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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スペーサー部分及びクロスリンカー部分によって相互に連結されているバックボーン部
分を含んでいる生物分解性ポリ(エチレングリコール)含有水不溶性ヒドロゲルであって、
該クロスリンカー部分の両末端に該スペーサー部分が連結しており、該バックボーン部分
が、1kDa～20kDaの範囲内にある分子量を有していること、及び、構造C*-(A-Hyp)x〔ここ
で、
　C*は、分枝コアであり；
　Aは、ポリ(エチレングリコール)含有ポリマー鎖であり；
　Hypは、高分岐樹枝状部分であり；
　xは、3～16の整数であり；
　及び、ここで、前記高分岐樹枝状部分は、さらに、反応性官能基、及び前記スペーサー
部分を介して前記クロスリンカー部分に連結されていることによって前記バックボーン部
分を相互に連結する官能基を含んでいる〕
を有していることを特徴とし、
　前記クロスリンカー部分は2以上の加水分解的に分解可能な結合を有し、各クロスリン
カー部分は前記加水分解的に分解可能な結合のうちの少なくとも2によって前記スペーサ
ー部分に連結されている、前記生物分解性ポリ(エチレングリコール)含有水不溶性ヒドロ
ゲル。
【請求項２】
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　前記クロスリンカー部分が0.5kDa～5kDaの範囲内にある分子量を有しており、かつ各ク
ロスリンカー部分がPEG含有クロスリンカー部分である、請求項１に記載の生物分解性ヒ
ドロゲル。
【請求項３】
　各バックボーン部分が、合計で少なくとも16の反応性官能基、及びスペーサー部分を介
してクロスリンカー部分に連結されている官能基を含んでいる、請求項１又は２に記載の
生物分解性ヒドロゲル。
【請求項４】
　前記バックボーン部分が、式
　　　C(A-Hyp)4
〔式中、各Aは、独立して、末端が永久的な共有結合によって第4級炭素に結合しているポ
リ(エチレングリコール)含有ポリマー鎖であって、そのポリマー鎖の遠位末端は樹枝状部
分Hypに共有結合的に結合しており、ここで、各樹枝状部分Hypは、合計で少なくとも4の
反応性官能基、及びスペーサー部分を介してクロスリンカー部分に連結されている官能基
を有している〕
で表される第4級炭素を有している、請求項３に記載の生物分解性ヒドロゲル。
【請求項５】
　前記バックボーン部分が、下記式：
【化１】

〔式中、破線は、当該バックボーン部分の残部に結合していることを示している〕
で表される分枝コアを含んでいる、請求項４に記載の生物分解性ヒドロゲル。
【請求項６】
　前記バックボーン部分が、下記式：

【化２】

〔式中、nは5～50の整数であり、及び、破線は、当該バックボーン部分の残部に結合して
いることを示している〕
で表される構造を含んでいる、請求項５に記載の生物分解性ヒドロゲル。
【請求項７】
　前記バックボーン部分が、下記式：
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【化３】

〔式中、C(O)に隣接する破線はバックボーン部分C(A-Hyp)4のAに結合していることを示し
ており、他の破線はスペーサー部分又は水素に結合していることを示しており、及び、星
印が付けられている炭素原子はS-立体配置を示している〕
で表される高分岐部分Hypを含んでいる、請求項５又は６に記載の生物分解性ヒドロゲル
。
【請求項８】
　前記スペーサー部分が、下記構造：
【化４】

〔式中、
　破線のうちの一方は、バックボーン部分に結合していることを示しており、及び、第2
の破線は、クロスリンカー部分に結合していることを示しており；並びに、
　mは、2～4の整数である〕
を含んでいる、請求項５～７のいずれかに記載の生物分解性ヒドロゲル。
【請求項９】
　前記クロスリンカー部分が、下記構造
【化５】
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〔ここで、qは、3～100の整数である〕
を含んでいる、請求項５～８のいずれかに記載の生物分解性ヒドロゲル。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれかに記載のヒドロゲル(ここで、該ヒドロゲルは、加水分解的に
分解可能な結合によって相互に連結されているバックボーン部分で構成されている)を含
んでおり、及び、付加的にスペーサー分子又は遮断基又はそれらの組合せに対する永久的
な結合を有している、コンジュゲート。
【請求項１１】
　請求項１～９のいずれかに記載のヒドロゲル(ここで、該ヒドロゲルは、加水分解的に
分解可能な結合によって相互に連結されているバックボーン部分で構成されている)を含
んでおり、及び、付加的にリガンド又はキレート基に対する永久的な結合を有している、
コンジュゲート。
【請求項１２】
　担体として請求項１～９のいずれかに記載の生物分解性ヒドロゲルを含んでいる担体結
合プロドラッグであって、バックボーン部分と、生物学的に活性な部分Dが共有結合的に
結合している一時的なプロドラッグリンカーLと、の間に多数の永久的な結合が形成され
ている、前記担体結合プロドラッグ。
【請求項１３】
　DとLの間の一時的な結合が、カルバメート結合、カルボネート結合、アミド結合又はエ
ステル結合である、請求項１２に記載の担体結合プロドラッグ。
【請求項１４】
　前記一時的なプロドラッグリンカーLが部分L2で置換されている部分L1を含んでおり、
その際、L2は、請求項1～９のいずれかに記載のヒドロゲルである担体基Zに結合している
、請求項１２又は１３に記載の担体結合プロドラッグ。
【請求項１５】
　L2が、下記構造
【化６】

〔ここで、破線は、それぞれ、L2及びZに結合していることを示している〕
を有する末端基を介してZに結合している、請求項１４に記載の担体結合プロドラッグ。
【請求項１６】
　製薬上許容される賦形剤と一緒に請求項１２～１５のいずれかに記載のプロドラッグ又
はその薬学的な塩を含んでいる、医薬組成物。
【請求項１７】
　薬物中で使用するための、請求項１６に記載の医薬組成物。
【請求項１８】
　ヒドロゲルを調製する方法であって、
(a)　式
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【化７】

〔式中、nは、3～100の整数である〕
で表されるバックボーン試薬を下記式
【化８】

〔式中、
　qは、3～100の整数であり；
　各mは、独立して、2～4の整数である〕
で表されるクロスリンカー試薬と2:1～1.05:1のアミン/活性エステルの比で反応させる段
階を含み；及び、前記試薬は適切な塩基の存在下において非プロトン性溶媒に溶解させる
、前記方法。
【請求項１９】
　コーティング、メッシュ、ステント又は微粒子の形態にある、請求項１に記載のヒドロ
ゲル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生物分解性ポリエチレングリコール系水不溶性ヒドロゲルに関する。本発明
は、さらに、そのような生物分解性ヒドロゲルとアフィニティーリガンド又はキレート基
(chelating group)又はイオン交換基とのコンジュゲート、本発明の生物分解性ヒドロゲ
ルが担体である担体結合プロドラッグ並びにその医薬組成物及び薬物中におけるその使用
にも関する。
【背景技術】
【０００２】
　ポリ(エチレングリコール)(PEG)系ヒドロゲルは、創縫合、組織工学及び薬物送達など
の薬学的な用途に関して興味深い。PEG系ヒドロゲルは、大量の水を吸収することが可能
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な架橋された三次元分子ネットワークである。PEG系ヒドロゲルは、典型的には、高い割
合のポリ(エチレングリコール)鎖を含んでいる。PEG系ヒドロゲルは、当技術分野におい
て知られている。
【０００３】
　非PEGポリマーが実質的に存在していないPEG系ヒドロゲルは、WO-A 99/14259に記載さ
れている。ここでは、制御された半減期を示す分解可能なPEG系ヒドロゲルが記載されて
いる。
【０００４】
　生物分解性PEG系ヒドロゲルは、多くのインビボ用途に関して、有利である。ヒトにお
いて使用することが意図されている場合、特に安全上の理由で、PEGヒドロゲルに生物分
解性を導入する(engineer)ことは非常に好ましい。生物分解性は、水性のインビボ環境中
において自発的又は酵素的な加水分解を受けるエステル結合によってヒドロゲルに導入す
ることができる。
【０００５】
　実際の重合段階を実施するためには種々のタイプの反応を用いることが可能であり、重
合化学の選択によって、マクロマー(macromer)出発物質の構造が決まる。例えば、ラジカ
ル重合は、PEG系樹脂の製造において、及び、生体適合性ヒドロゲルを創造するために、
広く用いられてきた(例えば、以下のものを参照されたい：EP-A 0627911)。さらにまた、
PEG系マクロマーからのヒドロゲルの重合においては、付加反応も適用されてきた(WO-A 2
008/125655)。
【０００６】
　あるいは、エステル、カルバメート、カルボネート又はイミンの形成に依存するヒドロ
ゲル重合のための縮合タイプ又はライゲーションタイプの反応も、既に記載されている。
不安定な芳香族カルバメート類(WO-A 01/47562)又はカルボネート類(US-A 2003/0023023)
、エステル類若しくはイミン類(WO-A 99/14259)を用いてヒドロゲルに分解性を導入する(
engineer)ために、前記結合を用いることができる。
【０００７】
　重合段階の間に加水分解的に不安定な結合を形成させることとは対照的に、マクロマー
出発物質のうちの1種類の中に加水分解的に不安定なエステル結合を存在させることによ
って、生物分解性をPEG系ヒドロゲルに導入する(engineer)ことが可能である。そのよう
なエステル含有マクロマーを使用する場合、ヒドロゲルを形成させるのに使用される効率
的な反応は、アミド結合の形成である。このようにして、加水分解的に安定なアミド結合
によって形成される三次元ネットワークを生じさせる活性化カルボキシルとアミン官能性
の間の縮合反応によって、ヒドロゲルを生成させる。その後、ヒドロゲルネットワークの
中に組み込まれた出発物質のうちの少なくとも1種類によって提供されるエステル基の加
水分解を通して、生物的分解が進行し得る。
【０００８】
　アミド結合の形成を介して生成される生物分解性PEG系ヒドロゲルは、2種類の異なった
マクロマー出発物質(バックボーン試薬として適している3つ以上のアミノ官能性を提供す
るマクロマー、及び、少なくとも2つのカルボキシル官能性を提供する通常クロスリンカ
ー試薬と称される別のマクロマー)から調製することができる。生物分解性エステル結合
は、マクロマーのうちの1種類(例えば、クロスリンカー試薬)の中に組み込むことができ
る。そのような系においては、ヒドロゲルの分解速度論は、当該ヒドロゲルからの分解不
可能なマクロマー部分の放出を経時的にプロットすることによって記録することができる
。放出された分解不可能なマクロマーは、分解可能なエステル含有マクロマーのエステル
-加水分解によって誘発される分解において残存している基にアミド結合を介してコンジ
ュゲートされると理解される。
【０００９】
　Zhao及びHarrisら〔J. Pharmaceutical Sciences 87 (1998) 1450-1458〕は、PEG系ヒ
ドロゲルの分解速度論について記載している。ヒドロゲルを形成させるために、エステル
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を含んでいてアミン反応性を有するPEG誘導体が1種類のマクロマーとして用いられ、分枝
鎖PEGアミン又はタンパク質が2番目の分解不可能なマクロマーとして用いられた。Zhaoと
Harrisの論文の図3は、分解可能なPEG系ヒドロゲルからの蛍光標識されたウシ血清アルブ
ミンマクロマーの放出について詳述している。その研究において、標識されたウシ血清ア
ルブミンは、4-アームPEGテトラアミン又は8-アームPEGオクタアミン又はヒト血清アルブ
ミンと一緒に前駆物質として使用された。分解プロフィールは、バッファー(pH7、37℃)
の中で経時的に記録され、そして、分解の後期における「バースト(burst)」を特徴とす
る。このバースト相の間に、分解不可能なマクロマーのうちの40%から最大で60%までが極
めて短い時間内(即ち、数時間内)に放出されたのが、それに対して、その前のヒドロゲル
分解のラグ相は100時間から最大で400時間まで続いた。この研究においては、「望ましく
ない後期バースト」が回避され得るようにヒドロゲルを製造することに焦点が当てられた
。著者は、ヒドロゲル形成中のゲル化時間を短縮することによってその努力を成し遂げ、
分解不可能なマクロマーの殆どゼロ次放出プロフィールを達成した。
【００１０】
　しかしながら、ヒドロゲルに関するそのような分解プロフィールは、そのようなヒドロ
ゲルに基づくプロドラッグによる薬物の放出の間に長時間にわたるヒドロゲルの分解があ
るので、プロドラッグ送達の分野においては不利である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】国際公開第99/14259号
【特許文献２】欧州特許出願公開第0627911号
【特許文献３】国際公開第2008/125655号
【特許文献４】国際公開第01/47562号
【特許文献５】米国特許出願公開第2003/0023023号
【特許文献６】国際公開第99/14259号
【非特許文献】
【００１２】
【非特許文献１】J. Pharmaceutical Sciences 87 (1998) 1450-1458
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　従って、本発明の1つの目的は、従来技術において記述された分解性ヒドロゲルよりも
便利な分解プロフィールを示すヒドロゲルを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　この目的は、加水分解的に分解可能な結合によって相互に連結されているバックボーン
部分(ここで、該バックボーン部分は、さらに、反応性官能基を含んでいる)を含んでいる
生物分解性ポリエチレングリコール系水不溶性ヒドロゲルであって、前記水不溶性ヒドロ
ゲルが、分解可能な結合の加水分解によって前記ヒドロゲルが1以上のバックボーン部分
を含んでいる水溶性分解産物に完全に分解されるための時間と前記ヒドロゲルの中のバッ
クボーン部分の総量に基づいて1以上のバックボーン部分を含んでいる水溶性分解産物の
最初の10mol-%が放出されるための時間の間の比率が1より大きく且つ2以下(好ましくは、
1より大きく又は1.5以下)であるということをさらに特徴とする、前記生物分解性ポリエ
チレングリコール系水不溶性ヒドロゲルによって達成される。
【００１５】
　特に薬物送達の分野において、高分子担体物質は、意図された治療効果を達成するのに
必要な量の薬物を放出するのに要する時間よりも著しく長い時間にわたっては存在しない
のが望ましいということが分かった。例えば、PEGヒドロゲルを担体結合プロドラッグ用
の高分子担体として使用する場合、その薬物がロードしているヒドロゲルをヒドロゲル物
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質の分解が起こる前に激減させることが望ましい。従って、ヒドロゲルが分解する間に極
めて顕著なバースト効果を示すヒドロゲルを用いることは、それらのヒドロゲルが、分解
可能な結合の加水分解によって前記ヒドロゲルが1以上のバックボーン部分を含んでいる
水溶性分解産物に完全に分解されるための時間が前記ヒドロゲルの中の反応性官能基の総
量に基づいて反応性官能基の最初の10mol-%が放出されるための時間の最大で2倍以下であ
るという点で、上記分解プロフィールを示すので、極めて有利であろう。
【００１６】
　驚くべきことに、バックボーン部分の最初の10%が放出される先行するラグ相と比較し
て官能基を有しているバックボーン部分の放出(90%以上)が極めて短い時間枠内で起こる
ように、反応性を有する生物分解性PEGヒドロゲルを作ることができるということが見い
だされた。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】代表的なバックボーン試薬を示す図である〔○付きＣ：分枝コア；黒い細線：PE
G系ポリマー鎖；「Hyp」/長円形：高分岐樹枝状部分；白い小円：重合可能な官能基；破
線は示されていないより大きな部分に結合していることを示している〕。
【図２】代表的なクロスリンカー試薬を示す図である〔白い小円：重合可能な官能基；白
い矢印：生物分解性結合；星印：バックボーン部分に連結しており且つその反対側は架橋
用部分に連結しているスペーサー部分〕。
【図３】反応性生物分解性ヒドロゲルにおいて2つのバックボーン部分を相互に連結し得
る種々の方法についての概略図を示す図である〔「Hyp」/長円形：高分岐樹枝状部分；黒
い点：反応性官能基；白い菱形：永久的な結合；星印：バックボーン部分に連結しており
且つその反対側は架橋用部分に連結しているスペーサー部分；白い矢印：相互に連結され
ている官能基；#：クロスリンカー部分；黒い細線：PEG系ポリマー鎖；破線は示されてい
ないより大きな部分に結合していることを示している〕。
【図４】修飾された反応性生物分解性ヒドロゲルの概略図を示す図である〔「Hyp」/長円
形：高分岐樹枝状部分；半月形構造を有する黒い点：スペーサー分子、遮断基又は保護基
で修飾された反応性官能基；白い矢印：相互に連結されている官能基；黒い細線：PEG系
ポリマー鎖；白い矢印：相互に連結されている官能基；星印：バックボーン部分に連結し
ており且つその反対側は架橋用部分に連結しているスペーサー部分；#：クロスリンカー
部分；破線は示されていないより大きな部分に結合していることを示している〕。
【図５】コンジュゲート官能基を含んでいる本発明のヒドロゲルの概略図を示す図である
〔「Hyp」/長円形：高分岐樹枝状部分；黒い長円形：コンジュゲート官能基；白い菱形：
永久的な結合；星印：バックボーン部分に連結しており且つその反対側は架橋用部分に連
結しているスペーサー部分；#：クロスリンカー部分；黒い細線：PEG系ポリマー鎖；破線
は示されていないより大きな部分に結合していることを示している〕。
【図６】一時的なプロドラッグリンカーに対する直接的な永久的な結合(図6a)又はスペー
サー部分を介する間接的な永久的な結合(図6b)を含んでいるヒドロゲルの概略図を示す図
である〔「Hyp」/長円形：高分岐樹枝状部分；白い菱形：永久的な結合；星印：バックボ
ーン部分に連結しており且つその反対側は架橋用部分に連結しているスペーサー部分；白
い長方形：スペーサー；白い矢印：相互に連結されている官能基；黒い矢印：リンカー；
白い大円：薬物；#：クロスリンカー部分；破線は示されていないより大きな部分に結合
していることを示している〕。
【図７】コンジュゲート官能基を含んでいる生物分解性ヒドロゲルの分解に由来する分解
産物(図7a)又はヒドロゲルプロドラッグの分解に由来する分解産物(図7b)の概略図を示す
図である〔○付きＣ：分枝コア；黒い細線：PEG系ポリマー鎖；「Hyp」/長円形：高分岐
樹枝状部分；白い菱形：永久的な結合；星印：バックボーン部分に連結しており且つその
反対側は架橋用部分に連結しているスペーサー部分；黒い長円形：コンジュゲート官能基
；白い長方形：スペーサー；黒い矢印：リンカー；破線は示されていないより大きな部分
に結合していることを示している〕。
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【図８】pH7.4で37℃における化合物(9)のインビトロ放出速度論を示す図である。
【図９】pH9で37℃における化合物(15)のインビトロ分解を示す図である。
【図１０】pH7.4で37℃における化合物(15)のインビトロ分解(2反復)を示す図である。
【図１１】pH9で37℃における化合物(5)のインビトロ分解を示す図である。
【図１２】pH9で37℃における化合物(19a)のインビトロ分解を示す図である。
【図１３】ラットにおける化合物(19c)の薬物動態学を示す図である。
【図１４】ラットにおける化合物(19e)の薬物動態学を示す図である。
【図１５】30Gの注射針を使用した場合の力対流れをプロットしたグラフを示す図である
〔データポイント：黒い正方形 = エチレングリコール；黒い三角形 = 水；黒い点 = ヒ
ドロゲルインスリンプロドラッグ〕。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　用語「ヒドロゲル」は、大量の水を吸収することが可能な親水性又は両親媒性の三次元
高分子ネットワークを意味する。そのようなネットワークは、ホモポリマー又はコポリマ
ーで構成させることが可能であり、また、そのようなネットワークは、共有結合性の化学
的又は物理的(イオン性、疎水的相互作用、絡み合い)架橋の存在に起因して、不溶性であ
る。そのような架橋が、ネットワーク構造及び物理的一体性を提供する。ヒドロゲルは水
との熱力学的適合性を示すが、それにより、ヒドロゲルは、水性媒体に中で膨潤すること
ができる。ネットワークの鎖は、細孔が存在し且つそのような細孔のかなりの部分が1nm
～100nmの寸法を有するように連結されている。
【００１９】
　用語「加水分解的に分解可能な(hydrolytically degradable)」、「生物分解性(biodeg
radable)」、又は、「加水分解的に切断可能な(hydrolytically cleavable)」、「切断可
能な(cleavable)」、「自己切断可能な(auto-cleavable)」、又は、「自己切断(self-cle
avage)」、「自己切断可能な(self-cleavable)」、「可逆的な(reversible)」、「一時的
な(transient)」、又は、「一時的な(temporary)」は、本発明に関連して、生理学的な条
件(pH7.4の水性バッファー、37℃)の下で非酵素的に加水分解的に分解可能な又は切断可
能な、1時間から3ヶ月までの半減期を有する結合(bond)及び結合(linkage)に関連し、こ
こで、そのような結合としては、限定するものではないが、アコニチル類、アセタール類
、アミド類、カルボン酸無水物類、エステル類、イミン類、ヒドラゾン類、マレアミド酸
アミド類、オルトエステル類、ホスファミド類、ホスホエステル類、ホスホシリルエステ
ル類、シリルエステル類、スルホン酸エステル類、芳香族カルバメート類及びそれらの組
合せなどがある。
【００２０】
　本発明によるヒドロゲルの中に分解可能な相互に連結されている官能基として存在して
いる場合、好ましい生物分解性結合は、カルボン酸エステル類、カルボネート類、ホスホ
エステル類及びスルホン酸エステル類であり、最も好ましいのは、カルボン酸エステル類
又はカルボネート類である。
【００２１】
　インビトロでの研究に関しては、実用的な目的のために促進条件(例えば、pH9、37℃、
水性バッファー)を使用することができるということは、理解される。pHのみが異なって
いる2種類の比較試験(それぞれ、pH7.4、又は、pH9)を実施することによって、pH9で実施
される将来の実験において使用可能な因子を計算してpH7.4で実施される実験の相当する
反応速度論を計算することができる。
【００２２】
　永久的な結合は、生理学的な条件(pH7.4の水性バッファー、37℃)の下で非酵素的に加
水分解的に分解可能で、6ヶ月以上の半減期を有する(例えば、アミド類)。
【００２３】
　用語「試薬」は、本発明の生物分解性ヒドロゲル、コンジュゲート及びプロドラッグを
もたらすアセンブリプロセスにおいて使用される中間体又は出発試薬を意味する。
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【００２４】
　用語「化学的官能基」は、カルボン酸及び活性化誘導体、アミノ、マレイミド、チオー
ル及び誘導体、スルホン酸及び誘導体、カルボネート及び誘導体、カルバメート及び誘導
体、ヒドロキシル、アルデヒド、ケトン、ヒドラジン、イソシアネート、イソチオシアネ
ート、リン酸及び誘導体、ホスホン酸及び誘導体、ハロアセチル、アルキルハロゲン化物
、アクリロイル及び別のα-β不飽和マイケル受容体、アリール化剤(例えば、フッ化アリ
ール)、ヒドロキシルアミン、ジスルフィド(例えば、ピリジルジスルフィド)、ビニルス
ルホン、ビニルケトン、ジアゾアルカン、ジアゾアセチル化合物、オキシラン及びアジリ
ジンを意味する。
【００２５】
　化学的官能基が別の化学的官能基に結合する場合、生じた化学的構造は、「結合(linka
ge)」と称される。例えば、アミン基とカルボキシル基の反応によって、アミド結合が生
じる。
【００２６】
　「反応性官能基」は、高分岐部分に連結される、バックボーン部分の化学的官能基であ
る。
【００２７】
　「官能基」は、「反応性官能基」、「分解可能な相互に連結されている官能基」又は「
コンジュゲート官能基」に対して使用される集合語である。
【００２８】
　「分解可能な相互に連結されている官能基」は、一端においてバックボーン部分に連結
しているスペーサー部分に連結しており且つ他端において架橋部分に連結している生物分
解性結合を含んでいる結合である。用語「分解可能な相互に連結されている官能基」、「
生物分解性の相互に連結されている官能基」、「相互に連結されている生物分解性官能基
」及び「相互に連結されている官能基」は、同じ意味で使用される。
【００２９】
　「コンジュゲート官能基」は、アフィニティーリガンド又はキレート基又はイオン交換
基とアフィニティーリガンド又はキレート基をバックボーン部分の高分岐部分に連結する
永久的な結合を含んでいる。
【００３０】
　用語「遮断基(blocking group)」又は「キャッピング基(capping grpoup)」は、同じ意
味で使用され、そして、反応性官能基が例えば化学的官能基などと反応できないようにす
るためにその反応性官能基に不可逆的に(特に、永久的に)連結される部分構造を意味する
。
【００３１】
　用語「保護基(protecting group)」又は「保護基(protective group)」は、反応性官能
基が例えば別の化学的官能基などと反応できないようにするためにその反応性官能基に可
逆的に連結される部分構造を意味する。
【００３２】
　用語「相互に連結可能な(interconnectable)官能基」は、ラジカル重合反応に関与し且
つクロスリンカー試薬又はバックボーン試薬の一部分である、化学的官能基を意味する。
【００３３】
　用語「重合可能な官能基」は、ライゲーションタイプの重合反応に関与し且つクロスリ
ンカー試薬又はバックボーン試薬の一部分である、化学的官能基を意味する。
【００３４】
　バックボーン部分は、一端においてバックボーン部分に連結されており且つ他端におい
て架橋部分に連結されているスペーサー部分を含み得る。
【００３５】
　用語「誘導体」は、保護基及び/若しくは活性化基で適切に置換されている化学的官能
基を意味するか、又は、当業者には知られている対応する化学的官能基の活性化形態を意
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味する。例えば、カルボキシル基の活性化形態としては、限定するものではないが、以下
のものなどがある：活性エステル類、例えば、スクシンイミジルエステル、ベンゾトリア
ジルエステル、ニトロフェニルエステル、ペンタフルオロフェニルエステル、アザベンゾ
トリアジルエステル、ハロゲン化アシル、混合無水物又は対称無水物、アシルイミダゾー
ル。
【００３６】
　用語「非酵素的的に切断可能なリンカー」は、酵素的活性がない生理学的な条件下にお
いて加水分解的に分解可能なリンカーを意味する。
【００３７】
　「生物学的に不活性なリンカー(non-biologically active linker)」は、生物学的に活
性な部分から誘導された薬物(D-H)の薬理効果を示さないリンカーを意味する。
【００３８】
　用語「スペーサー」、「スペーサー基」、「スペーサー分子」及び「スペーサー部分」
は、交換可能に使用され、そして、2つの部分を連結するのに適した任意の部分、例えば
、C1-50アルキル、C2-50アルケニル又はC2-50アルキニル〔ここで、該フラグメントは、-
NH-、-N(C1-4アルキル)-、-O-、-S-、-C(O)-、-C(O)NH-、-C(O)N(C1-4アルキル)-、-O-C(
O)-、-S(O)-、-S(O)2-、4～7員のヘテロシクリル、フェニル又はナフチルから選択される
1以上の基で場合により中断されていてもよい〕などを意味する。
【００３９】
　用語「末端(terminal)」、「末端(terminus)」又は「遠位末端(distal end)」は、分子
又は部分の中の官能基又は結合の位置を示しており、ここで、当該官能基は化学的官能基
であることができ、及び、当該結合は分解可能な結合又は永久的な結合であることができ
、これらは、2つの部分の間の結合に隣接して若しくはその結合の中に位置しているか、
又は、オリゴマー鎖若しくはポリマー鎖の末端に位置していることを特徴とする。
【００４０】
　用語「薬物」、「薬物部分」、「生物学的に活性な分子」、「生物学的に活性な部分」
及び「生物学的に活性な作用薬」などは、同じ意味で使用され、そして、生物学的有機体
(これには、限定するものではないが、ウイルス、細菌、真菌、植物、動物及びヒトが包
含される)の物理的又は生化学的な任意の特性に作用し得る任意の物質を意味する。特に
、本明細書中で使用される場合、生物学的に活性な分子には、ヒト若しくは別の動物にお
ける疾患の診断、療法、緩和、治療若しくは予防を対象とする任意の物質、又は、ヒト若
しくは動物の肉体的若しくは精神的な状態をさらに良くするための任意の物質が包含され
る。生物学的に活性な分子の例としては、限定するものではないが、ペプチド、タンパク
質、酵素、小分子薬物(例えば、非ペプチド薬物)、染料、脂質、ヌクレオシド、オリゴヌ
クレオチド、ポリヌクレオチド、核酸、細胞、ウイルス、リポソーム、微粒子及びミセル
などを挙げることができる。本発明で使用するのに適している種類の生物学的に活性な作
用薬としては、限定するものではないが、抗生物質、殺菌剤、抗ウイルス薬、抗炎症薬、
抗腫瘍薬、心臓血管作用薬、抗不安薬、ホルモン、成長因子及びステロイド薬などがある
。
【００４１】
　表現「束縛された形態で」又は「部分」は、より大きな分子の一部分である下位構造を
意味する。表現「束縛された形態で」は、当業者にはよく知られている試薬類、出発物質
又は仮説上の出発物質の名前を挙げる又はそれらを列挙することによって部分への参照を
容易にするために使用され、ここで、「束縛された形態で」は、当該試薬又は出発物質の
中に存在している例えば1以上の水素基(-H)又は1以上の活性化基若しくは保護基が当該部
分の中に存在していないことを意味する。
【００４２】
　高分子部分を含んでいる全ての試薬及び部分は、分子量、鎖長若しくは重合度又は官能
基の数に関してばらつきを示すことが知られている巨大分子物質を意味するものと理解さ
れる。従って、バックボーン試薬、バックボーン部分、クロスリンカー試薬及びクロスリ
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ンカー部分に関して示されている構造は、代表的な例に過ぎない。
【００４３】
　用語「水溶性」は、水不溶性分解産物から濾過によって分離された本発明の生物分解性
ヒドロゲルの分解産物を意味する。
【００４４】
　試薬又は部分は、直鎖であり得るか又は分枝鎖であり得る。該試薬又は部分が2つの末
端基を有している場合、それは、直鎖の試薬又は部分と称される。該試薬又は部分が3つ
以上の末端基を有している場合、それは、分枝鎖の又は多官能性の試薬又は部分であると
考えられる。
【００４５】
　出発物質
　本発明の生物分解性ヒドロゲルは、ラジカル重合又はイオン重合又はライゲーション反
応のいずれかによって重合させることができる。
【００４６】
　本発明の生物分解性ヒドロゲルをラジカル重合又はイオン重合によって調製する場合、
本発明の生物分解性ヒドロゲルのための少なくとも2種類の出発物質は、架橋用マクロモ
ノマー又は架橋用モノマー(これらは、クロスリンカー試薬と称される)及び多官能性マク
ロモノマー(これは、バックボーン試薬と称される)である。クロスリンカー試薬は少なく
とも2つの相互に連結可能な官能基を有しており、バックボーン試薬は少なくとも1つの相
互に連結可能な官能基と重合段階に関与することは意図されていない少なくとも1つの化
学的官能基を有している。さらなる希釈用モノマーは、存在させてもよいし、又は、存在
させなくてもよい。
【００４７】
　有用な相互に連結可能な官能基としては、限定するものではないが、ラジカル重合可能
な基、例えば、ビニル、ビニル-ベンゼン、アクリレート、アクリルアミド、メタクリレ
ート及びメタクリルアミド、並びに、イオン重合可能な基、例えば、オキセタン、アジリ
ジン及びオキシランなどを挙げることができる。
【００４８】
　代替的な調製方法においては、本発明による生物分解性ヒドロゲルは、化学的ライゲー
ション反応によって生成させる。そのような反応においては、その出発物質は、縮合反応
又は付加反応などの反応を受ける相補的な官能性を有している少なくとも1種類の巨大分
子出発物質である。一代替法においては、1種類のみの巨大分子出発物質を使用し、これ
は、多数の重合可能な官能基を含んでいるヘテロ多官能性バックボーン試薬である。
【００４９】
　あるいは、2種類以上の巨大分子出発物質を使用する場合、それら出発物質のうちの1種
類は、少なくとも2つの同じ重合可能な官能基を有するクロスリンカー試薬であり、もう1
種類の出発物質は、同様に多数の重合可能な官能基を含んでいるホモ多官能性又はヘテロ
多官能性のバックボーン試薬である。
【００５０】
　クロスリンカー試薬上に存在する適切な重合可能な官能基としては、第1級アミノ及び
第2級アミノ、カルボン酸及び誘導体、マレイミド、チオール、ヒドロキシル及び別のα,
β不飽和マイケル受容体(例えば、ビニルスルホン基)などがあり、好ましくは、末端第1
級アミノ又は末端第2級アミノ、カルボン酸及び誘導体、マレイミド、チオール、ヒドロ
キシル及び別のα,β不飽和マイケル受容体(例えば、ビニルスルホン基)などがある。バ
ックボーン試薬中に存在する適切な重合可能な官能基としては、限定するものではないが
、第1級アミノ及び第2級アミノ、カルボン酸及び誘導体、マレイミド、チオール、ヒドロ
キシル及び別のα,β不飽和マイケル受容体(例えば、ビニルスルホン基)などがある。
【００５１】
　優先的に、バックボーン部分は、そこから少なくとも3つのPEG系ポリマー鎖が延びてい
る分枝コアを有していることを特徴とする。従って、本発明の好ましい態様においては、
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該バックボーン試薬は、そこから少なくとも3つのPEG系ポリマー鎖が延びている分枝コア
を含んでいる。そのような分枝コアは、束縛された形態で、ポリアルコール類若しくはオ
リゴアルコール類、好ましくは、ペンタエリトリトール、トリペンタエリトリトール、ヘ
キサグリセリン、スクロース、ソルビトール、フルクトース、マンニトール、グルコース
、セルロース、アミロース類、デンプン類、ヒドロキシアルキルデンプン類、ポリビニル
アルコール類、デキストラン類、ヒアルロナン(hyualuronan)類を含むことができるか、
又は、分枝コアは、束縛された形態で、ポリアミン類若しくはオリゴアミン類、例えば、
オルニチン、ジアミノ酪酸、トリリシン、テトラリシン、ペンタリシン、ヘキサリシン、
ヘプタリシン、オクタリシン、ノナリシン、デカリシン、ウンデカリシン、ドデカリシン
、トリデカリシン、テトラデカリシン、ペンタデカリシン若しくはオリゴリシン類、ポリ
エチレンイミン類、ポリビニルアミン類を含むことができる。
【００５２】
　好ましくは、該分枝コアからは、3～16のPEG系ポリマー鎖が延びており、さらに好まし
くは、4～8のPEG系ポリマー鎖が延びている。好ましい分枝コアは、ペンタエリトリトー
ル、トリリシン、テトラリシン、ペンタリシン、ヘキサリシン、ヘプタリシン又はオリゴ
リシン、低分子量PEI、ヘキサグリセリン、トリペンタエリトリトールを束縛された形態
で含むことができる。好ましくは、該分枝コアからは、3～16のPEG系ポリマー鎖が延びて
おり、さらに好ましくは、4～8のPEG系ポリマー鎖が延びている。好ましくは、PEG系ポリ
マー鎖は、適切に置換されているポリ(エチレングリコール)誘導体である。
【００５３】
　用語「ポリ(エチレングリコール)系ポリマー鎖」又は「PEG系鎖」は、オリゴ分子鎖又
はポリ分子鎖を意味する。
【００５４】
　好ましくは、該ポリ(エチレングリコール)系ポリマー鎖は分枝コアに連結されており、
それは、その一端が分枝コアに連結されていて且つ他端が高分岐樹枝状部分に連結されて
いる線状ポリ(エチレングリコール)鎖である。PEG系鎖が、ヘテロ原子及び化学的官能基
で場合により置換されていてもよいアルキル基又はアリール基で末端部が形成されてもよ
いか又は中断されてもよいということは、理解される。
【００５５】
　用語「ポリ(エチレングリコール)系ポリマー鎖」がクロスリンカー試薬に関連して使用
される場合、それは、少なくとも20重量%のエチレングリコール部分を含んでいるクロス
リンカー部分又はクロスリンカー鎖のことを示している。
【００５６】
　バックボーン試薬に適した分枝コアから延びているPEG系ポリマー鎖を含んでいる好ま
しい構造は、マルチアームPEG誘導体〔これは、例えば、「JenKem Technology, USA」の
製品一覧(2009年7月28日に「www.jenkemusa.com」からダウンロードすることによりアク
セスした)の中に詳述されている〕、4アーム-PEG誘導体(ペンタエリトリトールコア)、8
アーム-PEG誘導体(ヘキサグリセリンコア)及び8アーム-PEG誘導体(トリペンタエリトリト
ールコア)である。最も好ましいのは、以下のものである：4アームPEGアミン(ペンタエリ
トリトールコア)及び4アームPEGカルボキシル(ペンタエリトリトールコア)、8アームPEG
アミン(ヘキサグリセリンコア)、8アームPEGカルボキシル(ヘキサグリセリンコア)、8ア
ームPEGアミン(トリペンタエリトリトールコア)及び8アームPEGカルボキシル(トリペンタ
エリトリトールコア)。バックボーン試薬の中のそのようなマルチアームPEG-誘導体の好
ましい分子量は、1kDa～20kDaであり、さらに好ましくは、1kDa～15kDaであり、一層さら
に好ましくは、1kDa～10kDaである。末端アミン基がさらにコンジュゲートされてバック
ボーン部分の相互に連結されている官能基及び反応性官能基を提供することは理解される
。
【００５７】
　用語「分枝コア」及び「コア」は交換可能に使用される。
【００５８】
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　高分岐樹枝状部分は重合可能な官能基を提供する。好ましくは、各樹枝状部分は、0.4k
Da～4kDaの範囲内にある分子量を有しており、さらに好ましくは、0.4kDa～2kDaの範囲内
にある分子量を有している。好ましくは、各樹枝状部分は、少なくとも3の分枝と少なく
とも4の重合可能な官能基、及び、最大で63の分枝と64の重合可能な官能基を有しており
、好ましくは、少なくとも7の分枝と少なくとも8の重合可能な官能基、及び、最大で31の
分枝と32の重合可能な官能基を有している。
【００５９】
　そのような樹枝状部分の例は、トリリシン、テトラリシン、ペンタリシン、ヘキサリシ
ン、ヘプタリシン、オクタリシン、ノナリシン、デカリシン、ウンデカリシン、ドデカリ
シン、トリデカリシン、テトラデカリシン、ペンタデカリシン、ヘキサデカリシン、ヘプ
タデカリシン、オクタデカリシン、ノナデカリシン、オルニチン及びジアミノ酪酸である
。好ましいそのような樹枝状部分の例は、トリリシン、テトラリシン、ペンタリシン、ヘ
キサリシン、ヘプタリシンであり、最も好ましいのは、束縛された形態にあるトリリシン
、ペンタリシン又はヘプタリシンである。
【００６０】
　該クロスリンカー試薬は、直鎖分子であることができるか、又は、分枝鎖分子であるこ
とができ、好ましくは、直鎖分子である。該クロスリンカー試薬が2つの重合可能な官能
基を有している場合、それは、「直鎖クロスリンカー試薬」と称され；該クロスリンカー
試薬が3つ以上の重合可能な官能基を有している場合、それは、「分枝鎖クロスリンカー
試薬」であると考えられる。
【００６１】
　クロスリンカー試薬は、2つの重合可能な官能基によって末端部が形成され、そして、
生物分解性基を含んでいなくてもよいか、又は、少なくとも1の生物分解性結合を含んで
いてもよい。好ましくは、該クロスリンカー試薬は、少なくとも1の生物分解性結合を含
んでいる。
【００６２】
　一実施形態では、クロスリンカー試薬はポリマーで構成される。好ましくは、クロスリ
ンカー試薬は、60Da～5kDaの範囲内にある分子量を有しており、さらに好ましくは、0.5k
Da～4kDa、一層さらに好ましくは、1kDa～4kDa、一層さらに好ましくは、1kDa～3kDaの範
囲内にある分子量を有している。
【００６３】
　特に生物分解性ヒドロゲルを形成させるのに親水性高分子量バックボーン部分が使用さ
れる場合は、オリゴマー架橋用試薬又は高分子架橋用試薬に加えて、低分子量架橋用試薬
も使用することができる。
【００６４】
　一実施形態では、クロスリンカー試薬は、生物分解性結合によって連結されているモノ
マーを含んでいる。即ち、該クロスリンカー試薬は、生物分解性結合によって連結されて
いるモノマーから形成される。そのような高分子クロスリンカー試薬は、当該クロスリン
カー試薬の分子量及び当該モノマー単位の分子量に応じて、最大で100又はそれ以上の生
物分解性結合を含んでいることができる。そのようなクロスリンカー試薬の例としては、
ポリ(乳酸)系ポリマー又はポリ(グリコール酸)系ポリマーなどを挙げることができる。
【００６５】
　好ましくは、該クロスリンカー試薬はPEG系であり、好ましくは、1つのみのPEG系分子
鎖によって表される。好ましくは、該ポリ(エチレングリコール)系クロスリンカー試薬は
、連結されたエチレングリコール単位を含んでいる炭化水素鎖であり、ここで、該ポリ(
エチレングリコール)系クロスリンカー試薬は、少なくとも、それぞれm個のエチレングリ
コール単位を含んでおり、ここで、mは、3～100の範囲内の整数であり、好ましくは、10
～70の範囲内の整数である。好ましくは、該ポリ(エチレングリコール)系クロスリンカー
試薬は、0.5kDa～5kDaの範囲内にある分子量を有している。
【００６６】
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　使用されている技術用語について例証するために、簡略化されたバックボーン試薬の例
が図1に示されている。中央の分枝コア(○付きＣ)から4つのPEG系ポリマー鎖(黒い細線)
が延びており、その末端に、高分岐樹枝状部分(「Hyp」；長円形)が付いている。その高
分岐樹枝状部分は重合可能な官能基(白い小円)を有しており、ここでは、重合可能な官能
基のうちで選択されたもののみが示されている。即ち、高分岐樹枝状部分は、図1に示さ
れているものよりも多くの反応性官能基を含んでいる。
【００６７】
　図2は、4種類の代表的なクロスリンカー試薬を示している。それらの重合可能な官能基
(白い小円)に加えて、架橋用試薬は、生物分解性結合(bond)を含んでいる1以上の生物分
解性結合(linkage)(白い矢印)を含み得る。
【００６８】
　クロスリンカー試薬2Aは、生物分解性結合(bond)を含んでいない。生物分解性ヒドロゲ
ルの合成にそのようなクロスリンカー試薬が使用される場合、生物分解性結合(linkage)
は、クロスリンカー試薬の重合可能な官能基とバックボーン試薬の重合可能な官能基の反
応によって形成される。
【００６９】
　クロスリンカー試薬2Bは1つの生物分解性結合(linkage)を含んでおり、クロスリンカー
試薬2Cは2つの生物分解性結合(linkage)を含んでおり、クロスリンカー試薬2Dは4つの生
物分解性結合(linkage)を含んでいる。
【００７０】
　重合可能な基と1番目の生物分解性結合(bond)の間の部分はスペーサーと称され、適切
な場合には、種々のクロスリンカー部分において星印によって示されている。
【００７１】
　反応性生物分解性ヒドロゲル
　本発明の反応性生物分解性ヒドロゲルは多官能基化された物質であり、これは、本発明
の反応性生物分解性ヒドロゲルが水中で膨潤可能な三次元架橋マトリックスの中に反応性
官能基及び相互に連結されている官能基を含んでいることを意味する。
【００７２】
　該反応性生物分解性ヒドロゲルは加水分解的に分解可能な結合によって相互に連結され
ているバックボーン部分で構成されており、該バックボーン部分はクロスリンカー部分を
介して結合し得る。
【００７３】
　一実施形態では、反応性生物分解性ヒドロゲルのバックボーン部分は、直接に(即ち、
クロスリンカー部分無しで)結合され得る。そのような反応性生物分解性ヒドロゲルの2つ
のバックボーン部分の高分岐樹枝状部分は、2つの高分岐樹枝状部分を連結させる相互に
連結されている官能基を介して直接に結合され得る。あるいは、2つの異なったバックボ
ーン部分の2つの高分岐樹枝状部分は、相互に連結されている官能性部分によって分離さ
れている2つのスペーサー部分を介して相互に連結され得る。
【００７４】
　好ましくは、該反応性生物分解性ヒドロゲルは加水分解的に分解可能な結合によって相
互に連結されているバックボーン部分で構成されており、該バックボーン部分はクロスリ
ンカー部分を介して結合している。
【００７５】
　用語「生物分解性又は加水分解的に分解可能な結合」は、生理学的な条件(pH7.4の水性
バッファー、37℃)の下で非酵素的に加水分解的に分解可能な、1時間から3ヶ月までの半
減期を有する結合を表し、ここで、そのような結合としては、限定するものではないが、
アコニチル類、アセタール類、カルボン酸無水物類、エステル類、イミン類、ヒドラゾン
類、マレアミド酸アミド類、オルトエステル類、ホスファミド類、ホスホエステル類、ホ
スホシリルエステル類、シリルエステル類、スルホン酸エステル類、芳香族カルバメート
類及びそれらの組合せなどがある。好ましい生物分解性結合は、エステル類、カルボネー
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ト類、ホスホエステル類及びスルホン酸エステル類であり、最も好ましいのは、エステル
類又はカルボネート類である。
【００７６】
　本発明の反応性生物分解性ヒドロゲルにおいて、バックボーン部分とクロスリンカー部
分の間の生物分解性結合の加水分解速度は、相互に連結されている官能基と高分岐部分の
間のスペーサー部分の中の連結されている原子の数及び種類によって影響を受けるか又は
決定される。例えば、クロスリンカーPEGエステルを形成させるためにコハク酸、アジピ
ン酸又はグルタル酸から選択することによって、反応性生物分解性ヒドロゲルの分解半減
期を変えることが可能である。
【００７７】
　各クロスリンカー部分は、加水分解的に分解可能な結合のうちの少なくとも2によって
末端部が形成される。クロスリンカー部分は、末端にある生物分解性結合に加えて、さら
なる生物分解性結合を含み得る。かくして、バックボーン部分に結合しているクロスリン
カー部分の各末端は、加水分解的に分解可能な結合を含み、及び、付加的な生物分解性結
合がクロスリンカー部分の中に場合により存在し得る。
【００７８】
　該反応性生物分解性ヒドロゲルは、1以上の異なったタイプのクロスリンカー部分、好
ましくは、1つのクロスリンカー部分を含み得る。該クロスリンカー部分は、直鎖分子で
あることができるか、又は、分枝鎖分子であることができ、好ましくは、直鎖分子である
。本発明の好ましい実施形態では、該クロスリンカー部分は、少なくとも2つの生物分解
性結合によってバックボーン部分に連結されている。
【００７９】
　好ましくは、クロスリンカー部分は、60Da～5kDaの範囲内にある分子量を有しており、
さらに好ましくは、0.5kDa～4kDa、一層さらに好ましくは、1kDa～4kDa、一層さらに好ま
しくは、1kDa～3kDaの範囲内にある分子量を有している。一実施形態では、クロスリンカ
ー部分は、ポリマーで構成されている。
【００８０】
　あるいは、特に反応性生物分解性ヒドロゲルを形成させるのに親水性高分子量バックボ
ーン部分が使用される場合は、低分子量クロスリンカー部分を使用することができる。
【００８１】
　一実施形態では、高分子クロスリンカー部分を構成するモノマーは、生物分解性結合に
よって連結されている。そのような高分子クロスリンカー部分は、当該クロスリンカー部
分の分子量及び当該モノマー単位の分子量に応じて、最大で100又はそれ以上の生物分解
性結合を含んでいることができる。そのようなクロスリンカー部分の例は、又はポリ(グ
リコール酸)系ポリマーである。そのようなポリ(乳酸)鎖又はポリ(グリコール酸)鎖がア
ルキル基又はアリール基で末端部が形成されてもよいか又は中断されてもよいということ
及びそれらがヘテロ原子及び化学的官能基で場合により置換されていてもよいということ
は、理解される。
【００８２】
　好ましくは、該クロスリンカー部分はPEG系であり、好ましくは、1つのみのPEG系分子
鎖によって表される。好ましくは、該ポリ(エチレングリコール)系クロスリンカー部分は
エチレングリコール単位を含んでいる炭化水素鎖(これは、場合により、さらなる化学的
官能基を含んでいてもよい)であり、ここで、該ポリ(エチレングリコール)系クロスリン
カー部分は、少なくとも、それぞれm個のエチレングリコール単位を含んでおり、ここで
、mは、3～100の範囲内の整数であり、好ましくは、10～70の範囲内の整数である。好ま
しくは、該ポリ(エチレングリコール)系クロスリンカー部分は、0.5kDa～5kDaの範囲内に
ある分子量を有している。
【００８３】
　クロスリンカー部分又は分枝コアに連結されているPEG系ポリマー鎖に関連して使用さ
れる場合、用語「PEG系(PEG-based)」は、少なくとも20重量%のエチレングリコール部分
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を含んでいるクロスリンカー部分又はEG系ポリマー鎖を意味する。
【００８４】
　PEG系ポリマー鎖が、ヘテロ原子及び化学的官能基で場合により置換されていてもよい
アルキル基又はアリール基で末端部が形成されてもよいか又は中断されてもよいというこ
とは、理解される。
【００８５】
　本発明の好ましい実施形態では、クロスリンカー部分はPEGで構成され、これは、永久
的なアミド結合で高分岐樹枝状部分に連結されているバックボーン部分によって提供され
る2つのα，ω-脂肪族ジカルボン酸スペーサーにエステル結合を介して対称的に連結され
ている。
【００８６】
　該スペーサー部分のジカルボン酸は、3～12個の炭素原子(最も好ましくは、5～8個の炭
素原子)で構成され、そして、1以上の炭素原子において置換され得る。好ましい置換基は
、アルキル基、ヒドロキシル基若しくはアミド基又は置換されているアミノ基である。該
脂肪族ジカルボン酸のメチレン基のうちの1以上は、O若しくはNHで場合により置換されて
いてもよいか又はアルキルで置換されているNで場合により置換されていてもよい。好ま
しいアルキルは、1～6個の炭素原子を有する直鎖又は分枝鎖のアルキルである。
【００８７】
　優先的に、バックボーン部分は、そこから少なくとも3つのPEG系ポリマー鎖が延びてい
る分枝コアを有していることを特徴とする。従って、本発明の好ましい態様においては、
該バックボーン部分は、そこから少なくとも3つのPEG系ポリマー鎖が延びている分枝コア
を含んでいる。そのような分枝コアは、束縛された形態で、ポリアルコール類若しくはオ
リゴアルコール類、好ましくは、ペンタエリトリトール、トリペンタエリトリトール、ヘ
キサグリセリン、スクロース、ソルビトール、フルクトース、マンニトール、グルコース
、セルロース、アミロース類、デンプン類、ヒドロキシアルキルデンプン類、ポリビニル
アルコール類、デキストラン類、ヒアルロナン(hyualuronan)類を含むことができるか、
又は、分枝コアは、束縛された形態で、ポリアミン類若しくはオリゴアミン類、例えば、
トリリシン、テトラリシン、ペンタリシン、ヘキサリシン、ヘプタリシン、オクタリシン
、ノナリシン、デカリシン、ウンデカリシン、ドデカリシン(dedecalysine)、トリデカリ
シン、テトラデカリシン、ペンタデカリシン若しくはオリゴリシン類、ポリエチレンイミ
ン類、ポリビニルアミン類を含むことができる。
【００８８】
　好ましくは、該分枝コアからは、3～16のPEG系ポリマー鎖が延びており、さらに好まし
くは、4～8のPEG系ポリマー鎖が延びている。好ましい分枝コアは、ペンタエリトリトー
ル、オルニチン、ジアミノ酪酸(diaminobuyric acid)、トリリシン、テトラリシン、ペン
タリシン、ヘキサリシン、ヘプタリシン又はオリゴリシン、低分子量PEI、ヘキサグリセ
リン、トリペンタエリトリトールを束縛された形態で含むことができる。好ましくは、該
分枝コアからは、3～16のPEG系ポリマー鎖が延びており、さらに好ましくは、4～8のPEG
系ポリマー鎖が延びている。好ましくは、PEG系ポリマー鎖は、適切に置換されているポ
リ(エチレングリコール)誘導体である。
【００８９】
　好ましくは、分枝コアに連結されているそのようなPEG系ポリマー鎖は、その一端が分
枝コアに連結されていて且つ他端が高分岐樹枝状部分に連結されている線状ポリ(エチレ
ングリコール)鎖である。PEG系鎖が、ヘテロ原子及び化学的官能基で場合により置換され
ていてもよいアルキル基又はアリール基で末端部が形成されてもよいか又は中断されても
よいということは、理解される。
【００９０】
　バックボーン試薬に適した分枝コアから延びているPEG系ポリマー鎖を含んでいる好ま
しい構造は、マルチアームPEG誘導体〔これは、例えば、「JenKem Technology, USA」の
製品一覧(2009年7月28日に「www.jenkemusa.com」からダウンロードすることによりアク
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セスした)の中に詳述されている〕、4アーム-PEG誘導体(ペンタエリトリトールコア)、8
アーム-PEG誘導体(ヘキサグリセリンコア)及び8アーム-PEG誘導体(トリペンタエリトリト
ールコア)である。最も好ましいのは、以下のものである：4アームPEGアミン(ペンタエリ
トリトールコア)及び4アームPEGカルボキシル(ペンタエリトリトールコア)、8アームPEG
アミン(ヘキサグリセリンコア)、8アームPEGカルボキシル(ヘキサグリセリンコア)、8ア
ームPEGアミン(トリペンタエリトリトールコア)及び8アームPEGカルボキシル(トリペンタ
エリトリトールコア)。バックボーン試薬の中のそのようなマルチアームPEG-誘導体の好
ましい分子量は、1kDa～20kDaであり、さらに好ましくは、1kDa～15kDaであり、一層さら
に好ましくは、1kDa～10kDaである。上記マルチアーム分子の末端アミン基がバックボー
ン部分の中に束縛された形態で存在してバックボーン部分のさらなる相互に連結されてい
る官能基と反応性官能基を提供することは、理解される。
【００９１】
　そのような付加的な官能基は、樹枝状部分によって提供され得る。好ましくは、各樹枝
状部分は、0.4kDa～4kDaの範囲内にある分子量を有しており、さらに好ましくは、0.4kDa
～2kDaの範囲内にある分子量を有している。好ましくは、各樹枝状部分は、少なくとも3
の分枝と少なくとも4の反応性官能基、及び、最大で63の分枝と64の反応性官能基を有し
ており、好ましくは、少なくとも7の分枝と少なくとも8の反応性官能基、及び、最大で31
の分枝と32の反応性官能基を有している。
【００９２】
　そのような樹枝状部分の例としては、束縛された形態にあるトリリシン、テトラリシン
、ペンタリシン、ヘキサリシン、ヘプタリシン、オクタリシン、ノナリシン、デカリシン
、ウンデカリシン、ドデカリシン、トリデカリシン、テトラデカリシン、ペンタデカリシ
ン、ヘキサデカリシン、ヘプタデカリシン、オクタデカリシン、ノナデカリシンなどを挙
げることができる。好ましいそのような樹枝状部分の例としては、束縛された形態にある
トリリシン、テトラリシン、ペンタリシン、ヘキサリシン、ヘプタリシンなどを挙げるこ
とができ、最も好ましいのは、束縛された形態にあるトリリシン、ペンタリシン又はヘプ
タリシンである。
【００９３】
　バックボーン部分の相互に連結されている官能基と反応性官能基の総量が分枝コアから
延びているPEG系ポリマー鎖の数で均分されるのが好ましい。例えば、32の相互に連結さ
れている官能基と反応性官能基が存在する場合、好ましくは各PEG系ポリマー鎖の末端に
結合している樹枝状部分を用いて、コアから延びている4つのPEG系ポリマー鎖のそれぞれ
によって8つの基が提供され得る。あるいは、コアから延びている8つのPEG系ポリマー鎖
のそれぞれによって4つの基が提供され得るか、又は、16のPEG系ポリマー鎖のそれぞれに
よって2つの基が提供され得る。
【００９４】
　分枝コアから延びているPEG系ポリマー鎖の数によって等しく分配することができない
場合、PEG系ポリマー鎖1つ当たりの相互に連結されている官能基と反応性官能基の総量の
平均数からの偏差を最少に維持することが好ましい。
【００９５】
　該反応性官能基は、アフィニティーリガンド、キレート基、イオン交換基、薬物、プロ
ドラッグ、担体結合プロドラッグ、遮断基又はキャッピング基などの直接的な結合又は間
接的な結合に対する結合点として機能し得る。
【００９６】
　理想的には、該反応性官能基は、当該反応性生物分解性ヒドロゲル全体に均一に分散さ
れ、そして、その反応性生物分解性ヒドロゲルの表面上には存在していてもよいし又は存
在していなくてもよい。そのような反応性官能基の非限定的な例としては、限定するもの
ではないが、高分岐樹枝状部分に連結されている以下の化学的官能基を挙げることができ
る：カルボン酸及び活性化誘導体、アミノ、マレイミド、チオール及び誘導体、スルホン
酸及び誘導体、カルボネート及び誘導体、カルバメート及び誘導体、ヒドロキシル、アル
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デヒド、ケトン、ヒドラジン、イソシアネート、イソチオシアネート、リン酸及び誘導体
、ホスホン酸及び誘導体、ハロアセチル、アルキルハロゲン化物、アクリロイル及び別の
α-β不飽和マイケル受容体、アリール化剤(例えば、フッ化アリール)、ヒドロキシルア
ミン、ジスルフィド(例えば、ピリジルジスルフィド)、ビニルスルホン、ビニルケトン、
ジアゾアルカン、ジアゾアセチル化合物、オキシラン並びにアジリジン。好ましい反応性
官能基としては、チオール、マレイミド、アミノ、カルボン酸及び誘導体、カルボネート
及び誘導体、カルバメート及び誘導体、アルデヒド並びにハロアセチルなどがある。好ま
しくは、該反応性官能基は、第1級アミノ基又はカルボン酸であり、最も好ましいのは、
第1級アミノ基である。
【００９７】
　そのような反応性官能基は、別の官能基の存在下において化学選択的にアドレス可能で
あることを特徴とし、また、さらに、そのような反応性生物分解性ヒドロゲルの中の反応
性官能基の濃度が当該反応性生物分解性ヒドロゲルが完全に分解されるのに必要な時間の
最初の半分の間に殆ど一定であることも特徴とする。
【００９８】
　「殆ど一定」であるためには、当該反応性官能基の重量濃度は、反応性生物分解性ヒド
ロゲルが完全に分解されるのに必要な時間の最初の半分の間、最初の濃度の90%を下回ら
ない。
【００９９】
　反応性官能基は、適切な保護試薬でキャップすることができる。
【０１００】
　最も好ましくは、本発明の反応性生物分解性ヒドロゲルは、そのバックボーン部分が、
式 C(A-Hyp)4〔式中、各Aは、独立して、末端が永久的な共有結合によって当該第4級炭素
に結合しているポリ(エチレングリコール)系ポリマー鎖であって、そのPEG系ポリマー鎖
の遠位末端は樹枝状部分Hypに共有結合的に結合しており、ここで、各樹枝状部分Hypは、
相互に連結されている官能基及び反応性官能基を表す少なくとも4つの官能基を有してい
る〕で表される第4級炭素を有していること、を特徴とする。
【０１０１】
　好ましくは、各Aは、独立して、式 -(CH2)n1(OCH2CH2)nX-〔式中、n1は、1又は2であり
；nは、5～50の範囲内の整数であり；及び、Xは、AとHypを共有結合的に結合させる化学
的官能基である〕から選択される。
【０１０２】
　好ましくは、AとHypは、アミド結合によって共有結合的に結合されている。
【０１０３】
　好ましくは、該樹枝状部分Hypは高分岐ポリペプチドである。好ましくは、該高分岐ポ
リペプチドは束縛された形態にあるリシンで構成されている。好ましくは、各樹枝状部分
Hypは、0.4kDa～4kDaの範囲内にある分子量を有している。バックボーン部分 C(A-Hyp)4 
が同一の樹枝状部分Hyp又は異なった樹枝状部分Hypで構成され得ること及び各Hypが独立
して選択され得ることは理解される。各部分Hypは、5～32のリシンで構成されており、好
ましくは、少なくとも7のリシンで構成されている。即ち、各部分Hypは、束縛された形態
にある5～32のリシンで構成され、好ましくは、束縛された形態にある少なくとも7のリシ
ンで構成されている。最も好ましくは、Hypは、ヘプタリシニルで構成されている。
【０１０４】
　好ましくは、高分岐樹枝状部分とスペーサー部分の間に永久的なアミド結合が存在して
いる。
【０１０５】
　好ましくは、C(A-Hyp)4 は、1kDa～20kDaの範囲内にある分子量を有しており、さらに
好ましくは、1kDa～15kDa、一層さらに好ましくは、1kDa～10kDaの範囲内にある分子量を
有している。
【０１０６】
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　本発明による反応性生物分解性ヒドロゲルにおいては、バックボーン部分は、相互に連
結されている生物分解性基と反応性官能基からなる多数の官能基によって特徴付けられる
。好ましくは、相互に連結されている生物分解性基と反応性官能基の総量は、16以上であ
り、好ましくは、16～128であり、好ましいのは20～100であり、同様に好ましいのは20～
40であり、さらに好ましいのは24～80であり、同様にさらに好ましいのは28～32であり、
一層さらに好ましいのは30～60であり；最も好ましいのは30～32である。相互に連結され
ている官能基と反応性官能基に加えて、保護基も存在させることができるということは理
解される。
【０１０７】
　図3は、本発明の反応性生物分解性ヒドロゲルにおいて2つのバックボーン部分を相互に
連結し得る種々の方法についての概略図を表している。高分岐樹枝状部分(「Hyp」、長円
形)は、多数の反応性官能基(黒い点)及び永久的な結合(白い菱形)を含んでいる。各高分
岐部分が図3に示されているものよりも多くの反応性官能基及び永久的な結合を含んでい
ること、及び、図3が例証する目的のみで使用されるということは理解される。
【０１０８】
　スペーサー部分は星印を付けて示されており、相互に連結されている官能基は白い矢印
として示されている。破線は、図示されていないさらに大きな部分に結合していることを
示している。
【０１０９】
　図3aは、個々のバックボーン部分が生物分解性結合を含んでいる相互に連結されている
官能基によって直接的に相互に連結されている反応性生物分解性ヒドロゲルの断面を例示
している。
【０１１０】
　図3bにおいては、2つの異なったバックボーン部分の高分岐樹枝状部分が、スペーサー
部分によって分離されている2つの相互に連結されている官能基で、相互に連結されてい
る。
【０１１１】
　図3cにおいては、2つの異なったバックボーン部分の高分岐樹枝状部分が、2つのスペー
サー部分と1つの相互に連結されている官能基で、相互に連結されている。
【０１１２】
　図3d及び図3eは、2つの高分岐樹枝状部分がクロスリンカー部分(これは「#」が付けら
れている)で相互に連結されている反応性生物分解性ヒドロゲルの断面を示している。該
クロスリンカー部分は、少なくとも1つの相互に連結されている官能基を含んでいてもよ
いし、又は、含んでいなくてもよい(それぞれ、図3d及び図3eを参照されたい)。
【０１１３】
　黒い細線は、分枝コア(示されていない)から延びているPEG系ポリマー鎖を示している
。
【０１１４】
　修飾された反応性生物分解性ヒドロゲル
　本発明の別の態様は、本発明の修飾された反応性生物分解性ヒドロゲルを含んでいるコ
ンジュゲートであり、これは、加水分解的に分解可能な結合によって相互に連結されてい
るバックボーン部分で構成されていること、及び、スペーサー分子、遮断基、保護基又は
多官能性部分への永久的な結合を付加的に有していることを特徴とする。
【０１１５】
　反応性生物分解性ヒドロゲルのバックボーン部分の反応性官能基は、スペーサー分子、
遮断基、保護基又は多官能性部分に対する結合点として機能する。
【０１１６】
　保護基は、当技術分野においては知られており、合成プロセスに際して化学的官能基を
可逆的に保護するために使用される。アミン官能性に対する適切な保護基は、fmoc基であ
る。
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【０１１７】
　1種類のみの保護基を使用することができるということ、又は、例えば直交保護(orthog
onal protection)(即ち、異なった保護基は異なった条件下において除去することができ
る)を提供するために、2種類以上の異なった保護基を使用することができるということは
理解される。
【０１１８】
　本発明による修飾された反応性生物分解性ヒドロゲルは、同じ反応性官能基を有してい
るスペーサーを用いて官能基化することができる。例えば、アミノ基は、ヘテロ二官能性
スペーサー(例えば、適切に活性化された COOH-(EG)6-NH-fmoc(EG=エチレングリコール))
をカップリングさせ、fmoc-保護基を除去することによって、修飾された反応性生物分解
性ヒドロゲルに導入することができる。そのような反応性生物分解性ヒドロゲルは、異な
った官能基(例えば、マレイミド基)を有しているスペーサーにさらに連結させることがで
きる。適宜に修飾された反応性生物分解性ヒドロゲルは、リンカー部分に反応性チオール
基を有している薬物-リンカー試薬にさらにコンジュゲートさせることができる。
【０１１９】
　そのような修飾された反応性生物分解性ヒドロゲルにおいては、残存している全ての反
応性官能基は、適切な遮断試薬を用いてキャップすることができる。
【０１２０】
　本発明の代替的な実施形態では、例えば本発明による生物分解性ヒドロゲルへの薬物の
ローディングを増大させることを可能とする反応性官能基の数を増加させるために、重合
された反応性生物分解性ヒドロゲルの反応性官能基に多官能性部分をカップリングさせる
。そのような多官能性部分は、束縛された形態にあるリシン、ジリシン、トリリシン、テ
トラリシン、ペンタリシン、ヘキサリシン、ヘプタリシン又はオリゴリシン、低分子量PE
Iで構成され得る。好ましくは、該多官能性部分は、束縛された形態にあるリシンで構成
させることができる。場合により、そのような多官能性部分は、保護基で保護することが
できる。
【０１２１】
　そのような修飾されている反応性生物分解性ヒドロゲルにおいては、残存している全て
の反応性官能基は、適切な遮断試薬でキャップすることができる。
【０１２２】
　図4は、修飾された反応性生物分解性ヒドロゲルの断面の概略図を示している。高分岐
部分(長円形、「Hyp」)は、スペーサー分子又は遮断基(半月形構造を有する黒い点)で修
飾された多くの反応性官能基を含んでいる。黒い細線は分枝コア(示されていない)から延
びているPEG系ポリマー鎖を示しており、黒い太線は永久的な結合(白い菱形)で高分岐部
分に結合しているスペーサー部分を示している。白い矢印は、相互に連結されている官能
基を示している。
【０１２３】
　破線は、簡単にするために完全には描かれていないより大きな部分に結合していること
を示している。
【０１２４】
　コンジュゲート官能基を含んでいる生物分解性ヒドロゲル
　本発明の別の態様は、本発明の生物分解性ヒドロゲルを含んでいるコンジュゲートであ
り、これは、加水分解的に分解可能な結合によって相互に連結されているバックボーン部
分で構成されていること及びコンジュゲート官能基(ここで、コンジュゲート官能基は、
例えば、リガンド又はキレート基又はイオン交換基などを含んでいる)に対する永久的な
結合を付加的に有していることを特徴とする。従って、コンジュゲート官能基を含んでい
る本発明の生物分解性ヒドロゲルは、加水分解的に分解可能な結合によって相互に連結さ
れているバックボーン部分を含んでおり、及び、コンジュゲート官能基(ここで、コンジ
ュゲート官能基は、例えば、リガンド又はキレート基又はイオン交換基などを含んでいる
)に対する永久的な結合を付加的に有している。
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【０１２５】
　反応性生物分解性ヒドロゲル及び修飾された反応性生物分解性ヒドロゲルのバックボー
ン部分の反応性官能基は、アフィニティーリガンド又はキレート基又はイオン交換基又は
それらを組み合わせたものが直接的又は間接的に結合するための結合点として機能する。
理想的には、該リガンド又はキレート基又はイオン交換基は、本発明によるヒドロゲルの
全体に均一に分散され、そして、本発明によるヒドロゲルの表面上には存在していてもよ
いし又は存在していなくてもよい。
【０１２６】
　アフィニティーリガンド基又はキレート基又はイオン交換基に連結されていない残存す
る反応性官能基、適切な遮断試薬を用いてキャップすることができる。
【０１２７】
　そのようなアフィニティーリガンド又はキレート基又はイオン交換基は、本発明のその
ようなヒドロゲルの中のアフィニティーリガンド又はキレート基又はイオン交換基の濃度
が本発明の当該ヒドロゲルが完全に分解されるのに必要な時間の最初の半分の間に殆ど一
定であることを特徴とする。
【０１２８】
　「殆ど一定」であるためには、当該アフィニティーリガンド又はキレート基又はイオン
交換基の重量濃度は、本発明のヒドロゲルが完全に分解されるのに必要な時間の最初の半
分の間、最初の濃度の90%を下回らない。
【０１２９】
　アフィニティーリガンド又はキレート基又はイオン交換基を有している本発明のヒドロ
ゲルにおいては、バックボーン部分は、相互に連結されている官能基とアフィニティーリ
ガンド又はキレート基又はイオン交換基を含んでいるコンジュゲート官能基からなる多数
の官能基によって特徴付けられる。好ましくは、相互に連結されている官能基とアフィニ
ティーリガンド又はキレート基又はイオン交換基を有しているコンジュゲート官能基の総
量は16～128であり、好ましいのは20～100であり、さらに好ましいのは24～80であり、最
も好ましいのは30～60である。相互に連結されている官能基と反応性官能基に加えて、遮
断基も存在させることができるということは理解される。
【０１３０】
　好ましくは、バックボーン部分の相互に連結されている官能基とアフィニティーリガン
ド又はキレート基又はイオン交換基を有しているコンジュゲート官能基の総量は、分枝コ
アから延びているPEG系ポリマー鎖の数で均分される。例えば、32の相互に連結されてい
る官能基とコンジュゲート官能基(これは、アフィニティーリガンド又はキレート基又は
イオン交換基を有している)が存在する場合、好ましくは各PEG系ポリマー鎖の末端に結合
している樹枝状部分を用いて、コアから延びている4つのPEG系ポリマー鎖のそれぞれによ
って8つの基が提供され得る。あるいは、コアから延びている8つのPEG系ポリマー鎖のそ
れぞれによって4つの基が提供され得るか、又は、16のPEG系ポリマー鎖のそれぞれによっ
て2つの基が提供され得る。分枝コアから延びているPEG系ポリマー鎖の数によって等しく
分配することができない場合、PEG系ポリマー鎖1つ当たりの相互に連結されている官能基
とコンジュゲート官能基(これは、アフィニティーリガンド又はキレート基又はイオン交
換基を有している)の総量の平均数からの偏差を最少に維持することが好ましい。
【０１３１】
　同様に好ましくは、相互に連結されている生物分解性官能基とコンジュゲート官能基(
これは、リガンド又はキレート基又はイオン交換基を有している)に対する永久的な結合
又は場合によりスペーサー分子又は遮断基の総数は、16以上であり、好ましいのは20～40
であり、さらに好ましいのは28～32であり、最も好ましいのは30～32である。
【０１３２】
　最も単純な場合には、イオン交換基を有しているヒドロゲルは、反応性生物分解性ヒド
ロゲルと一致している。
【０１３３】
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　本発明のコンジュゲート官能基を含んでいる生物分解性ヒドロゲルの中に束縛された形
態で存在している適切なリガンドは、例えば、ビオチンなどのアフィニティーリガンドで
ある。さらなるリガンドは、例えば、以下のもののようなアフィニティーリガンドである
：4-アミノベンズアミジン、3-(2'-アミノベンズヒドリルオキシ)トロパン、ε-アミノカ
プロイル-p-クロロベンジルアミド、1-アミノ-4-[3-(4,6-ジクロロトリアジン-2-イルア
ミノ)-4-スルホフェニルアミノ]アントラキノン-2-スルホン酸、2-(2'-アミノ-4'-メチル
フェニルチオ)-N,N-ジメチルベンジルアミン二塩酸塩、アンギオポイエチン-1、アプタマ
ー類、アロチノイド酸(arotinoid acid)、アビジン、ビオチン、カルモジュリン、コカエ
チレン、サイトスポロンB、N,N-ジヘキシル-2-(4-フルオロフェニル)インドール-3-アセ
トアミド、N,N-ジプロピル-2-(4-クロロフェニル)-6,8-ジクロロ-イミダゾ[1,2-a]ピリジ
ン-3-アセトアミド、5-フルオロ-2'-デオキシウリジン 5'-(p-アミノフェニル)モノホス
フェート、S-ヘキシル-L-グルタチオン、(S,S)-4-フェニル-α-(4-フェニルオキサゾリジ
ン-2-イリデン)-2-オキサゾリン-2-アセトニトリル、Pro-Leu-Gly ヒドロキサメート、2-
(4-(2-(トリフルオロメチル)フェニル)ピペリジン-1-カルボキサミド)安息香酸、トリメ
チル(m-アミノフェニル)アンモニウムクロリド、ウロコルチン III、補因子、例えば、ア
デノシントリホスフェート、s-アデノシルメチオニン、アスコルビン酸、コバラミン、補
酵素A、補酵素B、補酵素M、補酵素Q、補酵素F420、シチジントリホスフェート、フラビン
モノヌクレオチド、フラビンアデニンジヌクレオチド、グルタチオン、ヘム、リポアミド
、メナキノン、メタノフラン、メチルコバラミン、モリブドプテリン、NAD+、NADP+、ヌ
クレオチド糖類、3'-ホスホアデノシン-5'-ホスホスルフェート、ピリドキサルホスフェ
ート、ポリヒスチジン類、ピロロキノリンキノン、リボフラビン、ストレプトアビジン、
テトラヒドロビオプテリン、テトラヒドロメタノプテリン、テトラヒドロ葉酸、ビオチン
カルボキシルキャリヤータンパク質(BCCP)、キチン結合タンパク質、FK506結合タンパク
質(FKBP)、FLAGタグ、緑色蛍光タンパク質、グルタチオン-S-トランスフェラーゼ、赤血
球凝集素(HA)、マルトース結合タンパク質、mycタグ、NusA、タンパク質Cエピトープ、S-
タグ、strep-タグ、チオレドキシン類、トリアジン類(好ましくは、2,4,6-三置換トリア
ジン類)、アフィニティー骨格タンパク質(例えば、抗体フラグメント)。
【０１３４】
　本発明のコンジュゲート官能基を含んでいる生物分解性ヒドロゲルの中に束縛された形
態で存在している適切なキレート基は、例えば、イオン交換物質の形態にあるような基質
と相互作用することが可能なイオン性基である。キレート基の別の例は、錯化基である。
別のタイプのキレート基は、以下のものである：例えば、2,2'-ビピリジル、1,2-ビス(2-
アミノフェノキシ)エタン-N,N,N',N'-テトラ酢酸、メシル酸デフェロキサミン、デフェリ
フェリクローム、ジエチレントリアミン、2,3-ジメルカプト-1-プロパノール、ジメルカ
プトコハク酸、ジメチルグリオキシン、2,2'-ジピリジル、エチレンジアミン、エチレン
ジアミンテトラ(メチレンホスホン酸)、1,2-ビス(2-アミノ-5-ブロモフェノキシ)エタン-
N,N,N',N'-テトラ酢酸、8-ヒドロキシキノリン、イミノジアセテート、イミノジ(メチル
ホスホン酸)、L-ミモシン、ニトリロトリアセテート、オキサレート、1,10-フェナントロ
リン、フィチン酸、タルタレート、1,4,7,10-テトラアザシクロドデカン-1,4,7,10-テト
ラアセテート、N,N,N',N'-テトラキス(2-ピリジルメチル)エチレンジアミン、トリアミノ
トリエチルアミン、イミノジ酢酸、チオ尿素、2-ピコリルアミン。
【０１３５】
　本発明のコンジュゲート官能基を含んでいる生物分解性ヒドロゲルの中に束縛された形
態で存在しているイオン交換基は、イオン交換樹脂に結合させて一般に使用される化学的
官能基、例えば、以下のものである：強酸性基、例えば、スルホン酸基、例えば、プロピ
ルスルホン酸；強塩基性基、例えば、第4級アミノ基、例えば、トリメチルアンモニウム
基、例えば、プロピルトリメチルアンモニウムクロリド；弱酸性基、例えば、アルキルカ
ルボン酸基；又は、弱塩基性基、例えば、第1級、第2級及び/若しくは第3級のアルキルア
ミノ基。
【０１３６】
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　図5は、コンジュゲート官能基を含んでいるヒドロゲルの関連する断面の概略図を示し
ている。高分岐部分(長円形、「Hyp」)は、アフィニティーリガンド又はキレート基(黒い
長円形)又はスペーサー部分(黒い太線)などのいずれかのコンジュゲートに対する多数の
永久的な結合(白い菱形)を含んでいる。星印はスペーサー部分を示しており；#はクロス
リンカー部分を示しており；破線は、示されていないより大きな部分に結合していること
を示している。黒い細線は、分枝コア(示されていない)から延びているPEG系ポリマー鎖
を示している。
【０１３７】
　ヒドロゲルプロドラッグ
　本発明の別の態様は、本発明の生物分解性ヒドロゲルを担体として含んでいる担体結合
プロドラッグであり、ここで、バックボーン部分に対する多くの永久的な結合が、生物学
的に活性な部分が共有結合的に結合している一時的なプロドラッグリンカーと一緒に存在
している。
【０１３８】
　「プロドラッグ」は、生体内変換を受けた後にその薬理効果を示す任意の化合物である
。かくして、プロドラッグは、親分子における望ましくない特性を変えるか又は排除する
ために一時的に使用される特殊化された無毒性保護基を含んでいる薬物であると考えるこ
とができる。このことは、当該薬物の望ましい特性を強化すること及び望ましくない特性
を抑制することも、明瞭に包含する。
【０１３９】
　用語「担体結合プロドラッグ」、「担体プロドラッグ」は、改善された物理化学的又は
薬物動態学な特性を生じさせ且つインビボで容易に除去され得る(通常は、加水分解的な
切断による)一時的な担体基と所与の活性物質の一時的な結合を含んでいているプロドラ
ッグを意味する。
【０１４０】
　反応性生物分解性ヒドロゲル又は修飾された反応性生物分解性ヒドロゲルの反応性官能
基は、薬物、薬物-リンカーコンジュゲート、プロドラッグ又は担体結合プロドラッグな
どの先に挙げた永久的な結合による直接的な結合のための結合点として機能し得る。理想
的には、ヒドロゲルが連結している薬物-リンカーコンジュゲートは、当該ヒドロゲル全
体に均一に分散され、そして、本発明によるヒドロゲルの表面上には、存在していてもよ
いし、又は、存在していなくてもよい。
【０１４１】
　一時的なプロドラッグリンカーに連結されていない残存する反応性官能基又は一時的な
プロドラッグリンカーに連結されているスペーサーに連結されていない残存する反応性官
能基は、適切な遮断試薬でキャップすることができる。
【０１４２】
　好ましくは、バックボーン部分によって提供される反応性官能基とプロドラッグリンカ
ーの間に形成される共有結合は、永久的な結合である。プロドラッグリンカーを本発明に
よるヒドロゲルに結合させるための適切な官能基としては、限定するものではないが、カ
ルボン酸及び誘導体、カルボネート及び誘導体、ヒドロキシル、ヒドラジン、ヒドロキシ
ルアミン、マレアミド酸及び誘導体、ケトン、アミノ、アルデヒド、チオール並びにジス
ルフィドなどがある。
【０１４３】
　本発明による薬物-リンカーコンジュゲートを有しているヒドロゲルにおいて、バック
ボーン部分は、多くの薬物-リンカーコンジュゲート(これは、ヒドロゲルが連結されてい
る)及び官能基(これは、相互に連結されている生物分解性官能基を含んでいる)及び場合
によりキャッピング基によって特徴付けられる。好ましくは、相互に連結されている生物
分解性官能基と薬物-リンカーコンジュゲートとキャッピング基の総量は、16～128であり
、好ましいのは20～100であり、さらに好ましいのは24～80であり、最も好ましいのは3～
60である。
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【０１４４】
　好ましくは、バックボーン部分の相互に連結されている官能基とヒドロゲルが連結され
ている薬物-リンカーコンジュゲートとキャッピング基の総量は、分枝コアから延びてい
るPEG系ポリマー鎖の数で均分される。例えば、32の相互に連結されている官能基とヒド
ロゲルが連結されている薬物-リンカーコンジュゲートとキャッピング基が存在する場合
、好ましくは各PEG系ポリマー鎖の末端に結合している樹枝状部分を用いて、コアから延
びている4つのPEG系ポリマー鎖のそれぞれによって8つの基が提供され得る。あるいは、
コアから延びている8つのPEG系ポリマー鎖のそれぞれによって4つの官能基が提供され得
るか、又は、16のPEG系ポリマー鎖のそれぞれによって2つの基が提供され得る。分枝コア
から延びているPEG系ポリマー鎖の数によって等しく分配することができない場合、PEG系
ポリマー鎖1つ当たりの相互に連結されている官能基とヒドロゲルが連結されている薬物-
リンカーコンジュゲートとキャッピング基の総量の平均数からの偏差を最少に維持するこ
とが好ましい。
【０１４５】
　本発明によるそのような担体結合プロドラッグにおいて、バックボーン部分の有意な量
(<10%)の放出が起こる前に殆ど全ての薬物(>90%)が放出されるのが望ましい。これは、ヒ
ドロゲルの分解速度論に対して担体結合プロドラッグの半減期を調節することによって達
成することができる。
【０１４６】
　連結剤(linking agent)は、好ましくは、リンカーが切断された後で生物学的に活性な
部分が修飾されていない形態で放出されるように、生物学的に活性な部分に対する可逆的
な結合を形成するのが好ましい。この目的のために使用することが可能なさまざまな異な
った連結剤(linking agent)又は連結基(linking group)は、B.Testaら(B. Testa, J. May
er, Hydrolysis in Drug and Prodrug Metabolism, Wiley-VCH、2003)によって記載され
ている。
【０１４７】
　「リンカー」、「連結基(linking group)」、「リンカー構造」又は「連結剤(linking 
agent)」は、その一方の末端において可逆的結合によって薬物部分に結合しており且つも
う一方の末端において永久的な結合によってスペーサー分子(これは、高分岐樹枝状部分
に永久的に結合している)に結合しているか又は永久的な結合によって高分岐樹枝状部分
に直接結合している部分を意味する。
【０１４８】
　生物学的に活性な部分との生物分解性結合が切断された後で、リンカー構造の大部分が
本発明によるヒドロゲルに結合したままで残るのも好ましい。当該リンカーがカスケード
プロドラッグリンカーである場合、活性化基は、本発明によるヒドロゲに安定的に結合し
たままで残るのが好ましい。
【０１４９】
　好ましくは、一時的なプロドラッグリンカーは、自己切断可能な官能基によって生物学
的に活性な部分に結合している。好ましくは、該リンカーは、自己切断可能な特性を有し
ており、結果として、該ヒドロゲル-リンカー-薬物は、放出が主にリンカーの自己切断に
依存するようにコンジュゲートから薬物を放出することが可能な担体結合プロドラッグで
ある。
【０１５０】
　用語「自己切断可能な」又は「加水分解的に分解可能な」は、同じ意味で使用される。
【０１５１】
　好ましくは、プロドラッグ-リンカーと生物活性部分の間の結合は、生理学的な条件(pH
7.4の水性バッファー、37℃)の下で1時間から3ヶ月までの半減期で加水分解的に分解可能
であり、ここで、そのような結合としては、限定するものではないが、アコニチル類、ア
セタール類、アミド類、カルボン酸無水物類、エステル類、イミン類、ヒドラゾン類、マ
レアミド酸アミド類、オルトエステル類、ホスファミド類、ホスホエステル類、ホスホシ
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リルエステル類、シリルエステル類、スルホン酸エステル類、芳香族カルバメート類及び
それらの組合せなどがある。第1級アミノ基又は芳香族アミノ基を介する一時的な結合は
意図されていない、プロドラッグリンカーと生物学的に活性な部分の間の好ましい生物分
解性結合は、エステル類、カルボネート類、ホスホエステル類及びスルホン酸エステル類
であり、最も好ましいのは、エステル類又はカルボネート類である。第1級アミノ基又は
芳香族アミノ基を介する一時的な結合が意図されている、プロドラッグリンカーと生物学
的に活性な部分の間の好ましい生物分解性結合は、アミド類又はカルバメート類である。
【０１５２】
　「自己切断可能な官能基」は、加水分解的に分解可能な結合を含んでいる。
【０１５３】
　生物学的に活性な部分の第1級アミノ基又は芳香族アミノ基と一緒に自己切断可能な結
合が形成される場合、カルバメート基又はアミド基が好ましい。
【０１５４】
　本発明によるマレイミド基含有ヒドロゲルに薬物-リンカーコンジュゲートをローディ
ングした後、望ましくない副反応を防止するために、残存している全ての官能基に適切な
キャッピング試薬を用いてキャップする。
【０１５５】
　図6は、生物学的に活性な部分が共有結合的に結合している一時的なプロドラッグリン
カーを有するバックボーン部分の永久的な結合を含んでいる本発明によるヒドロゲルの関
連する断面の概略図を示している。高分岐部分(長円形、「Hyp」)は、一時的なプロドラ
ッグリンカー(黒い矢印)又はスペーサー部分(黒い太線)に対する永久的な結合(白い菱形)
を含んでいる。黒い細線は、分枝コア(示されていない)から延びているPEG系ポリマー鎖
を示している。破線は、完全には描かれていないより大きな部分に結合していることを示
している。
【０１５６】
　図6aは、一時的なプロドラッグリンカーの高分岐部分に対する直接的な結合を示してお
り、一方、図6bは、一時的なプロドラッグリンカーの高分岐部分に対する間接的な結合を
示している。図6bにおいて、一時的なプロドラッグリンカーはスペーサー部分(灰色の太
線)を介して高分岐部分に結合しており、ここで、該スペーサー部分は永久的な結合(白い
菱形)を介して一時的なプロドラッグリンカーに結合している。いずれの場合にも、薬物
部分(白い大円)は生物分解性結合(白い矢印)を介して一時的なプロドラッグリンカーに結
合している。
【０１５７】
　分解生成物(degradants) - 水溶性分解産物
　本発明によるヒドロゲルの分解は、多数の分解可能な結合が切断されて水溶性又は水不
溶性であり得る分解産物を生じる多段階反応である。しかしながら、水不溶性分解産物は
、分解可能な結合をさらに含むことができ、それらが切断されて水溶性分解産物が得られ
得る。これらの水溶性分解産物は、1以上のバックボーン部分を含み得る。放出されたバ
ックボーン部分が、例えば、スペーサー基若しくは遮断基若しくはリンカー基又はアフィ
ニティー基及び/又はプロドラッグリンカー分解産物に永久的にコンジュゲートされてい
るということ、並びに、水溶性分解産物も分解可能な結合を含み得るということは理解さ
れる。
【０１５８】
　分枝コア、PEG系ポリマー鎖、高分岐樹枝状部分及び高分岐樹枝状部分に結合している
部分の構造は、本発明の種々のヒドロゲルについて論じている節において提供されている
対応する記載から推測することができる。分解生成物の構造が分解を受ける本発明のヒド
ロゲルのタイプに依存するということは理解される。
【０１５９】
　バックボーン部分の総量は、本発明によるヒドロゲルが完全に分解した後で溶液状態で
測定することが可能であり、並びに、分解の最中に、可溶性バックボーン分解産物のフラ



(27) JP 5904941 B2 2016.4.20

10

20

30

40

50

クションを、本発明による不溶性ヒドロゲルから分離することが可能であり、及び、本発
明によるヒドロゲルから放出された別の可溶性分解産物からの妨害を受けることなく定量
化することが可能である。ヒドロゲル目的物は、生理的浸透圧を有するバッファーの過剰
な水から、沈澱又は遠心分離によって、分離することができる。遠心分離は、上清が膨潤
した本発明によるヒドロゲルの少なくとも10体積%を提供するように、実施することがで
きる。可溶性ヒドロゲル分解産物は、そのような沈澱段階又は遠心分離段階の後で、水性
の上清の中に残留する。
【０１６０】
　好ましくは、水溶性分解産物は、0.45μmのフィルターを通して濾過することにより水
不溶性分解産物から分離することができ、その後、水溶性分解産物は、フロースルーの中
に見いだすことができる。水溶性分解産物は、さらにまた、遠心分離段階と濾過段階の組
合せによっても、水不溶性分解産物から分離することができる。
【０１６１】
　1以上のバックボーン部分を含んでいる水溶性分解産物は、当該上清のアリコートを適
切な分離及び/又は分析方法に付すことによって、検出することができる。例えば、バッ
クボーン部分は、他の分解産物がUV吸収を示さない波長においてUV吸収を示す基を有する
ことができる。そのような選択的にUVを吸収する基は、バックボーン部分の構造成分(例
えば、アミド結合)であり得るか、又は、芳香族環系(例えば、インドリル基)を用いてバ
ックボーンの反応性官能基に結合させることによってバックボーンに導入することができ
る。
【０１６２】
　図7は、種々の分解産物の概略図を示している。図7aの代表的な分解産物は、コンジュ
ゲート官能基を有している生物分解性ヒドロゲルの分解に由来する。中央の分枝コア(○
付きＣ)から4つのPEG系ポリマー鎖(黒い細線)が延びており、その末端に、高分岐樹枝状
部分(「Hyp」；長円形)が付いている。当該高分岐樹枝状部分は、スペーサー部分(星印)
又はコンジュゲート(例えば、アフィニティーリガンド又はキレート基)(黒い長円形)に対
する多数の永久的な結合(白い菱形)を含んでいる。破線は、示されていないより大きな部
分に結合していることを示している。
【０１６３】
　図7bの代表的な分解産物は、プロドラッグを有しているヒドロゲルの分解に由来する。
中央の分枝コア(○付きＣ)から4つのPEG系ポリマー鎖(黒い細線)が延びており、その末端
に、高分岐樹枝状部分(「Hyp」；長円形)が付いている。当該高分岐樹枝状部分は、スペ
ーサー部分(星印)又は一時的なプロドラッグリンカー(黒い矢印)に連結しているスペーサ
ー部分(白い長方形)に対する多数の永久的な結合を含んでいる。該スペーサー部分が任意
であること及びヒドロゲル製品に依存することは理解される。破線は、示されていないよ
り大きな部分に結合していることを示している。
【０１６４】
　分解産物の高分岐樹枝状部分が、図7a及び図7bにおいて示されているものよりも多くの
スペーサー部分又はコンジュゲート又は一時的なプロドラッグリンカーに対する永久的な
結合を含んでいるということは理解される。
【０１６５】
　本発明は、生物分解性ポリ(エチレングリコール)(PEG)系水不溶性ヒドロゲルを提供す
る。用語「PEG系(PEG based)」又は「PEG系(PEG-based)」は、本発明における理解では、
本発明によるヒドロゲルの中のPEG鎖の質量比が本発明によるヒドロゲルの総重量に基づ
いて少なくとも10重量%、好ましくは少なくとも25%であることを意味する。その残部は、
別のポリマーで構成され得る。用語「ポリマー」は、化学結合によって線状に、円形に、
分枝状に、架橋状に若しくは樹枝状に又はそれらを組み合わせた状態に連結された反復構
造単位で構成される、合成に由来し得るか又は生物に由来し得るか又はそれらの組合せに
由来し得る分子を表す。その例としては、限定するものではないが、以下のものを挙げる
ことができる：ポリ(アクリル酸)、ポリ(アクリレート)、ポリ(アクリルアミド)、ポリ(
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アルキルオキシ)ポリマー、ポリ(アミド)、ポリ(アミドアミン)、ポリ(アミノ酸)、ポリ(
無水物)、ポリ(アスパルドアミド)、ポリ(酪酸)、ポリ(カプロラクトン)、ポリ(カルボネ
ート)、ポリ(シアノアクリレート)、ポリ(ジメチルアクリルアミド)、ポリ(エステル)、
ポリ(エチレン)、ポリ(エチレングリコール)、ポリ(エチレンオキシド)、ポリ(エチルオ
キサゾリン)、ポリ(グリコール酸)、ポリ(ヒドロキシエチルアクリレート)、ポリ(ヒドロ
キシエチルオキサゾリン)、ポリ(ヒドロキシプロピルメタクリルアミド)、ポリ(ヒドロキ
シプロピルメタクリレート)、ポリ(ヒドロキシプロピルオキサゾリン)、ポリ(イミノカル
ボネート)、ポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)、ポリ(乳酸)、ポリ(乳酸-コ-グリコー
ル酸)、ポリ(メタクリルアミド)、ポリ(メタクリレート)、ポリ(メチルオキサゾリン)、
ポリ(プロピレンフマレート)、ポリ(オルガノホスファゼン)、ポリ(オルトエステル)、ポ
リ(オキサゾリン)、ポリ(プロピレングリコール)、ポリ(シロキサン)、ポリ(ウレタン)、
ポリ(ビニルアルコール)、 ポリ(ビニルアミン)、ポリ(ビニルメチルエーテル)、ポリ(ビ
ニルピロリドン)、シリコーン、リボ核酸、デゾキシ核酸、アルブミン、抗体及びそのフ
ラグメント、血漿タンパク質、コラーゲン、エラスチン、ファスチン、フィブリン、ケラ
チン、ポリアスパルテート、ポリグルタメート、プロラミン、トランスフェリン、シトク
ロム、フラボタンパク質、糖タンパク質、ヘムタンパク質、リポタンパク質、金属タンパ
ク質、フィトクロム、リンタンパク質、オプシン、寒天、アガロース、アルギネート、ア
ラビナン、アラビノガラクタン、カラギーナン、セルロース、カルボメチルセルロース、
ヒドロキシプロピルメチルセルロース及び別の炭水化物系ポリマー、キトサン、デキスト
ラン、デキストリン、ゼラチン、ヒアルロン酸及び誘導体、マンナン、ペクチン、ラムノ
ガラクツロナン、デンプン、ヒドロキシアルキルデンプン、キシラン、並びに、これらの
コポリマー及び官能基化誘導体。
【０１６６】
　ポリマーがプロドラッグ内でプロ成分(promoiety)として存在している場合、それは、
用語「担体」によって参照し得る。
【０１６７】
　さらに、用語「水溶性」は、本発明によるヒドロゲルを形成している膨潤可能な三次元
的に架橋されている分子ネットワークを意味する。本発明によるヒドロゲルは、大過剰量
の水又は生理的浸透圧の水性バッファーに懸濁されている場合、実質的な量の水(例えば
、重量基準で10倍までの水)を吸収することが可能であり、従って、膨潤可能であるが、
余分な水を除去した後、ゲル状態及び形状の物理的安定性を依然として保持している。そ
のような形状は任意の形状であることができ、そして、本発明によるそのような個々のヒ
ドロゲル目的物が、各成分が化学結合によって他のそれぞれの成分に連結しているような
成分からなる単一の分子であると見なされることは理解される。
【０１６８】
　出発物質
　本発明の生物分解性ヒドロゲルは、ラジカル重合又はイオン重合又はライゲーション反
応のいずれかによって重合させることができる。
【０１６９】
　本発明の生物分解性ヒドロゲルをラジカル重合又はイオン重合によって調製する場合、
本発明の生物分解性ヒドロゲルのための少なくとも2種類の出発物質は、架橋用マクロモ
ノマー又は架橋用モノマー(これらは、クロスリンカー試薬と称される)及び多官能性マク
ロモノマー(これは、バックボーン試薬と称される)である。クロスリンカー試薬は少なく
とも2つの相互に連結可能な官能基を有しており、バックボーン試薬は少なくとも1つの相
互に連結可能な官能基と重合段階に関与することは意図されていない少なくとも1つの化
学的官能基を有している。さらなる希釈用モノマーは、存在させてもよいし、又は、存在
させなくてもよい。
【０１７０】
　有用な相互に連結可能な官能基としては、限定するものではないが、ラジカル重合可能
な基、例えば、ビニル、ビニル-ベンゼン、アクリレート、アクリルアミド、メタクリレ
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ート及びメタクリルアミド、並びに、イオン重合可能な基、例えば、オキセタン、アジリ
ジン及びオキシランなどを挙げることができる。
【０１７１】
　代替的な調製方法においては、本発明による生物分解性ヒドロゲルは、化学的ライゲー
ション反応によって生成させる。そのような反応においては、その出発物質は、縮合反応
又は付加反応などの反応を受ける相補的な官能性を有している少なくとも1種類の巨大分
子出発物質である。一代替法においては、1種類のみの巨大分子出発物質を使用し、これ
は、多数の重合可能な官能基を含んでいるヘテロ多官能性バックボーン試薬である。
【０１７２】
　あるいは、2種類以上の巨大分子出発物質を使用する場合、それら出発物質のうちの1種
類は、少なくとも2つの同じ重合可能な官能基を有するクロスリンカー試薬であり、もう1
種類の出発物質は、同様に多数の重合可能な官能基を含んでいるホモ多官能性又はヘテロ
多官能性のバックボーン試薬である。
【０１７３】
　クロスリンカー試薬上に存在する適切な重合可能な官能基としては、第1級アミノ及び
第2級アミノ、カルボン酸及び誘導体、マレイミド、チオール、ヒドロキシル及び別のα,
β不飽和マイケル受容体(例えば、ビニルスルホン基)などがあり、好ましくは、末端第1
級アミノ又は末端第2級アミノ、カルボン酸及び誘導体、マレイミド、チオール、ヒドロ
キシル及び別のα,β不飽和マイケル受容体(例えば、ビニルスルホン基)などがある。バ
ックボーン試薬中に存在する適切な重合可能な官能基としては、限定するものではないが
、第1級アミノ及び第2級アミノ、カルボン酸及び誘導体、マレイミド、チオール、ヒドロ
キシル及び別のα,β不飽和マイケル受容体(例えば、ビニルスルホン基)などがある。
【０１７４】
　優先的に、バックボーン試薬は、そこから少なくとも3つのPEG系ポリマー鎖が延びてい
る分枝コアを有していることを特徴とする。従って、本発明の好ましい態様においては、
該バックボーン試薬は、そこから少なくとも3つのPEG系ポリマー鎖が延びている分枝コア
を含んでいる。そのような分枝コアは、束縛された形態にあるポリアルコール類若しくは
オリゴアルコール類、好ましくは、ペンタエリトリトール、トリペンタエリトリトール、
ヘキサグリセリン、スクロース、ソルビトール、フルクトース、マンニトール、グルコー
ス、セルロース、アミロース類、デンプン類、ヒドロキシアルキルデンプン類、ポリビニ
ルアルコール類、デキストラン類、ヒアルロナン(hyualuronan)類で構成され得るか、又
は、分枝コアは、束縛された形態にあるポリアミン類若しくはオリゴアミン類、例えば、
オルニチン、ジアミノ酪酸、トリリシン、テトラリシン、ペンタリシン、ヘキサリシン、
ヘプタリシン、オクタリシン、ノナリシン、デカリシン、ウンデカリシン、ドデカリシン
(dedecalysine)、トリデカリシン、テトラデカリシン、ペンタデカリシン若しくはオリゴ
リシン類、ポリエチレンイミン類、ポリビニルアミン類で構成され得る。
【０１７５】
　好ましくは、該分枝コアからは、3～16のPEG系ポリマー鎖が延びており、さらに好まし
くは、4～8のPEG系ポリマー鎖が延びている。好ましい分枝コアは、束縛された形態にあ
るペンタエリトリトール、トリリシン、テトラリシン、ペンタリシン、ヘキサリシン、ヘ
プタリシン又はオリゴリシン、低分子量PEI、ヘキサグリセリン、トリペンタエリトリト
ールで構成され得る。好ましくは、該分枝コアからは、3～16のPEG系ポリマー鎖が延びて
おり、さらに好ましくは、4～8のPEG系ポリマー鎖が延びている。好ましくは、PEG系ポリ
マー鎖は、適切に置換されているポリ(エチレングリコール)誘導体である。
【０１７６】
　好ましくは、分枝コアに連結されているそのようなPEG系ポリマー鎖は、その一端が分
枝コアに連結されていて且つ他端が高分岐樹枝状部分に連結されている線状ポリ(エチレ
ングリコール)鎖である。高分子PEG系鎖が、ヘテロ原子及び化学的官能基で場合により置
換されていてもよいアルキル基又はアリール基で末端部が形成されてもよいか又は中断さ
れてもよいということは、理解される。
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【０１７７】
　クロスリンカー試薬に関連して又は分枝コアに連結されているPEG系ポリマー鎖に関連
して使用される場合、用語「PEG系」は、少なくとも20重量%のエチレングリコール部分を
含んでいるクロスリンカー部分又はPEG系ポリマー鎖を意味する。
【０１７８】
　バックボーン試薬に適した分枝コアから延びているPEG系ポリマー鎖を含んでいる好ま
しい構造は、マルチアームPEG誘導体〔これは、例えば、「JenKem Technology, USA」の
製品一覧(2009年7月28日に「www.jenkemusa.com」からダウンロードすることによりアク
セスした)の中に詳述されている〕、4アーム-PEG誘導体(ペンタエリトリトールコア)、8
アーム-PEG誘導体(ヘキサグリセリンコア)及び8アーム-PEG誘導体(トリペンタエリトリト
ールコア)である。最も好ましいのは、以下のものである：4アームPEGアミン(ペンタエリ
トリトールコア)及び4アームPEGカルボキシル(ペンタエリトリトールコア)、8アームPEG
アミン(ヘキサグリセリンコア)、8アームPEGカルボキシル(ヘキサグリセリンコア)、8ア
ームPEGアミン(トリペンタエリトリトールコア)及び8アームPEGカルボキシル(トリペンタ
エリトリトールコア)。バックボーン試薬の中のそのようなマルチアームPEG-誘導体の好
ましい分子量は、1kDa～20kDaであり、さらに好ましくは、1kDa～15kDaであり、一層さら
に好ましくは、1kDa～10kDaである。末端アミン基がさらにコンジュゲートされてバック
ボーン部分の相互に連結されている官能基及び反応性官能基を提供することは理解される
。
【０１７９】
　用語「分枝コア」及び「コア」は交換可能に使用される。
【０１８０】
　高分岐樹枝状部分は重合可能な官能基を提供する。好ましくは、各樹枝状部分は、0.4k
Da～4kDaの範囲内にある分子量を有しており、さらに好ましくは、0.4kDa～2kDaの範囲内
にある分子量を有している。好ましくは、各樹枝状部分は、少なくとも3の分枝と少なく
とも4の重合可能な官能基、及び、最大で63の分枝と64の重合可能な官能基を有しており
、好ましくは、少なくとも7の分枝と少なくとも8の重合可能な官能基、及び、最大で31の
分枝と32の重合可能な官能基を有している。
【０１８１】
　そのような樹枝状部分の例は、トリリシン、テトラリシン、ペンタリシン、ヘキサリシ
ン、ヘプタリシン、オクタリシン、ノナリシン、デカリシン、ウンデカリシン、ドデカリ
シン、トリデカリシン、テトラデカリシン、ペンタデカリシン、ヘキサデカリシン、ヘプ
タデカリシン、オクタデカリシン、ノナデカリシン、オルニチン及びジアミノ酪酸である
。好ましいそのような樹枝状部分の例は、トリリシン、テトラリシン、ペンタリシン、ヘ
キサリシン、ヘプタリシンであり、最も好ましいのは、束縛された形態にあるトリリシン
、ペンタリシン又はヘプタリシン、オルニチン、ジアミノ酪酸である。
【０１８２】
　該クロスリンカー試薬は、直鎖分子であることができるか、又は、分枝鎖分子であるこ
とができ、好ましくは、直鎖分子である。該クロスリンカー試薬が2つの重合可能な官能
基を有している場合、それは、「直鎖クロスリンカー試薬」と称され；該クロスリンカー
試薬が3つ以上の重合可能な官能基を有している場合、それは、「分枝鎖クロスリンカー
試薬」であると考えられる。
【０１８３】
　クロスリンカー試薬は、2つの重合可能な官能基によって末端部が形成され、そして、
生物分解性基を含んでいなくてもよいか、又は、少なくとも1の生物分解性結合を含んで
いてもよい。好ましくは、該クロスリンカー試薬は、少なくとも1の生物分解性結合を含
んでいる。
【０１８４】
　一実施形態では、クロスリンカー試薬はポリマーで構成される。好ましくは、クロスリ
ンカー試薬は、60Da～5kDaの範囲内にある分子量を有しており、さらに好ましくは、0.5k
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Da～4kDa、一層さらに好ましくは、1kDa～4kDa、一層さらに好ましくは、1kDa～3kDaの範
囲内にある分子量を有している。
【０１８５】
　特に本発明による生物分解性ヒドロゲルを形成させるのに親水性高分子量バックボーン
部分が使用される場合は、オリゴマー架橋用試薬又は高分子架橋用試薬に加えて、低分子
量架橋用試薬も使用することができる。
【０１８６】
　一実施形態では、クロスリンカー試薬は、生物分解性結合によって連結されているモノ
マーを含んでいる。そのような高分子クロスリンカー試薬は、当該クロスリンカー試薬の
分子量及び当該モノマー単位の分子量に応じて、最大で100又はそれ以上の生物分解性結
合を含んでいることができる。そのようなクロスリンカー試薬の例としては、ポリ(乳酸)
系ポリマー又はポリ(グリコール酸)系ポリマーなどを挙げることができる。
【０１８７】
　好ましくは、該クロスリンカー試薬はPEG系であり、好ましくは、1つのみのPEG系分子
鎖によって表される。好ましくは、該ポリ(エチレングリコール)系クロスリンカー試薬は
、エチレングリコール単位を含んでいる炭化水素鎖であり、ここで、該ポリ(エチレング
リコール)系クロスリンカー試薬は、少なくとも、それぞれm個のエチレングリコール単位
を含んでおり、ここで、mは、3～100の範囲内の整数であり、好ましくは、10～70の範囲
内の整数である。好ましくは、該ポリ(エチレングリコール)系クロスリンカー試薬は、0.
5kDa～5kDaの範囲内にある分子量を有している。
【０１８８】
　使用されている技術用語について例証するために、簡略化されたバックボーン試薬の例
が図1に示されている。中央の分枝コア(○付きＣ)から4つのPEG系ポリマー鎖(黒い細線)
が延びており、その末端に、高分岐樹枝状部分(「Hyp」；長円形)が付いている。その高
分岐樹枝状部分は重合可能な官能基(白い小円)を有しており、ここでは、重合可能な官能
基のうちで選択されたもののみが示されている。即ち、高分岐樹枝状部分は、図1に示さ
れているものよりも多くの反応性官能基を含んでいる。
【０１８９】
　図2は、4種類の代表的なクロスリンカー試薬を示している。それらの重合可能な官能基
(白い小円)に加えて、架橋用試薬は、生物分解性結合(bond)を含んでいる1以上の生物分
解性結合(linkage)(白い矢印)を含み得る。
【０１９０】
　クロスリンカー試薬2Aは、生物分解性結合(bond)を含んでいない。本発明によるヒドロ
ゲルの合成にそのようなクロスリンカー試薬が使用される場合、生物分解性結合(linkage
)は、クロスリンカー試薬の重合可能な官能基とバックボーン試薬の重合可能な官能基の
反応によって形成される。
【０１９１】
　クロスリンカー試薬2Bは1つの生物分解性結合(linkage)を含んでおり、クロスリンカー
試薬2Cは2つの生物分解性結合(linkage)を含んでおり、クロスリンカー試薬2Dは4つの生
物分解性結合(linkage)を含んでいる。
【０１９２】
　重合可能な基と1番目の生物分解性結合(bond)の間の部分はスペーサー部分と称され、
これは、バックボーン部分に連結されており且つその反対側は架橋用部分に連結されてお
り、そして、適切な場合には、種々のクロスリンカー部分において星印によって示されて
いる。
【０１９３】
　反応性生物分解性ヒドロゲル
　一実施形態では、本発明のヒドロゲルは、多官能基化された物質、即ち、水中で膨潤可
能な三次元架橋マトリックスの中に反応性官能基及び相互に連結されている官能基を含ん
でいる生物分解性ヒドロゲルである。そのようなヒドロゲルは、反応性生物分解性ヒドロ
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ゲルとも称される。該反応性官能基は、アフィニティーリガンド、キレート基、イオン交
換基、薬物、プロドラッグ、担体結合プロドラッグ、遮断基又はキャッピング基などの直
接的な結合又は間接的な結合に対する結合点として機能し得る。
【０１９４】
　理想的には、該反応性官能基は本発明によるヒドロゲルの全体に均一に分散され、そし
て、その反応性生物分解性ヒドロゲルの表面上には存在していてもよいし又は存在してい
なくてもよい。そのような反応性官能基の非限定的な例としては、限定するものではない
が、高分岐樹枝状部分に連結されている以下の化学的官能基を挙げることができる：カル
ボン酸及び活性化誘導体、アミノ、マレイミド、チオール及び誘導体、スルホン酸及び誘
導体、カルボネート及び誘導体、カルバメート及び誘導体、ヒドロキシル、アルデヒド、
ケトン、ヒドラジン、イソシアネート、イソチオシアネート、リン酸及び誘導体、ホスホ
ン酸及び誘導体、ハロアセチル、アルキルハロゲン化物、アクリロイル及び別のα-β不
飽和マイケル受容体、アリール化剤(例えば、フッ化アリール)、ヒドロキシルアミン、ジ
スルフィド(例えば、ピリジルジスルフィド)、ビニルスルホン、ビニルケトン、ジアゾア
ルカン、ジアゾアセチル化合物、オキシラン並びにアジリジン。好ましい反応性官能基と
しては、チオール、マレイミド、アミノ、カルボン酸及び誘導体、カルボネート及び誘導
体、カルバメート及び誘導体、アルデヒド並びにハロアセチルなどがある。好ましくは、
該反応性官能基は、第1級アミノ基又はカルボン酸であり、最も好ましいのは、第1級アミ
ノ基である。
【０１９５】
　そのような反応性官能基は、別の官能基の存在下において化学選択的にアドレス可能で
あることを特徴とし、また、さらに、そのような反応性生物分解性ヒドロゲルの中の反応
性官能基の濃度が本発明のヒドロゲルが完全に分解されるのに必要な時間の最初の半分の
間に殆ど一定であることも特徴とする。
【０１９６】
　「殆ど一定」であるためには、当該反応性官能基の重量濃度は、反応性生物分解性ヒド
ロゲルが完全に分解されるのに必要な時間の最初の半分の間、最初の濃度の90%を下回ら
ない。
【０１９７】
　反応性官能基は、適切な保護試薬でキャップすることができる。
【０１９８】
　本発明によれば、該ヒドロゲルは加水分解的に分解可能な結合によって相互に連結され
ているバックボーン部分で構成されており、該バックボーン部分はクロスリンカーを介し
て結合し得る。
【０１９９】
　好ましくは、該バックボーン部分は、1kDa～20kDaの範囲内にある分子量を有しており
、さらに好ましくは、1kDa～15kDa、一層さらに好ましくは、1kDa～10kDaの範囲内にある
分子量を有している。該バックボーン部分は、好ましくは、1以上のPEG鎖を含んでいるPE
G系でもある。
【０２００】
　高分子PEG系鎖が、ヘテロ原子及び化学的官能基で場合により置換されていてもよいア
ルキル基又はアリール基で末端部が形成されてもよいか又は中断されてもよいということ
は、理解される。
【０２０１】
　本発明による反応性生物分解性ヒドロゲルにおいては、バックボーン部分は、相互に連
結されている生物分解性基と反応性官能基からなる多数の官能基によって特徴付けられる
。好ましくは、相互に連結されている生物分解性基と反応性官能基の総量は、16以上であ
り、好ましくは、16～128であり、好ましいのは20～100であり、同様に好ましいのは20～
40であり、さらに好ましいのは24～80であり、同様にさらに好ましいのは28～32であり、
一層さらに好ましいのは30～60であり；最も好ましいのは30～32である。相互に連結され
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ている官能基と反応性官能基に加えて、保護基も存在させることができるということは理
解される。
【０２０２】
　優先的に、バックボーン部分は、そこから少なくとも3つのPEG系ポリマー鎖が延びてい
る分枝コアを有していることを特徴とする。従って、本発明の好ましい態様においては、
該バックボーン試薬は、そこから少なくとも3つのPEG系ポリマー鎖が延びている分枝コア
を含んでいる。そのような分枝コアは、束縛された形態にあるポリアルコール類若しくは
オリゴアルコール類、好ましくは、ペンタエリトリトール、トリペンタエリトリトール、
ヘキサグリセリン、スクロース、ソルビトール、フルクトース、マンニトール、グルコー
ス、セルロース、アミロース類、デンプン類、ヒドロキシアルキルデンプン類、ポリビニ
ルアルコール類、デキストラン類、ヒアルロナン(hyualuronan)類で構成され得るか、又
は、分枝コアは、束縛された形態にあるポリアミン類若しくはオリゴアミン類、例えば、
オルニチン、ジアミノ酪酸、トリリシン、テトラリシン、ペンタリシン、ヘキサリシン、
ヘプタリシン、オクタリシン、ノナリシン、デカリシン、ウンデカリシン、ドデカリシン
、トリデカリシン、テトラデカリシン、ペンタデカリシン若しくはオリゴリシン類、ポリ
エチレンイミン類、ポリビニルアミン類で構成され得る。
【０２０３】
　好ましくは、該分枝コアからは、3～16のPEG系ポリマー鎖が延びており、さらに好まし
くは、4～8のPEG系ポリマー鎖が延びている。好ましい分枝コアは、束縛された形態にあ
る ペンタエリトリトール、オルニチン、ジアミノ酪酸、トリリシン、テトラリシン、ペ
ンタリシン、ヘキサリシン、ヘプタリシン又はオリゴリシン、低分子量PEI、ヘキサグリ
セリン、トリペンタエリトリトールで構成され得る。好ましくは、該分枝コアからは、3
～16のPEG系ポリマー鎖が延びており、さらに好ましくは、4～8のPEG系ポリマー鎖が延び
ている。好ましくは、PEG系ポリマー鎖は、その一端が分枝コアに連結されていて且つ他
端が高分岐樹枝状部分に連結されている線状ポリ(エチレングリコール)鎖である。高分子
PEG系鎖が、ヘテロ原子及び化学的官能基で場合により置換されていてもよいアルキル基
又はアリール基で末端部が形成されてもよいか又は中断されてもよいということは、理解
される。
【０２０４】
　好ましくは、PEG系ポリマー鎖は、適切に置換されているポリエチレングリコール誘導
体(PEG系)である。
【０２０５】
　バックボーン部分に含まれている分枝コアから延びている対応するPEG系ポリマー鎖に
関する好ましい構造は、マルチアームPEG誘導体〔これは、例えば、「JenKem Technology
, USA」の製品一覧(2009年7月28日に「www.jenkemusa.com」からダウンロードすることに
よりアクセスした)の中に詳述されている〕、4アーム-PEG誘導体(ペンタエリトリトール
コア)、8アーム-PEG誘導体(ヘキサグリセリンコア)及び8アーム-PEG誘導体(トリペンタエ
リトリトールコア)である。最も好ましいのは、以下のものである：4アームPEGアミン(ペ
ンタエリトリトールコア)及び4アームPEGカルボキシル(ペンタエリトリトールコア)、8ア
ームPEGアミン(ヘキサグリセリンコア)、8アームPEGカルボキシル(ヘキサグリセリンコア
)、8アームPEGアミン(トリペンタエリトリトールコア)及び8アームPEGカルボキシル(トリ
ペンタエリトリトールコア)。バックボーン部分の中のそのようなマルチアームPEG-誘導
体の好ましい分子量は、1kDa～20kDaであり、さらに好ましくは、1kDa～15kDaであり、一
層さらに好ましくは、1kDa～10kDaである。末端アミン基がさらにコンジュゲートされて
バックボーン部分の相互に連結されている官能基及び反応性官能基を提供することは理解
される。
【０２０６】
　バックボーン部分の相互に連結されている官能基と反応性官能基の総量が分枝コアから
延びているPEG系ポリマー鎖の数で均分されるのが好ましい。分枝コアから延びているPEG
系ポリマー鎖の数によって等しく分配することができない場合、PEG系ポリマー鎖1つ当た
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りの相互に連結されている官能基と反応性官能基の総量の平均数からの偏差を最少に維持
することが好ましい。
【０２０７】
　さらに好ましくは、バックボーン部分の相互に連結されている官能基と反応性官能基の
総量は、分枝コアから延びているPEG系ポリマー鎖の数で均分される。例えば、32の相互
に連結されている官能基と反応性官能基が存在する場合、好ましくは各PEG系ポリマー鎖
の末端に結合している樹枝状部分を用いて、コアから延びている4つのPEG系ポリマー鎖の
それぞれによって8つの基が提供され得る。あるいは、コアから延びている8つのPEG系ポ
リマー鎖のそれぞれによって4つの官能基が提供され得るか、又は、16のPEG系ポリマー鎖
のそれぞれによって2つの基が提供され得る。
【０２０８】
　そのような付加的な官能基は、樹枝状部分によって提供される。好ましくは、各樹枝状
部分は、0.4kDa～4kDaの範囲内にある分子量を有しており、さらに好ましくは、0.4kDa～
2kDaの範囲内にある分子量を有している。好ましくは、各樹枝状部分は、少なくとも3の
分枝と少なくとも4の反応性官能基、及び、最大で63の分枝と64の反応性官能基を有して
おり、好ましくは、少なくとも7の分枝と少なくとも8の反応性官能基、及び、最大で31の
分枝と32の反応性官能基を有している。
【０２０９】
　そのような樹枝状部分の例は、束縛された形態にあるトリリシン、テトラリシン、ペン
タリシン、ヘキサリシン、ヘプタリシン、オクタリシン、ノナリシン、デカリシン、ウン
デカリシン、ドデカリシン、トリデカリシン、テトラデカリシン、ペンタデカリシン、ヘ
キサデカリシン、ヘプタデカリシン、オクタデカリシン、ノナデカリシンからなる。好ま
しいそのような樹枝状部分の例は、束縛された形態にあるトリリシン、テトラリシン、ペ
ンタリシン、ヘキサリシン、ヘプタリシンからなり、最も好ましいのは、束縛された形態
にあるトリリシン、ペンタリシン又はヘプタリシン、オルニチン、ジアミノ酪酸である。
【０２１０】
　最も好ましくは、本発明の反応性生物分解性ヒドロゲルは、そのバックボーン部分が、
式 C(A-Hyp)4〔式中、各Aは、独立して、末端が永久的な共有結合によって当該第4級炭素
に結合しているポリ(エチレングリコール)系ポリマー鎖であって、そのPEG系ポリマー鎖
の遠位末端は樹枝状部分Hypに共有結合的に結合しており、ここで、各樹枝状部分Hypは、
相互に連結されている官能基及び反応性官能基を表す少なくとも4つの官能基を有してい
る〕で表される第4級炭素を有していること、を特徴とする。
【０２１１】
　好ましくは、各Aは、独立して、式 -(CH2)n1(OCH2CH2)nX-〔式中、n1は、1又は2であり
；nは、5～50の範囲内の整数であり；及び、Xは、AとHypを共有結合的に結合させる化学
的官能基である〕から選択される。
【０２１２】
　好ましくは、AとHypは、アミド結合によって共有結合的に結合されている。
【０２１３】
　好ましくは、該樹枝状部分Hypは高分岐ポリペプチドである。好ましくは、該高分岐ポ
リペプチドは束縛された形態にあるリシンを含んでいる。好ましくは、各樹枝状部分Hyp
は、0.4kDa～4kDaの範囲内にある分子量を有している。バックボーン部分 C(A-Hyp)4 が
同一の樹枝状部分Hyp又は異なった樹枝状部分Hypで構成され得ること及び各Hypが独立し
て選択され得ることは理解される。各部分Hypは、5～32のリシンで構成されており、好ま
しくは、少なくとも7のリシンで構成されている。即ち、各部分Hypは、束縛された形態に
ある5～32のリシンで構成され、好ましくは、束縛された形態にある少なくとも7のリシン
で構成されている。最も好ましくは、Hypは、ヘプタリシニルで構成されている。
【０２１４】
　重合可能な官能基とバックボーン試薬の反応によって、より特定的には、ポリエチレン
グリコール系クロスリンカー試薬の重合可能な官能基とHypの反応よって、永久的なアミ
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ド結合が生じる。
【０２１５】
　好ましくは、C(A-Hyp)4 は、1kDa～20kDaの範囲内にある分子量を有しており、さらに
好ましくは、1kDa～15kDa、一層さらに好ましくは、1kDa～10kDaの範囲内にある分子量を
有している。
【０２１６】
　1つの好ましいバックボーン部分が、以下に示されており、破線は生物分解性結合がク
ロスリンカー部分に相互に連結されていることを示しており、nは5～50の整数である：
：
【化１】

【０２１７】
　本発明によるヒドロゲルの生物分解性は、加水分解的に分解可能な結合を導入すること
によって達成される。
【０２１８】
　用語「加水分解的に分解可能な(hydrolytically degradable)」、「生物分解性(biodeg
radable)」、又は、「加水分解的に切断可能な(hydrolytically cleavable)」、「自己切
断可能な(auto-cleavable)」、又は、「自己切断(self-cleavage)」、「自己切断可能な(
self-cleavable)」、「一時的な(transient)」、又は、「一時的な(temporary)」は、本
発明に関連して、生理学的な条件(pH7.4の水性バッファー、37℃)の下で非酵素的に加水
分解的に分解可能な又は切断可能な、1時間から3ヶ月までの半減期を有する結合(bond)及
び結合(linkage)に関連し、ここで、そのような結合としては、限定するものではないが
、アコニチル類、アセタール類、アミド類、カルボン酸無水物類、エステル類、イミン類
、ヒドラゾン類、マレアミド酸アミド類、オルトエステル類、ホスファミド類、ホスホエ
ステル類、ホスホシリルエステル類、シリルエステル類、スルホン酸エステル類、芳香族
カルバメート類及びそれらの組合せなどがある。
【０２１９】
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　本発明によるヒドロゲルの中に分解可能な相互に連結されている官能基として存在して
いる場合、好ましい生物分解性結合は、エステル類、カルボネート類、ホスホエステル類
及びスルホン酸エステル類であり、最も好ましいのは、エステル類又はカルボネート類で
ある。
【０２２０】
　永久的な結合は、生理学的な条件(pH7.4の水性バッファー、37℃)の下で非酵素的に加
水分解的に分解可能で、6ヶ月以上の半減期を有する(例えば、アミド類)。
【０２２１】
　加水分解的に切断可能な結合を導入するために、生物分解性結合を用いてバックボーン
部分を互いに直接結合させることができる。
【０２２２】
　一実施形態では、反応性生物分解性ヒドロゲルのバックボーン部分は、直接に(即ち、
クロスリンカー部分無しで)結合され得る。そのような反応性生物分解性ヒドロゲルの2つ
のバックボーン部分の高分岐樹枝状部分は、2つの高分岐樹枝状部分を連結させる相互に
連結されている官能基を介して直接に結合され得る。あるいは、2つの異なったバックボ
ーン部分の2つの高分岐樹枝状部分は、相互に連結されている官能基によって分離されて
いる2つのスペーサー部分(ここで、該スペーサー部分はバックボーン部分に連結されてお
り、その反対側は架橋用部分に連結されている)を介して相互に連結され得る。
【０２２３】
　あるいは、バックボーン部分はクロスリンカー部分を介して互いに結合することができ
、ここで、各クロスリンカー部分は、加水分解的に分解可能な結合のうちの少なくとも2
によって末端部が形成される。クロスリンカー部分は、末端にある生物分解性結合に加え
て、さらなる生物分解性結合を含み得る。かくして、バックボーン部分に結合しているク
ロスリンカー部分の各末端は、加水分解的に分解可能な結合を含み、及び、付加的な生物
分解性結合がクロスリンカー部分の中に場合により存在し得る。
【０２２４】
　好ましくは、該反応性生物分解性ヒドロゲルは加水分解的に分解可能な結合によって相
互に連結されているバックボーン部分で構成され、該バックボーン部分はクロスリンカー
部分を介して互いに結合している。
【０２２５】
　該反応性生物分解性ヒドロゲルは、1以上の異なったタイプのクロスリンカー部分、好
ましくは、1つのクロスリンカー部分を含み得る。該クロスリンカー部分は、直鎖分子で
あることができるか、又は、分枝鎖分子であることができ、好ましくは、直鎖分子である
。本発明の好ましい実施形態では、該クロスリンカー部分は、少なくとも2つの生物分解
性結合によってバックボーン部分に連結されている。
【０２２６】
　用語「生物分解性結合」は、生理学的な条件(pH7.4の水性バッファー、37℃)の下で非
酵素的に加水分解的に分解可能な、1時間から3ヶ月までの半減期を有する結合を表し、こ
こで、そのような結合としては、限定するものではないが、アコニチル類、アセタール類
、カルボン酸無水物類、エステル類、イミン類、ヒドラゾン類、マレアミド酸アミド類、
オルトエステル類、ホスファミド類、ホスホエステル類、ホスホシリルエステル類、シリ
ルエステル類、スルホン酸エステル類、芳香族カルバメート類及びそれらの組合せなどが
ある。好ましい生物分解性結合は、エステル類、カルボネート類、ホスホエステル類及び
スルホン酸エステル類であり、最も好ましいのは、エステル類又はカルボネート類である
。
【０２２７】
　好ましくは、クロスリンカー部分は、60Da～5kDaの範囲内にある分子量を有しており、
さらに好ましくは、0.5kDa～4kDa、一層さらに好ましくは、1kDa～4kDa、一層さらに好ま
しくは、1kDa～3kDaの範囲内にある分子量を有している。一実施形態では、クロスリンカ
ー部分は、ポリマーで構成されている。
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【０２２８】
　特に本発明による生物分解性ヒドロゲルを形成させるのに親水性高分子量バックボーン
部分が使用される場合は、オリゴマー架橋用部分又は高分子架橋用部分に加えて、低分子
量架橋用部分も使用することができる。
【０２２９】
　好ましくは、該ポリ(エチレングリコール)系クロスリンカー部分はエチレングリコール
単位を含んでいる炭化水素鎖(これは、場合により、さらなる化学的官能基を含んでいて
もよい)であり、ここで、該ポリ(エチレングリコール)系クロスリンカー部分は、少なく
とも、それぞれm個のエチレングリコール単位を含んでおり、ここで、mは、3～100の範囲
内の整数であり、好ましくは、10～70の範囲内の整数である。好ましくは、該ポリ(エチ
レングリコール)系クロスリンカー部分は、0.5kDa～5kDaの範囲内にある分子量を有して
いる。
【０２３０】
　クロスリンカー部分に関連して又は分枝コアに連結されているPEG系ポリマー鎖に関連
して使用される場合、用語「PEG系」は、少なくとも20重量%のエチレングリコール部分を
含んでいるクロスリンカー部分又はPEG系ポリマー鎖を意味する。
【０２３１】
　一実施形態では、高分子クロスリンカー部分を構成するモノマーは、生物分解性結合に
よって連結されている。そのような高分子クロスリンカー部分は、当該クロスリンカー部
分の分子量及び当該モノマー単位の分子量に応じて、最大で100又はそれ以上の生物分解
性結合を含んでいることができる。そのようなクロスリンカー部分の例は、ポリ(乳酸)系
ポリマー又はポリ(グリコール酸)系ポリマーである。そのようなポリ(乳酸)鎖又はポリ(
グリコール酸)鎖がアルキル基又はアリール基で末端部が形成されてもよいか又は中断さ
れてもよいということ及びそれらがヘテロ原子及び化学的官能基で場合により置換されて
いてもよいということは、理解される。
【０２３２】
　好ましくは、該クロスリンカー部分はPEG系であり、好ましくは、1つのみのPEG系分子
鎖によって表される。好ましくは、該ポリ(エチレングリコール)系クロスリンカー部分は
エチレングリコール単位を含んでいる炭化水素鎖(これは、場合により、さらなる化学的
官能基を含んでいてもよい)であり、ここで、該ポリ(エチレングリコール)系クロスリン
カー部分は、少なくとも、それぞれm個のエチレングリコール単位を含んでおり、ここで
、mは、3～100の範囲内の整数であり、好ましくは、10～70の範囲内の整数である。好ま
しくは、該ポリ(エチレングリコール)系クロスリンカー部分は、0.5kDa～5kDaの範囲内に
ある分子量を有している。
【０２３３】
　本発明の好ましい実施形態では、クロスリンカー部分はPEGで構成され、これは、永久
的なアミド結合で高分岐樹枝状部分に連結されているバックボーン部分によって提供され
る2つのα，ω-脂肪族ジカルボン酸スペーサーにエステル結合を介して対称的に連結され
ている。
【０２３４】
　バックボーン部分に連結されており且つその反対側は架橋用部分に連結されているスペ
ーサー部分のジカルボン酸は、3～12個の炭素原子(最も好ましくは、5～8個の炭素原子)
で構成され、そして、1以上の炭素原子において置換され得る。好ましい置換基は、アル
キル基、ヒドロキシル基若しくはアミド基又は置換されているアミノ基である。該脂肪族
ジカルボン酸のメチレン基のうちの1以上は、O若しくはNHで場合により置換されていても
よいか又はアルキルで置換されているNで場合により置換されていてもよい。好ましいア
ルキルは、1～6個の炭素原子を有する直鎖又は分枝鎖のアルキルである。
【０２３５】
　好ましくは、バックボーン部分に連結されており且つその反対側は架橋用部分に連結さ
れているスペーサー部分と高分岐樹枝状部分の間に永久的なアミド結合が存在している。
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【０２３６】
　1つの好ましいクロスリンカー部分が、以下に示されており、破線は生物分解性結合が
バックボーン部分に相互に連結されていることを示している：
【化２】

【０２３７】
〔ここで、nは5～50の整数である〕。
【０２３８】
　反応性生物分解性ヒドロゲルにおいて、バックボーン部分とクロスリンカー部分の間の
生物分解性結合の加水分解速度は、PEG-エステルカルボキシ基に隣接した連結されている
原子の数及び種類によって影響を受けるか又は決定される。例えば、PEGエステルを形成
させるためにコハク酸、アジピン酸又はグルタル酸から選択することによって、本発明の
生物分解性ヒドロゲルの分解半減期を変えることが可能である。
【０２３９】
　反応性生物分解性ヒドロゲルにおいて、反応性官能基の存在は、当技術分野においてよ
く知られている方法に準じて、例えば、固相ペプチド合成に関して当技術分野においてよ
く知られている方法に準じて、定量化することができる。水不溶性ヒドロゲル中の反応性
官能基のそのような存在は、反応性生物分解性ヒドロゲル1g当たりの官能基のローディン
グ(mol)として定量化することができる。
【０２４０】
　ヒドロゲルのアミノ基含有量は、fmoc-アミノ酸をヒドロゲル上の遊離アミノ基にコン
ジュゲートさせ、次いで、Gude, M., J. Ryfら「(2002) Letters in Peptide Science 9(
4)： 203-206」によって記述されているようにしてfmocを測定することにより、確認する
ことができる。
【０２４１】
　マレイミド含有量を確認するために、ヒドロゲルビーズのアリコートを凍結乾燥させて
重さを計ることができる。ヒドロゲルの別のアリコートを過剰量のメルカプトエタノール
と反応させることが可能であり(50mM リン酸ナトリウムバッファーの中で、室温で30分間
)、そして、メルカプトエタノールの消費量をEllman試験(Ellman, G. L. et al., Bioche
m. Pharmacol., 1961, 7, 88-95)によって検出することが可能である。
【０２４２】
　好ましくは、反応性生物分解性ヒドロゲルにおいて、当該ローディングは、反応性生物
分解性ヒドロゲル1g当たり、0.02～2mmolであり、さらに好ましくは、0.05～molである。
【０２４３】
　図3は、本発明の反応性生物分解性ヒドロゲルにおいて2つのバックボーン部分を相互に
連結し得る種々の方法についての概略図を表している。高分岐樹枝状部分(「Hyp」、長円
形)は、多数の反応性官能基(黒い点)及び永久的な結合(白い菱形)を含んでいる。各高分
岐部分が図3に示されているものよりも多くの反応性官能基及び永久的な結合を含んでい
ること、及び、図3が例証する目的のみで使用されるということは理解される。
【０２４４】
　バックボーン部分に連結されており且つその反対側は架橋用部分に連結されているスペ
ーサー部分は星印を付けて示されており、相互に連結されている官能基は白い矢印として
示されている。破線は、示されていないさらに大きな部分に結合していることを示してい
る。
【０２４５】
　図3aは、個々のバックボーン部分が生物分解性結合を含んでいる相互に連結されている
官能基によって直接的に相互に連結されている反応性生物分解性ヒドロゲルの断面を例示
している。
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【０２４６】
　図3bにおいては、2つの異なったバックボーン部分の高分岐樹枝状部分が、スペーサー
部分によって分離されている2つの相互に連結されている官能基で、相互に連結されてい
る。
【０２４７】
　図3cにおいては、2つの異なったバックボーン部分の高分岐樹枝状部分が、2つのスペー
サー部分(これらは、バックボーン部分に連結されており且つその反対側は架橋用部分に
連結されている)と1つの相互に連結されている官能基で、相互に連結されている。
【０２４８】
　図3d及び図3eは、2つの高分岐樹枝状部分がクロスリンカー部分(これは「#」が付けら
れている)で相互に連結されている反応性生物分解性ヒドロゲルの断面を示している。該
クロスリンカー部分は、少なくとも1つの相互に連結されている官能基を含んでいてもよ
いし、又は、含んでいなくてもよい(それぞれ、図3d及び図3eを参照されたい)。
【０２４９】
　黒い細線は、分枝コア(示されていない)から延びているPEG系ポリマー鎖を示している
。
【０２５０】
　修飾された反応性生物分解性ヒドロゲル
　本発明の別の態様は、本発明のヒドロゲルを含んでいるコンジュゲートであり、これは
、加水分解的に分解可能な結合によって相互に連結されているバックボーン部分で構成さ
れていること、及び、スペーサー分子、遮断基、保護基又は多官能性部分への永久的な結
合を付加的に有していることを特徴とする。
【０２５１】
　反応性生物分解性ヒドロゲルのバックボーン部分の反応性官能基は、スペーサー分子、
遮断基、保護基又は多官能性部分に対する結合点として機能する。
【０２５２】
　保護基は、当技術分野においては知られており、合成プロセスに際して化学的官能基を
可逆的に保護するために使用される。アミン官能性に対する適切な保護基は、fmoc基であ
る。
【０２５３】
　1種類のみの保護基を使用することができるということ、又は、例えば直交保護(orthog
onal protection)(即ち、異なった保護基は異なった条件下において除去することができ
る)を提供するために、2種類以上の異なった保護基を使用することができるということは
理解される。
【０２５４】
　本発明による修飾された反応性生物分解性ヒドロゲルは、同じ反応性官能基を有してい
るスペーサーを用いて官能基化することができる。例えば、アミノ基は、ヘテロ二官能性
スペーサー(例えば、適切に活性化された COOH-(EG)6-NH-fmoc(EG=エチレングリコール))
をカップリングさせ、fmoc-保護基を除去することによって、修飾された反応性生物分解
性ヒドロゲルに導入することができる。そのような反応性生物分解性ヒドロゲルは、異な
った官能基(例えば、マレイミド基)を有しているスペーサーにさらに連結させることがで
きる。適宜に修飾された反応性生物分解性ヒドロゲルは、リンカー部分に反応性チオール
基を有している薬物-リンカー試薬にさらにコンジュゲートさせることができる。
【０２５５】
　そのような修飾された反応性生物分解性ヒドロゲルにおいては、残存している全ての反
応性官能基は、適切な遮断試薬を用いてキャップすることができる。
【０２５６】
　本発明の代替的な実施形態では、例えば本発明による生物分解性ヒドロゲルへの薬物の
ローディングを増大させることを可能とする反応性官能基の数を増加させるために、重合
された反応性生物分解性ヒドロゲルの反応性官能基に多官能性部分をカップリングさせる
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。そのような多官能性部分は、束縛された形態にあるリシン、ジリシン、トリリシン、テ
トラリシン、ペンタリシン、ヘキサリシン、ヘプタリシン又はオリゴリシン、低分子量PE
Iで構成され得る。好ましくは、該多官能性部分は、束縛された形態にあるリシンを含ん
でいる。場合により、そのような多官能性部分は、保護基で保護することができる。
【０２５７】
　そのような修飾されている反応性生物分解性ヒドロゲルにおいては、残存している全て
の反応性官能基は、適切な遮断試薬でキャップすることができる。
【０２５８】
　図4は、修飾された反応性生物分解性ヒドロゲルの断面の概略図を示している。高分岐
部分(長円形、「Hyp」)は、スペーサー分子又は遮断基(半月形構造を有する黒い点)で修
飾された多くの反応性官能基を含んでいる。黒い細線は分枝コア(示されていない)から延
びているPEG系ポリマー鎖を示しており、黒い太線は、永久的な結合(白い菱形)で高分岐
部分に結合しているスペーサー部分(これらは、バックボーン部分に連結されており且つ
その反対側は架橋用部分に連結されている)の一部を示している。白い矢印は、相互に連
結されている官能基を示している。
【０２５９】
　破線は、簡単にするために完全には描かれていないより大きな部分に結合していること
を示している。
【０２６０】
　コンジュゲート官能基を含んでいる生物分解性ヒドロゲル
　本発明の別の態様は、本発明の生物分解性ヒドロゲルを含んでいるコンジュゲートであ
り、これは、加水分解的に分解可能な結合によって相互に連結されているバックボーン部
分で構成されていること及びコンジュゲート官能基(ここで、コンジュゲート官能基は、
例えば、リガンド又はキレート基又はイオン交換基などを含んでいる)に対する永久的な
結合を付加的に有していることを特徴とする。従って、コンジュゲート官能基を含んでい
る本発明の生物分解性ヒドロゲルは、加水分解的に分解可能な結合によって相互に連結さ
れているバックボーン部分を含んでおり、及び、コンジュゲート官能基(ここで、コンジ
ュゲート官能基は、例えば、リガンド又はキレート基又はイオン交換基などを含んでいる
)に対する永久的な結合を付加的に有している。
【０２６１】
　反応性生物分解性ヒドロゲル及び修飾された反応性生物分解性ヒドロゲルのバックボー
ン部分の反応性官能基は、アフィニティーリガンド又はキレート基又はイオン交換基又は
それらを組み合わせたものが直接的又は間接的に結合するための結合点として機能する。
理想的には、該リガンド又はキレート基又はイオン交換基は、本発明によるヒドロゲルの
全体に均一に分散され、そして、本発明によるヒドロゲルの表面上には存在していてもよ
いし又は存在していなくてもよい。
【０２６２】
　アフィニティーリガンド基又はキレート基又はイオン交換基に連結されていない残存す
る反応性官能基、適切な遮断試薬を用いてキャップすることができる。
【０２６３】
　そのようなアフィニティーリガンド又はキレート基又はイオン交換基は、本発明のその
ようなヒドロゲルの中のアフィニティーリガンド又はキレート基又はイオン交換基の濃度
が当該ヒドロゲルが完全に分解されるのに必要な時間の最初の半分の間に殆ど一定である
ことを特徴とする。
【０２６４】
　「殆ど一定」であるためには、当該アフィニティーリガンド又はキレート基又はイオン
交換基の重量濃度は、本発明のヒドロゲルが完全に分解されるのに必要な時間の最初の半
分の間、最初の濃度の90%を下回らない。
【０２６５】
　本発明によれば、コンジュゲート官能基を含んでいる生物分解性ヒドロゲルは、加水分
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解的に分解可能な結合によって相互に連結されているバックボーン部分で構成されている
。
【０２６６】
　アフィニティーリガンド又はキレート基又はイオン交換基を有している本発明のヒドロ
ゲルにおいては、バックボーン部分は、相互に連結されている生物分解性官能基とアフィ
ニティーリガンド又はキレート基又はイオン交換基を含んでいるコンジュゲート官能基か
らなる多数の官能基によって特徴付けられる。好ましくは、相互に連結されている生物分
解性官能基とアフィニティーリガンド又はキレート基又はイオン交換基を有しているコン
ジュゲート官能基の総量は16～128であり、好ましいのは20～100であり、さらに好ましい
のは24～80であり、最も好ましいのは30～60である。相互に連結されている官能基と反応
性官能基に加えて、遮断基も存在させることができるということは理解される。
【０２６７】
　好ましくは、バックボーン部分の相互に連結されている官能基とアフィニティーリガン
ド又はキレート基又はイオン交換基を有しているコンジュゲート官能基の総量は、分枝コ
アから延びているPEG系ポリマー鎖の数で均分される。例えば、32の相互に連結されてい
る官能基とコンジュゲート官能基(これは、アフィニティーリガンド又はキレート基又は
イオン交換基を有している)が存在する場合、好ましくは各PEG系ポリマー鎖の末端に結合
している樹枝状部分を用いて、コアから延びている4つのPEG系ポリマー鎖のそれぞれによ
って8つの基が提供され得る。あるいは、コアから延びている8つのPEG系ポリマー鎖のそ
れぞれによって4つの基が提供され得るか、又は、16のPEG系ポリマー鎖のそれぞれによっ
て2つの基が提供され得る。分枝コアから延びているPEG系ポリマー鎖の数によって等しく
分配することができない場合、PEG系ポリマー鎖1つ当たりの相互に連結されている官能基
とコンジュゲート官能基(これは、アフィニティーリガンド又はキレート基又はイオン交
換基を有している)の総量の平均数からの偏差を最少に維持することが好ましい。
【０２６８】
　同様に好ましくは、相互に連結されている生物分解性官能基とコンジュゲート官能基(
これは、リガンド又はキレート基又はイオン交換基を有している)に対する永久的な結合
又は場合によりスペーサー分子又は遮断基の総数は、16以上であり、好ましいのは20～40
であり、さらに好ましいのは28～32であり、最も好ましいのは30～32である。
【０２６９】
　最も単純な場合には、イオン交換基を有しているヒドロゲルは、反応性生物分解性ヒド
ロゲルと一致している。
【０２７０】
　好ましくは、コンジュゲート官能基を含んでいる生物分解性ヒドロゲルのバックボーン
部分の各樹枝状部分は、少なくとも3の分枝と少なくとも4の生物分解性結合及び/又は永
久的な結合を有しており、さらに好ましくは、5の分枝と6の生物分解性結合及び/又は永
久的な結合を有しており、最も好ましくは、7の分枝と8の生物分解性結合及び/又は永久
的な結合を有しており、又は、場合により、15の分枝と16の生物分解性結合及び/又は永
久的な結合を有している。
【０２７１】
　本発明のコンジュゲート官能基を含んでいる生物分解性ヒドロゲルの中に束縛された形
態で存在している適切なリガンドは、例えば、ビオチンなどのアフィニティーリガンドで
ある。さらなるリガンドは、例えば、以下のもののようなアフィニティーリガンドである
：4-アミノベンズアミジン、3-(2'-アミノベンズヒドリルオキシ)トロパン、ε-アミノカ
プロイル-p-クロロベンジルアミド、1-アミノ-4-[3-(4,6-ジクロロトリアジン-2-イルア
ミノ)-4-スルホフェニルアミノ]アントラキノン-2-スルホン酸、2-(2'-アミノ-4'-メチル
フェニルチオ)-N,N-ジメチルベンジルアミン二塩酸塩、アンギオポイエチン-1、アプタマ
ー類、アロチノイド酸(arotinoid acid)、アビジン、ビオチン、カルモジュリン、コカエ
チレン、サイトスポロンB、N,N-ジヘキシル-2-(4-フルオロフェニル)インドール-3-アセ
トアミド、N,N-ジプロピル-2-(4-クロロフェニル)-6,8-ジクロロ-イミダゾ[1,2-a]ピリジ
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ン-3-アセトアミド、5-フルオロ-2'-デオキシウリジン 5'-(p-アミノフェニル)モノホス
フェート、S-ヘキシル-L-グルタチオン、(S,S)-4-フェニル-α-(4-フェニルオキサゾリジ
ン-2-イリデン)-2-オキサゾリン-2-アセトニトリル、Pro-Leu-Gly ヒドロキサメート、2-
(4-(2-(トリフルオロメチル)フェニル)ピペリジン-1-カルボキサミド)安息香酸、トリメ
チル(m-アミノフェニル)アンモニウムクロリド、ウロコルチン III、補因子、例えば、ア
デノシントリホスフェート、s-アデノシルメチオニン、アスコルビン酸、コバラミン、補
酵素A、補酵素B、補酵素M、補酵素Q、補酵素F420、シチジントリホスフェート、フラビン
モノヌクレオチド、フラビンアデニンジヌクレオチド、グルタチオン、ヘム、リポアミド
、メナキノン、メタノフラン、メチルコバラミン、モリブドプテリン、NAD+、NADP+、ヌ
クレオチド糖類、3'-ホスホアデノシン-5'-ホスホスルフェート、ピリドキサルホスフェ
ート、ポリヒスチジン類、ピロロキノリンキノン、リボフラビン、ストレプトアビジン、
テトラヒドロビオプテリン、テトラヒドロメタノプテリン、テトラヒドロ葉酸、ビオチン
カルボキシルキャリヤータンパク質(BCCP)、キチン結合タンパク質、FK506結合タンパク
質(FKBP)、FLAGタグ、緑色蛍光タンパク質、グルタチオン-S-トランスフェラーゼ、赤血
球凝集素(HA)、マルトース結合タンパク質、mycタグ、NusA、タンパク質Cエピトープ、S-
タグ、strep-タグ、チオレドキシン類、トリアジン類(好ましくは、2,4,6-三置換トリア
ジン類)、アフィニティー骨格タンパク質(例えば、抗体フラグメント)。
【０２７２】
　本発明のコンジュゲート官能基を含んでいる生物分解性ヒドロゲルの中に束縛された形
態で存在している適切なキレート基は、例えば、イオン交換物質の形態にあるような基質
と相互作用することが可能なイオン性基である。キレート基の別の例は、錯化基である。
別のタイプのキレート基は、以下のものである：例えば、2,2'-ビピリジル、1,2-ビス(2-
アミノフェノキシ)エタン-N,N,N',N'-テトラ酢酸、メシル酸デフェロキサミン、デフェリ
フェリクローム、ジエチレントリアミン、2,3-ジメルカプト-1-プロパノール、ジメルカ
プトコハク酸、ジメチルグリオキシン、2,2'-ジピリジル、エチレンジアミン、エチレン
ジアミンテトラ(メチレンホスホン酸)、1,2-ビス(2-アミノ-5-ブロモフェノキシ)エタン-
N,N,N',N'-テトラ酢酸、8-ヒドロキシキノリン、イミノジアセテート、イミノジ(メチル
ホスホン酸)、L-ミモシン、ニトリロトリアセテート、オキサレート、1,10-フェナントロ
リン、フィチン酸、タルタレート、1,4,7,10-テトラアザシクロドデカン-1,4,7,10-テト
ラアセテート、N,N,N',N'-テトラキス(2-ピリジルメチル)エチレンジアミン、トリアミノ
トリエチルアミン、イミノジ酢酸、チオ尿素、2-ピコリルアミン。
【０２７３】
　本発明のコンジュゲート官能基を含んでいる生物分解性ヒドロゲルの中に束縛された形
態で存在しているイオン交換基は、イオン交換樹脂に結合させて一般に使用される化学的
官能基、例えば、以下のものである：強酸性基、例えば、スルホン酸基、例えば、プロピ
ルスルホン酸；強塩基性基、例えば、第4級アミノ基、例えば、トリメチルアンモニウム
基、例えば、プロピルトリメチルアンモニウムクロリド；弱酸性基、例えば、アルキルカ
ルボン酸基；又は、弱塩基性基、例えば、第1級、第2級及び/若しくは第3級のアルキルア
ミノ基。
【０２７４】
　図5は、コンジュゲート官能基を含んでいるヒドロゲルの関連する断面の概略図を示し
ている。高分岐部分(長円形、「Hyp」)は、アフィニティーリガンド又はキレート基(黒い
長円形)又はスペーサー部分(これらは、バックボーン部分に連結されており且つその反対
側は架橋用部分に連結されている)(黒い太線)などのいずれかのコンジュゲートに対する
多数の永久的な結合(白い菱形)を含んでいる。星印はバックボーン部分に連結されており
且つその反対側は架橋用部分に連結されているスペーサー部分を示しており；#はクロス
リンカー部分を示しており；破線は、示されていないより大きな部分に結合していること
を示している。黒い細線は、分枝コア(示されていない)から延びているPEG系ポリマー鎖
を示している。
【０２７５】
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　ヒドロゲルプロドラッグ
　本発明の別の態様は、本発明の生物分解性ヒドロゲルを担体として含んでいる担体結合
プロドラッグであり、ここで、バックボーン部分に対する多くの永久的な結合が、生物学
的に活性な部分が共有結合的に結合している一時的なプロドラッグリンカーと一緒に存在
している。
【０２７６】
　「プロドラッグ」は、生体内変換を受けた後にその薬理効果を示す任意の化合物である
。かくして、プロドラッグは、親分子における望ましくない特性を変えるか又は排除する
ために一時的に使用される特殊化された無毒性保護基を含んでいる薬物であると考えるこ
とができる。このことは、当該薬物の望ましい特性を強化すること及び望ましくない特性
を抑制することも、明瞭に包含する。
【０２７７】
　用語「担体結合プロドラッグ」、「担体プロドラッグ」は、改善された物理化学的又は
薬物動態学な特性を生じさせ且つインビボで容易に除去され得る(通常は、加水分解的な
切断による)一時的な担体基と生物学的に活性な所与の物質の一時的な結合を含んでいて
いるプロドラッグを意味する。
【０２７８】
　反応性生物分解性ヒドロゲル又は修飾された反応性生物分解性ヒドロゲルの反応性官能
基は、薬物、薬物-リンカーコンジュゲート、プロドラッグ又は担体結合プロドラッグな
どの先に挙げた永久的な結合による直接的な結合のための結合点として機能し得る。理想
的には、ヒドロゲルが連結している薬物-リンカーコンジュゲートは、本発明によるヒド
ロゲルの全体に均一に分散され、そして、本発明によるヒドロゲルの表面上には、存在し
ていてもよいし、又は、存在していなくてもよい。
【０２７９】
　一時的なプロドラッグリンカーに連結されていない残存する反応性官能基又は一時的な
プロドラッグリンカーに連結されているスペーサーに連結されていない残存する反応性官
能基は、適切な遮断試薬でキャップすることができる。
【０２８０】
　好ましくは、バックボーン部分によって提供される反応性官能基とプロドラッグリンカ
ーの間に形成される共有結合は、永久的な結合である。プロドラッグリンカーを本発明に
よるヒドロゲルに結合させるための適切な官能基としては、限定するものではないが、カ
ルボン酸及び誘導体、カルボネート及び誘導体、ヒドロキシル、ヒドラジン、ヒドロキシ
ルアミン、マレアミド酸及び誘導体、ケトン、アミノ、アルデヒド、チオール並びにジス
ルフィドなどがある。
【０２８１】
　マレイミド基含有ヒドロゲルに薬物-リンカーコンジュゲートをローディングした後、
望ましくない副反応を防止するために、残存している全ての官能基に適切なキャッピング
試薬を用いてキャップする。
【０２８２】
　本発明によれば、本発明による生物分解性ヒドロゲルは、加水分解的に分解可能な結合
によって相互に連結されているバックボーン部分で構成されている。
【０２８３】
　本発明による薬物-リンカーコンジュゲートを有しているヒドロゲルにおいて、バック
ボーン部分は、多くの官能基(これは、相互に連結されている生物分解性官能基を含んで
いる)及びヒドロゲルが連結されている薬物-リンカーコンジュゲート及び場合によりキャ
ッピング基によって特徴付けられる。このことは、バックボーン部分が、多くの、ヒドロ
ゲルが連結されている薬物-リンカーコンジュゲート、官能基(これは、相互に連結されて
いる生物分解性官能基を含んでいる)及び場合によりキャッピング基によって特徴付けら
れることを意味する。好ましくは、相互に連結されている生物分解性官能基と薬物-リン
カーコンジュゲートとキャッピング基の総量は、16～128であり、好ましいのは20～100で
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あり、さらに好ましいのは24～80であり、最も好ましいのは3～60である。
【０２８４】
　好ましくは、バックボーン部分の相互に連結されている官能基とヒドロゲルが連結され
ている薬物-リンカーコンジュゲートとキャッピング基の総量は、分枝コアから延びてい
るPEG系ポリマー鎖の数で均分される。例えば、32の相互に連結されている官能基とヒド
ロゲルが連結されている薬物-リンカーコンジュゲートとキャッピング基が存在する場合
、好ましくは各PEG系ポリマー鎖の末端に結合している樹枝状部分を用いて、コアから延
びている4つのPEG系ポリマー鎖のそれぞれによって8つの基が提供され得る。あるいは、
コアから延びている8つのPEG系ポリマー鎖のそれぞれによって4つの官能基が提供され得
るか、又は、16のPEG系ポリマー鎖のそれぞれによって2つの基が提供され得る。分枝コア
から延びているPEG系ポリマー鎖の数によって等しく分配することができない場合、PEG系
ポリマー鎖1つ当たりの相互に連結されている官能基とヒドロゲルが連結されている薬物-
リンカーコンジュゲートとキャッピング基の総量の平均数からの偏差を最少に維持するこ
とが好ましい。
【０２８５】
　本発明によるそのような担体結合プロドラッグにおいて、バックボーン部分の有意な量
(<10%)の放出が起こる前に殆ど全ての薬物(>90%)が放出されるのが望ましい。これは、本
発明によるヒドロゲルの分解速度論に対して担体結合プロドラッグの半減期を調節するこ
とによって達成することができる。
【０２８６】
　「リンカー」、「連結基(linking group)」、「リンカー構造」又は「連結剤(linking 
agent)」は、その一方の末端において可逆的結合によって薬物部分に結合しており且つも
う一方の末端において永久的な結合によってスペーサー分子(これは、高分岐樹枝状部分
に永久的に結合している)に結合しているか又は永久的な結合によって高分岐樹枝状部分
に直接結合している部分を意味する。
【０２８７】
　連結剤(linking agent)は、好ましくは、リンカーが切断された後で生物学的に活性な
部分が修飾されていない形態で放出されるように、生物学的に活性な部分に対する可逆的
な結合を形成するのが好ましい。この目的のために使用することが可能なさまざまな異な
った連結剤(linking agent)又は連結基(linking group)は、B.Testaら(B. Testa, J. May
er, Hydrolysis in Drug and Prodrug Metabolism, Wiley-VCH、2003)によって記載され
ている。
【０２８８】
　生物学的に活性な部分との生物分解性結合が切断された後で、リンカー構造の大部分が
本発明によるヒドロゲルに結合したままで残るのも好ましい。当該リンカーがカスケード
プロドラッグリンカーである場合、活性化基は、本発明によるヒドロゲルに永久的に結合
したままで残るのが好ましい。
【０２８９】
　好ましくは、一時的なプロドラッグリンカーは、自己切断可能な官能基によって生物学
的に活性な部分に結合している。好ましくは、該リンカーは、自己切断可能な特性を有し
ており、結果として、該ヒドロゲル-リンカー-薬物は、放出が主にリンカーの自己切断に
依存するようにコンジュゲートから薬物を放出することが可能な担体結合プロドラッグで
ある。
【０２９０】
　用語「自己切断可能な」又は「加水分解的に分解可能な」は、同じ意味で使用される。
【０２９１】
　「自己切断可能な官能基」は、加水分解的に分解可能な結合を含んでいる。
【０２９２】
　生物学的に活性な部分の第1級アミノ基又は芳香族アミノ基と一緒に自己切断可能な結
合が形成される場合、カルバメート基又はアミド基が好ましい。
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【０２９３】
　そのような生物学的に活性な化合物又は薬物の例は、以下のものからなる群から選択さ
れる：中枢神経系活性化薬(central nervous system-active agent)、抗感染薬、抗アレ
ルギー薬、免疫調節薬、抗肥満薬、抗凝血薬、抗糖尿病薬、抗腫瘍薬、抗細菌薬、抗真菌
薬、鎮痛薬、避妊薬、抗炎症薬、ステロイド薬、血管拡張薬、血管収縮薬、及び、心臓血
管作用薬。その例としては、限定するものではないが、以下のものを挙げることができる
：ACTH、アデノシンデアミナーゼ、アガルシダーゼ、アルブミン、α-1 抗トリプシン(AA
T)、α-1 プロテイナーゼ阻害薬(API)、アルグルコシダーゼ、アルテプラーゼ、アニスト
レプラーゼ、アンクロッドセリンプロテアーゼ(ancrod serine protease)、抗体(モノク
ローナル又はポリクローナル、及び、フラグメント又は融合)、抗トロンビン薬 III、抗
トリプシン、アプロチニン、アスパラギナーゼ、ビファリン(biphalin)、骨形態形成タン
パク質(bone-morphogenic protein)、カルシトニン(サケ)、コラゲナーゼ、DNアーゼ、エ
ンドルフィン、エンフビルチド、エンケファリン、エリスロポエチン、VIIa因子、VIII因
子、VIIIa因子、IX因子、フィブリノリシン、融合タンパク質、濾胞刺激ホルモン、顆粒
球コロニー刺激因子(G-CSF)、ガラクトシダーゼ、グルカゴン、グルカゴン様ペプチド、
例えば、GLP-1、グルコセレブロシダーゼ、顆粒球マクロファージコロニー刺激因子(GM-C
SF)、絨毛性性腺刺激ホルモン(hCG)、ヘモグロビン、B型肝炎ワクチン、ヒルジン、ヒア
ルロニダーゼ、イズロニダーゼ(idurnonidase)、免疫グロブリン、インフルエンザワクチ
ン、インターロイキン(1α、1β、2、3、4、6、10、11、12)、IL-1受容体拮抗薬(rhIL-1r
a)、インスリン、インターフェロン(α2a、α2b、α2c、β1a、β1b、γ1a、γ1b)、ケラ
チノサイト成長因子(KGF)、ラクターゼ、ロイプロリド、レボチロキシン、黄体形成ホル
モン、ライムワクチン、ナトリウム利尿ペプチド、パンクレリパーゼ、パパイン、副甲状
腺ホルモン、PDGF、ペプシン、ホスホリパーゼ活性化タンパク質(PLAP)、血小板活性化因
子アセチルヒドロラーゼ(PAF-AH)、プロラクチン、プロテインC、オクトレオチド、セク
レチン、セルモレリン、スーパーオキシドジスムターゼ(SOD)、ソマトロピン(成長ホルモ
ン)、ソマトスタチン、ストレプトキナーゼ、スクラーゼ、破傷風毒素フラグメント、チ
ラクターゼ、トロンビン、チモシン、甲状腺刺激ホルモン、チロトロピン、形質転換増殖
因子、腫瘍壊死因子(TNF)、TNF受容体-IgG Fc、組織プラスミノーゲン活性化因子(tPA)、
トランスフェリン、TSH、尿酸オキシダーゼ、ウロキナーゼ、ワクチン、植物タンパク質
、例えば、レクチン及びリシン、アカルボース、アシビシン、アラプロクラート、アレン
ドロナート、アマンタジン、アンブリセンタン、アミカシン、アミネプチン、アミノグル
テチミド、アミスルプリド、アムロジピン、アモトサレン、アモキサピン、アモキシシリ
ン、アンフェタミン、アンホテリシンB、アンピシリン、アンプレナビル、アムリノン、
アナグレリド、アニレリジン、抗生物質、アプラクロニジン、アプラマイシン、酸化ヒ素
(III)(arsen(III)-oxide)、アルチカイン、アテノロール、アトモキセチン、アビザホン(
avizafone)、バクロフェン、ベナゼプリル、ベンセラジド、ベンゾカイン、ベタインアン
ヒドリクム(betaine anhydricum)、ベタキソロール、ブレオマイシン、ボセンタン、ブロ
ムフェナク、ブロファロミン、ブスルファン、カルシトニン、カルベジロール、カシン、
カチノン、カルブタミド、セファレキシン(cefalexine)、セレコキシブ(celexoxib)、シ
プロフロキサシン、クラドリビン(cladribin)、クリナフロキサシン、クロファラビン(cl
ofarabin)、ダサチニブ、デフェロキサミン、デラビルジン、デシプラミン、ダウノルビ
シン、デクスメチルフェニデート、デクスメチルフェニデート、ジアフェニルスルホン、
ジゾシルピン、ドーパミン(dopamin)、ドブタミン(dobutamin)、ドルゾラミド、ドキソル
ビシン、デュロキセチン、エフロールニチン、エナラプリル、エピネフリン、エピルビシ
ン、エルゴリン、エルタペネム、エスモロール、エノキサシン、エタンブトール、フェン
フルラミン、フェノルドパム、フェノテロール、フィンゴリモド、フレカイニド、フルボ
キサミン、葉酸、ホスアンプレナビル、フロバトリプタン、フロセミド、フルオエキセチ
ン(fluoexetine)、ガバペンチン、ガチフロキサシン、ゲミフロカシン(gemiflocacin)、
ゲンタマイシン、グレパフロキサシン、ヘキシルカイン、ヒドララジン、ヒドロクロロチ
アジド、イコフンギペン(icofungipen)、イダルビシン、イミキモド、インベルシン(inve
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rsine)、イソプロテレノール、イスラジピン、カナマイシンA、ケタミン(ketamin)、ラベ
タロール、ラミブジン、レボブノロール、レボドパ、レボチロキシン、リシノプリル、ロ
メフロキサシン、ロラカルベフ、マプロチリン、メフロキン、メルファラン、メマンチン
、メロペネム、メサラジン、メスカリン、メチルドパ、メチレンジオキシメタンフェタミ
ン、メトプロロール、ミルナシプラン、ミトキサントロン(mitoxantron)、モキシフロキ
サシン、ノルエピネフリン、ノルフロキサシン、ノルトリプチリン、ネオマイシンB、ニ
スタチン、オセルタミビル、パミドロン酸、パロキセチン、パズフロキサシン、ペメトレ
キセド、ペリンドプリル、フェンメトラジン、フェネルジン、プレガバリン、プロカイン
、プソイドエフェドリン、プロトリプチリン、レボキセチン、リトドリン、サバルビシン
(sabarubicin)、サルブタモール、セロトニン、セルトラリン、シタグリプチン、ソタロ
ール、スペクチノマイシン、スルファジアジン(sulfadiazin)、スルファメラジン(sulfam
erazin)、セルトラリン、スプレクチノマイシン(sprectinomycin)、スルファレン(sulfal
en)、スルファメトキサゾール(sulfamethoxazol)、タクリン、タムスロシン、テルブタリ
ン、チモロール、チロフィバン、トブラマイシン、トカイニド、トスフロキサシン、トラ
ンドラプリル、トラネキサム酸、トラニルシプロミン、トリメレキサート(trimerexate)
、トロバフロキサシン、バラシクロビル、バルガンシクロビル、バンコマイシン、バイオ
マイシン、ビロキサジン、ビタミン類、及び、ザルシタビン。
【０２９４】
　好ましくは、プロドラッグ-リンカーと生物活性部分の間の結合は、生理学的な条件(pH
7.4の水性バッファー、37℃)の下で1時間から3ヶ月までの半減期で加水分解的に分解可能
であり、ここで、そのような結合としては、限定するものではないが、アコニチル類、ア
セタール類、アミド類、カルボン酸無水物類、エステル類、イミン類、ヒドラゾン類、マ
レアミド酸アミド類、オルトエステル類、ホスファミド類、ホスホエステル類、ホスホシ
リルエステル類、シリルエステル類、スルホン酸エステル類、芳香族カルバメート類及び
それらの組合せなどがある。好ましい生物分解性結合は、エステル類、カルボネート類、
ホスホエステル類及びスルホン酸エステル類であり、最も好ましいのは、第1級アミノ基
又は芳香族アミノ基を介する一時的な結合はなされていない生物学的に活性な部分又は薬
物に対するエステル類又はカルボネート類である。
【０２９５】
　生物学的に活性な部分の第1級アミノ基又は芳香族アミノ基と一緒に自己切断可能な結
合が形成される場合、カルバメート基又はアミド基が好ましい。
【０２９６】
　好ましい一時的なプロドラッグはWO-A 2005/099768に記載されており、かくして、それ
は、一般式(I)及び一般式(II)から選択される：
【化３】

【０２９７】
ここで、式(I)及び式(II)のX、Y1、Y2、Y3、Y4、Y5、R1、R2、R3、R4、Nu、W、n及びTは
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　Tは、-O-(C=O)-N-結合、-O-(C=S)-N-結合、-S-(C=O)-N-結合又は-S-(C=S)-N-結合を形
成することによって式(I)及び式(II)の中に示されている構造の残部に結合している、ア
ミンを含んでいる生物学的に活性な部分を表し；
　Xは、スペーサー部分を表し；
　Y1及びY2は、それぞれ独立して、O、S又はNR6を表し；
　Y3は、O又はSを表し；
　Y4は、O、NR6又は-C(R7)(R8)-であり；
　Y5は、O又はSであり；
　Y4は、O、NR6又は-C(R7)(R8)を表し；
　R3は、水素、置換されているか若しくは置換されていない直鎖、分枝鎖若しくは環状の
アルキル基若しくはヘテロアルキル基、アリール、置換されているアリール、置換されて
いるか若しくは置換されていないヘテロアリール、シアノ基、ニトロ基、ハロゲン、カル
ボキシ基、カルボキシアルキル基、アルキルカルボニル基又はカルボキサミドアルキル基
からなる群から選択される部分を表し；
　R4は、水素、置換されているか若しくは置換されていない直鎖、分枝鎖若しくは環状の
アルキル若しくはヘテロアルキル、アリール、置換されているアリール、置換されている
か若しくは置換されていないヘテロアリール、置換されているか若しくは置換されていな
い直鎖、分枝鎖若しくは環状のアルコキシ、置換されているか若しくは置換されていない
直鎖、分枝鎖若しくは環状のヘテロアルキルオキシ、アリールオキシ、ヘテロアリールオ
キシ、シアノ基及びハロゲンからなる群から選択される部分を表し；
　R7及びR8は、それぞれ独立して、水素、置換されているか若しくは置換されていない直
鎖、分枝鎖若しくは環状のアルキル若しくはヘテロアルキル、アリール、置換されている
アリール、置換されているか若しくは置換されていないヘテロアリール、カルボキシアル
キル基、アルキルカルボニル基、カルボキサミドアルキル基、シアノ基及びハロゲンから
なる群から選択され；
　R6は、水素、置換されているか若しくは置換されていない直鎖、分枝鎖若しくは環状の
アルキル若しくはヘテロアルキル、アリール、置換されているアリール及び置換されてい
るか若しくは置換されていないヘテロアリールから選択される基を表し；
　R1は、本発明の生物分解性ヒドロゲルを表し；
　Wは、置換されているか若しくは置換されていない直鎖、分枝鎖若しくは環状のアルキ
ル、アリール、置換されているアリール、置換されているか若しくは置換されていない直
鎖、分枝鎖若しくは環状のヘテロアルキル、置換されているか若しくは置換されていない
ヘテロアリールから選択される基を表し；
　Nuは、求核試薬を表し；
　nは、ゼロ又は正の整数を表し；及び、
　Arは、多置換されている芳香族炭素水素又は多置換されている芳香族ヘテロ環を表す。
【０２９８】
　本発明の好ましい別のプロドラッグは、WO-A 2006/136586に記載されている。従って、
一般式(III)、一般式(IV)及び一般式(V)から選択される下記構造が好ましい：
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【化４】

【０２９９】
ここで、式(III)、式(IV)及び式(V)のR1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8、R9、R10、R11、
R12、X及びTは、以下の意味を有する：
　Tは、生物学的に活性な部分であり；
　Xは、スペーサー部分(例えば、R13-Y1)であり；
　Y1は、O、S、NR6、スクシンイミド、マレイミド、不飽和の炭素-炭素結合若しくは任意
の自由電子対含有ヘテロ原子であるか、又は、存在せず；
　R13は、置換されているか若しくは置換されていない直鎖、分枝鎖若しくは環状のアル
キル若しくはヘテロアルキル、アリール、置換されているアリール、置換されているか若
しくは置換されていないヘテロアリールから選択され；
　R2及びR3は、水素若しくはアシル基から独立して選択されるか、又は、ヒドロキシル基
に対する保護基から独立して選択され；
　R4～R12は、水素、置換されているか若しくは置換されていない直鎖、分枝鎖若しくは
環状のアルキル若しくはヘテロアルキル、アリール、置換されているアリール、置換され
ているか若しくは置換されていないヘテロアリール、シアノ、ニトロ、ハロゲン、カルボ
キシ、カルボキサミドから独立して選択され；
　R1は、本発明の生物分解性ヒドロゲルである。
【０３００】
　好ましいさらに別の実施形態では、本発明のプロドラッグに関する好ましい構造は、プ
ロドラッグコンジュゲートD-Lによって表され、ここで、
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　-Dは、生物学的に活性な部分であり；及び、
　-Lは、式(VI)
【化５】

【０３０１】
〔式中、
　破線は、アミド結合を形成することによってアミンを含んでいる生物学的に活性な部分
のD第1級又は第2級のアミノ基に結合していることを示しており；並びに、式(VI)のX、X1

、X2、R1、R1a、R2、R2a、R3及びR3aは、以下の意味を有する:
　Xは、C(R4R4a)、N(R4)、O、C(R4R4a)-C(R5R5a)、C(R5R5a)-C(R4R4a)、C(R4R4a)-N(R6)
、N(R6)-C(R4R4a)、C(R4R4a)-O又はO-C(R4R4a)であり；
　X1は、C又はS(O)であり；
　X2は、C(R7,R7a)又はC(R7,R7a)-C(R8,R8a)であり；
　R1、R1a、R2、R2a、R3、R3a、R4、R4a、R5、R5a、R6、R7、R7a、R8、R8aは、独立して
、H及びC1-4アルキルからなる群から選択され；又は、
　場合により、対R1a/R4a、対R1a/R5a、対R4a/R5a、対R4a/R5a、対R7a/R8aのうちの1以上
は、化学結合を形成してもよく；
　場合により、対R1/R1a、対R2/R2a、対R4/R4a、対R5/R5a、対R7/R7a、対R8/R8aのうちの
1以上は、それらが結合している原子と一緒になってC3-7シクロアルキル又は4～7員のヘ
テロシクリルを形成してもよく；
　場合により、対R1/R4、対R1/R5、対R1/R6、対R4/R5、対R7/R8、対R2/R3のうちの1以上
は、それらが結合している原子と一緒になって環Aを形成してもよく；
　場合により、R3/R3aは、それらが結合している窒素原子と一緒になって4～7員のヘテロ
環を形成してもよく；
　Aは、フェニル、ナフチル、インデニル、インダニル、テトラリニル、C3-10シクロアル
キル、4～7員のヘテロシクリル及び9～11員のヘテロビシクリルからなる群から選択され
；及び、
　ここで、L1は、1つの基L2-Zで置換されており、及び、場合によりさらに置換されてい
てもよいが、但し、式(VI)において星印が付けられている水素は置換基で置き換えられず
；
　ここで、
　L2は、単一の化学結合又はスペーサーであり；及び、
　Zは、本発明による　である〕
で表される生物学的に不活性なリンカー部分-L1である。
【０３０２】
　このタイプのプロドラッグコンジュゲートは、欧州特許出願EP-A 08150973に記載され
ている。
【０３０３】
　「アルキル」は、直鎖又は分枝鎖の炭素鎖を意味する。アルキル炭素の各水素は、置換
基で置き換えられ得る。
【０３０４】
　「C1-4アルキル」は、1～4個の炭素原子を有するアルキル鎖を意味する〔分子の末端に
存在している場合：例えば、メチル、エチル、n-プロピル、イソプロピル、n-ブチル、イ
ソブチル、sec-ブチル、tert-ブチルなど；又は、分子の2つの部分が当該アルキル基で連
結されている場合：例えば、-CH2-、-CH2-CH2-、-CH(CH3)-、-CH2-CH2-CH2-、-CH(C2H5)-
、-C(CH3)2-など〕。C1-4アルキル炭素の各水素は、置換基で置き換えられ得る。
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【０３０５】
　「C1-6アルキル」は、1～6個の炭素原子を有するアルキル鎖を意味する〔分子の末端に
存在している場合：例えば、C1-4アルキル、メチル、エチル、n-プロピル、イソプロピル
、n-ブチル、イソブチル、sec-ブチル、tert-ブチル、n-ペンチル、n-ヘキシルなど；又
は、分子の2つの部分が当該アルキル基で連結されている場合：例えば、-CH2-、-CH2-CH2
-、-CH(CH3)-、-CH2-CH2-CH2-、-CH(C2H5)-、-C(CH3)2-など〕。C1-6アルキル炭素の各水
素は、置換基で置き換えられ得る。
【０３０６】
　従って、「C1-18アルキル」は、1～18個の炭素原子を有するアルキル鎖を意味し、「C8
-18アルキル」は、8～18個の炭素原子を有するアルキル鎖を意味する。従って、「C1-50
アルキル」は、1～50個の炭素原子を有するアルキル鎖を意味する。
【０３０７】
　「C2-50アルケニル」は、2～50個の炭素原子を有する分枝鎖又は非分枝鎖のアルケニル
鎖を意味する〔分子の末端に存在している場合：例えば、-CH=CH2、-CH=CH-CH3、-CH2-CH
=CH2、-CH=CH-CH2-CH3、-CH=CH-CH=CH2など；又は、分子の2つの部分が当該アルケニル基
で連結されている場合：例えば、-CH=CH-など〕。C2-50アルケニル炭素の各水素は、さら
に示されている置換基で置き換えられ得る。従って、用語「アルケニル」は、少なくとも
1の炭素炭素二重結合を有している炭素鎖に関する。場合により、1以上の三重結合が存在
していてもよい。
【０３０８】
　「C2-50アルキニル」は、2～50個の炭素原子を有する分枝鎖又は非分枝鎖のアルキニル
鎖を意味する〔分子の末端に存在している場合：例えば、-C≡CH、-CH2-C≡CH、CH2-CH2-
C≡CH、CH2-C≡C-CH3など；又は、分子の2つの部分が当該アルキニル基で連結されている
場合：例えば、-C≡C-〕。C2-50アルキニル炭素の各水素は、さらに示されている置換基
で置き換えられ得る。従って、用語「アルキニル」は、少なくとも1の炭素炭素三重結合
を有している炭素鎖に関する。場合により、1以上の二重結合が存在していてもよい。
【０３０９】
　「C3-7シクロアルキル」又は「C3-7シクロアルキル環」は、炭素-炭素二重結合を有し
得る3～7個の炭素原子を有している環状アルキル鎖(これは、少なくとも部分的に飽和し
ている)、例えば、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシル、
シクロヘキセニル、シクロヘプチルなどを意味する。シクロアルキル炭素の各水素は、置
換基で置き換えられ得る。用語「C3-7シクロアルキル」又は「C3-7シクロアルキル環」に
は、さらに、ノルボナン(norbonane)又はノルボネン(norbonene)などの架橋された二環も
包含される。従って、「C3-5シクロアルキル」は、3～5個の炭素原子を有するシクロアル
キルを意味し、C3-10シクロアルキルは、3～10個の炭素原子を有するシクロアルキルを意
味する。
【０３１０】
　従って、「C3-10シクロアルキル」は、3～10個の炭素原子を有する環状アルキル、例え
ば、C3-7シクロアルキル、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキ
シル、シクロヘキセニル、シクロヘプチル、シクロオクチル、シクロノニル、シクロデシ
ルなどを意味する。用語「C3-10シクロアルキル」には、さらに、少なくとも部分的に飽
和している炭素単環及び炭素二環も包含される。
【０３１１】
　「ハロゲン」は、フルオロ、クロロ、ブロモ又はヨードを意味する。ハロゲンはフルオ
ロ又はクロロであるのが一般に好ましい。
【０３１２】
　「4～7員のヘテロシクリル」又は「4～7員のヘテロ環」は、最大数までの二重結合を含
み得る4個、5個、6個又は7個の環原子を有する環(完全に飽和しているか若しくは部分的
に飽和しているか若しくは不飽和である非芳香族環又は芳香族環)〔ここで、少なくとも1
個の環原子から最大で4個までの環原子は、硫黄(これは以下のものを包含する：-S(O)-、
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-S(O)2-)、酸素及び窒素(これは以下のものを包含する：=N(O)-)からなる群から選択され
るヘテロ原子で置き換えられており、並びに、該環は、当該分子の残部に炭素原子又は窒
素原子を介して結合している〕を意味する。4～7員のヘテロ環の例は、アゼチジン、オキ
セタン、チエタン、フラン、チオフェン、ピロール、ピロリン、イミダゾール、イミダゾ
リン、ピラゾール、ピラゾリン、オキサゾール、オキサゾリン、イソオキサゾール、イソ
オキサゾリン、チアゾール、チアゾリン、イソチアゾール、イソチアゾリン、チアジアゾ
ール、チアジアゾリン、テトラヒドロフラン、テトラヒドロチオフェン、ピロリジン、イ
ミダゾリジン、ピラゾリジン、オキサゾリジン、イソオキサゾリジン、チアゾリジン、イ
ソチアゾリジン、チアジアゾリジン、スルホラン、ピラン、ジヒドロピラン、テトラヒド
ロピラン、イミダゾリジン、ピリジン、ピリダジン、ピラジン、ピリミジン、ピペラジン
、ピペリジン、モルホリン、テトラゾール、トリアゾール、トリアゾリジン、テトラゾリ
ジン、ジアゼパン、アゼピン又はホモピペラジンである。
【０３１３】
　「9～11員のヘテロビシクリル」又は「9～11員のヘテロ二環」は、少なくとも1個の環
原子が2つの環で共有され且つ最大数までの二重結合を含み得る9～11個の環原子を有する
2つの環からなるヘテロ環系(完全に飽和しているか若しくは部分的に飽和しているか若し
くは不飽和である非芳香族環又は芳香族環)〔ここで、少なくとも1個の環原子から最大で
6個までの環原子は、硫黄(これは以下のものを包含する：-S(O)-、-S(O)2-)、酸素及び窒
素(これは以下のものを包含する：=N(O)-)からなる群から選択されるヘテロ原子で置き換
えられており、並びに、該環は、当該分子の残部に炭素原子又は窒素原子を介して結合し
ている〕を意味する。9～11員のヘテロ二環の例は、インドール、インドリン、ベンゾフ
ラン、ベンゾチオフェン、ベンゾオキサゾール、ベンゾイソオキサゾール、ベンゾチアゾ
ール、ベンゾイソチアゾール、ベンゾイミダゾール、ベンゾイミダゾリン、キノリン、キ
ナゾリン、ジヒドロキナゾリン、キノリン、ジヒドロキノリン、テトラヒドロキノリン、
デカヒドロキノリン、イソキノリン、デカヒドロイソキノリン、テトラヒドロイソキノリ
ン、ジヒドロイソキノリン、ベンゾアゼピン、プリン又はプテリジンである。用語「9～1
1員のヘテロ二環」には、さらに、1,4-ジオキサ-8-アザスピロ[4.5]デカンなどの2つの環
からなるスピロ構造又は8-アザ-ビシクロ[3.2.1]オクタンなどの架橋されたヘテロ環も包
含される。
【０３１４】
　好ましくは、場合による1以上のさらなる置換基は、独立して、ハロゲン、CN、COOR9、
OR9、C(O)R9、C(O)N(R9R9a)、S(O)2N(R

9R9a)、S(O)N(R9R9a)、S(O)2R
9、S(O)R9、N(R9)S(

O)2N(R
9aR9b)、SR9、N(R9R9a)、NO2、OC(O)R9、N(R9)C(O)R9a、N(R9)S(O)2R

9a、N(R9)S(O
)R9a、N(R9)C(O)OR9a、N(R9)C(O)N(R9aR9b)、OC(O)N(R9R9a)、T、C1-50アルキル、C2-50
アルケニル又はC2-50アルキニル〔ここで、T、C1-50アルキル、C2-50アルケニル及びC2-5
0アルキニルは、同一であるか又は異なっている1以上のR10で場合により置換されていて
もよく、並びに、C1-50アルキル、C2-50アルケニル及びC2-50アルキニルは、T、-C(O)O-
、-O-、-C(O)-、-C(O)N(R11)-、-S(O)2N(R

11)-、-S(O)N(R11)-、-S(O)2-、-S(O)-、-N(R1
1)S(O)2N(R

11a)-、-S-、-N(R11)-、-OC(O)R11、-N(R11)C(O)-、-N(R11)S(O)2-、-N(R11)S
(O)-、-N(R11)C(O)O-、-N(R11)C(O)N(R11a)-及び-OC(O)N(R11R11a)からなる群から選択さ
れる1以上の基で場合により中断されていてもよい〕からなる群から選択され；
　R9、R9a、R9bは、独立して、H、T、及び、C1-50アルキル、C2-50アルケニル又はC2-50
アルキニル〔ここで、T、C1-50アルキル、C2-50アルケニル及びC2-50アルキニルは、同一
であるか又は異なっている1以上のR10で場合により置換されていてもよく、並びに、C1-5
0アルキル、C2-50アルケニル及びC2-50アルキニルは、T、-C(O)O-、-O-、-C(O)-、-C(O)N
(R11)-、-S(O)2N(R

11)-、-S(O)N(R11)-、-S(O)2-、-S(O)-、-N(R11)S(O)2N(R
11a)-、-S-

、-N(R11)-、-OC(O)R11、-N(R11)C(O)-、-N(R11)S(O)2-、-N(R11)S(O)-、-N(R11)C(O)O-
、-N(R11)C(O)N(R11a)-及び-OC(O)N(R11R11a)からなる群から選択される1以上の基で場合
により中断されていてもよい〕からなる群から選択され；
　Tは、フェニル、ナフチル、インデニル、インダニル、テトラリニル、C3-10シクロアル
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キル、4～7員のヘテロシクリル又は9～11員のヘテロビシクリル〔ここで、Tは、同一であ
るか又は異なっている1以上のR10で場合により置換されていてもよい〕からなる群から選
択され；
　R10は、ハロゲン、CN、オキソ(=O)、COOR12、OR12、C(O)R12、C(O)N(R12R12a)、S(O)2N
(R12R12a)、S(O)N(R12R12a)、S(O)2R

12、S(O)R12、N(R12)S(O)2N(R
12aR12b)、SR12、N(R1

2R12a)、NO2、OC(O)R12、N(R12)C(O)R12a、N(R12)S(O)2R
12a、N(R12)S(O)R12a、N(R12)C(

O)OR12a、N(R12)C(O)N(R12aR12b)、OC(O)N(R12R12a)又はC1-6アルキル〔C1-6アルキルは
、同一であるか又は異なっている1以上のハロゲンで場合により置換されていてもよい〕
であり；
　R11、R11a、R12、R12a、R12bは、独立して、H又はC1-6アルキル〔ここで、C1-6アルキ
ルは、同一であるか又は異なっている1以上のハロゲンで場合により置換されていてもよ
い〕からなる群から選択される。
【０３１５】
　用語「中断されている(interrupted)」は、2つの炭素の間に基が装入されているか、又
は、炭素鎖の末端において炭素と水素の間に基が装入されていることを意味する。
【０３１６】
　L2は、単一の化学結合又はスペーサーである。L2がスペーサーである場合、それは、L2

がZで置換されているという条件の下で、好ましくは、上記で定義されている1以上の場合
による置換基として定義される。
【０３１７】
　従って、L2が単一の化学結合以外のものである場合、L2-Zは、COOR9、OR9、C(O)R9、C(
O)N(R9R9a)、S(O)2N(R

9R9a)、S(O)N(R9R9a)、S(O)2R
9、S(O)R9、N(R9)S(O)2N(R

9aR9b)、S
R9、N(R9R9a)、OC(O)R9、N(R9)C(O)R9a、N(R9)S(O)2R

9a、N(R9)S(O)R9a、N(R9)C(O)OR9a

、N(R9)C(O)N(R9aR9b)、OC(O)N(R9R9a)、T、C1-50アルキル、C2-50アルケニル又はC2-50
アルキニル〔ここで、T、C1-50アルキル、C2-50アルケニル及びC2-50アルキニルは、同一
であるか又は異なっている1以上のR10で場合により置換されていてもよく、並びに、C1-5
0アルキル、C2-50アルケニル及びC2-50アルキニルは、-T-、-C(O)O-、-O-、-C(O)-、-C(O
)N(R11)-、-S(O)2N(R

11)-、-S(O)N(R11)-、-S(O)2-、-S(O)-、-N(R11)S(O)2N(R
11a)-、-S

-、-N(R11)-、-OC(O)R11、-N(R11)C(O)-、-N(R11)S(O)2-、-N(R11)S(O)-、-N(R11)C(O)O-
、-N(R11)C(O)N(R11a)-及び-OC(O)N(R11R11a)からなる群から選択される1以上の基で場合
により中断されていてもよい〕であり；
　R9、R9a、R9bは、独立して、H、Z、T、及び、C1-50アルキル、C2-50アルケニル又はC2-
50アルキニル〔ここで、T、C1-50アルキル、C2-50アルケニル及びC2-50アルキニルは、同
一であるか又は異なっている1以上のR10で場合により置換されていてもよく、並びに、C1
-50アルキル、C2-50アルケニル及びC2-50アルキニルは、T、-C(O)O-、-O-、-C(O)-、-C(O
)N(R11)-、-S(O)2N(R

11)-、-S(O)N(R11)-、-S(O)2-、-S(O)-、-N(R11)S(O)2N(R
11a)-、-S

-、-N(R11)-、-OC(O)R11、-N(R11)C(O)-、-N(R11)S(O)2-、-N(R11)S(O)-、-N(R11)C(O)O-
、-N(R11)C(O)N(R11a)-及び-OC(O)N(R11R11a)からなる群から選択される1以上の基で場合
により中断されていてもよい〕からなる群から選択され；
　Tは、フェニル、ナフチル、インデニル、インダニル、テトラリニル、C3-10シクロアル
キル、4～7員のヘテロシクリル又は9～11員のヘテロビシクリル〔ここで、tは、同一であ
るか又は異なっている1以上のR10で場合により置換されていてもよい〕からなる群から選
択され；
　R10は、Z、ハロゲン、CN、オキソ(=O)、COOR12、OR12、C(O)R12、C(O)N(R12R12a)、S(O
)2N(R

12R12a)、S(O)N(R12R12a)、S(O)2R
12、S(O)R12、N(R12)S(O)2N(R

12aR12b)、SR12、N
(R12R12a)、NO2、OC(O)R12、N(R12)C(O)R12a、N(R12)S(O)2R

12a、N(R12)S(O)R12a、N(R12

)C(O)OR12a、N(R12)C(O)N(R12aR12b)、OC(O)N(R12R12a)又はC1-6アルキル〔ここで、C1-6
アルキルは、同一であるか又は異なっている1以上のハロゲンで場合により置換されてい
てもよい〕であり；
　R11、R11a、R12、R12a、R12bは、独立して、H、Z又はC1-6アルキル〔ここで、C1-6アル
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キルは、同一であるか又は異なっている1以上のハロゲンで場合により置換されていても
よい〕からなる群から選択され；
　但し、R9、R9a、R9b、R10、R11、R11a、R12、R12a、R12bのうちの1つは、Zである。
【０３１８】
　式(VI)に関する好ましい構造は、
【化６】
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【０３１９】
〔ここで、Rは、H又はC1-4アルキルであり；Yは、NH、O又はSであり；及び、R1、R1a、R2
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、R2a、R3、R3a、R4、X、X1、X2は、上記で示されている意味を有する〕
からなる群から選択される。
【０３２０】
　式(VI)に関するさらに好ましい構造は、
【化７】
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【０３２１】
〔ここで、Rは、上記で示されている意味を有する〕
からなる群から選択される。
【０３２２】
　本発明のさらに好ましいプロドラッグは、薬物リンカーコンジュゲートD-Lによって表
され、ここで、
　Dは、生物学的に活性な部分を含んでいる芳香族アミンであり；及び、
　Lは、
(i)　式(VII)
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【化８】

【０３２３】
〔式中、破線は、アミド結合を形成することによってL1がDの芳香族アミノ基に結合して
いることを示しており；並びに、式(VII)のX、R1及びR1aは、以下の意味を有する：
　Xは、H又はC1-50アルキル(ここで、該C1-50アルキルは、-NH-、-C(C1-4アルキル)-、-O
-、-C(O)-又は-C(O)NH-から選択される1以上の基で場合により中断されていてもよい)で
あり；
　R1及びR1aは、独立して、H及びC1-4アルキルからなる群から選択され；
　場合により、L1は、さらに置換されていてもよい〕
で表される部分L1；
(ii)　部分L2(ここで、L2は、化学結合又はスペーサーであり、及び、L2は、本発明のヒ
ドロゲルを表す担体基Zに結合している)；
を含んでいる(ここで、L1は、1つのL2部分で置換されている)生物学的に不活性なリンカ
ーである。
【０３２４】
　さらに好ましくは、式(VII)の中のXは、以下のフラグメント
【化９】

【０３２５】
〔ここで、右側の破線は、Dの芳香族アミノ基とアミド結合を形成することによってL1が
に結合していることを示しており、及び、左側の破線は、Xの残部に結合していることを
示しており；及び、L1は、場合により、さらに置換されていてもよい〕
のうちの1つを含んでいる。
【０３２６】
　さらに好ましくは、式(VII)の中のXは、以下のフラグメント
【化１０】

【０３２７】
〔ここで、右側の破線は、Dの芳香族アミノ基とアミド結合を形成することによってL1が
に結合していることを示しており、及び、左側の破線は、Xの残部に結合していることを
示している〕
のうちの1つを含んでいる。
【０３２８】
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　さらに好ましくは、Lは、
(i)　式(VIII)
【化１１】

【０３２９】
〔式中、破線は、アミド結合を形成することによってL1がDの芳香族アミノ基に結合して
いることを示しており；並びに、X1、X2、R2及びR2aは、以下の意味を有する：
　X1は、C(R1R1a)であるか、又は、C3-7シクロアルキル、4～7員のヘテロシクリル、フェ
ニル、ナフチル、インデニル、インダニル、テトラリニル若しくは9～11員のヘテロビシ
クリルから選択される環状フラグメントであり；
　X2は、化学結合であるか、又は、C(R3R3a)、N(R3)、O、C(R3R3a)-C(R4R4a)、C(R3R3a)-
N(R4)、N(R3)-C(R4R4a)、C(R3R3a)-O若しくはO-C(R3R3a)から選択され；
　ここで、X1が環状フラグメントである場合、X2は、化学結合、C(R3R3a)、N(R3)又はOで
あり；
　場合により、X1が環状フラグメントであり且つX2がC(R3R3a)である場合、L1内のX1フラ
グメントとX2フラグメントの順序は変えることができ；
　R1、R3及びR4は、独立して、H、C1-4アルキル及び-N(R5R5a)からなる群から選択され；
　R1a、R2、R2a、R3a、R4a及びR5aは、独立して、H及びC1-4アルキルからなる群から選択
され；
　場合により、対R2a/R2、対R2a/R3a、対R2a/R4aのうちの1つは、一緒になって、4～7員
の少なくとも部分的に飽和しているヘテロ環を形成してもよく；
　R5は、C(O)R6であり；
　R6は、C1-4アルキルであり；
　場合により、対R1a/R4a、対R3a/R4a又は対R1a/R3aのうちの1つは、化学結合を形成して
もよく；
　場合により、L1は、さらに置換されていてもよい〕
で表される部分L1；
(ii)　部分L2(ここで、L2は、化学結合又はスペーサーであり、及び、L2は、本発明のヒ
ドロゲルを表す担体基Zに結合している)；
を含んでいる(ここで、L1は、1つのL2部分で置換されており；場合により、Lは、さらに
置換されていてもよい)生物学的に不活性なリンカーである。
【０３３０】
　さらに好ましくは、部分L1は、
【化１２】

【０３３１】
から選択される。
【０３３２】
　好ましくは、式(VIII)において、R1a、R2、R2a、R3a、R4a及びR5aは、独立して、H及び
C1-4アルキルからなる群から選択される。
【０３３３】
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　好ましい別の実施形態では、Lは、
(i)　式(IX)
【化１３】

【０３３４】
〔式中、破線は、アミド結合を形成することによってL1がDの芳香族アミノ基に結合して
いることを示しており；並びに、式(IX)のX1、X2及びR2は、以下の意味を有する：
　X1は、C(R1R1a)であるか、又は、C3-7シクロアルキル、4～7員のヘテロシクリル、フェ
ニル、ナフチル、インデニル、インダニル、テトラリニル若しくは9～11員のヘテロビシ
クリルから選択される環状フラグメントであり；
　ここで、X1が環状フラグメントである場合、該環状フラグメントは2個の隣接する環原
子を介してL1の中に組み込まれており、及び、当該アミド結合の炭素原子に隣接するX1の
環原子も炭素原子であり；
　X2は、化学結合であるか、又は、C(R3R3a)、N(R3)、O、C(R3R3a)-C(R4R4a)、C(R3R3a)-
N(R4)、N(R3)-C(R4R4a)、C(R3R3a)-O若しくはO-C(R3R3a)から選択され；
　ここで、X1が環状フラグメントである場合、X2は、化学結合、C(R3R3a)、N(R3)又はOで
あり；
　場合により、X1が環状フラグメントであり且つX2がC(R3R3a)である場合、L1内のX1フラ
グメントとX2フラグメントの順序は変えることができ、及び、該環状フラグメントは2個
の隣接する環原子を介してL1の中に組み込まれており；
　R1、R3及びR4は、独立して、H、C1-4アルキル及び-N(R5R5a)からなる群から選択され；
　R1a、R2、R3a、R4a及びR5aは、独立して、H及びC1-4アルキルからなる群から選択され
；
　R5は、C(O)R6であり；
　R6は、C1-4アルキルであり；
　場合により、対R1a/R4a、対R3a/R4a又は対R1a/R3aのうちの1つは、化学結合を形成して
もよい〕
で表される部分L1；
(ii)　部分L2(ここで、L2は、化学結合又はスペーサーであり、及び、L2は、本発明によ
る生物分解性ヒドロゲルを表す担体基Zに結合している)；
を含んでいる(ここで、L1は、1つのL2部分で置換されており；但し、式(IX)中の星印が付
けられている水素はL2で置き換えられず；場合により、Lは、さらに置換されていてもよ
い)生物学的に不活性なリンカーである。
【０３３５】
　さらに好ましくは、部分L1は、
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【化１４】

【０３３６】
から選択される。
【０３３７】
　「芳香族アミンを含んでいる生物学的に活性な部分D」は、(既知)生物学的活性を有す
る薬物D-H(活性な作用薬)の中で切断された後で生じる、薬物リンカーコンジュゲートD-L
の一部(部分又はフラグメント)を意味する。さらに、下位用語「芳香族アミンを含んでい
る」は、個々の部分D、及び、同様に、対応する薬物D-Hが、少なくとも1のアミノ基で置
換されている少なくとも1の芳香族フラグメントを含んでいることを意味する。
【０３３８】
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　Dの芳香族フラグメントのアミノ置換基は、L1の右側にあるカルボニル-フラグメント(-
C(O)-)(式(I)中に描かれている)と一緒に、薬物リンカーコンジュゲートD-Lの中でアミド
結合を形成する。その結果、薬物リンカーコンジュゲートD-Lの2つの構成要素DとLが、一
般構造 Y1-C(O)-N(R)-Y2のアミドフラグメントによって連結される(化学的結合)。Y1は部
分L1の残りの構成要素を示しており、Y2はDの芳香族フラグメントを示している。Rは、置
換基、例えば、C1-4アルキル、又は、好ましくは、水素である。例えば、当該アミド結合
は、式(I)内において、その結合に対して斜めに加えられている破線によって示されてい
る。
【０３３９】
　「生物学的に不活性なリンカー(non-biologically active linker)」は、生物学的に活
性な部分に由来する薬物(D-H)の薬理効果を示さないリンカーを意味する。
【０３４０】
　上記で示されているように、式(IX)によって表される部分L1のX1-フラグメントは、C3-
7シクロアルキル、フェニル又はインダニルなどの環状フラグメントであることもできる
。X1がそのような環状フラグメントである場合、個々の環状フラグメントは、(当該環状
フラグメントの)2個の隣接する環原子を介してL1に組み込まれる。例えば、X1がフェニル
である場合、L1のフェニルフラグメントは、第2の(フェニル)環原子に対してα位にある(
隣接している)第1の(フェニル)環原子を介して、L1のX2フラグメントに結合し、第2の(フ
ェニル)環原子自体は、式(IX)によるL1の右側にあるカルボニル-フラグメント(Dの芳香族
アミノ基と一緒にアミド結合を形成するカルボニルフラグメント)の炭素原子に結合して
いる。
【０３４１】
　「アルキル」は、直鎖又は分枝鎖の炭素鎖(置換されていないアルキル)を意味する。場
合により、アルキル炭素の各水素は、置換基で置き換えられ得る。
【０３４２】
　「C1-4アルキル」は、1～4個の炭素原子を有するアルキル鎖(置換されていないC1-4ア
ルキル)を意味する〔分子の末端に存在している場合：例えば、メチル、エチル、n-プロ
ピル、イソプロピル、n-ブチル、イソブチル、sec-ブチル、tert-ブチルなど；又は、分
子の2つの部分が当該アルキル基で連結されている場合：例えば、-CH2-、-CH2-CH2-、-CH
(CH3)-、-CH2-CH2-CH2-、-CH(C2H5)-、-C(CH3)2-など〕。場合により、C1-4アルキル炭素
の各水素は、置換基で置き換えられ得る。従って、「C1-50アルキル」は、1～50個の炭素
原子を有するアルキル鎖を意味する。
【０３４３】
　「C2-50アルケニル」は、2～50個の炭素原子を有する分枝鎖又は非分枝鎖のアルケニル
鎖(置換されていないC2-50アルケニル)を意味する〔分子の末端に存在している場合：例
えば、-CH=CH2、-CH=CH-CH3、-CH2-CH=CH2、-CH=CH-CH2-CH3、-CH=CH-CH=CH2など；又は
、分子の2つの部分が当該アルケニル基で連結されている場合：例えば、-CH=CH-など〕。
場合により、C2-50アルケニル炭素の各水素は、さらに示されている置換基で置き換えら
れ得る。従って、用語「アルケニル」は、少なくとも1の炭素炭素二重結合を有している
炭素鎖に関する。場合により、1以上の三重結合が存在していてもよい。
【０３４４】
　「C2-50アルキニル」は、2～50個の炭素原子を有する分枝鎖又は非分枝鎖のアルキニル
鎖(置換されていないC2-50アルキニル)を意味する〔分子の末端に存在している場合：例
えば、-C≡CH、-CH2-C≡CH、CH2-CH2-C≡CH、CH2-C≡C-CH3など；又は、分子の2つの部分
が当該アルキニル基で連結されている場合：例えば、-C≡C-〕。場合により、C2-50アル
キニル炭素の各水素は、さらに示されている置換基で置き換えられ得る。従って、用語「
アルキニル」は、少なくとも1の炭素炭素三重結合を有している炭素鎖に関する。場合に
より、1以上の二重結合が存在していてもよい。
【０３４５】
　「C3-7シクロアルキル」又は「C3-7シクロアルキル環」は、炭素-炭素二重結合を有し
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得る3～7個の炭素原子を有している環状アルキル鎖(これは、少なくとも部分的に飽和し
ている)(置換されていないC3-7シクロアルキル)、例えば、シクロプロピル、シクロブチ
ル、シクロペンチル、シクロヘキシル、シクロヘキセニル、シクロヘプチルなどを意味す
る。場合により、シクロアルキル炭素の各水素は、置換基で置き換えられ得る。用語「C3
-7シクロアルキル」又は「C3-7シクロアルキル環」には、さらに、ノルボナン(norbonane
)(ノルボナニル(norbonanyl))又はノルボネン(norbonene)(ノルボネニル(norbonenyl))な
どの架橋された二環も包含される。従って、「C3-5シクロアルキル」は、3～5個の炭素原
子を有するシクロアルキルを意味する。
【０３４６】
　「ハロゲン」は、フルオロ、クロロ、ブロモ又はヨードを意味する。ハロゲンはフルオ
ロ又はクロロであるのが一般に好ましい。
【０３４７】
　「4～7員のヘテロシクリル」又は「4～7員のヘテロ環」は、最大数までの二重結合を含
み得る4個、5個、6個又は7個の環原子を有する環(完全に飽和しているか若しくは部分的
に飽和しているか若しくは不飽和である非芳香族環又は芳香族環)〔ここで、少なくとも1
個の環原子から最大で4個までの環原子は、硫黄(これは以下のものを包含する：-S(O)-、
-S(O)2-)、酸素及び窒素(これは以下のものを包含する：=N(O)-)からなる群から選択され
るヘテロ原子で置き換えられており、並びに、該環は、当該分子の残部に炭素原子又は窒
素原子を介して結合している〕を意味する(置換されていない4～7員のヘテロシクリル)。
完全を期すために、例えば、X1が4～7員のヘテロシクリルである場合、X1についての付加
的な個々の要件も同様に考慮しなければならないということが示される。このことは、こ
の場合、当該個々の4～7員のヘテロシクリルは2つの隣接する環原子を介してL1の中に組
み込まれるということ、及び、アミド結合の炭素原子に隣接している当該4～7員のヘテロ
シクリルの環原子も炭素原子であるということを意味する。
【０３４８】
　4～7員のヘテロ環の例は、アゼチジン、オキセタン、チエタン、フラン、チオフェン、
ピロール、ピロリン、イミダゾール、イミダゾリン、ピラゾール、ピラゾリン、オキサゾ
ール、オキサゾリン、イソオキサゾール、イソオキサゾリン、チアゾール、チアゾリン、
イソチアゾール、イソチアゾリン、チアジアゾール、チアジアゾリン、テトラヒドロフラ
ン、テトラヒドロチオフェン、ピロリジン、イミダゾリジン、ピラゾリジン、オキサゾリ
ジン、イソオキサゾリジン、チアゾリジン、イソチアゾリジン、チアジアゾリジン、スル
ホラン、ピラン、ジヒドロピラン、テトラヒドロピラン、イミダゾリジン、ピリジン、ピ
リダジン、ピラジン、ピリミジン、ピペラジン、ピペリジン、モルホリン、テトラゾール
、トリアゾール、トリアゾリジン、テトラゾリジン、ジアゼパン、アゼピン又はホモピペ
ラジンである。場合により、4～7員のヘテロシクリルの各水素は、置換基で置き換えられ
得る。
【０３４９】
　「9～11員のヘテロビシクリル」又は「9～11員のヘテロ二環」は、少なくとも1個の環
原子が2つの環で共有され且つ最大数までの二重結合を含み得る9～11個の環原子を有する
2つの環からなるヘテロ環系(完全に飽和しているか若しくは部分的に飽和しているか若し
くは不飽和である非芳香族環又は芳香族環)〔ここで、少なくとも1個の環原子から最大で
6個までの環原子は、硫黄(これは以下のものを包含する：-S(O)-、-S(O)2-)、酸素及び窒
素(これは以下のものを包含する：=N(O)-)からなる群から選択されるヘテロ原子で置き換
えられており、並びに、該環は、当該分子の残部に炭素原子又は窒素原子を介して結合し
ている〕を意味する(置換されていない9～11員のヘテロビシクリル)。完全を期すために
、例えば、X1が9～11員のヘテロビシクリルである場合、X1についての付加的な個々の要
件も同様に考慮しなければならないということが示される。このことは、この場合、当該
個々の9～11員のヘテロビシクリルは2つの隣接する環原子を介してL1の中に組み込まれる
ということ、及び、アミド結合の炭素原子に隣接している当該9～11員のヘテロビシクリ
ルの環原子も炭素原子であるということを意味する。
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　9～11員のヘテロ二環の例は、インドール、インドリン、ベンゾフラン、ベンゾチオフ
ェン、ベンゾオキサゾール、ベンゾイソオキサゾール、ベンゾチアゾール、ベンゾイソチ
アゾール、ベンゾイミダゾール、ベンゾイミダゾリン、キノリン、キナゾリン、ジヒドロ
キナゾリン、キノリン、ジヒドロキノリン、テトラヒドロキノリン、デカヒドロキノリン
、イソキノリン、デカヒドロイソキノリン、テトラヒドロイソキノリン、ジヒドロイソキ
ノリン、ベンゾアゼピン、プリン又はプテリジンである。用語「9～11員のヘテロ二環」
には、さらに、1,4-ジオキサ-8-アザスピロ[4.5]デカンなどの2つの環からなるスピロ構
造又は8-アザ-ビシクロ[3.2.1]オクタンなどの架橋されたヘテロ環も包含される。場合に
より、9～11員のヘテロビシクリルの各水素は、置換基で置き換えられ得る。
【０３５１】
　生物学的に不活性なリンカーLは、上記において描かれ及び定義されている式(IX)で表
される部分L1を含んでいる。好ましくは、該部分L1は、以下のように定義される：
　X1は、C(R1R1a)、シクロヘキシル、フェニル、ピリジニル、ノルボネニル(norbonenyl)
、フラニル、ピロリル又はチエニルであり；
　ここで、X1が環状フラグメントである場合、該環状フラグメントは2個の隣接する環原
子を介してL1の中に組み込まれており；
　X2は、化学結合であるか、又は、C(R3R3a)、N(R3)、O、C(R3R3a)-O若しくはC(R3R3a)-C
(R4R4a)から選択され；
　R1、R3及びR4は、独立して、H、C1-4アルキル又は-N(R5R5a)から選択され；
　R1a、R3a、R4a及びR5aは、独立して、H又はC1-4アルキルから選択され；
　R2は、C1-4アルキルであり；
　R5は、C(O)R6であり；
　R6は、C1-4アルキルである。
【０３５２】
　さらに好ましくは、部分L1は、



(66) JP 5904941 B2 2016.4.20

10

20

30

40

50

【化１５】

【０３５３】
〔ここで、
　R5は、C(O)R6であり；
　R1、R1a、R2、R3及びR6は、互いから独立して、C1-4アルキルであり；及び、
　L1は、1つのL2部分で置換されており、好ましくは、R2は、1つのL2部分置換されている
、即ち、L1の置換は、好ましくは、R2として存在する〕
から選択される。
【０３５４】
　好ましいさらに別の実施形態では、本発明のプロドラッグに関する好ましい構造は、 
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プロドラッグコンジュゲート
　　　D-O-Z0　　(X)
〔ここで、
　Dは、ヒドロキシル基の酸素を介して部分Z0に結合している、ヒドロキシル基を含んで
いる生物学的に活性な部分であり；
　Z0は、C(O)-X0-Z1、C(O)O-X0-Z1、S(O)2-X

0-Z1、C(S)-X0-Z1、S(O)2O-X
0-Z1、S(O)2N(R

1)-X0-Z1、CH(OR1)-X0-Z1、C(OR1)(OR2)-X0-Z1、C(O)N(R1)-X0-Z1、P(=O)(OH)O-X0-Z1、P
(=O)(OR1)O-X0-Z1、P(=O)(SH)O-X0-Z1、P(=O)(SR1)O-X0-Z1、P(=O)(OR1)-X0-Z1、P(=S)(O
H)O-X0-Z1、P(=S)(OR1)O-X0-Z1、P(=S)(OH)N(R1)-X0-Z1、P(=S)(OR1)N(R2)-X0-Z1、P(=O)
(OH)N(R1)-X0-Z1又はP(=O)(OR1)N(R2)-X0-Z1であり；
　R1、R2は、独立して、C1-6アルキルからなる群から選択され；又は、R1、R2は、一緒に
なってC1-6アルキレン架橋基を形成し；
　X0は、(X0A)m1-(X

0B)m2であり；
　m1、m2は、独立して、0又は1であり；
　X0Aは、T0であり；
　X0Bは、同一であるか若しくは異なっている1以上のR3で置換されているか又は置換され
ていない分枝鎖又は非分枝鎖のC1-10アルキレン基であり；
　R3は、ハロゲン、CN、C(O)R4、C(O)OR4、OR4、C(O)R4、C(O)N(R4R4a)、S(O)2N(R

4R4a)
、S(O)N(R4R4a)、S(O)2R

4、S(O)R4、N(R4)S(O)2N(R
4aR4b)、SR4、N(R4R4a)、NO2、OC(O)R

4、N(R4)C(O)R4a、N(R4)SO2R
4a、N(R4)S(O)R4a、N(R4)C(O)N(R4aR4b)、N(R4)C(O)OR4a、O

C(O)N(R4R4a)又はT0であり；
　R4、R4a、R4bは、独立して、H、T0、C1-4アルキル、C2-4アルケニル及びC2-4アルキニ
ルからなる群から選択され(ここで、C1-4アルキル、C2-4アルケニル及びC2-4アルキニル
は、同一であるか又は異なっている1以上のR5で場合により置換されていてもよい)；
　R5は、ハロゲン、CN、C(O)R6、C(O)OR6、OR6、C(O)R6、C(O)N(R6R6a)、S(O)2N(R

6R6a)
、S(O)N(R6R6a)、S(O)2R

6、S(O)R6、N(R6)S(O)2N(R
6aR6b)、SR6、N(R6R6a)、NO2、OC(O)R

6、N(R6)C(O)R6a、N(R6)SO2R
6a、N(R6)S(O)R6a、N(R6)C(O)N(R6aR6b)、N(R6)C(O)OR6a、O

C(O)N(R6R6a)であり；
　R6、R6a、R6bは、独立して、H、C1-6アルキル、C2-6アルケニル及びC2-6アルキニルか
らなる群から選択され(ここで、C1-6アルキル、C2-6アルケニル及びC2-6アルキニルは、
同一であるか又は異なっている1以上のハロゲンで場合により置換されていてもよい)；
　T0は、フェニル、ナフチル、アズレニル、インデニル、インダニル、C3-7シクロアルキ
ル、3～7員のヘテロシクリル又は8～11員のヘテロビシクリルであり(ここで、T0は、同一
であるか又は異なっている1以上のR7で場合により置換されていてもよい)；
　R7は、ハロゲン、CN、COOR8、OR8、C(O)R8、C(O)N(R8R8a)、S(O)2N(R

8R8a)、S(O)N(R8R
8a)、S(O)2R

8、S(O)R8、N(R8)S(O)2N(R
8aR8b)、SR8、N(R8R8a)、NO2、OC(O)R8、N(R8)C(O

)R8a、N(R8)S(O)2R
8a、N(R8)S(O)R8a、N(R8)C(O)OR8a、N(R8)C(O)N(R8aR8b)、OC(O)N(R8R

8a)、オキソ(=O)(ここで、該環は少なくとも部分的に飽和している)、C1-6アルキル、C2-
6アルケニル又はC2-6アルキニルであり(ここで、C1-6アルキル、C2-6アルケニル及びC2-6
アルキニルは、同一であるか又は異なっている1以上のR9で場合により置換されていても
よい)；
　R8、R8a、R8bは、独立して、H、C1-6アルキル、C2-6アルケニル及びC2-6アルキニルか
らなる群から選択され(ここで、C1-6アルキル、C2-6アルケニル及びC2-6アルキニルは、
同一であるか又は異なっている1以上のR10で場合により置換されていてもよい)；
　R9、R10は、独立して、ハロゲン、CN、C(O)R11、C(O)OR11、OR11、C(O)R11、C(O)N(R11

R11a)、S(O)2N(R
11R11a)、S(O)N(R11R11a)、S(O)2R

11、S(O)R11、N(R11)S(O)2N(R
11aR11b

)、SR11、N(R11R11a)、NO2、OC(O)R11、N(R11)C(O)R11a、N(R11)SO2R
11a、N(R11)S(O)R11

a、N(R11)C(O)N(R11aR11b)、N(R11)C(O)OR11a及びOC(O)N(R11R11a)からなる群から選択さ
れ；
　R11、R11a、R11bは、独立して、H、C1-6アルキル、C2-6アルケニル及びC2-6アルキニル
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からなる群から選択され(ここで、C1-6アルキル、C2-6アルケニル及びC2-6アルキニルは
、同一であるか又は異なっている1以上のハロゲンで場合により置換されていてもよい)；
　Z1は、X0に共有結合的に結合している、本発明による生物分解性ヒドロゲルである〕
で与えられる。
【０３５５】
　そのようなヒドロキシルを含んでいる生物学的に活性な部分Dは、例えば、パリペリド
ンである。
【０３５６】
　好ましくは、Z0は、C(O)-X0-Z1、C(O)O-X0-Z1又はS(O)2-X

0-Z1である。さらに好ましく
は、Z0は、C(O)-X0-Z1又はC(O)O-X0-Z1である。一層さらに好ましくは、Z0は、C(O)-X0-Z
1である。
【０３５７】
　好ましくは、X0は、置換されていない。
【０３５８】
　好ましくは、m1は0であり、及び、m2は1である。
【０３５９】
　好ましくは、X0-Z0は、C(R1R2)CH2-Z

0〔ここで、R1、R2は、独立して、H及びC1-4アル
キルからなる群から選択されるが、但し、R1、R2のうちの少なくとも一方はH以外である
〕又は(CH2)n-Z

0〔ここで、nは、3、4、5、6、7又は8である〕である。
【０３６０】
　好ましくは、担体Z1は、アミド基を介して、X0に共有結合的に結合している。
【０３６１】
　好ましい別の実施形態では、Lは、
(i)　式(XI)
【化１６】

【０３６２】
〔式中、破線は、カルバメート基を形成することによってL1が薬物Dの芳香族ヒドロキシ
ル基に結合していることを示しており；並びに、式(XI)のR1、R2、R2a、R3、R3a及びMは
、以下のように定義される：
　R1は、C1-4アルキル、ヘテロアルキル、C3-7シクロアルキル及び

【化１７】

【０３６３】
からなる群から選択され；
　R2、R2a、R3、R3aは、独立して、水素、置換されているか若しくは置換されていない直
鎖若しくは分枝鎖若しくは環状のC1-4アルキル又はヘテロアルキルから選択され；
　mは、独立して、2、3又は4である〕
で表される部分L1；
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(ii)　部分L2(ここで、L2は、化学結合又はスペーサーであり、及び、L2は、本発明のヒ
ドロゲルに結合している)；
を含んでいる(ここで、L1は、1つのL2部分で置換されており；場合により、Lは、さらに
置換されていてもよい)生物学的に不活性なリンカーである。
【０３６４】
　好ましいさらに別の実施形態では、Lは、
(i)　式(XII)
【化１８】

【０３６５】
〔式中、破線は、アミド結合を形成することによってL1が薬物Dの脂肪族アミノ基に結合
していることを示しており；並びに、式(XII)のX1、R1、R2、R2a、R3、R3a、R4及びR4aは
、以下の意味を有する：
　X1は、O、S又はCH-R1aから選択され；
　R1及びR1aは、独立して、H、OH、CH3から選択され；
　R2、R2a、R4及びR4aは、独立して、H及びC1-4アルキルから選択され；
　R3、R3aは、独立して、H、C1-4アルキル及びR5から選択され；
　R5は、

【化１９】

【０３６６】
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から選択され；
　好ましくは、対R3/R3aのうちの一方はHであり、及び、他方は、R5から選択され；
　好ましくは、R4/R4aのうちの一方はHであり；
　場合により、対R3/R3a、対R4/R4a、対R3/R4のうちの1以上は、独立して、C3-7シクロア
ルキル、4～7員のヘテロシクリル又は9～11員のヘテロビシクリルから選択される1以上の
環状フラグメントを形成してもよくく；
　場合により、R3、R3a、R4及びR4aはさらに置換されてもよく：適切な置換基は、アルキ
ル(例えば、C1-6アルキル)、アルケニル(例えば、C2-6アルケニル)、アルキニル(例えば
、C2-6アルキニル)、アリール(例えば、フェニル)、ヘテロアルキル、ヘテロアルケニル
、ヘテロアルキニル、ヘテロアリール(例えば、4～7員の芳香族ヘテロ環)又はハロゲン部
分である〕
で表される部分L1；
(ii)　部分L2(ここで、L2は、化学結合又はスペーサーであり、及び、L2は、本発明のヒ
ドロゲルに結合している)；
を含んでいる(ここで、L1は、1つのL2部分で置換されており；場合により、Lは、さらに
置換されていてもよく：適切な置換基は、アルキル(例えば、C1-6アルキル)、アルケニル
(例えば、C2-6アルケニル)、アルキニル(例えば、C2-6アルキニル)、アリール(例えば、
フェニル)、ヘテロアルキル、ヘテロアルケニル、ヘテロアルキニル、ヘテロアリール(例
えば、4～7員の芳香族ヘテロ環)又はハロゲン部分である)生物学的に不活性なリンカーで
ある。
【０３６７】
　好ましいさらに別の実施形態では、Lは、
(i)　式(XIII)
【化２０】

【０３６８】
〔式中、破線は、アミド結合を形成することによってL1が薬物Dの芳香族アミノ基に結合
していることを示しており；並びに、式(XIII)のR1、R1a、R2、R2a、R3、R3a、R4及びR4a

は、以下のように定義される：
　R1、R1a、R2、R3、R3a、R4及びR4aは、独立して、H及びC1-4アルキルから選択され；
　場合により、R1、R1a、R2、R3、R3a、R4及びR4aのうちの任意の2つは、独立して、C3-7
シクロアルキル、4～7員のヘテロシクリル、フェニル、ナフチル、インデニル、インダニ
ル、テトラリニル又は9～11員のヘテロビシクリルから選択される1以上の環状フラグメン
トを形成してもよく；
　場合により、R1、R1a、R2、R3、R3a、R4及びR4aはさらに置換されてもよく：適切な置
換基は、アルキル(例えば、C1-6アルキル)、アルケン(例えば、C2-6アルケン)、アルキン
(例えば、C2-6アルキン)、アリール(例えば、フェニル)、ヘテロアルキル、ヘテロアルケ
ン、ヘテロアルキン、ヘテロアリール(例えば、4～7員の芳香族ヘテロ環)又はハロゲン部
分であり；
　好ましくは、R4又はR4aのうちの一方は、Hである〕
で表される部分L1；
(ii)　部分L2(ここで、L2は、化学結合又はスペーサーであり、及び、L2は、本発明のヒ
ドロゲルに結合している)；
を含んでいる(ここで、L1は、1つのL2部分で置換されており；場合により、Lは、さらに
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置換されていてもよく：適切な置換基は、アルキル(例えば、C1-6アルキル)、アルケニル
(例えば、C2-6アルケニル)、アルキニル(例えば、C2-6アルキニル)、アリール(例えば、
フェニル)、ヘテロアルキル、ヘテロアルケニル、ヘテロアルキニル、ヘテロアリール(例
えば、4～7員の芳香族ヘテロ環)又はハロゲン部分である)生物学的に不活性なリンカーで
ある。
【０３６９】
　好ましい別のプロドラッグリンカーは、米国特許第7585837号に記載されている。その
ようなリンカーL は、
(i)　式(XIV)
【化２１】

【０３７０】
〔式中、破線は、L1が薬物Dの官能基に結合していることを示しており、ここで、該官能
基は、アミノ、カルボキシル、ホスフェート、ヒドロキシル及びメルカプトから選択され
；並びに、式(XIV)のR1、R2、R3及びR4は、以下のように定義される：
　R1及びR2は、独立して、水素、アルキル、アルコキシ、アルコキシアルキル、アリール
、アルカリール、アラルキル、ハロゲン、ニトロ、-SO3H、-SO2NHR

5、アミノ、アンモニ
ウム、カルボキシル、PO3H2及びOPO3H2からなる群から選択され；
　R3、R4及びR5は、独立して、水素、アルキル及びアリールからなる群から選択される〕
で表される部分L1；
(ii)　部分L2(ここで、L2は、化学結合又はスペーサーであり、及び、L2は、本発明のヒ
ドロゲルに結合している)；
を含んでいる(ここで、L1は、1つのL2部分で置換されており；場合により、Lは、さらに
置換されていてもよい)生物学的に不活性なリンカーである。
【０３７１】
　好ましい別のプロドラッグリンカーは、国際出願第WO-A 2002/089789号に記載されてい
る。そのようなリンカーLは、式(XV)：
【化２２】

【０３７２】
〔式中、破線は、Lが薬物Dの官能基に結合していることを示しており；並びに、式(XV)の
X、Ar、L1、Y1、Y2、R1、R2、R3、R4、R5、R6は、以下のように定義される：
　R1は、本発明のヒドロゲルであり；
　L1は、二官能性連結基(linking group)であり；
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　Y1及びY2は、独立して、O、S又はNR7であり；
　R1-7は、独立して、水素、C1-6アルキル、C3-12分枝鎖アルキル、C3-8シクロアルキル
、置換されているC1-6アルキル、置換されているC3-8シクロアルキル、アリール、置換さ
れているアリール、アラルキル、C1-6ヘテロアルキル、置換されているC1-6ヘテロアルキ
ル、C1-6アルコキシ、フェノキシ及びC1-6ヘテロアルコキシからなる群から選択され；
　Arは、式(XI)に含まれている場合に多置換されている芳香族炭化水素又は多置換されて
いるヘテロ環式基を形成する部分であり；
　Zは、化学結合、標的細胞の中に能動的に輸送される部分、疎水性である部分又はそれ
らの組合せのいずれかである〕
で示される。
【０３７３】
　ポリヌクレオチド薬物(例えば、オリゴヌクレオチド)と一緒に使用するための好ましい
別のプロドラッグリンカーは、WO-A 2008/034122に記載されている。そのようなリンカー
Lは、式(XVI)：

【化２３】

【０３７４】
〔ここで、式(XVI)のA、R1、R2、R3、R4、L1、L2、Y1、X、q及びpは、以下のように定義
される：
　Aは、キャッピング基又は
【化２４】

【０３７５】
であり；
　R1は、本発明によるヒドロゲルであり；
　L1及びL'1は、独立して、選択されたスペーサー〔ここで、該スペーサーは、C(=Y1)又
はC(=Y'1)に由来する自由電子対が配置されている4～10個の原子、好ましくは、約4個～
約8個の原子、最も好ましくは、C(=Y1)又はC(=Y'1)に由来する自由電子対が配置されてい
る約4～5個の原子を有している〕であり；
　L2及びL'2は、独立して、選択された二官能性リンカーであり；
　Y1及びY'1は、独立して、O、S又はNR5であり；
　X及びX'は、独立して、O又はSであり；
　R2、R'2、R3、R'3及びR5は、独立して、水素、C1-6アルキル、C2-6アルケニル、C2-6ア
ルキニル、C3-19分枝鎖アルキル、C3-8シクロアルキル、置換されているC1-6アルキル、
置換されているC2-6アルケニル、置換されているC2-6アルキニル、置換されているC3-8シ
クロアルキル、アリール、置換されているアリール、ヘテロアリール、置換されているヘ
テロアリール、C1-6ヘテロアルキル、置換されているC1-6ヘテロアルキル、C1-6アルコキ
シ、アリールオキシ、C1-6ヘテロアルコキシ、ヘテロアリールオキシ、C2-6アルカノイル
、アリールカルボニル、C2-6アルコキシカルボニル、アリールオキシカルボニル、C2-6ア
ルカノイルオキシ、アリールカルボニルオキシ、置換されているC2-6アルカノイル、置換
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されているアリールカルボニル、置換されているC2-6アルカノイルオキシ、置換されてい
るアリールオキシカルボニル、置換されているC2-6アルカノイルオキシ及び置換されてい
るアリールカルボニルオキシの中で選択されるか、又は、R2はR3と一緒になって及びR'2
はR'3と一緒になって、独立して、少なくとも3個の炭素を含んでいる置換されているか若
しくは置換されていない非芳香族シクロ炭化水素を形成し；
　R4及びR'4は、独立して、選択されたポリヌクレオチド及びその誘導体であり；
　(p)及び(p')は、独立して、ゼロ又は正の整数、好ましくは、ゼロ又は約1～約3の正の
整数、さらに好ましくは、ゼロ又は1であり；及び、
　(q)及び(q')は、独立して、ゼロ又は1である；
　但し、R2がHである場合、R3は、少なくとも3個の炭素を有している置換されているか又
は置換されていない炭化水素であり；及び、但し、L1は、C(R2)(R3)と同一ではない〕
で示される。
【０３７６】
　アミンを含んでいる薬物と一緒に使用するための好ましい別のプロドラッグリンカーは
、WO-A 2001/47562に記載されている。そのようなリンカーLは、式(XVII)：
【化２５】

【０３７７】
〔式中、破線は、リンカーLが薬物Dのアミン基に結合していることを示しており；並びに
、式(XVII)のZ、L及びArは、以下の意味を有する：
　Zは、本発明によるヒドロゲルであり；
　Lは、共有結合、好ましくは、加水分解的に安定な結合であり；
　Arは、芳香族基である〕
で示される。
【０３７８】
　ヘテロ芳香族アミンを含んでいる生物学的に活性な部分と一緒に使用するための好まし
い別のプロドラッグリンカーは、米国特許第7393953 B2号に記載されている。そのような
リンカーLは、式(XVIII)：
【化２６】

【０３７９】
〔式中、破線は、リンカーLが薬物Dのヘテロ芳香族アミン基に結合していることを示して
おり；並びに、式(XVIII)のR1、L1、Y1及びpは、以下の意味を有する：
　R1は、本発明のヒドロゲルであり；
　Y1は、O、S又はNR2であり
　pは、0又は1であり；
　L1は、二官能性リンカー、例えば、
-NH(CH2CH2O)n(CH2)nNR3-、
-NH(CH2CH2O)nC(O)-、
-NH(CR4R5)nOC(O)-、
-C(O)(CR4R5)nNHC(O)(CR8R7)qNR3-、
-C(O)O(CH2)nO-、
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-C(O)(CR4R5)nNR3-、
-C(O)NH(CH2CH2O)n(CH2)nNR3-、
-C(O)O-(CH2CH2O)nNR3-、
-C(O)NH(CR4R5)nO-、
-C(O)O(CR4R5)nO-、
-C(O)NH(CH2CH2O)n-、
【化２７】

【０３８０】
などであり；
　R2、R3、R4、R5、R7及びR8は、独立して、水素、C1-6アルキル、C3-12分枝鎖アルキル
、C3-8シクロアルキル、置換されているC1-6アルキル、置換されているC3-8シクロアルキ
ル、アリール、置換されているアリール、アラルキル、C1-6ヘテロアルキル、置換されて
いるC1-6ヘテロアルキル、C1-6アルコキシ、フェノキシ及びC1-6ヘテロアルコキシからな
る群から選択され；
　R6は、水素、C1-6アルキル、C3-12分枝鎖アルキル、C3-8シクロアルキル、置換されて
いるC1-6アルキル、置換されているC3-8シクロアルキル、アリール、置換されているアリ
ール、アラルキル、C1-6ヘテロアルキル、置換されているC1-6ヘテロアルキル、C1-6アル
コキシ、フェノキシ、C1-6ヘテロアルコキシ、NO2、ハロアルキル及びハロゲンからなる
群から選択され；
　n及びqは、互いから独立して選択され、そして、それぞれ、正の整数である〕
で示される。
【０３８１】
　先に挙げたリンカーは、多くの種類の生物学的に活性な部分と一緒に使用するのに適し
ている。適切な生物学的に活性な部分は、ポリペプチド、タンパク質、オリゴヌクレオチ
ド又は生物学的に活性な小分子部分である。
【０３８２】
　該生物学的に活性な部分は、アミン基、ヒドロキシル基、カルボキシル基、ホスフェー
ト基又はメルカプト基を含み得る。
【０３８３】
　該生物学的に活性な部分は、その生物学的に活性な部分によって提供されるアミン基(
例えば、脂肪族アミン基又は芳香族アミン基)、ヒドロキシル基(例えば、脂肪族アミン基
又は芳香族アミン基)、カルボキシル基、ホスフェート基又はメルカプト基で形成される
結合を介して一時的なプロドラッグリンカーにコンジュゲートされ得る。
【０３８４】
　芳香族アミンを含んでいる適切な生物学的に活性な部分Dは、例えば、以下のものであ
る：(-)-カルボビル((-)-Carbovir)、(±)-ヒメニン((±)-Hymenin)、(±)-ノルシサプリ
ド((±)-Norcisapride)、(±)-ピクメテロール((±)-Picumeterol)、(R)-アミノグルテチ
ミド((R)-Aminoglutethimide)、(R)-クレンブテロール((R)-Clenbuterol)、(S)-アミノグ
ルテチミド((S)-Aminoglutethimide)、クレンブテロール((S)-Clenbuterol)、[6-p-アミ
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ノフェニルアラニン]-アンギオテンシン II([6-p-aminophenylalanine]-angiotensin II)
、10'-デメトキシストレプトニグリン(10'-Demethoxystreptonigrin)、17-アミノゲルダ
ナミシン(17-Aminogeldanamycin)、1-アミノアクリジン(1-Aminoacridine)、1-デアザア
デニン(1-Deazaadenine)、1-NA-PP 1、1-NM-PP 1、2,7-ジアミノアクリジン(2,7-Diamino
acridine)、2,7-ジメチルプロフラビン(2,7-Dimethylproflavine)、2-アミノ-6(5H)-フェ
ナントリジノン(2-Amino-6(5H)-phenanthridinone)、2-アミノアルリジン(2-Aminoacridi
ne)、2-アミノ-カルバニリド(2-amino-Carbanilide)、2-アミノヒスタミン(2-Aminohista
mine)、2-アミノペリミジン(2-Aminoperimidine)、2'-AMP、2-クロロアデノシン(2-Chlor
oadenosine)、2'-デオキシキシロツベルシジン(2'-Deoxyxylotubercidin)、2-スルファニ
ラミドイミダゾール(2-Sulfanilamidoimidazole)、3,4-ジアミノコウマリン(3,4-Diamino
coumarin)、3'-アミノ-4'-メトキシフラボン(3'-Amino-4'-methoxyflavone)、3-アミノア
クリジン(3-Aminoacridine)、3-アミノピコリン酸(3-Aminopicolinic acid)、3-デアザグ
アニン(3-Deazaguanine)、4'-アミノフラボン(4'-Aminoflavone)、4-アミノピリジン(4-A
minopyridine)、5'-ADP、5-アミノアクリジン(5-Aminoacridine)、5-アミノ-DL-トリプト
ファン(5-amino-DL-Tryptophan)、5-アミノニコチンアミド(5-Aminonicotinamide)、5'-A
MP、5'-ATP、5-クロロデオキシシチジン(5-Chlorodeoxycytidine)、5'-CMP、5-ジメチル
アミロリド(5-Dimethylamiloride)、5'-GDP、5'-GMP、5'-GTP、5-ヨードツベルシジン(5-
Iodotubercidin)、5-メチルシトシン(5-Methylcytosine)、6-アミノフラボン(6-Aminofla
vone)、6-アミノフェナントリジン(6-Aminophenanthridine)、6-アミノチミン(6-Aminoth
ymine)、6-ベンジルチオグアニン(6-Benzylthioguanine)、6-クロロタクリン(6-Chlorota
crine)、6-ヨードアミロリド(6-Iodoamiloride)、7,8-ジヒドロネオプテリン(7,8-Dihydr
oneopterin)、7-アミノニメタゼパム(7-Aminonimetazepam)、7-メトキシタクリン(7-Meth
oxytacrine)、7-メチルタクリン(7-Methyltacrine)、9-デアザグアニン(9-Deazaguanine)
、9-フェネチルアデニン(9-Phenethyladenine)、アバカビル(Abacavir)、アカデシン(Aca
desine)、アケジアスルホン(Acediasulfone)、アケフルチアミン(Acefurtiamine)、アセ
チルコエンザイムA(Acetyl coenzyme A)、アシクロビル(Aciclovir)、アクチミド(Actimi
d)、アクチノマイシン(Actinomycin)、アシクロビル(Acyclovir)、アデホビル(Adefovir)
、アデナレン(Adenallene)、アデニン(Adenine)、アデノホスチン A(Adenophostin A)、
アデノシン(Adenosine)、アデノシン一リン酸(Adenosine monophosphate)、アデノシン三
リン酸(Adenosine triphosphate)、アデノシルホモシステイン(Adenosylhomocysteine)、
アジテレン(Aditeren)、アフロクアロン(Afloqualone)、アラミホビル(Alamifovir)、ア
ルボフンギン(Albofungin)、アルフゾシン(Alfuzosin)、アリチアミン(Allithiamine)、
アルピロプリド(Alpiropride)、アマノジン(Amanozine)、アンバシリド(Ambasilide)、ア
ンブカイン(Ambucaine)、アンドキソビル(Amdoxovir)、アメルトリド(Ameltolide)、アメ
トプテリン(Amethopterin)、アンフェナク(Amfenac)、アンフルチゾール(Amflutizole)、
アミシクリン(Amicycline)、アミダプソン(Amidapsone)、アミファンプリジン(Amifampri
dine)、アミロリド(Amiloride)、アミナクリン(Aminacrine)、アミノアクリジン(Aminoac
ridine)、アミノアンチピリン(Aminoantipyrine)、アミノ安息香酸(Aminobenzoate)、ア
ミノゲニステイン(Aminogenistein)、アミノグルテチミド(Aminoglutethimide)、アミノ
ヒプラテ(Aminohippurate)、アミノイサチン(Aminoisatin)、アミノメトラジン(Aminomet
radine)、アミノニメタゼパン(Aminonimetazepam)、アミノペニララニン(Aminophenylala
nine)、アミノポテンチジン(Aminopotentidine)、アミノプテリン(Aminopterin)、アミノ
プルバラノール A(Aminopurvalanol A)、アミノキヌリド(Aminoquinuride)、アミノサリ
チル酸(Aminosalicylic Acid)、アミフェナゾール(Amiphenazole)、アミフェノシン(Amip
henosine)、アミソメトラジン(Amisometradine)、アミスルプリド(Amisulpride)、アミテ
ロール(Amiterol)、アムレキサノキス(Amlexanox)、アンメリン(Ammelin)、アモナフィド
(Amonafide)、アモキセカイン(Amoxecaine)、アムフェニドン(Amphenidone)、アンフェチ
ニル(Amphethinile)、アンホタリド(Amphotalide)、アンプレナビル(Amprenavir)、アム
プリン(Ampurine)、アムリノン(Amrinone)、AMT、アムタミン(Amthamine)、アムチゾール
(Amtizole)、アングストマイシン A(Angustmycin A)、アニレリジン(Anileridine)、アパ
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デノソン(Apadenoson)、アプラクロニジン(Apraclonidine)、アプリシタビン(Apricitabi
ne)、アラフルオロシトシン(Arafluorocytosine)、アラミン(Aramine)、アラジド(Arazid
e)、アリステロマイシン(Aristeromycin)、アルプリノシド(Arprinocid)、アスカマイシ
ン(Ascamycin)、アスセンシル(Ascensil)、アスピクラマイシン(Aspiculamycin)、アトリ
ド(Atolide)、アザボン(Azabon)、アザシチジン(Azacitidine)、アザリン B(Azaline B)
、アザムリン(Azamulin)、アザニダゾール(Azanidazole)、アゼペキソール(Azepexole)、
アズトレオナム(Aztreonam)、バキロプリム(Baquiloprim)、バセドール(Basedol)、バタ
ノプリド(Batanopride)、b-D-アデノシン(b-D-Adenosine)、ベミトラジン(Bemitradine)
、ベンホチアミン(Benfotiamine)、ベンチアミン(Bentiamine)、ベンザミル(Benzamil)、
ベンゾカイン(Benzocaine)、ベトキシカイン(Betoxycaine)、ビノデノソン(Binodenoson)
、ビオプテリン(Biopterin)、ビスベンチアミン(Bisbentiamine)、ブラスチシジン(Blast
icidin)、ブレオマイシン(Bleomycin)、ブレオマイシン A1(Bleomycin A1)、ブレオマイ
シン A2(Bleomycin A2)、ブレオマイシン A5(Bleomycin A5)、ブレオマイシン A6(Bleomy
cin A6)、ブレオマイシン DMA2(Bleomycin DMA2)、ブロジモプリム(Brodimoprim)、ブロ
ムフェナク(Bromfenac)、ブロモブテロール(Bromobuterol)、ブロモプリド(Bromopride)
、ブロピリミン(Bropirimine)、ブシクロビル(Buciclovir)、ブナゾシン(Bunazosin)、ブ
チリルチアミンジスルフィド(Butyrylthiamine disulfide)、カデグオマイシン(Cadeguom
ycin)、cAMP、カンジシジン(Candicidin)、カパデノソン(Capadenoson)、カルバニリド(C
arbanilide)、カルボジン(Carbodine)、カルボビル(Carbovir)、カルブタミド(Carbutami
de)、カルモナン(Carumonam)、CDP-ジパルミチン(CDP-dipalmitin)、セフカペネピボキシ
ル(Cefcapenepivoxil)、カフクリジン(Cefclidin)、セフダルオキシム(Cefdaloxime)、セ
フジニル(Cefdinir)、セフジトレン(Cefditoren)、セフェムピドン(Cefempidone)、セフ
ェピム(Cefepime)、セフェタメト(Cefetamet)、セフェテコル(Cefetecol)、セフィキシム
(Cefixime)、セフルプレナム(Cefluprenam)、セフマチレン(Cefmatilen)、セフメノキシ
ム(Cefmenoxime)、セホジジム(Cefodizime)、セホセリス(Cefoselis)、セホタキシム(Cef
otaxime)、セホチアム(Cefotiam)、セホゾプラン(Cefozopran)、セフポドキシム(Cefpodo
xime)、セフキノム(Cefquinome)、セフロム(Cefrom)、セフタジジム(Ceftazidime)、セフ
テラム(Cefteram)、セフチブテン(Ceftibuten)、セフチオフル(Ceftiofur)、セフチオレ
ン(Ceftiolene)、セフチオキシド(Ceftioxide)、セフチゾキシム(Ceftizoxime)、セフト
ビプロール(Ceftobiprole)、セフトリアキソン(Ceftriaxone)、セフゾナム(Cefuzonam)、
センタゾロン(Centazolone)、セトチアミン(Cetotiamine)、cGMP、クロロプロカイン(Chl
oroprocaine)、シドホビル(Cidofovir)、シホストジン(Cifostodine)、シパンフィリン(C
ipamfylline)、シサプリド(Cisapride)、クラドリビン(Cladribine)、クラファノン(Claf
anone)、クラホラン(Claforan)、クレボプリド(Clebopride)、クレンブテロール(Clenbut
erol)、クレンプロペロール(Clenproperol)、クロファラビン(Clofarabine)、クロルスロ
ン(Clorsulon)、コエレンテラミン(Coelenteramine)、コエンザイム A(Coenzyme A)、コ
ルチカミド(Colchicamid)、クマリン 10(Coumarin 10)、コビラシル(Coviracil)、クロト
ノシド(Crotonoside)、シクロブト A(Cyclobut A)、シクロブト G(Cyclobut G)、シクロ
クレンブテロール(Cycloclenbuterol)、シコチアミン(Cycotiamine)、シタレン(Cytallen
e)、シタラビン(Cytarabine)、シタラジド(Cytarazid)、シチジン(Cytidine)、シチジン
二リン酸(Cytidine diphosphate)、シチドリン(Cytidoline)、シトシンD-(+)-ネオプテリ
ン(CytosineD-(+)-Neopterin)、ダクチノマイシン(Dactinomycin)、D-アメトプテリン(D-
Amethopterin)、dAMP(dAMP)、ダムバル(Damvar)、ダニキドン(Daniquidone)、ダプソン(D
apsone)、ダプトマイシン(Daptomycin)、ダラプリム(Daraprim)、ダルナビル(Darunavir)
、DATHF、ダゾプリド(Dazopride)、dCMP、dCTP、デブロモヒメニアルジシン(Debromohyme
nialdisine)、デシタビン(Decitabine)、デクロプラミド(Declopramide)、デイソプロピ
ルヒドロキシアトラジン(Deisopropylhydroxyatrazine)、デラフロキサシン(Delafloxaci
n)、デルファントリン(Delfantrine)、デナビル(Denavir)、デオキシアデノシン(Deoxyad
enosine)、デオキシ-ATP(Deoxy-ATP)、デオキシシチジン(Deoxycytidine)、デオキシグア
ノシン(Deoxyguanosine)、デホスホコエンザイム A(Dephosphocoenzyme A)、デクアリニ
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ウム(Dequalinium)、デスブチルブメタニド(Desbutylbumetanide)、デスシクロビル(Desc
iclovir)、デソキシミノキシジル(Desoxyminoxidil)、dGMP、dGTP、ジアセチアミン(Diac
ethiamine)、ジアミノアクリジン(Diaminoacridine)、ジアベリジン(Diaveridine)、ジク
ロロベンザミル(Dichlorobenzamil)、ジクロロメトトレキセート(Dichloromethotrexate)
、ジクロロフェナルシン(Dichlorophenarsine)、ジデオキシシチジン(Dideoxycytidine)
、ジヒドロビオプテリン(Dihydrobiopterin)、ジヒドロ葉酸(Dihydrofolic acid)、ジメ
チアリウム(Dimethialium)、ジメトカイン(Dimethocaine)、ジメチルメトトレキセート(D
imethyl methotrexate)、ジナリン(Dinalin)、DL-5,6,7,8-テトラヒドロ葉酸(DL-5,6,7,8
-Tetrahydrofolic acid)、DL-メトトレキセート(DL-Methotrexate)、ドブプリド(Dobupri
de)、ドビチニブ(Dovitinib)、ドキサゾシン(Doxazosin)、ドラフラジン(Draflazine)、
エダトレキセート(Edatrexate)、エルペトリジン(Elpetrigine)、エルブシタビン(Elvuci
tabine)、エントリシタビン(Emtricitabine)、エンテカビル(Entecavir)、エンビラデン(
Enviradene)、エプシタビン(Epcitabine)、エピロプリム(Epiroprim)、エリタデニン(Eri
tadenine)、エタンテロル(Etanterol)、エタクリジン(Ethacridine)、エタデン(Ethaden)
、エチリソプロピラミロリド(Ethylisopropylamiloride)、エトプリン(Etoprine)、エト
キサゼン(Etoxazene)、エトラビリン(Etravirine)、エトリシグアト(Etriciguat)、FAD、
ファムシクロビル(Famciclovir)、ファザラビン(Fazarabine)、フェナモル(Fenamol)、フ
ェプラトセト(Fepratset)、フィアシタビン(Fiacitabine)、フルシトシン(Flucytosine)
、フルダラ(Fludara)、フルダラビン(Fludarabine)、フルオシトシン(Fluocytosine)、葉
酸(Folic acid)、ホルマイシン A(Formycin A)、ホサンプレナビル(Fosamprenavir)、フ
ララジン(Furalazine)、フルスルチアミン(Fursultiamine)、フリルトリアジン(Furyltri
azine)、ガンシクロビル(Ganciclovir)、ガンシクロビル(Gancyclovir)、ガストラシド(G
astracid)、ガムシタビン(Gemcitabine)、ギラコダゾール(Giracodazole)、グロキシモナ
ム(Gloximonam)、
【０３８５】
グリブチアゾル(Glybuthiazol)、GSK 3B インヒビター XII(GSK 3B Inhibitor XII)、GSK
3BインヒビターXII(GSK3BInhibitorXII)、グアニン(Guanine)、グアニンアラビノシド(Gu
anine arabinoside)、グアノシン(Guanosine)、ヘキシル PABA(Hexyl PABA)、ヒドロキシ
メチルクレンブテロル(Hydroxymethylclenbuterol)、ヒドロキシプロカイン(Hydroxyproc
aine)、ヒドロキシトリアムテレン硫酸(Hydroxytriamterene sulfate)、イバシタビン(Ib
acitabine)、イクラプリム(Iclaprim)、イマニキシル(Imanixil)、イミキモド(Imiquimod
)、インダノシン(Indanocine)、ヨーベンザム酸(Iobenzamic acid)、ヨーセタム酸(Iocet
amic acid)、ヨーメグラム酸(Iomeglamic acid)、ヨーメグラム酸(Iomeglamicacid)、イ
ピダクリン(Ipidacrine)、イラミン(Iramine)、イルソグラジン(Irsogladine)、イサトリ
ビン(Isatoribine)、イソブタンベン(Isobutamben)、イソリトモン(Isoritmon)、イソセ
ピアプテリン(Isosepiapterin)、ケトクレンブテロール(Ketoclenbuterol)、ケトトレキ
セート(Ketotrexate)、コペキシル(Kopexil)、ラミブジン(Lamivudine)、ラモトリギン(L
amotrigin)、ラモトリギン(Lamotrigine)、ラムチジン(Lamtidine)、ラッパコニン(Lappa
conine)、ラベンダマイシン(Lavendamycin)、L-シチジン(L-Cytidine)、レナリドミド(Le
nalidomide)、ロイシノカイン(Leucinocaine)、ロイコボリン(Leucovorin)、L-g-メチレ
ン-10-デアザアミノプテリン(L-g-Methylene-10-deazaaminopterin)、リニファニブ(Lini
fanib)、リントプリド(Lintopride)、リサジメート(Lisadimate)、ロブカビル(Lobucavir
)、ロデノシン(Lodenosine)、ロメグアトリブ(Lomeguatrib)、ロメトレキソール(Lometre
xol)、ロキソリビン(Loxoribine)、L-S-アデノシルメチオニン(L-S-Adenosylmethionine)
、マブテロル(Mabuterol)、メデヨル(Medeyol)、メラルセノキシド(Melarsenoxyd)、メラ
ルソプロル B(Melarsoprol B)、メサラジン(Mesalazine)、メタブテタミン(Metabutetham
ine)、メタブトキシカイン(Metabutoxycaine)、メタヘキサミド(Metahexamide)、メタゾ
シン(Metazosin)、メチオプリム(Methioprim)、メトトレキサート(Methotrexate)、メチ
ラントラニレート(Methylanthranilate)、メチオプリム(Metioprim)、メトクロプラミド(
Metoclopramide)、メトプリン(Metoprine)、ミノキシジル(Minoxidil)、ミラベグロン(Mi
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rabegron)、ミトマイシン(Mitomycin)、ミボブリン(Mivobulin)、モセチノスタト(Moceti
nostat)、モノカイン(Monocain)、モサプリド(Mosapride)、ムタマイシン(Mutamycin)、N
-(p-アミノフェネチル)スピロペリドール(N-(p-Aminophenethyl)spiroperidol)、N6-[2-(
4-アミノフェニル)エチル]アデノシン Role(N6-[2-(4-aminophenyl)ethyl]adenosine Rol
e)、NAD+、NADH、NADH2、NADP+、NADPH2、ナエパイン(Naepaine)、ナミンテロル(Naminte
rol)、ナレチン(Naretin)、ネビドラジン(Nebidrazine)、NECA、ネララビン(Nelarabine)
、ネルザラビン(Nelzarabine)、ネオラミン(Neolamin)、ネオトロピン(Neotropine)、ネ
パフェナク(Nepafenac)、ネリソパム(Nerisopam)、ネウロホルト(Neurofort)、ニフルプ
ラジン(Nifurprazine)、ニムスチン(Nimustine)、ニトリン(Nitrine)、N-メチルテトラヒ
ドロ葉酸(N-Methyltetrahydrofolic acid)、ノラトレキセド(Nolatrexed)、ノミフェンシ
ン(Nomifensine)、ノルシサプリド(Norcisapride)、N-プロピオニルプロカイナミド(N-Pr
opionylprocainamide)、N-スルファニリルノルフロキサシン(N-Sulfanilylnorfloxacin)
、o-アミノフェニララニン(o-Aminophenylalanine)、オクトチアミン(Octotiamine)、オ
ラムフロキサシン(Olamufloxacin)、オルメトプリム(Ormetoprim)、オルトカイン(Orthoc
aine)、オキシモナム(Oximonam)、オキシブプロカイン(Oxybuprocaine)、p-アミノアンチ
ピリン(p-Aminoantipyrine)、p-アミノベンゾエート(p-Aminobenzoate)、p-アミノ-D-フ
ェニルアラニン(p-Amino-D-phenylalanine)、パンコプリド(Pancopride)、パルサルミド(
Parsalmide)、パスドラジド(Pasdrazide)、パトシジン(Pathocidine)、ペリトレキソル(P
elitrexol)、ペメトレキセド(Pemetrexed)、ペンシクロビル(Penciclovir)、ペプロマイ
シン(Peplomycin)、ペラロプリド(Peralopride)、フェナミル(Phenamil)、フェナゾン(Ph
enazone)、フェナゾピリジン(Phenazopyridine)、p-アミノ安息香酸フェニル(Phenyl p-a
minobenzoate)、フェニル-PAS-テバミン(Phenyl-PAS-Tebamin)、フレオマイシン D1(Phle
omycin D1)、ピブチジン(Pibutidine)、ピクメテロル(Picumeterol)、ピラズモナム(Pira
zmonam)、ピリドカイン(Piridocaine)、ピリトレキシム(Piritrexim)、ポルフィロマイシ
ン(Porfiromycin)、プララトレキセート(Pralatrexate)、プラミペキソール(Pramipexole
)、プラゾビンド(Prazobind)、プラゾシン(Prazosin)、プレラデナント(Preladenant)、
プロカイナミド(Procainamide)、プロカイン(Procaine)、プロフラビン(Proflavine)、プ
ロパラカイン(Proparacaine)、プロポキシカイン(Propoxycaine)、プロスルチアミン(Pro
sultiamine)、プルカロプリド(Prucalopride)、プセウドイソシチジン(Pseudoisocytidin
e)、プシコフラニン(Psicofuranine)、プテリドキサミン(Pteridoxamine)、プテロイルト
リグルタミン酸(Pteroyltriglutamic acid)、ピラミン(Pyramine)、ピリメタミン(Pyrime
thamine)、クエスチオマイシン(Questiomycin)、キネロラン(Quinelorane)、ラシビル(Ra
civir)、レガデノソン(Regadenoson)、レノキド(Renoquid)、レンザプリド(Renzapride)
、レシキモド(Resiquimod)、レソルセイン(Resorcein)、レチガビン(Retigabine)、レベ
ルセト(Reverset)、リルゾール(Riluzole)、ロシクロビル(Rociclovir)、ルホクロモマイ
シン(Rufocromomycin)、S-アデノシルメチオニン(S-Adenosylmethionine)、サンギバマイ
シン(Sangivamycin)、サプロプテリン(Sapropterin)、S-ドキサゾシン(S-Doxazosin)、セ
ピアプテリン(Sepiapterine)、シルバースルファジアジン(Silversulfadiazine)、シネフ
ンギン(Sinefungin)、シパトリギン(Sipatrigine)、スパルフロキサシン(Sparfloxacin)
、スパルソマイシン(Sparsomycin)、ステアリル-CoA(Stearyl-CoA)、ステアリルスルファ
ミド(Stearylsulfamide)、ステレプトニグリン(Streptonigrin)、スクシスルホン(Succis
ulfone)、スファモノメトキシン(Sufamonomethoxine)、スラムセロド(Sulamserod)、スル
ファブロモメタジン(Sulfabromomethazine)、スルファセタミド(Sulfacetamide)、スルフ
ァクロルピリダジン(Sulfachlorpyridazine)、スルファクリソイジン(Sulfachrysoidine)
、スルファクロミド(Sulfaclomide)、スルファクロラゾール(Sulfaclorazole)、スルファ
クロジン(Sulfaclozine)、スルファシチン(Sulfacytine)、スルファジアスルホン(Sulfad
iasulfone)、スルファジアジン(Sulfadiazine)、スルファジクラミド(Sulfadicramide)、
スルファジメトキシン(Sulfadimethoxine)、スルファジミジン(Sulfadimidine)、スルフ
ァドキシン(Sulfadoxine)、スルファエトキシピリダジン(Sulfaethoxypyridazine)、スル
ファグアニジン(Sulfaguanidine)、スルファグアノール(Sulfaguanole)、スルファレン(S
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ulfalene)、スルファメラジン(Sulfamerazine)、スルファメタジン(Sulfamethazine)、ス
ルファメチゾール(Sulfamethizole)、スルファメトキサゾール(Sulfamethoxazole)、スル
ファメトキシジアジン(Sulfamethoxydiazine)、スルファメトキシピリダジン(Sulfametho
xypyridazine)、スルファメトミジン(Sulfametomidine)、スルファメトピラジン(Sulfame
topyrazine)、スルファメトロール(Sulfametrole)、スルファニラミド(Sulfanilamide)、
スルファニラミドイミダゾール(Sulfanilamidoimidazole)、スルファニリルグリシン(Sul
fanilylglycine)、スルファペリン(Sulfaperin)、スルファフェナゾール(Sulfaphenazole
)、スルファプロキシリン(Sulfaproxyline)、スルファピラゾール(Sulfapyrazole)、スル
ファピリジン(Sulfapyridine)、スルファソミゾール(Sulfasomizole)、スルファシマジン
(Sulfasymazine)、スルファチアジアゾール(Sulfathiadiazole)、スルファトロキサゾー
ル(Sulfatroxazole)、スルファトロゾール(Sulfatrozole)、スルフィソミジン(Sulfisomi
dine)、スルフィソキサゾール(Sulfisoxazole)、タセジナリン(Tacedinaline)、タクリン
(Tacrine)、タランパネル(Talampanel)、タリペキソール(Talipexole)、タリソマイシン 
A(Talisomycin A)、テノホビル(Tenofovir)、テノホビルジソプロキシル(Tenofovir diso
proxil)、テラゾシン(Terazosin)、テトラヒドロビオプテリヌム(Tetrahydrobiopterinm)
、テトラヒドロ葉酸(Tetrahydrofolic acid)、テトロキソプリム(Tetroxoprim)、テザシ
タビン(Tezacitabine)、チアミン(Thiamine)、チアゾスルホン(Thiazosulfone)、チオグ
アニン(Thioguanine)、チアミプリン(Tiamiprine)、チゲモナム(Tigemonam)、チミルジン
(Timirdine)、チノリジン(Tinoridine)、チオダゾシン(Tiodazosin)、チラパザミン(Tira
pazamine)、チビシクロビル(Tiviciclovir)、トクラデシン(Tocladesine)、トランコパル
(Trancopal)、トリアカンチン(Triacanthine)、トリアムテレン(Triamterene)、トリアピ
ン(Triapine)、トリシリビン(Triciribine)、トリマゾシン(Trimazosin)、トリメトプリ
ム(Trimethoprim)、トリメトレキサート(Trimetrexate)、トリトクアリン(Tritoqualine)
、トロキサシタビン(Troxacitabine)、ツベルシジン 5'-ジホスフェート(Tubercidin 5'-
diphosphate)、ツバチジン(Tuvatidine)、チルホスチン AG 1112(Tyrphostin AG 1112)、
バラシクロビル(Valacyclovir)、バルガンシクロビル(Valganciclovir)、バロピシタビン
(Valopicitabine)、バルトルシタビン(Valtorcitabine)、ベルナクリン(Velnacrine)、ベ
ンギシド(Vengicide)、ベラドリン(Veradoline)、ビダラビン(Vidarabine)、ビロキシム(
Viroxime)、ビタベリン(Vitaberin)、ザルシタビン(Zalcitabine)、ゼングアングマイシ
ン B2(Zhengguangmycin B2)、ジンビロキシム(Zinviroxime)、ゾルバマイシン(Zorbamyci
n)、ゾキサゾラミン(Zoxazolamine)、(±)-サキシトキシン((±)-Saxitoxin)、2-アミノ
ペリミジン(2-Aminoperimidine)、6-ホルミルプテリン(6-Formylpterin)、8-13-ネウロテ
ンシン(8-13-Neurotensin)、8-チオグアノシン(8-Thioguanosine)、9-デアザグアノシン(
9-Deazaguanosine)、9-デサルギニン-ブラジキニン(9-Desarginine-bradykinin)、a4-10-
コルチコトロピン(a4-10-Corticotropin)、アファメラノチド(Afamelanotide)、アグマチ
ン(Agmatine)、アラレリン(Alarelin)、アムバゾン(Ambazone)、アミロリド(Amiloride)
、アミノプテリン(Aminopterine)、アンピリミン(Ampyrimine)、アンギオテンシン(Angio
tensin)、アンギオテンシン I(Angiotensin I)、アンギオテンシン II(Angiotensin II)
、抗生物質 O-129(Antibiotic O-129)、アンチパイン(Antipain)、アルギニン(Arginine)
、アルギプレストシン(Argiprestocin)、アストレスシン(Astressin)、アトリオペプチン
 III(Atriopeptin III)、アビプタジル(Aviptadil)、ベンジリソチオウレア(Benzylisoth
iourea)、ベタシアミン(Betacyamine)、ビシンドリルマレイミド IX(Bisindolylmaleimid
e IX)、ビバリルジン(Bivalirudin)、ブラスチシジン S(Blasticidin S)、ブレオマイシ
ン B2(Bleomycin B2)、ボムベシン 14(Bombesin 14)、ブホルミン(Buformin)、カモスタ
ット(Camostat)、カリポリド(Cariporide)、カルペリチド(Carperitide)、カクロピン P1
(Cecropin P1)、セトロレリキス(Cetrorelix)、シレンギチド(Cilengitide)、クレアピュ
ア(Creapure)、シアノギノシン LR(Cyanoginosin LR)、シアノビリジン RR(Cyanoviridin
 RR)、ダラルギン(Dalargine)、ダンバル(Damvar)、デアザアミノプテリン(Deazaaminopt
erin)、デフェンシン HNP 1(Defensin HNP 1)、デスロレリン(Deslorelin)、デスモプレ
シン(Desmopressin)、デザグアニン(Dezaguanine)、ジクロロメトトレキサート(Dichloro
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methotrexate)、ジヒドロストレプトマイシン(Dihydrostreptomycin)、ジマプリット(Dim
aprit)、ジメチラミロリド(Dimethylamiloride)、ジミナゼン(Diminazene)、DL-メトトレ
キサート(DL-Methotrexate)、D-メトトレキサート(D-Methotrexate)、エブロチジン(Ebro
tidine)、エダトレキサート(Eda
trexate)、
【０３８６】
Eel チロカルシトニン(Eel Thyrocalcitonin)、エラスタチナル(Elastatinal)、エルカト
ニン(Elcatonin)、エンテロスタチン(Enterostatin)、エンビオマイシン(Enviomycin)、
エプチフィバチド(Eptifibatide)、エチリソプロピラミロリド(Ethylisopropylamiloride
)、エチラミド(Etilamide)、エトプリン(Etoprine)、ファモチジン(Famotidine)、フルピ
ルチン(Flupirtine)、フルテレン(Furterene)、ガラニン(Galanin)、ガレギン(Galegin)
、グレリン(Ghrelin)、グルカゴン(Glucagon)、ゴナドリベリン A(Gonadoliberin A)、グ
アネチジン(Guanethidine)、グアンファシン(Guanfacine)、グアンオキサン(Guanoxan)、
グアニルチオウレア(Guanylthiourea)、グスペリムス(Gusperimus)、ヘキサミジン(Hexam
idine)、ヒスタチン 5(Histatin 5)、ヒストレリン(Histrelin)、ホモアルギニン(Homoar
ginine)、イカチバント(Icatibant)、イメチット(Imetit)、インスリノトロピン(Insulin
otropin)、イソカラミジン(Isocaramidine)、カリジン 10(Kallidin 10)、ケンプチド(Ke
mptide)、ケトトレキサート(Ketotrexate)、キオトルフィン(Kiotorphin)、ラクトフェリ
シン(Lactoferricin)、ラミフィバン(Lamifiban)、L-ブラジキニン(L-Bradykinin)、ロイ
コベリン(Leucoverin)、ロイコボリン A(Leucovorin A)、ロイペプチン(Leupeptin)、ロ
イプロリド(Leuprolide)、ロメトレキソル(Lometrexol)、ルトレリン(Lutrelin)、m-クロ
ロフェニルビグアニド(m-Chlorophenylbiguanide)、メラガトラン(Melagatran)、メラノ
タン II(Melanotan II)、メラノトロピン(Melanotropin)、メリチン(Melittin)、メトホ
ルミン(Metformin)、メトトレキサートジメチルエステル(Methotrexate dimethyl ester)
、メトトレキセート一水和物(Methotrexate monohydrate)、メトキシトレキサート(Metho
xtrexate)、メチリソチオウレア(Methylisothiourea)、メトプリン(Metoprine)、ミアカ
ルシン(Miacalcin)、MIBG、ミノキシジル(Minoxidil)、ミトグアゾン(Mitoguazone)、ミ
ボブリン(Mivobulin)、ミボブリンイセチオン酸塩(Mivobulin isethionate)、モロキシジ
ン(Moroxydine)、ナファレリン(Nafarelin)、ネオチン(Neotine)、ネシリチド(Nesiritid
e)、ネトロプシン(Netropsin)、ネウロテンシン(Neurotensin)、N-メチルテトラヒドロホ
レート(N-Methyltetrahydrofolate)、ノシセプチン(Nociceptin)、ノラトレキセド(Nolat
rexed)、ノバスタン(Novastan)、パナミジン(Panamidin)、パトシジン(Pathocidine)、ペ
バック(Pebac)、ペルデシン(Peldesine)、ペリトレキソール(Pelitrexol)、ペメトレキセ
ド(Pemetrexed)、ペンタミジン(Pentamidine)、ペラミビル(Peramivir)、フェンホルミン
(Phenformine)、フェニルビグアニド(Phenylbiguanide)、ブタガラニン(Pig galanin)、
ピマゲジン(Pimagedine)、ピリトレキシム(Piritrexim)、ピトレシン(Pitressin)、ブタ
アンギオテンシノーゲン(Porcine angiotensinogen)、ブタガストリン放出ホルモン(Porc
ine gastrin-releasing hormone)、ブタ神経ペプチドY(Porcine neuropeptide Y)、ブタ 
PHI(Porcine PHI)、プララトレキサート(Pralatrexate)、プロテインヒューマニン(Prote
in Humanin)、プロテイナーゼインヒビター E 64(Proteinase inhibitor E 64)、ピリメ
タミン(Pyrimethamin)、キネスパル(Quinespar)、ラットアトリオペプチン(Rat atriopep
tin)、ラットアトリオペプチン(Rat atriopeptin)、レシキモド(Resiquimod)、リバミジ
ン(Ribamidine)、リモルフィン(Rimorphin)、サララシン(Saralasin)、サキシトキシン(S
axitoxin)、セルモレリン(Sermorelin)、S-エチリソチオウレア(S-Ethylisothiourea)、
スパンチド(Spantide)、スタリマイシン(Stallimycin)、スチルバミジン(Stilbamidine)
、ストレプトマイシン A(Streptomycin A)、サブスタンス P 遊離酸(Substance P free a
cid)、スルファグアニジン(Sulfaguanidine)、合成 LH-放出ホルモン(Synthetic LH-rele
asing hormone)、タリムスチン(Tallimustine)、テプロチド(Teprotide)、テトラコサク
チド(Tetracosactide)、テトラヒドロビオプテリン(Tetrahydrobiopterin)、テトラヒド
ロ葉酸(Tetrahydrofolic acid)、トロンビン受容体-活性化ペプチド-14(Thrombin recept
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or-activating peptide-14)、チモペンチン(Thymopentin)、チオグアニン(Tioguanin)、
チオチジン(Tiotidine)、チラパザミン(Tirapazamine)、トリアムテレン(Triamteren)、
トリメトレキサート(Trimetrexate)、トリプトレリン(Tryptorelin)、ツベラクチノマイ
シン B(Tuberactinomycin B)、ツフシン(Tuftsin)、ウレパール(Urepearl)、ビオミシジ
ン(Viomycidin)、ビプロベキス(Viprovex)、ビタミン M(Vitamin M)、キセノプシン(Xeno
psin)、ザナミビル(Zanamivir)、ゼオシン(Zeocin)、ジコノチド(Ziconotide)、ゾラデキ
ス(Zoladex)。
【０３８７】
　好ましくは、芳香族アミン基を有している適切な薬物は、以下のものを含むリストから
選択され得る：(-)-ドラフラジン((-)-Draflazine)、(-)-インドカルバゾスタチン B((-)
-Indocarbazostatin B)、(+)-(R)-プラミペキソール((+)-(R)-Pramipexole)、(R)-(+)-テ
ラゾシン((R)-(+)-Terazosin)、(R)-ガンシクロビル環状リン酸((R)-Ganciclovir Cyclic
 Phosphonate)、(R)-スフィノシン((R)-Sufinosine)、(R)-ザコプリド((R)-Zacopride)、
(S)-スフィノシン((S)-Sufinosine)、(S)-ザコプリド塩酸塩((S)-Zacopride Hydrochlori
de)、17-アミノゲルダナマイシン(17-Aminogeldanamycin)、2-アミノアリステロマイシン
(2-Aminoaristeromycin)、2-アミノネプラノシン A(2-Aminoneplanocin A)、3-クロロプ
ロカイナミド(3-Chloroprocainamide)、3-デアザアデノシン(3-Deazaadenosine)、4-アミ
ノサリチル酸(4-Aminosalicylic Acid)、4-クロロフェニルチオ-DADME-イムシリン-A(4-C
hlorophenylthio-DADME-Immucillin-A)、5'-ホモネプラノシン A(5'-Homoneplanocin A)
、5-アミノサリチル酸(5-Aminosalicylic Acid)、9-アミノカンプトテシン(9-Aminocampt
othecin)、アバカビルコハク酸(Abacavir Succinate)、アバカビル硫酸塩(Abacavir Sulf
ate)、アバノキルメシル酸塩(Abanoquil Mesilate)、アカデシン(Acadesine)、アクリフ
ラビン(Acriflavine)、アシクロビル(Acyclovir)、アシクロビルエライジン酸塩(Acyclov
ir Elaidate)、アシクロビルオレイン酸塩(Acyclovir Oleate)、アデホビル(Adefovir)、
アデホビルジピボキシル(Adefovir Dipivoxil)、アデメチオニントシル酸塩硫酸塩(Ademe
tionine Tosylate Sulfate)、アデナレン(Adenallene)、アデノホスチン A(Adenophostin
 A)、アデノホスチン B(Adenophostin B)、アデノシン(Adenosine)、アフロクアロン(Afl
oqualone)、アゲリフェリンジ酢酸塩(Ageliferin Diacetate)、アゲリフェリン二塩酸塩(
Ageliferin Dihydrochloride)、アラミホビル(Alamifovir)、アルフゾシン塩酸塩(Alfuzo
sin Hydrochloride)、アンバシリド(Ambasilide)、エンブロキソール硝酸塩(Ambroxol Ni
trate)、アムドキソビル(Amdoxovir)、アメルトリド(Ameltolide)、アメジニウムメチル
硫酸塩(Amezinium Methylsulfate)、アンフェナクナトリウム(Amfenac Sodium)、アミロ
リド塩酸塩(Amiloride Hydrochloride)、アミノグルテチミド(Aminoglutethimide)、アミ
スルプリド(Amisulpride)、アモキサノキス(Amoxanox)、アンプレナビル(Amprenavir)、
アンピジン(Ampydin)、アムリノン(Amrinone)、アンセラミン臭化水素酸塩(Amselamine H
ydrobromide)、アムタミン(Amthamine)、アナキンラ(Anakinra)、アパデノソン(Apadenos
on)、アプロニジン塩酸塩(Aplonidine Hydrochloride)、アプリシタビン(Apricitabine)
、アザシチジン(Azacytidine)、アザランスタット(Azalanstat)、アズトレオナム(Aztreo
nam)、アズトレオナム L-リシン(Aztreonam L-Lysine)、バラピラビル塩酸塩(Balapiravi
r Hydrochloride)、バトラシリン(Batracylin)、ベラクチン A(Belactin A)、ベンゾカイ
ン(Benzocaine)、ビノデノソン(Binodenoson)、ブレオマイシン A2硫酸塩(Bleomycin A2 
Sulfate)、ブロジモプリム(Brodimoprim)、ブロムフェナクナトリウム(Bromfenac Sodium
)、ブロムヘキシン塩酸塩(Bromhexine Hydrochloride)、ブナゾシン塩酸塩(Bunazosin Hy
drochloride)、カパデノソン(Capadenoson)、カペセロド塩酸塩(Capeserod Hydrochlorid
e)、カルボビル(Carbovir)、カルボキシアミドトリアゾール(Carboxyamidotriazole)、カ
ルモナムナトリウム(Carumonam Sodium)、セフカペンピボキシル塩酸塩(Cefcapene Pivox
il Hydrochloride)、セフダロキシム(Cefdaloxime)、セフカペンピボキシルトシル酸塩(C
efdaloxime Pentexil Tosilate)、セフジニル(Cefdinir)、セフジトレンピボキシル(Cefd
itoren Pivoxil)、セフェピム(Cefepime)、セフェタメットピボキシル(Cefetamet Pivoxi
l)、セフェテコル(Cefetecol)、セフィキシム(Cefixime)、セフルプレナム(Cefluprenam)
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、セフマチレン塩酸塩水和物(Cefmatilen Hydrochloride Hydrate)、セフメノキシム塩酸
塩(Cefmenoxime Hydrochloride)、セホジジム(Cefodizime)、セホジジンナトリウム(Cefo
dizime Sodium)、セホセリス硫酸塩(Cefoselis Sulfate)、セホタキシムナトリウム(Cefo
taxime Sodium)、セホチアムヘキセチル(Cefotiam Hexetil)、セフォチアムヘキセチル塩
酸塩(Cefotiam Hexetil Hydrochloride)、セホチアム塩酸塩(Cefotiam Hydrochloride)、
セホゾプラン(Cefozopran)、セホゾプラン塩酸塩(Cefozopran Hydrochloride)、セフピロ
ム(Cefpirome)、セフポドキシムプロキセチル(Cefpodoxime Proxetil)、セフキノム(Cefq
uinome)、セフタロリン(Ceftaroline)、セフタジジム(Ceftazidime)、セフテラムピボキ
ソル(Cefteram Pivoxil)、セフチブテン(Ceftibuten)、セフトビプロール(Ceftobiprole)
、セフトビプロールメドカリル(Ceftobiprole Medorcaril)、セフトラゾナルボペンチル(
Ceftrazonal Bopentil)、セフトラゾナルナトリウム(Ceftrazonal Sodium)、セフトリア
キソンナトリウム(Ceftriaxone Sodium)、センタナマイシン(Centanamycin)、シブロスタ
チン 1(Cibrostatin 1)、シドホビル(Cidofovir)、シマテロル(Cimaterol)、シニタプリ
ド酒石酸水素塩(Cinitapride Hydrogen Tartrate)、シパンフィリン(Cipamfylline)、シ
サプリド水和物(Cisapride Hydrate)、シチコリン(Citicoline)、クラドリビン(Cladribi
ne)、クリトシン(Clitocine)、クロファラビン(Clofarabine)、クロピドグレル硫酸塩(Cl
opidogrel Sulfate)、シカレン(Cycallene)、環状シドホビル(Cyclic-Cidofovir)、シガ
ロビル(Cygalovir)、シスタゾシン(Cystazosin)、シタラビン(Cytarabine)、シタラビン
オクホスフェート(Cytarabine Ocfosfate)、シタラマイシン(Cytaramycin)、シトクロル(
Cytochlor)、ダクチノマイシン(Dactinomycin)、DADME-イムシリン-G(DADME-Immucillin-
G)、ダプロプテリン二塩酸塩(Dapropterin Dihydrochloride)、ダプソン(Dapsone)、デル
ブフェロンメシル酸塩(Darbufelone Mesilate)、デルナビル(Darunavir)、デラフロキサ
シン(Delafloxacin)、デヌホソール四ナトリウム(Denufosol Tetrasodium)、デオキシバ
リオリン B(Deoxyvariolin B)、デスアセチルビンブラスチンヒドラジド/葉酸コンジュゲ
ート(Desacetylvinblastinehydrazide/Folate Conjugate)、デチビシクロビル二酢酸塩(D
etiviciclovir Diacetate)、デキセルブシタビン(Dexelvucitabine)、デゾシチジン(Dezo
citidine)、ジアデノシン四リン酸(Diadenosine Tetraphosphate)、ジアベリジン(Diaver
idine)、ジクロロベンゾプリム(Dichlorobenzoprim)、ジクログアミンマレイン酸塩(Dicl
oguamine Maleate)、ジデオキシシチジン(Dideoxycytidine)、DI-VAL-L-DC、ドコシルシ
ドホビル(Docosyl Cidofovir)、ドビチニブ乳酸塩(Dovitinib Lactate)、ドキサゾシンメ
シル酸塩(Doxazosin Mesylate)、ドラフラジン(Draflazine)、DTPA-アデノシルコバラミ
ン(DTPA-Adenosylcobalamin)、エセノフロキサシン塩酸塩(Ecenofloxacin Hydrochloride
)、エイコシルシドホビル(Eicosyl Cidofovir)、エラシタラビン(Elacytarabine)、エル
ペトリギン(Elpetrigine)、エルブシタビン(Elvucitabine)、エムトリシタビン(Emtricit
abine)、エンテカビル(Entecavir)、エンチノスタット(Entinostat)、エピナスチン塩酸
塩(Epinastine Hydrochloride)、エピロプリム(Epiroprim)、エポホレート(Epofolate)、
エチルチオ-DADME-イムシリン-A(Ethylthio-DADME-Immucillin-A)、エチニルシチジン(Et
hynylcytidine)、エトラビリン(Etravirine)、エトリシグアト(Etriciguat)、ファムシク
ロビル(Famciclovir)、フィラリゾン(Filarizone)、フルシトシン(Flucytosine)、フルダ
ラビンリン酸(Fludarabine Phosphate)、フルオロベンジルトリアムテレン(Fluorobenzyl
triamterene)、フルオロミノキシジル(Fluorominoxidil)、フルオロネプラノシン A(Fluo
roneplanocin A)、フルピリチンマレイン酸塩(Flupiritine Maleate)、フォリン酸(Folin
ic Acid)、ホスアンプレナビルカルシウム(Fosamprenavir Calcium)、ホサンプレナビル
ナトリウム(Fosamprenavir Sodium)、フレセレスタット(Freselestat)、ガンシクロビル(
Ganciclovir )、ガンシクロビルエライジン酸エステル(Ganciclovir Elaidic Acid)、ガ
ンシクロビル一リン酸(Ganciclovir Monophosphate)、ガンシクロビルナトリウム(Gancic
lovir Sodium)、ゲムシタビン(Gemcitabine)、ゲムシタビンエライジン酸(Gemcitabine E
laidate)、ギロダゾール(Girodazole)、ヘパビル B(Hepavir B)、ヘプタミノールAMPアミ
ダート(Heptaminol AMP Amidate)、ヘキサデシルシドホビル(Hexadecyl Cidofovir)、ヘ
キサデシクロオキシプロピル-シドホビル(Hexadecyloxypropyl-Cidofovir)、ヒドロキシ
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アカロン(Hydroxyakalone)、イクラプリム(Iclaprim)、イミキモド(Imiquimod)、イムノ
シン(Immunosine)、インダノシン(Indanocine)、イソバトゼリン A(Isobatzelline A)、
イソバトゼリン B(Isobatzelline B)、イソバトゼリン C(Isobatzelline C)、イソバトゼ
リン D(Isobatzelline D)、ラミブジン(Lamivudine)、ラモトリギン(Lamotrigine)、レナ
リドミド(Lenalidomide)、ロイセッタミン A(Leucettamine A)、ロイコボリンカルシウム
(Leucovorin Calcium)、レボロイコボリンカルシウム(Levoleucovorin Calcium)、リブロ
マイシン(Liblomycin)、リニファニブ(Linifanib)、リントプリド(Lintopride)、リレキ
サプリド(Lirexapride)、ロブカビル(Lobucavir)、ロデノシン(Lodenosine)、ロメグアト
リブ(Lomeguatrib)、ロメトレキソール(Lometrexol)、ロキソリビン(Loxoribine)、L-シ
メキソニルホモシステイン(L-Simexonyl Homocysteine)、リンホスチン(Lymphostin)、マ
ブテロール塩酸塩(Mabuterol Hydrochloride)、マカルバミン A(Makaluvamine A)、マカ
ルバミン A(Makaluvamine A)、マカルバミン B(Makaluvamine B)、マカルバミン C(Makal
uvamine C)、マナグリナットジアラネチル(Managlinat Dialanetil)、メリオリン-3(Meri
olin-3)、メタゾシン(Metazosin)、メトトレキサート(Methotrexate)、メチルチオ-DADME
-イムシリン-A(Methylthio-DADME-Immucillin-A)、メトクロプラミド塩酸塩(Metoclopram
ide Hydrochloride)、ミドリアミン(Midoriamin)、ミノキシジル(Minoxidil)、ミラベグ
ロン(Mirabegron)、ミトマイシン(Mitomycin)、ミボブリンイセチオン酸塩(Mivobulin Is
ethionate)、モセチノスタット二臭化水素酸塩(Mocetinostat Dihydrobromide)、モサプ
リドクエン酸塩(Mosapride Citrate)、モゼナビルメシル酸塩(Mozenavir Mesilate)、ネ
ルダゾシン(Neldazosin)、ネルザラビン(Nelzarabine)、ネパフェナク(Nepafenac)、ノラ
トレキセド塩酸塩(Nolatrexed Hydrochloride)、NO-メサラミン(NO-Mesalamine)、ノラリ
ステロマイシン(Noraristeromycin)、06-ベンジルグアニン(O6-Benzylguanine)、オラム
フロキサシン(Olamufloxacin)、オラムフロキサシンメシル酸塩(Olamufloxacin Mesilate
)、オマシクロビル(Omaciclovir)、オキシフェナルシン(Oxyphenarsine)、パラウアミン(
PalauAmine)、パンコプリド(Pancopride)、ペルデシン(Peldesine)、ペリトレキソール(P
elitrexol)、ペメトレキセド二ナトリウム(Pemetrexed Disodium)、ペンシクロビル(Penc
iclovir)、ペニシリンプロカイン G(Penicillin G Procaine)、ペプロマイシン(Peplomyc
in)、ピクメテロールフマル酸塩(Picumeterol Fumarate)、ピメロイルアニリド O-アミノ
アニリド(Pimeloylanilide O-Aminoanilide)、PMEO-5-ME-DAPY、プララトレキサート(Pra
latrexate)、プラミペキソール塩酸塩(Pramipexole Hydrochloride)、プラゾシン塩酸塩(
Prazosin Hydrochloride)、プレホリク A(Prefolic A)、プレラデナント(Preladenant)、
プロカイナミド塩酸塩(Procainamide Hydrochloride)、プロカイン塩酸塩(Procaine Hydr
ochloride)、プルカロプリド(Prucalopride)、プルカロプリド塩酸塩(Prucalopride Hydr
ochloride)、プルカロプリドコハク酸塩(Prucalopride Succinate)、ピリフェロン(Pyrif
erone)、ピリメタミン(Pyrimethamine)、キネロラン塩酸塩(Quinelorane Hydrochloride)
、ラザキサバン塩酸塩(Razaxaban Hydrochloride)、レガデノソン(Regadenoson)、レシキ
モド(Resiquimod)、
【０３８８】
レチガビン塩酸塩(Retigabine Hydrochloride)、リルゾール(Riluzole)、リオシグアト(R
iociguat)、ロシクロビル(Rociclovir)、ロイマイシン 1(Rumycin 1)、ロイマイシン 2(R
umycin 2)、センピルチン(Sampirtine)、セコバトゼリン A(Secobatzelline A)、セコバ
トゼリン B(Secobatzelline B)、サルファジアジン銀(Silver Sulfadiazine)、シパトリ
ギン(Sipatrigine)、ソネデノソン(Sonedenoson)、ソチリモド(Sotirimod)、スパルフロ
キサシン(Sparfloxacin)、スチログアニジン(Styloguanidine)、スフィノシン(Sufinosin
e)、スルフェン(Surfen)、シナデノル(Synadenol)、シングアノル(Synguanol)、タセジナ
リン(Tacedinaline)、タクリン塩酸塩(Tacrine Hydrochloride)、タランパネル(Talampan
el)、タリペキソール二塩酸塩(Talipexole Dihydrochloride)、タロプテリン(Talopterin
)、テノホビル(Tenofovir)、テノホビル DF(Tenofovir DF)、テラゾシン塩酸塩(Terazosi
n Hydrochloride)、テトラコシルシドホビル(Tetracosyl Cidofovir)、テザシタビン(Tez
acitabine)、TGP、チミルジンジエタネスルホネート(Timirdine Diethanesulfonate)、ト
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ルシタビン(Torcitabine)、トラチンテロール塩酸塩(Trantinterol Hydrochloride)、ト
リコマイシン A(Trichomycin A)、トリマゾシン塩酸塩(Trimazosin Hydrochloride)、ト
リメトレキサートグルクロン酸塩(Trimetrexate Glucuronate)、トロキサシタビン(Troxa
citabine)、トリビジン塩酸塩(Trybizine Hydrochloride)、バラシクロビル(Valacyclovi
r)、バルガンシクロビル塩酸塩(Valganciclovir Hydrochloride)、バロマシクロビルステ
アル酸塩(Valomaciclovir Stearate)、バロピシタビン(Valopicitabine)、ベルナクリン
マレイン酸塩(Velnacrine Maleate)、キシロシジン(Xylocydine)。
【０３８９】
　アミン基を有している適切な薬物は、以下のものからなる群から選択され得る：アフィ
ジコリングリシナート(Aphidicolin Glycinate)、セトロレリクス酢酸塩(Cetrorelix Ace
tate)、ピクメテロールフマル酸塩(Picumeterol Fumarate)、(-)-ドラフラジン((-)-Draf
lazine)、(-)-インドカルバゾスタチン B((-)-Indocarbazostatin B)、(+)-(23,24)-ジヒ
ドロジスコデルモリド((+)-(23,24)-Dihydrodiscodermolide)、(+)-(R)-プラミペキソー
ル((+)-(R)-Pramipexole)、(R)-(+)-アムロジピン((R)-(+)-Amlodipine)、(R)-(+)-テラ
ゾシン((R)-(+)-Terazosin)、(R)-ガンシクロビル環状リン酸((R)-Ganciclovir Cyclic P
hosphonate)、(R)-スフィノシン((R)-Sufinosine)、(R)-ザコプリド((R)-Zacopride)、(S
)-(-)-ノルケタミン((S)-(-)-Norketamine)、(S)-オキシラセタム((S)-Oxiracetam)、(S)
-スフィノシン((S)-Sufinosine)、(S)-ザコプリド塩酸塩((S)-Zacopride Hydrochloride)
、[90Y]-DOTAGA-サブスタンス P([90Y]-DOTAGA-Substance P)、[ARG(Me)9] MS-10、[D-TY
R1,ARG(Me)9] MS-10、[D-TYR1,AzaGLY7,ARG(Me)9] MS-10、[D-TYR1] MS-10、[Psi(CH2NH)
TPG4]バンコマイシンアグリコン([Psi(CH2NH)TPG4]Vancomycin Aglycon)、[TRP19] MS-10
、111IN-ペンテトレオチド(111IN-Pentetreotide)、13-デオキシアドリアマイシン塩酸塩
(13-Deoxyadriamycin Hydrochloride)、17-アミノゲルダナマイシン(17-Aminogeldanamyc
in)、19-O-メチルゲルダナマイシン(19-O-Methylgeldanamycin)、1-メチル-D-トリプトフ
ァン(1-Methyl-D-Tryptophan)、21-アミノエポチロン B(21-Aminoepothilone B)、2-アミ
ノアリステロマイシン(2-Aminoaristeromycin)、2-アミノネプラノシン A(2-Aminoneplan
ocin A)、3-クロロプロカイナミド(3-Chloroprocainamide)、3-デアザアデノシン(3-Deaz
aadenosine)、3-マチダ(3-Matida)、4-アミノサリチル酸(4-Aminosalicylic Acid)、4-ク
ロロフェニルチオ-DADME-イムシリン-A(4-Chlorophenylthio-DADME-Immucillin-A)、5,4'
-ジエピアルベカシン(5,4'-Diepiarbekacin)、5'-ホモネプラノシン A(5'-Homoneplanoci
n A)、5-アミノサリチル酸(5-Aminosalicylic Acid)、8(R)-フルオロイダルビシン塩酸塩
(8(R)-Fluoroidarubicin Hydrochloride)、99MTC-C(RGDFK*)2Hynic、9-アミノカンプトテ
シン(9-Aminocamptothecin)、A-42867 プセウドアグリコン(A-42867 Pseudoaglycone)、
アバカビルコハク酸塩(Abacavir Succinate)、アバカビル硫酸塩(Abacavir Sulfate)、ア
バノキルメシル酸塩(Abanoquil Mesilate)、アバレリキス(Abarelix)、アカデシン(Acade
sine)、アクリフラビン(Acriflavine)、アシクロビル(Acyclovir)、アシクロビルエライ
ジン酸塩(Acyclovir Elaidate)、アシクロビルオレイン酸塩(Acyclovir Oleate)、アシリ
ン(Acyline)、アデホビル(Adefovir)、アデホビルジピボキシル(Adefovir Dipivoxil)、
アデメチオニントシル酸塩硫酸塩(Ademetionine Tosylate Sulfate)、アデナレン(Adenal
lene)、アデノホスチン A(Adenophostin A)、アデノホスチン B(Adenophostin B)、アデ
ノシン(Adenosine)、オーレオスライシン 1(Aerothricin 1)、オーレオスライシン 16(Ae
rothricin 16)、オーレオスライシン 41(Aerothricin 41)、オーレオスライシン 45(Aero
thricin 45)、オーレオスライシン 5(Aerothricin 5)、オーレオスライシン 50(Aerothri
cin 50)、オーレオスライシン 55(Aerothricin 55)、アフロクアロン(Afloqualone)、ア
ゲリフェリン二酢酸塩(Ageliferin Diacetate)、アゲリフェリン二塩酸塩(Ageliferin Di
hydrochloride)、アラダプシン(Aladapcin)、アラミホビル(Alamifovir)、アラトロフロ
キサシンメシル酸塩(Alatrofloxacin Mesilate)、アレンドロン酸ナトリウム塩(Alendron
ic Acid Sodium Salt)、アレストラムスチン(Alestramustine)、アルフゾシン塩酸塩(Alf
uzosin Hydrochloride)、アリスキレンフマル酸塩(Aliskiren Fumarate)、アログリプチ
ン安息香酸塩(Alogliptin Benzoate)、α-メチルノレピネプリン(Alpha-Methylnorepinep
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hrine)、α-メチルトリプトファン(Alpha-Methyltryptophan)、アルテメシジン(Altemeci
din)、アルベスピマイシン塩酸塩(Alvespimycin Hydrochloride)、アマンタジン塩酸塩(A
mantadine Hydrochloride)、アンバシリド(Ambasilide)、アンバゾン(Ambazone)、アンブ
ロキソール硝酸(Ambroxol Nitrate)、アムドキソビル(Amdoxovir)、アメルトリド(Amelto
lide)、アメルバント(Amelubant)、アメジニウムメチル硫酸(Amezinium Methylsulfate)
、アンフェナクナトリウム(Amfenac Sodium)、アミドキス(Amidox)、アミホスチン水和物
(Amifostine Hydrate)、アミカシン(Amikacin)、アミロリド塩酸塩(Amiloride Hydrochlo
ride)、アミノカンジン(Aminocandin)、アミノグルテチミド(Aminoglutethimide)、アミ
ノグアニジン(Aminoguanidine)、アミノレブリン酸ヘキシルエステル(Aminolevulinic Ac
id Hexyl Ester)、アミノレブリン酸メチルエステル(Aminolevulinic Acid Methyl Ester
)、アミスルプリド(Amisulpride)、アムロジピン(Amlodipine)、アンロジピンベシル酸(A
mlodipine Besylate)、アモキサノキス(Amoxanox)、アモキシシリンプルシス(Amoxicilli
n Pulsys)、アンホテリシン B(Amphotericin B)、アンピシリンナトリウム(Ampicillin S
odium)、アンプレナビル(Amprenavir)、アンピジン(Ampydin)、アムリノン(Amrinone)、
アムルビシン塩酸塩(Amrubicin Hydrochloride)、アンセラミン臭化水素酸塩(Amselamine
 Hydrobromide)、アムタミン(Amthamine)、アナキンラ(Anakinra)、アナモレリン塩酸塩(
Anamorelin Hydrochloride)、アナチバントメシル酸(Anatibant Mesilate)、アンギオペ
プチン酢酸(Angiopeptin Acetate)、アニスペリムス(Anisperimus)、アンタゴニスト-G(A
ntagonist-G)、アンチド(Antide)、アンチド-1(Antide-1)、アンチド-2(Antide-2)、アン
チド-3(Antide-3)、アンチロイキナート(Antileukinate)、アパデノソン(Apadenoson)、
アピキシバン(Apixaban)、アプロニジン塩酸塩(Aplonidine Hydrochloride)、アポプトゾ
ール 1(Apoptozole 1)、アポプトゾール 2(Apoptozole 2)、アポプトゾール 3(Apoptozol
e 3)、アプリシタビン(Apricitabine)、アルベカシン(Arbekacin)、アルベカシン硫酸(Ar
bekacin sulfate)、アルボルカンジン A(Arborcandin A)、アルボルカンジン B(Arborcan
din B)、アルボルカンジン C(Arborcandin C)、アルボルカンジン D(Arborcandin D)、ア
ルボルカンジン E(Arborcandin E)、アルボルカンジン F(Arborcandin F)、アルガトロバ
ン一水和物(Argatroban Monohydrate)、アルギメスナ(Argimesna)、アルギニン酪酸(Argi
nine Butyrate)、アルギオトキシン-636(Argiotoxin-636)、アルモダフィニル(Armodafin
il)、アロチノロール塩酸塩(Arotinolol Hydrochloride)、アルテロランマレイン酸(Arte
rolane Maleate)、アスポキシシリン(Aspoxicillin)、アテノロル(Atenolol)、アトシバ
ン(Atosiban)、アトレロイトン(Atreleuton)、アボレリン(Avorelin)、アザシチジン(Aza
cytidine)、アザランスタット(Azalanstat)、アザロマイシン SC(Azaromycin SC)、アゼ
ルニジピン(Azelnidipine)、アゼチレリン(Azetirelin)、アゾジカルボナミド(Azodicarb
onamide)、アゾキシバシリン(Azoxybacilin)、アズトレオナム(Aztreonam)、アズトレオ
ナム L-リシン(Aztreonam L-Lysine)、アズマミド A(Azumamide A)、バクロフェン(Baclo
fen)、バクトボリン(Bactobolin)、バラピラビル塩酸塩(Balapiravir Hydrochloride)、
バルヒマイシン(Balhimycin)、バルシバン(Barusiban)、バトラシリン(Batracylin)、ベ
ラクチン A(Belactin A)、ベラクトシン A(Belactosin A)、ベラクトシン C(Belactosin 
C)、ベナノマイシン B(Benanomicin B)、ベネキセートシクロデキシトリン(Benexate Cyc
lodextrin)、ベンゾカイン(Benzocaine)、ベシフロキサシン塩酸塩(Besifloxacin Hydroc
hloride)、β-アミロイド(12-20)(Beta-Amyloid(12-20))、ビノデノソン(Binodenoson)、
ブレオマイシン A2 スルフェート(Bleomycin A2 Sulfate)、ボセプレビル(Boceprevir)、
ボゴロル A(Bogorol A)、ボホルマイシン(Boholmycin)、ブラシリカルジン A(Brasilicar
din A)、ブレメラノチド(Bremelanotide)、ブリバニブアラニン酸(Brivanib Alaninate)
、ブリバラセタム(Brivaracetam)、ブロジモプリム(Brodimoprim)、ブロムフェナクナト
リウム(Bromfenac Sodium)、ブロムヘキシン塩酸塩(Bromhexine Hydrochloride)、ブロス
タリシン塩酸塩(Brostallicin Hydrochloride)、ブナゾシン塩酸塩(Bunazosin Hydrochlo
ride)、ブセレリン酢酸(Buserelin Acetate)、ブタビンジド(Butabindide)、ブタミジン(
Butamidine)、ブテラノール(Buteranol)、カビン 1(Cabin 1)、カルシウム様ペプチド 1(
Calcium-Like Peptide 1)、カルシウム様ペプチド 2(Calcium-Like Peptide 2)、カンブ
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レスシジン 800(Cambrescidin 800)、カンブレスシジン 816(Cambrescidin 816)、カンブ
レスシジン 830(Cambrescidin 830)、カンブレスシジン 844(Cambrescidin 844)、カモス
タット(Camostat)、カンホサミド塩酸塩(Canfosamide Hydrochloride)、カパデノソン(Ca
padenoson)、カペセロド塩酸塩(Capeserod Hydrochloride)、カプラビリン(Capravirine)
、カプラザマイシン A(Caprazamycin A)、カプラザマイシン B(Caprazamycin B)、カプラ
ザマイシン C(Caprazamycin C)、カプラザマイシン E(Caprazamycin E)、カプラザマイシ
ン F(Caprazamycin F)、カプロモレリン(Capromorelin)、カラフィバンマレイン酸(Caraf
iban Maleate)、カルバコル(Carbachol)、カルバマゼピン(Carbamazepine)、カルベトシ
ン(Carbetocin)、カルボビル(Carbovir)、カルボキシアミドトリアゾール(Carboxyamidot
riazole)、カリポリド塩酸塩(Cariporide Hydrochloride)、カリスバメート(Carisbamate
)、カルピプラミン(Carpipramine)、カルモナムナトリウム(Carumonam Sodium)、カスポ
フンギン酢酸(Caspofungin Acetate)、セファクロル(Cefaclor)、セフカネルダロキサー
ト塩酸塩(Cefcanel Daloxate Hydrochloride)、セフカペンピボキシル塩酸塩(Cefcapene 
Pivoxil Hydrochloride)、セフダロキシム(Cefdaloxime)、セフダロキシムペンテキシル
トシル酸(Cefdaloxime Pentexil Tosilate)、セフジニル(Cefdinir)、セフジトレンピボ
キシル(Cefditoren Pivoxil)、セフェピム(Cefepime)、セフェタメットピボキシル(Cefet
amet Pivoxil)、セフェテコル(Cefetecol)、セフィキシム(Cefixime)、セフルプレナム(C
efluprenam)、セフマチレン塩酸塩水和物(Cefmatilen Hydrochloride Hydrate)、セフメ
ノキシム塩酸塩(Cefmenoxime Hydrochloride)、セフミノクスナトリウム(Cefminox Sodiu
m)、セホジジム(Cefodizime)、セホジジムナトリウム(Cefodizime Sodium)、セフォセリ
ス硫酸(Cefoselis Sulfate)、セホタキシムナトリウム(Cefotaxime Sodium)、セホテタン
二ナトリウム(Cefotetan Disodium)、セホチアムヘキセチル(Cefotiam Hexetil)、セホチ
アムヘキセチル塩酸塩(Cefotiam Hexetil Hydrochloride)、セホチアム塩酸塩(Cefotiam 
Hydrochloride)、セホキシチン(Cefoxitin)、セホゾプラン(Cefozopran)、セフゾプラン
塩酸塩(Cefozopran Hydrochloride)、セフピロム(Cefpirome)、セフポドキシムプロキセ
チル(Cefpodoxime Proxetil)、セフプロジル(Cefprozil)、セフプロジル一水和物(Cefpro
zil Monohydrate)、セフキノム(Cefquinome)、セフタロリン(Ceftaroline)、セフタジジ
ム(Ceftazidime)、セフテラムピボキシル(Cefteram Pivoxil)、セフチブテン(Ceftibuten
)、セフトビプロール(Ceftobiprole)、セフトビプロールメドルカリル(Ceftobiprole Med
orcaril)、セフトラゾナルボペンチル(Ceftrazonal Bopentil)、セフトラゾナルナトリウ
ム(Ceftrazonal Sodium)、セフトリアキソンナトリウム(Ceftriaxone Sodium)、セフトリ
ゾキシムアラピボキシル(Ceftrizoxime Alapivoxil)、セフロキシム(Cefuroxime)、セフ
ロキシムアキセチル(Cefuroxime Axetil)、セフロキシムピボキセチル(Cefuroxime Pivox
etil)、センタナマイシン(Centanamycin)、セファレキシン一水和物(Cephalexin Monohyd
rate)、セラナプリル(Ceranapril)、セルレチドジエチルアミン(Ceruletide Diethylamin
e)、セテフロキサシン(Cetefloxacin)、クロロフシン(Chlorofusin)、
【０３９０】
クロロオリエンチシン A(Chloroorienticin A)、クロロオリエンチシン B(Chloroorienti
cin B)、クロロテタイン(Chlorotetain)、シブロスタチン 1(Cibrostatin 1)、シドホビ
ル(Cidofovir)、シラスタチンナトリウム(Cilastatin Sodium)、シレンギチド(Cilengiti
de)、シマテロル(Cimaterol)、シニタプリド酒石酸水素塩(Cinitapride Hydrogen Tartra
te)、シパンフィリン(Cipamfylline)、シルシナミド(Circinamide)、シサプリド水和物(C
isapride Hydrate)、シスペンタシン(Cispentacin)、シチコリン(Citicoline)、シトルリ
マイシン A(Citrullimycine A)、クラドリビン(Cladribine)、クリトシン(Clitocine)、
クロファラビン(Clofarabine)、クロピドグレル硫酸(Clopidogrel Sulfate)、コンポウン
ド 301029(Compound 301029)、コウマミジンγ 1(Coumamidine Gamma1)、コウマミジンγ
 2(Coumamidine Gamma2)、クロモグリケートリセチル塩酸塩(Cromoglycate Lisetil Hydr
ochloride)、シカレン(Cycallene)、環状シドホビル(Cyclic-Cidofovir)、シクロセリン(
Cycloserine)、シクロテオナミド A(Cyclotheonamide A)、シクロチアリジン(Cyclothial
idine)、シガロビル(Cygalovir)、シペマイシン(Cypemycin)、シスメチニル(Cysmethynil
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)、シスタミジン A(Cystamidin A)、シスタミン(Cystamine)、シスタゾシン(Cystazosin)
、シストシン(Cystocin)、シタラビン(Cytarabine)、シタラビンオクホスフェート(Cytar
abine Ocfosfate)、シタラマイシン(Cytaramycin)、シトクロル(Cytochlor)、シトモズリ
ン(Cytomodulin)、ダビガトラン(Dabigatran )、ダビガトランエテキシル酸(Dabigatran 
Etexilate)、ダコパファント(Dacopafant)、ダクチミシン(Dactimicin)、ダクチノマイシ
ン(Dactinomycin)、ダクチロシクリン A(Dactylocycline A)、ダクチロシクリン B(Dacty
locycline B)、DADME-イムシリン-G(DADME-Immucillin-G)、ダラルギン(Dalargin)、ダン
ゲプチド塩酸塩(Danegaptide Hydrochloride)、ダプロプテリン二塩酸塩(Dapropterin Di
hydrochloride)、ダプソン(Dapsone)、ダルブフェロンメシル酸(Darbufelone Mesilate)
、ダリフェナシン臭化水素酸塩(Darifenacin Hydrobromide)、ダリナパルシン(Darinapar
sin)、ダルナビル(Darunavir)、ダウノルビシン(Daunorubicin)、ダバサイシン(Davasaic
in)、ダブネチド(Davunetide)、デブリソキン硫酸(Debrisoquine Sulfate)、デカヒドロ
モエノマイシン A(Decahydromoenomycin A)、デカプラニン(Decaplanin)、デフェロキサ
ミン(Deferoxamine)、デガレリキス酢酸(Degarelix Acetate)、デラフロキサシン(Delafl
oxacin)、δ-アミノレブリン酸塩酸塩(Delta-Aminolevulinic Acid Hydrochloride)、デ
ルチバント(Deltibant)、デナグリプチン塩酸塩(Denagliptin Hydrochloride)、デニブリ
ン塩酸塩(Denibulin Hydrochloride)、デヌホソール四ナトリウム(Denufosol Tetrasodiu
m)、デオキシメチルスペルグアリン(Deoxymethylspergualin)、デオキシネガマイシン(De
oxynegamycin)、デオキシバリオリン B(Deoxyvariolin B)、デスアセチルビンブラスチン
ヒドラジド/葉酸コンジュゲート(Desacetylvinblastinehydrazide/Folate Conjugate)、
デス-F-シタグリプチン(Des-F-Sitagliptin)、デスグルガストリントロメタミン(Desglug
astrin Tromethamine)、デスロレリン(Deslorelin)、デスモプレシン酢酸(Desmopressin 
Acetate)、デチビシクロビル二酢酸(Detiviciclovir Diacetate)、デキセルブシタビン(D
exelvucitabine)、デキシブプロフェンリシン(Dexibuprofen Lysine)、デキシトロアンフ
ェタミン硫酸(Dextroamphetamine Sulfate)、デジナミド(Dezinamide)、デゾシチジン(De
zocitidine)、ジアデノシン四リン酸(Diadenosine Tetraphosphate)、ジアベリジン(Diav
eridine)、ジクロロベンゾプリム(Dichlorobenzoprim)、ジクログアミンマレイン酸(Dicl
oguamine Maleate)、ジデムニン X(Didemnin X)、ジデムニン Y(Didemnin Y)、ジデオキ
シシチジン(Dideoxycytidine)、ジフラゾン(Difurazone)、ジレバロール(Dilevalol)、ジ
レバロール塩酸塩(Dilevalol Hydrochloride)、ジセルモリド(Disermolide)、ジソピラミ
ドリン酸(Disopyramide Phosphate)、DI-VAL-L-DC、ドコシシドフォビル(Docosyl Cidofo
vir)、ドラスタチン 14(Dolastatin 14)、ドラスタチン C(Dolastatin C)、ドニトリプタ
ン塩酸塩(Donitriptan Hydrochloride)、ドニトリプタンメシル酸(Donitriptan Mesilate
)、ドビチニブ乳酸(Dovitinib Lactate)、ドキサゾシンメシル酸(Doxazosin Mesylate)、
ドキソルビシン塩酸塩(Doxorubicin Hydrochloride)、ドキシシクリン塩酸(Doxycycline 
Hyclate)、D-ペニシラミン(D-Penicillamine)、ドラフラジン(Draflazine)、ドロキシド
パ(Droxidopa)、DTPA-アデノシルコバラミン(DTPA-Adenosylcobalamin)、エブロチジン(E
brotidine)、エセノフロキサシン塩酸塩(Ecenofloxacin Hydrochloride)、エフェガトラ
ン硫酸塩水和物(Efegatran Sulfate Hydrate)、エフロルニチン塩酸塩(Eflornithine Hyd
rochloride)、エグルメガド水和物(Eglumegad Hydrate)、エイコシルコイドホビル(Eicos
yl Cidofovir)、エラシタラビン(Elacytarabine)、エラスタチナル B(Elastatinal B)、
エラスタチナル C(Elastatinal C)、エルペトリギン(Elpetrigine)、エルブシタビン(Elv
ucitabine)、エムトリシタビン(Emtricitabine)、エナルキレン(Enalkiren)、エニグモル
(Enigmol)、エニポリドメシル酸(Eniporide Mesilate)、エンテカビル(Entecavir)、エン
チノスタット(Entinostat)、エピナスチン塩酸塩(Epinastine Hydrochloride)、エピロプ
リム(Epiroprim)、エピルビシン塩酸塩(Epirubicin Hydrochloride)、エピタロン(Epitha
lon)、エポホレート(Epofolate)、エポスタチン(Epostatin)、ε-アミノカプロン酸(Epsi
lon Aminocaproic Acid)、エレモマイシン(Eremomycin)、エリブリンメシル酸(Eribulin 
Mesylate)、エルカミド(Erucamide)、エサフロキサシン塩酸塩(Esafloxacine Hydrochlor
ide)、酢酸エスリカルバゼピン(Eslicarbazepine Acetate)、エタキン(Etaquine)、エタ
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ノラミン(Ethanolamine)、エチルチオ-DADME-イムシリン-A(Ethylthio-DADME-Immucillin
-A)、エチニルシチジン(Ethynylcytidine)、エトラビリン(Etravirine)、エトリシグアト
(Etriciguat)、エキサラミド(Exalamide)、エキサモレリン(Examorelin)、エキサテカン
メシル酸(Exatecan Mesilate)、エザチオスタット塩酸塩(Ezatiostat Hydrochloride)、
ファムシクロビル(Famciclovir)、ファモチジン(Famotidine)、ファモチジンビスマスク
エン酸塩(Famotidine Bismuth Citrate)、ファビピラビル(Favipiravir)、フェグルマイ
シン(Feglymycin)、フェルバメート(Felbamate)、フェンロイトン(Fenleuton)、フィダレ
スタット(Fidarestat)、フィデキサバン(Fidexaban)、フィラミナスト(Filaminast)、フ
ィラリゾン(Filarizone)、フィンゴチモド塩酸塩(Fingolimod Hydrochloride)、フルシト
シン(Flucytosine)、フルダラビンホスフェート(Fludarabine Phosphate)、フルオロベン
ジルトリアムテレン(Fluorobenzyltriamterene)、フロオロミノキシジル(Fluorominoxidi
l)、フルオロネプラノシン A(Fluoroneplanocin A)、フルピリチンメシル酸(Flupiritine
 Maleate)、フルビルシン B2(Fluvirucin B2)、フルボキサミンメシル酸(Fluvoxamine Ma
leate)、フォリン酸(Folinic Acid)、ホルチミシン A(Fortimicin A)、ホスアンプレナビ
ルカルシウム(Fosamprenavir Calcium)、ホスアンプレナビルナトリウム(Fosamprenavir 
Sodium)、ホスホマイシントロメタモール(Fosfomycin Trometamol)、フラダフィバン(Fra
dafiban)、フレセレスタット(Freselestat)、フロバトリプタン(Frovatriptan)、フドス
テイン(Fudosteine)、フラミジン(Furamidine)、G1 ペプチド(G1 Peptide)、ガバズル(Ga
badur)、ガバペンチン(Gabapentin)、メシル酸ガベキサート(Gabexate Mesilate)、ガラ
ルビシン塩酸塩(Galarubicin Hydrochloride)、ガルミック(Galmic)、ガルノン(Galnon)
、ガンシクロビル(Ganciclovir )、ガンシクロビルエライジン酸(Ganciclovir Elaidic A
cid)、ガンシクロビル一リン酸(Ganciclovir Monophosphate)、ガンシクロビルナトリウ
ム(Ganciclovir Sodium)、ガニレリキス(Ganirelix)、ガニレリキス酢酸塩(Ganirelix Ac
etate)、ガロメフリン塩酸塩(Garomefrine Hydrochloride)、ゲムシタビン(Gemcitabine)
、ゲムシタビンエライジン酸(Gemcitabine Elaidate)、メシル酸ゲミフロキサシン(Gemif
loxacin Mesilate)、ギラチド(Gilatide)、ギロダゾール(Girodazole)、グラスピモド(Gl
aspimod)、硫酸グルコサミン(Glucosamine Sulfate)、グルドパ(Gludopa)、グルタチオン
モノエチルエステル(Glutathione Monoethylester)、グルタチオンモノイソプロピルエス
テル(Glutathione Monoisopropylester)、グリシン-プロリン-メルファラン(Glycine-Pro
line-Melphalan)、グリコピン(Glycopin)、グリコチオヘキシドα(Glycothiohexide alph
a)、ゴロチモド(Golotimod)、ゴセレリン(Goserelin)、増殖因子アンタゴニスト-116(Gro
wth Factor Antagonist-116)、成長ホルモン放出ペプチド 2(Growth Hormone Releasing 
Peptid 2)、酢酸グアナベンズ(Guanabenz Acetate)、硫酸グアナドレル(Guanadrel Sulfa
te)、グアネチジン一硫酸(Guanethidine Monosulfate)、塩酸グアンファシン(Guanfacine
 Hydrochloride)、グスペリムス塩酸塩(Gusperimus Hydrochloride)、ハロビル A(Halovi
r A)、ハロビル B(Halovir B)、ハロビル C(Halovir C)、ハロビル D(Halovir D)、ハロ
ビル E(Halovir E)、ハユミシン B(Hayumicin B)、ハユミシン C1(Hayumicin C1)、ハユ
ミシン C2(Hayumicin C2)、ハユミシン D(Hayumicin D)、ヘルベカルジン A(Helvecardin
 A)、ヘルベカルジン B(Helvecardin B)、ヘパビル B(Hepavir B)、ヘプタミノールAMPア
ミデート(Heptaminol AMP Amidate)、ヘキサ-D-アルギニン(Hexa-D-Arginine)、ヘキサデ
シルシドホビル(Hexadecyl Cidofovir)、ヘキサデシルオキシプロピル-シドホビル(Hexad
ecyloxypropyl-Cidofovir)、ヒスタミン二塩酸塩(Histamine Dihydrochloride)、ヒスタ
プロジフェン(Histaprodifen)、ヒストレリン(Histrelin)、酢酸ヒストレリン(Histrelin
 Acetate)、ヒトアンギオテンシン II(Human Angiotensin II)、ヒドロスタチン A(Hydro
statin A)、ヒドロキシアカロン(Hydroxyakalone)、ヒドロキシ尿素(Hydroxyurea)、ヒペ
プチン(Hypeptin)、メシル酸イブタモレン(Ibutamoren Mesilate)、酢酸イカチバント(Ic
atibant Acetate)、イクラプリム(Iclaprim)、イコフンギペン(Icofungipen)、塩酸イダ
ルビシン(Idarubicin Hydrochloride)、イラトレオチド(Ilatreotide)、イロニダプ(Ilon
idap)、イメチット(Imetit)、イミダフェナシン(Imidafenacin)、イミダゼニル(Imidazen
il)、イミキモド(Imiquimod)、イムノシン(Immunosine)、インペンタミン(Impentamine)
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、インシクリニド(Incyclinide)、インダノシン(Indanocine)、塩酸インダンタドール(In
dantadol Hydrochloride)、インドキサム(Indoxam)、イノガトラン(Inogatran)、イント
リフィバン(Intrifiban)、イオベングアン[131I](Iobenguane[131I])、ヨードルビダゾン
(P)(Iodorubidazone(P))、イオトリシド(Iotriside)、硫酸イセパミシン(Isepamicin Sul
fate)、イソバトゼリン A(Isobatzelline A)、イソバトゼリン B(Isobatzelline B)、イ
ソバトゼリン C(Isobatzelline C)、イソバトゼリン D(Isobatzelline D)、イソブチラミ
ド(Isobutyramide)、イソドキソルビシン(Isodoxorubicin)、ヨウ化イソプロパミド(Isop
ropamide Iodide)、メシル酸イスピネシブ(Ispinesib Mesylate)、イスタロキシム(Istar
oxime)、ジャンチノマイシン A(Janthinomycin A)、ジャンチノマイシン B(Janthinomyci
n B)、ジャンチノマイシン C(Janthinomycin C)、ジャンスピン B(Jaspine B)、ケハラリ
ド F(Kahalalide F)、カイトセファリン(Kaitocephalin)、カナマイシン(Kanamycin)、カ
ルナミシン B1(Karnamicin B1)、カタノシン A(Katanosin A)、カタノシン B(Katanosin 
B)、キスタミシン A(Kistamicin A)、L-4-オキサリシン(L-4-Oxalysine)、塩酸ラベタロ
ール(Labetalol Hydrochloride)、ラブラジミル(Labradimil)、ラガチド(Lagatide)、ラ
ミフィバン(Lamifiban)、ラミブジン(Lamivudine)、ラモトリギン(Lamotrigine)、ラニセ
ミン 2(S)-ヒドロキシスクシネート
(Lanicemine 2(S)-Hydroxysuccinate)、
【０３９１】
塩酸ラニセミン(Lanicemine Hydrochloride)、ラノマイシン(Lanomycin)、酢酸ララゾチ
ド(Larazotide Acetate)、塩酸ラザベミド(Lazabemide Hydrochloride)、L-ドーパメチル
エステル塩酸塩(L-Dopa Methyl Ester Hydrochloride)、L-ドーパミド(L-Dopamide)、レ
シレリン(Lecirelin)、レナリドミド(Lenalidomide)、塩酸レナンピシリン(Lenampicilli
n Hydrochloride)、ロイセタミン A(Leucettamine A)、ロイコボリンカルシウム(Leucovo
rin Calcium)、酢酸ロイウプロリド(Leuprolide Acetate)、ロイルビシン(Leurubicin)、
ロイストロズシン A(Leustroducsin A)、ロイストロズシン B(Leustroducsin B)、ロイス
トロズシン C(Leustroducsin C)、ロイストロズシン H(Leustroducsin H)、レベチラセタ
ム(Levetiracetam)、レボドパ(Levodopa)、レボドパ 3-O-グルコシド(Levodopa 3-O-Gluc
oside)、レボドパ 4-O-グルコシド(Levodopa 4-O-Glucoside)、レボロイコボリンカルシ
ウム(Levoleucovorin Calcium)、L-ヒスチジノール(L-Histidinol)、L-ホモチオシトルリ
ン(L-Homothiocitrulline)、リブロマイシン(Liblomycin)、リナグリプチン(Linagliptin
)、リニファニブ(Linifanib)、リントプリド(Lintopride)、リレキサプリド(Lirexapride
)、リリミラスト(Lirimilast)、リシノプリル(Lisinopril)、L-リシン-D-アンフェタミン
二メシル酸(L-Lysine-D-Amphetamine Dimesylate)、ロボホリン A(Lobophorin A)、ロブ
カビル(Lobucavir)、ロデノシン(Lodenosine)、ロロアチン B(Loloatin B)、ロメグアト
リブ(Lomeguatrib)、ロメトレキソール(Lometrexol)、ロナファルニブ(Lonafarnib)、ロ
ラカルベフ水和物(Loracarbef Hydrate)、ロビリド(Loviride)、ロキソリビン(Loxoribin
e)、L-シメキソニルホモシステイン(L-Simexonyl Homocysteine)、L-チオシトルリン(L-T
hiocitrulline)、リンホスチン(Lymphostin)、リソバクチン(Lysobactin)、塩酸マブテロ
ール(Mabuterol Hydrochloride)、マカルバミン A(Makaluvamine A)、マカルバミン(Maka
luvamine A)、マカルバミン B(Makaluvamine B)、マカルバミン C(Makaluvamine C)、マ
ナグリナットジアラネチル(Managlinat Dialanetil)、マトリスタチン A2(Matristatin A
2)、メラガトラン(Melagatran)、メラノタン II(Melanotan II)、塩酸メマンチン(Memant
ine Hydrochloride)、メムノ-ペプチド A(Memno-Peptide A)、メプロバメート(Meprobama
te)、メリオリン-3(Meriolin-3)、メルサシジン(Mersacidin)、メタラミノール(Metarami
nol)、メタゾシン(Metazosin)、塩酸メトルホミン(Metformin Hydrochloride)、メトトレ
キサート(Methotrexate)、メチルベスタチン(Methyl Bestatin)、メチルドパ(Methyldopa
)、メチルチオ-DADME-イムシリン-A(Methylthio-DADME-Immucillin-A)、塩酸メトクロプ
ラミド(Metoclopramide Hydrochloride)、メチロシン(Metyrosine)、塩酸メキシレチン(M
exiletine Hydrochloride)、ミカフンギンナトリウム(Micafungin Sodium)、ミダキシフ
ィリン(Midaxifylline)、ミデプラニン(Mideplanin)、ミドリアミン(Midoriamin)、酒石
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酸ミラカイニド(Milacainide Tartrate)、ミラセミド-[2H](Milacemide-[2H])、塩酸ミル
ナシプラン(Milnacipran Hydrochloride)、ミナメスタン(Minamestane)、塩酸ミノシクリ
ン(Minocycline Hydrochloride)、ミノキシジル(Minoxidil)、ミラベグロン(Mirabegron)
、ミトマイシン(Mitomycin)、ミバゼロール(Mivazerol)、イセチオン酸ミボブリン(Mivob
ulin Isethionate)、ミゾリビン(Mizoribine)、モセチノスタット二臭化水素酸塩(Moceti
nostat Dihydrobromide)、モダフィニル(Modafinil)、モダフィニルスルホン(Modafinil 
Sulfone)、モエノマイシン A クロリドビスマス塩(Moenomycin A Chloride Bismuth Salt
)、モフェギリン(Mofegiline)、塩酸モフェギリン(Mofegiline Hydrochloride)、モナミ
ドシン(Monamidocin)、モノダンシルカダベリン(Monodansyl Cadaverine)、モンチレリン
四水和物(Montirelin Tetrahydrate)、モサプリドクエン酸(Mosapride Citrate)、モキシ
ルバント(Moxilubant)、マレイン酸モキシルバント(Moxilubant Maleate)、メシル酸モゼ
ナビル(Mozenavir Mesilate)、M-フェニレンエチニレン(M-Phenylene Ethynylene)、ムラ
ミノミシン A(Muraminomicin A)、ムラミノミシン B(Muraminomicin B)、ムラミノミシン
 C(Muraminomicin C)、ムラミノミシン D(Muraminomicin D)、ムラミノミシン E1(Murami
nomicin E1) 、ムラミノミシン E2(Muraminomicin E2)、ムラミノミシン F(Muraminomici
n F)、ムラミノミシン G(Muraminomicin G)、ムラミノミシン H(Muraminomicin H)、ムラ
ミノミシン I(Muraminomicin I)、ムラミノミシン Z1(Muraminomicin Z1)、ムラミノミシ
ン Z2(Muraminomicin Z2)、ムラミノミシン Z3(Muraminomicin Z3)、ムラミノミシン Z4(
Muraminomicin Z4)、ムラミルジペプチドC(Muramyl Dipeptide C)、ムレイドミシン A(Mu
reidomycin A)、ムラミノミシン B(Mureidomycin B)、ムラミノミシン C(Mureidomycin C
)、ムラミノミシン D(Mureidomycin D)、ミセステリシン E(Mycestericin E)、ミリオシ
ン(Myriocin)、メシル酸ナファモスタット(Nafamostat Mesylate)、酢酸ナファレリン(Na
farelin Acetate)、ナグリバン(Naglivan)、ナミテカン(Namitecan)、ナプサガトラン(Na
psagatran)、ネボスチネル(Nebostinel)、フマル酸ネブラセタム(Nebracetam Fumarate)
、ネルダゾシン(Neldazosin)、ネルザラビン(Nelzarabine)、ネモノキサシン(Nemonoxaci
n)、ネオマイシン B-ヘキサアルギニンコンジュゲート(Neomycin B-Hexaarginine Conjug
ate)、ネオマイシン-アクリジン(Neomycin-Acridine)、ネパフェナク(Nepafenac)、塩酸
ネピカスタット(Nepicastat Hydrochloride)、塩酸ネラメキサン(Neramexane Hydrochlor
ide)、ネリドロン酸(Neridronic Acid)、トリフルオロ酢酸ネタミフチド(Netamiftide Tr
ifluoroacetate)、硫酸ネチルミシン(Netilmicin Sulfate)、ノカチアシン I(Nocathiaci
n I)、ノカチアシン II(Nocathiacin II)、ノカチアシン III(Nocathiacin III)、ノカチ
アシン IV(Nocathiacin IV)、NO-ガバペンチン(NO-Gabapentin)、塩酸ノラトレキセド(No
latrexed Hydrochloride)、NO-メサラミン(NO-Mesalamine)、ノラリステロマイシン(Nora
risteromycin)、ヌバニル(Nuvanil)、O6-ベンジルグアニン(O6-Benzylguanine)、オシム
モシド A(Ocimumoside A)、オクタコサミシン A(Octacosamicin A)、オクタコサミシン B
(Octacosamicin B)、オクトレオテル(Octreother)、酢酸オクトレオチド(Octreotide Ace
tate)、オグルファニド二ナトリウム(Oglufanide Disodium)、オラムフロキサシン(Olamu
floxacin)、メシル酸オラムフロキサシン(Olamufloxacin Mesilate)、オルセゲパント(Ol
cegepant)、塩酸オルラジピン(Olradipine Hydrochloride)、オマシクロビル(Omaciclovi
r)、オンブラブリン(Ombrabulin)、塩酸オンブラブリン(Ombrabulin Hydrochloride)、オ
ナミド A(Onnamide A)、オピオルフィン(Opiorphin)、酢酸オルボフィバン(Orbofiban Ac
etate)、オリエンチシン A(Orienticin A)、オリエンチシン B(Orienticin B)、オリエン
チシン C(Orienticin C)、オリエンチシン D(Orienticin D)、オリタバンシン(Oritavanc
in)、オセルタミビルカルボン酸塩(Oseltamivir Carboxylate)、オセルタミビルリン酸(O
seltamivir Phosphate)、オタミキサバン(Otamixaban)、塩酸オテナバント(Otenabant Hy
drochloride)、オボチオル A(Ovothiol A)、オキサゾフリン(Oxazofurin)、オキシカルバ
ゼピン(Oxcarbazepine)、オキシグルタチオンナトリウム(Oxiglutatione Sodium)、オキ
シラセタム(Oxiracetam)、オキソリド(Oxolide)、オキシノル(Oxynor)、オキシフェナル
シン(Oxyphenarsine)、オザレリキス(Ozarelix)、メキシコフトアマガエルトリプトフィ
リン-1(Pachymedusa Dacnicolor Tryptophyllin-1)、パシラミノール(Paecilaminol)、マ
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レイン酸パフラミジン(Pafuramidine Maleate)、パラウアミン(PalauAmine)、パルジマイ
シン B(Paldimycin B)、パミドロン酸ナトリウム(Pamidronate Sodium)、パンコプリド(P
ancopride)、パプアミド A(Papuamide A)、パプアミド B(Papuamide B)、パプアミド C(P
apuamide C)、パプアミド D(Papuamide D)、パラシン I(Parasin I)、パロモマイシン(Pa
romomycin)、パシレオチド(Pasireotide)、パウロマイシン(Paulomycin)、パウロマイシ
ン A2(Paulomycin A2)、パウロマイシン B(Paulomycin B)、パウロマイシン C(Paulomyci
n C)、パウロマイシン D(Paulomycin D)、パウロマイシン E(Paulomycin E)、パウロマイ
シン F(Paulomycin F)、パズフロキサシン(Pazufloxacin)、メシル酸パズフロキサシン(P
azufloxacin Mesilate)、PEG-バンコマイシン(PEG-Vancomycin)、パラギオマイシン C(Pe
lagiomicin C)、ペルデシン(Peldesine)、ペリトレキソール(Pelitrexol)、ペメトレキセ
ド二ナトリウム(Pemetrexed Disodium)、ペンシクロビル(Penciclovir)、ペニシリンプロ
カインG(Penicillin G Procaine)、グルコン酸ペンタミジン(Pentamidine Gluconate)、
イセチオン酸ペンタミジン(Pentamidine Isethionate)、乳酸ペンタミジン(Pentamidine 
Lactate)、ペプロマイシン(Peplomycin)、ペラミビル(Peramivir)、パーフェナジン 4-ア
ミノブチレート(Perphanazine 4-Aminobutyrate)、ファケリスタチン 5(Phakellistatin 
5)、PHE-ARG-β-ナフチルアミド(PHE-ARG-Beta-Naphthylamide)、フェンテルミン(Phente
rmine)、ホルトレス(Phortress)、ホスホリン(Phospholine)、塩酸ピブチジン(Pibutidin
e Hydrochloride)、ピペロイルアニリド O-アミノアニリド(Pimeloylanilide O-Aminoani
lide)、ピラセタム(Piracetam)、ピラルビシン(Pirarubicin)、ピバンピシリン(Pivampic
illin)、メシル酸ピキサトロン(Pixantrone Maleate)、プルラフラビン A(Pluraflavin A
)、プルラフラビン B(Pluraflavin B)、プルスバシン A1(Plusbacin A1)、プルスバシン 
A2(Plusbacin A2)、プルスバシン A3(Plusbacin A3)、プルスバシン A4(Plusbacin A4)、
プルスバシン B1(Plusbacin B1)、プルスバシン B2(Plusbacin B2)、プルスバシン B3(Pl
usbacin B3)、プルスバシン B4(Plusbacin B4)、PMEO-5-ME-DAPY(PMEO-5-ME-DAPY)、ニュ
ーモカンジン A0(Pneumocandin A0)、ニューモカンジン B0(Pneumocandin B0)、ニューモ
カンジン B0 2-ホスフェート９(Pneumocandin B0 2-Phosphate)、ニューモカンジン D0(P
neumocandin D0)、ポラプレジンク(Polaprezinc)、ポリジスカミド A(Polydiscamide A)
、ポリマー結合ヒト白血球エラスターゼインヒビター(Polymer Bound Human Leukocyte E
lastase Inhibitor)、ポストスタチン(Poststatin)、PPI17-24、プラジミシン E(Pradimi
cin E)、プラジミシン FA-2(Pradimicin FA-2)、プララトレキサート(Pralatrexate)、塩
酸プラミペキソール(Pramipexole Hydrochloride)、酒石酸プラネジピン(Pranedipine Ta
rtrate)、塩酸プラゾシン(Prazosin Hydrochloride)、プレホリック A(Prefolic A)、プ
レガバリン(Pregabalin)、プレラデナント(Preladenant)、リン酸プリマキン(Primaquine
 Phosphate)、プロベスチン(Probestin)、塩酸プロカイナミド(Procainamide Hydrochlor
ide)、塩酸プロカイン(Procaine Hydrochloride)、プロ-ジアゼパム(Pro-Diazepam)、プ
ロスタチン(Prostatin)、プルカロプリド(Prucalopride)、塩酸プルカロプリド(Prucalop
ride Hydrochloride)、コハク酸プルカロプリド(Prucalopride Succinate)、プセウドマ
イシン A'(Pseudomycin A')、プセウドマイシン B'(Pseudomycin B')、ピロリシジン B(P
yloricidin B)、ピラジゾマイシン(Pyradizomycin)、ピラジナミド(Pyrazinamide)、ピラ
ジノイルグアニジン(Pyrazinoylguanidine)、ピリフェロン(Pyriferone)、ピリメタミン(
Pyrimethamine)、塩酸キネロラン(Quinelorane Hydrochloride)、R-(+)-アミノインダン(
R-(+)-Aminoindane)、ラルフィナミド(Ralfinamide)、ラモプラニンA'1(Ramoplanin A'1)
、ラモプラニン A'2(Ramoplanin A'2)、ラモプラニン A'3(Ramoplanin A'3)、ラモレリキ
ス(Ramorelix)、ラビドマイシン N-オキシド(Ravidomycin N-oxide)、塩酸ラザキサバン(
Razaxaban Hydrochloride)、レブラスタチン(Reblastatin)、レガデノソン(Regadenoson)
、レルコバプタン(Relcovaptan)、塩酸レマセミド(Remacemide Hydrochloride)、レシキ
モド(Resiquimod)、
【０３９２】
レストリクチシン(Restricticin)、塩酸レタスピマイシン(Retaspimycin Hydrochloride)
、塩酸レチガビン(Retigabine Hydrochloride)、ロドペプチン C1(Rhodopeptin C1)、ロ
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ドペプチン C2(Rhodopeptin C2)、ロドペプチン C3(Rhodopeptin C3)、ロドペプチン C4(
Rhodopeptin C4)、ロドストレプトマイシン A(Rhodostreptomycin A)、ロドストレプトマ
イシン B(Rhodostreptomycin B)、リバビリン(Ribavirin)、エイコセン酸リバビリンシス
(Ribavirin Eicosenate cis)、エイコセン酸リバビリントランス(Ribavirin Eicosenate 
trans)、エライジン酸リバビリン(Ribavirin Elaidate)、オレイン酸リバビリン(Ribavir
in Oleate)、リルマザホン塩酸塩二水和物(Rilmazafone Hydrochloride Dihydrate)、リ
ルゾール(Riluzole)、塩酸リマカリブ(Rimacalib Hydrochloride)、塩酸リメポリド(Rime
poride Hydrochloride)、リオシグアト(Riociguat)、リチペネムアコキシル(Ritipenem A
coxil)、塩酸ロバルゾタン(Robalzotan Hydrochloride)、ロバルゾタン酒石酸塩水和物(R
obalzotan Tartrate Hydrate)、ロシクロビル(Rociclovir)、ロムルチド(Romurtide)、ロ
チガプチド(Rotigaptide)、酢酸ロキシフィバン(Roxifiban Acetate)、ルボキシル(Rubox
yl)、ルフィナミド(Rufinamide)、ロイマイシン 1(Rumycin 1)、ロイマイシン 2(Rumycin
 2)、塩酸サバルビシン(Sabarubicin Hydrochloride)、メシル酸サビポリド(Sabiporide 
Mesilate)、メシル酸サフィナミド(Safinamide Mesilate)、サフィンゴル(Safingol)、サ
ガマシン(Sagamacin)、サンパトリラト(Sampatrilat)、サンピルチン(Sampirtine)、サプ
リサルタン(Saprisartan)、サキナビル(Saquinavir)、メシル酸サキナビル(Saquinavir M
esilate)、塩酸サルドミジド(Sardomizide Hydrochloride)、サルドモジド(Sardomozide)
、サウスレアミン C(Saussureamine C)、サキサグリプチン(Saxagliptin)、セコバトゼリ
ン A(Secobatzelline A)、セコバトゼリン B(Secobatzelline B)、セグリチド(Seglitide
)、セランク(Selank)、セレトラセタム(Seletracetam)、塩酸セマピモド(Semapimod Hydr
ochloride)、セニカポク(Senicapoc)、メシル酸セピモスタット(Sepimostat Mesilate)、
セプロキセチン(Seproxetine)、セラスペニド(Seraspenide)、炭酸セベラマー(Sevelamer
 Carbonate)、塩酸セベラマー(Sevelamer Hydrochloride)、セフェルジン(Shepherdin)、
シブラフィバン(Sibrafiban)、シロドシン(Silodosin)、スルファジアジン銀(Silver Sul
fadiazine)、シパトリギン(Sipatrigine)、シタフロキサシン水和物(Sitafloxacin Hydra
te)、シタグリプチンリン酸塩一水和物(Sitagliptin Phosphate Monohydrate)、S-ニトロ
ソグルタチオン(S-Nitrosoglutathione)、ソフガトラン(Sofigatran)、ソネデノソン(Son
edenoson)、ソチリモド(Sotirimod)、スパルフロキサシン(Sparfloxacin)、スペラビリン
 A(Sperabillin A)、スペラビリン B(Sperabillin B)、スペラビリン C(Sperabillin C)
、スペラビリン D(Sperabillin D)、スペラビリン F(Sphingofungin F)、スピノルフィン
(Spinorphin)、スピスロシン(Spisulosine)、乳酸スクアラミン(Squalamine Lactate)、
ストレプトマイシン(Streptomycin)、スチログアニジン(Styloguanidine)、サブスタンス
 P(8-11)(Substance P(8-11))、スフィノシン(Sufinosine)、スルセファロスポリン(Sulc
ephalosporin)、スルホスチン(Sulfostin)、スルファゾシン(Sulphazocine)、トシル酸ス
ルタミシリン(Sultamicilline Tosylate)、ヒマワリトリプシンインヒビター-1(Sunflowe
r Trypsin Inhibitor-1)、スルフェン(Surfen)、シナデノール(Synadenol)、シングアノ
ール(Synguanol)、タビモレリン(Tabimorelin)、タセジナリン(Tacedinaline)、塩酸タク
リン(Tacrine Hydrochloride)、タゲフラル(Tageflar)、タラボスタット(Talabostat)、
塩酸タラグルメタド(Talaglumetad Hydrochloride)、タランパネル(Talampanel)、タリペ
キソール二塩酸塩(Talipexole Dihydrochloride)、塩酸タリムシチン(Tallimustine Hydr
ochloride)、タロプテリン(Talopterin)、タルチレリン(Taltirelin)、タネスピマイシン
(Tanespimycin)、タノギトラン(Tanogitran)、タルギニン(Targinine)、テクネチウム(99
MTC) デプレオチド(Technetium(99MTC) Depreotide)、テイコプラニン-A2-1(Teicoplanin
-A2-1)、テイコプラニン-A2-2(Teicoplanin-A2-2)、テイコプラニン-A2-3(Teicoplanin-A
2-3)、テイコプラニン-A2-3(Teicoplanin-A2-3)、テイコプラニン-A2-5(Teicoplanin-A2-
5)、塩酸テラバンシン(Telavancin Hydrochloride)、テリナアビル(Telinavir)、テモゾ
ロミド(Temozolomide)、テムルチド(Temurtide)、テニダップ(Tenidap)、テニダップナト
リウム(Tenidap Sodium)、テノホビル(Tenofovir)、テノホビル DF(Tenofovir DF)、塩酸
テラゾシン(Terazosin Hydrochloride)、テトラコシルシドホビル(Tetracosyl Cidofovir
)、塩酸テトラシクリン(Tetracycline Hydrochloride)、テトラフィブリシン(Tetrafibri
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cin)、テキセノマイシン A(Texenomycin A)、テザシタビン(Tezacitabine)、TGP(TGP)、
チオアセト(Thioacet)、チオチオ(Thiothio)、トラザリン(Thrazarine)、チモクトナン(T
hymoctonan)、チモペンチン(Thymopentin)、チアムジピン(Tiamdipine)、チゲチクリン(T
igecycline)、塩酸チラルギニン(Tilarginine Hydrochloride)、チミルジンジエタネスル
ホネート(Timirdine Diethanesulfonate)、チモデプレシン(Timodepressin)、チピファル
ニブ(Tipifarnib)、TNF-αプロテアーゼ酵素阻害薬(TNF-Alpha Protease Enzyme Inhibit
or)、トブラマイシン(Tobramycin)、塩酸トカイニド(Tocainide Hydrochloride)、トカラ
ミド A(Tokaramide A)、トモペネム(Tomopenem)、トポスタチン(Topostatin)、トルシタ
ビン(Torcitabine)、トスフロキサシン(Tosufloxacin)、トスフロキサシントシル酸(Tosu
floxacin Tosilate)、トラネキサム酸(Tranexamic Acid)、塩酸トランチンテロール(Tran
tinterol Hydrochloride)、硫酸トラニルシプロミン(Tranylcypromine Sulfate)、トレラ
ンセリン(Trelanserin)、トレスペリムストリフルテート(Tresperimus Triflutate)、ト
リコマイシン A(Trichomycin A)、トリシリビン(Triciribine)、リン酸トリシリビン(Tri
ciribine Phosphate)、塩酸トリエンチン(Trientine Hydrochloride)、塩酸トリマゾシン
(Trimazosin Hydrochloride)、グルクロン酸トリメトレキサート(Trimetrexate Glucuron
ate)、トリメキサウチド(Trimexautide)、トリミドキス(Trimidox)、トロバフロキサシン
(Trovafloxacin)、トロバフロキサシン水和物(Trovafloxacin Hydrate)、トロバフロキサ
シン塩酸塩メシル酸塩(Trovafloxacin Hydrochloride Mesylate)、メシル酸トロバフロキ
サシン(Trovafloxacin Mesilate)、トロキサシタビン(Troxacitabine)、塩酸トリビジン(
Trybizine Hydrochloride)、ツバストリン(Tubastrine)、ツフトシン(Tuftsin)、チロセ
ルバチド(Tyroservatide)、チルホスチン47(Tyrphostin 47)、ウベニメキス(Ubenimex)、
バラシクロビル(Valacyclovir)、塩酸バルガンシクロビル(Valganciclovir Hydrochlorid
e)、バルネムリン(Valnemulin)、ステアリン酸バロマシクロビル(Valomaciclovir Steara
te)、バロノマイシン A(Valonomycin A)、バロピシタビン(Valopicitabine)、バルプロミ
ド(Valpromide)、バルロセミド(Valrocemide)、バミカミド(Vamicamide)、塩酸バンコマ
イシン(Vancomycin Hydrochloride)、バンコレスマイシン(Vancoresmycin)、塩酸バピタ
ジン(Vapitadine Hydrochloride)、バレスプラジブ(Varespladib)、バレスプラジブメチ
ル(Varespladib Methyl)、モフェチルバレスプラジブ(Varespladib Mofetil)、マレイン
酸ベルナクリン(Velnacrine Maleate)、ベノルフィン(Venorphin)、ビガバトリン(Vigaba
trin)、塩酸ビラゾドン(Vilazodone Hydrochloride)、ビンデシン(Vindesine)、塩酸ビラ
ミジン(Viramidine Hydrochloride)、ギラナマイシンB(Viranamycin-B)、ビタミン B3(Vi
tamin B3)、W ペプチド(W Peptide)、キセミロフィバン(Xemilofiban)、キシロシジン(Xy
locydine)、ザナミビル(Zanamivir)、ジロイトン(Zileuton)、塩酸ゾニポリド(Zoniporid
e Hydrochloride)、塩酸ゾルビシン(Zorubicin Hydrochloride)。
【０３９３】
　第2級アミンを含んでいる適切な生物学的に活性な部分は、以下のものからなる群から
選択され得る：(-)-3-O-アセチルスペクタリン塩酸塩((-)-3-O-Acetylspectaline hydroc
hloride)、(-)-3-O-tert-Boc-スペクタリン塩酸塩((-)-3-O-tert-Boc-spectaline hydroc
hloride)、(-)-シクロプロロール((-)-Cicloprolol)、(-)-ノルクロロ-[18F]フルオロ-ホ
モエピバチジン((-)-Norchloro-[18F]fluoro-homoepibatidine)、(-)-塩酸サルブタモー
ル((-)-Salbutamol hydrochloride)、(-)-サルメテロール((-)-Salmeterol)、(+)-(S)-ヒ
ドロキシクロロキン((+)-(S)-Hydroxychloroquine)、(+)-イサモルタン((+)-Isamoltan)
、(+)-R-プラミペキソール((+)-R-Pramipexole)、(+)-R-アムロジピン((R)-(+)-Amlodipi
ne)、(R)-クレビジピン((R)-Clevidipine)、(R)-NSP-307、(R)-テルジピン((R)-Teludipi
ne)、(R)-チオニソキセチン((R)-Thionisoxetine)、(S)-クレビジピン((S)-Clevidipine)
、(S)-N-デスメチルトリメブチン((S)-N-Desmethyltrimebutine)、(S)-ノレモパミル((S)
-Noremopamil)、[99Tc]デモベシン 4([99Tc]Demobesin 4)、[Glu10,Nle17,Nle30]-膵臓ポ
リペプチド(2-36)([Glu10,Nle17,Nle30]-Pancreatic polypeptide(2-36))、[Nle17,Nle30
]-膵臓ポリペプチド(2-36)([Nle17,Nle30]-Pancreatic polypeptide(2-36))、[psi[CH2NH
]Tpg4]バンコマイシンアグリコン([psi[CH2NH]Tpg4]Vancomycin aglycon)、15bβ-メトキ
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シアルデエミン(15bbeta-Methoxyardeemin)、3-ブロモメスカチノン(3-Bromomethcathino
ne)、4,5-ジアニリノフタリミド(4,5-Dianilinophthalimide)、4-ヒドロキシアトモキセ
チン(4-Hydroxyatomoxetine)、5-メチルラピジル(5-Methylurapidil)、7-オキソスタウロ
スポリン(7-Oxostaurosporine)、99mTc-c(RGDfK*)2HYNIC、A-42867 プセウドアグリコン(
A-42867 pseudoaglycone)、コハク酸アバカビル(Abacavir succinate)、硫酸アバカビル(
Abacavir sulfate)、アバレリキス(Abarelix)、アカルボス(Acarbose)、塩酸アセブトロ
ール(Acebutolol hydrochloride)、アセクロフェナク(Aceclofenac)、アシリン(Acyline)
、アダホスチン(Adaphostin)、マレイン酸アダプロロール(Adaprolol maleate)、シュウ
酸アダプロロール(Adaprolol oxalate)、アデシペノール(Adecypenol)、塩酸アドロゴリ
ド(Adrogolide hydrochloride)、アグライアスタチン C(Aglaiastatin C)、アルケミキス
(Alchemix)、アリニジン(Alinidine)、アルカサル-18(Alkasar-18)、アルミノプロフェン
(Alminoprofen)、アルニジタン(Alniditan)、α-メチルエピネフリン(alpha-Methylepine
phrine)、塩酸アルプラフェノン(Alprafenone hydrochloride)、塩酸アルプレノロール(A
lprenolol hydrochloride)、塩酸アルプレノキシム(Alprenoxime hydrochloride)、アル
トロマイシン A(Altromycin A)、アルトロマイシン C(Altromycin C)、塩酸アルベスピマ
イシン(Alvespimycin hydrochloride)、硝酸アンブロキソール(Ambroxol nitrate)、塩酸
アムフェブタモン(Amfebutamone hydrochloride)、塩酸アミベグロン(Amibegron hydroch
loride)、アミホスチン水和物(Amifostine hydrate)、アミネプチン(Amineptine)、アミ
ノカンジン(Aminocandin)、アミノチノール(Aminochinol)、アミチビル(Amitivir)、アム
ロジピン(Amlodipine)、ベシル酸アムロジピン(Amlodipine besylate)、アモカルジン(Am
ocarzine)、アモジアキン(Amodiaquine)、塩酸アモスラロール(Amosulalol hydrochlorid
e)、アモキサピン(Amoxapine)、アムサクリン(Amsacrine)、塩酸アナバシン(Anabasine h
ydrochloride)、アニスペリムス(Anisperimus)、アンチド-1(Antide-1)、アラニジピン(A
ranidipine)、アラプロフェン(Araprofen)、塩酸アルブタミン(Arbutamine hydrochlorid
e)、アルデエミン(Ardeemin)、酒石酸アルホルモテロール(Arformoterol tartrate)、ア
ルガトロバン一水和物(Argatroban monohydrate)、アルギオピン(Argiopine)、塩酸アロ
チノロール(Arotinolol hydrochloride)、アスペリシン E(Asperlicin E)、アテノロール
(Atenolol)、メシル酸アテビルジン(Atevirdine mesylate)、アザチオプリン(Azathiopri
ne)、アザルニジピン(Azelnidipine)、アザピノスタチン(Azepinostatin)、バラマピモド
(Balamapimod)、バルヒマイシン(Balhimycin)、バロフロキサシン(Balofloxacin)、バロ
フロキサシン二水和物(Balofloxacin dihydrate)、バンブテロール(Bambuterol)、バミラ
スチン水和物(Bamirastine hydrate)、バノキサントロン(Banoxantrone)、バオゴンテン 
A(Baogongteng A)、バリキシバト(Barixibat)、塩酸バルニジピン(Barnidipine hydrochl
oride)、バトプラジン(Batoprazine)、バトゼリン A(Batzelline A)、バトゼリン B(Batz
elline B)、バトゼリン C(Batzelline C)、ベカンパネル(Becampanel)、ベデロシン(Bede
rocin)、硫酸ベドラドリン(Bedoradrine sulfate)、塩酸ベフノロール(Befunolol hydroc
hloride)、ベラクチン B(Belactin B)、塩酸ベロテカン(Belotecan hydrochloride)、塩
酸ベナゼプリル(Benazepril hydrochloride)、ベンドロフルメチアジド(Bendroflumethia
zide)、塩酸ベニジピン(Benidipine hydrochloride)、塩酸ベルラフェノン(Berlafenone 
hydrochloride)、塩酸ベタキソロール(Betaxolol hydrochloride)、塩酸ベバントロール(
Bevantolol hydrochloride)、ビエムニジン(Biemnidin)、塩酸ビフェメラン(Bifemelane 
hydrochloride)、メシン酸ビノスピロン(Binospirone mesylate)、ビオキサロマイシンα
 1(Bioxalomycin alpha 1)、ビス(7)-コグニチン(Bis(7)-cognitin)、塩酸ビサントレン(
Bisantrene hydrochloride)、メシア酸ビスナフィド(Bisnafide mesilate)、フマル酸ビ
ソプロロール(Bisoprolol fumarate)、メシア酸ビトルテロール(Bitolterol mesylate)、
硫酸ブレオマイシン A2(Bleomycin A2 sulfate)、ボホルマイシン(Boholmycin)、ボピン
ドロール(Bopindolol)、ボスチニブ(Bosutinib)、ブリナザロン(Brinazarone)、ブリンゾ
ラミド(Brinzolamide)、ブラキン(Bulaquine)、ブメタニド(Bumetanide)、ブテラノール(
Buteranol)、ブトフロロール(Butofilolol)、塩酸カドロフロキサシン(Cadrofloxacin hy
drochloride)、カルダレット水和物(Caldaret hydrate)、カリンドール二塩酸塩(Calindo



(95) JP 5904941 B2 2016.4.20

10

20

30

40

50

l Dihydrochloride)、カプリジンβ(Capridine beta)、塩酸カルモテロール(Carmoterol 
hydrochloride)、塩酸カルテオロール(Carteolol hydrochloride)、カルベジロール(Carv
edilol)、酢酸カスポフンギン(Caspofungin acetate)、セフタロリンホサミル酢酸塩(Cef
taroline fosamil acetate)、セフチゾキシムナトリウム(Ceftizoxime sodium)、セフト
ビプロール(Ceftobiprole)、塩酸セリプロロール(Celiprolol hydrochloride)、セレブロ
クラスト(Cerebrocrast)、セルレチドジエチラミン(Ceruletide diethylamine)、セビパ
ブリン(Cevipabulin)、シノイン-169(Chinoin-169)、クロプトシン(Chloptosin)、塩酸ク
ロルジアゼポキシド(Chlordiazepoxide hydrochloride)、クロロオリエンチシン A(Chlor
oorienticin A)、クロロオリエンチシン B(Chloroorienticin B)、シラザプリル(Cilazap
ril)、シルニジピン(Cilnidipine)、シルプレビル(Ciluprevir)、シマテロール(Cimatero
l)、塩酸シナカルセト(Cinacalcet hydrochloride)、シナマイシン(Cinnamycin)、塩酸シ
プロフロキサシン(Ciprofloxacin hydrochloride)、シプロフロキサシン銀塩(Ciprofloxa
cin silver salt)、酪酸クレビジピン(Clevidipine butyrate)、クリトシン(Clitocine)
、クロペンフェニジオキサン(Clopenphendioxan)、塩酸クロラノロール(Cloranolol hydr
ochloride)、クロザピン(Clozapine)、コナントキン-R(Conantokin-R)、コノピリン(Cono
phylline)、メシア酸クリスナトール(Crisnatol mesilate)、クロニジピン(Cronidipine)
、メシア酸ダベロチン(Dabelotine mesilate)、ダビガトラン(Dabigatran)、エトキシル
酸ダビガトラン(Dabigatran etexilate)、ダルババンシン(Dalbavancin)、ダピビリン(Da
pivirine)、ダプロプテリン二塩酸塩(Dapropterin dihydrochloride)、ダサンタフィル(D
asantafil)、デブロモセルミラミン(Debromoshermilamine)、デカプラニン(Decaplanin)
、酢酸デガレリキス(Degarelix acetate)、塩酸デラプリル(Delapril hydrochloride)、
メシア酸デラビルジン(Delavirdine mesilate)、塩酸デルファプラジン(Delfaprazine hy
drochloride)、塩酸デルセミン(Delucemine hydrochloride)、デメチラロサミジン(Demet
hylallosamidin)、塩酸デメキシプチリン(Demexiptiline hydrochloride)、デノパミン(D
enopamine)、デオキシメチルスペルグアニン(Deoxymethylspergualin)、塩酸デオキシス
ペルグアリン(Deoxyspergualin Hydrochloride)、デスアセチルビンブラスチンヒドラジ
ド/葉酸コンジュゲート塩(Desacetylvinblastinehydrazide/folate conjugate)、デスブ
チルベンフルメトール(Desbutyl benflumetol)、塩酸デスブチルハロファントリン(Desbu
tylhalofantrine hydrochloride)、デスフェリ-サルマイシン A(Desferri-salmycin A)、
デスフェリ-サルマイシン B(Desferri-salmycin B)、デスフェリ-サルマイシン C(Desfer
ri-salmycin C)、デスフェリ-サルマイシン D(Desferri-salmycin D)、塩酸デシプラミン
(Desipramine hydrochloride)、デスロラタジン(Desloratadine)、塩酸デキシフェンフル
ラミン(Dexfenfluramine hydrochloride)、デキシケトプロフェンメグルミン(Dexketopro
fen meglumine)、塩酸デキシメチルフェニデート(Dexmethylphenidate hydrochloride)、
塩酸デキシニグルジピン(Dexniguldipine hydrochloride)、デキシソタロール(Dexsotalo
l)、ジアゼピノミシン(Diazepinomicin)、ジクロロベンゾプリム(Dichlorobenzoprim)、
ジクロゲナクカリウム(Diclofenac potassium)、ジクロフェナクナトリウム(Diclofenac 
sodium)、ジクロフェナク亜鉛塩(Diclofenac zinc salt)、ジエチルノルスペルミン(Diet
hylnorspermine)、ジヒドレキシジン(Dihydrexidine)、ジレバロール(Dilevalol)、塩酸
ジレバロール(Dilevalol hydrochloride)、ジナプソリン(Dinapsoline)、ジノキシリン(D
inoxyline)、塩酸ジピベフリン(Dipivefrine hydrochloride)、ジスコデルミド(Discoder
mide)、酢酸ジスコデルミド(Discodermide acetate)、ジスコルハブジン D(Discorhabdin
 D)、ジスコルハブジン P(Discorhabdin P)、ジスコルハブジン S(Discorhabdin S)、ジ
スコルハブジン T(Discorhabdin T)、ジスコルハブジン U(Discorhabdin U)、塩酸ドブタ
ミン(Dobutamine hydrochloride)、リン酸ドブタミン(Dobutamine phosphate)、ドペキサ
ミン(Dopexamine)、塩酸ドペキサミン(Dopexamine hydrochloride)、ドリペネム(Doripen
em)、塩酸ドルゾラミド(Dorzolamide hydrochloride)、塩酸d-プセウドエフェドリン(d-P
seudoephedrine hydrochloride)、ドロキシナビル(Droxinavir)、塩酸ドロキセチン(Dulo
xetine hydrochloride)、ズオカルマイシン A(Duocarmycin A)、ズオカルマイシン B1(Du
ocarmycin B1)、ズオカルマイシン B2(Duocarmycin B2)、ズオカルマイシン C1(Duocarmy
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cin C1)、ズオカルマイシン C2(Duocarmycin C2)、ジネミシン A(Dynemicin A)、ジネミ
シン C(Dynemicin C)、エバニクリン(Ebanicline)、エクテイナスシジン 1560(Ecteinasc
idin 1560)、エクテイナスシジン 722(Ecteinascidin 722)、エクテイナスシジン 729(Ec
teinascidin 729)、エクテイナスシジン 736(Ecteinascidin 736)、エクテイナスシジン7
45(Ecteinascidin 745)、エクテイナスシジン770(Ecteinascidin 770)、エクテイナスシ
ジン875(Ecteinascidin 875)、エファロキサン(Efaroxan)、エフェガトラン硫酸塩水和物
(Efegatran sulfate hydrate)、エフェプリスチン(Efepristin)、塩酸エホニジピンエタ
ノール(Efonidipine hydrochloride ethanol)、エラゴリキスナトリウム(Elagolix sodiu
m)、エランソリド C1(Elansolid C1)、エラロフィバン(Elarofiban)、エルバニジン(Elba
nizine)、塩酸エルゴジピン(Elgodipine hydrochloride)、メシア酸エリナフィド(Elinaf
ide mesilate)、エリノグレルカリウム(Elinogrel potassium)、エルナジピン(Elnadipin
e)、マイレン酸エナラプリル(Enalapril maleate)、硝酸エナラプリル(Enalapril nitrat
e)、エナラプリラト(Enalaprilat)、エナザドレム(Enazadrem)、
【０３９４】
エンカスチン(D)(Enkastin(D))、エンカスチン(D)(Enkastin(D))、エンカスチン(D)(Enka
stin(D))、エンカスチン AD(Enkastin AD)、エンカスチン AE(Enkastin AE)、エンカスチ
ン ID(Enkastin ID)、エンカスチン IE(Enkastin IE)、エンカスチン VD(Enkastin VD)、
エンカスチンVE(Enkastin VE)、エノキサシン(Enoxacin)、エピダチジン(Epibatidine)、
エポスタチン(Epostatin)、エレモマイシン(Eremomycin)、エルセンチリド(Ersentilide)
、塩酸エルセンチリド(Ersentilide hydrochloride)、エルタペネムナトリウム(Ertapene
m sodium)、エスクレオゲニン A(Esculeogenin A)、エスクレオシド A(Esculeoside A)、
塩酸エスモロール(Esmolol hydrochloride)、エスペラミシン A1(Esperamicin A1)、エタ
ムシレート(Etamsylate)、エトキシ-イダゾキサン(Ethoxy-idazoxan)、オイゲノジルオー
ル(Eugenodilol)、エズロピタント(Ezlopitant)、ファルニダモール(Falnidamol)、ファ
ルグリタザル(Farglitazar)、塩酸ファソベグロン(Fasobegron hydrochloride)、塩酸フ
ァスジル(Fasudil hydrochloride)、フェロジピン(Felodipine)、メシル酸フェノルドパ
ム(Fenoldopam mesilate)、臭化水素酸フェノテロール(Fenoterol hydrobromide)、フェ
プラジノール(Fepradinol)、フェルロキン(Ferroquine)、フェルリノロール(Ferulinolol
)、塩酸フィナフロキサシン(Finafloxacin hydrochloride)、酢酸フレカイニド(Flecaini
de acetate)、フロルベタベン(Florbetaben)、フロルベタピル F 18(Florbetapir F 18)
、フルフェノキシン(Flufenoxine)、フルメザピン(Flumezapine)、フルオジピン(Fluodip
ine)、塩酸フルオキセチン(Fluoxetine hydrochloride)、フルパロキサン(Fluparoxan)、
メシル酸フルピルチン(Flupirtine maleate)、ホエチジン 1(Foetidine 1)、ホエチジン 
2(Foetidine 2)、フォリン酸(Folinic acid)、フマル酸ホルモテロール(Formoterol fuma
rate)、塩酸ホロデシン(Forodesine hydrochloride)、ホサプレピタントジメグルミン(Fo
saprepitant dimeglumine)、ホソパミン(Fosopamine)、フロバトリプタン(Frovatriptan)
、フルニジピン(Furnidipine)、フロセミド(Furosemide)、ガボキサドール(Gaboxadol)、
ガドベン酸ジメグルミン塩(Gadobenic acid dimeglumine salt)、ガドオペンテト酸ジメ
グルミン(Gadopentetate dimeglumine)、ガドテル酸メグルミン(Gadoterate meglumine)
、ガラクトマイシン I(Galactomycin I)、ガラクトマイシン II(Galactomycin II)、メシ
ル酸ガレノキサシン(Garenoxacin mesilate)、ガチフロキサシン(Gatifloxacin)、ゲフィ
チニブ(Gefitinib)、グルコラノマイシン(Glucolanomycin)、グルタピロン(Glutapyrone)
、塩酸ゴソグリプチン(Gosogliptin hydrochloride)、塩酸グレパフロキサシン(Grepaflo
xacin hydrochloride)、ギプセチン(Gypsetin)、臭化水素酸ハロフギノン(Halofuginone 
hydrobromide)、ヘルベカルジン A(Helvecardin A)、ヘルベカルジン B(Helvecardin B)
、ヘルクリン B(Herquline B)、ヘスペラジン(Hesperadin)、ヒマスタチン(Himastatin)
、ヒスピドスペルミジン(Hispidospermidin)、ホモエピバチジン(Homoepibatidine)、ヒ
ドロクロロチアジド(Hydrochlorothiazide)、ヒドロフルメチアジド(Hydroflumethiazide
)、硫酸ヒドロキシクロロキン(Hydroxychloroquine sulfate)、イボパミン(Ibopamine)、
塩酸イダゾキサン(Idazoxan hydrochloride)、塩酸イガニジピン(Iganidipine hydrochlo
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ride)、イミダプリル(Imidapril)、塩酸イミダプリル(Imidapril hydrochloride)、イミ
ダゾアクリジノン(Imidazoacridinone)、イミソパセムマンガネーゼ(Imisopasem mangane
se)、イムピップ(Immepip)、インメピル(Immepyr)、インカドロネート(Incadronate)、イ
ンダカテロール(Indacaterol)、塩酸インダンタドール(Indantadol hydrochloride)、塩
酸インデロキサジン(Indeloxazine hydrochloride)、インドルマイシン(Indolmycin)、イ
ノガトラン(Inogatran)、イントプリシン(Intoplicine)、塩酸イオフェタミン I-123(Iof
etamine hydrochloride I-123)、塩酸イプタカリム(Iptakalim hydrochloride)、塩化イ
サブコナゾニウム塩酸塩(Isavuconazonium chloride hydrochloride)、硫酸イセパミシン
(Isepamicin sulfate)、酒石酸イソファゴミン(Isofagomine tartrate)、イソキン(Isoqu
ine)、イスプロニクリン(Ispronicline)、イスラジピン(Isradipine)、イツレリキス(Itu
relix)、カイトセハリン(Kaitocephalin)、塩酸ケタミン(Ketamine hydrochloride)、コ
プシニン(Kopsinine)、コルペンサミン A(Korupensamine A)、コルペンサミン B(Korupen
samine B)、コルペンサミン C(Korupensamine C)、コシノスタチン(Kosinostatin)、ラベ
ジピネジロール A(Labedipinedilol A)、ラベジピネジロール B(Labedipinedilol B)、塩
酸ラベタロール(Labetalol hydrochloride)、ラブラジミル(Labradimil)、ラシジピン(La
cidipine)、ラダステン(Ladasten)、酒石酸ラドスチギル(Ladostigil tartrate)、ラガチ
ド(Lagatide)、ランジオロール(Landiolol)、ジトシル酸ラパチニブ(Lapatinib ditosyla
te)、塩酸レナペネム(Lenapenem hydrochloride)、レナペネム塩酸塩水和物(Lenapenem h
ydrochloride hydrate)、レリセトロン(Lerisetron)、ロイコボリンカルシウム(Leucovor
in calcium)、塩酸レボベタキソロール(Levobetaxolol hydrochloride)、塩酸レボブノロ
ール(Levobunolol hydrochloride)、レボロイコボリンカルシウム(Levoleucovorin calci
um)、レボネビボロール(Levonebivolol)、リブロマイシン(Liblomycin)、リナプラザン(L
inaprazan)、リシノプリル(Lisinopril)、リトキセチン(Litoxetine)、ロベンザリットナ
トリウム(Lobenzarit sodium)、ロダミン(Lodamin)、塩酸ロフェキシジン(Lofexidine hy
drochloride)、塩酸ロメフロキサシン(Lomefloxacin hydrochloride)、ロルカセリン(Lor
caserin)、ロトラフィバン(Lotrafiban)、ロビリド(Loviride)、塩酸ルバゾドン(Lubazod
one hydrochloride)、ルミラコキシブ(Lumiracoxib)、塩酸マブテロール(Mabuterol hydr
ochloride)、マカルバミン D(Makaluvamine D)、マカルバミン E(Makaluvamine E)、マカ
ルバミン F(Makaluvamine F)、マカルボン(Makaluvone)、塩酸マニジピン(Manidipine hy
drochloride)、塩酸マニファキシン(Manifaxine hydrochloride)、マンザミン B(Manzami
ne B)、マンザミン D(Manzamine D)、塩酸マプロチリン(Maprotiline hydrochloride)、
マロピタント(Maropitant)、塩酸マスニジピン(Masnidipine hydrochloride)、塩酸メカ
ミラミン(Mecamylamine hydrochloride)、メクロフェナメートナトリウム(Meclofenamate
 sodium)、メフェナム酸(Mefenamic acid)、塩酸メフロキン(Mefloquine hydrochloride)
、メラガトラン(Melagatran)、メログリプチン(Melogliptin)、メルアドリン(Meluadrine
)、酒石酸メルアドリン(Meluadrine tartrate)、メモキン(Memoquin)、硫酸メピンドロー
ル(Mepindolol sulfate)、メピンドロール経皮貼布(Mepindolol transdermal patch)、メ
ロペネム(Meropenem)、塩酸メタムフェタミン(Methamphetamine hydrochloride)、メトク
トラミン(Methoctramine)、メチクロチアジド(Methyclothiazide)、メチルヒスタプロジ
フェン(Methylhistaprodifen)、塩酸メチルフェニデート(Methylphenidate hydrochlorid
e)、メチプラノロール(Metipranolol)、メトラゾン(Metolazone)、フマル酸メトプロロー
ル(Metoprolol fumarate)、コハク酸メトプロロール(Metoprolol succinate)、酒石酸メ
トプロロール(Metoprolol tartrate)、メザコプリド(Mezacopride)、ミケラミン B(Miche
llamine B)、ミクロシン J25(Microcin J25)、硫酸ミクロノミシン(Micronomicin sulfat
e)、ミダホテル(Midafotel)、ミラセミド-[2H](Milacemide-[2H])、塩酸ミナプリン(Mina
prine hydrochloride)、ミラベグロン(Mirabegron)、ミトマイシン(Mitomycin)、塩酸ミ
トキサントロン(Mitoxantrone hydrochloride)、イセチオン酸ミボブリン(Mivobulin ise
thionate)、モジパファント(Modipafant)、塩酸モエキシプリル(Moexipril hydrochlorid
e)、モエキシプリラット(Moexiprilat)、モンチレリン四水和物(Montirelin tetrahydrat
e)、モラノリン(Moranolin)、モテサニブ二リン酸(Motesanib diphosphate)、
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塩酸モキシフロキサシン(Moxifloxacin hydrochloride)、モキソニジン塩酸塩水和物(Mox
onidine hydrochloride hydrate)、ムラミノミシン I(Muraminomicin I)、ムレイドマイ
シン E(Mureidomycin E)、ムレイドマイシン F(Mureidomycin F)、ムレイドマイシンズ(M
ureidomycins)、N1,N8-ビスノルシムセリン(N1,N8-Bisnorcymserine)、ナドロール(Nadol
ol)、ナプロキセンピペラジン(Naproxen piperazine)、ナプサマイシン A(Napsamycin A)
、ナプサマイシン B(Napsamycin B)、ナプサマイシン C(Napsamycin C)、ナプサマイシン
 D(Napsamycin D)、ナルデテロール(Nardeterol)、N-デメチラテドシルデナフィル(N-dem
ethylated sildenafil)、ネビボロール(Nebivolol)、ネモナプリド(Nemonapride)、ネオ
マイシン-アクリジン(Neomycin-acridine)、ネラチニブ(Neratinib)、硫酸ネチルミシン(
Netilmicin sulfate)、塩酸ニカルジピン(Nicardipine hydrochloride)、ニフェジピン(N
ifedipine)、塩酸ニフェカラント(Nifekalant hydrochloride)、塩酸ニグルジピン(Nigul
dipine hydrochloride)、ニルバジピン(Nilvadipine)、ニモジピン(Nimodipine)、ニプラ
ジロール(Nipradilol)、ニソルジピン(Nisoldipine)、ニトラクリン二塩酸塩水和物(Nitr
acrine dihydrochloride hydrate)、ニトレンジピン(Nitrendipine)、ニトロフェナク(Ni
trofenac)、ニトロソ-ニフェジピン(Nitroso-nifedipine)、ノベラスチン(Noberastine)
、クエン酸ノベラスチン(Noberastine citrate)、NO-シプロフロキサシン(NO-ciprofloxa
cin)、N-オクチル-β-バリエナミン(N-Octyl-beta-valienamine)、塩酸ノロミロール(Nol
omirole hydrochloride)、ノルフロキサシン(Norfloxacin)、ノルセゴリン(Norsegoline)
、塩酸ノルトピキサントロン(Nortopixantrone hydrochloride)、塩酸ノルトリプチリン(
Nortriptyline hydrochloride)、N-tertブチルイソキン(N-tert butyl isoquine)、オベ
ラジロール(Oberadilol)、オベラジロールモノエチルマレエート(Oberadilol monoethyl 
maleate)、オダナカチブ(Odanacatib)、オランザピン(Olanzapine)、パモ酸オランザピン
(Olanzapine pamoate)、塩酸オルラジピン(Olradipine hydrochloride)、オンタゾラスト
(Ontazolast)、OPC-17083、オルビフロキサシン(Orbifloxacin)、硫酸オルシプレナリン(
Orciprenaline sulphate)、オリエンチシン A(Orienticin A)、オリエンチシン B(Orient
icin B)、オリエンチシン C(Orienticin C)、オリタバンシン(Oritavancin)、塩酸オセモ
ゾタン(Osemozotan hydrochloride)、オスチジン(Osutidine)、塩酸オテナバント(Otenab
ant hydrochloride)、オボチオール B(Ovothiol B)、塩酸オキサプレノロール(Oxprenolo
l hydrochloride)、オゼノキサシン(Ozenoxacin)、パフェノロール(Pafenolol)、パラウ
アミン(PalauAamine)、フマル酸パリドレ(Palindore fumarate)、パノビノスタット(Pano
binostat)、フマル酸パロジロールヘミ(Parodilol hemifumarate)、塩酸パログレリル(Pa
rogrelil hydrochloride)、パロキセチン(Paroxetine)、アスコルビン酸パロキセチン(Pa
roxetine ascorbate)、パロキセチンカムシレート(Paroxetine camsilate)、塩酸パロキ
セチン(Paroxetine hydrochloride)、メシル酸パロキセチン(Paroxetine mesilate)、パ
ゼリプチン三塩酸塩(Pazelliptine trihydrochloride)、パゼリプチン三塩酸塩一水和物(
Pazelliptine trihydrochloride monohydrate)、ペリチニブ(Pelitinib)、ペリトレキソ
ール(Pelitrexol)、硫酸ペンブトロール(Penbutolol sulfate)、ペントスタチン(Pentost
atin)、ペプロマイシン(Peplomycin)、ペリンドプリル(Perindopril)、ペルジンホテル(P
erzinfotel)、フェンジオキサン(Phendioxan)、塩酸ピブチジン(Pibutidine hydrochlori
de)、フマル酸ピクメトロール(Picumeterol fumarate)、ピンドロール(Pindolol)、塩酸
ピルブテロール(Pirbuterol hydrochloride)、ピッツバーグコンパウンド B(Pittsburgh 
Compound B)、マレイン酸ピキサントロン(Pixantrone maleate)、塩酸プレリキサホル(Pl
erixafor hydrochloride)、ポリグルタム酸カンプトテシン(Polyglutamate camptothecin
)、
【０３９５】
塩酸ポザニクリン(Pozanicline hydrochloride)、プラジミシン A(Pradimicin A)、プラ
ジミシン B(Pradimicin B)、プラジミシン D(Pradimicin D)、プラジミシン FA-1(Pradim
icin FA-1)、プラジミシン FL(Pradimicin FL)、プラジミシン FS(Pradimicin FS)、プラ
ジミシン L(Pradimicin L)、プラジミシン S(Pradimicin S)、プラドフロキサシン(Prado
floxacin)、塩酸プラミペキソール(Pramipexole hydrochloride)、酒石酸プラネジピン(P
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ranedipine tartrate)、プラニジピン(Pranidipine)、プレホリック A(Prefolic A)、プ
レマフロキサシン(Premafloxacin)、塩酸プレマフロキサシン(Premafloxacin hydrochlor
ide)、プレマフリキサシンマグネシウム(Premafloxacin magnesium)、プリマキンリン酸(
Primaquine phosphate)、プリソチノール(Prisotinol)、プロカテロール塩酸塩半水和物(
Procaterol Hydrochloride Hemihydrate)、塩酸プロパフェノン(Propafenone hydrochlor
ide)、プロ塩酸プラノール(Propranolol hydrochloride)、塩酸プロトリプチリン(Protri
ptyline hydrochloride)、プロキソドロール(Proxodolol)、プマプラゾール(Pumaprazole
)、ピリンダマイシン A(Pyrindamycin A)、ピリンダマイシン B(Pyrindamycin B)、塩酸
キナプリル(Quinapril hydrochloride)、キンプラミン(Quinpramine)、rac-デブロモフル
ストラミン E(rac-Debromoflustramine E)、ラデゾリド(Radezolid)、ラファベグロン(Ra
fabegron)、ラルフィナミド(Ralfinamide)、ラミプリル(Ramipril)、メシル酸ラサギリン
(Rasagiline mesilate)、ラズペネム(Razupenem)、メシル酸レボキセチン(Reboxetine me
silate)、レピノタン(Repinotan)、レピノタン塩酸(Repinotan hydrochloride)、レプロ
テロール塩酸(Reproterol hydrochloride)、レタスピマイシン塩酸(Retaspimycin hydroc
hloride)、レチガビン塩酸(Retigabine hydrochloride)、ロドストレプトマイシン A(Rho
dostreptomycin A)、ロドストレプトマイシン B(Rhodostreptomycin B)、リファブチン(R
ifabutin)、リルメニジン二水素リン酸塩(Rilmenidine dihydrogen phosphate)、リモテ
ロール臭化水素酸塩(Rimoterol hydrobromide)、リソチリド(Risotilide)、リバニクリン
(Rivanicline)、ロベナコキシブ(Robenacoxib)、ロラピタント塩酸(Rolapitant hydrochl
oride)、サフィナミドメシル酸(Safinamide mesilate)、サガンジピン(Sagandipine)、サ
ルボスタチン(Salbostatin)、サルブタモール硝酸(Salbutamol nitrate)、サルブタモー
ル硫酸(Salbutamol sulfate)、サルマテロール(Salmaterol)、サルメテロールキシナホ酸
(Salmeterol xinafoate)、サリゾタン塩酸(Sarizotan hydrochloride)、サウスレアミン 
C(Saussureamine C)、サゼチジン-A(Sazetidine-A)、セロデノソン(Selodenoson)、セル
トラリン(Sertraline)、セルトラリン塩酸(Sertraline hydrochloride)、セタジンドール
(Setazindol)、セゾラミド塩酸(Sezolamide hydrochloride)、シシジミシン A(Shishijim
icin A)、シシジミシン B(Shishijimicin B)、シシジミシン C(Shishijimicin C)、シバ
ノミシン(Sibanomicin)、シベナデット塩酸(Sibenadet hydrochloride)、シロドシン(Sil
odosin)、シタマキン塩酸(Sitamaquine hydrochloride)、シベレスタットナトリウム水和
物(Sivelestat sodium hydrate)、ソフィニクリン(Sofinicline)、ソラベグロン塩酸(Sol
abegron hydrochloride)、ソルペカイノール塩酸(Solpecainol hydrochloride)、ソラプ
ラザン(Soraprazan)、ソタロール塩酸(Sotalol hydrochloride)、スパルフロキサシン(Sp
arfloxacin)、スペルミンジアルデヒド(Spermine dialdehyde)、スピラプリル(Spirapril
)、スピロキナゾリン(Spiroquinazoline)、スクアラミン乳酸(Squalamine lactate)、ス
トレプトマイシン(Streptomycin)、ストレシン 1-A(Stressin1-A)、スマニロールマレイ
ン酸(Sumanirole maleate)、スプロフェナク 1(Suprofenac 1)、スプロフェナク 2(Supro
fenac 2)、スプロフェナク 3(Suprofenac 3)、スロナクリンマレイン酸(Suronacrine mal
eate)、タファミジスメグルミン(Tafamidis meglumine)、タフェノキンコハク酸(Tafenoq
uine succinate)、タラロゾール(Talarozole)、タリベグロン(Talibegron)、タリベグロ
ン塩酸(Talibegron hydrochloride)、タルニフルメート(Talniflumate)、タロトレキシン
(Talotrexin)、タルトブリン(Taltobulin)、タルジピン塩酸(Taludipine hydrochloride)
、タムスロシン塩酸(Tamsulosin hydrochloride)、タネスピマイシン(Tanespimycin)、タ
ノギトラン(Tanogitran)、タウロピロン(Tauropyrone)、タゾプシン(Tazopsine)、タカル
セット塩酸(Tecalcet hydrochloride)、テカステミゾール(Tecastemizole)、テクネチウ
ム(99mTc) アプシチド(Technetium(99mTc) apcitide)、テクネチウム(99mTc) ビシセート
(Technetium(99mTc) bicisate)、テラチニブ(Telatinib)、テラバンシン塩酸(Telavancin
 hydrochloride)、テマクラジンメシル酸(Temacrazine mesilate)、テマフロキサシン塩
酸(Temafloxacin hydrochloride)、テモカプリル塩酸(Temocapril hydrochloride)、テル
ブタリン硫酸(Terbutaline sulfate)、テロジリン塩酸(Terodiline hydrochloride)、テ
ルタトロール塩酸(Tertatolol hydrochloride)、テトラカイン塩酸(Tetracaine hydrochl
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oride)、テトラヒドロデルシチン 1(Tetrahydrodercitin 1)、テトリンドール(Tetrindol
e)、テザンパネル(Tezampanel)、チアメット-G(Thiamet-G)、チオフェドリン(Thiofedrin
e)、チアムジピン(Tiamdipine)、チアメニジン(Tiamenidine)、チアネプチンナトリウム(
Tianeptine sodium)、チアパファント(Tiapafant)、チエノキソロール塩酸(Tienoxolol h
ydrochloride)、チゲシクリン(Tigecycline)、チリソロール塩酸(Tilisolol hydrochlori
de)、チモロール半水和物(Timolol hemihydrate)、チモロールマレイン酸(Timolol malea
te)、チナゾリン塩酸(Tinazoline hydrohloride)、チロフィバン塩酸(Tirofiban hydroch
loride)、チザニジン塩酸(Tizanidine hydrochloride)、トボリノン(Toborinone)、トル
フェナム酸(Tolfenamic acid)、トマチン(Tomatine)、トモキセチン塩酸(Tomoxetine hyd
rochloride)、トピキサントロン塩酸(Topixantrone hydrochloride)、トラセミド(Torase
mide)、トラベクテジン(Trabectedin)、トランドラプリル(Trandolapril)、トランドラプ
リラット(Trandolaprilat)、トランチンテロール塩酸(Trantinterol hydrochloride)、ト
レプロスチニルジエタノールアミン(Treprostinil diethanolamine)、トレスペリムスト
リフルト酸(Tresperimus triflutate)、トリアセチルジネミシン C(Triacetyl dynemicin
 C)、トリエンチン塩酸(Trientine hydrochloride)、トリフルプロキシム(Trifluproxim)
、トリメタジジン(Trimetazidine)、トリメトレキセートグルクロン酸(Trimetrexate glu
curonate)、トロムボジピン(Trombodipine)、トロキシピド(Troxipide)、ツラスロマイシ
ン A(Tulathromycin A)、ツラスロマイシン B(Tulathromycin B)、ツロブテロール塩酸(T
ulobuterol hydrochloride)、ウフェナメート(Ufenamate)、ウリフロキサシン(Ulifloxac
in)、ウリムロレン(Ulimorelin)、ウンシアラマイシン(Uncialamycin)、ウラピジル(Urap
idil)、ウチバプリル(Utibapril)、ウチバプリラット(Utibaprilat)、バビカセリン塩酸(
Vabicaserin hydrochloride)、バンコマイシン塩酸(Vancomycin hydrochloride)、バンデ
タニブ(Vandetanib)、バニジピネジロール(Vanidipinedilol)、バニノロール(Vaninolol)
、バピタジン塩酸(Vapitadine hydrochloride)、バレニクリン酒石酸(Varenicline tartr
ate)、バルリチニブ(Varlitinib)、バタラニブコハク酸(Vatalanib succinate)、バタニ
ジピン(Vatanidipine)、バタニジピン塩酸(Vatanidipine hydrochloride)、ベスチピタン
トメシル酸(Vestipitant mesylate)、ビセニスタチン(Vicenistatin)、ビルダグリプチン
(Vildagliptin)、ビロキサジン塩酸(Viloxazine hydrochloride)、ボホピタント塩酸(Vof
opitant hydrochloride)、ボグリボース(Voglibose)、ボレロキシン(Voreloxin)、キサモ
テロールフマル酸(Xamoterol fumarate)、キシメラガトラン(Ximelagatran)、イットリウ
ム-90 エドトレオチド(Yttrium-90 edotreotide)、ザビシプリル塩酸(Zabicipril hydroc
hloride)、ザビシプリラット塩酸( )(Zabiciprilat hydrochloride( ))、ザボフロキサシ
ン塩酸(Zabofloxacin hydrochloride)、ザナペジルフマル酸(Zanapezil fumarate)、ゼラ
ンドパム塩酸(Zelandopam hydrochloride)、ジルパテロール(Zilpaterol)、ゾルミトリプ
タン(Zolmitriptan)。
【０３９６】
　アミンを含んでいる適切な生物学的に活性な部分は、以下のものからなる群から選択さ
れ得る：Fab(フラグメント、抗原結合)、F(ab)2フラグメント、Fc(フラグメント、結晶化
可能)、pFc'フラグメント、Fv(フラグメント, 可変)、scFv(単鎖可変フラグメント)、ジ-
scFv/二重特異性抗体(di-scFv/diabodies)、二重特異性T細胞誘引体(bi-specific T-cell
 engager)、CDRs(相補性決定領域)、単一ドメイン抗体(sdABs/ナノンボディ)、重鎖(α, 
δ, ε, γ, μ)又は重鎖フラグメント、軽鎖(λ, κ)又は軽鎖フラグメント、VHフラグ
メント(重鎖の可変領域)、VLフラグメント(軽鎖の可変領域)、VHHフラグメント、VNARフ
ラグメント、サメ由来抗体フラグメント及びアフィニティー骨格タンパク質(shark-deriv
ed antibody fragments and affinity scaffold proteins)、クニッツ・ドメイン由来ア
フィニティー骨格タンパク質(Kunitz domain-derived affinity scaffold proteins)、セ
ンチリン由来アフィニティー骨格タンパク質(centyrin-derived affinity scaffold prot
eins)、ユビキチン由来アフィニティー骨格タンパク質(ubiquitin-derived affinity sca
ffold proteins)、リポカリン由来アフィニティー骨格タンパク質(lipocalin-derived af
finity scaffold proteins)、アンキリン由来アフィニティー骨格タンパク質(ankyrin-de
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rived affinity scaffold proteins)、ベルサボディ(富ジスルフィドアフィニティー骨格
タンパク質)(Versabodies(disulfide-rich affinity scaffold proteins))、フィブロネ
クチン由来アフィニティー骨格タンパク質(fibronectin-derived affinity scaffold pro
teins)、カメロイド由来抗体フラグメント及びアフィニティー骨格タンパク質(cameloid-
derived antibody fragments and affinity scaffold proteins)、ラマ由来抗体フラグメ
ント及びアフィニティー骨格タンパク質(llama-derived antibody fragments and affini
ty scaffold proteins)、トランスフェリン由来アフィニティー骨格タンパク質(transfer
rin-derived affinity scaffold proteins)、システイン-ノット骨格由来アフィニティー
骨格タンパク質を有しているカボチャ型プロテアーゼインヒビター(Squash-type proteas
e inhibitors with cysteine-knot scaffold-derived affinity scaffold proteins)。
【０３９７】
　芳香族ヒドロキシル基を含んでいる適切な薬物は、例えば、以下のものである：(-)-シ
ス-レソルシリド((-)-cis-Resorcylide)、(-)-インドカルバゾスタチン B((-)-Indocarba
zostatin B)、(-)-サルメトロール((-)-Salmeterol)、(-)-スベルシン酸((-)-Subersic a
cid)、(+)-((+)-alpha-Viniferin)、(+)-エトルフィン((+)-Etorphine)、(+)-インドカル
バゾスタチン((+)-Indocarbazostatin)、(+)-SCH-351448((+)-SCH-351448)、(R)-ゴシポ
ール((R)-Gossypol)、(S)-(+)-クルクフェノール((S)-(+)-Curcuphenol)、(S)-メチルナ
ルトレキソン臭化物((S)-Methylnaltrexone bromide)、[8]-ギンゲロール([8]-Gingerol)
、[Arg(Me)9] MS-10、[D-Tyr1,Arg(Me)9] MS-10、[D-Tyr1,AzaGly7,Arg(Me)9] MS-10、[D
-Tyr1] MS-10、psi[CH2NH]Tpg4]バンコマイシンアグリコン([psi[CH2NH]Tpg4]Vancomycin
 aglycon)、[Trp19] MS-10、13-デオキシアドリアマイシン塩酸(13-Deoxyadriamycin hyd
rochloride)、14-メトキシメトポン(14-Methoxymetopon)、14-フェニルプロポキシメトポ
ン(14-Phenylpropoxymetopon)、18,19-デヒドロブプレノルフィン塩酸(18,19-Dehydrobup
renorphine hydrochloride)、2,12-ジメチロイロチノン(2,12-Dimethyleurotinone)、2'-
ヒドロキシマテウシノール(2'-Hydroxymatteucinol)、2-メトキシエストラジオール(2-Me
thoxyestradiol)、2-メチロイロチノン(2-Methyleurotinone)、3,5-ジカフェオイルキナ
酸(3,5-Dicaffeoylquinic acid)、3-ブロモジオスメチン(3-Bromodiosmetine)、3-ブロモ
ジオスミン(3-Bromodiosmine)、3-クロロジオスメチン(3-Chlorodiosmetine)、3-クロロ
ジオスミン(3-Chlorodiosmine)、4',7,8-トリヒドロキシイソフラボン(4',7,8-Trihydrox
yisoflavone)、4-アミノサリチル酸(4-Aminosalicylic acid)、4-ヒドロキシアトオモキ
セチン(4-Hydroxyatomoxetine)、4-ヨードプロポホル(4-Iodopropofol)、5-ヨードフレデ
リカマイセン A(5-Iodofredericamycin A)、5Z-7-オキソゼアエノール(5Z-7-Oxozeaenol)
、6-カルボキシゲニステイン(6-Carboxygenistein)、6-O-mPEG4-ナルブピン(6-O-mPEG4-N
albupine)、6-O-mPEG5-ナルブフィン(6-O-mPEG5-Nalbuphine)、7-メチルカピラリシン(7-
Methylcapillarisin)、8(R)-フルオロイダルビシン塩酸(8(R)-Fluoroidarubicin hydroch
loride)、8'9,9'-デヒドロアスコクロリン(8',9'-Dehydroascochlorin)、8-カルボキシ-
イソ-イアンテラン A(8-Carboxy-iso-iantheran A)、8-パラドール(8-Paradol)、8-プレ
ニラピゲニン(8-Prenylapigenin)、8-プレニルナリンゲニン(8-Prenylnaringenin)、9-ヒ
ドロキシクリサミシン A(9-Hydroxycrisamicin A)、A-42867 プセウドアグリコン(A-4286
7 pseudoaglycone)、アバレリキス(Abarelix)、アカセチン(Acacetin)、アクラルビシン(
Aclarubicin)、アコルビフェン塩酸(Acolbifene hydrochloride)、アコチアミド塩酸塩水
和物(Acotiamide hydrochloride hydrate)、アクロベストン(Acrovestone)、アクチノプ
ラノン A(Actinoplanone A)、アクチノプラノン B(Actinoplanone B)、アクレアシンアガ
マ(Aculeacin Agamma)、アダホスチン(Adaphostin)、アダロテン(Adarotene)、アドキサ
ントロマイシン A(Adxanthromycin A)、オーレオスライシン1(Aerothricin 1)、オーレオ
スライシン2(Aerothricin 16)、オーレオスライシン41(Aerothricin 41) オーレオスライ
シン45、(Aerothricin 45)、オーレオスライシン50(Aerothricin 50)、オーレオスライシ
ン55(Aerothricin 55)、アジュレミン酸(Ajulemic acid)、アルケミキス(Alchemix)、ア
ルジフェン(Aldifen)、α-マンゴスチン(alpha-Mangostin)、α-メチレピンフリン(alpha
-Methylepinephrine)、α-メチルノレピネフリン(alpha-Methylnorepinephrine)、α-ペ
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ルタチン(Alpha-Peltatin)、アルトロマイシン A(Altromycin A)、アルトロマイシン B(A
ltromycin B)、アルトロマイシン C(Altromycin C)、アルトロマイシン D(Altromycin D)
、アルトロマイシンズ(Altromycins)、アルビモパン水和物(Alvimopan hydrate)、アルボ
シジブ塩酸(Alvocidib hydrochloride)、アマミスタチン A(Amamistatin A)、アマミスタ
チン B(Amamistatin B)、アマロゲンチン(Amarogentin)、アメルバント(Amelubant)、ア
ミドキス(Amidox)、アミノカンジン(Aminocandin)、アモジアキン(Amodiaquine)、アモキ
シシリン三水和物(Amoxicillin trihydrate)、アムルビシン塩酸(Amrubicin Hydrochlori
de)、アムレンシン H(Amurensin H)、アングイロスポラル(Anguillosporal)、アニズラフ
ンギン(Anidulafungin)、アンキノマイシン(Ankinomycin)、アンナマイシン(Annamycin)
、アンヌリン(Annulin C)、アンチマイシン A11(Antimycin A11)、アンチマイシン A12(A
ntimycin A12)、アンチマイシン A13(Antimycin A13)、アンチマイシン A14(Antimycin A
14)、アンチマイシン A15(Antimycin A15)、アンチマイシン A16(Antimycin A16)、アピ
クラレンA(Apicularen A)、アピクラレンB(Apicularen B)、アピゲニン(Apigenin)、アポ
ミン(Apomine)、アポモルフィン塩酸(Apomorphine hydrochloride)、アルビドール(Arbid
ol)、アルブタミン塩酸(Arbutamine hydrochloride)、アルホルモテロール酒石酸(Arform
oterol tartrate)、アルテピリンC(Artepillin C)、アルゾキシフェン塩酸(Arzoxifene h
ydrochloride)、アスポキシシリン(Aspoxicillin)、アタラフィリジン(Atalaphillidine)
、アタラフィリニイン(Atalaphillinine)、アトラリン酸(Atraric acid)、アボレリン（A
vorelin)、アキシチローム(Axitirome)、アザレスベラトロール(Azaresveratrol)、アザ
トキシン(Azatoxin)、アゼピノスタチン(Azepinostatin)、バイカレイン(Baicalein)、バ
イカリン(Baicalin)、バルヒマイシン(Balhimycin)、バルサラジド二ナトリウム(Balsala
zide disodium)、バノキサントロン(Banoxantrone)、バゼドキシフェン酢酸(Bazedoxifen
e acetate)、バゼドキシフェン塩酸(Bazedoxifene hydrochloride)、ベドラドリン硫酸(B
edoradrine sulfate)、ベナドロスチン(Benadrostin)、ベナノミシンA(Benanomicin A)、
ベナノミシンB(Benanomicin B)、ベナスタチンA(Benastatin A)、ベナスタチンB(Benasta
tin B)、ベナスタチンC(Benastatin C)、ベナスタチンD(Benastatin D)、ベンズブロマロ
ン(Benzbromarone)、ベレフリン(Berefrine)、ベルピパムマレイン酸(Berupipam maleate
)、β-マンゴスチン(beta-Mangostin)、ビエムニジン(Biemnidin)、ビオカニンA(Biochan
in A)、ビオキサロマイシンα１(Bioxalomycin alpha 1)、ビオキサロマイシンα2(Bioxa
lomycin alpha2)、ビスムスサブサリシル酸(Bismuth subsalicylate)、ビスフェノール(B
isphenol)、ビキス(Bix)、ビゼレシン(Bizelesin)、ベゴロールA(Bogorol A)、ブランジ
シアニンA(Brandisianin A)、ブランジシアニンB(Brandisianin B)、ブランジシアニンC(
Brandisianin C)、ブラシリカルジンA(Brasilicardin A)、ブレビホリンカルボン酸(Brev
ifolin carboxylic acid)、ブレイニンA(Breynin A)、ブレイニンB(Breynin B)、ブロモ
トプセンチン(Bromotopsentin)、ブフロメジルピリドキサルホスフ酸(Buflomedil pyrido
xalphosphate)、ブプレノルフィン塩酸(Buprenorphine hydrochloride)、ブセレリン酢酸
(Buserelin acetate)、ブテイン(Butein)、ブテラノール(Buteranol)、ブトルファン(But
orphan)、ブトルファノール酒石酸(Butorphanol tartrate)、カレビンA(Calebin A)、カ
ロコウマリンA(Calocoumarin A)、カロポロシドD(Caloporoside D)、カロポロシドE(Calo
poroside E)、カロポロシドF(Caloporoside F)、カルホスチンA(Calphostin A)、カルホ
スチンB(Calphostin B)、カルホスチンC(Calphostin C)、カルホスチンD(Calphostin D)
、カルホスチンI(Calphostin I)、カピラリシン(Capillarisin)、カプサゼピン(Capsazep
ine)、カルバゾマズリンA(Carbazomadurin A)、カルバゾマズリンB(Carbazomadurin B)、
カルベトシン(Carbetocin)、カルビドパ(Carbidopa)、カルモテロール塩酸(Carmoterol h
ydrochloride)、カスポフンギン酢酸(Caspofungin acetate)、カシガロールA(Cassigalol
 A)、セフェテコル(Cefetecol)、セホペラゾンナトリウム(Cefoperazone sodium)、セフ
ピラミドナトリウム(Cefpiramide sodium)、セフプロジル(Cefprozil)、セフプロビル一
水和物(Cefprozil monohydrate)、セトロレリキス酢酸(Cetrorelix Acetate)、カエトア
トロシンA(Chaetoatrosin A)、カフロシド(Chafuroside)、クロロオリエンチシンA(Chlor
oorienticin A)、クロロオリエンチシンB(Chloroorienticin B)、コンドラミンA(Chondra
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mide A)、コンドラミンB(Chondramide B)、コンドラミンC(Chondramide C)、シナトリア
セチンA(Cinnatriacetin A)、シナトリアセチンB(Cinnatriacetin B)、シス-6-ショウガ
オール(cis-6-Shogaol)、シトプレシンI(Citpressine I)、シトレアミシン-α(Citreamic
in-Alpha)、シトレアミシン-η(Citreamicin-eta)、シトルシニンI(Citrusinine-I)、ク
ラウセナミンA(Clausenamine A)、コンブレタスタチンA-1(Combretastatin A-1)、コンブ
レタスタチンA-2(Combretastatin A-2)、コンブレタスタチンA-3(Combretastatin A-3)、
コンブレタスタチンB-1(Combretastatin B-1)、コンブレタスタチンB-2(Combretastatin 
B-2)、コンブレタスタチンB-3(Combretastatin B-3)、コンブレタスタチンB-4(Combretas
tatin B-4)、コンブレタスタチンD-1(Combretastatin D-1)、コンブレタスタチンD-2(Com
bretastatin D-2)、コンプレスタチン(Complestatin)、コニフェロールアルコール(Conif
erol Alcohol)、コノピリン(Conophylline)、コリネカンジン(Corynecandin)、コサラン(
Cosalane)、クリサミシンC(Crisamicin C)、クロベネチン(Crobenetine)、クロベネチン
塩酸(Crobenetine hydrochloride)、クルチシアンA(Curtisian A)、クルチシアンB(Curti
sian B)、クルチシアンD(Curtisian D)、塩化シアニジン一水和物(Cyanidin Chloride Mo
nohydrate)、シクロコムノール(Cyclocommunol)、シクロプロパラジシコル(Cyclopropara
dicicol)、シクロテオナミドA(Cyclotheonamide A)、シクロチアリジン(Cyclothialidine
)、シルトミネチン(Cyrtominetin)、シトゲニン(Cytogenin)、シトスポロンB(Cytosporon
e B)、シトトリエニンI(Cytotrienin I)、シトトリエニンII(Cytotrienin II)、ダクチロ
シクリンA(Dactylocycline A)、ダクチロシクリンB(Dactylocycline B)、ダラルギン(Dal
argin)、ダルババンシン(Dalbavancin)、ダムナカンタル(Damunacantal)、ダフノドリンA
(Daphnodorin A)、ダフノドリンB(Daphnodorin B)、ダフノドリン C((-)-エナンチオマー
)(Daphnodorin C((-)-enantiomer))、ダルブフェロン(Darbufelone)、ダルブフェロンメ
シア酸(Darbufelone mesilate)、ダウノルビシン(Daunorubicin)、ダウリクロメン酸(Dau
richromenic acid)、ダビジゲニン(Davidigenin)、デアセチルモキシシリト塩酸塩(Deace
tyl moxisylyte hydrochloride)、デカプラニン(Decaplanin)、デシルガル酸(Decyl gall
ate)、デフェラシロキス(Deferasirox)、デヒドロジンゲロン(Dehydrozingerone)、デル
フィニジン(Delphinidin)、デノパミン(Denopamine)、デオキシムルンドカンジン(Deoxym
ulundocandin)、デルサラジン(Dersalazine)、デサセチルラビドマイシンN-オキシド(Des
acetylravidomycin N-oxide)、デスグルガストリントロメタミン(Desglugastrin trometh
amine)、デスロレリン(Deslorelin)、デスモプレシン酢酸(Desmopressin acetate)、デス
ベンラファキシンコハク酸(Desvenlafaxine succinate)、デキサナビノール(Dexanabinol
)、デキシトロルファン(Dextrorphan)、デキシロシルベナノマイシンA(Dexylosylbenanom
ycin A)、D-フルビアバクチン(D-Fluviabactin)、ジアザフィロン酸(Diazaphilonic acid
)、ジアゼピノミシン(Diazepinomicin)、ジエクコル(Dieckol)、ジフルニサル(Diflunisa
l)、ジヒドレキシジン(Dihydrexidine)、ジヒドロアベナントラミドD(Dihydroavenanthra
mide D)、ジヒドログラナチシンB(Dihydrogranaticin B)、ジヒドロホノキオールB(Dihyd
rohonokiol B)、ジヒドロラロキシフェン(Dihydroraloxifene)、ジレバロール(Dilevalol
)、ジレバロール塩酸(Dilevalol hydrochloride)、ジナプソリン(Dinapsoline)、ジノキ
シリン(Dinoxyline)、ジオンコキノンA(Dioncoquinone A)、ジオンコキノンB(Dioncoquin
one B)、
【０３９８】
ジポタシウムゴシポル酸(Dipotassium gossypolate)、ドブタミン塩酸(Dobutamine hydro
chloride)、ドブタミンリン酸(Dobutamine Phosphate)、ドペキサミン(Dopexamine)、ド
ペキサミン塩酸(Dopexamine hydrochloride)、ドスマルフェート(Dosmalfate)、ドキソル
ビシン塩酸(Doxorubicin Hydrochloride)、ドキソルビシン(Doxorubicin)、モルホリニル
(Morpholinyl)、DoxoTam 12、ドキシサイクリン塩酸塩(Doxycycline hyclate)、ドロナビ
ノール(Dronabinol)、ドロキシドパ(Droxidopa)、ズオカルマイシンB1(Duocarmycin B1)
、ズオカルマイシンB2(Duocarmycin B2)、ズオカルマイシンC1(Duocarmycin C1)、ズオカ
ルマイシンC2(Duocarmycin C2)、ズトマイシン(Dutomycin)、ジネミシンA(Dynemicin A)
、ジネミシンC(Dynemicin C)、エコナゾールスルホサリシル酸(Econazole Sulfosalicyla
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te)、エコピパム(Ecopipam)、エクテイナスシジン1560(Ecteinascidin 1560)、エクテイ
ナスシジン722(Ecteinascidin 722)、エクテイナスシジン729(Ecteinascidin 729)、エク
テイナスシジン736(Ecteinascidin 736)、エクテイナスシジン745(Ecteinascidin 745)、
エクテイナスシジン757(Ecteinascidin 757)、エクテイナスシジン770(Ecteinascidin 77
0)、エクテイナスシジン875(Ecteinascidin 875)、エドテカリン(Edotecarin)、エドトレ
オチドイットオリウム(Edotreotide yttrium)、エフルシミブ(Eflucimibe)、エフルマス
ト(Eflumast)、エランソリドC１(Elansolid C1)、エルダシミブ(Eldacimibe)、エラグ酸-
4-ガレート(Ellagic acid-4-gallate)、エリプチニウム酢酸(Elliptinium acetate)、エ
ルシブコル(Elsibucol)、エルトロムボパグオラミン(Eltrombopag olamine)、エモジン(E
modin)、エナザドレム(Enazadrem)、エノフェラスト(Enofelast)、エンタカポン(Entacap
one)、ent-エストリオール(ent-Estriol)、エピドキソホルム(Epidoxoform)、エピガロカ
テキン-3-ガレート(Epigallocatechin-3-gallate)、エピルビシン塩酸(Epirubicin hydro
chloride)、エプリバンセリン(Eplivanserin)、エプリバンセリンフマル酸(Eplivanserin
 fumarate)、エプリバンセリンメシル酸(Eplivanserin mesilate)、エポカルバゾリンA(E
pocarbazolin A)、エポカルバゾリンB(Epocarbazolin B)、エプロチローム(Eprotirome)
、エプタゾシン臭化水素酸(Eptazocine hydrobromide)、エラブレノールA(Erabulenol A)
、エラブレノールB(Erabulenol B)、エレモマイシン(Eremomycin)、エステトロール(Este
trol)、エストラジオール(Estradiol)、エストリオール(Estriol)、エタロシブナトリウ
ム(Etalocib sodium)、エタンシレート(Etamsylate)、エチニレストラジオール(Ethinyle
stradiol)、エチルガル酸(Ethyl gallate)、エトポシド(Etoposide)、ユーロチノン(Euro
tinone)、オイキサントン(Euxanthone)、エベルニミシン(Evernimicin)、エキシホン(Exi
fone)、エゼチミブ(Ezetimibe)、ファドルミジン塩酸(Fadolmidine hydrochloride)、フ
ェグリマイシン(Feglymycin)、フェノルドパムメシル酸(Fenoldopam mesilate)、フェノ
テロール臭化水素酸(Fenoterol hydrobromide)、フィダキソミシン(Fidaxomicin)、フィ
デキサバン(Fidexaban)、フルオスタチンA(Fluostatin A)、フルオスタチンB(Fluostatin
 B)、ホエチジン1(Foetidine 1)、ホエチジン2(Foetidine 2)、ホリパスタチン(Folipast
atin)、ホルモバクチン(Formobactin)、ホルモテロールフマル酸(Formoterol fumarate)
、ホソパミン(Fosopamine)、フレデリン(Frederine)、フルベストラント(Fulvestrant)、
フラキノシンA(Furaquinocin A)、フラキノシンB(Furaquinocin B)、フサカンジンA(Fusa
candin A)、フサカンジンB(Fusacandin B)、フシジエノール(Fusidienol)、ガラクトマイ
シンI(Galactomycin I)、ガラクトマイシンII(Galactomycin II)、ガラルビシン塩酸(Gal
arubicin hydrochloride)、ガロシタビン(Galocitabine)、ガンボギン酸(Gambogic acid)
、γ-マンゴスチン(gamma-Mangostin)、γ-トコトリエノール(gamma-Tocotrienol)、ガニ
レリキス(Ganirelix)、ガニレリキス酢酸(Ganirelix acetate)、ガルバロンC(Garvalone 
C)、ガルベアチンE(Garveatin E)、ガルベアチンF(Garveatin F)、ゲニステイン-7-ホス
フェート(Genistein-7-phosphate)、ギガントール(Gigantol)、ギルブスマイシン(Gilvus
mycin)、グルコピエリシジノールA1(Glucopiericidinol A1)、グルコピエリシジノールA2
(Glucopiericidinol A2)、グルドパ(Gludopa)、グリコチオヘキシドα(Glycothiohexide 
alpha)、ゴセレリン(Goserelin)、グラナチシンB(Granaticin B)、グリセウシンC(Griseu
sin C)、ハトマルビギンA(Hatomarubigin A)、ハトマルビギンB(Hatomarubigin B)、ハト
マルビギンC(Hatomarubigin C)、ハトマルビギンD(Hatomarubigin D)、ハユミシンA(Hayu
micin A)、ハユミシンB(Hayumicin B)、ハユミシンC1(Hayumicin C1)、ハユミシンC2(Hay
umicin C2)、ハユミシンD(Hayumicin D)、ヘリキノマイシン(Heliquinomycin)、ヘルベカ
ルジンA(Helvecardin A)、ヘルベカルジンB(Helvecardin B)、ヘリセナルA(Hericenal A)
、ヘリセナルB(Hericenal B)、ヘリセナルC(Hericenal C)、ヒドロスミン(Hidrosmin)、
ヒストレリン(Histrelin)、ヒストレリン酢酸(Histrelin acetate)、ホンゴクエルシンA(
Hongoquercin A)、ホンゴクエルシンB(Hongoquercin B)、ホノキオールジエポキシド(Hon
okiol diepoxide)、ホノキオールジエポキシド(Honokiol diepoxide)、フマンアンギオテ
ンシンII(Human angiotensin II)、ヒドロモルホンメチオジド(Hydromorphone methiodid
e)、ヒメニスタチン１(Hymenistatin 1)、ヒペプチン(Hypeptin)、ヒペリシン(Hypericin
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)、ヒペロシド(Hyperoside)、イカリイン(Icariin)、イダルビシン塩酸(Idarubicin hydr
ochloride)、イドロノキシル(Idronoxil)、イフェンプロジル(Ifenprodil)、イミダゾア
クリジノン(Imidazoacridinone)、インシクリニド(Incyclinide)、インダカテロール(Ind
acaterol)、インダノシン(Indanocine)、インテグラシンA(Integracin A)、インテグラシ
ンB(Integracin B)、インテグラシンC(Integracin C)、インテグラマイシン(Integramyci
n)、インテグラスタチンA(Integrastatin A)、インテグラスタチンB(Integrastatin B)、
イントプリシン(Intoplicine)、ヨードクロリドロキシキン(Iodochlorhydroxyquin)、ヨ
ードジフルニサル(Iododiflunisal)、ヨードルビダゾン（p）(Iodorubidazone(p))、イオ
ロプリド（123I）(Iolopride(123I))、イオキシプリド(Ioxipride)、イラルカスト(Iralu
kast)、イラルカストナトリウム(Iralukast sodium)、イルシニアスタチンA(Irciniastat
in A)、イルシニアスタチンB(Irciniastatin B)、イサルマドール(Isalmadol)、イソババ
カルコン(Isobavachalcone)、イソドキソルビシン(Isodoxorubicin)、イソ-イアンテラン
 A(Iso-iantheran A)、イソリキリチゲニン(Isoliquiritigenin)、イソモルパン塩酸(Iso
molpan Hydrochloride)、イソキン(Isoquine)、イソバニグペルジンA(Isovanihuperzine 
A)、ジャドマイシンB(Jadomycin B)、ジャスプラキノリド(Jasplakinolide)、カドスピリ
ンC(Kadsuphilin C)、カイトセパリン(Kaitocephalin)、カンパノールA(Kampanol A)、カ
ンパノールB(Kampanol B)、カングレマイシンA(Kanglemycin A)、カプリマイシンA１(Kap
urimycin A1)、カプリマイシンA3(Kapurimycin A3)、カプリマイシンA3(Kapurimycin A3)
、ケホコリンD(Kehokorin D)、カホコリンE(Kehokorin E)、キガミシンA(Kigamicin A)、
キガミシンB(Kigamicin B)、キガミシンC(Kigamicin C)、キガミシンD(Kigamicin D)、キ
ガミシンE(Kigamicin E)、キガミシノン(Kigamicinone)、キスタミシンA(Kistamicin A)
、クライネチンA(Klainetin A)、クライネチンB(Klainetin B)、コダイスタチンA(Kodais
tatin A)、コダイスタチンB(Kodaistatin B)、コダイスタチンC(Kodaistatin C)、コダイ
スタチンD(Kodaistatin D)、コルペンサミンA(Korupensamine A)、コルペンサミンB(Koru
pensamine B)、コルペンサミンC(Korupensamine C)、コルペンサミンD(Korupensamine D)
、コシノスタチン(Kosinostatin)、ラベタロール塩酸(Labetalol hydrochloride)、ラク
カリジオンA(Laccaridione A)、ラクトナマイシン(Lactonamycin)、ラクトシルフェニル
トロロキス(Lactosylphenyl trolox)、ラジルビシン(Ladirubicin)、ラメラリン 20-スル
フェートナトリウム塩(Lamellarin alpha 20-sulfate sodium salt)、ラミフィバン(Lami
fiban)、ランレオチド酢酸(Lanreotide acetate)、ラソホキシフェン(Lasofoxifene)、ラ
ソホキシフェン酒石酸(Lasofoxifene tartrate)、ラタモキセフナトリウム(Latamoxef so
dium)、L-キコル酸(L-Chicoric acid)、L-ドパミド(L-Dopamide)、レシレリン(Lecirelin
)、レダゼロール(Ledazerol)、エオイプロリド酢酸(Leuprolide acetate)、ロイルビシン
(Leurubicin)、レバルブテロール塩酸(Levalbuterol hydrochloride)、レボドパ(Levodop
a)、レボドパ 3-O-グルコシド(Levodopa 3-O-glucoside)、レボドパ 4-O-グルコシド(Lev
odopa 4-O-glucoside)、レボルファノール酒石酸(Levorphanol tartrate)、L-フルビアバ
クチン(L-Fluviabactin)、リピアルマイシンB3(Lipiarmycin B3)、リピアルマイシンB4(L
ipiarmycin B4)、リキリチンアピオシド(Liquiritin apioside)、リトスペルミン酸 B マ
グネシウム塩(Lithospermic acid B magnesium salt)、ロバタミドC(Lobatamide C)、ロ
バタミドF(Lobatamide F)、ロロアチンB(Loloatin B)、ルミナシンD(Luminacin D)、ルテ
オリン(Luteolin)、マクロカルピンA(Macrocarpin A)、マクロカルピンB(Macrocarpin B)
、マカルバミンD(Makaluvamine D)、マカルバミンE(Makaluvamine E)、マロノベン(Malon
oben)、マルトリル p-クマレート(Maltolyl p-coumarate)、マノペプチマイシンβ(Manno
peptimycin beta)、マンザミンF(Manzamine F)、マリノピルロールA(Marinopyrrole A)、
マルメリン(Marmelin)、マソプロコル(Masoprocol)、マストプロム(Mastprom)、マットイ
オリエナートA(Matteuorienate A)、マットイオリエナートB(Matteuorienate B)、マット
イオリエナートC(Matteuorienate C)、メジカルピン(Medicarpin)、メレボドパ塩酸(Mele
vodopa hydrochloride)、メレイン(Mellein)、メルアドリン(Meluadrine)、メルアドリン
酒石酸(Meluadrine tartrate)、メムノ-ペプチド A(Memno-peptide A)、メプタジノール
塩酸(Meptazinol hydrochloride)、メサラジン(Mesalazine)、メタラミノール(Metaramin
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ol)、メタノバクチン(Methanobactin)、メチルガレート(Methyl gallate)、
メチルドパ(Methyldopa)、メチルナルトレキソン臭化物(Methylnaltrexone bromide)、メ
チロシン(Metirosine)、ミカコシジンA(Micacocidin A)、ミカコシジンB(Micacocidin B)
、ミカフンギンナトリウム(Micafungin sodium)、ミケラミンB(Michellamine B)、ミデプ
ラニン(Mideplanin)、ミモペジル(Mimopezil)、ミノシクリン塩酸(Minocycline hydrochl
oride)、ミプロキシフェン(Miproxifene)、ミトキサントロン塩酸(Mitoxantrone hydroch
loride)、ミバゼロール(Mivazerol)、モデカイニド(Modecainide)、モルギン(Mollugin)
、モノヒドロキシエチルルトシド(Monohydroxyethylrutoside)、モルフィングルクロニド
(Morphine Glucuronide)、モルフィン塩酸(Morphine hydrochloride)、モルフィン硫酸(M
orphine sulfate)、モキシフェチンマレイン酸水素塩(Moxifetin hydrogen maleate)、ム
ンバイスタチン(Mumbaistatin)、ムレイドマイシンA(Mureidomycin A)、ムレイドマイシ
ンB(Mureidomycin B)、ムレイドマイシンC(Mureidomycin C)、ムレイドマイシンD(Mureid
omycin D)、ムレイドマイシンE(Mureidomycin E)、ムレイドマイシンF(Mureidomycin F)
、ムレイドマイシン(Mureidomycins)、ミコフェノレートモフェチル(Mycophenolate Mofe
til)、 ミコフェノール酸ナトリウム塩(Mycophenolic acid sodium salt)、ミルシアシト
リンI(Myrciacitrin I)、ミルシアシトリンII(Myrciacitrin II)、ミルシアフェノンB(My
rciaphenone B)、ミリセリン酸 A(Myriceric acid A)、ミトルビリン(Mytolbilin)、ミト
ルビリン酸(Mytolbilin acid)、ミトルビリン酸メチルエステル(Mytolbilin acid methyl
 ester)、ミトルビリノール(Mytolbilinol)、ナアミジンA(Naamidine A)、ナビロン(Nabi
lone)、N-アセチルコルチノール(N-Acetylcolchinol)、
【０３９９】
ナファレリン酢酸(Nafarelin acetate)、ナルブフィン塩酸(Nalbuphine hydrochloride)
、ナルフラフィン塩酸(Nalfurafine hydrochloride)、N-アリルセコボルジン(N-Allylsec
oboldine)、ナルメフェン(Nalmefene)、ナロキソン塩酸(Naloxone hydrochloride)、ナル
トレキソン塩酸(Naltrexone hydrochloride)、ナルトリンドール(Naltrindole)、ナプサ
マイシンA(Napsamycin A)、ナプサマイシンB(Napsamycin B)、ナプサマイシンC(Napsamyc
in C)、ナプサマイシンD(Napsamycin D)、ナルデテロール(Nardeterol)、N-シクロペンチ
ル-タゾプシン(N-Cyclopentyl-tazopsine)、ネビカポン(Nebicapone)、ネルフィナビルメ
シル酸(Nelfinavir mesilate)、ネモルビシン(Nemorubicin)、ネパレンシノールA(Nepare
nsinol A)、ネパレンシノールB(Neparensinol B)、ネパレンシノールC(Neparensinol C)
、ネルフィリンI(Nerfilin I)、ニカナルチン(Nicanartine)、ニテカポン(Nitecapone)、
ノカルジオンA(Nocardione A)、ノカチアシンI(Nocathiacin I)、ノカチアシンIII(Nocat
hiacin III)、ノカチアシンIV(Nocathiacin IV)、NO-メサラミン(NO-Mesalamine)、ノル
ダムナカンタル(Nordamunacantal)、ノストシクロペプチドM1(Nostocyclopeptide M1)、
ノスラミシン(Nothramicin)、N-tertブチルイソキン(N-tert butyl isoquine)、オベルマ
イシンH(Obelmycin H)、オクロマイシノン(Ochromycinone)、オクチルガレート(Octyl ga
llate)、オダピパム酢酸(Odapipam acetate)、O-デメチルクロロトリシン(O-Demethylchl
orothricin)、O-デメチルムルラヤホリンA(O-Demethylmurrayafoline A)、オエノテインB
(Oenothein B)、オキセノン(Okicenone)、オランザピンパモエート(Olanzapine pamoate)
、オルセゲパント(Olcegepant)、オルサラジンナトリウム(Olsalazine sodium)、オンジ
キサントンI(Onjixanthone I)、オンジキサントンII(Onjixanthone II)、オオロンゴモビ
スフラバンA(Oolonghomobisflavan A)、オオロンゴモビスフラバンC(Oolonghomobisflava
n C)、オルシプレナリンサルフェート(Orciprenaline sulphate)、オリエンチシンA(Orie
nticin A)、オリエンチシンB(Orienticin B)、オリエンチシンC(Orienticin C)、オリエ
ンチシンD(Orienticin D)、オリタバンシン(Oritavancin)、オルニプラビン(Orniplabin)
、オルトソマイシンA(Orthosomycin A)、オルトソマイシンB(Orthosomycin B)、オルトソ
マイシンC(Orthosomycin C)、オルトソマイシンD(Orthosomycin D)、オルトソマイシンE(
Orthosomycin E)、オルトソマイシンF(Orthosomycin F)、オルトソマイシンG(Orthosomyc
in G)、オルトソマイシンH(Orthosomycin H)、オスチジン(Osutidine)、オキシミジンIII
(Oximidine III)、オキシメタゾリンヒドロクロリド(Oxymetazoline hydrochloride)、オ
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キシモルファゾール二塩酸(Oxymorphazole dihydrochloride)、オキシモルホン塩酸(Oxym
orphone hydrochloride)、オキシフェナルシン(Oxyphenarsine)、オザレリキス(Ozarelix
)、パエシロキニンA(Paeciloquinine A)、パエシロキニンD(Paeciloquinine D)、パエシ
ロキノンB(Paeciloquinone B)、パエシロキノンD(Paeciloquinone D)、パンクラチスタチ
ン-3,4-環状リン酸ナトリウム塩(Pancratistatin-3,4-cyclic phosphate sodium salt)、
パンノリン(Pannorin)、パプアミドA(Papuamide A)、パプアミドB(Papuamide B)、パプア
ミドC(Papuamide C)、パプアミドD(Papuamide D)、パラセタモール(Paracetamol)、パル
ビスポリンB(Parvisporin B)、PEG-バンコマイシン(PEG-vancomycin)、ペニシリド(Penic
illide)、ペンタゾシン塩酸(Pentazocine hydrochloride)、ペプチシンナミンE(Pepticin
namin E)、ファフィアオール(Phaffiaol)、ファケリスタチン７(Phakellistatin 7)、フ
ァケリスタチン８(Phakellistatin 8)、ファケリスタチン９(Phakellistatin 9)、フェノ
カラシンA(Phenochalasin A)、フェントラミンメシル酸(Phentolamine mesilate)、フロ
ロフコフロエクコール(Phlorofucofuroeckol)、ホモプシカラシン(Phomopsichalasin)、
フタラスシジン(Phthalascidin)、フィソスチグミンサリシレート(Physostigmine salicy
late)、ピセアタンノール(Piceatannol)、ピドベンゾン(Pidobenzone)、ピノセンブリン(
Pinocembrin)、ピペンドキシフェン(Pipendoxifene)、ピラルビシン(Pirarubicin)、ピッ
ツバーグコンパウンドB(Pittsburgh Compound B)、プラテンシン(Platencin)、プラテン
シマイシン(Platensimycin)、プルラフラビンA(Pluraflavin A)、プルラフラビンB(Plura
flavin B)、プルラフラビンE(Pluraflavin E)、ニューモカンジンA0(Pneumocandin A0)、
ニューモカンジンB0(Pneumocandin B0)、ニューモカンジン B0 2-ホスフェート(Pneumoca
ndin B0 2-phosphate)、ニューモカンジン D0(Pneumocandin D0)、ポリエストラジオール
リン酸(Polyestradiol phosphate)、ポリケトマイシン(Polyketomycin)、ポポロフアノン
E(Popolohuanone E)、プラジミシンA(Pradimicin A)、プラジミシンB(Pradimicin B)、プ
ラジミシンD(Pradimicin D)、プラジミシンE(Pradimicin E)、プラジミシンFA-1(Pradimi
cin FA-1)、プラジミシンFA-2(Pradimicin FA-2)、プラジミシンFL(Pradimicin FL)、プ
ラジミシン FS((+)-エナンチオマー)(Pradimicin FS((+)-enantiomer))、プラジミシンL(
Pradimicin L)、プラジミシンQ(Pradimicin Q)、プラジミシンS(Pradimicin S)、プラジ
ミシンT1(Pradimicin T1)、プラジミシンT2(Pradimicin T2)、プリナベレル(Prinaberel)
、プロブコール(Probucol)、プロカテロール塩酸塩半水和物(Procaterol Hydrochloride 
Hemihydrate)、プロポホール(Propofol)、プロピルガレート(Propyl gallate)、プロトカ
テク酸(Protocatechuic acid)、プロトカテクアルデヒド(Protocatechuic aldehyde)、プ
ソイドヒペリシン(Pseudohypericin)、プルプロマイシン(Purpuromycin)、ピリンダマイ
シンA(Pyrindamycin A)、ピリンダマイシンB(Pyrindamycin B)、ケルセチン-3-O-メチル
エーテル(Quercetin-3-O-methyl ether)、キナゴリド塩酸(Quinagolide hydrochloride)
、キノベン(Quinobene)、rac-アポゴシポロン(rac-Apogossypolone)、Rac-トルテロジン(
Rac-Tolterodine)、ラロキシフェン塩酸(Raloxifene hydrochloride)、ラモプラニンA'1(
Ramoplanin A'1)、ラモプラニンA'2(Ramoplanin A'2)、ラモプラニンA'3(Ramoplanin A'3
)、ラモレリキス(Ramorelix)、ラビドマイシン N-オキシド(Ravidomycin N-oxide)、ロウ
ソノール(Rawsonol)、レブラスタチン(Reblastatin)、レプロテロール塩酸(Reproterol h
ydrochloride)、レソベン(Resobene)、レソルチオマイシン(Resorthiomycin)、レタスピ
マイシン塩酸(Retaspimycin hydrochloride)、ロジオカノシドB(Rhodiocyanoside B)、ロ
ドダウリクロマン酸 A(Rhododaurichromanic acid A)、リファブチン(Rifabutin)、リフ
ァラジル(Rifalazil)、リファメキシル(Rifamexil)、リファンピシン(Rifampicin)、リフ
ァペンチン(Rifapentine)、リファキシミン(Rifaximin)、リモテロール臭化水素酸(Rimot
erol hydrobromide)、リオドキソール(Riodoxol)、ロヒツキン(Rohitukine)、ロチガプチ
ド(Rotigaptide)、ロチゴチン(Rotigotine)、ロキシンドールメシル酸(Roxindole Mesila
te)、ルボキシル(Ruboxyl)、ルフィガルロール(Rufigallol)、ルミシン１(Rumycin 1)、
ルミシン２(Rumycin 2)、ルスフェリンA(Russuphelin A)、サバルビシン塩酸(Sabarubici
n hydrochloride)、サイントピン(Saintopin)、サイントピンE(Saintopin E)、サキオミ
シンA(Sakyomicin A)、サキオミシンE(Sakyomicin E)、サラゾピリダジン(Salazopyridaz
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in)、サルブタモール硝酸(Salbutamol nitrate)、サルブタモール硫酸(Salbutamol sulfa
te)、サルカプロジン酸ナトリウム塩(Salcaprozic acid sodium salt)、サリチルアゾ安
息香酸(Salicylazobenzoic acid)、サリシリハラミドA(Salicylihalamide A)、サリシリ
ハラミドB(Salicylihalamide B)、サリフェニルハラミド(Saliphenylhalamide)、サルマ
テロール(Salmaterol)、サルマテロールキシナホ酸(Salmeterol xinafoate)、サロキシン
(Saloxin)、サルビアノール酸 L(Salvianolic acid L)、サンパトリラット(Sampatrilat)
、サングリフェリンA(Sanglifehrin A)、サングリフェリンB(Sanglifehrin B)、サングリ
フェリンC(Sanglifehrin C)、サングリフェリンD(Sanglifehrin D)、サプトマイシンD(Sa
ptomycin D)、サプリマイシン(Sapurimycin)、サリカンジン(Saricandin)、セコイソラリ
シレシノールジグルコシド(Secoisolariciresinol diglucoside)、セグリチド(Seglitide
)、セモルホン塩酸(Semorphone hydrochloride)、シシジミシンA(Shishijimicin A)、シ
シジミシンB(Shishijimicin B)、シシジミシンC(Shishijimicin C)、シベナデット塩酸(S
ibenadet hydrochloride)、シリクリスチン(Silychristin)、シノメニン(Sinomenine)、
シビフェン(Sivifene)、シウェンマイシン(Siwenmycin)、ソオテペンセオン(Sootepenseo
ne)、スピノルフィン(Spinorphin)、スピノスルフェートA(Spinosulfate A)、スピノスル
フェートB(Spinosulfate B)、スピロキシミシン(Spiroximicin)、スタシボシンA(Stachyb
ocin A)、スタシボシンB(Stachybocin B)、スタシボシンC(Stachybocin C)、スタシボト
リンC(Stachybotrin C)、スタシボトリジアル(Stachybotrydial)、スタプラビン(Staplab
in)、ステレニンA(Sterenin A)、ステレニンC(Sterenin C)、ステレニンD(Sterenin D)、
ストレプトピルロール(Streptopyrrole)、サクシノブコル(Succinobucol)、スルファサラ
ジン(Sulfasalazine)、スルファゾシン(Sulphazocine)、スサリモド(Susalimod)、シンビ
オイミン(Symbioimine)、シリアクシンA(Syriacusin A)、シリアクシンB(Syriacusin B)
、シリアクシンC(Syriacusin C)、タゲフラル(Tageflar)、タイワンホモフラボンA(Taiwa
nhomoflavone A)、TAP-ドキソルビシン(TAP-doxorubicin)、タペンタドール塩酸(Tapenta
dol hydrochloride)、タラマノンA(Taramanon A)、タゾフェロン(Tazofelone)、タゾプシ
ン(Tazopsine)、テブフェロン(Tebufelone)、テクネチウム Tc 99m デプレオチド(Techne
tium Tc 99m depreotide)、テイコプラニン-A2-1(Teicoplanin-A2-1)、テイコプラニン-A
2-2(Teicoplanin-A2-2)、テイコプラニン-A2-3(Teicoplanin-A2-3)、テイコプラニン-A2-
4(Teicoplanin-A2-3)、テイコプラニン-A2-5(Teicoplanin-A2-5)、テラバンシン塩酸(Tel
avancin hydrochloride)、テモプロフィン(Temoporfin)、テニポシド(Teniposide)、テヌ
イホリシドA(Tenuifoliside A)、テヌイホリシドB(Tenuifoliside B)、テヌイホリシドC(
Tenuifoliside C)、テルブタリン硫酸(Terbutaline sulfate)、テルプレニン(Terprenin)
、テトラシクリン塩酸(Tetracycline hydrochloride)、(Tetragalloylquinic acid)、テ
トラヒドロクルクミン(Tetrahydrocurcumin)、テトラヒドロエチノカンジンB(Tetrahydro
echinocandin B)、テトラヒドロスウェルチアノリン(Tetrahydroswertianolin)、テノル
フィン(Thenorphine)、テオピリンルトシド(Theophylline rutoside)、チアジノトリエノ
マイシンB(Thiazinotrienomycin B)、チアジノトリエノマイシンF(Thiazinotrienomycin 
F)、チアジノトリエノマイシンG(Thiazinotrienomycin G)、チエラビンG(Thielavin G)、
チエロシンB3（Thielocin B3)、チモペンチン(Thymopentin)、チゲシクリン(Tigecycline
)、チペルカスト(Tipelukast)、トコトリエノール(Tocotrienol)、トカラミドA(Tokarami
de A)、トルカポン(Tolcapone)、トルテロジン酒石酸(Tolterodine Tartrate)、トポテカ
ン酢酸(Topotecan Acetate)、トポテカン塩酸(Topotecane Hydrochloride)、トプセンチ
ンB１(Topsentine B1)、トラベクテジン(Trabectedin)、トランス-レスベラトロール(tra
ns-Resveratrol)、トラキソプロジル(Traxoprodil)、トラキソプロジルメシル酸(Traxopr
odil mesylate)、トリミドキス(Trimidox)、トリフェンジオール(Triphendiol)、トログ
リタゾン(Troglitazone)、ツバストリン(Tubastrine)、ツブリシンA(Tubulysin A)、ツブ
リシンB(Tubulysin B)、ツブリシンC(Tubulysin C)、ツカレソール(Tucaresol)、チロペ
プチンA10(Tyropeptin A10)、チロペプチンA6(Tyropeptin A6)、チロペプチンA9(Tyropep
tin A9)、チロセルバチド(Tyroservatide)、チルホスチン47(Tyrphostin 47)、ウンカリ
ン酸 A(Uncarinic acid A)、
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【０４００】
ウンカリン酸 B(Uncarinic acid B)、ウンシアラマイシン(Uncialamycin)、バルルビシン
(Valrubicin)、バンコマイシン塩酸(Vancomycin hydrochloride)、ベイナミトール(Veina
mitol)、ベノルフィン(Venorphin)、ベルチシラチン(Verticillatine)、ベキシビノール(
Vexibinol)、ビアリニンB(Vialinin B)、ビナキサントン(Vinaxanthone)、W ペプチド(W 
Peptide)、ウィエデンジオールA(Wiedendiol A)、ウィエンデンジオールB(Wiedendiol B)
、ウオドリエン(Woodorien)、キサモテロールフマル酸(Xamoterol Fumarate)、キサント
アンゲロールE(Xanthoangelol E)、キサントフルビン(Xanthofulvin)、キサントメグニン
(Xanthomegnin)、キシパミド(Xipamide)、ヤタケマイシン(Yatakemycin)、ゼランドパム
塩酸(Zelandopam hydrochloride)、ゾルビシン塩酸(Zorubicin hydrochloride)。
【０４０１】
　ヒドロキシル基を有している適切な薬物は、以下のものからなる群から選択され得る：
(-)-(2R*,3R*,11bS*)-ジヒドロテトラベナジン((-)-(2R*,3R*,11bS*)-Dihydrotetrabenaz
ine)、(-)-(2R*,3S*,11bR*)-ジヒドロテトラベナジン((-)-(2R*,3S*,11bR*)-Dihydrotetr
abenazine)、(-)-2-(2-ブロモヘキサデカノイル)パクリタキセル((-)-2-(2-Bromohexadec
anoyl)paclitaxel)、(-)-4',5'-ジデメトキシピクロポドピリン((-)-4',5'-Didemethoxyp
icropodophyllin)、(-)-4'-デメトキシピクロポドフィリン((-)-4'-Demethoxypicropodop
hyllin)、(-)-9-デヒドロガラタミニウム臭化物((-)-9-Dehydrogalanthaminium bromide)
、(-)-カリケアミシノン((-)-Calicheamicinone)、(-)-シクロプロロール((-)-Cicloprol
ol)、(-)-シス-レソルシリド((-)-cis-Resorcylide)、(-)-インドカルバゾスタチンB((-)
-Indocarbazostatin B)、(-)-ケンドマイシン((-)-Kendomycin)、(-)-コラベノール((-)-
Kolavenol)、(-)-サルメテロール((-)-Salmeterol)、(-)-スベルシン酸((-)-Subersic ac
id)、(+)-(2R*,3R*,11bS*)-ジヒドロテトラベナジン((+)-(2R*,3R*,11bS*)-Dihydrotetra
benazine)、(+)-(2R*,3S*,11bR*)-ジヒドロテトラベナジン((+)-(2R*,3S*,11bR*)-Dihydr
otetrabenazine)、(+)-(S)-ヒドロキシクロロキン((+)-(S)-Hydroxychloroquine)、(+)-2
3,24-ジヒドロジスコデルモリド((+)-23,24-Dihydrodiscodermolide)、(+)-アルムヘプト
リドA((+)-Almuheptolide A)、(+)-α-ビニフェリン((+)-alpha-Viniferin)、(+)-アザカ
ラノリドA((+)-Azacalanolide A)、(+)-ジヒドロカラノリドA((+)-Dihydrocalanolide A)
、(+)-エトルフィン((+)-Etorphine)、(+)-インドカルバゾスタチン((+)-Indocarbazosta
tin)、(+)-イサモルタン((+)-Isamoltan)、(+)-SCH-351448((+)-SCH-351448)、(+)-ソタ
ロール((+)-Sotalol)、(E)-p-クマロイルキナ酸((E)-p-Coumaroylquinic acid)、(R)-ア
ルモカラント((R)-Almokalant)、(R)-ジキシラジン二塩酸((R)-Dixyrazine dihydrochlor
ide)、(R)-ゴスシポール((R)-Gossypol)、(R)-スルフィノシン((R)-Sulfinosine)、(S)-(
+)-クルクフェノール((S)-(+)-Curcuphenol)、(S)-アルモカラント((S)-Almokalant)、(S
)-メチルナルトレキソン臭化物((S)-Methylnaltrexone bromide)、(S)-オキシラセタム((
S)-Oxiracetam)、(S)-スルフィノシン((S)-Sulfinosine)、(Z)-インデナプロスト((Z)-In
denaprost)、[8]-ギンゲロール([8]-Gingerol)、[Arg(Me)9] MS-10、[D-Tyr1,Arg(Me)9] 
MS-10、[D-Tyr1,AzaGly7,Arg(Me)9] MS-10、[D-Tyr1] MS-10、[N-MeIle4]-シクロスポリ
ン([N-MeIle4]-cyclosporin)、[psi[CH2NH]Tpg4]バンコマイシンアグリコン([psi[CH2NH]
Tpg4]Vancomycin aglycon)、[Trp19] MS-10、111In-ペンテトレオチド(111In-Pentetreot
ide)、11-ヒドロキシエポチロンD(11-Hydroxyepothilone D)、11-ケト-β-ボスウェリン
酸(11-Keto-Beta-Boswellic Acid)、
【０４０２】
13-デオキシアドリアマイシン塩酸(13-Deoxyadriamycin hydrochloride)、14α-リポイル
アンドログラホリド(14alpha-Lipoyl andrographolide)、14β-ヒドロキシドセタキセル-
1,14-アセトニド(14beta-Hydroxydocetaxel-1,14-acetonide)、14β-ヒドロキシタキソテ
レ(14beta-Hydroxytaxotere)、14-デメチルミコチシンA(14-Demethylmycoticin A)、14-
ヒドロキシクラリスロマイシン(14-Hydroxyclarithromycin)、14-イソブタノイランドロ
グラホリド(14-Isobutanoylandrographolide)、14-メトキシメトポン(14-Methoxymetopon
)、14-フェニルプロプキシメトポン(14-Phenylpropoxymetopon)、14-ピバロイランドログ
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ラホリド(14-Pivaloylandrographolide)、15-メチルエポチロンB(15-Methylepothilone B
)、16-メチロキサゾロマイシン(16-Methyloxazolomycin)、17-アミノゲルダナマイシン(1
7-Aminogeldanamycin)、17β-ヒドロキシウォルトマンニン(17beta-Hydroxywortmannin)
、18,19-デヒドロブプレノルフィン塩酸(18,19-Dehydrobuprenorphine hydrochloride)、
18-ヒドロキシコロナリジン(18-Hydroxycoronaridine)、19-O-デメチルスシトフィシンC(
19-O-Demethylscytophycin C)、19-O-メチルゲルダナマイシン(19-O-Methylgeldanamycin
)、1α,25-ジヒドロキシビタミン D3-23,26-ラクトン(1alpha,25-Dihydroxyvitamin D3-2
3,26-lactone)、1α-ヒドロキシビタミン D4(1alpha-Hydroxyvitamin D4)、1-オキソラパ
マイシン(1-Oxorapamycin)、2,12-ジメチルオイロチノン(2,12-Dimethyleurotinone)、21
-アミノポチロンB(21-Aminoepothilone B)、22-ene-25-オキサビタミン D(22-Ene-25-oxa
vitamin D)、22-オキサカルシトリオール(22-Oxacalcitriol)、24(S)-オコチロール(24(S
)-Ocotillol)、24-デオキシアスコマイシン(24-Deoxyascomycin)、25-アンヒドロシミゲ
ノール-3-O-β-D-キシロピラノシド(25-Anhydrocimigenol-3-O-beta-D-xylopyranoside)
、26-フルオロエポチロン(26-Fluoroepothilone)、2-アミノアリステロマイシン(2-Amino
aristeromycin)、2-アミノネプラノシンA(2-Aminoneplanocin A)、2'-ヒドロキシマテウ
シノール(2'-Hydroxymatteucinol)、2-メトキシエストラジオール(2-Methoxyestradiol)
、2-メチルユーロチノン(2-Methyleurotinone)、2'-パルミトイルパクリタキセル(2'-Pal
mitoylpaclitaxel)、3,5-ジカフェオイルキナ酸(3,5-Dicaffeoylquinic acid)、3,7a-ジ
エピアレキシン(3,7a-Diepialexine)、36-ジヒドロイソロリニアスタチン1(36-Dihydrois
orolliniastatin 1)、3-アリルファルネソル(3-Allyl farnesol)、3-ブロモジオスメチン
(3-Bromodiosmetine)、3-ブロモジオスミン(3-Bromodiosmine)、3-クロロジオスメチン(3
-Chlorodiosmetine)、3-クロロジオスミン(3-Chlorodiosmine)、3-デアザアデノシン(3-D
eazaadenosine)、3-エピマキサカルシトール(3-Epimaxacalcitol)、4,6-ジエン-Cer(4,6-
diene-Cer)、4',7,8-トリヒドロキシイソフラボン(4',7,8-Trihydroxyisoflavone)、41-
デメチルホモオリゴマイシンB(41-Demethylhomooligomycin B)、44-ホモオリゴマイシンB
(44-Homooligomycin B)、4-アミノサリチル酸(4-Aminosalicylic acid)、4-クロロフェニ
ルチオ-DADMe-イムシリン-A(4-Chlorophenylthio-DADMe-immucillin-A)、4-デメチルエポ
チロンB(4-Demethylepothilone B)、4-デメチルペンクロメジン(4-Demethylpenclomedine
)、4'-エチニルスタブジン(4'-Ethynylstavudine)、4-ヒドロキシアトモキセチン(4-Hydr
oxyatomoxetine)、4''-ヒドロキシメバスタチン乳酸(4''-Hydroxymevastatin lactone)、
4-ヨードプロポホル(4-Iodopropofol)、5(R)-ヒドロキシトリプトリド(5(R)-Hydroxytrip
tolide)、5,4'-ジエピアルベカシン(5,4'-Diepiarbekacin)、5,6-デヒドロアスコマイシ
ン(5,6-Dehydroascomycin)、5'-エピエキセチン(5'-Epiequisetin)、5-エチルチオリボス
(5-Ethylthioribose)、5-ヨードフレデリカマイシンA(5-Iodofredericamycin A)、5-N-ア
セチル-15bα-ヒドロキシアルデエミン(5-N-Acetyl-15balpha-hydroxyardeemin)、5-フェ
ニルチオアシクロウリジン(5-Phenylthioacyclouridine)、5-チアエポチロン(5-Thiaepot
hilone)、5Zー7-オキソゼアノール(5Z-7-Oxozeaenol)、6α-7-エピパクリタキセル(6alph
a-7-Epipaclitaxel)、6α-フルオロウルソデオキシコール酸(6alpha-Fluoroursodeoxycho
lic acid)、6-カルボキシゲニステイン(6-Carboxygenistein)、6'-ホモネプラノシンA(6'
-Homoneplanocin A)、6-ヒドロキシスシトフィシンB(6-Hydroxyscytophycin B)、6-O-mPE
G4-ナルブピン(6-O-mPEG4-Nalbupine)、6-O-mPEG5-ナルブフィン(6-O-mPEG5-Nalbuphine)
、7,7a-ジエピアレキシン(7,7a-Diepialexine)、7-クロロキヌレン酸(7-Chlorokynurenic
 acid)、7-デオキシタキソル(7-Deoxytaxol)、7-メチルカピラリシン(7-Methylcapillari
sin)、8(R)-フルオロイダルビシン塩酸(8(R)-Fluoroidarubicin hydrochloride)、8',9'-
デヒドロアスコクロリン(8',9'-Dehydroascochlorin)、8-カルボキシ-イソ-イアンテラン
 A(8-Carboxy-iso-iantheran A)、8-パラドール(8-Paradol)、8-プレニラピゲニン(8-Pre
nylapigenin)、8-プレニルナリンゲニン(8-Prenylnaringenin)、9,11-デヒドロコルテキ
ソロン 17α-ブチレート(9,11-Dehydrocortexolone 17alpha-butyrate)、9,9ージヒドロ
タキソル(9,9-Dihydrotaxol)、9-[18F]フルオロプロピル-(+)-ジヒドロテトラベナジン(9
-[18F]Fluoropropyl-(+)-dihydrotetrabenazine)、99mTc-c(RGDfK*)2HYNIC、9-アミノカ
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ンプトテシン(9-Aminocamptothecin)、9-ヒドロキシクリサミシンA(9-Hydroxycrisamicin
 A)、9-ヒドロキシリスペリドン(9-Hydroxyrisperidone)、A-42867 プソイドアグリコン(
A-42867 pseudoaglycone)、アバカビルコハク酸(Abacavir succinate)、アバカビル硫酸(
Abacavir sulfate)、アバペリドン塩酸(Abaperidone hydrochloride)、アバレリキス(Aba
relix)、アビエタキノンメチド(Abietaquinone methide)、アビラテロン(Abiraterone)、
アカセチン(Acacetin)、アカデシン(Acadesine)、アカルボス(Acarbose)、アカテリン(Ac
aterin)、アセブトロール塩酸(Acebutolol hydrochloride)、アセマンナン(Acemannan)、
アセノイラミン酸ナトリウム塩(Aceneuramic acid sodium salt)、アシクロビル(Aciclov
ir)、アクラルビシン(Aclarubicin)、アコビフェン塩酸(Acolbifene hydrochloride)、ア
コチアミド塩酸塩水和物(Acotiamide hydrochloride hydrate)、アクロベストン(Acroves
tone)、アクチノプラノンA(Actinoplanone A)、アクチノプラノンB(Actinoplanone B)、
アクレアシンアガマ(Aculeacin Agamma)、アシリン(Acyline)、アダマンチルグロボトリ
アオシルセラミド(Adamantyl globotriaosylceramide)、アダホスチン(Adaphostin)、ア
ダプロロールマレイン酸(Adaprolol maleate)、アダプロロールシュウ酸(Adaprolol Oxal
ate)、アダロテン(Adarotene)、アデシペノール(Adecypenol)、アデルミドロール(Adelmi
drol)、アデメチオニントシル酸塩硫酸塩(Ademetionine tosylate sulfate)、アデノホス
チンA(Adenophostin A)、アデノホスチンB(Adenophostin B)、アデノシン(Adenosine)、
アドルプロン(Adlupulon)、アドキサントロマイシンA(Adxanthromycin A)、オーロスリシ
ン1(Aerothricin 1)、オーロスリシン41(Aerothricin 41)、オーロスリシン45(Aerothric
in 45)、オーロスリシン5(Aerothricin 5)、オーロスリシン50(Aerothricin 50)、オーロ
スリシン55(Aerothricin 55)、アフェレテカン塩酸(Afeletecan hydrochloride)、アゲラ
スフィン517(Agelasphin 517)、アゲラスフィン564(Agelasphin 564)、アグライアスタチ
ンA(Aglaiastatin A)、アグライアスタチンB(Aglaiastatin B)、アジュレム酸(Ajulemic 
acid)、アルバコナゾール(Albaconazole)、アルビフィリン(Albifylline)、アルビチアゾ
リウム臭化物(Albitiazolium bromide)、アルボシクリンK3(Albocycline K3)、アルケミ
キス(Alchemix)、アルクロメタソンジプロピン酸(Alclometasone dipropionate)、アルク
ロニウムクロリド(Alcuronium chloride)、アルデカルマイシン(Aldecalmycin)、アルジ
フェン(Aldifen)、アレムシナル(Alemcinal)、アルファカルシドール(Alfacalcidol)、ア
リサマイシン(Alisamycin)、アリスキレンフマル酸(Aliskiren fumarate)、アルカサル-1
8(Alkasar-18)、アリキシン(Allixin)、アルモカラント(Almokalant)、アログリプチン安
息香酸(Alogliptin benzoate)、(alpha-C-Galactosylceramide)、(alpha-Galactosylcera
mide)、(alpha-Galactosylceramide-BODIPY)、(alpha-Lactosylceramide)、αーマンゴス
チン(alpha-Mangostin)、αーメチルエピネフリン(alpha-Methylepinephrine)、α-メチ
ルノレピネフリン(alpha-Methylnorepinephrine)、α-ペルタチン(Alpha-Peltatin)、α
ーピロンI(alpha-Pyrone I)、アルプラフェノン塩酸(Alprafenone hydrochloride)、アル
プレノロール塩酸(Alprenolol hydrochloride)、アルプロスタジル(Alprostadil)、アル
テミシジン(Altemicidin)、アルトリチンC(Altorhyrtin C)、アルトロマイシンA(Altromy
cin A)、アルトロマイシンB(Altromycin B)、アルトロマイシンC(Altromycin C)、アルト
ロマイシンD(Altromycin D)、アルトロマイシンズ(Altromycins)、アルベスピマイシン塩
酸（Alvespimycin hydrochloride)、アルビモパン水和物(Alvimopan hydrate)、アルボシ
ジブ塩酸(Alvocidib hydrochloride)、アマミスタチンA(Amamistatin A)、アマミスタチ
ンB(Amamistatin B)、アマロゲンチン(Amarogentin)、アンブロキソール硝酸(Ambroxol n
itrate)、アムドキソビル(Amdoxovir)、アメロメタソン(Amelometasone)、アメルバント(
Amelubant)、アミベグロン塩酸(Amibegron hydrochloride)、アミドキス(Amidox)、アミ
カシン(Amikacin)、アミノカンジン(Aminocandin)、アムレキサノキス(Amlexanox)、アン
モシジンA(Ammocidin A)、アモジアキン(Amodiaquine)、アモスラロール塩酸(Amosulalol
 Hydrochloride)、アモキシシリン三水和物(Amoxicillin trihydrate)、
アンフィジノリドE(Amphidinolide E)、アンフィジノリドT１(Amphidinolide T1)、アン
フィニジンA(Amphinidin A)、アンホテリシンB(Amphotericin B)、アンプレナビル(Ampre
navir)、アムルビシン塩酸(Amrubicin Hydrochloride)、アムレシンH(Amurensin H)、ア
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ミコラミシン(Amycolamicin)、アミコマイシン(Amycomycin)、アナンダミド(Anandamide)
、アンデナレン(Andenallene)、ANDREA-1(ANDREA-1)、アンドロスタノロン(Androstanolo
ne)、アングイロスポラル(Anguillosporal)、アングイノマイシンC(Anguinomycin C)、ア
ングイノマイシンD(Anguinomycin D)、アニズラフンギン(Anidulafungin)、アンキノマイ
シン(Ankinomycin)、アンナマイシン(Annamycin)、アンノケリモリン(Annocherimolin)、
アンヌリンC(Annulin C)、アンテリアチン(Antheliatin)、アンチド(Antide)、アンチド-
1(Antide-1)、アンチド-2(Antide-2)、アンチド-3(Antide-3)、アンチフラミン-1(Antifl
ammin-1)、アンチフラミン-3(Antiflammin-3)、アンチマイシンA11(Antimycin A11)、ア
ンチマイシンA12(Antimycin A12)、アンチマイシンA13(Antimycin A13)、アンチマイシン
A 14(Antimycin A14)、アンチマイシンA 15(Antimycin A15)、アンチマイシンA 16(Antim
ycin A16)、アパデノソン(Apadenoson)、アパルシリンナトリウム(Apalcillin sodium)、
アパジクオン(Apaziquone)、アフィジコリン(Aphidicolin )、アフィジコリングリシネー
ト(Aphidicolin Glycinate)、アピクラレンA(Apicularen A)、アピクラレンB(Apicularen
 B)、アピゲニン(Apigenin)、アプラビロック塩酸(Aplaviroc hydrochloride)、アポミン
(Apomine)、アポモルフィン塩酸(Apomorphine hydrochloride)、アプリシタビン(Apricit
abine)、アラグステロールA(Aragusterol A)、アラグステロールC(Aragusterol C)、アラ
ノロシン(Aranorosin)、アラノロシノールA(Aranorosinol A)、アラノロシノールB(Arano
rosinol B)、アラノーズ(Aranose)、アルベカシン(Arbekacin)、アルベカシン硫酸(Arbek
acin sulfate)、アルビドール(Arbidol)、アルボルカンジンA(Arborcandin A)、アルボル
カンジンB(Arborcandin B)、アルボルカンジンC(Arborcandin C)、アルボルカンジンD(Ar
borcandin D)、アルボルカンジンE(Arborcandin E)、アルボルカンジンF(Arborcandin F)
、アルブタミン塩酸(Arbutamine hydrochloride)、アルカゾリドA(Archazolid A)、アル
カゾリドB(Archazolid B)、
【０４０３】
アルホルモテロール酒石酸(Arformoterol tartrate)、アルギオトキシン-636(Argiotoxin
-636)、アリモクロモールマレイン酸(Arimoclomol maleate)、アリソスタチンA(Arisosta
tin A)、アリスガシンA(Arisugacin A)、アロチノロール塩酸(Arotinolol hydrochloride
)、アルテピリンC(Artepillin C)、アルチリドフマル酸(Artilide fumarate)、アルンジ
フンギン(Arundifungin)、アルゾキシフェン塩酸(Arzoxifene hydrochloride)、アスコス
テロシド(Ascosteroside)、アシアト酸(Asiatic acid)、アシアチコシド(Asiaticoside)
、アシマドリン(Asimadoline)、アスペルリシンB(Asperlicin B)、アスペルリシンE(Aspe
rlicin E)、アスポキシシリン(Aspoxicillin)、アスサミシンI(Assamicin I)、アスサミ
シンII(Assamicin II)、アストロミシン硫酸(Astromicin sulfate)、アタラフィリジン(A
talaphillidine)、アタラフィリニン(Atalaphillinine)、アタザナビル硫酸(Atazanavir 
sulfate)、アテノロール(Atenolol)、アチグリフロジン(Atigliflozin)、アトルバスタチ
ン(Atorvastatin)、アトルバスタチンカルシウム(Atorvastatin calcium)、アトロバスタ
チン-アリスキレン(Atorvastatin-Aliskiren)、アトシバン(Atosiban)、アトバクオン(At
ovaquone)、アトラリン酸(Atraric acid)、アトリノシトール(Atrinositol)、オーリスタ
チンE(Auristatin E)、オーロチオグルコス(Aurothioglucose)、オーストラリフンギン(A
ustralifungin)、オーストラリン(Australine)、アビセノールA(Avicenol A)、アビセキ
ノンA(Avicequinone A)、アビシンD(Avicin D)、アビシンG(Avicin G)、アボレリン(Avor
elin)、アキシチローム(Axitirome)、アザシチジン(Azacitidine)、アザレスベラトロー
ル(Azaresveratrol)、アザロマイシンSC(Azaromycin SC)、アザトキシン(Azatoxin)、ア
ゼラスチンエンボネート(Azelastine embonate)、アゼピノスタチン(Azepinostatin)、ア
ジスロマイシン(Azithromycin)、アジスロマイシン銅錯体(Azithromycin Copper Complex
)、バクトボリン(Bactobolin)、バフィロマイシンA１(Bafilomycin A1)、バフィロマイシ
ンC1(Bafilomycin C1)、バイカレイン(Baicalein)、バイカリン(Baicalin)、バルヒマイ
シン(Balhimycin)、バロフロキサシン(Balofloxacin)、バロフロキサシン二水和物(Balof
loxacin dihydrate)、バルサラジド二ナトリウム(Balsalazide disodium)、バンブテロー
ル(Bambuterol)、バノキサントローン(Banoxantrone)、バオゴンテンA(Baogongteng A)、
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バリキシバト(Barixibat)、バルシバン(Barusiban)、バゼドキシフェン酢酸(Bazedoxifen
e acetate)、バゼドキシフェン塩酸(Bazedoxifene hydrochloride)、ベカテカリン(Becat
ecarin)、ベシパルシル(Beciparcil)、ベクロメタソンジプロピオン酸(Beclometasone di
propionate)、ベコカルシジオール(Becocalcidiol)、ベドラドリン硫酸(Bedoradrine sul
fate)、ベフロキサトーン(Befloxatone)、ベフノロール塩酸(Befunolol hydrochloride)
、ベガセスタット(Begacestat)、ベラクチンB(Belactin B)、ベロテカン塩酸(Belotecan 
hydrochloride)、ベナドロスチン(Benadrostin)、ベナノミシンA(Benanomicin A)、ベナ
ノミシンB(Benanomicin B)、ベナスタチンA(Benastatin A)、ベナスタチンB(Benastatin 
B)、ベナスタチンC(Benastatin C)、ベナスタチンD(Benastatin D)、ベネキサートシクロ
デキシトリン(Benexate cyclodextrin)、ベンガゾールA(Bengazole A)、ベンガゾールB(B
engazole B)、ベンズブロマロン(Benzbromarone)、ベラプロストナトリウム(Beraprost s
odium)、ベレフリン(Berefrine)、ベルピパムマレイン酸(Berupipam maleate)、ベルバス
タチン(Bervastatin)、ベシフロキサシン塩酸(Besifloxacin hydrochloride)、β-ボスウ
ェリン酸(Beta-Boswellic Acid)、β-マンゴスチン(beta-Mangostin)、ベタメタソンブチ
レートプロピオネート(Betamethasone butyrate propionate)、ベタメタソンジプロピオ
ネート(Betamethasone dipropionate)、β-シアロシルコレステロールナトリウム塩(Beta
-Sialosylcholesterol Sodium Salt)、ベタキソロール塩酸(Betaxolol hydrochloride)、
ベバトロール塩酸(Bevantolol hydrochloride)、ビアペネム(Biapenem)、ビエムニジン(B
iemnidin)、ビマトプロスト(Bimatoprost)、ビモクロモール(Bimoclomol)、ビモクロモー
ル1-オキシド(Bimoclomol 1-oxide)、ビモシアモス(Bimosiamose)、ビンフロキサシン(Bi
nfloxacin)、ビノデノソン(Binodenoson)、ビオカニンA(Biochanin A)、ビオキサロマイ
シンα1(Bioxalomycin alpha 1)、ビオキサロマイシンα2(Bioxalomycin alpha2)、ビプ
ラノール塩酸(Bipranol hydrochloride)、ビサボスクアルB(Bisabosqual B)、ビサボスク
アルD(Bisabosqual D)、ビスムスサブサリシル酸(Bismuth subsalicylate)、ビソプロロ
ールフマル酸(Bisoprolol fumarate)、ビスフェノール(Bisphenol)、ビトルテロールメシ
ル酸(Bitolterol mesylate)、ビキス(Bix)、ビゼレシン(Bizelesin)、ブレオマイシン硫
酸A2(Bleomycin A2 sulfate)、ボゴロールA(Bogorol A)、ボヘミン(Bohemine)、ボホルマ
イシン(Boholmycin)、ボリナキノン(Bolinaquinone)、ボルレリジン(Borrelidin)、ボセ
ンタン(Bosentan)、ブランジシアニンA(Brandisianin A)、ブランジシアニンB(Brandisia
nin B)、ブランジシアニンC(Brandisianin C)、ブラシリカルジンA(Brasilicardin A)、
ブラシリノリドA(Brasilinolide A)、ブラシリノリドB(Brasilinolide B)、ブレカナビル
(Brecanavir)、ブレフレート(Breflate)、ブレビホリンカルボン酸(Brevifolin carboxyl
ic acid)、ブレイニンA(Breynin A)、ブレイニンB(Breynin B)、ブレバニブ(Brivanib)、
ブリブジン(Brivudine)、ブロモロプセタチン13(Bromotopsentin)、ブリオスタチン1(Bry
ostatin 1)、ブリオスタチン10(Bryostatin 10)、ブリオスタチン11(Bryostatin 11)、ブ
リオスタチン12(Bryostatin 12)、ブリオスタチン13(Bryostatin 13)、ブリオスタチン9(
Bryostatin 9)、ブデソニド(Budesonide)、ブフロメジルピリドキサールリン酸(Buflomed
il pyridoxalphosphate)、ブンゲオール酸(Bungeolic acid)、ブプレノルフィン塩酸(Bup
renorphine hydrochloride)、ブセレリン酢酸(Buserelin acetate)、ブタラクチン(Butal
actin)、ブテイン(Butein)、ブテラノール(Buteranol)、ブチキソコルト(Butixocort)、
ブトフィロロール(Butofilolol)、ブトルファン(Butorphan)、ブトルファノール酒石酸(B
utorphanol tartrate)、ビスソクラミソール(Byssochlamysol)、カバジタキセル(Cabazit
axel)、カビン1(Cabin 1)、カドララジン(Cadralazine)、カドロフロキサシン塩酸(Cadro
floxacin hydrochloride)、カフェインクエン酸(Caffeine citrate)、カラノリドA(Calan
olide A)、カラノリドB(Calanolide B)、カルビストリンA(Calbistrin A)、カルビストリ
ンB(Calbistrin B)、カルビストリンC(Calbistrin C)、カルビストリンD(Calbistrin D)
、カルシポトリオール(Calcipotriol)、カルシトリオール(Calcitriol)、カルシウム様ペ
プチド 1(Calcium-like peptide 1)、カレビンA(Calebin A)、カロコウマリンA(Calocoum
arin A)、カロポロシドB(Caloporoside B)、カロポロシドC(Caloporoside C)、カロポロ
シドD(Caloporoside D)、カロポロシドE(Caloporoside E)、カロポロシドF(Caloporoside
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 F)、カルホスチンA(Calphostin A)、カルホスチンB(Calphostin B)、カルホスチンC(Cal
phostin C)、カルホスチンD(Calphostin D)、カルホスチンI(Calphostin I)、カルテリド
ールカルシウム(Calteridol calcium)、カンブレスシジン800(Cambrescidin 800)、カン
ブレスシジン816(Cambrescidin 816)、カンブレスシジン830(Cambrescidin 830)、カンブ
レスシジン844(Cambrescidin 844)、カミグリボス(Camiglibose)、カンペスタノールアス
コルビルホスフェート(Campestanol ascorbyl phosphate)、カナデンソール(Canadensol)
、カナグリフロジン(Canagliflozin)、カンデラリドB(Candelalide B)、カンデラリドC(C
andelalide C)、カングレロルテトラナトリウム(Cangrelor tetrasodium)、カンベントー
ル(Canventol)、カパデノソン(Capadenoson)、カペシタビン(Capecitabine)、カピラリシ
ン(Capillarisin)、カプラザマイシンA(Caprazamycin A)、カプラザマイシンB(Caprazamy
cin B)、カプラザマイシンC(Caprazamycin C)、カプラザマイシンE(Caprazamycin E)、カ
プラザマイシンF(Caprazamycin F)、カプリジンβ(Capridine beta)、カプサゼピン(Caps
azepine)、カラベルサト(Carabersat)、カルバゾマズリンA(Carbazomadurin A)、カルバ
ゾマズリンB(Carbazomadurin B)、カルベトシン(Carbetocin)、カルビドパ(Carbidopa)、
カルボビル(Carbovir)、カリバエオシド(Caribaeoside)、カリスバメート(Carisbamate)
、カルモテロール塩酸(Carmoterol hydrochloride)、カルペステロール(Carpesterol)、
カルキノスタチンA(Carquinostatin A)、カルサトリン(Carsatrin)、カルテオロール塩酸
(Carteolol hydrochloride)、カルテラミンA(Carteramine A)、カルバスタチン(Carvasta
tin)、カルベジロール(Carvedilol)、カスポフンギン酢酸(Caspofungin acetate)、カス
シガロールA(Cassigalol A)、カスタノスペルミン(Castanospermine)、セフブペラゾンナ
トリウム(Cefbuperazone sodium)、セフカネル(Cefcanel)、セフェテコル(Cefetecol)、
セホニシドナトリウム(Cefonicid sodium)、セホペラゾンナトリウム(Cefoperazone sodi
um)、セホセリス硫酸(Cefoselis sulfate)、カフピラミドナトリウム(Cefpiramide sodiu
m)、セフプロジル(Cefprozil)、セフプロジル一水和物(Cefprozil monohydrate)、セルゴ
シビル(Celgosivir)、セリカリム(Celikalim)、セリプロロール塩酸(Celiprolol hydroch
loride)、セファロスタチン1(Cephalostatin 1)、セファロスタチン2(Cephalostatin 2)
、セファロスタチン3(Cephalostatin 3)、セファロスタチン4(Cephalostatin 4)、セファ
ロスタチン7(Cephalostatin 7)、セファロスタチン8(Cephalostatin 8)、セファロスタチ
ン9(Cephalostatin 9)、セラミダスチン(Ceramidastin)、セレブロシドA(Cerebroside A)
、セレブロシドB(Cerebroside B)、セレブロシドC(Cerebroside C)、セレブロシドD(Cere
broside D)、セリバスタチンナトリウム(Cerivastatin sodium)、セルレチドジエチラミ
ン(Ceruletide diethylamine)、セテグロキサシン(Cetefloxacin)、セトマイシン(Cethro
mycin)、セトロレリキス酢酸(Cetrorelix Acetate)、カクコール(Chackol)、カエトアト
ロシンA(Chaetoatrosin A)、カフロシド(Chafuroside)、ケノデオキシコール酸(Chenodeo
xycholic acid)、セトシン(Chetocin)、シノイン-169(Chinoin-169)、クロプトシン(Chlo
ptosin)、クロラジコマイシン(Chlorazicomycin)、クロロフシン(Chlorofusin)、クロロ
ゲンチシルキノン(Chlorogentisylquinone)、クロロオリエンチシンA(Chloroorienticin 
A)、クロロオリエンチシンB(Chloroorienticin B)、コレラ自己誘導物質(Cholerae Autoi
nducer-1)、コリンアルホスセレート(Choline alfoscerate)、コンドラミドA(Chondramid
e A)、コンドラミドB(Chondramide B)、コンドラミドC(Chondramide C)、シクレソニド(C
iclesonide)、シクレタニン(Cicletanine)、シドホビル(Cidofovir)、シマテロール(Cima
terol)、シメトロピウム臭化物(Cimetropium bromide)、シナトリンA(Cinatrin A)、シナ
トリンB(Cinatrin B)、シナトリンC1(Cinatrin C1)、シナトリンC2(Cinatrin C2)、シン
ナバラミドA(Cinnabaramide A)、シンナトリアセチンA(Cinnatriacetin A)、シンナトリ
アセチンB(Cinnatriacetin B)、シノラゼパム(Cinolazepam)、シプロフロキサシン塩酸(C
iprofloxacin hydrochloride)、シプロキレン(Ciprokiren)、シス-6-ショウガオール(cis
-6-Shogaol)、シチコリン(Citicoline)、シトプレシンI(Citpressine I)、シトレアミシ
ン-α(Citreamicin-Alpha)、シトレアミシン-η(Citreamicin-eta)、シトロペプチン(Cit
ropeptin)、シトルリマイシンA(Citrullimycine A)、シトルシニンI(Citrusinine-I)、ク
ラドリビン(Cladribine)、クラリスロマイシン(Clarithromycin)、クラウセナミンA(Clau
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senamine A)、クラバリン酸(Clavaric acid)、クラバリノン(Clavarinone)、クラブラネ
ートポタシウム(Clavulanate potassium)、クラゾセンタン(Clazosentan)、クレブジン(C
levudine)、
【０４０４】
クリンダマイシン塩酸(Clindamycin hydrochloride)、クリトシン(Clitocine)、クロベノ
シド(Clobenoside)、クロファラビン(Clofarabine)、クロピテピン(Clopithepin)、クロ
ラノロール塩酸(Cloranolol hydrochloride)、ココシトール(Cocositol)、コラボマイシ
ンA(Colabomycin A)、コレノイラミド(Coleneuramide)、コレオホモンB(Coleophomone B)
、コレスチミド(Colestimide)、コルホルシン(Colforsin)、コルホルシンダプロエート塩
酸塩(Colforsin daproate hydrochloride)、コレト酸(Colletoic acid)、コルプロン(Col
upulon)、コンブレタスタチンA-1(Combretastatin A-1)、コンブレタスタチンA-2(Combre
tastatin A-2)、コンブレタスタチンA-3(Combretastatin A-3)、コンブレタスタチンB-1(
Combretastatin B-1)、コンブレタスタチンB-2(Combretastatin B-2)、コンブレタスタチ
ンB-3(Combretastatin B-3)、コンブレタスタチンB-4(Combretastatin B-4)、コンブレタ
スタチンD-1(Combretastatin D-1)、コンブレタスタチンD-2(Combretastatin D-2)、コン
プレスタチン(Complestatin)、コナゲニン(Conagenin)、コニフェロールアルコール(Coni
ferol Alcohol)、コニオセチン(Coniosetin)、コノクルボン(Conocurvone)、コノピリン(
Conophylline)、コンチグナステロール(Contignasterol)、コンツラキンG(Contulakin G)
、コルテキソロン 17α-プロピオネート(Cortexolone 17alpha-propionate)、コリネカン
ジン(Corynecandin)、コサラン(Cosalane)、コシテカン(Cositecan)、コスタトリド(Cost
atolide)、コウマミジンγ1(Coumamidine Gamma1)、コウマミジンγ2(Coumamidine Gamma
2)、クラスシカウリンA(Crassicauline A)、クレラスタチンA(Crellastatin A)、クリサ
ミシンC(Crisamicin C)、クリスナトールメシル酸(Crisnatol mesilate)、クロベネチン(
Crobenetine)、クロベネチン塩酸(Crobenetine hydrochloride)クロマカリム、(Cromakal
im)、クロスソプチンA(Crossoptine A)、クロスソプチンB(Crossoptine B)、クルチシア
ンA(Curtisian A)、クルチシアンB(Curtisian B)、クルチシアンD(Curtisian D)、クルブ
ラロール(Curvularol)、塩化シアニジン一水和物(Cyanidin Chloride Monohydrate)、シ
クラメノール(Cyclamenol)、シクランデレート(Cyclandelate)、シクリポスチンA(Cyclip
ostin A)、シクロコンノール(Cyclocommunol)、シクロヘキサネジオール(Cyclohexanedio
l)、シクロマリンA(Cyclomarin A)、シクロオタチン(Cyclooctatin)、シクロプラタム(Cy
cloplatam)、シクロプロパラジシコール(Cycloproparadicicol)、シクロスポリンA(Cyclo
sporin A)、シクロスポリンJ(Cyclosporin J)、シクロテオナミドA(Cyclotheonamide A)
、シクロチアリジン(Cyclothialidine)、シガロビル(Cygalovir)、シペマイシン(Cypemyc
in)、シルトミネチン(Cyrtominetin)、シストシン(Cystocin)、シストチアゾールC(Cysto
thiazole C)、シストチアゾールD(Cystothiazole D)、シストチアゾールF(Cystothiazole
 F)、シタレン(Cytallene)、シタラビン(Cytarabine)、シタラマイシン(Cytaramycin)、
シトブラスチン(Cytoblastin)、シトカラシンB(Cytochalasin B)、シトコロル(Cytochlor
)、シトゲニン(Cytogenin)、シトスポリン酸(Cytosporic acid)、シトスポロンB(Cytospo
rone B)、シトスタチン(Cytostatin)、シトトリエニンI(Cytotrienin I)、シトトリエニ
ンII(Cytotrienin II)、シトトリエニンIII(Cytotrienin III)、シトトリエニンIV(Cytot
rienin IV)、シトキサゾン(Cytoxazone)、DACH-Pt(II)-ビス-アスコルベート(DACH-Pt(II
)-bis-ascorbate)、ダシノスタット(Dacinostat)、ダクチミシン(Dactimicin)、ダクチル
フンギンA(Dactylfungin A)、ダクチルフンギンB(Dactylfungin B)、ダクチロシクリンA(
Dactylocycline A)、ダクチロシクリンB(Dactylocycline B)、ダクチロルヒンB(Dactylor
hin B)、DADMe-イムシリン-G(DADMe-Immucillin-G)、DADMe-イムシリン-H(DADMe-Immucil
lin-H)、ダラルギン(Dalargin)、ダルババンシン(Dalbavancin)、ダルホプリスチンメシ
ル酸(Dalfopristin mesilate)、ダルバスタチン(Dalvastatin)、ダムナカンタル(Damunac
antal)、ダノフロキサシン(Danofloxacin)、ダパグリフロジン(Dapagliflozin)、ダフノ
ドリンA(Daphnodorin A)、ダフノドリンB(Daphnodorin B)、ダフノドリン C((-)-エナン
チオマー)(Daphnodorin C((-)-enantiomer))、ダプロプテリン二塩酸(Dapropterin dihyd
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rochloride)、ダルブフェロン(Darbufelone)、ダルブフェロンメシル酸(Darbufelone mes
ilate)、ダルナビル(Darunavir)、ダサンタフィル(Dasantafil)、ダサチニブ(Dasatinib)
、ダウノルビシン(Daunorubicin)、ダウリクロメン酸(Daurichromenic acid)、ダビジゲ
ニン(Davidigenin)、ダブネチド(Davunetide)、デアセチルモキシシリート塩酸塩(Deacet
yl moxisylyte hydrochloride)、デカヒドロモエノマイシンA(Decahydromoenomycin A)、
デカプラニン(Decaplanin)、デカレストリクチンC(Decarestrictine C)、デカレストリク
チンD(Decarestrictine D)、デカトロミシンA(Decatromicin A)、デカトロミシンB(Decat
romicin B)、デシタビン(Decitabine)、デクルシノール(Decursinol)、デシルガレート(D
ecyl gallate)、デフェラシロキス(Deferasirox)、デフェリプロン(Deferiprone)、デフ
ラザコルト(Deflazacort)、デフロリムス(Deforolimus)、デガレリキス酢酸(Degarelix a
cetate)、デヒデロン(Dehydelone)、デヒドロドラスタチン-13(Dehydrodolastatin-13)、
デヒドロジンゲロン(Dehydrozingerone)、デラフロキサシン(Delafloxacin)、デラミノマ
イシンA(Delaminomycin A)、デラミノマイシンB(Delaminomycin B)、デラミノマイシンC(
Delaminomycin C)、デリモテカンナトリウム(Delimotecan sodium)、デルフィニジン(Del
phinidin)、δ-トコフェロールグルコシド(delta-Tocopherol glucoside)、デルチバント
(Deltibant)、デメチムノマイシン(Demethimmunomycin)、デメトマイシン(Demethomycin)
、デメチラロサミジン(Demethylallosamidin)、デメチラステリキノンB-1(Demethylaster
riquinone B-1)、デノパミン(Denopamine)、デニホソール四ナトリウム(Denufosol tetra
sodium)、デオキシエンテロシン(Deoxyenterocin)、デオキシライドロマイシン(Deoxylai
dlomycin)、デオキシムルンドカンジン(Deoxymulundocandin)、デオキシノジリマイシン(
Deoxynojirimycin)、デオキシスペルグアリン塩酸(Deoxyspergualin Hydrochloride)、デ
プロドンプロピオン酸(Deprodone propionate)、デルサラジン(Dersalazine)、デサセチ
レロイテビン(Desacetyleleutherobin)、デサセチルラビドマイシンN-オキシド(Desacety
lravidomycin N-oxide)、デスアセチルビンブラスチネヒドラジド(Desacetylvinblastine
hydrazide)、デスアセチルビンブラスチンヒドラジド/葉酸コンジュゲート(Desacetylvin
blastinehydrazide/folate conjugate)、デスブチルベンフルメトール(Desbutyl benflum
etol)、デスブチルハロホントリン塩酸(Desbutylhalofantrine hydrochloride)、デスフ
ェリ-ダノキサミン(Desferri-danoxamine)、デスフェリ-ノルダノキサミン(Desferri-nor
danoxamine)、デスフェリ-サルマイシン A(Desferri-salmycin A)、デスフェリ-サルマイ
シン B(Desferri-salmycin B)、デスフェリ-サルマイシン C(Desferri-salmycin C)、デ
スフェリ-サルマイシン D(Desferri-salmycin D)、デスグルガストリントロメタミン(Des
glugastrin tromethamine)、デシソブチリルシクレソニド(Desisobutyrylciclesonide)、
デスロレリン(Deslorelin)、デスメチルエロイテロビン(Desmethyleleutherobin)、デス
ミン-370(Desmin-370)、デスモプレシン酢酸(Desmopressin acetate)、デスオキシポチロ
ンB(Desoxyepothilone B)、デソキシエポチロンF(Desoxyepothilone F)、デソキシロイリ
マリド(Desoxylaulimalide)、デスベンラファキシンコハク酸(Desvenlafaxine succinate
)、デキサメタソン(Dexamethasone)、デキサメタソンベロキシル(Dexamethasone beloxil
)、デキサメタソンシペシレート(Dexamethasone cipecilate)、デキサメタソンパルミテ
ート(Dexamethasone Palmitate)、デキサメタソンナトリウムホスフェート(Dexamethason
e sodium phosphate)、デキサナボノール(Dexanabinol)、デキセルブシタビン(Dexelvuci
tabine)、デキシトロルファン(Dextrorphan)、デキシロシルベナノマイシンA(Dexylosylb
enanomycin A)、D-フルビアバクチン(D-Fluviabactin)、DHA-パクリタキセル(DHA-paclit
axel)、ジアデノシン四リン酸(Diadenosine tetraphosphate)、ジアザフィロン酸(Diazap
hilonic acid)、ジアゼピノミシン(Diazepinomicin)、ジコウマロール(Dicoumarol)、ジ
クチオスタチン1(Dictyostatin 1)、ジデムニンX(Didemnin X)、ジデムニンY(Didemnin Y
)、ジデオキシイノシン(Dideoxyinosine)、ジエクコール(Dieckol)、ジエポキシン-σ(Di
epoxin-sigma)、ジフロモテカン(Diflomotecan)、ジフルニサル(Diflunisal)、ジガラク
トシルジアシルグリセロール(Digalactosyldiacylglycerol)、ジゴキシン(Digoxin)、ジ
ヘテロペプチン(Diheteropeptin)、ジヒドレキジン(Dihydrexidine)、ジヒドロアベナン
タミドD(Dihydroavenanthramide D)、ジヒドロコスタトリド(Dihydrocostatolide)、ジヒ
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ドロエポネマイシン(Dihydroeponemycin)、ジヒドログラナチシンB(Dihydrogranaticin B
)、ジヒドロヘプタプレノール(Dihydroheptaprenol)、ジヒドロホノキオールB(Dihydroho
nokiol B)、ジヒドロイソステビオール(Dihydroisosteviol)、ジヒドロラロキシフェン(D
ihydroraloxifene)、ジレバロール(Dilevalol)、ジレバロール塩酸(Dilevalol hydrochlo
ride)、ジルマピモド(Dilmapimod)、ジメラモール(Dimelamol)、ジメタンドロロン(Dimet
handrolone)、ジメチルクルクミン(Dimethylcurcumin)、ジ-mPEG5-アタザナビル(di-mPEG
5-Atazanavir)、ジナフィン(Dinaphine)、ジナプソリン(Dinapsoline)、ジノキシリン(Di
noxyline)、ジオンコキノンA(Dioncoquinone A)、ジオンコキノンB(Dioncoquinone B)、
ジオキソランチミンヌクレオシド(Dioxolane thymine nucleoside)、ジピベグリン塩酸(D
ipivefrine hydrochloride)、ジポタスシウムゴシポレート(Dipotassium gossypolate)、
ジピリダモール(Dipyridamole)、ジピリダモールβ-シクロデキストリン錯体(Dipyridamo
le beta-cyclodextrin complex)、ジクアホソル四ナトリウム(Diquafosol tetrasodium)
、ジリスロマイシン(Dirithromycin)、ジスコデルミド(Discodermide)、ジスコデルミド
酢酸(Discodermide acetate)、ジセルモリド(Disermolide)、ジソジウムクロムプロキサ
ート(Disodium cromproxate)、ジソジウムレツサート(Disodium lettusate)、ジソラゾー
ルE1(Disorazol E1)、ドブタミン塩酸(Dobutamine hydrochloride)、ドブタミンリン酸(D
obutamine Phosphate)、ドセタキセル(Docetaxel)、ドコサノール(Docosanol)、ドコシル
シドホビル(Docosyl cidofovir)、デフェキダルフマル酸(Dofequidar fumarate)、ドラス
タチン13(Dolastatin 13)、ドペキサミン(Dopexamine)、ドペキサミン塩酸(Dopexamine h
ydrochloride)、ドクアラスト(Doqualast)、ドラメクチン(Doramectin)、ドラニダゾール
(Doranidazole)、ドレチネル(Doretinel)、ドリペネム(Doripenem)、ドルリゴシンA(Dorr
igocin A)、ドルリゴシンB(Dorrigocin B)、ドスマルフェート(Dosmalfate)、ドビチニブ
乳酸(Dovitinib Lactate)、ドキセファゼパム(Doxefazepam)、ドキセルカルシフェロール
(Doxercalciferol)、ドキシフルリジン(Doxifluridine)、ドキソルビシン塩酸(Doxorubic
in Hydrochloride)、ドキソルビシン(Doxorubicin)、モルホリニル(Morpholinyl)、ドキ
ソタム12(DoxoTam 12)、ドキシシクリン塩酸(Doxycycline hyclate)、ドリドカイニド(Dr
idocainide)、ドロナビノール(Dronabinol)、ドロキシドパ(Droxidopa)、ドロキシナビル
(Droxinavir)、DTPA-アデノシルコバラミン(DTPA-adenosylcobalamin)、ズオカルマイシ
ンB1(Duocarmycin B1)、ズオカルマイシンB2(Duocarmycin B2)、ズオカルマイシンC1(Duo
carmycin C1)、ズオカルマイシンC2(Duocarmycin C2)、ズラマイシン(Duramycin)、ズト
マイシン(Dutomycin)、ジネミシンA(Dynemicin A)、ジネミシンC(Dynemicin C)、エクジ
ステロン(Ecdysterone)、エセノフロキサシン塩酸(Ecenofloxacin hydrochloride)、エコ
ムスチン(Ecomustine)、
【０４０５】
エコナゾールスルホサリシレート(Econazole Sulfosalicylate)、エコピパム(Ecopipam)
、エクラプロスト(Ecraprost)、エクテイナスシジン1560(Ecteinascidin 1560)、エクテ
イナスシジン722(Ecteinascidin 722)、エクテイナスシジン729(Ecteinascidin 729)、エ
クテイナスシジン736(Ecteinascidin 736)、エクテイナスシジン745(Ecteinascidin 745)
、エクテイナスシジン757(Ecteinascidin 757)、エクテイナスシジン770(Ecteinascidin 
770)、エクテイナスシジン875(Ecteinascidin 875)、エドテカリン(Edotecarin)、エドト
レオチドユトリウム(Edotreotide yttrium)、エフェプリスチン(Efepristin)、エフルシ
ミブ(Eflucimibe)、エフルマスト(Eflumast)、エイコシルシドフォビル(Eicosyl cidofov
ir)、エラシタラビン(Elacytarabine)、エランソリドC１(Elansolid C1)、エルダシミブ
（Eldacimibe)、エルデカルシトール(Eldecalcitol)、エロイテロビン(Eleutherobin)、
エトイテロシドB(Eleutheroside B)、エリプロジル(Eliprodil)、エリサプテロシンB(Eli
sapterosin B)、エラグ酸-4-ガレート(Ellagic acid-4-gallate)、エリプチニウム酢酸(E
lliptinium acetate)、エロカルシトール(Elocalcitol)、エロモテカン塩酸(Elomotecan 
hydrochloride)、エルシブコール(Elsibucol)、エルタノロン(Eltanolone)、エルトロン
ボパグオラミン(Eltrombopag olamine)、エルビテグラビル(Elvitegravir)、エルブシタ
ビン(Elvucitabine)、エマカリム(Emakalim)、エンベリン(Embelin)、エメストリンC(Eme
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strin C)、エモジン(Emodin)、エントリシタビン(Emtricitabine)、エナルキレン(Enalki
ren)、エナザドレム(Enazadrem)、エンフマフンギン(Enfumafungin)、エングレリンA(Eng
lerin A)、エニグモール(Enigmol)、エンカスチン（D）(Enkastin(D))、エンカスチンAD(
Enkastin AD)、エンカスチンAE(Enkastin AE)、エンカスチンID(Enkastin ID)、エンカス
チンIE(Enkastin IE)、エンカスチンVD(Enkastin VD)、エンカスチンVE(Enkastin VE)、
エノシタビン(Enocitabine)、エノフェラスト(Enofelast)、エノロキソン(Enoloxone)、
エノキサシン(Enoxacin)、エンプロスチル(Enprostil)、エンラセンタン(Enrasentan)、
エンロフロキサシン(Enrofloxacin)、エンタカポン(Entacapone)、エンテカビル(Entecav
ir)、ent-エストリオール(ent-Estriol)、エペレゾリド(Eperezolid)、エペレゾリド N-
オキシド(Eperezolid N-oxide)、エペルブジン(Epervudine)、エピコクリオキノンA(Epic
ochlioquinone A)、エピドキソホルム(Epidoxoform)、エピガロカテキン-3-ガレート(Epi
gallocatechin-3-gallate)、エピルビシン塩酸(Epirubicin hydrochloride)、エピスポン
ギアジオール(Epispongiadiol)、エプリバンセリン(Eplivanserin)、エプリバンセリンフ
マル酸(Eplivanserin fumarate)、エプリバンセリンメシル酸(Eplivanserin mesilate)、
エポカルバゾリンA(Epocarbazolin A)、エポカルバゾリンB(Epocarbazolin B)、エポホレ
ート(Epofolate)、エポネマイシン(Eponemycin)、エポプロステノールナトリウム(Epopro
stenol sodium)、エポチロンA(Epothilone A)、エポチロン N-オキシド(Epothilone A N-
oxide)、エポチロン B N-オキシド(Epothilone B N-oxide)、エポチロンE(Epothilone E)
、エポキソミシン(Epoxomicin)、エポキシビブサニンB(Epoxyvibsanin B)、エプロチロー
ム(Eprotirome)、エプタロプロスト(Eptaloprost)、エプタスタチンナトリウム(Eptastat
in sodium)、エプタシチグミン酒石酸(Eptastigmine Tartrate)、エプタゾシン臭化水素
酸(Eptazocine hydrobromide)、エラブレノールA(Erabulenol A)、エラブレノールB(Erab
ulenol B)、エレクツミンA(Erectumin A)、エレモマイシン(Eremomycin)、エレモフィレ
ンA(Eremophyllene A)、エリブリンメシル酸(Eribulin mesilate)、エリオカリキシンB(E
riocalyxin B)、エリトラン四ナトリウム(Eritoran tetrasodium)、エルセンチリド(Erse
ntilide)、エルセンチリド塩酸(Ersentilide hydrochloride)、エルタペネムナトリウム(
Ertapenem sodium)、エリロシドA(Eryloside A)、エリロシドF(Eryloside F)、エリスリ
トール(Erythritol)、エリスロジオール(Erythrodiol)、エリスロマイシン(Erythromycin
)、エリスロマイシンアシストラート(Erythromycin Acistrate)、エリスロマイシンサル
ナセジン(Erythromycin salnacedin)、エリスロマイシンスチノプラート(Erythromycin s
tinoprate)、エサフロキサシン塩酸(Esafloxacin Hydrochloride)、エスクレオゲニンA(E
sculeogenin A)、エスクレオシドA(Esculeoside A)、エスモロール塩酸(Esmolol hydroch
loride)、エスパトロペート水和物(Espatropate hydrate)、エスペラトルシン(Esperatru
cin)、エステトロール(Estetrol)、エストラジオール(Estradiol)、エストラジオール酢
酸(Estradiol acetate)、エストレン(Estren)、エストリオール(Estriol)、エタロシブナ
トリウム(Etalocib sodium)、エタムシレート(Etamsylate)、エタノラミン(Ethanolamine
)、エチニレストラジオール(Ethinylestradiol)、エチルガレート(Ethyl gallate)、エチ
ルチオ-DADMe-イムシリン-A(Ethylthio-DADMe-immucillin-A)、エチニルシチジン(Ethyny
lcytidine)、エチプレドノールジクロ酢酸(Etiprednol dicloacetate)、エトポシド(Etop
oside)、エトポシドホスフェート二ナトリウム塩(Etoposide phosphate disodium salt)
、オイゲノジロール(Eugenodilol)、オイゲノセジンA(Eugenosedin A)、オイホデンドロ
イジンD(Euphodendroidin D)、オイロチノン(Eurotinone)、オイキサントン(Euxanthone)
、エベルニミシン(Evernimicin)、エベロリムス(Everolimus)、エキサテカンメシル酸(Ex
atecan mesilate)、エキシホン(Exifone)、エゼチミブ(Ezetimibe)、エゼチミブグルクロ
ニド(Ezetimibe glucuronide)、ファドルミジン塩酸(Fadolmidine hydrochloride)、ファ
エリエフンギンA(Faeriefungin A)、ファエリエフンギンB(Faeriefungin B)、ファンドフ
ロキサシン塩酸(Fandofloxacin hydrochloride)、ファロペネムメドキソミル(Faropenem 
medoxomil)、ファロペネムナトリウム(Faropenem sodium)、ファソベグロン塩酸(Fasobeg
ron hydrochloride)、ファチビラシンA１(Fattiviracin A1)、ファビピラビル(Favipirav
ir)、フェブラジノール(Febradinol)、フェブプロール(Febuprol)、フェグリマイシン(Fe
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glymycin)、フェノルドパムメシル酸(Fenoldopam mesilate)、フェノテロール臭化水素酸
(Fenoterol hydrobromide)、フェルピホセートナトリウム(Ferpifosate sodium)、フェル
リノロール(Ferulinolol)、フェソテロジンフマル酸(Fesoterodine fumarate)、フェキソ
フェナジン塩酸(Fexofenadine hydrochloride)、フィダキソミシン(Fidaxomicin)、フィ
デキサバン(Fidexaban)、フィリブビル(Filibuvir)、フィンブリガルP(Fimbrigal P)、フ
ィナフロキサシン塩酸(Finafloxacin hydrochloride)、フィンゴリモド塩酸(Fingolimod 
hydrochloride)、フィンロゾール(Finrozole)、フレロキサシン(Fleroxacin)、フロモキ
セフナトリウム(Flomoxef Sodium)、フロプリスチン(Flopristin)、フロキシウリジン(Fl
oxuridine)、フルダラビンリン酸(Fludarabine phosphate)、フルデロン(Fludelone)、フ
ルデオキシグルコース(18F)(Fludeoxyglucose(18F))、フルニソリド(Flunisolide)、フル
ノプロスト(Flunoprost)、フルオシノニド(Fluocinonide)、フルオロインドロカルバゾー
ルA(Fluoroindolocarbazole A)、フルオロインドロカルバゾールB(Fluoroindolocarbazol
e B)、フルオロインドロカルバゾールC(Fluoroindolocarbazole C)、フルオトネプタノシ
ンA(Fluoroneplanocin A)、フルオスタチンA(Fluostatin A)、フルオスタチンB(Fluostat
in B)、フルペンチキソール塩酸(Flupentixol hydrochloride)、フルフェナジン塩酸(Flu
phenazine hydrochloride)、フルリスロマイシン(Flurithromycin)、フルチカソンフロイ
ン酸(Fluticasone furoate)、フルチカソンプロピナート(Fluticasone propionate)、フ
ルバスタチンナトリウム(Fluvastatin sodium)、フルビルシンB２(Fluvirucin B2)、ホエ
チジン1(Foetidine 1)、ホエチジン2(Foetidine 2)、フォリン酸(Folinic acid)、ホリパ
スタチン(Folipastatin)、ホンダパリヌキスナトリウム(Fondaparinux sodium)、ホルマ
ミシン(Formamicin)、ホルメスタン(Formestane)、ホルモバクチン(Formobactin)、ホル
モシンA(Formosyn A)、ホルモテロールフマル酸(Formoterol fumarate)、ホロデシン塩酸
(Forodesine hydrochloride)、ホソパミン(Fosopamine)、フォステアビンナトリウム水和
物(Fosteabine sodium hydrate)、フレデリン(Frederine)、フコキサンチン(Fucoxanthin
)、フドステイン(Fudosteine)、フラデクチンコンポネントA3(Fuladectin component A3)
、フラデクチンコポネントA４(Fuladectin component A4)、フルベストラント(Fulvestra
nt)、フマガロン(Fumagalone)、フラキノシンA(Furaquinocin A)、フラキノシンB(Furaqu
inocin B)、フサカンジンA(Fusacandin A)、フサカンジンB(Fusacandin B)、フスコシドB
(Fuscoside B)、フシデート銀(Fusidate silver)、フシジエノール(Fusidienol)、ガボキ
サドール(Gaboxadol)、ガブセクチン(Gabusectin)、ガブセクチンメチルエステル(Gabuse
ctin methyl ester)、ガボブトロール(Gadobutrol)、ガドコレチン酸三ナトリウム塩(Gad
ocoletic acid trisodium salt)、ガボメリトール(Gadomelitol)、ガドテレートメグルミ
ン(Gadoterate meglumine)、ガドテリドール(Gadoteridol)、ガラクトマイシンI(Galacto
mycin I)、ガラクトマイシンI I(Galactomycin II)、ガラクトシラクトーゼ(Galactosyll
actose)、ガラムスチン塩酸(Galamustine hydrochloride)、ガランタミン臭化水素酸(Gal
antamine hydrobromide)、ガラルビシン塩酸(Galarubicin hydrochloride)、ガロシタビ
ン(Galocitabine)、ガンボグ酸(Gambogic acid)、γ-マンゴスチン(gamma-Mangostin)、
γ-トコトリエノール(gamma-Tocotrienol)、ガンシクロビル(Ganciclovir)、ガンシクロ
ビルエライジン酸(Ganciclovir elaidic acid)、ガンシクロビル一リン酸(Ganciclovir m
onophosphate)、ガンシクロビルナトリウム(Ganciclovir Sodium)、ガネフロマイシンα(
Ganefromycin Alpha)、ガネフロマイシンβ(Ganefromycin Beta)、ガネグリオシドGM１(G
anglioside GM1)、ガニレリキス(Ganirelix)、ガニレリキス酢酸(Ganirelix acetate)、
ガノデル酸 X(Ganoderic acid X)、ガレノキサシンメシル酸(Garenoxacin mesilate)、ガ
ロメフリン塩酸(Garomefrine hydrochloride)、ガルバロンC(Garvalone C)、ガルベアチ
ンE(Garveatin E)、ガルベアチンF(Garveatin F)、ガチフロキサシン(Gatifloxacin)、ゲ
ムシタビン(Gemcitabine)、ゲムシタビンエライジン酸(Gemcitabine elaidate)、ゲメプ
ロスト(Gemeprost)、ゲミフロキサシンメシル酸(Gemifloxacin mesilate)、ゲニピン(Gen
ipin)、ゲニステイン-7-ホスフェート(Genistein-7-phosphate)、ギガントール(Gigantol
)、ギラチド(Gilatide)、ギルブスマイシン(Gilvusmycin)、ギメスタット(Gimestat)、
ギロダゾール(Girodazole)、グローコカリキシンA(Glaucocalyxin A)、グレマンセリン(G
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lemanserin)、グレンバスタチン(Glenvastatin)、グリドバクチンPF-1(Glidobactin PF-1
)、グルカロラクタムカリウム(Glucarolactam potassium)、グルコラノマイシン(Glucola
nomycin)、グルコリプシンA(Glucolipsin A)、グルコリプシンB(Glucolipsin B)、グルコ
ピエリシジノールA１(Glucopiericidinol A1)、グルコピエリシジノールA2(Glucopierici
dinol A2)、フルコサミン硫酸(Glucosamine sulfate)、グルドパ(Gludopa)、グルホスフ
ァミド(Glufosfamide)、グリコピン(Glycopin)、グリコチオヘキシドα(Glycothiohexide
 alpha)、グリシルリジン酸(Glycyrrhizinic acid)、ゴンホステニン(Gomphostenin)、ゴ
オジエロシドA(Goodyeroside A)、ゴオジエロシドB(Goodyeroside B)、ゴララチド(Goral
atide)、ゴセレリン(Goserelin)、グラナチシンB(Granaticin B)、グレパフロキサシン塩
酸(Grepafloxacin hydrochloride)、グリセウシンC(Griseusin C)、ハリスタチン1(Halis
tatin 1)、ハリスタチン2(Halistatin 2)、ハリスタチン3(Halistatin 3)、ハロベタソー
ルプロピネート(Halobetasol propionate)、ハロファントリン塩酸(Halofantrine hydroc
hloride)、ハロフギノン臭化水素酸(Halofuginone hydrobromide)、
【０４０６】
ハロメタソン(Halometasone)、ハロプレドン酢酸(Halopredone Acetate)、ハロビルA(Hal
ovir A)、ハロビルB(Halovir B)、ハロビルC(Halovir C)、ハロビルD(Halovir D)、ハロ
ビルE(Halovir E)、ハルキサゾン(Halxazone)、ハペルホリンB１(Haperforine B1)、ハト
マミシン(Hatomamicin)、ハトマルビギンA(Hatomarubigin A)、ハトマルビギンB(Hatomar
ubigin B)、ハトマルビギンC(Hatomarubigin C)、ハトマルビギンD(Hatomarubigin D)、
ハッタリン(Hattalin)、ハユミシンA(Hayumicin A)、ハユミシンB(Hayumicin B)、ハユミ
シンC(Hayumicin C1)、ハユミシンC2(Hayumicin C2) 、ハユミシンD(Hayumicin D)、ヘデ
ラコルシシドE(Hederacolchiside E)、ヘリキノマイシン(Heliquinomycin)、ヘルベカル
ジンA(Helvecardin A)、ヘルベカルジンB(Helvecardin B)、ヘプタミノールアミデートAM
P(Heptaminol AMP Amidate)、ヘリセナルA(Hericenal A)、ヘリセナルB(Hericenal B)、
ヘリセナルC(Hericenal C)、ヘキサデシルシドホビル(Hexadecyl cidofovir)、ヘキサデ
シルオキシプロピル-シドホビル(Hexadecyloxypropyl-cidofovir)、ヘキサフルオロカル
シトリオール(Hexafluorocalcitriol)、ヒドロスミン(Hidrosmin)、ヒマスタチン(Himast
atin)、ヒストレリン(Histrelin)、ヒストレリン酢酸(Histrelin acetate)、ホンゴプエ
ルシンA(Hongoquercin A)、ホンゴプエルシンB(Hongoquercin B)、ホノキオールジエポキ
シド(Honokiol diepoxide)、ヒトアンギオテンシンII(Human angiotensin II)、ヒアルロ
ン酸ナトリウム(Hyaluronate sodium)、ヒドロコルチソンアセポナート(Hydrocortisone 
Aceponate)、ヒドロモルホンメチオジド(Hydromorphone methiodide)、ヒドロスタチンA(
Hydrostatin A)、ヒドロキシアカロン(Hydroxyakalone)、ヒドロキシクロロキン硫酸(Hyd
roxychloroquine sulfate)、ヒドロキシマイコトリエニンA(Hydroxymycotrienin A)、ヒ
ドロキシマイコトリエニンB(Hydroxymycotrienin B)、ヒドロキシホスラクトマイシンB(H
ydroxyphoslactomycin B)、ヒドロキシジン塩酸(Hydroxyzine hydrochloride)、ヒメニス
タチン１(Hymenistatin 1)、ヒペプチン(Hypeptin)、ヒペリシン(Hypericin)、ヒペロシ
ド(Hyperoside)、ヒポコラミド(Hypocholamide)、ヒポコラリド(Hypocholaride)、イブチ
リドフマル酸(Ibutilide fumarate)、イカリイン(Icariin)、イカチバント酢酸(Icatiban
t acetate)、イダルビシン塩酸(Idarubicin hydrochloride)、イデベノン(Idebenone)、
イドレムシナル(Idremcinal)、イドロノキシル(Idronoxil)、イフェンプロジル(Ifenprod
il)、イラトレオチド(Ilatreotide)、イリパルシル(Iliparcil)、イロニダプ(Ilonidap)
、イロプロスト(Iloprost)、イミダゾアクリジノン(Imidazoacridinone)、イミペネム(Im
ipenem)、インウノシン(Immunosine)、インプリタピド(Implitapide)、インシクリニド(I
ncyclinide)、インダカテロール(Indacaterol)、インダナプロスト(S)(Indanaprost(S))
、インダノシン(Indanocine)、インジナビル硫酸(Indinavir sulfate)、インドメタシン-
シムバスタチン(Indomethacin-Simvastatin)、インジナプロスト(Indynaprost)、インゲ
ノールメブテート(Ingenol mebutate)、イノピルムB(Inophyllum B)、イノピルムP(Inoph
yllum P)、イノシプレキス(Inosiplex)、インテグラシドA(Integracide A)、インテグラ
シドB(Integracide B)、インテグラシンA(Integracin A)、インテグラシンB(Integracin 
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B)、インテグラシンC(Integracin C)、インテグラマイシン(Integramycin)、インテグラ
スタチンA(Integrastatin A)、インテグラスタチンB(Integrastatin B)、イントプリシン
(Intoplicine)、イオビトリドール(Iobitridol)、イオジキサノール(Iodixanol)、ヨード
クロリドロキシキン(Iodochlorhydroxyquin)、ヨードジフルニサル(Iododiflunisal)、ヨ
ードルビダゾン(p)(Iodorubidazone(p))、イオフラトール(Iofratol)、イオヘキソル(Ioh
exol)、イオロプリド(123I)(Iolopride(123I))、イオメプロール(Iomeprol)、イオパミド
ール(Iopamidol)、イオペントール(Iopentol)、イオプロミド(Iopromide)、イオトリシド
(Iotriside)、イオトロール(Iotrol)、イオベルソル(Ioversol)、イオキシラン(Ioxilan)
、イオキシプリド(Ioxipride)、イプラトロピウウ臭化物(Ipratropium bromide)、イラル
カスト(Iralukast)、イラルカストナトリウム(Iralukast sodium)、イルシニアスタチンA
(Irciniastatin A)、イルシニアスタチンB(Irciniastatin B)、イリノテカン塩酸(Irinot
ecan hydrochloride)、イロフルベン(Irofulven)、イサルマドール(Isalmadol)、イセパ
ミシン硫酸(Isepamicin sulfate)、イソババカルコン(Isobavachalcone)、イソドキソル
ビシン(Isodoxorubicin)、イソエロイテロビンA(Isoeleutherobin A)、イソファゴミン酒
石酸(Isofagomine tartrate)、イソフロキシテピン(Isofloxythepin)、イソホモハリコン
ドリンB(Isohomohalichondrin B)、イソ-イアンテラン A(Iso-iantheran A)、イソリキリ
チゲニン(Isoliquiritigenin)、イソモルパン塩酸(Isomolpan Hydrochloride)、イソキン
(Isoquine)、イソソルビド 5-モノニトレート(Isosorbide 5-mononitrate)、イソスポン
ギアジオール(Isospongiadiol)、イソバニフペルジンA(Isovanihuperzine A)、イソキサ
ゾレデヒドロン(Isoxazoledehydelone)、イソキサゾレフルデロン(Isoxazolefludelone)
、イタバスタチンカルシウム(Itavastatin calcium)、イトロシノニド(Itrocinonide)、
イキサベピロン(Ixabepilone)、ジャドマイシンB(Jadomycin B)、ジャンチノマイシン(Ja
nthinomycin A)、ジャンチノマイシンB(Janthinomycin B)、ジャンチノマイシンC(Janthi
nomycin C)、ジャスプラキノリド(Jasplakinolide)、ジョルマイシン(Jorumycin)、カド
スフィリンC(Kadsuphilin C)、カハラリドF(Kahalalide F)、カイトセファリン(Kaitocep
halin)、カンパノールA(Kampanol A)、カンパノールB(Kampanol B)、カナマイシン(Kanam
ycin)、カングレマイシンA(Kanglemycin A)、カンスイニンB(Kansuinin B)、κ-コノトキ
シン P VIIA(kappa-Conotoxin P VIIA)、カプリマイシンA１(Kapurimycin A1)、カプリマ
イシンA３(Kapurimycin A3)、カラリシン(Karalicin)、カルナミシンB1(Karnamicin B1)
、カタノシンA(Katanosin A)、カタノシンB(Katanosin B)、ケホコリンD(Kehokorin D)、
ケホコリンE(Kehokorin E)、カフレフンギン(Khafrefungin)、キフネンシン(Kifunensine
)、キガミシンA(Kigamicin A)、キガミシンB(Kigamicin B)、キガミシンC(Kigamicin C)
、キガミシンD(Kigamicin D)、キガミシンE(Kigamicin E)、キガミシノン(Kigamicinone)
、キジミシン(Kijimicin)、キンセノシド(Kinsenoside)、キスタミシンA(Kistamicin A)
、クライネチンA(Klainetin A)、クライネチンB(Klainetin B)、コビフラノンB(Kobifura
none B)、コビイン(Kobiin)、コダイスタチンA(Kodaistatin A)、コダイスタチンB(Kodai
statin B)、コダイスタチンC(Kodaistatin C)、コダイスタチンD(Kodaistatin D)、コル
ペンサミンA(Korupensamine A)、コルペンサミンB(Korupensamine B)、コルペンサミンC(
Korupensamine C)、コルペンサミンD(Korupensamine D)、コシノスタチン(Kosinostatin)
、コイネロマイシンA(Kuehneromycin A)、クラソインB(Kurasoin B)、キノスタチン-227(
Kynostatin-227)、キノスタチン-272(Kynostatin-272)、ラベジピネジロールA(Labedipin
edilol A)、ラベジピネジロールB(Labedipinedilol B)、ラベタロール塩酸(Labetalol hy
drochloride)、ラブラジミル(Labradimil)、ラクカリジオンA(Laccaridione A)、ラクト
ナマイシン(Lactonamycin)、ラクトシルフェニルトロロキス(Lactosylphenyl trolox)、
ラジルビシン(Ladirubicin)、ラガチド(Lagatide)、ラヘルラズリン(Laherradurin)、ラ
メラリンα 20-スルフェートナトリウム塩(Lamellarin alpha 20-sulfate sodium salt)
、ラミフィバン(Lamifiban)、ラミブジン(Lamivudine)、ランジオロール(Landiolol)、ラ
ンレオチド酢酸(Lanreotide acetate)、ランチオペプチン(Lanthiopeptin)、ラロタキセ
ル二水和物(Larotaxel dihydrate)、ラシナビル(Lasinavir)、ラソホキシフェン(Lasofox
ifene)、ラソホキシフェン酒石酸(Lasofoxifene tartrate)、ラソノリドA(Lasonolide A)
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、ラタモキセフナトリウム(Latamoxef sodium)、ラタノプロスト(Latanoprost)、ラトル
ンクリンS(Latrunculin S)、ラバンズキノシン(Lavanduquinocin)、L-キコル酸(L-Chicor
ic acid)、L-ドパミド(L-Dopamide)、レシレリン(Lecirelin)、レダゼロール(Ledazerol)
、レイナマイシン(Leinamycin)、レムテポルフィン(Lemuteporphin)、レナペネム塩酸(Le
napenem hydrochloride)、レナペネム塩酸塩水和物(Lenapenem hydrochloride hydrate)
、レプトフラニンA(Leptofuranin A)、レプトフラニンB(Leptofuranin B)、レルシビリン
(Lersivirine)、レストルチニブ(Lestaurtinib)、ロイプロリド酢酸(Leuprolide acetate
)、ロイルビシン(Leurubicin)、ロイストロブクシンA(Leustroducsin A)、ロイストロブ
クシンB(Leustroducsin B)、ロイストロブクシンC(Leustroducsin C)、ロイストロブクシ
ンH(Leustroducsin H)、レバルブテロール塩酸(Levalbuterol hydrochloride)、レボベタ
キソロール塩酸(Levobetaxolol hydrochloride)、レボブノロール塩酸(Levobunolol hydr
ochloride)、レボドパ(Levodopa)、レボドパ 3-O-グルコシド(Levodopa 3-O-glucoside)
、レボドパ 4-O-グルコシド(Levodopa 4-O-glucoside)、レボドロプロピジン(Levodropro
pizine)、レボフロキサシン(Levofloxacin)、レボナジフロキサシンアルギニン塩(Levona
difloxacin arginine salt)、レボネビボロール(Levonebivolol)、レボルファノール酒石
酸(Levorphanol tartrate)、レキサカルシトール(Lexacalcitol)、L-フルビアバクチン(L
-Fluviabactin)、L-ヒスチジノール(L-Histidinol)、リブロマイシン(Liblomycin)、リコ
リス-サポニン C2(Licorice-saponin C2)、リフィシゴート(Lificiguat)、リマプロスト
アルファデキス(Limaprost alfadex)、リナプラザン(Linaprazan)、リノプリスチン(Lino
pristin)、リピアルマイシンB3(Lipiarmycin B3)、リピアルマイシンB４(Lipiarmycin B4
)、リクイリチンアピオシド(Liquiritin apioside)、リソフィリン(Lisofylline)、リト
スペルミン酸 B マグネシウム塩(Lithospermic acid B magnesium salt)、ロバタミドC(L
obatamide C)、ロバタミドF(Lobatamide F)、ロドホリンA(Lobophorin A)、ロドホリンB(
Lobophorin B)、ロブカビル(Lobucavir)、ロデナフィル(Lodenafil)、ロデノシン(Lodeno
sine)、ロロアチンB(Loloatin B)、ロメフロキサシン塩酸(Lomefloxacin hydrochloride)
、ロメトレキソール(Lometrexol)、ロンゲスチン(Longestin)、ロピナビル(Lopinavir)、
ロラゼパム(Lorazepam)、ロルメタゼパム(Lormetazepam)、ロルノキシカム(Lornoxicam)
、ロサルタン(Losartan)、ロサルタンポタスシウム(Losartan potassium)、ロシガモン(L
osigamone)、ロテプテドノールエタボネート(Loteprednol etabonate)、ロバスタチン(Lo
vastatin)、ロキソリビン(Loxoribine)、L-スレイトールセラミド(L-threitol ceramide)
、L-トレオ-C6-ピリジニウム-セラミド-ブロミド(L-threo-C6-pyridinium-ceramide-brom
ide)、ルベルゾール(Lubeluzole)、ルメファントリン(Lumefantrine)、ルミナシンD(Lumi
nacin D)、ルプロン(Lupulone)、ルルトテカン(Lurtotecan)、ルテオリン(Luteolin)、Lu
-Tex ビス(グルコネート)(Lu-Tex bis(gluconate))、リソバクチン(Lysobactin)、マブテ
ロール塩酸(Mabuterol hydrochloride)、マククアリマイシンB(Macquarimycin B)、マク
ロカルピンA(Macrocarpin A)、マクロカルピンB(Macrocarpin B)、マクロラクリチンM(Ma
crolactine M)、マデカス酸(Madecassic acid)、マデカスソシド(Madecassoside)、マカ
ルバミンD(Makaluvamine D)、マカルバミンE(Makaluvamine E)、マロノベン(Malonoben)
、マルトリル p-クマレート(Maltolyl p-coumarate)、マニリムス(Manitimus)、マンノペ
プチマイシンα(Mannopeptimycin alpha)、マンノペプチマイシンβ(Mannopeptimycin be
ta)、マンノオペプチマイシンδ(Mannopeptimycin delta)、マンノペプチマイシンイプシ
ロン(Mannopeptimycin epsilon)、マンノペプチマイシンγ(Mannopeptimycin gamma)、マ
ノアリド(Manoalide)、
【０４０７】
マヌマイシンA(Manumycin A)、マヌマイシンB(Manumycin B)、マヌマイシンC(Manumycin 
C)、マヌマイシンE(Manumycin E)、マヌマイシンF(Manumycin F)、マヌマイシンG(Manumy
cin G)、マンザミンF(Manzamine F)、マルボフロキサシン(Marbofloxacin)、マリバビル(
Maribavir)、マリマスタット(Marimastat)、マリノピルロールA(Marinopyrrole A)、マル
メリン(Marmelin)、マスリニン酸(Maslinic acid)、マソプロコル(Masoprocol)、マスト
プロム(Mastprom)、マットイオリエナートA(Matteuorienate A)、マットイオリエナートB
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(Matteuorienate B)、マットイオリエナートC(Matteuorienate C)、マゾカリム(Mazokali
m)、メジカルピン(Medicarpin)、メフロキン塩酸(Mefloquine hydrochloride)、メゴバリ
シンA(Megovalicin A)、メゴバリシンB(Megovalicin B)、メゴバリシンC(Megovalicin C)
、メゴバリシンD(Megovalicin D)、メゴバリシンG(Megovalicin G)、メゴバリシンH(Mego
valicin H)、メレボドパ塩酸(Melevodopa hydrochloride)、メレイン(Mellein)、メロキ
シカム(Meloxicam)、メルアドリン(Meluadrine)、メルアドリン酒石酸(Meluadrine tartr
ate)、メムノペプチド A(Memno-peptide A)、メピンドロール硫酸(Mepindolol sulfate)
、メピンドロール経皮貼布(Mepindolol transdermal patch)、メプタジノール塩酸(Mepta
zinol hydrochloride)、メロペネム(Meropenem)、メサラジン(Mesalazine)、メタラミノ
ール(Metaraminol)、メテシンドグルクロン酸(Metesind glucuronate)、メタノバクチン(
Methanobactin)、メトキサトン(Methoxatone)、メススコポラミン臭化物(Methscopolamin
e bromide)、メチルベスタチン(Methyl bestatin)、メチルガレート(Methyl gallate)、
メチルドパ(Methyldopa)、メチルナルトレキソン臭化物(Methylnaltrexone bromide)、メ
チルプレドニソロン(Methylprednisolone)、メチルプレドニソロンアセポン酸(Methylpre
dnisolone aceponate)、メチルプレドニソロンスレプタナート(Methylprednisolone sule
ptanate)、メチルチオ-DADMe-イムシリン-A(Methylthio-DADMe-immucillin-A)、メチセル
ギドマレイン酸(Methysergide maleate)、メチルジゴキシン(Metildigoxin)、メチプラノ
ロール(Metipranolol)、メチロシン(Metirosine)、メトプロロールフマル酸(Metoprolol 
Fumarate)、メチプロロールコハク酸(Metoprolol succinate)、メトプロロール酒石酸(Me
toprolol tartrate)、メトリホナート(Metrifonate)、メトロニダゾール(Metronidazole)
、ミカコシジンA(Micacocidin A)、ミカコシジンB(Micacocidin B)、ミカフンギンナトリ
ウム(Micafungin sodium)、ミケラミンB(Michellamine B)、ミシガゾン(Michigazone)、
ミクロビスポリシンA２(Microbisporicin A2)、ミクロコリンA(Microcolin A)、ミクロミ
シン硫酸(Micronomicin sulfate)、ミデカマイシン酢酸(Midecamycin acetate)、ミデプ
ラニン(Mideplanin)、ミグリトール(Miglitol)、ミグルスタット(Miglustat)、ミラタキ
セル(Milataxel)、ミルベマイシンα-9(Milbemycin alpha-9)、ミルリノン乳酸(Milrinon
e Lactate)、ミモペジル(Mimopezil)、ミネルバル(Minerval)、ミンシクリン塩酸(Minocy
cline hydrochloride)、ミポラミシン(Miporamicin)、ミプラゴシド(Mipragoside)、ミプ
ロキシフェン(Miproxifene)、ミラベグロン(Mirabegron)、ミロデナフィル塩酸(Mirodena
fil hydrochloride)、ミサキノリド(Misakinolide)、ミソプロストール(Misoprostol)、
ミテミシナルフマル酸(Mitemcinal fumarate)、ミトキサントロン塩酸(Mitoxantrone hyd
rochloride)、ミバゼロール(Mivazerol)、ミゾリビン(Mizoribine)、モデカイニド(Modec
ainide)、モジスロマイシン(Modithromycin)、モエノマイシン A クロリドビスマス塩(Mo
enomycin A chloride bismuth salt)、モルギン(Mollugin)、モメタソンフロ酸(Mometaso
ne furoate)、モモルジンIc(Momordin Ic)、モナミドシン(Monamidocin)、モンリシンA(M
onlicin A)、モノガラクトシルジアシルグリセロール(Monogalactosyldiacylglycerol)、
モノヒドロキシエチルルトシド(Monohydroxyethylrutoside)、モノホリルリピドA(Monoph
osphoryl lipid A)、モンテルカストナトリウム(Montelukast sodium)、モルフィングル
クロニド(Morphine Glucuronide)、モルフィン塩酸(Morphine hydrochloride)、モルフィ
ン硫酸(Morphine sulfate)、モテキサフィンガドリニウム(Motexafin gadolinium)、モテ
キサフィンルテチウム(Motexafin lutetium)、モキシデクチン(Moxidectin)、モキシフェ
チンマレイン酸水素塩(Moxifetin hydrogen maleate)、モキシフロキサシン塩酸(Moxiflo
xacin hydrochloride)、モゼナビルメシル酸(Mozenavir mesilate)、ムルチホリシンA(Mu
ltiforisin A)、ムンバイスタチン(Mumbaistatin)、ムピロシン(Mupirocin)、ムラミノミ
シンA(Muraminomicin A)、ムラミノミシンB(Muraminomicin B)、ムラミノミシンC(Murami
nomicin C)、ムラミノミシンD(Muraminomicin D)、ムラミノミシンE1(Muraminomicin E1)
、ムラミノミシンE2(Muraminomicin E2)、ムラミノミシンF(Muraminomicin F)、ムラミノ
ミシンG(Muraminomicin G)、ムラミノミシンH(Muraminomicin H)、ムラミノミシンI(Mura
minomicin I)、ムラミノミシンZ1(Muraminomicin Z1)、ムラミノミシンZ2(Muraminomicin
 Z2)、ムラミノミシンZ3(Muraminomicin Z3)、ムラミノミシンZ4(Muraminomicin Z4)、ム
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ラミイルジペプチドC(Muramyl dipeptide C)、ムレイドミシンA(Mureidomycin A)、ムレ
イドミシンB(Mureidomycin B)、ムレイドミシンC(Mureidomycin C)、ムレイドミシンD(Mu
reidomycin D)、ムレイドミシンE(Mureidomycin E)、ムレイドミシンF(Mureidomycin F)
、ムレイドマイシン(Mureidomycins)、ミカラミドA(Mycalamide A)、ミセステリシンE(My
cestericin E)、ミコラクトンA(Mycolactone A)、ミコラクトンB(Mycolactone B)、ミコ
フェノレートモフェチル(Mycophenolate Mofetil)、ミコフェノール酸ナトリウム塩(Myco
phenolic acid sodium salt)、ミルシアシトリンI(Myrciacitrin I)、ミルシアシトリンI
I(Myrciacitrin II)、ミルシアフェノンB(Myrciaphenone B)、ミリセリン酸 A(Myriceric
 acid A)、ミトルビリム(Mytolbilin)、ミトルビリン酸(Mytolbilin acid)、ミトルビリ
ン酸メチルエステル(Mytolbilin acid methyl ester)、ミトルビリノール(Mytolbilinol)
、N4-ヘキサデシル-dC-AZT(N4-Hexadecyl-dC-AZT)、N-9-オキサデシル-6-メチル-DGJ(N-9
-Oxadecyl-6-methyl-DGJ)、ナアミジン(Naamidine A)、ナビロン(Nabilone)、N-アセチル
コルシノール(N-Acetylcolchinol)、N-アセチルスペラマイシンA(N-Acetylsperamycin A1
)、N-アセチルスペラマイシンA 1(N-Acetylsperamycin A1B)、N-アセチルスペラマイシン
A2(N-Acetylsperamycin A2)、ナジフロキサシン(Nadifloxacin)、ナドロール(Nadolol)、
ナファレリン酢酸(Nafarelin acetate)、ナフトピジル(Naftopidil)、ナフレジン(Nafure
din)、ナフレジン-γ(Nafuredin-gamma)、ナグスタチン(Nagstatin)、ナルブフィン塩酸(
Nalbuphine hydrochloride)、ナルフラフィン塩酸(Nalfurafine hydrochloride)、N-アリ
ルセコボルジン(N-Allylsecoboldine)、ナルメフェン(Nalmefene)、ナロキソン塩酸(Nalo
xone hydrochloride)、ナルトレキソン塩酸(Naltrexone hydrochloride)ナルトリンドー
ル、(Naltrindole)、ナミテカン(Namitecan)、ナプサマイシンA(Napsamycin A)、ナプサ
マイシンB(Napsamycin B)、ナプサマイシンC(Napsamycin C)、ナプサマイシンD(Napsamyc
in D)、ナルデテロール(Nardeterol)、ナロパルシル(Naroparcil)、ナブリジン(Navuridi
ne)、N-シクロペンチル-タゾプシン(N-Cyclopentyl-tazopsine)、ネビカポン(Nebicapone
)、ネビボロール(Nebivolol)、ネクトリシン(Nectrisine)、ネルダゾシン(Neldazosin)、
ネルフィナビルメシル酸(Nelfinavir mesilate)、ネリバプタン(Nelivaptan)、ネルザラ
ビン(Nelzarabine)、ネミフィチドジトリフルエート(Nemifitide ditriflutate)、ネモノ
キサシン(Nemonoxacin)、ネモルビシン(Nemorubicin)、ネオシミシゲノシド A(Neocimici
genoside A)、ネオシミシゲノシド B(Neocimicigenoside B)、ネオラウリマリド(Neolaul
imalide)、ネオマイシン B-アルギニンコンジュゲート(Neomycin B-arginine conjugate)
、ネオマイシン-アクリジン(Neomycin-acridine)、ネパズタント(Nepadutant)、ネパレン
シノールA(Neparensinol A)、ネパレンシノールB(Neparensinol B)、ネパレンシノールC(
Neparensinol C)、ネルフィリン(Nerfilin I)、ネリスタチン1(Neristatin 1)、ネスブビ
ル(Nesbuvir)、ネチルミシン硫酸(Netilmicin sulfate)、ネチブジン(Netivudine)、Neu5
Ac2en、ヌゲルケウミシン A(Ngercheumicin A)、ヌゲルケウミシン B(Ngercheumicin B)
、N-ヘキサコサノール(N-hexacosanol)、ニカナルチン(Nicanartine)、ニフェカラント塩
酸(Nifekalant hydrochloride)、ニレプロストβ-シクロデキストリンクラスレート(Nile
prost beta-cyclodextrin clathrate)、ニプラドロール(Nipradolol)、ニテカポン(Nitec
apone)、ニトロプラバスタチン(Nitropravastatin)、N-ノニル-デオキシガラクトジリマ
イシン(N-Nonyl-deoxygalactojirimycin)、ノカルジオンA(Nocardione A)、ノカチアシン
I(Nocathiacin I)、ノカチアシンII(Nocathiacin II)、ノカチアシンIII(Nocathiacin II
I)、ノカチアシンIV(Nocathiacin IV)、N-オクチル-β-バリエナミン(N-Octyl-beta-vali
enamine)、NO-ヒドロコルチソン(NO-hydrocortisone)、ノラジンエーテル(Noladin ether
)、NO-メサラミン(NO-Mesalamine)、ノオグルチル(Nooglutil)、ノラリステロマイシン(N
oraristeromycin)、ノルダムナカンタル(Nordamunacantal)、ノルフロキサシン(Norfloxa
cin)、ノルフロキサシンコハク酸(Norfloxacin succinil)、ノルトピキサントロン塩酸(N
ortopixantrone hydrochloride)、ノストシクロペプチドM１(Nostocyclopeptide M1)、ノ
タミシン(Nothramicin)、NO-ウルソデオキシコール酸(NO-Ursodeoxycholic acid)、N-レ
チノイル-D-グルコサミン(N-Retinoyl-D-glucosamine)、N-tertブチルイソキン(N-tert b
utyl isoquine)、ノビオチック2(Nubiotic 2)、ヌトリン-2(Nutlin-2)、オベルマイシンH
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(Obelmycin H)、オベラジロール(Oberadilol)、オベラジロールモノエチルマレエート(Ob
eradilol Monoethyl Maleate)、オベチコール酸(Obeticholic acid)、オクロマイシノン(
Ochromycinone)、オシムモシドA(Ocimumoside A)、オシムモシドB(Ocimumoside B)、オク
タコサミシンA(Octacosamicin A)、オクタコサミシンB(Octacosamicin B)、オクトレオチ
ド酢酸(Octreotide Acetate)、オクチルガレート(Octyl gallate)、オダピパム酢酸(Odap
ipam acetate)、O-デメチルクロロチリシン(O-Demethylchlorothricin)、O-デメチルムル
ラヤフリン(O-Demethylmurrayafoline A)、オジパルシル(Odiparcil)、オエノテインB(Oe
nothein B)、オフロキサシン(Ofloxacin)、オキセノン(Okicenone)、オラムフロキサシン
(Olamufloxacin)、オラムフロキサシンメシル酸(Olamufloxacin mesilate)、オランザピ
ンパモ酸(Olanzapine pamoate)、オルセゲパント(Olcegepant)、オレアノール酸(Oleanol
ic acid)、オレオイル-L-バリノールアミド(Oleoyl-L-Valinol amide)、オルサラジンナ
トリウム(Olsalazine sodium)、オマシクロビル(Omaciclovir)、オンブラブリン(Ombrabu
lin)、オンブラブリン塩酸(Ombrabulin hydrochloride)、オンジキサントンI(Onjixantho
ne I)、オンジキサントンII(Onjixanthone II)、オンナミドA(Onnamide A)、オオロング
ホモビスフラバンA(Oolonghomobisflavan A)、オオロングホモビスフラバンC(Oolonghomo
bisflavan C)、OPC-17083(OPC-17083)、オピオルフィン(Opiorphin)、オピプラモール塩
酸(Opipramol hydrochloride)、オルビフロキサシン(Orbifloxacin)、オルシプレナリン
硫酸(Orciprenaline sulphate)、オリエンチシンA(Orienticin A)、オリエンチシンB(Ori
enticin B)、オリエンチシンC(Orienticin C)、オリエンチシンD(Orienticin D)、オリタ
バンシン(Oritavancin)、オルニプラビン(Orniplabin)、オルノプロスチル(Ornoprostil)
、オルタタキセル(Ortataxel)、
【０４０８】
オルトソマイシンA(Orthosomycin A)、オルトソマイシンB(Orthosomycin B)、オルトソマ
イシンC(Orthosomycin C)、オルトソマイシンD(Orthosomycin D)、オルトソマイシンE(Or
thosomycin E)、オルトソマイシンF(Orthosomycin F)、オルトソマイシンG(Orthosomycin
 G)、オルトソマイシンH(Orthosomycin H)、オスペミフェン(Ospemifene)、オスチジン(O
sutidine)、オキサスピロールA(Oxaspirol A)、オキサスピロールB(Oxaspirol B)、オキ
サゼパム(Oxazepam)、オキサゾフリン(Oxazofurin)、オキセクロスポリン(Oxeclosporin)
、オキシミジンIII(Oximidine III)、オキシラセタム(Oxiracetam)、オキシトロピウム臭
化物(Oxitropium bromide)、オキソリド(Oxolide)、オキシプレノロール塩酸(Oxprenolol
 hydrochloride)、オキシメタゾリン塩酸(Oxymetazoline hydrochloride)、オキシメタシ
ル(Oxymethacyl)、オキシモルファゾール二塩酸(Oxymorphazole dihydrochloride)、オキ
シモルフォン塩酸(Oxymorphone hydrochloride)、オキシノル(Oxynor)、オキシフェナル
シン(Oxyphenarsine)、オザレリキス(Ozarelix)、オゼノキサシン(Ozenoxacin)、パカス
トリスサミン(Pachastrissamine)、メキシコフトアマガエルトリプトフィリン-1(Pachyme
dusa dacnicolor Tryptophyllin-1)、パシホルギン(Paciforgine)、パクリタキセル(Pacl
itaxel)、パクリタキセルセリベート(Paclitaxel ceribate)、パエシラミノール(Paecila
minol)、パエシロキニンA(Paeciloquinine A)、パエシロキニンD(Paeciloquinine D)、パ
エシロキノンB(Paeciloquinone B)、パエシロキノンD(Paeciloquinone D)、パフェノロー
ル(Pafenolol)、パラウアミン(Palau'amine)、パルジマイシンB(Paldimycin B)、パリナ
ビル(Palinavir)、パルミドロール(Palmidrol)、パマピモド(Pamapimod)、パマクエシド(
Pamaqueside)、パンクラチスタチン二ナトリウムホスフェート(Pancratistatin disodium
 phosphate)、パンクラチスタチン-3,4-環状リン酸ナトリウム塩(Pancratistatin-3,4-cy
clic phosphate sodium salt)、パニペネム(Panipenem)、パンノリン(Pannorin)、パンテ
チン(Pantethine)、パプアミドA(Papuamide A)、パプアミドB(Papuamide B)、パプアミド
C(Papuamide C)、パプアミドD(Papuamide D)、パキニモド(Paquinimod)、パラセタモール
(Paracetamol)、パラシンI(Parasin I)、パリカルシトール(Paricalcitol)、パロジロー
ルヘミフマル酸(Parodilol Hemifumarate)、パロモマイシン(Paromomycin)、パルビスポ
リンB(Parvisporin B)、パテラゾールA(Patellazole A)、パテラゾールB(Patellazole B)
、パテラゾールC(Patellazole C)、パツピロン(Patupilone)、パウロマイシン(Paulomyci
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n)、パウロマイシンA2(Paulomycin A2)、パウロマイシンB(Paulomycin B)、パウロマイシ
ンC(Paulomycin C)、パウロマイシンD(Paulomycin D)、パウロマイシンE(Paulomycin E)
、パウロマイシンF(Paulomycin F)、パズフロキサシン(Pazufloxacin)、パズフロキサシ
ンメシル酸(Pazufloxacin mesilate)、ペフロキサシン(Pefloxacin)、PEG40000-パクリタ
キセル(PEG40000-Paclitaxel)、PEG-5000-パクリタキセル(PEG5000-Paclitaxel)、PEG-コ
ンジュゲートカンプトテシン(PEG-conjugated camptothecin)、PEG-バンコマイシン(PEG-
vancomycin)、ペリトレキソール(Pelitrexol)、ペロルシドA(Peloruside A)、ペナステロ
ール(Penasterol)、ペンブトロール硫酸(Penbutolol sulfate)、ペンシクロビル(Pencicl
ovir)、ペニシリド(Penicillide)、ペンタゾシン塩酸(Pentazocine hydrochloride)、ペ
ントスタチン(Pentostatin)、ペプロマイシン(Peplomycin)、ペプチシンナミンE(Peptici
nnamin E)、ペラミビル(Peramivir)、ペルシキンニン(Percyquinnin)、ペリシアジン(Per
iciazine)、ペリリルアルコール(Perillyl alcohol)、ペルフェナジン(Perphenazine)、
ペルシン(Persin)、ペトロサスポンギオリドM(Petrosaspongiolide M)、PG-カンプトテシ
ン(PG-camptothecin)、パフフィアオール(Phaffiaol)、ファケリスタチン7(Phakellistat
in 7)、ファケリスタチン8(Phakellistatin 8)、ファケリスタチン9(Phakellistatin 9)
、ファセオリノン(Phaseolinone)、フェノカラシンA(Phenochalasin A)、フェンプロコウ
モン(Phenprocoumon)、フェントラミンメシル酸(Phentolamine mesilate)、フィリノプシ
ドA(Philinopside A)、プロロオフコフロエクコル(Phlorofucofuroeckol)、ホマクチンA(
Phomactin A)、ホマクチンB(Phomactin B)、ホモイドリドA(Phomoidride A)、ホモプシカ
ラシン(Phomopsichalasin)、ホルボキサゾールA(Phorboxazole A)、ホルボキサゾールB(P
horboxazole B)、ホスホリン(Phospholine)、フタラスシジン(Phthalascidin)、フィソス
チグミンサリシレート(Physostigmine salicylate)、ピセアタンノール(Piceatannol)、
ピクメテロールフマル酸(Picumeterol fumarate)、ピドベンゾン(Pidobenzone)、ピメク
ロリムス(Pimecrolimus)、ピミルプロスト(Pimilprost)、ピンドロール(Pindolol)、ピニ
トール(Pinitol)、ピノセンブリン(Pinocembrin)、ピペンドキシフェン(Pipendoxifene)
、ピポチアジン(Pipotiazine)、ピラルビシン(Pirarubicin)、ピルブテロール塩酸(Pirbu
terol hydrochloride)、ピルフェノキソン(Pirfenoxone)、ピロドマスト(Pirodomast)、
ピロネチン(Pironetin)、ピロキシカム(Piroxicam)、ピッツバーグコンパウンドB(Pittsb
urgh Compound B)、プラジエノリドA(Pladienolide A)、プラジエノリドB(Pladienolide 
B)、プラジエノリドC(Pladienolide C)、プラジエノリドD(Pladienolide D)、プラジエノ
リドE(Pladienolide E)、プランタゴシド(Plantagoside)、プラテンシン(Platencin)、プ
ラテンシマイシン(Platensimycin)、プラウノトール(Plaunotol)、プレビトレキセド(Ple
vitrexed)、プリチデプシン(Plitidepsin)、プルラフラビンA(Pluraflavin A)、プルラフ
ラビンB(Pluraflavin B)、プルラフラビンE(Pluraflavin E)、プルスバシンA１(Plusbaci
n A1)、プルスバシンA2(Plusbacin A2)、プルスバシンA3(Plusbacin A3)、プルスバシンA
4(Plusbacin A4)、プルスバシンB1(Plusbacin B1)、プルスバシンB2(Plusbacin B2)、プ
ルスバシンB3(Plusbacin B3)、プルスバシンB4(Plusbacin B4)、ニューモカンジンA0(Pne
umocandin A0)、ニューモカンジンB0(Pneumocandin B0)、ニューモカンジンB0 2-ホスフ
ェート(Pneumocandin B0 2-phosphate)、ニューモカンジンD0(Pneumocandin D0)、ポドフ
ィロトキシン(Podophyllotoxin)、ポルエストラジオールリン酸(Polyestradiol phosphat
e)、ポリケトマイシン(Polyketomycin)、ポリマー結合ヒト白血球エラスターゼインヒビ
ター(Polymer bound human leukocyte elastase inhibitor)、ポナルレスタット(Ponalre
stat)、ポポロフアノンE(Popolohuanone E)、ポサコナゾール(Posaconazole)、ポシゾリ
ド(Posizolid)、ポタシウムエンベレート(Potassium embelate)、プラジミシンA(Pradimi
cin A)、プラジミシンB(Pradimicin B)、プラジミシンD(Pradimicin D)、プラジミシンE(
Pradimicin E)、プラジミシンFA-1(Pradimicin FA-1)、プラジミシンFA-2(Pradimicin FA
-2)、プラジミシンFL(Pradimicin FL)、プラジミシンFS((+)-エナンチオマー)(Pradimici
n FS((+)-enantiomer))、プラジミシンL(Pradimicin L)、プラジミシンQ(Pradimicin Q)
、プラジミシンS(Pradimicin S)、プラジミシンT1(Pradimicin T1)、プラジミシンT2(Pra
dimicin T2)、プラドフロキサシン(Pradofloxacin)、プラステロン(Prasterone)、プレド
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ニカルベート(Prednicarbate)、プレドニソロン(Prednisolone)、プレドニソロン酢酸(Pr
ednisolone acetate)、プレドニソロンファルネシレート(Prednisolone farnesylate)、
プレドニソン(Prednisone)、プレホリックA(Prefolic A)、プレマフロキサシン(Premaflo
xacin)、プレマフロキサシン塩酸(Premafloxacin hydrochloride)、プロイシン(Preussin
)、プリナベレル(Prinaberel)、プリソチノール(Prisotinol)、プリスチナマイシンIA(Pr
istinamycin IA)、プリスチナマイシンIIA(Pristinamycin IIA)、プロアミピド(Proamipi
de)、プロベスチン(Probestin)、プロブコール(Probucol)、プロカテロール塩酸塩半水和
物(Procaterol Hydrochloride Hemihydrate)、プロリルメリダマイシン(Prolylmeridamyc
in)、プロパフェノン塩酸(Propafenone hydrochloride)、プロペプチンT(Propeptin T)、
プロポホル(Propofol)、プロプラノロール塩酸(Propranolol hydrochloride)、プロピル
ガレート(Propyl gallate)、プロスタニト(Prostanit)、プロスタチン(Prostatin)、プロ
ストラチン(Prostratin)、プロトカテク酸(Protocatechuic acid)、プロトカテクアルデ
ヒド(Protocatechuic aldehyde)、プロキソドロール(Proxodolol)、プルリフロキサシン(
Prulifloxacin)、プルリフロキサシン塩酸(Prulifloxacin Hydrochloride)、プルリフロ
キサシンメシル酸(Prulifloxacin Mesylate)、プソイドエフェドリン塩酸(Pseudoephedri
ne hydrochloride)、プソイドヒペリシン(Pseudohypericin)、プソイドマイシンA‘(Pseu
domycin A')、プソイドマイシンB'(Pseudomycin B')、プルプロマイシン(Purpuromycin)
、プルバラノールA(Purvalanol A)、ピクナンツキノンA(Pycnanthuquinone A)、ピクナン
ツキノンB(Pycnanthuquinone B)、ピロリシジンB(Pyloricidin B)、ピリダボン(Pyridavo
ne)、ピリダマイシンA(Pyrindamycin A)、ピリダマイシンB(Pyrindamycin B)、ピリピロ
ペンA(Pyripyropene A)、ピリピロペンB(Pyripyropene B)、ピリピロペンC(Pyripyropene
 C)、ピリピロペンD(Pyripyropene D)、ピルロスポリンA(Pyrrolosporin A)、クアルトロ
ミシンA１(Quartromicin A1)、クアルトロミシンA2(Quartromicin A2)、クアルトロミシ
ンA3(Quartromicin A3)、クアルトロミシンD1(Quartromicin D1)、クアルトロミシンD2(Q
uartromicin D2)、クアルトロミシンD3(Quartromicin D3)、ケルセチン-3-O-メチルエー
テル(Quercetin-3-O-methyl ether)、クエチアピンフマル酸(Quetiapine fumarate)、ク
イナゴリド塩酸(Quinagolide hydrochloride)、クイニジン(Quinidine)、クイノベン(Qui
nobene)、クイノキサペプチンC(Quinoxapeptin C)、クイヌプリスチンメシル酸(Quinupri
stin Mesilate)、rac-アポゴシポロン(rac-Apogossypolone)、Rac-トルテロジン(Rac-Tol
terodine)、ラファベグロン(Rafabegron)、ラロキシフェン塩酸(Raloxifene hydrochlori
de)、ラルチトレキシド(Raltitrexed)、ラルリジン(Raluridine)、ラメスワラリド(Rames
waralide)、ラモプラニンA‘１(Ramoplanin A'1)、ラモプラニンA'２(Ramoplanin A'2)、
ラモプラニンA‘３(Ramoplanin A'3)、ラモレリキス(Ramorelix)、ラニムスチン(Ranimus
tine)、ラノラジン(Ranolazine)、ラパマイシン(Rapamycin)、ラビドマイシン N-オキシ
ド(Ravidomycin N-oxide)、ローソノル(Rawsonol)、ラズペネム(Razupenem)、レバミピド
ビスマスシトレートテトラメチレンジアミン(Rebamipide bismuth citrate tetramethyle
damine)、レブラスタチン(Reblastatin)、レガデノソン(Regadenoson)、レミキレンメシ
ル酸(Remikiren mesilate)、レミプロストール(Remiprostol)、レモグリフロジンエタボ
ネート(Remogliflozin etabonate)、レパンジオール(Repandiol)、レプロテロール塩酸(R
eproterol hydrochloride)、レソベネ(Resobene)、レソルチノマイシン(Resorthiomycin)
、レタパムリン(Retapamulin)、レタスピマイシン塩酸(Retaspimycin hydrochloride)、
レバトロペート(Revatropate)、レベロマイシン(Reveromycin A)、ロジオシアノシドA(Rh
odiocyanoside A)、ロジオシアノシドB(Rhodiocyanoside B)、ロドダウリクロマン酸 A(R
hododaurichromanic acid A)、ロドストレプトマイシンA(Rhodostreptomycin A)、
ロドストレプトマイシンB(Rhodostreptomycin B)、リバビリン(Ribavirin)、エイコセン
酸リバビリンシス(Ribavirin eicosenate cis)、エイコセン酸リバビリントランス(Ribav
irin eicosenate trans)、リバビリンエライジン酸(Ribavirin elaidate)、リバビリンオ
レイン酸(Ribavirin oleate)、リファブチン(Rifabutin)、リファラジル(Rifalazil)、リ
ファメキシル(Rifamexil)、リファンピシン(Rifampicin)、リファペンチン(Rifapentine)
、リファキシミン(Rifaximin)、リルマカリム塩酸(Rilmakalim hemihydrate)、リメキソ



(128) JP 5904941 B2 2016.4.20

10

20

30

40

50

ロン(Rimexolone)、リモテロール臭化水素酸(Rimoterol hydrobromide)、リオドキソール
(Riodoxol)、リチペネムアコキシル(Ritipenem acoxil)、リトナビル(Ritonavir)、リバ
スチグミン酒石酸(Rivastigmine tartrate)、
【０４０９】
リベンプロスト(Rivenprost)、ロカグロイン酸(Rocagloic acid)、ロクロニウム臭化物(R
ocuronium bromide)、ロフレポニド(Rofleponide)、ロフレポニドパルミテート(Roflepon
ide palmitate)、ロヒツキン(Rohitukine)、ロキタマイシン(Rokitamycin)、ロリニアス
タチン1(Rolliniastatin 1)、ロムルチド(Romurtide)、ロキニメキス(Roquinimex)、ロサ
プロストールナトリウム(Rosaprostol sodium)、ロスコビチン(Roscovitine)、ロセリピ
ン1A(Roselipin 1A)、ロセリピン1B(Roselipin 1B)、ロセリピン2A(Roselipin 2A)、ロセ
リピン2B(Roselipin 2B)、ロスタフロキシン(Rostafuroxine)、ロスナスタチンカルシウ
ム(Rosuvastatin calcium)、ロスナスタチンナトリウム(Rosuvastatin sodium)、ロチガ
プチド(Rotigaptide)、ロチゴチン(Rotigotine)、ロキサチジンビスマスシトレート(Roxa
tidine bismuth citrate)、ロキシンドールメシル酸(Roxindole Mesilate)、ロキシスロ
マイシン(Roxithromycin)、ルビギノンA１(Rubiginone A1)、ルビギノンA2(Rubiginone A
2)、ルビギノンB1(Rubiginone B1)、ルビギノンC1(Rubiginone C1)、ルビテカン(Rubitec
an)、ルボキシル(Ruboxyl)、ルフィガロール(Rufigallol)、ルフロキサシングルコン酸(R
ufloxacin Gluconate)、ルフロキサシン塩酸(Rufloxacin hydrochloride)、ルミシン1(Ru
mycin 1)、ルミシン2(Rumycin 2)、ルッスフェリンA(Russuphelin A)、サバルビシン塩酸
(Sabarubicin hydrochloride)、サフィンゴル(Safingol)、サイントピン(Saintopin)、サ
イントピンE(Saintopin E)、サイシンN(Saishin N)、サキオミシンA(Sakyomicin A)、サ
キオミシンE(Sakyomicin E)、サラゾピリダジン(Salazopyridazin)、サルボスタチン(Sal
bostatin)、サルブタモール硝酸(Salbutamol nitrate)、サルブタモール硫酸(Salbutamol
 sulfate)、サルカプロジン酸ナトリウム塩(Salcaprozic acid sodium salt)、サリチル
アゾ安息香酸(Salicylazobenzoic acid)、サリシリハラミドA(Salicylihalamide A)、サ
リシリハラミドB(Salicylihalamide B)、サリナミドA(Salinamide A)、サリノスポラミド
A(Salinosporamide A)、サリフェニルハラミド(Saliphenylhalamide)、サルマテロール(S
almaterol)、サルメテロールキシナホ酸(Salmeterol xinafoate)、サロキシン(Saloxin)
、サルビアノール酸 L(Salvianolic acid L)、サマデリンX(Samaderine X)、サンパトリ
ラット(Sampatrilat)、サンフェトリネム(Sanfetrinem)、サンフェトリネムシレキセチル
(Sanfetrinem cilexetil)、サンフェトリネムナトリウム(Sanfetrinem sodium)、サング
リフェリンA(Sanglifehrin A)、サングリフェリンB(Sanglifehrin B)、サングリフェリン
C(Sanglifehrin C)、サングリフェリンD(Sanglifehrin D)、サパシタビン(Sapacitabine)
、サプトマイシンD(Saptomycin D)、サプリマイシン(Sapurimycin)、サキナビル(Saquina
vir)、サキナビルメシル酸(Saquinavir mesilate)、サルコフィトールA(Sarcophytol A)
、サルコフィトールB(Sarcophytol B)、サリカンジン(Saricandin)、サウスレアミンD(Sa
ussureamine D)、サウスレアミンE(Saussureamine E)、サゼチジン-A(Sazetidine-A)、ス
コピナストフマル酸(Scopinast fumarate)、スコポラミン(Scopolamine)、スシホスタチ
ン(Scyphostatin)、セカルシフェロール(Secalciferol)、セコバトゼリンA(Secobatzelli
ne A)、セコバトゼリンB(Secobatzelline B)、セコイソラリシレシノールジグルコシド(S
ecoisolariciresinol diglucoside)、(Securioside A)、(Securioside B)、(Seglitide)
、(Selamectin)、(Selank)、セロデノソン(Selodenoson)、セマガセスタット(Semagacest
at)、セムズラミシン(Semduramicin)、セモルホン塩酸(Semorphone hydrochloride)、セ
オカルシトール(Seocalcitol)、セプリローズ(Seprilose)、セルグリフロジンエタボネー
ト(Sergliflozin etabonate)、セロフェンド酸(Serofendic acid)、セシロシド(Sessilos
ide)、セタマイシン(Setamycin)、セタジンドール(Setazindol)、セフェジン(Shepherdin
)、シシジミシンA(Shishijimicin A)、シシジミシンB(Shishijimicin B)、シシジミシンC
(Shishijimicin C)、シアロシルコレステロール-αナトリウム塩(Sialosylcholesterol-A
lpha Sodium Salt)、シバノミシン(Sibanomicin)、シベナデット塩酸(Sibenadet hydroch
loride)、シビスコシド(Sibiskoside)、シルデナフィルシトレート(Sildenafil citrate)
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、シロドシン(Silodosin)、シルテンゼピン(Siltenzepine)、シリクリスチン(Silychrist
in)、シモタキセル(Simotaxel)、シンバスタチン(Simvastatin)、シノメニン(Sinomenine
)、シタフロキサシン水和物(Sitafloxacin hydrate)、シトスタノールアスコルビルホス
フェート(Sitostanol ascorbyl phosphate)、シビフェン(Sivifene)、シウェンマイシン(
Siwenmycin)、シゾフィラン(Sizofiran)、スミラゲニン(Smilagenin)、ソコルロマイシン
(Socorromycin)、ナトリウムクロモグリケート(Sodium cromoglycate)、ナトリウムオキ
シベート(Sodium oxybate)、ソラベグロン塩酸(Solabegron hydrochloride)、ソルペカイ
ノール塩酸(Solpecainol hydrochloride)、ソネデノソン(Sonedenoson)、ソオテペンセオ
ン(Sootepenseone)、ソラプラザン(Soraprazan)、ソルビシラクトンA(Sorbicillactone A
)、ソリブジン(Sorivudine)、so-シンバスタチン-6-オン(so-Simvastatin-6-one)、ソタ
ロール塩酸(Sotalol hydrochloride)、スパルフロキサシン(Sparfloxacin)、スパロキソ
マイシンA1(Sparoxomycin A1)、スパロキソマイシンA2(Sparoxomycin A2)、スペラビリン
A(Sperabillin A)、スペラビリンB(Sperabillin B)、スペラビリンC(Sperabillin C)、ス
ペラビリンD(Sperabillin D)、スフィンゴフンギンF(Sphingofungin F)、スピノルフィン
(Spinorphin)、フピノスルフェートA(Spinosulfate A)、スピノスルフェートB(Spinosulf
ate B)、スピロカルジンA(Spirocardin A)、スピロカルジンB(Spirocardin B)、スピロキ
シミシン(Spiroximicin)、スピルコスタチンA(Spiruchostatin A)、スピルコスタチンB(S
piruchostatin B)、スピスロシン(Spisulosine)、スポンギアジオール(Spongiadiol)、ス
ポンギスタチン1(Spongistatin 1)、スポンギスタチン3(Spongistatin 3)、スポンギスタ
チン4(Spongistatin 4)、スポンギスタチン5(Spongistatin 5)、スポンギスタチン6(Spon
gistatin 6)、スポンギスタチン7(Spongistatin 7)、スポンギスタチン8(Spongistatin 8
)、スポンギスタチン9(Spongistatin 9)、スポレアミシンA(Sporeamicin A)、スポレアミ
シンB(Sporeamicin B)、スクアラミン乳酸(Squalamine lactate)、スクアレスタチンI(Sq
ualestatin I)、スタシボシンA(Stachybocin A)、スタシボシンB(Stachybocin B)、スタ
シボシンC(Stachybocin C)、スタシボトリンC(Stachybotrin C)、スタシボトリジアル(St
achybotrydial)、スタプラビン(Staplabin)、スタルリジン(Starrhizin)、スタブジン(St
avudine)、ステレラマクリンA(Stelleramacrin A)、ステレラマクリン(Stelleramacrin B
)、ステレニンA(Sterenin A)、ステレニンC(Sterenin C)、ステレニンD(Sterenin D)、ス
トレプトマイシン(Streptomycin)、ストレプトピルロール(Streptopyrrole)、スチログア
ニジン(Styloguanidine)、スベロセノールA(Suberosenol A)、サクシノブコル(Succinobu
col)、スガマデクスナトリウム(Sugammadex sodium)、スルファサラジン(Sulfasalazine)
、スルフィノシン(Sulfinosine)、スルフィルシンC(Sulfircin C)、スロペネム(Sulopene
m)、スロペネムエトザドロキシル(Sulopenem etzadroxil)、スルファゾシン(Sulphazocin
e)、スルホキノボシルジアシルグリセロール(Sulphoquinovosyldiacylglycerol)、スルプ
ロストーン(Sulprostone)、スルカスト(Sulukast)、ヒマワリトリプシンインヒビター-1(
Sunflower trypsin inhibitor-1)、スプラタストトシレート(Suplatast tosilate)、スロ
ナクリンマレイン酸(Suronacrine maleate)、スサリモド(Susalimod)、スウィグリアプレ
グネン(Swiftiapregnene)、シンビオイミン(Symbioimine)、シナデノール(Synadenol)、
シングアノール(Synguanol)、シリアクシンA(Syriacusin A)、シリアクシンB(Syriacusin
 B)、シリアクシンC(Syriacusin C)、シジギオール(Syzygiol)、タカルシトール(Tacalci
tol)、タカペネムピボキシル(Tacapenem pivoxil)、タッカロノリドE(Taccalonolide E)
、タクロリムス(Tacrolimus)、タフルプロスト(Tafluprost)、タゲフラル(Tageflar)、タ
イワンホモフラボンA(Taiwanhomoflavone A)、タカナワエンA(Takanawaene A)、タカナワ
エンB(Takanawaene B)、タカナワエンC(Takanawaene C)、タリベグロン(Talibegron)、タ
リベグロン塩酸(Talibegron hydrochloride)、タルネタント(Talnetant)、タマンダリンA
(Tamandarin A)、タマンダリンB(Tamandarin B)、タモラリジン塩酸(Tamolarizine Hydro
chloride)、タネスピマイシン(Tanespimycin)、TAP-ドキソルビシン(TAP-doxorubicin)、
タペンタドール塩酸(Tapentadol hydrochloride)、タラノンA(Taramanon A)、
タスキニモド(Tasquinimod)、タウロヒオデオキシコール酸(Taurohyodeoxycholic acid)
、タウトマイシン(Tautomycin)、タキスユナニン(Taxuyunnanine)、タゾフェロン(Tazofe
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lone)、タゾプシン(Tazopsine)、タビペネム(Tebipenem)、テビペネムシレキセチル(Tebi
penem cilexetyl)、テビペネムピボキシル(Tebipenem pivoxil)、テブフェロン(Tebufelo
ne)、テカデノソン(Tecadenoson)、テクネチウム Tc 99m デプレオチド(Technetium Tc 9
9m depreotide)、テイコプラニン-A2-1(Teicoplanin-A2-1)、テイコプラニン-A2-2(Teico
planin-A2-2)、テイコプラニン-A2-3(Teicoplanin-A2-3)、テイコプラニン-A2-5(Teicopl
anin-A2-5)、テラバンシン塩酸(Telavancin hydrochloride)、テルビブジン(Telbivudine
)、テリナビル(Telinavir)、テリスロマイシン(Telithromycin)、テマフロキサシン塩酸(
Temafloxacin hydrochloride)、テマゼパム(Temazepam)、テモポルフィン(Temoporfin)、
テンポル(Tempol)、テンシロリムス(Temsirolimus)、テムルチド(Temurtide)、テニダプ(
Tenidap)、テニポシド(Teniposide)、テノキシカム(Tenoxicam)、テヌイホリシドA(Tenui
foliside A)、テヌイホリシドB(Tenuifoliside B)、テヌイホリシドC(Tenuifoliside C)
、テヌイホリシドD(Tenuifoliside D)、テルブタリン硫酸(Terbutaline sulfate)、テレ
スチグミン酒石酸(Terestigmine tartrate)、テルフェナジン(Terfenadine)、テリフルノ
ミド(Teriflunomide)、テルラキレン(Terlakiren)、テルナチン(Ternatin)、テルプレニ
ン(Terprenin)、テルロイラクトンA(Terreulactone A)、テルロイラクトンB(Terreulacto
ne B)、テルロイラクトンC(Terreulactone C)、テルロイラクトンD(Terreulactone D)、
テルタトロール塩酸(Tertatolol hydrochloride)、テセタキセル(Tesetaxel)、テストス
テロングルコシド(Testosterone glucoside)、テトラコシルシドホビル(Tetracosyl cido
fovir)、テトラシクリン塩酸(Tetracycline hydrochloride)、テトラフィブリシン(Tetra
fibricin)、テトラガノイルキナ酸(Tetragalloylquinic acid)、テトラヒドロコルチソー
ル(Tetrahydrocortisol)、テトラヒドロクルクミン(Tetrahydrocurcumin)、テトラヒドロ
エチニカンジンB(Tetrahydroechinocandin B)、テトラヒドロスウェルチアノリン(Tetrah
ydroswertianolin)、テトラヒドロキシキノン(Tetrahydroxyquinone)、テトロマイシンA(
Tetromycin A)、テトロマイシンB(Tetromycin B)、テトロノチオジン(Tetronothiodin)、
テキセノマイシンA(Texenomycin A)、テザシタビン(Tezacitabine)、テゾセンタン(Tezos
entan)、テゾセンタン二ナトリウム(Tezosentan disodium)、テノルフィン(Thenorphine)
、テオペデリンD(Theopederin D)、テオペリジンE(Theoperidin E)、テオフィリンルトシ
ド(Theophylline rutoside)、テルモジモシジン(Thermozymocidin)、チアメットーG(Thia
met-G)、チアンフェニコル(Thiamphenicol)、チアルブリンE(Thiarubrine E)、チアルブ
リンF(Thiarubrine F)、チアルブリンG(Thiarubrine G)、チアルブリンH(Thiarubrine H)
、チアジノトリエノマイシンB(Thiazinotrienomycin B)、チアジノトリエノマイシンF(Th
iazinotrienomycin F)、チアジノトリエノマイシンG(Thiazinotrienomycin G)、チアゾハ
ロスタチン(Thiazohalostatin)、チエラビンG(Thielavin G)、
【０４１０】
チエロシンB3(Thielocin B3)、チオフェドリン(Thiofedrine)、チオマリノール(Thiomari
nol)、チオマリノールB(Thiomarinol B)、チオマリノールC(Thiomarinol C)、チオマリノ
ールD(Thiomarinol D)、チオマリノールE(Thiomarinol E)、チオマリノールF(Thiomarino
l F)、チオビリダミド(Thioviridamide)、チオキサマイシン(Thioxamycin)、スラザリン(
Thrazarine)、シマレン(Thymallene)、シメクタシン(Thymectacin)、シモペンチン(Thymo
pentin)、チデンベルサット(Tidembersat)、タイノキソール塩酸(Tienoxolol hydrochlor
ide)、チゲシクリン(Tigecycline)、チリソロール塩酸(Tilisolol hydrochloride)、チモ
ロール半水和物(Timolol hemihydrate)、チモロールマレイン酸(Timolol maleate)、チペ
ルカスト(Tipelukast)、チプラナビル(Tipranavir)、チクエシド(Tiqueside)、チソカル
シテート(Tisocalcitate)、チキソコルトールブチレートプロピオネート(Tixocortol bur
yrate propionate)、トボリノン(Toborinone)、トブラマイシン(Tobramycin)、トコトリ
エノール(Tocotrienol)、トカラミドA(Tokaramide A)、トルカポン(Tolcapone)、トロキ
サトン(Toloxatone)、トルテロジン酒石酸(Tolterodine Tartrate)、トルバプタン(Tolva
ptan)、トリトキシン(Tolytoxin)、トマチン(Tomatine)、トメグロビル(Tomeglovir)、ト
ナベルサット(Tonabersat)、トピキサントロン塩酸(Topixantrone hydrochloride)、トポ
テカン酢酸(Topotecan Acetate)、トポテカン塩酸(Topotecane Hydrochloride)、トポバ
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ール(Topovale)、トプセンチンB1(Topsentine B1)、トルシタビン(Torcitabine)、トレゾ
リド(Torezolid)、トセドスタット(Tosedostat)、トスフロキサシン(Tosufloxacin)、ト
スフロキサシントシル酸(Tosufloxacin Tosilate)、トラベクテジン(Trabectedin)、トラ
デカミド(Tradecamide)、トランス-レスベラトロール(trans-Resveratrol)、トランチン
テロール塩酸(Trantinterol hydrochloride)、トラボプロスト(Travoprost)、トラキソプ
ロジル(Traxoprodil)、トラキソプロジルメシル酸(Traxoprodil mesylate)、トレカドリ
ン(Trecadrine)、トレセチリドフマル酸(Trecetilide fumarate)、トレプロスチニルダイ
タノラミン(Treprostinil diethanolamine)、トレプロスチニルナトリウム(Treprostinil
 sodium)、トリアンシノロンアセトニド(Triamcinolone acetonide)、トリアムシノロン
ヘキサセトニド(Triamcinolone hexacetonide)、トリコジメロール(Trichodimerol)、ト
リコマイシンA(Trichomycin A)、トリコスタチンD(Trichostatin D)、トリシフェロール(
Triciferol)、トリシリビン(Triciribine)、トリシリビンリン酸(Triciribine phosphate
)、トリフルリジン(Trifluridine)、トリロスタン(Trilostane)、トリメゲストーン(Trim
egestone)、トリミドキス(Trimidox)、トリモプロスチル(Trimoprostil)、トリフェンジ
オール(Triphendiol)、トリプテリン(Tripterin)、トリプトリド(Triptolide)、トログリ
タゾン(Troglitazone)、トロバフロキサシン(Trovafloxacin)、トロバフロキサシン水和
物(Trovafloxacin hydrate)、トロバフロキサシン塩酸塩メシル酸(Trovafloxacin hydroc
hloride mesylate)、トロバフロキサシンメシル酸(Trovafloxacin mesilate)、トロキサ
シタビン(Troxacitabine)、ツクバマイシンA(Tsukubamycin A)、ツバストリン(Tubastrin
e)、ツベラクトミシンA(Tubelactomicin A)、ツベラクトミシンB(Tuberactomycin B)、ツ
ベラクトミシンD(Tuberactomycin D)、ツベラクトミシンE(Tuberactomycin E)、ツビンゲ
ンシンB(Tubingensin B)、ツブリシンA(Tubulysin A)、ツブリシンB(Tubulysin B)、ツブ
リシンC(Tubulysin C)、ツカレソル(Tucaresol)、ツフトシン(Tuftsin)、ツラスロマイシ
ンA(Tulathromycin A)、ツラスロマイシン(Tulathromycin B)、ツロブテロール塩酸(Tulo
buterol hydrochloride)、ツルボスタチン1(Turbostatin 1)、ツルボスタチン2(Turbosta
tin 2)、ツルボスタチン3(Turbostatin 3)、ツルボスタチン4(Turbostatin 4)、チロペプ
チンA10(Tyropeptin A10)、チロペプチンA6(Tyropeptin A6)、チロペプチンA9(Tyropepti
n A9)、チロセルバチド(Tyroservatide)、チルホスチン47(Tyrphostin 47)、ウベニメク
ス(Ubenimex)、ウクライン(Ukrain)、ウリフロキサシン(Ulifloxacin)、ウンカリン酸 A(
Uncarinic acid A)、ウンカリン酸 B(Uncarinic acid B)、ウンシアラマイシン(Uncialam
ycin)、ウノプロストーン(Unoprostone)、ウノプロストンイソプロピルエステル(Unopros
tone isopropyl ester)、ウルソデオキシコール酸(Ursodeoxycholic acid)、ウスチリピ
ドA(Ustilipid A)、ウスチリピドB(Ustilipid B)、ウスチリピドC(Ustilipid C)、ウバロ
ール(Uvalol)、バジメザン(Vadimezan)、バルガニシクロビル塩酸(Valganciclovir hydro
chloride)、バルネムリン(Valnemulin)、バロノマイシンA(Valonomycin A)、バロピシタ
ビン(Valopicitabine)、バルルビシン(Valrubicin)、バンコマイシン塩酸(Vancomycin hy
drochloride)、バンコレスマイシン(Vancoresmycin)、バニジピネジロール(Vanidipinedi
lol)、バニノロール(Vaninolol)、バリアペプチン(Variapeptin)、ベブフロキサシン(Veb
ufloxacin)、ベイナミトール(Veinamitol)、ベルナクリンマレイン酸(Velnacrine Maleat
e)、ベルセトラグ(Velusetrag)、ベノルフィン(Venorphin)、ベルミスポリン(Vermispori
n)、ベルナカラント塩酸(Vernakalant hydrochloride)、ベルチシラチン(Verticillatine
)、ベキシビノール(Vexibinol)、ビアリニンB(Vialinin B)、ビセニスタチン(Vicenistat
in)、ビナキサントン(Vinaxanthone)、ビンデシン(Vindesine)、ビンホシルチン硫酸(Vin
fosiltine sulfate)、ビンロイシノール(Vinleucinol)、ビニラマイソン(Vinylamycin)、
ビキダシン(Viquidacin)、ビラミジン塩酸(Viramidine Hydrochloride)、ビラナマイシン
-A(Viranamycin-A)、ビラナマイシン-B(Viranamycin-B)、ビスコシン(Viscosin)、ビチレ
ブアミド(Vitilevuamide)、ボクロスポリン(Voclosporin)、ボグリボス(Voglibose)、ボ
リナンセリン(Volinanserin)、ボルプリスチン(Volpristin)、ボレロキシン(Voreloxin)
、W　ペプチド(W Peptide)、ウィエデンジオールA(Wiedendiol A)、ウィエデンジオールB
(Wiedendiol B)、ウォオドリエン(Woodorien)、キサモテロールフマル酸(Xamoterol Fuma
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rate)、キサントアンゲロールE(Xanthoangelol E)、キサントフルビン(Xanthofulvin)、
キサントメグニン(Xanthomegnin)、キセノブレーンA(Xenovulene A)、キシマミド(Xipami
de)、キシロシジン(Xylocydine)、ヤタケマイシン(Yatakemycin)、ヨヒンビン(Yohimbine
)、ザボフロキサシン塩酸(Zabofloxacin hydrochloride)、ザハビンB(Zahavin B)、ザル
シタビン(Zalcitabine)、ザンパノリド(Zampanolide)、ザナミビル(Zanamivir)、ザンキ
レン(Zankiren)、ザラゴジン酸 D3(Zaragozic acid D3)、ゼランドパム塩酸(Zelandopam 
hydrochloride)、Z-エロイテロビン(Z-Eleutherobin)、ゼナレスタトット(Zenarestat)、
ジドブジン(Zidovudine)、ジラスコルブ(2H)(Zilascorb(2H))、ジルパテロール(Zilpater
ol)、ゾナンパネル(Zonampanel)、ゾルビシン塩酸(Zorubicin hydrochloride)、ゾスキダ
ル三塩酸(Zosuquidar trihydrochloride)、ゾタロリムス(Zotarolimus)、ゾチカソンプロ
ピネート(Zoticasone propionate)、ズクロペンチキソール塩酸(Zuclopenthixol hydroch
loride)。
【０４１１】
　カルボキシル基を有している適切な薬物は、以下のものを含んでいるリストから選択さ
れ得る：(-)-スベルシン酸((-)-Subersic acid)、(+)-デオキソアルテリン酸((+)-Deoxoa
rtelinic acid)、(+)-ヘミパルミトイルカルニチニウム((+)-Hemipalmitoylcarnitinium)
、(+)-インドブフェン((+)-Indobufen)、(+)-SCH-351448、(E)-p-クマロイルキナ酸((E)-
p-Coumaroylquinic acid)、(Z)-インデナプロスト((Z)-Indenaprost)、[111In-DTPA-Pro1
)Tyr4]ボンベシン([111In-DTPA-Pro1)Tyr4]bombesin)、[90Y]-DOTAGA-サブスタンス P([9
0Y]-DOTAGA-substance P)、[psi[CH2NH]Tpg4]バンコマイシンアグリコン([psi[CH2NH]Tpg
4]Vancomycin aglycon)、111In-ペンテトレオチド(111In-Pentetreotide)、11-ケト-β-
ボスウェリン酸(11-Keto-Beta-Boswellic Acid)、15-メトキシピヌソリジン酸(15-Methox
ypinusolidic acid)、1-メチル-D-トリプトファン(1-Methyl-D-tryptophan)、3,5-ジカフ
ェオイルキナ酸(3,5-Dicaffeoylquinic acid)、3-MATIDA、3-O-アセチルオレアノリン酸(
3-O-Acetyloleanolic acid)、4-アミノサリチル酸(4-Aminosalicylic acid)、6α-フルオ
ロウルソデオキシコール酸(6alpha-Fluoroursodeoxycholic acid)、6-カルボキシゲニス
テイン(6-Carboxygenistein)、7-クロロキヌレン酸(7-Chlorokynurenic acid)、8-カルボ
キシ-イソ-イアンテラン A(8-Carboxy-iso-iantheran A)、99mTc-c(RGDfK*)2HYNIC、A-42
867 プソイドアグリコン(A-42867 pseudoaglycone)、アセクロフェナク(Aceclofenac)、
アセメタシン(Acemetacin)、アセニューラミン酸ナトリウム塩(Aceneuramic acid sodium
 salt)、アセチル-11-ケト-β-ボスウェリン酸(Acetyl-11-Keto-Beta-Boswellic Acid)、
アセチル-β-ボスウェリン酸(Acetyl-Beta-Boswellic Acid)、アセチルシステイン(Acety
lcysteine)、アキミル酸(Achimillic Acids)、アシピモックス(Acipimox)、アシタザノラ
スト(Acitazanolast)、アクリバスチン(Acrivastine)、アクタリット(Actarit)、アダパ
レン(Adapalene)、アダロテン(Adarotene)、アデメチオニントシル酸塩硫酸塩(Ademetion
ine tosylate sulfate)、アドキサントロマイシン A(Adxanthromycin A)、アジュレミン
酸(Ajulemic acid)、アラセプリル(Alacepril)、アラダプシン(Aladapcin)、アレグリタ
ザル(Aleglitazar)、アリトレチノイン(Alitretinoin)、アルミノプロフェン(Alminoprof
en)、アログリプチン安息香酸塩(Alogliptin benzoate)、α-リノレン酸(alpha-Linoleni
c acid)、α-リポ酸(alpha-Lipoic acid)、α-メチルトリプトファン(alpha-Methyltrypt
ophan)、アルプロスタジル(Alprostadil)、アルテミシジン(Altemicidin)、アルタセノン
酸 B(Alutacenoic acid B)、アルビモパン水和物(Alvimopan hydrate)、アミグルミド(Am
iglumide)、アミイネプチン(Amineptine)、アミノカプロン酸(Aminocaproic acid)、アミ
ノレブリン酸塩酸塩(Aminolevulinic acid hydrochloride)、アムレキサノキス(Amlexano
x)、アモキシシリン三水和物(Amoxicillin trihydrate)、アンホテリシン B(Amphoterici
n B)、アムシラロテン(Amsilarotene)、アナキンラ(Anakinra)、アンチフラミン-1(Antif
lammin-1)、アンチフラミン-2(Antiflammin-2)、アンチフラミン-3(Antiflammin-3)、ア
パルシリンナトリウム(Apalcillin sodium)、アプラビロック塩酸塩(Aplaviroc hydrochl
oride)、アルガトロバン一水和物(Argatroban monohydrate)、アルギメスナ(Argimesna)
、アルテリネート(Artelinate)、アルテピリン C(Artepillin C)、アルテスネート(Artes
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unate)、アルンジフンギン(Arundifungin)、アスコステロシド(Ascosteroside)、アシア
ト酸(Asiatic acid)、アスピリン(Aspirin)、アスポキシシリン(Aspoxicillin)、アスサ
ミシン I(Assamicin I)、アスサミシン II(Assamicin II)、アタルレン(Ataluren)、アト
ルバスタチン(Atorvastatin)、アトルバスタチンカルシウム(Atorvastatin calcium)、ア
トラセンタン(Atrasentan)、アザロマイシン SC(Azaromycin SC)、アゼライン酸(Azelaic
 Acid)、アゼピノスタチン(Azepinostatin)、アジルサルタン(Azilsartan)、アゾキシバ
シリン(Azoxybacilin)、アゾトレオナム(Aztreonam)、アゾトレオナムL-リシン(Aztreona
m L-lysine)、アズマミド E(Azumamide E)、バクロフェン(Baclofen)、バフィロマイシン
 C1(Bafilomycin C1)、バイカリン(Baicalin)、バルヒマイシン(Balhimycin)、バロフロ
キサシン(Balofloxacin)、バロフロキサシン二水和物(Balofloxacin dihydrate)、バルサ
ラジド二ナトリウム(Balsalazide disodium)、バミラスチン水和物(Bamirastine hydrate
)、ベラクトシン A(Belactosin A)、ベラクトシン C(Belactosin C)、ベナノミシン A(Be
nanomicin A)、ベナノミシン B(Benanomicin B)、ベナスタチン A(Benastatin A)、ベナ
スタチン B(Benastatin B)、ベナゼプリル塩酸塩(Benazepril hydrochloride)、ベントシ
アニン A(Benthocyanin A)、ベポタスチンベシル酸塩(Bepotastine besilate)、ベラプロ
ストナトリウム(Beraprost sodium)、ベシフロキサシン塩酸塩(Besifloxacin hydrochlor
ide)、β-ボスウェリン酸(Beta-Boswellic Acid)、β-ヒドロキシ β-メチルブチレート(
beta-Hydroxy beta-methylbutyrate)、ベタミプロン(Betamipron)、β-シアロシルコレス
テロールナトリウム塩(Beta-Sialosylcholesterol Sodium Salt)、ベビリマト(Bevirimat
)、ベキサロテン(Bexarotene)、ベザフィブラート(Bezafibrate)、ビアペネム(Biapenem)
、ビラスチン(Bilastine)、ビモシアモス(Bimosiamose)、ビンダリット(Bindarit)、ビン
フロキサシン(Binfloxacin)、ビフェニル-インダノン A(Biphenyl-indanone A)、Boc-ベ
ラクトシン A(Boc-Belactosin A)、ボルレリジン(Borrelidin)、ブラシリカルジン A(Bra
silicardin A)、ブラシリノリド A(Brasilinolide A)、ブレメラノチド(Bremelanotide)
、ブレビホリンカルボン酸(Brevifolin carboxylic acid)、ブシラミン(Bucillamine)、
ブメタニド(Bumetanide)、ブンゲオール酸(Bungeolic acid)、ブプレノルフィンヘミアジ
ペート(Buprenorphine hemiadipate)、ブプレノルフィン-Val-カルバメート(Buprenorphi
ne-Val-carbamate)、ブチブフェン(Butibufen)、ブトクタミドヘミスクシネート(Butocta
mide hemisuccinate)、ブチザミド(Butyzamide)、カビン 1(Cabin 1)、カドロフロキサシ
ン塩酸塩(Cadrofloxacin hydrochloride)、カルビストリン A(Calbistrin A)、カルビス
トリン B(Calbistrin B)、カルビストリン C(Calbistrin C)、カルビストリン D(Calbist
rin D)、カルシウム様ペプチド 1(Calcium-like peptide 1)、カルシウム様ペプチド 2(C
alcium-like peptide 2)、カロポロシド B(Caloporoside B)、カロポロシド C(Caloporos
ide C)、カロポロシド D(Caloporoside D)、カロポロシド E(Caloporoside E)、カロポロ
シド F(Caloporoside F)、カルピナクタム(Calpinactam)、カルテリドールカルシウム(Ca
lteridol calcium)、カンプロフェン(Camprofen)、カンデサルタン(Candesartan)、カン
ドキサトリル(Candoxatril)、カンドキサトリラット(Candoxatrilat)、カンホスファミド
塩酸塩(Canfosfamide hydrochloride)、カンレノエートカリウム(Canrenoate potassium)
、カプラザマイシン A(Caprazamycin A)、カプラザマイシン B(Caprazamycin B)、カプラ
ザマイシン C(Caprazamycin C)、カプラザマイシン E(Caprazamycin E)、カプラザマイシ
ン F(Caprazamycin F)、カプトプリル(Captopril)、カルビドパ(Carbidopa)、カルモキシ
ロール塩酸塩(Carmoxirole hydrochloride)、カルプロフェン(Carprofen)、セファクロル
(Cefaclor)、セファレキシン一水和物(Cefalexin monohydrate)、セフブペラゾンナトリ
ウム(Cefbuperazone sodium)、セフカネル(Cefcanel)、セフダロキシム(Cefdaloxime)、
セフジニル(Cefdinir)、セフェテコール(Cefetecol)、セフィキシム(Cefixime)、セフマ
チレン塩酸塩水和物(Cefmatilen hydrochloride hydrate)、セフメノキシム塩酸塩(Cefme
noxime hydrochloride)、セフミノクスナトリウム(Cefminox sodium)、セホジジム(Cefod
izime)、セホニシドナトリウム(Cefonicid sodium)、セホペラゾンナトリウム(Cefoperaz
one sodium)、セフォセリス硫酸(Cefoselis sulfate)、セホチアム塩酸塩(Cefotiam hydr
ochloride)、セホキシチン(Cefoxitin)、セフピミゾールナトリウム(Cefpimizole sodium
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)、セフピラミドナトリウム(Cefpiramide sodium)、セフプロジル(Cefprozil)、セフプロ
ジル一水和物(Cefprozil monohydrate)、セフタロリンホサミル酢酸塩(Ceftaroline fosa
mil acetate)、セフタジジム(Ceftazidime)、セフチブテン(Ceftibuten)、セフトビプロ
ール(Ceftobiprole)、セフロキシム(Cefuroxime)、セラナプリル(Ceranapril)、セリバス
タチンナトリウム(Cerivastatin sodium)、セルレチドジエチルアミン(Ceruletide dieth
ylamine)、セテフロキサシン(Cetefloxacin)、セチリジン塩酸塩(Cetirizine hydrochlor
ide)、ケノデオキシコール酸(Chenodeoxycholic acid)、シノイン-169(Chinoin-169)、ク
ロランブシル(Chlorambucil)、クロロオリエンチシン A(Chloroorienticin A)、クロロオ
リエンチシン B(Chloroorienticin B)、コリンフェノフィブラート(Choline fenofibrate
)、コリンチオクタート(Choline thioctate)、クロラクトマイシン(Chrolactomycin)、シ
ラスタチンナトリウム(Cilastatin sodium)、シラザプリル(Cilazapril)、シレンギチド(
Cilengitide)、シロミラスト(Cilomilast)、シルプレビル(Ciluprevir)、シナシグアト(C
inaciguat)、シナルカスト(Cinalukast)、シナトリン A(Cinatrin A)、シナトリン B(Cin
atrin B)、シナトリン C1(Cinatrin C1)、シナトリン C2(Cinatrin C2)、シナトリン C3(
Cinatrin C3)、シンナトリアセチン A(Cinnatriacetin A)、シンナトリアセチン B(Cinna
triacetin B)、シプロフィブラート(Ciprofibrate)、シプロフロキサシン塩酸塩(Ciprofl
oxacin hydrochloride)、シルシナミド(Circinamide)、シスペンタシン(Cispentacin)、
シトルリマイシン A(Citrullimycine A)、クラバリン酸(Clavaric acid)、クラブラナー
トカリウム(Clavulanate potassium)、クリノフィブラート(Clinofibrate)、クロピドグ
レル硫酸塩(Clopidogrel Sulfate)、コレト酸(Colletoic acid)、コンプレスタチン(Comp
lestatin)、コナゲニン(Conagenin)、コサラン(Cosalane)、クレアチンリン酸塩(Creatin
e phosphate)、シクロクレアチン(Cyclocreatine)、シクロプラタム(Cycloplatam)、シク
ロチアリジン(Cyclothialidine)、シトモズリン(Cytomodulin)、シストポリン酸(Cytospo
ric acid)、ダビガトラン(Dabigatran)、ダグルトリル(Daglutril)、ダラルギン(Dalargi
n)、ダルババンシン(Dalbavancin)、ダネガプチド塩酸塩(Danegaptide hydrochloride)、
ダノフロキサシン(Danofloxacin)、ダリナパルシン(Darinaparsin)、ダルセンタン(Darus
entan)、ダウリクロメン酸(Daurichromenic acid)、ダブネチド(Davunetide)、デカヒド
ロモエノマイシン A(Decahydromoenomycin A)、デカプラニン(Decaplanin)、デカトロミ
シン A(Decatromicin A)、デカトロミシン B(Decatromicin B)、デフェラシロキス(Defer
asirox)、デラフロキサシン(Delafloxacin)、デラプリル塩酸塩(Delapril Hydrochloride
)、デルチバント(Deltibant)、デオキシライドロマイシン(Deoxylaidlomycin)、デオキシ
ネガマイシン(Deoxynegamycin)、デルサラジン(Dersalazine)、デスアセチルビンブラス
チンヒドラジド/ホレートコンジュゲート(Desacetylvinblastinehydrazide/folate conju
gate)、デスフェリ-ダノキサミン(Desferri-danoxamine)、デスフェリ-ノルダノキサミン
(Desferri-nordanoxamine)、デスグルガストリントロメタミン(Desglugastrin trometham
ine)、デスミン-370(Desmin-370)、デキシブプロフェン(Dexibuprofen)、デキシブプロフ
ェンリシン(Dexibuprofen lysine)、デキシケトプロフェン(Dexketoprofen)、デキシケト
プロフェンコリン(Dexketoprofen choline)、デキシケトプロフェン D,L-リシン(Dexketo
profen D,L-lysine)、デキシケトプロフェンリシン(Dexketoprofen lysine)、デキシケト
プロフェンメグルミン(Dexketoprofen meglumine)、デキシケトプロフェントロメタモー
ル(Dexketoprofen trometamol)、デキシロキシグルミド(Dexloxiglumide)、デキシペメド
ラク(Dexpemedolac)、
【０４１２】
デキストロ-シプロフィブラート(dextro-Ciprofibrate)、デキシロシルベナノマイシン A
(Dexylosylbenanomycin A)、ジアセレイン(Diacerein)、ジアザフィロン酸(Diazaphiloni
c acid)、ジ-カルシホール(Di-Calciphor)、ジフェノキシン(Difenoxin)、ジフルニサル(
Diflunisal)、ジヒドロアベナントラミド D(Dihydroavenanthramide D)、ジヒドログラナ
チシン B(Dihydrogranaticin B)、ジヒドロイソステビオール(Dihydroisosteviol)、ジヒ
ドロリポ酸(Dihydrolipoic acid)、ジサラジン(Disalazine)、ジシラ-ベキサロテン(Disi
la-bexarotene)、二ナトリウムクロムプロキセート(Disodium cromproxate)、二ナトリウ
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ムレツセート(Disodium lettusate)、デクアラスト(Doqualast)、ドリペネム(Doripenem)
、ドルミトロバン(Dormitroban)、ドリゴシン A(Dorrigocin A)、ドリゴシン B(Dorrigoc
in B)、ドロキシドパ(Droxidopa)、DTPA-アデノシルコバラミン(DTPA-adenosylcobalamin
)、ズラマイシン(Duramycin)、ジネミシン A(Dynemicin A)、エカベトナトリウム(Ecabet
 Sodium)、エセノフロキサシン塩酸塩(Ecenofloxacin hydrochloride)、エコナゾールス
ルホサリチル酸塩(Econazole Sulfosalicylate)、エデト酸(Edetic acid)、エドトレオチ
ドイットリウム(Edotreotide yttrium)、エフレチリジン(Efletirizine)、エホルニチン
塩酸塩(Eflornithine hydrochloride)、エグルメタド水和物(Eglumetad hydrate)、エラ
ンソリド C1(Elansolid C1)、エラロフィバン(Elarofiban)、エラスタチナル B(Elastati
nal B)、エラスタチナル C(Elastatinal C)、エルシブコル(Elsibucol)、エルトロムボパ
グオラミン(Eltrombopag olamine)、エルビテグラビル(Elvitegravir)、エムリカサン(Em
ricasan)、エナラプリルマレイン酸塩塩(Enalapril maleate)、エナラプリル硝酸塩(Enal
april nitrate)、エナラプリラト(Enalaprilat)、エンフマフンギン(Enfumafungin)、エ
ンカスチン(D)(Enkastin(D))、エンカスチン AD(Enkastin AD)、エンカスチン AE(Enkast
in AE)、エンカスチン ID(Enkastin ID)、エンカスチン IE(Enkastin IE)、エンカスチン
 VD(Enkastin VD)、エンカスチン VE(Enkastin VE)、エノロキソン(Enoloxone)、エノキ
サシン(Enoxacin)、エンラセンタン(Enrasentan)、エンロフロキサシン(Enrofloxacin)、
エパルレスタット(Epalrestat)、エピジオキシマナド酸 A(Epidioxymanadic acid A)、エ
ピジオキシマナド酸 B(Epidioxymanadic acid B)、エピタロン(Epithalon)、エポホレー
ト(Epofolate)、エポプロステノールナトリウム(Epoprostenol sodium)、エポスタチン(E
postatin)、エプリステリド(Epristeride)、エプロサルタンメシル酸塩(Eprosartan mesi
late)、エプロチローム(Eprotirome)、エプタロプロスト(Eptaloprost)、エプタスタチン
ナトリウム(Eptastatin sodium)、エプタスチグミン酒石酸塩(Eptastigmine Tartrate)、
エプチフィバチド(Eptifibatide)、エルドステイン(Erdosteine)、エレモマイシン(Eremo
mycin)、エルタペネムナトリウム(Ertapenem sodium)、エルチプロタフィブ(Ertiprotafi
b)、エリロシド F(Eryloside F)、エサフロキサシン塩酸塩(Esafloxacin Hydrochloride)
、エソナリモド(Esonarimod)、エタクリン酸(Etacrynic acid)、エタロシブナトリウム(E
talocib sodium)、エトドラク(Etodolac)、エトレチン(Etretin)、エバタネパグ(Evatane
pag)、エネルニミシン(Evernimicin)、エキシスリンド(Exisulind)、エゼチミブグルクロ
ニド(Ezetimibe glucuronide)、ファンドフロキサシン塩酸塩(Fandofloxacin hydrochlor
ide)、ファラノキシ(Faranoxi)、ファルグリタザル(Farglitazar)、ファロペネムナトリ
ウム(Faropenem sodium)、ファソベグロン塩酸塩(Fasobegron hydrochloride)、フェブキ
ソスタット(Febuxostat)、フェグリマイシン(Feglymycin)、フェルビナク(Felbinac)、フ
ェルビナクリシン塩(Felbinac Lysine Salt)、フェンブフェン(Fenbufen)、フェキソフェ
ナジン塩酸塩(Fexofenadine hydrochloride)、フィデキサバン(Fidexaban)、フィナフロ
キサシン塩酸塩(Finafloxacin hydrochloride)、フレロキサシン(Fleroxacin)、フロブフ
ェン(Flobufen)、フロモイセフナトリウム(Flomoxef Sodium)、フルノプロスト(Flunopro
st)、フルノキサプロフェン(Flunoxaprofen)、フルルビプロフェン(Flurbiprofen)、フル
バスタチンナトリウム(Fluvastatin sodium)、フォリン酸(Folinic acid)、ホンダパリヌ
クスナトリウム(Fondaparinux sodium)、ホスホサル(Fosfosal)、フラダフィバン(Fradaf
iban)、フルセミド(Frusemide)、フドステイン(Fudosteine)、フルプロフェン(Furprofen
)、G1ペプチド(G1 peptide)、ガバズル(Gabadur)、ガバペンチン(Gabapentin)、ガバペン
チンエナカルビル(Gabapentin enacarbil)、ガブセクチン(Gabusectin)、ガドベン酸ジメ
グルミン塩(Gadobenic acid dimeglumine salt)、ガボブトロール(Gadobutrol)、ガドコ
レチン酸三ナトリウム塩(Gadocoletic acid trisodium salt)、ガドデンテラート(Gadode
nterate)、ガドメリトル(Gadomelitol)、ガドペンテト酸ジメグルミン(Gadopentetate di
meglumine)、ガドテル酸メグルミン(Gadoterate meglumine)、ガドテリドール(Gadoterid
ol)、ガンボギン酸(Gambogic acid)、ガメンダゾール(Gamendazole)、γ-リノレン酸(Gam
ma-Linolenic Acid)、ガネフロマイシンα(Ganefromycin Alpha)、ガネフロマイシンβ(G
anefromycin Beta)、ガングリオシド GM1(Ganglioside GM1)、ガノデル酸 X(Ganoderic a
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cid X)、ガレノキサシンメシル酸塩(Garenoxacin mesilate)、ガストラゾール(Gastrazol
e)、ガチフロキサシン(Gatifloxacin)、ガンフィブロジル(Gemfibrozil)、ゲミフロキサ
シンメシル酸塩(Gemifloxacin mesilate)、ゲモパトリラット(Gemopatrilat)、ギラチド(
Gilatide)、ギマテカン(Gimatecan)、ギリプラジブ(Giripladib)、グラスピモド(Glaspim
od)、グルカロラクタムカリウム(Glucarolactam potassium)、グルドパ(Gludopa)、グル
タチオンモノエチルエステル(Glutathione Monoethyl Ester)、グルタチオンモノイソプ
ロピルエステル(Glutathione Monoisopropyl Ester)、グリシン-プロリン-メルファラン(
Glycine-proline-Melphalan)、グリコピン(Glycopin)、グリシルリジン酸(Glycyrrhizini
c acid)、ゴロチモド(Golotimod)、ゴオジエロシド B(Goodyeroside B)、ゴララチド(Gor
alatide)、グレパフロキサシン塩酸塩(Grepafloxacin hydrochloride)、GS-143、ハテル
マジオキシン A(Haterumadioxin A)、ハテルマジオキシン B(Haterumadioxin B)、ヘルベ
カルジン A(Helvecardin A)、ヘルベカルジン B(Helvecardin B)、ヘプテリジン酸クロロ
ヒドリン(Heptelidic acid chlorohydrin)、ヘリセナル A(Hericenal A)、ヘリセナル B(
Hericenal B)、ヘリセナル C(Hericenal C)、ホモインダノマイシン(Homoindanomycin)、
ホンゴクエルシン A(Hongoquercin A)、ホンゴクエルシン B(Hongoquercin B)、ヒトアン
ギオテンシンII(Human angiotensin II)、ヒアルロン酸ナトリウム(Hyaluronate sodium)
、ヒドロスタチン A(Hydrostatin A)、イブプロフェン(Ibuprofen)、イカチバント酢酸塩
(Icatibant acetate)、イコフンギペン(Icofungipen)、イドラプリル(Idrapril)、イフェ
トロバン(Ifetroban)、イレパトリル(Ilepatril)、イロプロスト(Iloprost)、イミダプリ
ル(Imidapril)、イミダプリル塩酸塩(Imidapril hydrochloride)、イミグリタザル(Imigl
itazar)、イミペネム(Imipenem)、インダナプロスト(S)(Indanaprost(S))、インダノマイ
シン(Indanomycin)、インデグリタザル(Indeglitazar)、インドブフェン(Indobufen)、イ
ンドール-3-プロピオン酸(Indole-3-propionic acid)、インドメタシン(Indometacin)、
インドメタシントロメタモール(Indomethacin trometamol)、インドキサム(Indoxam)、イ
ンジナプロスト(Indynaprost)、イノガトラン(Inogatran)、イノシプレクス(Inosiplex)
、インドジフルニサル(Iododiflunisal)、ヨードフィルト酸-[123I](Iodofiltic acid-[1
23I])、ヨードステアリン酸(Iodostearic Acid)、イラルカスト(Iralukast)、イラルカス
トナトリウム(Iralukast sodium)、イサルステイン(Isalsteine)、イソボングクレキン酸
(Isobongkrekic acid)、イソトレチノイン(Isotretinoin)、イタバストチンカルシウム(I
tavastatin calcium)、イチリグルミド(Itriglumide)、カイトセファリン(Kaitocephalin
)、カングレマイシン A(Kanglemycin A)、カプリマイシン A1(Kapurimycin A1)、カプリ
マイシン A3(Kapurimycin A3)、ケトプロフェン(Ketoprofen)、ケトプロフェンリシン(Ke
toprofen lysine)、ケトロラク(Ketorolac)、ケトロラクトロメタミン(Ketorolac tromet
hamine)、カフレフンギン(Khafrefungin)、キジミシン(Kijimicin)、キスタミシン A(Kis
tamicin A)、L-4-オキサリシン(L-4-Oxalysine)、ラブラジミル(Labradimil)、ラメクタ
シン(Lamectacin)、ラミフィバン(Lamifiban)、ランチオペプチン(Lanthiopeptin)、ラパ
キスタット酢酸塩(Lapaquistat acetate)、ラパゾチド酢酸塩(Larazotide acetate)、ラ
ロピプラント(Laropiprant)、ラタモキセフナトリウム(Latamoxef sodium)、L-キコル酸(
L-Chicoric acid)、レナペネム塩酸塩(Lenapenem hydrochloride)、レナペネム塩酸塩水
和物(Lenapenem hydrochloride hydrate)、レボカバスチン塩酸塩(Levocabastine hydroc
hloride)、レボセチリジン二塩酸塩(Levocetirizine dihydrochloride)、levo-シプロフ
ィブラート(levo-Ciprofibrate)、レボドパ(Levodopa)、レボドパ 3-O-グルコシド(Levod
opa 3-O-glucoside)、レボドパ 4-O-グルコシド(Levodopa 4-O-glucoside)、レボフロキ
サシン(Levofloxacin)、レボナジフロキサシンアルギニン塩(Levonadifloxacin arginine
 salt)、L-ホモチオシトルリン(L-Homothiocitrulline)、リコフェロン(Licofelone)、リ
コリス-サポニン C2(Licorice-saponin C2)、リドレスタット(Lidorestat)、リマプロス
トアルフェデクス(Limaprost alfadex)、リマゾシク(Limazocic)、リノール酸 18:2w6-シ
ス,9-シス(Linoleic acid 18:2w6-cis,9-cis)、リノトロバン(Linotroban)、リンチトリ
プト(Lintitript)、リポヘキシン(Lipohexin)、リシノプリル(Lisinopril)、エイチウム
コハク酸塩(Lithium succinate)、リトスペルミン酸 B マグネシウム塩(Lithospermic ac
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id B magnesium salt)、ロロアチンB(Loloatin B)、ロメフロキサシン塩酸塩(Lomefloxac
in hydrochloride)、ロメトレキソール(Lometrexol)、ロンゲスチン(Longestin)、ロニダ
ミン(Lonidamine)、ロラカルベフ水和物(Loracarbef hydrate)、ロルグミド(Lorglumide)
、ロトラフィバン(Lotrafiban)、ロキシグルミド(Loxiglumide)、L-シメキソニルホモシ
ステイン(L-Simexonyl homocysteine)、L-チオシトルリン(L-Thiocitrulline)、ルビプロ
ストーン(Lubiprostone)、ルミラコキシブ(Lumiracoxib)、Lu-Tex ビス(グルコネート)(L
u-Tex bis(gluconate))、リシン化ベツロン酸(Lysinated-betulonic acid)、リシンアセ
チルサリシレート(Lysine acetylsalicylate)、マクロカルピン B(Macrocarpin B)、マデ
カシン酸(Madecassic acid)、マラセニン A1(Maracenin A1)、マラセニン A2(Maracenin 
A2)、マラセニン B1(Maracenin B1)、マラセニン B2(Maracenin B2)、マラセニン C1(Mar
acenin C1)、マラセニン C2(Maracenin C2)、マラセニン D1(Maracenin D1)、マラセニン
 D2(Maracenin D2)、マルボフロキサシン(Marbofloxacin)、マスリニン酸(Maslinic acid
)、マトリスタチン A1(Matristatin A1)、マトリスタチン A2(Matristatin A2)、マット
イオリエナート A(Matteuorienate A)、マットイオリエナート B(Matteuorienate B)、マ
ットイオリエナート C(Matteuorienate C)、メブロフェニン(Mebrofenin)、メクリネルタ
ンロ(Meclinertant)、メフェナム酸(Mefenamic acid)、メラガトラン(Melagatran)、メム
ノペプチド A(Memno-peptide A)、メプタジノール-Val-カルバメート(Meptazinol-Val-ca
rbamate)、メロペネム(Meropenem)、メルサシジン(Mersacidin)、メサラジン(Mesalazine
)、メテシンドグルクロン酸塩(Metesind glucuronate)、メタノバクチン(Methanobactin)
、メトトレキサート(Methotrexate)、メトキサチン(Methoxatin)、メチルドパ(Methyldop
a)、メチルエノラクトシン(Methylenolactocin)、メチルホモインダノマイシン(Methylho
moindanomycin)、
【０４１３】
メチアプリル(Metiapril)、メチロシン(Metirosine)、ミカコシジン A(Micacocidin A)、
ミカコシジン B(Micacocidin B)、ミダホテル(Midafotel)、ミドリアミン(Midoriamin)、
ミルリノン乳酸塩(Milrinone Lactate)、ミネルバル(Minerval)、ミピトロバン(Mipitrob
an)、ミスピリン酸(Mispyric acid)、ミキサンプリル(Mixanpril)、モエノマイシン A ク
ロリドビスマス塩(Moenomycin A chloride bismuth salt)、モエキシプリル塩酸塩(Moexi
pril hydrochloride)、モエキシプリラット(Moexiprilat)、モフェゾラク(Mofezolac)、
モモルジン Ic(Momordin Ic)、モナミドシン(Monamidocin)、モノエタノラミンオレイン
酸塩(Monoethanolamine oleate)、モンテルカストナトリウム(Montelukast sodium)、モ
ルフィングルクロニド(Morphine Glucuronide)、モキシフロキサシン塩酸塩(Moxifloxaci
n hydrochloride)、ムンバイスタチン(Mumbaistatin)、ムピロシン(Mupirocin)、ムラグ
リタザル(Muraglitazar)、ムラミノミシン A(Muraminomicin A)、ムラミノミシン B(Mura
minomicin B)、ムラミノミシン C(Muraminomicin C)、ムラミノミシン D(Muraminomicin 
D)、ムラミノミシン E1(Muraminomicin E1)、ムラミノミシン E2(Muraminomicin E2)、ム
ラミノミシン F(Muraminomicin F)、ムラミノミシン G(Muraminomicin G)、ムラミノミシ
ン H(Muraminomicin H)、ムラミノミシン I(Muraminomicin I)、ムラミノミシン Z1(Mura
minomicin Z1)、ムラミノミシン Z2(Muraminomicin Z2)、ムラミノミシン Z3(Muraminomi
cin Z3)、ムラミノミシン Z4(Muraminomicin Z4)、ムレイドマイシン A(Mureidomycin A)
、ムレイドマイシン B(Mureidomycin B)、ムレイドマイシン C(Mureidomycin C)、ムレイ
ドマイシン D(Mureidomycin D)、ムレイドマイシン E(Mureidomycin E)、ムレイドマイシ
ン F(Mureidomycin F)、ムレイドマイシンズ(Mureidomycins)、ミカペロキシド A(Mycape
roxide A)、ミカペロキシド B(Mycaperoxide B)、ミセステリシン E(Mycestericin E)、
ミコフェノール酸ナトリウム塩(Mycophenolic acid sodium salt)、ミリセリン酸 A(Myri
ceric acid A)、ミトルビリン酸(Mytolbilin acid)、ナジフロキサシン(Nadifloxacin)、
ナファグレル塩酸塩(Nafagrel hydrochloride)、ナファグレル塩酸塩半水化物(Nafagrel 
hydrochloride hemihydrate)、ナグスタチン(Nagstatin)、ナピリムス(Napirimus)、ナプ
サガトラン(Napsagatran)、ナプサマイシン A(Napsamycin A)、ナプサマイシン B(Napsam
ycin B)、ナプサマイシン C(Napsamycin C)、ナプサマイシン D(Napsamycin D)、ナテグ
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リニド(Nateglinide)、ナベグリタザル(Naveglitazar)、ネボスチネル(Nebostinel)、ネ
モノキサシン(Nemonoxacin)、Neu5Ac2en、ニアシン(Niacin)、ニグリジン(Niglizin)、ニ
レプロストβ-シクロデキストリンクラスレート(Nileprost beta-cyclodextrin clathrat
e)、ノオグルチル(Nooglutil)、ノルフロキサシン(Norfloxacin)、ノルフロキサシンサク
シニル(Norfloxacin succinil)、オベチコール酸(Obeticholic acid)、オクタコサミシン
 A(Octacosamicin A)、オクタコサミシン B(Octacosamicin B)、O-デメチルクロロスリシ
ン(O-Demethylchlorothricin)、オフロキサシン(Ofloxacin)、オラムフロキサシン(Olamu
floxacin)、オラムフロキサシンメシル酸塩(Olamufloxacin mesilate)、オラザピンパモ
酸塩(Olanzapine pamoate)、オレアノール酸(Oleanolic acid)、オルメサルタン(Olmesar
tan)、オロパタジン塩酸塩(Olopatadine Hydrochloride)、オルサラジンナトリウム(Olsa
lazine sodium)、オマパトリラト(Omapatrilat)、オナミド A(Onnamide A)、OPC-17083、
オピオルフィン(Opiorphin)、オルビフロキサシン(Orbifloxacin)、オレガン酸(Oreganic
 acid)、オリエンチシン A(Orienticin A)、オリエンチシン B(Orienticin B)、オリエン
チシン C(Orienticin C)、オリエンチシン D(Orienticin D)、オリタバンシン(Oritavanc
in)、オルニプラビン(Orniplabin)、オセルタミビルカルボン酸塩(Oseltamivir carboxyl
ate)、オボチオール A(Ovothiol A)、オボチオール B(Ovothiol B)、オボチオール C(Ovo
thiol C)、オキサプロジン(Oxaprozin)、オキセグリタザル(Oxeglitazar)、オキシグルタ
チオンナトリウム(Oxiglutatione sodium)、オキシモルホン-Val-カルバメート(Oxymorph
one-Val-carbamate)、オキシノル(Oxynor)、オザグレル塩酸塩(Ozagrel hydrochloride)
、オゼノキサシン(Ozenoxacin)、パクチミブ(Pactimibe)、パドプロフィン(Padoporfin)
、パエシロキノン B(Paeciloquinone B)、パエシロキノン D(Paeciloquinone D)、パルジ
マイシン B(Paldimycin B)、パルバロテン(Palovarotene)、パニペネム(Panipenem)、パ
ラシン I(Parasin I)、パリナリン酸(Parinaric acid)、パウロマイシン(Paulomycin)、
パウロマイシン A2(Paulomycin A2)、パウロマイシン B(Paulomycin B)、パウロマイシン
 C(Paulomycin C)、パウロマイシン D(Paulomycin D)、パウロマイシン E(Paulomycin E)
、パウロマイシン F(Paulomycin F)、パズフロキサシン(Pazufloxacin)、パズフロキサシ
ンメシル酸塩(Pazufloxacin mesilate)、ペフロキサシン(Pefloxacin)、PEG-バンコマイ
シン(PEG-vancomycin)、ペラギオミシン C(Pelagiomicin C)、ペリグリタザル(Peliglita
zar)、ペリトレキソール(Pelitrexol)、ペルレチン(Pelretin)、ペナステロール(Penaste
rol)、ペニシラミン(Penicillamine)、ペラミビル(Peramivir)、ペリンドプリル(Perindo
pril)、PG-カンプトテシン(PG-camptothecin)、ホマレン酸(Phomallenic acid C)、ホモ
イドリド A(Phomoidride A)、ホモイドリド B(Phomoidride B)、ホスフィニックシクロク
レアチン(Phosphinic cyclocreatine)、ホスホサルサラート(Phosphosalsalate)、フィソ
スチグミンサリシラート(Physostigmine salicylate)、ピバキシジン(Pibaxizine)、ピド
チモド(Pidotimod)、ピラキソスタット(Piraxostat)、ピレタニド(Piretanide)、ピルフ
ェノキソン(Pirfenoxone)、ピルプロフェン(Pirprofen)、ピバガビン(Pivagabine)、ピキ
サントロンマレイン酸塩(Pixantrone maleate)、プラコテニン(Plakotenin)、プラテニシ
ン(Platencin)、プラテンシマイシン(Platensimycin)、プレビトレキシド(Plevitrexed)
、プルラフラビン E(Pluraflavin E)、プルスバシン A1(Plusbacin A1)、プルスバシン A
2(Plusbacin A2)、プルスバシン A3(Plusbacin A3)、プルスバシン A4(Plusbacin A4)、
プルスバシン B1(Plusbacin B1)、プルスバシン B2(Plusbacin B2)、プルスバシン B3(Pl
usbacin B3)、プルスバシン B4(Plusbacin B4)、ポリアルチジン(Polyalthidin)、ポミサ
ルタン(Pomisartan)、ポナルレスタット(Ponalrestat)、ポストスタチン(Poststatin)、P
PI17-24、プラジミシン A(Pradimicin A)、プラジミシン B(Pradimicin B)、プラジミシ
ン D(Pradimicin D)、プラジミシン E(Pradimicin E)、プラジミシン FA-1(Pradimicin F
A-1)、プラジミシン FA-2(Pradimicin FA-2)、プラジミシン EL(Pradimicin FL)、プラジ
ミシンFS((+)-エナンチオマー)(Pradimicin FS((+)-enantiomer))、プラジミシン L(Prad
imicin L)、プラジミシン Q(Pradimicin Q)、プラジミシン S(Pradimicin S)、プラジミ
シン T1(Pradimicin T1)、プラジミシン T2(Pradimicin T2)、プラドフロキサシン(Prado
floxacin)、プララトレキセート(Pralatrexate)、プラノプロフェン(Pranoprofen)、プレ
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葉酸 A(Prefolic A)、プレガバリン(Pregabalin)、プレマフロキサシン(Premafloxacin)
、プレマフロキサシン塩酸塩(Premafloxacin hydrochloride)、酢酸プレザチド銅(Prezat
ide copper acetate)、プロアミピド(Proamipide)、プロベンシド(Probenecid)、プロベ
スチン(Probestin)、プロシステイン(Procysteine)、プログルミド(Proglumide)、プロパ
ゲルマニウム(Propagermanium)、プロポフォールヘミコハク酸塩(Propofol hemisuccinat
e)、プロスタチン(Prostatin)、プロスタチンコハク酸塩(Prostratin succinate)、プロ
トカテク酸(Protocatechuic acid)、プロトポルフィリン IX ガリウム(III)錯体(Protopo
rphyrin IX gallium(III) complex)、プルリフロキサシン(Prulifloxacin)、プルリフロ
キサシン塩酸塩(Prulifloxacin Hydrochloride)、プルリフロキサシンメシル酸塩(Prulif
loxacin Mesylate)、プソイドマイシン A'(Pseudomycin A')、プソイドマイシン B'(Pseu
domycin B')、ピクナンツキノン A(Pycnanthuquinone A)、ピクナンツキノン B(Pycnanth
uquinone B)、ピロリシジン B(Pyloricidin B)、ピリダゾマイシン(Pyridazomycin)、ピ
リリスポリン A(Pyrrolosporin A)、キフラポンナトリウム(Quiflapon Sodium)、キナプ
リル塩酸塩(Quinapril hydrochloride)、クインルカスト(Quinlukast)、ラファベグロン(
Rafabegron)、ラガグリタザール(Ragaglitazar)、ラルチトレキセド(Raltitrexed)、ラマ
トロバン(Ramatroban)、ラミプリル(Ramipril)、ラキソフェラスト(Raxofelast)、ラズペ
ネム(Razupenem)、レバミピドビスマスシトレートテトラメチレンジアミン(Rebamipide b
ismuth citrate tetramethyledamine)、(Rebamipide bismuth L-tartrate tetramethyled
amine)、レパグリニド(Repaglinide)、レソベン(Resobene)、レベロマイシン A(Reveromy
cin A)、ロドダウリクロマン酸 A(Rhododaurichromanic acid A)、リドグレル(Ridogrel)
、ロベナコキシブ(Robenacoxib)、ロカグロイン酸(Rocagloic acid)、ロラファグレル(Ro
lafagrel)、ロマザリト(Romazarit)、ロムリチド(Romurtide)、ロサプロストールナトリ
ウム(Rosaprostol sodium)、ロスバスタチンカルシウム(Rosuvastatin calcium)、ロスバ
スタチンナトリウム(Rosuvastatin sodium)、ルフロキサシングルコン酸塩(Rufloxacin G
luconate)、ルフロキサシン塩酸塩(Rufloxacin hydrochloride)、ロイマイシン 1(Rumyci
n 1)、ロイマイシン 2(Rumycin 2)、サラゾピリダジン(Salazopyridazin)、サルカプロジ
ン酸ナトリウム塩(Salcaprozic acid sodium salt)、サリチルアゾ安息香酸(Salicylazob
enzoic acid)、S-アリルメルカプトカプトプリル(S-Allylmercaptocaptopril)、サルミス
テイン(Salmisteine)、サルビアノール酸 L(Salvianolic acid L)、サミキソゲレル(Sami
xogrel)、サムパトリラト(Sampatrilat)、サンフェトリネム(Sanfetrinem)、サンフェト
リネムナトリウム(Sanfetrinem sodium)、サプリマイシン(Sapurimycin)、サルポグレラ
ート塩酸塩(Sarpogrelate hydrochloride)、サウスレアミン A(Saussureamine A)、サウ
スレアミン B(Saussureamine B)、サウスレアミン C(Saussureamine C)、サウスレアミン
 D(Saussureamine D)、サウスレアミン E(Saussureamine E)、スカブロニン G(Scabronin
e G)、スコパズルシン酸 B(Scopadulcic acid B)、セクリオシド A(Securioside A)、セ
クリオシド B(Securioside B)、セランク(Selank)、センジュラマイシン(Semduramicin)
、セオカルシトール(Seocalcitol)、セラトロダスト(Seratrodast)、セロフェンド酸(Ser
ofendic acid)、セシロシド(Sessiloside)、シェフェリジン(Shepherdin)、シアロシルコ
レステロール-αナトリウム塩(Sialosylcholesterol-Alpha Sodium Salt)、シタフロキサ
シン水和物(Sitafloxacin hydrate)、S-ニトロソカプトプリル(S-Nitrosocaptopril)、S-
ニトロソグルタチオン(S-Nitrosoglutathione)、ソデルグリタザール(Sodelglitazar)、
クロモグリク酸ナトリウム(Sodium cromoglycate)、ナトリウムオキシベート(Sodium oxy
bate)、ソファルコーン(Sofalcone)、ソラベグロン塩酸塩(Solabegron hydrochloride)、
ソルビシルラクトン A(Sorbicillactone A)、スパルフロキサシン(Sparfloxacin)、
スフィンゴフンギン F(Sphingofungin F)、スピノルフィン(Spinorphin)、スピラプリル(
Spirapril)、スピリプロスチル(Spiriprostil)、スピログルミド(Spiroglumide)、スピロ
キシミシン(Spiroximicin)、スクアレスタチン I(Squalestatin I)、スタキボシン A(Sta
chybocin A)、スタキボシン B(Stachybocin B)、スタキボシン C(Stachybocin C)、スタ
プラビン(Staplabin)、スターリジン(Starrhizin)、ステレニン D(Sterenin D)、スブチ
ロペンタデカン酸(Subtilopentadecanoic acid)、スクシノブコール(Succinobucol)、ス
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ホチジンビスマスシトレート(Sufotidine bismuth citrate)、スガマデキスナトリウム(S
ugammadex sodium)、スルファサラジン(Sulfasalazine)、
【０４１４】
スリンダク(Sulindac)、スロペネム(Sulopenem)、スルカスト(Sulukast)、ヒマワリトリ
プシンインヒビター-1(Sunflower trypsin inhibitor-1)、スサリモド(Susalimod)、タフ
ァミディスメグルミン(Tafamidis meglumine)、タゲフラル(Tageflar)、タラグルメタド
塩酸塩(Talaglumetad hydrochloride)、タリベグロン(Talibegron)、タリベグロン塩酸塩
(Talibegron hydrochloride)、タロプテリン(Talopterin)、タルトブリン(Taltobulin)、
タミバロテン(Tamibarotene)、タノギトラン(Tanogitran)、タノマスタト(Tanomastat)、
TAP-ドキソルビシン(TAP-doxorubicin)、タレンフルビル(Tarenflurbil)、タルギニン(Ta
rginine)、タザロテン酸(Tazarotenic Acid)、テビペネム(Tebipenem)、テイコプラニン-
A2-1(Teicoplanin-A2-1)、テイコプラニン-A2-2(Teicoplanin-A2-2)、テイコプラニン-A2
-3(Teicoplanin-A2-3)、テイコプラニン-A2-5(Teicoplanin-A2-5)、テラバンシン塩酸塩(
Telavancin hydrochloride)、テルメステイン(Telmesteine)、テルミサルテン(Telmisart
an)、テマフロキサシン塩酸塩(Temafloxacin hydrochloride)、テモカプリル塩酸塩(Temo
capril hydrochloride)、テムルチド(Temurtide)、テノサール(Tenosal)、テルボグレル(
Terbogrel)、テレスチグミン酒石酸塩(Terestigmine tartrate)、テリカラントフマル酸
塩(Terikalant fumarate)、テサグリタザール(Tesaglitazar)、テトミラスト(Tetomilast
)、テトラデシルセレノ酢酸(Tetradecylselenoacetic acid)、テトラフィブリシン(Tetra
fibricin)、テトラガノイルキナ酸(Tetragalloylquinic acid)、テトラヒドロエキノカン
ジン B(Tetrahydroechinocandin B)、テトロノチオジン(Tetronothiodin)、テザムパネル
(Tezampanel)、テルモジモシジン(Thermozymocidin)、チアゾハロスタチン(Thiazohalost
atin)、チエラビン G(Thielavin G)、チエロシン(Thielocin)、チエロシン B3(Thielocin
 B3)、チオホスカルネット(Thiofoscarnet)、チオキサマイシン(Thioxamycin)、トラザリ
ン(Thrazarine)、胸腺液性因子γ-2(Thymic humoral factor gamma-2)、チモペンチン(Th
ymopentin)、チアガビン塩酸塩(Tiagabine hydrochloride)、チベネラスト(Tibenelast)
、チコルバント(Ticolubant)、チラルギニン塩酸塩(Tilarginine hydrochloride)、チリ
キナチン(Tiliquinatine)、チモデプレシン(Timodepressin)、チペルカスト(Tipelukast)
、チプラシニン(Tiplasinin)、チロフィバン塩酸塩(Tirofiban hydrochloride)、チサル
タン(Tisartan)、トルフェナム酸(Tolfenamic acid)、トルメチン(Tolmetin)、トルレス
タチン(Tolrestatin)、トモペネム(Tomopenem)、トスフロキサチン(Tosufloxacin)、トス
フロキサチントシル酸塩(Tosufloxacin Tosilate)、トランドラプリル(Trandolapril)、
トランドラプリラト(Trandolaprilat)、トラネキサム酸(Tranexamic acid)、トラニラス
ト(Tranilast)、トレプロスチニルジエタノールアミン(Treprostinil diethanolamine)、
トレプロスチニルナトリウム(Treprostinil sodium)、トレチノイン(Tretinoin)、トリア
セチルシキミ酸(Triacetylshikimic acid)、トリコマイシン A(Trichomycin A)、トリフ
ルサール(Triflusal)、トリメキサウチド(Trimexautide)、トリモプロスチル(Trimoprost
il)、トリプテリン(Tripterin)、トロペシン(Tropesin)、トロバフロキサシン(Trovaflox
acin)、トロバフロキサシン水和物(Trovafloxacin hydrate)、トロバフロキサシン塩酸塩
メシル酸塩(Trovafloxacin hydrochloride mesylate)、トロバフロキサシンメシル酸塩(T
rovafloxacin mesilate)、ツベラクトミシン A(Tubelactomicin A)、ツベラクトミシン D
(Tuberactomycin D)、ツベラクトミシン E(Tuberactomycin E)、ツブリシン A(Tubulysin
 A)、ツブリシン B(Tubulysin B)、ツブリシン C(Tubulysin C)、ツカレソール(Tucareso
l)、タフトシン(Tuftsin)、ツルビナル酸(Turbinaric acid)、チロセルバチド(Tyroserva
tide)、ウベニメクス(Ubenimex)、ウリフロキサシン(Ulifloxacin)、ウンカリン酸 A(Unc
arinic acid A)、ウンカリン酸 B(Uncarinic acid B)、ウノプロストン(Unoprostone)、
ウルソデオキシコール酸(Ursodeoxycholic acid)、ウルソール酸ホスフェート(Ursolic a
cid phosphate)、ウチバプリル(Utibapril)、ウチバプリラト(Utibaprilat)、バジメザン
(Vadimezan)、バロノマイシン A(Valonomycin A)、バルプロ酸セミナトリウム(Valproate
 Semisodium)、バルプロ酸(Valproic acid)、バルサルタン(Valsartan)、バンコマイシン
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塩酸塩(Vancomycin hydrochloride)、バレスプラジブ(Varespladib)、ベブフロキサシン(
Vebufloxacin)、ベダプロフェン(Vedaprofen)、ベリフラポン(Veliflapon)、ベルルカス
ト(Verlukast)ビナキサントン、(Vinaxanthone)、ビクイダシン(Viquidacin)、ビラナマ
イシン-A(Viranamycin-A)、ビスコシン(Viscosin)、ビチレブアミド(Vitilevuamide)、ボ
レロキシン(Voreloxin)、W ペプチド(W Peptide)、キサントフルビン(Xanthofulvin)、ザ
ビシプリル塩酸塩(Zabicipril Hydrochloride)、ザビシプリラト塩酸塩(Zabiciprilat Hy
drochloride)、ザボフロキサシン塩酸塩(Zabofloxacin hydrochloride)、ザルトプロフェ
ン(Zaltoprofen)、ザナミビル(Zanamivir)、ザラゴジン酸 D3(Zaragozic acid D3)、ゼナ
レスタト(Zenarestat)、ゾフェノプリラト(Zofenoprilat)、ゾフェノプリラトアルギニン
(Zofenoprilat arginine)、ゾラサルタン(Zolasartan)、ゾナムパネル(Zonampanel)。
【０４１５】
　ホスフェート基を有している適切な薬物は、以下のものからなる群から選択され得る：
アデノホスチン A(Adenophostin A)、アデノホスチン B(Adenophostin B)、アトリノシト
ール(Atrinositol)、ブフロメジルピリドキサルリン酸(Buflomedil pyridoxalphosphate)
、シトスタチン(Cytostatin)、フルダラビンリン酸塩(Fludarabine phosphate)、ホスフ
ルコナゾール(Fosfluconazole)、ホスホノクロリン(Fosfonochlorin)、ホスホサール(Fos
fosal)、ホソパミン(Fosopamine)、ホスキドン(Fosquidone)、ホスタマチニブ(Fostamati
nib)、ガンシクロビル一リン酸(Ganciclovir monophosphate)、ゲニステイン-7-ホスフェ
ート(Genistein-7-phosphate)、ヒドロキシホスラクトマイシン B(Hydroxyphoslactomyci
n B)、ロイストロダクシン A(Leustroducsin A)、ロイストロダクシン B(Leustroducsin 
B)、ロイストロダクシン C(Leustroducsin C)、ロイストロダクシン H(Leustroducsin H)
、マンガホジピール三ナトリウム(Mangafodipir trisodium)、マナジオールナトリウムジ
ホスフェート(Menadiol sodium diphosphate)、ミプロキシフェンリン酸(Miproxifene ph
osphate)、モノホスホリル脂質 A(Monophosphoryl lipid A)、ホスホリン(Phospholine)
、ホスホサルサレート(Phosphosalsalate)、ニューモカンジン B0 2-ホスフェート(Pneum
ocandin B0 2-phosphate)、タフルポシド(Tafluposide)、トリシリビンホスフェート(Tri
ciribine phosphate)、ウルソル酸ホスフェート(Ursolic acid phosphate)。
【０４１６】
　チオール基を有している適切な薬物は、以下のものからなる群から選択され得る：アセ
チルシステイン(Acetylcysteine)、アンチロイキナート(Antileukinate)、アルギメスナ(
Argimesna)、ブシラミン(Bucillamine)、ブチキソコルト(Butixocort)、カプトプリル(Ca
ptopril)、ジヒドロリポ酸(Dihydrolipoic acid)、ゲモパトリラット(Gemopatrilat)、グ
ルタチオンモノエチルエステル(Glutathione monoethyl ester)、グルタチオンモノイソ
プロピルエステル(Glutathione monoisopropyl ester)、ミドリアミン(Midoriamin)、オ
マパトリラット(Omapatrilat)、オボチオール A(Ovothiol A)、オボチオール B(Ovothiol
 B)、オボチオール C(Ovothiol C)、ペニシラミン(Penicillamine)、レビマスタット(Reb
imastat)、シェフェルジン(Shepherdin)、ゾフェノプリラト(Zofenoprilat)、ゾフェノプ
リラトアルギニン(Zofenoprilat arginine)。
【０４１７】
　図6は、生物学的に活性な部分が共有結合的に結合している一時的なプロドラッグリン
カーを有するバックボーン部分の永久的な結合を含んでいるヒドロゲルの関連する断面の
概略図を示している。高分岐部分(長円形、「Hyp」)は、一時的なプロドラッグリンカー(
黒い矢印)又はスペーサー部分(ここで、該スペーサー部分はバックボーン部分に連結され
ており、その反対側は架橋用部分に連結されている)(黒い太線)に対する永久的な結合(白
い菱形)を含んでいる。黒い細線は、分枝コア(示されていない)から延びているPEG系ポリ
マー鎖を示している。破線は、完全には描かれていないより大きな部分に結合しているこ
とを示している。
【０４１８】
　図6aは、一時的なプロドラッグリンカーの高分岐部分に対する直接的な結合を示してお
り、一方、図6bは、一時的なプロドラッグリンカーの高分岐部分に対する間接的な結合を
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示している。図6bにおいて、一時的なプロドラッグリンカーはスペーサー部分(灰色の太
線)を介して高分岐部分に結合しており、ここで、該スペーサー部分は永久的な結合(白い
菱形)を介して一時的なプロドラッグリンカーに結合している。いずれの場合にも、薬物
部分(白い大円)は生物分解性結合(白い矢印)を介して一時的なプロドラッグリンカーに結
合している。
【０４１９】
　ヒドロゲルの分解
　本発明による生物分解性ヒドロゲルの分解は、多数の分解可能な結合が切断されて水溶
性又は水不溶性であり得る分解産物を生じる多段階反応である。しかしながら、水不溶性
分解産物は、分解可能な結合をさらに含むことができ、それらが切断されて水溶性分解産
物が得られ得る。これらの水溶性分解産物は、1以上のバックボーン部分を含み得る。放
出されたバックボーン部分が、例えば、スペーサー基若しくは遮断基若しくはリンカー基
又はアフィニティー基及び/又はプロドラッグリンカー分解産物に永久的にコンジュゲー
トされているということ、並びに、水溶性分解産物も分解可能な結合を含み得るというこ
とは理解される。
【０４２０】
　分枝コア、PEG系ポリマー鎖、高分岐樹枝状部分及び高分岐樹枝状部分に結合している
部分の構造は、本発明の種々のヒドロゲルについて論じている節において提供されている
対応する記載から推測することができる。分解生成物の構造が分解を受ける本発明のヒド
ロゲルのタイプに依存するということは理解される。
【０４２１】
　バックボーン部分の総量は、本発明によるヒドロゲルが完全に分解した後で溶液状態で
測定することが可能であり、並びに、分解の最中に、可溶性バックボーン分解産物のフラ
クションを、本発明による不溶性ヒドロゲルから分離することが可能であり、及び、本発
明によるヒドロゲルから放出された別の可溶性分解産物からの妨害を受けることなく定量
化することが可能である。本発明によるヒドロゲル目的物は、生理的浸透圧を有するバッ
ファーの過剰な水から、沈澱又は遠心分離によって、分離することができる。遠心分離は
、上清が膨潤した本発明によるヒドロゲルの少なくとも10体積%を提供するように、実施
することができる。可溶性ヒドロゲル分解産物は、そのような沈澱段階又は遠心分離段階
の後で、水性の上清の中に残留し、及び、1以上のバックボーン部分を含んでいる水溶性
分解産物は、当該上清のアリコートを適切な分離方法及び/又は分析方法に付すことによ
って、検出することができる。
【０４２２】
　好ましくは、水溶性分解産物は、0.45μmのフィルターを通して濾過することにより水
不溶性分解産物から分離することができ、その後、水溶性分解産物は、フロースルーの中
に見いだすことができる。水溶性分解産物は、さらにまた、遠心分離段階と濾過段階の組
合せによっても、水不溶性分解産物から分離することができる。
【０４２３】
　例えば、バックボーン部分は、他の分解産物がUV吸収を示さない波長においてUV吸収を
示す基を有することができる。そのような選択的にUVを吸収する基は、バックボーン部分
の構造成分(例えば、アミド結合)であり得るか、又は、芳香族環系(例えば、インドリル
基)を用いてバックボーンの反応性官能基に結合させることによってバックボーンに導入
することができる。
【０４２４】
　図7は、種々の分解産物の概略図を示している。図7aの代表的な分解産物は、コンジュ
ゲート官能基を有している生物分解性ヒドロゲルの分解に由来する。中央の分枝コア(○
付きＣ)から4つのPEG系ポリマー鎖(黒い細線)が延びており、その末端に、高分岐樹枝状
部分(「Hyp」；長円形)が付いている。当該高分岐樹枝状部分は、スペーサー部分(ここで
、該スペーサー部分はバックボーン部分に連結されており、その反対側は架橋用部分に連
結されている)(星印)又はコンジュゲート(例えば、アフィニティーリガンド又はキレート
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基)(黒い長円形)に対する多数の永久的な結合(白い菱形)を含んでいる。破線は、示され
ていないより大きな部分に結合していることを示している。
【０４２５】
　図7bの代表的な分解産物は、プロドラッグを有しているヒドロゲルの分解に由来する。
中央の分枝コア(○付きＣ)から4つのPEG系ポリマー鎖(黒い細線)が延びており、その末端
に、高分岐樹枝状部分(「Hyp」；長円形)が付いている。当該高分岐樹枝状部分は、スペ
ーサー部分(ここで、該スペーサー部分はバックボーン部分に連結されており、その反対
側は架橋用部分に連結されている)(星印)又は一時的なプロドラッグリンカー(黒い矢印)
に連結しているスペーサー部分(白い長方形)に対する多数の永久的な結合を含んでいる。
該スペーサー部分が任意であること及び本発明によるヒドロゲルのタイプに依存すること
は理解される。破線は、示されていないより大きな部分に結合していることを示している
。
【０４２６】
　分解産物の高分岐樹枝状部分が、図7a及び図7bにおいて示されているものよりも多くの
スペーサー部分(ここで、該スペーサー部分はバックボーン部分に連結されており、その
反対側は架橋用部分に連結されている)又はコンジュゲート又は一時的なプロドラッグリ
ンカーに対する永久的な結合を含んでいるということは理解される。
【０４２７】
　生物分解性反応性ヒドロゲルの合成
　生物分解性反応性ヒドロゲルは、さまざまな異なる方法で調製することができる。その
ような方法は、例えば、WO-A 2006/003014に記載されている。ラジカル重合又はイオン重
合のいずれかに基づく1つの特定の合成方法は、少なくとも2つの相互に連結可能な官能基
を有している架橋用マクロモノマー又は架橋用モノマー(いわゆる、クロスリンカー試薬)
及び官能性マクロモノマー(いわゆる、バックボーン試薬)の使用に基づいている。該バッ
クボーン試薬は、少なくとも1つの相互に連結可能な官能基及び重合段階に関与すること
は意図されていない少なくとも1つの化学的官能基を有している。さらなる希釈用モノマ
ーは、存在させてもよいし、又は、存在させなくてもよい。これらの成分を共重合させる
ことにより、バックボーン部分によって提供される反応性官能基を含んでいる本発明のヒ
ドロゲルが得られる。当該重合が完結した後で、当該反応性官能基が反応に使用されるこ
とを確実なものとするために、反応性官能基が修飾を受けないように相互連結重合に関す
る条件を選択する。あるいは、当該反応性官能基は、当業者には知られている可逆的保護
基(これは、重合後に除去される)を用いて保護することができる。有用な相互に連結可能
な官能基としては、限定するものではないが、ラジカル重合可能な基、例えば、ビニル、
ビニル-ベンゼン、アクリレート、アクリルアミド、メタクリレート及びメタクリルアミ
ドなど、並びに、イオン重合可能な基、例えば、オキセタン、アジリジン及びオキシラン
などがある。
【０４２８】
　代替的な調製方法においては、本発明による生物分解性ヒドロゲルは、化学的ライゲー
ション反応によって生成させる。そのような1代替法においては、その出発物質は、縮合
反応又は付加反応などの反応を受ける相補的な官能性を有している1種類の巨大分子出発
物質であり、それは、多数の重合可能な官能基を含んでいるヘテロ多官能性バックボーン
試薬である。
【０４２９】
　あるいは、本発明による生物分解性ヒドロゲルは、縮合反応又は付加反応などの反応を
受ける相補的な官能性を有している2種類以上の巨大分子出発物質から形成させることも
できる。それら出発物質のうちの1種類は、少なくとも2つの同じ重合可能な官能基を有す
るクロスリンカー試薬であり、もう1種類の出発物質は、同様に多数の重合可能な官能基
を含んでいるホモ多官能性又はヘテロ多官能性のバックボーン試薬である。
【０４３０】
　クロスリンカー試薬上に存在する適切な重合可能な官能基としては、末端の第1級アミ
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ノ及び第2級アミノ、カルボン酸及び誘導体、マレイミド、チオール、ヒドロキシル及び
別のα,β不飽和マイケル受容体(例えば、ビニルスルホン基)などがある。バックボーン
試薬中に存在する適切な重合可能な官能基としては、限定するものではないが、第1級ア
ミノ及び第2級アミノ、カルボン酸及び誘導体、マレイミド、チオール、ヒドロキシル及
び別のα,β不飽和マイケル受容体(例えば、ビニルスルホン基)などがある。
【０４３１】
　クロスリンカー試薬重合可能な官能基をバックボーン重合可能な官能基に対して化学量
論的な量よりも少ない量で使用する場合、得られる本発明の生物分解性ヒドロゲルは、バ
ックボーン構造(即ち、バックボーン部分)に結合した遊離反応性官能基を有する反応性生
物分解性ヒドロゲルである。
【０４３２】
　ヒドロゲルプロドラッグの合成
　本発明のヒドロゲルプロドラッグは、本発明の反応性生物分解性ヒドロゲル又は修飾さ
れている反応性生物分解性ヒドロゲルから出発して、当技術分野で知られている都合のよ
い方法で調製することができる。種々の経路が存在することは、当業者には明らかである
。例えば、生物学的に活性な部分を共有結合的に結合させる上記プロドラッグリンカーは
、当該活性部分の一部又は全体を既に有しているか又は有していない本発明のヒドロゲル
の反応性官能基と反応させることができる。
【０４３３】
　場合により、プロドラッグリンカーを生物学的に活性な部分に最初にコンジュゲートさ
せ、次いで、得られた生物学的に活性な部分-プロドラッグリンカーコンジュゲートを生
物分解性ヒドロゲルの反応性官能基と反応させてもよい。あるいは、該プロドラッグリン
カーの反応性官能基のうちの1つを活性化させた後、リンカー-ヒドロゲルコンジュゲート
を第2の反応段階において生物学的に活性な部分と接触させ、余分な生物学的に活性な部
分(例えば、余分な薬物)は、ヒドロゲルが結合したプロドラッグリンカーに対して生物学
的に活性な部分をコンジュゲートさせた後、洗浄及び濾過によって除去することができる
。本発明によるヒドロゲルの細孔は寸法が大きいにもかかわらず、生物学的に活性な部分
は、生物学的に活性な部分の表面に存在している適切な化学的官能基がプロドラッグリン
カーの第2の化学的官能基に共有結合することによって、本発明の生物分解性ヒドロゲル
の内部に結合して残留する。
【０４３４】
　好ましくは、バックボーン部分によって提供される反応性官能基とプロドラッグリンカ
ーの化学的官能基の間に形成される共有結合は、永久的な結合である。プロドラッグリン
カーを反応性生物分解性ヒドロゲルに結合させるのに適した反応性官能基としては、限定
するものではないが、カルボン酸及び誘導体、カルボネート及び誘導体、ヒドロキシル、
ヒドラジン、ヒドロキシルアミン、マレアミド酸及び誘導体、ケトン、アミノ、アルデヒ
ド、チオール並びにジスルフィドなどがある。
【０４３５】
　本発明によるプロドラッグの好ましい調製方法は、以下のとおりである。
【０４３６】
　バックボーン試薬合成のための好ましい出発物質は、4-アームPEGテトラアミン又は8-
アームPEGオクタアミンであり、ここで、当該PEG試薬は、2000～10000ダルトンの分子量
を有しており、最も好ましくは、2000～5000Daの分子量を有している。そのようなマルチ
アームPEG-誘導体に、リシン残基を順次カップリングさせて、高分岐バックボーン試薬を
形成させる。そのカップリング段階の間に当該リシンを保護基で部分的に又は完全に保護
することができるということ、及び、最終的なバックボーン試薬も保護基を含み得るとい
うことは理解される。好ましい構成単位は、ビス-bocリシンである。あるいは、リシン残
基を順次添加する代わりに、樹枝状ポリ-リシン部分を最初に構築し、次に、4-アームPEG
テトラアミン又は8-アームPEGオクタアミンにカップリングさせることができる。32のア
ミノ基を有するバックボーン試薬を得るのが望ましく、従って、4-アームPEGの各アーム
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に7つのリシンを結合させるか、又は、8-アームPEGの各アームに5つのリシンを結合させ
る。
【０４３７】
　別の実施形態では、該マルチアームPEG誘導体は、テトラカルボキシPEG又はオクタカル
ボキシPEGである。この場合、該樹枝状部分はグルタミン酸又はアスパラギン酸から生成
させることが可能であり、得られるバックボーン試薬は、32のカルボキシ基を有する。バ
ックボーン試薬の反応性官能基の全て又は一部分が、遊離形態で存在し得るか、又は、塩
として存在し得るか、又は、保護基にコンジュゲートしているということは理解される。
実際的な理由により、PEG-アーム1つ当たりのリシンのバックボーン試薬の数が、6と7の
間であるということ、さらに好ましくは、約7であるということは理解される。
【０４３８】
　好ましいバックボーン試薬が以下に示されている：
【化２８】

【０４３９】
　クロスリンカー試薬の合成は、0.2～5kDa(さらに好ましくは、0.6～2kDa)の範囲内にあ
る分子量を有する直鎖PEGから出発し、それを、ジカルボン酸(最も好ましくは、アジピン
酸又はグルタル酸)の半エステルを用いてエステル化する。半エステル形成のための好ま
しい保護基は、ベンジル性基である。得られたビスジカルボン酸PEG半エステル類を、よ
り高い反応性を有するカルボキシ化合物、例えば、アシルクロリド類又は活性エステル類
、例えば、ペンタフルオロフェニルエステル類又はN-ヒドロキシスクシンイミドエステル
類(最も好ましいのは、N-ヒドロキシスクシンイミドエステル類)に変換する。N-ヒドロキ
シスクシンイミドエステル類の好ましい構造が以下に示されている：
【化２９】

【０４４０】
〔ここで、
　各mは、独立して、2～4の整数で有り；
　qは、3～100の整数である〕。
【０４４１】
　さらに好ましいのは、以下の構造である：
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【化３０】

【０４４２】
　あるいは、ビス-ジカルボン酸PEG半エステル類は、カップリング試薬(例えば、DCC又は
HOBt又はPyBOP)の存在下で活性化することができる。
【０４４３】
　代替的な実施形態では、該バックボーン試薬はカルボキシル基を有しており、対応する
クロスリンカー試薬は、エステルを含んでいるアミノ末端PEG鎖から選択される。
【０４４４】
　バックボーン試薬とクロスリンカー試薬を逆相乳化重合を用いて重合させて、本発明の
ヒドロゲルを形成させることができる。バックボーンとクロスリンカーの重合可能な官能
基の間の望ましい化学量論を選択した後、バックボーンとクロスリンカーをDMSOに溶解さ
せ、及び、適切に選択されたHLB値を有する適切な乳化剤(好ましくは、Arlacel P135)を
用いて、機械的撹拌機を使用し及びその撹拌速度を制御することによって、逆エマルショ
ンを形成させる。適切な塩基(好ましくは、N,N,N',N'-テトラメチルエチレンジアミン)を
加えることによって重合を開始させる。適切な時間撹拌した後、酸(例えば、酢酸)と水を
加えることによって反応をクエンチする。ビーズを回収し、洗浄し、機械的な篩にかける
ことにより粒径に従って分別する。場合により、この段階で保護基を除去してもよい。
【０４４５】
　本発明の代替的な実施形態では、多官能性部分を重合された反応性生物分解性ヒドロゲ
ルの反応性官能基に結合させて反応性官能基の数を増加させ、それによって、本発明によ
る生物分解性ヒドロゲルの薬物のローディングを増大させることができる。そのような多
官能性部分は、リシン、ジリシン、トリリシン、テトラリシン、ペンタリシン、ヘキサリ
シン、ヘプタリシン又はオリゴリシン、低分子量PEI、オルニチン、ジアミノ酪酸の適切
に置換された誘導体によって提供され得る。好ましくは、該多官能性部分は、リシンであ
る。
【０４４６】
　さらに、本発明によるそのようなヒドロゲルは、同じ反応性官能基を有するスペーサー
を用いて官能基化することが可能であり、例えば、ヘテロ二官能性スペーサー(例えば、
適切に活性化されたCOOH-(EG)6-NH-fmoc)を結合させ及びfmoc-保護基を除去することによ
って、修飾された反応性生物分解性ヒドロゲルにアミノ基を導入することができる。
【０４４７】
　一実施形態では、薬物化合物は、反応性生物分解性ヒドロゲルと直接に反応させて、本
発明によるヒドロゲルプロドラッグを生じさせる共有結合的な一時的結合を形成させるこ
とができる。薬物と本発明による生物分解性ヒドロゲルの間のそのような一時的な結合は
、好ましくは、カルバメート、エステル、アミド又はカルボネートである。
【０４４８】

　別の実施形態では、薬物化合物を、薬物化合物とスペーサーの間の結合が共有結合的な
一時的結合(例えば、カルバメート結合、エステル結合、アミド結合又はカルボネート結
合)になるような方法で、最初にスペーサーにコンジュゲートさせ、次に、反応性生物分
解性ヒドロゲルと反応させて、本発明のプロドラッグを形成させる。
【０４４９】
　さらに別の実施形態では、薬物化合物を、薬物化合物とリンカーの間の結合が共有結合
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的な一時的結合(例えば、カルバメート結合、エステル結合、アミド結合又はカルボネー
ト結合)になるような方法で、最初にリンカーにコンジュゲートさせ、次に、反応性生物
分解性ヒドロゲルと反応させて、本発明のプロドラッグを形成させる。
【０４５０】
　さらに、本発明によるそのような生物分解性ヒドロゲルは、本発明による生物分解性ヒ
ドロゲルによって提供される反応性官能基とは異なった反応性官能基を有するスペーサー
を用いて官能基化することができる。例えば、適切なヘテロ二官能性スペーサー(例えば
、Mal-(EG)6-NHS)を本発明による生物分解性ヒドロゲルに結合させることによって、本発
明によるヒドロゲルにマレイミド反応性官能基を導入することができる。そのような修飾
された反応性生物分解性ヒドロゲルをリンカー部分に反応性チオール基を有している薬物
-リンカー試薬にさらにコンジュゲートさせて、本発明による担体結合プロドラッグを形
成させることができる。
【０４５１】
　官能基化されたマレイミド基を含有する修飾された反応性生物分解性ヒドロゲルに薬物
-リンカーコンジュゲートをローディングした後、望ましくない副反応を回避するために
、残存している全ての反応性官能基に適切な遮断試薬(例えば、メルカプトエタノール)を
用いてキャップする。
【０４５２】
　本発明の好ましい実施形態では、薬物部分がジスルフィド(-S-S-)結合を含んでおり且
つ遊離チオール基がリンカー部分に連結されている薬物リンカーコンジュゲートを、pH2
～5(好ましくは、pH2.5～4.5、さらに好ましくは、pH3.0～4.0)の緩衝化された水溶液の
中で、室温～4℃の温度(さらに好ましくは、室温)で、マレイミドで官能基化されたヒド
ロゲルと反応させる。次に、得られた薬物-リンカー-ヒドロゲルコンジュゲートを、pH2
～5(好ましくは、pH2.5～4.0、さらに好ましくは、pH2.5～3.5)の緩衝化された水溶液の
中で、室温～4℃の温度(さらに好ましくは、室温)で、チオール基を含んでいる低分子量
化合物(好ましくは、34～500Daのチオール含有化合物、最も好ましくは、メルカプトエタ
ノール)で処理する。
【０４５３】
　本発明の好ましい別の実施形態では、薬物部分がジスルフィド(-S-S-)結合を含んでお
り且つマレイミド基がリンカー部分に連結されている薬物リンカーコンジュゲートを、pH
2～5(好ましくは、pH2.5～4.5、さらに好ましくは、pH3.0～4.0)の緩衝化された水溶液の
中で、室温～4℃の温度(さらに好ましくは、室温)で、本発明によるチオールで官能基化
されたヒドロゲルと反応させる。次に、得られた対応する薬物-リンカー-ヒドロゲルコン
ジュゲートを、pH2～5(好ましくは、pH2.5～4.0、さらに好ましくは、pH2.5～3.5)の緩衝
化された水溶液の中で、室温～4℃の温度(さらに好ましくは、室温)で、マレイミド基を
含んでいる低分子量化合物(好ましくは、100～300Daのマレイミド含有化合物、例えば、N
-エチル-マレイミド)で処理する。
【０４５４】
　本発明の好ましいべつの実施形態では、遊離チオール基がリンカー部分に連結されてい
る薬物リンカーコンジュゲートを、pH5.5～8(好ましくは、pH6.5～7.5)の緩衝化された水
溶液の中で、室温～4℃の温度(さらに好ましくは、室温)で、マレイミドで官能基化され
たヒドロゲルと反応させる。次に、得られた薬物-リンカー-ヒドロゲルコンジュゲートを
、pH5.5～8(好ましくは、pH6.5～7.5)の緩衝化された水溶液の中で、室温～4℃の温度(さ
らに好ましくは、室温)で、チオール基を含んでいる低分子量化合物(好ましくは、34～50
0Daのチオール含有化合物、最も好ましくは、メルカプトエタノール)で処理する。
【０４５５】
　本発明の好ましいべつの実施形態では、マレイミド基がリンカー部分に連結されている
薬物リンカーコンジュゲートを、pH5.5～8(好ましくは、pH6.5～7.5)の緩衝化された水溶
液の中で、室温～4℃の温度(さらに好ましくは、室温)で、本発明によるチオールで官能
基化されたヒドロゲルと反応させる。次に、得られた対応する薬物-リンカー-ヒドロゲル
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コンジュゲートを、pH5.5～8(好ましくは、pH6.5～7.5)の緩衝化された水溶液の中で、室
温～4℃の温度(さらに好ましくは、室温)で、マレイミド基を含んでいる低分子量化合物(
好ましくは、100～300Daのマレイミド含有化合物、例えば、N-エチル-マレイミド)で処理
する。
【０４５６】
　本発明のプロドラッグを調製するための特に好ましい方法は、
(a)　式C(A'-X1)4〔式中、A'-X1は、Hyp又はHypの前駆物質に結合する前は、Aを表し、及
び、X1は、適切な化学的官能基である〕で表される化合物を式Hyp'-X2〔式中、Hyp'-X2は
、A又はHypの前駆物質に結合する前は、Hypを表し、及び、X2は、X1と反応するのに適し
た化学的官能基である〕で表される化合物と反応させる段階；
(b)　場合により、段階(a)から得られた化合物を1以上のさらなる段階で反応させて、少
なくとも4つの化学的官能基を有する式C(A-Hyp)4で表される化合物を生成させる段階；
(c)　段階(b)から得られた化合物の少なくとも4つの化学的官能基をポリ(エチレングリコ
ール)系クロスリンカー前駆体試薬(ここで、該クロスリンカー前駆体試薬はC(A-Hyp)4の
官能基の総数と比較して化学量論的な量よりも少ない量で使用される)と反応させて、本
発明によるヒドロゲルを生成させる段階；
(d)　段階(c)のヒドロゲルバックボーンの中の残存している未反応の反応性官能基(本発
明の反応性生物分解性ヒドロゲルの中に含まれているバックボーンの反応性官能基を表し
ている)を生物学的に活性な部分の共有結合コンジュゲート及び一時的なプロドラッグリ
ンカーと反応させるか、又は、最初に未反応の反応性官能基を一時的なプロドラッグリン
カーと反応させ、次に、生物学的に活性な部分と反応させる段階；
(e)　場合により、残存している未反応の反応性官能基にキャップして、本発明のプロド
ラッグを生成させる段階；
を含んでいる。
【０４５７】
　具体的には、本発明のヒドロゲルは、以下のように合成される。
【０４５８】
　バルク重合の場合、バックボーン試薬とクロスリンカー試薬を、2:1～1.05:1の「アミ
ン/活性エステル」の比率で混合させる。
【０４５９】
　バックボーン試薬及びクロスリンカー試薬は、いずれも、DMSOに溶解させて、100mL当
たり5～50g、好ましくは、100mL当たり7.5～20g、最も好ましくは、100mL当たり10～20g
の濃度の溶液とする。
【０４６０】
　重合させるために、クロスリンカー試薬とバックボーン試薬を含んでいるDMSO溶液に2
～10%(体積)のN,N,N',N'-テトラメチルエチレンジアミン(TMEDA)を添加し、その混合物を
1～20秒間振盪し、そして、静置する。その混合物は、1分間以内に固化する。
【０４６１】
　本発明によるそのようなヒドロゲルを、好ましくは、撹拌、破砕(crushing)、切削(cut
ting)、プレス(pressing)又は摩砕(milling)などの機械的処理によって粉砕し、場合によ
り篩にかける。
【０４６２】
　乳化重合の場合、その反応混合物は、分散相と連続相で構成される。
【０４６３】
　分散相に関しては、バックボーン試薬とクロスリンカー試薬を、2:1～1.05:1の「アミ
ン/活性エステル」の比率で混合させ、そして、DMSOに溶解させて、100mL当たり5～50g、
好ましくは、100mL当たり7.5～20g、最も好ましくは、100mL当たり10～20gの濃度の溶液
とする。
【０４６４】
　連続相は、DMSOと非混和性であり且つ塩基性でなく且つ非プロトン性であり且つ10Pa*s
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未満の粘度を示す任意の溶媒である。好ましくは、該溶媒は、DMSOと非混和性であり且つ
塩基性でなく且つ非プロトン性であり且つ2Pa*s未満の粘度を示し且つ無毒性である。さ
らに好ましくは、該溶媒は、5～10個の炭素原子を有する直鎖又は分枝鎖の飽和炭化水素
である。最も好ましくは、該溶媒は、n-ヘプタンである。
【０４６５】
　連続相の中の分散相のエマルションを形成させるために、分散相を添加する前に連続相
に乳化剤を添加する。乳化剤の量は、分散相1mL当たり2～50mgであり、さらに好ましくは
、分散相1mL当たり5～20mgであり、最も好ましくは、分散相1mL当たり10mgである。
【０４６６】
　該乳化剤は、3～8のHLB値を有する。好ましくは、該乳化剤は、ソルビトールと脂肪酸
のトリエステルであるか、又は、ポリ(ヒドロキシル脂肪酸)-ポリ(エチレングリコール)
コンジュゲートである。さらに好ましくは、該乳化剤は、分子量が0.5kDa～5kDaの範囲内
にある直鎖ポリ(エチレングリコール)を有し且つ当該鎖の各末端に分子量が0.5kDa～3kDa
の範囲内にあるポリ(ヒドロキシ-脂肪酸)単位を有しているポリ(ヒドロキシ-脂肪酸)-ポ
リエチレングリコールコンジュゲートである。最も好ましくは、該乳化剤は、ポリ(エチ
レングリコール)ジポリヒドロキシステアレート、Cithrol DPHS (Cithrol DPHS, former 
Arlacel P135, Croda International Plc)である。
【０４６７】
　分散相の液滴は、Isojet、Intermig、Propeller(EKATO Ruhr- und Mischtechnik GmbH,
 Germany))などの撹拌機と類似した幾何学的形状を有する軸流インペラー、最も好ましく
は、反応器直径の50～90%の直径を有するIsojetと類似した幾何学的形状を有する軸流イ
ンペラーを用いて撹拌することによって生成させる。好ましくは、撹拌は、分散相を添加
する前に開始させる。撹拌機のスピードは、0.6～1.7m/sに設定する。分散相は室温で添
加し、分散相の濃度は、総反応体積の、2%～70%、好ましくは、5～50% 、さらに好ましく
は、10～40%、及び、最も好ましくは、20～35%である。分散相と乳化剤と連続相の混合物
を5～60分間撹拌した後、塩基を添加して重合を行わせる。
【０４６８】
　分散相と連続相の混合物に、5～10当量(形成させる各アミド結合に対して)の塩基を添
加する。該塩基は、非プロトン性であり、非求核性であり、そして、分散相に溶解する。
好ましくは、該塩基は、非プロトン性であり、非求核性であり、そして、分散相とDMSOの
両方に充分に溶解する。さらに好ましくは、該塩基は、非プロトン性であり、非求核性で
あり、分散相とDMSOの両方に充分に溶解し、アミン塩基であり、そして、無毒性である。
最も好ましくは、該塩基は、N,N,N',N'-テトラメチルエチレンジアミン(TMEDA)である。
塩基の存在下における撹拌を1～16時間継続する。
【０４６９】
　撹拌中に、分散相の液滴は硬化して、回収することが可能な本発明の架橋されたヒドロ
ゲルビーズになり、そして、75μmと32μmのデッキを有する振動性連続篩い分け機(vibra
tional continuous sieving machine)で寸法による分別を実施して、本発明によるヒドロ
ゲル微粒子を得る。
【０４７０】
　本発明の生物分解性ヒドロゲルは、上記で記載した調製方法から微粒子の形態で得られ
る。本発明の好ましい実施形態では、該反応性生物分解性ヒドロゲルは、コーティング、
メッシュ若しくはステントなどの造形品であるか又は微粒子である。最も好ましくは、コ
ンジュゲート官能基を含んでいる該生物分解性ヒドロゲル又はヒドロゲルが連結された薬
物リンカープロドラッグコンジュゲートは、標準的なシリンジを用いて皮下注射又は筋肉
内注射として投与することが可能な微粒子状ビーズに形成される。そのようなソフトビー
ズは、1～500マイクロメーターの直径を有し得る。好ましくは、コンジュゲート官能基を
含んでいる該生物分解性ヒドロゲル又は生物分解性ヒドロゲルが連結されている薬物-リ
ンカープロドラッグコンジュゲートは、等張性水性製剤バッファーの中に懸濁された場合
、10～100マイクロメーターの直径を有し、最も好ましくは、20～100マイクロメーターの
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直径を有し、最も好ましくは、25～80マイクロメーターの直径を有する。
【０４７１】
　好ましくは、コンジュゲート官能基を含んでいるそのようなビーズ状の生物分解性ヒド
ロゲル又は生物分解性ヒドロゲルが連結されているビーズ状の薬物-リンカープロドラッ
グコンジュゲートは、内径が0.6mm未満の注射針を通して、好ましくは、内径が0.3mm未満
の注射針を通して、さらに好ましくは、内径が0.25mm未満の注射針を通して、一層さらに
好ましくは、内径が0.2mm未満の注射針を通して、最も好ましくは、内径が0.16mm未満の
注射針を通して、注射によって投与することが可能である。
【０４７２】
　用語「注射によって投与することが可能である(can be administered by injection)」
、「注射可能な(injectable)」又は「注射可能性(injectability)」が、特定の温度及び
特定の濃度(w/v)の液体の中で膨潤した本発明の生物分解性ヒドロゲルを含んでいるシリ
ンジのプランジャーに加えられる特定の力、当該シリンジの排出口に連結された所与の内
径を有する注射針、及び、特定の体積の本発明による生物分解性ヒドロゲルを当該注射針
を通してシリンジから押し出すのに必要な時間などの要因の組合せに関連するということ
は理解される。
【０４７３】
　注射可能性を提供するために、内径が4.7mmのプランジャーを有しているシリンジの中
に含まれている水中で膨潤して濃度が少なくとも5%(w/v)となった体積1mLの本発明の生物
分解性ヒドロゲルは、50ニュートン未満の力を加えることにより室温で10秒間以内で押し
出すことが可能である。
【０４７４】
　好ましくは、注射可能性は、水中で膨潤して濃度が約10%(w/v)となった本発明の生物分
解性ヒドロゲルに対して達成される。
【０４７５】
　本発明の別の態様は、製薬上許容される賦形剤と一緒に本発明のヒドロゲルプロドラッ
グ又はその薬学的な塩を含んでいる医薬組成物である。
【０４７６】
　本発明のさらに別の態様は、薬物として使用するための本発明のヒドロゲルプロドラッ
グ又は本発明の医薬組成物である。
【０４７７】
　本発明によるヒドロゲルプロドラッグが1以上の酸性基又は塩基性基を含んでいる場合
、本発明は、それらの対応する製薬上許容される塩又は毒物学的に許容される塩、特に、
それらの製薬上利用可能な塩も包含する。かくして、酸性基を含んでいる本発明のヒドロ
ゲルプロドラッグは、例えば、アルカリ金属塩、アルカリ土類金属塩又はアンモニウム塩
として、本発明に従って使用することができる。そのような塩のより明確な例としては、
ナトリウム塩、カリウム塩、カルシウム塩、マグネシウム塩、又は、アンモニア若しくは
有機アミン(例えば、エチルアミン、エタノールアミン、トリエタノールアミン又はアミ
ノ酸)との塩などがある。1以上の塩基性基(即ち、プロトン化され得る基)を含んでいる本
発明のヒドロゲルプロドラッグは、存在することが可能であり、そして、無機酸又は有機
酸とのそれらの付加塩の形態で、本発明に従って使用することが可能である。適切な酸の
例としては、塩化水素、臭化水素、リン酸、硫酸、硝酸、メタンスルホン酸、p-トルエン
スルホン酸、ナフタレンジスルホン酸、シュウ酸、酢酸、酒石酸、乳酸、サリチル酸、安
息香酸、ギ酸、プロピオン酸、ピバル酸、ジエチル酢酸、マロン酸、コハク酸、ピメリン
酸、フマル酸、マレイン酸、リンゴ酸、スルファミン酸(sulfaminic acid)、フェニルプ
ロピオン酸、グルコン酸、アスコルビン酸、イソニコチン酸、クエン酸、アジピン酸及び
当業者には知られている別の酸などを挙げることができる。本発明によるヒドロゲルプロ
ドラッグが、酸性基と塩基性基を分子内に同時に含んでいる場合、本発明は、上記の塩形
態に加えて、分子内塩又はベタイン類(両性イオン)も包含する。当該個々の塩は、当業者
には知られている慣習的な方法で、例えば、上記の物を溶媒若しくは分散剤の中で有機若
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しくは無機の酸若しくは塩基と接触させることにより、又は、他の塩とのアニオン交換若
しくはカチオン交換により、得ることができる。本発明は、さらに、生理学的な適合性が
低いために医薬品の中で使用するのに直接的には適していないが例えば化学反応のための
中間体として若しくは製薬上許容される塩を調製するための中間体として使用することが
可能なプロドラッグの全ての塩も包含する。
【０４７８】
　用語「製薬上許容される(pharmaceutically acceptable)」は、動物において(好ましく
は、ヒトにおいて)使用することが規制機関〔例えば、EMEA(欧州)、及び/又は、FDA(米国
)、及び/又は、任意の別の国の規制機関〕によって認可されていることを意味する。
【０４７９】
　「医薬組成物」は、1種類以上の活性成分、及び、1種類以上の不活性成分、並びに、任
意の2種類以上の成分の組合せ若しくは複合体生成若しくは凝集から、又は、1種類以上の
成分の解離から、又は、1種類以上の成分の別のタイプの反応若しくは相互作用から、直
接的に又は間接的に生じる任意の生成物を意味する。従って、本発明の医薬組成物には、
本発明の化合物と製薬上許容される賦形剤(製薬上許容される担体)を混合させることによ
って調製される任意の組成物が包含される。
【０４８０】
　用語「賦形剤」は、希釈剤、アジュバント、又は、治療薬と一緒に投与されるビヒクル
を意味する。そのような製薬用の賦形剤は、無菌液体、例えば、水及び油(これは、石油
起源、動物起源、植物起源又は合成起源の油を包含し、限定するものではないが、ラッカ
セイ油、ダイズ油、鉱油、ゴマ油などを包含する)などであることができる。当該医薬組
成物が経口投与される場合には、水は、好ましい賦形剤である。当該医薬組成物が静脈内
投与される場合には、生理食塩水及び水性デキストロースが好ましい賦形剤である。注射
用の溶液のための液体賦形剤として、好ましくは、生理食塩溶液及び水性のデキストロー
スとグリセロールの溶液が使用される。適切な製薬用の賦形剤としては、デンプン、グル
コース、ラクトース、スクロース、マンニトール、トレハロース、ゼラチン、モルト、米
粉、チョーク、シリカゲル、ステアリン酸ナトリウム、モノステアリン酸グリセロール、
タルク、塩化ナトリウム、乾燥脱脂粉乳、グリセロール、プロピレングリコール、水、エ
タノールなどがある。該組成物には、必用に応じて、少量の湿潤剤若しくは乳化剤、pH緩
衝剤、例えば、アセテート、スクシネート、トリスカルボネート、ホスフェート、HEPES(
4-(2-ヒドロキシエチル)-1-ピペラジンエタンスルホン酸)、MES(2-(N-モルホリノ)エタン
スルホン酸)なども含ませることが可能であるか、又は、界面活性剤、例えば、Tween、ポ
ロキサマー類、ポロキサミン類、CHAPS若しくはIgepal、又は、アミノ酸、例えば、グリ
シン、リシン若しくはヒスチジンなども含ませることが可能である。これらの組成物は、
溶液剤、懸濁液剤、エマルション剤、錠剤、丸剤、カプセル剤、粉末剤、持続放出製剤な
どの形態をとることができる。該組成物は、慣習的な結合剤及び賦形剤(例えば、トリグ
リセリド類)を用いて坐剤として製剤することができる。経口用製剤には、標準的な賦形
剤、例えば、製薬用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、ナトリウムサッカリン、セルロース、炭酸マグネシウムなどを含ませることが
できる。適切な製薬用賦形剤の例は、E.W. Martinによる「Remington's Pharmaceutical 
Sciences」に記載されている。そのような組成物には、患者に適切に投与するための形態
を提供するために、好ましくは精製された形態にある治療有効量の治療薬(薬物又は活性
成分)を、適切な量の賦形剤と一緒に含ませる。該製剤は、投与方法に適合したものであ
るべきである。
【０４８１】
　本発明のさらに別の態様は、1以上の状態を治療することが必要な哺乳類患者(好ましく
は、ヒト)において、治療する方法、制御する方法、遅延させる方法又は予防する方法で
あり、ここで、該方法は、該患者に治療有効量の本発明のプロドラッグ又は本発明の医薬
組成物又はそれらの製薬上許容される塩を投与することを含む。
【実施例】



(152) JP 5904941 B2 2016.4.20

10

20

30

40

50

【０４８２】
　材料及び方法
　材料：Rinkアミド樹脂上の側鎖保護エキセンジン-4(J. Eng et al., J. Biol.Chem. 19
92, 267(11), 7402-7405)は、「Peptide Specialty Laboratories GmbH, Heidelberg, Ge
rmany」から入手した。ヒトインスリンは、「Biocon Ltd., Bangalore, India」から入手
した。
【０４８３】
　アミノ4-アームPEG5000は、「JenKem Technology, Beijing, P. R. China」から入手し
た。アミノ4-アームPEG2000は、「CreativePEGWorks, Winston Salem, North Carolina, 
USA」から入手した。
【０４８４】
　N-(3-マレイミドプロピル)-21-アミノ-4,7,10,13,16,19-ヘキサオキサ-ヘンエイコサン
酸NHSエステル(Mal-PEG6-NHS)は、「Celares GmbH, Berlin, Germany」から入手した。
【０４８５】
　2-クロロトリチルクロリド樹脂、HATU及びアミノ酸は、特に別途示されていない限り、
「Merck Biosciences GmbH, Schwalbach/Ts, Germany」から入手した。Fmoc-Asp(OH)-OMe
は、「Bachem AG, Bubendorf, Switzerland」から入手した。S-トリチル-6-メルカプトヘ
キサン酸(Trt-MHA)は、「PolyPeptide(France)」から入手した。
【０４８６】
　他の全ての化学物質は、「Sigma-ALDRICH Chemie GmbH, Taufkirchen, Germany」から
入手した。
【０４８７】
　固相合成は、2-クロロトリチルクロリド(TCP)樹脂上で、1.3mmol/gのローディングで実
施した。ポリプロピレンフリットが付いているシリンジを反応容器として使用した。
【０４８８】
　第1のアミノ酸の樹脂へのローディングは、製造元の指示に従って実施した。
【０４８９】
　Fmocの脱保護：
　Fmoc保護基を除去するためには、当該樹脂を2/2/96(v/v/v)のピペリジン/DBU/DMFと一
緒に撹拌し(2回、それぞれ10分間)、DMFで洗浄した(10回)。
【０４９０】
　Mmtの脱保護：
　Mmt保護基を除去するためには、当該樹脂を1/9(v/v)のHFIP/DCMで処理し(15回、それぞ
れ1分間)、DCMで洗浄した(10回)。
【０４９１】
　酸に関する標準的なカップリング条件：
　樹脂上の遊離アミノ基への酸(脂肪族酸、Fmoc-アミノ酸)のカップリングは、樹脂をDMF
中で樹脂上の遊離アミノ基に対して3eqの酸、3eqのPyBOP及び6eqのDIEA(樹脂の理論上の
ローディングに基づいて計算した)と一緒に室温で撹拌することによって達成した。1時間
後、樹脂をDMFで洗浄した(10回)。
【０４９２】
　2-クロロトリチルクロリド樹脂に関する切断プロトコル：
　合成が完結した後、直ぐに、当該樹脂をDCMで洗浄し、減圧下に乾燥させ、6/4(v/v)のD
CM/HFIPで30分間2回処理した。溶出液を合し、揮発性物質を窒素流下に除去し、生成物を
RP-HPLCで精製した。生成物を含んでいるHPLCフラクションを合して凍結乾燥させた。
【０４９３】
　TFA塩として得られたアミン含有生成物は、イオン交換樹脂(Discovery DSC-SAX, Supel
co, USA)を用いて、対応するHCl塩に変換した。このステップは、残留TFAが例えばその後
のカップリング反応を妨害すると予想される場合に実施した。
【０４９４】
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　RP-HPLC精製：
　RP-HPLCは、Waters 600 HPLC SystemとWaters 2487 Absorbance検出器に連結された100
×20mmと100×40mmのC18 ReproSil-Pur 300 ODS-3 5μカラム(Dr. Maisch, Ammerbuch, G
ermany)で実施した。溶液A(H2O中の0.1%TFA)と溶媒B(アセトニトリル中の0.1%TFA)の直線
勾配を使用した。生成物を含んでいるHPLCフラクションを凍結乾燥させた。
【０４９５】
　ヒドロゲルビーズに関しては、ポリプロピレンフリットが付いているシリンジを、反応
容器として使用したか、又は、洗浄ステップに使用した。
【０４９６】
　分析： 
　エレクトロスプレーイオン化質量分析(ESI-MS)は、Waters Acquity UPLC Systemを備え
たThermo Fisher Orbitrap Discovery装置で実施した。
【０４９７】
　PEG製品のMSスペクトルは、PEG主成分の多分散性に起因して、一連の(CH2CH2O)n部分構
造を示した。
【０４９８】
　サイズ排除クロマトグラフィー(SEC)は、特に別途示されていない限り、0.45μmインレ
ットフィルターが付いているSuperdex200 5/150 GLカラム(Amersham Bioscience/GE Heal
thcare)を備えたAmersham Bioscience AEKTAbasicシステムを用いて実施した。移動相と
しては、「20mM リン酸ナトリウム、140mM NaCl、pH7.4」を使用した。
【０４９９】
　実施例1
　バックボーン試薬(1g)及び(1h)の合成
【化３１】

【０５００】
　バックボーン試薬(1g)は、下記スキームに従い、アミノ4-アームPEG5000(1a)から合成
した：
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【化３２】

【０５０１】
　化合物(1b)を合成するために、4-アーム-PEG5000テトラアミン(1a)(MW 約5200g/mol、5
.20g、1.00mmol、HCl塩)を20mLのDMSO(無水)に溶解させた。5mLのDMSO(無水)の中のBoc-L
ys(Boc)-OH(2.17g、6.25mmol)、EDC HCl(1.15g、6.00mmol)、HOBt・H2O(0.96g、6.25mmol
)及びコリジン(5.20mL、40mmol)を添加した。その反応混合物を室温で30分間撹拌した。
【０５０２】
　その反応混合物を1200mLのジクロロメタンで希釈し、600mLの0.1N H2SO4(2×)、ブライ
ン(1×)、0.1M NaOH(2×)及び1/1(v/v)のブライン/水(4×)で洗浄した。水層を500mLのDC
Mで再抽出した。有機相をNa2SO4で脱水し、濾過し、蒸発させて、6.3gの粗製生成物(1b)
を無色の油状物として得た。化合物(1b)は、RP-HPLCで精製した。
【０５０３】
収量：3.85g(59%)の無色のガラス状生成物(1b)。
【０５０４】
MS：m/z=1294.4[M+5H]5+(計算値=1294.6)。
【０５０５】
　化合物(1c)は、5mLのメタノールと9mLのジオキサン中4N HClの中の3.40gの化合物(1b)(
0.521mmol)を室温で15分間撹拌することによって得た。減圧下に揮発性物質を除去した。
その生成物は、それ以上精製することなく次のステップで使用した。
【０５０６】
MS：m/z=1151.9[M+5H]5+(計算値=1152.0)。
【０５０７】
　化合物(1d)を合成するために、3.26gの化合物(1c)(0.54mmol)を15mLのDMSO(無水)に溶
解させた。15mLのDMSO(無水)の中の2.99gのBoc-Lys(Boc)-OH(8.64mmol)、1.55gのEDC HCl
(8.1mmol)、1.24gのHOBt・H2O(8.1mmol)及び5.62mLのコリジン(43mmol)を添加した。その
反応混合物を室温で30分間撹拌した。
【０５０８】
　反応混合物を800mLのDCMで希釈し、400mLの0.1N H2SO4(2×)、ブライン(1×)、0.1M Na
OH(2×)及び1/1(v/v)のブライン/水(4×)で洗浄した。水層を800mLのDCMで再抽出した。
有機相をNa2SO4で脱水し、濾過し、蒸発させて、ガラス状の粗製生成物を得た。
【０５０９】
　生成物をDCMに溶解させ、冷(-18℃)ジエチルエーテルで沈澱させた。この手順を2回繰
り返し、その沈澱物を減圧下に乾燥させた。
【０５１０】
収量：4.01g(89%)の無色のガラス状生成物(1d)、これは、それ以上精製することなく次の
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【０５１１】
MS：m/z=1405.4[M+6H]6+(計算値=1405.4)。
【０５１２】
　化合物(1e)は、化合物(1d)(3.96g、0.47mmol)を7mLのメタノールと20mLのジオキサン中
4N HClに溶解させた溶液を室温で15分間撹拌することによって得た。減圧下に揮発性物質
を除去した。その生成物は、それ以上精製することなく次のステップで使用した。
【０５１３】
MS：m/z=969.6[M+7H]7+(計算値=969.7)。
【０５１４】
　化合物(1f)を合成するために、化合物(1e)(3.55g、0.48mmol)を20mLのDMSO(無水)に溶
解させた。18.8mLのDMSO(無水)の中のBoc-Lys(Boc)-OH(5.32g、15.4mmol)、EDC HCl(2.76
g、14.4mmol)、HOBt・H2O(2.20g、14.4mmol)及び10.0mLのコリジン(76.8mmol)を添加した
。その反応混合物を室温で60分間撹拌した。
【０５１５】
　その反応混合物を800mLのDCMで希釈し、400mLの0.1N H2SO4(2×)、ブライン(1×)、0.1
M NaOH(2×)及び1/1(v/v)のブライン/水(4×)で洗浄した。水層を800mLのDCMで再抽出し
た。有機相をNa2SO4で脱水し、濾過し、蒸発させて、粗製生成物(1f)を無色の油状物とし
て得た。
【０５１６】
　生成物をDCMに溶解させ、冷(-18℃)ジエチルエーテルで沈澱させた。この手順を2回繰
り返し、その沈澱物を減圧下に乾燥させた。
【０５１７】
収量：4.72g(82%)の無色のガラス状生成物(1f)、これは、それ以上精製することなく次の
ステップで使用した。
【０５１８】
MS：m/z=1505.3[M+8H]8+(計算値=1505.4)。
【０５１９】
　バックボーン試薬(1g)は、化合物(1f)(MW 約12035g/mol、4.72g、0,39mmol)を20mLのメ
タノールと40mLのジオキサン中4N HClに溶解させた溶液を室温で30分間撹拌することによ
って得た。減圧下に揮発性物質を除去した。
【０５２０】
収量：3.91g(100%)、ガラス状生成物バックボーン試薬(1g)。
【０５２１】
MS：m/z=977.2[M+9H]9+(計算値=977.4)。
【０５２２】
　バックボーン試薬(1h)の合成
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【０５２３】
　バックボーン試薬(1h)は、4-アームPEG5000の代わりに4-アームPEG2000を使用した以外
は、(1g)に関して記載したのと同様にして合成した。
【０５２４】
MS：m/z=719.4[M+8H]8+(計算値=719.5)。
【０５２５】
　実施例2
　クロスリンカー試薬(2d)、(2e)、(2f)及び(2g)の合成
　クロスリンカー試薬(2d)は、下記スキームに従って、アジピン酸モノベンジルエステル
(English, Arthur R. et al., Journal of Medicinal Chemistry, 1990, 33(1), 344-347
)とPEG2000から調製した：
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【化３４】

【０５２６】
　PEG2000(2a)(11.0g、5.5mmol)とアジピン酸ベンジル半エステル(4.8g、20.6mmol)をジ
クロロメタン(90.0mL)に溶解させた溶液を0℃まで冷却した。ジシクロヘキシルカルボジ
イミド(4.47g、21.7mmol)を添加した後、触媒量のDMAP(5mg)を添加し、その溶液を撹拌し
、一晩(12時間)室温とした。そのフラスコを+4℃で5時間貯蔵した。固体を濾過し、減圧
下に蒸留して溶媒を完全に除去した。その残渣を1000mLの1/1(v/v)のエーテル/酢酸エチ
ルに溶解させ、室温で2時間貯蔵したが、その間に、少量のフレーク状固体が形成された
。Celite(登録商標)のパッドで濾過することにより固体を除去した。その溶液をしっかり
と密閉されたフラスコの中に入れ、結晶化が完結するまで冷凍庫の中で-30℃で12時間貯
蔵した。その結晶質生成物をガラスフリットで濾過し、冷エーテル(-30℃)で洗浄した。
そのフィルターケーキを減圧下に乾燥させた。収量：11.6g(86%)の(2b)(無色の固体とし
て)。その生成物は、それ以上精製することなく次のステップで使用した。
【０５２７】
MS：m/z=813.1[M+3H]3+(計算値=813.3)。
【０５２８】
　500mL容ガラス製オートクレーブの中で、PEG2000-ビス-アジピン酸-ビス-ベンジルエス
テル(2b)(13.3g、5.5mmol)を酢酸エチル(180mL)に溶解させ、炭担持10%パラジウム(0.4g)
を添加した。その溶液を、水素の消費が止むまで(5-12時間h)、6バール、40℃で水素化し
た。Celite(登録商標)のパッドで濾過することにより触媒を除去し、減圧下に溶媒を蒸発
させた。収量：12.3g(定量的)の(2c)(黄色の油状物として)。その生成物はそれ以上精製
することなく次のステップで使用した。
【０５２９】
MS：m/z=753.1[M+3H]3+(計算値=753.2)。
【０５３０】
　PEG2000-ビス-アジピン酸半エステル(2c)(9.43g、4.18mmol)とN-ヒドロキシスクシンイ
ミド(1.92g、16.7mmol)とジシクロヘキシルカルボジイミド(3.44g、16.7mmol)を75mLのDV
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M(無水)に溶解させた溶液を、室温で一晩撹拌した。その反応混合物を0℃まで冷却し、沈
澱物を濾去した。DCMを蒸発させ、その残渣をTHFから再結晶させた。
【０５３１】
収量：8.73g(85%)のクロスリンカー試薬(2d)(無色の固体として)。
【０５３２】
MS：m/z=817.8[M+3H]3+(計算値=817.9)。
【０５３３】
　(2e)の合成
【化３５】

【０５３４】
　(2e)は、アジピン酸の代わりにグルタル酸を使用した以外は、(2d)に関して記載されて
いるのと同様にして合成した。
【０５３５】
MS：m/z=764.4[M+3H]3+(計算値=764.5)。
【０５３６】
　(2f)の合成
【化３６】

【０５３７】
　(2f)は、PEG2000の代わりにPEG600を使用した以外は、(2d)に関して記載されているの
と同様にして合成した。
【０５３８】
MS：m/z=997.5[M+H]+(計算値=997.8)。
【０５３９】
　(2g)の合成
【化３７】

【０５４０】
　(2g)は、PEG2000の代わりにPEG1000を使用した以外は、(2d)に関して記載されているの
と同様にして合成した。
【０５４１】
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MS：m/z=697.4[M+2H]2+(計算値=697.3)。
【０５４２】
　実施例3
　遊離アミノ基を含んでいるヒドロゲルビーズ(3a)、(3b)、(3c)、(3d)及び(3e)の調製
　100mgのArlacel P135(Croda International Plc)を60mLのヘプタンに溶解させた溶液に
、275mgの(1g)と866mgの(2d)を14mLのDMSOに溶解させた溶液を添加した。その混合物を、
室温で10分間、慣習的な(custom)金属製撹拌機を用いて700rpmで撹拌して、懸濁液を形成
させた。1.0mLのN,N,N',N'-テトラメチルエチレンジアミン(TMEDA)を添加して、重合させ
た。2時間経過した後、撹拌機の速度を減じて400rpmとし、その混合物をさらに16時間撹
拌した。1.5mLの酢酸を添加し、次いで、10分後、50mLの水を添加した。5分間経過した後
、撹拌機を停止し、水相を排出させた。
【０５４３】
　ビーズをサイズ分別するために、水-ヒドロゲル懸濁液を、75μm、50μm、40μm、32μ
m及び20μmのスチール製篩上で、湿式篩にかけた。32μm、40μm及び50μmの篩上に保持
されたビーズフラクションをプールし、水で3回洗浄し、エタノールで10回洗浄し、及び
、0.1ミリバールで16時間乾燥させて、(3a)を白色の粉末として得た。
【０５４４】
　(3b)は、300mgの(1g)、900mgの(2d)、10.8mLのDMSO、1.1mLのTMEDA及び1.6mLの酢酸を
使用した以外は、(3a)に関して記載されているのと同様にして調製した。
【０５４５】
　(3c)は、322mgの(1h)、350mgの(2f)、2.9mLのDMSO、1.6mLのTMEDA、2.4mLの酢酸及び10
00rpmの撹拌速度を使用した以外は、(3a)に関して記載されているのと同様にして調製し
た。
【０５４６】
　(3d)は、300mgの(1g)、810mgの(2e)、6.3mLのDMSO、1.1mLのTMEDA、1.6mLの酢酸及び10
00rpmの撹拌速度を使用した以外は、(3a)に関して記載されているのと同様にして調製し
た。
【０５４７】
　(3e)は、1200mgの(1g)、3840mgの(2d)、28.6mLのDMSO、425mgのArlacel P135、100mLの
ヘプタン及び4.3mLのTMEDAを使用した以外は、(3a)に関して記載されているのと同様にし
て調製した。後処理に関しては、6.6mLの酢酸を添加し、次いで、10分後、50mLの水と50m
Lの飽和塩化ナトリウム水溶液を添加した。
【０５４８】
　ヒドロゲルのアミノ基含有量は、Gude, M., J. Ryfら〔(2002) Letters in Peptide Sc
ience 9(4)：203-206〕によって記述されているように、fmoc-アミノ酸をヒドロゲル上の
遊離アミノ基にコンジュゲートさせ、その後、fmocを検出することにより定量した。
【０５４９】
　さまざまなヒドロゲルのアミノ基含有量は、0.13～1.1mmol/gであると定量された。
【０５５０】
　実施例4
　マレイミドで官能基化されたヒドロゲルビーズ(4a)、(4b)、(4c)及び(4d)の調製、並び
に、マレイミド置換の定量
　600mgのMal-PEG6-NHS(1.0mmol)を4.5mLの2/1(v/v)のアセトニトリル/水に溶解させた溶
液を200mgの乾燥ヒドロゲルビーズ(3a)に添加した。500μLのリン酸ナトリウムバッファ
ー(pH7.4、0.5M)を添加し、その懸濁液を室温で30分間撹拌した。ビーズ(4a)を、毎回2/1
(v/v)のアセトニトリル/水、メタノール及び1/1/0.001(v/v/v/)のアセトニトリル/水/TFA
で、5回洗浄した。
【０５５１】
　マレイミド含有量を定量するために、ヒドロゲルビーズ(4a)のアリコートを凍結乾燥さ
せ、重さを計った。ヒドロゲルビーズ(4a)の別のアリコートを過剰量のメルカプトエタノ
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ールと反応させ(50mM リン酸ナトリウムバッファーの中で、室温で30分間)、そして、メ
ルカプトエタノールの消費量をEllman試験(Ellman, G. L. et al., Biochem. Pharmacol.
, 1961, 7, 88-95)によって定量した。マレイミド含有量は、1gの乾燥ヒドロゲル当たり
、0.13mmolであると定量された。
【０５５２】
　(4b)及び(4c)及び(4d)は、それぞれ(3b)及び(3c)及び(3e)を使用した以外は、上記で記
載されているのと同様にして調製した。
【０５５３】
ローディング(4b)：0.14mmol/g；
ローディング(4c)：0.9mmol/g；
ローディング(4d)：0.13mmol/g。
【０５５４】
　実施例5
　インドール酢酸で標識されたヒドロゲル(5)の調製
　15mgの3-インドール酢酸(87μmol)と14μLのN,N'-ジイソプロピルカルボジイミド(87μ
mol)と27mgの1-ヒドロキシベンゾトリアゾール水和物(174μmmol)を0.4mLのDMFに溶解さ
せた溶液を、フィルターフリットが付いたシリンジの中で、15mgの乾燥ヒドロゲルビーズ
(3d)に添加した。その懸濁液を室温で1時間撹拌した。(5)をDMFで5回洗浄し、0.05mLのピ
ペリジンを1mLのDMFに溶解させた溶液と一緒に、室温で5分間インキュベートした。(5)を
DMFで5回洗浄し、ジクロロメタンで5回洗浄し、エタノールで5回洗浄し、減圧下に乾燥さ
せた。
【０５５５】
　実施例6
　デスチオビオチンがコンジュゲートしたヒドロゲル(6)の調製
　デスチオビオチンがコンジュゲートしたヒドロゲル(6)は、インドール酢酸と(3a)の代
わりにデスチオビオチンと(3b)を使用した以外は、(5)に関して記載されているのと同様
にして、(3b)とデスチオビオチンから調製した。
【０５５６】
　実施例7
　リンカー試薬(7)の合成
【化３８】

【０５５７】
　Fmoc-Asp(OMe)OH(150mg、0.41mmol)、H2N-(CH2)2-N(CH3)-boc(36μL、0.34mmol)、HATU
(156mg、0.41mmol)及びDIEA(214μL、1.23mmol)を1mLのDMFに溶解させた。その混合物を
室温で1.5時間撹拌し、AcOH(100μL)を用いて酸性化し、RP-HPLCで精製した。
【０５５８】
収量：119mg(0.23mmol)
MS Fmoc-Asp(OMe)CO(NH(CH2)2N(CH3)-boc)：m/z=548.4[M+Na]+(計算値=548.3)。
【０５５９】
　Fmoc-Asp(OMe)CO(NH(CH2)2N(CH3)-boc)(119mg、0.23mmol)をDMF(1.0mL)に溶解させ、ピ
ペリジン(50μL)とDBU(15μL)を添加し、得られた混合物を室温で45分間撹拌した。AcOH(
100μL)を添加し、NH2-Asp(OMe)CO(NH(CH2)2N(CH3)-boc)をRP-HPLCで精製した。
【０５６０】
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収量：73mg(0.18mmol、TFA塩)
MS NH2-Asp(OMe)CO(NH(CH2)2N(CH3)-boc)：m/z=326.2[M+Na]+(計算値=326.2)。
【０５６１】
　6-トリチルメルカプトヘキサン酸(102mg、0.26mmol)、(PfpO)2CO(103mg、0.26mmol)及
びコリジン(170μL、1.31mmol)をDMSO(1mL)に溶解させた。その混合物を1時間撹拌し、そ
の後、NH2-Asp(OMe)CO(NH(CH2)2N(CH3)-boc)(73mg、0.18mmol)をDMF(1.0mL)に溶解させた
溶液に添加した。その混合物を1時間撹拌し、AcOH(100μL)を用いて酸性化し、及び、Trt
S(CH2)5CONH-Asp(OMe)CO(NH(CH2)2N(CH3)-boc)をRP-HPLCで精製した。
【０５６２】
収量：61mg(0.09mmol)
MS TrtS(CH2)5CONH-Asp(OMe)CO(NH(CH2)2N(CH3)-boc)：m/z=698.5[M+Na]+(計算値=698.3)
。
【０５６３】
　TrtS(CH2)5CONH-Asp(OMe)CO(NH(CH2)2N(CH3)-boc)(61mg、0.09mmol)を9:1のジオキサン
/H2O(1.0mL)に溶解させ、LiOH(4.3mg、0.18mmol)を添加し、得られた混合物を60℃で1時
間撹拌した。AcOH(50μL)を添加し、(7)をRP-HPLCで精製した。
【０５６４】
収量：53mg(0.08mmol)
MS (7)：m/z=684.4[M+Na]+(計算値=684.3g/mol)。
【０５６５】
　実施例8
　リンカー-エキセンジンコンジュゲート(8)の合成
【化３９】

【０５６６】
　(7)(22mg、33μmol)、PyBOP(23mg、44μmol)及びDIEA(31μL、0.18mmol)をDMF(600μL)
に溶解させ、直ぐに、樹脂が結合していて側鎖が保護されている220mg(22μmol)の遊離N-
末端含有エキセンジンに添加した。室温で1.5時間インキュベートした後、その樹脂を10
×DMFで洗浄し、10×DCMで洗浄し、減圧下に乾燥させた。生成物を樹脂から切断し、RP-H
PLCで精製した。
【０５６７】
収量：15.2mg
MS (8)：m/z=1496.7[M+3H]3+(計算値=1497)。
【０５６８】
　実施例9
　エキセンジン-リンカー-ヒドロゲルプロドラッグ(9)の調製
　エキセンジン-リンカー-チオール(8)(15.2mg、3.4μmol)を500μLの1/1/0.001(v/v/v)
のアセトニトリル/水/TFAに溶解させた溶液に、ヒドロゲル(4b)(600μL、1/1/0.001(v/v/
v)のアセトニトリル/水/TFAに懸濁させたもの、7.3μmolマレイミド基)を添加した。リン
酸バッファー(300μL、pH7.4、0.5M)を添加し、そのサンプルを室温で15分間インキュベ
ートした。チオールが完全に消費されたことは、Ellman試験で確認した。メルカプトエタ
ノール(10μL、146μmol)を添加し、そのサンプルを室温で10分間インキュベートした。
得られたヒドロゲル(9)を1/1(v/v)のアセトニトリル/水で洗浄(10回)し、0.1% AcOHの中
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に入れて4℃で貯蔵した。
【０５６９】
　実施例10
　リンカー試薬(10d)の合成
　リンカー試薬(10d)は、下記スキームに従って合成した：
【化４０】

【０５７０】
　リンカー試薬中間体(5a)の合成：
　4-メトキシトリチルクロリド(3g、9.71mmol)をDCM(20mL)に溶解させ、エチレンジアミ
ン(6.5mL、97.1mmol)をDCM(20mL)に溶解させた溶液に滴下して加えた。2時間経過した後
、その溶液をジエチルエーテル(300mL)の中に注ぎ入れ、30/1(v/v)のブライン/0.1M NaOH
溶液(毎回50mL)で3回洗浄し、ブライン(50mL)で1回洗浄した。その有機相をNa2SO4で脱水
し、減圧下に揮発性物質を除去して、Mmtで保護された中間体(3.18g、9.56mmol)を得た。
【０５７１】
　そのMmtで保護された中間体(3.18g、9.56mmol)を無水DCM(30mL)に溶解させた。6-(トリ
チルメルカプト)-ヘキサン酸(4.48g、11.47mmol)、PyBOP(5.67g、11.47mmol)及びDIEA(5.
0mL、28.68mmol)を添加し、その混合物を室温で30分間撹拌した。その溶液をジエチルエ
ーテル(250mL)で希釈し、30/1(v/v)のブライン/0.1M NaOH溶液(毎回50mL)で3回洗浄し、
ブライン(50mL)で1回洗浄した。その有機相をNa2SO4で脱水し、減圧下に揮発性物質を除
去した。(10a)をフラッシュクロマトグラフィーで精製した。
【０５７２】
収量：5.69g(8.09mmol)。
【０５７３】
MS：m/z=705.4[M+H]+(計算値=705.0)。
【０５７４】
　リンカー試薬中間体(10b)の合成：
　(10a)(3.19g、4.53mmol)を無水THF(50mL)に溶解させた溶液にBH3・THF(1M溶液、8.5mL
、8.5mmol)を添加し、その溶液を室温で16時間撹拌した。さらに、BH3・THF(1M溶液、14m
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L、14mmol)を添加し、室温で16時間撹拌した。その反応物をメタノール(8.5mL)を添加す
ることによりクエンチした。N,N-ジメチル-エチレンジアミン(3mL、27.2mmol)を添加し、
その溶液を3時間加熱還流及び撹拌した。その混合物を室温で酢酸エチル(300mL)で希釈し
、飽和Na2CO3水溶液(2×100mL)及び飽和NaHCO3水溶液(2×100mL)で洗浄した。その有機相
をNa2SO4で脱水し、減圧下に揮発性物質を蒸発させて、粗製アミン中間体(3.22g)を得た
。
【０５７５】
　そのアミン中間体をDCM(5mL)に溶解させ、DCM(5mL)に溶解させたBoc2O(2.97g、13.69mm
ol)及びDIEA(3.95mL、22.65mmol)を添加し、得られた混合物を室温で30分間撹拌した。そ
の混合物をフラッシュクロマトグラフィーで精製して、Boc及びMmtで保護された粗製中間
体(3g)を得た。
【０５７６】
MS：m/z=791.4[M+H]+、519.3[M-Mmt+H]+(計算値=791.1)。
【０５７７】
　Boc及びMmtで保護された該中間体をアセトニトリル(45mL)に溶解させた溶液に、0.4M 
水性HCl(48mL)を添加した。その混合物をアセトニトリル(10mL)で希釈し、室温で1時間撹
拌した。次に、5M NaOH溶液を添加することによりその反応混合物のpH値を5.5に調節し、
減圧下にアセトニトリルを除去し、得られた水溶液をDCM(4×100mL)で抽出した。その有
機相を合してNa2SO4で脱水し、減圧下に揮発性物質を除去した。粗製(5b)は、それ以上精
製することなく使用した。
【０５７８】
収量：2.52g(3.19mmol)。
【０５７９】
MS：m/z=519.3[M+H]+(計算値=519.8g/mol)。
【０５８０】
　リンカー試薬中間体(10c)の合成：
　(10b)(780mg、0.98mmol、純度約65%)及びNaCNBH3(128mg、1.97mmol)を無水メタノール(
13mL)に溶解させた。2,4-ジメトキシベンズアルデヒド(195mg、1.17mmol)をDCM(2mL)に溶
解させた溶液を添加し、その混合物を室温で2時間撹拌した。減圧下に溶媒を蒸発させ、
得られた粗製生成物をDCMに溶解させ、飽和NaCO3溶液で洗浄した。その水相をDCMで3回抽
出し、その有機相を合してブラインで洗浄し、MgSO4で脱水し、減圧下に濃縮した。(10c)
を、溶離液としてDCM及びMeOHを使用するフラッシュクロマトグラフィーで精製した。
【０５８１】
収量：343mg(0.512mmol)。
【０５８２】
MS：m/z=669.37[M+H]+(計算値=669.95)。
【０５８３】
　リンカー試薬(10d)の合成：
　Fmoc-AibがロードされているTCP樹脂(980mg、約0.9mmol)をDMF/ピペリジンで脱保護し
、DMF(5回)及びDCM(6回)で洗浄し、減圧下に乾燥させた。その樹脂、クロロギ酸p-ニトロ
フェニル(364mg、1.81mmol)とコリジン(398μL、3.0mmol)を無水THF(6mL)に溶解させた溶
液で処理し、30分間振盪した。濾過することにより試薬溶液を除去し、樹脂をTHF(5回)洗
浄した後、アミン(5c)(490mg、0.7mmol)とDIEA(1.23mL、7.1mmol)を無水THF(6mL)に溶解
させた溶液を添加した。室温で18時間振盪した後、濾過することにより試薬溶液を除去し
、樹脂をDCM(5回)で洗浄した。リンカーを樹脂から切断し、RP-HPLCで精製した。生成物
のフラクションを、飽和水性NaHCO3を添加することによりpH6とし、減圧下に濃縮した。
得られたスラリーを飽和水性NaClとDCMの間で分配させ、その水層をDCMで抽出した。その
有機フラクションを合して濃縮乾固させて、リンカー試薬(10d)を得た。
【０５８４】
収量：230mg(0.29mmol)。
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【０５８５】
MS：m/z=798.41[M+H]+(計算値=798.41)。
【０５８６】
　実施例11
　αA1がコンジュゲートしたインスリン-リンカーコンジュゲート(11b)の合成
【化４１】

【０５８７】
　保護されているインスリンリンカーコンジュゲート(11a)の合成
【化４２】

【０５８８】
　リンカー試薬(10d)をDCMに溶解させ(20mg/mL)、カルボジイミド-樹脂(1.9mmol/g、10eq
.)で1時間活性化した。その活性化されたリンカー試薬の溶液を、インスリン(1.2eq.)とD
IEA(3.5eq.)をDMSOに溶解させた溶液(100mgインスリン/mL)に添加し、得られた混合物を
室温で45分間振盪した。その溶液を酢酸で酸性化し、減圧下にDCMを蒸発させ、NαA1がコ
ンジュゲートした保護されているインスリン-リンカーコンジュゲート(11a)をRP-HPLCで
精製した。
【０５８９】
　凍結乾燥させた(11a)を90/10/2/2(v/v/v/v)のHFIP/TFA/水/トリエチルシランの混合物(
(11a)の100mg当たり2mL)で室温で45分間処理した。その反応混合物を水で希釈し、全ての
揮発性物質を窒素流下に除去した。NαA1がコンジュゲートしたインスリン-リンカーコン
ジュゲート(11b)をRP-HPLCで精製した。
【０５９０】
収量：62mg(0.078mmol)のリンカー(10d)から139mg(0.023mmol)
MS：m/z=1524.45[M+4H]4+(計算値=1524.75)。
【０５９１】
　実施例12
　インスリン-リンカー-ヒドロゲルプロドラッグ(12)の調製

【化４３】

【０５９２】
　マレイミドで官能基化された乾燥ヒドロゲル(4a)(82mg、マレイミド基10.3μmol)をフ
ィルターが付いているシリンジの中に入れた。インスリン-リンカー-チオール(11b)(27.8
mg、4.6μmol)を1.0mLの1/1/0.001(v/v/v)のアセトニトリル/水/TFAに溶解させた溶液を
添加し、得られた懸濁液を室温で5分間インキュベートした。酢酸バッファー(0.4mL、pH4



(165) JP 5904941 B2 2016.4.20

10

20

30

40

50

.8、1.0M)を添加し、サンプルを室温で1時間インキュベートした。Ellman試験によりチオ
ールの消費をモニターした。ヒドロゲルを1/0.43/0.001(v/v/v)のアセトニトリル/水/TFA
で10回洗浄し、1/1/0.2/0.25(v/v/v/v)の1.0M サルコシン(pH7.4)/アセトニトリル/0.5M 
リン酸バッファー(pH7.4)/水で2回洗浄した。最後に、そのヒドロゲルをサルコシン溶液
に懸濁させ、室温で2時間インキュベートした。
【０５９３】
　インスリン-リンカー-ヒドロゲル(12)を1/1/0.001(v/v/v)のアセトニトリル/水/TFAで1
0回洗浄し、4℃で貯蔵した。
【０５９４】
(12)のインスリンローディング：インスリン-リンカー-ヒドロゲルの1g当たり175mgのイ
ンスリン。
【０５９５】
　実施例13
　プラミペキソールリンカーコンジュゲート(13b)の合成
　プラミペキソールグリシン中間体(13a)の合成
【化４４】

【０５９６】
　Boc-Gly-OH(659mg、3.76mmol)、PyBOP(2.35g、4.51mmol)及びN-メチルモルホリン(4.14
mL、37.6mmol)をDMSO(20mL)に溶解させた。プラミペキソール二塩酸塩(2.14g、7.52mmol)
を添加し、その混合物を1時間撹拌した。反応が完結した後、その溶液を300mLの1M NaOH
溶液で希釈し、NaClで飽和させ、DCM(8×70mL)で抽出した。その有機相を合してMgSO4で
脱水し、減圧下に溶媒を蒸発させ、残渣をRP-HPLCで精製した。凍結乾燥させた後、Bocで
保護された721mg(1.49mmol、TFA塩)の誘導体が得られた。
【０５９７】
MS：m/z=369.2[M+H]+、737.4=[2M+H]+(計算値=369.5g/mol)。
【０５９８】
　boc脱保護するために、上記中間体を3M メタノール性HCl(10mL)に溶解させ、濃水性HCl
(400μL)を添加し、その混合物を4時間撹拌した。減圧下に溶媒を除去し、(13a)を減圧下
に乾燥させた。
【０５９９】
収量：490mg(1.44mmol、二重HCl塩)。
【０６００】
MS：m/z=269.1[M+H]+(計算値=269.4)。　
　(13b)の合成
【化４５】

【０６０１】
　6-(トリチルメルカプト)ヘキサン-1-アミン(1.21g、3.22mmol)及びクロロギ酸p-ニトロ
フェニル(0.78g、3.86mmol)を乾燥THF(15mL)に懸濁させた。DIEA(841μL、4.83mmol)を添
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加し、得られた溶液を室温で2時間撹拌した。酢酸を添加して酸性化した後、減圧下に溶
媒を蒸発させ、残渣をRP-HPLCで精製した。凍結乾燥させた後、1.21g(2.25mmol)のカルバ
ミン酸p-ニトロフェニルが得られた。
【０６０２】
　上記カルバミン酸エステル(801mg、1.48mmol)をDMSO(4.4mL)に溶解させ、(13a)(490mg
、1.44mmol)とDIEA(800μL、4.60mmol)をDMSO(7mL)に溶解させた撹拌下にある溶液に、30
分間以内で、滴下して加えた。その混合物を室温で4.5時間撹拌した。反応が完結した後
、直ぐに、その溶液を0.5M NaOH溶液(300mL)で希釈し、DCM(6×70mL)で抽出した。その有
機層を合してMgSO4で脱水し、減圧下に溶媒を蒸発させ、コンジュゲートをRP-HPLCで精製
して、トリチルで保護された254mg(0.323mmol、TFA塩)の当該中間体を得た。
【０６０３】
MS：m/z=670.3[M+H]+(計算値=670.0g/mol)。
【０６０４】
　脱保護するために、上記中間体(248mg、0.32mmol)をHFIP(6mL)とTES(240μL)の中で室
温で30分間インキュベートした。揮発性物質を蒸発させ、(13b)をRP-HPLCで精製した。
【０６０５】
収量：167mg(0.31mmol、TFA salt)。
【０６０６】
MS：m/z=428.2[M+H]+(計算値=428.6 g/mol)。
【０６０７】
　実施例14
　ヒドロゲル-リンカー-プラミペキソールコンジュゲート(14a)及び(14b)の合成
【化４６】

【０６０８】
　マレイミドで誘導体化されたヒドロゲル微小粒子(4a)(100μL、ローディング 30μmol/
mL、3μmol)を、1/1のアセトニトリル/水(420μL)と0.5M リン酸バッファー(pH7.4)(52μ
L)の中で、化合物(13b)(2.3mg、4.3μmol)と室温で10分間反応させた。そのヒドロゲルを
1/1のアセトニトリル/水で20回洗浄した。残留したマレイミドを、1/1のアセトニトリル/
水(3mL)と0.5M リン酸バッファー(pH7.4)(0.4mL)の中で、2-メルカプトエタノール(34μL
、0.48mmol)と室温で10分間反応させた。ロードされたヒドロゲルを1/1のアセトニトリル
/水で20回洗浄し、リン酸バッファー(pH7.4)で20回洗浄し、同じバッファー(1.5mL)の中
で37℃でインキュベートした。
【０６０９】
プラミペキソールローディング(14a)：27mg/g。
【０６１０】
　高量ロードされたプラミペキソールリンカーヒドロゲル(14b)は、88mgの(13b)と100mg
の(4c)を使用した以外は、上記で記載されているのと同様にして調製した。
【０６１１】
プラミペキソールローディング(14b)：152mg/g。
【０６１２】
　実施例15
　メルカプトエタノールでブロックされマレイミドで誘導体化されたヒドロゲルビーズ(1
5)の調製
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　2mLのメルカプトエタノール溶液(1/1/0.001(v/v/v)のアセトニトリル/水/TFAの中の0.7
M)を、1/1/0.001(v/v/v)のアセトニトリル/水/TFAに懸濁させた100mgの(4b)に添加した。
その溶液を、リン酸バッファー(pH7.4、0.5M)を用いてpH7.0に調節し、その混合物を室温
で30分間撹拌した。(15)を1/1/0.001のアセトニトリル/水/TFAで洗浄した(10回)。
【０６１３】
　実施例16
　インビトロ放出速度論
　薬物-リンカー-ヒドロゲル(9)、(12)及び(14a)を、それぞれ(約1mgの薬物を含んでいる
)、2mL(60mM リン酸ナトリウム、3mM EDTA、0.01% Tween-20、pH7.4)に懸濁させ、37℃で
インキュベートした。懸濁液を時間間隔で遠心分離し、上清を、215nmでのRP-HPLC及びES
I-MSで((9)及び(12)の場合)、又は、263nmでの吸光度測定で((14a)の場合)、分析した。
遊離薬物に関連するUV-シグナルを、積分((9)及び(12))するか、又は、直接使用((14a))
して、インキュベーション時間に対してプロットした。
【０６１４】
　カーブフィッティングソフトウェアを適用して、放出の対応する半減期を推定した。
【０６１５】
　14日、18日及び8日のインビトロ半減期が、それぞれ、(9)、(12)及び(14a)に関して決
定された。pH7.4で37℃における(9)のインビトロ放出速度論が、図8に示されている。
【０６１６】
　実施例17
　pH9で37℃における(15)のインビトロ分解
　ヒドロゲルビーズ(15)の加速された加水分解は、5mgの(15)を2.0mLの0.5M ホウ酸ナト
リウムバッファー(pH9.0)の中で37℃でインキュベートすることによって影響を受けた。
サンプルを時間間隔で取り、サイズ排除クロマトグラフィーで分析した。1以上のバック
ボーン部分(これは、反応性官能基に対応する)を含んでいるヒドロゲルが放出された水溶
性分解産物に対応するUV-シグナルを積分し、インキュベーション時間に対してプロット
した(図9を参照されたい)。
【０６１７】
　分解可能な結合の加水分解によって当該ヒドロゲルが1以上のバックボーン部分を含ん
でいる水溶性分解産物に完全に分解されるための時間は、94時間であることが分かった。
これは、1以上のバックボーン部分を含んでいる水溶性分解産物の最初の10mol-%(これは
、このヒドロゲル物質内において、反応性官能基の最初の10mol-%に対応する)の放出時間
(これは、65時間であることが分かった)よりも1.45倍長い。
【０６１８】
　実施例18
　pH7.4で37℃における(15)のインビトロ分解
　ヒドロゲルビーズ(15)の加水分解は、5mgの(15)を2.0mLの〔100mM リン酸ナトリウム、
3mM EDTA、pH7.4〕の中で37℃でインキュベートすることによって影響を受けた。サンプ
ルを時間間隔で取り、SECで分析した(「材料及び方法」を参照されたい)。1以上のバック
ボーン部分(これは、反応性官能基に対応する)を含んでいるヒドロゲルが放出された水溶
性分解産物に対応するUV-シグナルを積分し、インキュベーション時間に対してプロット
した(図10を参照されたい)。
【０６１９】
　分解可能な結合の加水分解によって当該ヒドロゲルが1以上のバックボーン部分を含ん
でいる水溶性分解産物に完全に分解されるための時間は、117日間であることが分かった
。これは、1以上のバックボーン部分を含んでいる水溶性分解産物の最初の10mol-%(これ
は、このヒドロゲル物質内において、反応性官能基の最初の10mol-%に対応する)の放出時
間(これは、82日間であることが分かった)よりも1.43倍長い。
【０６２０】
　1.43というこの比率は、pH9で加速されている状況に関する1.45という値(実施例17を参
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分析に関して加速された状況を使用することが可能であるということを示している。
【０６２１】
　実施例19
　pH9で37℃における(5)のインビトロ分解
　ヒドロゲルビーズ(5)の加水分解は、5mgの(5)を2.0mLの0.5M ホウ酸ナトリウムバッフ
ァー(pH9.0)の中で37℃でインキュベートすることによって影響を受けた。サンプルを時
間間隔で取り、SECで分析した(「材料及び方法」を参照されたい)。インドール-アセチル
で標識された反応性官能基を含んでいるヒドロゲルが放出された水溶性分解産物に対応す
る280nmにおけるUV-シグナルを積分し、インキュベーション時間に対してプロットした(
図11を参照されたい)。
【０６２２】
　分解可能な結合の加水分解によって当該ヒドロゲルがインドール-アセチルで標識され
た反応性官能基を含んでいる1以上のバックボーン部分を含んでいる水溶性分解産物に完
全に分解されるための時間は、75時間であることが分かった。これは、インドール-アセ
チルで標識された反応性官能基の最初の10mol-%の放出時間(これは、52時間であることが
分かった)よりも1.44倍長い(図11)。
【０６２３】
　実施例20：　パリペリドンジカルボン酸ヘミエステルの合成
　パリペリドン-エステルを合成するための一般的な手順：
　パリペリドン(1eq)を乾燥DCMに溶解させ、トリエチルアミン(tritethylamine)(4.4eq)
、触媒量のDMAP及び適切な環状無水物(4eq)を連続的に添加した。次いで、その反応混合
物を室温で1時間撹拌した。揮発性物質を除去し、得られた混合物を1/1のACN/水＋0.1% T
FAで希釈し、pHが約4になるまで酸性化した。それぞれの生成物をRP-HPLCで精製し、生成
物を含んでいるHPLCフラクションを凍結乾燥させた。
【０６２４】
　中間体(16a)の合成：
【化４７】

【０６２５】
　(16a)は、パリペリドン-エステルを合成するための上記一般的な手順に記載されている
のと同様にして、50mgのパリペリドンと無水アジピン酸から合成し、白色の固体を得た。
【０６２６】
収量：68mg(0.102mmol、87%、TFA塩)。
【０６２７】
MS：m/z=555.3[M+H]+(計算値=555.6)。
【０６２８】
　中間体(16b)の合成：
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【化４８】

【０６２９】
　(16b)は、上記一般的な手順に従って、130mgのパリペリドンと無水スベリン酸から合成
し、白色の固体を得た。
【０６３０】
収量：93mg(0.133mmol、43%、TFA塩)。
【０６３１】
MS：m/z=583.3[M+H]+(計算値=583.7)。
【０６３２】
　中間体(16c)の合成：
【化４９】

【０６３３】
　(16c)は、500mgのパリペリドンと無水ピメリン酸から合成して、白色の固体を得た。
【０６３４】
収量：483mg(0.799mmol、68%、HCl塩)。
【０６３５】
MS：m/z=569.3[M+H]+(計算値=569.7)。
【０６３６】
　実施例21
　遊離アミノ基を含んでいるドロゲルビーズ(17a)、(17b)及び(17c)の調製
　300mgのArlacel P135(Croda International Plc)を60mLのヘプタンに溶解させた溶液に
、720mgの(1g)と1180mgの(2d)を7.3mLのDMSOに溶解させた溶液を添加した。その混合物を
、室温で10分間、慣習的な(custom)金属製撹拌機を用いて1200rpmで撹拌して、懸濁液を
形成させた。2.6mLのN,N,N',N'-テトラメチルエチレンジアミン(TMEDA)を添加して、重合
させた。2時間経過した後、撹拌機の速度を減じて500rpmとし、その混合物をさらに16時
間撹拌した。4mLの酢酸を添加し、次いで、10分後、50mLの水を添加した。5分間経過した
後、撹拌機を停止し、水相を排出させた。
【０６３７】
　ビーズをサイズ分別するために、水-ヒドロゲル懸濁液を、75μm、50μm、40μm、32μ
m及び20μmのスチール製篩上で、湿式篩にかけた。32μm、40μm及び50μmの篩上に保持
されたビーズフラクションをプールし、水で3回洗浄し、エタノールで10回洗浄し、及び
、0.1ミリバールで16時間乾燥させて、(17a)を白色の粉末として得た。
【０６３８】
　(17b)は、900mgの(1g)、886mgの(2g)、6.7mLのDMSO、3.2mLのTMEDA、5.0mLの酢酸及び1
500rpmの撹拌速度を使用した以外は、(17a)に関して記載されているのと同様にして調製
した。
【０６３９】



(170) JP 5904941 B2 2016.4.20

10

20

30

40

　(17c)は、1200mgの(1h)、1300mgの(2f)、9.9mLのDMSO、6.1mLのTMEDA、9.4mLの酢酸及
び1000rpmの撹拌速度を使用した以外は、(17a)に関して記載されているのと同様にして調
製した。
【０６４０】
　実施例22
　Adoで修飾されたヒドロゲル(18a)、(18b)及び(18c)並びにLysで修飾されたヒドロゲル(
18d)の合成：
　Adoで修飾されたヒドロゲル((18a)、(18b)、(18c))：
【化５０】

【０６４１】
　ポリプロピレンフリットが付いているシリンジ内のヒドロゲル(17a)、(17b)及び(17c)
を、それぞれ、DMF中の1% ジイソプロピルエチルアミン溶液で洗浄し、及び、DMFで10回
洗浄した。
【０６４２】
　次いで、(17a)、(17b)及び (17c)を、それぞれ、DMF中で3.5eqのfmoc-Ado-OH、3.5eqの
PyBOP及び8.75eqのDIPEAと一緒に撹拌することにより、Fmoc-Ado-OHカップリングを実施
した(0.2mmol/mL濃度のfmoc-Ado-OHを使用)。45分間経過した後、ヒドロゲルをDMF(10回)
で洗浄し、次いで、DCM(10回)で洗浄した。
【０６４３】
　Fmoc脱保護は、それぞれ、当該ヒドロゲルを96/2/2(v/v)のDMF/ピペリジン/DBU溶液と
一緒に5分間2回撹拌することにより達成した。次いで、(18a)、(18b)及び(18c)を、それ
ぞれ、DMF(10回)及びエタノール(10回)で洗浄し、最後に、減圧下に乾燥させた。
【０６４４】
　Lysで修飾されたヒドロゲル(18d)：

【化５１】

【０６４５】
　ポリプロピレンフリットが付いているシリンジ内のヒドロゲル(17a)を、DMF中の1% ジ
イソプロピルエチルアミン溶液で洗浄し、及び、DMFで10回洗浄した。
【０６４６】
　次いで、(17a)をDMF中で3.5eqのFmoc-Lys(Fmoc)-OH、3.5eqのPyBOP及び8.75eqのDIPEA
と一緒に撹拌することにより、Fmoc-Lys(Fmoc)-OHカップリングを実施した(0.2mmol/mL濃
度のfmoc-Lys-OHを使用)。45分間経過した後、ヒドロゲルをDMF(10回)で洗浄し、次いで
、DCM(10回)で洗浄した。
【０６４７】
　Fmoc脱保護は、それぞれ、当該ヒドロゲルを96/2/2(v/v)のDMF/ピペリジン/DBU溶液と
一緒に5分間2回撹拌することにより達成した。次いで、(18d)をDMF(10回)及びエタノール
(10回)で洗浄し、最後に、減圧下に乾燥させた。
【０６４８】
　実施例23
　パリペリドン-リンカー-ヒドロゲル(19a)、(19b)、(19c)、(19d)、(19e)、(19f)及び(1
9g)の合成：
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【化５２】

【０６４９】
　パリペリドン(paliperdione)-リンカーカップリングのための一般的なプロトコル：
　ポリプロピレンフリットが付いているシリンジの中に(18c)(1eq アミン含有量)を計っ
て入れ、乾燥DMF中の3eqのパリペリドン-エステル(16a)、3eqのPyBOP及び7.5eqのDIPEAと
一緒に2時間撹拌した(0.2mmol/mL濃度のパリペリドン-エステル(16a)を使用)。パリペリ
ドン-リンカー-ヒドロゲル(19a)をDMF(8回)で洗浄し、次いで、96/2/2(v/v)のDMF/ピペリ
ジン/DBU溶液(10回)で洗浄し、次いで、DMF(10回)でさらに洗浄し、最後に、1/1のACN/水
＋0.1% TFA溶液(10回)で洗浄した。
【０６５０】
　パリペリドンローディングは、pH12で37℃における4時間でのパリペリドン-リンカー-
ヒドロゲルのサンプルの総加水分解及び放出されたパリペリドンのUPLCによる定量化及び
パリペリドン校正曲線を使用した280nmでの検出によって決定した。
【０６５１】
　(19b)、(19c)、(19d)、(19e)、(19f)及び(19g)は、それぞれ、ヒドロゲル(18c)、(18a)
、(18b)、(18a)、(18d)及び(18d)をそれぞれ使用し、且つ、パリペリドン(paliperdione)
エステル(16b)、(16a)、(16a)、(16c)、(16a)及び(16c)をそれぞれ使用した以外は、上記
で記載されているのと同様にして合成した。
【０６５２】
　種々のパリペリドン-リンカー-ヒドロゲルコンジュゲートのローディングについては、
表1に要約されている：

【表１】
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【０６５３】
　パリペリドン-リンカーヒドロゲルを、PBSバッファーに懸濁させた。
【０６５４】
　パリペリドン-リンカーヒドロゲル懸濁液の中のパリペリドンの濃度(w/v)：
(19f)：100mg/ml；
(19g)：112mg/ml。
【０６５５】
　実施例24
　インビトロ放出速度論
　pH7.4におけるインビトロ放出についての研究：
　約0.85mgのパリペリドンを含んでいるパリペリドン(paliperdione)-リンカー-ヒドロゲ
ルサンプル((19a)～(19g)の各々)(2反復)をpH7.4のリン酸バッファー(60mM、3mM EDTA、0
.01% Tween-20)で3回洗浄し、同じバッファーを用いて1.5mLとした。サンプルを37℃でイ
ンキュベートし、上清のアリコートをさまざまな時点においてUPLC及び280nmでの検出に
よって分析した。放出されたパリペリドンに対応するピークを積分し、校正曲線と比較す
ることによりパリペリドンの量を計算した。放出されたパリペリドン(paliperdone)の量
を時間に対してプロットし、一次放出速度論(first-order release kinetics)を仮定する
カーブフィッティングソフトウェアを用いて放出の半減期を決定した。
【０６５６】
　(19a)のインビトロ放出速度論が、図12に示されている。
【０６５７】
　表1に記載されている別のヒドロゲルリンカーの半減期時間は、以下の表(表2)に示され
ている：
【表２】

【０６５８】
　実施例25
　ラットにおけるパリペリドン薬物動態学の研究
　単一用量をラットに皮下投与した後で血漿パリペリドン濃度を測定することによって、
(19c)の薬物動態学を確認した。
【０６５９】
　5匹の雄ウィスターラット(200-250g)からなる1つの群を用いて、28日間にわたる血漿パ
リペリドンレベルについて調べた。前記動物は、それぞれ、酢酸バッファー(pH5)中に7mg
のパリペリドン含有する500μLの(19c)懸濁液(14mgのパリペリドン/mL)の単回皮下注射を
受けた。動物1匹当たり及び各時点につき、200μLの血液を舌下から採血して、100μLのL
i-ヘパリン血漿を得た。投与前、並びに、注射の4時間後、2日後、4日後、7日後、11日後
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、14日後、18日後、21日後、25日後及び28日後に、サンプルを採集した。血漿のサンプル
を採決後15分以内に凍結させ、アッセイまで-80℃で貯蔵した。
【０６６０】
　ESIプローブを介してThermo LTQ Orbitrap Discovery質量分析計に連結されていて、分
析用カラム(移動相A：10mM ギ酸アンモニウム pH4.0、移動相B：アセトニトリル、T=45℃
)としてWaters BEH C18(I.D. 50×2.1mm、粒径 1.7μm)を有しているWaters Acquity UPL
Cを使用して、血漿パリペリドンの濃度の定量化を実施した。勾配系は、0.25mL/分の流量
で、4分間での10% Bから50% Bまでの直線勾配、95% Bによる定組成洗浄相(1.5分間)及び
リコンディショニング相(2.5分間)で構成された。イオンの検出は、遷移対〔パリペリド
ンに関しては「m/z 427.2」の前駆イオンから「m/z 207.1」の生成物イオンへ、及び、内
部標準(IS)ハロペリドールに関しては「m/z 376.1」の前駆イオンから「m/z 165.1」の生
成物イオンへ〕をモニターする、選択反応モニタリング(selected reaction monitoring)
(SRM)モードで実施した。
【０６６１】
　血液サンプルは、種々の時点で、ヒドロゲル-パリペリドンの皮下注射をヘパリン処理
された試験管の中へ入れることによって得た。血漿は、前記血液を遠心分離することによ
って回収し、分析まで、-80℃で冷凍貯蔵した。水性NaOH(50μL、0.5M NaOH)を添加した
後、解凍された血漿サンプル(約95μL)に220pgのハロペリドール(10μLのハロペリドール
水溶液　c=22pg/μL)を混合させ、ジエチルエーテル(2×500μL)で抽出した。その水層を
液体窒素浴の中で凍結させ、有機層を別の試験管に移した。有機相を合してその溶媒を40
℃で窒素流中で除去し、残渣を減圧下に乾燥させた。種々の時点における残渣を「移動相
A：移動相B=7:3(v/v)」(100μL)に溶解させ、そのアリコート(15μL)を、HPLC-MSシステ
ムに注入した。
【０６６２】
　パリペリドンのピーク面積を名目量(nominal amount)の校正標準に対してプロットする
ことにより、校正曲線を得た。結果を、重み係数(weighting factor)として1/X2を使用す
る線形回帰分析に当て嵌めた。
【０６６３】
　「全ての実験の平均ピーク面積IS/ピーク面積IS」の比率に比例して、種々の時点にお
ける定量化実験のパリペリドンのピーク面積に統計上の重みを加えた。得られたピーク面
積を用いてラットの血漿中のパリペリドン濃度(ngmL-1)を計算した。
【０６６４】
　パリペリドンの急激な放出は観察されず、パリペリドンの28日間にわたる持続放出が観
察された。
【０６６５】
　結果は、図13に示されている。
【０６６６】
　(19e)の薬物動態学(pharmocokinetics)は、(19c)に関して記載されているのと同様にし
て測定した。結果は、図14に示されている。
【０６６７】
　実施例26
　(1g)に関する代替的な合成経路
　化合物(1b)を合成するために、250mLのiPrOH(無水)の中の4-アーム-PEG5000テトラアミ
ン(1a)(50.0g、10.0mmol)の45℃の懸濁液に、boc-Lys(boc)-OSu(26.6g、60.0mmol)及びDI
EA(20.9mL、120mmol)を添加し、その混合物を30分間撹拌した。
【０６６８】
　次に、n-プロピルアミン(2.48mL、30.0mmol)を添加した。5分間経過した後、その溶液
を1000mLのMTBEで希釈し、-20℃で撹拌せずに一晩貯蔵した。約500mLの上清をデカントし
、廃棄した。300mLの冷MTBEを添加し、1分間振盪した後、ガラスフィルターを通して濾過
することにより生成物を採集し、500mLの冷MTBEで洗浄した。その生成物を減圧下に16時
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間乾燥させた。
【０６６９】
収量：65.6g(74%)の(1b)(白色の表面がゴツゴツした固体として)
MS：m/z=937.4[M+7H]7+(計算値=937.6)。
【０６７０】
　化合物(1c)は、先のステップからの化合物(1b)(48.8g、7.44mmol)を156mLの2-プロパノ
ールの中で40℃で撹拌することにより得た。撹拌しながら196mLの2-プロパノールと78.3m
Lの塩化アセチルの混合物を1-2分間以内で添加した。その溶液を40℃で30分間撹拌し、一
晩撹拌せずに-30℃まで冷却した。100mLの冷MTBEを添加した。その懸濁液を1分間振盪し
、-30℃で1時間冷却した。ガラスフィルターを通して濾過することにより生成物を採集し
、200mLの冷MTBEで洗浄した。その生成物を減圧下に16時間乾燥させた。
【０６７１】
収量：38.9g(86%)の(1c)(白色の粉末として)
MS：m/z=960.1[M+6H]6+(計算値=960.2)。
【０６７２】
　化合物(1d)を合成するために、80mLの2-プロパノールの中の先のステップからの(1c)(1
9.0g、3.14mmol)の45℃の懸濁液に、boc-Lys(boc)-OSu(16.7g、37.7mmol)及びDIEA(13.1m
L、75.4mmol)を添加し、その混合物を45℃で30分間撹拌した。次に、n-プロピルアミン(1
.56mL、18.9mmol)を添加した。5分間経過した後、その溶液を600mLの冷MTBEを用いて沈澱
させ、遠心分離(3000分-1、1分間)に付した。その沈澱物を減圧下に1時間乾燥させ、400m
LのTHFに溶解させた。200mLのジエチルエーテルを添加し、生成物を16時間撹拌せずに-30
℃まで冷却した。その懸濁液をガラスフィルターを通して濾過し、300mLの冷MTBEで洗浄
した。その生成物を減圧下に16時間乾燥させた。
【０６７３】
収量：21.0g(80%)の(1d)(白色として)
MS：m/z=1405.4[M+6H]6+(計算値=1405.4)。
【０６７４】
　化合物(1e)は、先のステップからの化合物(1d)(15.6g、1.86mmol)をメタノール中の3N 
HCl(81mL、243mmol)に溶解させ、40℃で90分間撹拌することにより得た。200mLのMeOH及
び700mLのiPrOHを添加し、その混合物を-30℃で2時間貯蔵した。完全に結晶化させるため
に、100mLのMTBEを添加し、得られた懸濁液を-30℃で一晩貯蔵した。250mLの冷MTBEを添
加し、その懸濁液を1分間振盪し、ガラスフィルターを通して濾過し、100mLの冷MTBEで洗
浄した。生成物を減圧下に乾燥させた。
【０６７５】
収量：13.2g(96%)の(1e)(白色の粉末として)
MS：m/z=679.1[M+10H]10+(計算値=679.1)。
【０６７６】
　化合物(1f)を合成するために、165mLの2-プロパノールの中の先のステップからの(1e)(
8.22g、1.12mmol)の45℃の懸濁液に、boc-Lys(boc)-OSu(11.9g、26.8mmol)及びDIEA(9.34
mL、53.6mmol)を添加し、その混合物を30分間撹拌した。次に、n-プロピルアミン(1.47mL
、17.9mmol)を添加した。5分間経過した後、その溶液を-18℃まで2時間冷却し、次いで、
165mLの冷MTBEを添加した。その懸濁液を1分間振盪し、ガラスフィルターを通して濾過し
た。次に、そのフィルターケーキを4×200mLの冷MTBE/iPrOH(4:1)及び1×200mLの冷MTBE
で洗浄した。生成物を減圧下に16時間乾燥させた。
【０６７７】
収量：12.8g、MW(90%)の(1f)(淡黄色の表面がゴツゴツした固体として)
MS：m/z=1505.3[M+8H]8+(計算値=1505.4)。
【０６７８】
　バックボーン試薬(1g)は、4-アーム-PEG5kDa(-LysLys2Lys4(boc)8)4(1f)(15.5g、1.29m
mol)を30mLのMeOHに溶解させ、0℃まで冷却することによって得た。ジオキサン中の4N HC
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l(120mL、480mmol、0℃まで冷却されたもの)を3分間以内で添加し、氷浴を除去した。20
分間経過した後、メタノール中の3N HCl(200mL、600mmol、0℃まで冷却されたもの)を15
分間以内で添加し、得られた溶液を室温で10分間撹拌した。その生成物の溶液を480mLの
冷MTBEを用いて沈澱させ、3000rpmで1分間遠心分離した。その沈澱物を減圧下に1時間乾
燥させ、90mLのMeOHに再度溶解させ、240mLの冷MTBEを用いて沈澱させ、その懸濁液を300
0rpmで1分間、再度、遠心分離した。生成物を減圧下に乾燥させた。
【０６７９】
収量：11.5g(89%)(淡黄色のフレーク状物として)。
【０６８０】
MS：m/z=1104.9[M+8H]8+(計算値=1104.9)。
【０６８１】
　実施例27
　逆相HPLCで分析するための、複数のアミノで官能基化されたPEG((1g)を包含する)に関
する誘導体化手順
　複数のアミノ基でアミノ官能基化されたPEG誘導体は、典型的には早く溶出し、広いピ
ークを示し、UV検出による吸収が極めて弱いので、RP-HPLCで分析するのは困難である。
従って、不純物を典型的には主要なピークから分割することができないので、これらPEG
誘導体の純度はRP-HPLCで直接分析することができない。3-メトキシ-4-ニトロ安息香酸に
よる誘導体化によって、よりシャープなピークとRP-HPLC分析でのより良好な分割を示す
芳香族アミドが生じる。さらに、340nmでUV検出することにより、アミノで官能基化され
たPEG誘導体の中に存在している種々の化学種のアミノ基含有量の相対的な定量化を直接
実施することが可能となる。
【０６８２】
　3-メトキシ-4-ニトロ安息香酸N-スクシンイミジルエステルは、ジクロロメタン中で、3
-メトキシ-4-ニトロ安息香酸とN-ヒドロキシスクシンイミドとジシクロヘキシルカルボジ
イミドから合成し、逆相HPLCで精製した。
【０６８３】
　PEG-溶液：複数のアミノで官能基化された10mgのPEGを90μLのDMSOに溶解させる。
【０６８４】
　誘導体化試薬溶液：5mgの3-メトキシ-4-ニトロ安息香酸N-スクシンイミジルエステルを
65μLのDMSOに溶解させる。
【０６８５】
　25μLのPEG-溶液に、誘導体化試薬溶液(1つの遊離アミノ基当たり2eq)及びジイソプロ
ピルエチルアミン(1つの遊離アミノ基当たり3eq)を添加し、その混合物を15分間振盪した
。500μLのアセトニトリルを添加し、次いで、800μLの0.1N NaOHを添加し、その混合物
をさらに60分間振盪した。その溶液のうちの10μLを5μLの酢酸で酸性化し、100μLの90:
10:0.1(v/v/v)のアセトニトリル/水/トリフルオロ酢酸(TFA)で希釈し、逆相UPLC(溶離液
：水中の0.05% TFA/アセトニトリル中の0.04% TFA)で分析した。
【０６８６】
　実施例28
　パラセタモールコンジュゲート(20)の合成
【化５３】

【０６８７】



(176) JP 5904941 B2 2016.4.20

10

20

30

40

　パラセタモール(1mmol)を10mLのTHFに溶解させ、クロロギ酸ニトロフェニル(1.1mmol)
及びDIEA(1.1mmol)を添加した。30分間経過した後、N,N-ビス[3-(メチルアミノ)プロピル
]メチルアミン(2mmol)を添加し、その反応混合物を室温で30分間撹拌した。(20)をRP-HPL
Cで精製した。
【０６８８】
収量：83mg(14%)。
【０６８９】
MS：m/z=351.26[M+H]+。
【０６９０】
　実施例29
　リンカー-パラセタモールコンジュゲート(21)の合成
【化５４】

【０６９１】
　(20)(17μmol)をDMF(300μL)に溶解させた溶液に固体の無水コハク酸(65μmol)及びDIE
A(173μmol)を添加し、その混合物を60℃で50分間撹拌した。(21)をRP-HPLCで精製した。
【０６９２】
収量：7.7mg(79%)。
【０６９３】
　実施例30
　ヒドロゲル-パラセタモールコンジュゲート(22)の合成

【化５５】

【０６９４】
　アミンで官能基化された100mgのヒドロゲル(3e)(1gの乾燥ヒドロゲル当たり、0.13mmol
のアミン)をDMFに懸濁させた。(21)(6μmol)とPyBOP(22μmol)とDIEA(31μmol)をDMF(0.5
mL)に溶解させた溶液を添加し、その混合物を22℃で2時間振盪した。得られたロードされ
たヒドロゲルを、DMF(10回)、ジクロロメタン(10回)及びエタノール(5回)で洗浄し、減圧
下に乾燥させた。
【０６９５】
　実施例31
　リンカー-パラセタモールコンジュゲート(23)の合成
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【化５６】

【０６９６】
　(20)(17μmol)をDMF(300μL)に溶解させた溶液に、固体の無水グルタル酸(79μmol)及
びDIEA(173μmol)を添加し、その混合物を60℃で50分間撹拌した。(23)をRP-HPLCで精製
した。
【０６９７】
収量：6.4mg(64%)。
【０６９８】
　実施例32
　ヒドロゲル-パラセタモールコンジュゲート(24)の合成
【化５７】

【０６９９】
　アミンで官能基化された80mgのヒドロゲル(3e)(1gの乾燥ヒドロゲル当たり、0.13mmol
のアミン)をDMFに懸濁させた。(23)(5μmol)とPyBOP(19μmol)とDIEA(27μmol)をDMF(0.5
mL)に溶解させた溶液を添加し、その混合物を22℃で3時間振盪した。得られたロードされ
たヒドロゲルを、DMF(10回)、ジクロロメタン(10回)及びエタノール(5回)で洗浄し、減圧
下に乾燥させた。
【０７００】
　実施例33
　インビトロにおけるパラセタモールの放出
　ヒドロゲル-パラセタモールコンジュゲート(22)及び(24)を、60mM リン酸ナトリウム(p
H7.4)に溶解させ、37℃でインキュベートした。その上清のアリコートを、放出されたパ
ラセタモールに関して、242nmでのRP-HPLC及びMSで分析した。MSによって、修飾されてい
ないパラセタモールの放出が示された。
【０７０１】
t1/2(22)=19日。
【０７０２】
t1/2(24)=15日。
【０７０３】
　実施例34
　セチリジン-エステル(25)の合成
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【化５８】

【０７０４】
　3-ヒドロキシ酪酸(0.56mmol)を製造元の指示に従って2-クロロトリチル樹脂(0.35mmol)
にロードした。
【０７０５】
　その樹脂を、ジクロロメタン(7回)、DMF(7回)及びジクロロメタン(7回)で洗浄した。セ
チリジン二塩酸塩(1.25mmol)とDIC(1.46mmol)とHOSu(1.39mmol)とDIEA(3.13mmol)をジク
ロロメタン(3mL)に溶解させた溶液をその樹脂に添加し、15時間インキュベートした。HFI
P(2mL)をジクロロメタン(3mL)に溶解させた溶液を添加し、10分間インキュベートするこ
とにより、その樹脂から中間体(25)を切断した。このステップを1回繰り返し、その一緒
にした溶出液から、窒素流下で、全ての揮発性物質を除去した。生成物(25)(収率2%)をRP
-HPLCで精製し、RP-HPLC-MSで分析した。
【０７０６】
　実施例35
　セチリジンヒドロゲルコンジュゲート(26)の合成

【化５９】

【０７０７】
　アミンで官能基化された100mgのヒドロゲル(3e)(1gの乾燥ヒドロゲル当たり、0.13mmol
のアミン)をDMF(0.6mL)に懸濁させた。そのヒドロゲル懸濁液に、(25)(7.1μmol)とPyBOP
(23μmol)とDIEA(28μmol)をDMF(0.6mL)に溶解させた溶液を添加し、その混合物を3時間
インキュベートした。その溶液を廃棄し、当該ヒドロゲルを、DMF(7回)及びエタノール(5
回)で洗浄し、減圧下に乾燥させた。
【０７０８】
　実施例36
　インビトロにおけるセチリジンの放出
　(26)からのセチリジンの放出は、pH7.4で37℃の60mM リン酸ナトリウムバッファーの中
での加水分解によって成された。RP-HPLC/MSによると、修飾されていないセチリジンが放
出されている。
【０７０９】
t1/2=31時間。
【０７１０】
　実施例37
　リンカー試薬(27f)の合成
　リンカー試薬(27f)は、下記手順に従って合成した：



(179) JP 5904941 B2 2016.4.20

10

20

30

40

50

【化６０】

【０７１１】
　N-メチル-N-boc-エチレンジアミン(2g、11.48mmol)とNaCNBH3(819mg、12.63mmol)をMeO
H(20mL)に溶解させた溶液に、2,4,6-トリメトキシベンズアルデヒド(2.08mg、10.61mmol)
を少量ずつ添加した。その混合物を室温で90分間撹拌し、3M HCl(4mL)を用いて酸性化し
、さらに15分間撹拌した。その反応混合物を飽和NaHCO3溶液(200mL)に添加し、5×CH2Cl2
で抽出した。その有機相を合してNa2SO4で脱水し、減圧下に溶媒を蒸発させた。得られた
N-メチル-N-boc-N'-tmob-エチレンジアミン(27a)を高真空下で完全に乾燥させ、それ以上
精製することなく次の反応ステップにおいて使用した。
【０７１２】
収量：3.76g(11.48mmol、純度89%、(27a)：Tmobで二重に保護された生成物=8:1)
MS：m/z=355.22[M+H]+(計算値=354.21)。
【０７１３】
　(27a)(2g、5.65mmol)をCH2Cl2(24mL)に溶解させた溶液に、COMU(4.84g、11.3mmol)、N-
Fmoc-N-Me-Asp(OBn)-OH(2.08g、4.52mmol)及びコリジン(2.65mL、20.34mmol)を添加した
。その反応混合物を室温で3時間撹拌し、CH2Cl2(250mL)で希釈し、3×0.1M H2SO4(100mL)
及び3×ブライン(100mL)で洗浄した。その水相をCH2Cl2(100mL)で再抽出した。その有機
相を合してNa2SO4で脱水し、濾過し、その残渣を体積が24mLになるまで濃縮した。(27b)
をフラッシュクロマトグラフィーを用いて精製した。
【０７１４】
収量：5.31g(148%、6.66mmol)
MS：m/z=796.38[M+H]+(計算値=795.37)。
【０７１５】
　(27b)[5.31g、N-Fmoc-N-Me-Asp(OBn)-OHに関連して、最大で4.51mmol]をTHF(60mL)に溶
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解させた溶液に、DBU(1.8mL、3%(v/v))を添加した。その溶液を室温で12分間撹拌し、CH2
Cl2(400mL)で希釈し、3×0.1M H2SO4(150mL)及び3×ブライン(150mL)で洗浄した。その水
相をCH2Cl2(100mL)で再抽出した。その有機相を合してNa2SO4で脱水し、濾過した。溶媒
を蒸発させて(27c)を単離し、それ以上精製することなく次の反応で使用した。
【０７１６】
MS：m/z=574.31[M+H]+(計算値=573.30)。
【０７１７】
　(27c)(5.31g、4.51mmol、未精製)をMeCN(26mL)に溶解させ、COMU(3.87g、9.04mmol)、6
-トリチルメルカプトヘキサン酸(2.12g、5.42mmol)及びコリジン(2.35mL、18.08mmol)を
添加した。その反応混合物を室温で4時間撹拌し、CH2Cl2(400mL)で希釈し、3×0.1M H2SO

4(100mL)及び3×ブライン(100mL)で洗浄した。その水相をCH2Cl2(100mL)で再抽出した。
その有機相を合してNa2SO4で脱水し、濾過し、溶媒を蒸発させて(7i)を単離した。生成物
(27d)をフラッシュクロマトグラフィーを用いて精製した。
【０７１８】
収量：2.63g(62%、純度94%) 
MS：m/z=856.41[M+H]+(計算値=855.41)。
【０７１９】
　(27d)(2.63g、2.78mmol)をi-PrOH(33mL)とH2O(11mL)に溶解させた溶液に、LiOH(267mg
、11.12mmol)を添加し、その反応混合物を室温で70分間撹拌した。その混合物をCH2Cl2(2
00mL)で希釈し、3×0.1M H2SO4(50mL)及び3×ブライン(50mL)で洗浄した。その水相をCH2
Cl2(100mL)で再抽出した。その有機相を合してNa2SO4で脱水し、濾過し、溶媒を蒸発させ
て(27e)を単離した。(27e)をフラッシュクロマトグラフィーを用いて精製した。
【０７２０】
収量：2.1g(88%)
MS：m/z=878.4[M+Na]+(計算値=878.40)。
【０７２１】
　(27e)(170mg、0.198mmol)を無水DCM(4mL)に溶解させた溶液に、DCC(123mg、0.59mmol)
及び触媒量のDMAPを添加した。5分間経過した後、N-ヒドロキシ-スクシンイミド(114mg、
0.99mmol)を添加し、その反応混合物を室温で1時間撹拌した。その反応混合物を濾過し、
減圧下に溶媒を除去し、その残渣を取って90% アセトニトリル+0.1% TFA(3.4mL)の中に入
れた。その粗製混合物をRP-HPLCで精製した。生成物のフラクションを0.5M リン酸バッフ
ァー(pH7.4)で中和し、濃縮した。残った水相をDCMで抽出し、溶媒を蒸発させて(27f)を
単離した。
【０７２２】
収量：154mg(81%)
MS：m/z=953.4[M+H]+(計算値=953.43)。
【０７２３】
　実施例38
　NεB29-インスリンリンカーコンジュゲート(28)の合成
【化６１】

【０７２４】
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　インスリン(644mg、0.111mmol)を6.5mLのDMSOに溶解させた。3mLの冷(4℃)0.5M ホウ酸
ナトリウムバッファー(pH8.5)及び2.5mLのDMSOの中の(27f)(70mg、0.073mmol)を添加し、
その混合物を室温で5分間撹拌した。400μLのAcOHを添加し、保護されているインスリン
コンジュゲートをRP-HPLCで精製した。
【０７２５】
収量：172mg(0.025mmol)。
【０７２６】
MS：m/z=1662.27[M+4H]4+(計算値=1662.48)。
【０７２７】
　保護基の除去は、凍結乾燥された生成物のフラクションを室温で6mLの90/10/2/2(v/v/v
/v)のHFIP/TFA/TES/水で1時間処理することによって行った。NεB29がコンジュゲートさ
れているインスリン-リンカーコンジュゲート(28)をRP-HPLCで精製した。
【０７２８】
収量：143mg(0.023mmol)。
【０７２９】
MS：m/z=1531.46[M+4H]4+(計算値=1531.71)。
【０７３０】
　実施例39
　インスリン-リンカー-ヒドロゲル(29)の調製
【化６２】

【０７３１】
　(29)は以下のように調製した：マレイミドで官能基化されたヒドロゲル(4d)の「pH2.5 
HCl、0.01% Tween-20」の中の懸濁液(58.3mL、958μmolのマレイミド基)を固相合成反応
器に添加した。インスリン-リンカー-チオール(28)(117mL、460μmol)を「2.5 HCl、0.01
% Tween-20」に溶解させた溶液を(4d)に添加した。その懸濁液を室温で5分間インキュベ
ートした。コハク酸バッファー(4.8mL、pH4.0、150mM；1mM EDTA、0.01% Tween-20)を添
加してpHを3.6とし、その懸濁液を室温で90分間インキュベートした。
【０７３２】
　チオールの消費量は、Ellman試験でモニターした。ヒドロゲルを、コハク酸バッファー
(pH3.0、50mM；1mM EDTA、0.01% Tween-20)で10回洗浄し、10mM メルカプトエタノールを
含んでいるコハク酸バッファー(pH3.0、50mM；1mM EDTA、0.01% Tween-20)で2回洗浄した
。最後に、そのヒドロゲルをメルカプトエタノールを含有しているバッファーに懸濁させ
て、室温で3時間インキュベートした。
【０７３３】
　インスリン-リンカー-ヒドロゲル(29)を、コハク酸バッファー(pH3.0、50mM；1mM EDTA
、0.01% Tween-20)で10回洗浄し、コハク酸/トリスバッファー(pH5.0、10mM；85g/L トレ
ハロース、0.01% Tween-20)で6回洗浄した。
【０７３４】
　(29)のインスリンローディング：1mLのインスリン-リンカー-ヒドロゲル懸濁液当たり
、18.7mgのインスリン。
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【０７３５】
　実施例40
　インスリン-リンカー-ヒドロゲルプロドラッグ(29)の注射可能性(injectability)
　5mLのインスリン-リンカー-ヒドロゲルプロドラッグ(29)(ビーズの粒度分布 32-75μm
、1mLのインスリン-リンカー-ヒドロゲルプロドラッグ懸濁液当たり18mgのインスリン)を
バッファー交換して、pH5.0のコハク酸/トリス(10mM、40g/L マンニトール；10g/L トレ
ハロース二水和物；0.05% TWEEN-20)の中に入れた。そのインスリン-リンカー-ヒドロゲ
ルプロドラッグ懸濁液を20Gの注射針を介して1mL容シリンジ(長さ 57mm)の中に入れた。
その20Gの注射針を30Gの注射針で置き換えてシリンジマウンティング(Aqua Computer Gmb
H&Co. KG)に配置し、172mm/分(50μL/秒に相当)のピストンベロシティで測定を開始した(
力試験台(force test stand): Multitest 1-d, データ記録ソフトウェア: EvaluatEmpero
r Lite, Version 1.16-015, Forge Gauge：BFG 200N (全て、Mecmesin Ltd., UK))。実験
は、下記表に示されているようにピストンベロシティを増大させながら、新規インスリン
-リンカー-ヒドロゲルプロドラッグサンプルを用いて実施した。従って、水及びエチレン
グリコールを用いる実験を行った。当該実験の全てに関して、同じ30Gの注射針を使用し
た。30Gの注射針を使用した場合の力対流れが図16に示されている。
【表３】

【０７３６】
　実施例41
　遊離アミノ基を含んでいるヒドロゲルビーズ(30)及び(30a)の調製
　100mgのArlacel P135(Croda International Plc)を60mLのヘプタンに溶解させた溶液に
、275mgの(1g)と866mgの(2d)を14mLのDMSOに溶解させた溶液を添加した。その混合物を、
25℃で10分間、慣習的な(custom)金属製撹拌機を用いて700rpmで撹拌して、懸濁液を形成
させた。1.0mLのN,N,N',N'-テトラメチル-エチレン-ジアミンを添加して、重合させた。2
時間経過した後、撹拌機の速度を減じて400rpmとし、その混合物をさらに16時間撹拌した
。1.5mLの酢酸を添加し、次いで、10分後、50mLの水を添加した。5分間経過した後、撹拌
機を停止し、水相を排出させた。
【０７３７】
　ビーズをサイズ分別するために、水-ヒドロゲル懸濁液を、75μm、50μm、40μm、32μ
m及び20μmメッシュのスチール製篩上で、湿式篩にかけた。32μm、40μm及び50μmの篩
上に保持されたビーズフラクションをプールし、水で3回洗浄し、エタノールで10回洗浄
し、及び、0.1ミリバールで16時間乾燥させて、(30)を白色の粉末として得た。
【０７３８】
　(30a)は、 1200mgの(1g)、3840mgの(2d)、28.6mLのDMSO、425mgのArlacel P135、100mL
のヘプタン及び4.3mLのTMEDAを使用した以外は、(30)に関して記載されているのと同様に
して調製した。後処理に関しては、6.6mLの酢酸を添加し、次いで、10分後、50mLの水と5
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0mLの飽和塩化ナトリウム水溶液を添加した。
【０７３９】
　ヒドロゲルのアミノ基含有量は、Gude, M., J. Ryfら〔(2002) Letters in Peptide Sc
ience 9(4)：203-206〕によって記述されているように、fmoc-アミノ酸をヒドロゲル上の
遊離アミノ基にコンジュゲートさせ、その後、fmocを検出することにより定量した。
【０７４０】
　(30)及び(30a)のアミノ基含有量は、0.11mmol/g～0.16mmol/gであると決定された。
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　本発明の実施形態として以下を挙げることができる。
［実施形態１］
　加水分解的に分解可能な結合によって相互に連結されているバックボーン部分(ここで
、該バックボーン部分は、さらに、反応性官能基を含んでいる)を含んでいる生物分解性
ポリ(エチレングリコール)系水不溶性ヒドロゲルであって、前記水不溶性ヒドロゲルが、
分解可能な結合の加水分解によって前記ヒドロゲルが1以上のバックボーン部分を含んで
いる水溶性分解産物に完全に分解されるための時間と前記ヒドロゲルの中のバックボーン
部分の総量に基づいて1以上のバックボーン部分を含んでいる水溶性分解産物の最初の10m
ol-%が放出されるための時間の間の比率が1より大きく且つ2以下であるということをさら
に特徴とする、前記生物分解性ポリ(エチレングリコール)系水不溶性ヒドロゲル。
［実施形態２］
　前記加水分解的に分解可能な結合が、アコニチル類、アセタール類、カルボン酸無水物
類、エステル類、イミン類、ヒドラゾン類、マレアミド酸アミド類、オルトエステル類、
ホスファミド類、ホスホエステル類、ホスホシリルエステル類、シリルエステル類、スル
ホン酸エステル類、芳香族カルバメート類及びそれらの組合せからなる群から選択される
、実施形態1に記載のヒドロゲル。
［実施形態３］
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　前記反応性官能基が、カルボン酸及び活性化誘導体、アミノ、マレイミド、チオール、
スルホン酸及び誘導体、カルボネート及び誘導体、カルバメート及び誘導体、ヒドロキシ
ル、アルデヒド、ケトン、ヒドラジン、イソシアネート、イソチオシアネート、リン酸及
び誘導体、ホスホン酸及び誘導体、ハロアセチル、アルキルハロゲン化物、アクリロイル
及び別のα-β不飽和マイケル受容体、アリール化剤(例えば、フッ化アリール)、ヒドロ
キシルアミン、ジスルフィド(例えば、ピリジルジスルフィド)、ビニルスルホン、ビニル
ケトン、ジアゾアルカン、ジアゾアセチル化合物、オキシラン並びにアジリジンからなる
群から選択される、実施形態1又は2に記載のヒドロゲル。
［実施形態４］
　前記バックボーン部分が1kDa～20kDaの範囲内にある分子量を有している、実施形態1～
3のいずれかに記載のヒドロゲル。
［実施形態５］
　前記バックボーン部分がクロスリンカー部分(ここで、各クロスリンカー部分は、加水
分解的に分解可能な結合のうちの少なくとも2によって終結されている)を介して互いに結
合している、実施形態1～4のいずれかに記載のヒドロゲル。
［実施形態６］
　前記クロスリンカー部分が0.5kDa～5kDaの範囲内にある分子量を有している、実施形態
5に記載のヒドロゲル。
［実施形態７］
　各クロスリンカー部分がPEG系である、実施形態5又は6に記載のヒドロゲル。
［実施形態８］
　各クロスリンカー部分が1つのPEG系分子鎖によって表される、実施形態7に記載のヒド
ロゲル。
［実施形態９］
　各バックボーン部分が、合計で少なくとも16の相互に連結されている生物分解性で反応
性の官能基を含んでいる、実施形態1～8のいずれかに記載のヒドロゲル。
［実施形態１０］
　前記バックボーン部分が、式
　　　C(A-Hyp)4
〔式中、各Aは、独立して、末端が永久的な共有結合によって当該第4級炭素に結合してい
るポリ(エチレングリコール)系ポリマー鎖であって、そのポリマー鎖の遠位末端は樹枝状
部分Hypに共有結合的に結合しており、ここで、各樹枝状部分Hypは、相互に連結されてい
る官能基及び反応性官能基を表す少なくとも4つの官能基を有している〕
で表される第4級炭素を有している、実施形態9に記載のヒドロゲル。
［実施形態１１］
　実施形態1～10のいずれかに記載のヒドロゲルを含んでいるコンジュゲートであって、
加水分解的に分解可能な結合によって相互に連結されているバックボーン部分で構成され
ていること、及び、付加的にスペーサー分子又は遮断基を有していることを特徴とする、
前記コンジュゲート。
［実施形態１２］
　実施形態1～10のいずれかに記載のヒドロゲルを含んでいるコンジュゲートであって、
加水分解的に分解可能な結合によって相互に連結されているバックボーン部分で構成され
ていること、及び、付加的にリガンド又はキレート基に対する永久的な結合を有している
ことを特徴とする、前記コンジュゲート。
［実施形態１３］
　担体として実施形態1～10のいずれかに記載のヒドロゲルを含んでいる担体結合プロド
ラッグであって、生物学的に活性な部分Dが共有結合的に結合している一時的なプロドラ
ッグリンカーLと一緒に、バックボーン部分の多数の永久的な結合が存在している、前記
担体結合プロドラッグ。
［実施形態１４］



(187) JP 5904941 B2 2016.4.20

10

20

30

40

50

　前記生物学的に活性な部分Dが、ポリペプチド、タンパク質、オリゴヌクレオチド又は
生物学的に活性な小分子部分である、実施形態13に記載の担体結合プロドラッグ。
［実施形態１５］
　前記生物学的に活性な部分Dがアミン基、ヒドロキシル基、カルボキシル基、ホスフェ
ート基又はメルカプト基を含んでいて、前記生物学的に不活性なリンカーLがそのアミン
基、ヒドロキシル基、カルボキシル基、ホスフェート基又はメルカプト基と一緒にコンジ
ュゲートD-Lを形成する、実施形態14に記載の担体結合プロドラッグ。
［実施形態１６］
　DとLの間の結合が、カルバメート結合、カルボネート結合、アミド結合又はエステル結
合である、実施形態13～15のいずれかに記載の担体結合プロドラッグ。
［実施形態１７］
　前記一時的なプロドラッグリンカーLが部分L2で置換されている部分L1を含んでおり、
その際、L2は、実施形態1～10のいずれかに記載のヒドロゲルである担体基Zに結合してい
る、実施形態12～14のいずれかに記載の担体結合プロドラッグ。
［実施形態１８］
　L2が、下記構造
【化６３】

〔ここで、破線は、それぞれ、L2及びZに結合していることを示している〕
を有する末端基を介してZに結合している、実施形態16に記載の担体結合プロドラッグ。
［実施形態１９］
　前記生物学的に活性な部分が芳香族アミンを含んでおり、及び、前記一時的なプロドラ
ッグリンカーが、
(i)　式(VIII)
【化６４】

〔式中、
　破線は、アミド結合を形成することによってL1が生物学的に活性な部分Dの芳香族アミ
ノ基に結合していることを示しており；
　X1は、C(R1R1a)であるか、又は、C3-7シクロアルキル、4～7員のヘテロシクリル、フェ
ニル、ナフチル、インデニル、インダニル、テトラリニル若しくは9～11員のヘテロビシ
クリルから選択される環状フラグメントであり；
　X2は、化学結合であるか、又は、C(R3R3a)、N(R3)、O、C(R3R3a)-C(R4R4a)、C(R3R3a)-
N(R4)、N(R3)-C(R4R4a)、C(R3R3a)-O若しくはO-C(R3R3a)から選択され；
　ここで、X1が環状フラグメントである場合、X2は、化学結合、C(R3R3a)、N(R3)又はOで
あり；
　場合により、X1が環状フラグメントであり且つX2がC(R3R3a)である場合、L1内のX1フラ
グメントとX2フラグメントの順番は変えられてもよく；
　R1、R3及びR4は、独立して、H、C1-4アルキル及び-N(R5R5a)からなる群から選択され；
　R1a、R2、R2a、R3a、R4a及びR5aは、独立して、H及びC1-4アルキルからなる群から選択
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され；
　場合により、対R2a/R2、対R2a/R3a、対R2a/R4aのうちの1つは、一緒になって4～7員の
少なくとも部分的に飽和しているヘテロ環を形成してもよく；
　R5は、C(O)R6であり；
　R6は、C1-4アルキルであり；
　場合により、対R1a/R4a、対R3a/R4a又は対R1a/R3aのうちの1つは、化学結合を形成して
もよく；
　場合により、L1は、さらに置換されていてもよい〕
で表される部分L1；
(ii)　部分L2(ここで、L2は化学結合又はスペーサーであり、及び、L2は実施形態1～10の
いずれかに記載のヒドロゲルを表す担体基Zに結合している)；
を含んでいる生物学的に不活性なリンカーL〔ここで、L1は1つのL2部分で置換されている
が、但し、式(VIII)において星印が付けられている水素はL2で置き換えられず；場合によ
り、Lは、さらに置換されてもよい〕である、実施形態17に記載の担体結合プロドラッグ
。
［実施形態２０］
　前記生物学的に活性な部分Dが第1級又は第2級の脂肪族アミンを含んでおり、及び、本
発明のプロドラッグに関する好ましい構造がプロドラッグコンジュゲートD-Lによって与
えられ、ここで、
　Dは、第1級又は第2級の脂肪族アミンを含んでいる生物学的に活性な部分であり；及び
、
　Lは、式(VI)
【化６５】

〔式中、
　破線は、アミド結合を形成することによって生物学的に活性な部分の第1級又は第2級の
脂肪族アミン基に結合していることを示しており；
　Xは、C(R4R4a)、N(R4)、O、C(R4R4a)-C(R5R5a)、C(R5R5a)-C(R4R4a)、C(R4R4a)-N(R6)
、N(R6)-C(R4R4a)、C(R4R4a)-O又はO-C(R4R4a)であり；
　X1は、C又はS(O)であり；
　X2は、C(R7,R7a)又はC(R7,R7a)-C(R8,R8a)であり；
　R1、R1a、R2、R2a、R3、R3a、R4、R4a、R5、R5a、R6、R7、R7a、R8、R8aは、独立して
、H及びC1-4アルキルからなる群から選択され；又は、
　場合により、対R1a/R4a、対R1a/R5a、対R4a/R5a、対R4a/R5a、対R7a/R8aのうちの1以上
は、化学結合を形成してもよく；
　場合により、対R1/R1a、対R2/R2a、対R4/R4a、対R5/R5a、対R7/R7a、対R8/R8aのうちの
1以上は、それらが結合している原子と一緒になってC3-7シクロアルキル又は4～7員のヘ
テロシクリルを形成してもよく；
　場合により、対R1/R4、対R1/R5、対R1/R6、対R4/R5、対R7/R8、対R2/R3のうちの1以上
は、それらが結合している原子と一緒になって環Aを形成してもよく；
　場合により、R3/R3aは、それらが結合している窒素原子と一緒になって4～7員のヘテロ
環を形成してもよく；
　Aは、フェニル、ナフチル、インデニル、インダニル、テトラリニル、C3-10シクロアル
キル、4～7員のヘテロシクリル及び9～11員のヘテロビシクリルからなる群から選択され
；及び、
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　ここで、L1は、1つの基L2-Zで置換されており、及び、場合によりさらに置換されてい
てもよいが、但し、式(VI)において星印が付けられている水素は置換基で置き換えられず
；
　ここで、
　L2は、単一の化学結合又はスペーサーであり；及び、
　Zは、実施形態1～10のいずれかに記載のヒドロゲルである〕
で表される生物学的に不活性なリンカー部分-L1である；
実施形態17に記載の担体結合プロドラッグ。
［実施形態２１］
　前記生物学的に活性な部分Dがヒドロキシル基を含んでおり、及び、当該プロドラッグ
に関する構造が、式(X)
　　　D-O-Z0　　(X)
〔式中、
　Dは、ヒドロキシル基の酸素を介して部分Z0に結合している、ヒドロキシル基を含んで
いる生物学的に活性な部分であり；
　Z0は、C(O)-X0-Z1、C(O)O-X0-Z1、S(O)2-X

0-Z1、C(S)-X0-Z1、S(O)2O-X
0-Z1、S(O)2N(R

1)-X0-Z1、CH(OR1)-X0-Z1、C(OR1)(OR2)-X0-Z1、C(O)N(R1)-X0-Z1、P(=O)(OH)O-X0-Z1、P
(=O)(OR1)O-X0-Z1、P(=O)(SH)O-X0-Z1、P(=O)(SR1)O-X0-Z1、P(=O)(OR1)-X0-Z1、P(=S)(O
H)O-X0-Z1、P(=S)(OR1)O-X0-Z1、P(=S)(OH)N(R1)-X0-Z1、P(=S)(OR1)N(R2)-X0-Z1、P(=O)
(OH)N(R1)-X0-Z1又はP(=O)(OR1)N(R2)-X0-Z1であり；
　R1、R2は、独立して、C1-6アルキルからなる群から選択され；又は、R1、R2は、一緒に
なってC1-6アルキレン架橋基を形成し；
　X0は、(X0A)m1-(X

0B)m2であり；
　m1、m2は、独立して、0又は1であり；
　X0Aは、T0であり；
　X0Bは、同一であるか若しくは異なっている1以上のR3で置換されているか又は置換され
ていない分枝鎖又は非分枝鎖のC1-10アルキレン基であり；
　R3は、ハロゲン、CN、C(O)R4、C(O)OR4、OR4、C(O)R4、C(O)N(R4R4a)、S(O)2N(R

4R4a)
、S(O)N(R4R4a)、S(O)2R

4、S(O)R4、N(R4)S(O)2N(R
4aR4b)、SR4、N(R4R4a)、NO2、OC(O)R

4、N(R4)C(O)R4a、N(R4)SO2R
4a、N(R4)S(O)R4a、N(R4)C(O)N(R4aR4b)、N(R4)C(O)OR4a、O

C(O)N(R4R4a)又はT0であり；
　R4、R4a、R4bは、独立して、H、T0、C1-4アルキル、C2-4アルケニル及びC2-4アルキニ
ルからなる群から選択され(ここで、C1-4アルキル、C2-4アルケニル及びC2-4アルキニル
は、同一であるか又は異なっている1以上のR5で場合により置換されていてもよい)；
　R5は、ハロゲン、CN、C(O)R6、C(O)OR6、OR6、C(O)R6、C(O)N(R6R6a)、S(O)2N(R

6R6a)
、S(O)N(R6R6a)、S(O)2R

6、S(O)R6、N(R6)S(O)2N(R
6aR6b)、SR6、N(R6R6a)、NO2、OC(O)R

6、N(R6)C(O)R6a、N(R6)SO2R
6a、N(R6)S(O)R6a、N(R6)C(O)N(R6aR6b)、N(R6)C(O)OR6a、O

C(O)N(R6R6a)であり；
　R6、R6a、R6bは、独立して、H、C1-6アルキル、C2-6アルケニル及びC2-6アルキニルか
らなる群から選択され(ここで、C1-6アルキル、C2-6アルケニル及びC2-6アルキニルは、
同一であるか又は異なっている1以上のハロゲンで場合により置換されていてもよい)；
　T0は、フェニル、ナフチル、アズレニル、インデニル、インダニル、C3-7シクロアルキ
ル、3～7員のヘテロシクリル又は8～11員のヘテロビシクリルであり(ここで、T0は、同一
であるか又は異なっている1以上のR7で場合により置換されていてもよい)；
　R7は、ハロゲン、CN、COOR8、OR8、C(O)R8、C(O)N(R8R8a)、S(O)2N(R

8R8a)、S(O)N(R8R
8a)、S(O)2R

8、S(O)R8、N(R8)S(O)2N(R
8aR8b)、SR8、N(R8R8a)、NO2、OC(O)R8、N(R8)C(O

)R8a、N(R8)S(O)2R
8a、N(R8)S(O)R8a、N(R8)C(O)OR8a、N(R8)C(O)N(R8aR8b)、OC(O)N(R8R

8a)、オキソ(=O)(ここで、該環は少なくとも部分的に飽和している)、C1-6アルキル、C2-
6アルケニル又はC2-6アルキニルであり(ここで、C1-6アルキル、C2-6アルケニル及びC2-6
アルキニルは、同一であるか又は異なっている1以上のR9で場合により置換されていても
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よい)；
　R8、R8a、R8bは、独立して、H、C1-6アルキル、C2-6アルケニル及びC2-6アルキニルか
らなる群から選択され(ここで、C1-6アルキル、C2-6アルケニル及びC2-6アルキニルは、
同一であるか又は異なっている1以上のR10で場合により置換されていてもよい)；
　R9、R10は、独立して、ハロゲン、CN、C(O)R11、C(O)OR11、OR11、C(O)R11、C(O)N(R11

R11a)、S(O)2N(R
11R11a)、S(O)N(R11R11a)、S(O)2R

11、S(O)R11、N(R11)S(O)2N(R
11aR11b

)、SR11、N(R11R11a)、NO2、OC(O)R11、N(R11)C(O)R11a、N(R11)SO2R
11a、N(R11)S(O)R11

a、N(R11)C(O)N(R11aR11b)、N(R11)C(O)OR11a及びOC(O)N(R11R11a)からなる群から選択さ
れ；
　R11、R11a、R11bは、独立して、H、C1-6アルキル、C2-6アルケニル及びC2-6アルキニル
からなる群から選択され(ここで、C1-6アルキル、C2-6アルケニル及びC2-6アルキニルは
、同一であるか又は異なっている1以上のハロゲンで場合により置換されていてもよい)；
　Z1は、X0に共有結合的に結合している、実施形態1～10のいずれかに記載のヒドロゲル
である〕
で表されるプロドラッグコンジュゲートによって与えられる、実施形態17に記載の担体結
合プロドラッグ。
［実施形態２２］
　前記生物学的に活性な部分Dが芳香族ヒドロキシル基を含んでおり、及び、前記プロド
ラッグリンカーが、
(i)　式(XI)
【化６６】

〔式中、
　破線は、カルバメート基を形成することによってL1が生物学的に活性な部分Dの芳香族
ヒドロキシル基に結合していることを示しており；
　R1は、C1-4アルキル、ヘテロアルキル、C3-7シクロアルキル及び
【化６７】

からなる群から選択され；及び、
；
　R2、R2a、R3、R3aは、独立して、水素、置換されているか若しくは置換されていない直
鎖若しくは分枝鎖若しくは環状のC1-4アルキル又はヘテロアルキルから選択され；
　mは、独立して、2、3又は4である〕
で表される部分L1；
(iii)　部分L2(ここで、L2は化学結合又はスペーサーであり、及び、L2は実施形態1～10
のいずれかに記載のヒドロゲルに結合している)；
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を含んでいる生物学的に不活性なリンカーL〔ここで、L1は1つのL2部分で置換されており
；場合により、Lは、さらに置換されてもよい〕である、実施形態17に記載の担体結合プ
ロドラッグ。
［実施形態２３］
　製薬上許容される賦形剤と一緒に実施形態12～22のいずれかに記載のプロドラッグ又は
その薬学的な塩を含んでいる、医薬組成物。
［実施形態２４］
　薬物中で使用するための、実施形態12～22のいずれかに記載のプロドラッグ又は実施形
態23に記載の医薬組成物。
［実施形態２５］
　1以上の状態を治療することが必要な哺乳類患者において、治療する方法、制御する方
法、遅延させる方法又は予防する方法であって、該患者に治療有効量の実施形態12～22の
いずれかに記載のプロドラッグ又は実施形態23に記載の医薬組成物又はそれらの製薬上許
容される塩を投与することを含む、前記方法。
［実施形態２６］
　加水分解的に分解可能な結合によって相互に連結されているバックボーン部分を含んで
いる生物分解性ポリ(エチレングリコール)系水不溶性ヒドロゲルであって、該バックボー
ン部分が、1kDa～20kDaの範囲内にある分子量を有していること、及び、構造C*-(A-Hyp)x
〔ここで、
　C*は、分枝コアであり；
　Aは、ポリ(エチレングリコール)系ポリマー鎖であり；
　Hypは、高分岐樹枝状部分であり；
　xは、3～16の整数であり；
　及び、ここで、前記高分岐樹枝状部分は、さらに、反応性官能基及び相互に連結されて
いる官能基を含んでいる〕
を有していることを特徴とする、前記生物分解性ポリ(エチレングリコール)系水不溶性ヒ
ドロゲル。
［実施形態２７］
　前記バックボーン部分がクロスリンカー部分を介して互いに結合しており、各クロスリ
ンカー部分は加水分解的に分解可能な結合のうちの少なくとも2によって終結されている
、実施形態26に記載の生物分解性ヒドロゲル。
［実施形態２８］
　前記クロスリンカー部分が0.5kDa～5kDaの範囲内にある分子量を有している、実施形態
27に記載の生物分解性ヒドロゲル。
［実施形態２９］
　各クロスリンカー部分がPEG系である、実施形態27又は28に記載の生物分解性ヒドロゲ
ル。
［実施形態３０］
　各クロスリンカー部分が1つのポリ(エチレングリコール)系ポリマー鎖によって表され
る、実施形態29に記載の生物分解性ヒドロゲル。
［実施形態３１］
　各バックボーン部分が、合計で少なくとも16の相互に連結されている生物分解性で反応
性の官能基を含んでいる、実施形態26～30のいずれかに記載の生物分解性ヒドロゲル。
［実施形態３２］
　前記バックボーン部分が、式
　　　C(A-Hyp)4
〔式中、各Aは、独立して、末端が永久的な共有結合によって第4級炭素に結合しているポ
リ(エチレングリコール)系ポリマー鎖であって、そのポリマー鎖の遠位末端は樹枝状部分
Hypに共有結合的に結合しており、ここで、各樹枝状部分Hypは、相互に連結されている官
能基及び反応性官能基を表す少なくとも4つの官能基を有している〕
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で表される第4級炭素を有している、実施形態31に記載の生物分解性ヒドロゲル。
［実施形態３３］
　前記バックボーン部分が、下記式：
【化６８】

〔式中、破線は、当該バックボーン部分の残部に結合していることを示している〕
で表される分枝コアを含んでいる、実施形態10又は32に記載の生物分解性ヒドロゲル。
［実施形態３４］
　前記バックボーン部分が、下記式：
【化６９】

〔式中、nは5～50の整数であり、及び、破線は、当該分子の残部に結合していることを示
している〕
で表される構造を含んでいる、実施形態33に記載の生物分解性ヒドロゲル。
［実施形態３５］
　前記バックボーン部分が、下記式：

【化７０】

〔式中、破線は、当該分子の残部に結合していることを示しており、及び、星印が付けら
れている炭素原子はS-立体配置を示している〕
で表される高分岐部分Hypを含んでいる、実施形態33又は34に記載の生物分解性ヒドロゲ
ル。
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［実施形態３６］
　前記バックボーン部分が、下記式：
【化７１】

〔式中、
　破線のうちの一方は、高分岐部分Hypに結合していることを示しており、及び、第2の破
線は、当該分子の残部に結合していることを示しており；並びに、
　mは、2～4の整数である〕
で表される少なくとも1つのスペーサーを含んでいる、実施形態33～35のいずれかに記載
の生物分解性ヒドロゲル。
［実施形態３７］
　前記バックボーン部分が、下記式：
【化７２】

〔式中、
　星印が付けられている破線は、当該ヒドロゲルと実施形態17のチオスクシンイミド基の
Nの間の結合を示しており；
　もう一方の破線は、Hypに結合していることを示しており；及び、
　pは、0～10の整数である〕
で表される少なくとも1つのスペーサーを含んでいる、実施形態33～36のいずれかに記載
の生物分解性ヒドロゲル。
［実施形態３８］
　前記バックボーン部分が、下記構造
【化７３】

〔ここで、qは、3～100の整数である〕
を含んでいるクロスリンカー部分を介して互いに結合している、実施形態33～37のいずれ
かに記載の生物分解性ヒドロゲル。
［実施形態３９］
　実施形態26～38のいずれかに記載のヒドロゲル(ここで、該ヒドロゲルは、加水分解的
に分解可能な結合によって相互に連結されているバックボーン部分で構成されている)を
含んでおり、及び、付加的にスペーサー分子又は遮断基又はそれらの組合せに対する永久
的な結合を有している、コンジュゲート。
［実施形態４０］
　実施形態26～38のいずれかに記載のヒドロゲル(ここで、該ヒドロゲルは、加水分解的
に分解可能な結合によって相互に連結されているバックボーン部分で構成されている)を
含んでおり、及び、付加的にリガンド又はキレート基に対する永久的な結合を有している
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、コンジュゲート。
［実施形態４１］
　担体として実施形態26～38のいずれかに記載の生物分解性ヒドロゲルを含んでいる担体
結合プロドラッグであって、バックボーン部分の多数の永久的な結合が、それぞれ、生物
学的に活性な部分Dが共有結合的に結合している一時的なプロドラッグリンカーLと一緒に
存在している、前記担体結合プロドラッグ。
［実施形態４２］
　前記生物学的に活性な部分Dが、ポリペプチド、タンパク質、オリゴヌクレオチド又は
生物学的に活性な小分子部分である、実施形態41に記載の担体結合プロドラッグ。
［実施形態４３］
　前記生物学的に活性な部分がアミン基、ヒドロキシル基、カルボキシル基、ホスフェー
ト基又はメルカプト基を含んでいて、前記生物学的に不活性なリンカーLがそのアミン基
、ヒドロキシル基、カルボキシル基、ホスフェート基又はメルカプト基と一緒にコンジュ
ゲートD-Lを形成する、実施形態42に記載の担体結合プロドラッグ。
［実施形態４４］
　DとLの間の一時的な結合が、カルバメート結合、カルボネート結合、アミド結合又はエ
ステル結合である、実施形態41～43のいずれかに記載の担体結合プロドラッグ。
［実施形態４５］
　前記一時的なプロドラッグリンカーLが部分L2で置換されている部分L1を含んでおり、
その際、L2は、実施形態1～10のいずれかに記載のヒドロゲルである担体基Zに結合してい
る、実施形態41～44のいずれかに記載の担体結合プロドラッグ。
［実施形態４６］
　L2が、下記構造
【化７４】

〔ここで、破線は、それぞれ、L2及びZに結合していることを示している〕
を有する末端基を介してZに結合している、実施形態45に記載の担体結合プロドラッグ。
［実施形態４７］
　前記生物学的に活性な部分Dが芳香族アミンを含んでおり、及び、前記一時的なプロド
ラッグリンカーLが、
(i)　式(VIII)
【化７５】

〔式中、
　破線は、アミド結合を形成することによってL1が生物学的に活性な部分Dの芳香族アミ
ノ基に結合していることを示しており；
　X1は、C(R1R1a)であるか、又は、C3-7シクロアルキル、4～7員のヘテロシクリル、フェ
ニル、ナフチル、インデニル、インダニル、テトラリニル若しくは9～11員のヘテロビシ
クリルから選択される環状フラグメントであり；
　X2は、化学結合であるか、又は、C(R3R3a)、N(R3)、O、C(R3R3a)-C(R4R4a)、C(R3R3a)-
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N(R4)、N(R3)-C(R4R4a)、C(R3R3a)-O若しくはO-C(R3R3a)から選択され；
　ここで、X1が環状フラグメントである場合、X2は、化学結合、C(R3R3a)、N(R3)又はOで
あり；
　場合により、X1が環状フラグメントであり且つX2がC(R3R3a)である場合、L1内のX1フラ
グメントとX2フラグメントの順番は変えられてもよく；
　R1、R3及びR4は、独立して、H、C1-4アルキル及び-N(R5R5a)からなる群から選択され；
　R1a、R2、R2a、R3a、R4a及びR5aは、独立して、H及びC1-4アルキルからなる群から選択
され；
　場合により、対R2a/R2、対R2a/R3a、対R2a/R4aのうちの1つは、一緒になって4～7員の
少なくとも部分的に飽和しているヘテロ環を形成してもよく；
　R5は、C(O)R6であり；
　R6は、C1-4アルキルであり；
　場合により、対R1a/R4a、対R3a/R4a又は対R1a/R3aのうちの1つは、化学結合を形成して
もよく；
　場合により、L1は、さらに置換されていてもよい〕
で表される部分L1；
(ii)　部分L2(ここで、L2は化学結合又はスペーサーであり、及び、L2は実施形態25～31
のいずれかに記載のヒドロゲルを表す担体基Zに結合している)；
を含んでいる生物学的に不活性なリンカーL〔ここで、L1は1つのL2部分で置換されている
が、但し、式(VIII)において星印が付けられている水素はL2で置き換えられず；場合によ
り、Lは、さらに置換されてもよい〕である、実施形態46に記載の担体結合プロドラッグ
。
［実施形態４８］
　前記生物学的に活性な部分Dが第1級又は第2級の脂肪族アミンを含んでおり、及び、本
発明のプロドラッグに関する好ましい構造がプロドラッグコンジュゲートD-Lによって与
えられ、ここで、
　Dは、第1級又は第2級の脂肪族アミンを含んでいる生物学的に活性な部分であり；及び
、
　Lは、式(VI)
【化７６】

〔式中、
　破線は、アミド結合を形成することによって生物学的に活性な部分の第1級又は第2級の
脂肪族アミン基に結合していることを示しており；
　Xは、C(R4R4a)、N(R4)、O、C(R4R4a)-C(R5R5a)、C(R5R5a)-C(R4R4a)、C(R4R4a)-N(R6)
、N(R6)-C(R4R4a)、C(R4R4a)-O又はO-C(R4R4a)であり；
　X1は、C又はS(O)であり；
　X2は、C(R7,R7a)又はC(R7,R7a)-C(R8,R8a)であり；
　R1、R1a、R2、R2a、R3、R3a、R4、R4a、R5、R5a、R6、R7、R7a、R8、R8aは、独立して
、H及びC1-4アルキルからなる群から選択され；又は、
　場合により、対R1a/R4a、対R1a/R5a、対R4a/R5a、対R4a/R5a、対R7a/R8aのうちの1以上
は、化学結合を形成してもよく；
　場合により、対R1/R1a、対R2/R2a、対R4/R4a、対R5/R5a、対R7/R7a、対R8/R8aのうちの
1以上は、それらが結合している原子と一緒になってC3-7シクロアルキル又は4～7員のヘ
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テロシクリルを形成してもよく；
　場合により、対R1/R4、対R1/R5、対R1/R6、対R4/R5、対R7/R8、対R2/R3のうちの1以上
は、それらが結合している原子と一緒になって環Aを形成してもよく；
　場合により、R3/R3aは、それらが結合している窒素原子と一緒になって4～7員のヘテロ
環を形成してもよく；
　Aは、フェニル、ナフチル、インデニル、インダニル、テトラリニル、C3-10シクロアル
キル、4～7員のヘテロシクリル及び9～11員のヘテロビシクリルからなる群から選択され
；及び、
　ここで、L1は、1つの基L2-Zで置換されており、及び、場合によりさらに置換されてい
てもよいが、但し、式(VI)において星印が付けられている水素は置換基で置き換えられず
；
　ここで、
　L2は、単一の化学結合又はスペーサーであり；及び、
　Zは、実施形態25～31のいずれかに記載のヒドロゲルである〕
で表される生物学的に不活性なリンカー部分-L1である；
実施形態46に記載の担体結合プロドラッグ。
［実施形態４９］
　前記生物学的に活性な部分Dがヒドロキシル基を含んでおり、及び、当該プロドラッグ
に関する構造が、式(X)
　　　D-O-Z0　　(X)
〔式中、
　Dは、ヒドロキシル基の酸素を介して部分Z0に結合している、ヒドロキシル基を含んで
いる生物学的に活性な部分であり；
　Z0は、C(O)-X0-Z1、C(O)O-X0-Z1、S(O)2-X

0-Z1、C(S)-X0-Z1、S(O)2O-X
0-Z1、S(O)2N(R

1)-X0-Z1、CH(OR1)-X0-Z1、C(OR1)(OR2)-X0-Z1、C(O)N(R1)-X0-Z1、P(=O)(OH)O-X0-Z1、P
(=O)(OR1)O-X0-Z1、P(=O)(SH)O-X0-Z1、P(=O)(SR1)O-X0-Z1、P(=O)(OR1)-X0-Z1、P(=S)(O
H)O-X0-Z1、P(=S)(OR1)O-X0-Z1、P(=S)(OH)N(R1)-X0-Z1、P(=S)(OR1)N(R2)-X0-Z1、P(=O)
(OH)N(R1)-X0-Z1又はP(=O)(OR1)N(R2)-X0-Z1であり；
　R1、R2は、独立して、C1-6アルキルからなる群から選択され；又は、R1、R2は、一緒に
なってC1-6アルキレン架橋基を形成し；
　X0は、(X0A)m1-(X

0B)m2であり；
　m1、m2は、独立して、0又は1であり；
　X0Aは、T0であり；
　X0Bは、同一であるか若しくは異なっている1以上のR3で置換されているか又は置換され
ていない分枝鎖又は非分枝鎖のC1-10アルキレン基であり；
　R3は、ハロゲン、CN、C(O)R4、C(O)OR4、OR4、C(O)R4、C(O)N(R4R4a)、S(O)2N(R

4R4a)
、S(O)N(R4R4a)、S(O)2R

4、S(O)R4、N(R4)S(O)2N(R
4aR4b)、SR4、N(R4R4a)、NO2、OC(O)R

4、N(R4)C(O)R4a、N(R4)SO2R
4a、N(R4)S(O)R4a、N(R4)C(O)N(R4aR4b)、N(R4)C(O)OR4a、O

C(O)N(R4R4a)又はT0であり；
　R4、R4a、R4bは、独立して、H、T0、C1-4アルキル、C2-4アルケニル及びC2-4アルキニ
ルからなる群から選択され(ここで、C1-4アルキル、C2-4アルケニル及びC2-4アルキニル
は、同一であるか又は異なっている1以上のR5で場合により置換されていてもよい)；
　R5は、ハロゲン、CN、C(O)R6、C(O)OR6、OR6、C(O)R6、C(O)N(R6R6a)、S(O)2N(R

6R6a)
、S(O)N(R6R6a)、S(O)2R

6、S(O)R6、N(R6)S(O)2N(R
6aR6b)、SR6、N(R6R6a)、NO2、OC(O)R

6、N(R6)C(O)R6a、N(R6)SO2R
6a、N(R6)S(O)R6a、N(R6)C(O)N(R6aR6b)、N(R6)C(O)OR6a、O

C(O)N(R6R6a)であり；
　R6、R6a、R6bは、独立して、H、C1-6アルキル、C2-6アルケニル及びC2-6アルキニルか
らなる群から選択され(ここで、C1-6アルキル、C2-6アルケニル及びC2-6アルキニルは、
同一であるか又は異なっている1以上のハロゲンで場合により置換されていてもよい)；
　T0は、フェニル、ナフチル、アズレニル、インデニル、インダニル、C3-7シクロアルキ
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ル、3～7員のヘテロシクリル又は8～11員のヘテロビシクリルであり(ここで、T0は、同一
であるか又は異なっている1以上のR7で場合により置換されていてもよい)；
　R7は、ハロゲン、CN、COOR8、OR8、C(O)R8、C(O)N(R8R8a)、S(O)2N(R

8R8a)、S(O)N(R8R
8a)、S(O)2R

8、S(O)R8、N(R8)S(O)2N(R
8aR8b)、SR8、N(R8R8a)、NO2、OC(O)R8、N(R8)C(O

)R8a、N(R8)S(O)2R
8a、N(R8)S(O)R8a、N(R8)C(O)OR8a、N(R8)C(O)N(R8aR8b)、OC(O)N(R8R

8a)、オキソ(=O)(ここで、該環は少なくとも部分的に飽和している)、C1-6アルキル、C2-
6アルケニル又はC2-6アルキニルであり(ここで、C1-6アルキル、C2-6アルケニル及びC2-6
アルキニルは、同一であるか又は異なっている1以上のR9で場合により置換されていても
よい)；
　R8、R8a、R8bは、独立して、H、C1-6アルキル、C2-6アルケニル及びC2-6アルキニルか
らなる群から選択され(ここで、C1-6アルキル、C2-6アルケニル及びC2-6アルキニルは、
同一であるか又は異なっている1以上のR10で場合により置換されていてもよい)；
　R9、R10は、独立して、ハロゲン、CN、C(O)R11、C(O)OR11、OR11、C(O)R11、C(O)N(R11

R11a)、S(O)2N(R
11R11a)、S(O)N(R11R11a)、S(O)2R

11、S(O)R11、N(R11)S(O)2N(R
11aR11b

)、SR11、N(R11R11a)、NO2、OC(O)R11、N(R11)C(O)R11a、N(R11)SO2R
11a、N(R11)S(O)R11

a、N(R11)C(O)N(R11aR11b)、N(R11)C(O)OR11a及びOC(O)N(R11R11a)からなる群から選択さ
れ；
　R11、R11a、R11bは、独立して、H、C1-6アルキル、C2-6アルケニル及びC2-6アルキニル
からなる群から選択され(ここで、C1-6アルキル、C2-6アルケニル及びC2-6アルキニルは
、同一であるか又は異なっている1以上のハロゲンで場合により置換されていてもよい)；
　Z1は、X0に共有結合的に結合している、実施形態25～31のいずれかに記載のヒドロゲル
である〕
で表されるプロドラッグコンジュゲートによって与えられる、実施形態46に記載の担体結
合プロドラッグ。
［実施形態５０］
　前記生物学的に活性な部分Dが芳香族ヒドロキシル基を含んでおり、及び、前記一時的
なプロドラッグリンカーLが、
(i)　式(XI)

【化７７】

〔式中、
　破線は、カルバメート基を形成することによってL1が生物学的に活性な部分Dの芳香族
ヒドロキシル基に結合していることを示しており；
　R1は、C1-4アルキル、ヘテロアルキル、C3-7シクロアルキル及び
【化７８】
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　R2、R2a、R3、R3aは、独立して、水素、置換されているか若しくは置換されていない直
鎖若しくは分枝鎖若しくは環状のC1-4アルキル又はヘテロアルキルから選択され；
　mは、独立して、2、3又は4である〕
で表される部分L1；
(ii)　部分L2(ここで、L2は化学結合又はスペーサーであり、及び、L2は実施形態25～31
のいずれかに記載のヒドロゲルに結合している)；
を含んでいる生物学的に不活性なリンカーL〔ここで、L1は1つのL2部分で置換されており
；場合により、Lは、さらに置換されてもよい〕である、実施形態46に記載の担体結合プ
ロドラッグ。
［実施形態５１］
　製薬上許容される賦形剤と一緒に実施形態41～50のいずれかに記載のプロドラッグ又は
その薬学的な塩を含んでいる、医薬組成物。
［実施形態５２］
　薬物中で使用するための、実施形態41～50のいずれかに記載のプロドラッグ又は実施形
態51に記載の医薬組成物。
［実施形態５３］
　1以上の状態を治療することが必要な哺乳類患者において、治療する方法、制御する方
法、遅延させる方法又は予防する方法であって、該患者に治療有効量の実施形態41～50の
いずれかに記載のプロドラッグ又は実施形態51に記載の医薬組成物又はそれらの製薬上許
容される塩を投与することを含む、前記方法。
［実施形態５４］
　ヒドロゲルを調製する方法であって、
(a)　式
【化７９】

〔式中、nは、3～100の整数である〕
で表されるバックボーン試薬を下記式
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【化８０】

〔式中、
　qは、3～100の整数であり；
　各mは、独立して、2～4の整数である〕
で表されるクロスリンカー試薬と2:1～1.05:1のアミン/活性エステルの比で反応させて、
好ましくは、1gのヒドロゲル当たり0.02～2mmolのアミンがローディングしているヒドロ
ゲルを生じさせる段階を含み；及び、前記試薬は適切な塩基の存在下において非プロトン
性溶媒に溶解させる、前記方法。
［実施形態５５］
　前記非プロトン性溶媒がDMSOであり、及び、前記塩基がN,N,N',N'-テトラメチルエチレ
ンジアミンである、実施形態54に記載の方法。
［実施形態５６］
　実施形態54又は55に記載の調製方法から得ることができるヒドロゲル。
［実施形態５７］
　撹拌、破砕、切削、プレス又は摩砕などの機械的処理によって粉砕し、場合により篩に
かけることによって得ることができる、コーティング、メッシュ、ステント又は微粒子の
形態にある、実施形態1、26又は56のいずれかに記載のヒドロゲル。
［実施形態５８］
　前記試薬を適切な乳化剤の存在下で脂肪族炭化水素の中に分散させる、実施形態54に記
載の調製方法。
［実施形態５９］
　前記脂肪族炭化水素がn-ヘプタンであり、及び、前記乳化剤がポリ(エチレングリコー
ル)30ジポリヒドロキシステアレートである、実施形態58に記載の調製方法。
［実施形態６０］
　微粒子を回収し、洗浄し及び粒径に従って機械的篩によって分別することをさらに特徴
とする、実施形態54、55、58又は59のいずれかに記載の調製方法。
［実施形態６１］
　実施形態13～22又は41～50のいずれかに記載のプロドラッグを調製する方法であって、
(a)　生物学的に活性な部分を実施形態56からのヒドロゲルと反応させて一時的な結合を
形成させ、並びに、未反応の生物学的に活性な部分を洗浄及び濾過によって除去する段階
；
(b)　場合により、未反応の反応性官能基を適切なキャッピング試薬でキャッピングし、
並びに、未反応のキャッピング試薬を洗浄及び濾過によって除去する段階；
を含む、前記方法。
［実施形態６２］
　実施形態13～22又は41～50のいずれかに記載のプロドラッグを調製する方法であって、
(a)　スペーサー試薬に生物学的に活性な部分を連結して生物学的に活性な部分-リンカー
コンジュゲートを生じさせる段階；
(b)　段階(a)からの生物学的に活性な部分-スペーサーコンジュゲートを実施形態56のヒ
ドロゲルの反応性官能基と反応させ、並びに、未反応の生物学的に活性な部分-スペーサ
ーコンジュゲートを洗浄及び濾過によって除去する段階；
(c)　場合により、未反応の反応性官能基を適切なキャッピング試薬でキャッピングし、
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並びに、未反応のキャッピング試薬を洗浄及び濾過によって除去する段階；
を含む、前記方法。
［実施形態６３］
　実施形態13～22又は41～50のいずれかに記載のプロドラッグを調製する方法であって、
(a)　リンカー試薬に生物学的に活性な部分を連結して生物学的に活性な部分-リンカーコ
ンジュゲートを生じさせる段階；
(b)　段階(a)からの生物学的に活性な部分-リンカーコンジュゲートを実施形態56のヒド
ロゲルの反応性官能基と反応させ、並びに、未反応の生物学的に活性な部分-リンカーコ
ンジュゲートを洗浄及び濾過によって除去する段階；
(c)　場合により、未反応の反応性官能基を適切なキャッピング試薬でキャッピングし、
並びに、未反応のキャッピング試薬を洗浄及び濾過によって除去する段階；
を含む、前記方法。
［実施形態６４］
　実施形態13～22又は41～50のいずれかに記載のプロドラッグを調製する方法であって、
(a)　実施形態56のヒドロゲルをN-(3-マレイミドプロピル)-21-アミノ-4,7,10,13,16,19-
ヘキサオキサ-ヘンエイコサン酸NHSと反応させることにより当該ヒドロゲルを誘導体化し
てマレイミドで官能基化されたヒドロゲルを生じさせ、並びに、未反応のN-(3-マレイミ
ドプロピル)-21-アミノ-4,7,10,13,16,19-ヘキサオキサ-ヘンエイコサン酸NHSを洗浄及び
濾過によって除去する段階；
(b)　リンカー試薬に生物学的に活性な部分を連結して生物学的に活性な部分-リンカーコ
ンジュゲート(ここで、該リンカーは遊離チオール基(-SH)を含んでいる)を生じさせる段
階；
(c)　段階(b)からの生物学的に活性な部分-リンカーコンジュゲートをpHが5.5～8の範囲
内にある緩衝化水溶液の中で室温～4℃の範囲内の温度で段階(a)からのマレイミドで官能
基化されたヒドロゲルと反応させ、並びに、未反応の生物学的に活性な部分-リンカーコ
ンジュゲートを洗浄及び濾過によって除去する段階；
(c)　未反応の反応性官能基を34-500Daのチオール含有化合物でキャッピングし、並びに
、未反応のキャッピング試薬を洗浄及び濾過によって除去する段階；
を含む、前記方法。
［実施形態６５］
　実施形態13～22又は41～50のいずれかに記載のプロドラッグを調製する方法であって、
(a)　実施形態56のヒドロゲルをN-(3-マレイミドプロピル)-21-アミノ-4,7,10,13,16,19-
ヘキサオキサ-ヘンエイコサン酸NHSエステルと反応させることにより当該ヒドロゲルを誘
導体化してマレイミドで官能基化されたヒドロゲルを生じさせ、並びに、未反応のN-(3-
マレイミドプロピル)-21-アミノ-4,7,10,13,16,19-ヘキサオキサ-ヘンエイコサン酸NHSエ
ステルを洗浄及び濾過によって除去する段階；
(b)　リンカー試薬に生物学的に活性な部分を連結して生物学的に活性な部分-リンカーコ
ンジュゲート(ここで、該リンカーは遊離チオール基(-SH)を含んでおり、及び、該生物学
的に活性な部分はジスルフィド(-S-S-)結合を含んでいる)を生じさせる段階；
(c)　段階(b)からの生物学的に活性な部分-リンカーコンジュゲートをpHが2～5の範囲内
にある緩衝化水溶液の中で室温～4℃の範囲内の温度で段階(a)からのマレイミドで官能基
化されたヒドロゲルと反応させ(ここで、該リンカーはチオール基に連結されており、及
び、該生物学的に活性な部分はジスルフィド(-S-S-)結合を含んでいる)、並びに、未反応
の生物学的に活性な部分-リンカーコンジュゲートを洗浄及び濾過によって除去する段階
；
(d)　未反応の反応性官能基を34-500Daのチオール含有化合物でキャッピングし、並びに
、未反応のキャッピング試薬を洗浄及び濾過によって除去する段階；
を含む、前記方法。
［実施形態６６］
　実施形態13～22又は41～55のいずれかに記載のプロドラッグを調製する方法であって、
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(a)　実施形態56のヒドロゲルを保護されたチオール基を含んでいる低分子量スペーサー
試薬と反応させることにより当該ヒドロゲルを誘導体化してチオールで官能基化されたヒ
ドロゲル(ここで、該チオール基は保護基に連結されている)を生じさせ、並びに、未反応
のスペーサー試薬を洗浄及び濾過によって除去する段階；
(b)　段階(a)からのチオールで官能基化されたヒドロゲルを脱保護し、並びに、放出され
た保護基を洗浄及び濾過によって除去する段階；
(c)　リンカー試薬に生物学的に活性な部分を連結して生物学的に活性な部分-リンカーコ
ンジュゲート(ここで、該リンカーはマレイミド部分を含んでいる)を生じさせる段階；
(d)　段階(c)からの生物学的に活性な部分-リンカーコンジュゲートをpHが5.5～8の範囲
内にある緩衝化水溶液の中で室温～4℃の範囲内の温度で段階(b)からのチオールで官能基
化されたヒドロゲルと反応させ、並びに、未反応の生物学的に活性な部分-リンカーコン
ジュゲートを洗浄及び濾過によって除去する段階；
(e)　未反応の反応性官能基を100-300Daのマレイミド含有化合物でキャッピングし、並び
に、未反応のキャッピング試薬を洗浄及び濾過によって除去する段階；
を含む、前記方法。
［実施形態６７］
　実施形態13～22及び41～50のいずれかに記載のプロドラッグを調製する方法であって、
(a)　実施形態56のヒドロゲルを保護されたチオール基を含んでいる低分子量スペーサー
試薬と反応させることにより当該ヒドロゲルを誘導体化してチオールで官能基化されたヒ
ドロゲル(ここで、該チオール基は保護基に連結されている)を生じさせ、並びに、未反応
のスペーサー試薬を洗浄及び濾過によって除去する段階；
(b)　段階(a)からのチオールで官能基化されたヒドロゲルを脱保護し、並びに、放出され
た保護基を洗浄及び濾過によって除去する段階；
(c)　リンカー試薬に生物学的に活性な部分を連結して生物学的に活性な部分-リンカーコ
ンジュゲート(ここで、該リンカーはマレイミド部分を含んでおり、及び、該生物学的に
活性な部分はジスルフィド(-S-S-)結合を含んでいる)を生じさせる段階；
(d)　段階(b)からの生物学的に活性な部分-リンカーコンジュゲートをpHが2～5の範囲内
にある緩衝化水溶液の中で室温～4℃の範囲内の温度で段階(a)からのチオールで官能基化
されたヒドロゲルと反応させ(ここで、該リンカーはチオール基に連結されており、及び
、該生物学的に活性な部分はジスルフィド(-S-S-)結合を含んでいる)、並びに、未反応の
生物学的に活性な部分-リンカーコンジュゲートを洗浄及び濾過によって除去する段階；
(e)　未反応の反応性官能基を100-300Daのマレイミド含有化合物でキャッピングし、並び
に、未反応のキャッピング試薬を洗浄及び濾過によって除去する段階；
を含む、前記方法。
［実施形態６８］
　実施形態61～67のいずれかに記載の調製方法から得ることができるプロドラッグ。
［実施形態６９］
　注射針で注射可能なプロドラッグを調製する方法であって、
(a)　実施形態61～67のいずれかに記載の調製方法に準じて微粒子の形態にあるプロドラ
ッグを調製する段階；
(b)　前記微粒子を篩にかける段階；
(c)　プロドラッグビーズの粒径が25～80μmであるフラクションを選択する段階；
(d)　段階(c)からのビーズフラクションを注射に適した水性バッファー溶液の中に懸濁さ
せる段階；
を含む、前記方法。
［実施形態７０］
　実施形態69に記載の調製方法から得ることができる、注射針で注射可能なプロドラッグ
。
［実施形態７１］
　内径が300μm未満である注射針を通して注射することが可能な、実施形態69から得られ
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［実施形態７２］
　内径が225μm未満である注射針を通して注射することが可能な、実施形態71に記載のプ
ロドラッグ。
［実施形態７３］
　内径が175μm未満である注射針を通して注射することが可能な、実施形態71に記載のプ
ロドラッグ。
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