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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　治療有効量のゾタロリムス又はそのプロドラッグエステル若しくは塩、及び治療有効量
のパクリタキセル又はその塩を含有し、医療装置と結合した組成物を含む薬物送達システ
ムであって、
　前記システムは、対象の体内の管中に移植されて、前記体内の管中の新生内膜過形成を
減少、阻害又は防止するためのものであり、
　ゾタロリムス又はそのプロドラッグエステル若しくは塩と、パクリタキセル又はその塩
との重量比γが、１０：７≦γ≦１０：０．０１であり、
　前記プロドラッグエステルは、アセチル、プロピオニル、ピバロイル、ピバロイルオキ
シメチル、アセトキシメチル、フタリジル、メトキシメチル、インダニル、及びゾタロリ
ムスのＣ－３１ヒドロキシル基への天然又は非天然アミノ酸のカップリングから誘導され
るエステル基からなる群から選択され、
　前記組成物を含んだ少なくとも１つのポリマーコーティングが前記医療装置の上に配置
され、
　前記少なくとも１つのポリマーコーティングが、１０ミクロン以下の厚さを有し、１２
カ月以内にその質量の少なくとも７５％を失う薬物送達システム。
【請求項２】
　ゾタロリムス又はそのプロドラッグエステル若しくは塩、及びパクリタキセル又はその
塩の制御放出を提供する、請求項１に記載の薬物送達システム。
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【請求項３】
　ゾタロリムス又はそのプロドラッグエステル若しくは塩と、パクリタキセル又はその塩
が、局所に送達された場合、効果及び／又は作用を互いに補完する、請求項１に記載の薬
物送達システム。
【請求項４】
　新生内膜過形成が、対照システムと比較した場合≧１０％減少又は阻害される、請求項
１に記載の薬物送達システム。
【請求項５】
　新生内膜過形成が、前記対照システムと比較した場合≧２０％減少又は阻害される、請
求項４に記載の薬物送達システム。
【請求項６】
　新生内膜過形成の減少又は阻害が、新生内膜面積測定、新生内膜の厚さ測定及び面積狭
窄率測定から選択される少なくとも１つの測定方法によって測定される、請求項４に記載
の薬物送達システム。
【請求項７】
　ゾタロリムス又はそのプロドラッグエステル若しくは塩と、パクリタキセル又はその塩
とが、相加効果を及ぼす比（γ）で存在する、請求項１に記載の薬物送達システム。
【請求項８】
　γ＝１０：１である、請求項１に記載の薬物送達システム。
【請求項９】
　前記医療装置が、ステント、移植片、ステント移植片、カテーテル、リード、電極、ク
リップ、シャント、閉鎖装置、弁、及び粒子から選択される、請求項１に記載の薬物送達
システム。
【請求項１０】
　前記医療装置がステントである、請求項９に記載の薬物送達システム。
【請求項１１】
　ゾタロリムス又はそのプロドラッグエステル若しくは塩の濃度が、１０μｇ／ｍｍステ
ント長であり、パクリタキセル又はその塩の濃度が、１μｇ／ｍｍステント長である、請
求項１０に記載の薬物送達システム。
【請求項１２】
　抗増殖性、抗腫瘍性、抗有糸分裂性、抗炎症性、抗血小板性、抗凝血性、抗フィブリン
性、抗トロンビン性、抗血栓性、血栓溶解性、抗菌性、抗アレルギー性、及び抗酸化性の
物質から選択される少なくとも１種のさらなる治療物質をさらに含む、請求項１に記載の
薬物送達システム。
【請求項１３】
　ゾタロリムス又はそのプロドラッグエステル若しくは塩と、パクリタキセル又はその塩
とが、前記少なくとも１種のさらなる治療物質の効果及び／又は作用を補完する、請求項
１２に記載の薬物送達システム。
【請求項１４】
　前記少なくとも１種のさらなる治療物質が抗体を含む、請求項１２に記載の薬物送達シ
ステム。
【請求項１５】
　前記抗炎症性物質が、ステロイド性及び非ステロイド性抗炎症剤、デキサメタゾン、ヒ
ドロコルチゾン、エストラジオール、アセトアミノフェン、イブプロフェン、ナプロキセ
ン、フルチカゾン、モメタゾン、トリアムシノロン、クロベタゾール、アダリムマブ及び
スリンダクから選択される、請求項１２に記載の薬物送達システム。
【請求項１６】
　前記少なくとも１種のさらなる治療物質が、ドセタキセル、エストラジオール、一酸化
窒素供与体、スーパーオキシドジスムターゼ、スーパーオキシドジスムターゼ模倣物、４
－アミノ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン－１－オキシル（４－アミノ－ＴＥ
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ＭＰＯ）、タクロリムス、デキサメタゾン、ラパマイシン、ラパマイシン誘導体、４０－
Ｏ－（２－ヒドロキシ）エチル－ラパマイシン（エベロリムス）、４０－Ｏ－（２－エト
キシ）エチル－ラパマイシン（バイオリムス）、４０－Ｏ－（３－ヒドロキシ）プロピル
－ラパマイシン、４０－Ｏ－［２－（２－ヒドロキシ）エトキシ］エチル－ラパマイシン
、４０－Ｏ－テトラゾール－ラパマイシン、ピメクロリムス、メシル酸イマチニブ、ミド
スタウリン、クロベタゾール、前駆細胞捕捉抗体、治癒促進薬物、そのプロドラッグ、そ
のコドラッグ、及びこれらの組合せから選択される、請求項１２に記載の薬物送達システ
ム。
【請求項１７】
　アテローム性動脈硬化症、血栓症、再狭窄、出血、血管解離、血管穿孔、血管動脈瘤、
不安定プラーク、慢性完全閉塞、卵円孔開存、跛行、静脈及び人工移植片の吻合部増殖、
動静脈吻合、胆管閉塞症、尿管閉塞症並びに腫瘍閉鎖から選択される状態又は障害の治療
又は予防に使用するための、請求項１に記載の薬物送達システム。
【請求項１８】
　前記状態又は障害が、アテローム性動脈硬化症、血栓症、再狭窄及び不安定プラークか
ら選択される、請求項１７に記載の薬物送達システム。
【請求項１９】
　請求項１に記載の薬物送達システムを含むキット。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
［技術分野］
　[01]本発明の実施形態は、免疫調節作用及び／又は抗再狭窄作用を有する新規な化合物
、並びにその新規な化合物の調製に有用な合成中間体、並びに特にマクロライド免疫調節
剤に関する。より詳細には、本発明は、ラパマイシンの半合成類似体、それらの調製手段
、このような化合物を含む医薬組成物及び薬物送達システム、並びにこのような化合物を
用いた治療法に関する。
【０００２】
［背景技術］
概論
　[02]化合物シクロスポリン（シクロスポリンＡ）は、臓器移植及び免疫調節の分野への
導入以来広く使用されるようになり、移植処置の成功率の有意な増加をもたらしてきた。
最近、強力な免疫調節作用を有するいくつかのクラスの大環状化合物が、発見された。Ｏ
ｋｕｈａｒａらは、Ｓ．ツクバエンシスの系統から単離された２３員大環状ラクトンであ
る免疫抑制剤ＦＫ－５０６を含めた、ストレプトミセス属から単離されたいくつかの大環
状化合物を開示している（Ｏｋｕｈａｒａら、１９８６）。
【０００３】
　[03]Ｃ－２１位のアルキル置換基がＦＫ－５０６とは異なるＦＲ－９００５２０及びＦ
Ｒ－９００５２３を含めた他の関連する天然物は、Ｓ．ヒグロスコピクス・ヤクシムナエ
ンシスから単離されている。Ｓ．ツクバエンシスから産生される他の類似体であるＦＲ－
９００５２５は、ピペコリン酸部分がプロリン基で置換されている点がＦＫ－５０６とは
異なる。腎毒性を含めた、シクロスポリン及びＦＫ－５０６と関連する望ましくない副作
用によって、局所的に有効であるが全身的には無効な免疫抑制剤を含めた、改善された有
効性及び安全性を有する免疫抑制性化合物の探索が続けられてきた（Ｌｕｌｙ、１９９５
）。
【０００４】
ラパマイシン
　[04]ラパマイシンは、ストレプトミセス・ヒグロスコピクスによって産生される大環状
トリエン抗生物質であり、ｉｎ　ｖｉｔｒｏ及びｉｎ　ｖｉｖｏの両方で、特にカンジダ
・アルビカンスに対して抗真菌作用を有することが見出された（Ｂａｋｅｒら、１９７８
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；Ｓｅｈｇａｌ、１９７５；Ｓｅｈｇａｌ、１９７６；Ｓｅｈｇａｌら、１９７５；Ｖｅ
ｚｉｎａら、１９７５）。
【化１】

【０００５】
　[05]ラパマイシン単独（Ｓｕｒｅｎｄｒａ、１９８９）又はピシバニールと組み合わせ
たラパマイシン（Ｅｎｇ、１９８３）は、抗腫瘍作用を有することが示されている。１９
７７年に、ラパマイシンはまた、多発性硬化症についてのモデルである実験的アレルギー
性脳脊髄炎モデル、関節リウマチについてのモデルであるアジュバンド関節炎モデルにお
いて免疫抑制剤として効果的であることも示され、ＩｇＥ様抗体の形成を効果的に阻害す
ることが示された（Ｍａｒｔｅｌら、１９７７）。
【０００６】
　[06]ラパマイシンの免疫抑制効果はまた、ＥＡＳＥＢ、１９８９，３，３４１１におい
て、組織不適合性げっ歯類における臓器移植片の生存時間を延長させる能力を有すること
が開示されている（Ｍｏｒｒｉｓ及びＭｅｉｓｅｒ、１９８９）。Ｔ細胞の活性化を阻害
するラパマイシンの能力は、Ｍ．Ｓｔｒａｕｃｈによって開示されている（ＦＡＳＥＢ、
１９８９，３，３４１１）。ラパマイシンのこれら及び他の生物学的作用は、以前概説さ
れている（Ｍｏｒｒｉｓ、１９９２）。
【０００７】
　[07]ラパマイシンは、動物モデルにおいて新生内膜増殖を低減し、ヒトにおいて再狭窄
率を減少させることが示された。ラパマイシンはまた、関節リウマチの治療のための薬剤
としてのその選択を支持する特性である抗炎症効果も示すことを明らかにした証拠が公表
されている。細胞増殖及び炎症の両方が、バルーン血管形成及びステント留置後の再狭窄
病変の形成における原因因子であると考えられるので、再狭窄の防止のためにラパマイシ
ン及びその類似体が提案された。
【０００８】
　[08]ラパマイシンのモノエステル及びジエステル誘導体（３１位及び４２位でのエステ
ル化）は、抗真菌剤（Ｒａｋｈｉｔ、１９８２）として、及びラパマイシンの水溶性プロ
ドラッグ（Ｓｔｅｌｌａ、１９８７）として有用であることが示されている。
【０００９】
　[09]ラパマイシン及び３０－脱メトキシラパマイシンの発酵及び精製は、文献（Ｐａｉ
ｖａら、１９９１；Ｓｅｈｇａｌら、１９８３；Ｓｅｈｇａｌら、１９７５；Ｖｅｚｉｎ
ａら、１９７５）に記載されている。
【００１０】
　[010]ラパマイシンの多くの化学修飾が試みられてきた。これらには、ラパマイシンの
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モノエステル及びジエステル誘導体（Ｃａｕｆｉｅｌｄ、１９９２）、ラパマイシンの２
７－オキシム（Ｆａｉｌｌｉ、１９９２ａ）、ラパマイシンの４２－オキソ類似体（Ｃａ
ｕｆｉｅｌｄ、１９９１）、二環式ラパマイシン（Ｋａｏ、１９９２ａ）、ラパマイシン
二量体（Ｋａｏ、１９９２ｂ）、ラパマイシンのシリルエーテル（Ｆａｉｌｌｉ、１９９
２ｂ）、及びアリールスルホネート及びスルファメート（Ｆａｉｌｌｉ、１９９３）の調
製が挙げられる。ラパマイシンは、その天然のエナンチオマー形態で最近合成された（Ｈ
ａｙｗａｒｄら、１９９３；Ｎｉｃｏｌａｏｕら、１９９３；Ｒｏｍｏら、１９９３）。
【００１１】
　[011]ラパマイシンは、ＦＫ－５０６と同様に、ＦＫＢＰ－１２に結合することが知ら
れている（Ｂｉｅｒｅｒら、１９９１；Ｄｕｍｏｎｔら、１９９０；Ｆｒｅｔｚら、１９
９１；Ｈａｒｄｉｎｇら、１９８９；Ｓｉｅｋｉｅｒｋａら、１９８９）。ラパマイシン
／ＦＫＢＰ－１２複合体は、ＦＫ－５０６／ＦＫＢＰ－１２複合体が阻害するタンパク質
であるカルシニューリンとは異なる、さらに他のタンパク質に結合することが最近発見さ
れた（Ｂｒｏｗｎら、１９９４；Ｓａｂａｔｉｎｉら、１９９４）。
【００１２】
　[012]他の薬物が、望ましくない細胞増殖に対処するために使用されてきた。これらの
例はパクリタキセルである。タイヘイヨウイチイ（セイヨウイチイ）から抽出された複合
アルカロイドであるパクリタキセルは、細胞分裂に重要な細胞骨格の成分（チューブリン
、微小管の構成単位）を安定化し、それによって細胞増殖を妨げる（Ｍｉｌｌｅｒ及びＯ
ｊｉｍａ、２００１）。
【００１３】
ステント
　[013]経皮的冠動脈形成術（ＰＴＣＡ）は、１９７０年代にＡｎｄｒｅａｓ　Ｇｒｕｅ
ｎｔｚｉｇによって開発された。最初のイヌの冠動脈拡張は、１９７５年９月２４日に実
施された。ＰＴＣＡの使用を示す試験は、翌年米国心臓協会の年次会合で発表された。そ
の後まもなく、スイスのチューリヒで初めてのヒト患者が試験され、続いてサンフランシ
スコ及びニューヨークで最初のアメリカ人の患者が試験された。この処置は閉塞性冠動脈
疾患を有する患者の治療に関する心臓インターベンション治療を変化させたが、それは長
期間な解決法を実現しなかった。患者は、血管閉塞に関連する胸痛の一時的軽減を得たに
過ぎず、繰り返しの処置が必要であることが多かった。再狭窄病変の存在がこの新しい処
置の有用性を大幅に制限していると判断された。１９８０年代後半に、血管形成術後の管
の開存性を維持するためにステントが導入された。ステント術は今日行われる血管形成術
の９０％に関与している。ステント導入以前は、再狭窄率はバルーン血管形成術で治療さ
れる患者の３０％～５０％の範囲であった。ステント内再狭窄の拡張後の再発率は、選択
された患者のサブセットにおいて７０％の高さに上ることがあるが、新たなステント留置
の場合の血管造影での再狭窄率は約２０％である。ステント留置は、再狭窄率を１５％～
２０％に減少させた。この割合は、純粋に機械的なステント術によって得られる最良の結
果を表すと思われる。再狭窄病変は主として新生内膜過形成によって引き起こされ、この
新生内膜過形成は、時間経過及び組織病理学的出現の両方においてアテローム性動脈硬化
症とは明瞭に異なる。再狭窄は、新生内膜組織が血管内腔上を著しく侵す、障害を受けた
冠動脈壁の治癒過程である。血管近接照射療法は、ステント内再狭窄病変に対して効果的
であると思われる。しかし、照射には、実用性及び費用についての制限があり、安全性及
び耐久性について長期間に亘る疑問がある。
【００１４】
ステント及び併用療法
　[014]インターベンション装置の社会によって取り組まれてきた薬物送達ステントを作
製し評価する主要な努力は、再狭窄を少なくとも５０％減少させることによって当初の目
標を達成した。しかし、再狭窄を防止し及び治療するための安全で効果的な手段を提供す
る、改善された局所薬物送達装置、例えば、薬物が含浸されたポリマーコーティングのス
テントに対する必要性が依然として存在する。例えば、単一の薬物を送達する２種の市販
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のステントは、再狭窄を減少させて患者転帰を改善するが、再狭窄を解消せず、有害な安
全性の問題が皆無ではない。患者、特に糖尿病患者、小血管を有する患者、及び急性冠動
脈症候群を有する患者を含めた特にリスクの高い患者は、改善した性能を有するステント
を含めた局所薬物送達装置から恩恵を受けることができた。薬物の組合せを含む薬物送達
装置は公知である。しかし、局所的に投与される、例えばステントから送達される、特に
効果的な薬物の組合せについて、当技術分野では教示されていないように思われる。例え
ば、及び下記でさらに論じるように、Ｆａｌｏｔｉｃｏは、ラパマイシン単独又はデキサ
メタゾン単独のいずれかを送達するステントよりも新生内膜面積、面積狭窄率、及び炎症
スコアを減少させるのに「はるかに非効果的」であったラパマイシン／デキサメタゾンの
組合せを含めたＥＶＡ－ＰＢＭＡポリマーコーティングされたステントを教示する（Ｆａ
ｌｏｔｉｃｏ、２００３）。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】[015]サルに投与したテトラゾール含有ラパマイシン類似体の血中濃度±ＳＥＭ
（ｎ＝３）を示す。
【図２】[016]本発明における使用に適切なステントを示す立面図である。
【図３Ａ】[017]中にポリマーのみをコーティングしたステントが配置された管セグメン
トの横断面図である。
【図３Ｂ】[018]中にポリマープラス薬物でコーティングしたステントが配置された管セ
グメントの横断面図である。
【図４】[019]ヒトにおけるゾタロリムス（ＡＢＴ－５７８とも称される）の単回漸増静
脈内用量の線形目盛平均血中濃度－時間プロットを示す。
【図５】[020]ヒトにおけるゾタロリムスの単回漸増静脈内用量の後の対数線形目盛平均
血中濃度－時間プロットを示す。
【図６】[021]ヒトにおける単回漸増静脈内用量の後のゾタロリムスのＣｍａｘ及びＡＵ
Ｃパラメーターの用量比例を示す。
【図７】[022]ヒトにおける複数回静脈内投与の後のゾタロリムスの平均血中濃度－時間
プロットを示す。
【図８ａ－ｃ】[023]２００μｇ、４００μｇ及び８００μｇＱＤ（毎日）用量群につい
て、１日目（図８ａ）、１４日目（図８ｂ）、及び１～１４日目（図８ｃ）の、ゾタロリ
ムスの平均血中濃度－時間プロファイルを示す。
【図９】[024]８００μｇＱＤ用量群の１日目から１４日目までの観察したゾタロリムス
濃度－時間データを示す。
【図１０Ａ】[025]タクロリムスが、平滑筋細胞中でゾタロリムスの増殖抑制作用をｉｎ
　ｖｉｔｒｏで遮断することを示す（図１０Ａ）。
【図１０Ｂ－Ｃ】平滑筋細胞（図１０Ｂ）及び内皮細胞（図１０Ｃ）中のゾタロリムス、
パクリタキセル（Ｐ）及びこれらの組合せのｉｎ　ｖｉｔｒｏ増殖抑制作用もまた示され
ている。血清及び増殖因子によって刺激された細胞の新たに合成されたＤＮＡへの３Ｈ－
チミジンの組込みを測定することによって、増殖が決定された。データは、記載されてい
る場合を除き３つの試験の平均±ＳＥＭである。
【図１０Ｄ－Ｇ】図１０Ｄ－Ｇは、平滑筋細胞中のゾタロリムス及びパクリタキセルの組
合せの増殖抑制作用のアイソボログラム分析を示す。特定のレベルの増殖抑制作用を生じ
させる濃度を、平均データの非線形曲線の当てはめから作成された用量反応曲線から決定
した。
【図１０Ｈ－Ｋ】図１０Ｈ－Ｋは、内皮細胞中のゾタロリムス及びパクリタキセルの組合
せの増殖抑制作用のアイソボログラム分析を示す。特定のレベルの活性を生じさせる化合
物の濃度を、平均データから決定した。
【図１０Ｌ－Ｍ】図１０Ｌ－Ｍは、ｈＣａＳＭＣ及びｈＣａＥＣ中の（ゾタロリムスとも
称される）ＡＢＴ－５７８及びパクリタキセルの組合せの増殖抑制作用の併用指数（ＣＩ
）分析を示す。ＣＩレベルは、Ｃｈｏｕ及びＴａｌａｌａｙの方法（Ｃｈｏｕ及びＴａｌ
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ａｌａｙ、１９８４）を使用して平均データから決定した。
【図１１】[026]パクリタキセル（７μｇ／ｍｍ）単独、パクリタキセル（７μｇ／ｍｍ
）及びゾタロリムス（１０μｇ／ｍｍ）、パクリタキセル（３．５μｇ／ｍｍ）及びゾタ
ロリムス（５μｇ／ｍｍ）、又はパクリタキセル（１μｇ／ｍｍ）及びゾタロリムス（１
０μｇ／ｍｍ）を添加したステントからのパクリタキセル放出を示す。
【図１２】[027]パクリタキセル（７μｇ／ｍｍ）単独、パクリタキセル（７μｇ／ｍｍ
）及びゾタロリムス（１０μｇ／ｍｍ）、パクリタキセル（３．５μｇ／ｍｍ）及びゾタ
ロリムス（５μｇ／ｍｍ）、又はパクリタキセル（１μｇ／ｍｍ）及びゾタロリムス（１
０μｇ／ｍｍ）を添加したステントからのパクリタキセル放出割合を示す。
【図１３】[028]ゾタロリムス（１０μｇ／ｍｍ）単独、パクリタキセル（７μｇ／ｍｍ
）及びゾタロリムス（１０μｇ／ｍｍ）、パクリタキセル（３．５μｇ／ｍｍ）及びゾタ
ロリムス（５μｇ／ｍｍ）、又はパクリタキセル（１μｇ／ｍｍ）及びゾタロリムス（１
０μｇ／ｍｍ）を添加したステントからのゾタロリムス放出を示す。
【図１４】[029]ブタ血管内への薬物送達（単回及び複数回）ステント及び非薬物送達ス
テントの移植２８日後の新生内膜面積を示す（３０％過伸張）。四角の中の数字は、群毎
のステントの数を示す。
【図１５】[030]ブタ血管内への薬物送達（単回及び複数回）ステント及び非薬物送達ス
テントの移植２８日後の新生内膜の厚さ（３０％過伸張）を示す。四角の中の数字は、群
毎のステントの数を示す。
【図１６】[031]ブタ血管内への薬物送達（単回及び複数回）ステント及び非薬物送達ス
テントの移植２８日後の面積狭窄率（３０％過伸張）を示す。四角の中の数字は、群毎の
ステントの数を示す。
【図１７】[032]２８日間のブタ試験からの組合せステントについての新生内膜面積測定
（３０％過伸張）の比較を示す。
【図１８】[033]２８日間のブタ試験からの組合せステントについての面積狭窄率測定（
３０％過伸張）の比較を示す。
【図１９ａ－ｅ】[034]各群の平均新生内膜面積を表すブタ試験からの代表的血管の断面
の顕微鏡写真を示す。図１９ａ：ＴｒｉＭａｘｘ（商標）ステント；図１９ｂ：ＺｏＭａ
ｘｘ（商標）ステント；図１９ｃ：Ｃｙｐｈｅｒ（登録商標）ステント；図１９ｄ：Ｔａ
ｘｕｓ（登録商標）ステント；図１９ｅ：ゾタロリムス及びパクリタキセル各々を１０μ
ｇ／ｍｍ対１μｇ／ｍｍの比で含有するステント。
【００１６】
［発明の概要］
　[035]本発明のいくつかの実施形態は、少なくとも１種の薬学的に許容される担体又は
賦形剤と、ゾタロリムス及びパクリタキセル又はその誘導体、プロドラッグ若しくは塩を
含有する治療組成物とを含有する支持構造を含む薬物送達システムを対象とし、このシス
テムが対象の体内の管（例えば、血管）中に移植された時、対照システムと比較した場合
、新生内膜過形成が減少、阻害又は妨げられる。対象は哺乳動物（例えば、ヒト、ブタな
ど）でよい。支持構造は、医療装置（例えば、ステント）又はその部分でよい。少なくと
も１つのコーティングが、医療装置上に配置され、治療組成物を含有することができる。
ゾタロリムス又はその誘導体、プロドラッグ若しくは塩と、パクリタキセル又はその誘導
体、プロドラッグ若しくは塩との重量比γは、１０：７≦γ≦１０：０．０１である。一
実施形態では、γ＝１０：１である。他の実施形態では、ゾタロリムス又はその誘導体、
プロドラッグ若しくは塩の濃度は、約１０μｇ／ｍｍステント長であり、パクリタキセル
又はその誘導体、プロドラッグ若しくは塩の濃度は、約１μｇ／ｍｍである。薬物送達シ
ステムは、抗増殖性、抗腫瘍性、抗有糸分裂性、抗炎症性、抗血小板性、抗凝血性、抗フ
ァブリン性、抗トロンビン性、抗血栓性、血栓溶解性、抗菌性、抗アレルギー性、及び抗
酸化性の物質から選択される少なくとも１種のさらなる治療物質を含むことができる。
【００１７】
　[036]本発明の他の実施形態は、体内の管（例えば、血管）中の新生内膜過形成を減少
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、阻害又は防止するための、薬物の制御放出送達を提供するシステムに関する。このシス
テムは、ゾタロリムス又はその塩、プロドラッグ若しくは誘導体、及びパクリタキセル又
はその塩、プロドラッグ若しくは誘導体を含む複数の治療物質／薬剤を含み、治療物質／
薬剤の活性は補完的である。このシステムは、医療装置（例えば、ステント）を含むこと
ができ、少なくとも１つのコーティングは、装置の上に配置することができ、治療物質を
含有することができる。ゾタロリムス又はその誘導体、プロドラッグ若しくは塩と、パク
リタキセル又はその誘導体、プロドラッグ若しくは塩との重量比γは、１０：７≦γ≦１
０：０．０１である。一実施形態では、γ＝１０：１である。他の実施形態では、ゾタロ
リムス又はその誘導体、プロドラッグ若しくは塩の濃度は、約１０μｇ／ｍｍステント長
であり、パクリタキセル又はその誘導体、プロドラッグ若しくは塩の濃度は、約１μｇ／
ｍｍである。このシステムは、抗増殖性、抗腫瘍性、抗有糸分裂性、抗炎症性、抗血小板
性、抗凝血性、抗ファブリン性、抗トロンビン性、抗血栓性、血栓溶解性、抗菌性、抗ア
レルギー性、及び抗酸化性の物質から選択される少なくとも１種のさらなる治療物質を含
むことができる。
【００１８】
　[037]本発明のさらに他の実施形態は、ゾタロリムス又はその誘導体、プロドラッグ若
しくは塩、及びパクリタキセル又はその誘導体、プロドラッグ若しくは塩を含む医薬組成
物を対象とし、ゾタロリムス又はその誘導体、プロドラッグ若しくは塩と、パクリタキセ
ル又はその誘導体、プロドラッグ若しくは塩との重量比γは、１０：７≦γ≦１０：０．
０１であり、対象への局所送達のために組成物を製剤することができ、組成物が対象の体
内の管に（例えば、医療装置を介して）投与された場合、体内の管（例えば、血管）中の
新生内膜過形成は、減少、阻害又は防止される。医薬組成物は、医療装置（例えば、ステ
ント）と結合することができる。少なくとも１つのコーティングを、医療装置の上に配置
することができ、医薬組成物を含有することができる。対象は、哺乳動物（例えば、ヒト
、ブタなど）でよい。一実施形態では、γ＝１０：１である。他の実施形態では、ゾタロ
リムス又はその誘導体、プロドラッグ若しくは塩の濃度は、約１０μｇ／ｍｍステント長
であり、パクリタキセル又はその誘導体、プロドラッグ若しくは塩の濃度は、約１μｇ／
ｍｍである。医薬組成物は、抗増殖性、抗腫瘍性、抗有糸分裂性、抗炎症性、抗血小板性
、抗凝血性、抗ファブリン性、抗トロンビン性、抗血栓性、血栓溶解性、抗菌性、抗アレ
ルギー性、及び抗酸化性の物質から選択される少なくとも１種のさらなる治療物質を含む
ことができる。
【００１９】
　[038]本発明のさらなる実施形態は、ゾタロリムス又はその誘導体、プロドラッグ若し
くは塩、及びパクリタキセル又はその誘導体、プロドラッグ若しくは塩を含む組成物に関
し、ゾタロリムス又はその誘導体、プロドラッグ若しくは塩と、パクリタキセル又はその
誘導体、プロドラッグ若しくは塩との重量比γは、１０：７≦γ≦１０：０．０１であり
、ゾタロリムス及びパクリタキセル又はその誘導体、プロドラッグ若しくは塩は、効果及
び／又は作用を互いに補完する。組成物は、医療装置（例えば、ステント）と結合するこ
とができ、この装置を介して局所投与することができる。少なくとも１つのコーティング
は、医療装置の上に配置されることができ、組成物を含有することができる。対象は、哺
乳動物（例えば、ヒト、ブタなど）でよい。一実施形態では、γ＝１０：１である。他の
実施形態では、ゾタロリムス又はその誘導体、プロドラッグ若しくは塩の濃度は、約１０
μｇ／ｍｍステント長であり、パクリタキセル又はその誘導体、プロドラッグ若しくは塩
の濃度は、約１μｇ／ｍｍである。組成物は、抗増殖性、抗腫瘍性、抗有糸分裂性、抗炎
症性、抗血小板性、抗凝血性、抗ファブリン性、抗トロンビン性、抗血栓性、血栓溶解性
、抗菌性、抗アレルギー性、及び抗酸化性の物質から選択される少なくとも１種のさらな
る治療物質を含むことができる。
【００２０】
　[039]本発明の他の実施形態は、アテローム性動脈硬化症、血栓症、再狭窄、出血、血
管解離、血管穿孔、血管動脈瘤、不安定プラーク、慢性完全閉塞、卵円孔開存、跛行、静
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脈及び人工移植片の吻合部増殖、動静脈吻合、胆管閉塞症、尿管閉塞症並びに腫瘍閉鎖か
ら選択される障害を治療又は予防する方法を対象とし、ゾタロリムス又はその誘導体、プ
ロドラッグ若しくは塩、及びパクリタキセル又はその誘導体、プロドラッグ若しくは塩（
ゾタロリムス又はその誘導体、プロドラッグ若しくは塩と、パクリタキセル又はその誘導
体、プロドラッグ若しくは塩との重量比（γ）は、１０：７≦γ≦１０：０．０１である
）を含有する本明細書に記載する薬物送達システム又は組成物のいずれかを対象に移植又
は投与するステップを含む。一実施形態では、γ＝１０：１である。
【００２１】
　[040]本発明のさらなる他の実施形態は、ゾタロリムス又はその誘導体、プロドラッグ
若しくは塩、及びパクリタキセル又はその誘導体、プロドラッグ若しくは塩を含有する、
本明細書に記載する薬物送達システム又は組成物のいずれかを含むキットに関し、ゾタロ
リムス又はその誘導体、プロドラッグ若しくは塩と、パクリタキセル又はその誘導体、プ
ロドラッグ若しくは塩との重量比γは、１０：７≦γ≦１０：０．０１である。一実施形
態では、γ＝１０：１である。
【００２２】
　[041]本発明のさらなる実施形態は、医療装置（例えば、ステント）を含む薬物送達シ
ステムを対象とし、この装置の上にゾタロリムス又はその誘導体、プロドラッグ若しくは
塩、及びパクリタキセル又はその誘導体、プロドラッグ若しくは塩を含有する少なくとも
１種の治療組成物と結合する少なくとも１つのコーティングが配置され、ゾタロリムス又
はその誘導体、プロドラッグ若しくは塩と、パクリタキセル又はその誘導体、プロドラッ
グ若しくは塩との重量比γは１０：７≦γ≦１０：０．０１であり、このシステムが対象
の体内の管中に移植された場合、対照システムと比較した場合、体内の管（例えば、血管
）中の新生内膜過形成が、減少、阻害又は防止され、新生内膜過形成が、対照システムと
比較した場合、≧１０％減少又は阻害される。一実施形態では、γ＝１０：１である。他
の実施形態では、ゾタロリムス又はその誘導体、プロドラッグ若しくは塩の濃度は、約１
０μｇ／ｍｍステント長であり、パクリタキセル又はその誘導体、プロドラッグ若しくは
塩の濃度は、約１μｇ／ｍｍである。薬物送達システムは、抗増殖性、抗腫瘍性、抗有糸
分裂性、抗炎症性、抗血小板性、抗凝血性、抗ファブリン性、抗トロンビン性、抗血栓性
、血栓溶解性、抗菌性、抗アレルギー性、及び抗酸化性の物質から選択される少なくとも
１種のさらなる治療物質を含むことができる。
【００２３】
　[042]本発明のまたさらなる実施形態は、体内の管（例えば、血管）中の新生内膜過形
成を治療、減少、阻害又は防止するための薬物の制御放出送達を提供するシステムに関し
、このシステムは、医療装置（例えば、ステント）を含み、この装置の上にゾタロリムス
又はその誘導体、プロドラッグ若しくは塩、及びパクリタキセル又はその誘導体、プロド
ラッグ若しくは塩を含む少なくとも１つのコーティングが配置され、ゾタロリムス又はそ
の誘導体、プロドラッグ若しくは塩と、パクリタキセル又はその誘導体、プロドラッグ若
しくは塩との重量比γは、１０：７≦γ≦１０：０．０１であり、ゾタロリムス及びパク
リタキセル又はその誘導体、プロドラッグ若しくは塩は、効果及び／又は作用を互いに補
完する。一実施形態では、γ＝１０：１である。他の実施形態では、ゾタロリムス又はそ
の誘導体、プロドラッグ若しくは塩の濃度は、約１０μｇ／ｍｍステント長であり、パク
リタキセル又はその誘導体、プロドラッグ若しくは塩の濃度は、約１μｇ／ｍｍである。
このシステムは、抗増殖性、抗腫瘍性、抗有糸分裂性、抗炎症性、抗血小板性、抗凝血性
、抗フィブリン性、抗トロンビン性、抗血栓性、血栓溶解性、抗菌性、抗アレルギー性、
及び抗酸化性の物質から選択される少なくとも１種のさらなる治療物質を含むことができ
る。
【００２４】
［発明の詳細な説明］
定義
　[043]用語「プロドラッグ」とは、代謝され、又はｉｎ　ｖｉｖｏで加水分解を受け、
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薬物若しくはその活性成分が形成される、化学的部分又は生物学的部分によってより活性
が低くなっている薬剤を意味する。用語「プロドラッグ」は、「プロ薬剤」、「潜伏化薬
物」、「生体可逆性誘導体」、及び「同族体」などの用語と互換的に使用することができ
る。Ｎ．Ｊ．Ｈａｒｐｅｒ、Ｄｒｕｇ　ｌａｔｅｎｔｉａｔｉｏｎ、Ｐｒｏｇ．Ｄｒｕｇ
　Ｒｅｓ．、４：２２１～２９４（１９６２）；Ｅ．Ｂ．Ｒｏｃｈｅ、Ｄｅｓｉｇｎ　ｏ
ｆ　Ｂｉｏｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ　ｔｈｒｏｕｇｈ　Ｐ
ｒｏｄｒｕｇｓ　ａｎｄ　Ａｎａｌｏｇｓ、Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ，ＤＣ：Ａｍｅｒｉｃ
ａｎ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ（１９７７）；Ａ．Ａ．
Ｓｉｎｋｕｌａ及びＳ．Ｈ．Ｙａｌｋｏｗｓｋｙ、Ｒａｔｉｏｎａｌｅ　ｆｏｒ　ｄｅｓ
ｉｇｎ　ｏｆ　ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌｌｙ　ｒｅｖｅｒｓｉｂｌｅ　ｄｒｕｇ　ｄｅｒｉ
ｖａｔｉｖｅｓ：ｐｒｏｄｒｕｇｓ、Ｊ．Ｐｈａｒｍ．Ｓｃｉ．、６４：１８１～２１０
（１９７５）。用語「プロドラッグ」の使用は、薬物と化学部分との間の共有結合を通常
意味するが、何名かの著者はまた、活性薬物分子の塩のいくつかの形態を記述するために
それを使用する。プロドラッグ自体の厳密な普遍的定義はなく、その定義も著者によって
変わる場合があるが、プロドラッグは一般に、ｉｎ　ｖｉｖｏの酵素的若しくは非酵素的
効果、治療効果、予防的効果又は診断効果を発揮する活性若しくはより活性の薬物分子に
変換することができる薬理学的により活性でない化学的誘導体として定義することができ
る。Ｓｉｎｋｕｌａ及びＹａｌｋｏｗｓｋｙ、上記；Ｖ．Ｊ．Ｓｔｅｌｌａら、Ｐｒｏｄ
ｒｕｇｓ：Ｄｏ　ｔｈｅｙ　ｈａｖｅ　ａｄｖａｎｔａｇｅｓ　ｉｎ　ｃｌｉｎｉｃａｌ
　ｐｒａｃｔｉｃｅ？、Ｄｒｕｇｓ、２９：　４５５～４７３（１９８５）。プロドラッ
グの徹底的な議論はまた、Ｈｉｇｕｃｈｉ及びＶ．Ｓｔｅｌｌａ（Ｈｉｇｕｃｈｉ及びＳ
ｔｅｌｌａ、１９８７）及びＲｏｃｈｅ（Ｒｏｃｈｅ、１９８７）により提供されている
。
【００２５】
　[044]用語「薬学的に許容されるプロドラッグ」とは、正しい医学的判断の範囲内で、
過度の毒性、刺激作用、及びアレルギー反応を伴わずにヒト及び下等哺乳動物の組織と接
触して使用するのに適しており、妥当な利益／リスク比に見合っており、それらの使用目
的のために効果的である、本発明の実施形態における化合物のプロドラッグと、可能であ
れば本発明の化合物の双性イオン形態とを意味する。本発明の他の薬学的に許容されるプ
ロドラッグは、本発明の化合物のＣ－３１ヒドロキシル基のプロドラッグエステルである
。
【００２６】
　[045]さらに他の実施形態では、ゾタロリムスプロドラッグには、
【化２】
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Ｒ＝－Ｒ１Ｃ（Ｏ）Ｒ２Ｒ３又は－Ｒ１Ｃ（Ｓ）Ｒ２Ｒ３

（式中、Ｒ１＝Ｏ又はＳであり、
Ｒ２＝存在しない、Ｏ、Ｎ、Ｓ、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、
複素環、アリール、ヘテロアリールであり、
Ｒ３＝存在しない、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、複素環、アリ
ール、ヘテロアリールであり、
アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、複素環、アリール、及びヘテロア
リール基は、置換されていても置換されていなくてもよい）が含まれる。
【００２７】
　[046]用語「プロドラッグエステル」とは、生理的条件下で加水分解されるエステル形
成基を意味する。プロドラッグエステル基の非限定的例には、アセチル、プロピオニル、
ピバロイル、ピバロイルオキシメチル、アセトキシメチル、フタリジル、メトキシメチル
、インダニルなど、並びに本発明の化合物のＣ－３１ヒドロキシル基への天然又は非天然
アミノ酸のカップリングから誘導されるエステル基が挙げられる。
【００２８】
　[047]本明細書で使用する場合、「コドラッグ」は、特定の薬理効果を達成するために
他の薬物と共に同時又は順次に投与される薬物である。効果は、一般又は特異的な場合が
ある。コドラッグは、他の薬物の効果とは異なる効果を発揮する場合があり、又は他の薬
物の効果を促進、亢進又は増強する場合がある。
【００２９】
　[048]血液と接触する医療装置との関連において、「治癒促進」薬物又は薬剤は、動脈
内腔の再内皮化を促進又は向上させ血管組織の治癒を促進する特性を有する薬物又は薬剤
を意味する。
【００３０】
　[049]「生理的条件」とは、基材（例えば、物質、組成物、医療装置、薬物送達システ
ムなど）が、動物（例えば、ヒト）の体内で曝されている条件を意味する。生理的条件に
は、それだけに限らないが、動物のその種の「正常」体温（ヒトでは約３７℃）並びに生
理的イオン強度、ｐＨ及び酵素の水性環境が挙げられる。生理的条件はまた、動物のその
種にとって「正常」であると見なされない身体的条件（例えば、体温）を含むことができ
る。
【００３１】
　[050]本明細書で使用する場合、「医療装置」は、ヒト又はヒトではない動物に移植す
ることができ、医療機能を果たすことができる任意の適切な基材でよい。医療装置の例に
は、それだけに限らないが、自動拡張型ステント、バルーン拡張型ステント、冠動脈ステ
ント、末梢ステント、ステント移植片、カテーテル、様々な体内の管腔又は開口部のため
の他の拡張型管状装置、移植片、血管移植片、動静脈移植片、バイパス移植片、ペースメ
ーカー及び除細動器、前述のためのリード及び電極、人工心臓弁、吻合クリップ、動脈閉
鎖装置、卵円孔開存閉鎖装置、脳脊髄液シャント、並びに粒子（例えば、薬物送達粒子、
微粒子及びナノ粒子）が挙げられる。ステントは、神経、頸動脈、静脈移植片、冠状動脈
、大動脈、腎臓、腸骨、大腿骨、膝窩の血管系、及び尿道を含めた体内の任意の管を対象
とすることができる。
【００３２】
　[051]医療装置は、１種又は複数の治療剤の局所送達のために設計することができる。
薬剤添加医療装置は、例えば、装置を１種又は複数の治療剤を含有するコーティング材料
でコーティングすることによって部分的に作製することができる。装置の本体もまた、１
種又は複数の治療剤を含有することができる。
【００３３】
　[052]医療装置は、部分的又は完全に生分解性／生体侵食性／生体吸収性／生体再吸収
性ポリマー（複数可）、非分解性ポリマー（複数可）、又はこれらの組合せを含有する１
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種又は複数のコーティングで作製することができる。医療装置それ自体はまた、生分解性
／生体侵食性／生体吸収性／生体再吸収性のポリマー（複数可）、非分解性ポリマー（複
数可）、又はこれらの組合せから部分的又は完全に作製することができる。
【００３４】
　[053]ポリマー又はポリマー材料（例えば、ポリマーコーティング）の「完全な」分解
は、ポリマー又はポリマー材料が、ある期間に亘ってその質量の少なくとも約９５％を失
うことを意味する。
【００３５】
　[054]ポリマー又はポリマー材料（例えば、ポリマーコーティング）の「実質的に完全
な」分解とは、ポリマー又はポリマー材料が、ある期間に亘ってその質量の少なくとも約
７５％を失うことを意味する。特定の実施形態では、ポリマー又はポリマー材料の「実質
的に完全な」分解は、ポリマー又はポリマー材料が、ある期間に亘ってその質量の少なく
とも約８０％、又はその質量の少なくとも約８５％、又はその質量の少なくとも約９０％
、又はその質量の少なくとも約９５％を失うことを意味する場合がある。
【００３６】
　[055]本明細書で使用する場合、医療装置の「部分」は、装置の任意の部分でよい。例
えば、部分は、装置の本体の部分でよい。他の例として、部分は、装置の表面の部分、又
は装置の全表面でよい。さらなる例として、部分は、本体中の材料又は装置の表面上の領
域、例えば、装置の上に配置されている層、フィルム又はコーティングを意味する場合が
ある。
【００３７】
　[056]示した基材（例えば、医療装置）の「上に配置された」層又はフィルム（例えば
、コーティング）として説明されている材料は、例えば、基材の表面の少なくとも一部分
の上に直接的又は間接的に配置されている材料のコーティングを意味する。直接的配置と
は、コーティングが基材の露出した表面に直接付着していることを意味する。間接的配置
とは、コーティングが、基材の上に直接的又は間接的に配置されている介在層に付着して
いることを意味する。
【００３８】
　[057]用語「支持構造」とは、治療剤（複数可）又は薬学的に許容される担体（複数可
）又は賦形剤（複数可）、又はその組合せを含むことができる又は支持することができる
フレーム構造を意味する。担体（複数可）又は賦形剤（複数可）はまた、治療剤（複数可
）を含んでもよい。支持構造は、金属、合金、ポリマー材料、又はこれらの組合せで形成
することができる。生分解性ポリマー、生体安定性ポリマー、又はこれらの組合せを含む
ポリマー材料で形成され、治療剤を含むことのできる適切な支持構造には、これらだけに
限定されないが、両方とも本明細書において参照により組み込まれている米国特許第６，
４１３，２７２号明細書及び同第５，５２７，３３７号明細書（Ｉｇａｋｉ、２００２；
Ｓｔａｃｋら、１９９６）において開示されているものが挙げられる。
【００３９】
　[058]いくつかの実施形態では、支持構造は医療装置でよい。他の実施形態では、支持
構造は、医療装置の部分でよい。例えば、支持構造は、医療装置の上に配置されたコーテ
ィングでよい。
【００４０】
　[059]「治療物質／剤」は、適切な用量で適切に対象に投与された場合、対象に対して
有益な効果を有する任意の物質又は薬剤を意味する。
【００４１】
　[060]「補完的」とは、薬剤の全体的な医薬効果及び／又は作用が組合せによる利益を
得る、組み合わされた少なくとも２種の治療剤によって示される挙動を意味する。いくつ
かの実施形態では、このような組合せは、相加効果及び／又は作用を有することができる
。他の実施形態では、組合せは、相乗効果及び／又は作用を有することができる。さらに
他の実施形態では、組合せは、別々であるが有益な効果及び／又は作用を有することが可
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能であり、各薬剤が対象において全体的に所望の薬理効果及び／又は作用の一因となり、
他の薬剤の効果及び／又は作用を減少させない。
【００４２】
　[061]「対象」とは、脊椎動物を意味する。脊椎動物の非限定的例には、これらだけに
限らないがヒト、類人猿、サル、イヌ、ネコ、ウシ、ブタ、ヤギ、ヒツジ、ウマ、ウサギ
、ラット、マウス、及びモルモットを含めた哺乳動物が挙げられる。
【００４３】
　[062]用語「アルキル」は、Ｏ、Ｓ及びＮから選択される１つ又は複数のヘテロ原子を
含有してもよい、任意選択で置換された直鎖又は分岐状、飽和又は不飽和炭化水素基を意
味する。不飽和である場合、アルキル基は、１つ若しくは複数の二重結合及び／又は１つ
若しくは複数の三重結合を含有してもよい。アルキル基の例には、それだけに限らないが
、メチル、エチル、エチレニル、エチニル、ｎ－プロピル、イソプロピル、プロペニル、
プロピニル、ｎ－ブチル、イソブチル、ｓｅｃ－ブチル、第三級ブチル、ブテニル、ブチ
ニル、ｎ－ペンチル、イソペンチル、ペンテニル、及びペンチニルが挙げられる。
【００４４】
　[063]用語「シクロアルキル」は、Ｏ、Ｓ及びＮから選択される１つ又は複数のヘテロ
原子を含有してもよい、任意選択で置換された飽和又は不飽和、単環式又は多環式炭化水
素部分を意味する。不飽和である場合、シクロアルキル基は、環状部分の１つ又は複数の
環中及び／又は環外に、１つ若しくは複数の二重結合及び／又は１つ若しくは複数の三重
結合を含有してもよい。シクロアルキル基の例には、それだけに限らないが、シクロプロ
ピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロペンテニル、シクロヘキシル、シクロヘキ
セニル、デカヒドロナフチル、及びオクタヒドロインデニルが挙げられる。
【００４５】
　[064]用語「ヘテロシクロアルキル」は、環状部分中の少なくとも１つの環がＯ、Ｓ及
びＮから選択される１つ又は複数のヘテロ原子を含有するシクロアルキル基を意味する。
ヘテロシクロアルキル基の例には、それだけに限らないが、アジリジニル、オキシラニル
、オキソラニル、チオラニル、ピロリジニル、３－ピロリニル、ジオキサラニル、１，３
－ジチオラニル、オキサゾリジニル、イミダゾリジニル、オキサニル、ピペリジニル、ピ
ペラジニル、１，３－ジオキサニル、１，４－ジオキサニル、モルホリニル、オクタヒド
ロインドリル、オクタヒドロイソインドリル、オクタヒドロベンゾフリル、オクタヒドロ
ベンゾチオフェン、オクタヒドロクロメニル、及びデカヒドロキノリニルが挙げられる。
【００４６】
　[065]用語「アリール」は、部分中の少なくとも１つの環が芳香族である、任意選択で
置換された単環式又は多環式芳香族部分を意味する。部分中の環（複数可）は、炭素環で
よく、又はＯ、Ｓ及びＮから選択される１つ又は複数のヘテロ原子を含有してもよい。部
分中の環（複数可）は、芳香族又は非芳香族（飽和又は不飽和）でよいが、部分中の少な
くとも１つの環は芳香族である。アリール基の例には、それだけに限らないが、フェニル
、インドリニル、イソインドリニル、２，３－ジヒドロベンゾフリル、２，３－ジヒドロ
ベンゾチオフェン、クロマニル、１，２，３，４－テトラヒドロキノリニル、１，２，３
，４－テトラヒドロイソキノリニル、ナフチル、インデニル、及びインダニルが挙げられ
る。
【００４７】
　[066]用語「ヘテロアリール」は、芳香族部分中の少なくとも１つの環（芳香族又は非
芳香族）がＯ、Ｓ及びＮから選択される１つ又は複数のヘテロ原子を含有するアリール基
を意味する。ヘテロアリール基の例には、それだけに限らないが、ピロリル、ピラゾリル
、イミダゾリル、フリル、イソオキサゾリル、オキサゾリル、チオフェニル、チアゾリル
、イソチアゾリル、トリアゾリル、オキサジアゾリル、チアジアゾリル、テトラゾリル、
ピリジル、ピリダジニル、ピリミジニル、ピラジニル、１，３，５－トリアジニル、イン
ドリル、イソインドリル、ベンゾフラニル、ベンゾチオフェニル、インダゾリル、ベンゾ
イミダゾリル、ベンゾチアゾリル、［１，７］ナフチリジニル、クロメニル、キノリニル
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、イソキノリニル、シンノリニル、キナゾリニル、キノキサリニル、フタラジニル、プリ
ニル、ピリダジニル、キノリニル、イミダゾ［４，５－ｃ］ピリジニル、ピリド［２，３
－ｄ］ピリミジニル、ピリミド［３，２－ｃ］ピリミジニル、及びピロロ［２，３－ｄ］
ピリミジニルが挙げられる。
【００４８】
　[067]いくつかの実施形態では、用語「複素環」は、ヘテロシクロアルキル基を意味す
ることが可能である。他の実施形態では、「複素環」は、ヘテロアリール基を意味するこ
とが可能である。
【００４９】
　[068]アルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、複素環、アリール、及びヘ
テロアリール基は、置換又は非置換でよい。置換されている場合、それらは１～５つの置
換基を含有してもよい。置換基には、それだけに限らないが、任意選択で置換されている
炭素含有基、例えば、アルキル、シクロアルキル及びアリール（例えば、ベンジル）；ハ
ロゲン原子（すなわち、Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ及びＩ）及び任意選択で置換されているハロゲン
含有基、例えば、ハロアルキル（例えば、トリフルオロメチル）；任意選択で置換されて
いる酸素含有基、例えば、オキソ、アルコール（例えば、ヒドロキシル、ヒドロキシアル
キル、アリール（ヒドロキシル）アルキル）、及びエーテル（例えば、アルコキシ、アリ
ールオキシ、アルコキシアルキル、アリールオキシアルキル）；任意選択で置換されてい
るカルボニル含有基、例えば、アルデヒド（例えば、カルボキサルデヒド）、ケトン（例
えば、アルキルカルボニル、アルキルカルボニルアルキル、アリールカルボニル、アリー
ルアルキルカルボニル、アリールカルボニルアルキル）、カルボキシ酸（例えば、カルボ
キシ、カルボキシアルキル）、エステル（例えば、アルコキシカルボニル、アルコキシカ
ルボニルアルキル、アルキルカルボニルオキシ、アルキルカルボニルオキシアルキル）、
カルボネート、チオエステル、アミド（例えば、アミノカルボニル、モノ又はジアルキル
アミノカルボニル、アミノカルボニルアルキル、モノ又はジアルキルアミノカルボニルア
ルキル、アリールアミノカルボニル、アルキルアリールアミノカルボニル）、カルバメー
ト（例えば、アルコキシカルボニルアミノ、アルコキシカルボニルアミノ、アミノカルボ
ニルオキシ、モノ又はジアルキルアミノカルボニルオキシ、アリールアミノカルボニルオ
キシ、アルキルアリールアミノカルボニルオキシ）、及び尿素（例えば、モノ又はジアル
キルアミノカルボニルアミノ、アリールアミノカルボニルアミノ、アルキルアリールアミ
ノカルボニルアミノ）；カルボニル誘導体を含有する任意選択で置換されている基、例え
ば、イミン、オキシム、及びチオ尿素；任意選択で置換されている窒素含有基、例えば、
アミン（例えば、アミノ、モノ又はジアルキルアミノ、モノ又はジアリールアミノ、アル
キルアリールアミノ、アミノアルキル、モノ又はジアルキルアミノアルキル）、アジド、
ニトリル（例えば、シアノ、シアノアルキル）及びニトロ；任意選択で置換されている硫
黄含有基、例えば、チオール、スルフィド、チオエーテル、スルホキシド、スルホン及び
スルホンアミド（例えば、スルフヒドリル、アルキルチオ、アルキルスルフィニル、アル
キルスルホニル、アルキルチオアルキル、アルキルスルフィニルアルキル、アルキルスル
ホニルアルキル、アリールチオ、アリールスルフィニル、アリールスルホニル、アリール
チオアルキル、アリールスルフィニルアルキル、アリールスルホニルアルキル）；及びＯ
、Ｓ及びＮから選択される１つ又は複数のヘテロ原子を含有する任意選択で置換されてい
る芳香族又は非芳香族複素環基（例えば、チエニル、フラニル、ピロリル、イミダゾリル
、ピラゾリル、チアゾリル、イソチアゾリル、オキサゾリル、オキサジアゾリル、チアジ
アゾリル、アジリジニル、アゼチジニル、ピロリジニル、ピロリニル、イミダゾリジニル
、イミダゾリニル、ピラゾリジニル、テトラヒドロフラニル、ピラニル、ピロニル、ピリ
ジル、ピラジニル、ピリダジニル、ピペリジル、ヘキサヒドロアゼピニル、ピペラジニル
、モルホリニル、チアナフチル、ベンゾフラニル、イソベンゾフラニル、インドリル、オ
キシインドリル、イソインドリル、インダゾリル、インドリニル、７－アザインドリル、
ベンゾピラニル、クマリニル、イソクマリニル、キノリニル、イソキノリニル、ナフチリ
ジニル、シンノリニル、キナゾリニル、ピリドピリジル、ベンゾオキサジニル、キノキサ
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リニル、クロメニル、クロマニル、イソクロマニル、フタラジニル、カルボリニル）が挙
げられる。
【００５０】
［本発明の実施形態］
化合物
　[069]本発明の化合物は、式
【化３】

の化合物である。
【００５１】
　[070]本発明の他の化合物は、式
【化４】

の化合物である。
【００５２】
薬物送達システム
　[071]本発明のいくつかの実施形態は、治療有効量のゾタロリムス又はその誘導体、プ
ロドラッグ若しくは塩、及び治療有効量のパクリタキセル又はその誘導体、プロドラッグ
若しくは塩を含有する組成物を含む薬物送達システムを対象とし、このシステムを対象の
体内の管中に移植した場合、体内の管中の新生内膜過形成が、減少、阻害又は防止される
。一実施形態では、対象は、哺乳動物（例えば、ヒト、ブタなど）である。特定の実施形
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態では、体内の管は血管である。
【００５３】
　[072]いくつかの実施形態では、薬物送達システムは、ゾタロリムス及びパクリタキセ
ル又はその誘導体、プロドラッグ若しくは塩のために別々に、パルス放出、バースト放出
、持続放出及び制御放出プロファイルの１つ又は組合せを含む薬物放出プロファイルを有
する。一実施形態では、このシステムは、ゾタロリムス及びパクリタキセル又はその誘導
体、プロドラッグ若しくは塩の制御放出を実現する。
【００５４】
　[073]特定の実施形態では、薬物送達システムは、１２カ月まで、又は６カ月まで、又
は３カ月まで、又は２カ月まで、又は１カ月までの期間に亘る、ゾタロリムス及びパクリ
タキセル又はその誘導体、プロドラッグ若しくは塩の持続放出を実現する。一実施形態で
は、このシステムは、２カ月までの期間に亘って、ゾタロリムス及びパクリタキセル又は
その誘導体、プロドラッグ若しくは塩の持続放出を実現する。他の実施形態では、このシ
ステムは、１カ月までの期間に亘って、ゾタロリムス及びパクリタキセル又はその誘導体
、プロドラッグ若しくは塩の持続放出を実現する。
【００５５】
　[074]さらに別の実施形態では、薬物送達システムは、ゾタロリムス又はその誘導体、
プロドラッグ若しくは塩、及びパクリタキセル又はその誘導体、プロドラッグ若しくは塩
の同時放出を実現する。
【００５６】
　[075]薬物送達システムの一実施形態では、ゾタロリムス及びパクリタキセル又はその
誘導体、プロドラッグ若しくは塩は、局所に送達された場合、効果及び／又は作用を互い
に補完する。他の実施形態では、ゾタロリムス及びパクリタキセル又はその誘導体、プロ
ドラッグ若しくは塩は、相加効果を及ぼすゾタロリムスとパクリタキセル（又はその誘導
体、プロドラッグ若しくは塩）との比（γ）で存在する。
【００５７】
　[076]薬物送達システムの特定の実施形態では、新生内膜過形成は、対照システムと比
較した場合、≧１０％、又は≧１５％、又は≧２０％減少又は阻害される。一実施形態で
は、新生内膜過形成の減少又は阻害は、新生内膜面積測定、新生内膜の厚さ測定及び面積
狭窄率測定から選択される少なくとも１つの測定方法によって測定される。
【００５８】
　[077]薬物送達システムのいくつかの実施形態では、ゾタロリムス又はその誘導体、プ
ロドラッグ若しくは塩と、パクリタキセル又はその誘導体、プロドラッグ若しくは塩との
重量比γは、１０：７≦γ≦１０：０．０１である。他の実施形態では、γは、１：１≦
γ≦５：１、又は５：１≦γ≦１０：１、又は１０：１≦γ≦２０：１、又は２０：１≦
γ≦１００：１、又は１００：１≦γ≦１０００：１の範囲である。特定の実施形態では
、γ＝１０：１である。
【００５９】
　[078]薬物送達システムのいくつかの実施形態は、支持構造をさらに含む。一実施形態
では、支持構造は、組成物と結合する。他の実施形態では、支持構造は、少なくとも１種
の薬学的に許容される担体又は賦形剤を含有する。特定の実施形態では、支持構造は、医
療装置の少なくとも一部分の上に配置されたコーティングである。
【００６０】
　[079]他の実施形態では、支持構造は医療装置である。特定の実施形態では、医療装置
は、ステント、移植片、ステント移植片、カテーテル、リード、電極、クリップ、シャン
ト、閉鎖装置、弁、及び粒子から選択される。特定の実施形態では、医療装置はステント
である。
【００６１】
　[080]医療装置（例えば、ステント）が支持構造であるいくつかの実施形態では、少な
くとも１つのコーティングは、装置の少なくとも一部分の上に配置され、コーティングは



(17) JP 5541593 B2 2014.7.9

10

20

30

40

50

組成物を含む。薬物コーティングされたステントの特定の実施形態では、ゾタロリムス又
はその誘導体、プロドラッグ若しくは塩の濃度は、約１０μｇ／ｍｍステント長であり、
パクリタキセル又はその誘導体、プロドラッグ若しくは塩の濃度は、約１μｇ／ｍｍステ
ント長である。
【００６２】
　[081]特定の実施形態では、少なくとも１つのコーティングは、生分解性ポリマー（複
数可）、非分解性ポリマー（複数可）、又はこれらの組合せを含む。一実施形態では、コ
ーティングは、少なくとも１種の生分解性ポリマーを含む。特定の実施形態では、少なく
とも１つのコーティングは、約２４カ月、又は約１２カ月、又は約６カ月、又は約３カ月
、又は約２カ月、又は約１カ月以内に、完全又は実質的に完全に分解される。特定の実施
形態では、コーティングは、約１２カ月以内又は約６カ月以内に、完全又は実質的に完全
に分解される。
【００６３】
　[082]コーティングされた医療装置（例えば、コーティングされたステント）のいくつ
かの実施形態では、少なくとも１つのコーティングは、≦約３０ミクロン、又は≦約２０
ミクロン、又は≦約１０ミクロンの厚さを有する。一実施形態では、コーティングは、≦
約１０ミクロンの厚さを有する。
【００６４】
　[083]薬物送達システムの他の実施形態は、少なくとも１種のさらなる治療物質を含む
。特定の実施形態では、少なくとも１種のさらなる治療物質は、抗増殖性、抗腫瘍性、抗
有糸分裂性、抗炎症性、抗血小板性、抗凝血性、抗ファブリン性、抗トロンビン性、抗血
栓性、血栓溶解性、抗菌性、抗アレルギー性、及び抗酸化性の物質から選択される。一実
施形態では、抗炎症性物質（複数可）は、デキサメタゾン、ヒドロコルチゾン、エストラ
ジオール、アセトアミノフェン、イブプロフェン、ナプロキセン、フルチカゾン、モメタ
ゾン、トリアムシノロン、クロベタゾール、アダリムマブ及びスリンダクを含めた、ステ
ロイド性抗炎症剤及び非ステロイド性抗炎症剤及び生物学的製剤から選択される。
【００６５】
　[084]特定の実施形態では、少なくとも１種のさらなる治療物質は、ドセタキセル、エ
ストラジオール、一酸化窒素供与体、スーパーオキシドジスムターゼ、スーパーオキシド
ジスムターゼ模倣物、４－アミノ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン－１－オキ
シル（４－アミノ－ＴＥＭＰＯ）、タクロリムス、デキサメタゾン、ラパマイシン、ラパ
マイシン誘導体、４０－Ｏ－（２－ヒドロキシ）エチル－ラパマイシン（エベロリムス）
、４０－Ｏ－（２－エトキシ）エチル－ラパマイシン（バイオリムス）、４０－Ｏ－（３
－ヒドロキシ）プロピル－ラパマイシン、４０－Ｏ－［２－（２－ヒドロキシ）エトキシ
］エチル－ラパマイシン、４０－Ｏ－テトラゾール－ラパマイシン、ピメクロリムス、メ
シル酸イマチニブ、ミドスタウリン、クロベタゾール、前駆細胞捕捉抗体、治癒促進薬物
、そのプロドラッグ、そのコドラッグ、及びこれらの組合せから選択される。
【００６６】
　[085]一実施形態では、少なくとも１種のさらなる治療物質は、抗体を含む。抗体は、
全抗体又は抗体の部分（例えば、１つ又は複数の抗体フラグメント）でよい。抗体又はそ
の部分は、任意の動物種（例えば、ヒト、マウス、ウサギなど）に由来することが可能で
あり、したがって異種又はヒトでよい。さらに、抗体又はその部分は、キメラ又はヒト化
又は融合タンパク質でよい。さらに、抗体若しくはその部分は、さらなる治療物質でよく
、又はさらなる治療物質に共役若しくは融合してもよい。
【００６７】
　[086]他の実施形態では、ゾタロリムス及びパクリタキセル又はその誘導体、プロドラ
ッグ若しくは塩は、少なくとも１種のさらなる治療物質の効果及び／又は作用を補完する
。
【００６８】
　[087]さらなる実施形態では、薬物送達システムは、アテローム性動脈硬化症、血栓症
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、再狭窄、出血、血管解離、血管穿孔、血管動脈瘤、不安定プラーク、慢性完全閉塞、卵
円孔開存、跛行、静脈及び人工移植片の吻合部増殖、動静脈吻合、胆管閉塞症、尿管閉塞
症並びに腫瘍閉鎖から選択される状態又は障害の治療又は予防のために使用される。一実
施形態では、状態又は障害は、アテローム性動脈硬化、血栓形成、再狭窄及び不安定プラ
ークから選択される。
【００６９】
　[088]他の実施形態は、本明細書に記載する薬物送達システムの実施形態の任意の１つ
又は組合せを含むキットに関する。
【００７０】
医薬組成物
　[089]本発明の他の実施形態は、治療有効量のゾタロリムス又はその誘導体、プロドラ
ッグ若しくは塩、及び治療有効量のパクリタキセル又はその誘導体、プロドラッグ若しく
は塩を含む医薬組成物に関し、ゾタロリムス又はその誘導体、プロドラッグ若しくは塩と
、パクリタキセル又はその誘導体、プロドラッグ若しくは塩との重量比（γ）は、１０：
７≦γ≦１０：０．０１であり、組成物が対象の体内の管に投与された場合、体内の管中
の新生内膜過形成が、減少、阻害又は防止される。
【００７１】
　[090]一実施形態では、対象は、哺乳動物（例えば、ヒト、ブタなど）である。特定の
実施形態では、体内の管は血管である。さらなる実施形態では、組成物は、少なくとも１
種の薬学的に許容される担体又は賦形剤を含有する。
【００７２】
　[091]特定の実施形態では、γは、１：１≦γ≦５：１、又は５：１≦γ≦１０：１、
又は１０：１≦γ≦２０：１、又は２０：１≦γ≦１００：１、又は１００：１≦γ≦１
０００：１の範囲である。特定の実施形態では、γ＝１０：１である。
【００７３】
　[092]組成物の一実施形態では、ゾタロリムス及びパクリタキセル又はその誘導体、プ
ロドラッグ若しくは塩は、効果及び／又は作用を互いに補完する。他の実施形態では、ゾ
タロリムス及びパクリタキセル又はその誘導体、プロドラッグ若しくは塩は、相加効果を
及ぼすゾタロリムスとパクリタキセル（又はその誘導体、プロドラッグ若しくは塩）との
比（γ）で存在する。
【００７４】
　[093]いくつかの実施形態では、組成物は、経口的に、直腸内に、非経口的に、大槽内
に、腟内に、腹腔内に、局所的に、口腔内に、静脈内に、動脈内に、筋肉内に、皮下に、
関節内に、経皮的に、心嚢内に、又はこれらを組み合わせて対象に投与される。
【００７５】
　[094]一実施形態では、組成物は、対象への局所送達のために製剤される。いくつかの
実施形態では、組成物は医療装置と結合し、装置を介して対象に投与される。特定の実施
形態では、医療装置は、ステント、移植片、ステント移植片、カテーテル、リード、電極
、クリップ、シャント、閉鎖装置、弁、及び粒子から選択される。特定の実施形態では、
医療装置はステントである。
【００７６】
　[095]いくつかの実施形態では、少なくとも１つのコーティングは、医療装置（例えば
、ステント）の少なくとも一部分の上に配置され、コーティングは組成物を含む。薬物コ
ーティングされたステントを伴う特定の実施形態では、ゾタロリムス又はその誘導体、プ
ロドラッグ若しくは塩の濃度は、約１０μｇ／ｍｍステント長であり、パクリタキセル又
はその誘導体、プロドラッグ若しくは塩の濃度は、約１μｇ／ｍｍステント長である。
【００７７】
　[096]特定の実施形態では、少なくとも１つのコーティングは、生分解性ポリマー（複
数可）、非分解性ポリマー（複数可）、又はこれらの組合せを含む。一実施形態では、コ
ーティングは、少なくとも１種の生分解性ポリマーを含む。さらなる実施形態では、少な
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くとも１つのコーティングは、≦約１０ミクロンの厚さを有し、約１２カ月以内に完全又
は実質的に完全に分解される。
【００７８】
　[097]医薬組成物の他の実施形態は、少なくとも１種のさらなる治療物質を含む。いく
つかの実施形態では、少なくとも１種のさらなる治療物質は、本発明の薬物送達システム
に関して本明細書に記載するような抗体を含む。組成物の特定の実施形態では、少なくと
も１種のさらなる治療物質は、抗増殖性、抗腫瘍性、抗有糸分裂性、抗炎症性、抗血小板
性、抗凝血性、抗ファブリン性、抗トロンビン性、抗血栓性、血栓溶解性、抗菌性、抗ア
レルギー性、及び抗酸化性の物質から選択される。一実施形態では、抗炎症性物質（複数
可）は、デキサメタゾン、ヒドロコルチゾン、エストラジオール、アセトアミノフェン、
イブプロフェン、ナプロキセン、フルチカゾン、モメタゾン、トリアムシノロン、クロベ
タゾール、アダリムマブ及びスリンダクを含めた、ステロイド性抗炎症剤及び非ステロイ
ド性抗炎症剤及び生物学的製剤から選択される。
【００７９】
　[098]他の実施形態では、少なくとも１種のさらなる治療物質は、ドセタキセル、エス
トラジオール、一酸化窒素供与体、スーパーオキシドジスムターゼ、スーパーオキシドジ
スムターゼ模倣物、４－アミノ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン－１－オキシ
ル（４－アミノ－ＴＥＭＰＯ）、タクロリムス、デキサメタゾン、ラパマイシン、ラパマ
イシン誘導体、４０－Ｏ－（２－ヒドロキシ）エチル－ラパマイシン（エベロリムス）、
４０－Ｏ－（２－エトキシ）エチル－ラパマイシン（バイオリムス）、４０－Ｏ－（３－
ヒドロキシ）プロピル－ラパマイシン、４０－Ｏ－［２－（２－ヒドロキシ）エトキシ］
エチル－ラパマイシン、４０－Ｏ－テトラゾール－ラパマイシン、ピメクロリムス、メシ
ル酸イマチニブ、ミドスタウリン、クロベタゾール、前駆細胞捕捉抗体、治癒促進薬物、
そのプロドラッグ、そのコドラッグ、及びこれらの組合せから選択される。
【００８０】
　[099]他の実施形態では、ゾタロリムス及びパクリタキセル又はその誘導体、プロドラ
ッグ若しくは塩は、少なくとも１種のさらなる治療物質の効果及び／又は作用を補完する
。
【００８１】
　[0100]さらなる実施形態では、医薬組成物は、アテローム性動脈硬化症、血栓症、再狭
窄、出血、血管解離、血管穿孔、血管動脈瘤、不安定プラーク、慢性完全閉塞、卵円孔開
存、跛行、静脈及び人工移植片の吻合部増殖、動静脈吻合、胆管閉塞症、尿管閉塞症並び
に腫瘍閉鎖から選択される状態又は障害の治療又は予防に使用される。一実施形態では、
状態又は障害は、アテローム性動脈硬化症、血栓症、再狭窄及び不安定プラークから選択
される。
【００８２】
　[0101]他の実施形態は、本明細書に記載する医薬組成物の実施形態の任意の１つ又は組
合せを含むキットに関する。
【００８３】
ゾタロリムス及びパクリタキセルの治療用途
　[0102]本発明の他の実施形態は、アテローム性動脈硬化症、血栓症、再狭窄、出血、血
管解離、血管穿孔、血管動脈瘤、不安定プラーク、慢性完全閉塞、卵円孔開存、跛行、静
脈及び人工移植片の吻合部増殖、動静脈吻合、胆管閉塞症、尿管閉塞症並びに腫瘍閉鎖か
ら選択される状態又は障害の治療又は予防に使用される医薬又は薬物送達システムの製造
における、ゾタロリムス又はその誘導体、プロドラッグ若しくは塩、及びパクリタキセル
又はその誘導体、プロドラッグ若しくは塩の使用を対象とする。一実施形態では、状態又
は障害は、アテローム性動脈硬化症、血栓症、再狭窄及び不安定プラークから選択される
。医薬又は薬物送達システムは、本明細書に記載する医薬組成物又は薬物送達システムの
実施形態の任意の１つ又は組合せでよい。
【００８４】
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本発明の化合物の調製
　[0103]本発明の実施形態の化合物及び方法は、本発明の化合物を調製することができる
方法を例示する下記の合成スキームを参照してよりよく理解されよう。
【００８５】
　[0104]本発明の化合物は、種々の合成経路によって調製することができる。代表的手順
をスキーム１に示す。
【化５】

【００８６】
　[0105]スキーム１に示されるように、ラパマイシンのＣ－４２ヒドロキシルの、トリフ
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た。２，６－ルチジン、ジイソプロピルエチルアミンを含めたヒンダード非求核性塩基の
存在下で、テトラゾールによる脱離基の置換によって異性体Ｂ及びＣがもたらされ、これ
をフラッシュカラムクロマトグラフィーによって分離及び精製した。
【００８７】
合成法
　[0106]本発明の化合物を調製することができる方法を例示する下記の実施例を参照する
ことによって、上記をより理解することができるが、添付の特許請求の範囲に定義される
本発明の範囲を制限することを意図するものではない。
【００８８】
実施例１　４２－（２－テトラゾリル）－ラパマイシン（より極性の弱い異性体）
実施例１Ａ　４２－トリフレート－ラパマイシン
　[0107]ラパマイシン（１００ｍｇ、０．１１ｍｍｏｌ）のジクロロメタン（０．６ｍＬ
）溶液を、－７８℃で窒素雰囲気下、２，６－ルチジン（５３μＬ、０．４６ｍｍｏｌ、
４．３当量）及びトリフルオロメタンスルホン酸無水物（３７μＬ、０．２２ｍｍｏｌ）
で順次処理し、その後１５分間撹拌し、室温に温め、ジエチルエーテルと共にシリカゲル
（６ｍＬ）のパッドを通して溶出した。トリフレートを含む画分をプールし、濃縮して、
標記化合物をこはく色の泡として得た。
【００８９】
実施例１Ｂ　４２－（２－テトラゾリル）－ラパマイシン（より極性の弱い異性体）
　[0108]実施例１Ａの酢酸イソプロピル（０．３ｍＬ）溶液を、順次にジイソプロピルエ
チルアミン（８７ｍＬ、０．５ｍｍｏｌ）及び１Ｈ－テトラゾール（３５ｍｇ、０．５ｍ
ｍｏｌ）で順次処理し、次いで１８時間撹拌した。この混合物を水（１０ｍＬ）及びエー
テル（１０ｍＬ）に分配した。有機物をブライン（１０ｍＬ）で洗浄し、乾燥させた（Ｎ
ａ２ＳＯ４）。有機物を濃縮することによって、粘着性の黄色の固体を得て、それをヘキ
サン（１０ｍＬ）、ヘキサン：エーテル（４：１（１０ｍＬ）、３：１（１０ｍＬ）、２
：１（１０ｍＬ）、１：１（１０ｍＬ））、エーテル（３０ｍＬ）、ヘキサン：アセトン
（１：１（３０ｍＬ））で溶出するシリカゲル（３．５ｇ、７０～２３０メッシュ）上で
クロマトグラフィーによって精製した。異性体の１つを、エーテル画分中で回収した。Ｍ
Ｓ（ＥＳＩ）ｍ／ｅ９６６（Ｍ）－。
【００９０】
実施例２　４２－（１－テトラゾリル）－ラパマイシン（より極性の強い異性体）
　[0109]実施例１Ｂにおいてヘキサン：アセトン（１：１）移動相を使用したクロマトグ
ラフィーカラムからのより遅く移動するバンドを回収して、標記化合物を得た。ＭＳ（Ｅ
ＳＩ）ｍ／ｅ９６６（Ｍ）－。
【００９１】
生物活性のＩｎ　ｖｉｔｒｏアッセイ
　[0110]本発明の実施形態の化合物の免疫抑制作用を、ラパマイシン並びに２種のラパマ
イシン類似体：４０－ｅｐｉ－Ｎ－［２’－ピリドン］－ラパマイシン及び４０－ｅｐｉ
－Ｎ－［４’－ピリドン］－ラパマイシン（いずれも（Ｏｒら、１９９６）に開示されて
いる）と比較した。記載されているヒト混合リンパ球反応（ＭＬＲ）アッセイを使用して
、作用を測定した（Ｋｉｎｏら、１９８７）。アッセイの結果は、表１に示すように、本
発明の化合物がナノモル濃度で有効な免疫調節剤であることを示す。
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【表１】

【００９２】
　[0111]実施例１及び実施例２の薬物動態挙動を、カニクイザル（１群毎にｎ＝３）にお
ける２．５ｍｇ／ｋｇの単回静脈内投与の後に特徴付けた。各化合物は、水ビヒクル中の
２０％エタノール：３０％プロピレングリコール：２％クレモホールＥＬ：４８％デキス
トロース５％の２．５ｍｇ／ｍｌ溶液として調製した。１ｍＬ／ｋｇの静脈内用量を緩徐
ボーラス（約１～２分）としてサルの伏在静脈に投与した。投与前、並びに投与後０．１
時間（ＩＶのみ）、０．２５時間、０．５時間、１時間、１．５時間、２時間、４時間、
６時間、９時間、１２時間、２４時間、及び３０時間目に、各動物の大腿骨動脈又は静脈
から血液試料を採取した。ＥＤＴＡで保存した試料を完全に混合し、その後の分析のため
に抽出した。
【００９３】
　[0112]内部標準を含んだ水（０．５ｍｌ）中の２０％メタノールで、血液の一定分量（
１．０ｍＬ）を溶血させた。溶血した試料を、酢酸エチル及びヘキサンの混合物（１：１
（ｖ／ｖ）、６．０ｍＬ）で抽出した。有機層を、室温で窒素流下乾燥するまで蒸発させ
た。試料を、メタノール：水（１：１、１５０μＬ）中で再構成した。ＵＶ検出を伴う逆
相ＨＰＬＣを使用して、表題化合物（５０μＬ注射）を夾雑物から分離した。試験期間を
通じて試料を低温（４℃）に保持した。各試験からの全ての試料を、ＨＰＬＣで単一バッ
チとして分析した。
【００９４】
　[0113]実施例１、実施例２及び内部標準の曲線下面積（ＡＵＣ）測定は、Ｓｃｉｅｘ　
ＭａｃＱｕａｎ（商標）ソフトウェアを使用して決定した。較正曲線は、ピーク面積比（
親薬物／内部標準）対理論濃度の最小二乗線形回帰を用いてスパイク血液標準のピーク面
積比から導いた。この方法は、標準曲線の範囲に亘って両方の化合物について線形であり
（相関関係＞０．９９）、推定定量化限界は０．１ｎｇ／ｍＬであった。最大血中濃度（
Ｃｍａｘ）及び最大血中濃度に達するまでの時間（Ｔｍａｘ）を、観察した血中濃度－時
間データから直接読み取った。ＣＳＴＲＩＰを使用して血中濃度データを多次指数関数的
曲線の当てはめに供し、薬物動態パラメーターの推定値を得た。ＮＯＮＬＩＮ８４を使用
して、推定パラメーターをさらに定義した。投与後０～ｔ時間目（血中濃度測定可能な最
終時点）の血中濃度－時間曲線下面積（ＡＵＣ０－ｔ）を、血液－時間プロファイルに関
する直線台形公式を使用して計算した。残余面積を無限に外挿して、最終排泄速度定数（
β）を除した最終測定血中濃度（Ｃｔ）として決定し、ＡＵＣ０－ｔに加え、総曲線下面
積（ＡＵＣ０－ｔ）を求めた。
【００９５】
　[0114]図１及び表２に示すように、実施例１及び実施例２の両方は、ラパマイシンと比
較した場合、意外にも実質的により短い最終排泄半減期（ｔ１／２）を有していた。した
がって、本発明の化合物のみが、十分な有効性（表１）及びより短い最終半減期（表２）
の両方を実現する。
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【表２】

【００９６】
治療法
　[0115]それだけに限らないが実施例で特定したものが挙げられる本発明の化合物は、（
ヒトを含めた）哺乳動物において免疫調節作用を有する。本発明の実施形態の化合物は、
免疫抑制剤として、心臓、腎臓、肝臓、骨髄、皮膚、角膜、肺、膵臓、小腸、四肢、筋肉
、神経、十二指腸、小腸、膵島細胞などを含めた器官又は組織の移植による拒否反応；骨
髄移植によって引き起こされる移植片対宿主病；関節リウマチ、全身性エリテマトーデス
、橋本甲状腺炎、多発性硬化症、重症筋無力症、Ｉ型糖尿病、ブドウ膜炎、アレルギー性
脳脊髄炎、糸球体腎炎などを含めた自己免疫疾患を含めた、免疫介在性疾患の治療及び予
防に有用である。さらなる使用には、乾癬、アトピー性皮膚炎、接触性皮膚炎及びさらな
る湿疹性皮膚炎、脂漏性皮膚炎、扁平苔癬、天疱瘡、水疱性類天疱瘡、表皮水疱症、じん
ま疹、血管性浮腫、脈管炎、紅斑、皮膚好酸球増加症、エリテマトーデス、ざ瘡及び円形
脱毛症を含めた炎症性及び過剰増殖性皮膚疾患並びに免疫介在性疾患の皮膚症状；角膜結
膜炎、春季結膜炎、ベーチェット病と関連するブドウ膜炎、角膜炎、ヘルペス性角膜炎、
円錐角膜、角膜上皮ジストロフィー、角膜白斑、及び眼天疱瘡を含めた様々な眼疾患（自
己免疫性及びその他）の治療及び予防が含まれる。さらに、喘息（例えば、気管支喘息、
アレルギー性喘息、内因性喘息、外因性喘息及び塵埃喘息）、特に慢性又は難治性喘息（
例えば、遅発型喘息及び気道過敏症）、気管支炎、アレルギー性鼻炎などを含めた状態を
含む、可逆性閉塞性気道疾患は、本発明の化合物の標的となる。胃潰瘍、虚血性疾患によ
って引き起こされる血管障害、及び血栓症を含めた粘膜及び血管の炎症。さらに、特に生
物学的又は機械的に媒介される血管障害後の、内膜平滑筋細胞過形成、再狭窄及び血管閉
塞を含めた過剰増殖性血管疾患は、本発明の化合物によって治療又は予防することができ
る。
【００９７】
　[0116]他の治療可能な状態には、それだけに限らないが、虚血性腸疾患、炎症性腸疾患
、壊死性腸炎；セリアック病、直腸炎、好酸球性胃腸炎、肥胖細胞症、クローン病及び潰
瘍性大腸炎を含めた腸の炎症／アレルギー；多発性筋炎、ギランバレー症候群、メニエー
ル病、多発性神経炎、多発性神経炎、単発神経炎及び神経根障害を含めた神経疾患；甲状
腺機能亢進症及びバセドウ病を含めた内分泌疾患；赤芽球ろう、再生不良性貧血、低形成
貧血、特発性血小板減少性紫斑病、自己免疫性溶血性貧血、無顆粒球症、悪性貧血、巨赤
芽球性貧血及び赤血球形成不全を含めた血液疾患；骨粗鬆症を含めた骨疾患；サルコイド
ーシス、肺線維症及び特発性間質性肺炎を含めた呼吸器疾患；皮膚筋炎、尋常性白斑、尋
常性魚鱗癬、光アレルギー性過敏症及び皮膚Ｔ細胞リンパ腫を含めた皮膚疾患；動脈硬化
症、アテローム性動脈硬化症、大動脈炎症候群、結節性多発性動脈炎及び心筋症を含めた
循環器系疾患；強皮症、ヴェグナー肉芽腫症及びシェーグレン症候群を含めた膠原病；脂
肪過多症；好酸球性筋膜炎；歯肉、歯周組織、歯槽骨及び歯のセメント質の病変を含めた
歯周病；糸球体腎炎を含めたネフローゼ症候群；脱毛を予防すること又は発毛をもたらす
こと及び／又は毛髪発生及び毛髪成長を促進することによる男性型脱毛症又は老人性脱毛
症；筋ジストロフィー；膿皮症及びセザリー症候群；アジソン病；活性酸素介在性疾患、
例えば、保存、移植又は虚血性疾患（例えば、血栓症及び心筋梗塞）の際に起こる（心臓
、肝臓、腎臓及び消化管を含めた）器官の虚血再潅流傷害を含めた器官傷害など；内毒素
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ショック、偽膜性大腸炎、及び薬物又は放射線に起因する大腸炎を含めた腸疾患；虚血性
急性腎不全及び慢性腎不全を含めた腎疾患；肺酸素又は薬物（例えば、パラコート及びブ
レオマイシン）によって引き起こされる中毒症、肺癌及び肺気腫を含めた肺疾患；白内障
、鉄沈着症、網膜炎、色素性、老人性黄斑変性症、硝子体瘢痕形成及び角膜のアルカリに
よる火傷を含めた眼疾患；多形性紅斑、線状ＩｇＡ水疱症及びセメント皮膚炎を含めた皮
膚炎；歯肉炎、歯周炎、敗血症、膵臓炎、環境汚染（例えば、大気汚染）に起因する疾患
、加齢、発癌、癌腫の転移及び高山病を含めたその他の疾患；ヒスタミン又はロイコトリ
エン－Ｃ４放出によって引き起こされる疾患；腸ベーチェット病、血管ベーチェット病又
は神経ベーチェット病を含めたベーチェット病、また口腔、皮膚、目、外陰部、関節、精
巣上体、肺、腎臓などに影響を与えるベーチェット病が挙げられる。さらに、本発明の化
合物は、免疫原性疾患（例えば、自己免疫性肝炎、胆汁性肝硬変及び硬化性胆管炎を含め
た慢性自己免疫性肝臓病）、部分肝臓切除、急性肝臓壊死（例えば、毒素、ウイルス性肝
炎、ショック又は無酸素によって引き起こされる壊死）、Ｂ型肝炎、非Ａ／非Ｂ型肝炎、
（アルコール性肝硬変を含めた）肝硬変；並びに劇症肝炎、遅発性肝不全及び「慢性状態
の中での急性」肝不全（慢性肝疾患がある状態での急性肝不全）を含めた肝不全を含めた
肝臓疾患の治療及び予防に有用であり、患者がすでに摂取している場合がある薬物の主要
な化学療法的、抗ウイルス性、抗炎症性、及び強心効果の増大において潜在的に有用な作
用のために、さらに様々な疾患に有用である。
【００９８】
　[0117]さらに、本発明の化合物は、ＦＫ－５０６拮抗特性を有する。したがって、本発
明の化合物の実施形態は、免疫抑制又は免疫抑制を伴う障害の治療に使用することができ
る。免疫抑制を伴う障害の例には、ＡＩＤＳ、癌、真菌感染、老人性認知症、（創傷治癒
、手術及びショックを含めた）外傷、慢性細菌性感染、及び特定の中枢神経系障害が挙げ
られる。治療を受ける免疫抑制は、免疫抑制性大環状化合物、例えばＦＫ－５０６又はラ
パマイシンを含めた１２－（２－シクロヘキシル－１－メチルビニル）－１３，１９，２
１，２７－テトラメチル－１１，２８－ジオキサ－４－アザトリシクロ［２２．３．１．
０］オクタコス－１８－エンの誘導体の過量に起因する場合がある。患者によるこのよう
な薬剤の過度の使用は、処方された時間に薬剤を服用するのを忘れたことを気がついたと
きに極めて一般的であり、重篤な副作用をもたらす場合がある。
【００９９】
　[0118]本発明の化合物の増殖性疾患を治療する能力は、以前に記載された方法によって
明らかにすることができる（Ｂｕｎｃｈｍａｎ及びＢｒｏｏｋｓｈｉｒｅ、１９９１；Ｓ
ｈｉｃｈｉｒｉら、１９９１；Ｙａｍａｇｉｓｈｉら、１９９３）。増殖性疾患には、平
滑筋増殖、全身性硬化症、肝硬変、成人呼吸促迫症候群、特発性心筋症、エリテマトーデ
ス、糖尿病性網膜症若しくは他の網膜症、乾癬、強皮症、前立腺肥大症、心筋過形成、動
脈損傷後の再狭窄、又は他の血管の病的狭窄が挙げられる。さらに、これらの化合物は、
いくつかの増殖因子に対する細胞応答に拮抗し、したがって血管形成阻害特性を有し、そ
のためにそれらは、特定の腫瘍の増殖と、肺、肝臓、及び腎臓の線維性疾患とを制御又は
逆転するために有用な薬剤となる。
【０１００】
　[0119]本発明の実施形態の水性液体組成物は、（例えば、円錐角膜、角膜炎、角膜上皮
ジストロフィー、角膜白斑、モーレン潰瘍、強膜炎及びグレーブス眼症を含めた）自己免
疫疾患及び角膜移植拒絶を含めた目の様々な疾患の治療及び予防に特に有用である。
【０１０１】
　[0120]上記又は他の治療において使用される場合、治療有効量の本発明の実施形態にお
ける化合物の１つは、純粋な形態で、又はそのような形態が存在する場合は、薬学的に許
容される塩、エステル又はプロドラッグ形態で用いることができる。或いは、この化合物
は、１種又は複数の薬学的に許容される賦形剤と組み合わせた対象化合物を含む医薬組成
物として投与することができる。「治療有効量」の本発明の化合物という表現は、任意の
医療に適用できる妥当な利益／リスク率で障害を治療するのに十分な量の化合物を意味す
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る。しかし、本発明の実施形態の化合物及び組成物の総１日使用量は、正しい医療的判断
の範囲内で主治医によって決定されるであろうことは理解されよう。任意の特定の患者に
ついての特定の治療有効用量のレベルは、治療する障害及び障害の重篤度；使用する特定
の化合物の作用；使用する特定の組成物；患者の年齢、体重、全般的健康状態、性別及び
食事；使用する特定の化合物の投与時間、投与経路、及び排泄率；治療期間；使用する特
定の化合物と組み合わせて又は同時に使用する薬物；並びに医療の技術分野で周知の類似
の要因を含めた種々の要因によるであろう。例えば、所望の治療効果を達成するのに必要
であるレベルより低いレベルの化合物用量で開始し、所望の効果が達成されるまで投与量
を徐々に増加させることは、十分に当分野の技術の範囲内である。
【０１０２】
　[0121]本発明の実施形態においてヒト又は下等動物に投与される化合物の総１日用量は
、約０．０１～約１０ｍｇ／ｋｇ／日の範囲をとりうる。経口投与のためには、用量は、
約０．００１～約３ｍｇ／ｋｇ／日の範囲をとりうる。ステントからの局所送達のために
は、患者が摂取する１日用量は、ステントの長さに依存するであろう。例えば、１５ｍｍ
の冠動脈ステントは、約１～約１２０マイクログラムの範囲の量の薬物を含む場合があり
、数時間から数週間の期間に亘りその薬物を送達する場合がある。所望であれば、有効１
日用量は、投与のために多回用量に分割してもよい。したがって、単回用量組成物は、１
日用量を構成するためのこのような量又はその約量を含んでもよい。局所投与は、適用部
位に応じて０．００１～３ｍｇ／ｋｇ／日の範囲の用量を含む場合がある。
【０１０３】
　[0122]本明細書に記載する化合物又は薬物はまた、ポリマー材料でコーティングされた
医療装置（例えば、ステント）と結合することができる。化合物又は薬物の、ステントの
ポリマーコーティングへの組込みは、ポリマーコーティングしたステントを化合物又は薬
物を含む溶液中に十分な期間（例えば、５分間など）浸漬し、次いでコーティングしたス
テントを、例えば十分な期間（例えば、３０分間など）空気乾燥などで乾燥させることに
よって実施することができる。噴霧を含めた治療物質を付着させる他の方法を使用するこ
とができる。次いで、化合物又は薬物を含むポリマーコーティングされたステントは、バ
ルーンカテーテルからの導入によって血管内腔に送達することができる。ステントに加え
て、本発明の薬物を血管系に導入するのに使用することができる他の装置には、それだけ
に限らないが、移植片、カテーテル、及びバルーンが挙げられる。さらに、本発明の薬物
の代わりに使用することができる他の化合物又は薬物には、それだけに限らないが、Ａ－
９４５０７及びＳＤＺ　ＲＡＤ（ａ．ｋ．ａ．エベロリムス）が挙げられる。
【０１０４】
薬物の組合せ
　コーティングされた医療装置（例えば、ステント）中で使用される本明細書に記載する
化合物は、他の薬理剤と組合せて使用することができる。本発明の化合物と組み合わせて
、血管障害（例えば、再狭窄）又は関連する障害を治療又は予防するのに適切な薬理剤は
、抗増殖性、抗腫瘍性、抗有糸分裂性、抗炎症性、抗血小板性、抗凝血性、抗ファブリン
性、抗トロンビン性、抗血栓性、血栓溶解性、抗菌性、抗アレルギー性、及び抗酸化性の
物質から選択することができる。これらの種類は、さらに細分することができる。例えば
、抗増殖剤は、抗有糸分裂性でもよい。
【０１０５】
　[0123]抗増殖剤は、細胞毒又は合成分子などの天然のタンパク質性薬剤でよい。抗増殖
性物質の例には、それだけに限らないが、アクチノマイシンＤ又はその誘導体及び類似体
（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈが製造、又はＭｅｒｃｋから入手可能なＣＯＳＭＥＧＥＮ
）（アクチノマイシンＤの同義語は、ダクチノマイシン、アクチノマイシンＩＶ、アクチ
ノマイシンＩ１、アクチノマイシンＸ１、及びアクチノマイシンＣ１を含む）；タキソー
ル、ドセタキセル、及びパクリタキセル及びその誘導体などの全てのタキソイド；全ての
ｏｌｉｍｕｓ薬（マクロライド抗生物質、ラパマイシン、エベロリムス、ラパマイシンの
構造誘導体及び機能的類似体、エベロリムスの構造誘導体及び機能的類似体、ＦＫＢＰ－
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１２媒介性ｍＴＯＲ阻害剤、バイオリムス、ピルフェニドン、そのプロドラッグ、そのコ
ドラッグ、並びにこれらの組合せなど）が挙げられる。ラパマイシン誘導体の例には、そ
れだけに限らないが、４０－Ｏ－（２－ヒドロキシ）エチル－ラパマイシン（Ｎｏｖａｒ
ｔｉｓの商品名エベロリムス）、４０－Ｏ－（２－エトキシ）エチル－ラパマイシン（バ
イオリムス）、４０－Ｏ－（３－ヒドロキシ）プロピル－ラパマイシン、４０－Ｏ－［２
－（２－ヒドロキシ）エトキシ］エチル－ラパマイシン、４０－Ｏ－テトラゾール－ラパ
マイシン、４０－ｅｐｉ－（Ｎ１－テトラゾリル）－ラパマイシン（ゾタロリムス、製造
元Ａｂｂｏｔｔ　Ｌａｂｓ．）、そのプロドラッグ、そのコドラッグ、及びこれらの組合
せが挙げられる。
【０１０６】
　[0124]有糸分裂阻害剤は、細胞分裂を阻害又は影響を与え、それによって細胞分裂に通
常関与する過程が起こらなくなる。有糸分裂阻害剤の１つのサブクラスには、ビンカアル
カロイドが挙げられる。ビンカアルカロイドの代表的例には、それだけに限らないが、ビ
ンクリスチン、パクリタキセル、エトポシド、ノコダゾール、インジルビン、並びにアン
トラサイクリン誘導体（例えば、ダウノルビシン、ダウノマイシン及びプリカマイシンな
ど）が挙げられる。有糸分裂阻害剤の他のサブクラスには、抗有糸分裂性アルキル化剤（
例えば、タウロムスチン、ボフムスチン、及びフォテムスチンなど）、及び抗有糸分裂性
代謝物（例えば、メトトレキサート、フルオロウラシル、５－ブロモデオキシウリジン、
６－アザシチジン、及びシタラビンなど）が挙げられる。抗有糸分裂性アルキル化剤は、
ＤＮＡ、ＲＮＡ、又はタンパク質を共有結合的に修飾し、それによってＤＮＡ複製、ＲＮ
Ａ転写、ＲＮＡ翻訳、タンパク質合成、又は上記の組合せを阻害することによって細胞分
裂に影響を与える。
【０１０７】
　[0125]有糸分裂阻害剤の一例には、これらだけに限らないが、パクリタキセルが含まれ
る。本明細書で使用する場合、パクリタキセルには、アルカロイド自体及び天然形態及び
その誘導体、並びにその合成形態及び半合成形態が含まれる。
【０１０８】
　[0126]抗悪性腫瘍薬及び／又は有糸分裂阻害剤の例には、それだけに限らないが、パク
リタキセル（例えば、Ｂｒｉｓｔｏｌ－Ｍｙｅｒｓ　Ｓｑｕｉｂｂから入手可能であるＴ
ＡＸＯＬ（登録商標））、ドセタキセル（例えば、ＡｖｅｎｔｉｓのＴａｘｏｔｅｒｅ（
登録商標））、メトトレキサート、アザチオプリン、ビンクリスチン、ビンブラスチン、
フルオロウラシル、塩酸ドキソルビシン（例えば、ＰｆｉｚｅｒのＡｄｒｉａｍｙｃｉｎ
（登録商標））、及びマイトマイシン（例えば、Ｂｒｉｓｔｏｌ－Ｍｙｅｒｓ　Ｓｑｕｉ
ｂｂのＭｕｔａｍｙｃｉｎ（登録商標））が挙げられる。
【０１０９】
　[0127]抗血小板薬は、（１）表面、典型的には血栓形成性表面への血小板の接着の阻害
、（２）血小板の凝集の阻害、（３）血小板の活性化の阻害、又は（４）上記の組合せに
よって作用する治療実体である。血小板の活性化は、血小板が、無活動の静止状態から、
血小板と血栓形成性表面との接触によって誘発されるいくつかの形態変化を受ける状態へ
と変換される過程である。これらの変化には、偽足の形成を伴う血小板の形状の変化、膜
受容体への結合、及び例えばＡＤＰ及び血小板第４因子などの小分子及びタンパク質の分
泌が挙げられる。血小板接着の阻害剤として作用する抗血小板薬には、それだけに限らな
いが、エプチフィバチド、チロフィバン、ｇｐＩＩｂＩＩＩａ又はαｖβ３への結合を阻
害するＲＧＤ（Ａｒｇ－Ｇｌｙ－Ａｓｐ）をベースとするペプチド、ｇｐＩＩａＩＩＩｂ
又はαｖβ３への結合を阻害する抗体、抗Ｐ－セレクチン抗体、抗Ｅ－セレクチン抗体、
Ｐ－セレクチン又はＥ－セレクチンの各々のリガンドへの結合を遮断する化合物、サラチ
ン、及び抗フォンウィルブランド因子抗体が挙げられる。ＡＤＰを介した血小板凝集を阻
害する薬剤には、それだけに限らないが、ジスアグレギン及びシロスタゾールが挙げられ
る。
【０１１０】
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　[0128]抗炎症剤もまた使用することができる。これらの例には、それだけに限らないが
、プレドニゾン、デキサメタゾン、ヒドロコルチゾン、エストラジオール、トリアムシノ
ロン、モメタゾン、フルチカゾン、クロベタゾール、並びに非ステロイド性消炎剤（例え
ば、アセトアミノフェン、イブプロフェン、ナプロキセン、アダリムマブ及びスリンダク
など）が挙げられる。アラキドン酸代謝物プロスタサイクリン又はプロスタサイクリン類
似体は、血管作用性抗増殖剤の例である。これらの薬剤の他の例には、サイトカイン作用
を遮断又はサイトカイン若しくはケモカインの同族受容体への結合を阻害し、サイトカイ
ン又はケモカインによって伝達される炎症誘発性シグナルを阻害するものが挙げられる。
これらの薬剤の代表的例には、それだけに限らないが、抗ＩＬ１、抗ＩＬ２、抗ＩＬ３、
抗ＩＬ４、抗ＩＬ８、抗ＩＬ１５、抗ＩＬ１８、抗ＭＣＰｌ、抗ＣＣＲ２、抗ＧＭ－ＣＳ
Ｆ、及び抗ＴＮＦ抗体が挙げられる。
【０１１１】
　[0129]抗血栓剤には、凝固経路の任意の段階に介在することができる化学的及び生物学
的実体が挙げられる。特定の実体の例には、それだけに限らないが、第Ｘａ因子の作用を
阻害する小分子が挙げられる。さらに例えば、ヘパリン、ヘパリン硫酸、低分子量ヘパリ
ン（例えば、商標Ｃｌｉｖａｒｉｎ（登録商標）を有する化合物など）、及び合成オリゴ
糖（例えば、商標Ａｒｉｘｔｒａ（登録商標）を有する化合物など）などの、第Ｘａ因子
及びトロンビンの両方を直接的又は間接的に阻害することができるヘパリノイド型薬剤。
例えば、メラガトラン、キシメラガトラン、アルガトロバン、イノガトラン、及びトロン
ビンについてのＰｈｅ－Ｐｒｏ－Ａｒｇフィブリノゲン基質の結合部位のペプチド模倣体
などの、直接トロンビン阻害剤がまた挙げられる。送達することができる抗血栓剤の他の
クラスは、第ＶＩＩ／ＶＩＩａ因子阻害剤（例えば、抗第ＶＩＩ／ＶＩＩａ因子抗体、ｒ
ＮＡＰｃ２、及び組織因子経路阻害剤（ＴＦＰＩ）など）である。
【０１１２】
　[0130]血栓（血餅）の分解を助長する薬剤と定義してもよい血栓溶解剤はまた、血餅を
溶解するその作用が、血栓のフィブリンマトリックス内に捕捉された血小板を分散させる
のを助長するので、補助薬としても使用することができる。血栓溶解剤の代表的例には、
それだけに限らないが、ウロキナーゼ又は組換えウロキナーゼ、プロウロキナーゼ又は組
換えプロウロキナーゼ、組織プラスミノーゲンアクチベーター又はその組換え形態、及び
ストレプトキナーゼが挙げられる。
【０１１３】
　[0131]細胞増殖抑制性又は抗増殖性特性もまた有することができる抗血小板剤、抗凝血
剤、抗ファブリン剤、及び抗トロンビン剤の例には、それだけに限らないが、ヘパリンナ
トリウム、低分子量ヘパリン、ヘパリノイド、ヒルジン、アルガトロバン、フォルスコリ
ン、バピプロスト、プロスタサイクリン及びプロスタサイクリン類似体、デキストラン、
Ｄ－ｐｈｅ－ｐｒｏ－ａｒｇ－クロロメチルケトン（合成アンチトロンビン）、ジピリダ
モール、糖タンパク質ＩＩｂ／ＩＩＩａ血小板膜受容体アンタゴニスト抗体、組換えヒル
ジン、ＡＮＧＩＯＭＡＸ（Ｂｉｏｇｅｎから）などのトロンビン阻害剤、カルシウムチャ
ネル遮断剤（例えば、ニフェジピン）、コルヒチン、繊維芽細胞増殖因子（ＦＧＦ）アン
タゴニスト、魚油（例えば、オメガ３－脂肪酸）、ヒスタミンアンタゴニスト、ロバスタ
チン（ＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼを阻害するコレステロール低下薬、Ｍｅｒｃｋのブラ
ンド名Ｍｅｖａｃｏｒ（登録商標））、モノクローナル抗体（例えば、血小板由来増殖因
子（ＰＤＧＦ）受容体に特異的な抗体）、ニトロプルシド、ホスホジエステラーゼ阻害剤
、プロスタグランジン阻害剤、スラミン、セロトニン遮断剤、ステロイド、チオプロテア
ーゼ阻害剤、トリアゾロピリミジン（ＰＤＧＦアンタゴニスト）、一酸化窒素又は一酸化
窒素供与体、スーパーオキシドジスムターゼ、スーパーオキシドジスムターゼ模倣物、４
－アミノ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン－１－オキシル（４－アミノ－ＴＥ
ＭＰＯ）、エストラジオール、抗癌剤、様々なビタミンなどの栄養補助食品、及びこれら
の組合せが挙げられる。
【０１１４】
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　[0132]抗アレルギー剤の例には、それだけに限らないが、ペルミロラストカリウムが挙
げられる。抗酸化性物質の例には、それだけに限らないが、４－アミノ－２，２，６，６
－テトラメチルピペリジン－１－オキシル（４－アミノ－ＴＥＭＰＯ）が挙げられる。
【０１１５】
　[0133]本発明の化合物と組み合わせて使用することができる他の薬物は、例えば、ＴＧ
Ｆを含めたアポトーシス誘導物質；並びに１０－ヒドロキシカンプトテシン、イリノテカ
ン、及びドキソルビシンを含めたトポイソメラーゼ阻害剤などの細胞毒性薬である。本発
明の化合物と組み合わせて使用することができる他のクラスの薬物は、細胞脱分化を阻害
する薬物及び細胞増殖抑制薬である。
【０１１６】
　[0134]本発明の化合物と組み合わせて使用することができる他の薬剤には、フェノフィ
ブラート、マトリックスメタロプロテイナーゼ阻害剤（例えば、バチミスタットなど）、
エンドセリン－Ａ受容体のアンタゴニスト（例えば、ダルセンタンなど）、及びαｖβ３
インテグリン受容体のアンタゴニストを含めた抗脂血症薬が挙げられる。
【０１１７】
　[0135]血液が接触する移植可能な装置との関連で、「治癒促進」薬物又は薬剤とは、動
脈内腔の再内皮化を促進又は増進させ、血管組織の治癒を促進する特性を有する薬物又は
薬剤を意味する。治癒促進薬物又は薬剤を含有する移植可能な装置（例えば、ステント）
の部分（複数可）は、内皮細胞（例えば、内皮前駆細胞）を誘引、結合し、最終的には細
胞に被包される場合がある。細胞の誘引、結合、及び封入は、ステントが不十分に被包さ
れた場合に起こる場合がある機械的性質を喪失させることによって、塞栓又は血栓の形成
を減少又は防止するであろう。増強した再内皮化によって、ステントの機械的性質の喪失
より速い速度で内皮化が促進されることが可能である。
【０１１８】
　[0136]治癒促進薬物又は薬剤は、生体吸収性ポリマー基材又は足場の本体内に分散させ
ることができる。治癒促進薬物又は薬剤はまた、移植可能な装置（例えば、ステント）の
表面上の生体吸収性ポリマーコーティング内に分散させることもできる。
【０１１９】
　[0137]「内皮前駆細胞」とは、血流に入り、血管傷害の領域に到達し、損傷の修復を助
長することができる、骨髄内で作られる初期の細胞を意味する。内皮前駆細胞は、成人ヒ
ト末梢血中を循環し、サイトカイン、増殖因子、及び虚血状態によって骨髄から動員され
る。血管障害は、血管新生及び血管形成の両方の機構によって修復される。循環している
内皮前駆細胞は、主として血管形成機構を介して傷ついた血管の修復をもたらす。
【０１２０】
　[0138]いくつかの実施形態では、治癒促進薬物又は薬剤は、内皮細胞（ＥＤＣ）結合剤
でよい。特定の実施形態では、ＥＤＣ結合剤は、タンパク質、ペプチド又は抗体でよく、
これは例えば、１型コラーゲンの１種、単鎖Ｆｖフラグメント（ｓｃＦｖ　Ａ５）として
も知られている２３個のペプチドフラグメント、ジャンクション膜タンパク質血管内皮（
ＶＥ）－カドヘリン、及びこれらの組合せでよい。１型コラーゲンは、オステオポンチン
に結合した場合、内皮細胞の接着を促進し、アポトーシス経路のダウンレギュレーション
によってそれらの生存率を調節することが示された。Ｓ．Ｍ．Ｍａｒｔｉｎら、Ｊ．Ｂｉ
ｏｍｅｄ．Ｍａｔｅｒ．Ｒｅｓ．、７０Ａ：１０～１９（２００４）。内皮細胞は、ｓｃ
Ｆｖ　Ａ５を使用して（イムノリポソームの標的化送達のために）選択的に標的化するこ
とができる。Ｔ．Ｖｏｌｋｅｌら、Ｂｉｏｃｂｉｍｉｃａ　ｅｔ　Ｂｉｏｐｈｙｓｉｃａ
　Ａｃｔａ、１６６３：１５８～１６６（２００４）。ジャンクション膜タンパク質血管
内皮（ＶＥ）－カドヘリンは、内皮細胞に接着し、内皮細胞のアポトーシスをダウンレギ
ュレートすることが見出された。Ｒ．Ｓｐａｇｎｕｏｌｏら、Ｂｌｏｏｄ、１０３：３０
０５～３０１２（２００４）。
【０１２１】
　[0139]特定の実施形態では、ＥＤＣ結合剤は、オステオポンチンの活性フラグメント（
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Ａｓｐ－Ｖａｌ－Ａｓｐ－Ｖａｌ－Ｐｒｏ－Ａｓｐ－Ｇｌｙ－Ａｓｐ－Ｓｅｒ－Ｌｅｕ－
Ａｌａ－Ｔｒｙ－Ｇｌｙ）でよい。他のＥＤＣ結合剤には、それだけに限らないが、ＥＰ
Ｃ（上皮細胞）抗体、ＲＧＤペプチド配列、ＲＧＤ模倣物、及びこれらの組合せが挙げら
れる。
【０１２２】
　[0140]さらなる実施形態では、治癒促進薬物又は薬剤は、内皮前駆細胞を誘引及び結合
する物質又は薬剤でよい。内皮前駆細胞を誘引及び結合する代表的物質又は薬剤には、Ｃ
Ｄ－３４、ＣＤ－１３３及び２型ｖｅｇｆ受容体などの抗体が挙げられる。内皮前駆細胞
を誘引及び結合する薬剤は、一酸化窒素供与基を有するポリマーを含むことができる。
【０１２３】
　[0141]特定の実施形態では、本発明の医薬組成物又は薬物送達システムは、ドセタキセ
ル、エストラジオール、一酸化窒素供与体、スーパーオキシドジスムターゼ、スーパーオ
キシドジスムターゼ模倣物、４－アミノ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン－１
－オキシル（４－アミノ－ＴＥＭＰＯ）、タクロリムス、デキサメタゾン、ラパマイシン
、ラパマイシン誘導体、４０－Ｏ－（２－ヒドロキシ）エチル－ラパマイシン（エベロリ
ムス）、４０－Ｏ－（２－エトキシ）エチル－ラパマイシン（バイオリムス）、４０－Ｏ
－（３－ヒドロキシ）プロピル－ラパマイシン、４０－Ｏ－［２－（２－ヒドロキシ）エ
トキシ］エチル－ラパマイシン、４０－Ｏ－テトラゾール－ラパマイシン、ピメクロリム
ス、メシル酸イマチニブ、ミドスタウリン、クロベタゾール、前駆細胞捕捉抗体、治癒促
進薬物、そのプロドラッグ、そのコドラッグ、及びこれらの組合せから選択される少なく
とも１種のさらなる治療物質をさらに含む。
【０１２４】
　[0142]いくつかの実施形態では、少なくとも１種のさらなる治療剤は、特に本明細書に
記載する治療物質又は物質（例えば、薬物）のいずれかの１種又は複数であることはでき
ない。
【０１２５】
医薬組成物
　[0143]本発明の実施形態の医薬組成物は、経口的、直腸内、非経口的、大槽内、腟内、
腹腔内、局所的（散剤、軟膏、ドロップ又は経皮パッチによるなど）、口腔内（経口又は
経鼻スプレーなど）、又は局部的（血管系内に設置されたステント中、又は心膜腔への送
達、又は心筋中若しくは心筋上への送達など）に投与することができる、本発明の化合物
及び薬学的に許容される担体又は賦形剤を含む。「薬学的に許容される担体」という表現
は、無毒性の固体、半固体若しくは液体充填剤、希釈剤、封入材料又は任意のタイプの製
剤補助物質を意味する。用語「非経口」とは、本明細書で使用する場合、静脈内、動脈内
、筋内、腹腔内、胸骨内、皮下及び関節内注射、注入、経皮、及び例えば血管系内などへ
の配置を含めた、経口以外の全ての投与方法を意味する。
【０１２６】
　[0144]非経口的注射のための本発明の医薬組成物は、薬学的に許容される滅菌水溶液若
しくは非水溶液、分散剤、懸濁剤、ナノ微粒子懸濁剤、又は乳剤、並びに使用直前に滅菌
注射剤又は分散剤に再構成するための滅菌散剤を含む。適切な水性及び非水性担体、希釈
剤、溶媒又はビヒクルの例には、水、エタノール、（グリセロール、プロピレングリコー
ル、ポリエチレングリコールなどを含めた）ポリオール、カルボキシメチルセルロース及
びその適切な混合物、（オリーブ油を含めた）植物油、並びにオレイン酸エチルを含めた
注入可能な有機酸エステルが挙げられる。例えば、レシチンを含めたコーティング材料の
使用によって、分散液の場合は必要とされる粒径を維持することによって、及び界面活性
剤の使用によって、適切な流動性を維持することができる。
【０１２７】
　[0145]これらの組成物はまた、保存料、湿潤剤、乳化剤、及び分散剤を含めた補助剤も
含んでもよい。様々な抗菌剤及び抗真菌剤、例えば、パラベン、クロロブタノール、フェ
ノールソルビン酸などを含むことによって、微生物の作用の防止を確保することができる
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。糖、塩化ナトリウムなどを含めた等張剤を含むこともまた望ましい場合がある。モノス
テアリン酸アルミニウム及びゼラチンを含めた、吸収を遅延させる薬剤を含めることによ
って、注射用医薬形態の長期に亘る吸収をもたらすことができる。
【０１２８】
　[0146]ある場合には、薬物の効果を延長するために、皮下注射又は筋肉内注射からの薬
物の吸収を遅くすることが望ましい。これは水溶性に乏しい結晶性又はアモルファス材料
の液体懸濁剤を使用することによって実現することができる。その上薬物の吸収速度は、
その溶解速度に依存し、この溶解速度はまた結晶の大きさ及び結晶形態に依存する場合が
ある。或いは、非経口的に投与される薬物形態の遅延型吸収は、薬物を油ビヒクルに溶解
又は懸濁することによって実現される。
【０１２９】
　[0147]注射用デポー形態は、ポリラクチド－ポリグリコリドを含む生分解性ポリマー中
に、薬物のマイクロカプセル化マトリックスを形成することよって作製される。薬物放出
速度は、薬物とポリマーとの比及び使用する特定のポリマーの性質によって制御すること
ができる。他の生分解性ポリマーの例には、ポリ（オルトエステル）及びポリ（無水物）
が挙げられる。注射用デポー製剤はまた、身体組織と適合するリポソーム又はマイクロエ
マルジョン中に、薬物を封入することによっても調製される。
【０１３０】
　[0148]注射用製剤は、例えば、細菌保持フィルターによる濾過によって、又は使用直前
に滅菌水若しくは他の注射用滅菌媒体に溶解又は分散させることができる滅菌固体組成物
の形態の滅菌剤を組み込むことによって、滅菌することができる。
【０１３１】
　[0149]経口投与用の固体剤形には、カプセル剤、錠剤、丸剤、散剤、及び顆粒剤が挙げ
られる。このような固体剤形において、活性化合物を、クエン酸ナトリウム又はリン酸二
カルシウムを含めた少なくとも１種の不活性な薬学的に許容される賦形剤又は担体、及び
／又は（ａ）デンプン、ラクトース、スクロース、グルコース、マンニトール、及びケイ
酸を含めた充填剤又は増量剤、（ｂ）例えば、カルボキシメチルセルロース、アルギン酸
塩、ゼラチン、ポリビニルピロリドン、スクロース、及びアラビアゴムなどの結合剤、（
ｃ）グリセロールを含めた湿潤剤、（ｄ）寒天、炭酸カルシウム、ジャガイモデンプン又
はタピオカデンプン、アルギン酸、ある種のケイ酸塩、及び炭酸ナトリウムを含めた崩壊
剤、（ｅ）パラフィンを含めた溶解遅延剤、（ｆ）第四級アンモニウム化合物を含めた吸
収促進剤、（ｇ）例えば、セチルアルコール及びモノステアリン酸グリセロールなどの湿
潤剤、（ｈ）カオリン及びベントナイト粘土を含めた吸収剤、及び（ｉ）タルク、ステア
リン酸カルシウム、ステアリン酸マグネシウム、固体ポリエチレングリコール、ラウリル
硫酸ナトリウム及びこれらの混合物を含めた滑沢剤と混合する。カプセル剤、錠剤及び丸
剤である場合、剤形はまた緩衝剤を含んでもよい。
【０１３２】
　[0150]同様のタイプの固体組成物はまた、ラクトース又は乳糖並びに高分子量ポリエチ
レングリコールなどの賦形剤を使用して、軟、半固形及び硬ゼラチンカプセル剤又は液体
入りカプセル剤中の充填剤として用いることもできる。
【０１３３】
　[0151]錠剤、糖衣錠、カプセル剤、丸剤、及び顆粒剤の固体剤形は、腸溶性コーティン
グ及び医薬製剤技術分野において周知の他のコーティングを含めたコーティング及びシェ
ルと共に調製することができる。それらは、乳白剤を任意選択で含んでもよく、任意選択
で遅延的に、活性成分（複数可）を腸管の特定の部分においてのみ放出、又は腸管の特定
の部分において放出する組成物であってもよい。使用することができる包埋組成物の例に
は、高分子物質及びワックスが挙げられる。薬物を含むそれらの包埋組成物は、それだけ
に限らないが、ステント、移植片、カテーテル、及びバルーンが挙げられる、医療装置上
に配置することができる。
【０１３４】
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　[0152]活性化合物はまた適切であれば、上記の賦形剤の１種又は複数を有するマイクロ
カプセル化形態でもよい。
【０１３５】
　[0153]経口投与用の液体剤形には、薬学的に許容される乳剤、溶液剤、懸濁剤、シロッ
プ剤及びエリキシル剤が挙げられる。活性化合物に加えて、液体剤形には、例えば、水又
は他の溶媒；エチルアルコール、イソプロピルアルコール、炭酸エチル、酢酸エチル、ベ
ンジルアルコール、安息香酸ベンジル、プロピレングリコール、１，３－ブチレングリコ
ール、ジメチルホルムアミド、油（特に、綿実油、ラッカセイ油、トウモロコシ油、胚芽
油、オリーブ油、ヒマシ油、及びゴマ油）、グリセロール、テトラヒドロフルフリルアル
コール、ポリエチレングリコール及びソルビタンの脂肪酸エステル、及びこれらの混合物
を含めた可溶化剤及び乳化剤などの当技術分野で通常使用される不活性希釈剤が挙げられ
る。
【０１３６】
　[0154]不活性希釈剤以外に、経口組成物はまた、湿潤剤、乳化剤及び懸濁化剤、甘味剤
、香味剤、及び香料剤を含めた補助剤も含むことができる。
【０１３７】
　[0155]懸濁剤には、活性化合物に加えて、例えば、エトキシ化イソステアリルアルコー
ル、ポリオキシエチレンソルビトール及びソルビタンエステル、微結晶性セルロース、メ
タ水酸化アルミニウム、ベントナイト、寒天、及びトラガカント、並びにこれらの混合物
などの懸濁化剤が挙げられる。
【０１３８】
　[0156]局所投与には、肺及び目の表面を含めた皮膚又は粘膜への投与が挙げられる。吸
入用のものを含めて局所投与のための組成物は、加圧されても又は加圧されなくてもよい
乾燥粉末として調製してもよい。非加圧粉末組成物では、微粉化した形態の活性成分は、
例えば直径１００マイクロメートルまでのサイズを有する粒子を含むより大きなサイズの
薬学的に許容される不活性担体と混合して使用することができる。適切な不活性担体には
、ラクトースを含めた糖が挙げられる。望ましくは、活性成分の粒子の少なくとも９５重
量％は、０．０１～１０マイクロメートルの範囲の有効粒径を有する。皮膚上の局所使用
のための組成物には、軟膏、クリーム剤、ローション剤、及びゲル剤もまた含まれる。
【０１３９】
　[0157]或いは、組成物は加圧してもよく、窒素又は液化ガス噴射剤を含めた圧縮ガスを
含んでもよい。本発明の実施形態では、液化噴射媒体及び実際には組成物全体は、その活
性成分が実質的な度合いでその中に溶解しない。加圧組成物はまた表面活性剤を含んでも
よい。表面活性剤は、液体若しくは固体の非イオン表面活性剤でよく、又は固体の陰イオ
ン表面活性剤でよい。他の実施形態では、固体の陰イオン表面活性剤の使用は、ナトリウ
ム塩の形態である。
【０１４０】
　[0158]局所投与のさらなる形態は、自己免疫疾患、アレルギー状態又は炎症状態を含め
た免疫介在性の眼の状態の治療、及び角膜移植のためなどの、眼に対する投与である。本
発明の化合物は、この化合物が、角膜及び眼の内部領域、例えば、前眼房、後眼房、硝子
体、眼房水、硝子体液、角膜、虹彩／毛様体、水晶体、脈絡膜／網膜及び強膜に浸透する
のに十分な時間、眼の表面と接触して保持されるように、薬学的に許容される眼科用ビヒ
クル中で送達される。薬学的に許容される眼科用ビヒクルは、例えば、軟膏、植物油又は
被包材料でよい。
【０１４１】
　[0159]実施形態では、直腸投与又は膣投与のための組成物には、本発明の化合物を、（
室温で固体であるが体温で液体であり、したがって直腸又は膣腔内で溶け、活性化合物を
放出する）カカオバター、ポリエチレングリコール又は坐薬ワックスを含めた適切な非刺
激性の賦形剤又は担体と混合することによって調製することができる坐薬又は保持浣腸が
挙げられる。
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【０１４２】
　[0160]本発明の実施形態の化合物はまた、リポソームの形態で投与することができる。
当技術分野において公知であるように、リポソームは一般に、リン脂質又は他の脂質物質
に由来する。リポソームは、水性媒体中に分散している単層状又は多層状の水和液晶から
形成される。リポソームを形成することができる任意の無毒性で生理学的に許容でき代謝
可能な脂質を使用することができる。本発明の実施形態中の組成物は、リポソーム形態で
あり、本発明の化合物に加えて、安定剤、保存料、賦形剤などを含むことができる。本発
明の実施形態における脂質は、天然及び合成両方のリン脂質並びにホスファチジルコリン
（レシチン）である。リポソームの形成方法は、当技術分野において公知である。例えば
、（Ｐｒｅｓｃｏｔｔ、１９７６）を参照されたい。
【０１４３】
　[0161]本発明の実施形態における化合物はまた、１種又は複数の免疫抑制剤と同時投与
してもよい。本発明の範囲内の免疫抑制剤には、それだけに限らないが、ＩＭＵＲＡＮ（
登録商標）アザチオプリンナトリウム、ブレキナルナトリウム、ＳＰＡＮＩＤＩＮ（登録
商標）グスペリムス三塩酸塩（デオキシスペルグアリンとしても知られている）、ミゾリ
ビン（ブレジニンとしても知られている）、ＣＥＬＬＣＥＰＴ（登録商標）ミコフェノー
ル酸モフェチル、ＮＥＯＲＡＬ（登録商標）シクロスポリンＡ（ＳＡＮＤＩＭＭＵＮＥ（
登録商標）の商標でシクロスポリンＡの様々な製剤としても販売されている）、ＰＲＯＧ
ＲＡＦ（登録商標）タクロリムス（ＦＫ－５０６としても知られている）、シロリムス及
びＲＡＰＡＭＵＮＥ（登録商標）、エベロリムス、レフルノミド（ＨＷＡ－４８６として
も知られている）、（プレドニゾロン及びその誘導体を含めた）グルココルチコイド、（
オルソクローン（ＯＫＴ３）及びＺｅｎａｐａｘ（登録商標）を含めた）抗体療法、及び
（サイモグロブリンを含めた）抗胸腺細胞グロブリンが挙げられる。
【０１４４】
ポリマーコーティング
　[0162]本発明の実施形態において使用する場合、医療装置（例えば、ステント）の上に
配置された少なくとも１種のコーティングは、治療剤すなわち薬物が実質的にそれに可溶
性である任意のポリマー材料を含むことができる。コーティングの目的は、治療剤のため
の制御放出ビヒクルとして、又は病変の部位に送達される治療剤のための貯留としての役
割である。コーティングは、ポリマーでよく、さらに親水性、疎水性、生分解性、又は非
生分解性でよい。ポリマーコーティングのための材料は、ポリアクリレート、ポリメタク
リレート、ポリカルボン酸、セルロースポリマー、ゼラチン、ポリビニルピロリドン、無
水マレイン酸ポリマー、ポリアミド、ポリビニルアルコール、ポリエチレンオキシド、グ
リコサミノグリカン、多糖類、ポリエステル、ポリウレタン、シリコーン、ポリオルトエ
ステル、ポリ無水物、ポリカーボネート、ポリプロピレン、ポリ乳酸、ポリグリコール酸
、ポリカプロラクトン、ポリヒドロキシブチレートバレレート、ポリアクリルアミド、ポ
リエーテル、並びに上記の混合物及びコポリマーからなる群から選択することができる。
ポリウレタン分散液（ＢＡＹＨＹＤＲＯＬなど）及びアクリル酸ラテックス分散液を含め
たポリマー分散液から調製されるコーティングはまた、本発明の実施形態の治療剤と共に
使用することができる。
【０１４５】
　[0163]本発明において使用することができる生分解性ポリマーには、ポリ（Ｌ－乳酸）
、ポリ（ＤＬ－乳酸）、ポリカプロラクトン、ポリ（ヒドロキシブチレート）、ポリグリ
コリド、ポリ（ジアキサノン）、ポリ（ヒドロキシバレレート）、ポリオルトエステルを
含めたポリマー；ポリ（ラクチド－ｃｏ－グリコリド）、ポリヒドロキシ（ブチレート－
ｃｏ－バレレート）、ポリグリコリド－ｃｏ－炭酸トリメチレンを含めたコポリマー；ポ
リ無水物；ポリホスホエステル；ポリホスホエステル－ウレタン；ポリアミノ酸；ポリシ
アノアクリレート；フィブリン、フィブリノゲン、セルロース、デンプン、コラーゲン及
びヒアルロン酸を含めた生体分子；及び上記の混合物を含めたポリマーが挙げられる。本
発明において使用するのに適切な生体安定性材料には、ポリウレタン、シリコーン、ポリ
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エステル、ポリオレフィン、ポリアミド、ポリカプロラクタム、ポリイミド、ポリ塩化ビ
ニル、ポリビニルメチルエーテル、ポリビニルアルコール、アクリルポリマー及びコポリ
マー、ポリアクリロニトリル、ビニルモノマーとオレフィンとのポリスチレンコポリマー
（スチレンアクリロニトリルコポリマー、エチレンメタクリル酸メチルコポリマー、エチ
レン酢酸ビニルを含めた）、ポリエーテル、レーヨン、セルロース誘導体（酢酸セルロー
ス、硝酸セルロース、プロピオン酸セルロースなどを含めた）、パリレン及びその誘導体
；並びに上記の混合物及びコポリマーを含めたポリマーが挙げられる。
【０１４６】
　[0164]本発明の実施形態において使用することができる他のポリマーには、それだけに
限らないが、ポリ（ＭＰＣｗ：ＬＡＭｘ：ＨＰＭＡｙ：ＴＳＭＡｚ）（式中、ｗ、ｘ、ｙ
、及びｚは、ポリマーを調製するための供給材料中に使用されるモノマーのモル比を表し
、ＭＰＣは、２－メタクリオイルオキシエチルホスホリルコリン単位を表し、ＬＭＡは、
メタクリル酸ラウリル単位を表し、ＨＰＭＡは、メタクリル酸２－ヒドロキシプロピル単
位を表し、ＴＳＭＡは、メタクリル酸３－トリメトキシシリルプロピル単位を表す）を含
むＭＰＣサブユニットを有するものが挙げられる。血栓及び／又はアテローム動脈硬化性
プラークによって前から閉塞している冠動脈の開存性を維持するために、薬物含浸ステン
トを使用することができる。抗増殖剤の送達は、ステント内再狭窄率を減少させる。
【０１４７】
コーティングの構造
　[0165]本発明のいくつかの実施形態によると、医療装置（例えば、ステント）上に配置
された少なくとも１つのコーティングは、下記の４つの層のいずれか又はこれらの組合せ
を含むことができる多層構造でよい。
（１）下塗層、
（２）薬物－ポリマー層（「貯留」若しくは「貯留層」とも称される）又はポリマー非含
有薬物層、
（３）トップコート層、及び／又は
（４）仕上げコート層。
【０１４８】
　[0166]ステントコーティングの各層は、ポリマー又はポリマーのブレンドを溶媒、又は
溶媒の混合物に溶解し、このように得られたポリマー溶液を噴霧又はステントを溶液中に
浸漬することによって、ステント上に配置することによって、ステントの上に配置するこ
とができる。溶液がステント上に配置された後、溶媒を蒸発させることによってコーティ
ングを乾燥させる。温度を上げた状態で乾燥を行う場合、乾燥の過程を促進させることが
できる。コーティングの熱力学的安定性を向上させるために所望であれば、約４０℃～約
１５０℃の温度で約５分～約６０分の期間、完全なステントコーティングを任意選択で焼
き鈍しすることができる。
【０１４９】
　[0167]１種又は複数の治療剤（例えば、１種又は複数の薬物）を貯留層に組み込むため
に、薬物（複数可）は、上記のようにステントの上に配置されるポリマー溶液と合わせる
ことができる。或いは、速い薬物放出速度のステントコーティングを有することが望まし
い場合、ポリマー非含有貯留層を作製することができる。ポリマー非含有貯留層を作製す
るために、薬物（複数可）を適切な溶媒又は溶媒の混合物に溶解することができ、このよ
うに得られた薬液を、噴霧又はステントを薬物含有溶液に浸漬することによってステント
上に配置することができる。
【０１５０】
　[0168]溶液を介して薬物（複数可）を導入する代わりに、薬物（複数可）は、適切な溶
媒相中の懸濁液などのコロイド系として導入することができる。懸濁液を作製するために
、薬物（複数可）を、コロイド化学で使用される従来の技術を使用して溶媒相中に分散さ
せることができる。種々の要因、例えば、薬物（複数可）の性質に応じて、当業者であれ
ば、懸濁液の溶媒相を形成するための溶媒、並びに溶媒相中に分散させる薬物（複数可）
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の量を選択することができる。任意選択で、界面活性剤を加えて、懸濁液を安定化するこ
とができる。懸濁液はポリマー溶液と混合することが可能であり、混合物を上記のように
ステントの上に配置することができる。或いは、薬物懸濁液を、ポリマー溶液と混合せず
にステントの上に配置することができる。
【０１５１】
　[0169]薬物－ポリマー層をステント表面の少なくとも一部分上に直接的又は間接的に付
着させ、貯留層に組み込まれる１種又は複数の薬物の貯留層として機能させることができ
る。任意選択の下塗層をステントと貯留層との間に付着させ、薬物－ポリマー層のステン
トへの接着を向上させることができる。任意選択のトップコート層を貯留層の少なくとも
一部分の上に付着させ、薬物（複数可）の放出速度を制御するのに役立つ律速膜として機
能させることができる。一実施形態では、トップコート層は、本質的に任意の薬物を含有
しない場合がある。トップコート層が使用される場合、薬物放出速度をさらに制御するた
め、及びコーティングの生体適合性を向上させるために、任意選択の仕上げコート層をト
ップコート層の少なくとも一部分の上に付着させることができる。トップコート層なしで
、仕上げコート層を貯留層の上に直接配置することができる。
【０１５２】
　[0170]トップコート層及び仕上げコート層の両方を有するコーティングからの薬物の放
出の過程には、少なくとも３つのステップが含まれる。第１に、薬物は、薬物－ポリマー
層／トップコート層の境界面でトップコート層のポリマーに吸収される。次に、薬物は、
トップコート層ポリマーの巨大分子間の空隙容量を移動するための通路として使用し、ト
ップコート層を通って拡散する。次に、薬物は、トップコート層／仕上げ層の境界面に到
達する。最後に、薬物は、同様の様式で仕上げコート層を通って拡散し、仕上げコート層
の外側表面に到達し、外側表面から脱着する。この時点で、薬物は血管又は周辺組織に放
出される。その結果として、トップコート及び仕上げコート層の組合せは、それらが使用
された場合、律速バリアーとして機能することが可能である。コーティングを形成する層
（複数可）の分解、溶解及び／若しくは侵食によって、又は非分解性ポリマー層（複数可
）を通る血管又は組織への薬物の移動によって、薬物は放出されることが可能である。
【０１５３】
　[0171]一実施形態では、ステントコーティングの層のいずれか又は全ては、生物学的分
解性／侵食性／吸収性／再吸収性ポリマー（複数可）、非分解性／生体安定性ポリマー（
複数可）、又はこれらの組合せでできていてもよい。他の実施形態では、コーティングの
最外層は、生分解性ポリマー（複数可）、生体安定性ポリマー（複数可）、又はこれらの
組合せに限定することができる。
【０１５４】
　[0172]より詳細に例示するために、上記の４つの層全て（すなわち、下塗層、貯留層、
トップコート層及び仕上げコート層）を有するステントコーティングにおいて、最外層は
、生分解性ポリマー（複数可）、生体安定性ポリマー（複数可）、又はこれらの組合せか
ら作製することができる仕上げコート層である。残りの層（すなわち、下塗層、貯留層及
びトップコート層）はまた任意選択で、生分解性ポリマー（複数可）、生体安定性ポリマ
ー（複数可）、又はこれらの組合せで作製することができる。特定の層中のポリマー（複
数可）は、他の層のいずれか中のポリマーと同一又は異なってもよい。
【０１５５】
　[0173]仕上げコート層を使用しない場合、トップコート層が最外層でよく、生分解性ポ
リマー（複数可）、生体安定性ポリマー（複数可）、又はこれらの組合せから作製するこ
とができる。この場合、残りの層（すなわち、下塗層及び貯留層）はまた任意選択で、生
分解性ポリマー（複数可）、生体安定性ポリマー（複数可）、又はこれらの組合せで作製
することができる。特定の層中のポリマー（複数可）は、他の層のいずれか中のポリマー
と同一又は異なってもよい。
【０１５６】
　[0174]仕上げコート層もトップコート層も使用されていない場合、ステントコーティン
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グは、２つの層のみ、すなわち下塗層及び貯留層を有することができる。このような場合
、貯留層は、ステントコーティングの最外層であり、生分解性ポリマー（複数可）、生体
安定性ポリマー（複数可）、又はこれらの組合せから作製することができる。下塗層はま
た任意選択で、生分解性ポリマー（複数可）、生体安定性ポリマー（複数可）、又はこれ
らの組合せで作製することができる。２つの層は、同一又は異なるポリマーから作製する
ことができる。
【０１５７】
　[0175]生物学的分解性、侵食性、吸収性及び／又は再吸収性ポリマー（複数可）の分解
、侵食、吸収及び／又は再吸収速度の増加は、貯留層、トップコート層、及び／又は仕上
げコート層を形成するポリマー（複数可）の段階的な消失によって、薬物の放出速度の増
加をもたらすことができる。生分解性ポリマー（複数可）、生体安定性ポリマー（複数可
）又はこれらの組合せの適切な選択によって、ステントコーティングは、所望のように薬
物の速い又は遅い放出を実現するように設計することができる。当業者であれば、特定の
薬物のために遅い又は速い薬物放出速度のいずれかを有するステントコーティングが賢明
であるかを決定できる。例えば、１～２週間内に放出することが必要である場合が多い抗
遊走性薬物を添加したステントコーティングのために、高速放出が所望である場合がある
。抗増殖薬及び抗炎症薬では、より遅い放出、例えば、各々３０日及び６０日までの放出
時間が所望である場合がある。
【０１５８】
　[0176]ステントコーティングの任意の層は、生体吸収性ポリマー及び／又は生体適合性
ポリマー、又は複数のこのようなポリマーのブレンドの任意の量を含有することができる
。生体吸収性ポリマー及び生体適合性ポリマーの非限定的例には、ポリアクリレート、例
えば、ポリ（メタクリル酸ブチル）、ポリ（メタクリル酸エチル）、ポリ（メタクリル酸
エチル－ｃｏ－メタクリル酸ブチル）、ポリ（アクリロニトリル）、ポリ（エチレン－ｃ
ｏ－メタクリル酸メチル）、ポリ（アクリロニトリル－ｃｏ－スチレン）及びポリ（シア
ノアクリレート）；フッ素化ポリマー及び／又はコポリマー、例えば、ポリ（フッ化ビニ
リデン）及びポリ（フッ化ビニリデン－ｃｏ－ヘキサフルオロプロピレン）；ポリ（Ｎ－
ビニルピロリドン）；ポリジオキサノン；ポリオルトエステル；ポリ無水物；ポリ（グリ
コール酸）；ポリ（グリコール酸－ｃｏ－炭酸トリメチレン）；ポリホスホエステル；ポ
リホスホエステルウレタン；ポリ（アミノ酸）；ポリ（炭酸トリメチレン）；ポリ（イミ
ノカルボネート）；コポリ（エーテル－エステル）；ポリアルキレンオキサレート；ポリ
ホスファゼン；生体分子、例えば、フィブリン、フィブリノゲン、セルロース、セロハン
、デンプン、コラーゲン、ヒアルロン酸、及びその誘導体（例えば、酢酸セルロース、酪
酸セルロース、酢酸酪酸セルロース、硝酸セルロース、プロピオン酸セルロース、セルロ
ースエーテル、及びカルボキシメチルセルロース）；ポリウレタン；シリコーン；ポリエ
ステル；ポリオレフィン；ポリイソブチレン及びエチレン－αオレフィンコポリマー；ハ
ロゲン化ビニルポリマー及びコポリマー、例えば、ポリ塩化ビニル；ポリビニルエーテル
、例えば、ポリビニルメチルエーテル；ポリ塩化ビニリデン；ポリビニルケトン；ポリビ
ニル芳香族化合物、例えば、ポリスチレン；ポリビニルエステル、例えば、ポリ酢酸ビニ
ル；ビニルモノマー同士及びオレフィンのコポリマー、例えば、ポリ（エチレン－ｃｏ－
ビニルアルコール）（ＥＶＡＬ）；ＡＢＳ樹脂；ポリ（エチレン－ｃｏ－酢酸ビニル）；
ポリアミド、例えば、ナイロン６６及びポリカプロラクタム；アルキド樹脂；ポリカーボ
ネート；ポリオキシメチレン；ポリイミド；ポリエーテル、エポキシ樹脂；ポリウレタン
；レーヨン；レーヨン－トリアセテート；及びそのコポリマーが挙げられる。
【０１５９】
　[0177]ステントコーティングの任意の層はまた、任意の量の非分解性ポリマー、又は複
数のこのようなポリマーのブレンドを含有することができる。非分解性ポリマーの非限定
的例には、メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸ブチル、メタクリル
酸２－エチルヘキシル、メタクリル酸ラウリル、メタクリル酸ヒドロキシルエチル、アク
リル酸ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）、メタクリル酸ＰＥＧ、２－メタクリロイルオ
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キシエチルホスホリルコリン（ＭＰＣ）及びｎ－ビニルピロリドン、メタクリル酸、アク
リル酸、メタクリル酸ヒドロキシプロピル、ヒドロキシプロピルメタクリルアミド、３－
メタクリル酸トリメチルシリルプロピル、及びそのコポリマーが挙げられる。
【０１６０】
医療装置と結合するポリマー層及び治療物質
　[0178]適切な薬物添加ポリマー層を提供する上で、大きな柔軟性がある。例えば、対象
の薬物と関連した治療濃度域パラメーター内（一般に、治療的に有効なレベル及び毒性レ
ベルの間）で、組合せ中に使用する薬物の比は、互いに対して変更することができる。例
えば一実施形態では、９０：１０の総薬物：ポリマー比を有し、組合せ中の薬物の比は１
：１でもよい。したがって、ゾタロリムス／パクリタキセルの組合せを送達するステント
は、５μｇ／ｍｍのＰＣトップコートを有するＰＣポリマー層中に１０μｇ／ｍｍのゾタ
ロリムス及び１０μｇ／ｍｍのパクリタキセルを含むことができる。しかし、総薬物：ポ
リマー比は、より低く、例えば、４０：６０以下でもよい。薬物の全量の上限は、選択し
たポリマー中の選択した薬物の混合性、薬物／ポリマー混合物の安定性、例えば、滅菌と
の適合性、混合物の物理的物性、例えば、流動性／加工性、弾性、脆性、粘性（ステント
ストラット間でくもの巣状にならない、又は架橋しない）、コーティングの厚さ（ステン
トプロファイルに実質的に加わるか、又は層間剥離若しくは亀裂をもたらすか、又は圧着
するのが困難である）を含めたいくつかの要因によるであろう。本発明の実施形態は、約
６０～８０ミクロンの間隔を置いたステントストラットを含み、これは薬物／ポリマー／
ポリマーオーバーコートの厚さの上限は約３０ミクロンであることを示唆するが、しかし
、任意のステントの大きさ、ストラットの大きさ及び間隔、並びに／又はステント構造を
、本明細書に記載するように薬物送達のために利用することができる。
【０１６１】
　[0179]（オーバーコートが使用されている場合）オーバーコートの厚さは、望ましくは
薬物の放出動態を過度に妨げるべきではない。
【０１６２】
　[0180]一般的に言えば、本発明の実施形態のための組合せにおいて有用な薬物は、組合
せ中の他の薬物の所望の作用に悪影響を与えないであろう。したがって、計画された組合
せにおける１つの薬物は、他の薬物の所望の作用、例えば、増殖抑制作用を阻害しないで
あろう。いずれの薬物も、他の薬物の分解をもたらさない、又は促進しないであろう。し
かし、例えば滅菌の間に分解するため不適切であると思われる薬物は、他の薬物の相互作
用によって安定化するため実は有用である場合がある。
【０１６３】
薬物放出プロファイル
　[0181]いくつかの実施形態では、本発明の薬物送達システムは、１種又は複数の治療剤
（例えば、薬物）について独立に、パルス放出、バースト放出、持続放出及び制御放出プ
ロファイルの任意の１つ又は組合せを有することができる。例えば、このシステムは、薬
物のパルス放出又はバースト放出、続いて同じ薬物が持続放出するように構成することが
できる。
【０１６４】
　[0182]用語「パルス放出」は一般に、薬物の放出速度の急な増加を特徴とする薬物の放
出プロファイルを意味する。次いで、薬物の放出速度の上昇は、一定の期間内に消えるで
あろう。この用語のより詳細な定義は、Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　ｏｆ　Ｃｏｎｔｒｏ
ｌｌｅｄ　Ｄｒｕｇ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ、Ｅｄｉｔｈ　Ｍａｔｈｉｏｗｉｔｚ（編）、Ｃ
ｕｌｉｎａｒｙ　ａｎｄ　Ｈｏｓｐｉｔａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　Ｐｕｂｌｉｃａ
ｔｉｏｎｓ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓに見出すことができる。
【０１６５】
　[0183]特定の実施形態では、用語「高速放出」は、１５日以下、例えば、７～１４日以
内の薬物送達システム（例えば、このシステムの医療装置の上に配置されているコーティ
ング）からの薬物の実質的に全量のｉｎ　ｖｉｖｏ放出を意味する。用語「高速放出」は
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、用語「バースト放出」と互換的に使用される。
【０１６６】
　[0184]用語「持続放出」は、ある期間に亘って、例えば数日から数週間又は数年に亘っ
て持ち越されるゼロ次放出、指数関数的減衰、ステップ関数放出又は他の放出プロファイ
ルを含むことができる、薬物の放出プロファイルを一般に意味する。用語「ゼロ次放出」
、「指数関数的減衰」及び「ステップ関数放出」並びに他の持続放出プロファイルは、当
技術分野で周知である。例えば、Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　ｏｆ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅ
ｄ　Ｄｒｕｇ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ、Ｅｄｉｔｈ　Ｍａｔｈｉｏｗｉｔｚ（編）、Ｃｕｌｉ
ｎａｒｙ　ａｎｄ　Ｈｏｓｐｉｔａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　Ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏ
ｎｓ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓを参照されたい。
【０１６７】
　[0185]一実施形態では、薬物送達システムは、持続放出プロファイルを有する。特定の
実施形態では、このシステムは、２４カ月まで、又は１８カ月まで、又は１２カ月まで、
又は６カ月まで、又は３カ月まで、又は２カ月まで、又は１カ月までの期間に亘る１種又
は複数の薬物の持続放出を提供する。より狭い実施形態では、このシステムは、６カ月ま
で、又は３カ月まで、又は２カ月まで、又は１カ月までの期間に亘る薬物（複数可）の持
続放出を提供する。
【０１６８】
　[0186]薬物の放出速度は、様々な手段で調整することができる。例えば、薬物の放出速
度は、薬物のコーティング濃度及びバリアーの平衡吸水率（バリアーが疎水性の非吸収性
ポリマーで形成されている場合）、又は吸収速度（バリアーが吸収性ポリマーで形成され
ている場合）によって調整することができる。
【０１６９】
　[0187]薬物送達システムが２つ以上の薬物を含むいくつかの実施形態では、薬物の１つ
又はそれらの複数は、パルス放出、バースト放出、持続放出又は制御放出プロファイルの
任意の１つ又は組合せを有することができる。このシステム（例えば、このシステムの医
療装置の上に配置されているコーティング）は、１種又は複数の薬物の持続放出と共に１
種又は複数の薬物のバースト放出を特色とする放出プロファイルを有することができる。
一実施形態では、このシステムは、第１の薬物のバースト放出並びに第１の薬物及び第２
薬物の持続放出のプロファイルを有するように構成することができる。他の実施形態では
、このシステムは、２種の薬物のバースト放出、続いて両方の薬物の持続放出を有するよ
うに設計することができる。さらに別の実施形態では、このシステムは、１種又は複数の
薬物のパルス放出、及び任意選択で同一又は異なる薬物の持続放出を提供するように構成
することができる。
【０１７０】
　[0188]さらなる実施形態では、薬物送達システム（例えば、このシステムの医療装置の
上に配置されているコーティング）は、２つ以上の薬物を同時に放出することができる。
同時送達とは、薬物の放出に少なくともある程度の重複があることを意味する。この実施
形態では、第２の薬物による放出と重複する限り、薬物の１つは、パルス放出、バースト
放出、又は持続放出などによって最初に放出されることができる。
【０１７１】
　[0189]２つ以上の薬物を同時に放出することができるコーティングは、種々の構成を有
することができる。例えば、コーティングは、２種の薬物の混合物を含む層を有すること
ができ、又は２つの層を有し、それらの各々が、他の層中のポリマーと同一若しくは異な
ってもよい特定の薬物及びポリマーを含むことができる。
【０１７２】
ステントを使用したパクリタキセル及びゾタロリムスの同時投与
　[0190]管中に移植されたステントを使用して、パクリタキセルがゾタロリムスと同時投
与された場合、ゾタロリムス：パクリタキセルの重量比（γ）は、１つの薬物の作用が他
の薬物の作用を減弱（すなわち、干渉）せず、同時投与の全体的効果が付加的で、時には
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相乗的であるような比である。本発明の実施形態におけるゾタロリムス：パクリタキセル
の有用な比の例は、約１０：７超、約１０：７≦γ≦１０：０．０１、約１０：７≦γ≦
１０：０．１、及び約γ＝１０：１である。
【０１７３】
　[0191]血管移植のためのステントを含めた移植可能な医療装置上に付着させる場合、治
療物質の典型的な投与量は、０．０１μｇ／ｍｍ～１００μｇ／ｍｍである。典型的には
、実際的最大量は、ポリマー、薬物、装置の作製方法によって決定される。ゾタロリムス
又はパクリタキセルをステントに付着させる場合、他の投与量が効果的で有用であるが、
本発明の実施形態における各成分の典型的な投与量には、それだけに限らないが、０．０
１μｇ／ｍｍ～５０μｇ／ｍｍ、０．１μｇ／ｍｍ～３０μｇ／ｍｍ、及び１μｇ／ｍｍ
～１０μｇ／ｍｍが挙げられる。しかし、ゾタロリムス：パクリタキセルの比が、約１０
：７≦γ≦１０：０．０１、約１０：７≦γ≦１０：０．１、及びγ＝１０：１内であり
、生物学的安全性が有意に損なわれない限り、任意の投与計画を使用することができる。
ゾタロリムス及びパクリタキセル比を使用する有用なステントの例には、１０：７（ゾタ
ロリムス：パクリタキセル）ステント（それだけに限らないが、１０μｇ／ｍｍのゾタロ
リムス及び７μｇ／ｍｍのパクリタキセルが挙げられる）、並びに１０：１ステント（１
０μｇ／ｍｍのゾタロリムスを付着させ、１μｇ／ｍｍのパクリタキセルを付着させる）
が挙げられる。
【０１７４】
ステント移植後の安全性及び有効性に関する試験
　[0192]このモデルは、ヒト血管系における再狭窄のための治療を予測するために使用す
ることができる。この試験は、当技術分野で一般に認められたブタ冠動脈過伸張モデル（
Ｓｃｈｗａｒｔｚ、１９９２）を利用し、通常約２～８週間行われる。典型的には、試験
的構造には、治療物質又はポリマーを含めた単一の変動要素の変更を除いてあらゆる点で
試験ステントと似ている少なくとも１つのステント対照が含まれる。
【０１７５】
　[0193]一例では各ブタにおいて、２つの主要な冠動脈に各々１つの試験ステントを移植
し、第３の主要な冠動脈に対照ステントを移植する。ステントは、同一の寸法であるか、
又はできるだけ同一であるべきである。
【０１７６】
　[0194]標準的な技術を使用してステントを移植する。試験の終わりに、動物を安楽死さ
せ、心臓を取り出し、洗浄し、（ホルマリン、ホルムアルデヒドなどを含めた）標準的な
組織保存技術を使用して固定する。ステントを留置した管を切除し、次いで切片作成のた
めにメタクリル酸メチル（ＭＭＡ）、パラフィン、又は寒冷媒体を含んだ適切な媒体中に
浸潤し包埋した。情報価値のあるセクションが得られるように、ステントを留置した管を
含んだ全てのブロックを区分する。例えば、３つのステント内セクション及び２つの対照
セクションである。連続的な薄いセクション（約５μｍ）を通常、各レベルで取り出し、
細胞及び組織を可視化するために染色する（例えば、ヘマトキシリン及びエオシン（ＨＥ
）及びマッソンヴァーヘフエラスチン（ＭＶＥ））。画像分析システム又は他の形態デー
タ収集及び定量化の技術分野で受け入れられている方法を使用してセクションを評価し、
スコア化する。新生内膜面積、新生内膜の厚さ、及び面積狭窄率についてデータをスコア
化する。
【０１７７】
実施例３
　[0195]この実施例の目的は、ステントを含むブタ冠動脈内の新生内膜形成へのラパマイ
シン類似体の効果を調べることであった。この実施例は、ラパマイシン類似体ゾタロリム
スが、配合され、Ｂｉｏｃｏｍｐａｔｉｂｌｅｓ　ＢｉｏｄｉｖｉＹｓｉｏ　ＰＣ冠動脈
ステントから送達される場合、ブタ冠動脈における新生内膜過形成及び管腔の大きさに好
ましい影響を与えることを例示する。この所見は、ゾタロリムスを含めた薬剤溶出ステン
トからの組合せは、ヒトにおいて適切に適用された場合、新生内膜過形成を制限すること
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によって実質的に臨床的に有効であり得ることを示唆する。
【０１７８】
　[0196]薬剤ゾタロリムスは、ラパマイシン類似体である。この実施例において説明する
試験は、ラパマイシン類似体ゾタロリムスがブタ冠動脈ステントモデルにおいて新生内膜
過形成を軽減する能力を評価するために設計された。このモデルにおけるゾタロリムスの
有効性は、経皮的血行再建術後のステント内冠動脈再狭窄の制限及び治療のためのその臨
床的可能性を示唆する。飼育ブタを使用したのは、このモデルが、ヒト対象において新生
内膜過形成を抑えることを意図する他の調査と比較できる結果を得る可能性が高いためで
ある。
【０１７９】
　[0197]この実施例は、若年飼育ブタ中に配置した冠動脈ステントから溶出したゾタロリ
ムスを試験し、これらの結果を対照ステントと比較した。対照ステントは、薬物を有さな
いポリマーコーティングが施されている。ポリマー自体は新生内膜過形成を実質的な程度
まで刺激しないはずであるので、これは重要である。溶出した薬物が消失するにつれ、ポ
リマーに対する炎症反応は恐らく、再狭窄過程が停止はしないが遅くなる遅発型の「キャ
ッチアップ現象」をもたらす場合があるであろう。この現象は、ヒト対象において遅れて
再狭窄をもたらす場合がある。
【０１８０】
　[0198]ステントを各ブタにおいて２つの血管内に移植した。このモデルにおいて使用し
たブタは、一般に２～４カ月齢で体重３０～４０Ｋｇであった。２つの冠動脈ステントを
、１．１～１．２の正常なステント：動脈比を視覚的に評価することによってこのように
各ブタに移植した。
【０１８１】
　[0199]この処置の日から始めて、ブタに経口アスピリン（毎日３２５ｍｇ）を投与し、
試験の残りの期間中継続した。筋肉内注射、次いでケタミン（３０ｍｇ／ｋｇ）及びキシ
ラジン（３ｍｇ／ｋｇ）の静脈内注射によって全身麻酔を実施した。導入時のさらなる投
薬には、筋肉内投与したアトロピン（１ｍｇ）及びフロシリン（１ｇ）が含まれた。ステ
ント術処置の間、１０，０００ユニットのヘパリンの動脈内ボーラスを投与した。
【０１８２】
　[0200]右外頸動脈の切開及び８Ｆシースの設置によって、動脈へのアクセスを得た。処
置後、動物を、コレステロール又は他の特別な補助栄養を含まない通常食で飼育した。
【０１８３】
　[0201]３．０ｍｍの名目上の標的管サイズを有するＢｉｏｄｉｖＹｓｉｏステントを使
用した。図２を参照されたい。ブタ毎に２つの冠動脈を、ステント配置にランダムに割り
当てた。ステントは、薬物溶出ステント（ポリマープラス薬物ステント）又はポリマーの
みでコーティングしたステント（ポリマー単独ステント）であった。標準的ガイドカテー
テル及びワイヤーによって、ステントを送達した。ステントバルーンを、３０秒未満適切
なサイズに膨張させた。
【０１８４】
　[0202]各々のブタは、別々の冠動脈内にポリマー単独ステントを１つ及びポリマープラ
ス薬物ステントを１つ有し、したがって各ブタは、薬物ステントを１つ及び対照ステント
を１つ有することになった。
【０１８５】
　[0203]標準偏差０．１５ｍｍ、検出力０．９５及びα０．０５で、０．１２ｍｍの新生
内膜の厚さの想定差を検出するために、合計２０頭のブタの試料サイズを選択した。
【０１８６】
　[0204]組織病理学検査及び定量化のために２８日目に動物を安楽死させた。潅流ポンプ
系から心臓を除去した後、近位冠動脈へのアクセスのために左心耳を取り出した。傷害を
有する冠動脈セグメントを、心外膜を除いて切開した。病変を含んだセグメントを単離し
、それによってどちらかの末端に無関係な血管を含む十分な組織を得た。長さが各々おお



(40) JP 5541593 B2 2014.7.9

10

20

30

40

よそ２．５ｃｍの上記のセグメントを、標準的合成樹脂包埋技術によって包埋し処理した
。続いて組織をヘマトキシリン－エオシン及び弾性ワンギーソン技術で処理し、染色した
。
【０１８７】
　[0205]低倍率及び高倍率光学顕微鏡を使用して、較正分析ソフトウェアを用いるコンピ
ュータに接続した較正レチクル及びデジタル顕微鏡システムによって、顕微鏡像の平面で
長さの測定を行った。
【０１８８】
　[0206]較正デジタル顕微鏡によって、血管傷害の重篤度及び新生内膜応答を測定した。
内弾性板の完全性の重要性は、当業者には周知である。ステントを留置した血管における
組織病理学的傷害スコアは、新生内膜の厚さに緊密に相関することが確認された。このス
コアは傷害の深さと関連しており、下記の通りである。
傷害スコアの説明
０　内弾性板は無傷であり、内皮は典型的には露出しており、中膜は圧迫されているが断
裂していない。
１　内弾性板は断裂しており、中膜は典型的には圧迫されているが断裂してない。
２　内弾性は断裂しており、中膜は視認可能なほど断裂しており、外弾性板は無傷である
が圧迫されている。
３　外弾性板は断裂しており、典型的には中膜の大きな断裂が外弾性板にまで達しており
、時としてコイルワイヤーが外膜中に存在する。
【０１８９】
　[0207]傷害のこの定量的測定を、各ステントセクションの全てのステントストラットに
ついて評価した。較正デジタル画像もまた使用して、各ステントストラット部位で新生内
膜の厚さを測定した。管腔面積、内弾性板の面積、及び外弾性板内の面積もまた測定した
。
【０１９０】
　[0208]所与のセクション中の各ストラットについて測定した新生内膜の厚さを、次いで
平均化し、そのセクションの新生内膜の厚さを決定した。
【０１９１】
　[0209]測定、分析、及び比較のために、中央ステントセグメントを使用した。近位及び
遠位セグメントについてもデータを記録した（及びこの報告のデータの章に含めた）。
【０１９２】
　[0210]この試験についてのデータ分析法は、軽度から中等度の傷害が処置の差を検出す
るのに十分な感受性があるため、処置群／対照群における動脈損傷変動を考慮する必要が
なかった。ポリマー単独ステント（対照群）及びポリマープラス薬物ステント（処置群）
の間の変数を比較するために、対応のあるｔ検定を実施した。この試験では予定の時点前
に死亡した動物はなかった。
【０１９３】
　[0211]表３は、使用したブタ及び動脈を示す。表３において、ＬＣＸは左冠動脈の回旋
枝を意味し、ＬＡＤは、冠動脈左前下行枝を意味し、ＲＣＡは右冠動脈を意味する。
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【表３】

【０１９４】
　[0212]表４は、近位、中位、及び遠位セグメントを含めた、各ステントについての平均
傷害及び新生内膜の厚さに関する全てのデータについての要約結果を示す。表４はまた、
内弾性板（ＩＥＬ）及び外弾性板（ＥＥＬ）によって測定した管腔の大きさ、狭窄率、及
び動脈の大きさも示す。
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【表４】

【０１９５】
　[0213]試験群（ポリマープラス薬物ステント）又は対照群（ポリマー単独ステント）の
間で近位、中位、又は遠位セグメントに亘って新生内膜面積又は厚さについて統計的有意
差は存在しなかった。この観察は、従前の試験と極めて一致しており、したがって試験装
置（ポリマープラス薬物ステント）に対する対照装置（ポリマー単独ステント）の統計的
比較のために中位セグメントのみを使用することが可能である。
【０１９６】
　[0214]表５は、試験群及び対照群の間の統計的ｔ検定比較を示す。新生内膜の厚さ、新
生内膜面積、管腔の大きさ、及び管腔狭窄率に統計的有意差が存在し、薬物溶出ステント
が明らかに良好であった。反対に、平均傷害スコア、外弾性板又は内弾性板面積について
は試験群（ポリマープラス薬物ステント）と対照群（ポリマー単独ステント）との間に統
計的有意差は存在しなかった。
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【表５】

【０１９７】
　[0215]ステントを留置したセグメントに対して近位及び遠位の参照動脈を観察し定量化
した。これらの管は、全ての場合において正常であり、対照群（ポリマー単独ステント）
及び試験群（ポリマープラス薬物ステント）の両方において傷害を受けていないようであ
った。図３Ａ及び３Ｂを参照されたい。下記のデータは、対照群のステントと試験群のス
テントとの間でサイズに統計的有意差がなかったことを示す。

【表６】

【０１９８】
　[0216]このデータは統計的有意差が存在すること、及びゾタロリムスを溶出するステン
トが優位であることを示す。本発明のステントは、より低い新生内膜面積、より低い新生
内膜の厚さ、及びより大きな管腔面積をもたらす。炎症又は傷害のパラメーターに関して
試験群（ポリマープラス薬物ステント）及び対照群（ポリマー単独ステント）の間で有意
差は存在しなかった。試験群と比較して対照群に関して（ステントを含めた）動脈の大き
さに有意差は存在しなかった。これらの後者の所見は、薬物を含むポリマーコーティング
の動脈再構築特性において有意差がないことを示唆する。
【０１９９】
　[0217]ポリマープラス薬物ステント及びポリマー単独ステントの両方に関して、最大限
でも軽度の炎症が認められた。この所見は、ポリマーが薬物添加なしでさえも十分に生体
適合性を示すことを示唆している。他の試験は、薬物がポリマーから完全に消失した場合
、ポリマー自体が新生内膜を生じさせるのに十分な炎症を引き起こすことを示している。
この現象は、臨床的遅発性再狭窄の遅発型キャッチアップ現象に関与する場合がある。こ
の実施例におけるポリマーは、冠動脈内に炎症を引き起こさなかったので、薬物が枯渇し
た後のポリマーの関連する遅発型の問題は考えられない。
【０２００】
　[0218]要するに、ポリマーコーティングから化合物ゾタロリムスを溶出するステントは
、ブタモデルにおいて冠動脈に配置した場合、新生内膜過形成の減少を示した。
【０２０１】
実施例４
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　[0219]この実施例の目的は、ホスホリルコリン側鎖基を含む生体適合性ポリマーでコー
ティングした３１６Ｌ電解研磨ステンレス鋼クーポンからのゾタロリムス薬物の放出速度
を決定することである。
【０２０２】
　[0220]ＨＰＬＣバイアルのふたからのゴムセプタムをバイアルから取り出し、「Ｔｅｆ
ｌｏｎ」側が上になるようにガラスバイアル中に置いた。これらのセプタムは、試験試料
のための支持体の役割を果たした。試験試料は、ホスホリルコリン側鎖基を含む生体適合
性ポリマー（ＰＣポリマー）で予めコーティングした３１６Ｌステンレス鋼クーポンであ
った。冠動脈ステントは一般に、３１６Ｌステンレス鋼で作られており、ＰＣポリマーで
コーティングし、薬物を添加するための貯蔵部位を提供することができる。ステントをシ
ミュレートする役割を果たすコーティングされたクーポンをセプタム上に置いた。ガラス
製ハミルトンシリンジを使用することによって、ゾタロリムス及びエタノールの溶液（１
０μｌ）を、各クーポンの表面に付着させた。この溶液は、１００％エタノール（３．０
ｍｌ）に溶解したゾタロリムス（３０．６ｍｇ）を含んだ。各々を付着させる間にシリン
ジをエタノールで洗浄した。ガラスバイアルのふたをバイアル上に密着しないように置い
て、それによって適切な通気を確保した。クーポンを最低１．５時間乾燥させた。１２個
の（１２）クーポンをこのように添加した（装置に添加された薬物の平均量を決定するた
めに６個を使用し、装置からの薬物の放出に必要な時間を測定するために６個を使用した
）。
【０２０３】
　[0221]クーポンに添加されたゾタロリムスの全量を決定するために、クーポンをバイア
ルから取り出し、５０／５０のアセトニトリル／０．０１Ｍリン酸緩衝液（ｐＨ６．０、
５．０ｍｌ）中に置いた。クーポンを５２１０Ｂｒａｎｓｏｎ超音波処理器中に１時間置
いた。次いで、クーポンを溶液から取り出し、溶液をＨＰＬＣによってアッセイにかけた
。
【０２０４】
　[0222]下記の時間間隔（５分、１５分、３０分及び６０分）の各々でｐＨ６．０にて、
０．０１Ｍのリン酸緩衝液の新鮮な一定分量（１０．０ｍｌ）に個々のクーポンを浸け、
取り出して、持続放出試験を実施した。残りの時点である１２０分、１８０分、２４０分
、３００分、３６０分については、５．０ｍｌの容積の緩衝液を使用した。薬物放出段階
における混合を容易にするために、試料を低速に設定したＥｂｅｒｂａｃｈ振盪機上に置
いた。最後の試料の試験が完了した後、全ての溶液の一定分量を、ＨＰＬＣによってアッ
セイした。
【０２０５】
　[0223]下記のように設定したＨｅｗｌｅｔｔ－Ｐａｃｋａｒｄシリーズ１１００機器で
ＨＰＬＣ分析を実施した。
注入量＝１００μｌ
取得時間＝４０分
流速＝１．０ｍｌ／分
カラム温度＝４０℃
波長＝２７８ｎｍ
移動相＝６５％アセトニトリル／３５％Ｈ２Ｏ
カラム＝ＹＭＣ　ＯＤＳ－Ａ　Ｓ５μｍ、４．６×２５０ｍｍ、部品番号Ａ１２０５２５
４６ＷＴ
【０２０６】
　[0224]上記の試験からの結果は、下記の放出データを示した（表６）。
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【０２０７】
実施例５
　[0225]この実施例の目的は、１５ｍｍのＢｉｏｄｉｖＹｓｉｏ薬物送達ステントへのゾ
タロリムスの添加及びステントからの放出を決定することであった。
【０２０８】
　[0226]ステントに薬物を添加するために、５０ｍｇ／ｍｌ濃度のゾタロリムスのエタノ
ール溶液を調製し、１２個のバイアル中に分配した。１２の個々のポリマーコーティング
されたステントを、ステントを垂直位置に保持するように設計された固定具上に置き、ス
テントを薬液中に垂直に５分間浸けた。ステント及び固定具をバイアルから取り出し、ス
テントを吸収性材料と接触させることによって過剰な薬液を吸い取った。次いで、ステン
トを上下逆さの垂直位置で空気中にて３０分間乾燥させた。
【０２０９】
　[0227]ステントを固定具から取り出し、各ステントを、５０／５０アセトニトリル／リ
ン酸緩衝液（ｐＨ５．１、２．０ｍｌ）中に置き、１時間超音波処理した。ステントを溶
液から取り出し、溶液を薬物の濃度についてアッセイし、元々ステント上に存在した薬物
の量の計算を可能とした。この方法は、ステントコーティングからの薬物の少なくとも９
５％が除去されることを別々に示した。平均すると、ステントは、１２０±９マイクログ
ラムの薬物を含んだ。
【０２１０】
　[0228]薬物添加ステントを固定具上に置き、個々のバイアル中の０．０１Ｍのリン酸緩
衝液（ｐＨ＝６．０、１．９ｍｌ）中に入れた。これらの試料を、低速に設定したＥｂｅ
ｒｂａｃｈ振盪機上に置き、前後の撹拌を行った。緩衝液中で薬物飽和に到達するのを防
止するために、ステントを新鮮な緩衝液バイアルに下記の時点で周期的に移した（１５分
、３０分、４５分、６０分、１２０分、１３５分、１５０分、１６５分、１８０分、２４
０分、３９０分）。試験した薬物放出期間の終わりに、溶解緩衝液バイアルを、薬物濃度
についてＨＰＬＣによってアッセイした。薬物の累積放出割合を時間の関数として表すデ
ータを、下記の表形式に示す（表７）。
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【表８】

【０２１１】
実施例６
　[0229]ラパマイシンのテトラゾール類似体であるゾタロリムスは、ブタ冠動脈ステント
誘発性傷害において抗再狭窄作用を有することが示された。Ｓｃｈｗａｒｔｚ、Ｒ．Ｓ．
Ｅｆｆｉｃａｃｙ　Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ　ｏｆ　ａ　Ｒａｐａｍｙｃｉｎ　Ａｎａｌｏ
ｇ（Ａ－１７９５７８）Ｄｅｌｉｖｅｒｅｄ　ｆｒｏｍ　ｔｈｅ　Ｂｉｏｃｏｍｐａｔｉ
ｂｌｅｓ　ＢｉｏｄｉｖＹｓｉｏ　ＰＣ　Ｃｏｒｏｎａｒｙ　Ｓｔｅｎｔｓ　ｉｎ　Ｐｏ
ｒｃｉｎｅ　Ｃｏｒｏｎａｒｙ　Ａｒｔｅｒｉｅｓ、Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｒｅｐｏｒｔ
、Ｍａｙｏ　Ｃｌｉｎｉｃ　ａｎｄ　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ、Ｒｏｃｈｅｓｔｅｒ、ＭＮ
。この実施例の目的は、健康な男性におけるゾタロリムスの漸増単回静脈内（ＴＶ）投与
の安全性及び薬物動態（ＰＫ）を評価することであった。
【０２１２】
　[0230]現在のところ、ゾタロリムスのヒトへの最初の投与試験（安全性及び薬物動態）
を、１００～９００μｇ用量範囲に亘るゾタロリムスの静脈内ボーラス投与に続いて調査
した。静脈内ボーラス用量の投与は、薬物コーティングされたステントからのゾタロリム
スの最も急な予想外のｉｎ　ｖｉｖｏ放出を模倣するであろう。
【０２１３】
　[0231]これは、第１相、単回漸増用量、二重盲検、無作為、プラセボ対照、単一施設試
験であった。６０人（６０）の成人健康男性を、１００μｇ、３００μｇ、５００μｇ、
７００μｇ、及び９００μｇの５つのＩＶ処置群に分けた。対象についての人口統計学的
情報を、表９に要約する。

【表９】

【０２１４】
　[0232]表１０に示される投与計画に示されるように、空腹条件下でゾタロリムスの単回
静脈内用量又は対応する静脈内プラセボを投与されるように、対象を無作為に割り付けた



(47) JP 5541593 B2 2014.7.9

10

20

30

40

50

。
【表１０】

【０２１５】
　[0233]先行するより低量の処置群からの安全性データを評価した後により高い用量を投
与した。処置群は少なくとも７日間隔をあけた。安全性の理由のため、各処置群を、６人
の対象の２つのコホートに分割し、１群の２つのコホートの投与は少なくとも１日の間隔
をあけた。
【０２１６】
　[0234]用量を８人の対象に３分に亘るＩＶボーラスとして投与した。各用量群において
、４人の対象にゾタロリムスを投与し、４人の対象にプラセボを投与した。ゾタロリムス
の血中濃度を、１６８時間採取し、０．２０ｎｇ／ｍＬのＬＯＱを有するＬＣ－ＭＳ／Ｍ
Ｓを使用して測定した。
【０２１７】
　[0235]試験１日目の投与前（０時間）、並びに投与後０．０８３時間（５分）、０．２
５時間、０．５時間、１時間、２時間、４時間、８時間、１２時間、１６時間、２４時間
、３６時間、４８時間、７２時間、９６時間、１２０時間、１４４時間、及び１６８時間
に、エデト酸（ＥＤＴＡ）を含む真空採取管中に、静脈穿刺によって７（７）ｍＬの血液
試料を回収した。
【０２１８】
　[0236]有効な液体／液体抽出ＨＰＬＣタンデム質量分析法（ＬＣ－ＭＳ／ＭＳ）を使用
して、ゾタロリムスの血中濃度を決定した（Ｊｉら、２００４）。０．３ｍＬの血液試料
を使用して、ゾタロリムスの定量化の下限は、０．２０ｎｇ／ｍＬであった。全ての較正
曲線は、０．９９２３以上の決定係数（ｘ２）値を有した。
【０２１９】
　[0237]有害事象、理学的検査、生命徴候、ＥＣＧ、注射部位及び臨床検査評価に基づい
て安全性を評価した。
【０２２０】
　[0238]ゾタロリムスの薬物動態パラメーター値を、ノンコンパートメント法を使用して
推定した。これらのパラメーターには、ゾタロリムス投与５分後の濃度（Ｃ５）、投与量
で標準化したＣ５、排泄速度定数（β）、半減期（ｔ１／２）、０時間から最終濃度測定
時間までの血中濃度－時間曲線下面積（ＡＵＣ０－ｌａｓｔ）、投与量で標準化したＡＵ
Ｃ０－ｌａｓｔ、無限大時間まで外挿した血中濃度－時間曲線下面積（ＡＵＣ０－ｉｎｆ

）、投与量で標準化したＡＵＣ０－ｉｎｆ、全身クリアランス（ＣＬ）、及び分布容積（
Ｖｄβ）が含まれた。
【０２２１】
　[0239]ゾタロリムスの静脈内用量後の平均血中濃度－時間プロットを、各々線形目盛及
び対数線形目盛上で図４及び図５に示す。
【０２２２】
　[0240]２つの投与計画の各々の投与後の、ゾタロリムスの平均±ＳＤ薬物動態パラメー
ターを、表１１に示す。
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【表１１】

【０２２３】
　[0241]用量比例性及び線形薬物動態の問題を調査するために、共分散分析（ＡＮＣＯＶ
Ａ）を行った。対象を用量レベルによって分類し、体重は共変量であった。分析した変数
には、β、Ｖｄβ、投与量で標準化したＣ５、並びに投与量で標準化したＡＵＣ０－ｌａ
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ｓｔ及び投与量で標準化したＡＵＣ０－ｉｎｆの対数が含まれた。用量に伴う不変性仮説
の主要な試験は、用量の単調関数について良好な能力を有する用量レベル効果の試験であ
った。さらに、ＡＮＣＯＶＡの枠組み内で最も高い用量レベル及び最も低い用量レベルを
比較した。
【０２２４】
　[0242]図６は、ゾタロリムスのＣｍａｘ、ＡＵＣ０－ｌａｓｔ及びＡＵＣ０－ｉｎｆの
用量比例性を示す。この図に見られるように、投与量で標準化したＣｍａｘ、及びＡＵＣ

０－ｌａｓｔについて統計的に有意な単調傾向は観察されず、これらのパラメーターにお
ける用量比例増加を示唆した。用量に伴う統計的に有意な単調傾向は、ゾタロリムスの投
与量で標準化したＡＵＣ０－ｉｎｆについて観察された（ｐ＝０．０１５２）。しかし、
全ての群に亘る投与量で標準化したＡＵＣ０－ｉｎｆの相互比較は、１００μｇの場合の
投与量で標準化したＡＵＣ０－ｉｎｆのみが９００μｇ及び３００μｇ（各々、ｐ＝０．
００３２及びｐ＝０．０３１６）のものより統計的に有意に異なっていたことを示した。
統計的に有意な単調傾向はまた、βについても観察された。この逸脱は、１００μｇ用量
群についてのβの僅かな過剰評価のためかもしれない。ゾタロリムスの平均Ｃ５（５分で
の濃度）及びＡＵＣ０－ｉｎｆは、表１２に示されているように、用量に比例して増加し
た。
【表１２】

【０２２５】
　[0243]試験した用量に亘って、平均半減期は２６．０～４０．２時間の範囲であり、３
００～９００μｇの用量範囲に亘っては有意差があるとはいえなかった。ゾタロリムスは
全ての用量において耐容性良好であり、臨床的に有意差があるとはいえない理学的検査結
果、生命徴候又は試験室での測定を観察した。
【０２２６】
安全性
　[0244]ゾタロリムスと関連する（任意の１処置群において２つ以上の対象から報告され
た）最も一般的な治療中に発生した有害事象は、注射部位反応及び疼痛であった。
【０２２７】
　[0245]有害事象の大半は、重篤度が軽度であり、自然に消散した。
【０２２８】
　[0246]この試験において、重篤な有害事象は報告されなかった。
【０２２９】
　[0247]試験の間の理学的検査の所見、生命徴候、臨床試験室又はＥＣＧパラメーターに
おける臨床的に有意な変化はなかった。
【０２３０】
結論
　[0248]ＩＶゾタロリムスの薬物動態は、Ｃ５及びＡＵＣ０－ｉｎｆに関して１００～９
００μｇの用量範囲に亘って用量比例的である。全体的にゾタロリムスの薬物動態は、Ｃ
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５、ＡＵＣ０－ｌａｓｔ及びＡＵＣ０－ｉｎｆにおける用量比例増加によって例示される
ように、１００μｇ～９００μｇの用量範囲に亘って本質的に線形であった。９００μｇ
までの単一のＩＶボーラス用量を、安全性の懸念なしに投与した。
【０２３１】
　[0249]ゾタロリムスの平均排泄半減期は、試験した用量範囲に亘って２６．０～４０．
２時間の範囲であった。平均クリアランス及び分布容積は、各々２．９０～３．５５Ｌ／
ｈ及び１１３～２０２Ｌの範囲であった。βについて、及び有意な程度までＶｄβについ
て、線形動態からの観察された逸脱は、１００μｇ用量群についてのβの過剰評価のため
であった。
【０２３２】
　[0250]１００～９００μｇの単回用量のゾタロリムスについては一般に、対象は良好な
耐容性を示す。
【０２３３】
実施例７
　[0251]本試験は、複数回投与後のゾタロリムスの薬物動態を評価し、且つ健康な対象へ
の全身的な曝露を最大化する間のその安全性を評価するために設計した。主要目的は、コ
ーティングされたステントから溶出される薬物の予測されるレベルを有意に上回るゾタロ
リムスの総曝露を達成することであった。この試験は、健康な対象における１４日間連続
の毎日２００μｇ、４００μｇ及び８００μｇ用量の複数回静脈内注入に続く、第１相、
複数回用量漸増試験におけるゾタロリムスの薬物動態及び安全性を調査した。
【０２３４】
方法
　[0252]第１相、複数回漸増用量、二重盲検、プラセボ対照、無作為試験。３種の１日１
回の（ＱＤ）投与計画（２００μｇ、４００μｇ又は８００μｇＱＤ、投与計画毎に１６
人の活性及び８人のプラセボ）に均等に分けられた７２人の対象は、ゾタロリムスの６０
分ＱＤ静脈注入を１４日連続で投与された。最初の投与後、１０日目、１１日、１２日、
１３日の投与前に２４時間に亘って、及び１４日目の投与後１６８時間に亘って、血液試
料を回収した。尿試料は、１日目、１４日目、１６日目、１８日目及び２０日目に２４時
間に亘って回収した。有効なＬＣ／ＭＳ／ＭＳ方法を使用してゾタロリムスの血液及び尿
濃度を決定した。コンパートメント分析によって薬物動態パラメーターを決定した。全日
ＡＵＣ０－∞（全ての１４の用量を含めた０時間から無限大時間までの血中濃度－時間曲
線下面積）を計算した。用量及び時間直線性及び定常状態の達成を評価した。尿中に排泄
された薬物の画分を決定した。
【０２３５】
　[0253]全体的に健康な７２人（７２）の男性及び女性の対象が、この試験に登録した。
人口統計学的情報を表１３に要約する。
【表１３】
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【０２３６】
　[0254]表１４に示されるように、対象を２つの異なる場所で３群（Ｉ、ＩＩ及びＩＩＩ
群）に無作為割り付けした。２つの試験場所で、各群内で、対象を均等に分け、各場所に
おいて１２人の対象（ゾタロリムス、８人の対象；プラセボ、４人の対象）が登録した。
各用量群内の投与計画を下に示す。
【表１４】

【０２３７】
　[0255]Ｉ、ＩＩ及びＩＩＩ群について、対象は、空腹条件下で、ゾタロリムス２００μ
ｇ、４００μｇ、若しくは８００μｇの単回６０分毎日（ＱＤ）静脈内注入、又はプラセ
ボの対応する静脈内注入を、各々試験１日目から１４日目まで投与された。薬物は、ｙ部
位装置に接続されているシリンジポンプ（１２５～１５０ｍＬの５％デキストロース水溶
液（Ｄ５Ｗ）もまた６０分に亘って注入した）を介して投与された。群に順次に投与し、
前の群の最後の投与と次の群の最初の投与との間に少なくとも７日置き、その間に前の群
からの時間安全性データを分析した。用量増大は、より低い用量の群の安全性分析によっ
て決定した。
【０２３８】
　[0256]カリウムＥＤＴＡを含む管中に５（５）ｍＬの血液試料を回収し、投与前（０時
間）、並びに試験１日目及び１４日目の注入開始後０．２５時間、０．５時間、１．０時
間、１時間５分、１．２５時間、１．５時間、２時間、３時間、４時間、８時間、１２時
間、１８時間及び２４時間目にゾタロリムス濃度を評価した。試験１４日目の注入開始後
３６時間、４８時間、７２時間、９６時間、１２０時間、１４４時間及び１６８時間、並
びに１０日目、１１日目、１２日目及び１３日目の投与前にさらなる試料を回収した。保
存料を有さない容器中に、下記の間隔で尿を回収した。試験１日目、１４日目、１６日目
、１８日目及び２０日目の注入開始後０～６時間、６～１２時間、１２～１８時間及び１
８～２４時間。
【０２３９】
　[0257]有効な液体／液体抽出ＨＰＬＣタンデム質量分析方法（ＬＣ－ＭＳ／ＭＳ）を使
用して、ゾタロリムスの血中濃度及び尿中濃度を決定した。５ゾタロリムスの定量化の下
限は、０．３ｍＬの血液試料を使用して０．２０ｎｇ／ｍＬ、０．３ｍＬの尿試料を使用
して０．５０ｎｇ／ｍＬであった。
【０２４０】
　[0258]有害事象、理学的検査、生命徴候、ＥＣＧ、注射部位及び臨床検査の評価に基づ
いて、安全性を評価した。
【０２４１】
結果
　[0259]全ての対象についてのゾタロリムス血中濃度－時間データは、一次消失を伴う３
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コンパートメントオープンモデルによって説明した。試験した投与計画に亘って、平均コ
ンパートメント薬物動態パラメーターの範囲は、ＣＬ４．０～４．６Ｌ／ｈ；Ｖ１１１．
３～１３．１Ｌ；Ｖｓｓ９２．５～１１８．０Ｌ、及び最終消失ｔ１／２２４．７～３１
．０ｈであった。ゾタロリムスの薬物動態は、１日目及び１４日目では試験した投与計画
に亘って用量直線性と一致した。薬物動態モデルを、１日目及び１４日目についてのデー
タに同時にあてはめ、これは時間－線形薬物動態を示す。試験した投与計画についての全
日ＡＵＣ０－∞は、６７７～２３９５ｎｇ・ｈｒ／ｍＬの範囲であった。平均して、投与
後２４時間の期間内にゾタロリムス用量の０．１％が、尿中に回収された。
【０２４２】
薬物動態及び統計解析
　[0260]コンパートメント分析を使用して個々の対象についてゾタロリムスの薬物動態パ
ラメーター値を推定した。試験１日目の最初の用量、試験１４日目の最後の用量、並びに
試験１０日目、１１日目、１２日目及び１３日目のトラフ濃度からのデータを、各々の個
々の対象について同時にモデル化した。決定したパラメーターは、中央コンパートメント
の容量（Ｖ１）、最終排泄速度定数（γ）、クリアランス（ＣＬ）、定常状態での分布容
積（Ｖｓｓ）、半減期（ｔｌ／２）、最高濃度（Ｃｍａｘ）、最高濃度時間（Ｔｍａｘ）
、１４日目の血中濃度－時間曲線下面積（ＡＵＣτ）及び対応する投与量で標準化したＣ

ｍａｘ及びＡＵＣτであった。各個人の最適モデルを使用して、１４日間の期間に亘るそ
の個人の濃度－時間プロファイルを予測して、試験期間に亘る慢性曝露、すなわちＣｍａ

ｘ及び全日ＡＵＣ０－∞（試験中の１４の投与全てを考慮に入れた、０時間から無限大時
間までの予測した血中濃度－時間下面積プロファイル）を推定した。
【０２４３】
　[0261]試験１４日目の用量についての用量比例性を評価するために、投与量で標準化し
たＣｍａｘ、投与量で標準化したＡＵＣ、及び最終排泄速度定数の対数についての共分散
分析（ＡＮＣＯＶＡ）を行った。中央及び用量は因子であり、体重は共変量であった。定
常状態に達したかという問題に取り組むために、試験１０～１４日目の投与量で標準化し
た投与前濃度について、中央及び用量レベルが因子である反復測定分析を行った。
【０２４４】
薬物動態
　[0262]全ての対象についてのゾタロリムス血中濃度－時間データを、一次消失を伴う３
コンパートメントオープンモデルによって説明した。１日目、１４日目及び１～１４日目
のゾタロリムスについての平均血中濃度を、図７において示す。ゾタロリムスの薬物動態
パラメーターの平均±ＳＤを、表１５に示す。
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【表１５】

【０２４５】
　[0263]試験した投与計画に亘って予測した診断プロットに対して偏りが観察されなかっ
たため、試験した用量の投与計画に亘るコンパートメント薬物動態パラメーターの範囲は
非常に狭く、二次パラメーターにおける試験した用量の投与計画に亘る意味ある傾向は観
察されなかった。試験した用量の投与計画に亘ってゾタロリムスについて用量直線性を推
測した。
【０２４６】
　[0264]下記の図は、ゾタロリムスの１４日目のＣｍａｘ及びＡＵＣ０－２４ｈにおける
用量比例性を示す。図８ａ、８ｂ及び８ｃは、各々１日目、１４日目及び１～１４日目の
、２００μｇ、４００μｇ及び８００μｇＱＤ処置群についての、ゾタロリムスの平均血
中濃度－時間プロファイルを示す。図９において例示されるように、このモデルは、各用
量群について、１日目、並びに１４日目、及びその間の期間についてのデータを適切に説
明した（８００μｇＱＤ用量群データを当てはめた平均の観察及び予測した血中濃度対時
間プロットの例）。線形動態であると想定する３－コンパートメントモデルによる１日目
から１４日目までに亘る観察したゾタロリムスの濃度－時間データの優れたフィットは、
ゾタロリムスが時間不変性クリアランスを示すことを示唆する。
【０２４７】
　[0265]図９に示すように、試験１０～１４日目の投与量で標準化した投与前濃度におい
て統計的差異は観察されなかった。
【０２４８】
　[0266]２００μｇ、４００μｇ及び８００μｇＱＤ処置群についてのＣｍａｘ中央値は
、各々１１．４、２２．１及び３８．９ｎｇ／ｍＬであった。対応する全日ＡＵＣ０－∞

中央値は、各々６７７、１４３８、及び２３９５ｎｇ・ｈ／ｍＬであった。
【０２４９】
　[0267]８００μｇＱＤ用量群について尿中に排泄されたゾタロリムス用量の画分を計算
した。１日目及び１４日目に２４時間の期間内で、平均してゾタロリムスの約０．１％が
尿中に回収された。
【０２５０】
安全性
　[0268]ゾタロリムスと関連する最も一般の治療中に発生した有害事象は、疼痛、頭痛、
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注射部位反応、乾燥肌、腹痛、下痢及び発疹であった。有害事象の大半は、重篤度が軽度
で自然に消散した。この試験において報告されている重篤な有害事象はなかった。具体的
には、対象は、免疫抑制のいかなる臨床上又は生化学的証拠、ＱＴｃ延長又は臨床的に有
意な有害事象を示さなかった。
【０２５１】
結論
　[0269]試験した用量の投与計画に亘って１４日間連続静脈内投与された場合、ゾタロリ
ムス薬物動態は、用量比例性及び時間不変性であった。
【０２５２】
　[0270]ゾタロリムスのＱＤ投与についての定常状態は、最初のトラフ試料が測定された
日である１０日目までに到達された。
【０２５３】
　[0271]１日当たり用量の約０．１％が尿中に変化しない薬物として排泄されるため、腎
排泄はゾタロリムスの主要な排泄経路ではない。
【０２５４】
　[0272]ゾタロリムスは一般に、２００μｇ、４００μｇ、及び８００μｇの多回用量で
１４日間連続投与された場合、耐容性良好である。
【０２５５】
実施例８　ゾタロリムス及びパクリタキセルの抗増殖性作用
　[0273]試験は、組み合わせて投与された場合のゾタロリムス（ＡＢＴ－５７８）とパク
リタキセルとの相互作用を調査するために行われた。ｉｎ　ｖｉｔｒｏ増殖アッセイを使
用して、ヒト冠動脈平滑筋細胞（ｈＣａＳＭＣ）及び内皮細胞（ｈＣａＥＣ）の増殖抑制
作用についてのパクリタキセル及びゾタロリムスの効果を決定した。血管の新生内膜への
血管平滑筋細胞の増殖及び移動は、再狭窄病変に見出される特有の病理学反応である（Ｌ
ａｆｏｎｔ及びＬｉｂｂｙ、１９９８）。その結果、ヒト冠動脈平滑筋細胞及び内皮細胞
上で候補となる抗再狭窄化合物の増殖抑制作用を特異的に測定するｉｎ　ｖｉｔｒｏアッ
セイは、潜在的なｉｎ　ｖｉｖｏ抗再狭窄作用を予測する。
【０２５６】
　[0274]ｉｎ　ｖｉｔｒｏのトリチウム取込みアッセイによって測定される、増殖因子媒
介性のヒト冠動脈平滑筋細胞（ｈＣａＳＭＣ）増殖を減弱させる化合物又は化合物の組合
せは、候補となる抗再狭窄剤である。トリチウムの組込みアッセイは、細胞数及び増殖を
決定するための正確で感受性の高い方法である。このアッセイを使用して、単独で増殖抑
制作用を示す薬剤が、組合せにおいてもまた同様の作用を示すかを決定した。さらに、よ
り低い効力の増殖抑制作用を示す薬剤は、組み合わせて投与された場合、より強力な抗増
殖剤の作用を遮断する場合がある。ゾタロリムスの増殖抑制作用のタクロリムスによる減
弱は、この効果の明らかな例である（図１０Ａ）。ゾタロリムス及びパクリタキセルの組
合せの潜在的な抗再狭窄作用を決定するために、各化合物の存在下及び組合せ中における
ｈＣａＳＭＣの増殖を測定した。
【０２５７】
　[0275]パクリタキセルは、微小管脱重合を妨げ、Ｓ期における細胞の進行を遮断する（
Ｓｃｈｉｆｆ及びＨｏｒｗｉｔｚ、１９８０）。ゾタロリムスは、ラパマイシンのように
、ｍＴＯＲ阻害を介してサイクリン依存性キナーゼを遮断し、Ｇ１～Ｓ期における細胞周
期進行を阻害する（Ｍａｒｘら、１９９５；Ｓｅｈｇａｌ、１９９８；Ｓｅｈｇａｌ、２
００３）。
【０２５８】
　[0276]パクリタキセルがゾタロリムスの作用を減弱又は増大しているかを決定するため
に、増殖因子誘導性増殖に対する単独及び組み合わせたパクリタキセル及びゾタロリムス
の効果を決定した。アイソボログラムアプローチ及び併用指数分析を使用して、その相加
性についてデータを分析した。アイソボログラムは、組み合わせて特定のレベルの効果を
生じさせる組合せの用量のデカルト図である。軸ポイントを結ぶ線の下又は上にあたる試
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験ポイントの対応値は、各々相乗作用及び非相乗作用を示すため、薬物の組合せ及び同様
の試験の結果を図表によって示す便利な方法である。
【０２５９】
増殖アッセイ法
３Ｈ－チミジン取込み
　[0277]血清及び増殖因子によって刺激された細胞の新たに合成されたＤＮＡへの３Ｈ－
チミジンの組込みを追うことによって、細胞増殖をモニターした。指数関数的に増殖する
ｈＣａＳＭＣを、９６ウェルフラットボトム組織培養プレート中に５，０００細胞／ウェ
ルで播いた（ｈＣａＥＣについては１０，０００細胞／ウェル）。細胞を一晩付着させた
。増殖培地を翌日取り除き、細胞を非補足（基本）培地で２度洗浄し、微量の血清及び増
殖因子を取り除いた。基本培地（２００μｌ）を、各ウェルに加え、増殖因子及び血清を
欠いている培地中で細胞をインキュベートし、それらをＧ０状態で飢餓状態にし、同期化
させた。血清及び増殖因子を欠いている培地中で飢餓状態（ｈＣａＳＭＣについては４８
時間、及びｈＣａＥＣについては３９時間）後、薬物の非存在下又は存在下で細胞に２０
０μｌの補足培地を補充した。ジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）を、全てのウェル中で
０．１％の最終濃度に維持した。７２時間のインキュベーション期間後、２５μｌ（１μ
Ｃｉ／ウェル）の３Ｈ－チミジン（Ａｍｅｒｓｈａｍ　Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅｓ；Ｐｉｓ
ｃａｔａｗａｙ、ＮＪ）を、各ウェルに加えた。細胞を３７℃で１６～１８時間インキュ
ベートし、セルハーベスター（Ｈａｒｖｅｓｔｅｒ９６００、ＴＯＭＴＥＣ；Ｈａｍｄｅ
ｎ、ＣＴ）を使用して、接着したガラス繊維フィルターを含む９６ウェルプレート上で細
胞を収集した。フィルタプレートを一晩空気乾燥し、ＭｉｃｒｏＳｃｉｎｔ－２０（２５
μｌ；ＰｅｒｋｉｎＥｌｍｅｒ；Ｗｅｌｌｅｓｌｅｙ；ＭＡ）を各フィルターウェルに加
え、プレートをＴｏｐＣｏｕｎｔマイクロプレートシンチレーションカウンター（Ｐｅｒ
ｋｉｎＥｌｍｅｒ）を使用して計数した。対照は、培地のみ、飢餓状態の細胞及び完全培
地の細胞を含んだ。完全培地中の細胞増殖と比較して、新たに合成したＤＮＡへの３Ｈ－
チミジンの組込みの阻害を決定することによって、薬物作用を確立した。
【０２６０】
　[0278]データは、ビヒクル処理対照と比較した３Ｈ－チミジンの組込みの阻害割合とし
て表し、３～４回の試験の平均±ＳＥＭとして示す。薬物濃度に対する各試験からの阻害
の平均値の片対数図を作成し、薬物の非存在下の完全培地中でインキュベートされた細胞
と比較した５０％阻害レベルを外挿することによって、各試験についてのＩＣ５０（半数
阻害濃度（細胞増殖を５０％減少させる濃度）を決定した。最終ＩＣ５０は、３～４回の
試験の平均である。
【０２６１】
　[0279]これらの試験において、ｘ軸は、多様な薬物の濃度を表す。各グラフは、ゾタロ
リムス及びパクリタキセルの単独曲線を含む。各グラフ中の一連の曲線は、一定の濃度の
パクリタキセルを、示された濃度のゾタロリムスに加えることによって作製した。各曲線
は、示された一定の濃度のパクリタキセルの存在下でのゾタロリムス（ｘ軸上に示した濃
度）の用量反応を表す。
【０２６２】
　[0280]２つの方法を使用し、増殖に対するゾタロリムス及びパクリタキセルの複合効果
を分析した。いくつかの効果レベルでアイソボログラムを作製した（Ｔａｌｌａｒｉｄａ
ら、１９８９）。濃度反応曲線を、非線形回帰（Ｐｒｉｓｍ、ＧｒａｐｈＰａｄソフトウ
ェア；Ｓａｎ　Ｄｉｅｇｏ、ＣＡ）によってあてはめ、ＥＣ５０及びｈｉｌｌｓｌｏｐｅ
値を得た。４つのパラメーターの式（式１）を使用して、特異的増殖抑制効果を引き出す
濃度を決定した。
【数１】
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式中、Ｘは濃度の対数であり、Ｙは反応である。式１はまた、
【数２】

（式中、Ｘ＝反応Ｙを生じる薬物の対数濃度であり、Ｔｏｐ値及びＢｏｔｔｏｍ値は、各
々１００及び０とする）としても表すことができる。
【０２６３】
　[0281]アイソボログラムに加えて、Ｃｈｏｕ及びＴａｌａｌａｙの方法を使用して、下
記を例外として相乗作用についてデータを分析した（Ｃｈｏｕ及びＴａｌａｌａｙ、１９
８４）。非線形４パラメーター式は濃度反応曲線をより正確に作るため、各曲線について
作製した回帰モデルを、半有効データ（ログロジットプロット）の代わりに使用した。半
有効プロットは、０．２未満及び０．８超の分数占有の値によって非常に影響を受ける。
２５％、５０％、６０％及び７５％を生じさせるいくつかの薬物の組合せについての併用
指数（ＣＩ）を、式２によって計算した。

【数３】

式中、特定の効果レベルで、（Ｄ）１及び（Ｄ）２は、組合せ中の薬物１及び薬物２の濃
度であり、（Ｄｘ）１及び（Ｄｘ）２は、薬物１単独及び薬物２単独の濃度である。各薬
物がそれ自体の効力に従って作用することを仮定して、ＣＩ値は組合せの効果の合計を反
映する。式２は、２種の相互に非排他的な化合物の組合せについての予測される効果を説
明する。各薬物がそれ自体の用量依存的な分数占有に従って複合効果に貢献している場合
、ＣＩは１と等しい。１未満のＣＩ値は、相乗的であると考えられ、有意に１を超える値
は、劣加法的であると考えられる。ＣＩと、相乗性、相加性又は減弱化との関係は、効果
レベル依存性である場合があるので、複数の薬物の組合せを使用していくつかの効果レベ
ルでＣＩを決定した。ＣＩ値が計算された効果レベル（又はｆａ）の関数として、ＣＩ値
をプロットした。ＣＩ値は、アイソボログラム分析と同様に、効果レベル依存性であり、
効果レベルが変化すると変動するので、ＣＩ値を比較する上で効果レベルを考慮すること
は重要である。ＣＩ値の正確性は、今度は、それらの計算に使用される濃度値の正確性に
依存する。この試験において、精度の高い方法（ＧｒａｐｈＰａｄソフトウェアによる反
復曲線の当てはめ）を使用して、いくつかの効果レベルで各累積用量反応曲線から薬物濃
度を計算した。用量反応曲線は、用量依存的な作用をあまり示さない場合があるデータに
あてはめることができる。高濃度の試験剤の１つの存在下で生じる用量反応曲線を分析す
る場合、これは特に明らかである。このような条件下では用量反応曲線から薬物濃度を決
定する上での誤差は、低い効果レベル（ｆａ）で高いＣＩ値をもたらす場合がある。した
がって、最大半量効果（すなわち、ｆａ～０．５）に近いか又は超える明確な用量反応曲
線から作製したＣＩ値は、薬物組合せの作用の最も正確な予測材料である。このような条
件下では、１未満のＣＩ値は、超加法的であると考えられ、１を有意に超える値は、劣加
法的であると考えられる。１に近い値は加法的であると考えられる。
【０２６４】
結果
　[0282]この試験は、再狭窄に関与している２種の細胞型であるヒト冠動脈平滑筋細胞（
ｈＣａＳＭＣ）及びヒト冠動脈内皮細胞（ｈＣａＥＣ）への薬剤の作用について取り扱う
。結果を図１０及び表１６に示す。図１０は、タクロリムスが、ｉｎ　ｖｉｔｒｏで平滑
筋細胞においてゾタロリムスの増殖抑制作用を遮断することを示す（図１０Ａ）。ｉｎ　
ｖｉｔｒｏでの平滑筋細胞（図１０Ｂ）及び内皮細胞（図１０Ｃ）におけるゾタロリムス
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、パクリタキセル（Ｐ）及び組合せの増殖抑制作用もまた示されている。図１０Ｄ－Ｇは
、平滑筋細胞における組合せの増殖抑制作用のアイソボログラム分析を示す。特定のレベ
ルの増殖抑制作用を生じる濃度を、平均データの非線形曲線の当てはめから作製した用量
反応曲線から決定した。図１０Ｈ－Ｋは、内皮細胞におけるゾタロリムス及びパクリタキ
セルの組合せの増殖抑制作用のアイソボログラム分析を示す。特定のレベルの作用を生じ
させる化合物の濃度を、平均データから決定した。図１０Ｌ－Ｍは、ｈＣａＳＭＣ及びｈ
ＣａＥＣにおけるＡＢＴ－５７８及びパクリタキセルの組合せの増殖抑制作用の併用指数
（ＣＩ）分析を示す。Ｃｈｏｕ及びＴａｌａｌａｙの方法を使用して、平均データからＣ
Ｉ値を決定した（Ｃｈｏｕ及びＴａｌａｌａｙ、１９８４）。
【０２６５】
　[0283]各個々の薬剤単独からのデータは、ゾタロリムス及びパクリタキセルの両方が、
各細胞型において用量依存的に増殖を阻害することを示す。図１０Ｂは、ゾタロリムスに
よる増殖の阻害が、パクリタキセルによって遮断されないことを示す。パクリタキセル及
びゾタロリムス両方の増加する濃度は、ｈＣａＥＣ及びｈＣａＳＭＣ増殖をほぼ完全に阻
害する。これらのデータは、低い効果レベル（すなわち、増殖の≦５０％阻害）では、パ
クリタキセル及びゾタロリムスを合わせた効果は、それらの個々の作用を合計することに
よって予測されることを示す。この関係は、高い阻害レベルを除いて大部分の阻害レベル
で維持される。高い阻害レベルでは、増殖抑制作用は、各薬剤単独の作用から予測される
より僅かに超える。ｈＣａＳＭＣデータのアイソボログラム及びＣＩ分析の両方は、パク
リタキセル（２．５ｎＭ）及びゾタロリムスを含む組合せが、高い効果レベル（６０及び
７５％）で潜在的に超加法的な増殖抑制作用を示すことを示す。

【表１６】

【０２６６】
　[0284]パクリタキセルはゾタロリムスの増殖抑制作用を遮断しないことをこれらのデー
タは示す。さらに、高濃度のゾタロリムス及びパクリタキセルは、相乗的であると思われ
る増殖抑制作用を示す。
【０２６７】
実施例９　有益な薬剤の溶出試験
ＰＣ１０３６によるステントのコーティング
　[0285]任意の試験の前に、コーティングされたステントを調製した。これらは、３．０
ｍｍ×１５ｍｍの３１６Ｌ電解研磨したステンレス鋼ステントであった。ホスホリルコリ
ンポリマーＰＣ１０３６（Ｂｉｏｃｏｍｐａｔｉｂｌｅｓ　Ｌｔｄ．；Ｆａｒｎｈａｍ、
Ｓｕｒｒｅｙ、ＵＫ）の濾過したエタノール（ＥｔＯＨ）溶液２０ｍｇ／ｍＬを使用して
、各ステントを噴霧コーティングした。ステントを最初に空気乾燥させ、次いで７０℃で
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１６時間加硫した。次いでそれらを＜２５ＫＧｙのガンマ線照射に送った。
【０２６８】
ステントへの治療物質添加
　[0286]これらの試験において、薬剤をステントに添加し、溶出プロファイルを試験した
。一般に、この手順は下記の通りであった。多重ＰＣコーティングされたステントに、各
薬物の組合せ溶液を添加した。薬物の溶液は通常、膜形成を促進するために約１０％ＰＣ
１０３６を溶液に加えた１００％エタノール中の２～２０ｍｇ／ｍＬの範囲のゾタロリム
ス及び１．０～７．０ｍｇ／ｍＬの範囲のパクリタキセルであった。アイソレーターユニ
ット内のワンパス噴霧システム中で適切な薬物をステントに噴霧添加することによって２
種の薬物ステント及び単一の薬物ステントの添加を行った。全てのＤＥＳステントは、Ａ
ｂｂｏｔｔ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ　ＴｒｉＭａｘｘ　Ｎ５デザイン１５ｍｍ×３．
０ｍｍステントから作製し、全てのカテーテルは、Ｍｅｄｔｒｏｎｉｃ（Ｍｉｎｎｅａｐ
ｏｌｉｓ、ＭＮ）ＯＴＷ、１５ｍｍ×３．０であった。各組合せのために製造した数には
、加速溶出、薬物添加含量、不純物プロファイル、及び動物有効性試験のためのユニット
が含まれた。薬液を添加する前にステントを秤量した。全てのステントに、エタノール中
９１：９の比の適切な薬物（複数可）及びＰＣｌ０３６を含む溶液からの標的とする薬物
含量を噴霧添加した。パクリタキセル：ゾタロリムスの組合せでは、７μｇ／ｍｍのパク
リタキセル及び１０μｇ／ｍｍのゾタロリムス、３．５μｇ／ｍｍのパクリタキセル及び
５μｇ／ｍｍのゾタロリムス、１μｇ／ｍｍのパクリタキセル及び１０μｇ／ｍｍのゾタ
ロリムス、７μｇ／ｍｍのパクリタキセル単独、及び１０μｇ／ｍｍのゾタロリムス単独
でステントを調製した。添加すると、全てのステントをオーブンセット中で４０℃にてオ
ープンバイアル中３０分間乾燥させ、薬物添加を測定するために秤量した。次いで、薬物
を添加したステントを、エタノール中の１０ｍｇ／ｍｌポリマー溶液を噴霧することによ
って５μｇ／ｍｍのＰＣ１０３６でオーバーコーティングした。
【０２６９】
　[0287]オーバーコーティング後、秤量してオーバーコートの重量を決定する前に、ステ
ントをオーブン中で７０℃にて２時間加硫した。薬物添加の後、ステントをカテーテル上
に組み立て、バルーンに圧着した。次いで、ステントをコーティング及び物理的欠損につ
いて目視検査した。ステント／カテーテルを、保護用フープ中に挿入し、ステント／カテ
ーテルを、Ｔｙｖｅｋパウチ中に置いた。パウチをＶｅｒｔｒｏｄ（Ｓａｎ　Ｒａｆａｅ
ｌ、ＣＡ）Ｉｍｐｕｌｓｅヒートシーラーで密封した。ステント識別ラベルをパウチ正面
の底の角の、製造物を含む密封した領域の外側に取り付けた。次いで製造物の詳細のラベ
ルを付けた白い箱中に製造物を置き、ＥｔＯ滅菌に送った。滅菌から戻った後、製造物を
脱酸素剤及び乾燥剤のサシェ剤を含むホイルパウチ中に包んだ。パウチに、ステントの識
別番号及び製造物の詳細のラベルを付けた。窒素流下パウチを密封した。
【０２７０】
ステントからの薬物の抽出
　[0288]各薬物について、３種のステントを使用して、添加された薬物の総量を評価した
。ステントを、アセトニトリル５０％、水５０％の溶液６ｍＬ中に浸漬し、２０分間超音
波処理した。抽出溶液中の各薬物の濃度を、高圧液体クロマトグラフィー（ＨＰＬＣ）に
よって分析した。
【０２７１】
　[0289]後述する溶出試験の終わりに、ステントを溶出媒体から取り出し、アセトニトリ
ル５０％、水５０％の溶液６ｍＬに浸漬し、２０分間超音波処理した。これらのバイアル
中の各薬物の濃度は、溶出試験の終わりにステント上に残る薬物の量を示した。
【０２７２】
溶出過程
　[0290]ｉｎ　ｖｉｔｒｏ薬物溶出を評価するために、ステント（各群についてｎ＝３）
を拡張し、次いで１％Ｓｏｌｕｔｏｌ　ＨＳ１５（ＢＡＳＦ；Ｆｌｏｒｈａｍ　Ｐａｒｋ
、ＮＹ）を含む１０ｍＭの緩衝酢酸溶液（ｐＨ＝４．０）中に置き、ＵＳＰ　Ｔｙｐｅ　
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ＩＩ溶解装置中で３７℃まで加熱した。薬物の水溶性が非常に低いため可溶化剤が必要で
あった。６超のｐＨで起こるｏｌｉｍｕｓ薬の分解を最小限にするために、溶解培地を緩
衝した。ｐＨ４で緩衝させることがこの問題を解決する。これらの薬物はこれらのｐＨ範
囲で最小の解離を有するため、ｐＨは溶出速度にほとんど影響を有さないはずである。Ｔ
ｅｆｌｏｎ、ステンレス鋼又はガラス製の表面のみが取り付けられたシリンジサンプラー
を使用して、選択した時間間隔に試料を溶解浴から引き上げた。１５分、３０分、１時間
、２時間、４時間、６時間、８時間、１２時間及び２４時間後に、一定分量を回収した。
ゾタロリムス及びパクリタキセル濃度について、ＨＰＬＣによって試料をアッセイする。
データを溶出した薬物（マイクログラム）及び溶出した平均割合として表す。
【０２７３】
　[0291]ＨＰＬＣ方法において、分析カラムのＳｏｌｕｔｏｌ汚染を最小限にするため、
及びガードカラムのすすぎを可能にするためにカラムスイッチングを使用することが必要
である。そうでないと、このシステムはＳｏｌｕｔｏｌでコーティングされ、クロマトグ
ラフィー保持が劇的に変化する。試料を最初にガードカラムに注入した。分析物ピークが
ガードカラムから溶出し、分析カラムに移ると、ガードカラムを分析経路から切り替えた
。次いで、次の注入の前に、ガードカラムを洗浄しＳｏｌｕｔｏｌを除去する。
【０２７４】
結果
　[0292]図１１～１３は、上記のようなポリマーＰＣ１０３６の５μｇ／ｍｍトップコー
トを有するステントに、７μｇ／ｍｍのパクリタキセル及び１０μｇ／ｍｍのゾタロリム
ス、３．５μｇ／ｍｍのパクリタキセル及び５μｇ／ｍｍのゾタロリムス、１μｇ／ｍｍ
のパクリタキセル及び１０μｇ／ｍｍのゾタロリムス、７μｇ／ｍｍのパクリタキセル単
独、並びに１０μｇ／ｍｍのゾタロリムス単独で、ゾタロリムス及びパクリタキセルを添
加したステントの加速溶出速度を例示する。
【０２７５】
　[0293]図１１において、示した２４時間溶出プロファイルは、１つの有益な薬剤がパク
リタキセルであり、第２の有益な薬剤がゾタロリムスである。上記のように溶出を行った
。パクリタキセルの単一薬物ステントは、２つの放出プロファイル、すなわち最初の大き
なバースト放出（約６０％）とそれに続くより遅いゼロ次放出速度の組合せを示し、一方
パクリタキセル及びゾタロリムスの両方を含む２種の薬物ステントは、バースト放出を有
さない。
【０２７６】
　[0294]図１２は、図１１と同一のデータを示すが、最後のステント抽出後のステント上
で測定した総薬物で標準化した。示されているように、両方の薬物の１００％をステント
コーティングから回収し、回収した総薬物は、薬物添加処理の間のステント重量取込みに
よって予測した薬物添加と良好に一致する。これらのデータは、薬物の効力及びステント
上で試験した同じバッチからの関連する物質に加えて、記載の通りに製造された場合、薬
物はポリマーコーティング中で安定であったことを示す。小さい標準偏差は、２種の薬物
溶出ステントが、再現性のある溶出動態を有して製造できることを示す。
【０２７７】
　[0295]図１３において、４つの曲線は、同一の条件下での各々ゾタロリムス単独及びパ
クリタキセル存在下の溶出プロファイルである（マイクログラム放出に対する時間）。示
されている通り、１０μｇ／ｍｍのゾタロリムス単独又はパクリタキセルと組み合わせた
ステントに属する３つの曲線は非常に似ている。これは、パクリタキセルがゾタロリムス
の溶出プロファイルにあまり影響を及ぼさないことを示す。第４の曲線（ＰＴＸ３．５及
びＺｏｔａ５）は、他のステントの半分の薬物を溶出することが予測された。
【０２７８】
実施例１０　ステント移植後のｉｎ　ｖｉｖｏ新生内膜形成
　[0296]ブタ冠動脈過伸張モデル試験（Ｓｃｈｗａｒｔｚ、１９９２）は、ステント移植
後２８日間の新生内膜形成を試験するために行われた。この試験は、対照ゾタロリムス添
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加（１０μｇ／ｍｍ；ＺｏＭａｘｘ（商標））ステントに対して無作為化されたいくつか
の薬剤溶出ステントを評価した。予想外に、ステントから送達されたゾタロリムス及びパ
クリタキセルの組合せが、非常に効果的であり、広範に利用されるブタ冠動脈過伸張モデ
ルにおける新生内膜過形成の低下の改善を実現する。
【０２７９】
試験計画及び方法
　[0297]各ブタにおいて、２つの主要な冠動脈に各々１つの試験ステントを移植し、第３
の主要な冠動脈にゾタロリムス（１０μｇ／ｍｍ又は１．６９μｇ／ｍｍ２）をコーティ
ングした１つのＺｏＭａｘｘ（商標）ステントを移植した。さらに比較のため、３頭のブ
タに、３種の非薬物を含むＴｒｉＭａｘｘ（商標）ステント（Ａｂｂｏｔｔ　Ｌａｂｏｒ
ａｔｏｒｉｅｓ；Ａｂｂｏｔｔ　Ｐａｒｋ、ＩＬ）を各々移植した（全部で９つのステン
ト）。比較したステントには、ＺｏＭａｘｘ（商標）ステント（３．０×１５ｍｍ）、市
販のシロリムス（８．５μｇ／ｍｍ又は１．４０μｇ／ｍｍ２）ポリマーコーティングＣ
ｙｐｈｅｒ（登録商標）ステント（３．０×１３ｍｍ；Ｃｏｒｄｉｓ　Ｃｏｒｐ．；Ｍｉ
ａｍｉ、ＦＬ）及びパクリタキセル（６．８μｇ／ｍｍ又は１．０μｇ／ｍｍ２）ポリマ
ーコーティングＴａｘｕｓ（登録商標）ステント（３．０×１６ｍｍ；Ｂｏｓｔｏｎ　Ｓ
ｃｉｅｎｔｉｆｉｃ；Ｎａｔｉｃｋ、ＭＡ）ステントが含まれた。ステントの残りの群は
、３．０×１５ｍｍであった。Ｔａｘｕｓ（７μｇ／ｍｍ）と同じ薬物添加をされている
が、送達ビヒクルとしてＰＣ－１０３６を添加したパクリタキセルステントが、試験に含
まれた（ＰＴＸ－７）。さらに、３組の組合せステントを、表１７に示すように添加した
様々な量のゾタロリムス及びパクリタキセルでコーティングした。

【表１７】

【０２８０】
　[0298]最後に、新生内膜形成についてのベースラインを同定するために非薬物溶出Ｔｒ
ｉＭａｘｘステントを含めた。
【０２８１】
　[0299]定量的冠動脈血管造影で決定されるように、１．３０のバルーン／動脈比でステ
ントを移植した。試験中、心臓又はステントに関連した死亡はなかった。２８日後に、動
物を安楽死させ、心臓を取り出し、血液が除かれるまで潅流を乳酸加リンゲル液、次いで
１０％中性ホルマリン緩衝液で約１００ｍｍ　Ｈｇに維持した。ステントを留置した管を
切除し、次いでメタクリル酸メチル（ＭＭＡ）中に浸潤させ、包埋した。３つのステント
内セクション及び２つの対照セクションとなるように、ステントを留置した管を含めた全
てのブロックを区分した。２つの連続した薄いセクション（約５μｍ）を各レベルで取り
出し、ヘマトキシリン及びエオシン（ＨＥ）及びマッソンヴァーヘフエラスチン（ＭＶＥ
）で染色した。セクションを、ＢＩＯＱＵＡＮＴ　ＴＣＷ９８画像分析システム（Ｂｉｏ
ｑｕａｎｔ；Ｎａｓｈｖｉｌｌｅ、ＴＮ）を使用して評価し、スコア化した。
【０２８２】
結果
　[0300]新生内膜面積、新生内膜の厚さ、及び面積狭窄率についての８群内の全てのステ
ントの平均値を、図１４～１６に各々示す（平均±平均値の標準誤差として表す。Ｔｒｉ
Ｍａｘｘに対してｐ値を計算した。４角の中の数字はステント／群の数を示す）。ＺｏＭ
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ａｘｘ（商標）、Ｃｙｐｈｅｒ（登録商標）、及びＴａｘｕｓ（登録商標）ステントは、
ＴｒｉＭａｘｘ（商標）ステントと比較した形態計測によって表すと、新生内膜の形成に
おいて統計的に等しい減少を示した。１０μｇ／ｍｍのゾタロリムス及び１μｇ／ｍｍの
パクリタキセル（Ｚｏｔ／ＰＴＸ１０／１）を含む組合せステントは、ＴｒｉＭａｘｘ（
商標）ステントに対して、新生内膜過形成において有意な減少を示した。さらに、Ｚｏｔ
／ＰＴＸ１０／１組合せステントはまた、ＺｏＭａｘｘ（商標）、Ｃｙｐｈｅｒ（登録商
標）、及びＴａｘｕｓ（登録商標）ステントに対して、新生内膜の減少においてさらなる
改善を示した。表１８は、ＴｒｉＭａｘｘ（商標）に対して、ＺｏＭａｘｘ（商標）及び
Ｚｏｔ／ＰＴＸ１０／１組合せ薬物ステントで得られる改善を要約する。比較を図１７（
新生内膜面積）及び図１８（面積狭窄率）においてグラフで示す。
【０２８３】
　[0301]最新式の単一の薬物ステントであるＺｏＭａｘｘ（商標）、Ｃｙｐｈｅｒ（登録
商標）、及びＴａｘｕｓ（登録商標）の各々は、ＴｒｉＭａｘｘ（商標）対照に対して新
生内膜形成において劇的な減少を示した。例えば、ＺｏＭａｘｘ（商標）ステントについ
ての新生内膜における平均の減少は、対照に対して３４．５％であった。Ｚｏｔ／ＰＴＸ
１０／１組合せステントは、市販の最良の単一薬物ステント及び臨床試験において観察さ
れる新生内膜の減少においてさらなる改善を生じた。Ｚｏｔ／ＰＴＸ１０／１組合せ薬剤
溶出ステントは、ＴｒｉＭａｘｘ（商標）非薬物溶出ステントと比較した場合、４６．８
％の新生内膜過形成の平均の減少を有した。ＺｏＭａｘｘ（商標）、Ｃｙｐｈｅｒ（登録
商標）、及びＴａｘｕｓ（登録商標）と比較して、新生内膜の形成におけるさらなる劇的
な減少は、各々１８．８％、２１．７％、及び２１．５％であった（表１９）。画像によ
る表示を図１９ａ－ｅに示し、ここでは各群についての平均新生内膜面積を表す顕微鏡写
真を示す。
【表１８】

【表１９】

【０２８４】
　[0302]１０μｇ／ｍｍのゾタロリムス及び７μｇ／ｍｍのパクリタキセル（Ｚｏｔ／Ｐ
ＴＸ１０／７）でコーティングしたステントは、ＺｏＭａｘｘステントに対して新生内膜
の形成の減少は統計的に同等であった（図１４～１６）。Ｏｌｉｍｕｓ薬とパクリタキセ
ル誘導体の理想的な比の実施形態には、１０：７～１０：０．０１（重量比）、１０：０
．１、及び１０：１と等しい比が含まれる。５μｇ／ｍｍのゾタロリムス及び３．５μｇ
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／ｍｍのパクリタキセル（Ｚｏｔ／ＰＴＸ５／３．５）に総薬物用量を減少させると、非
薬物溶出ＴｒｉＭａｘｘステントと同等の、最適以下の成績をもたらした（図１４～１６
）。したがって、Ｏｌｉｍｕｓ及びパクリタキセル誘導体の最適な総用量は、ｏｌｉｍｕ
ｓとパクリタキセルの比が１０：７に近づくにつれ、１５ｍｍのステント上で約１５０μ
ｇを下回るべきではない。
【０２８５】
　[0303]（Ｆａｌｏｔｉｃｏ、２００３；Ｓｕｚｕｋｉら、２００１）から以前に公表さ
れたデータに基づくと、ｏｌｉｍｕｓ薬と第２薬物とを合わせることは何ら利益がないこ
とを結論付けたであろう。これらの試験の観察は、意外で予期しないものであり、適切な
ゾタロリムス及びパクリタキセルの組合せが、高度に効果的であることを示し、当技術分
野で受け入れられているブタ冠動脈過伸張モデルにおいて新生内膜過形成の減少の増加を
実現する。図１５及び１６は、ゾタロリムス及びパクリタキセル（Ｚｏｔ／ＰＴＸ１０／
１）について観察された結果と、及びシロリムス及びデキサメタゾンについて以前に公表
された結果（Ｆａｌｏｔｉｃｏ、２００３；Ｓｕｚｕｋｉら、２００１）との著しい違い
を示す。以前に公表された試験は、組合せステントと単一の薬剤溶出ステントとの間の利
点を示さなかった。同一の過伸張比を有するブタモデルでのＢＸ　Ｖｅｌｏｃｉｔｙ（登
録商標）に対する対照ＴｒｉＭａｘｘ（商標）における劇的な改善があってもなお、この
実施例における組合せ製造物は、対照よりも実質的に良好、単一の薬物溶出ステントＺｏ
Ｍａｘｘ（商標）よりも実質的、統計的に有意に良好の両方であった。
【０２８６】
実施例１１（予言的）臨床適用
　[0304]単一の抗増殖剤を送達するステントの導入とその後の普及によって、一般の臨床
人口では再狭窄率が１０％未満に低下した。しかし、一般の臨床人口及び種々の心血管疾
患サブセットからの両方の患者を治療して、再狭窄率及び有害な臨床イベントをさらに減
少させるための、適切な薬物の組合せのステントからの送達について、明確な理論的根拠
が存在する。例えば、再狭窄率は、ステントを留置した糖尿病患者において、疾患を有さ
ない患者と比較した場合有意に増加し、糖尿病及び非糖尿病患者の両方においてステント
術への炎症反応が存在することは一般に認められている（Ａｇｇａｒｗａｌら、２００３
）。さらに、炎症は、急性冠動脈症候群（ＡＣＳ）（不安定狭心症、非ＳＴセグメント上
昇心筋梗塞、並びに持続的ＳＴセグメント上昇と関連する梗塞を含めた心筋の急性虚血状
態の範囲を定義する用語である）を有する患者において顕著な特徴である。これらの患者
は、ステント配置の最有力候補であることが多く、経皮的インターベンション（ＰＣＩ）
を受ける一般の患者集団と比較して、再発性虚血、再梗塞、その後のＰＣＩ処置を繰り返
す必要性が生じる確立がより有意に高い。最後に、肥満症は、炎症誘発性状態及び内皮機
能不全と関連することが多い。両方の状態は、冠動脈ステント留置後の早期の再狭窄の独
立した予測材料であることが知られている。実際は、肥満症、脂肪細胞によるインターロ
イキン－６（ＩＬ－６）産生、及び冠動脈疾患との間に関連する事実があり、これはこの
サブセットの患者において、この炎症性サイトカインの上昇とＣＡＤの発生との間の関連
を示唆する（Ｙｕｄｋｉｎら、２０００）。
【０２８７】
　[0305]糖尿病患者は、非糖尿病患者よりもより高いレベルの炎症マーカーであるＣ反応
性タンパク質（ＣＲＰ）を示す（Ａｇｇａｒｗａｌら、２００３；Ｄａｎｄｏｎａ及びＡ
ｌｊａｄａ、２００２）。このタンパク質は、冠動脈疾患を有する患者における重要な炎
症メディエーターとして明確に同定されてきており、重篤な不安定狭心症を有する患者に
おける有害事象の予測材料である（Ｂｉｏｎｄｉ－Ｚｏｃｃａｉら、２００３）。ＣＲＰ
は、ヒト内皮細胞による単球走化性タンパク質（ＭＣＰ－１）の産生を刺激する。このメ
ディエーターの放出は、単球の流入を伴い、これらの細胞が活性化され、内皮下の空間に
移動し、そこで酸化低密度リポタンパク質（ＬＤＬ）を含めた泡沫細胞を形成すると、著
しい炎症性状態をもたらす。血漿ＩＬ－６及び腫瘍壊死因子－α（ＴＮＦ－α）は、肥満
の患者、及び２型糖尿病患者においてまた上昇する炎症性サイトカインである。実際は、
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高感度ＣＲＰ、ＩＬ－６又は血清血管細胞接着分子－１（ＶＣＡＭ－１）の上昇は、冠動
脈疾患を有する患者における死亡率の上昇と関連付けられてきた（Ｒｏｆｆｉ及びＴｏｐ
ｏｌ、２００４）。再狭窄過程の特徴である新生内膜形成は、炎症によって悪化すること
が示されてきたため、ゾタロリムス及びパクリタキセルを含めた抗炎症性及び抗増殖性作
用を有する薬剤の組合せを局所管環境に送達するステントの使用は、糖尿病患者において
明確な有用性を有することが期待されるであろう。
【０２８８】
　[0306]アテローム性プラークの破綻は、急性冠動脈症候群の開始の中心である（Ｇｒｅ
ｃｈ及びＲａｍｓｄａｌｅ、２００３）。プラーク破綻は泡沫細胞によって分泌されるマ
トリックスメタロプロテイナーゼの濃度の上昇によって誘発される場合があり、プラーク
の不安定性と発生している病変の上に重なる薄い線維性キャップの最終的な破綻とをもた
らす。さらに、泡沫細胞の表面上で発現している組織因子は、凝固因子ＶＩＩを活性化し
、それはトロンビンの形成をもたらす。このタンパク質の生成は、血小板活性化及び凝集
、並びにフィブリノゲンのフィブリンへの変換、及び血栓の明確な形成をもたらす。ステ
ント配置及び技術の改善によって、ステントを留置された患者について、再発性虚血がよ
り少なく、再梗塞率は同様であり、血管形成術を繰り返す必要性が減少することを示して
きたため、この状況におけるステントの配置に関する当初の懸念は根拠がないようである
（Ｇｒｅｃｈ及びＲａｍｓｄａｌｅ、２００３）。炎症と冠動脈病変の発生との密接な関
係によって、ゾタロリムス及びパクリタキセルを含めた抗炎症性及び抗増殖性作用を有す
る薬剤の組合せを局所管環境に送達するステントを使用することは、このような患者を治
療するための魅力的なアプローチとなっている。
【０２８９】
　[0307]本明細書に記載するステントは、冠動脈内の狭窄病変によって虚血性心疾患と診
断された患者及び再発性冠疾患及び他の有害な臨床イベントについてより高リスクの臨床
人口のサブセットに配置されるであろう。インターベンションの他の標的には、表層大腿
骨動脈、腎動脈、腸骨、及び膝窩の管の狭窄を含めた末梢血管疾患が含まれる。インター
ベンション処置の標的管には、大腿骨動脈又は橈骨動脈を介した経皮的な血管へのアクセ
スによって到達し、ガイディングカテーテルが管に挿入されるであろう。次いで、標的病
変をガイドワイヤーでクロスし、ワイヤーによって又は急速交換システムを使用してバル
ーンカテーテルを挿入する。医師はオンラインの定量的冠動脈血管造影（ＱＣＡ）により
、又は視覚による推定により移植するステントの適切なサイズを決定するであろう。ステ
ントのコンプライアンスによって示されるような適切な圧力を使用してステントを配置し
、次いで処置後の血管造影図を得ることができる。処置が完了した場合、患者は、アンギ
ナの状態及び何らかの有害事象の存在について定期的にモニターされるであろう。処置を
繰り返す必要性についても評価されるであろう。
【０２９０】
　[0308]上記の詳細な説明及び添付の実施例は単なる例示であり、添付の特許請求の範囲
及びそれらの同等物によってのみ定義される本発明の範囲を限定するものでないことは理
解されよう。開示した実施形態の様々な変更形態及び修正形態は、当業者であれば明らか
であろう。これらだけに限定されないが、本発明の化学構造、置換基、誘導体、中間体、
合成、製剤及び／又は使用方法に関するものを含めたこのような変更形態及び修正形態を
、本発明の精神及び範囲から逸脱することなく行ってもよい。
【０２９１】
　[0309]ある物質が、１つ若しくは複数の立体中心及び／又は位置中心に複数の立体化学
及び／又は位置化学を有することが可能であり、１つ若しくは複数の立体中心及び／又は
位置中心におけるその物質の立体化学及び／又は位置化学が示されていない場合、本発明
の範囲は、その物質の全ての可能性のある立体異性体（例えば、エナンチオマー、ジアス
テレオマーなど）及び／又は位置異性体を包含することもまた理解されよう。
【０２９２】
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