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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
アンギナ、心筋梗塞、心不全または高血圧である心臓障害の処置に使用するための、患
者の肺に送達するのに適したガスとして治療有効量の亜硝酸エチルを含む、組成物。
【請求項２】
鎌状細胞疾病または広汎性血管内凝血（ＤＩＣ）である血液障害の処置に使用するため
の、患者の肺に送達するのに適したガスとして治療有効量の亜硝酸エチルを含む、組成物
。
【請求項３】
鎌状細胞疾病、アンギナ、心筋梗塞または心不全である組織酸素化の改善または血管拡
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張またはクロッティングの阻害が必要な患者の障害の処置するための、患者の肺に送達す
るのに適したガスとして赤血球負荷有効量の亜硝酸エチルを含む、組成物。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
技術分野
本発明は、ＮＯ置換体を含む化合物の肺への送達による呼吸、心臓および血液障害の処置
に関する。
【０００２】
発明の背景
吸入性ＮＯは、上昇肺血圧および低酸素状態と関係する肺障害を処置するために使用さ
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れる。本処置方法は、ヘモグロビンによる吸入性ＮＯの急速なトラッピングのために、潅
流および局所効果によく適合した分布を提供する。さらに、本処置方法は、ガスの投与に
慣れている麻酔医または救命救急内科医によって容易に実施され得る。副作用は、ＮＯ２
または他の毒性ＮＯＸを生成するＮＯの酸素または反応性の酸素種類との反応を含み、そ
の毒性は、炎症、気道過反応性、出血、臨床的改善の遅延、腎臓障害または死、および、
例えば、メトヘモグロビンの形成によりその酸素送達機能を妨害するオキシヘモグロビン
との反応によって顕在化される。
【０００３】
吸入性ＮＯガスの別形は、噴霧性ＮＯドナーであり、ここで当該ＮＯドナーは固体粒子と
して、または液体の粒子として存在する。この別形はＮＯの投与と関係するＮＯ２／ＮＯ
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Ｘ毒性問題を十分に回避することができないが、吸入性ＮＯよりより長く持続する効果を

生じ得る。肺における分布は粒子サイズに依存し、そして潅流には適さず、したがってい
くつかのＮＯドナーは、血液または小さい気道に到達しない場所に付着する。一般的な場
合に、これらのＮＯ化合物は、肺の効果よりも大きい全身性平滑筋弛緩効果を有し、それ
によって肺障害を処置するための利用が制限されている。
【０００４】
さらに、この方法は、麻酔医によって容易に実施できるものではない。なぜなら、麻酔医
は通常はエアロゾルまたはパウダーを投与しないからである。さらに、ある種のＮＯドナ
ーは、さらなる毒性を有し、すなわち、それらはＮＯには関連しないが、しかし代わりに
そのＮＯが結合している基、またはそのＮＯが生成される基に関連する毒性を有する。噴
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霧性ＮＯドナーを投与する不利な点は、吸入性ガス状ＮＯが、吸入性液体または吸入性固
体ＮＯ放出性化合物を上回る使用のために是認されている事実によって明瞭に説明される
。
【０００５】
肺血管収縮および喘息を処置するための、吸入性ＮＯの使用およびエアロゾルにおける固
体または液体として吸入される一酸化窒素放出性化合物の使用は、Zapol U.S.Patent No.
5,823,180に記載されている。
【０００６】
発明の要約
ここでの発明構成の目的は、ＮＯ使用と関係する毒性を有しないガスの肺への投与による
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選択的肺血管拡張および低酸素状態の軽減効果を提供することである。
【０００７】
ここでの発明構成の目的は、ヘモグロビンの酸素送達機能を妨害することなくガスを肺へ
投与することによって、ＮＯ／ＳＮＯを全身的に送達することである。この本発明構成の
目的はまた、改善された、そして／または新規のＮＯドナー／放出性機能をヘモグロビン
に与えることである。
【０００８】
更なる目的は、ある種のクラスのＮＯドナーと関係する毒性（特異性の喪失）なく、ＮＯ
／ＳＮＯを送達することである。
【０００９】
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第１の態様である、ここでのある態様は、低酸素状態および／または肺の平滑筋収縮お
よび／またはそのような障害を有する患者における肺の炎症と関係する肺障害を処置する
ための方法であり、当該方法は、当該患者の肺にガスとして治療有効量の化合物であって
、ＮＯ基を有し、そして低酸素状態軽減効果および平滑筋収縮軽減効果および／または抗
炎症性または炎症防御効果を有しており、当該ＮＯ基が当該化合物に結合され、したがっ
てそれは、体温温度において酸素または反応性酸素種の存在下でＮＯ２またはＮＯＸを形
成せず、または全身血圧への妥協（compromise）がない化合物を送達することを含む。
【００１０】
第２の態様である、ここでの別の態様は、虚血、ポンプ不全および／またはそのような疾
病を有する患者の後負荷増加を特徴とする心臓障害を処置する方法を指向し、当該方法は
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、ヘモグロビンのシステインと反応し、そして／または血液に溶解し、そしてＮＯ基を有
しており、当該ＮＯ基が当該化合物に結合され、したがってそれは体温温度において酸素
または反応性酸素種の存在下でＮＯ２またはＮＯＸを形成しない化合物の治療有効量を、
当該患者の肺にガスとして送達することを含み、その肺への送達によって全身性効果を生
じるが、血圧妥協はない。
【００１１】
第３の態様である、ここでのなおさらなる態様は、血液障害を有する患者のＮＯによる処
置によって改善される血液障害を処置する方法を指向し、当該方法はヘモグロビンのシス
テインと反応し、そして／または血液に溶解し、そしてＮＯ基を有しており、当該ＮＯ基
が当該化合物に結合され、したがってそれが体温温度において酸素または反応性酸素種の
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存在下でＮＯ２またはＮＯＸを形成しない化合物の治療有効量を、当該患者の肺にガスと
して送達することを含み、その肺への送達が望まれる全身性効果を生じる。
【００１２】
第４の態様である、ここでのなおさらなる態様は、組織酸素化の改善または血管の拡張
またはクロッティングの阻害（酸素化、血流および／または血液の低粘凋化の改善）の必
要のある患者を処置する方法を指向し、当該方法は、患者において治療有効量のニトロシ
ル化されたヘモグロビンで負荷された赤血球細胞を与えることを含み、それによって酸素
送達または血流の改善を生じる。
【００１３】
ニトロシル化されたヘモグロビンで負荷された赤血球細胞を、下記要素を含む方法によっ
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て患者に与えることができる。例えば、（１）ヘモグロビンのシステインと反応し、そし
て／または血液に溶解し、そしてＮＯ基を有しており、当該ＮＯ基が当該化合物に結合さ
れ、したがってそれが体温温度において酸素または反応性酸素種の存在下でＮＯ２または
ＮＯＸを形成しない化合物の、血液中のニトロシル化されたヘモグロビンの測定によって
決定される赤血球細胞負荷有効量を送達すること；（２）ヘモグロビンのシステインと優
先的に反応し、そして／または血液に溶解し、そしてＮＯ基を有しており、当該ＮＯ基が
当該化合物に結合され、したがってそれが体温温度において酸素または反応性酸素種の存
在下でＮＯ２またはＮＯＸを形成しない化合物の溶液を患者に点滴し、その量はニトロシ
ル化されたヘモグロビンで患者の赤血球細胞を負荷するが、心収縮期血圧を９０以下に低
下させるには不十分である；そして（３）ニトロシル化されたヘモグロビンで負荷された
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赤血球細胞を含む血液を患者に輸血すること。
【００１４】
第１、第２および第３の態様および第４の態様の（１）において有用である化合物の例は
、亜硝酸エチルであり、これはＯ−ニトロソエタノールとしても知られ、ガス状形態で使
用される。
【００１５】
ここでの態様の有利な点は；（１）ＮＯが投与されるときのＮＯ２／ＮＯＸ形成によって
生じる毒性の排除；（２）ＮＯ２／ＮＯＸを生成させることなくＮＯ基を含む化合物を酸
素と共に投与する選択性；（３）ここで投与される化合物はヘモグロビンのヘムと反応せ
ず、したがってメトヘモグロビンの血液中の生理学的レベルは血液中で５％より小さいか
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ら、ヘモグロビンの酸素担持機能を妨害しない点；（４）投与される化合物がヘモグロビ
ンのシステインと反応するとき、ＮＯ生物活性が保存されている；（５）遊離ＮＯまたは
噴霧性一酸化窒素放出性化合物液体または固体よりもＮＯ基によってヘモグロビンシステ
インを負荷することにおいてより効率的で、そして選択的であること；
【００１６】
（６）血液潅流へのベンチレーションに適合させることを含むガスの投与と関係する有利
な点（理想的分布）、溶液の通常の全身性投与と比較して比較的局在化される肺効果、お
よび投与が実施される手法との麻酔医との馴染み；（６）投与がＮＯの投与のために使用
される非常に高価な機械ではなくベンチレーターを使用して実施できることによる、より
高価ではない投与；（７）ＮＯを投与するときにリバウンドなく、またはより低リバウン
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ドでの酸素化の改善；（８）ＮＯの投与に応答しない一部の患者が亜硝酸エチルの投与に
応答する；（９）心拍出力が改善し、一方、これはＮＯを投与するときには当てはまらな
い；（１０）低血圧の発生の危険のない酸素送達の改善（肺における効果が全身性効果よ
り大きく、しかし、全身性効果が酸素要求に比例して発生する）；および（１１）内在性
ニトロソグルタチオンプールを負荷すること。ガス状処置物質を使用する本発名の方法は
、ＮＯガス吸入および噴霧性一酸化窒素放出性化合物投与（これらの既知の方法と関係す
る不利な点を最小化しつつ）の両方の利点を維持する。
【００１７】
ここで使用されている、用語「ＮＯＸ」は、ＮＯ、Ｎ２Ｏ３、Ｎ２Ｏ４、ＯＯＮＯ−、
ＯＯＮＯおよびそれらの相互作用またはＮＯまたはＮＯ２とそれらの反応の任意の産物を
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意味する。
ここで使用されるように、用語「反応性酸素種」は、一重項酸素、スーパーオキシド、
過酸化水素またはヒドロキシルラジカルである。
ここで使用されている、用語「低酸素状態」は、正常に比較した低血液酸素含量、すな
わち室空気を呼吸しているヒトの動脈血における９５％より小さいヘモグロビン飽和およ
び９０より小さいＰａＯ２を意味する。
【００１８】
ここで使用されている、用語「ＰａＯ２」は、動脈血液におけるガスの酸素の分圧を意味
する。
ここで使用されている、用語「ニトロシル化されたヘモグロビンで負荷された赤血球細胞
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」は、ベースライン上方１００ナノモルないし１０マイクロモルのニトロシル化されたヘ
モグロビンを含む赤血球細胞を意味し、好ましくはベースライン上方１００ナノモルない
し１マイクロモルである。赤血球細胞において、ニトロシル化されたヘモグロビンはニト
ロソグルタチオンと平衡である。
ここで使用されている、用語「リバウンド（rebound）」は、処置による血中酸素濃度の
増加または肺血管圧／抵抗の低下の後に起こる血中酸素濃度の低下または肺動脈圧または
抵抗性の増大を意味し、その程度は血中酸素濃度または肺性高血圧に関して使用されると
きは少なくとも１０％であり、一般には処置後の改善からの低下を意味する。
【００１９】
他の態様は以下の通りである。

30

第５の態様である、あるさらなる態様は、体外で、ニトロシル化されたヘモグロビンで負
荷された赤血球細胞を示す。
第６の態様である、別のさらなる態様は、気道内液（airway lining fluid）のニトロソ
グルタチオンの濃度を増加させる薬物のスクリーニングの方法を示し、これは、モデル動
物の肺へガス形態の候補薬物を投与すること、その動物から気道内液をサンプリングする
こと、そしてサンプリングによって得られた試料中のニトロソグルタチオンを検定するこ
とを含む。
【００２０】
図面の簡単な説明
図１は、３用量の亜硝酸エチルガスについての肺動脈圧力のグラフを示し、そして実施
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例Ｉの結果を示す。
図２は、３用量の亜硝酸エチルガスについての肺血管抵抗性のグラフを示し、そして実
施例Ｉの結果を示す。
図３は、３用量の亜硝酸エチルガスについての肺動脈流のグラフを示し、そして実施例
Ｉの結果を示す。
図４は、２用量の亜硝酸エチルガスについての心拍出力のグラフを示し、そして実施例
Ｉの結果を示す。
図５は、３用量の亜硝酸エチルガスについての平均血圧のグラフを示し、そして実施例
Ｉの結果を示す。
【００２１】
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図６は、３用量の亜硝酸エチルガスについての心拍数（heart rate）のグラフを示し、そ
して実施例Ｉの結果を示す。
図７は、７５ｐｐｍでの実施例Ｉのベンチレーションシステムを経由して送達された亜硝
酸エチルガスにおけるガスクロマトグラフィー／マススペクトル分析結果を示す。
図８は、無処置での、亜硝酸エチル（ＥｔOＮＯ）での処置での、ポストＥｔＯＮＯ処置
、ＮＯでの処置での、そしてポストＮＯ処置のＰａＯ２（すなわちＰａＯ２）レベルのグ
ラフを示し、そして実施例ＸＩＩの結果を示す。
図９は、無処置での、亜硝酸エチル（ＥｔＯＮＯ）での処置での、ポストＥｔＯＮＯ処置
、ＮＯでの処置での、そしてポストＮＯ処置の心拍出力の変化のグラフを示し、そして実
施例ＸＩＩの結果を示す。
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図１０は、吸入性ＮＯに対する吸入性ＥｔＮＯ（亜硝酸エチル）のｐｐｍでの気道ＳＮＯ
（ニトロソグルタチオン）における増加倍数のグラフを示し、そして実施例ＸＩＶの結果
を示す。
図１１Ａ、１１Ｂ、１１Ｃおよび１１Ｄは、時間に対する張力（tension）のグラフであ
り、そして実施例ＸＶの結果を示す。
【００２２】
発明の詳細な記載
ここで我々は、肺の平滑筋収縮および／または低酸素状態および／またはそのような障害
を有する患者の肺の炎症と関係する肺障害を処置するための方法を示し、当該方法は、治
療有効量の、ＮＯ基を有し、そして当該ＮＯ基によって低酸素状態回復効果および平滑筋
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収縮回復効果および抗炎症性または炎症防御効果を有する化合物をガスとして当該患者の
肺に送達することを含み、当該ＮＯ基は当該化合物に結合されており、したがってそれは
体温温度において酸素または反応性酸素種の存在下、ＮＯ２またはＮＯXを形成したり、
または全身性血圧妥協効果を生じない。
【００２３】
この方法によって処置可能な肺障害は、例えば、ヒト新生児の難治性肺性高血圧およびヒ
ト成人の原発性および二次性肺性高血圧、急性呼吸窮迫症候群（ＡＲＤＳ）、喘息、嚢胞
性線維症および呼吸不全を含む。
【００２４】
肺性高血圧は肺の平滑筋収縮と関係し、そしてそれは低酸素状態と関係することができる
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。
【００２５】
ＡＲＤＳは血液中の低酸素含量と関係するＸ線診断可能病態（radiographic manifesta
tion）であり、そして典型的にはまた上昇した肺圧を示す。酸素遊離ラジカル損傷が病理
生理学的に寄与する。遊離のＮＯは、酸素遊離ラジカルと反応することによって損傷を悪
化させ、反応の毒性産物（すなわちそれらは組織を損傷する）を形成するが、本発明で投
与される化合物は酸素遊離ラジカルと反応しないので、この効果を有しない。吸入性ＮＯ
は罹病率および致死率の増加を来すことが示されている。この障害は低酸素状態と関係し
、そしてそれは肺の平滑筋収縮と関係することが有り得る。
【００２６】
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喘息は肺の平滑筋収縮と関係し、そして低酸素状態と関係し得る。
嚢胞性線維症は肺の平滑筋収縮と関係し、そして低酸素状態と関係し得る。
【００２７】
ここで、我々は、ＮＯ基を有し、そして当該ＮＯ基（当該化合物に結合されている）によ
って低酸素状態回復および平滑筋収縮回復効果および抗炎症または炎症防御効果を有する
化合物を示す。これらの化合物は、ＮＯより体温温度において酸素または酸素遊離ラジカ
ルとの反応性がより小さく、そしてＮＯよりもより強力に抗微生物性である。これらの化
合物は、例えば、式ＲＸ−ＮＯｙ（ここで、Ｒは存在しないか、または水素／プロトン、
またはＣ１−Ｃ７−アルキルであり、そしてＸは酸素、硫黄、窒素または例えば鉄、銅、
ルテニウムおよびコバルト原子からなる群より選択される金属、またはアルキルまたはア
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ルケニルまたはアルキルチオまたはアルケニルチオ基であって１ないし７個（例えば１な
いし６個）の炭素原子（直鎖または分枝）を含むもの、ＣＦ３−およびＣＦ３Ｓ−であり
、そしてｙは１または２である）を有するものを含む。ただし二酸化窒素およびＮＯＸを
除く。
【００２８】
ここでの使用のための特異的な処置物質は、例えば、亜硝酸エチル（それはここでの実施
例において使用される）、硝酸メチル、硝酸ｔｅｒｔ−ブチル、硝酸イソアミル、トリフ
ルオロニトロソメタン（ＣＦ３ＮＯ）、ＣＦ３ＳＮＯ、ＣＨ３ＳＮＯ、ＣＨ２＝ＣＨＳＮ
Ｏ、ＣＨ２＝ＣＨＣＨ２ＳＮＯ、ＯＮＳＣＨ２−ＣＨ２−ＣＨ２ＳＮＯおよびＣＨ３ＣＨ
２ＣＨ２ＳＮＯを含む。硝酸アルキルはLandscheidt

et al. U.S.Patent No. 5,412,147

10

に記載されたように調製することができる。亜硝酸エチルは商業的に例えば、エタノール
に希釈して入手可能である。ＣＦ３ＮＯは商業的製品であり、またはJ.Phys.Chem.100, 1
0641(1996)に記載されたようにＣＦ３ＩとＮＯ−の処理によって製造することができる。
脂肪族チオ亜硝酸、すなわちＲＳＮＯの形態の化合物（ここで、Ｒはアルキルまたはアル
ケニルまたは水素を示す）、対応するチオールをＮＯ＋源（１以上の次のもの：亜硝酸ｔ
ｅｒｔ−ブチル、亜硝酸エチル、ニトロソニウムテトラフルオボレート（ＮＯＢＦ４）、
ニトロソニウム過塩素酸塩（ＮＯＣｌＯ４）、ニトロソニウム硫酸水素塩（ＮＯＨＳＯ４
）、ニトロソニウムリン酸水素塩（ＮＯＨ２ＰＯ４）、または亜硝酸ナトリウムのＨＣｌ
性酸性溶液を含むがこれらに限定されない）で処理することによって製造することができ
る。

20

【００２９】
ここで我々は、これらの化合物を投与することについて述べる。通常ガスであるものは、
窒素または他の不活性ガスに希釈して容易に投与され、そして酸素と混合して投与される
ことができる。通常ガスでないものは、投与のためにガスに変換され、そして通常ガスで
あるＮＯ含有化合物の場合におけるように希釈して投与される。希釈された形態における
ガスとしてそれらを維持するために要求される温度が肺を害するような沸点を当該化合物
は有してはならず、そして好ましくは肺において濃縮しない。
【００３０】
例えば、１ないし１００ｐｐｍの濃度への希釈は典型的には適切である。希釈されたガス
は、患者の肺へのガスの投与のための通常の装置であるベンチレーターを使用して肺に容

30

易に送達される。当該装置に付属されたチューブは９０ｍｍＨｇのＰａＯ２を維持する一
定の速度および圧力で肺にガスを送入する。投与の期間は典型的には１分ないし２日また
はより多い日数の範囲であり、そして投与は症候暖解まで実施される。投与はまたフェイ
スマスクを使用して実施されることができる。
【００３１】
先に指摘したように、治療有効量を投与する。これは低酸素状態回復に有効性で、そして
平滑筋収縮回復、そして抗炎症性または炎症防御に（対して）有効な量である。投与は症
候緩解に十分な長さで実施される。投与形態は患者ごとに異なる。投与の上で、結果を用
量の変化と共に記録し、その後最良の結果が達成された用量を好ましくは使用する。最も
有効な用量は試行されたいくつかの用量より低いことがある。従って、用量の増量を試し

40

て、増加させた用量がより低い改善をもたらしたら、より有効なより低い用量が処方され
るべきである。理想的な用量はベンチレーションから灌流までに適合する。
【００３２】
亜硝酸エチルは、ガス状形態において患者に容易に送達され、この際エタノールで希釈さ
れた亜硝酸エチル（例えば、０．００１２５ないし０．５％（ｖ／ｖ）亜硝酸エチルのエ
タノール溶液、好ましくは０．００２５ないし０．１２５％（ｖ／ｖ）亜硝酸エチルのエ
タノール溶液）を収容したMilliganガスデフューザーを通して、Ｎ２またはＯ２を、例え
ば、０．５リットル／分ないし１．５リットル／分の流速で通気し、亜硝酸エチルを含む
Ｎ２またはＯ２を生成して、そして例えば、ベンチレーターからの排気を当該亜硝酸エチ
ルを含むＮ２またはＯ２とトータルで５ないし１５リットル／分で混合することによって
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ベンチレーションシステムにこれを導入し、得られたガスにおける１ないし１００ｐｐｍ
のある濃度の亜硝酸エチルを調製し、そしてこれを患者に、９０ｍｍＨｇのＰａＯ２を維
持し、またはＰａＯ２を改善し、または肺血管抵抗性を減少させる速度および圧力で送達
する。投与される亜硝酸エチルガスの濃度は、Ｎ２またはＯ２の流速およびエタノール中
の亜硝酸エチル液の濃度に比例する。
【００３３】
ＮＯの投与と比較して亜硝酸エチルを使用する処置の利点は、亜硝酸エチルの投与に新し
い装置を必要とせず、一方、ＮＯを投与するためには数万ドルもかかる機械が必要である
ことである。したがって、ＮＯを投与するよりもより亜硝酸エチルを投与するほうが廉価
10

である。
【００３４】
さらに、亜硝酸エチルの使用は、ＮＯの投与に伴う毒性のＮＯ２およびＮＯＸの生成がな
く、そしてＮＯの投与で特徴的に起こる、一旦投与が中止されたときの、より低い酸素濃
度またはより高い肺圧力へのリバウンドなく、酸素化を改善する。
【００３５】
さらに、亜硝酸エチルの投与は疾病において心拍出力の低下を阻止する。これはＮＯの
投与では起こらない。
さらに、亜硝酸エチルの投与はヘモグロビンのシステインに結合するＮＯの濃度を上昇
させる点でＮＯの投与よりもより優れている。
述べられたメカニズムに縛られないが、ニトロソグルタチオン負荷（それは気道内液中
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のニトロソグルタチオンの増加である）は、投与が停止された後のより低いレベルへのリ
バウンドがない酸素化、そして心拍出力の低下の阻止の原因であると考えられる。亜硝酸
エチルの投与はグルタチオン負荷を生じ、一方ＮＯの投与はこれを生じない。
【００３６】
ＮＯと比較して亜硝酸エチルの他の利点は、ＮＯと異なり、酸素中で投与することができ
ることである。ＮＯは、酸素中で安定ではなく、そして呼気Ｏ２濃度を希釈する窒素基剤
中で投与されなければならない。このために、吸入ＮＯガスを与えられている患者は、９
５％よりもより高濃度のＯ２の濃度を投与することができない。対照的に、亜硝酸エチル
は１００％

Ｏ２と共に投与することができ、そして酸素濃度を全く希釈化せず、したが

って吸入亜硝酸エチルを投与されている患者は、吸入ＮＯを与えられている患者よりもよ

30

り高濃度の酸素を投与され得る。したがって、難治性肺性高血圧の処置において、１００
％

酸素を必要とする新生児は、亜硝酸エチルを投与されるとき、１００％

酸素状態を

継続することができ、一方、ＮＯを投与されるとき、酸素の最終吸気濃度は低下する。
【００３７】
ＮＯが難治性肺性高血圧を有する新生児を処置するために使用されるとき、処置は高価で
あり、ＮＯ２およびＮＯＸ形成または肺血管抵抗を監視する必要があり、メトヘモグロビ
ンが形成され、そして改善された血液酸素濃度のいずれの場合においても、リバウンドが
ある。ＮＯを用いた場合、何らかの応急処置がされなければ、２５％の患者において血液
動態失調が現れる。これらのすべての場合において亜硝酸エチル投与の利点があり、そし
て血液動態失調の問題またはリバウンドがない。さらに、新生児の一部は、亜硝酸エチル

40

に対して応答し、ＮＯの投与に対して応答しない。さらに、心拍出力は亜硝酸エチル投与
によって改善されるが、ＮＯの投与によっては改善されない。
【００３８】
ここで、我々は、虚血、ポンプ不全および／またはそのような障害を有する患者における
後負荷増加を特徴とする心臓障害を処置する方法を示し、当該方法は、ヘモグロビンのシ
ステインと反応し、そして／または血液に溶解する、そしてＮＯ基を有しており、当該Ｎ
Ｏ基は当該化合物に結合され、したがってそれは体温温度において酸素または反応性酸素
種の存在下、ＮＯ２またはＮＯＸを形成しない、化合物の治療的有効量を、当該患者の肺
にガスとして送達することを含む。
【００３９】
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この方法によって処置可能な心臓障害は、アンギナ、心筋梗塞、心不全および高血圧を含
む。
【００４０】
高血圧を処置する場合において、投与されるＮＯ基含有化合物は、下記の様にヘモグロビ
ンのシステインと反応するもの、例えば亜硝酸エチルであり、そしてチオールもまた全身
的に、または吸入性経路で投与され、ヘモグロビンのシステインへの結合からＮＯの全身
的放出を促進することが要求される。他の心臓障害を処置する場合において、ここで、投
与されるＮＯ含有化合物はヘモグロビンのシステインと反応するもの、例えば亜硝酸エチ
ルであり、必要に応じて、チオールもまた全身的に（例えば静脈内に、または経口的に、
または噴霧により）、または吸入経路によって投与され、ヘモグロビンのシステインへの

10

結合からＮＯの全身的放出を起こす。
【００４１】
適当なチオールは、例えば、Ｎ−アセチルシステイン（投与量、例えば、静脈内に５０な
いし２００ｍｇ／ｋｇの範囲または経口的に６００ｍｇ、１日３回またはＦＤＡ承認ＰＤ
Ｒ投与量にしたがって噴霧され、好ましくは静脈内または噴霧による投与経路によって）
、グルタチオン（投与量、例えば、静脈内の好ましい投与経路によって、５０ないし２０
０ｍｇ／ｋｇの範囲）、およびシステイニルグリシン（投与量、例えば、静脈内の好まし
い投与経路によって、５０ないし２００ｍｇ／ｋｇの範囲）を含む。
【００４２】
ここで我々は、心臓障害を処置するためのここでの方法における使用のための、ヘモグロ

20

ビンのシステインと反応し、そして／または血液に溶解し、そしてＮＯ基を有する化合物
について述べる。当該ＮＯ基は当該化合物に結合され、したがってそれは体温温度におい
て酸素または反応性酸素種の存在下、ＮＯ２またはＮＯＸを形成しない。これらの化合物
は、例えば、前記のような式ＲＸ−ＮＯｙを有するもの、および前記のこのクラスの種類
（亜硝酸エチルは以下の実施例において使用される）を含む；前記の様に、通常ガスでは
ないこれらの化合物、すなわち、室温および体温温度においてガスではない化合物が、投
与のためにガスに変換される。
【００４３】
前記の肺障害を処置する方法に適用可能なＮＯ含有化合物の濃度および投与の方法は、心
臓障害を処置するためのここでの方法に適用可能である。
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【００４４】
先に指摘したように、ガス形態の治療有効量のＮＯ含有化合物を、心臓障害を処置する
ためのここでの方法において投与する。これはアンギナに対しては胸部疼痛軽減有効量、
心筋梗塞に対しては心不全解消有効量、心不全に対しては肺圧力減少および末梢血管抵抗
減少有効量および高血圧に対しては血圧低下有効量である。もっとも有効な投与量は患者
ごとに変化し、したがって各病例に複数の投与量を試み、それから最良の結果が達成され
た投与量を利用することが好ましい。
【００４５】
心臓障害を処置するための亜硝酸エチルの投与のために、肺障害を処置するために前記し
たのと同じ濃度および投与の方法が、適用可能である。亜硝酸エチルが投与されるとき、

40

リバウンドなく改善がある。
【００４６】
ここで我々は、血液障害を有する患者における血液障害を処置するための方法について述
べる。当該方法は、ヘモグロビンのシステインと反応し、そして／または血液に溶解し、
そしてＮＯ基を有し、当該ＮＯ基は当該化合物に結合され、したがってそれは体温温度に
おいて酸素または反応性酸素種の存在下、ＮＯ２またはＮＯＸを形成しない、治療有効量
の化合物を、当該患者の肺にガスとして投与することを含む。
【００４７】
当該血液障害はＮＯまたは関連する分子での処置によって緩解されるものであり、すなわ
ち、ここで、ＮＯは赤血球細胞の形状を正常に変化させ、またはそれらの機能を正常に復
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帰させ、または血液または血液血小板凝固の溶解を生じる。これらは鎌状細胞疾病および
広汎性血管内凝血（ＤＩＣ）、心臓発作、発作およびＣｏｕｍａｄｉｎブロッキングタン
パク質Ｃおよびタンパク質Ｓによって引き起こされるＣｏｕｍａｄｉｎ誘導性クロッティ
ングを含むクロッティング疾病を含む。
【００４８】
ここで我々は、血液障害を処置するための本明細書の方法において使用される、ヘモグロ
ビンのシステインと反応し、そして／または血液に溶解し、そしてＮＯ基（それは当該化
合物に結合され、したがってそれは体温温度において酸素または反応性酸素種の存在下、
ＮＯ２またはＮＯＸを形成しない）を有する化合物を示す。これらの化合物は、心臓障害
を処置するために記載したものと同じであり、そして例えば、前記の式ＲＸ−ＮＯｙを有

10

するもの、および前記のこのクラスの種類（亜硝酸エチルが本明細書の実施例において使
用される）を含む；前記の様に、通常ガスでないこれらの化合物は、投与のためにガス形
態に変換される。
【００４９】
ＮＯ含有化合物の濃度および前記の肺障害の処置のための方法に適用可能な投与の方法は
、血液障害を処置するためのここでの方法に適用可能である。
【００５０】
先に指摘したように、ガス形態の治療有効量のＮＯ含有化合物を、血液障害を処置する
ためのここでの方法において投与する。これは赤血球細胞形状の復帰、および／または鎌
状細胞疾病および凝固溶解について赤血球細胞機能復帰有効量、および／またはクロッテ

20

ィング障害について凝固形成防止量である。もっとも有効な投与量は患者ごとに変化し、
したがって各病例に複数の投与量を試み、それから最良の結果が達成された投与量を利用
することが好ましい。
【００５１】
血液障害を処置するために投与されるＮＯ基含有化合物は、ヘモグロビンのシステインと
反応するものである場合、ＮＯ基含有化合物をチオールと組み合せて投与することが有利
であり、ヘモグロビンのシステインへの結合からＮＯの全身的放出を生じる。適当なチオ
ール類、投与量および投与の経路は前記チオール類について記載したとおりである。
【００５２】
血液障害を処置するための亜硝酸エチルの投与には、肺障害を処置するための先に記載し
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たのと、同じ投与の濃度および方法が適用可能である。
【００５３】
ここで我々は、組織酸素化の改善、血管拡張またはクロッティング阻害の必要がある患
者を処置する方法に関する態様について述べる。当該方法は、当該患者に治療有効量の、
ニトロシル化されたヘモグロビンで負荷された赤血球細胞を、酸素化または血流の改善を
生じるように与えることを含む。
【００５４】
この方法は、例えば、鎌状細胞疾病および虚血性障害、例えば、アンギナ、心臓発作また
は発作に罹患した患者を処置することに適用可能である。
【００５５】
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先に指摘したように、ある事例においては、ヘモグロビンで負荷された赤血球細胞が、次
のような方法で患者に与えられる。当該方法は、ヘモグロビンのシステインと反応し、そ
して／または血液に溶解し、そしてＮＯ基を有しており、当該ＮＯ基は当該化合物に結合
され、したがってそれは体温温度では酸素または反応性酸素種の存在下、ＮＯ２またはＮ
ＯＸを形成しない化合物の、血液中のニトロシル化されたヘモグロビンの測定によって決
定される赤血球細胞負荷有効量を、当該患者の肺にガスとして送達することを含む。上記
の事例は、以下の記載で、第４態様の第１事例として引用する。
【００５６】
ここで我々は、第４態様の第１事例の方法で使用する、ヘモグロビンのシステインと反応
し、そして／または血液に溶解し、そしてＮＯ基を有し、当該ＮＯ基は当該化合物に結合
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され、したがってそれは体温温度において酸素または反応性酸素種の存在下、ＮＯ２また
はＮＯＸを形成しない化合物について述べる。これらの化合物は、心臓障害を処置するた
めに、そして血液障害を処置するために記載したものと同じであり、そして例えば、前記
の式ＲＸ−ＮＯｙを有するもの、および前記のこのクラスの種類（亜硝酸エチルを含む）
を含む；前記の様に、通常ガスでない場合のこれらの化合物は、投与のためにガス形態に
変換される。
【００５７】
前記の肺障害を処置する方法に適用可能なＮＯ含有化合物の濃度および投与の方法は、第
４態様の第１事例を処置するためのここでの方法に適用可能である。
第４態様の第１事例のための治療有効量は、酸素送達または血流増加または血液低粘凋化

10

有効量である。
【００５８】
第４態様の第１事例を処置するために投与されるＮＯ基含有化合物は、ヘモグロビンのシ
ステインと反応するものである場合、ＮＯ基含有化合物をチオールと組み合せて投与する
ことが有利であり、ヘモグロビンのシステインへの結合からＮＯの全身的放出を生じる。
適当なチオール類、投与量および投与の経路は前記チオール類について記載したとおりで
ある。
【００５９】
第４態様の第１事例を処置するための亜硝酸エチルの投与のためには、肺障害を処置する
20

ために先に記載したのと同じ投与の濃度および方法が適用可能である。
血液中のニトロシル化されたヘモグロビンの測定は、Jia, L., et al., Nature, Vol. 38
0, 221‑226(1996)に記載されたように実施することができる。
【００６０】
先にさらに指摘したように、別の事例において、ヘモグロビンで負荷された赤血球細胞が
、次に述べる方法によって患者に与えられる。当該方法は、当該患者に、ヘモグロビンの
システインと反応し、そして／または血液に溶解し、そしてＮＯ基を有する化合物の溶液
を点滴することを含み、当該ＮＯ基は当該化合物に結合され、したがってそれは体温温度
においては酸素または反応性酸素種の存在下、ＮＯ２またはＮＯＸを形成せず、患者の赤
血球細胞にニトロシル化されたヘモグロビンで負荷するが、しかし心収縮血圧を９０以下
に低下させるには不充分である量である。液体として点滴されるとき、亜硝酸エチルは血

30

圧の低下を生じるから、血圧についての制限が含まれる。以下、この場合を第４態様の第
２事例と称する。
【００６１】
第４態様の第２事例における使用のための化合物は、第４態様の第１事例で使用されたも
の同じであってよいが、しかし第４態様の第１事例と異なり、それらはガスとして投与さ
れるのではなく液体形態で点滴される。液体形態は溶媒、例えばプロトン性溶媒、例えば
、アルコール中に溶解された化合物を投与することによって取得される。０．００１２５
ないし０．５パーセント（ｖ／ｖ）

亜硝酸エチルを含むエタノール溶液を提供するため

のエタノールに溶解された亜硝酸エチルは、第４態様の第２事例のために好ましい薬剤で
あり、そして当該溶液は、より好ましくは０．００２５ないし０．１２５パーセント

亜

40

硝酸エチル（ｖ／ｖ）を含有する。
【００６２】
第４態様の第２事例のための治療有効量は、酸素化改善または血流改善有効量である。
ヘモグロビンのシステインと反応し、そして／または血液に溶解する化合物の溶液の投与
は、好ましくは静脈内に実施される。
【００６３】
処置のために投与されるＮＯ基含有化合物がヘモグロビンのシステインと反応するもので
ある場合、チオールと組み合せてＮＯ基含有化合物を投与し、ヘモグロビンのシステイン
への結合からＮＯの全身的放出を生じることが有利である。適当なチオール、投与量、お
よび静脈内に、経口的に、および噴霧化を含む投与の経路は、前記チオールと結び付けて
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説明したものである。
【００６４】
なおさらに先に指摘したように、さらなる場合において、ヘモグロビンで負荷された赤血
球細胞は患者にある方法によって提供され、当該方法は、ニトロシル化されたヘモグロビ
ンで負荷された赤血球細胞を含む血液を当該患者に輸血することを含む。ヘモグロビンで
負荷された赤血球を含む血液は、血液を１分ないし１時間、例えば、１分ないし３０分、
２５ないし３７℃で化合物とインキュベーションすることによって取得されることができ
、そして当該化合物は、ヘモグロビンのシステインと反応し、そして／または血液に溶解
し、そしてＮＯ基を有し、当該ＮＯ基は当該化合物に結合され、したがってそれは体温温
度において反応性酸素種の酸素の存在下、ＮＯ２またはＮＯＸを形成しない。

10

【００６５】
当該化合物は、システインと反応し、そして／または血液に溶解し、そしてＮＯ基を有す
る化合物について先に記載されたものと同じものであることができ、当該ＮＯ基は当該化
合物に結合され、したがってそれは体温温度において酸素または反応性酸素種の存在下、
ＮＯ２またはＮＯＸを形成しない。インキュベーションは、血液を、０．００１２５ない
し０．５％（ｖ／ｖ）
％（ｖ／ｖ）

亜硝酸エチルを含む、好ましくは０．００２５ないし０．１２５

亜硝酸エチルを含む亜硝酸エチルのエタノール溶液とインキュベーション

することによって好ましくは実施され、該インキュベーション中に存在する亜硝酸エチル
のヘモグロビンに対する比が１：１０００ないし１０：１、好ましくは１：１００ないし
１０：１の範囲である。以下、この場合を第４態様の第３事例と称する。

20

【００６６】
好ましくは、チオールが、第４態様の第３事例のために共投与される。適当なチオール類
、投与量および投与のための経路は、前記のチオール投与について記載したとおりである
。
ニトロシル化されたヘモグロビンで負荷された赤血球細胞の治療有効量は、ベースライン
上方０．１ないし１マイクロモルまたは当量に増加される、ニトロシル化されたヘモグロ
ビンを有する血液の、０．１ないし３単位である。
【００６７】
投与は好ましくは輸液によって実施される。
我々は、ここで体の外部においてニトロシル化されたヘモグロビンで負荷された赤血球
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細胞であるここでの態様を示す。これらは第４態様の第３事例において記載したように容
易に作成される。
【００６８】
我々は、ここで、気道内液におけるニトロソグルタチオンの濃度を増加させる薬物につい
てスクリーニングするためのここでの方法を示し、当該方法は、モデル動物の肺へガス形
態の薬物を投与すること、気道内液をサンプリングすること、そしてサンプリングによっ
て取得されたサンプルにおけるニトロソグルタチオンを検定することを含む。モデル動物
は、例えば、新生仔ブタ、モルモット、ラットおよびイヌを含む。気道内液のサンプルは
、気管支鏡検査法によって容易に取得される。サンプル中のニトロソグルタチオンについ
ての検定は、例えば、Gaston, B.,et al., PNAS, Vol. 90, 10957‑10961 (1993)に記載さ

40

れたように容易に実施される。ベースライン上方少なくとも５０％のニトロソグルタチオ
ンの増加を示すレベルは、ヒトを含む哺乳動物の気道内液のニトロソグルタチオンの濃度
の増加のための薬物の候補を指摘している。
ここで本発明を以下の実施例によって説明するが限定しない。
【００６９】
実施例Ｉ
本実験を、以下のように肺性高血圧のブタのモデルを使用して実施した。
混合系統２−３週齢仔ブタを利用した。最初の麻酔誘導をハロメタン

５％吸入により、

動物が安定であったとき２％に減少させた。気管切開外科手術および頸静脈ラインの挿入
の後、２０μｇ／ｋｇのフェンタニール丸薬および０．２ｍｇ／ｋｇのアセプロマジンを
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与え、次いで継続的に１０μｇ／ｋｇ／時間のフェンタニール点滴を与えた。首の右側を
切開し、外部頸静脈経由でカテーテルを右房に挿入し、それを経由して５％

グルコース

の３０ｍＬ／ｋｇ／時間の維持ｉ．ｖ．流体を点滴した。心収縮動脈圧力（ＳＡＰ）の測
定のために、カテーテルを頸動脈に配置した。
【００７０】
気管切開手術の後、ハロタンを中止し、補助性ベンチレーションを開始し、そして４５
分ごとに臭化パンクロニウム（０．１ｍｇ／ｋｇ）を使用して麻痺を取得した。さらにフ
ェンタニール（５−１０μｇ／ｋｇ）の用量を必要に応じてボーラス投与した。左開鏡術
によって、６−または８−ｍｍ超音波フロープローブ（Transonic Inc., Rochester,New
York）を、心拍出力の測定のために肺動脈の周りに位置させ、そして４−ないし６−ｍｍ
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プローブを動脈管の周りに位置させた。肺動脈圧力（ＰＡＰ）の継続的測定のために２２
−ゲージカテーテルを肺動脈の根に、財布糸縫合（purse string suture）を経由して挿
入した。
【００７１】
全身性および肺カテーテルをＥＣＧシグナルとともに圧力トランスデューサーに接続し、
新生仔モニター（Model 78833B, Hewlett Packard, Waltham, Massachusetts）上にディ
スプレイした。全身性酸素飽和（ＳａＯ２）を、皮下パルス酸素濃度計（N200, Nellcor
Inc., Hayward, California）を使用して測定した。ビカルボネート（ｉ．ｖ．流体の１
５ｍＥｑ／１００ｍＬ）の継続的な点滴を与え、低酸素状態の期間の重度のアシドーシス
発生を防止した。心拍出力をキャリブレーションした超音波フロープローブの測定から決

20

定した。
【００７２】
この装着の後、動物を２０分間休ませ(rest)、安定性（それは５分の期間の心拍数、ＳＡ
Ｐ、およびＰＡＰの５％より小さい変化として定義される）を確保させた。そしてその後
、吸気性の酸素濃度を１０ないし１４％へ減少させ、３５ないし４５％の標的ＳａＯ２を
生成することによって、低酸素状態を誘導した。低酸素状態の誘導の後、安定な低酸素状
態のベースラインを取得した（２分）。動脈血試料を血液ガスおよびメトヘモグロビンの
測定のために取得した。
【００７３】
亜硝酸エチル（ＥｔＯＮＯ）を、次いで、コンピューター−作成したランダムシークエン
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スにしたがって、ＥｔＯＮＯ濃度を（固定流速で）変化させることによって１．５、１５
または７５ｐｐｍの用量で投与し、ここで、同じレベルで部分吸気性酸素飽和(fractiona
l inspired oxygen saturetaion)（ＦｉＯ２）を維持する。亜硝酸エチルは、窒素亜硝酸
エチル混合物をベンチレーションシステムに導入することによって（当該混合物とベンチ
レーターからの出力を混合することによって）、窒素とともに投与した。亜硝酸エチル窒
素混合物を発生させ、これは０．６リットル／分の流速でエタノール中に希釈した亜硝酸
エチル（０．０７５％（ｖ／ｖ）亜硝酸エチル）を含むＭｉｌｌｉｇａｎガスデフューザ
ー（Fisher Scientific）によって窒素をバブリングし、亜硝酸エチルを含む窒素を発生
させ、次いで６リットル／分の流速のガス導入を有するベンチレーターにおいて混合する
ことによった。

40

【００７４】
投与されるべきガスにおける亜硝酸エチルの濃度は、Milliganガスデフューザーへの窒素
のフローおよび／またはエタノール中の亜硝酸エチルの濃度に直接的に比例的である。Ｐ
ＡＰ、ＳａＯ２、ＳＡＰ、または心拍出力のさらなる変化がなかったとき、測定を各用量
で取得し、そしてシグナルを１分間記録した。この時点で、ＥｔＯＮＯ投与を中断した。
ポストＥｔＯＮＯデーターはＥｔＯＮＯ中断の４分後のサンプルからのものであり、そし
てパラメーターが安定したと測定されたときに（ポストＥｔＯＮＯサンプルの約４分後）
、最終ベースラインサンプルを取得した。この手法を、ＥｔＯＮＯのすべての用量が投与
されるまで反復した。動物が有意な低血圧（低酸素ベースラインの６０％より小への心収
縮期動脈圧力減少）を経験したならば、低酸素状態を終了させ、そして動物を低酸素状態
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の再導入の前は回復するに任せた。
【００７５】
所望の生理学的パラメーターを、アナログ−ないし−デジタル変換機（DT 2801, Data Tr
anslation Inc., Marborough, Massachusetts）を使用して、パーソナルコンピューター
（Dell 486/33, Dell Computer Corporation, Richmond Hill, Ontario, Canada）によっ
て取得した。取得分析のためのソフトウェアーを、Asyst Scientific Software System(M
acmillan Software Co., New York, New York）を使用して記載した。このソフトウェア
ーで、測定されたパラメーターの連続的取得を、ベースラインの２分の期間、そして各低
酸素状態性ＥｔＯＮＯ曝露の間の安定の後の１分の期間実施した。測定されたパラメータ
ーのコンピューター−作成平均値を次いで次の分析に利用した。

10

【００７６】
ＰＡＰにおける変化の時間応答を、ＰＡＰについての１秒間の平均値を使用して同様に分
析し、ベースラインと比較したＰＡＰにおける変化の時間応答を決定した。すべてのシグ
ナルを２４Ｈｚで取得した。約５秒である分析器についてのサンプリング遅延時間を補正
するために、応答の開始は、適当な用量の結果が分析器によって測定されたという最初の
指示の５秒前であるべきであると考えられた（モデル系を使用してGCマススペクトル分析
によって測定した）。心臓インデックスを、キログラムにおける動物の体重でわった心拍
出力として算出した。肺血管抵抗性（ＲＶＲ）を心臓インデックスでわった平均ＰＡＰと
して算出した。肺動脈フロー（図３）をドップラーフロープローブを使用して測定した。
【００７７】

20

結果を図１−６に示す。
図１は、ベースライン、低酸素状態（安定的低酸素性ベースライン）、ＥｔＯＮＯ（１分
間にわたりＰＡＰにおけるさらなる変化がないとき）、ポストＥｔＯＮＯ（ＥｔＯＮＯ中
断の４分後）およびベースライン（ＰＡＰ通常時、ポストＥｔＯＮＯデーターの約４分後
）のデーター点について、３濃度のＥｔＯＮＯ投与についてのｍｍＨｇにおけるＰＡＰの
グラフを示す。データーは、低酸素状態がＰＡＰを増加させ、そしてＥｔＯＮＯ投与が低
酸素性肺血管収縮を逆転させることを示している。
【００７８】
図２は、図１に関する同じステージでのデーター点について３濃度のＥｔＯＮＯ投与につ
いてのダインｘ５ｘｃｍ−１におけるＲＶＲのグラフを示す。データーは、低酸素状態が

30

ＰＶＲを増加させ、そしてＥｔＯＮＯ投与がＲＶＲを最初のベースラインに復帰させるこ
とを示す。
図１および２について、低酸素状態の肺血管血液動態への影響の任意の進行性の減少はＥ
ｔＯＮＯの肯定的影響と矛盾しない。
図３は、図１についての同じステージにおけるデーター点についての３濃度のＥｔＯＮＯ
投与についてのｍｌ／分における肺動脈フローのグラフを示す。データーは、ＥｔＯＮＯ
投与が７５ｐｐｍで肺動脈フローを増加させることを示す。
【００７９】
図４は、図１と同じステージのデーター点について２濃度のＥｔＯＮＯ投与についてｍｌ
／分における心拍出力のグラフを示す。データーは、ＥｔＯＮＯ投与が、心拍出力におけ
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る低酸素状態誘導性増加を正常化させる傾向があることを示す。
図５は、図１と同じステージのデーター点についての３濃度のＥｔＯＮＯ投与についての
ｍｍＨｇにおける平均血圧のグラフを示す。データーは、ＥｔＯＮＯ投与が血圧に影響の
ないことを示す。
【００８０】
図６は、図１と同じステージのデーター点における３濃度のＥｔＯＮＯ投与についての分
当たりの鼓動における心拍数のグラフを示す。データーは、ＥｔＯＮＯ投与が心拍数に影
響のないことを示している。
投与された最高用量のＥｔＯＮＯ（７５ｐｐｍ）の吸入の間に取得した血液サンプルは、
０．５ないし４．５％（ｎ＝５）の範囲のメトヘモグロビン含量を示し、すなわち、許容
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される生理学的範囲の十分範囲内である。
【００８１】
７５ｐｐｍ亜硝酸エチルにおけるベンチレーター出力で、窒素亜硝酸エチル混合物の混合
物で送達されたガスについてのガスクロマトグラフィー／マススペクトロメーター分析を
実施した。特に、１００μｌ

ガスサンプルを、呼吸システムの呼気アームから取得し（

モデル肺として手袋を使用する）、これは患者にシステムから７５ｐｐｍで送達される亜
硝酸エチルによった。ガスサンプルをHP GC/MSシステムに、３０ｍ０．５３μｍ

ＧＳ−

Ｑカラムを使用してインジェクションした。亜硝酸エチルがマススペクトロメーター内で
分解し、エタノール（質量数４６）およびいくらかのＮＯ（質量数３０）を生成し、しか
し、遊離ＮＯは実質的に生成しなかった。結果を図７に示す。非結合性一酸化窒素がＧＳ

10

−Ｑカラムから約１．５分で溶出し、そして亜硝酸エチルが４．１分でカラムから溶出す
る。データーは実質的に遊離ＮＯまたはＮＯ２が検出されないことを示す。
【００８２】
本実施例の実験を、投与による病的症候の逆転を示すために実施し、そしてリバウンドを
評価するためではない。リバウンドは適切に評価されず、なぜなら処置の結論時において
対象はなお十分に低酸素状態であり、肺動脈圧力増加の通常の応答が結果として発生した
からである。リバウンドは以下の実施例ＸＩＩにおいて評価する。
仔ブタによる他の場合、ＰａＯ２の増加および肺血管抵抗性の減少を、亜硝酸エチルの代
わりに１００ｐｐｍ

トリフルオロニトロソメタンで取得した。
20

【００８３】
実施例ＩＩ
７０／４０ｍｍＨｇの肺圧力を有する３０歳の白人女性を集中治療室に受け入れ、そして
右心不全のために悪化し、そしてＰａＯ２を９０に維持し、亜硝酸エチルが７０ｐｐｍで
存在するように、フェイスマスクによってＯ２、Ｎ２、および亜硝酸エチルの混合物を吸
入によって与える。肺圧力は３０／１５に低下し、そして右心不全は消失する。
【００８４】
別の場合に、同一の患者に、７０ｐｐｍ

亜硝酸エチルの代わりに吸入性８０ｐｐｍ

Ｎ

Ｏである他は同じ処置を受容させる。肺圧力は低下し、しかし患者は気道過反応性を発生
し（軽いゼイゼイ）、そして化学蛍光分析器は吸入性エアーにおけるＮＯ２濃度の３倍の
増加を示す。さらに、血液中のメトヘモグロビン含量は１０％であると測定される。患者

30

をＮＯから吸入性亜硝酸エチル（７０ｐｐｍ）にスイッチさせ、そしてＮＯ２およびメト
ヘモグロビン濃度は低下し、そして回復を維持する。
【００８５】
実施例ＩＩＩ
６０歳の男性癌患者は、化学療法後、ＡＲＤＳと一致したエックス線撮影的変化を発生
する。この患者のＰａＯ２は１００％

酸素であるにもかかわらず５０ｍｍＨｇに低下し

、そして右心カテーテル法によれば正常の左心室拡張終期圧力を現す。この患者に４０ｐ
ｐｍ

吸入性亜硝酸エチルを投与する。ＰａＯ２は７０ｍｍＨｇに増加する。

【００８６】
同一の患者に３０ｐｐｍ

吸入性ＮＯを与え、そして急性ＰａＯ２改善が発生し、しかし

40

次いで臨床的な悪化が発生し、これは胸部エックス線撮影的悪化（炎症による）および腎
臓機能障害を特徴としており、そしてＰａＯ２が７０から６０ｍｍＨｇに低下する。この
患者に５０ｐｐｍ

吸入性亜硝酸エチルにスイッチさせ、そしてエックス線撮影的変化お

よび腎臓機能障害は安定化し、そしてＰａＯ２は９０ｍｍＨｇに増加する。
【００８７】
実施例ＩＶ
２６歳の白人女性喘息患者に挿管し、なぜなら重度の喘息性増悪のためである。この患者
に噴霧性エピネフリンおよびAtroventを投与し、しかしベンチレーションしない。内科医
は１００ｐｐｍ

吸入性亜硝酸エチルを、再呼吸フェイスマスクを介して処置に添加し、

そして患者のＰａＯ２は６０から８０に改善し、そしてベンチレーションはより低い気道
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圧力（肺応諾）によって証拠付けられるように、より容易化する。
【００８８】
実施例Ｖ
嚢胞性線維症を有する１２歳の少女はシュードモナス性感染を現し、これは肺不全（pulm
onary exacerbation）につながる。この患者に噴霧性抗生物質を与え、しかしスパイク熱
（spike fever）を継続し、そしてよくならない。吸入性亜硝酸エチルを酸素中の８０ｐ
ｐｍで与え、４日にわたり感染症の解決がある。
【００８９】
実施例ＶＩ
６５歳の白人男性を不安定性アンギナで病院に受け入れる。この患者にｉ．ｖ．ニトログ

10

リセリン、ヘパリンおよびベータブロッカーを与える。しかし、この患者は、休息で間欠
性胸部疼痛を継続的に経験する。患者に酸素中の２０ｐｐｍ

吸入性亜硝酸エチルを与え

る。この胸部疼痛は解決する。
【００９０】
実施例ＶＩＩ
７０歳の白人男性は、心筋梗塞を現す。この患者のヘマトクリットは２６である。患者に
２単位の血液を与えるが、しかし心不全に至る。患者に窒素中の６０ｐｐｍ

吸入性亜硝

酸エチルを開始し、心不全の解決を有する。この患者は組織プラスミノーゲンアクチベー
ター、ベータブロッカーおよびＡＣＥインヒビターの標準的医学的投薬療法をも受容して
20

いる。
【００９１】
実施例ＶＩＩＩ
８０歳の老人は、ステージ３の両心不全および５０／３０の肺動脈圧力を現す。この患者
にCaptopril、ジゴキシンおよびlasixを与え、しかしなお１４０／８０の全身性圧力であ
り、高血管抵抗性を有する。患者は酸素中８０ｐｐｍ

吸入性亜硝酸エチルガスを受容す

る。患者の肺圧力は２０／１０に低下し、そして全身性動脈圧力は１００／８０に低下し
、正常の末梢血管抵抗性を有する。亜硝酸エチル投与を停止し、そして圧力は低いままで
ある。
【００９２】
30

実施例ＩＸ
４０歳の黒人男性は、悪性高血圧（２４０／１６０の血圧）を現す。この患者にCaptopri
lおよびニトロプルシドを受容させ、そして血圧は２００／１６０に低下する。この患者
に次の日のあいだ、窒素中の８０ｐｐｍ

吸入性亜硝酸エチルを受容させ、亜硝酸エチル

治療を開始した６時間後に、２００ｍｇ／ｋｇ

Ｎ−アセチルシステインの静脈内用丸薬

を投与する。血圧は１７０／９５に低下する。
【００９３】
実施例Ｘ
ホモ接合性鎌状細胞疾病を有する１８歳黒人女性は、疼痛のある難局を現し、胸部エック
ス線写真的変化および低酸素状態を伴う。当該患者は重度の腹部および胸部疼痛を訴え、
そしていくらか見当織を喪失している。彼女に、酸素中８０ｐｐｍ

吸入性亜硝酸エチル

40

を投与しながら、２単位の血液を受容させる。すべての症候およびエックス線写真的変化
の解決がある。
【００９４】
実施例ＸＩ
白血病を有する６０歳の白人男性は広汎性血管内凝血症候群を現す。足指は虚血性となる
。この患者に酸素中８０ｐｐｍ

吸入性亜硝酸エチル治療を開始し、そしてＮ−アセチル

システインの１００ｍｇ／ｋｇ

点滴を与える。足指へ血流は改善する。

【００９５】
実施例ＸＩＩ
急性呼吸窮迫症候群（ＡＲＤＳ）の肺障害のモデルのために、肺性高血圧を、ＰａＯ２が
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１００ｍｍＨｇ以下に低下し、そして３０分間そこにとどまるまで、反復生食水洗浄（界
面活性剤を除去するために）によって、１００％

酸素を呼吸している挿管した新生仔ブ

タにおいて誘導する。ＮＯまたは亜硝酸エチル（ＥｔＯＮＯ）のいずれかを２時間までに
投与した。ＮＯを１０分間２０ｐｐｍで、次いで５ｐｐｍで投与した。ＥｔＯＮＯを２０
ｐｐｍで投与した。ここに示す結果は、ＰａＯ２について（図８）および心拍出力につい
て（図９）のものである。最初の測定を実施し（コントロール）、次いで測定をＥｔＯＮ
ＯおよびＮＯ投与の間反復して実施し（（ＥｔＯＮＯ）および（ＮＯ）と示す）、それか
ら血液動態を吸入性ガスの突然の散布（dissemination）の後２０分間５分ごとに再試験
した（ポストＥｔＯＮＯ）および（ポストＮＯ）。ＥｔＯＮＯおよびＮＯを酸素ガス中で
投与した。

10

【００９６】
図８に示すように、ＥｔＯＮＯ投与は、２時間マークで(at the two hour mark)ＰａＯ２
における有意な増加を生じ、そしてポスト処置にさらなる改善があった。図８に示すよう
に、ＮＯ投与は２時間マークでＰａＯ２に有意な増加を生じ、しかしポスト処置にリバウ
ンドおよびＰａＯ２の低下がみられた。ＥｔＯＮＯについて、投与を中断した後２０分間
、何らの変化またはよりよいＰａＯ２レベルもなかった。ＮＯについて、投与を中断した
３分後、悪いほうに変化がみられた。さらに、両方の薬物は、肺血管抵抗性を対照可能な
程度まで減少させ、しかしＮＯを中断したときにリバウンドが発生し、一方、ＥｔＯＮＯ
を中断したときに肺血管抵抗性は変化がないままであった。
【００９７】

20

結果はＥｔＯＮＯ投与について、投与中に少なくともできるだけＮＯ血液酸素濃度におけ
る劇的な改善があり、そして処置の中断後、リバウンドがなく、そしてさらなる改善があ
り、一方、ＮＯ投与によって、処置の中断によるリバウンドがあることを示している。
【００９８】
図９に示すように、ＥｔＯＮＯ投与は、正常からマイナス４０％のレベルから（コントロ
ール動物は心不全を有した）、投与の中断のときにおいて正常からマイナス２７％まで心
拍出力における有意な増加まで、心拍出力における増加を生じ、そして処置の中断後、正
常から約マイナス２０％まで心拍出力におけるさらなる増加を生じ、一方、ＮＯ投与は心
拍出力における有意な増加を生じなかった。
【００９９】

30

図８および９に示す結果は、１５匹のブタに基づき、そして図８および図９において、ア
ステリスクはコントロールから有意に異なることを表す（Ｐ＜０．０５）。
ＥｔＯＮＯ投与によるリバウンドなくＰａＯ２の増加およびリバウンドなく肺血管抵抗性
の減少および心拍出力の増加、一方ＮＯ投与によるリバウンドのあるＰａＯ２の増加およ
びリバウンドのある肺血管抵抗性の減少の同じ筋書きが、原発性肺性高血圧のためのヒト
成人の処置においてまたは複数病因の難治性肺性高血圧を有するヒト新生児の処置におい
て観察され、以下の実施例ＸＩＩＩに例示する通りである。
【０１００】
実施例ＸＩＩＩ
ここでの発明者の一人の指示の下で亜硝酸エチルを使用し、難治性肺性高血圧および／ま

40

たは低酸素状態を有する４人のヒト新生児を処置する。結果は、血液酸素濃度における劇
的な改善、リバウンドのないこと、メトヘモグロビン血状態のないこと、そして心拍出力
における改善であった。ＥｔＯＮＯ治療を開始した後、短期間の時間の内に昇圧支持剤（
pressor support）を停止することができた。一人の新生児は亜硝酸エチルに応答し、Ｎ
Ｏに応答しなかった。
【０１０１】
亜硝酸エチルを使用して原発性肺性高血圧を有する６人の成人を処置する。結果は血液酸
素濃度の改善、肺血管抵抗性の減少および心拍出力の改善であった。
メトヘモグロビンの増加はなかった。
難治性肺性高血圧を有する一人の新生児および原発性肺性高血圧を有する一人の成人にお
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ける処置の詳細を以下に示す。
【０１０２】
血圧を維持する必要によってエピネフリンを投与された難治性肺性高血圧を有する新生児
に１．５ｐｐｍ

亜硝酸エチル（ＥｔＯＮＯ）を１５分間、次いで７５ｐｐｍに増加させ

てＥｔＯＮＯを次の１５分間、次いで７５ｐｐｍ
５ｐｐｍ

ＥｔＯＮＯを次の３０分間、次いで１

ＥｔＯＮＯを次の３時間投与し、ここで投与を２９分間停止し、それからＮＯ

を通常の処置にしたがって４時間投与した。ＥｔＯＮＯをガスがベンチレーターを介して
投与されるベンチレーターを介して投与した。最初のＰａＯ２は２９であった。それは生
命を両立させることができない（そして新生児は死んだことを意味する）。ＰａＯ２はＥ
ｔＯＮＯ治療の結論時に５４まで増加し、次いで処置の間約３０分の間８６までさらに増

10

加した。
【０１０３】
こうしてＥｔＯＮＯによる処置によってＰａＯ２における改善があり、そしてＥｔＯＮＯ
治療を停止した後にリバウンドなかった。これに対して、ＮＯ治療はＰａＯ２の減少を生
じ、終わりの４時間は停止させなければならなかった。最初のＰａＣＯ２（いかによく肺
がベンチレーションされているかの基準）は６２であり、そしてＥｔＯＮＯ治療を停止し
た時点で２９に減少し、そして結果としてベンチレーションを停止させることができた。
さらに、ＥｔＯＮＯ治療の停止の時点で昇圧支持剤を中断することができた。
【０１０４】
ここで我々は、原発性肺性高血圧を有する成人の処置の場合を示す。当該成人に亜硝酸エ

20

チル（ＥｔＯＮＯ）を１０分間１．５ｐｐｍ、１０分間１５ｐｐｍ、そして１０分間７５
ｐｐｍで与え、それからＥｔＯＮＯ治療を停止した。処置の結果として、平均肺動脈圧力
は５６から４０に低下し、心拍出力は５．３から５．９に上昇し（それは良好である）、
そして処置の後５．６に低下し、肺血管抵抗性は７．４から５．２まで低下し、そしてＰ
ａＯ２は７９から９４に増加した。結果は、この治療が血液動態を正常化するように働い
たことを示す。目的は酸素化を改善すること、およびより低い肺血管抵抗性であり、そし
てこれは達成された。
【０１０５】
実施例ＸＩＶ
この実験は、ＥｔＯＮＯ投与が肺、すなわち気道内液におけるＧＳＮＯ（ニトロソグルタ

30

チオン）を増加させ、そしてＮＯ投与が肺におけるニトロソグルタチオン濃度を有効に増
加させず、したがって不利な反応の素因とならないことを示すために実施した。
【０１０６】
亜硝酸エチル（ＥｔＯＮＯ）またはＮＯを、図１０に示す用量で新生仔ブタの吸入吸入性
ガスに添加した。ＥｔＯＮＯを室空気（２０％酸素）に０．６リットル／分で添加した。
ＮＯを１００％窒素と混合した。５分後、肺における気道内液を気管支鏡検査法によって
サンプリングした。アスピレートは１００μＭ

ジエチレントリアミンペンタ酢酸を含有

するホスフェートバッファー生食水（ＰＢＳ）に収集し、そしてすみやかにＳＮＯ含量に
ついて化学的還元化学蛍光（chemical reduction‑chemiluminescence）によって検定し、
そしてＬｏｗｒｙ法によってタンパク質含量について検定した。

40

【０１０７】
タンパク質含量に標準化されたＳＮＯ濃度を内生濃度の倍数増加として表現する（ＮＯ基
について０．１４５±０．０３ｎＭ／μｇ、ＥｔＯＮＯ基について０．２２±０．０４ｎ
Ｍ／μｇ）。結果を図１０に示し、ここで、ｐｐｍ表記のＥｔＯＮＯおよびＮＯ用量がＸ
軸を示し、そしてＹ軸がＳＮＯにおける倍数増加であることを示す。図１０に示すように
、最低の用量におけるＥｔＯＮＯはＧＳＮＯにおける５倍の増加を生じ、そしてすべての
用量において少なくともこの増加である。
【０１０８】
他方、ＮＯはＳＮＯのわずかな増加をもたらすことを示し、これは殆どのＮＯがＯ２およ
び／または反応性酸素種（それはその毒性の基礎となる）との交化学反応（alternative
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chemical reaction）を有することを示唆している。結論は、ＥｔＯＮＯが天然のグルタ
チオンを負荷し、ニトロソグルタチオン（ＧＳＮＯ）のプールを増加するということであ
る。図７は、これがＮＯの放出なく起こることを指摘している。したがってＥｔＯＮＯ投
与は肺ＳＮＯを選択的に充満させる(replet)（すなわち、ＮＯを生じる毒性効果を生じる
ことなくＳＮＯを増加させる）。ＧＳＮＯの充満は、嚢胞性線維症、喘息、低酸素状態お
よび呼吸不全において患者の気道内液に発生するから、ＥｔＯＮＯによるこれらの処置が
示唆される。
【０１０９】
ここでのデーターは、ＥｔＯＮＯの効果のメカニズムがＧＳＮＯの形成であり、一方、Ｎ
Ｏの効果のメカニズムがＮＯの弛緩効果であることを示唆している。ＧＳＮＯの肺への直

10

接的投与は噴霧化によって実施されなければならない。ＧＳＮＯは、より大きい気道に付
着し、そして細胞を横断しないので、その肺への噴霧化はその均等な分配を生じない。さ
らに患者はＧＳＮＯ投与に耐えることができない。なぜなら、それは次いでせきを生じる
からである。このために、Ｎ−アセチルシステイン投与を試みなければならず；それはＧ
ＳＮＯ濃度を増加させるように働かない。したがってＧＳＮＯの直接的投与はここでの発
明の置換または別形または均等なものではない。
【０１１０】
実施例ＸＶ
原発性肺性高血圧および低酸素状態を有する志願の患者であって、治療への応答を評価す
るための右心カテーテル化を受けている者を、吸入性亜硝酸エチル（ＥｔＯＮＯ）で３０

20

分間、１．５から７５ｐｐｍの（１．５ｐｐｍで１０分、次いで１５ｐｐｍで１０分、次
いで７５ｐｐｍ）増加性用量タイトレーションによって処置した。患者の赤血球細胞を内
在性動脈性ラインから引出し、そして測定をインタクト赤血球細胞で、および低張生食水
で赤血球細胞を溶血させることによって取得した溶血産物で、ウサギ大動脈生物検定（ra
bit aortic bioassay）において実施した。
【０１１１】
ウサギ大動脈生物検定を、アブミ骨上につるし、そしてフォーストランスデューサーに接
続したウサギ大動脈断片上で実施し、そして測定を張力（tension）の増加および減少に
ついて、Stamler, J., et al., PNAS, Vol. 89, 444‑448(1992)に記載されたように実施
した。検定をおよそ１％

酸素で実施し、組織に存在するものをシュミレーションした（
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それは低ＰａＯ２を含む）。結果は図１１Ａ（インタクト赤血球細胞のコントロール、無
処置）、１１Ｂ（インタクト赤血球細胞、ＥｔＯＮＯ処置、１１Ｃ（溶血産物のコントロ
ール、無処置）、および１１Ｄ（溶血産物、ＥｔＯＮＯ処置）に示し、これらは時間（Ｘ
軸）に対して張力（Ｙ軸）で示し、下方への方向性は弛緩を示し、上方への方向性は収縮
を示す。
【０１１２】
図１１Ａに示すように、ネイティブ赤血球細胞によって誘導された小さい一過性の減少が
みられ、しかし図１１Ｂに示すように、ＥｔＯＮＯ処置された患者からの赤血球細胞によ
って誘導された張力の有意により大きい低下がみられる。張力の引き続く増加の理由は、
赤血球細胞におけるエクスポーターがすべての活性を放出することである。しかし、この

40

活性は、望まれる生物学的効果を達成するために十分により大きいことを示している。こ
こで溶血産物の結果をみると、図１１Ｃはネイティブ血液細胞からの溶血産物が低ＰａＯ
２で非常に小さい弛緩、次いで収縮を生じることを示し、一方、図１１Ｄは、ＥｔＯＮＯ

処置された患者からの血液細胞からの溶血産物がより強い拡張を生じ、そしてベースライ
ンと比較して収縮のないことを示す。
【０１１３】
図１１Ａ、１１Ｂ、１１Ｃおよび１１Ｄにおいて、アステリスクはコントロールから有意
に異なることを示し（ｐ＜０．０５）、そして＃はｐ＝０．０６を意味する。インタクト
赤血球細胞と溶血産物についての結果間の相違の理由は、溶血産物が機能性エクスポータ
ーを含まないことである。
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【０１１４】
測定値およびデーターは、ＥｔＯＮＯ処置された患者からのインタクト赤血球細胞および
溶血産物において、ニトロシル化されたヘモグロビンとＳ−ニトロソグルタチオンの混合
物が形成され、そしてＥｔＯＮＯ処置が患者の赤血球細胞において両方（平衡状態にある
ニトロシル化されたヘモグロビンおよびＳ−ニトロソグルタチオン）の濃度を増加させる
ことを指摘している。
【０１１５】
実施例ＸＶＩ
赤血球細胞を、３７℃、１５分間で、１：５０の亜硝酸エチルのヘモグロビンに対する
モル率で、種々の濃度の亜硝酸エチルを含有する亜硝酸エチルのアルコール溶液とインキ

10

ュベーションする。結果は平衡状態でニトロシル化されたヘモグロビンおよびニトロシル
化されたグルタチオンで負荷された赤血球細胞であり、そして約１０μＭ

Ｓ−ニトロシ

ル化されたヘモグロビンを含んでいる。
得られた赤血球細胞は、例えば、鎌状細胞疾病または虚血性障害、例えば、アンギナを
処置するために有用である。
【０１１６】
実施例ＸＶＩＩ
実施例ＸＩＶにおけるような新生仔ブタに吸入性ガス状薬物を投与する。５分後、気道
内液をサンプリングし、そしてニトロソグルタチオン（ＧＳＮＯ）について、Gaston, B.
, et al., PNAS, Vol. 90, 10957‑10961(1993)に記載された方法によって検定する。スク

20

リーニングは、亜硝酸エチルおよび亜硝酸アミル（しかしＮＯではない）が気道内液にお
けるＧＳＮＯを、ベースラインと比較して５０％より大きく増加させることを示す。
別形
上記の変形は当業者にとって自明である。したがって本発明の範囲は請求の範囲によっ
て定義される。
【図面の簡単な説明】
【図１】

図１は、３用量の亜硝酸エチルガスについての肺動脈圧力のグラフを示し、そ

して実施例Ｉの結果を示す。
【図２】

図２は、３用量の亜硝酸エチルガスについての肺血管抵抗性のグラフを示し、

そして実施例Ｉの結果を示す。
【図３】
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図３は、３用量の亜硝酸エチルガスについての肺動脈流のグラフを示し、そし

て実施例Ｉの結果を示す。
【図４】

図４は、２用量の亜硝酸エチルガスについての心拍出力のグラフを示し、そし

て実施例Ｉの結果を示す。
【図５】

図５は、３用量の亜硝酸エチルガスについての平均血圧のグラフを示し、そし

て実施例Ｉの結果を示す。
【図６】

図６は、３用量の亜硝酸エチルガスについての心拍数（heart rate）のグラフ

を示し、そして実施例Ｉの結果を示す。
【図７】

図７は、７５ｐｐｍでの実施例Ｉのベンチレーションシステムを経由して送達

された亜硝酸エチルガスにおけるガスクロマトグラフィー／マススペクトル分析結果を示
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す。
【図８】

図８は、無処置での、亜硝酸エチル（ＥｔOＮＯ）での処置での、ポストＥｔ

ＯＮＯ処置、ＮＯでの処置での、そしてポストＮＯ処置のＰａＯ２（すなわちＰａＯ２）
レベルのグラフを示し、そして実施例ＸＩＩの結果を示す。
【図９】

図９は、無処置での、亜硝酸エチル（ＥｔＯＮＯ）での処置での、ポストＥｔ

ＯＮＯ処置、ＮＯでの処置での、そしてポストＮＯ処置の心拍出力の変化のグラフを示し
、そして実施例ＸＩＩの結果を示す。
【図１０】

図１０は、吸入性ＮＯに対する吸入性ＥｔＮＯ（亜硝酸エチル）のｐｐｍで

の気道ＳＮＯ（ニトロソグルタチオン）における増加倍数のグラフを示し、そして実施例
ＸＩＶの結果を示す。
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【図１１】

図１１Ａ、１１Ｂ、１１Ｃおよび１１Ｄは、時間に対する張力（tension）

のグラフであり、そして実施例ＸＶの結果を示す。
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