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(57)【要約】
体（例えば眼）の組織に関連する病気及び症状は、それ
らの組織に治療薬を投与することによって効果的に治療
、予防、抑制、開始を遅延、又は緩解をもたらすことが
できる。そのような組織に治療薬の持続的な送達をもた
らすための固体のドラッグ送達システム及び方法がここ
に記載される。固体のドラッグ送達システムは、例えば
、強膜と結膜との間に、あるいは強膜を介して、患者に
配置することができる。ここに記載される方法は、患者
の血管新生、脈絡膜の新生血管形成、加齢性黄斑変性、
又は湿性の加齢性黄斑変性を治療又は予防するため、ラ
パマイシンの投与に使用される。固体のドラッグ送達シ
ステムはラパマイシン又は他の治療薬を含むことができ
る。増殖阻害剤、例えばラパマイシンを接眼装置の近傍
に投与することによって眼の病気又は症状を治療する方
法がさらに記載される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ラパマイシンを含む固体のドラッグ送達システムであって、該固体のドラッグ送達システ
ムは、ウサギの眼の強膜と結膜の間に配置されるとき、
　（ａ）該固体のドラッグ送達システムの投与後、少なくとも９０日の期間、該ウサギの
眼の硝子体において少なくとも０．０１ｎｇ／ｍｌのラパマイシン平均濃度を達成するの
に十分な量でラパマイシンを送達すること、及び
　（ｂ）該固体のドラッグ送達システムの投与後、少なくとも９０日の期間、該ウサギの
眼の網膜脈絡膜において少なくとも１ｐｇ／ｍｇのラパマイシン平均濃度を達成するのに
十分な量でラパマイシンを送達すること
からなる群より選択される送達プロフィールで、ある量のラパマイシンを送達するもので
ある、固体のドラッグ送達システム。
【請求項２】
前記固体のドラッグ送達システムは、ウサギの眼の強膜と結膜の間に配置されるとき、
　（ａ）該固体のドラッグ送達システムの投与後、少なくとも９０日の期間、該ウサギの
眼の硝子体において少なくとも０．１ｎｇ／ｍｌのラパマイシン平均濃度を達成するのに
十分な量でラパマイシンを送達すること、及び
　（ｂ）該固体のドラッグ送達システムの投与後、少なくとも９０日の期間、該ウサギの
眼の網膜脈絡膜において少なくとも１０ｐｇ／ｍｇのラパマイシン平均濃度を達成するの
に十分な量でラパマイシンを送達すること
からなる群より選択される送達プロフィールで、ある量のラパマイシンを送達するもので
ある、請求項１に記載の固体のドラッグ送達システム。
【請求項３】
前記固体のドラッグ送達システムは、ウサギの眼の強膜と結膜の間に配置されるとき、
　（ａ）該固体のドラッグ送達システムの投与後、少なくとも９０日の期間、該ウサギの
眼の硝子体において少なくとも１ｎｇ／ｍｌのラパマイシン平均濃度を達成するのに十分
な量でラパマイシンを送達すること、及び
　（ｂ）該固体のドラッグ送達システムの投与後、少なくとも９０日の期間、該ウサギの
眼の網膜脈絡膜において少なくとも１００ｐｇ／ｍｇのラパマイシン平均濃度を達成する
のに十分な量でラパマイシンを送達すること
からなる群より選択される送達プロフィールで、ある量のラパマイシンを送達するもので
ある、請求項１に記載の固体のドラッグ送達システム。
【請求項４】
治療薬を含む固体のドラッグ送達システムであって、該固体のドラッグ送達システムは、
ウサギの眼の強膜と結膜の間に配置されるとき、
　（ａ）該固体のドラッグ送達システムの投与後、少なくとも９０日の期間、該ウサギの
眼の硝子体において少なくとも０．０１ｎｇ／ｍｌのラパマイシン濃度と等価な治療薬平
均濃度を達成するのに十分な量で該治療薬を送達すること、及び
　（ｂ）該固体のドラッグ送達システムの投与後、少なくとも９０日の期間、該ウサギの
眼の網膜脈絡膜において少なくとも１ｐｇ／ｍｇのラパマイシン濃度と等価な治療薬平均
濃度を達成するのに十分な量で該治療薬を送達すること
からなる群より選択される送達プロフィールで、ある量の該治療薬を送達するものである
、固体のドラッグ送達システム。
【請求項５】
前記治療薬がリムス化合物である、請求項４に記載の固体のドラッグ送達システム。
【請求項６】
前記治療薬が、ラパマイシン、ＳＤＺ－ＲＡＤ、タクロリムス、エベロリムス、ピメクロ
リムス、ＣＣＩ－７７９、ＡＰ２３８４１、ＡＢＴ－５７８、シクロフィリン類、ＴＡＦ
Ａ－９３、ＲＡＤ－００１、テムシロリムス、ＡＰ２３５７３、７－エピ－ラパマイシン
、７－チオメチル－ラパマイシン、７－エピ－トリメトキシフェニル－ラパマイシン、７
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－エピ－チオメチル－ラパマイシン、７－デメトキシ－ラパマイシン、３２－デメトキシ
－ラパマイシン、２－デスメチル－ラパマイシン、ラパマイシンのモノエステル誘導体、
ラパマイシンのジエステル誘導体、ラパマイシンの２７－オキシム、ラパマイシンの４２
－オキソ類似体、二環式ラパマイシン、ラパマイシン二量体、ラパマイシンのシリルエー
テル、アリールスルホン酸ラパマイシン、スルファミン酸ラパマイシン、３１位及び４２
位でのモノエステル、３１位及び４２位でのジエステル、３０－デメトキシラパマイシン
、並びにそれらの製薬上許容される塩及びエステルからなる群より選択されるものである
、請求項４に記載の固体のドラッグ送達システム。
【請求項７】
前記治療薬が、ラパマイシン、ＳＤＺ－ＲＡＤ、タクロリムス、エベロリムス、ピメクロ
リムス、ＣＣＩ－７７９、ＡＰ２３８４１、ＡＢＴ－５７８、並びにそれらの製薬上許容
される塩及びエステルからなる群より選択されるものである、請求項６に記載の固体のド
ラッグ送達システム。
【請求項８】
前記固体のドラッグ送達システムは、少なくとも部分的に前記治療薬を透過させない裏打
ち部を有する、請求項１または請求項７に記載の固体のドラッグ送達システム。
【請求項９】
前記固体のドラッグ送達システムは、ウサギの眼の強膜と結膜の間に配置されるとき、
　（ａ）該固体のドラッグ送達システムの投与後、少なくとも９０日の期間、該ウサギの
眼の硝子体において少なくとも０．１ｎｇ／ｍｌのラパマイシン濃度と等価な治療薬平均
濃度を達成するのに十分な量で該治療薬を送達すること、及び
　（ｂ）該固体のドラッグ送達システムの投与後、少なくとも９０日の期間、該ウサギの
眼の網膜脈絡膜において少なくとも１０ｐｇ／ｍｇのラパマイシン濃度と等価な治療薬平
均濃度を達成するのに十分な量で該治療薬を送達すること
からなる群より選択される送達プロフィールで、ある量の該治療薬を送達するものである
、請求項４に記載の固体のドラッグ送達システム。
【請求項１０】
前記固体のドラッグ送達システムは、ウサギの眼の強膜と結膜の間に配置されるとき、
　（ａ）該固体のドラッグ送達システムの投与後、少なくとも９０日の期間、該ウサギの
眼の硝子体において少なくとも１ｎｇ／ｍｌのラパマイシン濃度と等価な治療薬平均濃度
を達成するのに十分な量で該治療薬を送達すること、及び
　（ｂ）該固体のドラッグ送達システムの投与後、少なくとも９０日の期間、該ウサギの
眼の網膜脈絡膜において少なくとも０．０５ｐｇ／ｍｇのラパマイシン濃度と等価な治療
薬平均濃度を達成するのに十分な量で該治療薬を送達すること
からなる群より選択される送達プロフィールで、ある量の該治療薬を送達するものである
、請求項９に記載の固体のドラッグ送達システム。
【請求項１１】
前記ドラッグ送達システムの１％ｗ／ｗ～６０％ｗ／ｗの量で前記ラパマイシンが存在す
る、請求項１に記載の固体のドラッグ送達システム。
【請求項１２】
前記固体のドラッグ送達システムの１５％ｗ／ｗ～４５％ｗ／ｗの量でポリビニルピロリ
ドンを含む、請求項１に記載の固体のドラッグ送達システム。
【請求項１３】
前記固体のドラッグ送達システムの５％ｗ／ｗ～３０％ｗ／ｗの量でポリアクリレートを
含む、請求項１に記載の固体のドラッグ送達システム。
【請求項１４】
前記ラパマイシンが前記固体のドラッグ送達システムの１％ｗ／ｗ～６０％ｗ／ｗの量で
存在し、さらに、該固体のドラッグ送達システムの１５％ｗ／ｗ～４５％ｗ／ｗの量でポ
リビニルピロリドンを含み、かつ該固体のドラッグ送達システムの５％ｗ／ｗ～３０％ｗ
／ｗの量でポリアクリレートを含む、請求項１に記載の固体のドラッグ送達システム。
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【請求項１５】
前記固体のドラッグ送達システムは、２０μｇ～４ｍｇのラパマイシンを含有する、請求
項１に記載の固体のドラッグ送達システム。
【請求項１６】
前記固体のドラッグ送達システムは、２０μｇ～２．５ｍｇのラパマイシンを含有する、
請求項１に記載の固体のドラッグ送達システム。
【請求項１７】
ヒトである対象における湿性の加齢性黄斑変性を治療するための方法であって、加齢性黄
斑変性の治療が必要なヒトである対象の眼の近傍に、請求項１または請求項４に記載の固
体のドラッグ送達システムを配置することを包含する、方法。
【請求項１８】
ヒトである対象における湿性の加齢性黄斑変性を予防するための方法であって、加齢性黄
斑変性の予防が必要なヒトである対象の眼の近傍に、請求項１または請求項４に記載の固
体のドラッグ送達システムを配置することを包含する、方法。
【請求項１９】
前記眼は強膜外面のある強膜を有するものであり、かつ前記固体のドラッグ送達システム
は、該強膜外面の近傍に配置されるか又は強膜弁内に配置される、請求項１７に記載の方
法。
【請求項２０】
前記固体のドラッグ送達システムは、強膜と結膜の間に配置される、請求項１７に記載の
方法。
【請求項２１】
前記ヒトである対象は、前記固体のドラッグ送達システムが投与される眼において湿性の
加齢性黄斑変性を発症する危険性が高いと特定されたものである、請求項１８に記載の方
法。
【請求項２２】
前記ヒトである対象は、少なくとも一方の眼において乾性の加齢性黄斑変性を有している
、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
前記ヒトである対象は、一方の眼に湿性の加齢性黄斑変性を有しており、かつ前記固体の
ドラッグ送達システムは、湿性の加齢性黄斑変性がない眼に投与される、請求項２１に記
載の方法。
【請求項２４】
治療薬、ポリビニルピロリドン、及びポリアクリレートを含む固体のドラッグ送達システ
ムであって、該治療薬が、ラパマイシン、ＳＤＺ－ＲＡＤ、タクロリムス、エベロリムス
、ピメクロリムス、ＣＣＩ－７７９、ＡＰ２３８４１、ＡＢＴ－５７８、シクロフィリン
類、ＴＡＦＡ－９３、ＲＡＤ－００１、テムシロリムス、ＡＰ２３５７３、７－エピ－ラ
パマイシン、７－チオメチル－ラパマイシン、７－エピ－トリメトキシフェニル－ラパマ
イシン、７－エピ－チオメチル－ラパマイシン、７－デメトキシ－ラパマイシン、３２－
デメトキシ－ラパマイシン、２－デスメチル－ラパマイシン、ラパマイシンのモノエステ
ル誘導体、ラパマイシンのジエステル誘導体、ラパマイシンの２７－オキシム、ラパマイ
シンの４２－オキソ類似体、二環式ラパマイシン、ラパマイシン二量体、ラパマイシンの
シリルエーテル、アリールスルホン酸ラパマイシン、スルファミン酸ラパマイシン、３１
位及び４２位でのモノエステル、３１位及び４２位でのジエステル、３０－デメトキシラ
パマイシン、並びにそれらの製薬上許容される塩及びエステルからなる群より選択される
ものである、固体のドラッグ送達システム。
【請求項２５】
リムス化合物、ポリビニルピロリドン、及びポリアクリレートを含む固体のドラッグ送達
システム。
【請求項２６】
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前記治療薬が、ラパマイシン、ＳＤＺ－ＲＡＤ、タクロリムス、エベロリムス、ピメクロ
リムス、ＣＣＩ－７７９、ＡＰ２３８４１、ＡＢＴ－５７８、並びにそれらの製薬上許容
される塩及びエステルからなる群より選択されるものである、請求項２４に記載の固体の
ドラッグ送達システム。
【請求項２７】
ポリエチレングリコールをさらに含む、請求項２６に記載の固体のドラッグ送達システム
。
【請求項２８】
前記固体のドラッグ送達システムは、ウサギの眼の強膜と結膜の間に配置されるとき、
　（ａ）該固体のドラッグ送達システムの投与後、少なくとも９０日の期間、該ウサギの
眼の硝子体において少なくとも０．１ｎｇ／ｍｌのラパマイシン濃度と等価な治療薬平均
濃度を達成するのに十分な量で該治療薬を送達すること、及び
　（ｂ）該固体のドラッグ送達システムの投与後、少なくとも９０日の期間、該ウサギの
眼の網膜脈絡膜において少なくとも０．０１ｎｇ／ｍｇのラパマイシン濃度と等価な治療
薬平均濃度を達成するのに十分な量で該治療薬を送達すること
からなる群より選択される送達プロフィールで、ある量の該治療薬を送達するものである
、請求項２６に記載の固体のドラッグ送達システム。
【請求項２９】
前記固体のドラッグ送達システムは、ウサギの眼の強膜と結膜の間に配置されるとき、
　（ａ）該固体のドラッグ送達システムの投与後、少なくとも９０日の期間、該ウサギの
眼の硝子体において少なくとも０．５ｎｇ／ｍｌのラパマイシン濃度と等価な治療薬平均
濃度を達成するのに十分な量で該治療薬を送達すること、及び
　（ｂ）該固体のドラッグ送達システムの投与後、少なくとも９０日の期間、該ウサギの
眼の網膜脈絡膜において少なくとも０．０５ｎｇ／ｍｇのラパマイシン濃度と等価な治療
薬平均濃度を達成するのに十分な量で該治療薬を送達すること
からなる群より選択される送達プロフィールで、ある量の該治療薬を送達するものである
、請求項２８に記載の固体のドラッグ送達システム。
【請求項３０】
前記ドラッグ送達システムの１％ｗ／ｗ～６０％ｗ／ｗの量で前記治療薬が存在する、請
求項２４に記載の固体のドラッグ送達システム。
【請求項３１】
前記固体のドラッグ送達システムの１５％ｗ／ｗ～４５％ｗ／ｗの量で前記ポリビニルピ
ロリドンが存在する、請求項２４に記載の固体のドラッグ送達システム。
【請求項３２】
前記固体のドラッグ送達システムの５％ｗ／ｗ～３０％ｗ／ｗの量で前記ポリアクリレー
トが存在する、請求項２４に記載の固体のドラッグ送達システム。
【請求項３３】
前記ポリアクリレートがポリメタクリレートである、請求項２４に記載の固体のドラッグ
送達システム。
【請求項３４】
前記治療薬が前記固体のドラッグ送達システムの１％ｗ／ｗ～６０％ｗ／ｗの量で存在し
、前記ポリビニルピロリドンが該固体のドラッグ送達システムの１５％ｗ／ｗ～４５％ｗ
／ｗの量で存在し、かつ前記ポリアクリレートが該固体のドラッグ送達システムの５％ｗ
／ｗ～３０％ｗ／ｗの量で存在する、請求項２４に記載の固体のドラッグ送達システム。
【請求項３５】
少なくとも部分的に前記治療薬を透過させない裏打ち部を備える、請求項２６に記載の固
体のドラッグ送達システム。
【請求項３６】
接眼装置の配置を必要とする対象において眼の症状を治療する方法であって、該接眼装置
の配置のため選択された部位の近傍に増殖阻害剤を含む製剤を投与することを包含する、
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方法。
【請求項３７】
前記製剤は、前記接眼装置の配置の前に、該接眼装置の配置と同時に又は該接眼装置の配
置の後に、投与される、請求項３６に記載の方法。
【請求項３８】
前記増殖阻害剤は、リムス化合物又はその製薬上許容される塩若しくはエステルである、
請求項３６に記載の方法。
【請求項３９】
前記リムス化合物がラパマイシンである、請求項３８に記載の方法。
【請求項４０】
前記接眼装置が緑内障ドレナージ装置である、請求項３６に記載の方法。
【請求項４１】
前記接眼装置が、シャント、ステント、管、膜、弁、又はそれらの一つ以上の組み合わせ
を備える、請求項３９に記載の方法。
【請求項４２】
前記方法は、前記接眼装置の近傍で細胞の増殖を低下させる、請求項３６に記載の方法。
【請求項４３】
前記製剤は、溶液、懸濁物、エマルション、自己乳化型製剤、その場でゲル化する製剤、
又は固体のドラッグ送達システムである、請求項３６に記載の方法。
【請求項４４】
前記製剤は、前記接眼装置の近傍に、少なくとも約３０日の期間、細胞の増殖を低下させ
るのに有効な量の増殖阻害剤を送達する、請求項３６に記載の方法。
【請求項４５】
前記製剤は、前記接眼装置の近傍に、少なくとも約６０日の期間、細胞の増殖を低下させ
るのに有効な量の前記治療薬を送達する、請求項４４に記載の方法。
【請求項４６】
前記製剤は、前記接眼装置の近傍に、少なくとも約９０日の期間、細胞の増殖を低下させ
るのに有効な量の前記治療薬を送達する、請求項４５に記載の方法。
【請求項４７】
前記増殖阻害剤はラパマイシンであり、かつ前記接眼装置は緑内障ドレナージ装置である
、請求項３６に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（分野）
　ここに説明するものは、対象（ヒトである対象を含むがこれに限定されるものではない
）に治療薬を送達することにより、病気又は症状を治療、予防、若しくは抑制する、又は
病気又は症状の開始を遅らせる、若しくは病気又は症状の緩解を生じさせるための固体の
ドラッグ送達システムであり、また、対象であるヒトの眼にラパマイシン（シロリムス）
を含む固体のドラッグ送達システムを配置することにより加齢性黄斑変性（ＡＭＤ）を治
療することを含むがこれに限定されるものではない。
【０００２】
　（関連出願の引用）
　本出願は、米国仮特許出願第６０／６６４，１１９号（発明の名称「ＤＲＵＧ　ＤＥＬ
ＩＶＥＲＹ　ＳＹＳＴＥＭＳ　ＦＯＲ　ＴＲＥＡＴＭＥＮＴ　ＯＦ　ＤＩＳＥＡＳＥＳ　
ＯＲ　ＣＯＮＤＩＴＩＯＮＳ」、２００５年３月２１日出願）及び米国仮特許出願第６０
／６６６，８７２号（名称「ＧＬＡＵＣＯＭＡ　ＤＲＡＩＮＡＧＥ　ＤＥＶＩＣＥＳ」、
２００５年３月３０日出願）に関連するとともに、それらに基づく優先権を主張するもの
であり、各出願の内容は、全ての目的のためにその全体が参考として本明細書に援用され
る。
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【背景技術】
【０００３】
　（背景）
　眼の網膜は光を感知する杆状体と錐状体を含んでいる。網膜の中心には、直径約１／３
～１／２ｃｍの黄斑がある。黄斑は、特に中心（窩）において、錐状体がより高密度であ
るため、詳細な視覚をもたらす。血管、神経節細胞、内顆粒層及び細胞、並びに網状層は
すべて一方の側にずらされており（錐状体の上にあるのではなく）、それにより錐状体へ
のより直接的な光路が可能になる。
【０００４】
　網膜の下には、線維組織内に埋め込まれた血管の集まりを含む脈絡膜と、脈絡膜層に重
なる強く色素沈着した上皮がある。脈絡膜の血管は、網膜（特にその視細胞）に栄養を供
給する。
【０００５】
　現在治療法がないか又は現在の治療法が最良ではない種々の網膜疾患がある。ブドウ膜
炎（眼球の血管膜（虹彩、毛様体、及び脈絡膜）の炎症）、網膜中心静脈閉塞症（ＣＲＶ
Ｏ）、網膜静脈分枝閉塞症（ＢＲＶＯ）、黄斑変性、黄斑水腫、糖尿病による増殖性網膜
症、及び網膜剥離のような網膜疾患はすべて、一般的に通常の療法によって治療すること
が困難な網膜疾患である。
【０００６】
　加齢性黄斑変性（ＡＭＤ）は、６０歳を超える人々にとって米国では深刻な視力障害の
主要な原因である。ＡＭＤは、萎縮性の形態又はあまり一般的ではないが滲出性の形態の
いずれかで起こる。ＡＭＤの萎縮性形態は「乾性ＡＭＤ」とも呼ばれ、またＡＭＤの滲出
性形態は、「湿性ＡＭＤ」とも呼ばれる。
【０００７】
　滲出性ＡＭＤでは、脈絡毛細管板から伸びる血管が、ブルーフ膜の欠陥を通り、ときに
、下にある網膜色素上皮を通る。これらの血管から漏れる漿液又は血液の滲出物が、網膜
領域における血管結合組織の損傷をもたらし、神経網膜の付随的な変性、網膜色素上皮の
剥離及び破れ、硝子体の出血、及び中心視覚の永久的な低下を伴う。ＡＭＤの患者におい
て、顕著な視力低下の症例の８０％を超えるものが、この過程に起因する。現在行われて
いる又はこれから行われる治療には、レーザー光凝固術、光ダイナミック療法、ＶＥＧＦ
抗体断片による治療、ペギル化アプタマーによる治療、及び特定の小分子薬剤による治療
がある。
【０００８】
　最近いくつかの研究は、ＡＭＤに伴う初期の又は再発性の血管新生病変を治療する際に
レーザー光凝固術を使用することを報告している（Ｍａｃｕｌａｒ　Ｐｈｏｔｏｃｏａｇ
ｕｌａｔｉｏｎ　Ｓｔｕｄｙ　Ｇｒｏｕｐｓ（１９９１）　Ａｒｃｈ．Ｏｐｈｔｈａｌ．
１０９：１２２０、Ａｒｃｈ．Ｏｐｈｔｈａｌ．１０９：１２３２、Ａｒｃｈ．Ｏｐｈｔ
ｈａｌ．１０９：１２４２において）。残念ながら、中心窩下の病変をレーザー治療した
ＡＭＤの患者は、３ヶ月のフォローアップでむしろ急激な視力の低下（平均３ライン）を
被っている。さらに、治療後２年の眼は、治療されていない対照と比べて、わずかに視力
がよくなっているにすぎなかった（それぞれ、２０／３２０及び２０／４００の平均）。
この手法のもう一つの欠点は、手術後すぐに視力が悪くなることである。
【０００９】
　光ダイナミック療法（ＰＤＴ）は、光線療法（患者に有益な反応をもたらすよう光を用
いる治療のすべてを包含する用語）の一形態である。最適には、ＰＤＴは、望ましくない
組織を破壊する一方、正常な組織を残す。典型的には、光増感剤と呼ばれる化合物が患者
に投与される。通常、光増感剤自体は、患者に対して効果がほとんどないか全くない。光
（しばしばレーザーからの）が光増感剤を含む組織に照射されると、光増感剤は活性化さ
れ、標的組織を破壊するようになる。患者に照射される光は特定の標的領域に制限される
ため、ＰＤＴは異常な組織を選択的に狙うため使用することができ、従って、周りの健康
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な組織を残すことができる。現在ＰＤＴはＡＭＤのような網膜疾患の治療に使用されてい
る。現在ＰＤＴは、ＡＭＤの患者の中心窩下の脈絡膜新生血管形成に対する治療の主力と
なっている（Ｐｈｏｔｏｄｙｎａｍｉｃ　Ｔｈｅｒａｐｙ　ｆｏｒ　Ｓｕｂｆｏｖｅａｌ
　Ｃｈｏｒｏｉｄａｌ　Ｎｅｏｖａｓｃｕｌａｒｉｚａｔｉｏｎ　ｉｎ　Ａｇｅ　Ｒｅｌ
ａｔｅｄ　Ｍａｃｕｌａｒ　Ｄｅｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　ｗｉｔｈ　Ｖｅｒｔｅｐｏｒｆ
ｉｎ（ＴＡＰ　Ｓｔｕｄｙ　Ｇｒｏｕｐ）Ａｒｃｈ　Ｏｐｈｔｈａｌｍｏｌ．１９９９　
１１７：１３２９－１３４５）。
【００１０】
　脈絡膜の新生血管形成（ＣＮＶ）は、多くの場合、治療がやっかいであることが分かっ
ている。通常のレーザー治療は、ＣＮＶを除去することができ、網膜の中心がおかされて
いない特定の場合に視力を維持するのに役立つが、それは、症例のわずか約１０％にとど
まっている。残念ながら、通常のレーザー光凝固術が成功した場合でも、眼の約５０～７
０％（３年にわたり５０％、そして５年では＞６０％）で新生血管形成が再発する（Ｍａ
ｃｕｌａｒ　Ｐｈｏｔｏｃｏａｇｕｌａｔｉｏｎ　Ｓｔｕｄｙ　Ｇｒｏｕｐ，Ａｒｃｈ．
Ｏｐｈｔｈａｌｍｏｌ．２０４：６９４－７０１（１９８６））。さらに、ＣＮＶを発症
する多くの患者は、レーザー療法のよい候補ではない。というのも、ＣＮＶはレーザー治
療にとって大きすぎ、また、その位置を特定することができないため、医師はレーザーの
ねらいを正確に定めることができないからである。光ダイナミック療法は、中心窩下ＣＮ
Ｖの新たな症例の最高５０％において利用されるが、普通の病歴においてごくわずかな利
益しかなく、また、中心窩下の病変に付随してすでに低下した視力を改善するよりもむし
ろ概して視力低下の進行を遅らせるものである。ＰＤＴは、予防効果のあるものでもなく
、最終的なものとして信頼できるものでもない。通常、患者１人にいくつかのＰＤＴ治療
が必要であり、また、ある特定の種類のＣＮＶは、他のものよりあまりうまく推移しない
。
【００１１】
　従って、脈絡膜の新生血管形成を最適に予防するか又は顕著に阻害するのに使用でき、
そして湿性ＡＭＤを予防及び治療するのに使用できる方法並びに固体のドラッグ送達シス
テムが長年求められてきた。
【００１２】
　ＡＭＤに加えて、脈絡膜の新生血管形成は、推定眼ヒストプラスマ症候群、近視性変性
、網膜色素線条症、突発性中心性漿液性脈絡膜症、網膜及び又は脈絡膜の炎症、及び眼の
外傷のような網膜疾患にも伴っている。新生血管形成に伴う血管新生による損傷は、糖尿
病性網膜症、静脈閉塞、鎌状赤血球網膜症、未熟児網膜症、網膜剥離、眼の虚血及び外傷
を含む広範囲の疾患において生じる。
【００１３】
　ブドウ膜炎は、既存療法を用いての治療が困難であることが分かっているもう１つの網
膜疾患である。ブドウ膜炎は、眼球の血管膜の任意の構成要素の炎症を示す一般用語であ
る。眼球の血管膜は、虹彩、毛様体、及び脈絡膜から構成される。重なっている網膜の炎
症（網膜炎と呼ばれる）又は視神経の炎症（視神経炎と呼ばれる）は、ブドウ膜炎を伴っ
て起こる場合もあれば、伴わずに起こる場合もある。
【００１４】
　最も一般的にブドウ膜炎は、前部、中間部、後部、広範性として解剖学的に分類される
。後部ブドウ膜炎は、網膜炎、脈絡膜炎、又は視神経炎の多くの形態の任意のものを意味
する。広範性ブドウ膜炎は、眼のあらゆる部分（前部、中間部、及び後部の構造を含む）
を巻き込んだ炎症を意味する。
【００１５】
　ブドウ膜炎の症状及び徴候は、とらえにくい場合があり、また炎症の部位及び重症度に
よってかなり変わってくる。後部ブドウ膜炎に関し、最も一般的な症状には、フローター
の出現及び視力の低下がある。硝子体液中の細胞、網膜及び／又はその下の脈絡膜におけ
る白色又は黄白色の病変、滲出性網膜剥離、網膜脈管炎、及び視神経水腫が、後部ブドウ
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膜炎の患者に存在することもある。
【００１６】
　特に認識されず又は不適当に治療された場合、ブドウ膜炎による眼の合併症は、深刻で
回復不可能な視力の低下をもたらし得る。後部ブドウ膜炎の最も多い合併症には、網膜剥
離、網膜、視神経又は虹彩の新生血管形成、及び類嚢胞黄斑水腫がある。
【００１７】
　背景糖尿病性網膜症（ＢＤＲ）で認められる硬質滲出物、漏出、及び膨潤が黄斑（視力
にとって最も重要な網膜の中心５％）内でおこる場合、黄斑水腫（ＭＥ）が起こり得る。
背景糖尿病性網膜症（ＢＤＲ）は、網膜における微小循環の変化が引き起こす網膜の微小
動脈瘤によって構成される。この微小動脈瘤は、通常、検眼鏡による試験で網膜中に散在
した赤いスポットとして見られる、網膜症の最も初期の可視的変化であり、そこにおいて
、小さく弱くなった血管が膨れ上がっている。背景糖尿病性網膜症のこれらの眼における
所見は、綿毛状スポット、網膜内出血、網膜毛細管からの体液の漏出、及び網膜の滲出物
へと進行する。また、血管の透過性の増加は、局所的な成長因子（例えば血管内皮成長因
）のレベルの上昇に関係する。黄斑は錐体（色を検出する神経終末（それに昼間の視力は
依存する））に富んでいる。網膜毛細管の透過性が上昇して黄斑に作用すると、ぼやけが
中心視野の真ん中又はそのすぐ外側に生じ、幾分セロハンを介して見るような感じになる
。数ヶ月にわたって視力低下が進む可能性があり、また、はっきりと焦点を合わせること
ができないため、視力低下は非常に不快なものとなり得る。ＭＥは深刻な視覚障害の一般
的な原因の１つである。
【００１８】
　ＣＮＶ並びにその関連疾患及び症状、さらには他の症状（例えば黄斑水腫及び慢性の炎
症）を医薬によって治療する多くの試みがなされてきた。例えば、ＣＮＶ及び湿性ＡＭＤ
の抑制にラパマイシンを使用することが米国特許出願第１０／６６５２０３号（その内容
はこの引用により本明細書にそっくり記載されたものとする）に記載されている。眼の炎
症性疾患を治療するためラパマイシンを使用することが、特許文献１（名称「眼の炎症を
治療する方法」、発明者Ｐｒａｓｓａｄ　Ｋｕｌｋａｒｎｉ、Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｏ
ｆ　Ｌｏｕｉｓｖｉｌｌｅ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎに譲渡（その内容
はこの引用により本明細書にそっくり記載されたものとする））に記載されている。
【００１９】
　特に慢性疾患（ここに記載されるものを含む）に対し、眼に治療薬を送達するため（例
えば、ＡＭＤ、黄斑水腫、増殖性網膜症、及び慢性の炎症のような疾患においてＣＮＶを
治療するため後部区分に送達するため）長く作用する方法が非常に必要とされている。治
療薬を長期間送達する送達システムは、患者にとってより楽で便利である。というのも、
固体のドラッグ送達システムを眼に配置する頻度が減るからである。
【００２０】
　全身投与よりむしろ眼に直接治療薬を送達する方が、作用部位における治療薬の濃度が
患者の循環器系における治療薬の濃度より高くなるので、有利である。また、後部区分の
疾患を治療するため全身投与する場合、治療薬は望ましくない副作用を有し得る。従って
、局所的なドラッグ送達は、効能を高める一方で、副作用及び全身毒性を少なくする。
【特許文献１】米国特許第５，３８７，５８９号明細書
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　（概要）
　ここに記載される方法及び固体のドラッグ送達システムは、対象（ヒトである対象を含
むがこれに限定されるものではない）への治療薬の送達、あるいは、対象の眼への治療薬
の送達を可能にするものである。複数の病気又は症状（眼の病気又は症状を含むがこれに
限定されるものではない）を治療、予防、若しくは抑制する、又はその開始を遅らせる、
若しくはその緩解を生じさせるための種々の治療薬を送達する方法及び固体ドラッグ送達
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システムがここに記載される。また、眼の病気又は症状を治療するため接眼装置の近傍に
増殖阻害剤を投与する方法がここに記載される。ある態様において、該接眼装置は、緑内
障ドレナージ装置（緑内障排液装置）である。
【００２２】
　ラパマイシンを含む固体のドラッグ送達システムがここに記載される。ここで、該固体
のドラッグ送達システムは、ウサギの眼の強膜と結膜の間に配置されるとき、（ａ）固体
のドラッグ送達システムの投与後、少なくとも９０日の期間、ウサギの眼の硝子体におい
て少なくとも０．０１ｎｇ／ｍｌのラパマイシン平均濃度を達成するのに十分な量でラパ
マイシンを送達すること、及び（ｂ）固体のドラッグ送達システムの投与後、少なくとも
９０日の期間、ウサギの眼の網膜脈絡膜において少なくとも１ｐｇ／ｍｇのラパマイシン
平均濃度を達成するのに十分な量でラパマイシンを送達することからなる群より選択され
る送達プロフィールで、ある量のラパマイシンを送達するものである。
【００２３】
　ある態様において、固体のドラッグ送達システムは、ウサギの眼の強膜と結膜の間に配
置されるとき、（ａ）固体のドラッグ送達システムの投与後、少なくとも９０日の期間、
ウサギの眼の硝子体において少なくとも０．１ｎｇ／ｍｌのラパマイシン平均濃度を達成
するのに十分な量でラパマイシンを送達すること、及び（ｂ）固体のドラッグ送達システ
ムの投与後、少なくとも９０日の期間、ウサギの眼の網膜脈絡膜において少なくとも１０
ｐｇ／ｍｇのラパマイシン平均濃度を達成するのに十分な量でラパマイシンを送達するこ
とからなる群より選択される送達プロフィールで、ある量のラパマイシンを送達するもの
である。
【００２４】
　ある態様において、固体のドラッグ送達システムは、ウサギの眼の強膜と結膜の間に配
置されるとき、（ａ）固体のドラッグ送達システムの投与後、少なくとも９０日の期間、
ウサギの眼の硝子体において少なくとも１ｎｇ／ｍｌのラパマイシン平均濃度を達成する
のに十分な量でラパマイシンを送達すること、及び（ｂ）固体のドラッグ送達システムの
投与後、少なくとも９０日の期間、ウサギの眼の網膜脈絡膜において少なくとも１００ｐ
ｇ／ｍｇのラパマイシン平均濃度を達成するのに十分な量でラパマイシンを送達すること
からなる群より選択される送達プロフィールで、ある量のラパマイシンを送達するもので
ある。
【００２５】
　治療薬を含む固体のドラッグ送達システムがここに記載される。ここで、該固体のドラ
ッグ送達システムは、ウサギの眼の強膜と結膜の間に配置されるとき、（ａ）固体のドラ
ッグ送達システムの投与後、少なくとも９０日の期間、ウサギの眼の硝子体において少な
くとも０．０１ｎｇ／ｍｌのラパマイシン濃度と等価な治療薬平均濃度を達成するのに十
分な量で該治療薬を送達すること、及び（ｂ）固体のドラッグ送達システムの投与後、少
なくとも９０日の期間、ウサギの眼の網膜脈絡膜において少なくとも１ｐｇ／ｍｇのラパ
マイシン濃度と等価な治療薬平均濃度を達成するのに十分な量で該治療薬を送達すること
からなる群より選択される送達プロフィールで、ある量の該治療薬を送達するものである
。ある態様において該治療薬はリムス化合物である。ある態様において該治療薬は、ラパ
マイシン、ＳＤＺ－ＲＡＤ、タクロリムス、エベロリムス、ピメクロリムス、ＣＣＩ－７
７９、ＡＰ２３８４１、ＡＢＴ－５７８、シクロフィリン類、ＴＡＦＡ－９３、ＲＡＤ－
００１、テムシロリムス、ＡＰ２３５７３、７－エピ－ラパマイシン、７－チオメチル－
ラパマイシン、７－エピ－トリメトキシフェニル－ラパマイシン、７－エピ－チオメチル
－ラパマイシン、７－デメトキシ－ラパマイシン、３２－デメトキシ－ラパマイシン、２
－デスメチル－ラパマイシン、ラパマイシンのモノエステル誘導体、ラパマイシンのジエ
ステル誘導体、ラパマイシンの２７－オキシム、ラパマイシンの４２－オキソ類似体、二
環式ラパマイシン、ラパマイシン二量体、ラパマイシンのシリルエーテル、アリールスル
ホン酸ラパマイシン、スルファミン酸ラパマイシン、３１位及び４２位でのモノエステル
、３１位及び４２位でのジエステル、３０－デメトキシラパマイシン、並びにそれらの製
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薬上許容される塩及びエステルからなる群より選択されるものである。ある態様において
、該治療薬は、ラパマイシン、ＳＤＺ－ＲＡＤ、タクロリムス、エベロリムス、ピメクロ
リムス、ＣＣＩ－７７９、ＡＰ２３８４１、ＡＢＴ－５７８、並びにそれらの製薬上許容
される塩及びエステルからなる群より選択されるものである。
【００２６】
　少なくとも部分的に治療薬を透過させない裏打ち部を含む固体のドラッグ送達システム
がここに記載される。
【００２７】
　固体のドラッグ送達システムがここに記載される。ここで、該固体のドラッグ送達シス
テムは、ウサギの眼の強膜と結膜の間に配置されるとき、（ａ）固体のドラッグ送達シス
テムの投与後、少なくとも９０日の期間、ウサギの眼の硝子体において少なくとも０．１
ｎｇ／ｍｌのラパマイシン濃度と等価な治療薬平均濃度を達成するのに十分な量で治療薬
を送達すること、及び（ｂ）固体のドラッグ送達システムの投与後、少なくとも９０日の
期間、ウサギの眼の網膜脈絡膜において少なくとも１０ｐｇ／ｍｇのラパマイシン濃度と
等価な治療薬平均濃度を達成するのに十分な量で治療薬を送達することからなる群より選
択される送達プロフィールで、ある量の該治療薬を送達するものである。ある態様におい
て、該固体のドラッグ送達システムは、ウサギの眼の強膜と結膜の間に配置されるとき、
（ａ）固体のドラッグ送達システムの投与後、少なくとも９０日の期間、ウサギの眼の硝
子体において少なくとも１ｎｇ／ｍｌのラパマイシン濃度と等価な治療薬平均濃度を達成
するのに十分な量で治療薬を送達すること、及び（ｂ）固体のドラッグ送達システムの投
与後、少なくとも９０日の期間、ウサギの眼の網膜脈絡膜において少なくとも０．０５ｐ
ｇ／ｍｇのラパマイシン濃度と等価な治療薬平均濃度を達成するのに十分な量で治療薬を
送達することからなる群より選択される送達プロフィールで、ある量の治療薬を送達する
ものである。
【００２８】
　ドラッグ送達システムの１％ｗ／ｗ～６０％ｗ／ｗの量で治療薬（例えばラパマイシン
があるがこれに限定されない）を含む固体のドラッグ送達システムがここに記載される。
【００２９】
　固体のドラッグ送達システムの１５％ｗ／ｗ～４５％ｗ／ｗの量でポリビニルピロリド
ンを含む固体のドラッグ送達システムがここに記載される。
【００３０】
　固体のドラッグ送達システムの５％ｗ／ｗ～３０％ｗ／ｗの量でポリアクリレートを含
む固体のドラッグ送達システムがここに記載される。
【００３１】
　治療薬（例えばラパマイシンがあるがこれに限定されない）が、固体のドラッグ送達シ
ステムの１％ｗ／ｗ～６０％ｗ／ｗの量で存在し、さらに、固体のドラッグ送達システム
の１５％ｗ／ｗ～４５％ｗ／ｗの量で存在するポリビニルピロリドンを含み、かつ固体の
ドラッグ送達システムの５％ｗ／ｗ～３０％ｗ／ｗの量でポリアクリレートを含む、固体
のドラッグ送達システムがここに記載される。
【００３２】
　ある態様において、該固体のドラッグ送達システムは、２０μｇ～４ｍｇのラパマイシ
ンを含有する。ある態様において、該固体のドラッグ送達システムは、２０μｇ～２．５
ｍｇのラパマイシンを含有する。
【００３３】
　ヒトである対象における湿性の加齢性黄斑変性を治療するための方法がここに記載され
、該方法は、加齢性黄斑変性の治療が必要なヒトである対象の眼の近傍に、ここに記載さ
れる固体のドラッグ送達システムを配置することを包含する。
【００３４】
　ヒトである対象における湿性の加齢性黄斑変性を予防するための方法がここに記載され
、該方法は、加齢性黄斑変性の予防が必要なヒトである対象の眼の近傍に、ここに記載さ
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れる固体のドラッグ送達システムを配置することを包含する。ある態様において、ヒトで
ある対象は、該固体のドラッグ送達システムが投与される眼において湿性の加齢性黄斑変
性を発症する危険性が高いと特定されたものである。ある態様において、ヒトである対象
は、少なくとも一方の眼において乾性の加齢性黄斑変性を有している。ある態様において
、ヒトである対象は一方の眼に湿性の加齢性黄斑変性を有しており、そして固体のドラッ
グ送達システムを、湿性の加齢性黄斑変性がない眼に投与する。
【００３５】
　ある態様において、眼は強膜外面のある強膜を有するものであり、そしてここに記載さ
れる固体のドラッグ送達システムは、該強膜外面の近傍に配置されるか又は強膜弁内に配
置される。ある態様において、ここに記載される固体のドラッグ送達システムは、強膜と
結膜の間に配置される。
【００３６】
　治療薬、ポリビニルピロリドン、及びポリアクリレートを含む固体のドラッグ送達シス
テムがここに記載され、ここで該治療薬は、ラパマイシン、ＳＤＺ－ＲＡＤ、タクロリム
ス、エベロリムス、ピメクロリムス、ＣＣＩ－７７９、ＡＰ２３８４１、ＡＢＴ－５７８
、シクロフィリン類、ＴＡＦＡ－９３、ＲＡＤ－００１、テムシロリムス、ＡＰ２３５７
３、７－エピ－ラパマイシン、７－チオメチル－ラパマイシン、７－エピ－トリメトキシ
フェニル－ラパマイシン、７－エピ－チオメチル－ラパマイシン、７－デメトキシ－ラパ
マイシン、３２－デメトキシ－ラパマイシン、２－デスメチル－ラパマイシン、ラパマイ
シンのモノエステル誘導体、ラパマイシンのジエステル誘導体、ラパマイシンの２７－オ
キシム、ラパマイシンの４２－オキソ類似体、二環式ラパマイシン、ラパマイシン二量体
、ラパマイシンのシリルエーテル、アリールスルホン酸ラパマイシン、スルファミン酸ラ
パマイシン、３１位及び４２位でのモノエステル、３１位及び４２位でのジエステル、３
０－デメトキシラパマイシン、並びにそれらの製薬上許容される塩及びエステルからなる
群より選択されるものである。
【００３７】
　リムス化合物、ポリビニルピロリドン、及びポリアクリレートを含む固体のドラッグ送
達システムがここに記載される。
【００３８】
　ある態様において、該治療薬は、ラパマイシン、ＳＤＺ－ＲＡＤ、タクロリムス、エベ
ロリムス、ピメクロリムス、ＣＣＩ－７７９、ＡＰ２３８４１、ＡＢＴ－５７８、並びに
それらの製薬上許容される塩及びエステルからなる群より選択されるものである。
【００３９】
　ある態様において、ここに記載される固体のドラッグ送達システムは、ポリエチレング
リコールをさらに含む。
【００４０】
　ある態様において、固体のドラッグ送達システムは、ウサギの眼の強膜と結膜の間に配
置されるとき、（ａ）固体のドラッグ送達システムの投与後、少なくとも９０日の期間、
ウサギの眼の硝子体において少なくとも０．１ｎｇ／ｍｌのラパマイシン濃度と等価な治
療薬平均濃度を達成するのに十分な量で治療薬を送達すること、及び（ｂ）固体のドラッ
グ送達システムの投与後、少なくとも９０日の期間、ウサギの眼の網膜脈絡膜において少
なくとも０．０１ｎｇ／ｍｇのラパマイシン濃度と等価な治療薬平均濃度を達成するのに
十分な量で治療薬を送達することからなる群より選択される送達プロフィールで、ある量
の治療薬を送達するものである。
【００４１】
　ある態様において、固体のドラッグ送達システムは、ウサギの眼の強膜と結膜の間に配
置されるとき、（ａ）固体のドラッグ送達システムの投与後、少なくとも９０日の期間、
ウサギの眼の硝子体において少なくとも０．５ｎｇ／ｍｌのラパマイシン濃度と等価な治
療薬平均濃度を達成するのに十分な量で治療薬を送達すること、及び（ｂ）固体のドラッ
グ送達システムの投与後、少なくとも９０日の期間、ウサギの眼の網膜脈絡膜において少



(13) JP 2008-533204 A 2008.8.21

10

20

30

40

50

なくとも０．０５ｎｇ／ｍｇのラパマイシン濃度と等価な治療薬平均濃度を達成するのに
十分な量で治療薬を送達することからなる群より選択される送達プロフィールで、ある量
の治療薬を送達するものである。
【００４２】
　ある態様において、賦形剤成分は溶媒を含む。該溶媒は、該治療薬と混合する前又は後
のいずれかにおいて、液体又は固体とすることができる。
【００４３】
　ある態様において、賦形剤成分は放出改変剤を含む。
【００４４】
　ある態様において、賦形剤成分は可溶化剤を含む。
【００４５】
　一つの方法において、治療薬（例えばラパマイシンを含むがこれに限定されない）を含
む固体のドラッグ送達システム、及び賦形剤成分は、眼の病気又は症状を治療、予防、若
しくは抑制する、又は眼の病気又は症状の開始を遅らせる、若しくは眼の病気又は症状の
緩解を生じさせるため、対象に配置される。
【００４６】
　「詳細な説明」の項でさらに詳細に説明するとおり、該方法及び固体のドラッグ送達シ
ステムは、湿性ＡＭＤを治療、予防、若しくは抑制する、又は湿性ＡＭＤの開始を遅らせ
る、若しくは湿性ＡＭＤの緩解を生じさせるため治療上有効な量のラパマイシンを対象（
例えばヒトである対象を含むがこれに限定されない）又はヒトである対象の眼に送達する
のに用いることができる。ある態様において該方法及び固体のドラッグ送達システムは湿
性ＡＭＤを治療するため使用される。ある態様において該方法及び固体のドラッグ送達シ
ステムは湿性ＡＭＤを予防するため使用される。ある態様においてここに記載される方法
及び固体のドラッグ送達システムは乾性ＡＭＤから湿性ＡＭＤへの移行を防止するため使
用される。また、該方法及び固体のドラッグ送達システムは、ＣＮＶを治療、予防、若し
くは抑制する、又はＣＮＶの開始を遅らせる、若しくはＣＮＶの緩解を生じさせるため治
療上有効な量のラパマイシンを対象（例えばヒトである対象を含むがこれに限定されない
）又は対象の眼に送達するのに用いることができる。ある態様において該方法及び固体の
ドラッグ送達システムはＣＮＶを治療するため使用される。また該方法及び固体のドラッ
グ送達システムは、眼における血管新生を治療、予防、若しくは抑制する、又は眼におけ
る血管新生の開始を遅らせる、若しくは眼における血管新生の緩解を生じさせるため治療
上有効な量のラパマイシンを対象（例えばヒトである対象を含むがこれに限定されない）
又は対象の眼に送達するのに用いることができる。ある態様において該方法及び固体のド
ラッグ送達システムは、血管新生を治療するため使用される。ラパマイシンを用いて治療
、予防若しくは抑制できる又は開始を遅らせる若しくは緩解を生じさせることができるそ
の他の病気又は症状は、詳細な説明の「病気及び症状」の項に記載される。
【００４７】
　「詳細な説明」でさらに詳細に説明するとおり、該方法及び固体のドラッグ送達システ
ムは、湿性ＡＭＤを治療、予防、若しくは抑制する、又は湿性ＡＭＤの開始を遅らせる、
若しくは湿性ＡＭＤの緩解を生じさせるため治療上有効な量のラパマイシン以外の治療薬
を対象（例えばヒトである対象を含むがこれに限定されない）又は対象の眼に送達するの
に用いることもできる。ある態様において該方法及び固体のドラッグ送達システムは湿性
ＡＭＤを治療するため使用される。使用できる治療薬は、「治療薬」の項に詳細に記載さ
れる。そのような治療薬にはイムノフィリン結合性化合物があるがこれに限定されるもの
ではない。使用できるイムノフィリン結合性化合物には、ここで「治療薬」の項において
さらに説明されるリムス族の化合物（ラパマイシン、ＳＤＺ－ＲＡＤ、タクロリムス、エ
ベロリムス、ピメクロリムス、ＣＣＩ－７７９、ＡＰ２３８４１、ＡＢＴ－５７８、並び
にそれらの誘導体、類似体、プロドラッグ、塩、及びエステルを含む）があるがこれに限
定されるものではない。また、該方法及び固体のドラッグ送達システムは、ＣＮＶを治療
、予防、若しくは抑制する、又はＣＮＶの開始を遅らせる、若しくはＣＮＶの緩解を生じ
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させるため治療上有効な量の治療薬を対象（例えばヒトである対象を含むがこれに限定さ
れない）又は対象の眼に送達するのに用いることができる。ある態様において該方法及び
固体のドラッグ送達システムはＣＮＶを治療するため使用される。また該方法及び固体の
ドラッグ送達システムは、眼における血管新生を治療、予防、若しくは抑制する、又は眼
における血管新生の開始を遅らせる、若しくは眼における血管新生の緩解を生じさせるた
め治療上有効な量の治療薬を対象（例えばヒトである対象を含むがこれに限定されない）
又は対象の眼に送達するのに用いることができる。ある態様において該方法及び固体のド
ラッグ送達システムは、血管新生を治療するため使用される。ラパマイシン以外の治療薬
を用いて治療、予防若しくは抑制できる又は開始を遅らせる若しくは緩解を生じさせるこ
とができるその他の病気又は症状は、詳細な説明の「病気及び症状」の項に記載される。
【００４８】
　ここに記載される固体のドラッグ送達システムは、生分解性であってもよいし、非生分
解性であってもよい。配置には、外科的切開において鉗子を用いる注入又は配置による固
体のドラッグ送達システムの配置、ポリマーをベースとする固体のドラッグ送達システム
による送達、生分解性である固体のドラッグ送達システムによる送達、遅延放出性である
固体のドラッグ送達システムによる送達、及び被覆された固体のドラッグ送達システムに
よる送達があるが、これらに限定されるものではない。
【００４９】
　また固体のドラッグ送達システムは、所定の位置に該固体のドラッグ送達システムを固
定するのを支援するための種々の手段を必要に応じて含んでもよい。一つの非限定的な具
体例として、そのような固体のドラッグ送達システムは、眼の強膜外表面への配置のため
の生分解層を含むことができる。ある態様において、固体のドラッグ送達システムは、複
数の突起を含む表面を有するものであり、該複数の突起は、眼の強膜外表面に該固体のド
ラッグ送達システムを固定するのを補助する。もう一つの非限定的具体例として、固体の
ドラッグ送達システムは、強膜又は他の組織に縫合される。
【００５０】
　また必要に応じて、固体のドラッグ送達システムは、遅延放出性である固体のドラッグ
送達システムとすることができる。
【００５１】
　ここに記載される固体のドラッグ送達システムは、一つ又は複数の治療薬（ラパマイシ
ンを含むがこれに限定されない）を長期間送達するものであってもよい。そのような持続
放出性（徐放性）送達システムの一つの非限定的具体例は、対象において病気又は症状を
治療、予防若しくは抑制する、又は病気又は症状の開始を遅らせる、若しくは病気又は症
状の緩解を生じさせるため有効な量を維持するのに十分な量で、対象又は対象の眼に一つ
又は複数の治療薬を長期間送達する固体のドラッグ送達システムである。一つの非限定的
具体例において、そのような送達システムは、少なくとも約１ヶ月、少なくとも約２ヶ月
、少なくとも約３ヶ月、少なくとも約６ヶ月、少なくとも約９ヶ月、又は少なくとも約１
２ヶ月の間、治療薬を送達する。
【００５２】
　他の放出持続期間は、「詳細な説明」に記載される。
【００５３】
　ここに記載される固体のドラッグ送達システムは、ラパマイシンの様々な所定の濃度又
はレベルと等価な量で治療薬を送達することができる。
【００５４】
　通常、所望の効果を有する任意の量の治療薬を用いることができる。所望の効果を有す
る量又は大きさで、固体のドラッグ送達システムを、通常、投与することができる。ここ
に記載される固体のドラッグ送達システムは、一つ又は複数の治療薬を長期間送達するも
のであってもよい。そのような持続放出性（徐放性）送達システムの一つの非限定的具体
例は、対象において病気又は症状を治療、予防若しくは抑制する、又は病気又は症状の開
始を遅らせる、若しくは病気又は症状の緩解を生じさせるため有効な量を維持するのに十
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分な量で、対象（ヒトである対象を含むがこれに限定されない）又は対象の眼に一つ又は
複数の治療薬を長期間送達する固体のドラッグ送達システムである。ある態様において、
固体のドラッグ送達システムは、対象（ヒトである対象を含むがこれに限定されない）の
病気又は症状を治療するため使用される。ある態様において、固体のドラッグ送達システ
ムは、少なくとも約１ヶ月、少なくとも約２ヶ月、少なくとも約３ヶ月、少なくとも約６
ヶ月、少なくとも約９ヶ月、又は少なくとも約１２ヶ月の間、治療薬を送達する。
【００５５】
　ある態様において、固体のドラッグ送達システムは、湿性の加齢性黄斑変性を長期間予
防するため使用される。ある態様において、固体のドラッグ送達システムは、乾性ＡＭＤ
から湿性ＡＭＤへの移行を長期間予防するため使用される。一つの非限定的具体例におい
て、固体のドラッグ送達システムは、少なくとも約３ヶ月、少なくとも約６ヶ月、少なく
とも約９ヶ月、又は少なくとも約１２ヶ月の間、湿性の加齢性黄斑変性を治療、予防、若
しくは抑制する、又はその開始を遅らせる、若しくはその緩解を生じさせるため十分な量
で、ラパマイシンを対象（ヒトである対象を含むがこれに限定されない）の硝子体、強膜
、網膜、脈絡膜、黄斑、又はその他の組織に送達する。ある態様において、ラパマイシン
のレベルはＡＭＤを治療するのに十分なものである。ある態様において、ラパマイシンの
レベルは、湿性ＡＭＤの開始を予防するのに十分なものである。他の放出持続期間は、「
詳細な説明」に記載される。
【００５６】
　接眼装置の配置を必要とする対象において眼の疾病を治療する方法がここに記載され、
該方法は、該接眼装置の配置のため選択された部位の近傍に増殖阻害剤を含む製剤を投与
することを包含する。ある態様において、該製剤は、該接眼装置の配置の前に、該接眼装
置の配置と同時に又は該接眼装置の配置の後に、投与される。ある態様において、該増殖
阻害剤は、リムス化合物又はその製薬上許容される塩又はエステルである。ある態様にお
いて該リムス化合物はラパマイシンである。ある態様において、該接眼装置は緑内障ドレ
ナージ装置である。ある態様において、該接眼装置は、シャント、ステント、管、膜、弁
、又はそれらの一つ以上の組み合わせを備える。ある態様において、該方法は、該接眼装
置の近傍で細胞の増殖を低下させる。ある態様において、該製剤は、溶液、懸濁物、エマ
ルション、自己乳化型製剤、その場でゲル化する製剤、又は固体のドラッグ送達システム
である。ある態様において、該製剤は、該接眼装置の近傍に、少なくとも約３０日の期間
、細胞の増殖を低下させるのに有効な量の増殖阻害剤を送達する。ある態様において、該
製剤は、該接眼装置の近傍に、少なくとも約６０日の期間、細胞の増殖を低下させるのに
有効な量の治療薬を送達する。ある態様において、該製剤は、該接眼装置の近傍に、少な
くとも約９０日の期間、細胞の増殖を低下させるのに有効な量の治療薬を送達する。ある
態様において、該増殖阻害剤はラパマイシンであり、かつ該接眼装置は緑内障ドレナージ
装置である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５７】
　（詳細な説明）
　固体のドラッグ送達システム、及び対象（ヒトである対象を含むがこれに限定されない
）又は対象の眼に治療薬を送達することに関する方法がここに記載される。これらの固体
のドラッグ送達システム及び方法は、眼の病気又は症状（後部区分の病気又は症状（脈絡
膜新生血管を含むがこれに限定されない）、黄斑変性、加齢性黄斑変性（ＡＭＤ）（湿性
ＡＭＤ及び乾性ＡＭＤを含む）、網膜の血管新生、脈絡膜のブドウ膜炎、及び他の網膜増
殖性疾患を含むがこれらに限定されない）を治療、予防、若しくは抑制する、又はその開
始を遅らせる、若しくはその緩解を生じさせるため用いることができる。ある態様におい
て、ここに記載される固体のドラッグ送達システム又は方法は、眼の上述した病気又は症
状を治療するために使用される。
【００５８】
　ここに記載されるものは、（１）一種以上の治療薬を持続的に送達する固体のドラッグ
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送達システムを含む固体のドラッグ送達システム、（２）ここに記載される固体のドラッ
グ送達システム及び方法を用いて対象（ヒトである対象を含むがそれに限定されない）又
は対象の眼に送達することができる治療薬、（３）該治療薬の送達により治療する、予防
する、抑制する、開始を遅延する、又は緩解を生じさせることができる病気又は症状、（
４）治療の方法、（５）固体のドラッグ送達システムの送達及び方法のための投与経路、
（６）ここに記載される固体のドラッグ送達システムを用いて対象又は対象の眼にラパマ
イシンを送達することによるＣＮＶ及び湿性ＡＭＤの治療、並びに（７）緑内障ドレナー
ジ装置近傍への一種以上の増殖阻害剤の投与である。
【００５９】
　治療薬を送達するための固体のドラッグ送達システム
　この項では固体のドラッグ送達システムを記載する。ある態様において、固体のドラッ
グ送達システムは、「治療薬」の項に記載される治療薬（ラパマイシンを含むがこれに限
定されない）を含む。ここに記載される固体のドラッグ送達システムを用いた治療薬の送
達は、ここに記載される病気及び症状を治療、予防、若しくは抑制する、又はその開始を
遅らせる、若しくはその緩解を生じさせるため使用することができる。ここに記載される
固体のドラッグ送達システムは、一種又は二種以上の治療薬を含むことができる。ここに
明瞭に記載されるものに加えて、その他の固体のドラッグ送達システムを使用してもよい
。
【００６０】
　ここに記載される固体のドラッグ送達システムは、治療薬成分及び賦形剤成分を含む。
ある態様において、ここに記載される固体のドラッグ送達システムは、対象の眼に対して
治療薬を持続的に送達することができる。該治療薬成分は一種以上の治療薬を含むことが
できる。該賦形剤成分は一種以上の賦形剤を含むことができる。該賦形剤成分は一種以上
の固体又は液体の溶媒を含むことができる。ある態様において、該固体のドラッグ送達シ
ステムは、一種以上の可溶化剤、界面活性剤、安定剤、佐剤、放出改変剤、酸化防止剤な
どをさらに含む。
【００６１】
　例えば治療薬は、０．０５～９９％ｗ／ｗ、０．１～７０％、１～５０％、１．５～２
５％、５～２０％、８～１５％、５～１０％、８～１５％、１～５％、３０～４０％、４
０～５０％、５０～６０％、６０～７０％、又は７０～８０％ｗ／ｗとすることができる
。「ｗ／ｗ」は、最終的な製剤の総重量に対する所定の成分の重量を意味する。
【００６２】
　例えば賦形剤は、固体のドラッグ送達システムの総重量の５～９９．９％、１０～９０
％、５～５０％、１．５～２５％、５～２０％、８～１５％、５～１０％、８～１５％、
１～５％、３０～４０％、４０～５０％、５０～６０％、６０～７０％、７０～８０％、
８０～９０％、又は９０～９９．９％とすることができる。必要に応じて、固体のドラッ
グ送達システムは、界面活性剤、安定剤、佐剤、酸化防止剤などを全体の０～４０重量％
さらに含むことができる。
【００６３】
　ここで使用する用語「約」は、通常、ここに記載される方法、例えば実施例の方法が使
用される場合に得られる正確さの程度を指している。一方、製剤の成分の所定の量につい
て「約」は、記載された量の９０～１１０％を意味する。
【００６４】
　ここに記載される固体のドラッグ送達システムは、「病気又は症状」の項に記載される
病気又は症状を治療、予防、若しくは抑制する、又はその開始を遅らせる、若しくはその
緩解を生じさせるため有効な量の治療薬を送達するため使用することができる。ある態様
において、ここに記載される固体のドラッグ送達システムは、長期間、一種以上の治療薬
を送達する。
【００６５】
　通常、治療薬は、必要な送達期間の間、対象又は対象の眼に治療上有効な量の治療薬を
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送達できる任意の固体のドラッグ送達システムとして処方することができる。
【００６６】
　賦形剤
　ここに記載される固体のドラッグ送達システムは、賦形剤成分を含むことができる。賦
形剤成分は、一種以上の賦形剤を含むことができる。ここで使用する「賦形剤」は、固体
のドラッグ送達システムにおける治療薬以外の任意の物質である。例えば、賦形剤は、固
体のドラッグ送達システムの製造を補助し、治療薬の可溶化を補助し、固体のドラッグ送
達システムを配置する前及び後の両方において安定性を高め、標的組織への治療薬の送達
を改変し、組織を介する又は組織への輸送を促進し、あるいは、固体のドラッグ送達シス
テムに色又は香味を付与することができる。
【００６７】
　ある態様において、賦形剤は、一種以上の溶媒、界面活性剤、可溶化剤、佐剤、放出改
変剤、酸化防止剤などを含み得る。留意すべきことに、賦形剤の種類（例えば溶媒、安定
剤、可溶化剤、又は界面活性剤）同士の間には重なりがあり、また同じ成分が一つより多
い役割を果たすことがある。例えば、ポリビニルピロリドン（ＰＶＰ）は、当業者により
安定剤又は溶媒のいずれかとみなすことができる。
【００６８】
　ある態様において、賦形剤成分は溶媒成分を含む。溶媒は一種以上の溶媒を含み得る。
溶媒は固体または液体の溶媒とすることができる。ここに記載される溶媒のいずれかを賦
形剤成分中に用いることができる。
【００６９】
　ある態様において、溶媒はポリエチレングリコールである。ポリエチレングリコールは
種々の名前で知られており、種々の調製物（例えば、マクロゴール類、マクロゴール４０
０、マクロゴール１５００、マクロゴール４０００、マクロゴール６０００、マクロゴー
ル２００００、マクロゴラ（ｍａｃｒｏｇｏｌａ）、ブレオックス（ｂｒｅｏｘ）ＰＥＧ
、カルボワックス、カルボワックスセントリー（ｓｅｎｔｒｙ）、ホダグ（Ｈｏｄａｇ）
ＰＥＧ、リポ（Ｌｉｐｏ）、リポキソール（Ｌｉｐｏｘｏｌ）、ルトロール（Ｌｕｔｒｏ
ｌ）Ｅ、ＰＥＧ、プルリオール（Ｐｌｕｒｉｏｌ）Ｅ、ポリオキシエチレングリコール、
及びα－ヒドロ－ω－ヒドロキシ－ポリ（オキシ－１，２－エタンジイル）があるがこれ
らに限定されるものではない）として入手することができる。ある態様において、溶媒成
分は液体のポリエチレングリコールからなる。ある態様において、溶媒成分は低分子量の
ポリエチレングリコールからなる。ある態様において、溶媒成分はＰＥＧ３００又はＰＥ
Ｇ４００からなる。
【００７０】
　ある態様では、固体のドラッグ送達システムを調製した後、溶媒は該固体のドラッグ送
達システムにおいて実質的に存在しない。一つの非限定的な具体例として、溶媒は、治療
薬に加えることができ、次いで、製造中又は製造後に除去される。ある態様では、固体の
ドラッグ送達システムの調製後、溶媒は該固体のドラッグ送達システムにおいて実質的に
存在せず、そしてドラッグ送達システムは固体となっている。
【００７１】
　ある態様において、賦形剤成分は可溶化剤成分を含む。該可溶化剤成分は、一種以上の
可溶化剤からなる。ここに記載される可溶化剤のいずれかを賦形剤成分に使用することが
できる。ある態様において可溶化剤は界面活性剤である。
【００７２】
　ある態様において、賦形剤成分は可溶化剤成分を含む。該可溶化剤成分は、一種以上の
可塑剤からなる。任意の可溶化剤を賦形剤成分に使用することができる。ある態様におい
て、可溶化剤成分は架橋された又は架橋されていないポリビニルピロリドン（ＰＶＰ）か
なる。
【００７３】
　ある態様において、賦形剤はポリビニルピロリドンである。ポリビニルピロリドンは、
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種々の名称で知られており、種々の調製物（例えば、ポビドン、ポビドナム（ｐｏｖｉｄ
ｏｎｕｍ）、コリドン、プラスドン、ポリ［１－（２－オキソ－１－ピロリジニル）エチ
レン］、ポリビドン、ＰＶＰ、１－ビニル－２－ピロリドン重合体、及び１－エテニル－
２－ピロリジノンホモポリマーがあるがこれらに限定されない）として入手することがで
きる。ある態様においてＰＶＰはＰＶＰ　Ｋ－９０である。
【００７４】
　ある態様において、賦形剤成分は放出改変剤を含む。ある態様において放出改変剤は被
膜形成ポリマー成分である。被膜形成ポリマー成分は、一種以上の被膜形成ポリマーから
なる。任意の被膜形成ポリマーを賦形剤成分に使用することができる。ある態様において
、被膜形成ポリマー成分は、水不溶性の被膜形成ポリマーからなる。ある態様において、
被膜形成ポリマー成分は、アクリルポリマー（例えばポリメタクリレート（例えばＥｕｄ
ｒａｇｉｔ　ＲＬがあるがこれに限定されない）があるがこれに限定されない）からなる
。
【００７５】
　ある態様において、賦形剤はポリアクリレートである。ある態様において、ポリアクリ
レートはポリメタクリレートである。ポリメタクリレートは種々の名称で知られており、
そして種々の調製物（例えばメタクリル酸エステルのポリマー、メタクリル酸－アクリル
酸エチル共重合体（１：１）、メタクリル酸－アクリル酸エチル共重合体（１：１）分散
物３０％、メタクリル酸－メタクリル酸メチル共重合体（１：１）、メタクリル酸－メタ
クリル酸メチル共重合体（１：２）、メタクリル酸－アクリル酸エチル共重合体（１：１
）、メタクリル酸－アクリル酸エチル共重合体（１：１）分散物３０％、メタクリル酸－
メタクリル酸メチル共重合体（１：１）、メタクリル酸－メタクリル酸メチル共重合体（
１：２）、ＵＳＰＮＦ、メタクリル酸アンモニウム共重合体、メタクリル酸共重合体、メ
タクリル酸共重合体分散物などがあるがこれらに限定されない）として入手することがで
きる。
【００７６】
　可能性のある薬剤がここに記載される固体のドラッグ送達システムにおいて利用できる
かどうか調べるため、当業者はここに記載される治療薬（ラパマイシンを含むがこれに限
定されない）の任意のものをここに記載される可能な賦形剤成分若しくは薬剤の任意のも
の、又は当該技術において知られる他の任意の賦形剤と混合することができる。得られた
固体のドラッグ送達システムを適当な動物モデルに配置することができ（例えば、ウサギ
の眼の強膜に若しくはその近傍に、又はウサギの眼の強膜と結膜の間の領域に若しくはそ
の近傍に配置することができ）、そして治療薬の平均濃度を長期間モニターすることがで
きる。
【００７７】
　治療薬用溶媒
　使用可能な固体のドラッグ送達システムの一種は溶媒を含む。
【００７８】
　ある態様において、治療薬が溶解する任意の溶媒を用いることができる。ある態様にお
いて溶媒は水性である。ある態様において溶媒は非水性である。「水性溶媒」は少なくと
も約５０％の水を含有する溶媒である。
【００７９】
　ある態様において、溶媒は固体溶媒であり、そして得られる溶液は固溶体である。ある
態様において、任意の固体溶媒が使用され、ここで治療薬が、該溶媒と合わされてウサギ
の眼の結膜下に配置されるとき、ここに記載されるとおり、治療薬の持続的放出がもたら
される。ある態様において、溶媒と治療薬は、混和、混合、機械操作、沈殿、又は当該技
術において使用される何らかの他の方法により混ぜ和される。
【００８０】
　通常、所望の効果を有する任意の濃度の治療薬を使用できる。溶媒成分は単一の溶媒で
あってもよいし、複数種の溶媒の混合物であってもよい。溶媒及び溶液の種類は、ドラッ
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グ送達技術に精通している者によく知られている。例えば、以下を参照されたい：Ｔｈｅ
　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｐｒａｃｔｉｃｅ　ｏｆ　Ｐｈａｒｍａｃｙ，Ｔｗｅｎｔｉ
ｅｔｈ　Ｅｄｉｔｉｏｎ，Ｌｉｐｐｉｎｃｏｔｔ　Ｗｉｌｌｉａｍｓ　＆　Ｗｉｌｋｉｎ
ｓ；２０ｔｈ　ｅｄｉｔｉｏｎ（Ｄｅｃｅｍｂｅｒ　１５，２０００）；Ａｎｓｅｌ’ｓ
　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｄｏｓａｇｅ　Ｆｏｒｍｓ　ａｎｄ　Ｄｒｕｇ　Ｄｅ
ｌｉｖｅｒｙ　Ｓｙｓｔｅｍｓ，Ｅｉｇｈｔｈ　Ｅｄｉｔｉｏｎ，Ｌｉｐｐｉｎｃｏｔｔ
　Ｗｉｌｌｉａｍｓ　＆　Ｗｉｌｋｉｎｓ（Ａｕｇｕｓｔ　２００４）；Ｓｔｒｉｃｋｌ
ｅｙ，Ｓｏｌｕｂｉｌｉｚｉｎｇ　Ｅｘｃｉｐｅｉｎｔｓ　ｉｎ　Ｏｒａｌ　ａｎｄ　Ｉ
ｎｊｅｃｔａｂｌｅ　Ｆｏｒｍｕｌａｔｉｏｎｓ，Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｒｅ
ｓｅａｒｃｈ，Ｖｏｌ．２１，Ｎｏ．２，Ｆｅｂｒｕａｒｙ　２００４．
　以前に述べたように、ある溶媒は可溶化剤としても働くことができる。
【００８１】
　溶媒は固体のドラッグ送達システムに残存していてもよいし、固体のドラッグ送達シス
テムの加工後、又は固体のドラッグ送達システムを対象の眼に又は対象の眼の近傍に配置
した後、除去されてもよい。
【００８２】
　使用できる溶媒には、ＤＭＳＯ、エタノール、メタノール、イソプロピルアルコール、
ヒマシ油、プロピレングリコール、ポリソルベート８０、ベンジルアルコール、トリアセ
チン、ジアセチン、コーン油、乳酸エチル、グリセロールホルマール、エトキシジグリコ
ール（Ｔｒａｎｓｃｕｔｏｌ、　Ｇａｔｔｅｆｏｓｓｅ）、トリエチレングリコールジメ
チルエーテル（Ｔｒｉｇｌｙｍｅ）、ジメチルイソソルビド（ＤＭＩ）、γ－ブチロラク
トン、Ｎ－メチル－２－ピロリジノン（ＮＭＰ）、及びポリグリコール化カプリルグリセ
リド（Ｌａｂｒａｓｏｌ，Ｇａｔｔｅｆｏｓｓｅ）、それらの任意の一以上の組み合わせ
、又はそれらの任意の一以上の類似体若しくは誘導体があるがこれらに限定されるもので
はない。
【００８３】
　ある態様において、溶媒は、グリセリン、ジメチルスルホキシド、Ｎ－メチルピロリド
ン、ジメチルアセトアミド（ＤＭＡ）、ジメチルホルムアミド、グリセロールホルマール
、エトキシジグリコール、トリエチレングリコールジメチルエーテル、トリアセチン、ジ
アセチン、コーン油、クエン酸アセチルトリエチル（ＡＴＣ）、乳酸エチル、ポリグリコ
ール化カプリルグリセリド、γ－ブチロラクトン、ジメチルイソソルビド、ベンジルアル
コール、エタノール、イソプロピルアルコール、種々の分子量のポリエチレングリコール
（例えばＰＥＧ３００及びＰＥＧ４００があるがこれらに限定されない）、又はプロピレ
ングリコール、それらの任意の一以上の組み合わせ、又はそれらの任意の一以上の類似体
若しくは誘導体である。
【００８４】
　ある態様において、溶媒はポリエチレングリコールである。ポリエチレングリコールは
種々の名前で知られており、そして種々の調製物（例えば、マクロゴール類、マクロゴー
ル４００、マクロゴール１５００、マクロゴール４０００、マクロゴール６０００、マク
ロゴール２００００、マクロゴラ（ｍａｃｒｏｇｏｌａ）、ブレオックス（ｂｒｅｏｘ）
ＰＥＧ、カルボワックス、カルボワックスセントリー（ｓｅｎｔｒｙ）、ホダグ（Ｈｏｄ
ａｇ）ＰＥＧ、リポ（Ｌｉｐｏ）、リポキソール（Ｌｉｐｏｘｏｌ）、ルトロール（Ｌｕ
ｔｒｏｌ）Ｅ、ＰＥＧ、プルリオール（Ｐｌｕｒｉｏｌ）Ｅ、ポリオキシエチレングリコ
ール、及びα－ヒドロ－ω－ヒドロキシ－ポリ（オキシ－１，２－エタンジイル）がある
がこれらに限定されるものではない）として入手することができる。
【００８５】
　ある態様においてポリエチレングリコールは液体のＰＥＧであり、そしてＰＥＧ３００
又はＰＥＧ４００の一つ以上である。
【００８６】
　その他の溶媒には、治療薬を可溶化するのに十分な量のＣ６～Ｃ２４脂肪酸がある。
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【００８７】
　リン脂質溶媒も使用することができ、例えば、レシチン、ホスファチジルコリン、又は
リン酸のコリンエステルに結合したステアリン酸、パルミチン酸、及びオレイン酸の種々
のジグリセリドの混合物、水素化大豆ホスファチジルコリン（ＨＳＰＣ）、ジステアロイ
ルホスファチジルグリセロール（ＤＳＰＧ）、Ｌ－α－ジミリストイルホスファチジルコ
リン（ＤＭＰＣ）、Ｌ－α－ジミリストイルホスファチジルグリセロール（ＤＭＰＧ）が
ある。
【００８８】
　溶媒のさらなる具体例には、例えば、アルコール類、プロピレングリコール、種々の分
子量のポリエチレングリコール、プロピレングリコールエステル、脂肪酸（例えばオレイ
ン酸、ステアリン酸、パルミチン酸、カプリン酸、リノール酸など）でエステル化された
プロピレングリコール、中鎖モノ、ジ、又はトリグリセリド、長鎖脂肪酸、天然の油、及
びそれらの混合物などの成分がある。溶媒系のための油状成分には、市販の油及び天然の
油がある。油はさらに植物油又は鉱物油とすることができる。油は、非界面活性油の特徴
を有することができ、それは典型的に親水性－親油性バランス価を有さない。中鎖トリグ
リセリドからなる市販の物質には、Ｃａｐｔｅｘ　１００、Ｃａｐｔｅｘ　３００、Ｃａ
ｐｔｅｘ　３５５、Ｍｉｇｌｙｏｌ　８１０、Ｍｉｇｌｙｏｌ　８１２、Ｍｉｇｌｙｏｌ
　８１８、Ｍｉｇｌｙｏｌ　８２９、及びＤｙｎａｃｅｒｉｎ　６６０があるがこれらに
限定されない。市販のプロピレングリコールエステル組成物には、Ｃａｐｔｅｘ　２００
及びＭｉｇｌｙｏｌ　８４０などがある。市販品Ｃａｐｍｕｌ　ＭＣＭは、モノグリセリ
ド及びジグリセリドを含む多くの可能な中鎖混合物の一つからなる。
【００８９】
　その他の溶媒には、天然の油、例えばハッカ油及び種子油がある。典型的な天然油には
、オレイン酸、ヒマシ油、ベニバナ種子油、大豆油、オリーブ油、ヒマワリ種子油、ゴマ
油、及びピーナッツ油がある。大豆脂肪酸も用いることができる。完全に飽和した非水性
溶媒の具体例には、中鎖～長鎖脂肪酸のエステル（例えば約Ｃ６～約Ｃ２４の鎖長を有す
る脂肪酸トリグリセリド）があるがこれに限定されない。脂肪酸の混合物を、天然油（例
えばココナッツ油、パーム核油、ババスヤシ油など）から分離して精製してもよい。ある
実施態様において、中鎖（約Ｃ８～約Ｃ１２）トリグリセリド（例えばココナッツ油又は
ヤシ種子油から得られるカプリル酸／カプリン酸トリグリセリド）を使用できる。中鎖モ
ノ及びジグリセリドも使用できる。その他の完全に飽和した非水性溶媒には、飽和ココナ
ッツ油（典型的にラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、カプリン酸、及びカプロン
酸の混合物を含む）（Ｍｉｇｌｙｏｌの商標でＨｕｌｓから販売され、商品番号８１０、
８１２、８２９及び８４０を有するものがある）があるがこれに限定されるものではない
。さらにＤｒｅｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓが販売するＮｅｏＢｅｅ（商標）製品もある。非
水性溶媒にはミリスチン酸イソプロピルがある。合成油の具体例には、６～２４の炭素原
子を有する飽和又は不飽和脂肪酸（例えば、ヘキサン酸、オクタン（カプリル）酸、ノナ
ン酸（ペラルゴン酸）、デカン酸（カプリン酸）、ウンデカン酸、ラウリン酸、トリデカ
ン酸、テトラデカン（ミリスチン）酸、ペンタデカン酸、ヘキサデカン酸（パルミチン酸
）、ヘプタデカン酸、オクタデカン（ステアリン）酸、ノナデカン酸、ヘプタデカン酸、
エイコサン酸、ヘンエイコサン酸、ドコサン酸、及びリグノセリン酸）のプロピレングリ
コールジエステル及びトリグリセリドがある。不飽和カルボン酸の具体例には、オレイン
酸、リノール酸、及びリノレン酸などがある。非水性溶媒は、脂肪酸のモノ、ジ及びトリ
グリセリルエステル又は混合グリセリド、及び／又はプロピレングリコールモノ又はジエ
ステル（ここでグリセロールの１分子以上が種々の炭素原子長の脂肪酸でエステル化され
ている）を含むことができる。溶媒として有用な「非油性」の具体例にはポリエチレング
リコールがあるがこれに限定されるものではない。
【００９０】
　典型的な植物油には、綿実油、コーン油、ゴマ油、大豆油、オリーブ油、分画ココナッ
ツ油、ピーナッツ油、ヒマワリ油、ベニバナ油、アーモンド油、アボカド油、パーム油、
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パーム核油、ババスヤシ油、ビーチナッツ油、亜麻仁油、菜種油などがある。植物油（コ
ーン油を含むがこれに限定されない）のモノ、ジ及びトリグリセリドも使用することがで
きる。
【００９１】
　ポリビニルピロリドン（ＰＶＰ）（架橋された又は架橋されていない）を溶媒として使
用してもよい。さらなる溶媒には、Ｃ６～Ｃ２４脂肪酸、オレイン酸、Ｉｍｗｉｔｏｒ　
７４２、Ｃａｐｍｕｌ、Ｆ６８、Ｆ６８（Ｌｕｔｒｏｌ）、プルロニック類（ＰＬＵＲＯ
ＮＩＣＳ）（例えばＰＬＵＲＯＮＩＣＳ　Ｆ１０８、Ｆ１２７、及びＦ６８、Ｐｏｌｏｘ
ａｍｅｒｓ、Ｊｅｆｆａｍｉｎｅｓがあるがこれらに限定されない）、Ｔｅｔｒｏｎｉｃ
ｓ　Ｆ１２７、シクロデキストリン類（例えばα－シクロデキストリン、β－シクロデキ
ストリン、ヒドロキシプロピル－β－シクロデキストリン、スルホブチルエーテル－β－
シクロデキストリン（Ｃａｐｔｉｓｏｌ）、カルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）、ポ
リソルビタン２０、Ｃａｖｉｔｒｏｎ、種々の分子量のポリエチレングリコール（ＰＥＧ
３００及びＰＥＧ４００があるがこれらに限定されない）があるがこれらに限定されるも
のではない。
【００９２】
　蜜ろう及びｄ－α－トコフェロール（ビタミンＥ）を溶媒として使用してもよい。
【００９３】
　固体のドラッグ送達システムに使用するための溶媒は、当該技術において知られている
種々の方法により決定することができる。そのような方法には、（１）その溶解度パラメ
ーター値を理論的に見積もり、当該分野における標準的な式を用いて治療薬に合うものを
選択する方法、及び（２）溶媒における治療薬の飽和溶解度を実験に基づいて決定し、所
望の溶解度を示すものを選択する方法があるがこれらに限定されるものではない。
【００９４】
　ラパマイシンの可溶化
　治療薬がラパマイシンの場合、ラパマイシンを含む固体のドラッグ送達システムを調製
するため使用できる溶媒には、ここに記載される任意の溶媒、例えばＤＭＳＯ、グリセリ
ン、エタノール、メタノール、イソプロピルアルコール、ヒマシ油、プロピレングリコー
ル、ポリビニルプロピレン、グリセリン、ポリソルベート８０、ベンジルアルコール、ジ
メチルアセトアミド（ＤＭＡ）、ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）、グリセロールホルマ
ール、エトキシジグリコール（Ｔｒａｎｓｃｕｔｏｌ、　Ｇａｔｔｅｆｏｓｓｅ）、トリ
エチレングリコールジメチルエーテル（Ｔｒｉｇｌｙｍｅ）、ジメチルイソソルビド（Ｄ
ＭＩ）、γ－ブチロラクトン、Ｎ－メチル－２－ピロリドン（ＮＭＰ）、種々の分子量の
ポリエチレングリコール（例えばＰＥＧ３００及びＰＥＧ４００があるがこれらに限定さ
れない）、並びにポリグリコール化カプリルグリセリド（Ｌａｂｒａｓｏｌ，Ｇａｔｔｅ
ｆｏｓｓｅ）があるがこれらに限定されるものではない。
【００９５】
　さらなる溶媒には、Ｃ６～Ｃ２４脂肪酸、オレイン酸、Ｉｍｗｉｔｏｒ　７４２、Ｃａ
ｐｍｕｌ、Ｆ６８、Ｆ６８（Ｌｕｔｒｏｌ）、ＰＬＵＲＯＮＩＣＳ（例えばＰＬＵＲＯＮ
ＩＣＳ　Ｆ１０８、Ｆ１２７、及びＦ６８、Ｐｏｌｏｘａｍｅｒｓ、Ｊｅｆｆａｍｉｎｅ
ｓがあるがこれらに限定されない）、Ｔｅｔｒｏｎｉｃｓ、　Ｆ１２７、β－シクロデキ
ストリン、ＣＭＣ、ポリソルビタン２０、Ｃａｖｉｔｒｏｎ、ソフチゲン（ｓｏｆｔｉｇ
ｅｎ）７６７、ｃａｐｔｉｓｏｌ、並びにゴマ油があるがこれらに限定されるものではな
い。
【００９６】
　ラパマイシンを溶解するため使用できるその他の溶媒は、Ｓｏｌｕｂｉｌｉｚａｔｉｏ
ｎ　ｏｆ　Ｒａｐａｍｙｃｉｎ，Ｐ．Ｓｉｍａｍｏｒａ　ｅｔ　ａｌ．Ｉｎｔ’ｌ　Ｊ．
Ｐｈａｒｍａ　２１３（２００１）２５－２９（その内容はこの引用によりそっくり本明
細書に記載されたものとする）に記載されている。
【００９７】
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　他にも多くの溶媒が可能である。ラパマイシンに対してどの溶媒を用いればよいかを明
らかにすることは、当業者にとって通常の技術である。
【００９８】
　放出改変剤
　ある態様において、放出改変剤は、固体のドラッグ送達システムからの治療薬の放出速
度を高める。ある態様において、放出改変剤は、固体のドラッグ送達システムからの治療
薬の放出速度を低下させる。
【００９９】
　ある態様において、放出改変剤は、被膜形成ポリマー成分である。被膜形成ポリマー成
分は、一種以上の被膜形成ポリマーを含むことができる。任意の被膜形成ポリマーを賦形
剤に使用することができる。ある態様において、被膜形成ポリマー成分は、水不溶性の被
膜形成ポリマーからなる。ある態様において、被膜形成ポリマー成分は、アクリルポリマ
ーからなる。
【０１００】
　ある態様において、放出改変剤はポリメタクリレートである。ポリメタクリレートは種
々の名称で知られており、そして種々の調製物（例えばメタクリル酸エステルのポリマー
、メタクリル酸－アクリル酸エチル共重合体（１：１）、メタクリル酸－アクリル酸エチ
ル共重合体（１：１）分散物３０％、メタクリル酸－メタクリル酸メチル共重合体（１：
１）、メタクリル酸－メタクリル酸メチル共重合体（１：２）、メタクリル酸－アクリル
酸エチル共重合体（１：１）、メタクリル酸－アクリル酸エチル共重合体（１：１）分散
物３０％、メタクリル酸－メタクリル酸メチル共重合体（１：１）、メタクリル酸－メタ
クリル酸メチル共重合体（１：２）、ＵＳＰＮＦ、メタクリル酸アンモニウム共重合体、
メタクリル酸共重合体、メタクリル酸共重合体分散物などがあるがこれらに限定されない
）として入手することができる。ある態様において、ポリメタクリレートはＥｕｄｒａｇ
ｉｔ　ＲＬである。
【０１０１】
　安定剤
　ここに記載される固体のドラッグ送達システムの賦形剤成分は安定剤を含むことができ
る。ここに記載される固体のドラッグ送達システムに使用できる安定剤には、（１）ゼラ
チンのようなカプセル化材料に対して賦形剤の混和性を向上させる物質、（２）治療薬（
ラパマイシン及び／又はラパマイシン誘導体を含むがこれらに限定されない）の安定性を
向上させる（例えば結晶成長を防ぐ）物質、及び／又は（３）固体のドラッグ送達システ
ムの安定性を向上させる物質があるが、これらに限定されるものではない。
【０１０２】
　安定剤には、脂肪酸、脂肪アルコール、アルコール類、長鎖脂肪酸エステル、長鎖エー
テル、脂肪酸の親水性誘導体、ポリビニルピロリドン、ポリビニルエーテル、ボリビニル
アルコール、炭化水素、疎水性ポリマー、吸湿ポリマー、及びそれらの組み合わせがある
が、これらに限定されるものではない。上記安定剤のアミド類似体も使用することができ
る。選択された安定剤は、固体のドラッグ送達システムの疎水性を変えることができ（例
えばオレイン酸、ワックス）、又は、固体のドラッグ送達システムにおける種々の成分の
混合を促進することができ（例えばエタノール）、処方物における水分濃度を調節するこ
とができ（例えばＰＶＰ）、相の移動性を調節することができ（室温より高い融点を有す
る物質（例えば長鎖脂肪酸、アルコール類、エステル類、エーテル類、アミド類など、又
はそれらの混合物、ワックス）、かつ／又はカプセル化材料に対する処方物の混和性を向
上させることができる（例えばオレイン酸又はワックス）。これらの安定剤のあるものは
、溶媒／共溶媒として用いることができる（例えばエタノール）。安定剤は、治療薬（例
えばラパマイシン）の結晶化を抑制するのに十分な量で存在してもよい。
【０１０３】
　安定剤の具体例には、飽和脂肪酸、モノエン脂肪酸、ポリエン脂肪酸、分枝脂肪酸、環
含有脂肪酸、アセチレン型脂肪酸、ジカルボキシル脂肪酸、及び官能基含有脂肪酸（例え



(23) JP 2008-533204 A 2008.8.21

10

20

30

40

50

ば、オレイン酸、カプリル酸、カプリン酸、カプロン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、パ
ルミチン酸、ステアリン酸、ベヘン酸、リノール酸、リノレン酸、エイコサペンタエン酸
（ＥＰＡ）、ドコサヘキサエン酸、デヒドロアビエチン酸）、脂肪アルコール類（例えば
ステアリルアルコール、セチルアルコール、セテリルアルコール）、その他のアルコール
（例えばエタノール、イソプロピルアルコール、ブタノール）、長鎖脂肪酸エステル、エ
ーテル又はアミド（例えばステアリン酸グリセリル、ステアリン酸セチル、オレイルエー
テル、ステアリルエーテル、セチルエーテル、オレイルアミド、ステアリルアミド）、脂
肪酸の親水性誘導体（例えばポリグリセリル脂肪酸、ポリエチレングリコール脂肪酸エス
テル）、ポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコール、ワックスなどがあるが、これら
に限定されるものではない。
【０１０４】
　ある態様において安定剤はポリビニルピロリドンである。ポリビニルピロリドンは、種
々の名称で知られており、種々の調製物（例えば、ポビドン、ポビドナム（ｐｏｖｉｄｏ
ｎｕｍ）、コリドン、プラスドン、ポリ［１－（２－オキソ－１－ピロリジニル）エチレ
ン］、ポリビドン、ＰＶＰ、１－ビニル－２－ピロリドン重合体、及び１－エテニル－２
－ピロリジノンホモポリマーがあるがこれらに限定されない）として入手することができ
る。
【０１０５】
　ゲル化剤
　ここに記載される固体のドラッグ送達システムの賦形剤成分はゲル化剤を含むことがで
き、それはゲルの形成を通じて最終的な固体のドラッグ送達システムの組織（テクスチャ
ー）を変える。
【０１０６】
　使用できるゲル化剤には、カラギーナン、セルロースゲル、二酸化シリコンコロイド、
ゼラチン、炭酸プロピレン、炭酸、アルギン酸、寒天、カルボキシビニルポリマー又はカ
ルボマー及びポリアクリルアミド、アラビアガム、エステルガム、グアーガム、アラビア
ガム、ガティ（ｇｈａｔｔｉ）、カラヤガム、トラガカント、テラ（ｔｅｒｒａ）、ペク
チン、タマリンド種子、カラマツアラビノガラクタン、アルギン酸塩、ローカストビーン
、キサンタンガム、デンプン、ビーガム（ｖｅｅｇｕｍ）、トラガカント、ポリビニルア
ルコール、ゲランガム、ヒドロコロイド混合物、及びポビドンがあるが、これらに限定さ
れるものではない。
【０１０７】
　佐剤
　ここに記載される固体のドラッグ送達システムの賦形剤成分は、投与又は配置の指示さ
れる経路に適した一種以上の佐剤を含むことができる。治療薬と混合できる佐剤には、ラ
クトース、スクロース、デンプン粉、アルカン酸のセルロースエステル、ステアリン酸、
タルク、ステアリン酸マグネシウム、酸化マグネシウム、リン酸及び硫酸のナトリウム塩
及びカルシウム塩、アラビアガム、ゼラチン、アルギン酸ナトリウム、ポリビニルピロリ
ドン、及び／又はポリビニルアルコールがあるが、これらに限定されるものではない。可
溶化された固体のドラッグ送達システムが必要な場合、治療薬は溶媒又は可溶化剤（例え
ばポリエチレングリコール、プロピレングリコール、カルボキシメチルセルロースコロイ
ド溶液、メタノール、エタノール、ＤＭＳＯ、コーン油、ピーナッツ油、綿実油、ゴマ油
、トラガカントガム、及び／又は種々の緩衝剤があるが、これらに限定されない）中に存
在することができる。その他の佐剤及び投与形態は、製薬技術においてよく知られており
、ここに記載される方法及び固体のドラッグ送達システムの実施に使用できる。担体又は
希釈剤は、時間遅延材料（例えばモノステアリン酸グリセリル又はジステアリン酸グリセ
リル単独、又はワックス若しくは当該技術においてよく知られた他の材料と組み合わせた
もの）を含んでもよい。また、ここに記載されるとおり使用するための固体のドラッグ送
達システムは、ゲル調製物、侵食性及び非侵食性のポリマー、微小球、並びにリポソーム
を含むこともできる。
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【０１０８】
　使用できるその他の佐剤及び賦形剤には、Ｃ８～Ｃ１０脂肪酸エステル（例えばｓｏｆ
ｔｉｇｅｎ　７６７）、ポリソルベート８０、Ｐｌｕｒｏｎｉｃ類、Ｔｅｔｒｏｎｉｃ類
、Ｍｉｇｌｙｏｌ、及びＴｒａｎｓｃｕｔｏｌがあるが、これらに限定されるものではな
い。
【０１０９】
　添加剤及び希釈剤
　ここに記載される固体のドラッグ送達システムの賦形剤成分は添加剤又は希釈剤（例え
ば製薬技術において通常利用されているもの）を含むことができる。そのようなものには
、増粘剤、造粒剤、分散剤、香味剤、甘味剤、着色剤、及び安定剤（ｐＨ安定剤を含む）
、その他の賦形剤、酸化防止剤（例えば、トコフェロール、ＢＨＡ、ＢＨＴ、ＴＢＨＱ、
酢酸トコフェロール、パルミチン酸アスコルビル、アスコルビン酸、没食子酸プロピルな
ど）、保存剤（例えばパラベン）等がある。典型的な保存剤には、ベンジルアルコール、
エチルアルコール、塩化ベンザルコニウム、フェノール、クロロブタノールなどがあるが
、これらに限定されるものではない。いくつかの有用な酸化防止剤は、固体のドラッグ送
達システムに対して酸素又は過酸化物を阻害する薬剤となり、例えば、ブチル化ヒドロキ
シトルエン、ブチルヒドロキシアニソール、没食子酸プロピル、アスコルビン酸パルミテ
ート、α－トコフェロールなどを含むが、これらに限定されるものではない。増粘剤（例
えばレシチン、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸アルミニウムなど）は、固
体のドラッグ送達システムのテクスチャーを向上させることができる。
【０１１０】
　さらに、粘性のポリマーを懸濁物に添加することができ、眼（強膜を含むがこれに限定
されない）における位置の設定を補助し、配置と操作を容易にすることができる。固体の
ドラッグ送達システムのある用途において、強膜にポケットを外科的に形成することがで
き、それにより、固体のドラッグ送達システムの注入又は配置を可能にする。懸濁物を形
成するための治療薬物質の粒子は、既知の方法（ボールミル粉砕（例えばセラミックビー
ズを使用することによる）によるものがあるがこれに限定されない）により製造すること
ができる。例えば、Ｃｏｌｅ　Ｐａｒｍｅｒボールミル（例えばＬａｂｍｉｌｌ　８００
０）を、Ｔｏｓｏｈ又はＮｏｒｓｔｏｎｅ社から入手できる０．８ｍｍＹＴＺセラミック
ビーズとともに使用することができる。
【０１１１】
　その他多くの溶媒が可能である。本明細書の開示からラパマイシン用の溶媒を特定する
ことは、当業者にとって通常の技術である。
【０１１２】
　可溶化剤
　ここに記載される固体のドラッグ送達システムの賦形剤成分は、１種以上の可溶化剤を
含むことができる。通常、任意の可溶化剤又は複数種の可溶化剤の組み合わせを、ここに
記載される固体のドラッグ送達システムに使用することができる。
【０１１３】
　ある態様において、可溶化剤は、界面活性剤又は複数種の界面活性剤の組み合わせであ
る。多くの可溶化剤及び界面活性剤が可能である。ある態様において、複数種の可溶化剤
又は界面活性剤の組み合わせ（例えば様々な種類の可溶化剤又は界面活性剤の組み合わせ
があるが、これに限定されない）を用いることができる。例えば、非イオン界面活性剤、
陰イオン界面活性剤（例えば石鹸、スルホン酸塩）、陽イオン界面活性剤（例えばＣＴＡ
Ｂ）、両性イオン界面活性剤、ポリマー界面活性剤、又は両性界面活性剤を使用すること
ができる。
【０１１４】
　ある態様において、ここに記載される固体のドラッグ送達システム用の可溶化剤又は界
面活性剤は、可能性のある可溶化剤又は界面活性剤をここに記載される固体のドラッグ送
達システムと混合し、対象に配置した後、固体のドラッグ送達システムの特徴を観察する
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ことにより、決定される。
【０１１５】
　界面活性剤の具体例には、脂肪酸エステル若しくはアミド若しくはエーテル類似体、又
はその親水性誘導体、モノエステル若しくはジエステル又はその親水性誘導体、それらの
混合物、それらのモノグリセリド若しくはジグリセリド又は親水性誘導体、又はそれらの
混合物、モノグリセリド及び／又はジグリセリド又はその親水性誘導体に富む混合物、親
水性成分で部分的に誘導体化された界面活性剤、その他のアルコール、ポリオール、糖又
はオリゴ糖又は多糖、オキシアルキレンのオリゴマー若しくはポリマー若しくはブロック
ポリマー又はその親水性誘導体のモノエステル又はジエステル又は多エステル、又はそれ
らのアミド類似体、アミン、ポリアミン、ポリイミン、アミノアルコール、アミノ糖、ヒ
ドロキシアルキルアミン、ヒドロキシポリイミン、ペプチド、ポリペプチドの脂肪酸誘導
体、又はそれらのエーテル類似体があるが、これらに限定されるものではない。
【０１１６】
　親水性－親油性バランス（ＨＬＢ）は、水及び油（又は検討されるエマルション系の二
相）に対する界面活性剤の相対的で同時的な親和力を表すものである。
【０１１７】
　界面活性剤は、その分子の親水性部分と親油性部分とのバランスによって特徴づけられ
る。親水性－親油性バランス（ＨＬＢ）の数値は、１～４０の任意の範囲で分子の極性を
示し、最も一般的に使用される乳化剤は１～２０の値を有する。ＨＬＢが増加すると親水
性が増加する。
【０１１８】
　使用できる界面活性剤には、１０、１１、１２、１３、又は１４より大きなＨＬＢを有
するものがあるが、それらに限定されるものではない。界面活性剤の具体例には、水添植
物油のポリオキシエチレン生成物、ポリエトキシル化ヒマシ油若しくはポリエトキシル化
水添ヒマシ油、ポリオキシエチレン－ソルビタン－脂肪酸エステル、ポリオキシエチレン
ヒマシ油誘導体など（例えば、Ｎｉｋｋｏｌ（ニッコール）ＨＣＯ－５０、Ｎｉｋｋｏｌ
　ＨＣＯ－３５、Ｎｉｋｋｏｌ　ＨＣＯ－４０、Ｎｉｋｋｏｌ　ＨＣＯ－６０（日光ケミ
カルズ株式会社から）、Ｃｒｅｍｏｐｈｏｒ（ＢＡＳＦから）（例えばＣｒｅｍｏｐｈｏ
ｒ　ＲＨ４０、Ｃｒｅｍｏｐｈｏｒ　ＲＨ６０、Ｃｒｅｍｏｐｈｏｒ　ＥＬ）、ＴＷＥＥ
Ｎ（ツイーン）類（ＩＣＩ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓから）（例えばＴＷＥＥＮ　２０、ＴＷ
ＥＥＮ　２１、ＴＷＥＥＮ　４０、ＴＷＥＥＮ　６０、ＴＷＥＥＮ　８０、ＴＷＥＥＮ　
８１）、Ｃｒｅｍｏｐｈｏｒ　ＲＨ４１０、Ｃｒｅｍｏｐｈｏｒ　ＲＨ４５５等）がある
。
【０１１９】
　界面活性剤成分は以下より選択することができる：少なくとも１～１００のエチレンオ
キシド単位と、少なくとも１２～２２の炭素原子を有する少なくとも１つの脂肪アルコー
ル鎖とから形成される少なくとも１種のエーテルを有する化合物；少なくとも１～１００
のエチレンオキシド単位と、少なくとも１２～２２の炭素原子を有する少なくとも１つの
脂肪酸鎖とから形成される少なくとも１種のエステルを有する化合物；少なくとも１～１
００のエチレンオキシド単位と、少なくとも１種のビタミン又はビタミン誘導体とから形
成される少なくとも１種のエーテル、エステル又はアミドを有する化合物；並びに２種以
下の界面活性剤からなるそれらの組み合わせ。
【０１２０】
　界面活性剤のその他の具体例には、Ｌｕｍｕｌｓｅ　ＧＲＨ－４０、ＴＧＰＳ、ポリソ
ルベート－８０（ＴＷＥＥＮ－８０）、ポリソルベート－２０（ＴＷＥＥＮ－２０）、ポ
リオキシエチレン（２０）ソルビタンモノオレエート、グリセリルグリコールエステル、
ポリエチレングリコールエステル、ポリグリコール化グリセリドなど、又はそれらの混合
物、ポリエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレングリセロールエステル
（例えばＴａｇａｔ　ＴＯ、Ｔａｇａｔ　Ｌ、Ｔａｇａｔ　Ｉ、Ｔａｇａｔ　Ｉ２、及び
Ｔａｇａｔ　０（Ｇｏｌｄｓｃｈｍｉｄｔ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．，エッセン、ドイ
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ツにより市販））、エチレングリコールエステル（例えばステアリン酸グリコール及びジ
ステアリン酸グリコール）、プロピレングリコールエステル（例えばミリスチン酸プロピ
レングリコール）、脂肪酸のグリセリルエステル（例えばステアリン酸グリセリル及びモ
ノステアリン酸グリセリル）、ソルビタンエステル（例えばスパン類及びツイーン類）、
ポリグリセリルエステル（例えば４－オレイン酸ポリグリセリル）、脂肪アルコールエト
キシレート（例えばブリジ（Ｂｒｉｊ）系乳化剤）、エトキシル化プロポシキル化ブロッ
クポリマー（例えばポロキサマー（Ｐｏｌｏｘａｍｅｒ）類）、脂肪酸のポリエチレング
リコールエステル（例えばＰＥＧ３００リノール酸グリセリドすなわちＬａｂｒａｆｉｌ
　２１２５ＣＳ、ＰＥＧ３００オレイン酸グリセリドすなわちＬａｂｒａｆｉｌ　Ｍ１９
４４ＣＳ、ＰＥＧ４００カプリル／カプリン酸グリセリドすなわちＬａｂｒａｓｏｌ、並
びにＰＥＧ３００カプリル／カプリン酸グリセリドすなわちＳｏｆｔｉｇｅｎ　７６７）
、Ｃｒｅｍｏｐｈｏｒ（クレモフォール）類、例えばＣｒｅｍｏｐｈｏｒ　Ｅ、ポリオキ
シル３５ヒマシ油、又はＣｒｅｍｏｐｈｏｒ　ＥＬ、Ｃｒｅｍｏｐｈｏｒ　ＥＬ－Ｐ、Ｃ
ｒｅｍｏｐｈｏｒ　ＲＨ　４ＯＰ、ポリオキシ４０水添ヒマシ油、Ｃｒｅｍｏｐｈｏｒ　
ＲＨ４０、ポリオキシル６０水添ヒマシ油すなわちＣｒｅｍｏｐｈｏｒ　ＲＨ６０、モノ
カプリル／カプリン酸グリセロール（例えばＣａｍｐｍｕｌ　ＣＭ１０））、ポリオキシ
エチル化脂肪酸（ＰＥＧ－ステアレート、ＰＥＤ－ラウレート、Ｂｒｉｊ（登録商標））
、脂肪酸のポリオキシ化グリセリド、ポリオキシ化グリセロール脂肪酸エステル（例えば
Ｓｏｌｕｔｏｌ　ＨＳ－１５）、ＰＥＧ－エーテル（Ｍｉｒｊ（登録商標））、ソルビタ
ン誘導体（ＴＷＥＥＮ類）、ソルビタンモノオレエートすなわちＳｐａｎ２０、芳香族化
合物（Ｔｒｉｔｏｎ（登録商標）類）、ＰＥＧ－グリセリド（ＰＥＣＥＯＬ（商標））、
ＰＥＧ－ＰＰＧ（ポリエチレングリコール－ポリプロピレングリコール）共重合体（ＰＬ
ＵＲＯＮＩＣ類（例えばＰＬＵＲＯＮＩＣ　Ｆ１０８、Ｆ１２７、及びＦ６８があるがこ
れらに限定されない）、ポロキサマー（Ｐｏｌｏｘａｍｅｒ）類、ジェファミン（Ｊｅｆ
ｆａｍｉｎｅ）類）、テトロニック（Ｔｅｔｒｏｎｉｃ）類、ポリグリセリン、ＰＥＧ－
トコフェロール、ＰＥＧ－ＬＩＣＯＬ６－オレエート、プロピレングリコール誘導体、糖
及び多糖のアルキル及びアシル誘導体（オクチルスクロース、ステアリン酸スクロース、
ラウロイルデキストランなど）及び／又はそれらの混合物、エチレンオキシドと共重合さ
れたポリアルコールのオレイン酸エステル又はラウリン酸エステルをベースとする界面活
性剤、Ｌａｂｒａｓｏｌ　Ｇｅｌｕｃｉｒｅ　４４／１４、ポリオキシエチレンステアレ
ート、飽和ポリグリコール化グリセリド、又はポロキサマー類がある。これらのすべては
市販されている。ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステルは、ポリソルベート類（
例えばポリソルベート２０、ポリソルベート４０、ポリソルベート６０、及びポリソルベ
ート８０）を含み得る。ポリオキシエチレンステアレートは、ステアリン酸ポリオキシル
６、ステアリン酸ポリオキシル８、ステアリン酸ポリオキシル１２、及びステアリン酸ポ
リオキシル２０を含み得る。飽和ポリグリコール化グリセリドは、例えば、ＧＥＬＵＣＩ
ＲＥ　４４／１４又はＧＥＬＵＣＩＲＥ（商標）５０／１３（Ｇａｔｔｅｆｏｓｓｅ、ウ
ェストウッド、ニュージャージー州、米国）である。ここで使用されるポロキサマーには
、ポロキサマー１２４及びポロキサマー１８８が含まれる。
【０１２１】
　界面活性剤には、コハク酸ｄ－α－トコフェリルポリエチレングリコール１０００（Ｔ
ＰＧＳ）、ステアリン酸ポリオキシル８（モノステアリン酸ＰＥＧ４００）、ステアリン
酸ポリオキシル４０（モノステアリン酸ＰＥＧ１７５０）、及びハッカ油が含まれる。
【０１２２】
　ある態様において、１０より低いＨＬＢを有する界面活性剤が使用される。必要に応じ
て、そのような界面活性剤は、補助界面活性剤としての他の界面活性剤と組み合わせて使
用してもよい。１０以下のＨＬＢを有するいくつかの界面活性剤、混合物及び他の均等な
組成物の具体例には、プロピレングリコール、脂肪酸グリセリル、グリセリル脂肪酸エス
テル、ポリエチレングリコールエステル、グリセリルグリコールエステル、ポリグリコー
ル化グリセリド、及びポリオキシエチルステリルエステルがある。プロピレングリコール
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エステル又は部分エステルは、市販品（例えばラウリン酸プロピレングリコールを含有す
るＬａｕｒｏｇｌｙｃｏｌ（ラウログリコール）ＦＣＣ）の組成物を構成する。市販の賦
形剤Ｍａｉｓｉｎｅ　３５－１は長鎖脂肪酸（例えばリノール酸グリセリル）からなる。
ポリオキシエチレンステアリルエーテルからなるＡｃｃｏｎｏｎ　Ｅのような製品を使用
することもできる。Ｌａｂｒａｆｉｌ（ラブラフィル）Ｍ　１９４４　ＣＳは、組成物が
グリセリルグリコールエステルとポリエチレングリコールエステルの混合物を含む界面活
性剤の一例である。
【０１２３】
　ラパマイシン用可溶化剤
　多くの可溶化剤又は界面活性剤（ここに記載する任意の可溶化剤（例えばこの項の可溶
化剤を含む）を限定されることなく含む）をラパマイシンに対して使用することができる
。
【０１２４】
　ある態様において可溶化剤は界面活性剤である。ラパマイシンに対して使用できる界面
活性剤の具体例は、限定されることなく、１０、１１、１２、１３、又は１４より高いＨ
ＬＢを有する界面活性剤を含む。１つの具体例はＣｒｅｍｏｐｈｏｒ　ＥＬであるが、こ
れに限定されるものではない。ある態様において、界面活性剤は高分子界面活性剤であり
、ＰＬＵＲＯＮＩＣ　Ｆ１０８、Ｆ１２７及びＦ６８、並びにＴｅｔｒｏｎｉｃ類を含む
がこれらに限定されるものではない。上述したように、いくつかの可溶化剤は溶媒として
も機能し得る。本明細書の開示からラパマイシンに使用できる界面活性剤を特定すること
は当業者にとって通常の技術である。
【０１２５】
　粘度改変剤
　ここに記載される固体のドラッグ送達システムは、粘度改変剤と組み合わせて配置する
ことができ、あるいは、粘度改変剤をさらに含むことができる。
【０１２６】
　使用できる１つの典型的な粘度改変剤はヒアルロン酸である。ヒアルロン酸はグリコサ
ミノグリカンである。それはグルクロン酸とグルコサミンの繰り返し配列からなる。ヒア
ルロン酸は体内の多くの組織及び器官に存在し、それら組織及び器官の粘性及び稠度に寄
与している。ヒアルロン酸は、眼（眼の硝子体を含む）に存在し、またコラーゲンととも
にその粘性に寄与している。ここに記載される固体のドラッグ送達システムは、ヒアルロ
ン酸をさらに含むことができ、あるいは、ヒアルロン酸とともに投与することができる。
【０１２７】
　粘度改変剤の他の具体例には、ポリアルキレンオキシド類、グリセロール、カルボキシ
メチルセルロース、アルギン酸ナトリウム、キトサン、デキストラン、硫酸デキストラン
、及びコラーゲンがあるがこれらに限定されるものではない。これらの粘度改変剤は化学
修飾することができる。
【０１２８】
　使用できるその他の粘度改変剤には、カラギーナン、セルロースゲル、二酸化シリコン
コロイド、ゼラチン、炭酸プロピレン、炭酸、アルギン酸、寒天、カルボキシビニルポリ
マー又はカルボマー及びポリアクリルアミド、アラビアガム、エステルガム、グアーガム
、アラビアガム、ガティ、カラヤガム、トラガカント、テラ、ペクチン、タマリンド種子
、カラマツアラビノガラクタン、アルギン酸塩、ローカストビーン、キサンタンガム、デ
ンプン、ビーガム、トラガカント、ポリビニルアルコール、ゲランガム、ヒドロコロイド
混合物、及びポビドンがあるが、これらに限定されるものではない。当該技術において知
られる他の粘度改変剤も使用することができ、例えば、カルボキシメチルセルロースナト
リウム、アルギン、カラギーナン類、ガラクトマンナン類、ヒドロプロピルメチルセルロ
ース、ヒドロキシプロピルセルロース、ポリエチレングリコール、ポリビニルピロリドン
、カルボキシメチルキチンナトリウム、カルボキシメチルデキストランナトリウム、カル
ボキシメチルデンプンナトリウム、キサンタンガム、及びゼインがあるが、これらに限定
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されるものではない。
【０１２９】
　製剤の他の成分
　ここに記載される製剤は、種々の他の成分（例えば安定剤）をさらに含むことができる
。ここに記載される製剤に使用できる安定剤には、（１）ゼラチンのようなカプセル化材
料に対して賦形剤の混和性を向上させる物質、（２）治療薬（例えばラパマイシン及び／
又はラパマイシン誘導体）の安定性を向上させる（例えばラパマイシンのような治療薬の
結晶成長を防ぐ）物質、及び／又は（３）製剤の安定性を向上させる物質があるが、これ
らに限定されるものではない。なお、安定剤である成分と溶媒、可溶化剤又は界面活性剤
である成分との間には重なりがあり、また、同じ成分が二つ以上の役割を果たす場合があ
る。
【０１３０】
　安定剤は、脂肪酸、脂肪アルコール、アルコール類、長鎖脂肪酸エステル、長鎖エーテ
ル、脂肪酸の親水性誘導体、ポリビニルピロリドン、ポリビニルエーテル、ボリビニルア
ルコール、炭化水素、疎水性ポリマー、吸湿ポリマー、及びそれらの組み合わせから選択
することができる。上記安定剤のアミド類似体も使用することができる。選択された安定
剤は、製剤の疎水性を変えることができ（例えばオレイン酸、ワックス）、又は、製剤に
おける種々の成分の混合を促進することができ（例えばエタノール）、製剤における水分
濃度を調節することができ（例えばＰＶＰ）、相の移動性を調節することができ（室温よ
り高い融点を有する物質（例えば長鎖脂肪酸、アルコール類、エステル類、エーテル類、
アミド類など、又はそれらの混合物、ワックス）、かつ／又はカプセル化材料に対する製
剤の混和性を向上させることができる（例えばオレイン酸又はワックス）。これらの安定
剤のあるものは、溶媒／共溶媒として用いることができる（例えばエタノール）。安定剤
は、治療薬（例えばラパマイシン）の結晶化を抑制するのに十分な量で存在してもよい。
【０１３１】
　安定剤の具体例には、飽和脂肪酸、モノエン脂肪酸、ポリエン脂肪酸、分枝脂肪酸、環
含有脂肪酸、アセチレン型脂肪酸、ジカルボキシル脂肪酸、及び官能基含有脂肪酸（例え
ば、オレイン酸、カプリル酸、カプリン酸、カプロン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、パ
ルミチン酸、ステアリン酸、ベヘン酸、リノール酸、リノレン酸、エイコサペンタエン酸
（ＥＰＡ）、ＤＨＡ、脂肪アルコール類（例えばステアリルアルコール、セチルアルコー
ル、セテリルアルコール）、その他のアルコール（例えばエタノール、イソプロピルアル
コール、ブタノール）、長鎖脂肪酸エステル、エーテル又はアミド（例えばステアリン酸
グリセリル、ステアリン酸セチル、オレイルエーテル、ステアリルエーテル、セチルエー
テル、オレイルアミド、ステアリルアミド）、脂肪酸の親水性誘導体（例えばポリグリセ
リル脂肪酸、ポリエチレングリコール脂肪酸エステル）、ポリビニルピロリドン、ポリビ
ニルアルコール（ＰＶＡ）、ワックス、ドコサヘキサエン酸、及びデヒドロアビエチン酸
などがあるが、これらに限定されるものではない。
【０１３２】
　ここに記載されるとおり使用される治療薬（例えばラパマイシン）は、通常の製薬操作
（例えば滅菌）に供することができ、また治療薬を含む組成物は、通常の佐剤（例えば保
存剤、安定剤、湿潤剤、乳化剤、緩衝剤など）を含むことができる。また治療薬は、固体
のドラッグ送達システムを製造するため、臨床用の製薬上許容される賦形剤を用いて製剤
化することができる。
【０１３３】
　治療薬を使用して、ここに記載される症状のいずれかを治療、予防、若しくは抑制する
、又はその開始を遅らせる、若しくはその緩解を生じさせるための薬剤を調製することが
できる。ある態様において、１種以上の治療薬を用いて、ここに記載される症状のいずれ
かを治療するための薬剤を調製する。ある態様において、１種以上の治療薬を用いて、こ
こに記載される症状のいずれかを予防するための薬剤を調製する。
【０１３４】
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　ラパマイシンのような治療薬を含有する固体のドラッグ送達システムは、投与の指示さ
れる経路に適した１種以上の佐剤を含むことができる。治療薬と混合できる佐剤には、ラ
クトース、スクロース、デンプン粉、アルカン酸のセルロースエステル、ステアリン酸、
タルク、ステアリン酸マグネシウム、酸化マグネシウム、リン酸及び硫酸のナトリウム塩
及びカルシウム塩、アラビアガム、ゼラチン、アルギン酸ナトリウム、ポリビニルピロリ
ドン、及び／又はポリビニルアルコールがあるが、これらに限定されるものではない。可
溶化された製剤が必要な場合、治療薬は溶媒（例えば種々の分子量のポリエチレングリコ
ール、プロピレングリコール、カルボキシメチルセルロースコロイド溶液、メタノール、
エタノール、ＤＭＳＯ、コーン油、ピーナッツ油、綿実油、ゴマ油、トラガカントガム、
及び／又は種々の緩衝剤があるが、これらに限定されない）中に存在することができる。
その他の佐剤及び投与形態は、製薬技術においてよく知られており、ここに記載される方
法及び固体のドラッグ送達システムの実施に使用できる。担体又は希釈剤は、時間遅延材
料（例えばモノステアリン酸グリセリル又はジステアリン酸グリセリル単独、又はワック
ス若しくは当該技術においてよく知られた他の材料と組み合わせたもの）を含んでもよい
。また、ここに記載されるとおり使用するための製剤は、ゲル製剤、侵食性及び非侵食性
のポリマー、微小球、並びにリポソームを含むこともできる。使用できるその他の佐剤及
び賦形剤には、Ｃ８～Ｃ１０脂肪酸エステル、例えばｓｏｆｔｉｇｅｎ　７６７、ポリソ
ルベート８０、Ｐｌｕｒｏｎｉｃ類、Ｔｅｔｒｏｎｉｃ類、Ｍｉｇｌｙｏｌ、及びＴｒａ
ｎｓｃｕｔｏｌがあるが、これらに限定されるものではない。
【０１３５】
　当該技術において通常利用される添加剤又は希釈剤を、ここに記載される固体のドラッ
グ送達システムに必要に応じて加えることができる。そのようなものには、増粘剤、造粒
剤、分散剤、香味剤、甘味剤、着色剤、及び安定剤（ｐＨ安定剤を含む）、その他の賦形
剤、酸化防止剤（例えば、トコフェロール、ＢＨＡ、ＢＨＴ、ＴＢＨＱ、酢酸トコフェロ
ール、パルミチン酸アスコルビル、アスコルビン酸、没食子酸プロピルなど）、保存剤（
例えばパラベン）等がある。典型的な保存剤には、ベンジルアルコール、エチルアルコー
ル、塩化ベンザルコニウム、フェノール、クロロブタノールなどがあるが、これらに限定
されるものではない。いくつかの有用な酸化防止剤は、製剤に対して酸素又は過酸化物を
阻害する薬剤となり、例えば、ブチル化ヒドロキシトルエン、ブチルヒドロキシアニソー
ル、没食子酸プロピル、アスコルビン酸パルミテート、α－トコフェロールなどを含むが
、これらに限定されるものではない。増粘剤（例えばレシチン、ヒドロキシプロピルセル
ロース、ステアリン酸アルミニウムなど）は、製剤のテクスチャーを向上させることがで
きる。
【０１３６】
　ある態様において、治療薬はラパマイシンであり、そしてラパマイシンはＲａｐａｍｕ
ｎｅ（ラパミューン）として固体の剤形に製剤される。ある態様においてラパミューンは
経口の投与形態として製剤される。
【０１３７】
　さらに、粘性のポリマーを懸濁物に添加することができ、位置の設定を補助し、配置と
操作を容易にすることができる。固体のドラッグ送達システムのある用途において、固体
のドラッグ送達システムの配置のため、強膜にポケットを外科的に形成することができる
。強膜のヒドロゲル構造は、速度調節膜として作用することができる。
【０１３８】
　固体のドラッグ送達システムは、単位剤形として提供することが都合よく、通常の製薬
技術によって調製することができる。そのような技術は、治療薬と１種又は複数種の医薬
担体又は賦形剤とを合わせる工程を含む。有効成分と液体の担体若しくは細かく分割した
固体の担体又はその両方とを均一かつ均質に合わせ、次いで必要に応じて生成物を成形す
ることにより、製剤を調製することができる。
【０１３９】
　ある態様において、ここに記載される製剤は、１種以上の単位剤形で提供され、ここで
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該単位剤形は、投与の対象である病気又は症状を治療又は予防するのに有効な量の固体の
ドラッグ送達システムを含有するものである。ある態様において、ここに記載される固体
のドラッグ送達システムは、１種以上の単位剤形で提供され、ここで該単位剤形は、投与
の対象である病気又は症状をある期間治療又は予防するのに有効な量のここに記載される
ラパマイシン製剤を含有するものである。
【０１４０】
　さらなる局面において、ここに記載されるような１種以上の単位剤形を含むキットがこ
こに提供される。ある態様において、該キットは、１つ以上の包装と、１種以上の病気又
は症状（限定されることなくここに記載される病気又は症状を含む）を治療するのに使用
される説明書とを備える。ある態様において、該キットは、１つ以上の密封した容器又は
密封した包装の中に、ここに記載される１種以上の単位剤形のいずれかを備える。ある態
様において、該キットは、任意の１種以上の無菌の単位剤形を備える。
【０１４１】
　ある態様において、該単位剤形は、容器（例えば無菌の密封された容器又は包装がある
が、これに限定されない）に入っている。ある態様において、該容器は、バイアル、アン
プル、又は低容量のアプリケーターである。
【０１４２】
　１種以上の固体のドラッグ送達システムを含む１種以上の単位剤形を備えるキットがこ
こに記載される。ある態様において、該キットは、１つ以上の容器を、その使用のための
説明書とともに備える。ある態様において、キットは、１種以上の固体のドラッグ送達シ
ステムを容器又は包装内に備え、ここで該固体のドラッグ送達システムはラパマイシンを
含み、そして該キットは、眼の病気又は症状の治療にあたって該固体のドラッグ送達シス
テムを使用するための説明書をさらに備える。ある態様において、該固体のドラッグ送達
システムは容器に入っており、そして、該容器は副次的な包装に入っている。
【０１４３】
　裏打ちされた固体のドラッグ送達システム
　ある態様において、ここに記載される固体のドラッグ送達システムは、裏打ち材を備え
る。ある態様において該裏打ち材は生分解性である。ある態様において該裏打ち材は非生
分解性である。ある態様において該裏打ち材は、１種以上の生分解性材料と１種以上の非
生分解性材料との組み合わせである。
【０１４４】
　ある態様において、裏打ち材を有する固体のドラッグ送達システムは、所望の方向への
拡散を促進するよう設計される。
【０１４５】
　ある態様において、ここに記載される裏打ちされた固体のドラッグ送達システムは、侵
食性のインプラント（例えば、有効な治療薬を含むディスク、円筒体、繊維、又はフィル
ム）と、治療薬をほとんど又は全く含まない侵食性ポリマーからなる裏打ち材とを有する
。第二の侵食性ポリマーは、該インプラントから該第二のポリマーの方向への治療薬の溶
出が阻止又は減速され、該治療薬が主として一方向に送達されるように、選択することが
できる。
【０１４６】
　ある態様において、裏打ち層は、治療薬に対して少なくとも部分的に不透過性である。
「少なくとも部分的に透過性」は、裏打ち材を介して固体のドラッグ送達システムを出て
いく治療薬の速度が、裏打ち材のない部分を介して固体のドラッグ送達システムを出てい
く治療薬の速度より低いことを意味する。
【０１４７】
　ある態様において、裏打ち層は、治療薬に対して実質的に不透過性である。ある態様に
おいて、非侵食性ポリマーが遮断層として使用され、そして裏打ち層は、対象に配置され
た後ある期間で除去される。
【０１４８】
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　ここで使用される用語「実質的に不透過性」は、実質的に不透過性のバリアーを通過す
る治療薬の量が臨床上取るに足らないものであることを意味する。ある態様において実質
的に不透過性のバリアーは、実用的な観点から治療薬に対して不透過性である。
【０１４９】
　裏打ち材を有する固体のドラッグ送達システムのある態様において、縫合糸が、裏打ち
材と固体のドラッグ送達システムとの間に挟まれており、それにより、その構造物は縫合
糸を介して強膜にしっかりと取り付けられるようになっている。ある態様において、裏打
ち材は、固体のドラッグ送達システムが投与される対象において、局所的な毒性作用を起
こさないような治療薬の量を可能にする。
【０１５０】
　一般的に、裏打ち材は、裏打ち材近傍の組織への治療薬の拡散を、裏打ち材がない状態
での該組織への拡散に比べて少なくする任意の材料から構成することができる。ある態様
において、裏打ち材は、治療薬に対して完全に不透過なものではなく、実用上薬剤の大部
分が強膜表面の方向に溶出するような拡散の不均一性をもたらすものである。裏打ち材料
は、治療薬に対して不透過性又はほぼ不透過性とすることができ、あるいは、治療薬に対
して半透過性又は透過性としてもよい。一つの裏打ちされたポリマーインプラントにおい
て、治療薬を含む固体のドラッグ送達システムの材料と裏打ち材とが同じであり、そして
、治療薬含有ポリマーにおける治療薬の濃度は、裏打ち材における濃度より高くなってい
る。一つのそのようなインプラントにおいて、裏打ち材は、最初、治療薬を実質的に含ん
でいない。
【０１５１】
　ある態様において、裏打ち材は、固体のドラッグ送達システムを保持するような大きさ
と形にされており、そして眼の部位に存在する。ある態様において、裏打ち材は、薄く浅
い皿又はカップの形状である。ある態様において裏打ち材は熱可塑性材料からなる。ある
態様において、裏打ち材は、ポリエーテルエーテルケトン（ＰＥＥＫ）（例えばＶｉｃｔ
ｒｅｘ（ビクトレックス）Ｋ９０があるがこれに限定されない）からなる。
【０１５２】
　ある態様において、製剤が調製され、それが固体になる前に裏打ち材に配置される。例
えば、該製剤は、１種以上の溶媒が蒸発させられる前に裏打ち材に配置される。そのよう
な態様は、表２に示す製剤を含むことができるが、それに限定されるものではない。乾燥
の前に、製剤のあるものは一般的に懸濁物であるが、必ずしもそうである必要はない。
【０１５３】
　ある態様において、製剤は対象に置かれる前に乾燥させられる。ある態様において、製
剤は対象に置かれる際に乾燥していない。
【０１５４】
　遅延放出性の固体のドラッグ送達システムによる送達
　治療薬を送達するため使用できる一つの固体のドラッグ送達システムは、遅延放出性の
固体のドラッグ送達システムである。
【０１５５】
　一つの固体のドラッグ送達システムにおいて、治療薬放出の開始は、固体のドラッグ送
達システムが眼に挿入された後、ある期間、遅らされる。この遅延により、例えば、固体
のドラッグ送達システムの挿入によって生じた傷が治療薬の送達の前に治癒するよう時間
を稼ぐことができる。そのような遅延は、治療薬自体が傷の治癒を阻害する場合に有利で
ある。例えば、ラパマイシンのような線維芽細胞の増殖を阻害する治療薬は、傷の治癒を
阻害する。使用できるそのような一つの遅延放出性の固体のドラッグ送達システムにおい
て、治療薬の放出は、治療薬を含む固体のドラッグ送達システムをポリマーによって被覆
することにより遅らされる。該ポリマーは、治療薬を含まないか、より少量の治療薬を含
むものである一方、所定の時間内に侵食されるものである。従って、治療薬の放出は、該
ポリマー被覆の実質的な部分が侵食されてなくなるまで、遅らされる。ここで使用する材
料の「実質的な部分」は、該材料の８０％を超えるものを指す。該ポリマー被覆は、治療
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薬に対して実質的に不透過性とすることができる。
【０１５６】
　本明細書の開示によれば、遅延放出技術に精通している者は、ここに開示される遅延放
出を実現するため使用できる他の固体のドラッグ送達システムを明らかにすることができ
る。
【０１５７】
　送達される治療薬及び／又は治療又は予防される病気及び症状に応じて、治療薬送達開
始前の遅延期間は、１時間、６時間、１２時間、１８時間、１日、２日、３日、４日、５
日、６日、７日、８日、９日、１０日、１１日、１２日、１３日、１４日、２１日、２８
日、３５日、又は４２日とすることができる。他の遅延期間も可能である。使用できる遅
延放出系は、当該技術に精通している者に知られており、コーティング又は貯留手段の使
用を含むが、これらに限定されるものではない。
【０１５８】
　生体付着性の固体のドラッグ送達システムによる送達
　使用できる一つの固体の送達システムは、生体付着性の表面を有する固体のドラッグ送
達システムを配置することにより治療薬が送達されるものである。
【０１５９】
　固体のドラッグ送達システムの生体付着性の表面は、眼の領域の生体物質に付着するこ
とにより、固体のドラッグ送達システムが所定の位置に取り付けられるのを確実にするこ
とができる。生体付着性の固体のドラッグ送達システムは、生体付着性のポリマー材料か
らなることができ、あるいは、生体付着性の表面を形成する生体付着性の材料で被覆され
た非生体付着性のポリマー材料からなることができる。生体付着性の表面を有する固体の
ドラッグ送達システムの調製は、当業者によく知られている。例えば、眼のドラッグ送達
について生体付着性の任意の相変化ポリマー、Ｊ．Ｒｏｂｉｎｓｏｎ　ｅｔ　ａｌ．，Ａ
ｄｖａｎｃｅｄ　Ｄｒｕｇ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　Ｒｅｖｉｅｗ，１６（１９９５）４５－
５０（その内容はこの引用によりそっくり本明細書に記載されたものとする）を参照。
【０１６０】
　使用できる生体付着性ポリマーには、以下のもの又は以下のものの混合物があるが、こ
れらに限定されるものではない。種々の分子量のポリビニルピロリドン、ポリアクリル酸
及びアクリル酸とアクリル酸エステルの共重合体、架橋されたポリアクリル酸（カルボポ
ール類）、セルロース類（エチルセルロース、メチルセルロース、微結晶性セルロースな
ど）、セルロース誘導体（ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース
、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、カルボキシメチルセルロースなど）、セルロー
スエステル類（酢酸セルロース、フタル酸セルロース、酢酸フタル酸セルロース、酢酸酪
酸セルロース、酢酸プロピオン酸セルロースなど）、ガム類（アラビアガム、トラガカン
ト、アラビアガム、ゲランガム、キサンタンガムなど）、ヒアルロン酸及びその誘導体、
ポリエチレンオキシド（ｐｏｌｙｏｘ及び誘導体、ポリエチレングリコール、並びにポリ
エチレンオキシドのグラフトポリマー）、キトサン、並びにアルギン酸。
【０１６１】
　生体付着性ポリマーは、柔軟なフィルムを得るため、適当な可塑剤と混合してもよい。
使用できる可塑剤には、プロピレングリコール、ポリプロピレングリコール、ポリエチレ
ングリコール、グリセロール、グリセロールエステル（例えばモノオレイン酸グリセロー
ル）、及びプロピレングリコールのエステル（例えばモノラウリン酸プロピレングリコー
ル）、並びに水があるがこれらに限定されるものではない。
【０１６２】
　生体付着性の固体のドラッグ送達システムを組織上に配置する際、表面接触を向上させ
るため、非常に低い濃度の適当な湿潤剤を生体付着性ポリマーと混合してもよい。使用で
きる湿潤剤には、界面活性剤：コレステロール、ツイーン類及びスパン類、ポリソルベー
ト８０、並びにプルロニック類があるがこれらに限定されるものではない。
【０１６３】
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　生体付着性ポリマーは、適当な賦形剤（例えば、すみやかに溶解する水吸収剤の糖／デ
ンプン、例えばマンニトール、デキストロース、ラクトース、マルトデキストリン）と混
合してもよい。固体のドラッグ送達システムが付着する組織は所定の水分量を有している
ため、これらの糖／デンプンは、水分のより速やかな吸収を助け、初期の生体付着及び接
触がより容易に得られると考えられる。
【０１６４】
　形状記憶の固体のドラッグ送達システム
　ここに記載される固体のドラッグ送達システムは、形状記憶特性を有する固体のドラッ
グ送達システム（「形状記憶の固体のドラッグ送達システム」）からなるものであっても
よい。ここで使用する形状記憶の固体のドラッグ送達システムは、例えば形状記憶ポリマ
ーからなり、肉眼でみえるその形が、第一の形状に加工又は成形することができ、次いで
第二の形状に加工又は成形することができ、所定の条件にさらされるとき、第二の形状が
第一の形状と類似するか同一である形に変化する又は戻るものを指す。形状記憶の固体の
ドラッグ送達システムは、種々のポリマーからなることができる。形状記憶ポリマーにつ
いてのさらなる情報は、Ａｌｔｅｈｅｌｄ　ｅｔ　ａｌ．，Ｂｉｏｄｅｇｒａｄａｂｌｅ
，Ａｍｏｒｐｈｏｕｓ　Ｃｏｐｏｌｙｅｓｔｅｒ－Ｕｒｅｔｈａｎｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋｓ
　Ｈａｖｉｎｇ　Ｓｈａｐｅ－Ｍｅｍｏｒｙ　Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ，Ａｎｄｅｗ．　Ｃ
ｈｅｍ．Ｉｎｔ．Ｅｄ．４４：１１８８－１１９２（２００５）（その内容はこの引用に
よりそっくり本明細書に記載されたものとする）を参照されたい。
【０１６５】
　ある態様において、形状記憶の固体のドラッグ送達システムは、２４、２０、１５、１
０、６、４、２、又は１時間以内に、第一の形状と類似するか同一の形に変化する又は戻
る。ある態様において、形状記憶の固体のドラッグ送達システムは、４５、３０、２０、
又は１０分以内に、第一の形状と類似するか同一の形に変化する又は戻る。
【０１６６】
　ある態様において、形状記憶の固体のドラッグ送達システムは、形状記憶ポリマーを備
え、そこにおいて該形状記憶の固体のドラッグ送達システムの第二の形状は、第一の形状
よりも小さく、よりコンパクトであり、あるいはより圧縮されている。そのような態様に
おいて、形状記憶の固体のドラッグ送達システムは、それを配置するため（例えば注入に
よって）、第一の形状より小さい、よりコンパクトな、あるいはより圧縮されたものにす
ることができる。
【０１６７】
　ある態様において、形状記憶の固体のドラッグ送達システムの第二の形状は、第一の形
状よりも全体的に直線的な形状である。そのような態様において、形状記憶の固体のドラ
ッグ送達システムは、それを配置するため（例えば注入によって）、第一の形状より全体
的に直線的にすることができる。
【０１６８】
　ある態様において、形状記憶の固体のドラッグ送達システムは、対象の眼の中又はその
近傍に置かれた後、第一の形状と類似するか同一の形状に変化する又は戻る。
【０１６９】
　ある態様において、形状記憶の固体のドラッグ送達システムは、透明又は実質的に透明
である。ある態様において、形状記憶の固体のドラッグ送達システムは、生侵食性（生分
解性）である。ある態様において、形状記憶の固体のドラッグ送達システムは、非生侵食
性（非生分解性）である。ある態様において、形状記憶の固体のドラッグ送達システムは
無定形である。ある態様において、形状記憶の固体のドラッグ送達システムは、星型ヒド
ロキシル－テレケリックコオリゴエステルから調製される。
【０１７０】
　ラパマイシンを含む治療薬の持続的送達
　所定の病気又は症状を治療、予防、若しくは抑制する、又はその開始を遅らせる、若し
くはその緩解を生じさせるため、治療上有効な量の治療薬の送達を長期間維持することが
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望ましい場合がある。治療、予防、若しくは抑制する、又は開始を遅らせる、若しくは緩
解を生じさせる病気又は症状に応じて、この長期間は、少なくとも３０日、少なくとも６
０日、少なくとも９０日、少なくとも１２０日、少なくとも１５０日、少なくとも１８０
日、少なくとも２１０日、少なくとも２４０日、少なくとも２７０日、少なくとも３００
日、少なくとも３３０日、又は少なくとも３６０日とすることができる。しかし、一般的
に任意の長期間が可能である。治療上有効な量の薬剤を長期間送達するのに十分な薬剤濃
度を対象又は対象の眼において長期間維持する固体のドラッグ送達システムにより、治療
上有効な量の薬剤を長期間送達することができる。
【０１７１】
　治療上有効な量の治療薬を長期間送達することは、１種の固体のドラッグ送達システム
を適用して達成してもよいし、あるいは、２種以上の固体のドラッグ送達システムを同時
に又は互いにある期間をあけて適用することにより達成してもよい。そのような複合的適
用の非限定的具体例として、湿性ＡＭＤの治療のために３ヶ月間ラパマイシンの治療量を
維持することは、３ヶ月間ある治療量を送達する１つの固体のドラッグ送達システムを適
用することにより、又は、複数の固体のドラッグ送達システムを順次適用することにより
、達成することができる。最適な用量は、送達が必要な治療薬の治療量、送達が必要な期
間、及びこれらの用件を満足するのに必要なシステムの大きさによって変わってくる。そ
のような持続的な治療薬の送達投与に精通する者は、本明細書の開示から、使用できる投
与計画をいかにして決定すればよいか分かるはずである。
【０１７２】
　下記の特徴の１つ以上を有するインビボでの送達又はクリアランスの特性を示す固体の
ドラッグ送達システムがここに記載される。送達又はクリアランスの特性は、ウサギの眼
の強膜と結膜の間の領域に固体のドラッグ送達システムを配置した後におけるインビボで
の治療薬のクリアランスに関するものである。治療薬は、ここに記載される治療薬の任意
のもの（例えばラパマイシンがあるがこれに限定されない）とすることができる。固体の
ドラッグ送達システムは、ここに記載される任意の固体のドラッグ送達システム（例えば
実施例１で調製される固体のドラッグ送達システムがあるがこれに限定されない）とする
ことができる。ウサギの眼の硝子体の体積は、ヒトの硝子体の体積の約３０～４０％であ
る。治療薬の量は実施例２に記載される手法を用いて測定されるが、実施例２に記載され
る固体のドラッグ送達システム及び治療薬に限定されるものではない。
【０１７３】
　ある態様において、ここに記載される固体のドラッグ送達システムは、下記の特徴を有
するインビボでの硝子体に対する送達特性を有することができ、そこにおいて、該送達特
性は、ウサギの眼の強膜と結膜の間の領域に固体のドラッグ送達システムを配置した後に
おけるインビボでの治療薬の送達に関するものである。
【０１７４】
　「インビボ平均百分率」レベル又は濃度は、所定の時点でウサギの複数の眼について治
療薬の平均濃度が得られ、一つの時点における治療薬の平均濃度がもう一つの時点におけ
る治療薬の平均濃度で除算されることを意味する。インビボ平均百分率レベルのある態様
において、治療薬はラパマイシンである。
【０１７５】
　ある態様において、配置後１４日目で、インビボ硝子体百分率レベルは、配置後１日目
に存在するレベルに対して２５％～６５％、より一般的には３５％～５５％である。ある
態様において、配置後１４日目で、インビボ硝子体百分率レベルは、配置後１日目に存在
するレベルに対して２５％より高く、より一般的には３５％より高い。
【０１７６】
　ある態様において、配置後２８日目で、インビボ硝子体百分率レベルは、配置後１日目
に存在するレベルに対して５５％～９５％、より一般的には８５％～８５％である。ある
態様において、配置後２８日目で、インビボ硝子体百分率レベルは、配置後１日目に存在
するレベルに対して５５％より高く、より一般的には６５％より高い。
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【０１７７】
　ある態様において、配置後７５日目で、インビボ硝子体百分率レベルは、配置後１日目
に存在するレベルに対して５％～３０％、より一般的には１０％～２５％である。ある態
様において、配置後７５日目で、インビボ硝子体百分率レベルは、配置後１日目に存在す
るレベルに対して５％より高く、より一般的には１０％より高い。
【０１７８】
　ある態様において、配置後９５日目で、インビボ硝子体百分率レベルは、配置後１日目
に存在するレベルに対して９０％～１５０％、より一般的には１００％～１３０％である
。ある態様において、配置後９５日目で、インビボ硝子体百分率レベルは、配置後１日目
に存在するレベルに対して９０％より高く、より一般的には１００％より高い。
【０１７９】
　ある態様において、ここに記載される固体のドラッグ送達システムは、下記の特徴を有
するインビボでの網膜脈絡膜に対する送達特性を有することができ、そこにおいて、該送
達特性は、ウサギの眼の強膜と結膜の間の領域に固体のドラッグ送達システムを配置した
後におけるインビボでの治療薬の送達に関するものである。
【０１８０】
　ある態様において、配置後１４日目で、インビボ網膜脈絡膜百分率レベルは、配置後１
日目に存在するレベルに対して２％～２０％、より一般的には５％～１０％である。ある
態様において、配置後１４日目で、インビボ網膜脈絡膜百分率レベルは、配置後１日目に
存在するレベルに対して２％より高く、より一般的には５％より高い。
【０１８１】
　ある態様において、配置後２８日目で、インビボ網膜脈絡膜百分率レベルは、配置後１
日目に存在するレベルに対して５％～４５％、より一般的には１５％～３５％である。あ
る態様において、配置後２８日目で、インビボ網膜脈絡膜百分率レベルは、配置後１日目
に存在するレベルに対して５％より高く、より一般的には１５％より高い。
【０１８２】
　ある態様において、配置後７５日目で、インビボ網膜脈絡膜百分率レベルは、配置後１
日目に存在するレベルに対して２％～３５％、より一般的には１０％～２０％である。あ
る態様において、配置後７５日目で、インビボ網膜脈絡膜百分率レベルは、配置後１日目
に存在するレベルに対して２％より高く、より一般的には１０％より高い。
【０１８３】
　ある態様において、配置後９５日目で、インビボ網膜脈絡膜百分率レベルは、配置後１
日目に存在するレベルに対して１％～１５％、より一般的には４％～１０％である。ある
態様において、配置後９５日目で、インビボ網膜脈絡膜百分率レベルは、配置後１日目に
存在するレベルに対して１％より高く、より一般的には４％より高い。
【０１８４】
　ある態様において、ここに記載される固体のドラッグ送達システムは、下記の特徴を有
するインビボでの強膜からのクリアランス特性を有することができ、そこにおいて、該ク
リアランス特性は、ウサギの眼の強膜と結膜の間の領域に固体のドラッグ送達システムを
配置した後におけるインビボでの治療薬の送達に関するものである。
【０１８５】
　ある態様において、配置後１４日目で、インビボ硝子体百分率レベルは、配置後１日目
に存在するレベルに対して１５％～５５％、より一般的には２５％～４５％である。ある
態様において、配置後１４日目で、インビボ硝子体百分率レベルは、配置後１日目に存在
するレベルに対して１５％より高く、より一般的には５５％より高い。
【０１８６】
　ある態様において、配置後２８日目で、インビボ硝子体百分率レベルは、配置後１日目
に存在するレベルに対して７５％～１１５％、より一般的には８５％～１０５％である。
ある態様において、配置後２８日目で、インビボ硝子体百分率レベルは、配置後１日目に
存在するレベルに対して７５％より高く、より一般的には８５％より高い。
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【０１８７】
　ある態様において、配置後７５日目で、インビボ硝子体百分率レベルは、配置後１日目
に存在するレベルに対して２％～３０％、より一般的には５％～１５％である。ある態様
において、配置後７５日目で、インビボ硝子体百分率レベルは、配置後１日目に存在する
レベルに対して２％より高く、より一般的には５％より高い。
【０１８８】
　ある態様において、配置後９５日目で、インビボ硝子体百分率レベルは、配置後１日目
に存在するレベルに対して０．５％～１０％、より一般的には２％～８％である。ある態
様において、配置後９５日目で、インビボ硝子体百分率レベルは、配置後１日目に存在す
るレベルに対して０．５％より高く、より一般的には２％より高い。
【０１８９】
　治療薬の平均濃度は、（１）実験（例えばウサギの眼の硝子体に固体のドラッグ送達シ
ステムを配置することがあるがこれに限定されない）を行い、（２）ＬＣＭＳ（液体クロ
マトグラフィー質量分析）を用いてウサギの眼における治療薬のレベル（濃度）を測定し
、そして（３）ウサギの眼において得られたレベルの平均をとることにより、求められる
。この平均は、１より大きい任意の個数について行うことができる。ある態様において、
２匹のウサギそれぞれの２つの眼における治療薬のレベルを加算し、それを４で割ること
により平均が求められる（そこにおいて、固体のドラッグ送達システムは分析されるそれ
ぞれの眼に配置された）。
【０１９０】
　下記の特徴の１つ以上を有するインビボでの送達又はクリアランスの特性を示す固体の
ドラッグ送達システムがここに記載される。送達又はクリアランスの特性は、ウサギの眼
の結膜下に固体のドラッグ送達システムを配置した後におけるインビボでの治療薬のクリ
アランスに関するものである。ある態様において、送達又はクリアランスの特性は、ウサ
ギの眼の結膜下又は硝子体に固体のドラッグ送達システムを配置した後におけるインビボ
でのラパマイシンのクリアランスに関するものである。ウサギの硝子体の体積は、ヒトの
硝子体の体積の約３０～４０％である。治療薬の量は実施例２に記載される手法を用いて
測定されるが、実施例２に記載される配合及び治療薬に限定されるものではない。
【０１９１】
　ある態様において、ここに記載されるインビボでの送達又はクリアランスの特性を有す
る治療薬には、治療薬の項に記載されるものがあるが、それらに限定されるものではない
。ある態様において治療薬はラパマイシンである。ある態様において、ここに記載される
固体のドラッグ送達システムは、ラパマイシンと等価な濃度の治療薬を送達するため使用
される。ここに記載される固体のドラッグ送達システムは、治療薬の項に記載される治療
薬の任意のものを、ラパマイシンと等価な濃度（例えば、実施例に記載される濃度）で含
むことができるが、それに限定されるものではない。
【０１９２】
　ある期間にわたる治療薬の平均濃度は、該期間の間の典型的な時点についてそれぞれの
時点における平均濃度を意味する。例えば、期間が３０日である場合、平均濃度を５日お
きに測定することができ、５日目の平均濃度について、５日目におけるいくつかの濃度測
定値の平均を算出することができ、１０日目の平均濃度について、１０日目におけるいく
つかの濃度測定値の平均を算出することができる等々である。
【０１９３】
　ある態様において、固体のドラッグ送達システムは、ウサギの眼の強膜と結膜の間に配
置されるとき、ウサギの眼への配置の後、少なくとも３０日、少なくとも６０日、少なく
とも９０日、又は少なくとも１０５日の間、治療薬を送達し、ウサギの眼の硝子体におい
て少なくとも０．０１ｐｇ／ｍＬの治療薬の平均濃度を維持する。ある態様において、固
体のドラッグ送達システムは、ウサギの眼の強膜と結膜の間に配置されるとき、ウサギの
眼への配置の後、少なくとも３０日、少なくとも６０日、少なくとも９０日、又は少なく
とも１０５日の間、治療薬を送達し、ウサギの眼の硝子体において少なくとも０．００１
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ｎｇ／ｍＬの治療薬の平均濃度を維持する。ある態様において、固体のドラッグ送達シス
テムは、ウサギの眼の強膜と結膜の間に配置されるとき、ウサギの眼への配置の後、少な
くとも３０日、少なくとも６０日、少なくとも９０日、又は少なくとも１０５日の間、治
療薬を送達し、ウサギの眼の硝子体において少なくとも０．０１ｎｇ／ｍｌの治療薬の平
均濃度を維持する。ある態様において、固体のドラッグ送達システムは、ウサギの眼の強
膜と結膜の間に配置されるとき、ウサギの眼への配置の後、少なくとも３０日、少なくと
も６０日、少なくとも９０日、又は少なくとも１０５日の間、治療薬を送達し、ウサギの
眼の硝子体において少なくとも０．１ｎｇ／ｍｌの治療薬の平均濃度を維持する。ある態
様において、固体のドラッグ送達システムは、ウサギの眼の強膜と結膜の間に配置される
とき、ウサギの眼への配置の後、少なくとも３０日、少なくとも６０日、又は少なくとも
９０日の間、治療薬を送達し、ウサギの眼の硝子体において少なくとも１ｎｇ／ｍＬの治
療薬の平均濃度を維持する。ある態様において、固体のドラッグ送達システムは、ウサギ
の眼の強膜と結膜の間に配置されるとき、ウサギの眼への配置の後、少なくとも３０日、
少なくとも６０日、又は少なくとも９０日の間、治療薬を送達し、ウサギの眼の硝子体に
おいて少なくとも２．５ｎｇ／ｍＬの治療薬の平均濃度を維持する。
【０１９４】
　ある態様において、固体のドラッグ送達システムは、ウサギの眼の強膜と結膜の間に配
置されるとき、ウサギの眼への配置の後、少なくとも３０日、少なくとも６０日、少なく
とも９０日、又は少なくとも１０５日の間、治療薬を送達し、ウサギの眼の網膜脈絡膜に
おいて少なくとも０．０１ｐｇ／ｍｇの治療薬の平均濃度を維持する。ある態様において
、固体のドラッグ送達システムは、ウサギの眼の強膜と結膜の間に配置されるとき、ウサ
ギの眼への配置の後、少なくとも３０日、少なくとも６０日、少なくとも９０日、又は少
なくとも１０５日の間、治療薬を送達し、ウサギの眼の網膜脈絡膜において少なくとも０
．１ｐｇ／ｍｇの治療薬の平均濃度を維持する。ある態様において、固体のドラッグ送達
システムは、ウサギの眼の強膜と結膜の間に配置されるとき、ウサギの眼への配置の後、
少なくとも３０日、少なくとも６０日、少なくとも９０日、又は少なくとも１０５日の間
、治療薬を送達し、ウサギの眼の網膜脈絡膜において少なくとも１ｐｇ／ｍｇの治療薬の
平均濃度を維持する。ある態様において、固体のドラッグ送達システムは、ウサギの眼の
強膜と結膜の間に配置されるとき、ウサギの眼への配置の後、少なくとも３０日、少なく
とも６０日、少なくとも９０日、又は少なくとも１０５日の間、治療薬を送達し、ウサギ
の眼の網膜脈絡膜において少なくとも０．０１ｎｇ／ｍｇの治療薬の平均濃度を維持する
。ある態様において、固体のドラッグ送達システムは、ウサギの眼の強膜と結膜の間に配
置されるとき、ウサギの眼への配置の後、少なくとも３０日、少なくとも６０日、又は少
なくとも９０日の間、治療薬を送達し、ウサギの眼の網膜脈絡膜において少なくとも０．
１ｎｇ／ｍｇの治療薬の平均濃度を維持する。
【０１９５】
　ある態様において、ここに記載される固体のドラッグ送達システムは、ある期間にわた
って、特定の組織に、ほぼ一定のレベルの治療薬を送達する。ここで使用する用語「ほぼ
一定の」は、その長期にわたって平均レベルが１桁を越えて変動しないことを意味し、す
なわち、該当する期間の間の時点における平均濃度の測定値について最大と最小の差が１
０倍未満であることを意味する。ある態様において、治療薬がラパマイシンであり、かつ
ラパマイシンのレベルが特定の組織において所定の期間の間ほぼ一定である。
【０１９６】
　ある態様において、固体のドラッグ送達システムは、ウサギの眼の強膜と結膜の間に配
置されるとき、ウサギの眼への配置の後、１４日目から２８日目以降、７５日目以降、９
５日目以降、又は１０７日目以降との間において、治療薬を送達し、ウサギの眼の硝子体
において０．００１ｎｇ／ｍＬを越える値でほぼ一定の平均濃度の治療薬をもたらす。あ
る態様において、固体のドラッグ送達システムは、ウサギの眼の強膜と結膜の間に配置さ
れるとき、ウサギの眼への配置の後、１４日目から２８日目以降、７５日目以降、９５日
目以降、又は１０７日目以降との間において、治療薬を送達し、ウサギの眼の硝子体にお
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いて０．０１ｎｇ／ｍＬを越える値でほぼ一定の平均濃度の治療薬をもたらす。ある態様
において、固体のドラッグ送達システムは、ウサギの眼の強膜と結膜の間に配置されると
き、ウサギの眼への配置の後、１４日目から２８日目以降、７５日目以降、９５日目以降
、又は１０７日目以降との間において、治療薬を送達し、ウサギの眼の硝子体において０
．１ｎｇ／ｍＬを越える値でほぼ一定の平均濃度の治療薬をもたらす。ある態様において
、固体のドラッグ送達システムは、ウサギの眼の強膜と結膜の間に配置されるとき、ウサ
ギの眼への配置の後、１４日目から２８日目以降、７５日目以降、９５日目以降、又は１
０７日目以降との間において、治療薬を送達し、ウサギの眼の硝子体において０．７５ｎ
ｇ／ｍＬを越える値でほぼ一定の平均濃度の治療薬をもたらす。ある態様において、固体
のドラッグ送達システムは、ウサギの眼の強膜と結膜の間に配置されるとき、ウサギの眼
への配置の後、１４日目から２８日目以降、７５日目以降、９５日目以降、又は１０７日
目以降との間において、治療薬を送達し、ウサギの眼の硝子体において１ｎｇ／ｍＬを越
える値でほぼ一定の平均濃度の治療薬をもたらす。
【０１９７】
　ある態様において、固体のドラッグ送達システムは、ウサギの眼の強膜と結膜の間に配
置されるとき、ウサギの眼への配置の後、１４日目から２８日目以降、７５日目以降、９
５日目以降、又は１０７日目以降との間において、治療薬を送達し、ウサギの眼の網膜脈
絡膜において少なくとも０．００１ｎｇ／ｍｇの平均濃度の治療薬をもたらす。ある態様
において、固体のドラッグ送達システムは、ウサギの眼の強膜と結膜の間に配置されると
き、ウサギの眼への配置の後、１４日目から２８日目以降、７５日目以降、９５日目以降
、又は１０７日目以降との間において、治療薬を送達し、ウサギの眼の網膜脈絡膜におい
て少なくとも０．００５ｎｇ／ｍｇの平均濃度の治療薬をもたらす。ある態様において、
固体のドラッグ送達システムは、ウサギの眼の強膜と結膜の間に配置されるとき、ウサギ
の眼への配置の後、１４日目から２８日目以降、７５日目以降、９５日目以降、又は１０
７日目以降との間において、治療薬を送達し、ウサギの眼の網膜脈絡膜において少なくと
も０．０１ｎｇ／ｍｇの平均濃度の治療薬をもたらす。ある態様において、固体のドラッ
グ送達システムは、ウサギの眼の強膜と結膜の間に配置されるとき、ウサギの眼への配置
の後、１４日目から２８日目以降、７５日目以降、９５日目以降、又は１０７日目以降と
の間において、治療薬を送達し、ウサギの眼の網膜脈絡膜において少なくとも０．０３ｎ
ｇ／ｍｇの平均濃度の治療薬をもたらす。
【０１９８】
　ある態様において、固体のドラッグ送達システムは、ウサギの眼の強膜と結膜の間に配
置されるとき、ウサギの眼への配置の後、４２日目から６３日目以降又は９１日目以降と
の間において、治療薬を送達し、ウサギの眼の強膜において少なくとも０．００１ｎｇ／
ｍｇの平均濃度の治療薬をもたらす。ある態様において、固体のドラッグ送達システムは
、ウサギの眼の強膜と結膜の間に配置されるとき、ウサギの眼への配置の後、４２日目か
ら６３日目以降又は９１日目以降との間において、治療薬を送達し、ウサギの眼の強膜に
おいて少なくとも０．００５ｎｇ／ｍｇの平均濃度の治療薬をもたらす。ある態様におい
て、固体のドラッグ送達システムは、ウサギの眼の強膜と結膜の間に配置されるとき、ウ
サギの眼への配置の後、４２日目から６３日目以降又は９１日目以降との間において、治
療薬を送達し、ウサギの眼の強膜において少なくとも０．０１ｎｇ／ｍｇの平均濃度の治
療薬をもたらす。ある態様において、固体のドラッグ送達システムは、ウサギの眼の強膜
と結膜の間に配置されるとき、ウサギの眼への配置の後、４２日目から６３日目以降又は
９１日目以降との間において、治療薬を送達し、ウサギの眼の強膜において少なくとも０
．０３ｎｇ／ｍｇの平均濃度の治療薬をもたらす。ある態様において、固体のドラッグ送
達システムは、ウサギの眼の強膜と結膜の間に配置されるとき、ウサギの眼への配置の後
、４２日目から６３日目以降又は９１日目以降との間において、治療薬を送達し、ウサギ
の眼の強膜において少なくとも０．１ｎｇ／ｍｇの平均濃度の治療薬をもたらす。ある態
様において、固体のドラッグ送達システムは、ウサギの眼の強膜と結膜の間に配置される
とき、ウサギの眼への配置の後、４２日目から６３日目以降又は９１日目以降との間にお
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いて、治療薬を送達し、ウサギの眼の強膜において少なくとも１．０ｎｇ／ｍｇの平均濃
度の治療薬をもたらす。
【０１９９】
　ある態様において、固体のドラッグ送達システムは、ウサギの眼の強膜と結膜の間に配
置されるとき、ウサギの眼へのその投与の後、少なくとも１４日、少なくとも２８日、少
なくとも７５日、少なくとも９５日、又は少なくとも１０７日の間、治療薬を送達し、ウ
サギの眼の硝子体において０．００１～１５．０ｎｇ／ｍｌの平均濃度の治療薬をもたら
す。ある態様において、固体のドラッグ送達システムは、ウサギの眼の強膜と結膜の間に
配置されるとき、ウサギの眼へのその投与の後、少なくとも１４日、少なくとも２８日、
少なくとも７５日、少なくとも９５日、又は少なくとも１０７日の間、治療薬を送達し、
ウサギの眼の硝子体において０．０１～１０．０ｎｇ／ｍｌの平均濃度の治療薬をもたら
す。ある態様において、固体のドラッグ送達システムは、ウサギの眼の強膜と結膜の間に
配置されるとき、ウサギの眼へのその投与の後、少なくとも１４日、少なくとも２８日、
少なくとも７５日、少なくとも９５日、又は少なくとも１０７日の間、治療薬を送達し、
ウサギの眼の硝子体において０．１～１０．０ｎｇ／ｍｌの平均濃度の治療薬をもたらす
。
【０２００】
　ある態様において、固体のドラッグ送達システムは、ウサギの眼の強膜と結膜の間に配
置されるとき、ウサギの眼へのその投与の後、少なくとも１４日、少なくとも２８日、少
なくとも７５日、少なくとも９５日、又は少なくとも１０７日の間、治療薬を送達し、ウ
サギの眼の網膜脈絡膜において０．００１～５．０ｎｇ／ｍｇの平均濃度の治療薬をもた
らす。ある態様において、固体のドラッグ送達システムは、ウサギの眼の強膜と結膜の間
に配置されるとき、ウサギの眼へのその投与の後、少なくとも１４日、少なくとも２８日
、少なくとも７５日、少なくとも９５日、又は少なくとも１０７日の間、治療薬を送達し
、ウサギの眼の網膜脈絡膜において０．００１～１．２５ｎｇ／ｍｇの平均濃度の治療薬
をもたらす。ある態様において、固体のドラッグ送達システムは、ウサギの眼の強膜と結
膜の間に配置されるとき、ウサギの眼へのその投与の後、少なくとも１４日、少なくとも
２８日、少なくとも７５日、少なくとも９５日、又は少なくとも１０７日の間、治療薬を
送達し、ウサギの眼の網膜脈絡膜において０．０１～５．０ｎｇ／ｍｇの平均濃度の治療
薬をもたらす。
【０２０１】
　ある態様において、固体のドラッグ送達システムは、ウサギの眼の強膜と結膜の間に配
置されるとき、ウサギの眼へのその投与の後、少なくとも１４日、少なくとも２８日、少
なくとも７５日、少なくとも９５日、又は少なくとも１０７日の間、治療薬を送達し、ウ
サギの眼の強膜において０．００１～１０．０ｎｇ／ｍｇの平均濃度の治療薬をもたらす
。ある態様において、固体のドラッグ送達システムは、ウサギの眼の強膜と結膜の間に配
置されるとき、ウサギの眼へのその投与の後、少なくとも１４日、少なくとも２８日、少
なくとも７５日、少なくとも９５日、又は少なくとも１０７日の間、治療薬を送達し、ウ
サギの眼の強膜において０．０１～１０．０ｎｇ／ｍｇの平均濃度の治療薬をもたらす。
ある態様において、固体のドラッグ送達システムは、ウサギの眼の強膜と結膜の間に配置
されるとき、ウサギの眼へのその投与の後、少なくとも１４日、少なくとも４２日、少な
くとも６３日、又は少なくとも９１日の間、治療薬を送達し、ウサギの眼の強膜において
０．１～２００．０ｎｇ／ｍｇの平均濃度の治療薬をもたらす。
【０２０２】
　治療薬
　最も一般的に、ここに記載される病気又は症状を治療、予防、若しくは抑制する、又は
その開始を遅らせる、若しくはその緩解を生じさせるのに有用な現在知られている又はま
だ発見されていない任意の化合物及び組成物が、ここに記載される固体のドラッグ送達シ
ステム及び方法に使用するための治療薬となり得る。
【０２０３】
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　使用できる治療薬には、多くのイムノフィリン族の細胞タンパク質を結合することによ
り作用する化合物がある。そのような化合物は「イムノフィリン結合性化合物」として知
られる。イムノフィリン結合性化合物には、「リムス（ｌｉｍｕｓ）」族の化合物がある
が、これに限定されるものではない。使用できる化合物の具体例には、シクロフィリン、
シロリムス（ラパマイシン）及びその水溶性類似体ＳＤＺ－ＲＡＤ（Ｎｏｖａｒｔｉｓ）
、ＴＡＦＡ－９３（Ｉｓｏｔｅｃｈｎｉｋａ）、タクロリムス、エベロリムス、ＲＡＤ－
００１（Ｎｏｖａｒｔｉｓ）、ピメクロリムス、テムシロリムス、ＣＣＩ－７７９（Ｗｙ
ｅｔｈ）、ＡＰ２３８４１（Ａｒｉａｄ）、ＡＰ２３５７３（Ａｒｉａｄ）、及びＡＢＴ
－５７８（Ａｂｂｏｔｔ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ）があるが、これらに限定されるも
のではない。使用できるリムス化合物の類似体及び誘導体には、米国特許第５５２７９０
７号、第６３７６５１７号、及び第６３２９３８６号、並びに米国特許出願第０９／９５
０３０７号（それぞれの内容は、この引用によりそっくり本明細書に記載されたものとす
る）に記載されている化合物があるが、それらに限定されるものではない。また治療薬は
、リムス化合物の類似体、プロドラッグ、塩、及びエステルも含む。
【０２０４】
　ここで用語ラパマイシン、ラパ、及びシロリムスは、同義なものとして交換可能に使用
される。
【０２０５】
　使用できる他のラパマイシン誘導体には、７－エピ－ラパマイシン、７－チオメチル－
ラパマイシン、７－エピ－トリメトキシフェニル－ラパマイシン、７－エピ－チオメチル
－ラパマイシン、７－デメトキシ－ラパマイシン、３２－デメトキシ－ラパマイシン、２
－デスメチル－ラパマイシン、ラパマイシンのモノエステル誘導体及びジエステル誘導体
、ラパマイシンの２７－オキシム、ラパマイシンの４２－オキソ類似体、二環式ラパマイ
シン類、ラパマイシン二量体、ラパマイシンのシリルエーテル、ラパマイシンのアリール
スルホネート及びスルファメート、３１位及び４２位におけるモノエステル及びジエステ
ル、３０－デメトキシラパマイシン、並びにＶｅｚｉｎａ　ｅｔ　ａｌ．，“Ｒａｐａｍ
ｙｃｉｎ（ＡＹ－２２，９８９），Ａ　Ｎｅｗ　Ａｎｔｉｆｕｎｇａｌ　Ａｎｔｉｂｉｏ
ｔｉｃ．Ｉ．Ｔａｘｏｎｏｍｙ　Ｏｆ　Ｔｈｅ　Ｐｒｏｄｕｃｉｎｇ　Ｓｔｒｅｐｔｏｍ
ｙｃｅｔｅ　Ａｎｄ　Ｉｓｏｌａｔｉｏｎ　Ｏｆ　Ｔｈｅ　Ａｃｔｉｖｅ　Ｐｒｉｎｃｉ
ｐｌｅ”Ｊ．Ａｎｔｉｂｉｏｔ．（Ｔｏｋｙｏ）２８：７２１－７２６（１９７５）；Ｓ
ｅｈｇａｌ　ｅｔ　ａｌ．，“Ｒａｐａｍｙｃｉｎ（ＡＹ－２２，９８９），Ａ　Ｎｅｗ
　Ａｎｔｉｆｕｎｇａｌ　Ａｎｔｉｂｉｏｔｉｃ．ＩＩ．Ｆｅｒｍｅｎｔａｉｏｎ，Ｉｓ
ｏｌａｔｉｏｎ　Ａｎｄ　Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ”Ｊ．Ａｎｔｉｂｉｏｔ．
（Ｔｏｋｙｏ）２８：７２７－７３２（１９７５）；Ｓｅｈｇａｌ　ｅｔ　ａｌ．，“Ｄ
ｅｍｅｔｈｏｘｙｒａｐａｍｙｃｉｎ（ＡＹ－２４，６６８），Ａ　Ｎｅｗ　Ａｎｔｉｆ
ｕｎｇａｌ　Ａｎｔｉｂｉｏｔｉｃ”Ｊ．Ａｎｔｉｂｉｏｔ．（Ｔｏｋｙｏ）３６：３５
１－３５４（１９８３）；及びＰａｉｖａ　ｅｔ　ａｌ．，“Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｉｏ
ｎ　Ｏｆ　Ａｃｅｔａｔｅ，Ｐｒｏｐｉｏｎａｔｅ，Ａｎｄ　Ｍｅｔｈｉｏｎｉｎｅ　Ｉ
ｎｔｏ　Ｒａｐａｍｙｃｉｎ　Ｂｙ　Ｓｔｒｅｐｔｏｍｙｃｅｔｅｓ　ｈｙｇｒｏｓｃｏ
ｐｉｃｕｓ”Ｊ　Ｎａｔ　Ｐｒｏｄ　５４：１６７－１７７（１９９１），ＷＯ９２／０
５１７９，ＥＰ４６７６０６，Ｃａｕｆｉｅｌｄ　ｅｔ　ａｌ．，“Ｈｙｄｒｏｇｅｎａ
ｔｅｄ　Ｒａｐａｍｙｃｉｎ　Ｄｅｒｉｖａｔｉｖｅｓ”米国特許第５０２３２６２号；
Ｋａｏ　ｅｔ　ａｌ．，“Ｂｉｃｙｃｌｉｃ　Ｒａｐａｍｙｃｉｎ”米国特許第５１２０
７２５号；Ｋａｏ　ｅｔ　ａｌ．，“Ｒａｐａｍｙｃｉｎ　Ｄｉｍｅｒｓ”米国特許第５
１２０７２７号；Ｆａｉｌｌｉ　ｅｔ　ａｌ．，“Ｓｉｌｙｌ　Ｅｔｈｅｒｓ　Ｏｆ　Ｒ
ａｐａｍｙｃｉｎ”米国特許第５１２０８４２号；Ｆａｉｌｌｉ　ｅｔ　ａｌ．，“Ｒａ
ｐａｍｙｃｉｎ　４２－Ｓｕｌｆｏｎａｔｅｓ　Ａｎｄ　４２－（Ｎ－ｃａｒｂｏａｌｋ
ｏｘｙ）Ｓｕｌｆａｍａｔｅｓ　Ｕｓｅｆｕｌ　Ａｓ　Ｉｍｍｕｎｏｓｕｐｐｒｅｓｓｉ
ｖｅ　Ａｇｅｎｔｓ”米国特許第５１７７２０３号；Ｎｉｃｏｌａｏｕ　ｅｔ　ａｌ．，
“Ｔｏｔａｌ　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ　Ｏｆ　Ｒａｐａｍｙｃｉｎ”Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．
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Ｓｏｃ．１１５：４４１９－４４２０（１９９３）；Ｒｏｍｏ　ｅｔ　ａｌ．，“Ｔｏｔ
ａｌ　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ　Ｏｆ　（－）Ｒａｐａｍｙｃｉｎ　Ｕｓｉｎｇ　Ａｎ　Ｅｖ
ａｎｓ－Ｔｉｓｈｃｈｅｎｋｏ　Ｆｒａｇｍｅｎｔ　Ｃｏｕｐｌｉｎｇ”Ｊ．Ａｍ．Ｃｈ
ｅｍ．Ｓｏｃ．１１５：７９０６－７９０７（１９９３）；及びＨａｙｗａｒｄ　ｅｔ　
ａｌ．，“Ｔｏｔａｌ　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ　Ｏｆ　Ｒａｐａｍｙｃｉｎ　Ｖｉａ　Ａ　
Ｎｏｖｅｌ　Ｔｉｔａｎｉｕｍ－Ｍｅｄｉａｔｅｄ　Ａｌｄｏｌ　Ｍａｃｒｏｃｙｃｌｉ
ｚａｔｉｏｎ　Ｒｅａｃｔｉｏｎ”Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．，１１５：９３４５－
９３４６（１９９３）（これらのそれぞれの内容は、この引用により本明細書にそっくり
記載されたものとする）に記載されたその他の誘導体があるが、これらに限定されるもの
ではない。
【０２０６】
　リムス族の化合物を、固体のドラッグ送達システムに使用することができ、また、血管
新生を介する眼の病気又は症状（脈絡膜の血管新生を含む）を治療、予防、若しくは抑制
する、又はその開始を遅らせる、若しくはその緩解を生じさせるための方法に使用するこ
とができる。リムス族の化合物は、ＡＭＤ（湿性ＡＭＤを含む）を治療、予防、若しくは
抑制する、又はその開始を遅らせる、若しくはその緩解を生じさせるため使用できる。ラ
パマイシン並びにラパマイシンの誘導体及び類似体は、血管新生を介する眼の病気又は症
状（脈絡膜の血管新生を含む）を予防、治療、若しくは抑制する、又はその開始を遅らせ
る、若しくはその緩解を生じさせるため使用することができる。ラパマイシンは、ＡＭＤ
（湿性ＡＭＤを含む）を予防、治療、若しくは抑制する、又はその開始を遅らせる、若し
くはその緩解を生じさせるため使用することができる。ある態様において、リムス族の化
合物のメンバー又はラパマイシンが、湿性ＡＭＤ又は血管新生を介する眼の病気又は症状
（脈絡膜の血管新生を含む）を治療するため使用される。
【０２０７】
　使用できる他の治療薬には、以下の特許及び刊行物（それらの内容のそれぞれは、この
引用により本明細書にそっくり記載されたものとする）に開示されたものがある。ＰＣＴ
公報ＷＯ２００４／０２７０２７（２００４年４月１日公開、名称「脈絡膜の新生血管形
成を抑制する方法」、Ｔｒｕｓｔｅｅｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ　
Ｐｅｎｎｓｙｌｖａｎｉａに譲渡）、米国特許第５３８７５８９号（１９９５年２月７日
発行、名称「眼の炎症を治療する方法」、発明者Ｐｒａｓｓａｄ　Ｋｕｌｋａｒｎｉ、Ｕ
ｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ　Ｌｏｕｉｓｖｉｌｌｅ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｆｏｕｎｄａｔ
ｉｏｎに譲渡）、米国特許第６３７６５１７号（２００３年４月２３日発行、名称「視力
及び記憶障害に対するピペコリン酸誘導体」、ＧＰＩ　ＮＩＬ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ，Ｉｎ
ｃに譲渡）、ＰＣＴ公報ＷＯ２００４／０２８４７７（２００４年４月８日公開、名称「
ステロイドを含む治療薬の網膜下投与の方法、脈絡膜及び網膜に薬動力学的作用を局在化
する方法、並びに関連する網膜疾患の治療及び又は予防方法」、Ｉｎｎｏｒｘ　Ｉｎｃに
譲渡）、米国特許第６４１６７７７号（２００２年７月９日発行、名称「眼のドラッグ送
達装置」、Ａｌｃｏｎ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｌｔｄに譲渡）、米国特許第６７１３０８
１号（２００４年３月３０日発行、名称「眼の治療薬の送達装置及びその装置の製造及び
使用方法」、Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｈｅａｌｔｈ　ａｎｄ　Ｈｕｍａｎ　Ｓｅｒ
ｖｉｃｅｓに譲渡）、米国特許第５１００８９９号（１９９２年３月３１日発行、名称「
ラパマイシン並びにその誘導体及びプロドラッグを用いた哺乳動物における移植拒絶の抑
制方法」）。
【０２０８】
　使用できる他の治療薬には、ピロリジン、ジチオカルバメート（ＮＦκＢ阻害剤）、ス
クアラミン、ＴＰＮ４７０類似体及びフマジリン、ＰＫＣ（プロテインキナーゼＣ）阻害
剤、Ｔｉｅ－１及びＴｉｅ－２キナーゼ阻害剤、ＶＥＧＦ受容体キナーゼの阻害剤、Ｖｅ
ｌｃａｄｅ（ベルケード）（商標）のようなプロテオソーム阻害剤（ボルテゾミブ（注射
用）、ラニブズマブ（ルセンティス（Ｌｕｃｅｎｔｉｓ（商標））及び同じ標的に対する
他の抗体）、ペガプタニブ（マキュゲン（Ｍａｃｕｇｅｎ（商標））、ビトロネクチン受
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容体拮抗薬（例えばビトロネクチン受容体型インテグリンの環状ペプチド拮抗薬）、α－
ｖ／β－３インテグリン拮抗薬、α－ｖ／β－１インテグリン拮抗薬、チアゾリジンジオ
ン類（例えばロシグリタゾン又はトログリタゾン）、インターフェロン（γ－インターフ
ェロン又はデキストラン及び金属配位を利用してＣＮＶをねらうインターフェロンを含む
）、色素上皮由来因子（ＰＥＤＦ）、エンドスタチン、アンギオスタチン、タムスタチン
、キャンスタチン、酢酸アネコルタブ、アセトニド、トリアムシノロン、テトラチオモリ
ブデート、脈管形成因子のＲＮＡサイレンシング又はＲＮＡ干渉（ＲＮＡｉ）（ＶＥＧＦ
発現を標的とするリボザイムを含む）、Ａｃｃｕｔａｎｅ（アキュタン）（商標）（１３
－シス－レチノイン酸）、ＡＣＥ阻害剤（キノプリル、カプトプリル、及びペリンドプリ
ルを含むが、これらに限定されない）、ｍＴＯＲ（ラパマイシンの哺乳動物における標的
）の阻害剤、３－アミノタリドミド、ペントキシフィリン、２－メトキシエストラジオー
ル、コルヒチン類、ＡＭＧ－１４７０、シクロオキシゲナーゼ阻害剤（例えばネパフェナ
ク、ロフェコキシブ、ジクロフェナク、ロフェコキシブ、ＮＳ３９８、セレコキシブ、バ
イオックス、及び（Ｅ）－２－アルキル－２（４－メタンスルホニルフェニル）－１－フ
ェニルエテン、ｔ－ＲＮＡシンターゼモジュレーター、メタロプロテアーゼ１３阻害剤、
アセチルコリンエステラーゼ阻害剤、カリウムチャネル遮断薬、エンドレペリン、６－チ
オグアニンのプリン類似体、環状過酸化物ＡＮＯ－２、（組換え）アルギニンデイミナー
ゼ、エピガロカテキン－３－ガレート、セリバスタチン、スラミンの類似体、ＶＥＧＦト
ラップ分子、アポトーシス阻害剤、Ｖｉｓｕｄｙｎｅ（ビスダイン）（商標）、ｓｎＥＴ
２及びその他の光増感剤（光ダイナミック療法（ＰＤＴ）とともに使用できる）、肝細胞
増殖因子の阻害剤（増殖因子又はその受容体に対する抗体、ｃ－ｍｅｔチロシンキナーゼ
の小分子阻害剤、ＨＧＦの切断物（例えばＮＫ４））がある。
【０２０９】
　使用できる他の治療薬には抗炎症薬（例えば、非ステロイド性抗炎症薬、及びステロイ
ド性抗炎症薬があるがこれらに限定されない）がある。ある態様において、固体のドラッ
グ送達システムに使用できる有効な薬剤には、ａｃｅ－阻害剤、内因性サイトカイン、基
底膜に影響を及ぼす薬剤、内皮細胞の成長に影響を及ぼす薬剤、アドレナリン作動薬又は
遮断薬、コリン作動薬又は遮断薬、アルドースレダクターゼ阻害剤、鎮痛薬、麻酔薬、抗
アレルギー薬、抗菌剤、血圧降下薬、昇圧薬、抗原虫薬、抗ウイルス薬、抗真菌剤、抗感
染剤、抗癌薬、代謝拮抗薬、及び血管新生阻害剤がある。
【０２１０】
　使用できるステロイド性治療薬には、２１－アセトキシプレグネノロン、アルクロメタ
ゾン、アルゲストン、アムシノニド、ベクロメタゾン、ベタメタゾン、ブデソニド、クロ
ロプレドニゾン、クロベタゾール、クロベタゾン、クロコルトロン、クロプレドノール、
コルチコステロン、コルチゾン、コルチバゾル、デフラザコルト、デソニド、デスオキシ
メタゾン、デキサメタゾン、ジフロラゾン、ジフルコルトロン、ジフルプレドナート、エ
ノキソロン、フルアザコルト、フルクロニド、フルメタゾン、フルニソリド、フルオシノ
ロンアセトニド、フルオシノニド、フルオコルチンブチル、フルオコルトロン、フルオロ
メトロン、酢酸フルペロロン、酢酸フルプレドニデン、フルプレドニゾロン、フルランド
レノリド、プロピオン酸フルチカゾン、フォルモコルタール、ハルシノニド、プロピオン
酸ハロベタゾール、ハロメタゾン、酢酸ハロプレドン、ヒドロコルタメート、ヒドロコル
チゾン、ロテプレドノールエタボネート、マジプレドン、メドリゾン、メプレドニゾン、
メチルプレドニゾロン、モメタゾンフロエート、パラメタゾン、プレドニカルバート、プ
レドニゾロン、プレドニゾロン２５－ジエチルアミノ－アセテート、プレニゾロンリン酸
ナトリウム、プレドニゾン、プレドニバル、プレドニリデン、リメキソロン、チキソコル
トール、トリアムシノロン、トリアムシノロンアセトニド、トリアムシノロンベネトニド
、トリアムシノロンヘキサアセトニド、及びそれらの誘導体の任意のものがあるが、これ
らに限定されるものではない。
【０２１１】
　ある態様において、コルチゾン、デキサメタゾン、フルオシノロン、ヒドロコルチゾン
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、メチルプレドニゾロン、プレドニゾロン、プレドニゾン、及びトリアムシノロン、又は
それらの誘導体を用いることができる。固体のドラッグ送達システムは、２種以上のステ
ロイド性治療薬の組み合わせを含んでもよい。
【０２１２】
　１つの非限定的な例において、ステロイド性治療薬は、固体のドラッグ送達システムの
０．０５重量％～５０重量％を構成することができる。もう１つの非限定的な例において
、該ステロイドは、固体のドラッグ送達システムの０．０５重量％～１０重量％、１０重
量％～２０重量％、３０重量％～４０重量％、又は４０重量％～５０重量％を構成する。
【０２１３】
　使用できる治療薬の他の具体例には、麻酔薬、鎮痛薬、細胞輸送／移動阻止剤（例えば
コルヒチン類、ビンクリスチン、サイトカラシンＢ、及び関連化合物）、カルボニックア
ンヒドラーゼ阻害剤（例えばアセタゾールアミド、メタゾールアミド、ジクロルフェナミ
ド、ダイアモックス、及び神経保護物質（例えばニモジピン及び関連化合物））、抗生物
質（例えばテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン、バシトラシン、ネオマイシン、
ポリミキシン、グラミシジン、セファレキシン、オキシテトラサイクリン、クロラムフェ
ニコール、リファンピシン、シプロフロキサシン、アミノシド類、ゲンタマイシン、エリ
スロマイシン及びペニシリン、キノロン、セフタジジム、バンコマイシン、イミペネム、
抗真菌薬（例えばアンホテリシンＢ、フルコナゾール、ケトコナゾール及びミコナゾール
など）抗菌薬（例えばスルホンアミド、スルファジアジン、スルファセタミド、スルファ
メチゾール及びスルフィソキサゾール、ニトロフラゾン、並びにプロピオン酸ナトリウム
）、抗ウイルス薬（例えばイドクスウリジン、トリフルオロチミジン、トリフルオロウリ
ジン、アシクロビル、ガンシクロビル、シドフォビル、インターフェロン、ＤＤＩ、ＡＺ
Ｔ、ホスカルネット、ビダラビン、リバビリン、プロテアーゼ阻害剤、及び抗サイトメガ
ロウイルス薬）、抗アレルギー薬（例えばクロモグリク酸ナトリウム、アンタゾリン、メ
タピリリン、クロルフェニラミン、セチリジン、ピリラミン、及びプロフェンピリダミン
）、合成グルココルチコイド類及び鉱質コルチコイド類並びにより一般的にはコレステロ
ール代謝に由来するホルモン形（ＤＨＥＡ、プロゲステロン、エストロゲン類）、非ステ
ロイド性抗炎症薬（例えばサリチル酸エステル、インドメタシン、イブプロフェン、ジク
ロフェナク、フルルビプロフェン、ピロキシカム、及びＣＯＸ２阻害剤）、抗新生物薬（
例えばカルムスチン、シスプラチン、フルオロウラシル、アドリアマイシン、アスパラギ
ナーゼ、アザシチジン、アザチオプリン、ブレオマイシン、ブスルファン、カルボプラチ
ン、カルムスチン、クロラムブシル、シクロホスファミド、シクロスポリン、シタラビン
、デカルバジン、ダクチノマイシン、ダウノルビシン、ドキソルビシン、エストラムスチ
ン、エトポシド、エトラチナート、フィルグラスチン、フロキシウリジン、フルダラビン
、フルオロウラシル、フルオキシメステロン、フルタミド、ゴセレリン、ヒドロキシ尿素
、イホスファミド、ロイプロリド、レバミゾール、リムスチン、ナイトロジェンマスター
ド、メルファラン、メルカプトプリン、メトトレキサート、ミトマイシン、ミトタン、ペ
ントスタチン、ピポブロマン、プリカマイシン、プロカルバジン、サルグラモスチン、ス
トレプトゾシン、タモキシフェン、タキソール、テニポシド、チオグアニン、ウラシルマ
スタード、ビンブラスチン、ビンクリスチン、及びビンデシン）、免疫学的薬剤（例えば
ワクチン及び免疫刺激剤）、インスリン、カルシトニン、副甲状腺ホルモン及びペプチド
、並びにバソプレシン視床下部放出因子、β－アドレナリン遮断薬（例えばチモロール、
レボブノロール及びベタキソロール）、サイトカイン類、インターロイキン類及び成長因
子類、上皮成長因子、線維芽細胞成長因子、血小板由来成長因子、形質転換成長因子β、
毛様体神経栄養成長因子、グリア由来神経栄養因子、ＮＧＦ、ＥＰＯ、ＰＬＧＦ、脳神経
成長因子（ＢＮＧＦ）、血管内皮成長因子（ＶＥＧＦ）、及びそのような成長因子に対す
るモノクローナル抗体又はその断片、抗炎症薬（例えばヒドロコルチゾン、デキサメタゾ
ン、フルオシノロン、プレドニゾン、プレドニゾロン、メチルプレドニゾロン、フルオロ
メトロン、ベタメタゾン、及びトリアムシノロン）、充血除去薬（例えばフェニレフリン
、ナファゾリン及びテトラヒドラゾリン）、縮瞳薬および抗コリンエステラーゼ（例えば
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ピロカルピン、カルバコール、フルオロリン酸ジイソプロピル、ホスホリン・ヨウ素、及
び臭化デメカリウム）、散瞳薬（例えばアトロピン硫酸塩、シクロペントレート、ホマト
ロピン、スコポラミン、トロピカミド、ユーカトロピン）、交感神経作用薬（例えばエピ
ネフリン、並びに血管収縮剤及び血管拡張剤及び抗凝血薬（例えばヘパリン、フィブリノ
ーゲン阻害剤、フィブリノリシン、抗凝血アクティベース、糖尿病治療薬（例えばアセト
ヘキサミド、クロルプロパミド、グリピジド、グリブリド、トラザミド、トルブタミド、
インスリン及びアルドースレダクターゼ阻害剤、ホルモン類、ペプチド類、核酸類、糖類
、脂質類、糖脂質類、糖タンパク質類、及び他の高分子類（例えば内分泌ホルモン類（例
えば脳下垂体、インスリン、インスリン関連成長因子、甲状腺、成長ホルモン））、熱シ
ョックタンパク質、免疫応答修飾剤（例えばムラミルジペプチド、シクロスポリン類、イ
ンターフェロン類（α－、β－及びγ－インターフェロンを含む）、インターロイキン－
２、サイトカイン類、ＦＫ５０６（エポキシ－ピリド－オキサアザシクロトリコシン－テ
トロン（タクロリムスとしても知られる）、腫瘍壊死因子、ペントスタチン、チモペンチ
ン、形質転換因子β２、エリスロポエチン、抗新生タンパク質（例えば、抗ＶＥＧＦ、イ
ンターフェロン類）、抗体（モノクローナル、ポリクローナル、ヒト化など）又は抗体フ
ラグメント、オリゴアプタマー類、アプタマー類及び遺伝子フラグメント（オリゴヌクレ
オチド、プラスミド、リボザイム、小さな干渉ＲＮＡ（ＳｉＲＮＡ）、核酸フラグメント
、ペプチド類、免疫調節剤（例えばエンドキサン、サリドマイド、タモキシフェン）、抗
血栓溶解薬及び血管拡張薬（例えばｒｔＰＡ、ウロキナーゼ、プラスミン）、一酸化窒素
供与体、核酸、デキサメタゾン、シクロスポリンＡ、アザチオプリン、ブレキナル、グス
ペリムス、６－メルカプトプリン、ミゾリビン、ラパマイシン、タクロリムス（ＦＫ－５
０６）、葉酸類似体（例えばデノプテリン、エダトレキサート、メトトレキセート、ピリ
トレキシム、プテロプテリン、Ｔｏｍｕｄｅｘ（商標登録）、トリメトレキサート）、プ
リン類似体（例えばクラドリビン、フルダラビン、６－メルカプトプリン、チアミプリン
、チアグアニン）、ピリミジン類似体（例えばアンシタビン、アザシチジン、６－アザウ
リジン、カルモフール、シタラビン、ドキシフルリジン、エミテフール、エノシタビン、
フロクスウリジン、フルオロウラシル、ゲムシタビン、テガフール）、フルオシノロン、
トリアミノロン、酢酸アネコルタブ、フルオロメトロン、メドリゾン、並びにプレドニゾ
ロンがあるが、これらに限定されるものではない。ある態様において免疫抑制剤はデキサ
メタゾンである。ある態様において免疫抑制剤はシクロスポリンＡである。
【０２１４】
　ある態様において製剤は１種以上の治療薬の組み合わせを含む。
【０２１５】
　ここに記載される製剤に使用できる治療薬の他の具体例には、抗菌性抗生物質、アミノ
グリコシド類（例えば、アミカシン、アプラマイシン、アルベカシン、バムベルマイシン
、ブチロシン、ジベカシン、ジヒドロストレプトマイシン、フォーチミシン（類）、ゲン
タマイシン、イセパマイシン、カナマイシン、マイクロノマイシン、ネオマイシン、ネオ
マイシンウンデシレネート、ネチルマイシン、パロモマイシン、リボスタマイシン、シソ
マイシン、スペクチノマイシン、ストレプトマイシン、トブラマイシン、トロスペクトマ
イシン）、アムフェニコール類（例えば、アジダムフェニコール、クロラムフェニコール
、フロルフェニコール、チアンフェニコール）、アンサマイシン類（例えば、リファミド
、リファンピン、リファマイシンｓｖ、リファペンチン、リファキシミン）、Ｐ－ラクタ
ム類（例えば、カルバセフェム類（例えば、ロラカルベフ）、カルバペネム類（例えば、
ビアペネム、イミペネム、メロペネム、パニペネム）、セファロスポリン類（例えば、セ
ファクロル、セファドロキシル、セファマンドール、セファトリジン、セファゼドン、セ
ファゾリン、セフカペンピボキシル、セフクリジン、セフジニル、セフジトレン、セフェ
ピム、セフェタメト、セフィキシム、セフメノキシム、セフォジジム、セフォニシド、セ
フォペラゾン、セフォラニド、セフォタキシム、セフォチアム、セロゾプラン、セフピミ
ゾール、セフピラミド、セフピローム、セフポドキシムプロキセチル、セフプロジル、セ
フロキサジン、セフスロジン、セフタジジム、セフテラム、セフテゾール、セフチブテン
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、セフチゾキシム、セフトリアキソン、セフロキシム、セフゾナム、セファセトリルナト
リウム、セファレキシン、セファログリシン、セファロリジン、セファロスポリン、セフ
ァロチン、セファピリンナトリウム、セフラジン、ピブセファレキシン）、セファマイシ
ン類（例えば、セフブペラゾン、セフメタゾール、セフミノックス、セフォテタン、セフ
ォキシチン）、モノバクタム類（例えば、アズトレオナム、カルモナム、チゲモナム）、
オキサセフェム類、フロモキセフ、モキサラクタム）、ペニシリン類（例えば、アムジノ
シリン、アムジノシリンピボキシル、アモキシリン、アンピシリン、アパルシリン、アス
ポキシシリン、アジドシリン、アズロシリン、バカンピシリン、ベンジルペニシリン酸、
ベンジルペニシリンナトリウム、カルベニシリン、カリンダシリン、クロメトシリン、ク
ロキサシリン、シクラシリン、ジクロキサシリン、エピシリン、フェンベニシリン、フロ
キサシリン、ヘタシリン、レナンピシリン、メタンピシリン、メチシリンナトリウム、メ
ズロシリン、ナフシリンナトリウム、オキサシリン、ペナメシリン、ペネタメートヨウ化
水素酸塩、ペニシリンｇベネタミン、ペニシリンｇベンザチン、ペニシリンｇベンズヒド
リルアミン、ペニシリンｇカルシウム、ペニシリンｇヒドラバミン、ペニシリンｇカリウ
ム、ペニシリンｇプロカイン、ペニシリンｎ、ペニシリンｏ、ペニシリンｖ、ペニシリン
ｖベンザチン、ペニシリンｖヒドラバミン、ペニメピサイクリン、フェネチシリンカリウ
ム、ピペラシリン、ピバンピシリン、プロピシリン、キナシリン、スルベニシリン、スル
タミシリン、タランピシリン、テモシリン、チカルシリン）、リチペネム、リンコサミド
類（例えば、クリンダマイシン、リンコマイシン）、マクロライド類（例えば、アジスロ
マイシン、カルボマイシン、クラリスロマイシン、ジリスロマイシン、エリスロマイシン
、エリスロマイシンアシストラート、エリスロマイシンエストレート、グルコヘプタン酸
エリスロマイシン、ラクトビオン酸エリスロマイシン、プロピオン酸エリスロマイシン、
ステアリン酸エリスロマイシン、ジョサマイシン、ロイコマイシン、ミデカマイシン、ミ
オカマイシン、オレアンドマイシン、プリマイシン、ロキタマイシン、ロサラミシン、ロ
キシスロマイシン、スピラマイシン、トロレアンドマイシン）、ポリペプチド類（例えば
、アンホマイシン、バシトラシン、カプレオマイシン、コリスチン、エンデュラシジン、
エンビオマイシン、フサフンギン、グラミシジンｓ、クラミシジン（類）、ミカマイシン
、ポリミキシン、プリスチナマイシン、リストセチン、テイコプラニン、チオストレプト
ン、ツベラクチノマイシン、チロシジン、チロスリシン、バンコマイシン、バイオマイシ
ン、バージニアマイシン、亜鉛バシトラシン）、テトラサイクリン類（例えば、アピサイ
クリン、クロロテトラサイクリン、クロモサイクリン、デメクロサイクリン、ドキシサイ
クリン、グアメサイクリン、リメサイクリン、メクロサイクリン、メタサイクリン、ミノ
サイクリン、オキシテトラサイクリン、ペニメピサイクリン、ピパサイクリン、ロリテト
ラサイクリン、サンサイクリン、テトラサイクリン）、およびその他（例えば、シクロセ
リン、ムピロシン、ツベリン）、合成抗菌物質、２，４－ジアミノピリミジン類（例えば
、ブロジモプリム、テトロキソプリム、トリメトプリム）、ニトロフラン類（例えば、フ
ラルタドン、塩化フラゾリウム、ニフラデン、ニフラテル、ニフルフォリン、ニフルピリ
ノール、ニフルプラジン、ニフルトイノール、ニトロフラントイン）、キノロン類および
類似体（例えば、シノキサシン、シプロフロキサシン、クリナフロキサシン、ジフロキサ
シン、エノキサシン、フレロキサシン、フルメキン、グレパフロキサシン、ロメフロキサ
シン、ミロキサシン、ナジフロキサシン、ナリジクス酸、ノルフロキサシン、オフロキサ
シン、オキソリン酸、パズフロキサシン、ペフロキサシン、ピペミド酸、ピロミド酸、ロ
ソキサシン、ルフロキサシン、スパルフロキサシン、テマフロキサシン、トスフロキサシ
ン、トロバフロキサシン）、スルホンアミド類（例えば、アセチルスルファメトキシピラ
ジン、ベンジルスルファミド、クロラミン－ｂ、クロラミン－ｔ、ジクロラミンｔ、ｎ２
－ホルミルスルフィソミジン、ｎ４－β－ｄ－グルコシルスルファニルアミド、マフェニ
ド、４’－（メチルスルファモイル）スルファニルアニリド、ノプリルスルファミド、フ
タリルスルファセタミド、フタリルスルファチアゾール、サラゾスルファジミジン、スク
シニルスルファチアゾール、スルファベンザミド、スルファセタミド、スルファクロルピ
リダジン、スルファクリソイジン、スルファシチン、スルファジアジン、スルファジクラ
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ミド、スルファジメトキシン、スルファドキシン、スルファエチドール、スルファグアニ
ジン、スルファグアノール、スルファレン、スルファロクス酸、スルファメラジン、スル
ファメータ、スルファメタジン、スルファメチゾール、スルファメトミジン、スルファメ
トキサゾール、スルファメトキシピリダジン、スルファメトロール、スルファミドクリソ
イジン、スルファモキソール、スルファニルアミド、４－スルファニルアミドサリチル酸
、ｎ４－スルファニリルスルファニルアミド、スルファニリル尿素、ｎ－スルファニリル
－３，４－キシルアミド、スルファニトラン、スルファペリン、スルファフェナゾール、
スルファプロキシリン、スルファピラジン、スルファピリジン、スルファソミゾール、ス
ルファシマジン、スルファチアゾール、スルファチオ尿素、スルファトラミド、スルフィ
ソミジン、スルフィソキサゾール）、スルホン類（例えば、アセダプソン、アセジアスル
ホン、アセトスルホンナトリウム、ダプソン、ジアチモスルホン、グルコスルホンナトリ
ム、ソラスルホン、スクシスルホン、スルファニル酸、ｐ－スルファニルベンジルアミン
、スルホキソンナトリウム、チアゾールスルホン）、およびその他（例えば、クロフォク
トール、ヘキセジン、メテナミン、メテナミンアンヒドロメチレン－クエン酸塩、馬尿酸
メテナミン、マンデル酸メテナミン、スルホサリチル酸メテナミン、ニトロキソリン、タ
ウロリジン、キシボルノール）、抗真菌性抗生物質、ポリエン類（例えば、アンホテリシ
ンｂ、カンジシジン、デルモスタチン、フィリピン、フンギクロミン、ハチマイシン、ハ
マイシン、ルセンソマイシン、メパルトリシン、ナタマイシン、ナイスタチン、ペシロシ
ン、ペリマイシン）、アザセリン、グリセオフルビン、オリゴマイシン類、ウンデシレン
酸ネオマイシン、ピロールニトリン、シッカニン、ツベルシジン、ビリジン、合成抗真菌
薬、アリルアミン類（例えば、ブテナフィン、ナフチフィン、テルビナフィン）、イミダ
ゾール類（例えば、ビフォナゾール、ブトコナゾール、クロルダントイン、クロルミダゾ
ール、クロコナゾール、クロトリマゾール、エコナゾール、エニルコナゾール、フェンチ
コナゾール、フルトリマゾール、イソコナゾール、ケトコナゾール、ラノコナゾール、ミ
コナゾール、オモコナゾール、硝酸オキシコナゾール、セルタコナゾール、スルコナゾー
ル、チオコナゾール）、チオカルバメート類（例えば、トルシクラート、トリンダート、
トルナフテート）、トリアゾール類（例えば、フルコナゾール、イトラコナゾール、サペ
ルコナゾール、テルコナゾール）、アクリソルシン、アモロルフィン、ビフェナミン、ブ
ロモサリチルクロラリニド、ブクロサミド、プロピオン酸カルシウム、クロルフェネシン
、シクロピロックス、クロキシキン、コパラフィネート、ジアンタゾール二塩酸塩、エキ
サラミド、フルシトシン、ハレタゾール、ヘキセチジン、ロフルカルバン、ニフラテル、
ヨウ化カリウム、プロピオン酸、ピリチオン、サリチルアニリド、プロピオン酸ナトリウ
ム、スルベンチン、テノニトロゾール、トリアセチン、ウジョチオン（ｕｊｏｔｈｉｏｎ
）、ウンデシレン酸、プロピオン酸亜鉛、抗新生物薬、抗生物質及び類似体（例えば、ア
クラシノマイシン、アクチノマイシンｆ１、アントラマイシン、アザセリン、ブレオマイ
シン、カクチノマイシン、カルビシン、カルチノフィリン、クロモマイシン類、ダクチノ
マイシン、ダウノルビシン、６－ジアゾ－５－オキソ－Ｌ－ノルロイシン、ドキソルビシ
ン、エピルビシン、イダルビシン、メノガリル、マイトマイシン、ミコフェノール酸、ノ
ガラマイシン、オリボマイシン、ペプロマイシン、ピラルビシン、プリカマイシン、ポル
フィロマイシン、プロマイシン、ストレプトニグリン、ストレプトゾシン、ツベルシジン
、ジノスタチン、ゾルビシン）、代謝拮抗剤（例えば、葉酸類似体（例えば、デノプテリ
ン、エダトレキサート、メトトレキサート、ピリトレキシム、プテロプテリン、Ｔｏｍｕ
ｄｅｘ（登録商標）、トリメトレキサート）、プリン類似体（例えば、クラドリビン、フ
ルダラビン、６－メルカプトプリン、チアミプリン、チオグアニン）、ピリミジン類似体
（例えば、アンシタビン、アザシチジン、６－アザウリジン、カルモフール、シタラビン
、ドキシフルリジン、エミテフール、エノシタビン、フロクスウリジン、フルオロウラシ
ル、ゲムシタビン、タガフール）、抗炎症薬、ステロイド性抗炎症薬、アセトキシプレグ
ネノロン、アルクロメタゾン、アルゲストン、アムシノニド、ベクロメタゾン、ベタメタ
ゾン、ブデソニド、クロロプレドニゾン、クロベタゾール、クロベタゾン、クロコルトロ
ン、クロプレドノール、コルチコステロン、コルチゾン、コルチバゾール、デフラザコル
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ト、デソニド、デスオキシメタゾン、デキサメタゾン、ジフロラゾン、ジフルコルトロン
、ジフルプレドナート、エノキソロン、フルアザコルト、フルクロロニド、フルメタゾン
、フルニソリド、フルオシノロンアセトニド、フルオシノニド、フルオコルチンブチル、
フルオコルトロン、フルオロメトロン、酢酸フルペロロン、酢酸フルプレドニデン、フル
プレドニゾロン、フルランドレノリド、プロピオン酸フルチカゾン、フォルモコルタール
、ハルシノニド、プロピオン酸ハロベタゾール、ハロメタゾン、酢酸ハロプレドン、ヒド
ロコルタメート、ヒドロコルチゾン、ロテプレドノールエタボネート、マジプレドン、メ
ドリゾン、メプレドニゾン、メチルプレドニゾロン、モメタゾンフロエート、パラメタゾ
ン、プレドニカルバート、プレドニゾロン、プレドニゾロン２５－ジエチルアミノ－アセ
テート、プレニゾロンリン酸ナトリウム、プレドニゾン、プレドニバル、プレドニリデン
、リメキソロン、チキソコルトール、トリアムシノロン、トリアムシノロンアセトニド、
ト
リアムシノロンベネトニド、およびトリアムシノロンヘキサセトニド、非ステロイド性抗
炎症薬、アミノアリールカルボン酸誘導体（例えば、エンフェナム酸、エトフェナメート
、フルフェナム酸、イソニキシン、メクロフェナム酸、メフェナム酸、ニフルム酸、タル
ニフルメート、テロフェナメート、トルフェナム酸）、アリール酢酸誘導体（例えば、ア
セクロフェナク、アセメタシン、アルクロフェナク、アムフェナク、アントルメチングア
シル、ブロムフェナク、ブフェキサマク、シンメタシン、クロピラク、ジクロフェナクナ
トリウム、エトドラク、フェルビナク、フェンクロジン酸、フェンチアザク、グルカメタ
シン、イブフェナク、インドメタシン、イソフェゾラク、イソキセパク、ロナゾラク、メ
チアジン酸、モフェゾラク、オキサメタシン、ピラゾラク、プログルメタシン、スリンダ
ク、チアラミド、トルメチン、トロペシン、ゾメピラク）、アリール酪酸誘導体（例えば
、ブマジゾン、ブチブフェン、フェンブフェン、キセンブシン）、アリールカルボン酸（
例えば、クリダナク、ケトロラク、チノリジン）、アリールプロピオン酸誘導体（例えば
、アルミノプロフェン、ベノキサプロフェン、ベルモプロフェン、ブクロキシ酸、カルプ
ロフェン、フェノプロフェン、フルノキサプロフェン、フルルビプロフェン、イブプロフ
ェン、イブプロキサム、インドプロフェン、ケトプロフェン、ロキソプロフェン、ナプロ
キセン、オキサプロジン、ピケトプロレン、ピルプロフェン、プラノプロフェン、プロチ
ジン酸、スプロフェン、チアプロフェン酸、キシモプロフェン、ザルトプロフェン）、ピ
ラゾール類（例えば、ジフェナミゾール、エピリゾール）、ピラゾロン類（例えば、アパ
ゾン、ベンズピペリロン、フェプラゾン、モフェブタゾン、モラゾン、オキシフェンブタ
ゾン、フェニルブタゾン、ピペブゾン、プロピフェナゾン、ラミフェナゾン、スキシブゾ
ン、チアゾリノブタゾン）、サリチル酸誘導体（例えば、アセトアミノサロール、アスピ
リン、ベノリラート、ブロモサリゲニン、アセチルサリチル酸カルシウム、ジフルニサル
、エテルサラート、フェンドサール、ゲンチジン酸、サリチル酸グリコール、サリチル酸
イミダゾール、アセチルサリチル酸リジン、メサラミン、サリチル酸モルホリン、サリチ
ル酸１－ナフチル、オルサラジン、パルサルミド、アセチルサリチル酸フェニル、サリチ
ル酸フェニル、サラセタミド、サリチルアミドｏ－酢酸、サリチル硫酸、サルサラート、
フルファサラジン）、チアジンカルボキサミド類（例えば、アンピロキシカム、ドロキシ
カム、イソキシカム、ロルノキシカム、ピロキシカム、テノキシカム）、ε－アセトアミ
ドカプロン酸、ｓ－アデノシルメチオニン、３－アミノ－４－ヒドロキシ酪酸、アミキセ
トリン、ベンダザック、ベンジダミン、ａ－ビスアボロール、ブコローム、ジフェンピラ
ミド、ジタゾール、エモルファゾン、フェプラジノール、グアイアズレン、ナブメトン、
ニメスリド、オキサセプロール、パラニリン、ペリソキサール、プロカゾン、スーパーオ
キシドジスムターゼ、テニダプ、およびジロイトンがあるが、これらに限定されるもので
はない。
【０２１６】
　治療薬は、他の治療薬及び療法（例えば、血管新生又は新生血管形成、特にＣＮＶを治
療、予防、若しくは抑制する、又はその開始を遅らせる、若しくはその緩解を生じさせる
のに有用な薬剤及び療法があるが、それに限定されるものではない）と組み合わせて使用
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してもよい。ある態様において、さらなる薬剤又は療法は、血管新生又は新生血管形成、
特にＣＮＶの緩解をもたらすため使用される。そのようなさらなる薬剤及び療法には、ピ
ロリジン、ジチオカルバメート（ＮＦκＢ阻害剤）、スクアラミン、ＴＰＮ４７０類似体
及びフマジリン、ＰＫＣ（プロテインキナーゼＣ）阻害剤、Ｔｉｅ－１及びＴｉｅ－２キ
ナーゼ阻害剤、ＶＥＧＦ受容体キナーゼの阻害剤、Ｖｅｌｃａｄｅ（ベルケード）（商標
）のようなプロテオソーム阻害剤（ボルテゾミブ（注射用）、ラニビズマブ（ルセンティ
ス（Ｌｕｃｅｎｔｉｓ（商標））及び同じ標的に対する他の抗体）、ペガプタニブ（マキ
ュゲン（Ｍａｃｕｇｅｎ（商標））、ビトロネクチン受容体拮抗薬（例えばビトロネクチ
ン受容体型インテグリンの環状ペプチド拮抗薬）、α－ｖ／β－３インテグリン拮抗薬、
α－ｖ／β－１インテグリン拮抗薬、チアゾリジンジオン類（例えばロシグリタゾン又は
トログリタゾン）、インターフェロン（γ－インターフェロン又はデキストラン及び金属
配位を利用してＣＮＶをねらうインターフェロンを含む）、色素上皮由来因子（ＰＥＤＦ
）、エンドスタチン、アンギオスタチン、タムスタチン、キャンスタチン、酢酸アネコル
タブ、アセトニド、トリアムシノロン、テトラチオモリブデート、脈管形成因子のＲＮＡ
サイレンシング又はＲＮＡ干渉（ＲＮＡｉ）（ＶＥＧＦ発現を標的とするリボザイムを含
む）、Ａｃｃｕｔａｎｅ（アキュタン）（商標）（１３－シス－レチノイン酸）、ＡＣＥ
阻害剤（キノプリル、カプトプリル、及びペリンドプリルを含むが、これらに限定されな
い）、ｍＴＯＲ（ラパマイシンの哺乳動物における標的）の阻害剤、３－アミノタリドミ
ド、ペントキシフィリン、２－メトキシエストラジオール、コルヒチン類、ＡＭＧ－１４
７０、シクロオキシゲナーゼ阻害剤（例えばネパフェナク、ロフェコキシブ、ジクロフェ
ナク、ロフェコキシブ、ＮＳ３９８、セレコキシブ、バイオックス、及び（Ｅ）－２－ア
ルキル－２（４－メタンスルホニルフェニル）－１－フェニルエテン、ｔ－ＲＮＡシンタ
ーゼモジュレーター、メタロプロテアーゼ１３阻害剤、アセチルコリンエステラーゼ阻害
剤、カリウムチャネル遮断薬、エンドレペリン、６－チオグアニンのプリン類似体、環状
過酸化物ＡＮＯ－２、（組換え）アルギニンデイミナーゼ、エピガロカテキン－３－ガレ
ート、セリバスタチン、スラミンの類似体、ＶＥＧＦトラップ分子、肝細胞増殖因子の阻
害剤（増殖因子又はその受容体に対する抗体、ｃ－ｍｅｔチロシンキナーゼの小分子阻害
剤、ＨＧＦの切断物（例えばＮＫ４））、アポトーシス阻害剤、Ｖｉｓｕｄｙｎｅ（ビス
ダイン）（商標）、ｓｎＥＴ２及びその他の光増感剤（光ダイナミック療法（ＰＤＴ）と
ともに）、並びにレーザー光凝固術がある。
【０２１７】
　治療、予防、若しくは抑制できる又は開始を遅らせる若しくはその緩解を生じさせるこ
とができる病気及び症状
　ここに記載される治療薬、固体のドラッグ送達システム及び方法を用いて治療、予防若
しくは抑制できる又は開始を遅らせる若しくは緩解を生じさせることができる病気及び症
状をここに記載する。ある態様において、ここに記載される治療薬を含む１種以上の固体
のドラッグ送達システム又は方法を用いて、病気又は症状が治療される。特に断らないか
ぎり、治療の方法すべてを行うことができる対象は、特に限定されるものではないがヒト
である対象を含むことを意図している。
【０２１８】
　通常、ここに記載される治療薬及び固体のドラッグ送達システム及び方法を用いて治療
、予防、抑制、開始の遅延、又は緩解の生成が可能な任意の眼の病気又は症状について、
治療、予防、若しくは抑制する又は開始を遅らせる若しくは緩解を生じさせることができ
る。眼の病気又は症状の例には、新生血管形成（網膜及び／又は脈絡膜の新生血管形成を
含む）に伴う病気又は症状があるが、これに限定されるものではない。
【０２１９】
　ここに記載される固体のドラッグ送達システム及び方法を用いて治療、予防、抑制、開
始の遅延、又は緩解の生成が可能な網膜及び／又は脈絡膜の新生血管形成に伴う病気又は
症状には、糖尿病性網膜症、黄斑変性、湿性ＡＭＤ及び乾性ＡＭＤ、未熟児網膜症（水晶
体後線維増殖症）、網膜炎又は脈絡膜炎を誘発する感染、推定眼ヒストプラズマ症、近視
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性変性、網膜色素線条症、及び眼の外傷があるが、これらに限定されるものではない。こ
こに記載される固体のドラッグ送達システム及び方法を用いて治療、予防、抑制、開始の
遅延、又は緩解の生成が可能な眼の病気又は症状の他の具体例には、弾性線維性仮性黄色
腫、静脈閉塞、動脈閉塞、頚動脈閉塞性疾患、鎌状赤血球貧血、イールズ病、近視、慢性
網膜剥離、過粘稠度症候群、トキソプラスマ症、外傷、ポリープ状脈絡膜血管症、レーザ
ー後の合併症、特発性中心性漿液性網脈絡膜症の合併症、脈絡膜炎症の合併症、ルベオー
シス、ルベオーシスに伴う疾患（角の新生血管形成）、血管新生緑内障、ブドウ膜炎及び
慢性のブドウ膜炎、黄斑水腫、増殖性網膜症及び血管結合組織又は線維組織の異常な増殖
による病気又は症状（増殖性硝子体網膜症のすべての形態（手術後の増殖性硝子体網膜症
を含む）を含む）（これらは、糖尿病に伴うものでも伴わないものでもよい）があるが、
これらに限定されるものではない。
【０２２０】
　ブドウ膜炎の治療、予防、抑制、開始の遅延、又は緩解の生成のため使用される場合、
ここに記載される固体のドラッグ送達システムは、当該技術において知られるとおり、種
々の経路により（例えば、眼への投与又は経口投与により）対象に配置することができる
。配置の他の方法も、知られており、当該技術において通常の技術である。そのいくつか
の具体例がここに挙げられている。
【０２２１】
　ここに記載される固体のドラッグ送達システム及び方法を用いて治療、予防、抑制、開
始の遅延、又は緩解の生成が可能な１つの病気は、湿性の形態のＡＭＤである。湿性の形
態のＡＭＤは、血管が脈絡膜中のその正常な位置から網膜下の望ましくない位置に成長し
ていることを特徴とする。それらの新しい血管からの漏出及び出血が、視力の低下さらに
場合によっては失明をもたらす。
【０２２２】
　乾性の形態のＡＭＤは、網膜色素上皮（すなわちＲＰＥ）が変性し、そして光受容細胞
の死及び網膜下のドルーゼン（結晶腔）と呼ばれる黄色沈着物の形成をもたらすことに伴
うものである。ここに記載される固体のドラッグ送達システム及び方法は、乾性の形態の
ＡＭＤから湿性の形態のＡＭＤへの移行の予防又は遅延のため、用いてもよい。
【０２２３】
　「黄斑変性」は、黄斑及び網膜における線維性沈積物の過剰な蓄積及び網膜色素上皮の
萎縮を特徴とする。ここで使用する場合、黄斑変性を「患う」眼は、黄斑変性の疾患に伴
う少なくとも１つの検出可能な身体的特徴を眼が示していることを意味すると解される。
ラパマイシンの投与は、過剰な血管新生（例えば、そのような治療がない場合に起こり得
る加齢性黄斑変性（ＡＭＤ））を制限すると考えられる。ここで使用する用語「血管新生
」は、組織又は器官内に新しい血管が生成すること（「新生血管形成」）を意味する。眼
又は網膜の「血管新生を介する病気又は症状」は、その１つであり、そこにおいて、新し
い血管が眼又は網膜において病原性の態様で生成し、その結果、視力の低下や他の障害、
例えばＡＭＤに伴う脈絡膜の新生血管形成をもたらす。
【０２２４】
　ここに記載される固体のドラッグ送達システム（例えばラパマイシンを含む固体のドラ
ッグ送達システムがあるがこれに限定されない）は、種々の免疫関連疾患及び症状（例え
ば宿主における器官移植拒絶、移植片対宿主の疾患、自己免疫疾患、炎症の疾患、過剰増
殖性の血管疾患、固形腫瘍、及び真菌の感染があるが、これらに限定されない）の治療、
予防、抑制、開始の遅延、又は緩解の生成にも使用することができる。ここに記載される
固体のドラッグ送達システム（例えばラパマイシンを含む固体のドラッグ送達システムが
あるがこれに限定されない）は、免疫抑制剤として使用できる。ここに記載される固体の
ドラッグ送達システム（例えばラパマイシンを含む固体のドラッグ送達システムがあるが
これに限定されない）は、移植される器官又は組織（例えば移植される心臓、肝臓、腎臓
、脾臓、肺、小腸、膵臓、及び骨髄があるがこれらに限定されない）の拒絶の治療、予防
、抑制、又は開始の遅延のため、使用してもよい。免疫関連疾患（例えば移植拒絶がある
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がこれに限定されない）の治療、予防、抑制、開始の遅延、又は緩解の生成に使用される
場合、ここに記載される固体のドラッグ送達システムは、当該技術において知られるとお
り種々の経路（例えば経口投与）により対象に配置することができる。
【０２２５】
　ある態様において、ここに記載される固体のドラッグ送達システムは、眼の病気又は症
状の予防又は開始の遅延のため使用され、ここで、対象（ヒトである対象を含むがこれに
限定されない）は、眼の病気又は症状を引き起こす危険性が高くなっている。病気又は症
状を引き起こす危険性が高くなっている対象は、その病気又は症状がその特定の対象にお
いて現れる可能性が高い１つ以上の徴候を有している。
【０２２６】
　ある態様において、湿性ＡＭＤを引き起こす危険性が高い対象は、少なくとも一方の眼
において乾性ＡＭＤを伴っている。ある態様において、片方の眼で湿性ＡＭＤを引き起こ
す危険性が高い対象は、他方の眼が湿性ＡＭＤとなっている。ある態様において、ここに
記載される固体のドラッグ送達システムは、ＣＮＶを引き起こす危険性が高い対象におい
てＣＮＶを予防又はその開始を遅延するため（限定されえることなく例えば、対象（限定
されることなく例えば一方の眼がＡＭＤであるヒトである対象）の片方の眼においてＣＮ
Ｖを予防又はその開始を遅延するため）使用される。ある態様において、ここに記載され
る固体のドラッグ送達システムは、一方の眼がＡＭＤである対象の片方の眼においてＣＮ
Ｖを予防又はその開始を遅延するため使用される。
【０２２７】
　ある態様において、固体のドラッグ送達システムは、リムス化合物（限定されることな
く例えばラパマイシン）を含む。
【０２２８】
　ある態様において、固体のドラッグ送達システムは、２０／４０以上の視力を有するヒ
トである対象の眼の周囲に（限定されることなく例えば結膜下に）投与される。ある態様
において、固体のドラッグ送達システムは、製剤が投与される眼が２０／４０以上の視力
を有するヒトである対象の眼の周囲に（限定されることなく例えば結膜下に又は強膜を経
由して）投与される。
【０２２９】
　ある態様において、ここに記載される固体のドラッグ送達システムは、ＡＭＤの治療、
予防、又は開始の遅延のため使用される。ある態様において、ここに記載される固体のド
ラッグ送達システムは、乾性ＡＭＤの治療、予防、又は開始の遅延のため使用される。あ
る態様において、限定されることなく例えば非中心性地図状萎縮を有するヒトである対象
に、中心性地図状萎縮を治療、予防又はその開始を遅延するため、ここに記載される固体
のドラッグ送達システムが投与される。ある態様において、固体のドラッグ送達システム
は、リムス化合物（限定されることなく例えばラパマイシン）を含む。ある態様において
、固体のドラッグ送達システムは、２０／４０以上の視力を有するヒトである対象の眼の
周囲に（限定されることなく例えば結膜下に又は強膜を経由して）投与される。ある態様
では、ここに記載される固体のドラッグ送達システムが投与され、そして、対象（限定さ
れることなく例えばヒトである対象）はその病気又は障害を治療するため第２の療法によ
ってさらに治療される。ある態様において、ここに記載される固体のドラッグ送達システ
ムは、湿性ＡＭＤ又は乾性ＡＭＤの治療、予防、又は開始の遅延のため使用され、また、
対象（限定されることなく例えばヒトである対象）は、ここに記載される製剤又は医薬製
剤による治療の前、間又は後のいずれかにおいて、光ダイナミックレーザー療法などのレ
ーザー療法で治療される。
【０２３０】
　ある態様において、ここに記載される固体のドラッグ送達システムは、ブドウ膜炎、ア
レルギー性結膜炎、黄斑水腫、緑内障、又はドライアイの１つ以上を治療するため使用さ
れる。
【０２３１】
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　ある態様において、固体のドラッグ送達システムは、ラパマイシンのようなリムス化合
物を含み、かつドライアイの治療、予防、又は開始の遅延のため投与される。ある態様に
おいて、固体のドラッグ送達システムは、ラパマイシンのようなリムス化合物を含み、か
つアレルギー性結膜炎の治療、予防、又は開始の遅延のため投与される。
【０２３２】
　ある態様において、ここに記載される方法又は固体のドラッグ送達システムは、色素性
網膜炎を治療するため使用される。ある態様において、ここに記載される固体のドラッグ
送達システムは、ラパマイシンのようなリムス化合物を含み、かつ色素性網膜炎の治療、
予防、又は開始の遅延のため使用される。ある態様において、ここに記載される固体のド
ラッグ送達システムは、神経保護作用を有し、かつ色素性網膜炎を治療するため使用され
る。
【０２３３】
　ある態様において、ここに記載される固体のドラッグ送達システムは、網膜中心静脈閉
塞症（ＣＲＶＯ）、網膜分枝静脈閉塞（ＢＲＶＯ）、網膜血管の疾患及び症状、黄斑水腫
、糖尿病性黄斑水腫、虹彩の新生血管形成、糖尿病性網膜症、又は角膜移植拒絶の１種以
上を治療するため使用される。ある態様において、固体のドラッグ送達システムは、ラパ
マイシンのようなリムス化合物を含み、かつこれらの病気又は症状の１種以上を治療、予
防、又はその開始を遅延するため投与される。ある態様において、固体のドラッグ送達シ
ステムは、２０／４０以上の視力を有する眼の結膜下に投与される。
【０２３４】
　投与経路は本明細書においてさら改めて記載することとする。
【０２３５】
　ここに記載される方法を用いて治療、予防、抑制、開始の遅延、又は緩解の生成が可能
な他の病気又は症状には、以下の特許及び刊行物（それらの内容のそれぞれは、この引用
により本明細書にそっくり記載されたものとする）に開示されたものがある。ＰＣＴ公報
ＷＯ２００４／０２７０２７（２００４年４月１日公開、名称「脈絡膜の新生血管形成を
抑制する方法」、Ｔｒｕｓｔｅｅｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ　Ｐｅ
ｎｎｓｙｌｖａｎｉａに譲渡）、米国特許第５３８７５８９号（１９９５年２月７日発行
、名称「眼の炎症を治療する方法」、発明者Ｐｒａｓｓａｄ　Ｋｕｌｋａｒｎｉ、Ｕｎｉ
ｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ　Ｌｏｕｉｓｖｉｌｌｅ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏ
ｎに譲渡）、米国特許第６３７６５１７号（２００３年４月２３日発行、名称「視力及び
記憶障害に対するピペコリン酸誘導体」、ＧＰＩ　ＮＩＬ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ，Ｉｎｃに
譲渡）、ＰＣＴ公報ＷＯ２００４／０２８４７７（２００４年４月８日公開、名称「ステ
ロイドを含む治療薬の網膜下投与の方法、脈絡膜及び網膜に薬動力学的作用を局在化する
方法、並びに関連する網膜疾患の治療及び又は予防方法」、Ｉｎｎｏｒｘ　Ｉｎｃに譲渡
）、米国特許第６４１６７７７号（２００２年７月９日発行、名称「眼のドラッグ送達装
置」、Ａｌｃｏｎ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｌｔｄに譲渡）、米国特許第６７１３０８１号
（２００４年３月３０日発行、名称「眼の治療薬の送達装置及びその装置の製造及び使用
方法」、Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｈｅａｌｔｈ　ａｎｄ　Ｈｕｍａｎ　Ｓｅｒｖｉ
ｃｅｓに譲渡）、米国特許第５５３６７２９号（１９９６年７月１６日発行、名称「経口
投与用ラパマイシン製剤」、Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｈｏｍｅ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ　Ｃｏｒｐ
に譲渡）、並びに米国特許出願第６０／５０３８４０号及び第１０／９４５６８２号。
【０２３６】
　所定量の固体のドラッグ送達システムを投与する場合、該固体のドラッグ送達システム
の投与に使用することができる種々の器具又は装置の正確さには多少あいまいさが存在す
ると考えられる。従って所定量が特定される場合、それは目標とする量であると解される
。
【０２３７】
　治療薬がラパマイシンである場合、固体のドラッグ送達システムは、湿性ＡＭＤの治療
に有効なラパマイシンの量を硝子体において維持するよう、使用することができる。１つ
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の非限定的な具体例において、ある期間にわたり１０ｐｇ／ｍｌ～２μｇ／ｍｌの濃度の
ラパマイシンを硝子体において維持するようラパマイシンを送達するドラッグ送達システ
ムが、湿性ＡＭＤの治療のため使用され得ると考えられる。もう１つの非限定的な具体例
において、ある期間にわたり０．０１ｐｇ／ｍｇ～１０ｎｇ／ｍｇの濃度のラパマイシン
を網膜脈絡膜において維持するようラパマイシンを送達するドラッグ送達システムが、湿
性ＡＭＤの治療のため使用され得ると考えられる。治療薬の他の治療上有効な量も可能で
あり、それは、本明細書の開示から当業者によって容易に決定できることである。
【０２３８】
　治療薬がラパマイシンである場合、対象（限定されることなく例えばヒトである対象）
又は対象の眼にある用量のラパマイシンを送達するため、ここに記載される固体のドラッ
グ送達システムを使用することができる。１つの非限定的な具体例において、２０μｇ～
４ｍｇの用量を含む固体のドラッグ送達システムを湿性ＡＭＤの治療のため使用すること
ができると考えられる。
【０２３９】
　送達される治療薬成分の量は、ラパマイシンと等価な濃度で表すこともできる。ここで
使用する用語「ラパマイシンと等価な濃度」は、ある病気又は症状（ここに記載される病
気及び症状を含むが、それらに限定されない）を治療、予防、遅延、又は抑制するための
特定の用量のラパマイシンとほぼ同じ効能をインビボで有する治療薬の濃度を指す。ある
非限定的な例として、湿性ＡＭＤの治療において効力又は効能がラパマイシンの約２５分
の１であることが分かっている治療薬の場合、２５ｎｇ／ｍｌの該治療薬の濃度が、湿性
ＡＭＤの治療に使用されるとき、１ｎｇ／ｍｌのラパマイシンの濃度と等価になる。
【０２４０】
　例えば、種々の量又は濃度で病気のモデル系（例えばインビボ又はインビトロのモデル
系）に治療薬を投与し、そして該モデル系での結果を種々の量又は濃度のラパマイシンの
結果と比較することにより、当業者は、本明細書の開示に基づいて、ラパマイシンの量又
は濃度と等価な所定の治療薬の量又は濃度を決定することができる。また、ラパマイシン
と他の治療薬を比較して行われた実験について科学文献を検討することにより、当業者は
、本明細書の開示に基づいて、ラパマイシンの量又は濃度と等価な所定の治療薬の量又は
濃度を決定することができる。当然のことながら、例えば、異なる病気又は障害が評価さ
れる場合、あるいは、異なる種類の製剤が使用される場合、同じ治療薬であってもラパマ
イシンと等価なレベルが異なることがあり得る。眼の病気についてラパマイシンと他の治
療薬を比較検討した科学文献の例には、Ｏｈｉａ　ｅｔ　ａｌ．，Ｅｆｆｅｃｔｓ　ｏｆ
　ｓｔｅｒｏｉｄｓ　ａｎｄ　ｉｍｍｕｎｏｓｕｐｐｒｅｓｓｉｖｅ　ｄｒｕｇｓ　ｏｎ
　ｅｎｄｏｔｏｘｉｎ－ｕｖｅｉｔｉｓ　ｉｎ　ｒａｂｂｉｔｓ，Ｊ．Ｏｃｕｌ．Ｐｈａ
ｒｍａｃｏｌ．８（４）：２９５－３０７（１９９２）；Ｋｕｌｋａｒｎｉ，Ｓｔｅｒｏ
ｉｄａｌ　ａｎｄ　ｎｏｎｓｔｅｒｏｉｄａｌ　ｄｒｕｇｓ　ｉｎ　ｅｎｄｏｔｏｘｉｎ
－ｉｎｄｕｃｅｄ　ｕｖｅｉｔｉｓ，Ｊ．Ｏｃｕｌ．Ｐｈａｒｍａｃｏｌ．１０（１）：
３２９－３４（１９９４）；Ｈａｆｉｚｉ　ｅｔ　ａｌ．，Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ　
ｅｆｆｅｃｔｓ　ｏｆ　ｒａｐａｍｙｃｉｎ，ｃｙｃｌｏｓｐｏｒｉｎｅ　Ａ，ａｎｄ　
ＦＫ５０６　ｏｎ　ｈｕｍａｎ　ｃｏｒｏｎａｒｙ　ａｒｔｅｒｙ　ｓｍｏｏｔｈ　ｍｕ
ｓｃｌｅ　ｃｅｌｌ　ｐｒｏｌｉｆｅｒａｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｓｉｇｎａｌｉｎｇ，Ｖａ
ｓｃｕｌ　Ｐｈａｒｍａｃｏｌ．４１（４－５）：１６７－７６（２００４）；及び米国
特許出願第２００５／０１８７２４１号があるが、これらに限定されるものではない。
【０２４１】
　例えば、湿性ＡＭＤのモデルにおいて、ある治療薬の効力又は効能が湿性ＡＭＤの治療
においてラパマイシンの約１０分の１であると分かっている場合、１０ｎｇ／ｍｌの該治
療薬の濃度が、１ｎｇ／ｍｌのラパマイシンの濃度と等価になる。あるいは、湿性ＡＭＤ
の治療においてある治療薬の効力又は効能がラパマイシンの約１０分の１であると分かっ
ている場合、該治療薬は、ラパマイシンの量に対して１０倍の量で投与されることになる
。



(53) JP 2008-533204 A 2008.8.21

10

20

30

40

50

【０２４２】
　固体のドラッグ送達システムの調製方法
　当該技術において当業者に知られている種々の方法を、ここに記載される固体のドラッ
グ送達システムの調製に使用することができる。その１つの方法において、固体のドラッ
グ送達システムは、治療薬を賦形剤（限定されることなく例えば溶媒）と混合し、必要に
応じて他の１種又は複数種の賦形剤を加え、そして得られる固体のドラッグ送達システム
を成形することにより、調製することができる。ある態様において、固体のドラッグ送達
システムが調製された後は、該固体のドラッグ送達システムから溶媒が実質的に除去され
ている。ある態様において、溶媒は公知の乾燥方法により蒸発させられる。
【０２４３】
　固体のドラッグ送達システムを成形する種々の方法が使用され得る。ある態様において
、固体のドラッグ送達システムは、型を用いて（ナイフ－オーバー－ロール）剥離コーテ
ィング紙又はポリエステルフィルムのシート上にフィルムとしてキャストされる。得られ
る固体のドラッグ送達システムは、その後ある大きさ及び形に、型で打ち抜くことができ
る。
【０２４４】
　ある態様において、治療薬及び１種又は複数種の賦形剤は、熱溶融により混合される。
その混合物は、押出成形機及び型を介して送られ、固体のドラッグ送達システムとなる。
また該混合物は、特定の形及び大きさの薄片に射出成形することもできる。
【０２４５】
　ある態様において、ここに記載される固体のドラッグ送達システムは、米国特許出願第
６０／７７２０１８号（２００６年２月９日出願、代理人事件番号５７７９６－３００１
０．００、名称「安定な製剤、並びにその調製及び使用の方法」、その内容はこの引用に
よりそっくり本明細書に記載されたものとする）に記載される方法によって安定にされる
。ある態様において、ここに記載される固体のドラッグ送達システムは、米国特許出願第
６０／７７２０１８号（２００６年２月９日出願、代理人事件番号５７７９６－３００１
０．００、名称「安定な製剤、並びにその調製及び使用の方法」、その内容はこの引用に
よりそっくり本明細書に記載されたものとする）に記載される方法により調製されるか又
は調製可能である。
【０２４６】
　治療の方法
　特に明言しない限り、ここに記載される治療薬の任意のものが、ここに記載される病気
又は症状の任意のものを治療、予防若しくは抑制する又はその開始を遅らせる若しくはそ
の緩解を生じさせる方法に使用することができる。
【０２４７】
　ある態様において、ここに記載される固体のドラッグ送達システムの任意の１種以上を
使用して、ここに記載される方法により、ここに記載される１種以上の治療薬を送達する
。通常、治療薬は、治療上有効な量の治療薬を対象に又は必要な治療期間対象に送達でき
る任意の固体のドラッグ送達システムに、製剤化することができる。ある態様において、
必要な治療期間は、病気又は症状の予測された期間の間有効量の治療薬を送達することが
予測される徐放性の固体のドラッグ送達システムを１回投与することにより、満たされる
。ある態様において、必要な治療期間は、固体のドラッグ送達システム（例えば徐放性製
剤があるがこれに限定されない）を複数回投与することにより、満たされる。ある態様に
おいて、複数回の投与は、異なる時点で、同じ時点で異なる部位に、又はそれらの組合せ
により、行われる。
【０２４８】
　ここで使用する用語、治療薬の投与により病気又は症状を「抑制する」は、該病気又は
症状における少なくとも１つの検出可能な身体的特徴又は症状の進行が、治療薬の投与を
行わない場合の該病気又は症状の進行と比べて、治療薬の投与後、遅らされる又は停止さ
せられることを意味する。
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【０２４９】
　ここで使用する用語、治療薬の投与により病気又は症状を「予防する」は、該病気又は
症状における検出可能な身体的特徴又は症状が、治療薬の投与後、現れないことを意味す
る。
【０２５０】
　ここで使用する用語、治療薬の投与により病気又は症状の「開始を遅延する」は、該病
気又は症状における少なくとも１つの検出可能な身体的特徴又は症状が、治療薬の投与を
行わない場合の該病気又は症状の進行と比べて、治療薬の投与後、より遅い時点に現れる
ことを意味する。
【０２５１】
　ここで使用する用語、治療薬の投与により病気又は症状を「治療する」は、該病気又は
症状における少なくとも１つの検出可能な身体的特徴又は症状の進行が、治療薬の投与を
行わない場合の該病気又は症状の進行と比べて、治療薬の投与後、遅らされる、停止させ
られる、又は逆行させられることを意味する。
【０２５２】
　ここで使用する用語、治療薬の投与により病気又は症状の「緩解を生じさせる」は、該
病気又は症状における少なくとも１つの検出可能な身体的特徴又は症状の進行が、治療薬
の投与後、ある程度逆行させられることを意味する。
【０２５３】
　当業者は、予防することが望ましい又は予防が必要な対象（ヒトである対象を含むがこ
れに限定されない）を、本明細書の開示から、当該分野において確立されている方法及び
基準により識別又は特定することができる。また当業者は、本明細書の開示から、当該分
野において血管新生及び／又は新生血管形成を特定又は識別するため確立された基準に基
づき、抑制又は治療が必要な個人又は個体を容易に診断することができる。
【０２５４】
　ここで使用される用語「対象」は、通常、ここに記載される治療薬の投与によって恩恵
をうけることができる任意の動物を指す。ある態様において治療薬は哺乳動物である対象
に投与される。ある態様において治療薬はヒトである対象に投与される。ある態様におい
て治療薬は家畜動物である対象に投与することができる。ある態様において治療薬はモデ
ル実験動物である対象に投与することができる。
【０２５５】
　ここに記載される投与のための治療薬の「有効な量」（本明細書において「治療上有効
な量」ともいう）は、対象（ヒトである対象を含むがこれに限定されない）に投与される
とき必要な治療効果をもたらす治療薬の量を指す。異なる治療効果を得るには、異なる有
効量の治療薬が必要となり得る。例えば、ある病気又は症状の予防に使用される治療薬の
治療上有効な量は、その病気又は症状の治療、抑制、開始の遅延、又は緩解の生成に使用
される治療上有効な量と異なる場合がある。さらに、治療上有効な量は、扱う病気又は症
状に精通している者にとってよく知られているとおり、対象の年齢、体重、及びその他の
健康状態によって変わってくる。従って、治療上有効な量は、治療薬が投与される対象そ
れぞれにおいて同じではない場合がある。
【０２５６】
　また、ある特定の病気又は症状を治療、予防若しくは抑制する又はその開始を遅延する
若しくはその緩解を生じさせるための治療薬のある有効量は、本明細書において、該病気
又は症状を治療、予防若しくは抑制する又はその開始を遅延する若しくはその緩解を生じ
させるのに有効である治療薬の量も意味する。
【０２５７】
　治療薬のあるレベルが、「病気及び症状」の項に記載される病気及び症状の治療、予防
、抑制、開始の遅延、又は緩解の生成のため「治療上有効な量」であるかどうかを判定す
る方法の具体例として、例えば限定されることなく、対象とする病気又は症状のインビト
ロモデル又は動物モデルに固体のドラッグ送達システムを投与することができ、そしてそ
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の効果を観察することができる。さらに、治療薬の治療上有効な量を決定するため、ヒト
の投与量決定臨床試験を行うことができる。
【０２５８】
　投与の経路
　ここに記載される固体のドラッグ送達システムは、ここに記載される１つ以上の投与経
路によって、対象（ヒトの対象を含むがこれに限定されない）に投与することができる。
【０２５９】
　ここに記載される固体のドラッグ送達システムは、対象又は対象の眼に配置することが
でき、限定されることなく例えば、ヒトである対象において、トノン（テノン）下に配置
でき、後強膜近傍に配置でき、あるいは、結膜に又は結膜の近傍に配置でき、強膜と結膜
の間の領域に又はその領域の近傍に配置でき、あるいは、強膜に又はその近傍に配置でき
る。そのように配置された固体のドラッグ送達システムは治療薬を送達することができる
。
【０２６０】
　ある態様において、ここに記載される固体のドラッグ送達システム及び方法は、病気又
は症状を治療、予防若しくは抑制すべき又はその開始を遅延すべき若しくはその緩解を生
成すべき領域の近傍に１種以上の治療薬を送達する。
【０２６１】
　ある態様において、ここに記載される固体のドラッグ送達システム及び方法は、対象の
眼（黄斑及び網膜脈絡膜を含む）に１種以上の治療薬を、「病気及び症状」の項に記載さ
れる病気及び症状の治療、予防、抑制、開始の遅延、又は緩解の生成に有効な量及び期間
、送達する。
【０２６２】
　ここで使用する用語「網膜脈絡膜」及び「網膜脈絡膜組織」は、同義であり、眼の網膜
と脈絡膜を合わせた組織を指す。
【０２６３】
　限定されることなくある具体例として、ここに記載される固体のドラッグ送達システム
は、ＣＮＶ及び湿性ＡＭＤの治療、予防、抑制、開始の遅延、又は緩解の生成のため有効
な量及び期間、ヒトである対象において、トノン下、後強膜近傍、又は、結膜若しくは結
膜の近傍、強膜と結膜の間の領域若しくはその領域の近傍、又は、強膜又はその近傍に、
その組織への直接投与又は眼の周囲の経路のいずれかによって配置することができる。有
効な量及び期間は、ＣＮＶ及び湿性ＡＭＤの治療、予防、抑制、開始の遅延、又は緩解の
生成のそれぞれに応じて異なってくる場合があり、また、種々の送達の部位のそれぞれに
応じて異なってくる場合がある。網膜のドラッグ送達のための典型的な眼の周囲の経路の
詳細については、Ｐｅｒｉｏｃｕｌａｒ　ｒｏｕｔｅｓ　ｆｏｒ　ｒｅｔｉｎａｌ　ｄｒ
ｕｇ　ｄｅｌｉｖｅｒｙ，Ｒａｇｈａｖａ　ｅｔ　ａｌ．，（２００４），Ｅｘｐｅｒｔ
　Ｏｐｉｎ．Ｄｒｕｇ　Ｄｅｌｉｖ．１（１）：９９－１１４（その内容はこの引用によ
り本明細書にそっくり記載されたものとする）を参照されたい。
【０２６４】
　投与経路には、鉗子を介する固体のドラッグ送達システムの配置、体内の媒質への注入
による固体のドラッグ送達システムの配置、例えば、眼内への配置及び眼周囲への配置が
あるが、これらに限定されるものではない。
【０２６５】
　硝子体内投与は、いくつかの他の種類の眼の処置よりも侵襲性である。有害な作用の可
能性があるため、硝子体内投与は、相対的に健康な眼の治療には最適でない場合がある。
対照的に、眼の周囲での投与（例えば結膜下での投与）は、硝子体内投与より侵襲性がか
なり低い。眼の周囲の経路によって治療薬を送達する場合、硝子体内投与を用いて治療す
る場合に比べて、より健康な眼の患者を治療することが可能になり得る。ある態様におい
て、眼の病気又は症状の予防又は開始の遅延のため、結膜下への配置が用いられ、そこに
おいて、対象の眼は２０／４０以上の視力を有している。
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【０２６６】
　ここで使用する「結膜下」への配置又は注入は、強膜と結膜の間への配置又は注入を指
す。本明細書において結膜下は「ｓｕｂ－ｃｏｎｊ」投与とも呼ばれる場合がある。結膜
下送達は、治療薬を含む固体のドラッグ送達システムを結膜の下に又は強膜と結膜の間の
領域に配置又は注入することによるものとすることができる。治療薬を配置する結膜下の
部位への局部的な圧力のため、局部的な脈絡膜血流の減少による治療薬の後区への送達は
上昇し得る。
【０２６７】
　ある態様において、ここに記載される固体のドラッグ送達システムは、鉗子を用いる配
置又は注入により配置することができる。ある態様において、固体のドラッグ送達システ
ムは、対象又は対象の眼への送達のため、眼、眼の周囲、又は他の領域における種々の位
置に配置することができる。ある態様において、厚みが最大２ｍｍであり長さが最大５ｍ
ｍである固体のドラッグ送達システムを、対象の眼に又は対象の眼の近傍に配置する。
【０２６８】
　治療薬を含む固体のドラッグ送達システムを硝子体内に配置すれば、硝子体及び網膜に
おける治療薬の局部的濃度を高めることができる。さらに、硝子体における薬剤のクリア
ランスの半減期は、分子量とともに増加することが明らかになっている。
【０２６９】
　前眼房内送達、例えば眼の前眼房への配置又は注入による前眼房内送達を用いることも
できる。
【０２７０】
　トノン下への配置は、眼の上部の周りのトノン（テノン）嚢（眼球鞘）及び上直筋の「
腹部（膨らんだ部分）」に治療薬を配置又は注入することによるものとすることができる
。
【０２７１】
　眼球後ろへの配置は、例えば４つの直筋の円錐区分及びそれらの筋間中隔に注入するこ
とによる、眼球の後ろへの配置を指す。
【０２７２】
　眼球周囲への配置は、４つの直筋及びそれらの筋間中隔の範囲の外（すなわち筋肉円錐
の外）の位置とすることができる。
【０２７３】
　後強膜近傍への配置は、眼球に穴を開けることなく、強膜の外表面に直に接して黄斑の
近く及び上に治療薬を配置することを指す。
【０２７４】
　網膜のドラッグ送達のため眼の周囲の経路を介する配置又は注入の典型的な方法又は部
位の詳細については、Ｐｅｒｉｏｃｕｌａｒ　ｒｏｕｔｅｓ　ｆｏｒ　ｒｅｔｉｎａｌ　
ｄｒｕｇ　ｄｅｌｉｖｅｒｙ，Ｒａｇｈａｖａ　ｅｔ　ａｌ．，（２００４），Ｅｘｐｅ
ｒｔ　Ｏｐｉｎ．Ｄｒｕｇ　Ｄｅｌｉｖ．１（１）：９９－１１４（その内容はこの引用
により本明細書にそっくり記載されたものとする）を参照されたい。
【０２７５】
　ある態様において、固体のドラッグ送達システムは、強膜を経由する送達のため、種々
の手段（例えば、手術によって形成された強膜弁の内側への配置、及び強膜外表面近傍へ
の配置があるがこれらに限定されない）により、眼のある領域に配置される。固体のポリ
マーインプラントを配置できる場所には、結膜下、トノン下、及び強膜内があるが、これ
らに限定されるものではない。
【０２７６】
　強膜弁への配置のある態様では、診療室、処置室、又は手術室のいずれかにおいて、標
準的な手術前の方法で準備を眼に施すことができ、強膜を露出させ、そして、適当なメス
により弁の形成を行う。縫合が必要な場合もあれば不要な場合もある。強膜外表面近傍へ
の配置のある態様では、診療室、処置室、又は手術室のいずれかにおいて、標準的な手術
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前の方法で準備を眼に施し、強膜を露出させ、そして固体のポリマーインプラントを、強
膜外表面に配置するか又は取り付ける。
【０２７７】
　固体のドラッグ送達システムを投与するため使用できる投与経路には、対象（限定され
ることなく例えばヒトである対象）の眼に固体のドラッグ送達システムを配置することが
含まれるが、これに限定されるものではない。固体のドラッグ送達システムは全身投与す
ることができ、以下の送達経路が含まれるが、それらに限定されるものではない。直腸、
膣、輸液、筋肉内、腹腔内、動脈内、髄腔内、気管支内、槽内、皮膚、皮下、皮内、経皮
、静脈内、頚管内、腹内、頭蓋内、眼内、肺内、胸内、気管内、鼻、頬、舌下、経口、非
経口、又は噴霧又はエーロゾル（エーロゾル噴射薬を用いた）。
【０２７８】
　１種以上の治療薬を含む固体のドラッグ送達システムは、種々の方法を用いて眼に直接
投与することができる。そのような方法には、（１）注射器及び皮下針を使用する注射に
より固体のドラッグ送達システムを投与する方法、（２）特別に設計した器具又は装置を
用いて固体のドラッグ送達システムを配置する方法、（３）固体のドラッグ送達システム
を配置する前に、外科的にポケットを強膜内に形成し、固体のドラッグ送達システムの貯
留所として機能させる方法があるが、これらに限定されるものではない。例えば、１つの
投与法において、外科医によって眼の強膜内にポケットが形成され、次いで治療薬を含む
固体のドラッグ送達システムが該ポケット内に配置される。
【０２７９】
　他の投与法には、治療薬を含む固体のドラッグ送達システムを網膜脈絡膜又は黄斑の１
つ以上の近くに配置する方法があるが、これに限定されるものではない。
【０２８０】
　治療薬がラパマイシンである場合、硝子体に対して有効量のラパマイシンを送達又は維
持するため、固体のドラッグ送達システムを使用することができる。１つの非限定的具体
例では、硝子体において１０ｐｇ／ｍｌ～２μｇ／ｍｌの濃度のラパマイシンをもたらす
ことができる量でラパマイシンを送達する送達システムが、湿性ＡＭＤの治療のため使用
できると考えられる。もう１つの非限定的具体例では、網膜脈絡膜に０．０１ｐｇ／ｍｇ
～１０ｎｇ／ｍｇの濃度のラパマイシンを送達する送達システムが、湿性ＡＭＤの治療の
ため使用できると考えられる。当業者によれば、他の有効量を容易に明らかにすることが
できる。
【０２８１】
　ここに記載される固体のドラッグ送達システムを送達するため使用できる１つの方法は
、注入による送達である。この方法において、固体のドラッグ送達システムは、対象（限
定されることなく例えばヒトである対象）又は対象の眼への送達のため、対象又は対象の
眼若しくはその近傍に注入又は移植することができる。注入には、眼内への配置若しくは
注入又は眼の周囲への配置若しくは注入があるが、これらに限定されるものではない。
【０２８２】
　「眼の周囲」への投与経路は、眼の近く又は周りへの配置を意味する。対象の眼又はそ
の近傍にある配置位置について、例えば前眼房内、眼周囲、例えば結膜下、トノン下、眼
球後、眼球周囲、及び後強膜近傍の送達があるが、これらに限定されるものではない。
【０２８３】
　結膜下への配置は、治療薬を含む固体のドラッグ送達システムを結膜の下又は強膜と結
膜の間に注入又は他の態様で配置することによるものとすることができる。トノン下への
配置は、眼の上部の周りのトノン嚢（眼球鞘）及び上直筋の「腹部（膨らんだ部分）」に
治療薬を含む固体のドラッグ送達システムを注入又は他の態様で配置することによるもの
とすることができる。眼球後ろへの配置は、眼球の後ろにおいて４つの直筋の円錐区分及
びそれらの筋間中隔に注入又は他の態様で配置することによるものとすることができる。
眼球周囲への配置は、４つの直筋及びそれらの筋間中隔の範囲の外（すなわち筋肉円錐の
外）の位置とすることができる。後強膜近傍への配置は、眼球に穴を開けることなく、強
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膜の外表面に直に接して黄斑の近く及び上に治療薬を配置することによるものとすること
ができる。
【０２８４】
　ある態様において、ここに記載される固体のドラッグ送達システムは、眼内に配置され
る。眼内配置は、眼の中への配置を含む。
【０２８５】
　固体のドラッグ送達システムが投与できる部位には、硝子体、眼房水、強膜、結膜、強
膜と結膜の間、網膜脈絡膜、強膜の外表面、黄斑、又は対象の眼内又は眼の近傍のその他
の領域があるが、これらに限定されるものではない。固体のドラッグ送達システムを配置
するため使用できる方法には、注入があるが、これに限定されるものではない。
【０２８６】
　治療薬がラパマイシンである場合、ＡＭＤの治療に有効な量のラパマイシンを眼の組織
（限定されることなく例えば網膜、脈絡膜、又は硝子体）に対して送達又は維持するため
、固体のドラッグ送達システムを使用することができる。限定されることなく１つの具体
例では、硝子体において０．１ｐｇ／ｍｌ～２μｇ／ｍｌの濃度のラパマイシンをもたら
すことができる量でラパマイシンを送達する固体のドラッグ送達システムが、湿性ＡＭＤ
の治療のため使用できると考えられる。限定されることなくもう１つの具体例では、網膜
脈絡膜に０．１ｐｇ／ｍｇ～１μｇ／ｍｇの濃度のラパマイシンを送達する固体のドラッ
グ送達システムが、湿性ＡＭＤの治療のため使用できると考えられる。当業者によれば、
本明細書の開示に基づいて他の有効濃度を容易に明らかにすることができる。
【０２８７】
　ＡＭＤ治療用ラパマイシンを送達するための硝子体内及び結膜下の固体のドラッグ送達
システムの配置
　ここに記載される１つの方法において、眼内の血管新生（例えばＡＭＤにおいて見られ
るようなＣＮＶ）の予防、治療、抑制、開始の遅延、又は緩解の生成のため、ラパマイシ
ンを含む固体のドラッグ送達システムは結膜下に配置される。ラパマイシンは、米国特許
出願第１０／６６５２０３号に記載されるように、ラット及びマウスのモデルにおいてＣ
ＮＶを抑制することが明らかにされている。ラパマイシンは、全身投与又は網膜下投与さ
れるとき、Ｍａｔｒｉｇｅｌ（マトリゲル）（商標）及びレーザーによって誘発されるＣ
ＮＶを抑制することが認められている。さらに、ラパマイシンの眼周囲への注入によって
レーザーにより誘発されるＣＮＶが抑制される。
【０２８８】
　眼の血管新生（例えばＣＮＶ）の治療、予防、抑制、開始の遅延、又は緩解の生成のた
め眼（特に眼の硝子体）に投与できる他の治療薬には、ラパマイシン以外のリムス族の化
合物のメンバー（例えばエベロリムス及びタクロリムス（ＦＫ－５０６）があるがこれら
に限定されない）がある。
【０２８９】
　ここに記載するとおり、治療薬の用量は、扱われている症状、その症状が治療すべきも
のか、予防すべきものか、抑制すべきものか、開始を遅らせるべきものか、あるいは緩解
を生じさせるべきものか、特定の治療薬、そして、他の臨床上の要因（例えば対象の体重
及び健康状態、並びに治療薬の投与経路）によって変わってくる。当然のことながら、こ
こに記載される方法及び固体のドラッグ送達システムは、ヒトと家畜の両方に用途があり
、さらには他の可能な動物にも用途がある。ある態様において、ここに記載される方法に
使用されるラパマイシンの濃度は、組織の濃度で０．１ｐｇ／ｍｌ又はｐｇ／ｍｇ、組織
の濃度で１ｐｇ／ｍｌ又はｎｇ／ｍｇ以上、組織の濃度で０．０１ｎｇ／ｍｌ又はｎｇ／
ｍｇ以上、組織の濃度で０．１ｎｇ／ｍｌ又はｎｇ／ｍｇ以上、組織の濃度で０．５ｎｇ
／ｍｌ又はｎｇ／ｍｇ以上、組織の濃度で少なくとも１ｎｇ／ｍＬ、組織の濃度で２ｎｇ
／ｍｌ以上、組織の濃度で３ｎｇ／ｍｌ以上、組織の濃度で５ｎｇ／ｍｌ以上、組織の濃
度で１０ｎｇ／ｍｌ以上、組織の濃度で１５ｎｇ／ｍｌ以上、組織の濃度で２０ｎｇ／ｍ
ｌ以上、組織の濃度で３０ｎｇ／ｍｌ以上、又は組織の濃度で５０ｎｇ／ｍｌ以上のラパ
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マイシンをもたらすものである。使用される投与経路及び投与期間に応じてどのようにす
れば適当な濃度に到達できるかは、当業者にとって明らかなことである。
【０２９０】
　通常、固体のドラッグ送達システムにおいて投与されるラパマイシンの量は、必要な時
間、眼の病気又は症状を治療、予防若しくは抑制する又はその開始を遅延する若しくはそ
の緩解を生じさせるのに十分な量である。
【０２９１】
　１つの方法において、２０μｇ～１０ｍｇの量のラパマイシンを含む本開示の固体のド
ラッグ送達システムが湿性ＡＭＤの治療のためヒトである対象に投与される。もう１つの
方法において、３０μｇ～９ｍｇの量のラパマイシンが湿性ＡＭＤの治療のためヒトであ
る対象に投与される。もう１つの方法において、１０μｇ～９０μｇの量のラパマイシン
が湿性ＡＭＤの治療のためヒトである対象に投与される。もう１つの方法において、６０
μｇ～１２０μｇの量のラパマイシンが湿性ＡＭＤの治療のためヒトである対象に投与さ
れる。もう１つの方法において、１００μｇ～４００μｇの量のラパマイシンが湿性ＡＭ
Ｄの治療のためヒトである対象に投与される。もう１つの方法において、４００μｇ～１
ｍｇの量のラパマイシンが湿性ＡＭＤの治療のためヒトである対象に投与される。もう１
つの方法において、１ｍｇ～５ｍｇの量のラパマイシンが湿性ＡＭＤの治療のためヒトで
ある対象に投与される。もう１つの方法において、３ｍｇ～７ｍｇの量のラパマイシンが
湿性ＡＭＤの治療のためヒトである対象に投与される。もう１つの方法において、５ｍｇ
～１０ｍｇの量のラパマイシンが湿性ＡＭＤの治療のためヒトである対象に投与される。
【０２９２】
　もう１つの方法において、２０μｇ～１０ｍｇの量のラパマイシンを含む本開示の固体
のドラッグ送達システムが血管新生の治療のためヒトである対象に投与される。もう１つ
の方法において、３０μｇ～９ｍｇの量のラパマイシンがヒトである対象に投与され、も
う１つの方法において、１０μｇ～９０μｇの量のラパマイシンがヒトである対象に投与
され、もう１つの方法において、６０μｇ～１２０μｇの量のラパマイシンがヒトである
対象に投与され、もう１つの方法において、１００μｇ～４００μｇの量のラパマイシン
がヒトである対象に投与され、もう１つの方法において、４００μｇ～１ｍｇの量のラパ
マイシンがヒトである対象に投与され、もう１つの方法において、１ｍｇ～５ｍｇの量の
ラパマイシンがヒトである対象に投与され、もう１つの方法において、３ｍｇ～７ｍｇの
量のラパマイシンがヒトである対象に投与され、もう１つの方法において、５ｍｇ～１０
ｍｇの量のラパマイシンがヒトである対象に投与される。
【０２９３】
　１つの方法において、２０μｇ～１０ｍｇの量のラパマイシンと等価な量の治療薬を含
む本開示の固体のドラッグ送達システムが湿性ＡＭＤの治療のためヒトである対象に投与
される。もう１つの方法において、３０μｇ～９ｍｇの量のラパマイシンと等価な量の治
療薬がヒトである対象に投与され、もう１つの方法において、１０μｇ～９０μｇの量の
ラパマイシンと等価な量の治療薬がヒトである対象に投与され、もう１つの方法において
、６０μｇ～１２０μｇの量のラパマイシンと等価な量の治療薬がヒトである対象に投与
され、もう１つの方法において、１００μｇ～４００μｇの量のラパマイシンと等価な量
の治療薬が湿性ＡＭＤの治療のためヒトである対象に投与される。もう１つの方法におい
て、４００μｇ～１ｍｇの量のラパマイシンと等価な量の治療薬がヒトである対象に投与
され、もう１つの方法において、１ｍｇ～５ｍｇの量のラパマイシンと等価な量の治療薬
がヒトである対象に投与され、もう１つの方法において、３ｍｇ～７ｍｇの量のラパマイ
シンと等価な量の治療薬がヒトである対象に投与され、もう１つの方法において、５ｍｇ
～１０ｍｇの量のラパマイシンと等価な量の治療薬がヒトである対象に投与される。
【０２９４】
　もう１つの方法において、２０μｇ～１０ｍｇの量のラパマイシンと等価な量の治療薬
を含む本開示の固体のドラッグ送達システムが血管新生（限定されることなく例えば脈絡
膜の新生血管形成）の治療のためヒトである対象に投与される。もう１つの方法において
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、３０μｇ～９ｍｇの量のラパマイシンと等価な量の治療薬がヒトである対象に投与され
、もう１つの方法において、１０μｇ～９０μｇの量のラパマイシンと等価な量の治療薬
がヒトである対象に投与され、もう１つの方法において、６０μｇ～１２０μｇの量のラ
パマイシンと等価な量の治療薬がヒトである対象に投与され、もう１つの方法において、
１００μｇ～４００μｇの量のラパマイシンと等価な量の治療薬がヒトである対象に投与
され、もう１つの方法において、４００μｇ～１ｍｇの量のラパマイシンと等価な量の治
療薬がヒトである対象に投与され、もう１つの方法において、１ｍｇ～５ｍｇの量のラパ
マイシンと等価な量の治療薬がヒトである対象に投与され、もう１つの方法において、３
ｍｇ～７ｍｇの量のラパマイシンと等価な量の治療薬がヒトである対象に投与され、もう
１つの方法において、５ｍｇ～１０ｍｇの量のラパマイシンと等価な量の治療薬がヒトで
ある対象に投与される。
【０２９５】
　ここに記載される治療薬の送達は、投与経路及び投与期間に応じて、例えば、１ｎｇ／
日～１００μｇ／日の用量範囲で、又はその範囲より高い若しくは低い用量で、行うこと
ができる。ここに記載の方法に使用される固体のドラッグ送達システムのある態様におい
て、治療薬は、０．１μｇ／日～１０μｇ／日の用量範囲で送達される。ここに記載の方
法に使用される固体のドラッグ送達システムのある態様において、治療薬は、１μｇ／日
～５μｇ／日の用量範囲で送達される。ここに記載される種々の病気及び症状を治療、予
防、抑制する又はその開始を遅延させる若しくはその緩解を生じさせるための種々の治療
薬の用量は、臨床試験の使用によって正確に求めることができる。さらに、用量範囲には
、米国特許第６３７６５１７号及び第５３８７５８９号（それらの内容は、この引用によ
り本明細書にそっくり記載されたものとする）に開示されるものが含まれる。
【０２９６】
　ここに記載される固体のドラッグ送達システムは、ＣＮＶの治療、予防、抑制、開始の
遅延、又は緩解の生成のため、長期間、治療上有効な量のラパマイシンを、眼に配置する
ため、特に、結膜の近傍、強膜と結膜の間、外科的に導入された強膜弁内に配置するため
、使用することができ、あるいは、強膜に又は強膜の近傍に取り付ける又は付着させるこ
とができ、あるいはトノン下、後強膜近傍、眼球後、又は上直筋の近傍に配置するため使
用することができ、従って、湿性ＡＭＤの治療、予防、抑制、開始の遅延、又は緩解の生
成のため使用することができる。ここに記載される固体のドラッグ送達システムの特定の
性質（限定されることなく例えば固体のドラッグ送達システムの形、大きさ、位置付け、
及び成分）を変えることにより、ここに記載される固体のドラッグ送達システムを使用し
て、種々の長い期間にわたって治療上有効な量のラパマイシンを眼に送達することができ
、例えば、治療量を少なくとも３０日、少なくとも６０日、少なくとも９０日、少なくと
も１２０日、少なくとも１５０日、少なくとも１８０日、少なくとも２１０日、少なくと
も２４０日、少なくとも２７０日、少なくとも３００日、少なくとも３３０日、又は少な
くとも３６０日送達することができる。
【０２９７】
　特定の病気又は症状の治療、予防、抑制、開始の遅延、又は緩解の生成のため、ある長
期間治療上有効な量の治療薬を持続して送達することが望ましい場合がある。治療、予防
、抑制、開始の遅延、又は緩解の生成がなされる病気又は症状に応じて、この持続期間は
、少なくとも１週間、少なくとも２週間、少なくとも３週間、少なくとも１ヶ月、少なく
とも３ヶ月、少なくとも６ヶ月、少なくとも９ヶ月、又は少なくとも１年とすることがで
きる。しかし通常、任意の持続期間の送達が可能である。長期間治療上有効な量の薬を送
達するのに十分な濃度の薬を対象又は対象の眼において長期間維持する固体のドラッグ送
達システムにより、治療上有効な量の薬を長期間送達することができる。
【０２９８】
　治療上有効な量の治療薬をある長期間送達することは、１種の固体のドラッグ送達シス
テムを配置することにより、あるいは、２種以上の固体のドラッグ送達システムの投与の
適用により達成することができる。そのような複合的適用の非限定的具体例として、湿性
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ＡＭＤの治療、予防、抑制、開始の遅延、又は緩解の生成のために３ヶ月間ラパマイシン
の治療量を維持することは、３ヶ月間ある治療量を送達する１つの固体のドラッグ送達シ
ステムを配置することにより、又は、複数の固体のドラッグ送達システムを順次適用する
ことにより、達成することができる。最適な用量は、送達が必要な治療薬の治療量、及び
送達が必要な期間によって変わってくる。そのような持続的な治療薬の送達投与に精通す
る者は、本明細書の開示に基づいて、使用できる投与計画をいかにして決定すればよいか
分かるはずである。
【０２９９】
　ここに記載される治療薬の送達は、投与経路及び投与期間に応じて、例えば、１ｎｇ／
日～１００μｇ／日の用量範囲で、又はその範囲より高い若しくは低い用量で、行うこと
ができる。ここに記載の方法に使用される固体のドラッグ送達システムのある態様におい
て、治療薬は、０．１μｇ／日～１０μｇ／日の用量範囲で送達される。ここに記載の方
法に使用される固体のドラッグ送達システムのある態様において、治療薬は、１μｇ／日
～５μｇ／日の用量範囲で送達される。ここに記載される種々の病気及び症状を治療、予
防、抑制する又はその開始を遅延させる若しくはその緩解を生じさせるための種々の治療
薬の用量は、臨床試験の使用によって正確に求めることができる。
【０３００】
　治療上有効な量のラパマイシンを湿性ＡＭＤの対象に投与する場合、該ラパマイシンに
よって湿性ＡＭＤの治療、抑制又は緩解が可能になる。治療、抑制、又は緩解の生成に必
要な治療上の有効量は異なる場合がある。湿性ＡＭＤの対象は、ＣＮＶの病変を有するこ
とがあり、治療上有効な量のラパマイシンの投与は、種々の効果（例えば、ＣＮＶ病変の
緩解、ＣＮＶ病変の安定化、及び活性なＣＮＶ病変の進行の阻止があるが、これらに限定
されない）をもたらし得ると考えられる。
【０３０１】
　治療上有効な量のラパマイシンを乾性ＡＭＤの対象に投与する場合、ラパマイシンは乾
性ＡＭＤから湿性ＡＭＤへの進行を予防する又は遅くすることができると考えられる。
【０３０２】
　接眼装置近傍へ増殖阻害剤を投与する方法
　ある態様において、眼の症状は、接眼装置の近傍に増殖阻害剤を投与することにより治
療される。
【０３０３】
　ある態様において該接眼装置は緑内障ドレナージ装置である。
【０３０４】
　最も一般的に、緑内障ドレナージ装置は、眼房水から体液を排出するため使用すること
ができる任意の装置である。緑内障ドレナージ装置には、シャント、ステント、管、膜、
弁、又はそれらの組み合わせを含む装置があるが、これに限定されるものではない。緑内
障ドレナージ装置には、米国特許第６００７５１０号及び第６１４２９６９号（それらの
内容はこの引用により本明細書にそっくり記載されたものとする）に記載されるもの、Ｏ
ｐｔｏｎｏｌ　Ｅｘ－Ｐｒｅｓｓ（商標）　Ｍｉｎｉａｔｕｒｅ　Ｇｌａｕｃｏｍａ　Ｉ
ｍｐｌａｎｔ（５１０（ｋ）番号Ｋ０１２８５２）、Ａｈｍｅｄ　Ｇｌａｕｃｏｍａ　Ｖ
ａｌｖｅ（５１０（ｋ）番号Ｋ９８０６５７）、ＯｐｔｉＭｅｄ　Ｇｌａｕｃｏｍａ　Ｓ
ｈｕｎｔ（５１０（ｋ）番号Ｋ９０３４６２）、及びＢａｅｒｖｅｌｄｔ　Ｇｌａｕｃｏ
ｍａ　Ｓｈｕｎｔ（５１０（ｋ）番号Ｋ９０５１２９及びＫ９５５４５５）があるが、こ
れらに限定されるものではない。さらなる緑内障ドレナージ装置には、米国特許出願第６
０／６６６８７２号（２００５年３月３０日出願、代理人事件番号５７７９６－３０００
７．００、名称「緑内障ドレナージ装置」）に記載されたものがあるが、これに限定され
るものではない。
【０３０５】
　一旦患者に移植されると、接眼装置（例えば緑内障ドレナージ装置）は、細胞の増殖を
引き起こし得、それは、装置が機能しなくなるようにしたり、有効期間を短くしたりする
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可能性がある。１種以上の増殖阻害剤とともに接眼装置を用いる方法及び装置をここに記
載する。増殖阻害剤を緑内障ドレナージ装置にコーティングすることができ、あるいは緑
内障ドレナージ装置の作製に使用する材料に増殖阻害剤を組み込むことができ、あるいは
移植された緑内障ドレナージ装置の近傍に増殖阻害剤を送達するよう、増殖阻害剤の送達
源を投与することができる。これらのことは、さらに米国特許出願第６０／６６６８７２
号（２００５年３月３０日出願、代理人事件番号５７７９６－３０００７．００、名称「
緑内障ドレナージ装置」）。ここに記載される方法、装置、及び組成物において、特に明
言しない限り、１種以上の増殖阻害剤を使用することができる。使用できる増殖阻害剤は
、ここに記載され、例えば、表題「接眼装置とともに使用するための増殖阻害剤」の項に
記載されるものや米国特許出願第６０／６６６８７２号（２００５年３月３０日出願、代
理人事件番号５７７９６－３０００７．００、名称「緑内障ドレナージ装置」）に記載さ
れたものを含むが、それらに限定されるものではない。
【０３０６】
　ここに記載される方法、装置、及び組成物のある態様において、増殖阻害剤はラパマイ
シンである。
【０３０７】
　緑内障ドレナージ装置を１種以上の増殖阻害剤の送達源とともに使用する方法をここに
記載する。緑内障ドレナージ装置の移植により引き起こされる細胞の増殖を抑えることが
できる量の増殖阻害剤をある期間ある位置に送達できる任意の送達源を通常使用すること
ができる。ここに記載される固体のドラッグ送達システムに加えて、使用できる１種又は
複数種の増殖阻害剤の送達源には、例えば１種又は複数種の増殖阻害剤を含む固体のイン
プラント、自己乳化型製剤、液体製剤、溶液、懸濁物、眼の媒質に置かれるとき１種又は
複数種の増殖阻害剤を含むゲルを形成することができる製剤、その場でゲル化する製剤、
乳剤、及び眼の媒質に置かれるとき１種又は複数種の増殖阻害剤を含む非分散性の集合体
を形成できる製剤があるが、これらに限定されるものではない。使用できる１種又は複数
種の増殖阻害剤の送達源には、以下の特許出願（それぞれの内容はこの引用によりそっく
り本明細書に記載されたものとする）に記載される製剤及び装置が含まれるが、それらに
限定されるものではない。出願第１０／６６５２０３号（２００３年９月１８日出願、代
理人事件番号５５９０９２０００１００、名称「脈絡膜の新生血管形成を抑制する方法」
）、出願第１０／９４５６８２号（２００４年９月２０日出願、代理人事件番号５７７９
６２０００１００、名称「強膜を経由する送達」）、出願第６０／６５１７９０号（２０
０５年２月９日出願、代理人事件番号５７７９６３０００２００、名称「眼の治療のため
の製剤」）、出願第６０／６６４０４０号（２００５年３月２１日出願、代理人事件番号
５７７９６３０００４００、名称「病気又は症状を治療するための液体製剤」）、出願第
６０／６６４１１９号（２００５年３月２１日出願、代理人事件番号５７７９６３０００
５００、名称「病気又は症状を治療するためのドラッグ送達システム」）、出願第６０／
６６４３０６号（２００５年３月２１日出願、代理人事件番号５７７９６３０００６００
、名称「病気又は症状を治療するためのその場でゲル化する製剤及び液体製剤」）、出願
第１１／３５１８４４号（２００６年２月９日出願、代理人事件番号５７７９６－２００
０２００、名称「眼の治療用製剤」）、出願第１１／３５１７６１号（２００６年２月９
日出願、代理人事件番号５７７９６－２０００４００、名称「病気又は症状を治療するた
めの液体製剤」）、及び出願第６０／７７２０１８号（２００６年２月９日出願、代理人
事件番号５７７９６－３００１０００、名称「安定な製剤」）。
【０３０８】
　増殖阻害剤の送達源は、緑内障ドレナージ装置から離れていても、それに取り付けられ
ていてもよい。限定されることなく具体例として、増殖阻害剤の送達源は、増殖阻害剤を
放出することができる任意の固体のドラッグ送達装置又は他の製剤とすることができ、そ
の固体の構造物は、緑内障ドレナージ装置に取り付けるか又は組み込むことができる。使
用できる増殖阻害剤を放出することが可能な固体の構造物には、増殖阻害剤を含む貯留器
があるが、これに限定されるものではない。
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【０３０９】
　ある態様において、ここに記載される固体のドラッグ送達システムは緑内障を治療する
ため使用される。ある態様においてここに記載される緑内障治療用の固体のドラッグ送達
システムは、ラパマイシンのようなリムス化合物を含み、かつ外科手術による合併症を予
防、抑制、又は遅延する外科用補助薬として使用される。ある態様において、ここに記載
される緑内障治療用の固体のドラッグ送達システムは、ラパマイシンのようなリムス化合
物を含み、かつ外科手術によるインプラントの成果を高め又は持続させるため使用される
。ある態様において、ここに記載される緑内障治療用の固体のドラッグ送達システムは、
ラパマイシンのようなリムス化合物を含み、かつアルゴンレーザートラベクレクトミーの
成果又は他の緑内障に関連する手術の成果を高め又は持続させるため使用される。ある態
様において、ここに記載される固体のドラッグ送達システムは、神経保護作用を有し、そ
して緑内障を治療するため使用される。
【０３１０】
　増殖阻害剤の送達源は、該送達源を配置できる任意の方法（限定されることなく例えば
固体のドラッグ送達システムの注入及び配置）を用いて眼の適当な位置に配置することが
できる。ここに記載される装置－送達源の組合せの１つにおいて、増殖阻害剤の送達源は
強膜の外に配置することができ、そして強膜を介して増殖阻害剤を送達することができる
。
【０３１１】
　ここに記載される装置と増殖阻害剤送達源の組合せの１つにおいて、該装置は、米国特
許第６１４２９６９号の図１に示されるような装置の形態をとるか、又は、同特許の他の
図に示されるような他の類似の装置形態をとる。そのような装置と送達源の組合せの１つ
において、増殖阻害剤の送達源は、１６の符号がついた管端部の近傍に配置できる固体の
装置である。そのような装置と送達源の組合せのもう１つにおいて、増殖阻害剤の送達源
は、図１において２４の符号がついた部分の近傍に配置できる固体の装置である。そのよ
うな装置と送達源の組合せのもう１つにおいて、増殖阻害剤の送達源は、眼房水の体液に
対して透過性又は半透過性の構造物である。そのような装置の１つにおいて、透過性又は
半透過性の構造物は、図１において１６の符号がついた管端部の近傍に配置される。その
ような装置の１つにおいて、透過性又は半透過性の構造物は、網状の構造物又はスポンジ
状の構造物であり、あるいは、増殖阻害剤を取り込んで増殖阻害剤の送達源として作用す
ることができる多孔質の発泡構造物である。
【０３１２】
　ここに記載される緑内障ドレナージ装置の任意のもの、及びここに記載される増殖阻害
剤の任意の１種以上を含むキットをここに記載する。
【０３１３】
　ここに記載される増殖阻害剤送達源の任意の１種以上とともにここに記載される緑内障
ドレナージ装置を使用することによって眼房水から体液を排出する方法をここに記載する
。ここに記載される増殖阻害剤の送達源と緑内障ドレナージ装置の組合せは、緑内障ドレ
ナージ装置を単独で用いて対処することができる病気又は症状（例えば米国特許出願第６
０／６６６８７２号並びに米国特許第６００７５１０号及び第６１４２９６９号に記載さ
れる病気及び症状があるが、それらに限定されるものではない）のいずれに対しても、そ
の対処に使用することができる。
【０３１４】
　ある態様において、増殖阻害剤を含む固体のドラッグ送達装置又は製剤は、接眼装置の
近傍に該固体のドラッグ送達システムを配置した後、少なくとも１４日、少なくとも３０
日、少なくとも４５日、少なくとも６０日、少なくとも９０日、又は少なくとも１０５日
の期間、接眼装置の近傍で細胞の増殖を抑えるため有効な量の治療薬を送達する。
【０３１５】
　接眼装置とともに使用するための増殖阻害剤
　ある態様において、ここに記載される方法及び製剤は増殖阻害剤を含む。ある態様にお
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いて、増殖阻害剤は、所望の効果を有する任意の増殖阻害剤である。ある態様において、
増殖阻害剤は、「治療薬」の項に記載される任意の増殖阻害剤である。ある態様において
、増殖阻害剤は、「治療薬」の項に記載されるようなイムノフィリン結合性化合物又はリ
ムス化合物である。ある態様において、増殖阻害剤は、「治療薬」の項に記載されるよう
なステロイド性薬剤であり、またある態様において、該ステロイド性薬剤は「治療薬」の
項に記載される量で存在する。ある態様において、増殖阻害剤は、複数種の治療薬の組合
せである。ある態様において、増殖阻害剤は、１種以上の他の治療薬（例えば併用療法に
関して「治療薬」の項に挙げられた治療薬があるが、それらに限定されるものではない）
と組み合わせて使用される。
【０３１６】
　ある態様において、増殖阻害剤は、以下の特許及び刊行物（それらの内容のそれぞれは
、この引用により本明細書にそっくり記載されたものとする）に開示されたものの１種以
上である。ＰＣＴ公報ＷＯ２００４／０２７０２７（２００４年４月１日公開、名称「脈
絡膜の新生血管形成を抑制する方法」、Ｔｒｕｓｔｅｅｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｕｎｉｖｅｒ
ｓｉｔｙ　ｏｆ　Ｐｅｎｎｓｙｌｖａｎｉａに譲渡）、米国特許第５３８７５８９号（１
９９５年２月７日発行、名称「眼の炎症を治療する方法」、発明者Ｐｒａｓｓａｄ　Ｋｕ
ｌｋａｒｎｉ、Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ　Ｌｏｕｉｓｖｉｌｌｅ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ
　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎに譲渡）、米国特許第６３７６５１７号（２００３年４月２３日
発行、名称「視力及び記憶障害に対するピペコリン酸誘導体」、ＧＰＩ　ＮＩＬ　Ｈｏｌ
ｄｉｎｇｓ，Ｉｎｃに譲渡）、ＰＣＴ公報ＷＯ２００４／０２８４７７（２００４年４月
８日公開、名称「ステロイドを含む治療薬の網膜下投与の方法、脈絡膜及び網膜に薬動力
学的作用を局在化する方法、並びに関連する網膜疾患の治療及び又は予防方法」、Ｉｎｎ
ｏｒｘ　Ｉｎｃに譲渡）、米国特許第６４１６７７７号（２００２年７月９日発行、名称
「眼のドラッグ送達装置」、Ａｌｃｏｎ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｌｔｄに譲渡）、米国特
許第６７１３０８１号（２００４年３月３０日発行、名称「眼の治療薬の送達装置及びそ
の装置の製造及び使用方法」、Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｈｅａｌｔｈ　ａｎｄ　Ｈ
ｕｍａｎ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓに譲渡）、米国特許第５１００８９９号（１９９２年３月３
１日発行、名称「ラパマイシン並びにその誘導体及びプロドラッグを用いた哺乳動物にお
ける移植拒絶の抑制方法」）。
【０３１７】
　ある態様において、増殖阻害剤は、ピロリジン、ジチオカルバメート（ＮＦκＢ阻害剤
）、スクアラミン、ＴＰＮ４７０類似体及びフマジリン、ＰＫＣ（プロテインキナーゼＣ
）阻害剤、Ｔｉｅ－１及びＴｉｅ－２キナーゼ阻害剤、ＶＥＧＦ受容体キナーゼの阻害剤
、Ｖｅｌｃａｄｅ（ベルケード）（商標）のようなプロテオソーム阻害剤（ボルテゾミブ
（注射用）、ラニビズマブ（ルセンティス（Ｌｕｃｅｎｔｉｓ（商標））及び同じ標的に
対する他の抗体）、ペガプタニブ（マキュゲン（Ｍａｃｕｇｅｎ（商標））、ビトロネク
チン受容体拮抗薬（例えばビトロネクチン受容体型インテグリンの環状ペプチド拮抗薬）
、α－ｖ／β－３インテグリン拮抗薬、α－ｖ／β－１インテグリン拮抗薬、チアゾリジ
ンジオン類（例えばロシグリタゾン又はトログリタゾン）、インターフェロン（γ－イン
ターフェロン又はデキストラン及び金属配位を利用してＣＮＶをねらうインターフェロン
を含む）、色素上皮由来因子（ＰＥＤＦ）、エンドスタチン、アンギオスタチン、タムス
タチン、キャンスタチン、酢酸アネコルタブ、アセトニド、トリアムシノロン、テトラチ
オモリブデート、脈管形成因子のＲＮＡサイレンシング又はＲＮＡ干渉（ＲＮＡｉ）（Ｖ
ＥＧＦ発現を標的とするリボザイムを含む）、Ａｃｃｕｔａｎｅ（アキュタン）（商標）
（１３－シス－レチノイン酸）、ＡＣＥ阻害剤（キノプリル、カプトプリル、及びペリン
ドプリルを含むが、これらに限定されない）、ｍＴＯＲ（ラパマイシンの哺乳動物におけ
る標的）の阻害剤、３－アミノタリドミド、ペントキシフィリン、２－メトキシエストラ
ジオール、コルヒチン類、ＡＭＧ－１４７０、シクロオキシゲナーゼ阻害剤（例えばネパ
フェナク、ロフェコキシブ、ジクロフェナク、ロフェコキシブ、ＮＳ３９８、セレコキシ
ブ、バイオックス、及び（Ｅ）－２－アルキル－２（４－メタンスルホニルフェニル）－
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１－フェニルエテン、ｔ－ＲＮＡシンターゼモジュレーター、メタロプロテアーゼ１３阻
害剤、アセチルコリンエステラーゼ阻害剤、カリウムチャネル遮断薬、エンドレペリン、
６－チオグアニンのプリン類似体、環状過酸化物ＡＮＯ－２、（組換え）アルギニンデイ
ミナーゼ、エピガロカテキン－３－ガレート、セリバスタチン、スラミンの類似体、ＶＥ
ＧＦトラップ分子、アポトーシス阻害剤、Ｖｉｓｕｄｙｎｅ（ビスダイン）（商標）、ｓ
ｎＥＴ２及びその他の光増感剤（光ダイナミック療法（ＰＤＴ）とともに使用できる）、
肝細胞増殖因子の阻害剤（増殖因子又はその受容体に対する抗体、ｃ－ｍｅｔチロシンキ
ナーゼの小分子阻害剤、ＨＧＦの切断物（例えばＮＫ４））の１種以上である。
【実施例】
【０３１８】
　実施例１（ラパマイシンを含有する固体のドラッグ送達システム）
　ラパマイシンを含む固体のドラッグ送達システムを以下の成分を用いて調製した（ここ
でパーセントは総重量に対する成分の重量の割合である）。４７．７％ラパマイシン（Ｌ
Ｃ　ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ（Ｗｏｂｕｒｎ，ＭＡ）及びＣｈｕｎｇｈｗａ　Ｃｈｅｍ
ｉｃａｌ　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ　＆　ＢｉｏＴｅｃｈ．Ｃｏ，Ｌｔｄ（Ｔａｉｗａｎ）か
ら入手）、２３．２５％ＰＶＰ　Ｋ９０（ＢＡＳＦから入手）、２３．２５％Ｅｕｄｒａ
ｇｉｔ　ＲＬ１００（Ｒｏｈｍ　Ｐｈａｒｍａ　Ｐｏｌｙｍｅｒｓから入手）、及び５．
８％ＰＥＧ４００（ＤＯＷ　Ｃｈｅｍｉｃａｌから入手）。簡単に説明すると以下のとお
りである。Ｅｕｄｒａｇｉｔ　ＲＬ１００を、ボトル中の純エタノールとＰＥＧ４００の
混合物に加えた。渦ミキサーを用いて激しく撹拌することによりＥｕｄｒａｇｉｔ　ＲＬ
１００を溶解した。ＰＶＰ９０をＰＥＧ４００、エタノール及びＥｕｄｒａｇｉｔ　ＲＬ
１００の溶液に加えた。渦ミキサーを用いてＰＶＰ９０をさらに溶解した。最後にラパマ
イシンを加え、そしてよく混合して均一な溶液を得た。この溶液は粘性及び粘着性を有す
るものであった。シリコーンで被覆したポリエステルフィルム上に、ロール－オーバーＧ
ａｒｄｎｅｒ　Ｋｎｉｆｅ（ガードナーナイフ）を用いて、必要な厚みで、この溶液をフ
ィルムとしてキャストした。湿ったフィルムを、フードの下、一夜乾燥して、エタノール
を除去した（蒸発させた）。一旦エタノールを除去してから、フィルムを乾燥し、はがし
た。フィルムを型で裁断し（打ち抜き）、必要な直径を有する円形の薄片とした。
【０３１９】
　実施例２（ラパマイシンを含有する固体のドラッグ送達システムの結膜下配置）
　実施例１に記載した固体のドラッグ送達システム約１．５～２．５ｍｇを、ニュージー
ランドホワイトラビットの眼の強膜と結膜の間の領域に配置した。簡単に説明すると以下
のとおりである。バナス（ｖａｎｎａｓ）鋏により結膜に小さな切れ目を入れて、固体の
ドラッグ送達システムを結膜下の空間に挿入し、結紮用摂子を用いて挿入した。固体のド
ラッグ送達システムを結膜の下に配置した後、結膜を一針又は二針縫うことにより閉じた
。
【０３２０】
　図１は、固体のドラッグ送達システムを配置した後、１日目、１４日目、２８日目、７
５日目、９５日目、及び１０７日目の硝子体（ｎｇ／ｍｌ）、網膜脈絡膜（ｎｇ／ｍｇ）
、及び強膜（ｎｇ／ｍｇ）に存在するラパマイシンのレベル（濃度）を示している。
【０３２１】
　この分析は、眼を解剖して以下に特定する組織を取り出した後、ＬＣＭＳ（液体クロマ
トグラフィー質量分析）によって行った。１日目、１４日目及び２８日目の時点は、２匹
のウサギのそれぞれについて２つの眼（それぞれの時点で４つの眼）の平均値を示してい
る。７５日目は、１匹のウサギの２つの眼の平均値を示している。９５日目は、１匹のウ
サギ２つの眼ともう１匹のウサギの１つの眼の平均値を示している。１０７日目は、１匹
のウサギの２つの眼の平均値を示している。
【０３２２】
　完全な硝子体をホモジナイズし分析した。硝子体の平均濃度は、測定したラパマイシン
の質量を、分析した硝子体の体積で割ることにより算出した。試料は固体のドラッグ送達
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システムを含んでいなかった。従って、この測定は、固体のドラッグ送達システムを介し
て硝子体に送達されたラパマイシンのレベルを示すものであった。
【０３２３】
　結膜下への配置後、１日目、１４日目、２８日目、７５日目、９５日目、及び１０７日
目の硝子体におけるラパマイシンの平均濃度はそれぞれ、約１１．３５、約５．０２５、
約８．３２５、約１３、０．８３、約６．４３ｎｇ／ｍｌであった。
【０３２４】
　完全な網膜脈絡膜をホモジナイズし分析した。網膜脈絡膜の平均濃度は、測定したラパ
マイシンの質量を、分析した網膜脈絡膜の質量で割ることにより算出した。試料は固体の
ドラッグ送達システムを含んでいなかった。従って、この測定は、固体のドラッグ送達シ
ステムを介して網膜脈絡膜に送達されたラパマイシンのレベルを示すものであった。
【０３２５】
　固体のドラッグ送達システムを結膜下に配置した後、１日目、１４日目、２８日目、７
５日目、９５日目、及び１０７日目の網膜脈絡膜におけるラパマイシンの平均濃度はそれ
ぞれ、約１．０７１６、約０．１１９７５、約０．２７７７５、約０．１６１、約０．０
７、約０．０３７ｎｇ／ｍｇであった。
【０３２６】
　強膜を網膜脈絡膜と同様に分析した。強膜の試料は固体のドラッグ送達システムを含ん
でいた可能性がある。従って、この測定は、おそらく強膜からのラパマイシンのクリアラ
ンスを示すものであったが、サンプリングのため多少不正確なものになった可能性がある
。
【０３２７】
　固体のドラッグ送達システムを結膜下に配置した後、１日目、１４日目、２８日目、７
５日目、９５日目、及び１０７日目の強膜におけるラパマイシンの平均濃度はそれぞれ、
約１．５１７、０．５１、１．４０６７５、０．１２６５、０．０６、０．２７ｎｇ／ｍ
ｇであった。
【０３２８】
　実施例３（ラパマイシンを含有する固体のドラッグ送達システム）
　ラパマイシンを含む固体のドラッグ送達システムを以下の成分を用いて調製した（ここ
でパーセントは総重量に対するものである）。１０．２％ラパマイシン、８９．８％ＰＶ
Ｐ　Ｋ９０。ラパマイシン及びＰＶＰ　Ｋ－９０をエタノールに溶解した。フィルムを剥
離被覆紙上にキャストし、乾燥して溶媒を蒸発させ、そして得られた薄片を所定の大きさ
と形に型で裁断した。
【０３２９】
　実施例４（ラパマイシンを含有する固体のドラッグ送達システムの結膜下配置）
　実施例３に記載した固体のドラッグ送達システム約１ｍｇを、実施例２に記載したとお
り、ニュージーランドホワイトラビットの眼の強膜と結膜の間の領域に配置した。
【０３３０】
　図２は、固体のドラッグ送達システムを配置した後、１日目、５日目、７日目、及び８
日目の硝子体に存在するラパマイシンのレベル（濃度）（ｎｇ／ｍｌ）を示している。
【０３３１】
　この分析は液体クロマトグラフィー及び質量分析によるものであった。すべての時点は
、１匹のウサギの２つの眼の平均値を示している。
【０３３２】
　完全な硝子体をホモジナイズし分析した。硝子体の平均濃度は、測定したラパマイシン
の質量を、分析した硝子体の体積で割ることにより算出した。試料は固体のドラッグ送達
システムを含んでいなかった。従って、この測定は、固体のドラッグ送達システムを介し
て硝子体に送達されたラパマイシンのレベルを示すものであった。
【０３３３】
　固体のドラッグ送達システムを結膜下に配置した後、１日目、５日目、７日目、及び８
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日目の硝子体におけるラパマイシンの平均濃度はそれぞれ、約６８．７０、５．５０、０
．８０、０．８５ｎｇ／ｍｌであった。
【０３３４】
　図３は、固体のドラッグ送達システムを配置した後、１日目、５日目、７日目、及び８
日目の網膜脈絡膜に存在するラパマイシンのレベル（濃度）（ｎｇ／ｍｇ）を示している
。
【０３３５】
　完全な網膜脈絡膜をホモジナイズし分析した。網膜脈絡膜の平均濃度は、測定したラパ
マイシンの質量を、分析した網膜脈絡膜の質量で割ることにより算出した。試料は固体の
ドラッグ送達システムを含んでいなかった。従って、この測定は、固体のドラッグ送達シ
ステムを介して網膜脈絡膜に送達されたラパマイシンのレベルを示すものであった。
【０３３６】
　固体のドラッグ送達システムを結膜下に配置した後、１日目、５日目、７日目、及び８
日目の網膜脈絡膜におけるラパマイシンの平均濃度はそれぞれ、約０．２８５、０．０２
５、０．０４３５、０．０１６５ｎｇ／ｍｇであった。
【０３３７】
　実施例５（ラパマイシンを含有する固体のドラッグ送達システム）
　ラパマイシンを含む固体のドラッグ送達システムを以下の成分を用いて調製した（ここ
でパーセントは総重量に対する成分重量の割合である）。４５．１３％ラパマイシン（Ｌ
Ｃ　ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ（Ｗｏｂｕｒｎ，ＭＡ）及びＣｈｕｎｇｈｗａ　Ｃｈｅｍ
ｉｃａｌ　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ　＆　ＢｉｏＴｅｃｈ．Ｃｏ，Ｌｔｄ（Ｔａｉｗａｎ）か
ら入手）、４０．０３％ＰＶＰ　Ｋ９０（ＢＡＳＦから入手）、９．７％Ｅｕｄｒａｇｉ
ｔ　ＲＬ１００（Ｒｏｈｍ　Ｐｈａｒｍａ　Ｐｏｌｙｍｅｒｓから入手）、及び５．１４
％ＰＥＧ４００（ＤＯＷ　Ｃｈｅｍｉｃａｌから入手）。この固体のドラッグ送達システ
ムは実施例１のとおり調製した。
【０３３８】
　実施例６（ラパマイシンを含有する固体のドラッグ送達システムの結膜下配置）
　実施例５に記載した固体のドラッグ送達システム約１．５～２．５ｍｇを、実施例２に
記載したとおり、ニュージーランドホワイトラビットの眼の強膜と結膜の間に配置した。
【０３３９】
　図４は、固体のドラッグ送達システムを配置した後、１４日目、４２日目、６３日目、
及び９１日目の硝子体（ｎｇ／ｍｌ）、網膜脈絡膜（ｎｇ／ｍｇ）、及び強膜（ｎｇ／ｍ
ｇ）に存在するラパマイシンのレベル（濃度）を示している。
【０３４０】
　この分析はＬＣＭＳ（液体クロマトグラフィー－質量分析）により行った。１４日目、
４２日目、６３日目、及び９１日目のそれぞれの時点は、２匹のウサギそれぞれの２つの
眼（各時点において４つの眼）の平均値を示している。
【０３４１】
　完全な硝子体をホモジナイズし分析した。硝子体の平均濃度は、測定したラパマイシン
の質量を、分析した硝子体の体積で割ることにより算出した。試料は固体のドラッグ送達
システムを含んでいなかった。従って、この測定は、固体のドラッグ送達システムを介し
て硝子体に送達されたラパマイシンのレベルを示すものであった。
【０３４２】
　固体のドラッグ送達システムを結膜下に配置した後、１４日目、４２日目、６３日目、
及び９１日目の硝子体におけるラパマイシンの平均濃度はそれぞれ、約５．７、約２．６
、約５．７、約９．３ｎｇ／ｍｌであった。
【０３４３】
　完全な網膜脈絡膜をホモジナイズし分析した。網膜脈絡膜の平均濃度は、測定したラパ
マイシンの質量を、分析した網膜脈絡膜の質量で割ることにより算出した。試料は固体の
ドラッグ送達システムを含んでいなかった。従って、この測定は、固体のドラッグ送達シ
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ステムを介して網膜脈絡膜に送達されたラパマイシンのレベルを示すものであった。
【０３４４】
　固体のドラッグ送達システムを結膜下に配置した後、１４日目、４２日目、６３日目、
及び９１日目の網膜脈絡膜におけるラパマイシンの平均濃度はそれぞれ、約３．３、６．
３、約０．４１、約０．２７ｎｇ／ｍｇであった。
【０３４５】
　強膜を網膜脈絡膜と同様に分析した。強膜の試料は固体のドラッグ送達システムを含ん
でいた可能性がある。従って、この測定は、おそらく強膜からのラパマイシンのクリアラ
ンスを示すものであったが、サンプリングのため多少不正確なものになった可能性がある
。
【０３４６】
　固体のドラッグ送達システムを結膜下に配置した後、１４日目、４２日目、６３日目、
及び９１日目の強膜におけるラパマイシンの平均濃度はそれぞれ、約１６４、１４．６、
１．７５、２．１ｎｇ／ｍｇであった。
【０３４７】
　実施例７（ラパマイシンを含有する固体のドラッグ送達システム）
　ラパマイシンを含む固体のドラッグ送達システムを以下の成分を用いて調製した（ここ
でパーセントは総重量に対する成分重量の割合である）。１９．３３％ラパマイシン、２
１．７８％ＰＶＰ　Ｋ９０、２４．５６％ＰＥＧ　４００、及び３４．３３％純エタノー
ル。簡単に説明すると以下のとおりである。ＰＶＰ及びラパマイシンを、ボトル中におい
てＰＥＧ４００と純エタノールの混合物に加えた。そして混合物を激しく混合して均一な
粘性懸濁物を得た。この粘性懸濁物を、スパーテルを用いてマイクロカップの形状の裏打
ち材に塗布した。
【０３４８】
　このマイクロカップは、非生侵食性（非生分解性）の熱可塑性ポリエーテルエーテルケ
トンからなるものであった。マイクロカップは、Ｂａｔｔｅｎｆｅｌｄ　Ｍｉｃｒｏｓｙ
ｓｔｅｍ　５０の装置を用いる射出成形により製造され、薄く浅いソーサーの形に成形さ
れたものであった。マイクロカップはＲａｐｉｗｅｒｋｓ　ＬＬＣによって調製された。
【０３４９】
　実施例８（ラパマイシンを含有する固体のドラッグ送達システムの結膜下配置）
　実施例７に記載した固体のドラッグ送達システム約０．５ｍｇを、実施例２に記載した
とおり、ニュージーランドホワイトラビットの眼の強膜と結膜の間に配置した。固体のド
ラッグ送達システムの治療薬の部分を、強膜に対抗して配置した（なお、固体のドラッグ
送達システムは、眼の水分のため付着する）。固体のドラッグ送達システムのマイクロカ
ップの部分を結膜の方向に向け、結膜の方向へのラパマイシン拡散を制限した。
【０３５０】
　図５は、固体のドラッグ送達システムを配置した後、２１日目、３５日目、及び３７日
目の眼房水に存在するラパマイシンのレベル（濃度）（ｎｇ／ｍｌ）を示している。
【０３５１】
　ウサギが生きている間、２９～３０ゲージ針をつけたツベルクリン注射器によってウサ
ギの眼から約５０μｌ～約１００μｌを取り出した。取り出した眼房水の量を測定し、そ
の試料を凍結し、後に分析した。分析は液体クロマトグラフィー質量分析によるものであ
った。すべての時点は、１匹のウサギの２つの眼の平均値を示している。
【０３５２】
　眼房水の平均濃度は、測定したラパマイシンの質量を、分析した眼房水の体積で割るこ
とにより算出した。試料は固体のドラッグ送達システムを含んでいなかった。従って、こ
の測定は、固体のドラッグ送達システムを介して眼房水に送達されたラパマイシンのレベ
ルを示すものであった。
【０３５３】
　２１日目の試料は、２匹のウサギそれぞれについて２つの眼（合計４つの眼）の平均値
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であった。３５日目の試料は、ウサギの眼１つのものであった。３７日目の試料は、２つ
の眼それぞれの平均値であった。固体のドラッグ送達システムを結膜下に配置した後、２
１日目、３５日目、及び３７日目の眼房水におけるラパマイシンの平均濃度はそれぞれ、
約０．７６、０．０５６、０．０９ｎｇ／ｍｌであった。
【０３５４】
　実施例９
　ラパマイシンを含む固体のドラッグ送達システムを以下の成分を用いて調製した（ここ
でパーセントは総重量に対する成分重量の割合である）。４４．６２％ラパマイシン（Ｌ
Ｃ　ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ（Ｗｏｂｕｒｎ，ＭＡ）及びＣｈｕｎｇｈｗａ　Ｃｈｅｍ
ｉｃａｌ　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ　＆　ＢｉｏＴｅｃｈ．Ｃｏ，Ｌｔｄ（Ｔａｉｗａｎ）か
ら入手）、３９．７７％ＰＶＰ　Ｋ９０（ＢＡＳＦから入手）、９．９３％Ｅｕｄｒａｇ
ｉｔ　ＲＬ１００（Ｒｏｈｍ　Ｐｈａｒｍａ　Ｐｏｌｙｍｅｒｓから入手）、及び５．６
８％ＰＥＧ４００（ＤＯＷ　Ｃｈｅｍｉｃａｌから入手）。この固体のドラッグ送達シス
テムは実施例１のとおり調製した。
【０３５５】
　固体のドラッグ送達システムは５℃で保存され、その結果、以下の表１に示す安定性を
有した。
【０３５６】
　標準的なＨＰＬＣにより安定性を測定した。各時点で３つの試料を分析した。
【０３５７】
　表１
【０３５８】
【表１】

　実施例１０（固体のドラッグ送達システム）
　固体のドラッグ送達システムの実施例及び変形例（これらに限定されるものではない）
を調製した。それらを表２に一覧として示す。
【０３５９】
　ここに引用したすべての文献（特許、特許出願、及び刊行物を含む）は、すでに援用し
たか否かにかかわらず、この引用により、それらの内容がそっくり本明細書に記載された
ものとする。
【０３６０】
　表２　固体のドラッグ送達システム
【０３６１】
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【表２】

【０３６２】
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【表３】

【０３６３】
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【表４】

【図面の簡単な説明】
【０３６４】
【図１】４７．７％ラパマイシン、２３．２５％ＰＶＰ　Ｋ９０、５．８％ＰＥＧ４００
、及び２３．２５％　Ｅｕｄｒａｇｉｔからなる固体のドラッグ送達システムを結膜下に
配置した後、１日、１４日、２８日、７５日、９５日、及び１０７日でのウサギの眼の硝
子体（ｎｇ／ｍｌ）、網膜脈絡膜（ｎｇ／ｍｌ）、及び強膜（ｎｇ／ｍｌ）におけるラパ
マイシンの濃度を示す図である。
【図２】１０．２％ラパマイシン及び８９．８％ＰＶＰ　Ｋ９０からなる固体のドラッグ
送達システムを結膜下に配置した後、１日、５日、７日、及び８日でのウサギの眼の網膜
脈絡膜におけるラパマイシンの濃度（ｎｇ／ｍｌ）を示す図である。
【図３】１０．２％ラパマイシン及び８９．８％ＰＶＰ　Ｋ９０からなる固体のドラッグ
送達システムを結膜下に配置した後、１日、５日、７日、及び８日でのウサギの眼の硝子
体におけるラパマイシンの濃度（ｎｇ／ｍｌ）を示す図である。
【図４】４５．１３％ラパマイシン、４０．０３％ＰＶＰ　Ｋ９０、９．７％　Ｅｕｄｒ
ａｇｉｔ　ＲＬ１００、及び５．１４％ＰＥＧ４００からなる固体のドラッグ送達システ
ムを結膜下に配置した後、１４日、４２日、６３日、及び９１日でのウサギの眼の硝子体
、網膜脈絡膜、及び強膜におけるラパマイシンの濃度（ｎｇ／ｍｌ）を示す図である。
【図５】裏打ちを有する固体のドラッグ送達システムを結膜下に配置した後、２５日、３
５日、及び３７日でのウサギの眼の房水におけるラパマイシンの濃度（ｎｇ／ｍｌ）を示
す図であり、ここで該固体のドラッグ送達システムは、１９．３３％ラパマイシン、２１
．７８％ＰＶＰ　Ｋ９０、２４．５６％ＰＥＧ４００、及び３４．３３％エタノールから
なる。
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【国際調査報告】
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