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(57)【要約】
　本発明は、生物医学的応用に好適な材料特性を有するα－アミノ酸及びα－ヒドロキシ
酸から構成される生分解性ポリマーの一クラスであるＡＡＢＢ－ポリ（デプシペプチド）
（ＡＡＢＢ－ＰＤＰ）を提供する。このようなＡＡＢＢ－ＰＤＰは、エステル官能性とア
ミド官能性とが交互に存在することを特徴とするアミノ酸ベースのポリ（エステルアミド
）（ＰＥＡ）のファミリーに属する。各基本単位につき４個のエーテル基を含むことで、
こうしたポリマーは生物的又は非生物的加水分解作用により迅速に分解され、分散した生
物活性剤を制御された送達速度で放出し、非毒性であり、易消化性の分解産物を生じ、且
つ溶液重縮合により製造が容易である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一般構造式（Ｉ）により表される化学式を有するＡＡＢＢ－ポリデプシペプチド（ＡＡ
ＢＢ－ＰＤＰ）であって、
【化１】

 
　式中、ｎは約５～約１５０の範囲であり；
　式中、少なくとも１個のＲ１は、以下の式（ＩＩＩ）のＯ，Ｏ’－ジアシル－ビス－（
アルファヒドロキシ酸）の残基から独立して選択され、式（ＩＩＩ）中、Ｒ５はＨ又はメ
チルであり、Ｒ６は独立して（Ｃ２～Ｃ１２）アルキレン又は（Ｃ２～Ｃ１２）アルケニ
レンであり、その他のＲ１は、（Ｃ２～Ｃ２０）アルキレン、（Ｃ２～Ｃ２０）アルケニ
レン、α，ω－ビス（４－カルボキシフェノキシ）－（Ｃ１～Ｃ８）アルカン、治療用二
酸の飽和又は不飽和残基、及びそれらの組み合わせからなる群から選択することができ；
　ｎ個の各単位におけるＲ３は、水素、（Ｃ１～Ｃ６）アルキル、（Ｃ２～Ｃ６）アルケ
ニル、（Ｃ２～Ｃ６）アルキニル、（Ｃ６～Ｃ１０）アリール（Ｃ１～Ｃ６）アルキル、
及び－（ＣＨ２）２ＳＣＨ３からなる群から独立して選択され；及び
　Ｒ４は、（Ｃ２～Ｃ２０）アルキレン、（Ｃ２～Ｃ２０）アルケニレン、（Ｃ２～Ｃ８

）アルキルオキシ、（Ｃ２～Ｃ２０）アルキレン、構造式（ＩＩ）の１，４：３，６－ジ
アンヒドロヘキシトールの二環状断片、飽和又は不飽和治療用ジオール残基、及びそれら
の組み合わせからなる群から独立して選択される；

【化２】

 
【化３】
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ＡＡＢＢ－ＰＤＰを含むか、
又は以下の構造式（ＩＶ）により表される化学式を有するＡＡＢＢ－ＰＤＰであって、
【化４】

 
　式中、ｎは約５～約１５０の範囲であり、ｍは約０．１～０．９の範囲であり；ｐは約
０．９～０．１の範囲であり；
　少なくとも１個のＲ１は、以下の式（ＩＩＩ）（式中、Ｒ５はＨ又はメチルであり、Ｒ
６は、（Ｃ２～Ｃ１２）アルキレン及び（Ｃ２～Ｃ１２）アルケニレンから独立して選択
される）のＯ，Ｏ’－ジアシル－ビス－（アルファヒドロキシ酸）の残基から独立して選
択され、その他のＲ１は、（Ｃ２～Ｃ２０）アルキレン、（Ｃ２～Ｃ２０）アルケニレン
、α，ω－ビス（４－カルボキシフェノキシ）－（Ｃ１～Ｃ８）アルカン、治療用二酸の
飽和又は不飽和残基、及びそれらの組み合わせからなる群から選択することができ；
　Ｒ２は、水素、（Ｃ１～Ｃ１２）アルキル、（Ｃ６～Ｃ１０）アリール又は保護基から
なる群から独立して選択され；
　ｍ個の各モノマーにおけるＲ３は、水素、（Ｃ１～Ｃ６）アルキル、（Ｃ２～Ｃ６）ア
ルケニル、（Ｃ２～Ｃ６）アルキニル、（Ｃ６～Ｃ１０）アリール（Ｃ１～Ｃ６）アルキ
ル、及び－（ＣＨ２）２ＳＣＨ３からなる群から独立して選択され；
　Ｒ４は、（Ｃ２～Ｃ２０）アルキレン、（Ｃ２～Ｃ２０）アルケニレン、（Ｃ２～Ｃ８

）アルキルオキシ、（Ｃ２～Ｃ２０）アルキレン、構造式（ＩＩ）の１，４：３，６－ジ
アンヒドロヘキシトールの二環状断片、飽和又は不飽和の治療用ジオール残基及びそれら
の組み合わせからなる群から独立して選択され；及び
　Ｒ７は、（Ｃ２～Ｃ２０）アルキル及び（Ｃ２～Ｃ２０）アルケニルからなる群から独
立して選択される、
ＡＡＢＢ－ＰＤＰを含む、組成物。
【請求項２】
　式（ＩＩＩ）中、Ｒ５がＨである、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　式（ＩＩＩ）中、Ｒ５がＣＨ３である、請求項１に記載の組成物。
【請求項４】
　Ｒ６が、（ＣＨ２）４、（ＣＨ２）６、及び（ＣＨ２）８からなる群から独立して選択
される、請求項１に記載の組成物。
【請求項５】
　式（ＩＶ）中のＲ７が、（Ｃ３～Ｃ６）アルキル及び（Ｃ３～Ｃ６）アルケニルからな
る群から独立して選択される、請求項１に記載の組成物。
【請求項６】
　少なくとも１個のＲ１が、α，ω－ビス（４－カルボキシフェノキシ）－（Ｃ１～Ｃ８

）アルカンである、請求項１に記載の組成物。
【請求項７】
　少なくとも１個のＲ４が、治療用ジオールの飽和又は不飽和残基である、請求項１に記
載の組成物。
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【請求項８】
　中に分散した少なくとも１つの生物活性剤をさらに含む前記組成物であって、生分解さ
れると約１週間～約６ヶ月の期間にわたり前記生物活性剤を放出する、請求項１に記載の
組成物。
【請求項９】
　分子又はポリマー粒子の液状分散体の形態で投与するように構成される、請求項８に記
載の組成物。
【請求項１０】
　前記粒子が約１０ｎｍ～約１０００μｍの範囲の平均粒径を有する、請求項９に記載の
組成物。
【請求項１１】
　創傷被覆材として構成される、請求項８に記載の組成物。
【請求項１２】
　植込み型の外科的デバイスとして、又は外科的デバイスの少なくとも表面の一部分上の
コーティングとして構成される、請求項８に記載の組成物。
【請求項１３】
　眼内インプラントとして構成される、請求項１２に記載の組成物。
【請求項１４】
　前記ＡＡＢＢ－ＰＤＰが約２０，０００Ｄａ～約８０，０００Ｄａの範囲の平均分子量
を有する、請求項１に記載の組成物。
【請求項１５】
　構造式（ＩＩＩ）
【化５】

 
（式中、Ｒ５はＨ又は－ＣＨ３であり、Ｒ６は、（Ｃ２～Ｃ１２）アルキレン及び（Ｃ２

～Ｃ１２）アルケニレンから独立して選択されるアシルである）により表される化学式を
有するＯ，Ｏ’－ジアシル－ビス－（アルファヒドロキシ酸）の調製方法であって、
　ａ）塩化水素アクセプター及び触媒として作用する塩基性有機溶媒中でアシルの酸二塩
化物を形成するステップと、
　ｂ）前記溶媒の存在下で前記酸二塩化物を乾燥酢酸エチル中のグリコール酸又は乳酸と
相互作用させて固形Ｏ，Ｏ’－ジアシル－ビス－（アルファヒドロキシ酸）生成物を含む
溶液を形成するステップと、
　ｃ）ｂ）で形成された前記固形Ｏ，Ｏ’－ジアシル－ビス－（アルファヒドロキシ酸）
生成物を前記溶液から回収するステップと、
を含む、方法。
【請求項１６】
　Ｒ５がＨであり、且つＲ６が（ＣＨ２）４又は（ＣＨ２）８である、請求項１５に記載
の方法。
【請求項１７】
　Ｒ５が－ＣＨ３であり、且つＲ６が（ＣＨ２）４又は（ＣＨ２）８である、請求項１５
に記載の方法。
【請求項１８】
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　対象に生物学的薬剤を送達する方法であって、生物学的薬剤が中に分散した請求項１に
記載の組成物を前記対象に投与するステップであって、それにより前記生物学的薬剤を前
記対象に生体内送達するステップを含む、方法。
【請求項１９】
　前記組成物が分子又は注射用ポリマー粒子の液状分散体として構成され、且つ前記投与
が注射による、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記組成物が創傷被覆材として構成され、前記生物活性剤が創傷治癒を促進する、請求
項１８に記載の組成物。
【請求項２１】
　前記組成物が植込み型の外科的デバイスとして、又は外科的デバイスの少なくとも表面
の一部分上のコーティングとして構成され、前記投与が外科的植え込みによる、請求項１
８に記載の組成物。
【請求項２２】
　前記組成物が眼内インプラントとして構成され、前記外科的植え込みが眼内に行われる
、請求項１２に記載の組成物。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
［発明の分野］
　[0001]デプシペプチド（「デプシ」は、ギリシャ語のエステルに由来する）は、エステ
ル結合及びアミド結合の双方からなる化学構造である（図１）（Ｊ．Ｚｈａｎｇ，ｅｔ　
ａｌ．　Ｂｉｏｍａｅｒｏｍｏｌｅｃｕｌｅｓ（２００７）８：３０１５－３０２４）。
デプシペプチドの化学構造はアミノ酸から「改変」されたように見えもするが、しかしな
がら、実際にはデプシペプチドは特定の乳酸菌中に天然に存在する。さらに、デプシペプ
チドは主として環状形態であり、創薬においては抗癌剤としての可能性が研究されている
。
【０００２】
　[0002]ポリ（デプシペプチド）（ＰＤＰ）は、生物医学的応用に好適な材料特性を備え
たα－アミノ酸とα－ヒドロキシ酸とから構成される生分解性ポリマークラスに相当する
。ＰＤＰは、エステル官能性とアミド官能性とが交互に存在することを特徴とするアミノ
酸ベースのポリ（エステルアミド）（ＰＥＡ）ファミリーに属する。いくつかの研究グル
ープがポリデプシペプチド（ＡＢ－ＰＤＰ）の合成に注目している（Ｊ．Ｈｅｌｄｅｒ及
びＦｅｉｊｅｎ　Ｊ．　Ｍａｃｒｏｍｏｌ．Ｃｈｅｍ．Ｒａｐｉｄ　Ｃｏｍｍ．（１９８
６）７：１９３）。これらのポリマーは加水分解により生体適合性の化学物質に分解可能
であるため、薬物送達及び組織工学において応用される可能性がある（Ｏｈｙａ　Ｙ，ｅ
ｔ　ａｌ．「Ｃｅｌｌ　ａｔｔａｃｈｍｅｎｔ　ａｎｄ　ｇｒｏｗｔｈ　ｏｎ　ｆｉｌｍ
ｓ　ｐｒｅｐａｒｅｄ　ｆｒｏｍ　ｐｏｌｙ（ｄｅｐｓｉｐｅｐｔｉｄｅ－ｃｏ－ｌａｃ
ｔｉｄｅ）ｈａｖｉｎｇ　ｖａｒｉｏｕｓ　ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ　ｇｒｏｕｐｓ」、Ｊ
．Ｂｉｏｍｅｄ．Ｍａｔｅｒ．Ｒｅｓ．、Ｐａｒｔ　Ａ（２００３）６（１）：７９－８
８）。
【０００３】
　[0003]ＡＢ型ポリデプシペプチドに関しては、２つの合成手法、すなわち、ａ）対応す
るジ、トリ、又はそれ以上の高級デプシペプチドの溶液重縮合によるもの（Ｍ．Ｙｏｓｈ
ｉｄａ　ｅｔ　ａｌ．　Ｍａｋｒｏｍｏｌ．Ｃｈｅｍ．Ｒａｐｉｄ　Ｃｏｍｍｕｎ．，（
１９９０）１１：３３７）、及びｂ）環状モノマー、例えば、α－ヒドロキシ酸とα－ア
ミノ酸とから構成される六員複素環式化合物のモルホリン－２，５－ジオンの開環重合に
よるもの（Ｐ．Ｊ．Ａ　Ｉｎ’ｔ　Ｖｅｌｄ　ｅｔ　ａｌ．　Ｊ．Ｐｏｌｙ．Ｓｃｉ．、
Ｐａｒｔ　Ａ：Ｐｏｌｙｍ．Ｃｈｅｍ．（１９９４）３２：１０６３）が報告されている
。第一のＡＢ－ＰＤＰ合成方法は多段階のペプチド合成を利用し、複雑で高コストである
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。有機スズ触媒の存在下でモルホリン－２，５－ジオンを溶融重合することによる第２の
方法は、より容易で低コストであるが、モルホリン－２，５－ジオンなどのモノマーの収
率が低くなり（α－アミノ酸につき最高３０％）、場合によっては、不都合な機械的特性
をもたらしたり、又は合成を制限したりする低分子量のオリゴマー又はポリマーが形成さ
れる。
【０００４】
　[0004]その優れた血液及び組織適合性（ｃｏｍｐａｔｉｂｉｌｙ）により生物医学的応
用に好適な材料であることが分かっているＰＥＡファミリーの別のメンバーは、疎水性α
－アミノ酸、脂肪族ジオール及びジカルボン酸などの非毒性構成要素からなる規則性ＡＡ
ＢＢ型生体類似性ポリ（エステルアミド）（ＡＡＢＢ－ＰＥＡ）である（Ｋ．ＤｅＦｉｆ
ｅ　ｅｔ　ａｌ．　Ｔｒａｎｓｃａｔｈｅｔｅｒ　Ｃａｒｄｉｏｖａｓｃｕｌａｒ　Ｔｈ
ｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ－ＴＣＴ　２００４　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ、ポスタープレゼンテ
ーション、Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ　ＤＣ、２００４）。規則性ＡＡＢＢ-ＰＥＡはまた、
生物分解プロファイルも呈する（Ｇ．Ｔｓｉｔｌａｎａｄｚｅ，ｅｔ　ａｌ．　Ｊ　Ｂｉ
ｏｍａｔｅｒ．Ｓｃｉ．Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｅｄｎ．（２００４）１５：１－２４）。かか
るＰＥＡの制御された生体酵素分解及び非特異的分解速度の低さにより、規則性ＡＡＢＢ
-ＰＥＡは薬物送達用途に魅力的となっている。
【０００５】
　[0005]生体類似性ＰＥＡのこれらの特性は、広く用いられているポリ乳酸（ＰＬＡ）及
びポリグリコール酸（ＰＧＡ）などの脂肪族ポリエステルに勝る利点を提供する。ＰＬＡ
及びＰＧＡの巨大分子中の脂肪族エステル基は速い加水分解速度に寄与するが、ＰＬＡ及
びＰＧＡの高分子表面は、不十分な接着及び細胞成長を示すことが知られている；その一
方で、良好な接着及び細胞成長特性は、有益な細胞－生体材料相互作用の重要な指標であ
ると考えられる（Ｃｏｏｋ，ＡＤ，ｅｔ　ａｌ．　Ｊ．Ｂｉｏｍｅｄ．Ｍａｔｅｒ．Ｒｅ
ｓ．、（１９９７）３５：５１３－５２３）。
【０００６】
　[0006]しかしながら、体内の全ての環境が内因性の生体酵素を有するとは限らない。従
って、当該技術分野におけるこうした進歩にもかかわらず、薬物送達用途に好適なＰＥＡ
ポリマーファミリーの新規のより良好なメンバー、特に、生物的又は非生物的加水分解作
用により迅速に分解され、分散した生物活性剤を制御された送達速度で放出し、非毒性で
あり、易消化性の分解産物を生じ、且つ製造が容易なポリマーが必要とされている。
【０００７】
［発明の概要］
　[0007]従って一実施形態において、本発明は、一般構造式（Ｉ）により表される化学式
を有するＡＡＢＢ－ポリデプシペプチド（ＡＡＢＢ－ＰＤＰ）であって、
【化１】

 
式中、ｎは約５～約１５０の範囲であり；
　少なくとも１個のＲ１は、以下の式（ＩＩＩ）（式中、Ｒ５はＨ又はＣＨ３であり、Ｒ
６は、（Ｃ２～Ｃ１２）アルキレン又は（Ｃ２～Ｃ１２）アルケニレンから独立して選択
される）のＯ，Ｏ’－ジアシル－ビス－（アルファヒドロキシ酸）の残基から独立して選
択され、その他のＲ１は、（Ｃ２～Ｃ２０）アルキレン、（Ｃ２～Ｃ２０）アルケニレン
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、α，ω－ビス（４－カルボキシフェノキシ）－（Ｃ１～Ｃ８）アルカン、治療用二酸の
飽和又は不飽和残基、及びそれらの組み合わせからなる群から選択することができ；
　ｎ個の各単位におけるＲ３は、水素、（Ｃ１～Ｃ６）アルキル、（Ｃ２～Ｃ６）アルケ
ニル、（Ｃ２～Ｃ６）アルキニル、（Ｃ６～Ｃ１０）アリール（Ｃ１～Ｃ６）アルキル、
及び－（ＣＨ２）２ＳＣＨ３からなる群から独立して選択され；及び
　Ｒ４は、（Ｃ２～Ｃ２０）アルキレン、（Ｃ２～Ｃ２０）アルケニレン、（Ｃ２～Ｃ８

）アルキルオキシ、（Ｃ２～Ｃ２０）アルキレン、構造式（ＩＩ）の１，４：３，６－ジ
アンヒドロヘキシトールの二環状断片、飽和又は不飽和治療用ジオール残基、及びそれら
の組み合わせからなる群から独立して選択される；
【化２】

 
ＡＡＢＢ－ＰＤＰを含むか、
又は構造式（ＩＶ）により表される化学式を有するＡＡＢＢ－ＰＤＰであって、

【化３】

 
式中、ｎは約５～約１５０の範囲であり、ｍは約０．１～０．９の範囲であり；ｐは約０
．９～０．１の範囲であり；
　少なくとも１個のＲ１は、以下の式（ＩＩＩ）のＯ，Ｏ’－ジアシル－ビス－（アルフ
ァヒドロキシ酸）の残基から独立して選択され、式（ＩＩＩ）中、Ｒ５はＨ又はメチルで
あり、Ｒ６は、（Ｃ２～Ｃ１２）アルキレン及び（Ｃ２～Ｃ１２）アルケニレンから独立
して選択され、その他のＲ１は、（Ｃ２～Ｃ２０）アルキレン、（Ｃ２～Ｃ２０）アルケ
ニレン、α，ω－ビス（４－カルボキシフェノキシ）－（Ｃ１～Ｃ８）アルカン、治療用
二酸の飽和又は不飽和残基、及びそれらの組み合わせからなる群から選択することができ
；
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　Ｒ２は、水素、（Ｃ１～Ｃ１２）アルキル、（Ｃ６～Ｃ１０）アリール又は保護基から
なる群から独立して選択され；
　ｍ個の各モノマーにおけるＲ３は、水素、（Ｃ１～Ｃ６）アルキル、（Ｃ２～Ｃ６）ア
ルケニル、（Ｃ２～Ｃ６）アルキニル、（Ｃ６～Ｃ１０）アリール（Ｃ１～Ｃ６）アルキ
ル、及び－（ＣＨ２）２ＳＣＨ３からなる群から独立して選択され；
　Ｒ４は、（Ｃ２～Ｃ２０）アルキレン、（Ｃ２～Ｃ２０）アルケニレン、（Ｃ２～Ｃ８

）アルキルオキシ、（Ｃ２～Ｃ２０）アルキレン、構造式（ＩＩ）の１，４：３，６－ジ
アンヒドロヘキシトールの二環状断片、飽和又は不飽和治療用ジオールの残基及びそれら
の組み合わせからなる群から独立して選択され；及び
　Ｒ７は、（Ｃ２～Ｃ２０）アルキル及び（Ｃ２～Ｃ２０）アルケニルからなる群から独
立して選択される；
ＡＡＢＢ－ＰＤＰを含む、分解性ポリマー組成物を提供する。
【０００８】
　[0008]別の実施形態において、本発明は、少なくとも１つの生物活性剤が中に散在する
本発明のＡＡＢＢ－ＰＤＰ組成物を含む外科的デバイスを提供する。かかる外科的デバイ
スは、ＡＡＢＢ－ＰＤＰ組成物中に散在する生物活性剤を送達するための固形インプラン
ト、粒子、及び外科的デバイスの表面の少なくとも一部分上の組成物のコーティングを含
む。
【０００９】
　[0009]さらに別の実施形態において、本発明は、構造式（ＩＩＩ）
【化４】

 
（式中、Ｒ５はＨ又は－ＣＨ３であり、Ｒ６は、（Ｃ２～Ｃ１２）アルキレン及び（Ｃ２

～Ｃ１２）アルケニレンから独立して選択されるアシルである）により表される化学式を
有するＯ，Ｏ’－ジアシル－ビス－（アルファヒドロキシ酸）の調製方法を提供し、前記
方法は、
　ａ）塩化水素アクセプター及び触媒として作用する塩基性有機溶媒中でアシルの酸二塩
化物を形成するステップと、
　ｂ）溶媒の存在下で酸二塩化物を乾燥酢酸エチル中のグリコール酸又は乳酸と相互作用
させて固形Ｏ，Ｏ’－ジアシル－ビス－（アルファヒドロキシ酸）生成物を形成するステ
ップと、
　ｃ）ｂ）で形成された固形Ｏ，Ｏ’－ジアシル－ビス－（アルファヒドロキシ酸）生成
物を溶媒から回収するステップと、
を含む。
【００１０】
　[0010]なお別の実施形態において、本発明は、生物活性剤を対象に送達する方法を提供
し、前記方法は、中に分散した生物活性剤を含む本発明のＡＡＢＢ－ＰＤＰ組成物を対象
に生体内投与するステップを含む。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、（デプシペプチド）の化学構造式を表す図である。示される中心部分は
、ラクチド残基又はグリコリド残基と称される。
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【図２】図２は、Ｏ，Ｏ’－アジポイル－ビス－（グリコール酸）（化合物１．１）のＫ
Ｂｒ法でのＦＲ－ＩＲスペクトルを示す走査である。
【図３】図３は、ｄ６－ＤＭＳＯ／ＣＣｌ４（１：３ｖ／ｖ）混合液中におけるジエステ
ル二酸（化合物１．１）の３００ＭＨｚ　１Ｈ　ＮＭＲスペクトルを示す走査である。
【図４】図４は、Ｏ，Ｏ’－アジポイル－ビス－グリコール酸の活性ジ－ｐ－ニトロフェ
ニルエステル（化合物２．１）のＫＢｒ法でのＦＴＩＲスペクトルを示す走査である。
【図５】図５は、ｄ６－ＤＭＳＯ／ＣＣｌ４（１：３ｖ／ｖ）混合液中における活性ジエ
ステル（化合物２．１）の３００ＭＨｚ　１Ｈ　ＮＭＲスペクトルを示す走査である。）
【図６】図６は、ＫＢｒプレート上のＣＨＣｌ３溶液からのＰＤＰ　４－ＧＡ－Ｐｈｅ－
８フィルムのＦＴＩＲスペクトルを示す走査である。
【図７】図７は、ＤＭＳＯ－ｄ６／ＣＣｌ４中のＰＤＰ　４－ＧＡ－Ｐｈｅ－８の３００
ＭＨｚ　１Ｈ－ＮＭＲスペクトルを示す走査である。
【図８Ａ】図８Ａ及び図８Ｂは、本発明のＡＡＢＢ－ＰＤＰ試料４－ＧＡ－Ｌｅｕ－１２
（図８Ａ）及び４－ＧＡ－Ｐｈｅ－８（図８Ｂ）の示差走査熱量計（ＤＳＣ）サーモグラ
ム（データは各２回の走査に基づく）を示す走査である。
【図８Ｂ】図８Ａ及び図８Ｂは、本発明のＡＡＢＢ－ＰＤＰ試料４－ＧＡ－Ｌｅｕ－１２
（図８Ａ）及び４－ＧＡ－Ｐｈｅ－８（図８Ｂ）の示差走査熱量計（ＤＳＣ）サーモグラ
ム（データは各２回の走査に基づく）を示す走査である。
【図９】図９は、様々なｐＨ値におけるＡＡＢＢ－ＰＤＰ　４－ＧＡ－Ｌｅｕ－１２（灰
色のバー）と規則性ＰＥＡポリマー８－Ｌｅｕ－６（白色のバー）との加水分解速度（電
位差滴定データから）を示す棒グラフである。電位差滴定装置及び０．０２ＮのＮａＯＨ
水溶液を使用して、エステル結合の加水分解後に放出されたカルボキシル基を自動滴定し
た。
【００１２】
［発明の詳細な説明］
　[0020]本発明は、規則性脂肪族二酸含有ＡＡＢＢ－ＰＥＡポリマーと比較して加水分解
速度が著しく向上した新規タイプの脂肪族ＡＡＢＢ－ポリ（デプシペプチド）（ＡＡＢＢ
－ＰＤＰ）ポリマー組成物の発見に基づく。本発明のＡＡＢＢ－ＰＤＰは、Ｏ，Ｏ’－ジ
アシル－ビス－（アルファヒドロキシ酸）の活性ジ－ｐ－ニトロフェニルエステルを、ビ
ス－（α－アミノ酸）－ａ，ω－アルキレンジエステルのジ－ｐ－トルエンスルホン酸塩
と重縮合することにより合成される。
【００１３】
　[0021]ビス（α－アミノ酸）－ａ，ω－アルキレン－ジエステルは、活性重縮合（ＡＰ
Ｃ）に有用なジアミンモノマーの一種であり、本質的に２つの脂肪族エステル連結を含む
。かかるエステル基は、生体エステラーゼを含む様々なエステラーゼにより酵素的に認識
され得る。ジアミンモノマーは、例えば活性脂肪族二酸エステルと縮合すると、エステル
及びアミド官能性を含むとともに基本鎖単位の骨格中にアルキレン鎖を含む規則性ＡＡＢ
Ｂ-ＰＥＡ巨大分子となる。
【００１４】
　[0022]それに対し、本発明のＡＡＢＢ－ＰＤＰ組成物の合成に用いられる二酸型化合物
は、少なくとも１つの非毒性の脂肪性脂肪族同族体（ｎｏｎ－ｔｏｘｉｃ　ｆａｔｔｙ　
ａｌｉｐｈａｔｉｃ　ｈｏｍｏｌｏｇ）である以下の式（ＩＩＩ）のＯ，Ｏ’－ジアシル
－ビス（アルファヒドロキシ酸）を含み、これは、非毒性の短鎖脂肪族二酸の残基とグリ
コール酸又は乳酸とから構成される。このような二酸型化合物はまた、本質的に２個のエ
ステル基も含み、これらは生物的（酵素的）加水分解によっても、及び非生物的加水分解
によっても、容易に開裂し得る。従って、本発明のＡＡＢＢ－ＰＤＰ組成物（以下の式Ｉ
及び式ＩＶ）は、これまでに公知のＰＥＡポリマーと比較してポリマーの基本鎖単位中に
より多くのエステル基－合計４個－を有する。これらのさらなるエステル基により、脂肪
族二酸の残基から構成されるＰＥＡポリマーと比べてさらに速い生分解性がもたらされる
。加えて、本発明のＡＡＢＢ－ＰＤＰ組成物、その粒子及びコーティングは、非生物的（
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【００１５】
　[0023]以下の式（ＩＶ）の本発明のＡＡＢＢ－ＰＤＰポリマー組成物は、第２のアミノ
酸ベースのモノマー残基、例えばＣ末端が保護されたＬ－リジンベースのモノマーを含む
ことができ、このモノマーがモノマー骨格にさらなる脂肪族残基を提供することにより、
ポリマーにさらなる鎖の柔軟性がもたらされる。
【００１６】
　[0024]従って一実施形態において、本発明は、一般構造式（Ｉ）により表される化学式
を有するＡＡＢＢ－ポリデプシペプチド（ＡＡＢＢ－ＰＤＰ）であって、
【化５】

 
式中、ｎは約５～約１５０の範囲であり；
　少なくとも１個のＲ１は、以下の式（ＩＩＩ）のＯ，Ｏ’－ジアシル－ビス－（アルフ
ァヒドロキシ酸）の残基から独立して選択され、式（ＩＩＩ）中、Ｒ５はＨ又はメチルで
あり、Ｒ６は、（Ｃ２～Ｃ１２）アルキレン又は（Ｃ２～Ｃ１２）アルケニレンから独立
して選択され、その他のＲ１は、（Ｃ２～Ｃ２０）アルキレン、（Ｃ２～Ｃ２０）アルケ
ニレン、α，ω－ビス（４－カルボキシフェノキシ）－（Ｃ１～Ｃ８）アルカン、治療用
二酸の飽和又は不飽和残基、及びそれらの組み合わせからなる群から選択することができ
；
　ｎ個の各単位におけるＲ３は、水素、（Ｃ１～Ｃ６）アルキル、（Ｃ２～Ｃ６）アルケ
ニル、（Ｃ２～Ｃ６）アルキニル、（Ｃ６～Ｃ１０）アリール（Ｃ１～Ｃ６）アルキル、
及び－（ＣＨ２）２ＳＣＨ３からなる群から独立して選択され；及び
　Ｒ４は、（Ｃ２～Ｃ２０）アルキレン、（Ｃ２～Ｃ２０）アルケニレン、（Ｃ２～Ｃ８

）アルキルオキシ、（Ｃ２～Ｃ２０）アルキレン、構造式（ＩＩ）の１，４：３，６－ジ
アンヒドロヘキシトールの二環状断片、飽和又は不飽和治療用ジオール残基、及びそれら
の組み合わせからなる群から独立して選択される；
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【化６】

 
ＡＡＢＢ－ＰＤＰを含むか、
又は構造式（ＩＶ）により表される化学式を有するＡＡＢＢ－ＰＤＰであって：

【化７】

 
式中、ｎは約５～約１５０の範囲であり、ｍは約０．１～０．９の範囲であり；ｐは約０
．９～０．１の範囲であり；
　少なくとも１個のＲ１は、以下の式（ＩＩＩ）のＯ，Ｏ’－ジアシル－ビス－（アルフ
ァヒドロキシ酸）の残基から独立して選択され、式（ＩＩＩ）中、Ｒ５はＨ又はメチルで
あり、Ｒ６は、（Ｃ２～Ｃ１２）アルキレン及び（Ｃ２～Ｃ１２）アルケニレンから独立
して選択され、その他のＲ１は、（Ｃ２～Ｃ２０）アルキレン、（Ｃ２～Ｃ２０）アルケ
ニレン、ａ，ω－ビス（４－カルボキシフェノキシ）－（Ｃ１～Ｃ８）アルカン、治療用
二酸の飽和又は不飽和残基、及びそれらの組み合わせからなる群から選択することができ
；
　Ｒ２は、水素、（Ｃ１～Ｃ１２）アルキル、（Ｃ６～Ｃ１０）アリール又は保護基から
なる群から独立して選択され；
　ｍ個の各モノマーにおけるＲ３は、水素、（Ｃ１～Ｃ６）アルキル、（Ｃ２～Ｃ６）ア
ルケニル、（Ｃ２～Ｃ６）アルキニル、（Ｃ６～Ｃ１０）アリール（Ｃ１～Ｃ６）アルキ
ル、及び－（ＣＨ２）２ＳＣＨ３からなる群から独立して選択され；
　Ｒ４は、（Ｃ２～Ｃ２０）アルキレン、（Ｃ２～Ｃ２０）アルケニレン、（Ｃ２～Ｃ８

）アルキルオキシ、（Ｃ２～Ｃ２０）アルキレン、構造式（ＩＩ）の１，４：３，６－ジ
アンヒドロヘキシトールの二環状断片、飽和又は不飽和治療用ジオールの残基及びそれら
の組み合わせからなる群から独立して選択され；及び
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　Ｒ７は、（Ｃ２～Ｃ２０）アルキル及び（Ｃ２～Ｃ２０）アルケニルからなる群から独
立して選択される；
ＡＡＢＢ－ＰＤＰを含む、生分解性ポリマー組成物を提供する。
【００１７】
　[0025]例えば一実施形態では、式（ＩＩＩ）においてＲ５は、Ｈ（グリコール酸の残基
中のものとして）及びＣＨ３（Ｄ－、Ｌ－又はＤ，Ｌ－ラクチド中のものとして）から選
択される。
【００１８】
　[0026]別の実施形態では、Ｒ６は、（ＣＨ２）４、（ＣＨ２）６、及び（ＣＨ２）８か
らなる群から独立して選択される。
【００１９】
　[0027]さらに別の実施形態において、Ｒ７は、（Ｃ３～Ｃ６）アルキル及び（Ｃ３～Ｃ

６）アルケニルからなる群から独立して選択され、好ましくは－（ＣＨ２）４－である。
【００２０】
　[0028]本発明の組成物におけるＡＡＢＢ－ＰＤＰポリマーは重縮合体である。このよう
な重縮合体ポリマーの記述においては、式（ＩＶ）中の「ｍ」及び「ｐ」の比は無理数と
して定義される。さらに、「ｍ」及び「ｐ」は、各々、任意の重縮合体に収まる範囲をと
るため、かかる範囲を整数の対によって定義することはできない。各ポリマー鎖は、全て
のビス－アミノ酸ジオール（ｉ）及びアディレクショナル（ａｄｉｒｅｃｔｉｏｎａｌ）
アミノ酸（例えばリジン）モノマー残基（ｉｉ）が、二酸モノマー残基（ｉｉｉ）によっ
てそれ自身と、又は互いに連結されるという規則により共に連結された一連のモノマー残
基である。従って、ｉ－ｉｉｉ－ｉ；ｉ－ｉｉｉ－ｉｉ（又はｉｉ－ｉｉｉ－ｉ）及びｉ
ｉ－ｉｉｉ－ｉｉの線形の組み合わせのみが形成される。次には、それらの組み合わせの
各々が、二酸モノマー残基（ｉｉｉ）によってそれ自身と、又は互いに連結される。従っ
て各ポリマー鎖は、整数のモノマーｉ、ｉｉ及びｉｉｉから構成される統計的な、しかし
ランダムではない一連のモノマー残基である。しかしながら、一般に任意の実際的な平均
分子量の（すなわち、十分な平均長さの）ポリマー鎖については、式（ＩＶ）中のモノマ
ー残基「ｍ」及び「ｐ」の比は整数（有理整数）ではない。さらに、全ての多分散型コポ
リマー鎖の縮合体について、全ての鎖にわたり平均した（すなわち平均鎖長に対して正規
化した）モノマーｉ、ｉｉ及びｉｉｉの数は、整数ではない。従って、比は無理数（すな
わち、有理数でない任意の実数）の値しかとることができないことになる。無理数は、こ
の用語が本明細書で用いられるとき、ｎ／ｊ（式中、ｎ及びｊは整数である）の形ではな
い比から導かれる。
【００２１】
　[0029]本明細書で使用されるとき、用語「アミノ酸」及び「α－アミノ酸」は、アミノ
基と、カルボキシル基と、Ｒ基、通常はペンダント、例えば本明細書で定義されるＲ３基
とを含む化学的化合物を意味する。本明細書で使用されるとき、用語「生体α－アミノ酸
」は、合成に用いられる１つ又は複数のアミノ酸が、フェニルアラニン、ロイシン、グリ
シン、アラニン、バリン、イソロイシン、メチオニン、又はそれらの混合物から選択され
ることを意味する。しかしながら、ＡＡＢＢ－ＰＤＰの向きはアディレクショナル（図２
において矢印により示されるとおり頭－頭）であることに留意しなければならない。それ
に対して公知のＡＢ－ＰＤＰでは、ポリマー骨格中のα－アミノ酸の向きはディレクショ
ナルである（従来の頭－尾）。ひいては、本発明のＡＡＢＢ－ＰＤＰはＡＢ－ＰＤＰより
低い免疫原性を示すものと予想される。
【００２２】
　[0030]加えて、式（ＩＶ）の「ｐ」のモノマーには従来にはないアミノ酸が形成され、
ここでは脂肪族部分Ｒ７がポリマー骨格内に挿入され、ポリマーにさらなる柔軟性を提供
する一方、場合によりカルボキシル基（Ｒ２がＨであるとき）など、ペンダント基におい
て官能性を提供する。
【００２３】
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　[0031]本明細書で使用されるとき、用語「生物活性剤」は、本発明の組成物のポリマー
骨格に組み込まれた治療用ジオール又は二酸、並びに本発明の組成物のポリマー中に分散
される本明細書に開示されるとおりの生物活性剤を包含する。本明細書で使用されるとき
、用語「分散した」は、本発明のＡＡＢＢ－ＰＤＰポリマーに混合され、そこに溶解され
、それとホモジナイズされ、及び／又はそれと共有結合され、例えば、本発明の組成物の
ポリマー中の官能基と、又はポリマー粒子の表面と結合される生物活性剤を指して用いら
れる。かかる生物活性剤としては、限定なしに、小分子薬物、ペプチド、タンパク質、Ｄ
ＮＡ、ｃＤＮＡ、ＲＮＡ、糖、脂質及び全細胞を挙げることができる。生物活性剤は、種
々の治療目標及び投与経路に適合させるのに好適な様々な粒径及び構造を有するポリマー
粒子に付与することができる。
【００２４】
　[0032]用語「生分解性」は、本発明のＡＡＢＢ－ＰＤＰ組成物について記載するために
本明細書で使用されるとき、そこで用いられるポリマーが、体内の通常の機能において非
生物的（化学的）プロセス及び生物的酵素プロセスにより無害な産物に分解可能であるこ
とを意味する。本発明のポリマー中には、グリコール酸又はアジピン酸残基によって形成
された分極したエステル結合が存在するため、本発明のＡＡＢＢ－ＰＤＰポリマーは高い
非特異的化学的加水分解速度を示す。この特性は、血流中など、生体酵素（例えば、プロ
テアーゼ及びエステラーゼ）の濃度が無視できる程低い生体内部位に植え込まれるデバイ
スの分解に重要であると考えられる。それに対し、規則性ＰＥＡポリマーにおけるアミド
連結基は、アミド結合を高速で切断するのに生体酵素－アシラーゼ－の触媒作用を必要と
する。
【００２５】
　[0033]場合により、ポリマーのアミノ末端は、任意の他の酸含有生体適合性分子とコン
ジュゲートを形成することによりアセチル化されるか、又はその他の方法でキャッピング
され、それにより無制限に有機酸、非生物活性の生物製剤、及び本明細書に記載されると
おりの生物活性剤を含んでもよい。一実施形態において、ポリマー組成物全体、及びそれ
で作製される任意の粒子は、実質的に生分解性である。
【００２６】
　[0034]一代替例では、本発明のポリマーの製造に用いられる少なくとも１つのα－アミ
ノ酸は、生体α－アミノ酸である。例えば、Ｒ３がＣＨ２Ｐｈのとき、合成に用いられる
生体α－アミノ酸は、Ｌ－フェニルアラニンである。代替例においてＲ３がＣＨ２ＣＨ（
ＣＨ３）２である場合、ポリマーは生体α－アミノ酸のＬ－ロイシンを含む。本明細書に
記載されるとおりのモノマー中のＲ３を変えることにより、他の生体α－アミノ酸、例え
ば、グリシン（Ｒ３がＨであるとき）、アラニン（Ｒ３がＣＨ３であるとき）、バリン（
Ｒ３がＣＨ（ＣＨ３）２であるとき）、イソロイシン（Ｒ３がＣＨ（ＣＨ３）ＣＨ２ＣＨ

３であるとき）、フェニルアラニン（Ｒ３がＣＨ２Ｃ６Ｈ５であるとき）、又はメチオニ
ン（Ｒ３が－（ＣＨ２）２ＳＣＨ３であるとき）、及びそれらの組み合わせを用いること
もできる。さらに別の代替的実施形態において、本発明のＡＡＢＢ－ＰＤＰ組成物中に含
まれる様々なα－アミノ酸は、全てが本明細書に記載されるとおりの生体α－アミノ酸で
ある。
【００２７】
　[0035]別の代替例では、全てのＲ１が、上記の式（ＩＩＩ）のＯ，Ｏ’－ジアシル－ビ
ス－（アルファヒドロキシ酸）の残基から独立して選択され、式中、Ｒ５はＨ又はメチル
であり、Ｒ６は、（Ｃ２～Ｃ１２）アルキレン又は（Ｃ２～Ｃ１２）アルケニレンから独
立して選択される。
【００２８】
　[0036]さらに別の実施形態において、本明細書では、Ｒ６は、（Ｃ２～Ｃ４）アルキレ
ン又は（Ｃ２～Ｃ４）アルケニレンから独立して選択されることが好ましい。
【００２９】
　[0037]なお別の実施形態において、本発明のＡＡＢＢ－ＰＤＰポリマー組成物の粒子は
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、生体内注入時に生体内で凝集することにより、中に分散している生物活性剤を周囲組織
／細胞に局所送達するための時限放出型ポリマーデポーを形成する粒径である。ＰＥＡポ
リマーからの粒子の製造方法は当該技術分野において公知であり、米国特許出願公開第２
００６０１７７４１６号明細書に記載されている。
【００３０】
　[0038]本発明のＡＡＢＢ－ＰＤＰ組成物は、本明細書に記載されるとおりその中に組み
込む構成要素を選択することにより、限定はされないが、所望の制御された分解速度又は
細胞接着傾向を含む様々な特性を提供するように構成することができる。例えば、本明細
書に記載される合成方法に従えば、化学部分が結合することのできる官能性ＡＡＢＢ－Ｐ
ＤＰは、ポリマー骨格に、遊離官能基（例えば、リジン、グルタミン酸、又は１，３－ジ
アミノ－２－ヒドロキシプロパン）を提供する部分か、又は不飽和部分（例えば、活性フ
マレート又は式（ＩＩＩ）により表されるモノマー（式中、用いられるジオールは不飽和
））を組み込むことによって合成することができる。
【００３１】
　[0039]本明細書で使用されるとき、「治療用ジオール又は二酸」は、合成的に生成され
たものであろうと、又は天然に（例えば、内因的に）存在するものであろうと、ヒトなど
の哺乳類個体において、その哺乳類に投与したとき治療効果又は緩和効果を有する形で生
物学的過程に影響を及ぼす任意のジオール又は二酸分子を意味する。
【００３２】
　[0040]本明細書で使用されるとき、用語「治療用二酸の残基」は、かかる治療用二酸の
うち、その二酸の２個のカルボキシル基を除く部分を意味する。本明細書で使用されると
き、用語「治療用ジオールの残基」は、治療用ジオールのうち、そのジオールの２個のヒ
ドロキシル基を除く部分を意味する。その「残基」を含む対応する治療用二酸又はジオー
ルが、ポリマー組成物の合成に用いられる。治療用二酸又はジオールの残基はポリマー骨
格に組み込まれ、生分解によりポリマーの骨格から制御された形で放出されると、生体内
で（又は同様のｐＨ、水性媒体等の条件下で）対応するジオール又は二酸に再構成される
。二酸又はジオールの放出速度は、組成物の特定のＡＡＢＢ－ＰＤＰの分解特性、及び本
明細書に記載されるとおりの、特定の生体内植込み部位に存在する生物的及び／又は非生
物的酵素に依存する。
【００３３】
　[0041]本明細書で使用されるとき、用語「生物活性剤」は、本明細書に開示されるとお
りの、ポリマー骨格に組み込まれない生物活性剤を意味する。１つ又は複数のかかる生物
活性剤は、場合により本発明のＡＡＢＢ－ＰＤＰ組成物中に分散させてもよい。本明細書
で使用されるとき、用語「分散した」は、ポリマー骨格に組み込まれていない生物活性剤
を指して用いられ、すなわちその生物活性剤が、本発明の組成物中のＡＡＢＢ－ＰＤＰポ
リマーに混合され、そこに溶解され、それとホモジナイズされ、及び／又はそれと共有結
合されることを意味する。例えば生物活性剤は、組成物のポリマー中の官能基に対して、
又はポリマー粒子又は粒子若しくは医療用デバイス上のコーティングの表面に対して付着
させることができる。骨格に組み込まれた治療用ジオール及び二酸を、ポリマー骨格に組
み込まれていないもの（その残基として）と区別するため、かかる分散した治療用ジオー
ル及び二酸は本明細書では「１つ又は複数の生物活性剤」と称され、以下に記載されると
おり、ポリマーコンジュゲート中に含まれるか、又はその他の形で他の生物活性剤と同様
にポリマー組成物中に分散していてもよい。
【００３４】
　[0042]用語「分解性の」は、本発明のＡＡＢＢ－ＰＤＰ組成物に用いられるポリマーに
ついて記載するため本明細書で使用されるとき、そのポリマーが、通常の生体機能におい
て酵素加水分解により無害な生成物に分解可能であることを意味する。本明細書の実施例
４に示されるとおり、エステル結合（分子１個につき４つ）が開裂すると、易消化性の分
解産物、すなわち２モルのデプシペプチドと１モルの二酸とが容易に形成される。ポリマ
ー骨格に天然に存在する治療用二酸がある場合、分解産物は再構成される二酸及び／又は
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ジオールをさらに含む。
【００３５】
　[0043]本発明の組成物中のＡＡＢＢ－ＰＤＰポリマーは、典型的にはアミノ基で終端す
る鎖である。場合により、これらのアミノ末端は、任意の他の酸含有生体適合性分子とコ
ンジュゲートを形成することによりアセチル化されるか、又はその他の形でキャッピング
され、それにより無制限に有機酸、非生物活性の生物製剤、及び本明細書に記載されると
おりの生物活性剤を含んでもよい。一実施形態において、ＡＡＢＢ－ＰＤＰ組成物全体は
、例えば生体酵素により生分解可能である。
【００３６】
　[0044]本発明の各ＡＡＢＢ－ＰＤＰは、Ｏ，Ｏ’－ジアシル－ビス－（アルファヒドロ
キシ酸）の少なくとも１つの活性ジ－ｐ－ニトロフェニルエステルを使用して製造される
が、場合により、治療用ジオール化合物はまた、骨格に本発明のＡＡＢＢ－ＰＤＰを組み
込むための、治療用ジオールモノマーのビス（α－アミノ酸）ジエステル、又は治療用二
酸モノマーのビス（カーボネート）の調製にも使用することができる。かかる治療用ジオ
ールとしては、天然に存在する治療用ジオール、例えば、動脈の再狭窄及び腫瘍増殖の予
防に有用な天然の内因性ホルモンである１７－β－エストラジオールが挙げられる（Ｙａ
ｎｇ，Ｎ．Ｎ．，ｅｔ　ａｌ．．　Ｓｃｉｅｎｃｅ（１９９６）２７３：１２２２－１２
２５；Ｓ．Ｐａｒａｎｇｉ　ｅｔ　ａｌ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ．（１９９７）５７：８
１－８６；及びＴ．ＦｏｔｓｉｓＮａｔｕｒｅ（１９９４）３６８：２３７－２３９）。
かかる内因的に存在する治療用ジオール分子の安全性プロファイルは、シロリムスなどの
同様の有用性を有する合成分子及び／又は非内因性分子と比べて優れていると考えられる
。
【００３７】
　[0045]１７－β－エストラジオールの残基を含む本発明のＡＡＢＢ－ＰＤＰポリマーが
粒　子の製造に用いられ、それらの粒子が、例えば経皮経管冠動脈形成術（ＰＴＣＡ）に
従い患者に植え込まれると、生体内で粒子から放出される１７－β－エストラジオールは
、患者における植込み後再狭窄を予防するのに役立ち得る。しかしながら、１７－β－エ
ストラジオールは、本発明に係るＡＡＢＢ－ＰＤＰポリマーの骨格に組み込むことのでき
る治療特性を備えたジオールの一例に過ぎない。一態様では、任意の生物活性ステロイド
－ジオール含有第一級、第二級又はフェノール性ヒドロキシル基を本目的のために用いる
ことができる。本発明で使用される生物活性ステロイドジオールから作製することのでき
る多くのステロイドエステルは、欧州特許第０１２７　８２９　Ａ２号明細書に開示され
ている。
【００３８】
　[0046]加えて、テストステロン又はコレステロールをベースとする合成ステロイドジオ
ール、例えば、４－アンドロステン－３，１７ジオール（４－アンドロステンジオール）
、５－アンドロステン－３，１７ジオール（５－アンドロステンジオール）、１９－ノル
５－アンドロステン－３，１７ジオール（１９－ノルアンドロステンジオール）が、本発
明に係るＡＡＢＢ－ＰＤＰポリマーの骨格への組み込みに好適である。さらに、本発明の
ＡＡＢＢ－ＰＤＰ組成物の調製に用いるのに好適な治療用ジオール化合物としては、例え
ば、アミカシン；アムホテリシンＢ；アピサイクリン；アプラマイシン；アルベカシン；
アジダムフェニコール；バンベルマイシン（類）；ブチロシン；カルボマイシン；セフピ
ラミド；クロラムフェニコール；クロルテトラサイクリン；クリンダマイシン；クロモサ
イクリン；デメクロサイクリン；ジアチモスルホン；ジベカシン、ジヒドロストレプトマ
イシン；ジリスロマイシン；ドキシサイクリン；エリスロマイシン；フォーチミシン（類
）；ゲンタマイシン（類）；グルコスルホン　ソラスルホン；グアメサイクリン；イセパ
マイシン；ジョサマイシン；カナマイシン（類）；ロイコマイシン（類）；リンコマイシ
ン；ルセンソマイシン；リメサイクリン；メクロサイクリン；メタサイクリン；ミクロノ
マイシン；ミデカマイシン（類）；ミノサイクリン；ムピロシン；ナタマイシン；ネオマ
イシン；ネチルマイシン；オレアンドマイシン；オキシテトラサイクリン；パロマイシン
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；ピパサイクリン；ポドフィリン酸２－エチルヒドラジン；プリマイシン；リボスタマイ
シン；リファミド；リファンピン；ラファマイシンＳＶ（ｒａｆａｍｙｃｉｎ　ＳＶ）；
リファペンチン；リファキシミン；リストセチン；ロキタマイシン；ロリテトラサイクリ
ン；ラサラマイシン（ｒａｓａｒａｍｙｃｉｎ）；ロキシスロマイシン；サンサイクリン
；シソマイシン；スペクチノマイシン；スピラマイシン；ストレプトマイシン；テイコプ
ラニン；テトラサイクリン；チアンフェニコール；テイオストレプトン（ｔｈｅｉｏｓｔ
ｒｅｐｔｏｎ）；トブラマイシン；トロスペクトマイシン；ツベラクチノマイシン；バン
コマイシン；カンジシジン（類）；クロルフェネシン；デルモスタチン（類）；フィリピ
ン；フンギクロミン；カナマイシン（類）；ロイコマイシン（類）；リンコマイシン；ル
ヴセンソマイシン（ｌｖｃｅｎｓｏｍｙｃｉｎ）；リメサイクリン；メクロサイクリン；
メタサイクリン；ミクロノマイシン；ミデカマイシン（類）；ミノサイクリン；ムピロシ
ン；ナタマイシン；ネオマイシン；ネチルマイシン；オレアンドマイシン；オキシテトラ
サイクリン；パラモマイシン；ピパサイクリン；ポドフィリン酸２－エチルヒドラジン；
プリイシン（ｐｒｉｙｃｉｎ）；リボスタマイシン（ｒｉｂｏｓｔａｍｙｄｉｎ）；リフ
ァミド；リファンピン；リファマイシンＳＶ；リファペンチン；リファキシミン；リスト
セチン；ロキタマイシン；ロリテトラサイクリン；ロサラマイシン；ロキシスロマイシン
；サンサイクリン；シソマイシン；スペクチノマイシン；スピラマイシン；ストレプトン
；オトブラマイシン（ｏｔｂｒａｍｙｃｉｎ）；トロスペクトマイシン；ツベラクチノマ
イシン；バンコマイシン；カンジシジン（類）；クロルフェネシン；デルモスタチン（類
）；フィリピン；フンギクロミン；メパルチシン（ｍｅｐａｒｔｉｃｉｎ）；ミスタチン
（ｍｙｓｔａｔｉｎ）；オリゴマイシン（類）；エリマイシンＡ（ｅｒｉｍｙｃｉｎＡ）
；ツベルシジン；６－アザウリジン；アクラシノマイシン（類）；アンシタビン；アント
ラマイシン；アザシタジン；ブレオマイシン（類）　カルビシン；カルジノフィリンＡ（
ｃａｒｚｉｎｏｐｈｉｌｌｉｎ　Ａ）；クロロゾトシン；クロモムシン（ｃｈｒｏｍｏｍ
ｃｉｎ）（類）；ドキシフルリジン；エノシタビン；エピルビシン；ゲムシタビン；マン
ノムスチン；メノガリル；アトルバシ（ａｔｏｒｖａｓｉ）　プラバスタチン；クラリス
ロマイシン；ロイプロリン（ｌｅｕｐｒｏｌｉｎｅ）；パクリタキセル；ミトブロニトー
ル；ミトラクトール；モピダモール；ノガラマイシン；オリボマイシン（類）；ペプロマ
イシン；ピラルビシン；プレドニムスチン；ピューロマイシン；ラニムスチン；ツベルシ
ジン；ビネシン（ｖｉｎｅｓｉｎｅ）；ゾルビシン；クメタロール；ジクマロール；エチ
ルビスクムアセテート；エチリジンジクマロール（ｅｔｈｙｌｉｄｉｎｅ　ｄｉｃｏｕｍ
ａｒｏｌ）；イロプロスト；タプロステン；チオクロマロール；アミプリローズ；ロムル
チド；シロリムス（ラパマイシン）；タクロリムス；サリチルアルコール；ブロモサリゲ
ニン；ジタゾール；フェプラジノール；ゲンチシン酸；グルカメタシン（ｇｌｕｃａｍｅ
ｔｈａｃｉｎ）；オルサラジン；Ｓ－アデノシルメチオニン；アジスロマイシン；サルメ
テロール；ブデソニド；アルブテアル（ａｌｂｕｔｅａｌ）；インジナビル；フルバスタ
チン；ストレプトゾシン；ドキソルビシン；ダウノルビシン；プリカマイシン；イダルビ
シン；ペントスタチン；メトキサントロン（ｍｅｔｏｘａｎｔｒｏｎｅ）；シタラビン；
リン酸フルダラビン；フロクスウリジン；クラドリイン（ｃｌａｄｒｉｉｎｅ）；カペシ
タビエン（ｃａｐｅｃｉｔａｂｉｅｎ）；ドセタキセル；エトポシド；トポテカン；ビン
ブラスチン；テニポシドなどが挙げられる。治療用ジオールは、飽和ジオール又は不飽和
ジオールのいずれかであるように選択され得る。
【００３９】
　[0047]本発明のＰＥＡポリマー組成物中のアミド連結基の調製に用いることのできる好
適な天然に存在する治療用二酸及び合成の治療用二酸としては、例えば、バンベルマイシ
ン（類）；ベナゼプリル；カルベニシリン；カルジノフィリンＡ；セフィキシム；セフィ
ニノックス（ｃｅｆｉｎｉｎｏｘ）　セフピミゾール；セフォジジム；セフォニシド；セ
フォラニド；セフォテタン；セフタジジム；セフチブテン；セファロスポリンＣ；シラス
タチン；デノプテリン；エダトレキサート；エナラプリル；リシノプリル；メトトレキサ
ート；モキサラクタム；ニフェジピン；オルサラジン；ペニシリンＮ；ラミプリル；キナ
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シリン；キナプリル；テモシリン；チカルシリン；Ｔｏｍｕｄｅｘ（登録商標）（Ｎ－［
［５－［［（１，４－ジヒドロ－２－メチル－４－オキソ－６－キナゾリニル）メチル］
メチルアミノ］－２－チエニル］カルボニル］－Ｌ－グルタミン酸）などが挙げられる。
天然に存在する治療用二酸は、安全性プロファイルが合成の治療用二酸より優れていると
考えられる。治療用二酸は、飽和二酸又は不飽和二酸のいずれであってもよい。
【００４０】
　[0048]上述の治療用ジオール及び二酸の、腫瘍阻害薬、細胞障害性代謝拮抗薬、抗生物
質などとしての化学的特性及び治療上の特性は当該技術分野において公知であり、その詳
細な説明は、例えば「Ｔｈｅ　Ｍｅｒｃｋ　Ｉｎｄｅｘ」の第１３版（Ｗｈｉｔｅｈｏｕ
ｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ，Ｎ．Ｊ．，米国）に掲載されている。
【００４１】
　[0049]生分解性ＡＡＢＢ－ＰＤＰポリマーは、ポリマー分子１個につき１つから複数の
α－アミノ酸を含むことができ、好ましくは約２０，０００Ｄａ～約８０，０００Ｄａの
範囲の重量平均分子量を有する。特に、本明細書の実施例に記載されるとおり製造される
ポリマーは、分子量が約３５，０００Ｄａ～４６，０００Ｄａの範囲であり、Ｍｗ／Ｍｎ

が１．３６～１．４６である。
【００４２】
　[0050]さらに別の実施形態において、本発明は、１つ又は複数の生物活性剤を対象の体
内の局所部位に制御された形で送達するための方法を提供する。この実施形態において、
本発明の方法は、対象の体内部位に、中に少なくとも１つの生物活性剤が分散したポリマ
ー粒子の分散体として構成された本発明のＡＡＢＢ－ＰＤＰを注入するステップを含む。
注入された粒子は凝集してサイズの大きくなった粒子ポリマーデポーを形成し、この凝集
塊は個々の粒子を徐々に放出し、個々の粒子が酵素作用により分解されることで、１つ又
は複数の分散生物活性剤が約１週間～約６ケ月の期間にわたり生体内に制御された形で放
出される。
【００４３】
　[0051]本発明のＡＡＢＢ－ＰＤＰポリマーの粒子の分散体は、例えば、皮下、筋肉内、
又は臓器などの体内部位に注入することができる。サイズが約１９～約２７ゲージの範囲
の薬用シリンジ針を通過可能なサイズのポリマー粒子、例えば平均粒径が約１μｍ～約２
００μｍの範囲のポリマー粒子を体内部位に注入することができ、それらは凝集してデポ
ーを形成するサイズの大きくなった粒子を形成することで、１つ又は複数の分散した生物
活性剤を局所的に分配する。他の実施形態において、生分解性ポリマー粒子は、全身的な
標的化された時限放出のために循環中に入る生物活性剤の担体として機能する。かかる目
的に対し、約１０ｎｍ～約５００ｎｍの範囲のサイズの本発明のポリマー粒子が循環中に
直接入る。
【００４４】
　[0052]１つ又は複数の生物活性剤は、ポリマー担体と化学的に連結することなくポリマ
ーマトリックス中に分散させてもよく、また、１つ又は複数の生物活性剤又は被覆分子を
、広範な種類の好適な官能基を介して生分解性ポリマーと共有結合させることも企図され
る。例えば、遊離カルボキシル基は、ヒドロキシ基、アミノ基、又はチオ基などの、生物
活性剤又は被覆分子上の相補的な（ｃｏｍｐｌｉｍｅｎｔａｒｙ）部分との反応に用いる
ことができる。広範な種類の好適な試薬及び反応条件が、例えば、「Ｍａｒｃｈ’ｓ　Ａ
ｄｖａｎｃｅｄ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，Ｒｅａｃｔｉｏｎｓ，Ｍｅｃｈ
ａｎｉｓｍｓ，ａｎｄ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ」、第５版、（２００１）；及び「Ｃｏｍｐ
ｒｅｈｅｎｓｉｖｅ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎｓ」、第２版、Ｌ
ａｒｏｃｋ（１９９９）に開示されている。
【００４５】
　[0053]他の実施形態において、１つ又は複数の生物活性剤は、構造（Ｉ）及び構造（Ｉ
Ｖ）のポリマーのいずれかと、アミド、エステル、エーテル、アミノ、ケトン、チオエー
テル、スルフィニル、スルホニル、又はジスルフィド連結を介して連結され得る。かかる
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連結は、好適に官能化された出発物質から、当該技術分野において公知の合成手順を用い
て形成することができる。
【００４６】
　[0054]例えば、一実施形態においてポリマーは、ポリマーの遊離カルボキシル基（例え
ば、ＣＯＯＨ）を介して生物活性剤と連結され得る。具体的には、構造式（Ｉ）又は構造
式（ＩＶ）の本発明のＡＡＢＢ－ＰＤＰ組成物は、生物活性剤のアミノ官能基又はヒドロ
キシル官能基と反応し、それぞれアミド連結又はエステル連結を介して結合した生物活性
剤を有する生分解性ポリマーを提供することができる。別の実施形態において、ポリマー
のカルボキシル基は、ベンジル化されるか、又はハロゲン化アシル、アシル無水物／「混
合」無水物、又は活性エステルに変換されることができる。他の実施形態において、ポリ
マー分子の遊離ＮＨ２末端はアシル化されてもよく、それにより生物活性剤がポリマーの
遊離末端に結合するのではなく、ポリマーのカルボキシル基のみを介して結合することが
確実となる。
【００４７】
　[0055]本明細書に記載されるとおりの１つ又は複数の水溶性被覆分子、例えば、ポリ（
エチレングリコール）（ＰＥＧ）；ホスファチジルコリン（ＰＣ）；ヘパリンを含むグリ
コサミノグリカン；キトサン、アルギン酸塩及びポリシアル酸を含む多糖；ポリセリン、
ポリグルタミン酸、ポリアスパラギン酸、ポリリジン及びポリアルギニンを含むポリ（イ
オン性又は極性アミノ酸）、並びにターゲッティング分子、例えば、抗体、抗原及びリガ
ンドは、粒子生成後にＡＡＢＢ－ＰＤＰ組成物から形成される粒子外側のポリマーとコン
ジュゲートを形成して生物活性剤が占有しないように活性部位をブロックしたり、又は当
該技術分野において公知のとおり粒子の送達を特定の体内部位に標的化したりすることも
できる生物活性剤である。単一の粒子上のＰＥＧ分子の分子量は、約２００～約２００，
０００の範囲の実質的に任意の分子量であってよく、従って粒子に結合する各種のＰＥＧ
分子の分子量は様々であり得る。
【００４８】
　[0056]或いは、生物活性剤又は被覆分子は、リンカー分子を介して、又は本明細書に記
載されるとおりの２個以上のポリマー分子を架橋結合することにより、ポリマーに結合す
ることができる。実際には、生分解性ポリマーの表面疎水性を改善し、酵素活性化に対す
る生分解性ポリマーのアクセスし易さを改善し、及び生分解性ポリマーからの生物活性剤
の放出プロファイルを改善するため、リンカーを利用して生物活性剤が生分解性ポリマー
と間接的に結合され得る。特定の実施形態において、リンカー化合物としては、約４４～
約１０，０００、好ましくは４４～２０００の分子量（Ｍｗ）を有するポリ（エチレング
リコール）；セリンなどのアミノ酸；１～１００の繰り返し数のポリペプチド；及び任意
の他の好適な低分子量ポリマーが挙げられる。リンカーは、典型的には生物活性剤をポリ
マーと約５Å～最大約２００Åだけ分離する。
【００４９】
　[0057]さらに別の実施形態において、リンカーは式Ｗ－Ａ－Ｑの二価ラジカルであり、
式中、Ａは、（Ｃ１～Ｃ２４）アルキル、（Ｃ２～Ｃ２４）アルケニル、（Ｃ２～Ｃ２４

）アルキニル、（Ｃ２～Ｃ２０）アルキルオキシ、（Ｃ３～Ｃ８）シクロアルキル、又は
（Ｃ６～Ｃ１０）アリールであり、Ｗ及びＱは、各々独立して、－Ｎ（Ｒ）Ｃ（＝Ｏ）－
、－Ｃ（＝Ｏ）Ｎ（Ｒ）－、－ＯＣ（＝Ｏ）－、－Ｃ（＝Ｏ）Ｏ、－Ｏ－、－Ｓ－、－Ｓ
（Ｏ）、－Ｓ（Ｏ）２－、－Ｓ－Ｓ－、－Ｎ（Ｒ）－、－Ｃ（＝Ｏ）－（式中、各Ｒは独
立してＨ又は（Ｃ１～Ｃ６）アルキルである）である。
【００５０】
　[0058]上記のリンカーについて記載するために用いるとき、用語「アルキル」は、メチ
ル、エチル、ｎ－プロピル、イソプロピル、ｎ－ブチル、イソブチル、ｔｅｒｔ－ブチル
、ｎ－ヘキシルなどを含む直鎖状又は分枝鎖状炭化水素基を指す。
【００５１】
　[0059]上記のリンカーについて記載するために用いて本明細書で使用されるとき、「ア
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ルケニル」は、１つ又は複数の炭素－炭素二重結合を有する直鎖状又は分枝鎖状ヒドロカ
ルビル基を指す。
【００５２】
　[0060]上記のリンカーについて記載するために用いて本明細書で使用されるとき、「ア
ルキニル」は、少なくとも１つの炭素－炭素三重結合を有する直鎖状又は分枝鎖状ヒドロ
カルビル基を指す。
【００５３】
　[0061]上記のリンカーについて記載するために用いて本明細書で使用されるとき、「ア
リール」は、６個～最大１４個の範囲の炭素原子を有する芳香族基を指す。
【００５４】
　[0062]特定の実施形態において、リンカーは、約２個～最大約２５個のアミノ酸を有す
るポリペプチドであってもよい。使用が企図される好適なペプチドとしては、ポリ－Ｌ－
グリシン、ポリ－Ｌ－リジン、ポリ－Ｌ－グルタミン酸、ポリ－Ｌ－アスパラギン酸、ポ
リ－Ｌ－ヒスチジン、ポリ－Ｌ－オルニチン、ポリ－Ｌ－セリン、ポリ－Ｌ－スレオニン
、ポリ－Ｌ－チロシン、ポリ－Ｌ－ロイシン、ポリ－Ｌ－リジン－Ｌ－フェニルアラニン
、ポリ－Ｌ－アルギニン、ポリ－Ｌ－リジン－Ｌ－チロシンなどが挙げられる。
【００５５】
　[0063]線状ポリマーポリペプチドコンジュゲートは、ポリペプチド骨格上の潜在的な求
核剤を保護し、ポリマー又はポリマーリンカー構成体を結合するための１つの反応基のみ
を残すことにより作製される。脱保護は、ペプチドの脱保護について当該技術分野で公知
の方法（例えば、Ｂｏｃ、及びＦｍｏｃ化学）に従い実施される。
【００５６】
　[0064]本発明の一実施形態において、生物活性剤は、レトロ－インベルソ又は部分的レ
トロ－インベルソペプチドとして提供されるポリペプチドである。
【００５７】
　[0065]他の実施形態において、生物活性剤は、マトリックス中で光架橋可能な型のポリ
マーと混合されてもよく、架橋結合後、その材料を分散させる（粉砕する）ことにより、
約０．１～約１０μｍの範囲の平均粒径を有する粒子が形成される。
【００５８】
　[0066]リンカーは、最初にポリマー又は生物活性剤若しくは被覆分子に結合させること
ができる。合成中、リンカーは、保護されていない形態であっても、又は当業者に公知の
様々な保護基を使用して、保護された形態であってもよい。保護されたリンカーの場合、
最初にリンカーの未保護の末端がポリマー又は生物活性剤若しくは被覆分子と結合され得
る。次に保護基が、飽和ポリマー骨格にはＰｄ／Ｈ２水素化を使用して、不飽和ポリマー
には弱酸性又は塩基性加水分解を使用して、又は当該技術分野において公知の任意の他の
一般的な脱保護方法を使用して脱保護され得る。次に脱保護されたリンカーが、生物活性
剤若しくは被覆分子、又はポリマーと結合され得る。
【００５９】
［ポリマー－生物活性剤連結］
　[0067]一実施形態において、本明細書に記載されるとおりの本発明のＡＡＢＢ－ＰＤＰ
組成物の作製に用いられるポリマーは、そのポリマーに直接連結した１つ又は複数の生物
活性剤を有する。ポリマーの残基は、１つ又は複数の生物活性剤の残基と連結することが
できる。例えば、ポリマーの１つの残基を、生物活性剤の１つの残基と直接連結すること
ができる。ポリマー及び生物活性剤は、各々１つの空いている原子価を有することができ
る。或いは、２個以上の生物活性剤、複数の生物活性剤、又は異なる治療若しくは緩和活
性を有する生物活性剤の混合物をポリマーと直接連結することができる。しかしながら、
各生物活性剤の残基はポリマーの対応する残基と連結され得るため、１つ又は複数の生物
活性剤の残基の数は、ポリマーの骨格に組み込まれた少なくとも１個のジオール又は二酸
生物活性剤を有するポリマーの残基上の空いている原子価の数に対応し得る。
【００６０】
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　[0068]本明細書で使用されるとき、「ポリマーの残基」は、１つ又は複数の空いている
原子価を有するポリマーのラジカルを指す。ポリマーの任意の合成を実現可能な原子、複
数の原子、又は官能基（例えば、ポリマー骨格又はペンダント上のもの）は、ラジカルを
生物活性剤の残基と結合するときに実質的に保持される。加えて、任意の合成を実現可能
な官能基（例えば、カルボキシル）をポリマー上に（例えば、ペンダント基として、又は
鎖終端としてポリマー骨格上に）生じさせて空いている原子価を提供することができ、但
しこれは、骨格治療剤の生物活性が、ラジカルを生物活性剤の残基と結合したときに実質
的に保持されることを条件とする。所望の連結に基づき、当業者は、本発明で用いられる
ポリマーを当該技術分野において公知の手順を用いて誘導体化するために使用することの
できる好適に官能化された出発物質を選択することができる。
【００６１】
　[0069]本明細書で使用されるとき、「構造式（＊）の化合物の残基」は、１つ又は複数
の空いている原子価を有する本明細書に記載されるとおりの構造式（Ｉ）又は構造式（Ｉ
Ｖ）のＡＡＢＢ－ＰＤＰ組成物のラジカルを指す。化合物の任意の合成を実現可能な原子
、複数の原子、又は官能基（例えば、ポリマー骨格、ペンダント又は末端基上のもの）は
、取り除いて空いている原子価を提供することができ、但しこれは、ラジカルの結合時に
骨格治療剤の生物活性が実質的に保持されることを条件とする。加えて、任意の合成を実
現可能な官能基（例えば、カルボキシル）を式（Ｉ）及び式（ＩＶ）の化合物上（例えば
、ポリマー骨格又はペンダント基上）に生じさせて空いている原子価を提供することがで
き、但しこれは、骨格治療剤の生物活性が、ラジカルを生物活性剤の残基と結合したとき
に実質的に保持されることを条件とする。所望の連結に基づき、当業者は、式（Ｉ）及び
式（ＩＶ）のＡＡＢＢ－ＰＤＰ組成物を当該技術分野において公知の手順を用いて誘導体
化するために使用することのできる好適に官能化された出発物質を選択することができる
。
【００６２】
　[0070]例えば、生物活性剤の残基は、構造式（Ｉ）又は構造式（ＩＶ）のＡＡＢＢ－Ｐ
ＤＰ組成物の残基と、アミド（例えば、－Ｎ（Ｒ）Ｃ（＝Ｏ）－又は－Ｃ（＝Ｏ）Ｎ（Ｒ
）－）、エステル（例えば、－ＯＣ（＝Ｏ）－又は－Ｃ（＝Ｏ）Ｏ－）、エーテル（例え
ば、－Ｏ－）、アミノ（例えば、－Ｎ（Ｒ）－）、ケトン（例えば、－Ｃ（＝Ｏ）－）、
チオエーテル（例えば、－Ｓ－）、スルフィニル（例えば、－Ｓ（Ｏ）－）、スルホニル
（例えば、－Ｓ（Ｏ）２－）、ジスルフィド（例えば、－Ｓ－Ｓ－）、又は直接（例えば
、Ｃ－Ｃ結合）の連結（式中、各Ｒは独立してＨ又は（Ｃ１～Ｃ６）アルキルである）に
より連結することができる。かかる連結は、好適に官能化された出発物質から当該技術分
野において公知の合成手順を用いて形成することができる。所望の連結に基づき、当業者
は、当該技術分野において公知の手順を用いて構造式（Ｉ）又は構造式（ＩＶ）のＡＡＢ
Ｂ－ＰＤＰ組成物の任意の残基を誘導体化し、それにより生物活性剤の所与の残基をコン
ジュゲート化するのに好適な官能性の出発物質を選択することができる。生物活性剤の残
基は、構造式（Ｉ）又は構造式（ＩＶ）の化合物の残基上にある合成を実現可能ないずれ
の位置と連結されてもよい。加えて、生物活性剤の２個以上の残基をＡＡＢＢ－ＰＤＰ組
成物と直接連結してもよい。
【００６３】
　[0071]ポリマー分子と連結することのできる生物活性剤の数は、典型的にはポリマーの
分子量及びポリマーに組み込まれた骨格生物活性剤の数に依存し得る。例えば、構造式（
Ｉ）の化合物について（式中、ｎは約５～約１５０、好ましくは約５～約７０、最高約１
５０である）、生物活性剤をポリマーの骨格、ペンダント基又は末端基と反応させること
により、生物活性剤分子（すなわち、その残基）をポリマー（すなわち、その残基）と直
接連結することができる。本発明のＡＡＢＢ－ＰＤＰ組成物における生物活性剤の連結部
位の数は、従ってポリマーに組み込まれた骨格治療用ジオール又は二酸の数だけ減る。不
飽和ポリマーでは、ポリマー骨格に組み込まれた治療用ジオール又は二酸残基それ自体が
いかなる二重（又は三重）結合も含まないならば、生物活性剤はポリマー中の二重（又は
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三重）結合とも反応することができる。従って、エストラジオールが骨格に組み込まれる
場合、反応中に生物活性剤が骨格ジオール又は二酸残基（すなわち、エストラジオール）
の二重結合と結合することを防ぐため、ポリマー組成物の二重結合において生物活性剤を
連結することは推奨されない。
【００６４】
　[0072]ＡＡＢＢ－ＰＤＰ組成物では、それが粒子の形態であっても、又は粒子ではない
形態であっても、生物活性剤は、当該技術分野において公知の、及び本明細書において以
下に記載されるとおりのいくつかの方法のうちのいずれかを用いて、化学結合なしにポリ
マー中に「入れ込む」ことにより分散させるのではなく、ポリマーと直接共有結合させる
ことができる。生物活性剤の量は、概して、ポリマー組成物に対して約０．１％～約６０
％（ｗ／ｗ）の生物活性剤、より好ましくは約１％～約２５％（ｗ／ｗ）の生物活性剤、
さらにより好ましくは約２％～約２０％（ｗ／ｗ）の生物活性剤である。生物活性剤の割
合は、以下でより詳細に考察するとおり、所望の用量及び治療対象の病態に依存し得る。
【００６５】
　[0073]本発明のＡＡＢＢ－ＰＤＰ組成物は、例えば、吸入薬、インプラント又は局所若
しくは全身注射液の形態で生体内に直接投与したときに、生物活性剤についての独立した
送達系として機能することに加え、様々なタイプの外科的デバイスの製造に使用すること
ができる。この実施形態において、本発明は、少なくとも１つの生物活性剤が中に散在す
る本発明のＡＡＢＢ－ＰＤＰ組成物を含む外科的デバイスを提供する。かかる外科的デバ
イスは、固形インプラント、粒子、及び外科的デバイスの表面の少なくとも一部分にある
組成物のコーティングを含む。外科的デバイスを構成するＡＡＢＢ－ＰＤＰ組成物は生分
解され、従ってポリマーの骨格から放出された、及び／又はポリマー中に分散した１つ又
は複数の生物活性剤を制御された形で周囲組織に送達する。
【００６６】
　[0074]一実施形態において、本発明のＡＡＢＢ－ＰＤＰ組成物は、任意の所望の表面積
のパッド、シート又はラップの形態で製造することができる。例えば、ポリマーは、織り
上げられるか、又は不規則な向きの繊維からなる薄いシートとして形成されてもよい。か
かるパッド、シート及びラップは、多くのタイプの創傷被覆材において使用することがで
き、それにより様々な病態を、例えば創傷部位において内因性の治癒過程を促進すること
により治療することができる。創傷被覆材中のポリマー組成物は時間が経つと生分解され
、骨格治療用ジオール又は二酸を含め、散在した生物活性剤を放出し、それが創傷部位の
標的細胞に吸収され、そこで細胞内において細胞質ゾル、核、若しくはその双方の中で作
用するか、又は生物活性剤は細胞表面受容体分子に結合し、細胞に侵入することなく細胞
応答を惹起する。或いは、ポリマー組成物から放出される生物活性剤は、例えば生物活性
ステントの被覆材として用いられるとき、創傷被覆材又はインプラントが置かれている環
境と接触することにより創傷部位において内因性の治癒過程を促進する。
【００６７】
　[0075]本発明のＡＡＢＢ－ＰＤＰ組成物に用いられるポリマー中の分散体に企図される
生物活性剤としては、抗増殖薬のラパマイシン及びその類似体又は誘導体のいずれか、パ
クリタキセル又はそのタキセン（ｔａｘｅｎｅ）類似体又は誘導体のいずれか、エベロリ
ムス、シロリムス、タクロリムス、又はその～リムスと命名される薬物ファミリーのいず
れか、及びスタチン、例えば、シンバスタチン、アトルバスタチン、フルバスタチン、プ
ラバスタチン、ロバスタチン、ロスバスタチン、ゲルダナマイシン、例えば１７ＡＡＧ（
１７－アリルアミノ－ｌ７－デメトキシゲルダナマイシン）；エポチロンＤ及び他のエポ
チロン、１７－ジメチルアミノエチルアミノ－１７－デメトキシ－ゲルダナマイシン及び
熱ショックタンパク質９０（Ｈｓｐ９０）の他のポリケチド阻害薬、シロスタゾールなど
が挙げられる。
【００６８】
　[0076]本発明のＡＡＢＢ－ＰＤＰ組成物及びそれから作製される粒子中に分散させるの
に好適な生物活性剤はまた、一酸化窒素などの、内皮細胞により内因的に産生される治療
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効果を有する天然創傷治癒剤の内因性産生を促進するものから選択されてもよい。或いは
、分解時にポリマーから放出される生物活性剤は、内皮細胞による自然の創傷治癒過程を
促進する直接的な活性を有してもよい。これらの生物活性剤は、一酸化窒素を供与し、輸
送し、若しくは放出し、内因性の一酸化窒素レベルを上昇させ、一酸化窒素の内因性合成
を刺激し、又は一酸化窒素合成酵素の基質として機能するか、又は平滑筋細胞の増殖を阻
害する任意の薬剤であり得る。かかる薬剤としては、例えば、アミノキシル、フロキサン
、ニトロソチオール、硝酸塩及びアントシアニン；アデノシンなどのヌクレオシド並びに
アデノシン二リン酸（ＡＤＰ）及びアデノシン三リン酸（ＡＴＰ）などのヌクレオチド；
アセチルコリン及び５－ヒドロキシトリプタミン（セロトニン／５－ＨＴ）などの神経伝
達物質／神経調節物質；ヒスタミン並びにアドレナリン及びノルアドレナリンなどのカテ
コールアミン；スフィンゴシン－１－リン酸塩及びリゾホスファチジン酸などの脂質分子
；アルギニン及びリジンなどのアミノ酸；ブラジキニン、サブスタンスＰ及びカルシウム
遺伝子関連ペプチド（ＣＧＲＰ）などのペプチド、並びにインスリン、血管内皮増殖因子
（ＶＥＧＦ）、及びトロンビンなどのタンパク質が挙げられる。
【００６９】
　[0077]様々な生物活性剤、生物活性剤のコーティング分子及びリガンドは、ポリマーコ
ーティング又は粒子の表面に結合、例えば共有結合させることができる。標的抗体、ポリ
ペプチド（例えば抗原）及び薬物などの生物活性剤は、ポリマーコーティング又は粒子の
表面と共有結合的にコンジュゲート化され得る。加えて、抗体若しくはポリペプチドを結
合するためのリガンドとしてのコーティング分子、例えばポリエチレングリコール（ＰＥ
Ｇ）、又は粒子の表面上の結合部位をブロックする手段としてのホスファチジルコリン（
ＰＣ）は、粒子と表面でコンジュゲート化することにより、粒子が投与される対象体内に
おける標的外の生体分子及び表面に付着することを防ぐことができる。
【００７０】
　[0078]例えば、小さいタンパク様モチーフ、例えば細菌タンパク質ＡのＢドメイン及び
タンパク質Ｇの機能的に等価な領域は、Ｆｃ領域により抗体分子と結合し、ひいてはそれ
を捕捉することが知られている。かかるタンパク様モチーフは、生物活性剤として本発明
のＡＡＢＢ－ＰＤＰ組成物と、特に本明細書に記載されるポリマー粒子の表面と結合する
ことができる。かかる分子は、例えば、標的リガンドとして用いられる抗体を結合し、又
は抗体を捕捉して血流に流されないよう前駆体細胞又は捕捉細胞を保持しておくリガンド
として働き得る。従って、タンパク質Ａ又はタンパク質Ｇの機能領域を用いてポリマーコ
ーティングと結合することのできる抗体タイプは、Ｆｃ領域を含むものである。捕捉抗体
は、ひいてはポリマー表面の近傍で前駆体細胞、例えば前駆細胞と結合してそれを保持す
ると同時に、好ましくはポリマー中の成長培地に供される前駆体細胞は、様々な因子を分
泌し、対象の他の細胞と相互作用する。加えて、ブラジキニンなどの、ポリマー粒子中に
分散した１つ又は複数の生物活性剤は、前駆体細胞を活性化し得る。
【００７１】
　[0079]加えて、ポリマー組成物が投与される対象体内において前駆体細胞を結合し、又
は血流から前駆内皮細胞（ＰＥＣ）を捕捉しておく生物活性剤は、公知の前駆体細胞表面
マーカーに対するモノクローナル抗体である。例えば、内皮細胞の表面を標識することが
報告されている相補性決定基（ＣＤ）としては、ＣＤ３１、ＣＤ３４、ＣＤ１０２、ＣＤ
１０５、ＣＤ１０６、ＣＤ１０９、ＣＤｗ１３０、ＣＤ１４１、ＣＤ１４２、ＣＤ１４３
、ＣＤ１４４、ＣＤｗ１４５、ＣＤ１４６、ＣＤ１４７、及びＣＤ１６６が挙げられる。
これらの細胞表面マーカーは様々な特異性を有し得るとともに、特定の細胞／発生タイプ
／段階に対する特異性の程度は、多くの場合、完全には特徴付けられない。加えて、抗体
を産生させているこれらの細胞マーカー分子は、特に同じ系統の細胞：内皮細胞の場合に
は単球上のＣＤと（抗体認識に関して）重複する。循環内皮前駆細胞は、何らかの形で（
骨髄）単球から成熟内皮細胞に至る発生経路に従う。ＣＤ１０６、ＣＤ１４２及びＣＤ１
４４は、いくらかの特異性を伴い成熟内皮細胞を標識することが報告されている。ＣＤ３
４は、現在、前駆内皮細胞に特異的であることが知られており、従って現行では、活性薬
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剤を局所送達するためにポリマー粒子を植え込む部位において血液に流されないよう前駆
内皮細胞を捕捉するのに好ましい。かかる抗体の例としては、単鎖抗体、キメラ抗体、モ
ノクローナル抗体、ポリクローナル抗体、抗体断片、Ｆａｂ断片、ＩｇＡ、ＩｇＧ、Ｉｇ
Ｍ、ＩｇＤ、ＩｇＥ及びヒト化抗体、及びそれらの活性断片が挙げられる。
【００７２】
　[0080]以下の生物活性剤及び小分子薬物は、本明細書に記載されるとおり、生物活性剤
を局所送達するための時限放出性の生分解性ポリマーデポーを形成するサイズであっても
、又は体循環に入り込むサイズであっても、本発明のＡＡＢＢ－ＰＤＰ組成物中に分散さ
せるのに特に有効である。本発明のＡＡＢＢ－ＰＤＰ組成物中に分散した生物活性剤及び
使用方法は、対象とする疾患、若しくはその症状の治療におけるそれらの好適な治療効果
又は緩和効果について、又は細胞若しくは組織培養物内、又は生体内でのかかる効果のイ
ンビトロ試験のために設計された実験におけるそうした効果について選択され得る。
【００７３】
　[0081]一実施形態において、好適な生物活性剤としては、限定されないが、時限放出型
として提供されるとき、創傷治癒を促進し、若しくはそれに寄与する様々なクラスの化合
物が挙げられる。かかる生物活性剤としては、特定の前駆体細胞を含め、本発明の組成物
中の生分解性ポリマーにより保護及び送達され得る創傷治癒細胞が挙げられる。かかる創
傷治癒細胞としては、例えば、周皮細胞及び内皮細胞、並びに炎症治癒細胞が挙げられる
。かかる細胞を生体内のポリマーデポーの部位に動員するため、本発明に用いられる本発
明のＡＡＢＢ－ＰＤＰ組成物及びその粒子並びに使用方法は、例えば「細胞接着分子」（
ＣＡＭ）と特異的に結合する、かかる細胞に対する抗体などのリガンド及びより小さい分
子のリガンドを含むことができる。創傷治癒細胞の例示的リガンドとしては、細胞間接着
分子（ＩＣＡＭ）と特異的に結合するもの、例えば、ＩＣＡＭ－１（ＣＤ５４抗原）；Ｉ
ＣＡＭ－２（ＣＤ１０２抗原）；ＩＣＡＭ－３（ＣＤ５０抗原）；ＩＣＡＭ－４（ＣＤ２
４２抗原）；及びＩＣＡＭ－５；血管細胞接着分子（ＶＣＡＭ）、例えばＶＣＡＭ－１（
ＣＤ１０６抗原）；神経細胞接着分子（ＮＣＡＭ）、例えばＮＣＡＭ－１（ＣＤ５６抗原
）；又はＮＣＡＭ－２；血小板内皮細胞接着分子ＰＥＣＡＭ、例えばＰＥＣＡＭ－１（Ｃ
Ｄ３１抗原）；内皮白血球接着分子（ＥＬＡＭ）、例えばＬＥＣＡＭ－１；又はＬＥＣＡ
Ｍ－２（ＣＤ６２Ｅ抗原）などが挙げられる。
【００７４】
　[0082]別の態様において、好適な生物活性剤としては細胞外マトリックスタンパク質が
挙げられ、これは、本発明のＡＡＢＢ－ＰＤＰ組成物に用いられるポリマー粒子中に分散
させることができる、例えば、共有結合的又は非共有結合的に結合させることができる巨
大分子である。有用な細胞外マトリックスタンパク質の例としては、例えば、通常タンパ
ク質（プロテオグリカン）と連結されるグリコサミノグリカン、及び線維状タンパク質（
例えば、コラーゲン；エラスチン；フィブロネクチン及びラミニン）が挙げられる。細胞
外タンパク質の生体模倣体もまた使用することができる。これらは通常、アルギン酸塩及
びキチン誘導体などの、非ヒト性だが生体適合性の糖タンパク質である。かかる細胞外マ
トリックスタンパク質及び／又はそれらの生体模倣体の特異的断片である創傷治癒ペプチ
ドもまた使用することができる。
【００７５】
　[0083]タンパク様成長因子は、本発明のＡＡＢＢ－ＰＤＰ組成物中への分散及び本明細
書に記載される使用方法に好適な別のカテゴリーの生物活性剤である。かかる生物活性剤
は、例えば、血小板由来増殖因子ＢＢ（ＰＤＧＦ－ＢＢ）、腫瘍壊死因子α（ＴＮＦ－α
）、上皮成長因子（ＥＧＦ）、ケラチノサイト成長因子（ＫＧＦ）、チモシンＢ４；並び
に様々な血管新生因子、例えば、血管内皮増殖因子（ＶＥＧＦ）、線維芽細胞成長因子（
ＦＧＦ）、腫瘍壊死因子β（ＴＮＦ－β）、及びインスリン様成長因子－１（ＩＧＦ－１
）など、創傷治癒の促進及び当該技術分野で公知のとおりの他の疾患状態において有効で
ある。これらのタンパク様成長因子の多くは市販されており、又は当該技術分野において
公知の技法を用いて組換え産生することができる。
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【００７６】
　[0084]或いは、様々な生体分子をコードする遺伝子を組み込んだベクター、特にアデノ
ウイルスベクターを含む発現系を、時限放出送達のために本発明のＡＡＢＢ－ＰＤＰ組成
物及びその粒子中に分散させることができる。かかる発現系及びベクターの調製方法は当
該技術分野において公知である。例えば、タンパク様成長因子を本発明のＡＡＢＢ－ＰＤ
Ｐ組成物中に分散させることができ、それによりその成長因子を、ポリマーデポーを形成
するサイズの粒子を選択することにより局所送達で所望の体内部位に投与するか、又は循
環中に入り込むサイズの粒子を選択することにより全身に投与することができる。成長因
子、例えば、ＶＥＧＦ、ＰＤＧＦ、ＦＧＦ、ＮＧＦ、並びに進化的及び機能的に関係性の
ある生物製剤、並びにトロンビンなどの血管新生酵素もまた、本発明の組成物における生
物活性剤として使用することができる。
【００７７】
　[0085]薬物は、人工的に合成されたものも、又は天然で合成されたものも、本発明のＡ
ＡＢＢ－ＰＤＰ組成物中への分散及び本明細書に記載される使用方法に好適なさらに別の
カテゴリーの生物活性剤である。かかる薬物としては、例えば、抗菌薬及び抗炎症剤並び
に特定の治癒促進薬、例えば、ビタミンＡ及び脂質過酸化の合成阻害薬が挙げられる。
【００７８】
　[0086]様々な抗生物質を生物活性剤として本発明のＡＡＢＢ－ＰＤＰ組成物中に分散さ
せることで、感染症を予防又は制御することにより自然治癒過程を間接的に促進すること
ができる。好適な抗生物質としては、アミノグリコシド抗生物質又はキノロン又はセファ
ロスポリンなどのβ－ラクタムなどの多くのクラス、例えば、シプロフロキサシン、ゲン
タマイシン、トブラマイシン、エリスロマイシン、バンコマイシン、オキサシリン、クロ
キサシリン、メチシリン、リンコマイシン、アンピシリン、及びコリスチンが挙げられる
。好適な抗生物質は文献に記載されている。
【００７９】
　[0087]好適な抗菌薬としては、例えば、Ａｄｒｉａｍｙｃｉｎ　ＰＦＳ／ＲＤＦ（登録
商標）（Ｐｈａｒｍａｃｉａ　ａｎｄ　Ｕｐｊｏｈｎ）、Ｂｌｅｎｏｘａｎｅ（登録商標
）（Ｂｒｉｓｔｏｌ－Ｍｙｅｒｓ　Ｓｑｕｉｂｂ　Ｏｎｃｏｌｏｇｙ／Ｉｍｍｕｎｏｌｏ
ｇｙ）、Ｃｅｒｕｂｉｄｉｎｅ（登録商標）（Ｂｅｄｆｏｒｄ）、Ｃｏｓｍｅｇｅｎ（登
録商標）（Ｍｅｒｃｋ）、ＤａｕｎｏＸｏｍｅ（登録商標）（ＮｅＸｓｔａｒ）、Ｄｏｘ
ｉｌ（登録商標）（Ｓｅｑｕｕｓ）、Ｄｏｘｏｒｕｂｉｃｉｎ　Ｈｙｄｒｏｃｈｌｏｒｉ
ｄｅ（登録商標）（Ａｓｔｒａ）、Ｉｄａｍｙｃｉｎ（登録商標）ＰＦＳ（Ｐｈａｒｍａ
ｃｉａ　ａｎｄ　Ｕｐｊｏｈｎ）、Ｍｉｔｈｒａｃｉｎ（登録商標）（Ｂａｙｅｒ）、Ｍ
ｉｔａｍｙｃｉｎ（登録商標）（Ｂｒｉｓｔｏｌ－Ｍｙｅｒｓ　Ｓｑｕｉｂｂ　Ｏｎｃｏ
ｌｏｇｙ／Ｉｍｍｕｎｏｌｏｇｙ）、Ｎｉｐｅｎ（登録商標）（ＳｕｐｅｒＧｅｎ）、Ｎ
ｏｖａｎｔｒｏｎｅ（登録商標）（Ｉｍｍｕｎｅｘ）及びＲｕｂｅｘ（登録商標）（Ｂｒ
ｉｓｔｏｌ－Ｍｙｅｒｓ　Ｓｑｕｉｂｂ　Ｏｎｃｏｌｏｇｙ／Ｉｍｍｕｎｏｌｏｇｙ）が
挙げられる。一実施形態において、ペプチドはグリコペプチドであってもよい。「グリコ
ペプチド」は、バンコマイシンなどの、場合によりサッカライド基と置換された多環状ペ
プチドコアにより特徴付けられるオリゴペプチド（例えばヘプタペプチド）抗生物質を指
す。
【００８０】
　[0088]このカテゴリーの抗菌薬に含まれるグリコペプチドの例は、「Ｇｌｙｃｏｐｅｐ
ｔｉｄｅｓ　Ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ，Ｏｃｃｕｒｒｅｎｃｅ，ａｎｄ　Ｄｉｓｃ
ｏｖｅｒｙ」、Ｒａｙｍｏｎｄ　Ｃ．Ｒａｏ及びＬｏｕｉｓｅ　Ｗ．Ｃｒａｎｄａｌｌ著
、（「Ｂｉｏａｅｔｉｖｅ　ａｇｅｎｔｓ　ａｎｄ　ｔｈｅ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃ
ａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ」第６３巻、Ｒａｍａｋｒｉｓｈｎａｎ　Ｎａｇａｒａｊａｎ編
、Ｍａｒｃａｌ　Ｄｅｋｋｅｒ，Ｉｎｃ刊）に見ることができる。グリコペプチドのさら
なる例は、米国特許第４，６３９，４３３号明細書；米国特許第４，６４３，９８７号明
細書；米国特許第４，４９７，８０２号明細書；米国特許第４，６９８，３２７号明細書
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、米国特許第５，５９１，７１４号明細書；米国特許第５，８４０，６８４号明細書；及
び米国特許第５，８４３，８８９号明細書；欧州特許第０　８０２　１９９号明細書；欧
州特許第０　８０１　０７５号明細書；欧州特許第０　６６７　３５３号明細書；国際公
開第９７／２８８１２号パンフレット；国際公開第９７／３８７０２号パンフレット；国
際公開第９８／５２５８９号パンフレット；国際公開第９８／５２５９２号パンフレット
；並びにＪ．Ａｍｅｒ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．（１９９６）１１８：１３１０７－１３１０
８；Ｊ　Ａｍｅｒ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．（１９９７）１１９：１２０４１－１２０４７；
及びＪ．Ａｍｅｒ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．（１９９４）１１６：４５７３－４５９０に開示
されている。代表的なグリコペプチドとしては、Ａ４７７、Ａ３５５１２、Ａ４０９２６
、Ａ４１０３０、Ａ４２８６７、Ａ４７９３４、Ａ８０４０７、Ａ８２８４６、Ａ８３８
５０、Ａ８４５７５、ＡＢ－６５、アクタプラニン、アクチノイジン、アルダシン、アボ
パルシン、アズレオマイシン、バルヒミエイン（Ｂａｌｈｉｍｙｅｉｎ）、クロロオリエ
ンチエイン（Ｃｈｌｏｒｏｏｒｉｅｎｔｉｅｉｎ）、クロロポリスポリン、デカプラニン
、－デメチルバンコマイシン、エレモマイシン、ガラカルジン、ヘルベカルジン、イズペ
プチン、キブデリン、ＬＬ－ＡＭ３７４、マンノペプチン、ＭＭ４５２８９、ＭＭ４７７
５６、ＭＭ４７７６１、ＭＭ４９７２１、ＭＭ４７７６６、ＭＭ５５２６０、ＭＭ５５２
６６、ＭＭ５５２７０、ＭＭ５６５９７、ＭＭ５６５９８、ＯＡ－７６５３、オレンチシ
ン（ｏｒｅｎｔｉｃｉｎ）、パルボジシン、リストセチン、リストマイシン、シンモニシ
ン（Ｓｙｎｍｏｎｉｃｉｎ）、テイコプラニン、ＵＫ－６８５９７、ＵＤ－６９５４２、
ＵＫ－７２０５１、バンコマイシンなどとして特定されるものが挙げられる。用語「グリ
コペプチド」又は「グリコペプチド抗生物質」はまた、本明細書で使用されるとき、糖部
分が存在しない上記に開示される一般的なクラスのグリコペプチド、すなわちアグリコン
系のグリコペプチドを含むことも意図される。例えば、弱い加水分解によりバンコマイシ
ン上のフェノールに付加された二糖類部分を除くと、バンコマイシンアグリコンが得られ
る。また、用語「グリコペプチド抗生物質」の範囲には、アルキル化誘導体及びアシル化
誘導体を含め、上記に開示される一般的なクラスのグリコペプチドの合成誘導体も含まれ
る。加えて、さらなるサッカライド残基、特にアミノグリコシドがバンコサミンと同様の
方法でさらに付加されているグリコペプチドが、この用語の範囲内にある。
【００８１】
　[0089]用語「脂質化グリコペプチド」は、具体的には、脂質置換基を含むよう合成的に
修飾されているグリコペプチド抗生物質を指す。本明細書で使用されるとき、用語「脂質
置換基」は、５個以上の炭素原子、好ましくは、１０個～４０個の炭素原子を含む任意の
置換基を指す。脂質置換基は、場合により、ハロ、酸素、窒素、硫黄、及び亜リン酸塩か
ら選択される１個～６個のヘテロ原子を含む。脂質化グリコペプチド抗生物質は、当該技
術分野において公知である。
【００８２】
　[0090]抗炎症生物活性剤もまた、本発明のＡＡＢＢ－ＰＤＰ組成物中に分散させるのに
有用である。治療対象の体内部位及び疾患に応じて、かかる抗炎症生物活性剤としては、
例えば鎮痛薬（例えば、ＮＳＡＩＤＳ及びサリシクレート（ｓａｌｉｃｙｃｌａｔｅ））
、ステロイド、抗リウマチ剤、胃腸剤、抗痛風製剤、ホルモン（グルココルチコイド）、
点鼻製剤、点眼製剤、点耳製剤（例えば、抗生物質とステロイドとの併用）、呼吸器用薬
剤、並びに皮膚用及び粘膜用薬剤が挙げられる。「Ｐｈｙｓｉｃｉａｎ’ｓ　Ｄｅｓｋ　
Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ」、２００５年版を参照のこと。具体的には、抗炎症剤としては、化
学的に（１１θ，１６Ｉ）－９－フルロ（ｆｌｕｒｏ）－１１，１７，２１－トリヒドロ
キシ－１６－メチルプレグナ－１，４－ジエン－３，２０－ジオンとして表されるデキサ
メタゾンを挙げることができる。或いは、抗炎症生物活性剤はシロリムス（ラパマイシン
）であるか、又はそれを含んでもよく、シロリムスは、ストレプトマイセス・ハイグロス
コピカス（Ｓｔｒｅｐｔｏｍｙｃｅｓ　ｈｙｇｒｏｓｃｏｐｉｃｕｓ）から単離されたト
リエンマクロライド抗生物質である。
【００８３】
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　[0091]本発明の組成物及び方法に含まれるポリペプチド生物活性剤はまた、「ペプチド
模倣物」も含むことができる。本明細書で「ペプチド模倣物」又は「ペプチドミメティク
ス」と称されるかかるペプチド類似体は、鋳型ペプチドと類似した特性により製薬業界に
おいて一般に用いられており（Ｆａｕｃｈｅｒｅ，Ｊ．（１９８６）Ａｄｖ．Ｂｉｏａｃ
ｔｉｖｅ　ａｇｅｎｔ　Ｒｅｓ．，１５：２９；Ｖｅｌｂｅｒ及びＦｒｅｉｄｉｎｇｅｒ
（１９８５）ＴＩＮＳ，３９２頁；及びＥｖａｎｓ　ｅｔ　ａｌ．（１９８７）Ｊ．Ｍｅ
ｄ．Ｃｈｅｍ．，３０：１２２９）、通常、コンピュータ化された分子モデリングを用い
て開発される。加えて、ペプチド内の１つ又は複数のアミノ酸の置換（例えば、Ｌ－リジ
ンに代えてＤ－リジン）が、より安定したペプチド及び内因性ペプチダーゼに抵抗性を有
するペプチドの生成に用いられ得る。或いは、インベルソペプチドと称される、生分解性
ポリマーと共有結合した合成ポリペプチドを、Ｄ－アミノ酸から調製することもできる。
ペプチドが天然ペプチド配列と逆方向に構築されるとき、それはレトロペプチドと称され
る。一般に、Ｄ－アミノ酸から調製されたポリペプチドは、酵素加水分解に対して極めて
安定している。レトロ－インベルソ又は部分的レトロ－インベルソポリペプチドについて
は、保存された生物活性の多くの例が報告されている（米国特許第６，２６１，５６９　
Ｂ１号明細書及び同明細書中の文献；Ｂ．Ｆｒｏｍｍｅ　ｅｔ　ａｌ，　Ｅｎｄｏｃｒｉ
ｎｏｌｏｇｙ（２００３）１４４：３２６２－３２６９。
【００８４】
　[0092]本発明を用いて広範な種類の疾患又はその症状を予防又は治療し得ることは直ち
に明らかである。
【００８５】
　[0093]場合により少なくとも１つの生物活性剤を担持する本発明のＡＡＢＢ－ＰＤＰ組
成物及びそのポリマー粒子が調製された後、組成物は凍結乾燥され得るとともに、その乾
燥組成物は、投与前に適切な媒体中に懸濁され得る。
【００８６】
　[0094]少なくとも１つの生物活性剤の任意の好適な有効量は、植込み用のステント、眼
内ディスク（ｉｎｔｒａｏｃｕｌａｒ　ｄｉｓｃ）などの医療用デバイス上のポリマーコ
ーティング中、又は生体内に導入されたその粒子から形成されるデポー中のものを含め、
ＡＡＢＢ－ＰＤＰ組成物から時間とともに放出されてもよい。生物活性剤の好適な有効量
は、典型的には、例えば、特定のＡＡＢＢ－ＰＤＰポリマー及びその中に組み込まれる治
療用骨格ジオール又は二酸の濃度、存在する場合には、粒子又はポリマー／生物活性剤の
連結タイプに依存し得る。典型的には、最高約１００％の１つ又は複数の骨格ジオール又
は二酸及び任意の１つ又は複数の生物活性剤が、生体内でポリマーデポーを形成する本明
細書に記載されるとおり循環を回避するサイズのポリマー粒子から放出され得る。具体的
には、その最高約９０％、最高７５％、最高５０％、又は最高２５％が、ポリマーデポー
から放出され得る。典型的にポリマーデポーからの放出速度に影響する要因は、ポリマー
／骨格治療剤の性質及び量、ポリマー／生物活性剤の連結タイプ、並びに製剤中に存在す
るさらなる物質の性質及び量である。
【００８７】
　[0095]上記のとおり本発明のＡＡＢＢ－ＰＤＰ組成物が作製されると、続く投与のため
に組成物が製剤化される。使用される製剤に応じて、例えば、肺内、胃腸内、皮下、筋肉
内、中枢神経系内、腹膜内又は臓器内送達による任意の好適な投与経路を用いることがで
きる。注射又は吸入について、組成物は概して、水、生理食塩水、グリセロール、ポリエ
チレングリコール、ヒアルロン酸、エタノール等の、経口、粘膜又は皮下送達に適した１
つ又は複数の「薬学的に許容可能な賦形剤又は媒体」を含む。加えて、湿潤剤又は乳化剤
、ｐＨ緩衝物質、香味料などの補助物質が、かかる媒体中に存在し得る。
【００８８】
　[0096]例えば、鼻腔内投与製剤及び経肺製剤は、通常、鼻粘膜に対する刺激作用も、又
は線毛機能の著しい妨害も引き起こすことのない媒体を含む。本発明では、水、水性生理
食塩水又は他の公知の物質などの希釈剤を用いることができる。肺内投与製剤はまた、限
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定はされないが、クロロブタノール及び塩化ベンザルコニウムなどの防腐剤を含んでもよ
い。鼻粘膜による吸収を高めるために界面活性剤が存在してもよい。
【００８９】
　[0097]直腸坐薬及び尿道坐薬について、媒体組成物は、従来の結合剤及び担体、例えば
、カカオ脂（テオブロマオイル）又は他のトリグリセリド、エステル化、水素化及び／又
は分留により修飾された植物油、グリセリンゼラチン、ポリアルカリ性グリコール、様々
な分子量のポリエチレングリコールとポリエチレングリコールの脂肪酸エステルとの混合
物を含む。
【００９０】
　[0098]経膣送達について、本発明のＡＡＢＢ－ＰＤＰ組成物は、ポリエチレントリグリ
セリドの混合物を含むものなどのペッサリー基剤中に配合するか、又はトウモロコシ油若
しくはゴマ油などの油中に、場合によりコロイド状シリカを含んで懸濁することができる
。例えば、Ｒｉｃｈａｒｄｓｏｎ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｉｎｔ．Ｊ　Ｐｈａｒｍ．（１９９
５）１１５：９－１５を参照のこと。
【００９１】
　[0099]特定の送達方法に使用するのに適した媒体のさらなる考察については、例えば、
「Ｒｅｍｉｎｇｔｏｎ：Ｔｈｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｐｒａｃｔｉｃｅ　ｏｆ　Ｐ
ｈａｒｍａｃｙ」、Ｍａｃｋ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ　Ｃｏｍｐａｎｙ、Ｅａｓｔｏｎ，
Ｐａ．、第１９版、１９９５を参照のこと。当業者は、特定の本発明のＡＡＢＢ－ＰＤＰ
又はその粒子に使用するのに適切な媒体及び投与方法を容易に判断することができる。
【００９２】
　[0100]或いは、本発明のＡＡＢＢ－ＰＤＰ組成物は、生物活性剤を生体内の植込み部位
に送達するための医療用デバイス上のコーティングとして構成されてもよい。例えば、本
組成物を使用して、本明細書に記載されるとおりの生物活性剤を周囲組織又は細胞に迅速
に送達するため血管ステント又は眼内用ディスクの表面の少なくとも一部分を被覆するこ
とができる。眼科用薬剤を送達するための、ＰＥＡポリマーファミリー（例えば、固形デ
ィスクの形態か、又はかかるディスク上のコーティングとしての、本発明のＡＡＢＢ－Ｐ
ＤＰポリマー及び組成物）のポリマーを含む眼内用デバイスの作製及び使用方法は、米国
特許出願公開第２００７０２９２４７６号明細書に開示されているとおりである。
【００９３】
　[0101]ヒトに加え、本発明のＡＡＢＢ－ＰＤＰ組成物はまた、様々な哺乳類患者、例え
ば、ペット（例えば、ネコ、イヌ、ウサギ、及びフェレット）、家畜（例えば、ブタ、ウ
マ、ラバ、乳牛及び肉用牛）並びに競走馬に対する生物活性剤の獣医学的な投与に用いら
れる送達媒体としても意図される。
【００９４】
　[0102]一実施形態において、本発明で使用されるＡＡＢＢ－ＰＤＰ組成物は、１つ又は
複数の骨格治療用ジオール又は二酸及び／又は目的とする分散した生物活性剤の「有効量
」を含む。すなわち、症状の予防、低減、又は解消に十分な治療応答又は緩和応答をもた
らす量のかかる薬剤が組成物中に組み込まれる。正確な所要量は、他の要因の中でも特に
、組成物を投与する対象；対象の年齢及び全般的な状態；対象の免疫系能力、所望する治
療又は緩和応答の程度；治療若しくは検査対象の病態の重症度；選択された１つ若しくは
複数の特定の生物活性剤並びに組成物の投与方法に応じて異なり得る。当業者は適切な有
効量を容易に判断することができる。従って、「有効量」は、日常的な試験を通じて決定
され得る比較的広い範囲の中にある。例えば、本発明の目的上、有効量は典型的には、用
量当たりの送達される活性薬剤が約１μｇ～約１００ｍｇ、例えば約５μｇ～約１ｍｇ、
又は約１０μｇ～約５００μｇの範囲であり得る。
【００９５】
　[0103]製剤化されると、本発明のＡＡＢＢ－ＰＤＰ組成物は様々な方法で投与すること
ができる。一実施形態において、分子又は粒子の懸濁液が、標準的な技法を用いて経口的
に、経粘膜的に、又は皮下若しくは筋肉内注射によるなどして投与される。例えば、粘膜
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送達法については、経鼻、経肺、経膣及び経直腸技法を含め、「Ｒｅｍｉｎｇｔｏｎ：Ｔ
ｈｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｐｒａｃｔｉｃｅ　ｏｆ　Ｐｈａｒｍａｃｙ」、Ｍａｃ
ｋ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ　Ｃｏｍｐａｎｙ、Ｅａｓｔｏｎ，Ｐａ．、第１９版、１９９
５、並びに欧州特許第５１７，５６５号明細書を参照されたく、及び経鼻投与の技法につ
いてはＩｌｌｕｍ　ｅｔ　ａｌ．、Ｊ．　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　Ｒｅｌ．（１９９４）
２９：１３３－１４１を参照されたい。１つ又は複数の生物活性剤を含有するＡＡＢＢ－
ＰＤＰ組成物を含む外科的デバイスが、植込み型固形物、例えば、動脈ステント又は眼内
用ディスクとして、又はかかる外科的デバイス上のコーティングとして構成され得る。か
かる植込み型装置は、当該技術分野において公知の技法を用いて外科的に挿入される。
【００９６】
　[0104]投薬治療は、本発明のＡＡＢＢ－ＰＤＰ組成物の単回投与であってもよく、又は
当該技術分野において公知のとおりの頻回投与スケジュールであってもよい。投薬レジメ
ンはまた、少なくとも一部において、対象の必要性により決定され、医師の判断に依存し
得る。さらに、疾患の予防が求められる場合、ＡＡＢＢ－ＰＤＰ組成物（粒子の形態のも
の、又はそうではないもの）は、概して原発性疾患発現より前、すなわち対象とする疾患
の症状が現れる前に投与される。治療、例えば症状又は再発の軽減が求められる場合、Ａ
ＡＢＢ－ＰＤＰ組成物は概して原発性疾患発現後に投与される。
【００９７】
　[0105]製剤は、経口、皮下又は粘膜送達の研究用に開発された数多くの動物モデルにお
いてインビボ試験を行うことができる。例えば、覚醒ヒツジモデルが、物質の経鼻送達試
験用に当該技術分野で認知されているモデルである。Ｌｏｎｇｅｎｅｃｋｅｒ　ｅｔ　ａ
ｌ．、Ｊ　Ｐｈａｒｍ．Ｓｃｉ．（１９８７）７６：３５１－３５５及びＩｌｌｕｍ　ｅ
ｔ　ａｌ．、Ｊ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　Ｒｅｌ．（１９９４）２９：１３３－１４１を
参照のこと。ＡＡＢＢ－ＰＤＰ組成物は、概して粉末状の凍結乾燥形態であり、鼻腔に吹
き込まれる。当該技術分野において公知のとおり標準的な技術を用いて、血液試料を生物
活性剤についてアッセイすることができる。
【００９８】
　[0106]別の実施形態において、本発明は、本発明のＡＡＢＢ－ＰＤＰポリマーを含む外
科的デバイスを提供する。
【００９９】
　[0107]さらに別の実施形態において、本発明は、構造式（ＩＩＩ）
【化８】

 
（式中、Ｒ５はＨ又は－ＣＨ３であり、Ｒ６は、（Ｃ２～Ｃ１２）アルキレン及び（Ｃ２

～Ｃ１２）アルケニレンから独立して選択されるアシルである）により表される化学式を
有するＯ，Ｏ’－ジアシル－ビス－（アルファヒドロキシ酸）（本明細書の化合物１）を
調製する方法であって、
　ａ）触媒及び塩化水素アクセプターとして作用する溶媒中でアシルの酸二塩化物を形成
するステップと、
　ｂ）溶媒の存在下で酸二塩化物を乾燥酢酸エチル中のグリコール酸又は乳酸と相互作用
させて固形Ｏ，Ｏ’－ジアシル－ビス－（アルファヒドロキシ酸）生成物を形成するステ
ップと、
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　ｃ）ａ）で形成された固形Ｏ，Ｏ’－ジアシル－ビス－（アルファヒドロキシ酸）生成
物を溶液から回収するステップと、
を含む方法を提供する。
【０１００】
　[0108]本発明の方法においてＯ，Ｏ’－ジアシル－ビス－（アルファヒドロキシ酸）の
調製に用いるのに好適な溶媒の例としては、例えば、ピリジン及びトリエチルアミンが挙
げられる。次に固形生成物は、例えば多孔質ガラスフィルタでろ過し、塩酸で酸性化した
ｐＨ２～３の水のアリコートで洗浄することにより回収することができる。ろ液は所望の
生成物を多量に含む。水性洗浄液から、それを例えば各約１００ｍＬの３～４回分量の酢
酸エチルで抽出することにより、さらなる量の生成物を回収してもよい。次にそれらの酢
酸エチル部分量を加え合わせて乾燥させ、ろ過し、蒸発乾固させると、さらなる収量の目
的生成物を得ることができ、粗Ｏ，Ｏ’－アジポイル－ビス－（グリコール酸）の収率は
約７０％もの高さとなる。精製については、生成物は酢酸エチル／ヘキサン７０／３０（
ｖ／ｖ）混合液から再結晶化することができる。生成物がセバシン酸ベースの場合、生成
物は水不溶性であり、水で洗浄することができる。
【０１０１】
　[0109]以下の反応スキーム１は、式（ＩＩＩ）の化合物（式中、Ｒ６＝（ＣＨ２）４及
び（ＣＨ２）８）の合成方法を示す：
【化９】

 
【０１０２】
　[0110]化合物１の二酸は、その活性ジ－ｐ－ニトロフェニルエステル（本明細書の化合
物２）に変換される。かかる変換の例示的プロセスが以下のスキーム２に示され、さらに
本明細書の実施例１に記載される：

【化１０】

 
【０１０３】
　[0111]ビス（α－アミノ酸）ジエステル（化合物３）のｐ－トルエンスルホン酸塩の合
成は、当該技術分野において公知である。かかる合成は、例えばＲ．Ｋａｔｓａｒａｖａ
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　ｅｔ　ａｌ．（Ｊ．Ｐｏｌｙｍ．Ｓｃｉ，Ｐａｒｔ　Ａ：Ｐｏｌｙｍ．Ｃｈｅｍ．（１
９９９）３７：３９１－４０７）に記載され、さらに以下のスキーム３及び本明細書の実
施例１に記載される：
【化１１】

 
【０１０４】
　[0112]ＡＡ－ＢＢ型ポリ（デプシペプチド）（ＡＡＢＢ－ＰＤＰ）の合成は、溶液活性
重縮合（ＡＰＣ）の条件下、既に報告されている手順（Ｋａｔｓａｒａｖａ　ｅｔ　ａｌ
．、１９９９　上記）を適応してＮ，Ｎ－ジメチルアセトアミド中、酸アクセプターとし
てトリエチルアミンを使用して行った。以下のスキーム４に従い活性ジエステル（化合物
２）をアミノ酸誘導モノマー－ビス－（α－アミノ酸）－ａ，ω－アルキレンジエステル
（化合物３）のジ－ｐ－トルエンスルホン酸塩－と反応させて一般構造式Ｉ．１の化合物
を得た：

【化１２】

 
【０１０５】
　[0113]本発明が以下の実施例によりさらに説明される。これらの実施例は、本発明の説
明を意図したもので、限定することは意図していない。
【０１０６】
［実施例１］
モノマー合成
Ａ．Ｏ，Ｏ’－ジアシル－ビス－（グリコール酸）（化合物１）の合成
　[0114]本明細書のスキーム１に従い、Ｏ，Ｏ’－ジアシル－ビス－（アルファヒドロキ
シ酸）を調製する触媒及びＨＣｌアクセプターとしてのピリジンの存在下で、一般構造（
１）の新規ＡＡＢＢ＿ポリデプシペプチド－Ｏ，Ｏ’－ジアシル－ビス－（グリコール酸
）のための出発モノマーを、二酸塩化物を乾燥酢酸エチル中のグリコール酸と相互作用さ
せることにより合成した。
【０１０７】
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　[0115]Ｏ，Ｏ’－アジポイル－ビス－（グリコール酸）の合成：（化合物１．１）：１
５．８２ｇ（０．２ｍｏｌ）のグリコール酸を５００ｍＬの乾燥酢酸エチル中に溶解し、
次に約４００ｍＬの溶媒を留去して、市販のグリコール酸中に存在した水を除去した。残
留溶液に対して２３．９ｇ（０．１ｍｏｌ）の塩化アジポイルを添加して０°Ｃに冷却し
、５０ｍＬの同じ溶媒中の１６．３ｍＬ（０．２ｍｏｌ）のピリジン溶液を撹拌しながら
滴下して添加した。ピリジン添加の完了後、反応混合液を室温でさらに２時間撹拌した。
固形生成物を多孔質ガラスフィルタでろ別し、塩酸で酸性化した２００ｍＬ、ｐＨ２～３
の水で洗浄した。ろ液は所望の生成物を多量に含んでいた。水性洗浄液から、それを各約
１００ｍＬの３～４回分量の酢酸エチルで抽出することにより、さらなる量の生成物を回
収した。次にそれらの酢酸エチル部分量を加え合わせてＮａ２ＳＯ４で乾燥し、ろ過し、
蒸発乾固すると、さらなる収量の目的とする生成物が得られた。粗Ｏ，Ｏ’－アジポイル
－ビス（グリコール酸）（化合物１．１、Ｒ６＝（ＣＨ２）４）の合計収率は７０％であ
った。精製については、酢酸エチル／ヘキサン７０／３０（ｖ／ｖ）混合液から生成物を
再結晶化した。精製生成物の収率は５０～５５％、融点９８～１００℃であった。酸価：
計算値２６２、実測値２６２；元素分析Ｃ１０Ｈ１４Ｏ８（２６２．２１）：計算値　Ｃ
　４５．８１、Ｈ　５．３８；実測値　Ｃ　４５．６７、Ｈ　５．１２。
【０１０８】
　[0116]化合物１．１のＦＴＩＲスペクトルの走査を図２に示す。１７２７ｃｍ－１にお
ける広いカルボニル吸収帯は、エステル及びＣＯＯＨカルボニルの双方に起因する可能性
があった。１Ｈ　ＮＭＲスペクトルは（その走査は図３に示す）、この仮定される構造と
一致するデータを提供した。
【０１０９】
　[0117]Ｏ，Ｏ’－セバコイル－ビス－（グリコール酸）（化合物１．２、Ｒ６＝（ＣＨ

２）８）の合成：合成は、アジピン酸誘導体である上記の（化合物１．１）について用い
たものと同様のプロセスを用いて行った。形成された固形廃生成物をろ別し、塩酸で酸性
化したｐＨ２～３の水と、次に蒸留水とで洗浄し、５０℃で減圧乾燥した。ろ液からはそ
れ以上の分量の生成物は得られなかった。（ジエステル－二酸（化合物１．２）は、より
疎水性の高いセバシン酸ベースであり、水不溶性であって水で洗浄することができること
に留意されたい）。
【０１１０】
　[0118]粗Ｏ，Ｏ’－セバコイル－ビス－（グリコール酸）（化合物１．２）の収率は７
０％であった。酢酸エチル／ヘキサン７０／３０（ｖ／ｖ）混合液から生成物を再結晶化
した。精製生成物の収率は５０～５５％、融点１２１℃～１２３℃であった。酸価：計算
値３５２、実測値３５２；元素分析、Ｃ１４Ｈ２２Ｏ８（３１４．３２）：計算値　Ｃ　
５２．８３、Ｈ　６．９７；実測値　Ｃ　５２．６７、Ｈ　７．１２。化合物１．２（式
中、Ｒ６＝（ＣＨ２）８）のＦＴＩＲスペクトルは、１７２７ｃｍ－１（カルボキシルＣ
Ｏ）及び１７５７ｃｍ－１（エステルＣＯ）で２つのカルボニル吸収帯を示し、仮定した
構造が確認された。
【０１１１】
Ｂ．Ｏ，Ｏ’－ジアシル－ビス－（グリコール酸）のジ－ｐ－ニトロフェニルエステル（
化合物２）の合成
　[0119]本明細書のスキーム２に示されるプロセスを用いて化合物１の二酸を化合物２の
活性ジ－ｐ－ニトロフェニルエステルに変換した。
【０１１２】
　[0120]Ｏ，Ｏ’－アジポイル－ビス－（グリコール酸）の活性ジエステル（化合物２．
１、Ｒ６＝（ＣＨ２）４）の合成：２５０ｍＬの乾燥トルエン中に、２６．２ｇ（０．１
モル）のＯ，Ｏ’－アジポイル－ビス－（グリコール酸）（化合物１．１）と、２７．８
ｇ（０．２モル）のｐ－ニトロフェノールと、３２．５ｍＬのピリジンとを懸濁し、０～
５℃に冷却した。５０ｍＬの乾燥トルエン中の１４．５ｇ（０．２モル）の塩化チオニル
の溶液を反応混合液に滴下して添加し、氷浴中で温度を５℃以下に保った。塩化チオニル
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を全て添加した後、氷浴を取り除き、混合液を室温でさらに２時間撹拌した。形成された
白色の固形物をろ別し、酸性水（ＨＣｌ、ｐＨ３～４）で洗浄し、五酸化リンの存在下４
０℃～４５℃で真空乾燥した。得られた活性ジエステル（化合物２．１）を酢酸エチル／
クロロベンゼン５０／５０（ｖ／ｖ）混合液から再結晶化すると、収率６０％の生成物、
融点＝１６２℃～１６４℃となった。元素分析：Ｃ２２Ｈ２０Ｎ２Ｏ１２についての計算
値（５０４．４）、Ｃ　５２．３９、Ｈ　４．００、Ｎ　５．５５；実測値：Ｃ　５２．
４８、Ｈ　３．９３、Ｎ　５．６４。
【０１１３】
　[0121]ジエステル（化合物２．１）のＦＴＩＲスペクトル（Ｎｕｊｏｌ）から、グリコ
ール酸とｐ－ニトロフェノールとの間の活性エステル結合を示す１７７４ｃｍ－１の吸収
帯、及びアジピン酸とグリコール酸との間の規則性のエステル結合を示す１７４３ｃｍ－

１の吸収帯が認められたことにより、仮定した構造が確認された（図４を参照）。化合物
２．１の１Ｈ　ＮＭＲスペクトル（図５）もまた、この仮定した構造と一致した。
【０１１４】
　[0122]活性ジエステル（化合物２．２（Ｒ６＝（ＣＨ２）８）の合成：
【化１３】

 
【０１１５】
　[0123]この合成反応は、アジピン酸の活性誘導体（化合物２．１）の合成に用いたもの
と同様の手順を用いて行ったが、但し塩化チオニルを全て添加した後、反応混合液を周囲
温度で０．５時間撹拌し、次に６０℃で固形生成物が完全に溶解するまで撹拌した点は異
なった。一晩冷蔵後、一晩で沈殿物が形成され、次にそれをろ別して酸性水（ＨＣ１、ｐ
Ｈ３～４）で洗浄し、五酸化リンを使用して４０℃～４５℃で真空乾燥した。粗活性エス
テル（化合物２．２）の収率は６１％、融点７５℃～８０℃であった。酢酸エチル／ｎ－
ヘキサン７０／３０（ｖ／ｖ）混合液から繰り返し（５回）再結晶化すると、融点が１０
０℃～１０１．５℃に上昇した。元素分析のデータから、活性ジエステル（化合物２．２
）の構造が確認された：Ｃ２６Ｈ２８Ｎ２Ｏ１２についての計算値（５６０．４）：Ｃ　
５５．７１、Ｈ　５．０４、Ｎ　５．００；実測値：Ｃ　５５．５８、Ｈ　５．２３、Ｎ
　５．１４。
【０１１６】
　[0124]得られた生成物、化合物２．２のＦＴＩＲスペクトルからも、仮定した構造が確
認された－予想どおり、この化合物のスペクトルに２つの吸収帯が認められた：そのうち
１７３５ｃｍ－１における一つはセバシン酸とグリコール酸との間のエステル結合を示し
、１７７４ｃｍ－１におけるもう一つはグリコール酸とｐ－ニトロフェノールとの間の「
活性」エステル結合を示す。
【０１１７】
　[0125]クロロベンゼン中での化合物２．２の合成：最初にこの反応を上記のとおりトル
エン中で行った。しかしながら、この反応にはクロロベンゼンがより良好な溶媒であるこ
とが分かった；これにより粗生成物の収率は最高７５％まで増加し、融点は８４℃～９０
℃に上昇した（対するトルエン中での合成時は７５℃～８０℃）。酢酸エチル／ｎ－ヘキ
サン（７０／３０（ｖ／ｖ））混合液から生成物を２回再結晶化した後、望ましい融点で
ある１００℃～１０１．５℃が実現された。
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【０１１８】
Ｃ．ビス（α－アミノ酸）ジエステル（化合物３）のｐ－トルエンスルホン酸塩の合成
　[0126]合成は、既に公表されている手順に従い（Ｋａｔｓａｒａｖａ　Ｒ，ｅｔ　ａｌ
．　Ｊ．Ｐｏｌｙｍ．Ｓｃｉ，Ｐａｒｔ　Ａ：Ｐｏｌｙｍ．Ｃｈｅｍ．（１９９９）３７
：３９１－４０７）、本明細書のスキーム３に示されるとおり行った。
【０１１９】
　[0127]Ｄｅａｎ－Ｓｔａｒｋ装置及びオーバーヘッドスターラーに備え付けられたフラ
スコ中の２５０ｍＬのトルエンに、Ｌ－ロイシン（０．１３２ｍｏｌ）と、ｐ－トルエン
スルホン酸一水和物（０．１３２ｍｏｌ）と、１，６－ヘキサンジオール（０．０６ｍｏ
ｌ）とを入れた。不均質な反応混合液を約１２時間、４．３ｍＬ（０．２４ｍｏｌ）の水
が放出されるまで加熱還流した。次に反応混合液を室温に冷却し、ろ過し、アセトンで洗
浄し、メタノール／トルエン２：１（ｖ／ｖ）混合液から２回再結晶化した。収率並びに
融点は、公表されているデータと一致した。
【０１２０】
Ｄ．ポリマー合成
　[0128]ＡＡ－ＢＢ型ポリ（デプシペプチド）（ＡＡＢＢ－ＰＤＰ）の合成を、溶液活性
重縮合（ＡＰＣ）の条件下、既に報告されている手順（Ｋａｔｓａｒａｖａ　ｅｔ　ａｌ
．、１９９９　上記）を適応してＮ，Ｎ－ジメチルアセトアミド中、酸アクセプターとし
てトリエチルアミンを使用して行った。以下のスキーム４に従い活性ジエステル（化合物
２）をアミノ酸誘導モノマー－ビス－（α－アミノ酸）－ａ，ω－アルキレンジエステル
（化合物３）のジ－ｐ－トルエンスルホン酸塩－と反応させて一般構造式Ｉ．１の化合物
を得た。
【化１４】

 
【０１２１】
　[0129]高分子量ＡＡＢＢ－ＰＤＰを、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド（ＤＭＡｃ）中で
の（化合物２）のジエステル（化合物３）との溶液活性重縮合により合成し、ジエステル
は、Ｌ－ロイシン、Ｌ－フェニルアラニン及び脂肪族ジオール、具体的にはＬｅｕ－６、
Ｌｅｕ－８、Ｌｅｕ－１２、Ｐｈｅ－６及びＰｈｅ－８をベースとした。ＰＤＰのＭｗは
３５，０００～４６，０００の範囲であった；Ｍｗ／Ｍｎは１．３６～１．４６の範囲で
あった）。選択した試料に対するＡＡＢＢ－ＰＤＰの構造を、ＦＴＩＲ（図６）、１Ｈ　
ＮＭＲ（図７）及び１３Ｃ　ＮＭＲ、並びに元素分析データにより確認した。
【０１２２】
［実施例２］
　[0130]形成されたポリマーＡＡＢＢ－ＰＤＰが水中で加水分解を受けるかどうかを調べ
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るため、一連の試験を行った。最初に、使用に選択したジアミンモノマー（化合物３）は
、Ｌ－ロイシン及び１，１２－ドデカンジオールをベースとする最も長い脂肪族鎖－Ｌｅ
ｕ－１２を伴うものであった。ワークアップ中、反応溶液の一部を沈殿させて水で洗浄し
、乾燥した；別の一部はエタノール中に沈殿させてエタノールで洗浄し、乾燥した。第３
の実験では、乾燥ポリマーを水中に４８時間静置し、次に乾燥した。これらの方法により
調製した様々なポリマーの分子量を、ＰＳ標準を使用した０．１Ｎ　ＬｉＢｒ／ＤＭＦ中
のＧＰＣにより推定した。これらの水中での加水分解試験の結果を、以下の表１にまとめ
る。
【０１２３】
【表１】

 
【０１２４】
　[0131]水中での加水分解試験の結果から、水中で分離した試料＃１はＭｗ＝３６，００
０Ｄａを有し、エタノール中で分離した試料＃２はＭｗ＝４６，０００Ｄａを有したこと
が示された。より低いＭｗの試料＃１は、試料＃１をエタノールで洗浄した後除去された
低分子量画分（試料＃３ｂ）の存在に起因し得る。エタノールによる洗浄後に残った高分
子量試料＃３ａのＭｗは、エタノール中でポリマーを分離した後に得られた試料＃２と同
じＭｗを有した。その後水中に室温で４８時間静置したとき、試料＃２はその分子量及び
多分散性を維持した（試料＃４により示されるとおり）。これらの実験は、本発明のＰＤ
Ｐが、それを室温の水と接触させた後、実質的な生分解が起こらなかったことを示してお
り、本発明のＡＡＢＢ－ＰＤＰが中性条件下に水中である程度安定していることを示して
いる。この発見により、エタノール可溶性の本発明のポリマー（短鎖ロイシンベースのモ
ノマー－Ｌｅｕ－６及びＬｅｕ－８を含有するＡＡＢＢ－ＰＤＰ）の水中での分離が可能
となった。含有フェニルアラニンベースのＡＡＢＢ－ＰＤＰはエタノール中で分離された
。
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【０１２５】
　[0132]一般式（Ｉ）により表される合成ＡＡＢＢ－ＰＤＰのＭｗ特性を以下の表２にま
とめる。
【０１２６】
【表２】

 
　本発明のＡＡＢＢ－ＰＤＰ（選択した試料８－ＧＡ－Ｐｈｅ－６及び８－ＧＡ－Ｌｅｕ
－１２について）の構造をＦＴＩＲにより確認した（図６）。８－ＧＡ系列のＡＡＢＢ－
ＰＤＰは、元素分析及びＮＭＲ分析に回した。表２に列挙される全てのポリマーが、良好
な皮膜形成特性を示した。
【０１２７】
[0133]
　本発明のＡＡＢＢ－ＰＤＰの物理化学的、機械的、及びインビトロ生分解特性の系統的
試験は進行中である。
【０１２８】
［実施例３］
本発明のＡＡＢＢ－ＰＤＰの熱的特性
　[0134]本発明のＡＡＢＢ－ＰＤＰの２つの選択試料について、図８Ａ及び図８Ｂに示す
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１２のガラス転移温度（Ｔｇ）は８～１３℃の範囲内にある（２回の走査によるデータ）
。これらの走査したポリマーに結晶相は認められなかった。５０℃～１００℃の範囲に現
れた非常に幅の広い吸熱（図８Ａ）は、ジオール残基の長い疎水性１，１２－ドデカメチ
レン鎖により形成された疎水性ドメインの融解に起因する可能性があった。それに対し、
ポリマー４－ＧＡ－Ｐｈｅ－８のＴｇ（図８Ｂ）は１６℃～２２℃の範囲内にあり（２回
の走査のデータ）、４－ＧＡ－Ｌｅｕ－１２のものと比べて若干高い。この結果は予想さ
れたもので、１，８－オクタンジオール残基のより短いポリメチレン鎖の存在及び巨大鎖
のより高い剛性、ひいてはＰｈｅベースＰＥＡの一体としてのより高いＴｇに起因し得る
。領域４０℃～６０℃における非常に微弱な広い吸熱は（図８Ｂ）、４－ＧＡ－Ｐｈｅ－
８分子の極めて弱い疎水性相互作用に起因した可能性がある。
【０１２９】
［実施例４］
ＡＡＢＢ－ＰＤＰのインビトロ生分解試験
　[0135]本発明のＡＡＢＢ－ＰＤＰの生体内での非特異的生分解を、電位差滴定を用いて
様々なＰｈ値で評価した（図９）。この試験にはＡＡＢＢ－ＰＤＰ　４－ＧＡ－Ｌｅｕ－
１２を使用し、規則性ＰＥＡ　８－Ｌｅｕ－６（式Ｉ中、Ｒ１＝（ＣＨ２）８、Ｒ３＝（
ＣＨ２ＣＨ（ＣＨ３）２）、Ｒ４＝（ＣＨ２）６であり得る）の加水分解速度と比較した
。自動電位差滴定装置（Ｍｅｔｒｏｈｍ－８４２　Ｔｉｔｒａｎｄｏ）及び０．０２Ｎ　
ＮａＯＨ水溶液を使用してＰｈ値７．４、８及び９で加水分解速度を測定し、それらの速
度を、１分間に消費されたマイクロモル単位のＮａＯＨ（μｍｏｌｅ／分）で評価した。
これは各ポリマーにおいて１分間に開裂したエステル結合の分量に対応する。
【０１３０】
　[0136]図９にまとめた結果から、予想されたとおり、アルカリ性ｐＨ（８及び９）での
ＰＤＰ　４－ＧＡ－Ｌｅｕ－１２の加水分解速度がＰＥＡ　８－Ｌｅｕ－６の加水分解速
度より高いことが分かる。ＰＤＰ及び関連する構造のＰＥＡの非特異的（化学的）なリパ
ーゼ触媒インビトロ加水分解についての系統的試験は、現在進行中である。
【０１３１】
　[0137]かかる試験における予備段階の結果は、本発明のポリマー中にはグリコール酸残
基により形成された分極したエステル結合が存在するため、非特異的化学的加水分解の速
度が高いことを示している（予備段階の結果については以下を参照のこと）。この特性は
、生体酵素（例えば、プロテアーゼ及びエステラーゼ）の濃度が無視できる程低い生体内
部位に植え込まれたデバイスの生分解に重要であるものと考えられる。
【０１３２】
　[0138]ＡＡＢＢ－ＰＤＰのポリマー骨格におけるエステル結合の濃度が高いため、リパ
ーゼ触媒生分解の速度は高いと予想される。この結果は、本発明のポリマーを用いて作製
されたデバイスであって、リパーゼ及び関連酵素の濃度が酵素切断に最適な濃度より低い
血流と接触する適用（例えば、動脈ステント）を対象とするデバイスの生体内での生分解
を促進するものと予想される。
【０１３３】
　[0139]本発明のＡＡＢＢ－ＰＤＰの生分解は、ＰＥＡの場合より速い速度で易消化性断
片を形成するものと予想される。規則性ＰＥＡのポリマー骨格の切断（加水分解）後、最
初の分解産物はジオール及びアミド結合を含むＮ，Ｎ’－ジアシル－ビス－α－アミノ酸
（化合物１．ＶＩＩ）であり、別のクラスの酵素－アシラーゼ（そのアミド結合の触媒的
切断は、アミド結合の化学的（非特異的）加水分解よりはるかに速い）の作用下で消化さ
れて最終産物となり得る。それに対し、本明細書で化合物１．ＶＩＩＩにより示されると
おりの本発明のＡＡＢＢ－ＰＤＰの生分解は、容易に開裂するエステル結合を含み、易消
化性分解産物、すなわち、２モルのデプシペプチド（以下の化合物１．ＩＸ）及び１モル
の二酸を形成する：
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【化１５】

 
従って、本発明のＡＡＢＢ－ＰＤＰは、規則性ＰＥＡと比べて消化性がより高く、且つよ
り迅速に生分解されると考えられ得る。
【０１３４】
　[0140]全ての刊行物、特許、及び特許文献は、それらが個々に参照により援用されたか
のように、参照により本明細書に援用される。本発明は、様々な特定の好ましい実施形態
及び技法に関連して記載されている。しかしながら、本発明の趣旨及び範囲内に留めなが
ら多くの変更及び修正を加え得ることは理解されなければならない。
【０１３５】
　[0141]本発明は上記の例に関連して記載されているが、修正及び変更が本発明の趣旨及
び範囲内に包含されることは理解されるであろう。従って、本発明は以下の特許請求の範
囲によってのみ限定される。

【図１】 【図２】
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【図８Ｂ】 【図９】
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