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(57)【要約】
本発明は、有効な眼圧降下剤としてのアブノーマル・カ
ンナビジオール化合物の使用に関し、緑内障の処置に特
に適当である。前記化合物は特に、式Ｉ：

または式II：
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　眼において高眼圧を処置し、眼に神経保護を提供する方法であって、式Ｉ：
【化１】

［式中、Ｒは（ＣＨ２)ｘから成る群から選択し、ｘは０または１～７の整数である。］
で示される化合物を高眼圧処置に充分な量で眼に適用することを含んで成る方法。
【請求項２】
　化合物が、式II：
【化２】

または式III：
【化３】

で示される化合物である請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　式Ｉ：
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【化４】

で示される化合物を処置有効量で含有する医薬組成物。
【請求項４】
　式Ｉ：

【化５】

で示される化合物を処置有効量で含有する眼用液剤。
【請求項５】
　眼科学的に許容しうる保存剤、緩衝系、抗酸化剤およびキレート剤から成る群から選択
する少なくとも１種の成分を含有する請求項４に記載の眼用液剤。
【請求項６】
　化合物が、式II：
【化６】

または式III：
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【化７】

で示される化合物である請求項５に記載の眼用液剤。
【請求項７】
　内容物を計量形態でディスペンスするのに適当な容器；および
　その中の請求項４に記載の眼用液剤
を含んで成る医薬生成物。
【請求項８】
　眼圧を処置する方法であって、アブノーマル・カンナビジオール活性を有する化合物を
高眼圧処置に充分な量で眼に適用することを含んで成る方法。
【請求項９】
　緑内障を処置する方法であって、アブノーマル・カンナビジオール活性を有する化合物
を緑内障処置に充分な量で眼に適用することを含んで成る方法。
【請求項１０】
　化合物が、式II：

【化８】

または式III：
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【化９】

で示される化合物である請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　哺乳動物の眼に神経保護作用を提供する方法であって、アブノーマル・カンナビジオー
ル活性を有する化合物を眼神経保護の提供に充分な量で眼に適用することを含んで成る方
法。
【請求項１２】
　網膜または視神経細胞に有害作用を受けているかまたは受ける危険性のある哺乳動物に
おいて網膜または視神経細胞を保護する方法であって、式Ｉ：

【化１０】

［式中、Ｒは（ＣＨ２)ｘから成る群から選択し、ｘは０または１～７の整数である。］
で示される化合物を、神経細胞の損傷または死を抑制または防止するのに有効な量で前記
哺乳動物の眼に投与することを含んで成る方法。
【請求項１３】
　有害作用が緑内障の高眼圧である請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　有害作用が緑内障に関連する虚血である請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
　有害作用が糖尿病性網膜症である請求項１２に記載の方法。
【請求項１６】
　有害作用が非緑内障性虚血である請求項１２に記載の方法。
【請求項１７】
　有害作用が微小血管症性であり、結節性多発動脈炎、巨細胞血管炎、大動脈炎症候群、
および全身性紅斑性狼瘡から成る群から選択される疾患の症状である請求項１２に記載の
方法。
【請求項１８】
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　経口投与によって化合物を哺乳動物に全身的に投与する請求項１２に記載の方法。
【請求項１９】
　眼球内注射によって化合物を哺乳動物に投与する請求項１２に記載の方法。
【請求項２０】
　非経口投与によって化合物を哺乳動物に全身的に投与する請求項１２に記載の方法。
【請求項２１】
　筋肉内注射によって化合物を哺乳動物に全身的に投与する請求項１２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、哺乳動物の眼圧を降下し、従って緑内障の処置に有用なアブノーマル・カン
ナビジオール化合物（Abnormal Cannabidiols）の使用に関する。該化合物は、眼の神経
保護剤としても有用である。
【背景技術】
【０００２】
　眼圧降下剤は、多様な高眼圧症状、例えば術後およびレーザートラベクレクトミー後の
高眼圧や、緑内障の処置において、並びに術前の補助薬として有用である。
【０００３】
　緑内障は、眼圧の上昇により特徴付けられる眼疾患である。緑内障は、その病因により
、原発性または続発性として分類されている。例えば、成人の原発性緑内障(先天性緑内
障)は、開放隅角緑内障であるか、または急性もしくは慢性の閉塞隅角緑内障であり得る
。続発性緑内障は、ブドウ膜炎、眼内腫瘍または拡大した白内障のような既存の眼疾患か
ら生じる。
【０００４】
　原発性緑内障の原因は、未だ解明されていない。その眼圧上昇は、房水流出遮断による
。慢性開放隅角緑内障においては、前房およびその解剖学的構造は正常に見えるが、房水
の排出は妨げられる。急性または慢性の閉塞隅角緑内障においては、前房が浅く、透過角
が狭く、虹彩がシュレンム管の入口の小柱網を閉塞し得る。瞳孔の拡張により、虹彩根部
が隅角に対して前方に押され、および瞳孔ブロックを起こして、病状を急進し得る。前房
隅角の狭い眼は、種々の重篤度の急性閉塞隅角緑内障に患る素因を有する。
【０００５】
　続発性緑内障は、後房から前房、次いでシュレンム管への房水の流れのいかなる妨害に
よっても起こる。前房の炎症性疾患は、膨隆虹彩における完全な虹彩後癒着を起こすこと
により房水排出を妨げ得、排液路を滲出物で閉塞し得る。他の通常の原因は、眼内腫瘍、
拡大した白内障、網膜中心静脈閉塞、眼の外傷、手術操作および眼内出血である。
【０００６】
　すべての種類を考慮すると、緑内障は、４０歳を超えるすべての人の約２％に起こり、
視力が急速に損われるまで何年間も無症候性であり得る。手術が指示されない場合、局所
用α－アドレナリン受容体拮抗剤が、従来、緑内障処置薬物として選択されている。
【０００７】
　緑内障の続発症の一つが視神経乳頭に対する損傷であることは古くから知られている。
「陥凹」と呼ばれるこの損傷は、視神経乳頭の神経繊維の領域に陥凹をもたらす。この陥
凹による視力の喪失は進行性であり、有効な処置がなされない場合は、失明に至ることも
ある。
【０００８】
　残念ながら、薬物の投与又は房水流出を促進するための手術による眼圧の低下は、緑内
障状態における神経の損傷を未然に防ぐ上で常に有効なわけではない。この見かけ上の矛
盾は、Cioffi と Van Buskirk が「前視神経の微小血管系（Microvasculature of Anteri
or Optic Nerve）」と題する報文［Surv. of Opthalmol. 38, Suppl., S107-16頁, 考察S
116-17頁, 1994年5月］の中で取扱っている。その要約では次のように述べられている：
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【０００９】
「眼圧（IOP）が上昇する疾患という緑内障の伝統的定義は、臨床状態を単純化しすぎて
いる。正常値よりも高いIOPを持たない緑内障患者もいるし、IOPの最大限の低下にも関わ
らず視神経損傷が進行し続ける場合もある。緑内障の病因に関して考えうるもう1つの因
子は、前視神経の局所的微小血管系の調節である。微小血管因子が重要だと考える1つの
理由は、多くの微小血管疾患が緑内障性視神経障害に関係しているということである。」
【００１０】
　Cioffiらに続いて、Matusiは「全身性血管炎の眼科学的側面（Ophthalmologic aspects
 of Systemic Vasculitis）」［Nippon Rinsho, 52（8）2158～63頁（1994年8月）］と題
する報文を発表し、多くの微小血管疾患が緑内障性視神経障害に関係しているという主張
をさらに裏付けた。その要約では次のように述べられている：
【００１１】
「結節性多発動脈炎、巨大細胞血管炎及び大動脈炎症候群などの全身性血管炎の眼に関す
る所見を再検討した。全身性紅斑性狼瘡は全身性血管炎には類別されないが、眼に関する
その所見は微小血管症性である。そこでこの報文には、眼に関するその所見の再検討を含
めた。これらの疾患において最も一般的な眼底所見は、虚血性視神経障害又は網膜血管閉
塞である。そこで、視神経障害と網膜及び脈絡膜血管閉塞の診断又は病因に関するいくつ
かのポイントを議論する。脈絡膜虚血は、フルオレセイン血管造影法がこの病変に適用さ
れて以来、臨床的に診断できるようになった。脈絡膜動脈が閉塞すると、上層の網膜色素
上皮が損傷を受ける。これは当該上皮のバリア機能の破壊を引き起こし、体液が脈絡膜血
管系から準知覚網膜域（subsensory retinal spaces）に進入することを可能にする。こ
れが網膜の漿液性剥離の病因である。網膜動脈閉塞は網膜血管床閉塞を形成した。このよ
うな低酸素網膜は網膜と虹彩の新血管新生を促進する血管形成因子を放出し、虹彩新血管
新生は血管新生緑内障を引き起こしうる。」
【００１２】
　B. Schwartzは、「高眼圧症と高眼圧開放隅角緑内障における視神経乳頭と網膜の循環
性欠陥（Circulatory Defects of the Optic Disk and Retina in Ocular Hypertension 
and High Pressure Open-Angle Glaucoma）」［Surv. Ophtalmol., 38, Suppl., S23～24
頁, 1994年5月］において、緑内障の進行に関係する視神経と網膜の進行性欠陥の測定に
ついて議論している。この著者は次のように述べている：
【００１３】
「フルオレセイン欠如は視野喪失及び網膜神経繊維層喪失と有意に相関する。第2の循環
性欠陥は網膜血管（特に網膜静脈）内のフルオレセイン流量の減少であり、年齢、心拡張
期血圧、眼圧及び視野喪失が増大するほど、その流量が減少する。視神経乳頭と網膜の循
環性欠陥は共に、処置されていない高眼圧眼に起こる。これらの観察結果は、視神経乳頭
と網膜における循環性欠陥が高眼圧症及び開放隅角緑内障で起こり、この疾患の進行と共
に増大することを示している。」
【００１４】
　ある種のアブノーマル・カンナビジオール化合物が、Howlettら, "International Unio
n of Pharmacology. XXVII. Classification of Cannabinoid Receptors", Pharmacologi
cal Reviews 54: 161-202, 2002に開示されている。
【発明の開示】
【００１５】
＜発明の概要＞
　本発明者らは、アブノーマル・カンナビジオール化合物が効果的な眼圧降下剤であるこ
とを見出した。本発明者らはさらに、アブノーマル・カンナビジオール化合物並びにその
同族体および誘導体が、緑内障の処置に特に有用であり、かつ、驚くべきことに、眼表面
充血を起こさないか、または、眼圧降下に有用な他の化合物（例えばＰＧＦ２αおよびそ
の低級アルキルエステル）と比較して顕著に軽度にしか眼表面充血を起こさないことを見
出した。
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　本発明者らは、アブノーマル・カンナビジオール化合物が効果的な神経保護剤であるこ
とをも見出した。本発明者らはさらに、アブノーマル・カンナビジオール化合物並びにそ
の同族体および誘導体が、哺乳動物（例えばヒト）の眼に神経保護効果をもたらすのに特
に有用であることを見出した。
【００１７】
　本発明は、眼、例えば哺乳動物（例えばヒト）の眼において、高眼圧を処置し、神経保
護を提供する方法であって、式Ｉ：
【化１】

［式中、Ｒは（ＣＨ２)ｘから成る群から選択し、ｘは０または１～７の整数である。］
で示される化合物を有効量で投与することを含んで成る方法に関する。
【００１８】
　他の態様として、本発明は、式（Ｉ）で示される化合物の処置有効量を、薬学的に許容
しうる無毒性液体賦形剤と共に含んで成る医薬組成物にも関する。
【００１９】
＜発明の詳細な説明＞
　本発明は、眼圧降下剤としてのアブノーマル・カンナビジオール化合物の使用に関する
。該処置剤は、上記のように定義される式Ｉ：
【化２】

で示される化合物である。
【００２０】
　本発明に従って使用する好ましい化合物は、式II：
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【化３】

または式III：

【化４】

で示される。
【００２１】
　上記式のいずれにおいても、また下記の式においても、直線は結合を表す。結合と結合
の間に原子を表す記号が無い場合は、適切な炭素含有基を意図する。例えば式IIにおいて
、フェニル環から延びる基は、末端にメチル基を有するポリメチレン（ＣＨ２）基、すな
わちブチレニルメチル基である。
【００２２】
　医薬組成物は、少なくとも１種の本発明化合物の処置有効量を活性成分として、眼科学
的に許容し得る通常の薬剤賦形剤と組み合わせることによって、および眼への局所適用に
適当な単位用量形態を形成することによって調製し得る。処置有効量は通例、液体製剤中
約０.０００１～５％(w／v)、好ましくは約０.００１～１.０％(w／v)である。
【００２３】
　眼科的な適用のためには、主な賦形剤として生理食塩液を用いて溶液を調製することが
好ましい。そのような眼用溶液のpＨは、適当な緩衝系によって４.５～８.０に保つこと
が好ましい。中性pＨが好ましいが、本質的ではない。このような製剤は、薬学的に許容
し得る通常の保存剤、安定剤および界面活性剤をも含有し得る。
【００２４】
　本発明の医薬組成物中に使用し得る好ましい保存剤は、塩化ベンザルコニウム、クロロ
ブタノール、チメロサール、酢酸フェニル水銀および硝酸フェニル水銀を包含するが、こ
れらに限定されるものではない。好ましい界面活性剤は、例えば、Ｔween　８０である。
同様に、本発明の眼用製剤中に種々の好ましい賦形剤を使用し得る。このような賦形剤は
、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、ヒドロキシプロピルメチルセルロース
、ポロキサマー、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロースおよび精製
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水を包含するが、これらに限定されるものではない。
【００２５】
　必要に応じて、または好都合に、浸透圧調整剤を添加し得る。浸透圧調整剤は、塩、と
りわけ塩化ナトリウム、塩化カリウム、マンニトールおよびグリセリンを包含するが、こ
れらに限定されるものではなく、眼科学的に許容し得る他の適当な浸透圧調整剤も使用し
得る。
【００２６】
　眼科学的に許容し得る製剤が得られるのであれば、pＨ調整のためにどのような緩衝剤
および手段を用いてもよい。緩衝剤は、酢酸、クエン酸、リン酸およびホウ酸の緩衝剤を
包含する。製剤のpＨを調整するために、必要に応じて酸または塩基を使用し得る。
【００２７】
　同様に、本発明において使用するための眼科学的に許容し得る抗酸化剤は、メタ重亜硫
酸ナトリウム、チオ硫酸ナトリウム、アセチルシステイン、ブチル化ヒドロキシアニソー
ルおよびブチル化ヒドロキシトルエンを包含するが、それらに限定されるものではない。
　本発明の眼用製剤が含有し得る他の佐剤成分はキレート化剤である。好ましいキレート
化剤はエデト酸二ナトリウムであるが、その代わりに、またはそれと組み合わせて他のキ
レート化剤も使用し得る。
【００２８】
　上記成分は通例、次のような量で使用する:
【表１】

【００２９】
　本発明の活性化合物の実際の用量は、化合物によって、および処置する症状によって異
なる。当業者はその知識の範囲内で、適当な用量を選択することができる。
　本発明の眼用製剤は、眼への適用を容易にするよう、計量適用に適した形態(例えばド
ロッパー付き容器)に充填することが好都合である。滴下適用に適した容器は通例、不活
性で無毒性の適当なプラスチック材料製であり、溶液を約０.５～１５ml収容する。容器
１個が、１単位用量またはそれ以上を含有し得る。
【００３０】
　約１０単位用量まで、好ましくは約５単位用量までを含有する再密閉不可能な容器内に
入った、特に保存剤不含有の溶液をしばしば調製する。単位用量は通例、１～約８滴、好
ましくは１～約３滴である。１滴の体積は通例、約２０～３５μlである。
【００３１】
　本発明の方法、すなわち緑内障または上昇した眼圧の処置において使用するために本明
細書中に開示する化合物は、緑内障または上昇した眼圧の処置に有用な他の薬物と組み合
わせて使用してもよい。
【００３２】
　緑内障または上昇した眼圧の処置のために、下記群の薬物との併用療法が意図される：
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　β遮断剤（またはβ－アドレナリンアンタゴニスト）：カルテオロール、レボブノロー
ル、メチプラノロール、チモロール・ヘミ水和物、マレイン酸チモロール、β１選択的ア
ンタゴニスト、例えばベタキソロールなど、またはそれらの薬学的に許容しうる塩もしく
はプロドラッグを包含する；
【００３３】
　アドレナリンアゴニスト：下記のものを包含する：
　非選択的アドレナリンアゴニスト：例えばホウ酸エピネフリン、塩酸エピネフリン、お
よびジピベフリンなど、またはそれらの薬学的に許容しうる塩もしくはプロドラッグ；お
よび
　α２選択的アドレナリンアゴニスト：例えばアプラクロニジン、ブリモニジンなど、ま
たはそれらの薬学的に許容しうる塩もしくはプロドラッグ；
【００３４】
　炭酸脱水酵素阻害剤：アセタゾラミド、ジクロルフェナミド、メタゾラミド、ブリンゾ
ラミド、ドルゾラミドなど、またはそれらの薬学的に許容しうる塩もしくはプロドラッグ
を包含する；
【００３５】
　コリンアゴニスト：下記のものを包含する：
　直接作用型コリンアゴニスト：例えばカルバコール、塩酸ピロカルピン、硝酸ピロカル
ピン、ピロカルピンなど、またはそれらの薬学的に許容しうる塩もしくはプロドラッグ；
　コリンエステラーゼ阻害剤：例えばデメカリウム、エコチオフェート、フィゾスチグミ
ンなど、またはそれらの薬学的に許容しうる塩もしくはプロドラッグ；
【００３６】
　グルタメートアンタゴニスト：例えばメマンチン、アマンタジン、リマンタジン、ニト
ログリセリン、デキストロファン、デキストロメトルファン、CGS-19755、ジヒドロピリ
ジン類、ベラパミル、エモパミル、ベンゾチアゼピン類、ベプリジル、ジフェニルブチル
ピペリジン類、ジフェニルピペラジン類、HOE 166および関連薬物、フルスピリレン、エ
リプロディル、イフェンプロジル、CP-101,606、チバロシン、2309BT、および840S、フル
ナリジン、ニカルジピン、ニフェジンピン、ニモジピン、バルニジピン、リドフラジン、
乳酸フェニラミン、アミロリドなど、またはそれらの薬学的に許容しうる塩もしくはプロ
ドラッグ；
【００３７】
　プロスタミド：例えばビマトプロスト、またはそれらの薬学的に許容しうる塩もしくは
プロドラッグ；並びに
　プロスタグランジン：トラボプロスト、UFO-21、クロプロステノール、フルプロステノ
ール、13,14-ジヒドロ-クロプロステノール、イソプロピルウノプロストン、ラタノプロ
ストなどを包含する。
　本発明を以下の実施例によってさらに説明するが、実施例は本発明を制限するものでは
ない。
【実施例１】
【００３８】
　アブノーマル・カルナビジオールは、Ａｂｎ－ＣＢＤ（４－［（１Ｒ，６Ｒ）－３－メ
チル－６－（１－メチルエテニル）－２－シクロヘキセン－１－イル］－５－ペンチル－
１，３－ベンゼンジオールとも称され（分子量３１４．４７）、米国ミズーリ州エリスヴ
ィルのTocris Cookson Inc. から入手しうる。
　上記化合物はよく知られており、市販されているか、または当分野で知られた方法で合
成することができる。
【実施例２】
【００３９】
　眼圧
　圧平眼圧測定法によって、意識のある動物の眼圧を測定した。マスク方式で、一方の眼
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には試験化合物を、他方の眼には賦形剤を局所投与した。正常眼圧ビーグル犬（雌雄）に
、５日間にわたり１日１回投与を行った。一方の眼をレーザーで高眼圧としてカニクイザ
ル（雌）には、４日間にわたり１日１回投与を行った。統計学的比較のために、対応のあ
るスチューデントのｔ検定を用いた。ｐ値が０．０５未満である場合に、統計学的に有意
な差があると見なした。
【００４０】
　結果を図１、２および３に示す。
　図１は、イヌ眼圧に対する０．１％アブノーマル・カンナビジオールの効果を経時的に
示す。
　図２は、サル眼圧に対する０．１％アブノーマル・カンナビジオールの効果を経時的に
示す。
　図３は、０．１％アブノーマル・カンナビジオールを投与したサルにおけるベースライ
ンＩＯＰからの変化を経時的に示す。
【実施例３】
【００４１】
　アブノーマル・カンナビジオール活性の測定
　アブノーマル・カンナビジオール受容体活性を、Wagner JAら, Hypertention 33［part
 II］, 429(1999); Jarai Zら, PNAS 96, 14136(1999)（引用によりその全体を本明細書
の一部とする）に記載された方法に従って測定しうる。
【実施例４】
【００４２】
　神経保護効果の評価方法
　ラット海馬ニューロン細胞培養物の分離および解離を行う。すなわち、妊娠１５～１９
日目のラット胎児から大脳新皮質全体を採り、カルシウム、マグネシウム不含有のハンク
ス液中に保持する。解剖顕微鏡下に海馬を採り、脳膜を剥離する。海馬を全部採って、そ
の組織を０．０５％トリプシン溶液中で３７℃で３０分間インキュベートする。３４０分
経過後、トリプシン溶液を、プレーティング培地（２％Ｈycloneウマ血清、１％ウシ胎児
血清、２５ｍＭグルコース、１％グルタミンおよび１％ペニシリン／ストレプトマイシン
を補足しＮ2を供給した最少必須培地）に取り替える。次いで、組織をパスツールピペッ
トで１０回トリチュレートし、その後、通常直径の約半分まで火仕上げしたピペットでト
リチュレートする。次いで、解離したニューロン細胞を、ポリＤ－リジン被覆１５ｍｍ２
４ウェルプレートのプレーティング培地にプレーティングする（２×１０5細胞／ウェル
）。
【００４３】
　この細胞培養物を、３７℃の加湿５％ＣＯ2含有雰囲気中に保つ。１～２日後、プレー
ティング培地中のウマ血清レベルを８％に上昇する。４～７日後、１０-6Ｍシトシンアラ
ビノシド（ＡＲＡ－Ｃ）に２４時間曝すことにより非ニューロン細胞の分裂を停止させ、
その後、細胞を、４％ウマ血清、１％ウシ胎児血清、２５ｍＭグルコース、１％グルタミ
ンおよび１％ペニシリン／ストレプトマイシンを含有しＮ2を供給した増殖培地に入れる
。ニューロン細胞が成熟するまで（１５～２０日間）、隔日に培地を交換する。成熟細胞
培養物のみを試験のために選択する。
【００４４】
　最少必須培地（ＭＥＭ）中で刺激性アミノ酸曝露を行う。ニューロンは妨害に対する感
受性が高いので、刺激性アミノ酸を加える前に培養物から増殖培地を洗い流すのに充分な
注意を払う。成熟細胞培養物を、グルタメート、α－アミノ－３－ヒドロキシ－５－メチ
ル－４－イソキサゾールプロピオン酸（ＡＭＰＡ）、Ｎ－メチル－Ｄ－アスパルテート（
ＮＭＤＡ）またはカイニン酸のいずれかに曝す。
【００４５】
　光学顕微鏡により、トリパンブルーを用いて、細胞毒性または細胞損傷を調べる。殆ん
どの実験において、薬物曝露から２４時間後に、損傷細胞によって培地中に放出された乳
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酸脱水素酵素（ＬＤＨ）量により、全体的なニューロン細胞損傷が定量される。
　ＬＤＨ測定は、Ｐromega非放射性細胞毒性アッセイキットを用いて、室温で行う。反応
混合物の吸光度を４９０ｎｍで測定する。
【００４６】
　ＮＭＤＡ誘発神経毒性に対する実施例１のアブノーマル・カンナビジオールの効果から
、実施例１の化合物が神経保護効果を有することがわかる。
【実施例５】
【００４７】
　神経保護効果の評価方法
　実施例４の実験を、他のアブノーマル・カンナビジオール化合物を用いて行う。結果は
実質的に、実施例１の化合物の結果と同様である。
【実施例６】
【００４８】
　アブノーマル・カンナビジオールで処置した哺乳動物のブドウ膜強膜流出の測定
　アブノーマル・カンナビジオール０．１％を５日間にわたり１日１回局所投与した場合
の、流出（μｌ／分／ｍｍＨｇ）に対する作用（平均±sem）を、賦形剤と比較して表２
に示す。
【００４９】
【表２】

【００５０】
　これら実験結果が示すように、正常眼圧の非ヒト霊長類（カニクイザル）の眼に５日間
にわたり１日１回局所投与したアブノーマル・カンナビジオール０．１％は、ベースライ
ンおよび／または賦形剤投与した対側対照眼と比較して、総流出およびブドウ膜強膜流出
に有意な作用を示さなかった。このことは、アブノーマル・カンナビジオールのＩＯＰ降
下作用のメカニズムが、房水流出の増加に殆どまたは全く関係しないことを示唆する。し
たがって、ヒトまたはそれ以外の霊長類におけるアブノーマル・カンナビジオールの眼圧
降下作用は、主として房水生成の減少に関係すると考えられる。
【００５１】
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　したがって、アブノーマル・カンナビジオール化合物成分と、小柱およびブドウ膜強膜
流出経路のいずれかまたは両方からの房水流出を促進する眼圧降下剤成分との組み合わせ
が、各活性成分の異なる作用機序および相補的な薬理作用に基づいて眼圧を効果的に降下
するために意図される。
【００５２】
　下記群の薬物との併用療法が意図される：
　コリンアゴニスト：下記のものを包含する：
　直接作用型コリンアゴニスト：例えばカルバコール、塩酸ピロカルピン、硝酸ピロカル
ピン、ピロカルピンなど、またはそれらの薬学的に許容しうる塩もしくはプロドラッグ；
　コリンエステラーゼ阻害剤：例えばデメカリウム、エコチオフェート、フィゾスチグミ
ンなど、またはそれらの薬学的に許容しうる塩もしくはプロドラッグ；
【００５３】
　プロスタミド：例えばビマトプロスト、またはそれらの薬学的に許容しうる塩もしくは
プロドラッグ；
　プロスタグランジン：トラボプロスト、UFO-21、クロプロステノール、フルプロステノ
ール、13,14-ジヒドロ-クロプロステノール、イソプロピルウノプロストン、ラタノプロ
スト、プロスタグランジンEP類似体、例えばブタプロスト、AH-13205などを包含する。
【００５４】
　以上、本発明を実施するために用いることができ、考えられる最良の様式である特定の
方法および組成物について、詳述した。しかし、異なる医薬組成物を調製し、使用して、
実質的に同様の結果が得られうることは、当業者に明らかである。すなわち、他のアブノ
ーマル・カンナビジオール化合物も、動物の眼圧降下および神経保護の提供に有効であり
得、本発明の広い範囲に包含される。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】イヌ眼圧に対する0.1％アブノーマル・カンナビジオールの効果を経時的に示す
。
【図２】サル眼圧に対する0.1％アブノーマル・カンナビジオールの効果を経時的に示す
。
【図３】0.1％アブノーマル・カンナビジオールを投与したサルにおけるベースラインIOP
からの変化を経時的に示す。
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