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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下の構造を有するニトロイミダゾール配位子／金属錯体と複合体を形成したＧ２～Ｇ
１０のポリリジンデンドリマーから成るデンドリマー複合体：
【化１】

式中、
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ｎは、０～８の整数であり；
Ｒ１、Ｒ２及びＲ３は、独立して、Ｈ、ＮＯ２又はメチルを表し；
Ｒ’１及びＲ’２は、独立して、Ｈ、ＯＨ、メチル、エチル又はプロピルを表し；
金属Ｍの価数によって許容される、Ｘ１、Ｘ２及びＸ３は、独立して、φ、ＣＯ又はＨ２

Ｏを表し；及び
Ｍは、Ｙ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｍｏ、Ｔｃ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ａｇ、Ｃｄ、Ｒｅ、Ｉｎ、又は
Ｓｎから選択される遷移金属の放射性又は非放射性（コールド）同位体を表す。
【請求項２】
　前記複合体形成がイオン結合、金属結合、水素結合、又はファンデルワールス結合を含
む、請求項１に記載のデンドリマー複合体。
【請求項３】
　前記デンドリマーが以下の構造：
【化２】

を有する、請求項１又は請求項２に記載のデンドリマー複合体。
【請求項４】
　前記ニトロイミダゾール配位子／金属錯体が以下の構造を有し、
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【化３】

式中、Ｍは、９９ｍＴｃ又は１８６／１８８Ｒｅ（２種の同位体を対象とする）を表す、
請求項１又は請求項２に記載のデンドリマー複合体。
【請求項５】
　前記複合体が、以下の構造を有し、

【化４】

式中、Ｍは、９９ｍＴｃ又は１８６／１８８Ｒｅを表す、請求項１又は２に記載のデンド
リマー複合体。
【請求項６】
　がんの処置又は診断における薬剤として使用するための請求項１～５のいずれか１項に
記載のデンドリマー複合体。
【請求項７】
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　請求項１～５のいずれか１項に記載のデンドリマー複合体を含む医薬又は診断用組成物
。
【請求項８】
　薬学的に許容される担体を更に含む請求項７に記載の組成物。
【請求項９】
　Ｍが１８６／１８８Ｒｅであり、前記組成物が放射性医薬組成物である、請求項７又は
８に記載の組成物。
【請求項１０】
　Ｍが９９ｍＴｃであり、前記組成物が診断用組成物である、請求項７又は８に記載の組
成物。
【請求項１１】
　がんの処置又はその重症度の軽減のための薬剤として使用するための請求項７又は８に
記載の組成物。
【請求項１２】
　前記がんが、リンパ腫、ホジキン病、非ホジキン病、多発性骨髄腫、ヴァルデンストレ
ーム型マクログロブリン血症、重鎖病、固形腫瘍、肉腫及びがん腫、線維肉腫、粘液肉腫
、脂肪肉腫、軟骨肉腫、骨原性肉腫、脊索腫、血管肉腫、内皮肉腫、リンパ管肉腫、リン
パ管内皮肉腫、滑膜腫、中皮腫、ユーイング腫瘍、平滑筋肉腫、横紋筋肉腫、結腸がん、
膵臓がん、脳がん、乳がん、卵巣がん、前立腺がん、扁平上皮がん、基底細胞がん、腺が
ん、汗腺がん、皮脂腺がん、乳頭がん、乳頭腺がん、嚢胞腺がん、髄様がん、気管支がん
、腎細胞がん、肝がん、胆管がん、絨毛がん、精上皮腫、胎生期がん、ウィルムス腫瘍、
子宮頸がん、子宮がん、精巣腫瘍、肺がん、小細胞肺がん、膀胱がん、上皮がん、神経膠
腫、星状細胞腫、髄芽腫、頭蓋咽頭腫、上衣腫、松果体腫、血管芽腫、聴神経腫、乏突起
、髄膜腫、黒色腫、神経芽細胞腫網膜芽細胞腫、及びすべての固形腫瘍からなる群から選
択される、請求項１１に記載の組成物。
【請求項１３】
　前記デンドリマー複合体が、対象の体重１ｋｇ当たり５．４×１０－１２モル金属／ｋ
ｇに相当する３７ＭＢｑ／ｋｇの１８８Ｒｅと、対象の体重１ｋｇ当たり９．９６×１０
－１２モル金属／ｋｇに相当する６８ＭＢｑ／ｋｇの１８８Ｒｅとの間の用量となるよう
に投与される、請求項１１又は１２に記載の組成物。
【請求項１４】
　対象の腫瘍増殖を変更するための薬剤として使用するための請求項７又は８に記載の組
成物。
【請求項１５】
　前記変更が、前記対象の腫瘍増殖を阻害することを含む、請求項１４に記載の組成物。
【請求項１６】
　前記腫瘍が、原発性腫瘍又は転移性腫瘍である、請求項１３又は１４に記載の組成物。
【請求項１７】
　前記組成物が化学療法剤又は抗発がん剤と同時に投与される、請求項１３～１６のいず
れか１項に記載の組成物。
【請求項１８】
　前記化学療法剤が、白金複合体、ベラパミル、ポドフィロトキシン、カルボプラチン、
プロカルバジン、メクロレタミン、シクロホスファミド、カンプトテシン、イホスファミ
ド、メルファラン、クロラムブシル、ビスルファン、ニトロソ尿素、アドリアマイシン、
ダクチノマイシン、ダウノルビシン、ドキソルビシン、ブレオマイシン、プリカマイシン
、マイトマイシン、ブレオマイシン、エトポシド、タモキシフェン、パクリタキセル、タ
キソール、トランスプラチナ、５－フルオロウラシル、ビンクリスチン、ビンブラスチン
、及びメトトレキサートから成る群から選ばれる、請求項１７に記載の組成物。
【請求項１９】
　医薬又は診断用組成物の製造のための、請求項１～５のいずれか１項に記載のデンドリ
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マー複合体の使用。
【請求項２０】
　Ｍが１８６／１８８Ｒｅであり、前記組成物が放射性医薬組成物である、請求項１９に
記載の使用。
【請求項２１】
　Ｍが９９ｍＴｃであり、前記組成物が診断用組成物である、請求項１９に記載の使用。
【請求項２２】
　前記組成物が、がんの処置又はその重症度の軽減のための薬剤として使用される、請求
項１９に記載の使用。
【請求項２３】
　前記がんが、リンパ腫、ホジキン病、非ホジキン病、多発性骨髄腫、ヴァルデンストレ
ーム型マクログロブリン血症、重鎖病、固形腫瘍、肉腫及びがん腫、線維肉腫、粘液肉腫
、脂肪肉腫、軟骨肉腫、骨原性肉腫、脊索腫、血管肉腫、内皮肉腫、リンパ管肉腫、リン
パ管内皮肉腫、滑膜腫、中皮腫、ユーイング腫瘍、平滑筋肉腫、横紋筋肉腫、結腸がん、
膵臓がん、脳がん、乳がん、卵巣がん、前立腺がん、扁平上皮がん、基底細胞がん、腺が
ん、汗腺がん、皮脂腺がん、乳頭がん、乳頭腺がん、嚢胞腺がん、髄様がん、気管支がん
、腎細胞がん、肝がん、胆管がん、絨毛がん、精上皮腫、胎生期がん、ウィルムス腫瘍、
子宮頸がん、子宮がん、精巣腫瘍、肺がん、小細胞肺がん、膀胱がん、上皮がん、神経膠
腫、星状細胞腫、髄芽腫、頭蓋咽頭腫、上衣腫、松果体腫、血管芽腫、聴神経腫、乏突起
、髄膜腫、黒色腫、神経芽細胞腫網膜芽細胞腫、及びすべての固形腫瘍からなる群から選
択される、請求項２２に記載の使用。
【請求項２４】
　前記デンドリマー複合体が、対象の体重１ｋｇ当たり５．４×１０－１２モル金属／ｋ
ｇに相当する３７ＭＢｑ／ｋｇの１８８Ｒｅと、対象の体重１ｋｇ当たり９．９６×１０
－１２モル金属／ｋｇに相当する６８ＭＢｑ／ｋｇの１８８Ｒｅとの間の用量となるよう
に投与される、請求項２２又は２３に記載の使用。
【請求項２５】
　前記組成物が、対象の腫瘍増殖を変更するための薬剤として使用される、請求項１９に
記載の使用。
【請求項２６】
　前記変更が、前記対象の腫瘍増殖を阻害することを含む、請求項２５に記載の使用。
【請求項２７】
　前記腫瘍が、原発性腫瘍又は転移性腫瘍である、請求項２５又は２６に記載の使用。
【請求項２８】
　デンドリマー複合体を含む前記組成物が化学療法剤又は抗発がん剤と同時に投与される
、請求項２５～２７のいずれか１項に記載の使用。
【請求項２９】
　前記化学療法剤が、白金複合体、ベラパミル、ポドフィロトキシン、カルボプラチン、
プロカルバジン、メクロレタミン、シクロホスファミド、カンプトテシン、イホスファミ
ド、メルファラン、クロラムブシル、ビスルファン、ニトロソ尿素、アドリアマイシン、
ダクチノマイシン、ダウノルビシン、ドキソルビシン、ブレオマイシン、プリカマイシン
、マイトマイシン、ブレオマイシン、エトポシド、タモキシフェン、パクリタキセル、タ
キソール、トランスプラチナ、５－フルオロウラシル、ビンクリスチン、ビンブラスチン
、及びメトトレキサートから成る群から選ばれる、請求項２８に記載の使用。
【請求項３０】
　リンパ系の画像化に使用するための請求項７又は８に記載の組成物。
【請求項３１】
　前記組成物を対象に投与した後、少なくともリンパ系の一部の、転移性がん細胞の存在
を示す画像信号強度の差を検出することを含むリンパ系画像化方法に使用される、請求項
３０に記載の組成物。
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【請求項３２】
　前記リンパ系の一部が、リンパ節を含む、請求項３１に記載の組成物。
【請求項３３】
　投与が、静脈内又はリンパ管内に前記組成物を注入することを含む、請求項３１又は３
２に記載の組成物。
【請求項３４】
　前記デンドリマー複合体が、対象の体重１ｋｇ当たり０．６×１０－１２モル金属／ｋ
ｇに相当する１０．５ＭＢｑ／ｋｇの９９ｍＴｃと、対象の体重１ｋｇ当たり１．５×１
０－１２モル金属／ｋｇに相当する２６．３ＭＢｑ／ｋｇの９９ｍＴｃとの間の用量とな
るように投与される、請求項３１～３３のいずれか１項に記載の組成物。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　デンドリマーは、多官能性中核の周りに樹状構造形成方法に従って連結された単量体か
ら成る巨大分子である。
【０００２】
　デンドリマーは、「カスケード分子」とも呼ばれ、規定された構造を有する高度に分岐
した官能性重合体である。この巨大分子は、繰返し単位の連結に基づいているので確かに
重合体である。しかしながら、デンドリマーは、樹状構造の構築に起因する特定の性質を
有する点では通常の重合体とは基本的に異なる。デンドリマーの分子量及び形状は正確に
制御でき、官能基は樹状構造の末端に位置して表面を形成するため、官能基を容易に利用
できる。
【０００３】
　デンドリマーは、各繰返し単位と末端官能基を増殖させる一連の反応を繰り返すことに
よって段階的に構築される。各々の一連の反応が「新世代」と呼ばれるものを形成する。
樹状構造の構築は一連の反応を繰り返すことによって行われ、各反応サイクルの終了時に
は新世代と多くの数の同一構造の分岐鎖が得られる。数世代後、デンドリマーは、高度に
分岐し、周辺部に存在する多数の末端官能基による多官能性の球状形状をとる。
【０００４】
　これらの重合体は、特にLaunay et al., Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 1994, 33, 15
/16, 1590-1592, [1]、或いは、更に、Launay et al., Journal of Organometallic Chem
istry, 1997, 529, 51-58. [2]に記載されている。
【０００５】
　低酸素腫瘍の処置は臨床的に非常に困難である。つまり、放射線療法や化学療法の処置
に抵抗性であり、多くの場合処置できない[3]。
【０００６】
　また一方で、低酸素腫瘍細胞は侵襲性が強く、全身に迅速に転移して広がることが知ら
れている[4]。
【０００７】
　低酸素腫瘍細胞は、従来の処置（放射線療法及び化学療法）への応答が乏しいので、高
圧酸素療法や生体還元作用による増感剤が別の治療法選択肢として浮上してきている[5]
。
【０００８】
　この例では、ニトロイミダゾール系の生体還元剤は低酸素腫瘍細胞で細胞内代謝物によ
って還元され、陰イオンラジカルを形成して細胞内で反応する。
【０００９】
　この「ホームレス治療」より前には、細胞毒性剤の動脈内投与の新しい方法（放射線療
法（イットリウム放射）、化学療法（ドキソルビシン及び化学同族体））により、大幅に
予後が改善されていた[6]。
【００１０】
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　その場での（in situ）がん治療は、抵抗性に関連した理由、或いは以前の治療に用い
られる抗有糸分裂薬よりも許容用量が多いので全身治療よりも優れており、再発及び転移
の点で選択すべき解決法である。
【００１１】
　動脈内造影剤投与によるその場での（in situ）放射線治療が、低酸素状態との関係で
転移抵抗性が大きい処置法として提案されている。しかし、これまでのところ、この技術
は一般にイットリウム－９０が吸着した微小球からなる非拡散性物を用いる。
【００１２】
　使用するこの生成物は腫瘍内で拡散せず、非特異性がないため、この処置法は電離放射
線の物理的進路にのみ依存し、大きな腫瘍が存在する場合は非常に限られた効果しか示せ
ない。
【００１３】
　従って、がんの治療に有用な新しい化合物、特に、現在緩和治療を検討中の患者の予後
の改善に役立つ化合物の開発が強く要望されている。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１に、３つの官能基を有する核を有する典型的なデンドリマー構造を示す。
【００１５】
【図２】図２に、％注入用量／器官（％注入用量／器官＝１００％×（器官で決まる用量
／最初に注入された全用量））の点から実施例５の生体内分布結果の統計的要約を集計し
た表を示す。
【００１６】
【図３】図３に、％注射用量／ｇ器官（％注射用量／ｇ器官＝１００％×［（器官に沈着
した用量／最初に注入した全用量）］／器官の重量）の点から実施例５の生体内分布結果
の統計的要約を集計した表を示す。
【００１７】
【図４】図４及び図５に、各々、図２及び図３の結果をグラフ形式で示す。
【図５】同上。
【００１８】
【図６】図６は、生成物の動脈内投与後のラットのシンチグラフィー画像であり、投与数
時間後に屠殺した。注入は肝葉（写真において非常に強度が高い点）で行った。器官を回
収し、分離してガンマカメラで分析した。この写真によって本発明のデンドリマー複合体
の標的治療の概念が実証される。即ち、実際、投与されたその場での生成物は、主にその
活性部位に残っている（組織生体内分布は数時間後には無視できる）。
【００１９】
【図７】図７は、本発明によるデンドリマー複合体の製剤及び投与の方法の一般的なスキ
ームを表す。定義
【００２０】
　本発明の理解を容易にするために、いくつかの用語及び語句を以下に定義する。
【００２１】
　本明細書において使用される用語「対象」は、限定はされないが、特定の処置の受け手
であるヒト、非ヒト霊長類、げっ歯類等を含む任意の動物（例えば、哺乳動物）を指す。
典型的には、「対象」及び「患者」という用語は、ヒト対象に関して本明細書において互
換的に使用される。本明細書において使用される用語「対象」は、がんを有する疑いのあ
る対象、がんと診断された対象、及び／又はがん発生の可能性のある対象を包含してもよ
い。
【００２２】
　本明細書において使用される用語「がんを有する疑いのある対象」は、がんを示す１種
又は複数の症状（例えば、認識可能なしこり又は塊）を呈する対象又はがんについてスク
リーニング（例えば日常的健康診断時に）される対象を指す。がんを有する疑いのある対
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象は、１種又は複数の危険因子も有することがある。がんを有する疑いがある対象は一般
に、がんについて試験されていない。しかし「がんを有する疑いのある対象」は、予備的
診断（例えば、塊を示すＣＴスキャン）を受けたが、確認試験（例えば、生検及び／又は
組織検査）はまだ行われていない、又はがんの病期が不明であるような個体を包含してい
る。この用語は更に、かつてがんを有した個人を含む（例えば寛解期の個人）。「がんを
有する疑いのある対象」は、ある場合はがんと診断され、ある場合はがんではないと診断
される。
【００２３】
　本明細書において使用される用語「がんと診断された対象」は、検査されがん性細胞を
有することが見出された対象を指す。がんは、生検、Ｘ線、血液検査、及び本発明の診断
方法を含むがこれらに限定されない任意の適切な方法を用いて診断され得る。
【００２４】
　本明細書において使用される用語「がん発生の可能性のある対象」は、特定のがん発症
の１種又は複数の危険因子を伴う対象を指す。危険因子は、性別、年齢、遺伝素因、環境
曝露、がんの既往、がん以外の疾患の既往、及び生活様式を含むが、これらに限定される
ものではない。
【００２５】
　本明細書において使用される用語「がんの病期」は、がんの進行レベルの定性的又は定
量的評価を指す。がんの病期決定に使用される判定基準は、腫瘍の大きさ、腫瘍が体の他
の部位へ広がっているかどうか、及びがんがどこにひろがっているか（例えば、体の同じ
器官もしくは領域内又は他の器官へ）を含むが、これらに限定されるものではない。
【００２６】
　本明細書で用いられる用語「予後を提供する」は、被験体の将来の健康（例えば予想さ
れる罹患率又は死亡率、がんに罹る可能性、及び転移の危険性）に及ぼすがんの存在の影
響に関する情報（例えば本発明の診断方法により測定されるように）を提供することを指
す。本明細書において使用される用語「非ヒト動物」は、全ての非ヒト動物を指し、これ
はげっ歯類、非ヒト霊長類、ヒツジ、ウシ、反芻動物、ウサギ、ブタ、ヤギ、ウマ、イヌ
、ネコ、鳥類などを含むが、これらに限定されるものではない。
【００２７】
　本明細書で用いられる用語「処置する」は、一般に、本発明の化合物が、少なくとも疾
患の仮診断を有するヒト又は動物に使用され得ることを指す。特定の態様において、本発
明の化合物は、疾患の進行を遅延させるか又は緩徐にさせることで個体の寿命を延ばす。
【００２８】
　本明細書で用いられる用語「予防する」は、投与時には疾患を有する可能性があると診
断されていないが通常ならこの疾患を発症すると予測されるか、又はこの疾患についての
危険性の高い患者に投与される場合、本発明の化合物が有用であることを指す。本発明の
化合物は、疾患症状の進行を緩徐にさせるか、疾患の発症を遅らせるか、又は個体が疾患
を発症することを完全に防止する。予防はまた、家族歴、遺伝子異常又は染色体異常のた
めに、及び／又は疾患の１種以上の生物学的マーカーが存在しているために、この疾患に
かかりやすいと考えられる個体への本発明の化合物の投与を含む。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　上記のように、がんの処置に有用な化合物、特に、現在、緩和治療を検討中の患者の予
後の改善に役立つ新しい化合物の開発に対する関心が高まっている。
【００３０】
　これに関連して、本明細書において、低酸素細胞を標的とする超ベクトル（supravecto
r）放射体としてデンドリマーの使用が提供される。例えば、レニウム－１８６のβ錯体
における超ベクトル放射体が挙げられる。
【００３１】
　有利な一側面において、本発明では以下を組合せる、即ち、
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【００３２】
　一つ目は、直径が腫瘍間質の血管新生を塞栓するように適応できる球状の超分子デンド
リマーベクトルである。腫瘍の血管新生を塞栓する際には、放射性複合体は腫瘍の空間内
を自由に拡散し、低酸素細胞に優先的に取り込まれる。また
【００３３】
　二つ目は、低酸素細胞に優先的に取り込まれる配位子ベクトルと複合体を形成したβ放
射体遷移金属原子（例えば、レニウム－１８６）であり、その結果、求める放射毒性効果
が得られた。
【００３４】
　本発明の有益なその他の側面としては、
【００３５】
　一次腫瘍及び／又は転移性腫瘍の処置に対する新規なその場での標的抗がん剤を提供す
ること；
【００３６】
　一次腫瘍及び／又は転移性腫瘍の診断のための新しい放射性医薬剤の提供すること；及
び
【００３７】
　従来の抗がん療法に応答しない低酸素腫瘍のプロファイルを得るための新しい診断用薬
を提供すること等が挙げられる。
【００３８】
　本明細書に記載された本発明の方法は、特に転移、或いは従来の処置に抵抗性の手術不
能な腫瘍若しくは無応答の腫瘍に対する全身治療に適合しているという点で有益である。
【００３９】
　１）本発明のデンドリマー複合体の概要
【００４０】
　遷移金属／ニトロイミダゾール配位子複合体と結合したデンドリマー型の超ベクトルで
形成された医薬化合物は、従来の処置に抵抗性である低酸素腫瘍を標的とするその場での
抗がん治療に有用であることが発見された。
【００４１】
　有利には、本発明の化合物は、以下の構造を有するニトロイミダゾール配位子／金属錯
体と複合体を形成したＧ２～Ｇ１０のポリリジンデンドリマーから成るデンドリマー複合
体（Ａ）を含む：
【化１】

式中、
ｎは、０～８の整数であり；
Ｒ１、Ｒ２及びＲ３は、独立して、Ｈ、ＮＯ２又はメチルを表し；
Ｒ′１及びＲ′２は、独立して、Ｈ、ＯＨ、メチル、エチル又はプロピルを表し；
金属Ｍの価数によって許容される、Ｘ１、Ｘ２及びＸ３は、独立して、φ、ＣＯ又はＨ２
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Ｏを表し；及び
Ｍは、Ｙ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｍｏ、Ｔｃ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ａｇ、Ｃｄ、Ｒｅ、Ｉｎ、又は
Ｓｎから選択される遷移金属の放射性又は非放射性（コールド）同位体を表す。
【００４２】
　有利には、本発明の化合物は、イミダゾリル基に連結した四座２－アミノシクロペンテ
ン－ジチオカルボキシラート配位子及び金属を結合した、以下の構造を有する配位子／金
属錯体と複合体を形成したＧ２～Ｇ１０のシクロトリホスファゼン核フェノキシメチル（
メチルヒドラゾノ）デンドリマーからなるデンドリマー複合体（Ｂ）を含む：
【化２】

式中、Ｍは、Ｙ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｍｏ、Ｔｃ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ａｇ、Ｃｄ、Ｒｅ、Ｉｎ
、又はＳｎから選択される遷移金属の放射性又は非放射性（コールド）同位体を表し；及
び
Ｒは、直鎖状又は分岐鎖状のＣ１～Ｃ６アルキル部又はＣ１～Ｃ６ヘテロアルキル部、好
ましくは、－Ｍｅ、－ＣＨ２Ｐｈ又は－ＣＨ（ＣＨ３）ＯＥｔを表す。
【００４３】
　当然であるが、以下の全ての態様は、上記で定義されるデンドリマー複合体（Ａ）及び
／又は（Ｂ）にあてはまる。有利には、本発明のデンドリマー複合体を投与する際に、対
象中及び／又は細胞中の配位子／金属錯体の放出を確実にするように、デンドリマーと配
位子／金属錯体との間の結合は非共有結合でもよい。
【００４４】
　有利には、その場での放出賦形剤としてその場に置かれる本発明のデンドリマー複合体
は、遷移金属／イミダゾール配位子錯体（Ｌ－Ｍ錯体）を搭載したポリリジン又はシクロ
トリホスファゼン核フェノキシメチル（メチルヒドラゾノ）デンドリマー（Ｄ）を含んで
もよい。Ｌ－Ｍ複合体は、２つの別個の部分、即ち、（ｉ）イミダゾリル、ニトロイミダ
ゾリル、又はメチルイミダゾリルの部分、及び（ｉｉ）遷移金属キレート化部位（例えば
、ジ（２－ピコリル）－アミン又は四座２－アミノシクロペンテン－ジチオカルボキシラ
ートを含む。このように、（ｉ）の部分は、低酸素細胞（従来の処置に耐性を有する）を
標的とし、（ｉｉ）の部分は、キレート化遷移金属によって薬理学的／治療的活性（放射
活性又はアルキル化活性）を示す。有利には、デンドリマー複合体（Ａ）は、（ｉ）イミ
ダゾリル、ニトロイミダゾリル又はメチルイミダゾリルの部分、及び（ｉｉ）ジ（２－ピ
コリル）－アミン遷移金属キレート化部位を含む遷移金属／イミダゾール配位子錯体（Ｌ
－Ｍ錯体）を結合によって搭載したポリリジンデンドリマー（Ｄ）である。有利には、デ
ンドリマー複合体（Ｂ）は、（ｉ）イミダゾリル、ニトロイミダゾリル、又はメチルイミ
ダゾリル（好ましくは、イミダゾリル）の部分、及び（ｉｉ）２－アミノシクロペンテン
－ジチオカルボキシラート遷移金属キレート化部位を含む遷移金属／イミダゾール配位子
錯体（Ｌ－Ｍ錯体）を結合によって搭載したシクロトリホスファゼン核フェノキシメチル
（メチルヒドラゾノ）デンドリマー（Ｄ）である。
【００４５】
　有利には、Ｍは放射性同位体であってもよく、本発明のデンドリマー複合体は、画像化
及び放射線治療の用途に用いてもよい。有利な典型的な態様では、Ｍは９９ｍＴｃ又は１
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８６／１８８Ｒｅであってもよい。
【００４６】
　有利には、Ｍが非放射性（コールド）同位体でもよい場合は、本発明のデンドリマー複
合体は化学療法の用途に使用してもよい。
【００４７】
　本明細書に記載の通り、デンドリマーは、中核から発生する繰り返しの分岐鎖によって
特徴付けられる合成重合体であって、フラクタル様の形態及び多数の鎖末端を生じる。デ
ンドリマーは、核、一層以上の分岐単量体の層（即ち、世代）、及び各「世代」を２倍に
し、種々の鎖の末端となる末端基の一層とから構成される。
【００４８】
　世代、即ちＧは、デンドリマー中の層の数であり、Ｚは、デンドリマー外面の末端基数
である。本明細書で使用される核は、０世代（Ｇ０）である。直接核に付いた単量体は、
第１世代単量体（Ｇ１）と見なすことができ、Ｇ１単量体に直接付いた単量体は、第２世
代単量体（Ｇ２）であり、その後も同様である。この番号付け法では、Ｚ＝２（Ｇ＋１）

となる。従って、核が２つの官能基を有するデンドリマーでは、Ｇ０では、Ｚ＝２（即ち
、２（０＋１））、Ｇ１では、Ｚ＝４（即ち、２（１＋１））となり、その他も同様であ
る。
【００４９】
　有利には、核に世代ゼロが割り当てられた場合、デンドリマーは少なくとも２の世代値
を有する。例えば、デンドリマーは、２、３、４、５、６、７、８、９又は１０の世代値
を有してもよい。有利には、デンドリマーは、２、３、４、５、６、７、好ましくは、３
、４、５、最も好ましくは、５の世代値を有する。
【００５０】
　典型的なデンドリマーはデンドリマー形のポリ－Ｌ－リジン（ＰＬＬ）が挙げられる。
これらは、デンドリマー複合体（Ａ）として有利に使用される。
【００５１】
　その他の典型的なデンドリマーとしては、シクロトリホスファゼン核フェノキシメチル
（メチルヒドラゾノ）デンドリマーが挙げられる。これらは、デンドリマー複合体（Ｂ）
に対して有利に使用できる。
【００５２】
　世代が増えるに伴い、デンドリマーは、開いて伸長した構造から楕円体、即ち閉じた球
状の回転楕円体に渡る連続的な分子形状変化を経て成長する。末端の数は世代と共に指数
関数的に増加し、表面積はその二乗に比例して増加するので、世代と共に分岐鎖の立体的
な込み合いが進み、込み合った表面となり、ほぼＧ５（Ｚ＝６４）後には、末端に接近し
にくくなり、必然的に反応性が低下する。大きいデンドリマーの高い表面積と比較的低い
内部密度によって、表面に続いているチャンネルに繋がった直径５～１５オングストロー
ムの範囲の空洞が支えられる。
【００５３】
　例えば、本発明のデンドリマーは、以下のように表してもよい。
【化３】

式中、
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（ａ）Ａは、多価ｋのデンドリマーの核を表し、ここで、ｋは、デンドロン（樹）の数を
表し、好ましくは３であり；
Ａは、以下の構造を有する核シントンを表す。
【化４】

（ｂ）Ｍｉは、世代ｉの単量体を表し、ここで、ｉは２～ｇの整数であり、ｇはデンドリ
マーの世代数であり；
ｉ＝０の場合、Ｍｉはφを表し、末端分岐ＢＴは核シントン（合成等価体）Ａに直接繋が
り；
ｉ＞０の場合、Ｍｉは以下を表す。
【化５】

式中、
記号＊は、単量体Ｍｉと次の世代の単量体との結合点を示す
（ｃ）ＢＴは末端分岐鎖、ｔは末端部位の数を表し、ここで、
ｔは１～３の整数、好ましくは、ｔは２又は３であり；
ＢＴの各出現は、独立して、水素原子、カルボキシル部分（ＣＯＯＨ）、カルボキシルエ
ステル（ＣＯＯ－Ｒ）、ヒドロキシル基（ＯＨ）、チオール基（ＳＨ）又はチオールエス
テル部分を表し、ここでＲの各出現は、独立して、Ｃ１～Ｃ６アルキル基又はＣ６アリー
ル基を表す。
【００５４】
　世代ｇは２～１０の範囲にあってもよい。有利な特定の態様において、ｇは、２、３、
４又は５でもよく、好ましくは、ｇは２又は３であってもよく、最も好ましくは、ｇは２
であってもよい。
【００５５】
　有利には、デンドリマー複合体において、前記複合体は、イオン結合、金属結合、水素
結合、又はファンデルワールス結合を有する。
【００５６】
　有利には、デンドリマー複合体において、前記デンドリマーは、以下の構造を有しても
よい。
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【化６】

【００５７】
　有利には、デンドリマー複合体において、ニトロイミダゾール配位子／金属錯体は、以
下の構造を有する。

【化７】

式中、Ｍは、Ｙ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｍｏ、Ｔｃ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ａｇ、Ｃｄ、Ｒｅ、Ｉｎ
、又はＳｎから選択される遷移金属の放射性又は非放射性（コールド）同位体を表す。
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　有利には、デンドリマー複合体において、ニトロイミダゾール配位子／金属錯体は、以
下の構造を有する。
【化８】

式中、Ｍは、Ｙ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｍｏ、Ｔｃ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ａｇ、Ｃｄ、Ｒｅ、Ｉｎ
、又はＳｎから選択される遷移金属の放射性又は非放射性（コールド）同位体を表す。有
利には、得られたデンドリマー複合体は化学療法の用途に使用してもよい。
【００５９】
　有利には、デンドリマー複合体において、ニトロイミダゾール配位子／金属錯体は、以
下の構造を有する。

【化９】

式中、Ｍは９９ｍＴｃ又は１８６／１８８Ｒｅを表す。有利には、得られたデンドリマー
複合体は化学療法の用途に使用してもよい。
【００６０】
　請求項１及び請求項２のデンドリマー複合体であって、前記複合体は、以下の構造を有
する。
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【化１０】

式中、Ｍは９９ｍＴｃ又は１８６Ｒｅを表す。
【００６１】
　前述の化合物のいくつかは、１つ以上の不斉中心を含むことができ、従って、種々の異
性体形態、例えば、立体異性体及び／又はジアステレオマーで存在することができる。従
って、本発明の化合物及びその化合物の医薬組成物は、個々の鏡像異性体、ジアステレオ
マー又は幾何異性体の形態であってもよく、或いは立体異性体の混合物の形態であっても
よい。特定の態様では、本発明の化合物は、鏡像異性的に純粋な（enantiopure)化合物で
ある。他の特定の態様では、立体異性体の混合物又はジアステレオマーが提供される。
【００６２】
　２）合成の概要
【００６３】
　実施者は、本発明のデンドリマー複合体の合成に有用である合成戦略、保護基及びその
他の材料並びに方法に関する手引きとして、本明細書に含まれる情報と共に、確立された
デンドリマー化学の文献を持っている。
【００６４】
　＜一般的な合成法＞
【００６５】
　＜配位子の合成＞
【００６６】
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　クロロ－アルキル－ニトロイミダゾール化合物（２）は、クロロアルキルイミダゾール
（１）にアミン官能基を付加することで得ることができる。アジド－アルキル－ニトロイ
ミダゾール化合物（３）は、塩素原子をアジド基によって置換することで得られる。最終
化合物であるニトロ－イミダゾール－アルキル－１，２，３－トリアゾール－メチル－ジ
－（２－ピコリル）アミン（５）は、下記のスキーム１Ａに示すように、プロパルギルジ
－（２－ピコリル）アミン（４）をアジド－アルキル－ニトロイミダゾール化合物（３）
と共に、硫酸銅及びアスコルビン酸ナトリウムを含む１００℃のジオキサン／水の混合溶
媒に溶解することによって得られる。
【００６７】
　＜スキーム１Ａ＞
【化１１】

四座メチル２－アミノシクロペンテン－１－ジチオカルボキシラートイミダゾリル配位子
の代表的な合成を下記スキーム１Ｂに示す。
【００６８】
　＜スキーム１Ｂ＞
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【化１２】

式中、Ｒは、直鎖状又は分岐状のＣ１～Ｃ６アルキル又はＣ１～Ｃ６ヘテロアルキル部分
、好ましくは、－Ｍｅ、－ＣＨ２Ｐｈ又は－ＣＨ（ＣＨ３）ＯＥｔである。
【００６９】
　＜デンドリマー＞
【００７０】
　本発明の実施に適したポリリジンデンドリマーは市販されている（例えば、Ｇ１０ポリ
リジンデンドリマーは、Colcom社（フランス、モンペリエ）或いはSigma-Aldrich社から
購入できる）。
【００７１】
　本発明を実施するのに適したシクロトリホスファゼン核フェノキシメチル（メチルヒド
ラゾノ）デンドリマーも市販されている（例えば、シクロトリホスファゼンフェノキシメ
チル（メチルヒドラゾノ）デンドリマー（世代１．５）は、Sigma-Aldrich社から購入で
きる）。
【００７２】
【００７３】
　更に、本明細書に引用した様々な特許文献及び他の参考文献には、本明細書に記載され
た本発明のデンドリマー複合体に類似した化合物或いは関連する中間体の調製に関する有
用な背景情報が提供されている。引用された特定の特許文献には、デンドリマー複合体の
処方、用途、及び投与に関する目的の情報が含まれる。
【００７４】
　多数の米国特許に、デンドリマーを製造するための方法及び組成物が開示されている。
このように、下記の様々な特許文献から明らかなように、デンドリマー化学は広く知られ
ている。それらの参考特許文献は、ポリリジンデンドリマーを調製するための合成戦略に
応用されるか、或いは少なくとも指針を提供する。
【００７５】
　本発明に有用ないくつかのデンドリマー組成物を説明するためにこれらの特許の数件の
例を示す。しかしながら、当然であるが、これらは単なる説明のための例であり、本発明
では、他の類似のデンドリマー組成物を使用できる。
【００７６】
　米国特許第４，５０７，４６６号、同第４，５５８，１２０号、同第４，５６８、７３
７号、及び同特許第４，５８７，３２９号のそれぞれには、従来のスターポリマーよりも
高い末端密度を有する高密度スターポリマーを製造する方法が開示されている。これらの
重合体は、従来のスターポリマー（即ち、三世代高密度スターポリマー）よりも高くて均
一な反応性を有する。これらの特許では、更にアミドアミンデンドリマーの性質及びデン
ドリマーの三次元分子直径を開示されている。
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【００７７】
　米国特許第４，６３１，３３７号には、加水分解に対して安定な重合体が開示されてい
る。米国特許第４，６９４，０６４号には、棒状のデンドリマーが開示されている。米国
特許第４，７１３，９７５号には、ウイルス、細菌、及び酵素等のタンパク質の表面を特
徴付ける高密度スターポリマー及びその使用方法が開示されている。米国特許第４，７３
７，５５０号には、架橋高密度スターポリマーが開示されている。米国特許第４，８５７
，５９９号及び米国特許第４，８７１，７７９号は、イオン交換樹脂、キレート樹脂とし
て有用な、不動化核表面の高密度スターポリマー及びそのような重合体を作製する方法を
開示している。
【００７８】
　米国特許第５，３３８，５３２号は、運ばれる農業用、医薬用、或いはその他の物質の
少なくとも１単位と連結したデンドリマーの星形複合体に関する。この特許には、単位重
合体当たり高濃度の運ばれる物質の送達、制御された送達、標的への送達の方法を提供す
るため、及び／又は抗生物質剤、一般的及び特定の毒素、金属イオン、放射性核種、信号
発生剤、抗体、インターロイキン、ホルモン、インターフェロン、ウイルス、ウイルス断
片、殺虫剤、及び抗菌剤等の多種の種類のものを提供するためにデンドリマーを使用する
ことが開示されている。
【００７９】
　米国特許第６，４７１，９６８号には、第１及び第２のデンドリマー複合体が共有結合
で連結したデンドリマー複合体が開示されており、第１のデンドリマーは第１の薬剤を含
み、第２のデンドリマーは第２の薬剤を含み、第１のデンドリマーは第２のデンドリマー
と異なり、第１の薬剤は第２の薬剤と異なる。
【００８０】
　他の有用なデンドリマー型組成物は、米国特許第５，３８７，６１７号、同第５，３９
３，７９７号、及び同第５，３９３，７９５号に開示され、それらの特許では疎水性外殻
を提供することのできる疎水性基で覆うことによって高密度スターポリマーが修飾されて
いる。米国特許第５，５２７，５２４号には、抗体複合体に末端アミノデンドリマーを使
用することが開示されている。
【００８１】
　金属イオン担体としてのデンドリマーの使用が、米国特許第５，５６０，９２９号に開
示されている。櫛形放射状（comb-burst）構造を有する非架橋多分岐重合体及びその重合
体の調製法が米国特許第５，７７３，５２７号に開示されている。米国特許第５，６３１
，３２９号には、分岐から保護された分岐重合体の第１セットを形成し、核にグラフトし
、第１セット分岐重合体を脱保護し、次いで、分岐から保護された分岐重合体の第２セッ
トを形成し、第１セットの分岐重合体を有する核にグラフトして、更に同様に続けて、高
分子量多分岐重合体を製造する方法が開示されている。
【００８２】
　読者は、本発明のデンドリマー複合体の調製に合成方法を適合させるために上記に引用
した特許文献を利用できる。
【００８３】
　一般に、デンドリマー化学では、様々な世代の層は、１つ又は数段階での発散型（核か
ら始まる場合）又は収束型（１つ又は幾つかの世代分岐から始まる場合）の様々な方法に
よって、継続的な世代として得ることができる。各々のデンドリマー世代（例えば、所定
の数の層を有する）は単離することができる。異なる世代層（内層又は外層）は、核と同
様に、有機、無機或いは無機と有機の両方で構成されてもよい。
【００８４】
　これらのデンドリマーの構造は厳密に制御することができる。例えば、あるデンドリマ
ーを構築するために、一連の世代分岐を核に結合し、少なくとも周辺部に同じ外部官能基
を含む第１世代層（世代１）を形成し、第１世代の構築に用いた一連の反応を繰り返すこ
とで、第２世代層を結合し（世代２）、次いで、第３世代、第４世代以降も同様に結合す
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る。
【００８５】
　最後の世代層（世代ｇ）は世代ｇの鎖から成り、周辺部に複数の同一の化学官能基を含
み、各官能基は、最後の層の前記世代分岐の内の１つの自由端を形成、即ち延長する。世
代ｇのこれらの鎖の末端では、デンドリマー複合体の薬物動態プロファイルを調節するた
めに、次いで中間鎖を、例えばＰＥＧ鎖等でグラフトしてもよい。
【００８６】
　デンドリマーは、多くの技術、例えば、エレクトロスプレーイオン化質量分析法、１３

Ｃ核磁気共鳴分光法、１Ｈ核磁気共鳴分光法、高速液体クロマトグラフィー、多角度レー
ザー光散乱を有するサイズ排除クロマトグラフィー、紫外線分光光度法、キャピラリー電
気泳動、及びゲル電気泳動によって構造解析することができる。これらの試験は、重合体
集団の均一性を保証し、応用や生体内用途のためのデンドリマー製造の品質管理を監視す
るために重要である。
【００８７】
　更に、実施者は、種々の代表的化合物及びそれらの中間体に関する文献で提供される具
体的な指針及び具体例を利用する。
【００８８】
　＜デンドリマー配位子化合物の遷移金属Ｍとの複合体形成＞
【００８９】
　配位子複合体形成部位における金属錯体は、デンドリマー－配位子化合物を活性化する
ことを目指している。例えば、スキーム３に示すように、水和金属カルボニル化合物Ｍ（
ＣＯ）３（Ｈ２Ｏ）３と共にデンドリマー－配位子化合物を温置することによって、この
活性化を行うことができる。
【００９０】
　＜スキーム３．配位子－金属錯体の形成による配位子活性化＞
【化１３】
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Ｍ＝遷移金属
Ｙ（イットリウム）；Ｚｒ（ジルコニウム）；Ｎｂ（ニオブ）；Ｍｏ（モリブデン）；Ｔ
ｃ（テクネチウム）；Ｒｕ（ルテニウム）；Ｒｈ（ロジウム）；Ｐｄ（パラジウム）；Ａ
ｇ（銀）；Ｃｄ（カドミウム）；Ｒｅ（レニウム）；Ｉｎ（インジウム）；Ｓｎ（スズ）
【００９１】
　金属Ｍと四座メチル２－アミノシクロペンタン－１－ジチオカルボキシラートイミダゾ
リル配位子の錯体形成の代表的な合成を下記に示す。
【化１４】

【００９２】
　同様に、過レニウム酸（ＲｅＯ４）若しくは過テクネチウム酸（ＴｃＯ４）の形態の発
生剤の溶離後に得られるレニウム（治療用）若しくはテクネチウム（診断用）とデンドリ
マー配位子化合物を活性化するために、他の還元剤、特に、塩化スズ（ＳｎＣｌ２）又は
ホスフィンを使用することができる(Technetium-99m and rhenium complexes with new p
olydentates ligands derived from dithiocarboxylic acid. Improvement of oxo and n
itrido-technetium radiopharmaceuticals for regional blood flow evaluation（ジチ
オカルボン酸から誘導された新しい多座配位子とのテクネチウム－９９ｍ及びレニウム錯
体。局部血流量評価のためのオキソ及びニトリド－テクネチウム放射線医療品の改良）; 
H. BELHADJ-TAHAR, PhD Thesis, University Grenoble 1; 1996)。
【００９３】
　３）医薬組成物
【００９４】
　上述のように、本発明は、がんの処置又は診断における薬剤として有用なデンドリマー
複合体を提供する。以下の全ての態様は、本明細書で定義されるデンドリマー複合体（Ａ
）及び／又は（Ｂ）にあてはまる。
【００９５】
　従って、本発明の別の側面では、薬学的に許容される複数の組成物が提供され、これら
の組成物は本明細書に記載された任意のデンドリマー複合体を含み、必要に応じ、薬学的
に許容される担体、補助剤又は賦形剤を含む。特定の態様において、これらの組成物は、
所望により、更に１種以上の追加の治療剤を含む。
【００９６】
　有利には、本発明による組成物はデンドリマー複合体を含み、Ｍは、上記で定義された
１８６／１８８Ｒｅ等の放射性同位元素であり、この組成物は放射性医薬組成物である。
【００９７】
　有利には、本発明による組成物はデンドリマー複合体を含み、Ｍは、上記で定義された
９９ｍＴｃ等の放射性同位元素であり、この組成物は診断用組成物である。
【００９８】
　有利な態様では、デンドリマー複合体を適切な塩及び緩衝剤と組み合わせて使用して組
成物を安定に送達し、標的細胞に取り込まれるようにする。緩衝剤は、デンドリマー複合
体を患者に導入する際にも用いてもよい。水性組成物は、薬学的に許容される担体又は水



(21) JP 6073508 B2 2017.2.1

10

20

30

40

50

性媒体中に分散された細胞に対する有効量のデンドリマー複合体を含む。そのような組成
物はまた接種物とも呼ばれる。語句「薬学的又は薬理学的に許容される」とは、動物又は
ヒトに投与した場合に、有害な反応、アレルギー反応、或いは他の都合が悪い反応を起こ
さない分子実体及び組成物を指す。本明細書において使用される「薬学的に許容される担
体」は、あらゆる溶媒、分散媒体、被覆剤、抗菌剤及び抗真菌剤、等張剤、吸収遅延剤等
を含む。従来の媒体又は薬剤が本発明のベクトル又は細胞と不適合な場合以外は、治療用
組成物にてこの担体を使用できる。補助的な活性成分も組成物に組み込んでもよい。
【００９９】
　有利には、本発明の組成物は、古典的な医薬製剤を含んでもよい。本発明によるこれら
の組成物の投与は、標的組織に届く経路であれば、任意の一般的な経路を介して実施でき
る。これには、皮内注射、腹腔内注射、又は静脈内注射が含まれるが、それらに限定され
ない。デンドリマー複合体もまた、非経口的に、腹腔内に、或いは腫瘍内に投与すること
ができる。
【０１００】
　デンドリマー複合体の遊離塩基或いは薬理学的に許容される塩の溶液は、水中でヒドロ
キシプロピルセルロース等の界面活性剤と適切に混合して調製することができる。分散物
も、グリセロール、液体ポリエチレングリコール、及びそれらの混合物中、並びに油中で
調製することができる。通常の保存状態及び使用条件では、これらの製剤は、微生物の増
殖を防止するために防腐剤を含有してもよい。
【０１０１】
　注射用途に適した医薬品形態としては、滅菌水溶液又は分散物、及び滅菌注射用溶液又
は分散物の即席調製用の滅菌粉末が挙げられる。担体は、例えば、水、エタノール、ポリ
オール（例えば、グリセロール、プロピレングリコール、及び液体ポリエチレングリコー
ル等）、それらの適切な混合物、並びに植物油であってもよい。適切な流動性は、例えば
、レシチン等の被覆剤の使用、分散物の場合は必要な粒子径の維持、及び界面活性剤の使
用等によって維持することができる。微生物の作用は、種々の抗菌剤及び抗真菌剤（例え
ばパラベン、クロロブタノール、フェノール、ソルビン酸、チメロサール等）によって防
止できる。多くの場合、等張性剤、例えば、糖又は塩化ナトリウムを含むことが好ましい
。注射用組成物の吸収は、組成物中で、吸収を遅延する薬剤（例えばモノステアリン酸ア
ルミニウム及びゼラチン）を使用することによって延長できる。
【０１０２】
　滅菌された注射用溶液は、上記に列挙された種々の他の成分を有する適切な溶媒中に必
要量のデンドリマー複合体を混和することによって調製され、必要であれば、続いて濾過
滅菌してもよい。一般的に、分散物は、基本的な分散媒体及び上記に列挙した中の必要と
される他の成分を含む滅菌賦形剤に種々の滅菌された有効成分を組み込むことによって調
製される。滅菌注射用溶液調製のための滅菌粉末の場合、好ましい調製方法としては、有
効成分に追加の任意の所望の成分が足された粉末を、それらの予め濾過滅菌した溶液から
得る減圧乾燥技術及び凍結乾燥技術が挙げられる。
【０１０３】
　製剤化されると、デンドリマー複合体は、投薬製剤に適合するやり方で、治療的に有効
な量を投与される。製剤は、注射用溶液等の多様な剤形で容易に投与できる。水溶液での
非経口投与のために、例えば、必要に応じて、溶液を適切に緩衝化してもよく、液体希釈
剤を最初に十分な塩類溶液又はグルコースで等張にしてもよい。これらの特定の水溶液は
、特に、静脈内及び腹腔内投与に適切である。例えば、１回分を１ｍＬの等張ＮａＣｌ溶
液に溶解し、皮下注入液１０００ｍＬに添加するか、または注入を提案された部位に注射
することができる（例えば、"Remington's Pharmaceutical Sciences" 15th Edition, pa
ges 1035-1038 and 1570-1580を参照せよ）。
【０１０４】
　上述の通り、本発明の薬学的に許容される組成物は、更に、担体、補助剤又は賦形剤を
含む。賦形剤としては、本明細書中で使用されるように、所望される具体的な投薬形態に
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適した、任意かつ全ての溶媒、希釈剤、又は他の液体賦形剤、分散又は懸濁補助剤、界面
活性剤、等張剤、防腐剤等が挙げられる。Remington's Pharmaceutical Sciences, Sixte
enth Edition, E. W. Martin (Mack Publishing Co., Easton, Pa., 1980)には、薬学的
に許容される組成物を処方するのに使用される種々の担体及びそれらの調製のための公知
の技術が開示されている。従来の担体媒体が、例えば、望ましくない生物学的効果を生じ
る、或いはそうでなければ薬学的に許容される組成物の他成分と有害な様式で相互作用等
により本発明の化合物と適合しないということがなければ、従来の担体の使用は本発明の
範囲内であるとされる。
【０１０５】
　＜デンドリマー複合体および薬学的に許容される組成物の使用＞
【０１０６】
　本発明のデンドリマー複合体は、様々ながんの検出及び治療に使用できる。すなわち、
一側面では、本発明は、がんの処置又は診断における薬剤として使用する本明細書に記載
のデンドリマー複合体を提供する。従って、がんの処置又は診断における薬剤として使用
する本明細書に記載のデンドリマー複合体又はそれらの医薬組成物が提供される。従って
、有効量の本発明によるデンドリマー複合体又はその医薬組成物を、それを必要とする対
象に投与することを含むがんを処置又は診断する方法が提供される。
【０１０７】
　更に別の態様では、有効量のデンドリマー複合体又はデンドリマー複合体を含む薬学的
許容される組成物を、それを必要とする対象に投与することを含むがんの処置又はその重
症度の軽減のための方法が提供される。従って、がんの処置又はその重症度の軽減のため
の医薬として使用する、本明細書に記載のデンドリマー複合体又はその医薬組成物が提供
される。本発明の特定の態様において、デンドリマー複合体又は薬学的に許容される組成
物の「有効量」は、がんの処置又はその重症度の軽減に対して有効な量である。本発明の
方法によるデンドリマー複合体及び組成物の投与は、がんの処置又はその重症度の軽減に
有効ないかなる量、いかなる経路によって行ってもよい。必要とされる正確な量は、対象
の種、年齢及び一般的な状態、感染の重症度、具体的な薬剤、投与の様式等に依存して、
対象ごとに異なる。本発明の化合物は、好ましくは、投与の容易さ及び投与量の均一性の
ために、投薬単位形態で処方される。本明細書で使用される「投薬単位形態」という表現
は、処置される患者に適切な薬剤の物理的に別個の単位を指す。しかし、当然ながら本発
明のデンドリマー複合体及び組成物の全体的な毎日の用法が健全な医学判断の範囲内で主
治医により決定される。任意の特定の患者又は生物のための具体的な有効服用レベルは、
種々の要因に依存する。これらの要因としては、処置されているがん及びそのがんの重症
度；使用される具体的なデンドリマー複合体の活性；使用される具体的な組成物；患者の
年齢、体重、一般的な健康、性別及び食事；使用される具体的なデンドリマー複合体の投
与時期、投与経路及び排出速度；処置の期間；使用される具体的なデンドリマー複合体と
併用されるか又は同時に使用される薬物、並びに医学分野で周知の類似の要因が挙げられ
る。本明細書中で使用される場合、用語「患者」は、動物、好ましくは哺乳動物、そして
最も好ましくはヒトを指す。
【０１０８】
　有利には、Ｍは、１８６／１８８Ｒｅ等の放射性同位体でもよく、そのデンドリマー複
合体組成物は放射性医薬組成物である。従って、治療有効量の本発明による放射性医薬組
成物をがんに患う又はがんに対して感受性である対象に投与することを含むがんを処置す
る方法（Ｍは、１８６／１８８Ｒｅ等の本明細書で定義される放射性同位体でもよい）も
提供される。例えば、前記がんは、リンパ腫、ホジキン病、非ホジキン病、多発性骨髄腫
、ヴァルデンストレーム型マクログロブリン血症、重鎖病、固形腫瘍、肉腫及びがん腫、
線維肉腫、粘液肉腫、脂肪肉腫、軟骨肉腫、骨原性肉腫、脊索腫、血管肉腫、内皮肉腫、
リンパ管肉腫、リンパ管内皮肉腫、滑膜腫、中皮腫、ユーイング腫瘍、平滑筋肉腫、横紋
筋肉腫、結腸がん、膵臓がん、脳がん、乳がん、卵巣がん、前立腺がん、扁平上皮がん、
基底細胞がん、腺がん、汗腺がん、皮脂腺がん、乳頭がん、乳頭腺がん、嚢胞腺がん、髄
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様がん、気管支がん、腎細胞がん、肝がん、胆管がん、絨毛がん、精上皮腫、胎生期がん
、ウィルムス腫瘍、子宮頸がん、子宮がん、精巣腫瘍、肺がん、小細胞肺がん、膀胱がん
、上皮がん、神経膠腫、星状細胞腫、髄芽腫、頭蓋咽頭腫、上衣腫、松果体腫、血管芽腫
、聴神経腫、乏突起、髄膜腫、黒色腫、神経芽細胞腫網膜芽細胞腫、及びすべての固形腫
瘍からなる群から選択してもよい。
【０１０９】
　有利には、投与の段階は、画像下治療による腫瘍内又は腫瘍周囲の動脈内への組成物の
注入及び治療薬（デンドリマー複合体）をその場沈着させる全ての投与を含む。有利には
、治療有効量の組成物を投与する段階は、対象の体重１ｋｇ当たりである５．４×１０－

１２モル金属／ｋｇに相当する約３７ＭＢｑ／ｋｇの１８８Ｒｅと対象の体重１ｋｇ当た
りである９．９６×１０－１２モル金属／ｋｇに相当する約６８ＭＢｑ／ｋｇの１８８Ｒ
ｅとの間の用量を投与することを含む。
【０１１０】
　有利な態様において、ａ）本発明によるデンドリマー複合体を含む組成物を提供するこ
と、及びｂ）腫瘍増殖が変更されるような条件で治療有効量の前記組成物を、それを必要
とする対象に投与することを含む、対象の腫瘍増殖を変更する方法を提供する。例えば、
前記変更は、前記対象の腫瘍増殖を阻害することを含む。更に別の例では、前記変更は、
前記対象の腫瘍のサイズを縮小させることを含む。腫瘍は、原発性腫瘍でも転移性腫瘍で
もよい。従って、対象の腫瘍増殖を変更するための薬剤として使用する本発明によるデン
ドリマー複合体又はそれらの医薬組成物が提供される。
【０１１１】
　別の側面では、リンパ系画像化方法であって、画像を向上させる量の本発明のデンドリ
マー複合体（金属Ｍは９９ｍＴｃ）を対象に投与すること；及びデンドリマー複合体を投
与した後、少なくともリンパ系の一部の、転移性がん細胞の存在を示す画像信号強度の差
を検出することを含む画像化方法が提供される。有利には、リンパ系の一部はリンパ節を
含んでもよい。有利には、投与段階は、静脈内又はリンパ管内に組成物を注入することを
含む。有利には、画像を向上させる量のデンドリマー複合体を投与する段階は、対象の体
重１ｋｇ当たりである０．６×１０－１２モル金属／ｋｇに相当する約１０．５ＭＢｑ／
ｋｇの９９ｍＴｃと対象の体重１ｋｇ当たりである１．５×１０－１２モル金属／ｋｇに
相当する約２６．３ＭＢｑ／ｋｇの９９ｍＴｃの間の用量を投与することを含む。従って
、リンパ系画像化のための薬剤として使用する本発明によるデンドリマー複合体又はそれ
らの医薬組成物が提供される。
【０１１２】
　放射性同位元素の投与量は広い範囲で変化し、同位体の半減期、放射される放射線の強
度及び種類、及び新生物細胞による取り込みに依存する。当業者は、"Remington's Pharm
aceutical Sciences" 15th Edition, chapter 33、特に６２４－６５２頁を参考にする。
投与量のいくらかの変動は処置されている対象の状態に応じて、必ず起こることである。
いずれにしても、投与責任者は、個々の対象に適切な投与量を決定する。更に、ヒトに投
与するためには、調製物は規制機関（例えば、米国生物学的製剤基準のＦＤＡ）により必
要とされる無菌性、発熱性、一般的安全性及び純度基準を満たさなければならない。
【０１１３】
　本発明の有利な態様において、送達される薬剤の治療効果を最大にするために、デンド
リマー複合体のがん患者へのその場送達（in situ delivery）を利用してもよい。同様に
、化学療法又は放射線療法は、対象の身体の特定の部位、即ち罹患した部位を対象にして
もよい。或いは、特定の状況、例えば、広い範囲の転移が発生した場合は、デンドリマー
複合体組成物及び／又は薬剤の全身送達が適切である可能性がある。
【０１１４】
　本発明の利点は、治療用組成物を医療機器によって患者の局所部位に送達できるという
ことである。本発明において使用するのに好適な医療機器には、治療薬の局所送達を目的
とした機器が含まれる。このような機器としては、注射用カテーテル、バルーンカテーテ
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ル、二重バルーンカテーテル、微孔性バルーンカテーテル、チャネルバルーンカテーテル
、注入カテーテル、潅流カテーテル等のカテーテル（例えば、これらは治療薬で被覆され
る、或いは、これらを通して治療薬が投与される）；皮下注射針及び針型注入カテーテル
等の針型注入装置；ジェット式注射器等の非針型注入装置；被覆したステント、分岐状ス
テント、人工血管、ステント移植皮弁等；及び被覆したワイヤーコイル等の血管閉塞性装
置が挙げられるが、これらに限定されない。
【０１１５】
　代表的な機器に関しては、米国特許第５，９３５，１１４号、第５，９０８，４１３号
、第５，７９２，１０５号、第５，６９３，０１４号、第５，６７４，１９２号、第５，
８７６，４４５号；第５，９１３，８９４号、第５，８６８，７１９号、第５，８５１，
２２８号、第５，８４３，０８９号、第５，８００，５１９号、第５，８００，５０８号
、第５，８００，３９１号、第５，３５４，３０８号、第５，７５５，７２２号、第５，
７３３，３０３号、第５，８６６，５６１号、第５，８５７，９９８号、第５，８４３，
００３号および第５，９３３，１４５号に記載がある；これらのいずれの内容も参照とし
て本明細書に組み入れられる。市販されており、本用途に利用可能なステントの例として
は、RADIUS(SCIMED LIFE SYSTEMS, Inc.)、SYMPHONY(Boston Scientific Corporation)、
Wallstent(Schneider Inc.)、PRECEDENT II(Boston Scientific Corporation)及びＮＩＲ
（Medinol Inc.）が挙げられる。このようなデバイスは、既知の技術によって身体内の標
的位置に送達される、及び／又は埋め込まれる。
【０１１６】
　本発明のいくつかの態様において、臨床応用を意図する場合、デンドリマー複合体は、
意図する用途に適切な形態で医薬組成物の一部として調製される。通常、これは、発熱物
質、及びヒト又は動物に対して有害な可能性のある他の不純物を実質的に含まない組成物
を調製することを必要とする。しかしながら、本発明のいくつかの態様では、直線状デン
ドリマー製剤は、本明細書に記載された１つ以上の経路を用いて投与してもよい。
【０１１７】
　有利には、本発明の薬学的に許容される組成物は、画像下治療による動脈内、腫瘍内又
は腫瘍周囲、静脈内又はリンパ内への組成物の注入及び治療薬のその場沈着をさせる全て
の投与によってヒト及び他の動物に投与してもよい。
【０１１８】
　注射用製剤、例えば、滅菌注射用の水性又は油性懸濁液は、適切な分散剤又は湿潤剤及
び懸濁化剤を使用する既知の技術によって製剤化することができる。滅菌注射用製剤も、
非経口的に許容される無毒性の希釈剤若しくは溶媒の滅菌注射用の溶液、懸濁液、又は乳
化液であってもよく、例えば、１，３－ブタンジオールの溶液であってもよい。使用可能
な許容される賦形剤及び溶媒としては、水、リンゲル液、Ｕ．Ｓ．Ｐ、及び等張塩化ナト
リウム溶液が挙げられる。更に、滅菌不揮発油は、従来から溶媒又は懸濁媒体として使用
されている。この目的には、合成モノ－及びジグリセリド等の任意の滅菌固定油も使用で
きる。更に、オレイン酸等の脂肪酸も注射剤の調製に使用してもよい。
【０１１９】
　注射用製剤は、例えば、細菌保持フィルターによる濾過によって、又は使用前に、滅菌
水又は他の滅菌注射用媒体に溶解又は分散できる滅菌固体組成物の形態で滅菌剤を組み込
むことによって滅菌できる。
【０１２０】
　＜併用療法＞
【０１２１】
　これも当然ながら、本発明のデンドリマー複合体及び薬学的に許容される組成物は、併
用療法で使用できる。即ち、デンドリマー複合体及び薬学的に許容される組成物は、１種
以上の他の所望の治療薬投与又は医療処置と、同時に、その前に、又はその後に投与する
ことができる。併用療法で用いる特定の併用療法（治療薬又は処置）は、所望の治療薬及
び／又は処置並びに達成すべき所望の治療薬の効果との適合性が考慮される。またこれも
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当然ながら、用いられる療法が、同じ障害に対して所望の効果を達成することができるこ
と（例えば、発明のデンドリマー複合体を、同じ障害を処置するのに使用される別の化合
物と同時に投与することができる）、或いは、異なる効果（例えば、有害作用の制御）を
達成することができる。本明細書において使用される、特定の病気又は疾患を処置又は予
防するために通常投与される追加の治療薬は、「処置中の病気、又は疾患にとって適切で
ある」として知られているものである。
【０１２２】
　例えば、他の治療薬、化学療法剤又は他の抗増殖剤は、増殖性疾患及びがんを処置する
ために、本発明のデンドリマー複合体と組み合わせてもよい。本発明の抗がん剤と組み合
わせて使うことができる治療法又は抗がん剤の例としては、手術、放射線治療（少しであ
るがいくつか例を挙げれば、γ線、中性子ビーム放射線治療、電子線放射線治療、陽子線
治療、近接照射治療及び全身放射性同位元素）、内分泌治療、生物学的応答調節剤（少し
例を挙げれば、インターフェロン、インターロイキン及び腫瘍壊死因子（ＴＮＦ））、温
熱療法及び低温療法、任意の副作用を軽減する薬剤（例えば、制吐剤）、及び他の認可さ
れた化学療法剤が挙げられる。この化学療法剤としては、アルキル化薬（メクロレタミン
、クロラムブシル、シクロホスファミド、メルファラン、イホスファミド）、抗代謝物質
（メトトレキサート）、プリンアンタゴニスト及びピリミジンアンタゴニスト（６－メル
カプトプリン、５－フルオロウラシル、シタラビン、ゲムスタビン）、紡錘体毒（ビンブ
ラスチン、ビンクリスチン、ビノレルビン、パクリタキセル）、ポドフィロトキシン（エ
トポシド、イリノテカン、トポテカン）、抗生物質（ドキソルビシン、ブレオマイシン、
マイトマイシン）、ニトロソ尿素（カルムスチン、ロムスチン）、無機イオン（シスプラ
チン、カルボプラチン）、酵素（アスパラギナーゼ）及びホルモン（タモキシフェン、ロ
イプロリド、フルタミド及びメゲステロール）、GleevecTM、アドリアマイシン、デキサ
メサゾン及びシクロホスファミドが挙げられるが、これらに限定されない。最新のがん治
療のより総合的な議論については、The  Merck  Manual,2011（この内容の全体が、本明
細書中に参照によって組み込まれる）を参照のこと。また、国立がん研究所（ＣＮＩ）ウ
ェブサイト（www.nci.nih.gov）、及び食品医薬品局（ＦＤＡ）が認可した腫瘍薬物のリ
ストについてはＦＤＡのウェブサイト（www.fda.gov/cder/cancer/druglistframe-付録を
参照のこと）もまた参照のこと。
【０１２３】
　有利な態様において、本発明によるデンドリマーは１つ以上の抗がん剤と複合体を形成
してもよい。
【０１２４】
　あるいは、又は、更に、デンドリマーを含む組成物が化学療法剤又は抗発がん剤と共投
与されてもよい。例えば、化学療法剤は、白金複合体、ベラパミル、ポドフィロトキシン
、カルボプラチン、プロカルバジン、メクロレタミン、シクロホスファミド、カンプトテ
シン、イホスファミド、メルファラン、クロラムブシル、ビスルファン、ニトロソ尿素、
アドリアマイシン、ダクチノマイシン、ダウノルビシン、ドキソルビシン、ブレオマイシ
ン、プリカマイシン、マイトマイシン、ブレオマイシン、エトポシド、タモキシフェン、
パクリタキセル、タキソール、トランスプラチナ、５－フルオロウラシル、ビンクリスチ
ン、ビンブラスチン、及びメトトレキサートから成る群から選択できる。

処置用キット
【０１２５】
　他の態様において、本発明は、簡便かつ効果的に本発明による方法を実施するキットに
関する。一般に、薬剤パック又はキットは、本発明の医薬組成物の１種以上の成分を充填
した１つ以上の容器を含む。このようなキットは、特に注射可能な形態物の送達に適して
いる。このような薬剤キットには、好ましくは、いくつかの単位剤形を含み、これらの使
用目的の順に並べた投与量を有するカードを含んでもよい。所望により、例えば、記憶の
助けとして、番号、文字若しくは他の目印が示されている、又は、薬剤投与の処置予定の
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剤製品の製造、使用又は販売を管轄する行政機関により規定された書式の注意書きを添付
してもよく、この注意書き、その行政機関によりヒトへの投与のための製造、使用又は販
売が承認されていることを示す。

等価物
【０１２６】
　以下の代表例は、本発明を例示するものとし、本発明の範囲を限定するものではなく、
またはそのように解釈するべきではない。実際、本明細書に示され、記載されたものに加
えて、以下の実施例および本明細書に引用された科学文献及び特許文献の参照を含むこの
文書のすべての内容から、当業者であれば本発明の様々な修正及びこれらの多くの他の態
様が明らかになる。当然であるが、これらの引用された参考文献の内容は、現況技術を例
示するのを援助するために参照により本明細書に組み込む。
【０１２７】
　以下の実施例は、本発明の様々な態様及びこれらの等価物における本発明の実施に適応
することが可能な重要な追加の情報、例示及び指針を含む。

例示
【０１２８】
　本発明のデンドリマー複合体及びそれらの調製は、これらの化合物が調製され、或いは
使用される段階のいくつかを説明する実施例により更に理解できる。しかし、当然ながら
、これらの実施例は本発明を限定しない。現在知られている又は更に明らかになる本発明
の変形は、本明細書に記載ように及び以下に特許請求されるように、本発明の範囲に含ま
れるものと考えられる。
【０１２９】
　（実施例１）４－ニトロ－１Ｈ－イミダゾール－メチル－１，２，３－トリアゾール－
メチル－ジ－（２－ピコリル）アミンの合成
【化１５】

【０１３０】
　＜スキーム２＞
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【化１６】

【０１３１】
　典型的には、１－（クロロメチル）－４－ニトロ－１Ｈ－イミダゾール（２）を、クロ
ロホルム中、塩化チオニルの存在下で、４－ニトロ－１Ｈ－イミダゾール（１）とパラホ
ルムアルデヒドとを反応させることによって得た。１－（アジドメチル）－４－ニトロ－
１Ｈ－イミダゾール（３）を、ＤＭＦ中５０℃で、１－（クロロメチル）－４－ニトロ－
１Ｈ－イミダゾール（２）とアジ化ナトリウムとを反応させることによって合成した。ア
セトニトリル中、炭酸カリウムの存在下で、ジ－（２－ピコリル）アミンと臭化プロパル
ギルの反応によってプロパルギルジ（２－ピコリル）アミン（４）を８７％の収率で得た
。この化合物と種々のアリールアジド（ベンジル－、アントラセニル－、又はアントラセ
ニルメチルアジド）とのクリック反応によって、Ｎ、Ｎ′－ビス（２－ピリジルメチル）
－Ｎ″－（４－トリアゾリルメチル）アミノ三脚型キレート系を２６～６０％の収率で得
た［“A Click procedure with heterogeneous copper to tether technetium-99m chela
ting agents and rhenium complexes. Evaluation of the chelating properties and bi
odistribution of the new radiolabelled glucose conjugates（不均質銅を用い、テク
ネチウム－９９ｍとレニウム錯体を繋ぐクリック法。キレート化特性及び新規放射性標識
グルコース複合体の生体内分布の評価）” Eric Benoist, Yvon Coulais, Mehdi Almant,
 Jose Kovensky, Vincent Moreau, David Lesur, Marine Artigau, Claude Picarda, Cha
ntal Galaup, Sebastien G. Gouin. Carbohydrate Research , Volume 346, Issue 1, 20
11, Pages 26-34, [7] and Eric Benoist et al., “A Click procedure with heterogen
eous copper to tether technetium-99m chelating agents and rhenium complexes. Eva
luation of the chelating properties and biodistribution of the new radiolabelled
 glucose conjugates（不均質銅を用い、テクネチウム－９９ｍとレニウム錯体を繋ぐク
リック法。キレート化特性及び新規放射性標識グルコース複合体の生体内分布の評価）”
, Carbohydrate Research, Volume 346, Issue 1, 3 January 2011, Pages 26-34］[8]。
硫酸銅及びアスコルビン酸ナトリウムの存在下、１００℃のジオキサン／水の混合溶媒に
、プロパルギル－ジ（２－ピコリル）アミン（４）を１－（アジドメチル）－４－ニトロ
－１Ｈ－イミダゾール（３）と共に溶解することによって、４－ニトロ－１Ｈ－イミダゾ
ール－メチル－ジ－（２－ピコリル）アミン（５）が得られた。
【０１３２】
　配位子４－ニトロ－１Ｈ－イミダゾール－メチル－１，２，３－トリアゾール－メチル
－ジ－（２－ピコリル）アミン（５）もまた HOLIS Technologies SA（フランス、トゥー
ルーズ）から購入してもよい。
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【０１３３】
　（実施例２）デンドリマー
【０１３４】
　Ｇ１０とＧ５ポリリジンデンドリマーは、Colcom社（フランス、クラピエール、キャッ
プアルファ）から購入した。
【０１３５】
　これらのデンドリマーは、ヒトにおける安全性で知られている（VivaGelTM (SPL7013 G
el)： A candidate dendrimer-microbicide for the prevention of HIV and HSV infect
ion（ＨＩＶ及びＨＳＶ感染の予防のためのデンドリマー－殺菌剤複合体候補）. Richard
 Rupp, Susan L Rosenthal, Lawrence R Stanberry and Richard Rupp, International J
ournal of Nanomedicine 2007:2(4) 561-566）[9]。
【０１３６】
　特に、第５世代デンドリマーの特性は以下の通り：分子量１７２３００ｇ及び推定直径
１６ｎｍ。この第５世代デンドリマーは、１００ｍｇ／Ｌの濃度まで血管内注射した後も
安全であることが示された。[H. BELHADJ-TAHAR  et al., “Etudes de Toxicocinetique
 et de biodistribution de dendrimeres de cinquieme generation（毒物動態学及び第
５世代デンドリマーの生体内分布の研究）”, 8emes Journees Canceropole Grand Sud O
uest 10-12 octobre 2012, MontpellierLett., 9 (2007), pp. 4999-5002] [10]。
【０１３７】
　（実施例３）デンドリマー－配位子の混合物
【０１３８】
　配位子を１／１０００の割合でデンドリマーと混合する。すなわち、配位子濃度は４．
８ミリモル／リットル（４．８ｍＭ／Ｌ）であり、デンドリマー濃度は４．９マイクロモ
ル／リットル（４．９μＭ／Ｌ）であった。
【０１３９】
　試験物質は、光源から離れ、湿度の影響を受けないよう特別に設計した部屋で保存した
。滅菌水に溶解した生成物を調製後２時間以内に使用した。
【０１４０】
　（実施例４）遷移金属との複合体形成
【０１４１】
【０１４２】
　１．７２５ｍＭの１－ニトロ－１Ｈ－イミダゾールメチル－１，２，３－トリアゾール
－メチル－ジ－（２－ピコリル）アミン及び７．０３μＭのＧ５デンドリマーの生理的溶
液３３０μＬを放射性カルボニルテクネチウム（２８．８６ｍＣｉ）と反応させ、０．０
８７ｍＣｉ／μＬ（３．３４ＭＢｑ／μＬ）で投与されるデンドリマー複合体溶液を調製
し、６０℃で１時間加熱した。
【０１４３】
【０１４４】
　実施例５及び実施例６に共通する実験手順
【０１４５】
　種：ウィスターラットRjHan:Wi（特定病原体を含まない）
【０１４６】
　起源：Laboratoire JANVIER S.A.S（フランス）：供給元により引き渡された動物には
健康状態評価が添付されていた（順化させるため）。
【０１４７】
　個体数、性別、体重：６匹の健常な成体ラット（雄性）、平均体重３００ｇ
【０１４８】
　順化：試験開始前の２４時間の期間
【０１４９】
　体重：Ｄ０、即ち、試験に関連する段階の前日に動物の体重を測定した。
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【０１５０】
　平均体重を計算して許容限度を導く。個々の動物の体重の極値は平均体重の±２０％以
内であってはならない。
【０１５１】
　識別：動物は毛の表面に消えない黒色フェルトペンで印をつけて識別をする（雄性ラッ
トに１～６の番号を付ける）。
【０１５２】
　収容：動物はステンレスカバーを装着した３１ｃｍ×４６ｃｍ×１９ｃｍのポリプロピ
レンのカゴに、１つのカゴに最大３個体を入れて飼育した。カゴは、接近が制限された部
屋に置かれ、周期的な洗浄時及び１時間１０回周期で濾過した新鮮な空気（ＨＥＰＡフィ
ルター使用）を交換する時を除き、わずかな圧力（１０ｍｍ最小水）、温度制御された雰
囲気（Ｔ＝２２±２℃）及び制御された相対湿度（ＲＨ＝５０±２０％）下に維持された
。
【０１５３】
　寝場所：塵のない、γ線で滅菌されたおが屑を用い、定期的に更新した。
【０１５４】
　人工照明によって、１２時間の明と１２時間の暗を形成した。
【０１５５】
　飼料：完全飼料をペレット状Ａ０４－１０にて与えた。
【０１５６】
　飲料：通常の濾過された水を、ステンレス製の吸い口を取り付けたポリプロピレン製ボ
トルに分注し、水試料を少なくとも半年ごとに採取し、物理化学的及び細菌学的分析に送
った。
【０１５７】
　（実施例５）ラットにおける静脈内及び腹腔内投与後の急性毒性試験と生体内分布：デ
ンドリマーＧ５｛１－ニトロ－１Ｈ－イミダゾールメチル－１，２，３－トリアゾール－
メチル－ジ－（２－ピコリル）アミン｝
【０１５８】
　＜試験物質＞
【０１５９】
　デンドリマーＧ５｛１－ニトロ－１Ｈ－イミダゾールメチル－１，２，３－トリアゾー
ル－メチル－ジ－（２－ピコリル）アミン｝
【０１６０】
　＜試験の概要＞
【０１６１】
　試験の目的は、所定用量の、体重１ｋｇに対して６３．４３１６ピコモル（３３．１７
ｍＣｉ／ｋｇ又は１２２６ＭＢｑ／ｋｇ）（ヒトの等価用量の８倍の危険因子に対応）の
試験物質を蒸留水で希釈して、静脈内及び腹腔内投与で単回投与後の毒性効果及び外観の
遅延を定性的かつ定量的に評価することである。
【０１６２】
　実験は２段階で行った。
【０１６３】
　第１段階
【０１６４】
　雄性ラットからなる３つのグループ
【０１６５】
　グループ１（「Ｇ５」）：０．１ｍＬのデンドリマー単独の標識溶液を投与された２匹
のラット（１及び２）。一方は静脈内投与で、他方は腹腔内投与であった。
【０１６６】
　グループ２（「Ｇ５－ＨＬＳ」）：０．１ｍＬの試験物質「Ｇ５デンドリマー｛１－ニ
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トロ－１Ｈ－イミダゾールメチル－１，２，３－トリアゾール－メチル－ジ－（２－ピコ
リル）アミン｝」の溶液を投与された２匹のラット（３及び４）。一方は静脈内投与で、
他方は腹腔内投与であった。
【０１６７】
　グループ３（「ＨＬＳ」）：０．１ｍＬの１－ニトロ－１Ｈ－イミダゾールメチル－１
，２，３－トリアゾール－メチル－ジ－（２－ピコリル）アミン｝の溶液を投与された２
匹のラット（４及び５）。一方は静脈内投与で、他方は腹腔内投与であった。
【０１６８】
　第２段階
【０１６９】
　ラットＮｏ．７：０．１ｍＬのデンドリマー単独の標識溶液を静脈内投与された。
【０１７０】
　ラットＮｏ．８：０．１ｍＬの試験物質「Ｇ５デンドリマー｛１－ニトロ－１Ｈ－イミ
ダゾールメチル－１，２，３－トリアゾール－メチル－ジ－（２－ピコリル）アミン｝」
の溶液を静脈内投与された。
【０１７１】
　ラットＮｏ．９：０．１ｍＬの１－ニトロ－１Ｈ－イミダゾールメチル－１，２，３－
トリアゾール－メチル－ジ－（２－ピコリル）アミン｝の溶液を静脈内投与される。動物
を投与後１時間観察し、毒性（死亡）の徴候を認めた。
【０１７２】
　この試験により、この試験物質の無毒性及び組織分布を即時に確認できた。
【０１７３】
　＜デンドリマー単独の標識試料＞
【０１７４】
　７．０３μＭのＧ５デンドリマーの生理的溶液３３０μＬを放射性カルボニルテクネチ
ウム（２８．８６ｍＣｉ）と反応させ、０．０８７ｍＣｉ／μＬ（３．３４ＭＢｑ／μＬ
）で投与される標識デンドリマー溶液を調製し、６０℃で１時間加熱した。
【０１７５】
　＜試験物質の標識試料＞
【０１７６】
　１．７２５ｍＭの１－ニトロ－１Ｈ－イミダゾール－メチル－１，２，３－トリアゾー
ル－メチル－ジ－（２－ピコリル）アミン及び７．０３μＭのＧ５デンドリマーの生理的
溶液３３０μＬを放射性カルボニルテクネチウム（２８．８６ｍＣｉ）と反応させ、０．
０８７ｍＣｉ／μＬ（３．３４ＭＢｑ／μＬ）で投与される試験物質溶液を調製し、６０
℃で１時間加熱した。
【０１７７】
　＜１－ニトロ－１Ｈ－イミダゾール－メチル－１，２，３－トリアゾール－メチル－ジ
－（２－ピコリル）アミン単独の標識試料＞
【０１７８】
　１．７２５ｍＭの１－ニトロ－１Ｈ－イミダゾール－メチル－１，２，３－トリアゾー
ル－メチル－ジ－（２－ピコリル）アミンの生理的溶液３３０μＬを放射性カルボニルテ
クネチウム（２８．８６ｍＣｉ）と反応させ、０．０８７ｍＣｉ／μＬ（３．３４ＭＢｑ
／μＬ）と検定された標識１－ニトロ－１Ｈ－イミダゾール－メチル－１，２，３－トリ
アゾール－メチル－ジ－（２－ピコリル）アミン単独溶液を調製し、６０℃で１時間加熱
した。
【０１７９】
　各サンプルをＩ型の１５ｍＬの滅菌ガラス製薬瓶（type Elumatic International CisB
io）に保存した。
【０１８０】
　結果
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【０１８１】
　６３．４３１６ピコモル／ｋｇの投与量で死亡率０％（３３．１７ｍＣｉ／ｋｇ＝１２
２６ＭＢｑ／ｋｇ）（ヒト等価用量の８倍の危険因子に相当）。
【０１８２】
　結論
【０１８３】
　蒸留水で希釈した試験物質は、６３．４３１６ピコモル／ｋｇ（３３．１７ｍＣｉ／ｋ
ｇ＝１２２６ＭＢｑ／ｋｇ）の投与量に対して検証された（ヒト等価用量の８倍の危険因
子に相当）。
【０１８４】
　（実施例６）ラットの直接肝内注射による急性毒性試験及びその場投与（in situ admi
nistration）後の生体内分布：デンドリマーＧ５｛１－ニトロ－１Ｈ－イミダゾール－メ
チル－１，２，３－トリアゾール－メチル－ジ－（２－ピコリル）アミン｝
【０１８５】
　＜試験物質＞
【０１８６】
　デンドリマーＧ５｛１－ニトロ－１Ｈ－イミダゾール－メチル－１，２，３－トリアゾ
ール－メチル－ジ－（２－ピコリル）アミン｝
【０１８７】
　＜試験の概要＞
【０１８８】
　試験の目的は、体重１ｋｇ当たりの所定用量である５．７２ｍＣｉ／ｋｇ（２０９．９
６９ＭＢｑ／ｋｇ）の、蒸留水で希釈した試験物質を単回のその場投与した後、毒性効果
及び外観の遅延を定性的かつ定量的に評価することであった。
【０１８９】
　次のような実験を行った。３匹の雄性ラット：
【０１９０】
　・ラット１：０．１ｍＬのデンドリマー単独標識溶液を、全身麻酔下で開腹後、直接肝
内注射によって「右側」葉に投与した。
【０１９１】
　・ラット２：０．１ｍＬの試験物質Ｇ５デンドリマー｛１－ニトロ－１Ｈ－イミダゾー
ル－メチル－１，２，３－トリアゾール－メチル－ジ－（２－ピコリル）アミン｝溶液を
、全身麻酔下で開腹後、直接肝内注射によって「右側」葉に投与した。
【０１９２】
　・ラット３：０．１ｍＬの１－ニトロ－１Ｈ－イミダゾール－メチル－１，２，３－ト
リアゾール－メチル－ジ－（２－ピコリル）アミン標識溶液を、全身麻酔下で開腹後、直
接肝内注射によって「右側」葉に投与した。
【０１９３】
　動物を投与後１時間観察し、毒性（死亡）の徴候を認めた。次いで、全ての動物を屠殺
し、生体内分布研究を実施した。
【０１９４】
　試験物質の性質を考慮して、３３．１７ｍＣｉ／ｋｇ＝１２２６ＭＢｑ／ｋｇの用量の
試験物質を投与した一匹の動物（段階１）から始めた。この最初の段階の後、ＯＥＣＤの
方法論と勧告に従って、段階１の動物と同じ条件で、他の動物についても、体重１ｋｇ当
たりの用量である３３．１７ｍＣｉ／ｋｇ（１２２６ＭＢｑ／ｋｇ）の試験物質を投与し
て、この試験を続けた。
【０１９５】
　試験物質の投与
【０１９６】
　体重１ｋｇ当たりの投与量は、最初３３．１７ｍＣｉ／ｋｇに設定した。投与する試験
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物容積を各ラットについて計算した。試験物質の原液濃度は、０．０８７ｍＣｉ／μＬ（
３．３４ＭＢｑ／μＬ）であった。
【０１９７】
　試験物質を、適切なサイズの針を装着した適切な容積の注射器を使用して、静脈内及び
腹腔内の注射によって単回投与した。
【０１９８】
　剖検
【０１９９】
　６０分間の観察の最後まで生存した全ての動物を、１．１６ｍＬ／ｋｇの用量で、Pent
obarbital（登録商標）のナトリウム塩（６％）の腹腔内注射によって、Ｔ＝６０分で安
楽死させ大腿動脈から採血した。それらの動物を解剖し、主要な臓器を顕微鏡で観察した
。全ての病理学的変化は、この目的のために準備した文書に記録した。
【０２００】
　生体内分布
【０２０１】
　除去された臓器（脳、腎臓、肝臓、心臓、腸、肺、生殖腺、血液、尿）を秤量し、それ
らの活動はＮａＩのガンマカメラで計数した。
【０２０２】
　この試験により、この試験物質の無毒性及び組織分布を即時に確認できた。
【０２０３】
　医薬品の品質は、PURPANの薬学屋内使用（Pharmacy Usage Indoor：PUI）によって保証
されていた。内容は以下の通り：
【０２０４】
　・ｐＨ管理
【０２０５】
　・ガスクロマトグラフィーによる固体生成物の化学純度の管理（HOLIS Technologyによ
る）
【０２０６】
　・滅菌管理（事後）
【０２０７】
　・発熱物質管理（事後）
【０２０８】
　結果
【０２０９】
　５．７２ｍＣｉ／ｋｇ（２０９．９６９ＭＢｑ／ｋｇ）の投与量での死亡率０％（ヒト
等価用量の１．３倍の危険因子に相当）であった。試験物質を注入された肝臓塊による試
験物質の肝結合率は、初期注入投与量の３３．５％に相当する５３．７％と見積もられ、
その場投与／血管内投与から得られる肝結合率は、２１９０％（３３．５％ＤＩｇ／１．
５３％ＤＩｇ）であると計算された。
【０２１０】
　結果の解釈
【０２１１】
　考慮された検査物質の毒性の評価項目は以下の通りである：
【０２１２】
　・臨床的及び行動的徴候
【０２１３】
　・部検の所見
【０２１４】
　・試験物質によって死亡した動物数で表した死亡率
【０２１５】
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　・動物の体重の関数としての試験物質の活性
【０２１６】
　・結論：
【０２１７】
　蒸留水で希釈した試験物質は、５．７２ｍＣｉ／ｋｇ（２０９．９６９ＭＢｑ／ｋｇ）
の投与量に対して検証された（ヒト等価用量の１．３倍の危険因子に相当）。試験物質を
注入された肝臓塊による試験物質の肝結合率は、初期注入投与量の３３．５％に相当する
５３．７％と見積もられ、その場投与／血管内投与の比である肝結合率は、２１９０％で
あると計算された。
【０２１８】
　薬理学的特性
【０２１９】
　実施例５及び実施例６の結果を図２～図６に示す。
【０２２０】
　雄性ウィスターラットにおける研究によって、静脈内の血流中に６３．４３１６ピコモ
ル／ｋｇ（活性３３．１７ｍＣｉ／ｋｇ又は１２２６ＭＢｑ／ｋｇ）（ヒトに投与したこ
の生成物の等価用量の８倍の安全係数に相当）の濃度で直接注射した後でも、本発明によ
るデンドリマー複合体は急性毒性がないことが示されている。同様に、注射部位で、析出
、或いは血栓形成は観察されなかった。
【０２２１】
　治療効果は、レニウムのがん細胞に対する放射毒性作用に基づいている。この効果はが
ん細胞を標的とする。それが、標的治療の概念について議論する理由であり、本発明のデ
ンドリマー複合体の以下の３つの効果も同様である。
【０２２２】
　１．優先的にがん細胞に蓄積する配位子によって標的治療が可能である。
【０２２３】
　２．デンドリマー複合体のその場投与。デンドリマー複合体のその場投与の形態の例：
（ｉ）直接導入による腫瘍表面へのデンドリマー複合体の直接沈着、（ｉｉ）画像下治療
による動脈内投与。
【０２２４】
　３．ホットな放射性元素を正確に沈着させる超ベクトル溶液としてのデンドリマーの使
用
【０２２５】
　更に、開腹と肝臓部位への直接注入を伴う、雄性ウィスターラットでのその場投与によ
って、デンドリマー複合体が導入部位でほぼ安定していることが示された。実際、試験物
質のその場固定着（in situ fixation）率は血管内投与によって得られる肝臓定着に対し
て２１９０％と見積もられる。放射能の評価は、各種臓器及び屠体のみ、尿及び全血につ
いて実施した。
【０２２６】
　図６は、注射後の生体内分布のシンチグラフィー画像である：肝臓、胃、及び腸のみが
識別可能であることが分かる。注目すべきことに最大感度を得るために１０分間で６００
回／分行った：デンドリマー複合体は沈着部位から大きくは移動せず、生体内分布は注射
部位で最大に達した。
【０２２７】
　従って、標的部位の外側の放射性元素の生体内分布は無視できるので、デンドリマー複
合体は標的療法として適している。
【０２２８】
　この治療法では、診断ガンマカメラによって治療薬（デンドリマー複合体）を追跡する
ことができる。即ち、動脈内投与も含め、投与を監視するための放射線不透明性賦形剤を
追加する必要がない。
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【０２２９】
　（実験７）典型的な医薬品形態
【０２３０】
　＜放射性核種＞
【０２３１】
　我々は、１８８レニウム、１８６レニウム及び痕跡程度の同位体を有しており、１８８

レニウム、１８６レニウムは、高エネルギーかつ短半減期のβ放射体であり、高エネルギ
ーは、それぞれＥβ＝７７７ｋｅＶ及びＥβ＝３２６．１ｋｅＶ、半減期は、それぞれ０
．７１日及び３．７８日である。
【０２３２】
　＜注入される投与量＞
【０２３３】
　ヒトにおいて全身的には有意な毒性を誘発しない投与量である１．３ＧＢｑ（３５ｍＣ
ｉ）。
【０２３４】
　[Dose escalation study with rhenium-188 hydroxyethylidene diphosphonate in pro
state cancer patients with osseous metastases（骨転移を有する前立腺患者における
レニウム－１８８ヒドロキシジホスホネートによる用量漸増試験）. Palmedo H, Guhlke 
S, Bender H, Sartor J, Schoeneich G, Risse J, Grunwald F, Knapp FF Jr, Biersack 
HJ. Eur J Nucl Med. 2000 Feb; 27 (2):123-30. [11]
【０２３５】
　＜配位子ベクトル＞
【０２３６】
　我々は、イミダゾールと結合したジチオカルボン酸２－メチル－１－アミノシクロペン
テン型を有する四座配位子。この追跡子は、低酸素細胞に対して高い親和性と特異性を示
した。
【０２３７】
　[Conceptualization and assessment of original probes for hypoxic cell explorat
ion（低酸素細胞の探査のための独自プローブの概念化と評価）. H. Belhadj-Tahar, Y. 
COULAIS and M. VIDAL. 2nd Symposium "Novel Targeting drugs and radiotherapy（新
規な標的薬剤及び放射線治療）, 14-15 June 2007, Toulouse (France)] [12]
【０２３８】
　＜複合体形成方法＞
【０２３９】
　放射性金属は、高親和性部位（配位子）で複合体を形成する。これらの部位での結合は
、低酸素細胞を標的とする生体分子（イミダゾール）の部位―特異的認識よりも速度論的
に有利である。
【０２４０】
　＜超ベクトル＞
【０２４１】
　デンドリマーとしては、シクロトリホスファゼン－フェノキシメチル（メチルヒドラゾ
ノ）デンドリマー（世代１．５）を使用する。これは、分子量が、２８５５．５１ｇ／ｍ
ｏｌの巨大分子であり、そのため、分布容積により拡散が制限され、腫瘍間質に局在化す
る。
【０２４２】
　＊CAS 89939-12-6：非危険物質として分類（Directive 67/548/EECによる）。
【０２４３】
　＜典型的な、市販最終工業製品＞
【０２４４】
　＜密閉ボトル中のコールドキット前駆体＞
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【０２４５】
　キットは、金属に対して低親和性のベクトル多座ジ－アミノチオールを含む凍結乾燥製
品を含み、また、還元剤（塩化スズ）及びクエン酸（即座に、戻された製品の緩衝効果を
担う）も含む。
【０２４６】
　ａ）＜ボトルＡの説明＞
【０２４７】
　凍結乾燥配位子
【０２４８】
　クエン酸（ｐＨ調節）
【０２４９】
　塩化スズ
【０２５０】
　ｂ）＜ボトルＢの説明＞
【０２５１】
　滅菌凍結乾燥ポリリジン
【０２５２】
　ｃ）＜ボトルＡの即時調製＞
【０２５３】
　４０℃に温度調節した振とう機中のフラスコ（フラスコＡ）に過レニウム酸ナトリウム
を導入。
【０２５４】
　ｄ）＜ボトルＢの即時調製＞
【０２５５】
　ボトルＡの中身をボトルＢに移し、振とう機中、室温で１時間放置する。
【０２５６】
　＜投与前の調製、投与される生成物＞
【０２５７】
　調製は、以下から行った。
【０２５８】
　・コールドキット前駆体
【０２５９】
　・生理食塩水及び無菌の新たに溶出させたタングステン－レニウム発生剤からの放射性
金属（溶出液の放射線制御を放射性医薬品取扱者が行う）。
【０２６０】
　送達される生成物を密封されていた薬瓶に入れる。
【０２６１】
　投与は調製後４時間以内で行う。
【０２６２】
　投与は放射線科医が行う。
【０２６３】
　本発明のデンドリマー複合体の製剤及び投与の方法の一般的スキームを図７に示す。
【０２６４】
　＜投与経路＞
【０２６５】
　投与経路は、動脈内経路である。即ち、生成物は放射線科医によって、その場沈着され
る。
【０２６６】
　デンドリマーが存在することにより、微小球状で沈着するイットリウムと異なり、イミ
ダゾールに関連したレニウムの組織分布が制限される。イミダゾールの存在により、がん
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3]、イミダゾール誘導体は、低酸素細胞及び／又はがんによって非常にうまく捕捉される
。
【０２６７】
　従って、投与経路及び動脈内薬物設計によって、放射性レニウムの組織分布が大幅に減
少すると共に、正常細胞中の放射性レニウムの拡散が大幅に低減する[14]。
【０２６８】
　＜投与の頻度＞
【０２６９】
　数日であるレニウムの半減期及び当社の臨床医と共に放射線科医のイットリウムの経験
を考慮し、処置は、放射性レニウムを含む薬剤調製の単回注射から成る。
【０２７０】
　（実施例８）代表的医薬形態
シクロトリホスファゼン－フェノキシメチル（メチルヒドラゾノ）デンドリマー（世代１
．５）の代わりにポリリジンデンドリマーＧ５、及び配位子としてイミダゾールと結合し
たジチオカルボン酸２－メチル－１－アミノシクロペンテン型を有する四座配位子の代わ
りに、１－ニトロ－１Ｈ－イミダゾール－メチル－１，２，３－トリアゾール－メチル－
ジ－（２－ピコリル）アミンを用いて実施例７を繰り返した。
【０２７１】
　本発明者らは、本発明の多くの態様を記載したが、本発明者らの基本的な態様は、本発
明の化合物及び方法を利用する他の態様を提供するために変更され得ることは明白である
。従って、本発明の範囲は、実施例として表した特定の態様ではなく、添付の請求の範囲
により定義されるものと認められる。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図７】



(38) JP 6073508 B2 2017.2.1

【図６】



(39) JP 6073508 B2 2017.2.1

10

20

30

40

フロントページの続き

(74)代理人  100077517
            弁理士　石田　敬
(74)代理人  100087871
            弁理士　福本　積
(74)代理人  100087413
            弁理士　古賀　哲次
(74)代理人  100117019
            弁理士　渡辺　陽一
(74)代理人  100150810
            弁理士　武居　良太郎
(74)代理人  100141977
            弁理士　中島　勝
(72)発明者  ハフィド　ベルハジ－タハール
            フランス国，エフ－３１１００　トゥールーズ，リュ　デュ　プロフェッスール　アントワーヌ　
            ベセ　９
(72)発明者  ヌーレディン　サデ
            フランス国，エフ－９５５２０　オニー，リュ　ドゥ　ラ　ブークル　１５
(72)発明者  イボン　クーレ
            フランス国，エフ－３２３００　クレルモン－プイギエス，ラブルダス

    審査官  山村　周平

(56)参考文献  米国特許出願公開第２００６／０２０４４４３（ＵＳ，Ａ１）　　
              特表２００８－５３９２９７（ＪＰ，Ａ）　　　
              Jurgen Grunberg,Simone Jeger,Dikran Sarko,Patrick Dennler,Kurt Zimmermann,Walter Mier,
              Roger Schibli，DOTA-Functionalized Polylysine:A High Number of DOTA Chelates Positivel
              y Influences the Biodistribution of Enzymatic Conjugated Anti-Tumor Antibody chCE7agl
              ，PLos ONE，２０１３年　４月　２日，vol.8,no.4，e60350
              Lisa M.Kaminskas,Brian D.Kelly,Victoria M.McLeod,Ben J.Boyd,Guy Y.Krippner,Elizabeth D
              .Williams,and Christopher J.H.Porter，Pharmacokinetics and Tumor Disposition of REGyla
              ted,Methotrexate Conjugated Poly-L-lysine Dendrimers，MOLECULAR PHARMACEUTICS，２００
              ９年　５月１９日，vol.6,no.4，p1190-1204

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｃ０８Ｇ　　６９／００－６９／５０　　　
              Ａ６１Ｋ　　６／００－１３５／００　　　　
              ＣＡｐｌｕｓ／ＲＥＧＩＳＴＲＹ（ＳＴＮ）
              ＪＳＴＰｌｕｓ／ＪＭＥＤＰｌｕｓ／ＪＳＴ７５８０（ＪＤｒｅａｍＩＩＩ）


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

