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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
変性グリコサミノグリカンであって、以下の構造：
【化１】

に相当し、ここで、
　「ＧＡＧ」は、複数の一級水酸基を有するグリコサミノグリカンであり、
　「ＧＡＧ－Ｏ」は、該グリコサミノグリカン上の水酸基の残基を表し、
　ｎは、２または３であり、そして
　該グリコサミノグリカンの１個の一級水酸基から１００％の一級水酸基が、－ＣＨ２Ｃ
（Ｏ）ＮＨ－ＮＨ－Ｃ（Ｏ）（ＣＨ２）ｎ－ＳＨで置換される、
変性グリコサミノグリカン。
【請求項２】
０．１％～４０％のグリコサミノグリカンの一級水酸基が、－ＣＨ２Ｃ（Ｏ）ＮＨ－ＮＨ
－Ｃ（Ｏ）（ＣＨ２）ｎ－ＳＨで置換される、請求項１に記載の変性グリコサミノグリカ
ン。
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【請求項３】
前記グリコサミノグリカンが、コンドロイチン、コンドロイチン硫酸、デルマタン、デル
マタン硫酸、ヘパリンまたはヘパラン硫酸からなる群より選択される、請求項１または２
に記載の変性グリコサミノグリカン。
【請求項４】
前記グリコサミノグリカンがヒアルロン酸である、請求項１または２に記載の変性グリコ
サミノグリカン。
【請求項５】
「ＧＡＧ－Ｏ－」が、前記ヒアルロン酸に存在するＮ－アセチルグルコサミン残基内の一
級Ｃ－６水酸基である水酸基の残基を表す、請求項４に記載の変性グリコサミノグリカン
。
【請求項６】
複数の二級水酸基をさらに含み、ヒアルロン酸の少なくとも１つの二級水酸基が－ＣＨ２

Ｃ（Ｏ）ＮＨ－ＮＨＣ（Ｏ）（ＣＨ２）ｎ－ＳＨで置換される、請求項５に記載の変性グ
リコサミノグリカン。
【請求項７】
「ＧＡＧ－Ｏ－」が、前記グリコサミノグリカンの繰返し二糖の非ウロン酸糖成分の一級
Ｃ－６水酸基である水酸基の残基を表す、請求項３に記載の変性グリコサミノグリカン。
【請求項８】
前記ＧＡＧが硫酸グリコサミノグリカンを含む、請求項１に記載の化合物。
【請求項９】
前記ＧＡＧが、コンドロイチン硫酸、デルマタン硫酸、およびヘパラン硫酸からなる群よ
り選択される、請求項８に記載の化合物。
【請求項１０】
ｎが２である、請求項１または２に記載の変性グリコサミノグリカン。
【請求項１１】
ｎが３である、請求項１または２に記載の変性グリコサミノグリカン。
【請求項１２】
ｎが２である、請求項４に記載の変性グリコサミノグリカン。
【請求項１３】
ｎが３である、請求項４に記載の変性グリコサミノグリカン。
【請求項１４】
生細胞および請求項１に記載の変性グリコサミノグリカンを含む医薬組成物であって、該
変性グリコサミノグリカンが架橋され得る、医薬組成物。
【請求項１５】
請求項１または請求項２に記載の変性グリコサミノグリカンを含む、医薬組成物。
【請求項１６】
前記変性グリコサミノグリカンのｎの値が２に等しい、請求項１５に記載の組成物。
【請求項１７】
前記変性グリコサミノグリカンが、チオール化された化合物で架橋されている、請求項１
５に記載の組成物。
【請求項１８】
前記チオール化された化合物が、チオール化されたコラーゲンまたはチオール化されたゼ
ラチンである、請求項１７に記載の組成物。
【請求項１９】
前記チオール化された化合物がチオール化されたゼラチンであり、さらに、該チオール化
されたゼラチンが、３，３’－ジチオビス（プロパン酸ジヒドラジド）－変性ゼラチン（
ゼラチン－ＤＴＰＨ）である、請求項１８に記載の組成物。
【請求項２０】
前記変性グリコサミノグリカンが、ポリエチレングリコールジアクリレート（ＰＥＧＤＡ
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）で架橋されている、請求項１５に記載の組成物。
【請求項２１】
一次細胞または不死化細胞の増殖を支援するのに有効な、請求項１に記載の変性グリコサ
ミノグリカンまたは請求項１５に記載の組成物。
【請求項２２】
前記細胞が、腫瘍細胞、線維芽細胞、軟骨細胞、幹細胞、上皮細胞、神経細胞、肝臓から
誘導された細胞、内皮細胞、心細胞、筋肉細胞および骨芽細胞からなる群より選択される
、請求項２１に記載の変性グリコサミノグリカンまたは組成物。
【請求項２３】
移植可能な物品であって、該移植可能な物品が、該移植可能な物品の表面上にコーティン
グを含み、該コーティングが、請求項１に記載の変性グリコサミノグリカンを含み、該物
品が、縫合糸、クラップ、ステント、プロテーゼ、カテーテル、金属ネジ、骨プレート、
ピン、または包帯である、移植可能な物品。
【請求項２４】
外科的処置後の癒着を妨げるための組成物であって、請求項１に記載の変性グリコサミノ
グリカンまたは請求項１５に記載の組成物を含む、組成物。
【請求項２５】
骨または軟骨を修復するための組成物であって、請求項１に記載の変性グリコサミノグリ
カンまたは請求項１５に記載の組成物を含む、組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（謝辞）
　本発明への研究の先導は、国立衛生研究所、助成金番号第ＮＩＨ　５Ｒ０１　ＤＣ０４
６６３、Ｒ４１　ＤＣ００７０１５、およびＲ４１　ＥＢ００４２２６により、一部援助
された。米国連邦政府は、本発明において特定の権利を有し得る。
【０００２】
　（関連出願の相互参照）
　本出願は、米国特許仮出願番号第６０／５２６，７９７号（２００３年１２月４日出願
）に対する優先権を主張する。この出願は、その教示のすべてについて、その出願の全体
が本明細書中に参考として援用される。
【背景技術】
【０００３】
　（背景）
　薬学的用途で高分子を使用することは、大いに注目されている。時によっては、２以上
の高分子を組合せ、複数の活性を持つ新しい高分子骨格を製造することが望ましい場合も
ある。しかし、２または高分子を組み合わせる既存の技術には数多くの困難が存在する。
たとえば、高い機械的強度を持つヒドロゲルを製造するために必要なアルカリ性条件ある
いは高温は、厄介でかつ過酷である。架橋剤を使用して高分子骨格を造り出すことはある
程度の成功を収めているが、架橋剤は比較的小さく、細胞毒性分子であることが多く、ま
た得られる骨格は、微量の未反応試薬および副生物を取り除くために、抽出または広範に
渡って洗浄しなければならず（非特許文献１）、したがって多く医療用途において使用さ
れていなかった。容易な方法で製造することのできる生理学的適合性のある高分子骨格は
、治療的補助として有益になる前に必要である。本明細書には、化合物および２以上の高
分子のような分子を穏やかな条件で結合することのできる方法が記載されている。
【非特許文献１】Ｈｅｎｎｉｎｋ，Ｗ．Ｅ．；ｖａｎ　Ｎｏｓｔｒｕｍ，Ｃ．Ｆ．　Ａｄ
ｖ．Ｄｒｕｇ．Ｄｅｌ．Ｒｅｖ．２００２年，第５４巻，１３－３６頁
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
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　（要旨）
　本明細書には、架橋を促進するために変性された高分子のような化合物が記載されてい
る。一態様では、該高分子は、アルコキシアミノ化反応によって変性され、得られたアル
コキシアミノ化高分子は、それ自身または他の高分子との架橋に供することができる。別
の態様では、該高分子はヒドラジド化合物と反応することができる基で変性され、これは
架橋を促進する。また本明細書には、変性高分子の製造方法および使用方法も記載されて
いる。
【０００５】
　ここで記載される利点は、一部は以下に記載され、一部は該記載から明らかになり、あ
るいは以下に記載される態様の実施によって分かるものもある。以下に記載する利点は、
構成および特に添付の請求の範囲での指摘と組み合わせることによって、実現され到達さ
れるであろう。今まで記載した一般的説明およびこれから記載する詳細な説明はどちらも
例示であり説明のためにあるものであり、これらに限定されるものではないことは理解す
べきである。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　（詳細な説明）
　本発明の化合物、複合体、組成物および／または方法を開示し、説明する前に、以下に
記載の態様は、具体的な化合物、合成方法、または用途に限定されるのではなく、当然変
更しうることを理解すべきである。さらに、本明細書で使用される専門用語は、特定の態
様を記載する目的のためだけに使用するものであり、限定することを意図するものではな
いことも理解すべきである。
【０００７】
　本明細書およびこれに続く請求の範囲において、数多くの定義されている用語に関して
以下の意味を持つことを参考にされたい。
【０００８】
　本明細書および添付の請求の範囲で使用される、単数形「ａ」、「ａｎ」および「ｔｈ
ｅ」は、他に明らかに記載のない限り、複数形を含むものであることに注意しなければな
らない。従って、たとえば、「医薬担体」という記載にはそのような担体などのを２以上
含む混合物も含む。
【０００９】
　「任意の」あるいは「任意に」は、続いて記載される出来事または状況が、起こるかも
しれないし、起こらないかもしれないことを意味し、また、出来事または状況が起こる事
例およびそれが起こらない事例も意味する。たとえば、句「任意に置換された低級アルキ
ル」は、低級アルキル基が置換されたまたは置換されていないことを意味し、これは置換
されていない低級アルキルと置換されている低級アルキルの両方を含む記載であることを
意味する。
【００１０】
　範囲は、本明細書では、１つの特定の値「約」からおよび／または他の特定の値「約」
として表される。そのような範囲で表される場合、別の態様は、１つの特定の値からおよ
び／または別の特定の値までを含む。同様に、先行詞「約」を使用して、値を近似値とし
て表現する場合、特定の値は別の態様を形成すると理解される。さらに、各範囲の終点は
、もう一方の終点との関係において、およびもう一方の終点とは独立して重要であると理
解される。
【００１１】
　組成物または物品における特定の要素または組成の重量の、明細書および最終的な請求
項における基準である重量部は、要素または組成と重量部が表記されているその組成物ま
たは物品の他の品の要素または組成との間の重さ関係を表す。したがって、２重量部の成
分Ｘと５重量部の成分Ｙとを含む化合物において、ＸおよびＹは２：５の重量比で存在し
、かつ該化合物中に他の成分が含まれているかどうかに関わりなく、そのような比で存在
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する。
【００１２】
　成分の重量パーセントは、特に断らない限り、その成分を含む製剤または組成物の全体
の重量に対するものである。
【００１３】
　本明細書および最終的な請求の範囲で使用される化学種の「残基」は、その化学種から
実際に得られるものであるかどうかにかかわらず、化学種、特に反応スキームまたは後続
の製剤や化学製品の結果として得られる生成物の部分を言う。繰返し単位Ａ－Ｂのポリマ
ーで単位Ｂの１つがＣで変性されると、得られるポリマーは、式Ｄ－Ｃ（式中、ＤはＡ－
Ｂポリマーの残りの部分（すなわち残基）である）で表すことができる。
【００１４】
【化３１】

　本明細書および最終的な請求の範囲で使用されるフラグメントは、高分子の部分あるい
は高分子全体を言う。たとえば、繰返し単位Ａ－Ｂを持つポリマーは、以下のように描か
れ、繰返し単位の１つはＣで変性されている。Ｂ－Ｃ単位は、以下に描かれる繰返し単位
Ａ－Ｂを構成するポリマーのフラグメントＥである。
【００１５】

【化３２】

　本出願の全体を通して使用されるＲ１－Ｒ５、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ２０，Ｒ２５－Ｒ３０、
ｎ、ｎ’、ＬＧ、ＡＥ、Ｌ、Ｊ、Ｇ、Ｍ、Ｑ、Ｕ、Ｖ、Ｗ、Ｘ、Ｘ’、Ｘ”、ＹおよびＺ
のような変数は、断らない限り、先に定義した変数と同じである。
【００１６】
　本明細書で使用する用語「アルキル基」は、分岐状のまたは分岐していない、炭素数１
～２４個の飽和炭化水素であり、たとえば、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、ｔ－ブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチル、オクチル、
デシル、テトラデシル、ヘキサデシル、エイコシル、テトラコシルなどが挙げられる。「
低級アルキル」基は、１～６個の炭素を含むアルキル基である。
【００１７】
　本明細書で使用する用語「ポリアルキレン基」は、互いに結合する２以上のＣＨ２基を
有する基である。ポリアルキレン基は、式－（ＣＨ２）ｎ－によって表すことができ、式
中ｎは２～２５の整数である。
【００１８】
　本明細書で使用する用語「ポリエーテル基」は、式－［（ＣＨＲ）ｎＯ］ｍ－（式中、
Ｒは水素または低級アルキル基であり、ｎは１～２０の整数であり、ｍは１～１００の整
数である）で表される基である。ポリエーテル基の例として、ポリエチレンオキシド、ポ
リプロピレンオキシド、およびポリブチレンオキシドが挙げられる。
【００１９】
　本明細書で使用する用語「ポリチオエーテル基」は、式－［（ＣＨＲ）ｎＳ］ｍ－（Ｒ
は水素または低級アルキル基であり、ｎは１～２０の整数であり、ｍは１～１００の整数
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である）で表される基である。
【００２０】
　本明細書で使用する用語「ポリイミノ基」は、式－［（ＣＨＲ）ｎＮＲ］ｍ－（式中、
Ｒはそれぞれ独立して、水素または低級アルキル基であり、ｎは１～２０の整数であり、
ｍは１～１００の整数である）で表される基である。
【００２１】
　本明細書で使用する用語「ポリエステル基」は、少なくとも２個のカルボン酸基を有す
る化合物と少なくとも２個の水酸基を有する化合物との反応によって製造される基である
。
【００２２】
　本明細書で使用する用語「ポリアミド基」は、少なくとも２個のカルボン酸基を有する
化合物と少なくとも２個の置換されていないまたはモノ置換されたアミノ基を有する化合
物との反応によって製造される基である。
【００２３】
　本明細書で使用する用語「アリール基」は、任意の炭素系芳香族基であり、ベンゼン、
ナフタレンなどが挙げられるが、これらに限定されない。また、用語「芳香族」は、芳香
族基の環内に少なくとも１個のヘテロ原子を有する芳香族基として定義される「ヘテロア
リール基」も含む。ヘテロ原子の例として、窒素、酸素、イオウ、およびリンが挙げられ
るが、これらに限定されない。アリール基は、置換されてもよく、また置換されていなく
てもよい。アリール基は、アルキル、アルキニル、アルケニル、アリール、ハライド、ニ
トロ、アミノ、エステル、ケトン、アルデヒド、ヒドロキシ、カルボン酸またはアルコキ
シ（しかしこれらに限定されない）などの基の１以上によって置換されてもよい。
【００２４】
　本明細書で使用する用語「ヒドロカルビル基」は、親炭化水素から水素原子が除かれて
得られる１価の部分を意味する。ヒドロカルビルの代表例として、メチル、エチル、プロ
ピル、ブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチル、オクチル、ノニル、ウンデシル、デシル
、ドデシル、オクタデシル、ノナデシル、エイコシル、ヘニコシル、ドコシル、トリコシ
ル、テトラコシル、ペンタコシルなどの１～２０個の炭素原子を持つアルキル、およびそ
の異性体；フェニル、トリル、キシリル、ナフチル、ビフェニル、テトラフェニルなどの
６～１２個の炭素原子を持つアリール；ベンジル、フェネチル、フェンプロピル、フェン
ブチル、フェンヘキシル、ナフトオクチルなどの７～１２個の炭素原子を持つアラルキル
；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、シクロヘプチル、
シクロオクチルなどの３～８個の炭素原子を持つシクロアルキル；ビニル、アリル、ブテ
ニル、ペンテニル、ヘキセニル、オクテニル、ノネニル、デセニル、ウンデセシル、ドデ
セニル、トリデセニル、ペンタデセニル、オクタデセニルおよびペンタコシニルのような
２～１０個の炭素原子を持つアルケニルおよびその異性体が挙げられる。ヒドロカルビル
基としては、１～２０個（両端を含む）の炭素原子を有するのが好ましい。
【００２５】
　本明細書で使用する用語「置換されたヒドロカルビルおよびヘテロカルビル」は、先に
定義したヒドロカルビルまたはヘテロカルビル部分であって、そこに含まれる１以上の水
素原子が、変性多糖類の望ましい製造に悪影響を与えない化学基と置き換わった部分を意
味する。そのような基の代表的なものとして、アミノ、ホスフィノ、四級窒素（アンモニ
ウム）、四級リン（ホスホニウム）、ヒドロキシ、アミド、アルコキシ、メルカプト、ニ
トロ、アルキル、ハロ、スルホン、スルホキシド、リン酸塩、亜リン酸塩、カルボキシレ
ート、カルバメート基などが挙げられる。
【００２６】
　本明細書で使用する用語「ヒドラジド化合物」は、式ＮＨ２ＮＲＣ（Ｏ）－（式中、Ｒ
は水素、低級アルキル基、アミド基、カルバメート基、水酸基またはハロゲン基である）
で表されるヒドラジド基を少なくとも１個有する任意の化合物である。
【００２７】
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　本明細書で使用する用語「ヒドラジド反応性基」は、ヒドラジド基の一級または二級ア
ミノ基と反応し、新しい共有結合を造ることのできる任意の基である。ヒドラジド反応性
基の例として、ケトン、アルデヒドまたは活性化カルボキシレート基が挙げられるが、こ
れらに限定されない。
【００２８】
　本明細書で使用する用語「アミノオキシエーテル化合物」は、式ＲＯＮＨＲ’（式中、
Ｒは置換されたまたは置換されていないヒドロカルビル基、置換されたまたは置換されて
いないヘテロヒドロカルビル基、ポリアルキレン基、ポリエーテル基、ポリアミド基、ポ
リイミノ基、アリール基、ポリエステル、ポリチオエーテル基、ポリサッカアリール基、
またはこれらの組合せであり、Ｒ’は水素または低級アルキル基である）で表される任意
の化合物である。－ＯＮＨＲ’基は本明細書ではアミノオキシ基と言う。
【００２９】
　本明細書で使用する用語「アミノオキシ反応性基」は、アミノオキシ基のアミノ基と反
応して、新しい共有結合を造ることのできる任意の基である。アミノオキシ反応性基の例
として、ケトン、アルデヒドまたは活性化カルボキシレート基が挙げられるが、これらに
限定されない。
【００３０】
　（Ａ．材料）
　開示される方法および組成物用に使用することができ、それと併用することができ、そ
れの製造において使用することができる材料を記載し、あるいは開示される方法および組
成物の生成物も記載する。これらのおよび他の材料が本明細書で開示され、これらの材料
の組合せ、サブセット、相互作用、基などが開示され、これらの化合物の種々の単独およ
び集団的な組合せおよび置換の具体的な参考は明示的に開示されないかもしれないが、各
々、本明細書で具体的に想定され説明されることが理解される。したがって、もし分子Ａ
、ＢおよびＣのクラスが開示され、分子Ｄ、ＥおよびＦのクラスと組合せ分子Ａ－Ｄの例
が開示されれば、たとえそれぞれが個々に挙げられていなくても、それぞれ、個々に集合
的に想定される。したがって、この例では、組合せＡ－Ｅ、Ａ－Ｆ、Ｂ－Ｄ、Ｂ－Ｅ、Ｂ
－Ｆ、Ｃ－Ｄ、Ｃ－ＥおよびＣ－Ｆはそれぞれ具体的に想定され、Ａ、ＢおよびＣ；Ｄ、
ＥおよびＦ；および例示組合せＡ－Ｄの開示から開示されたものと考えるべきである。同
様に、これらの任意のサブセットまたは組合せも具体的に想定され、開示される。したが
って、たとえば、Ａ－Ｅ、Ｂ－ＦおよびＣ－Ｅのサブグループは具体的に想定され、Ａ、
ＢおよびＣ；Ｄ、ＥおよびＦ；および例示的組合せＡ－Ｄの開示から開示されると考える
べきである。この概念は、開示される組成物の製造および使用方法のステップ（これらに
限定されない）を始めとして全ての態様に適用される。したがって、もし、実施すること
ができる種々の追加のステップがある場合、これらの各追加のステップは、開示された方
法の任意の具体的な実施形態または実施形態の組合せで実施することができ、そのような
組合せのそれぞれは具体的に想定され、開示されていると考えるべきであると理解される
。
【００３１】
　本明細書で記載される任意の化合物、組成物および複合体は、もしそれらが塩またはエ
ステルに変換しうる基を有していれば、医薬的に許容しうるまたはそのエステルでもある
。医薬的に許容しうる塩は、遊離の酸を適量の医薬的に許容しうる塩基で処理することに
よって製造する。医薬的に許容しうる塩基の代表例として、水酸化アンモニウム、水酸化
ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化リチウム、水酸化カルシウム、水酸化マグネシウム
、水酸化第一鉄、水酸化亜鉛、水酸化銅、水酸化アルミニウム、水酸化第二鉄、イソプロ
ピルアミン、トリメチルアミン、ジエチルアミン、トリエチルアミン、トリプロピルアミ
ン、エタノールアミン、２－ジメチルアミノエタノール、２－ジエチルアミノエタノール
、リジン、アルギニン、ヒスチジンなどが挙げられる。
【００３２】
　別の態様では、もし化合物が塩基性基を有する場合は、たとえばＨＣｌまたはＨ２ＳＯ
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４のような酸でプロトン化し、カチオン性塩を製造することができる。一態様では、化合
物を酒石酸でプロトン化し酒石酸塩を製造することができる。一態様では、化合物と酸ま
たは塩基との反応を、水単独または不活性な水混和性有機溶剤との組合せ中で、室温のよ
うな約０℃～約１００℃の温度で行う。適用可能なある態様では、ここに記載の化合物の
使用する塩基に対するモル比は、任意の特定の塩に望ましい比が提供されるように選択さ
れる。たとえば、出発材料が遊離酸のアンモニウム塩を製造する場合は、該出発材料を約
１当量の医薬的に許容しうる塩基で処理して塩を得ることができる。
【００３３】
　エステル誘導体は、一般的に前駆体として製造され、化合物の酸の形とされる。したが
ってプロドラクとして作用できる。通常、これらの誘導体は、メチル、エチルなどの低級
アルキルエステルである。
【００３４】
　（１．高分子）
　ここで開示の高分子は、少なくとも１個のヒドラジド反応性基および／またはアミノオ
キシ反応性基を持つ任意の化合物である。ヒドラジド反応性基およびアミノオキシ反応性
基の例として、塩またはそのエステルを含むカルボキシル基またはアミド基が挙げられる
が、これらに限定されない。ヒドラジド反応性基またはアミノオキシ反応性基は、高分子
上に自然に存在する、または高分子を化学的に変性してヒドラジド反応性基またはアミノ
アルコキシ反応性基を高分子上に導入することもできる。
【００３５】
　一態様では、該高分子は、オリゴヌクレオチド、核酸またはその代謝的に安定な類縁体
、ポリペプチド、脂質、糖タンパク質または糖脂質である。別の態様では、該高分子は、
多糖類、タンパク質または合成ポリマーである。
【００３６】
　（ａ）オリゴヌクレオチド）
　用語「オリゴヌクレオチド」は、リボ核酸またはデオキシリボ核酸のオリゴマーまたは
ポリマーを言う。この用語は、天然の核酸塩基、糖類および共有結合糖間（骨格）結合か
ら構成されるオリゴヌクレオチド、同様に機能する、天然でない部分を持つ変性オリゴヌ
クレオチドを含む。オリゴヌクレオチドは、総称的にヌクレオチドまたはヌクレオシドと
して知られている繰返し単位のポリマーである。変性（天然の）ヌクレオチドは３つの成
分、すなわち（１）その窒素原子の１つによって結合する窒素含有塩基、（２）５－炭素
環状糖および（３）糖の炭素５とエステル結合しているリン酸塩を持つ。オリゴヌクレオ
チド鎖に導入されると、第一ヌクレオチドのリン酸塩は、隣の第二ヌクレオチドの糖の炭
素３ともエステル結合する。未変性オリゴヌクレオチドの「骨格」は、（２）および（３
）、すなわち、第一ヌクレオチドの糖のＣＳ（５’）位置と隣の第二ヌクレオチドのＣ３
（３’）位置との間にあるリン酸ジエステル結合によって互いに結合する糖類からなる。
オリゴヌクレオチドは、特定の核酸との特異なハイブリド化を行うのに十分な同一性と数
を持つヌクレオシドまたはヌクレオチド配列から構成されてもよい。
【００３７】
　（（１）核酸）
　デオキシリボ核酸（ＤＮＡ）、リボ核酸（ＲＮＡ）およびペプチド核酸（ＰＮＡ）のよ
うな核酸は、ある条件で水溶液に溶解するポリマー、ポリイオン性分子である。溶液にお
ける核酸の想定される三次元構造のイオン強度、対イオン、電荷中和、水和反応、有機沈
殿剤、分子組成物などの機能は、当業者に公知である。一態様では、核酸は１本鎖または
２本鎖ＤＮＡまたはＲＮＡであってもよい。
【００３８】
　本明細書では、たとえば、核酸、本明細書で開示する別の任意のタンパク質、種々の機
能性核酸を含む種々の分子を含む、核酸をべースとする種々の分子が開示される。開示さ
れる核酸は、たとえば、ヌクレオチド、ヌクレオチド類縁体またはヌクレオチド置換体で
造られている。本明細書で検討されるこれらのおよび他の分子の例示に限定はない。たと
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えば、ベクターが細胞内で発現した場合、発現ＲＮＡは一般的にＡ、Ｃ、ＧおよびＵで造
られていると理解される。
【００３９】
　（（２）ヌクレオチドおよび関連分子）
　ヌクレオチドは、塩基部分、糖部分およびリン酸塩部分を含む分子である。ヌクレオチ
ドはリン酸塩部分を介して互いに結合することができ、糖部分はヌクレオシド間結合を造
る。ヌクレオチドの塩基部分は、アデニン－９－イル（Ａ）、シトシン－１－イル（Ｃ）
、グアニン－９－イル（Ｇ）、ウラシル－１－イル（Ｕ）、およびチミン－１－イル（Ｔ
）であることが可能である。ヌクレオチドの糖部分は、リボースまたはデオキシリボース
である。ヌクレオチドのリン酸塩部分は、５価のリン酸塩である。ヌクレオチドの例とし
て、３’－ＡＭＰ（３’－アデノシンモノリン酸塩）または５’－ＧＭＰ（５’－グアノ
シンモノリン酸塩）が挙げられるが限定されない。
【００４０】
　ヌクレオチド類縁体は、塩基、糖またはリン酸塩部分のいずれかにある種の変性が加わ
ったヌクレオチドである。ヌクレオチドへの変性は業界でよく知られ、たとえば、５－メ
チルシトシン（５－ｍｅ－Ｃ）、５－ヒドロキシメチルシトシン、キサンチン、ヒポキサ
ンチンおよび２－アミノアデニン、また糖またはリン酸塩部分での変性も挙げられる。
【００４１】
　ヌクレオチド置換体は、ヌクレオチドと類似の機能的特性を持つが、リン酸塩部分を含
まない分子データとえばペプチド核酸（ＰＮＡ）がある。ヌクレオチド置換体は、ワトソ
ン－クリックまたはフーグスティーン法において核酸を認識するが、リン酸塩部分以外の
部分を介して互いに結合する分子である。ヌクレオチド置換体は、適正な標的核酸と相互
作用した場合、二重らせん型構造を満たすことができる。
【００４２】
　また、他のタイプの分子（共役体）をヌクレオチドまたはヌクレオチド類縁体と結合し
、たとえば細胞の摂取を高めることができる。共役体は、ヌクレオチドまたはヌクレオチ
ド類縁体に化学的に結合することができる。そのような共役体として、コレステロール部
分のような脂質部分が挙げられる（Ｌｅｔｓｉｎｇｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，Ｐｒｏｃ．Ｎａ
ｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ，１９８９，８６，６５５３－６５５６）が、これらに
限定されない。
【００４３】
　ワトソン－クリック相互作用は、ヌクレオチド、ヌクレオチド類縁体またはヌクレオチ
ド置換体のワトソン－クリック面との少なくとも１つの相互作用である。．ヌクレオチド
、ヌクレオチド類縁体またはヌクレオチド置換体のワトソン－クリック面として、ヌクレ
オチド、ヌクレオチド類縁体またはヌクレオチド置換体に基づくプリンのＣ２、Ｎ１およ
びＣ６位置、およびヌクレオチド、ヌクレオチド類縁体またはヌクレオチド置換体に基づ
くピリミジンのＣ２、Ｎ３、Ｃ４位置が挙げられる。
【００４４】
　フーグスティーン相互作用は、ヌクレオチドまたはヌクレオチド類縁体のフーグスティ
ーン面上で起こる相互作用であり、二重鎖ＤＮＡの主溝中に現われる。フーグスティーン
面として、プリンヌクレオチドのＮ７位置およびＣ６位置での反応性基（ＮＨ２またはＯ
）が挙げられる。
【００４５】
　このように、核酸は、ヌクレオチドで構成されたポリマーで、総称的に塩基類と呼ばれ
る。核酸分子は、核酸を構成する塩基類の番号によって特徴づけることができる。たとえ
ば、ある実施形態で核酸被検体は、少なくとも１００、１０１、１０２、１０３、１０４
、１０５、１０６、１０７、１０８、１０９、１１０、１１１、１１２、１１３、１１４
、１１５、１１６、１１７、１１８、１１９、１２０、１２１、１２２、１２３、１２４
、１２５、１２６、１２７、１２８、１２９、１３０、１３１、１３２、１３３、１３４
、１３５、１３６、１３７、１３８、１３９、１４０、１４１、１４２、１４３、１４４
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、１４５、１４６、１４７、１４８、１４９、１５０、１５５、１６０、１６５、１７０
、１７５、１８０、１８５、１９０、１９５、２００、２１０、２２０、２３０、２４０
、２５０、２６０、２７０、２８０、２９０、２９５、３００、３２０、３４０、３６０
、３８０、４００、４２５、４５０、４７５、５００、５５０、６００、６５０、７００
、７５０、８００、８５０、９００、９５０、１０００、１１００、１２００、１３００
、１４００、１５００、１６００、１７００、１８００、１９００、２０００、２１００
、２２００、２３００、２４００、２５００、２６００、２７００、２８００、２９００
、３０００、３２００、３４００、３６００、３８００、４０００、４５００、５０００
、５５００、６０００、６５００、７０００、７５００、８０００、８５００、９０００
、９５００、１００００、１１０００、１２０００、１３０００、１４０００、１５００
０、１６０００、１７０００、１８０００、１９０００、２００００、２５０００、５０
０００、１０００００、２０００００、３０００００、４０００００、５０００００およ
び１００００００塩基または塩基ペアの長さである。別の態様では、ＤＮＡまたはＲＮＡ
は少なくとも１，５００塩基または塩基ペアである。
【００４６】
　（ｂ）医薬的に許容しうる化合物）
　一態様では、高分子は、医薬的に許容しうる化合物でありえる。本明細書の一部を構成
するものとしてその全内容を援用する米国特許第６，５６２，３６３号明細書に開示され
る、生物学的に活性な任意の化合物を、医薬的に許容しうる化合物として使用することが
できる。一態様では、医薬的に許容しうる化合物として、生体系において全身的にまたは
障害部位で局所的に感染を予防しうる物質を含み、たとえば、ピロカルピン、ヒドロコル
チゾン、プレドニゾロン、コルチゾン、ジクロフェナクナトリウム、インドメタシン、６
ｏｃ－メチルプレドニゾロン、コルチコステロン、デキサメタゾン、プレドニゾンなど（
これらに限定されない）の抗炎症剤；ペニシリン、セファロスポリン、バシトラシン、テ
トラサイクリン、ドキシサイクリン、ゲンタマイシン、クロロキン、ビダラビンなど（こ
れらに限定されない）を含む抗菌剤；サリチル酸、アセトアミノフェン、イブプロフェン
、ネプロキセン、ピロキシカム、フルルビプロフェン、モルヒネなど（これらに限定され
ない）を含む鎮痛剤；コカイン、リドカイン、ベンゾカインなど（これらに限定されない
）の局所麻酔薬；肝炎、インフルエンザ、はしか、風疹、破傷風、ポリオ、狂犬病などに
対する抗体を刺激するイムノゲン（ワクチン）；酢酸ロイプロリド（ＬＨ－ＲＨアゴニス
ト）、フナファレリンなど（これらに限定されない）を含むペプチドが挙げられる。全て
の化合物は、シグマ化学社（ミルウォーキー、ウィスコンシン州）から入手可能である。
【００４７】
　別の態様では、医薬的に許容しうる化合物は、細胞および組織の成長および生き残りを
助長し、細胞の機能を増強しうる物質または代謝前駆体である。たとえば、ガングリオシ
ド、神経発育因子などの神経成長助長物質；フィブロネクチン（ＦＮ）、ヒト成長ホルモ
ン（ＨＧＨ）、コロニー刺激因子、骨形態形成タンパク質、血小板由来増殖因子（ＰＤＧ
Ｆ）、インシュリン由来増殖因子（ＩＧＦ－Ｉ、ＩＧＦ－ＩＩ）、トランスホーミング増
殖因子－α（ＴＧＦ－α）、トランスホーミング増殖因子－β（ＴＧＦ－β）、上皮増殖
因子（ＥＧＦ）、線維芽細胞増殖因子（ＦＧＦ）、インターロイキン－１（ＩＬ－１）、
血管内皮細胞増殖因子（ＶＥＧＦ）およびケラチノサイト増殖因子（ＫＧＦ）、乾燥骨材
料などの硬組織または軟組織成長助長剤；メトトレキサート、５－フルオロウラシル、ア
ドリアマイシン、ビンブラスチン、シスプラチン、毒素に共役する腫瘍特異抗体、腫瘍壊
死因子などの抗腫瘍剤が挙げられる。
【００４８】
　別の態様では、医薬的に許容しうる化合物は、プロゲステロン、テストステロン、およ
び卵胞刺激ホルモン（ＦＳＨ）（バースコントロール、受胎率強化）、インシュリンなど
のホルモン；ジフェンヒドラミンなどの抗ヒスタミン薬；パパベリン、ストレプトキナー
ゼなどの心臓血管剤；ヨウ化イソプロパミドなどの潰瘍治療剤；メタプロターナルサルフ
ェイト、アミノフィリンなどの気管支拡張薬；テオフィリン、ナイアシン、ミノキシジル
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などの血管拡張薬；トランキライザー、Ｂ－アドレナリン遮断薬、ドーパミンなどの中枢
神経系作用薬；リスペリドンのような抗精神病薬、ナルトレキソン、ナロキソン、ブプレ
ノルフィンのような抗麻酔薬；他の類似の物質を含みうる。全ての化合物は、シグマ化学
社（ミルウォーキー、ウィスコンシン州）から入手可能である。
【００４９】
　（ｃ）脂質）
　一態様では、中性脂質として合成または天然リン脂質を含むことができるが、これらに
限定されない。必要ではないが、中性脂質は、一般的に２個の炭化水素鎖、たとえば、ア
シル鎖と極性、非極性または双極性ヘッド基とを有する。該２個の炭化水素鎖はどのよう
な長さであってもよい。一態様では、炭化水素鎖は、約１４～約２２個の炭素原子の長さ
であり、不飽和度は様々に変わりうる。別の態様では、中性脂質は高分子量であり、高い
融解温度を有する。
【００５０】
　中性リポソームを造るためにここで記載する方法および組成物において使用することの
できる中性脂質として、フォスファチジルコリン（ＰＣ）、フォスファチジルエタノール
アミン（ＰＥ）、スフィンゴミエリン（ＳＰＭ）、ジステアロイルフォスファチジルコリ
ン（ＤＳＰＣ）、ジパルミトイルフォスファチジルコリン（ＤＰＰＣ）、ジミリストイル
フォスファチジルコリン（ＤＭＰＣ）、ジアラキドノイルフォスファチジルコリン（ＤＡ
ＰＣ）、卵フォスファチジルコリン、水添ダイズフォスファチジルコリン（ＨＳＰＣ）、
グリコスフィンゴ脂質およびグリコグリセロ脂質、およびコレステロールのようなステロ
ールが挙げられるが、これらに限定されない。これらは単独あるいは他の脂質との混合物
として用いられる。一態様では、中性脂質は、ジステアロイル－フォスファチジルコリン
である。そのような中性脂質は、市場で得ることができ、または当業者に公知の方法によ
って製造することができる。
【００５１】
　適切なアニオン脂質として、フォスファチジルグリセリン、フォスファチジルセリンま
たはホスファチジン酸ヘッド基と、２個の約１４～約２２個の炭素原子を含む飽和脂肪酸
鎖とを含むリン脂質が挙げられるが、これに限定されない。他の適切なアニオン脂質とし
て、フォスファチジルセリン（ＰＳ）、フォスファチジルグリセリン（ＰＧ）、ホスファ
チジン酸（ＰＡ）、フォスファチジルイノシトール（ＰＩ）、カルジオリピン、ジミリス
トイルフォスファチジルグリセリン（ＤＭＰＧ）およびジパルミトイルフォスファチジル
グリセリン（ＤＰＰＧ）が挙げられるが、これらに限定されない。一態様では、アニオン
脂質は、ジミリストイルフォスファチジルグリセリンである。このようなアニオン脂質は
、市場で得ることができ、または当業者に公知の方法によって製造することができる。
【００５２】
　一態様では、脂質は、イノシトールヘッド基が０，１または２個のリン酸塩を有する任
意のホスホイノシチドでもよい。別の態様では、脂質はリゾ脂質であってもよく、リゾホ
スファチジン酸（ＬＰＡ）、リゾフォスファチジルコリン（ＬＰＣ）およびリゾフォスフ
ァチジルイノシトール（ＬＰＩ）が挙げられるが、これらに限定されない。別の態様では
、脂質は、スフィンゴ脂質であってもよく、スフィンゴシン－１－リン酸塩（ＳＩＰ）ま
たはスフィンゴファチジルコリン（ＬＰＣ）が挙げられるが、これらに限定されない。別
の態様では、脂質はセラミドであってもよい。
【００５３】
　（ｄ）多糖類）
　本発明では業界で公知の任意の多糖類を使用することができる。多糖類の例として、デ
ンプン、セルロース、グリコーゲンまたはアルギン酸、ペクチンまたはカルボキシメチル
セルロースのようなカルボキシル化多糖類が挙げられる。一態様では、多糖類はグリコサ
ミノグリカン（ＧＡＧ）である。ＧＡＧは多くの交代性サブユニットを持つ一分子である
。たとえば、ＨＡは（ＧｌｃＮＡｃ－ＧＩｃＵＡ－）ｘである。他のＧＡＧは異なる糖で
硫酸化している。ＧＡＧは総称的に式Ａ－Ｂ－Ａ－Ｂ－Ａ－Ｂ（式中、Ａはウロン酸であ
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り、ＢはＯ－またはＮ－硫酸化されているアミノ糖であり、ＡおよびＢ単位はエピマー含
量または硫酸化に関し異質性でありえる）で表される。
【００５４】
　ＧＡＧは、たとえば、コンドロイチン、コンドロイチン硫酸、デルマタン、デルマタン
硫酸、ヘパリン、またはヘパリン硫酸のような開示された組成物に包含される、通例理解
されている構造を持つ多くの異なるタイプがある。業界で知られている任意のＧＡＧを、
ここで記載される任意の方法で使用することができる。グリコサミノグリカンはシグマお
よび多くの別の生化学供給者から購入することができる。多糖類を含むカルボン酸の中で
も、アルギン酸、ペクチンおよびカルボキシメチルセルロースは、ここに記載される方法
において有用である。
【００５５】
　一態様では、多糖類はヒアルロン酸（ＨＡ）である。ＨＡは非硫酸化ＧＡＧである。ヒ
アルロン酸はよく知られており、２個の交互結合した糖、Ｄ－グルクロン酸およびＮ－ア
セチルグルコサミンで構成される天然の水溶性多糖類である。ポリマーは、親水性で、比
較的低い溶質濃度の水溶液中で高い粘性を示す。自然にはしばしばナトリウム塩、ヒアル
ロン酸ナトリウムとして存在する。市販のヒアルロン酸およびその塩を製造する方法は、
よく知られている。ヒアルロン酸は、生化学社、クリアソリューションズバイオテック社
、ファルマシア社、シグマ社および他の多くの供給者から購入することができる。高分子
量ヒアルロン酸は、しばしば１００～１０，０００個の二糖単位の範囲内である。別の態
様では、ヒアルロン酸の分子量の下限は、１，０００Ｄａ、２，０００Ｄａ、３，０００
Ｄａ、４，０００Ｄａ、５，０００Ｄａ、６，０００Ｄａ、７，０００Ｄａ、８，０００
Ｄａ、９，０００Ｄａ、１０，０００Ｄａ、２０，０００Ｄａ、３０，０００Ｄａ、４０
，０００Ｄａ、５０，０００Ｄａ、６０，０００Ｄａ、７０，０００Ｄａ、８０，０００
Ｄａ、９０，０００Ｄａまたは１００，０００Ｄａからであり、上限は、２００，０００
Ｄａ、３００，０００Ｄａ、４００，０００Ｄａ、５００，０００Ｄａ、６００，０００
Ｄａ、７００，０００Ｄａ、８００，０００Ｄａ、９００，０００Ｄａ、１，０００，０
００Ｄａ、２，０００，０００Ｄａ、４，０００，０００Ｄａ、６，０００，０００Ｄａ
、８，０００，０００Ｄａまたは１０，０００，０００Ｄａである。どの下限も、任意の
上限と組み合わせることができる。別の態様では、式ＩＩＩ中のＹはヒアルロン酸ではな
い。
【００５６】
　（（１）変性グリコサミノグリカン）
　一態様では、業界における任意のグリコサミノグリカンは、化学的に変性され、グリコ
サミノグリカン上に存在する水酸基の少なくとも１個がヒドラジド反応性基で置換され、
変性グリコサミノグリカンを生成することができる。グリコサミノグリカンは通常、複数
の水酸基を有する。本明細書で使用する句「グリコサミノグリカン上に存在する水酸基の
少なくとも１個がヒドラジド反応性基またはアミノオキシ反応性基と化学的に置換された
」は、グリコサミノグリカン上に存在する水酸基の化学的操作により、水酸基の水素をヒ
ドラジド反応性基またはアミノオキシ反応性基と置き換えるまたは置換することを言う。
【００５７】
　一態様では、変性グリコサミノグリカンは（ａ）グリコサミノグリカンと塩基とを反応
させ、脱プロトン化グリコサミノグリカンを生成し、（ｂ）該脱プロトン化グリコサミノ
グリカンをヒドラジド反応性基またはアミノオキシ反応性基を少なくとも１つ含む化合物
と反応させることによって生成する。理論に縛られるつもりはないが、塩基が少なくとも
１個の水酸基を脱プロトン化し、グリコサミノグリカンの対応アルコキシドを生成すると
考えられている。元来一過性であるアルコキシドは、次いで少なくとも１個のヒドラジド
反応性基またはアミノオキシ反応性基を持つ化合物と反応し、変性グリコサミノグリカン
を生成する。脱プロトン化グリコサミノグリカンは、反応条件に応じて、ヒドラジド反応
性基またはアミノオキシ反応性基と反応させてもよいし、させなくてもよい。ステップ（
ａ）および（ｂ）は、ステップ（ａ）の後脱プロトン化グリコサミノグリカンを単離し、
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次いでステップ（ｂ）進むように、段階的に行うこともでき、あるいはステップ（ａ）お
よび（ｂ）をそのまま順番に行うこともできる。
【００５８】
　ｐＨ、反応温度、溶剤および塩基のような反応条件に依るが、グリコサミノグリカン上
に存在する水酸基はどれもヒドラジド反応性基またはアミノオキシ反応性基で置換するこ
とができる。さらに、ヒドラジド反応性基またはアミノオキシ反応性基で置換される水酸
基の数は、反応条件によって変化する。変性グリコサミノグリカンの合成を行うための反
応条件を以下に検討する。
【００５９】
　脱プロトン化グリコサミノグリカンを生成するために、業界で知られている任意の塩基
を使用することができる。有用な塩基の例として、水酸化物、アルコキシド、炭酸塩、ア
ミン、リン酸塩またはアミドを含む塩基が挙げられるが、これらに限定されない。一態様
では、ナトリウム、カリウムまたは水酸化アンモニウムである。アルコキシドおよび炭酸
塩も使用することができる。本発明で有用なアミドの例として、カリウムヘキサメチルジ
シラジド、ナトリウムヘキサメチルジシラジド、リチウムジイソプロピルアミド、リチウ
ムヘキサメチルジシラジド、およびリチウム２，２，６，６－テトラメチルピペリジンが
挙げられるがこれらに限定されない。塩基がアミドの場合、非水性溶剤を使用すべきこと
は、当業者には理解される。二級アミンの例として、モルフォリン、ジイソプロピルアミ
ン、ピロリジン、２，２，６，６－テトラメチルピペリジンが挙げられるがこれらに限定
されない。三級アミンの例として、ジメチルエチルアミン、トリエチルアミン、ピリジン
、ジイソプロピルエチルアミン、コリジン、またはジアザビシクロノナン（ＤＡＢＣＯ）
が挙げられるが、これらに限定されない。
【００６０】
　グリコサミノグリカンを脱プロトン化するために使用される塩基の量も、所望の置換の
程度によって変化する。一態様では、脱プロトン化を水溶液中で行う場合、充分な脱プロ
トン化を確保するために、グリコサミノグリカンに対し過剰の塩基を使用する。
【００６１】
　変性グリコサミノグリカンの合成は、通常、溶剤の存在下で行う。水、有機溶剤または
これらの組合せを反応溶剤として使用することができる。一態様では、有機溶剤として、
アルコール、エーテルまたはハロゲン化溶剤を使用することができる。本発明で有用な有
機溶剤の例として、ジクロロメタン、ジメチルフォルムアミド、ジメチルスルホキシド、
ジオキサン、Ｎ－メチルモルフォリン、スルホラン、Ｎ－メチルピロリドン、テトラヒド
ロフラン、ジエチルエーテル、トルエン、ジメトキシエタン、ｔ－ブチルメチルエーテル
、またはこれらの混合物が挙げられるが、これらに限定されない。
【００６２】
　反応温度および時間は、塩基をグリコサミノグリカンに加える場合、変化しうる。一態
様では、塩基はグリコサミノグリカンに－５℃～８０℃で加えられる。別の態様では、反
応温度の下限は－４５℃、－４０℃、－３５℃、－３０℃、－２５℃、－２０℃、または
－１５℃であり、上限は、－５℃、－１０℃、－１５℃、－２０℃、－２５℃、０℃、２
０℃、４０℃、または６０℃である。ここで、いずれの下限温度も任意の上限温度と組み
合わせることができる。塩基はグリコサミノグリカンと３０秒～１００時間の間で反応さ
せられる。他に、時間の下限は、１、５、１０、１５分であってもよく、上限は１００時
間、９０　時間、８０時間、７０時間、６０時間、５０時間、４０時間、３０時間、２０
時間、１０時間、５時間、２時間、１時間、３０分、１５分、１０分または５分であって
もよい。ここで、いずれの下限の時間も任意の上限時間と組み合わせることができる。
【００６３】
　脱プロトン化グリコサミノグリカンを生成した後、少なくとも１個のヒドラジド反応性
基またはアミノオキシ反応性基を有する化合物を、脱プロトン化グリコサミノグリカンと
反応させる。ヒドラジド反応性基および／またはアミノオキシ反応性基を持つ、脱プロト
ン化グリコサミノグリカンと反応しうる任意の化合物を、変性グリコサミノグリカンを生
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成するために使用することができる。一態様では、少なくとも１個のヒドラジド反応性基
および／またはアミノオキシ反応性基を持つ化合物は、脱プロトン化グリコサミノグリカ
ンとの反応の場合、脱離基と化合物との間の結合が破壊され、脱プロトン化グリコサミノ
グリカンの酸素と脱離基に結合する原子、普通炭素、との間に新しい結合を形成する脱離
基を有する。脱離基は、化合物を求核試薬と反応させる場合、化合物から容易に遊離する
任意の基である。脱離基の例として、フッ素、塩素、臭素、またはヨウ素のようなハロゲ
ン、炭酸塩、アンモニウム基、トシレート、メシレート、リン酸塩、またはトリフラート
などの活性化脱離基が挙げられるが、これらに限定されない。求核置換によって新しい結
合を形成するために脱離基を使用することは、業界では広く知られている。別の態様では
、ヒドラジド反応性基またはアミノオキシ反応性基がエステルである場合、該エステルは
アンモニウム基、またはトシレート、メシレート、リン酸塩またはトリフラートなど（こ
れらに限定されない，）の、脱離基がカルボニル炭素に結合する脱離基で活性化すること
ができる。
【００６４】
　一態様では、少なくとも１個のヒドラジド反応性基またはアミノオキシ基を持つ化合物
は、式ＬＧ－Ｌ－Ｇ（式中、ＬＧは脱離基であり；Ｌは、置換されたまたは置換されてい
ないヒドロカルビル基、置換されたまたは置換されていないヘテロヒドロカルビル基、ポ
リアルキレン基、ポリエーテル基、ポリアミド基、ポリイミノ基、アリール基、ポリエス
テル、ポリチオエーテル基、ポリサッカリル基またはこれらの組合せであり；Ｇは、先に
定義したヒドラジド反応性基またはアミノオキシ反応性基である）で表される。一態様で
は、ＬＧはハロゲンでありうる。別の態様では、Ｌは式（ＣＨ２）ｎ）（式中、ｎは１、
２、３、４、５、６、７、８、９または１０である）で表されるポリアルキレン基でもよ
い。別の態様では、ＧはＣＯ２Ｈまたはその塩またはエステルでもよい。式ＬＧ－Ｌ－Ｇ
で表される化合物が脱プロトン化グリコサミノグリカンと反応すると、水酸基の脱プロト
ン化酸素とＬとの間に共有結合が形成され、ＬＧ－が生成する。
【００６５】
　先に記載したように、グリコサミノグリカンの選択性および置換の程度は、選択される
反応条件によって変化する。たとえば、選択されるグリコサミノグリカンに依って、或る
ヒドロキシルプロトンは他のものよりより酸性になる。したがって、脱プロトン化ステッ
プにおいてｐＨ（すなわち、塩基の量およびタイプ）を変化させることによって、１つの
クラスの水酸基を他のものより優先的に脱プロトン化することが可能である。
【００６６】
　一態様では、グリコサミノグリカン上に存在する１００％の水酸基に対する単一ヒドロ
キシルを脱プロトン化し置換することができる。一態様では、グリコサミノグリカンの一
級水酸基を、ヒドラジド反応性基またはアミノオキシ反応性基で化学的に置換する。グリ
コサミノグリカンがヒアルロン酸以外の任意の化合物である場合、グリコサミノグリカン
の一級水酸基は、グリコサミノグリカンの繰返し二糖の非ウロン酸糖成分のＣ－６水酸基
である。グリコサミノグリカン上に存在する他の全ての水酸基を本明細書では、二級水酸
基と言う。
【００６７】
　一態様では、グリコサミノグリカンがヒアルロン酸である場合、少なくとも１個の一級
水酸基がヒドラジド反応性基またはアミノオキシ反応性基で化学的に置換される。ヒアル
ロン酸である場合、一級水酸基はＮ－アセチルグルコサミン残基のＣ－６水酸基である。
一級水酸基でない、ヒアルロン酸中に存在する他の全ての水酸基を、本明細書では、二級
水酸基と言う。
【００６８】
　一態様では、グリコサミノグリカンの１個の一級水酸基から１００％の一級水酸基をヒ
ドラジド反応性基またはアミノオキシ反応性基で置換することができる。一態様では、ヒ
アルロン酸の０．１％～４０％、０．１％～３０％、０．１％～２０％、０．１％～１０
％または０．１％～５％の一級水酸基を置換することができる。別の態様では、ヒアルロ
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ン酸の０．１％、０．５％、１％、２％、３％、５％、１０％、１５％、２０％、２５％
または３０％の一級水酸基から４０％、４５％、５０％、５５％、６０％、６５％、７０
％、７５％、８０％、８５％、９０％、９５％または１００％の一級水酸基を置換するこ
とができる。ここで、いかなる下限も任意の上限と組み合わせることができる。別の態様
では、グリコサミノグリカンの１以上の一級水酸基が置換されている場合、反応条件に依
っては、１以上の二級水酸基もヒドラジド反応性基またはアミノオキシ反応性基で置換さ
れうる。
【００６９】
　一態様では、変性グリコサミノグリカンは、ＣＨ２ＣＯ２Ｈまたはその塩またはエステ
ルで置換された一級水酸基を少なくとも１つ持ち、ＣＨ２基が脱プロトン化グリコサミノ
グリカンの酸素と共役的に結合しているヒアルロン酸でもありえる。
【００７０】
　（（２）糖脂質および糖タンパク質）
　一態様では、高分子は、少なくとも１個のヒドラジド反応性基またはアミノオキシ反応
性基を持つ糖脂質でありえる。糖脂質の例として、ＭＧＤＧ、ジアシルグルコピラノシル
グリセリンおよび脂質Ａが挙げられるが、これらに限定されない。米国特許第６，６３５
，６２２号明細書（これは本明細書の一部を構成するものとしてその全内容を援用する）
に開示されている糖脂質は本発明で使用することができる。
【００７１】
　別の態様では、高分子として、少なくとも１個のヒドラジド反応性基またはアミノオキ
シ反応性基を持つ糖タンパク質もありえる。糖脂質の例として、オルソムコイドα－１－
酸糖タンパク質（ＡＡＧ）およびα－１－糖タンパク質が挙げられるが、これらに限定さ
れない。米国特許第６，６１７，４５０号明細書および第６，６５６，７１４号明細書（
これらは本明細書の一部を構成するものとしてその全内容を援用する）に開示する糖脂質
を本発明で使用することができる。
【００７２】
　（ｅ）合成ポリマー）
　業界で知られている任意の合成ポリマーを、本明細書に記載される組成物および方法に
おいて使用することができる。一態様では、合成ポリマーはグルクロン酸、ポリアクリル
酸、ポリアスパラギン酸，、ポリ酒石酸、ポリグルタミン酸またはポリフマル酸である。
【００７３】
　（ｆ）タンパク質）
　任意のタイプのタンパク質を、本明細書に記載する組成物および方法において使用する
ことができる。たとえば、タンパク質として、ペプチドまたはタンパク質またはペプチド
のフラグメントを挙げることができる。タンパク質は任意の長さのものを使用することが
でき、１以上のアミノ酸またはその変形体を含むことができる。タンパク質（複数を含む
）は、分析の前に、タンパク質分解酵素消化などによってフラグメント化するこができる
。
【００７４】
　本明細書に記載する方法において有用なタンパク質としては、細胞外マトリクスタンパ
ク質、化学的に変性された細胞外マトリクスタンパク質、または部分加水分解された細胞
外マトリクスタンパク質誘導体が挙げられるが、これらに限定されない。タンパク質は、
細胞双方向性ドメインを有する天然または組み換えポリペプチドであってもよい。また、
タンパク質は１以上のタンパク質が変性されている、タンパク質の混合物もありえる。タ
ンパク質の具体的な例として、コラーゲン、エラスチン、デコリン、ラミニンまたはフィ
ブロネクチンが挙げられるが、これらに限定されない。
【００７５】
　（（１）タンパク質の変形体）
　本明細書で検討したように、公知であり、ここで想定される数多くのタンパク質変形体
が存在する。タンパク質変形体および誘導体は、当業者によく理解されており、アミノ酸
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配列変性も含まれる。たとえば、アミノ酸配列変性は一般的に、置換型、挿入型、または
削除方変形体の３つのクラスの１以上に分類される。挿入型には、アミノおよび／または
カルボキシル末端融合と、単一または多重アミノ酸残基の配列内挿入とが含まれる。通常
の挿入は、アミノまたはカルボキシル末端融合の挿入より小さな挿入であり、たとえば、
１個から４個の残基オーダーで行われる。実施例に記載するような免疫原性融合タンパク
質誘導体は、試験管内での架橋または融合をエンコードするＤＮＡで転換された組み換え
細胞培養物によって標的配列に免疫抗原性を確認できるのに充分な大きさを持つポリペプ
チドを融合することによって造られる。削除は、タンパク質配列から１以上のアミノ酸残
基が除去されることで特徴付けられる。一般的に，約２個～６個以下の残基がタンパク質
分子内の任意の１部位で除去される。これらの変形体は通常、タンパク質をエンコードす
るＤＮＡ内のヌクレオチドの部位特異的突然変異によって生成され、これによって変形体
をエンコードするＤＮＡが造られ、その後、組み換え細胞培養物内にＤＮＡが発現する。
公知の配列を持つＤＮＡにおいて、所定の部位で置換変異を起こす技術は公知であり、た
とえば、Ｍ１３プライマー変異誘発およびＰＣＲ変異誘発がある。アミノ酸置換は、一般
的に単一残基に関するものであるが、多くの異なる位置で、一度に行うこともでき、挿入
は、普通、約１～約１０個のアミノ酸残基のオーダーで行われるが、削除は、約１～約３
０個の残基の範囲内で行われる。削除または挿入は、隣り合うペアで行われること、すな
わち２残基の削除または２残基の挿入が好ましい。置換、削除、挿入またはこれらの任意
の組合せは、最終生成物に到達するように組み合わせてよい。突然変異体は、読み取り枠
の外にその配列を置いてはならない。また、二級ｍＲＮＡ構造を造りうる相補領域を造ら
ないのが好ましい。置換変形体は、少なくとも１個の残基が取り除かれ、その場所に異な
る残基が挿入された変形体である。そのような置換は、通常、以下の表１および２に従っ
て行われ、保守的置換と言う。
【００７６】
　（表１：アミノ酸略称）
【００７７】
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【００７８】
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【表２】

　機能または免疫学的な一致における実質的な変化は、表２にある置換より保守的でない
置換を選択することによって、すなわち、（ａ）置換の区域にあるポリペプチド骨格の構
造、たとえば、シートまたはヘリカル構造として、（ｂ）標的部位での分子の変化または
疎水性、または（ｃ）側鎖の嵩を保持する効果において、より大きく相違する残基を選択
することによって行われる。通常、タンパク質特性において最も大きな変化がよそうされ
る置換は、（ａ）親水性残基、たとえば、セリルまたはスレオニルが疎水性残基、たとえ
ば、ロイシル、イソロイシル、フェニルアラニル、バリル、またはアラニルで置換される
；（ｂ）システインまたはプロリンが他の任意の残基で置換される；（ｃ）電気陽性鎖を
持つ残基、たとえば、リシル、アルギニル、またはヒスチジルが、電気陰性残基、グルタ
ミルまたはアルパラチルで置換される；または（ｄ）嵩高い側鎖を持つ残基、たとえばフ
ェニルアラニンがそれを持たない側鎖、たとえばこの場合グリジンで置換する置換であり
、（ｅ）硫酸化および／またはグルコシル化のために部位の数を増やすことによって行わ
れる。
【００７９】
　たとえば、生物学的および／または化学的に類似した、アミノ酸残基を他のものと置き
換えることは、保守的置換として、当業者に知られている。たとえば、保守的置換は、１
個の疎水性残基を他のものと置き換え、または１個の極性残基を他のものと置き換える。
置換は、たとえば、ＧｌｙおよびＡｌａ；Ｖａｌ、ＩｌｅおよびＬｅｕ；ＡｓｐおよびＧ
ｌｕ；ＡｓｎおよびＧｌｎ；ＳｅｒおよびＴｈｒ；ＬｙｓおよびＡｒｇ；ＰｈｅおよびＴ
ｙのような組合せを含む。明示的に開示する各配列のこのような保守的に置換された変形
は、ここで提供されるモザイクポリペプチドの範囲内に包含される。
【００８０】
　置換型または削除型変異誘発は、Ｎ－グルコシル化（Ａｓｎ－Ｘ－Ｔｈｒ／Ｓｅｒ）ま
たはＯ－グルコシル化（ＳｅｒまたはＴｈｒ）のための部位を挿入するために使用するこ
とができる。システインまたは他の不安定な残基の削除も望ましい。潜在的なタンパク質
分解部位、たとえばＡｒｇの削除または置換は、たとえば、塩基性残基のそれを削除また
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はグルタミニルまたはヒスチジル残基でそれを置換することによって達成する。
【００８１】
　ある翻訳後誘導体形成は、発現したポリペプチド上の組み換えホスト細胞の作用の結果
である。グルタミニルおよびアスパラギニル残基は、頻繁に翻訳後脱アミノ化し、対応す
るグルタミルおよびアスパリル残基となる。あるいは、これらの残基は弱酸性条件下で脱
アミノ化する。他の翻訳後変性として、プロリンおよびリジンのヒドロキシル化、セリル
またはスレオニル残基の水酸基のリン酸化、リジン、アルギニンおよびヒスチジン側鎖の
ｏ－アミノ基のメチル化（Ｔ．Ｅ．Ｃｒｅｉｇｈｔｏｎ，Ｐｒｏｔｅｉｎｓ：Ｓｔｒｕｃ
ｔｕｒｅ　ａｎｄ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ，Ｗ．Ｈ．Ｆｒｅｅｍａ
ｎ＆Ｃｏ．，Ｓａｎ　Ｆｒａｎｃｉｓｃｏ　ｐｐ７９－８６（１９８３））、Ｎ－末端ア
ミンのアセチル化、およびある場合は、Ｃ－末端カルボキシルのアミノ化が上げられる。
【００８２】
　本明細書で開示されるタンパク質の変形体および誘導体を定義する１つの方法は、具体
的な公知の配列に対する相同性／同一性の用語で、変形体および誘導体を定義することに
よって行われることが理解される。２つのタンパク質の相同性をどのようにして決定する
かは、当業者であれば、簡単に理解する。たとえば、相同性は、２つの配列を相同性が最
も高いレベルになるように配列した後計算することができる。
【００８３】
　相同性を計算する別の方法は、刊行されたアルゴリズムによって行うことができる。比
較のための配列の最適な整列化は、Ｓｍｉｔｈ　ａｎｄ　Ｗａｔｅｒｍａｎ　Ａｄｖ．Ａ
ｐｐｌ．Ｍａｔｈ．２：４８２（１９８１）の局所相同性アルゴリズム、Ｎｅｅｄｌｅｍ
ａｎ　ａｎｄ　Ｗｕｎｓｃｈ，Ｊ．ＭｏＬ　Ｂｉｏｌ．４８：４４３（１９７０）の相同
性整列化アルゴリズム、Ｐｅａｒｓｏｎ　ａｎｄ　Ｌｉｐｍａｎ，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．
Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．Ｕ．Ｓ．Ａ．８５：２４４４（１９８８）の類似法の調査、これらの
アルゴリズムのコンピューター化された実施（ＧＡＰ，ＢＥＳＴＦＩＴ，ＦＡＳＴＡ，ａ
ｎｄ　ＴＦＡＳＴＡ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｗｉｓｃｏｎｓｉｎ　Ｇｅｎｅｔｉｃｓ　Ｓｏｆｔ
ｗａｒｅ　Ｐａｃｋａｇｅ，Ｇｅｎｅｔｉｃｓ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｇｒｏｕｐ，５７５
Ｓｃｉｅｎｃｅ　Ｄｒ．Ｍａｄｉｓｏｎ，ＷＩ）、または検査によって行ってもよい。
【００８４】
　相同性が同じタイプは、たとえば、核酸に関して、Ｚｕｋｅｒ，Ｍ．Ｓｃｉｅｎｃｅ２
４４：４８－５２，１９８９，Ｊａｅｇｅｒ　ｅｔ　ａｌ．Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａ
ｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ８６：７７０６－７７１０，１９８９，Ｊａｅｇｅｒ　ｅｔ　ａｌ．
Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｅｎｚｙｍｏｌ．１８３：２８１－３０６，１９８９（これらは本明細
書の一部を構成するものとして少なくとも核酸整列化に関連する内容を援用する）で開示
するアルゴリズムによって得ることができる。
【００８５】
　保守的突然変異および相同性の記載は、変形体が保守的突然変異である特定の配列に対
して少なくとも７０％相同性を持つ実施形態のように、任意の組合せで組み合わせること
ができると理解される。
【００８６】
　この明細書で種々のタンパク質およびタンパク質配列を検討するように、それらのタン
パク質配列をエンコードすることのできる核酸もまた開示されていると理解される。これ
は、特定のタンパク質配列に関連する全ての変質した配列、すなわち、１つの特定のタン
パク質配列をエンコードする全ての核酸とともに、変質した核酸を含み、タンパク質配列
の開示された変形体および誘導体をエンコードする全ての核酸も含む。したがって、たと
え特定の各核酸配列が本明細書に記載されていなくても、各および全ての配列が、開示さ
れたタンパク質配列を通して、実際、本明細書に開示され、記載されていると理解される
。また、アミノ酸配列が、特定のＤＮＡ配列がそのそのタンパク質を生体内にエンコード
していることを示唆されていなくても、開示されたタンパク質の特定の変形体が本明細書
で開示されいる場合、そのタンパク質が発生する該タンパク質をエンコードする公知の核
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酸配列もまた公知で、本明細書に開示され、記載されていると理解される。
【００８７】
　開示される組成物に導入することのできる数多くのアミノ酸およびペプチド類縁体が存
在すると理解される。たとえば、数多くのＤアミノ酸または表１および表２に示されたア
ミノ酸とは異なる機能的置換基を持つアミノ酸がある。天然のペプチドとは反対の立体異
性体、およびペプチド類縁体の立体異性体が開示される。これらのアミノ酸は、選択され
たアミノ酸でｔＲＮＡ分子を荷電し、たとえばアンバーコドンを利用するように遺伝子構
築物を設計することで、類縁体アミノ酸をペプチド鎖に部位特定法（Ｔｈｏｒｓｏｎ　ｅ
ｔ　ａｌ．，Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｉｎ　Ｍｏｌｅｃ．Ｂｉｏｌ．７７：４３－７３（１９９
１），Ｚｏｌｌｅｒ，Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｏｐｉｎｉｏｎ　ｉｎ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏ
ｇｙ，３：３４８－３５４（１９９２）；Ｉｂｂａ，Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ＆Ｇｅ
ｎｅｔｉｃ　Ｅｎｇｉｎｅｒｒｉｎｇ　Ｒｅｖｉｅｗｓ１３：１９７－２１６（１９９５
），Ｃａｈｉｌｌ　ｅｔ　ａｌ．，ＴＩＢＳ，１４（１０）：４００－４０３（１９８９
）；Ｂｅｎｎｅｒ，ＴＩＢ　Ｔｅｃｈ，１２：１５８－１６３（１９９４）；Ｉｂｂａ　
ａｎｄ　Ｈｅｎｎｅｃｋｅ，Ｂｉｏ／ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，１２：６７８－６８２（１
９９４）（これらは全て本明細書の一部を構成するものとして少なくともアミノ酸類縁体
に関連する内容を援用する）によって挿入することで、ポリペプチド鎖に簡単に導入する
ことができる。
【００８８】
　分子は、類似の、しかし天然のペプチド結合を介して結合していないペプチドを生成す
ることができる。たとえば、アミノ酸またはアミノ酸類縁体用の結合として、ＣＨ２ＮＨ
－－、－－ＣＨ２Ｓ－－、－－ＣＨ２－－ＣＨ２－－、－－ＣＨ＝ＣＨ－－（シスおよび
トランス）、－－ＣＯＣＨ２－－、－－ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ２－－および－－ＣＨＨ２ＳＯ
－があり、これらおよび他の結合を、Ｓｐａｔｏｌａ，Ａ．Ｆ．ｉｎ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒ
ｙ　ａｎｄ　Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ｏｆ　Ａｍｉｎｏ　Ａｃｉｄｓ，Ｐｅｐｔｉｄ
ｅｓ，ａｎｄ　Ｐｒｏｔｅｉｎｓ，Ｂ．Ｗｅｉｎｓｔｅｉｎ，ｅｄｓ．，Ｍａｒｃｅｌ　
Ｄｅｋｋｅｒ，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，ｐ．２６７（１９８３）；Ｓｐａｔｏｌａ，Ａ．Ｆ．
，Ｖｅｇａ　Ｄａｔａ（Ｍａｒｃｈ１９８３），Ｖｏｌ．１，Ｉｓｓｕｅ３，Ｐｅｐｔｉ
ｄｅ　Ｂａｃｋｂｏｎｅ　Ｍｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎｓ（ｇｅｎｅｒａｌ　ｒｅｖｉｅｗ
）；Ｍｏｒｌｅｙ，Ｔｒｅｎｄｓ　Ｐｈａｒｍ　Ｓｃｉ（１９８０）ｐｐ．４６３－４６
８；Ｈｕｄｓｏｎ，Ｄ．ｅｔ　ａｌ．，Ｉｎｔ　Ｊ　Ｐｅｐｔ　Ｐｒｏｔ　Ｒｅｓ１４：
１７７－１８５（１９７９）（－－ＣＨ２ＮＨ－－、ＣＨ２ＣＨ２－－）；Ｓｐａｔｏｌ
ａ　ｅｔ　ａｌ．Ｌｉｆｅ　Ｓｃｉ３８：１２４３－１２４９（１９８６）（－－ＣＨＨ

２－－Ｓ）；Ｈａｎｎ　Ｊ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ　Ｐｅｒｋｉｎ　Ｔｒａｎｓ．１３０７－
３１４（１９８２）（－－ＣＨ－－ＣＨ－－、ｃｉｓおよびｔｒａｎｓ）；Ａｌｍｑｕｉ
ｓｔ　ｅｔ　ａｌ．Ｊ．Ｍｅｄ．Ｃｈｅｍ．２３：１３９２－１３９８（１９８０）（－
－ＣＯＣＨ２－－）；Ｊｅｎｎｉｎｇｓ－Ｗｈｉｔｅ　ｅｔ　ａｌ．Ｔｅｔｒａｈｅｄｒ
ｏｎ　Ｌｅｔｔ２３：２５３３（１９８２）（－－ＣＯＣＨ２－－）；Ｓｚｅｌｋｅ　ｅ
ｔ　ａｌ．欧州特許出願第４５６６５ＣＡ号（１９８２）：９７：３９４０５（１９８２
）（－－ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ２－－）；Ｈｏｌｌａｄａｙ　ｅｔ　ａｌ．Ｔｅｔｒａｈｅｄ
ｒｏｎ．Ｌｅｔｔ２４：４４０１－４４０４（１９８３）（－－Ｃ（ＯＨ）ＣＨ２－－）
；およびＨｒｕｂｙ　Ｌｉｆｅ　Ｓｃｉ３１：１８９－１９９（１９８２）（－－ＣＨ２

－－Ｓ－－）（これらはそれぞれ本明細書の一部を構成するものとしてその内容を援用す
る）中に見出すことができる。特に好ましい非ペプチド結合は、－－ＣＨ２ＮＨ－－であ
る。ペプチド類縁体は、ｂ－アラニン、ｇ－アミノ酪酸などの結合原子の間に１以上の原
子を持つことができることは理解される。
【００８９】
　アミノ酸類縁体および類縁体およびペプチド類縁体は、しばしば、さらに経済的な生成
、さらに高い化学的安定性、強化された薬理学的特性（半減期、吸収力、力価、効能、そ
の他）、特異性変化（たとえば生物学的活性の広いスペクトラム）、抑えられた抗原性な
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どの強化されたまたは望ましい特性を持つ。
【００９０】
　Ｄ－アミノ酸は、Ｄ－アミノ酸はぺプチダーゼなどによって認識されないので、さらに
適切なペプチドを生成するために使用することができる。同じタイプＤ－アミノ酸（たと
えばＬ－リジンの代わりのＤ－リジン）によるコンセンサス配列の１以上のアミノ酸の系
統的な置換は、より適切なペプチドを生成するために使用することができる。システイン
残基は、２以上のペプチドを互いに環化しまたは結合するために、使用することができる
。これは、ペプチドを特定の配置に制御するために有益である（Ｒｉｚｏ　ａｎｄ　Ｇｉ
ｅｒａｓｃｈ　Ａｎｎ．Ｒｅｖ．Ｂｉｏｃｈｅｍ．６１：３８７（１９９２），これは本
明細書の一部を構成するものとしてその内容を援用する）。
【００９１】
　（２．高分子の変性）
　以下に、本明細書に記載する方法および組成物に使用される高分子の変性を記載する。
変性は、通常、高分子のアルコキシアミノ化によるアミノオキシ変性高分子の生成、高分
子のヒドラジド変性によるヒドラジド変性高分子の生成、またはこれらの組合せが含まれ
る。変性グリコサミノグリカンを含む上記の任意の高分子を、以下に記載する方法および
組成物を用いて変性することができる。
【００９２】
　（ａ）アルコキシアミノ化）
　アルコキシアミノ化は、任意の前記高分子と、少なくとも１個のアミノオキシ基を持つ
化合物との反応を含む。アミノオキシ反応性基である高分子Ｘのカルボン酸基とアミノオ
キシエーテル化合物との間の反応を示す一般的な反応スキームをスキーム１に記載する。
【００９３】
【化３３】

　アミノオキシ基は、高分子上に存在する任意のアミノオキシ反応性基と反応しうる。し
たがって、一態様では、アミノオキシ基は、高分子上の天然のアミノオキシ反応性基と反
応することができる。たとえば、ヒアルロン酸は複数のアミノオキシ反応性基として行動
しうるＣＯＯＨ基を複数持つ。別の態様では、高分子が任意の前記変性グリコサミノグリ
カンである場合、アミノオキシ基は、変性グリコサミノグリカン上に存在する天然のアミ
ノオキシ反応性基および／またはグリコサミノグリカンに化学的に導入された新しいアミ
ノオキシ反応性基と反応することができる。たとえば、図３では、化合物Ｆは、ＲＯＮＨ

２と反応して、グルクロン酸単位の天然のＣＯＯＨ基と反応したアミノオキシエーテル化
合物である化合物Ｉと、Ｎ－アセチルグルコサミン単位のＣ－６カルボキシメチル基と反
応したアミノオキシエーテル化合物である、化合物Ｊとを生成することができる。
【００９４】
　一態様では、アミノオキシエーテル化合物は、式ＸＸＶ
【００９５】

【化３４】

（式中、Ｌは、置換されたまたは置換されていないヒドロカルビル基、置換されたまたは
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置換されていないヘテロヒドロカルビル基、ポリアルキレン基、ポリエーテル基、ポリア
ミド基、ポリイミノ基、アリール基、ポリエステル、ポリチオエーテル基、ポリサッカリ
ル基またはこれらの組合せであってもよく、Ｒ２５およびＲ２６は、独立して、水素、ア
ルキルまたはアリールであってもよい）で表される。
【００９６】
　一態様では、Ｌは、ジスルフィド結合（－Ｓ－Ｓ－）を持つポリアルキレンでもよい。
別の態様では、アミノオキシエーテル化合物は、式ＸＸＶＩ
【００９７】
【化３５】

（式中、Ｌは、独立して、ポリアルキレン基またはアリール基でもよい）で表される。本
明細書に記載する方法および組成物において有用なアミノオキシエーテル化合物を造る反
応スキームを、図１および２に記載する。
【００９８】
　一態様では、ポリマーに共有結合で結合する少なくとも１個の－ＯＮＨＲ基（式中、Ｒ
は水素、前記アルキル基またはアリール基である）を含むポリマーを本明細書に記載する
。一態様で、ポリマーは、ポリマーに結合する－ＯＮＨＲ基を１個持つ。別の態様では、
該ポリマーは、ポリマーに結合する－ＯＮＨＲ基を２個持つ。一態様で、ポリマーは、ポ
リマーに結合する－ＯＮＨ２基を１個持つ。別の態様では、ポリマーは、ポリマーに結合
するＯＮＨ２基を２個持つ。ポリマーは、対応する－ＯＮＨＲ基に変換することができる
水酸基を少なくとも１つ持つ任意の化合物である。そのようなポリマーの例として、ポリ
エチレングリコール（たとえば、直鎖、分岐状またはデンドリマー）、ポリプロピレンオ
キシドまたはポリビニルアルコールが挙げられるが、これらに限定されない。少なくとも
１個の水酸基を持つ他の分子は、アミノオキシ基で誘導することができる。そのような分
子の例示として、糖、サッカライド（たとえば、モノサッカライド、オリゴサッカライド
またはポリサッカライド）、脂肪族アルコールまたはステロールが挙げられるが、これら
に限定されない。
【００９９】
　一態様で、ポリマーは、ポリ（エチレンオキサイド）－ポリ（プロピレンオキサイド）
－ポリ（エチレンオキサイド）のトリブロックポリマーである。これらのポリマーを、プ
ルロニックス（登録商標）と言う。プルロニックスは、ＢＡＳＦから市販され、食品中の
乳化剤および界面活性剤として、および医療機器中の疎水性表面に対するタンパク質吸着
のゲルおよびブロッカーとして、数多くの用途に使用されてきた。これらの材料は、低急
性経口および経皮毒性であり、目への刺激またはヒトの内部組織に炎症を起こさない。疎
水性ＰＰＯブロックは、疎水性（たとえばポリスチレン）表面に対し吸着し、一方、ＰＥ
Ｏブロックは、タンパク質をはじく親水性膜を提供する。プルロニックス（登録商標）は
低毒性で、ＦＤＡによって、医療用途への直接使用および食物添加剤としての使用が認め
られている。また、プルロニックス（登録商標）による表面処理は、血小板癒着、タンパ
ク質吸着および細菌の癒着を減少させることができる。
【０１００】
　一態様では、ポリマーは、ポリ（エチレンオキサイド）－ポリ（プロピレンオキサイド
）－ポリ（エチレンオキサイド）のトリブロックポリマーであって、１，０００Ｄａ～１
００，０００Ｄａの分子量を持つポリマーである。別の態様では、ポリマーは、ポリ（エ
チレンオキサイド）－ポリ（プロピレンオキサイド）－ポリ（エチレンオキサイド）トリ
ブロックであって、下限が１，０００Ｄａ、２，０００Ｄａ、３，０００Ｄａ、５，００
０Ｄａ、１０，０００Ｄａ、１５，０００Ｄａ、２０，０００Ｄａ、３０，０００であり
、上限が５，０００Ｄａ、１０，０００Ｄａ、１５，０００Ｄａ、２０，０００Ｄａ、２
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５，０００Ｄａ、３０，０００Ｄａ、４０，０００Ｄａ、５０，０００Ｄａ、６０，００
０Ｄａ、７０，０００Ｄａ、８０，０００Ｄａ、９０，０００Ｄａまたは１００，０００
Ｄａである分子量を持つポリマーである。ここで、いかなる下限も任意の上限と組み合わ
せることができ、また低い終点は高い終点より小さくなる。別の態様では、ポリマーはポ
リ（エチレンオキサイド）－ポリ（プロピレンオキサイド）－ポリ（エチレンオキサイド
）のトリブロックポリマーであって、分子量が５，０００Ｄａ～１５，０００Ｄａのポリ
マーである。一態様では、ポリ（エチレンオキサイド）－ポリ（プロピレンオキサイド）
－ポリ（エチレンオキサイド）のトリブロックポリマーが、ＰＥＯ１０３－ＰＰＯ３９－
ＰＥＯ１０３、ＰＥＯ１３２－ＰＰＯ５０－ＰＥＯ１３２、またはＰＥＯ１００－ＰＰＯ

６５－ＰＥＯ１００である。さらなる態様では、ポリマーは、ＰＥＯ１０３－ＰＰＯ３９

－ＰＥＯ１０３、ＰＥＯ１３２－ＰＰＯ５０－ＰＥＯ１３２、またはＰＥＯ１００－ＰＰ
Ｏ６５－ＰＥＯ１００であり、ポリマーはそれに共有結合で結合する１個または２個の－
ＯＮＨ２基を有する。
【０１０１】
　ポリマーが、ポリ（エチレンオキサイド）－ポリ（プロピレンオキサイド）－ポリ（エ
チレンオキサイド）のトリブロックポリマーである場合は、末端ヒドロキシ基の一方また
は両方が、アミノオキシ基に共有結合することができる。たとえば、図３２で記載される
合成スキームは、モノ－およびビス（アミノオキシ）－ポリ（エチレンオキサイド）－ポ
リ（プロピレンオキサイド）－ポリ（エチレンオキサイド）ポリマーの合成を示す。反応
は、通常、ヒドロキシ基の一方または両方を保護し（たとえば、Ｎ－ヒドロキシフタルイ
ミドによって）、次いで、脱保護（たとえばヒドラジンによって）を行うことを含む。モ
ノ（アミノオキシ）ポリマーの場合は、業界で知られている技術を使用して他の水酸基を
変種の基（たとえばアルコキシ）に変換することができる。
【０１０２】
　一態様では、アミノオキシエーテル化合物と高分子との間の反応を、ｐＨが約０～約８
、約１～約７または約２～約６または約３～約５で、穏やかな条件下で行う。一態様では
、高分子を水、またはジメチルフォルムアミド、ジメチルスルホキシドおよびヒドロカル
ビルアルコール、ジオールまたはグリセリン（これらに限定されない）を始めとする水混
和性溶剤を含む水に溶解する。
【０１０３】
　アミノオキシ変性高分子上に存在するアミノオキシ基の数は、使用するアミノオキシエ
ーテル化合物および高分子の量に依って変化する。一態様では、高分子上に存在するアミ
ノオキシ反応性基の１％～９９％、１０％～９０％、２０％～８０％、３０％～７０％、
または４０％～５０％が、アミノオキシ基に変換される。一態様では、高分子１モル等量
当たり１モル当量以上のアミノオキシエーテル化合物が加えられる。他の態様では、最大
比率官能化に関し、水または水性有機混合物に溶解した大過剰モルのアミノオキシエーテ
ル化合物（たとえば１０～１００倍）を加え、反応混合物のｐＨを、希薄な酸たとえばＨ
Ｃｌを加えて調整する。一態様では、縮合剤を使用して、高分子とアミノオキシエーテル
化合物との間の反応を促進することができる。本発明で有用な縮合剤の例として、１－エ
チル－３－［３－（ジメチルアミノ）プロピル］カルボジイミド（ＥＤＣＩ）のような水
溶性カルボジイミドが挙げられるが、これに限定されない。別の態様では、縮合剤はヒド
ロキシベンゾトリアゾールでもよい。別の態様では、Ｎ－ヒドロキシスルフォサクシンイ
ミド（スルフォ－ＮＨＳ）またはＮ－ヒドロキシサクシンイミド（ＮＨＳ）のような活性
エステル形成剤を縮合剤と組み合わせて使用することができる。米国特許第６，６３０，
４５７号明細書（ここに本明細書の一部を構成するものとしてその全内容を援用する）に
開示する活性エステル形成剤をここで使用することができる。次いで、水、水性有機混合
物に溶解または細粉砕固体の状態にした充分に過剰なモル（たとえば２～１００倍）のカ
ルボジイミド試薬を反応混合物に加える。
【０１０４】
　一態様では、高分子をアミノオキシエーテル化合物と反応させた後、得られた変性高分
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子は、式ＸＶＩ
【０１０５】
【化３６】

（式中、
Ｘは高分子の残基でもよく；
Ｑは生物活性剤、アミノオキシ基、ＳＨ基、またはチオール反応性求電子性官能基でもよ
く；
Ｌは置換されたまたは置換されていないヒドロカルビル基、置換されたまたは置換されて
いないヘテロヒドロカルビル基、ポリアルキレン基、ポリエーテル基、ポリアミド基、ポ
リイミノ基、アリール基、ポリエステル、ポリチオエーテル基、ポリサッカリル基または
これらの組合せでもよい）で表されるフラグメントを少なくとも１つ持つ。
【０１０６】
　式ＸＶＩにおいて、Ｘは本明細書に記載する任意の高分子の残基でもよい。一態様では
、Ｘは本明細書に記載する変性グリコサミノグリカンの残基である。別の態様では、Ｌは
式（ＣＨ２）ｎ（式中、ｎは１～１０、１～８、１～６、１～４、１～３または２である
）で表されるポリアルキレン基でもよい。
【０１０７】
　一態様では、式ＸＶＩ中のＱは、生物活性剤でもよい。本明細書で使用する用語「生物
活性剤」は、任意の治療用、予防用、薬理学的または生理学的活性物質、またはこれらの
混合物であって、被験体に送達され所望の、普通、有益な効果を造り出すものである。一
態様では、それが元来、治療用、診断用または予防用であるかどうかは関係なく、局所的
または全体的な薬理学的応答を生み出すことができる任意の活性剤を、ここで記載するい
かなる方法および組成物において、生物活性剤として使用することができる。生物活性剤
は単独でまたは２以上の活性剤の混合物として使用することができることに注意すべきで
ある。したがって、アミノオキシエーテル化合物を介して高分子に共有結合で結合する２
以上の生物活性剤を持つことも可能である。一態様では、前記高分子の任意のものを生物
活性剤として使用することができる。別の態様では、生物活性剤は、染料、プローブ、核
酸、酵素、オリゴヌクレオチド、標識、タンパク質、ポリペプチド、脂質、糖タンパク質
、糖脂質または医薬的に許容しうる化合物でもよい。別の態様では、米国特許第６，５６
２，３６３Ｂ１号明細書（ここに本明細書の一部を構成するものとしてその全内容を援用
する）に開示される生物活性剤のいかなるものもここで使用することができる。
【０１０８】
　一態様では、生物活性剤は結合を介してアミノオキシエーテル化合物に結合することが
できる。結合の例として、エーテル、イミデート、チオイミデート、エステル、アミド、
チオエーテル、チオエステル、チオアミド、カルバメート、エーテル、ジスルフィド、ヒ
ドラジド、ヒドラゾン、オキシムエーテル、オキシムエステルおよびアミンが挙げられる
が、これらに限定されない。
【０１０９】
　別の態様では、式ＸＶＩ中のＱは、チオール反応性求電子性官能基である。本明細書で
使用する用語「チオール反応性求電子性基」は、チオール基のイオウ原子上の孤立電子対
またはチオレートアニオンによる求核攻撃に敏感な任意の基である。チオール反応性求電
子性基の例として、良好な脱離基を持つ基が挙げられる。たとえば、それに結合するハラ
イドまたはアルコキシ基を持つアルキル基、またはα－ハロカルボニル基は、チオール反
応性求電子性基の例である。
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【０１１０】
　別の態様では、チオール反応性求電子性基は、電子不足ビニル基である。本明細書で使
用する用語「電子不足ビニル基」は、炭素－炭素二重結合を持つ基であり、炭素原子の一
つに結合する電子吸引性基である。電子不足ビニル基は、式Ｃβ＝ＣαＸ（式中、Ｘは電
子吸引性基である）で表される。電子吸引性基がＣαに結合している場合、ビニル基の他
の炭素原子（Ｃβ）は、チオール基による求核攻撃に対しさらに敏感である。このタイプ
の活性化炭素－炭素二重結合への付加をマイケル付加と言う。別の態様では、チオール反
応性化合物は、式Ｃ＝ＣＷ（式中、Ｗはチオール反応性求電子性官能基である）で表すこ
とができる。一態様では、ＷはＯＣ（Ｏ）Ｒ２０（式中、Ｒ２０は置換されたまたは置換
されていないヒドロカルビル基、置換されたまたは置換されていないヘテロヒドロカルビ
ル基、ポリアルキレン基、ポリエーテル基、ポリアミド基、ポリイミノ基、アリール基、
ポリエステル、ポリチオエーテル基またはこれらの組合せである）でもよい。
【０１１１】
　電子吸引性基の例として、ニトロ基、シアノ基、エステル基、アルデヒド基、ケト基、
スルホン基またはアミド基が挙げられるが、これらに限定されない。チオール反応性求電
子性基を持つ化合物の例として、マレイミド、ビニルスルホン、アクリロニトリル、α－
メチレンエステル、キノンメチド、アクリロイルエステルまたはアミド、またはα－ハロ
エステルまたはアミドが挙げられるが、これらに限定されない。
【０１１２】
　別の態様では、式ＸＶＩ中のＱは、アミノオキシ基である。一態様では、２以上のアミ
ノオキシ基を持つ化合物であって、アミノオキシ基の１つは高分子上のアミノオキシ反応
性基と反応しない化合物は、遊離のアミノオキシ基Ｑとなりえる。式ＸＶＩ中のＬの同一
性に依り、式ＸＶＩ中に存在する２以上の遊離のまたは反応したアミノオキシ基を持つこ
とが可能である。一態様では、変性高分子は、式ＩＩ
【０１１３】
【化３７】

（式中、Ｙは、それぞれ本明細書に記載する、任意の変性グリコサミノグリカンおよびリ
ンカーである）で表されるフラグメントを少なくとも１つ有する。
【０１１４】
　別の態様では、式ＸＶＩ中のＱはＳＨでもよい。図２に、式ＸＶＩ（式中、ＱはＳＨで
ある）で表される化合物を生成する、前記方法の１態様を示す。第一ステップは、式ＨＡ
－ＣＯＯＨで表される高分子ヒアルロン酸（Ａ）を、アミノオキシエーテル化合物Ｂと反
応させ、化合物Ｃを生成することを含む。一態様では、反応は縮合剤の存在下で行うこと
ができる。一態様では、縮合剤は、化合物Ｂのアミノオキシ基と高分子Ａ上のＣＯＯＨ基
との間の反応を促進する任意の化合物である。前記縮合剤の任意のものをこの態様で使用
することができる。一態様では、縮合剤は、これに限定されないが１－エチル－３－［３
－（ジメチルアミノ）プロピル］カルボジイミド（ＥＤＣＩ）である。化合物Ｃ内のジス
ルフィド結合は、還元剤で開裂することができる。一態様では、還元剤はジチオトレイト
ールである。化合物Ｃ中のジスルフィド結合の開裂は、式ＸＶＩに該当するチオール化合
物Ｄを生成する。一態様では、Ｑが式ＸＶＩのＳＨである場合、Ｌは、ＣＨ２、ＣＨ２Ｃ
Ｈ２、ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２またはフェニルでもよい。
【０１１５】
　一態様では、少なくとも１個のアミノオキシ基を含むポリマーが１以上の高分子と反応
し、自己重合的細胞外マトリクス（ＥＣＭ）を生成できることが想定される。本明細書に
記載される任意の高分子がこの態様で使用することができる。たとえば、高分子として、
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コンドロイチン、コンドロイチン硫酸、デルマタン、デルマタン硫酸、ヘパリン、ヘパラ
ン硫酸、アルギン酸、ペクチンまたはヒアルロン酸を挙げることができる。別の態様では
、ポリマーは、１個または２個のＯＮＨ２基を含むポリ（エチレンオキサイド）－ポリ（
プロピレンオキサイド）－ポリ（エチレンオキサイド）のトリブロックポリマーであり、
高分子はヒアルロン酸である。図３４および３５は、自己重合的ＥＣＭの態様を示す。図
３７では、モノ－およびビス（アミノオキシ）プルロニックスがヒアルロン酸とカップリ
ングし、アミノオキシ－変性バイオポリマーを生成する。図３５では、アミノオキシ変性
バイオポリマーが、それ自身（すなわち自己会合）または異なるアミノオキシ変性バイオ
ポリマーと反応し、ヒドロゲルを生成することができる。理論に縛られるつもりはないが
、プルロニックの疎水性ＰＰＯブロックが、アミノオキシ変性バイオポリマーの組織化お
よび集合を起こし、化学的な反応性架橋剤を必要とすることなく、ヒドロゲルにすること
を可能にすると考えられる。
【０１１６】
　（ｂ）ヒドラジド変性）
　高分子のヒドラジド変性は、本明細書に記載される任意の高分子と、少なくとも１個の
ヒドラジド基を持つ化合物を反応させ、ヒドラジド変性高分子を生成することを含む。メ
カニズムは、アミノオキシエーテル化合物と高分子との間の反応であるスキーム１と類似
している。反応スキーム２は、ヒドラジド反応性基である高分子Ｘの化合物のカルボン酸
とヒドラジド化合物との間の反応を示す。
【０１１７】
【化３８】

　アミノオキシ基と同様に、ヒドラジド基は、高分子上の任意のヒドラジド反応性基と反
応することができる。したがって、一態様では、ヒドラジド基は高分子上に存在する天然
のヒドラジド反応性基と反応することができる。別の態様では、高分子が前記変性グリコ
サミノグリカンの任意のものである場合、ヒドラジド基は、変性グリコサミノグリカン上
に存在する天然のヒドラジド反応性基および／またはグリコサミノグリカンに化学的に導
入された新しいヒドラジド反応性基と反応する。
【０１１８】
　一態様では、ヒドラジド化合物は、本明細書に記載する任意の変性グリコサミノグリカ
ンと反応して、ヒドラジド変性高分子を生成することができる。米国特許第５，８７４，
４１７号明細書「ヒドラジドによるヒアルロン酸の機能化」（これは本明細書の一部を構
成するものとしてその全内容を援用する）に開示された任意の技術および手順を、本明細
書に記載するの任意の高分子をヒドラジド変性するために使用することができる。たとえ
ば、変性グリコサミノグリカンはモノヒドラジド（すなわち、ただ１個のヒドラジド基を
持つ化合物）またはポリヒドラジド（すなわち２個以上のヒドラジド基を持つ化合物）と
反応することができる。米国特許第５，８７４，４１７号明細書に開示された任意のヒド
ラジド化合物をこの態様で使用することができる。
【０１１９】
　一態様では、ジヒドラジドは本明細書の任意の高分子を変性するために使用することが
できる。一態様では、ジヒドラジドは、式１：
　Ｈ２Ｎ－－ＮＨ－－ＣＯ－－Ａ－－ＣＯ－－ＮＨ－－ＮＨ２　　　（１）
（式中、Ａはアルキル、アリール、アルキルアリールまたはアリールアルキルのようなヒ
ドロカルビルであり、あるいはＡは、炭素原子に加え酸素、イオウおよび／または窒素原
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子も含むヘテロヒドロカルビルである）で表される。この態様では、アルキル基は、分岐
してもしてなくてもよく、また、１～２０個の炭素または他の炭素サイズの原子を、好ま
しくは２～１０個、さらに好ましくは４～８個の炭素または酸素、イオウまたは窒素のよ
うな炭素サイズのヘテロ原子を含む。アルキル基は、完全に飽和でもあるいは１以上の　
多重結合を含んでもよい。アルキルの炭素原子は、連続しても、あるいは１以上の酸素原
子、ケト基、アミノ基、オキシカルボニル基などの官能基の１以上によって分断されても
よい。アルキル基は、１以上のアリール基で置換され手もよい。アルキル基は、全部があ
るいは一部が、シクロペンチル、シクロヘキシルなどのような環を形成してもよい。前記
した任意のアルキル基は、二重結合または三重結合を持っていてもよい。
【０１２０】
　任意のヒドロカルビル基は、アルキルまたはアリール基が鎖または環内に導入された酸
素、イオウまたは窒素のようなヘテロ原子を含むヘテロカルビル基として使用することが
できる。さらに、アルキル基の任意の炭素原子は、１以上のカルボニル、オキシカルボニ
ル、アミノのような基、または酸素およびイオウ原子の単独または－－Ｓ－－Ｓ－－、－
－Ｏ－－ＣＨ２－－ＣＨ２－－Ｏ－－、Ｓ－－Ｓ－－ＣＨ２－－ＣＨ２－－およびＮＨ（
ＣＨ２）ｎＮＨ－－（式中ｎは１～２０である）のような構造によって、互いにあるいは
ジヒドラジド部分から分離されていてもよい。
【０１２１】
　アリール置換基としては、一般的に置換されたまたは置換されていないフェニルである
が、さらにピロリル、フラニル、チオフェニル、ピリジル、チアゾイルなどの任意の他の
アリール基であってもよい。さらに、ハロ、ヒドロキシ、アミノ、チオエーテル、オキシ
エーテル、ニトロ、カルボニルなどを含む無機、アルキルまたは他のアリール基もアリー
ル基の置換体である。
【０１２２】
　アルキルアリールまたはアリールアルキル基は、前記アルキルおよびアリール基と組み
合わせてもよい。これらの基は、さらに先に記載するように置換されてもよい。
【０１２３】
　別の態様では、ジヒドラジドは式（２）
　Ｈ２Ｎ－－ＮＨ－－ＣＯ－－ＮＨ－－Ａ－－ＣＯ－－ＮＨ－－ＮＨ２　　　（２）
で表される。
【０１２４】
　この態様では、式２中のＡは、ヒドロカルビル、ヘテロカルビル、置換されたヒドロカ
ルビル、置換されたヘテロカルビルなどでありうる。別の態様では、Ａは、本出願を通し
てＬと記載するリンカーのいかなるものでもありうる。
【０１２５】
　通常、ジヒドラジドを得るためにジカルボン酸の２個のヒドロキシ基をＮＨ２ＮＨ２で
置換し、ジヒドラジドを得る。ジカルボン酸の例として、マレイン酸、フマール酸および
テレフタル酸およびイソフタル酸のような芳香族ジカルボン酸が挙げられるが、これらに
限定されない。
【０１２６】
　一実施形態において、式３（式中、Ａがアルキル基である）で表される脂肪族ジヒドラ
ジドでもよい。
【０１２７】
　ＮＨ２ＮＨＣＯ（ＣＨ２）ｎ’ＣＯＮＨＮＨ２　　　（３）
（式中、ｎ’は任意の長さであるが、好ましくは１～２０である）本発明で有用な脂肪族
ジヒドラジドとして、コハク（ブタン二酸）（ｎ’＝２）、アジピン（ヘキサン二酸）（
ｎ’＝４）、スベリン（オクタン二酸）（ｎ’＝６）、オキサリック（エタン二酸）（ｎ
’＝０）、マロン（プロパン二酸）（ｎ’＝ｌ）、グルタル（ペンタン二酸）（ｎ’＝３
）、ピメリック（ヘプタン二酸）（ｎ’＝５）、アゼライン（ノナン二酸）（ｎ’＝７）
、セバシン（デカン二酸）（ｎ’＝８）、ドデカン二酸（ｎ’＝１０）、ブラシル（トリ
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デカン二酸）（ｎ’＝１１）、（その他ｎ’＝２０まで）が挙げられるが、これらに限定
されない。
【０１２８】
　一態様では、アジピン酸ジヒドラジド、スベリン酸ジヒドラジドおよびブタン二酸ジヒ
ドラジドが変性多糖類を生成するために使用される。アジピン酸ジヒドラジドは、アルド
リッチケミカル社（ミルウォーキー、ウィスコンシン州）から購入することができる。別
の態様では、フタル酸ジヒドラジドおよびオキサ、チオ、アミノ、ジスルフィド（－－Ｃ
Ｈ２－－Ｓ－－Ｓ－－ＣＨ２－－）、－－Ｓ（ＣＨ２）２Ｓ－－、－－Ｏ（ＣＨ２）ｎＯ
－－または－－ＮＨ（ＣＨ２）ｎＮＨ－－（式中、ｎ＝２～４）基を含むＡを持つジヒド
ラジド。
【０１２９】
　一態様では、ジヒドラジドは、水に少なくとも部分的に溶解している。また、ジヒドラ
ジドは、プロトン化形態でのｐＫａが約８未満、好ましくは１～７の範囲内、最も好まし
くは２～６である弱塩基または弱酸である。用語ｐＫａは使用されるものと理解されるで
あろう。解離性の度合いまたは弱酸の強さを表現するものデータとえば、ここで有用なジ
ヒドラジドのプロトン化アミノ基のｐＫａは約７未満であるのに対し、アミノ酸のプロト
ン化アミノ基のｐＫａは、約１２～１３の範囲内である。
【０１３０】
　先に記載したように、ヒドラジド化合物は、高分子上に存在するヒドラジド反応性基と
反応する。一態様では、反応はｐＨ約０～約８、約１～約７または約２～約６または約３
～約５で穏やかな条件下で行われる。一態様では、高分子は水、あるいは、ジメチルフォ
ルムアミド、ジメチルスルホキシドおよびヒドロカルビルアルコール、ジオールまたはグ
リセリンのような（これらに限定されない）水混和性溶剤を含む水中に溶解させる。
【０１３１】
　アミノオキシエーテル化合物に関する前の記載と同様に、変性高分子上に存在するヒド
ラジド基の数は、使用するヒドラジド化合物および高分子の量によって変化する。一態様
では、高分子上に存在するヒドラジド反応性基の１％～９９％、１０％～９０％、２０％
～８０％、３０％～７０％または４０％～５０％が、ヒドラジド基に変換する。一態様で
は、高分子１モル当量当たり１モル当量以上のヒドラジド化合物が加えられる。他の態様
では、最大比率官能化に関し、水または水性有機混合物に溶解した大過剰モルのヒドラジ
ド化合物（たとえば１０～１００倍）を加え、反応混合物のｐＨを、希薄な酸たとえばＨ
Ｃｌを加えて調整する。次いで、水、水性有機混合物に溶解または細粉砕固体の状態にし
た充分に過剰なモル（たとえば２～１００倍）のカルボジイミド試薬を反応混合物に加え
る。
【０１３２】
　一態様では、ヒドラジド変性高分子は式Ｉ
【０１３３】
【化３９】

（式中、Ｙはここで記載する任意の変性グリコサミノグリカンの残基でもよく、Ｒ１、Ｒ
２、Ｒ３およびＲ７は、独立して、水素、置換されたまたは置換されていないヒドロカル
ビル基、置換されたまたは置換されていないヘテロヒドロカルビル基またはポリエーテル
基でもよく、Ｒ３は水素ではない）で表されるフラグメントを少なくとも１つ持つ。一態
様では、Ｒ１、Ｒ２およびＲ７は水素である。別の態様では、Ｒ３は、（ＣＨ２）ｎ（式
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中、ｎは１～２０、１～１５、１～１０、１～８、１～６または２～４である）のような
アルキル基である。
【０１３４】
　一態様では、ヒドラジド変性高分子は、式ＩＩＩ
【０１３５】
【化４０】

（式中、Ｙは、ここで記載する任意の変性グリコサミノグリカンの残基でもよく；Ｑは、
生物活性剤、ＳＨ基またはチオール反応性求電子性官能基の残基でもよく；Ｌは、置換さ
れたまたは置換されていないヒドロカルビル基、置換されたまたは置換されていないヘテ
ロヒドロカルビル基、ポリアルキレン基、ポリエーテル基、ポリアミド基、ポリイミノ基
、アリール基、ポリエステル、ポリチオエーテル基、ポリサッカリル基またはこれらの組
合せでもよい）で表されるフラグメントを少なくとも１つ持つ。前記生物活性剤およびチ
オール反応性求電子性官能基の任意のものがこの態様で使用することができる。
【０１３６】
　一態様では、式ＩＩＩ中のＱはＳＨである。図４は、式ＩＩＩ（式中、ＱはＳＨである
）で表される化合物を造る一態様を示す。変性ヒアルロン酸化合物Ｆ（式中、前記一級水
酸基がカルボキシメチル基に変換されている）が、たとえばＥＤＣｌのような縮合剤の存
在下で３，３’－ジチオビス（プロパン酸ジヒドラジド）（ＤＴＰ）と反応させる。ヒド
ラジド化合物は、ヒアルロン酸のグルクロン酸単位上のカルボン酸基および／またはヒア
ルロン酸のＮ－アセチルグルコサミン単位のＣ－６カルボキシメチル基と反応することが
できる。この反応は、単離することのできるまたはさらにその場で処理することのできる
ジヒドラジド／ジスルフィドヒアルロン酸を生成する。ジヒドラジド／ジスルフィドヒア
ルロン酸のジスルフィド結合は、たとえば、ジチオトレイトール（ＤＴＴ）のような還元
剤で開裂され、ヒドラジド／チオール化合物Ｇおよび／またはＨを生成することができる
。一態様では、式ＩＩＩ中のＱはＳＨ基であり、ＬはＣＨ２、ＣＨ２ＣＨ２またはＣＨ２

ＣＨ２ＣＨ２でもよい。
【０１３７】
　別の態様では、ヒドラジド変性高分子は、式Ｌ
【０１３８】

【化４１】

（式中、
Ｘは、高分子の残基を含み；
Ｒ１およびＲ２は、独立して、水素、置換されたまたは置換されていないヒドロカルビル
基、置換されたまたは置換されていないヘテロヒドロカルビル基またはポリエーテル基を
含み；
Ｌ１およびＬ２は、独立して、置換されたまたは置換されていないヒドロカルビル基、置
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換されたまたは置換されていないヘテロヒドロカルビル基、分岐状のまたは直鎖アルキレ
ン基、ポリエーテル基、ポリアミド基、ポリイミノ基、アリール基、ポリエステル、ポリ
チオエーテル基、ポリサッカリル基またはこれらの組合せを含む）を含む少なくとも１個
の単位を含む。
【０１３９】
　式Ｌの一態様では、Ｒ１およびＲ２は水素である。式Ｌの別の態様では、Ｌ１およびＬ
２はアルキレン基である。アルキレン基の例は、式－（ＣＨ２）ｎ－（式中、ｎは、１～
２０、１～１５、１～１０、１～８、１～６または１～４の整数である）で表すことがで
きる。別の態様では、Ｌ１はＣＨ２であり、Ｌ２はＣＨ２ＣＨ２である。一態様では、式
Ｌ中のＸは、コンドロイチン、コンドロイチン硫酸、デルマタン、デルマタン硫酸、ヘパ
リン、ヘパラン硫酸、アルギン酸、ペクチンまたはヒアルロン酸を含む。式Ｌの別の態様
では、Ｘはヒアルロン酸であり、Ｒ１およびＲ２は水素であり、Ｌ１はＣＨ２であり、Ｌ
２はＣＨ２ＣＨ２である。この化合物は、本明細書では、カーベラン（登録商標）－Ｓと
言う。
【０１４０】
　別の態様では、式Ｌの単位を少なくとも１つ持つ化合物を、（１）式ＬＸ
【０１４１】
【化４２】

（式中、
Ｘは、高分子の残基を含み；
Ｌ１は、置換されたまたは置換されていないヒドロカルビル基、置換されたまたは置換さ
れていないヘテロヒドロカルビル基、分岐状のまたは直鎖アルキレン基、ポリエーテル基
、ポリアミド基、ポリイミノ基、アリール基、ポリエステル、ポリチオエーテル基、ポリ
サッカリル基またはこれらの組合せを含む）を含む化合物を、式ＬＸＶ
【０１４２】
【化４３】

（式中、
Ｒ１およびＲ２は、独立して、水素、置換されたまたは置換されていないヒドロカルビル
基、置換されたまたは置換されていないヘテロヒドロカルビル基またはポリエーテル基で
あり、
Ｌ２は、置換されたまたは置換されていないヒドロカルビル基、置換されたまたは置換さ
れていないヘテロヒドロカルビル基、分岐状のまたは直鎖アルキレン基、ポリエーテル基
、ポリアミド基、ポリイミノ基、アリール基、ポリエステル、ポリチオエーテル基、ポリ
サッカリル基またはこれらの組合せである）を含む化合物と反応させることを含むプロセ
スによって生成することができる。
【０１４３】
　本願を通して記載する方法は、前記プロセスにおいて使用することができる。式ＬＸの
一態様では、Ｒ１およびＷは水素である。式ＬＸおよびＬＸＶの別の態様では、Ｌ１およ
びＬ２は、アルキレン基である。アルキレン基の例は、式－（ＣＨ２）ｎ－（式中、ｎは
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、１～２０、１～１５、１～１０、１～８、１～６または１～４の整数である）で表すこ
とができる。別の態様では、Ｌ１はＣＨ２であり、Ｌ２はＣＨ２ＣＨ２である。一態様で
は、式ＬＸ中のＸは、コンドロイチン、コンドロイチン硫酸、デルマタン、デルマタン硫
酸、ヘパリン、ヘパラン硫酸、アルギン酸、ペクチンまたはヒアルロン酸を含む。式ＬＸ
およびＬＸＶの別の態様では、Ｘはヒアルロン酸であり、Ｒ１およびＲ２は水素であり、
Ｌ１はＣＨ２であり、Ｌ２はＣＨ２ＣＨ２である。この化合物は、本明細書では、カーベ
ラン（登録商標）－Ｓと言う。
【０１４４】
　（３．架橋高分子）
　以下に、本明細書で記載する変性高分子を架橋し、治療用補助として有用な生理学的適
合性のある高分子骨格を生成する方法および組成物を記載する。「架橋」は、本明細書に
おいて、孔含有マトリックスを製造する２以上の高分子の能力として定義し、ここで、高
分子は本明細書に記載する任意の方法および組成物を使用して変性させることのできる同
じまたは異なる１以上高分子でもよい。架橋を促進する付加的な化合物もまた想定される
。
【０１４５】
　（ａ）酸化架橋）
　通常、酸化架橋は、それぞれＳＨ基を持つ２以上の化合物を、酸化剤の存在下で反応さ
せることを含む。また、チオール化された化合物をそれ自身、同様に他のチオール化され
た化合物と結合できることも想定する。２個のＳＨ基の間の反応は、新しいジスルフィド
結合（－Ｓ－Ｓ－）を生み出す。一態様では、第一のチオール化された化合物Ｙ－ＳＨと
第２のチオール化された化合物Ｇ－ＳＨとの酸化架橋によって、フラグメントＶＩＩ
【０１４６】
【化４４】

（式中、ｙは、変性グリコサミノグリカンのような、本明細書に記載する任意の高分子の
残基でもよく、Ｇは、チオール化された化合物の残基である）を持つ化合物を生成する。
高分子の選択により、該高分子を、少なくとも１個のＳＨ基を持つように化学的に変性す
ることができる。たとえば、任意の天然のＣＯＯＨ基または高分子に結合するＣＯＯＨ基
を、本明細書に記載するヒドラジドおよびアミノオキシ方法（これらに限定されない）を
含む、本明細書に記載する技術を使用して、チオール基に変換することができる。
【０１４７】
　第二のチオール化された化合物Ｇ－ＳＨは、少なくとも１個のチオール基を持つ任意の
化合物である。第一および第二のチオール化された化合物は、同じまたは異なる化合物で
あってもよい。一態様では、第二のチオール化された化合物は、前記の高分子のいかなる
ものでもありうる。一態様では、第二のチオール化された化合物は、少なくとも１個のＳ
Ｈ基を持つ多糖類である。前に記載した任意の多糖類を、第二のチオール化された化合物
として使用することができる。別の態様では、第二のチオール化された化合物は、硫酸化
されたグリコサミノグリカンでもよい。別の態様では、第二のチオール化された化合物は
、コンドロイチン、コンドロイチン硫酸、デルマタン、デルマタン硫酸、ヘパリン、ヘパ
ラン硫酸、アルギン酸、ペクチン、またはカルボキシメチルセルロース、またはヒアルロ
ン酸であって、これらの化合物はそれぞれ少なくとも１個のＳＨ基を持つ化合物が含まれ
る。
【０１４８】
　第一および第二のチオール化された化合物の間の反応は、酸化剤の存在下で行われる。
一態様では第一および第二のチオール化された化合物の間の反応は、酸素を含む任意の気
体の存在下で行うことができる。一態様では、酸化剤は空気である。この態様は、また、
第二の酸化剤を加え、反応を促進することも想定する。別の態様では、反応を不活性雰囲
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用な酸化剤の例として、ヨウ素分子、過酸化水素、アルキルヒドロペルオキシド、ペルオ
キシ酸、ジアルキルスルホキシド、Ｃｏ＋３およびＣｅ＋４のような多価金属、マンガン
、鉛、およびクロムの金属酸化物、およびハロゲン移動剤が挙げられるが、これらに限定
されない。Ｃａｐｏｚｚｉ，Ｇ．；Ｍｏｄｅｎａ，Ｇ．Ｉｎ　ＴｈｅＣｈｅｒｎｉｓｔｒ
ｙ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｔｈｉｏｌ　Ｇｒｏｕｐ　Ｐａｒｔ　ＩＩ；Ｐａｔａｉ，Ｓ．，Ｅｄ
．；Ｗｉｌｅｙ：Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，１９７４；ｐｐ７８５－８３９（ここに本明細書の
一部を構成するものとしてその全内容を援用する）に開示される酸化剤は、本明細書に記
載する方法において有用である。
【０１４９】
　第一および第二のチオール化された化合物の間の反応は、弱塩基性の緩衝液中で行うこ
ともできる。第一のチオール化された化合物の第二のチオール化された化合物に対する量
は変化しうる。一態様では、第一のチオール化された化合物の第二のチオール化された化
合物に対する体積比は、９９：１、９０：１０、８０：２０、７０：３０、６０：４０、
５０：５０、４０：６０、３０：７０、２０：８０、１０：９０または１：９９である。
一態様では、第一および第二のチオール化された化合物は空気中で反応し、室温で乾燥さ
せる。この態様では、乾燥材料は、過酸化水素のような第二の酸化剤に暴露される。次い
で、得られた化合物は水で濯ぎ、未反応第一および／または第二チオール化された化合物
および使用されたなかった酸化剤はどれも取り除かれる。本明細書で記載する酸化架橋手
順によって、カップリング化合物を生成する場合の１つの利点は、架橋を水性媒体中で、
生理学的に良性の条件下、追加の架橋試薬を必要とすることなく行うことができることで
ある。
【０１５０】
　一態様では、ここで、式Ｘ
【０１５１】
【化４５】

（式中、Ｙは、本明細書に記載する任意の変性グリコサミノグリカンの残基でもよく、Ｌ
は、置換されたまたは置換されていないヒドロカルビル基、置換されたまたは置換されて
いないヘテロヒドロカルビル基、ポリアルキレン基、ポリエーテル基、ポリアミド基、ポ
リイミノ基、アリール基、ポリエステル、ポリチオエーテル基、ポリサッカリル基または
これらの組合せでもよい）で表される第一のチオール化された化合物と、少なくとも１個
のＳＨ基を持つ第二のチオール化された化合物（ここで、第一のチオール化された化合物
および第二のチオール化された化合物は同一または異なる化合物である）とを、酸化剤の
存在下で反応させることによって、２以上のチオール化された化合物をカップリングする
方法を記載する。一態様では、第二のチオール化された化合物は、式Ｘで表される。別の
態様では、第一および第二のチオール化された化合物は同じ化合物である。
【０１５２】
　式Ｘで表されるチオール化された化合物と第二のチオール化された化合物との間の反応
によって、フラグメントＶＩＩＩ
【０１５３】
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【化４６】

（式中、ＹおよびＬは、前に記載した通りである）を持つ架橋化合物を生成する。一態様
では、式ＶＩＩＩ中のＬは、ＣＨ２、ＣＨ２ＣＨ２、またはＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２でもよい
。別の態様では、Ｇは、たとえば、硫酸化されたグリコサミノグリカン残基のような多糖
類残基でもよい。別の態様では、Ｇは、コンドロイチン、コンドロイチン硫酸、デルマタ
ン、デルマタン硫酸、ヘパリン、ヘパラン硫酸、アルギン酸、ペクチン、またはカルボキ
シメチルセルロース、またはヒアルロン酸の残基でもよい。
【０１５４】
　別の態様では、ここで、式ＸＶＩＩ
【０１５５】
【化４７】

（式中、Ｘは、本明細書に記載する任意の高分子の残基でもよく、Ｌは、置換されたまた
は置換されていないヒドロカルビル基、置換されたまたは置換されていないヘテロヒドロ
カルビル基、ポリアルキレン基、ポリエーテル基、ポリアミド基、ポリイミノ基、アリー
ル基、ポリエステル、ポリチオエーテル基、ポリサッカリル基またはこれらの組合せでも
よい）で表される第一のチオール化された化合物と、少なくとも１個のＳＨ基を持つ第二
のチオール化された化合物（ここで、第一のチオール化された化合物および第二のチオー
ル化された化合物は同じまたは異なる化合物である）とを、酸化剤の存在下で反応させる
ことにより、２以上のチオール化された化合物をカップリングする方法を記載する。
【０１５６】
　一態様では、Ｘは、本明細書に記載する任意の変性グリコサミノグリカンの残基である
。別の態様では、Ｘは、ヒアルロン酸の残基でもよい。一態様では、第二のチオール化さ
れた化合物は式ＸＶＩＩで表される。別の態様では、第一および第二のチオール化された
化合物は同じ化合物である。
【０１５７】
　式ＸＶＩＩで表されるチオール化された化合物と第二のチオール化された化合物との間
の反応によって、フラグメントＸＶＩＩＩ
【０１５８】
【化４８】

（式中、ＸおよびＬは、それぞれ、本明細書で記載する任意の高分子およびリンカーでも
よい）を持つ架橋化合物を生成する。一態様では、Ｘは、本発明で記載する変性グリコサ



(34) JP 4993465 B2 2012.8.8

10

20

30

40

50

ミノグリカンである。別の態様では、ＸおよびＧは、ヒアルロン酸の残基である。
【０１５９】
　（ｂ）チオール化合物とチオール反応性化合物との間の反応によるカップリング化合物
）
　別の態様では、ここに、第一の少なくとも１個のＳＨ基を持つチオール化された化合物
と、少なくとも１個のチオール反応性求電子性官能基を持つ化合物の少なくとも１つとを
、反応させることによって、２以上の化合物をカップリングする方法を記載する。一態様
では、化合物は少なくとも２個のチオール反応性官能基を持つ。
【０１６０】
　前記チオール化された高分子またはチオール化されることのできる高分子の任意のもの
が、この態様において、第一のチオール化された化合物として、使用することができる。
２以上の異なる高分子をこの方法で使用することができる。たとえば、第二のチオール化
された化合物は、第一のチオール化された化合物と組み合わせて使用することができる。
この態様では、第一および第二のチオール化された化合物は同じまたは異なる化合物であ
ってもよい。
【０１６１】
　一態様では、第一および第二のチオール化された化合物は多糖類でもよい。この態様で
は、多糖類は、コンドロイチン、コンドロイチン硫酸、デルマタン、デルマタン硫酸、ヘ
パリン、ヘパラン硫酸、アルギン酸、ペクチン、またはカルボキシメチルセルロース（こ
れらに限定されない）を含む硫酸化されたグリコサミノグリカンである。
【０１６２】
　別の態様では、第一のチオール化された化合物は、ヒアルロン酸である。別の態様では
、第一のチオール化された化合物は、前記式ＸＶＩＩで表される。この態様では、Ｘはヒ
アルロン酸の残基であり、Ｌは、ＣＨ２、ＣＨ２ＣＨ２またはＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２である
。別の態様では、Ｘは変性グリコサミノグリカンの残基である。
【０１６３】
　別の態様では、第一のチオール化された化合物は、前記式Ｘで表される。一態様では、
式Ｘ中のＹは、変性グリコサミノグリカンである。
【０１６４】
　一態様では、チオール反応性化合物は、前記チオール反応性求電子性官能基を１以上含
む。一態様では、チオール反応性化合物は、２個の電子不足ビニル基が同じものである、
２個の電子不足ビニル基を持つ。別の態様では、チオール反応性化合物は、ジアクリレー
ト、ジメタクリレート、ジアクリルアミド、ジメタクリルアミドまたはこれらの組合せで
ある。別の態様では、チオール反応性化合物は、複数のチオール反応性基を持つデンドリ
マーでもよい。一態様では、チオール反応性化合物は、２～１００、２～９０、２～８０
、２～７０、２～６０、２～５０、２～４０、２～３０、２～２０または２～１０個のチ
オール反応性基を持つことができる。
【０１６５】
　別の態様では、チオール反応性化合物は、式ＸＸ
【０１６６】
【化４９】

（式中、
Ｒ３およびＲ４は、独立して、水素または低級アルキルであり；
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ＵおよびＶは、独立して、ＯまたはＮＲ５（式中、Ｒ５は、独立して、水素または低級ア
ルキルである）であり；
Ｍは、ポリアルキレン基、ポリエーテル基、ポリアミド基、ポリイミノ基、ポリエステル
、アリール基、またはポリチオエーテル基である）で表される。
【０１６７】
　一態様では、Ｒ３およびＲ４は水素であり、ＵおよびＶは酸素であり、Ｍはポリエーテ
ル基である。この化合物は、本明細書では、ポリエチレングリコールジアクリレートまた
はＰＥＧＤＡと言う。別の態様では、Ｒ３およびＲ４は水素であり、ＵおよびＶはＮＨで
あり、Ｍはポリエーテル基である。さらなる態様では、Ｒ３およびＲ４はメチルであり、
ＵおよびＶは酸素であり、Ｍはポリエーテル基である。別の態様では、Ｒ３およびＲ４は
メチルであり、ＵおよびＶはＮＨであり、Ｍはポリエーテル基である。
【０１６８】
　別の態様では、チオール反応性化合物は、少なくとも１個のチオール反応性求電子性基
を含む前記生物活性剤の任意のものである。たとえば、マイトマイシンＣ（ＭＭＣ）は、
対応するアクリレート（ＭＭＣ－アクリレート）に変換することができる。次いで、ＭＭ
Ｃアクリレートは、本明細書に記載の任意のチオール化された高分子とカップリングさせ
ることができる。
【０１６９】
　別の態様では、第一のチオール化された化合物は、前記式ＸまたはＸＶＩＩ（式中、Ｌ
はＣＨ２ＣＨ２またはＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２である）で表され、チオール反応性化合物は、
前記式ＸＸ（式中、Ｒ３およびＲ４は、独立して、水素または低級アルキルであり；Ｕお
よびＶは、独立して、ＯまたはＮＲ５（式中、Ｒ５は独立して、水素または低級アルキル
である）であり；Ｍはポリエーテル基である）で表される。
【０１７０】
　別の態様では、ここで、少なくとも１個のチオール反応性求電子性官能基を持つ、第一
のチオール化された化合物と、少なくとも２個のチオール基を持つ化合物の少なくとも１
つとを反応させることによって、化合物をカップリングする方法を記載する。前記チオー
ル化された高分子およびチオール反応性求電子性官能基の任意のものをこの態様で使用す
ることができる。一態様では、式ＸＶＩ
【０１７１】
【化５０】

（式中、
Ｘは本明細書に記載する任意の高分子の残基でもよく；
Ｑはチオール反応性求電子性官能基であり；
Ｌは、置換されたまたは置換されていないヒドロカルビル基、置換されたまたは置換され
ていないヘテロヒドロカルビル基、ポリアルキレン基、ポリエーテル基、ポリアミド基、
ポリイミノ基、アリール基、ポリエステル、ポリチオエーテル基、ポリサッカリル基また
はこれらの組合せでもよい）で表されるフラグメントを少なくとも１つ持つ、チオール反
応性化合物と、少なくとも２個のチオール基を持つ化合物の少なくとも１つとを反応させ
る。
【０１７２】
　一態様では、式ＸＶＩのＱがチオール反応性求電子性官能基である場合、Ｘはヒアルロ
ン酸のような多糖類であり、Ｌは、ＣＨ２ＣＨ２またはＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２である。別の
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態様では、Ｑは、アクリレート、メタクリレート、アクリルアミドまたはメタクリルアミ
ドである。
【０１７３】
　一態様では、少なくとも２個のチオール基を持つ化合物の例示として、プロパン－１，
３－ジチオール、ポリエチレングリコール－α、Ω－ジチオール、パラ、オルソ、または
メタ－ビスベンジルチオール、ジチオトレイトール、２個以上のシステイン残基を含むペ
プチド、またはデンドリマーチオールが挙げられるが、これらに限定されない。，
　チオール化された化合物と、少なくとも１個のチオール反応性求電子性官能基を持つ化
合物とをカップリングすることによって生成した化合物は、式ＸＸＶＩＩ
【０１７４】
【化５１】

（式中、
Ｒ７およびＲ８は、独立して、水素または低級アルキルであり；
Ｗは前記電子吸引性基であり；
Ｘは、本明細書に記載する任意の高分子の残基であるえる）のフラグメントを少なくとも
１つ持つ。一態様では、Ｘは、ヒアルロン酸または硫酸化されたグリコサミノグリカンの
ような多糖類の残基でもよい。別の態様では、Ｘは変性グリコサミノグリカンの残基でも
よい。別の態様では、Ｒ７は水素であり、Ｒ８は水素またはメチルである。別の態様では
、Ｘは変性グリコサミノグリカンの残基であり；Ｒ７は水素であり；Ｒ８は水素またはメ
チルであり；Ｗはエステル基またはアミド基である。
【０１７５】
　一態様では、チオール化された化合物とチオール反応性化合物との間の反応生成物は、
式ＸＩＩ
【０１７６】

【化５２】

（式中、
Ｒ７およびＲ８は、独立して、水素または低級アルキルでもよく；
Ｗは、本明細書に記載する任意の電子吸引性基でもよく；
Ｙは、本明細書に記載する任意の変性グリコサミノグリカンの残基でもよく；
Ｌは、置換されたまたは置換されていないヒドロカルビル基、置換されたまたは置換され
ていないヘテロヒドロカルビル基、ポリアルキレン基、ポリエーテル基、ポリアミド基、
ポリイミノ基、アリール基、ポリエステル、ポリチオエーテル基、ポリサッカリル基また
はこれらの組合せを含む）で表されるフラグメントを少なくとも１つ持つ。
【０１７７】
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　別の態様では、チオール化された化合物とチオール反応性化合物との間の反応生成物は
、式ＸＩＩＩ
【０１７８】
【化５３】

（式中、
Ｒ７およびＲ８は、独立して、水素または低級アルキルでもよく；
Ｗは、本明細書に記載する任意の電子吸引性基でもよく；
Ｙは、本明細書に記載する任意の変性グリコサミノグリカンの残基でもよく；
Ｌは、置換されたまたは置換されていないヒドロカルビル基、置換されたまたは置換され
ていないヘテロヒドロカルビル基、ポリアルキレン基、ポリエーテル基、ポリアミド基、
ポリイミノ基、アリール基、ポリエステル、ポリチオエーテル基、ポリサッカリル基また
はこれらの組合せを含む）で表されるフラグメントを少なくとも１つ持つ。
【０１７９】
　別の態様では、チオール化された化合物とチオール反応性化合物との間の反応生成物は
、式ＸＩＶ
【０１８０】

【化５４】

（式中、
Ｒ３およびＲ４は、独立して、水素または低級アルキルでもよく；
ＵおよびＶは、独立して、ＯまたはＮＲ５（式中、Ｒ５は、独立して、水素または低級ア
ルキルである）でもよく；
Ｙは、本明細書に記載する任意の変性グリコサミノグリカンの残基でもよく；
Ｘは、本明細書に記載する任意の高分子の残基でもよく；
ＬおよびＭは、独立して、置換されたまたは置換されていないヒドロカルビル基、置換さ
れたまたは置換されていないヘテロヒドロカルビル基、ポリアルキレン基、ポリエーテル
基、ポリアミド基、ポリイミノ基、アリール基、ポリエステル、ポリチオエーテル基、ポ
リサッカリル基またはこれらの組合せでもよい）で表されるフラグメントを少なくとも１
つ持つ。
【０１８１】
　一態様では、式ＸＩＶ中のＹはＸ’ＯＣＨ２－（式中、Ｘ’は、高分子の残基を含む）
である。高分子Ｘ’の例として、コンドロイチン、コンドロイチン硫酸、デルマタン、デ
ルマタン硫酸、ヘパリン、ヘパラン硫酸、アルギン酸またはペクチンが挙げられるが、こ
れらに限定されない。別の態様では、Ｘ’はヒアルロン酸である。式ＸＩＶの別の態様で
は、Ｒ３およびＲ４は水素であり、ＵおよびＶは酸素であり、Ｍはポリエーテル基である
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。さらなる態様では、式ＸＩＶ中のＬは、ＣＨ２ＣＨ２基である。式ＸＩＶの別の態様で
は、ＹはＸ’ＯＣＨ２－（式中、Ｘ’はヒアルロン酸であり、Ｒ３およびＲ４は水素であ
り、ＵおよびＶは酸素であり、Ｍはポリエーテル基であり、ＬはＣＨ２ＣＨ２基であり、
ＸはＣＨ２ＣＨ２Ｃ（Ｏ）ＮＨＮＨＣ（Ｏ）Ｘ”（式中、Ｘ”はヒアルロン酸の残基であ
る）である。また、この化合物は、ここで、カーベラン（登録商標）－ＳＸと言う。式Ｘ
ＩＶのさらに他の態様では、ＹはＸ’ＯＣＨ２－（式中、Ｘ’はヒアルロン酸である）で
あり、Ｒ３およびＲ４は水素であり、ＵおよびＶは酸素であり、Ｍはポリエーテル基であ
り、ＬはＣＨ２ＣＨ２基であり、ＸはＣＨ２ＣＨ２Ｃ（Ｏ）ＮＨＮＨＣ（Ｏ）Ｘ”（式中
、Ｘ”はゼラチンの残基である）である。またこの化合物は、ここで、カーベラン（登録
商標）－ＧＳＸと言う。
【０１８２】
　別の態様では、チオール化された化合物とチオール反応性化合物との間の反応生成物は
、式ＸＶ
【０１８３】

【化５５】

（式中、
Ｒ３およびＲ４は、独立して、水素または低級アルキルでもよく；
ＵおよびＶは、独立して、ＯまたはＮＲ５（式中、Ｒ５は、独立して、水素または低級ア
ルキルである）でもよく；
Ｙは、本明細書に記載する任意の変性グリコサミノグリカンの残基でもよく；
Ｘは、本明細書に記載する任意の高分子の残基でもよく；
ＬおよびＭは、独立して、置換されたまたは置換されていないヒドロカルビル基、置換さ
れたまたは置換されていないヘテロヒドロカルビル基、ポリアルキレン基、ポリエーテル
基、ポリアミド基、ポリイミノ基、アリール基、ポリエステル、ポリチオエーテル基、ポ
リサッカリル基またはこれらの組合せでもよい）で表されるフラグメントを少なくとも１
つ持つ。
【０１８４】
　別の態様では、チオール化された化合物とチオール反応性化合物との間の反応生成物は
、式ＸＸＩ
【０１８５】
【化５６】

（式中、
Ｒ７およびＲ８は、独立して、水素または低級アルキルでもよく；
Ｗは、本明細書に記載する任意の電子吸引性基でもよく；
Ｘは、本明細書に記載する任意の高分子の残基でもよく；
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Ｌは、置換されたまたは置換されていないヒドロカルビル基、置換されたまたは置換され
ていないヘテロヒドロカルビル基、ポリアルキレン基、ポリエーテル基、ポリアミド基、
ポリイミノ基、アリール基、ポリエステル、ポリチオエーテル基、ポリサッカリル基また
はこれらの組合せでもよい。で表されるフラグメントを少なくとも１つ持つ。
【０１８６】
　別の態様では、チオール化された化合物とチオール反応性化合物との間の反応生成物は
、式ＸＸＩＩ
【０１８７】
【化５７】

（式中、
Ｒ３およびＲ４は、独立して、水素または低級アルキルでもよく；
ＵおよびＶは、独立して、ＯまたはＮＲ５（式中、Ｒ５は、独立して、水素または低級ア
ルキルである）でもよく；
Ｙは、本明細書に記載する任意の変性グリコサミノグリカンの残基でもよく；
Ｘは、本明細書に記載する任意の高分子の残基でもよく；
ＬおよびＭは、独立して、置換されたまたは置換されていないヒドロカルビル基、置換さ
れたまたは置換されていないヘテロヒドロカルビル基、ポリアルキレン基、ポリエーテル
基、ポリアミド基、ポリイミノ基、アリール基、ポリエステル、ポリチオエーテル基、ポ
リサッカリル基またはこれらの組合せでもよい）で表されるフラグメントを少なくとも１
つ持つ。
【０１８８】
　別の態様では、式Ｌで表される、任意のチオール化された化合物と、式ＸＸ
【０１８９】

【化５８】

（式中、
Ｒ３およびＲ４は、独立して、水素または低級アルキルを含み；
ＵおよびＶは、独立して、ＯまたはＮＲ５（式中、Ｒ５は、独立して、水素または低級ア
ルキルである）を含み；
Ｍは、置換されたまたは置換されていないヒドロカルビル基、置換されたまたは置換され
ていないヘテロヒドロカルビル基、ポリアルキレン基、ポリエーテル基、ポリアミド基、
ポリイミノ基、アリール基、ポリエステル、ポリチオエーテル基、ポリサッカリル基また
はこれらの組合せを含む）を含む化合物とを反応させることを含むプロセスによって生成
される化合物。
【０１９０】
　一態様では、式ＸＸ中のＲ３およびＲ４は、水素であり、ＵおよびＶは酸素であり、Ｍ
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はポリエーテル基である。別の態様では、Ｒ３およびＲ４は水素であり、ＵおよびＶはＮ
Ｈであり、Ｍはポリエーテル基である。さらなる態様では、Ｒ３およびＲ４はメチルであ
り、ＵおよびＶは酸素であり、Ｍはポリエーテル基である。別の態様では、Ｒ３およびＲ
４はメチルであり、ＵおよびＶはＮＨであり、Ｍはポリエーテル基である。
【０１９１】
　一態様では、チオール化された化合物は、式Ｌ（式中、Ｘはヒアルロン酸であり、Ｒ１

およびＲ２は水素であり、Ｌ１はＣＨ２であり、Ｌ２はＣＨ２ＣＨ２である）で表される
。別の態様では、チオール化された化合物は、式Ｌ（式中、Ｘはヒアルロン酸であり、Ｒ
１およびＲ２は水素であり、Ｌ１はＣＨ２であり、Ｌ２および式ＸＸで表される化合物は
、ポリ（エチレングリコール）ジアクリレートである）で表される。この反応を図８に示
す。また、反応生成物は、ここでカーベラン（登録商標）－ＳＸと言う。
【０１９２】
　チオール化された分子が、２以上の異なるチオール化された分子でもよいことも想定さ
れる。一態様では、チオール化された分子は、第一のチオール化された分子は、式Ｌ（式
中、Ｘはヒアルロン酸であり、Ｒ１およびＲ２は水素であり、Ｌ１はＣＨ２であり、Ｌ２

はＣＨ２ＣＨ２である）で表される化合物であり、第二のチオール化された分子はチオー
ル化された高分子である、２個のチオール化された分子を含み、式ＸＸで表される化合物
はポリ（エチレングリコール）ジアクリレートである。チオール化された高分子の例とし
て、コンドロイチン硫酸、チオール化されたデルマタン、チオール化されたヘパラン、チ
オール化されたヘパリン、チオール化されたデルマタン硫酸、チオール化されたヘパラン
硫酸、チオール化されたアルギン酸、またはチオール化されたペクチンが挙げられるが、
これらに限定されない。一態様では、チオール化された高分子は、本明細書に記載する技
術を使用して、チオール基を持つヒドラジド基で変性することができる。一態様では、第
二のチオール化された分子は、ゼラチンがチオール基を持つヒドラジド基で変性されてい
る、チオール化されたゼラチンである。
【０１９３】
　一態様では、チオール化された分子は、第一のチオール化された分子は、式Ｌ（式中、
Ｘはヒアルロン酸であり、Ｒ１およびＲ２は水素であり、Ｌ１はＣＨ２であり、Ｌ２はＣ
Ｈ２ＣＨ２である）で表される化合物であり、第二のチオール化された分子はチオール化
されたゼラチンである、２個のチオール化された分子を含み、式ＸＸで表される化合物は
ポリ（エチレングリコール）ジアクリレートである。この反応を図８に示し、反応生成物
を本明細書ではカーベラン（登録商標）－ＧＳＸと言う。
【０１９４】
　一態様では、チオール反応性化合物とチオール化合物との間の反応は、通常、７～１２
、７．５～１１、７．５～１０、または７．５～９．５のｐＨ、またはｐＨ８で行われる
。一態様では、溶剤として、水（単独）または有機溶剤を含む水性液を使用することがで
きる。一態様では、混合溶剤系で使用される場合、一級、二級、または三級アミンのよう
な塩基を使用することができる。一態様では、反応中にチオール反応性化合物が全て消費
されることを確実にするために、チオール反応性化合物に対して過剰のチオール化合物を
使用する。チオール反応性化合物、チオール化合物、反応のｐＨの選択および選択された
溶剤に依るが、カップリングは数分以内から数日起こる。もし反応が空気のような酸化剤
の存在下で行われる場合は、チオール化合物は、酸化付加反応を介してそれ自身または他
のチオール化合物と反応し、チオール反応性化合物との反応に加えて、ジスルフィド結合
も形成する。
【０１９５】
　（ｃ）ポリカルボニル架橋剤を介する架橋）
　一態様では、ポリカルボニル架橋剤は、本明細書に記載する任意の変性高分子と反応す
ることができる。用語「ポリカルボニル架橋剤」は、本明細書では、式Ｃ（Ｏ）Ｒ（式中
、Ｒは水素、低級アルキルまたはＯＲ’（式中、Ｒ’は活性化エステルを形成することに
なる基である）である）で表される基を２個以上持つ化合物と定義する。一態様では、任



(41) JP 4993465 B2 2012.8.8

10

20

意のヒドラジド変性高分子およびアミノオキシ変性高分子を、ポリアルデヒドで架橋する
ことができる。ポリアルデヒドは、アルデヒド基［Ｃ（Ｏ）Ｈ］を２個以上持つ化合物で
ある。一態様では、ポリアルデヒドはジアルデヒド化合物である。
【０１９６】
　一態様では、２個以上のアルデヒド基を持つ任意の化合物を、ポリアルデヒド架橋剤と
して使用することができる。一態様では、ポリアルデヒドは、置換されたまたは置換され
ていないヒドロカルビルまたは置換されたまたは置換されていないヘテロヒドロカルビル
でもよい。他の実施形態では、ポリアルデヒドはポリサッカリル基またはポリエーテル基
を含むことができる。さらなる態様では、ポリアルデヒドは、デンドリマーまたはペプチ
ドでもよい。一態様では、ポリ（エチレングリコール）プロピオンジアルデヒド（ＰＥＧ
）のようなポリエーテルジアルデヒドは、本明細書に記載する組成物および方法において
有用である。ＰＥＧは、シェアウォターポリマーズ社（ハンツビル、アラバマ州）のよう
な多くの商業的供給元から購入することができる。別の態様では、ポリアルデヒドはグル
タルアルデヒドである。
【０１９７】
　別の態様では、ポリカルボニル化合物がポリアルデヒドの場合、ポリアルデヒドは、そ
れぞれ２個以上のヒドロキシ基またはエポキシ基を持つ末端ポリオールまたはポリエポキ
シドを、業界で公知の技術を用いて酸化することによって、生成することができる。
【０１９８】
　架橋の方法は、通常、変性高分子とポリカルボニル架橋剤とを溶剤の存在下で反応させ
ることを含む。一態様では、ポリカルボニルのカルボニル基を変性高分子のアミノオキシ
基のヒドラジド基またはアミノ基と反応させ、新しい炭素－窒素二重結合を造る。
【０１９９】
　スキーム３は、ジカルボニル化合物Ａ（式中、Ｒ２９およびＲ３０は、独立して、水素
、低級アルキルまたは前記ＯＲ’でもよい）を架橋剤として使用する一態様を示す。第一
ヒドラジド変性高分子とジカルボニルとの間の縮合反応の結果である、化合物Ｂのカルボ
ニル基は、第二ヒドラジド変性多糖類Ｃのヒドラジド基と反応し、別の炭素－窒素二重結
合を造り、式Ｖで描かれる単位を形成する。
【０２００】
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【化５９】

　スキーム３を考慮すると、２つ以上の変性高分子を架橋して、マトリックスを造ること
が可能である。ポリカルボニル架橋剤は異なる変性高分子上のヒドラジド基またはアミノ
オキシ基と反応することが意図されるが、ポリカルボニル架橋剤は、また、同じ変性高分
子上に存在する２個以上のヒドラジド基またはアミノオキシ基と反応することも可能であ
る。
【０２０１】
　また、スキーム３において、変性高分子は異なっても同じでもよいことは明らかである
。したがって、一態様では、式Ｖ中のＸおよびＹは、同じ高分子残基でもよい。別の態様
では、ＸおよびＹは異なる高分子残基でもよい。一態様では、ＸおよびＹは、独立して、
コンドロイチン、コンドロイチン硫酸、デルマタン、デルマタン硫酸、ヘパリン、ヘパラ
ン硫酸、アルギン酸、ペクチンまたはカルボキシメチルセルロースの残基である。別の態
様では、ＸおよびＹは、ヒアルロン酸の残基である。別の態様では、Ｘおよび／またはＹ
は、変性グリコサミノグリカンの残基である。
【０２０２】
　一態様では、式Ｖ中のＹが変性グリコサミノグリカンの場合、Ｚはポリエーテルでもよ
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い。別の態様では、式Ｖ中のＹが変性グリコサミノグリカンの場合、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ５、
Ｒ６、Ｒ７およびＲ８は水素である。別の態様では、式Ｖ中のＹが変性グリコサミノグリ
カンの場合、Ｒ３およびＲ４は、たとえば、（ＣＨ２）ｎ（式中、ｎは、１～２０、１～
１８、１～１６、１～１４、１～１２、１～１０、１～８、２～６または２～４である）
のようなアルキル基でもよい。別の態様では、架橋高分子は、（１）アジピンジヒドラジ
ドと変性グリコサミノグリカンとの間に反応生成物を含む変性高分子と、（２）ポリ（エ
チレングリコール）プロピオンジアルデヒドとを反応させることによって生成することが
できる。別の態様では、架橋高分子は、（１）２個以上のアミノオキシ基を持つアミノオ
キシエーテル化合物と高分子との間に反応生成物を含む変性高分子と、（２）ポリ（エチ
レングリコール）プロピオンジアルデヒドとを反応させることによって生成することがで
きる。
【０２０３】
　別の態様では、反応生成物は、ポリカルボニル架橋剤とアミノオキシ変性高分子との間
に、式ＶＩ
【０２０４】
【化６０】

（式中、
ＸおよびＹは、本明細書に記載する任意の高分子の残基でもよく；
Ｒ２７およびＲ２８は、独立して、水素または低級アルキルでもよく；
ＬおよびＺは、独立して、置換されたまたは置換されていないヒドロカルビル基、置換さ
れたまたは置換されていないヘテロヒドロカルビル基、ポリアルキレン基、ポリエーテル
基、ポリアミド基、ポリイミノ基、アリール基、ポリエステル、ポリチオエーテル基、ポ
リサッカリル基またはこれらの組合せでもよい）で表されるフラグメントを少なくとも１
つ持つ。
【０２０５】
　一態様では、ＸおよびＹは、サルフェート－グリコサミノグリカンまたはヒアルロン酸
のような多糖類の残基である。別の態様では、Ｙは変性グリコサミノグリカンでもよい。
【０２０６】
　別の態様では、高分子上に存在する１以上の水酸基を酸化して対応するアルデヒドとし
、これを、次いで、ヒドラジド化合物またはアミノオキシエーテル化合物と架橋すること
もできる。一態様では、過ヨウ素酸を使用して高分子を酸化することもできる。
【０２０７】
　架橋の全体数および互いに架橋する異なる変性高分子の数は、ポリカルボニル架橋剤中
の反応性カルボニル基および変性高分子上に存在するジヒドラジド基またはアミノオキシ
基の数に依って変化する。一態様では、最小限で、式ＶまたはＶＩで表される架橋（すな
わち単位）が少なくとも１つある。一態様では、１％～１００％、１０％～９０％、３０
％～８０％、または４０％～７０％のジヒドラジド基またはアミノオキシ基が、ポリカル
ボニル架橋剤で架橋している。別の態様では、化合物は、式ＶまたはＶＩで表される単位
を、１０～１０，０００単位、１０～９，０００単位、１０～８，０００単位、１０～７
，０００単位、１０～６，０００単位、１０～５，０００単位、１０～４，０００単位、
１０～３，０００単位、１０～２，０００単位、または１０～１，０００単位持つ。
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【０２０８】
　一態様では、アジピンジヒドラジド（ＡＤＨ）は、それがウロン酸を変性する場合、１
％～９９％、または１～５０％のグリコサミノグリカンを架橋する。一態様では、グリコ
サミノグリカン（たとえばＨＡ）のような多糖類を含むカルボン酸の変性によって、１０
～９０％、２０～８０％、３０～７０％、４０～６０％、または約５０％の誘導体化を行
うことができ、誘導体化された多糖類は、１０％、２０％、３０％、４０％、５０％、６
０％、７０％、８０％、９０％または９９％を超える架橋を含むことができる。たとえば
、５，０００個の二糖単位（通常の高分子量ＨＡ）を持つヒアルロン酸は、５，０００個
の利用可能なカルボン酸基を持つ。１％変性とはＨＡ分子当たり５０個のＡＤＨｇａあり
、１０％は５００個のＡＤＨ／ＨＡであることを意味する。したがって、たとえ低い変性
レベルであっても変性されたＧＡＧ分子当たり、数多くの部位があり、架橋を形成する。
【０２０９】
　国際公開第０２／０６３７３号パンフレット（ここに本明細書の一部を構成するものと
してその全内容を援用する）に開示される、任意のポリアルデヒドを多糖類で架橋する技
術および手順は、本発明に記載する方法において使用することができる。一態様では、ポ
リカルボニル架橋剤と変性高分子との間の反応が完了した後、架橋高分子内に存在する溶
剤は、空気乾燥、低圧での回転蒸発および／または凍結乾燥のような業界で知られている
任意の方法によって蒸発することができる。一態様では、架橋高分子内に含まれる少なく
とも８０％、少なくとも８５％、少なくとも９０％、少なくとも９５％、および少なくと
も９８％の溶剤を蒸発すべきである。
【０２１０】
　一態様では、反応溶剤は水である。さらに、同様に、アルコール、ＤＭＦまたはＤＭＳ
Ｏのような水混和性有機溶剤を少量使用することもできる。一態様では、架橋は室温、た
とえば２５℃で行うことができる。架橋反応は、４℃未満から９０℃を超える温度範囲で
行うことが、一般的には４℃と６０℃との間、さらに一般的には４℃と５０℃との間、さ
らに好ましくは４℃、３０℃または３７℃で行われる。また、反応は、種々のｐＨ、たと
えばｐＨ３～１０、ｐＨ４～９、ｐＨ５～８、または好ましくは自然のｐＨで起こる。
【０２１１】
　（４．抗癒着複合体）
　一態様では、ここに、第一抗癒着支持体に共有結合で結合する第一抗癒着化合物を含む
（１）第一化合物と、（２）第一プロヒーリング化合物とを含む複合体を記載する。
【０２１２】
　本明細書で記載される用語「抗癒着化合物」は、細胞結合、細胞拡散、細胞成長、細胞
分裂、細胞移動または細胞増殖を予防する任意の化合物と定義する。一態様では、アポト
ーシスを誘発し、細胞周期を停止し、細胞分裂を阻害し、または細胞運動性を止める化合
物を、抗癒着化合物として使用することができる。抗癒着化合物の例として、抗癌薬、抗
増殖薬、ＰＫＣ抑制剤、ＥＲＫまたはＭＡＰＫ抑制剤、ｃｄｃ抑制剤、コルヒチンまたは
タキソールのような抗有糸分裂薬、アドリアマイシンまたはカンプトテシンのようなＤＮ
Ａ挿入剤、またはウォルトマンニンまたはＬＹ２９４００２のようなＰＩ３キナーゼの抑
制剤が挙げられるが、これらに限定されない。一態様では、抗癒着化合物は、マイトマイ
シンＣのようなＤＮＡ反応性化合物である。別の態様では、米国特許第６，５５１，６１
０号明細書（ここに本明細書の一部を構成するものとしてその全内容を援用する）に開始
される任意のオリゴヌクレオチドを、抗癒着化合物として使用することができる。別の態
様では、以下に記載する任意の抗炎症薬を、抗癒着化合物として使用することができる。
抗炎症薬化合物の例として、メチルプレドニゾン、少量のアスピリン、メドロキシプロゲ
ステロンアセテートおよび酢酸ロイプロリドが挙げられるが、これらに限定されない。
【０２１３】
　本明細書で記載する用語「抗癒着支持体」は、細胞に接着しない、または細胞を拡散ま
たは増殖しない抗癒着化合物と共有結合を形成することのできる任意の化合物と定義する
。一態様では、抗癒着支持体は、親水性の天然または合成ポリマーである。米国特許第６
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，５２１，２２３号明細書（ここに本明細書の一部を構成するものとしてその全内容を援
用する）に開示される任意のポリアニオン性多糖類を抗癒着支持体として使用することが
できる。ポリアニオン性多糖類の例として、ヒアルロン酸、ヒアルロン酸ナトリウム、ヒ
アルロン酸カリウム、ヒアルロン酸マグネシウム、ヒアルロン酸カルシウム、カルボキシ
メチルセルロース、カルボキシメチルアミロース、またはヒアルロン酸とカルボキシメチ
ルセルロースとの混合物が挙げられるが、これらに限定されない。
【０２１４】
　第一化合物の形成は、抗癒着化合物を抗癒着支持体と反応させ、新しい共有結合を形成
することを含む。一態様では、抗癒着化合物は、抗癒着支持体と反応することができる基
を持つ。抗癒着支持体と反応することのできる、抗癒着化合物上の基は、天然のものでも
よく、あるいは抗癒着化合物はそのような基を付加するため化学的に変性されたものでも
もよい。別の態様では、抗癒着支持体は、抗癒着化合物との反応性をさらに上げるように
、化学的に変性することができる。
【０２１５】
　一態様では、第一化合物は抗癒着化合物を抗癒着支持体と架橋することによって形成す
ることができる。一態様では、抗癒着化合物および抗癒着支持体はそれぞれ、次にたとえ
ば少なくとも２個のヒドラジド反応性基または少なくとも２個のアミノオキシ反応性基を
持つポリカルボニル架橋剤のような架橋剤と反応することができる、少なくとも１個のヒ
ドラジド基またはアミノオキシ基を持つ。前記ヒドラジド反応性基、アミノオキシ反応性
基およびポリカルボニル架橋剤のいずれのものも、態様で使用することができる。一態様
では、架橋剤はポリエチレングリコールジアルデヒドである。さらに、前記ヒドラジド変
性高分子およびアミノオキシ変性高分子のいずれのものも、第一抗癒着支持体として使用
することができる。
【０２１６】
　別の態様では、第一化合物は、抗癒着化合物と抗癒着支持体との酸化架橋によって形成
することができる。一態様では、抗癒着化合物および抗癒着支持体がそれぞれ、チオール
基を持つ場合、該抗癒着化合物および抗癒着支持体は、酸化剤の存在下で互いに反応し、
新しいジスルフィド結合を形成する。前記した任意の酸化剤をこの態様で使用することが
できる。さらに、前記チオール化されたヒドラジド変性高分子およびチオール化されたア
ミノオキシ変性高分子の任意のものを、第一抗癒着支持体として使用することができる。
たとえば、少なくとも１つのフラグメントＸまたはＸＶＩＩを持つ化合物を、第一抗癒着
支持体として使用することができる。
【０２１７】
　抗癒着化合物と抗癒着支持体との間の反応は、弱塩基性の緩衝液中で行うことができる
。抗癒着支持体の量に対する抗癒着化合物の量は、様々に変われる。一態様では、抗癒着
化合物の抗癒着支持体に対する体積比は、９９：１から、９０：１０、８０：２０、７０
：３０、６０：４０、５０：５０、４０：６０、３０：７０、２０：８０、１０：９０ま
たは１：９９である。一態様では、抗癒着化合物および抗癒着支持体は大気中で反応し、
室温で乾燥させる。この態様では、乾燥材料を過酸化水素のような第二酸化剤に曝露する
ことができ、次いで得られた化合物を水で濯ぎ、未反応抗癒着化合物および抗癒着支持体
、および使用されたなかった酸化剤のいかなるものも取り除く。本明細書で記載する酸化
架橋手順によって第一化合物を生成する利点は、架橋を水性媒体中で、生理学的に良性の
条件下、追加の架橋試薬を必要とすることなく行うことができることである。
【０２１８】
　別の態様では、第一化合物を、少なくとも１個のＳＨ基を持つ抗癒着支持体と少なくと
も１個のチオール反応性求電子性官能基を持つ抗癒着化合物の少なくとも１つとを反応さ
せることによって生成する。一態様では、抗癒着化合物は、アクリレート基を持つマイト
マイシンＣである。
【０２１９】
　別の態様では、第一化合物を、少なくとも１個のチオール反応性求電子性官能基を持つ
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抗癒着支持体と、少なくとも２個のチオール基を持つ抗癒着化合物の少なくとも１つとを
反応させることによって生成する。チオール反応性求電子性官能基を持つ前記化合物のい
ずれも、この態様で使用することができる。たとえば、式ＩＩＩまたはＸＶＩで表される
フラグメントを少なくとも１つ持つ化合物を第一癒着支持体として使用することができる
。
【０２２０】
　一態様では、チオール反応性化合物（抗癒着化合物または抗癒着支持体）とチオール化
合物（抗癒着化合物または抗癒着支持体）との間の反応は、通常、７～１２から７．５～
１１、７．５～１０または７．５～９．５のｐＨ、またはｐＨ８で行われる。一態様では
、使用される溶剤として、水（単独）または有機溶剤を含む水性液を使用することができ
る。一態様では、混合溶剤系で使用される場合、一級、二級、または三級アミンのような
塩基を使用することができる。一態様では、反応中にチオール反応性化合物が全て消費さ
れることを確実にするために、チオール反応性化合物に対して過剰のチオール化合物を使
用する。チオール反応性化合物、チオール化合物、反応のｐＨの選択および選択された溶
剤に依るが、カップリングは数分以内から数日起こる。もし反応が空気のような酸化剤の
存在下で行われる場合は、チオール化合物は、酸化付加反応を介してそれ自身または他の
チオール化合物と反応し、チオール反応性化合物との反応に加えて、ジスルフィド結合も
形成する。
【０２２１】
　状況に応じて、複合体は未反応（すなわち遊離の）抗癒着化合物を含むことができる。
該未反応抗癒着化合物は、抗癒着支持体に共有結合で結合する、同じまたは異なる抗癒着
化合物でもよい。
【０２２２】
　複合体は、プロヒーリング化合物で構成される。本明細書で記載される用語「プロヒー
リング薬」は、細胞成長、細胞増殖、細胞移動、細胞運動性、細胞癒着または細胞拡散を
助長する化合物はいかなるものも言う。一態様では、プロヒーリング化合物はタンパク質
または合成ポリマーを含む。本明細書に記載する方法で有用なタンパク質は、細胞外マト
リクスタンパク質の細胞外マトリクスタンパク質、化学的に変性された細胞外マトリクス
タンパク質または部分加水分解された誘導体が挙げられるが、これらに限定されない。タ
ンパク質は、細胞双方向性ドメインを持つ天然または組み換えポリペプチドでもよい。タ
ンパク質は、１以上のタンパク質が変性されているタンパク質の混合物でももよい。タン
パク質の具体的な例として、コラーゲン、エラスチン、デコリン、ラミニンまたはフィブ
ロネクチンが挙げられるが、これらに限定されない。
【０２２３】
　一態様では、合成ポリマーは、少なくとも１個のカルボン酸基を持つもの、あるいはそ
の塩またはエステルであって、ヒドラジドまたはアミノオキシエーテル化合物と反応する
ことのできるものである。一態様では、合成ポリマーは、グルクロン酸、ポリアクリル酸
、ポリアスパラギン酸、ポリ酒石酸、ポリグルタミン酸またはポリフマル酸を含む。
【０２２４】
　別の態様では、プロヒーリング化合物は、米国特許第６，５４８，０８１Ｂ２号明細書
（ここに本明細書の一部を構成するものとしてその全内容を援用する）に開示される任意
の支持体でもよい。一態様では、プロヒーリング化合物には、架橋アルギネート、ゼラチ
ン、コラーゲン、架橋コラーゲン、サクシニル化コラーゲンまたはメチル化コラーゲンの
ようなコラーゲン誘導体、架橋ヒアルロン酸、キトサン、メチルピロリドン－キトサンの
ようなキトサン誘導体、セルロースおよび酢酸セルロースまたはカルボキシメチルセルロ
ースのようなセルロース誘導体、カルボキシメチルデキストランのようなデキストラン誘
導体、デンプンおよびヒドロキシエチルデンプンのようなデンプンの誘導体、他のグリコ
サミノグリカンおよびその誘導体、他のポリアニオン性多糖類またはその誘導体、ポリ乳
酸（ＰＬＡ）、ポリグリコール酸（ＰＧＡ）、ポリ乳酸およびポリグリコール酸のコポリ
マー（ＰＬＧＡ）、ラクチド、グリコリド、および他のポリエステル、ポリオキサノンお



(47) JP 4993465 B2 2012.8.8

10

20

30

40

50

よびポリオキサレート、ポリ（ビス（ｐ－カルボキシフェノキシ）プロパン）アンハイド
ライド（ＰＣＰＰ）およびセバシン酸のコポリマー、ポリ（Ｌ－グルタミン酸）、ポリ（
Ｄ－グルタミン酸）、ポリアクリル酸、ポリ（ＤＬ－グルタミン酸）、ポリ（Ｌ－アスパ
ラギン酸）、ポリ（Ｄ－アスパラギン酸）、ポリ（ＤＬ－アスパラギン酸）、ポリエチレ
ングリコール、先に列挙したポリアミノ酸とポリエチレングリコールとのコポリマー、コ
ラーゲン様、シルク様、シルク－エラスチン様タンパク質のようなポリペプチド、ポリカ
プロラクトン、ポリ（アルキレンスクシネート）、ポリ（ヒドロキシブチレート）（ＰＨ
Ｂ）、ポリ（ブチレンジグリコレート）、ナイロン－２／ナリロン－６－共ポリアミド、
ポリジヒドロピラン、ポリフォスファゼン、ポリ（オルソエステル）、ポリ（シアノアク
リレート）、ポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコール、ポリカゼイン、ケラチン、
ミオシン、およびフィブリンが含まれる。別の態様では、高度に架橋されたＨＡをプロヒ
ーリング化合物として使用しえる。
【０２２５】
　別の態様では、プロヒーリング化合物は、多糖類でもよい。一態様では、多糖類はカル
ボン酸基のような基を少なくとも１個持ち、またはその塩あるいはエステルであり、ジヒ
ドラジドと反応することができる。一態様では、多糖類は、グリコサミノグリカン（ＧＡ
Ｇ）である。前記任意のグリコサミノグリカンをこの態様で使用することができる。別の
態様では、プロヒーリングはヒアルロン酸である。
【０２２６】
　場合によっては、複合体は、第二プロヒーリング化合物を含むことができる。一態様で
は、第二プロヒーリング化合物は、増殖因子でもよい。細胞および組織の増殖および生き
残りを助長し細胞の機能化を増強することのできる物質または代謝前駆体は、いかなるも
のも増殖因子として有用である。増殖因子の例として、ガングリオシド、神経発育因子な
どのような神経増殖助長物質；フィブロネクチン（ＦＮ）、ヒト成長ホルモン（ＨＧＨ）
、コロニー刺激因子、骨形態形成タンパク質、血小板由来増殖因子（ＰＤＧＦ）、インシ
ュリン由来増殖因子（ＩＧＦ－Ｉ、ＩＧＦ－ＩＩ）、トランスホーミング増殖因子－α（
ＴＧＦ－α）、トランスホーミング増殖因子－β（ＴＧＦ－β）、上皮増殖因子（ＥＧＦ
）、線維芽細胞増殖因子（ＦＧＦ）、インターロイキン－１（ＩＬ－１）、血管内皮細胞
増殖因子（ＶＥＧＦ）およびケラチノサイト増殖因子（ＫＧＦ）、乾燥骨材料などのよう
な硬または柔組織増殖助長剤；メトトレキサート、５－フロロウラシル、アドリアマイシ
ン、ビンブラスチン、シスプラチン、毒素に共役する腫瘍特異抗体、腫瘍壊死因子などの
ような抗腫瘍剤が挙げられるが、これらに限定されない。複合体に導入される増殖因子の
量は、選択される増殖因子およびプロヒーリング化合物と、複合体の意図される最終用途
とによって変化する。
【０２２７】
　米国特許第６，５３４，５９１Ｂ２号明細書（ここに本明細書の一部を構成するものと
してその全内容を援用する）に開示される任意の増殖因子を、この態様で使用することが
できる。一態様では、増殖因子として、トランスホーミング増殖因子（ＴＧＦ）、線維芽
細胞増殖因子（ＦＧＦ）、血小板由来増殖因子（ＰＤＧＦ）、上皮増殖因子（ＥＧＦ）、
結合組織活性化ペプチド（ＣＴＡＰ）、骨形成因子、およびそのような増殖因子の生物学
的に活性な類縁体、フラグメントおよび誘導体が含まれる。トランスホーミング増殖因子
（ＴＧＦ）超遺伝子弔意電子ファミリのメンバーは、多機能型調節タンパク質である。Ｔ
ＧＦ超遺伝子弔意電子ファミリのメンバーには、βトランスホーミング増殖因子（たとえ
ば、ＴＧＦ－１、ＴＧＦ－２、ＥＧＦ－３）；骨形成タンパク質（たとえば、ＢＭＰ－１
、ＢＭＰ－２、ＢＭＰ－３、ＢＭＰ－４、ＢＭＰ－５、ＢＭＰ－６、ＢＭＰ－７、ＢＭＰ
－８、ＢＭＰ－９）；ヘパリン結合性増殖因子（たとえば、線維芽細胞増殖因子（ＦＧＦ
）、上皮増殖因子（ＥＧＦ）、血小板由来増殖因子（ＰＤＧＦ）、インシュリン様増殖因
子（ＩＧＦ））；インヒビン（たとえば、インヒビンＡ、インヒビンＢ）；増殖分化因子
（たとえば、ＧＤＦ－１）；およびアクチビン（たとえば、アクチビンＡ、アクチビンＢ
、アクチビンＡＢ）が含まれる。
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【０２２８】
　増殖因子は、哺乳類細胞のような天然または自然供給源から単離することができ、また
組み換えＤＮＡ技術や種々の化学的プロセスによる合成で生成することができる。さらに
、これらの因子の類縁体、フラグメントまたは誘導体は、元の分子の生物学的活性の少な
くともいくらかを発揮するのであれば、使用することができる。たとえば、類縁体は、部
位特異的突然変異または他の遺伝子工学的技術によって変化させられた遺伝の発現によっ
て生成することができる。
【０２２９】
　別の態様では、架橋剤の付加を、第一化合物とプロヒーリング化合物とをカップリング
するために使用することができる。一態様では、第一化合物とプロヒーリング化合物とが
遊離のチオール基を持つ場合、少なくとも２個のチオール反応性求電子性基を持つ架橋剤
を、２個の化合物をカップリングするために使用することができる。さらに、架橋剤は、
２個の第一化合物または２個のプロヒーリング化合物をカップリングすることができる。
【０２３０】
　一態様では、架橋剤は、２個の電子不足ビニル基を持つチオール反応性化合物であって
、該２個の電子不足ビニル基は同一の化合物である。別の態様では、チオール反応性化合
物は、ジアクリレート、ジメタクリレート、ジアクリルアミド、ジメタクリルアミドまた
はこれらの組合せである。別の態様では、チオール反応性化合物は、先に検討した、式Ｘ
Ｘで表される。
【０２３１】
　本明細書に記載される複合体は、意図される最終用途に依って、種々の形であることが
想定される。一態様では、複合体は、積層体、ゲル、ビーズ、スポンジ、フィルム、メッ
シュ、またはマトリックスである。米国特許第６，５３４，５９１Ｂ２号明細書および第
６，５４８，０８１Ｂ２号明細書（これらは本明細書の一部を構成するものとしてその全
内容を援用する）に開示された手段を、異なる形をもつ複合体を製造するために、使用す
ることができる。
【０２３２】
　一態様では、複合体は積層体である。一態様では、積層体は、第一層および第二層を含
み、（１）第一層は、第一表面および第二表面を持つ第一抗癒着支持体に共有結合で結合
する第一抗癒着化合物を含む第一化合物を含み、（２）第二層は、第一プロヒーリング化
合物を含み、第一表面および第二表面を持つものであって、第一層の前記第一表面は、第
二層の第一表面にとなりある積層体である。この態様では、第一層は第二層に隣接する。
第一化合物およびプロヒーリング化合物の選択に依り、２つの化合物の間にどのような化
学反応を起こすことがなく、第一化合物およびプロヒーリング化合物はどちらかが他のど
ちらかに共有結合で結合するか、または単なる物理的接触をする。一態様では、第一化合
物およびプロヒーリング化合物は遊離のチオール基を持ち、これは酸化剤の存在下で新し
いジスルフィドを形成する。
【０２３３】
　一態様では、プロヒーリング化合物の第二層を第一層のフィルムに塗布する。一態様で
は、第一および第二層の間の界面の幅は、一層のキャスティング時間に依って変化しうる
。たとえば、第一層のキャスティング時間が長ければ、第二層の塗布時に形成する界面の
幅は減少するであろう。同様に、もし第一層のキャスティング時間が短かければ、より広
い界面を造るであろう。第一および第二層の間の界面の幅が変化することによって、細胞
増殖を早急に（狭い界面）またはゆっくりと（広い界面）予防する勾配を造ることが可能
である。別の態様では、プロヒーリング化合物の別の層を第一層の別の表面に塗布し、プ
ロヒーリング化合物ですっぽり包まれたサンドイッチ構造の第一層を造ることができる。
図４に、このサンドイッチ積層体の一態様を示す。
【０２３４】
　一態様では、複合体は、被験体への送達の前に成型され任意の所望の形態とすることが
できる。別の態様では、第二層（プロヒーリング化合物）を被験体に塗布し、次いで第一
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化合物を曝露された第二層へ塗布することもできる。さらなる態様では、プロヒーリング
化合物を含む他の層を、第一層の曝露された表面に塗布することもできる。この態様では
サンドイッチ積層体が被験体内のその場で形成される。
【０２３５】
　一態様では、第一化合物およびプロヒーリング化合物は、キットとして使用することが
できる。たとえば、第一化合物およびプロヒーリング化合物は、別々のシリンジ中に詰め
、被験体に送達する直前にシリンジ－ツウ－シリンジ法を使用して中身を混合する。この
態様では、第一化合物およびプロヒーリング化合物を、押出し器具によってシリンジの開
口部から押し出すことができ、ついでへらで混合物を広げることができる。
【０２３６】
　別の態様では、第一化合物およびプロヒーリング化合物は、スプレー缶、ノズル付きボ
トル、または他のスプレー道具に別々につめる。この態様では、スプレー道具のノズルか
ら互いに出されるまで、第一化合物およびプロヒーリング化合物は、実際に混合しない。
【０２３７】
　（５．架橋タンパク質）
　本明細書に、アミノオキシエーテル化合物を使用して、タンパク質を他の分子でカップ
リングする方法を記載する。一態様では、少なくとも１個のアミノオキシ反応性基を持つ
タンパク質と、少なくとも１個のアミノオキシ基を持つ化合物とを反応させる。別の態様
では、少なくとも１個のアミノオキシ基を持つタンパク質と、少なくとも１個のアミノオ
キシ反応性基を持つ化合物とを反応させる。一態様では、ヒドラジド反応性基は、ａ－Ｃ
ＯＯＨ基（またはその塩あるいはエステル）、アルデヒド基またはケトン基でもよい。こ
の態様では、国際公開第０２／０６３７３号パンフレットおよび０２／０９０３９０号パ
ンフレット（ここに本明細書の一部を構成するものとしてその全内容を援用する）に開示
される技術を使用することができる。
【０２３８】
　一態様では、カップリングされたタンパク質は、式ＸＸＩＩＩ
【０２３９】
【化６１】

（式中、
Ｊは、任意のタンパク質残基でもよく；
Ｌは、置換されたまたは置換されていないヒドロカルビル基、置換されたまたは置換され
ていないヘテロヒドロカルビル基、ポリアルキレン基、ポリエーテル基、ポリアミド基、
ポリイミノ基、アリール基、ポリエステル、ポリチオエーテル基、ポリサッカリル基また
はこれらの組合せでもよく；
Ｅは、蛍光タグ、放射性標識、標的部分、脂質、ペプチド、放射性核種を持つ放射性核種
キレート化剤、スピン標識、ＰＥＧカモフラージュ、金属表面、ガラス表面、プラスチッ
ク表面、またはこれらのこれらの組合せでもよい）で表されるフラグメントを少なくとも
１つ持つ。
【０２４０】
　タンパク質残基は、少なくとも１個のアミノオキシ反応性基または少なくとも１個のア
ミノオキシ基を持つ任意のタンパク質でもよい。ここでは、アミノオキシ基で変性するこ
とのできる、業界で知られた任意のタンパク質を使用することができる。一態様では、タ
ンパク質は、細胞外マトリクスタンパク質、部分加水分解された細胞外マトリクスタンパ
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ク質、または化学的に変性された細胞外マトリクスタンパク質でもよい。別の態様では、
タンパク質は、コラーゲン、エラスチン、デコリン、ラミニンまたはフィブロネクチンで
ある。
【０２４１】
　一態様では、式ＸＸＩＩＩ中のＥは、レポーター基である。レポーター基の例として、
ＭＲＩ画像用のキレート化常磁性イオン、陽電子断層撮影法用のチオール反応性基を持つ
１８Ｆ－標識化化合物、蛍光タグ、放射性標識、標的部分、脂質、ペプチド、放射性核種
を持つ放射性核種キレート化剤、スピン標識、ＰＥＧカモフラージュ、ガラス表面、プラ
スチック表面、またはこれらの組合せが挙げられるが、これらに限定されない。スピン標
識の例として、プロキシルまたはドキシル基が挙げられるがこれらに限定されない。ガラ
ス表面の例として、エポキシ、活性化エステル、チオール反応性求電子性官能基でシラン
処理したガラス、ビーズまたはガラススリップが挙げられるが、これらに限定されない。
プラスチックとして、プラズマでエッチングされたポリプロピルまたは他の任意のプラス
チック材料が挙げられるが、これらに限定されない。
【０２４２】
　別の態様で、ここに記載するキットは、（１）少なくとも１個のアミノオキシ基を持つ
化合物と；（２）縮合剤と；（３）緩衝試薬と；（４）精製カラムとを含む。一態様では
、該化合物は、少なくとも１個のアミノオキシ基と少なくとも１個の前記レポーター基を
持つ任意の化合物である。通常のキットの使用は、成分（１）～（３）を、少なくとも１
個のアミノオキシ反応性基を持つタンパク質とともに混合することを含む。成分（１）～
（３）およびタンパク質は、どの順番でも加えることができる。タンパク質と、少なくと
も１個のアミノオキシ基を持つ化合物とを互いに反応させたカップリングしたタンパク質
を生成した後、カップリングされたタンパク質を含む混合物を精製カラムを通すことによ
って、カップリングしたタンパク質を精製する。精製カラムおよびそれを使用するための
技術は業界で公知である。
【０２４３】
　（Ｂ．医薬組成物）
　一態様では、前記方法によって製造された化合物、複合体および組成物の任意のものは
、高分子に共有結合で結合していない前記生物活性剤を少なくとも１つ含むことができる
。得られる医薬組成物は、薬物および他の生物学的に活性な剤を、適用部位の隣のあるい
は適用部位から離れた組織に送達する持続性の連続システムを提供することができる。生
物活性剤は、それが適用された生体系において、局所または全身的な生物学的、生理学的
または治療的効果を提供することができる。たとえば、剤は、他の機能の中でも、感染を
炎症調整する、細胞増殖および組織再生を増強する、腫瘍増殖を調整するために作用する
ことができ、鎮痛剤として作用でき、抗細胞結合を助長でき、および骨成長を増強するこ
とができる。さらに、本明細書で記載する化合物、複合体および組成物の任意のものは、
２以上の生物活性剤の組合せを含むことができる。
【０２４４】
　一態様では、生物活性剤は、生体系中で全身的にまたは障害部位で局所的に感染を予防
することができる、たとえば、ピロカルピン、ヒドロコルチゾン、プレドニゾロン、コル
チゾン、ジクロフェナクナトリウム、インドメタシン、６ｏｃ－メチルプレドニゾロン、
コルチコステロン、デキサメタゾン、プレドニゾンなど（これらに限定されない）のよう
な抗炎症剤；ペニシリン、セファロスポリン、バシトラシン、テトラサイクリン、ドキシ
サイクリン、ゲンタマイシン、クロロキン、ビダラビンなど（これらに限定されない）を
含む抗菌剤；サリチル酸、アセトアミノフェン、イブプロフェン、ネプロキセン、ピロキ
シカム、フルルビプロフェン、モルヒネなど（これらに限定されない）を含む鎮痛剤；コ
カイン、リドカイン、ベンゾカインなど（これらに限定されない）を含む局所麻酔薬；肝
炎、インフルエンザ、はしか、風疹、破傷風、ポリオ、狂犬病などに対する抗体を刺激す
るイムノゲン（ワクチン）；酢酸ロイプロリド（ＬＨ－ＲＨアゴニスト）、フナファレリ
ンなど（これらに限定されない）を含むペプチドのような物質を含むことができる。全て
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の化合物は、シグマ化学社（ミルウォーキー、ウィスコンシン州）から入手することがで
きる。
【０２４５】
　さらに、細胞および組織の増殖および生き残りを助長し、細胞の機能化を増強すること
のできる物質または代謝前駆体が、たとえば、ガングリオシド、神経発育因子などのよう
な神経増殖助長物質；フィブロネクチン（ＦＮ）、ヒト成長ホルモン（ＨＧＨ）、コロニ
ー刺激因子、骨形態形成タンパク質、血小板由来増殖因子（ＰＤＧＦ）、インシュリン由
来増殖因子（ＩＧＦ－Ｉ、ＩＧＦ－ＩＩ）、トランスホーミング増殖因子－α（ＴＧＦ－
α）、トランスホーミング増殖因子－β（ＴＧＦ－β）、上皮増殖因子（ＥＧＦ）、線維
芽細胞増殖因子（ＦＧＦ）、インターロイキン－１（ＩＬ－１）、血管内皮細胞増殖因子
（ＶＥＧＦ）およびケラチノサイト増殖因子（ＫＧＦ）、乾燥骨材料などのような硬また
は軟組織増殖助長剤；メトトレキサート、５－フロロウラシル、アドリアマイシン、ビン
ブラスチン、シスプラチン、毒素に共役する腫瘍特異抗体、腫瘍壊死因子などのような抗
腫瘍剤として有用である。
【０２４６】
　他の有用な物質として、プロゲステロン、テストステロンおよび卵胞刺激ホルモン（Ｆ
ＳＨ）（バースコントロール、受胎率強化）、インシュリンなどのようなホルモン；ジフ
ェンヒドラミンなどのような抗ヒスタミン薬；パパベリン，ストレプトキナーゼなどのよ
うな心臓血管剤；ヨウ化イソプロパミドなどのような潰瘍治療剤；メタプロターナルサル
フェイト、アミノフィリンなどのような気管支拡張薬；テオフィリン、ナイアシン、ミノ
キシジルなどのような血管拡張薬；トランキライザー、Ｂ－アドレナリン遮断薬、ドーパ
ミンなどのような中枢神経系作用薬；リスペリドンのような抗精神病薬、ナルトレキソン
、ナロキソン、ブプレノルフィンなどのような抗麻酔薬、その他の物質が挙げられる。全
ての化合物は、シグマ化学社（ミルウォーキー、ウィスコンシン州）から入手可能である
。
【０２４７】
　医薬組成物は、業界で公知の技術を使用して生成することができる。一態様では、該組
成物は、本明細書に記載する変性または架橋高分子と生物活性剤とを混合することによっ
て生成する。用語「混合すること」は、化学反応も物理的相互作用も起こさないように、
２成分を互いに混ぜ合わせることを言う。また、用語「混合すること」は化合物および薬
的に許容しうる化合物との間の化学反応または物理的相互作用も含む。反応性治療薬物、
反応性カルボキシル基を含む薬物への共有結合は、化合物上で行われる。たとえば、先ず
、抗炎症薬薬物イブプロフェンまたはヒドロコルチゾン－ヘミコハク酸のようなカルボキ
シレート含有化学薬品を、対応するＮ－ヒドロキシスクシンイミド（ＮＨＳ）活性エステ
ルに変換し、さらに、ジヒドラジド変性多糖類のＮＨ２基と反応させることができる。第
二に、本明細書に記載する任意の化合物、複合体および組成物の生物活性剤の非共役エン
トラップメントも可能である。第三に、静電性または疎水性相互作用は、本明細書に記載
する化合物、複合体および組成物における生物活性剤の保持を促進することができる。た
とえば、ヒドラジノ基は、たとえば、カルボン酸含有ステロイドおよびその類縁体、イブ
プロフェン（２－（４－イソブチルフェニル）プロピオン酸）のような抗炎症薬薬物と、
非共有結合的に作用しあう。プロトン化ヒドラジノ基は、タンパク質、ヘパリンまたはデ
ルマタン硫酸、オリゴヌクレオチド、リン酸エステルなどのような多種多様なアニオン性
物質と塩を形成することができる。
【０２４８】
　具体的な場合において、生理活性化合物の実際に好ましい量は、利用される具体的な化
合物、製剤化される特定の組成物、適用のモード、特定の部位、および標的となる態様に
よって変化することは理解されるであろう。特定のホストへの投与量は、適正な従来の薬
理学的プロトコルによって、従来の考え、たとえば、対象化合物および公知の剤の識別的
活性の慣習的な比較を使用して、決定することができる。医薬化合物の用量を決定する当
業界で熟練した医者や配合者であれば、標準の推奨（Ｐｈｙｓｉｃｉａｎｓ　Ｄｅｓｋ　
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Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ，Ｂａｒｎｈａｒｔ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ（１９９９）にしたがっ
て、決定するのに何の問題もない。
【０２４９】
　本明細書に記載される医薬組成物は、生体系または実体が許容できる任意の賦形剤中に
配合することができる。そのような賦形剤の例として、水、食塩水、リンゲル液、デキス
トロース溶液、ハンク溶液、およびその他、生理学的に釣り合いのとれた塩の水溶液が挙
げられる、これらに限定されない。不揮発油、オリーブ油およびごま油のような食物油、
トリグリセリド、プロピレングリコール、ポリエチレングリコール、およびオレイン酸エ
チルのような注射可能な有機エステルのような非水性ビヒクルも使用することができる。
他の有用な製剤として、ナトリウムカルボキシメチルセルロース、ソルビトールまたはデ
キストランのような粘度増強剤を含む懸濁液も含む。また、賦形剤は、等張性および化学
的安定性を増強する物質のような添加剤を少量含むことができる。緩衝液の例として、リ
ン酸塩緩衝液、二炭酸塩緩衝液およびトリス緩衝液が挙げられ、防腐剤の例として、チメ
ロサール、クレゾール、ホルマリン、およびベンジルアルコールが挙げられる。
【０２５０】
　医薬担体は当業者に知られている。これらの最も一般的なものは、生理学的ｐＨでの無
菌水、食塩水および緩衝液などの溶液を含む、ヒトに投与するための標準的担体である。
【０２５１】
　医薬的送達を意図する分子は、医薬組成物中に製剤化することができる。
医薬組成物は、選ばれた分子に加えて、担体、増粘剤、希釈剤、緩衝液、防腐剤、界面活
性剤などを含むことができる。また、医薬組成物は抗菌剤、抗炎症剤、麻酔薬などのよう
な活性成分を１以上含むことができる。
【０２５２】
　医薬組成物は、局部的かあるいは全身的な治療が望まれるのか、および治療すべき箇所
に依って、数多くの方法で投与することができる。局所的（眼科的、経膣的、直腸を経由
して、鼻腔内的も含む）に投与することもできる。
【０２５３】
　投与のための調剤は、無菌水性または非水性溶液、懸濁液および乳液を含む。非水性担
体の例として、食塩水および緩衝性媒体を含む水、アルコール性／水性溶液、乳液、また
は懸濁液が挙げられる。開示される組成物および方法に平行する使用が必要とされる場合
は、非経口的ビヒクルとして、塩化ナトリウム溶液、リンゲルデキストロース、デキスト
ロースおよび塩化ナトリウム、乳酸リンゲル液、または不揮発油が挙げられる。開示され
る組成物および方法に平行する使用が必要とされる場合は、静脈内ビヒクルとして、栄養
補充液、電解質補充液（リンゲルデキストロース液に基づくもののような）などが挙げら
れる。防腐剤および他の添加物も含むことができ、たとえば、抗菌剤、抗酸化剤、キレー
ト剤、不活性ガスなどである。
【０２５４】
　局所的投与用の製剤には、軟膏剤、ローション、クリーム、ゲル、液滴、座薬、スプレ
ー、液剤および散剤が挙げることができる。従来の医薬担体、水性、粉末あるいは油状基
剤、増粘剤などが、必要あるいは望ましい場合もある。
【０２５５】
　投薬は、治療すべき状態の深刻度および応答能に依るが、数日から数ヶ月またはを費や
す治療期間の間、あるいは当業者が中止すべきと決定するまで、１日１回以上の投薬が普
通であろう。当業者は、最適投与量、投薬の方法論的および繰返し数を容易に決定するこ
とができる。
【０２５６】
　一態様では、本明細書に記載する任意の化合物、複合体および組成物は、生細胞を含む
ことができる。生細胞の例として、線維芽細胞、肝細胞、軟骨細胞、幹細胞、骨髄、筋肉
細胞、心筋細胞、神経細胞または膵臓島細胞が挙げられるがこれらに限定されない。
【０２５７】



(53) JP 4993465 B2 2012.8.8

10

20

30

40

50

　（Ｃ．使用方法）
　本明細書に記載される任意の化合物、複合体、組成物および方法は、薬物送達、小分子
送達、創傷治癒、火傷治癒および組織再生に関連する種々の用途に使用することができる
。開示される化合物、複合体、組成物および方法は、他のマトリックス成分の集合、増殖
および分化因子の存在、細胞移動または組織再生が望まれる水和した、細胞周囲の環境か
ら恩恵を受ける状況において有用である。
【０２５８】
　本明細書に記載する化合物、複合体および組成物は、生体適合性材料で構成されている
ので、直接任意の生体系上または内に配置することができる。化合物、複合体および組成
物を置くことができる部位の例として、筋肉または脂肪のような柔組織；骨または軟骨の
ような硬組織；組織再生区域；歯周ポケットのような空間；外科切開部または他の形成さ
れたポケットまたは空洞；口、膣、肛門または鼻腔、目の盲嚢などのような自然の空洞；
化合物をその中に置くことのできる腹腔および組織、および中または上に置くことのでき
る、きり傷、引っかき傷またはやけどの箇所などのような皮膚表面の障害を含む他の部位
が挙げられるが、これらに限定されない。あるいは、本明細書に記載する化合物、複合体
および組成物は、皮膚損傷の生存度を延ばすために使用することができる。本明細書に記
載する化合物、複合体および組成物は生物分解性でもよく、天然酵素も時間をかけてそれ
らを分解するように作用する。化合物、複合体および組成物の成分は、化合物、複合体お
よび組成物の成分が破壊され、たとえば、細胞、組織などによって、生体系内に吸収され
る「生体吸収性」であってもよい。さらに化合物、複合体および組成物、特に再水和して
いない化合物、複合体および組成物は、生体系に適用され、興味部位から液体を吸収する
こともできる。
【０２５９】
　本明細書に記載する化合物、複合体および組成物は、数多くの異なる外科的処置におい
て使用することができる。一態様では、化合物、複合体および組成物は、米国特許第６，
５３４，５９１Ｂ２号明細書および第６，５４８，０８１Ｂ２号明細書（これらは本明細
書の一部を構成するものとしてその全内容を援用する）に開示する外科的処置のいかなる
ものにおいても使用することができる。一態様では、本明細書に記載する化合物、複合体
および組成物は、心臓外科および外科手術；腸または腸間膜の癒着を予防することが重要
な開腹手術；尿管および膀胱、および卵管および雌雄の機能に悪影響を及ぼすことのない
ようにすることが重要な、尿生殖部で行われる手術；および肉芽組織の発現を最小限にす
ることが重要な神経外科手術において、使用することができる。腱に関する外科手術にお
いては、通常、手術の後の固定期間に、腱とその周りの腱鞘または他の周辺組織との間に
癒着の傾向がある。
【０２６０】
　別の態様では、本明細書に記載する化合物、複合体および組成物は、腹腔鏡外科手術、
骨盤外科手術、腫瘍外科手術、空洞および頭蓋顔面外科手術、ＥＮＴ外科手術後または骨
髄硬膜修復を含む処置において、癒着を予防するために、使用することができる。別の態
様では、該化合物、複合体および組成物は、眼科的外科手術において使用することができ
る。眼科的外科手術では、角膜と虹彩との間のシネキアの発現を予防する目的で、生物分
解性移植片を前眼房の角度に適用することができ、これは、重篤な障害事象の後の最構築
にの場合において特に適用される。さらに、分解性または永久移植片は、緑内障外科手術
および斜視外科手術の後の癒着を予防するために、しばしば望まれる。
【０２６１】
　別の態様では、化合物、複合体および組成物を、鼓膜穿孔（ＴＭＰ）の修復において使
用することができる。鼓膜（ＴＭ）は、中耳および内耳が外部環境から隔離された三層構
造である。これらの層は、角化型扁平上皮で構成される外郭外胚葉、中胚葉線維成分およ
び内胚葉粘膜層を含む。この膜は、僅か１３０μｍの厚さだが、中耳および内耳の構造お
よび聴覚増幅に重要な保護を提供する。
【０２６２】
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　ＴＭＰは、通常、外傷、慢性中耳炎に起因し、またはＰＥチューブ挿入で、普通に起こ
ることである。縦方向の側頭骨骨折となる閉塞性外傷は、古くからＴＭＰと関係がある。
さらに一般的な原因として、綿棒（Ｑチップ（登録商標））や鋭い道具によって耳をきれ
いにすることによる耳の裂けおよび不適切な処置がある。
【０２６３】
　本明細書に記載する任意の化合物、複合体および組成物を、一般の麻酔薬なしで鼓膜を
通して投与することができ、創傷治癒特性を増強することさえできる。一態様では、化合
物、複合体および組成物を、シリンジに接続するカニューレによって、鼓膜を通して注射
することができる。
【０２６４】
　別の態様では、本明細書に記載する化合物、複合体および組成物は、内視鏡空洞外科手
術の後の手術後の創傷バリアとして使用することができる。機能的内視鏡空洞外科手術（
ＦＥＳＳ）における成功は、しばしば、外科的に大きくした開口を狭めたり、閉じたりす
ることさえある瘢痕化によって制限される。スペーサーおよびチューブ状ステントは、開
口を一時的に保持するために使用されてきたが、創傷治癒を阻害し、長時間の治療成績を
よくないものとする。本明細書に記載の任意の化合物、複合体および組成物を使用するこ
とにより、上顎骨空洞外科手術の後の瘢痕拘縮を大きく減らすことができる。
【０２６５】
　別の態様では、本明細書に記載する化合物、複合体および組成物は、軟または硬組織の
増強のために使用することができる。別の態様では、本明細書に記載する化合物、複合体
および組成物を、たとえば、外科手術用道具、人口器官または移植片（たとえばステント
）のような用具に塗布するために使用することができる。別の態様では、本明細書に記載
する化合物、複合体および組成物は、動脈瘤を処置するために使用することができる。
【０２６６】
　本明細書に記載する化合物、複合体および組成物は、ヒトまたはヒトでない動物に対し
治療的価値を持つ多種多様な放出性生物活性剤用の担体および送達道具として使用するこ
とができる。前記生物活性剤の任意のものを、この態様で使用することができる。化合物
、複合体および組成物によって運ばれるこれらの物質の多くは、先に検討している。
【０２６７】
　生物活性剤の選択によるが、生物活性剤は、第一化合物またはプロヒーリング化合物と
して存在することができる。本明細書に記載する化合物、複合体および組成物に導入され
るのに適切な医薬的に許容しうる化合物の中に含まれるものとして、たとえば、抗炎症剤
、解熱剤、抗炎症薬用のステロイドおよび非ステロイド薬物、ホルモン、増殖因子、妊娠
剤、抗ウィルス剤、抗菌剤、抗真菌剤、鎮痛剤、鎮静剤、鎮痛剤、トランキライザー、抗
けいれん剤、筋肉弛緩剤、局所麻酔薬、鎮痙薬、潰瘍薬、ペプチドアゴニスト、交換神経
擬似薬剤、心臓血管剤、抗腫瘍剤、オリゴヌクレオチドおよびおこれらの類縁体などの治
療用薬物が挙げられる。医薬的に許容しうる化合物を医薬的に活性な量加える。
【０２６８】
　薬物送達速度は、放出すべき分子の疎水性に依る。たとえば、デキサメタゾンおよびプ
レドニゾンのような、疎水性分子は、これが水性環境中で膨張するにしたがって、化合物
からゆっくりと放出される。水性環境で膨張し、一方、ピロカルピン、ヒドロコルチゾン
、プレドニゾロン、コルチゾン、ジクロフェナクナトリウム、インドメタシン、６ｏｃ－
メチルプレドニゾロンおよびコルチコステロンのような親水性分子は、素早く放出される
。ステロイド系抗炎症剤の放出をゆっくりとした持続性のあるものとする化合物の能力は
、外傷または外科手術処置の後の創傷治癒に対し、本明細書に記載する化合物を非常に有
用なものとする。
【０２６９】
　ある方法では、新脈管形成および血管新生に関する分子または試薬の送達を達成する。
毛細血管新生を刺激するＶＥＧＦのような剤を送達する方法を開示する。また、これらに
限定されないが、米国特許第６，１７４，８６１号明細書「エンドスタチンタンパク質の
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濃度を生体内で増やすことによる新脈管形成を抑制する方法」、第６，０８６，８６５号
明細書「新脈管形成誘発病を値用する方法およびその医薬組成物」、第６，０２４，６８
８号明細書「アンジオスタチンフラグメントおよびその使用方法使用方法」、第６，０１
７，９５４号明細書「Ｏ－置換フマギロール誘導体を使用する腫瘍を治療する方法」、第
５，９４５，４０３号明細書「アンジオスタチンフラグメントおよび使用方法」、第５，
８９２，０６９号明細書「抗有糸分裂剤としてのエストロゲン化合物類」、第５，８８５
，７９５号明細書「血管抑制タンパク質を発現する方法」、第５，８６１，３７２号明細
書「凝集アンジオスタチンおよび使用方法」、第５，８５４，２２１号明細書「内皮細胞
増殖抑制剤および使用方法」、第５，８５４，２０５号明細書「治療用抗血管新生組成物
および方法」、第５，８３７，６８２号明細書「アンジオスタチンフラグメントおよび使
用方法」、第５，７９２，８４５号明細書「ヌクレオチドをエンコードするアンジオスタ
チンタンパク質および使用方法」、第５，７３３，８７６号明細書「新脈管形成を抑制す
る方法」、第５，６９８，５８６号明細書「新脈管形成抑制剤」、第５，６６１，１４３
号明細書「抗有糸分裂剤としてのエストロゲン化合物」、第５，６３９，７２５号明細書
「アンジオスタチンタンパク質」、第５，５０４，０７４号明細書「抗血管新生剤として
のエストロゲン化合物」、第５，２９０，８０７号明細書「Ｏ－置換フマギロール誘導体
を使用する、新脈管形成を退行する方法」および第５，１３５，９１９号明細書「新脈管
形成を抑制するための方法および医薬組成物」（これらは、本明細書の一部を構成するも
のとしてその新脈管形成抑制分子に関する箇所をを援用する）に開示されるこのもく定の
ために有用な化合物および試薬のような、新脈管形成および毛細血管新生を抑制すること
のできる剤を送達する方法を開示する。
【０２７０】
　一態様では、医薬的に許容しうる化合物は、ピロカルピン、ヒドロコルチゾン、プレド
ニゾロン、コルチゾン、ジクロフェナクナトリウム、インドメタシン、６ｏｃ－メチルプ
レドニゾロン、コルチコステロン、デキサメタゾンおよびプレドニゾンである。しかし、
妊娠剤の送達、手術後癒着の治療、皮膚増殖助長、瘢痕化の予防、創傷の包帯、粘性外科
手術の実施、粘性補充の実施および組織のエンジニアリングの群から選択される医療的目
的のために、医薬的に許容しうる化合物を送達する方法も提供する。
【０２７１】
　一態様では、本明細書に記載する化合物、複合体および組成物は、生細胞を被験体へ送
達するために使用することができる。この態様では、前記任意の生細胞を使用することが
できる。一態様では、生細胞はプロヒーリング化合物の一部である。たとえば、複合体が
積層体である場合、生細胞は、プロヒーリング層中に存在する。別の態様では、本明細書
に記載する化合物、複合体および組成物は、腫瘍細胞、線維芽細胞、軟骨細胞、幹細胞（
たとえば、胎芽、プレ脂肪細胞、間葉細胞、じん帯血由来、骨髄）、上皮細胞（たとえば
、胸上皮細胞、腸上皮細胞）、神経直系からの細胞（たとえば、ニューロン、星状細胞、
膠細胞およびグリア）、肝臓由来の細胞（たとえば肝細胞）、内皮細胞（たとえば血管内
皮）、心細胞（たとえば心筋細胞）、筋肉細胞（たとえば、骨格または血管平滑筋細胞）
、または骨芽細胞（これらに限定されない）など、種々の細胞の増殖を支援するために使
用することができる。あるいは、細胞は、細胞株または一次供給源（たとえば、ヒトまた
は動物）、生検サンプルまたは死体に由来するものでもよい。
【０２７２】
　一態様では、化合物、複合体および組成物は、増殖因子に関連する増殖因子および分子
の送達に使用することができる。前記任意の増殖因子がこの態様において有用である。一
態様では、増殖因子は、プロヒーリング化合物の一部である。
【０２７３】
　一態様では、本明細書に記載する任意の化合物、複合体および組成物を、被験体の創傷
に接触させることによって、被験体の外科手術的創傷における２つの組織の癒着を減少さ
せ、または抑制する方法を記載する。理論に縛られるつもりはないが、第一化合物は、２
つの異なる組織（たとえば器官と皮膚組織）の間の組織癒着を予防するものと考えられる
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。ある術後創傷において、将来の合併症を避けるために、組織の癒着を予防することが記
載される。第二層および場合によっては第三層が、組織の治癒を助長するであろう。
【０２７４】
　別の態様では、複合体が積層体の場合、該積層体は、抗癒着化合物／支持体の第一層と
、プロヒーリング化合物で構成される第二層とを含み、積層体は組織の周りを巻いている
たとえば、積層体は、腱の周りに巻きつき、第一層が腱と接触し、第二層が筋肉組織を取
り囲んで接触している。この態様では、積層体は、円筒状材料の内側層によって腱の治癒
を助長しながら、腱の周りの円筒状の抗癒着層に寄与している。
【０２７５】
　本明細書に記載する化合物、複合体および組成物数多くの利点を提供する。たとえば、
複合体は、少なくとも実質的に再吸収性であり、したがって、後に外科的に取り除く必要
のない、手術後の癒着バリアを提供する。また、別の利点として、化合物、複合体および
組成物は比較的使用しやすく、縫合可能であり、それを適用した後しっかり留まりやすい
。
【０２７６】
　別の態様では、ここで、本明細書に記載する任意の化合物、複合体および組成物を、創
傷治癒好転が必要な被験体の創傷に接触させることによる、創傷治癒の好転が必要な被験
体において創傷治癒を好転させる方法を記載する。また、本明細書に記載する化合物、複
合体および組成物を、該生物活性剤を受け取ることのできる組織の少なくとも１つに接触
させることによって、少なくとも１つの生物活性剤をその送達を必要とする患者に送達す
る方法を提供する。
【０２７７】
　開示された化合物、複合体および組成物は、動物における多種多様な組織障害、たとえ
ば、歯周ポケット、浅いまたは深い皮膚創傷、外科切開部、骨または軟骨障害、骨または
軟骨修復、声帯ひだ修復などの空洞のある組織の治療のために使用することができる。た
とえば、本明細書に記載する化合物、複合体および組成物は、ヒドロゲルフィルムの形に
することができる。ヒドロゲルフィルムは、腕または足の骨の骨折のような、骨組織にお
ける障害、歯の障害、関節、耳、鼻、のどの軟骨障害などに適用することができる。また
、本明細書に記載する化合物、複合体および組成物で構成されるヒドロゲルフィルムは、
表面にまたは細胞が増殖することができる中に提供することによって、組織再生を誘導す
るためのバリアシステムとしても機能することができる。マトリックスは体液によって徐
々に吸収または腐食し始めるので、骨組織のような硬組織の再生を増強するために、ヒド
ロゲルフィルムは、マトリックスを置き換える新しい細胞成長の支持体を提供するのが好
ましい。
【０２７８】
　本明細書に記載する化合物、複合体および組成物は、たとえば注射したり、スプレーし
たり、吹きかけたり、刷毛で塗ったり、塗布したり、覆ったりすることで、細胞、組織お
よび／または器官の上に送達することができる。また、送達は、針、加圧器またはポンプ
などが付いたまたはついていないカニューレ、カテーテル、シリンジを使用して行うこと
もできる。本明細書に記載する化合物、複合体および組成物は、他の適用の中でも、たと
えば、組織の表面を包帯で巻くフィルムを提供するおよび／または一組織を他の組織また
はヒドロゲルフィルムに接着するなど、フィルムの形で組織の上に適用することができる
。
【０２７９】
　一態様では、本明細書に記載する化合物、複合体および組成物は、注射によって投与さ
れる。多くの臨床用途に関し、化合物および複合体がヒドロゲルフィルムの形である場合
は、注射可能なヒドロゲルが３つの主な理由により好ましい。第一は、注射可能なヒドロ
ゲルは、損傷部位で所望のどのような形にも形成することができる。最初のヒドロゲルは
ゾルまたは成型可能なパテであるので、該システムは、複雑な形にも置くことができ、次
いで、架橋して要求される形に合致させることができる。第二に、ヒドロゲルは成形の間
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、組織に付着するので、表面の微細粗面度に起因する、結果として得られる機械的な絡み
合いが、組織とヒドロゲルとの間の界面を強くする。第三に、自己架橋性ヒドロゲルの導
入は針を用いて、または腹腔鏡方法によって成し遂げられ、それによって、外科手術技術
の進入は最小限にされる。
【０２８０】
　本明細書に記載する化合物、複合体および組成物は、歯根にかぶさる歯肉組織を切除し
、袋またはポケットを形成し、ポケットおよび向きだしになった根に組成物を送達して、
歯周病を治療するために使用することができる。また、化合物、複合体および組成物は、
歯肉組織を通して切開部を造り、根をむき出しにし、次いで材料を、切開部を通して根の
表面に置いたり、刷毛で塗ったり、吹きかけたり、または他の手段で歯の障害にも送達す
ることができる。
【０２８１】
　皮膚または他の組織にある障害を治療するために使用する場合は、本明細書に記載する
化合物、複合体および組成物を、ヒドロゲルフィルムの形にして、所望の区域の頂部にお
くことができる。この態様では、ヒドロゲルフィルムは展性があり、組織障害の外形に合
わせるように操作することができる。
【０２８２】
　本明細書に記載する化合物、複合体および組成物は縫合、クラップ、ステント、プロテ
ーゼ、カテーテル金属スクリュー、骨板、ピン、ガーゼのような包帯などのようない移植
可能道具に適用し、適合性および／または性能または機能を増強することができる。化合
物、複合体および組成物は、移植可能な道具に塗布することもできる。たとえば、化合物
、複合体および組成物は、使用することができる。移植可能な道具の粗表面に塗布し、粗
い端部と隣り合う組織の接触から吸収が起こるのを減少させる、生体適合的平滑な表面を
提供することによって、道具の適合性を増強する。また、化合物、複合体および組成物は
、移植可能な道具の性能または機能を増強するために、使用することもできる。たとえば
、化合物、複合体および組成物がヒドロゲルフィルムの場合、該ヒドロゲルフィルムをガ
ーゼ包帯に適用し、それが適用される組織適合性や癒着を増強する。ヒドロゲルフィルム
は、また、開口部を介して体内に挿入され、カテーテル／人口肛門を定位置に確実に置く
および／または道具と組織との間の空間を埋め、しっかりとした密封状態にし、細菌の感
染および体液の損失を減少させるカテーテルや人口肛門のような道具の周りに適用するこ
ともできる。
【０２８３】
　一態様では、たとえば、プルロニックスのようなアミノオキシ誘導ポリマーをカップリ
ングし、たとえば、ヒアルロン酸やヘパリンのようなＧＡＧとし、自己会合でヒドロゲル
となりうる。あるいは、アミノオキシ誘導ポリマー－ＧＡＧの溶液を、たとえば医療機器
のような疎水性表面上に塗布することもできる。たとえば、ヘパリンをアミノオキシ誘導
プルロニックとカップリングすれば、得られたゲルは、所望の増殖－結合能を持つが、ヘ
パリンが持つ抗凝固特性は持たない。理論に縛られるつもりはないが、ヒドロゲルのプル
ロニック部分は、ヘパリンの望ましくない副作用である凝集を予防することができる。一
態様では、アミノオキシ誘導ポリマー－ヒアルロン酸は、ヒアルロン酸は道具に表面に対
する細菌の癒着をブロックすることができるので、表面でのバイオフィルムの形成を予防
することができる。
【０２８４】
　開示する化合物、複合体および組成物は、組織再生を必要とする被験体に適用すること
ができると理解される。たとえば、細胞は、移植のために、本明細書に記載する複合体内
に導入することができる。本明細書に記載する化合物、複合体および組成物で治療するこ
とができる被験体の例として、マウス、ラット、ウシ、ウマ、ヒツジ、ヤギ、ネコ、イヌ
、およびサル、チンバンジー、オラウータンおよびヒトを含む霊長類のような哺乳類が含
まれる。別の態様では、本明細書に記載する化合物、複合体および組成物は、トリに適用
することができる。



(58) JP 4993465 B2 2012.8.8

10

20

30

40

50

【０２８５】
　創傷や火傷治癒のような組織再生に関する領域に使用される場合、開示された化合物、
複合体および組成物、および方法は、１以上の関連する受け入れられる治療法を必要とし
ないわけではない。開示する化合物、複合体、組成物および方法の受容者によって得られ
る、回復にかかる時間の減少または回復の質における増加はどれもいくらかの利点を持つ
ことが理解される。開示される化合物、複合体および組成物、および方法のいくつかは、
外科手術のような外傷の結果に近い創傷の結果としておこる線維症性癒着を癒着を予防あ
るいは減少させるために使用することができることもまた理解される。また、開示された
化合物、複合体および組成物、および方法によって起こる付帯情動は望ましいが、改善さ
れた細菌耐性や痛みの軽減などのように必要なものではないことも理解される。
【０２８６】
　一態様では、本明細書に記載される化合物や組成物は、軌道狭窄を予防するために使用
することができる。声門下狭窄（ＳＧＳ）は、世界中で数百万人の大人と子供が影響され
ている状態である。後天的なＳＧＳの原因は、気道上皮の粘膜損傷から持続性の挿管まで
の範囲に広がる。挿管されている患者における知られている危険因子としては、持続性の
挿管、高圧バルーンカフ、過剰サイズの気管内（ＥＴ）チューブ、複数の抜管または再挿
管、および胃・食道逆流が挙げられる。また、外科手術、放射線、自己免疫疾患、腫瘍、
または他の予期しえぬ理由の結果、管狭窄が発現した個人もある。
【０２８７】
　非常に広範囲ではあるが、ＳＧＳの発病因子の全てが、共通した１つの態様、すなわち
気道が狭くなる結果閉塞症を起こす。この最も通例である狭化は、周囲特性および硬直度
による環状軟骨のレベルで起こる。そのような発病因子は、種々のＳＧＳモデル、すなわ
ち、軟骨細胞の活性および線維性瘢痕の形成、多核白血球の進入および扁平化性を伴う慢
性炎症細胞、および気道ルーメンにおける形態変化において見られている。それぞれ応急
手当を必要とする問題が存在する。
【０２８８】
　別の態様では、本明細書に記載される任意の化合物や組成物を、３－Ｄ細胞培養物とし
て使用することができる。一態様では、ヒドロゲルは凍結乾燥され、接着、増殖および増
殖のために細胞が接種される多孔性スポンジを造る。想定される３－Ｄヒドロゲルまたは
スポンジのミニ配列およびマクロ配列が、たとえば、ガラスなどの表面に造られ、得られ
たゲルまたはスポンジは、本明細書に記載される化合物や組成物から誘導されると想定さ
れる。培養は、試験的治療の効き目および毒性の測定など（これらに限定されない）、数
多くの実施形態で使用することができる。
【０２８９】
　開示された組成物および方法の任意の所定の特定の態様は、実施例で検討する、非多糖
類系試薬を含む、本明細書で開示する具体的な例および実施形態と、容易に比べることが
できると理解される。このような比較を行うことによって、それぞれの特定実施形態の相
対効果を容易に測定することができる。種々の用途のために特に好ましいアッセイは、本
明細書に開示される実施例でのアッセイであり、これらのアッセイは、必ずしも限定され
るものではないが、本発明で開示される組成物および方法の任意のものを用いて行うこと
ができると理解される。
【実施例】
【０２９０】
　以下の実施例は、本明細書に記載され要求される化合物、組成物および方法が、どのよ
うにして、製造され評価されたかに関し、完全な開示および説明を当業者に提供するため
に置かれるもので、単に例示的なものであって、発明者が彼らの発明を限定するためのも
のではない。数字（たとえば、量、温度など）に関し、精度を確保するための努力がなさ
れたが、いくらかの誤差や偏差は是認すべきである。他に示さなければ、部は重量部であ
り、温度は摂氏、または室温であり、圧力は大気圧またはそれに近い気圧である。
反応条件、たとえば、成分の濃度、所望の溶剤、溶剤混合物、温度、圧力および他の反応
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範囲、および記載するプロセスから得られる生成物の純度および収率を最適化するために
使用することができる条件の数多くの変形および組合せがある。合理的で慣用の実験だけ
がそのようなプロセス条件を最適化するために必要となるだろう。
【０２９１】
　（Ｉ．ヒアルロン酸のカルボキシメチル誘導体の合成）
　（１．材料）
　発酵で誘導されたヒアルロン酸（ＨＡ、ナトリウム塩、Ｍｗ：１．５ＭＤａ）を、クリ
アソリューションズバイオテクノロジー社（ストーニーブルック、ニューヨーク）から購
入した。１－エチル－３－［３－（ジメチルアミノ）プロピル］カルボジイミド（ＥＤＣ
Ｉ）およびクロロ酢酸を、アルドリッチケミカル社（ミルウォーキー、ウィスコンシン州
）から購入した。ポリ（エチレングリコール）ジアクリレート（Ｍｗ：３４００Ｄａ）は
、ネクター・セラピューティックス社（以前はシェアウォーター社）（ハンツビル、アラ
バマ州）から購入した。ダルベッコリン酸塩緩衝液食塩水（ＤＰＢＳ）、システインおよ
びウシ睾丸ヒアルウロニダーゼ（ＨＡｓｅ、３３０Ｕ／ｍｇ）は、シグマ化学社（セント
ルイス、ミズリー州）から入手した。ジチオトレイトール（ＤＴＴ）は、ダイアゴニステ
ィックケミカル社（オックスフォード、コネチカット州）から購入した。３，３’－ジチ
オビス（プロパノイックジヒドラジド）（ＤＴＰ）は、先に記載したように合成した（Ｖ
ｅｒｃｒｕｙｓｓｅ，Ｋ．Ｐ．；Ｍａｒｅｃａｋ，Ｄ．Ｍ．；Ｍａｒｅｃｅｋ，Ｊ．Ｆ．
；Ｐｒｅｓｔｗｉｃｈ，Ｇ．Ｄ．Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ　ａｎｄ　ｉｎ　ｖｉｖｏ　ｄｅｇ
ｒａｄａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｎｅｗ　ｐｏｌｙｖａｌｅｎｔ　ｈｙｄｒａｚｉｄｅ　ｃｒｏ
ｓｓ－ｌｉｎｋｅｄ　ｈｙｄｒｏｇｅｌｓ　ｏｆ　ｈｙａｌｕｒｏｎｉｃ　ａｃｉｄ．Ｂ
ｉｏｃｏｎｊｕｇａｔｅ　Ｃｈｅｍ．１９９７，８，６８６－６９４；Ｓｈｕ，Ｘ．Ｚ．
；Ｌｉｕ，Ｙ．；Ｌｕｏ，Ｙ．；Ｒｏｂｅｒｔｓ，Ｍ．Ｃ．；Ｐｒｅｓｔｗｉｃｈ，Ｇ．
Ｄ．Ｄｉｓｕｌｆｉｄｅ　ｃｒｏｓｓｌｉｎｋｅｄ　ｈｙａｌｕｒｏｎａｎ　ｈｙｄｒｏ
ｇｅｌｓ．Ｂｉｏｍａｃｒｏｍｏｌｅｃｕｌｅｓ２００２，３，１３０４－１３１１）
　（２．分析機械装置）
　プロトンＮＭＲスペクトルデータを、バリアンＩＮＯＶＡ４００を使用して、４００Ｍ
Ｈｚで得た。ＵＶ－ｖｉｓスペクトルデータを、ヒューレット・パッカード８４５３紫外
可視分光光度計（パロアルト、カリフォルニア州）を使用して記録した。ゲル浸透クロマ
トグラフィー（ＧＰＣ）分析を、以下のシステム、すなわちウォーターズ５１５ＨＰＬＣ
ポンプ、ウォーターズ４１０示差屈折計、ウォーターズ（登録商標）４８６可変同調型吸
光度検出計、ウルトラヒドロゲル２５０または１０００カラム（７．８ｍｍｉ．ｄ．×１
３０ｃｍ）（ミルフォード、マサテューセッツ州）を使用して行った。溶離液は２００ｍ
Ｍのリン酸塩緩衝液（ｐＨ６．５）：ＭｅＯＨ＝８０：２０（ｖ／ｖ）で、フロー速度は
０．３または０．５ｍｌ／ｍｉｎであった。システムは、Ｄｒ．Ｕ．Ｗｉｋ（ファルマシ
ア、ウブサラ、スウェーデン）から提供された標準ＨＡサンプルを用いて検量化した。生
細胞の蛍光画像は、共焦顕微鏡（ＬＳＭ５１０カールツァイスマイクロイメージング社、
トーンウォッド、ニューヨーク州）を使用して記録した。細胞増殖はＭＴＳアッセイによ
って５５０ｎｍで計測し、これをオプティマックスマイクロプレートリーダー（モレキュ
ラーデバイスズ、サニーベール、カルフォルニア州）に記録した。
【０２９２】
　（３．カルボキシメチルＨＡ（ＣＭ－ＨＡまたはカーベラン３（図５）の合成）
　ＨＡ粉末（２０ｇ）をビーカーに加えた。ＮａＯＨ水溶液（２００ｍｌ、４５％ｗ／ｖ
）を前記ビーカーに加え、室温でぺーストが形成するまで機械的に撹拌（へらを使って）
した。ペーストが形成するまで約５分以下かかった。２時間放置した後、ＨＡペーストを
１，５００ｍｌのイソプロパノールおよびテフロン（登録商標）が塗布されたマグネット
撹拌バーが入った５，０００ｍｌビーカーに移し、ここに２０ｇのクロロ酢酸の５００ｍ
ｌイソプロパノール溶液をマグネットで撹拌しながら加えた。室温で１時間撹拌した後、
生成物を、磁性ろ過器で紙フィルターを使用したろ過で集めた。ビーカーを少量のイソプ
ロパノールで洗浄し、変性されたペースト状の生成物を回収した。次いで、粗ろ液を２，
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０００ｍｌの蒸留水に溶解した。溶液ｐＨを、６．０ＮのＨＣｌを加えて約ｐＨ７．０に
調整した。次に、溶液を精製した。広い範囲での（現在は２日間、水溶液外で８回の変化
を伴う）透析（透析チュービング、Ｍｗ切捨て：３，５００）によって溶液を精製し、凍
結乾燥して固体の白色カーベラン（約１５ｇ）を白色形態で得た。
【０２９３】
　（４．カルボキシメチルＨＡ（ＣＭ－ＨＡ－ＤＴＰＨまたはカーベラン（登録商標）－
Ｓ）の合成（図５））
　ＨＡ粉末（２０ｇ）を５００ｍｌビーカーに加えた。ＮａＯＨ水溶液（２００ｍｌ、４
５％ｗ／ｖ）を該ビーカーに加え、室温でぺーストが形成するまで機械的に撹拌（へらを
使って）した。ペーストが形成するまで約５分以下かかった。２時間放置した後、ＨＡペ
ーストを１，５００ｍｌのイソプロパノールおよびテフロン（登録商標）が塗布されたマ
グネット撹拌バーが入った５，０００－ｍｌビーカーに移し、ここに２０ｇのクロロ酢酸
の５００ｍｌイソプロパノール溶液をマグネットで撹拌しながら加えた。室温で１時間撹
拌した後、生成物を磁性ろ過器で紙フィルターを使用したろ過で集めた。ビーカーをイソ
プロパノールで洗浄し生成物を回収した。次いで、粗ろ液を２，０００ｍｌの蒸留水に溶
解した。溶液ｐＨを６．０ＮのＨＣｌを加えて約ｐ７．０に調整した。次に、溶液を透析
（透析チュービング、Ｍｗ切捨て：３，５００）によって２４時間水を４回変えて精製し
た。
【０２９４】
　カーベランの透析溶液は以下のステップの直接使用することができ、あるいは、分解で
き以下に記載する低分子量になる（分子量を減らす任意酸分解）。精製した溶液を５００
０ｍｌビーカーに移し、６．０ＮのＨＣｌ８０ｍｌを加え、溶液を室温で磁気的に撹拌し
た。次いで、混合物を回転式インキュベーター（３７℃、１５０ｒｐｍ）に所定の時間移
した。一般的に、２４時間この条件で撹拌し、分子量が約１００～１５０ｋＤａのカーベ
ランを得た。
【０２９５】
　ＤＴＰ（１６．７ｇ、０．０７ｍｏｌ）を該カーベラン（登録商標）溶液に加え、ＨＣ
ｌまたはＮａＯＨ溶液を加えることによって、溶液のｐＨを４．７５に調整した。次いで
、６．７２ｇ（０．０３５ｍｏｌ）のＥＤＣＩを加え、室温で磁気的な撹拌を続けながら
、１．０ＮのＨＣｌを加えることによって溶液のｐＨを４．７５に調整した。４時間後、
５０ｇのＤＴＴを加え、濃ＮａＯＨ溶液を加えることによって溶液のｐＨを８．５に調整
した。室温で磁気的な撹拌を１２～２４時間続けた後、１．０ＮのＨＣｌを加えることに
より、反応混合物のｐＨをｐＨ３．５に調整した。酸性化された溶液を透析チュービング
（Ｍｗ切捨て：３，５００）へ移し、１００ｍＭのＮａＣｌを含む希ＨＣｌ（ｐＨ３．５
）に対して徹底的に透析し、次いで、希ＨＣ１に対してｐＨ３．５で透析した。次いで、
溶液を遠心分離し、上澄み液を凍結乾燥し、固体の白色カーベラン（登録商標）－Ｓ（約
１３ｇ）を得た。
【０２９６】
　（５．カーベランおよびカーベラン（登録商標）－Ｓの特徴評価）
　（ａ．カーベラン（登録商標）およびカーベラン（登録商標）－ＳのＤ２Ｏ中の１ＨＮ
ＭＲスペクトラム）
　カーベランおよびカーベラン（登録商標）－ＳをＤ２Ｏに溶解し、１Ｈ－ＮＭＲスペク
トルデータを、バリアンＩＮＯＶＡ４００を使用し、４００ＭＨｚで得た。ＨＡ（ＨＡの
Ｎ－アセチルメチルプロトンは、δ１．９５で）のスペクトラムと比べると、カーベラン
の新しい共振がδ４．０５－４．２０に現われ、これは側鎖メチレン（ＣＨ２ＯＣＨ２Ｃ
ＯＯ－Ｎａ＋）に対応した。カーベランｚ－Ｓの他の２個の新しい共振は、δ２．７２お
よびδ２．５８に現われ、これらはＤＴＰＨ変性中の２個の側鎖メチル（ＣＨ２ＣＨ２Ｓ
Ｈ）に対応した（図６）。
【０２９７】
　（ｂ．カーベランおよびカーベラン（登録商標）－Ｓの試験管内細胞毒性の測定）
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　カーベランおよびカーベラン（登録商標）－Ｓを１０％新しいウシ胎児血清、２ｍＭＬ
のグルタミンおよび１００単位／ｍｌの抗血栓－抗真菌（ギブコ・ＢＲＬライフテクノロ
ジー社、グランドアイランド、ニューヨーク州）が加えられた完全ＤＭＥＭ／Ｆ－１２培
地中に溶解し、１、２．５、５および１０ｍｇ／ｍｌの溶液を得た。ＮＩＨ３Ｔ３線維芽
細胞を９６－ウェルプレートで２４時間（５，０００個の細胞／ウェル）培養し、次いで
、０．２ｍｌの前記溶液を各ウェルに加えた。試験管内で２時間および２４時間培養した
後、ＣｙＱＵＡＮＴ（登録商標）細胞増殖アッセイおよびＭＴＳアッセイを使用して、生
きている細胞の数を測定した（図７）。ＣｙＱＵＡＮＴ（登録商標）細胞増殖アッセイは
、細胞核酸測定方法であり、培養体中の細胞の密度に対し直線性を有する。このアッセイ
で、カーベラン（登録商標）およびカーベラン（登録商標）－Ｓは完全に細胞適合性があ
ることが明らかになった。すなわち、１ｍｇ／ｍｌ、２．５ｍｇ／ｍｌ、５ｍｇ／ｍｌお
よび１０ｍｇ／ｍｌのカーベラン（登録商標）またはカーベラン（登録商標）－Ｓを含む
培地中で線維芽細胞を培養した後の細胞密度は、コントロール培地（結果は示さず）中で
培養された細胞の細胞密度に匹敵するものである。ＭＴＳアッセイは、培養体中の生細胞
の数を測定する比色定量方法である。このアッセイでは、テトラゾリウム塩（ＭＴＳ）の
生細胞のミトコンドリアによる還元が始まり、着色したホルマザン生成物となり、その存
在が分光光度計で測定可能となる。図７中の結果は、カーベラン（登録商標）およびカー
ベラン（登録商標）－Ｓは完全に細胞適合性であったことを示唆しており、実際それらは
ミトコンドリア機能さえ増強しうる。
【０２９８】
　（ｃ．大気中でのカーベラン（登録商標）－Ｓゲル化）
　濃度が１．２５％の高、中、低分子量カーベラン－Ｓ各２ｍＬを出発材料として使用し
た。一連の希釈操作を通して、４個の異なる濃度（１．２５％、０．６２５％、０．３１
２５％および０．１５６２５％）３００Ｌを大気中（架橋剤なし）でゲル化に要する時間
について試験した。表３～５中の時間が記されている箇所は材料がゲルを形成した時間で
ある。時間が記録されていない箇所は、まだゲルを形成していない材料である。全３分子
量の０．３１２５％と０．１５６２５％濃度のカーベラン－Ｓを、ｐＨ５．５でのゲル化
に関して試験した。３種の材料のどれもまだゲルを形成していなかった。
【０２９９】
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【表３】

　（６．カーベラン（登録商標）－Ｓおよびゼラチン－ＤＴＰＨのＰＥＧＤＡによる架橋
により、カーベラン（登録商標）－ＳＸおよびカーベラン（登録商標）－ＧＳＸを得る（
図８））
　国際公開第２００４／０３７，１６４号パンフレット（ここに本明細書の一部を構成す
るものとしてその全内容を援用する）に記載する技術を使用して、カーベラン（登録商標
）－Ｓのポリ（エチレングリコール）ジアクリレートＰＥＧＤＡへのマイケル型共役体付
加反応により、ヒドロゲル（カーベラン（登録商標）－ＳＸ）を得た。ゲル化時間は、主
に、カーベラン（登録商標）－ＳおよびＰＥＧＤＡの濃度、チオール：アクリレート比お
よびｐＨに依存した。これらのパラメーターを最適化することにより、カーベラン（登録
商標）－ＳＸを、種々の医療用途に用いられる自己架橋製の注射可能な生成物として製剤
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化することができる。カーベラン（登録商標）－ＧＳＸを、カーベラン（登録商標）－Ｓ
、ゼラチン－ＤＴＰＨおよびＰＥＧＤＡを反応させることにより生成した（図８）。図８
中の標識化されたリンカーはＰＥＧＤＡから誘導する。
【０３００】
　（ａ．カーベラン（登録商標）－ＳＸの動的機械的特性）
　リンカーの長さ、架橋比および濃度が異なるヒドロゲルのゲル化を、動的レオロジー（
モデルＡＲ５５０；ＴＡインスツルメンツ；ニューキャッスル、デラウェア州）を使用し
、ＡＳＴＭ　Ｄ４４７３－０１に従って、量的に試験した。与えられた負荷に対するヒド
ロゲルの応答を測定し、貯蔵弾性率（Ｇ’）、損失弾性率（Ｇ”）および動的粘度（η＊

）を、時間をかけて試験した。ゲル化点は、貯蔵弾性率（Ｇ’）および損失弾性率（Ｇ”
）が曲線交差する時間で複素粘度において劇的な増加がある場所と規定し、これは、ヒド
ロゲル挙動がより粘性のあるものからより弾性のあるものへ変化したことを表す（Ｐｅｔ
ｅｒ，Ｋｉｍ　ｅｔ　ａｌ．１９９９；Ｎｏｗａｋ，Ｂｒｅｅｄｖｅｌｄ　ｅｔ　ａｌ．
２００２；Ａｕ，Ｈａ　ｅｔ　ａｌ．２００３）。この試験では、設定された平行板とし
て、直径２０ｍｍの板を用い、０．８ｍｍの間隔であった。カーベラン（登録商標）－Ｓ
およびＰＥＤＧＡは渦混合し、懸濁物は、レオメーターのテフロン（登録商標）板上に素
早く置いた。ステンレス鋼の平行板の幾何学的配置は、サンプル中に約０．２ｍｍ沈め、
Ｇ’、Ｇ”およびη＊における時間依存性変化を、タイムスイープを伴う、振動性応力制
御実験の間記録した。全てのテストは、サンプルの構造が破壊されるのを避けるため、室
温で周波数１Ｈｚ、０．２５％ひずみに制御されて行われた。Ｇ’およびＧ”曲線が交差
および複素粘度曲線の勾配はレオロジー・アドバンテージデータ解析ソフト（バージョン
４．１．２；ＴＡインスツルメンツ）を使用して分析した。
【０３０１】
　図９のデータによれば、ゲル化点は約１０分からほぼ１７０分の範囲であることが示さ
れている。両出発材料、カーベラン（登録商標）－Ｓおよび架橋剤ＰＥＧＤＡに関し、通
常、分子量が高くなれば速いゲル化時間の材料となる。図１０において、グラフは、ゲル
化点からゲル化の開始後約１０分までの複素粘度η＊曲線の勾配を示す。この曲線の勾配
は、材料の粘度増加の速度を記載する。２種の材料は類似のゲル化点を持つようだが、そ
れらの粘度の増加は異なる速度であり、材料はゲル化の後の異なる時間で異なる特性を示
す。
【０３０２】
　（ｂ．カーベラン（登録商標）－ＳＸの試験管内での酵素的分解）
　ヒドロゲル生成　カーベラン（登録商標）－Ｓの１．２５％（ｗ／ｖ）溶液をＤＰＢＳ
中で調製し、次いで０．１ＮのＮａＯＨを加えることによって溶液のｐｈを７．４に調整
した。次いで、カーベラン（登録商標）－ＳＸヒドロゲルを、ペトリ皿（直径３．５ｃｍ
）中で、ＤＰＢＳ中の１．２ｍｌの４．５％（ｗ／ｖ）ＰＥＧＤＡを４．８ｍｌのカーベ
ラン（登録商標）－Ｓ水溶液に加えることによって生成した。ヒドロゲルを完了するまで
４～１２時間反応させた。
【０３０３】
　次いで、直径３．０ｍｍの生検パンチを使用して、ペトリ皿中のゲルからヒドロゲルの
円筒状片を切り取った。この円盤を、３０ｍＭのクエン酸、１５０ｍＭのＮａ２ＨＰＯ４

、１５０ｍＭのＮａＣｌ（ｐＨ６．３）中で調製した、２．０ｍｌのヒアルウロニダーゼ
（ＨＡｓｅ）溶液（０、０．５Ｕ／ｍｌおよび２Ｕ／ｍｌ）を含む小さなガラスバイアル
中に置いた。バイアルを、１５０ｒｐｍの軌道撹拌を行いながら３７℃で培養した。各サ
ンプルの重さを、デジタルスケールを使用してモニタリングし、２４時間ごとに５日間測
定した。サンプルをインキュベーターから取り除き、酵素溶液を廃棄した。次いで、ヒド
ロゲル円筒をろ紙上に置き、数秒間ブロット乾燥した。次いで、サンプルを、デジタルス
ケールを使用して計り、新しいＨＡｓｅ溶液でガラスバイアルに戻した。
【０３０４】
　重量損失画分を、１－Ｗｔ／Ｗｏ（式中、Ｗｔは時間ｔの時のサンプルの重さであり、
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Ｗｏはサンプルの元の重さである）で規定した。重量損失パーセントの値は、図１１に示
すように、時間の機能としてプロットした。結果によれば、消化は酵素濃度に依存するこ
とが示された。３７℃で５日間、穏やかに撹拌した後、約６３％のヒドロゲルを、使用し
たＨＡｓｅの最も高い濃度（２０Ｕ／ｍｌ）でを消化した。ＨＡｓｅが加えられない状態
では、大きな分解は起こらなかった。結果から、カーベラン（登録商標）－ＳＸはゆっく
りと生体内で加水分解され、この分解速度は、先のＰＥＧＤＡ－架橋ＨＡ－ＤＴＰＨで見
られたものと類似していることが明らかになった。
【０３０５】
　（ＩＩ．カーベラン（登録商標）－ＳＸおよび（登録商標）－ＧＳＸの適用）
　（１．カーベラン（登録商標）－ＳＸヒドロゲルによる細胞外マトリクス（ＥＣＭ）に
基づく発声障害の予防）
　意図的に切除された時に、注射可能なメーカー製の化学的変性ＨＡ誘導体を利用するこ
とによって、ＥＣＭに基づく発声障害予防のための創傷修復が促進された。３３個のウサ
ギの声帯ひだを生検とした。ウサギの２つの群のうち、一方だけを切除時に２種の異なる
ＨＡ－系ヒドロゲル（カーベラン（登録商標）－ＳＸおよびＨＡ－ＤＴＰＨ－ＰＥＧＤＡ
）で処置した。始め、１．５％（ｗ／ｖ）のカーベラン（登録商標）－Ｓ（平均分子量、
５０％の置換度）溶液と１．５％（ｗ／ｖ）のＨＡ－ＤＴＰＨ（平均分子量、５０％の置
換度）溶液とをＤＰＢＳ中で調製した。次いで、０．１ＮのＮａＯＨをくわえることによ
って、溶液のｐＨを７．４に調整した。次いで、０．４５μｍフィルターを通して溶液を
ろ過することによって滅菌した。最後に、４．５％のＰＥＧＤＡ（ＭＷ：３４００）を対
応するカーベラン（登録商標）－ＳまたはＨＡ－ＤＴＰＨ溶液に、体積比１～４で加える
ことによって、カーベラン（登録商標）－ＳＸおよびＨＡ－ＤＴＰＨ－ＰＥＧＤＡのヒド
ロゲルを調製した。ゲル化の直前、すなわち５～１０分以内に、部分的にゲル化したヒド
ロゲルをウサギの１個の声帯ひだに注射し、一方、食塩水を反対側の湾曲部に注射した。
切除および注射後３週間で、動物を致死させた。処置された声帯ひだのＨＡのレベルは、
ＥＬＩＳＡによって測定されたコントロール（結果は示さず）と、大きな違いはなかった
。
【０３０６】
　カーベラン（登録商標）－ＳＸの注射を受けた声帯ひだの生体力学的特性は、コントロ
ールと比較して、大きく改善していた。弾性および粘弾性のいずれも改善され、ボリーン
ＣＶＯレオメーターで測定する（図１２）と、正常な声帯ひだの特性に非常に近かった。
ＨＡ－ＤＴＰＨ－ＰＥＧＤＡ注射によって、粘性は非常に改善されたが、弾性は改善され
なかった。我々の注射可能なカーベラン（登録商標）－ＳＸヒドロゲルによる予防的生体
内操作は、組織再生を誘発し、最適な組織組成物と生体力学的特性とを与えるようである
。
【０３０７】
　（２．軌道狭窄の予防におけるカーベラン（登録商標）－ＳＸの使用）
　（材料および方法）
　２４個の白い、メスニュージーランドウサギを被験体として選んだ。それらは、体重が
３．０～４．５ｋｇの範囲であった。ウサギを無作為に４つの異なる群に分けた。群１：
追加の処置をしていない気道損傷を患った６匹のウサギ、群２：気道損傷を患い、乾燥（
被覆なし）ステントを直ちに埋め込まれた６匹のウサギ、群３：気道損傷を患い、ＨＡ－
ゲルが被覆されたステントを直ちに埋め込まれた６匹のウサギ、群４：気道損傷を患い、
ＨＡ－フィルムで覆われたステントを直ちに埋め込まれた６匹のウサギ
　（ステント調製）
　１．５％の（ｗ／ｖ）カーベラン（登録商標）－Ｓ（平均分子量、５０％の置換度）溶
液をＤＰＢＳ中で調製した。次いで、０．１ＮのＮａＯＨ溶液を加えることによって、溶
液のｐＨを７．４に調整し、次いで、０．４５μｍフィルターを通して、ろ過することに
よって滅菌した。その後、ＤＰＢＳ中の４．５％ＰＥＧＤＡ（ＭＷ：３４００）溶液をカ
ーベラン（登録商標）－Ｓ溶液に、体積比が１～４で加えた。ゲル化の直前、ゲル化して
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いるヒドロゲルを、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）気管内（ＥＴ）チューブの１ｃｍのセグメ
ントで造った気管ステントの外側に塗布した。ステントは、群３用に３．０ｍｍＩＤＥＴ
チュービングに切断し、群２および４用に３．５ｍｍＩＤＥＴチュービングに切断した。
該ステントは、ウサギモデルにおける先の成功に基づいて、長さを１ｃｍとした。次いで
、塗布されたチューブを、無菌培養通気部屋で乾燥した。カーベラン（登録商標）－Ｓゲ
ル塗布ステントを移植の直前に処置場所で調整した。
【０３０８】
　（処置）
　処置の前に全動物に筋肉内麻酔を行った。気管損傷およびステント設置を前面側まで行
った。中央線切開口を輪状甲状部の下縁から第三気管リングの上縁まで開け、輪状軟骨を
完全に２等分した。気道を開いた後、輪状軟骨位置で、ｊキューレットを使用して、気管
粘膜の全周囲の３／４を裸出した。上皮擦過標本は、縦の長さを６ｍｍに限定した。
【０３０９】
　次いで、ステントを実験群２～４に移植し、１本のナイロン縫合糸で止めて、首の皮の
外側にくくりつけた。次いで、気管および首をバイクリル縫合糸で塞ぎ、ウサギを３週間
で回復させた。
【０３１０】
　３週間回復の後、トランス－オーラル内視鏡技術を用いて気管ステントを取り除いた。
次いで、動物をさらに安楽死の前に３週間かけて回復させた。次いで、動物を致死させ、
気道を組織学的および形態学的測定のために収穫した。
【０３１１】
　（結果）
　一次結果を示した。気道断面区域は、実験群１および２においては、非常に小さい。群
２の平均内腔区域は３７，９０４と測定された。一方、群３および４は２９６，０２４お
よび１８６，４４４であった（図１３Ａ）。これらは画像ソフト（イメージプロプラス）
によって特定されたので、その数値には単位はない。
【０３１２】
　より大きな断面区域を持つ他に、群３および４は、また、最小径（～４６３および～３
１５）と比べた時、より大きな直径の測定結果を持つようである（図１３Ｂ）。同様に、
これらの測定は画像ソフトを使用して行い、したがって単位がない。
【０３１３】
　（３．空洞外科手術後の大開口瘢痕化予防）
　（材料）
　カーベラン（登録商標）－Ｓを、３種の異なる分子量（低（ＬＭＷ）、中（ＭＭＷ）お
よび高（ＨＭＷ））で前記技術を使用して調製した。２種の異なる出発濃度（１．２５お
よび１．７５ｍｇ／ｍｌ）のものを架橋させ、異なる架橋比（ＰＥＧＤＡ：チオール＝１
：２、１：３および１：４）で、３種の異なる大きさのＰＥＧＤＡ（１０００、３４００
および１０，０００Ｄａ）を持つカーベラン（登録商標）－ＳＸを形成した。
【０３１４】
　好適なレオロジー特性を持つゲルを使用して、ウサギ空洞小孔モデルで、生体内空洞瘢
痕化の予防における、ナノステント留置カーベラン（登録商標）－ＳＸゲルの効能を実証
した。つまり、動物に麻酔をかけ、上顎空洞を覆う柔組織および骨膜を上げた。顕微鏡手
術ドリルで上顎空洞の前方壁を取り除き、４ｍｍの全貫通創傷を前記空洞の内壁内に造っ
た。ゲルを片側（無作為に選んだ）に注入し、反対側の空洞創傷は処置をしなかった。こ
のようにして、各動物は実験部位とコントロール部位を持った。１４日後、動物を安楽死
させ、創傷を試験した。各ウサギ大開口の直径を測定し、処置していない群と実験群とを
、ステューデントの両側で対応のあるｔ検査を使用し、有意差ｐ＜０．０５で比較した。
【０３１５】
　（結果）
　簡単に適用するために、理想的な材料は、医者がカーベラン（登録商標）－ＳとＰＥＧ
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ＤＡとを混合し、患者に長く置くことなく注射する意図がある場合、速いゲル化時間と早
急に増す粘度を発現し、材料は空洞中に留まる。レオロジーデータの検討によると、ナノ
ステント留置のために最も適する出発材料、リンカー長さおよび架橋比の６つの組合せが
、もとの５４から選択され、それを表６に示す。
表６：動物実験で用いるために選ばれたカーベラン（登録商標）－ＳＸの６種の組合せ
【０３１６】
【表４】

　これらの６種の材料を、さらなる動物実験使用することにする。３４００ＤａのＰＥＧ
ＤＡと比１：４で架橋したＭＭＷカーベラン（登録商標）－Ｓに関して行われた動物実験
からの一次結果を、図１４に示す。未処置の部位に関しては、８匹の動物の大開口の直径
が０．６ｍｍであり、この開口は次のカーベラン（登録商標）－ＳＸの処置で２．２ｍｍ
に大きく広がった。データは、空洞外科手術の後のカーベラン（登録商標）－ＳＸ適用が
、瘢痕拘縮を著しく減らしていることを示す。
【０３１７】
　（４．細胞成長用マトリックスとしての共架橋ゼラチン－ＤＴＰＨとカーベラン（登録
商標）－ＳＸ）
　（ａ．ヒドロゲル表面上でのＮＩＨ３Ｔ３の細胞骨格組織化）
　溶液調製　カーベラン（登録商標）－Ｓとゼラチン－ＤＴＰＨとを細胞培養培地に溶解
し、１．５％（ｗ／ｖ）および３．０％（ｗ／ｖ）の溶液をそれぞれ得た。溶液のｐＨを
０．１ＮのＮａＯＨで７．４に調整した。ＰＥＧＤＡ（ＭＷ：３４００）をＤＰＢＳに溶
解し、４．５％（ｗ／ｖ）のストック溶液を得、カーベラン（登録商標）－ＧＳＸを生成
した（図８）。３種の溶液をそれぞれ４５μｍのフィルターを通してろ過することにより
滅菌した。
【０３１８】
　ブレンド　カーベラン（登録商標）－Ｓ溶液およびゼラチン－ＤＴＰＨ溶液を体積比１
００／０、８５．７／１４．３、６６．３／３３．３、３１．５／６８．５および０／１
００（これらはそれぞれ重量比１００／０、７５／２５、５０／５０、２５／７５および
０／１００に相当する）に従って混合した。
【０３１９】
　ヒドロゲルの調製　４体積のブレンド溶液を、１体積のＰＥＧＤＡストック溶液を加え
、混合し、プレーシングして架橋し、０．３ｍｌアリコートを２４ウェルプレートの各ウ
ェルに注入してゲル化させた。
【０３２０】
　細胞培養　１時間後、３０，０００個のＮＩＨ３Ｔ３線維芽細胞を各ヒドロゲルの表面
に接種した。試験管内で２４時間培養した後、細胞をホルマリンで固定し、オレゴングリ
ーンで着色した。
【０３２１】
　図１５の結果は、線維芽細胞は結合していない（図１５ａ）ので、カーベラン（登録商
標）－ＳＸは抗癒着の優れた候補であることを示唆していた。対照的に、ブレンドカーベ
ラン（登録商標）－ＳＸ／ゼラチン－ＤＴＰＨ（カーベラン（登録商標）－ＧＳＸ）は、
ジスルフィド架橋ＨＡ－ゼラチンゲルおよびスポンジで得られた結果と同じように、細胞
結合および拡散にとって良好なマトリックスであり、細胞成長助を長した（図１５ｂ、ｃ
、ｄ）。ゼラチン－ＤＴＰＨヒドロゲル単独およびコントロール単独（組織培養プレート
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）より多くのアクチンフィラメントが、ブレンドヒドロゲル中に形成されていた（図１５
ｇ）。
【０３２２】
　（ｂ．ヒドロゲル表面上の細胞増殖）
　セクションｉで記載する９６ウェルプレートの底でブレンドヒドロゲルを調整し、次い
で、２，５００個のＮＩＨ３Ｔ３線維芽細胞を、各ウェルのヒドロゲル表面に接種した。
試験管内で２４時間、４８時間および９６時間培養した後、細胞数をＭＴＳアッセイで測
定した（図１６）。結果は、また、カーベラン（登録商標）－ＳＸ／ゼラチン－ＤＴＰＨ
ブレンドヒドロゲル（カーベラン－ＧＳＸ）は、細胞増殖を支持するには、ゼラチン－Ｄ
ＴＰＨ単独およびコントロール（組織培養プレート）よりさらに良好なマトリックである
ことを示唆した。
【０３２３】
　（５．鼓膜穿孔修復）
　（方法）
　以下の材料をＴＭＰ修復の分析のために準備した。すなわち、カーベラン（登録商標）
－Ｓ、ゼラチン－ＤＴＰＨ、カーベラン（登録商標）－Ｓ／ゼラチン－ＤＴＰＨ（カーベ
ラン（登録商標）－ＧＳＸ）、ゲルフォーム（登録商標）およびエピフィルム（登録商標
）。つまり、カーベラン（登録商標）－ＳをＤＢＰＳ緩衝液に溶解し、１．５％（ｗ／ｖ
）溶液を形成した。数アリコートのＮａＯＨを使用して、ｐＨを７．４に調整した。ゼラ
チン－ＤＴＰＨをＤＰＢＳ緩衝液に溶解し、３．０％（ｗ／ｖ）溶液を形成し、数アリコ
ートのＮａＯＨを使用して、ｐＨを７．４に調整した。ＰＥＧＤＡ（ネクター）をＤＢＰ
Ｓ緩衝液に溶解し、４．５％（ｗ／ｖ）溶液を形成した。次いで、溶液を、滅菌フード中
で、０．４５μｍの酢酸セルロース膜を持つボトルトップフィルター（コーニング）を使
用して滅菌した。滅菌後、溶液を、０．４ｍｌのカーベラン（登録商標）－Ｓ、０．４ｍ
ｌのカーベラン（登録商標）－Ｓ／ゼラチン－ＤＴＰＨ（１：１ｗ／ｗ）、０．４ｍｌの
ゼラチン－ＤＴＰＨ、および０．１ｍｌのＰＥＧＤＡを含む１．０ｍｌの無菌遠心チュー
ブ中に、架橋剤に対するＧＡＧが４：１の適正な混合物として、置いた。次いで、材料を
後の使用のために、－８０℃で凍結した。エピフィルム（登録商標）（メドトロニック）
およびゲルフォーム（ファイザー）を実験用として、すでに滅菌されているものを購入し
た。ハートリーで着色した　ギニアピッグ（エルムヒル）を入手し、イソフルランガスを
使用して、麻酔をかけた。次いで、インテリジェント・ヒヤリング・システム（スマート
ＥＰ）ソフトを使用して聴性脳幹反応（ＡＢＲ）テストを行なった。次いで、臍の直前方
で両耳の鼓膜切開（穿孔）を行った。１つの耳をコントロールとして残し、一方反対側の
耳に鼓膜切開部を通して注射した。約０．４ｍｌのカーベラン（登録商標）－Ｓ、カーベ
ラン（登録商標）－Ｓ／ゼラチン－ＤＴＰＨおよびゼラチン－ＤＴＰＨを０．１ｍｌの架
橋剤ＰＥＧＤＡとともに１ｍｌシリンジに吸引させた。次いで材料を充分混合し、鼓膜切
開部位を介して中耳に注射し、数分でゲル化させた。ヒドロゲルは７～１４分で形成した
。ＴＭＰが完全に塞がるまで動物を検査した。
【０３２４】
　（結果）
　実験の結果を図１７に示す。カーベラン（登録商標）－ＳＸ／ゼラチン－ＤＴＰＨ－Ｐ
ＥＧＤＡ（カーベラン（登録商標）－ＧＳＸ）が、１．８±０．４５日間という最も速い
時間であり、次いでゲルフォーム（登録商標）の３．５±０．７１日間、カーベラン（登
録商標）－ＳＸが３．７±２．５日間、そしてコントロールが４．２±１．１日間であっ
た。エピフィルム（登録商標）およびゼラチン－ＤＴＰＨは、コントロールより高い、そ
れぞれ４．７±１．５および４．７±１．２という値であった。手術前後のＡＢＲデータ
で、大きな違いは観察されなかった。この実験で、再上皮形成を助長し、ＴＭＰを２日以
内で完全に閉塞する（図１８）材料として、カーベラン（登録商標）－ＳＸ／ゼラチン－
ＤＴＰＨ－ＰＥＧＤＡの有効性が実証された。これは診療所での処置を可能にし、現在の
処置に関連する麻酔状態の病的状態を解消する。
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【０３２５】
　（６．ラット子宮角モデルにおいてカーベラン（登録商標）－ＳＸフィルムを使用する
腹腔内癒着の予防（試験的実験））
　組み分け：１群当たり４匹のラット（１）処置なし；（２）カーベラン－Ｓ－ＰＥＧＤ
Ａ（カーベラン－ＳＸ）フィルム；および（３）０．５％のＭＭＣを持つカーベラン－Ｓ
Ｘフィルム
　ラットは、外科手術後２週間で致死させた。２つの負傷した子宮角の間の癒着を、マク
ログラフ的に評価した。次いで、回りの組織とともに子宮角を切除し、マッソントリクロ
ーム染色を行った。結果を図１９および２０に示す。
【０３２６】
　図１９は、異なる処置後の子宮角のマクログラフ的な観察結果を示す。処置がされてい
ないパネルａは、２つの子宮角の間に非常に硬い癒着を形成した。癒着は、子宮角と周囲
の腹腔内脂肪との間にも見られた。カーベラン－Ｓ－ＰＥＧＤＡフィルムで処置されたパ
ネルｂは、２つの子宮角の間に癒着は形成されなかったが、子宮角と周囲の腹腔内脂肪と
の間に或る程度の癒着が形成された。カーベラン－Ｓ－ＭＭＣ（０．５％）－ＰＥＧＤＡ
フィルムで処置されたパネルｃについては、２つの子宮角の間に癒着は形成されず、子宮
角と周囲の腹腔内脂肪との間にも癒着は形成されなかった。
【０３２７】
　図２０に、処置後の子宮角の組織学的観察を示す。処置がされていないパネルａは、２
つの子宮角の間に非常に硬い癒着を形成した。癒着は、子宮角と周囲の腹腔内脂肪との間
にも見られた。カーベラン（登録商標）－ＳＸフィルムで処置されたパネルｂは、２つの
子宮角の間に癒着は形成されなかったが、子宮角と周囲の腹腔内脂肪との間に或る程度の
癒着が形成された。カーベラン－Ｓ－ＭＭＣ（０．５％）－ＰＥＧＤＡフィルムで処置さ
れたパネルｃは、２つの子宮角の間に癒着は形成されなかった。さらに、子宮角と周囲の
腹腔内脂肪との間にも癒着は形成されなかった。マッソントリクローム染色、スケールバ
ー：４００μｍ
　ＭＭＣのない架橋されたカーベラン－ＳＸフィルムフィルムを挿入することによって、
２つの子宮角の間に形成される癒着は予防されたが、子宮角と周囲の腹腔内脂肪との間の
癒着は予防できなかった。共重合的に架橋された０．５％ＭＭＣを含む、架橋されたカー
ベラン－ＳＸフィルムを挿入することによって、２つの子宮角の間の癒着は予防され、宮
角と周囲の腹腔内脂肪との間の癒着も予防された。
【０３２８】
　（７．ヌードマウスにおける胸、結腸および卵巣ガンの動物モデルの構築）
ヒトの胸ガン細胞株（ＭＤＡ－ＭＢ－２３１、ＭＤＡ－ＭＢ－４６８、ＳＫ－Ｂｒ－３お
よびＭＣＦ－１０Ａ）、結腸ガン株（Ｃａｃｏ－２、ＨＣＴ－１１６およびＨＣＡ－７）
、および１個の卵巣ガン細胞株（ＳＫ－ＯＶ－３）に、カーベラン（登録商標）－ＧＳＸ
およびＨＡ－ＤＴＰＨ－ゼラチン－ＤＴＰＨ－ＰＥＧＤＡヒドロゲル中、５０ｘ１０６個
の細胞／ｍｌの濃度で負荷をかけ、ヌードマウスの背中に皮下注射した。さらに、カーベ
ラン（登録商標）－ＧＳＸヒドロゲルに負荷されたＣａｃｏ－２細胞を、ヌードマウスの
盲腸の漿膜下層に注射した。カーベラン（登録商標）－ＧＳＸヒドロゲルに負荷されたＳ
Ｋ－ＯＶ－３細胞を、ヌードマウスの卵巣のきょう膜に注射した。コントロールとして、
同じ濃度で、ＤＰＢＳに懸濁させた細胞を、ヌードマウスに皮下注射または腹腔内注射し
た。注射した後１ヶ月、注射をした部位をマクログラフ的、組織学的に調べた。結果を図
２１～２８に示す。
【０３２９】
　図２１は、（ａ）ＤＰＢＳ緩衝液に負荷されたＭＤＡ－ＭＢ－４６８細胞および（ｂ）
カーベラン（登録商標）－ＧＳＸヒドロゲルに負荷されたＭＤＡ－ＭＢ－４６８細胞の皮
下注射後の腫瘍のマクログラフ図を示す。パネルｃは皮膚を取り除いた後の腫瘍を示す。
図２２は、（ａ）ＤＰＢＳ緩衝液中に負荷されたおよび（ｂ）カーベラン（登録商標）－
ＧＳＸヒドロゲル中に負荷されたＭＤＡ－ＭＢ－４６８細胞の皮下注射後、新しく形成さ
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れた腫瘍の組織学的検査を示す。ＨＥ染色、スケールバー：０．５ｍｍ。図２３（パネル
ａおよびｂ）は、ＤＰＢＳ緩衝液（左）、カーベラン（登録商標）－Ｓ（真ん中）、およ
びＨＡ－ＤＴＰＨ－ＰＥＧＤＡヒドロゲルに負荷されたＣａｃｏ－２細胞の皮下注射後の
腫瘍のマクログラフ図を示す。パネルｃは、皮膚を取り除いた後の腫瘍の断面を示す。細
胞だけの腫瘍の異常な壊死の中心部およびＥＣＭヒドロゲル中で増殖した健康的なより「
正常」な腫瘍に注意すべきである。
【０３３０】
　図２４は、（ａ）ＤＰＢＳ緩衝液中および（ｂ）カーベラン（登録商標）－ＧＳＸヒド
ロゲル中に負荷されたＣａｃｏ－２細胞の皮下注射後、新しく形成された腫瘍の組織学的
検査を示す。ＨＥ染色、スケールバー：０．５ｍｍ。図２５は、ＤＰＢＳ緩衝液に懸濁さ
れたＣａｃｏ－２細胞の腹腔内注射の１ヶ月後のマウスを示す。胴回りが顕著に増えてい
た。腹膜腔内に形成された複数の腫瘍があった。図２６は、カーベラン（登録商標）－Ｇ
ＳＸヒドロゲル内にカプセル化されたＣａｃｏ－２細胞の結腸注射の１ヵ月後のマウスを
示す。マウスの全身状態は良好であり、注射後、胴回りが顕著に増加することはなかった
。腫瘍は、結腸の表面に個々に分散していた。図２７は、ＤＰＢＳ緩衝液に懸濁されたＣ
ａｃｏ－２細胞の腹腔内注射の２ヵ月後のマウスを示す。胴回りは顕著に増加していた。
腹膜腔内に形成された複数の腫瘍があった。図２８は、カーベラン（登録商標）－ＧＳＸ
ヒドロゲル中にカプセル化されたＣａｃｏ－２細胞の結腸注射の１ヵ月後のマウスを示す
。マウスの全身状態は良好であり、注射後、胴回りが顕著に増加することはなかった。腫
瘍は、結腸の表面に個々に分散していた。
【０３３１】
　上に示した結果に基づいて、以下の結論が導き出せる。
【０３３２】
　（１）ＤＰＢＳおよびカーベラン（登録商標）－ＧＳＸヒドロゲル中のＭＤＡ－ＭＢ－
４６８細胞の皮下注射に続いて、胸の腫瘍が形成されたが、形成された腫瘍の質が異なっ
ていた。ＤＰＢＳ緩衝液に懸濁されたＭＤＡ－ＭＢ－４６８細胞の注射から形成された腫
瘍には壊死が見つかったが、ｓＥＣＭ－増殖腫瘍中には見られなかった。
【０３３３】
　（２）ＤＰＢＳおよびカーベラン（登録商標）－ＧＳＸヒドロゲル中のＣａｃｏ－２細
胞の腹腔内注射により、腹膜腔に複数の腫瘍が形成され、該腫瘍は、結腸および腸から離
れていた。マウスの体重および胴回りは顕著に増加し、より多くの血の腹水が腹膜腔に見
出された。腫瘍転移が肝臓内に見られた。同じ現象がＤＰＢＳ緩衝液に懸濁されたＣａｃ
ｏ－２細胞の結腸注射においても見出された。カーベラン（登録商標）－ＧＳＸヒドロゲ
ルに負荷されたＣａｃｏ－２細胞を結腸の漿膜下の層に注射した後、個々の腫瘍が結腸上
に形成された。肝臓転移は観察されず、体重や胴回りの顕著な増加もなかった。血の腹水
は見出せなかった。
【０３３４】
　（３）Ｃａｃｏ－２結腸ガン細胞に関し、ＨＣＴ－１１６結腸ガン細胞を使用して、前
記と同じ結果が見られた。
【０３３５】
　（４）ＤＰＢＳおよびカーベラン（登録商標）－ＧＳＸヒドロゲル中のＳＫ－ＯＶ－３
細胞の腹腔内注射によって、腹膜腔ないに複数の腫瘍が形成され、該腫瘍は、結腸および
腸から離れていた。マウスの体重および胴回りが顕著に増え、より多くの血の腹水が腹膜
腔内に見出された。肝臓への腫瘍の転移転移が観察された。カーベラン（登録商標）－Ｇ
ＳＸヒドロゲルに負荷されたＳＫ－ＯＶ－３細胞の卵巣包嚢への注射において、腫瘍は形
成されなかった。
【０３３６】
　（５）総合すれば、ｓＥＣＭ（カーベラン（登録商標）－ＧＳＸ）ヒドロゲル中で培養
された腫瘍のほうが、マウス異種移植片モデルにおいて腹腔内または皮下注射された腫瘍
細胞株より、ヒト患者に似通った腫瘍ができる。
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【０３３７】
　（８．３－Ｄ培地（カーベラン（登録商標）－ＧＳＸヒドロゲル）中で培養されたガン
細胞を使用した、ＰＩ３Ｋ抑制剤およびタキソールの効果）
　（ａ．細胞株および培養）
　ヒト胸ガン細胞株（ＭＤＡ－ＭＢ－２３１およびＭＤＡ－ＭＢ－４６８）、結腸腺癌細
胞株（Ｃａｃｏ２、ＨＣＴ１１６およびＨＣＡ７）、および卵巣ガン細胞（ＳＫ－ＯＶ－
３）をアメリカンタイプカルチャーコレクションズ（ＡＴＣＣ）から入手し、１０ｍＭの
ＨＥＰＥＳ、１０％の胎児ウシ血清（ハイクローン）、０．４ｍＭのプルビン酸ナトリウ
ムおよび０．５ｍｇ／ｍｌのヒドロコルチゾン、１００Ｕ／ｍｌのペニシリン、および１
００ｕｇ／ｍｌのストレプトマイシンを追加したＲＰＭＩ１６４０培地（ＧＩＢＣＯ）中
に保った。
【０３３８】
　（ｂ．細胞株の公知のＰＩ３Ｋ抑制剤およびタキソールに対する感受性）
　密集度が８０～９０％に達したとき、前記細胞株を１ｍＭのＥＤＴＡを含む０．２５％
トリプシンでトリプシン化し、無血清ＲＰＭＩ培地（ｐＨ７．４）中の１．２５％（ｗ／
ｖ）カーベラン（登録商標）－Ｓおよび３％（ｗ／ｖ）ゼラチン－ＤＴＰＨ（比５０：５
０（ｖ／ｖ））に懸濁し、次いで、ＤＰＢＳ緩衝液中のＰＥＧＤＡ４％（ｗ／ｖ）溶液を
、カーベラン（登録商標）－Ｓ／ゼラチン－ＤＴＰＨ溶液に４：１（カーベラン（登録商
標）－Ｓ：ＰＥＧＤＡ、ｖ：ｖ）で加え、ボルテックスにより３０秒間混合した。カーベ
ラン（登録商標）－ＧＳＸ溶液中の細胞の最終濃度は、２．０×ｌ０６／ｍｌであった。
細胞を負荷した各反応混合物のアリコート（１００ｍｌ）を、ピペットで、直径６．５ｍ
ｍ孔径８．０ｍｍの２４－ウェル細胞培養インサート（コーニング社、コーニング、ニュ
ーヨーク州）に移した。細胞負荷インサートを、インキュベーター（３７℃、５％ＣＯ２

）で２時間培養し、次いで、１０％のＦＢＳを含む２ｍｌのＲＰＭＩ１６４０倍血を各イ
ンサートに加えた。培地を２日毎に変えた。培養を始めて２週間後、培地をインサートか
ら取り除き、１０ｍＭのＬＹ－２９４００２（シグマ）および１ｍｇ／ｍｌの０．５％の
ＦＢＳを含むＲＰＭＩ１６４０倍地中のパクリタキセル（シグマ）に変更した。各試薬各
細胞株につき、合計８個のインサートがあった。また、培地は２日毎に変えた。培地をＬ
Ｙ－２９４００２および培地を含むパクリタキセルに変更して２週間後、培地をインサー
トから取り除き、５％ＦＢＳを含むＲＰＭＩ１６４０培地１．５ｍｌと１５％（ｖ／ｖ）
のセルタイター９６水性一溶液細胞増殖アッセイ（プロメガ、マジソン、ウィスコンシン
州）とに変更し、インキュベーター（３７℃、５％ＣＯ２）内で３時間培養し、次いで反
応溶液を９６－ウェルプレート（１５０ｍｌ／ウェル）に移し、ＯＰＴＩマックスマイク
ロプレートリーダー（モレキュラーデバイシーズ）を用い、５５０ｎｍの吸光度を読んだ
。インサートを２回ＤＰＢＳ緩衝液で濯ぎ、ＦＤＡおよびＰＩを用い、室温で５分間染色
し、共焦点レーザ走査顕微鏡　（ＬＳＭ５１０、カールツァイスマイクロイメージング社
、トーンウォッド、ニューヨーク州）を使用して、観察した。
【０３３９】
　（ｃ．結果）
　図２９は、ＬＹ２９４００２およびパクリタキセルの存在下ででの異なる細胞株の増殖
を示す。図３０は、通常の媒体における各細胞株の特異的反応を同じ２つの薬物と比較し
たデータを報告する。図３０の各バーのペアに関し、正の吸光度差は薬物が細胞毒性であ
ることを示し、一方負の値は、薬物が、使用した用量での処置した細胞に殆どあるいは全
く効果がないことを示す。ＭＤＡ－ＭＢ－４６８、ＣａＣｏ－２、ＨＣＴ１１６およびＨ
ＣＡ７細胞株の増殖は、ＬＹ２９４００２およびパクリタキセルによって抑制され、ＭＤ
Ａ－ＭＢ－４６８がＬＹ２９４００２およびパクリタキセルに対する最も強い反応を明ら
かにした。また、抗チュービリン薬物、パクリタキセルは、ＰＩ３－Ｋ抑制剤、ＬＹ２９
４００２よりいくらか強い抑制効果を示すことが実証された。ＬＹ２９４００２もパクリ
タキセルも、使用した用量ではＭＤＡ－ＭＢ－２３１およびＳＫ－ＯＶ－３細胞株にいか
なる抑制効果も示さなかった、図３１は、ＦＤＡ（生細胞、緑）およびＰＩ（死細胞、赤
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）で染色した後（スケールバーは２００μｍである）の、通常培地中（ＡおよびＤ）、Ｌ
Ｙ２９４００２存在下（ＢおよびＥ）、およびパクリタキセル存在下（ＣおよびＦ）での
Ｃａｃｏ－２およびＳＫ－ＯＶ－３の３－Ｄ形状を示す。ＦＤＡ／ＰＩ染色（図３１）に
よって、ｓＥＣＭヒドロゲル中のＣａｃｏ－２細胞密度は、通常培地中で培養された細胞
と比べて、ＬＹ２９４００２およびパクリタキセル存在下で減少することが明らかになっ
た。また、ＬＹ２９４００２およびパクリタキセル処置サンプル中に、死細胞（赤色）お
よび生細胞破片が観察された（図３１Ａ、３１Ｂおよび３１Ｃ）。対照的に、通常培地中
またはＬＹ２９４００２およびパクリタキセルの存在下で培養した時は、ＳＫ－ＯＶ－３
細胞中には差は観察されなかった（図３１Ｄ、３１Ｅおよび３１Ｆ）。
【０３４０】
　（９．３－Ｄカーベラン（登録商標）－ＧＳＸヒドロゲル中および２－Ｄポリスチレン
プレート中の肝細胞の単離と培養）
　（ａ．肝細胞の単離）
　ラットに抱水クロラールを（３６０ｍｇ／ｋｇ）腹腔内注射によって麻酔をかけた。ラ
ットの腹部を剃り、７０％エタノールで洗浄した。次いで、腹腔を開き、腸を右に静かに
動かし、門脈を切開し、縫合糸（４／０）を門脈の周りに置き、縛った。次に、別の４／
０縫合糸を縛った場所の上の門脈の周りに置き、縛り、小さな切開口を門脈上に造り、Ｐ
Ｅチューブを門脈内に差し込み、縫合糸で縛った。次に、下方の腹部大動脈を切開し、血
管鉗子を血管の周りに置いた。横隔膜を切断して下大動脈を露出させ血管を切断した。
【０３４１】
　次いで、肝臓を、ハンクス溶液で４分（４０ｍｌ／ｍｉｎ、合計約１６０ｍｌ）還流し
、次いで酵素溶液で約１０分（２０ｍｌ／ｍｉｎ、合計約２００ｍｌ）還流した。肝臓を
体から切除し、１５ｍｌのコラーゲナーゼ還流液を含むペトリ皿（１００ｍｍ）に移した
。次いで、余分な組織および破片を肝臓から刈り取った。胆汁が漏れるのを予防するため
に、胆嚢を注意深く取り除くことができる。
【０３４２】
　肝細胞を、ステンレス鋼イヌ用櫛を使って、新しい、室温のコラーゲナーゼ中で、結合
性組織ストローマから引き剥がし、残った白い繊維組織は廃棄した。広口ピペットで繰返
しピペッティング（１０回）し、細胞を分離した。１％子ウシ血清を加えた同体積のＬ１
５倍血を細胞懸濁物に加えることができる。細胞を細胞ストレーナー（７０μｍ）に通し
、５０ｍｌ遠心管に入れ、該管を５０×ｇで５分間、１０℃で遠心分離した。細胞を１０
％の熱活性化胎児ウシ血清およびゲンタマイシン（５０ｕｇ／ｍｌ）を含む変性Ｌ１５培
地中で再懸濁した。細胞を０．４％トリパンブルー中で５分間培養した後、生細胞を数え
、細胞の全数を計算した。
【０３４３】
　（ｂ．肝細胞の培養）
　細胞を２－Ｄまたは３－Ｄ中で培養した。２つの培地、すなわち、ライボビッツ変性培
地（Ｌ１５）およびウィリアム培地Ｅ（ＭＷＥ）を肝細胞培養用にテストした。Ｌ１５は
肝細胞培養用に良好であった。さらに、コラーゲンが塗布されたポリスチレンプレートは
、肝細胞付着に有用であった。図３２は、Ｌ１５培地中のポリスチレンプレート上で培養
された肝細胞を示す。左側の写真は透過光で撮影された。右側の写真は二重蛍光染色（Ｆ
ＤＡ／ＰＩ染色）の後撮影された。図３３は、ＭＴＳによって評価した時、３Ｄカーベラ
ン（登録商標）－ＧＳＸ上の肝細胞の増殖は２－Ｄポリスチレンプレート上の増殖と類似
したことを示す。また、３日間培養した後の３Ｄ－カーベラン（登録商標）－ＧＳＸ上の
肝細胞の細胞形態も、２－Ｄ　ポリスチレンプレート上の細胞形態と類似した（図３４、
ＦＤＡ／ＰＩで二重染色）
　（ＩＩＩ．ヒアルロン酸誘導体の合成）
　（１．置換されていないアミノオキシ誘導体の合成）
　この実験のため、Ｆ８８（ＰＥＯ１０３－ＰＰＯ３９－ＰＥＯ１０３）（１ａ）、Ｆ１
０８ＰＥＯＰ１３２ＥＯ１３２）（１ｂ）、およびＦ１２７（ＰＥＯ１００－ＰＰＯ６５
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－ＰＥＯ１００）（１ｃ）、それぞれ異なるＰＰＯ／ＰＥＯ比および分子量、すなわち１
１，４００、１４，６００および１２，６００ｋＤａで特徴付けられる、３種類の異なる
プルロニックを選択した。該アミノオキシ誘導体を生成するための反応スキームは、図３
５に示す。
【０３４４】
　プルロニックＦ８８のビス－アミノオキシ誘導体（１ａ）を、ミツノブ反応条件（Ｉｓ
ｈｉｋａｗａ，Ｔ．，Ｋａｗａｋａｍｉ，Ｍ．，Ｆｕｋｕｉ，Ｍ．，Ｙａｍａｓｈｉｔａ
，Ａ，Ｕｒａｎｏ，Ｊ．，Ｓａｉｔｏ，Ｓ．Ｊ．ＭＡ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．２００１，１
２３，７７３４－７７３５）下、大過剰のトリフェニルフォスフィン（Ｐｈ３Ｐ）、Ｎ－
ヒドロキシフタルイミドおよびジエチルアゾジカルボキシレート（ＤＥＡＤ）の存在化で
合成した。粗生成物（２ａ）を石油エーテルで反応混合物から析出させ、２種の溶剤シス
テム、ＴＨＦ／ジエチルエーテルおよびＴＨＦ／石油エーテルを用いて４回再結晶させた
。精製された生成物をＣＤＣｌ３中の１ＨＮＭＲ４００ＭＨｚで分析した。溶剤は、ビス
－フタルイミドフタルイミド誘導体の末端メチレンピークを完全に溶解するものを選択し
た。末端メチレンピークトリプレット（δ４．３３ｐｐｍ、４Ｈ，Ｊ＝４．４）は、同定
され、フタルイミド芳香族環（δ７．８１－７．７３ｐｐｍ，８Ｈ）の複数のシグナルに
対して一体化され、認められたプルロニック誘導体２ａはフタルイミドによって、二重に
保護されたことを確認した。次に、結晶化後に、メチレンクロライド中でフタルイミドと
ヒドラジン一水和物との脱保護反応を行い、ビスアミノオキシプルロニックを良好な全収
率で得た。３種のプルロニックスＦ８８、Ｆ１０８およびＦ１２７を全て、同じ一般的な
方法でビスＡＯ誘導体に変換した。提示した合成経路は、単純な化学的変換および精製方
法に基づき、その種の誘導体を高収率で製造することができる。
【０３４５】
　（実験の項）
　（一般的方法）
　試薬は、アルドリッチ、アクロスおよびＢＡＳＦから入手し、さらに精製することなく
使用した。溶剤は試薬級のものであり、使用の前に蒸留した。ＴＨＦはナトリウム線から
蒸留し、ＣＨ２Ｃｌ２はＣａＨ２から蒸留した。無水条件を必要とする反応は、別段の記
載がない限り、不活性雰囲気（Ａｒ）下、オーブンで乾燥したガラス製品（２時間、１２
０℃）上で行った。真空中の濃度は、溶剤を除くため回転上蒸発器を使用したことを意味
し、ＮＭＲスペクトルは、室温、４００ＭＨｚ（１Ｈ）および１０１ＭＨｚ（１３Ｃ）で
記録した。化学シフトは、１Ｈに関して内部標準のクロロホルム（δＨ７．２４）、１３

Ｃに関してクロロホルム（δｃ７７．０）に対して報告する。
【０３４６】
　（プルロニックＦ８８ビス－Ｏ－フタルイミド誘導体（２ａ））
　プルロニックＦ８８（１３．９８ｇ，１．１６ｍｍｏｌ）およびＰｈ３Ｐ（６．１ｇ，
２３．３ｍｍｏｌ）、Ｎ－ヒドロキシフタルイミド（３．７８ｇ，２３．２ｍｍｏｌ）の
ＴＨＦ（７５ｍｌ）溶液を撹拌しながら、そこにＤＥＡＤ（３．５ｍｌ，２３．２ｍｍｏ
ｌ）を１０℃で加えた。反応を室温で一晩撹拌しながら行い、石油エーテルを加えて生成
物を析出させて終わらせた。粗２ａを２種の溶剤システム：ＴＨＦ／石油エーテルおよび
ＴＨＦ／ジエチルエーテル（各システムで２回）を使用し、４回再結晶させた。精製生成
物２ａを白色の緩い固体状で得た（１２．２８ｇ，８６％）。１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨ
ｚ，ＣＤＣｌ３）δ　７．８０－７．７８（４Ｈ，ｍ），７．７２－７．６９（４Ｈ，ｍ
），４．３２（ｔ，４Ｈ，Ｊ＝４．４Ｈｚ），３．８３－３．６８（ｍ，９Ｈ），３．６
０－３．２７（ｍ，１０５２Ｈ），２．２１（ｓ，９Ｈ），１．１０－１．０８（ｍ，１
２３Ｈ）。１３Ｃ　ＮＭＲ（１０１ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３）δ　１３４．２，１２３．２，
７５．２，７５．０，７４．８，７３．１，７２．６，７０．２６，３３．２，１７．２
，１７．１。
【０３４７】
　（プルロニックＦ８８ビス－アミノオキシ誘導体（３ａ））
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　２ａ（１２．３８ｇ）のＣＨ２Ｃｌ２（５０ｍｌ）溶液を撹拌しながら、そこにヒドラ
ジン一水和物（０．７１ｍｌ）を０℃で加えた。それを室温で１．５時間撹拌し、析出物
をろ出した。濃縮した後、残基をＴＨＦに溶解し、ジエチルエーテルを使用して析出させ
た。ＴＨＦ／石油エーテルを使用して再結晶を行い、精製化合物３ａを白色の緩い固体と
して得た（１１ｇ，９０％）。１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３）δ　３．８１
－３．７８（ｍ，８Ｈ），３．７１－３．３０（ｍ，８７４Ｈ），２．０２（ｓ，１０Ｈ
），１．２４－０．９８（ｍ，１００Ｈ）；１３Ｃ　ＮＭＲ（１０１ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３

）δ　７５．５，７５．３，７５．２，７３．３，７２．９，７０．５，３３．３，１７
．４，１７．３。
【０３４８】
　（２．置換されたアミノオキシ誘導体の合成）
　低分子量ＨＡ（１９０ＫＤａ）（０．４５８ｇ，１．１４５ｍｍｏｌ）を４６ｍｌの蒸
留水に溶解した。次いで、０．５ｇのＯ－フェニルヒドロキシルアミン塩酸塩（ＯＰＨ）
（３．４３４　ｍｍｏｌ）を加え、１．０ＮのＨＣｌを加えることによって、溶液のｐＨ
を４．７５に調整した。次に、０．１１ｇのＥＤＣＩ（０．０５７ｍｍｏｌ）を磁気的に
撹拌する中加え、０．１ＮのＨＣｌを加えることによって、溶液のｐＨを４．７５に４時
間保った。溶液を１００ｍＭのＮａＣｌに対して充分に透析し、次いで蒸留水に対して透
析した。溶液をろ過して異物を取り除いた後、凍結乾燥してＨＡ－ＯＰＨ生成物を白色粉
末として得た。
【０３４９】
　δ７．３０（２プロトン）および７．０５（３プロトン）のピーク（図３６）は、フェ
ニル基から来ており、置換度はプロトンＮＭＲ共振の集積に基づいて約２１％であった。
Ｎ－アセチル尿素変性ヒアルロン酸に関し、予想される共振は、δ１．１０およびδ２．
７８と検出された。
【０３５０】
【化６２】

　（３．アミノオキシ誘導ポリマーとヒアルロン酸とのカップリング）
　実験は、プルロニックＦ１０８のアミノオキシ（ＡＯ）誘導体が共有結合カップリング
し、その結果ＨＡの表面固定化のために使用できるがどうかをテストするために設計され
た。プルロニックＦ１０８は、通例、ＰＥＯ－ＰＰＯ－ＰＥＯトリブロックのＰＰＯブロ
ックの疎水性吸着剤を介してプラスチック表面に塗布し、タンパク質吸着に対する表面抵
抗を与えるために使用される。さらに、アミン反応性プルロニック誘導体は、アルビボ社
から市販され、表面に特定の増殖因子およびタンパク質を固定するために使用することが
できる。この実験では、ＨＡの蛍光誘導体、フルオレシン－ＨＡが、表面吸着性ビスアミ
ノオキシ誘導プルロニックに共役結合で結合することができることを実証した。
【０３５１】
　（材料および方法）
　Ｆ１０８－ビスＡＯを蒸留水に溶解し０．５％（ｗ／ｖ）溶液を得た。次いで、０．１
ｍｌの溶液を９６－ウェルプレートの各ウェルに加えた。１２時間後、プレートを蒸留水
で５回洗浄した。次いで、０．１ｍｌのＥＤＣＩ（０．１ＮのＭＯＰＳ中１０ｍｇ／ｍｌ
）（ｐＨ４．７）を各ウェルに加え、次いで、０．１ｍｌのフルオレシン－ＨＡ（ＭＷ：
１５０ｋＤａ）（０．１ＮのＭＯＰＳ　中２ｍｇ／ｍｌ）（ｐＨ４．７）を加えた。（注
：フルオレシン－ＨＡは、標準ヒドラジドカップリングプロトコルの後、ｐＨ４．７５で
フルオレシンヒドラジド（モレキュラープローブ社）、ＥＤＣＩ、１５０ｋＤａのＨＡを
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使用して別々に精製した。）この表面反応を、暗い中で３日間進めた。つきに、プレート
をＤＰＢＳで５回洗浄し、蛍光強度を蛍光強度プレートリーダーでλｅｘ＝４９６ｎｍお
よびλｅｍ＝５２０ｎｍを使用して測定した。
【０３５２】
　（結果）
　図３９に、（Ａ）ビスアミノオキシ誘導プルロニック、（Ｂ）ビスアミノオキシ誘導プ
ルロニックおよびＥＤＣＩ、および（Ｃ）ビスアミノオキシ誘導プルロニックなしに関す
る固定フルオレシン－ＨＡの蛍光強度を示す。実験群（Ａ）の蛍光吸収は、コントロール
群（Ｂ：ＥＤＣＩなし、およびＣ：プルロニックなし）より顕著に高かった。この結果は
、Ｆ－１０８ビスＡＯは、疎水性相互作用を介して９６－ウェルプレートに吸収され、Ｆ
－１０８ビスＡＯアミノオキシを介した、ＨＡカルボキシレート凝集物へのフルオレシン
－ＨＡのＥＤＣＩ－関連カップリングは、プレート表面上で達成されたことを示唆してい
た。コントロール群Ｂにおける高吸収は、表面における、フルオレシン－ＨＡのＦ－１０
８ビスＡＯに対する疎水性および電荷相互作用の結果であろう。
【０３５３】
　（４．一官能性プルロニック－ＡＯによる自己重合的ヒアルロン酸ヒドロゲル形成）
　プルロニックのＨＡへの結合は、ＨＡに結合する複数のＰＥＯ－ＰＰＯ－ＰＥＯトリブ
ロックポリマーの分子間および分子内疎水性相互作用に基づく自己重合的ヒドロゲルとな
るという仮説をテストした。また、実験では、低分子アミノオキシ化合物に関し要求し、
有効にするように、アミノオキシ縮合を使用することが、ＨＡカルボキシレート基の溶液
中のアミノオキシ含有ポリマーによる化学変性の新しい化学としての実施可能性もテスト
した。
【０３５４】
　（材料および方法）
　ＨＡ（８３０ｋＤａ）のサンプル５０ｍｇを２０ｍｌの蒸留水に溶解し、０．５％（ｗ
／ｖ）溶液を得、１．５ｇのモノメトキシ、モノアミノオキシプルロニックＦ８８誘導体
、ＭｅＯ－Ｆ８８－ＡＯを加えた。次に、溶液のｐＨを約４．７に調整し、５０ｍｇのＥ
ＤＣＩを加えた。１５分後、ゲルが形成された。２時間後、ゲルを透析チュービング（Ｍ
Ｗ切捨て、５０，０００）に置き、０．１ＮのＮａＣｌ溶液に対する透析を３日間続け、
水に対する透析を１日行った。ゲルは、現段階で０．３％ＨＡｗ／ｖしかなく、室温でも
４℃でもゲルの状態であった。
【０３５５】
　（結果）
　プルロニックＦ８８も化学的に合成されたＭｅＯ－Ｆ８８－ＡＯも濃度が５ｍｇ／ｍｌ
まででは、２０℃または４℃でゲルを形成しなかった。対照的に、カルボキシレートの１
以上のＭｅＯ－Ｆ８８－ＡＯ分子のアミノオキシ基へのカルボジイミド関連カップリング
を介するＭｅＯ－Ｆ８８－ＡＯの共有結合カップリングでＨＡを造ることにより、物理ゲ
ルが形成した。理論に縛られるつもりはないが、この物理的な架橋ゲルを形成した原動力
は、共有結合的に変性された高分子中に存在する複数のＰＰＯブロックの提案されている
疎水性相互作用と一致する。分子間および分子内疎水性相互作用は両方とも、このゲル化
効果に影響を及ぼしているかもしれない。緩い物理ゲルは、新規な、超粘稠でゆっくり劣
化するＨＡ材料として、癒着予防、皮膚フィラーとして注射、局所的化粧または薬物送達
製剤における取り込み、骨関節炎における痛みおよび炎症の軽減のための注射における用
途、眼科外科手術、整形外科手術における柔組織バルキング、声帯ひだへの注射、発声障
害の予防または処置、および他の臨床的応用に大きな可能性を持つ。
【０３５６】
　（５．ヘパリンのビスアミノオキシ誘導プルロニック材料との共役結合
　（材料および方法）
　水（５ｍｇ／ｍｌ）中のビスＡＯ－Ｆ１０８を０．１ｍｌ／ウェルで負荷し、９６－ウ
ェルプレート上で一晩培養した。ウェルを蒸留水（５×）で洗浄し、次いで０．１／ウェ
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ルのＥＤＣＩ（１０ｍｇ／ｍｌ）のＭＯＰＳ（０．１Ｎ、ｐＨ４．７）溶液を加え、ＭＯ
ＰＳ（０．１Ｎ，ｐＨ４．７）中の０．１ｍｌ／ウェルのヘパリンナトリウム塩（平均Ｍ
ｗ：１５ｋＤ、１：２、４ｍｇ／ｍｌから０．２５ｍｇ／ｍｌの段階希釈）を加えた。不
均質反応を室温で３日間続けた。プレートをトリスＨＣｌ緩衝液（ＴＢＳ，２０ｍＭ，ｐ
Ｈ７．５）で５回洗浄し、スタビルガード液（スマディクス）２００μｌ／ウェルで１時
間ブロックした。
【０３５７】
　プレート上に固定したヘパリンを、刊行された方法（Ｓ．Ｃａｉ，Ｊ．Ｌ．Ｄｕｆｎｅ
ｒ－Ｂｅａｔｔｉｅ，ａｎｄ　Ｇ．Ｄ．Ｐｒｅｓｔｗｉｃｈ，「Ａ　Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ
　Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｓｅｎｓｏｒ　ｆｏｒ　Ｈｅｐａｒｉｎ　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ」，Ａ
ｎａｌｙｔ．Ｂｉｏｃｈｅｍ．，２６，３３－４１（２００４））に基づいてＥＬＩＳＡ
を使用して評価した。つまり、プレートをブロックし、３回洗浄した後、ヘパリンを結合
するタンパク質ＧＳＴ－ＨＢ３（１００μｇ／ｍｌ）を１００μｌ／ウェル加えた。プレ
ートを１時間培養し、ＴＢＳで再び洗浄し、１：１０００のＴＢＳ中の抗ＧＳＴ（シグマ
）を１００μｌ／ウェル加え、１時間培養した。次に、１：３０００のＴＢＳ中の抗マウ
スＩｇＧ－ＨＲＰ共役体（シグマ）を１００μｌ／ウェル加え、さらに１時間培養した。
最後に、基質３，３’，５，５’－テトラメチルベンジジン（ＴＭＢ、シグマ）を１００
μｌ／ウェル加え、色の発現が安定になるように、反応物を１ＭのＨ２ＳＯ４で急冷した
。プレートを４５０ｎｍで読み、ＧＳＴ－ＨＢ３で負荷したブランクウェルを差し引くこ
とによって吸光度を補正し、同じようにＥＬＩＳＡ手順（バックグラウンド読み取り値）
を行った。
【０３５８】
　（結果）
　図４０に、ヘパリン単独でもヘパリン＋ＥＤＣＩでも、ヘパリンを表面に固定すること
にはならかったことが明らかに示されている。（注：これらの２つの群、ＨＰおよびＥＤ
ＣＩ＋ＨＰに関し、テストしたヘパリン濃度は２ｍｇ／ｍｌであった。）しかし、この予
備テストにおいては、ＥＤＣＩおよびＦ１０８単独の使用により、ＥＬＩＳＡ試薬に対し
ある比特定な結合が示されるような表面を造る。表面上でＦ１０８－ビスＡＯへのフルオ
レシン－ＨＡの疎水性および電荷相互作用の組合せから同様の効果が観察された。
【０３５９】
　それにもかかわらず、概念実験のこの証拠におけるヘパリンの共役および吸収は、ＧＳ
Ｔ－ＨＢ３タンパク質検出が、最高結合能であり、その動的領域のトップであるという事
実にもかかわらず、ヘパリン用量依存性に対する傾向を示す。我々の実験では、洗浄条件
を変えることと固定化量および検出試薬の量を調整するこで、いっそう低いバックグラウ
ンドを造り、感受性を改善し、この方法に基づく定量アッセイを得ることができる。
【０３６０】
　種々の変性および変化を本明細書に記載する化合物、組成物および方法に加えることが
できる。ここに記載する化合物、組成物および方法の他の態様は、明細書の熟考およびこ
こに開示する化合物、組成物および方法の実施により明らかになるであろう。明細書およ
び実施例は例示として考えるべきものである。
【図面の簡単な説明】
【０３６１】
　この明細書に組み入れられ、その一部を構成する添付の図面は、以下に記載する数種の
態様を示す。
【図１】図１は、ビス（アミノオキシ）エーテル化合物生成の反応スキームを示す。
【図２】図２は、アミノオキシエーテル化合物およびチオール化されたアミノオキシ変性
ヒアルロン酸生成の反応スキームを示す。
【図３】図３は、アミノオキシ変性ヒアルロン酸生成の反応スキームを示す。
【図４】図４は、チオール化されたヒドラジドカルボキシメチルヒアルロン酸の反応スキ
ームを示す。



(76) JP 4993465 B2 2012.8.8

10

20

30

40

50

【図５】図５は、カルボキシメチルヒアルロン酸（カーベラン（登録商標））およびチオ
ール化されたヒドラジド変性カルボキシメチルヒアルロン酸（カーベラン（登録商標）－
Ｓ）生成の反応スキームを示す。
【図６】図６は、カーベラン（登録商標）－Ｓの１ＨＮＭＲスペクトラムを示す。
【図７】図７は、ＭＴＳアッセイ（ｎ＝６）を使用した、カーベラン（登録商標）（白丸
）およびカーベラン（登録商標）－Ｓ（白三角）の細胞毒性を示し、グラフＡは培養から
２時間後のもので、パネルＢは培養から２４時間後のものである。
【図８】図８は、カーベラン（登録商標）－ＳＸおよびカーベラン（登録商標）－ＧＳＸ
生成の反応スキームを示す。
【図９】図９は、異なる製剤に関し、カーベラン（登録商標）－ＳＸのゲル化時間を示す
。
【図１０】図１０は、異なる製剤に関し、カーベラン（登録商標）－ＳＸのゲル化速度を
示す。
【図１１】図１１は、カーベラン（登録商標）－ＳＸの重量損失画分対ＨＡ分解時間を示
す。キー：ダイアモンド、酵素なしのコントロール；円：０．５Ｕ／ｍｌ；四角：２．０
Ｕ／ｍｌ；三角：２０Ｕ／ｍｌ
【図１２】図１２は、カーベラン（登録商標）－ＳＸおよびＨＡ－ＤＴＰＨ－ＰＥＧＤＡ
ヒドロゲルを注射されたウサギの声帯ひだの粘弾性を示す。
【図１３】図１３は、異なるステントを除去した後のウサギの気管の気道内腔区域および
最小気道径を示す。
【図１４】図１４は、カーベラン（登録商標）－ＳＸの適応ありおよびなしのウサギモデ
ルにおける空洞外科手術の１４日後に測定した大開口直径を示す。
【図１５】図１５は、カーベラン（登録商標）－ＧＳＸヒドロゲル表面上で２４時間培養
されたＮＩＨ３Ｔ３線維芽細胞のＦＩＴＣ－ファロイジン染色を伴うＦ－アクチンの可視
化を示す。カーベラン（登録商標）－Ｓ／ゼラチン－ＤＴＰＨの比：（ａ）１００／０、
（ｂ）７５／２５、（ｃ）５０／５０、（ｄ）２５／７５、（ｅ）組織培養プレート（コ
ントロール）および（ｅ）パネル（ｂ）の拡大写真
【図１６】図１６は、２４、４８および９６時間試験管内培養された後の、カーベラン（
登録商標）－ＧＳＸヒドロゲル表面上のＮＩＨ３Ｔ３線維芽細胞増殖を示す。
【図１７】図１７は、ギニアピッグモデルにおける時間の関数としての鼓膜閉鎖を示す。
【図１８】図１８は、鼓膜切開２日後の術後治癒およびカーベラン（登録商標）－ＧＳＸ
を示す。
【図１９】図１９は、異なるフィルムで処置した後のラット子宮角のマクログラフ的観察
を示す。
【図２０】図２０は、異なるフィルムで処置した後のラット子宮角の組織学的観察を示す
。
【図２１】図２１は、（ａ）ＤＰＢＳ緩衝液中に負荷されたＭＤＡ－ＭＢ－４６８細胞お
よび（ｂ）カーベラン（登録商標）－ＧＳＸヒドロゲル中に負荷されたＭＤＡ－ＭＢ－４
６８細胞の皮下注射の後の腫瘍のマクログラフ的図を示す。パネルｃは皮膚を除去した後
の腫瘍を示す。
【図２２】図２２は、（ａ）ＤＰＢＳ緩衝液中に負荷されたおよび（ｂ）カーベラン（登
録商標）－ＧＳＸヒドロゲル中に負荷されたＭＤＡ－ＭＢ－４６８細胞の皮下注射後に新
しく形成した腫瘍の組織学的評価を示す。ＨＥ染色、スケールバー：０．５ｍｍ
【図２３】図２３は、ＤＰＢＳ緩衝液（左）、カーベラン（登録商標）－ＧＳＸ（中央）
およびＨＡ－ＤＴＰＨ－ＰＥＧＤＡ／ゼラチンＤＴＰＨヒドロゲル注に負荷されたＣａｃ
ｏ－２細胞の皮下注射後の腫瘍のマクログラフ的図を示す。
【図２４】図２４は、（ａ）ＤＰＢＳ緩衝液および（ｂ）カーベラン（登録商標）－ＧＳ
Ｘヒドロゲルに負荷されたＣａｃｏ－２細胞の皮下注射後に新しく形成された腫瘍の組織
学的評価を示す。ＨＥ染色、スケールバー：０．５ｍｍ
【図２５】図２５は、ＤＰＢＳ緩衝液に懸濁されたＣａｃｏ－２細胞の腹腔内注射から月
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後のマウスを示す。
【図２６】図２６は、カーベラン（登録商標）－ＧＳＸヒドロゲルでカプセル化されたＣ
ａｃｏ－２細胞の結腸注射から１ヶ月後のマウスを示す。
【図２７】図２７は、ＤＰＢＳ緩衝液に懸濁されたＣａｃｏ－２細胞の腹腔内注射から１
ヶ月後の腫瘍細胞を示す。
【図２８】図２８は、カーベラン（登録商標）－ＧＳＸヒドロゲルでカプセル化されたＣ
ａｃｏ－２細胞の結腸注射から１ヵ月後の腫瘍細胞を示す。
【図２９－１】図２９Ａ～２９Ｃは、ＬＹ２９４００２およびパクリタキセルの存在下、
カーベラン（登録商標）－ＧＳＸ上で培養された異なる細胞株の増殖を示す。
【図２９－２】図２９Ｄ～２９Ｆは、ＬＹ２９４００２およびパクリタキセルの存在下、
カーベラン（登録商標）－ＧＳＸ上で培養された異なる細胞株の増殖を示す。
【図３０】図３０は、処置されていないコントロールと比べた異なる細胞株の増殖を示す
。（相違＝コントロール－処置）
【図３１】図３１は、ＦＤＡ（生細胞、緑）およびＰＩ（死細胞、赤）で染色した後、通
常薬物のない培地（ＡおよびＤ）、ＬＹ２９４００２存在下（ＢおよびＥ）およびパクリ
タキセル存在下（ＣおよびＦ）で、カーベラン（登録商標）－ＧＳＸ中で増殖したＣａｃ
ｏ－２およびＳＫ－ＯＶ－３細胞の３－Ｄ形態を示す。スケールバー：２００μｍ
【図３２】図３２は、Ｌ１５培地中ポリスチレンプレート上で培養された肝細胞を示す。
【図３３】図３３は、ＭＴＳで評価した２Ｄ－ポリスチレンプレートおよび３－Ｄカーベ
ラン（登録商標）－ＧＳＸ上の肝細胞の増殖を示す。
【図３４】図３４は、３日目のカーベラン（登録商標）－ＧＳＸ中の肝細胞の３－Ｄ培養
を示す。
【図３５】図３５は、モノおよびビスアミノオキシプルロニックス生成の反応スキームを
示す。
【図３６】図３６は、ＨＡ－アミノオキシエーテルの１Ｈ　ＮＭＲスペクトラムを示す。
【図３７】図３７は、アミノオキシポリマーとヒアルロン酸とのカップリングの反応スキ
ームを示す。
【図３８】図３８は、アミノオキシポリマー／ヒアルロン酸の自己集合でヒドロゲルにな
る反応スキームを示す。
【図３９】図３９は、固定フルオレシン－ＨＡと（Ａ）ビスアミノオキシ誘導プルロニッ
ク、（Ｂビスアミノオキシ誘導プルロニックおよびＥＤＣＩ、および（Ｃ）ビスアミノオ
キシ誘導プルロニックなしとの蛍光強度を示す。
【図４０】図４０は、ヘパリンとビスＡＯ－プルロニックとの表面固定化に関するＥＬＩ
ＳＡ結果を示す。
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