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(57)【要約】
リポソーム組成物と、コンピュータ断層撮影のための高
濃度の造影剤を含む前記組成物の作製方法の例とが提供
される。このようなリポソームの例示的組成物は、対象
者に投与された際、コンピュータ断層撮影によって測定
された、前記対象者の血流および他の組織中のコントラ
ストの強調を長時間にわたって可能にする。また、前記
リポソームを安定して（すなわち、前記造影剤の漏出に
耐えるように）作製するための例示的方法も提供される
。前記方法は、押出フィルタの全細孔面積あたり高圧お
よび高流量において前記リポソームを押し出すステップ
を含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　組成物の作製方法であって、
　１つ以上の非放射性造影剤を含む１つ以上の溶液を選択するステップと、
　前記１つ以上の非放射性造影剤を少なくとも部分的に封入するリポソームの溶液が得ら
れるように、前記１つ以上の非放射性造影剤を含む１つ以上の溶液の存在下においてリポ
ソームを形成するステップと、
　前記１つ以上の非放射性造影剤を少なくとも部分的に封入するリポソームの前記溶液を
、高流量および高圧のうち少なくとも１つにおいてフィルタを通過させるステップと、
を含む方法。
【請求項２】
　前記通過させる工程は、前記フィルタを少なくとも４５ｐｓｉの圧力において通過させ
るステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記通過させる工程は、前記フィルタを少なくとも１００ｐｓｉの圧力において通過さ
せるステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記通過させる工程は、前記フィルタを少なくとも２００ｐｓｉの圧力において通過さ
せるステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記通過させる工程は、少なくとも約９００ＬＰＨ／ｍ２の全細孔面積あたりの流量か
つ少なくとも４０ｐｓｉの圧力で前記フィルタを通過させる工程を含む、請求項１に記載
の方法。
【請求項６】
　前記通過させる工程は、約９００ＬＰＨ／ｍ２の全細孔面積あたりの流量で前記フィル
タを通過させる工程を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記通過させる工程は、少なくとも約５０００ＬＰＨ／ｍ２の全細孔面積あたりの流量
で前記フィルタを通過させる工程を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記通過させる工程は、少なくとも約１５０００ＬＰＨ／ｍ２の全細孔面積あたりの流
量で前記フィルタを通過させる工程を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記フィルタの孔径は約１００ｎｍ～約２００ｎｍである、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記通過させる工程は、約１００ｐｓｉ以上の圧力において前記フィルタを約５回～約
３０回通過させるステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記１つ以上の非放射性造影剤を少なくとも部分的に封入するリポソームは、前記フィ
ルタを通過した後、３７℃における生理食塩水中におけるヨウ素漏出が約５％未満である
、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記１つ以上の非放射性造影剤を少なくとも部分的に封入するリポソームは、１ミリリ
ットルの懸濁培地あたり約３７～約２００ミリグラムのヨウ素を封入し、前記懸濁培地中
において、前記１つ以上の非放射性造影剤を少なくとも部分的に封入するリポソームが懸
濁される、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記１つ以上の非放射性造影剤を少なくとも部分的に封入するリポソームは、１ミリリ
ットルの懸濁培地あたり約８０～約１１０ミリグラムのヨウ素を封入し、前記懸濁培地中
において、前記１つ以上の非放射性造影剤を少なくとも部分的に封入するリポソームが懸
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濁される、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記１つ以上の非放射性造影剤を少なくとも部分的に封入するリポソームは、１ミリリ
ットルの懸濁培地あたり約９０～約１００ミリグラムのヨウ素を封入し、前記懸濁培地中
において、前記１つ以上の非放射性造影剤を少なくとも部分的に封入するリポソームが懸
濁される、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記１つ以上の非放射性造影剤を少なくとも部分的に封入するリポソームの平均直径は
１５０ｎｍ未満である、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記方法は、前記１つ以上の非放射性造影剤を少なくとも部分的に封入するリポソーム
の溶液を少なくとも約１０％だけ濃縮するステップをさらに含む、請求項１に記載の方法
。
【請求項１７】
　前記形成するステップは、
　前記１つ以上の非放射性造影剤を含む１つ以上の溶液の存在下において乾燥脂質を水和
するステップと、
　脂質の揮発性有機溶液と、前記１つ以上の非放射性造影剤を含む１つ以上の溶液とを混
合するステップと、
　脂質、洗浄剤および界面活性剤のうち１つ以上の水溶液を前記１つ以上の非放射性造影
剤を含む１つ以上の溶液の存在下において透析して、前記１つ以上の脂質、洗浄剤および
界面活性剤を除去するステップと、
のうち少なくとも１つを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　前記リポソームは、コレステロール、少なくとも１つの脂質またはリン脂質、および高
分子鎖によって誘導体化された少なくとも１つのリン脂質を含む、請求項１に記載の方法
。
【請求項１９】
　請求項１に記載の方法によって作製された組成物。
【請求項２０】
　組成物の作製方法であって、
　ヨウ化造影剤を含む溶液を選択するステップと、
　前記ヨウ化造影剤と結合したリポソームの溶液が得られるように、前記ヨウ化造影剤の
存在下においてリポソームを形成するステップと、
　前記ヨウ化造影剤と結合したリポソームの溶液をフィルタを通過させるステップであっ
て、前記通過は、全細孔面積あたりの流量が約９００ＬＰＨ／ｍ２～約５０，０００ＬＰ
Ｈ／ｍ２において行われ、前記リポソームは、前記フィルタを通過した後、３７℃の生理
食塩水中におけるヨウ素漏出は約５％までである、ステップと、
を含む方法。
【請求項２１】
　前記通過させる工程は、前記フィルタを少なくとも約１００ｐｓｉの圧力において通過
させるステップをさらに含む、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記フィルタの孔径は約１００ｎｍ～約２００ｎｍである、請求項２０に記載の方法。
【請求項２３】
　前記リポソームは、少なくとも１つの脂質またはリン脂質、コレステロール、および高
分子鎖によって誘導体化された少なくとも１つのリン脂質から成る、請求項２０に記載の
方法。
【請求項２４】
　前記少なくとも１つの脂質またはリン脂質、前記コレステロール、および高分子鎖によ
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って誘導体化された前記少なくとも１つのリン脂質は、約５５：４０：５のモル比におい
て存在する、請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　前記少なくとも１つの脂質またはリン脂質は、約５５～約７５ｍｏｌ％の量において存
在し、前記コレステロールは、約２５～４０ｍｏｌ％の量において存在し、高分子鎖によ
って誘導体化された前記少なくとも１つのリン脂質は、約１～２０ｍｏｌ％の量において
存在する、請求項２３に記載の方法。
【請求項２６】
　請求項２０に記載の方法によって作製された組成物。
【請求項２７】
　リポソーム組成物の作製方法であって、
　ヨウ化造影剤を少なくとも部分的に封入するリポソームを形成するために、前記ヨウ化
造影剤の存在下においてリポソームを形成するステップであって、前記リポソームは、約
５５～約７５ｍｏｌ％の量において存在する少なくとも１つの脂質またはリン脂質と、約
２５～４０ｍｏｌ％の量において存在するコレステロールと、約１～２０ｍｏｌ％の量に
おいて存在する高分子鎖によって誘導体化された少なくとも１つのリン脂質とを含む、ス
テップと、
　前記ヨウ化造影剤を少なくとも部分的に封入する前記リポソームを、フィルタを通じて
高流量および高圧において押し出すステップであって、前記ヨウ化造影剤を少なくとも部
分的に封入する押し出されたリポソームは、平均直径１５０ｎｍ未満を有し、前記リポソ
ームが懸濁される懸濁培地１ミリリットルあたり少なくとも８０ミリグラムの濃度のヨウ
素を有する、ステップと、
を含む方法。
【請求項２８】
　前記押し出すステップは、前記フィルタを通じて少なくとも１００ｐｓｉの圧力におい
て押し出すステップを含む、請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　前記押し出すステップは、前記フィルタを通じて少なくとも約９００ＬＰＨ／ｍ２の全
細孔面積あたりの流量で押し出すステップを含む、請求項２７に記載の方法。
【請求項３０】
　請求項２７に記載の方法によって調製されたリポソーム組成物。
 
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　いくつかの医療用のＸ線画像化技術では、対象者内の対象領域（異なる臓器、組織、細
胞など）のコントラストの変化を検出することが可能である。対象領域のコントラストを
強調するために、これらの画像化技術のうちいくつかは、１つ以上の造影剤を対象者に投
与することを利用している。この造影剤により、異なる対象領域間にあるコントラスト差
を強調するか、または、造影剤無しでは見ることのできないこのようなコントラスト差を
発生させることが可能である。
【０００２】
　医療用のＸ線画像化は進歩しており、特に、コントラスト差を検出する際に用いられる
機器または機械に関連したものが進歩している。これらの進歩を挙げると、機器の速度向
上、機器の分解能の向上などがある。このような進歩が一助となって、新規の医療用画像
化方法が得られている。１つの例示的な方法である全身画像化の場合、対象者の全身の血
管系に関する情報を得ることが可能である。
【０００３】
　Ｘ線画像化に用いられる機器がこのように進化しているのに対し、造影剤の進歩はそこ
まで到達できていない。すなわち、Ｘ線を用いた医療用画像化のための現在の造影剤の場
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合、全身画像化などの用途において制約がある。この制約の原因としては、例えば、被験
者の体からの速いクリアランス、所望の溢出よりも多量の溢出、腎臓毒性、および対象者
の体の特定領域を標的化することができないこと、などがある。
【発明の概要】
【０００４】
　本明細書に組み込まれ、本明細書の一部を構成する添付図面には、造影剤製剤、前記製
剤を含む薬学的組成物、前記製剤の作製方法、画像化における前記製剤の使用方法の実施
形態が図示され、これらの実施形態は、下記に示される詳細な説明と共に、製剤、組成物
、方法などの例示的実施形態を示す役割を果たす。図面中に示される実施形態は、例示目
的のためのものであり、限定的なものではないことが理解されるであろう。以下に示され
るような本発明の意図および範囲から逸脱することなく、図面中に示される実施形態の改
変、修飾および派生が可能であることが理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】造影剤を含むかまたは造影剤と結合したリポソーム調製のための例示的方法１０
０を示す。
【図２】造影剤を含むかまたは造影剤と結合したリポソーム調製のための例示的方法２０
０を示す。
【図３】造影剤を含むかまたは造影剤と結合したリポソーム調製のための例示的方法３０
０を示す。
【図４】異なる押出プロセスを用いて生理食塩水中において室温で及び３７℃で調製され
たリポソームイオヘキソール製剤の実施形態のインビトロ安定性試験からの例示的結果４
００を示す。
【図５】異なる押出プロセスおよび異なるスケールを用いて生理食塩水中において室温で
及び３７℃で並びにウシ血漿中において調製されたリポソームイオヘキソール製剤の実施
形態のインビトロ安定性試験からの例示的結果５００を示す。
【図６】図６は、異なる押出プロセスを用いて調製されたリポソームイオヘキソール製剤
の実施形態のインビボ試験の冠状の最大値投影像を示し、腹部血管造影および膀胱造影が
相対的に得られている。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
定義
【０００７】
　選択された用語または語句の定義を、以下および本開示全体に用いる。これらの定義は
、多様な実施形態の例および／または用語の範囲内に収まりかつ実行に用いられ得る要素
の形態を含む。これらの例は、制限することを意図するものではなく、他の実施形態も実
行が可能である。それぞれの意味において、全ての用語の単数形および複数形が含まれる
。
【０００８】
　本明細書中に用いられる「Ｘ線画像化」とは、Ｘ線生成源を用いた多数の手順のうちの
任意のものを一般的に指す。Ｘ線画像化の例を挙げると、コンピュータ断層撮影などがあ
る。
【０００９】
　本明細書中に用いられる「コンピュータ断層撮影」または「ＣＴ」または「ＣＡＴ」と
は、回転式のＸ線機器または機械を用いて照射Ｘ線を生成し、前記機器の回転と共にこれ
を対象者の領域を経て方向付ける手順を一般的に指す。前記対象者によって吸収されない
照射は、通常検出され、データとして記録される。一般的に、前記データはコンピュータ
に送信され、前記コンピュータは、このデータに基づいて、対象者の異なる領域によるＸ
線の吸収差に基づいて、臓器および身体部分の詳細な断面像またはスライスを作製する。
高分解能のＣＴは、「ミクロＣＴ」と呼ばれる場合がある。
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【００１０】
　本明細書中に用いられる「全身画像化」とは、対象者の全身の画像を例えばＣＴを用い
て得る方法を一般的に指す。１つの種類の全身画像化において、血管系全体が検査され得
る。一般的に、血管系を検査する画像化は、「血液プール画像化」と呼ばれる。
【００１１】
説明
【００１２】
　本出願は、１つ以上の造影剤を含むかまたは１つ以上の造影剤と結合したリポソームを
含む例示的組成物について記載する。一例において、前記リポソームは、比較的高濃度の
造影剤を含むかまたは比較的高濃度の造影剤と結合する。一例において、前記リポソーム
は、Ｘ線画像化（例えば、ＣＴ画像化）のための１つ以上の造影剤を含む。一例において
、前記造影剤は放射性ではない。
【００１３】
　一例において、前記リポソームは、前記リポソームに付着させたかまたは前記リポソー
ムと結合した１つ以上の親水性ポリマーを有する。一例において、前記親水性ポリマーは
、前記リポソームに付着するかまたは前記リポソームと結合する。対象者に投与された場
合、前記リポソームは、対象者体内のコントラストを強調させることが可能である。一例
において、前記強調されたコントラストは、長時間にわたって持続する。
【００１４】
　本出願はまた、前記リポソームおよび造影剤を含む例示的薬学的組成物と、造影剤を含
むリポソームの組成物の作製のための例示的方法とについて記載する。本出願はまた、前
記組成物をＸ線画像化において用いるための例示的方法について記載する。
【００１５】
造影剤
【００１６】
　本明細書中に用いられる「造影剤」とは、一般的には、照射が媒体内を通過し前記媒体
と相互作用する際の前記照射の減衰または強度損失に影響を与える物質を指す。造影剤は
、減衰を増加または低減させ得ることが理解されるであろう。一般的に、本明細書中に言
及される造影剤は、照射の減衰を増加させ得る。一例において、本明細書中に言及される
造影剤は、Ｘ線画像化のための造影剤である。一例において、前記造影剤は、ＣＴにおい
て使用可能である。一例において、本明細書中に用いられる造影剤は非放射性である。一
実施形態において、前記造影剤はヨウ素を含み得、「ヨウ化された」と呼ばれ得る。
【００１７】
　造影剤は、多様な方法によって分類可能である。１つの分類において、例えば、ヨウ化
造影剤は水溶性であり得る（例えば、モノヨウ化ピリジン誘導体、ジヨウ化ピリジン誘導
体、トリヨウ化ベンゼン環化合物など）、不水溶性（例えば、プロピリオドンなど）また
は油性（例えば、けし油中のヨウ素、ヨウ素含有けし油のヨウ化脂肪酸のエチルエステル
など））。
【００１８】
　一例において、ヨウ化造影剤のグループは水溶性である。現在の水溶性ヨウ化造影剤は
、トリヨウ化安息香酸の誘導体であり得る。これらの化合物は、１つ以上のベンゼン環を
有し得る。これらの化合物は、イオン性または非イオン性であり得る。適切な非イオン化
合物を非限定的に挙げると、メトリザミド、イオヘキソール、イオパミドール、イオペン
トール、イオプロミド、イオベルソール、イオトロラン、イオジキサノールなどがある。
【００１９】
　適切なイオン化合物造影剤は、弱酸性（ｐＫａがおよそ４．０～６．５）または弱塩基
性（ｐＫａがおよそ６．５～８．５）であり得る。一般的に、酸は、１つ以上のプロトン
を放出または提供することができる。プロトン化形態において、前記酸は一般的には、実
質的に電気的に中性であるかまたは非荷電状態である。非プロトン化形態において、前記
酸は一般的には、実質的に負に帯電している。適切な弱酸性薬剤は、１つ以上のカルボキ
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シル基を有し得る。前記カルボキシル基は、プロトンを提供することが可能である。前記
カルボキシル基は、ベンゼン環に付加されかつ／または安息香酸の一部となり得る。この
ような安息香酸の例を非限定的に挙げると、アセトリゾエート、ダイアトリゾエート、ヨ
ーダミド、イオグリケート、イオサラメート、イオキシサラメート、メトリゾエート、ナ
トリウムメグルミンイオクサグレートなどがある。
【００２０】
　一般的に、塩基は、１つ以上のプロトンを受容する能力を有している。プロトン化形態
において、前記塩基は、一般的には実質的に正に帯電している。非プロトン化形態におい
て、前記塩基は、一般的に実質的に中性であるかまたは非荷電である。適切な弱塩基性薬
剤は、１つ以上の第１級アミン基を有し得る。前記アミンは、プロトンを受容する能力を
有する。前記弱塩基性薬剤は、アミドであり得る。
【００２１】
リポソーム
【００２２】
　本明細書中に用いられる「リポソーム」とは一般的には、球状またはほぼ球状の内部空
洞を含む粒子を指す。リポソーム壁は、脂質二重層を含み得る。これらの脂質は、リン脂
質であり得る。リポソームの作製のために、多数の脂質および／またはリン脂質が利用可
能である。一例として、疎水性部分および極性頭部基部分を有する両親媒性脂質があり、
水中において自然発生的に二重層ベシクル（例えば、リン脂質によって例示されるような
もの）を形成し得るか、または、脂質二重層内に安定的に組み込まれ得、その際のその疎
水性部分は前記二重層膜の内部の疎水性領域と接触し、その極性頭部基部分は前記膜の外
部の極性表面に向かって方向付けられる。
【００２３】
　本明細書中に用いられる「リン脂質」を非限定的に挙げると、ホスファチジン酸（ＰＡ
）、ホスファチジルグリセロール（ＰＧ）、ホスファチジルコリン（ＰＣ）、卵ホスファ
チジルコリン（ＥＰＣ）、リソホスファチジルコリン（ＬＰＣ）、ホスファチジルエタノ
ールアミン（ＰＥ）、ホスファチジルイノシトール（ＰＩ）、フォスファチジルセリン（
ＰＳ）、およびこれらのうち２つ以上の混合物がある。この種のベシクル形成脂質は、２
つの炭化水素鎖（典型的にはアシル鎖）および極性頭部基を有する脂質であり得る。この
クラスに含まれるものとしては、リン脂質（例えば、ホスファチジルコリン（ＰＣ）、ホ
スファチジルエタノールアミン（ＰＥ）、ホスファチジン酸（ＰＡ）、ホスファチジルグ
リセロール（ＰＧ）、ホスファチジルイノシトール（ＰＩ）、およびスフィンゴミエリン
（ＳＭ））などがある。これらのリン脂質は、完全飽和または部分的飽和であり得る。こ
れらのリン脂質は、天然のものまたは合成されたものであり得る。別の例において、前記
リポソーム中に含まれ得る脂質は、糖脂質であり得る。
【００２４】
　本明細書中に記載される例示的リポソーム中において用いられるリン脂質は、約１４個
～約２４個の間の炭素原子の長さを有する２つの炭化水素鎖によって構成され、いずれも
不飽和度が異なっている。これらのリン脂質のいくつかの例を以下に示す。以下に列挙す
るリン脂質は、単独でもあるいは他のリン脂質と組み合わせて用いることもできるが、こ
のリストが全てではないことが意図される。ここに列挙されていない他のリン脂質を用い
ることも可能である。
【００２５】
　リン脂質　ｌ－ミリストイル－２－パルミトイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン
、１－ミリストイル－２－ステアロイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン、ｌ－ミリ
ストイル－２－パルミトイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン、ｌ－ミリストイル－
２－ステアロイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン、１－パルミトイル－２－オレオ
イル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスフェイト（ＰＯＰＡ）、１－パルミトイル－２－オレオ
イル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン、１－パルミトイル－２－オレオイル－ｓｎ－
グリセロ－３－ホスホエタノールアミン（ＰＯＰＥ）、１－パルミトイル－２－オレオイ
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ル－ｓｎ－グリセロ－３－［ホスホ－ｒａｃ－（ｌ－グリセロール）］（ＰＯＰＧ）、１
－パルミトイル－２－オレオイル－ｓｎ－グリセロ－３－［ホスホ－Ｌ－セリン］（ＰＯ
ＰＳ）、１－パルミトイル－２－リノレオイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスフェイト、１
－パルミトイル－２－リノレオイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン、１－パルミト
イル－２－リノレオイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホエタノールアミン、１－パルミト
イル－２－リノレオイル－ｓｎ－グリセロ－３－［ホスホ－ｒａｃ－（ｌ－グリセロール
）］、１－パルミトイル－２－リノレオイル－ｓｎ－グリセロ－３－［ホスホ－Ｌ－セリ
ン］、１－パルミトイル－２－アラキドノイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスフェイト、１
－パルミトイル－２－アラキドノイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン、１－パルミ
トイル－２－アラキドノイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホエタノールアミン、１－パル
ミトイル－２－アラキドノイル－ｓｎ－グリセロ－３－［ホスホ－ｒａｃ－（ｌ－グリセ
ロール）］、１－パルミトイル－２－アラキドノイル－ｓｎ－グリセロ－３－［Ｐｈｏｓ
ｐｈ－Ｌ－セリン］、１－パルミトイル－２－ドコサヘキサエノイル－ｓｎ－グリセロ－
３－ホスフェイト、１－パルミトイル－２－ドコサヘキサエノイル－ｓｎ－グリセロ－３
－ホスホコリン、１－パルミトイル－２－ドコサヘキサエノイル－ｓｎ－グリセロ－３－
ホスホエタノールアミン、１－パルミトイル－２－ドコサヘキサエノイル－ｓｎ－グリセ
ロ－３－［ホスホ－ｒａｃ－（ｌ－グリセロール－）］、１－パルミトイル－２－ドコサ
ヘキサエノイル－ｓｎ－グリセロ－３－［ホスホ－Ｌ－セリン］
【００２６】
１－ステアロイル－２－ミリストイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン、１－ステア
ロイル－２－パルミトイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン、１－ステアロイル－２
－オレオイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスフェイト、１－ステアロイル－２－オレオイル
－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン、１－ステアロイル－２－オレオイル－ｓｎ－グリ
セロ－３－ホスホエタノールアミン、１－ステアロイル－２－オレオイル－ｓｎ－グリセ
ロ－３－［ホスホ－ｒａｃ－（ｌ－グリセロール］、１－ステアロイル－２－オレオイル
－ｓｎ－グリセロ－３－［ホスホ－Ｌ－セリン］、１－ステアロイル－２－リノレオイル
－ｓｎ－グリセロ－３－ホスフェイト、１－ステアロイル－２－リノレオイル－ｓｎ－グ
リセロ－３－ホスホコリン、１－ステアロイル－２－リノレオイル－ｓｎ－グリセロ－３
－ホスホエタノールアミン、１－ステアロイル－２－リノレオイル－ｓｎ－グリセロ－３
－［ホスホ－ｒａｃ－（ｌ－グリセロール）］、１－ステアロイル－２－リノレオイル－
ｓｎ－グリセロ－３－［ホスホ－Ｌ－セリン］、１－ステアロイル－２－アラキドノイル
－ｓｎ－グリセロ－３－ホスフェイト、１－ステアロイル－２－リノレオイル－ｓｎ－グ
リセロ－３－ホスホコリン、１－ステアロイル－２－アラキドノイル－ｓｎ－グリセロ－
３－ホスホエタノールアミン、１－ステアロイル－２－アラキドノイル－ｓｎ－グリセロ
－３－［ホスホ－ｒａｃ－（ｌ－グリセロール）］、１－ステアロイル－２－アラキドノ
イル－ｓｎ－グリセロ－３－［ホスホ－Ｌ－セリン］、－ステアロイル－２－ドコサヘキ
サエノイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスフェイト、１－ステアロイル－２－ドコサヘキサ
エノイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン、１－ステアロイル－２－ドコサヘキサエ
ノイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホエタノールアミン、１－ステアロイル－２－ドコサ
ヘキサエノイル－ｓｎ－グリセロ－３－［ホスホ－ｒａｃ－（ｌ－グリセロール）－］、
１－ステアロイル－２－ドコサヘキサエノイル－ｓｎ－グリセロ－３－［ホスホ－Ｌ－セ
リン］、１－オレオイル－２－ミリストイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン、１－
オレオイル－２－パルミトイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン、１－オレオイル－
２－ステアロイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン、１，２－ジミリストイル－ｓｎ
－グリセロ－３－ホスフェイト（ＤＭＰＡ）、１，２－ジミリストイル－ｓｎ－グリセロ
－３－ホスホコリン（ＤＭＰＣ）、１，２－ジミリストイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホス
ホエタノールアミン（ＤＭＰＥ）、１，２－ジミリストイル－ｓｎ－グリセロ－３－［ホ
スホ－ｒａｃ－（ｌ－グリセロール）］（ＤＭＰＧ）、１，２－ジミリストイル－ｓｎ－
グリセロ－３－［ホスホ－Ｌ－セリン］（ＤＭＰＳ）、１，２－ジペンタデカノイル－ｓ
ｎ－グリセロ－３－ホスホコリン、１，２－ジパルミトイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホス



(9) JP 2012-520898 A 2012.9.10

10

20

30

40

50

フェイト（ＤＰＰＡ）、１，２－ジパルミトイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン（
ＤＰＰＣ）、１，２－ジパルミトイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホエタノールアミン（
ＤＰＰＥ）、１，２－ジパルミトイル－ｓｎ－グリセロ－３－［ホスホ－ｒａｃ－（ｌ－
グリセロール）］（ＤＰＰＧ）、１，２－ジパルミトイル－ｓｎ－グリセロ－３－［ホス
ホ－Ｌ－セリン）（ＤＰＰＳ）、１，２－ジフィタノイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスフ
ェイト、１，２－ジフィタノイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン、１，２－ジフィ
タノイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホエタノールアミン、１，２－ジフィタノイル－ｓ
ｎ－グリセロ－３－［ホスホ－ｒａｃ－（ｌ－グリセロール）］、１，２－ジフィタノイ
ル－ｓｎ－グリセロ－３－［ホスホ－Ｌ－セリン］、１，２－ジヘプタデカノイル－ｓｎ
－グリセロ－３－ホスホコリン、１，２－ジステアロイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスフ
ェイト（ＤＳＰＡ）、１，２－ジステアロイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン（Ｄ
ＳＰＣ）、１，２－ジステアロイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホエタノールアミン（Ｄ
ＳＰＥ）、１，２－ジステアロイル－ｓｎ－グリセロ－３－［ホスホ－ｒａｃ－（ｌ－グ
リセロール）］（ＤＳＰＧ）、１，２－ジステアロイル－ｓｎ－グリセロ－３－［ホスホ
－Ｌ－セリン］、１，２－ジブロモステアロイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン、
１，２－ジノナデカノイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン、１，２－ジアラキドイ
ル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン、１，２－ジヘネイコサノイル－ｓｎ－グリセロ
－３－ホスホコリン、１，２－ジベヘノイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン、１，
２－ジトリコサノイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン、１，２－ジリグノセロイル
－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン、１，２－ジミリストレオイル－ｓｎ－グリセロ－
３－ホスホコリン、１，２－ジミリステライドイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン
、１，２－ジパルミトレオイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン、１，２－ジパルミ
テライドイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン、１，２－ジパルミトレオイル－ｓｎ
－グリセロ－３－ホスホエタノールアミン、１，２－ジオレオイル－ｓｎ－グリセロ－３
－ホスホコリン（ＤＯＰＣ）、１，２－ジオレオイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスフェイ
ト（ＤＯＰＡ）、ｌ、２－ジオレオイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン（ＤＯＰＣ
）、１，２－ジオレオイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホエタノールアミン（ＤＯＰＥ）
、１，２－ジオレオイル－ｓｎ－グリセロ－３－［ホスホ－ｒａｃ－（１－グリセロール
）］（ＤＯＰＧ）、１，２－ジオレオイル－ｓｎ－グリセロ－３－［ホスホ－Ｌ－セリン
］（ＤＯＰＳ）、１，２－ジエライドイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン、１，２
－ジエライドイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホエタノールアミン、１，２－ジエライド
イル－ｓｎ－グリセロ－３－［ホスホ－ｒａｃ－（ｌ－グリセロール）］、１，２－ジリ
ノレオイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスフェイト、１，２－ジリノレオイル－ｓｎ－グリ
セロ－３－ホスホコリン、１，２－ジリノレオイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホエタノ
ールアミン、１，２－ジリノレオイル－ｓｎ－グリセロ－３－［ホスホ－ｒａｃ－（ｌ－
グリセロール）］、１，２－ジリノレオイル－ｓｎ－グリセロ－３－［ホスホ－Ｌ－セリ
ン］、１，２－ジリノレノイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン、１，２－ジリノレ
ノイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホエタノールアミン、１，２－ジリノレノイル－ｓｎ
－グリセロ－３－［ホスホ－ｒａｃ－（ｌ－グリセロール）］、１，２－ジエイコセノイ
ル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン、１，２－ジアラキドノイル－ｓｎ－グリセロ－
３－ホスフェイト、１，２－ジアラキドノイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン、１
，２－ジアラキドノイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホエタノールアミン、１，２－ジア
ラキドノイル－ｓｎ－グリセロ－３－［ホスホ－ｒａｃ－（ｌ－グリセロール）］、１，
２－ジアラキドノイル－ｓｎ－グリセロ－３－［ホスホ－Ｌ－セリン］、１，２－ジエル
コイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン、１，２－ジドコサヘキサエノイル－ｓｎ－
グリセロ－３－ホスフェイト、１，２－ジドコサヘキサエノイル－ｓｎ－グリセロ－３－
ホスホコリン、１，２－ジドコサヘキサエノイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホエタノー
ルアミン、１，２－ドコサヘキサエノイル－ｓｎ－グリセロ－３－［ホスホ－ｒａｃ－（
ｌ－グリセロール）］、１，２－ジドコサヘキサエノイル－ｓｎ－グリセロ－３－［ホス
ホ－Ｌ－セリン］、および１，２－ジネルボノイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン
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。
【００２７】
　前記リポソーム組成物は、一定量の脂肪アルコール、脂肪酸および／またはコレステロ
ールエステルまたは他の薬学的に許容可能な賦形剤を含むように、製剤され得る。例えば
、前記リポソームは、主にリン脂質によって構成されるベシクルまたはリポソームを安定
化させることが可能な脂質を含み得る。例えば、２５～４０モル％のコレステロールが用
いられ得る。
【００２８】
　一実施形態において、前記用いられる種類のリポソームは、「立体的に安定したリポソ
ーム」であり得る。立体的に安定したリポソームは、屈曲性の水溶性（親水性）高分子鎖
を含むかまたは屈曲性の水溶性（親水性）高分子鎖によってコーティングされた表面を含
み得る。これらの高分子鎖により、前記リポソームと血漿成分との間の相互作用を回避す
ることができ、血漿成分は、血液細胞がリポソームを取り込み、血液からリポソームを取
り除くことにおいて役割を果たす。立体的に安定したリポソームにより、単核食細胞系の
器官（主に、肝臓および脾臓（細網内皮系またはＲＥＳ））に取り込まれるのを防ぐこと
ができる。このような立体的に安定したリポソームは、「長循環リポソーム」とも呼ばれ
る。
【００２９】
　立体的に安定したリポソームは、高分子鎖で誘導体化された脂質またはリン脂質を含み
得る。一般的に利用可能な脂質またはリン脂質は、上述したもののうちいずれかでよい。
１つの例示的リン脂質として、活性アミノ基を有するホスファチジルエタノールアミン（
ＰＥ）があり、これは、活性ポリマーとの結合において便利であり得る。例示的ＰＥとし
て、ジステアリルＰＥ（ＤＳＰＥ）がある。
【００３０】
　立体的に安定したリポソーム中において適切に利用されるポリマーの例を非限定的に挙
げると、親水性ポリマーのポリビニルピロリドン、ポリメチルオキサゾリン、ポリエチル
オキサゾリン、ポリハイドロオキシプロピルメタクリルアミド、ポリメタクリルアミド、
ポリジメチルアクリルアミド、ポリ乳酸、ポリグリコール酸、および誘導体化されたセル
ロース（例えば、ヒドロキシメチルセルロースまたはヒドロキシエチルセルロース）があ
る。ポリリシンが用いられ得る。適切な脂質（例えばＰＥ）に結合したこれらのポリマー
を含む脂質ポリマー複合体が用いられ得る。他の例示的ポリマーも利用可能である。
【００３１】
　一実施形態において、前記誘導体化された脂質またはリン脂質中のポリマーは、ポリエ
チレングリコール（ＰＥＧ）であり得る。ＰＥＧは、多様な分子量のうちの任意の分子量
を有し得る。一例において、ＰＥＧ鎖の分子量は、約１，０００～１０，０００ダルトン
であり得る。リポソームが形成された後は、前記ＰＥＧ鎖は親水性鎖の表面コーティング
を提供することができ、このコーティングは、このようなコーティングが無い場合にリポ
ソームの血液循環時間を延長するのに十分である。このようなリポソームは、「ペグ化リ
ポソーム」と呼ぶ場合がある。「ペグ化リポソーム」は、いわゆるＳＴＥＡＬＴＨ．ＲＴ
Ｍ．リポソーム（提供元：ＡＬＺＡＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）を含み得る。
【００３２】
　ペグ化リポソームは、表面上にＰＥＧを備えたリポソームも含み得、ここで、前記リポ
ソームの対象者への投与後の一定時期に、前記ＰＥＧが前記リポソームから放出され得る
。一例において、前記ＰＥＧまたは他の親水性ポリマーが前記リポソーム表面および／ま
たは前記リポソーム表面を含む脂質分子に結合する１つ以上の結合または連結があり得る
。一例において、前記結合または連結が開裂し得、これにより、前記ＰＥＧが前記リポソ
ームから分離され得る。例えば、１つ以上のジスルフィド結合により、ＰＥＧが脂質に結
合し得る。このジスルフィド結合は遊離チオールによって開裂され得、これにより、前記
ＰＥＧが前記リポソームから放出される。他の種類の開裂可能な連結または結合を用いて
、前記ポリマーを前記リポソームに結合させることが可能である。他の種類の薬剤または
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化合物を用いて、前記結合または連結を開裂させることができる。
【００３３】
　一例において、前記用いられるリポソームの組成物は、上述したような約１４～２４の
長さの炭素鎖を有するリン脂質のうちの１つ以上を約６０～７５モル％有するものである
。これらのリン脂質のうちの一画分を１つ以上の親水性ポリマーと結合させて、前記リポ
ソーム組成物の約１～２０モル％が高分子鎖によって誘導体化されたリン脂質となるよう
にする。さらに、前記用いられるリポソームは、一般的に前記リポソームの安定化の目的
のために、約２５～４０モル％のコレステロール、若しくは脂肪アルコール、脂肪酸、お
よび／若しくは他のコレステロールエステルまたは他の薬学的に許容可能な賦形剤を有し
得る。
【００３４】
　別の例において、前記リポソームは、一般に「リガンド」と呼ばれる分子（単数または
複数）を有し得る。リガンドは、例えば１つ以上の分子または抗原に特異的に結合または
付着し得るリポソーム表面からアクセス可能である。これらのリガンドは、前記リポソー
ムを特定の細胞または組織に対して方向付けるかまたは標的化し得、当該細胞若しくは組
織上のまたは当該細胞若しくは組織と結合した分子または抗原に結合し得る。前記リガン
ドは、抗体または抗体フラグメントであり得る。前記抗体は、モノクローナル抗体または
フラグメントであり得る。このようなリポソームは、「ターゲットリポソーム」と呼ばれ
る種類のものであり得る。
【００３５】
　一例において、ターゲットリポソームは、抗体分子を前記リポソーム外面に結合させる
ように改変された脂質またはリン脂質を有し得る。これらの改変された脂質は、異なる種
類であり得る。前記改変された脂質は、前記脂質に結合したスペーサー鎖を含み得る。前
記スペーサー鎖は、親水性ポリマーであり得る。前記親水性ポリマーは典型的には、その
官能性末端に抗体を結合するように末端官能基化され得る。前記官能性末端基は、抗体ス
ルフヒドリル基と選択的に結合するマレイミド基であり得る。他の官能性末端基は、抗体
スルフヒドリル基と反応するブロモアセタミドおよびジスルフィド基と、抗体アミン基と
反応する活性化エステルおよびアルデヒド基とを含み得る。ヒドラジド基は、生物学的に
関連のある多数の化合物上において生成され得るアルデヒドに対して反応性がある。ヒド
ラジドはまた、活性エステルまたはカルボジイミド活性化カルボキシル基により、アシル
化され得る。アシル化種として反応するアシルアジド基は、ヒドラジドから容易に入手可
能であり、アミノ含有リガンドの結合を可能にする。
【００３６】
　別の例において、前記リン脂質は、ビオチン分子により改変可能である。前記抗体分子
を前記ビオチン化リポソーム表面に結合させるために、前記リポソームの形成後、前記抗
体分子をビオチンによって改変した後、アビジンの存在下においてインキュベートされ得
る。ビオチン化脂質（例えば、ビオチン化ＰＥ）は、市販されている。
【００３７】
　別の例において、脂質は、ターゲット分子をリポソーム表面に結合させる際に用いられ
る基質により、改変可能である。典型的には、ビオチンなどの基質は、比較的小さい（例
えば、約５，０００ダルトン未満）であるため、脂質二重層構造の崩壊を最小限に抑えつ
つ、多重膜リポソーム内に取り込むことが可能である。前記基質は、ターゲット分子に不
可逆的に結合可能であり、これにより、前記ターゲット分子は、血流中での寿命中、前記
リポソームに結合し続けることができる。
【００３８】
造影剤を含むリポソームの調製
【００３９】
　リポソームは、多様な方法によって調製可能である。例示的方法を非限定的に挙げると
、乾燥脂質の水和、脂質の揮発性有機溶液を水溶液中に入れることによる前記有機溶液の
蒸発、脂質および洗浄剤または界面活性剤の水溶液の透析による前記洗浄剤または界面活
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性剤およびその他の除去などがある。
【００４０】
　リポソームは、１つ以上の造影剤を含み得るかまたは１つ以上の造影剤と結合し得る。
一例において、前記リポソームは、前記造影剤を含み得る。リポソーム作製プロセスにお
いて、前記造影剤は、任意のときに付加され得る。例えば、造影剤をリポソーム成分と結
合させた後、リポソームを形成することができる。造影剤は、リポソーム作製時において
、リポソーム成分と組み合わせることができる。造影剤はまた、リポソーム形成後に付加
することもできる。造影剤とリポソームとを結合させるための他の方法も存在し得る。一
般的に、本質的に親水性である造影剤の場合、リポソーム粒子の内部空洞内へ配置するか
またはリポソーム粒子の内部空洞と結合させることができる。本質的に脂溶性である造影
剤の場合、リポソーム粒子の脂質二重層内へ配置するかまたはリポソーム粒子の脂質二重
層と結合させることができる。一般的に、本明細書中の造影剤は、前記リポソームの内部
空洞へ配置されるかまたは結合される。例示的リポソームは、ヨウ化造影剤の使用時にお
いて、少なくとも３０ｍｇヨウ素／ミリリットル（Ｉ／ｍＬ）のリポソーム懸濁液を含む
。前記リポソームの一例は、約３５～約２５０ｍｇＩ／ｍＬのリポソーム懸濁液を含み得
る。前記リポソームの一例は、約３７～約２００ｍｇＩ／ｍＬのリポソーム懸濁液を含み
得る。前記リポソームの一例は、約８０～約１６０ｍｇＩ／ｍＬのリポソーム懸濁液を含
み得る。前記リポソームの一例は、約１００～約１２０ｍｇＩ／ｍＬのリポソーム懸濁液
を含み得る。前記リポソームの一例は、約８５～約１００ｍｇＩ／ｍＬのリポソーム懸濁
液を含み得る。前記リポソームの一例は、約１００ｍｇＩ／ｍＬを超えるリポソーム懸濁
液を含み得る。
【００４１】
　前記造影剤を前記リポソームにロードする方法としては、多様な方法がある。例示的方
法は、図１～図３のフロー図を参照すれば、より深く理解され得る。説明を簡単にするた
め、図示の方法を一連のブロックとして図示および記述しているが、これらの方法はブロ
ックの順序に限定されず、図示および記載以外にも、いくつかのブロックを異なる順序で
発生させかつ／または他のブロックと同時に行ってもよいことが理解される。さらに、例
示的方法の実施に際して、図示の全ブロック数よりも少数のブロックが必要になる場合も
ある。ブロックは、複数の要素と組み合わせてもよいし、あるいは複数の要素内に分離し
てもよい。さらに、追加的および／または代替的方法により、さらなる図示されないブロ
ックが用いられ得る。図面中、多様な活動が順次行われるが、多様な活動を同時に行って
もよいし、実質的に並列で行ってもよいし、かつ／または実質的に異なる時点において行
ってもよいことが理解される。図１～図３の図は、記載の例の実行を限定することを意図
していない。
【００４２】
　図１は、造影剤を含むかまたは造影剤と結合したリポソームを調製する例示的方法１０
０を示す。前記方法は、用いるべき造影剤を１つ以上選択するステップ（ブロック１０５
）を含み得る。前記方法はまた、前記１つ以上の造影剤の存在下においてリポソームを形
成するステップ（ブロック１１０）を含み得る。一般的に、ブロック１１０として図示さ
れるステップは、リポソーム調製方法として上述した方法を用いて行うことができる。こ
れらの方法は、乾燥脂質の水和、脂質の揮発性有機溶液を水溶液中に入れることによる前
記有機溶液の蒸発、脂質および洗浄剤または界面活性剤の水溶液の透析による前記洗浄剤
または界面活性剤およびその他の除去などを含み得る。
【００４３】
　顕著なことに、前記リポソームは、高圧において、高流量においてまたは高圧かつ高流
量において前記リポソームを押し出すことにより、大幅に安定化させることができる（ブ
ロック１１５）。前記押出圧力および／または前記流量は、いくつかの方法によって操作
可能である。２つの例示的方法として、フィルタの細孔径の変更と、使用フィルタの構成
の変更とがある。一般的に、前記流量は、全細孔面積あたりの流量（ＬＰＨ／ｍ２）を測
定することにより、計算される。前記細孔径により、フィルタの外径寸法に対して、使用
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するフィルタの細孔密度を定義することができる。細孔領域あたりの流量が高くなりかつ
溶液を押し出す圧力が高くなるほど、その結果得られるリポソームがより安定することが
分かっている。
【００４４】
　一実施形態において、「高」流量は、全細孔面積あたりの流量（ＬＰＨ／ｍ２）が少な
くとも約８００～１，０００ＬＰＨ／ｍ２であり得る。別の実施形態において、「高」流
量は、全細孔面積あたりの流量が約１，０００～５，０００ＬＰＨ／ｍ２であり得る。別
の実施形態において、「高」流量は、全細孔面積あたりの流量が約５，０００～１５，０
００ＬＰＨ／ｍ２であり得る。別の実施形態において、「高」流量は、全細孔面積あたり
の流量が約１５，０００～２５，０００ＬＰＨ／ｍ２であり得る。別の実施形態において
、「高」流量は、全細孔面積あたりの流量が約２５，０００～５０，０００ＬＰＨ／ｍ２

であり得る。さらに別の実施形態において「高」流量は、全細孔面積あたりの流量が５０
，０００ＬＰＨ／ｍ２を超え得る。
【００４５】
　一実施形態において、「高」押出圧力は、少なくとも４０ｐｓｉの圧力を含み得る。別
の実施形態において、「高」押出圧力は、少なくとも約５０ｐｓｉの圧力を含み得る。別
の実施形態において、「高」押出圧力は、約５０～１００ｐｓｉの圧力を含み得る。別の
実施形態において、「高」押出圧力は、約１００ｐｓｉを超える圧力を含み得る。別の実
施形態において、「高」押出圧力は、約１００～１５０ｐｓｉの圧力を含み得る。別の実
施形態において、「高」押出圧力は、約１００～２００ｐｓｉの圧力を含み得る。別の実
施形態において、「高」押出圧力は、約２００ｐｓｉを超える圧力を含み得る。別の実施
形態において、「高」押出圧力は、約２００～２５０ｐｓｉの圧力を含み得る。別の実施
形態において、「高」押出圧力は、約２４０ｐｓｉの圧力を含み得る。別の実施形態にお
いて、「高」押出圧力は、２５０ｐｓｉを超える圧力を含み得る。
【００４６】
　図２は、造影剤を含むかまたは造影剤と結合したリポソームの調製のための別の例示的
方法２００を示す。前記方法は、用いるべき造影剤を１つ以上選択するステップ（ブロッ
ク２０５）を含み得る。前記方法はまた、前記１つ以上の造影剤を濃縮するステップ（ブ
ロック２１０）を含み得る。前記方法はまた、前記１つ以上の造影剤の存在下においてリ
ポソームを形成するステップ（ブロック２１５）を含み得る。前記方法はまた、上述した
ように前記リポソームを押し出すステップ（ブロック２２０）と、前記リポソームを濃縮
するステップ（ブロック２２５）とを含み得る。
【００４７】
　前記１つ以上の造影剤を濃縮するステップ（ブロック２１０）は、多様な方法を用いて
実行可能である。一例において、１つ以上の造影剤の市販溶液を前記方法を用いて濃縮す
ることができる。一例において、前記造影剤を溶液から沈殿させ、前記沈殿した造影剤を
、オリジナル溶液よりも高濃度の液体中に懸濁させることができる。別の例において、溶
液中の造影剤を蒸発により濃縮させることができる。蒸発の一例として、回転蒸発がある
。他の方法も利用可能である。一例において、造影剤溶液は、少なくとも１０％だけ濃縮
され得る。一例において、造影剤溶液は、１００％（すなわち、２倍）以上だけ濃縮され
得る。別の例において、固形の造影剤を比較的高濃度で（例えば、市販の溶液中の造影剤
よりも高濃度で）液体中に溶解させることができる。一例において、加熱を用いて、溶液
中の造影剤の溶解度を増すことができる。別の例において、別の溶媒よりも造影剤の溶解
度が良好である溶媒が用いられ得る。
【００４８】
　リポソーム懸濁液の粘度は、一般的にはリポソームの濃度によって決定するものであり
、一般的にはリポソーム内容物の粘度によって決定するのではないことが理解されるであ
ろう。例えば、リポソームに封入されている造影剤は、ゲル相を形成し得、さらには前記
リポソーム内において結晶化し得る（例えば、温度低下時）。一般的に、このような現象
はリポソーム懸濁液に対して影響せず、（例えば、リポソームからの造影剤の漏出可能性
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の低減により）リポソーム懸濁液の安定性を促進し得る。
【００４９】
　リポソームを溶液中に生成した後、前記溶液中のリポソーム数を実質的に変化させるこ
となく前記溶液の体積を低減することにより、前記リポソーム溶液を濃縮して、より濃縮
されたリポソーム溶液を得ることができる。前記リポソームを濃縮するステップ（ブロッ
ク２２５）は、多様な方法を用いて行うことができる。前記リポソームが水溶液中にある
場合、水除去による濃縮を脱水と呼ぶ。１つの例示的脱水方法として、透析濾過がある。
透析濾過の一例において、液体中のリポソーム懸濁液をフィルタまたは膜に通過させるこ
とで、一定量のリポソームが懸濁されている液体の量を低減する。透析濾過を用いて、未
封入のヨウ素を前記リポソーム懸濁液から除去することにも用いられる。
【００５０】
　他の例示的方法を挙げると、イオン交換、超遠心分離法を用いたリポソーム洗浄、透析
などがある。これらの方法により得られた例示的リポソーム懸濁液の濃度は、約３５～２
５０ｍｇＩ／ｍＬであり得る。前記リポソームの一例は、３７～２００ｍｇＩ／ｍＬのリ
ポソーム懸濁液を含み得る。前記リポソームの一例は、１００ｍｇＩ／ｍＬを超えるリポ
ソーム懸濁液を含み得る。これらの方法により、リポソーム懸濁液から不純物を除去する
こともできる。一例において、前記不純物は、リポソームに封入されなかったかまたはリ
ポソームと結合しなかった造影剤を含み得る。
【００５１】
　図３は、造影剤を含むかまたは造影剤と結合したリポソームの調製のための別の例示的
方法３００を示す。方法３００は、ローディング剤の存在下においてリポソームを形成す
るステップ（ブロック３０５）を含み得る。前記方法はまた、前記リポソームの界面と外
部との間にイオン勾配を確立するステップも含む（ブロック３１０）。前記方法はまた、
１つ以上のイオンヨウ化ベンゼンを前記リポソーム中にロードするステップ（ブロック３
１５）も含み得る。
【００５２】
　図３に示す方法は、アクティブローディング法またはリモートローディング法と呼ばれ
る種類またはクラスのものである。アクティブローディング法またはリモートローディン
グ法の一例において、前記リポソーム（例えば、造影剤）内に含まれるべき造影剤または
薬剤は、リポソームの形成または部分的形成後に、前記リポソーム内に入り得る。このよ
うにして形成されたリポソームは、一般的には作製プロセスが完了したものである。部分
形成されたリポソームは、前記作製プロセスを完了していない場合がある。
【００５３】
　１つの例示的方法において、前記リポソームの外部と前記リポソームの内部からまたは
両者の間において、イオン勾配を確立することができる（例えば、前記リポソーム外部の
１つ以上のイオンの濃度は、前記リポソーム内部の濃度と異なる）。前記リポソーム中に
ロードすべき造影剤は、前記リポソーム外部から前記リポソーム内部へと移動することが
できる。この移動は、前記リポソームの膜を通じた造影剤の移動に起因し得る。一般的に
、膜中を移動可能な造影剤は、荷電または非荷電において実質的に中性であり得る。この
移動は、濃度勾配に基づき得る（例えば、前記リポソーム外部の造影剤の濃度は、前記リ
ポソーム内部の造影剤よりも高濃度である）。この移動は、イオン勾配に基づき得る。こ
の移動は、他の要素または多様な要素の組み合わせに基づき得る。前記リポソーム内部に
入った後、前記リポソーム内部のイオン濃度は前記リポソーム外部のイオン濃度と異なる
ため、前記造影剤が前記リポソーム内から出て行くことを遅延または回避することができ
る。一例において、前記リポソーム内部のイオン濃度は前記リポソーム外部のイオン濃度
と異なるため、前記造影剤が前記リポソーム内から出て行くことを遅延または回避するこ
とができるように、前記造影剤が化学的に修正され得る。
【００５４】
　１つの例示的イオン勾配は、ｐＨ勾配であり得る。水和リポソームは、選択された内部
および外部ｐＨを有し得る。このｐＨは、前記リポソームの形成環境のｐＨに基づいて、
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選択され得る。その後、前記内部ｐＨと異なる選択されたｐＨが得られるまで、内部に前
記水和リポソームが存在する外部溶液を滴定する。前記外部溶液を、前記内部ｐＨと異な
る選択されたｐＨを有する別の溶液と交換してもよい。例えば、内部に前記リポソームが
存在するオリジナル外部溶液のｐＨは５．５であり得、ｐＨが８．５であり得る溶液が得
られるまで、このオリジナル外部溶液を滴定するかまたは交換する。造影剤が前記リポソ
ーム内に入った後、前記リポソーム内部の造影剤は、１つ以上のプロトンを受容または提
供することにより、化学的に修正され得る。１つ以上のプロトンを受容または提供した造
影剤は、帯電され得る。前記帯電した造影剤は、前記リポソーム膜を通過することができ
ないかまたは前記リポソーム膜を通過しないよう抑制される。これらのリポソーム中にお
いて、前記造影剤は、前記リポソームから出て行くことができないかまたは前記リポソー
ムから出て行く能力が抑制される。
【００５５】
　アクティブローディング法またはリモートローディング法の別の例において、前記形成
されたかまたは部分的に形成されたリポソームは、ローディング剤を含み得る。例えば、
前記リポソームは、前記ローディング剤の存在下において形成され得る。ローディング剤
により、前記リポソーム内への造影剤の進入が支援または促進され得る。前記ローディン
グ剤により、前記リポソーム内の特定の状態（例えば、水素イオン濃度）の確立が促進さ
れ得る。前記ローディング剤により、造影剤の化学的修正が促進され得る（例えば、前記
造影剤が１つ以上のプロトンを受容または提供することの促進）。前記ローディング剤に
より、前記リポソーム内に進入した造影剤が前記リポソームから出て行くことを回避また
は遅延させることができる。
【００５６】
　一つの例示的アプローチにおいて、弱酸性造影剤（ｐＫａがおよそ４．０～６．５）が
リポソーム中にロードされる。このような薬剤は、弱い両親媒性であり得る。前記弱酸性
薬剤は、プロトン化形態において、実質的に非荷電であり得る。前記弱酸性薬剤は、非プ
ロトン化形態において、実質的に負に帯電し得る。一般的に、このような弱酸性薬剤は、
１つ以上の遊離カルボキシル基を有し得る。このような遊離カルボキシル基は、プロトン
を提供することができるため、イオン化が可能である。例示的な弱酸性造影剤を挙げると
、アセトリゾエート、ダイアトリゾエート、ヨーダミド、イオグリケート、イオサラメー
ト、イオキシサラメート、メトリゾエート、イオクサグレートなどがある。
【００５７】
　このアプローチの一例において、酢酸カルシウム（例えば、（ＣＨ３ＣＯＯ）２Ｃａ）
の存在下において、リポソームを形成することができる。前記酢酸カルシウムは、ローデ
ィング剤であり得る。酢酸カルシウムは、前記リポソーム内部および外部溶液に存在する
。その後、例えば希釈によって酢酸カルシウムを前記リポソームの外部の相から除去する
ことができる。前記リポソーム内部の酢酸カルシウムは、カルシウムイオンと酢酸イオン
とに解離し得る。酢酸イオンは、リポソーム内において水と結合して、酢酸と水酸化物イ
オンになり得る。前記リポソーム外部の溶液を希釈すると、前記リポソーム内の酢酸が前
記リポソーム内から前記外部溶液内へと拡散し得、その結果、前記リポソーム内に水酸化
物イオンが残り得る。その結果、前記リポソーム内部が前記リポソーム外部よりもより塩
基性となるｐＨ勾配が得られる。大量の弱酸性造影剤がプロトン化されかつ非荷電状態で
あるｐＨにおいて弱酸性造影剤を外相に付加した場合、前記造影剤は、前記リポソーム内
へと移動し得る。このような移動は、前記薬剤の外部から内部への濃度勾配に起因し得る
。このような移動は、アンモニアが前記リポソームから移動するといった浸透平衡に対し
て有利に働く力に起因し得る。このような移動は、他のまたはさらなる力またはこのよう
な力の組み合わせに起因し得る。前記造影剤が前記リポソーム内部に移動すると、前記造
影剤は、１つ以上のプロトンを提供し得、負に帯電し得、前記リポソームから出て行くこ
とが遅延または抑制され得る。このアプローチに対する追加、代替および変更が存在し得
る。
【００５８】
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　一つの例示的アプローチにおいて、弱塩基性造影剤（ｐＫａはおよそ６．５～８．５の
）薬剤がリポソームにロードされ得る。このような薬剤は、弱い両親媒性であり得る。前
記弱塩基性薬剤は、一般的には中性のｐＨまたはその近傍において非荷電であり得る。前
記弱塩基性薬剤は、非プロトン化形態において、実質的に非荷電であり得る。前記弱塩基
性薬剤は、プロトン化形態において、実質的に正に帯電され得る。一般的には、このよう
な弱塩基性薬剤は、１つ以上の第１級アミン基を有し得る。このような第１級アミン基は
、プロトンを受容可能であるため、イオン化可能であり得る。このような弱塩基性薬剤は
、アミドであり得る。
【００５９】
　このアプローチの一例において、リポソームは、硫酸アンモニウム（（ＮＨ４）Ｓ０４

）の存在下において形成され得る。前記硫酸アンモニウムは、ローディング剤であり得る
。硫酸アンモニウムは、前記リポソーム内部および前記外部溶液に存在する。その後、例
えば希釈により、前記硫酸アンモニウムを前記リポソームの外部の相から除去することが
できる。前記リポソーム内の硫酸アンモニウムは、アンモニウムイオン（ＮＨ４

＋）およ
び硫酸イオン（ＳＯ４

－）に解離し得る。前記リポソーム内のアンモニウムイオンは、ア
ンモニアおよび水素イオンに解離し得る。前記リポソームの外部の溶液を希釈すると、前
記リポソーム内部のアンモニアが前記リポソーム内から前記外部溶液内へと拡散し得、そ
の結果、前記リポソーム内に水素イオンが残り得る。その結果、前記リポソーム内部が前
記リポソーム外部よりもより酸性となるｐＨ勾配が得られる。大量の弱酸性造影剤が非プ
ロトン化されかつ非荷電状態であるｐＨにおいて弱酸性造影剤を外相に付加した場合、前
記造影剤は、前記リポソーム内へと移動し得る。このような移動は、前記造影剤の外部か
ら内部への濃度勾配に起因し得る。このような移動は、アンモニアが前記リポソームから
移動するといった浸透平衡に対して有利に働く力に起因し得る。このような移動は、他の
またはさらなる力またはこのような力の組み合わせに起因し得る。前記造影剤が前記リポ
ソーム内部に移動すると、前記造影剤は、１つ以上のプロトンを受容し得、正に帯電し得
、前記リポソームから出て行くことが遅延または抑制され得る。このアプローチに対する
追加、代替および変更が存在し得る。多様な他のアクティブローディング法またはリモー
トローディング法も存在し得る。
【００６０】
　リポソーム作製後、リポソームを操作する技術を使用することができる。例えば、標準
的な技術によって生成されるリポソームの調製は、作製後のサイズおよびラメラリティ（
即ち、壁の厚さ）が異なり得る。技術（例えば、リポソームを高せん断力にさらす技術、
リポソームを複数の膜を通じて押し出す技術、またはリポソームの超音波処理技術）を用
いて、所望のサイズのリポソームを選択するか、または、リポソームが所望のサイズにな
るまでリポソームを改変することができる。これらの方法によってリポソームを操作した
後、前記リポソームのサイズ分布を測定することで、所望のサイズのリポソームを確かに
得られるようにすることができる。技術（例えば、フラウンホーファー回折および動的光
散乱（ＤＬＳ））を用いて、前記リポソームのサイズ分布を測定することができる。これ
らの技術は、フラウンホーファー回折の場合、一般的には測定されたリポソームと同じ光
散乱特性を有する球体の直径に相当し得る球径の直径を測定するものである。ＤＬＳの場
合、相当する球径は、測定されたリポソームと同じ拡散係数を有する球体の直径であり得
る。一般的に、前記例示的リポソームの平均直径は１５０ｎｍ以下であり得る。例示的な
リポソーム調製物の平均直径は、およそ１２０ｎｍ以下であり得る。例示的なリポソーム
調製物の平均直径は、およそ１００ｎｍ以下であり得る。他のサイズも利用可能であるこ
とが理解されるであろう。
【００６１】
　一実施形態において、リポソーム１ｍＬあたり３０ｍｇを超えるイオヘキソールを保持
するナノスケールのリポソーム製剤が、パッシブローディングを用いて製剤される。この
製剤において、二重層の脂質組成を以下に示すように調節して、この量の造影剤を封入で
きるようにする。一例において、Ｃｌ６鎖長の純粋なＤＰＰＣ（１，２－ジパルミトイル
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－ｓｎ－グリセロ－３－ホスファチジルコリン）と、約４０モル％のコレステロールおよ
び５モル％のｍＰＥＧ－ＤＳＰＥ（Ｎ－（カルボニルメトキシポリエチレングリコール２
０００）－１，２－ジステアロイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスファチジルエタノールア
ミン）（長循環性を与えるポリエチレングリコール共役脂質）と共に用いることで、リポ
ソーム内の活性分子の封入を、（水素化大豆ＰＣ（ＨＳＰＣ）、Ｃｌ６およびＣｌ８脂質
の混合物、またはＣｌ８鎖長の純粋なＤＳＰＣ（１，２－ジステアロイル－ｓｎ－グリセ
ロ－３－ホスホコリン）を用いた場合に可能な封入よりも）２０％だけ高める。５５モル
％のＤＰＰＣ、４０モル％のコレステロールおよび５モル％のｍＰＥＧ－ＤＳＰＥおよび
３５０ｍｇＩ／ｍＬのイオヘキソール溶液の製剤を用いて、３０ｍｇＩ／ｍＬを超える全
体濃度が達成され、ＤＬＳによって決定された平均リポソーム直径は１００．６．＋－０
．３ｎｍである。
【００６２】
　別の実施形態において、リポソーム１ｍＬあたり８０ｍｇを超えるイオヘキソールを保
持するリポソーム製剤が、パッシブローディングを用いて製剤される。この製剤において
、３５０ｍｇＩ／ｍＬのイオヘキソール溶液を少なくとも４００～４５０ｍｇＩ／ｍＬに
濃縮して、前段において説明したようなリポソームを調製するために用いる。リポソーム
入手後、前記リポソーム懸濁液を濃縮する。この製剤を用いた場合、リポソーム懸濁液の
濃度は、８５ｍｇＩ／ｍＬを超える。
【００６３】
薬学的組成物および対象者への投与
【００６４】
　１つ以上の造影剤を含みかつまたは１つ以上の造影剤と結合したリポソームは、対象者
への投与に適した薬学的組成物の一部とすることができる。前記組成物は、一般的には、
前記組成物を対象領域へと送達するためのルートを用いて投与される。一例において、造
影剤組成物は、対象者の静脈、動脈、皮下または他の経路を通じて、非経口的に対象者に
投与される。
【００６５】
　特定の薬学的組成物の製剤は、一般的には、当該組成物の患者への投与方法によって異
なる。前記薬学的組成物は、塩、緩衝剤、防腐剤、他の賦形剤および他の任意の薬剤を含
み得ることが理解されるであろう。非経口の投与に適した組成物を挙げると、無菌でパイ
ロジェンフリーの水性または油性の調製物があり、これらの調製物は、一般的には対象者
の血液と等浸透圧になっている。この水性の調製物は、適切な分散剤または湿潤剤および
懸濁化剤を用いた公知の方法により、製剤され得る。無菌の注入可能な調製物は、無菌の
注入可能な溶液、または非経口で受容可能な無毒の希釈剤若しくは溶剤中の懸濁液でもよ
い。受容可能な賦形剤および溶剤としては、水、リンゲル液、等浸透圧の塩化ナトリウム
または他の塩、ブドウ糖、リン酸緩衝生理食塩水等、またはこれらの組み合わせがある。
【００６６】
　前記用いられる薬学的組成物は、安定剤、防腐剤、緩衝剤、酸化防止剤、または他の添
加物も含み得る。加えて、無菌の固定油も、溶剤または懸濁媒体として使用可能である。
さらに、脂肪酸（例えば、オレイン酸）が、注入可能な調製物に利用可能である。前記投
与に適したキャリア製剤については、Ｒｅｍｉｎｇｔｏｎ'ｓ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉ
ｃａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ（Ｍａｃｋ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ　Ｃｏ．、Ｅａｓｔｏｎ、
Ｐａ．）中に記載がある。前記薬学的組成物は、単位剤形で、便利に提供することができ
る。
【００６７】
　非経口投与においては、薬学的組成物を対象部位に送達するための注射器、カテーテル
または類似のデバイスの使用が企図される。送達の結果、少なくとも初期において、当該
薬学的組成物は、対象者の循環系を通して全身に分配される。
【００６８】
　前記組成物は画像化時にも投与可能ではあるものの、一般的に、対象者への薬学的組成



(18) JP 2012-520898 A 2012.9.10

10

20

30

40

50

物の投与は、対象者の画像化の実行前に行われることが多い。一定量の前記薬学的組成物
が投与されると、前記対象者の１つ以上の組織のコントラストが好適に強調される。最終
的には、担当の医師または技術者が、大抵、対象者への薬学的組成物の投与量を決定する
であろう。一般的に、このようなコントラスト強調結果は、薬学的組成物中において前記
造影剤を用いない場合のコントラスト強調レベルを必ず上回ることができる。コントラス
ト強調結果の例としては、１つ以上の器官系（例えば、血管系）に対して少なくとも約５
０ＨＵ、少なくとも約１００ＨＵ以上を得ることができる。
【００６９】
用途
【００７０】
　造影剤を含むリポソームの組成物またはその薬学的組成物は、対象者に投与した場合、
対象者の血液および／または臓器中の造影剤レベルを保持することができ、その結果、コ
ントラスト強調が得られ、Ｘ線画像化技術により検出可能となる。このコントラスト強調
は、長時間にわたって検出可能である。特定の用途に応じて、本明細書中に記載される組
成物は、循環系において、数分間～数時間さらには数日間さえもの半減期を有し得る。一
例では、循環系において８～２４時間の半減期を得ることができる。一例において、組成
物の投与によって得られたコントラスト強調は、投与後少なくとも３０分間にわたって検
出可能である。別の例において、組成物の投与によって得られたコントラスト強調は、投
与後少なくとも５分間にわたって検出可能である。多くの用途（例えば、解剖学的画像化
、機能的画像化および分子的画像化における用途）が可能である。例えば、本明細書中に
記載の組成物は、心臓学、腫瘍学、神経学および他の分野の用途に用いることができる。
【００７１】
　一実施形態において、血液プール画像化を用いた虚血の検出、および場合によっては、
虚血の定量化が可能である。例えば、前記薬学的組成物を注入した場合、血管系全体のコ
ントラストが変化することが多いため、虚血において見受けられるような血流低下を検出
することができる。多様な種類の虚血が検出可能であり、例えば、虚血性腸疾患、肺閉塞
症を引き起こす虚血や、心筋症等の原因となる種類の虚血を検出することができる。
【００７２】
　一実施形態において、本明細書中に記載の組成物を心臓画像化において用いて、狭窄の
検出、検査および／または評価を行って、例えば血管形成術において行われるような狭窄
の治療および改善を行うことができる。本明細書中に述べたような造影剤調製物の利用を
通じて、このような技術の有効性を高めることができる。
【００７３】
　一実施形態において、本明細書中に記載の組成物を用いて、心筋微小循環不全を検出す
ることができる。心筋微小循環は、心外膜動脈が閉塞する兆候を示す前に閉塞の兆候を示
すことが知られている。そのため、心筋微小循環の閉塞を検出することにより、危険な状
態にある患者における発症前のアテローム性動脈硬化症を、従来方法よりも早く検出する
ことが可能になる。本明細書中に記載の組成物により、心筋微小循環の閉塞の検出が促進
され得る。
【００７４】
　別の実施形態において、本明細書中に記載の組成物を用いて、広範囲の腫瘍および癌の
検出および特徴付けが可能となる。これらの用途は、循環系において長時間存在する立体
的に安定したリポソームの特性によって容易にされ得、腫瘍部内のように血管系が「漏出
しやすい」部位の溢出を容易にし得る。腫瘍部内の血管系の漏れやすさは、新生血管の割
合が高いことに起因するものであり、腫瘍サイズ増大に伴う継続的な血管形成の結果であ
る。このような漏出しやすい血管系の場合、リポソームは、静水圧によって溢出液と共に
流れることで前記循環系から出ていく。このようなリポソームは、大抵、溢出後前記循環
系には戻らない。なぜならば、戻ろうとする力に圧力勾配が対抗するからである。このよ
うな方法は、原発腫瘍および転移性腫瘍の両方を検出することに用いられ得る。
【００７５】
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　他の実施形態において、前記組成物を用いて、腫瘍の「病期分類」および／または分類
を行うことができる。これらの用途は、特に、進行度の違う所与の腫瘍または癌の血管系
の「漏出し易さ」の差によって決まる。
【００７６】
　一実施形態において、前記組成物は、損傷した脊髄の損傷および治癒の監視および特徴
付けの分野において用いることができる。典型的な脊髄損傷（例えば、自動車事故で生じ
たもの）においては、脊髄の周囲組織も損傷し得る。周囲組織の治癒プロセスは、脊髄の
治癒に悪影響を及ぼし得ると考えられている。周囲組織中の新生血管系の形成（例えば、
周囲組織の治癒によって生じるもの）は、脊髄治癒を妨げ得ると考えられている。周囲組
織の治癒と周囲組織の新生血管系の形成とを抑制することにより、脊髄が治癒し得ると考
えられている。その結果、周囲組織が治癒し得る。本明細書中に記載の造影剤組成物は、
脊髄の周囲組織の治癒および治癒抑制を監視することにおいて、有用であり得る。
【００７７】
　本明細書中に記載の組成物には、他にも多様な用途があり得る。例えば、前記組成物は
、炎症、再かん流傷害などの検出および監視に用いることができる。
【００７８】
　さらに、前記造影剤組成物を含むリポソームは、例えばリポソーム表面に抗体を結合さ
せることにより、対象者体内の所望の細胞および組織をターゲットとすることができる。
このようなターゲット化により、ターゲットとされる身体部位のコントラストを強調する
ことが可能になる。
【００７９】
　前記造影剤組成物は、前述したような漏出し易い血管の領域を除けば、体内において比
較的長い滞留時間および低い溢出を有し得、腎臓に比較的無毒であり得、体の特定部位を
ターゲット化するよう利用可能である。さらに、イオン化された造影媒体に伴う、従来の
浸透圧に関連する有毒性の問題は、リポソーム封入物においては問題とならない。なぜな
らば、高浸透圧相はリポソームの内部に存在し、通常は血液には晒されないからである。
【００８０】
実施例
【００８１】
実施例１：プリーツ型フィルタを用いた、イオヘキソールを含むペグ化リポソームのパイ
ロットスケール調製
【００８２】
　例示的なリポソームイオヘキソール製剤は、以下のようにして調製可能である。簡単に
述べると、１，２－ジパルミトリ－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン（ＤＰＰＣ）、コ
レステロール（ｃｈｏｌ）およびＮ－（カルボニルメトキシポリエチレングリコール２０
００）－１，２－ジステアロイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホエタノールアミン（ＤＳ
ＰＥ－ＭＰＥＧ２０００）の５５：４０：５のモル比における脂質混合物（１５０ｍＭ）
を、エタノール中に７０℃において溶解した。前記エタノール溶液をイオヘキソール溶液
（３５０ｍｇＩ／ｍＬ）により９０分間水和した。リポソームを、１つ以上の１０インチ
長さのＧＥポリカーボネートエッチング飛跡プリーツ型フィルタを通じて押し出した（す
なわち、前記リポソームを１つのこのようなフィルタを通じて押し出すが、当該フィルタ
が詰まった場合あるいは利用不可能となった場合、当該フィルタを別のフィルタと交換し
た後、押出を行った）。前記プリーツ型フィルタを、ステンレススチール（ＳＳ－３１６
）ハウジング内に収容した。１つ以上の２００ｎｍ細孔径プリーツ型フィルタを通じて平
均圧力２０ｐｓｉおよび平均流量３４８ＬＰＨ／（細孔領域のｍ２）において、少なくと
も８回押出を行った。その後、１つ以上の１００ｎｍ細孔径プリーツ型フィルタを通じて
平均圧力３４ｐｓｉおよび平均流量３４８ＬＰＨ／（細孔領域のｍ２）において、少なく
とも５回押出を行った。５００ｋＤａカットオフのＭｉｃｒｏＫｒｏｓ（登録商標）透析
濾過モジュールを用いて、未封入のヨウ素を除去した。
【００８３】
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実施例２：フラットストックフィルタを用いた、イオヘキソールを含むペグ化リポソーム
のパイロットスケール調製
【００８４】
　例示的リポソームイオヘキソール製剤は、以下のようにして調製することができる。簡
単に述べると、１，２－ジパルミトリ－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン（ＤＰＰＣ）
、コレステロール（ｃｈｏｌ）およびＮ－（カルボニルメトキシポリエチレングリコール
２０００）－１，２－ジステアロイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホエタノールアミン（
ＤＳＰＥ－ＭＰＥＧ２０００）の５５：４０：５のモル比における脂質混合物（１５０ｍ
Ｍ）を、エタノール中に７０℃において溶解した。前記エタノール溶液を、イオヘキソー
ル溶液（３５０ｍｇＩ／ｍＬ）により９０分間水和した。その後、前記溶液を８００ｍＬ
　Ｌｉｐｅｘ　Ｔｈｅｒｍｏｌｉｎｅ　押出器上において押し出し、その際、１つ以上の
２００ｎｍ　Ｎｕｃｌｅｐｏｒｅ膜（フラットストックフィルタ）を通じて平均圧力２０
０ｐｓｉおよび平均流量６６７１ＬＰＨ／（細孔領域のｍ２）において少なくとも８回押
し出しを行った。その後、１つ以上の１００ｎｍ　Ｎｕｃｌｅｐｏｒｅ膜を通じて平均圧
力２４０ｐｓｉおよび平均流量１７１６２ＬＰＨ／（細孔領域のｍ２）をにおいて少なく
とも５回押し出しを行った。５００ｋＤａカットオフのＭｉｃｒｏＫｒｏｓ（登録商標）
透析濾過モジュールを用いて、未封入のヨウ素を除去した。
【００８５】
実施例３：フラットストックフィルタを用いた、イオヘキソールを含むペグ化リポソーム
のラボスケール調製
【００８６】
　例示的リポソームイオヘキソール製剤は、以下のようにして調製することができる。簡
単に述べると、１，２－ジパルミトリ－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン（ＤＰＰＣ）
、コレステロール（ｃｈｏｌ）およびＮ－（カルボニルメトキシポリエチレングリコール
２０００）－１，２－ジステアロイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホエタノールアミン（
ＤＳＰＥ－ＭＰＥＧ２０００）の５５：４０：５のモル比における脂質混合物（１５０ｍ
Ｍ）を、エタノール中に７０℃において溶解した。前記エタノール溶液を、イオヘキソー
ル溶液（３５０ｍｇＩ／ｍＬ）により９０分間水和した。その後、前記溶液を１０ｍＬ　
Ｌｉｐｅｘ　Ｔｈｅｒｍｏｌｉｎｅ押出器上において押し出し、その際、１つ以上の２０
０ｎｍ　Ｎｕｃｌｅｐｏｒｅ膜を通じて平均圧力２００ｐｓｉおよび平均流量１８６７６
ＬＰＨ／（細孔領域のｍ２）を通じて、少なくとも８回押し出しを行った。その後、１つ
以上の１００ｎｍ　Ｎｕｃｌｅｐｏｒｅ膜を通じて平均圧力２００ｐｓｉ以上および平均
流量３５０１７ＬＰＨ／（細孔領域のｍ２）において、少なくとも５回押し出しを行った
。５００ｋＤａカットオフのＭｉｃｒｏＫｒｏｓ（登録商標）透析濾過モジュールを用い
て、未封入のヨウ素を除去した。
【００８７】
実施例４：フラットストックフィルタを用いた、イオヘキソールを含むペグ化リポソーム
のラボスケール調製
【００８８】
　例示的リポソームイオヘキソール製剤は、以下のようにして調製することができる。簡
単に述べると、１，２－ジパルミトリ－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン（ＤＰＰＣ）
、コレステロール（ｃｈｏｌ）およびＮ－（カルボニルメトキシポリエチレングリコール
２０００）－１，２－ジステアロイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホエタノールアミン（
ＤＳＰＥ－ＭＰＥＧ２０００）の５５：４０：５のモル比における脂質混合物（１５０ｍ
Ｍ）を、エタノール中に７０℃において溶解した。前記エタノール溶液を、イオヘキソー
ル溶液（３５０ｍｇＩ／ｍＬ）により９０分間水和した。その後、前記溶液を１０ｍＬ　
Ｌｉｐｅｘ　Ｔｈｅｒｍｏｌｉｎｅ押出器上において押し出し、その際、１つ以上の２０
０ｎｍ　Ｎｕｃｌｅｐｏｒｅ膜を通じて平均圧力２０ｐｓｉおよび平均流量２５９４ＬＰ
Ｈ／（細孔領域のｍ２）において少なくとも８回押し出しを行った。その後、１つ以上の
１００ｎｍ　Ｎｕｃｌｅｐｏｒｅ膜を通じて平均圧力４５ｐｓｉ以上および平均流量９７
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３ＬＰＨ／（細孔領域のｍ２）において少なくとも５回押し出しを行った。５００ｋＤａ
カットオフのＭｉｃｒｏＫｒｏｓ（登録商標）透析濾過モジュールを用いて、未封入のヨ
ウ素を除去した。
【００８９】
　以下の表１は、前記製剤の作製に用いられた異なるフィルタサイズ、流量および押出圧
力をまとめたものである。フィルタ全細孔面積あたりのフィルタ流量（ＬＰＨ／ｍ２）と
、フィルタ全面積あたりの流量（ＬＰＨ／ｍ２）とを比較することにより、流量の標準化
を行った。
【表１】

【００９０】
　本明細書中に用いられる「パイロットスケール」という用語は典型的には、約１００ｍ
Ｌ～数キロリットルの範囲の反応体積を意味している点に留意されたい。「ラボスケール
」という用語は典型的には、約１００ｍＬ未満の反応体積を意味する。
【００９１】
　以下の製剤について、以下の実施例５および実施例６中に記載のように調製および試験
を行った。
【００９２】
　製剤Ａ：１，２－ジパルミトリ－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン（ＤＰＰＣ）、コ
レステロール（ｃｈｏｌ）およびＮ－（カルボニルメトキシポリエチレングリコール２０
００）－１，２－ジステアロイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホエタノールアミン（ＤＳ
ＰＥ－ＭＰＥＧ２０００）の５５：４０：５のモル比における脂質混合物（１５０ｍＭ）
を、エタノール中に７０℃において溶解した。前記エタノール溶液をイオヘキソール溶液
（３５０ｍｇＩ／ｍＬ）によって９０分間水和した。１つ以上の１０インチ長さのＧＥポ
リカーボネートエッチング飛跡プリーツ型フィルタを通じてリポソームを押し出した。前
記プリーツ型フィルタを、ステンレススチール（ＳＳ－３１６）ハウジングに収容した。
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１つ以上の２００ｎｍ細孔径プリーツ型フィルタを通じて、平均圧力２０ｐｓｉおよび平
均流量３４８ＬＰＨ／（細孔領域のｍ２）において１６回押し出しを行った。その後、１
つ以上の１００ｎｍ細孔径プリーツ型フィルタを通じて、平均圧力３４ｐｓｉおよび平均
流量３４８ＬＰＨ／（細孔領域のｍ２）において１０回押し出しを行った。５００ｋＤａ
カットオフのＭｉｃｒｏＫｒｏｓ（登録商標）透析濾過モジュールを用いて、未封入のヨ
ウ素を除去した。
【００９３】
　製剤Ｂ：１，２－ジパルミトリ－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン（ＤＰＰＣ）、コ
レステロール（ｃｈｏｌ）およびＮ－（カルボニルメトキシポリエチレングリコール２０
００）－１，２－ジステアロイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホエタノールアミン（ＤＳ
ＰＥ－ＭＰＥＧ２０００）の５５：４０：５のモル比における脂質混合物（１５０ｍＭ）
を、エタノール中に７０℃において溶解した。イオヘキソール溶液（３５０ｍｇＩ／ｍＬ
）により前記エタノール溶液を９０分間水和した。１つ以上の１０インチ長さのＧＥポリ
カーボネートエッチング飛跡プリーツ型フィルタを通じてリポソームを押し出した。前記
プリーツ型フィルタは、ステンレススチール（ＳＳ－３１６）ハウジングに収容した。１
つ以上の２００ｎｍ細孔径プリーツ型フィルタを通じて、平均圧力２０ｐｓｉおよび平均
流量３４８ＬＰＨ／（ｍ２細孔領域）において、１６回押し出しを行った。その後、１つ
以上の１００ｎｍ細孔径プリーツ型フィルタを通じて、平均圧力３４ｐｓｉおよび平均流
量３４８ＬＰＨ／（細孔領域のｍ２）を通じて、１０回押し出しを行った。最後に、１０
０ｎｍ　Ｎｕｃｌｅｐｏｒｅ膜を通じて、平均圧力３０ｐｓｉおよび推定流量１０００Ｌ
ＰＨ／（細孔領域のｍ２）において６回押し出しを行った。５００ｋＤａカットオフのＭ
ｉｃｒｏＫｒｏｓ（登録商標）透析濾過モジュールを用いて、未封入のヨウ素を除去した
。
【００９４】
　製剤Ｃ：１，２－ジパルミトリ－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン（ＤＰＰＣ）、コ
レステロール（ｃｈｏｌ）およびＮ－（カルボニルメトキシポリエチレングリコール２０
００）－１，２－ジステアロイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホエタノールアミン（ＤＳ
ＰＥ－ＭＰＥＧ２０００）の５５：４０：５のモル比における脂質混合物（１５０ｍＭ）
を、エタノール中に７０℃において溶解した。前記エタノール溶液を、イオヘキソール溶
液（３５０ｍｇＩ／ｍＬ）により９０分間水和した。１つ以上の１０インチ長さのＧＥポ
リカーボネートエッチング飛跡プリーツ型フィルタを通じてリポソームを押し出した。前
記プリーツ型フィルタは、ステンレススチール（ＳＳ－３１６）ハウジングに収容した。
１つ以上の２００ｎｍ細孔径プリーツ型フィルタを通じて、平均圧力２０ｐｓｉおよび平
均流量３４８ＬＰＨ／（細孔領域のｍ２）において、１６回押し出しを行った。その後、
１つ以上の１００ｎｍ細孔径プリーツ型フィルタを通じて、平均圧力３４ｐｓｉおよび平
均流量３４８ＬＰＨ／（細孔領域のｍ２）において、１０回押し出しを行った。最後に、
１００ｎｍ　Ｎｕｃｌｅｐｏｒｅ膜を通じて、平均圧力が少なくとも１００ｐｓｉおよび
推定流量１７０００ＬＰＨ／（細孔領域のｍ２）において、６回押し出しを行った。５０
０ｋＤａカットオフのＭｉｃｒｏＫｒｏｓ（登録商標）透析濾過モジュールを用いて、未
封入のヨウ素を除去した。
【００９５】
　製剤Ｄ：１，２－ジパルミトリ－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン（ＤＰＰＣ）、コ
レステロール（ｃｈｏｌ）およびＮ－（カルボニルメトキシポリエチレングリコール２０
００）－１，２－ジステアロイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホエタノールアミン（ＤＳ
ＰＥ－ＭＰＥＧ２０００）の５５：４０：５のモル比における脂質混合物（１５０ｍＭ）
を、エタノール中に７０℃において溶解した。前記エタノール溶液を、イオヘキソール溶
液（３５０ｍｇＩ／ｍＬ）により９０分間水和した。１つ以上の１０インチ長さのＧＥポ
リカーボネートエッチング飛跡プリーツ型フィルタを通じて、リポソームを押し出した。
前記プリーツ型フィルタを、ステンレススチール（ＳＳ－３１６）ハウジングに収容した
。１つ以上の２００ｎｍ細孔径プリーツ型フィルタを通じて、平均圧力２０ｐｓｉおよび
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平均流量３４８ＬＰＨ／（細孔領域のｍ２）において、７回押し出しを行った。５００ｋ
ＤａカットオフのＭｉｃｒｏＫｒｏｓ（登録商標）透析濾過モジュールを用いて、未封入
のヨウ素を除去した。
【００９６】
　製剤Ｅ：１，２－ジパルミトリ－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン（ＤＰＰＣ）、コ
レステロール（ｃｈｏｌ）およびＮ－（カルボニルメトキシポリエチレングリコール２０
００）－１，２－ジステアロイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホエタノールアミン（ＤＳ
ＰＥ－ＭＰＥＧ２０００）の５５：４０：５のモル比における脂質混合物（１５０ｍＭ）
を、エタノール中に７０℃において溶解した。前記エタノール溶液をイオヘキソール溶液
（３５０ｍｇＩ／ｍＬ）によって９０分間水和した。その後、１０ｍＬ　Ｌｉｐｅｘ　Ｔ
ｈｅｒｍｏｌｉｎｅ押出器上において前記溶液を押し出し、その際、１つ以上の２００ｎ
ｍ　Ｎｕｃｌｅｐｏｒｅ膜を通じて平均圧力２０ｐｓｉ以上および平均流量２５９４ＬＰ
Ｈ／（細孔領域のｍ２）において、７回押し出しを行った。５００ｋＤａカットオフのＭ
ｉｃｒｏＫｒｏｓ（登録商標）透析濾過モジュールを用いて、未封入のヨウ素を除去した
。
【００９７】
　製剤Ｆ：１，２－ジパルミトリ－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン（ＤＰＰＣ）、コ
レステロール（ｃｈｏｌ）およびＮ－（カルボニルメトキシポリエチレングリコール２０
００）－１，２－ジステアロイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホエタノールアミン（ＤＳ
ＰＥ－ＭＰＥＧ２０００）の５５：４０：５のモル比における脂質混合物（１５０ｍＭ）
を、エタノール中に７０℃において溶解した。前記エタノール溶液をイオヘキソール溶液
（３５０ｍｇＩ／ｍＬ）によって９０分間水和した。その後、１０ｍＬ　Ｌｉｐｅｘ　Ｔ
ｈｅｒｍｏｌｉｎｅ押出器上において前記溶液を押し出し、その際、１つ以上の２００ｎ
ｍ　Ｎｕｃｌｅｐｏｒｅ膜を通じて平均圧力１００ｐｓｉ以上および推定流量９０００Ｌ
ＰＨ／（細孔領域のｍ２）において押し出しを７回行った。５００ｋＤａカットオフのＭ
ｉｃｒｏＫｒｏｓ（登録商標）透析濾過モジュールを用いて、未封入のヨウ素を除去した
。
【００９８】
　製剤Ｇ：１，２－ジパルミトリ－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン（ＤＰＰＣ）、コ
レステロール（ｃｈｏｌ）およびＮ－（カルボニルメトキシポリエチレングリコール２０
００）－１，２－ジステアロイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホエタノールアミン（ＤＳ
ＰＥ－ＭＰＥＧ２０００）の５５：４０：５のモル比における脂質混合物（１５０ｍＭ）
を、エタノール中に７０℃において溶解した。前記エタノール溶液をイオヘキソール溶液
（３５０ｍｇＩ／ｍＬ）によって９０分間水和した。その後、１０ｍＬ　Ｌｉｐｅｘ　Ｔ
ｈｅｒｍｏｌｉｎｅ押出器上において前記溶液を押し出し、その際、１つ以上の２００ｎ
ｍ　Ｎｕｃｌｅｐｏｒｅ膜を通じて平均圧力１００ｐｓｉ以上および推定流量９０００Ｌ
ＰＨ／（細孔領域のｍ２）において、押し出しを８回行った。その後、１つ以上の１００
ｎｍ　Ｎｕｃｌｅｐｏｒｅ膜を通じて平均圧力１００ｐｓｉ以上および平均流量１７００
０ＬＰＨ／（細孔領域のｍ２）において５回押し出しを行った。５００ｋＤａカットオフ
のＭｉｃｒｏＫｒｏｓ（登録商標）透析濾過モジュールを用いて、未封入のヨウ素を除去
した。
【００９９】
　製剤Ｈ：１，２－ジパルミトリ－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン（ＤＰＰＣ）、コ
レステロール（ｃｈｏｌ）およびＮ－（カルボニルメトキシポリエチレングリコール２０
００）－１，２－ジステアロイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホエタノールアミン（ＤＳ
ＰＥ－ＭＰＥＧ２０００）の５５：４０：５のモル比における脂質混合物（１５０ｍＭ）
を、エタノール中に７０℃において溶解した。前記エタノール溶液をイオヘキソール溶液
（３５０ｍｇＩ／ｍＬ）によって９０分間水和した。その後、８００ｍＬ　Ｌｉｐｅｘ　
Ｔｈｅｒｍｏｌｉｎｅ押出器上において前記溶液を押し出し、その際、１つ以上の２００
ｎｍ　Ｎｕｃｌｅｐｏｒｅ膜を通じて平均圧力２００ｐｓｉ以上および平均流量６６７１
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ＬＰＨ／（細孔領域のｍ２）において押し出しを８回行った。その後、１つ以上の１００
ｎｍ　Ｎｕｃｌｅｐｏｒｅ膜を通じて平均圧力２４０ｐｓｉ以上および平均流量１７１６
２ＬＰＨ／（細孔領域のｍ２）において押し出しを５回行った。５００ｋＤａカットオフ
のＭｉｃｒｏＫｒｏｓ（登録商標）透析濾過モジュールを用いて、未封入のヨウ素を除去
した。
【０１００】
　表２は、それぞれパイロットスケールにおいて調製された製剤Ａおよび製剤Ｈにおいて
形成されたリポソームの特性を比較したものである。
【表２】

【０１０１】
実施例５：イオヘキソールを含むペグ化リポソームのインビトロ安定性
【０１０２】
　リポソームヨウ化造影剤製剤のインビトロ安定性は、生理食塩水溶液およびウシ血漿中
においてリポソームイオヘキソール製剤からのイオヘキソールの漏出を測定することによ
り、決定することができる。生理食塩水試験において、前記リポソームイオヘキソール製
剤を生理食塩水溶液中において５０倍希釈し、２つのアリコートに分割した。１つのアリ
コートを室温において１２０分間インキュベートした。他方のアリコートを３７℃におい
て１２０分間インキュベートした。その後、これら両方のサンプルをセントリコンチュー
ブ（１０，０００ＭＷＣＯ）を用いて透析した。前記濾過された液体をヨウ素含有量につ
いて測定して、ヨウ素漏出量を決定した。
【０１０３】
　血漿中における安定性を測定するため、０．１ｍＬの前記リポソームイオヘキソール製
剤を１ｍＬのウシ血漿と混合し、３７℃において１２０分間インキュベートした。その後
、この混合物を、３００ｍＯｓｍの生理食塩水によって２０時間透析した。前記外部生理
食塩水相を、ヨウ素漏出について測定した。
【０１０４】
　図４は、上記のようにして調製した製剤Ａ～製剤Ｈ中に見受けられたヨウ素漏出量を詳
述したものである。これらの製剤全てについて、室温における生理食塩水中のヨウ素漏出
は低かった。しかし、プリーツ型フィルタを用いて低圧力および低流量において押し出さ
れた製剤（例えば、製剤Ａおよ製剤びＤそれぞれについて、３４ｐｓｉ／３４８ＬＰＨ／
（細孔領域のｍ２）および２０ｐｓｉ／３４８ＬＰＨ／（細孔領域のｍ２））の場合、３
７℃においてヨウ素漏出が高く、形成されたリポソームの安定性が低いことが分かった。
興味深いことに、パイロットスケール製剤がその後ラボスケールにおいて低圧力／高流量
および高圧／高流量において押し出された場合（例えば、製剤Ｂおよび製剤Ｃそれぞれに
ついて、３０ｐｓｉ／１０００ＬＰＨ／（細孔領域のｍ２）および１００ｐｓｉ／１７０
００ＬＰＨ／（細孔領域のｍ２））、３７℃におけるヨウ素漏出は低かった。フラットス
トックフィルタを高圧／高流量において用いて調製した製剤については、ラボスケールお
よびパイロットスケールどちらにおいても、両方の生理食塩水条件（例えば、製剤Ｇの場
合は１００ｐｓｉ／９０００ＬＰＨ／（細孔領域のｍ２）および１００ｐｓｉ／１７００
０ＬＰＨ／（細孔領域のｍ２）、製剤Ｈの場合は２００ｐｓｉ／６６７１ＬＰＨ／（細孔
領域のｍ２）および２４０ｐｓｉ／１７１６２ＬＰＨ／（細孔領域のｍ２））下における
ヨウ素漏出は最小であった。
【０１０５】



(25) JP 2012-520898 A 2012.9.10

10

20

30

　図５は、２つの異なる押出方法によって調製された製剤の安定性を比較したものである
。パイロットスケールにおいてプリーツ型フィルタを低圧力および低流量において用いて
調製された製剤の場合、生理食塩水および血漿（製剤Ａ）どちらにおいても、３７℃にお
ける生理食塩水中でのヨウ素漏出が高かった。それとは対照的に、パイロットスケールに
おいて高圧および高流量においてフラットストックフィルタを用いて調製された製剤の場
合、全条件下において漏出が極めて少量であった（製剤Ｈ）。ラボスケールにおいて高圧
および高流量でフラットストックフィルタを用いて調製された製剤も、全条件下において
漏出が極めて少量であった（製剤Ｇ）。
【０１０６】
　図５は、２つの異なるスケールにおいて調製された製剤の安定性を比較したものでもあ
る。フラットストックフィルタを用いて調製された製剤のインビトロ性能は、ラボスケー
ルおよびパイロットスケールにおいて極めて類似していた（製剤Ｇおよび製剤Ｈ）。これ
らの製剤両方の場合、全試験条件下においてヨウ素漏出は低かった。
【０１０７】
実施例６：マウスにおけるイオヘキソールを含むペグ化リポソームの画像化を用いたイン
ビボ研究
【０１０８】
　前記リポソーム製剤のインビボ性能を、Ｃ５７ＢＬ６／Ｊマウスを用いて試験した。０
．５ｍＬの前記製剤を、尾静脈を介してゆっくりと静脈注射した。注入後３０分、６０分
および１２０分において、前記マウスのミクロＣＴ画像化を行った。下行大動脈、肝臓、
脾臓および膀胱中のシグナルを測定した。
【０１０９】
　図６は、冠状の最大値投影像を合成したものであり、インビボ試験における相対的な安
定性を示す。インビトロ血漿漏出と同様に、プリーツ型フィルタを用いて低圧力および低
流量において調製されたパイロットスケール製剤（製剤Ａ）の場合、インビボ漏出が大量
であった（図６、上列）。腹部血管は強調されている（ｉおよびｉｉ）が、高い膀胱シグ
ナルが観察された（ｉｉｉおよびｉｖ）。これとは逆に、フラットストックフィルタを高
圧および高流量において用いて調製された製剤（製剤Ｇ（下列）およびＨ（中列））の場
合、血管系のみの造影が得られており（ｉおよびｉｉ）、膀胱造影は無視できる程度であ
った（ｉｉｉおよびｉｖ）。
【０１１０】
　上記の記載は、例示的なものであり、本質的に限定的なものではない。当業者であれば
、上記記載を読了および理解すれば、特定の改変および変更が可能であることを理解する
であろう。本明細書中に記載の実施形態は、添付の特許請求の範囲またはその均等物内に
収まる改変および変更全てを含むものとして解釈されるべきであることが意図される。
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