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(57)【要約】
　本発明は、少なくとも１つの活性化合物と、生物分解
性および生体適合性のポリアミドポリマーとを含む、ポ
リアミド速度変調一体型薬物送達システムに関する。ポ
リマーは、使用の際に、ポリマーの生物分解特性に依存
する所定の時間枠内で、ポリマーの生体適合特性に依存
して、目標の有機体に活性化合物を送達するために選択
される。発明の一実施形態では、ポリマー材料を塩析ま
たは架橋することによってポリマーが変更されて所望の
生物分解特性を実現し、その結果、活性化合物の放出を
制御する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポリアミド速度変調一体型薬物送達システムであって、少なくとも１つの活性化合物と
、生物分解性および生体適合性のポリアミドポリマーとを備え、ポリマーは、使用の際に
、ポリマーの生物分解特性に依存する所定の時間枠内で、ポリマーの生体適合特性に依存
して、目標の有機体に前記活性化合物を送達するために選択された生物分解特性および生
体適合特性を有する、ポリアミド速度変調一体型薬物送達システム。
【請求項２】
　前記活性化合物は、ヒトまたは動物に適用するための医薬品である、請求項１に記載の
ポリアミド速度変調一体型薬物送達システム。
【請求項３】
　前記活性化合物は、動物および／または植物の疫病を制御するのに使用するための殺生
物剤組成物である、請求項１に記載のポリアミド速度変調一体型薬物送達システム。
【請求項４】
　前記ポリマーは、ポリマー材料を塩析または架橋することによって変性されて所望の生
物分解特性を実現し、その結果、活性化合物の放出を制御する、請求項１から３のいずれ
か１項に記載のポリアミド速度変調一体型薬物送達システム。
【請求項５】
　前記活性化合物が医薬品である場合、前記ポリマーおよび前記活性化合物は、経口投与
に好適な剤型に形成される、請求項１、２または４のいずれか１項に記載のポリアミド速
度変調一体型薬物送達システム。
【請求項６】
　前記剤型は錠剤である、請求項５に記載のポリアミド速度変調一体型薬物送達システム
。
【請求項７】
　前記活性化合物が医薬品である場合、前記ポリマーおよび前記活性化合物は、ヒトまた
は動物の体内に注入するのに好適な剤型に形成される、請求項１、２または４のいずれか
１項に記載のポリアミド速度変調一体型薬物送達システム。
【請求項８】
　前記活性化合物が動物および／または植物の疫病を制御するための殺生物剤組成物であ
る場合、前記ポリマーおよび前記活性化合物は、噴霧によって適用するのに好適な剤型に
形成される、請求項３に記載のポリアミド速度変調一体型薬物送達システム。
【請求項９】
　前記活性化合物が動物および／または植物の疫病を制御するための殺生物剤組成物であ
る場合、前記ポリマーおよび前記活性化合物は、散布によって適用するのに好適な剤型に
形成される、請求項３に記載のポリアミド速度変調一体型薬物送達システム。
【請求項１０】
　前記活性化合物が動物および／または植物の疫病を制御するための殺生物剤組成物であ
る場合、前記ポリマーおよび前記活性化合物は、流動可能な粉末に形成される、請求項３
に記載のポリアミド速度変調一体型薬物送達システム。
【請求項１１】
　前記ポリマーおよび前記活性化合物はマトリックスを構成し、前記マトリックスは、使
用の際、所定の速度で生物分解して、所定の期間にわたって前記活性化合物を放出する、
先行する請求のいずれか１項に記載のポリアミド速度変調一体型薬物送達システム。
【請求項１２】
　金属水酸化物がマトリックスに添加され、マトリックスの動作可能な外部境界からマト
リックスの動作可能な内部境界に向かって予測可能な時間依存態様でポリマー緩和作用を
生じさせることによって、使用の際、水性媒体に露出されたときにマトリックスに付加的
な整合性をもたらし、したがってマトリックスの外方拡散速度に影響を与え、したがって
活性化合物の外方拡散を制限する、請求項１１に記載のポリアミド速度変調一体型薬物送
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達システム。
【請求項１３】
　前記金属水酸化物は水酸化ナトリウムである、請求項１２に記載のポリアミド速度変調
一体型薬物送達システム。
【請求項１４】
　有機溶媒がマトリックスに添加され、マトリックスの動作可能な外部境界からマトリッ
クスの動作可能な内部境界に向かって予測可能な時間依存態様でポリマー緩和作用を生じ
させることによって、使用の際、水性媒体に露出されたときにマトリックスに付加的な整
合性をもたらし、したがってマトリックスの外方拡散速度に影響を与え、したがって活性
化合物の外方拡散を制限する、請求項１１に記載のポリアミド速度変調一体型薬物送達シ
ステム。
【請求項１５】
　前記有機溶媒はシクロヘキサンである、請求項１４に記載のポリアミド速度変調一体型
薬物送達システム。
【請求項１６】
　前記ポリアミドポリマーは合成ポリアミドである、先行する請求項のいずれか１項に記
載のポリアミド速度変調一体型薬物送達システム。
【請求項１７】
　前記ポリアミドポリマーは合成脂肪族ポリアミドである、請求項１６に記載のポリアミ
ド速度変調一体型薬物送達システム。
【請求項１８】
　ポリマーの物理化学的特性および物理機械的特性は、使用の際、関連した活性組成物の
放出の順序および速度を制御するように向上される、請求項１６または１７に記載のポリ
アミド速度変調一体型薬物送達システム。
【請求項１９】
　前記合成脂肪族ポリアミドはその６，１０バリアントである、請求項１７または１８に
記載のポリアミド速度変調一体型薬物送達システム。
【請求項２０】
　前記ポリマーの物理化学的特性および物理機械的特性は、開始モノマー組成の化学量論
量を変更することによって、および／または溶媒相変性剤の添加によって、および／また
はポリマー合成と送達システム製造との条件によって向上される、先行する請求項のいず
れか１項に記載のポリアミド速度変調一体型薬物送達システム。
【請求項２１】
　前記ポリマーの物理化学的特性および物理機械的特性は、その分子量、結晶度、空隙率
、融解温度、溶解度、マトリックス弾性、マトリックス硬度、および変形エネルギのうち
の１つ以上を最適化することによって向上される、請求項２０に記載のポリアミド速度変
調一体型薬物送達システム。
【請求項２２】
　合成ポリアミドまたはポリアミド関連ポリマーを備え、薬学的活性剤が配置される、速
度変調一体型薬物送達システム。
【請求項２３】
　前記合成ポリアミドは合成脂肪族ポリアミドである、請求項２２に記載の速度変調一体
型薬物送達システム。
【請求項２４】
　合成脂肪族ポリアミド６，１０バリアントまたはポリアミド関連ポリマーを備え、薬学
的活性剤が配置される、速度変調一体型薬物送達システム。
【請求項２５】
　前記ポリマーは、生物分解性および生体適合性を有する合成脂肪族ポリアミド６，１０
バリアントのうちの１つである、請求項２４に記載の速度変調一体型薬物送達システム。
【請求項２６】
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　前記ポリマーは、使用の際に薬剤組成物の放出を順序および放出速度に関して最適化す
るために、変性界面重合手法によって向上される、請求項２４または２５に記載の速度変
調一体型薬物送達システム。
【請求項２７】
　前記合成脂肪族ポリアミド６，１０バリアントまたはポリアミド関連ポリマーは、開始
モノマー組成の化学量論量を変更した結果と、溶媒相変性剤の添加と、ポリマー合成およ
び送達システム製造の条件とによって最適化された物理化学的および物理機械的特性を有
する、請求項２５または２６に記載の速度変調一体型薬物送達システム。
【請求項２８】
　前記ポリマーの物理化学的特性および物理機械的特性は、その分子量、結晶度、空隙率
、融解温度、溶解度、マトリックス弾性、マトリックス硬度、および変形エネルギのうち
の１つ以上を変更することによって最適化される、請求項２７に記載の速度変調一体型薬
物送達システム。
【請求項２９】
　溶媒相変性剤が前記ポリマーに添加されて溶媒のｐＨおよび空隙率を変更し、速度変調
一体型薬物送達システムのマトリックスの整合性を向上させ、ポリマーの拡散率にも影響
を与える、請求項２２から２８のいずれか１項に記載の速度変調一体型薬物送達システム
。
【請求項３０】
　前記溶媒相変性剤は金属水酸化物である、請求項２９に記載の速度変調一体型薬物送達
システム。
【請求項３１】
　前記金属水酸化物は水酸化ナトリウムである、請求項３０に記載の速度変調一体型薬物
送達システム。
【請求項３２】
　前記溶媒相変性剤は金属水酸化物である、請求項２９に記載の速度変調一体型薬物送達
システム。
【請求項３３】
　前記有機溶媒はシクロヘキサンである、請求項３２に記載の速度変調一体型薬物送達シ
ステム。
【請求項３４】
　使用の際に、請求項１から２１のいずれか１項に記載のポリアミド速度変調一体型薬物
送達システムまたは請求項２２から３３のいずれか１項に記載の速度変調一体型薬物送達
システムを用いて、活性化合物を所定の時間枠内で送達するための送達システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　発明の分野
　本発明は、薬物放出の速度および順序を最適化するための一体型形式におけるポリアミ
ドの合成および適用に関する。
【背景技術】
【０００２】
　発明の背景
　ナイロンと称されることが多い脂肪族ポリアミドは、重要な一群の合成重縮合ポリマー
を構成する。これらは、本質的に半結晶性でありかつ熱可塑性である直線状分子である。
それらの優れた物理的特性および機械的特性、すなわち比較的高い融点および耐熱性、耐
摩耗性、化学的不活性、高係数、易処理性、親水性、高収率、ならびに製造後の高水準の
純度から、重要かつ汎用的な工業材料である［１－８］。
【０００３】
　上記のポリアミドの特性は、ポリアミド結晶の直鎖内および直鎖間において、カルボン
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アミド官能基としても知られるアミド（－ＮＨ－）官能基とカルボニル（－ＣＯ－）官能
基との間の分子内水素結合構造および分子間水素結合構造を形成する能力に主に由来する
［９－１２］。ポリアミド鎖内のカルボニル官能基とアミド官能基との間の水素結合相互
作用を図１に図示する。水素結合は、アルカンセグメントが効果的に融解する前および融
解した後でも、分子鎖を整然と並んだ固相に保つことができる［１０］。水素結合構造の
長さおよび強度はポリアミドの種類および合成方法に依存し、各々の特性がわずかに異な
る［３，６－１１］。ポリアミドは、アルカンセグメントによって分離されたアミド群か
らなり（図１）、窒素原子を分離する炭素原子の数が個々のナイロンの種類を規定する［
３，８，９］。Cuiおよび共働者（２００４年）は、ポリアミドを６つの分類、すなわち
偶－偶、奇－奇、奇－偶、偶－奇、偶数、および奇数に細分化することに成功した［９］
。
【０００４】
　本分析においては、分子鎖の間に完全に形成された飽和水素結合による明確な構造的配
列によって、偶－偶ポリアミドが選択された。この部類は、鎖が折り畳まれたシートを形
成し、これらのシート内において隣接する鎖のアミド群同士の間に形成された水素結合に
よって、良好な繊維形成特性がもたらされる。室温では、伸張された配座を有する並行層
が通常は生じる（シート間水素結合なし）。これらのシートは、α相と呼ばれる進行性の
（progressive）剪断を有してまたはβ相と呼ばれるジグザグ状の剪断を有して互いに積
層することができ、異なる三斜晶系の単位セルをもたらす［７，１１，１２］。ポリアミ
ド６，６、１２，１０、４，８、４，１０、４，１２、６，１０、６，１２、６，１８お
よび８，１２などの偶－偶ポリアミドが広く研究され、工業化されている［１－２１］。
これまでのところ、研究は物理化学的挙動の特徴付けに集中しており、用途の大部分に大
きく寄与する性能には（物理機械的特徴と比較すると）あまり重点が置かれてこなかった
［７，１１－２０］。これまでのところ、純粋なポリアミドおよびそれらと他のポリマー
材料との混合物に対して行なわれてきた機械的な判定は、引っ張り試験、力学機械的分析
および延性の形態であった［７，１３，１６，１７］。
【０００５】
　我々が知る限りでは、テクスチャープロファイル分析（textural profile analysis）
（ＴＰＡ）と改質界面重合手法とを用いてモノマーの濃度および溶媒の体積比の影響をポ
リアミドの物理化学的特性および物理機械的特性に関連させてポリアミドバリアントを合
成し、速度変調一体型マトリックス薬物送達システムを開発する研究は報告されていない
。速度変調薬物送達技術は、現代の医薬品および薬剤において浮上しつつある困難な最先
端分野の１つである［３７］。このような研究における困難な領域の１つは、配合中に採
用されるポリマーの種類を変更するといった単純なプロセスまたは材料変更を用いた新規
の一体型ポリマーシステムの製造にあり、柔軟性はあるが速度が変調された薬物放出性能
を予測可能な態様で提供することができ、より有効な治療成果を実現し、かつ過少摂取お
よび過量摂取の危険性を無くす。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　発明の目的
　本発明の目的は、ポリアミド速度変調一体型薬物送達システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　発明の概要
　本発明によれば、少なくとも１つの活性化合物と生物分解性および生体適合性のポリア
ミドポリマーとを含む、ポリアミド速度変調一体型薬物送達システムが提供され、ポリマ
ーは、使用の際に、ポリマーの生物分解特性に依存する所定の時間枠内で、ポリマーの生
体適合特性に依存して、目標の有機体に活性化合物を送達するために選択された生物分解
特性および生体適合特性を有する。
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【０００８】
　また、活性化合物は、ヒトまたは動物に適用するための医薬品、代替的には動物および
／または植物の疫病を制御するのに使用するための殺生物剤組成物である。
【０００９】
　さらに、ポリマーは、ポリマー材料を塩析または架橋することによって変性されて所望
の生物分解特性を実現し、その結果、活性化合物の放出を制御する。
【００１０】
　また、活性化合物が医薬品、好ましくは錠剤である場合、ポリマーおよび活性化合物は
、経口投与に好適な剤型に形成される。
【００１１】
　また、活性化合物が医薬品である場合、ポリマーおよび活性化合物は、ヒトまたは動物
の体内に注入するのに好適な剤型に形成される。
【００１２】
　代替的に、活性化合物が動物および／または植物の疫病を制御するための殺生物剤組成
物である場合、ポリマーおよび活性化合物は、噴霧、代替的には散布、好ましくは流動可
能な粉末によって適用するのに好適な剤型に形成される。
【００１３】
　さらに、ポリマーおよび活性化合物はマトリックスを構成し、マトリックスは、使用の
際、所定の速度で生物分解して、所定の期間にわたって活性化合物を放出する。金属水酸
化物、好ましくは水酸化ナトリウム、代替的には有機溶媒、好ましくはシクロヘキサンが
マトリックスに添加され、マトリックスの動作可能な外部境界からマトリックスの動作可
能な内部境界に向かって予測可能な時間依存態様でポリマー緩和作用を生じさせることに
よって、使用の際、水性媒体に露出されたときにマトリックスに付加的な整合性をもたら
し、したがってマトリックスの外方拡散速度に影響を与え、したがって活性化合物の外方
拡散を制限する。
【００１４】
　また、ポリアミドポリマーは合成ポリアミド、好ましくは合成脂肪族ポリアミドであり
、ポリマーの物理化学的特性および物理機械的特性は、使用の際、関連した活性組成物の
放出の順序および速度を制御するように向上され、合成脂肪族ポリアミドはその６，１０
バリアントである。
【００１５】
　また、ポリマーの物理化学的特性および物理機械的特性は、好ましくはその分子量、結
晶度、空隙率、融解温度、溶解度、マトリックス弾性、マトリックス硬度、および変形エ
ネルギのうちの１つ以上を最適化することにより、開始モノマー組成の化学量論量を変更
することによって、および／または溶媒相変性剤の添加によって、および／またはポリマ
ー合成と送達システム製造との条件によって向上される。
【００１６】
　さらに、発明の別の局面によれば、合成ポリアミドまたはポリアミド関連ポリマーを含
み、薬学的活性剤が配置される、速度変調一体型薬物送達システムも提供される。
【００１７】
　好ましくは、合成ポリアミドは合成脂肪族ポリアミドである。
　さらに、合成脂肪族ポリアミド６，１０バリアントまたはポリアミド関連ポリマーを含
み、薬学的活性剤が配置される、速度変調一体型薬物送達システムが提供される。
【００１８】
　好ましくは、ポリマーは、生物分解性および生体適合性を有する合成脂肪族ポリアミド
６，１０バリアントのうちの１つである。
【００１９】
　ポリマーは、使用の際に薬剤組成物の放出を順序および放出速度に関して最適化するた
めに、変性界面重合手法によって向上され得る。
【００２０】
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　合成脂肪族ポリアミド６，１０バリアントまたはポリアミド関連ポリマーは、好ましく
は、開始モノマー組成の化学量論量を変更した結果と、溶媒相変性剤の添加と、ポリマー
合成および送達システム製造の条件とによって最適化された物理化学的および物理機械的
特性、たとえば分子量、結晶度、空隙率、融解温度、溶解度、マトリックス弾性、マトリ
ックス硬度、および変形エネルギを有するものである。
【００２１】
　発明のさらに別の局面によれば、金属水酸化物または有機溶媒などの溶媒相変性剤がポ
リマーに添加されて溶媒のｐＨおよび空隙率を変更し、速度変調一体型薬物送達システム
のマトリックスの整合性を向上させ、ポリマーの拡散率にも影響を与える。
【００２２】
　好ましくは、金属水酸化物は水酸化ナトリウムであり、有機溶媒はシクロヘキサンであ
る。
【００２３】
　本発明は、使用の際に、上述のポリアミド速度変調一体型薬物送達システムを用いて活
性化合物を所定の時間枠内で送達するための送達システムにも適用される。
【００２４】
　発明の実施形態および図面の簡単な説明
　発明の実施形態を下記の例および添付の図面を参照して以下に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】ポリアミド（ＰＡ６，１０）結晶の直鎖内における分子内水素結合の性質につい
ての構造図案である。
【図２】ＰＡ６，１０の合成に関する全体的な反応を示す図である。
【図３】未水和および水和の両方について（ａ）マトリックス硬度、（ｂ）マトリックス
変形エネルギおよび（ｃ）マトリックス弾性（未水和の場合のみ）（すべてのケースでＮ
＝１０）を判定するための、ＰＡ６，１０バリアントの典型的な力－距離プロファイルお
よび力－時間プロファイルである。
【図４】異なるＰＡ６，１０バリアントの微小力学的水和速度定数およびマトリックス弾
性値の図である。
【図５】レスポンス（ａ）ｋＨw、（ｂ）ｋＨ3、（ｃ）ｋＨ7.4、（ｄ）ｋＥw、（ｅ）ｋ
Ｅ3、（ｆ）ｋＥ7.4および（ｇ）ＭＲ（ｋＨwからｋＥ7.4は表４で説明され、ＭＲはマト
リックス弾性を表わす）に関する実験値および当てはめ値を比較する図である。
【図６】レスポンスの典型的な（ａ）主効果および（ｂ）相互作用効果のプロットである
。
【図７】７個のレスポンス（ａ）ｋＨw、（ｂ）ｋＨ3、（ｃ）ｋＨ7.4、（ｄ）ｋＥw、（
ｅ）ｋＥ3、（ｆ）ｋＥ7.4および（ｇ）ＭＲ（ｋＨwからｋＥ7.4は表４で説明され、ＭＲ
はマトリックス弾性を表わす）に関する３次元表面プロットである。
【図８】最適化された因子水準のマトリックス弾性に対する効果である：（ａ）ＨＭＤお
よびヘキサンの効果と（ｂ）ＳＣおよび脱イオン水の効果とを示す３次元表面プロットで
ある。
【図９】機械的特性の相違に寄与する因子として形態的な多様性を示す、マトリックス弾
性が（ａ）最も低い、（ｂ）最も高い、および（ｃ）最適化された、選択されたＰＡ６，
１０バリアントのＳＥＭ顕微鏡写真（倍率１０００倍）である。
【図１０】高い初期破裂効果を示す標準的なポリアミド６，１０からの薬物放出プロファ
イルである。
【図１１】実験計画テンプレートに従ったＰＢＳ７．４における１４個のＰＡ６，１０一
体型マトリックス配合に関する薬物放出プロファイルである。
【図１２】初期破裂効果が無い調整された０次および擬０次薬物放出を示す最適化された
ＰＡ６，１０一体型マトリックス配合の改善された溶解プロファイル、ならびに２４時間
未満の薬物放出を示すプロファイルである。
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【発明を実施するための形態】
【００２６】
　発明の実施形態の詳細な説明
　変性合成手法の力学と、偶－偶ポリアミドの物理化学的特性および物理機械的特性との
間の関係を考察するために、ポリヘキサメチレンセバカミドとしても知られるポリアミド
６，１０（ＰＡ６，１０）がモデルとして使用された。ジアミンと酸二ハロゲン化物（ac
id dihalide）との間の変性界面重合反応を採用して、２つの混和しない溶媒の界面にお
いてポリマー膜を形成し、ＰＡ６，１０バリアントを合成した。界面重合プロセスの変更
は、モノマーの反応化学量論量、溶媒の体積比を変動させることと溶媒相変性剤の添加と
によって実現された。合成手法および変性の選択は、脂肪族ポリアミドの合成において定
められた効率および簡潔性に基づくものであった。これによってプロセス操作がより容易
となり、製造コストが低下し、かつ変性手順によって物理機械的により強固なポリアミド
構造を生成することが可能となる［７，１０－１４，２０］。
【００２７】
　微分子的な観点から、ＰＡ６，１０バリアントの物理化学的および物理機械的挙動が解
明された。これによって、新たに合成されたポリマーの構造内で生じる全体的な転移につ
いて詳細かつよりわかりやすい表示が得られるためである。３つの物理機械的パラメータ
、すなわちマトリックス弾性（耐変形性）、マトリックス硬度（マトリックス剛性の測定
値）およびマトリックス変形エネルギ（マトリックスの断裂中に損失されるエネルギ）が
解析された。特徴付けプロセスの一部として、物理機械的パラメータのうちの２つ（すな
わちマトリックス硬度および変形エネルギ）に対する、水和媒体のｐＨ変化の微妙な効果
も考察された。
【００２８】
　本解析は、解明、特徴付けおよび最適化プロセスに極めて有用な、統計的に強固な実験
計画手法によって導かれた［３１－３５］。合成されたＰＡ６，１０バリアント分子構造
に対してフーリエ変換赤外線分光法（ＦＴＩＲ）を行ない、化学的骨格の整合性を確認し
、結晶型（すなわちα型およびβ型）の存在も査定した［１１，１２］。走査型電子顕微
鏡（ＳＥＭ）を用いて、ＰＡ６，１０バリアントマトリックスの表面形態に関連している
ため、物理機械的挙動の発現に対する変更された合成変数の効果と、薬物の放出を制御す
る能力とを相関させるのに使用され得る情報を得た［１３，１６］。さらに、ＰＡ６，１
０バリアントをポリマー材料として採用した一体型マトリックスシステムのインビトロで
の薬物放出力学が考察された。上記の物理機械的特性と、生体適合性および無毒性を示す
医療用縫合糸としての合成脂肪族ポリアミドの広範な臨床的使用［３９，４０，４１］と
により、速度変調一体型薬物送達システムの計画および開発において使用するのに魅力的
となる。
【実施例】
【００２９】
　１．材料および方法
　１．１．材料
　ヘキサメチレンジアミン（Ｍw１１６．２）、セバシン酸ジクロリド（Ｍw２３９．１）
、無水ｎヘキサン、無水塩化カリウム、アミトリプチリン塩酸塩、および無水水酸化ナト
リウムの丸薬をSigma Chemical Company（St. Louis, USA）から購入した。使用した他の
すべての試薬は分析用であり、購入した状態で使用した。
【００３０】
　１．２．Plackett-Burman実験計画テンプレートの構築
　４因子３水準のPlackett-Burman計画テンプレートを構築し、モノマーおよび溶媒の組
合せをスクリーニングして、ＰＡ６，１０バリアントを合成した。当該計画は、研究中の
レスポンスに影響し得る、かつ一次モデルに従う重要な因子をスクリーニングしかつ評価
するために予備解析時に利用されることから、使用目的に適切であった［１６－１８］。
独立配合変数および計画テンプレートの因子水準をそれぞれ表１および表２に示す。選択
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マトリックス弾性（％）、（ii）未水和のおよび水和したマトリックス硬度（Ｎ／ｍｍ2

）、および（iii）未水和のおよび水和した変形エネルギ（ジュール）であった。
【００３１】
　スクリーニングテンプレートは、２つの中心点を含む１４の実験工程を要する統計ソフ
トウェア（Minitab（登録商標）ソフトウェア、バージョン１４、Minitab, USA）を用い
てコンパイルされた（表２）。５個の項目を包含する線形モデルは以下のとおりであった
（式１）。
【００３２】
　　レスポンス＝ｂ0＋ｂ1［ＨＭＤ］＋ｂ2［ＳＣ］＋ｂ3［ＨＸＮ］＋ｂ4［ＤＷ］…（
式１）
ここで、測定されたレスポンス（物理機械的パラメータ）は各因子水準の組合せと関連付
けられ、ｂ0～ｂ4は回帰係数であり、ヘキサメチレンジアミン［ＨＭＤ］、セバシン酸ジ
クロリド［ＳＣ］、ヘキサン［ＨＸＮ］、および脱イオン化水［ＤＷ］は独立配合変数で
あった。独立変数の下限および上限は、最小量の化学試薬を用いた最適な重合に耐える能
力に基づいて設定された。
【００３３】
【表１】

【００３４】
　１．３．Plackett-Burman計画テンプレートに基づくＰＡ６，１０バリアントの合成
　ＨＭＤ、ＳＣ、ＨＸＮおよびＤＷの組合せを用いて、Plackett-Burman計画テンプレー
ト（表２）に従って１４個のＰＡ６，１０バリアントが合成された。ＰＡ６，１０バリア
ントの合成には、変性界面重合プロセスが採用された［１４］。全体的な化学反応を図２
に示す。この変性は、ポリアミド６，１０バリアントの物理化学的特性および物理機械的
特性に対する、体積比、化学量論的変動、水酸化ナトリウムおよびシクロヘキサンといっ
た溶媒相変性剤の添加の効果を考察することに焦点を当てた。
【００３５】
　各バリアントについて、２つの溶液が調製された。第１の溶液はＤＷに溶解した特定量
のＨＭＤを含み、第２の溶液はＨＸＮに溶解したＳＣを含むものであった。各溶液の濃度
は、表２に概略的に示した組合せに基づくものであった。第１の溶液は第２の溶液に徐々
に添加されて２つの混和しない相を形成し、結果として界面にポリマー膜が形成された。
当該ポリマー膜は、界面においてガラス棒を素早く回転させることによって塊として収集
された。ポリマーの塊を収集した後、ＤＷ（６×５０ｍＬ）で十分に洗浄し、フィルタペ
ーパー（直径１１０ｍｍ、孔径２０μｍ）上で軽く転がして余分な溶媒があれば除去し、
９６時間３０℃にて一定の重量まで乾燥させた。
【００３６】
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【表２】

【００３７】
　１．４．テクスチャープロファイル分析によるＰＡ６，１０バリアントの物理機械的特
性の判定
　テクスチャープロファイルを採用し、マトリックス弾性、マトリックス硬度および変形
エネルギについてＰＡ６，１０バリアントの物理機械的特性を解明した。未水和の試料お
よび水和した試料の両方について分析を行ない、差動マトリックス水和の力学に関連付け
られたテクスチャー転移を評価した。円柱状スチールプローブ（直径５０ｍｍ：マトリッ
クス弾性用）および先端が平らなスチールプローブ（直径２ｍｍ：マトリックス硬度およ
び変形エネルギ用）を嵌合した較正済みテクスチャーアナライザ（TA XTplus, Stable Mi
cro Systems, England）が採用された。Texture Exponent Software（バージョン３．２
）によって毎秒２００ポイントの速度でデータが取得された。分析に採用されたパラメー
タ設定を表３に概略的に示す。すべての解析は室温（±２１℃）にて行なわれた。寸法約
１５ｍｍ×１５ｍｍの正方形の圧粉体として出現する１５０ｍｇのＰＡ６，１０バリアン
トの試料を、ｐＨ３および７．４の１００ｍＬのＤＷおよび緩衝溶液に水和させた。水和
媒体に２、４、６、および８時間露出させた後で試料を取出し、マトリックス硬度（Ｎ／
ｍｍ2）および変形エネルギ（Ｊ）の変動について分析した。マトリックス弾性（％）は
、未水和試料についてのみ算出された。
【００３８】
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【表３】

【００３９】
　テクスチャーパラメータを計算するために作成された典型的な力－距離プロファイルお
よび力－時間プロファイルを図３に示す。図３ａはマトリックス硬度（Ｎ／ｍｍ2）を計
算するための典型的な力－距離プロファイルを示し、最初の力（アンカー１）と得られた
最大力（アンカー２）との間の勾配によって与えられる。図３ｂはマトリックス変形エネ
ルギ（Ｊ）を算出するのに用いられる力－距離プロファイルの曲線下領域（ＡＵＣ）を図
示する。図３ｃは、アンカー２および３のＡＵＣ（ＡＵＣ2,3）とアンカー１および２の
ＡＵＣ（ＡＵＣ1,2）との比の百分率によって表わされるマトリックス弾性（％）を算出
するのに用いられる典型的な力－時間プロファイルを示す。
【００４０】
　１．４．１．物理機械的水和速度定数の判定
　ＰＡ６，１０バリアントの堅さに対する媒体の水和およびｐＨの全体的な効果を解明す
るために、水和時間（２、４、６および８時間）によるマトリックス硬度および変形エネ
ルギの変化を評価した。各時間点においてテクスチャープロファイリングから得られた固
有値が二次多項式に当てはめられ、そこから物理機械的水和速度定数が算出された。この
手法により、ＰＡ６，１０バリアントの物理機械的整合性に対する水和プロセスの簡潔な
効果が得られた。全曲線当てはめに関して相関係数（Ｒ2）値が得られ、０．９０～１の
範囲であることがわかった。表４は、本解析に亘って使用された物理機械的水和速度定数
に関する記号表示および単位を列挙する。各ＰＡ６，１０バリアントについて計算された
値を図４に示す。
【００４１】
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【表４】

【００４２】
　１．５．ＰＡ６，１０バリアント百分率収率の判定
　各バリアントの収率を、各化学反応の化学量論量に関して％ｗ／ｗとして算出した。百
分率収率を算出するのに採用された関係式は以下のとおりであった（式２）。
【００４３】

【数１】

【００４４】
　１．６．ＰＡ６，１０バリアントの形態的および定量的特徴付け
　モノマーの化学量論的変動に起因するＰＡ６，１０バリアントの表面形態を走査型電子
顕微鏡（ＳＥＭ）を用いて明らかにし、各ＰＡ６，１０バリアントの幾何学的皮相表面、
空隙率、および最終的に拡散率に対するこれらの変化の潜在的な効果を特定した。試料（
１５ｍｍ×１５ｍｍ）を金－パラジウムでスパッタコーティングし（ポリアミドの吸収性
を最小化し）、２０ｋｅＶの電圧および１０００倍の倍率にてJSM-840 Scanning Electro
n Microscope（JEOL 840、東京、日本）によって観察した。さまざまな倍率にていくつか
の顕微鏡写真が得られた。
【００４５】
　１．７．フーリエ変換赤外線分光器（ＦＴＩＲ）による官能基振動周波数の判定
　Omnic Version３ＦＴＩＲソフトウェアを搭載したNicolet Impact 400Dフーリエ赤外線
分光器（Nicolet Instruments Corporation, Madison, USA）上に赤外線スペクトルが記
録された。粉末化した試料を使用し、Beckman（登録商標）油圧装置（Beckman Instrumen
ts, Inc., Fullerton, USA）上に透過性の臭化カリウムディスクを用意した。各試料を通
す前に、背景スペクトルが収集された。試料は、４０００～４００ｃｍ-1の範囲の波数に
て分析された。すべての走査は３重に行なわれた。
【００４６】
　１．８．データの統計的分析
　生成されたデータに対して、一方向分散分析および三次元表面分析（Minitab（登録商
標）ソフトウェア, V14, Minitab, USA）を行なって、反応条件における変動の影響を統
計的に分析し、選択された実験計画の精度を計算し、かつ望ましい薬物放出力学をもたら
すであろう最も優れた物理機械的特性に関してＰＡ６，１０バリアントを最適化した。モ
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ノマーおよび溶媒の因子水準は独立配合変数を表わし、物理機械的パラメータは従属変数
（すなわちレスポンスパラメータ）を表わした。
【００４７】
　１．９．ＰＡ６，１０バリアントの速度変調薬物放出能力の評価
　１．９．１．より高性能のBox-Behnken計画テンプレートの構築
　配合の最適化のために、３因子３水準のBox-Behnken計画が作成された（Minitab（登録
商標）統計ソフトウェア, Version 14, Minitab Inc., State College, PA, USA）。２つ
の中心点を有する１４の実験工程（表９）が作成された。独立配合変数の因子水準をそれ
ぞれ表９および表１０に列挙する。選択された従属変数（またはレスポンス）はマトリッ
クス弾性（ＭＲ）および８時間での平均溶解時間（ＭＤＴ8）であった。これは、スクリ
ーニング計画に基づくものであり、本解析の合成手法において採用された変性法、すなわ
ちモノマーの化学量論量および体積比における変動と溶媒相変性剤の添加とを組合せたも
のであった。
【００４８】
　独立配合変数とレスポンスとの関係を相関させる非線形多項式を作成して、レスポンス
を当てはめた（式３）。
【００４９】
【数２】

【００５０】
ここで、当てはめられたレスポンス（すなわちＭＲおよびＭＤＴ8）は各因子水準の組合
せと関連付けられ、ｂ0…ｂ9は線形係数であり、［ＳＣ］、［ＮａＯＨ］および［Ｃ－Ｈ
ＸＮ］は独立配合変数である。
【００５１】
【表５】

【００５２】
　１．９．２．より高性能のBox-Behnken計画テンプレートに従ったＰＡ６，１０バリア
ントの合成
　当該計画テンプレートは、ＤＷに溶解した特定量のＨＭＤおよびＮａＯＨ（すなわち有
極相）を含み、第２の溶液は、ＨＸＮおよびＣ－ＨＸＮの混合物（すなわち無極相）に均
等に分散した特定量のＳＣを含むものであった。すべての合成ポリアミド６，１０バリア
ントについて、ＨＭＤ＝１．７５ｇ、ＨＸＮ＝４０ｍＬ、ＤＷ＝１０ｍＬが使用された。
合成中にＮａＯＨおよびＣ－ＨＸＮなどの溶媒相変性剤を同時に添加することによって溶
媒のｐＨおよび極性が変わり、ＰＡ６，１０マトリックスの整合性および拡散率が最終的



(14) JP 2011-509918 A 2011.3.31

10

20

30

40

50

に向上し、次いで一体型薬物送達システムからの薬物放出速度が制御された。標準的なＰ
Ａ６，１０配合も比較目的のために配合された（表１１）。
【００５３】
【表６】

【００５４】
【表７】

【００５５】
注：このポリアミド６，１０の選択された標準（基準）の化学量論的関係は１：１である
（すなわち１モルのＨＭＤが１モルのＳＣと反応した）。また、溶媒の体積比は１：１（
すなわち４０ｍＬの脱イオン化水に対して４０ｍＬのヘキサン）である。
【００５６】
　１．９．３．新たに合成されたＰＡ６，１０バリアントを用いた一体型マトリックスシ
ステムの調製
　１４個のＰＡ６，１０バリアントを一体型システムに配合した。各マトリックスは、そ
れぞれのＰＡ６，１０バリアント３００ｍｇとアミトリプチリン塩酸塩５０ｍｇとの組合
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 UK）を用いて粉末を２０分間混合し、再現性を確保するために開口径１ｍｍの試験用篩
（Endecott's Ltd, London, UK）によってスクリーニングした。最終的な混合物は、Beck
man（登録商標）油圧装置（Beckman Instruments, Inc., Fullerton, U.S.A.）を用いて
、（どの例においても）６０秒間１トンの圧力にて、各々が平均直径１３ｍｍおよび平均
厚さ４ｍｍを有する平らな表面の球状圧粉体に圧縮された。
【００５７】
　１．９．４．マトリックス弾性の判定
　各一体型マトリックス配合のマトリックス弾性は、３６ｍｍの円柱状スチールプローブ
を嵌合した較正済みテクスチャーアナライザ（TA.XTplus, Stable Micro Systems, Surre
y, England）を用いて定量化された。マトリックス弾性は、一体型マトリックスシステム
の物理機械的特性、マトリックスの整合性および薬物放出力学に対する潜在的な影響を有
することから、研究に選択された。
【００５８】
　１．９．５．インビトロでの薬物放出解析
　変性済みＵＳＰ２５回転パドル法を用いて、較正済み１６ステーション溶解装置（Cale
va Dissolution Apparatus, model 7ST）において５００ｍＬのリン酸塩緩衝サリン（Ｐ
ＢＳ）（ｐＨ７．４；３７℃）によって５０ｒｐｍにて攪拌し、インビトロでの薬物放出
解析を行なった。この溶解装置は、水和した配合物が浮遊することを防ぐステンレススチ
ールリングメッシュ装置を含むものであった（PillayおよびFassihi, 1998年）。２４時
間の期間にわたって特定の時間間隔にて５ｍＬの試料を取出し、２４０ｎｍ（アミトリプ
チリン塩酸塩）にて紫外線分光法（Specord 40, Analytik Jena, AG）によって分析した
。沈下条件を維持するため、体積が等しく薬剤を含まないＰＢＳが溶解媒体において置換
された。溶解データに対して、タイムポイントアプローチ(time-point approach)として
知られるモデル独立分析を行なった［２５，２９］。簡潔に言えば、各配合物について８
時間に設定された平均溶解時間（ＭＤＴ8）が３つの読取値の平均として算出された。平
均溶解時間の適用によって、薬物放出性能のより正確な分析といくつかの溶解データセッ
トのより精密な比較とが得られた［２５，２９］。この点に関して式４が採用された。
【００５９】
【数３】

【００６０】
　２．結果および論考
　２．１．ＰＡ６，１０バリアントの合成および収率
　ＰＡ６，１０バリアントは、不規則な端縁を有する白色で結晶質の高密度な球体状の固
体として出現した。各バリアントの収率は百分率ｗ／ｗとして算出され、４０％ｗ／ｗ～
９０％ｗ／ｗの範囲であることがわかった（表５）。これは、モノマーの組合せのモル比
に主に依存する反応の化学量論量だけでなく、合成において採用される溶媒システムの体
積比および極性もＰＡ６，１０バリアントの特性に有意な影響を有することを示すもので
あった。
【００６１】
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【表８】

【００６２】
　２．２．ＰＡ６，１０バリアントの物理機械的特性の解明
　１４個の実験配合物のマトリックス硬度および変形エネルギについて算出された水和速
度定数、ならびに未水和のマトリックス弾性を図４に示す。
【００６３】
　２．２．１．マトリックス弾性
　これは、ＰＡ６，１０マトリックスの弾力的粘着性の測定値であり、分析中にテクスチ
ャープローブによって与えられる外部からの圧縮応力が引き起こす変形後にバリアントマ
トリックスが元の寸法に回復する能力として規定される。一般に、１：１に維持された溶
媒の体積比に加え、ＳＣの濃度の低下と対応するＨＭＤの増加とによって、マトリックス
弾性が上昇した（１５．１％）。また、溶媒体積比を１：１に維持したまま溶媒の量を減
少させると（すなわち１０ｍＬ）、より低水準のＨＭＤおよびＳＣによってマトリックス
弾性が上昇した。しかし、溶媒の体積比ＨＸＮ：ＤＷが４：１である状態とその逆の状態
とにおいて、ＨＭＤおよびＳＣがそれぞれ最高水準（１．７５ｇ）および最低水準（０．
２５ｇ）に維持されると、最高値（すなわち２０．４％）と比較して相対的に高いマトリ
ックス弾性値（すなわち、それぞれ１４．９％および１６．１％）が生じるという２つの
例外的なケースが注目された。
【００６４】
　２．２．２．マトリックス硬度および変形エネルギについての物理機械的な水和速度定
数
　マトリックス硬度は、外部応力が与えられたときにＰＡ６，１０マトリックスの変形を
達成するのに必要とされる力として規定される。変形エネルギは、ジュールで損失され、
マトリックス内の接着力および粘着力を抑えるエネルギである。マトリックスの剛性また
は硬さの測定値であるこれらのパラメータを採用して、合成されたＰＡ６，１０バリアン
トの整合性に対する、さまざまなｐＨ水準の媒体における水和の効果を観察した。得られ
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た物理機械的な水和速度定数は、負の値と正の値とを生じさせた。負の値は、いずれかの
パラメータの大きさが元の固有値から減少したことを示し、正の値には逆が当てはまる。
ポリアミドの親水性により、合成されたＰＡ６，１０バリアントは水性の水和媒体を吸収
し、その結果鎖が広げられ、次いで水和構造内の自由エネルギが変化した。逆に、少数の
マトリックスについては、水和媒体の拡散によってマトリックス硬度および変形エネルギ
の大きさが増大した。これは、ｐＨの変動によって影響を受けたＤＷ分子との相互作用が
、さらに鎖を広げさせるまたはもつれさせることにつながったことを示す。
【００６５】
　マトリックス硬度に関しては、ｐＨが上昇すると、溶媒体積比が４：１（ＨＸＮ：ＤＷ
）の状態でＨＭＤおよびＳＣの水準がそれぞれ減少および上昇することにより、正の水和
定数値が生じた。これは、これらの組合せが水和においてもマトリックスの解きほぐしを
妨げ、したがってさらに弾性を有し得ることを示すものであった。負の値については、特
に高い水準において１：４または１：１（ＨＸＮ：ＤＷ）の体積比によって逆鎖転移が観
測された。より低水準のＨＭＤがマトリックスの剛性に好都合であることを除けば、マト
リックス変形エネルギについても同様の傾向が観測された。さらに、（最低水準に維持さ
れた）１：１および４：１（ＨＸＮ：ＤＷ）の体積比によって、最大の鎖のもつれが生じ
た。マトリックス強度の減少を示す負の値については、反対の傾向が観測された。
【００６６】
　観測された傾向から、ＰＡ６，１０マトリックスの物理化学的および物理機械的な整合
性を判定する際に重要な役割を果たすモノマーだけでなく、溶媒相変性剤もまたマトリッ
クス強度に貢献し、より高水準のＨＸＮがポリマーの折畳み（強度）を増大させ、ＤＷに
ついては逆が当てはまると推論することができる。これはＨＸＮの親水性に起因するもの
であり、ＰＡ６，１０バリアント合成中に変性法としてＮａＯＨを同時に添加することに
よって生じるＣ－ＨＸＮの添加およびｐＨの上昇によってさらに裏付けられる。また、各
緩衝溶液のイオン組成の相違は、ＰＡ６，１０バリアントの拡散率と、一体型薬物送達シ
ステムの水和レスポンスおよび薬物放出力学に影響を与える緩衝媒体のマトリックスへの
浸透速度とに影響を及ぼす。
【００６７】
　２．２．３．物理機械的パラメータにおいて観測された傾向に対する説明案
　各ＰＡ６，１０バリアントの物理化学的特性および物理機械的特性に関して観測された
相違は非常に複雑である。分子力学、溶媒体積比、溶質の接触、および合成手法の変性法
に関連する一部の説明は以下のとおりである。
・ＨＭＤおよびＳＣ（溶質）の濃度によって決定され、各ＰＡ６，１０バリアントの合成
に関与するモノマーの組合せのモル比における相違（化学反応の化学量論量）。
・各ＰＡ６，１０バリアントを合成する際に採用された体積、極性、ｐＨ、粘着度、なら
びに溶質および溶媒の密度によって影響される、溶媒（ＨＸＮおよびＤＷ）を介した反応
界面へのモノマー（ＨＭＤおよびＳＣ）の拡散速度および距離。
・反応界面において応力－歪み転移および移動度のパターン（動的または静的）を生じさ
せる、（異なるモル組合せについて変動する）溶質－溶質、溶媒－溶媒および溶質－溶媒
の表面特性。
・溶質と溶媒との間に形成され、溶質の濡れ性、モル濃度および溶媒体積比の水準によっ
て影響され、有極性および無極性のイオンおよび共有結合ミセル分子端部の配向および分
子相互作用力に影響を及ぼす接触角度の大きさ。
・溶質および溶媒の固有の物理化学的特性に加え、反応システムのエントロピに影響を及
ぼし、また分配係数にも影響し、かつ重合が生じる有機相への溶質の分配の速度および度
合いに直接影響する濃度（モル比）および体積の相違［１４］。
【００６８】
　２．３．データの統計的分析
　２．３．１．分散分析
　統計モデルの有意性および信頼性を推定するために、分散分析（一方向）を適用した。
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この分析に許容された信頼水準は９５％であり、０．０５未満のｐ値が有意と考えられた
。計画の複雑さから、０．９０以上のＲ2値が許容可能と考えられた。また、各レスポン
スパラメータのすべての線形回帰関数についての不適合度のｐ値は０．０５を上回った。
これは、モデルが正確で、安定し、かつ信頼性があったことを示唆している。Durbin-Wat
son統計値ｄは、モデルに系列相関が無いことを示す指標であり、すべてのレスポンスに
ついて１．２９６～２．４００の範囲であった。これは、レスポンスを予測する際に線形
回帰関数が正確であることを示すものであった。それぞれのレスポンスについてモデルの
有効性を査定するのに用いられた統計パラメータを表６に示す。
【００６９】
【表９】

【００７０】
　すべての因子は統計的に有意であり（ｐ＜０．０５）、これは、独立配合変数（すなわ
ち、異なる水準のモノマーおよび溶媒）がＰＡ６，１０バリアントの物理機械的パラメー
タに対して大きな影響を有することを示す。換言すると、この結果は、マトリックスの整
合性すなわち水和プロセス中の鎖の折り畳みもしくは広がりの度合いを判定する際に、異
なる因子水準（すなわち、モノマーの組合せの化学反応化学量論量またはモル濃度比、お
よび溶媒の体積比）が重要な役割を果たすことを示唆するものであった。
【００７１】
　２．３．２．実験レスポンス値と当てはめられたレスポンス値との比較
　診断手順を採用して、モデルの信頼性を評価するためにレスポンスパラメータの値を当
てはめた。各レスポンスについて分散分析に基づく当てはめ値と実験値との間の高い相関
度が明白であり、統計計画の正確さをさらに明らかにした。これは、すべてのレスポンス
について図５に例示される。
【００７２】
　２．３．３．レスポンスに対する主効果および相互作用効果
　主効果のプロットを採用してレスポンスに対する独立配合変数の影響を視覚的に表わし
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、異なる因子水準での効果の相対的な強度を比較した（図６ａ）。各因子の中間限界値（
ＨＭＤ１ｇ、ＳＣ１ｇ、ＤＷ２５ｍＬ、ＨＸＮ２５ｍＬ）は、すべてのレスポンスの平均
値における変化（増加または減少）について中心点を生じさせることが観測された。図６
ａは、中間限界までのレスポンスに対する独立配合変数（ＳＣ、ＨＭＤ、ＨＸＮおよびＤ
Ｗ）の相乗効果を示し、中間限界から因子水準が上昇すると、測定されるレスポンスは低
下し、ＨＸＮについては逆が観測された。相互作用プロットを用いて、物理機械的なレス
ポンスに対する因子の数学的な相互作用効果を視覚化する。図６ｂは、測定されるレスポ
ンスの大きさの低下または上昇に繋がり得る独立変数間の相互作用の存在を示す。換言す
ると、レスポンスに対する異なる因子水準の効果は、個々のモノマーまたは溶媒だけでな
く、相乗的な相互作用または相反する相互作用にも依存すると言える。
【００７３】
　２．４．ＰＡ６，１０バリアントの物理機械的特性の制約付き最適化
　従属配合変数を独立配合変数に関連させる線形回帰式を解明するのに加え、全体的なマ
トリックスの整合性および強度に対して有意な影響を有することから、マトリックス弾性
についてＰＡ６，１０バリアントを最適化した。マトリックス硬度および変形エネルギの
大きさは、マトリックス剛性の水準の測定値であり、ＰＡ６，１０マトリックスの弾性性
質にも相対的に依存する［２５］。本解析では、一般化された減少勾配線形最適化アルゴ
リズムを用いて、最適な実験パラメータが計算された。制約（独立変数）は、マトリック
ス弾性（％）が実際に取得可能な２０％という値より大きいかまたはその付近である最適
化されたＰＡ６，１０バリアントを得るため、表１の限界値に基づくものであった。所望
のマトリックス弾性を実現した最適化された水準の因子（ＨＭＤ、ＳＣ、ＨＸＮ、ＤＷ）
を表７に示す。実験値（２３．０２％）および予測値（１７．６５％）は、２０％という
所望の値に比較的近かった。
【００７４】
【表１０】

【００７５】
　２．４．１．マトリックス弾性に対する因子の有意な効果を説明するための表面プロッ
ト
　最適化された実験結果を三次元表面プロット形式で表わすと、図８ａは、ＨＸＮおよび
ＨＭＤの水準が上昇するとマトリックス弾性が上昇したことを示す。逆に、図８ｂは、Ｓ
ＣおよびＤＷの濃度が低下するにつれて、より高いマトリックス弾性値が得られたことを
示す。
【００７６】
　この数学的な解釈に対する化学的な説明案は、ＨＭＤおよびＨＸＮの水準が上昇すると
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ＰＡ６，１０マトリックスの潜在能力が有意に高まり、ＨＸＮの親水性、ＨＭＤの吸湿性
によってより強くより高密度のネットワーク（結晶層状構造）が形成され、かつＳＣの親
水性質によってさらに向上されるということである。大量のＨＸＮは、ポリマーの骨格の
剛性を低下させ得るセバシン酸および塩酸への加水分解からＳＣのイオン基（Ｃｌ）を保
護する。ＳＣを最低水準に維持すると、有極相との接触が安定化される。ＨＭＤおよびＳ
Ｃの相補的な効果によって最適な水準のポリマーの水和が維持され、分子のパッキングが
向上する。ＤＷがマトリックス弾性を低下させる能力を有する限り、鎖間の水素結合相互
作用を維持することで最適な水準のマトリックス可撓性を保つのに最低水準が必要とされ
る。これによって変形中のポリマー鎖の剪断滑りが抑制され、したがってＰＡ６，１０バ
リアントの弾力性が上昇する［１０］。
【００７７】
　２．５．ＦＴＩＲ分光光度分析
　１４個のＰＡ６，１０バリアントに対してＦＴＩＲ解析を行ない、構造的骨格の整合性
を査定し、突出した官能基を識別した。大部分の官能基吸収帯は、予期された化学組成と
一致する（すなわち、すべて特徴的なメチレンおよびアミド吸収帯を示した）（表８）。
１４個のＰＡ６，１０バリアントのポリマー骨格の物理機械的特性における変動の整合の
成功は、ＦＴＩＲ解析によって得られた突出した官能基の振動周波数値における微妙な相
違によっても実証される。
【００７８】
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【表１１】

【００７９】
　振動周波数において観測された微妙な相違は、合成されたＰＡ６，１０バリアントが示
す物理化学的特性および物理機械的特性と相互作用する化学量論量および溶媒体積比にお
ける変化に起因し得る。これは、ポリアミドの直鎖内の分子間水素結合構造の強度および
長さにおける上記変化の変動する効果にも起因し得る（図１）。これは、鎖に沿ったメチ
レン（－ＣＨ2－）基およびアミド（－ＮＨ－）基のシグマ（σ）単一錯体（飽和結合）
の周囲の電子雲に影響を及ぼし、次いでカルボニル官能基（Ｃ＝Ｏ）のパイ（π）電子（
不飽和結合）の移動度に影響を及ぼす。これらの構造的な変更は振動周波数、吸収帯およ
びピークの強さに影響し、合成されたＰＡ６，１０バリアントの物理化学的特性および物
理機械的特性において変化を生じさせ得る（表８）。さらに、上記因子の効果は、特徴的
な指紋領域（１３００～９０９ｃｍ-1）のパターンにおけるわずかな相違にも反映される
。合成されたマトリックスについて、７５０～５００ｃｍ-1の配座感光領域内の吸収帯が
観測された［１１］。これは、配座結晶型、すなわち室温における偶－偶ポリアミドにつ
いて説明したα相および／またはβ相の存在を示唆し、ＰＡ６，１０バリアントの結晶格
子に影響を及ぼし得るものであり、一体型薬物送達システムとして配合されたとき、ポリ
マーの物理機械的挙動および薬物放出力学に直接または間接に影響する。
【００８０】
　２．６．ＰＡ６，１０バリアントの表面形態
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　３つの試料を選択し、それぞれのＰＡ６，１０バリアントの表面形態に対する因子水準
の変動の影響を考察した。試料の選択は、形態構造における変動（図９）を示すために、
予め最適化された最も低い弾性（すなわち７．１％、試料３）、最も高い弾性（すなわち
２０．４％、試料１４）および数学的に最適化されたシステムに基づくものであった。
【００８１】
　分析によると、ＰＡ６，１０バリアントの合成において採用された因子水準の組合せに
おける相違が選択されたマトリックスの表面形態に影響することと、この物理的な変形は
物理機械的特性を定める際に重要な役割を果たすこととが示された。表面形態は、（ｉ）
空隙率が高いウェブ状の状態（低い弾性を示す）（図９ａ）から、（ii）より集合して見
える、より高密度にパッキングされた状態（高い弾性を示す）（図９ｂ）、（iii）均衡
したマトリックス弾性を有する最適化されたシステムの滑らかで連続的な堅い表面（図９
ｃ）に変わった。ＰＡ６，１０バリアントの表面は、表面形状および空隙率が異なってい
た。空隙率の有意な変化はマトリックスの拡散率に直接影響を及ぼし、次いでＰＡ６，１
０の薬物放出制御能力に対して大きく好都合な効果を有し得る。
【００８２】
　これに関する説明案は、ＰＡ６，１０バリアント構造全体のパッキング効率に対するポ
リアミド直鎖表面形状の効果であり、ポリアミドの組合された層状結晶構造に対して直接
的な影響（水素結合シートの鎖折畳みと剪断滑りとの関数）を生じさせる。顕微鏡写真で
明らかにされた際立った相違は、表面形態としたがってＰＡ６，１０バリアントの物理機
械的挙動とに対する化学反応の化学量論量のピンポイント効果を示した。
【００８３】
　２．７．フーリエ変換赤外線分光法（ＦＴＩＲ）
　１４個のＰＡ６，１０バリアントの特定の通過帯域のアミド（Ｎ－Ｈ、３３０６．４４
～３４０１ｃｍ-1）、メチレンセグメント（Ｃ－Ｈ配列、２８５０～２９００ｃｍ-1）、
ＣＨ2ワグ(wag)（１４４２～１４６６．１５ｃｍ-1）およびロック(rock)（７００～７５
０ｃｍ-1）動作、カルボニル基（Ｃ＝Ｏ、１６９０～１７４０ｃｍ-1）、Ｃ－Ｎ－Ｃ鋏振
動（４８０～５１０ｃｍ-1）は、基準とした化学構造と相関するものであった。また、Ｐ
Ａ６，１０バリアント分析について得られた振動周波数値の範囲は、Plackett-Burman計
画（表８）によって合成されたバリアントについて生じた範囲に密接に関連するものであ
った。これは、合成中に適用された変性法にかかわらず、すべてのバリアントの基本骨格
構造の堅さを明らかにし、ＰＡ６，１０バリアントの純度およびマトリックスの整合性を
改善した。
【００８４】
　２．８．インビトロでの薬物放出解析
　変動する重合度と関連付けられ得る１４個のＰＡ６，１０一体型配合について、多様な
放出パターンが観測された。生成された溶解プロファイルから、式４を用いた各溶解プロ
ファイルのＭＤＴ8値が算出された。ＭＤＴ8値が低い配合は定常的な薬物放出を示し、Ｍ
ＤＴ8値が高い配合については逆が当てはまることが観測された。１４個のＰＡ６，１０
一体型配合すべてのＭＤＴ8値は、２．１～１１．７の範囲であった。
【００８５】
　最適化された一体型マトリックスと比較すると、選択された標準的なＰＡ６，１０につ
いて薬物の均一な破裂放出（２０．１１％）が観測された（図１０）。ｔ24hoursでの薬
物放出は９９％であった。変性界面重合によって合成された最適化された配合と比較する
と、より低い水準の機械的強度および制御された薬物放出特性の証拠である（図１２）。
【００８６】
　２．９．ＰＡ６，１０一体型マトリックスシステムの制約付き最適化
　制約付き最適化技術を採用し、第１の定常／中間放出力学から理想的なゼロ次放出力学
までの範囲の薬物放出プロファイルの異なる速度および順序を実現することについて、Ｐ
Ａ６，１０一体型マトリックスシステムを最適化した。得られた実験結果を設定された制
約に当てはめ、レスポンスサーフェスオプティマイザ（Response Surface Optimizer）（
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トリックス弾性およびＭＤＴ8を同時に最大化または最小化するであろう水準の独立配合
変数を得るために制約が設定された。マトリックス弾性およびＭＤＴ8は異なる水準を目
標とし（表１１）、満足度関数は、モデルの正確さおよび効率を示すものと同等であった
。設定された制約に基づき、所望の数値の有意なレスポンスパラメータを実現した最適な
因子水準を表１３に列挙する。
【００８７】
【表１２】

【００８８】
【表１３】

【００８９】
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【表１４】

【００９０】
　実験値と予測値との間の密接な関係が観測された（Ｒ2＞０．９０）。この成果は、最
適化手順の安定性および有効性を示すものであった。次いで、モデルが予測された最適な
因子水準から合成された、最適化されたＰＡ６，１０バリアントを用いて、一体型マトリ
ックスシステムが調製された。最適化された配合の代表的な溶解プロファイルを図１２に
示す。
【００９１】
　３．結論
　Plackett-Burman計画を採用して、変性界面重合プロセスによる１４個の脂肪族ＰＡ６
，１０バリアントを合成した。当該計画によって、合成中に採用された因子水準の変動に
よるＰＡ６，１０バリアントの物理化学的特性および物理機械的特性における変動が明ら
かとなった。これらは、ＰＡ６，１０バリアントのマトリックス弾性、マトリックス硬度
および変形エネルギについて測定された。この発見は、物理機械的な観点から生じる配座
プロセスに何らかの説明を与える際に有用な手段として機能した。分散分析およびレスポ
ンス表面プロットは、測定された物理機械的パラメータに対して因子水準が有意な影響を
有する（ｐ＜０．０５）ことを示した。解明プロセスの一部として、与えられた情報に基
づき、ＰＡ６，１０バリアントが物理機械的特性について最適化された。マトリックスの
整合性および薬物放出力学に有意な影響を有することから、マトリックス弾性が最適化に
選択された。また、実験値および当てはめ値は密接に相関しており、これは、統計計画が
正確かつ信頼性の高いツールであることを示した。さらに、ＳＥＭは物理機械的特性につ
いて観測された多様性を実証し、すべてのバリアントについて化学構造骨格が変化しない
状態で、ＰＡ６，１０バリアントの表面形態特徴が微粒子形態、鎖折り畳みおよび結晶パ
ッキングの関数であることを明らかにした。
【００９２】
　さらに、この解析は、既存のOne Variant At a Time（ＯＶＡＴ）技術に対する実験計
画法（Design of Experiments）（ＤＯＥ）の有用性、信頼性および効率も検証する。こ
れにより、説明された変性界面重合手法を用いて合成されたＰＡ６，１０バリアントにお
いて潜在的に生じ得る物理機械的転移状態について、何らかの説明を与えることが可能と
なった。さらに、新規のポリマー速度変調一体型マトリックス薬物送達システムの開発に
おいてＰＡ６，１０バリアントを採用できることは、アミトリプチリンをモデル薬物とし
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て用いると好適であるとわかった。より統計的に強固なBox-Behnken計画によって、定常
的な放出から理想的なゼロ次放出までの範囲の多様化された速度変調薬物放出を示す一体
型マトリックスシステムに配合された最適化されたＰＡ６，１０バリアントが生じた。こ
の作業の成果によって、ＰＡ６，１０バリアントの特性と、それらが薬物放出を制御しか
つポリマー材料として利用されて、改良された一体型形式の速度変調薬物送達を実現でき
ることをより良く理解するための洞察が得られる。
【００９３】
　４．参考文献
　［参考文献］

【００９４】
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