、リゾホスファチド、水素化リン脂質、スフィンゴ脂質、ガングリオシド、フィトスフィ
ンゴシン、スフィンガニン、これらの薬学的に受容可能な塩、およびこれらの混合物が挙
げられる。
【０１９３】
　（調節性ＲＮＡおよびＲＮＡ干渉のための使用）
　いくつかの局面において、本開示は、一般に、調節性ＲＮＡおよびＲＮＡ干渉、アンチ
センス治療、ならびにＲＮＡ治療剤の送達の分野に関する。より具体的には、本発明は、
リボ核酸のための組成物および処方物、ならびにこれらの医薬のための使用および治療剤
としての送達のための使用に関する。本発明は、一般に、細胞における遺伝子発現の遺伝
子特異的阻害のためのＲＮＡ干渉において、または疾患状態もしくは表現型を変化させる
ための哺乳動物において、リボ核酸を使用するための方法に関する。
【０１９４】
　ＲＮＡ干渉とは、短い干渉ＲＮＡ（ｓｉＲＮＡ）といわれる二本鎖ＲＮＡ（ｄｓＲＮＡ
）によって媒介される配列特異的転写後遺伝子抑制の方法に関する。Ｆｉｒｅら，Ｎａｔ
ｕｒｅ　３９１：８０６，１９９８およびＨａｍｉｌｔｏｎら，Ｓｃｉｅｎｃｅ　２８６
：９５０－９５１，１９９９を参照のこと。ＲＮＡｉは、多様な叢（ｆｌｏｒａ）および
種族（ｐｈｙｌａ）によって共有され、そして外来遺伝子の発現に対する、進化的に保存
された細胞性防御機構であると考えられる。Ｆｉｒｅら，Ｔｒｅｎｄｓ　Ｇｅｎｅｔ．１
５：３５８，１９９９を参照のこと。
【０１９５】
　ＲＮＡｉは、従って、小さな非コードＲＮＡを使用して、遺伝子発現を抑制（ｓｉｌｅ
ｎｃｅ）する、遍在性の内因性機構である。Ｄｙｋｘｈｏｏｒｎ，Ｄ．Ｍ．およびＪ．Ｌ
ｉｅｂｅｒｍａｎ，Ａｎｎｕ．Ｒｅｖ．Ｂｉｏｍｅｄ．Ｅｎｇ．８：３７７－４０２，２
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００６を参照のこと。ＲＮＡｉは、細胞死、分化、および発生に関与する重要な遺伝子を
調節し得る。ＲＮＡｉはまた、トランスポゾンおよびウイルスによってコードされる遺伝
的要素を侵入させないようにゲノムを防御し得る。ｓｉＲＮＡが細胞に導入される場合、
上記ｓｉＲＮＡは、上記内因性ＲＮＡｉ機構に結合して、相補的配列を含むｍＲＮＡの発
現を高い特異性で破壊する。任意の疾患原因遺伝子および任意の細胞型もしくは組織は、
潜在的に標的にされ得る。この技術は、遺伝子機能分析、ならびに薬物標的発見および確
認のために迅速に利用されてきた。ＲＮＡｉの利用はまた、治療に非常に有望であるが、
ｓｉＲＮＡをインビボで細胞へ導入することには、重大な障害が未だ残っている。
【０１９６】
　ＲＮＡｉの機構は、未だ完全には特徴づけられていないものの、標的ｍＲＮＡの切断を
介している。上記ＲＮＡｉ応答は、ＲＮＡ誘導性抑制複合体（ＲＩＳＣ）として公知であ
るエンドヌクレアーゼ複合体を要し、このエンドヌクレアーゼ複合体は、上記ｓｉＲＮＡ
二本鎖のアンチセンス鎖に対して相補的な一本鎖ＲＮＡの切断を媒介する。上記標的ＲＮ
Ａの切断は、上記ｓｉＲＮＡ二重鎖のアンチセンス鎖に対して相補的な領域の中央部で起
こる（Ｅｌｂａｓｈｉｒら，Ｇｅｎｅｓ　Ｄｅｖ．１５：１８８，２００１）。
【０１９７】
　ＲＮＡｉを行うための１つの方法は、細胞においてｓｉＲＮＡを導入するかまたは発現
させることである。もう１つの方法は、ダイサーといわれる内因性リボヌクレアーゼＩＩ
Ｉ酵素を使用することである。ダイサーの１つの活動は、長いｄｓＲＮＡをｓｉＲＮＡへ
と処理することである。Ｈａｍｉｌｔｏｎら，Ｓｃｉｅｎｃｅ　２８６：９５０－９５１
，１９９９；Ｂｅｒｓｔｅｉｎら，Ｎａｔｕｒｅ　４０９：３６３，２００１を参照のこ
と。ダイサーから得られたｓｉＲＮＡは、代表的には、全体的な長さが約２１～２３ヌク
レオチドであり、約１９塩基対が二重鎖になっている。Ｈａｍｉｌｔｏｎら，前出；Ｅｌ
ｂａｓｈｉｒら，Ｇｅｎｅｓ　Ｄｅｖ．１５：１８８，２００１を参照のこと。本質的に
、長いｄｓＲＮＡは、ｓｉＲＮＡの前駆体として細胞へと導入され得る。
【０１９８】
　本発明は、脂質、アミノ酸脂質、および中性もしくは合成のポリマーを含む種々の成分
と組み合わせて、調節性ＲＮＡ、干渉核酸もしくはその前駆体を含む、ある範囲の組成物
、処方物および方法を提供する。
【０１９９】
　用語「ｄｓＲＮＡ」とは、本明細書において使用される場合、例えば、ＲＮＡ干渉（「
ＲＮＡｉ」）もしくは配列特異的様式で遺伝子抑制を促進することによって、少なくとも
１つのリボヌクレオチド分子を含みかつ遺伝子発現を阻害もしくはダウンレギュレートし
得る任意の核酸分子をいう。本開示のｄｓＲＮＡは、ＲＮＡｉによる遺伝子抑制を媒介す
るために、ダイサーのためのまたはＲＩＳＣと会合するための適切な基質であり得る。上
記ｄｓＲＮＡの一方のもしくは両方の鎖は、末端ホスフェート基（例えば、５’－ホスフ
ェートまたは５’，３’－ジホスフェート）をさらに含み得る。本明細書において使用さ
れる場合、ｄｓＲＮＡ分子は、少なくとも１つのリボヌクレオチドに加えて、置換、化学
的に改変されたヌクレオシド、および非ヌクレオチドをさらに含み得る。特定の実施形態
において、ｄｓＲＮＡ分子は、上記ヌクレオチド位置の最大１００％までのリボヌクレオ
チドを含む。
【０２００】
　ｄｓＲＮＡ分子の例は、例えば、米国特許出願第１１／６８１，７２５号、米国特許第
７，０２２，８２８号および同第７，０３４，００９号、ならびにＰＣＴ国際出願公開Ｗ
Ｏ／２００３／０７０８９７において見いだされ得る。
【０２０１】
　改変ヌクレオシドの例は、米国特許第６，４０３，５６６、同第６，５０９，３２０号
、同第６，４７９，４６３号、同第６，１９１，２６６号、同第６，０８３，４８２号、
同第５，７１２，３７８号、および同第５，６８１，９４０号において見いだされる。改
変ヌクレオシドは、以下の構造を有し得る：
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【０２０２】
【化２８】

ここでＸは、ＯもしくはＣＨ２であり、ＹはＯであり、そしてＺはＣＨ２であり；Ｒ１は
、アデニン、シトシン、グアニン、ヒポキサンチン、ウラシル、チミン、および複素環の
群から選択され、ここで上記複素環は、置換された１，３－ジアジン、置換されていない
１，３－ジアジン、および置換されていない７Ｈ　イミダゾ［４，５］１，３ジアジンの
群から選択され；そしてＲ２、Ｒ３は、独立して、Ｈ、ＯＨ、ＤＭＴＯ、ＴＢＤＭＳＯ、
ＢｎＯ、ＴＨＰＯ、ＡｃＯ、ＢｚＯ、ＯＰ（ＮｉＰｒ２）Ｏ（ＣＨ２）２ＣＮ、ＯＰＯ３

　Ｈ、ジホスフェート、およびトリホスフェートの群から選択され、ここでＲ２およびＲ

３は一緒になって、ＰｈＣＨＯ２、ＴＩＰＤＳＯ２もしくはＤＴＢＳＯ２であり得る。本
明細書において使用される場合、略語「Ａｃ」とは、アセチルをいう；略語「Ｂｎ」とは
、ベンジルをいう；略語「Ｂｚ」とは、ベンゾイルをいう；略語「ＤＭＴ」とは、ジメト
キシトリチルをいう；略語「ＴＨＰ」とは、テトラヒドロピラニルをいう；略語「ＴＢＤ
ＭＳ」とは、ｔ－ブチルジメチルシリルをいう；略語「ＴＩＰＤＳ」とは、テトライソプ
ロピルジシリルをいう；そして略語「ＤＴＢＳ」とは、ジ（ｔ－ブチル）シリルをいう。
【０２０３】
　さらに、本明細書において使用される場合、用語「ｄｓＲＮＡ」、「ＲＮＡｉ誘導剤」
、および「ＲＮＡｉ薬剤」とは、配列特異的ＲＮＡｉを誘導し得る核酸分子（ｍｅｒｏｄ
ｕｐｌｅｘ　ＲＮＡ（ｍｄＲＮＡ）、ニック形成（ｎｉｃｋｅｄ）ｄｓＲＮＡ（ｎｄｓＲ
ＮＡ）、ギャップ形成（ｇａｐｐｅｄ）ｄｓＲＮＡ（ｇｄｓＲＮＡ）、短い干渉核酸（ｓ
ｉＲＮＡ）、ｓｉＲＮＡ、マイクロＲＮＡ（ｍｉＲＮＡ）、一本鎖ＲＮＡ、短いヘアピン
ＲＮＡ（ｓｈＲＮＡ）、短い干渉オリゴヌクレオチド、短い干渉置換オリゴヌクレオチド
、短い干渉改変オリゴヌクレオチド、化学改変ｄｓＲＮＡ、および転写後遺伝子抑制ＲＮ
Ａ（ｐｔｇｓＲＮＡ）、ならびに上記のうちのいずれかの前駆体が挙げられる）を媒介し
得る核酸分子を記載するために使用される他の用語と同義であることを意味する。
【０２０４】
　用語「大きな二本鎖（ｄｓ）　ＲＮＡ」とは、約４０塩基対（ｂｐ）～約１００ｂｐ以
上、特に、約３００ｂｐ～約５００ｂｐまでより長い任意の二本鎖ＲＮＡをいう。大きな
ｄｓＲＮＡの配列は、ｍＲＮＡのセグメントもしくはｍＲＮＡ全体を表し得る。二本鎖構
造は、自己相補性核酸分子によって、もしくは２つ以上の別個の相補的核酸分子鎖のアニ
ーリングによって形成され得る。
【０２０５】
　いくつかの局面において、ｄｓＲＮＡは、第１鎖（アンチセンス）および第２鎖（セン
ス）を含む２つの別個のオリゴヌクレオチドを含み、ここで上記アンチセンス鎖およびセ
ンス鎖は、自己相補的（すなわち、各鎖は、二重鎖もしくは二本鎖構造を形成する他方の
鎖および２つの別個の鎖中のヌクレオチド配列に対して相補的であるヌクレオチド配列を
含む）であり、例えば、ここで上記二本鎖領域は、約１５～約２４塩基対もしくは約２６
～約４０塩基対であり；上記アンチセンス鎖は、標的核酸分子もしくはその一部分（例え
ば、ヒトｍＲＮＡ）におけるヌクレオチド配列に対して相補的なヌクレオチド配列を含む
；そして上記センス鎖は、上記標的核酸配列もしくはその一部分に対応する（すなわち、
相同な）ヌクレオチド配列（例えば、約１５～約２５ヌクレオチドもしくは約２６～約４
０ヌクレオチドのセンス鎖は、上記標的核酸もしくはその一部分に対応する）を含む。
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【０２０６】
　いくつかの実施形態において、上記ｄｓＲＮＡは、単一のオリゴヌクレオチドから組み
立てられ得る。ここで上記ｄｓＲＮＡの自己相補的センス鎖およびアンチセンス鎖は、核
酸ベースのリンカーもしくは非核酸ベースのリンカーによって一緒に連結される。いくつ
かの実施形態において、上記ｄｓＲＮＡ分子の第１（アンチセンス）鎖および第２（セン
ス）鎖は、本明細書において記載されかつ当該分野で公知のヌクレオチドリンカーもしく
は非ヌクレオチドリンカーによって共有結合される。いくつかの実施形態において、第１
のｄｓＲＮＡ分子は、当該分野で公知のヌクレオチドリンカーもしくは非ヌクレオチドリ
ンカーによって、少なくとも１つの第２のｄｓＲＮＡ分子に共有結合され、ここで上記第
１のｄｓＲＮＡ分子は、同じであるかもしくは異なり得る複数の他のｄｓＲＮＡ分子、ま
たはこれらの任意の組み合わせに連結され得る。いくつかの実施形態において、上記連結
されたｄｓＲＮＡは、上記連結されたｄｓＲＮＡとｍｅｒｏｄｕｐｌｅｘを形成する第３
の鎖を含み得る。
【０２０７】
　いくつかの点において、本明細書に記載されるｄｓＲＮＡ分子は、３本以上の鎖（例え
ば、「Ａ」（第１のもしくはアンチセンス）鎖、「Ｓ１」（第２の）鎖、および「Ｓ２」
（第３の）鎖、ここで上記「Ｓ１」鎖および「Ｓ２」鎖は、上記「Ａ」鎖の重複しない領
域と相補的でありかつ塩基対（ｂｐ）を形成する（例えば、ｍｄＲＮＡは、Ａ：Ｓ１Ｓ２
の形態を有し得る））を有するｍｅｒｏｄｕｐｌｅｘ　ＲＮＡ（ｍｄＲＮＡ）を形成する
。上記Ｓ１、Ｓ２、もしくはより多くの鎖は一緒に、上記「Ａ」鎖に対するセンス鎖を本
質的に含む。上記「Ｓ１」鎖および「Ａ」鎖のアニーリングによって形成される上記二本
鎖領域は、上記「Ｓ２」鎖および「Ａ」鎖のアニーリングによって形成される二本鎖慮頤
右機と異なりかつ重複しない。ｍｄＲＮＡ分子は、「ギャップ形成」分子であり、これは
、０ヌクレオチドから最大約１０ヌクレオチドまでの範囲に及ぶ「ギャップ」を意味する
。いくつかの実施形態において、上記Ａ：Ｓ１二重鎖は、上記Ａ：Ｓ１二重鎖と上記Ａ：
Ｓ２二重鎖との間に位置する、上記「Ａ」鎖において少なくとも１つの対形成していない
ヌクレオチド（最大約１０個までの対形成していないヌクレオチド）から生じ、上記「Ａ
」鎖、「Ｓ１」鎖、もしくは「Ｓ２」鎖のうちの１対状の３’末端において任意の１つ以
上の対形成していないヌクレオチドとは異なるるギャップによって、上記Ａ：Ｓ２二重鎖
から分離される。いくつかの実施形態において、上記Ａ：Ｓ１二重鎖は、上記Ａ：Ｂ２二
重鎖から、上記Ａ：Ｓ１二重鎖と、上記Ａ：Ｓ２二重鎖との間でゼロヌクレオチドのギャ
ップ（すなわち、２つのヌクレオチドの間のホスホジエステル結合のみが上記ポリヌクレ
オチド分子において破壊されているかもしくは失われているニック）によって隔てられて
いる（これはまた、ニック形成ｄｓＲＮＡ（ｎｄｓＲＮＡ）とも言及され得る）。例えば
、Ａ：Ｓ１Ｓ２は、合計約１４塩基対～約４０塩基対を合わせた少なくとも２つの二本鎖
領域を有するｄｓＲＮＡから構成され得、上記二本鎖領域は、約０～約１０ヌクレオチド
（必要に応じて、平滑末端を有する）のギャップによって分離されるか、またはＡ：Ｓ１
Ｓ２は、最大１０個までのヌクレオチドのギャップによって分離された少なくとも２つの
二本鎖領域を有するｄｓＲＮＡを含み得、ここで上記二本鎖領域のうちの少なくとも一方
は、約５塩基対～１３塩基対を含む。
【０２０８】
　本明細書において記載されるように、３本以上の鎖を含むｄｓＲＮＡ分子は、「ｍｅｒ
ｏｄｕｐｌｅｘ」ＲＮＡ（ｍｄＲＮＡ）と言及され得る。ｍｄＲＮＡ分子の例は、米国仮
特許出願第６０／９３４，９３０号および同第６０／９７３，３９８号において見いださ
れ得る。
【０２０９】
　ｄｓＲＮＡもしくは大きなｄｓＲＮＡは、置換もしくは改変を含み得、ここで上記置換
もしくは改変は、ホスフェート骨格結合、糖、塩基、もしくはヌクレオシドにおいて存在
し得る。このようなヌクレオシド置換は、天然の標準でないヌクレオシド（例えば、５－
メチルウリジンもしくは５－メチルシチジンもしくは２－チオリボチミジン）を含み得、
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このような骨格、糖、もしくはヌクレオシド改変は、アルキルもしくはヘテロ原子置換ま
たは付加（例えば、メチル、アルコキシアルキル、ハロゲン、窒素もしくは硫黄）、また
は当該分野で公知の他の改変を含み得る。
【０２１０】
　さらに、本明細書において使用される場合、用語「ＲＮＡｉ」とは、配列特異的ＲＮＡ
干渉（例えば、転写後遺伝子抑制、翻訳阻害、もしくはエピジェネティクス）を記載する
ために使用される他の用語と等価であることを意味する。例えば、本開示のｄｓＲＮＡ分
子は、転写後レベルもしくは転写前レベルまたはこれらの任意の組み合わせにおいて、遺
伝子をエピジェネティクス的に（ｅｐｉｇｅｎｅｔｉｃａｌｌｙ）抑制するために使用さ
れ得る。
【０２１１】
　いくつかの局面において、本発明は、１種以上の送達成分とともに、１種以上の遺伝子
もしくは標的転写物に対して標的化される１つ以上のＲＮＡｉ誘導薬剤を含む組成物を提
供する。送達成分の例としては、脂質、ペプチド、ポリマー、ポリマー脂質、およびこれ
らの結合体が挙げられる。
【０２１２】
　本開示の組成物および処方物は、インタクトな哺乳動物被験体（ヒトを含む）における
細胞へのＲＮＡｉ誘導実体（例えば、ｄｓＲＮＡ、ｓｉＲＮＡ、ｍｄＲＮＡ、ｍｉＲＮＡ
、ｓｈＲＮＡ、もしくはＲＮＡｉ誘導ベクター）の送達のために使用され得、そしてまた
、培養物中の細胞へのこれら薬剤の送達のために使用され得る。
【０２１３】
　本開示はまた、哺乳動物の身体内の細胞、器官および組織への、１種以上のＲＮＡ誘導
薬剤もしくは実体の送達のための方法を提供する。いくつかの点において、ＲＮＡｉ誘導
実体を含む組成物は、身体内に輸送されるべき種々の経路によって導入され得、そして標
的転写物の発現が変えられる１つ以上の器官もしくは組織における細胞によって取り込ま
れ得る。
【０２１４】
　一般に、本開示は、種々の異所性のプロセスによって特徴づけられる疾患もしくは障害
を予防および処置するために有用な治療剤であるＲＮＡ誘導薬剤を包含する。例えば、哺
乳動物に感染するウイルスは、宿主細胞の細胞性機構を管理することによって、複製し得
る。例えば、Ｆｉｅｌｄｓ　Ｖｉｒｏｌｏｇｙ（２００１）を参照のこと。従って、ｄｓ
ＲＮＡは、ウイルス生成もしくは複製を制御するウイルス経路を破壊するために有用であ
る。
【０２１５】
　本開示は、標的ウイルスの系統に対して広いスペクトルの効力を有する１種以上の治療
的ＲＮＡ誘導薬剤を使用することによって、被験体におけるウイルス感染を処置もしくは
予防するための方法を包含する。本発明のＲＮＡ誘導薬剤は、公知の改変系統もしくはウ
イルスの改変体におけるウイルス遺伝子の配列に標的化去れ得、これら改変体の標的化さ
れたウイルス遺伝子の配列特異的遺伝子抑制を示し得る。例えば、ＲＮＡ誘導薬剤は、イ
ンフルエンザの季節性系統、およびインフルエンザの改変系統に対して標的化され得、そ
してこれらに対する効力を示し得る。
【０２１６】
　本開示の組成物および処方物は、インビトロで、種々の細胞へ薬物因子もしくは生物学
的に活性な薬剤を送達するために使用され得る。インビトロ送達が包含される細胞の例と
しては、上皮細胞（例えば、Ａ５４９）、不死化細胞株（例えば、ＨｅＬａ）、肝癌細胞
（例えば、ＨｅｐＧ２）、ラット神経膠肉腫細胞（例えば、９Ｌ／ＬａｃＺ）、ヒト単球
（例えば、ＴＨＰ－１）、Ｍａｄｉｎ－Ｄａｒｂｙイヌ腎臓細胞（ＭＤＣＫ）、種々の線
維芽細胞株、およびとりわけ、種々の血清の存在もしくは非存在下で培養されている初代
細胞が挙げられる。
【０２１７】
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　本開示の組成物および処方物は、インビトロで、種々の細胞、組織もしくは器官に薬物
因子もしくは生物学的に活性な薬剤を送達するために使用され得る。インビボで薬剤を送
達するためのモダリティーとしては、局所経路、経腸経路、および非経口経路が挙げられ
る。薬剤をインビボで送達するためのモダリティーの例としては、粒子もしくは小滴の吸
入、経鼻液滴もしくは経鼻－咽頭（ｐｈａｒｎｇｙｌ）液滴の送達、粒子、または懸濁物
、経皮的および経粘膜経路、ならびに筋肉内、皮下、静脈内、動脈内、心臓内、鞘内、骨
内、腹腔内、および硬膜外経路による注射もしくは注入が挙げられる。
【０２１８】
　いくつかの実施形態において、薬剤は、哺乳動物被験体に由来する細胞、組織もしくは
器官への直接曝露によって、エキソビボで投与され得る。
【０２１９】
　本開示の組成物もしくは処方物を使用して送達されるべき薬物因子もしくは生物学的に
活性な薬剤は、任意の形態（例えば、純粋な形態、結晶形態、固体形態、ナノ粒子、濃縮
形態、複合体化形態、もしくは結合体化形態が挙げられる）において見いだされ得る。
【０２２０】
　本発明はまた、哺乳動物の身体内の器官および組織への１種以上のＲＮＡｉ誘導実体の
送達のための方法を提供する。いくつかの実施形態において、ＲＮＡｉ誘導実体、１種以
上のアミノ酸脂質、および１種以上のさらなる脂質成分を含む組成物は、種々の経路によ
って導入されて、上記身体内に輸送されかつ１種以上の器官もしくは組織中の細胞によっ
て取り込まれ、ここで標的転写物の発現が、変化させられる。
【０２２１】
　本開示は、核酸および遺伝子抑制ＲＮＡの治療的送達に有用な種々の脂質を含む薬学的
に受容可能な核酸組成物を提供する。特に、本発明は、標的核酸配列の翻訳もしくは遺伝
子の発現を低下させるか、ダウンレギュレートするか、または抑制するために、ｄｓＲＮ
Ａｓのインビトロおよびインビボでの送達のための組成物および方法を提供する。これら
組成物および方法は、哺乳動物における疾患の予防および／もしくは処置のために使用さ
れ得る。本発明の例示的方法において、リボ核酸分子（例えば、ｓｉＲＮＡもしくはｓｈ
ＲＮＡ）は、細胞もしくは被験体（例えば、哺乳動物）へ投与され得る組成物を処方する
ために、アミノ酸脂質と接触させられる。いくつかの実施形態において、本発明は、核酸
含有組成物と、細胞とを接触させることによって、ｓｉＲＮＡもしくはｓｈＲＮＡを細胞
内に送達するための方法を提供する。
【０２２２】
　例示的実施形態において、本発明は、アミノ酸脂質、およびポリマー脂質と混合もしく
は複合体化されて、核酸分子（例えば、二本鎖ＲＮＡ（ｄｓＲＮＡ）、短い干渉ＲＮＡ（
ｓｉＲＮＡ）、もしくは短いヘアピンＲＮＡ（ｓｈＲＮＡ））の細胞内送達を増強する組
成物を提供する、上記核酸分子を含む組成物を包含する。いくつかの実施形態において、
本発明の送達組成物は、ｄｓＲＮＡおよび１つ、２つもしくはそれ以上のアミノ酸脂質を
含み得、このアミノ酸脂質は、カチオン性であってもよいし、非カチオン性であってもよ
い。いくつかのバリエーションにおいて、送達組成物は、ｄｓＲＮＡ、アミノ酸脂質、お
よび１種以上のポリマー脂質を含み得る。いくつかの実施形態において、送達組成物は、
ｄｓＲＮＡ、アミノ酸脂質、１種以上のさらなる脂質、および１種以上のポリマー脂質を
含み得る。本発明の組成物は、干渉ＲＮＡ薬剤としてｄｓＲＮＡを組み込み得る安定な粒
子を形成し得る。本発明の組成物および処方物は、さらなる送達増強成分もしくは賦形剤
を含み得る。
【０２２３】
　いくつかの実施形態において、本発明の組成物は、約５ｎｍ～約４００ｎｍの直径を有
する安定なＲＮＡ－脂質粒子を含む。いくつかの実施形態において、上記粒子は、約１０
ｎｍ～約３００ｎｍの均一な直径を有し得る。いくつかの実施形態において、上記粒子は
、約５０ｎｍ～約１５０ｎｍの均一な直径を有し得る。
【０２２４】



(60) JP 5475643 B2 2014.4.16

10

20

30

40

50

　本発明の例示的な組成物において、二本鎖ＲＮＡは、アミノ酸脂質と混合もしくは複合
体化されて、標的細胞と裸のｄｓＲＮＡとを接触させることに比較して、上記ｄｓＲＮＡ
の細胞内送達を増強する組成物を形成し得る。
【０２２５】
　いくつかの実施形態において、本発明の組成物は、１種以上のアミノ酸脂質を含み得、
上記アミノ酸脂質は、脂質および送達増強成分（任意のポリマー成分を含むが、上記ＲＮ
Ａ成分は含まない）の総量の約０．５％～約７０％（ｍｏｌ％）である。いくつかの実施
形態において、本発明の組成物は、約１０％～約５５％の１種以上のアミノ酸脂質を含み
得る。いくつかの実施形態において、本発明の組成物は、約１５％～約３５％の１種以上
のアミノ酸脂質を含み得る。
【０２２６】
　特定の実施形態において、本発明の組成物は、１種以上の非アミノ酸非カチオン性脂質
を含み得、ここで上記非アミノ酸非カチオン性脂質は、脂質および送達増強成分（任意の
ポリマー成分を含むが、上記ＲＮＡ成分は含まない）の総量の約２％～約９５％（ｍｏｌ
％）である。いくつかの実施形態において、本発明の組成物は、約２０％～約７５％、も
しくは約４５％～約７５％、もしくは約４５％～約５５％の１種以上の非カチオン性脂質
を含み得る。いくつかの実施形態において、本発明の組成物は、約１０％～約５０％の１
種以上の非カチオン性脂質を含み得る。
【０２２７】
　いくつかの実施形態において、本発明の組成物は、１種以上のポリマー脂質を含み得、
ここで上記ポリマー脂質は、脂質および送達増強成分（任意のポリマー成分を含むが、上
記ＲＮＡ成分は含まない）の総量の約０．２％～約２０％（ｍｏｌ％）である。いくつか
の実施形態において、本発明の組成物は、約０．５％～約１０％の１種以上のポリマー脂
質を含み得る。いくつかの実施形態において、本発明の組成物は、上記組成物の約１％～
約５％の１種以上のポリマー脂質を含み得る。
【０２２８】
　（核酸治療剤の組成物および使用）
　いくつかの実施形態において、本発明は、哺乳動物被験体における疾患もしくは障害を
処置するための方法を提供する。干渉ＲＮＡ、アミノ酸脂質、非アミノ酸非カチオン性脂
質、ポリマー脂質、および１種以上の送達増強成分もしくは賦形剤を含む本発明の組成物
の治療上有効な量は、上記組成物によって減少され得るか、低下され得るか、ダウンレギ
ュレートされ得るか、または抑制され得る遺伝子の発現もしくは過剰発現と関連する疾患
もしくは障害を有する被験体に、投与され得る。
【０２２９】
　本発明は、上記被験体に治療上有効量の組成物を投与することによって、肺の疾患（例
えば、呼吸窮迫、喘息、嚢胞性線維症、肺線維症、慢性閉塞性肺疾患、気管支炎、もしく
は気腫）を処置するための方法を包含する。
【０２３０】
　本発明は、関節リウマチ、肝臓疾患、脳炎、骨折、心疾患、ウイルス疾患（肝炎および
インフルエンザが挙げられる）、もしくは癌を処置するための方法を包含する。
【０２３１】
　リポソームを作製するための方法は、例えば、Ｇ．Ｇｒｅｇｏｒｉａｄｉｓ，Ｌｉｐｏ
ｓｏｍｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（ＣＲＣ　Ｐｒｅｓｓ　１９８４），Ｍ．Ｊ．Ｏｓｔｒ
ｏ，Ｌｉｐｏｓｏｍｅｓ（Ｍａｒｃｅｌ　Ｄｅｋｋｅｒ　１９８７）；Ｓｕｂｈａｓｈ　
Ｃ．Ｂａｓｕ　ａｎｄ　Ｍａｎｊｕ　Ｂａｓｕ，Ｌｉｐｏｓｏｍｅ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ａ
ｎｄ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ（２００２）に示される。
【０２３２】
　上記核酸成分、アミノ酸脂質、および任意のさらなる成分は、適切な培地（例えば、細
胞培養培地）中で一緒に最初に混合され得、その後、１種以上のさらなる脂質もしくは化
合物が、上記混合物に添加され得る。あるいは、上記アミノ酸脂質は、適切な培地（例え
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ば、細胞培養培地）中で一緒に最初に混合され得、その後、上記核酸成分が、添加され得
る。
【０２３３】
　本発明の特定の実施形態において、ｄｓＲＮＡは、１種以上のアミノ酸脂質、または１
種以上のアミノ酸脂質および非アミノ酸非カチオン性脂質の組み合わせと混合される。
【０２３４】
　いくつかの実施形態において、アミノ酸脂質トランスフェクション／送達処方物は、乾
燥調製物の再水和によって調製され得る。上記脂質は、ＣＨＣｌ３中に可溶化され得、窒
素下で乾燥させられ得、そしてｐＨ７．４の１０ｍＭ　ＨＥＰＥＳ、５％　デキストロー
ス中に再水和され得、例えば、超音波処理されて、リポソームを形成し得る。リポソーム
は、ＨＥＰＥＳデキストロース中で希釈され得る。上記ｄｓＲＮＡは、０．０００８μｍ
ｏｌ／ｍＬで、１０ｍＭ　ＨＥＰＥＳ、５％　デキストロース，ｐＨ７．４中で希釈され
る。１容積のリポソームは、１容積のｄｓＲＮＡに添加され得、そしてボルテックスされ
得（自己アセンブリ）、１００ｎＭ～６．２５ｎＭ　ｄｓＲＮＡの最終ｄｓＲＮＡ濃度を
提供する。この混合物は、細胞培養培地の存在下で、１～４倍に希釈され得る。
【０２３５】
　上記干渉ＲＮＡ薬剤はまた、アミノ酸脂質もしくはポリマー脂質と複合体化され得るか
、または結合体化され得、１種以上の非アミノ酸非カチオン性脂質、または１種以上の非
アミノ酸非カチオン性と非アミノ酸カチオン性脂質との組み合わせと混合され得る。
【０２３６】
　干渉ＲＮＡ薬剤およびアミノ酸脂質は、一緒に最初に混合され得、続いて、１種以上の
非アミノ酸非カチオン性脂質が添加されるか、または非アミノ酸非カチオン性脂質と非ア
ミノ酸カチオン性脂質との組み合わせが、適切な培地（例えば、細胞培養培地）に添加さ
れ得る。あるいは、上記アミノ酸脂質および非アミノ酸脂質成分は、最初に混合され得、
続いて、適切な培地中に上記ＲＮＡ薬剤が添加される。
【０２３７】
　いくつかの実施形態において、本開示は、アミノ酸脂質および分散剤と混合もしくは複
合体化されて、薬物もしくは活性薬剤の細胞内送達を提供する組成物を形成する上記薬物
もしくは活性薬剤を含むミセル分散組成物を包含する。
【０２３８】
　特定の実施形態において、本開示の分散組成物は、１種以上の薬物もしくは活性薬剤、
１種以上のアミノ酸脂質、および１種以上の分散剤を含み得る。いくつかのバリエーショ
ンにおいて、送達組成物は、薬物もしくは活性薬剤、分散剤、アミノ酸脂質、および選択
肢的なポリマー脂質を含み得る。本開示の分散組成物は、上記薬物もしくは活性薬剤を組
み込み得る安定な粒子を形成し得る。
【０２３９】
　いくつかの局面において、本開示の分散組成物は、約５ｎｍ～約４００ｎｍの直径を有
する安定な核酸分散粒子を含み得る。いくつかの実施形態において、上記粒子は、約１０
ｎｍ～約３００ｎｍの均一な直径を有し得る。いくつかの実施形態において、上記粒子は
、約５０ｎｍ～約１５０ｎｍの均一な直径を有し得る。
【０２４０】
　ミセル分散物を使用して処方され得、そして薬物もしくは活性薬剤（ＲＮＡｉ治療剤が
挙げられる）のバイオアベイラビリティーを改善し得る。従来の脂質－薬物複合体は、親
水性コアもしくは水性コアを維持する脂質二重層もしくはリポソーム構造を含み得る一方
で、ミセル分散物は、疎水性油コア様を有する分散液滴もしくはナノ粒子を提供し得る。
上記分散ナノ粒子は、連続水相に懸濁され得る。分散構造は、活性薬剤を送達するために
リポソーム構造を使用することにおいて特有のいくつかの欠点を回避し得、そして上記親
油性コアが原因で、送達における利点を提供し得る。
【０２４１】
　本開示は、薬物もしくは医薬のために、およびＲＮＡ薬剤の送達および投与のために、
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脂質および分散剤を含むある範囲のミセル分散組成物を提供する。
【０２４２】
　分散剤の例としては、合成化合物（ポリオキシグリセリド（例えば、ポリグリコール化
（ｐｏｌｙｇｌｙｃｏｌａｔｅｄ）カプリルグリセリド）、エトキシジグリコール、ｐｅ
ｇ化脂肪グリセリド、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、およびこれらの混合物
が挙げられる）が挙げられる。分散剤の例としては、ＬＡＢＲＡＦＩＬ、ＬＡＢＲＡＳＯ
Ｌ、ＡＲＬＡＴＯＮＥ、ＴＲＡＮＳＣＵＴＯＬ、およびこれらの混合物が挙げられる。分
散剤の例としては、合成化合物（例えば、アルキルホスホ－Ｎ－メチルエタノールアミン
およびアルコキシサルコシン（ａｌｋｏｙｌｓａｒｃｏｓｉｎｅ））が挙げられる。分散
剤の例としては、ＦＯＳ－ＭＥＡおよびＣＲＯＤＡＳＩＮＩＣが挙げられる。
【０２４３】
　いくつかの実施形態において、本開示の送達組成物は、薬物もしくは活性薬剤、１種以
上の油、１種以上のアミノ酸脂質、ならびに乳化剤および安定化脂質（ｓｔａｂｉｌｉｚ
ｅｒ　ｌｉｐｉｄ）を含み得る。いくつかのバリエーションにおいて、送達組成物は、薬
物もしくは活性薬剤、油、脂質乳化剤、アミノ酸脂質、非カチオン性脂質、およびポリマ
ー脂質を含み得る。
【０２４４】
　本開示の組成物は、薬物もしくは活性薬剤を組み込み得る安定な粒子を形成し得る。い
くつかの局面において、本開示の組成物は、約５ｎｍ～約４００ｎｍの直径を有する、安
定な薬物もしくは活性薬剤のエマルジョン粒子を含む。いくつかの実施形態において、上
記粒子は、約１０ｎｍ～約３００ｎｍの均一な直径を有し得る。いくつかの実施形態にお
いて、上記粒子は、約５０ｎｍ～約１５０ｎｍの均一な直径を有し得る。
【０２４５】
　本開示の例示的な組成物において、薬物もしくは活性薬剤は、油、乳化剤、アミノ酸脂
質、およびポリマー安定化脂質と混合もしくは複合体化されて、上記薬物もしくは活性薬
剤の細胞内送達を増強する組成物を形成し得る。
【０２４６】
　水中油エマルジョンが使用されて処方され得、薬物もしくは活性薬剤（ＲＮＡｉ治療剤
が挙げられる）のバイオアベイラビリティーを改善し得る。
【０２４７】
　従来の脂質－薬物複合体は、親水性もしくは水性コアを維持する脂質二重層もしくはリ
ポソーム構造を含み得る一方で、水中油エマルジョンは、疎水性の油コアを囲んでいる脂
質層を有するエマルジョン液滴もしくはナノ粒子を提供し得る。上記エマルジョン液滴も
しくはナノ粒子は、連続水相において懸濁され得る。エマルジョン構造は、活性薬剤の送
達のためにリポソーム構造を使用することにおいて特有のいくつかの欠点を回避し得、そ
して上記親油性コアが原因で、送達における利点を提供し得る。
【０２４８】
　ある範囲の新規なエマルジョン組成物は、油、乳化剤、および脂質成分と干渉ＲＮＡ薬
剤との新規な組成物および使用を含む、本開示において提供される。
【０２４９】
　油の例としては、合成油、プロピレングリコールの脂肪酸エステル、エチレングリコー
ルのエーテル、グリセリル油、コレステリル油、植物性油、堅果油（ｎｕｔ　ｏｉｌ）、
精油、鉱油、脂溶性化合物（例えば、トコフェロールおよびビタミンＥ）、およびこれら
の混合物が挙げられる。油の例としては、合成油（例えば、ＣＡＰＲＹＯＬ　９０（プロ
ピレングリコールモノエステル）、ＣＡＰＲＹＯＬ　ＰＧＭＣ（プロピレングリコールモ
ノエステル）、ＬＡＢＲＡＦＡＣ　ＰＣ（プロピレングリコールモノエステル）、ＬＡＢ
ＲＡＦＡＣ　ＰＧ（プロピレングリコールジエステル）、ＬＡＵＲＯＧＬＹＣＯＬ　９０
（プロピレングリコールモノエステル）、ＬＡＵＲＯＧＬＹＣＯＬ　ＦＣＣ（プロピレン
グリコールモノエステル）、ＰＬＵＲＯＬ　ＯＬＥＩＱＵＥＣＣ　４９７（プロピレング
リコールモノエステル）、ＬＡＢＲＡＦＡＣ　ＬＩＰＯＰＨＩＬＥ　ＷＬ　１３４９（ト
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リグリセリド）、ＰＥＣＥＯＬ（グリセリルモノエステル）、ＭＡＩＳＩＮＥ　３５－１
（グリセリルモノエステル）、およびこれらの混合物）が挙げられる。
【０２５０】
　（ＲＮＡ治療剤のための組成物および方法）
　本発明は、調節性ＲＮＡを使用して（例えば、ＲＮＡ干渉によって）、遺伝子発現を変
化させるための組成物および方法を提供する。本発明の組成物は、リボ核酸薬剤を、ＲＮ
Ａｉの応答を生じ得る細胞へと送達し得る。本発明にとって有用な核酸薬剤の例としては
、二本鎖核酸、改変もしくは分解耐性核酸、ＲＮＡ、ｓｉＲＮＡ、ｓｉＲＮＡ、ｓｈＲＮ
Ａ、ｍｉＲＮＡ、ｐｉＲＮＡ、ＲＮＡアンタゴニスト、一本鎖核酸、ＤＮＡ－ＲＮＡキメ
ラ、アンチセンス核酸、およびリボザイムが挙げられる。本明細書において使用される場
合、用語、ｓｉＲＮＡ、ｓｉＲＮＡ、およびｓｈＲＮＡは、それぞれ、ｓｉＲＮＡ、ｓｉ
ＲＮＡ、およびｓｈＲＮＡの前駆体を含む。例えば、用語ｓｉＲＮＡは、ダイサー酵素の
基質として適切である、ＲＮＡもしくは二本鎖ＲＮＡを含む。
【０２５１】
　本発明にとって有用なリボ核酸薬剤は、種々の遺伝子に標的化され得る。標的として適
したヒト遺伝子の例としては、とりわけ、ＴＮＦ、ＦＬＴ１、ＶＥＧＦファミリー、ＥＲ
ＢＢファミリー、ＰＤＧＦＲファミリー、ＢＣＲ－ＡＢＬ、およびＭＡＰＫファミリーが
挙げられる。標的およびそれに対する核酸配列として適したヒト遺伝子の例としては、Ｐ
ＣＴ／ＵＳ０８／５５３３３、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５３３９、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５
３４０、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５３４１、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５３５０、ＰＣＴ／ＵＳ
０８／５５３５３、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５３５６、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５３５７、Ｐ
ＣＴ／ＵＳ０８／５５３６０、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５３６２、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５
３６５、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５３６６、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５３６９、ＰＣＴ／ＵＳ
０８／５５３７０、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５３７１、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５３７２、Ｐ
ＣＴ／ＵＳ０８／５５３７３、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５３７４、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５
３７５、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５３７６、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５３７７、ＰＣＴ／ＵＳ
０８／５５３７８、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５３８０、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５３８１、Ｐ
ＣＴ／ＵＳ０８／５５３８２、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５３８３、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５
３８５、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５３８６、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５５０５、ＰＣＴ／ＵＳ
０８／５５５１１、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５５１５、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５５１６、Ｐ
ＣＴ／ＵＳ０８／５５５１９、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５５２４、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５
５２６、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５５２７、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５５３２、ＰＣＴ／ＵＳ
０８／５５５３３、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５５４２、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５５４８、Ｐ
ＣＴ／ＵＳ０８／５５５５０、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５５５１、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５
５５４、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５５５６、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５５６０、ＰＣＴ／ＵＳ
０８／５５５６３、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５５９７、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５５９９、Ｐ
ＣＴ／ＵＳ０８／５５６０１、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５６０３、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５
６０４、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５６０６、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５６０８、ＰＣＴ／ＵＳ
０８／５５６１１、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５６１２、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５６１５、Ｐ
ＣＴ／ＵＳ０８／５５６１８、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５６２２、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５
６２５、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５６２７、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５６３１、ＰＣＴ／ＵＳ
０８／５５６３５、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５６４４、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５６４９、Ｐ
ＣＴ／ＵＳ０８／５５６５１、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５６６２、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５
６７２、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５６７６、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５６７８、ＰＣＴ／ＵＳ
０８／５５６９５、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５６９７、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５６９８、Ｐ
ＣＴ／ＵＳ０８／５５７０１、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５７０４、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５
７０８、ＰＣＴ／ＵＳ０８／５５７０９、およびＰＣＴ／ＵＳ０８／５５７１１に開示さ
れているものが挙げられる。
【０２５２】
　本開示の送達されるべきＲＮＡは、ウイルス遺伝子の領域に相補的な配列を有し得る。
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例えば、本発明のいくつかの組成物および方法は、インフルエンザウイルスのウイルスゲ
ノムの発現を調節するために有用である。いくつかの実施形態において、本発明は、ＲＮ
Ａ干渉によってインフルエンザの発現および感染活動を変化させるための組成物および方
法を提供する。インフルエンザの発現および／もしくは活動は、例えば、インフルエンザ
のＲＮＡポリメラーゼサブユニットの領域に相補的な配列を有する短い干渉ＲＮＡ分子を
細胞に送達することによって変化させられ得る。インフルエンザウイルスに標的化される
ＲＮＡの例は、米国特許出願公開第２００７０２１３２９３　Ａ１号に示される。
【０２５３】
　いくつかの実施形態において、本発明は、被験体に、有効量のＲＮＡｉ誘導化合物（例
えば、短い干渉オリゴヌクレオチド分子、もしくはその前駆体）を含む組成物を投与する
ことによって、被験体における標的転写物の発現を阻害するための組成物および方法を提
供する。ＲＮＡｉは、メッセンジャーＲＮＡ（ｍＲＮＡｓ）を標的化しかつ翻訳を減少さ
せるために、小さな干渉ＲＮＡ（ｓｉＲＮＡ）を使用する。本発明において使用される場
合、ｓｉＲＮＡは、ダイサープロセシングのための前駆体（例えば、ｓｉＲＮＡに処理さ
れる長いｄｓＲＮＡ）であり得る。本発明は、標的転写物の発現または上記標的転写物に
よってコードされるペプチドもしくはタンパク質の活性と関連する疾患もしくは状態を処
置もしくは予防するための方法を提供する。
【０２５４】
　ＲＮＡｉに基づく治療ストラテジーは、ウイルスもしくは微生物の増殖もしくは機能を
妨げることによって、および上記疾患の経路における内因性遺伝子産物の機能を妨げるこ
とによって、広い範囲の疾患を処置するために使用され得る。
【０２５５】
　いくつかの実施形態において、本発明は、ＲＮＡｉ誘導実体（例えば、短い干渉オリゴ
ヌクレオチド分子、およびその前駆体）の送達のための新規な組成物および方法を提供す
る。特に、本発明は、被験体の細胞、組織、および／もしくは器官の１種以上の転写物に
標的化されるＲＮＡｉ誘導実体を含む組成物を提供する。
【０２５６】
　ｓｉＲＮＡは、長さが相補性約１９ヌクレオチドの領域を有する２つのＲＮＡ鎖であり
得る。ｓｉＲＮＡは、必要に応じて、１つまたは２つの一本鎖突出部もしくはループを含
む。
【０２５７】
　ｓｈＲＮＡは、自己相補性の領域を有する単一のＲＮＡ鎖であり得る。上記単一のＲＮ
Ａ鎖は、ステムおよびループを有し、必要に応じて、上記ＲＮＡの５’部分および／もし
くは３’部分において１つ以上の対形成していない部分を有するヘアピン構造を形成し得
る。
【０２５８】
　上記活性治療薬剤は、インビボでのヌクレアーゼ分解に対して改善された耐性、および
／もしくはＲＮＡｉ活性を維持する改善された細胞取り込みを有する、化学的に改変され
たＲＮＡであり得る。
【０２５９】
　本発明のｓｉＲＮＡ薬剤は、標的遺伝子の領域に相補的な配列を有し得る。本発明のｓ
ｉＲＮＡは、２９～５０塩基対（例えば、標的遺伝子の領域に相補的な配列を有するｄｓ
ＲＮＡ）を有し得る。あるいは、二本鎖核酸は、ｄｓＤＮＡであり得る。
【０２６０】
　特定の実施形態において、上記活性薬剤は、遺伝子性生物の発現を変化させ得る短い干
渉核酸（ｓｉＲＮＡ）、短い干渉ＲＮＡ（ｓｉＲＮＡ）、二本鎖ＲＮＡ（ｄｓＲＮＡ）、
マイクロＲＮＡ、もしくは短いヘアピンＲＮＡ（ｓｈＲＮＡ）であり得る。
【０２６１】
　被験体における特定の疾患状態と関連する１種以上の異なる遺伝子（発現が、上記選択
された疾患状態と関連する原因因子もしくは寄与因子として異所性に増大されることが公



(65) JP 5475643 B2 2014.4.16

10

20

30

40

50

知である多数の遺伝子のうちのいずれかを含む）の発現を標的とする匹敵する方法および
組成物が、提供される。
【０２６２】
　本発明のＲＮＡｉ誘導化合物は、疾患状態のための他の公知の処置とともに投与され得
る。
【０２６３】
　いくつかの実施形態において、本発明は、送達増強化合物と混合もしくは複合体化され
るか、または結合体化される小さな核酸分子（例えば、短い干渉核酸、短い干渉ＲＮＡ、
二本鎖ＲＮＡ、マイクロＲＮＡ、もしくは短いヘアピンＲＮＡ）を含む組成物を特徴とす
る。
【０２６４】
　本明細書において使用される場合、用語「調節性ＲＮＡ」、「短い干渉核酸」、「ｓｉ
ＲＮＡ」、「短い干渉ＲＮＡ」、「短い干渉オリゴヌクレオチド分子」、および「化学的
に改変された短い干渉核酸分子」とは、配列特異的様式においてＲＮＡ干渉（ＲＮＡｉ）
もしくは遺伝子抑制を媒介することによって、遺伝子発現、もしくは例えば、ウイルス複
製を調節、阻害もしくはダウンレギュレートすることができる任意の核酸分子をいう。調
節性ＲＮＡは、一本鎖ＲＮＡアンタゴニストを含む。
【０２６５】
　いくつかの実施形態において、上記ｓｉＲＮＡは、自己相補性のセンス領域およびアン
チセンス領域を含む二本鎖ポリヌクレオチド分子であり、ここで上記アンチセンス領域は
、発現、もしくはその一部をダウンレギュレートするための標的リボ核酸分子におけるヌ
クレオチド配列に相補的なヌクレオチド配列を含み、そして上記センス領域は、上記標的
リボ核酸配列もしくはその一部に対応する（すなわち、上記標的リボ核酸配列もしくはそ
の一部に配列において実質的に同一である）ヌクレオチド配列を含む。
【０２６６】
　本明細書において使用される場合、「ｓｉＲＮＡ」とは、比較的短い二本鎖核酸である
小さい干渉リボ核酸、または必要に応じてその長い方の前駆体を意味する。本発明の範囲
内の有用なｓｉＲＮＡの長さは、いくつかの実施形態において、約２０～５０ｂｐの長さ
であることが好ましい。しかし、有用なｓｉＲＮＡ（ｓｉＲＮＡを含む）の長さに特定の
限定はない。例えば、ｓｉＲＮＡは、存在するｓｉＲＮＡの最終的もしくはプロセシング
された形態とは実質的に異なる前駆体形態にある細胞へと最初に示され得、送達する際に
、もしくは送達後に標的細胞へと、遺伝子抑制活性を発揮し得る。ｓｉＲＮＡの前駆体形
態は、例えば、送達時にもしくは送達した後にプロセシング、分解、改変もしくは切断さ
れて、遺伝子抑制を媒介するために細胞内で活性であるｓｉＲＮＡを生じる前駆体配列要
素を含み得る。いくつかの実施形態において、有用なｓｉＲＮＡは、上記標的細胞内で活
性なプロセシングされたｓｉＲＮＡを生じる、例えば、約１００～２００塩基対、もしく
は５０～１００塩基対、もしくは約５０塩基対未満の前駆体長を有する。他の実施形態に
おいて、有用なｓｉＲＮＡもしくはｓｉＲＮＡ前駆体は、約１０～４９ｂｐ、もしくは１
５～３５ｂｐ、もしくは約２１～３０ｂｐの長さである。
【０２６７】
　本発明の特定の実施形態において、ポリヌクレオチド送達増強ポリペプチドは、核酸分
子（ｓｉＲＮＡの大きな核酸前駆体を含む）の送達を容易にするために使用され得る。例
えば、本明細書中の方法および組成物は、所望のｓｉＲＮＡに「前駆体」を示すより大き
な核酸の送達を増強するために使用され得、ここで上記前駆体アミノ酸は、切断され得る
かまたは別の方法で標的細胞への送達前、送達の間もしくは送達後にプロセシングされて
、標的細胞内での遺伝子発現を変化させるために活性なｓｉＲＮＡを形成し得る。
【０２６８】
　例えば、ｄｓＲＮＡ前駆体ポリヌクレオチドは、２つ以上のループ構造、ならびに自己
相補的なセンス領域およびアンチセンス領域を含むステムを有する環状の一本鎖ポリヌク
レオチドとして選択され得、ここで上記アンチセンス領域は、標的核酸分子もしくはその
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一部分におけるヌクレオチド配列に相補的なヌクレオチド配列を含み、そして上記センス
領域は、上記標的核酸配列もしくはその一部分に対応するヌクレオチド配列を有し、ここ
で上記環状ポリヌクレオチドは、ＲＮＡｉを誘導し得る活性なｄｓＲＮＡ分子を生成する
ためにインビボもしくはインビトロでプロセシングされ得る。
【０２６９】
　本発明のｓｉＲＮＡ分子、特に非前駆体形態は、３０塩基対未満、もしくは約１７～１
９ｂｐ、もしくは１９～２１ｂｐ、もしくは２１～２３ｂｐであり得る。
【０２７０】
　ｓｉＲＮＡは、哺乳動物系において選択的遺伝子抑制を媒介し得る。短いループおよび
ステム中んい１９～２７塩基対を有するヘアピンＲＮＡはまた、上記二本鎖ステム中の配
列に相補的な遺伝子の発現を選択的に抑制する。哺乳動物細胞は、短いヘアピンＲＮＡを
ｓｉＲＮＡへと変換して、選択的遺伝子抑制を媒介し得る。
【０２７１】
　ＲＩＳＣは、上記ｓｉＲＮＡ二重鎖のアンチセンス鎖に相補的な配列を有する一本鎖Ｒ
ＮＡの切断を媒介する。標的ＲＮＡの切断は、上記ｓｉＲＮＡ二重鎖のアンチセンス鎖に
相補的な領域内で起こる。２１ヌクレオチドのｓｉＲＮＡ二重鎖は、代表的には、２つの
ヌクレオチド３’突出部を含む場合に最も活性である。
【０２７２】
　２－ヌクレオチド３’突出部を有する２１マーｓｉＲＮＡ二重鎖の上記３’突出セグメ
ントを、デオキシリボヌクレオチドと置換することは、ＲＮＡｉ活性に対して有害な効果
を有さなくてもよい。上記ｓｉＲＮＡの各鎖の最大４ヌクレオチドまでを、デオキシリボ
ヌクレオチドで置換することは、許容され得る。
【０２７３】
　あるいは、ｓｉＲＮＡは、単一もしくは複数のｓｉＲＮＡをコードし、標的細胞内のそ
れらの発現を指向するポルヌクレオチドベクターによって発現される単一もしくは複数の
転写生成物として送達され得る。これらの実施形態において、上記標的細胞内で発現され
るべき上記ｓｉＲＮＡの最終転写生成物の二本鎖部分は、例えば、１５～４９ｂｐ、１５
～３５ｂｐ、もしくは約２１～３０ｂｐの長さであり得る。
【０２７４】
　本発明のいくつかの実施形態において、２つの鎖が対形成されるｓｉＲＮＡの二本鎖領
域は、突出もしくはミスマッチ部分、またはその両方を含み得る。２つの鎖が対形成され
るｓｉＲＮＡの二本鎖部分は、完全に対形成されたヌクレオチドセグメントに限定されず
、例えば、ミスマッチ（対応するヌクレオチドが相補的でない）、突出（一方の鎖で対応
する相補的ヌクレオチドを欠いている）、または突出部に起因して、対形成していない部
分を含み得る。対形成していない部分は、これらがｓｉＲＮＡ形成を干渉しない程度にま
で含まれ得る。いくつかの実施形態において、「突出（ｂｕｌｇｅ）」とは、１～２個の
対形成していないヌクレオチドを含み得、２つの鎖が対形成するｓｉＲＮＡの二本鎖領域
が、約１～７個、もしくは約１～５個の突出を含み得る。さらに、ｓｉＲＮＡの上記二本
鎖領域に含まれる「ミスマッチ」部分は、約１～７、もしくは約１～５の数で存在し得る
。最も頻繁に、ミスマッチの場合に、上記ヌクレオチドのうちの１つは、グアニンであり
、他方はウラシルである。このようなミスマッチ形成は、例えば、センスＲＮＡをコード
する対応するＤＮＡ中のＣからＴへの変異、ＧからＡへの変異、またはこれらの混合物に
起因し得るが、他の原因もまた、企図される。
【０２７５】
　本発明のｓｉＲＮＡの末端構造は、上記ｓｉＲＮＡが、標的遺伝子の発現を抑制するた
めにその活性を保持する限りにおいて、平滑もしくは粘着性（突出性）かのいずれかであ
り得る。上記粘着性（突出性）末端構造は、３’突出部に制限されないが、遺伝子抑制を
誘導するための滑精を保持する限りにおいて、５’突出構造を含む。さらに、突出するヌ
クレオチドの数は、２ヌクレオチドもしくは３ヌクレオチドに制限されないが、遺伝子抑
制を誘導するための活性を保持する限りにおいて、任意のヌクレオチド数であり得る。例
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えば、突出部は、１～約８ヌクレオチド、もしくは２～４ヌクレオチドを含み得る。
【０２７６】
　突出末端構造を有するｓｉＲＮＡの長さは、対形成された二重鎖部分および各末端の任
意の突出部分について表され得る。例えば、２－ｂｐ　３’アンチセンス突出部を有する
２５／２７マーｓｉＲＮＡ二重鎖は、２５マーセンス鎖および２７マーアンチセンス鎖を
有し、ここで上記対形成された部分は、２５ｂｐの長さを有する。
【０２７７】
　任意の突出部の配列は、標的遺伝子に対して低い特異性を有し得、そして上記標的遺伝
子配列に対して相補的（アンチセンス）でなくてもよいし、同一（センス）でなくてもよ
い。上記ｓｉＲＮＡが遺伝子抑制についての活性を保持している限りにおいて、上記ｓｉ
ＲＮＡは、突出部分において、低分子量構造（例えば、ｔＲＮＡ、ｒＲＮＡ、ウイルスＲ
ＮＡ、もしくは人工ＲＮＡ分子のような天然のＲＮＡ分子）を含み得る。
【０２７８】
　上記ｓｉＲＮＡの末端構造は、上記二本鎖核酸のうちの一方側の末端がリンカー核酸（
例えば、リンカーＲＮＡ）によって接続されているステム－ループ構造を有し得る。上記
二本鎖領域（ステム部分）の長さは、例えば、１５～４９ｂｐ、もしくは１５～３５ｂｐ
、もしくは約２１～３０ｂｐの長さであり得る。あるいは、標的細胞において発現される
べきｓｉＲＮＡの最終的な転写性生物である上記二本鎖領域の長さは、例えば、約１５～
４９ｂｐ、もしくは１５～３５ｂｐ、もしくは約２１～３０ｂｐの長さであり得る。
【０２７９】
　上記ｓｉＲＮＡは、標的核酸分子におけるヌクレオチド配列に相補的なヌクレオチド配
列、もしくはその一部分を有する一本鎖ポリヌクレオチドを含み得、ここで上記一本鎖ポ
リヌクレオチドは、末端ホスフェート基（例えば、５’－ホスフェート（例えば、Ｍａｒ
ｔｉｎｅｚら，Ｃｅｌｌ．１１０：５６３－５７４，２００２、およびＳｃｈｗａｒｚら
，Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｃｅｌｌ　１０：５３７－５６８，２００２を参照のこと）また
は５’，３’－ジホスフェート）を含み得る。
【０２８０】
　本明細書において使用される場合、用語ｓｉＲＮＡは、天然に存在するＲＮＡもしくは
ＤＮＡのみを含む分子に限定されないが、化学的に改変されたヌクレオチドおよび非ヌク
レオチドもまた包含する。いくつかの実施形態において、本発明の短い干渉核酸分子は、
２’－ヒドロキシ（２’－ＯＨ）含有ヌクレオチドを欠いている。いくつかの実施形態に
おいて、短い干渉核酸は、ＲＮＡｉを媒介するための２’－ヒドロキシ基を有するヌクレ
オチドの存在を要せず、よって、本発明の短い干渉核酸分子は、必要に応じて、いかなる
リボヌクレオチド（例えば、２’－ＯＨ基を有するヌクレオチド）をも含まない。しかし
、ＲＮＡｉを補助するためにｓｉＲＮＡ分子内にリボヌクレオチドの存在を要しないｓｉ
ＲＮＡ分子は、２’－ＯＨ基を有する１つ以上のヌクレオチドを含む結合されたリンカー
もしくは他の結合もしくは会合された基、部分、もしくは鎖を有する。ｓｉＲＮＡ分子は
、上記ヌクレオチド位置の少なくとも約５％、１０％、２０％、３０％、４０％、もしく
は５０％においてリボヌクレオチドを含み得る。
【０２８１】
　本明細書において使用される場合、用語ｓｉＲＮＡは、配列特異的ＲＮＡｉを媒介し得
る核酸分子（例えば、とりわけ、短い干渉ＲＮＡ（ｓｉＲＮＡ）分子、二本鎖ＲＮＡ（ｄ
ｓＲＮＡ）分子、マイクロＲＮＡ分子、短いヘアピンＲＮＡ（ｓｈＲＮＡ）分子、短い干
渉オリゴヌクレオチド分子、短い干渉核酸分子、短い干渉改変オリゴヌクレオチド分子、
化学的に改変されたｓｉＲＮＡ分子、および転写後遺伝子抑制　ＲＮＡ（ｐｔｇｓＲＮＡ
）分子）を包含する。
【０２８２】
　いくつかの実施形態において、ｓｉＲＮＡ分子は、別個のセンス配列もしくは領域およ
びアンチセンス配列もしくは領域を含み、ここで上記センス領域およびアンチセンス領域
は、ヌクレオチドリンカー分子もしくは非ヌクレオチドリンカー分子によって共有結合さ
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れるか、またはイオン性共有結合、水素結合、ファンデルワールス相互作用、疎水性相互
作用、および／もしくは積み重ね（ｓｔａｃｋｉｎｇ）相互作用によって、非共有結合的
に連結される。
【０２８３】
　「アンチセンスＲＮＡ」は、標的遺伝子ｍＲＮＡに結合することによってＲＮＡｉを誘
導し得る、上記標的遺伝子ｍＲＮＡに相補的な配列を有するＲＮＡ鎖である。
【０２８４】
　「センスＲＮＡ」は、アンチセンスＲＮＡに相補的な配列を有するＲＮＡ鎖であり、そ
の相補的アンチセンスＲＮＡにアニールして、ｓｉＲＮＡを形成する。
【０２８５】
　本明細書において使用される場合、用語「ＲＮＡｉ構築物」もしくは「ＲＮＡｉ前駆体
」とは、ＲＮＡｉ誘導化合物（例えば、小さな干渉ＲＮＡ（ｓｉＲＮＡ）、ヘアピンＲＮ
Ａ、およびインビボで切断されて，ｓｉＲＮＡを形成し得る他のＲＮＡ種をいう。ＲＮＡ
ｉ前駆体はまた、本明細書において、細胞においてｄｓＲＮＡもしくはヘアピンＲＮＡを
形成する転写物および／またはインビボでｓｉＲＮＡを生じ得る転写物を生じ得る発現ベ
クター（ＲＮＡｉ発現ベクターともいう）を含む。
【０２８６】
　ｓｉハイブリッド分子は、ｓｉＲＮＡに類似の機能を有する二本鎖核酸である。二本鎖
ＲＮＡ分子の代わりに、ｓｉハイブリッドは、ＲＮＡ鎖およびＤＮＡ鎖から構成される。
好ましくは、上記ＲＮＡ鎖は、標的ｍＲＮＡに結合するアンチセンス鎖である。上記ＤＮ
Ａ鎖とＲＮＡ鎖のハイブリダイゼーションによって作り出された上記ｓｉハイブリッドは
、ハイブリダイズした相補的部分および好ましくは、少なくとも１つの３’突出末端を有
する。
【０２８７】
　本発明において使用するためのｓｉＲＮＡは、２つの別個のオリゴヌクレオチドから組
み立てられ得、ここで一方の鎖はセンス鎖であり、他方はアンチセンス鎖であり、上記ア
ンチセンス鎖およびセンス鎖は、自己相補性である（すなわち、各鎖は、他方の鎖におけ
るヌクレオチド配列に対して相補的なヌクレオチド配列を含む；例えば、上記アンチセン
ス鎖およびセンス鎖が二重鎖もしくは二本鎖構造を形成する（ここで例えば、上記二本鎖
領域が、約１９塩基対である））。上記アンチセンス鎖は、標的核酸分子もしくはその一
部分におけるヌクレオチド配列に相補的なヌクレオチド配列を含み、そして上記センス鎖
は、上記標的核酸配列もしくはその一部分に対応するヌクレオチド配列を含み得る。ある
いは、上記ｓｉＲＮＡは、単一のオリゴヌクレオチドから組み立てられ得、ここで上記ｓ
ｉＲＮＡの自己相補性のセンス領域およびアンチセンス領域は、核酸ベースのリンカーも
しくは非核酸ベースのリンカーによって連結される。
【０２８８】
　いくつかの実施形態において、細胞内送達のためのｓｉＲＮＡは、自己相補性のセンス
領域およびアンチセンス領域を有する二重鎖、非対称二重鎖、ヘアピンもしくは非対称ヘ
アピン二次構造を有するポリヌクレオチドであり得、ここで上記アンチセンス領域は、別
個の標的核酸分子もしくはその一部分におけるヌクレオチド配列に相補的なヌクレオチド
配列を含み、そして上記センス領域は、上記標的核酸配列もしくはその一部分に対応する
ヌクレオチド配列を含む。
【０２８９】
　ｓｉＲＮＡにおいて行われ得る化学的改変の例としては、ホスホロチオエートヌクレオ
チド間連結、２’－デオキシリボヌクレオチド、２’－Ｏ－メチルリボヌクレオチド、２
’－デオキシ－２’－フルオロリボヌクレオチド、「ユニバーサル塩基」ヌクレオチド、
「非環式」ヌクレオチド、５－Ｃ－メチルヌクレオチド、ならびに末端グリセリルおよび
／もしくは逆方向（ｉｎｖｅｒｔｅｄ）デオキシ脱塩基（ａｂａｓｉｃ）残基組み込みが
挙げられる。
【０２９０】
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　ｓｉＲＮＡ分子の上記アンチセンス領域は、上記アンチセンス領域の３’－末端におい
てホスホロチオエートヌクレオチド間連結を含み得る。上記アンチセンス領域は、上記ア
ンチセンス領域の５’－末端において約１～約５個のホスホロチオエートヌクレオチド間
連結を含み得る。ｓｉＲＮＡ分子の上記３’末端ヌクレオチド突出部は、核酸の糖、塩基
、もしくは骨格において化学的に改変されている、リボヌクレオチドもしくはデオキシリ
ボヌクレオチドを含み得る。上記３’末端ヌクレオチド突出部は、１種以上のユニバーサ
ル塩基リボヌクレオチドを含み得る。上記３’－末端ヌクレオチド突出部は、１つ以上の
非環式ヌクレオチドを含み得る。
【０２９１】
　例えば、化学的に改変されているｓｉＲＮＡは、１つの鎖において１個、２個、３個、
４個、５個、６個、７個、８個、もしくはそれ以上のホスホロチオエートヌクレオチド間
連結を有し得るか、または各鎖において１～８個もしくはそれ以上のホスホロチオエート
ヌクレオチド間連結を有し得る。上記ホスホロチオエートヌクレオチド間連結は、上記ｓ
ｉＲＮＡ二重鎖の一方もしくは両方のオリゴヌクレオチド鎖に、例えば、上記センス鎖、
上記アンチセンス鎖、もしくはその両方の鎖に、存在し得る。
【０２９２】
　ｓｉＲＮＡ分子は、上記センス鎖、上記アンチセンス鎖、もしくは両方の鎖の、上記３
’末端、上記５’末端、または上記３’末端および５’末端の両方において１個以上のホ
スホロチオエートヌクレオチド間連結を含み得る。例えば、例示的ｓｉＲＮＡ分子は、上
記センス鎖、上記アンチセンス鎖、またはその両方の鎖の５’末端において１個、２個、
３個、４個、５個、もしくはそれ以上の連続するホスホロチオエートヌクレオチド間連結
を含み得る。
【０２９３】
　特定の実施形態において、ｓｉＲＮＡ分子は、上記センス鎖、上記アンチセンス鎖、ま
たはその両方の鎖において、１個、２個、３個、４個、５個、６個、７個、８個、９個、
１０個、もしくはそれ以上のピリミジンホスホロチオエートヌクレオチド間連結を含む。
【０２９４】
　いくつかの実施形態において、ｓｉＲＮＡ分子は、上記センス鎖、上記アンチセンス鎖
、またはその両方の鎖において、１個、２個、３個、４個、５個、６個、７個、８個、９
個、１０個、もしくはそれ以上のプリンホスホロチオエートヌクレオチド間連結を含む。
【０２９５】
　ｓｉＲＮＡ分子は、環状核酸分子を含み得、ここで上記ｓｉＲＮＡは、約３８～約７０
ヌクレオチド、例えば、約３８ヌクレオチド、４０ヌクレオチド、４５ヌクレオチド、５
０ヌクレオチド、５５ヌクレオチド、６０ヌクレオチド、６５ヌクレオチド、もしくは７
０ヌクレオチドの長さであり、約１８～約２３塩基対、例えば、約１８塩基対、１９塩基
対、２０塩基対、２１塩基対、２２塩基対、もしくは２３塩基対を有し、ここで上記環状
オリゴヌクレオチドは、約１９塩基対を有するダンベル形構造および２つのループを形成
する。
【０２９６】
　環状ｓｉＲＮＡ分子は、２つのループモチーフを含み得、ここで上記ｓｉＲＮＡ分子の
一方もしくは両方のループ部分は生分解性である。例えば、環状ｓｉＲＮＡ分子の上記ル
ープ部分は、３’末端突出部（例えば、約２ヌクレオチドを含む３’末端ヌクレオチド突
出部）を有する二本鎖ｓｉＲＮＡ分子を生じるように、インビボで変換され得る。
【０２９７】
　ｓｉＲＮＡ分子における改変ヌクレオチドは、上記アンチセンス鎖、上記センス鎖、も
しくはその両方に存在し得る。例えば、改変ヌクレオチドは、ノーザンコンフォメーショ
ン（Ｎｏｒｔｈｅｒｎ　ｃｏｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）（例えば、ノーザン疑回転サイクル
（Ｎｏｒｔｈｅｒｎ　ｐｓｅｕｄｏｒｏｔａｔｉｏｎ　ｃｙｃｌｅ）；例えば、Ｓａｅｎ
ｇｅｒ，Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ　ｏｆ　Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ
，Ｓｐｒｉｎｇｅｒ－Ｖｅｒｌａｇ編，１９８４を参照のこと）を有し得る。ノーザンコ
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ンフォメーションを有するヌクレオチドの例としては、ロックされた（ｌｏｃｋｅｄ）核
酸（ＬＮＡ）ヌクレオチド（例えば、２’－Ｏ、４’－Ｃ－メチレン－（Ｄ－リボフラノ
シル）ヌクレオチド）、２’－メトキシエトキシ（ＭＯＥ）ヌクレオチド、２’－メチル
－チオ－エチル，２’－デオキシ－２’－フルオロヌクレオチド、２’－デオキシ－２’
－クロロヌクレオチド、２’－アジドヌクレオチド、および２’－Ｏ－メチルヌクレオチ
ドが挙げられる。
【０２９８】
　化学的に改変されているヌクレオチドは、ヌクレアーゼ分解に対して耐性であり得ると
同時に、ＲＮＡｉを媒介する能力を維持し得る。
【０２９９】
　二本鎖ｓｉＲＮＡ分子の上記センス鎖は、上記センス鎖の３’末端、５’末端、もしく
は３’末端および５’末端の両方において、末端キャップ部分（例えば、逆方向デオキシ
脱塩基部分）を有し得る。
【０３００】
　結合体の例としては、Ｖａｒｇｅｅｓｅら，米国特許出願第１０／４２７，１６０号（
２００３年８月３０日出願、図面を含め、その全体が本明細書に参考として援用される）
に記載される結合体およびリガンドが挙げられる。
【０３０１】
　本発明のいくつかの実施形態において、上記結合体は、上記化学的に改変されているｓ
ｉＲＮＡ分子に、生分解性リンカーを介して共有結合され得る。例えば、上記結合体分子
は、上記化学的に改変されているｓｉＲＮＡ分子の上記センス鎖、上記アンチセンス鎖、
もしくはその両方の鎖のいずれかの３’末端において結合され得る。
【０３０２】
　特定の実施形態において、上記結合体分子は、上記化学的に改変されているｓｉＲＮＡ
分子の上記センス鎖、上記アンチセンス鎖、もしくはその両方の鎖のいずれかの５’末端
において結合される。いくつかの実施形態において、上記結合体分子は、上記化学的に改
変されているｓｉＲＮＡ分子の上記センス鎖、上記アンチセンス鎖、もしくはその両方の
鎖のいずれかの３末端および５’末端の両方、またはこれらの組み合わせに結合される。
【０３０３】
　いくつかの実施形態において、結合体分子は、化学的に改変されているｓｉＲＮＡ分子
を生物学的系（例えば、細胞）へと送達するのを容易にする分子を含む。
【０３０４】
　いくつかの実施形態において、上記化学的に改変されているｓｉＲＮＡ分子に結合され
た結合体分子は、ポリエチレングリコール、ヒト血清アルブミン、または細胞取り込みを
媒介し得る細胞レセプターのリガンドである。化学的に改変されているｓｉＲＮＡ分子に
結合され得る、本発明によって企図される具体的結合体分子の例は、Ｖａｒｇｅｅｓｅら
，米国特許出願公開第２００３０１３０１８６号および同第２００４０１１０２９６号に
記載されている。
【０３０５】
　ｓｉＲＮＡは、上記ｓｉＲＮＡの上記センス領域を、上記ｓｉＲＮＡの上記アンチセン
ス領域につなぐヌクレオチドリンカー、非ヌクレオチドリンカー、もしくは混合したヌク
レオチド／非ヌクレオチドリンカーを含み得る。いくつかの実施形態において、ヌクレオ
チドリンカーは、３ヌクレオチド、４ヌクレオチド、５ヌクレオチド、６ヌクレオチド、
７ヌクレオチド、８ヌクレオチド、９ヌクレオチド、もしくは１０ヌクレオチドの長さで
あり得る。いくつかの実施形態において、上記ヌクレオチドリンカーは、核酸アプタマー
であり得る。本明細書において使用される場合、用語「アプタマー」または「核酸アプタ
マー」は、標的分子に特異的に結合する核酸分子を包含し、ここで上記核酸分子は、その
天然の状況において、上記標的分子によって認識される配列を含む。あるいは、アプタマ
ーは、標的分子に結合する核酸分子であって、上記標的分子が核酸に天然には結合しない
ものであり得る。
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【０３０６】
　例えば、上記アプタマーは、タンパク質のリガンド結合ドメインに結合し、それによっ
て、天然に存在するリガンドと、上記タンパク質との相互作用を妨げるするために使用さ
れ得る。例えば、Ｇｏｌｄら，Ａｎｎｕ．Ｒｅｖ．Ｂｉｏｃｈｅｍ．６４：７６３，１９
９５；Ｂｒｏｄｙ　ａｎｄ　Ｇｏｌｄ，Ｊ．Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌ．７４：５，２０００
；Ｓｕｎ，Ｃｕｒｒ．Ｏｐｉｎ．Ｍｏｌ．Ｔｈｅｒ．２：１００，２０００；Ｋｕｓｓｅ
ｒ，Ｊ．Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌ．７４：２７，２０００；Ｈｅｒｍａｎｎ　ａｎｄ　Ｐａ
ｔｅｌ，Ｓｃｉｅｎｃｅ　２８７：８２０，２０００；およびＪａｙａｓｅｎａ，Ｃｌｉ
ｎｉｃａｌ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　４５：１６２８，１９９９を参照のこと。
【０３０７】
　非ヌクレオチドリンカーは、脱塩基ヌクレオチド、ポリマー、ポリアミン、ポリアミド
、ペプチド、炭水化物、脂質、ポリ炭化水素（ｐｏｌｙｈｙｄｒｏｃａｒｂｏｎ）、また
は他のポリマー化合物（例えば、２～１００の間のエチレングリコール単位を有するもの
のようなポリエチレングリコール）であり得る。具体的な例としては、Ｓｅｅｌａ　ａｎ
ｄ　Ｋａｉｓｅｒ，Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．１８：６３５３，１９９０、
およびＮｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．１５：３１１３，１９８７；Ｃｌｏａｄ　
ａｎｄ　Ｓｃｈｅｐａｒｔｚ，Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．１１３：６３２４，１９９
１；Ｒｉｃｈａｒｄｓｏｎ　ａｎｄ　Ｓｃｈｅｐａｒｔｚ，Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ
．１１３：５１０９，１９９１；Ｍａら，Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．２１：
２５８５，１９９３、およびＢｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　３２：１７５１，１９９３；Ｄ
ｕｒａｎｄら，Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．１８：６３５３，１９９０；Ｍｃ
Ｃｕｒｄｙら，Ｎｕｃｌｅｏｓｉｄｅｓ　＆　Ｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅｓ　１０：２８７，
１９９１；Ｊａｓｃｈｋｅら，Ｔｅｔｒａｈｅｄｒｏｎ　Ｌｅｔｔ．３４：３０１－３０
４，１９９３；Ｏｎｏら，Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　３０：９９１４，１９９１；Ａｒ
ｎｏｌｄら，国際公開番号ＷＯ ８９／０２４３９；Ｕｓｍａｎら，国際公開番号ＷＯ　
９５／０６７３１；Ｄｕｄｙｃｚら，国際公開番号ＷＯ　９５／１１９１０、ならびにＦ
ｅｒｅｎｔｚ　ａｎｄ　Ｖｅｒｄｉｎｅ，Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．１１３：４００
０，１９９１によって記載されるものが挙げられる。
【０３０８】
　「非ヌクレオチドリンカー」とは、糖および／もしくはホスフェート置換のいずれかを
含み、その残りの塩基がそれらの酵素活性を示すことを可能にする、１つ以上のヌクレオ
チド単位の代わりに核酸鎖へ組み込まれ得る基もしくは化合物をいう。上記基もしくは化
合物は、例えば、上記糖のＣ１位において、一般に認識されるヌクレオチド塩基（例えば
、アデノシン、グアニン、シトシン、ウラシルもしくはチミン）を含まない点において脱
塩基性であり得る。
【０３０９】
　いくつかの実施形態において、改変ｓｉＲＮＡ分子は、ホスフェート骨格改変を有し得
、上記改変は、１つ以上のホスホロチオエート、ホスホロジチオエート、メチルホスホネ
ート、ホスホトリエステル、モルホリノ、アミデートカルバメート、カルボキシメチル、
アセトアミデート、ポリアミド、スルホネート、スルホンアミド、スルファメート、ホル
ムアセタール、チオホルムアセタール、および／もしくはアルキルシリル置換を含む。オ
リゴヌクレオチド骨格改変の例は、Ｈｕｎｚｉｋｅｒ　ａｎｄ　Ｌｅｕｍａｎｎ，Ｎｕｃ
ｌｅｉｃ　Ａｃｉｄ　Ａｎａｌｏｇｕｅｓ：Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ　ａｎｄ　Ｐｒｏｐｅｒ
ｔｉｅｓ，ｉｎ　Ｍｏｄｅｒｎ　Ｓｙｎｔｈｅｔｉｃ　Ｍｅｔｈｏｄｓ，ＶＣＨ，ｐｐ．
３３１～４１７，１９９５、およびＭｅｓｍａｅｋｅｒら，Ｎｏｖｅｌ　Ｂａｃｋｂｏｎ
ｅ　Ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔｓ　ｆｏｒ　Ｏｌｉｇｏｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅｓ，ｉｎ　Ｃ
ａｒｂｏｈｙｄｒａｔｅ　Ｍｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎｓ　ｉｎ　Ａｎｔｉｓｅｎｓｅ　Ｒ
ｅｓｅａｒｃｈ，ＡＣＳ，ｐｐ．２４－３９，１９９４に示されている。
【０３１０】
　ｓｉＲＮＡ分子（これは、化学的に改変されてい得る）は、（ａ）上記ｓｉＲＮＡ分子
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の２つの相補鎖の合成；および（ｂ）上記２つの相補鎖を、二本鎖ｓｉＲＮＡ分子を得る
のに適した条件下で一緒にアニールすることによって合成され得る。いくつかの実施形態
において、上記ｓｉＲＮＡ分子の相補性部分の合成は、固相オリゴヌクレオチド合成によ
って、または固相直列オリゴヌクレオチド合成によってである。
【０３１１】
　オリゴヌクレオチド（例えば、特定の改変されたオリゴヌクレオチドまたはリボヌクレ
オチドを欠いているオリゴヌクレオチドの一部）は、例えば、Ｃａｒｕｔｈｅｒｓら，Ｍ
ｅｔｈｏｄｓ　ｉｎ　Ｅｎｚｙｍｏｌｏｇｙ　２１１：３－１９，１９９２；Ｔｈｏｍｐ
ｓｏｎら，国際ＰＣＴ公開番号ＷＯ　９９／５４４５９；Ｗｉｎｃｏｔｔら，Ｎｕｃｌｅ
ｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．２３：２６７７－２６８４，１９９５；Ｗｉｎｃｏｔｔら，
Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｍｏｌ．Ｂｉｏ．７４：５９，１９９７；Ｂｒｅｎｎａｎら，Ｂｉｏｔ
ｅｃｈｎｏｌ　Ｂｉｏｅｎｇ．６１：３３－４５，１９９８；およびＢｒｅｎｎａｎ，米
国特許第６，００１，３１１号に記載されているように、当該分野で公知のプロトコルを
使用して合成される。ＲＮＡ（本発明の特定のｓｉＲＮＡ分子を含む）の合成は、例えば
、Ｕｓｍａｎら，Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．１０９：７８４５，１９８７；Ｓｃａｒ
ｉｎｇｅら，Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．１８：５４３３，１９９０；および
Ｗｉｎｃｏｔｔら，Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．２３：２６７７－２６８４，
１９９５；Ｗｉｎｃｏｔｔら，Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｍｏｌ．Ｂｉｏ．７４：５９，１９９７
に記載されるように、一般的手順に従う。
【０３１２】
　「非対称ヘアピン」とは、本明細書において使用される場合、アンチセンス領域、ヌク
レオチドもしくは非ヌクレオチドを含み得るループ部分、および上記アンチセンス領域よ
り少ない（センス領域が上記アンチセンス領域と塩基対して、得ループを有する二重鎖を
形成するに十分相補的なヌクレオチドを有する程度にまで）ヌクレオチドを含むセンス領
域を含む直鎖状のｓｉＲＮＡ分子である。
【０３１３】
　「非対称二重鎖」とは、本明細書において使用される場合、センス領域およびアンチセ
ンス領域を含む２つの別個の鎖を有するｓｉＲＮＡ分子であって、ここで上記センス領域
は、上記アンチセンス領域と塩基対形成して、二重鎖を形成するに十分相補的なヌクレオ
チドを有する程度にまで、上記アンチセンス領域より少ないヌクレオチドを含むものであ
る。
【０３１４】
　「中程度の遺伝子発現」とは、本明細書において使用される場合、細胞に存在するｍＲ
ＮＡレベルの、またはｍＲＮＡ翻訳の、または標的遺伝子によってコードされるタンパク
質もしくはタンパク質サブユニットの合成の、アップレギュレーションもしくはダウンレ
ギュレーションを含み得る、上記標的遺伝子の発現をアップレギュレートするかダウンレ
ギュレートすることである。
【０３１５】
　用語「阻害する」、「ダウンレギュレートする」、もしくは「発現を減少させる」とは
、本明細書において使用される場合、上記遺伝子の発現、または１種以上のタンパク質も
しくはタンパク質サブユニットをコードするＲＮＡ分子もしくは等価なＲＮＡ分子のレベ
ル、または標的遺伝子によってコードされる１種以上のタンパク質もしくはタンパク質サ
ブユニットのレベルもしくは活性が、本発明の核酸分子（例えば、ｓｉＲＮＡ）の非存在
下で認められるものより低く低下することを意味する。
【０３１６】
　「遺伝子抑制」とは、本明細書において使用される場合、細胞における遺伝子発現の部
分的もしくは完全な阻害をいい、そして「遺伝子ノックダウン」ともいわれ得る。遺伝子
抑制の程度は、当該分野で公知の方法によって決定され得、上記方法のうちのいくつかは
、国際公開番号ＷＯ　９９／３２６１９にまとめられている。
【０３１７】
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　本明細書において使用される場合、用語「リボ核酸」および「ＲＮＡ」とは、少なくと
も１つのリボヌクレオチド残基を含む分子をいう。リボヌクレオチドは、β－Ｄ－リボ－
フラノース部分の２’部分においてヒドロキシル基を有するヌクレオチドである。これら
用語は、二本鎖ＲＮＡ、一本鎖ＲＮＡ、単離されたＲＮＡ（例えば、部分的に精製された
ＲＮＡ、本質的に純粋なＲＮＡ、合成ＲＮＡ、組換え生成ＲＮＡ、ならびに１もしくは数
個のヌクレオチドの付加、欠失、置換、改変、および／もしくは変化だけ天然に存在する
ＲＮＡとは異なる、改変および変化させたＲＮＡを包含する。ＲＮＡの変化は、非ヌクレ
オチド物質を（例えば、ｓｉＲＮＡの末端に対してまたは内部に（例えば、ＲＮＡの１個
以上のヌクレオチドにおいて））付加することを包含し得る。
【０３１８】
　ＲＮＡ分子中のヌクレオチドは、標準的でないヌクレオチド（例えば、天然に存在しな
いヌクレオチドまたは化学合成されたヌクレオチドもしくはデオキシヌクレオチド）を含
む。これら変化させられたＲＮＡは、アナログといわれ得る。
【０３１９】
　「高度に保存された配列領域」とは、標的遺伝子中の１つ以上の領域のヌクレオチド配
列が、一方の世代から他方の世代へ、または一方の生物学的系から他方の生物学的系へ顕
著に変動していないことを意味する。
【０３２０】
　「センス領域」とは、ｓｉＲＮＡ分子のアンチセンス領域に対して相補性を有する上記
ｓｉＲＮＡ分子のヌクレオチド配列を意味する。さらに、ｓｉＲＮＡ分子の上記センス領
域は、標的核酸配列と相同性を有する核酸配列を含み得る。
【０３２１】
　「アンチセンス領域」とは、標的核酸配列に対して相補性を有するｓｉＲＮＡ分子のヌ
クレオチド配列を意味する。さらに、ｓｉＲＮＡ分子の上記アンチセンス領域は、上記ｓ
ｉＲＮＡ分子のセンス領域に対して相補性を有する核酸配列を含み得る。
【０３２２】
　「標的核酸」とは、発現もしくは活性が変化させられるべき任意の核酸配列を意味する
。標的核酸は、ＤＮＡもしくはＲＮＡであり得る。
【０３２３】
　「相補性」とは、伝統的なワトソン－クリックもしくは他の非伝統的な結合モデルのい
ずれかによって、核酸が別の核酸配列と水素結合を形成し得ることを意味する。
【０３２４】
　用語「生分解性リンカー」とは、本明細書において使用される場合、一方の分子を別の
分子に（例えば、生物学的に活性な分子をｓｉＲＮＡ分子もしくはｓｉＲＮＡ分子のセン
ス鎖およびアンチセンス鎖に）つなぐための生分解性リンカーとして示される、核酸リン
カー分子もしくは非核酸リンカー分子をいう。上記生分解性リンカーは、その安定性が特
定の目的（例えば、特定の組織もしくは細胞型への送達）のために変化させられ得るよう
に示される。核酸ベースの生分解性リンカー分子の安定性は、例えば、リボヌクレオチド
、デオキシリボヌクレオチド、および化学的に改変されているヌクレオチド（例えば、２
’－Ｏ－メチル、２’－フルオロ、２’－アミノ、２’－Ｏ－アミノ、２’－Ｃ－アリル
、２’－Ｏ－アリル、および他の２’－改変もしくは塩基改変ヌクレオチド）の組み合わ
せによって、種々に変化させられ得る。上記生分解性核酸リンカー分子は、ダイマー、ト
リマー、テトラマーもしくはそれより長い核酸分子であり得る（例えば、約２ヌクレオチ
ド、３ヌクレオチド、４ヌクレオチド、５ヌクレオチド、６ヌクレオチド、７ヌクレオチ
ド、８ヌクレオチド、９ヌクレオチド、１０ヌクレオチド、１１ヌクレオチド、１２ヌク
レオチド、１３ヌクレオチド、１４ヌクレオチド、１５ヌクレオチド、１６ヌクレオチド
、１７ヌクレオチド、１８ヌクレオチド、１９ヌクレオチド、もしくは２０ヌクレオチド
の長さのオリゴヌクレオチドは、リンベースの結合（例えば、ホスホルアミデートもしく
はホスホジエステル結合）を有する単一のヌクレオチドを含み得る）。上記生分解性核酸
リンカー分子はまた、核酸骨格、核酸糖、もしくは核酸塩基の改変を含み得る。
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【０３２５】
　本明細書に記載されるような２’－改変ヌクレオチドとの連結において、「アミノ」と
は、改変され得るかもしくは非改変であり得る２’－ＮＨ２もしくは２’－Ｏ－ＮＨ２を
意味する。このような改変された基は、例えば、Ｅｃｋｓｔｅｉｎら，米国特許第５，６
７２，６９５号およびＭａｔｕｌｉｃ－Ａｄａｍｉｃら，米国特許第６，２４８，８７８
号に記載されている。
【０３２６】
　本発明において使用するために核酸分子を送達するための補助的もしくは補完的方法は
、例えば、Ａｋｈｔａｒら，Ｔｒｅｎｄｓ　Ｃｅｌｌ　Ｂｉｏ．２：１３９，１９９２；
「Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　Ｓｔｒａｔｅｇｉｅｓ　ｆｏｒ　Ａｎｔｉｓｅｎｓｅ　Ｏｌｉｇｏ
ｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ」，Ａｋｈｔａｒ編，１９９５，Ｍａ
ｕｒｅｒら，Ｍｏｌ．Ｍｅｍｂｒ．Ｂｉｏｌ．１６：１２９－１４０，１９９９；Ｈｏｆ
ｌａｎｄ　ａｎｄ　Ｈｕａｎｇ，Ｈａｎｄｂ．Ｅｘｐ．Ｐｈａｒｍａｃｏｌ．１３７：１
６５－１９２，１９９９；およびＬｅｅら，ＡＣＳ　Ｓｙｍｐ．Ｓｅｒ．７５２：１８４
－１９２，２０００に記載される。Ｓｕｌｌｉｖａｎら，国際ＰＣＴ公開番号ＷＯ９４／
０２５９５は、酵素性核酸分子の送達のための一般的方法をさらに記載する。
【０３２７】
　核酸分子は、１種以上のさらなる成分（例えば、薬学的に受容可能なキャリア、希釈剤
、賦形剤、アジュバント、乳化剤、緩衝化剤、安定化剤、もしくは保存剤）を含む処方物
内で投与され得る。
【０３２８】
　本明細書において使用される場合、用語「キャリア」とは、薬学的に受容可能な固体も
しくは液体希釈剤、溶媒、充填剤、または封入物質（ｅｎｃａｐｓｕｌａｔｉｎｇ　ｍａ
ｔｅｒｉａｌ）を意味する。キャリアの例としては、生理食塩水、生物学的および薬学的
緩衝系、および生物学的に受容可能な媒体を含む。水含有液体キャリアは、薬学的に受容
可能な添加剤（例えば、酸性化剤、アルキル化剤、抗微生物性保存剤、抗酸化剤、緩衝化
剤、キレート化剤、錯化剤、可溶化剤、湿潤剤（ｈｕｍｅｃｔａｎｔ）、溶媒、懸濁剤お
よび／もしくは増粘剤、張性剤（ｔｏｎｉｃｉｔｙ　ａｇｅｎｔ）、湿潤剤（ｗｅｔｔｉ
ｎｇ　ａｇｅｎｔ）、もしくは他の生物適合性の物質を含み得る。上記分類の成分の例は
、Ｕ．Ｓ．Ｐｈａｒｍａｃｏｐｅｉａ　Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｆｏｒｍｕｌａｒｙ，１９９
０，ｐｐ．１８５７－１８５９、ならびにＲａｙｍｏｎｄ　Ｃ．Ｒｏｗｅら，Ｈａｎｄｂ
ｏｏｋ　ｏｆ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｅｘｃｉｐｉｅｎｔｓ，第５版，２００
６、および「Ｒｅｍｉｎｇｔｏｎ：Ｔｈｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｐｒａｃｔｉｃｅ
　ｏｆ　Ｐｈａｒｍａｃｙ」，第２１版，２００６，編者Ｄａｖｉｄ　Ｂ．Ｔｒｏｙにお
いて見いだされ得る。
【０３２９】
　保存剤の例としては、フェノール、メチルパラベン、パラベン、ｍ－クレゾール、チオ
メルサール（ｔｈｉｏｍｅｒｓａｌ）、塩化ベンザルコニウム、およびこれらの混合物が
挙げられる。
【０３３０】
　界面活性剤の例としては、オレイン酸、ソルビタントリオレエート、ポリソルベート、
レシチン、ホスファチジルコリン（ｐｈｏｓｐｈｏｔｉｄｙｌｃｈｏｌｉｎｅ）、種々の
長鎖ジグリセリドおよびリン脂質、ならびにこれらの混合物が挙げられる。
【０３３１】
　リン脂質の例としては、ホスファチジルコリン、レシチン、ホスファチジルグリセロー
ル、ホスファチジルイノシトール、ホスファチジルセリン、およびホスファチジルエタノ
ールアミン、ならびにこれらの混合物が挙げられる。
【０３３２】
　分散剤の例としては、エチレンジアミン四酢酸が挙げられる。
【０３３３】
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　気体の例としては、窒素、ヘリウム、クロロフルオロカーボン（ＣＦＣ）、ヒドロフル
オロカーボン（ＨＦＣ）、二酸化炭素、空気、およびこれらの混合物が挙げられる。
【０３３４】
　特定の実施形態において、上記ｓｉＲＮＡおよび／もしくは上記ポリペプチドは、リポ
ソーム中に包まれ得るか、またはリポソームに対して内部もしくは外部のいずれかに存在
し得るか、またはリポソーム層内に存在し得るか、またはイオン導入法によって投与され
得るか、または他のビヒクル（例えば、ヒドロゲル、シクロデキストリン、生分解性ナノ
粒子、生体接着性ミクロスフェア、もしくはタンパク質性ベクター）に組み込まれ得る。
例えば、Ｏ’Ｈａｒｅ　ａｎｄ　Ｎｏｒｍａｎｄ，ＰＣＴ国際公開番号ＷＯ ００／５３
７２２を参照のこと。あるいは、核酸組成物は、直接注射によって、もしくは注入ポンプ
の使用によって、局所的に送達され得る。本発明の核酸分子の直接注射は、皮下、筋肉内
、もしくは皮内であろうと、標準的な針およびシリンジの方法を使用して、またはニード
ルレス技術（例えば、Ｃｏｎｒｙら，Ｃｌｉｎ．Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ．５：２３３０－
２３３７，１９９９、およびＢａｒｒｙら，国際ＰＣＴ公開番号ＷＯ９９／３１２６２に
記載されているもの）によって行い得る。
【０３３５】
　本発明の組成物は、薬学的因子として有効に使用され得る。薬学的因子は、患者におけ
る疾患状態もしくは他の有害な状態の発生もしくは重篤度を予防させるか、変化させるか
、または患者における疾患状態もしくは他の有害な状態の発生もしくは重篤度を処置する
（検出可能なもしくは測定可能な程度にまで１つ以上の症状を緩和する）。
【０３３６】
　いくつかの実施形態において、本発明は、脂質と組み合わせるか、複合体化させるか、
または結合体化され、薬学的に受容可能なキャリア（例えば、希釈剤、安定化剤、もしく
は緩衝剤）とともにさらに処方され得る１種以上のポリ核酸（代表的には、１種以上のｓ
ｉＲＮＡ）の存在もしくは投与を特徴とする薬学的組成物および方法を提供する。
【０３３７】
　代表的には、上記ｓｉＲＮＡは、上記被験体の疾患状態もしくは有害な状態と関連する
原因因子もしくは寄与因子として、上昇したレベルで発現される遺伝子を標的とする。こ
の文脈において、上記ｓｉＲＮＡは、１種以上の関連する疾患症状の重篤度もしくは再発
を予防するか、緩和するか、または低下させるレベルにまで、遺伝子の発現を効率的にダ
ウンレギュレートする。あるいは、上記標的遺伝子の発現が疾患もしくは他の有害な状態
の結果もしくは結末として必ずしも上昇するわけではない種々の異なる疾患モデルについ
て、にもかかわらず、上記標的遺伝子のダウンレギュレーションは、遺伝子発現を低下さ
せる（すなわち、上記標的遺伝子の選択されたｍＲＮＡおよび／もしくはタンパク質生成
物のレベルを低下させる）ことによって、治療的結果を生じる。あるいは、本発明のｓｉ
ＲＮＡは、ある遺伝子の発現を低下させるために標的化され得、上記遺伝子は、発現が上
記標的遺伝子の生成物もしくは活性によって負に調節される「下流」遺伝子のアップレギ
ュレーションを生じ得る。
【０３３８】
　本開示のこのｓｉＲＮＡは、任意の形態において、例えば、経皮的にもしくは局所注射
によって（例えば、乾癬を処置するための乾癬斑（ｐｓｏｒｉａｔｉｃ　ｐｌａｑｕｅ）
での、または感染性関節炎もしくはＲＡに罹患している患者の関節への局所投与）投与さ
れ得る。より詳細な実施形態において、本発明は、ＴＮＦ－αのｍＲＮＡに対して指向さ
れる治療上有効量のｓｉＲＮＡ（これは、上記ＴＮＦ－α　ＲＮＡを効率的にダウンレギ
ュレートし、それによって、１つ以上のＴＮＦ－α関連炎症状態を低下もしくは予防する
）を投与するための処方物および方法を提供する。匹敵する方法および組成物はが提供さ
れ、これらは、動物被験体における選択された疾患状態と関連する１種以上の異なる遺伝
子（発現が、上記選択された疾患状態と関連する原因因子もしくは寄与因子として異所性
に増大されることが公知である多数の遺伝子のうちのいずれかを含む）の発現を標的とす
る。
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【０３３９】
　本発明の組成物はまた、経口投与のための錠剤、カプセル剤もしくはエリキシル剤、直
腸投与のための坐剤、注射用投与のための滅菌液剤、懸濁物、および当該分野で公知の他
の形態として処方および使用され得る。
【０３４０】
　薬理学的組成物もしくは処方物は、細胞もしくは患者（例えば、ヒトを含む）への投与
（例えば、全身投与）に適した形態にある組成物もしくは処方物をいう。適切な形態は、
一部は、用途もしくは侵入経路（例えば、経口、経皮、経上皮、または注射によって）に
依存する。このような形態は、上記組成物もしくは処方物が標的細胞（すなわち、負に荷
電した核酸が送達に望ましい細胞）に達しないように妨げない。例えば、上記血流に注射
された薬理学的組成物は、可溶性であるはずである。他の因子は、当該分野で公知であり
、毒性のような考慮事項を含む。
【０３４１】
　「全身投与」とは、血流における薬物のインビボの全身吸収もしくは蓄積、続いて、身
体全体への分布を意味する。全身吸収をもたらす投与経路は、静脈内、皮下、腹腔内、吸
入、経口、肺内、および筋肉内が挙げられるが、これらに限定されない。
【０３４２】
　本発明の核酸分子を有する処方物に適した薬剤の例としては、以下が挙げられる：ＣＮ
Ｓへの薬物の侵入を増強し得るＰ－糖タンパク質インヒビター（例えば、Ｐｌｕｒｏｎｉ
ｃ　Ｐ８５）（Ｊｏｌｌｉｅｔ－Ｒｉａｎｔ　ａｎｄ　Ｔｉｌｌｅｍｅｎｔ，Ｆｕｎｄａ
ｍ．Ｃｌｉｎ．Ｐｈａｒｍａｃｏｌ．１３：１６－２６，１９９９）；脳内移植後の徐放
性送達のための生分解性ポリマー（例えば、ポリ（ＤＬ－ラクチド－コグリコリド）ミク
ロスフェア（Ｅｍｅｒｉｃｈ，Ｄ．Ｆ．ら，Ｃｅｌｌ　Ｔｒａｎｓｐｌａｎｔ　８：４７
－５８，１９９９，Ａｌｋｅｒｍｅｓ，Ｉｎｃ．，Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ，Ｍａｓｓ．）；
および血液脳関門を超えて薬物を送達し得かつ神経取り込み機構を変化させ得る装填され
たナノ粒子（例えば、ポリブチルシアノアクリレートから製造されたもの）（Ｐｒｏｇ．
Ｎｅｕｒｏｐｓｙｃｈｏｐｈａｒｍａｃｏｌ　Ｂｉｏｌ．Ｐｓｙｃｈｉａｔｒｙ　２３：
９４１－９４９，１９９９）。本発明の核酸分子の送達ストラテジーの他の例としては、
Ｂｏａｄｏら，Ｊ．Ｐｈａｒｍ．Ｓｃｉ．８７：１３０８－１３１５，１９９８；Ｔｙｌ
ｅｒら，ＦＥＢＳ　Ｌｅｔｔ．４２１：２８０－２８４，１９９９；Ｐａｒｄｒｉｄｇｅ
ら，ＰＮＡＳ　ＵＳＡ．９２：５５９２－５５９６，１９９５；Ｂｏａｄｏ，Ａｄｖ．Ｄ
ｒｕｇ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　Ｒｅｖ．１５：７３－１０７，１９９５；Ａｌｄｒｉａｎ－
Ｈｅｒｒａｄａら，Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．２６：４９１０－４９１６，
１９９８；およびＴｙｌｅｒら，ＰＮＡＳ　ＵＳＡ．９６：７０５３－７０５８，１９９
９に記載される物質が挙げられる。
【０３４３】
　本発明はまた、薬学的に有効な量の望ましい化合物を薬学的に受容可能なキャリアもし
くは希釈剤中に含む、貯蔵もしくは投与のために調製された組成物を含む。治療的使用の
ための受容可能なキャリアもしくは希釈剤は、薬学分野で周知であり、そして例えば、Ｒ
ｅｍｉｎｇｔｏｎ’ｓ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ，Ｍａｃｋ　
Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ　Ｃｏ．（Ａ．Ｒ．Ｇｅｎｎａｒｏ編．１９８５）に記載されてい
る。例えば、保存剤、安定化剤、色素および矯味矯臭剤が提供され得る。これらとしては
、安息香酸ナトリウム、ソルビン酸、およびｐ－ヒドロキシ安息香酸のエステルが挙げら
れる。さらに、抗酸化剤および懸濁剤が使用され得る。
【０３４４】
　薬学的に有効な用量は、ある程度の疾患状態にまで、症状の発生を予防、阻害、または
症状を緩和するために必要とされる用量である。活性核酸の０．０１ｍｇ／ｋｇ～５０ｍ
ｇ／ｋｇ体重／日の量は、投与されるべきである。
【０３４５】
　水性懸濁物は、水性懸濁物の製造に適した賦形剤と混合した状態で、活性な物質を含む
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。このような賦形剤は、懸濁剤（例えば、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、ヒドロプロピル－メチルセルロース、アルギン酸ナトリウム、ポリビニル
ピロリドン、トラガカントガム、およびアカシアガムである；分散剤もしくは湿潤剤は、
天然に存在するホスファチド（例えば、レシチン、もしくはアルキレンオキシドと脂肪酸
との縮合生成物（例えば、ポリオキシエチレンステアレート）もしくはエチレンオキシド
と長鎖脂肪族アルコールとの縮合生成物（例えば、ヘプタデカエチレンオキシセタノール
）もしくはエチレンオキシドと脂肪酸およびヘキシトールに由来する部分エステルとの縮
合生成物（例えば、ポリオキシエチレンソルビトールモノオレエート）、またはエチレン
オキシドと脂肪酸由来の部分エステルおよびヘキシトール無水物との縮合生成物（例えば
、ポリエチレンソルビタンモノオレエート）であり得る。上記水性懸濁物はまた、１種以
上の保存剤（例えば、安息香酸エチル、もしくはｎ－プロピルベンゾエート、ｐ－ヒドロ
キシベンゾエート、１種以上の着色剤、１種以上の矯味矯臭剤、および１種以上の甘味剤
（例えば、スクロースもしくはサッカリン）を含み得る。
【０３４６】
　油性懸濁物は、上記活性成分を、植物性油（例えば、ラッカセイ油、オリーブ油、ごま
油もしくはココナツ油）中で、または鉱油（例えば、流動パラフィン）中で懸濁すること
によって処方され得る。上記油性懸濁物は、濃化剤（例えば、蜜蝋、固形パラフィンもし
くはセチルアルコール）を含み得る。甘味剤および矯味矯臭剤は、好ましい経口処方物を
提供するために添加され得る。これら組成物は、抗酸化剤（例えば、アスコルビン酸）の
添加によって保存され得る。
【０３４７】
　水を添加することによって水性懸濁物の調製に適した分散性の粉末および顆粒は、分散
剤もしくは湿潤剤、懸濁剤および１種以上の保存剤と混合した状態で、上記活性成分を提
供する。さらなる賦形剤（例えば、甘味剤、矯味矯臭剤および着色剤）もまた、存在し得
る。
【０３４８】
　本発明の薬学的組成物はまた、水中油エマルジョンの形態で存在し得る。上記油相は、
植物性油もしくは鉱油またはこれらの混合物であり得る。適切な乳化剤は、天然に存在す
るガム（例えば、アカシアガムもしくはトラガカントガム）、天然に存在するホスファチ
ド（例えば、ダイズ、レシチン、および脂肪酸およびヘキシトール無水物に由来するエス
テルもしくは部分エステル（例えば、ソルビタンモノオレエート））、およびエチレンオ
キシドとの上記部分エステルの縮合生成物（例えば、ポリオキシエチレンソルビタンモノ
オレエート）であり得る。上記エマルジョンはまた、甘味剤および矯味矯臭剤を含み得る
。
【０３４９】
　上記薬学的組成物は、滅菌注射用水性懸濁物もしくは滅菌注射用油性懸濁物の形態で存
在し得る。上記懸濁物は、上記で言及した適切な分散剤もしくは湿潤剤および懸濁剤を使
用して、公知の技術に従って処方され得る。上記滅菌注射用懸濁物はまた、非毒性の非経
口的に（ｐａｒｅｎｔａｌｌｙ）受容可能な希釈剤もしくは溶媒中の、例えば、１，３－
ブタンジオール中の溶液としての、滅菌注射用溶液もしくは懸濁物であり得る。使用され
得る上記受容可能なビヒクルおよび溶媒の中には、水、リンゲル溶液、および等張性の塩
化ナトリウム溶液がある。さらに、滅菌不揮発性油が、溶媒もしくは懸濁媒体として従来
から使用されている。この目的のために、任意の刺激の強くない不揮発性油が使用され得
、上記不揮発性油としては、合成ものグリセリドもしくはジグリセリドが挙げられる。さ
らに、脂肪酸（例えば、オレイン酸）は、注射調製物中での使用が見いだされる。
【０３５０】
　上記ｓｉＲＮＡはまた、坐剤の形態で（例えば、薬物の直腸投与のために）投与され得
る。これら組成物は、上記薬物と、常温で固体であるが、直腸温で液体であり、従って、
直腸で溶解して、上記薬物を放出する適切な非刺激性賦形剤と混合することによって、調
製され得る。このような物質としては、カカオ脂およびポリエチレングリコールが挙げら
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れる。
【０３５１】
　上記ｓｉＲＮＡは、ヌクレアーゼ耐性基（例えば、２’－アミノ、２’－Ｃ－アリル、
２’－フルオロ、２’－Ｏ－メチル、２’－Ｈ）での改変によって安定性を増強するため
に広範囲に改変され得る。総説については、Ｕｓｍａｎ　ａｎｄ　Ｃｅｄｅｒｇｒｅｎ，
ＴＩＢＳ　１７：３４，１９９２；Ｕｓｍａｎら，Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｓｙｍ
ｐ．Ｓｅｒ．３１：１６３，１９９４を参照のこと。ｓｉＲＮＡ構築物は、一般的な方法
を使用してゲル電気泳動によって精製され得るか、または高速液体クロマトグラフィーに
よって精製され得、そして水に再懸濁され得る。
【０３５２】
　改変（塩基、糖、および／もしくはホスフェート）を有する化学合成されている核酸分
子は、血清リボヌクレアーゼによるそれらの分解を防止し得、それらの効力を増大させ得
る。例えば、Ｅｃｋｓｔｅｉｎら，国際公開番号ＷＯ９２／０７０６５；Ｐｅｒｒａｕｌ
ｔら，Ｎａｔｕｒｅ　３４４：５６５，１９９０；Ｐｉｅｋｅｎら，Ｓｃｉｅｎｃｅ　２
５３，３１４，１９９１；Ｕｓｍａｎ　ａｎｄ　Ｃｅｄｅｒｇｒｅｎ，Ｔｒｅｎｄｓ　ｉ
ｎ　Ｂｉｏｃｈｅｍ．Ｓｃｉ．１７：３３４，１９９２；Ｕｓｍａｎら，国際公開番号Ｗ
Ｏ９３／１５１８７；およびＲｏｓｓｉら，国際公開番号ＷＯ９１／０３１６２；Ｓｐｒ
ｏａｔ，米国特許第５，３３４，７１１号；ならびにＧｏｌｄら，米国特許第６，３００
，０７４号を参照のこと。上記参考文献の全ては、本明細書に記載される核酸分子の塩基
、ホスフェートおよび／もしくは糖部分に対して行われ得る種々の化学的改変を記載する
。
【０３５３】
　ヌクレアーゼ安定性および効力において顕著な増強を有する、核酸分子へと導入され得
る糖、塩基およびホスフェート改変を記載する当該分野のいくつかの例がある。例えば、
オリゴヌクレオチドは、ヌクレアーゼ耐性基（例えば、２’－アミノ、２’－Ｃ－アリル
、２’－フルオロ、２’－Ｏ－メチル、２’－Ｏ－アリル、２’－Ｈ、ヌクレオチド塩基
改変）での改変によって、安定性を増強および／もしくは生物学的活性を増強するために
改変される。総説については、Ｕｓｍａｎ　ａｎｄ　Ｃｅｄｅｒｇｒｅｎ，ＴＩＢＳ　１
７：３４，１９９２；Ｕｓｍａｎら，Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｓｙｍｐ．Ｓｅｒ．
３１：１６３，１９９４；Ｂｕｒｇｉｎら，Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　３５：１４０９
０，１９９６を参照のこと。核酸分子の糖改変は、当該分野で広範囲に記載されている。
Ｅｃｋｓｔｅｉｎら，国際公開ＰＣＴ番号ＷＯ９２／０７０６５；Ｐｅｒｒａｕｌｔら　
Ｎａｔｕｒｅ　３４４：５６５－５６８，１９９０；Ｐｉｅｋｅｎら　Ｓｃｉｅｎｃｅ　
２５３：３１４－３１７，１９９１；Ｕｓｍａｎ　ａｎｄ　Ｃｅｄｅｒｇｒｅｎ，Ｔｒｅ
ｎｄｓ　ｉｎ　Ｂｉｏｃｈｅｍ．Ｓｃｉ．１７：３３４－３３９，１９９２；Ｕｓｍａｎ
ら　国際公開ＰＣＴ番号ＷＯ９３／１５１８７；Ｓｐｒｏａｔ，米国特許第５，３３４，
７１１号およびＢｅｉｇｅｌｍａｎら，Ｊ．Ｂｉｏｌ．Ｃｈｅｍ．２７０：２５７０２，
１９９５；Ｂｅｉｇｅｌｍａｎら，国際ＰＣＴ公開番号ＷＯ９７／２６２７０；Ｂｅｉｇ
ｅｌｍａｎら，米国特許第５，７１６，８２４号；Ｕｓｍａｎら，米国特許第５，６２７
，０５３号；Ｗｏｏｌｆら，国際ＰＣＴ公開番号ＷＯ９８／１３５２６；Ｔｈｏｍｐｓｏ
ｎら，Ｋａｒｐｅｉｓｋｙら，Ｔｅｔｒａｈｅｄｒｏｎ　Ｌｅｔｔ．３９：１１３１，１
９９８；Ｅａｒｎｓｈａｗ　ａｎｄ　Ｇａｉｔ，Ｂｉｏｐｏｌｙｍｅｒｓ（Ｎｕｃｌｅｉ
ｃ　Ａｃｉｄ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ）４８：３９－５５，１９９８；Ｖｅｒｍａ　ａｎｄ　
Ｅｃｋｓｔｅｉｎ，Ａｎｎｕ．Ｒｅｖ．Ｂｉｏｃｈｅｍ．６７：９９－１３４，１９９８
；ならびにＢｕｒｌｉｎａら，Ｂｉｏｏｒｇ．Ｍｅｄ．Ｃｈｅｍ．５：１９９９－２０１
０，１９９７を参照のこと。このような刊行物は、触媒作用を変化させることなく糖、塩
基および／もしくはホスフェート改変などを核酸分子に組み込む位置を決定するための一
般的な方法およびストラテジーを記載する。このような教示に鑑みると、類似の改変が、
細胞におけるｓｉＲＮＡがＲＮＡｉを促進する能力が顕著に阻害されない限りにおいて、
本発明のｓｉＲＮＡ核酸分子を改変するために本明細書に記載されるように使用され得る
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。
【０３５４】
　オリゴヌクレオチドヌクレオチド間連結の、ホスホロチオエート、ホスホロジチオエー
ト、および／もしくは５’－メチルホスホネート連結での化学的改変が安定性を改善する
一方で、過剰な改変は、いくらかの毒性もしくは低下した活性を引き起こし得る。従って
、核酸分子を示す場合に、これらヌクレオチド間連結の量は、最小化されるべきである。
これら連結の濃度の低下は、毒性を低下させるべきであり、これら分子の増大した有効性
およびより高い特異性を生じる。
【０３５５】
　いくつかの実施形態において、本発明は、１種以上のホスホロチオエート、ホスホロジ
チオエート、メチルホスホネート、ホスホトリエステル、モルホリノ、アミデートカルバ
メート、カルボキシメチル、アセトアミデート、ポリアミド、スルホネート、スルホンア
ミド、スルファメート、ホルムアセタール、チオホルムアセタール、および／もしくはア
ルキルシリル置換を含むホスフェート骨格改変による改変ｓｉＲＮＡ分子を特徴とする。
オリゴヌクレオチド骨格改変の総説については、Ｈｕｎｚｉｋｅｒ　ａｎｄ　Ｌｅｕｍａ
ｎｎ，Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄ　Ａｎａｌｏｇｕｅｓ：Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ　ａｎｄ　
Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ，ｉｎ　Ｍｏｄｅｒｎ　Ｓｙｎｔｈｅｔｉｃ　Ｍｅｔｈｏｄｓ，Ｖ
ＣＨ，１９９５，ｐｐ．３３１－４１７、およびＭｅｓｍａｅｋｅｒら，「Ｎｏｖｅｌ　
Ｂａｃｋｂｏｎｅ　Ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔｓ　ｆｏｒ　Ｏｌｉｇｏｎｕｃｌｅｏｔｉｄ
ｅｓ，ｉｎ　Ｃａｒｂｏｈｙｄｒａｔｅ　Ｍｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎｓ　ｉｎ　Ａｎｔｉ
ｓｅｎｓｅ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ」，ＡＣＳ，１９９４，ｐｐ．２４－３９を参照のこと。
【０３５６】
　核酸分子の送達のための方法は、Ａｋｈｔａｒら，Ｔｒｅｎｄｓ　Ｃｅｌｌ　Ｂｉｏ．
２：１３９，１９９２；「Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　Ｓｔｒａｔｅｇｉｅｓ　ｆｏｒ　Ａｎｔｉ
ｓｅｎｓｅ　Ｏｌｉｇｏｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ」，編者Ａｋ
ｈｔａｒ，１９９５；Ｍａｕｒｅｒら，Ｍｏｌ．Ｍｅｍｂｒ．Ｂｉｏｌ．１６：１２９－
１４０，１９９９；Ｈｏｆｌａｎｄ　ａｎｄ　Ｈｕａｎｇ，Ｈａｎｄｂ．Ｅｘｐ．Ｐｈａ
ｒｍａｃｏｌ．１３７：１６５－１９２，１９９９；およびＬｅｅら，ＡＣＳ　Ｓｙｍｐ
．Ｓｅｒ．７５２：１８４－１９２，２０００に記載されている。Ｂｅｉｇｅｌｍａｎら
，米国特許第６，３９５，７１３号、およびＳｕｌｌｉｖａｎら，ＰＣＴ　ＷＯ９４／０
２５９５は、核酸分子の送達のための一般的方法をさらに記載する。これらプロトコルは
、実質的に任意の核酸分子の送達のために利用され得る。核酸分子は、当業者に公知の種
々の方法によって（リポソームによって、イオン導入法によって、または他のビヒクル（
例えば、生分解性ポリマー、ヒドロゲル、シクロデキストリン（例えば、Ｇｏｎｚａｌｅ
ｚら，Ｂｉｏｃｏｎｊｕｇａｔｅ　Ｃｈｅｍ．１０：１０６８－１０７４，１９９９；Ｗ
ａｎｇら，国際ＰＣＴ公開番号ＷＯ０３／４７５１８およびＷＯ ０３／４６１８５を参
照のこと）、ポリ（乳酸－コ－グリコール酸）（ＰＬＧＡ）およびＰＬＣＡマイクロスフ
ェア（例えば、米国特許第６，４４７，７９６号および米国特許出願公開第ＵＳ　２００
２１３０４３０号を参照のこと）、生分解性ナノカプセル、ならびに生体接着性マイクロ
スフェア）への組み込みによって、あるいはタンパク質性ベクターによって（Ｏ’Ｈａｒ
ｅ　ａｎｄ　Ｎｏｒｍａｎｄ，国際ＰＣＴ公開番号ＷＯ００／５３７２２）、内部もしく
は外部へ封入されることが挙げられるが、これらに限定されない）、細胞に投与され得る
。あるいは、上記核酸／ビヒクル組み合わせは、直接注射によって、または注入ポンプの
使用によって、局所的に送達される。本発明の核酸分子の直接注射は、皮下、筋肉内、ま
たは皮内であろうと、標準的な針およびシリンジ技術を使用して、またはニードルレス技
術（例えば、Ｃｏｎｒｙら，Ｃｌｉｎ．Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ．５：２３３０－２３３７
，１９９９、およびＢａｒｒｙら，国際ＰＣＴ公開番号ＷＯ ９９／３１２６２において
記載されるもの）によって、行い得る。本発明の分子は、薬学的因子として使用され得る
。薬学的因子は、被験体における疾患状態の発生を予防させるか、変化させるか、または
被験体における疾患状態を処置する（ある程度まで症状を緩和し、好ましくは、上記症状
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の全てを緩和する）。
【０３５７】
　「ＲＮＡ」とは、少なくとも１つのリボヌクレオチド残基を含む分子を意味する。「リ
ボヌクレオチド」とは、β－Ｄ－リボ－フラノース部分の２’位においてヒドロキシル基
を有するヌクレオチドを意味する。この用語は、二本鎖ＲＮＡ、一本鎖ＲＮＡ、単離され
たＲＮＡ（例えば、部分的に精製されたＲＮＡ、本質的に純粋なＲＮＡ、合成ＲＮＡ、組
換え生成されたＲＮＡ、ならびに１もしくは数個のヌクレオチドの付加、欠失、置換およ
び／もしくは変化だけ天然に存在するＲＮＡとは異なる変化したＲＮＡを包含する。この
ような変化は、例えば、上記ｓｉＲＮＡの末端に対して、または内部に（例えば、上記Ｒ
ＮＡの１つ以上のヌクレオチドにおいて）、非ヌクレオチド物質を付加することを包含し
得る。本発明のＲＮＡ分子中のヌクレオチドはまた、標準的ではないヌクレオチド（例え
ば、天然に存在しないヌクレオチドまたは化学合成されたヌクレオチドもしくはデオキシ
ヌクレオチド）を含み得る。これら変化させられたＲＮＡは、アナログもしくは天然に存
在するＲＮＡのアナログとして言及され得る。
【０３５８】
　「キャップ構造」とは、上記オリゴヌクレオチドのいずれかの末端において組み込まれ
た化学的改変を意味する（例えば、Ａｄａｍｉｃら，米国特許第５，９９８，２０３号（
本明細書に参考として援用される）を参照のこと）。これら末端改変は、上記核酸分子が
エキソヌクレアーゼ分解しないように保護し、細胞内の送達および／もしくは局在化を補
助し得る。上記キャップは、５’末端（５’キャップ）もしくは３’末端（３’キャップ
）において存在してもよいし、または両方の末端に存在していてもよい。非限定的な例に
おいて、上記５’キャップとしては、グリセリル、逆方向デオキシ脱塩基残基（部分）；
４’，５’－メチレンヌクレオチド；１－（β－Ｄ－エリスロフラノシル）ヌクレオチド
、４’－チオヌクレオチド；炭素環式ヌクレオチド；１，５－無水ヘキシトールヌクレオ
チド；Ｌ－ヌクレオチド；α－ヌクレオチド；改変塩基ヌクレオチド；ホスホロジチオエ
ート連結；スレオ－ペントフラノシルヌクレオチド；非環式３’，４’－ｓｅｃｏヌクレ
オチド；非環式３，４－ジヒドロキシブチルヌクレオチド；非環式３，５－ジヒドロキシ
ペンチルヌクレオチド、３’－３’－逆方向ヌクレオチド部分；３’－３’－逆方向脱塩
基部分；３’－２’－逆方向ヌクレオチド部分；３’－２’－逆方向脱塩基部分；１，４
－ブタンジオールホスフェート；３’－ホスホルアミデート；ヘキシルホスフェート；ア
ミノヘキシルホスフェート；３’－ホスフェート；３’－ホスホロチオエート；ホスホロ
ジチオエート；または架橋もしくは非架橋メチルホスホネート部分が挙げられるが、これ
らに限定されない。
【０３５９】
　上記３’キャップの例としては、グリセリル、逆方向デオキシ脱塩基残基（部分）、４
’，５’－メチレンヌクレオチド；１－（β－Ｄ－エリスロフラノシル）ヌクレオチド；
４’－チオヌクレオチド、炭素環式ヌクレオチド；５’－アミノ－アルキルホスフェート
；１，３－ジアミノ－２－プロピルホスフェート；３－アミノプロピルホスフェート；６
－アミノヘキシルホスフェート；１，２－アミノドデシルホスフェート；ヒドロキシプロ
ピル；１，５－無水ヘキシトールヌクレオチド；Ｌ－ヌクレオチド；α－ヌクレオチド；
改変塩基ヌクレオチド；ホスホロジチオエート；スレオ－ペントフラノシルヌクレオチド
；非環式３’，４’－ｓｅｃｏヌクレオチド；３，４－ジヒドロキシブチルヌクレオチド
；３，５－ジヒドロキシペンチルヌクレオチド、５’－５’－逆方向ヌクレオチド部分；
５’－５’－逆方向脱塩基部分；５’－ホスホルアミデート；５’－ホスホロチオエート
；１，４－ブタンジオールホスフェート；５’－アミノ；架橋および／もしくは非架橋５
’－ホスホルアミデート、ホスホロチオエートおよび／またはホスホロジチオエート、架
橋もしくは非架橋メチルホスホネートならびに５’－メルカプト部分（より詳細について
は、Ｂｅａｕｃａｇｅ　ａｎｄ　Ｌｙｅｒ，Ｔｅｔｒａｈｅｄｒｏｎ　４９：１９２５，
１９９３；本明細書に参考として援用される、を参照のこと）が挙げられるが、これらに
限定されない。
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【０３６０】
　用語「非ヌクレオチド」とは、糖および／もしくはホスフェート置換のいずれかを含み
、そしてその残りの塩基が、それらの酵素活性を示すことを可能にする、１種以上のヌク
レオチド単位の代わりに核酸鎖へ組み込まれ得る基もしくは化合物をいう。上記基もしく
は化合物は、一般に認識されるヌクレオチド塩基（例えば、アデノシン、グアニン、シト
シン、ウラシルもしくはチミン）を含まず、従って、１’位において塩基を欠いていると
いう点で、脱塩基である。
【０３６１】
　「ヌクレオチド」とは、本明細書において使用される場合、天然の塩基（標準的）およ
び当該分野で周知の改変塩基を含むことは当該分野で認識されているとおりである。この
ような塩基は、一般に、ヌクレオチド糖部分の１’位に位置する。ヌクレオチドは、一般
に、塩基、糖、およびホスフェート基を含む。上記ヌクレオチドは、上記糖、ホスフェー
トおよび／もしくは塩基部分において改変されていなくてもよいし、改変されていてもよ
い（ヌクレオチドアナログ、改変ヌクレオチド、非天然のヌクレオチド、標準的でないヌ
クレオチドなどとして交換可能に言及される）；例えば、Ｕｓｍａｎ　ａｎｄ　ＭｃＳｗ
ｉｇｇｅｎ，前出；Ｅｃｋｓｔｅｉｎら，国際ＰＣＴ公開番号ＷＯ９２／０７０６５；Ｕ
ｓｍａｎら，国際ＰＣＴ公開番号ＷＯ９３／１５１８７；Ｕｈｌｍａｎ＆Ｐｅｙｍａｎ，
前出（全て本明細書に参考として援用される）を参照のこと。当該分野で公知の改変され
た核酸塩基のいくつかの例があり、Ｌｉｍｂａｃｈら，Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒ
ｅｓ．２２：２１８３，１９９４によってまとめられる。核酸分子に導入され得る塩基改
変の非限定的な例のいくつかとしては、イノシン、プリン、ピリジン－４－オン、ピリジ
ン－２－オン、フェニル、プソイドウラシル、２，４，６－トリメトキシベンゼン、３－
メチルウラシル、ジヒドロウリジン、ナフチル、アミノフェニル、５－アルキルシチジン
（例えば、５－メチルシチジン）、５－アルキルウリジン（例えば、リボチミジン）、５
－ハロウリジン（例えば、５－ブロモウリジン）または６－あざピリミジンもしくは６－
アルキルピリミジン（例えば、６－メチルウリジン）、プロピンなどが挙げられる（Ｂｕ
ｒｇｉｎら，Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　３５：１４０９０，１９９６；Ｕｈｌｍａｎ＆
Ｐｅｙｍａｎ，前出）。この局面における「改変された塩基」とは、１’位のアデニン、
グアニン、シトシンおよびウラシルまたはその等価物以外のヌクレオチド塩基を意味する
。
【０３６２】
　「標的部位」もしくは「標的配列」もしくは「標的化配列」とは、上記標的配列に相補
的なそのアンチセンス領域内の配列を含むｓｉＲＮＡ構築物によって媒介される切断のた
めに、「標的化」される標的核酸（例えば、ＲＮＡ）内の配列を意味する。
【０３６３】
　上記ｓｉＲＮＡ分子は、カチオン性脂質と複合体化され得るか、リポソーム内にパッケ
ージされ得るか、または別の方法で標的細胞もしくは組織に送達され得る。上記核酸もし
くは核酸複合体は、性愛ポリマー中への組み込みありまたはなしで、注射、注入ポンプも
しくはステントを介して局所投与され得る。別の実施形態において、ポリエチレングリコ
ール（ＰＥＧ）は、本発明のｓｉＲＮＡ化合物、ポリペプチドに、または両方に共有結合
され得る。上記結合されたＰＥＧは、任意の分子量（好ましくは、約２，０００～約５０
，０００ダルトン（Ｄａ））であり得る。
【０３６４】
　上記センス領域は、リンカー分子（例えば、ポリヌクレオチドリンカーもしくは非ヌク
レオチドリンカー）を介して、上記アンチセンス領域に接続され得る。
【０３６５】
　「逆方向反復（ｉｎｖｅｒｔｅｄ　ｒｅｐｅａｔ）」とは、上記反復が転写された場合
に二本鎖ｓｉＲＮＡを形成することができるように位置したセンス要素およびアンチセン
ス要素を含む核酸配列をいう。上記逆方向反復は、必要に応じて、上記反復の２つの要素
の間に、リンカーもしくは異種配列（例えば、自己切断リボザイム）を含み得る。上記逆
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方向反復の上記要素は、二本鎖ＲＮＡを形成するに十分な長さを有する。代表的には、上
記逆方向反復の各要素は、約１５～約１００ヌクレオチドの長さ、好ましくは約２０～３
０塩基のヌクレオチド、好ましくは、約２０～２５ヌクレオチドの長さ（例えば、２０ヌ
クレオチド、２１ヌクレオチド、２２ヌクレオチド、２３ヌクレオチド、２４ヌクレオチ
ド、２５ヌクレオチド、２６ヌクレオチド、２７ヌクレオチド、２８ヌクレオチド、２９
ヌクレオチド、もしくは３０ヌクレオチドの長さ）である。
【０３６６】
　「核酸」とは、デオキシリボヌクレオチドもしくはリボヌクレオチドおよび一歩宇佐形
態もしくは二本鎖形態のそれらのポリマーをいう。この用語は、公知のヌクレオチドアナ
ログまたは改変骨格残基もしくは連結（これらは、合成、天然に存在する、および天然に
存在しない、参照核酸として類似の結合特性を有し、上記参照ヌクレオチドに類似の様式
で代謝される）を含む核酸を包含する。このようなアナログの例としては、ホスホロチオ
エート、ホスホルアミデート、メチルホスホネート、キラル－メチルホスホネート、２’
－Ｏ－メチルリボヌクレオチド、ペプチド－核酸（ＰＮＡ）が挙げられるが、これらに限
定されない。
【０３６７】
　「大きな二本鎖ＲＮＡ」とは、約４０ｂｐより大きい（例えば、１００ｂｐより大きい
、またはより具体的には、３００ｂｐより大きい）サイズを有する任意の二本鎖ＲＮＡを
いう。大きなｄｓＲＮＡの配列は、ｍＲＮＡのセグメントもしくはｍＲＮＡ全体を示し得
る。上記大きなｄｓＲＮＡの最大サイズは、本明細書において限定されない。上記二本鎖
ＲＮＡは、上記改変が上記ホスフェート糖骨格に対してもしくは上記ヌクレオシドに対し
てであり得る改変塩基を含み得る。このような改変は、窒素もしくは硫黄、ヘテロ原子も
しくは当該分野で公知の任意の他の改変を含み得る。
【０３６８】
　上記二本鎖構造は、自己相補的ＲＮＡ鎖（例えば、ヘアピンもしくはマイクロＲＮＡに
ついて存在する）によって、または２つの異なる相補的ＲＮＡ鎖のアニーリングによって
、形成され得る。
【０３６９】
　「重複（ｏｖｅｒｌａｐｐｉｎｇ）」とは、２つのＲＮＡフラグメントが、一方の鎖上
に複数のヌクレオチドによって重複する配列を有する場合、例えば、上記複数のヌクレオ
チド（ｎｔ）が２～５ヌクレオチド程度の、もしくは５～１０ヌクレオチドまで、または
それ以上に達する場合をいう。
【０３７０】
　「１つ以上のｄｓＲＮＡ」とは、一次配列に基づいて互いに異なるｄｓＲＮＡをいう。
【０３７１】
　「標的遺伝子もしくはｍＲＮＡ」とは、任意の遺伝子もしくは目的のｍＲＮＡをいう。
標的遺伝子もしくはｍＲＮＡは、発生的遺伝子および調節性遺伝子、ならびに代謝遺伝子
もしくは構造遺伝子または酵素をコードする遺伝子を含み得る。上記標的遺伝子は、内因
性であってもよいし、外因性であってもよい。上記標的遺伝子は、表現型が調査されてい
る細胞において、もしくは生物において、表現型特徴に直接的もしくは間接的に影響を及
ぼす様式において発現され得る。このような細胞としては、成体もしくは胚性動物もしく
は植物の体（不死化細胞株または初代細胞培養物中に存在するような配偶子もしくは任意
の単離された細胞を含む）の任意の細胞が挙げられる。
【０３７２】
　（抗敗血症効果のための使用）
　いくつかの局面において、本開示は、一般に、敗血症の分野に関する。より具体的には
、本発明は、アミノ酸脂質の組成物および処方物、ならびに医薬のためおよび治療剤とし
てのそれらの使用に関する。本発明は、一般に、敗血症、敗血性ショック、炎症性敗血症
、敗血症、もしくは全身性炎症反応症候群を予防、処置、もしくは改善するために、アミ
ノ酸脂質を使用するための方法に関する。
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【０３７３】
　敗血症は、免疫系が損なわれているかまたは打ちのめされた場合に感染によって、また
は特定の化学療法剤に起因して、引き起こされ得る。例えば、グラム陰性細菌のエンドト
キシンは、敗血性ショックを誘導し得る。グラム陰性敗血症は、集中治療中の死亡の主要
な原因である。抗微生物治療単独は、敗血症症例における死亡を予防するには不十分であ
り得る。敗血症は、先天的免疫応答の広くなった活性化が付随し得、種々の炎症性メディ
エーターの制御されない生成がもたらされる。上記制御されない全身性炎症応答は、死亡
を引き起こし得る。
【０３７４】
　本開示のアミノ酸脂質は、特定のエンドトキシン（例えば、リポポリサッカリド）に対
して上記免疫応答を低下させることに関して活性であり得る。本開示のカチオン性の両親
媒性アミノ酸脂質は、エンドトキシンを結合および中和し得、それによって、免疫応答を
低下させ得る。従って、本開示は、敗血症、敗血性ショック、炎症性敗血症、敗血症、も
しくは全身性炎症反応症候群を予防、処置もしくは改善するための医薬および方法におけ
るアミノ酸脂質の使用を企図する。
【０３７５】
　（活性薬剤の送達のための使用）
　本発明の化合物および組成物は、上記のように、または当該分野で公知のように、任意
の生理学的に活性な薬剤、ならびに活性薬剤の任意の組み合わせの送達のために使用され
得る。上記活性薬剤は、望ましい生理学的効果もしくは改善効果を提供するに十分な量に
おいて、本発明の組成物および使用において存在し得る。
【０３７６】
　本発明の化合物および組成物は、哺乳動物被験体においてある範囲の薬物因子および生
物学的に活性な薬剤（低分子化合物および薬物、ペプチド、タンパク質、およびワクチン
因子が挙げられる）の送達を増強することに関する。
【０３７７】
　活性薬剤の例としては、ペプチド、タンパク質、核酸、二本鎖ＲＮＡ、増血剤、抗感染
剤；抗痴呆剤；抗ウイルス剤、抗腫瘍剤、解熱剤、鎮痛剤、抗炎症剤、抗潰瘍剤、抗アレ
ルギー剤、抗鬱剤、向精神薬、強心剤、抗不整脈薬（ａｎｔｉａｒｒｙｔｈｍｉｃ）、血
管拡張薬、抗高血圧薬、降圧利尿薬、抗糖尿病薬、抗凝固薬、コレステロール低下剤、骨
粗鬆症のための治療剤、ホルモン、抗生物質、ワクチン、サイトカイン、ホルモン、増殖
因子、心血管因子、細胞接着因子、中枢神経系因子もしくは末梢神経系因子、体液性電解
質因子（ｈｕｍｏｒａｌ　ｅｌｅｃｔｒｏｌｙｔｅ　ｆａｃｔｏｒ）、血管の有機物質（
ｈｅｍａｌ　ｏｒｇａｎｉｃ　ｓｕｂｓｔａｎｃｅ）、骨増殖因子、胃腸因子、腎臓因子
、結合組織因子、感覚器官因子、免疫系因子、呼吸器系因子、生殖器因子、アンドロゲン
、エストロゲン、プロスタグランジン、ソマトトロピン、ゴナドトロピン、インターロイ
キン、ステロイド、細菌トキソイド、抗体、モノクローナル抗体、ポリクローナル抗体、
ヒト化抗体、抗体フラグメント、および免疫グロブリンが挙げられる。
【０３７８】
　活性薬剤の例としては、エリスロポエチン、顆粒球コロニー刺激因子、インスリン、第
ＶＩＩＩ因子、第ＩＸ因子、インターフェロン、ヘパリン、ヒルゲン（ｈｉｒｕｇｅｎ）
、ヒルロス、およびヒルジンが挙げられる。
【０３７９】
　活性薬剤の例としては、モルフィン、ヒドロモルフォン、オキシモルフォン、レボルフ
ァノール（ｌｏｖｏｒｐｈａｎｏｌ）、レバロルファン、コデイン、ナルメフェン、ナロ
ルフィン、ナロキソン（ｎａｌｏｚｏｎｅ）、ナルトレキソン、ブプレノルフィン、ブト
ルファノール、またはナルブフィン（ｎａｌｂｕｆｉｎｅ）、コルチゾン、ヒドロコルチ
ゾン、フルドロコルチゾン、プレドニゾン、プレドニゾロン、メチルプレドニゾロン、ト
リアムシノロン、デキサメタゾン、ベタメタゾン、パラメタゾン（ｐａｒａｍｅｔｈｏｓ
ｏｎｅ）、フルオシノロン、コルヒチン、アセトアミノフェン、非ステロイド性抗炎症剤
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　ＮＳＡＩＤ、アシクロビル、リババリン（ｒｉｂａｖａｒｉｎ）、トリフルオロチミジ
ン（ｔｒｉｆｌｕｏｒｏｔｈｙｒｉｄｉｎｅ）、Ａｒａ－Ａ　アラビノフラノシルアデニ
ン、アシルグアノシン、ノルデオキシグアノシン、アジドチミジン、ジデオキシアデノシ
ン、ｄｉデオキシシチジン、スピロノラクトン、テストステロン、エストラジオール、プ
ロゲスチン、ゴナドトロピン、エストロゲン、プロゲステロン、パパベリン、ニトログリ
セリン、血管作用性腸管ペプチド、カルシトニン遺伝子関連ペプチド、サイプロヘプタジ
ン、ドクサピン、イミプラミン、シメチジン、デキストロメトルファン、クロザリル、ス
ーパーオキシドジスムターゼ、ニューロエンケファリナーゼ（ｎｅｕｒｏｅｎｋｅｐｈａ
ｌｉｎａｓｅ）、アンフォテリシン　Ｂ、グリセオフルビン、ミコナゾール、ケトコナゾ
ール、チオコナゾール、イトラコナゾール、フルコナゾール、セファロスポリン、テトラ
サイクリン、アミノグルコシド、エリスロマイシン（ｅｒｙｔｈｒｏｍｉｃｉｎ）、ゲン
タマイシン、ポリミキシン　Ｂ、５－フルオロウラシル、ブレオマイシン、メトトレキサ
ート、ヒドロキシウレア、ジデオキシイノシン、フロクスウリジン、６－メルカプトプリ
ン、ドキソルビシン、ダウノルビシン、イダルビシン（Ｉ－ｄａｒｕｂｉｃｉｎ）、タキ
ソール、パクリタキセル、トコフェロール、キニジン、プラゾシン、ベラパミル、ニフェ
ジピン、ジルチアゼム、組織プラスミノゲン活性化因子　ＴＰＡ、上皮増殖因子　ＥＧＦ
、線維芽細胞増殖因子　ＦＧＦ－酸性もしくは塩基性、血小板由来増殖因子　ＰＤＧＦ、
トランスホーミング増殖因子　ＴＧＦ－αもしくはβ、血管作用性腸管ペプチド、腫瘍壊
死因子　ＴＮＦ、視床下部放出因子（ｈｙｐｏｔｈａｌｍｉｃ　ｒｅｌｅａｓｉｎｇ　ｆ
ａｃｔｏｒ）、プロラクチン、甲状腺刺激ホルモン　ＴＳＨ、副腎皮質刺激ホルモン　Ａ
ＣＴＨ、副甲状腺ホルモン　ＰＴＨ、濾胞刺激ホルモン　ＦＳＦ、黄体形成ホルモン放出
ホルモン　ＬＨＲＨ、エンドルフィン、グルカゴン、カルシトニン、オキシトシン、カル
ベトシン、アルドエテコン（ａｌｄｏｅｔｅｃｏｎｅ）、エンケファリン、ソマトスタチ
ン、ソマトトロピン、ソマトメジン、α－メラニン細胞刺激ホルモン、リドカイン、スフ
ェンタニル（ｓｕｆｅｎｔａｉｎｉｌ）、テルブタリン、ドロペリドール、スコポラミン
、ゴナドレリン、シクロピロックス、ブスピロン、クロモリンナトリウム、ミダゾラム、
シクロスポリン、リシノプリル、カプトプリル、デラプリル、ラニチジン、ファモチジン
、スーパーオキシドジスムターゼ、アスパラギナーゼ、アルギナーゼ、アルギニンデアミ
ナーゼ、アデノシンデアミナーゼ　リボヌクレアーゼ、トリプシン、キモトリプシン、パ
パイン、ボンベシン、サブスタンスＰ、バソプレッシン、α－グロブリンｓ、トランスフ
ェリン、フィブリノゲン、β－リポタンパク質、β－グロブリン、プロトロンビン、セル
ロプラスミン、α２－糖タンパク質、α２－グロブリン、フェチュイン、α１－リポタン
パク質、α１－グロブリン、アルブミン、およびプレアルブミンが挙げられる。
【０３８０】
　活性薬剤の例としては、オピオイドもしくはオピオイドアンタゴニスト（例えば、モル
フィン、ヒドロモルフォン、オキシモルフォン，レボルファノール、レバロルファン、コ
デイン、ナルメフェン、ナロルフィン、ナロキソン、ナルトレキソン、ブプレノルフィン
、ブトルファノール、およびナルブフィン）；コルチコステロン（例えば、コルチゾン、
ヒドロコルチゾン、フルドロコルチゾン、プレドニゾン、プレドニゾロン、メチルプレド
ニゾロン、トリアムシノロン、デキサメタゾン、ベタメタゾン、パラメタゾン、およびフ
ルオシノロン）；他の抗炎症剤（例えば、コルヒチン、イブプロフェン、インドメタシン
、およびピロキシカム）；抗ウイルス剤（例えば、アシクロビル、リババリン、トリフル
オロチミジン、Ａｒａ－Ａ（アラビノフラノシルアデニン）、アシルグアノシン、ノルデ
オキシグアノシン、アジドチミジン、ジデオキシアデノシン、およびジデオキシシチジン
）；抗アンドロゲン（例えば、スピロノラクトン）；アンドロゲン（例えば、テストステ
ロン）；エストロゲン（例えば、エストラジオール）；プロゲスチン；筋弛緩剤（例えば
、パパベリン）；血管拡張薬（例えば、ニトログリセリン、血管作用性腸管ペプチドおよ
びカルシトニン関連遺伝子ペプチド）；抗ヒスタミン剤（例えば、サイプロヘプタジン）
；ヒスタミンレセプター部位ブロッキング活性を有する薬剤（例えば、ドクサピン、イミ
プラミン、およびシメチジン）；鎮咳薬（例えば、デキストロメトルファン）；神経弛緩
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薬（例えば、クロザリル）；抗不整脈薬；抗癲癇薬；酵素（例えば、スーパーオキシドジ
スムターゼおよびニューロエンケファリナーゼ）；抗真菌剤（例えば、アンフォテリシン
Ｂ、グリセオフルビン、ミコナゾール、ケトコナゾール、チオコナゾール、イトラコナゾ
ール、およびフルコナゾール）；抗細菌剤（例えば、ペニシリン、セファロスポリン、テ
トラサイクリン、アミノグルコシド、エリスロマイシン、ゲンタマイシン、ポリミキシン
Ｂ）；抗癌剤（例えば、５－フルオロウラシル、ブレオマイシン、メトトレキサート、お
よびヒドロキシウレア、ジデオキシイノシン、フロクスウリジン、６－メルカプトプリン
、ドキソルビシン、ダウノルビシン、イダルビシン、タキソール、およびパクリタキセル
）；抗酸化剤（例えば、トコフェロール、レチノイド、カロチノイド、ユビキノン、金属
キレート化剤、およびフィチン酸）；抗不整脈薬（例えば、キニジン）；降圧剤（例えば
、プラゾシン、ベラパミル、ニフェジピン、およびジルチアゼム）；鎮痛薬（例えば、ア
セトアミノフェンおよびアスピリン）；モノクローナル抗体およびポリクローナル抗体（
ヒト化抗体、および抗体フラグメントを含む）；アンチセンスオリゴヌクレオチド；なら
びにＲＮＡ、調節性ＲＮＡ、干渉ＲＮＡ、ＤＮＡ、およびウイルスベクター（治療用ペプ
チドおよびタンパク質をコードする遺伝子を含む）が挙げられる。
【０３８１】
　（投与のための組成物および処方物）
　本明細書において使用される場合、用語「投与する」および「投与」とは、化合物もし
くは組成物を作用部位に直接的にもしくは間接的に送達するための全ての手段を包含する
。本開示の化合物および組成物は単独で投与されてもよいし、本明細書で開示されていな
い他の化合物、組成物、もしくは治療剤と組み合わせて投与されてもよい。
【０３８２】
　本発明の組成物および方法は、種々の粘膜投与様式によって（経口、直腸、膣、経鼻、
肺内、もしくは皮内送達によるもの、または眼、耳、皮膚もしくは他の粘膜表面への局所
送達によるものが挙げられる）、被験体に投与され得る。本発明のいくつかの局面におい
て、上記粘膜組織層は、上皮細胞層を含む。上記上皮細胞は、肺、気管、気管支、肺胞、
鼻、口内、表皮、もしくは胃腸管のものであり得る。本発明の組成物は、従来の作動器（
例えば、機械式スプレーデバイス、加圧式、電子作動式、もしくは他のタイプの作動器）
を使用して、投与され得る。
【０３８３】
　本発明の組成物は、鼻スプレーもしくは肺スプレーとして水溶液中で投与され得、そし
て当業者に公知の種々の方法によって、スプレー形態で分与され得る。本発明の組成物の
肺送達は、小滴、粒子、もしくはスプレー（これらは、例えば、エアロゾル化され得るか
、霧状にされ得るか、または噴霧され得る）の形態において、上記組成物を投与すること
によって、達成され得る。肺送達は、上記組成物を、小滴、粒子、もしくはスプレーの形
態において、鼻経路もしくは気管支経路を介して投与することによって、行われ得る。上
記組成物、スプレー、もしくはエアロゾルの粒子は、液体形態もしくは固体形態のいずれ
かにおいて存在し得る。鼻スプレーとして液体を分与するために好ましいシステムは、米
国特許第４，５１１，０６９号において開示されている。このような処方物は、本発明に
従う組成物を水に溶解して、水溶液を生成し、そして上記溶液を滅菌することによって、
従来通りに調製され得る。上記処方物は、複数用量容器において（例えば、米国特許第４
，５１１，０６９号で開示されている密封分与システムにおいて）与えられ得る。他の適
切な鼻スプレー送達システムは、Ｔｒａｎｓｄｅｒｍａｌ　Ｓｙｓｔｅｍｉｃ　Ｍｅｄｉ
ｃａｔｉｏｎ，Ｙ．Ｗ．Ｃｈｉｅｎ編，Ｅｌｓｅｖｉｅｒ　Ｐｕｂｌｉｓｈｅｒｓ，Ｎｅ
ｗ　Ｙｏｒｋ，１９８５；および米国特許第４，７７８，８１０号において記載されてい
る。さらなるエアロゾル送達形態としては、例えば、圧縮空気式ネブライザー、ジェット
ネブライザー、超音波式ネブライザー、および圧電式ネブライザーが挙げられ得、これら
は、薬学的溶媒（例えば、水、エタノール、もしくはこれらの混合物）に溶解もしくは懸
濁される上記生物学的に活性な薬剤を送達する。
【０３８４】
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　本発明の鼻スプレー溶液および肺スプレー溶液は、代表的には、送達されるべき薬物を
含み得、必要に応じて、表面活性剤（例えば、非イオン性界面活性剤（例えば、ポリソル
ベート－８０）、および１種以上の緩衝液とともに処方され得る。本発明のいくつかの実
施形態において、上記鼻スプレー溶液は、プロペラントをさらに含む。上記鼻すぷれー溶
液のｐＨは、約ｐＨ６．８～７．２であり得る。上記使用される薬学的溶媒はまた、ｐＨ
４～６のわずかに酸性の水性緩衝液であり得る。他の成分は、化学的安定性を増強もしく
は維持するために添加され得る（保存剤、界面活性剤、分散剤もしくはガスが挙げられる
）。
【０３８５】
　いくつかの実施形態において、本発明は、本発明の組成物を含む溶液と、該、粘膜、も
しくは鼻内スプレーもしくはエアロゾルのための作動器とを含む薬学的製品である。
【０３８６】
　本発明の組成物の投与形態は、液滴もしくはエマルジョンの形態の、またはエアロゾル
の形態の、液体であり得る。
【０３８７】
　本発明の組成物の投与形態は固体であり得、この固体は、投与前に液体中で再構成され
得る。上記固体は、散剤として投与され得る。上記固体は、カプセル剤、錠剤もしくはゲ
ルの形態で存在し得る。
【０３８８】
　本発明の範囲内の肺送達のための組成物を処方するために、上記生物学的に活性な薬剤
は、種々の薬学的に受容可能な添加剤もしくは送達増強成分、ならびに上記活性薬剤の分
散のためのベース（ｂａｓｅ）もしくはキャリアと合わせられ得る。添加剤もしくは送達
増強成分の例としては、ｐＨ制御薬剤（例えば、アルギニン、水酸化ナトリウム、グリシ
ン、塩酸、クエン酸、およびこれらの混合物）が挙げられる。他の添加剤もしくは送達増
強成分としては、局所麻酔剤（例えば、ベンジルアルコール）、等張剤（ｉｓｏｔｏｎｉ
ｚｉｎｇ　ａｇｅｎｔ）（例えば、塩化ナトリウム、マンニトール、ソルビトール）、吸
着インヒビター（例えば、Ｔｗｅｅｎ　８０）、溶解度増強剤（例えば、シクロデキスト
リンおよびその誘導体）、安定化剤（例えば、血清アルブミン）、および還元剤（例えば
、グルタチオン）が挙げられる。粘膜送達のための組成物が液体である場合、上記処方物
の張性は、調和として採用される０．９％（ｗ／ｖ）　生理食塩水溶液の張性に関して測
定される場合、代表的には、実質的な、不可逆的な組織損傷が投与部位の粘膜において誘
導されない値に調節される。一般には、上記溶液の張性は、約１／３～３、より代表的に
は、１／２～２、およびもっとも頻繁には、３／４～１．７の値に調節される。
【０３８９】
　上記生物学的に活性な薬剤は、ベースもしくはビヒクル中に分散され得、これらベース
もしくはビヒクルは、上記活性薬剤を分散させる能力を有する親水性化合物および任意の
望ましい添加剤を含み得る。上記ベースは、広い範囲の適切なキャリア（ポリカルボン酸
もしくはその塩、カルボン酸無水物（例えば、マレイン酸無水物）と、他のモノマー（例
えば、メチル（メタ）アクリレート、非環式の酸などとのコポリマー、親水性ビニルポリ
マー（例えば、ポリビニルアセテート、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン）
、セルロース誘導体（例えば、ヒドロキシメチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロ
ースなど）、および天然のポリマー（例えば、キトサン、コラーゲン、アルギン酸ナトリ
ウム、ゼラチン、ヒアルロン酸、およびこれらの非毒性金属塩）が挙げられるが、これら
に限定されない）から選択され得る。生分解性ポリマーは、ベースもしくはキャリア（例
えば、ポリ乳酸、ポリ（乳酸－グリコール酸）コポリマー、ポリヒドロキシ酪酸、ポリ（
ヒドロキシ酪酸－グリコール酸）コポリマーおよびこれらの混合物）として選択され得る
。代わりに、またはさらに、合成脂肪酸エステル（例えば、ポリグリセリン脂肪酸エステ
ル、脂肪酸エステル、スクロース脂肪酸エステルなど）は、キャリアとして使用され得る
。親水性ポリマーおよび他のキャリアは単独で使用され得るか、または組み合わせて使用
され得、そして増強された構造完全性は、部分的結晶化、イオン結合、架橋などによって
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、上記キャリアに付与され得る。上記キャリアは、種々の形態（流体もしくは粘性の溶液
、ゲル、ペースト、散剤、マイクロスフェアおよび上記鼻粘膜への直接適用のためのフィ
ルムが挙げられる）に適用され得る。この文脈において選択されるキャリアの使用は、上
記生物学的に活性な薬剤の吸収の促進を生じ得る。
【０３９０】
　上記生物学的に活性な薬剤は、種々の方法に従って上記ベースもしくはキャリアと合わ
せられ得、上記活性薬剤の放出は、希釈、上記キャリアの分散、または水チャネルのエア
ロゾル化処方物によってであり得る。いくつかの状況において、上記活性薬剤は、適切な
ポリマー（例えば、イソブチル　２－シアノアクリレートから調製されたマイクロカプセ
ル（マイクロスフェア）もしくはナノ粒子（ナノスフェア）に分散させされ（例えば、Ｍ
ｉｃｈａｅｌら，Ｊ．Ｐｈａｒｍａｃｙ　Ｐｈａｒｍａｃｏｌ．４３：１－５，１９９１
を参照のこと）、そして鼻粘膜に適用される生体適合性分散媒体中に分散させられ、この
ことは、保護された時間にわたって維持された送達および生物学的活性を生じる。
【０３９１】
　粘膜送達、鼻送達、もしくは肺送達のための処方物は、ベースもしくは賦形剤として、
親水性低分子量化合物を含み得る。このような親水性低分子量化合物は、通過媒体（ｐａ
ｓｓａｇｅ　ｍｅｄｉｕｍ）を提供し、この媒体を介して、水溶性活性薬剤（例えば、生
理学的に活性なペプチドもしくはタンパク質）が、上記ベースを介して、上記活性薬剤が
吸収される新体表面へと分散させられ得る。上記親水性低分子量化合物は、必要に応じて
、上記粘膜もしくは上記投与雰囲気から水分を吸収し、そして上記水溶性活性ペプチドを
溶解する。上記親水性低分子量化合物の分子量は、一般に、多くて１０，０００であり、
好ましくは、多くて３０００である。親水性低分子量化合物の例としては、ポリオール化
合物（例えば、オリゴ糖、二糖、および単糖（スクロース、マンニトール、ラクトース、
Ｌ－アラビノース、Ｄ－エリトロース、Ｄ－リボース、Ｄ－キシロース、Ｄ－マンノース
、Ｄ－ガラクトース、ラクツロース、セロビオース、ゲンチビオース（ｇｅｎｔｉｂｉｏ
ｓｅ）、グリセリン、ポリエチレングリコール、およびこれらの混合物が挙げられる））
が挙げられる。親水性低分子量化合物のさらなる例としては、Ｎ－メチルピロリドン、ア
ルコール（例えば、オリゴビニルアルコール、エタノール、エチレングリコール、プロピ
レングリコールなど）、およびこれらの混合物が挙げられる。
【０３９２】
　本発明の組成物は、代わりに、生理学的条件に近づけるために必要とされる場合、薬学
的に受容可能なキャリア物質として、例えば、ｐＨ調節剤および緩衝化剤、張性調節剤、
および湿潤剤（例えば、酢酸ナトリウム、乳酸ナトリウム、塩化ナトリウム、塩化カリウ
ム、塩化カルシウム、ソルビタンモノラウレート、トリエタノールアミンオレエート、お
よびこれらの混合物を含み得る。固体組成物については、従来の非毒性の薬学的に受容可
能なキャリアが使用され得、上記キャリアとしては、例えば、製薬グレードのマンニトー
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、タルク
、セルロース、グルコース、スクロース、炭酸マグネシウムなどが挙げられる。
【０３９３】
　本発明の特定の実施形態において、上記生物学的に活性な薬剤は、時間放出処方物にお
いて（例えば、遅延放出ポリマーを含む組成物において）投与され得る。上記活性薬剤は
、急速な放出に対して保護されるキャリア（例えば、制御放出ビヒクル（例えば、ポリマ
ー、ミクロ封入送達系もしくは生体接着性ゲル）とともに調製され得る。上記活性薬剤の
長期送達は、本発明の種々の組成物において、吸収を遅延させる組成物因子（例えば、ア
ルミニウムモノステアレートヒドロゲルおよびゼラチン）中に含めることによって、もた
らされ得る。
【０３９４】
　本発明の特定の実施形態において、組成物は、１種以上の天然もしくは合成界面活性剤
を含み得る。特定の天然界面活性剤は、ヒト肺（肺界面活性剤）中に見いだされ、そして
肺胞の空気－液体界面において単層を形成し、そして呼息時に表面張力をほぼゼロへと低
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下させ、肺胞虚脱を防止するリン脂質およびタンパク質の複合混合物である。肺界面活性
剤のうちの９０％超（重量で）が、リン脂質から構成され、約４０～８０％がＤＰＰＣで
あり、その残りが不飽和ホスファチジルコリン　ＰＯＰＧ、ＰＯＰＣおよびホスファチジ
ルグリセロールである。界面活性剤の残りの１０％（重量で）は、血漿タンパク質および
アポプロテイン（例えば、表面タンパク質（ＳＰ）－Ａ、ＳＰ－Ｂ、ＳＰ－ＣおよびＳＰ
－Ｄ）から構成される。
【０３９５】
　本発明において使用され得る天然界面活性剤の例としては、ＳＵＲＶＡＮＴＡＴＭ（ベ
ラクタント（ｂｅｒａｃｔａｎｔ））、ＣＵＲＯＳＵＲＦＴＭ（ポラクタントα（ｐｏｒ
ａｃｔａｎｔ　ａｌｆａ））およびＩＮＦＡＳＵＲＦＴＭ　（カルファクタント（ｃａｌ
ｆａｃｔａｎｔ））、およびこれらの混合物が挙げられる。
【０３９６】
　合成界面活性剤の例としては、シナプルチド（ｓｉｎａｐｕｌｔｉｄｅ）；ジパルミト
イルホスファチジルコリン、パルミトイルオレオイルホスファチジルグリセロールおよび
パルミチン酸の混合物；ＳＵＲＦＡＸＩＮＴＭ（ルシナクタント（ｌｕｃｉｎａｃｔａｎ
ｔ））；ならびにＥＸＯＳＵＲＦＴＭ（コルフォスセリル（ｃｏｌｆｏｓｃｅｒｉｌ））
；チロキサポール、ＤＰＰＣ、およびヘキサデカノールを含み得る成分；ならびにこれら
の混合物が挙げられる。
【０３９７】
　本発明の組成物は、当該分野で公知の方法によって調製され得る。上記脂質組成物を作
製するための方法としては、エタノール注入法および規定された孔サイズの積層（ｓｔａ
ｃｋｅｄ）ポリカーボネート膜フィルタを備えるＮｏｒｔｈｅｒｎ　Ｌｉｐｉｄｓ　Ｌｉ
ｐｅｘ　Ｅｘｔｒｕｄｅｒシステムを用いる押し出し法が挙げられる。プローブチップお
よびバス超音波処理器を使用する超音波処理は、均一なサイズの脂質粒子を生成するため
に使用され得る。均質かつ単分散性粒径は、上記核酸成分を添加することなく得られ得る
。インビトロトランスフェクション組成物については、上記核酸成分は、上記トランスフ
ェクション剤が作製され、さらなる緩衝剤成分によって安定化した後に、添加され得る。
インビボ送達組成物については、上記核酸成分は、上記処方物の一部である。
【０３９８】
　本発明の組成物および処方物は、種々の経路によって、例えば、静脈内経路、非経口経
路、もしくは腹腔内経路を介した全身送達をもたらすために投与され得る。いくつかの実
施形態において、薬剤は、細胞内に、例えば、標的組織（例えば、肺もしくは肝臓）の細
胞に、または炎症組織に送達され得る。被験体の細胞を取り出し、上記取り出された細胞
に薬剤を送達し、そして上記細胞を被験体に再導入することによる、薬剤の送達のための
組成物および方法が、本開示内に包含される。いくつかの実施形態において、本発明は、
薬剤をインビボで送達するための方法を提供する。組成物は、被験体に、静脈内投与、皮
下投与、もしくは腹腔内投与され得る。いくつかの実施形態において、本発明は、哺乳動
物被験体の肺へ薬剤をインビボで送達するための方法を提供する。
【０３９９】
　（さらなる実施形態）
　本明細書に引用される全ての刊行物、参考文献、特許、特許公開および特許出願は、各
々その全体が本明細書に具体的に援用される。
【０４００】
　本発明は、特定の実施形態に関連して記載し、多くの詳細が例示目的で示されてきたが
、本発明がさらなる実施形態を包含し、そして本明細書に記載される詳細のうちのいくら
かが、本発明から逸脱することなくかなり変動し得ることは、当業者にとって明らかであ
る。本発明は、このようなさらなる実施形態、改変および等価物を包含する。特に、本発
明は、種々の例示的成分および例の特徴、用語、もしくは要素の任意の組み合わせを包含
する。
【０４０１】
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　本発明および特許請求の範囲を記載するにあたって、用語「１つの、ある（ａ）」、「
１つの、ある（ａｎ）」、「上記、この、その（ｔｈｅ）」および類似の用語の本明細書
での使用は、単数形および複数形の両方を含むと解釈されるべきである。
【０４０２】
　用語「含む、包含する（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」、「有する」、「含む、包含する（
ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」および「含む（ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ）」は、例えば、「～を含
む（～が挙げられる）が、これらに限定されない」を意味する、開放系の用語として解釈
されるべきである。従って、「含む、包含する（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」、「有する（
ｈａｖｉｎｇ）」、「含む、包含する（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」および「含む（ｃｏｎｔ
ａｉｎｉｎｇ）」のような用語は、包括的であって、排他的ではないと解釈されるべきで
ある。
【０４０３】
　本明細書中の値の範囲の記載は、上記範囲内の値のうちのいくつかが明確に記載されよ
うとそうでなかろうと、本明細書に個々に記載されているかのように、上記範囲内に入る
各々の値および任意の別個の値に個々に言及する。例えば、範囲「４～１２」は、値５、
５．１、５．３５、および４以上１２以下の任意の他の自然数、整数、分数、もしくは有
理数を含むが、これらに限定されない。本明細書において使用される特定の値は、例示と
して理解され、本発明の範囲を限定するとは理解されない。
【０４０４】
　本明細書中の炭素原子数の範囲の記載は、上記範囲内の値のうちのいくつかが明確に記
載されようとそうでなかろうと、本明細書に個々に記載されているかのように、上記範囲
内に入る各々の値および任意の別個の値に個々に言及する。例えば、用語「Ｃ１－２２」
とは、種Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３、Ｃ４、Ｃ５、Ｃ６、Ｃ７、Ｃ８、Ｃ９、Ｃ１０、Ｃ１１、Ｃ
１２、Ｃ１３、Ｃ１４、Ｃ１５、Ｃ１６、Ｃ１７、Ｃ１８、Ｃ１９、Ｃ２０、Ｃ２１、お
よびＣ２２を含むが、これらに限定されない。
【０４０５】
　本明細書において提供される技術用語の定義は、記載されていなくても、当業者に公知
のこれらの用語と関連した意味を含むと解釈されるべきであって、本発明の範囲を限定す
るとは意図されない。本明細書において提供される技術用語の定義は、当該分野での別の
選択肢的定義が本明細書に提供される定義と矛盾する場合は、上記選択肢的定義もしくは
本明細書に参考として援用される定義に優先すると解釈されるものとする。
【０４０６】
　本明細書に示される実施例、および本明細書において使用される例示的な言葉は、例示
目的に過ぎず、本発明の範囲を限定するとは意図しない。
【０４０７】
　例の列挙（例えば、本発明に適した化合物もしくは分子の列挙）が示される場合、上記
列挙された化合物もしくは分子の混合物もまた適していることは、当業者に明らかである
。
【実施例】
【０４０８】
　（実施例１：Ｃ１０－Ａｒｇ－Ｃ１０　Ｎ－（５－グアニジノ－１－オキソ－１－（デ
シルアミノ）ペンタン－２－イル）デカンアミドの調製）
　Ｆｍｏｃ－Ａｒｇ（Ｐｂｆ）－樹脂。３０ｍｌ　固相合成用反応容器中、３ｇの２－ク
ロロトリチルクロリド樹脂と、３０ｍｌの乾燥ＤＣＭ中の１．３ｍｍｏｌ／ｇ置換（Ｎｏ
ｖａｂｉｏｃｈｅｍ，０１－６４－０１１４）に、５．０６ｇ（１１．７ｍｍｏｌ，３当
量）のＦｍｏｃ－Ａｒｇ（Ｐｂｆ）－ＯＨ（Ｍｗ＝６４８．８，Ｎｏｖａｂｉｏｃｈｅｍ
，０４－１２－１１４５）および２．２３ｍｌ（１２．８７ｍｍｏｌ，３．３当量）のＤ
ＩＰＥＡ（Ａｌｄｒｉｃｈ，Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝０．７４）を添加した。
【０４０９】
　Ａｒｇ（Ｐｂｆ）－樹脂。２時間後に、上記樹脂を、３×ＤＣＭ／ＭｅＯＨ／ＤＩＰＥ
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Ａ（１７：２：１）、３×ＤＣＭ、２×ＤＭＦ、３×ＤＣＭで洗浄し、Ｆｍｏｃ基を、３
０ｍｌの２０％　ピペリジン／ＤＭＦで３０分間脱保護した。
【０４１０】
　Ｃ１０－Ａｒｇ（Ｐｂｆ）－樹脂。Ｆｍｏｃ脱保護の後、上記樹脂を、３×ＤＣＭ、２
×ＭｅＯＨおよび３×ＤＣＭで洗浄し、カップリング反応のために、３０ｍｌのＤＭＦ中
の１．４８ｇ（１１．７ｍｍｏｌ）のデカン酸（Ｓｉｇｍａ，Ｍｗ＝１２７．２７）、５
．５４ｇ（１１．７ｍｍｏｌ）のＨＣＴＵ（Ｍｗ＝４７３．７）および２．２３ｍｌ（１
２．８７ｍｍｏｌ）のＤＩＰＥＡ（Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝０．７４）を添加した。
【０４１１】
　反応の１時間後、上記樹脂を、３×ＤＣＭ、２×ＭｅＯＨおよび３×ＤＣＭで洗浄し、
反応の進行を、Ｋａｉｓｅｒ試験によってチェックしたところ、陰性であった（遊離アミ
ノ基が存在しない）。
【０４１２】
　Ｃ１０－Ａｒｇ（Ｐｂｆ）－ＯＨ（Ｍｗ＝５８０．８３）を、１％　ＴＦＡ／ＤＣＭ（
２分間にわたって５×３０ｍｌを、２ｍｌの１０％　ピリジン／ＭｅＯＨでフラスコへと
濾過する）によって上記樹脂から切断し、溶媒をエバポレートした。
【０４１３】
　Ｃ１０－Ａｒｇ（Ｐｂｆ）－Ｃ１０（Ｍｗ＝７２０．１３）。第２のカップリングを、
溶液中で行った。前の反応からの油状残渣に、５０ｍｌのＤＭＦ中の２．３２ｍｌ（１１
．７ｍｍｏｌ）のＣ１０－アミン（Ｓｉｇｍａ，Ｍｗ＝１５７．３，ｄ＝０．７９２）、
５．５４ｇ（１１．７ｍｍｏｌ）のＨＣＴＵ（Ｍｗ＝４７３．７）および２．２３ｍｌ（
１２．８７ｍｍｏｌ）のＤＩＰＥＡ（Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝０．７４）を添加した。１
時間後に、１００ｍｌのＡｃＯＥｔを添加し、有機層を、分離漏斗中、３×０．５Ｍ　Ｈ
Ｃｌ、３×１０％　ＮａＣＯ３および３×ＮａＣｌで洗浄した。ＡｃＯＥｔ層を、無水Ｍ
ｇＳＯ４で乾燥させ、エバポレートした。
【０４１４】
　Ｃ１０－Ａｒｇ－Ｃ１０（Ｍｗ＝４６７．８）。前の反応からの油状残渣に、１００ｍ
ｌの９５％　ＴＦＡ／ＤＣＭ　２．５％　ＴＩＳを添加し、３時間後、溶媒をエバポレー
トした。残渣を、ＡｃＣＮ／０．５Ｍ　ＨＣｌ　１：１に溶解し、Ｃ１８　Ｐｈｅｎｏｍ
ｅｎｅｘカラム（Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅｘ　ＲＰ，２５０×２１．２ｍｍ，Ｓｅｒｉａｌ　
Ｎｏ．：２３４２３６－１，カラム容積８３ｍｌ）上でＲＰ＿Ａｋｔａ　Ｅｘｐｌｏｒｅ
ｒによって精製し、３　ＣＶ内の移動相として、水を使用する０～１００％　アセトニト
リル勾配；Ｘ＝２１５ｎｍで溶出した。アセトニトリルをエバポレートし、その生成物を
凍結乾燥した。
【０４１５】
　（実施例２：Ｃ１０－Ｄ－Ａｒｇ－Ｃ１０　Ｎ－（５－グアニジノ－１－オキソ－１－
（デシルアミノ）ペンタン－２－イル）デカンアミドの調製）
　Ｆｍｏｃ－Ｄ－Ａｒｇ（Ｐｍｃ）－樹脂。３０ｍｌ　固相合成用反応容器中、３ｇの２
－クロロトリチルクロリド樹脂と、３０ｍｌの乾燥ＤＣＭ中の１．３ｍｍｏｌ／ｇ　置換
（Ｎｏｖａｂｉｏｃｈｅｍ，０１－６４－０１１４）に、５．０６ｇ（１１．７ｍｍｏｌ
，３当量）のＦｍｏｃ－Ｄ－Ａｒｇ（Ｐｍｃ）－ＯＨ（Ｍｗ＝６６２．８，Ｎｏｖａｂｉ
ｏｃｈｅｍ，０４－１２－１１４５）および２．２３ｍｌ（１２．８７ｍｍｏｌ，３．３
当量）のＤＩＰＥＡ（Ａｌｄｒｉｃｈ，Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝０．７４）を添加した。
【０４１６】
　Ｄ－Ａｒｇ（Ｐｍｃ）－樹脂。２時間後に、上記樹脂を、３×ＤＣＭ／ＭｅＯＨ／ＤＩ
ＰＥＡ（１７：２：１）、３×ＤＣＭ、２×ＤＭＦ、３×ＤＣＭで洗浄し、Ｆｍｏｃ基を
、３０ｍｌの２０％　ピペリジン／ＤＭＦで３０分間にわたって脱保護した。
【０４１７】
　Ｃ１０－Ｄ－Ａｒｇ（Ｐｍｃ）－樹脂。Ｆｍｏｃ脱保護の後、上記樹脂を、３×ＤＣＭ
、２×ＭｅＯＨおよび３×ＤＣＭで洗浄し、そしてカップリング反応のために、３０ｍｌ
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のＤＭＦ中の１．４８ｇ（１１．７ｍｍｏｌ）のデカン酸（Ｓｉｇｍａ，Ｍｗ＝１２７．
２７）、５．５４ｇ（１１．７ｍｍｏｌ）のＨＣＴＵ（Ｍｗ＝４７３．７）および２．２
３ｍｌ（１２．８７ｍｍｏｌ）のＤＩＰＥＡ（Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝０．７４）を添加
した。
【０４１８】
　反応の１時間後、上記樹脂を、３×ＤＣＭ、２×ＭｅＯＨおよび３×ＤＣＭで洗浄し、
そして反応の進行を、Ｋａｉｓｅｒ試験によってチェックしたところ、陰性であった（遊
離アミノ基はない）。
【０４１９】
　Ｃ１０－Ｄ－Ａｒｇ（Ｐｍｃ）－ＯＨ（Ｍｗ＝５９１．８４）を、１％　ＴＦＡ／ＤＣ
Ｍによって上記樹脂から切断し（２分間にわたって５×３０ｍｌを、２ｍｌの１０％　ピ
リジン／ＭｅＯＨでフラスコへと濾過した）、溶媒をエバポレートした。
【０４２０】
　Ｃ１０－Ｄ－Ａｒｇ（Ｐｍｃ）－Ｃ１０（Ｍｗ＝７３２．１４）。第２のカップリング
を溶液中で行った。前の反応からの上記油状残渣に、５０ｍｌのＤＭＦ中の２．３２ｍｌ
（１１．７ｍｍｏｌ）のＣ１０－アミン（Ｓｉｇｍａ，Ｍｗ＝１５７．３，ｄ＝０．７９
２）、５．５４ｇ（１１．７ｍｍｏｌ）のＨＣＴＵ（Ｍｗ＝４７３．７）および２．２３
ｍｌ（１２．８７ｍｍｏｌ）のＤＩＰＥＡ（Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝０．７４）を添加し
た。１時間後に、１００ｍｌのＡｃＯＥｔを添加し、有機層を、分離漏斗中、３×０．５
Ｍ　ＨＣｌ、３×１０％　ＮａＣＯ３および３×ＮａＣｌで洗浄した。ＡｃＯＥｔ層を、
無水ＭｇＳＯ４で乾燥させ、エバポレートした。
【０４２１】
　Ｃ１０－Ｄ－Ａｒｇ－Ｃ１０（Ｍｗ＝４６７．８）。前の反応からの上記油状残渣に、
１００ｍｌの９５％　ＴＦＡ／ＤＣＭ　２．５％　ＴＩＳを添加し、３時間後に、溶媒を
エバポレートした。残渣を、ＡｃＣＮ／０．５Ｍ　ＨＣｌ　１：１中に溶解し、そしてＣ
１８　Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅｘカラム（Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅｘ　ＲＰ，２５０×２１．２ｍ
ｍ，Ｓｅｒｉａｌ　Ｎｏ．：２３４２３６－１，カラム容積　８３ｍｌ）上のＲＰ＿Ａｋ
ｔａ　Ｅｘｐｌｏｒｅｒによって精製し、そして３　ＣＶ内の移動相として水を使用して
、０～１００％　アセトニトリル勾配；λ＝２１５ｎｍで溶出した。アセトニトリルをエ
バポレートし、その生成物を凍結乾燥した。
【０４２２】
　（実施例３：Ｃ１２－Ａｒｇ－Ｃ１２　Ｎ－（５－グアニジノ－１－オキソ－１－（ド
デシルアミノ）ペンタン－２－イル）ドデカンアミドの調製）
　Ｆｍｏｃ－Ａｒｇ（Ｐｂｆ）－樹脂。２００ｍｌ　固相合成用反応容器中、５ｇの２－
クロロトリチルクロリド樹脂と、５０ｍｌの乾燥ＤＣＭ中の１．３ｍｍｏｌ／ｇ置換（Ｎ
ｏｖａｂｉｏｃｈｅｍ，０１－６４－０１１４）に、８．４３４ｇ（１３ｍｍｏｌ，２当
量）のＦｍｏｃ－Ａｒｇ（Ｐｂｆ）－ＯＨ（Ｍｗ＝６４８．８，Ｎｏｖａｂｉｏｃｈｅｍ
，０４－１２－１１４５）および２．２６ｍｌ（１３ｍｍｏｌ，２当量）のＤＩＰＥＡ（
Ａｌｄｒｉｃｈ，Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝０．７４）を添加した。
【０４２３】
　Ａｒｇ（Ｐｂｆ）－樹脂。２時間後に、上記樹脂を、３×ＤＣＭ／ＭｅＯＨ／ＤＩＰＥ
Ａ（１７：２：１）、３×ＤＣＭ、２×ＤＭＦ、３×ＤＣＭで洗浄し、Ｆｍｏｃ基を、５
０ｍｌの２０％　ピペリジン／ＤＭＦで２回、１５分間にわたって脱保護した。
【０４２４】
　Ｃ１２－Ａｒｇ（Ｐｂｆ）－樹脂。Ｆｍｏｃ脱保護の後、上記樹脂を、３×ＤＣＭ、２
×ＭｅＯＨおよび３×ＤＣＭで洗浄し、カップリング反応のために、５０ｍｌのＤＭＦ中
の１．９５ｇ（９．７５ｍｍｏｌ）のドデカン酸（Ｓｉｇｍａ，Ｍｗ＝２００．３２）、
４．０３３（９．７５ｍｍｏｌ）のＨＣＴＵ（Ｍｗ＝４１７．７）および１．７ｍｌ（９
．７５ｍｍｏｌ）のＤＩＰＥＡ（Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝０．７４）を添加した。
【０４２５】
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　反応の１時間後、上記樹脂を、３×ＤＣＭ、２×ＭｅＯＨおよび３×ＤＣＭで洗浄し、
反応の進行を、Ｋａｉｓｅｒ試験によってチェックしたところ、陰性であった（遊離アミ
ノ基はない）。
【０４２６】
　Ｃ１２－Ａｒｇ（Ｐｂｆ）－ＯＨ（Ｍｗ＝６０８．９）を、上記樹脂から、１％　ＴＦ
Ａ／ＤＣＭによって切断し（２分間にわたって５×３０ｍｌを、２ｍｌの１０％　ピリジ
ン／ＭｅＯＨでフラスコへと濾過した）、溶媒をエバポレートした。
【０４２７】
　Ｃ１２－Ａｒｇ（Ｐｂｆ）－Ｃ１２（Ｍｗ＝７７６．１３）。第２のカップリングを溶
液中で行った。前の反応工程からの油状残渣に、５０ｍｌのＤＣＭ中の１．２４６ｇ（６
．５ｍｍｏｌ）のＥＤＣ＊ＨＣｌ（Ｍｗ＝１９１．７）、１．０６ｇ（７．１５ｍｍｏｌ
，１．１当量）のＨＯＢｔ＊Ｈ２Ｏ（Ｍｗ＝１５３）、および５．６５ｍｌ（３１．５ｍ
ｍｏｌ，５当量）のＤＩＰＥＡ（Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝０．７４）を添加して、－ＣＯ
ＯＨを予め活性化し、続いて、１．３２ｇ（７．１５ｍｍｏｌ）のＣ１２－アミン（Ｓｉ
ｇｍａ，Ｍｗ＝１８５．３６）を２０分間後に添加した。１時間後に、１００ｍｌのＡｃ
ＯＥｔを添加し、有機層を、分離漏斗中、３×０．５Ｍ　ＨＣｌ、３×１０％　ＮａＣＯ

３および３×ＮａＣｌで洗浄した。ＡｃＯＥｔ層を、無水ＭｇＳＯ４で乾燥させ、エバポ
レートした。その生成物を、ＴＥＬＥＤＹＮＥ　Ｉｓｃｏ　ＣｏｍｂｉＦｌａｓｈ　Ｒｆ

機器、４０ｇ　順相（ｎｏｒｍａｌ　ｐｈａｓｅ）シリカゲルカラム、５　ＣＶ（カラム
容積）に対して１００％　ＤＣＭ、および１０　ＣＶに対して０～５％　ＭｅＯＨ、検出
２５４　ｎｍ、流速４０ｍｌ／分で精製した。
【０４２８】
　Ｃ１２－Ａｒｇ－Ｃ１２（Ｍｗ＝５２３．８）。前の反応からの上記油状残渣に、５０
ｍｌの８５％　ＴＦＡ／ＤＣＭ　２．５％　ＴＩＳを添加し、３時間後、溶媒をエバポレ
ートした。その生成物を、０．５Ｍ　ＨＣｌで沈澱させた。
【０４２９】
　（実施例４：Ｃ１２－Ａｒｇ－Ｃ１４　Ｎ－（５－グアニジノ－１－オキソ－１－（テ
トラデシルアミノ）ペンタン－２－イル）ドデカンアミドの調製）
　Ｆｍｏｃ－Ａｒｇ（Ｐｂｆ）－樹脂。２００ｍｌ　固相合成用反応容器中、５ｇの２－
クロロトリチルクロリド樹脂と、５０ｍｌの乾燥ＤＣＭ中の１．３ｍｍｏｌ／ｇ置換（Ｎ
ｏｖａｂｉｏｃｈｅｍ，０１－６４－０１１４）に、８．４３４ｇ（１３ｍｍｏｌ，２当
量）のＦｍｏｃ－Ａｒｇ（Ｐｂｆ）－ＯＨ（Ｍｗ＝６４８．８，Ｎｏｖａｂｉｏｃｈｅｍ
，０４－１２－１１４５）および２．２６ｍｌ（１３ｍｍｏｌ，２当量）のＤＩＰＥＡ（
Ａｌｄｒｉｃｈ，Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝０．７４）を添加した。
【０４３０】
　Ａｒｇ（Ｐｂｆ）－樹脂。２時間後に、上記樹脂を、３×ＤＣＭ／ＭｅＯＨ／ＤＩＰＥ
Ａ（１７：２：１）、３×ＤＣＭ、２×ＤＭＦ、３×ＤＣＭで洗浄し、Ｆｍｏｃ基を、５
０ｍｌの２０％　ピペリジン／ＤＭＦで１５分間にわたって２回脱保護した。
【０４３１】
　Ｃ１２－Ａｒｇ（Ｐｂｆ）－樹脂。Ｆｍｏｃ脱保護の後、上記樹脂を、３×ＤＣＭ、２
×ＭｅＯＨおよび３×ＤＣＭで洗浄し、カップリング反応のために、５０ｍｌのＤＭＦ中
の１．９５ｇ（９．７５ｍｍｏｌ）のドデカン酸（Ｓｉｇｍａ，Ｍｗ＝２００．３２），
４．０３３（９．７５ｍｍｏｌ）のＨＣＴＵ（Ｍｗ＝４１７．７）および１．７ｍｌ（９
．７５ｍｍｏｌ）のＤＩＰＥＡ（Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝０．７４）を添加した。
【０４３２】
　反応の１時間後に、上記樹脂を、３×ＤＣＭ、２×ＭｅＯＨおよび３×ＤＣＭで洗浄し
、反応の進行を、Ｋａｉｓｅｒ試験によってチェックしたところ、陰性であった（遊離ア
ミノ基はない）。
【０４３３】
　Ｃ１２－Ａｒｇ（Ｐｂｆ）－ＯＨ（Ｍｗ＝６０８．９）を、１％　ＴＦＡ／ＤＣＭによ
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って上記樹脂から切断し（２分間にわたって５×３０ｍｌを、２ｍｌの１０％　ピリジン
／ＭｅＯＨでフラスコへと濾過した）、溶媒をエバポレートした。
【０４３４】
　Ｃ１２－Ａｒｇ（Ｐｂｆ）－Ｃ１４（Ｍｗ＝８０４．１３）。第２のカップリングを溶
液中で行った。前の工程からの上記油状残渣に、５０ｍｌのＤＣＭ中の１．２４６ｇ（６
．５ｍｍｏｌ）のＥＤＣ＊ＨＣｌ（Ｍｗ＝１９１．７）、１．０６ｇ（７．１５ｍｍｏｌ
，１．１当量）のＨＯＢｔ＊Ｈ２Ｏ（Ｍｗ＝１５３）、および５．６５ｍｌ（３１．５ｍ
ｍｏｌ，５当量）のＤＩＰＥＡ（Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝０．７４）を添加して、－ＣＯ
ＯＨを予め活性化し、続いて、１．５２ｇ（７．１５ｍｍｏｌ）のＣ１４－アミン（Ｓｉ
ｇｍａ，Ｍｗ＝２１３．４１）を２０分後に添加した。１時間後に、１００ｍｌのＡｃＯ
Ｅｔを添加し、有機層を、分離漏斗中、３×０．５Ｍ　ＨＣｌ、３×１０％　ＮａＣＯ３

および３×ＮａＣｌで洗浄した。ＡｃＯＥｔ層を、無水ＭｇＳＯ４で乾燥させ、エバポレ
ートした。その生成物を、ＴＥＬＥＤＹＮＥ　Ｉｓｃｏ　ＣｏｍｂｉＦｌａｓｈ　Ｒｆ機
器、４０ｇ順相シリカゲルカラム、５　ＣＶ（カラム容積）に対して１００％　ＤＣＭお
よび１０　ＣＶに対して０～５％　ＭｅＯＨ、検出２５４ｎｍ、流速４０ｍｌ／分で精製
した。
【０４３５】
　Ｃ１２－Ａｒｇ－Ｃ１４（Ｍｗ＝５５１．８）。前の反応からの上記油状残渣に、５０
ｍｌの８５％　ＴＦＡ／ＤＣＭ　２．５％　ＴＩＳを添加し、３時間後に、溶媒をエバポ
レートした。その生成物を、０．５Ｍ　ＨＣｌで沈澱させた。
【０４３６】
　（実施例５）
　実施例１～４と類似の様式において、Ｃ１４－Ａｒｇ－Ｃ１４（収量：１．６ｇ）、Ｃ
１６－Ａｒｇ－Ｃ１６、およびＣ１８－Ａｒｇ－Ｃ１８を作製した。
【０４３７】
　（実施例６：Ｃ１８（オレイック（ｏｌｅｉｃ））－Ａｒｇ－Ｃ１６　Ｎ－（５－グア
ニジノ－１－オキソ－１－（ヘキサデシルアミノ）ペンタン－２－イル）オクタデカ－９
－エナミドの調製）
　Ｆｍｏｃ－Ａｒｇ（Ｐｂｆ）－樹脂。６０ｍｌ　固相合成用反応容器中、５ｇの２－ク
ロロトリチルクロリド樹脂と、５０ｍｌの乾燥ＤＣＭ中の１．３ｍｍｏｌ／ｇ置換（Ｎｏ
ｖａｂｉｏｃｈｅｍ，０１－６４－０１１４）に、８．４ｇ（１３ｍｍｏｌ，２当量）の
Ｆｍｏｃ－Ａｒｇ（Ｐｂｆ）－ＯＨ（Ｍｗ＝６４８．８，Ｎｏｖａｂｉｏｃｈｅｍ，０４
－１２－１１４５）および２．２６ｍｌ（１３ｍｍｏｌ，２当量）のＤＩＰＥＡ（Ａｌｄ
ｒｉｃｈ，Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝０．７４）を添加した。
【０４３８】
　Ａｒｇ（Ｐｂｆ）－樹脂。２時間後に、上記樹脂を、３×ＤＣＭ／ＭｅＯＨ／ＤＩＰＥ
Ａ（１７：２：１）、３×ＤＣＭ、２×ＤＭＦ、３×ＤＣＭで洗浄し、Ｆｍｏｃ基を、５
０ｍｌの２０％　ピペリジン／ＤＭＦで１５分間にわたって、２回脱保護した。
【０４３９】
　Ｃ１８オレイック－Ａｒｇ（Ｐｂｆ）－樹脂。Ｆｍｏｃ脱保護の後、上記樹脂を、３×
ＤＣＭ、２×ＭｅＯＨおよび３×ＤＣＭで洗浄し、カップリング反応のために、５０ｍｌ
のＤＭＦ中の３．１ｍｌ（９．７５ｍｍｏｌ）のオレイン酸（Ｓｉｇｍａ，Ｍｗ＝２８２
．４７；ｄ＝０．８９１）、４ｇ（９．７５ｍｍｏｌ）のＨＣＴＵ（Ｍｗ＝４１３．７）
および１．７ｍｌ（９．７５ｍｍｏｌ）のＤＩＰＥＡ（Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝０．７４
）を添加した。
【０４４０】
　反応の１時間後に、上記樹脂を、３×ＤＣＭ、２×ＭｅＯＨおよび３×ＤＣＭで洗浄し
、反応の進行を、Ｋａｉｓｅｒ試験によってチェックしたところ、陰性であった（遊離ア
ミノ基はない）。
【０４４１】
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　Ｃ１８オレイック－Ａｒｇ（Ｐｂｆ）－ＯＨ（Ｍｗ＝６９０．８３）を、１％　ＴＦＡ
／ＤＣＭによって上記樹脂から切断し（２分間にわたって５×５０ｍｌを、２ｍｌの１０
％　ピリジン／ＭｅＯＨでフラスコへと濾過した）、溶媒をエバポレートした。
【０４４２】
　Ｃ１８オレイック－Ａｒｇ（Ｐｂｆ）－Ｃ１６　（Ｍｗ＝８５０．１３）。第２のカッ
プリングを溶液中で行った。前の工程からの上記油状残渣に、５０ｍｌのＤＣＭ中の１．
４３７ｇ（７．５ｍｍｏｌ）のＥＤＣ＊ＨＣｌ（Ｍｗ＝１９１．７）、１．１７８ｇ（７
．７ｍｍｏｌ）のＨＯＢｔ＊Ｈ２Ｏ（Ｍｗ＝１５３）、および６．５ｍｌ（３７．５ｍｍ
ｏｌ，５当量）のＤＩＰＥＡ（Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝０．７４）を添加して、－ＣＯＯ
Ｈを脱保護し、続いて、１．８６ｇ（７．７ｍｍｏｌ）のＣ１６－アミン（Ｓｉｇｍａ，
Ｍｗ＝２４１．４６）を２０分後に添加した。一晩の反応後に、有機層を、分離漏斗中、
３×０．５Ｍ　ＨＣｌ、３×１０％　ＮａＣＯ３および３×ＮａＣｌで洗浄した。ＤＣＭ
層を、無水ＭｇＳＯ４で乾燥させ、エバポレートした。その生成物を、ＴＥＬＥＤＹＮＥ
　Ｉｓｃｏ　ＣｏｍｂｉＦｌａｓｈ　Ｒｆ機器、４０ｇ順相シリカゲルカラム、５　ＣＶ
（カラム容積）に対して１００％　ＤＣＭおよび１０　ＣＶに対して０～５％　ＭｅＯＨ
、検出２１５ｎｍ、流速４０ｍｌ／分で精製した。
【０４４３】
　Ｃ１８オレイック－Ａｒｇ－Ｃ１６（Ｍｗ＝６６１．８）。前の反応からの上記油状残
渣に、１００ｍｌの９５％　ＴＦＡ／ＤＣＭ　２．５％　ＴＩＳを添加し、３時間後に、
溶媒をエバポレートした。生成物を０．５Ｍ　ＨＣｌで沈澱させ、精製した。収量：１．
８ｇ。
【０４４４】
　（実施例７：Ｃ８－ホモＡｒｇ－Ｃ８　Ｎ－（６－グアニジノ－１－オキソ－１－（オ
クチルアミノ）ヘキサン－２－イル）オクタンアミドの調製）
　Ｆｍｏｃ－ｈＡｒｇ（ジＢｏｃ）－樹脂。３０ｍｌ　固相合成用反応容器中、３ｇの２
－クロロトリチルクロリド樹脂と、３０ｍｌの乾燥ＤＣＭ中の１．３ｍｍｏｌ／ｇ置換（
Ｎｏｖａｂｉｏｃｈｅｍ，０１－６４－０１１４）に、３．５７ｇ（５．８５ｍｍｏｌ，
１．５当量）のＦｍｏｃ－ｈＡｒｇ（ジＢｏｃ）－ＯＨ（Ｍｗ＝６１０．６９，Ｎｏｖａ
ｂｉｏｃｈｅｍ）および２．０４ｍｌ（１１．７ｍｍｏｌ，３．０当量）のＤＩＰＥＡ（
Ａｌｄｒｉｃｈ，Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝０．７４）を添加した。
【０４４５】
　ｈＡｒｇ（ジＢｏｃ）－樹脂。２時間後に、上記樹脂を、３×ＤＣＭ／ＭｅＯＨ／ＤＩ
ＰＥＡ（１７：２：１）、３×ＤＣＭ、２×ＤＭＦ、３×ＤＣＭで洗浄し、Ｆｍｏｃ基を
、３０ｍｌの２０％　ピペリジン／ＤＭＦで３０分間にわたって脱保護した。
【０４４６】
　Ｃ８－ｈＡｒｇ（ジＢｏｃ）－樹脂。Ｆｍｏｃ脱保護の後、上記樹脂を、３×ＤＣＭ、
２×ＭｅＯＨおよび３×ＤＣＭで洗浄し、カップリング反応のために、３０ｍｌのＤＭＦ
中の１．８５４ｍｌ（１１．７ｍｍｏｌ）のＣ８酸（Ｓｉｇｍａ，Ｍｗ＝１４４．２２，
ｄ＝０．９１）、４．８４ｇ（１１．７ｍｍｏｌ）のＨＣＴＵ（Ｍｗ＝４１３．７）およ
び２．２３ｍｌ（１２．８７ｍｍｏｌ）のＤＩＰＥＡ（Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝０．７４
）を添加した。
【０４４７】
　反応の１時間後に、上記樹脂を、３×ＤＣＭ、２×ＭｅＯＨおよび３×ＤＣＭで洗浄し
、反応の進行を、Ｋａｉｓｅｒ試験によってチェックしたところ、陰性であった（遊離ア
ミノ基はない）。
【０４４８】
　Ｃ８－ｈＡｒｇ（ジＢｏｃ）－ＯＨ（Ｍｗ＝５１４．６８）を、上記樹脂から、１％　
ＴＦＡ／ＤＣＭによって切断し（２分間にわたって５×３０ｍｌを、２ｍｌの１０％　ピ
リジン／ＭｅＯＨでフラスコへと濾過した）、溶媒をエバポレートした。
【０４４９】
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　Ｃ８－ｈＡｒｇ（ジＢｏｃ）－Ｃ８（Ｍｗ＝６２５．９３）。第２のカップリングを溶
液中で行った。前の反応からの上記油状残渣に、５０ｍｌのＤＭＦ中の１．９３ｍｌ（１
１．７ｍｍｏｌ）のＣ８－アミン（Ｓｉｇｍａ，Ｍｗ＝１２９．２５，ｄ＝０．７８２）
、４．８４ｇ（１１．７ｍｍｏｌ）のＨＣＴＵ（Ｍｗ＝４７３．７）および２．２３ｍｌ
（１２．８７ｍｍｏｌ）のＤＩＰＥＡ（Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝０．７４）を添加した。
１時間後に、１００ｍｌのＡｃＯＥｔを添加し、有機層を、分離漏斗中、３×０．５Ｍ　
ＨＣｌ、３×１０％　ＮａＣＯ３および３×ＮａＣｌで洗浄した。ＡｃＯＥｔ層を、無水
ＭｇＳＯ４で乾燥させ、エバポレートした。
【０４５０】
　Ｃ８－ｈＡｒｇ－Ｃ８（Ｍｗ＝４２６．８）。前の反応からの上記油状残渣に、１００
ｍｌの９５％　ＴＦＡ／ＤＣＭ　２．５％　ＴＩＳを添加し、１時間後に、溶媒をエバポ
レートした。残渣を、ＭｅＯＨ／ＡｃＣＮ／０．５Ｍ　ＨＣｌ　１：１：１に溶解し、Ｒ
Ｐ＿Ａｋｔａ　Ｅｘｐｌｏｒｅｒによって、Ｃ１８　Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅｘカラム（Ｐｈ
ｅｎｏｍｅｎｅｘ　ＲＰ，２５０×２１．２ｍｍ，Ｓｅｒｉａｌ　Ｎｏ．：２３４２３６
－１，カラム容積８３ｍｌ）で精製し、３　ＣＶ内の移動相として水を使用して、５０～
１００％　アセトニトリル勾配；l＝２１５ｎｍで溶出した。アセトニトリルをエバポレ
ートし、その生成物を凍結乾燥した。
【０４５１】
　（実施例８：Ｃ１０－ホモＡｒｇ－Ｃ１０　Ｎ－（６－グアニジノ－１－オキソ－１－
（デシルアミノ）ヘキサン－２－イル）デカンアミドの調製）
　Ｆｍｏｃ－ｈＡｒｇ（ジＢｏｃ）－樹脂。３０ｍｌ　固相合成用反応容器中、３ｇの２
－クロロトリチルクロリド樹脂と、３０ｍｌの乾燥ＤＣＭ中の１．３ｍｍｏｌ／ｇ置換（
Ｎｏｖａｂｉｏｃｈｅｍ，０１－６４－０１１４）に、３．５７ｇ（５．８５ｍｍｏｌ，
１．５当量）のＦｍｏｃ－ｈＡｒｇ（ジＢｏｃ）－ＯＨ（Ｍｗ＝６１０．６９，Ｎｏｖａ
ｂｉｏｃｈｅｍ）および２．０４ｍｌ（１１．７ｍｍｏｌ，３．０当量）のＤＩＰＥＡ（
Ａｌｄｒｉｃｈ，Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝０．７４）を添加した。
【０４５２】
　ｈＡｒｇ（ジＢｏｃ）－樹脂。２時間後に、上記樹脂を、３×ＤＣＭ／ＭｅＯＨ／ＤＩ
ＰＥＡ（１７：２：１）、３×ＤＣＭ、２×ＤＭＦ、３×ＤＣＭで洗浄し、Ｆｍｏｃ基を
、３０ｍｌの２０％　ピペリジン／ＤＭＦで３０分間にわたって脱保護した。
【０４５３】
　Ｃ１０－ｈＡｒｇ（ジＢｏｃ）－樹脂。Ｆｍｏｃ脱保護の後、上記樹脂を、３×ＤＣＭ
、２×ＭｅＯＨおよび３×ＤＣＭで洗浄し、カップリング反応のために、３０ｍｌのＤＭ
Ｆ中の１．４８ｇ（１１．７ｍｍｏｌ）のデカン酸（Ｓｉｇｍａ，Ｍｗ＝１２７．２７）
、５．５４ｇ（１１．７ｍｍｏｌ）のＨＣＴＵ（Ｍｗ＝４７３．７）および２．２３ｍｌ
（１２．８７ｍｍｏｌ）のＤＩＰＥＡ（Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝０．７４）を添加した。
【０４５４】
　反応の１時間後に、上記樹脂を、３×ＤＣＭ、２×ＭｅＯＨおよび３×ＤＣＭで洗浄し
、反応の進行を、Ｋａｉｓｅｒ試験によってチェックしたところ、陰性であった（遊離ア
ミノ基はない）。
【０４５５】
　Ｃ１０－ｈＡｒｇ（ジＢｏｃ）－ＯＨ（Ｍｗ＝５４１．７８）を、１％　ＴＦＡ／ＤＣ
Ｍによって上記樹脂から切断し（２分間にわたって５×３０ｍｌを、２ｍｌの１０％　ピ
リジン／ＭｅＯＨでフラスコへと濾過した）、溶媒をエバポレートした。
【０４５６】
　Ｃ１０－ｈＡｒｇ（ジＢｏｃ）－Ｃ１０（Ｍｗ＝６８２．０８）。第２のカップリング
を溶液中で行った。前の反応からの上記油状残渣に、５０ｍｌのＤＭＦ中の２．３２ｍｌ
（１１．７ｍｍｏｌ）のＣ１０－アミン（Ｓｉｇｍａ，Ｍｗ＝１５７．３，ｄ＝０．７９
２）、５．５４ｇ（１１．７ｍｍｏｌ）のＨＣＴＵ（Ｍｗ＝４７３．７）および２．２３
ｍｌ（１２．８７ｍｍｏｌ）のＤＩＰＥＡ（Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝０．７４）を添加し
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た。１時間後に、１００ｍｌのＡｃＯＥｔを添加し、有機層を、分離漏斗中、３×０．５
Ｍ　ＨＣｌ、３×１０％　ＮａＣＯ３および３×ＮａＣｌで洗浄した。ＡｃＯＥｔ層を、
無水ＭｇＳＯ４で乾燥させ、エバポレートした。
【０４５７】
　Ｃ１０－ｈＡｒｇ－Ｃ１０（Ｍｗ＝４８１．８）。前の反応からの上記油状残渣に、１
００ｍｌの９５％　ＴＦＡ／ＤＣＭ　２．５％　ＴＩＳを添加し、１時間後に、溶媒をエ
バポレートした。残渣を、ＭｅＯＨ／０．５Ｍ　ＨＣｌ　１：１中に溶解し、Ｈ２Ｏで沈
澱させた。
【０４５８】
　（実施例９：Ｃ１２－ホモＡｒｇ－Ｃ１２　Ｎ－（６－グアニジノ－１－オキソ－１－
（ドデシルアミノ）ヘキサン－２－イル）ドデカンアミドの調製）
　実施例８に類似の様式で、Ｃ１２－ホモＡｒｇ－Ｃ１２（収量：１ｇ）を作製した。
【０４５９】
　（実施例１０：Ｃ８－ｎｏｒ－ｎｏｒＡｒｇ－Ｃ８　Ｎ－（３－グアニジノ－１－オキ
ソ－１－（オクチルアミノ）プロパン－２－イル）オクタンアミドの調製）
　Ｆｍｏｃ－Ｄａｐ（Ｂｏｃ）－樹脂。３０ｍｌ　固相合成用反応容器中、３ｇの２－ク
ロロトリチルクロリド樹脂と、３０ｍｌの乾燥ＤＣＭ中の１．３ｍｍｏｌ／ｇ置換（Ｎｏ
ｖａｂｉｏｃｈｅｍ，０１－６４－０１１４）に、２．５ｇ（５．８５ｍｍｏｌ，１．５
当量）のＦｍｏｃ－Ｄａｐ（Ｂｏｃ）－ＯＨ（Ｍｗ＝４２６．５，（Ｆｍｏｃ－（Ｎ－β
－Ｂｏｃ）－Ｌ－α，β－ジアミノプロピオン酸），ＡｎａＳｐｅｃ，２２１４０）およ
び２．０３ｍｌ（１１．７ｍｍｏｌ，３．０当量）のＤＩＰＥＡ（Ａｌｄｒｉｃｈ，Ｍｗ

＝１２９．２，ｄ＝０．７４）を添加した。
【０４６０】
　Ｄａｐ－（Ｂｏｃ）－樹脂。２時間後に、上記樹脂を、３×ＤＣＭ／ＭｅＯＨ／ＤＩＰ
ＥＡ（１７：２：１）、３×ＤＣＭ、２×ＤＭＦ、３×ＤＣＭで洗浄し、Ｆｍｏｃ基を、
３０ｍｌの２０％　ピペリジン／ＤＭＦで３０分間にわたって脱保護した。
【０４６１】
　Ｃ８－Ｄａｐ（Ｂｏｃ）－樹脂。Ｆｍｏｃ脱保護の後、上記樹脂を、３×ＤＣＭ、２×
ＭｅＯＨおよび３×ＤＣＭで洗浄し、カップリング反応のために、３０ｍｌのＤＭＦ中の
１．２３６ｍｌ（１１．７ｍｍｏｌ）のＣ８酸（Ｓｉｇｍａ，Ｍｗ＝１４４．２２，ｄ＝
０．９１０），４．８４ｇ（１１．７ｍｍｏｌ）のＨＣＴＵ（Ｍｗ＝４１３．７）および
２．２３ｍｌ（１２．８７ｍｍｏｌ）のＤＩＰＥＡ（Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝０．７４）
を添加した。
【０４６２】
　反応の１時間後に、上記樹脂を、３×ＤＣＭ、２×ＭｅＯＨおよび３×ＤＣＭで洗浄し
、反応の進行を、Ｋａｉｓｅｒ試験によってチェックしたところ、陰性であった（遊離ア
ミノ基はない）。
【０４６３】
　Ｃ８－Ｄａｐ（Ｂｏｃ）－ＯＨ（Ｍｗ＝３３０．４９）を、上記樹脂から１％　ＴＦＡ
／ＤＣＭによって切断し（２分間にわたって５×３０ｍｌを、２ｍｌの１０％　ピリジン
／ＭｅＯＨでフラスコへと濾過した）、溶媒をエバポレートした。
【０４６４】
　Ｃ８－Ｄａｐ（Ｂｏｃ）－Ｃ８（Ｍｗ＝４４１．７４）。第２のカップリングを溶液中
で行った。前の反応からの上記油状残渣に、５０ｍｌのＤＭＦ中の２．３２ｍｌ（１１．
７ｍｍｏｌ）のＣ８－アミン（Ｓｉｇｍａ，Ｍｗ＝１２９．２５，ｄ＝０．７８２）、４
．８４ｇ（１１．７ｍｍｏｌ）のＨＣＴＵ（Ｍｗ＝４７３．７）および２．２３ｍｌ（１
２．８７ｍｍｏｌ）のＤＩＰＥＡ（Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝０．７４）を添加した。１時
間後に、１００ｍｌのＡｃＯＥｔを添加し、有機層を、分離漏斗中、３×０．５Ｍ　ＨＣ
ｌ、３×１０％　ＮａＣＯ３および３×ＮａＣｌで洗浄した。ＡｃＯＥｔ層を、無水Ｍｇ
ＳＯ４で乾燥させ、エバポレートした。
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【０４６５】
　Ｃ８－Ｄａｐ－Ｃ８（Ｍｗ＝３４１．７４）。前の反応からの上記油状残渣に、１００
ｍｌの８０％　ＴＦＡ／ＤＣＭ　２．５％　ＴＩＳを添加し、１時間後に、溶媒をエバポ
レートした。
【０４６６】
　Ｃ８－ｎｏｒ－ｎｏｒＡｒｇ（ジＢｏｃ）－Ｃ８（Ｍｗ＝５８３．７４）。上記残渣を
、５０ｍｌのＤＣＭ中に溶解し、ｐＨをＴＥＡで９に調節した。２．２３ｇ（５．８５ｍ
Ｍ，１．５当量）の１，３－ジ－Ｂｏｃ－２－（トリフルオロメチルスルホニル）グアニ
ジン（Ｍｗ＝３９１．３６，Ａｌｄｒｉｃｈ　１５０３３）を添加し、４時間後に、ＤＣ
Ｍをエバポレートした。
【０４６７】
　Ｃ８－ｎｏｒ－ｎｏｒＡｒｇ－Ｃ８（Ｍｗ＝３８４．８）。前の反応からの上記油状残
渣に、１００ｍｌの９５％　ＴＦＡ／ＤＣＭ　２．５％　ＴＩＳを添加し、３時間後に、
溶媒をエバポレートした。残渣を、ＭｅＯＨ／ＡｃＣＮ／０．５Ｍ　ＨＣｌ　１：１：１
中に溶解し、ＲＰ＿Ａｋｔａ　Ｅｘｐｌｏｒｅｒによって、Ｃ１８　Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅ
ｘカラム（Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅｘ　ＲＰ，２５０×２１．２ｍｍ，Ｓｅｒｉａｌ　Ｎｏ．
：２３４２３６－１，カラム容積８３ｍｌ）上で精製し、３　ＣＶ内の移動相として水を
使用して５０～１００％　アセトニトリル勾配；l＝２１５ｎｍで溶出した。アセトニト
リルをエバポレートし、その生成物を凍結乾燥した。
【０４６８】
　（実施例１１：Ｃ１０－ｎｏｒ－ｎｏｒＡｒｇ－Ｃ１０　Ｎ－（３－グアニジノ－１－
オキソ－１－（デシルアミノ）プロパン－２－イル）デカンアミドの調製）
　Ｆｍｏｃ－Ｄａｐ（Ｂｏｃ）－樹脂。３０ｍｌ　固相合成用反応容器中、３ｇの２－ク
ロロトリチルクロリド樹脂と、３０ｍｌの乾燥ＤＣＭ中の１．３ｍｍｏｌ／ｇ置換（Ｎｏ
ｖａｂｉｏｃｈｅｍ，０１－６４－０１１４）に、２．５ｇ（５．８５ｍｍｏｌ，１．５
当量）のＦｍｏｃ－Ｄａｐ（Ｂｏｃ）－ＯＨ（Ｍｗ＝４２６．５，（Ｆｍｏｃ－（Ｎ－β
－Ｂｏｃ）－Ｌ－α，β－ジアミノプロピオン酸），ＡｎａＳｐｅｃ，２２１４０）およ
び２．０３ｍｌ（１１．７ｍｍｏｌ，３．０当量）のＤＩＰＥＡ（Ａｌｄｒｉｃｈ，Ｍｗ

＝１２９．２，ｄ＝０．７４）を添加した。
【０４６９】
　Ｄａｐ（Ｂｏｃ）－樹脂。２時間後に、上記樹脂を、３×ＤＣＭ／ＭｅＯＨ／ＤＩＰＥ
Ａ（１７：２：１）、３×ＤＣＭ、２×ＤＭＦ、３×ＤＣＭで洗浄し、Ｆｍｏｃ基を、３
０ｍｌの２０％　ピペリジン／ＤＭＦで３０分間にわたって脱保護した。
【０４７０】
　Ｃ１０－Ｄａｐ（Ｂｏｃ）－樹脂。Ｆｍｏｃ脱保護の後、上記樹脂を、３×ＤＣＭ、２
×ＭｅＯＨおよび３×ＤＣＭで洗浄し、カップリング反応のために、３０ｍｌのＤＭＦ中
の１．４８ｇ（１１．７ｍｍｏｌ）のデカン酸（Ｓｉｇｍａ，Ｍｗ＝１７２．２７）、４
．８３ｇ（１１．７ｍｍｏｌ）のＨＣＴＵ（Ｍｗ＝４１３．７）および２．２３ｍｌ（１
２．８７ｍｍｏｌ）のＤＩＰＥＡ（Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝０．７４）を添加した。
【０４７１】
　反応の１時間後に、上記樹脂を、３×ＤＣＭ、２×ＭｅＯＨおよび３×ＤＣＭで洗浄し
、反応の進行を、Ｋａｉｓｅｒ試験によってチェックしたところ、陰性であった（遊離ア
ミノ基はない）。
【０４７２】
　Ｃ１０－Ｄａｐ（Ｂｏｃ）－ＯＨ（Ｍｗ＝３５７．５４）を、上記樹脂から１％　ＴＦ
Ａ／ＤＣＭによって切断し（２分間にわたって５×３０ｍｌを、２ｍｌの１０％　ピリジ
ン／ＭｅＯＨでフラスコへと濾過した）、溶媒をエバポレートした。
【０４７３】
　Ｃ１０－Ｄａｐ（Ｂｏｃ）－Ｃ１０（Ｍｗ＝４９６．８４）。第２のカップリングを溶
液中で行った。前の反応からの上記油状残渣に、５０ｍｌのＤＭＦ中の２．３２ｍｌ（１
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１．７ｍｍｏｌ）のＣ１０－アミン（Ｓｉｇｍａ，Ｍｗ＝１５７．３，ｄ＝０．７９２）
、４．８３ｇ（１１．７ｍｍｏｌ）のＨＣＴＵ（Ｍｗ＝４７３．７）および２．２３ｍｌ
（１２．８７ｍｍｏｌ）のＤＩＰＥＡ（Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝０．７４）に添加した。
２時間後に、１００ｍｌのＡｃＯＥｔを添加し、有機層を、分離漏斗中、３×０．５Ｍ　
ＨＣｌ、３×１０％　ＮａＣＯ３および３×ＮａＣｌで洗浄した。ＡｃＯＥｔ層を、無水
ＭｇＳＯ４で乾燥させ、エバポレートした。
【０４７４】
　Ｃ１０－Ｄａｐ－Ｃ１０（Ｍｗ＝３９７．８）。前の反応からの上記油状残渣に、１０
０ｍｌの８０％　ＴＦＡ／ＤＣＭ　２．５％　ＴＩＳを添加し、１時間後に、溶媒をエバ
ポレートした。
【０４７５】
　Ｃ１０－ｎｏｒ－ｎｏｒＡｒｇ（ジＢｏｃ）－Ｃ１０（Ｍｗ＝６４０．８）。上記残渣
を、５０ｍｌのＤＣＭ中に溶解し、ｐＨをＴＥＡで９に調節した。２．２３ｇ（５．８５
ｍＭ，１．５当量）の１，３－ジ－Ｂｏｃ－２－（トリフルオロメチルスルホニル）グア
ニジン（Ｍｗ＝３９１．３６，Ａｌｄｒｉｃｈ　１５０３３）を添加し、４時間後に、Ｄ
ＣＭをエバポレートした。
【０４７６】
　Ｃ１０－ｎｏｒ－ｎｏｒＡｒｇ－Ｃ１０（Ｍｗ＝４３９．８）。前の反応からの上記油
状残渣に、１００ｍｌの８０％　ＴＦＡ／ＤＣＭ　２．５％　ＴＩＳを添加し、１時間後
に、溶媒をエバポレートした。残渣を、ＡｃＣＮ／ＭｅＯＨ／０．５Ｍ　ＨＣｌ　１：１
：１の溶解し、ＲＰ＿Ａｋｔａ　ＥｘｐｌｏｒｅｒによってＣ１８　Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅ
ｘカラム（Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅｘ　ＲＰ，２５０×２１．２ｍｍ，Ｓｅｒｉａｌ　Ｎｏ．
：２３４２３６－１，カラム容積８３ｍｌ）上で精製し、３　ＣＶ内の移動相として水を
使用して５０～１００％　アセトニトリル勾配；l＝２１５ｎｍで溶出した。アセトニト
リルをエバポレートし、その生成物を凍結乾燥した。収量：１．６ｇ。
【０４７７】
　（実施例１２：Ｃ１２－ｎｏｒ－ｎｏｒＡｒｇ－Ｃ１２　Ｎ－（３－グアニジノ－１－
オキソ－１－（ドデシルアミノ）プロパン－２－イル）ドデカンアミドの調製）
　Ｆｍｏｃ－Ｄａｐ（Ｂｏｃ）－樹脂。３０ｍｌ　固相合成用反応容器中、３ｇの２－ク
ロロトリチルクロリド樹脂と、３０ｍｌの乾燥ＤＣＭ中の１．３ｍｍｏｌ／ｇ置換（Ｎｏ
ｖａｂｉｏｃｈｅｍ，０１－６４－０１１４）に、２．５ｇ（５．８５ｍｍｏｌ，１．５
当量）のＦｍｏｃ－Ｄａｐ（Ｂｏｃ）－ＯＨ（Ｍｗ＝４２６．５，（Ｆｍｏｃ－（Ｎ－β
－Ｂｏｃ）－Ｌ－α，β－ジアミノプロピオン酸），ＡｎａＳｐｅｃ，２２１４０）およ
び２．０３ｍｌ（１１．７ｍｍｏｌ，３．０当量）のＤＩＰＥＡ（Ａｌｄｒｉｃｈ，Ｍｗ

＝１２９．２，ｄ＝０．７４）を添加した。
【０４７８】
　Ｄａｐ（Ｂｏｃ）－樹脂。２時間後に、上記樹脂を、３×ＤＣＭ／ＭｅＯＨ／ＤＩＰＥ
Ａ（１７：２：１）、３×ＤＣＭ、２×ＤＭＦ、３×ＤＣＭで洗浄し、Ｆｍｏｃ基を、３
０ｍｌの２０％　ピペリジン／ＤＭＦで３０分間にわたって脱保護した。
【０４７９】
　Ｃ１２－Ｄａｐ（Ｂｏｃ）－樹脂。Ｆｍｏｃ脱保護の後、上記樹脂を、３×ＤＣＭ、２
×ＭｅＯＨおよび３×ＤＣＭで洗浄し、そしてカップリング反応のために、３０ｍｌのＤ
ＭＦ中の２．３４ｇ（１１．７ｍｍｏｌ）のＣ１２－酸（Ｓｉｇｍａ，Ｍｗ＝２００．３
２）、４．４８ｇ（１１．７ｍｍｏｌ）のＨＣＴＵ（Ｍｗ＝４７３．７）および２．２３
ｍｌ（１２．８７ｍｍｏｌ）のＤＩＰＥＡ（Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝０．７４）を添加し
た。
【０４８０】
　反応の１時間後に、上記樹脂を、３×ＤＣＭ、２×ＭｅＯＨおよび３×ＤＣＭで洗浄し
、反応の進行を、Ｋａｉｓｅｒ試験によってチェックしたところ、陰性であった（遊離ア
ミノ基はない）。
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【０４８１】
　Ｃ１２－Ｄａｐ（Ｂｏｃ）－ＯＨ（Ｍｗ＝３８６．５９）を、上記樹脂から１％　ＴＦ
Ａ／ＤＣＭによって切断し（２分間にわたって５×３０ｍｌを、２ｍｌの１０％　ピリジ
ン／ＭｅＯＨでフラスコへと濾過した）、溶媒をエバポレートした。
【０４８２】
　Ｃ１２－Ｄａｐ（Ｂｏｃ）－Ｃ１２（Ｍｗ＝５５３．９５）。第２のカップリングを溶
液中で行った。前の反応からの上記油状残渣に、５０ｍｌのＤＭＦ中の２．１６８ｇ（１
１．７ｍｍｏｌ）のＣ１２－アミン（Ｓｉｇｍａ，Ｍｗ＝１８５．３６）、４．４８ｇ（
１１．７ｍｍｏｌ）のＨＣＴＵ（Ｍｗ＝４７３．７）および２．２３ｍｌ（１２．８７ｍ
ｍｏｌ）のＤＩＰＥＡ（Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝０．７４）を添加した。１時間後に、１
００ｍｌのＡｃＯＥｔを添加し、有機層を、分離漏斗中、３×０．５Ｍ　ＨＣｌ、３×１
０％　ＮａＣＯ３および３×ＮａＣｌで洗浄した。ＡｃＯＥｔ層を、無水ＭｇＳＯ４で乾
燥させ、エバポレートした。
【０４８３】
　Ｃ１２－Ｄａｐ－Ｃ１２（Ｍｗ＝４５３．９）。前の反応からの上記油状残渣に、１０
０ｍｌの８０％　ＴＦＡ／ＤＣＭ　２．５％　ＴＩＳを添加し、１時間後に、溶媒をエバ
ポレートした。
【０４８４】
　Ｃ１２－ｎｏｒ－ｎｏｒＡｒｇ（ジＢｏｃ）－Ｃ１２（Ｍｗ＝６９６．１３）。上記残
渣を、５０ｍｌのＤＣＭ中に溶解し、ｐＨをＴＥＡで９に調節した。２．２３ｇ（５．８
５ｍＭ，１．５当量）の１，３－ジ－Ｂｏｃ－２－（トリフルオロメチルスルホニル）グ
アニジン（Ｍｗ＝３９１．３６，Ａｌｄｒｉｃｈ　１５０３３）を添加し、４時間後に、
ＤＣＭをエバポレートした。
【０４８５】
　（実施例１３：Ｃ８－ｎｏｒＡｒｇ－Ｃ８　Ｎ－（４－グアニジノ－１－オキソ－１－
（オクチルアミノ）ブタン－２－イル）オクタンアミドの調製）
　Ｆｍｏｃ－Ｄａｂ（Ｂｏｃ）－樹脂。３０ｍｌ　固相合成用反応容器中、３ｇの２－ク
ロロトリチルクロリド樹脂と、３０ｍｌの乾燥ＤＣＭ中の１．３ｍｍｏｌ／ｇ置換（Ｎｏ
ｖａｂｉｏｃｈｅｍ，０１－６４－０１１４）に、２．５７７ｇ（５．８５ｍｍｏｌ，１
．５当量）のＦｍｏｃ－Ｄａｂ（ジＢｏｃ）－ＯＨ（Ｍｗ＝４４０．５，（Ｆｍｏｃ－（
Ｎ－γ－Ｂｏｃ）－Ｌ－α，γ－ジアミノ酪酸，ＡｎａＳｐｅｃ，２８２４６）および２
．２３ｍｌ（１２．８７ｍｍｏｌ，３．３当量）のＤＩＰＥＡ（Ａｌｄｒｉｃｈ，Ｍｗ＝
１２９．２，ｄ＝０．７４）を添加した。
【０４８６】
　Ａｒｇ－Ｄａｂ（Ｂｏｃ）－樹脂。２時間後に、上記樹脂を、３×ＤＣＭ／ＭｅＯＨ／
ＤＩＰＥＡ（１７：２：１）、３×ＤＣＭ、２×ＤＭＦ、３×ＤＣＭで洗浄し、Ｆｍｏｃ
基を、３０ｍｌの２０％　ピペリジン／ＤＭＦで３０分間にわたって脱保護した。
【０４８７】
　Ｃ８－Ｄａｂ（Ｂｏｃ）－樹脂。Ｆｍｏｃ脱保護の後、上記樹脂を、３×ＤＣＭ、２×
ＭｅＯＨおよび３×ＤＣＭで洗浄し、カップリング反応のために、３０ｍｌのＤＭＦ中の
１．４８ｇ（１１．７ｍｍｏｌ）のＣ８酸（Ｓｉｇｍａ，Ｍｗ＝１４４．２２，ｄ＝０．
９１０）、４．８４ｇ（１１．７ｍｍｏｌ）のＨＣＴＵ（Ｍｗ＝４１３．７）および２．
２３ｍｌ（１２．８７ｍｍｏｌ）のＤＩＰＥＡ（Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝０．７４）を添
加した。
【０４８８】
　反応の１時間後に、上記樹脂を、３×ＤＣＭ、２×ＭｅＯＨおよび３×ＤＣＭで洗浄し
、反応の進行を、Ｋａｉｓｅｒ試験によってチェックしたところ、陰性であった（遊離ア
ミノ基はない）。
【０４８９】
　Ｃ８－Ｄａｂ（Ｂｏｃ）－ＯＨ（Ｍｗ＝３４４．４９）を、上記樹脂から１％　ＴＦＡ
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／ＤＣＭによって切断し（２分間にわたって５×３０ｍｌを、２ｍｌの１０％　ピリジン
／ＭｅＯＨでフラスコへと濾過した）、溶媒をエバポレートした。
【０４９０】
　Ｃ８－Ｄａｂ（Ｂｏｃ）－Ｃ８（Ｍｗ＝４５５．７４）。第２のカップリングを溶液中
で行った。前の反応からの上記油状残渣に、５０ｍｌＤＭＦ中の２．３２ｍｌ（１１．７
ｍｍｏｌ）のＣ８－アミン（Ｓｉｇｍａ，Ｍｗ＝１２９３２５，ｄ＝０．７８２）、４．
８４ｇ（１１．７ｍｍｏｌ）のＨＣＴＵ（Ｍｗ＝４７３．７）および２．２３ｍｌ（１２
．８７ｍｍｏｌ）のＤＩＰＥＡ（Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝０．７４）を添加した。１時間
後に、１００ｍｌのＡｃＯＥｔを添加し、有機層を分離漏斗中、３×０．５Ｍ　ＨＣｌ、
３×１０％　ＮａＣＯ３および３×ＮａＣｌで洗浄した。ＡｃＯＥｔ層を、無水ＭｇＳＯ

４で乾燥させ、エバポレートした。
【０４９１】
　Ｃ８－Ｄａｂ－Ｃ８（Ｍｗ＝３５５．７４）。前の反応からの上記油状残渣に、１００
ｍｌの８０％　ＴＦＡ／ＤＣＭ　２．５％　ＴＩＳを添加し、１時間後に、溶媒をエバポ
レートした。
【０４９２】
　Ｃ８－ｎｏｒＡｒｇ（ジＢｏｃ）－Ｃ８（Ｍｗ＝５９７．７４）。上記残渣を、５０ｍ
ｌのＤＣＭ中に溶解し、ｐＨをＴＥＡで９に調節した。２．２３ｇ（５．８５ｍＭ，１．
５当量）の１，３－ジ－Ｂｏｃ－２－（トリフルオロメチルスルホニル）グアニジン（Ｍ

ｗ＝３９１．３６，Ａｌｄｒｉｃｈ　１５０３３）を添加し、４時間後に、ＤＣＭをエバ
ポレートした。
【０４９３】
　Ｃ８－ｎｏｒＡｒｇ－Ｃ８（Ｍｗ＝３９８．８）。前の反応からの上記油状残渣に、１
００ｍｌの９５％　ＴＦＡ／ＤＣＭ　２．５％　ＴＩＳを添加し、３時間後に、溶媒をエ
バポレートした。残渣を、ＭｅＯＨ／ＡｃＣＮ／０．５Ｍ　ＨＣｌ　１：１：１に溶解し
、ＲＰ＿Ａｋｔａ　ＥｘｐｌｏｒｅｒによってＣ１８　Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅｘカラム（Ｐ
ｈｅｎｏｍｅｎｅｘ　ＲＰ，２５０×２１．２ｍｍ，Ｓｅｒｉａｌ　Ｎｏ．：２３４２３
６－１，カラム容積　８３ｍｌ）上で精製し、３　ＣＶ内の移動相として水を使用して５
０～１００％　アセトニトリル勾配；l＝２１５ｎｍで溶出した。アセトニトリルをエバ
ポレートし、その生成物を凍結乾燥した。収量：１．１ｇ。
【０４９４】
　（実施例１４）
　実施例１３に類似の様式で、Ｃ１０－ｎｏｒＡｒｇ－Ｃ１０（収量：１．２ｇ）、Ｃ１
２－ｎｏｒＡｒｇ－Ｃ１２（収量：２．９ｇ）、Ｃ１４－ｎｏｒＡｒｇ－Ｃ１４（収量：
６３０ｍｇ）、およびＣ１６－ｎｏｒＡｒｇ－Ｃ１６（収量：１．０ｇ）を作製した。
【０４９５】
　（実施例１５：Ｃ１２－ｎｏｒＡｒｇ－Ｃ１２　Ｎ－（４－グアニジノ－１－オキソ－
１－（ドデシルアミノ）ブタン－２－イル）ドデカンアミドの調製）
　Ｆｍｏｃ－Ｄａｂ（Ｂｏｃ）－樹脂。５００ｍｌ　固相合成用反応容器中、８ｇの２－
クロロトリチルクロリド樹脂と、１００ｍｌの乾燥ＤＣＭ中の１．３ｍｍｏｌ／ｇ置換（
Ｎｏｖａｂｉｏｃｈｅｍ，０１－６４－０１１４）に、５ｇ（１１．３５ｍｍｏｌ，１．
２当量）のＦｍｏｃ－Ｄａｂ（Ｂｏｃ）－ＯＨ（Ｍｗ＝４４０．５，（Ｆｍｏｃ－（Ｎ－
γ－Ｂｏｃ）－Ｌ－α，γ－ジアミノ酪酸，ＡｎａＳｐｅｃ，２８２４６）および４ｍｌ
（２２．７ｍｍｏｌ，２．０当量）のＤＩＰＥＡ（Ａｌｄｒｉｃｈ，Ｍｗ＝１２９．２，
ｄ＝０．７４）を添加した。
【０４９６】
　Ｄａｂ（Ｂｏｃ）－樹脂。振盪器上での振盪２時間後に、上記樹脂を、３×ＤＣＭ／Ｍ
ｅＯＨ／ＤＩＰＥＡ（１７：２：１）、３×ＤＣＭ、２×ＤＭＦ、３×ＤＣＭで洗浄し、
Ｆｍｏｃ基を、５０ｍｌの２０％　ピペリジン／ＤＭＦで１５分間にわたって２回脱保護
した。
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【０４９７】
　Ｃ１２－Ｄａｂ（Ｂｏｃ）－樹脂。Ｆｍｏｃ脱保護の後、上記樹脂を、３×ＤＣＭ、２
×ＭｅＯＨおよび３×ＤＣＭで洗浄し、カップリング反応のために、１００ｍｌのＤＭＦ
中の４．５４ｇ（２２．７ｍｍｏｌ）のＣ１２－酸（Ｓｉｇｍａ，Ｍｗ＝２００．３２）
、９．４８ｇ（２２．７ｍｍｏｌ）のＨＣＴＵ（Ｍｗ＝４１３．７）および４．５２ｍｌ
（２６ｍｍｏｌ）のＤＩＰＥＡ（Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝０．７４）を添加した。
【０４９８】
　反応の１時間後に、上記樹脂を、３×ＤＣＭ、２×ＭｅＯＨおよび３×ＤＣＭで洗浄し
、反応の進行を、Ｋａｉｓｅｒ試験によってチェックしたところ、陰性であった（遊離ア
ミノ基はない）。
【０４９９】
　Ｃ１２－Ｄａｂ（Ｂｏｃ）－ＯＨ（Ｍｗ＝４００．５９）を、上記樹脂から１％　ＴＦ
Ａ／ＤＣＭによって切断し（２分間にわたって５×５０ｍｌを、１０ｍｌの１０％　ピリ
ジン／ＭｅＯＨでフラスコへと濾過した）、溶媒をエバポレートした。
【０５００】
　Ｃ１２－Ｄａｂ（Ｂｏｃ）－Ｃ１２（Ｍｗ＝５６７．９５）。第２のカップリングを溶
液中で行った。前の反応からの上記油状残渣に、５０ｍｌＤＭＦ中の２．１６８ｇ（１１
．７ｍｍｏｌ）のＣ１２－アミン（Ｓｉｇｍａ，Ｍｗ＝１８５．３６）、４．４８ｇ（１
１．７ｍｍｏｌ）のＨＣＴＵ（Ｍｗ＝４１３．７）および２．２３ｍｌ（１２．８７ｍｍ
ｏｌ）のＤＩＰＥＡ（Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝０．７４）を添加した。１時間後に、１０
０ｍｌのＡｃＯＥｔを添加し、有機層を、分離漏斗中、３×０．１Ｍ　ＨＣｌ、３×５％
　ＮａＣＯ３および３×ＮａＣｌで洗浄した。ＡｃＯＥｔ層を、無水ＭｇＳＯ４で乾燥さ
せ、エバポレートした。
【０５０１】
　Ｃ１２－Ｄａｂ－Ｃ１２（Ｍｗ＝４６７．９）。前の反応からの上記油状残渣に、１５
０ｍｌの８０％　ＴＦＡ／ＤＣＭ　２．５％　ＴＩＳを濾過し、１時間後に、溶媒をエバ
ポレートした。
【０５０２】
　Ｃ１２－ｎｏｒＡｒｇ（ジＢｏｃ）－Ｃ１２（Ｍｗ＝７１０．１３）。上記残渣を、５
０ｍｌのＤＣＭ中に溶解し、ｐＨをＴＥＡで９～１０に調節した。９ｇ（２３ｍＭ）の１
，３－ジ－Ｂｏｃ－２－（トリフルオロメチルスルホニル）グアニジン（Ｍｗ＝３９１．
３６，Ａｌｄｒｉｃｈ　１５０３３）を添加し、３時間後に、ＤＣＭをエバポレートした
。その生成物を、ＴＥＬＥＤＹＮＥ　Ｉｓｃｏ　ＣｏｍｂｉＦｌａｓｈ　Ｒｆ機器、１２
０ｇ　順相シリカゲルカラム上で、５．４　ＣＶ（カラム容積）に対して１００％　ＤＣ
Ｍおよび６．３　ＣＶに対して０～５％　ＭｅＯＨ、検出２１５ｎｍ、流速７０ｍｌ／分
で精製した。
【０５０３】
　Ｃ１２－ｎｏｒＡｒｇ－Ｃ１２（Ｍｗ＝５０９．９２）。前の反応からの上記残渣に、
１５０ｍｌの７０％　ＴＦＡ／ＤＣＭ　２．５％　ＴＩＳを添加し、１時間後に、溶媒を
エバポレートした。残渣を、０．５Ｍ　ＨＣｌによって沈澱させた。
【０５０４】
　（実施例１６：Ｃ１８－ｎｏｒＡｒｇ－Ｃ１８　Ｎ－（４－グアニジノ－１－オキソ－
１－（オクタデシルアミノ）ブタン－２－イル）オクタデカンアミドの調製）
　Ｆｍｏｃ－Ｄａｂ（Ｂｏｃ）－樹脂。３０ｍｌ　固相合成用反応容器中、３ｇの２－ク
ロロトリチルクロリド樹脂と、３０ｍｌの乾燥ＤＣＭ中の１．３ｍｍｏｌ／ｇ置換（Ｎｏ
ｖａｂｉｏｃｈｅｍ，０１－６４－０１１４）に、２．５７７ｇ（５．８５ｍｍｏｌ，１
．５当量）のＦｍｏｃ－Ｄａｂ（Ｂｏｃ）－ＯＨ（Ｍｗ＝４４０．５，（Ｆｍｏｃ－（Ｎ
－γ－Ｂｏｃ）－Ｌ－α，γ－ジアミノ酪酸，ＡｎａＳｐｅｃ，２８２４６）および２．
０３ｍｌ（１１．７ｍｍｏｌ，３．０当量）のＤＩＰＥＡ（Ａｌｄｒｉｃｈ，Ｍｗ＝１２
９．２，ｄ＝０．７４）を添加した。
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【０５０５】
　Ｄａｂ（Ｂｏｃ）－樹脂。２時間後に、上記樹脂を、３×ＤＣＭ／ＭｅＯＨ／ＤＩＰＥ
Ａ（１７：２：１）、３×ＤＣＭ、２×ＤＭＦ、３×ＤＣＭで洗浄し、Ｆｍｏｃ基を、３
０ｍｌの２０％　ピペリジン／ＤＭＦで３０分間にわたって脱保護した。
【０５０６】
　Ｃ１８－Ｄａｂ（Ｂｏｃ）－樹脂。Ｆｍｏｃ脱保護の後、上記樹脂を、３×ＤＣＭ、２
×ＭｅＯＨおよび３×ＤＣＭ２で洗浄し、カップリング反応のために、３０ｍｌのＤＭＦ
中の２．２１ｇ（７．８ｍｍｏｌ）のＣ１８酸（Ｓｉｇｍａ，Ｍｗ＝２８４．４８）、３
．３２ｇ（７．８ｍｍｏｌ）のＨＣＴＵ（Ｍｗ＝４７３．７）および１．４９ｍｌ（８．
５８ｍｍｏｌ）のＤＩＰＥＡ（Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝０．７４）を添加した。
【０５０７】
　反応の１時間後に、上記樹脂を、３×ＤＣＭ、２×ＭｅＯＨおよび３×ＤＣＭで洗浄し
、反応の進行を、Ｋａｉｓｅｒ試験によってチェックしたところ、陰性であった（遊離ア
ミノ基はない）。
【０５０８】
　Ｃ１８－Ｄａｂ（Ｂｏｃ）－ＯＨ（Ｍｗ＝５６８．５６）を、上記樹脂から１％　ＴＦ
Ａ／ＤＣＭによって切断し（２分間にわたって５×３０ｍｌを、２ｍｌの１０％　ピリジ
ン／ＭｅＯＨでフラスコへと濾過した）、溶媒をエバポレートした。
【０５０９】
　Ｃ１８－Ｄａｂ（Ｂｏｃ）－Ｃ１８（Ｍｗ＝７３５．９５）。第２のカップリングを溶
液中で行った。前の反応からの上記油状残渣に、５０ｍｌＤＭＦ中の２．１ｇ（７．８ｍ
ｍｏｌ）のＣ１８－アミン（Ｓｉｇｍａ，Ｍｗ＝２６９．５２）、３．３２ｇ（７．８ｍ
ｍｏｌ）のＨＣＴＵ（Ｍｗ＝４７３．７）および１．４９ｍｌ（８．５８ｍｍｏｌ）のＤ
ＩＰＥＡ（Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝０．７４）を添加した。１時間後に、１００ｍｌのＡ
ｃＯＥｔを添加し、有機層を、分離漏斗中、３×０．５Ｍ　ＨＣｌ、３×１０％　ＮａＣ
Ｏ３および３×ＮａＣｌで洗浄した。ＡｃＯＥｔ層を、無水ＭｇＳＯ４で乾燥させ、エバ
ポレートした。
【０５１０】
　Ｃ１８－Ｄａｂ－Ｃ１８（Ｍｗ＝６３５．９）。前の反応からの上記油状残渣に、１０
０ｍｌの８０％　ＴＦＡ／ＤＣＭ　２．５％　ＴＩＳを添加し、１時間後に、溶媒をエバ
ポレートした。
【０５１１】
　Ｃ１８－ｎｏｒＡｒｇ（ジＢｏｃ）－Ｃ１８（Ｍｗ＝８７２．１３）。上記残渣を、５
０ｍｌのＤＣＭ中に溶解し、ｐＨをＴＥＡで９に調節した。２．２３ｇ（５．８５ｍＭ，
１．５当量）の１，３－ジ－Ｂｏｃ－２－（トリフルオロメチルスルホニル）グアニジン
（Ｍｗ＝３９１．３６，Ａｌｄｒｉｃｈ　１５０３３）を添加し、４時間後に、ＤＣＭを
エバポレートした。
【０５１２】
　Ｃ１８－ｎｏｒＡｒｇ－Ｃ１８（Ｍｗ＝６７７．９２）。前の反応からの上記油状残渣
に、１００ｍｌの９５％　ＴＦＡ／ＤＣＭ　２．５％　ＴＩＳを添加し、３時間後に、溶
媒をエバポレートした。残渣を、ＡｃＣＮ／０．５Ｍ　ＨＣｌ　１：１の混合物によって
沈澱させた。
【０５１３】
　（実施例１７：Ｃ１８（オレイック）－ｎｏｒＡｒｇ－Ｃ８　Ｎ－（４－グアニジノ－
１－オキソ－１－（オクチルアミノ）ブタン－２－イル）オクタデカ－９－エナミドの調
製）
　Ｆｍｏｃ－Ｄａｂ（Ｂｏｃ）－樹脂。５０ｍｌ　固相合成用反応容器中、５ｇの２－ク
ロロトリチルクロリド樹脂と、５０ｍｌの乾燥ＤＣＭ中の１．３ｍｍｏｌ／ｇ置換（Ｎｏ
ｖａｂｉｏｃｈｅｍ，０１－６４－０１１４）に、５．７２６ｇ（１３ｍｍｏｌ，２当量
）のＦｍｏｃ－Ｄａｂ（Ｂｏｃ）－ＯＨ（Ｍｗ＝４４０．５，（Ｆｍｏｃ－（Ｎ－γ－Ｂ
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ｏｃ）－Ｌ－α，γ－ジアミノ酪酸，ＡｎａＳｐｅｃ，２８２４６）および２．２６ｍｌ
（１３ｍｍｏｌ，２．０当量）のＤＩＰＥＡ（Ａｌｄｒｉｃｈ，Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝
０．７４）を添加した。
【０５１４】
　Ｄａｂ（Ｂｏｃ）－樹脂。２時間後に、上記樹脂を、３×ＤＣＭ／ＭｅＯＨ／ＤＩＰＥ
Ａ（１７：２：１）、３×ＤＣＭ、２×ＤＭＦ、３×ＤＣＭで洗浄し、Ｆｍｏｃ基を、４
０ｍｌの２０％　ピペリジン／ＤＭＦで２回、３０分にわたって脱保護した。
【０５１５】
　Ｃ１８オレイック－Ｄａｂ（Ｂｏｃ）－樹脂。Ｆｍｏｃ脱保護の後、上記樹脂を、３×
ＤＣＭ、２×ＭｅＯＨおよび３×ＤＣＭで洗浄し、カップリング反応のために、５０ｍｌ
ＤＭＦ中の３．７ｇ（１３ｍｍｏｌ）のオレイン酸（Ｓｉｇｍａ，Ｍｗ＝２８２．４７，
ｄ＝０．８９１）、５．３７ｇ（１３ｍｍｏｌ）のＨＣＴＵ（Ｍｗ＝４１３．７）および
２．６２ｍｌ（１３ｍｍｏｌ）のＤＩＰＥＡ（Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝０．７４）を添加
した。
【０５１６】
　反応の２時間後に、上記樹脂を、３×ＤＣＭ、２×ＭｅＯＨおよび３×ＤＣＭで洗浄し
、反応の進行を、Ｋａｉｓｅｒ試験によってチェックしたところ、陰性であった（遊離ア
ミノ基はない）。
【０５１７】
　Ｃ１８オレイック－Ｄａｂ（Ｂｏｃ）－ＯＨ（Ｍｗ＝５３８．５６）を、上記樹脂から
１％　ＴＦＡ／ＤＣＭによって切断し（２分間にわたって５×５０ｍｌを、２ｍｌの１０
％　ピリジン／ＭｅＯＨでフラスコへと濾過した）、溶媒をエバポレートした。
【０５１８】
　Ｃ１８オレイック－Ｄａｂ（Ｂｏｃ）－Ｃ８（Ｍｗ＝５９４．０１）。第２のカップリ
ングを溶液中で行った。前の反応からの上記油状残渣に、５０ｍｌＤＭＦ中の１．２２７
ｇ（９．７５ｍｍｏｌ）のＣ８－アミン（Ｓｉｇｍａ，Ｍｗ＝１２９．２５）、４．０３
３ｇ（９．７５ｍｍｏｌ）のＨＣＴＵ（Ｍｗ＝４１３．７）および１．６９ｍｌ（９．７
５ｍｍｏｌ）のＤＩＰＥＡ（Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝０．７４）を添加した。４時間後に
、１００ｍｌのＡｃＯＥｔ添加し、有機層を、分離漏斗中、３×０．５Ｍ　ＨＣｌ、３×
１０％　ＮａＣＯ３および３×ＮａＣｌで洗浄した。ＡｃＯＥｔ層を、無水ＭｇＳＯ４で
乾燥させ、エバポレートした。
【０５１９】
　Ｃ１８オレイック－Ｄａｂ－Ｃ８（Ｍｗ＝４９３．９２）。前の反応からの上記油状残
渣に、７０ｍｌの８０％　ＴＦＡ／ＤＣＭ　２．５％　ＴＩＳを添加し、２０分後、溶媒
を、減圧下で除去した。
【０５２０】
　Ｃ１８オレイック－ｎｏｒＡｒｇ（ジＢｏｃ）－Ｃ８（Ｍｗ＝７３５．９５）。上記残
渣を、５０ｍｌのＤＣＭ中に溶解し、ｐＨをＴＥＡで９に調節した。２．５４３ｇ（６．
５ｍＭ，１当量）の１，３－ジ－Ｂｏｃ－２－（トリフルオロメチルスルホニル）グアニ
ジン（Ｍｗ＝３９１．３６，Ａｌｄｒｉｃｈ　１５０３３）を添加し、４時間後に、ＤＣ
Ｍをエバポレートした。
【０５２１】
　Ｃ１８オレイック－ｎｏｒＡｒｇ－Ｃ８（Ｍｗ＝５３５．８９）。前の反応からの上記
油状残渣に、１００ｍｌの８０％　ＴＦＡ／ＤＣＭ　２．５％　ＴＩＳを添加し、２０分
後、溶媒をエバポレートした。粗製生成物を、ＴＥＬＥＤＹＮＥ　Ｉｓｃｏ　Ｃｏｍｂｉ
Ｆｌａｓｈ　Ｒｆ機器で、４０ｇ　順相シリカゲルカラム、３　ＣＶ（カラム容積）に対
して１００％　ＤＣＭおよび７　ＣＶに対して０～１５％　ＭｅＯＨ、検出２１４ｎｍ、
流速４５ｍｌ／分を使用して精製した。ＴＬＣ：Ｒｆ＝０．２（ＣＨ２Ｃｌ２：ＭｅＯＨ
＝９：１）。ＤＣＭ／ＭｅＯＨをエバポレートし、残渣を０．１Ｍ　ＨＣｌによって沈澱
させた。収量：０．７ｇ。
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【０５２２】
　（実施例１８：Ｃ１８（オレイック）－ｎｏｒＡｒｇ－Ｃ１２　Ｎ－（４－グアニジノ
－１－オキソ－１－（ドデシルアミノ）ブタン－２－イル）オクタデカ－９－エナミドの
調製）
　Ｆｍｏｃ－Ｄａｂ（Ｂｏｃ）－樹脂。５０ｍｌ　固相合成用反応容器中、５ｇの２－ク
ロロトリチルクロリド樹脂と、５０ｍｌの乾燥ＤＣＭ中の１．３ｍｍｏｌ／ｇ置換（Ｎｏ
ｖａｂｉｏｃｈｅｍ，０１－６４－０１１４）に、５．７２６ｇ（１３ｍｍｏｌ，　２当
量）のＦｍｏｃ－Ｄａｂ（Ｂｏｃ）－ＯＨ（Ｍｗ＝４４０．５，（Ｆｍｏｃ－（Ｎ－γ－
Ｂｏｃ）－Ｌ－α，γ－ジアミノ酪酸，ＡｎａＳｐｅｃ，２８２４６）および２．２６ｍ
ｌ（１３ｍｍｏｌ，２．０当量）のＤＩＰＥＡ（Ａｌｄｒｉｃｈ，Ｍｗ＝１２９．２，ｄ
＝０．７４）を添加した。
【０５２３】
　Ｄａｂ（Ｂｏｃ）－樹脂。２時間後に、上記樹脂を、３×ＤＣＭ／ＭｅＯＨ／ＤＩＰＥ
Ａ（１７：２：１）、３×ＤＣＭ、２×ＤＭＦ、３×ＤＣＭで洗浄し、Ｆｍｏｃ基を、４
０ｍｌの２０％　ピペリジン／ＤＭＦで２回、３０分間にわたって脱保護した。
【０５２４】
　Ｃ１８オレイック－Ｄａｂ（Ｂｏｃ）－樹脂。Ｆｍｏｃ脱保護の後、上記樹脂を、３×
ＤＣＭ、２×ＭｅＯＨおよび３×ＤＣＭで洗浄し、カップリング反応のために、５０ｍｌ
ＤＭＦ中の３．７ｇ（１３ｍｍｏｌ）のオレイン酸（Ｓｉｇｍａ，Ｍｗ＝２８２．４７，
ｄ＝０．８９１）、５．３７ｇ（１３ｍｍｏｌ）のＨＣＴＵ（Ｍｗ＝４１３．７）および
２．６２ｍｌ（１３ｍｍｏｌ）のＤＩＰＥＡ（Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝０．７４）を添加
した。
【０５２５】
　反応の２時間後に、上記樹脂を、３×ＤＣＭ、２×ＭｅＯＨおよび３×ＤＣＭで洗浄し
、反応の進行を、Ｋａｉｓｅｒ試験によってチェックしたところ、陰性であった（遊離ア
ミノ基はない）。
【０５２６】
　Ｃ１８オレイック－Ｄａｂ（Ｂｏｃ）－ＯＨ（Ｍｗ＝５３８．５６）を、上記樹脂から
１％　ＴＦＡ／ＤＣＭによって切断し（２分間にわたって５×５０ｍｌを、２ｍｌの１０
％　ピリジン／ＭｅＯＨでフラスコへと濾過した）、溶媒をエバポレートした。
【０５２７】
　Ｃ１８オレイック－Ｄａｂ（Ｂｏｃ）－Ｃ１２（Ｍｗ＝６５０．０３）。第２のカップ
リングを溶液中で行った。前の反応からの上記油状残渣に、５０ｍｌＤＭＦ中の１．７６
ｇ（９．７５ｍｍｏｌ）のＣ１２－アミン（Ｓｉｇｍａ，Ｍｗ＝１８５．３６）、４．０
３３ｇ（９．７５ｍｍｏｌ）のＨＣＴＵ（Ｍｗ＝４１３．７）および１．６９ｍｌ（９．
７５ｍｍｏｌ）のＤＩＰＥＡ（Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝０．７４）を添加した。４時間後
に、１００ｍｌのＡｃＯＥｔを添加し、有機層を、分離漏斗中、３×０．５Ｍ　ＨＣｌ、
３×１０％　ＮａＣＯ３および３×ＮａＣｌで洗浄した。ＡｃＯＥｔ層を、無水ＭｇＳＯ

４で乾燥させ、エバポレートした。
【０５２８】
　Ｃ１８オレイック－Ｄａｂ－Ｃ１２（Ｍｗ＝５４９．９１）。前の反応からの上記油状
残渣に、７０ｍｌの８０％　ＴＦＡ／ＤＣＭ　２．５％　ＴＩＳを添加し、２０分間後、
溶媒を減圧下で除去した。
【０５２９】
　Ｃ１８オレイック－ｎｏｒＡｒｇ（ジＢｏｃ）－Ｃ１２（Ｍｗ＝７９２．５）。上記残
渣を、５０ｍｌのＤＣＭ中に溶解し、ｐＨをＴＥＡで９に調節した。２．５４３ｇ（６．
５ｍＭ，１当量）の１，３－ジ－Ｂｏｃ－２－（トリフルオロメチルスルホニル）グアニ
ジン（Ｍｗ＝３９１．３６，Ａｌｄｒｉｃｈ　１５０３３）を添加し、４時間後に、ＤＣ
Ｍをエバポレートした。
【０５３０】
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　Ｃ１８オレイック－ｎｏｒＡｒｇ－Ｃ１２（Ｍｗ＝５９１．５５）。前の反応からの上
記油状残渣に、１００ｍｌの８０％　ＴＦＡ／ＤＣＭ　２．５％　ＴＩＳを添加し、２０
分後に、溶媒をエバポレートした。粗製生成物を、ＴＥＬＥＤＹＮＥ　Ｉｓｃｏ　Ｃｏｍ
ｂｉＦｌａｓｈ　Ｒｆ機器で、４０ｇ　順相シリカゲルカラム、３　ＣＶ（カラム容積）
に対して１００％　ＤＣＭおよび１０　ＣＶに対して０～２０％　ＭｅＯＨ、検出２１４
ｎｍ、流速４５ｍｌ／分を使用して、精製した。ＴＬＣ：Ｒｆ＝０．２（ＣＨ２Ｃｌ２：
ＭｅＯＨ＝９：１）。ＤＣＭ／ＭｅＯＨをエバポレートし、残渣を０．１Ｍ　ＨＣｌによ
って沈澱させた。
【０５３１】
　（実施例１９：Ｃ１８（オレイック）－ｎｏｒＡｒｇ－Ｃ１６　Ｎ－（４－グアニジノ
－１－オキソ－１－（ヘキサデシルアミノ）ブタン－２－イル）オクタデカ－９－エナミ
ドの調製）
　Ｆｍｏｃ－Ｄａｂ（Ｂｏｃ）－樹脂。５０ｍｌ　固相合成用反応容器中、５ｇの２－ク
ロロトリチルクロリド樹脂と、５０ｍｌの乾燥ＤＣＭ中の１．３ｍｍｏｌ／ｇ置換（Ｎｏ
ｖａｂｉｏｃｈｅｍ，０１－６４－０１１４）に、５．７２６ｇ（１３ｍｍｏｌ，２当量
）のＦｍｏｃ－Ｄａｂ（Ｂｏｃ）－ＯＨ（Ｍｗ＝４４０．５，（Ｆｍｏｃ－（Ｎ－γ－Ｂ
ｏｃ）－Ｌ－α，γ－ジアミノ酪酸，ＡｎａＳｐｅｃ，２８２４６）および２．２６ｍｌ
（１３ｍｍｏｌ，２．０当量）のＤＩＰＥＡ（Ａｌｄｒｉｃｈ，Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝
０．７４）を添加した。
【０５３２】
　Ｄａｂ（Ｂｏｃ）－樹脂。２時間後に、上記樹脂を、３×ＤＣＭ／ＭｅＯＨ／ＤＩＰＥ
Ａ（１７：２：１）、３×ＤＣＭ、２×ＤＭＦ、３×ＤＣＭで洗浄し、Ｆｍｏｃ基を、４
０ｍｌの２０％　ピペリジン／ＤＭＦで２回、３０分間にわたって脱保護した。
【０５３３】
　Ｃ１８オレイック－Ｄａｂ（Ｂｏｃ）－樹脂。Ｆｍｏｃ脱保護の後、上記樹脂を、３×
ＤＣＭ、２×ＭｅＯＨおよび３×ＤＣＭで洗浄し、カップリング反応のために、５０ｍｌ
ＤＭＦ中の３．７ｇ（１３ｍｍｏｌ）のオレイン酸（Ｓｉｇｍａ，Ｍｗ＝２８２．４７，
ｄ＝０．８９１）、５．３７ｇ（１３ｍｍｏｌ）のＨＣＴＵ（Ｍｗ＝４１３．７）および
２．６２ｍｌ（１３ｍｍｏｌ）のＤＩＰＥＡ（Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝０．７４）を添加
した。
【０５３４】
　反応の２時間後に、上記樹脂を、３×ＤＣＭ、２×ＭｅＯＨおよび３×ＤＣＭで洗浄し
、反応の進行を、Ｋａｉｓｅｒ試験によってチェックしたところ、陰性であった（遊離ア
ミノ基はない）。
【０５３５】
　Ｃ１８オレイック－Ｄａｂ（Ｂｏｃ）－ＯＨ（Ｍｗ＝５３８．５６）を、上記樹脂から
１％　ＴＦＡ／ＤＣＭによって切断し（２分間にわたって５×５０ｍｌを、２ｍｌの１０
％　ピリジン／ＭｅＯＨでフラスコへと濾過した）、溶媒をエバポレートした。
【０５３６】
　Ｃ１８オレイック－Ｄａｂ（Ｂｏｃ）－Ｃ１６（Ｍｗ＝７０５．９５）。第２のカップ
リングを溶液中で行った。前の反応からの上記油状残渣に、５０ｍｌＤＭＦ中の２．３５
４ｇ（９．７５ｍｍｏｌ）のＣ１６－アミン（Ｓｉｇｍａ，Ｍｗ＝２４１．４６）、４．
０３３ｇ（９．７５ｍｍｏｌ）のＨＣＴＵ（Ｍｗ＝４１３．７）および１．６９ｍｌ（９
．７５ｍｍｏｌ）のＤＩＰＥＡ（Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝０．７４）を添加した。４時間
後に、１００ｍｌのＡｃＯＥｔを添加し、有機層を、分離漏斗中、３×０．５Ｍ　ＨＣｌ
、３×１０％　ＮａＣＯ３および３×ＮａＣｌで洗浄した。ＡｃＯＥｔ層を、無水ＭｇＳ
Ｏ４で乾燥させ、エバポレートした。
【０５３７】
　Ｃ１８オレイック－Ｄａｂ－Ｃ１６（Ｍｗ＝６０５．９）。前の反応からの上記油状残
渣に、７０ｍｌの８０％　ＴＦＡ／ＤＣＭ　２．５％　ＴＩＳを添加し、２０分間後、溶
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媒を減圧下で除去した。
【０５３８】
　Ｃ１８オレイック－ｎｏｒＡｒｇ（ジＢｏｃ）－Ｃ１６（Ｍｗ＝８４２．１３）。上記
残渣を、５０ｍｌのＤＣＭ中に溶解し、ｐＨをＴＥＡで９に調節した。２．５４３ｇ（６
．５ｍＭ，１当量）の１，３－ジ－Ｂｏｃ－２－（トリフルオロメチルスルホニル）グア
ニジン（Ｍｗ＝３９１．３６，Ａｌｄｒｉｃｈ　１５０３３）を添加し、４時間後に、Ｄ
ＣＭをエバポレートした。
【０５３９】
　Ｃ１８オレイック－ｎｏｒＡｒｇ－Ｃ１６（Ｍｗ＝６４７．９２）。前の反応からの上
記油状残渣に、１００ｍｌの８０％　ＴＦＡ／ＤＣＭ　２．５％　ＴＩＳを添加し、２０
分後に、溶媒をエバポレートした。粗製生成物を、ＴＥＬＥＤＹＮＥ　Ｉｓｃｏ　Ｃｏｍ
ｂｉＦｌａｓｈ　Ｒｆ機器で４８ｇ　順相シリカゲルカラム、３　ＣＶ（カラム容積）に
対して１００％　ＤＣＭおよび１０　ＣＶに対して０～２０％　ＭｅＯＨ、検出２１４ｎ
ｍ、流速４５ｍｌ／分を使用して、精製した。ＤＣＭ／ＭｅＯＨをエバポレートし、残渣
を０．１Ｍ　ＨＣｌによって沈澱させた。
【０５４０】
　（実施例２０：Ｃ１８（オレイック）－ｎｏｒＡｒｇ－Ｃ１８　Ｎ－（４－グアニジノ
－１－オキソ－１－（オクタデシルアミノ）ブタン－２－イル）オクタデカ－９－エナミ
ドの調製）
　Ｆｍｏｃ－Ｄａｂ（Ｂｏｃ）－樹脂。６０ｍｌ　固相合成用反応容器中、５ｇの２－ク
ロロトリチルクロリド樹脂と、５０ｍｌの乾燥ＤＣＭ中の１．３ｍｍｏｌ／ｇ置換（Ｎｏ
ｖａｂｉｏｃｈｅｍ，０１－６４－０１１４）に、５．７２６ｇ（１３ｍｍｏｌ，２当量
）のＦｍｏｃ－Ｄａｂ（Ｂｏｃ）－ＯＨ（Ｍｗ＝４４０．５，（Ｆｍｏｃ－（Ｎ－γ－Ｂ
ｏｃ）－Ｌ－α，γ－ジアミノ酪酸，ＡｎａＳｐｅｃ，２８２４６）および２．２６ｍｌ
（１３ｍｍｏｌ，２．０当量）のＤＩＰＥＡ（Ａｌｄｒｉｃｈ，Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝
０．７４）を添加した。
【０５４１】
　Ｄａｂ（Ｂｏｃ）－樹脂。３時間後に、上記残渣を、３×ＤＣＭ／ＭｅＯＨ／ＤＩＰＥ
Ａ（１７：２：１）、３×ＤＣＭ、２×ＤＭＦ、３×ＤＣＭで洗浄し、Ｆｍｏｃ基を、５
０ｍｌの２０％　ピペリジン／ＤＭＦで２回、１５分間にわたって脱保護した。
【０５４２】
　Ｃ１８：１－Ｄａｂ（Ｂｏｃ）－樹脂。Ｆｍｏｃ脱保護の後、上記樹脂を、３×ＤＣＭ
、２×ＭｅＯＨおよび３×ＤＣＭで洗浄し、カップリング反応のために、５０ｍｌＤＭＦ
中の３．７ｇ（１３ｍｍｏｌ）のオレイン酸（Ｓｉｇｍａ，Ｍｗ＝２８２．４７，ｄ＝０
．８９１）、５．３７ｇ（１３ｍｍｏｌ）のＨＣＴＵ（Ｍｗ＝４１３．７）および２．６
２ｍｌ（１３ｍｍｏｌ）のＤＩＰＥＡ（Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝０．７４）を添加した。
【０５４３】
　反応の１時間後に、上記樹脂を、３×ＤＣＭ、２×ＭｅＯＨおよび３×ＤＣＭで洗浄し
、反応の進行を、Ｋａｉｓｅｒ試験によってチェックしたところ、陰性であった（遊離ア
ミノ基はない）。
【０５４４】
　Ｃ１８：１－Ｄａｂ（Ｂｏｃ）－ＯＨ（Ｍｗ＝５６６．５６）を、上記樹脂から１％　
ＴＦＡ／ＤＣＭによって切断し（２分間にわたって５×５０ｍｌを、２ｍｌの１０％　ピ
リジン／ＭｅＯＨでフラスコへと濾過した）、溶媒をエバポレートした。
【０５４５】
　Ｃ１８：１－Ｄａｂ（Ｂｏｃ）－Ｃ１８：１（Ｍｗ＝７３４．９５）。第２のカップリ
ングを溶液中で行った。前の反応からの上記油状残渣に、５０ｍｌＤＭＦ中の３．７２５
ｇ（９．７５ｍｍｏｌ）のオレイルアミン（Ｓｉｇｍａ，Ｍｗ＝２６７．４９，７０％）
、４．０３３ｇ（９．７５ｍｍｏｌ）のＨＣＴＵ（Ｍｗ＝４１３．７）および１．６９ｍ
ｌ（９．７５ｍｍｏｌ）のＤＩＰＥＡ（Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝０．７４）を添加した。
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４時間後に、１００ｍｌのＡｃＯＥｔを添加し、有機層を、分離漏斗中、３×０．５Ｍ　
ＨＣｌ、３×１０％　ＮａＣＯ３および３×ＮａＣｌで洗浄した。ＡｃＯＥｔ層を、無水
ＭｇＳＯ４で乾燥させ、エバポレートした。
【０５４６】
　Ｃ１８：１－Ｄａｂ－Ｃ１８（Ｍｗ＝６３５．９）。前の反応からの上記油状残渣に、
１００ｍｌの８０％　ＴＦＡ／ＤＣＭ　２．５％　ＴＩＳを添加し、２０分後に、溶媒を
エバポレートした。
【０５４７】
　Ｃ１８：１－ｎｏｒＡｒｇ（ジＢｏｃ）－Ｃ１８：１（Ｍｗ＝８７４．１３）。上記残
渣を、５０ｍｌのＤＣＭ中に溶解し、ｐＨをＴＥＡで９に調節した。２．３４８ｇ（６ｍ
Ｍ，１当量）の１，３－ジ－Ｂｏｃ－２－（トリフルオロメチルスルホニル）グアニジン
（Ｍｗ＝３９１．３６，Ａｌｄｒｉｃｈ　１５０３３）を添加し、４時間後に、ＤＣＭを
エバポレートした。
【０５４８】
　Ｃ１８：１－ｎｏｒＡｒｇ－Ｃ１８：１（Ｍｗ＝６７４．１）。前の反応からの上記油
状残渣に、１００ｍｌの９５％　ＴＦＡ／ＤＣＭ　２．５％　ＴＩＳを添加し、３時間後
に、溶媒をエバポレートした。粗製生成物を、ＴＥＬＥＤＹＮＥ　Ｉｓｃｏ　Ｃｏｍｂｉ
Ｆｌａｓｈ　Ｒｆ機器で、４８ｇ　順相シリカゲルカラム、３　ＣＶ（カラム容積）に対
して１００％　ＤＣＭおよび１０　ＣＶに対して０～２０％　ＭｅＯＨ、検出２１４ｎｍ
、流速４５ｍｌ／分を使用して精製した。ＤＣＭ／ＭｅＯＨをエバポレートし、残渣を０
．１Ｍ　ＨＣｌによって沈澱させた。収量：３．２ｇ。
【０５４９】
　（実施例２１：Ｃ１０－［４－Ｐａｌ（Ｎ－ＣＨ３）］－Ｃ１０　４－（３－（デシル
アミノ）－３－オキソ－２－デカンアミドプロピル）－１－メチルピリジニウムクロリド
の調製）
　Ｆｍｏｃ－４－Ｐａｌ－樹脂。３０ｍｌ　固相合成用反応容器中、３ｇの２－クロロト
リチルクロリド樹脂と、３０ｍｌの乾燥ＤＣＭ中の１．３ｍｍｏｌ／ｇ置換（Ｎｏｖａｂ
ｉｏｃｈｅｍ，０１－６４－０１１４）に、２．２７ｇ（５．８５ｍｍｏｌ，１．５当量
）のＦｍｏｃ－４－Ｐａｌ－ＯＨ（Ｆｍｏｃ－４－ピリジニルアラニン，Ｍｗ＝３８８．
４２，Ａｄｖａｎｃｅｄ　ＣｈｅｍＴｅｃｈ，ＦＸ４１４０）および２．０３ｍｌ（１１
．７ｍｍｏｌ，３．０当量）のＤＩＰＥＡ（Ａｌｄｒｉｃｈ，Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝０
．７４）を添加した。
【０５５０】
　４－Ｐａｌ－樹脂。２時間後に、上記樹脂を、３×ＤＣＭ／ＭｅＯＨ／ＤＩＰＥＡ（１
７：２：１）、３×ＤＣＭ、２×ＤＭＦ、３×ＤＣＭで洗浄し、Ｆｍｏｃ基を、３０ｍｌ
の２０％　ピペリジン／ＤＭＦで３０分間にわたって脱保護した。
【０５５１】
　Ｃ１０－４－Ｐａｌ－樹脂。Ｆｍｏｃ脱保護の後、上記樹脂を、３×ＤＣＭ、２×Ｍｅ
ＯＨおよび３×ＤＣＭで洗浄し、カップリング反応のために、３０ｍｌのＤＭＦ中の１．
４８ｇ（１１．７ｍｍｏｌ）のデカン酸（Ｓｉｇｍａ，Ｍｗ＝１２７．２７）、５．５４
ｇ（１１．７ｍｍｏｌ）のＨＣＴＵ（Ｍｗ＝４７３．７）および２．２３ｍｌ（１２．８
７ｍｍｏｌ）のＤＩＰＥＡ（Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝０．７４）を添加した。
【０５５２】
　反応の１時間後に、上記樹脂を、３×ＤＣＭ、２×ＭｅＯＨおよび３×ＤＣＭで洗浄し
、反応の進行を、Ｋａｉｓｅｒ試験によってチェックしたところ、陰性であった（遊離ア
ミノ基はない）。
【０５５３】
　Ｃ１０－４－Ｐａｌ－ＯＨ（Ｍｗ＝３２０．４６）を、上記樹脂から１％　ＴＦＡ／Ｄ
ＣＭによって切断し（２分間にわたって５×３０ｍｌを、２ｍｌの１０％　ピリジン／Ｍ
ｅＯＨでフラスコへと濾過した）、溶媒をエバポレートした。
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【０５５４】
　Ｃ１０－４－Ｐａｌ－Ｃ１０（Ｍｗ＝４５９．７６）。第２のカップリングを溶液中で
行った。前の反応からの上記油状残渣に、５０ｍｌＤＭＦ中の２．３２ｍｌ（１１．７ｍ
ｍｏｌ）のＣ１０－アミン（Ｓｉｇｍａ，Ｍｗ＝１５７．３，ｄ＝０．７９２）、５．５
４ｇ（１１．７ｍｍｏｌ）のＨＣＴＵ（Ｍｗ＝４７３．７）および２．２３ｍｌ（１２．
８７ｍｍｏｌ）のＤＩＰＥＡ（Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝０．７４）を添加した。１時間後
に、１００ｍｌのＡｃＯＥｔを添加し、有機層を、分離漏斗中、３×０．５Ｍ　ＨＣｌ、
３×１０％　ＮａＣＯ３および３×ＮａＣｌで洗浄した。ＡｃＯＥｔ層を、無水ＭｇＳＯ

４で乾燥させ、エバポレートした。残渣を、ＡｃＣＮ／０．５Ｍ　ＨＣｌ　１：１中に溶
解し、ＲＰ＿Ａｋｔａ　Ｅｘｐｌｏｒｅｒによって、Ｃ１８　Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅｘカラ
ム（Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅｘ　ＲＰ，２５０×２１．２ｍｍ，Ｓｅｒｉａｌ　Ｎｏ．：２３
４２３６－１，カラム容積　８３ｍｌ）で精製し、２ＣＶ内の移動相として水を使用して
３０～１００％　アセトニトリル勾配；l＝２１５ｎｍで溶出した。アセトニトリルをエ
バポレートし、その生成物を凍結乾燥した。
【０５５５】
　Ｃ１０－４－Ｐａｌ（Ｍｅ）－Ｃ１０（Ｍｗ＝４７４．７６）。メチル化を溶液中で行
った。２０ｍｌのＴＨＦ中に溶解した０．４ｇ（０．８７ｍＭ）のＣ１０－４－Ｐａｌ－
Ｃ１０（Ｍｗ＝４５９．７６）に、８３μｌ（０．８７ｍｍｏｌ）の硫酸ジメチル（Ｓｉ
ｇｍａ，Ｍｗ＝１２６．１３，ｄ＝１．３２５）を添加した。一晩の反応の後に、同量の
硫酸ジメチルを添加し、１時間後に、その生成物を、０．５Ｍ　ＨＣｌ／ＡｃＣＮ混合物
で沈澱させた。
【０５５６】
　（実施例２２：Ｃ１２－［４－Ｐａｌ（Ｎ－ＣＨ３）］－Ｃ１２　４－（３－（ドデシ
ルアミノ）－３－オキソ－２－ドデカンアミドプロピル）－１－メチルピリジニウムクロ
リドの調製）
　Ｆｍｏｃ－４－Ｐａｌ－樹脂。２００ｍｌ　固相合成用反応容器中、６．５ｇの２－ク
ロロトリチルクロリド樹脂と、７０ｍｌの乾燥ＤＣＭ中の１．３ｍｍｏｌ／ｇ置換（Ｎｏ
ｖａｂｉｏｃｈｅｍ，０１－６４－０１１４）に、３．５ｇ（９．０１ｍｍｏｌ，１．５
当量）のＦｍｏｃ－４－Ｐａｌ－ＯＨ（Ｆｍｏｃ－４－ピリジニルアラニン，Ｍｗ＝３８
８．４２，Ａｄｖａｎｃｅｄ　ＣｈｅｍＴｅｃｈ，ＦＸ４１４０）および３．１３２ｍｌ
（１８ｍｍｏｌ，２．２当量）のＤＩＰＥＡ（Ａｌｄｒｉｃｈ，Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝
０．７４）を添加した。
【０５５７】
　４－Ｐａｌ－樹脂。２時間後に、上記樹脂を、３×ＤＣＭ／ＭｅＯＨ／ＤＩＰＥＡ（１
７：２：１）、３×ＤＣＭ、２×ＤＭＦ、３×ＤＣＭで洗浄し、Ｆｍｏｃ基を、７０ｍｌ
の２０％　ピペリジン／ＤＭＦで１５分間にわたって２回脱保護した。
【０５５８】
　Ｃ１２－４－Ｐａｌ－樹脂。Ｆｍｏｃ脱保護の後、上記樹脂を、３×ＤＣＭ、２×Ｍｅ
ＯＨおよび３×ＤＣＭで洗浄し、カップリング反応のために、７０ｍｌのＤＭＦ中の２．
５４９ｇ（１２．６７５ｍｍｏｌ，１．５当量）のラウリン酸（Ｓｉｇｍａ，Ｍｗ＝２０
０．３２）、５．３ｇ（１２．６７５ｍｍｏｌ）のＨＣＴＵ（Ｍｗ＝４１７．７）および
２．２ｍｌ（１２．６７５ｍｍｏｌ）のＤＩＰＥＡ（Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝０．７４）
を添加した。
【０５５９】
　反応の１時間後に、上記樹脂を、３×ＤＣＭ、２×ＭｅＯＨおよび３×ＤＣＭで洗浄し
、反応の進行を、Ｋａｉｓｅｒ試験によってチェックしたところ、陰性であった（遊離ア
ミノ基はない）。
【０５６０】
　Ｃ１２－４－Ｐａｌ－ＯＨ（Ｍｗ＝３４６．７）を、上記樹脂から１％　ＴＦＡ／ＤＣ
Ｍによって切断し（２分間にわたって５×３０ｍｌを、２ｍｌの１０％　ピリジン／Ｍｅ
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ＯＨでフラスコへと濾過した）、溶媒をエバポレートした。
【０５６１】
　Ｃ１２－４－Ｐａｌ－Ｃ１２（Ｍｗ＝５１５．７）。第２のカップリングを溶液中で行
った。前の反応からの上記油状残渣に、７０ｍｌのＤＣＭ中の２．３ｇ（１２ｍｍｏｌ）
のＥＤＣ＊ＨＣｌ（Ｍｗ＝１９１．７）、１．８６ｇ（１２ｍｍｏｌ）のＨＯＢｔ＊Ｈ２

Ｏ（Ｍｗ＝１５３．１）および１０．４４ｍｌ（６０ｍｍｏｌ，５当量）のＤＩＰＥＡ（
Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝０．７４）を添加した。予備活性化工程を２０分間行い、次いで
、２．２２ｇ（１２ｍｍｏｌ）のＣ１２－アミン（Ｓｉｇｍａ，Ｍｗ＝１８５．３６）を
添加した。一晩の反応の後に、上記有機層を、分離漏斗中、３×０．５Ｍ　ＨＣｌ、３×
１０％　ＮａＣＯ３および３×ＮａＣｌで洗浄した。ＤＣＭを無水ＭｇＳＯ４で乾燥させ
、エバポレートした。その生成物を、ＴＥＬＥＤＹＮＥ　Ｉｓｃｏ　ＣｏｍｂｉＦｌａｓ
ｈ　Ｒｆ機器、４０ｇ　順相シリカゲルカラム、５　ＣＶ（カラム容積）に対して１００
％　ＤＣＭおよび１０　ＣＶに対して０～５％　ＭｅＯＨ、検出２５４ｎｍ、流速４０ｍ
ｌ／分で精製した。
【０５６２】
　Ｃ１２－４－Ｐａｌ（Ｍｅ）－Ｃ１２（Ｍｗ＝５３０．８）。メチル化を溶液中で行っ
た。５０ｍｌのＴＨＦに溶解した４ｇ（７．７５ｍＭ）のＣ１２－４－Ｐａｌ－Ｃ１２（
Ｍｗ＝４１５．７）に、１．１ｍｌ（１１．６２５ｍｍｏｌ）の硫酸ジメチル（Ｓｉｇｍ
ａ，Ｍｗ＝１２６．１３，ｄ＝１．３２５）を添加した。一晩の反応の後に、０．５ｍｌ
の硫酸ジメチルを添加し、１時間後に、上記溶媒をエバポレートし、その生成物を０．５
Ｍ　ＨＣｌで沈澱させた。
【０５６３】
　（実施例２３：Ｃ１８オレイック－［４－Ｐａｌ］－Ｃ１６　Ｎ－（１－オキソ－３－
（ピリジン－４－イル）－１－（ヘキサデシルアミノ）プロパン－２－イル）オクタデカ
－９－エナミドの調製）
　Ｆｍｏｃ－４－Ｐａｌ－樹脂。５０ｍｌ　固相合成用反応容器中、５ｇの２－クロロト
リチルクロリド樹脂と、５０ｍｌの乾燥ＤＣＭ中の１．３ｍｍｏｌ／ｇ置換（Ｎｏｖａｂ
ｉｏｃｈｅｍ，０１－６４－０１１４）に、３．７８７ｇ（９．７５ｍｍｏｌ，１．５当
量）のＦｍｏｃ－４－Ｐａｌ－ＯＨ（Ｍｗ＝３８８．４２，Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｃｈｅｍ
Ｔｅｃｈ）および１．７ｍｌ（９．７５ｍｍｏｌ，１．５当量）のＤＩＰＥＡ（Ａｌｄｒ
ｉｃｈ，Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝０．７４）に添加した。
【０５６４】
　４－Ｐａｌ－樹脂。２時間後に、上記樹脂を、３×ＤＣＭ／ＭｅＯＨ／ＤＩＰＥＡ（１
７：２：１）、３×ＤＣＭ、２×ＤＭＦ、３×ＤＣＭで洗浄し、Ｆｍｏｃ基を、４０ｍｌ
の２０％　ピペリジン／ＤＭＦで２回、１５分間にわたって脱保護した。
【０５６５】
　Ｃ１８オレイック－４－Ｐａｌ－樹脂。Ｆｍｏｃ脱保護の後、上記樹脂を、３×ＤＣＭ
、２×ＭｅＯＨおよび３×ＤＣＭで洗浄し、カップリング反応のために、５０ｍｌＤＭＦ
中の３．７ｇ（１３ｍｍｏｌ）のオレイン酸（Ｓｉｇｍａ，Ｍｗ＝２８２．４７，ｄ＝０
．８９１）、５．３７ｇ（１３ｍｍｏｌ）のＨＣＴＵ（Ｍｗ＝４１３．７）および２．６
２ｍｌ（１３ｍｍｏｌ）のＤＩＰＥＡ（Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝０．７４）を添加した。
【０５６６】
　反応の２時間後に、上記樹脂を、３×ＤＣＭ、２×ＭｅＯＨおよび３×ＤＣＭで洗浄し
、反応の進行を、Ｋａｉｓｅｒ試験によってチェックしたところ、陰性であった（遊離ア
ミノ基はない）。
【０５６７】
　Ｃ１８オレイック－４－Ｐａｌ－ＯＨ（Ｍｗ＝４３０．６２）を、上記樹脂から１％　
ＴＦＡ／ＤＣＭによって切断し（２分間にわたって５×５０ｍｌを、２ｍｌの１０％　ピ
リジン／ＭｅＯＨでフラスコへと濾過した）、溶媒をエバポレートした。
【０５６８】
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　Ｃ１８オレイック－４－Ｐａｌ－Ｃ１６（Ｍｗ＝６５４．０６）。第２のカップリング
を溶液中で行った。前の反応からの上記油状残渣に、５０ｍｌＤＭＦ中の２．３５４ｇ（
９．７５ｍｍｏｌ）のＣ１６－アミン（Ｓｉｇｍａ，Ｍｗ＝２４１．４６）、４．０３３
ｇ（９．７５ｍｍｏｌ）のＨＣＴＵ（Ｍｗ＝４１３．７）および１．６９ｍｌ（９．７５
ｍｍｏｌ）のＤＩＰＥＡ（Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝０．７４）を添加した。４時間後に、
１００ｍｌのＡｃＯＥｔを添加し、有機層を、分離漏斗中、３×０．５Ｍ　ＨＣｌ、３×
１０％　ＮａＣＯ３および３×ＮａＣｌで洗浄した。ＡｃＯＥｔ層を、無水ＭｇＳＯ４で
乾燥させ、エバポレートした。粗製生成物を、ＴＥＬＥＤＹＮＥ　Ｉｓｃｏ　Ｃｏｍｂｉ
Ｆｌａｓｈ　Ｒｆ機器で、４８ｇ　順相シリカゲルカラム、３　ＣＶ（カラム容積）に対
して１００％　ＤＣＭおよび１０　ＣＶに対して０～２０％　ＭｅＯＨ、検出２１４ｎｍ
、流速４５ｍｌ／分を用いて精製した。ＤＣＭ／ＭｅＯＨをエバポレートし、残渣を０．
１Ｍ　ＨＣｌによって沈澱させた。収量：０．７５ｇ。
【０５６９】
　（実施例２４：（Ｃ１８オレイック）－（１－ＣＨ３－Ｈｉｓ）－ＮＨ－（Ｃ１６アル
キル）　Ｎ－（３－（１－メチル－１Ｈ－イミダゾール－４－イル）－１－オキソ－１－
（ヘキサデシルアミノ）プロパン－２－イル）オクタデカ－９－エナミドの調製）
　Ｆｍｏｃ－Ｈｉｓ（１－Ｍｅ）－樹脂。６０ｍｌ　固相合成用反応容器中、１．７ｇの
２－クロロトリチルクロリド樹脂と、３０ｍｌの乾燥ＤＣＭ中の１．３ｍｍｏｌ／ｇ置換
（Ｎｏｖａｂｉｏｃｈｅｍ，０１－６４－０１１４）に、１ｇ（２．５ｍｍｏｌ，１．２
当量）のＦｍｏｃ－Ｈｉｓ（１－Ｍｅ）－ＯＨ（Ｍｗ＝３９１．４３，ＣｈｅｍＩｍｐｅ
ｘ）および０．４３５ｍｌ（２．５ｍｍｏｌ，１．２当量）のＤＩＰＥＡ（Ａｌｄｒｉｃ
ｈ，Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝０．７４）を添加した。
【０５７０】
　Ｈｉｓ（１－Ｍｅ）－樹脂。２時間後に、上記樹脂を、３×ＤＣＭ／ＭｅＯＨ／ＤＩＰ
ＥＡ（１７：２：１）、３×ＤＣＭ、２×ＤＭＦ、３×ＤＣＭで洗浄し、Ｆｍｏｃ基を、
２回、５０ｍｌの２０％　ピペリジン／ＤＭＦで１５分間にわたって脱保護した。
【０５７１】
　Ｃ１８オレイック－Ｈｉｓ（１－Ｍｅ）－樹脂。Ｆｍｏｃ脱保護の後、上記樹脂を、３
×ＤＣＭ、２×ＭｅＯＨおよび３×ＤＣＭで洗浄し、カップリング反応のために、５０ｍ
ｌＤＭＦ中の１．２４７ｇ（４．４ｍｍｏｌ）のオレイン酸（Ｓｉｇｍａ，Ｍｗ＝２８２
．４７；ｄ＝０．８９１）、１．８２ｇ（４．４ｍｍｏｌ）のＨＣＴＵ（Ｍｗ＝４１３．
７）および０．７６５ｍｌ（９．１ｍｍｏｌ）のＤＩＰＥＡ（Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝０
．７４）を添加した。
【０５７２】
　反応の２時間後に、上記樹脂を、３×ＤＣＭ、２×ＭｅＯＨおよび３×ＤＣＭで洗浄し
、反応の進行を、Ｋａｉｓｅｒ試験によってチェックしたところ、陰性であった（遊離ア
ミノ基はない）。
【０５７３】
　Ｃ１８オレイック－Ｈｉｓ（１－Ｍｅ）－ＯＨを、上記樹脂から１％　ＴＦＡ／ＤＣＭ
によって切断し（２分間にわたって５×５０ｍｌを、２ｍｌの１０％　ピリジン／ＭｅＯ
Ｈでフラスコへと濾過した）、溶媒をエバポレートした。
【０５７４】
　Ｃ１８オレイック－Ｈｉｓ（１－Ｍｅ）－Ｃ１６（Ｍｗ＝６５７．０７）。第２のカッ
プリングを溶液中で行った。前の工程からの油状残渣に、５０ｍｌＤＭＦ中の０．６０４
ｇ（２．５ｍｍｏｌ）のＣ１６アミン（Ｓｉｇｍａ）、１．０３４ｇ（２．５ｍｍｏｌ）
のＨＣＴＵ（Ｍｗ＝４１３．７）および０．４３５ｍｌ（２．５ｍｍｏｌ）のＤＩＰＥＡ
（Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝０．７４）を添加した。一晩の反応の後に、有機層を、酢酸（
ａｃｅｔｉｃ　ａｃｅｔａｔｅ）で希釈し、分離漏斗中、３×０．５Ｍ　ＨＣｌ、３×１
０％　ＮａＣＯ３および３×ＮａＣｌで洗浄した。ＡｃＯＥｔ層を、無水ＭｇＳＯ４で乾
燥させ、エバポレートした。上記粗製生成物を、ＴＥＬＥＤＹＮＥ　Ｉｓｃｏ　Ｃｏｍｂ
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ｉＦｌａｓｈ　Ｒｆ機器、４０ｇ　順相シリカゲルカラム、５　ＣＶ（カラム容積）に対
して１００％　ＤＣＭおよび１０　ＣＶに対して０～２０％　ＭｅＯＨ、検出２１４ｎｍ
、流速４０ｍｌ／分で精製した。精製した生成物を、０．１Ｍ　ＨＣｌで沈澱させた。収
量：１ｇ。
【０５７５】
　（実施例２５：（Ｃ１８オレイック）－（３’，５’－ジヨード－Ｔｙｒ）－ＮＨ－（
Ｃ１６アルキル）（Ｅ）－Ｎ－（１－（ヘキサデシルアミノ）－３－（４－ヒドロキシ－
３，５－ジヨードフェニル）－１－オキソプロパン－２－イル）オクタデカ－９－エナミ
ド）の調製）
　（提唱される調製）
　Ｆｍｏｃ－Ｔｙｒ（３’，５’－ジＩ）－樹脂。５０ｍｌ　固相合成用反応容器中、５
ｇの２－クロロトリチルクロリド樹脂と、５０ｍｌの乾燥ＤＣＭ中の１．３ｍｍｏｌ／ｇ
置換（Ｎｏｖａｂｉｏｃｈｅｍ，０１－６４－０１１４）に、６．３８８ｇ（９．７５ｍ
ｍｏｌ，１．５当量）のＦｍｏｃ－Ｔｙｒ（３’，５’－ジＩ）－ＯＨ（Ｍｗ＝６５５．
２，ＡｎａＳｐｅｃ）および１．６９ｍｌ（９．７５ｍｍｏｌ，１．５当量）のＤＩＰＥ
Ａ（Ａｌｄｒｉｃｈ，Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝０．７４）を添加する。
【０５７６】
　Ｔｙｒ（３’，５’－ ジＩ）－樹脂。３時間後に、上記樹脂を、３×ＤＣＭ／ＭｅＯ
Ｈ／ＤＩＰＥＡ（１７：２：１）、３×ＤＣＭ、２×ＤＭＦ、３×ＤＣＭで洗浄し、Ｆｍ
ｏｃ基を、４０ｍｌの２０％　ピペリジン／ＤＭＦで２回、３０分間にわたって脱保護す
る。
【０５７７】
　Ｃ１８オレイック－Ｔｙｒ（３’，５’－ジＩ）－樹脂。Ｆｍｏｃ脱保護の後、上記樹
脂を、３×ＤＣＭ、２×ＭｅＯＨおよび３×ＤＣＭで洗浄し、カップリング反応のために
、５０ｍｌＤＭＦ中の３．７ｇ（１３ｍｍｏｌ）のオレイン酸（Ｓｉｇｍａ，　Ｍｗ＝２
８２．４７，ｄ＝０．８９１）、５．３７ｇ（１３ｍｍｏｌ）のＨＣＴＵ（Ｍｗ＝４１３
．７）および２．６２ｍｌ（１３ｍｍｏｌ）のＤＩＰＥＡ（Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝０．
７４）を添加する。
【０５７８】
　反応の３時間後に、上記樹脂を、３×ＤＣＭ、２×ＭｅＯＨおよび３×ＤＣＭで洗浄し
、反応の進行を、Ｋａｉｓｅｒ試験によってチェックする。
【０５７９】
　Ｃ１８オレイック－Ｔｙｒ（３’，５’－ジＩ）－ＯＨ（Ｍｗ＝６９７．４３）を、上
記樹脂から１％　ＴＦＡ／ＤＣＭによって切断し（２分間にわたって５×５０ｍｌを、２
ｍｌの１０％　ピリジン／ＭｅＯＨでフラスコへと濾過する）、溶媒をエバポレートする
。
【０５８０】
　Ｃ１８オレイック－Ｔｙｒ（３’，５’－ジＩ）－Ｃ１６（Ｍｗ＝９２０．３８）。第
２のカップリングを溶液中で行う。前の反応からの上記油状残渣に、５０ｍｌＤＭＦ中の
２．３５４ｇ（９．７５ｍｍｏｌ）のＣ１６－アミン（Ｓｉｇｍａ，Ｍｗ＝２４１．４６
）、４．０３３ｇ（９．７５ｍｍｏｌ）のＨＣＴＵ（Ｍｗ＝４１３．７）および１．６９
ｍｌ（９．７５ｍｍｏｌ）のＤＩＰＥＡ（Ｍｗ＝１２９．２，ｄ＝０．７４）を添加する
。４時間後に、１００ｍｌのＡｃＯＥｔを添加し、有機層を、分離漏斗中、３×０．５Ｍ
　ＨＣｌ、３×１０％　ＮａＣＯ３および３×ＮａＣｌで洗浄する。ＡｃＯＥｔ層を無水
ＭｇＳＯ４で乾燥させ、エバポレートする。粗製生成物を、ＴＥＬＥＤＹＮＥ　Ｉｓｃｏ
　ＣｏｍｂｉＦｌａｓｈ　Ｒｆ機器で、４８ｇ　順相シリカゲルカラム、３　ＣＶ（カラ
ム容積）に対して１００％　ＤＣＭおよび１０　ＣＶに対して０～２０％　ＭｅＯＨ、検
出２１４ｎｍ、流速４５ｍｌ／分を使用して精製する。ＤＣＭ／ＭｅＯＨをエバポレート
し、残渣を、ＡｃＣＮ／Ｈ２Ｏの混合物で沈澱させる。
【０５８１】
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　（実施例２６：９Ｌ細胞におけるＬａｃＺ遺伝子発現ノックダウンの例示的インビトロ
アッセイ）
　９Ｌ／ＬａｃＺは、細菌ガラクトシダーゼをコードするＬａｃＺ遺伝子を安定に発現す
るラット神経膠肉腫細胞株である。ＬａｃＺ遺伝子ノックダウン測定を、干渉ＲＮＡ送達
処方物のための一次活性（ｐｒｉｍａｒｙ　ａｃｔｉｖｉｔｙ）ベースのインビトロアッ
セイとして使用され得る。
【０５８２】
　ＬａｃＺ遺伝子ノックダウン測定のために、９Ｌ／ＬａｃＺ細胞を、ＲＮＡｉ処方物で
トランスフェクトし、β－ガラクトシダーゼアッセイを、トランスフェクション３日目で
回収した細胞で行った。さらなるアッセイを、タンパク質濃度を定量するために行った。
【０５８３】
　９Ｌ／ＬａｃＺ細胞を、８０００細胞／ウェル（９６ウェル）でプレートし、培地中で
一晩インキュベートした。トランスフェクション時のコンフルエンシーは、約１５～２０
％であった。トランスフェクション複合体を、干渉ＲＮＡを、ＯｐｔｉＭＥＭＴＭ培地に
添加し、ボルテックスし、送達処方物を、ＯｐｔｉＭＥＭＴＭ培地に別個に添加し、ボル
テックスし、そして最後に上記培地中の干渉ＲＮＡと、上記培地中の送達処方物とを混合
して、上記トランスフェクション複合体を作製することによって、調製した。インキュベ
ートした細胞のための培地を、新たな無血清培地（血清無しのＯｐｔｉＭＥＭＴＭ）で弛
緩し、トランスフェクション複合体を、各ウェルに添加した。細胞を、５時間インキュベ
ートし、次いで、１００μｌの完全培地（ＤＭＥＭ＋１０％　ウシ胎児血清）の添加後に
、３７℃および５％　ＣＯ２で一晩インキュベートした。次の日に、トランスフェクショ
ンの２４時間後に、上記培地を新たな完全培地に交換して、上記細胞を、３７℃および５
％ ＣＯ２でさらに４８時間インキュベートした。
【０５８４】
　ＬａｃＺ遺伝子ノックダウンのために、上記回収した９Ｌ／ＬａｃＺ細胞をＰＢＳ中で
洗浄し、Ｍ－ＰＥＲＴＭ　Ｒｅａｇｅｎｔ（Ｐｉｅｒｃｅ）中で溶解し、室温で１５分間
インキュベートした。溶解物を、Ｍｉｃｒｏ　ＢＣＡキット（Ｐｉｅｒｃｅ，Ｔｈｅｒｍ
ｏＦｉｓｈｅｒ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ）でのタンパク質アッセイおよびＡｌｌ－ｉｎ－
ＯｎｅＴＭ　β－Ｇａｌａｃｔｏｓｉｄａｓｅ　Ａｓｓａｙ　Ｒｅａｇｅｎｔ（Ｐｉｅｒ
ｃｅ）でのβ－ｇａｌアッセイのために、各ウェルから採取した。
【０５８５】
　（Ａ５４９細胞におけるＰＰＩＢ遺伝子発現ノックダウンのための例示的インビトロア
ッセイ）
　サイクロフィリン　Ｂ（ＰＰＩＢ）遺伝子ノックダウン測定を、干渉ＲＮＡ送達処方物
のための一次活性ベースのインビトロアッセイとして使用し得る。サイクロフィリン　Ｂ
（ＰＰＩＢ）遺伝子発現ノックダウンを、Ａ５４９ヒト肺胞基底上皮細胞において測定し
た。ＰＰＩＢ遺伝子ノックダウン測定のために、Ａ５４９細胞を、干渉ＲＮＡ処方物でト
ランスフェクトし、総ＲＮＡを、トランスフェクションの２４時間後に調製し、ＰＰＩＢ
　ｍＲＮＡを、ＲＴ－ＰＣＲによってアッセイした。３６Ｂ４（酸性リボソームホスホプ
ロテインＰＯ）　ｍＲＮＡ発現のＱＲＴ－ＰＣＲを、正規化のために行った。
【０５８６】
　Ａ５４９細胞を、７，５００細胞／ウェル（９６ウェル）で播種し、培地中で一晩イン
キュベートした。トランスフェクション時のコンフルエンシーは、約５０％であった。ト
ランスフェクション複合体を、干渉ＲＮＡを培地（ＯｐｔｉＭＥＭＴＭ）に添加し、ボル
テックスし、送達処方物を培地（ＯｐｔｉＭＥＭＴＭ）に別個に添加し、ボルテックスし
、そして最後に、上記培地中の干渉ＲＮＡと、上記培地中の送達処方物とを混合し、室温
で２０分間インキュベートして、上記トランスフェクション複合体を作製することによっ
て、調製した。インキュベートした細胞のための培地を、新たなＯｐｔｉＭＥＭＴＭで置
換し、トランスフェクション複合体を各ウェルに添加した。細胞を、５時間、３７℃およ
び５％ ＣＯ２でインキュベートし、次いで、完全培地を、（最終ウシ胎児血清濃度１０
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％になるまで）添加し、インキュベーションを、トランスフェクションの２４時間後まで
継続した。
【０５８７】
　ＰＰＩＢ遺伝子ノックダウンのために、細胞を溶解し、ＲＮＡを調製した（Ｉｎｖｉｓ
ｏｒｂ　ＲＮＡ　Ｃｅｌｌ　ＨＴＳ　９６－Ｋｉｔ／Ｃ，Ｉｎｖｉｔｅｋ，Ｂｅｒｌｉｎ
、もしくはＲＮｅａｓｙ　９６　Ｋｉｔ，Ｑｉａｇｅｎ）。定量的ＲＴ－ＰＣＲを、ＤＮ
Ａ　Ｅｎｇｉｎｅ　Ｏｐｔｉｃｏｎ２サーマルサイクラー（ＢｉｏＲａｄ）でＯｎｅ－Ｓ
ｔｅｐ　ｑＲＴ－ＰＣＲキット（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ）を用いて行った。
【０５８８】
　ＰＰＩＢのために使用したプライマーは、以下であった：
　（配列番号１）
　５’－ＧＧＣＴＣＣＣＡＧＴＴＣＴＴＣＡＴＣＡＣ－３’（順方向）および
　（配列番号２）
　５’－ＣＣＴＴＣＣＧＣＡＣＣＡＣＣＴＣ－３’（逆方向）と、
　（配列番号３）
　上記プローブのために、５’－ＦＡＭ－ＣＴＡＧＡＴＧＧＣＡＡＧＣＡＴＧＴＧＧＴＧ
ＴＴＴＧＧ－ＴＡＭＲＡ－３’。
【０５８９】
　３６Ｂ４については、プライマーは以下であった：
　（配列番号４）
　５’－ＴＣＴＡＴＣＡＴＣＡＡＣＧＧＧＴＡＣＡＡＡＣＧＡ－３’（順方向）および
　（配列番号５）
　５’－ＣＴＴＴＴＣＡＧＣＡＡＧＴＧＧＧＡＡＧＧＴＧ－３’（逆方向）と
　（配列番号６）
　上記プローブのための、５’－ＦＡＭ－ＣＣＴＧＧＣＣＴＴＧＴＣＴＧＴＧＧＡＧＡＣ
ＧＧＡＴＴＡ－ＴＡＭＲＡ－３’。
【０５９０】
　（マウスにおけるインフルエンザウイルス力価ノックダウンのための例示的インビボア
ッセイ）
　マウスにおけるインフルエンザウイルス力価ノックダウン測定を、干渉ＲＮＡアミノ酸
脂質送達処方物についての効力のインビボ尺度として使用し得る。
【０５９１】
　このアッセイにおいて、代表的には、５０μＬのｄｓＲＮＡアミノ酸脂質処方物、もし
くはコントロール群についてはＰＢＳを、ケタミン／キシラジンで麻酔した７～９週齢の
Ｂａｌｂ／Ｃマウスにおいて経鼻的に投与した。毎日の投与を、－２日目、－１日目、お
よび０日目に、連続３日間にわたって行った。最後の投与の４時間後に、感染を誘導した
。
【０５９２】
　インフルエンザＡ／プエルトリコ／８／３４（ＰＲ８，サブタイプＨ１Ｎ１）でインフ
ルエンザ感染を誘導した。感染のために、０．３％ＢＳＡ／１ＸＰＢＳ／ＰＳで希釈した
５０μｌの２０ｐｆｕ　ＰＲ８を、ケタミン／キシラジンで麻酔したマウスに経鼻的に投
与した。感染の４８時間後に、その肺を採取し、６００μＬの０．３％ＢＳＡ／１ＸＰＢ
Ｓ／ＰＳ中でホモジナイズした。そのホモジネートを２回凍結融解して、上記ウイルスを
遊離させた。ＴＣＩＤ５０アッセイ（Ｔｉｓｓｕｅ－Ｃｕｌｔｕｒｅ　Ｉｎｆｅｃｔｉｏ
ｕｓ　Ｄｏｓｅ　５０）を行って、肺ホモジネート中のウイルスを力価測定した。平底９
６ウェルプレートに、１ウェルあたり２×１０４ＭＤＣＫ細胞を播種し、２４時間後に、
上記血清含有培地を取り除いた。３０μＬの肺ホモジネート（未希釈もしくは１０倍～１
０７倍（１０倍ずつ）に希釈のいずれか）を、四連のウェルに添加した。１時間のインキ
ュベーションの後に、４μｇ／ｍｌ　トリプシンを含む１７０μｌの感染培地（ＤＭＥＭ
／０．３％ＢＳＡ／１０ｍＭ　ＨＥＰＥＳ／ＰＳ）を、各ウェルに添加した。４８時間に
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わたって３７℃でインキュベートした後、上記培養上清中のウイルスの存在もしくは非存
在を、ニワトリ赤血球の血球凝集によって決定した。上記ウイルス力価を、Ｓｐｅａｒｍ
ａｎとＫａｒｂｅｒの式を使用して概算した。
【０５９３】
　（ｓｉＲＮＡ濃度のための例示的ＳＹＢＲＴＭ　Ｇｏｌｄアッセイ）
　処方物中のｄｓＲＮＡの濃度を、ＳＹＢＲＴＭ　Ｇｏｌｄアッセイによって、以下のよ
うに決定し得る：１０μｌのｄｓＲＮＡ処方物を１００μｌ　ＭｅＯＨに添加し、５分間
、５５℃でインキュベートする。５０μｌのヘパリン（２００ｍｇ／ｍｌ）を添加し、そ
の溶液を、５分間、５５℃でインキュベートする。７９０μｌのＰＢＳ（リン酸緩衝化生
理食塩水）を添加し、そのサンプルを、遠沈管中で遠沈して、ペレットにする。上記ペレ
ットのうちの９０μｌのサンプルを、１０μｌのＳＹＢＲＴＭ　Ｇｏｌｄ試薬（Ｍｏｌｅ
ｃｕｌａｒ　Ｐｒｏｂｅｓ，Ｅｕｇｅｎｅ，Ｏｒｅｇｏｎ）とインキュベートする。蛍光
を、発光５３５ｎｍと励起４９５ｎｍで読み取る。
【０５９４】
　（例示的ＲＮＡ単離およびＡｐｏＢメッセージのノックダウンのための定量的ＲＴ－Ｐ
ＣＲアッセイ）
　このハウスキーピング遺伝子プロトコル（肺もしくは全身）のために、１日目に、Ｃ５
７／Ｂ６もしくはＢａｌｂ／Ｃ雌性マウス（８～１０週齡）（マウス５匹／群）に、５０
μｌもしくは２００μＬのｄｓＲＮＡ処方物を、それぞれ、鼻内投与経路もしくは静脈内
投与経路によって、投与した。麻酔剤は、ケタミン／キシラジン（ＩＰ－０．２ｍｌ用量
／マウス）であった。２日目に、肺モデルについては投与の１日後または連続３日間の投
与の次の日のいずれかのマウスから全肺を単離し、全身モデルについては、肺、肝臓、腎
臓、脾臓、心臓および／もしくは全血を単離した。組織を、２ｍｌのＲＮＡＬＡＴＥＲ　
ＲＮＡ　Ｓｔａｂｉｌｉｚａｔｉｏｎ　Ｒｅａｇｅｎｔ（Ｑｉａｇｅｎ　７６１０６）を
含む２４ウェルプレートに配置した。プレートを、ドライアイス上に置いて、すぐに凍結
し、ホモジネートを調製するまで－８０℃で保存した。
【０５９５】
　総ＲＮＡを、剖検時にＲＮＡＬＡＴＥＲ溶液中で保存した組織サンプルから抽出した。
総ＲＮＡの単離を、Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ　ＰＵＲＥＬＩＮＫ　９６　ＲＮＡ　Ｉｓｏｌ
ａｔｉｏｎ　Ｋｉｔを使用して、哺乳動物組織の単離のための製造業者のプロトコルに従
って行った。次いで、これら総ＲＮＡ単離物を、ＮａｎｏＤｒｏｐ分光光度計を使用して
定量し、次いで、質を、Ａｇｉｌｅｎｔ　Ｂｉｏａｎａｌｙｚｅｒ　２１００システムを
使用して確認して、ＲＮＡ完全性を測定した。上記総ＲＮＡの質および量を測定した後に
、上記サンプルを等しい濃度に対して正規化し、５０～１００ｎｇの総ＲＮＡを、Ａｐｐ
ｌｉｅｄ　Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ　Ｈｉｇｈ　Ｃａｐａｃｉｔｙ　ｃＤＮＡ　Ａｒｃｈｉ
ｖｅ　Ｋｉｔを使用して、製造業者のプロトコルに従って、ｃＤＮＡへと合成した。次い
で、上記ｃＤＮＡを、上記Ｎａｎｏｄｒｏｐを使用して濃度について再チェックし、次い
で、ｑＲＴ－ＰＣＲ分析のために１：１０希釈した。
【０５９６】
　ｑＲＴ－ＰＣＲを使用する上記遺伝子発現分析を、上記ｃＤＮＡサンプル、および最終
プライマー濃度２００ｎＭでのＳＹＢＲ　ｇｒｅｅｎ技法を使用して行った。上記サンプ
ルを、１０μＬの反応容積を使用するＱｕａｎｔａ　ＰｅｒｆｅｃｔＣｔａ　ＳＹＢＲ　
Ｇｒｅｅｎ　ＦａｓｔＭｉｘ，ＲＯＸを使用して、実施した。上記サンプルを、３８４ウ
ェルプレート形式を使用して、迅速サイクリング条件を使用するＡｐｐｌｉｅｄ　Ｂｉｏ
ｓｙｓｔｅｍｓ　７９００ＨＴプラットホームで行った。次いで、データを、閾値０．２
を使用するＳＤＳ　２．３ソフトウェアからエクスポートした。これらを、ユーザーによ
ってＥｘｃｅｌに入力されたアルゴリズムのＱＢＡＳＥソフトウェアを使用して、分析用
にフォーマットした。内因性コントロールのために選択した遺伝子は、ｇｅＮｏｒｍ分析
に基づいた。マウス肝臓については、サンプル　ＧＡＰＤＨおよびＰＰＩＡおよびＴＢＰ
は、遺伝子発現分析のための非常に良好で安定な正規化群（ｎｏｒｍａｌｉｚｅｒ）であ
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【０５９７】
　（血清コレステロールアッセイ）
　このアッセイの目的は、ｄｓＲＮＡを投与して４８時間後のマウス血中の血清コレステ
ロールレベルを確認することであった。Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ　Ａｍｐｌｅｘ　Ｒｅｄ　
Ｃｈｏｌｅｓｔｅｒｏｌ　Ａｓｓａｙ　Ｋｉｔ（ｃａｔ＃　Ａ１２２１６）を使用した。
マウス全血を採取し、Ｓｅｒｕｍ　Ｓｅｐａｒａｔｏｒ　Ｔｕｂｅｓ（ＳＳＴ－ＢＤ　ｃ
ａｔ　＃３６５９５６）に入れ、次いで、遠心分離して、血清と、上記血液の残りとを分
離した。上記血清をＤＩ－Ｈ２Ｏ　１：４０中に希釈し、次いで、上記Ａｍｐｌｅｘアッ
セイキットの１×反応緩衝液中でさらに１：５（合計１：２００）希釈した。標準を、２
０μｇ／ｍｌ、１０μｇ／ｍｌ、８μｇ／ｍｌ、６μｇ／ｍｌ、４μｇ／ｍｌ、２μｇ／
ｍｌおよび１μｇ／ｍｌの濃度で、コレステロール参照標準から作製し、上記キットに補
充した。サンプル、標準物質およびブランクを、平底黒色９６ウェルプレート（Ｃｏｓｔ
ａｒ　Ｃａｔａｌｏｇｕｅ　＃３９１６）に添加した。上記Ａｍｐｌｅｘアッセイ混合物
を作製し、上記アッセイウェルに添加した。３７℃でのインキュベーションの少なくとも
３０分後に、上記プレートを、Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　ＳｐｅｃｔｒａＭ
ａｘ　Ｍ５を使用して読み取った。「エンドポイント」プロトコルを選択し、励起範囲を
、５３０～５６０（好ましくは、５４４ｎＭ）に設定し、発光検出は、～５９０ｎｍであ
った。一旦上記プレートが読み取った後、上記データをエクセルへとエクスポートし、こ
こでそのパーセントコントロール、パーセント低下および総血清コレステロール（μｇ／
ｍｌ単位）で計算した。
【０５９８】
　（実施例２７）
　本開示のいくらかの二本鎖ＲＮＡ（ｄｓＲＮＡ）の構造を、表１に示す。
【０５９９】
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【表１】

　表１において、「ｍＵ」は、２’－Ｏ－メチルウリジンを表し、「ｍＣ」は、２’－Ｏ
－メチルシチジンを表し、「ｓ」は、ホスホロチオエート連結を表す。
【０６００】
　（実施例２８）
　本開示の活性ＲＮＡ処方物を、干渉ＲＮＡを緩衝液もしくは細胞培養培地に溶解し、ボ
ルテックスし、送達処方物と、緩衝液もしくは細胞培養培地とを別個に混合し、ボルテッ
クスし、最後に、上記干渉ＲＮＡ混合物と、上記送達処方物混合物とを混合して、活性Ｒ
ＮＡｉトランスフェクション処方物を作製することによって、調製し得る。
【０６０１】
　送達処方物を調製するために、アミノ酸脂質を、他の脂質および／もしくは賦形剤とと
もに、ＣＨＣｌ３／ＭｅＯＨに可溶化させ得、Ｎ２下で乾燥させ得、そして５％　デキス
トロースを含む１０ｍＭ　ＨＥＰＥＳ（ｐＨ７．４）中で水和させ得る。上記混合物を、
超音波処理し得るか、または押し出しし得るか、透析し得るか、そして／または接線流濾
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【０６０２】
　当該分野で公知の種々の希釈法はまた、本開示の活性ＲＮＡ処方物を調製するために使
用され得る。
【０６０３】
　本開示の例示的干渉ＲＮＡ処方物を、表２に示す。この実施例において、Ｃ８－Ａｒｇ
－Ｃ８という名称の上記アミノ酸脂質は、干渉ｓｉＲＮＡ治療剤の細胞内送達のための上
記アミノ酸脂質自体の処方物を提供する。アミノ酸脂質の量は、送達成分（上記活性ＲＮ
Ａ薬剤を含まない）のモル％として示される。名称「Ｃ１６－Ａｒｇ－Ｃ１４」とは、（
Ｃ１５アルキル）－（Ｃ＝Ｏ）－Ａｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１４アルキル）をいい、これは、（
Ｃ１６アシル）－Ａｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１４アルキル）と同じである。
【０６０４】
【表２】

　本開示の例示的干渉ＲＮＡ処方物を表３に示す。この実施例において、Ｃ１４－ｎｏｒ
Ａｒｇ－Ｃ１４と称される上記アミノ酸脂質は、干渉ｓｉＲＮＡ治療剤の細胞内送達のた
めの上記アミノ酸脂質自体の処方物を提供する。アミノ酸脂質の量は、送達成分（上記活
性ＲＮＡ薬剤を含まない）のモル％として示される。名称「Ｃ１４－ｎｏｒＡｒｇ－Ｃ１
４」とは、（Ｃ１３アルキル）－（Ｃ＝Ｏ）－ｎｏｒＡｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１４アルキル）
をいい、これは、（Ｃ１４アシル）－ｎｏｒＡｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１４アルキル）と同じで
ある。
【０６０５】
【表３】

　本開示の例示的ＲＮＡｉ処方物を表４に示す。この実施例において、Ｃ１０－ｎｏｒＡ
ｒｇ－Ｃ１０と称される上記アミノ酸脂質は、同時送達処方物中で非カチオン性脂質と合
わされる。名称「Ｃ１０－ｎｏｒＡｒｇ－Ｃ１０」とは、（Ｃ９アルキル）－（Ｃ＝Ｏ）
－ｎｏｒＡｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１０アルキル）をいい、これは、（Ｃ１０アシル）－ｎｏｒ
Ａｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１２アルキル）と同じである。
【０６０６】
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【表４】

　本開示の例示的ＲＮＡｉ処方物を表５に示す。この実施例において、Ｃ１２－ホモＡｒ
ｇ－Ｃ１２と称される上記アミノ酸脂質は、複数成分送達処方物中で、カチオン性脂質、
非カチオン性脂質、およびｐｅｇ化脂質と合わされる。名称「Ｃ１２－ホモＡｒｇ－Ｃ１
２」とは、（Ｃ１１アルキル）－（Ｃ＝Ｏ）－ホモＡｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１２アルキル）を
いい、これは、（Ｃ１２アシル）－ホモＡｒｇ－ＮＨ－（Ｃ１２アルキル）と同じである
。
【０６０７】
【表５】

　本開示の例示的干渉ＲＮＡエマルジョン組成物を表６に示す。この実施例において、上
記カチオン性アミノ酸脂質は、Ｃ１４－ｎｏｒＡｒｇ－Ｃ１４と称される。
【０６０８】
【表６】

　本開示の例示的干渉ＲＮＡ分散組成物を表７に示す。この実施例において、上記カチオ
ン性アミノ酸脂質は、Ｃ１４－ｎｏｒＡｒｇ－Ｃ１４と称される。
【０６０９】
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　（実施例２９）
　本開示の干渉ＲＮＡ組成物の例示的リポソーム処方を、表８に示す。
【０６１０】
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【表８】

　（実施例３０：ＲＮＡ送達組成物の粒径）
　リポソームアミノ酸脂質干渉ＲＮＡ処方物の例を表９に示す。表９の処方は、各々、１
．８のＮ／Ｐを有し、約０．０８～０．１９の分散値で１０６～１３９ｎｍの粒径を示し
た。
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【０６１１】
【表９】

　アミノ酸脂質干渉ＲＮＡ処方物の例を表１０に示す。表１０の処方は、１．５～１．９
のＮ／Ｐ比を有し、約０．１８～０．３０の分散値で１４０～１４８ｎｍの粒径を示した
。
【０６１２】

【表１０】

　ＪＥＯＬ　１２３０　ＴＥＭで得た本発明のリポソーム実施形態の透過型電子顕微鏡、
図２に示す。図２は、アミノ酸脂質Ｃ１２－ｎｏｒＡｒｇ－Ｃ１２で形成された球形の脂
質二重層小胞粒子を示す。上記顕微鏡写真の長さのマーカーは、０．５μｍであり、上記
サンプルを、３％　酢酸ウラニルで染色した。上記リポソーム処方物の脂質部分は、総脂
質の％（ｗ／ｗ）として、それぞれ、［３０％／２０％／４９％／１％］の量の［Ｃ１２
－ｎｏｒＡｒｇ（ＮＨ３

＋Ｃｌ－）－Ｃ１２／ＤＳＰＣ／コレステロール／ＤＳＰＥ－Ｐ
ＥＧ－２０００］であった。上記リポソームは、上記抗インフルエンザ活性ダイサー基質
ｄｓＲＮＡ　ＤＸ３０３０を含んでいた。
【０６１３】
　（実施例３１：アミノ酸脂質ＲＮＡｉ２成分組成物についてのインビトロでのＬａｃＺ
遺伝子ノックダウン活性）
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　アミノ酸脂質は、ＬａｃＺ活性ベースのインビトロアッセイによって、表１１に示され
るような効率的干渉ＲＮＡ送達組成物を提供した。表１１の結果は、アミノ酸脂質組成物
中の干渉ＲＮＡによる遺伝子ノックダウンが、ＲＮＡＩＭＡＸ（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ）
で得られるものを上回り得ることを示した。
【０６１４】
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【表１１】

　表１１において、ｄｓＲＮＡの最終濃度は、１００ｎＭであり、Ｎ／Ｐ比は、各組成物
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について１．８であった。
【０６１５】
　（実施例３２：アミノ酸脂質ＲＮＡｉリポソーム組成物についてのインビトロでのＬａ
ｃＺ遺伝子ノックダウン）
　アミノ酸脂質は、ＬａｃＺ活性ベースのインビトロアッセイによって、表１２において
示されるように、効率的な干渉ＲＮＡ送達組成物を提供した。
【０６１６】
【表１２】

　表１２の上記正規化ＬａｃＺノックダウンの結果は、少なくとも６０％ノックダウンが
全てのアミノ酸脂質組成物について認められることを示した。表１２の結果は、アミノ酸
脂質組成物中の干渉ＲＮＡによる遺伝子ノックダウンが、ＲＮＡＩＭＡＸで認められるも
のを上回り得ることを示した。
【０６１７】
　（実施例３３：アミノ酸脂質ＲＮＡｉ組成物についてのインビトロでの遺伝子ノックダ
ウン濃度応答）
　いくつかの３成分のアミノ酸脂質ＲＮＡｉ組成物についての遺伝子ノックダウン活性を
、インビトロで決定した。
【０６１８】
　アミノ酸脂質は、Ａ５４９細胞におけるＰＰＩＢノックダウン活性ベースのインビトロ
アッセイによって、図３に示されるように効果的な干渉ＲＮＡ送達組成物を提供した。図
３の結果は、アミノ酸脂質組成物中の干渉ＲＮＡによる遺伝子ノックダウンが、正規化Ｐ
ＰＩＢ値によって表されるように、ＲＮＡＩＭＡＸで得られるものを上回り得ることを示
した。
【０６１９】
　図３において、ＲＮＡＩＭＡＸの結果と比較して、２つのアミノ酸脂質処方物について
の上記正規化ＰＰＩＢ値の濃度応答が示される。図３における処方物１は、［Ｃ１２－ｎ
ｏｒＡｒｇ（ＮＨ３Ｃｌ）－Ｃ１２／ＤＯＰＥ／ＣＨＯＬ（５０／３２／１８）］であり
、処方物２は、［Ｃ１２－ｎｏｒＡｒｇ（ＮＨ３Ｃｌ）－Ｃ１２／ＣＨＥＭＳ／ＤＬＰＥ
（５０／３２／１８）］であった。
【０６２０】
　アミノ酸脂質は、９Ｌ細胞におけるＬａｃＺノックダウン活性ベースのインビトロアッ
セイによって、図４に示されるように、効果的な干渉ＲＮＡ送達組成物を提供した。図４
の結果は、アミノ酸脂質組成物中の干渉ＲＮＡによる遺伝子ノックダウンは、正規化β－
ガラクトシダーゼ値によって表されるように、ＲＮＡＩＭＡＸで得られるものを上回り得



(125) JP 5475643 B2 2014.4.16

10

20

30

40

ることを示した。
【０６２１】
　図４において、ＲＮＡＩＭＡＸについての結果と比較して、２つのアミノ酸脂質処方物
についての上記正規化β－ガラクトシダーゼ値の濃度応答が示される。図４における処方
物１は、［Ｃ１２－ｎｏｒＡｒｇ（ＮＨ３Ｃｌ）－Ｃ１２／ＤＯＰＥ／ＣＨＯＬ（５０／
３２／１８）］であり、処方物２は、［Ｃ１２－ｎｏｒＡｒｇ（ＮＨ３Ｃｌ）－Ｃ１２／
ＣＨＥＭＳ／ＤＬＰＥ（５０／３２／１８）］であった。
【０６２２】
　３つの脂質成分を含むいくつかのアミノ酸脂質処方物についてのインビトロでの上記遺
伝子ノックダウン活性データを、表１３にまとめる。
【０６２３】
【表１３】

　表１３に示されるように、１０ｎＭ　ｄｓＲＮＡの濃度で得られる結果は、Ｃ１２－ｎ
ｏｒＡｒｇ－Ｃ１２を含むこれら例示的アミノ酸脂質処方物が、ＲＮＡＩＭＡＸで得られ
る結果を上回るインビトロで遺伝子ノックダウン活性を提供することを示した。
【０６２４】
　血清（ウシ胎児血清）の存在ありまたはなしで得られた３つの脂質成分を含むいくつか
のアミノ酸脂質処方物についてのインビトロでの上記遺伝子ノックダウン活性データを、
表１４にまとめる。
【０６２５】
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【表１４】

　表１４に示されるように、Ｃ１２－ｎｏｒＡｒｇ－Ｃ１２を含む例示的アミノ酸脂質処
方物は、血清の存在ありまたはなしで、インビトロで高いＰＰＩＢ遺伝子ノックダウン活
性を提供した。これらアミノ酸脂質処方物を、種々の再水和および希釈法によって作製し
た。
【０６２６】
　３つおよび４つの脂質成分を含むいくつかのアミノ酸脂質処方物についてのインビトロ
での上記遺伝子ノックダウン活性データを、表１５にまとめる。
【０６２７】
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【表１５】

　表１５に示されるように、３つおよび４つの成分を含むいくつかのアミノ酸脂質処方物
は、インビトロで高い９Ｌ／ＬａｃＺ遺伝子ノックダウン活性を提供した。高い９Ｌ／Ｌ
ａｃＺノックダウン活性を、アミノ酸脂質の混合物を使用する処方物およびさらなる脂質
としてＣＨＥＭＳもしくはコレステロールを有する処方物について得た。
【０６２８】
　（実施例３４：アミノ酸脂質ＲＮＡｉ組成物についてのインビトロでのＡｐｏＢ遺伝子
ノックダウン濃度応答）
　いくつかの４成分のアミノ酸脂質ＲＮＡｉ組成物についてのＡｐｏＢ遺伝子ノックダウ
ン活性を、インビトロで決定した。
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【０６２９】
　図５において、ＨｅｐＧ２細胞におけるインビトロアッセイから得られたＡｐｏＢ遺伝
子ノックダウン活性の例を示す。干渉ＲＮＡの３つのアミノ酸脂質処方物について、正規
化ＡｐｏＢ　ｍＲＮＡ発現値の２５ｎＭ、２．５ｎＭ、および０．２５ｎＭ　ＲＮＡの濃
度応答を示す。処方物１は、［非アミノ酸カチオン性脂質／ＤＳＰＣ／ｃｈｏｌ．／ＤＭ
ＰＥ－ＰＥＧ２ｋ（４０／１０／４８／２）］であった。処方物２および３はともに、［
Ｃ１８：１－ｎｏｒＡｒｇ－Ｃ１６／ＣＨＥＭＳ／ＤＬＰＥ／ＤＭＰＥ－ＰＥＧ２ｋ（５
０／３２／１６／２）］であった。
【０６３０】
　上記ＡｐｏＢ　ｄｓＲＮＡは、ＤＸ４２２７（ＡｐｏＢ－２　Ｐ２０９８）であった。
【０６３１】
　濃度応答を、ＨｅｐＧ２細胞における％ＡｐｏＢ　ｍＲＮＡ発現ノックダウンについて
得た。ＨｅｐＧ２細胞スクリーンに関して、そのプロトコルは、以下の通りであった：１
日目に、上記ＨｅｐＧ２細胞に、ＤＭＥＭ中で１０％ＦＢＳ、１×非必須アミノ酸、およ
び０．１２５％　炭酸水素ナトリウムを含む新たな増殖培地を補給した。２日目に、２５
μＬの複合体を、ウェルに添加し、次いで、７５μＬのＯＰＴＩＭＥＭ中のＨｅｐＧ２単
一細胞懸濁物をウェルに添加した（１５０００細胞／ウェル）。４時間後に、２０％ＦＢ
Ｓを含む１００μｌ　ＤＭＥＭを、各ウェルに添加した。３日目に、２４時間で、上記細
胞を溶解し、そのＲＮＡを調製し、ｑＲＴ－ＰＣＲを、ＡｐｏＢおよびｒＧＡＰＤＨ　ｍ
ＲＮＡについて行った。
【０６３２】
　いくつかの４成分のアミノ酸脂質ＲＮＡｉ組成物についてのＡｐｏＢ遺伝子ノックダウ
ン活性を、表１６にまとめる。
【０６３３】
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【表１６】

　（実施例３５：アミノ酸脂質ＲＮＡｉ組成物についてのインビボでのＡｐｏＢ遺伝子ノ
ックダウン）
　３つおよび４つの成分のアミノ酸脂質ＲＮＡｉ組成物についてのＡｐｏＢ遺伝子ノック
ダウン活性を、インビボで、マウスで決定した。インビボでの上記ＡｐｏＢ　ｍＲＮＡ低
下活性を、表１７に示す。
【０６３４】
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【表１７】

　インビボで、マウスでの上記ＡｐｏＢ遺伝子ノックダウン用量応答を、いくつかの４成
分アミノ酸脂質ＲＮＡｉ組成物について得、マウス血清コレステロールレベルと比較した
。インビボでの上記ＡｐｏＢ　ｍＲＮＡ低下および対応する血清コレステロール低下を、
表１８にまとめる。
【０６３５】
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【表１８】

　（実施例３６：アミノ酸脂質ＲＮＡｉ組成物についての抗ウイルス効果）
　４成分を有するアミノ酸脂質干渉ＲＮＡ処方物の例を、表１９に示す。表１９の処方物
を使用して、マウスインフルエンザモデルにおいてインビボで抗ウイルス活性を決定した
。
【０６３６】
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【表１９】

　表１９の処方物は、各々、表２０に示されるように、１．８のＮ／Ｐを有し、約０．１
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～０．３の分散値で、１２７～１８３ｎｍの粒径（群７～８を除いて）を示した。
【０６３７】
【表２０】

　表１９の処方物についてのウイルス力価低下の程度を、表２１に示される。ウイルス力
価低下についての各値は、８匹のマウスについてのデータを反映する。
【０６３８】
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【表２１】

　一般に、表２１の結果は、上記干渉ＲＮＡアミノ酸脂質処方物が上記干渉ＲＮＡをイン
ビボで細胞に送達し、それによって、インフルエンザウイルス力価が、コントロールとし
てのＰＢＳと比較して、約１６００倍以上まで低下することを示した。コントロール群は
、Ｑｎｅｇを投与した＃２、４、６、８、および１０であった。
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