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(57)【要約】
本明細書中に記載される方法は、ラタノプロストおよび
薬学的に許容可能なビヒクルを含む持続放出製剤を投与
すること、ならびに点眼補助組成物を患者の眼に投与す
ることによって眼圧の低下を提供する。持続放出製剤は
、涙点プラグ送達システムから少なくとも９０日にわた
りラタノプロストを連続的に放出することが可能である
。点眼補助組成物はまた、ラタノプロストを含むことが
可能である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それを必要とする患者の眼の眼圧を低下させるための方法であって、ラタノプロストお
よび薬学的に許容可能なビヒクルを含む持続放出製剤を前記患者の眼に投与すること、お
よび点眼補助組成物を投与することを含み、前記持続放出製剤は少なくとも９０日にわた
り涙点プラグ送達システムからラタノプロストを連続的に放出する方法。
【請求項２】
　前記点眼補助組成物は、炭酸脱水酵素阻害薬、ベータ遮断薬、アルファアドレナリン作
動薬、プロスタグランジン類似体、縮瞳薬およびエピネフリン化合物からなる群から選択
される眼圧低下薬を含む、請求項１の方法。
【請求項３】
　前記点眼補助組成物はプロスタグランジン類似体を含む、請求項２の方法。
【請求項４】
　前記プロスタグランジン類似体はラタノプロストを含む、請求項３の方法。
【請求項５】
　前記点眼補助組成物は、約１０日間より少ない日数にわたり１日１回投与される、請求
項１の方法。
【請求項６】
　前記点眼補助組成物は、約５日間にわたり１日１回投与される、請求項５の方法。
【請求項７】
　前記点眼補助組成物は、前記涙点プラグ送達システムが前記患者の涙点に挿入される同
じ日に開始し、１日１回投与される、請求項１の方法。
【請求項８】
　前記点眼補助組成物は、前記涙点プラグ送達システムが前記患者の涙点に挿入された後
約４週間以内に開始し、１日１回投与される、請求項１の方法。
【請求項９】
　前記点眼補助組成物は、前記涙点プラグ送達システムが前記患者の涙点に挿入された後
約９０日以内に開始し、１日１回投与される、請求項１の方法。
【請求項１０】
　前記点眼補助組成物は、前記涙点プラグ送達システムの取外し後に開始し、１日１回投
与される、請求項１の方法。
【請求項１１】
　前記点眼補助組成物は、前記涙点プラグ送達システムが前記患者の涙点に挿入されるお
よそ５日前に開始し、１日１回投与される、請求項１の方法。
【請求項１２】
　前記点眼補助組成物は、第１の涙点プラグ送達システムが取り外された後、第２の涙点
プラグ送達システムが前記患者の涙点に挿入される前に投与される、請求項１の方法。
【請求項１３】
　前記眼圧の低下は、最高約７日間、最高約１４日間、最高約２１日間、最高約２８日間
、最高約５２日間、最高約８８日間、および最高約１０５日間からなる群より選択される
連続的な期間にわたり保持される、請求項１の方法。
【請求項１４】
　前記眼圧の低下は、少なくとも約９０日間の連続的な期間にわたり保持される、請求項
１の方法。
【請求項１５】
　前記眼圧の低下は、少なくとも約２５％である、請求項１３または１４の方法。
【請求項１６】
　前記眼圧は、ラタノプロストおよび点眼補助組成物投与が開始された後約１日で少なく
とも１０％低下する、請求項１の方法。
【請求項１７】
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　前記薬学的に許容可能なビヒクルは持続放出マトリックスを含む、請求項１の方法。
【請求項１８】
　前記持続放出マトリックスは非生分解性ポリマーである、請求項１７の方法。
【請求項１９】
　前記非生分解性ポリマーはシリコーンを含む、請求項１８の方法。
【請求項２０】
　前記涙点プラグ送達システムは前記患者の少なくとも１つの涙点に挿入される、請求項
１の方法。
【請求項２１】
　前記涙点プラグ送達システムは前記患者の両方の眼の各々の１つの涙点に挿入される、
請求項２０の方法。
【請求項２２】
　前記眼圧は高眼圧に関連する、請求項１の方法。
【請求項２３】
　前記眼圧は緑内障に関連する、請求項１の方法。
【請求項２４】
　前記緑内障は、原発開放隅角緑内障、閉塞隅角緑内障、正常眼圧緑内障および続発緑内
障からなる群から選択される、請求項２３の方法。
【請求項２５】
　眼圧亢進を治療する方法であって、涙点プラグ送達システムをそれを必要とする患者の
少なくとも１つの涙点に挿入すること、および点眼補助組成物を前記それを必要とする患
者の眼に投与することを含み、前記涙点プラグ送達システムは約１４ミリグラムのラタノ
プロストを含む持続放出薬物サプライを含み、前記涙点プラグ送達システムは少なくとも
約９０日にわたり挿入されたままであり、前記点眼補助組成物は最高約１４日間にわたり
投与される方法。
【請求項２６】
　前記点眼補助組成物は約１０日間にわたり投与される、請求項２５の方法。
【請求項２７】
　前記点眼補助組成物は約５日間にわたり投与される、請求項２５の方法。
【請求項２８】
　前記涙点プラグ送達システムは、前記持続放出薬物サプライを薬物コアの形態で収容す
るように構成されたキャビティを含む、請求項２５の方法。
【請求項２９】
　それを必要とする対象の緑内障関連眼圧亢進を治療する方法であって、涙点プラグ送達
システムを前記対象の少なくとも１つの涙点に挿入すること、および点眼補助組成物を前
記対象の眼に投与することを含み、前記涙点プラグ送達システムはプラグ本体およびラタ
ノプロストインサートを含み、前記点眼補助組成物はラタノプロストを含み、前記涙点プ
ラグ送達システムは、前記対象にラタノプロストの持続放出を提供し、ならびに前記涙点
プラグ送達システムからのラタノプロストの前記放出および前記点眼補助ラタノプロスト
組成物の前記投与は合わせて、前記関連する眼の前記眼圧の少なくとも６ｍｍＨｇの低下
をもたらす方法。
【請求項３０】
　それを必要とする対象の緑内障を治療するための方法であって、涙点プラグ送達システ
ムを単一挿入工程で前記対象の少なくとも１つの涙点に挿入すること、および点眼補助組
成物を前記対象の対応する眼に少なくとも１回投与することを含み、前記点眼補助組成物
はラタノプロストを含み、前記涙点プラグ送達システムはプラグ本体およびラタノプロス
トインサートを含み、ならびに前記涙点プラグ送達システムは前記対象へのラタノプロス
トの持続放出を少なくとも約９０日間にわたり提供する方法。
【請求項３１】
　点眼補助組成物１滴中のラタノプロストの量はおよそ１．５マイクログラムである、請
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求項４の方法。
【請求項３２】
　請求項１の前記涙点プラグ送達システムを含む第１の容器、請求項１の前記点眼補助組
成物を含む第２の容器、および使用のための使用説明書を含むキット。
【請求項３３】
　それを必要とする患者の眼の眼圧を低下させるための薬剤の製造におけるラタノプロス
トの使用であって、前記ラタノプロストは持続放出製剤として処方され、前記持続放出製
剤はラタノプロストを涙点プラグ送達システムから少なくとも９０日間にわたり連続的に
放出し、および点眼補助組成物は追加的に前記患者の前記眼に投与される使用。
【請求項３４】
　前記点眼補助組成物は、炭酸脱水酵素阻害薬、ベータ遮断薬、アルファアドレナリン作
動薬、プロスタグランジン類似体、縮瞳薬およびエピネフリン化合物からなる群から選択
される眼圧低下薬を含む、請求項３３の使用。
【請求項３５】
　前記点眼補助組成物はプロスタグランジン類似体を含む、請求項３４の使用。
【請求項３６】
　前記プロスタグランジン類似体はラタノプロストを含む、請求項３５の使用。
【請求項３７】
　前記点眼補助組成物は、約１０日間より少ない日数にわたり１日１回投与される、請求
項３３の使用。
【請求項３８】
　前記点眼補助組成物は、約５日間にわたり１日１回投与される、請求項３７の使用。
【請求項３９】
　前記点眼補助組成物は、前記涙点プラグ送達システムが前記患者の涙点に挿入される同
じ日に開始し、１日１回投与される、請求項３３の使用。
【請求項４０】
　前記点眼補助組成物は、前記涙点プラグ送達システムが前記患者の涙点に挿入された後
約４週間以内に開始し、１日１回投与される、請求項３３の使用。
【請求項４１】
　前記点眼補助組成物は、前記涙点プラグ送達システムが前記患者の涙点に挿入された後
約９０日以内に開始し、１日１回投与される、請求項３３の使用。
【請求項４２】
　前記点眼補助組成物は、前記涙点プラグ送達システムの取外し後に開始し、１日１回投
与される、請求項３３の使用。
【請求項４３】
　前記点眼補助組成物は、前記涙点プラグ送達システムが前記患者の涙点に挿入されるお
よそ５日前に開始し、１日１回投与される、請求項３３の使用。
【請求項４４】
　前記点眼補助組成物は、第１の涙点プラグ送達システムが取り外された後、第２の涙点
プラグ送達システムが前記患者の涙点に挿入される前に投与される、請求項３３の使用。
【請求項４５】
　前記眼圧の低下は、最高約７日間、最高約１４日間、最高約２１日間、最高約２８日間
、最高約５２日間、最高約８８日間、および最高約１０５日間からなる群より選択される
連続的な期間にわたり保持される、請求項３３の使用。
【請求項４６】
　前記眼圧の低下は、少なくとも約９０日間の連続的な期間にわたり保持される、請求項
３３の使用。
【請求項４７】
　前記眼圧の低下は、少なくとも約２５％である、請求項４５または４６の使用。
【請求項４８】
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　前記眼圧は、ラタノプロストおよび点眼補助組成物投与が開始された後約１日で少なく
とも１０％低下する、請求項３３の使用。
【請求項４９】
　前記持続放出製剤は持続放出マトリックスを含む、請求項３３の使用。
【請求項５０】
　前記持続放出マトリックスは非生分解性ポリマーである、請求項４９の使用。
【請求項５１】
　前記非生分解性ポリマーはシリコーンを含む、請求項５０の使用。
【請求項５２】
　前記涙点プラグ送達システムは前記患者の少なくとも１つの涙点に挿入される、請求項
３３の使用。
【請求項５３】
　前記涙点プラグ送達システムは前記患者の両方の眼の各々の１つの涙点に挿入される、
請求項５２の使用。
【請求項５４】
　前記眼圧は高眼圧に関連する、請求項３３の使用。
【請求項５５】
　前記眼圧は緑内障に関連する、請求項３３の使用。
【請求項５６】
　前記緑内障は、原発開放隅角緑内障、閉塞隅角緑内障、正常眼圧緑内障および続発緑内
障からなる群から選択される、請求項５５の使用。
【請求項５７】
　眼圧亢進を治療するための薬剤の製造におけるラタノプロストの使用であって、前記ラ
タノプロストは涙点プラグ送達システムからそれを必要とする患者の眼に放出され、前記
涙点プラグ送達システムは前記患者の少なくとも１つの涙点に挿入され、前記涙点プラグ
送達システムは、約１４マイクログラムのラタノプロストを含む持続放出薬物サプライを
含み、前記涙点プラグ送達システムは少なくとも約９０日間にわたり挿入されたままであ
り、点眼補助組成物は追加的に患者の眼に投与され、前記点眼補助組成物は最高約１４日
にわたり投与される使用。
【請求項５８】
　前記点眼補助組成物は約１０日間にわたり投与される、請求項５７の使用。
【請求項５９】
　前記点眼補助組成物は約５日間にわたり投与される、請求項５７の使用。
【請求項６０】
　前記涙点プラグ送達システムは、前記持続放出薬物サプライを薬物コアの形態で収容す
るように構成されたキャビティを含む、請求項５７の使用。
【請求項６１】
　それを必要とする対象の緑内障を治療するための薬剤の製造におけるラタノプロストの
使用であって、前記ラタノプロストは涙点プラグ送達システムから前記対象の眼に放出さ
れ、前記涙点プラグ送達システムはプラグ本体およびラタノプロストインサートを含み、
前記涙点プラグ送達システムは単一挿入工程で前記対象の少なくとも１つの涙点に挿入さ
れ、前記涙点プラグ送達システムから少なくとも９０日間にわたり前記対象へのラタノプ
ロストの前記持続放出を提供し、点眼補助組成物は前記対象の対応する眼に少なくとも１
回投与され、および前記点眼補助組成物はラタノプロストを含む使用。
【請求項６２】
　点眼補助組成物の１滴中のラタノプロストの量はおよそ１．５マイクログラムである請
求項３６の使用。
【請求項６３】
　それを必要とする対象の緑内障関連眼圧亢進を治療するための薬剤の製造におけるラタ
ノプロストの使用であって、前記ラタノプロストは涙点プラグ送達システムから前記対象
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の眼に放出され、前記涙点プラグ送達システムはプラグ本体およびラタノプロストインサ
ートを含み、前記涙点プラグ送達システムは前記対象の少なくとも１つの涙点に挿入され
、点眼補助組成物は前記対象の眼に投与され、前記点眼補助組成物はラタノプロストを含
み、前記涙点プラグ送達システムは、前記対象にラタノプロストの持続放出を提供し、な
らびに前記涙点プラグ送達システムからのラタノプロストの前記放出および前記点眼補助
ラタノプロスト組成物の前記投与は合わせて、前記関連する眼の前記眼圧の少なくとも６
ｍｍＨｇの低下をもたらす使用。
 
 
 
 
 
 
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（優先権の主張）
　２００８年６月２４日に出願され、緑内障の併用治療と題する米国仮特許出願シリアル
番号６１／０７５，２８４に対する優先権利益をここに主張するが、この明細書は参照に
よりその全体が本明細書中に組み込まれる。
【背景技術】
【０００２】
　緑内障は、視神経損傷による進行性の視野の損失によって特徴付けられる疾患の集合で
ある。緑内障は米国における失明の最大原因であり、６０歳以上の個人の１～２％が罹患
している。緑内障の発症に関連する多くの危険因子（年齢、人種、近視、家系、および負
傷）が存在するが、高眼圧としても知られる眼圧亢進は、うまく処理され、緑内障性視神
経症の低下と相関する唯一の危険因子である。公衆衛生分野の著名人たちは、２５０万の
アメリカ人が高眼圧を示すと推定している。
【０００３】
　緑内障および高眼圧を治療するために、局所薬物を眼に投与する必要があることがしば
しばある。しかしながら、投与およびコンプライアンスはしばしば問題となる。したがっ
て、改良された薬物送達システムおよび投与プロトコルが必要とされている。
【発明の概要】
【０００４】
　本発明は患者の眼圧を低下させるための方法を提供する。方法はラタノプロストおよび
薬学的に許容可能なビヒクルを含む持続放出製剤を投与すること、および点眼補助組成物
を患者の眼に投与することを含む。実施形態によっては、持続放出製剤は、少なくとも９
０日にわたり涙点プラグ送達システムからラタノプロストを連続的に放出する。
【０００５】
　実施形態によっては、点眼補助組成物は眼圧低下薬を含む。眼圧低下薬は、炭酸脱水酵
素阻害薬、ベータ遮断薬、アルファアドレナリン作動薬、プロスタグランジン類似体、縮
瞳薬およびエピネフリン化合物を含む。一実施形態では、眼圧低下薬は、プロスタグラン
ジン類似体ラタノプロストである。一実施形態では、点眼補助組成物は１滴あたり１．５
マイクログラムのラタノプロストを含む。
【０００６】
　点眼補助組成物は、１日１回、１日２回、１日３回、またはそれより多く投与され得る
。点眼補助組成物は、２日に１回または３日に１回投与され得る。実施形態によっては、
点眼補助組成物は、約３０日より少ない日数、約２０日より少ない日数、約１０日より少
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ない日数、または約５日より少ない日数にわたり投与される。
【０００７】
　点眼補助組成物は、涙点プラグ送達システムが患者の少なくとも１つの涙点に挿入され
たとほぼ同じ日、涙点プラグ送達システムが挿入された約１日後、涙点プラグ送達システ
ムが挿入された約２日後、涙点プラグ送達システムが挿入された約３日後、涙点プラグ送
達システムが挿入された約４日後、涙点プラグ送達システムが挿入された約５日後、涙点
プラグ送達システムが挿入された約６日後、涙点プラグ送達システムが挿入された約１週
間後、涙点プラグ送達システムが挿入された約２週間後、涙点プラグ送達システムが挿入
された約３週間後、または涙点プラグ送達システムが挿入された約４週間後に開始して投
与され得る。実施形態によっては、点眼補助組成物は、涙点プラグ送達システムが患者の
少なくとも１つの涙点に挿入された後、約１週間以内に、約２週間以内に、約３週間以内
に、約４週間以内に、または約５週間以内に投与される。
【０００８】
　一実施形態では、点眼補助組成物は、涙点プラグ送達システムが患者の涙点に挿入され
た約９０日後に開始し、１日１回投与される。点眼補助組成物はまた、涙点プラグ送達シ
ステムの取外し後、または涙点プラグ送達システムの挿入前に投与されても良い。一実施
形態では、点眼補助組成物は、涙点プラグ送達システムが患者の涙点に挿入されるおよそ
５日前に投与される。別の実施形態では、点眼補助組成物は、第１の涙点プラグ送達シス
テムが取り外された後、第２の涙点プラグ送達システムが患者の涙点に挿入される前に投
与される。
【０００９】
　実施形態によっては、涙点プラグ送達システムは１日あたり約２５ナノグラムと１日あ
たり約２５０ナノグラムの間のラタノプロストを放出する。ラタノプロストおよび点眼補
助組成物を投与する前の眼圧は、約２２ｍｍＨｇ、約２１ｍｍＨｇ、約２０ｍｍＨｇ、約
１９ｍｍＨｇ、約１８ｍｍＨｇ、約１７ｍｍＨｇ、またはそれより低い値であり得る。実
施形態によっては、ラタノプロストおよび点眼補助組成物を投与する前の眼圧は、約２３
ｍｍＨｇ、約２４ｍｍＨｇ、約２５ｍｍＨｇ、約２６ｍｍＨｇ、またはそれより高い値で
ある。実施形態によっては、ラタノプロストおよび点眼補助組成物を投与する前の眼圧は
、少なくとも１９ｍｍＨｇ、少なくとも２０ｍｍＨｇ、少なくとも２１ｍｍＨｇ、少なく
とも２２ｍｍＨｇ、少なくとも２３ｍｍＨｇ、少なくとも２４ｍｍＨｇ、または少なくと
も２５ｍｍＨｇである。眼圧は、ラタノプロストおよび点眼補助組成物を投与した後、約
１０ｍｍＨｇ、約１１ｍｍＨｇ、約１２ｍｍＨｇ、約１３ｍｍＨｇ、約１４ｍｍＨｇ、約
１５ｍｍＨｇ、約１６ｍｍＨｇ、約１７ｍｍＨｇ、約１８ｍｍＨｇ、約１９ｍｍＨｇ、ま
たは約２０ｍｍＨｇに低下し得る。実施形態によっては、眼圧は、ラタノプロストおよび
点眼補助組成物を投与した後、少なくとも２ｍｍＨｇ、少なくとも３ｍｍＨｇ、少なくと
も４ｍｍＨｇ、少なくとも５ｍｍＨｇ、少なくとも６ｍｍＨｇ、少なくとも７ｍｍＨｇ、
少なくとも８ｍｍＨｇ、少なくとも９ｍｍＨｇ、少なくとも１０ｍｍＨｇ、少なくとも１
１ｍｍＨｇ、少なくとも１２ｍｍＨｇ、少なくとも１３ｍｍＨｇ、少なくとも１４ｍｍＨ
ｇ、または少なくとも１５ｍｍＨｇ低下する。
【００１０】
　ある実施形態では、眼圧の低下はある連続的な期間にわたり保持される。この連続的な
期間は、最高約７日間、最高約１４日間、最高約２１日間、最高約２８日間、最高約５２
日間、最高約８８日間、または最高約１０５日間であり得る。一実施形態では、眼圧の低
下は少なくとも約９０日の連続的な期間にわたり保持される。
【００１１】
　実施形態によっては、ラタノプロストおよび点眼補助組成物を投与した後の眼圧の低下
は、少なくとも約１０％、少なくとも約１２％、少なくとも約１５％、少なくとも約１７
％、少なくとも約２０％、少なくとも約２５％、少なくとも約３０％、もしくは少なくと
も約３５％、またはそれより高い値である。
【００１２】
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　眼圧は、ラタノプロストおよび点眼補助組成物を投与した後、約１日以内に、約２日以
内に、約３日以内に、約４日以内に、約５日以内に、約６日以内に、約７日以内に、約８
日以内に、約９日以内に、または約１０日以内に低下され得る。一実施形態では、眼圧は
、ラタノプロストおよび点眼補助組成物の投与が開始された後、約１日で少なくとも１０
％低下する。
【００１３】
　本発明はまた、少なくとも３マイクログラムのラタノプロスト、少なくとも１０マイク
ログラムのラタノプロスト、少なくとも２０マイクログラムのラタノプロスト、少なくと
も３０マイクログラムのラタノプロスト、または少なくとも４０マイクログラムのラタノ
プロストを含む涙点プラグ送達システムを提供する。実施形態によっては、涙点プラグ送
達システムは、約３．５マイクログラムのラタノプロスト、約１４マイクログラムのラタ
ノプロスト、または約２１マイクログラムのラタノプロストを含む。実施形態によっては
、涙点プラグ送達システムは、持続放出薬物サプライを薬物コアの形態で収容するように
構成されたキャビティを含む。
【００１４】
　持続放出製剤の薬学的に許容可能なビヒクルは、持続放出マトリックスであり得る。実
施形態によっては、持続放出マトリックスは非生分解性ポリマーである。非生分解性ポリ
マーはシリコーンであっても良い。
【００１５】
　涙点プラグ送達システムは患者の少なくとも１つの涙点に、患者の両方の眼のそれぞれ
の１つの涙点に、または１つの眼の１つの涙点に挿入され得る。涙点プラグ送達システム
は上涙点に、下涙点に、または上涙点および下涙点の各々に挿入され得る。実施形態によ
っては、涙点プラグ送達システムは、患者の少なくとも２つ、少なくとも３つ、または少
なくとも４つの涙点に挿入され得る。
【００１６】
　本発明の方法によって低下した眼圧は、高眼圧に関連し得る。この高眼圧は緑内障に関
連し得る。緑内障は、原発開放隅角緑内障、閉塞隅角緑内障、正常眼圧緑内障および続発
緑内障を含む。
【００１７】
　本明細書中に記載された発明はまた、涙点プラグ送達システムを患者の少なくとも１つ
の涙点に挿入すること、および点眼補助組成物を患者の眼に投与することにより眼圧亢進
を治療する方法であって、涙点プラグ送達システムは約１４マイクログラムのラタノプロ
ストを含む持続放出薬物サプライを含み、涙点プラグ送達システムは少なくとも約９０日
間にわたり挿入されたままであり、点眼補助組成物は最高約１４日間にわたり投与する、
眼圧亢進を治療する方法を提供する。実施形態によっては、点眼補助組成物は、約１０日
間、約５日間、または約１日にわたり投与される。
【００１８】
　また、本発明によって企図されるのは、涙点プラグ送達システムを対象の少なくとも１
つの涙点に挿入すること、および点眼補助組成物を対象の眼に投与することによって、緑
内障関連眼圧亢進を治療する方法である。一実施形態では、涙点プラグ送達システムは、
プラグ本体およびラタノプロストインサートを有し、点眼補助組成物はラタノプロストを
含む。一実施形態では、涙点プラグ送達システムは、対象にラタノプロストの持続放出を
提供する。涙点プラグ送達システムからのラタノプロストの放出および点眼補助ラタノプ
ロスト組成物の投与は合わせて、前記関連する眼の眼圧の少なくとも６ｍｍＨｇの低下を
もたらす。涙点プラグ送達システムは、インプラントの挿入後、少なくとも７日間、少な
くとも２８日間、少なくとも５２日間、または少なくとも８８日間の連続的な期間の間、
ラタノプロストを放出し、点眼補助組成物はインプラントの挿入後およそ５日間にわたり
投与される。
【００１９】
　本発明はまた、涙点プラグ送達システムを単一挿入工程で対象の少なくとも１つの涙点



(9) JP 2011-525388 A 2011.9.22

10

20

30

40

50

に挿入すること、およびラタノプラスト点眼補助組成物を対象の対応する眼に少なくとも
１回投与することによって、それを必要とする対象の緑内障を治療するための方法であっ
て、涙点プラグ送達システムはプラグ本体およびラタノプロストインサートを含み、およ
び涙点プラグ送達システムは対象へのラタノプロストの持続放出を少なくとも約９０日間
にわたり提供する方法を提供する。
【００２０】
　また本発明によって企図されたものは、既述の涙点プラグ送達システムを含む第１の容
器、既述の点眼補助組成物を含む第２の容器、および使用のための使用説明書を有するキ
ットである。
【００２１】
　本発明はまた、それを必要とする患者の眼の眼圧を低下させるための薬剤の製造におけ
るラタノプロストの使用であって、ラタノプロストは持続放出製剤として処方され、持続
放出製剤はラタノプロストを涙点プラグ送達システムから少なくとも９０日間にわたり連
続的に放出し、および点眼補助組成物は追加的に患者の眼に投与される使用を提供する。
【００２２】
　本発明はさらに、眼圧亢進を治療するための薬剤の製造におけるラタノプロストの使用
であって、ラタノプロストは涙点プラグ送達システムからそれを必要とする患者の眼に放
出され、涙点プラグ送達システムは患者の少なくとも１つの涙点に挿入され、涙点プラグ
送達システムは、約１４マイクログラムのラタノプロストを含む持続放出薬物サプライを
含み、涙点プラグ送達システムは少なくとも約９０日にわたり挿入されたままであり、点
眼補助組成物は追加的に患者の眼に投与され、および点眼補助組成物は最高約１４日にわ
たり投与される使用を提供する。
【００２３】
　本発明はまた、それを必要とする対象の緑内障を治療するための薬剤の製造におけるラ
タノプロストの使用であって、ラタノプロストは涙点プラグ送達システムから対象の眼に
放出され、涙点プラグ送達システムはプラグ本体およびラタノプロストインサートを含み
、涙点プラグ送達システムは単一挿入工程で対象の少なくとも１つの涙点に挿入され、涙
点プラグ送達システムは少なくとも９０日にわたり対象へのラタノプロストの持続放出を
提供し、点眼補助組成物は対象の対応する眼に少なくとも１回投与され、および点眼補助
組成物はラタノプロストを含む使用を提供する。
【００２４】
　本発明はまた、それを必要とする対象の緑内障関連眼圧亢進を治療するための薬剤の製
造におけるラタノプロストの使用であって、ラタノプロストは涙点プラグ送達システムか
ら対象の眼に放出され、涙点プラグ送達システムはプラグ本体およびラタノプロストイン
サートを含み、涙点プラグ送達システムは対象の少なくとも１つの涙点に挿入され、点眼
補助組成物は対象の眼に投与され、点眼補助組成物はラタノプロストを含み、涙点プラグ
送達システムは、対象にラタノプロストの持続放出を提供し、ならびに涙点プラグ送達シ
ステムからのラタノプロストの放出および点眼補助ラタノプロスト組成物の投与は合わせ
て、関連する眼の眼圧の少なくとも６ｍｍＨｇの低下をもたらす使用を提供する。
【００２５】
　薬剤の製造にラタノプロストが用いられるある実施形態では、点眼補助組成物は炭酸脱
水酵素阻害薬、ベータ遮断薬、アルファアドレナリン作動薬、プロスタグランジン類似体
、縮瞳薬およびエピネフリン化合物からなる群から選択される眼圧低下薬である。実施形
態によっては、点眼補助組成物はプロスタグランジン類似体であり、実施形態によっては
、プロスタグランジン類似体はラタノプロストである。
【００２６】
　薬剤の製造にラタノプロストが用いられるある実施形態では、点眼補助組成物は約１０
日間より短い日数にわたり１日１回投与される。実施形態によっては、点眼補助組成物は
約５日間にわたり１日１回投与される。実施形態によっては、点眼補助組成物は約１０日
間または約２日間または約１日にわたり投与される。ある実施形態では、点眼補助組成物
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は涙点プラグ送達システムが患者の涙点に挿入される同じ日に開始し、１日１回投与され
る。実施形態によっては、点眼補助組成物は、涙点プラグ送達システムが患者の涙点に挿
入された後約４週間以内に開始し、１日１回投与される。別の実施形態では、点眼補助組
成物は、涙点プラグ送達システムが患者の涙点に挿入された後約９０日以内に開始し、１
日１回投与される。別の実施形態では、点眼補助組成物は、涙点プラグ送達システムの取
外し後に開始し、１日１回投与される。ある実施形態では、点眼補助組成物は、涙点プラ
グ送達システムが患者の涙点に挿入されるおよそ５日前に開始し、１日１回投与される。
実施形態によっては、点眼補助組成物は、第１の涙点プラグ送達システムが取り外された
後、第２の涙点プラグ送達システムが患者の涙点に挿入される前に投与される。
【００２７】
　薬剤の製造にラタノプロストが用いられるある実施形態では、１日あたり約２５ナノグ
ラムと１日あたり約２５０ナノグラムの間のラタノプロストが、涙点プラグ送達システム
によって放出される。実施形態によっては、点眼補助組成物の１滴中のラタノプロストの
量はおよそ１．５マイクログラムである。実施形態によっては、ラタノプロストおよび点
眼補助組成物を投与する前、眼圧は約２２ｍｍＨｇであり、ラタノプロストおよび点眼補
助組成物を投与された後、眼圧は約１６ｍｍＨｇに低下する。実施形態によっては、眼圧
の低下は、少なくとも約２５％である。実施形態によっては、ラタノプロストおよび点眼
補助組成物の投与が始まった後、眼圧は約１日で少なくとも１０％低下する。実施形態に
よっては、ラタノプロストおよび点眼補助組成物の投与前では、眼圧は少なくとも約２０
ｍｍＨｇである。
【００２８】
　薬剤の製造にラタノプロストが用いられるある実施形態では、眼圧の低下は、最高約７
日間、最高約１４日間、最高約２１日間、最高約２８日間、最高約５２日間、最高約８８
日間、および最高約１０５日間からなる群より選択される連続的な期間にわたり保持され
る。実施形態によっては、眼圧の低下は少なくとも約９０日の連続的な期間にわたり保持
される。
【００２９】
　薬剤の製造にラタノプロストが用いられる実施形態によっては、涙点プラグ送達システ
ムは、少なくとも３マイクログラム、少なくとも１０マイクログラム、少なくとも２０マ
イクログラム、少なくとも３０マイクログラム、および少なくとも４０マイクログラムか
らなる群より選択されるラタノプロストの量を含む。実施形態によっては、涙点プラグシ
ステムは、約３．５マイクログラム、約１４マイクログラム、および約２１マイクログラ
ムからなる群より選択されるラタノプロストの量を含む。
【００３０】
　薬剤の製造にラタノプロストが用いられるある実施形態では、持続放出製剤は、持続放
出マトリックスを含む。実施形態によっては、持続放出マトリックスは非生分解性ポリマ
ーである。実施形態によっては、非生分解性ポリマーはシリコーンを含む。ある実施形態
では、涙点プラグ送達システムは、持続放出薬物サプライを薬物コアの形態で収容するよ
うに構成されたキャビティを含む。
【００３１】
　薬剤の製造にラタノプロストが用いられるある実施形態では、涙点プラグ送達システム
は患者の少なくとも１つの涙点に挿入される。実施形態によっては、涙点プラグ送達シス
テムは、患者の両方の眼の各々の１つの涙点に挿入される。実施形態によっては、涙点プ
ラグ送達システムは、１つの眼の１つの涙点に挿入される。実施形態によっては、涙点プ
ラグ送達システムは、上涙点に挿入される。ある実施形態では、涙点プラグ送達システム
は、下涙点に挿入される。実施形態によっては、涙点プラグ送達システムは、上涙点およ
び下涙点の各々に挿入される。実施形態によっては、涙点プラグ送達システムは、患者の
少なくとも２つまたは少なくとも３つの涙点に挿入される。
【００３２】
　薬剤の製造にラタノプロストが用いられる実施形態によっては、眼圧は高眼圧に関連す
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る。実施形態によっては、眼圧は緑内障に関連する。例えば、緑内障は、原発開放隅角緑
内障、閉塞隅角緑内障、正常眼圧緑内障および続発緑内障であり得る。
【００３３】
　図面では、いくつかの図面を通して似たような参照符号は類似の成分を記載するために
用いられ得る。図面は一般に、例であり、限定的ではない、本文書中で議論される様々な
実施形態を示す。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】涙点または細管状解剖学的組織内に少なくとも部分的に保持されるように構成さ
れた涙点プラグの断面図の例を示している。
【図２Ａ】涙点または細管状解剖学的組織内に少なくとも部分的に保持されるように構成
された涙点プラグの等角図の例を示している。
【図２Ｂ】図２Ａの線２Ｂ－２Ｂに沿うような、プラグの長軸に平行な線に沿った涙点プ
ラグの断面図の例を示している。
【図２Ｃ】涙点プラグの長軸に平行な線に沿った別の涙点プラグの断面図の例を示してい
る。
【図３Ａ】涙点または細管状解剖学的組織内に少なくとも部分的に保持されるように構成
された涙点プラグの等角図の例を示している。
【図３Ｂ】図３Ａの線３Ｂ－３Ｂに沿うような、プラグの長軸に平行な線に沿った涙点プ
ラグおよびプラグを受ける解剖学的組織構造の拡張の断面図を示している。
【図４Ａ】涙点または細管状解剖学的組織内に少なくとも部分的に保持されるように構成
された涙点プラグの等角図の例を示している。
【図４Ｂ】図４Ａの線４Ｂ－４Ｂに沿うような、プラグの長軸に平行な線に沿った涙点プ
ラグの断面図の例を示している。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
（定義）
　本明細書中で用いられる際には、用語“１つの（ａ）”または“１つの（ａｎ）”は、
特許文書では一般的であるように、“少なくとも１つ”または“１つ以上”の任意の他の
例または使用とは独立に、１つ以上を含むように用いられる。
【００３６】
　本明細書中で用いられる際には、用語“または”は、非排他的ＯＲ（オア）を指すよう
に用いられ、よって“ＡまたはＢ”は、特に示されない限りは、“ＡであるがＢではない
”、“ＢであるがＡではない”および“ＡおよびＢ”を含む。
【００３７】
　本明細書中で用いられる際には、用語“約”は、およそ、ほとんど、ほぼ、または、規
定の量に等しい量の近傍にある量を指すように用いられる。
【００３８】
　本明細書中で用いられる際には、語句“本質的に～からなる”は、特定の材料またはス
テップならびに構成の基本的および新規な特性に著しく影響を及ぼさない追加の、未定義
の成分に構成を限定する。
【００３９】
　本明細書中で用いられる際には、用語“連続的な”または“連続的に”は、切れ目がな
いまたは中断していないことを意味する。例えば、連続的に投与される活性剤は、中断な
しにある期間にわたり投与される。
【００４０】
　本明細書中で用いられる際には、用語“眼”は、眼に関連する任意のおよび全ての解剖
学的組織および構造を指す。眼は３つの層：外側の強膜、中間の脈絡膜、および内側の網
膜を有する壁を備える球形構造である。強膜は、内側層を保護する強靭な線維性コーティ
ングを含む。それは、前面の、光が眼に入ることを許容する透明な領域である角膜を除い
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て、ほとんど白色である。強膜の内部に位置している脈絡膜は、多くの血管を含み、眼の
前面で色素沈着虹彩として変化する。生物学的凸レンズは、瞳孔のすぐ背後に位置してい
る。レンズの背後の眼房は、膠様質である硝子体液で満たされている。前眼房および後眼
房は、それぞれ角膜および虹彩の間に位置しており、眼房水で満たされている。眼の背後
には光を検出する網膜がある。角膜は像を眼の背後に運ぶ光学的に透明な組織である。角
膜は無血管組織を含み、無血管組織には栄養分および酸素が、涙液および眼房水に浸され
ることによって供給されると同時に角膜と虹彩の間の接合部の内面を覆う血管から供給さ
れる。角膜は、薬物の浸透から眼内への１つの経路を含む。眼に関連する他の解剖学的組
織構造は、分泌システム、分配システムおよび排泄システムを含む涙管ドレナージシステ
ムを含む。分泌システムは、まばたきおよび涙の蒸発による温度変化によって刺激される
分泌器、ならびに遠心性副交感神経供給器を有し、物理的および情動的な刺激に反応して
涙を分泌する反射型分泌器を含む。分配システムは、眼瞼および開いた眼の瞼の縁の周り
の涙液メニスカスを含み、まばたきによって眼の表面に涙を散布し、それによって乾いた
領域の発達を減少させる。
【００４１】
　本明細書中で用いられる際には、用語“インプラント”は構造体であって、例えば、本
特許文献中に記載されているもの、および参照によりその全体が本明細書中に組み込まれ
るＷＯ　０７／１１５，２６１中に記載されているような、例えば薬物コアまたは薬物マ
トリックスを含むようにまたは含浸されるように構成することができ、患者の涙液の経路
に沿って目標位置に埋め込まれると、ある量のラタノプロストなどの活性剤を持続放出期
間にわたって涙液中に放出することが可能な構造体を指す。用語“インプラント”、“プ
ラグ”、および“涙管プラグ”は、本明細書中では、類似の構造体を指すものとする。同
様に、用語“インプラント本体”および“プラグ本体”は、本明細書では、類似の構造体
を指すものとする。用語“眼用インプラント”および“涙点プラグ送達システム”は、類
似の構造体を指し、本明細書中では交換可能に用いられる。本明細書中に記載されるイン
プラントは、被験者の涙点に、または涙点を介して小管に挿入され得る。インプラントは
また、薬物コアまたは薬物マトリックス自体であって、例えば、ポリマー成分およびラタ
ノプロスト成分を、ポリマー成分およびラタノプロスト成分を包囲する追加の構造体を持
たずに有する、涙点インプラント遮眼子のようなキャリア中に収容されることなく、涙点
に挿入するように構成された薬物コアまたは薬物マトリックス自体であっても良い。
【００４２】
　本明細書中で用いられる際には、“薬学的に許容可能なビヒクル”は、医薬組成物を処
方するのに有用な分野の当業者に知られている、任意の生理学的ビヒクルである。適切な
ビヒクルは、ポリマーマトリックス、減菌蒸留水または精製水、等張の塩化ナトリウムま
たはホウ酸の溶液などの等張溶液、リン酸緩衝生理食塩水（ＰＢＳ）、プロピレングリコ
ールまたはブチレングリコールを含む。他の適切なビヒクルの構成要素は、硝酸フェニル
水銀、硫酸ナトリウム、亜硫酸ナトリウム、リン酸ナトリウムおよびリン酸一ナトリウム
を含む。他の適切なビヒクルの構成要素の追加の例は、アルコール、脂肪および油、ポリ
マー、界面活性剤、脂肪酸、シリコーン油、湿潤剤、モイスチャライザー、粘度調整剤、
乳化剤および安定剤を含む。構成要素はまた、補助的な物質、すなわち、クロロブタノー
ル、パラバンまたは有機水銀化合物などの抗細菌薬；水酸化ナトリウム、塩酸または硫酸
などのｐＨ調整薬；メチルセルロースなどの増粘剤を含み得る。最終的な組成物は、無菌
で、本質的に異物粒子を含まず、最適な薬物安定性が許容されるｐＨを有する。
【００４３】
　本明細書中で用いられる際には、用語“涙点”は、涙湖の外側端での瞼の縁上に見える
、涙小管の末端における開口部を指す。複数の涙点は、涙腺によって生成される涙を再吸
収するように機能する。涙管ドレナージシステムの排出部分は、ドレナージの流れる順序
で、涙点、涙小管、涙嚢および涙管を含む。涙または他の流動性物質は、涙管から鼻系の
通路に流れ込む。涙小管は、それぞれ上涙点および下涙点で終了する、上（上部）涙小管
と下（下部）涙小管を含む。上涙点と下涙点は結膜嚢付近の毛様体と涙腺部の接合部にお
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ける眼瞼縁の内側端で少しだけ上昇する。上涙点と下涙点は一般的に、組織の接合環によ
って囲まれた円形また若干卵形の開口部である。複数の涙点の各々は、涙小管の湾曲でよ
り水平に折れ曲がる前にそれぞれの涙小管の垂直部分に導かれ、涙嚢の入り口で互いに接
合する。涙小管は、全般的に形状が管状であり、膨張することを可能にする弾性組織で囲
まれた重層扁平上皮によって内側が覆われている。
【００４４】
　用語“対象”および“患者”は、限定されるものではないが、霊長類（例えば、ヒト）
、ウシ、ヒツジ、ヤギ、ウマ、イヌ、ネコ、ウサギ、ラット、マウスなどを含む哺乳動物
などの動物を指す。多くの実施形態では、被験者または患者はヒトである。
【００４５】
　“治療薬”は、薬物を含むことが可能であり、以下のもの、すなわち、炭酸脱水酵素阻
害薬（限定されるものではないが、ドルゾラミド、ブリンゾラミド、ダイアモックス、メ
タゾラミド、ドルゾラミド＋チモロール、アセタゾラミド、およびジクロフェナミドを含
むＣＡＩ）を含む抗緑内障薬（例えば、眼圧降下薬）；限定されるものではないが、レボ
ブノロール（ベタガン）、チモロール（ベチモール、チモプティック）、カルテオロール
（オキュプレス）、ベタキソロール（ベトプティック）、アテノロール（テノーミン）、
およびメチプラノロール（オプティプラノロール）を含むベータ遮断薬；限定されるもの
ではないが、アプラクロニジン（アイオピジン）およびブリモニジン（アルファガン）を
含むアルファアドレナリン作動薬；限定されるものではないが、ラタノプロスト（キサラ
タン）、ビマトプロスト（ルミガン）およびトラボプロスト（トラバタン）を含むプロス
タグランジン類似物；限定されるものではないが、ピロカルピン（イソプトカルピン、ピ
ロカー）を含む縮瞳薬；エピネフリン化合物；副交感神経刺激薬、降圧脂質、およびそれ
らの組合せ；抗菌薬（例えば、抗生物質、抗ウイルス、駆虫薬、抗真菌剤など）；ケトロ
ラクなどの鎮痛薬；コルチコステロイドまたは他の抗炎症（例えば、ジクロフェナクまた
はナプロキセンなどのＮＳＡＩＤ）；充血緩和剤（例えば、血管収縮薬）；アレルギー反
応を予防または変更する薬（例えば、オロパタジンなどの抗ヒスタミン薬、サイトカイン
阻害薬、ロイコトリエン阻害薬、ＩｇＥ阻害薬、シクロスポリンなどの免疫調節薬または
免疫抑制薬）；肥満細胞安定薬；毛様体筋麻痺薬等を含む、任意のものまたは均等物、派
生物もしくは類似物であっても良い。治療薬（複数の治療薬）で治療され得る状態の例は
、限定されるものではないが、緑内障、事前および事後の外科的治療、高眼圧症、ドライ
アイおよびアレルギーを含む。実施形態によっては、治療薬は潤滑剤や界面活性剤、例え
ばドライアイを治療するための潤滑剤であっても良い。
【００４６】
　治療薬の例は、限定されるものではないが、トロンビン阻害剤；抗血栓剤；血栓溶解剤
；線維素溶解；血管攣縮抑制剤；血管拡張剤；高血圧症治療剤；（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、トブラマイシン、ゲンタマイシン、エリスロマイシン、ペニシリン、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、スルフィソ
キサゾール、ニトロフラゾン、プロピオン酸ナトリウムなどの）抗生物質などの抗菌剤；
（アムホテリシンＢやミコナゾールなどの）抗真菌薬；および（イドクスウリジントリフ
ルオロチミジン、アシクロビル、ガンシクロビル、インターフェロンなどの）抗ウイルス
剤；表面糖タンパク質受容体の阻害剤；抗血小板剤；細胞分裂阻止剤；微小管阻害剤；抗
分泌剤；活性阻害剤；リモデリング阻害剤；アンチセンスヌクレオチド;抗謝産物；（抗
血管新生剤を含む）増殖抑制薬；抗がん剤化学療法剤；（ヒドロコルチゾン、酢酸ヒドロ
コルチゾン、デキサメタゾン２１－リン酸、フルオシノロン、メドリゾン、メチルプレド
ニゾロン、プレドニゾロン２１－リン酸、酢酸プレドニゾロン、フルオロメトロン、ベー
タメタゾン、トリアムシノロン、トリアムシノロンアセトニドなどの）抗炎症薬；非ステ
ロイド系抗炎症薬（サリチル酸、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、ピロキシカムインドメタシン、イブプロフェン、ナキソプレン、ピロ
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キシカムおよびナブメトンなどのＮＳＡＩＤ）を含む。本発明の方法で使用するために意
図されたこうした抗炎症ステロイドは、トリアムシノロンアセトニド（一般名）、および
コルチコステロイド（例えば、トリアムシノロン、デキサメタゾン、フルオシノロン、コ
ルチゾン、プレドニゾロン、フルメトロン、およびそれらの誘導体を含む）；抗アレルギ
ー薬（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、
セトリジン、ピリラミン、プロフェンピリダミンなど）；抗増殖剤（１，３－シスレチノ
イン酸、５－フルオロウラシル、タキソール、ラパマイシン、マイトマイシンＣおよびシ
スプラチンなど）；充血除去剤（フェニレフリン、ナファゾリン、テトラヒドラゾリンな
ど）；縮瞳薬および抗コリンエステラーゼ（ピロカルピン、サリチレート、カルバコール
、塩化アセチルコリン、フィゾスチグミン、エゼリン、フルオロリン酸ジイソプロピル、
ホスホリンヨウ素、臭化デメカリウムなど）；抗新生物薬（カルムスチン、シスプラチン
、フルオロウラシル３など）；免疫薬（ワクチンおよび免疫刺激剤など）；ホルモン薬（
エストロゲン、エストラジオール、黄体ホルモン、プロゲステロン、インシュリン、カル
シトニン、副甲状腺ホルモン、ペプチドおよびバソプレッシン視床下部放出因子など）；
免疫抑制剤、成長ホルモン拮抗薬、増殖因子（上皮細胞増殖因子、線維芽細胞増殖因子、
血小板由来増殖因子、形質転換増殖因子β、ソマトトラピン、フィブロネクチンなど）；
血管新生阻害剤（アンギオスタチン、酢酸アネコルタブ、トロンボスポンジン、抗ＶＥＧ
Ｆ抗体など）：ドーパミン作動薬；放射線治療薬；ペプチド；タンパク質；酵素；細胞外
マトリクス；成分；ＡＣＥ阻害剤；フリーラジカルスカベンジャー；キレート剤；抗酸化
材料；抗ポリメラーゼ；光線力学療法薬；遺伝子治療薬；ならびに、プロスタグランジン
、抗プロスタグランジン、プロスタグランジン前駆体、ルベゾール、ニモジピン、および
関連化合物などの神経保護剤などのその他の治療薬；ならびに、ピロカルピン、カルバコ
ール、フィゾスチグミンなどの副交感神経作用薬を含む。
【００４７】
　用語“局所的”は、体の組織や臓器の任意の表面を指す。局所製剤は、その表面や臓器
を治療するために、眼などの、体表面に適用されるものである。局所製剤には、眼薬など
の液体ドロップ、クリーム、ローション、スプレイ、乳剤およびゲルが含まれる。本明細
書で使用されるような局所製剤はまた、眼に局所投与をもたらすために、涙に治療薬を放
出することができる製剤を含む。
【００４８】
　本明細書中で使用される際には、用語、疾患を“治療すること”または疾患の“治療”
は：（１）疾患を予防すること、すなわち、疾患にさらされているまたは疾患の素因があ
る可能性があるが、まだ疾患の兆候に罹っていないまたは兆候が現れていない被験者で疾
患の臨床的兆候が発症しないようにすること；（２）疾患を阻止すること、すなわち、疾
患もしくは臨床的兆候の発症を阻止、または低減すること；または（３）疾患を緩和する
こと、すなわち、疾患もしくは臨床的兆候の緩解を引き起こすことを含む。
（眼圧亢進）
　高眼圧（ＯＨ）および原発開放隅角緑内障（ＰＯＡＧ）は、主に眼が水流体を適切に排
出することが不可能であることによる、前眼房中の眼房水の蓄積によって引き起こされる
。虹彩の起点に位置する毛様体は、連続的に眼房水を生成する。眼房水は前眼房に流れ込
み、次に角膜と虹彩の角を通り小柱網の中に、そして強膜内の導管に排出される。正常な
眼では、生成される眼房水の量は、排出される量に等しい。しかしながら、このメカニズ
ムが低下している眼では、眼圧（ＩＯＰ）が上昇する。ＩＯＰ亢進は、緑内障視野障害の
主要な危険因子を表す。いくつかの研究の結果は、眼圧の低下を目標とする早期の介入は
視力低下ならびに失明につながる視神経の損傷および視野の損失の進行を遅らせることを
示している。
（ラタノプロスト）
　本明細書中に記載される方法での使用のために好適な治療薬はラタノプロストである。
ラタノプロストはプロスタグランジンＦ２α類似物である。ラタノプロストの化学名は、
イソプロピル－（Ｚ）－７［（１Ｒ，２Ｒ，３Ｒ，５Ｓ）３，５－ジヒドロキシ－２－［
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（３Ｒ）－３－ヒドロキシ－５－フェニルペンチル］シクロペンチル］－５－ヘプテノア
ートである。ラタノプロストの分子式はＣ２６Ｈ４０Ｏ５であり、その化学構造は：
【００４９】
【化１】

である。
【００５０】
　ラタノプロストは、無色から微黄色の油であり、アセトニトリルに極めて溶けやすく、
アセトン、エタノール、酢酸エチル、イソプロパノール、メタノール、オクタノールにや
や溶けやすい。ラタノプロストは、水にはほとんど溶けない。
【００５１】
　ラタノプロストは、眼房水の流出を増やすことによって眼圧（ＩＯＰ）を低減すると考
えられている。動物およびヒトでの研究は、主な作用メカニズムは、眼からの房水の増加
したぶどう膜強膜流出であることを示唆している。ラタノプロストは、角膜を通って吸収
され、そこでイソプロピルエステルプロドラッグが酸の形に加水分解され生物学的に活性
になる。ヒトでの研究は、眼房水のピーク濃度は局所投与後約２時間に達することを示す
。
【００５２】
　キサラタン（登録商標）ラタノプロスト点眼液は、開放隅角緑内障または高眼圧症を罹
患する患者でのＩＯＰ亢進の低減のためと示された市販で入手可能な製品である。市販で
入手可能なキサラタン（登録商標）中のラタノプロストの量は、１ｍＬあたり５０マイク
ログラム、１ドロップあたり約１．５マイクログラムである。キサラタン（登録商標）は
、透き通った低密度ポリエチレン（ＰＥＴ）ドロッパー先端、トルコ石色の高密度ＰＥＴ
スクリューキャップ、および不正開封防止機能の付いた透き通った低密度ＰＥＴオーバー
キャップを有する５ｍＬの透き通った、低密度ポリエチレン（ＰＥＴ）ボトル中の２．５
ｍＬ溶液として供給される。キサラタン（登録商標）の不活性成分は、塩化ベンザルコニ
ウム（防腐剤）、塩化ナトリウム、リン酸二水素ナトリウム一水和物、リン酸水素二ナト
リウム無水物、および水である。上述のように、点眼は、有効ではあるが不十分で、治療
効果を維持するために複数回の使用を要求する。低い患者コンプライアンスは、これらの
効果を完全に引き出さない。
（治療の方法）
　本明細書中に記載された本発明は、緑内障、眼圧亢進、および緑内障関連眼圧亢進を治
療薬または複数の治療薬を用いて治療するための方法を提供する。多くの実施形態では、
ラタノプロストを用いて眼を治療する方法が提供される。実施形態によっては、治療薬は
、持続した期間にわたり眼に放出される。実施形態では、持続した期間はおよそ９０日で
ある。実施形態によっては、点眼補助組成物は追加的に眼に投与される。一実施形態では
、点眼補助組成物はラタノプロストを含む。実施形態によっては、方法は、本体および薬
物コアを有するインプラントを涙点を通り挿入し、それによって、薬物コアが涙点近くに
保持されるようになることを含む。実施形態によっては、方法は、治療薬が含浸された本
体を有するインプラントを涙点を通り挿入すること、および点眼補助組成物を投与するこ
とを含む。実施形態によっては、インプラントの近位端近くに位置する薬物コアまたは含
浸した本体の露出した表面は、涙または涙層液に接触し、ラタノプロストは薬物コアおよ
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び本体が少なくとも部分的に涙点内に保持されている間、持続した期間にわたり眼に対し
露出した表面から移動する。多くの実施形態では、ラタノプロストを用いて眼を治療する
方法が提供され、この方法は、涙点を通り小管内腔に、オプションの保持構造を有し、そ
れによって、インプラント本体は、保持構造によって内腔の壁に留まるようになるインプ
ラントを挿入すること、および点眼補助組成物を投与することを含む。インプラントは、
薬物コアまたは他の薬物サプライから眼の涙または涙層液に、ラタノプロストの有効量を
放出する。実施形態によっては、保持構造が内腔内に留まり続けている間に、薬物コアを
、保持構造から取り出しても良い。次に、保持構造が留まり続けている間に、交換用薬物
コアを保持構造に取り付けることが可能である。交換用薬物コアの少なくとも１つの露出
した表面は、持続した期間にわたり治療レベルでラタノプロストを放出する。
【００５３】
　交換用薬物コアは、およそ１８０日、およそ２７０日、およそ３６０日、およそ４５０
日、およそ５４０日、およそ６３０日、およそ７２０日、およそ８１０日またはおよそ９
００日の期間にわたり眼に薬物の連続的な放出をもたらすために、およそ９０日毎に保持
構造に取り付けられても良い。実施形態によっては、交換用プラグは、最高約１８０日、
約２７０日、約３６０日、約４５０日、約５４０日、約６３０日、約７２０日、約８１０
日または約９００日の日数を含む長い期間にわたり眼への薬物の放出を達成するために、
およそ９０日毎に涙点に挿入されても良い。
【００５４】
　別の実施形態では、ラタノプロストを用いて眼を治療する方法であって、薬物コアまた
は他のインプラント本体を少なくとも部分的に、眼の涙点の少なくとも１つに挿入するこ
と、および点眼補助組成物を投与することを含む方法が提供される。薬物コアは、別のイ
ンプラント本体構造に付随していても、していなくても良い。薬物コアまたは薬剤が含浸
されたインプラント本体は、治療レベルでラタノプロストの持続放出送達を与える。実施
形態によっては、ラタノプロストの持続放出送達は、９０日に及ぶ日数にわたり連続する
。
【００５５】
　実施形態によっては、点眼補助組成物は限定期間ベースでのみ用いられる。理論によっ
て束縛されてはいないが、補助的点眼治療は、ある受容体を急速に飽和状態にするように
機能し、オプションとして、涙点プラグからの持続放出が流動状態にある期間の間は特に
、送達を保持するように機能するであろうと考えられている。実施形態によっては、受容
体はプロスタグランジン受容体である。一実施形態では、受容体はプロスタグランジンＦ
（ＦＰ）受容体である。その後、涙点プラグ送達システムを介した治療薬の持続的および
連続的送達は、受容体の飽和および治療効果を維持する。
【００５６】
　点眼補助組成物は、１日１回、１日２回、１日３回、またはそれより多く投与され得る
。点眼補助組成物は、２日に１回または３日に１回投与され得る。実施形態によっては、
約３０日より少ない日数、約２０日より少ない日数、約１０日より少ない日数、または約
５日より少ない日数にわたり投与される。点眼補助組成物は、約１日間、約２日間、約３
日間、約４日間、約５日間、約６日間、約７日間、約８日間、約９日間、約１０日間、約
１１日間、約１２日間、約１３日間、約１４日間、約１５日間、約１６日間、約１７日間
、約１８日間、約１８日間、または約２０日間の期間にわたり投与され得る。
【００５７】
　点眼補助組成物は、涙点プラグ送達システムが患者の少なくとも１つの涙点に挿入され
たとほぼ同じ日、涙点プラグ送達システムが挿入された約１日後、涙点プラグ送達システ
ムが挿入された約２日後、涙点プラグ送達システムが挿入された約３日後、涙点プラグ送
達システムが挿入された約４日後、涙点プラグ送達システムが挿入された約５日後、涙点
プラグ送達システムが挿入された約６日後、涙点プラグ送達システムが挿入された約７日
後、涙点プラグ送達システムが挿入された約８日後、涙点プラグ送達システムが挿入され
た約９日後、涙点プラグ送達システムが挿入された約１０日後、涙点プラグ送達システム
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が挿入された約１１日後、涙点プラグ送達システムが挿入された約１２日後、涙点プラグ
送達システムが挿入された約１３日後、涙点プラグ送達システムが挿入された約１４日後
、涙点プラグ送達システムが挿入された約１５日後、涙点プラグ送達システムが挿入され
た約１６日後、涙点プラグ送達システムが挿入された約１７日後、涙点プラグ送達システ
ムが挿入された約１８日後、涙点プラグ送達システムが挿入された約１９日後、涙点プラ
グ送達システムが挿入された約２０日後、涙点プラグ送達システムが挿入された約２１日
後、涙点プラグ送達システムが挿入された約２２日後、涙点プラグ送達システムが挿入さ
れた約２２日後、涙点プラグ送達システムが挿入された約２３日後、涙点プラグ送達シス
テムが挿入された約２４日後、涙点プラグ送達システムが挿入された約２５日後、涙点プ
ラグ送達システムが挿入された約２６日後、涙点プラグ送達システムが挿入された約２７
日後、または涙点プラグ送達システムが挿入された約２８日後に開始して投与され得る。
点眼補助組成物は、涙点プラグ送達システムが挿入された約１週間後、涙点プラグ送達シ
ステムが挿入された約２週間後、涙点プラグ送達システムが挿入された約３週間後、また
は涙点プラグ送達システムが挿入された約４週間後に開始して、投与され得る。実施形態
によっては、点眼補助組成物は、涙点プラグ送達システムが患者の少なくとも１つの涙点
に挿入された後、約１週間以内に、約２週間以内に、約３週間以内に、約４週間以内に、
または約５週間以内に投与される。一実施形態では、点眼補助組成物は、涙点プラグ送達
システムが患者の涙点に挿入された約９０日後に開始し、１日１回投与される。点眼補助
組成物はまた、涙点プラグ送達システムの取外し後、または涙点プラグ送達システムの挿
入前に投与されても良い。一実施形態では、点眼補助組成物は、涙点プラグ送達システム
が患者の涙点に挿入されるおよそ５日前に投与される。他の実施形態では、点眼補助組成
物は、涙点プラグ送達システムが患者の涙点に挿入されるおよそ１週間またはおよそ２週
間またはおよそ１カ月以上前に開始して投与される。他の実施形態では、点眼補助組成物
は、第１の涙点プラグ送達システムが取り外された後で第２の涙点プラグ送達システムが
患者の涙点に挿入される前に投与される。
【００５８】
　多くの実施形態では、ラタノプロストを用いて眼を治療する方法であって、インプラン
トの遠位端を眼の少なくとも１つの涙点に挿入することと、ラタノプロスト点眼補助組成
物を投与することを含む方法が提供される。実施形態によっては、インプラントの保持構
造がインプラントから外れることを妨げるように、拡大され得る。保持構造の拡大は、涙
点を通る涙の流れを塞ぐことに役立ち得る。実施形態によっては、インプラントが外れる
ことを防ぐために、インプラントは、埋め込まれたときに、インプラントの近位端によっ
て画定される第１の軸とインプラントの遠位端によって画定される第２の軸の間に少なく
とも４５度傾斜した交差が存在するように構成される。ラタノプロストは、インプラント
の近位端から眼に隣接する涙液に送達される。ラタノプロストの送達は、近位端の遠位で
抑制される。
【００５９】
　本発明の方法は、点眼補助組成物投与と組み合わせたラタノプロストの持続放出を提供
する。実施形態によっては、ラタノプロストは、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４週間、少なくとも５週間、少なくとも６週間、少なくと
も７週間、少なくとも８週間、少なくとも９週間、少なくとも１０週間、少なくとも１１
週間、少なくとも１２週間、少なくとも１３週間、少なくとも１４週間、少なくとも１５
週間、または少なくとも１６週間にわたりインプラントから放出される。実施形態では、
ラタノプロストは、少なくとも１２週間にわたり放出される。
【００６０】
　インプラントに関連するラタノプロストの量は、所望の治療効果およびデバイスが治療
薬を送達しようとする時間に依存して変化し得る。本発明のデバイスは様々な形状、サイ
ズ、および送達メカニズムを示すため、デバイスに関連する薬物の量は、治療される特定
の疾患や状態、治療効果を達成するために望まれる投薬量および期間に依存するであろう
。一般的には、ラタノプロストの量は、少なくとも、デバイスから放出されたときに所望
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の生理学的または薬理学的な局所的または全身的効果を達成するために有効な薬物の量で
ある。
【００６１】
　インプラントを挿入するおよび取り外す方法は、当業者には知られている。例えば、イ
ンプラントの挿入および取外し／抜取りのためのツールが、（２００７年９月７日に出願
され、涙点インプラント挿入および抜取りツールと題し）その開示はここにその全体が組
み込まれる、米国特許出願第６０／９７０，８４０号中に記載されている。一般的に、配
置のためには、用いられる涙点プラグのサイズは、適切な倍率を用いて、または、もし備
えられていれば、涙点プラグに付随するサイジングツールを使用することによって、決定
しても良い。涙点プラグに適合させることが必要な場合には、患者の涙点を広げても良い
。好ましくはプラグ挿入の５分以上前に、プロカイン麻酔薬を１滴使用することができる
。プラグの涙点への配置を容易にするために必要な場合には、潤滑剤を１滴適用しても良
い。プラグは、適切な配置器具を利用して眼の上涙点および下涙点に挿入しても良い。配
置後、プラグのキャップは可視である。この工程は、患者の他の眼に対しても繰り返し得
る。インプラントの除去のためには、キャップ下の管状部でプラグを確実に把持するため
に、小さな手術用鉗子を用いても良い。穏やかな引っ張り動作を用いて、プラグを穏やか
に回収しても良い。
（インプラント）
　実施形態によっては、ラタノプロストは、別個のインプラント本体構造に付随していて
も付随しなくても良い薬物コアによって、持続した期間にわたり投与される。ある実施形
態では、本明細書中に記載される方法で用いられるインプラントが提供される。インプラ
ントは、患者の涙液の経路に沿って目標位置に埋め込まれたときに、数日間、数週間、ま
たは数カ月間の持続した放出期間にわたり毎日、涙液にある量のラタノプロストを放出す
るように構成され得る。インプラントは、持続した期間にわたりラタノプロストまたは他
の治療薬を放出する任意の数の異なる設計の１つであり得る。インプラント実施形態の例
であって、本発明の方法およびそれらのインプラントを製造する方法で用いられる実施形
態を記述する以下の特許文書の開示は、参照によってその全体が本明細書中に組み込まれ
る：（２００６年１２月２６日に出願され、薬物治療のための鼻涙管ドレナージシステム
インプラントと題する）米国出願シリアル番号６０／８７１，８６４号；（２００７年４
月２日に出願され、鼻涙管システムのための薬物送達方法、構造および複合体と題する）
米国出願シリアル番号１１／６９５，５３７号；（２００６年３月３１日に出願され、薬
物治療のための鼻涙管ドレナージシステムインプラントと題する）米国出願シリアル番号
６０／７８７，７５５号；（２００７年４月２日に出願され、薬物治療のための鼻涙管ド
レナージシステムインプラントと題する）米国出願シリアル番号１１／６９５，５４５号
；（２００７年９月７日に出願され、膨張可能な鼻涙管ドレナージシステムインプラント
と題する）米国出願シリアル番号６０／９７０，６９６号；（２００７年９月２１日に出
願され、膨張可能な鼻涙管ドレナージシステムインプラントと題する）米国出願シリアル
番号６０／９７４，３６７号；（２００７年９月７日に出願され、治療薬物の持続放出の
ための薬物コアの製造と題する）米国出願シリアル番号６０／９７０，６９９号；（２０
０７年９月７日に出願され、薬物送達のための鼻涙管ドレナージシステムインプラントと
題する）米国出願シリアル番号６０／９７０，７０９号；（２００７年９月７日に出願さ
れ、膨張可能な鼻涙管ドレナージシステムインプラントの製造と題する）米国出願シリア
ル番号６０／９７０，７２０号；（２００７年９月７日に出願され、インプラントデバイ
スのためのプロスタグランジン類似物および方法と題する）米国出願シリアル番号６０／
９７０，７５５号；（２００７年９月７日に出願され、複数の薬物送達システムおよび薬
物と涙点インプラントの組合せと題する）米国出願シリアル番号６０／９７０，８２０号
；（２００８年４月３０日に出願され、涙点インプラントおよび関連方法と題する）米国
出願シリアル番号６１／０４９，３４７号；（２００８年４月３０日に出願され、涙点イ
ンプラントおよび関連方法と題する）米国出願シリアル番号６１／０４９，３６０号；（
２００８年３月１４日に出願され、涙点インプラントおよび関連方法と題する）米国出願
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シリアル番号６１／０３６，８１６号；（２００８年４月３０日に出願され、涙点インプ
ラントおよび関連方法と題する）米国出願シリアル番号６１／０４９，３３７号；（２０
０８年４月３０日に出願され、複合涙点インサートと題する）米国出願シリアル番号６１
／０４９，３２９号；（２００８年４月３０日に出願され、薬物放出ポリウレタン涙点イ
ンプラントと題する）米国出願シリアル番号６１／０４９，３１７号；（２００４年４月
１５日に出願され、涙点プラグを介した薬物送達と題する）米国出願シリアル番号１０／
８２５，０４７号；国際公開出願　ＷＯ　２００６／０１４４３４号；および、（２００
６年３月３１日に出願され、ＷＯ　２００７／１１５２５９として公開され、薬物治療の
ための鼻涙管ドレナージシステムインプラントと題する）国際出願シリアル番号ＰＣＴ／
ＵＳ２００７／０６５７８９号。
【００６２】
　一般的に、インプラントは、本体を含む。実施形態によっては、インプラント本体は、
遠位端部および近位端部を有する。本体の遠位端部は、患者の小管内腔への涙点に少なく
とも部分的に挿入可能である。インプラント本体は、ラタノプロストが少なくとも含浸さ
れていて良く、またはさもなければ、ラタノプロストを、インプラント本体に挿入される
マトリックス薬物コア内などに含み得る。マトリックス薬物コアまたは含浸された本体が
涙液に晒されることにより、ラタノプロストの、持続した期間にわたる涙液への有効的な
放出が引き起こされる。インプラントは、薬物コアの特定の部分からのラタノプロストの
放出を妨げるために薬物コアの少なくとも一部上に配置されたシースを含み得る。インプ
ラント本体は、内腔の壁の組織に係合するように構成された外側表面を有し、内腔内に配
置されたときに排除されることを防ぐようにする。多くの実施形態では、一体化されたフ
ィードバック部または他の突起は、薬物のコアの近位端近くのシースの周りに接続される
。実施形態では、一体化されたフィードバック部または他の突起は、涙点の外側に保持さ
れるようなサイズに形成された１つ以上の翼を含み、薬物コアの近位端を涙点近くに保持
するようにする。他の実施形態では、一体化されたフィードバック部または他の突起は、
薬物コアの近位端近くのシースの周りに接続された完全なまたは一部の（例えば、トリミ
ングされた）カラーを含む。カラーは、薬物コアの近位端を涙点近くに保持するために、
涙点の外側に保持されるようなサイズに形成され得る。
【００６３】
　実施形態によっては、インプラントは、薬物コアのみを含み、コアを取り巻く付加的な
構造が欠如している。実施形態によっては、薬物コアは、ラタノプロストとの不均質な混
合物中に薬学的に許容可能なビヒクル、例えば、非生物学的吸収性ポリマー、例えば、シ
リコーンを含む、ラタノプロストマトリックスを含む。薬物コア中の不均質な混合物は、
ラタノプロスト、またはラタノプロストの封入物で飽和したシリコーンマトリックスを含
む。薬物コア中の封入物は、ラタノプロストの濃縮された形態であり、シリコーンマトリ
ックスは薬物コア中に封入物を包含する。特定の実施形態では、シリコーンマトリックス
中に包含されたラタノプロスト封入物は、シリコーンマトリックス中に包含された封入物
の不均質な混合物を含む。薬物コア封入物は、ラタノプロスト油を含み得る。
【００６４】
　高い放出速度、低い放出速度、ボーラス放出、バースト放出、およびそれらの組合せを
送達するためにインプラントデバイスを変更または適合することもまた、本発明の範囲内
のことである。薬物のボーラスは、涙または涙層中にすぐに溶解する侵食性ポリマーキャ
ップの形成によって放出され得る。ポリマーキャップが涙または涙層に接触するようにな
ると、ポリマーキャップの溶解特性によりキャップが侵食されることを可能とし、ラタノ
プロストが全て一度に放出される。ラタノプロストのバースト放出は、ポリマーの溶解特
性に基づいて涙または涙層中で侵食されるポリマーを用いて実行され得る。この例では、
薬物またはポリマーは、デバイスの長さに沿って層化して、外側のポリマーが溶けると、
薬物は直ちに放出されるようにすることができる。薬物の高いまたは低い放出速度は、薬
物層が急速にまたはゆっくりと放出されるように、侵食性ポリマー層の溶解性を変化させ
ることによって実現され得る。ラタノプロストを放出するための他の方法は、多孔性膜、
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（典型的な点眼液のような）溶解性ゲル、薬物の微粒子封入物、またはナノ粒子封入物を
介して達成され得る。
（シース本体）
　シース本体は、薬物コアからのラタノプロストの移動を制御するために、適切な形状お
よび材料を含み得る。実施形態によっては、シース本体は薬物コアを収容し、コアとしっ
くりと適合し得る。シース本体は、ラタノプロストに対して実質的に不浸透性である材料
から形成され、ラタノプロストの移動の速度は、シース本体によって覆われない薬物コア
の露出表面によって大きく制御され得る。多くの実施形態では、シース本体を介したラタ
ノプロストの移動は、薬物コアの晒されている表面を介したラタノプロストの移動の約１
０分の１以下、しばしば１００分の１以下の値であり得る。別の言葉では、シース本体を
介したラタノプロストの移動は、薬物コアの晒されている表面を介したラタノプロストの
移動より少なくとも約１桁小さい。適切なシース本体は、ポリイミド、ポリエチレンテレ
フタレート（以下“ＰＥＴ”）を含む。シース本体は、コアに隣接したシース表面からコ
アから離れた側の対向するシース表面までとして定義される、約０．０００２５インチか
ら約０．００１５インチの厚さを有する。コアを横切って延びるシースの全直径は、約０
．２ｎｍから約１．２ｎｍの範囲である。コアは、コアをディップコーティングすること
によってシース材料中に形成され得る。代わりに、または組合せで、シース本体は、チュ
ーブおよび、例えば、シース本体チューブにスライド、注入または押し出され得る液体ま
たは固体として、シースに導入されるコアを含み得る。シース本体はまた、コアの周りに
ディップコーティングされ得て、例えば、予め形成されたコアの周りにディップコーティ
ングされ得る。
【００６５】
　シース本体は、インプラントの臨床使用を容易にするために追加のフィーチャを備える
ことができる。例えば、シースは、インプラント本体、保持構造、およびシース本体が患
者中の中に埋め込まれたままである間に交換可能である薬物コアを受けても良い。シース
本体はしばしば、上述のように、保持構造に堅く取り付けられ、コアは、保持構造がシー
ス本体を保持している間に交換可能である。特定の実施形態では、シース本体は、コアを
シース本体に押し込む、およびシース本体から取り出すときにシース本体に力を加える外
部突起を備えることが可能である。次いで、別の薬物コアをシース本体中に配置すること
ができる。多くの実施形態では、シース本体または保持構造は、配置を表して、小管中ま
たは他の体組織構造中のシース本体または保持構造の配置が、患者によって容易に検知さ
れ得るようにするために、識別するフィーチャ、例えば、識別色を有し得る。保持要素ま
たはシース本体は、少なくとも１つの印を、小管中の配置の深さを示し、保持要素または
シース本体が少なくとも１つの印に基づいて小管中の所望の深さに配置され得るために含
み得る。
【００６６】
　（保持構造）
　多くの実施形態では、保持構造は涙点または小管中にインプラントを保持するために用
いられる。保持構造は、インプラント本体に取り付けられる、またはインプラント本体と
一体化されている。保持構造は、インプラントが容易に所望の組織の位置、例えば涙点ま
たは小管中に配置されるようなサイズおよび形状に形成される適切な材料を含む。実施形
態によっては、薬物コアは、少なくとも部分的に、シースを介して保持構造に取り付けら
れ得る。実施形態によっては、保持構造は、保持構造が涙点内に配置されたときに膨張す
るように構成されたヒドロゲルを含む。保持構造は、軸方向に向き付けされた表面を有す
る取付接合部材を含み得る。実施形態によっては、ヒドロゲルの膨張は、ヒドロゲルが含
水している間、ヒドロゲルを保持するために軸方向に向き付けされた表面に対して力を与
える。実施形態によっては、取付部材は、突起、フランジ、リム、または保持構造の一部
を通る開口部の少なくとも１つを含み得る。実施形態によっては、保持構造は、実質的に
涙点および小管の解剖学的構造に合致するインプラント本体部分サイズおよび形状を含む
。
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【００６７】
　保持構造は、小管内腔内に少なくとも部分的に適合するのに適したサイズを有しても良
い。保持構造は、挿入のために適した小さなプロファイル構造と、内腔内に保持構造をつ
なぎ留めるように構成された大きなプロファイル構造の間で膨張可能であり得て、保持構
造は、薬物コアの遠位端近くに取り付けられ得る。特定の実施形態では、保持構造は、保
持構造が小さなプロファイル構造から大きなプロファイル構造に膨張するとき、薬物コア
に沿って近位端近くにスライドし得る。薬物コアに沿った保持構造の長さは、小さなプロ
ファイル構造より大きなプロファイル構造での方が短くても良い。
【００６８】
　実施形態によっては、保持構造は、弾力的に膨張可能である。小さなプロファイルは約
０．２ｍｍ以下の断面を有しても良く、大きなプロファイルは約２．０ｍｍ以下の断面を
有しても良い。保持構造は、スロットによって分離されたアームを有する管状本体を含み
得る。保持構造は、少なくとも部分的に薬物コア上に配置され得る。
【００６９】
　　実施形態によっては、保持構造は機械的に展開可能であり、典型的には、例えばニチ
ノール（商標）のような超弾性形状記憶合金を含む保持構造のような所望の断面形状に膨
張する。ニチノール（商標）に加えて、例えば、所望の膨張を与えるために、弾性のある
金属またはポリマー、塑性変形可能な金属またはポリマー、形状記憶ポリマー等の他の材
料が使用され得る。実施形態によっては、カリフォルニア州、サンディエゴにあるＢｉｏ
ｇｅｎｅｒａｌ社から入手可能なポリマーおよびコーティングされた繊維が使用され得る
。ステンレス鋼および非形状記憶合金などの多くの金属が使用され得て、所望の膨張を提
供し得る。この膨張能は、インプラントを様々なサイズの中空の組織構造、例えば０．３
ｍｍから１．２ｍｍの範囲（すなわち、万能サイズ）の小管に適合させることを可能にす
る。単一の保持構造は幅０．３ｍｍから１．２ｍｍの小管に適合するように製造し得るが
、所望であれば、この範囲に適合するように、複数の代替の選択可能な保持構造、例えば
、０．３から約０．９ｍｍまでの小管に対する第１の保持構造および約０．９から１．２
ｍｍまでの小管に対する第２の保持構造が使用され得る。保持構造は、保持構造が取り付
けられる解剖学的構造に適した長さ、例えば、小管の涙点近くに配置される保持構造のた
めには約３ｍｍの長さを有する。異なる解剖学的構造のために、長さは適切な保持力を与
えるために適する、例えば適切には１ｍｍから１５ｍｍの長さであっても良い。
【００７０】
　インプラント本体は、上述のように、保持構造の１つの端に取り付けられ得るが、多く
の実施形態では保持構造の他の端はインプラント本体に取り付けられず、よって保持構造
は、保持構造が膨張している間、シース本体および薬物コアを含むインプラント本体上を
スライドし得る。一端でのこのスライド可能性は、保持構造が幅方向に所望の断面幅を呈
するように膨張するにつれ、長さが縮小され得るときには望ましい。しかしながら、多く
の実施形態は、コアに相対的にはスライドしないシース本体を利用し得ることは留意され
るべきであろう。
【００７１】
　多くの実施形態では、保持構造は組織から取り出すことが可能である。突起、例えばホ
ック、ループ、またはリングが、保持構造の除去を容易にするために、インプラント本体
の一部から伸長し得る。
【００７２】
　実施形態によっては、シースおよび保持構造は、２つの部分を含み得る。
【００７３】
　（閉塞要素）
　閉塞要素は、保持構造に装着し、涙の流れを妨げるために保持構造と共に膨張可能であ
る。閉塞要素は内腔を通る涙の流れを防ぎ得て、閉塞要素は、保持構造から内腔を保護す
るために保持構造の少なくとも一部を覆っても良い。閉塞要素は、インプラントが中空の
組織構造を通る流体の流れ、例えば、小管を通る涙液を少なくとも部分的に妨げ、封鎖す
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は、例えばシリコーンなどの、膨張することが可能であり、保持構造に結ばれることが可
能な生物学的適合性材料の薄い壁膜であり得る。閉塞要素は、上述のように、保持構造の
一端の上をスライドし、保持構造の一端につなぎ留められる材料の別個の薄い管として形
成される。代替として、閉塞要素は生物学的適合性ポリマー、例えばシリコーンポリマー
中で保持構造をディップコーティングすることによって形成し得る。閉塞要素の厚さは、
約０．０１ｍｍから約０．１５ｍｍまで、しばしば約０．０５ｍｍから０．１ｍｍまでの
範囲であり得る。
（薬物コア）
　薬物コアは、いかなる追加の構造的成分を含むことなしにインプラント本体に挿入され
得る、またはインプラント自身として機能し得る。薬物コアは、ラタノプロストおよびラ
タノプロストの持続放出を与える材料を含む。実施形態によっては、薬物コアは、ラタノ
プロストおよびキャリアとしてシリコーンからなる、または本質的にそれらからなる製剤
である持続放出製剤を含む。ラタノプロストは、薬物コアから目標組織、例えば眼の毛様
体筋に移動する。薬物コアは、オプションとしてマトリックス中にラタノプロストを含み
得るが、その場合はラタノプロストがマトリックス内に分散、または溶解されている。ラ
タノプロストはマトリックス中にほんのわずかだけ可溶であり得るため、少量がマトリッ
クス中に溶解し、薬物コアの表面からの放出に利用できる。ラタノプロストがコアの露出
表面から涙または涙層に拡散するとき、コアから涙または涙層への移動の速度は、マトリ
ックス中に溶解されているラタノプロストの濃度に関連し得る。加えて、または組み合わ
せて、コアから涙または涙層への移動の速度は、ラタノプロストが溶解しているマトリッ
クスの特性に関連し得る。
【００７４】
　実施形態では、局所製剤または薬物コアは防腐剤を含まない。防腐剤は、例えば、塩化
ベンザルコニウムおよびＥＤＴＡを含む。実施形態では本発明のインプラントは、アレル
ギー性が低く、これらの防腐剤を含む製剤と比較して化学過敏症を減少し得る。
【００７５】
　特定の実施形態では、コアから涙または涙層への移動の速度は、シリコーン製剤に基づ
き得る。実施形態によっては、薬物コア中に溶解されるラタノプロストの濃度は、ラタノ
プロストの所望の放出速度を提供するように制御され得る。コアに含まれるラタノプロス
トは、（油のような）液体、固体、固体ゲル、固体結晶、固体アモルファス、固体粒子、
またはラタノプロストの溶解された形状を含み得る。実施形態によっては、薬物コアは、
液体または固体封入物、例えばシリコーンマトリックス中に分散された液体ラタノプロス
ト小滴を含み得る。
【００７６】
　表１は、本発明の実施形態に従う、使用され硬化特性に関連する薬物インサート用シリ
コーンを示している。薬物コアインサート用マトリックス材料は、それぞれＮｕＳｉｌか
ら市販で入手可能な、ＭＥＤ－４０１１、ＭＥＤ６３８５、およびＭＥＤ６３８０のよう
なジメチルシロキサンを含むベースポリマーを含み得る。ベースポリマーは、共にＮｕＳ
ｉｌから市販で入手可能な、白金－ビニル水素硬化系または錫－アルコキシ硬化系のよう
な硬化系を用いて硬化され得る。多くの実施形態では、硬化系は、既知の材料に対して市
販で入手可能な既知の硬化系、例えば既知のＭＥＤ－４０１１を有する既知の白金－ビニ
ル水素硬化系を含み得る。表１に示されている特定の実施形態では、ＭＥＤ－４０１１の
９０部が架橋剤の１０部と組み合わされ得るため、架橋剤は混合物の１０パーセントを構
成することができる。ＭＥＤ－６３８５との混合物は、２．５％の架橋剤を含み得て、Ｍ
ＥＤ－６３８０の混合物は、２．５％または５％の架橋剤を含み得る。
【００７７】
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【表１】

　硬化系およびシリコーン材料のタイプは、固体薬物コア挿入の硬化特性に影響し得て、
潜在的には薬物コアマトリックス材料からの治療薬の収率に影響し得ることは、本発明に
従って決定されている。特定の実施形態では、白金－ビニル水素硬化系を用いたＭＥＤ－
４０１１の硬化は、例えば２０％薬物を超える高い濃度の薬物／プロドラッグを用いて、
固体薬物コアは形成されなくても良いように妨げられ得る。特定の実施形態では、錫－ア
ルコキシ系を用いたＭＥＤ－６３８５またはＭＥＤ６３８０の硬化は、高濃度、例えば２
０％の薬物／プロドラッグを用いて若干、妨げられ得る。この若干の硬化の抑制は、硬化
過程の時間または温度を増すことによって補償され得る。例えば、本発明の実施形態は、
４０％薬物および６０％ＭＥＤ－６３８５を含む薬物コアを、適切な硬化時間および温度
を用いて錫－アルコキシ系を用いて製造し得る。類似の結果は、適切な硬化時間および温
度を用いる錫－アルコキシ系を用いてＭＥＤ６３８０系で得ることができる。錫－アルコ
キシ硬化系に対して良好な結果を得られるにも関わらず、そこでは錫－アルコキシ硬化系
は固体薬物コアを製造しないことがあり得る上限、例えば５０％またはそれ以上の薬物／
プロドラッグが存在することが、本発明に従って決定されている。多くの実施形態では、
固体薬物コア中のラタノプロストは、薬物コアの重量に対して、少なくとも約５％、例え
ば約５％から５０％までであり得るし、薬物コアの重量に対して、約２０％から約４０％
までであり得る。
【００７８】
　薬物コアまたは他の薬剤のサプライ（例えば、インプラント含浸本体）は、ラタノプロ
ストの持続放出を与えることが可能な１つ以上の生物学的適合性材料を含み得る。薬物コ
アは、溶けて、その中に位置しているラタノプロストの封入物を有する実質的に非生物学
的適合性のシリコーンマトリックスを有するマトリックスを含む実施形態に関して上で記
載したが、薬物コアは、ラタノプロストの持続放出を提供する構造、例えば、生分解性の
マトリックス、多孔性薬物コア、液体薬物コアおよび固体薬物コアを含み得る。
【００７９】
　　ラタノプロストを含むマトリックスは、生分解性または非生分解性ポリマーのいずれ
かから形成され得る。非生分解性薬物コアは、シリコーン、アクリル、ポリエチレン、ポ
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リウレタン、ポリウレタン、ヒドロゲル、ポリエステル（例えば、Ｅ．Ｉ．Ｄｕ　Ｐｏｎ
ｔ　ｄｅ　Ｎｅｍｏｕｒｓ　ａｎｄ　Ｃｏｍｐａｎｙ、デラウェア州ウィルミントンから
のＤＡＣＲＯＮ．ＲＴＭ．）、ポリプロピレン、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ
）、延伸ＰＴＦＥ（ｅＰＴＦＥ）、ポリエーテルエーテルケトン（ＰＥＥＫ）、ナイロン
、押出コラーゲン、ポリマー発泡体、シリコーンゴム、ポリエチレンテレフタレート、超
高分子量ポリエチレン、ポリカーボネートウレタン、ポリウレタン、ポリイミド、ステン
レス鋼、ニッケルチタン合金（例えば、ニチノール）、チタン、ステンレス鋼、コバルト
－クロム合金（例えば、イリノイ州ワイオミッシングのＥｌｇｉｎ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ
　ＭｅｔａｌｓからのＥＬＧＩＬＯＹ．ＲＴＭ．；ペンシルバニア州ワイオミッシングの
Ｃａｒｐｅｎｔｅｒ　Ｍｅｔａｌｓ　Ｃｏｒｐ．からのＣＯＮＩＣＨＲＯＭＥ．ＲＴＭ．
）を含み得る。
【００８０】
　生分解性薬物のコアは、タンパク質、ヒドロゲル、ポリグリコール酸（PGA）、ポリ乳
酸（ＰＬＡ）、ポリ（Ｌ－乳酸）（ＰＬＬＡ）、ポリ（Ｌ－グリコール酸）（ＰＬＧＡ）
、ポリグリコリド、ポリ－Ｌ－ラクチド、ポリ－Ｄ－ラクチド、ポリ（アミノ酸）、ポリ
ジオキサノン、ポリカプロラクトン、ポリグルコナート、ポリ乳酸－ポリエチレンオキシ
ド共重合体、修正セルロース、コラーゲン、ポリオルトエステル、ポリヒドロキシブチレ
ート、無水物、ポリフォスフォエステル、ポリ（アルファ－ヒドロキン酸）、およびそれ
らの組合せのような、１つ以上の生分解性ポリマーを含み得る。実施形態によっては、薬
物コアは、少なくとも１つのヒドロゲルポリマーを含み得る。
（特定のインプラント実施形態）
　本明細書中に記載されている方法で使用され得るインプラントの様々な実施形態は、以
下のようである（下の例のセクションも参照せよ）。実施形態によっては、薬物インサー
トは、硬化された医用グレード固体シリコーンであるＮｕｓｉｌ　６３８５中に分散され
たラタノプロストで満たされた薄壁ポリイミドチューブシース本体を含む。硬化シリコー
ンは、そこからラタノプロストがゆっくりと溶出する、固体で非侵食のマトリックスとし
て機能する。薬物インサートは、遠位端で固体のＬｏｃｔｉｔｅ４３０５医用グレード接
着剤（シアノアクリレート）の硬化フィルムでシールされている。ポリイミドチューブシ
ース本体は不活性であり、接着剤と共に、構造支持および横方向の薬物拡散および薬物イ
ンサートの遠位端を通る薬物拡散の両方の障壁を与える。薬物インサートは、涙点インプ
ラントの穴の中に設置され、締り嵌めを介してその場に把持される。実施形態によっては
、インプラントの本体は、少なくとも部分的に、ラタノプロストなどの治療薬が含浸され
ている。
【００８１】
　図１は、涙点プラグ１００の断面図の実施形態の例であって、プラグの長軸に平行な線
に沿ったものを示している。図１に示されているように、涙点プラグ１００は、プラグ本
体１０２を含む。示されている実施形態では、プラグ本体１０２は、プラグ本体１０２の
近位端１１８からまたはプラグ本体１０２の近位端１１８の周りに少なくとも部分的に横
方向に延びる突起のような、一体化フィードバック部または他の突起１２２を含む。突起
１２２はカラレットの形状をしており、カラレットは、プラグ本体１０２の遠位部の小管
への挿入の後、カラレットの少なくとも一部が涙点を超えて延びるまたは涙点の外側とな
るのに十分な程度まで、プラグ本体１０２から外側に放射状に延びている。
【００８２】
　この実施形態では、プラグ本体１０２は少なくとも部分的に薬物放出または他の薬剤放
出薬物サプライ１２０に含浸されている。ある実施形態では、薬物サプライ１２０は、プ
ラグ本体１０２内に配置される、プラグ本体１０２の中に分散されている、またはさもな
ければプラグ本体１０２内に含まれる。共同所有のＯｄｒｉｃｈによる、参照によって本
明細書中に組み込まれる、（２００年４月１５日に出願され、涙点プラグを介した薬物送
達と題する）出願シリアル番号第１０／８２５，０４７号で議論されているように、薬物
サプライ１２０の薬剤は、プラグ本体１０２から眼の涙液または鼻涙管系に放出され得る
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。実施形態によっては、不浸透性のシースが、そこからの薬物サプライ１２０放出を制御
するために、プラグ本体１２０の一部の上に配置される。
【００８３】
　図２Ａは、涙点に挿入可能である涙点プラグインプラント２００の実施形態の例を示し
ている。涙点プラグインプラント２００の涙点への挿入は、（例えば、ドライアイを治療
するための）涙点を通る涙液の抑制もしくは封鎖、または（例えば、感染症、炎症、緑内
障もしくはその他の眼疾患の１つ以上の治療のために）治療薬の眼への持続送達の１つ以
上を許容し得る。この実施形態では、涙点プラグ２００は、近位端部２０４から遠位端部
２０６に延び、保持構造２０８を有するプラグ本体２０２を含む。
【００８４】
　様々な実施形態では、プラグ本体２０２は、シリコーン、ポリウレタンならびに他のウ
レタンベース材料、または非生分解性、部分的に生分解性もしくは生分解性（すなわち、
本体内で侵食可能である）のアクリル系などの弾性材料を用いて成形され得て、保持構造
の少なくとも一部が外側に変形することを許容する。実施形態によっては、生分解性弾性
材料はポリ（ビニルアルコール）などの架橋ポリマーを含む。実施形態によっては、プラ
グ本体２０２の異なる部分は、異なる材料から作られる。例えば、プラグ本体近位端部２
０４は、シリコーン／ポリウレタンコポリマーを含み得て、プラグ本体遠位端部２０６は
ポリウレタンヒドロゲルまたは他の固体ヒドロゲルを含み得る。ある実施形態では、プラ
グ本体近位端部２０４はシリコーンを含み得て、プラグ本体遠位端部２０６は親水性シリ
コーン混合物を含み得る。プラグ本体３０２を形成するために用いられ得る他のコポリマ
ーは、シリコーン／ウレタン、シリコーン／ポリ（エチレングリコール）（ＰＥＧ）、お
よびシリコーン／２－ヒドロキシエチルメタクリレート（ＨＥＭＡ）を含む。
【００８５】
　ある実施形態では、プラグ本体２０２は、近位端にまたは近位端近くに第１のチャンバ
２１０を有し、遠位端にまたは遠位端近くに第２のチャンバ２１２を有する円筒状構造を
含み得る。ラタノプロスト薬物コア２１４は、第１のチャンバ２１０中に配置し得るが、
その一方、生分解性または非生分解性のヒドロゲルまたは他の膨張可能な保持要素２１６
が第２のチャンバ２１６中に配置し得る。実施形態によっては、生分解性保持要素は、塩
およびセルロースベースの混合物を含み得る。実施形態によっては、非生分解性保持要素
は、ヒドロゲルまたは他の合成ポリマーを含む。プラグ本体隔壁２１８は、第１のチャン
バ２１０と第２のチャンバ２１６の間に配置され得て、薬物コア２１４とヒドロゲル保持
要素２１６の間の物質の連通を抑制するまたは止めるために用いられ得る。
【００８６】
　様々な方法で、膨張可能な、ヒドロゲル保持要素２１６は、保持構造２０８の一部の内
部などに、実質的に包含され得る。様々な実施形態では、保持構造２０８は、流体浸透性
保持具であって、涙点に挿入した際に、流体がヒドロゲル保持要素２１６に受けられて、
流体がヒドロゲル保持要素２１６によって吸収されるもしくはさもなければ保持されるこ
とを可能にする流体浸透性保持具を含み得る。ヒドロゲル保持要素２１６は、保持構造２
０８の１つ以上の表面部分が涙小管の壁に接触するように駆動するサイズおよび形状など
に膨張し、それによって涙点インプラントの少なくとも一部を涙点内に保持する、または
保持する助けをするように構成され得る。実施形態によっては、流体浸透性保持具は、保
持構造２０８の外側壁に配置されるような、流体浸透性開口２２０を含み得る。実施形態
によっては、流体浸透性開口２２０は流体浸透性もしくは親水性キャップ部材２２２また
は他の膜を含み得る。実施形態によっては、流体浸透性保持具は流体浸透性もしくは親水
性インプラント本体部分２２４を含み得る。流体浸透性保持具のこれらの例２２０、２２
２、および２２４はまた、膨張の間および膨張により、ヒドロゲル保持要素２１６が保持
構造２０８の外に、感知できるほど突出することを防ぎ得る。
【００８７】
　インプラント本体２０２は、プラグ本体２０２の近位端部２０４からまたはインプラン
ト本体２０２の近位端部２０４の周り（例えば、除去ループ）に少なくとも部分的に横方
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向に延びるような、フィードバック部または他の突起２２６を含み得る。実施形態によっ
ては、突起２２６は除去ループを含み得る。実施形態によっては、突起２２６は、涙点イ
ンプラント２００が小管内に完全に進むことを抑制するもしくは妨げるために、または、
触感的もしくは視覚的なフィードバック情報をインプラントを使用しているインプラント
ユーザに与えるためなど、涙点開口に接してもしくは（例えば、ランプ部２６０を介して
）涙点開口の近くに配置されるように構成され得る。実施形態によっては、突起２２６の
近位端は、埋め込まれたときに患者に快適さを与える助けをするためなど、凸部を含み得
る。実施形態によっては、突起２２６は約０．８ミリメートルの凸直径を含み得る。実施
形態によっては、突起２２６は直径が約０．７ミリメートルと約０．９ミリメートルの間
である。実施形態によっては、突起２２６は、直径が約０．５ミリメートルから約１．５
ミリメートル、厚さが０．１ミリメートルから約０．７５ミリメートルの非凹形状を含み
得る。実施形態によっては、突起２２６は、柱状突起がインプラントプラグ近位端２０４
の対向する側面から延びる、翼形状を有する。例によっては、そのような突起２２６は、
外側プラグ本体表面から近位端２０４の周りに３６０度延びる部分的にトリミングされた
カラーを含む。いくつかの例では、このような突起２２６は、横方向プラグ本体表面から
近位端２０４の周りに３６０度延びる完全なカラーを含む。例では、突起２２６は、平坦
なディスク（すなわち、比較的平坦な上面および底面）に類似の断面形状を含む。薬物ま
たは他の薬溶出ポート２２８は突起２２６を通って延び、薬物コア２１４薬剤の眼への持
続放出を与えるなどをし得る。
【００８８】
　図２Ｂは、図２Ａの線２Ｂ－２Ｂに沿ってなど、インプラントの長軸に平行な線に沿っ
て切り取られた涙点プラグインプラント２００の実施形態の例の断面図を示している。図
２Ｂに示されているように、涙点プラグは、プラグ本体遠位端部２０６でまたはプラグ本
体遠位端部２０６近くにヒドロゲル保持要素２１６、および例えば遠位端部２０４にまた
は遠位端部２０４近くにプラグ本体内に配置されたラタノプロスト薬物コア２１４を実質
的に包含する保持構造２０８を有するプラグ本体２０２を含み得る。この実施形態では、
薬物コア２１４は、第１のプラグ本体チャンバ２１０内に配置され、ヒドロゲル保持要素
２１６は、第２のプラグ本体チャンバ２１２内に配置される。上述のように、ヒドロゲル
保持要素２１６は、プラグインプラント２００の少なくとも一部を涙点内に保持するまた
は保持することを助けるサイズおよび形状に膨張するように構成され得る。実施形態によ
っては、ヒドロゲル保持要素２５０はまた、プラグ本体２０２の外側表面部分上にコーテ
ィングされるまたはさもなければ与えられ、プラグ２００の少なくとも一部を涙点内に保
持するまたは保持することを助けるための別の（例えば、第２の）機構を与える。
【００８９】
　ヒドロゲル保持要素２１６を実質的に包含するために使用され得る、保持構造２０８は
、プラグ本体２０２のサイズに対して、様々なサイズであり得る。実施形態によっては、
保持構造２０８はプラグ本体２０２の長さの少なくとも約５分の１である。実施形態によ
っては、保持構造２０８はプラグ本体２０２の長さの少なくとも約４分の１である。実施
形態によっては、保持構造２０８はプラグ本体２０２の長さの少なくとも約３分の１であ
る。実施形態によっては、保持構造２０８はプラグ本体２０２の長さの少なくとも約半分
である。実施形態によっては、保持構造２０８はプラグ本体２０２の長さの少なくとも約
４分の３である。実施形態によっては、保持構造２０８はプラグ本体２０２の長さの約全
体である。
【００９０】
　図２Ｂの実施形態の例で示されているように、ヒドロゲル保持要素２１６は、涙点を通
る挿入および涙小管への挿入を補助する、非膨張“ドライ”状態を有し得る。一旦、小管
内に配置されると、ヒドロゲル保持要素２１６は、膨張された構造を形成するために流体
透過性保持具２２０、２２２、２２４（図２Ａ）を介してなどで、小管または他の流体を
吸収するまたは保持することが可能である。実施形態によっては、ヒドロゲル保持要素２
１６は、非生分解性である材料を含み得る。実施形態によっては、ヒドロゲル保持要素２
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１６は、生分解性である材料を含み得る。ヒドロゲル保持要素２１６の他のオプションも
また、使用され得る。例えば、ヒドロゲル保持要素２１６は、保持構造２０８と共に１つ
の部品に成形されることも可能であるし、または１つの部品として別個に形成し、その後
で保持構造２０８に結合されることも可能である。
【００９１】
　例によっては、インプラント本体２０２の近位端にまたは近位端近くに配置された薬物
コア２１４は、マトリックス２５４内に分散され得る、複数のラタノプロスト封入物２５
２を含み得る。実施形態によって、封入物２５２は、ラタノプロストの濃縮形態（例えば
、結晶薬物形態）を含む。実施形態によっては、マトリックス２５４はシリコーンマトリ
ックス等を含み、マトリックス内の封入物２５４の分布は、不均質であっても良い。実施
形態によっては、薬物封入物２５２は、ラタノプロスト油のような、油の液滴を含む。さ
らに別の実施形態では、薬物封入物２５２は、固体粒子を含む。封入物は、多くのサイズ
および形状であり得る。例えば、封入物は、約１マイクロメートルから約１００マイクロ
メートルのオーダーの大きさを有する微粒子であり得る。
【００９２】
　図示された実施形態では、薬物コア２１４は、薬物コアの少なくとも１つの露出表面２
５８を画定するためなどに、薬物コアの少なくとも一部の上に配置されたシース本体２５
６を有する。露出表面２５８は、涙点プラグ２００が涙点に挿入されたときに、涙もしく
は涙層液に接触し、持続した時間にわたり１つ以上の治療レベルでラタノプロストを放出
するためなどで、プラグ本体の近位端部２０４にまたはプラグ本体の近位端部２０４近く
に配置され得る。
【００９３】
　図２Ｃは、プラグの長軸に平行な線に沿って切り取られた涙点プラグ２００の実施形態
の例の断面図を示している。図２Ｃに示されているように、涙点プラグは、フィードバッ
ク部または他の突起２２６（図２Ａ）を有しないプラグ本体２０２を含む。この方法では
、プラグ２００は、涙点の内部に完全に挿入され得る。実施形態によっては、第１のチャ
ンバ２１０は、約０．０１３インチ×約０．０４５インチの大きさを含み得る。実施形態
によっては、第２のチャンバ２１２は約０．０１３インチ×約０．０２０インチの大きさ
を含み得る。
【００９４】
　図３Ａは、涙点に挿入可能であり得る涙点プラグインプラント３００の別の実施形態を
示している。涙点プラグ３００の涙点への挿入は：（例えば、ドライアイを治療するため
の）涙点を通る涙流の抑制もしくは封鎖、または（例えば、感染症、炎症、緑内障もしく
はその他の眼疾患もしくは障害の治療のために）眼、（例えば、副鼻腔やアレルギー疾患
の治療のために）鼻腔、または（例えば、めまいや頭痛の治療のために）内耳系への治療
薬の持続送達の１つ以上を許容し得る。
【００９５】
　この実施形態では、涙点プラグ３００は、第１の３０４部分および第２の３０６部分を
含むプラグ本体３０２を含む。プラグ本体３０２は第１部分３０４の近位端３０８から第
２部分３０６の遠位端３１０に延びる。様々な実施形態で、近位端３０８は長近位軸３１
２を定義し得るし、遠位端３１０は長遠位軸３１２を定義し得る。プラグ本体３００は、
埋め込まれたとき、プラグ本体３０２の少なくとも一部を小管の曲がりにまたは小管の曲
がりよりさらに遠くに配置される涙小管の少なくとも一部に対してバイアスするために、
近位軸３１２および遠位軸３１４の間に、少なくとも４５度傾いた交差３１６が存在する
ように構成され得る。実施形態によっては、プラグ本体３０２は、傾いた交差３１６は約
４５度と約１３５度の間であるように構成され得る。この実施形態では、プラグ本体３０
２は、傾いた交差３１６は約９０度であるように構成されている。様々な実施形態では、
第１部分３０４の遠位端３２６は、第２部分３０６の近位端３２８で、または第２部分３
０６の近位端３２８近くで、第２部分３０６と一体化され得る。
【００９６】



(28) JP 2011-525388 A 2011.9.22

10

20

30

40

50

　ある実施形態では、プラグ本体３０２は、近位端３０８近くに配置された第１のキャビ
ティ３１８および遠位端３１０近くに配置された第２のキャビティ３２０の１つまたは両
方を含む、角度を持って配置された円筒状構造を含み得る。この実施形態では、第１のキ
ャビティ３１８は、第１部分３０４の近位端３０８から内側に伸び、第２のキャビティ３
２０は、第２部分３０６の遠位端３１０から内側に延びる。第１の薬物を放出する薬物サ
プライ３２２は、第２の薬物または他の薬を放出する薬物サプライ３２４が持続した薬物
または他の薬剤の放出を例えば、鼻腔または内耳系に与えるために第２のキャビティ３２
０内に配置され得る間に、眼に持続薬物放出を与えるために第１のキャビティ３１８内に
配置され得る。プラグ本体隔壁３３０は、第１のキャビティ３１８と第２のキャビティ３
２０の間に配置され得て、第１の薬物サプライ３２２と第２の薬物サプライ３２４の間の
物質の連通を抑制するまたは封鎖するために、使用され得る。
【００９７】
　実施形態によっては、薬物放出または他の薬剤放出が、少なくとも部分的に、薬物サプ
ライ３２２、３２４の露出表面を介して生じ得る。実施形態によっては、露出表面の幾何
を制御することによって、所定の薬物放出または他の薬放出速度が達成され得る。例えば
、露出表面は、例えば短期ベースで、または外来患者の医者訪問の間の長期ベースでのよ
うに、特定の幾何または眼への薬物または他の薬剤の放出速度を制御するために適切な他
の技術を用いて構成され得る。薬物サプライ３２２、３２４からの１つ以上の薬物または
他の薬剤の有効放出速度に関するさらなる記載は、参照によりその全体が本明細書中に組
み込まれ、特定の放出速度を得ることの記載を含む、権利者が共通でＤｅＪｕａｎらによ
る（２００７年４月２日に出願され、薬物治療のための鼻涙管ドレナージシステムインプ
ラントと題する）米国出願シリアル番号１１／６９５，５４５号に見出され得る。実施形
態によっては、薬物サプライ３２２、３２４の露出表面は、薬物サプライがプラグ本体３
０２の外側に突出しないように、それぞれ第１部分３０４の近位端３０８または第２部分
３０６の遠位端３１０と同一面または若干下であり得る。実施形態によっては、薬物サプ
ライの露出表面は、薬物サプライ３２２がプラグ本体３０２の外側に突出しないように、
例えば、近位端３０８より上に配置され得る。
【００９８】
　プラグ本体３０２は、第１のプラグ本体部分３０４の近位端部３０８からまたは第１の
プラグ本体部分３０４の近位端部３０８の周りに少なくとも部分的に横方向に延びる突起
のような、一体化フィードバック部または他の突起３３２を含み得る。実施形態によって
は、突起３３２は、インプラント位置から涙点プラグ３００を除去する際に使用するため
の翼の組を含み得る。除去翼の組は、プラグ本体３０２の非線形構成が、小管の曲がり、
およびオプションとして、涙小管膨大部のサイズまたは形状をとることによって、移動を
封鎖することができるように、心の中では、移動抜きに構成され得る。実施形態によって
は、突起３３２は、涙点プラグ３００が小管内に完全に進むことを抑制するもしくは妨げ
るために、または、例えば、プラグが完全に埋め込まれているかどうかについて、触感的
もしくは視覚的なフィードバック情報をインプラントユーザに与えるためなど、涙点開口
に接してもしくは涙点開口の近くに配置されるように構成され得る。突起３３２は、埋め
込まれたとき、眼に平行な方向または眼から離れる方向に横方向に延び得る。このことは
、突起の一部が眼に向かって延びている場合に比べて、眼への刺激を減少させるであろう
。加えて、近位端３０８から突起３３２が外側に延びる方向は、第１のプラグ本体部分３
０４の遠位端３２６に対して、第２のプラグ本体部分３０６の横方向の延伸方向と実質的
に同一であり得る。このことはまた、眼に向かって延びることを避けることを可能とする
。薬物溶出ポートまたは他の薬剤の溶出ポートは、薬物サプライ３２２薬の眼への持続放
出を与えるためなど、カラー突起３３２を通って延びることが可能である。
【００９９】
　様々な実施形態では、プラグ本体３０２は、非直線上に延びるプラグ本体３０２の形成
を可能にする、シリコーン、ポリウレタン、ＮｕＳｉｌ（例えば、２％　６－４８００を
有するＮｕＳｉｌ　４８４０）または非生分解性、部分的に生分解性または生分解性（す
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なわち、本体内で侵食可能である）のアクリル系などの弾性材料を用いて成形され得る。
実施形態によっては、生分解性弾性材料は、ポリ（ビニルアルコール）の架橋ポリマーを
含む。実施形態によっては、プラグ本体３０２は、シリコーン／ポリウレタン共重合体を
含み得る。プラグ本体３０２を形成するために使用され得る他の共重合体は、限定される
ものではないが、シリコーン／ウレタン、シリコーン／ポリ（エチレングリコール）（Ｐ
ＥＧ）、およびシリコーン／２－ヒドロキシエチルメタクリレート（ＨＥＭＡ）を含む。
参照によりその全体が本明細書中に組み込まれ、権利者が共通でＪａｉｎらによる（２０
０８年４月３０日に出願され、薬物放出ポリウレタン涙点インプラントと題する）出願シ
リアル番号６１／０４９，３１７号中で議論されているように、ウレタンベースのポリマ
ーおよび共重合体材料は、様々なプロセス方法を許容し、互いに良く接着される。
【０１００】
　図３Ｂは、図３Ａの線３Ｂ－３Ｂに沿ってなど、プラグの長軸に平行な線に沿って切り
取られた涙点プラグ３００の実施形態の例の断面図を示している。図３Ｂに示されている
ように、涙点プラグ３００は、第１の部分３０４および第２の部分３０６を含むプラグ本
体３０２を含む。プラグ本体３０２は第１部分３０４の近位端３０８から第２部分３０６
の遠位端３１０に延びる。様々な実施形態で、近位端３０８は長近位軸３１２を定義し得
るし、遠位端３１０は長遠位軸３１２を定義し得る。プラグ本体３００は、埋め込まれた
とき、プラグ本体３０２の少なくとも一部を小管の曲がりにまたは小管の曲がりよりさら
に遠くに配置される涙小管の少なくとも一部に対してバイアスするために、近位軸３１２
および遠位軸３１４の間に、少なくとも４５度傾いた交差３１６が存在するように構成さ
れ得る。この実施形態では、プラグ本体３０２は、傾いた交差３１６は約９０度であるよ
うに構成されている。
【０１０１】
　様々な実施の形態では、第１部分３０４の遠位端３２６は、第２端３２６の近位端３２
８でまたは第２端３２６の近位端３２８近くで第２部分３０６と一体化され得る。実施形
態によっては、第２部分３０６は、第１部分３０４の長さの４倍より小さい大きさを有す
る長さを含み得る。一実施形態では、第２部分３０６は、図３Ｂ中に示されているように
、約１０ミリメートル未満の長さを含み得る。別の実施形態では、第２部分３０６は、約
２ミリメートル未満の長さを含み得る。
【０１０２】
　ある実施形態では、第２部分３０６は、涙点プラグ３００が埋め込まれているときに、
涙点または小管の１つまたは両方のような解剖学的組織３５２を、十分な直径に広げるた
めに、一体化拡張器３５０を含み得る。この方法では、涙点プラグ３００は、別個の拡大
ツールを介した事前拡張に対する必要性なしに、様々なサイズの眼の解剖学的構造に埋め
込まれ得る。拡張器３５０は、涙点と小管の内層に外傷性ではないように形成され得る。
実施形態によっては、プラグ本体３０２の外側表面上に配置された、または外側表面に含
浸された潤滑性コーティングが、涙点プラグ３００の解剖学的組織３５２への挿入をさら
に助けるために使用され得る。一実施形態では、潤滑性コーティングはシリコーン潤滑剤
を含み得る。
【０１０３】
　示されているように、拡張器３５０は一般には、第２部分３０６の近位端３２８近くの
位置から第２部分３０６の遠位端３１０に、約０．６ミリメートルの直径から約０．２ミ
リメートルの直径へのように狭くなり得る。実施形態によっては、拡張器３５０の外側表
面の傾きは、第２部分３０６の近位端３２８近くの場所から第２部分３０６の遠位端３１
０に測ったとき、長遠位軸３１４に関して、約１度から約１０度（例えば、２度、３度、
４度、または５度）の間であり得る。実施形態によっては、拡張器３５０の傾きは、長遠
位軸３１４に関して、４５度より小さくて良い。他の因子の中でも、所定のインプラント
状況に対する所望の拡張器３５０の傾きの決定は、埋込みで、柔らかく、可撓性で、一致
した（例えば、涙小管と一致する）プラグ本体を有するという希望と、プラグインプラン
トに対して希望されるプラグ本体３２０強度のバランシングによってなされ得る。実施形
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態によっては、拡張器の先端３５４は約０．２ミリメートルと約０．５ミリメートルの間
であり得る。
【０１０４】
　ある実施形態では、第２プラグ本体部分３０６の近位端３２８は、埋め込まれたとき、
涙小管大部の少なくとも一部に対してバイアスするように構成される先頭拡大部３５６を
含み得る。この実施形態では、先頭拡大部３５６は第１プラグ本体部分３０４と第２プラ
グ本体部分３０６の間の交差点から近位方向に、拡張器３５０の広がりとは反対の方向な
どに、突出する。
【０１０５】
　ある実施形態では、プラグ本体３０２は、近位端３０８近くに配置された第１のキャビ
ティ３１８を含み得る。この実施形態では、第１のキャビティは、近位端３０８から内側
に約２ミリメートル以下広がり、眼に持続的な薬物または他の薬剤の放出を与えるために
第１の薬物または他の薬を放出する薬物サプライ３２２を収容する。実施形態によっては
、薬物サプライ３２２は、マトリックス３６２中に分散され得る、複数の治療薬封入物３
６０を含み得る。実施形態によっては、封入物３６０は、治療薬（複数の治療薬）の濃縮
形態（例えば、結晶薬物形態）を含み得る。実施形態によっては、マトリックス３６２は
シリコーンマトリックス等を含み、マトリックス内の封入物３６０の分布は、不均質であ
っても良い。実施形態によっては、薬物封入物３６０は、ラタノプロスト油のような、油
の液滴を含む。さらに別の実施形態では、薬物封入物３６０は、結晶形態のビマトプロス
ト粒子のような固体粒子を含む。封入物は、多くのサイズおよび形状であり得る。例えば
、封入物は、約１マイクロメートルから約１００マイクロメートルのオーダーの大きさを
有する微粒子であり得る。
【０１０６】
　図示された実施形態では、薬物サプライ３２２は、薬物サプライの少なくとも１つの露
出表面３６８を定義するためなどに、薬物サプライ３２２の少なくとも一部の上に配置さ
れたシース本体３６６を有する。露出表面３６８は、涙点プラグ３００が涙点に挿入され
たときに、涙もしくは涙層液に接触し、持続した時間にわたり１つ以上の治療レベルで治
療薬を放出するためなどで、プラグ本体３０２の近位端３０８にまたは近位端３０８近く
に配置され得る。
【０１０７】
　図４Ａは、涙点に挿入可能であり得る涙点プラグ４００の実施形態を示している。様々
な実施形態で、涙点プラグ４００は、涙点に少なくとも部分的に挿入するようなサイズお
よび形状に形成された第１の部分４０４および第２の部分４０６を含むプラグ本体４０２
を含む。第１の部分４０４は、ポリマーから形成され、第１の直径４０８を含む。第２の
部分４０６はまた、ポリマーから形成され、第１の直径４０８より小さい第２の直径４１
０を有する基材４１２（例えば、マンドレルまたは背骨のような部材）を含む。実施形態
では、第１の部分４０４および第２の部分４０６は、一体に結合され、単一のプラグ本体
４０２を含む。実施形態では、第１の部分４０４および第２の部分４０６は、例えば、結
合ボイドと結合アームの間の係合を介して互いに結合され得る、別個の要素である。
【０１０８】
　膨潤性材料のような、膨張可能保持部材４１４は、基材４１２に接着され得るまたはさ
もなければ基材４１２上に結合され得て、膨張可能保持部材４１４が基材４１２の一部を
、少なくとも部分的に包囲する。実施形態では、膨張可能保持部材は、実質的に基材４１
２を包囲する。膨張可能保持部材４１４が、涙点への挿入によってなどで、涙液または他
の流体を吸収するまたはさもなければ保持すると、膨張可能保持部材のサイズは増大し、
膨張可能保持部材の形状は変化し得、そのことによってそれ自身が関連する小管の壁に力
を及ぼし、若干バイアスする。膨張可能保持部材４１４は対象に保持に伴う快適さを提供
し、小管壁の制御されたバイアシングを介して涙点インプラント４００インプラント保持
を改良すると信じられている。
【０１０９】
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　膨張可能保持部材４１４のプラグ本体４０２の一部分上の位置づけは、保持部材４１４
がその場で涙液に対して自由に晒されることを許容し、そのことによって広い範囲の可能
な拡大率を取ることができるようになる。さらに、基材４１２は、膨張可能保持部材４１
４が、例えば、接着し得る適切な結合表面領域を提供し、涙点プラグ４００が患者から取
り出された後で、膨張可能保持部材４１４の材料が涙点中に残らないようにする。この実
施形態中に示されているように、膨張可能保持部材４１４は、涙点を通る挿入および涙小
管への挿入を補助する、非膨張“ドライまたは脱水”状態を含み得る。一旦、小管内に配
置されると、膨張可能保持部材４１４は、膨張された構造を形成するために涙液を吸収す
るまたはさもなければ保持することが可能である。
【０１１０】
　実施形態によっては、プラグ本体４０２は、第１の部分４０４の近位端４１８近くに配
置されるキャビティ４１６を含む円筒状構造を含み得る。この実施形態では、キャビティ
４１６は、近位端４１８から内側に延び、眼に持続的な薬物または他の薬剤の放出を与え
るための第１の薬物または他の薬剤を放出する薬物サプライ４２０を含む。薬物または他
の薬剤の放出は、少なくとも部分的に、薬物サプライ４２０の露出表面を介して生じ得る
。実施形態では、薬物サプライ４２０の露出表面は、薬物サプライ４２０が少なくとも部
分的にインプラント本体４０２の外側に突出するように近位端４１８より上に配置され得
る。実施形態によっては、薬物サプライ４２０の露出表面は、薬物サプライ４２０がプラ
グ本体４０２の外側に突出しないように、近位端４１８と同一面またはそれより若干下で
あり得る。
【０１１１】
　実施形態によっては、露出表面近くの幾何または薬物濃度勾配を制御することによって
、所定の薬物または薬の放出速度が達成され得る。例えば露出表面は、例えば短期ベース
で、または外来患者の医者訪問の間の長期ベースでのように、特定の幾何または眼への薬
物または他の薬剤の放出速度を制御するために適切な他の技術を用いて構成され得る。
【０１１２】
　プラグ本体４０２は、第１のプラグ本体部分４０４の近位端４１８のからまたは近位端
４１８の周りに少なくとも部分的に横方向に延びる突起のような、一体化フィードバック
部または他の突起４２２を含み得る。実施形態では、突起４２２は、外側プラグ本体表面
から近位端４１８の周りに３６０度延びる部分的にトリミングされたカラーを含む。実施
形態では、突起４２２は、外側プラグ本体表面から近位端４１８の周りに３６０度延びる
完全なカラーを含む。実施形態では、突起４２２は、平坦なディスク（すなわち、比較的
平坦な上面および底面）に類似の断面形状を含む。様々な実施形態では、突起４２２は、
プラグ本体４０２の第２部分４０６が関連する小管内腔内に配置されたとき、涙点プラグ
４００が小管内腔内に完全に進むことを抑制するもしくは防ぐために、または、（例えば
、プラグが完全に埋め込まれているかどうかについて）触感的もしくは視覚的なフィード
バック情報をインプラントユーザに与えるため、または、埋め込み位置から涙点４００を
取り除くためなどに、涙点開口に接してもしくは涙点開口の近くに配置されるように構成
され得る。実施形態では、突起４２２は、涙点プラグ４００が小管に落ちて行くことを防
ぐために、約０．５～５．０ｍｍの直径を有する部分を含む。
【０１１３】
　図４Ｂは、図４Ａの線４Ｂ－４Ｂに沿ってなど、プラグの長軸に平行な線に沿って切り
取られた涙点プラグ４００の断面図の実施形態の例を示している。図４Ｂに示されている
ように、涙点プラグ４００は、涙点に少なくとも部分的に挿入されるためのサイズおよび
形状が形成された、第１の部分４０４および第２の部分４０６を含むプラグ本体４０２を
含む。第１の部分４０４は、ポリマーから形成され、第１の直径４０８を含む。第２の部
分４０６も、ポリマーから形成され、第１の直径４０８より小さい第２の直径４１０を有
する基材４１２（例えば、マンドレルまたは背骨のような部材）を含む。実施形態では、
基材４１２は、プラグ本体４０２の全長の少なくとも約３分の１である。実施形態では、
基材４１２は、プラグ本体４０２の全長の少なくとも約半分である。示されている実施形
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態では、プラグ本体４０２はまた、第１のプラグ本体部分４０４の近位端４１８のからま
たは近位端４１８の周りに少なくとも部分的に横方向に延びる突起のような、一体化フィ
ードバック部または他の突起４２２を含む。
【０１１４】
　様々な実施形態では、プラグ本体４０２は、シリコーン、ポリウレタン、もしくは他の
ウレタンベース材料、またはそれらの組合せなどの弾性材料を用いて成形され得る、また
はさもなければ形成され得る。実施形態では、第１の部分４０４または第２の部分４０６
の一方または両方がウレタンベース材料を含む。実施形態では、第１の部分４０４または
第２の部分４０６の１つまたは両方は、４０８０（登録商標）またはＰｕｒＳｉｌ（登録
商標）などの、シリコーンベース材料を含む。ＰｕｒＳｉｌ（登録商標）はさらに、米国
特許第５，５８９，５６３号および第５，４２８，１２３号に記載されており、これらの
開示は参照によりその全体が本明細書に組み込まれる。実施形態では、第１の部分４０４
または第２の部分４０６の一方または両方は、ポリウレタン／シリコーン、ウレタン／カ
ーボネート、シリコーン／ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）、およびシリコーン／２－
ヒドロキシエチルメタクリレート（ＨＥＭＡ）などの共重合体材料を含む。様々な実施形
態では、プラグ本体４０２は、その場では非吸収性であるように構成され、（例えば、涙
点プラグ４００の挿入および取出の間の）切断強さおよび大きさ安定性の問題に取り組む
ためには十分に強い。
【０１１５】
　膨潤性材料のような、膨張可能保持部材４１４は、基材４１２に接着され得るまたはさ
もなければ基材４１２上に結合され得て、膨張可能保持部材４１４が基材４１２の一部を
、少なくとも部分的に包囲する。膨張可能保持部材が、涙点への挿入によってなどで、涙
液を吸収するまたはさもなければ保持すると、膨張可能保持部材のサイズは増大し、膨張
可能保持部材の形状は変化し、そのことによってそれ自身が関連する小管の壁に力を及ぼ
し、若干バイアスする。様々な実施形態では、膨張可能保持部材４１４は、膨潤性材料を
用いて成形され得る、またはさもなければ形成され得る。実施形態では、膨張可能保持部
材４１４は、ＴＧ－２０００（登録商標）、ＴＧ－５００（登録商標）、または他のウレ
タンベースのヒドロゲルのような、ポリウレタンヒドロゲルを含む。実施形態では、膨張
可能保持部材４１４は、非等方的に膨張するように構成され得る、熱硬化性ポリマーを含
む。実施形態では、膨張可能保持部材４１４は、膨張でその形状を維持しないが、むしろ
小管内腔壁の形状またはその他の包囲構造に一致するよう適合される、ゲルを含む。
【０１１６】
　実施形態によっては、涙点プラグ４００は、ポリウレタンまたは他のウレタンベース材
料を含む基材４１２およびポリウレタンまたは他のウレタンベースの膨潤性材料を含む膨
張可能保持部材４１４を含む。実施形態では、ポリウレタンヒドロゲルは、基材４１２の
、プラズマ処理外側表面のような、外側表面に直接的に結合される。
【０１１７】
　実施形態によっては、涙点プラグ４００は、基材４１２などのプラグ本体４０２の一部
と、膨張可能保持部材４１４の一部の間に配置された中間部材４５０を含む。中間部材４
５０は、埋め込まれたときに、基材４１２のポリマーより多くの量の涙液を吸収するが、
膨張可能保持部材４１４の膨潤性ポリマーほどは吸収しないように構成された材料を含み
得る。中間部材４５０は、プラグ本体４０２の実質的に非膨潤性ポリマーと膨張可能保持
部材４１４の膨潤性ポリマーの間のような、インテグリティを有する涙点プラグ４００を
与え得る。例えば、膨張可能保持部材４１４のポリマーは湿気に晒されて膨張するとき、
膨張するポリマーは、中間部材４５０がないときには、基材４１２の元になっている、非
膨潤性ポリマーから遠くで膨張するであろうことが可能である。実施形態では、中間部材
４５０はＰｕｒＳｉｌ（登録商標）を含み、基材４１２の外側表面上に浸されるまたはさ
もなければコーティングされる。実施形態では、中間部材４５０は、Ｔｅｃｏｐｈｉｌｉ
ｃ（登録商標）ウレタンまたはＴｅｃｏｐｈｉｌｉｃ（登録商標）溶液階級ウレタンのよ
うな、約１０％から約５００％水を吸収するように構成されたポリウレタンを含む。第１
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のポリマー材料の部分と、典型的には第１のポリマー材料とは異なる、第２のポリマー材
料の部分の間に配置される中間部材４５０の使用に関するさらなる議論は、権利者が共通
でＳｉｍらによる、参照によって本明細書中に組み込まれる、（２００９年４月３０日に
出願され、複合涙点インサートと題する）米国出願シリアル番号第６１／０４９，３２９
号中に見出され得る。
【０１１８】
　ある実施形態では、プラグ本体４０２は、第１の部分４０４の近位端４１８近くに配置
された第１のキャビティ４１６を含み得る。実施形態では、第１のキャビティ４１６は、
近位端４１８から内側に約２ミリメートル以下広がり、眼に持続的な薬物または他の薬剤
の放出を与えるために第１の薬物または他の薬を放出する薬物サプライ４２０を収容する
。実施形態では、第１のキャビティ４１６は、プラグ本体４０２を通って広がり、眼に持
続的な薬物または他の薬剤の放出を与えるために第１の薬物または他の薬を放出する薬物
サプライ４２０を収容する。様々な実施形態では、薬物サプライ４２０は、薬剤を貯蔵し
、薬剤が、例えば涙層液または他の涙液によって浸出されると、眼および鼻涙系の１つま
たは両方にゆっくりと投薬される。実施形態では、薬物サプライ４２０は、マトリックス
４５４中に分散され得る、複数の治療薬封入物４５２を含む。実施形態では、封入物４５
２は、治療薬（複数の治療薬）の濃縮形態（例えば、結晶薬物形態）を含み得る。実施形
態によっては、マトリックス４５４はシリコーンマトリックス等を含み、マトリックス内
の封入物４５２の分布は、一様または不均質である。実施形態では、薬物封入物４５２は
、ラタノプロスト油のような、油の液滴を含む。さらに別の実施形態では、薬封入物４５
２は、結晶形態のビマトプロスト粒子のような固体粒子を含む。封入物は多くのサイズお
よび形状であり得る。例えば、封入物は約１マイクロメートルから約１００マイクロメー
トルのオーダーの大きさを有する微粒子を含み得る。
【０１１９】
　図示された実施形態では、薬物サプライ４２０は、薬物サプライの少なくとも１つの露
出表面４５８を定義するためなどに、薬物サプライの少なくとも一部の上に配置されたシ
ース本体４５６を有する。実施形態では、シース本体４５６はポリイミドを含む。露出表
面４５８は、涙点プラグ４００が涙点に挿入されたときに、涙もしくは涙層液に接触し、
持続した時間にわたり１つ以上の治療レベルで治療薬を放出するためなどで、プラグ本体
４０２の近位端４１８にまたは近位端４１８近くに配置され得る。
【０１２０】
　ある実施形態では、膨張可能保持部材は、涙小管の壁または鼻涙管系の１つまたは両方
に連続的な薬物または他の薬剤の放出を与えるために第２の薬物または他の薬を放出する
薬物サプライ４６０を含み得る。薬物サプライ４６０は、薬剤を貯蔵し、薬剤が涙小管内
の涙液と接触した後、ゆっくりと投薬されるように構成され得る。実施形態では、膨張可
能保持部材中に含まれる薬剤は、医薬、治療薬、または抗菌薬（例えば、銀）を含み得る
。
（インプラントの製造）
　当業者は、本明細書中に記載されたインプラントを製造するのに有用な様々な方法に親
しむであろう。特定の方法は、その開示が参照によって本明細書中に組み込まれる、上記
の特許文献中に記載されている。
【０１２１】
　例えば、上述のような薬物コアは、０．００６インチ、０．０１２インチ、０．０２５
インチの異なる断面サイズで作製され得る。コア中の薬物濃度は、シリコーンマトリック
ス中に５％、１０％、２０％、３０％であり得る。これら薬物コアは、シリンジチューブ
およびカートリッジアセンブリを用いて製造され、ラタノプロストをシリコーンと混合し
、所望の長さに切断されシールされたポリイミドチューブに混合物を注入する。薬物コア
の長さは、およそ０．８０から０．９５ｍｍであり得て、直径０．０１２インチ（０．３
２ｍｍ）では、これらは５％、１０％、２０％および３０％の濃度に対して、それぞれお
よそ３．５マイクログラム、７マイクログラム、１４マイクログラムおよび２１マイクロ
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グラムの薬物コア内のラタノプラストの総量に相当する。
【０１２２】
　シリンジチューブとカートリッジアセンブリ：１．様々な直径（例えば、０．００６イ
ンチ、０．０１２５インチおよび０．０２５インチ）のポリイミドチューブは、１５セン
チの長さに切断され得る。２．ポリイミドチューブはシリンジアダプタに挿入され得る。
３．ポリイミドチューブはルアーアダプタ（ロックタイト、低粘度紫外線硬化）に接着さ
れ得る。４．アセンブリの端はトリミングされ得る。５．カートリッジアセンブリは、蒸
留水を用いて、次にメタノールで洗浄され、６０℃でオーブン中にて乾燥され得る。
【０１２３】
　ラタノプロストは、シリコーンと混合され得る。ラタノプロストは、酢酸メチル中の１
％溶液として提供され得る。溶液の適切な量がディッシュに置かれ得て、窒素気流を用い
て、溶液はラタノプロストが残留するまで気化され得る。ラタノプロスト油を有するディ
ッシュは、３０分間真空に配置され得る。このラタノプロストは次に、３×３マトリック
スを生成するために、異なる直径（０．００６インチ、０．０１２インチおよび０．０２
５インチ）のチューブに注入されているシリコーンＮｕＳｉｌ６３８５中の異なる３種類
のラタノプロストの濃度（５％、１０％および２０％）で、シリコーンと組み合わされ得
る。ラタノプロストのシリコーンに対するパーセントは、薬物マトリックスの全重量によ
って決定される。計算式：ラタノプロストの重量／（ラタノプロストの重量＋シリコーン
の重量）×１００＝薬物のパーセント
　次にチューブが注入され得る：１．カートリッジおよびポリイミドチューブアセンブリ
は１ｍｌシリンジに挿入され得る。２．触媒１滴（ＭＥＤ－６３８５硬化剤）がシリンジ
に加えられ得る。３．過剰な触媒は、清浄な空気でポリイミドチューブの外に押し出され
得る。４．シリンジは次に、シリコーン薬物マトリックスで満たされ得る。５．チューブ
には次に、チューブが満たされるまたはシリンジプランジャーを押すことが難しくなるま
で、薬物マトリックスが注入され得る。６．ポリイミドチューブの遠位端は塞がれ、圧力
は、シリコーンが凝固し始めるまで、保持され得る。７．１２時間室温で硬化することを
許容する。８．３０分間真空下に置く。９．チューブは次に、（異なるサイズのチューブ
を保持するために収容されるように作成された）正しいサイズのトリムフィクスチャ中に
配置され得て、薬物挿入は長さ（０．８０～０．９５ｍｍ）に切断され得る。
（涙点プラグからのラタノプロストの放出）
　ラタノプロストの放出速度は、薬物コア内に溶解されるラタノプロストの濃度に関連し
得る。実施形態によっては、薬物コアは、薬物コア中へのラタノプロストの所望の溶解性
を与えるために選択される非治療薬を含む。薬物コアの非治療薬は、本明細書中に記載さ
れたポリマーおよび添加物を含む。コアのポリマーは、マトリックス中へのラタノプロス
トの所望の溶解性を与えるために選択され得る。例えば、コアは親水性治療薬の溶解性を
高め得るヒドロゲルを含み得る。実施形態によっては、マトリックス中へのラタノプロス
トの所望の溶解性を与えるために、官能基がポリマーに添加され得る。例えば、官能基は
シリコーンポリマーに付着され得る。
【０１２４】
　添加物は、薬物コア中へのラタノプロストの溶解性を増加または減少させることによっ
てラタノプロストの濃度を調整し、ラタノプロストの放出動力学を制御するために用いら
れ得る。溶解性は、マトリックス中のラタノプロストの濃度を上昇または低下させる適当
な分子または物質を与えることによって制御され得る。ラタノプロスト濃度は、マトリッ
クスおよびラタノプロストの疎水性または親水性特性に関連し得る。例えば、界面活性剤
および塩は、マトリックスに添加され得て、マトリックス中の疎水性ラタノプロストの濃
度を上昇させ得る。加えて、油や疎水性分子をマトリックスに添加することができ、マト
リックス中での疎水性治療薬の溶解性を上昇させ得る。
【０１２５】
　マトリックス中に溶解しているラタノプロストの濃度に基づく移動の速度を制御するこ
とに代わって、または追加して、薬物コアの表面領域はまた、コアから目標部位への薬物



(35) JP 2011-525388 A 2011.9.22

10

20

30

40

50

移動の所望の速度を得るために制御されても良い。例えば、コアの大きめの露出表面積は
、薬物コアから目標部位への薬物移動の速度を上昇させるであろうし、コアの小さめの露
出表面積は、薬物コアから目標部位へのラタノプロストの移動の速度を低下させるであろ
う。薬物コアの露出表面積は、例えば露出表面の任意のキャスタレーション、涙または涙
層に接する露出チャンネルを有する多孔性表面、露出表面にぎざぎざを付けること、露出
表面の突出によって、様々な方法で上昇され得る。露出表面は、塩を添加することによっ
て多くの孔が作られ得るが、その塩は、溶解し、一旦塩が溶解すると多孔性キャビティを
後に残す。ヒドロゲルがまた使用され得て、大きめの露出表面積を与えるようなサイズに
膨潤する。そのようなヒドロゲルはまた、ラタノプロストの移動の速度をさらに上昇させ
るための多くの孔が作られ得る。
【０１２６】
　さらに、米国特許第４，２８１，６５４（Ｓｈｅｌｌ）中に記載されている構造のよう
な、２つ以上の薬物を組み合わせて放出する能力を含むインプラントが使用され得る。例
えば、緑内障治療の場合、複数のプロスタグランジンまたはプロスタグランジンおよびコ
リン作動薬またはアドレナリン遮断薬（ベータ遮断薬）、例えばアルファガン．ＲＴＭ、
またはラタノプロストおよび炭酸脱水酵素阻害剤を用いて患者を治療することが望ましか
ろう。
【０１２７】
　加えて、その開示の全体が本明細書中に組み込まれる、米国特許公報第２００２／００
５５７０１号（シリアル番号第７７／２６９３号）中に開示されているような薬物含浸メ
ッシュ、または米国特許公報第２００５／０１２９７３１号（シリアル番号第９９／９９
７７号）中に記載されているような生安定性ポリマーのレイヤリングが使用され得る。あ
るポリマープロセスが、ラタノプロストを本発明のデバイスに組み込むために用いられ得
る；例えば、いわゆる“自己送達薬物”またはＰｏｌｙｍｅｒＤｒｕｇｓ（Ｐｏｌｙｍｅ
ｒｉｘ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ、ピスカタウェイ、ニュージャージー州）は、治療に有
用な化合物および生理学的に不活性な架橋剤分子にのみ分解するように設計されており、
参照によってそその全体がここに組み込まれる、米国特許公報第２００５／００４８１２
１号（シリアル番号第８６／１８８１；Ｅａｓｔ）中にさらに詳述されている。そのよう
な送達ポリマーは、ポリマーの侵食や分解の速度に等しく、治療の過程を通して一定の放
出速度を与えるために、本発明のデバイスで使用されても良い。そのような送達ポリマー
は、デバイスコーティングとして、または（本発明のリザーバーのような）注入可能な薬
物貯蔵庫に対する微小球の形態で使用され得る。さらなるポリマー送達技術はまた、米国
特許公報第２００４／０１７０６８５号（シリアル番号第７８／８７４７；Ｃａｒｐｅｎ
ｔｅｒ）中に記載されているような本発明のデバイスに合わせて形成され、技術はＭｅｄ
ｉｖａｓ（サンディアゴ、カリフォルニア州）から入手可能である。
【０１２８】
　特定の実施形態では、薬物コアマトリックスは、ラタノプロストの封入物を包む固体物
質、例えばシリコーンを含み。薬物は、水に極めて不溶であり、封入する薬物コアマトリ
ックス中に溶けにくい分子を含む。薬物コアによって包まれた封入物は、約１マイクロメ
ートルから約１００マイクロメートルの差し渡しの大きさを有するマイクロ粒子であり得
る。薬物封入物は、油、例えばラタノプロスト油の液滴を含み得る。薬物封入物は、固体
薬物コアマトリックス中に溶解し、薬物コアマトリックスを薬物で実質的に充満させる、
例えばラタノプロスト油の固体薬物コアマトリックスへの溶解させることができる。薬物
コアマトリックス中に溶解した薬物は、薬物コアの露出表面から涙層に、しばしば拡散に
よって輸送される。薬物コアが実質的に薬物で充満されると、多くの実施形態では、薬物
送達の律速ステップは、涙層に晒された薬物コアマトリックスの表面からの薬物の輸送で
ある。薬物コアマトリックスが実質的に薬物で充満されると、マトリックス中の薬物濃度
の傾きは最小であり、薬物送達の速度にほとんど寄与しない。涙層に晒されている薬物コ
アの表面積がほぼ一定のときは、薬物コアから涙層への薬物輸送の速度は実質的に一定で
あり得る。ラタノプロストの水への溶解性および薬物の分子量は、固体マトリックスから
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涙への薬物の輸送に影響を及ぼし得ることが本発明により決定されている。多くの実施形
態では、ラタノプロストは水にほぼ不溶であり、重量で約０．０３％から０．００２％の
水への溶解度と、約４００ｇ／ｍｏｌ．から約１２００ｇ／ｍｏｌの分子量を有する。
【０１２９】
　多くの実施形態では、ラタノプロストは水に非常に低い溶解度、例えば重量で約０．０
３％から０．００２％、約４００グラム毎モル（ｇ／ｍｏｌ）から約１２００ｇ／ｍｏｌ
の分子量を有し、有機溶剤に容易に可溶である。ラタノプロストは、室温では液体油であ
り、２５℃で水に５０マイクログラム／ｍＬまたは重量で約０．００５％の水溶度をおよ
び４３２．６ｇ／ｍｏｌの重量平均分子量を有する。
【０１３０】
　涙層の天然の界面活性剤、例えば界面活性剤Dとリン脂質は、コアから涙層への固体マ
トリックス中に溶解された薬物の輸送を実現し得ることが本発明により決定されている。
薬物コアは、涙層中の界面活性剤に反応して、治療レベルで涙層へのラタノプロストの連
続的送達を与えるように構成され得る。例えば、実験データは患者母集団、例えば、涙が
収集され界面活性剤の含有量について分析された１０人の患者から生成され得る。水に難
溶性の薬物に対して収集された涙での溶出プロファイルがまた測定され、バッファおよび
界面活性剤中の溶出プロファイルと比較され、涙界面活性剤のイン・ビトロモデルが開発
され得る。この実験データに基づく界面活性剤のイン・ビトロ溶液は、涙層中の界面活性
剤に反応して、薬物コアを調整するために使用され得る。
【０１３１】
　薬物コアはまた、複合体およびナノテクスチャリングされた表面用の潜在的反応性ナノ
ファイバー化合物（Ｉｎｎｏｖａｔｉｖｅ　Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
、ＬＬＣ、セントポール、ミネソタ州）、ＢｉｏＳｉｌｉｃｏｎ．ＲＴＭとして知られ、
ミクロンサイズの粒子、膜、織布またはマイクロマシンインプラントデバイスを含むナノ
構造多孔性シリコン（ｐＳｉｖｉｄｉａ、Ｌｉｍｉｔｅｄ、英国）および薬物を送達する
ために選択性細胞を標的とするタンパク質ナノケージシステム（Ｃｈｉｍｅｒａｃｏｒｅ
）、などの、送達対象の分子の大きさに依存してナノ粒子またはマイクロ粒子のようなキ
ャリアビヒクルを利用するために、変形され得る。
【０１３２】
　多くの実施形態では、薬物インサートは、薄い壁のポリイミドチューブシースを、薬物
送達に対してマトリックスとして機能する医用グレード固体シリコーンである、Ｎｕｓｉ
ｌ　６３８５（ＭＡＦ９７０）中に分散されたラタノプロストを含む薬物コアと共に含む
。薬物インサートの遠位端は固体Ｌｏｃｔｉｔｅ４３０５医用グレード接着剤の硬化フィ
ルムでシールされている。薬物インサートは、涙点プラグの孔の内部に配置され得て、Ｌ
ｏｃｔｉｔｅ４３０５接着剤は組織または涙層のいずれにも接触することはない。薬物イ
ンサートの内径は０．３２ｍｍであり得て；長さは０．９５ｍｍであり得る。少なくとも
４つのラタノプロスト濃度が完成した薬物製品中で用いられ得る：薬物コアは、３．５、
７、１４、または２１マイクログラム、重量パーセントではそれぞれ、５、１０、２０ま
たは３０％濃度のラタノプロストを含み得る。およそ１００ｎｇ／日の全溶出レートを仮
定すると、１４マイクログラムのラタノプロストを含む薬物コアは、およそ少なくとも１
００日、例えば１２０日にわたり薬物を送達するように構成される。ラタノプロストを含
む、薬物コアの全重量は、約７０マイクログラムであり得る。ポリイミドスリーブを含む
薬物インサートの重量は、およそ１００マイクログラムであり得る。
【０１３３】
　多くの実施形態では、薬物コアは、初期の高いレベルのラタノプロストを溶出し得るが
、引き続いて実質的に一定のラタノプロストを溶出し得る。多くの例で、毎日コアから放
出されるラタノプロストの量は、治療レベルより小さくても良く、相変わらず患者に利益
をもたらし得る。溶出されるラタノプロストの高いレベルは、ラタノプロストの残留量を
もたらす、または患者に安心を与えるためにラタノプロストの標準以下の治療量と組み合
わせられるラタノプロストの残留効果をもたらし得る。治療レベルが、１日あたり約８０
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ｎｇである実施形態では、デバイスは初期送達期間では１日あたり約１００ｎｇを送達し
ても良い。ラタノプロストが治療レベル以下、例えば１日あたり６０ｎｇ送達されるとき
、１日あたり送達される追加の２０ｎｇは有益な効果を有し得る。送達される薬物の量が
正確に制御され得ると、初期の高い投与量により患者に合併症または有害事象をもたらさ
ない。
【０１３４】
　ある実施形態では、本発明の方法はおよそ２８％の眼圧の低下率をもたらす。実施形態
によっては、本発明の方法は、およそ２７％、およそ２６％、およそ２５％、およそ２４
％、およそ２３％、およそ２２％、およそ２１％、またはおよそ２０％の眼圧の低下率を
もたらす。ある実施形態では、本発明の方法は、少なくとも２８％、少なくとも２７％、
少なくとも２６％、少なくとも２５％、少なくとも２４％、少なくとも２３％、少なくと
も２２％、少なくとも２１％、または少なくとも２０％の眼圧の低下率をもたらす。
【０１３５】
　ある実施形態では、本発明の方法は、治療期間にわたりベースラインから、約６ｍｍＨ
ｇ、約５ｍｍＨｇ、約４ｍｍＨｇ、約３ｍｍＨｇ、または約２ｍｍＨｇの眼圧の低下をも
たらす。ある実施形態では、本発明の方法は、ベースラインから少なくとも約２ｍｍＨｇ
、少なくとも約３ｍｍＨｇ、少なくとも約４ｍｍＨｇ、少なくとも約５ｍｍＨｇ、または
少なくとも約６ｍｍＨｇの眼圧の低下をもたらす。
【０１３６】
　実施形態では、本発明のインプラントおよび方法は治療の９０日間のコースを提供する
。実施形態によっては、治療の全コースの間、有効レベルのラタノプロストを放出する。
さらなる実施形態では、治療のコースにわたって眼圧の変動性は、約１ｍｍＨｇより小さ
い。他の実施形態では、治療のコースにわたって眼圧の変動性は、約２ｍｍＨｇより小さ
い。他の実施形態では、治療のコースにわたって眼圧の変動性は、約３ｍｍＨｇより小さ
い。
【０１３７】
　本明細書中で記載されたインプラントは、上涙点もしくは下涙点、または両方に挿入さ
れ得て、患者の眼の１つまたは両方に挿入され得る。
（点眼補助組成物）
　点眼剤は治療薬を眼へ投与するまたは眼を潤滑にするもしくは涙の代わりになるための
ベクターとして用いられる液滴である。本発明中で使用される点眼補助組成物は、記載さ
れている持続送達製剤に加えて治療薬を投与する点眼剤である。
【０１３８】
　点眼補助組成物として投与される治療薬は、以下のものまたはその均等物、派生物もし
くは類似物のいずれかであって、それらは、炭酸脱水酵素阻害薬（限定されるものではな
いが、ドルゾラミド、ブリンゾラミド、およびドルゾラミド＋チモロールを含むＣＡＩ）
を含む抗緑内障薬（例えば、高眼圧症薬）；限定されるものではないが、レボブノロール
（ベタガン）、チモロール（ベチモール、チモプティック）、カルテオロール（オキュプ
レス）、ベタキソロール（ベトプティック）およびメチプラノロール（オプティプラノロ
ール）を含むベータ遮断薬；限定されるものではないが、アプラクロニジン（アイオピジ
ン）およびブリモニジン（アルファガン）を含むアルファアドレナリン作動薬；限定され
るものではないが：ラタノプロスト（キサラタン）、ビマトプロスト（ルミガン）および
トラボプロスト（トラバタン）を含むプロスタグランジン類似物；限定されるものではな
いが、ピロカルピン（イソプトカルピン、ピロカー）を含む縮瞳薬；エピネフリン化合物
；副交感神経刺激薬、降圧脂質、およびそれらの組合せ；抗菌薬（例えば、抗生物質、抗
ウイルス、駆虫薬、抗真菌剤など）；ケトロラクなどの鎮痛薬；コルチコステロイドまた
は他の抗炎症（例えば、ジクロフェナクまたはナプロキセンのようなＮＳＡＩＤ）；充血
緩和剤（例えば、血管収縮薬）；アレルギー反応の加減を防止する薬（例えば、オロパタ
ジンなどの抗ヒスタミン薬、サイトカイン阻害薬、ロイコトリエン阻害薬、ＩｇＥ阻害薬
、シクロスポリンのような免疫調節薬または免疫抑制薬）、肥満細胞安定剤、毛様体筋麻
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痺剤等を含む。
【０１３９】
　本発明中で使用される点眼補助組成物は、上述の治療薬に加えて、眼用溶液中に一般的
に存在する１つ以上の他の成分、例えば、強壮調整薬、等張化剤、バッファ、ｐＨ調整剤
、防腐剤およびキレート化薬剤を含み得る。等張化剤は、塩化ナトリウム、マンニトール
、ソルビトールおよびグリセロールを含む。バッファはリン酸塩、ホウ酸、酢酸塩および
クエン酸塩を含む；ｐＨ調整剤は、塩酸、酢酸および水酸化ナトリウムを含む；防腐剤は
パラオキシ安息香酸、塩化ベンザルコニウム、クロルヘキシジン、ベンジルアルコール、
ソルビン酸またはその塩、チメロサールおよびクロロブタノールを含む；キレート化薬剤
は、エデト酸ナトリウム、クエン酸ナトリウムおよび縮合リン酸ナトリウムを含む。点眼
補助組成物は、ビスコライザおよび／または懸濁化剤を混合し得る。ビスコライザおよび
／または懸濁化剤は、メチルセルロース、カルメロースまたは塩、ヒドロキシエチルセル
ロース、アルギン酸ナトリウム、カルボキシビニルポリマー、ポリビニルアルコールおよ
びポリビニルピロリドンを含む。ポリエチレングリコール、プロピレングリコール、ポリ
オキシエチレン硬化ヒマシ油およびポリソルベート８０などの界面活性剤が、点眼補助組
成物中に混合され得る。
【０１４０】
　点眼補助組成物は、サイズが１ｍｌから３０ｍｌの広い範囲の小さな体積の容器中の点
眼薬および固体として製剤されている。そのような容器はＨＤＰＥ（高密度ポリエチレン
）、ＬＤＰＥ（低密度ポリエチレン）、ポリプロピレン、ポリ（エチレンテレフタレート
）等から作られ得る。従来の投薬先端を有する可撓性ボトルは、本発明に使用するために
は特に適切である。本発明の点眼補助組成物は、例えば、眼（複数の眼）に約１滴または
約２滴または約３滴点眼することによって使用される。
【０１４１】
　点眼補助組成物のｐＨは、ｐＨ＝５．０から８．０、好ましくは約ｐＨ＝６．０から８
．０、さらに好ましくは約ｐＨ＝６．５から７．８、最も好ましくは７以上のｐＨ値の範
囲内に保持され得る；ホウ酸塩、クエン酸塩、重炭酸塩、トリス（ヒドロキシメチル）ア
ミノメタン（トリスベース）および様々な混合リン酸塩、ならびにそれらの混合物などの
適切なバッファが加えられ得る。
【０１４２】
　本発明での使用に適した点眼補助組成物はまた、コンタクトレンズのためのクリーニン
グ、消毒もしくはコンディショニング溶液および／または組成物の成分として有用であり
得る。そのような溶液および／または組成物はまた、コンタクトレンズのコンディショニ
ングおよび／またはクリーニング溶液の成分として用いられることが知られている、抗菌
薬、界面活性剤、毒性調整薬、バッファ等を含み得る。
【０１４３】
　本発明は、以下の非限定的な実施例によって記載され得る。
【実施例１】
【０１４４】
　インプラント：涙点プラグ薬物送達システム（ＰＰＤＳ）は、予め存在する孔を有する
、適切な市販で入手可能な涙点プラグ中に配置されるように構成された薬物インサートか
らなる。薬物インサートの構築に用いられる全ての材料は、一連の安全性／毒性試験に合
格した医用グレードの材料である。薬物インサートは、硬化した医用グレードの固体シリ
コーンであるＮｕｓｉｌ６３８５に分散されたラタノプロストを充填した薄い壁のポリイ
ミドチューブである。硬化したシリコーンは、そこからラタノプロストがゆっくりと溶出
する、固体の非腐食性マトリックスとして機能する。薬物インサートは、遠位端で固体Ｌ
ｏｃｔｉｔｅ４３０５医用グレード接着剤（シアノアクリレート）の硬化フィルムでシー
ルされる。ポリイミドスリーブは不活性であり、接着剤と共に、構造的支持および、横方
向の薬物拡散および薬物インサートの遠位端を通る薬物拡散の両方に対する障壁を提供す
る。薬物インサートは、涙点プラグの孔の中に配置され、締り嵌めを介してその場に保持
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される。組み立てられたシステムは、パッケージ化され、殺菌される。
点眼補助組成物：
キサラタン（登録商標）ラタノプロスト眼溶液は、高ＩＯＰの低下を適応とする市販品で
ある。市販品キサラタン（登録商標）中のラタノプロストの量は、１滴あたりおよそ１．
５マイクログラムである。キサラタン（登録商標）は、透明な低密度ＰＥＴスポイト先端
、トルコ石色の高密度ＰＥＴスクリューキャップ、および不正開封防止機能の付いた透き
通った低密度ＰＥＴオーバーキャップを有する５ｍＬの透き通った、低密度ポリエチレン
（ＰＥＴ）ボトル中の２．５ｍＬ溶液として供給される。キサラタン（登録商標）の不活
性成分は、塩化ベンザルコニウム（防腐剤）、塩化ナトリウム、リン酸二水素ナトリウム
一水和物、リン酸水素二ナトリウム無水物、および水である。
【０１４５】
　工程：涙点プラグ送達システムは、高眼圧を有する患者の各々の眼の１つの涙点に挿入
される。挿入して４週間内に眼圧が十分に低下しない場合には、点眼補助組成物を５日間
にわたり１日１回または２回投与する。よって、点眼補助組成物は、プラグ挿入と同時に
、挿入後１日から数日、または挿入後１週間から４週間を含むプラグ挿入の最初の４週間
以内のいつでも、専門家の裁量で投与され得る。よって、点眼補助組成物は、１日あたり
およそ１．５または３．０マイクログラムの用量で投与される。場合によっては、送達シ
ステムは、下の表２中で定義されているような、適切なウォッシュアウト期間の後、下涙
点に配置される。次の問診の間、涙点プラグシステムが存在しなければ、代替のデバイス
が挿入され得る。
【０１４６】
　涙点プラグ薬物送達システムの配置および取外しは、他の市販で入手可能な涙点プラグ
に対するのと同じ方法で実施される。一般に、配置のためには、用いられる涙点プラグの
サイズは、適切な拡大器、または、備えられている場合には、涙点プラグに付属するサイ
ジングツールを用いて決定される。涙点プラグに合わせることが必要な場合には、患者の
涙点が拡大される。プラグの涙点への配置を容易にするために必要な場合には、潤滑剤の
滴下が適用される。プラグは、適切な配置用具を用いて、眼の上涙点または下涙点に挿入
される。配置後、プラグのキャップは可視的であった。この工程は、患者の他の眼に対し
ても繰り返される。インプラントの取外しに対しては、キャップ下の管部でプラグを確実
に把持するために、小さな手術用鉗子が用いられる。穏やかな引っ張り動作を用いて、プ
ラグは穏やかに回収される。
【０１４７】
【表２】

　１２週間コースの治療の間、眼圧はゴールドマン圧平式眼圧計によって測定される。局
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所麻酔薬およびフルオレセインの両方が適用される。このことは、角膜評価のために、組
合せ製品（例えば、Ｆｌｕｒｅｓｓ（登録商標）、ベノキシネートおよびフルオレセイン
）の使用によって、または局所麻酔薬およびフルオレセインの別々の適用によって実施さ
れる。その直後に、眼圧が圧平法を用いて測定される。
【実施例２】
【０１４８】
　涙点プラグ送達システムインプラントおよび点眼補助組成物は実施例１と同一である。
点眼補助組成物は、涙点プラグ送達システムの挿入前の２週間にわたり、１日１回または
２回投与され、点眼補助組成物の２週間の投与とインプラントの挿入の間にウォッシュア
ウト期間はない。インプラントは最高１２週間にわたり涙点中に挿入されたままである。
眼圧は実施例１でのようにモニタされる。
【実施例３】
【０１４９】
　涙点プラグ送達システムインプラントおよび点眼補助組成物は実施例１と同一である。
点眼補助組成物は、涙点プラグ送達システムが挿入された日と同日に開始し、５日間にわ
たり、１日１回または２回投与された。涙点プラグ送達システムは、最高１２週間にわた
り涙点中に挿入されたままであった。眼圧は実施例１でのようにモニタされた。
【実施例４】
【０１５０】
　対象は、１４または２１マイクログラムのラタノプロストを含む涙点プラグ送達システ
ム（ＰＰＤＳ）を用いて両側の下涙点で治療される。ＰＰＤＳは、３サイクルの治療、そ
の結果、ＰＰＤＳを用いた治療の９カ月の全期間の治療の間およそ１２週間（３カ月）毎
に交換される。眼圧が制御不能なレベルまで上昇していた場合には、専門家は、ＰＰＤＳ
センサを取り替えても良い。（例えば、サイクルの終わりでの）ＰＰＤＳの取外し、およ
びＰＰＤＳの新しいペアの挿入は、同日に行うべきであろう。第１のサイクルでは、対象
は最初の４週間にわたっては毎週、その後、第１２週まで隔週でフォローアップ受診し、
治療の第０日目の受診に対して、各受診に対する受診時間は±３日間であった。引き続く
サイクルでは、フォローアップ受診は、第２週、第６週、および第１２週に設定された。
眼圧は、ゴールドマン圧平式眼圧計測定によって決定され、ＰＰＤＳが失われていなけれ
ば、両方の眼からの値の平均として計算される。眼圧が第１の治療サイクルの最初の４週
間以内に２２ｍｍＨｇ以下に制御されなければ、次に、キサラタン（登録商標）（０．０
０５％ラタノプロスト眼用水溶液）点眼補助組成物の５日間補助コースが開始される。よ
って、キサラタン（登録商標）は、プロバイダの裁量で、プラグ挿入と同時に、挿入後１
日から数日、または挿入後１週間から４週間を含むプラグ挿入の最初の４週間を含む、プ
ラグ挿入の最初の４週間内のいつでものいつでもプロバイダの裁量で投与され得る。キサ
ラタン（登録商標）滴薬は、１日１回および添付文書に指示されるように投与される。対
象は、キサラタン（登録商標）治療を始めた１週間後に受診する；したがって、受診がこ
のときまでに既に予定されなければ、対象はＩＯＰの検査のために予定にない受診をされ
られる。
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　上記の詳細な説明は、詳細な説明の一部を形成する添付図面の参照を含む。図面は、例
示的に、本発明が実施され得る特定の実施形態を示す。これらの実施形態はまた、本明細
書中では、“例”と呼ばれる。本文書中で参照された全ての出版物、特許、および特許文
献は、参照によってそれぞれが組み込まれているかのように、参照によってその全体が本
明細書中に組み込まれる。本文書とそれらの文書の間の一貫しない使用が発生したときは
、組み込まれた引用文献（複数の引用文献）での使用は、本文書の使用の補足と考えられ
るべきであろう。相容れない矛盾に対しては、本文書中の使用が支配する。
【０１５１】
　上記の説明は、例示であり、限定的ではなないことが意図されている。例えば、上述の
例（その１つ以上のフィーチャ）は、互いに組み合わされて使用され得る。上の記載を検
討した当業者によるもののような、他の実施形態が使用され得る。また、上の詳細な記載
では、開示を簡単化するために、様々なフィーチャが一緒にグループ化され得る。このこ
とは、クレームされていない開示されたフィーチャが任意のクレームに対して本質的であ
ることを意図しているとは解釈されるべきではない。むしろ、発明の主題は、特定の開示



(42) JP 2011-525388 A 2011.9.22

10

20

された実施形態の全フィーチャより小さいところに存在し得る。よって、以下のクレーム
は、ここで詳細な記載に組み込まれ、各クレームは、それ自体が別個の実施形態である。
本発明の範囲は、そのようなクレームが規定される均等の全範囲と共に、添付のクレーム
を参照して画定されるべきである。
【０１５２】
　限定されるものではないが、薬物コア、ＩＯＰの低下の表示、および治療期間を含む、
本発明の様々な成分または様々な成分の利用もしくは効果の濃度、量、パーセンテージ、
期間等はしばしば、本特許文書通じて範囲またはベースライン閾値形式で表示される。範
囲またはベースライン閾値形式での記載は、単に利便性と簡便性のためであり、本発明の
範囲の非柔軟な限定として解釈されるべきではない。したがって、範囲またはベースライ
ン閾値の記載は、特に開示された全ての可能な部分範囲と同時に、ベースライン閾値の範
囲内またはそれより大きな個々の数値を有すると考えられるべきである。例えば、３．５
マイクログラムから１３５マイクログラムの薬物または他の薬濃度範囲を有する薬物コア
の記載は、５マイクログラムから１３４マイクログラム、６マイクログラムから１３２マ
イクログラム、４０マイクログラムから１００マイクログラム、４４マイクログラムから
４６マイクログラム他などの特定の開示された範囲、と同時に、例えば、４１マイクログ
ラム、４２マイクログラム、４３マイクログラム、４４マイクログラム、４５マイクログ
ラム、４６マイクログラム、４７マイクログラム、４８マイクログラム他などその範囲内
の個々の数値を有すると考えられるべきである。この解釈は、範囲の幅またはベースライ
ン閾値に関係なく、本開示にわたる全文脈で適用される。

【図１】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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