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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下の（ａ）および（ｂ）が均一に含有されている水相からなる、逆温度応答性ゲル化
特性を有する水性生分解性ポリマー薬物送達組成物：
（ａ）有効量の薬物；および
（ｂ）第一および第二の生分解性ＡＢ型ジブロック共重合体の混合物
であって、第一および第二の生分解性ＡＢ型ジブロック共重合体はゲル化温度が異なり、
混合物は第一および第二の生分解性ＡＢ型ジブロック共重合体のいずれとも異なる放出動
態を示し；
　第一および第二の生分解性ＡＢ型ジブロック共重合体は、それぞれ
ｉ）生分解性ポリエステル、生分解性ポリエステルアミド、生分解性ポリエーテルエステ
ル、生分解性ポリウレタン、生分解性ポリエステルウレタン、生分解性ポリカーボネート
およびポリエステルカーボネートからなる群から選択されるメンバーである、重量で６１
～８５％の生分解性、疎水性Ａブロック；および
ｉｉ）５０ダルトン～５０００ダルトンの範囲内の数平均分子量を有する、単官能性ポリ
エチレングリコール（ＰＥＧ）を含有する、重量で１５～３９％の生体適合性、親水性Ｂ
ブロック、
を含有し、前記ジブロック共重合体は４５０ダルトン～１５０００ダルトンの範囲の数平
均分子量を有し、逆温度応答性ゲル化特性を有する、前記組成物。
【請求項２】
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　ジブロックポリマー含量が重量で３～５０％であり、薬物含量が重量で０．０１～２０
％である、請求１に記載の組成物。
【請求項３】
　逆温度応答性ゲル化特性を有する水性生分解性ポリマー薬物送達組成物中に、有効量の
薬物を均一に混合することを含む、上記薬物の溶解性を促進するための方法であって、上
記水性組成物が、請求項１に記載の生分解性ＡＢ型ジブロック共重合体の混合物をその中
に均一に含有している水相からなる、上記方法。
【請求項４】
　逆温度応答性ゲル化特性を有する水性生分解性ポリマー薬物送達組成物中に、有効量の
薬物を均一に混合することを含む、上記薬物の安定性を促進するための方法であって、上
記水性組成物が、請求項１に記載の生分解性ＡＢ型ジブロック共重合体の混合物をその中
に均一に含有している水相からなる、上記方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　発明の背景
　発明が属する技術分野
　本発明は一般に、水溶性で、低分子量で、温度感受性の生分解性ジブロック共重合体で
あって、高い重量パーセンテージ（約６１～８５ｗｔ％）の生分解性疎水性ブロック（複
数のブロック）を有するもの、および、薬物の非経口、眼内、局所、経皮、経膣、口腔内
、経粘膜、肺内、経尿道、直腸内、経鼻、経口、または耳内投与のためのそれらの使用に
関する。より具体的には、本発明は生分解性ポリエステル、ポリエステルアミド、ポリエ
ーテルエステル、ポリウレタン、ポリエステルウレタン、ポリカーボネート、またはポリ
エステルカーボネートおよび低分子量（５０００ダルトン未満）ポリエチレングリコール
（ＰＥＧ）ブロックに基づいた温度感受性の生分解性ジブロック共重合体に関する当該シ
ステムは、比較的低分子量（１５０００ダルトン未満）および比較的高い疎水性のブロッ
クポリマー含量（６１％以上）を持つ、選択されたそのようなジブロック共重合体のサブ
セットだけが、水中において５℃～３４℃で、またはおよそ同じ温度で溶液として存在す
るが、温度がほぼ体温（一般にヒトの場合３７℃）に上昇すると、それらは自発的に相互
作用し、ゲルネットワーク内に高いパーセンテージの捕捉された水を含有し、そして依然
として実質的に水に不溶であるという発見に基づく。
【背景技術】
【０００２】
　関連技術
　最近、多様な治療的適用に効果的な多くのペプチド／蛋白質薬物が、組換えＤＮＡおよ
びその他の技術の進歩によって市販されるようになってきた。しかし、高分子量で、消化
管酵素により分解され、体内における短い半減期を持つポリペプチドまたは蛋白質は、静
脈内、筋肉内または皮下注射のような経路による非経口投与に限定されている。多くのペ
プチド薬物は慣用の液体キャリア中では限定された溶解性および／または安定性を示し、
それゆえ製剤し、投与することが困難である。その上、多くの場合、長期間、期待される
効果を得るために非常に多くの投与が必要である。そのようなポリペプチドまたは蛋白質
の長期間の制御された送達は、これらの医薬品の実際に役立つ適用を提供し、進歩したバ
イオテクノロジーに由来する薬物を利用するために必須である。別の問題は患者のコンプ
ライアンスである。処方された投与計画に患者を従わせることは、とりわけ処方箋が慢性
疾患のためのものであり、薬物が急性副作用を有する場合にしばしば困難である。したが
って、治療的有効性を最適化し、副作用および毒性を最少化し、それによって有効性を高
め、患者のコンプライアンスを高めるために、長期間にわたり、制御された速度で先に述
べた問題なしにポリペプチドまたは蛋白質薬物を送達するためのシステムを提供すること
が非常に好ましい。
【０００３】
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　薬物を負荷したポリマー装置（ｄｅｖｉｃｅ）および剤形が、様々な疾患の長期間の治
療的処置のために研究されてきた。ポリマーの重要な特性は生分解性であり、ポリマーが
薬物の放出に伴って、あるいはすべての薬物が放出された後のいずれかに、体内で分解（
ｂｒｅａｋ　ｄｏｗｎ）または分解（ｄｅｇｒａｄｅ）可能なことを意味する。さらに、
装置を作製し、薬物を負荷するための技術、手順、溶媒および別の添加物が、患者にとっ
て安全で、周辺組織への刺激状態を最少化し、薬物に適合した媒質である剤形を生み出さ
なければならない。
【０００４】
　多くの生分解性で、埋め込み可能な徐放装置は、ポリグリコール酸、ポリ乳酸、または
グリコール酸と乳酸の共重合体のような、固体ポリマーから作製される。これらのポリマ
ーの疎水性のために、これらの材料を使用した薬物負荷および装置作製は、たとえばメチ
レンクロリド、クロロホルム、酢酸またはジメチルホルムアミドのような有機溶媒の使用
を必要とする。ある種の溶媒は毒性であるため、一般に、この工程の後に、十分に乾燥さ
せて過剰な溶媒を除去することが必要である。多くの場合、最終ポリマー化装置は、しば
しば組織の外傷に至るような埋め込み手術を必要とする、明確な固体状の形態（たとえば
球、板または棒）に作られる。
【０００５】
　現在、ペプチドおよび蛋白質薬物を含む、薬物の制御された送達に使用することができ
る合成または天然のポリマー材料はほとんどない。なぜなら、明確に定義された分解経路
を有する生体適合性、および分解産物の安全性のような、厳密な規制遵守の必要性が存在
するためである。利用可能な毒性学的および臨床データに関して、最も広範に検討され、
進歩した生分解性ポリマーは、脂肪族ポリ（α－ヒドロキシ酸）、たとえばポリ（Ｄ，Ｌ
－またはＬ－乳酸）（ＰＬＡ）およびポリ（グリコール酸）（ＰＧＡ）ならびにそれらの
共重合体（ＰＬＧＡ）である。これらのポリマーは市販され、現在生体再吸収性縫合糸と
して使用されている。ロイプロリドアセテート、Ｌｕｐｒｏｎ　ＤｅｐｏｔＪの徐放のた
めのＦＤＡに認可されたシステムも、ＰＬＧＡ共重合体に基づく。Ｌｕｐｒｏｎ　Ｄｅｐ
ｏｔＪは注射可能なマイクロスフェアからなり、それらは前立腺癌の治療のために長期間
（たとえば約３０日間）にわたりロイプロリドアセテートを放出する。この使用歴に基づ
き、ＰＬＧＡ共重合体は生分解性キャリアを使用する非経口徐放性薬物送達システムの初
期デザインにおける優れた材料とされてきた。
【０００６】
　いくつかの限られた成功があってとしても、これらのポリマーは物理化学的性質および
作製法に伴う問題を有する。ポリペプチドのような親水性高分子は疎水性マトリックスま
たはポリラクチド膜を通って容易く拡散することができない。ＰＬＡおよびＰＬＧＡを使
用した薬物負荷および装置作成は、しばしば毒性を持つ有機溶媒の使用を必要とし、固体
剤形は機械的に組織刺激状態を誘発する可能性がある。
【０００７】
　Ａ．Ｓ．Ｓａｗｈｎｅｙ　ａｎｄ　Ｊ．Ａ．Ｈｕｂｂｅｌｌ，Ｊ．Ｂｉｏｍｅｄ．Ｍａ
ｔ．Ｒｅｓ．，２４，１１９７－１４１１（１９９０）は、ｉｎ　ｖｉｔｒｏで速やかに
分解するＤ，Ｌ－ラクチド、グリコリドおよびε－カプロラクトンからなるターポリマー
（ｔｅｒｐｏｌｉｍｅｒ）を合成した。たとえば、６０％グリコリド、３０％ラクチド、
および１０％ε－カプロラクトンからなるターポリマーは１７日間の半減期を示した。材
料の疎水性はポロキサマー界面活性剤（Ｐｌｕｒｏｎｉｃ（登録商標）Ｆ－６８）との共
重合体化により増加した。このポロキサマーは、重量で約２０％の比較的疎水性のポリ（
オキシプロピレン）ブロックと重量で８０％の親水性ポリ（オキシエチレン）ブロックを
含有するブロック共重合体である。ポロキサマーとの共重合体化により、より強く、部分
的に結晶性の材料が得られ、そしてそれは生理的温度（たとえば３７℃）において水中で
機械的に安定であった。この共重合体の半減期は基礎ポリマーに比較してわずかに増加し
た。しかし、ポロキサマー型界面活性剤が生分解性ではないことは公知である。
【０００８】
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　注射可能または埋め込み可能なポリマー薬物送達装置としての使用に最適な材料は生分
解性で、親水性または疎水性薬物と適合し、水のような扱いやすく、安全な溶媒を用いて
作製され、投与後の付加的なポリマー化または別の共有結合形成反応を必要とするべきで
はない。
【０００９】
　水性溶液中で作製することができる１つのシステムとしては先に参照し、Ｐｌｕｒｏｎ
ｉｃＪ（登録商標）として市販される、ブロック共重合体のクラスが挙げられる。これら
の共重合体は２種の異なるポリマーブロック、すなわち、親水性ポリ（オキシエチレン）
ブロックと疎水性ポリ（オキシプロピレン）ブロックからなり、ポリ（オキシエチレン）
－ポリ（オキシプロピレン）－ポリ（オキシエチレン）のトリブロックを構成する。トリ
ブロック共重合体は、水中で逆温度応答性ゲル化挙動を示すゲルを形成する。しかし、Ｐ
ｌｕｒｏｎｉｃＪ（登録商標）システムは非生分解性であり、ゲルの特性（水溶性ゲル）
およびそれらのゲルからの薬物放出の速度論（非常に速い）が有用であることは明らかで
なく、実質的な改善が必要である。
【００１０】
　溶液中で水溶性のポリペプチド薬物を組み込むために使用することができる親水性生分
解性材料に対する強い必要性が存在する。Ａ．Ｓ．Ｓａｗｈｎｅｙ　ｅｔ　ａｌ．，Ｍａ
ｃｒｏｍｏｌｅｃｕｌｅｓ，Ｖｏｌ２６，Ｎｏ．４，５８１－５８９（１９９３）は、オ
リゴ（Ｄ，Ｌ－乳酸）またはオリゴ（グリコール酸）のようなα‐ヒドロキシ酸のオリゴ
マーにより伸長し、アクリレート基によって停止する、ポリエチレングリコール中心ブロ
ックを有するマクロマーを合成した。非毒性光開始剤を使用して、これらのマクロマーは
可視光により速やかなポリマー化が可能である。マクロマーの多官能性のために、ポリマ
ー化により架橋されたゲルが生じる。ゲルはオリゴ（α‐ヒドロキシ酸）領域のポリエチ
レングリコール、α‐ヒドロキシ酸、およびオリゴ（アクリル酸）への加水分解と同時に
分解し、オリゴ（α‐ヒドロキシ酸）の適切な選択によって、それらの分解速度は１日未
満～４か月まで適合させることができる。しかし、このシステムでは付加的な共有結合‐
形成光架橋反応の必要性だけでなく、付加的な成分である、光開始剤が使用される。皮膚
の厚さおよび不透明度の個人差のために、この方法から非常に多様な、個人毎に異なる反
応が生じることになる。
【００１１】
　Ｏｋａｄａ　ｅｔ　ａｌ．，日本国特許２－７８６２９（１９９０）はポリ（乳酸）（
ＰＬＡ）またはポリ（乳酸）／グリコール酸（ＰＬＧＡ）とポリエチレングリコール（Ｐ
ＥＧ）のトランス‐エステル化により生分解性ブロック共重合体材料を合成した。ＰＬＧ
Ａブロックの分子量範囲は、４００～５，０００であり、ＰＥＧブロックの場合、２００
～２，０００であった。混合物は窒素雰囲気下、１～２０時間、１００ＥＣ～２５０ＥＣ
で加熱した。生成物は水と混和し、ヒドロゲルを形成した；しかし、それは室温以上で水
中において沈殿した。言い換えると、水への溶解度とポリマー鎖間の相互作用が温度と共
に変化した。このポリマーは、以下で検討するＣｈｕｒｃｈｉｌｌの特許に記載されたポ
リマーに類似し、水性懸濁液として利用されるか、または埋め込みのために固体ブロック
に成形される。しかし、このポリマーが逆温度応答性ゲル化特性を示す徴候は見られない
。
【００１２】
　Ｔ．Ｍａｔｓｕｄａ，ＡＳＡＩＯ　Ｊｏｕｒｎａｌ，Ｍ５１２－Ｍ５１７（１９９３）
は生分解性ポリマーゲルを使用して強力なペプチジル抗増殖剤、アンギオペプチンを送達
し、罹病した血管が人工移植組織に置換されるか、または血管内装置によって治療される
場合に発生する筋内膜過形成を予防した。ポリ（乳酸）およびポリエチレングリコール（
ＰＬＡ‐ＰＥＧ）ブロック部分からなる、非常に粘性の高い液体のブロック共重合体がｉ
ｎ　ｓｉｔｕで被覆可能な薬物キャリアとして使用された。材料は、Ｔａｋｉ　Ｃｈｅｍ
ｉｃａｌ　Ｃｏ．，Ｌｔｄ．，Ｈｏｎｇｏ，Ｊａｐａｎによって供給された。０．５ｇ　
ＰＬＡ‐ＰＥＧおよび０．５ｍｇ　アンギオペプチンからなるポリマーゲルを３７ＥＣに
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維持した緩衝液中に保った場合、ｉｎ　ｖｉｔｒｏでのゲルからのアンギオペプチンの持
続的でゆるやかな放出が数週間にわたり認められた。初期の急激なアンギオペプチンの放
出は認められなかった。これらの結果に基づいて、被覆された生分解性ポリマーゲルから
、ｉｎ　ｖｉｖｏで損傷した血管への局所的な持続的アンギオペプチン放出が有効である
と理論上想定した。
【００１３】
　Ｌ．Ｍａｒｔｉｎｉ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．，Ｆａｒａｄａｙ　Ｔｒ
ａｓ．，９０（１３）、１９６１－１９６６（１９９４）は、エステル結合を含む鎖の加
水分解による開裂によってｉｎ　ｖｉｖｏで分解されることが公知の、疎水性ポリ（ε―
カプロラクトン）を組み込むことによって、非常に分子量の低いＡＢＡ型トリブロック共
重合体を合成し、そして彼らはＰＣＬ－ＰＥＧ－ＰＣＬブロック共重合体の溶液特性を報
告した。ブロック共重合体の水性溶液をゆっくり加熱した場合、白濁が認められた。２ｗ
ｔ％の共重合体の水性溶液が白濁する温度は、ＰＣＬ－ＰＥＧ－ＰＣＬ（４５０：４００
０：４５０）およびＰＣＬ－ＰＥＧ－ＰＣＬ（６８０：４０００：６８０）でそれぞれ６
５ＥＣおよび５５ＥＣであった。ＰＣＬ－ＰＥＧ－ＰＣＬ（６８０：４０００：６８０）
溶液の冷却による可逆的ゲル化は、２５ＥＣにおいて１３％～８０ＥＣにおいて３０％の
範囲の臨界濃度および温度で認められた。溶液をさらに０ＥＣに冷却しても、より低いゲ
ル／ゾル転換は認められなかった。ＰＣＬ－ＰＥＧ－ＰＣＬ（６８０：４０００：６８０
）のｉｎ　ｖｉｔｒｏでの分解速度は、非常にゆるやかであった。モル質量（ＧＰＣ由来
）の約２０％の減少だけが１６週間にわたり認められた。そのような遅い分解は実用的な
薬物送達ベヒクルにとって十分でない。
【００１４】
　Ｃｈｕｒｃｈｉｌｌ　ｅｔ　ａｌ．，米国特許第４，５２６，９３８号および４，７４
５，１６０号は、自己分散性であるか、または水性溶液中で自己分散性になることが可能
な共重合体を示す。これらの共重合体は、５０００未満の分子量によって機能的になる、
ポリラクチド（ＰＬＡ）またはポリ（ラクチド‐コ‐グリコリド）（ＰＬＧＡ）のような
疎水性Ａ－ブロックからなるＡＢＡトリブロックまたはＡＢジブロック共重合体である。
その上、有機溶媒およびポリエチレングリコール（ＰＥＧ）またはポリビニルピロリドン
のような、親水性Ｂブロックを使用しない、高分子量以外のＡＢＡ型ポリマーの事例は存
在しない。好ましくは、有機溶媒を使用せずに水中で自己分散性であるために、これらの
ポリマーは、疎水性（Ａブロック）成分に比較して親水性（Ｂ－ブロック）成分を重量で
５０％以上含有しなければならないか、または疎水性成分（Ａブロック）が５，０００未
満の平均分子量を有する共重合体である。１０００程度の平均分子量を有するポリマーに
ついて言及するが、有機溶媒を使用せずにこれらのブロック共重合体が任意の温度で水性
溶液に可溶であるという徴候は見られず、薬物／ブロック共重合体を溶液として投与する
ことができるという徴候も全く見られない。むしろ、ポリマーのコロイド懸濁液、または
凍結乾燥して粉末にし、圧縮成型により処理して埋め込み型デポー製剤としての使用に適
した固体を形成する薬物／ポリマー分散物としての投与が開示される。水性薬物／ポリマ
ー懸濁液または分散物は２相系であり、そこでは分散されたポリマー相は連続した水相に
懸濁される。そのような分散物は、細菌または他の毒性微粒子を除去するために滅菌濾過
処理が必要である状況における使用には適さない。なぜなら、そのような処理はいずれも
薬物／ポリマー粒子を同じように除去し、治療量以下にしてしまうためである。水溶性で
、温度によってゲル化するＡＢＡ型ブロック共重合体はＣｈｕｒｃｈｉｌｌ，ｅｔ　ａｌ
．，の特許には包含されず、教示もされない。
【００１５】
　Ｊｅｏｎｇ　ｅｔ　ａｌ．，Ｎａｔｕｒｅ，３８８，８６０，１９９７は生分解性温度
感受性ヒドロゲルを作製するためのジ－およびトリブロック共重合体における高分子量Ｐ
ＥＧの使用を開示する。しかし、Ｊｅｏｎｇのブロック共重合体の疎水性ブロック（ＰＬ
ＧＡ）は６０重量％未満である。さらに、該ブロック共重合体溶液は冷却中にゲル化され
る。
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【００１６】
　Ｒａｔｈｉ　ｅｔ　ａｌ．，の米国特許第６，１１７，９４９号；６，２０１，０７２
号；６，００４，５７３号および５，７０２，７１７号は、生分解性トリブロック共重合
体を開示し、それらは逆温度応答性ゲル化挙動を示す、すなわち、低温で液状の溶液とし
て存在し、その後生理的に適切な温度で可逆的にゲルを形成し、優れた薬物放出特性を提
供する。とりわけ、重量で約５１％～８３％の生分解性ポリエステルを含有する疎水性Ａ
ポリマーブロック、および重量で約１７～４９％のポリエチレングリコール（ＰＥＧ）か
らなる親水性Ｂポリマーブロックからなる、平均分子量約２０００～４９９０を有する生
分解性ＡＢＡ型またはＢＡＢ型ブロック共重合体。
【００１７】
　Ｊｅｏｎｇ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ｐｏｌｙｍ．Ｓｃｉｅｎｃｅ　Ｐａｒｔ　Ａ，３７，
７５１，１９９９，Ｃｈｏｉ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ｐｏｌｙｍ．Ｓｃｉｅｎｃｅ　Ｐａｒ
ｔ　Ａ，３７，２２０７，１９９９，は一連のジ－およびトリブロック共重合体を開示し
、その中の親水性ブロック、ＭｅＯ－ＰＥＧは８５０以上の分子量を有し、疎水性ブロッ
ク（ＰＬＧＡ）の割合は６０重量％未満である。さらに、ブロック共重合体溶液はまた、
温度を下げることによりゲル化する。Ｊｅｏｎｇ　ｅｔ　ａｌ．，ＵＳ２００２／０１７
３５８６は温度感受性ゲル化特性を示す分岐したポリマーを開示する。
【００１８】
　逆温度応答性ゲル化特性を有するトリブロック共重合体が存在するが、本発明のジブロ
ック共重合体は、先に開発されたゲルに比較して、制御された様式における蛋白質および
ペプチドのいっそう好ましい放出速度論を有する。本発明において利用されるジブロック
共重合体の１つの大きな利点は、それらが低分子量であるために、小さい親水性または高
分子注射薬物送達システムの設計にいっそう高い適応性を与えることである。したがって
、薬物製剤におけるブロック共重合体濃度を容易に高めて、組み込んだ薬物の持続的放出
のための密なネットワークを形成することができる。
【発明の開示】
【００１９】
　発明の概要
　本発明は逆温度応答性ゲル化特性を有する、生分解性ジブロック共重合体を提供する。
ジブロック共重合体は、以前に公知のヒドロゲルより、蛋白質およびペプチドの送達のた
めの、いっそう好ましい放出特性を有する。種々の物理的相互作用に基づいた物理的ゲル
は、主にポリマー対水の比が低く、密でないネットワークを生じるという理由から、用途
は親水性高分子の送達のためだけに限定されると一般に考えられてきた。以前に公知のヒ
ドロゲルに比較して、本発明のジブロック共重合体は、トリブロック共重合体より低い分
子量を有する。したがって、蛋白質またはペプチド送達システムとしての適用のために、
ブロック共重合体濃度を容易に高め、制御されたネットワークを都合よく形成することが
できる。本発明のジブロック共重合体はまた、逆温度応答性ゲル化特性を有する。以前の
刊行物も、ジブロック共重合体の温度応答性ゲル化を証明している。しかし、以前の仕事
は疎水性ブロック含量が低い（６１％未満）ジブロック共重合体の水性溶液が温度を低下
させる（冷却する）ことによりゲル化されることを示した。この現象は、科学的に“上限
臨界溶液温度”（ＵＣＳＴ）として説明されている。しかし、本発明の新規なジブロック
共重合体は温度の上昇に基づいた逆温度応答性ゲル化特性を有する。この現象は、科学的
に“下限臨界溶解温度”（ＬＣＳＴ）として説明されている。後者の現象は注射用薬物送
達システムの形成においていっそう好ましい。
【００２０】
　したがって、本発明の一態様は、低分子量ジブロック共重合体薬物送達システムを提供
し、それらは生分解性であり、逆温度応答性ゲル化特性、すなわち、低温で液状の溶液と
して存在し、生理的に適切な温度で可逆的にゲルを形成し、そして優れた薬物放出特性を
提供する。
【００２１】
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　本発明はまた、親水性および疎水性薬物、ペプチドおよび蛋白質薬物、ホルモン、遺伝
子／核酸、オリゴヌクレオチドおよび抗癌剤の非経口投与のための薬物送達システムを提
供する。
【００２２】
　本発明はまた、体内でゲルデポーが形成される、生分解性ポリマーマトリックスにおけ
る薬物の非経口投与のための方法を提供し、薬物はそのようなデポーから制御された速度
で放出される。
【００２３】
　本発明の一態様は、４５０～１５０００の平均分子量を有する生分解性ＡＢ型ジブロッ
ク共重合体に関し、そのようなジブロック共重合体は、重量で６１～８５％の生分解性ポ
リエステル、生分解性ポリエステルアミド、生分解性ポリエーテルエステル、生分解性ポ
リウレタン、生分解性ポリエステルウレタン、生分解性ポリカーボネートおよびポリエス
テルカーボネートからなる群から選択されるメンバーである疎水性Ａポリマーブロックと
、重量で１５～３９％のポリエチレングリコール（ＰＥＧ）からなる親水性Ｂポリマーブ
ロックからなる。
【００２４】
　好ましくは、生分解性ポリエステルは、Ｄ，Ｌ－ラクチド、Ｄ－ラクチド、Ｌ－ラクチ
ド、Ｄ，Ｌ－乳酸、Ｄ－乳酸、Ｌ－乳酸、グリコリド、グリコール酸、ｐ－ジオキサノン
、ε－カプロラクトン、ε－ヒドロキシヘキソン酸、γ－ブチロラクトン、γ－ヒドロキ
シ酪酸、δ－バレロラクトン、δ－ヒドロキシ吉草酸、ヒドロオキシ酪酸、リンゴ酸、ト
リメチレンカーボネート、およびその共重合体からなる群から選択されるモノマーから合
成される。より好ましくは、生分解性ポリエステルはＤ，Ｌ－ラクチド、Ｄ－ラクチド、
Ｌ－ラクチド、Ｄ，Ｌ－乳酸、Ｄ－乳酸、Ｌ－乳酸、グリコリド、グリコール酸、ε－カ
プロラクトン、ε－ヒドロキシヘキソン酸およびその共重合体からなる群から選択される
モノマーから合成される。
【００２５】
　最も好ましくは、生分解性ポリエステルは、Ｄ，Ｌ－ラクチド、Ｄ－ラクチド、Ｌ－ラ
クチド、Ｄ，Ｌ－乳酸、Ｄ－乳酸、Ｌ－乳酸、グリコリド、グリコール酸、およびその共
重合体からなる群から選択されるモノマーから合成される。
【００２６】
　ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）はまた、時にはポリ（エチレンオキシド）（ＰＥＯ
）またはポリ（オキシエチレン）として呼ばれ、その用語は本発明の目的のために交互に
使用することができる。好ましくは、本発明の親水性ブロックは、５０～５０００ダルト
ン、より好ましくは３５０～２０００ダルトン、そして最も好ましくは５００～８００ダ
ルトンの平均分子量を有する。好ましくは本発明の疎水性ブロックは５００～５０００ダ
ルトン、より好ましくは１０００～４０００ダルトンの数平均分子量を有する。
【００２７】
　本発明の上記およびその他の特徴および利点は添付の図面と一緒に提示される以下の詳
細な説明を考慮することから明らかになるであろう。
　発明の詳細な説明
　ここで、図面において説明された代表的な態様を参照することになり、それらを説明す
るために、本明細書では特有な用語が使用される。それにもかかわらず、それによって本
発明の範囲を限定することを意図しないことは理解されるであろう。当業者および、本開
示を所有する者は、本明細書で説明された発明の特徴の変更およびそれ以上の修正、なら
びに本明細書で説明された発明の原則の付加的な適用に気付くことになるであろうが、そ
れらは本発明の範囲内にあると見なされるべきである。
【００２８】
　本明細書で使用されるように、以下の用語は割り当てられた意味を有する：
　“非経口的”は、筋肉内、腹腔内（ｉｎｔｒａｐｅｒｉｔｏｎｅａｌ）、腹腔内（ｉｎ
ｔｒａ－ａｂｄｏｍｉｎａｌ）、皮下、および実行可能であれば、静脈内および動脈内を



(8) JP 5043661 B2 2012.10.10

10

20

30

40

50

意味することになる。
【００２９】
　“ゲル化温度”は、生分解性ブロック共重合体が逆温度応答性ゲル化される温度、すな
わち、ブロック共重合体がそれ以下で水に溶解し、ブロック共重合体がそれ以上で相転移
して粘性を増すか、または半固体ゲルを形成する温度を意味する。
【００３０】
　“ゲル化温度”および“逆温度応答性ゲル化温度”などは、ゲル化温度に関連して交互
に使用されることになる。
　“ポリマー溶液”、“水性溶液”などは、そのような溶液に含有される生分解性ブロッ
ク共重合体に関連して使用される場合、機能的濃度でその中に溶解したそのようなブロッ
ク共重合体を有し、そしてブロック共重合体のゲル化温度以下の温度で維持される、水を
基礎にした溶液を意味することになる。
【００３１】
　“逆温度応答性ゲル化”は、溶液の温度が共重合体のゲル化温度以上に上昇するに従っ
て、ブロック共重合体の溶液が自発的に粘度を増し、多くの場合半固体ゲルに転換する現
象である。本発明の目的では、“ゲル”という用語は半固体ゲル状態およびゲル化温度以
上で存在する高粘度状態の両方を包含する。ゲル化温度以下に冷却された場合、ゲルは自
発的に性質を変えて、低粘度溶液を再形成する。溶液とゲル間のこの循環は、ゾル／ゲル
転移がポリマーシステムの化学的組成のどのような変化も伴わないため、限りなく繰り返
されてよい。ゲルを生み出すすべての相互作用は本来物理的であり、共有結合の形成また
は切断を伴わない。
【００３２】
　“薬物送達液体”または“逆温度応答性ゲル化特性を有する薬物送達液体”は、温血動
物への投与に適した薬物（薬物自体は溶解していても、コロイド状であってもよい）を含
有するポリマー溶液を意味し、そのような溶液は、温度がブロック共重合体のゲル化温度
、またはそれ以上に上昇した場合、ゲル化薬物デポーを形成する。
【００３３】
　“デポー”は、温血動物への投与後に、ゲル化温度、またはそれ以上に上昇している温
度でゲルを形成している、薬物送達液体を意味する。
　“ゲル”は、“ポリマー溶液”または“薬物送達液体”の温度が、ブロック共重合体の
ゲル化温度またはそれ以上に上昇する場合に自発的に生じる半固体相を意味する。
【００３４】
　“水性ポリマー組成物”は、薬物送達液体、または薬物および生分解性ブロック共重合
体を均一にその中に含有した水相からなるゲルのいずれかを意味する。ゲル化温度以下の
温度では、共重合体は水相に可溶性であってよく、そして組成物は溶液であろう。ゲル化
温度またはそれ以上の温度では、共重合体は固体化して、水相を持つゲルを形成すること
になり、組成物はゲルか、または半固体であろう。
【００３５】
　“生分解性”は、ブロック共重合体が体内で化学的に変化するか、または分解して非毒
性成分を形成できることを意味する。分解速度は薬物放出速度と同じであっても異なって
もよい。
【００３６】
　“薬物”は生物活性を有し、治療目的に適合した、またはそのような目的に使用される
任意の有機もしくは無機化合物または物質を意味する。広範な薬物の定義に基づいて、蛋
白質、ホルモン、抗癌剤、オリゴヌクレオチド、ＤＮＡ、ＲＮＡおよび遺伝子治療薬が包
含される。
【００３７】
　“ペプチド”、“ポリペプチド”、“オリゴペプチド”および“蛋白質”は、ペプチド
または蛋白質薬について言及する場合、交互に使用されることになり、特記しない限り、
いずれか具体的な分子量、ペプチド配列もしくは長、生物活性の分野または治療的用途に
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【００３８】
　“ポリ（ラクチド－コ－グリコリド）”または“ＰＬＧＡ”は、乳酸およびグリコール
酸の縮合ポリマー化に由来するか、またはラクチドまたはグリコリドのようなα－ヒドロ
キシ酸前駆体の開環ポリマー化による共重合体を意味することになる。“ラクチド”、“
ラクテート”、“グリコリド”および“グリコレート”は交互に使用される。
【００３９】
　“ポリ（グリコリド）”または“ＰＬＧ”はグリコール酸の縮合に由来するか、または
グリコリドの開環ポリマー化による共重合体を意味することになる。
　“生分解性ポリエステル”は任意の生分解性ポリエステルを表し、それらは好ましくは
Ｄ，Ｌ－ラクチド、Ｄ－ラクチド、Ｌ－ラクチド、Ｄ，Ｌ－乳酸、Ｄ－乳酸、Ｌ－乳酸、
グリコリド、グリコール酸、ｐ－ジオキサノン、トリメチレンカーボネート、ε－カプロ
ラクトン、ε－ヒドロキシヘキソン酸、γ－ブチロラクトン、γ－ヒドロキシ酪酸、δ－
バレロラクトン、δ－ヒドロキシ吉草酸、ヒドロオキシ酪酸、リンゴ酸、およびその共重
合体からなる群から選択されるモノマーから合成される。
【００４０】
　したがって、本発明は、Ａブロックが疎水性、生分解性ポリエステルを含有し、そして
Ｂブロックが５０００ダルトン未満の分子量を有するポリエチレングリコール（ＰＥＧ）
である、ＡＢ型ジブロック共重合体の発見に基づき、そのような共重合体は重量で６１～
８５％の疎水性含量および４５０～１５０００ダルトンの範囲の全体のブロック共重合体
分子量を有し、そしてそれらは低温で水溶性を示し、哺乳動物の生理的体温で逆温度応答
性ゲル化される。そのような高い疎水性含量がありながら、そのようなジブロック共重合
体が水溶性であることは予想外である。一般に、重量で５０％を越える疎水性含量を有す
る任意のポリマーは実質的に水に不溶であり、溶けるとすれば、ある程度の量の有機共溶
媒が添加された場合に、識別可能な程度にだけ水性システムに可溶になると教えられてい
る。
【００４１】
　本発明に開示されたような有用性があるジブロック共重合体は、表１に概説されたよう
な基準を満たす、すなわち表示された範囲内で、所望する逆温度応答性ゲル化挙動を実証
するジブロック共重合体を生じるような組成物の構成を有する。分子量パラメータを開示
するために、すべての報告された分子量値はＮＭＲまたはＧＰＣ（ゲル浸透クロマトグラ
フィー）分析技術による測定に基づく。報告された数平均分子量および平均分子量はそれ
ぞれＧＰＣおよびＮＭＲによって測定された（ＧＰＣがジブロック共重合体の分子量測定
に使用される場合、ＭＷはやや高くなる可能性がある）。報告されたラクチド／グリコリ
ド比はＮＭＲデータから計算された。ＧＰＣ分析は、ＲＩ検出と溶離液としてのクロロホ
ルムを使用して、ＰＥＧによってキャリブレーションしたＳｔｙｒａｇｅｌ　ＨＲ－３カ
ラム上、またはＲＩ検出と溶離液としてテトラヒドロフランを使用して、ＰＥＧによって
キャリブレーションした、Ｐｈｅｎｏｇｅｌ混合ベッドとＰｈｅｎｏｇｅｌ５００Åカラ
ムの組み合わせ上で行った。ＮＭＲスペクトルは、ＣＤＣｌ３中で、Ｂｒｕｋｅｒ２００
ＭＨｚ計器によって測定した。
【００４２】
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【表１－１】

【００４３】
　生分解性、疎水性Ａポリマーブロックは、Ｄ，Ｌ－ラクチド、Ｄ－ラクチド、Ｌ－ラク
チド、Ｄ，Ｌ－乳酸、Ｄ－乳酸、Ｌ－乳酸、グリコリド、グリコール酸、ｐ－ジオキサノ
ン、トリメチレンカーボネート、ε－カプロラクトン、ε－ヒドロキシヘキソン酸、γ－
ブチロラクトン、γ－ヒドロキシ酪酸、δ－バレロラクトン、δ－ヒドロキシ吉草酸、ヒ
ドロオキシ酪酸、リンゴ酸、およびその共重合体からなる群から選択されるモノマーから
合成されるポリエステルを含有する。本発明で使用することができる別の型の生分解性ポ
リマーには、ポリエステルアミド、ポリアミド、ポリエーテルエステル、ポリ酸無水物、
ポリウレタン、ポリエステルウレタン、ポリカーボネート、およびポリエステルカーボネ
ートが挙げられる。表１に記載されたＡおよびＢポリマーブロックの全分子量および重量
パーセントの値から計算した場合、ポリマーＡブロックの平均分子量は１０，０００ダル
トン未満である。同じような計算により、親水性Ｂブロック部分は、好ましくは５０００
未満の平均分子量を有するポリエチレングリコール（ＰＥＧ）である。
【００４４】
　本発明の生分解性ジブロック共重合体は、開環ポリマー化、または縮合ポリマー化によ
って合成してもよい。たとえば、Ｂ（ＰＥＧ）ブロックはエステルまたはウレタン結合な
どによってＡブロック（ポリエステル）に結合してもよい。縮合ポリマー化および開環ポ
リマー化法は、イソシアネートのようなカップリング剤の存在における、単官能性親水性
Ｂブロックと二官能性疎水性Ａブロックのいずれかの末端とのカップリングの方法として
使用されてもよい。さらに、カルボニルジイミダゾール、無水コハク酸、無水マレイン酸
、無水グルタル酸、Ｎ－ヒドロキシスクシンイミドおよびｐ－ニトロフェニルクロロホル
メートなどのような活性化剤による官能基の活性化後にカップリング反応が起こってもよ
い。
【００４５】
　親水性Ｂブロックは、適切な分子量のＰＥＧから形成される。ＰＥＧは、特有の生体適
合性、非毒性、親水性、可溶化特性、および患者の体内からのすみやかなクリアランスの
ために、親水性、水溶性ブロックとして選択された。
【００４６】
　疎水性Ａブロックは、それらの生分解性、生体適合性、および可溶化特性のために利用
される。これらの疎水性、生分解性ポリエステルＡブロックのｉｎ　ｖｉｔｒｏおよびｉ
ｎ　ｖｉｖｏでの分解はよく理解されていて、分解産物は、患者の体内で容易に代謝され
る、および／または除去される、天然に存在する化合物である。
【００４７】
　驚くべきことに、疎水性ポリエステルＡブロックの全重量パーセンテージは、親水性Ｐ
ＥＧ　Ｂブロックのそれに比較して高く、すなわち重量で約６１～８５％の間、そして最
も好ましくは重量で約６５～７８％の間であるが、依然として得られたジブロック共重合
体は所望する水溶性および逆温度応答性ゲル化特性を保持している。そのような疎水性成
分の割合が高いブロック共重合体が通常の室温以下、たとえば冷蔵庫内の温度（５ＥＣ）
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で水溶性であるという発見は予想外である。この好ましい可溶性の特徴は、全体のジブロ
ック共重合体の分子量を約１５０～１５０００に低く維持することによって可能になって
いると考えられている。したがって、親水性Ｂブロックまたは複数のブロックが共重合体
の重量で約１５～３９％を構成し、そして疎水性Ａブロックまたは複数のブロックが共重
合体の重量で約６１～８５％を構成する、温度応答性が可逆的なゲル化特性を有する、水
溶性生分解性ブロック共重合体が作製される。好ましい態様では、Ａブロック（ポリエス
テル）は共重合体の重量で約６５～７８％を含有し、ＰＥＧ　Ｂブロックは共重合体の重
量で約２２～３５％を含有してよい。さらに、好ましい全ジブロック共重合体の全体の平
均分子量は、約８５０～７０００であろう。全ジブロック共重合体の最も好ましい全体の
平均分子量は約１０００～５０００であろう。
【００４８】
　ゲル化温度以下の温度でジブロック共重合体が可溶性である濃度は、機能的濃度として
考慮することができる。一般に、３％～約６０％に至るまでのジブロック共重合体の濃度
が使用可能であり、依然として機能的である。しかし、約５～５０％の範囲の濃度が好ま
しく、重量で約２５～４５％の範囲の濃度が最も好ましい。共重合体により実行可能なゲ
ル相転移を行うためには、たとえば重量で２０％のようなある程度の最小濃度が必要であ
る。低い機能的濃度範囲では、相転移により弱いゲルが形成される可能性がある。高濃度
では、強いゲルネットワークが形成される。
【００４９】
　生分解性ブロック共重合体およびペプチド／蛋白質薬物の混合物、および／または別の
型の薬物が、ゲル化温度以下でジブロック共重合体の水性溶液として作製され、薬物が部
分的に、または完全に溶解していてよい薬物送達液体を形成してもよい。薬物が部分的に
溶解している場合、または薬物が本質的に不溶である場合、薬物は懸濁液または乳濁液の
ようなコロイド状態で存在する。この薬物送達液体は、その後、たとえば患者への眼内、
経膣、経尿道、直腸内、経鼻、経口、口腔内、肺内、または耳内投与によって、非経口的
に、局所的に、経皮的に、経粘膜的に、腔に吸入、または挿入され、その結果、体温がゲ
ル化温度以上であるために、それは逆温度応答性ゲル化される。
【００５０】
　このシステムは、材料の生体適合性およびゲルの柔軟性のために、周辺組織に最小の毒
性および最小の機械的刺激状態を引き起こすことになり、そして特定の時間間隔内で、完
全に乳酸、グリコール酸、およびその他の対応するモノマーに生分解されることになる。
薬物放出、ゲル強度、ゲル化温度、および分解速度は、適切な設計および種々の共重合体
ブロックの作製により、すなわち、ＡブロックとＢブロックの重量パーセント、ラクテー
トとグリコレートのモル割合、およびＡＢジブロック共重合体の分子量および多分散性の
調節により、制御することができる。薬物放出はまた、薬物送達液体におけるポリマー濃
度の調節によって制御することができる。
【００５１】
　溶解した薬物、または懸濁液または乳濁液としての薬物のいずれかを含有するジブロッ
ク共重合体溶液からなる剤形が身体に投与される。この製剤はその後、ブロック共重合体
の逆温度応答性ゲル化特性のために、自発的にゲル化し、製剤の温度が体温まで上昇する
につれて薬物デポーを形成する。製剤にどのくらい薬物を負荷できるかに関する唯一の制
限は、機能性の１種であり、すなわち受容できない程度に共重合体の温度応答性ゲル化特
性が有害な影響を受けるまで、または受容できないほど製剤の投与を困難にするような程
度に製剤の特性が有害な影響を受けるまで、薬物負荷を増加させることができる。一般に
、多くの例では、薬物は製剤の重量で約０．０１～２０％を構成し、約０．０１～１０％
の範囲が最も一般的であると予想されている。これらの薬物負荷の範囲は本発明を限定す
るものではない。機能性が維持される場合、これらの範囲を超えた薬物負荷は本発明の範
囲内に包含される。
【００５２】
　本発明の主題の組成物にとっての明確な利点は、ジブロック共重合体が多くの薬物の溶
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解度を増す能力にある。疎水性Ａブロック（複数のブロック）と親水性Ｂブロック（複数
のブロック）の組み合わせがジブロック共重合体を事実上、両親媒性にする。驚くべきこ
とは、全部でないとしても、大部分の薬物の可溶化の程度である。なぜなら、ジブロック
共重合体の主要成分は疎水性Ａブロック含量であるからである。しかし、すでに検討した
ように、疎水性ポリマーブロック（複数のブロック）が主要成分であっても、ブロック共
重合体は水溶性であり、ブロック共重合体の水性相と組み合わさると薬物溶解度の付加的
な増加があることが見出されている。
【００５３】
　本発明の組成物の別の利点は、ブロック共重合体が多くの薬物の化学的安定性を増す能
力にある。薬物が本発明のジブロック共重合体存在下にある場合、薬物の化学的不安定性
を誘導する、種々の薬物の分解機序が阻止されることが見出されている。たとえば、有機
共溶媒中のパクリタキセルとシクロスポリンＡのある種の水性溶液に比べて、これらの薬
物は、本発明の水性ポリマー組成物中で実質的に安定化される。パクリタキセルとシクロ
スポリンＡに関するこの安定化作用は、多くの別の薬物でも得ることができる効果をよく
説明する。
【００５４】
　ある種の状況では、薬物を負荷したポリマーは溶液としてではなく、ゲル状態で投与し
てもよい。ゲル化は、投与前に薬物を負荷したポリマー溶液の温度をポリマーのゲル化温
度以上に高めた結果であってもよく、あるいは投与温度で飽和濃度以上に溶液中のポリマ
ーの濃度を上げることによって引き起こされてもよく、あるいはポリマー溶液に、溶液を
ゲル化する添加物を添加することによって引き起こされてもよい。いずれの事象において
も、そのようにして形成されたゲルは、眼内、経膣、経尿道、直腸内、経鼻、経口、肺内
、または耳内投与のように、非経口的に、局所的に、経皮的に、経粘膜的に、腔に吸入、
または挿入されてよい。
【００５５】
　本発明は、核酸、ホルモン、抗癌剤を含むすべての型の生物活性物質および薬物に適用
可能であり、ポリペプチドおよび蛋白質を送達するための非常に効果的な方法を提供する
。多くの不安定なペプチドおよび蛋白質薬物は本発明のブロック共重合体に製剤し易く、
本明細書に記載の逆温度応答性ゲル化過程の恩恵を被ることができる。以下のものに特に
限定しないが、薬剤的に有用なポリペプチドおよび蛋白質の例は、以下のものからなる群
から選択することができる：エリスロポイエチン、オキシトシン、バソプレッシン、副腎
皮質刺激ホルモン、上皮成長因子、血小板由来成長因子（ＰＤＧＦ）、プロラクチン、ル
リベリン、黄体形成ホルモン放出ホルモン（ＬＨＲＨ）、ＬＨＲＨアゴニスト、ＬＨＲＨ
アンタゴニスト、成長ホルモン（ヒト、ブタ、ウシなど）、成長ホルモン放出因子、イン
スリン、ソマトスタチン、グルカゴン、インターロイキン－２（ＩＬ－２）、インターフ
ェロン－α、βまたはγ、ガストリン、テトラガストリン、ペンタガストリン、ウロガス
トリン、セクレチン、カルシトニン、エンケファリン、エンドルフィン、アンギオテンシ
ン、チロトロピン放出ホルモン（ＴＲＨ）、腫瘍壊死因子（ＴＮＦ）、神経成長因子（Ｎ
ＧＦ）、顆粒球コロニー刺激因子（Ｇ－ＣＳＦ）、顆粒球マクロファージコロニー刺激因
子（ＧＭ－ＣＳＦ）、マクロファージコロニー刺激因子（Ｍ－ＣＳＦ）、へパリナーゼ、
骨形成蛋白質（ＢＭＰ）、ｈＡＮＰ、グルカゴン様ペプチド（ＧＬＰ－１）、インターロ
イキン－１１（ＩＬ－１１）、レニン、ブラジキニン、バシトラシン、ポリミキシン、コ
リスチン、チロシジン、グラミシジン、シクロスポリンならびにその合成類似体、改変体
および薬理学的に活性なフラグメント、酵素、サイトカイン、抗体およびワクチン。
【００５６】
　使用することができるポリペプチドおよび蛋白質薬物に対する唯一の制限は、機能性の
１種である。ある例では、ポリペプチドおよび蛋白質の機能性または物理的安定性も、ポ
リペプチドまたは蛋白質薬物の水性溶液または懸濁液への種々の添加剤の添加によって増
加させることができる。ポリオール（糖を含む）、アミノ酸、界面活性剤、ポリマー、別
の蛋白質およびある種の塩のような添加剤を使用することができる。これらの添加剤はブ
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ることになる。
【００５７】
　蛋白質工学における進歩は、ペプチドまたは蛋白質の生来の安定性を増す可能性を提供
することができる。そのようにして得られた、工学的に操作された、または改変された蛋
白質は、規制という意味においては新規な実体として見なすことができるが、このことは
本発明の使用にとってのそれらの適合性を変化させない。改変の典型的な例の１種は、ペ
ギル化であり、そこではポリペプチド薬物の安定性は、ポリエチレングリコールのような
水溶性ポリマーとポリペプチドを共有結合させることにより、著しく改善することができ
る。別の例としては、末端および／または内部の付加、欠失または置換による、１以上の
アミノ酸残基の同一性または位置に関してのアミノ酸配列の改変が挙げられる。安定性の
いずれかの改変は、治療的に有効なポリペプチドまたは蛋白質が、患者への薬物送達液体
の単回投与後に長期間にわたり持続的に放出されることを可能にする。
【００５８】
　ペプチドまたは蛋白質を基礎にした薬物に加え、すべての治療的および医学的に有用な
カテゴリーに由来する別の薬物を利用してもよい。これらの薬物はＭｅｒｃｋ　Ｉｎｄｅ
ｘ、Ｐｈｙｓｉｃｉａｎｓ　Ｄｅｓｋ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ、およびＴｈｅ　Ｐｈａｒｍ
ａｃｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｂａｓｉｓ　ｏｆ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓのような公知の参
考文献に記載されている。具体的な物質の簡単な記載は説明の目的のためだけに提供され
、限定するものと見なすべきではない：マイトマイシン、ブレオマイシン、ＢＣＮＵ、カ
ルボプラチン、ドキソルビシン、ダウノルビシン、メトトレキセート、パクリタキセル、
タキソテール、アクチノマイシンＤおよびカンプトテシンのような抗癌剤；オランザピン
およびジプラシドンのような抗精神病薬；セフォキシチンのような抗細菌薬；イベルメク
チンのような駆虫薬；アシクロビルのような抗ウイルス薬；シクロスポリンＡ（環状ポリ
ペプチド型薬）、ステロイド、およびプロスタグランジンのような免疫抑制薬。
【実施例】
【００５９】
　以下は、本発明の好ましい態様を説明する実施例であるが、それらが代表的であること
を意図しない。
　実施例１
　開環共重合体化によるＭｅＯ－ＰＥＧ－ＰＬＧＡジブロック共重合体の合成
　図１に示す反応スキームに従って、５０ｇのＭｅＯ－ＰＥＧ（Ｍｗ＝５５０）を真空下
（５ｍｍHg）、１００ＥＣで２時間乾燥した。８９．５８ｇのＤ，Ｌ－ラクチドおよび２
８．１５ｇのグリコリドをフラスコに添加し、温度が１５５ＥＣに到達するまで反応混合
物を加熱した。反応混合物の温度が１３０℃の場合、１ｍＬシリンジを使用して、０．０
４ｇ（７００ｐｐｍ）のスタナスオクトエート（ｓｔａｎｎｏｕｓ　ｏｃｔｏａｔｅ）を
反応フラスコに添加した。反応の進行はＧＰＣ（ゲル浸透クロマトグラフィー）により追
跡した。共重合体の分子量がそれ以上の増加を示さなくなったとき、反応を停止し、フラ
スコを冷やし、未反応のモノマーは２時間減圧蒸留することによりすべて除去した。
【００６０】
　実施例２
　実施例１で概説した一般手順に続いて、ラクチドおよび／またはグリコリド含量を変化
させる以外は同じＰＥＧを使用して、別のジブロック共重合体を合成した。これらのジブ
ロック共重合体の特性を以下の表に記載する：
【００６１】
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【表１－２】

【００６２】
　上の表に記載されたすべてのポリマーは逆温度応答性ゲル化特性を有し、ゲル化特性の
ためのジブロック共重合体濃度は水中で２３ｗｔ％または２５ｗｔ％であったことに注意
するべきである。ジブロック共重合体溶液の分子量およびゲル化特性は、ゲル浸透クロマ
トグラフィー（ＧＰＣ）および管反転法（ｔｕｂｅ　ｉｎｖｅｒｓｉｏｎ　ｍｅｔｈｏｄ
）の両方により性状解析されている。
【００６３】
　実施例３
　縮合共重合体化によるＰＬＧＡ－ＰＥＧジブロック共重合体の合成
　縮合共重合体化によるジブロック共重合体合成の反応スキームを図２に示す。窒素注入
口、温度計、および水除去のための蒸留ヘッドの付いた三口フラスコに、ＤＬ－乳酸およ
びグリコール酸（モル比でそれぞれ３：１）を入れた。反応混合物は、１５５ＥＣ、窒素
下で、撹拌しながら、大気圧で３時間、その後減圧下（５ｍｍHg）で６時間加熱した。反
応の進行はＧＰＣで追跡した。反応は適当な時期に停止し、形成されたポリマーは、大過
剰のメタノール中におけるジクロロメタン溶液からの沈殿により精製した。残渣はメタノ
ールで粉砕し、真空下（０．０５ｍｍHg）、２３ＥＣで乾燥した。ＰＬＧＡオリゴマーは
ＧＰＣ、ＩＲおよびＮＭＲにより性状解析した。得られたＰＬＧＡオリゴマーは１９１０
の数平均分子量数（Ｍｎ）を有し、Ｍｗ／Ｍｎ比は１．８であった。
【００６４】
　ＰＬＧＡはＭｅＯ－ＰＥＧ（Ｍｗ＝５５０）と混合し、窒素雰囲気下、１６０ＥＣにお
いて、フラスコ中で加熱した。触媒として、０．１ｗｔ％のスタナスオクトエートを使用
した。反応の進行はＧＰＣで追跡した。適当な時期に反応を停止し、フラスコは室温に戻
した。得られたＰＬＧＡ－ＰＥＧジブロック共重合体は２２６０の数平均分子量（Ｍｎ）
を有し、Ｍｗ／Ｍｎ比は１．６であった。重量平均分子量と数平均分子量はそれぞれＧＰ
ＣとＮＭＲで測定した。ラクチド／グリコリド比はＮＭＲデータから計算した。ＧＰＣ分
析は、ＲＩ検出と溶離液としてのクロロホルムを使用して、ＰＥＧでキャリブレーション
したＳｔｙｒａｇｅｌ　ＨＲ－３カラム上で行った。ＮＭＲスペクトルはＢｒｕｋｅｒ２
００ＭＨＺ計器により、ＣＤＣＬ３中で測定した。ＮＭＲピークの帰属によりジブロック
ＡＢ構造を確かめた。
【００６５】
　実施例４
　本発明の種々のＡＢジブロック共重合体水性溶液のゲル化挙動は異なる濃度で研究した
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。重量で１０～４０％のポリマー溶液は水中で作製し、粘度の変化は１０Ｅ～６０ＥＣの
範囲の温度で認められた。ゲル化は、ポリマー溶液のバイアルを逆さにしたときに容易に
流れない物理的状態として定義した。ゲル化研究から、温度とジブロック共重合体濃度の
関数として実施例２のポリマーの状態図（図３）を得た。新規な、逆温度応答性ゲル化挙
動は明白に認められ、ジブロック共重合体溶液が加熱された時に見出された。生理的に適
切な温度（たとえば３７ＥＣ）におけるゲル化がとりわけ一般的であり、医学的および薬
物送達目的のための実質的なシステムの有用性のための基礎を形成した。
【００６６】
　実施例５
　実施例１のＰＬＧ－ＰＥＧジブロック共重合体のｉｎ　ｖｉｔｒｏでの分解は、異なる
温度（－１０ＥＣ、５ＥＣ、２３ＥＣおよび３７ＥＣ）、および異なる初期ｐＨ（３．０
、５．０および７．４）で、１２週間にわたりインキュベーションした、重量で２５％の
共重合体の溶液またはゲル（１ｍｌ）に対して測定する。このジブロック共重合体の分解
および生物分解は加水分解によって引き起こされ、最終分解産物として乳酸、グリコール
酸およびＰＥＧを生じる。
【００６７】
　試料（５０μｌ）は毎週採取する。試料は凍結乾燥し、クロロホルムに溶かし、ポリマ
ー残渣の分子量は先に記載のようにＧＰＣによって測定する。ポリマーの分解は、３．０
～７．４のｐＨの範囲にわたり、実質的に初期のｐＨに依存せず、ポリマーが加水分解さ
れて乳酸およびグリコール酸を形成することによる、媒質の酸性化に起因すると考えるこ
とができる。温度応答性ゲル化挙動は、同じｐＨ範囲にわたりｐＨに依存しない。分解は
高温ではさらに速い。
【００６８】
　実施例６
　実施例１のジブロック共重合体のｉｎ　ｖｉｖｏでの生物分解は８週間にわたり測定す
る。重量で２３％のジブロック共重合体を含有する、０．４０～０．４５ｍｌの低温の水
性溶液の試料をラットに皮下注射する。ポリマーのゲル化温度以上である体温に到達後、
肉眼的に明白なゲル塊が速やかに形成される。試料は外科手術により回収し、４週間にわ
たる時間の関数として、ゲルは次第に小さくなることを示した。４週間～８週間の間に、
注射したジブロック共重合体の物理的状態はゲルから粘性液体中のゲルの混合物に、そし
て最終的にゲルを含有しない粘性液体に変化する。この液体は次第に完全に再吸収される
。８週間の最後には、注射部位において製剤は肉眼的に全く見られない。顕微鏡的には、
粘性液体の小さな袋が認められ、そしてそれらもその後の２週間で完全に再吸収される。
【００６９】
　実施例７
　パクリタキセルおよびシクロスポリンＡは、非常に水に溶けにくい（溶解度は約４μｇ
／ｍｌであった）疎水性薬物である。しかし、これらの薬物はＰＬＧ－ＰＥＧジブロック
共重合体の水性溶液に溶かした場合、著しく高い溶解度を示す。たとえば、重量で３０％
の水性共重合体溶液（実施例１のポリマー）中、パクリタキセルは６ｍｇ／ｍｌまで可溶
であり、そしてシクロスポリンＡは２ｍｇ／ｍｌまで可溶である。
【００７０】
　パクリタキセルおよびシクロスポリンＡは、水性共溶媒溶液（たとえば、水／アセトニ
トリル溶液中）で非常に不安定である。重量で３０％の水性ＰＬＧ－ＰＥＧジブロック共
重合体溶液（すなわち、共重合体のゲル化温度以下）か、またはゲル（すなわち、共重合
体のゲル化温度以上）のいずれかに含有されたパクリタキセルは、１２０日間の貯蔵（５
ＥＣおよび３７ＥＣ）後に８５％以上無変化であり、一方シクロスポリンＡは１００日間
（５ＥＣ）にわたり安定である。
【００７１】
　実施例８
　種々の重量濃度の、表１の数平均分子量２３９０を持つＰＬＧ－ＰＥＧジブロック共重
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合体の水性溶液を作製した。分子量４０，０００および４０００のＦＩＴＣデキストラン
をこのジブロック共重合体水性溶液に溶かし、最終濃度５ｍｇ／ｍｌを得た。ポリマー試
料１グラムをガラスシンチレーションバイアルに入れた。３７℃で１５分間インキュベー
ションしてゲルを形成後、１０ｍＭのＰＢＳ１０ｍＬをバイアルに添加した。しばらくし
て、媒質を新鮮な媒質に置き換えた。媒質に放出されたＦＩＴＣデキストランはＵＶ／Ｖ
ＩＳスペクトロメーターにより、４９３ｎｍで分析した。研究を通して、ポリマー溶液は
、温度が３７℃にセットされたインキュベーター中に維持した。試料は振とう機により７
５ｒｐｍで撹拌した。データは図４でグラフにまとめた。ＦＩＴＣデキストラン４０００
０は持続的にジブロック共重合体から放出された。ジブロック共重合体２３ｗｔ％の濃度
において、組み込まれたＦＩＴＣデキストランの約６０％は４２日間で放出された。しか
し、陽性対照として使用されているトリブロック共重合体（ＡＢＡ構造）は、ジブロック
共重合体より速いＦＩＴＣデキストランの放出（１０日間で７０％）を示した。
【００７２】
　図５に示すように、ジブロック共重合体サーマルゲルからのＦＩＴＣデキストランの持
続的放出は、ジブロック共重合体濃度の増加により、さらに認められた。濃度が３０から
４０ｗｔ％に増加する場合、ＦＩＴＣデキストラン４０００の放出は維持される（３０ｗ
ｔ％および４０ｗｔ％それぞれに対して１０日間で３０％と２４％）。注目すべきことに
は、初めの１日の放出が著しく急激ではないことである（１０％未満）。ポリマー濃度が
３０から４０％に増加するに従って、４時間以内のＦＩＴＣデキストラン４，０００の初
期の急激な放出は、５．６％から３．０％に著しく減少した（図５－ａ）。トリブロック
共重合体サーマルゲルに比較して、ジブロック共重合体ゲルは初期の急激な放出の顕著な
減少を示した。ポリマー濃度３０％では、トリブロック共重合体（ＢＡＢ構造）ゲル由来
のＦＩＴＣデキストラン４，０００の初期の急激な放出は２４％であるが、ジブロック共
重合体ゲルからの放出は４時間で６％だけであった（図５－ｂ）。
【００７３】
　ＦＩＴＣデキストランの放出特性はまた、２種の異なるジブロック共重合体を混合する
ことによって調節される（図５－ｃ）。ゲル化温度が異なる２種の異なるジブロック共重
合体の混合物は、ＦＩＴＣデキストラン４，０００の異なる放出速度論を示す。ゲル化温
度が高いジブロック共重合体と混合すると、ゲルマトリックスからのＦＩＴＣデキストラ
ンの放出は促進されている。この実証は、異なるゲル特性を有する２種の異なるジブロッ
ク共重合体の混合が放出速度論とゲル化温度の調節に有用である可能性があることを明白
に示唆する。
【００７４】
　したがって、長期間のジブロック共重合体サーマルゲルからの持続的放出は、この実施
例によって明白に確立され、説明された。
　先の説明により、当業者が逆温度応答性ゲル化特性を有する水性溶液を形成するＡＢ型
ジブロック共重合体を作製し、それらを薬物送達の分野で利用することを可能にする。分
子量４０，０００および４０００のＦＩＴＣデキストランの制御された送達は実施例で説
明され、ジブロック共重合体の水性溶液から形成されるヒドロゲルの機能性を示すが、こ
れらの説明は、利用し、生分解性ブロック共重合体に負荷することが可能なすべての薬物
の包括的な説明であることを意図しない。たしかに、種々のクラスの治療薬に由来する非
常にたくさんの別の薬物は、本発明のこの説明において記載されるようにジブロック共重
合体の水性組成物からの送達によく適合する。作製可能で、臨界逆温度応答性ゲル化特性
を実証するすべてのジブロック共重合体が具体的に示されてはいない。しかし、本発明の
範囲から逸脱することなく、種々の改変を行ってもよいことは当業者には直ちに明白であ
り、本発明は以下の特許請求の範囲とそれらの機能的等価物によってだけ、限定されるこ
とになる。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】開環ポリマー化によるジブロック共重合体合成を説明する反応スキームである。
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【図２】縮合ポリマー化によるジブロック共重合体合成を説明する反応スキームである。
【図３】異なる濃度および温度で研究された、ＰＬＧ－ＰＥＧジブロック共重合体の水性
溶液のゲル化挙動を説明する状態図である。
【図４】長期間にわたる、ＰＬＧ－ＰＥＧジブロック共重合体サーマルゲルからのＦＩＴ
Ｃデキストリン４００００の継続的な放出を説明するグラフである。
【図５－ａ】３０％と４０％のポリマー濃度におけるＡＢジブロック共重合体サーマルゲ
ルからのＦＩＴＣデキストラン４，０００のｉｎ　ｖｉｔｒｏでの放出を比較する。
【図５－ｂ】３０％ポリマー濃度におけるＡＢジブロック共重合体およびトリブロック共
重合体サーマルゲルからのＦＩＴＣデキストラン４，０００のｉｎ　ｖｉｔｒｏでの放出
を比較する。
【図５－ｃ】２３％ポリマー濃度におけるＡＢジブロック共重合体と２種のジブロック共
重合体サーマルゲルの混合物からのＦＩＴＣデキストラン４，０００のｉｎ　ｖｉｔｒｏ
での放出を比較する。

【図１】 【図２】
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【図５－ａ】 【図５－ｂ】
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