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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下の式：
【化１】
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【化６】

【化７】

【化８】

【化９】
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【化１０】

【化１１】

【化１２】

を有する化合物、及びそれらの塩からなる群から選択される化合物。
【請求項２】
　(A)インスリン、ヘパリン、カルシトニン、甲状腺ホルモン、インターフェロン、ヒト
成長ホルモン、及びこれらの組み合わせから選択される生物学的活性剤；並びに
(B)請求項１に記載の化合物、またはそれらの混合物；
を含む、生物学的活性剤を必要とする動物に生物学的活性剤を送達するための組成物。
【請求項３】
　前記生物学的活性剤が、組換えヒト成長ホルモンを含む、請求項２に記載の組成物。
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【請求項４】
　前記生物学的活性剤が、甲状腺ホルモンを含む、請求項２に記載の組成物。
【請求項５】
　前記生物学的活性剤が、インスリンを含む、請求項２に記載の組成物。
【請求項６】
　前記生物学的活性剤が、ヘパリンを含む、請求項２に記載の組成物。
【請求項７】
　前記生物学的活性剤が、カルシトニンを含む、請求項２に記載の組成物。
【請求項８】
　前記生物学的活性剤が、インターフェロンを含む、請求項２に記載の組成物。
【請求項９】
　(A)インスリン、ヘパリン、カルシトニン、甲状腺ホルモン、インターフェロン、組換
えヒト成長ホルモン、及びこれらの組み合わせから選択される生物学的活性剤；並びに
(B)請求項１に記載の化合物を含むポリ（アミノ酸）、それらの塩、またはそれらの混合
物；
を含む、生物学的活性剤を必要とする動物に生物学的活性剤を送達するための組成物。
【請求項１０】
　前記ポリ（アミノ酸）がポリペプチドである、請求項９に記載の組成物。
【請求項１１】
　(A)請求項２に記載の組成物；並びに
(B) (a)賦形剤、(b)希釈剤、(c)崩壊剤、(d)潤滑剤、(e)可塑剤、(f)着色剤、(g)投与ビ
ヒクル、または(h)それらのいずれかの組み合わせ
を含む、生物学的活性剤を必要とする動物に生物学的活性剤を送達するための投与量単位
形態の組成物。
【請求項１２】
　前記活性剤が、組換えヒト成長ホルモンを含む、請求項１１に記載の投与量単位形態の
組成物。
【請求項１３】
　前記活性剤が、甲状腺ホルモンを含む、請求項１１に記載の投与量単位形態の組成物。
【請求項１４】
　前記活性剤が、インスリンを含む、請求項１１に記載の投与量単位形態の組成物。
【請求項１５】
　前記活性剤が、ヘパリンを含む、請求項１１に記載の投与量単位形態の組成物。
【請求項１６】
　前記活性剤が、カルシトニンを含む、請求項１１に記載の投与量単位形態の組成物。
【請求項１７】
　前記活性剤が、インターフェロンを含む、請求項１１に記載の投与量単位形態の組成物
。
【請求項１８】
　前記投与量単位形態が、錠剤、カプセル、粉体、または液体を含む投与ビヒクルを含む
、請求項１１に記載の投与量単位形態の組成物。
【請求項１９】
　前記投与ビヒクルが、水、1,2-プロパンジオール、エタノール、及びいずれかの組み合
わせからなる群から選択される液体である、請求項１１に記載の投与量単位形態の組成物
。
【請求項２０】
　前記生物学的活性剤を必要とする動物を治療するための医薬の製造における請求項２に
記載の組成物の使用。
【請求項２１】
　(A)インスリン、ヘパリン、カルシトニン、甲状腺ホルモン、インターフェロン、ヒト
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成長ホルモン、及びこれらの組み合わせから選択される少なくとも一つの生物学的活性剤
；
(B)請求項１に記載の化合物；並びに
(C)任意に投与ビヒクル；
を混合することを含む組成物を調製する方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、生物学的または化学的に活性な剤のような活性剤を、標的に輸送するための化
合物に関する。これらの化合物は、経口、腸内、及び動物に対する投与の他の経路のため
に、活性剤と非共有結合混合物を形成するのに十分に適している。そのような組成物の調
製及び投与の方法もまた開示される。
【０００２】
【従来の技術】
活性剤を輸送するための従来の手段は、生物学的、化学的、及び物理的障壁によってしば
しば厳しく制限される。典型的にこれらの障壁は、輸送が生じる環境、輸送のための標的
の環境、及び／または標的自体によって課せられる。生物学的及び化学的に活性な剤は特
に、そのような障壁に攻撃されやすい。
【０００３】
生物学的に活性な及び化学的に活性な薬理学的剤及び治療剤の動物に対する輸送の際に、
障壁は身体によって課せられる。物理学的障壁の例は、皮膚、脂質二重層、及び各種の器
官の膜であり、それらは特定の活性剤に対しては比較的透過性であるが、循環系のように
、標的を到達させる前に横切らなければならない。化学的障壁は、胃腸(GI)管におけるpH
の変化及び分解酵素を制限することなく含む。
【０００４】
これらの障壁は、経口輸送システムの設計に特に重要である。多くの生物学的または化学
的に活性な剤の経口輸送は、生物学的、化学的、及び物理的障壁がなければ、動物に対す
る投与のために選択される経路であろう。典型的に経口投与に適合的ではない数多くの剤
の中では、カルシトニン及びインスリンのような生物学的または化学的に活性なペプチド
；ヘパリンを制限することなく含む特にムコ多糖であるポリサッカリド；並びに他の有機
物質が挙げられる。これらの剤は、酸加水分解、酵素等によって胃腸管において迅速に無
力化されるか破壊されるであろう。さらに、マクロ分子薬剤のサイズ及び構造は、吸収を
妨げるであろう。
【０００５】
攻撃されやすい薬理学的剤を経口で投与するための早期の方法は、腸の壁の透過性を人工
的に増加するアジュバント（例えば、レゾルシノール、並びにポリオキシエチレンオレイ
ルエーテル及びn-ヘキサデシルポリエチレンエーテルのような非イオン性界面活性剤）の
共投与、並びに酵素的分解を阻害する酵素インヒビター（例えば、膵臓トリプシンインヒ
ビター、ジイソプロピルフルオロホスファート(DFF)及びトラシロール）の共投与に依存
していた。リポソームもまた、インスリン及びヘパリンのためのドラッグデリバリーシス
テムとして記載されている。しかしながら、(1)前記システムはアジュバントまたはイン
ヒビターの毒性量を必要とする；(2)適切な低分子量の搭載物、即ち活性剤が利用可能で
はない；(3)前記システムは、微弱な安定性と不十分な保存期間を示す；(4)前記システム
は、製造が困難である；(5)前記システムは、活性剤（搭載物）を保護できない；(6)前記
システムは、活性剤を有害に改変する；または(7)前記システムは、活性剤の吸収を許容
または促進しないため、前記のようなドラッグデリバリーシステムの広範囲の使用は妨げ
られる。
【０００６】
より最近、プロテイノイドミクロスフェアが、医薬を輸送するために使用されている。例
えば米国特許第5,401,516号；第5,443,841号；及びRe. 35,862を参照。さらに、特定の変
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；第5,643,957号；第5,766,633号；第5,776,888号；第5,863,944号；及び第5,866,536号
参照。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、容易に調製され、各種の経路によって広範囲の活性剤を輸送できる単純で
、安価な輸送システムに対する必要性が依然として存在する。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本発明は、活性剤の輸送を容易にする化合物及び組成物を提供する。本発明の輸送剤化合
物は、以下の式：
【化１３】

【化１４】

【化１５】

【化１６】

【化１７】
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【化１９】

【化２０】

【化２１】
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【化２２】

【化２３】

【化２４】

を有するもの、及びそれらの塩、及びそれらの混合物を含む。
【０００９】
本発明はまた、少なくとも一つの前述の式の輸送剤化合物と、少なくとも一つの活性剤と
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を含む組成物を提供する。これらの組成物は、輸送剤化合物なしでの活性剤の投与と比較
して、活性剤の増大または改良された生体利用可能性で、選択された生物学的システムに
活性剤を輸送する。
【００１０】
さらに、前記組成物を含む投与量単位形態が提供される。投与量単位は、液体、あるいは
錠剤、カプセルまたはパウダー若しくは粉体を含む粒子のような固体の形態で存在しても
良い。
【００１１】
別の実施態様は、少なくとも一つの前述の輸送剤化合物と活性剤とを含む組成物を動物に
投与することによって、活性剤の必要のある動物に活性剤を投与する方法である。好まし
い投与の経路は、経口及び腸内経路を含む。
【００１２】
また別の実施態様は、本発明の組成物を投与することによる、動物における疾患の治療方
法、または所望の生理学的効果を達成するための方法である。
【００１３】
また別の実施態様は、少なくとも一つの前述の式の輸送剤化合物と、少なくとも一つの活
性剤とを混合することによる、本発明の組成物の調製方法である。
【００１４】
【発明の実施の形態】
輸送剤化合物
輸送剤化合物は、カルボン酸またはそれらの塩の形態で存在しても良い。適切な塩は、例
えばナトリウム、カリウム、及びリチウムのようなアルカリ金属塩；マグネシウム、カル
シウム、またはバリウムのようなアルカリ土類金属塩；アンモニウム塩；リジンまたはア
ルギニンのような塩基性アミノ酸；並びにジメチルアミンまたはピリジンのような有機ア
ミンといった、有機及び無機塩を制限することなく含む。好ましくは、前記塩はナトリウ
ム塩である。前記塩は、一ナトリウム塩及び二ナトリウム塩のような、一価または多価塩
であっても良い。前記塩はまた、エタノール溶媒を含む溶媒化合物、及び水和物であって
も良い。
【００１５】
本発明の輸送剤化合物の塩は、当該技術分野で周知の方法によって調製されて良い。例え
ばナトリウム塩は、輸送剤化合物をエタノール中に溶解し、水性水酸化ナトリウムを添加
することによって調製されても良い。
【００１６】
さらに、一つ以上のこれらの化合物を含むポリアミノ酸及びペプチドが使用されても良い
。
【００１７】
アミノ酸は、少なくとも一つの遊離アミン基を有するいずれかのカルボン酸であり、天然
で存在するアミノ酸、及び合成のアミノ酸を含む。ポリアミノ酸は、ペプチド（ペプチド
結合によって結合した二つ以上のアミノ酸である）、または例えばエステル結合または無
水物結合によって結合できる他の基によって形成される結合によって結合した二つ以上の
アミノ酸である。ペプチドは、二つのアミノ酸を有するジペプチドから、数百のアミノ酸
を有するポリペプチドまで長さが変化できる。一つ以上のアミノ酸またはペプチド単位が
、アシル化またはスルホン化されても良い。
【００１８】
ここに記載される化合物は、アミノ酸から由来しても良く、ここでの開示、及びWO 96/30
036、WO 97/364802、米国特許第5,643,957号及び第5,650,386号に記載された方法に基づ
いて、当業者の範囲内にある方法によってアミノ酸から容易に調製できる。例えば、前記
化合物は、単一のアミノ酸を適切なアシル化またはアミノン修飾剤と反応させ、それをア
ミノ酸に存在する遊離アミノ部分と反応させてアミドを形成させることによって調製され
ても良い。当業者に周知であるような非所望の側鎖の反応を避けるために、保護基を使用
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しても良い。
【００１９】
輸送剤化合物は、再結晶化によって、または単独でまたはタンデムに結合して、一つ以上
の固体のクロマトグラフィー支持体における分画によって精製されても良い。適切な再結
晶化溶媒システムは、アセトニトリル、メタノール、及びテトラヒドロフランを制限する
ことなく含む。分画は、移動相としてメタノール／n-プロパノール混合物を使用するアル
ミナのような適切なクロマトグラフィー支持体；移動相としてトリフルオロ酢酸／アセト
ニトリル混合物を使用する逆相クロマトグラフィー；及び移動相として水または適切なバ
ッファーを使用するイオン交換クロマトグラフィーで実施されても良い。アニオン交換ク
ロマトグラフィーが実施される場合、好ましくは0-500mMの塩化ナトリウム勾配が使用さ
れる。
【００２０】
活性剤
本発明における使用に適した活性剤は、農薬、薬理学的な剤、及び治療剤を制限すること
なく含む、生物学的に活性な剤及び化学的に活性な剤を含む。
【００２１】
例えば、本発明における使用に適した生物学的または化学的に活性な剤は、タンパク質：
ポリペプチド；ペプチド；ホルモン；ポリサッカリド、特にムコ多糖の混合物；炭水化物
；脂質；小極性有機分子（即ち500ドルトン以下の分子量を有する極性有機分子）；他の
有機化合物；並びに特に、それ自体では胃腸の粘膜を通過することができない（または投
与された投与量の一部のみ通過することができる）、及び／または胃腸管における酸及び
酵素による化学的切断に感受性である化合物；並びにそれらのいずれかの組み合わせを制
限することなく含む。
【００２２】
さらなる例は、以下の活性剤、並びにそれらの合成、天然、または組換え供給源を制限す
ることなく含む：ヒト成長ホルモン(hGH)、組換えヒト成長ホルモン(rhGH)、ウシ成長ホ
ルモン、及びブタ成長ホルモンを含む成長ホルモン；成長ホルモン放出ホルモン；成長ホ
ルモン放出因子、α、β及びγを含むインターフェロン；インターロイキン-1及びインタ
ーロイキン-2を含むインターロイキン；亜鉛、ナトリウム、カルシウム及びアンモニウム
を含むカウンターイオンを任意に有する、ブタ、ウシ、ヒト、及びヒト組換えを含むイン
スリン；IGF-1を含むインスリン様増殖因子；非分画ヘパリン、ヘパリノイド、デルマタ
ン、コンドロイチン、低分子量ヘパリン、極低分子量ヘパリン、及び超低分子量ヘパリン
を含むヘパリン；サケ、ウナギ、ブタ及びヒトを含むカルシトニン；エリスロポエチン；
心房性ナトリウム利尿因子；抗原；モノクローナル抗体；ソマトスタチン；プロテアーゼ
インヒビター；アドレノコルチコトロピン；ゴナドトロピン放出ホルモン；オキシトシン
；黄体形成ホルモン放出ホルモン；卵胞刺激ホルモン；グルコセレブロシダーゼ；トロン
ボポエチン；フィルグラスチン；プロスタグランジン；シクロスポリン；バソプレッシン
；クロモリンナトリウム（ナトリウムまたは二ナトリウムクロモグリケート）；バンコマ
イシン；デスフェリオキサミン(DFO)；アレンドロナート、チルドロナート、エチドロナ
ート、クロドロナート、パミドロナート、オルパドロナート、及びインカドロナートを含
むビスホスホナート；甲状腺ホルモン(PTH)、及びその断片；抗生物質（グラム陽性作用
性、殺菌性、リポペプチド性、及び環状ペプチド性抗生物質及びダプトマイシンを含む）
、抗細菌剤、及び抗真菌剤を含む抗菌剤；ビタミン；これらの化合物の類似体、断片、模
倣体またはポリエチレングリコール(PEG)修飾誘導体；またはこれらのいずれかの組み合
わせ。
【００２３】
デリバリーシステム
本発明の組成物は、一つ以上の本発明の輸送剤化合物と、一つ以上の活性剤とを含む。一
つの実施態様として、一つ以上の輸送剤化合物、またはこれらの化合物の塩、またはこれ
らの化合物若しくは塩がそれらの一つ以上の単位を形成するポリアミノ酸若しくはペプチ
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ドが、投与組成物を形成するために投与の前に活性剤と混合することによって輸送剤とし
て使用されても良い。
【００２４】
投与組成物は、液体の形態で存在しても良い。溶液媒体は、水（例えば、サケカルシトニ
ン、甲状腺ホルモン、及びエリスロポエチンについて）、25%水性プロピレングリコール
（例えば、ヘパリンについて）、及びリン酸バッファー（例えば、rhGHについて）であっ
ても良い。他の投与ビヒクルは、ポリエチレングリコールを含む。投与溶液は、投与の直
前に、輸送剤の溶液と活性剤の溶液とを混合することによって調製されても良い。別法と
して、輸送剤化合物（または活性剤）の溶液は、固体の形態の活性剤（または輸送剤化合
物）と混合されても良い。輸送剤化合物及び活性剤はまた、乾燥粉体として混合されても
良い。輸送剤化合物及び活性剤はまた、製造工程の間で混合できる。
【００２５】
投与溶液は、リン酸バッファー塩、クエン酸、グリコール、または他の分散剤のような添
加物を任意に含んでも良い。安定性添加剤が、好ましくは約0.1から20%(w/v)の範囲の濃
度で、溶液中に取り込まれても良い。
【００２６】
別法として投与組成物は、錠剤、カプセルまたはパウダー若しくは粉体のような粒子とい
った固体の形態で存在しても良い。固体投与形態は、固体形態の化合物と固体形態の活性
剤とを混合することによって調製されても良い。別法として固体は、凍結乾燥（凍結乾燥
法）、沈降、結晶化、及び固体分散のような、当該技術分野で周知の方法によって、化合
物と活性剤の溶液から得られても良い。
【００２７】
本発明の投与組成物は、一つ以上の酵素インヒビターを含んでも良い。そのような酵素イ
ンヒビターは、アクチノニンまたはエピアクチノニン及びそれらの誘導体のような化合物
を制限することなく含む。他の酵素インヒビターは、アプロチニン（Trasylol）及びBowm
an-Birkインヒビターを制限することなく含む。
【００２８】
本発明の投与組成物において使用される活性剤の量は、標的の兆候に対する特定の活性剤
の目的を達成するのに有効な量である。組成物中の活性剤の量は典型的に、薬理学的、生
物学的、治療上、または化学的に有効な量である。しかしながら、前記組成物が投与量単
位形態で使用される場合、その投与量単位形態が、複数の輸送剤化合物／活性剤組成物を
含んでも良く、または分割された薬理学的、生物学的、治療上、または化学的に有効な量
を含んでも良いため、前記量は前記の有効な量より小さくても良い。かくして、トータル
の有効な量が、全体として活性剤の有効量を含む累積的な単位で投与されても良い。
【００２９】
使用される活性剤の全体量は、当業者に周知の方法によって決定できる。しかしながら、
本発明の組成物は、活性剤単独を含む組成物より効率的に活性剤を輸送するので、従来の
投与量単位形態またはデリバリーシステムで使用されるものより少ない量の生物学的また
は化学的に活性な剤を患者に投与して、同じ血液レベル及び／または治療効果を達成する
ことができる。
【００３０】
ここで開示される輸送剤化合物は、特に経口、鼻腔内、舌下、十二指腸内、皮下、口内、
腸内、直腸、膣、粘膜、肺、経皮的、皮膚内、非経口、静脈内、筋肉内、及び眼内システ
ムにおいて、生物学的及び化学的活性剤の輸送を容易にし、並びに血液－脳障壁を通過さ
せる。
【００３１】
投与量単位形態はまた、賦形剤、希釈剤、崩壊剤、潤滑剤、可塑剤、着色剤、香料、香味
剤、糖、甘味料、塩、及び1,2-プロパンジオール、エタノール、オリーブ油、またはそれ
らのいずれかの組み合わせを制限することなく含む投与ビヒクルのいずれか一つまたは組
み合わせを含んでも良い。
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【００３２】
本発明の化合物及び組成物は、ニワトリのような鳥類；ネズミ、ウシ、ブタ、イヌ、ネコ
、霊長類、特にヒトのような哺乳動物；並びに昆虫を制限することなく含む、いずれかの
動物に生物学的または化学的に活性な剤を投与するために有用である。
【００３３】
前記システムは、活性剤がその標的領域（即ち、デリバリー組成物の活性剤が放出される
領域）に到達する前に遭遇する条件によって、及びそれらが投与される動物の体内で、破
壊されるまたはより有効でなくなるであろう化学的または生物学的に活性な剤を輸送する
ために特に有利である。特に、本発明の化合物及び組成物は、活性剤、とりわけもともと
経口で輸送できない活性剤、または改良された輸送が所望される活性剤を経口で投与する
点で有用である。
【００３４】
化合物と活性剤とを含む組成物は、選択された生物学的システムに、輸送剤なしでの活性
剤の投与と比較して活性剤の増大したまたは改良された生体利用可能性で、活性剤のデリ
バリーにおいて有用性を有する。デリバリーは、経時的により多くの活性剤を輸送するこ
とによって、または特定の期間（より迅速なまたは遅延したデリバリーに作用するような
）若しくは経時的に（持続デリバリーのような）活性剤を輸送する点で改良できる。
【００３５】
本発明の別の実施態様は、本発明の組成物を投与することによる、動物における以下の表
に記載されたような疾患の治療または予防のための方法、または所望の生理学的効果を達
成するための方法である。活性剤についての特異的な兆候は、Physicians' Desk Referen
ce (第54版, 2000, Medical Economics Company, Inc., Montvale, NJ)に見出すことがで
き、この文献は参考としてここに取り込まれる。以下の表における活性剤は、それらの類
似体、断片、模倣体、及びポリエチレングリコール修飾誘導体を含む。
【００３６】
【表１】
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【００３７】
例えば、本発明の一つの実施態様は、インスリンと少なくとも一つの本発明の輸送剤化合
物とを投与することによる、糖尿病に罹患した患者または糖尿病の疑いのある患者の治療
方法である。
【００３８】
投与に引き続き、組成物または投与量単位形態に存在する活性剤は、循環内に取り込まれ
る。前記剤の生体利用可能性は、例えばヘパリンによって引き起こされる血液凝固時間の
増大、またはカルシトニンによって引き起こされる循環カルシウム濃度の減少といった、
血液中の周知の薬理学的活性を測定することによって容易に評価される。別法として、例
えば血清インスリン濃度といった、活性剤自体の循環濃度を直接測定できる。
【００３９】
以下の実施例は、制限することなく本発明を説明する。全ての部は、他に示すところがな
ければ重量部を示す。
【００４０】
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以下に記載された化合物のプロトン核磁性共鳴（1H NMR）分析は、他に示すところがなけ
れば、溶媒としてジメチルスルホキシド（DMSO-d6）を使用して、300MHz Brukerスペクト
ロメーターで実施された。
【００４１】
【実施例】
実施例１－化合物の調製
化合物１の調製
5-メトキシサリチル酸(30.0g, 0.1786mol)と塩化メチレン(350ml)を、アルゴンパージと
磁性スターラーバーを備えた1L丸底フラスコに配置した。生成した黄褐色の反応混合物を
、冷水バスで０℃に冷却した。トリエチルアミン(36.68g, 0.3929mol)を一部に加え、次
いで３５分の期間で塩化アセチル(15.42g, 0.1964mol)を滴定して加えた。反応混合物を
一晩で室温にし、350mLの塩化メチレンを加えた。混合物を二つの0.5HClの300mlの部分で
洗浄し、次いで二つの水の300mlの部分で洗浄した。この時点で、黄褐色の固体が沈降す
ることに気づいた。この固体を濾過によって単離し、塩化メチレンから再結晶化し、真空
で乾燥した。26.24gの5-メトキシアセチルサリチル酸が単離された。
【００４２】
前記調製された5-メトキシアセチルサリチル酸(26.24g, 0.1250mol)を、アルゴンパージ
と磁性スターラーバーを備えた500mlの丸底フラスコに配置した。次いで塩化メチレン(12
5ml)と数滴のジメチルホルムアミドを加えた。60mlの追加漏斗を、フラスコの上部に配置
し、塩化チオニル(22.30g, 0.1874mol)を25分かけて滴定して加えた。追加漏斗をコンデ
ンサーと置換し、反応混合物を約１時間の期間で還流して加熱した。加熱を停止し、反応
混合物を室温に冷却した。過剰な塩化チオニルと塩化メチレンを真空下で除去し、29.00g
の塩化5-メトキシアセチルサリチロイルを生産した。
【００４３】
塩化メチレン(375ml)中の8-アミノカプリル酸(23.89g, 0.1503mol)の混合物を、クロロト
リメチルシラン(32.76g, 0.3005mol)で処理し、90分還流にかけた。反応混合物を０℃に
冷却し、次いでトリエチルアミン(22.76g, 0.2254mol)で処理した。約５分間この混合物
を攪拌し、塩化メチレン(50ml)中の塩化5-メトキシアセチルサリチロール(29.00g, 0.150
3mol)の溶液を、35分の期間で反応混合物に滴定して加えた。反応混合物を０℃で30分、
次いで25℃で18時間攪拌した。塩化メチレンを真空下で除去し、2N NaOH溶液(200ml)を残
余物に加えた。この混合物を１時間攪拌し、その後混合物を硫酸溶液(1N)でpH=1に酸性化
した。反応混合物を、酢酸エチルの200ml部分で二回抽出した。重なった酢酸エチル層を
硫酸ナトリウムで乾燥し、真空下で濃縮した。生成した黄褐色の固体を、1:1のエタノー
ル：水溶液から再結晶化し、白色の固体として30.70gの産物を生産した。融点＝96-99℃
。
【００４４】
化合物２、ナトリウム塩の調製
【００４５】
三首の250mL丸底フラスコに、9.0g(131mmol)の硝酸ナトリウム、15.0g(14mmol)の10-ブロ
モデシルフタルイミド、及び150mLのDMSOを測り取った。反応混合物を約20分間室温で攪
拌し、次いで24.36mL(426mmol)の氷冷酢酸を10分間で滴定して加えた。反応混合物を約２
時間65℃で攪拌して加熱し、次いで室温に冷却して一晩攪拌した。反応混合物を200mLの
酢酸エチルに注いだ。有機相を、0.5Nの水性硫酸の100mL部分で洗浄し、次いで二つの2Na
OHの100mL部分で抽出した。水相を０℃に冷却し、次いで2N HClでpH=4に酸性化した。生
成した固体を濾過によって回収し、エタノール：アセトン：水（約1:1:1）から再結晶化
した。500mLのErlenmeyerフラスコに、6.46g(19.3mmol)の前述の固体を移した。前記固体
を120mLの熱いエタノールに溶解し、生成した溶液をセライトパッドで濾過した。濾液に2
.27mLの8.5N NaOH(19.6mmol)を加え、生成した混合物を１時間攪拌した。反応混合物を真
空下で最初の約半分に濃縮し、200mLのヘプタンで希釈し、生成した固体を濾過によって
回収した。前記固体を500mLのErlenmeyerフラスコに移し、120mLの熱いエタノールに溶解
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し、生成した溶液をセライトパッドで濾過した。濾液に2.11mLの8.5NaOH(18mmol)を加え
、生成した混合物を１時間攪拌した。ヘキサンを加え、生成した固体を濾過によって回収
し、真空下で一晩乾燥し、ナトリウム塩として9.53(91%)の産物を得た。融点：180-200℃
。燃焼分析：%C: 56.06(計算値)、55.84(実測値)；%H: 6.16(計算値)、6.11(実測値)、%H
: 3.63(計算値)、3.49(実測値)、%Na: 11.94(計算値)、11.40(実測値)。1H NMR分析：(d6
-DMSO)：δ 11.1, t, 1H(NH)；δ 7.7 dd, 1H(HオルトCOONa)；δ 7.38-7.18, m, 3H(残
余芳香族H)；υ 3.16, q, 2H(アミドに対するCH2アルファ)；υ 1.89, t, 2H(COONaに対
するCH2ベータ)；υ 1.43, m, 6H（残余の脂肪族CH2）。
【００４６】
化合物３の調製
塩化メチレン(25mL)中の11-アミノウンデカン酸(5.00g, 25mmol)のスラリーを、クロロト
リメチルシラン(6.35mL, 5.43g, 50mmol)で処理し、90分還流にかけた。反応混合物を０
℃に冷却し、次いでトリエチルアミン(5.23mL, 3.79g, 37.5mmol)で処理した。この混合
物を約５分攪拌した後、塩化メチレン(10mL)中の塩化o-アニゾイルの溶液(3.72mL, 4.27g
, 25mmol)を、15分の期間で反応混合物に滴定して加えた。反応混合物を０℃で30分攪拌
し、次いで25℃で18時間攪拌した。塩化メチレンを真空下で除去し、100mLの飽和NaHCO3
の溶液を残余物に加えた。この混合物を１時間攪拌し、その後混合物を塩酸溶液(1N)でpH
=1に酸性化した。生成した白色の固体を濾過し、真空下で乾燥した。生成した白色の固体
を1/1エタノールと水で洗浄した。不溶物と濃縮酢酸エチルを組み合わせ、25℃で真空下
で24時間乾燥した。産物の収率は6.24g(76.6%)であり、融点は88.5-91℃であった。
【００４７】
化合物４の調製
酢酸無水物(7.10mL, 7.69g, 75.0mmol, 1.04eq)、3,5-ジクロロサリチル酸(15.0g, 72.5m
mol, 1.00eq)、及びキシレン(40mL)を、磁性スターラーバー、温度計、及びコンデンサー
を有するDean-Starkトラップを備えた250mLの三首フラスコに加えた。フラスコを加熱マ
ントルに配置し、曇った白色の混合物の加熱を開始した。反応混合物は約100℃で透明な
溶液となった。ほとんどの揮発性有機物（キシレンと酢酸）を、３時間でDean-Startトラ
ップ内に蒸留した（135-146℃）。蒸留をさらなる時間継続し（全部で50mL蒸留した）、
その間でポットの温度は165℃にゆっくりと上昇し、蒸留物はしずくとなった。残余物を
注ぎだし、アルミニウムトレー内に熱いままとした。固体を細かい粉体に磨りつぶした。
生産されたオリゴ(3,5-ジクロロサリチレート)を、さらに精製することなく使用した。
【００４８】
3.0g(16.0mmol, 1.1eq)の10-アミノデカン酸のスラリー、9ml(18.0mmol, 1.13eq)の2N水
性水酸化ナトリウム、及び30mlのジオキサンを、磁性スターラーバーと還流コンデンサー
を備えた250mL丸底フラスコ内の、3.97g(20.8mmol, 1.3eq)のオリゴ(3,5-ジクロロサリチ
レート)の白色スラリーと30mlのジオキサンに加えた。反応混合物を20時間90℃に加熱し
た（その時点でHPLCによりさらなる変化は観察されなかった）。反応混合物を25℃に冷却
し、2N水性塩酸でpH=1に酸性化した。混合物を真空下で濃縮した(60℃, 55mm)。残余の固
体を、炭で脱色したがまだ透明ではないエタノール－水から二回再結晶化した。溶剤とし
て5:1ヘキサン／酢酸エチル－1%酢酸を使用するカラムクロマトグラフィーにより、酸と
して一つの分画が、及びエチルエーテルとしてもう一つの分画が得られた。エチルエーテ
ルを4mlの2N水性水酸化ナトリウムを使用して酸に加水分解し、2N水性塩酸で酸性化した
。この酸を濾過によって単離した。重なった酸部分を、塩化メチレンとヘキサンで磨りつ
ぶし、1.22gのN-(3,5-ジクロロサリチロイル)-10-アミノデカン酸を得た。
【００４９】
化合物５、ナトリウム塩の調製
硫酸(14.5mL)を、５℃で酢酸(75mL)中の3-フルオロ-4-ニトロトルエン(10.0g, 64mmol)の
溶液にゆっくりと加えた。三酸化クロム(17.92g, 180mmol)を１時間変えてゆっくりと加
えた。反応物をさらに２時間10℃より低く維持し、次いで冷水(700mL)内に注ぎ、生成し
た黄色の固体を濾過した。この固体を15分間2%NaHCO3で攪拌し、濾過し、真空下で乾燥し
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、次いで水(60mL)、濃縮HCl(40mL)、及びエタノール(11mL)の溶液に15分間還流して加熱
した。黄色の固体、3.16gの4-ニトロ-2-フルオロベンズアルデヒド(29.2%の収率)を濾過
によって単離した。
【００５０】
4-ニトロ-2-フルオロベンズアルデヒド(3.16g, 18.7mmol)、マロン酸(2.14g, 21mmol)、
ピリジン（触媒量）及びエタノール(10mL)の懸濁液を、６時間還流して加熱した。懸濁液
は加熱の際に透明になった。形成された固体を室温に冷却し、濾過によって単離した。固
体を冷却（15℃）エタノールで洗浄し、次いで1N HClで洗浄し、乾燥して3.32gの4-ニト
ロ-2-フルオロケイ皮酸(90%の収率)を得た。
【００５１】
4-ニトロ-2-フルオロケイ皮酸(3.32g, 17mmol)を、PSRリアクターの反応フラスコにおい
て酢酸エチル(50mL)とエタノール(10mL)中に溶解した。Pd/C(100mg)を加え、次いでリア
クターを100psiの水素で荷電した。リアクターを３時間後100psiに脱荷電し、反応物を一
晩攪拌した。反応混合物をセライトのベッドを通じて濾過し、2.53gの3-(4-アミノ-2-フ
ルオロフェニル)プロピオン酸(81.2%)の産物を真空下で単離した。
【００５２】
塩化メチレン(100mL)中の3-(4-アミノ-2-フルオロフェニル)プロピオン酸(2.53g, 13.8mm
ol)のスラリーを、クロロトリメチルシラン(3.50mL, 2.99g, 27.6mmol)で処理し、2.25時
間還流させた。反応混合物を０℃に冷却し、次いでトリエチルアミン(5.77mL, 4.19g, 41
.4mmol)で処理した。この混合物を約20分間攪拌した後、塩化メチレン(20mL)中の塩化ア
セチルサリチロール(2.74g, 13.8mmol)の溶液を、15分間で反応混合物に滴定して加えた
。反応混合物を０℃で１時間、次いで25℃で18時間攪拌した。塩化メチレンを真空下で除
去し、100mLのNaOH溶液(2N)を残余物に加え、１時間攪拌した後、混合物を濃縮塩酸溶液
でpH=1に酸性化した。生成した固体を1/1エタノール／水混合物から再結晶化し、白色の
固体を生産し、それを25℃で真空下で乾燥して1.88g、43.7%を得た。この固体を加熱しな
がらエタノール(10mL)に溶解した。NaOH(0.25g, 0.75mLの水中のNaOH)の溶液を、温めた
エタノール溶液に加えた。容量を真空下で半分まで減少した。濃縮物を０℃でヘプタン中
で攪拌し、次いで真空下で濃縮して、黄褐色の固体として1.8gの3-(4-サリチロイル-3-フ
ルオロフェニル)プロピオン酸ナトリウムを生産した(82%の収率)。
【００５３】
化合物６、ナトリウム塩の調製
12mLの塩化メチレン中のO-アセチル-(5-フルオロ-3-メチル)サリチル酸(2.05g, 9.8mmol)
とSOCl2(0.8mL, 10.97mmol)の混合物を、３時間還流した。反応混合物を真空下で濃縮し
、次いでTHF(10mL)に溶解した。次いで酸塩化物溶液を、THF(35mL)中の3-(4-アミノフェ
ニル)プロピオン酸(1.63g, 9.87mmol)と、H2O(16.2mL)中のNaOH(0.81g, 20.2mmol)の冷却
した攪拌混合物に滴定して加えた。生成した混合物を０℃で攪拌し、次いで18時間室温で
攪拌した。水性NaOH溶液(2.0N, 20mL)を加え、混合物を0.5時間攪拌した。混合物を真空
下で濃縮し、生成した残余物を酸性化した。生成した沈降物を濾過によって回収し、水で
完全に洗浄し、メタノール／アセトン／H2Oから再結晶化した。明黄褐色の固体（化合物
の遊離酸）を単離し(12.1g, 68%)、融点は165-166℃であった。
【００５４】
エタノール(20mL)中の化合物(2.1g, 6.62mmol)の遊離酸誘導体の溶液を、H2O(5mL)中のNa
HCO3(0.59g, 7.02mmol)の溶液に滴定して加えた。混合物を0.5時間攪拌し、次いで真空下
で濃縮した。残余物をアセトンに溶解した。溶液が曇るまで酢酸エチルを加えた。混合物
を冷蔵庫で一晩維持した。結晶が形成され、それを濾過し、乾燥して融点が240℃で以下
の組成を有するナトリウム塩として、2.2g(98%)の産物を生産した；1H NMR (DMSO)δ 2.0
5(s,3H), 2.46(t,2H), 2.76(t,2H), 6.86(dd,1H), 7.12(d,2H), 7.31(dd,1H), 7.58(d,2H
)。
【００５５】
化合物７、ナトリウム塩の調製
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250mLの丸底フラスコに、10g(61mmol)のイサト酸無水物、10.1g(61mmol)の3-(4-アミノフ
ェニル)プロピオン酸、75mLの1,4-ジオキサン、及び15mLの水を測り取った。反応混合物
を攪拌し、約７時間還流して加熱し、次いで室温に冷却して一晩攪拌した。反応混合物を
０℃に冷却し、ついて50mLの水で希釈した。生成した固体を濾過によって回収し、真空オ
ーブンで一晩乾燥し、次の反応において使用した。
【００５６】
丸底フラスコに、3.0g(11mmol)の前記得られた固体を移した。これを０℃に冷却した。別
に、酢酸－ギ酸無水物錯体を、以下の態様で調製した。酢酸無水物(1.0mL)を０℃に冷却
した。これに0.5mLの氷冷ギ酸を加えた。生成した混合物を１時間０℃で攪拌し、この時
点で塩化メチレンを加えた。冷却した酢酸－ギ酸無水物錯体を、第一の反応で得られた冷
却した固体に加えた。生成した混合物を2-3時間０℃で攪拌し、次いで段階的に室温に温
め、３日間攪拌した。2N HClを反応混合物に加え、それは次いでゴム状の固体を形成した
。次いで酢酸エチルを加え、エマルションを形成し、それを分離漏斗で濾過した。固体を
単離し、エタノール：アセトン：水（約1:1:1）から再結晶化し、遊離酸（融点200-204℃
）を得た。
【００５７】
250mLのErlenmeyerフラスコに、1.21g(2.9mmol)の前記得られた固体を移した。固体を100
mLの温かいエタノールに溶解し、生成した溶液をセライトパッドで濾過した。濾液に対し
て0.47mLの8.5N NaOH(4.0mmol)を加え、生成した混合物を30分間攪拌した。反応混合物を
最初の容量の約半分に真空下で濃縮し、30-50mLのヘプタンで希釈し、生成した固体を濾
過によって回収した。固体を一晩真空下で乾燥し、ナトリウム塩として1.05g(79%)の産物
を得た。融点：>260℃（使用した装置の上限）。熱分解：%C: 60.12(計算値), 161.70(実
測値)；%H： 4.85（計算値）, 4.64(実測値)；%N: 8.25(計算値), 8.20(実測値)；%Na: 6
.77(計算値), 5.78(実測値)。
【００５８】
化合物８の調製
15mL塩化メチレン中のO-アセチル-5-メトキシサリチル酸(2.47g, 12.5mmol)とSOCl2(2.0m
L, 27.4mmol)の混合物を４時間還流した。反応混合物を真空下で濃縮し、次いでTHF(15mL
)中に溶解した。次いで酸塩化物溶液を、THF(50mL)中の3-(4-アミノフェニル)プロピオン
酸(2.06g, 12.47mmol)とH2O(20.0mL)中のNaOH(1.03gm, 25.75mmol)の冷却した攪拌混合物
に滴定して加えた。生成した混合物を０℃で攪拌し、次いで18時間室温で攪拌した。水性
NaOH溶液(2.0N, 20mL)を加え、混合物を0.5時間攪拌した。混合物を真空下で濃縮し、生
成した残余物を酸性化した。生成した沈降物を濾過によって回収し、水で十分に洗浄し、
メタノール／アセトン／H2Oから再結晶化し、216-218℃の融点を有するパール黄色の固体
(2.0g, 51%)として産物を生産した。
【００５９】
化合物９の調製
10mLの塩化メチレン中のO-アセチル-5-メトキシサリチル酸(2.20g, 11.10mmol)とSOCl2(2
.0mL, 27.4mmol)の混合物を３時間還流した。反応混合物を真空下で濃縮し、次いでTHF(1
0mL)に溶解した。次いで酸塩化物溶液を、THF(50mL)中の4-(4-アミノフェニル)ブタン酸(
2.00g, 11.16mmol)と、H2O(19.0mL)中のNaOH(0.93g, 23.25mmol)の冷却した攪拌混合物に
滴定して加えた。生成した混合物を０℃で攪拌し、次いで室温で18時間攪拌した。水性Na
OH溶液(2.0N, 20mL)を加え、混合物を0.5時間攪拌した。混合物を真空下で濃縮し、生成
した残余物を酸性化した。生成した沈降物を濾過によって回収し、水で完全に洗浄し、メ
タノール／アセトン／H2Oから再結晶化し、189-190℃の融点を有するオレンジ色の固体(2
.3g, 63%)として産物を生産した。
【００６０】
化合物１０の調製
30mLの塩化メチレン中の3.68g(22.3mmol)の3-(4-アミノフェニル)プロピオン酸のスラリ
ーに、5.66mLのクロロトリメチルシラン(44.6mmol)をシリンジで滴定して加えた。反応混
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合物を約３時間還流して加熱し、次いで０℃に冷却した。トリエチルアミン(9.32mL, 66.
9mmol)を冷却反応混合物に滴定して加え、約15分間攪拌した。30mLの塩化メチレン中の5.
0g(22.3mmol)のジフェン酸無水物のスラリーを、冷却反応混合物に滴定して加えた。反応
混合物を０℃で30分間攪拌し、次いで室温で一晩攪拌した。有機相を2N HClで二度、水で
一度、塩水で一度洗浄し、次いで硫酸ナトリウムで乾燥し、真空下で濃縮した。生成した
灰色がかった白色の固体を、塩化メチレン－ヘキサンから再結晶化し、1.61g(18%)の産物
を得た。融点：165-170℃。燃焼分析：%C: 70.95(計算値), 70.29(実測値); %H: 4.88(計
算値), 4.99(実測値); %N 3.59(計算値), 3.51(実測値); 1H NMR分析：(d6-DMSO)：δ 12
.5, s, 2H(COOH);δ 9.85, t, 1H(NH);δ 7.83-7.08 m, 12H(芳香族H);δ2.72, t, 2H(CO
OHに対してアルファのCH2)；υ2.46, t, 2H(COOHに対してベータのCH2)。
【００６１】
化合物１１の調製
塩化メチレン(100mL)中の3-(4-アミノフェニル)プロピオン酸(7.27g, 44mmol)のスラリー
を、クロロトリメチルシラン(11.17mL, 88mmol)で処理し、90分間還流した。反応混合物
を０℃に冷却し、次いでトリエチルアミン(18.4mL, 132mmol)で処理した。この混合物を
約５分間攪拌した後、塩化メチレン(20mL)中の塩化4-メトキシ-2-アセチルベンゾイル(10
.0g, 44mmol)の溶液を、１５分の期間で反応混合物に滴定して加えた。反応混合物を０℃
で30分攪拌し、次いで25℃で18時間攪拌した。塩化メチレンを真空下で除去し、100mLの2
N NaOHを残余物に加えた。この混合物を２時間攪拌し、その後混合物を濃縮塩酸溶液でpH
=1に酸性化した。残余の固体を濾過し、真空下で乾燥した。固体を25℃で真空下で、1/1
エタノール／水で再結晶化した。産物の収率は8.51g、61.3%であった。
【００６２】
化合物１２の調製
4-クロロ-3-ニトロケイ皮酸(12.2g, 53.2mmol)のスラリー、エチルアルコール(50mL)及び
酢酸エチル(20mL)を、炭素上の5%硫化白金(0.6g)で処理し、Parrオートクレーブに配置し
た。オートクレーブを水素雰囲気下に配置し、50℃で一晩加熱した。室温に冷却した後、
反応混合物をセライトで濾過し、真空下で濃縮して10.6gの3-(4-クロロ-3-アミノフェニ
ル)プロピオン酸を得た。
【００６３】
塩化メチレン(60ml)中の3-(4-クロロ-3-アミノフェニル)プロピオン酸の混合物(4.85g, 2
6.5mmol)を、クロロトリメチルシラン(5.75g, 53.0mmol)で処理し、90分間還流した。反
応混合物を０℃に冷却し、次いでトリエチルアミン(8.04g, 79.5mmol)で処理した。別個
の丸底フラスコに、4-メトキシ-2-アセチルサリチル酸(13.91g, 66.3mmol)、塩化メチレ
ン(50ml)及び数滴のジメチルホルムアミドを加えた。次いで塩化オキサリル(11.55g, 132
.5mmol)をこの混合物に滴定して加えた。添加が終了した後、混合物を室温で約１時間攪
拌し、その後溶媒を真空下で除去した。次いで残余物を塩化メチレンで取り出し、第一の
丸底フラスコ中の混合物に滴定して加えた。この混合物を一晩で室温にした。次いで反応
混合物を二つの部分の2N HCl溶液で抽出し、一つの部分の水と一つの部分の塩水で洗浄し
た。有機相を硫酸ナトリウムで乾燥し、真空下で濃縮し、固体を生産してそれを2N NaOH
溶液で採取した。この混合物を約１時間攪拌し、その後それを49% H2SO4溶液で酸性化し
、次いで氷冷バスで冷却した。生成したオレンジ色の固体を濾過によって単離し、酢酸エ
チルとヘキサンの溶液から再結晶化した。所望の産物が3.54gの収率で単離された。融点=
195-200℃。
【００６４】
実施例２
サケカルシトニン(sCT)経口輸送
水中の輸送剤化合物とサケカルシトニン(sCT)の経口投与(PO)組成物を調製した。典型的
に、450mgの化合物を2.0mLの水に加えた。化合物のナトリウム塩を使用するか、または遊
離酸を、生成した溶液を攪拌し、１当量の水酸化ナトリウム(1.0N)を加え、水で希釈する
ことによってナトリウム塩に変換した。この溶液をボルテックス処理し、次いで加熱し（



(20) JP 4850379 B2 2012.1.11

10

20

30

40

50

約３７℃）ソニケートした。NaOHまたはHClでpHを約７(6.5から8.5)に調節した。ストッ
ク溶液から90mgのsCTを溶液に加えた。次いで水を加え、全容量を約3.0mLにした（輸送剤
化合物の溶解性に依存して変化する）。最終輸送剤化合物投与量、sCT投与量、及び容量
投与量が、以下の表２に示されている。
【００６５】
典型的な投与及びサンプリングプロトコールは以下の通りであった。200-250gの間の体重
のオスのSprague-Dawleyラットを24時間絶食し、投与の15分前にケタミン(44mg/kg)とク
ロルプロマジン(1.5mg/kg)を投与した。５匹のラットの一つの投与群を、投与溶液の一つ
で投与した。経口投与のため、11cmのRusch 8 Frenchカテーテルを、ピペットチップを有
する1mLのシリンジに適合させた。このシリンジを、カテーテルで溶液を引き出すことに
よって投与溶液で満たし、次いでそれを拭き取った。カテーテルを、ラットの門歯の後側
に1cmのチュービングを残すように食道に配置した。シリンジプランジャを押すことによ
って溶液を投与した。
【００６６】
典型的に、０、10、20、30、60及び90分の時点で、しっぽの動脈から連続的に血液サンプ
ルを回収した。以下のようにキットの標準的プロトコールを改変して、EIAキット(Penins
ula Laboratories, Inc., San Carlos, CA社製のキット# EIAS-6003)で試験することによ
って、血清sCTを測定した：暗所で攪拌しながら２時間50μlのペプチド抗体とインキュベ
ートし、プレートを洗浄し、血清とビオチン化ペプチドを加え、4mLバッファーで希釈し
、暗所で一晩攪拌した。０の時点で得られたベースラインの値に従って、数値を調節した
。各投与群で５匹のラットから得られた結果を、各時点について平均化した。最大値が以
下の表２に報告されている。
【００６７】
【表２】

【００６８】
ヘパリン輸送経口／腸内輸送
25%水性ポリエチレングリコール中に、輸送剤化合物とヘパリンナトリウムUSPとを含む経
口胃管栄養法(PO)及び／または腸内(IC)投与溶液を調製した。化合物のナトリウム塩を使
用するか、または遊離酸を１当量の水酸化ナトリウムでナトリウム塩に変換した。典型的
に、輸送剤化合物とヘパリン（約166-182IU/mg）を乾燥粉体としてボルテックスで混合し
た。この乾燥混合物を25%v/vの水性ポリエチレングリコール中に溶解し、ボルテックスし
てソニケーターに配置した（約37℃）。水性NaOH(2N)でpHを約７(6.5から8.5)に調節した
。投与溶液を、透明な溶液が得られるまでソニケートした。最終容量を3.0mLに調節した
。最終投与剤化合物投与量、ヘパリン投与量、及び容量投与量が以下の表３に示される。
【００６９】
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典型的な投与及びサンプリングプロトコールは以下の通りであった。275-350gの間の体重
のオスのSprague-Dawleyラットを24時間絶食し、投与の直前に筋肉内で塩酸ケタミン(88m
g/kg)で麻酔処理した。５匹のラットの一つの投与群を、投与溶液の一つで投与した。経
口胃管栄養法(PO)投与のため、11cmのRusch 8 Frenchカテーテルを、ピペットチップを有
する1mLのシリンジに適合させた。このシリンジを、カテーテルで溶液を引き出すことに
よって投与溶液で満たし、次いでそれを拭き取った。カテーテルを、ラットの門歯の後側
に1cmのチュービングを残すように食道に配置した。シリンジプランジャを押すことによ
って溶液を投与した。腸内(IC)投与のため、7.5cmの8 fr Ruschカテーテルを、ピペット
チップを有する1mlのシリンジに適合させた。投与カテーテルをチューブが見えなくなる
まで肛門を通じて腸内に挿入した。投与溶液は、ゆっくりと腸内に出現された。
【００７０】
クエン酸塩を含む血液サンプルを、典型的に、0.25、0.5、1.0及び1.5時間の時点で、ケ
タミン(88mg/kg)の投与に引き続いて心臓穿刺によって回収した。Henry, J.B., Clinical
 Diagnosis and Management by Laboratory Methods, Philadelphia, PA, W.B. Saunders
 (1979)の方法に従って、ヘパリン活性を活性化部分的トロンボプラスチン時間(APTT)を
利用することによって測定した。以前の研究は、約20秒のベースラインの値を示した。各
群における５匹のラットから得られた結果を、各時点で平均化した。最大値が以下の表３
に報告されている。
【００７１】
【表３】

【００７２】
組換えヒト成長ホルモン(rhGH)経口／腸内輸送
リン酸バッファー中に輸送剤化合物とrhGHとを含む経口胃管栄養法(PO)及び／または腸内
(IC)投与溶液を調製した。化合物の溶液は、前記化合物のナトリウム塩で調製されるか、
または遊離酸をそのナトリウム塩に変換することによって調製された。典型的に、ナトリ
ウム塩を調製する場合、１当量の水酸化ナトリウム(1.0N)を加えて、前記化合物の溶液を
リン酸バッファーに調製して攪拌した。前記化合物をrhGHのストック溶液(15mg rhGH/ml)
と混合し、所望の容量（通常3.0ml）に希釈することによって、最終投与溶液を調製した
。化合物及びrhGH投与量が以下の表４に示されている。
【００７３】
典型的な投与及びサンプリングプロトコールは以下の通りであった。200-250gの間の体重
のオスのSprague-Dawleyラットを24時間絶食し、投与の15分前にケタミン(44mg/kg)とク
ロルプラマジン(1.5mg/kg)を投与した。５匹のラットの一つの投与群を、投与溶液の一つ
で投与した。経口胃管栄養法(PO)投与のため、11cmのRusch 8 Frenchカテーテルを、ピペ
ットチップを有する1mLのシリンジに適合させた。このシリンジを、カテーテルで溶液を
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引き出すことによって投与溶液で満たし、次いでそれを拭き取った。カテーテルを、ラッ
トの門歯の後側に1cmのチュービングを残すように食道に配置した。シリンジプランジャ
を押すことによって溶液を投与した。腸内(IC)投与のため、7.5cmのRuschカテーテルチュ
ーブ(French 8または6)を、エッペンドルフピペットチップを有するシリンジに適合させ
た。カテーテルチューブを通じて溶液を引き出すことによって、シリンジを投与溶液で満
たした。カテーテルチューブを拭き取った。チューブの眼との接触を避けるため、K-Yジ
ェリーを先端に適用し、チューブが見えなくなるまで肛門を通じてチューブを腸内に挿入
した。シリンジプランジャを押し出すことによって溶液を注射し、チューブを除去した。
【００７４】
典型的に、経口投与について０、15、30、45、60及び90分、IC投与について０、10、20、
30、60及び90分の時点で、血液サンプルをしっぽの動脈から連続的に回収した。各時点か
ら５匹のサンプルをプールした。血清rhGH濃度を、rhGHイムノアッセイ試験キット(Genzy
me Corporation Inc., Cambridge, MA社製のキット #K1F40150)によって定量した。以前
の研究は、約０のベースラインの値を示した。
【００７５】
各群についての最大の濃度が、以下の表４に報告されている。
【００７６】
【表４】

【００７７】
甲状腺ホルモン輸送(PTH1-34)経口／腸内輸送
水中に輸送剤化合物とヒト甲状腺ホルモン残基1-34(PTH)とを含む経口胃管栄養法(PO)及
び／または腸内(IC)投与溶液を調製した。化合物の溶液は、前記化合物のナトリウム塩で
調製されるか、または遊離酸をそのナトリウム塩に変換することによって調製された。典
型的に、ナトリウム塩を調製する場合、１当量の水酸化ナトリウム(1.0N)を加えて、前記
化合物の溶液を水中に調製して攪拌した。前記化合物をPTHのストック溶液(典型的に5mg 
PTH/mlの濃度を有する)と混合し、所望の容量（通常3.0ml）に希釈することによって、最
終投与溶液を調製した。最終化合物、PTH及び容量投与量が以下の表５に示されている。
【００７８】
典型的な投与及びサンプリングプロトコールは以下の通りであった。200-250gの間の体重
のオスのSprague-Dawleyラットを24時間絶食し、投与の15分前にケタミン(44mg/kg)とク
ロルプラマジン(1.5mg/kg)を投与した。５匹のラットの一つの投与群を、投与溶液の一つ
で投与した。経口胃管栄養法(PO)投与のため、11cmのRusch 8 Frenchカテーテルを、ピペ
ットチップを有する1mLのシリンジに適合させた。このシリンジを、カテーテルで溶液を
引き出すことによって投与溶液で満たし、次いでそれを拭き取った。カテーテルを、ラッ
トの門歯の後側に1cmのチュービングを残すように食道に配置した。シリンジプランジャ
を押すことによって溶液を投与した。腸内(IC)投与のため、7.5cmのRuschカテーテルチュ
ーブ(French 8または6)を、エッペンドルフピペットチップを有するシリンジに適合させ
た。カテーテルチューブを通じて溶液を引き出すことによって、シリンジを投与溶液で満
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たした。カテーテルチューブを拭き取った。チューブの眼との接触を避けるため、K-Yジ
ェリーを先端に適用し、チューブが見えなくなるまで肛門を通じてチューブを腸内に挿入
した。シリンジプランジャを押し出すことによって溶液を注射し、チューブを除去した。
【００７９】
典型的に、経口投与について０、15、30、45、60及び90分、IC投与について０、10、20、
30、60及び90分の時点で、血液サンプルをしっぽの動脈から連続的に回収した。血清PTH
濃度を、PTHラジオイムノアッセイキット(Peninsula Laboratories, Inc. San Carlos, C
A社製のキット # RIK 6101)によって定量した。以前の研究は、約０のベースラインの値
を示した。各群における５匹のラットから得られた結果を各時点で平均化した。最大値が
以下の表５に報告されている。
【００８０】
【表５】

【００８１】
インターフェロン－経口輸送
輸送剤化合物とヒトインターフェロン(IFN)の投与溶液を脱イオン水において調製した。
輸送剤化合物の遊離酸を、１当量の水酸化ナトリウムでナトリウム塩に変換した。典型的
に、ナトリウム塩を調製する場合、１当量の水酸化ナトリウムを加えることによって、輸
送剤化合物の溶液を水中に調製して攪拌した。この混合物をボルテックス処理し、ソニケ
ーターに配置した（約37℃）。水性NaOHでpHを約7.0から8.5に調節した。混合物をボルテ
ックス処理し、必要であればソニケーションと加熱を使用して、均一な懸濁液または溶液
を生産した。必要であればさらなるNaOHを加えて均一な溶解性を達成し、pHを約7.0から8
.5に再調節した。輸送剤化合物溶液をIFNストック溶液（リン酸緩衝生理食塩水中に約22.
0から27.5mg/ml）と混合し、所望の容量（通常3.0ml）に希釈した。最終輸送剤化合物及
びIFN投与量、及び容量投与量が以下の表６に記載されている。
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【００８２】
典型的な投与及びサンプリングプロトコールは以下の通りであった。200-250gの間の体重
のオスのSprague-Dawleyラットを24時間絶食し、投与の15分前にケタミン(44mg/kg)とク
ロルプラマジン(1.5mg/kg)を投与し、再び必要とされるように麻酔状態を維持した。５匹
のラットの一つの投与群を、投与溶液の一つで投与した。11cmのRusch 8 Frenchカテーテ
ルを、ピペットチップを有する1mLのシリンジに適合させた。このシリンジを、カテーテ
ルで溶液を引き出すことによって投与溶液で満たし、次いでそれを拭き取った。カテーテ
ルを、ラットの門歯の後側に1cmのチュービングを残すように食道に配置した。シリンジ
プランジャを押すことによって溶液を投与した。
【００８３】
典型的に、０、15、30、45、60及び90分の時点で、血液サンプルをしっぽの動脈から連続
的に回収した。血清IFN濃度を、ヒトIFN-アルファに対するCytoscreen Immunoassay Kit(
Biosource International, Camarillo, CA社製のカタログ # KHC4012)によって定量した
。以前の研究は、約０のベースラインの値を示した。各群における動物から得られた結果
を各時点で平均化した。これらの平均値の最大値（即ち平均ピーク血清IFN濃度）が以下
の表６に報告されている。
【００８４】
【表６】

【００８５】
実施例６－インスリン－経口輸送
輸送剤化合物とヒト亜鉛インスリン(Calbiochem - Novabiochem Corp, La Jolla, CAから
入手可能な最小値26IU/mg)の経口投与(PO)組成物を、脱イオン水において調製した。典型
的に、500mgの輸送剤化合物を1.5mlの水に加えた。生成した溶液を攪拌し、１当量の水酸
化ナトリウムを加えることによって、輸送剤化合物の遊離酸をナトリウム塩に変換した。
溶液をボルテックスし、次いで加熱して（約37℃）ソニケートした。NaOHまたはHClでpH
を約７から8.5に調節した。必要であればさらなるNaOHを加え、均一な溶解性を達成し、
ｐHを７かた8.5に再調節した。次いで水を加えて約2.4mlの全容量をもたらし、ボルテッ
クス処理した。インスリンストック溶液（0.5409gのインスリンと18mlの脱イオン水から
調製され、HCl及びNaOHでpH8.15に調節された15mg/mlの溶液であり、40mlの濃縮HCl、25m
lの10N NaOH及び50mlの1N NaOHを使用して透明な溶液が得られた）から約1.25mgのインス
リンを溶液に加え、逆さまにすることによって混合した。溶液をすぐに投与プロトコール
で使用しても良く、または別法として溶液を投与の１時間前から37どの水浴に配置しても
良い。最終輸送剤化合物投与量、インスリン投与量、及び容量投与量が以下の表７に示さ
れている。
【００８６】
典型的な投与及びサンプリングプロトコールは以下の通りであった。200-250gの間の体重
のオスのSprague-Dawleyラットを24時間絶食し、投与の15分前にケタミン(44mg/kg)とク
ロルプラマジン(1.5mg/kg)を投与し、再び必要とされるように麻酔状態を維持した。５匹
の動物の一つの投与群を、投与溶液の一つで投与した。経口投与のため、11cmのRusch 8 
Frenchカテーテルを、ピペットチップを有する1mLのシリンジに適合させた。このシリン
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ジを、カテーテルで溶液を引き出すことによって投与溶液で満たし、次いでそれを拭き取
った。カテーテルを、ラットの門歯の後側に1cmのチュービングを残すように食道に配置
した。シリンジプランジャを押すことによって溶液を投与した。
【００８７】
典型的に、15、30、60、120及び180分の時点で、血液サンプルをしっぽの動脈から連続的
に回収した。このプロトコールで使用されるサンプルの感度と、サンプルの容量及び濃度
に対する標準曲線の直線範囲を最適化するため、標準的なプロトコールを修正して、血清
インスリン濃度を、Insulin ELISA Test Kit(DiagnosticSystemsLaboratories，Inc．，W
ebster，TX社製のキット # DSL-10-1600)によって定量した。血清ヒトインスリン濃度(μ
U/ml)を、各投与群における５匹の動物のそれぞれについて各時点で測定した。各時点に
対する５個の値を平均化し、結果を血清インスリン濃度対時間としてプロットした。（以
前の研究は、ヒトインスリン単独での経口投与に引き続いて、ヒトインスリンの測定可能
な濃度が明らかにされなかった。）最大値（ピーク）と曲線の下部の領域(AUC)が以下の
表７に報告されている。
【００８８】
【表７】

【００８９】
前述の特許、出願、試験方法、及び文献は、完全に参考としてここに取り込まれる。
【００９０】
本発明の多くの変形例が、前述の詳細な説明に照らして当業者に示唆されるであろう。全
てのそのような明白な変形例は、添付された特許請求の範囲の十分に企図された範囲内に
ある。
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