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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　治療剤を組織に送達するための医療装置であって、該医療装置の外面の上にあるコーテ
ィング層を含み、該コーティング層は治療剤および添加剤を含み、
該医療装置がバルーンカテーテルであり、該バルーンカテーテルが、
管腔及び遠位端を有する細長い部材；及び
該細長い部材の遠位端と連結し、管腔と流体連通している拡張バルーンをさらに含み、コ
ーティング層がバルーンの外面の上にあり、
該治療剤がパクリタキセルであり；該添加剤がグルコノラクトンである、上記医療装置。
【請求項２】
　組織が、冠血管系、末梢血管系、脳血管系、食道、気道、洞、気管、結腸、胆管、尿路
、前立腺、および脳内管の１つの組織を含む、請求項１に記載の医療装置。
【請求項３】
　コーティング層における治療剤が第２の治療剤と組み合わせられ、該第２の治療剤が、
β－ラパコン及び生物活性ビタミンＤから選択される、請求項１又は２に記載の医療装置
。
【請求項４】
　バルーンの外面及びコーティング層の間に接着層をさらに含む、請求項１～３のいずれ
か１項に記載の医療装置。
【請求項５】
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　バルーンの外面の上のコーティング層の表面の上にある最上層をさらに含み、組織への
体内通過の間の薬物の損失を減少させる、請求項１～４のいずれか１項に記載の医療装置
。
【請求項６】
　バルーンの外面及びコーティング層の間の接着層；及び
　バルーンの外面の上のコーティング層の表面の上にある最上層をさらに含み、組織への
体内通過の間の薬物の損失を減少させる、請求項１～３のいずれか１項に記載の医療装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　本出願は、2006年11月20日に出願された米国特許仮出願第60/860,084号、2007年1月17
日に出願された米国特許仮出願第60/880,742号、2007年1月25日に出願された米国特許仮
出願第60/897,427号、2007年2月26日に出願された米国特許仮出願第60/903,529号、2007
年3月2日に出願された米国特許仮出願第60/904,473号、2007年4月30日に出願された米国
特許仮出願第60/926,850号、2007年10月19日に出願された米国特許仮出願第60/981,380号
、および2007年10月19日に出願された米国特許仮出願第60/981,384号(それらのすべての
開示内容は参照により本明細書中に組み込まれている)の優先権の利益を主張する、2007
年11月19日に出願された特許出願第11/942,452号の一部継続出願である。
【０００２】
　本発明の実施形態は、コーティングされた医療装置、特にコーティングされたバルーン
カテーテル、ならびに特定の組織または体内管腔に治療剤を急速に送達するための、疾患
の治療をするための、特に体内管腔の狭窄および遠隔期内径損失を減少させるためのそれ
らの使用に関する。本発明の実施形態はまた、これらの医療装置、これらの医療装置上に
設けられたコーティング、およびそれらのコーティングを作製するための溶液の製造方法
、ならびに例えば、これらのコーティングされた医療装置を使用した、特に動脈血管系を
含めた血管系などの体内管腔の治療方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　食道、気管、結腸、胆管、または尿路などの、ヒトまたは動物患者における血管系また
は他の管腔に医療装置を導入することによって種々の病状を治療することがますます一般
になってきた。例えば、血管性疾患の治療のために使用される医療装置には、ステント、
カテーテル、バルーンカテーテル、ガイドワイヤー、カニューレなどが挙げられる。これ
らの医療装置は当初は成功しているように思われるが、このような処置の後の遅発性血栓
症などの合併症の発生、または狭窄(再狭窄)などの疾患の再発によってその利点が損なわ
れることが多い。
【０００４】
　例えば再狭窄は、血管形成術によってもたらされる血管障害への生理反応が関与する。
時が経つにつれて、脱内皮化および平滑筋細胞への損傷は、血栓付着、白血球およびマク
ロファージ浸潤、平滑筋細胞増殖/遊走、線維症および細胞外マトリックス付着をもたら
す。早期の血管障害と、結果として生ずる新生内膜増殖および管腔欠陥に結びつけるのに
、炎症は極めて重要な役割を果たす。バルーンで損傷を受けた動脈において、白血球補充
は、早期の好中球浸潤に限定される一方、ステント留置された動脈では、長期の好中球補
充に続いてマクロファージ蓄積が起こる。移植された異物からの、薬物溶出ステント(DES
)の場合は、ポリマーコーティングの不十分な生体適合性からの慢性刺激のために、より
激しく長引く炎症状態をもたらすことによって、冠動脈ステントの普及は損傷に対する血
管反応を変化させた。
【０００５】
　過去数年にわたり、多くの局所薬物送達システムが、バルーン血管形成術またはステン
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ト術後の再狭窄の治療および/または防止のために開発されてきた。例には、局所薬物送
達カテーテル、送達バルーンカテーテル、および高分子薬物コーティングステントが挙げ
られる。多くの疾患が体内の特定の局所部位または臓器に影響を与えることを考えると、
影響を受けている領域のみを優先的に治療することが有利である。これによって、不利な
副作用をもたらし得る全身性の高い薬物レベルを回避し、治療剤をそれらが必要とされて
いる局所部位に集中させる。患部組織のみを治療することによって、使用される薬物の総
量を、有意に減少させることができる。さらに、局所薬物送達は、以前は全身的使用には
毒性または非特異的過ぎると考えられていた特定の有効な治療剤の使用を可能にすること
ができる。
【０００６】
　局所送達システムの一例は、薬物溶出ステント(DES)である。ステントは、ポリマーで
コーティングされ、このポリマーに薬物が含浸している。ステントが血管に挿入される場
合、ポリマーが分解し、薬物がゆっくりと放出される。数週間から数カ月の期間にわたっ
て起こる薬物の持続放出は、DESを使用する主要な利点の1つとして報告されてきた。しか
し、慢性刺激および炎症の源であるステントなどの異物が留置される場合において、持続
放出が有利である場合があるが、異物が移植されないのであれば、急性損傷に続く炎症お
よび細胞増殖を阻害するための治療時に、それよりむしろ急速に脈管組織に薬物を送達す
るのが有利である。したがって、薬物の持続放出のために設計されたDES、または任意の
他の移植された医療装置の著しい不都合は、血管に薬物を急速に放出できないことである
。
【０００７】
　さらに、薬剤溶出ステントは、再狭窄を減少および防止するための効果的な技術である
ことが当初示されたが、最近、その有効性および安全性が疑問視されてきた。この技術の
生命を脅かす合併症である遅発性血栓症が、大きな懸案事項として浮かび上がってきた。
薬物溶出ステントは、ベアメタルステント(BMS)と比較した場合、完全に再内皮化しない
ことと、フィブリンの残存とに特徴付けられる動脈治癒の実質的な障害をもたらし、これ
は、遅発性DES血栓症の根本にある原因であると理解されている。使用されているポリマ
ーが十分に生体適合性でないため、ステント上の抗増殖性薬物が埋め込まれているポリマ
ーマトリックスが、炎症および血栓症を悪化させる可能性があるという懸念が起こってき
た。これらのポリマー系は、数秒または数分間ではなく、数日、数カ月、または数年にわ
たる薬物の長期持続放出を容易にするように設計されている。医療装置のこれらの高分子
薬物コーティングはポリマーを放出せず、このポリマーは薬物が放出された後でさえも装
置上に残存する。たとえ生分解性ポリマーが使用されていても、ポリマーおよび薬物は同
時に放出されない。これらのポリマー系からの薬物の急速放出(本発明の実施形態の意図
である)は、可能でない。したがって、医療装置コーティング中で治療剤をポリマーと混
合することは、かなりの不都合がある場合がある。
【０００８】
　DESの他の重要な制限は、水不溶性薬物が、コーティングのポリマーマトリックス中に
均等に分布しないことである。さらに、薬物およびポリマーは、ステントストラットに集
中するが、ストラットの間のギャップには集中しない。薬物の不均一な分布は、血管壁の
組織への不均一な薬物放出を引き起こす。これによって、過剰な薬物に曝されている領域
、ならびに未治療の肥厚領域および再狭窄領域において組織の損傷および血栓症が引き起
こされる場合がある。したがって、ポリマーマトリックスなどのコーティング中の薬物と
担体との適合性を増すことによって、医療装置のコーティングにおける薬物溶解度を改善
し、それによって標的組織への薬物送達の均一性を改善する必要があり、その結果ポリマ
ーマトリックスまたは他のコーティング中の薬物結晶粒子の大きさを解消または減少させ
、医療装置上の薬物コーティング中の均一な薬物分布を生じさせる。
【０００９】
　DESのまた他の重要な制限は、限定された量の活性剤のみがステントの比較的小さい表
面積に添加できることである。
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【００１０】
　バルーンカテーテルなどの非ステントをベースとする局所送達システムもまた、再狭窄
の治療および予防に効果的であった。バルーンは活性剤でコーティングされており、血管
を拡張した場合、バルーンを血管壁に対して押し付け、活性剤を送達する。したがって、
バルーンカテーテルが使用される場合、コーティング中の薬物が急速に放出され、血管組
織によって吸収されるのに有利である。脂質またはポリマーまたは封入粒子などの、急速
放出を阻害するコーティングの任意の成分は、非常に短時間で膨張し次いで体から除去さ
れるバルーンカテーテルの使用目的に必然的に不都合である。
【００１１】
　ヘパリンなどの親水性薬物は、ポリマーヒドロゲルでコーティングされたバルーンカテ
ーテルによって送達可能であると報告されている。しかし、水不溶性薬物はヒドロゲルコ
ーティングと混合することができないため、ポリマーヒドロゲルコーティングは、水不溶
性薬物(パクリタキセルおよびラパマイシンなど)を効果的に送達することができない。さ
らに、薬物が放出されると、薬物が放出された後に、架橋ポリマーヒドロゲルがバルーン
上に残る。ヨード造影剤イオプロミドは、バルーンカテーテルをコーティングするために
パクリタキセルと共に使用されてきており、再狭窄の治療にある程度成功している。造影
剤は、パクリタキセルのバルーン表面への付着を改善することが報告された。しかし、ヨ
ード造影剤にはいくつかの周知の不都合がある。診断手順のために使用される場合、それ
らは5～30%の合併症の割合を有する場合がある。これらの薬剤は、徐脈、心室性不整脈、
低血圧、心ブロック、洞停止、洞性頻拍、および細動のリスクと関連する。ヨード造影剤
はまた、腎不全も誘発する場合があり、その結果、診断手順の後で血管系からこれらの造
影剤を除去するかなりの努力が行われている。
【００１２】
　さらに、米国食品医薬品局(FDA)は、腎性全身性線維症または腎性線維化性皮膚症とし
て知られている造影剤の重篤な遅発性副作用について2006年に2次公衆衛生勧告を公表し
た。造影剤の血管内送達と関連する有害事象の幅を考えると、所望の治療剤を送達するた
めに、患者にさらなる造影剤を本質的に与えないコーティングを有する改良された医療装
置が必要である。
【００１３】
　ヨードX線造影剤は、大きい親水性球状分子である。それらは、細胞外分布および急速
な糸球体濾過および腎排泄によって特徴付けされる。それらは、極性の大きい親水性分子
であるため、膜脂質二重層を越えて血管系細胞に入ることがでない。したがってそれらは
、パクリタキセルなどの疎水性薬物を細胞中に運ぶのに最適に効果的ではなく、これらの
装置の留置後に脈管組織に取り込まれると報告されているパクリタキセルの割合は、わず
か5～20%である。さらに、パクリタキセルおよびイオプロミドの適合性または混合性は良
好ではなく、コーティングの完全性および均一性は乏しい。取り扱い中にコーティングか
らの粒子は容易に剥がれ落ち失われる。これらの欠陥は、標的組織に送達される薬物の量
および均一性に悪影響を与える。したがって、造影剤の不必要な投与を回避するだけでは
なく、また取り扱い中に完全性を維持し、より効率的に均一に薬物を送達し、組織による
その吸収を容易にするコーティングである、改善されたコーティングが必要である。
【００１４】
　あるいはバルーンカテーテルを、油もしくは脂質と混合されているか、またはリポソー
ムもしくはポリマーなどの粒子中に封入されている疎水性治療剤でコーティングすること
が報告されている。これらの薬物送達製剤のすべては、かなり不都合である。親水性造影
剤とは異なり、油および脂質は、パクリタキセルまたはラパマイシンなどの水不溶性薬物
とよく混合するが、治療剤を可溶化するために使用される油の粒径は、比較的不安定であ
り、直径が数百ナノメートルから数ミクロンの広い粒度分布にわたる。
【００１５】
　従来のミセルの添加能力は低い。油をベースとするリポソーム製剤の他の不都合は、薬
物吸収が脂肪分解の速度と程度に依存することである。油をベースとするトリグリセリド
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の脂肪分解は困難であり、多くの要因に依存しており、患部組織によって吸収されるため
にはトリグリセリドが消化され、薬物が放出されなくてはならない。リポソームおよびミ
セルは効率的に疎水性薬物を放出することができず、疎水性薬物が組織によって吸収され
る前にそれらを運び去るため、これらの薬剤によって組織に送達される疎水性薬物の量は
低いであろう。したがって、油および脂質は、非常に短い装置の留置時間の間に薬物の組
織への取込みを急速に効果的に促進させるのに効果的ではなく、これらのタイプのコーテ
ィングが効果的であるという報告はこれまでない。薬物は、粒子、ミセル、またはリポソ
ーム中に封入されており、これは薬物よりも有意に高い脂質濃度を必要とするため、これ
らの製剤中の薬物と脂質との比は典型的には0.2～0.3である。これらの技術は、薬物/脂
質粒子を最初に形成し、次いで調製した粒子で医療装置をコーティングすることを伴う。
これらの油/脂質製剤からの薬物放出は、数日から数週間または数カ月の範囲で起こるこ
とを示すいくつかの報告がある。薬物放出が数秒から数分の範囲で起こる状況ではこの特
性は望ましくない。したがって、油/脂質製剤についての技術は、このような状況におい
て有用なものとするために、かなり改善する必要性がある。
【００１６】
　ポリマー粒子中に封入された薬物は、コーティングからの拡散が更に長くかかる場合が
あり(報告されている範囲は、数カ月から数年)、標的組織に急速に浸透するのがさらに困
難であろう。ポリエステルなどのポリマー材料で形成されたミクロスフィアは、水不溶性
の薬物を封入するために使用される場合、ポリマー材料が分解されるまで薬物を放出する
ことができない。したがって、これらの高分子ミクロスフィアは、長期間にわたる薬物の
持続放出のために有用であるが、薬物を急速に放出して、組織への取込みを促進すること
ができない。
【００１７】
　薬物と医療装置とを合わせることは技術の複雑な領域である。それは、経口または注射
可能な医薬の課題などの通常の製剤上の課題と共に、薬物が標的部位に到達し、続いて薬
物が所望の放出および吸収動態で標的組織に送達されるまで薬物の医療装置への付着を維
持するという追加の課題を伴う。医療装置の薬物コーティングは、装置、例えば、バルー
ンカテーテルまたはステントの拡張および収縮によってひびが入らないような特性もまた
有さなければならない。さらに、コーティングは、バルーンの破裂圧力および伸展性、ま
たは自己拡張型ステントもしくはバルーン拡張型ステントの半径方向強度などの機能的性
能を損なってはならない。厚いコーティングは医療装置の外形を増大させ、乏しい追跡性
および送達性をもたらすため、コーティングの厚さをまた最小に保たなければならない。
これらのコーティングは一般に、通常薬物を安定化するために使用されることが多い液体
化学物質をほぼ含有しない。したがって、丸剤または注射剤で効果的な製剤は、医療装置
のコーティングではまったく作用しないであろう。薬物が装置から余りにも容易に放出さ
れる場合、標的部位に留置できる前の装置送達の間に消失する場合があり、または膨張の
初期相の間に装置から飛び散り、圧力をかけられ体内管腔壁の標的組織に接触する前に押
し流される場合がある。薬物が強く付着している場合、薬物が放出されて標的組織におい
て組織によって吸収されることができる前に、装置が取り出される場合がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１８】
【特許文献１】米国特許仮出願第60/860,084号
【特許文献２】米国特許仮出願第60/880,742号
【特許文献３】米国特許仮出願第60/897,427号
【特許文献４】米国特許仮出願第60/903,529号
【特許文献５】米国特許仮出願第60/904,473号
【特許文献６】米国特許仮出願第60/926,850号
【特許文献７】米国特許仮出願第60/981,380号
【特許文献８】米国特許仮出願第60/981,384号
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【特許文献９】特許出願第11/942,452号
【非特許文献】
【００１９】
【非特許文献１】Schott、J.Pharm.Sciences、79(1)、87～88頁(1990年)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２０】
　したがって、再狭窄などの血管性および非血管性疾患を治療または防止するために、医
療処置の間もしくは後に、局部的な組織領域に直接、治療剤、薬物または生理活性材料を
急速に送達することができる、医療装置のための高度に特異化したコーティングを開発す
る必要性が未だ存在する。装置は、効果的および効率的な方法で所望の標的場所で治療剤
を迅速に放出すべきであり、治療剤は、標的組織に急速に浸透し、疾患を治療、例えば狭
窄を緩和し、体内管腔の再狭窄および遠隔期内径損失を防止すべきである。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　本発明者は、医療装置、特に例えば、バルーンカテーテルまたはステントの外面を、治
療剤と、親水性部分および薬物親和性部分の両方を有する添加剤とを含む層でコーティン
グすることは、上述したコーティングと関連する問題を解決するのに有用であることを見
出した。薬物親和性部分は、疎水性部分であり、かつ/または水素結合および/もしくはフ
ァンデルワールス相互作用によって治療剤への親和性を有する。驚いたことに、親水性部
分および薬物親和性部分を含む本発明の実施形態による少なくとも1種の添加剤は、治療
剤と組み合わせて、油および脂質を使用することなしに医療装置上で効果的な薬物送達コ
ーティングを形成し、それによって従来の油をベースとするコーティング製剤の脂肪分解
への依存および他の不都合を回避することを本発明者は見出した。さらに、本発明の実施
形態による添加剤は、急速な薬物溶出および疾患部位の組織への優れた薬物の浸透を容易
にする。したがって、本発明の実施形態によるコーティングは、血管系または他の体内管
腔の患部組織における疎水性治療剤の吸収速度および/または程度の増加を実現する。本
発明の実施形態では、コーティングされた装置は、2分未満の非常に短い留置時間の間に
治療剤を組織に送達し、体内管腔の狭窄および遠隔期内径損失を減少させる。
【００２２】
　一実施形態では、本発明は、治療剤を組織に送達するための医療装置に関し、この装置
は医療装置の外面の上にある層を含む。この装置には、バルーンカテーテル、潅流バルー
ンカテーテル、先端有孔薬物注入チューブなどの注入カテーテル、有孔バルーン、ダブル
スペースバルーン、多孔性バルーン、および滲出性バルーン、カッティングバルーンカテ
ーテル、スコアリングバルーンカテーテル、レーザーカテーテル、アテレクトミー装置、
デバルキングカテーテル、ステント、フィルター、ステントグラフト、カバードステント
、パッチ、ワイヤ、および弁の1つが含まれる。さらに、組織には、冠血管系、末梢血管
系、脳血管系、食道、気道、洞、気管、結腸、胆管、尿路、前立腺、および脳内管の1つ
の組織が含まれる。
【００２３】
　医療装置の一実施形態では、医療装置の表面の上にあるコーティング層は、治療剤およ
び添加剤を含み、添加剤は、親水性部分および薬物親和性部分を含み、薬物親和性部分は
、疎水性部分、水素結合によって治療剤への親和性を有する部分、およびファンデルワー
ルス相互作用によって治療剤への親和性を有する部分の少なくとも1つであり、添加剤は
水溶性であり、添加剤は界面活性剤および化合物の少なくとも1つであり、化合物は80～7
50の分子量を有する。
【００２４】
　一実施形態では、医療装置の外面の上にあるコーティング層は、治療剤および添加剤を
含み、添加剤は、親水性部分および薬物親和性部分を含み、薬物親和性部分は、疎水性部
分、水素結合によって治療剤への親和性を有する部分、およびファンデルワールス相互作
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用によって治療剤への親和性を有する部分の少なくとも1つであり、添加剤は界面活性剤
および化合物の少なくとも1つであり、化合物は4つを超えるヒドロキシル基を有する。一
実施形態では、4つを超えるヒドロキシル基を有する化合物は、120℃以下の融点を有し、
化合物はアルコールまたはエステルである。
【００２５】
　一実施形態では、医療装置の外面の上にある層は、治療剤および添加剤から本質的にな
る。一実施形態では、医療装置の外面の上にある層は、ヨウ素を共有結合させた造影剤を
含まない。一実施形態では、化合物は、1個または複数のヒドロキシル、アミノ、カルボ
ニル、カルボキシル、酸、アミドまたはエステル基を有する。一実施形態では、化合物は
、アミノアルコール、ヒドロキシルカルボン酸、エステル、無水物、ヒドロキシルケトン
、ヒドロキシルラクトン、ヒドロキシルエステル、糖リン酸、糖硫酸、エチルオキシド、
エチルグリコール、アミノ酸、ペプチド、タンパク質、ソルビタン、グリセロール、多価
アルコール、ホスフェート、サルフェート、有機酸、エステル、塩、ビタミン、アミノア
ルコールと有機酸との組合せ、およびそれらの置換分子から選択される。他の実施形態で
は、界面活性剤は、イオン性、非イオン性、脂肪族および芳香族界面活性剤、PEG脂肪エ
ステル、PEGオメガ-3脂肪エステル、エーテル、アルコール、グリセロール脂肪エステル
、ソルビタン脂肪エステル、PEGグリセリル脂肪エステル、PEGソルビタン脂肪エステル、
糖脂肪エステル、PEG糖エステル、ならびにその誘導体から選択される。
【００２６】
　他の実施形態では、医療装置の表面の上にあるコーティング層は、治療剤および添加剤
を含み、添加剤は界面活性剤である。
【００２７】
　他の実施形態では、添加剤は、1個または複数のヒドロキシル、アミノ、カルボニル、
カルボキシル、酸、アミド、エステル基を有する化合物である。他の実施形態では、添加
剤は、5,000～10,000未満、好ましくは1000～5,000未満、さらに好ましくは750～1,000未
満、または最も好ましくは750未満の分子量の、1個または複数のヒドロキシル、アミノ、
カルボニル、カルボキシル、酸、アミド、またはエステル基を有する親水性化合物である
。添加剤の分子量は、送達される薬物の分子量未満であることが好ましい。小分子は迅速
に拡散することが可能であり、薬物を運びながら送達バルーンの表面から容易に放出され
る。薬物が組織と結合すると、それらは薬物から迅速に拡散する。しかし、添加剤の分子
量は、あまり低くすることはできない。80未満の分子量の添加剤は、容易に蒸発し、コー
ティングの安定的な成分でないため望ましくない。他の実施形態では、添加剤は、界面活
性剤と、1個または複数のヒドロキシル、アミノ、カルボニル、カルボキシル、酸、アミ
ド、またはエステル基を有する化合物との組合せである。他の実施形態では、添加剤は、
アミノアルコールと有機酸との組合せである。酸またはアミンとパクリタキセルなどの薬
物との反応性によってそうでなければ生じる場合がある不安定性を予防するため、組合せ
は有利である。他の実施形態では、添加剤は、ヒドロキシルケトン、ヒドロキシルラクト
ン、ヒドロキシル酸、ヒドロキシルエステル、またはヒドロキシルアミドである。他の実
施形態では、添加剤は、グルコノラクトンまたはそのリボン酸ラクトンである。さらに別
の実施形態では、添加剤は、メグルミン/乳酸、メグルミン/ゲンチジン酸、メグルミン/
酢酸、ラクトビオン酸、Tween20/ソルビトール、Tween20/ラクトビオン酸、Tween20/糖ま
たは糖誘導体、およびN-オクタノイルN-メチルグルカミンから選択される。他の実施形態
では、添加剤は、ビタミンまたはその誘導体である。他の実施形態では、添加剤は、アミ
ノ酸またはその誘導体である。他の実施形態では、添加剤は、タンパク質またはその誘導
体である。他の実施形態では、添加剤は、アルブミンである。他の実施形態では、添加剤
は、水性溶媒中で可溶性であり、有機溶媒中で可溶性である。他の実施形態では、添加剤
は、有機酸またはその無水物である。さらに別の実施形態では、添加剤は、オレイン酸ソ
ルビタンおよびソルビタン脂肪エステルから選択される。
【００２８】
　他の実施形態では、医療装置の表面の上にあるコーティング層は、治療剤および添加剤
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を含み、添加剤は水溶性であり、添加剤は80～750の分子量を有する化合物である。
【００２９】
　一実施形態では、医療装置の外面の上にある層は、油、脂質、またはポリマーを含まな
い。他の実施形態では、医療装置の外面の上にある層は、油を含まない。他の実施形態で
は、医療装置の外面の上にある層は、ポリマーを含まない。他の実施形態では、医療装置
の外面の上にある層は、純粋に疎水性の添加剤を含まない。一実施形態では、添加剤は治
療剤ではない。他の実施形態では、添加剤はサリチル酸またはその塩ではない。
【００３０】
　他の実施形態では、医療装置の表面の上にあるコーティング層は、治療剤および添加剤
を含み、添加剤は、親水性部分および薬物親和性部分を含み、薬物親和性部分は、疎水性
部分、水素結合によって治療剤への親和性を有する部分、およびファンデルワールス相互
作用によって治療剤への親和性を有する部分の少なくとも1つであり、添加剤は、p-イソ
ノニルフェノキシポリグリシドール、ラウリン酸PEG、オレイン酸PEG、ステアリン酸PEG
、ラウリン酸PEGグリセリル、Tween20、Tween40、Tween60、オレイン酸PEGグリセリル、
ステアリン酸PEGグリセリル、ラウリン酸ポリグリセリル、オレイン酸ポリグリセリル、
ミリスチン酸ポリグリセリル、パルミチン酸ポリグリセリル、ラウリン酸ポリグリセリル
-6、オレイン酸ポリグリセリル-6、ミリスチン酸ポリグリセリル-6、パルミチン酸ポリグ
リセリル-6、ラウリン酸ポリグリセリル-10、オレイン酸ポリグリセリル-10、ミリスチン
酸ポリグリセリル-10、パルミチン酸ポリグリセリル-10モノラウリン酸PEGソルビタン、
モノラウリン酸PEGソルビタン、モノオレイン酸PEGソルビタン、ステアリン酸PEGソルビ
タン、PEGオレイルエーテル、PEGラウリルエーテル、オクトキシノール、モノキシノール
、チロキサポール、モノパルミチン酸スクロース、モノラウリン酸スクロース、デカノイ
ル-N-メチルグルカミド、n-デシル-β-D-グルコピラノシド、n-デシル-β-D-マルトピラ
ノシド、n-ドデシル-β-D-グルコピラノシド、n-ドデシル-β-D-マルトシド、ヘプタノイ
ル-N-メチルグルカミド、n-ヘプチル-β-D-グルコピラノシド、n-ヘプチル-β-D-チオグ
ルコシド、n-ヘキシル-β-D-グルコピラノシド、ノナノイル-N-メチルグルカミド、n-ノ
イル-β-D-グルコピラノシド、オクタノイル-N-メチルグルカミド、n-オクチル-β-D-グ
ルコピラノシド、オクチル-β-D-チオグルコピラノシド;シスチン、チロシン、トリプト
ファン、ロイシン、イソロイシン、フェニルアラニン、アスパラギン、アスパラギン酸、
グルタミン酸、およびメチオニン;無水酢酸、無水安息香酸、アスコルビン酸、2-ピロリ
ドン-5-カルボン酸、ピロリドンカルボン酸ナトリウム、エチレンジアミン四酢酸二無水
物、無水マレイン酸、無水コハク酸、ジグリコール酸無水物、グルタル酸無水物、アセチ
アミン、ベンフォチアミン、パントテン酸;セトチアミン;シコチアミン、デクスパンテノ
ール、ナイアシンアミド、ニコチン酸、5-リン酸ピリドキサール、アスコルビン酸ニコチ
ンアミド、リボフラビン、リン酸リボフラビン、チアミン、葉酸、メナジオール二リン酸
、メナジオン重亜硫酸ナトリウム、メナドキシム、ビタミンB12、ビタミンK5、ビタミンK
6、ビタミンK6、およびビタミンU;アルブミン、免疫グロブリン、カゼイン、ヘモグロビ
ン、リゾチーム、免疫グロビン、a-2-マクログロブリン、フィブロネクチン、ビトロネク
チン、フィブリノゲン、リパーゼ、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、臭化ド
デシルトリメチルアンモニウム、ドデシル硫酸ナトリウム、塩化ジアルキルメチルベンジ
ルアンモニウム、およびスルホンコハク酸ナトリウムのジアルキルエステル、L-アスコル
ビン酸およびその塩、D-グルコアスコルビン酸およびその塩、トロメタミン、トリエタノ
ールアミン、ジエタノールアミン、メグルミン、グルカミン、アミンアルコール、グルコ
ヘプトン酸、グルコン酸、ヒドロキシルケトン、ヒドロキシルラクトン、グルコノラクト
ン、グルコヘプトノラクトン、グルコオクタン酸ラクトン、グロン酸ラクトン、マンノン
酸ラクトン、リボン酸ラクトン、ラクトビオン酸、グルコサミン、グルタミン酸、ベンジ
ルアルコール、安息香酸、ヒドロキシ安息香酸、4-ヒドロキシ安息香酸プロピル、リシン
酢酸塩、ゲンチジン酸、ラクトビオン酸、ラクチトール、シナピン酸、バニリン酸、バニ
リン、メチルパラベン、プロピルパラベン、ソルビトール、キシリトール、シクロデキス
トリン、(2-ヒドロキシプロピル)-シクロデキストリン、アセトアミノフェン、イブプロ
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フェン、レチノイン酸、酢酸リシン、ゲンチジン酸、カテキン、カテキンガレート、チレ
タミン、ケタミン、プロポフォール、乳酸、酢酸、任意の有機酸および有機アミンの塩、
ポリグリシドール、グリセロール、マルチグリセロール、ガラクチトール、ジ(エチレン
グリコール)、トリ(エチレングリコール)、テトラ(エチレングリコール)、ペンタ(エチレ
ングリコール)、ポリ(エチレングリコール)オリゴマー、ジ(プロピレングリコール)、ト
リ(プロピレングリコール)、テトラ(プロピレングリコール、およびペンタ(プロピレング
リコール)、ポリ(プロピレングリコール)オリゴマー、ならびにこの誘導体および組合せ
から選択される。
【００３１】
　一実施形態では、治療剤は、パクリタキセルおよびその類似体、ラパマイシンおよびそ
の類似体、β-ラパコンおよびその類似体、生物学的ビタミンDおよびその類似体、ならび
にこれらの治療剤の混合物の1つである。他の実施形態では、治療剤は第2の治療剤と組み
合わされ、治療剤はパクリタキセル、ラパマイシン、およびその類似体の1つであり、第2
の治療剤は、β-ラパコン、生物活性ビタミンD、およびそれらの類似体の1つである。
【００３２】
　一実施形態では、医療装置の外面の上にある層を含む医療装置は、医療装置の外面およ
びこの層の間の接着層をさらに含む。他の実施形態では、装置は、この層の表面の上にあ
る最上層をさらに含み、組織への体内通過の間の薬物の損失を減少させる。他の実施形態
では、医療装置の外面の上にある層の表面の上にある最上層は、医療装置の外面の上にあ
る層中の添加剤より親水性でない添加剤を含み、最上層の添加剤は、p-イソノニルフェノ
キシポリグリシドール、ラウリン酸PEG、Tween20、Tween40、Tween60、オレイン酸PEG、
ステアリン酸PEG、ラウリン酸PEGグリセリル、オレイン酸PEGグリセリル、ステアリン酸P
EGグリセリル、ラウリン酸ポリグリセリル、オレイン酸ポリグリセリル、ミリスチン酸ポ
リグリセリル、パルミチン酸ポリグリセリル、ラウリン酸ポリグリセリル-6、オレイン酸
ポリグリセリル-6、ミリスチン酸ポリグリセリル-6、パルミチン酸ポリグリセリル-6、ラ
ウリン酸ポリグリセリル-10、オレイン酸ポリグリセリル-10、ミリスチン酸ポリグリセリ
ル-10、パルミチン酸ポリグリセリル-10モノラウリン酸PEGソルビタン、モノラウリン酸P
EGソルビタン、モノオレイン酸PEGソルビタン、ステアリン酸PEGソルビタン、PEGオレイ
ルエーテル、PEGラウリルエーテル、オクトキシノール、モノキシノール、チロキサポー
ル、モノパルミチン酸スクロース、モノラウリン酸スクロース、デカノイル-N-メチルグ
ルカミド、n-デシル-β-D-グルコピラノシド、n-デシル-β-D-マルトピラノシド、n-ドデ
シル-β-D-グルコピラノシド、n-ドデシル-β-D-マルトシド、ヘプタノイル-N-メチルグ
ルカミド、n-ヘプチル-β-D-グルコピラノシド、n-ヘプチル-β-D-チオグルコシド、n-ヘ
キシル-β-D-グルコピラノシド、ノナノイル-N-メチルグルカミド、n-ノイル-β-D-グル
コピラノシド、オクタノイル-N-メチルグルカミド、n-オクチル-β-D-グルコピラノシド
、オクチル-β-D-チオグルコピラノシド;シスチン、チロシン、トリプトファン、ロイシ
ン、イソロイシン、フェニルアラニン、アスパラギン、アスパラギン酸、グルタミン酸、
およびメチオニン;無水酢酸、無水安息香酸、アスコルビン酸、2-ピロリドン-5-カルボン
酸、ピロリドンカルボン酸ナトリウム、エチレンジアミン四酢酸二無水物、無水マレイン
酸、無水コハク酸、ジグリコール酸無水物、グルタル酸無水物、アセチアミン、ベンフォ
チアミン、パントテン酸;セトチアミン;シコチアミン、デクスパンテノール、ナイアシン
アミド、ニコチン酸、5-リン酸ピリドキサール、アスコルビン酸ニコチンアミド、リボフ
ラビン、リン酸リボフラビン、チアミン、葉酸、メナジオール二リン酸、メナジオン重亜
硫酸ナトリウム、メナドキシム、ビタミンB12、ビタミンK5、ビタミンK6、ビタミンK6、
およびビタミンU;アルブミン、免疫グロブリン、カゼイン、ヘモグロビン、リゾチーム、
免疫グロビン、a-2-マクログロブリン、フィブロネクチン、ビトロネクチン、フィブリノ
ゲン、リパーゼ、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、臭化ドデシルトリメチル
アンモニウム、ドデシル硫酸ナトリウム、塩化ジアルキルメチルベンジルアンモニウム、
およびスルホンコハク酸ナトリウムのジアルキルエステル、L-アスコルビン酸およびその
塩、D-グルコアスコルビン酸およびその塩、トロメタミン、トリエタノールアミン、ジエ
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タノールアミン、メグルミン、グルカミン、アミンアルコール、グルコヘプトン酸、グル
コン酸、ヒドロキシルケトン、ヒドロキシルラクトン、グルコノラクトン、グルコヘプト
ノラクトン、グルコオクタン酸ラクトン、グロン酸ラクトン、マンノン酸ラクトン、リボ
ン酸ラクトン、ラクトビオン酸、グルコサミン、グルタミン酸、ベンジルアルコール、安
息香酸、ヒドロキシ安息香酸、4-ヒドロキシ安息香酸プロピル、リシン酢酸塩、ゲンチジ
ン酸、ラクトビオン酸、ラクチトール、シナピン酸、バニリン酸、バニリン、メチルパラ
ベン、プロピルパラベン、ソルビトール、キシリトール、シクロデキストリン、(2-ヒド
ロキシプロピル)-シクロデキストリン、アセトアミノフェン、イブプロフェン、レチノイ
ン酸、酢酸リシン、ゲンチジン酸、カテキン、カテキンガレート、チレタミン、ケタミン
、プロポフォール、乳酸、酢酸、任意の有機酸および有機アミンの塩、ポリグリシドール
、グリセロール、マルチグリセロール、ガラクチトール、ジ(エチレングリコール)、トリ
(エチレングリコール)、テトラ(エチレングリコール)、ペンタ(エチレングリコール)、ポ
リ(エチレングリコール)オリゴマー、ジ(プロピレングリコール)、トリ(プロピレングリ
コール)、テトラ(プロピレングリコール、およびペンタ(プロピレングリコール)、ポリ(
プロピレングリコール)オリゴマー、ポリエチレングリコールとポリプロピレングリコー
ルとのブロックコポリマー、ならびにこの誘導体および組合せから選択される。
【００３３】
　他の実施形態では、医療装置は、ジメチルスルホキシド溶媒層をさらに含み、ジメチル
スルホキシド溶媒層は、層の表面の上にある。
【００３４】
　医療装置の一実施形態では、装置は、治療剤および添加剤を放出し、治療剤を組織に約
0.1～2分で送達することができる。一実施形態では、層中の治療剤の濃度は、1～20μg/m
m2である。一実施形態では、層中の治療剤の濃度は、2～10μg/mm2である。一実施形態で
は、治療剤は水溶性ではない。
【００３５】
　一実施形態では、添加剤は、バルーンからの治療剤の放出を増強する。他の実施形態で
は、添加剤は、組織における治療剤の浸透および吸収を増強する。他の実施形態では、添
加剤は、少なくとも1mg/mlの水およびエタノールへの溶解度を有し、治療剤は水溶性では
ない。
【００３６】
　医療装置の他の実施形態では、医療装置の外面の上にある層は、治療剤および少なくと
も2種の添加剤を含み、添加剤の各々は、親水性部分および薬物親和性部分を含み、薬物
親和性部分は、疎水性部分、水素結合によって治療剤への親和性を有する部分、およびフ
ァンデルワールス相互作用によって治療剤への親和性を有する部分の少なくとも1つであ
り、各添加剤は極性有機溶媒中で可溶性であり、水中で可溶性である。この実施形態の一
態様では、極性有機溶媒は、メタノール、エタノール、イソプロパノール、アセトン、ジ
メチルホルミド、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、ジメチルスルホキシド、ア
セトニトリル、酢酸エチル、およびクロロホルムおよびこれらの極性有機溶媒と水との混
合物から選択される。この実施形態の他の態様では、装置は、医療装置の外面の上にある
層の表面の上にある最上層をさらに含み、標的組織への体内通過の間の薬物の損失を減少
させる。
【００３７】
　医療装置の他の実施形態では、医療装置の外面の上にある層は、治療剤および添加剤を
含み、添加剤は、親水性部分および薬物親和性部分を含み、薬物親和性部分は、疎水性部
分、水素結合によって治療剤への親和性を有する部分、およびファンデルワールス相互作
用によって治療剤への親和性を有する部分の少なくとも1つであり、添加剤は、治療剤の
結晶の大きさおよび粒子数を減少させ、添加剤は水溶性であり、治療剤は水溶性ではない
。
【００３８】
　医療装置の他の実施形態では、医療装置の外面の上にある層は、治療剤および添加剤を
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含み、添加剤は、親水性部分および薬物親和性部分を含み、薬物親和性部分は、疎水性部
分、水素結合によって治療剤への親和性を有する部分、およびファンデルワールス相互作
用によって治療剤への親和性を有する部分の少なくとも1つであり、添加剤は、酸、エス
テル、エーテル、またはアルコールの脂肪鎖を有し、脂肪鎖を組織の脂質膜構造に直接挿
入することができ、治療剤は水溶性ではない。
【００３９】
　医療装置の他の実施形態では、医療装置の外面の上にある層は、治療剤および添加剤を
含み、添加剤は、親水性部分および疎水性部分を含み、添加剤は、組織の脂質膜構造に浸
透し、構造を再編成することができ、治療剤は水溶性ではなく、ミセル中に囲い込まれて
も、またはポリマー粒子中に封入されてもいない。
【００４０】
　医療装置の他の実施形態では、医療装置の外面の上にある層は、治療剤および添加剤を
含み、添加剤は、親水性部分および薬物親和性部分を含み、添加剤は、酸、エステル、エ
ーテル、またはアルコールの脂肪鎖を有し、脂肪鎖は組織の脂質膜構造に直接挿入され、
添加剤は、水素結合および/またはファンデルワールス相互作用によって薬物への親和性
を有する1つまたは複数の官能基を有し(官能基には、ヒドロキシル、エステル、アミド、
カルボン酸、第一級、第二級および第三級アミン、カルボニル、無水物、酸化物、ならび
にアミノアルコールが挙げられる)、治療剤は水溶性ではなく、ミセル中に囲い込まれて
も、またはポリマー粒子中に封入されてもおらず、層は、ポリマーを含まず、層はヨウ素
を共有結合させた造影剤を含まない。
【００４１】
　さらに別の実施形態では、本発明は、治療剤を組織に送達するためのステントコーティ
ングに関し、ステントコーティングは、ステント表面の上にある層を含む。この実施形態
の一態様では、ステントの表面の上にある層は、治療剤、添加剤、およびポリマーマトリ
ックスを含み、治療剤は、ポリマーマトリックス中に粒子として分散しているが、封入さ
れてはおらず、添加剤は、親水性部分および薬物親和性部分を含み、薬物親和性は、疎水
性部分、水素結合によって治療剤への親和性を有する部分、およびファンデルワールス相
互作用によって治療剤への親和性を有する部分の少なくとも1つである。この実施形態の
一態様では、添加剤は、治療剤およびポリマーマトリックスの適合性を改善し、添加剤は
粒径を減少させ、ポリマーマトリックス中の治療剤の分布の均一性を改善し、添加剤はポ
リマーマトリックスからの薬物の急速放出を増強する。
【００４２】
　さらに別の実施形態では、本発明は、混合物から調製された、薬物を組織に送達するた
めの医療装置コーティングに関する。この実施形態の一態様では、コーティングは、その
中に分散した薬物粒子を含有する有機相と、水溶性添加剤を含有する水相とを含む混合物
から調製される。この実施形態の一態様では、水溶性添加剤は、ポリエチレングリコール
、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリジノン、ポリペプチド、水溶性界面活性剤、
水溶性ビタミン、およびタンパク質から選択される。この実施形態の他の態様では、混合
物の調製には、高剪断条件下、および任意選択で加圧下の均質化が含まれる。
【００４３】
　他の実施形態では、本発明は、治療剤を血管に送達するためのバルーンカテーテルに関
し、カテーテルはバルーンの外面の上にあるコーティング層を含む。バルーンカテーテル
の一実施形態では、コーティング層は、治療剤および添加剤を含み、添加剤は、親水性部
分および薬物親和性部分を含み、薬物親和性部分は、疎水性部分、水素結合によって治療
剤への親和性を有する部分、およびファンデルワールス相互作用によって治療剤への親和
性を有する部分の少なくとも1つであり、添加剤は水溶性であり、添加剤は界面活性剤お
よび化合物の少なくとも1つであり、化合物は80～750の分子量を有する。
【００４４】
　バルーンカテーテルの他の実施形態では、コーティング層は、治療剤および添加剤を含
み、添加剤は、親水性部分および薬物親和性部分を含み、薬物親和性部分は、疎水性部分
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、水素結合によって治療剤への親和性を有する部分、およびファンデルワールス相互作用
によって治療剤への親和性を有する部分の少なくとも1つであり、添加剤は界面活性剤お
よび化合物の少なくとも1つであり、化合物は4つを超えるヒドロキシル基を有する。この
実施形態の一態様では、4つを超えるヒドロキシル基を有する化合物は、120℃以下の融点
を有し、化合物はアルコールまたはエステルである。
【００４５】
　バルーンカテーテルの一実施形態では、医療装置の外面の上にあるコーティング層は、
治療剤および添加剤から本質的になる。他の実施形態では、医療装置の外面の上にある層
は、ヨウ素を共有結合させた造影剤を含まない。
【００４６】
　一実施形態では、界面活性剤は、イオン性、非イオン性、脂肪族および芳香族界面活性
剤、PEG脂肪エステル、PEGオメガ-3脂肪エステル、エーテル、アルコール、グリセロール
脂肪エステル、ソルビタン脂肪エステル、PEGグリセリル脂肪エステル、PEGソルビタン脂
肪エステル、糖脂肪エステル、PEG糖エステル、ならびにその誘導体から選択される。一
実施形態では、化合物は、1個または複数のヒドロキシル、アミノ、カルボニル、カルボ
キシル、酸、アミドまたはエステル基を有する。一実施形態では、1個または複数のヒド
ロキシル、アミノ、カルボニル、カルボキシル、酸、アミドまたはエステル基を有する化
合物は、アミノアルコール、ヒドロキシルカルボン酸、エステル、無水物、ヒドロキシル
ケトン、ヒドロキシルラクトン、ヒドロキシルエステル、糖リン酸、糖硫酸、エチルオキ
シド、エチルグリコール、アミノ酸、ペプチド、タンパク質、ソルビタン、グリセロール
、多価アルコール、ホスフェート、サルフェート、有機酸、エステル、塩、ビタミン、ア
ミノアルコールと有機酸との組合せ、およびそれらの置換分子から選択される。
【００４７】
　バルーンカテーテルの一実施形態では、バルーンの外面の上にあるコーティング層は、
純粋に疎水性の添加剤を含まない。他の実施形態では、バルーンの表面の上にあるコーテ
ィング層は、ヨード造影剤を含有しない。他の実施形態では、添加剤は治療剤ではない。
他の実施形態では、添加剤はサリチル酸またはその塩ではない。他の実施形態では、バル
ーンの表面の上にあるコーティング層は、油、脂質、またはポリマーを含まない。さらに
別の実施形態では、バルーンの表面の上にあるコーティング層は、油を含まない。この実
施形態の他の態様では、コーティング層は、ポリマーを含まない。
【００４８】
　バルーンカテーテルの一実施形態では、治療剤および添加剤を含むコーティング層中の
添加剤は、p-イソノニルフェノキシポリグリシドール、ラウリン酸PEG、Tween20、Tween4
0、Tween60、オレイン酸PEG、ステアリン酸PEG、ラウリン酸PEGグリセリル、オレイン酸P
EGグリセリル、ステアリン酸PEGグリセリル、ラウリン酸ポリグリセリル、オレイン酸ポ
リグリセリル、ミリスチン酸ポリグリセリル、パルミチン酸ポリグリセリル、ラウリン酸
ポリグリセリル-6、オレイン酸ポリグリセリル-6、ミリスチン酸ポリグリセリル-6、パル
ミチン酸ポリグリセリル-6、ラウリン酸ポリグリセリル-10、オレイン酸ポリグリセリル-
10、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、パルミチン酸ポリグリセリル-10モノラウリン酸PE
Gソルビタン、モノラウリン酸PEGソルビタン、モノオレイン酸PEGソルビタン、ステアリ
ン酸PEGソルビタン、PEGオレイルエーテル、PEGラウリルエーテル、オクトキシノール、
モノキシノール、チロキサポール、モノパルミチン酸スクロース、モノラウリン酸スクロ
ース、デカノイル-N-メチルグルカミド、n-デシル-β-D-グルコピラノシド、n-デシル-β
-D-マルトピラノシド、n-ドデシル-β-D-グルコピラノシド、n-ドデシル-β-D-マルトシ
ド、ヘプタノイル-N-メチルグルカミド、n-ヘプチル-β-D-グルコピラノシド、n-ヘプチ
ル-β-D-チオグルコシド、n-ヘキシル-β-D-グルコピラノシド、ノナノイル-N-メチルグ
ルカミド、n-ノイル-β-D-グルコピラノシド、オクタノイル-N-メチルグルカミド、n-オ
クチル-β-D-グルコピラノシド、オクチル-β-D-チオグルコピラノシド;シスチン、チロ
シン、トリプトファン、ロイシン、イソロイシン、フェニルアラニン、アスパラギン、ア
スパラギン酸、グルタミン酸、およびメチオニン;無水酢酸、無水安息香酸、アスコルビ
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ン酸、2-ピロリドン-5-カルボン酸、ピロリドンカルボン酸ナトリウム、エチレンジアミ
ン四酢酸二無水物、無水マレイン酸、無水コハク酸、ジグリコール酸無水物、グルタル酸
無水物、アセチアミン、ベンフォチアミン、パントテン酸;セトチアミン;シコチアミン、
デクスパンテノール、ナイアシンアミド、ニコチン酸、5-リン酸ピリドキサール、アスコ
ルビン酸ニコチンアミド、リボフラビン、リン酸リボフラビン、チアミン、葉酸、メナジ
オール二リン酸、メナジオン重亜硫酸ナトリウム、メナドキシム、ビタミンB12、ビタミ
ンK5、ビタミンK6、ビタミンK6、およびビタミンU;アルブミン、免疫グロブリン、カゼイ
ン、ヘモグロビン、リゾチーム、免疫グロビン、a-2-マクログロブリン、フィブロネクチ
ン、ビトロネクチン、フィブリノゲン、リパーゼ、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼト
ニウム、臭化ドデシルトリメチルアンモニウム、ドデシル硫酸ナトリウム、塩化ジアルキ
ルメチルベンジルアンモニウム、およびスルホンコハク酸ナトリウムのジアルキルエステ
ル、L-アスコルビン酸およびその塩、D-グルコアスコルビン酸およびその塩、トロメタミ
ン、トリエタノールアミン、ジエタノールアミン、メグルミン、グルカミン、アミンアル
コール、グルコヘプトン酸、グルコン酸、ヒドロキシルケトン、ヒドロキシルラクトン、
グルコノラクトン、グルコヘプトノラクトン、グルコオクタン酸ラクトン、グロン酸ラク
トン、マンノン酸ラクトン、リボン酸ラクトン、ラクトビオン酸、グルコサミン、グルタ
ミン酸、ベンジルアルコール、安息香酸、ヒドロキシ安息香酸、4-ヒドロキシ安息香酸プ
ロピル、リシン酢酸塩、ゲンチジン酸、ラクトビオン酸、ラクチトール、シナピン酸、バ
ニリン酸、バニリン、メチルパラベン、プロピルパラベン、ソルビトール、キシリトール
、シクロデキストリン、(2-ヒドロキシプロピル)-シクロデキストリン、アセトアミノフ
ェン、イブプロフェン、レチノイン酸、酢酸リシン、ゲンチジン酸、カテキン、カテキン
ガレート、チレタミン、ケタミン、プロポフォール、乳酸、酢酸、任意の有機酸および有
機アミンの塩、ポリグリシドール、グリセロール、マルチグリセロール、ガラクチトール
、ジ(エチレングリコール)、トリ(エチレングリコール)、テトラ(エチレングリコール)、
ペンタ(エチレングリコール)、ポリ(エチレングリコール)オリゴマー、ジ(プロピレング
リコール)、トリ(プロピレングリコール)、テトラ(プロピレングリコール、およびペンタ
(プロピレングリコール)、ポリ(プロピレングリコール)オリゴマー、ポリエチレングリコ
ールとポリプロピレングリコールとのブロックコポリマー、ならびにこの誘導体および組
合せから選択される。
【００４９】
　一実施形態では、治療剤は、パクリタキセルおよびその類似体、ラパマイシンおよびそ
の類似体、β-ラパコンおよびその類似体、生物学的ビタミンDおよびその類似体、ならび
にこれらの治療剤の混合物の1つである。他の実施形態では、治療剤は第2の治療剤と組み
合わされ、治療剤はパクリタキセル、ラパマイシン、およびその類似体の1つであり、第2
の治療剤は、β-ラパコン、生物活性ビタミンD、およびそれらの類似体の1つである。一
実施形態では、治療剤は水溶性ではない。
【００５０】
　一実施形態では、添加剤は有機溶媒中および水中で可溶性である。他の実施形態では、
添加剤は、血管の組織での治療剤の浸透および吸収を増強させる。他の実施形態では、治
療剤は水溶性ではない。他の実施形態では、添加剤は少なくとも1mg/mlの水およびエタノ
ールへの溶解度を有し、治療剤は水溶性ではない。
【００５１】
　バルーンカテーテルの一実施形態では、カテーテルは、バルーンの外面とコーティング
層との間の接着層をさらに含む。他の実施形態では、カテーテルはコーティング層の上に
ある最上層をさらに含み、最上層は、血管への体内通過の間の治療剤の損失を減少させる
。最上層は、本明細書に記載する本発明の実施形態によるそれらの添加剤から選択される
添加剤を含む。最上層は、治療的介入のための標的部位に対する体内管腔への体内通過の
間にゆっくりと溶解するであろう。この最上層は、本発明の実施形態の医療装置を押し付
け管腔組織に接触させる場合、通過の間の薬物損失を減少させ、組織が利用可能な薬物を
増加させるであろう。一実施形態では、最上層中の添加剤は、コーティング層中の添加剤
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より親水性ではない。他の実施形態では、カテーテルは、ジメチルスルホキシド溶媒層を
さらに含み、ジメチルスルホキシド溶媒層は、コーティング層の表面の上にある。
【００５２】
　一実施形態では、バルーンカテーテルは、治療剤および添加剤を放出し、治療剤を血管
に約0.1～2分で送達することができる。
【００５３】
　バルーンカテーテルの一実施形態では、コーティング層中の治療剤の濃度は、1～20μg
/mm2である。他の実施形態では、コーティング層中の治療剤の濃度は、2～10μg/mm2であ
る。
【００５４】
　さらなる実施形態では、本発明は、治療剤を血管に送達するためのバルーンカテーテル
に関する。この実施形態の一態様では、カテーテルには、管腔および遠位端を有する細長
い部材と、細長い部材の遠位端と連結し、管腔と流体連通している拡張バルーンと、バル
ーンの外面の上にあるコーティング層とが含まれる。この実施形態の一態様では、バルー
ンの表面の上にあるコーティング層は、治療剤および添加剤を含み、添加剤は、親水性部
分および薬物親和性部分を含み、薬物親和性部分は、疎水性部分、水素結合によって治療
剤への親和性を有する部分、およびファンデルワールス相互作用によって治療剤への親和
性を有する部分の少なくとも1つであり、添加剤は水溶性であり、添加剤は界面活性剤お
よび化合物の少なくとも1つであり、化合物は80～750の分子量を有し、カテーテルは、治
療剤および添加剤を放出し、治療剤を血管の組織に約2分未満で送達することができる。
この実施形態の一態様では、層は、ヨード造影剤を含有しない。
【００５５】
　一実施形態では、バルーンカテーテルは、コーティング層の上にあるジメチルスルホキ
シド溶媒層をさらに含み、ジメチルスルホキシド層は、血管を浸透する治療剤の能力を増
強する。他の実施形態では、バルーンカテーテルは、バルーンの外面とコーティング層と
の間の接着層をさらに含む。さらに別の実施形態では、バルーンカテーテルは、コーティ
ング層の上にある最上層をさらに含み、最上層は、治療的介入のための標的部位への血管
通過の間にコーティング層の完全性を維持する。
【００５６】
　一実施形態では、コーティング層中の治療剤の濃度は、2.5～6μg/mm2である。一実施
形態では、界面活性剤は、イオン性、非イオン性、脂肪族および芳香族界面活性剤、PEG
脂肪エステル、PEGオメガ-3脂肪エステル、エーテル、アルコール、グリセロール脂肪エ
ステル、ソルビタン脂肪エステル、PEGグリセリル脂肪エステル、PEGソルビタン脂肪エス
テル、糖脂肪エステル、PEG糖エステル、ならびにその誘導体から選択される。一実施形
態では、化合物は、1個または複数のヒドロキシル、アミノ、カルボニル、カルボキシル
、酸、アミドまたはエステル基を有する。一実施形態では、1個または複数のヒドロキシ
ル、アミノ、カルボニル、カルボキシル、酸、アミドまたはエステル基を有する化合物は
、アミノアルコール、ヒドロキシルカルボン酸、エステル、無水物、ヒドロキシルケトン
、ヒドロキシルラクトン、ヒドロキシルエステル、糖リン酸、糖硫酸、エチルオキシド、
エチルグリコール、アミノ酸、ペプチド、タンパク質、ソルビタン、グリセロール、多価
アルコール、ホスフェート、サルフェート、有機酸、エステル、塩、ビタミン、アミノア
ルコールと有機酸との組合せ、およびそれらの置換分子から選択される。一実施形態では
、化合物は、4つを超えるヒドロキシル基を有し、120℃以下の融点を有し、化合物はアル
コールまたはエステルである。
【００５７】
　バルーンカテーテルの一実施形態では、添加剤は、p-イソノニルフェノキシポリグリシ
ドール、ラウリン酸PEG、オレイン酸PEG、ステアリン酸PEG、ラウリン酸PEGグリセリル、
オレイン酸PEGグリセリル、ステアリン酸PEGグリセリル、ラウリン酸ポリグリセリル、オ
レイン酸ポリグリセリル、ミリスチン酸ポリグリセリル、パルミチン酸ポリグリセリル、
ラウリン酸ポリグリセリル-6、オレイン酸ポリグリセリル-6、ミリスチン酸ポリグリセリ
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ル-6、パルミチン酸ポリグリセリル-6、ラウリン酸ポリグリセリル-10、オレイン酸ポリ
グリセリル-10、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、パルミチン酸ポリグリセリル-10モノ
ラウリン酸PEGソルビタン、モノラウリン酸PEGソルビタン、モノオレイン酸PEGソルビタ
ン、ステアリン酸PEGソルビタン、PEGオレイルエーテル、PEGラウリルエーテル、Tween20
、Tween40、Tween60、オクトキシノール、モノキシノール、チロキサポール、モノパルミ
チン酸スクロース、モノラウリン酸スクロース、デカノイル-N-メチルグルカミド、n-デ
シル-β-D-グルコピラノシド、n-デシル-β-D-マルトピラノシド、n-ドデシル-β-D-グル
コピラノシド、n-ドデシル-β-D-マルトシド、ヘプタノイル-N-メチルグルカミド、n-ヘ
プチル-β-D-グルコピラノシド、n-ヘプチル-β-D-チオグルコシド、n-ヘキシル-β-D-グ
ルコピラノシド、ノナノイル-N-メチルグルカミド、n-ノイル-β-D-グルコピラノシド、
オクタノイル-N-メチルグルカミド、n-オクチル-β-D-グルコピラノシド、オクチル-β-D
-チオグルコピラノシド;シスチン、チロシン、トリプトファン、ロイシン、イソロイシン
、フェニルアラニン、アスパラギン、アスパラギン酸、グルタミン酸、およびメチオニン
;無水酢酸、無水安息香酸、アスコルビン酸、2-ピロリドン-5-カルボン酸、ピロリドンカ
ルボン酸ナトリウム、エチレンジアミン四酢酸二無水物、無水マレイン酸、無水コハク酸
、ジグリコール酸無水物、グルタル酸無水物、アセチアミン、ベンフォチアミン、パント
テン酸;セトチアミン;シコチアミン、デクスパンテノール、ナイアシンアミド、ニコチン
酸、5-リン酸ピリドキサール、アスコルビン酸ニコチンアミド、リボフラビン、リン酸リ
ボフラビン、チアミン、葉酸、メナジオール二リン酸、メナジオン重亜硫酸ナトリウム、
メナドキシム、ビタミンB12、ビタミンK5、ビタミンK6、ビタミンK6、およびビタミンU;
アルブミン、免疫グロブリン、カゼイン、ヘモグロビン、リゾチーム、免疫グロビン、a-
2-マクログロブリン、フィブロネクチン、ビトロネクチン、フィブリノゲン、リパーゼ、
塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、臭化ドデシルトリメチルアンモニウム、ド
デシル硫酸ナトリウム、塩化ジアルキルメチルベンジルアンモニウム、およびスルホンコ
ハク酸ナトリウムのジアルキルエステル、L-アスコルビン酸およびその塩、D-グルコアス
コルビン酸およびその塩、トロメタミン、トリエタノールアミン、ジエタノールアミン、
メグルミン、グルカミン、アミンアルコール、グルコヘプトン酸、グルコン酸、ヒドロキ
シルケトン、ヒドロキシルラクトン、グルコノラクトン、グルコヘプトノラクトン、グル
コオクタン酸ラクトン、グロン酸ラクトン、マンノン酸ラクトン、リボン酸ラクトン、ラ
クトビオン酸、グルコサミン、グルタミン酸、ベンジルアルコール、安息香酸、ヒドロキ
シ安息香酸、4-ヒドロキシ安息香酸プロピル、リシン酢酸塩、ゲンチジン酸、ラクトビオ
ン酸、ラクチトール、シナピン酸、バニリン酸、バニリン、メチルパラベン、プロピルパ
ラベン、ソルビトール、キシリトール、シクロデキストリン、(2-ヒドロキシプロピル)-
シクロデキストリン、アセトアミノフェン、イブプロフェン、レチノイン酸、酢酸リシン
、ゲンチジン酸、カテキン、カテキンガレート、チレタミン、ケタミン、プロポフォール
、乳酸、酢酸、任意の有機酸および有機アミンの塩、ポリグリシドール、グリセロール、
マルチグリセロール、ガラクチトール、ジ(エチレングリコール)、トリ(エチレングリコ
ール)、テトラ(エチレングリコール)、ペンタ(エチレングリコール)、ポリ(エチレングリ
コール)オリゴマー、ジ(プロピレングリコール)、トリ(プロピレングリコール)、テトラ(
プロピレングリコール、およびペンタ(プロピレングリコール)、ポリ(プロピレングリコ
ール)オリゴマー、ポリエチレングリコールとポリプロピレングリコールとのブロックコ
ポリマー、ならびにこの誘導体および組合せから選択される。
【００５８】
　さらなる実施形態では、本発明は、治療剤および添加剤を含む医薬組成物に関し、添加
剤は、親水性部分および薬物親和性部分を含み、薬物親和性部分は、疎水性部分、水素結
合によって治療剤への親和性を有する部分、およびファンデルワールス相互作用によって
治療剤への親和性を有する部分の少なくとも1つであり、添加剤は水溶性であり、添加剤
は界面活性剤および化合物の少なくとも1つであり、化合物は80～750の分子量を有する。
この実施形態の一態様では、医薬組成物は、ヨウ素を共有結合させた造影剤またはポリマ
ーを含まず、治療剤は、ミセルまたは粒子中に封入されていない。
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【００５９】
　一実施形態では、化合物は、1個または複数のヒドロキシル、アミノ、カルボニル、カ
ルボキシル、酸、アミドまたはエステル基を有する。一実施形態では、1個または複数の
ヒドロキシル、アミノ、カルボニル、カルボキシル、酸、アミドまたはエステル基を有す
る化合物は、アミノアルコール、ヒドロキシルカルボン酸、エステル、無水物、ヒドロキ
シルケトン、ヒドロキシルラクトン、ヒドロキシルエステル、糖リン酸、糖硫酸、エチル
オキシド、エチルグリコール、アミノ酸、ペプチド、タンパク質、ソルビタン、グリセロ
ール、多価アルコール、ホスフェート、サルフェート、有機酸、エステル、塩、ビタミン
、アミノアルコールと有機酸との組合せ、およびそれらの置換分子から選択される。一実
施形態では、化合物は4つを超えるヒドロキシル基を有し、120℃以下の融点を有し、化合
物はアルコールまたはエステルである。一実施形態では、界面活性剤は、イオン性、非イ
オン性、脂肪族および芳香族界面活性剤、PEG脂肪エステル、PEGオメガ-3脂肪エステル、
エーテル、アルコール、グリセロール脂肪エステル、ソルビタン脂肪エステル、PEGグリ
セリル脂肪エステル、PEGソルビタン脂肪エステル、糖脂肪エステル、PEG糖エステル、な
らびにその誘導体から選択される。
【００６０】
　医薬組成物の一実施形態では、添加剤は、p-イソノニルフェノキシポリグリシドール、
ラウリン酸PEG、オレイン酸PEG、ステアリン酸PEG、ラウリン酸PEGグリセリル、オレイン
酸PEGグリセリル、ステアリン酸PEGグリセリル、ラウリン酸ポリグリセリル、Tween20、T
ween40、Tween60、オレイン酸ポリグリセリル、ミリスチン酸ポリグリセリル、パルミチ
ン酸ポリグリセリル、ラウリン酸ポリグリセリル-6、オレイン酸ポリグリセリル-6、ミリ
スチン酸ポリグリセリル-6、パルミチン酸ポリグリセリル-6、ラウリン酸ポリグリセリル
-10、オレイン酸ポリグリセリル-10、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、パルミチン酸ポ
リグリセリル-10モノラウリン酸PEGソルビタン、モノラウリン酸PEGソルビタン、モノオ
レイン酸PEGソルビタン、ステアリン酸PEGソルビタン、PEGオレイルエーテル、PEGラウリ
ルエーテル、オクトキシノール、モノキシノール、チロキサポール、モノパルミチン酸ス
クロース、モノラウリン酸スクロース、デカノイル-N-メチルグルカミド、n-デシル-β-D
-グルコピラノシド、n-デシル-β-D-マルトピラノシド、n-ドデシル-β-D-グルコピラノ
シド、n-ドデシル-β-D-マルトシド、ヘプタノイル-N-メチルグルカミド、n-ヘプチル-β
-D-グルコピラノシド、n-ヘプチル-β-D-チオグルコシド、n-ヘキシル-β-D-グルコピラ
ノシド、ノナノイル-N-メチルグルカミド、n-ノイル-β-D-グルコピラノシド、オクタノ
イル-N-メチルグルカミド、n-オクチル-β-D-グルコピラノシド、オクチル-β-D-チオグ
ルコピラノシド;シスチン、チロシン、トリプトファン、ロイシン、イソロイシン、フェ
ニルアラニン、アスパラギン、アスパラギン酸、グルタミン酸、およびメチオニン;無水
酢酸、無水安息香酸、アスコルビン酸、2-ピロリドン-5-カルボン酸、ピロリドンカルボ
ン酸ナトリウム、エチレンジアミン四酢酸二無水物、無水マレイン酸、無水コハク酸、ジ
グリコール酸無水物、グルタル酸無水物、アセチアミン、ベンフォチアミン、パントテン
酸;セトチアミン;シコチアミン、デクスパンテノール、ナイアシンアミド、ニコチン酸、
5-リン酸ピリドキサール、アスコルビン酸ニコチンアミド、リボフラビン、リン酸リボフ
ラビン、チアミン、葉酸、メナジオール二リン酸、メナジオン重亜硫酸ナトリウム、メナ
ドキシム、ビタミンB12、ビタミンK5、ビタミンK6、ビタミンK6、およびビタミンU;アル
ブミン、免疫グロブリン、カゼイン、ヘモグロビン、リゾチーム、免疫グロビン、a-2-マ
クログロブリン、フィブロネクチン、ビトロネクチン、フィブリノゲン、リパーゼ、塩化
ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、臭化ドデシルトリメチルアンモニウム、ドデシ
ル硫酸ナトリウム、塩化ジアルキルメチルベンジルアンモニウム、およびスルホンコハク
酸ナトリウムのジアルキルエステル、L-アスコルビン酸およびその塩、D-グルコアスコル
ビン酸およびその塩、トロメタミン、トリエタノールアミン、ジエタノールアミン、メグ
ルミン、グルカミン、アミンアルコール、グルコヘプトン酸、グルコン酸、ヒドロキシル
ケトン、ヒドロキシルラクトン、グルコノラクトン、グルコヘプトノラクトン、グルコオ
クタン酸ラクトン、グロン酸ラクトン、マンノン酸ラクトン、リボン酸ラクトン、ラクト
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ビオン酸、グルコサミン、グルタミン酸、ベンジルアルコール、安息香酸、ヒドロキシ安
息香酸、4-ヒドロキシ安息香酸プロピル、リシン酢酸塩、ゲンチジン酸、ラクトビオン酸
、ラクチトール、シナピン酸、バニリン酸、バニリン、メチルパラベン、プロピルパラベ
ン、ソルビトール、キシリトール、シクロデキストリン、(2-ヒドロキシプロピル)-シク
ロデキストリン、アセトアミノフェン、イブプロフェン、レチノイン酸、酢酸リシン、ゲ
ンチジン酸、カテキン、カテキンガレート、チレタミン、ケタミン、プロポフォール、乳
酸、酢酸、任意の有機酸および有機アミンの塩、ポリグリシドール、グリセロール、マル
チグリセロール、ガラクチトール、ジ(エチレングリコール)、トリ(エチレングリコール)
、テトラ(エチレングリコール)、ペンタ(エチレングリコール)、ポリ(エチレングリコー
ル)オリゴマー、ジ(プロピレングリコール)、トリ(プロピレングリコール)、テトラ(プロ
ピレングリコール、およびペンタ(プロピレングリコール)、ポリ(プロピレングリコール)
オリゴマー、ポリエチレングリコールとポリプロピレングリコールとのブロックコポリマ
ー、ならびにこの誘導体および組合せから選択される。
【００６１】
　さらなる実施形態では、本発明は、カテーテルによる注入または噴霧によって手術部位
に医薬組成物を送達するステップを含む、外科的処置または介入処置後の罹患した体内管
腔または体腔の治療方法に関し、組成物は治療剤および添加剤を含み、添加剤は、親水性
部分および薬物親和性部分を含み、薬物親和性部分は、疎水性部分、水素結合によって治
療剤への親和性を有する部分、およびファンデルワールス相互作用によって治療剤への親
和性を有する部分の少なくとも1つであり、添加剤は界面活性剤および化合物の少なくと
も1つであり、化合物は80～750の分子量を有する。一実施形態では、化合物は、1個また
は複数のヒドロキシル、アミノ、カルボニル、カルボキシル、酸、アミドまたはエステル
基を有する。一実施形態では、添加剤は水溶性であり、組成物はヨウ素を共有結合させた
造影剤を含まない。
【００６２】
　一実施形態では、界面活性剤は、イオン性、非イオン性、脂肪族および芳香族界面活性
剤、PEG脂肪エステル、PEGオメガ-3脂肪エステル、エーテル、アルコール、グリセロール
脂肪エステル、ソルビタン脂肪エステル、PEGグリセリル脂肪エステル、PEGソルビタン脂
肪エステル、糖脂肪エステル、PEG糖エステル、ならびにその誘導体から選択される。一
実施形態では、1個または複数のヒドロキシル、アミノ、カルボニル、カルボキシル、酸
、アミドまたはエステル基を有する化合物は、アミノアルコール、ヒドロキシルカルボン
酸、エステル、無水物、ヒドロキシルケトン、ヒドロキシルラクトン、ヒドロキシルエス
テル、糖リン酸、糖硫酸、エチルオキシド、エチルグリコール、アミノ酸、ペプチド、タ
ンパク質、ソルビタン、グリセロール、多価アルコール、ホスフェート、サルフェート、
有機酸、エステル、塩、ビタミン、アミノアルコールと有機酸との組合せ、およびそれら
の置換分子から選択される。
【００６３】
　さらなる実施形態では、本発明は、卵巣、乳房、肺、食道、頭頸部領域、膀胱、前立腺
、脳、肝臓、大腸の癌、ならびにリンパ腫を含めた癌を治療するための医薬組成物に関し
、組成物は治療剤および添加剤を含み、添加剤は、親水性部分および薬物親和性部分を含
み、薬物親和性部分は、疎水性部分、水素結合によって治療剤への親和性を有する部分、
およびファンデルワールス相互作用によって治療剤への親和性を有する部分の少なくとも
1つであり、治療剤は、ミセル中に囲い込まれても、またはポリマー粒子中に封入されて
もおらず、組成物はヨウ素を共有結合させた造影剤を含まない。この実施形態の一態様で
は、治療剤は、パクリタキセルおよびその類似体ならびにラパマイシンおよびその類似体
から選択される。
【００６４】
　さらなる実施形態では、本発明は、医療装置をコーティングするための溶液に関する。
この実施形態の一態様では、溶液は、有機溶媒、治療剤および添加剤を含み、添加剤は、
親水性部分および薬物親和性部分を含み、薬物親和性部分は、疎水性部分、水素結合によ



(18) JP 6463429 B2 2019.2.6

10

20

30

40

50

って治療剤への親和性を有する部分、およびファンデルワールス相互作用によって治療剤
への親和性を有する部分の少なくとも1つであり、添加剤は水溶性であり、添加剤は界面
活性剤および化合物の少なくとも1つであり、化合物は80～750の分子量を有する。他の実
施形態では、医療装置をコーティングするための溶液は、ヨウ素を共有結合させた造影剤
、油、脂質、またはポリマーを含まない。
【００６５】
　一実施形態では、化合物は、1個または複数のヒドロキシル、アミノ、カルボニル、カ
ルボキシル、酸、アミドまたはエステル基を有する。一実施形態では、1個または複数の
ヒドロキシル、アミノ、カルボニル、カルボキシル、酸、アミドまたはエステル基を有す
る化合物は、アミノアルコール、ヒドロキシルカルボン酸、エステル、無水物、ヒドロキ
シルケトン、ヒドロキシルラクトン、ヒドロキシルエステル、糖リン酸、糖硫酸、エチル
オキシド、エチルグリコール、アミノ酸、ペプチド、タンパク質、ソルビタン、グリセロ
ール、多価アルコール、ホスフェート、サルフェート、有機酸、エステル、塩、ビタミン
、アミノアルコールと有機酸との組合せ、およびそれらの置換分子から選択される。一実
施形態では、界面活性剤は、イオン性、非イオン性、脂肪族および芳香族界面活性剤、PE
G脂肪エステル、PEGオメガ-3脂肪エステル、エーテル、アルコール、グリセロール脂肪エ
ステル、ソルビタン脂肪エステル、PEGグリセリル脂肪エステル、PEGソルビタン脂肪エス
テル、糖脂肪エステル、PEG糖エステル、ならびにその誘導体から選択される。一実施形
態では、治療剤は、パクリタキセルまたはラパマイシンまたはその類似体もしくは誘導体
である。
【００６６】
　他の実施形態では、コーティング溶液中の添加剤は、p-イソノニルフェノキシポリグリ
シドール、ラウリン酸PEG、オレイン酸PEG、ステアリン酸PEG、ラウリン酸PEGグリセリル
、Tween20、Tween60、Tween80、オレイン酸PEGグリセリル、ステアリン酸PEGグリセリル
、ラウリン酸ポリグリセリル、オレイン酸ポリグリセリル、ミリスチン酸ポリグリセリル
、パルミチン酸ポリグリセリル、ラウリン酸ポリグリセリル-6、オレイン酸ポリグリセリ
ル-6、ミリスチン酸ポリグリセリル-6、パルミチン酸ポリグリセリル-6、ラウリン酸ポリ
グリセリル-10、オレイン酸ポリグリセリル-10、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、パル
ミチン酸ポリグリセリル-10モノラウリン酸PEGソルビタン、モノラウリン酸PEGソルビタ
ン、モノオレイン酸PEGソルビタン、ステアリン酸PEGソルビタン、PEGオレイルエーテル
、PEGラウリルエーテル、オクトキシノール、モノキシノール、チロキサポール、モノパ
ルミチン酸スクロース、モノラウリン酸スクロース、デカノイル-N-メチルグルカミド、n
-デシル-β-D-グルコピラノシド、n-デシル-β-D-マルトピラノシド、n-ドデシル-β-D-
グルコピラノシド、n-ドデシル-β-D-マルトシド、ヘプタノイル-N-メチルグルカミド、n
-ヘプチル-β-D-グルコピラノシド、n-ヘプチル-β-D-チオグルコシド、n-ヘキシル-β-D
-グルコピラノシド、ノナノイル-N-メチルグルカミド、n-ノイル-β-D-グルコピラノシド
、オクタノイル-N-メチルグルカミド、n-オクチル-β-D-グルコピラノシド、オクチル-β
-D-チオグルコピラノシド;シスチン、チロシン、トリプトファン、ロイシン、イソロイシ
ン、フェニルアラニン、アスパラギン、アスパラギン酸、グルタミン酸、およびメチオニ
ン;無水酢酸、無水安息香酸、アスコルビン酸、2-ピロリドン-5-カルボン酸、ピロリドン
カルボン酸ナトリウム、エチレンジアミン四酢酸二無水物、無水マレイン酸、無水コハク
酸、ジグリコール酸無水物、グルタル酸無水物、アセチアミン、ベンフォチアミン、パン
トテン酸;セトチアミン;シコチアミン、デクスパンテノール、ナイアシンアミド、ニコチ
ン酸、5-リン酸ピリドキサール、アスコルビン酸ニコチンアミド、リボフラビン、リン酸
リボフラビン、チアミン、葉酸、メナジオール二リン酸、メナジオン重亜硫酸ナトリウム
、メナドキシム、ビタミンB12、ビタミンK5、ビタミンK6、ビタミンK6、およびビタミンU
;アルブミン、免疫グロブリン、カゼイン、ヘモグロビン、リゾチーム、免疫グロビン、a
-2-マクログロブリン、フィブロネクチン、ビトロネクチン、フィブリノゲン、リパーゼ
、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、臭化ドデシルトリメチルアンモニウム、
ドデシル硫酸ナトリウム、塩化ジアルキルメチルベンジルアンモニウム、およびスルホン
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コハク酸ナトリウムのジアルキルエステル、L-アスコルビン酸およびその塩、D-グルコア
スコルビン酸およびその塩、トロメタミン、トリエタノールアミン、ジエタノールアミン
、メグルミン、グルカミン、アミンアルコール、グルコヘプトン酸、グルコン酸、ヒドロ
キシルケトン、ヒドロキシルラクトン、グルコノラクトン、グルコヘプトノラクトン、グ
ルコオクタン酸ラクトン、グロン酸ラクトン、マンノン酸ラクトン、リボン酸ラクトン、
ラクトビオン酸、グルコサミン、グルタミン酸、ベンジルアルコール、安息香酸、ヒドロ
キシ安息香酸、4-ヒドロキシ安息香酸プロピル、リシン酢酸塩、ゲンチジン酸、ラクトビ
オン酸、ラクチトール、シナピン酸、バニリン酸、バニリン、メチルパラベン、プロピル
パラベン、ソルビトール、キシリトール、シクロデキストリン、(2-ヒドロキシプロピル)
-シクロデキストリン、アセトアミノフェン、イブプロフェン、レチノイン酸、酢酸リシ
ン、ゲンチジン酸、カテキン、カテキンガレート、チレタミン、ケタミン、プロポフォー
ル、乳酸、酢酸、任意の有機酸および有機アミンの塩、ポリグリシドール、グリセロール
、マルチグリセロール、ガラクチトール、ジ(エチレングリコール)、トリ(エチレングリ
コール)、テトラ(エチレングリコール)、ペンタ(エチレングリコール)、ポリ(エチレング
リコール)オリゴマー、ジ(プロピレングリコール)、トリ(プロピレングリコール)、テト
ラ(プロピレングリコール、およびペンタ(プロピレングリコール)、ポリ(プロピレングリ
コール)オリゴマー、ポリエチレングリコールとポリプロピレングリコールとのブロック
コポリマー、ならびにこの誘導体および組合せから選択される。
【００６７】
　さらなる実施形態では、本発明は、治療剤を組織に送達するための医療装置に関し、装
置は、医療装置の外面に塗布される第1の層、および第1の層の上にある第2の層を含む。
この実施形態の一態様では、第1の層は治療剤を含み、第2の層は添加剤を含み、添加剤は
、親水性部分および薬物親和性部分を含み、薬物親和性部分は、疎水性部分、水素結合に
よって治療剤への親和性を有する部分、およびファンデルワールス相互作用によって治療
剤への親和性を有する部分の少なくとも1つである。この実施形態の一態様では、第1の層
は添加剤をさらに含み、添加剤は水溶性であり、この層はヨード造影剤を含まない。この
実施形態の他の態様では、第2の層は治療剤をさらに含む。この実施形態のさらなる態様
では、第1の層は添加剤をさらに含み、第2の層は治療剤をさらに含む。
【００６８】
　さらなる実施形態では、本発明は、治療剤を含む第1の層と、添加剤を含む最上層とを
含む2層コーティングに関する。この実施形態の一態様では、最上層は、第1の層の上にあ
る場合がある。この実施形態の一態様では、第1の層中および最上層中の両方の添加剤は
、親水性部分および薬物親和性部分を含み、薬物親和性部分は、疎水性部分、水素結合に
よって治療剤への親和性を有する部分、およびファンデルワールス相互作用によって治療
剤への親和性を有する部分の少なくとも1つであり、添加剤は水溶性であり、添加剤は界
面活性剤および化合物の少なくとも1つであり、化合物は80～750の分子量を有する。この
実施形態の一態様では、第1の層は、ヨウ素を共有結合させた造影剤を含まない。この実
施形態の他の態様では、最上層は治療剤をさらに含む。
【００６９】
　さらなる実施形態では、本発明は、医療装置の調製方法に関する。この実施形態の一態
様では、この方法は、(a)有機溶媒、治療剤および添加剤を含むコーティング溶液を調製
するステップ(添加剤は、親水性部分および薬物親和性部分を含み、薬物親和性部分は、
疎水性部分、水素結合によって治療剤への親和性を有する部分、およびファンデルワール
ス相互作用によって治療剤への親和性を有する部分の少なくとも1つであり、添加剤は水
溶性であり、添加剤は界面活性剤および化合物の少なくとも1つであり、化合物は80～750
の分子量を有する)と、(b)コーティング溶液を医療装置に塗布するステップと、および(c
)コーティング溶液を乾燥させ、コーティング層を形成するステップとを含む。この実施
形態の一態様では、コーティング層は、ヨウ素を共有結合させた造影剤を含まない。この
実施形態の一態様では、コーティング溶液は、医療装置の外面の一部をコーティング溶液
中に液浸することによって塗布される。この実施形態の他の態様では、コーティング溶液



(20) JP 6463429 B2 2019.2.6

10

20

30

40

50

は、医療装置の外面の一部をコーティング溶液で噴霧することによって塗布される。この
実施形態の他の態様では、コーティング層において治療有効量の治療剤が医療装置の表面
上に付着するまで、ステップ(b)および(c)を繰り返す。この実施形態の他の態様では、コ
ーティング層の全厚さは、約0.1～200ミクロンである。この実施形態の他の態様では、こ
の方法は、ジメチルスルホキシド溶媒をステップ(c)で得た乾燥したコーティング層に塗
布するステップをさらに含む。
【００７０】
　さらなる実施形態では、本発明は、薬物コーティングされたバルーンカテーテルの調製
方法に関する。この実施形態の一態様では、この方法は、(a)有機溶媒、治療剤および添
加剤を含むコーティング溶液を調製するステップ(添加剤は、親水性部分および薬物親和
性部分を含み、薬物親和性は、疎水性部分、水素結合によって治療剤への親和性を有する
部分、およびファンデルワールス相互作用によって治療剤への親和性を有する部分の少な
くとも1つであり、添加剤は界面活性剤および化合物の少なくとも1つであり、化合物は80
～750の分子量を有する)と、(b)コーティング溶液を膨張したバルーンカテーテルに塗布
するステップと、および(c)バルーンカテーテルを収縮させ、折り畳み、コーティング溶
液を乾燥させて、薬物コーティングの均一性を増加させるステップとを含む。
【００７１】
　さらなる実施形態では、本発明は、血管の治療方法に関する。この実施形態の一態様で
は、この方法は、コーティング層を含む医療装置を血管に挿入するステップ(コーティン
グ層は、治療剤および添加剤を含み、添加剤は、親水性部分および薬物親和性部分を含み
、薬物親和性は、疎水性部分、水素結合によって治療剤への親和性を有する部分、および
ファンデルワールス相互作用によって治療剤への親和性を有する部分の少なくとも1つで
あり、添加剤は水溶性であり、添加剤は界面活性剤および化合物の少なくとも1つであり
、化合物は80～750の分子量を有する)と、治療剤および添加剤を放出させ、治療剤を血管
の組織に2分以下で送達するステップとを含む。この実施形態の一態様では、コーティン
グ層は、ヨウ素を共有結合させた造影剤を含まない。
【００７２】
　さらなる実施形態では、本発明は、体内導管の完全閉塞または狭窄の治療方法に関する
。この実施形態の一態様では、この方法は、プラークを体内導管から除去するステップと
、コーティング層を含む医療装置を体内導管に挿入するステップ(コーティング層は、治
療剤および添加剤を含み、添加剤は、親水性部分および薬物親和性部分を含み、薬物親和
性部分は、疎水性部分、水素結合によって治療剤への親和性を有する部分、およびファン
デルワールス相互作用によって治療剤への親和性を有する部分の少なくとも1つであり、
添加剤は界面活性剤および化合物の少なくとも1つであり、化合物は80～750の分子量を有
する)と、治療剤および添加剤を放出させ、治療剤を体内導管の組織へ2分以下で送達する
ステップとを含む。
【００７３】
　さらなる実施形態では、本発明は、コーティング層を含む医療装置を体の組織と接触さ
せるステップ(コーティング層は、治療剤および添加剤を含み、添加剤は、親水性部分お
よび薬物親和性部分を含み、薬物親和性部分は、疎水性部分、水素結合によって治療剤へ
の親和性を有する部分、およびファンデルワールス相互作用によって治療剤への親和性を
有する部分の少なくとも1つであり、添加剤は水溶性であり、添加剤は界面活性剤および
化合物の少なくとも1つであり、化合物は80～750の分子量を有する)と、治療剤および添
加剤を放出させ、治療剤を組織に2分以下で送達するステップとを含む、体の組織の治療
方法に関する。一実施形態では、コーティング層は、ヨウ素共有結合造影剤を含まない。
この実施形態の一態様では、組織には、冠血管系、末梢血管系、脳血管系、食道、気道、
洞、気管、結腸、胆管、尿路、前立腺、および脳内管の1つの組織が含まれる。
【００７４】
　さらなる実施形態では、本発明は、バルーンカテーテルの製造方法に関する。この実施
形態の一態様では、この方法は、有機溶媒、治療剤および添加剤を含む溶液を調製するス
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テップ(添加剤は、親水性部分および薬物親和性部分を含み、薬物親和性は、疎水性部分
、水素結合によって治療剤への親和性を有する部分、およびファンデルワールス相互作用
によって治療剤への親和性を有する部分の少なくとも1つであり、添加剤は水溶性であり
、添加剤は界面活性剤および化合物の少なくとも1つであり、化合物は80～750の分子量を
有する)と、溶液をバルーンカテーテルに塗布するステップと、溶媒を蒸発させるステッ
プとを含む。一実施形態では、溶液は、ヨード造影剤を含有しない。
【００７５】
　さらなる実施形態では、本発明は、医療装置の外面の上にある層を含む医療装置に関し
、この層は治療剤および添加剤を含み、添加剤は、PEG脂肪エステル、PEG脂肪エーテル、
およびPEG脂肪アルコールの1つである。この実施形態の一態様では、添加剤は、ラウリン
酸PEG-8、オレイン酸PEG-8、ステアリン酸PEG-8、オレイン酸PEG-9、ラウリン酸PEG-10、
オレイン酸PEG-10、ラウリン酸PEG-12、オレイン酸PEG-12、オレイン酸PEG-15、ラウリン
酸PEG-20、オレイン酸PEG-20、ジラウリン酸PEG-20、ジオレイン酸PEG-20、ジステアリン
酸PEG-20、ジラウリン酸PEG-32およびジオレイン酸PEG-32から選択される。この実施形態
の他の態様では、組織には、冠血管系、末梢血管系、脳血管系、食道、気道、洞、気管、
結腸、胆管、尿路、前立腺、および脳内管の1つの組織が含まれる。この実施形態の他の
態様では、装置には、バルーンカテーテル、潅流バルーンカテーテル、注入カテーテル、
カッティングバルーンカテーテル、スコアリングバルーンカテーテル、レーザーカテーテ
ル、アテレクトミー装置、デバルキングカテーテル、ステント、フィルター、ステントグ
ラフト、カバードステント、パッチ、ワイヤ、および弁の1つが含まれる。
【００７６】
　さらなる実施形態では、本発明は、医療装置の外面の上にある層を含む医療装置に関し
、この層は治療剤および添加剤を含み、添加剤は、グリセロール脂肪エステルおよびポリ
グリセロール脂肪エステルおよびPEGグリセロール脂肪エステルの1つである。この実施形
態の一態様では、添加剤は、オレイン酸ポリグリセリル、ジオレイン酸ポリグリセリル-2
、トリオレイン酸ポリグリセリル-10、ステアリン酸ポリグリセリル、ラウリン酸ポリグ
リセリル、ミリスチン酸ポリグリセリル、パルミチン酸ポリグリセリル、リノール酸ポリ
グリセリル、ラウリン酸ポリグリセリル-10、オレイン酸ポリグリセリル-10、モノ、ジオ
レイン酸ポリグリセリル-10、ステアリン酸ポリグリセリル-10、ラウリン酸ポリグリセリ
ル-10、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、パルミチン酸ポリグリセリル-10、リノール酸
ポリグリセリル-10、ステアリン酸ポリグリセリル-6、ラウリン酸ポリグリセリル-6、ミ
リスチン酸ポリグリセリル-6、パルミチン酸ポリグリセリル-6、およびリノール酸ポリグ
リセリル-6、ポリリシノール酸ポリグリセリル、ラウリン酸PEG-20グリセリル、ラウリン
酸PEG-30グリセリル、ラウリン酸PEG-40グリセリル、オレイン酸PEG-20グリセリル、およ
びオレイン酸PEG-30グリセリルから選択される。この実施形態の他の態様では、組織には
、冠血管系、末梢血管系、脳血管系、食道、気道、洞、気管、結腸、胆管、尿路、前立腺
、および脳内管の1つの組織が含まれる。この実施形態の他の態様では、装置には、バル
ーンカテーテル、潅流バルーンカテーテル、注入カテーテル、カッティングバルーンカテ
ーテル、スコアリングバルーンカテーテル、レーザーカテーテル、アテレクトミー装置、
デバルキングカテーテル、ステント、フィルター、ステントグラフト、カバードステント
、パッチ、ワイヤ、および弁の1つが含まれる。
【００７７】
　さらなる実施形態では、本発明は、医療装置の外面の上にある層を含む医療装置に関し
、この層は治療剤および添加剤を含み、添加剤は、ソルビタン脂肪エステル、およびPEG
ソルビタンエステルの1つである。この実施形態の一態様では、添加剤は、モノラウリン
酸ソルビタン、モノパルミチン酸ソルビタン、モノオレイン酸ソルビタン、モノステアリ
ン酸ソルビタン、モノラウリン酸PEG-20ソルビタン、モノパルミチン酸PEG-20ソルビタン
、モノオレイン酸PEG-20ソルビタン、およびモノステアリン酸PEG-20ソルビタンから選択
される。この実施形態の他の態様では、組織には、冠血管系、末梢血管系、脳血管系、食
道、気道、洞、気管、結腸、胆管、尿路、前立腺、および脳内管の1つの組織が含まれる
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。この実施形態の他の態様では、装置には、バルーンカテーテル、潅流バルーンカテーテ
ル、注入カテーテル、カッティングバルーンカテーテル、スコアリングバルーンカテーテ
ル、レーザーカテーテル、アテレクトミー装置、デバルキングカテーテル、ステント、フ
ィルター、ステントグラフト、カバードステント、パッチ、ワイヤ、および弁の1つが含
まれる。
【００７８】
　さらなる実施形態では、本発明は、医療装置の外面の上にある層を含む医療装置に関し
、この層は治療剤および添加剤を含み、添加剤はフェノール部分を含有する化合物である
。この実施形態の一態様では、添加剤は、p-イソノニルフェノキシポリグリシドール、オ
クトキシノール、モノキシノール、チロキサポール、オクトキシノール-9、およびモノキ
シノール-9から選択される。この実施形態の他の態様では、組織には、冠血管系、末梢血
管系、脳血管系、食道、気道、洞、気管、結腸、胆管、尿路、前立腺、および脳内管の1
つの組織が含まれる。この実施形態の他の態様では、装置には、バルーンカテーテル、潅
流バルーンカテーテル、注入カテーテル、カッティングバルーンカテーテル、スコアリン
グバルーンカテーテル、レーザーカテーテル、アテレクトミー装置、デバルキングカテー
テル、ステント、フィルター、ステントグラフト、カバードステント、パッチ、ワイヤ、
および弁の1つが含まれる。
【００７９】
　さらなる実施形態では、本発明は、医療装置の外面の上にある層を含む医療装置に関し
、この層は治療剤および添加剤を含み、添加剤は、モノラウリン酸スクロース、デカノイ
ル-N-メチルグルカミド、n-デシル-β-D-グルコピラノシド、n-デシル-β-D-マルトピラ
ノシド、n-ドデシル-β-D-グルコピラノシド、n-ドデシル-β-D-マルトシド、ヘプタノイ
ル-N-メチルグルカミド、n-ヘプチル-β-D-グルコピラノシド、n-ヘプチル-β-D-チオグ
ルコシド、n-ヘキシル-β-D-グルコピラノシド、ノナノイル-N-メチルグルカミド、n-ノ
イル-β-D-グルコピラノシド、オクタノイル-N-メチルグルカミド、n-オクチル-β-D-グ
ルコピラノシド、オクチル-β-D-チオグルコピラノシド、D-グルコアスコルビン酸および
その塩、トロメタミン、グルカミン、グルコヘプトン酸、グルコン酸、ヒドロキシルケト
ン、ヒドロキシルラクトン、グルコノラクトン、グルコヘプトノラクトン、グルコオクタ
ン酸ラクトン、グロン酸ラクトン、マンノン酸ラクトン、リボン酸ラクトン、ラクトビオ
ン酸、ならびにグルコサミンから選択される。この実施形態の他の態様では、組織には、
冠血管系、末梢血管系、脳血管系、食道、気道、洞、気管、結腸、胆管、尿路、前立腺、
および脳内管の1つの組織が含まれる。この実施形態の他の態様では、装置には、バルー
ンカテーテル、潅流バルーンカテーテル、注入カテーテル、カッティングバルーンカテー
テル、スコアリングバルーンカテーテル、レーザーカテーテル、アテレクトミー装置、デ
バルキングカテーテル、ステント、フィルター、ステントグラフト、カバードステント、
パッチ、ワイヤ、および弁の1つが含まれる。
【００８０】
　さらなる実施形態では、本発明は、医療装置の外面の上にある層を含む医療装置に関し
、この層は治療剤および添加剤を含み、添加剤は、イオン性界面活性剤である。この実施
形態の一態様では、添加剤は、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、塩化セチル
ピリジニウム、臭化ドデシルトリメチルアンモニウム、ドデシル硫酸ナトリウム、塩化ジ
アルキルメチルベンジルアンモニウム、塩化エドロホニウム、臭化ドミフェン、スルホン
コハク酸ナトリウムのジアルキルエステル、スルホコハク酸ジオクチルナトリウム、コー
ル酸ナトリウム、およびタウロコール酸ナトリウムから選択される。この実施形態の他の
態様では、組織には、冠血管系、末梢血管系、脳血管系、食道、気道、洞、気管、結腸、
胆管、尿路、前立腺、および脳内管の1つの組織が含まれる。この実施形態の他の態様で
は、装置には、バルーンカテーテル、潅流バルーンカテーテル、注入カテーテル、カッテ
ィングバルーンカテーテル、スコアリングバルーンカテーテル、レーザーカテーテル、ア
テレクトミー装置、デバルキングカテーテル、ステント、フィルター、ステントグラフト
、カバードステント、パッチ、ワイヤ、および弁の1つが含まれる。
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【００８１】
　さらなる実施形態では、本発明は、医療装置の外面の上にある層を含む医療装置に関し
、この層は治療剤および添加剤を含み、添加剤はビタミンまたはビタミン誘導体である。
この実施形態の一態様では、添加剤は、アセチアミン、ベンフォチアミン、パントテン酸
、セトチアミン、シコチアミン、デクスパンテノール、ナイアシンアミド、ニコチン酸お
よびその塩、5-リン酸ピリドキサール、アスコルビン酸ニコチンアミド、リボフラビン、
リン酸リボフラビン、チアミン、葉酸、メナジオール二リン酸、メナジオン重亜硫酸ナト
リウム、メナドキシム、ビタミンB12、ビタミンK5、ビタミンK6、ビタミンK6、ビタミンU
、エルゴステロール、1-α-ヒドロキシコレカル-シフェロール、ビタミンD2、ビタミンD3
、α-カロテン、β-カロテン、γ-カロテン、ビタミンA、フルスルチアミン、メチロール
リボフラビン、オクトチアミン、プロスルチアミン、リボフラビン、ビンチアモール、ジ
ヒドロビタミンK1、メナジオール二酢酸、メナジオール二酪酸、メナジオール二硫酸、メ
ナジオール、ビタミンK1、ビタミンK1オキシド、ビタミンK2、およびビタミンK-S(II)か
ら選択される。この実施形態の他の態様では、組織には、冠血管系、末梢血管系、脳血管
系、食道、気道、洞、気管、結腸、胆管、尿路、前立腺、および脳内管の1つの組織が含
まれる。この実施形態の他の態様では、装置には、バルーンカテーテル、潅流バルーンカ
テーテル、注入カテーテル、カッティングバルーンカテーテル、スコアリングバルーンカ
テーテル、レーザーカテーテル、アテレクトミー装置、デバルキングカテーテル、ステン
ト、フィルター、ステントグラフト、カバードステント、パッチ、ワイヤ、および弁の1
つが含まれる。
【００８２】
　さらなる実施形態では、本発明は、医療装置の外面の上にある層を含む医療装置に関し
、この層は治療剤および添加剤を含み、添加剤は、アミノ酸、アミノ酸塩、またはアミノ
酸誘導体である。この実施形態の一態様では、添加剤は、アラニン、アルギニン、アスパ
ラギン、アスパラギン酸、システイン、グルタミン酸、グルタミン、グリシン、ヒスチジ
ン、プロリン、イソロイシン、ロイシン、リシン、メチオニン、フェニルアラニン、セリ
ン、スレオニン、トリプトファン、チロシン、バリン、およびその誘導体から選択される
。この実施形態の他の態様では、組織には、冠血管系、末梢血管系、脳血管系、食道、気
道、洞、気管、結腸、胆管、尿路、前立腺、および脳内管の1つの組織が含まれる。この
実施形態の他の態様では、装置には、バルーンカテーテル、潅流バルーンカテーテル、注
入カテーテル、カッティングバルーンカテーテル、スコアリングバルーンカテーテル、レ
ーザーカテーテル、アテレクトミー装置、デバルキングカテーテル、ステント、フィルタ
ー、ステントグラフト、カバードステント、パッチ、ワイヤ、および弁の1つが含まれる
。
【００８３】
　さらなる実施形態では、本発明は、治療剤を組織に送達するための医療装置に関し、こ
の装置は医療装置の外面の上にある層を含み、この層は治療剤および添加剤を含み、添加
剤は、ペプチド、オリゴペプチド、またはタンパク質である。この実施形態の一態様では
、添加剤は、アルブミン、免疫グロブリン、カゼイン、ヘモグロビン、リゾチーム、免疫
グロビン、a-2-マクログロブリン、フィブロネクチン、ビトロネクチン、フィブリノゲン
、およびリパーゼから選択される。この実施形態の他の態様では、組織には、冠血管系、
末梢血管系、脳血管系、食道、気道、洞、気管、結腸、胆管、尿路、前立腺、および脳内
管の1つの組織が含まれる。この実施形態の他の態様では、装置には、バルーンカテーテ
ル、潅流バルーンカテーテル、注入カテーテル、カッティングバルーンカテーテル、スコ
アリングバルーンカテーテル、レーザーカテーテル、アテレクトミー装置、デバルキング
カテーテル、ステント、フィルター、ステントグラフト、カバードステント、パッチ、ワ
イヤ、および弁の1つが含まれる。
【００８４】
　さらなる実施形態では、本発明は、治療剤を組織に送達するための医療装置に関し、こ
の装置は医療装置の外面の上にある層を含み、この層は治療剤および添加剤を含み、添加
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剤は、界面活性剤および化合物両方の組合せまたは混合物を含み、化合物は、1個または
複数のヒドロキシル、アミノ、カルボニル、カルボキシル、酸、アミドまたはエステル基
を有する。この実施形態の一態様では、界面活性剤は、イオン性、非イオン性、脂肪族お
よび芳香族界面活性剤、PEG脂肪エステル、PEGオメガ-3脂肪エステル、エーテル、アルコ
ール、グリセロール脂肪エステル、ソルビタン脂肪エステル、PEGグリセリル脂肪エステ
ル、PEGソルビタン脂肪エステル、糖脂肪エステル、PEG糖エステル、ならびにその誘導体
から選択される。この実施形態の他の態様では、1個または複数のヒドロキシル、アミノ
、カルボニル、カルボキシル、酸、アミドまたはエステル基を有する化合物は、80～750
の分子量を有する。この実施形態の他の態様では、化合物は、アミノアルコール、ヒドロ
キシルカルボン酸、エステル、無水物、ヒドロキシルケトン、ヒドロキシルラクトン、ヒ
ドロキシルエステル、糖リン酸、糖硫酸、エチルオキシド、エチルグリコール、アミノ酸
、ソルビタン、グリセロール、多価アルコール、ホスフェート、サルフェート、有機酸、
エステル、塩、ビタミン、アミノアルコールと有機酸との組合せ、およびそれらの置換分
子から選択される。この実施形態の他の態様では、1個または複数のヒドロキシル、アミ
ノ、カルボニル、カルボキシル、酸、アミドまたはエステル基を有する化合物は、酢酸お
よび無水物、安息香酸および無水物、ジエチレントリアミン五酢酸二無水物、エチレンジ
アミン四酢酸二無水物、マレイン酸および無水物、コハク酸および無水物、ジグリコール
酸および無水物、グルタル酸および無水物、アスコルビン酸、クエン酸、酒石酸、乳酸、
シュウ酸、アスパラギン酸、ニコチン酸、L-アスコルビン酸およびその塩、D-グルコアス
コルビン酸およびその塩、トロメタミン、トリエタノールアミン、ジエタノールアミン、
メグルミン、グルカミン、アミンアルコール、グルコヘプトン酸、グルコン酸、ヒドロキ
シルケトン、ヒドロキシルラクトン、グルコノラクトン、グルコヘプトノラクトン、グル
コオクタン酸ラクトン、グロン酸ラクトン、マンノン酸ラクトン、リボン酸ラクトン、ラ
クトビオン酸、グルコサミン、グルタミン酸、ベンジルアルコール、安息香酸、ヒドロキ
シ安息香酸、4-ヒドロキシ安息香酸プロピル、リシン酢酸塩、ゲンチジン酸、ラクトビオ
ン酸、ラクチトール、ソルビトール、グルシトール、糖リン酸、リン酸グルコピラノース
、糖硫酸、シナピン酸、バニリン酸、バニリン、メチルパラベン、プロピルパラベン、キ
シリトール、2-エトキシエタノール、シクロデキストリン、(2-ヒドロキシプロピル)-シ
クロデキストリン、アセトアミノフェン、イブプロフェン、レチノイン酸、酢酸リシン、
ゲンチジン酸、カテキン、カテキンガレート、チレタミン、ケタミン、プロポフォール、
乳酸、酢酸、上記の任意の有機酸およびアミンの塩、ポリグリシドール、グリセロール、
マルチグリセロール、ガラクチトール、ジ(エチレングリコール)、トリ(エチレングリコ
ール)、テトラ(エチレングリコール)、ペンタ(エチレングリコール)、ポリ(エチレングリ
コール)オリゴマー、ジ(プロピレングリコール)、トリ(プロピレングリコール)、テトラ(
プロピレングリコール、およびペンタ(プロピレングリコール)、ポリ(プロピレングリコ
ール)オリゴマー、ポリエチレングリコールとポリプロピレングリコールとのブロックコ
ポリマー、ならびにこの誘導体および組合せから選択される。この実施形態の他の態様で
は、組織には、冠血管系、末梢血管系、脳血管系、食道、気道、洞、気管、結腸、胆管、
尿路、前立腺、および脳内管の1つの組織が含まれる。この実施形態の他の態様では、装
置には、バルーンカテーテル、潅流バルーンカテーテル、注入カテーテル、カッティング
バルーンカテーテル、スコアリングバルーンカテーテル、レーザーカテーテル、アテレク
トミー装置、デバルキングカテーテル、ステント、フィルター、ステントグラフト、カバ
ードステント、パッチ、ワイヤ、および弁の1つが含まれる。
【００８５】
　他の実施形態では、本発明は、哺乳動物に投与するための医薬製剤に関し、この医薬製
剤は、パクリタキセルまたはラパマイシンまたはその誘導体と、界面活性剤および化合物
の両方の組合せとを含み、化合物は、1個または複数のヒドロキシル、アミノ、カルボニ
ル、カルボキシル、酸、アミドまたはエステル基を有する。一実施形態では、界面活性剤
は、イオン性、非イオン性、脂肪族および芳香族界面活性剤、PEG脂肪エステル、PEGオメ
ガ-3脂肪エステル、エーテル、アルコール、グリセロール脂肪エステル、ソルビタン脂肪
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エステル、PEGグリセリル脂肪エステル、PEGソルビタン脂肪エステル、糖脂肪エステル、
PEG糖エステル、ならびにその誘導体から選択される。一実施形態では、1個または複数の
ヒドロキシル、アミノ、カルボニル、カルボキシル、酸、アミドまたはエステル基を有す
る化合物は、80～750の分子量を有する。一実施形態では、1個または複数のヒドロキシル
、アミノ、カルボニル、カルボキシル、酸、アミド、またはエステル基を有する化合物は
、アミノアルコール、ヒドロキシルカルボン酸、エステル、無水物、ヒドロキシルケトン
、ヒドロキシルラクトン、ヒドロキシルエステル、糖リン酸、糖硫酸、エチルオキシド、
エチルグリコール、アミノ酸、ペプチド、タンパク質、糖類、グルコース、スクロース、
ソルビタン、グリセロール、多価アルコール、ホスフェート、サルフェート、有機酸、エ
ステル、塩、ビタミン、アミノアルコールと有機酸との組合せ、およびそれらの置換分子
から選択される。一実施形態では、1個または複数のヒドロキシル、アミノ、カルボニル
、カルボキシル、酸、アミドまたはエステル基を有する化合物は、L-アスコルビン酸およ
びその塩、D-グルコアスコルビン酸およびその塩、トロメタミン、トリエタノールアミン
、ジエタノールアミン、メグルミン、グルカミン、アミンアルコール、グルコヘプトン酸
、グルコン酸、ヒドロキシルケトン、ヒドロキシルラクトン、グルコノラクトン、グルコ
ヘプトノラクトン、グルコオクタン酸ラクトン、グロン酸ラクトン、マンノン酸ラクトン
、リボン酸ラクトン、ラクトビオン酸、グルコサミン、グルタミン酸、ベンジルアルコー
ル、安息香酸、ヒドロキシ安息香酸、4-ヒドロキシ安息香酸プロピル、リシン酢酸塩、ゲ
ンチジン酸、ラクトビオン酸、ラクチトール、シナピン酸、バニリン酸、バニリン、メチ
ルパラベン、プロピルパラベン、アセトアミノフェン、イブプロフェン、レチノイン酸、
酢酸リシン、ゲンチジン酸、カテキン、カテキンガレート、チレタミン、ケタミン、プロ
ポフォール、乳酸、酢酸、リボン酸ラクトン、メグルミン/乳酸、メグルミン/ゲンチジン
酸、メグルミン/酢酸、ソルビトール、キシリトール、2-エトキシエタノール、糖類、ガ
ラクトース、グルコース、マンノース、キシロース、スクロース、ラクトース、マルトー
ス、シクロデキストリン、(2-ヒドロキシプロピル)-シクロデキストリン、任意の有機酸
および有機アミンの塩、ポリグリシドール、グリセロール、マルチグリセロール、ガラク
チトール、ジ(エチレングリコール)、トリ(エチレングリコール)、テトラ(エチレングリ
コール)、ペンタ(エチレングリコール)、ポリ(エチレングリコール)オリゴマー、ジ(プロ
ピレングリコール)、トリ(プロピレングリコール)、テトラ(プロピレングリコール、およ
びペンタ(プロピレングリコール)、ポリ(プロピレングリコール)オリゴマー、ポリエチレ
ングリコールとポリプロピレングリコールとのブロックコポリマー、ならびにこの誘導体
および組合せから選択される。
【００８６】
　他の実施形態では、本発明は、哺乳動物に投与するための医薬製剤に関し、この医薬製
剤は、パクリタキセルまたはラパマイシンまたはその誘導体と、1個または複数のヒドロ
キシル、アミノ、カルボニル、カルボキシル、酸、アミドまたはエステル基を有する化合
物とを含み、1個または複数のヒドロキシル、アミノ、カルボニル、カルボキシル、酸、
アミドまたはエステル基を有する化合物は、80～750の分子量を有する。一実施形態では
、1個または複数のヒドロキシル、アミノ、カルボニル、カルボキシル、酸、アミド、ま
たはエステル基を有する化合物は、ヒドロキシルケトン、ヒドロキシルラクトン、グルコ
ノラクトン、グルコヘプトノラクトン、グルコオクタン酸ラクトン、グロン酸ラクトン、
マンノン酸ラクトン、リボン酸ラクトン、糖リン酸、糖硫酸、カテキン、カテキンガレー
ト、およびアミノアルコールと有機酸との組合せから選択される。この実施形態の一態様
では、アミノアルコールは、トロメタミン、トリエタノールアミン、ジエタノールアミン
、メグルミン、グルカミン、グルコサミン、リシン、およびその誘導体から選択され、有
機酸は、グルコヘプトン酸、グルコン酸、グルタミン酸、安息香酸、ヒドロキシ安息香酸
、ゲンチジン酸、ラクトビオン酸、バニリン酸、乳酸、酢酸、およびその誘導体から選択
される。
【００８７】
　さらに別の実施形態では、本発明は、哺乳動物に投与するための医薬製剤に関し、この
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医薬製剤は、パクリタキセルまたはラパマイシンまたはその誘導体と、アミノアルコール
および有機酸の組合せとを含み、アミノアルコールは、トロメタミン、トリエタノールア
ミン、ジエタノールアミン、メグルミン、グルカミン、グルコサミン、リシン、およびそ
の誘導体から選択され、有機酸は、グルコヘプトン酸、グルコン酸、グルタミン酸、安息
香酸、ヒドロキシ安息香酸、ゲンチジン酸、ラクトビオン酸、バニリン酸、乳酸、酢酸、
およびその誘導体から選択される。
【００８８】
　さらに別の実施形態では、本発明は、治療剤を組織に送達するための医療装置に関し、
この装置は医療装置の外面の上にある層を含み、この層は治療剤および添加剤を含み、添
加剤は、ヒドロキシルケトン、ヒドロキシルラクトン、グルコノラクトン、グルコヘプト
ノラクトン、グルコオクタン酸ラクトン、グロン酸ラクトン、マンノン酸ラクトン、リボ
ン酸ラクトンおよびラクトビオン酸から選択される。
【００８９】
　さらに別の実施形態では、本発明は、治療剤を組織に送達するための医療装置に関し、
この装置は医療装置の外面の上にある層を含み、層は治療剤および添加剤を含み、治療剤
は、パクリタキセルおよびその類似体またはラパマイシンおよびその類似体であり、添加
剤は、ソルビトール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、テトラエチレン
グリコール、ポリエチレングリコールオリゴマー、ポリプロピレングリコールオリゴマー
、ポリエチレングリコールおよびポリプロピレングリコールのブロックコポリマーオリゴ
マー、キシリトール、2-エトキシエタノール、糖類、ガラクトース、グルコース、マンノ
ース、キシロース、スクロース、ラクトース、マルトース、Tween20、Tween40、Tween60
、およびそれらの誘導体から選択され、薬物と添加剤との重量比は0.5～3であり、治療剤
および添加剤は同時に放出される。
【００９０】
　本発明の多くの実施形態は、血管性疾患の治療ならびに狭窄および遠隔期内腔損失の減
少のために特に有用であり、またはその目的のための装置の製造に有用である。
【００９１】
　上記の概要および下記の詳細な説明の両方は、単に例示的および説明的なものであり、
特許請求されているような本発明を制限するものではないことが理解される。
【図面の簡単な説明】
【００９２】
【図１】本発明によるバルーンカテーテルの例示的な実施形態の斜視図である。
【図２Ａ】例示的コーティング層を示す、線A-Aに沿って見た図1のバルーンカテーテルの
遠位部分の異なる実施形態の断面図である。
【図２Ｂ】例示的コーティング層を示す、線A-Aに沿って見た図1のバルーンカテーテルの
遠位部分の異なる実施形態の断面図である。
【図２Ｃ】例示的コーティング層を示す、線A-Aに沿って見た図1のバルーンカテーテルの
遠位部分の異なる実施形態の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００９３】
　本発明の実施形態は、急速な薬物放出コーティングを有する、特にバルーンカテーテル
およびステントを含む医療装置、ならびにこのようなコーティングされた装置の調製方法
に関する。本発明の実施形態による治療剤は、遅延放出または長期間の放出を必要とせず
、代わりに好ましくは治療剤および添加剤は、非常に短期間に放出され、組織と接触する
と治療効果をもたらす。本発明の実施形態の目的は、標的部位における一時的な装置留置
の間の標的組織による薬物の急速で効果的な取込みを促進することである。
【００９４】
　図1に示されているように、一実施形態では、医療装置はバルーンカテーテルである。
バルーンカテーテルは、当業者には公知の従来のバルーンカテーテルを含めた所望の使用
法のための任意の適切なカテーテルでよい。例えば、バルーンカテーテル10は、カテーテ
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ル10の遠位端の拡張可能な膨張式バルーン12、カテーテル10の近位端のハンドルアセンブ
リ16、および近位端と遠位端との間に延在する細長い可撓性部材14を含む場合がある。ハ
ンドルアセンブリ16は、膨張媒体(例えば、空気、食塩水、または造影剤)の源などの1つ
または複数の適切な医療装置を連結および/または受け止めてもよい。可撓性部材14は、
適切な生体適合性材料でできており、1つまたは複数の内腔をその中に有する管でよい。
内腔の少なくとも1つは、膨張媒体を受け、およびこのような媒体をバルーン12にその拡
張のために伝えるように構成される。バルーンカテーテルは、急速交換カテーテルまたは
オーバーザワイヤーカテーテルでよく、任意の適切な生体適合性材料でできている。
【００９５】
　一実施形態では、本発明は、治療剤を組織に送達するための医療装置を提供する。装置
は、例えばバルーンカテーテルまたはステントなどの医療装置の外面に塗布された層を含
む。層は、治療剤および添加剤を含む。例えば図2Aに示される実施形態に示されているよ
うに、バルーン12は、治療剤および添加剤を含む層20でコーティングされている。いくつ
かの実施形態では、この層は本質的に治療剤および添加剤からなり、すなわち層は、他の
物質的に影響のある成分を有さず治療剤および添加剤のみを含む。いくつかの実施形態で
は、装置は、接着層を任意選択で含んでもよい。例えば、図2Bに示されている実施形態に
示されるように、バルーン12は、接着層22でコーティングされている。治療剤および添加
剤を含む層24は、接着層の上にある。薬物コーティング層の下にある分離した層である接
着層は、薬物コーティング層の医療装置の外面への接着性を改善し、コーティングの完全
性を保護する。例えば、薬物および添加剤の医療装置への付着性に差異がある場合、接着
層は、成分の差異による損失を防止し、治療的介入のための標的部位への通過の間のコー
ティング中の薬物と添加剤の比を維持する場合がある。さらに、接着層は、標的部位にお
いて組織と接触すると装置表面からのコーティング層成分の急速放出を促進するように機
能することができる。他の実施形態では、装置は、最上層を含んでもよい。最上層は、標
的組織に接触する前、例えば、治療的介入部位へのバルーン12の通過の間、またはコーテ
ィング層20を押し付け標的組織に直接接触させる前のバルーン12の膨張の最初の瞬間に、
薬物層の損失を減少させることができる。
【００９６】
　一実施形態では、医療装置の表面に塗布される少なくとも1種の治療剤の濃度は、約1～
20μg/mm2であり、またはさらに好ましくは約2～6μg/mm2である。治療剤と添加剤の重量
比は、約0.5～100、例えば、約0.1～5、0.5～3、さらに例えば、約0.8～1.2である。治療
剤と添加剤の(重量)比が低すぎる場合、薬物は早まって放出される場合があり、その比が
高すぎる場合、標的部位において留置される場合、薬物は迅速に溶出せず、組織によって
吸収されない場合がある。
【００９７】
　他の実施形態では、層は、治療剤および添加剤を含み、治療剤は、パクリタキセルおよ
びその類似体またはラパマイシンおよびその類似体であり、添加剤は、ソルビトール、ジ
エチレングリコール、トリエチレングリコール、テトラエチレングリコール、キシリトー
ル、2-エトキシエタノール、糖類、ガラクトース、グルコース、マンノース、キシロース
、スクロース、ラクトース、マルトース、Tween20、Tween40、Tween60、およびそれらの
誘導体から選択され、治療剤と添加剤の重量比は0.5～3である。薬物と添加剤の比が0.5
未満の場合、薬物は早まって放出される場合があり、その比が3を超える場合、標的部位
において留置される場合、薬物は迅速に溶出せず、組織によって吸収されない場合がある
。他の実施形態では、層には、治療剤および複数の添加剤が含まれてもよい。例えば、1
種の添加剤は、薬物放出または薬物の組織への取込みの促進に優れた他の添加剤(1種また
は複数)のバルーンへの付着を改善する役目を果たす場合がある。
【００９８】
　他の実施形態では、層には、ステントまたはバルーンなどの医療装置をコーティングす
るための少なくとも1種の治療剤、少なくとも1種の添加剤、および少なくとも1種のポリ
マー担体が含まれてもよい。治療剤は、ポリマー粒子中に封入されていない。層中の添加
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剤は、薬物およびポリマー担体の適合性を改善する。それはコーティングのポリマーマト
リックス中の薬物結晶粒子のサイズを減少させまたは除去する。コーティング中の均一な
薬物分布は、薬物を標的組織により均一に送達することによって臨床成績を改善する。
【００９９】
　他の実施形態では、装置は、医療装置、特に例えばバルーンカテーテルの外面に塗布さ
れた2層を含む。第1の層は治療剤を含む。第1の層は、添加剤(1種または複数)を任意選択
で含むことができる。第2の層は添加剤(1種または複数)を含む。第2の層は、少なくとも1
種の治療剤を任意選択で含むことができる。第1の層および第2の層の両方が治療剤を含有
する場合、第2の層中の治療剤の含量は、第1の層中の治療剤の含量より低い。一実施形態
では、第2の層は、第1の層の上にある。この配置において、第2の層は、体内導管への医
療装置の留置の間の、例えば、バルーンカテーテルが血管系中の組織部位に蛇行状の生体
構造を通るときの薬物損失を防止することができる。
【０１００】
　他の実施形態では、装置は、医療装置、特に例えばバルーンカテーテルの外面に塗布さ
れた2層を含む。第1の層は治療剤を含む。第1の層は、添加剤(1種または複数)を任意選択
で含むことができる。第2の層は添加剤(1種または複数)を含む。第2の層は、少なくとも1
種の治療剤を任意選択で含むことができる。第1の層および第2の層の両方が治療剤を含有
する場合、第1の層中の治療剤の含量は、第2の層中の治療剤の含量より低い。一実施形態
では、第2の層は、第1の層の上にある。例えば、治療剤がバルーン表面にしっかりと付着
し、バルーンを標的部位において膨張させた場合バルーンから急速に溶出しない場合に、
この配置は有用である。この配置において、第1の層は、装置が治療的介入の標的部位で
膨張している間に、装置の表面からの第2の層中にある薬物の大半の急速放出を促進する
働きをする。
【０１０１】
　他の実施形態では、2つ以上の治療剤は、薬物-添加剤層に組み合わせて使用される。
【０１０２】
　さらなる実施形態では、2層コーティングを有する装置は、接着層を任意選択で含むこ
とができる。接着層は治療剤を含有しない。例えば、図2Cに示されている実施形態に示さ
れているように、バルーン12は、接着層22でコーティングされている。治療剤を含み、任
意選択で添加剤(1種または複数)を含む第1の層26は、接着層22の上にある。添加剤を含み
、任意選択で治療剤を含む第2の層28は、第1の層26の上にある。接着層は、第1の層の医
療装置の外面への接着性を改善し、第1の層の完全性を保護する。例えば、第1の層中の薬
物および添加剤(1種または複数)が医療装置への付着強度が異なる場合、接着層は、成分
の差異による損失を妨げ、治療的介入のための標的部位への通過の間の、第1の層および
第2の層における薬物と添加剤の比および添加剤と添加剤の比を維持する場合がある。さ
らに、接着層は、標的部位において組織と接触すると装置表面からのコーティング層の急
速な溶出を促進するように機能することができる。一実施形態では、第1の層、第2の層、
および接着層は各々、添加剤を含有する。
【０１０３】
　ジメチルスルホキシド(DMSO)は、組織への薬物の浸透および吸収をさらに増強すること
ができるので、任意選択で、DMSOまたは他の溶媒による治療後処置は有利な場合がある。
DMSOは、標的細胞の膜脂質二重層の脂質頭基およびタンパク質ドメインから水を置換し、
間接的に脂質構造をゆるめ、薬物吸収および浸透を促進する。
【０１０４】
　さらなる実施形態では、本発明は、外科的処置または介入処置(PTCA、PTA、ステント留
置、癌などの患部組織の切除、および狭窄の軽減または治療)後の罹患した体内管腔また
は体腔を治療するための医薬組成物に関し、医薬組成物は、治療剤および添加剤を含み、
添加剤は、親水性部分および薬物親和性部分を含み、薬物親和性部分は、疎水性部分であ
り、かつ/または水素結合および/もしくはファンデルワールス相互作用によって治療剤へ
の親和性を有し、治療剤は、ミセル中に囲い込まれても、またはポリマー粒子中に封入さ
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れてもいない。
【０１０５】
　他の実施形態では、PTCA、PTA、ステント留置、デバルキングによる狭窄もしくはプラ
ーク除去、アテレクトミー、またはレーザー処置などの外科的処置または介入処置後の合
併症または疾患(癌または再狭窄など)の再発の予防方法、コーティングされた医療装置(
薬物コーティングバルーンなど)によって、または噴霧、注入、もしくは付着によって、
医薬組成物を介入部位に、または介入部位の近くに局所的に送達する。例えば、再発の危
険性を減少させるため、癌組織の外科的切除によって生じた体腔へ噴霧、注入、バルーン
または付着の他の方法によって医薬組成物を送達することができる。他の例として、医薬
組成物の送達方法は、再狭窄を防ぐためのPTCA、PTA、またはステント留置などの血管介
入後に、医療装置(ガイドカテーテルまたは薬物注入カテーテルなど)を血液に挿入し、医
薬組成物を注入するステップを含み、医薬組成物は、治療剤および添加剤を含み、添加剤
は、親水性部分および薬物親和性部分を含み、薬物親和性部分は、疎水性部分であり、か
つ/または水素結合および/もしくはファンデルワールス相互作用によって治療剤への親和
性を有し、治療剤は、ミセル中に囲い込まれても、またはポリマー粒子中に封入されても
いない。
【０１０６】
　本発明の多くの実施形態は、血管性疾患を治療するため、ならびに狭窄および遠隔期内
腔損失を減少するために特に有用であり、またはその目的のための、もしくはその疾患の
治療方法における装置の製造に有用である。
【０１０７】
　添加剤
　本発明の実施形態の添加剤は、2つの部分を有する。1つの部分は親水性であり、他の部
分は薬物親和性部分である。薬物親和性部分は、疎水性部分であり、かつ/または水素結
合および/もしくはファンデルワールス相互作用によって治療剤への親和性を有する。添
加剤の薬物親和性部分は、ラパマイシンまたはパクリタキセルなどの親油性薬物に結合す
ることができる。親水性部分は、拡散を加速し、薬物の組織への透過を増加させる。それ
は、疎水性薬物分子が互いにおよび装置に凝集することを防止し、間質腔における薬物溶
解度を増加させ、かつ/または標的組織の細胞膜の脂質二重層への極性頭基を通る薬物の
通過を促進することによって、標的部位における留置の間の医療装置からの薬物の急速な
移動を促進することができる。本発明の実施形態の添加剤は、装置が標的部位に留置され
る前に装置表面からの薬物の早すぎる放出を防止する一方、共に作用して、(薬物が高親
和性を有する組織との薬物の接触を促進することによって)留置の間の装置表面からの薬
物の急速放出および標的組織による取込みを促進する2つの部分を有する。
【０１０８】
　本発明の実施形態では、治療剤は、医療装置が組織と接触した後急速に放出され、容易
に吸収される。例えば、本発明の装置の特定の実施形態は、バルーン血管形成術の間に高
い薬物濃度で短期間の直接圧力接触によって親油性抗増殖性医薬(パクリタキセルまたは
ラパマイシンなど)を脈管組織に送達する薬物コーティングされたバルーンカテーテルを
含む。親油性薬物は送達部位において標的組織中に優先的に保持され、そこで肥厚および
再狭窄を阻害するが、内皮化は可能とする。これらの実施形態において、本発明のコーテ
ィング製剤は、留置の間のバルーン表面からの薬物の急速放出および薬物の標的組織への
移動を促進するだけではなく、標的部位に到達する前に蛇行状の解剖学的形態を通過する
間に、薬物が装置から拡散することを防止し、薬物コーティングを押し付け血管壁の表面
に直接接触させる前にバルーン膨張の初期相の間に、薬物が装置から飛び散ることを防止
する。
【０１０９】
　特定の実施形態による添加剤は、薬物親和性部分および親水性部分を有する。薬物親和
性部分は疎水性部分であり、かつ/または水素結合および/もしくはファンデルワールス相
互作用によって治療剤への親和性を有する。薬物親和性部分は、とりわけベンゼン、トル
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エン、およびアルカンなどの脂肪族および芳香族の有機炭化水素化合物を含むことができ
る。これらの部分は水溶性ではない。それらは、疎水性薬物(構造的類似性を共有する)、
および細胞膜の脂質の両方に結合することができる。それらは、共有結合ヨウ素を有さな
い。薬物親和性部分は、薬物およびそれ自体と水素結合を形成することができる官能基を
含むことができる。親水性部分には、とりわけ、ヒドロキシル基、アミン基、アミド基、
カルボニル基、カルボン酸および無水物、エチルオキシド、エチルグリコール、ポリエチ
レングリコール、アスコルビン酸、アミノ酸、アミノアルコール、グルコース、スクロー
ス、ソルビタン、グリセロール、多価アルコール、ホスフェート、サルフェート、有機塩
およびそれらの置換分子が挙げられる。例えば、1個または複数のヒドロキシル、カルボ
キシル、酸、アミドまたはアミン基は、細胞膜の極性頭基および表面タンパク質に水素結
合した水分子を容易に置換し、疎水性薬物と細胞膜脂質との間のこのバリアを除去する役
割を果たす場合があるので、有利であり得る。これらの部分は、水および極性溶媒に溶解
することができる。これらの添加剤は、油、脂質、またはポリマーではない。治療剤は、
ミセルもしくはリポソームに囲い込まれても、またはポリマー粒子中に封入されてもいな
い。本発明の実施形態の添加剤は、薬物に結合するのみならず、留置の間、医療装置から
標的組織への薬物の急速な移動を促進する成分を有する。
【０１１０】
　本発明の実施形態における添加剤は、1個または複数のヒドロキシル、アミノ、カルボ
ニル、カルボキシル、酸、アミドまたはエステル部分を有する界面活性剤および化合物で
ある。界面活性剤には、イオン性、非イオン性、脂肪族および芳香族界面活性剤が挙げら
れる。1個または複数のヒドロキシル、アミノ、カルボニル、カルボキシル、酸、アミド
またはエステル部分を有する化合物は、アミノアルコール、ヒドロキシルカルボン酸およ
び無水物、エチルオキシド、エチルグリコール、アミノ酸、ペプチド、タンパク質、糖類
、グルコース、スクロース、ソルビタン、グリセロール、多価アルコール、ホスフェート
、サルフェート、有機酸、エステル、塩、ビタミン、およびそれらの置換分子から選択さ
れる。
【０１１１】
　当技術分野で周知のように、用語「親水性」および「疎水性」は相対語である。本発明
の例示的な実施形態において添加剤として機能するために、化合物には極性または電荷を
帯びた親水性部分、ならびに非極性の疎水性(親油性)部分が含まれる。
【０１１２】
　医薬化合物の相対的な親水性および疎水性を特徴付けるために医薬品化学において通常
使用される経験的パラメーターは、2種の不混和性溶媒、通常オクタノールおよび水の混
合物の2相中の非イオン化化合物の濃度比である分配係数(P)である(P=([溶質]オクタノー
ル/[溶質]水))。より高いlog Pを有する化合物はより疎水性であり、一方より低いlog P
を有する化合物はより親水性である。リピンスキーの法則は、log P<5を有する医薬化合
物は典型的にはより膜透過性であることを示唆する。本発明の特定の実施形態のために、
添加剤は、製剤される薬物のlog Pより低いlog Pを有することが好ましい(一例として、
パクリタキセルのlog Pは7.4である)。薬物と添加剤の間のlog Pの差異が大きくなると、
薬物の相分離を促進する場合がある。例えば、添加剤のlog Pが、薬物のlog Pよりもずっ
と低い場合、添加剤は、薬物がそうでなければしっかりと付着している場合がある装置の
表面から水性環境中への薬物の放出を促進し、それによって介入部位における短時間の留
置の間に組織への薬物送達を促進する場合がある。本発明の特定の実施形態では、添加剤
のlog Pはマイナスである。他の実施形態では、添加剤のlog Pは、薬物のlog P未満であ
る。化合物のオクタノール-水分配係数Pまたはlog Pは相対的親水性および疎水性の測定
として有用であるが、本発明の実施形態において使用するための適切な添加剤を限定する
のに有用な場合がある大まかな指針にすぎない。
【０１１３】
　本発明の実施形態において使用することができる適切な添加剤には、これらだけに限定
されないが、有機および無機の医薬賦形剤、天然物およびその誘導体(糖類、ビタミン、
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アミノ酸、ペプチド、タンパク質、および脂肪酸など)、低分子量オリゴマー、(アニオン
性、カチオン性、非イオン性、およびイオン性)界面活性剤、およびこれらの混合物が挙
げられる。本発明において有用な添加剤の下記の詳細なリストを、例示的な目的のための
みに提供するが、これは包括的であることを意図していない。多くの他の添加剤は、本発
明の目的のために有用であり得る。
【０１１４】
　界面活性剤
　界面活性剤は、医薬組成物に使用するのに適切な任意の界面活性剤でよい。このような
界面活性剤は、アニオン性、カチオン性、双性イオン性または非イオン性でよい。界面活
性剤の混合物もまた、界面活性剤および他の添加剤の組合せと同様に本発明の範囲内であ
る。界面活性剤は、細胞膜の脂質二重層に直接挿入されて脂質構造の部分を形成すること
ができる、脂肪酸などの1種または複数の脂肪族長鎖を有することが多く、一方界面活性
剤の他の成分は、脂質構造をゆるめ、薬物浸透および吸収を増強する。造影剤イオプロミ
ドは、これらの特性を有さない。
【０１１５】
　界面活性剤の相対的親水性および疎水性を特徴付けるために一般に使用される経験的パ
ラメーターは、親水性-親油性バランス(「HLB」値)である。より低いHLB値を有する界面
活性剤はより疎水性であり、油中でより高い溶解度を有し、一方より高いHLB値を有する
界面活性剤はより親水性であり、水溶液中でより高い溶解度を有する。HLB値を大まかな
指針として使用すると、親水性界面活性剤とは一般に、HLBスケールが一般に適用されな
いアニオン性、カチオン性、双性イオン性化合物と同様に、約10を超えるHLB値を有する
それらの化合物であると考えられている。同様に、疎水性界面活性剤は、約10未満のHLB
値を有する化合物である。本発明の特定の実施形態では、増加した親水性によって装置の
表面からの疎水性薬物の放出が促進される場合があるため、より高いHLB値が好ましい。
一実施形態では、界面活性剤の添加剤のHLBは10より高い。他の実施形態では、添加剤のH
LBは14より高い。あるいは、より低いHLBを有する界面活性剤は、標的部位における装置
留置の前に薬物損失を防止するために、例えば非常に親水性の添加剤を有する薬物層の上
のトップコート中で使用される場合、好ましい場合がある。
【０１１６】
　界面活性剤のHLB値は、例えば工業用、医薬用および化粧品用エマルジョンの製剤を可
能にするために一般に用いられるほんの大まかな指針であることを理解すべきである。い
くつかのポリエトキシ化界面活性剤を含めた多くの重要な界面活性剤については、HLB値
を決定するために選択される経験による方法によって、HLB値は約8HLB単位ほども異なる
場合があることが報告されている(Schott、J.Pharm.Sciences、79(1)、87～88頁(1990年)
)。これらの固有の問題に留意して、かつHLB値を指針として使用して、本明細書に記載す
るように本発明の実施形態において使用するための適切な親水性または疎水性を有する界
面活性剤を同定することができる。
【０１１７】
　PEG-脂肪酸ならびにPEG-脂肪酸モノエステルおよびジエステル
　ポリエチレングリコール(PEG)自体は、界面活性剤の役割を果たさないが、種々のPEG-
脂肪酸エステルは、有用な界面活性剤特性を有する。PEG-脂肪酸モノエステルの中で、ラ
ウリン酸、オレイン酸、およびステアリン酸のエステルが、本発明の実施形態において最
も有用である。好ましい親水性界面活性剤には、ラウリン酸PEG-8、オレイン酸PEG-8、ス
テアリン酸PEG-8、オレイン酸PEG-9、ラウリン酸PEG-10、オレイン酸PEG-10、ラウリン酸
PEG-12、オレイン酸PEG-12、オレイン酸PEG-15、ラウリン酸PEG-20およびオレイン酸PEG-
20が挙げられる。HLB値は4～20の範囲である。
【０１１８】
　ポリエチレングリコール脂肪酸ジエステルもまた、本発明の実施形態の組成物における
界面活性剤としての使用に適切である。最も好ましい親水性界面活性剤には、ジラウリン
酸PEG-20、ジオレイン酸PEG-20、ジステアリン酸PEG-20、ジラウリン酸PEG-32およびジオ
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レイン酸PEG-32が挙げられる。HLB値は5～15の範囲である。
【０１１９】
　一般に、2つ以上の市販の界面活性剤の混合物、ならびに他の添加剤(1種または複数)と
の界面活性剤の混合物を含めた界面活性剤の混合物もまた、本発明の実施形態において有
用である。いくつかのPEG-脂肪酸エステルは、混合物として、またはモノエステルおよび
ジエステルとして市販されている。
【０１２０】
　ポリエチレングリコールグリセロール脂肪酸エステル
　好ましい親水性界面活性剤は、ラウリン酸PEG-20グリセリル、ラウリン酸PEG-30グリセ
リル、ラウリン酸PEG-40グリセリル、オレイン酸PEG-20グリセリル、およびオレイン酸PE
G-30グリセリルである。
【０１２１】
　アルコール-油のエステル交換生成物
　アルコールまたは多価アルコールと、種々の天然油および/または硬化油との反応によ
って、異なる程度の疎水性または親水性の多数の界面活性剤を調製することができる。通
常、使用される油は、ヒマシ油もしくは硬化ヒマシ油;またはトウモロコシ油、オリーブ
油、落花生油、パーム核油、杏仁油、またはアーモンド油などの食用植物油である。好ま
しいアルコールには、グリセロール、プロピレングリコール、エチレングリコール、ポリ
エチレングリコール、ソルビトール、およびペンタエリトリトールが挙げられる。これら
のアルコール-油のエステル交換された界面活性剤の中で、好ましい親水性界面活性剤は
、PEG-35ヒマシ油(Incrocas-35)、PEG-40硬化ヒマシ油(Cremophor RH40)、トリオレイン
酸PEG-25(TAGAT(登録商標)TO)、PEG-60コーングリセリド(Crovol M70)、PEG-60アーモン
ド油(Crovol A70)、PEG-40パーム核油(Crovol PK70)、PEG-50ヒマシ油(Emalex C-50)、PE
G-50硬化ヒマシ油(Emalex HC-50)、PEG-8カプリル酸/カプリン酸グリセリド(Labrasol)、
およびPEG-6カプリル酸/カプリン酸グリセリド(Softigen 767)である。この部類における
好ましい疎水性界面活性剤には、PEG-5硬化ヒマシ油、PEG-7硬化ヒマシ油、PEG-9硬化ヒ
マシ油、PEG-6トウモロコシ油(Labrafil(登録商標)M2125CS)、PEG-6アーモンド油(Labraf
il(登録商標)M1966CS)、PEG-6杏仁油(Labrafil(登録商標)M1944CS)、PEG-6オリーブ油(La
brafil(登録商標)M1980CS)、PEG-6落花生油(Labrafil(登録商標)M1969CS)、PEG-6硬化パ
ーム核油(Labrafil(登録商標)M2130 BS)、PEG-6パーム核油(Labrafil(登録商標)M2130CS)
、PEG-6トリオレイン(Labrafil(登録商標)bM2735CS)、PEG-8トウモロコシ油(Labrafil(登
録商標)WL2609BS)、PEG-20コーングリセリド(Crovol M40)、およびPEG-20アーモンドグリ
セリド(Crovol A40)が挙げられる。
【０１２２】
　ポリグリセリル脂肪酸
　脂肪酸のポリグリセロールエステルもまた、本発明の実施形態における使用のために適
切な界面活性剤である。ポリグリセリル脂肪酸エステルの中で、好ましい疎水性界面活性
剤には、オレイン酸ポリグリセリル(Plurol Oleique)、ジオレイン酸ポリグリセリル-2(N
ikkol DGDO)、トリオレイン酸ポリグリセリル-10、ステアリン酸ポリグリセリル、ラウリ
ン酸ポリグリセリル、ミリスチン酸ポリグリセリル、パルミチン酸ポリグリセリル、およ
びリノール酸ポリグリセリルが挙げられる。好ましい親水性界面活性剤には、ラウリン酸
ポリグリセリル-10(Nikkol Decaglyn1-L)、オレイン酸ポリグリセリル-10(Nikkol Decagl
yn1-O)、およびモノ、ジオレイン酸ポリグリセリル-10(Caprol(登録商標)PEG860)、ステ
アリン酸ポリグリセリル-10、ラウリン酸ポリグリセリル-10、ミリスチン酸ポリグリセリ
ル-10、パルミチン酸ポリグリセリル-10、リノール酸ポリグリセリル-10、ステアリン酸
ポリグリセリル-6、ラウリン酸ポリグリセリル-6、ミリスチン酸ポリグリセリル-6、パル
ミチン酸ポリグリセリル-6、およびリノール酸ポリグリセリル-6が挙げられる。ポリリシ
ノール酸ポリグリセリル(Polymuls)もまた好ましい界面活性剤である。
【０１２３】
　プロピレングリコール脂肪酸エステル
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　プロピレングリコールおよび脂肪酸のエステルは、本発明の実施形態における使用のた
めに適切な界面活性剤である。この界面活性剤の部類において、好ましい疎水性界面活性
剤には、モノラウリン酸プロピレングリコール(Lauroglycol FCC)、リシノール酸プロピ
レングリコール(Propymuls)、モノオレイン酸プロピレングリコール(Myverol P-O6)、ジ
カプリル酸/ジカプリン酸プロピレングリコール(Captex(登録商標)200)、およびジオクタ
ン酸プロピレングリコール(Captex(登録商標)800)が挙げられる。
【０１２４】
　ステロールおよびステロール誘導体
　ステロールおよびステロールの誘導体は、本発明の実施形態における使用のために適切
な界面活性剤である。好ましい誘導体には、ポリエチレングリコール誘導体が挙げられる
。この部類における好ましい界面活性剤は、PEG-24コレステロールエーテル(Solulan C-2
4)である。
【０１２５】
　ポリエチレングリコールソルビタン脂肪酸エステル
　種々のPEG-ソルビタン脂肪酸エステルが利用可能であり、本発明の実施形態における界
面活性剤としての使用のために適切である。PEG-ソルビタン脂肪酸エステルの中で、好ま
しい界面活性剤には、モノラウリン酸PEG-20ソルビタン(Tween-20)、モノパルミチン酸PE
G-20ソルビタン(Tween-40)、モノステアリン酸PEG-20ソルビタン(Tween-60)が挙げられる
。オレイン酸エステルと比較して短い脂質鎖を有し、薬物吸収を増加させるため、ラウリ
ン酸エステルが好ましい。
【０１２６】
　ポリエチレングリコールアルキルエーテル
　ポリエチレングリコールおよびアルキルアルコールのエーテルは、本発明の実施形態に
おける使用のために適切な界面活性剤である。好ましいエーテルには、PEG-3オレイルエ
ーテル(Volpo3)およびPEG-4ラウリルエーテル(Brij30)が挙げられる。
【０１２７】
　糖類およびその誘導体
　糖誘導体は、本発明の実施形態における使用のために適切な界面活性剤である。この部
類における好ましい界面活性剤には、モノパルミチン酸スクロース、モノラウリン酸スク
ロース、デカノイル-N-メチルグルカミド、n-デシル-β-D-グルコピラノシド、n-デシル-
β-D-マルトピラノシド、n-ドデシル-β-D-グルコピラノシド、n-ドデシル-β-D-マルト
シド、ヘプタノイル-N-メチルグルカミド、n-ヘプチル-β-D-グルコピラノシド、n-ヘプ
チル-β-D-チオグルコシド、n-ヘキシル-β-D-グルコピラノシド、ノナノイル-N-メチル
グルカミド、n-ノイル-β-D-グルコピラノシド、オクタノイル-N-メチルグルカミド、n-
オクチル-β-D-グルコピラノシド、およびオクチル-β-D-チオグルコピラノシドが挙げら
れる。
【０１２８】
　ポリエチレングリコールアルキルフェノール
　いくつかのPEG-アルキルフェノール界面活性剤、PEG-10-100ノニルフェノールおよびPE
G-15-100オクチルフェノールエーテル、チロキサポール、オクトキシノール、ノノキシノ
ールなどが利用可能であり、本発明の実施形態における使用に適切である。
【０１２９】
　ポリオキシエチレン-ポリオキシプロピレン(POE-POP)ブロックコポリマー
　POE-POPブロックコポリマーは、ポリマー界面活性剤の独特な部類である。明確な比お
よび位置で親水性POEおよび疎水性POP部分を有する界面活性剤の独特の構造は、本発明の
実施形態における使用に適切な多種多様の界面活性剤をもたらす。これらの界面活性剤は
、Synperonic PEシリーズ(ICI)、Pluronic(登録商標)シリーズ(BASF)、Emkalyx、Lutrol(
BASF)、Supronic、Monolan、Pluracare、およびPlurodacを含めて様々な商品名で入手可
能である。これらのポリマーの総称は、「ポロキサマー」(CAS9003-11-6)である。これら
のポリマーは、式
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　HO(C2H4O)a(C3H6O)b(C2H4O)aH
(式中、「a」および「b」は、各々ポリオキシエチレンおよびポリオキシプロピレン単位
の数を示す)を有する。
【０１３０】
　この部類の好ましい親水性界面活性剤には、ポロキサマー108、188、217、238、288、3
38、および407が挙げられる。この部類の好ましい疎水性界面活性剤には、ポロキサマー1
24、182、183、212、331、および335が挙げられる。
【０１３１】
　ソルビタン脂肪酸エステル
　脂肪酸のソルビタンエステルは、本発明の実施形態における使用のために適切な界面活
性剤である。これらのエステルの中で、好ましい疎水性界面活性剤には、モノラウリン酸
ソルビタン(Arlacel20)、モノパルミチン酸ソルビタン(Span-40)、およびモノオレイン酸
ソルビタン(Span-80)、モノステアリン酸ソルビタンが挙げられる。
【０１３２】
　モノパルミチン酸ソルビタン、(ビタミンC活性を有する)ビタミンCの両親媒性誘導体は
、可溶化系において2つの重要な機能を果たすことができる。第1に、それは微小環境を調
節することができる効果的な極性基を有する。これらの極性基は、ビタミンC自体(アスコ
ルビン酸)を利用可能な最も水溶性の有機固体化合物の1つとする同じ基である。アスコル
ビン酸は、水中で約30wt/wt%まで可溶性である(例えば、塩化ナトリウムの溶解度と非常
に近い)。第2に、パルミチン酸アスコルビルの画分を、パルミチン酸アスコルビルナトリ
ウムなどのより可溶性の塩に変換するようにpHが上昇する場合。
【０１３３】
　イオン性界面活性剤
　カチオン性、アニオン性および双性イオン性界面活性剤を含めたイオン性界面活性剤は
、本発明の実施形態において使用するための適切な親水性界面活性剤である。好ましいイ
オン性界面活性剤には、第四級アンモニウム塩、脂肪酸塩および胆汁塩が挙げられる。具
体的には、好ましいイオン性界面活性剤には、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウ
ム、塩化セチルピリジニウム、臭化ドデシルトリメチルアンモニウム、ドデシル硫酸ナト
リウム、塩化ジアルキルメチルベンジルアンモニウム、塩化エドロホニウム、臭化ドミフ
ェン、スルホンコハク酸ナトリウムのジアルキルエステル、スルホコハク酸ジオクチルナ
トリウム、コール酸ナトリウム、およびタウロコール酸ナトリウムが挙げられる。これら
の第四級アンモニウム塩は、好ましい添加剤である。それらは、有機溶媒(エタノール、
アセトン、およびトルエンなど)ならびに水の両方に溶解することができる。これは、調
製およびコーティング処理を簡略化し、良好な付着特性を有するため、医療装置コーティ
ングのために特に有用である。水不溶性薬物は通常、有機溶媒に溶解する。
【０１３４】
　本明細書に記載する界面活性剤のいくつかは、加熱下で非常に安定的である。それらは
、エチレンオキシド滅菌処理後も有効に存続する。それらは、滅菌処理下でパクリタキセ
ルまたはラパマイシンなどの薬物と反応しない。薬物と反応する可能性が低いため、ヒド
ロキシル、エステル、アミド基が好ましいが、一方アミンおよび酸基は滅菌の間にパクリ
タキセルまたはラパマイシンと反応することが多い。さらに、界面活性剤の添加剤は、取
扱いの間に粒子が脱落しないようにコーティング層の完全性および質を改善する。本明細
書に記載する界面活性剤をパクリタキセルと共に製剤する場合、実験的に、標的部位にお
ける0.2分～2分の非常に短期間の留置時間の間にパクリタキセルの急速放出および溶出を
促進する一方で、装置送達過程の間の早すぎる放出から薬物を保護する。標的部位におけ
る組織による薬物吸収は、実験的に予想外に高い。
【０１３５】
　1個または複数のヒドロキシル、アミノ、カルボニル、カルボキシル、酸、アミドまた
はエステル部分を有する化合物
　1個または複数のヒドロキシル、アミノ、カルボニル、カルボキシル、酸、アミドまた
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はエステル部分を有する化合物には、アミノアルコール、ヒドロキシルカルボン酸、エス
テル、無水物、ヒドロキシルケトン、ヒドロキシルラクトン、ヒドロキシルエステル、糖
リン酸、糖硫酸、エチルオキシド、エチルグリコール、アミノ酸、ペプチド、タンパク質
、ソルビタン、グリセロール、多価アルコール、ホスフェート、サルフェート、有機酸、
エステル、塩、ビタミン、アミノアルコールと有機酸との組合せ、およびそれらの置換分
子が挙げられる。分子量5,000～10,000未満を有する1個または複数のヒドロキシル、アミ
ノ、カルボニル、カルボキシル、酸、アミドまたはエステル部分を有する親水性化合物が
、特定の実施形態において好ましい。他の実施形態では、1個または複数のヒドロキシル
、アミノ、カルボニル、カルボキシル、酸、アミド、またはエステル部分を有する添加剤
の分子量は、好ましくは1000～5,000未満、またはさらに好ましくは750～1,000未満、ま
たは最も好ましくは750未満である。これらの実施形態において、添加剤の分子量は、送
達される薬物の分子量未満であることが好ましい。さらに、80未満の分子量を有する分子
は非常に容易に蒸発し、医療装置のコーティング中に留まらないので、添加剤の分子量は
80より高いことが好ましい。小分子は迅速に拡散することができる。それらは、薬物の放
出を促進しながら、それ自体が送達バルーンから容易に放出されることが可能であり、薬
物が体内管腔の組織に結合する場合、薬物から離れて拡散することができる。
【０１３６】
　特定の実施形態では、例えば高分子量添加剤の場合、4つを超えるヒドロキシル基が好
ましい。大きな分子はゆっくりと拡散する。添加剤または化合物の分子量が高い場合、例
えば分子量が800超、1000超、1200超、1500超、または2000超である場合、大きな分子は
医療装置の表面からゆっくりと溶出し、2分未満で薬物を放出できない場合がある。これ
らの大きな分子が4つを超えるヒドロキシル基を含有する場合、比較的大きな分子が薬物
を迅速に放出するために必要な増加した親水性特性を有する。増加した親水性は、バルー
ンからのコーティングの溶出を助長し、薬物の放出を促進し、水性バリアおよび脂質二重
層の極性頭基を通る薬物の移動を改善または促進し、組織に浸透させる。パクリタキセル
またはラパマイシンなどの水不溶性薬物と反応する可能性が少ないため、ヒドロキシル基
が親水性部分として好ましい。いくつかの実施形態では、4つを超えるヒドロキシル基を
有する化合物は、120℃以下の融点を有する。いくつかの実施形態では、4つを超えるヒド
ロキシル基を有する化合物は、立体配置ではすべて分子の片側上にある3つの隣接したヒ
ドロキシル基を有する。例えば、ソルビトールおよびキシリトールは、立体配置ではすべ
て分子の片側上にある3つの隣接したヒドロキシル基を有し、一方ガラクチトールはそう
ではない。この差異は、融解温度などの異性体の物理学的性質に影響を与える。3つの隣
接したヒドロキシル基の立体配置は、薬物結合を増強する場合がある。これは、水不溶性
薬物および親水性添加剤の適合性の改善をもたらし、薬物の組織への取込みおよび吸収を
改善するであろう。
【０１３７】
　本明細書に記載する1個または複数のヒドロキシル、アミン、カルボニル、カルボキシ
ル、またはエステル部分を有する化合物のいくつかは、加熱下で非常に安定的である。そ
れらは、エチレンオキシド滅菌処理後も有効に存続し、滅菌の間に水不溶性薬物パクリタ
キセルまたはラパマイシンと反応しない。他方、L-アスコルビン酸およびその塩ならびに
ジエタノールアミンは、このような滅菌処理後は必ずしも有効に存続せず、パクリタキセ
ルと反応する。したがって、L-アスコルビン酸およびジエタノールアミンについては、異
なる滅菌方法が好ましい。パクリタキセルまたはラパマイシンなどの治療剤と反応する可
能性は低いため、ヒドロキシル、エステル、およびアミド基が好ましい。時として、アミ
ンおよび酸基はパクリタキセルと反応し、例えば、実験的に、安息香酸、ゲンチジン酸、
ジエタノールアミン、およびアスコルビン酸は、エチレンオキシド滅菌、加熱、および老
化作用下で安定的ではなく、パクリタキセルと反応した。本明細書に記載する化合物がパ
クリタキセルと共に製剤される場合、親水性小分子は薬物を容易に放出しすぎる場合があ
るため、標的部位における留置の前の装置送達過程の間の早すぎる薬物損失を防ぐために
、トップコート層が有利な場合がある。本明細書における化合物は、標的部位における留
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置の間にバルーンから薬物を急速に溶出させる。驚いたことに、コーティングがこれらの
添加剤を含有する場合、いくつかの薬物は標的部位への装置の通過の間に失われるが、例
えば、リボン酸ラクトンおよびグルコノラクトンなどの添加剤ヒドロキシルラクトンを有
する場合、実験的に組織による薬物吸収は、0.2分～2分のみの留置後に予想外に高い。
【０１３８】
　脂溶性ビタミンおよびその塩
　様々な形態およびプロビタミン形態の多くのビタミンA、D、EおよびKは、脂溶性ビタミ
ンと見なされ、これらに加えていくつかの他のビタミンおよびビタミン源または近い類縁
体もまた脂溶性であり、極性基、および比較的高いオクタノール-水分配係数を有する。
明らかに、このような化合物の一般の部類は、安全な使用および高い対危険便益比の歴史
を有し、本発明の実施形態における添加剤として有用なものとなっている。
【０１３９】
　脂溶性ビタミン誘導体および/または源の下記の例もまた、添加剤として有用である。
α-トコフェロール、β-トコフェロール、γ-トコフェロール、δ-トコフェロール、酢酸
トコフェロール、エルゴステロール、1-α-ヒドロキシコレカル-シフェロール、ビタミン
D2、ビタミンD3、α-カロテン、β-カロテン、γ-カロテン、ビタミンA、フルスルチアミ
ン、メチロールリボフラビン、オクトチアミン、プロスルチアミン、リボフラビン、ビン
チアモール、ジヒドロビタミンK1、メナジオール二酢酸、メナジオール二酪酸、メナジオ
ール二硫酸、メナジオール、ビタミンK1、ビタミンK1オキシド、ビタミンK2、およびビタ
ミンK-S(II)。葉酸もまたこのタイプであり、生理的pHで水溶性ではあるが、遊離酸の形
態で製剤することができる。本発明の実施形態において有用な脂溶性ビタミンの他の誘導
体は、親水性分子との周知の化学反応を介して容易に得ることができる。
【０１４０】
　水溶性ビタミンおよびそれらの両親媒性誘導体
　ビタミンB、C、U、パントテン酸、葉酸、および様々な形態の多くのメナジオンに関連
するビタミン/プロビタミンのいくつかは、水溶性ビタミンと見なされている。これらは
また、疎水性部分または多価イオンと共役または複合体化し、比較的高いオクタノール-
水分配係数および極性基を有する両親媒性形態となる場合もある。また、このような化合
物は、低毒性および高い対危険便益比である場合があり、それによって本発明の実施形態
における添加剤として有用なものとなる。これらの塩もまた、本発明における添加剤とし
て有用であり得る。水溶性ビタミンおよび誘導体の例には、これらだけに限定されないが
、アセチアミン、ベンフォチアミン、パントテン酸、セトチアミン、シコチアミン、デク
スパンテノール、ナイアシンアミド、ニコチン酸、5-リン酸ピリドキサール、アスコルビ
ン酸ニコチンアミド、リボフラビン、リン酸リボフラビン、チアミン、葉酸、メナジオー
ル二リン酸、メナジオン重亜硫酸ナトリウム、メナドキシム、ビタミンB12、ビタミンK5
、ビタミンK6、ビタミンK6、およびビタミンUが挙げられる。また上記のように、葉酸は
、生理的pHを含めた広範なpH範囲にわたって塩のように水溶性である。
【０１４１】
　アミノまたは他の塩基性基が存在する化合物は、脂肪酸などの疎水基含有酸(特に、ラ
ウリン酸、オレイン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、または2-エチルヘ
キサン酸)、低溶解度アミノ酸、安息香酸、サリチル酸、または酸性脂溶性ビタミン(リボ
フラビンなど)との単純な酸塩基反応によって容易に修飾することができる。他の化合物
は、このような酸をヒドロキシル基などのビタミン上の他の基と反応させて、エステル結
合などの結合を形成することによって得ることができる。酸性基を含有する水溶性ビタミ
ンの誘導体は、本発明の実施形態において有用な化合物を生じさせる、例えば、ステアリ
ルアミンまたはリボフラビンなどの疎水基含有反応物との反応において生じさせることが
できる。パルミチン酸鎖のビタミンCへの結合によって、パルミチン酸アスコルビルが生
じる。
【０１４２】
　アミノ酸およびそれらの塩
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　アラニン、アルギニン、アスパラギン、アスパラギン酸、システイン、シスチン、グル
タミン酸、グルタミン、グリシン、ヒスチジン、プロリン、イソロイシン、ロイシン、リ
シン、メチオニン、フェニルアラニン、セリン、スレオニン、トリプトファン、チロシン
、バリン、およびその誘導体は、本発明の実施形態において他の有用な添加剤である。
【０１４３】
　1価または多価イオンを有する双性イオン形態および/または塩の形態の特定のアミノ酸
は、極性基、比較的高いオクタノール-水分配係数を有し、本発明の実施形態において有
用である。本開示とのとの関連で、「低溶解度アミノ酸」とは、非緩衝水中の溶解度が約
4%(40mg/ml)未満のアミノ酸を意味する。これらには、シスチン、チロシン、トリプトフ
ァン、ロイシン、イソロイシン、フェニルアラニン、アスパラギン、アスパラギン酸、グ
ルタミン酸、およびメチオニンが挙げられる。
【０１４４】
　アミノ酸二量体、糖共役体、および他の誘導体もまた有用である。当技術分野で周知の
単純な反応によって、親水性分子が疎水性アミノ酸に結合、または疎水性分子が親水性ア
ミノ酸に結合し、本発明の実施形態において有用なさらなる添加剤となる場合がある。
【０１４５】
　ドーパミン、レボドパ、カルビドパ、およびDOPAなどのカテコールアミンもまた、添加
剤として有用である。
【０１４６】
　オリゴペプチド、ペプチドおよびタンパク質
　疎水性および親水性アミノ酸は、容易に結合でき、アミノ酸の様々な配列は、薬物によ
る組織の透過を最大限に促進するように試験することができるため、オリゴペプチドおよ
びペプチドは添加剤として有用である。
【０１４７】
　タンパク質もまた、本発明の実施形態における添加剤として有用である。例えば、血清
アルブミンは、水溶性であり、薬物に結合する重要な疎水性部分を含有するため、特に好
ましい添加剤である。パクリタキセルは、ヒト静脈内への注入後89%から98%がタンパク質
に結合し、ラパマイシンは、92%がタンパク質に結合し、大部分(97%)がアルブミンに結合
する。さらに、PBS中のパクリタキセルの溶解度は、BSAを添加すると20倍を超えて増加す
る。アルブミンは、自然に血清中に高濃度で存在し、したがってヒト血管内の使用のため
に非常に安全である。
【０１４８】
　他の有用なタンパク質には、これらだけに限定されないが、他のアルブミン、免疫グロ
ブリン、カゼイン、ヘモグロビン、リゾチーム、免疫グロビン、a-2-マクログロブリン、
フィブロネクチン、ビトロネクチン、フィブリノゲン、リパーゼなどが挙げられる。
【０１４９】
　有機酸およびそれらのエステルおよび無水物
　例としては、酢酸および無水物、安息香酸および無水物、ジエチレントリアミン五酢酸
二無水物、エチレンジアミン四酢酸二無水物、マレイン酸および無水物、コハク酸および
無水物、ジグリコール酸無水物、グルタル酸無水物、アスコルビン酸、クエン酸、酒石酸
、乳酸、シュウ酸、アスパラギン酸、ニコチン酸、2-ピロリドン-5-カルボン酸、および2
-ピロリドンである。
【０１５０】
　これらのエステルおよび無水物は、エタノール、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸
エチルなどの有機溶媒中で可溶性である。水不溶性薬物は、これらのエステルおよび無水
物を有する有機溶媒に溶解することができ、したがって医療装置上に容易にコーティング
され、その結果高pH条件下で加水分解する。加水分解した無水物またはエステルは、酸ま
たはアルコールであり、これらは水溶性で、薬物を装置から血管壁に効率的に運ぶことが
できる。
【０１５１】
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　1個または複数のヒドロキシル、アミン、カルボニル、カルボキシル、またはエステル
部分を有する他の化合物
　実施形態による添加剤には、環状および直鎖状両方の脂肪族基および芳香族基中のアミ
ノアルコール、アルコール、アミン、酸、アミドおよびヒドロキシル酸が挙げられる。例
は、L-アスコルビン酸およびその塩、D-グルコアスコルビン酸およびその塩、トロメタミ
ン、トリエタノールアミン、ジエタノールアミン、メグルミン、グルカミン、アミンアル
コール、グルコヘプトン酸、グルコン酸、ヒドロキシルケトン、ヒドロキシルラクトン、
グルコノラクトン、グルコヘプトノラクトン、グルコオクタン酸ラクトン、グロン酸ラク
トン、マンノン酸ラクトン、リボン酸ラクトン、ラクトビオン酸、グルコサミン、グルタ
ミン酸、ベンジルアルコール、安息香酸、ヒドロキシ安息香酸、4-ヒドロキシ安息香酸プ
ロピル、リシン酢酸塩、ゲンチジン酸、ラクトビオン酸、ラクチトール、ソルビトール、
グルシトール、糖リン酸、リン酸グルコピラノース、糖硫酸、シナピン酸、バニリン酸、
バニリン、メチルパラベン、プロピルパラベン、キシリトール、2-エトキシエタノール、
糖類、ガラクトース、グルコース、リボース、マンノース、キシロース、スクロース、ラ
クトース、マルトース、アラビノース、リキソース、フルクトース、シクロデキストリン
、(2-ヒドロキシプロピル)-シクロデキストリン、アセトアミノフェン、イブプロフェン
、レチノイン酸、酢酸リシン、ゲンチジン酸、カテキン、カテキンガレート、チレタミン
、ケタミン、プロポフォール、乳酸、酢酸、上記の任意の有機酸およびアミンの塩、ポリ
グリシドール、グリセロール、マルチグリセロール、ガラクチトール、ジ(エチレングリ
コール)、トリ(エチレングリコール)、テトラ(エチレングリコール)、ペンタ(エチレング
リコール)、ポリ(エチレングリコール)オリゴマー、ジ(プロピレングリコール)、トリ(プ
ロピレングリコール)、テトラ(プロピレングリコール、およびペンタ(プロピレングリコ
ール)、ポリ(プロピレングリコール)オリゴマー、ポリエチレングリコールとポリプロピ
レングリコールとのブロックコポリマー、ならびにこの誘導体および組合せである。
【０１５２】
　添加剤の組合せもまた、本発明の目的のために有用である。
【０１５３】
　1つの実施形態は、2種の添加剤の組合せまたは混合物を含み、例えば、第1の添加剤は
界面活性剤を含み、第2の添加剤は、1個または複数のヒドロキシル、アミン、カルボニル
、カルボキシル、またはエステル部分を有する化合物を含む。
【０１５４】
　界面活性剤および水溶性小分子(1個または複数のヒドロキシル、アミン、カルボニル、
カルボキシル、またはエステル部分を有する化合物)の組合せまたは混合物には利点があ
る。2種の添加剤と水不溶性薬物との混合物を含む製剤は、特定の場合どちらか一方の添
加剤を単独で含む混合物よりも優れている。疎水性薬物は、界面活性剤に結合するよりも
、極めて水溶性の小分子に結合しない。それらは水溶性小分子から相分離していることが
多く、それによって最適以下のコーティングの均一性および完全性をもたらす場合がある
。水不溶性薬物は、界面活性剤および水溶性小分子の両方よりも高いLog Pを有する。し
かし、界面活性剤のLog Pは、典型的には1個または複数のヒドロキシル、アミン、カルボ
ニル、カルボキシル、またはエステル部分を有する化合物のLog Pよりも高い。界面活性
剤は、比較的高いLog Pを有し(通常0を超える)、水溶性分子は、低いLog Pを有する(通常
0未満)。いくつかの界面活性剤は、本発明の実施形態において添加剤として使用される場
合、水不溶性薬物および医療装置の表面に強力に付着するため、標的部位において医療装
置の表面から薬物を急速に放出することができない。他方、(1個または複数のヒドロキシ
ル、アミン、カルボニル、カルボキシル、またはエステル部分を有する)水溶性小分子の
いくつかは、医療装置への付着が不十分であるので、標的部位に到達する前に、例えば、
介入の標的部位へのコーティングされたバルーンカテーテルの通過の間に、血清中に薬物
を放出させる。驚いたことに、製剤中の親水性小分子および界面活性剤の濃度比を調節す
ることによって、特定の場合に膨張し、治療的介入標的部位における管腔壁の組織に対し
て押し付けられたとき、通過および急速な薬物放出の間のコーティングの安定性は、どち
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らか一方の添加剤単独を含む製剤より優れていることを本発明者は見出した。さらに、水
不溶性薬物および高度に水溶性の分子の混合性および適合性は、界面活性剤の存在によっ
て改善する。界面活性剤はまた、薬物および小分子へのその良好な付着によって、コーテ
ィングの均一性および完全性を改善する。界面活性剤の長鎖疎水性部分は薬物にしっかり
と結合し、一方界面活性剤の親水性部分は水溶性小分子に結合する。
【０１５５】
　混合物または組合せ中の界面活性剤には、本発明の実施形態において使用するための本
明細書に記載する界面活性剤のすべてが挙げられる。混合物中の界面活性剤は、PEG脂肪
エステル、PEGオメガ-3脂肪エステルおよびアルコール、グリセロール脂肪エステル、ソ
ルビタン脂肪エステル、PEGグリセリル脂肪エステル、PEGソルビタン脂肪エステル、糖脂
肪エステル、PEG糖エステル、Tween20、Tween40、Tween60、p-イソノニルフェノキシポリ
グリシドール、ラウリン酸PEG、オレイン酸PEG、ステアリン酸PEG、ラウリン酸PEGグリセ
リル、オレイン酸PEGグリセリル、ステアリン酸PEGグリセリル、ラウリン酸ポリグリセリ
ル、オレイン酸ポリグリセリル、ミリスチン酸ポリグリセリル、パルミチン酸ポリグリセ
リル、ラウリン酸ポリグリセリル-6、オレイン酸ポリグリセリル-6、ミリスチン酸ポリグ
リセリル-6、パルミチン酸ポリグリセリル-6、ラウリン酸ポリグリセリル-10、オレイン
酸ポリグリセリル-10、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、パルミチン酸ポリグリセリル-1
0、モノラウリン酸PEGソルビタン、モノラウリン酸PEGソルビタン、モノオレイン酸PEGソ
ルビタン、ステアリン酸PEGソルビタン、PEGオレイルエーテル、PEGラウリルエーテル、T
ween20、Tween40、Tween60、Tween80、オクトキシノール、モノキシノール、チロキサポ
ール、モノパルミチン酸スクロース、モノラウリン酸スクロース、デカノイル-N-メチル
グルカミド、n-デシル-β-D-グルコピラノシド、n-デシル-β-D-マルトピラノシド、n-ド
デシル-β-D-グルコピラノシド、n-ドデシル-β-D-マルトシド、ヘプタノイル-N-メチル
グルカミド、n-ヘプチル-β-D-グルコピラノシド、n-ヘプチル-β-D-チオグルコシド、n-
ヘキシル-β-D-グルコピラノシド、ノナノイル-N-メチルグルカミド、n-ノイル-β-D-グ
ルコピラノシド、オクタノイル-N-メチルグルカミド、n-オクチル-β-D-グルコピラノシ
ド、オクチル-β-D-チオグルコピラノシドおよびそれらの誘導体から選択することができ
る。
【０１５６】
　混合物または組合せ中に1個または複数のヒドロキシル、アミン、カルボニル、カルボ
キシル、またはエステル部分を有する化合物には、本発明の実施形態において使用するた
めの本明細書に記載する1個または複数のヒドロキシル、アミン、カルボニル、カルボキ
シル、またはエステル部分を有する化合物のすべてが挙げられる。混合物中に1個または
複数のヒドロキシル、アミン、カルボニル、カルボキシル、またはエステル部分を有する
化合物は、本発明における実施形態の1つにおいて少なくとも1つのヒドロキシル基を有す
る。特定の実施形態では、例えば高分子量添加剤の場合は、4つを超えるヒドロキシル基
が好ましい。いくつかの実施形態では、4つを超えるヒドロキシル基を有する化合物は、1
20℃以下の融点を有する。大きな分子はゆっくりと拡散する。添加剤または化合物の分子
量が高い場合、例えば分子量が800超、1000超、1200超、1500超、または2000超である場
合、大きな分子は、医療装置の表面からゆっくりと溶出し、2分未満で薬物を放出しない
場合がある。これらの大きな分子が4つを超えるヒドロキシル基を含有する場合、それら
は増加した親水性特性を有し、これは比較的大きな分子が薬物を迅速に放出するのに必要
である。増加した親水性によって、コーティングがバルーンから溶出するのを助長し、薬
物の放出を促進し、水性バリアおよび脂質二重層の極性頭基を通る薬物の移動を改善また
は促進し、組織に浸透させる。ヒドロキシル基は、パクリタキセルまたはラパマイシンな
どの水不溶性薬物と反応する可能性は少ないため、親水性部分として好ましい。
【０１５７】
　混合物中に1個または複数のヒドロキシル、アミン、カルボニル、カルボキシル、また
はエステル部分を有する化合物は、L-アスコルビン酸およびその塩、D-グルコアスコルビ
ン酸およびその塩、トロメタミン、トリエタノールアミン、ジエタノールアミン、メグル
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ミン、グルカミン、アミンアルコール、グルコヘプトン酸、グルコン酸、ヒドロキシルケ
トン、ヒドロキシルラクトン、グルコノラクトン、グルコヘプトノラクトン、グルコオク
タン酸ラクトン、グロン酸ラクトン、マンノン酸ラクトン、リボン酸ラクトン、ラクトビ
オン酸、グルコサミン、グルタミン酸、ベンジルアルコール、安息香酸、ヒドロキシ安息
香酸、4-ヒドロキシ安息香酸プロピル、リシン酢酸塩、ゲンチジン酸、ラクトビオン酸、
ラクチトール、ソルビトール、グルシトール、糖リン酸、リン酸グルコピラノース、糖硫
酸、シナピン酸、バニリン酸、バニリン、メチルパラベン、プロピルパラベン、キシリト
ール、2-エトキシエタノール、糖類、ガラクトース、グルコース、リボース、マンノース
、キシロース、スクロース、ラクトース、マルトース、アラビノース、リキソース、フル
クトース、シクロデキストリン、(2-ヒドロキシプロピル)-シクロデキストリン、アセト
アミノフェン、イブプロフェン、レチノイン酸、酢酸リシン、ゲンチジン酸、カテキン、
カテキンガレート、チレタミン、ケタミン、プロポフォール、乳酸、酢酸、上記の任意の
有機酸およびアミンの塩、ポリグリシドール、グリセロール、マルチグリセロール、ガラ
クチトール、ジ(エチレングリコール)、トリ(エチレングリコール)、テトラ(エチレング
リコール)、ペンタ(エチレングリコール)、ポリ(エチレングリコール)オリゴマー、ジ(プ
ロピレングリコール)、トリ(プロピレングリコール)、テトラ(プロピレングリコール、お
よびペンタ(プロピレングリコール)、ポリ(プロピレングリコール)オリゴマー、ポリエチ
レングリコールとポリプロピレングリコールとのブロックコポリマー、ならびにこの誘導
体および組合せから選択される。
【０１５８】
　界面活性剤および水溶性小分子の混合物または組合せは、両方の添加剤の利点を実現す
る。水不溶性薬物は、高度に水溶性の化合物に対して乏しい適合性を有することが多く、
界面活性剤が適合性を改善する。界面活性剤はまた、コーティングの質、均一性、および
完全性も改善し、取り扱いの間に粒子はバルーンから脱落しない。界面活性剤は、標的部
位通過の間の薬物損失を減少させる。水溶性化合物は、バルーンからの薬物の放出および
組織における薬物の吸収を改善させる。驚いたことに、組合せは実験的に、通過の間の薬
物放出を防止し、非常に短期間の0.2分～2分の留置後の組織における高い薬物レベルを達
成するのに効果的であった。さらに、動物実験において、動脈狭窄および遠隔期内径損失
を効果的に減少させた。
【０１５９】
　界面活性剤および水溶性小分子の混合物または組合せのいくつかは、加熱下で非常に安
定的である。それらは、エチレンオキシド滅菌処理後も有効に存続し、滅菌の間に水不溶
性薬物であるパクリタキセルまたはラパマイシンと反応しない。パクリタキセルまたはラ
パマイシンなどの治療剤と反応する可能性が低いため、ヒドロキシル、エステル、アミド
基が好ましい。アミンおよび酸基はパクリタキセルと反応し、エチレンオキシド滅菌、加
熱、および老化の下で安定的ではないことがある。本明細書に記載する混合物または組合
せが、パクリタキセルと共に製剤される場合、装置の間の早すぎる薬物損失から薬物層を
保護するためにトップコート層が有利である場合がある。
【０１６０】
　好ましい添加剤には、p-イソノニルフェノキシポリグリシドール、オレイン酸PEGグリ
セリル、ステアリン酸PEGグリセリル、ラウリン酸ポリグリセリル、オレイン酸ポリグリ
セリル、ミリスチン酸ポリグリセリル、パルミチン酸ポリグリセリル、ラウリン酸ポリグ
リセリル-6、オレイン酸ポリグリセリル-6、ミリスチン酸ポリグリセリル-6、パルミチン
酸ポリグリセリル-6、ラウリン酸ポリグリセリル-10、オレイン酸ポリグリセリル-10、ミ
リスチン酸ポリグリセリル-10、パルミチン酸ポリグリセリル-10、モノラウリン酸PEGソ
ルビタン、モノラウリン酸PEGソルビタン、モノオレイン酸PEGソルビタン、ステアリン酸
PEGソルビタン、オクトキシノール、モノキシノール、チロキサポール、モノパルミチン
酸スクロース、モノラウリン酸スクロース、デカノイル-N-メチルグルカミド、n-デシル-
β-D-グルコピラノシド、n-デシル-β-D-マルトピラノシド、n-ドデシル-β-D-グルコピ
ラノシド、n-ドデシル-β-D-マルトシド、ヘプタノイル-N-メチルグルカミド、n-ヘプチ
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ル-β-D-グルコピラノシド、n-ヘプチル-β-D-チオグルコシド、n-ヘキシル-β-D-グルコ
ピラノシド、ノナノイル-N-メチルグルカミド、n-ノイル-β-D-グルコピラノシド、オク
タノイル-N-メチルグルカミド、n-オクチル-β-D-グルコピラノシド、オクチル-β-D-チ
オグルコピラノシド;シスチン、チロシン、トリプトファン、ロイシン、イソロイシン、
フェニルアラニン、アスパラギン、アスパラギン酸、グルタミン酸、およびメチオニン(
アミノ酸);セトチアミン;シコチアミン、デクスパンテノール、ナイアシンアミド、ニコ
チン酸およびその塩、5-リン酸ピリドキサール、アスコルビン酸ニコチンアミド、リボフ
ラビン、リン酸リボフラビン、チアミン、葉酸、メナジオール二リン酸、メナジオン重亜
硫酸ナトリウム、メナドキシム、ビタミンB12、ビタミンK5、ビタミンK6、ビタミンK6、
およびビタミンU(ビタミン);アルブミン、免疫グロブリン、カゼイン、ヘモグロビン、リ
ゾチーム、免疫グロビン、a-2-マクログロブリン、フィブロネクチン、ビトロネクチン、
フィブリノゲン、リパーゼ、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、臭化ドデシル
トリメチルアンモニウム、ドデシル硫酸ナトリウム、塩化ジアルキルメチルベンジルアン
モニウム、およびスルホンコハク酸ナトリウムのジアルキルエステル、L-アスコルビン酸
およびその塩、D-グルコアスコルビン酸およびその塩、トロメタミン、トリエタノールア
ミン、ジエタノールアミン、メグルミン、グルカミン、アミンアルコール、グルコヘプト
ン酸、グルコン酸、ヒドロキシルケトン、ヒドロキシルラクトン、グルコノラクトン、グ
ルコヘプトノラクトン、グルコオクタン酸ラクトン、グロン酸ラクトン、マンノン酸ラク
トン、リボン酸ラクトン、ラクトビオン酸、グルコサミン、グルタミン酸、ベンジルアル
コール、安息香酸、ヒドロキシ安息香酸、4-ヒドロキシ安息香酸プロピル、リシン酢酸塩
、ゲンチジン酸、ラクトビオン酸、ラクチトール、シナピン酸、バニリン酸、バニリン、
メチルパラベン、プロピルパラベン、ソルビトール、キシリトール、シクロデキストリン
、(2-ヒドロキシプロピル)-シクロデキストリン、アセトアミノフェン、イブプロフェン
、レチノイン酸、酢酸リシン、ゲンチジン酸、カテキン、カテキンガレート、チレタミン
、ケタミン、プロポフォール、乳酸、酢酸、任意の有機酸および有機アミンの塩、ポリグ
リシドール、グリセロール、マルチグリセロール、ガラクチトール、ジ(エチレングリコ
ール)、トリ(エチレングリコール)、テトラ(エチレングリコール)、ペンタ(エチレングリ
コール)、ポリ(エチレングリコール)オリゴマー、ジ(プロピレングリコール)、トリ(プロ
ピレングリコール)、テトラ(プロピレングリコール、およびペンタ(プロピレングリコー
ル)、ポリ(プロピレングリコール)オリゴマー、ポリエチレングリコールとポリプロピレ
ングリコールとのブロックコポリマー、ならびにこの誘導体および組合せ(1個または複数
のヒドロキシル、アミノ、カルボニル、カルボキシル、またはエステル部分を有する化合
物)が挙げられる。これらの添加剤のいくつかは、水溶性および有機溶媒溶性の両方であ
る。それらは、良好な付着特性を有し、バルーンカテーテルなどのポリアミド医療装置の
表面に付着する。したがって、それは、本発明の実施形態の接着層、最上層、および/ま
たは薬物層中に使用することができる。芳香族および脂肪族基は、コーティング溶液中の
水不溶性薬物の溶解度を増加させ、アルコールおよび酸の極性基は、組織の薬物透過を促
進する。
【０１６１】
　本発明の実施形態による他の好ましい添加剤には、アミノアルコールおよび有機酸の組
合せもしくは混合物またはアミド反応生成物が挙げられる。例は、リシン/グルタミン酸
、酢酸リシン、ラクトビオン酸/メグルミン、ラクトビオン酸/トロメタネミン、ラクトビ
オン酸/ジエタノールアミン、乳酸/メグルミン、乳酸/トロメタネミン、乳酸/ジエタノー
ルアミン、ゲンチジン酸/メグルミン、ゲンチジン酸/トロメタネミン、ゲンチジン酸/ジ
エタノールアミン、バニリン酸/メグルミン、バニリン酸/トロメタネミン、バニリン酸/
ジエタノールアミン、安息香酸/メグルミン、安息香酸/トロメタネミン、安息香酸/ジエ
タノールアミン、酢酸/メグルミン、酢酸/トロメタネミン、および酢酸/ジエタノールア
ミンである。
【０１６２】
　本発明の実施形態による他の好ましい添加剤には、ヒドロキシルケトン、ヒドロキシル
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ラクトン、ヒドロキシル酸、ヒドロキシルエステル、およびヒドロキシルアミドが挙げら
れる。例は、グルコノラクトン、D-グルコヘプトノ-1,4-ラクトン、グルコオクタン酸ラ
クトン、グロン酸ラクトン、マンノン酸ラクトン、エリトロン酸ラクトン、リボン酸ラク
トン、グルクロン酸、グルコン酸、ゲンチジン酸、ラクトビオン酸、乳酸、アセトアミノ
フェン、バニリン酸、シナピン酸、ヒドロキシ安息香酸、メチルパラベン、プロピルパラ
ベン、およびその誘導体である。
【０１６３】
　本発明の実施形態において有用であり得る他の好ましい添加剤には、リボフラビン、リ
ボフラビンリン酸エステルナトリウム、ビタミンD3、葉酸(ビタミンB9)、ビタミン12、ジ
エチレントリアミン五酢酸二無水物、エチレンジアミン四酢酸二無水物、マレイン酸およ
び無水物、コハク酸および無水物、ジグリコール酸無水物、グルタル酸無水物、L-アスコ
ルビン酸、チアミン、ニコチンアミド、ニコチン酸、2-ピロリドン-5-カルボン酸、シス
チン、チロシン、トリプトファン、ロイシン、イソロイシン、フェニルアラニン、アスパ
ラギン、アスパラギン酸、グルタミン酸、およびメチオニンが挙げられる。
【０１６４】
　構造的見地から、これらの添加剤は、構造的類似性を共有し、水不溶性薬物(パクリタ
キセルおよびラパマイシンなど)と適合性である。それらは、芳香族または脂肪族構造中
にC=C、C=N、C=Oなどの二重結合を含有することが多い。これらの添加剤はまた、アミン
、アルコール、エステル、アミド、無水物、カルボン酸、および/またはヒドロキシル基
を含有する。それらは、薬物と水素結合および/またはファンデルワールス相互作用を形
成することができる。それらはコーティングの最上層においても有用である。例えば、1
個または複数のヒドロキシル、カルボキシル、またはアミン基を含有する化合物は、装置
表面からの薬物放出を促進し、細胞膜の極性頭基および表面タンパク質に隣接する水を容
易に置換し、それによって疎水性薬物の透過性に対するこのバリアを取り除く場合がある
ので添加剤として特に有用である。それらによって、バルーンから、疎水性薬物が非常な
高親和性を有する細胞膜の脂質層および組織への、疎水性薬物の移動が加速する。それら
は、バルーンから、例えばバルーン血管形成術またはステント拡張によって損傷を受けた
脈管組織の間質腔などのより水性の環境への薬物の移動を行い、または促進する場合があ
る。ポリグリセリル脂肪エステル、脂肪酸のアスコルビン酸エステル、糖エステル、アル
コールおよび脂肪酸のエーテルなどの添加剤は、標的組織膜の脂質構造に組み入れること
ができる脂肪鎖を有し、薬物を脂質構造に運ぶ。アミノ酸、ビタミンおよび有機酸のいく
つかは、それらの構造に芳香族C=N基ならびにアミノ、ヒドロキシル、およびカルボキシ
ル成分を有する。それらは、パクリタキセルまたはラパマイシンなどの疎水性薬物に結合
し、または複合体を形成することができる構造的部分を有し、また疎水性薬物と細胞膜の
脂質構造の間のバリアを除去することによって組織への浸透を促進する構造的部分を有す
る。
【０１６５】
　例えば、イソノニルフェニルポリグリシドール(Olin-10GおよびSurfactant-10G)、モノ
オレイン酸PEGグリセリル、モノラウリン酸ソルビタン(Arlacel20)、モノパルミチン酸ソ
ルビタン(Span-40)、モノオレイン酸ソルビタン(Span-80)、モノステアリン酸ソルビタン
、オレイン酸ポリグリセリル-10、ラウリン酸ポリグリセリル-10、パルミチン酸ポリグリ
セリル-10、およびステアリン酸ポリグリセリル-10のすべては、親水性部分中に4つを超
えるヒドロキシル基を有する。これらのヒドロキシル基は、血管壁への非常に良好な親和
性を有し、水素結合水分子を置換することができる。同時に、それらは疎水性薬物と複合
体を形成するだけではなく、細胞膜の脂質構造中に組み入れられ、脂質構造の部分を形成
することができる脂肪酸、アルコール、エーテルおよびエステルの長鎖を有する。標的細
胞の脂質膜のこの変形またはゆるみによって、さらに疎水性薬物の組織への透過を加速す
ることができる。
【０１６６】
　他の例では、L-アスコルビン酸、チアミン、マレイン酸、ナイアシンアミド、および2-
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ピロリドン-5-カルボン酸のすべては、非常に高い水およびエタノールへの溶解度ならび
に低分子量ならびに小さなサイズを有する。それらはまた、芳香族C=N、アミノ、ヒドロ
キシル、およびカルボキシル基を含めた構造的成分を有する。これらの構造は、パクリタ
キセルおよびラパマイシンと非常に良好な適合性を有し、これらの水不溶性薬物の水中で
の溶解度を増加させ、それらの組織への吸収を増強することができる。しかし、それらは
医療装置の表面への付着が乏しいことが多い。したがってそれらは、薬物層および最上層
(そこでは、薬物吸収を増強するのに有用である)において他の添加剤と組み合わせて使用
されることが好ましい。ビタミンD2およびD3は、特にパクリタキセルと組み合わせて使用
される場合、それら自体が抗再狭窄作用を有し、血栓症を減少させるために特に有用であ
る。
【０１６７】
　本発明の実施形態では、添加剤は、水性溶媒中で可溶性であり、有機溶媒中で可溶性で
ある。十分な親水性部分を欠き、色素スダンレッドなどの水性溶媒中で不溶性である例示
的な疎水性化合物は、これらの実施形態において添加剤として有用ではない。スダンレッ
ドはまた遺伝毒性である。
【０１６８】
　一実施形態では、医療装置の表面に塗布される少なくとも1種の治療剤の濃度は、約1～
20μg/mm2であり、またはさらに好ましくは約2～6μg/mm2である。一実施形態では、医療
装置の表面に塗布される少なくとも1種の添加剤の濃度は、約1～20μg/mm2である。本発
明の実施形態におけるコーティング層中の添加剤と薬物の重量比は、約20～0.05であり、
好ましくは約10～0.5であり、またはさらに好ましくは約5～0.8である。
【０１６９】
　コーティング層中の治療剤および添加剤の相対量は、適用できる状況によって変化する
場合がある。添加剤の最適量は、例えば、選択した特定の治療剤および添加剤、ミセルを
形成する場合は表面改質剤の臨界ミセル濃度、界面活性剤の親水性親油性バランス(HLB)
、または添加剤のオクタノール-水分配係数(P)、添加剤の融点、添加剤および/または治
療剤の水溶性、表面改質剤の水溶液の表面張力などに依存する場合がある。
【０１７０】
　水溶液による希釈によって、担体が、有機水溶液中に疎水性治療剤を含有する清澄な水
性分散液またはエマルジョンまたは溶液を形成するような量で、添加剤は本発明の実施形
態の例示的コーティング組成物中に存在する。界面活性剤の相対量が多すぎる場合、この
ように得られた分散液は、目に見えるほど「濁って」いる。
【０１７１】
　水性分散液の光学的透明度は、混濁度評価のための標準的定量的技術を使用して測定す
ることができる。混濁度を測定するための1つの便利な手順は、例えば、紫外可視分光光
度計を使用して、溶液によって伝わる所与の波長の光の量を測定することである。この測
定を使用すると、より濁った溶液は入射放射をより散乱させ、より低い透過率測定をもた
らすため、光学的透明度は高い透過率と対応する。
【０１７２】
　光学的透明度と水性の境界層を通る担体の拡散率とを決定する他の方法は、分散液を構
成する粒子の大きさを定量的に測定することである。これらの測定は、市販の粒径分析器
で行うことができる。
【０１７３】
　他の考慮すべき点は、異なる添加剤の特定の比率の選択についてさらに情報を与えるで
あろう。これらの考慮すべき点には、添加剤の生体許容性の程度および提供される疎水性
治療剤の所望の投与量が挙げられる。
【０１７４】
　治療剤
　本発明の実施形態において使用することができる薬物または生物活性のある材料は、任
意の治療剤または物質でよい。薬物は、様々な物理的状態、例えば、分子分布、結晶形態
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またはクラスター形態でよい。本発明の実施形態において特に有用な薬物の例は、パクリ
タキセル、ラパマイシン、ダウノルビシン、ドキソルビシン、ラパコン、ビタミンD2およ
びD3、ならびにその類似体および誘導体などの親油性の実質的に水不溶性の薬物である。
これらの薬物は、血管系の組織の治療に使用されるバルーンカテーテル上のコーティング
における使用に特に適切である。
【０１７５】
　本発明の実施形態において有用であり得る他の薬物には、これらだけに限定されないが
、グルココルチコイド(例えば、デキサメサゾン、ベタメタゾン)、ヒルジン、アンジオペ
プチン、アスピリン、増殖因子、アンチセンス薬剤、抗癌剤、抗増殖剤、オリゴヌクレオ
チド、およびより一般には、抗血小板剤、抗凝固性薬剤、有糸分裂阻害剤、抗酸化剤、代
謝拮抗剤、抗走化性剤、および抗炎症剤が挙げられる。
【０１７６】
　本発明の実施形態においてまた有用であるものは、炎症および/または平滑筋細胞もし
くは線維芽細胞の増殖を阻害する例えば、ポリヌクレオチド、アンチセンス、RNAi、また
はsiRNAである。
【０１７７】
　抗血小板剤には、アスピリンおよびジピリダモールなどの薬物を含めることができる。
アスピリンは、鎮痛性、解熱性、抗炎症性および抗血小板性の薬物として分類されている
。ジピリダモールは、抗血小板特性を有するという点でアスピリンと同様の薬物である。
ジピリダモールもまた、冠血管拡張薬として分類される。本発明の実施形態において使用
するための抗凝固性薬剤には、ヘパリン、プロタミン、ヒルジンおよびマダニ抗凝血タン
パク質などの薬物を含めることができる。抗酸化薬剤にはプロブコールを含めることがで
きる。抗増殖剤には、アムロジピンおよびドキサゾシンなどの薬物を含めることができる
。本発明の実施形態において使用することができる有糸分裂阻害剤および代謝拮抗剤には
、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、5-フルオロウ
ラシル、アドリアマイシン、およびムタマイシンなどの薬物を含めることができる。本発
明の実施形態において使用するための抗生物質には、ペニシリン、セフォキシチン、オキ
サシリン、トブラマイシン、およびゲンタマイシンが挙げられる。本発明の実施形態にお
いて使用するための適切な抗酸化剤には、プロブコールが挙げられる。さらに、遺伝子ま
たは核酸、またはその部分を、本発明の実施形態における治療剤として使用することがで
きる。さらに、トラニラストなどのコラーゲン合成阻害剤を、本発明の実施形態における
治療剤として使用することができる。
【０１７８】
　例えば、ポルフィマーなどの様々なポルフィリン化合物を含めた光線力学療法または放
射線療法のための光感作性薬剤もまた、本発明の実施形態において薬物として有用である
。
【０１７９】
　本発明の実施形態において使用するための薬物には、エベロリムス、ソマトスタチン、
タクロリムス、ロキシスロマイシン、デュナイマイシン、アスコマイシン、バフィロマイ
シン、エリスロマイシン、ミデカマイシン、ジョサマイシン、コンカナマイシン、クラリ
スロマイシン、トロレアンドマイシン、ホリマイシン、セリバスタチン、シンバスタチン
、ロバスタチン、フルバスタチン、ロスバスタチン、アトルバスタチン、プラバスタチン
、ピタバスタチン、ビンブラスチン、ビンクリスチン、ビンデシン、ビノレルビン、エト
ポシド、テニポシド、ニムスチン、カルムスチン、ロムスチン、シクロホスファミド、4-
ヒドロキシシクロホスファミド、エストラムスチン、メルファラン、イホスファミド、ト
ロホスファミド、クロラムブシル、ベンダムスチン、ダカルバジン、ブスルファン、プロ
カルバジン、トレオスルファン、テモゾロマイド、チオテパ、ダウノルビシン、ドキソル
ビシン、アクラルビシン、エピルビシン、ミトキサントロン、イダルビシン、ブレオマイ
シン、マイトマイシン、ダクチノマイシン、メトトレキサート、フルダラビン、フルダラ
ビン-5'-リン酸二水素、クラドリビン、メルカプトプリン、チオグアニン、シタラビン、



(45) JP 6463429 B2 2019.2.6

10

20

30

40

50

フルオロウラシル、ゲムシタビン、カペシタビン、ドセタキセル、カルボプラチン、シス
プラチン、オキサリプラチン、アムサクリン、イリノテカン、トポテカン、ヒドロキシカ
ルバミド、ミルテホシン、ペントスタチン、アルデスロイキン、トレチノイン、アスパラ
ギナーゼ、ペガスパルガーゼ、アナストロゾール、エキセメスタン、レトロゾール、ホル
メスタン、アミノグルテチミド、アドリアマイシン、アジスロマイシン、スピラマイシン
、セファランチン、smc増殖阻害剤-2w、エポチロンAおよびB、ミトキサントロン、アザチ
オプリン、ミコフェノレートモフェチル、c-myc-アンチセンス、b-myc-アンチセンス、ベ
ツリン酸、カンプトテシン、ラパコール、β-ラパコン、ポドフィロトキシン、ベツリン
、ポドフィリン酸2-エチルヒドラジド、モルグラモスチム(rhuGM-CSF)、ペグインターフ
ェロンa-2b、レノグラスチム(r-HuG-CSF)、フィルグラスチム、マクロゴール、ダカルバ
ジン、バシリキシマブ、ダクリズマブ、セレクチン(サイトカインアンタゴニスト)、CETP
阻害剤、カドヘリン、サイトカイニン阻害剤、COX-2阻害剤、NFkB、アンジオペプチン、
シプロフロキサシン、カンプトテシン、フルロブラスチン、筋肉細胞増殖を阻害するモノ
クローナル抗体、bFGFアンタゴニスト、プロブコール、プロスタグランジン、1,11-ジメ
トキシカンチン-6-オン、1-ヒドロキシ-11-メトキシカンチン-6-オン、スコポレチン、コ
ルヒチン、NO供与体(四硝酸ペンタエリトリトールおよびシンドノエイミンなど)、S-ニト
ロソ誘導体、タモキシフェン、スタウロスポリン、β-エストラジオール、a-エストラジ
オール、エストリオール、エストロン、エチニルエストラジオール、ホスフェストロール
、メドロキシプロゲステロン、シピオン酸エストラジオール、安息香酸エストラジオール
、トラニラスト、カメバカウリンおよび癌の治療において塗布される他のテルペノイド、
ベラパミル、チロシンキナーゼ阻害剤(チルホスチン)、シクロスポリンA、6-a-ヒドロキ
シ-パクリタキセル、バッカチン、タキソテールおよび他の亜酸化炭素の大環状オリゴマ
ー(MCS)およびその誘導体、モフェブタゾン、アセメタシン、ジクロフェナク、ロナゾラ
ク、ダプソン、o-カルバモイルフェノキシ酢酸、リドカイン、ケトプロフェン、メフェナ
ム酸、ピロキシカム、メロキシカム、リン酸クロロキン、ペニシラミン、ヒドロキシクロ
ロキン、オーラノフィン、金チオリンゴ酸ナトリウム、オキサセプロール、セレコキシブ
、β-シトステリン、アデメチオニン、ミルテカイン、ポリドカノール、ノニバミド、レ
ボメントール、ベンゾカイン、アエシン、エリプチシン、D-24851(Calbiochem)、コルセ
ミド、サイトカラシンA-E、インダノシン、ノコダゾール、S100タンパク質、バシトラシ
ン、ビトロネクチン受容体アンタゴニスト、アゼラスチン、グアニジルシクラーゼ刺激剤
、金属プロテイナーゼ-1および-2の組織阻害剤、遊離核酸、ウイルス伝達物質に組み込ま
れている核酸、DNAおよびRNAフラグメント、プラスミノーゲンアクチベーター阻害剤-1、
プラスミノーゲンアクチベーター阻害剤-2、アンチセンスオリゴヌクレオチド、VEGF阻害
剤、IGF-1、抗生物質の群からの活性剤(セファドロキシル、セファゾリン、セファクロル
、セフォタキシム、トブラマイシン、ゲンタマイシンなど)、ペニシリン(ジクロキサシリ
ン、オキサシリンなど)、スルホンアミド、メトロニダゾール、抗血栓剤(アルガトロバン
、アスピリン、アブシキマブ、合成アンチトロンビンなど)、ビバリルジン、クマディン
、エノキサパリン、脱硫酸化およびN-再アセチル化ヘパリン、組織プラスミノーゲンアク
チベーター、GpIIb/IIIa血小板膜受容体、第Xa因子阻害抗体、ヘパリン、ヒルジン、r-ヒ
ルジン、PPACK、プロタミン、プロウロキナーゼ、ストレプトキナーゼ、ワルファリン、
ウロキナーゼ、血管拡張剤(ジピラミドール、トラピジル、ニトロプルシドなど)、PDGFア
ンタゴニスト(トリアゾロピリミジンおよびセラミンなど)、ACE阻害剤(カプトプリル、シ
ラザプリル、リシノプリル、エナラプリル、ロサルタンなど)、チオールプロテアーゼ阻
害剤、プロスタサイクリン、バピプロスト、インターフェロンa、βおよびy、ヒスタミン
アンタゴニスト、セロトニン遮断剤、アポトーシス阻害剤、アポトーシス制御因子(p65NF
-kBまたはBcl-xLアンチセンスオリゴヌクレオチドなど)、ハロフギノン、ニフェジピン、
トラニラスト、モルシドミン、チャポリフェノール、エピカテキンガレート、エピガロカ
テキンガレート、ボスウェリック酸およびその誘導体、レフルノミド、アナキンラ、エタ
ネルセプト、スルファサラジン、エトポシド、ジクロキサシリン、テトラサイクリン、ト
リアムシノロン、ムタマイシン、プロカインアミド、レチノイン酸、キニジン、ジソピラ
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ミド、フレカイニド、プロパフェノン、ソタロール、アミドロン、天然および合成によっ
て得たステロイド(ブリオフィリンA、イノトジオール、マキロサイドA、ガラキノシド、
マンソニン、ストレブロシド、ヒドロコルチゾン、ベタメタゾン、デキサメサゾンなど)
、非ステロイド性物質(NSAID)(フェノプロフェン、イブプロフェン、インドメタシン、ナ
プロキセン、フェニルブタゾンなど)、ならびに他の抗ウイルス剤(アシクロビル、ガンシ
クロビルおよびジドブジンなど)、抗真菌剤(クロトリマゾール、フルシトシン、グリセオ
フルビン、ケトコナゾール、ミコナゾール、ナイスタチン、テルビナフィンなど)、抗原
虫剤(クロロキン、メフロキン、キニーネなど)、さらに天然テルペノイド(ヒポカエスク
リン、バリングトジェノール-C21-アンゲレート、14-デヒドロアグロスチスタチン、アグ
ロスケリン、アグロスチスタチン、17-ヒドロキシアグロスチスタチン、オバトジオリド
、4,7-オキシシクロアニソメリン酸、バッカリノイドB1、B2、B3およびB7、ツベイモシド
、ブルセアノールA、BおよびC、ブルセアンチノシドC、ヤダンジオサイドNおよびP、イソ
デオキシエレファントピン、トメンファントピンAおよびB、コロナリンA、B、CおよびD、
ウルソル酸、ハイプタチン酸A、ゼオリン、イソ-イリドジャーマナル、マイテンフォリオ
ール、エフサンチンA、エクシサニンAおよびB、ロンギカウリンB、スクルポネアチンC、
カメバウニン、レウカメニンAおよびB、13,18-デヒドロ-6-a-セネシオイロキシカパリン
、タクサマイリンAおよびB、レジェニロール、トリプトライドなど)、さらにシマリン、
アポシマリン、アリストロキン酸、アノプテリン、ヒドロキシアノプテリン、アネモニン
、プロトアネモニン、ベルベリン、塩化ケリブリン、シクトキシン、シノコクリン、ボム
ブレスタチンAおよびB、クドライソフラボンA、クルクミン、ジヒドロニチジン、塩化ニ
チジン、12-β-ヒドロキシプレグナジエン-3,20-ジオン、ビロボール、ギンコール、ギン
コール酸、ヘレナリン、インジシン、インジシン-N-オキシド、ラシオカルピン、イノト
ジオール、グリコシド1a、ポドフィロトキシン、ジャスティシジンAおよびB、ラレアチン
、マロテリン、マロトクロマノール、イソブチリルマロトクロマノール、マキロサイドA
、マルカンチンA、メイタンシン、ライコリディシン、マルゲチン、パンクラチスタチン
、リリオデニン、ビスパルテノリジン、オキソウシンスニン、アリストラクタム-AII、ビ
スパルテノリジン、ペリプロコシドA、ガラキノシド、ウルソル酸、デオキシプソロスペ
ルミン、プシコルビン、リシンA、サンギナリン、マヌー小麦酸、メチルソルビフォリン
、スファセリアクロメン、スチゾフィリン、マンソニン、ストレブロシド、アカゲリン、
ジヒドロウサムバレンシン、ヒドロキシウサムバリン、ストリキノペンタミン、ストリキ
ノフィリン、ウサムバリン、ウサムバレンシン、ベルベリン、リリオデニン、オキソウシ
ンスニン、ダフノレチン、ラリシレシノール、メトキシラリシレシノール、シリンガレシ
ノール、ウンベリフェロン、アフロモソン、アセチルビスミオンB、デスアセチルビスミ
オンA、ならびにビス
ミオンAおよびBが挙げられる。
【０１８０】
　薬物の組合せもまた、本発明の実施形態において使用することができる。パクリタキセ
ルおよびラパマイシン、パクリタキセルおよび生物学的ビタミンD、パクリタキセルおよ
びラパコン、ラパマイシンおよび生物学的ビタミンD、ラパマイシンおよびラパコンなど
の組合せのいくつかは、異なる機構を有するため相加効果を有する。相加効果のために、
薬物用量をまた減らすことができる。これらの組合せは、高用量の薬物の使用からの合併
症を減少させることができる。
【０１８１】
　接着層
　薬物コーティング層の下にある任意選択の層である接着層は、薬物コーティング層の医
療装置の外面への付着性を改善し、コーティングの完全性を保護する。薬物および添加剤
が医療装置への付着性が異なっている場合、薬物層における一貫した薬物と添加剤の比ま
たは薬物と薬物の比、および介入の標的部位における医薬の送達を維持するために、接着
層は、薬物層成分の差異による損失(通過の間)または溶出(標的部位における)を妨げる場
合がある。さらに、接着層は、そうでなければ標的部位における組織との短期間の接触の
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間に溶出するには装置にしっかりと付着してしまう可能性があるコーティング層成分の放
出を促進する役割を果たす場合がある。例えば、特定の薬物が医療装置にしっかりと結合
している場合、薬物の装置表面への親和性を減少させるために、より親水性の成分が接着
層に組み込まれる。
【０１８２】
　上記のように、接着層は、ポリマーまたは添加剤または両方の混合物を含む。接着層を
形成するのに有用なポリマーは、生体適合性であり、身体組織の刺激作用を回避する。接
着層を形成するために有用なポリマーのいくつかの例は、ポリウレタン、シリコーン、お
よびポリエステルなどの、生体安定性のポリマーである。接着層を形成するために有用な
他のポリマーには、溶解し医療装置上で重合することができるポリマーが挙げられる。
【０１８３】
　本発明の実施形態の接着層において有用なポリマーのいくつかの例には、ポリオレフィ
ン、ポリイソブチレン、エチレン-α-オレフィンコポリマー、アクリルポリマーおよびコ
ポリマー、ポリ塩化ビニル、ポリビニルメチルエーテル、ポリフッ化ビニリデンおよびポ
リ塩化ビニリデン、ポリアクリロニトリル、ポリビニルケトン、ポリスチレン、ポリ酢酸
ビニル、エチレン-メタクリル酸メチルコポリマー、アクリロニトリル-スチレンコポリマ
ー、ABS樹脂、ナイロン12およびそのブロックコポリマー、ポリカプロラクトン、ポリオ
キシメチレン、ポリエーテル、エポキシ樹脂、ポリウレタン、レーヨン-トリアセテート
、セルロース、酢酸セルロース、酪酸セルロース、セロハン、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、カルボキシメチルセルロース、キチン、ポリ乳酸
、ポリグリコール酸、ポリ乳酸-ポリエチレンオキシドコポリマー、ポリエチレングリコ
ール、ポリプロピレングリコール、ポリビニルアルコール、ならびにそれらの混合物およ
びブロックコポリマーが挙げられる。
【０１８４】
　医療装置は機械的操作、すなわち拡張および収縮を受けるため、接着層において有用な
ポリマーの例には、シリコーン(例えば、ポリシロキサンおよび置換ポリシロキサン)、ポ
リウレタン、熱可塑性エラストマー、エチレン酢酸ビニルコポリマー、ポリオレフィンエ
ラストマー、およびEPDMゴムなどのエラストマー性ポリマーが挙げられる。これらのポリ
マーが使用される場合、装置が力または応力に曝された場合、これらのポリマーの弾性に
よってコーティングは医療装置の表面により良好に付着する。
【０１８５】
　接着層はまた、完全性およびコーティング層の装置への付着性を維持し、通過の間の薬
物および添加剤成分の付着と、治療的介入部位における留置の間の急速な溶出との両方を
促進するために、上記の添加剤の1種もしくは複数、または他の成分を含む場合がある。
【０１８６】
　最上層
　薬物層の完全性をさらに保護するため、標的部位への蛇行状の生体構造を通る通過の間
、またはコーティングが標的組織と直接接触する前の装置の最初の拡張の間に薬物の損失
を防止するために、任意選択の最上層を塗布する場合がある。最上層は、薬物層を保護し
ながら体内管腔内でゆっくりと放出することができる。最上層は、より疎水性の高分子量
添加剤からなる場合、よりゆっくりと浸食されるであろう。界面活性剤は、Tween20およ
びオレイン酸ポリグリセリルなど長い脂肪鎖を有するより疎水性構造の例である。高分子
量添加剤には、ポリエチレンオキシド、ポリエチレングリコール、およびポリビニルピロ
リドンが挙げられる。疎水性薬物自体は、最上層成分の機能を果たすことができる。例え
ば、パクリタキセルまたはラパマイシンは、疎水性である。それらは最上層において使用
することができる。他方、最上層は、あまりにゆっくりと浸食されることができず、さも
ないと標的部位における留置の間の薬物の放出を実際に遅くする場合がある。トップコー
トにおいて有用な他の添加剤には、p-イソノニルフェノキシポリグリシドール、ラウリン
酸PEG、Tween20、Tween40、Tween60、オレイン酸PEG、ステアリン酸PEG、ラウリン酸PEG
グリセリル、オレイン酸PEGグリセリル、ステアリン酸PEGグリセリル、ラウリン酸ポリグ
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リセリル、オレイン酸ポリグリセリル、ミリスチン酸ポリグリセリル、パルミチン酸ポリ
グリセリル、ラウリン酸ポリグリセリル-6、オレイン酸ポリグリセリル-6、ミリスチン酸
ポリグリセリル-6、パルミチン酸ポリグリセリル-6、ラウリン酸ポリグリセリル-10、オ
レイン酸ポリグリセリル-10、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、パルミチン酸ポリグリセ
リル-10モノラウリン酸PEGソルビタン、モノラウリン酸PEGソルビタン、モノオレイン酸P
EGソルビタン、ステアリン酸PEGソルビタン、PEGオレイルエーテル、PEGラウリルエーテ
ル、オクトキシノール、モノキシノール、チロキサポール、モノパルミチン酸スクロース
、モノラウリン酸スクロース、デカノイル-N-メチルグルカミド、n-デシル-β-D-グルコ
ピラノシド、n-デシル-β-D-マルトピラノシド、n-ドデシル-β-D-グルコピラノシド、n-
ドデシル-β-D-マルトシド、ヘプタノイル-N-メチルグルカミド、n-ヘプチル-β-D-グル
コピラノシド、n-ヘプチル-β-D-チオグルコシド、n-ヘキシル-β-D-グルコピラノシド、
ノナノイル-N-メチルグルカミド、n-ノイル-β-D-グルコピラノシド、オクタノイル-N-メ
チルグルカミド、n-オクチル-β-D-グルコピラノシド、オクチル-β-D-チオグルコピラノ
シド;シスチン、チロシン、トリプトファン、ロイシン、イソロイシン、フェニルアラニ
ン、アスパラギン、アスパラギン酸、グルタミン酸、およびメチオニン;無水酢酸、無水
安息香酸、アスコルビン酸、2-ピロリドン-5-カルボン酸、ピロリドンカルボン酸ナトリ
ウム、エチレンジアミン四酢酸二無水物、無水マレイン酸、無水コハク酸、ジグリコール
酸無水物、グルタル酸無水物、アセチアミン、ベンフォチアミン、パントテン酸;セトチ
アミン;シコチアミン、デクスパンテノール、ナイアシンアミド、ニコチン酸、5-リン酸
ピリドキサール、アスコルビン酸ニコチンアミド、リボフラビン、リン酸リボフラビン、
チアミン、葉酸、メナジオール二リン酸、メナジオン重亜硫酸ナトリウム、メナドキシム
、ビタミンB12、ビタミンK5、ビタミンK6、ビタミンK6、およびビタミンU;アルブミン、
免疫グロブリン、カゼイン、ヘモグロビン、リゾチーム、免疫グロビン、a-2-マクログロ
ブリン、フィブロネクチン、ビトロネクチン、フィブリノゲン、リパーゼ、塩化ベンザル
コニウム、塩化ベンゼトニウム、臭化ドデシルトリメチルアンモニウム、ドデシル硫酸ナ
トリウム、塩化ジアルキルメチルベンジルアンモニウム、およびスルホンコハク酸ナトリ
ウムのジアルキルエステル、L-アスコルビン酸およびその塩、D-グルコアスコルビン酸お
よびその塩、トロメタミン、トリエタノールアミン、ジエタノールアミン、メグルミン、
グルカミン、アミンアルコール、グルコヘプトン酸、グルコン酸、ヒドロキシルケトン、
ヒドロキシルラクトン、グルコノラクトン、グルコヘプトノラクトン、グルコオクタン酸
ラクトン、グロン酸ラクトン、マンノン酸ラクトン、リボン酸ラクトン、ラクトビオン酸
、グルコサミン、グルタミン酸、ベンジルアルコール、安息香酸、ヒドロキシ安息香酸、
4-ヒドロキシ安息香酸プロピル、リシン酢酸塩、ゲンチジン酸、ラクトビオン酸、ラクチ
トール、シナピン酸、バニリン酸、バニリン、メチルパラベン、プロピ
ルパラベン、ソルビトール、キシリトール、シクロデキストリン、(2-ヒドロキシプロピ
ル)-シクロデキストリン、アセトアミノフェン、イブプロフェン、レチノイン酸、酢酸リ
シン、ゲンチジン酸、カテキン、カテキンガレート、チレタミン、ケタミン、プロポフォ
ール、乳酸、酢酸、任意の有機酸および有機アミンの塩、ポリグリシドール、グリセロー
ル、マルチグリセロール、ガラクチトール、ジ(エチレングリコール)、トリ(エチレング
リコール)、テトラ(エチレングリコール)、ペンタ(エチレングリコール)、ポリ(エチレン
グリコール)オリゴマー、ジ(プロピレングリコール)、トリ(プロピレングリコール)、テ
トラ(プロピレングリコール、およびペンタ(プロピレングリコール)、ポリ(プロピレング
リコール)オリゴマー、ポリエチレングリコールとポリプロピレングリコールとのブロッ
クコポリマー、ならびにこの誘導体および組合せなどの、薬物またはコーティング層と強
力に相互作用する添加剤が挙げられる。
【０１８７】
　溶媒
　コーティング層を調製するための溶媒には、例として、下記の1種または複数の任意の
組合せを含めることができる。(a)水、(b)ヘキサン、オクタン、シクロヘキサン、および
ヘプタンなどのアルカン、(c)ベンゼン、トルエン、およびキシレンなどの芳香族溶媒、(
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d)エタノール、プロパノール、およびイソプロパノール、ジエチルアミド、エチレングリ
コールモノエチルエーテル、トランスクトール、およびベンジルアルコールなどのアルコ
ール、(e)ジオキサン、ジメチルエーテルおよびテトラヒドロフランなどのエーテル、(f)
酢酸エチルおよび酢酸イソブチルなどのエステル/酢酸、(g)アセトン、アセトニトリル、
ジエチルケトン、およびメチルエチルケトンなどのケトン、および(h)水/エタノール、水
/アセトン、水/メタノール、水/テトラヒドロフランなどの水と有機溶媒との混合物。ト
ップコーティング層における好ましい溶媒はアセトンである。
【０１８８】
　短鎖アルコール、ジオキサン、テトラヒドロフラン、ジメチルホルムアミド、アセトニ
トリル、ジメチルスルホキシドなどの有機溶媒は、これらの有機溶媒は一般にコロイド状
凝集物を崩壊させ、コーティング溶液中のすべての成分を共可溶化するため、本発明の実
施形態において特に有用で好ましい溶媒である。
【０１８９】
　治療剤および添加剤(1種または複数)は、溶媒中に分散、可溶化、またはそうでなけれ
ば混合することができる。溶媒中の薬物および添加剤の重量パーセントは、0.1～80重量%
の範囲、好ましくは2～20重量%の範囲でよい。
【０１９０】
　本発明の他の実施形態は、医療装置、特に、例えば、バルーンカテーテルまたはステン
トの調製方法に関する。最初に、少なくとも1種の溶媒、少なくとも1種の治療剤、および
少なくとも1種の添加剤を含むコーティング溶液または懸濁液を調製する。少なくとも1つ
の実施形態では、コーティング溶液または懸濁液は、これらの3つの成分のみを含む。コ
ーティング溶液中の治療剤の含量は、溶液の全重量に対して0.5～50重量%でよい。コーテ
ィング溶液中の添加剤の含量は、溶液の全重量に対して1～45重量%、1～40重量%、または
1～15重量%でよい。使用される溶媒の量は、コーティング処理および粘度による。それは
、薬物-添加剤コーティングの均一性に影響を与えるが、蒸発するであろう。
【０１９１】
　他の実施形態では、2つ以上の溶媒、2つ以上の治療剤、および/または2つ以上の添加剤
を、コーティング溶液に使用してもよい。
【０１９２】
　他の実施形態では、治療剤、添加剤およびポリマー材料を、コーティング溶液中、例え
ばステントコーティング中に使用してもよい。コーティング中で、治療剤は、ポリマー粒
子中に封入されていない。
【０１９３】
　キャスティング、スピニング、噴霧、液浸(浸漬)、インクジェットプリント、静電気技
術、およびこれらの処理の組合せなどの、コーティング溶液を医療装置に塗布するための
様々な技術を使用することができる。塗布技術の選択は、溶液の粘度および表面張力に主
に依存する。本発明の実施形態では、医療装置に塗布されるコーティング層の厚さの均一
性ならびに治療剤の濃度を制御するのがより容易になるため、液浸および噴霧が好ましい
。コーティングが噴霧または液浸または他の方法または方法の組合せによって塗布される
かどうかに関係なく、医療装置に塗布される治療物質および添加剤の均一性および量を制
御するために、各層を通常医療装置上に複数の塗布ステップで付着する。
【０１９４】
　各々の塗布された層は、約0.1ミクロン～15ミクロンの厚さである。医療装置に塗布さ
れる層の総数は、約2～50の範囲である。コーティングの全厚さは、約2～200ミクロンで
ある。
【０１９５】
　上記のように、噴霧および液浸は、本発明の実施形態において使用するための特に有用
なコーティング技術である。噴霧技術において、本発明の実施形態のコーティング溶液ま
たは懸濁液を調製し、次いでコーティング溶液または懸濁液をバルーンカテーテルに塗布
するために塗布装置に移す。
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【０１９６】
　使用することができる塗布装置は、調整器(Norgren、0～160psi)によって加圧空気源を
供給されるBadger Model150などの、エアブラシに取り付けられている塗料ジャーである
。このような塗布装置を使用する場合、ブラシホースが調整器の下流の加圧空気源に接続
されると、空気が加えられる。圧力を約15～25psiに調節し、制動装置を押し下げること
によってノズル条件を検査する。
【０１９７】
　収縮し、折り畳まれた状態、または膨張し、もしくは部分的に膨張し、折り畳まれない
状態にバルーンを維持するために、噴霧の前に、ゆるんだバルーンの両端を、取付け具に
2つの弾性の固定器具、すなわちワニ口クリップによって固定し、クリップ間の距離を調
整する。次いで、ローターに通電し、スピンの速度を所望のコーティングスピードである
約40rpmに調節する。
【０１９８】
　バルーンを実質的に水平面で回転させて、ノズルからバルーンへの距離が約1～4インチ
であるように噴霧ノズルを調節する。最初に、約3回のバルーン回転中に1回の噴霧サイク
ルとなるような速度で弧を描くように、バルーンの遠位端から近位端に、次いで近位端か
ら遠位端に、バルーンに沿って配向されたブラシで実質的に水平にコーティング溶液を噴
霧する。有効量の薬物がバルーン上に付着するまで、バルーンにコーティング溶液を繰り
返し噴霧し、次いで乾燥させる。
【０１９９】
　本発明の一実施形態では、バルーンを、膨張または部分的に膨張させ、コーティング溶
液を膨張させたバルーンに、例えば噴霧によって塗布し、次いで乾燥の前にバルーンを収
縮させ、折り畳む。乾燥は真空下で行うことができる。
【０２００】
　塗布装置、取付け具、および噴霧技術のこの説明は、単なる例示であることを理解すべ
きである。医療装置をコーティングするために、特にバルーンカテーテルまたはステント
送達システムまたはステントのバルーンをコーティングするために、任意の他の適切な噴
霧または他の技術を使用することができる。
【０２０１】
　医療装置をコーティング溶液で噴霧した後、コーティングしたバルーンを乾燥させ、そ
こでコーティング溶液中の溶媒が蒸発する。これによって治療剤を含有するバルーン上の
コーティングマトリックスが生成する。乾燥技術の一例は、コーティングされたバルーン
をオーブン内に約20℃以上にて約24時間置くことである。コーティング溶液を乾燥させる
任意の他の適切な方法を使用することができる。特定の添加剤および治療剤によって、時
間および温度が異なる場合がある。
【０２０２】
　任意選択の治療後処置
　本発明の特定の実施形態の装置上に薬物-添加剤含有層を付着させた後、ジメチルスル
ホキシド(DMSO)または他の溶媒を、液浸または噴霧または他の方法によって、コーティン
グの完成した表面に塗布してもよい。DMSOは薬物を容易に溶解し、膜に容易に浸透し、組
織吸収を増強することができる。
【０２０３】
　本発明の実施形態の医療装置は、とりわけ、冠動脈、末梢血管、および脳血管系を含め
た血管系;食道、胃、小腸、および大腸を含めた消化管;気管、気管支、細気管支を含めた
肺気道;洞、胆管、尿路、前立腺および脳内管を含めた任意の体内導管の封鎖および閉塞
の治療への適応性を有することが意図されている。それらは、血管系の組織を、例えばバ
ルーンカテーテルまたはステントで治療するのに特に適切である。
【０２０４】
　本発明のまた他の実施形態は、血管の治療方法に関する。この方法には、コーティング
を含む医療装置を血管に挿入するステップが含まれる。コーティング層は、治療剤および
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添加剤を含む。この実施形態では、医療装置は、少なくとも1つの拡張可能な部分を有す
るように構成することができる。このような装置のいくつかの例には、バルーンカテーテ
ル、潅流バルーンカテーテル、先端有孔薬物注入カテーテルなどの注入カテーテル、有孔
バルーン、ダブルスペースバルーン、多孔性バルーン、および滲出性バルーン、カッティ
ングバルーンカテーテル、スコアリングバルーンカテーテル、自己拡張型およびバルーン
拡張型ステント、ガイドカテーテル、ガイドワイヤー、塞栓症保護装置、ならびに様々な
撮像装置が挙げられる。
【０２０５】
　上記のように、本発明において特に有用な医療装置の一例は、コーティングされたバル
ーンカテーテルである。バルーンカテーテルは典型的には、小型の収縮させたバルーンを
付けた長くて細い中空管を有する。本発明の実施形態では、バルーンは、薬液でコーティ
ングされている。次いで、バルーンを、封鎖、閉塞部位、または治療剤を必要とする他の
組織に心臓血管系を通るように操作する。適正な位置に到達させると、バルーンを膨張さ
せ、血管壁および/または封鎖または閉塞に接触させる。急速に薬物を標的組織に送達し
、標的組織による吸収を促進することが、本発明の実施形態の目的である。装置を標的部
位に留置している間にできるだけ短期間で薬物を組織に効果的に送達することが有利であ
る。薬物コーティングを罹患した脈管組織に押し付け接触させながら、バルーン膨張時間
の例えば約0.1～30分で、または好ましくは約0.1～10分で、またはさらに好ましくは約0.
2～2分で、または最も好ましくは、約0.1～1分で、治療剤をこのような組織、例えば血管
壁に放出する。
【０２０６】
　本発明の実施形態によって治療有効量の薬物を、例えば動脈壁中に送達することができ
る場合、ある場合にはステントの必要性がなくなり、それと関連する骨折および血栓症の
合併症を未然に防ぐ場合がある。
【０２０７】
　たとえステントの留置がまだ所望であっても、本発明の実施形態についての特に好まし
い使用は、ベアメタルステント(BMS)などのステントを、例えば、本明細書において実施
形態において記載した薬物でコーティングしたバルーン上に圧着することである。バルー
ンを膨張させ、ステントを罹患した血管系の部位に留置する場合、有効量の薬物が動脈壁
に送達され、再狭窄または他の合併症の重症度を防止または減少させる。あるいは、ステ
ントおよびバルーンを共にコーティングしてもよく、またはステントをコーティングし、
次いでバルーン上に圧着してもよい。
【０２０８】
　さらに、(単独で、または血管系を治療するための他の方法、例えば光線力学療法また
はアテレクトミーと組み合わせて)バルーンカテーテルを使用して、脈管組織/疾患を治療
することができる。アテレクトミーは、動脈からプラークを除去する処置である。具体的
には、アテレクトミーは、末梢動脈および冠動脈からプラークを除去する。末梢または冠
動脈アテレクトミーのために使用される医療装置は、レーザーカテーテルまたはカテーテ
ルの端部上のロータブレーターもしくは直接のアテレクトミー装置でよい。カテーテルを
体内に挿入し、狭窄部に動脈を通して進む。アテレクトミーによってプラークのいくつか
を除去した後、本発明の実施形態のコーティングしたバルーンを使用したバルーン血管形
成術を行うことができる。さらに、上記のようなコーティングしたバルーンによる拡張の
後に、または同時にステント術を行うことができる。光線力学療法は、光または照射エネ
ルギーを使用して患者の標的細胞を殺す処置である。光活性化光感作性薬物は、本発明の
実施形態によって組織の特定の領域に送達することができる。標的光または放射線源は、
選択的に薬物を活性化し、細胞障害性反応をもたらし、治療上の抗増殖性作用を媒介する
。
【０２０９】
　本発明による薬物含有コーティングおよび層の実施形態のいくつかにおいて、コーティ
ングまたは層には、ポリマー、油、または脂質が含まれない。さらに治療剤は、ポリマー
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粒子、ミセル、またはリポソーム中に封入されない。上記のように、このような製剤はか
なりの不都合を有し、薬剤の意図した効果的な急速放出および組織への浸透を、特に血管
系の患部組織の環境中で阻害する場合がある。
【０２１０】
　いくつかの実施形態を、本明細書に特に例示し記載したが、本発明の改変および変形は
、本発明の精神および所期の範囲から逸脱することなしに、上記の教示の適用を受け、添
付の特許請求の範囲内であることを理解されたい。
【０２１１】
　操作例を除き、または別途指示がある場合を除き、明細書および特許請求の範囲に使用
される層中の成分の量、反応条件などを表すすべての数字は、すべての場合に用語「約」
によって修飾されていることを理解すべきである。したがって、別段の指示がない限り、
本明細書および添付の特許請求の範囲に記載の数のパラメーターは、本開示によって得よ
うとしている所望特性によって変化する場合がある近似値である。
【０２１２】
　調製
　本発明の実施形態の医療装置およびコーティング層は、様々な方法によって作製するこ
とができる。例えば、コーティング溶液は、治療剤、添加剤、および溶媒などのすべての
成分を同時に一緒に、分散、溶解、拡散、またはそうでない場合は混合することによって
調製することができる。また、コーティング溶液は、溶解度または任意の他のパラメータ
ーに基づいて、各成分を順次に加えることによって調製することができる。例えば、コー
ティング溶液は、最初に治療剤を溶媒に加え、次いで添加剤を加えることによって調製す
ることができる。あるいは、添加剤を溶媒に最初に加えることができ、次いで治療剤を後
で加えることができる。使用される溶媒が薬物を十分に溶解しない場合、添加剤が溶媒中
の薬物溶解度を増加させるであろうため、最初に添加剤を溶媒に加え、次いで薬物を加え
ることが好ましい。
【０２１３】
(実施例)
　下記の実施例には、本発明の範囲内の医療装置およびコーティング層の実施形態が含ま
れる。下記の実施例は本発明を具体化したものと考えられるが、これらの実施例は本発明
を限定するものとして解釈するべきではない。
【０２１４】
(実施例1)
　コーティング溶液の調製
　製剤1-50～150mg(0.06～0.18mmole)のパクリタキセル、2～6mlのアセトン(またはエタ
ノール)、25～100mgのパルミチン酸アスコルビル、25～100mgのL-アスコルビン酸および0
.5mlのエタノールを混合した。
【０２１５】
　製剤2-50～150mg(0.05～0.16mmole)のラパマイシン、2～6mlのアセトン(またはエタノ
ール)、50～200mgのオレイン酸ポリグリセリル-10および0.5mlのエタノールを混合した。
【０２１６】
　製剤3-50～150mg(0.06～0.18mmole)のパクリタキセル、2～6mlのアセトン(またはエタ
ノール)、50～200mgのオクトキシノール-9および0.5mlのエタノールを混合した。
【０２１７】
　製剤4-50～150mg(0.05～0.16mmole)のラパマイシン、2～6mlのアセトン(またはエタノ
ール)、50～200mgのp-イソノニルフェノキシポリグリシドールおよび0.5mlのエタノール
を混合した。
【０２１８】
　製剤5-50～150mg(0.06～0.18mmole)のパクリタキセル、2～6mlのアセトン(またはエタ
ノール)、50～200mgのチロキサポールおよび0.5mlのエタノールを混合した。
【０２１９】
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　製剤6-2～6mlのアセトン(またはエタノール)中の50～150mg(0.05～0.16mmole)のラパマ
イシン、1mlの水またはエタノール、両方中の50～150mgのL-アスコルビン酸を、次いで混
合した。
【０２２０】
　製剤7-50～150mg(0.06～0.18mmole)のパクリタキセル、2～6mlのアセトン(またはエタ
ノール)、1mlの水またはエタノール中の50～150mgのナイアシンアミドを混合した。
【０２２１】
　製剤8-50～150mg(0.05～0.16mmole)のラパマイシン、2～6mlのアセトン(またはエタノ
ール)、1mlの水またはエタノール中の50～200mgのニコチン酸を混合した。
【０２２２】
　製剤9-50～150mg(0.06～0.18mmole)のパクリタキセル、2～6mlのエタノール(またはア
セトン)、1mlの水中の150mgのチアミン塩酸塩、および0.5mlを混合した。
【０２２３】
　製剤10-50～150mg(0.05～0.16mmole)のラパマイシン、2～6mlのアセトンまたはエタノ
ール、1mlの水またはエタノール中の150mgの2-ピロリドン-5-カルボン酸を混合した。
【０２２４】
　製剤11-50～150mg(0.06～0.18mmole)のパクリタキセル、2～6mlのアセトン(またはエタ
ノール)、75mgのp-イソノニルフェノキシポリグリシドール、1mlの水またはエタノール中
の75mgのナイアシンアミド、および0.5mlのエタノールを混合した。
【０２２５】
　製剤12-50～150mg(0.05～0.16mmole)のラパマイシン、2～6mlのアセトン(またはエタノ
ール)、75mgのオクトキシノール-9、1mlの水またはエタノール中の75mgのチアミン塩酸塩
、および0.5mlのエタノールを混合した。
【０２２６】
　製剤13-50～150mg(0.06～0.18mmole)のパクリタキセル、2～6mlのアセトン(またはエタ
ノール)、75mgのp-イソノニルフェノキシポリグリシドール、1mlの水またはエタノール中
の75mgの2-ピロリドン-5-カルボン酸、および0.5mlのエタノールを混合した。
【０２２７】
　製剤14-50～150mg(0.06～0.18mmole)のパクリタキセル、2～6mlのアセトン(またはエタ
ノール)、75mgのp-イソノニルフェノキシポリグリシドール、1mlの水またはエタノール中
の75mgのニコチン酸、および0.5mlのエタノールを混合した。
【０２２８】
　製剤15-50～150mg(0.06～0.18mmole)のパクリタキセル、2～6mlのアセトン(またはエタ
ノール)、75mgのp-イソノニルフェノキシポリグリシドール、1mlの水またはエタノール中
の75mgのL-アスコルビン酸、および0.5mlのエタノールを混合した。
【０２２９】
　製剤16-50～150mg(0.06～0.18mmole)のパクリタキセルを、5～10mlの塩化メチレンに溶
解した。溶液を、30mlのヒト血清アルブミン溶液(5%w/v)に加えた。次いで、溶液を低速
で5分間ホモジナイズして、エマルジョンを形成させた。次いで、エマルジョンを、40kHz
で50～90%パワーで0～5℃にて1～5分間超音波処理した。
【０２３０】
　製剤17-50～150mg(0.05～0.16mmole)のラパマイシンを、5～10mlの塩化メチレンおよび
10～30mgのp-イソノニルフェノキシポリグリシドールに溶解した。溶液を30mlのヒト血清
アルブミン溶液(5%w/v)に加えた。次いで、溶液を低速で5分間ホモジナイズし、エマルジ
ョンを形成させた。次いで、エマルジョンを、40kHzで50～90%パワーで0～5℃にて1～5分
間超音波処理した。
【０２３１】
　製剤18-50～100mg(0.06～0.12mmmole)パクリタキセル、1～1.6mlのアセトン、1～1.6ml
のエタノール、0.4～1.0mlの水、および50～200mgのグルコノラクトンを混合した。
【０２３２】
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　製剤19-35～70mg(0.042～0.084mmmole)パクリタキセル、0.5～1.0mlのアセトン、0.5～
1.0mlのエタノール、35～70mgのTween20、および35～70mgのN-オクタノイルN-メチルグル
カミンを混合した。
【０２３３】
　製剤20-35～70mg(0.042～0.084mmmole)パクリタキセル、0.4～1.0mlのアセトン、0.4～
1.0mlのエタノール、0.2～0.4mlの水、35～70mgのTween20、および35～70mgのソルビトー
ルを混合した。
【０２３４】
　製剤21-40～80mg(0.048～0.096mmmole)パクリタキセル、0.5～1.0mlのアセトン、0.5～
1.0mlのエタノール、40～80mgのメグルミン、および32～64mgのゲンチジン酸(メグルミン
と同一のモル比)を混合した。
【０２３５】
　製剤22-35～70mg(0.042～0.084mmmole)パクリタキセル、0.4～0.8mlのアセトン、0.4～
0.8mlのエタノール、0.25～0.50mlの水、35～70mgのラクトビオン酸、および10～20mgの
ジエタノールアミン(ラクトビオン酸と同一のモル比)を混合した。
【０２３６】
　製剤23-35～70mg(0.042～0.084mmmole)パクリタキセル、0.5～1.0mlのアセトン、0.5～
1.0mlのエタノール、および70～140mgのN-オクタノイルN-メチルグルカミンを混合した。
【０２３７】
　製剤24-35～70mg(0.042～0.084mmmole)パクリタキセル、0.4～0.8mlのアセトン、0.4～
0.8mlのエタノール、0.2～0.4mlの水、35～70mgのメグルミン、および18～36mgの乳酸(メ
グルミンと同一のモル比)を混合した。
【０２３８】
　製剤25-50～100mg(0.06～0.12mmole)のパクリタキセル、0.8～1.6mlのアセトン、0.8～
1.6mlのエタノール、0.4～1.0mlの水、50～100mgのゲンチジン酸、および30～60mgのジエ
タノールアミン(ゲンチジン酸と同一のモル比)を混合した。
【０２３９】
　製剤26-比較溶液-50mg(0.06mmole)のパクリタキセル、1mlのエタノール、0.2mlのアセ
トン、0.042mlのUltravist370を混合した。
【０２４０】
　製剤27-比較溶液-40mg(0.048mmole)のパクリタキセル、0.5mlのエタノール、0.5mlのア
セトンを混合した。
【０２４１】
　製剤28-35～70mg(0.042～0.084mmmole)パクリタキセル、0.5～1.0mlのアセトン、0.5～
1.0mlのエタノール、35～70mgのTriton X-100、および35～70mgのN-ヘプタノイルN-メチ
ルグルカミンを混合した。
【０２４２】
(実施例2)
　3つのウイングを有する5つのPTCAバルーンカテーテル(直径3mmおよび長さ20mm)を真空
下で折り畳んだ。折り畳まれたバルーンを真空下で、実施例1の製剤(1～17)で噴霧または
液浸した。次いで、バルーン上に十分な量の薬物(3マイクログラム/mm2)が得られるまで
、折り畳まれたバルーンを乾燥させ、再び噴霧または液浸し、再び乾燥させ、再び噴霧ま
たは液浸した。次いで、コーティングした折り畳まれたバルーンを、動物試験のために再
包装し、滅菌した。
【０２４３】
(実施例3)
　3つのウイングを有する5つのPTCAバルーンカテーテル(直径3mmおよび長さ20mm)を真空
下で折り畳んだ。折り畳まれたバルーンを真空下で、実施例1の製剤(1～5)で噴霧または
液浸した。次いで、バルーン上に十分な量の薬物(3マイクログラム/mm2)が得られるまで
、折り畳まれたバルーンを乾燥させ、製剤(6～10)で再び噴霧または液浸し、乾燥させ、
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再び噴霧または液浸した。次いで、コーティングした折り畳まれたバルーンを、動物試験
のために再包装および滅菌した。
【０２４４】
(実施例4)
　ベアメタル冠動脈ステント(直径3mmおよび長さ20mm)を圧着した5つのPTCAバルーンカテ
ーテルを、実施例1の製剤(1～5)で噴霧または液浸した。次いで、ステントおよびバルー
ン上に十分な量の薬物(3マイクログラム/mm2)が得られるまで、ステント送達システムを
乾燥させ、製剤(6～10)で再び噴霧または液浸し、乾燥させ、再び噴霧または液浸した。
次いで、コーティングした折り畳まれたステント送達システムを、動物試験のために滅菌
した。
【０２４５】
(実施例5)
　薬物コーティングされたバルーンカテーテルおよび(対照として)コーティングされてい
ないバルーンカテーテルを、ブタの冠動脈に挿入した。バルーンを過拡張させ(1:1.2)、
膨張させたバルーンを血管内で60秒間保持し、薬物および添加剤を放出させ、次いで収縮
させ、ブタから引き抜いた。3日後、31日後、3カ月後、6カ月後、9カ月後および12カ月後
に動物を血管造影した。屠殺動物の動脈組織中の薬物量を、60分後、3日後、31日後、3カ
月後、6カ月後、9カ月後および12カ月後に測定した。
【０２４６】
(実施例6)
　5つの冠動脈ステント(直径3mmおよび長さ18mm)を、実施例1の製剤(1～17)で噴霧または
液浸コーティングした。次いで、ステント上に十分な量の薬物(3マイクログラム/mm2)が
得られるまで、ステントを乾燥させ、再び噴霧または液浸し、再び乾燥させた。次いで、
コーティングしたステントをPTCAバルーンカテーテル(直径3mmおよび長さ20mm)上に圧着
した。次いで、バルーンカテーテルを有するコーティングしたステントを、動物試験のた
めに滅菌した。
【０２４７】
(実施例7)
　薬物でコーティングされたステントおよび(対照として)コーティングされていないステ
ントをブタの冠動脈に挿入し、次いでバルーンを過拡張させた(1:1.2)。ステントを移植
し、薬物および添加剤を放出させ、バルーンを収縮させ、ブタから引き抜いた。次いで、
5分後、30分後、60分後、3日後、31日後、3カ月後、6カ月後、9カ月後および12カ月後に
動物を血管造影した。60分、1日、3日、31日、3カ月、6カ月、9カ月および12カ月に屠殺
動物の動脈組織中の薬物量を測定した。
【０２４８】
(実施例8)
　5つのPTCAバルーンカテーテルを、バルーン上に十分な量の薬物(3マイクログラム/mm2)
が得られるまで、実施例1の製剤(1～17)で噴霧または液浸し、乾燥させ、噴霧または液浸
し、再び乾燥させた。ベアメタル冠動脈ステント(直径3mmおよび長さ20mm)を、各々のコ
ーティングされたバルーン上に圧着した。次いで、圧着ベアメタルステントを有するコー
ティングしたバルーンを、動物試験のために包装および滅菌した。
【０２４９】
(実施例9)
　5つのPTCAバルーンカテーテルを、実施例1の製剤(1～5)で噴霧または液浸し、乾燥させ
、製剤(6～10)で再び噴霧または液浸した。次いで、バルーン上に十分な量の薬物(3マイ
クログラム/mm2)が得られるまで、バルーンを乾燥させ、再び噴霧または液浸した。ベア
メタル冠動脈ステント(直径3mmおよび長さ20mm)を、各々のコーティングされたバルーン
上に圧着した。次いで、圧着したベアメタルステントを有するコーティングしたバルーン
を、動物試験のために包装および滅菌した。
【０２５０】
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(実施例10)
　実施例8および9の薬物でコーティングしたバルーン-拡張可能なベアメタルステント、
ならびに(対照として)単純なバルーン-拡張可能なベアメタルステントを、ブタの冠動脈
に挿入し、バルーンを過拡張させた(1:1.2)。ステントを移植し、60秒間バルーンを膨張
させ続け、薬物および添加剤を放出させ、バルーンを収縮し、ブタから引き抜いた。次い
で、5分後、30分後、60分後、3日後、31日後、3カ月後、6カ月後、9カ月後および12カ月
後に、動物を血管造影した。60分後、1日後、3日後、31日後、3カ月後、6カ月後、9カ月
後および12カ月後に、屠殺動物の動脈組織中の薬物量を測定する。
【０２５１】
(実施例11)
　150mg(0.18mmole)のパクリタキセル、5mlのアセトン(または酢酸エチルまたはメチルエ
チルケトン)、150mgの無水酢酸または無水マレイン酸またはジグリコール酸無水物および
0.5mlのエタノールを混合し、次いで溶液が得られるまで攪拌した。5つのPTCAバルーンカ
テーテルを、バルーン上に十分な量の薬物(3マイクログラム/mm2)が得られるまで、溶液
を噴霧または液浸し、乾燥させ、再び噴霧または液浸した。次いで、コーティングしたバ
ルーンを高pH(pH範囲8～11.5)条件下で処理し、無水物を加水分解した。これは、IR法に
よって確認することができる。コーティングの親水性は、今や増加した。次いで、コーテ
ィングしたバルーンを動物試験のために滅菌した。
【０２５２】
(実施例12)
　薬物コーティングされたバルーンカテーテルおよび(対照として)コーティングされてい
ないバルーンカテーテルを、ブタの肺気道に気管支鏡を介して挿入した。バルーンを拡張
させ、膨張させたバルーンを、管坑内で60秒間拡張し続け、薬物および添加剤を放出させ
た。バルーンを収縮させ、ブタから引き抜いた。次いで、動物を気管支鏡で検査し、3日
後、31日後、3カ月後、6カ月後、9カ月後および12カ月後に、病理および薬物取込みの定
量化のために組織試料を採取した。
【０２５３】
(実施例13)
　コーティングされていないステント送達カテーテルを、ブタの血管内腔に挿入した。バ
ルーンを拡張させ、ステントを留置し、収縮させたバルーンを引き抜いた。実施例1の医
薬製剤1～15(10～100ml)を、ステント移植の部位に注入した(ブタ毎に5～15mgの薬物)。
次いで、薬物は損傷した組織によって吸収された。次いで、動物を検査し、病理のために
組織試料を採取した。
【０２５４】
(実施例14)
　患部組織(乳癌または前立腺またはアテロームまたは狭窄)を、人体から外科的に除去し
た。次いで、実施例1の医薬製剤1～15(10～100ml)を、外科的介入によって生じた外科的
な腔中または上に注入した(約5～20mgの薬物)。局所薬物送達には、長い針、ガイドカテ
ーテル、誘導針シース、薬物注入管および他の薬物送達カテーテルによる注入が挙げられ
た。次いで、薬物は標的部位において組織によって吸収された。
【０２５５】
(実施例15)
　6つのPTCAバルーンカテーテル(直径3.5mmおよび3.0mmならびに長さ20mm)を、1～3atmで
膨張させた。膨張させたバルーンに、実施例1の製剤18～28を添加した。バルーン上に十
分な量の薬物(3マイクログラム/mm2)を得た。膨張させたバルーンを折り畳み、次いで乾
燥させた。次いで、コーティングした折り畳まれたバルーンを、動物試験のために再包装
し、滅菌した。
【０２５６】
　コーティングしたPTCAバルーンカテーテルを、25～45ポンドのブタの冠血管系(LAD、LC
XおよびRCA)内の標的部位に挿入した。バルーンを約12atmまで膨張させた。伸張比(バル
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ーン直径と血管直径の比)は、約1.15～1.20であった。30～60秒間の膨張の間に、薬物を
標的組織に送達した。次いで、バルーンカテーテルを収縮させ、動物体から引き抜いた。
標的血管を処置の0.25～24時間後に回収した。標的組織における薬物含量およびバルーン
上に残る残留薬物を、組織抽出およびHPLCによって分析した。
【０２５７】
　これらの動物実験のいくつかにおいて、留置の前に、薬物コーティングされたバルーン
カテーテルにステントを圧着した。長期間の動物試験において、すべての介入の前および
後、ならびに処置の28～35日後に血管造影を行った。管腔直径を測定し、遠隔期内径損失
を計算した。遠隔期内径損失は、経過観察時間の期間後(この例の場合、血管形成および
ステント留置などの介入の通常数週間から数カ月後)に測定した最小の管腔直径と、介入
の直後に測定した最小の管腔直径との差異である。再狭窄は、経過観察時および処置直後
の平均管腔直径の差異を、処置直後の平均管腔直径で除した直径狭窄によって定量化する
ことができる。製剤18～28についての動物試験結果を下記に報告する。すべてのデータは
、5つまたは6つの実験データポイントの平均である。
【０２５８】
　3.5mmバルーンカテーテル上の製剤18の薬物含量は、3.26μg/mm2であった。処置後、バ
ルーン上の残留薬物は15.92μg、またはバルーン上に添加された総薬物の2.3%であった。
処置の15～30分後に回収された組織中の薬物含量は64.79μg、またはバルーン上に当初添
加された総薬物含量の9.2%であった。18mmステントがコーティングしたバルーンによって
留置された場合、バルーン上の残留薬物は31.96μg、または薬物添加量の4.5%であり、処
置の15～30分後に回収された組織中の薬物含量は96.49μg、または薬物添加量の13.7%で
あった。伸張比は、処置中1.3である。28～35日後の遠隔期内径損失は、0.10(sd0.2)mmで
あった。直径狭窄は3.3%である。
【０２５９】
　3.5mmバルーンカテーテル上の製剤19の薬物含量は、3.08μg/mm2であった。処置後に、
バルーン上の残留薬物は80.58μg、または総薬物添加量の11.4%であった。処置の15～30
分後に回収された組織中の薬物含量は、42.23μg、または総薬物添加量の6.0%であった。
28～35日後に、遠隔期内径損失は、0.30(sd0.23)mmであった。直径狭窄は、5.4%であった
。
【０２６０】
　3.5mmバルーンカテーテル上の製剤20の薬物含量は、3.61μg/mm2であった。処置後に、
バルーン上の残留薬物は174.24μg、または総薬物添加量の24.7%であった。処置の15～30
分後に回収された組織中の薬物含量は83.83μg、または総薬物添加量の11.9%であった。
予め圧着した18mmステントと共に留置する場合、バルーン上の残留薬物は114.53μg、ま
たは総薬物添加量の16.1%であり、処置の15～30分後に回収された組織中の薬物含量は147
.95μg、または総薬物添加量の18.1%であった。伸張比は、処置中1.3であった。28～35日
後の遠隔期内径損失は、0.10(sd0.1)mmであった。直径狭窄は、3.4%であった。
【０２６１】
　3.5mmバルーンカテーテル上の製剤21の薬物含量は、4.71μg/mm2であった。処置後に、
バルーン上の残留薬物は44.39μg、または総薬物添加量の6.3%であった。処置の15～30分
後に回収された組織中の薬物含量は、77.87μg、または総薬物添加量の11.0%であった。2
8～35日後に、遠隔期内径損失は、0.23(sd0.44)mmであった。直径狭窄は、7.3%であった
。
【０２６２】
　3.5mmバルーンカテーテル上の製剤22の薬物含量は、3.85μg/mm2であった。処置後に、
バルーン上の残留薬物は24.59μg、または総薬物添加量の3.5%であった。処置の15～30分
後に回収された組織中の薬物含量は37.97μg、または総薬物添加量の5.4%であった。28～
35日後に、遠隔期内径損失は、0.33(sd0.14)mmであった。直径狭窄は、6.7%であった。
【０２６３】
　3.5mmバルーンカテーテル上の製剤23の薬物含量は、3.75μg/mm2であった。処置後に、
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バルーン上の残留薬物は0.82μg、または総薬物添加量の0.1%であった。処置の60分後に
回収された組織中の薬物含量は、45.23μg、または総薬物添加量の5.5%であった。28～35
日後に、遠隔期内径損失は、0.49(sd0.26)mmであった。直径狭窄は、11.3%であった。
【０２６４】
　3.5mmバルーンカテーテル上の製剤24の薬物含量は、3.35μg/mm2であった。処置後に、
バルーン上の残留薬物は62.07μg、または総薬物添加量の7.5%であった。処置の60分後に
回収された組織中の薬物含量は、40.55μg、または総薬物添加量の4.9%であった。28～35
日後に、遠隔期内径損失は、0.47(sd0.33)mmであった。直径狭窄は、9.9%であった。
【０２６５】
　3.5mmバルーンカテーテル上の製剤25の薬物含量は、3.41μg/mm2であった。処置後に、
バルーン上の残留薬物は50.0μg、または総薬物添加量の6.0%であった。処置の60分後に
回収された組織中の薬物含量は26.72μg、または総薬物添加量の3.2%であった。28～35日
後に、遠隔期内径損失は、0.36(sd0.41)mmであった。直径狭窄は、9.3%であった。
【０２６６】
　3.5mmバルーンカテーテル上の製剤28の薬物含量は、3.10μg/mm2であった。処置後に、
バルーン上の残留薬物は総薬物添加量の1.9%であった。処置の2時間後に回収された組織
中の薬物含量は34.17μg、または総薬物添加量の5.0%であった。処置の24時間後に回収し
た組織において、組織中の薬物含量は28.92μg、または総薬物添加量の4.2%であった。
【０２６７】
　3.5mmバルーンカテーテル上の対照製剤(コーティングされていないバルーン)の薬物含
量は、0.0μg/mm2であった。処置後に、バルーン上の残留薬物は、総薬物添加量の0%であ
った。処置の15分後に回収された組織中の薬物含量は0μgであった。処置の24時間後に回
収した組織において、組織中の薬物含量は0μgであった。28～35日後に、遠隔期内径損失
は、0.67(sd0.27)mmであった。直径狭窄は20.8%である。第2の繰り返し実験において、伸
張比は1.3であった。遠隔期内径損失は、1.1(sd0.1)であった。直径狭窄は37.5%であった
。
【０２６８】
　3.5mmバルーンカテーテル上の比較製剤26の薬物含量は、3.21μg/mm2であった。処置後
に、バルーン上の残留薬物は13.52μg、または総薬物添加量の1.9%であった。組織中の薬
物含量は、28.32μg、または総薬物添加量の4.0%であった。バルーンを予め圧着した18mm
ステントと共に留置した場合、バルーン上の残留薬物は26.45μg、または総薬物添加量の
3.7%であった。組織中の薬物含量は113.79μg、または薬物添加量の16.1%であった。28～
35日後に、遠隔期内径損失は0.27(sd0.15)mmであった。直径狭窄は7.1%であった。
【０２６９】
　3.5mmバルーンカテーテル上の製剤27(添加剤を含有しない)の薬物含量は、4.22μg/mm2

であった。処置後に、バルーン上の残留薬物は321.97μg、または総薬物添加量の45.6%で
あった。組織中の薬物含量は12.83μg、または総薬物添加量の1.8%であった。
【０２７０】
　驚いたことに、本発明の実施形態による製剤18～25および28をコーティングしたバルー
ンの留置後に、ブタ冠動脈組織によって吸収された薬物の濃度は、比較製剤26をコーティ
ングしたバルーンによって送達されるよりも高く、薬物単独の製剤27でコーティングした
ものよりも高かった。28～35日の経過観察後の遠隔期内径損失は、対照(コーティングさ
れていないバルーン)未満であった。
【０２７１】
(実施例16)
　6つのPTCAバルーンカテーテル(直径3.5mmおよび3.0mmならびに長さ20mm)を、1～3atmで
膨張させた。膨張させたバルーンに、実施例1の製剤18～25、および28を添加した。バル
ーン表面上に十分な量(3μg/mm2)の薬物を得た。膨張させたバルーンを乾燥させた。次い
で、薬物でコーティングしたバルーンに、トップコートを添加した。アセトンまたはエタ
ノール中のトップコーティング製剤は、ゲンチジン酸、メチルパラベン、酢酸、Tween20
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、バニリンおよびアスピリンから選択された。コーティングした折り畳まれたバルーンを
乾燥させ、次いで動物試験のために再包装および滅菌した。
【０２７２】
　膨張の前のバルーンカテーテル挿入および標的部位への通過の間に、どれだけの薬物が
失われるかを試験するために、浮遊実験を設計した。対照バルーンカテーテルを製剤18で
コーティングした。プロピルパラベンのトップコーティングを有するトップコーティング
されたカテーテルもまた調製した。トップコーティングされたカテーテルについては、バ
ルーンカテーテルは、製剤18でコーティングし、次いで乾燥させ、製剤18コーティングの
上にアセトン中の25～50mgのプロピルパラベン(パクリタキセル約50重量%)をコーティン
グした。対照およびトップコーティングされたバルーンカテーテルの各々を、ブタ動脈に
挿入した。ブタ動脈血管系における浮遊時間は1分であった。薬物、添加剤およびトップ
コーティングを放出させた。次いで、カテーテルを引き抜いた。バルーンカテーテル上の
残留薬物をHPLCによって分析した。対照バルーンカテーテルの残留薬物含量は、総薬物添
加の53%であった。トップコーティングされたバルーンカテーテルの残留薬物含量は、88%
であった。トップコートは、治療的介入の部位までの装置の通過を模した条件の間に血管
系における薬物損失を減少させた。製剤18をバルーン上に最初にコーティングし、第1の
コーティング層の上にあるトップコーティング層としてプロピルパラベンを使用して、実
施例15と同一の動物試験を行った。3.5mmバルーンカテーテル上の薬物含量は、3.39μg/m
m2であった。処置後に、バルーン上の残留薬物は64.5μg、または総薬物添加量の8.6%で
あった。組織中の薬物含量は28.42μg、または総薬物添加量の4%であった。
【０２７３】
(実施例17)
　6つのPTCAバルーン構成要素(直径3.5mmおよび3.0mm、ならびに長さ20mm)に、実施例1で
得られた製剤18を添加した。十分な量の薬物(3μg/mm2)を、バルーン表面上で得た。バル
ーンを乾燥させた。
【０２７４】
　次いで、トップコーティング層のための製剤を調製した。トップコーティング層の製剤
はパクリタキセルであり、1種の添加剤を、アセトン中のTween20、Tween80、ポリプロピ
レングリコール-425(PPG-425)、およびポリプロピルグリコール-1000(PPG-1000)から選択
した。対照カテーテルのバルーン表面には、製剤18のみを添加した。アセトン中の25～50
mgのトップコーティング製剤(パクリタキセルの約50重量%)を、他のバルーン表面上の製
剤18のコーティング層の上にコーティングした。コーティングしたバルーンを、in vitro
薬物放出試験のために乾燥させた。
【０２７５】
　バルーン膨張の間にどれだけの薬物が失われるかを試験する放出実験を設計した。コー
ティングしたバルーンの各々を、1%BSA溶液中で37℃にて2分間12atmまで膨張させた。薬
物、添加剤およびトップコーティングを放出させた。バルーンカテーテル上の残留薬物を
HPLCによって分析した。対照バルーンカテーテルの残留薬物含量は、総薬物添加の34%で
あった。Tween20、Tween80、ポリプロピレングリコール-425(PPG-425)またはポリプロピ
ルグリコール-1000(PPG-1000)を有するトップコーティング層を含んだバルーンカテーテ
ルの残留薬物含量は、各々47%、56%、71%および81%であった。したがって、トップコーテ
ィング層は、in vitro試験においてバルーン構成要素の膨張の間に薬物損失を減少させた
。
【符号の説明】
【０２７６】
　　10　バルーンカテーテル
　　12　バルーン
　　14　可撓性部材
　　16　ハンドルアセンブリ
　　20　治療剤および添加剤を含む層
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　　22　接着層
　　24　治療剤および添加剤を含む層
　　26　第1の層
　　28　第2の層
［態様１］医療装置の外面の上にある層を含み、前記層が、治療剤および添加剤を含み、
前記添加剤が、親水性部分および薬物親和性部分を含み、前記薬物親和性部分が、疎水性
部分、水素結合によって治療剤への親和性を有する部分、およびファンデルワールス相互
作用によって治療剤への親和性を有する部分の少なくとも1つであり、前記添加剤が水溶
性であり、前記添加剤が、界面活性剤および化合物の少なくとも1つであり、前記化合物
が80～750の分子量を有する、治療剤を組織に送達するための医療装置。
［態様２］医療装置の外面の上にある層を含み、前記層が、治療剤および添加剤を含み、
前記添加剤が、親水性部分および薬物親和性部分を含み、前記薬物親和性部分が、疎水性
部分、水素結合によって治療剤への親和性を有する部分、およびファンデルワールス相互
作用によって治療剤への親和性を有する部分の少なくとも1つであり、前記添加剤が、界
面活性剤および化合物の少なくとも1つであり、前記化合物が4つを超えるヒドロキシル基
を有する、治療剤を組織に送達するための医療装置。
［態様３］4つを超えるヒドロキシル基を有する前記化合物が、120℃以下の融点を有し、
前記化合物がアルコールまたはエステルである、態様2に記載の医療装置。
［態様４］前記層が、ヨウ素を共有結合させた造影剤を含まない、態様1または2に記載の
医療装置。
［態様５］前記化合物が、アミノアルコール、ヒドロキシルカルボン酸、エステル、無水
物、ヒドロキシルケトン、ヒドロキシルラクトン、ヒドロキシルエステル、糖リン酸、糖
硫酸、エチルオキシド、エチルグリコール、アミノ酸、ペプチド、タンパク質、ソルビタ
ン、グリセロール、多価アルコール、ホスフェート、サルフェート、有機酸、エステル、
塩、ビタミン、アミノアルコールと有機酸との組合せ、およびそれらの置換分子から選択
される、態様1または2に記載の医療装置。
［態様６］前記界面活性剤が、イオン性、非イオン性、脂肪族および芳香族界面活性剤、
PEG脂肪エステル、PEGオメガ-3脂肪エステル、エーテル、アルコール、グリセロール脂肪
エステル、ソルビタン脂肪エステル、PEGグリセリル脂肪エステル、PEGソルビタン脂肪エ
ステル、糖脂肪エステル、PEG糖エステル、ならびにその誘導体から選択される、態様1ま
たは2に記載の医療装置。
［態様７］前記化合物が、1個または複数のヒドロキシル、アミノ、カルボニル、カルボ
キシル、酸、アミドまたはエステル基を有する、態様1に記載の医療装置。
［態様８］前記界面活性剤が、イオン性、非イオン性、脂肪族および芳香族界面活性剤、
PEG脂肪エステル、PEGオメガ-3脂肪エステル、エーテル、アルコール、グリセロール脂肪
エステル、ソルビタン脂肪エステル、PEGグリセリル脂肪エステル、PEGソルビタン脂肪エ
ステル、糖脂肪エステル、PEG糖エステル、ならびにその誘導体から選択される、態様7に
記載の医療装置。
［態様９］1個または複数のヒドロキシル、アミノ、カルボニル、カルボキシル、酸、ア
ミドまたはエステル基を有する前記化合物が、アミノアルコール、ヒドロキシルカルボン
酸、エステル、無水物、ヒドロキシルケトン、ヒドロキシルラクトン、ヒドロキシルエス
テル、糖リン酸、糖硫酸、エチルオキシド、エチルグリコール、アミノ酸、ペプチド、タ
ンパク質、ソルビタン、グリセロール、多価アルコール、ホスフェート、サルフェート、
有機酸、エステル、塩、ビタミン、アミノアルコールと有機酸との組合せ、およびそれら
の置換分子から選択される、態様7に記載の医療装置。
［態様１０］前記添加剤が治療剤ではない、態様1または2に記載の医療装置。
［態様１１］前記添加剤がサリチル酸またはその塩ではない、態様10に記載の医療装置。
［態様１２］医療装置の外面の上にある層を含み、前記層が、治療剤および添加剤を含み
、前記添加剤が、親水性部分および薬物親和性部分を含み、前記薬物親和性部分が、疎水
性部分、水素結合によって治療剤への親和性を有する部分、およびファンデルワールス相
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互作用によって治療剤への親和性を有する部分の少なくとも1つであり、前記添加剤が、p
-イソノニルフェノキシポリグリシドール、ラウリン酸PEG、Tween20、Tween40、Tween60
、オレイン酸PEG、ステアリン酸PEG、ラウリン酸PEGグリセリル、オレイン酸PEGグリセリ
ル、ステアリン酸PEGグリセリル、ラウリン酸ポリグリセリル、オレイン酸ポリグリセリ
ル、ミリスチン酸ポリグリセリル、パルミチン酸ポリグリセリル、ラウリン酸ポリグリセ
リル-6、オレイン酸ポリグリセリル-6、ミリスチン酸ポリグリセリル-6、パルミチン酸ポ
リグリセリル-6、ラウリン酸ポリグリセリル-10、オレイン酸ポリグリセリル-10、ミリス
チン酸ポリグリセリル-10、パルミチン酸ポリグリセリル-10モノラウリン酸PEGソルビタ
ン、モノラウリン酸PEGソルビタン、モノオレイン酸PEGソルビタン、ステアリン酸PEGソ
ルビタン、PEGオレイルエーテル、PEGラウリルエーテル、オクトキシノール、モノキシノ
ール、チロキサポール、モノパルミチン酸スクロース、モノラウリン酸スクロース、デカ
ノイル-N-メチルグルカミド、n-デシル-β-D-グルコピラノシド、n-デシル-β-D-マルト
ピラノシド、n-ドデシル-β-D-グルコピラノシド、n-ドデシル-β-D-マルトシド、ヘプタ
ノイル-N-メチルグルカミド、n-ヘプチル-β-D-グルコピラノシド、n-ヘプチル-β-D-チ
オグルコシド、n-ヘキシル-β-D-グルコピラノシド、ノナノイル-N-メチルグルカミド、n
-ノイル-β-D-グルコピラノシド、オクタノイル-N-メチルグルカミド、n-オクチル-β-D-
グルコピラノシド、オクチル-β-D-チオグルコピラノシド;シスチン、チロシン、トリプ
トファン、ロイシン、イソロイシン、フェニルアラニン、アスパラギン、アスパラギン酸
、グルタミン酸、およびメチオニン;無水酢酸、無水安息香酸、アスコルビン酸、2-ピロ
リドン-5-カルボン酸、ピロリドンカルボン酸ナトリウム、エチレンジアミン四酢酸二無
水物、無水マレイン酸、無水コハク酸、ジグリコール酸無水物、グルタル酸無水物、アセ
チアミン、ベンフォチアミン、パントテン酸;セトチアミン;シコチアミン、デクスパンテ
ノール、ナイアシンアミド、ニコチン酸、5-リン酸ピリドキサール、アスコルビン酸ニコ
チンアミド、リボフラビン、リン酸リボフラビン、チアミン、葉酸、メナジオール二リン
酸、メナジオン重亜硫酸ナトリウム、メナドキシム、ビタミンB12、ビタミンK5、ビタミ
ンK6、ビタミンK6、およびビタミンU;アルブミン、免疫グロブリン、カゼイン、ヘモグロ
ビン、リゾチーム、免疫グロビン、a-2-マクログロブリン、フィブロネクチン、ビトロネ
クチン、フィブリノゲン、リパーゼ、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、臭化
ドデシルトリメチルアンモニウム、ドデシル硫酸ナトリウム、塩化ジアルキルメチルベン
ジルアンモニウム、およびスルホンコハク酸ナトリウムのジアルキルエステル、L-アスコ
ルビン酸およびその塩、D-グルコアスコルビン酸およびその塩、トロメタミン、トリエタ
ノールアミン、ジエタノールアミン、メグルミン、グルカミン、アミンアルコール、グル
コヘプトン酸、グルコン酸、ヒドロキシルケトン、ヒドロキシルラクトン、グルコノラク
トン、グルコヘプトノラクトン、グルコオクタン酸ラクトン、グロン酸ラクトン、マンノ
ン酸ラクトン、リボン酸ラクトン、ラクトビオン酸、グルコサミン、グルタミン酸、ベン
ジルアルコール、安息香酸、ヒドロキシ安息香酸、4-ヒドロキシ安息香酸プロピル、リシ
ン酢酸塩、ゲンチジン酸、ラクトビオン酸、ラクチトール、シナピン酸、バニリン酸、バ
ニリン、メチルパラベン、プロピルパラベン、ソルビトール、キシリトール、シクロデキ
ストリン、(2-ヒドロキシプロピル)-シクロデキストリン、アセトアミノフェン、イブプ
ロフェン、レチノイン酸、酢酸リシン、ゲンチジン酸、カテキン、カテキンガレート、チ
レタミン、ケタミン、プロポフォール、乳酸、酢酸、任意の有機酸および有機アミンの塩
、ポリグリシドール、グリセロール、マルチグリセロール、ガラクチトール、ジ(エチレ
ングリコール)、トリ(エチレングリコール)、テトラ(エチレングリコール)、ペンタ(エチ
レングリコール)、ポリ(エチレングリコール)オリゴマー、ジ(プロピレングリコール)、
トリ(プロピレングリコール)、テトラ(プロピレングリコール、およびペンタ(プロピレン
グリコール)、ポリ(プロピレングリコール)オリゴマー、ポリエチレングリコールとポリ
プロピレングリコールとのブロックコポリマー、ならびにこの誘導体および組合せから選
択される、治療剤を組織に送達するための医療装置。
［態様１３］前記組織が、冠血管系、末梢血管系、脳血管系、食道、気道、洞、気管、結
腸、胆管、尿路、前立腺、および脳内管の1つの組織を含む、態様1または2に記載の医療
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装置。
［態様１４］バルーンカテーテル、潅流バルーンカテーテル、注入カテーテル、カッティ
ングバルーンカテーテル、スコアリングバルーンカテーテル、レーザーカテーテル、アテ
レクトミー装置、デバルキングカテーテル、ステント、フィルター、ステントグラフト、
カバードステント、パッチ、ワイヤ、および弁の1つを含む、態様1または2に記載の医療
装置。
［態様１５］前記治療剤が、パクリタキセルおよびその類似体、ラパマイシンおよびその
類似体、β-ラパコンおよびその類似体、生物学的ビタミンDおよびその類似体、ならびに
これらの治療剤の混合物の1つである、態様1または2に記載の医療装置。
［態様１６］前記治療剤が第2の治療剤と組み合わされ、前記治療剤が、パクリタキセル
、ラパマイシン、およびその類似体の1つであり、前記第2の治療剤が、β-ラパコン、生
物活性ビタミンD、およびそれらの類似体の1つである、態様1または2に記載の医療装置。
［態様１７］医療装置の外面と前記層との間の接着層をさらに含む、態様1または2に記載
の医療装置。
［態様１８］医療装置の外面の上にある前記層の表面の上にある最上層をさらに含み、前
記標的組織への体内通過の間の薬物の損失を減少させる、態様1または2に記載の医療装置
。
［態様１９］前記最上層が、医療装置の外面の上にある前記層中の添加剤より親水性でな
い添加剤を含み、前記最上層の前記添加剤が、p-イソノニルフェノキシポリグリシドール
、ラウリン酸PEG、Tween20、Tween40、Tween60、オレイン酸PEG、ステアリン酸PEG、ラウ
リン酸PEGグリセリル、オレイン酸PEGグリセリル、ステアリン酸PEGグリセリル、ラウリ
ン酸ポリグリセリル、オレイン酸ポリグリセリル、ミリスチン酸ポリグリセリル、パルミ
チン酸ポリグリセリル、ラウリン酸ポリグリセリル-6、オレイン酸ポリグリセリル-6、ミ
リスチン酸ポリグリセリル-6、パルミチン酸ポリグリセリル-6、ラウリン酸ポリグリセリ
ル-10、オレイン酸ポリグリセリル-10、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、パルミチン酸
ポリグリセリル-10モノラウリン酸PEGソルビタン、モノラウリン酸PEGソルビタン、モノ
オレイン酸PEGソルビタン、ステアリン酸PEGソルビタン、PEGオレイルエーテル、PEGラウ
リルエーテル、オクトキシノール、モノキシノール、チロキサポール、モノパルミチン酸
スクロース、モノラウリン酸スクロース、デカノイル-N-メチルグルカミド、n-デシル-β
-D-グルコピラノシド、n-デシル-β-D-マルトピラノシド、n-ドデシル-β-D-グルコピラ
ノシド、n-ドデシル-β-D-マルトシド、ヘプタノイル-N-メチルグルカミド、n-ヘプチル-
β-D-グルコピラノシド、n-ヘプチル-β-D-チオグルコシド、n-ヘキシル-β-D-グルコピ
ラノシド、ノナノイル-N-メチルグルカミド、n-ノイル-β-D-グルコピラノシド、オクタ
ノイル-N-メチルグルカミド、n-オクチル-β-D-グルコピラノシド、オクチル-β-D-チオ
グルコピラノシド;シスチン、チロシン、トリプトファン、ロイシン、イソロイシン、フ
ェニルアラニン、アスパラギン、アスパラギン酸、グルタミン酸、およびメチオニン;無
水酢酸、無水安息香酸、アスコルビン酸、2-ピロリドン-5-カルボン酸、ピロリドンカル
ボン酸ナトリウム、エチレンジアミン四酢酸二無水物、無水マレイン酸、無水コハク酸、
ジグリコール酸無水物、グルタル酸無水物、アセチアミン、ベンフォチアミン、パントテ
ン酸;セトチアミン;シコチアミン、デクスパンテノール、ナイアシンアミド、ニコチン酸
、5-リン酸ピリドキサール、アスコルビン酸ニコチンアミド、リボフラビン、リン酸リボ
フラビン、チアミン、葉酸、メナジオール二リン酸、メナジオン重亜硫酸ナトリウム、メ
ナドキシム、ビタミンB12、ビタミンK5、ビタミンK6、ビタミンK6、およびビタミンU;ア
ルブミン、免疫グロブリン、カゼイン、ヘモグロビン、リゾチーム、免疫グロビン、a-2-
マクログロブリン、フィブロネクチン、ビトロネクチン、フィブリノゲン、リパーゼ、塩
化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、臭化ドデシルトリメチルアンモニウム、ドデ
シル硫酸ナトリウム、塩化ジアルキルメチルベンジルアンモニウム、およびスルホンコハ
ク酸ナトリウムのジアルキルエステル、L-アスコルビン酸およびその塩、D-グルコアスコ
ルビン酸およびその塩、トロメタミン、トリエタノールアミン、ジエタノールアミン、メ
グルミン、グルカミン、アミンアルコール、グルコヘプトン酸、グルコン酸、ヒドロキシ
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ルケトン、ヒドロキシルラクトン、グルコノラクトン、グルコヘプトノラクトン、グルコ
オクタン酸ラクトン、グロン酸ラクトン、マンノン酸ラクトン、リボン酸ラクトン、ラク
トビオン酸、グルコサミン、グルタミン酸、ベンジルアルコール、安息香酸、ヒドロキシ
安息香酸、4-ヒドロキシ安息香酸プロピル、リシン酢酸塩、ゲンチジン酸、ラクトビオン
酸、ラクチトール、シナピン酸、バニリン酸、バニリン、メチルパラベン、プロピルパラ
ベン、ソルビトール、キシリトール、シクロデキストリン、(2-ヒドロキシプロピル)-シ
クロデキストリン、アセトアミノフェン、イブプロフェン、レチノイン酸、酢酸リシン、
ゲンチジン酸、カテキン、カテキンガレート、チレタミン、ケタミン、プロポフォール、
乳酸、酢酸、任意の有機酸および有機アミンの塩、ポリグリシドール、グリセロール、マ
ルチグリセロール、ガラクチトール、ジ(エチレングリコール)、トリ(エチレングリコー
ル)、テトラ(エチレングリコール)、ペンタ(エチレングリコール)、ポリ(エチレングリコ
ール)オリゴマー、ジ(プロピレングリコール)、トリ(プロピレングリコール)、テトラ(プ
ロピレングリコール、およびペンタ(プロピレングリコール)、ポリ(プロピレングリコー
ル)オリゴマー、ポリエチレングリコールとポリプロピレングリコールとのブロックコポ
リマー、ならびにこの誘導体および組合せから選択される、態様18に記載の医療装置。
［態様２０］ジメチルスルホキシド溶媒層をさらに含み、前記ジメチルスルホキシド溶媒
層が前記層の表面の上にある、態様1または2に記載の医療装置。
［態様２１］前記治療剤および前記添加剤を放出し、前記治療剤を組織に約0.1～2分で送
達することができる、態様1または2に記載の医療装置。
［態様２２］前記層が、前記治療剤および前記添加剤から本質的になる、態様1または2に
記載の医療装置。
［態様２３］前記層中の前記治療剤の濃度が、1～20μg/mm2である、態様1または2に記載
の医療装置。
［態様２４］前記層中の前記治療剤の濃度が、2～10μg/mm2である、態様1または2に記載
の医療装置。
［態様２５］前記治療剤が水溶性ではない、態様1または2に記載の医療装置。
［態様２６］前記添加剤が、医療装置からの前記治療剤の放出を増強させ、前記治療剤お
よび前記添加剤の両方が放出される、態様1または2に記載の医療装置。
［態様２７］前記添加剤が、組織中の前記治療剤の浸透および吸収を増強する、態様1ま
たは2に記載の医療装置。
［態様２８］前記添加剤が少なくとも1mg/mlの水およびアルコールへの溶解度を有し、前
記治療剤が水溶性ではない、態様1または2に記載の医療装置。
［態様２９］医療装置の外面の上にある層を含み、前記層が治療剤および少なくとも2種
の添加剤を含み、前記添加剤の各々が親水性部分および薬物親和性部分を含み、前記薬物
親和性部分が、疎水性部分、水素結合によって治療剤への親和性を有する部分、およびフ
ァンデルワールス相互作用によって治療剤への親和性を有する部分の少なくとも1つであ
り、各添加剤が極性有機溶媒中で可溶性であり、水中で可溶性である、治療剤を組織に送
達するための医療装置。
［態様３０］前記極性有機溶媒が、メタノール、エタノール、イソプロパノール、アセト
ン、ジメチルホルミド、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、ジメチルスルホキシ
ド、アセトニトリル、酢酸エチル、およびクロロホルム、ならびにこれらの極性有機溶媒
と水との混合物から選択される、態様29に記載の医療装置。
［態様３１］前記医療装置の外面の上にある前記層の表面の上にある最上層をさらに含み
、前記標的組織への体内通過の間の薬物の損失を減少させる、態様29に記載の医療装置。
［態様３２］医療装置の外面の上にある層を含み、前記層が、治療剤および添加剤を含み
、前記添加剤が、親水性部分および薬物親和性部分を含み、前記薬物親和性部分が、疎水
性部分、水素結合によって治療剤への親和性を有する部分、およびファンデルワールス相
互作用によって治療剤への親和性を有する部分の少なくとも1つであり、前記添加剤が前
記治療剤の結晶の大きさおよび粒子数を減少させ、前記添加剤が水溶性であり、前記治療
剤が水溶性ではない、治療剤を組織に送達するための医療装置。
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［態様３３］医療装置の外面の上にある層を含み、前記層が、治療剤および添加剤を含み
、前記添加剤が、親水性部分および薬物親和性部分を含み、前記薬物親和性部分が、疎水
性部分、水素結合によって治療剤への親和性を有する部分、およびファンデルワールス相
互作用によって治療剤への親和性を有する部分の少なくとも1つであり、前記添加剤が、
酸、エステル、エーテル、またはアルコールの脂肪鎖を有し、前記脂肪鎖を組織の脂質膜
構造に直接挿入することができ、前記治療剤が水溶性ではない、治療剤を組織に送達する
ための医療装置。
［態様３４］医療装置の外面の上にある層を含み、前記層が、治療剤および添加剤を含み
、前記添加剤が、親水性部分および疎水性部分を含み、前記添加剤が組織の脂質膜構造中
に浸透し、再編成することができ、前記治療剤が水溶性ではなく、ミセル中に囲い込まれ
ても、またはポリマー粒子中に封入されてもいない、治療剤を組織に送達するための医療
装置。
［態様３５］ステント表面の上にある層を含み、前記層が、治療剤、添加剤、およびポリ
マーマトリックスを含み、前記治療剤が、前記ポリマーマトリックス中で粒子として分散
しているが、封入されてはおらず、前記添加剤が、親水性部分および薬物親和性部分を含
み、前記薬物親和性が、疎水性部分、水素結合によって治療剤への親和性を有する部分、
およびファンデルワールス相互作用によって治療剤への親和性を有する部分の少なくとも
1つである、治療剤を組織に送達するためのステントコーティング。
［態様３６］前記添加剤が前記治療剤および前記ポリマーマトリックスの適合性を改善し
、前記添加剤が粒径を減少させ、かつ前記ポリマーマトリックス中の前記治療剤の分布の
均一性を改善し、前記添加剤が前記ポリマーマトリックスからの薬物の急速放出を増強す
る、態様35に記載のステント。
［態様３７］その中に分散した薬物粒子を含有する有機相と、水溶性添加剤を含有する水
相とを含む混合物から調製される、薬物を組織に送達するための医療装置コーティング。
［態様３８］前記混合物の調製が、高剪断条件下、および任意選択で加圧下の均質化を含
む、態様37に記載の医療装置コーティング。
［態様３９］前記水溶性添加剤が、ポリエチレングリコール、ポリビニルアルコール、ポ
リビニルピロリジノン、ポリペプチド、水溶性界面活性剤、水溶性ビタミン、およびタン
パク質から選択される、態様37に記載の医療装置コーティング。
［態様４０］バルーンの外面の上にあるコーティング層を含み、前記コーティング層が、
治療剤および添加剤を含み、前記添加剤が、親水性部分および薬物親和性部分を含み、前
記薬物親和性部分が、疎水性部分、水素結合によって治療剤への親和性を有する部分、お
よびファンデルワールス相互作用によって治療剤への親和性を有する部分の少なくとも1
つであり、前記添加剤が水溶性であり、前記添加剤が、界面活性剤および化合物の少なく
とも1つであり、前記化合物が、80～750の分子量を有する、治療剤を血管に送達するため
のバルーンカテーテル。
［態様４１］前記医療装置の外面の上にある層を含み、前記層が、治療剤および添加剤を
含み、前記添加剤が、親水性部分および薬物親和性部分を含み、前記薬物親和性部分が、
疎水性部分、水素結合によって治療剤への親和性を有する部分、およびファンデルワール
ス相互作用によって治療剤への親和性を有する部分の少なくとも1つであり、前記添加剤
が、界面活性剤および化合物の少なくとも1つであり、前記化合物が4つを超えるヒドロキ
シル基を有する、治療剤を血管に送達するためのバルーンカテーテル。
［態様４２］4つを超えるヒドロキシル基を有する前記化合物が、120℃以下の融点を有し
、前記化合物がアルコールまたはエステルである、態様41に記載のバルーンカテーテル。
［態様４３］前記層がヨウ素を共有結合させた造影剤を含まない、態様40または41に記載
のバルーンカテーテル。
［態様４４］前記界面活性剤が、イオン性、非イオン性、脂肪族および芳香族界面活性剤
、PEG脂肪エステル、PEGオメガ-3脂肪エステル、エーテル、アルコール、グリセロール脂
肪エステル、ソルビタン脂肪エステル、PEGグリセリル脂肪エステル、PEGソルビタン脂肪
エステル、糖脂肪エステル、PEG糖エステル、ならびにその誘導体から選択される、態様4
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0または41に記載のバルーンカテーテル。
［態様４５］前記化合物が、1個または複数のヒドロキシル、アミノ、カルボニル、カル
ボキシル、酸、アミドまたはエステル基を有する、態様40に記載のバルーンカテーテル。
［態様４６］前記界面活性剤が、イオン性、非イオン性、脂肪族および芳香族界面活性剤
、PEG脂肪エステル、PEGオメガ-3脂肪エステル、エーテル、アルコール、グリセロール脂
肪エステル、ソルビタン脂肪エステル、PEGグリセリル脂肪エステル、PEGソルビタン脂肪
エステル、糖脂肪エステル、PEG糖エステル、ならびにその誘導体から選択される、態様4
5に記載のバルーンカテーテル。
［態様４７］1個または複数のヒドロキシル、アミノ、カルボニル、カルボキシル、酸、
アミドまたはエステル基を有する前記化合物が、アミノアルコール、ヒドロキシルカルボ
ン酸、エステル、無水物、ヒドロキシルケトン、ヒドロキシルラクトン、ヒドロキシルエ
ステル、糖リン酸、糖硫酸、エチルオキシド、エチルグリコール、アミノ酸、ペプチド、
タンパク質、ソルビタン、グリセロール、多価アルコール、ホスフェート、サルフェート
、有機酸、エステル、塩、ビタミン、アミノアルコールと有機酸との組合せ、およびそれ
らの置換分子から選択される、態様45に記載のバルーンカテーテル。
［態様４８］前記添加剤が治療剤ではない、態様40または41に記載のバルーンカテーテル
。
［態様４９］前記添加剤がサリチル酸またはその塩ではない、態様48に記載のバルーンカ
テーテル。
［態様５０］前記添加剤が有機溶媒中および水中で可溶性である、態様40または41に記載
のバルーンカテーテル。
［態様５１］前記治療剤が水溶性ではない、態様40または41に記載のバルーンカテーテル
。
［態様５２］前記添加剤が、血管の組織中への前記治療剤の浸透および吸収を増強する、
態様40または41に記載のバルーンカテーテル。
［態様５３］前記添加剤が少なくとも1mg/mlの水およびアルコールへの溶解度を有し、前
記治療剤が水溶性ではない、態様40または41に記載のバルーンカテーテル。
［態様５４］前記治療剤が、パクリタキセルおよびその類似体、ラパマイシンおよびその
類似体、β-ラパコンおよびその類似体、生物学的ビタミンDおよびその類似体、ならびに
これらの治療剤の混合物の1つである、態様40または41に記載のバルーンカテーテル。
［態様５５］前記治療剤が第2の治療剤と組み合わされ、前記治療剤が、パクリタキセル
、ラパマイシン、およびその類似体の1つであり、前記第2の治療剤が、β-ラパコン、生
物活性ビタミンD、およびそれらの類似体の1つである、態様40または41に記載のバルーン
カテーテル。
［態様５６］バルーンの外面とコーティング層との間の接着層をさらに含む、態様40また
は41に記載のバルーンカテーテル。
［態様５７］前記コーティング層の上にある最上層をさらに含み、前記最上層が、血管へ
の体内通過の間の前記治療剤の損失を減少させる、態様40または41に記載のバルーンカテ
ーテル。
［態様５８］ジメチルスルホキシド溶媒層をさらに含み、前記ジメチルスルホキシド溶媒
層が前記コーティング層の表面の上にある、態様40または41に記載のバルーンカテーテル
。
［態様５９］前記治療剤および前記添加剤を放出し、かつ前記治療剤を約0.1～2分で血管
に送達することができる、態様40または41に記載のバルーンカテーテル。
［態様６０］前記コーティング層中の前記治療剤の濃度が、1～20μg/mm2である、態様40
または41に記載のバルーンカテーテル。
［態様６１］前記コーティング層中の前記治療剤の濃度が、2～10μg/mm2である、態様40
または41に記載のバルーンカテーテル。
［態様６２］バルーンの外面の上にあるコーティング層を含み、前記コーティング層が、
治療剤および添加剤を含み、前記添加剤が、親水性部分および薬物親和性部分を含み、前
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記薬物親和性部分が、疎水性部分、水素結合によって治療剤への親和性を有する部分、お
よびファンデルワールス相互作用によって治療剤への親和性を有する部分の少なくとも1
つであり、前記添加剤が、p-イソノニルフェノキシポリグリシドール、ラウリン酸PEG、T
ween20、Tween40、Tween60、オレイン酸PEG、ステアリン酸PEG、ラウリン酸PEGグリセリ
ル、オレイン酸PEGグリセリル、ステアリン酸PEGグリセリル、ラウリン酸ポリグリセリル
、オレイン酸ポリグリセリル、ミリスチン酸ポリグリセリル、パルミチン酸ポリグリセリ
ル、ラウリン酸ポリグリセリル-6、オレイン酸ポリグリセリル-6、ミリスチン酸ポリグリ
セリル-6、パルミチン酸ポリグリセリル-6、ラウリン酸ポリグリセリル-10、オレイン酸
ポリグリセリル-10、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、パルミチン酸ポリグリセリル-10
モノラウリン酸PEGソルビタン、モノラウリン酸PEGソルビタン、モノオレイン酸PEGソル
ビタン、ステアリン酸PEGソルビタン、PEGオレイルエーテル、PEGラウリルエーテル、オ
クトキシノール、モノキシノール、チロキサポール、モノパルミチン酸スクロース、モノ
ラウリン酸スクロース、デカノイル-N-メチルグルカミド、n-デシル-β-D-グルコピラノ
シド、n-デシル-β-D-マルトピラノシド、n-ドデシル-β-D-グルコピラノシド、n-ドデシ
ル-β-D-マルトシド、ヘプタノイル-N-メチルグルカミド、n-ヘプチル-β-D-グルコピラ
ノシド、n-ヘプチル-β-D-チオグルコシド、n-ヘキシル-β-D-グルコピラノシド、ノナノ
イル-N-メチルグルカミド、n-ノイル-β-D-グルコピラノシド、オクタノイル-N-メチルグ
ルカミド、n-オクチル-β-D-グルコピラノシド、オクチル-β-D-チオグルコピラノシド;
シスチン、チロシン、トリプトファン、ロイシン、イソロイシン、フェニルアラニン、ア
スパラギン、アスパラギン酸、グルタミン酸、およびメチオニン;無水酢酸、無水安息香
酸、アスコルビン酸、2-ピロリドン-5-カルボン酸、ピロリドンカルボン酸ナトリウム、
エチレンジアミン四酢酸二無水物、無水マレイン酸、無水コハク酸、ジグリコール酸無水
物、グルタル酸無水物、アセチアミン、ベンフォチアミン、パントテン酸;セトチアミン;
シコチアミン、デクスパンテノール、ナイアシンアミド、ニコチン酸、5-リン酸ピリドキ
サール、アスコルビン酸ニコチンアミド、リボフラビン、リン酸リボフラビン、チアミン
、葉酸、メナジオール二リン酸、メナジオン重亜硫酸ナトリウム、メナドキシム、ビタミ
ンB12、ビタミンK5、ビタミンK6、ビタミンK6、およびビタミンU;アルブミン、免疫グロ
ブリン、カゼイン、ヘモグロビン、リゾチーム、免疫グロビン、a-2-マクログロブリン、
フィブロネクチン、ビトロネクチン、フィブリノゲン、リパーゼ、塩化ベンザルコニウム
、塩化ベンゼトニウム、臭化ドデシルトリメチルアンモニウム、ドデシル硫酸ナトリウム
、塩化ジアルキルメチルベンジルアンモニウム、およびスルホンコハク酸ナトリウムのジ
アルキルエステル、L-アスコルビン酸およびその塩、D-グルコアスコルビン酸およびその
塩、トロメタミン、トリエタノールアミン、ジエタノールアミン、メグルミン、グルカミ
ン、アミンアルコール、グルコヘプトン酸、グルコン酸、ヒドロキシルケトン、ヒドロキ
シルラクトン、グルコノラクトン、グルコヘプトノラクトン、グルコオクタン酸ラクトン
、グロン酸ラクトン、マンノン酸ラクトン、リボン酸ラクトン、ラクトビオン酸、グルコ
サミン、グルタミン酸、ベンジルアルコール、安息香酸、ヒドロキシ安息香酸、4-ヒドロ
キシ安息香酸プロピル、リシン酢酸塩、ゲンチジン酸、ラクトビオン酸、ラクチトール、
シナピン酸、バニリン酸、バニリン、メチルパラベン、プロピルパラベン、ソルビトール
、キシリトール、シクロデキストリン、(2-ヒドロキシプロピル)-シクロデキストリン、
アセトアミノフェン、イブプロフェン、レチノイン酸、酢酸リシン、ゲンチジン酸、カテ
キン、カテキンガレート、チレタミン、ケタミン、プロポフォール、乳酸、酢酸、任意の
有機酸および有機アミンの塩、ポリグリシドール、グリセロール、マルチグリセロール、
ガラクチトール、ジ(エチレングリコール)、トリ(エチレングリコール)、テトラ(エチレ
ングリコール)、ペンタ(エチレングリコール)、ポリ(エチレングリコール)オリゴマー、
ジ(プロピレングリコール)、トリ(プロピレングリコール)、テトラ(プロピレングリコー
ル、およびペンタ(プロピレングリコール)、ポリ(プロピレングリコール)オリゴマー、ポ
リエチレングリコールとポリプロピレングリコールとのブロックコポリマー、ならびにこ
の誘導体および組合せから選択される、治療剤を血管に送達するためのバルーンカテーテ
ル。
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［態様６３］管腔および遠位端を有する細長い部材と、
　前記細長い部材の前記遠位端に結合し、前記管腔と流体連通している拡張バルーンと、
　前記バルーンの外面の上にあり、治療剤および添加剤を含むコーティング層と
　を含み、
　前記添加剤が、親水性部分および薬物親和性部分を含み、前記薬物親和性部分が、疎水
性部分、水素結合によって治療剤への親和性を有する部分、およびファンデルワールス相
互作用によって治療剤への親和性を有する部分の少なくとも1つであり、
　前記添加剤が水溶性であり、前記添加剤が、界面活性剤および化合物の少なくとも1つ
であり、前記化合物が80～750の分子量を有し、
　前記治療剤および前記添加剤を放出し、かつ前記治療剤を血管の組織に約2分未満で送
達することができる、治療剤を血管に送達するためのバルーンカテーテル。
［態様６４］前記コーティング層の上にある最上層をさらに含み、前記最上層が、治療的
介入のための標的部位への血管通過の間に前記コーティング層の完全性を維持する、態様
63に記載のバルーンカテーテル。
［態様６５］前記コーティング層中の前記治療剤の濃度が、2.5～6μg/mm2である、態様6
3に記載のバルーンカテーテル。
［態様６６］前記界面活性剤が、イオン性、非イオン性、脂肪族および芳香族界面活性剤
、PEG脂肪エステル、PEGオメガ-3脂肪エステル、エーテル、アルコール、グリセロール脂
肪エステル、ソルビタン脂肪エステル、PEGグリセリル脂肪エステル、PEGソルビタン脂肪
エステル、糖脂肪エステル、PEG糖エステル、ならびにその誘導体から選択される、態様6
3に記載のバルーンカテーテル。
［態様６７］前記化合物が、1個または複数のヒドロキシル、アミノ、カルボニル、カル
ボキシル、酸、アミドまたはエステル基を有する、態様63に記載のバルーンカテーテル。
［態様６８］前記界面活性剤が、イオン性、非イオン性、脂肪族および芳香族界面活性剤
、PEG脂肪エステル、PEGオメガ-3脂肪エステル、エーテル、アルコール、グリセロール脂
肪エステル、ソルビタン脂肪エステル、PEGグリセリル脂肪エステル、PEGソルビタン脂肪
エステル、糖脂肪エステル、PEG糖エステル、ならびにその誘導体から選択される、態様6
7に記載のバルーンカテーテル。
［態様６９］1個または複数のヒドロキシル、アミノ、カルボニル、カルボキシル、酸、
アミドまたはエステル基を有する前記化合物が、アミノアルコール、ヒドロキシルカルボ
ン酸、エステル、無水物、ヒドロキシルケトン、ヒドロキシルラクトン、ヒドロキシルエ
ステル、糖リン酸、糖硫酸、エチルオキシド、エチルグリコール、アミノ酸、ペプチド、
タンパク質、ソルビタン、グリセロール、多価アルコール、ホスフェート、サルフェート
、有機酸、エステル、塩、ビタミン、アミノアルコールと有機酸との組合せ、およびそれ
らの置換分子から選択される、態様67に記載のバルーンカテーテル。
［態様７０］前記化合物が4つを超えるヒドロキシル基を有し、120℃以下の融点を有し、
前記化合物がアルコールまたはエステルである、態様67に記載のバルーンカテーテル。
［態様７１］前記添加剤が、p-イソノニルフェノキシポリグリシドール、ラウリン酸PEG
、Tween20、Tween40、Tween60、オレイン酸PEG、ステアリン酸PEG、ラウリン酸PEGグリセ
リル、オレイン酸PEGグリセリル、ステアリン酸PEGグリセリル、ラウリン酸ポリグリセリ
ル、オレイン酸ポリグリセリル、ミリスチン酸ポリグリセリル、パルミチン酸ポリグリセ
リル、ラウリン酸ポリグリセリル-6、オレイン酸ポリグリセリル-6、ミリスチン酸ポリグ
リセリル-6、パルミチン酸ポリグリセリル-6、ラウリン酸ポリグリセリル-10、オレイン
酸ポリグリセリル-10、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、パルミチン酸ポリグリセリル-1
0モノラウリン酸PEGソルビタン、モノラウリン酸PEGソルビタン、モノオレイン酸PEGソル
ビタン、ステアリン酸PEGソルビタン、PEGオレイルエーテル、PEGラウリルエーテル、オ
クトキシノール、モノキシノール、チロキサポール、モノパルミチン酸スクロース、モノ
ラウリン酸スクロース、デカノイル-N-メチルグルカミド、n-デシル-β-D-グルコピラノ
シド、n-デシル-β-D-マルトピラノシド、n-ドデシル-β-D-グルコピラノシド、n-ドデシ
ル-β-D-マルトシド、ヘプタノイル-N-メチルグルカミド、n-ヘプチル-β-D-グルコピラ
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ノシド、n-ヘプチル-β-D-チオグルコシド、n-ヘキシル-β-D-グルコピラノシド、ノナノ
イル-N-メチルグルカミド、n-ノイル-β-D-グルコピラノシド、オクタノイル-N-メチルグ
ルカミド、n-オクチル-β-D-グルコピラノシド、オクチル-β-D-チオグルコピラノシド;
シスチン、チロシン、トリプトファン、ロイシン、イソロイシン、フェニルアラニン、ア
スパラギン、アスパラギン酸、グルタミン酸、およびメチオニン;無水酢酸、無水安息香
酸、アスコルビン酸、2-ピロリドン-5-カルボン酸、ピロリドンカルボン酸ナトリウム、
エチレンジアミン四酢酸二無水物、無水マレイン酸、無水コハク酸、ジグリコール酸無水
物、グルタル酸無水物、アセチアミン、ベンフォチアミン、パントテン酸;セトチアミン;
シコチアミン、デクスパンテノール、ナイアシンアミド、ニコチン酸、5-リン酸ピリドキ
サール、アスコルビン酸ニコチンアミド、リボフラビン、リン酸リボフラビン、チアミン
、葉酸、メナジオール二リン酸、メナジオン重亜硫酸ナトリウム、メナドキシム、ビタミ
ンB12、ビタミンK5、ビタミンK6、ビタミンK6、およびビタミンU;アルブミン、免疫グロ
ブリン、カゼイン、ヘモグロビン、リゾチーム、免疫グロビン、a-2-マクログロブリン、
フィブロネクチン、ビトロネクチン、フィブリノゲン、リパーゼ、塩化ベンザルコニウム
、塩化ベンゼトニウム、臭化ドデシルトリメチルアンモニウム、ドデシル硫酸ナトリウム
、塩化ジアルキルメチルベンジルアンモニウム、およびスルホンコハク酸ナトリウムのジ
アルキルエステル、L-アスコルビン酸およびその塩、D-グルコアスコルビン酸およびその
塩、トロメタミン、トリエタノールアミン、ジエタノールアミン、メグルミン、グルカミ
ン、アミンアルコール、グルコヘプトン酸、グルコン酸、ヒドロキシルケトン、ヒドロキ
シルラクトン、グルコノラクトン、グルコヘプトノラクトン、グルコオクタン酸ラクトン
、グロン酸ラクトン、マンノン酸ラクトン、リボン酸ラクトン、ラクトビオン酸、グルコ
サミン、グルタミン酸、ベンジルアルコール、安息香酸、ヒドロキシ安息香酸、4-ヒドロ
キシ安息香酸プロピル、リシン酢酸塩、ゲンチジン酸、ラクトビオン酸、ラクチトール、
シナピン酸、バニリン酸、バニリン、メチルパラベン、プロピルパラベン、ソルビトール
、キシリトール、シクロデキストリン、(2-ヒドロキシプロピル)-シクロデキストリン、
アセトアミノフェン、イブプロフェン、レチノイン酸、酢酸リシン、ゲンチジン酸、カテ
キン、カテキンガレート、チレタミン、ケタミン、プロポフォール、乳酸、酢酸、任意の
有機酸および有機アミンの塩、ポリグリシドール、グリセロール、マルチグリセロール、
ガラクチトール、ジ(エチレングリコール)、トリ(エチレングリコール)、テトラ(エチレ
ングリコール)、ペンタ(エチレングリコール)、ポリ(エチレングリコール)オリゴマー、
ジ(プロピレングリコール)、トリ(プロピレングリコール)、テトラ(プロピレングリコー
ル、およびペンタ(プロピレングリコール)、ポリ(プロピレングリコール)オリゴマー、ポ
リエチレングリコールとポリプロピレングリコールとのブロックコポリマー、ならびにこ
の誘導体および組合せから選択される、態様63に記載のバルーンカテーテル。
［態様７２］添加剤が、親水性部分および薬物親和性部分を含み、前記薬物親和性部分が
、疎水性部分、水素結合によって治療剤への親和性を有する部分、およびファンデルワー
ルス相互作用によって治療剤への親和性を有する部分の少なくとも1つであり、前記添加
剤が水溶性であり、前記添加剤が、界面活性剤および化合物の少なくとも1つであり、前
記化合物が80～750の分子量を有する、治療剤および添加剤を含む医薬組成物。
［態様７３］ヨウ素を共有結合させた造影剤またはポリマーを含まず、前記治療剤がミセ
ルまたは粒子中に封入されていない、態様72に記載の医薬組成物。
［態様７４］前記化合物が、1個または複数のヒドロキシル、アミノ、カルボニル、カル
ボキシル、酸、アミドまたはエステル基を有する、態様72に記載の医薬組成物。
［態様７５］前記界面活性剤が、イオン性、非イオン性、脂肪族および芳香族界面活性剤
、PEG脂肪エステル、PEGオメガ-3脂肪エステル、エーテル、アルコール、グリセロール脂
肪エステル、ソルビタン脂肪エステル、PEGグリセリル脂肪エステル、PEGソルビタン脂肪
エステル、糖脂肪エステル、PEG糖エステル、ならびにその誘導体から選択される、態様7
2に記載の医薬組成物。
［態様７６］前記界面活性剤が、イオン性、非イオン性、脂肪族および芳香族界面活性剤
、PEG脂肪エステル、PEGオメガ-3脂肪エステル、エーテル、アルコール、グリセロール脂
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肪エステル、ソルビタン脂肪エステル、PEGグリセリル脂肪エステル、PEGソルビタン脂肪
エステル、糖脂肪エステル、PEG糖エステル、ならびにその誘導体から選択される、態様7
4に記載の医薬組成物。
［態様７７］1個または複数のヒドロキシル、アミノ、カルボニル、カルボキシル、酸、
アミドまたはエステル基を有する前記化合物が、アミノアルコール、ヒドロキシルカルボ
ン酸、エステル、無水物、ヒドロキシルケトン、ヒドロキシルラクトン、ヒドロキシルエ
ステル、糖リン酸、糖硫酸、エチルオキシド、エチルグリコール、アミノ酸、ペプチド、
タンパク質、ソルビタン、グリセロール、多価アルコール、ホスフェート、サルフェート
、有機酸、エステル、塩、ビタミン、アミノアルコールと有機酸との組合せ、およびそれ
らの置換分子から選択される、態様74に記載の医薬組成物。
［態様７８］前記化合物が4つを超えるヒドロキシル基を有し、120℃以下の融点を有し、
前記化合物がアルコールまたはエステルである、態様74に記載の医薬組成物。
［態様７９］前記添加剤が、p-イソノニルフェノキシポリグリシドール、ラウリン酸PEG
、Tween20、Tween40、Tween60、オレイン酸PEG、ステアリン酸PEG、ラウリン酸PEGグリセ
リル、オレイン酸PEGグリセリル、ステアリン酸PEGグリセリル、ラウリン酸ポリグリセリ
ル、オレイン酸ポリグリセリル、ミリスチン酸ポリグリセリル、パルミチン酸ポリグリセ
リル、ラウリン酸ポリグリセリル-6、オレイン酸ポリグリセリル-6、ミリスチン酸ポリグ
リセリル-6、パルミチン酸ポリグリセリル-6、ラウリン酸ポリグリセリル-10、オレイン
酸ポリグリセリル-10、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、パルミチン酸ポリグリセリル-1
0モノラウリン酸PEGソルビタン、モノラウリン酸PEGソルビタン、モノオレイン酸PEGソル
ビタン、ステアリン酸PEGソルビタン、PEGオレイルエーテル、PEGラウリルエーテル、オ
クトキシノール、モノキシノール、チロキサポール、モノパルミチン酸スクロース、モノ
ラウリン酸スクロース、デカノイル-N-メチルグルカミド、n-デシル-β-D-グルコピラノ
シド、n-デシル-β-D-マルトピラノシド、n-ドデシル-β-D-グルコピラノシド、n-ドデシ
ル-β-D-マルトシド、ヘプタノイル-N-メチルグルカミド、n-ヘプチル-β-D-グルコピラ
ノシド、n-ヘプチル-β-D-チオグルコシド、n-ヘキシル-β-D-グルコピラノシド、ノナノ
イル-N-メチルグルカミド、n-ノイル-β-D-グルコピラノシド、オクタノイル-N-メチルグ
ルカミド、n-オクチル-β-D-グルコピラノシド、オクチル-β-D-チオグルコピラノシド;
シスチン、チロシン、トリプトファン、ロイシン、イソロイシン、フェニルアラニン、ア
スパラギン、アスパラギン酸、グルタミン酸、およびメチオニン;無水酢酸、無水安息香
酸、アスコルビン酸、2-ピロリドン-5-カルボン酸、ピロリドンカルボン酸ナトリウム、
エチレンジアミン四酢酸二無水物、無水マレイン酸、無水コハク酸、ジグリコール酸無水
物、グルタル酸無水物、アセチアミン、ベンフォチアミン、パントテン酸;セトチアミン;
シコチアミン、デクスパンテノール、ナイアシンアミド、ニコチン酸、5-リン酸ピリドキ
サール、アスコルビン酸ニコチンアミド、リボフラビン、リン酸リボフラビン、チアミン
、葉酸、メナジオール二リン酸、メナジオン重亜硫酸ナトリウム、メナドキシム、ビタミ
ンB12、ビタミンK5、ビタミンK6、ビタミンK6、およびビタミンU;アルブミン、免疫グロ
ブリン、カゼイン、ヘモグロビン、リゾチーム、免疫グロビン、a-2-マクログロブリン、
フィブロネクチン、ビトロネクチン、フィブリノゲン、リパーゼ、塩化ベンザルコニウム
、塩化ベンゼトニウム、臭化ドデシルトリメチルアンモニウム、ドデシル硫酸ナトリウム
、塩化ジアルキルメチルベンジルアンモニウム、およびスルホンコハク酸ナトリウムのジ
アルキルエステル、L-アスコルビン酸およびその塩、D-グルコアスコルビン酸およびその
塩、トロメタミン、トリエタノールアミン、ジエタノールアミン、メグルミン、グルカミ
ン、アミンアルコール、グルコヘプトン酸、グルコン酸、ヒドロキシルケトン、ヒドロキ
シルラクトン、グルコノラクトン、グルコヘプトノラクトン、グルコオクタン酸ラクトン
、グロン酸ラクトン、マンノン酸ラクトン、リボン酸ラクトン、ラクトビオン酸、グルコ
サミン、グルタミン酸、ベンジルアルコール、安息香酸、ヒドロキシ安息香酸、4-ヒドロ
キシ安息香酸プロピル、リシン酢酸塩、ゲンチジン酸、ラクトビオン酸、ラクチトール、
シナピン酸、バニリン酸、バニリン、メチルパラベン、プロピルパラベン、ソルビトール
、キシリトール、シクロデキストリン、(2-ヒドロキシプロピル)-シクロデキストリン、
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アセトアミノフェン、イブプロフェン、レチノイン酸、酢酸リシン、ゲンチジン酸、カテ
キン、カテキンガレート、チレタミン、ケタミン、プロポフォール、乳酸、酢酸、任意の
有機酸および有機アミンの塩、ポリグリシドール、グリセロール、マルチグリセロール、
ガラクチトール、ジ(エチレングリコール)、トリ(エチレングリコール)、テトラ(エチレ
ングリコール)、ペンタ(エチレングリコール)、ポリ(エチレングリコール)オリゴマー、
ジ(プロピレングリコール)、トリ(プロピレングリコール)、テトラ(プロピレングリコー
ル、およびペンタ(プロピレングリコール)、ポリ(プロピレングリコール)オリゴマー、ポ
リエチレングリコールとポリプロピレングリコールとのブロックコポリマー、ならびにこ
の誘導体および組合せから選択される、態様72に記載の医薬組成物。
［態様８０］カテーテルによる注入または噴霧によって医薬組成物を手術部位に送達する
ステップを含み、前記組成物が、治療剤および添加剤を含み、前記添加剤が、親水性部分
および薬物親和性部分を含み、前記薬物親和性部分が、疎水性部分、水素結合によって治
療剤への親和性を有する部分、およびファンデルワールス相互作用によって治療剤への親
和性を有する部分の少なくとも1つであり、前記添加剤が、界面活性剤および化合物の少
なくとも1つであり、前記化合物が、80～750の分子量を有する、外科的処置または介入処
置後の罹患した体内管腔または体腔の治療方法。
［態様８１］前記化合物が、1個または複数のヒドロキシル、アミノ、カルボニル、カル
ボキシル、酸、アミドまたはエステル基を有する、態様80に記載の方法。
［態様８２］前記添加剤が水溶性であり、前記組成物がヨウ素を共有結合させた造影剤を
含まない、態様80に記載の方法。
［態様８３］前記界面活性剤が、イオン性、非イオン性、脂肪族および芳香族界面活性剤
、PEG脂肪エステル、PEGオメガ-3脂肪エステル、エーテル、アルコール、グリセロール脂
肪エステル、ソルビタン脂肪エステル、PEGグリセリル脂肪エステル、PEGソルビタン脂肪
エステル、糖脂肪エステル、PEG糖エステル、ならびにその誘導体から選択される、態様8
0に記載の方法。
［態様８４］1個または複数のヒドロキシル、アミノ、カルボニル、カルボキシル、酸、
アミドまたはエステル基を有する前記化合物が、アミノアルコール、ヒドロキシルカルボ
ン酸、エステル、無水物、ヒドロキシルケトン、ヒドロキシルラクトン、ヒドロキシルエ
ステル、糖リン酸、糖硫酸、エチルオキシド、エチルグリコール、アミノ酸、ペプチド、
タンパク質、ソルビタン、グリセロール、多価アルコール、ホスフェート、サルフェート
、有機酸、エステル、塩、ビタミン、アミノアルコールと有機酸との組合せ、およびそれ
らの置換分子から選択される、態様81に記載の方法。
［態様８５］有機溶媒、治療剤および添加剤を含み、前記添加剤が、親水性部分および薬
物親和性部分を含み、前記薬物親和性部分が、疎水性部分、水素結合によって治療剤への
親和性を有する部分、およびファンデルワールス相互作用によって治療剤への親和性を有
する部分の少なくとも1つであり、前記添加剤が水溶性であり、前記添加剤が、界面活性
剤および化合物の少なくとも1つであり、前記化合物が80～750の分子量を有する、医療装
置をコーティングするための溶液。
［態様８６］ヨウ素を共有結合させた造影剤を含まない、態様85に記載の溶液。
［態様８７］前記化合物が、1個または複数のヒドロキシル、アミノ、カルボニル、カル
ボキシル、酸、アミドまたはエステル基を有する、態様85に記載の溶液。
［態様８８］前記界面活性剤が、イオン性、非イオン性、脂肪族および芳香族界面活性剤
、PEG脂肪エステル、PEGオメガ-3脂肪エステル、エーテル、アルコール、グリセロール脂
肪エステル、ソルビタン脂肪エステル、PEGグリセリル脂肪エステル、PEGソルビタン脂肪
エステル、糖脂肪エステル、PEG糖エステル、ならびにその誘導体から選択される、態様8
5に記載の溶液。
［態様８９］1個または複数のヒドロキシル、アミノ、カルボニル、カルボキシル、酸、
アミドまたはエステル基を有する前記化合物が、アミノアルコール、ヒドロキシルカルボ
ン酸、エステル、無水物、ヒドロキシルケトン、ヒドロキシルラクトン、ヒドロキシルエ
ステル、糖リン酸、糖硫酸、エチルオキシド、エチルグリコール、アミノ酸、ペプチド、
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タンパク質、ソルビタン、グリセロール、多価アルコール、ホスフェート、サルフェート
、有機酸、エステル、塩、ビタミン、アミノアルコールと有機酸との組合せ、およびそれ
らの置換分子から選択される、態様85に記載の溶液。
［態様９０］前記治療剤が、パクリタキセルまたはラパマイシンまたはその類似体もしく
は誘導体である、態様85に記載の溶液。
［態様９１］前記添加剤が、p-イソノニルフェノキシポリグリシドール、ラウリン酸PEG
、Tween20、Tween40、Tween60、オレイン酸PEG、ステアリン酸PEG、ラウリン酸PEGグリセ
リル、オレイン酸PEGグリセリル、ステアリン酸PEGグリセリル、ラウリン酸ポリグリセリ
ル、オレイン酸ポリグリセリル、ミリスチン酸ポリグリセリル、パルミチン酸ポリグリセ
リル、ラウリン酸ポリグリセリル-6、オレイン酸ポリグリセリル-6、ミリスチン酸ポリグ
リセリル-6、パルミチン酸ポリグリセリル-6、ラウリン酸ポリグリセリル-10、オレイン
酸ポリグリセリル-10、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、パルミチン酸ポリグリセリル-1
0モノラウリン酸PEGソルビタン、モノラウリン酸PEGソルビタン、モノオレイン酸PEGソル
ビタン、ステアリン酸PEGソルビタン、PEGオレイルエーテル、PEGラウリルエーテル、オ
クトキシノール、モノキシノール、チロキサポール、モノパルミチン酸スクロース、モノ
ラウリン酸スクロース、デカノイル-N-メチルグルカミド、n-デシル-β-D-グルコピラノ
シド、n-デシル-β-D-マルトピラノシド、n-ドデシル-β-D-グルコピラノシド、n-ドデシ
ル-β-D-マルトシド、ヘプタノイル-N-メチルグルカミド、n-ヘプチル-β-D-グルコピラ
ノシド、n-ヘプチル-β-D-チオグルコシド、n-ヘキシル-β-D-グルコピラノシド、ノナノ
イル-N-メチルグルカミド、n-ノイル-β-D-グルコピラノシド、オクタノイル-N-メチルグ
ルカミド、n-オクチル-β-D-グルコピラノシド、オクチル-β-D-チオグルコピラノシド;
シスチン、チロシン、トリプトファン、ロイシン、イソロイシン、フェニルアラニン、ア
スパラギン、アスパラギン酸、グルタミン酸、およびメチオニン;無水酢酸、無水安息香
酸、アスコルビン酸、2-ピロリドン-5-カルボン酸、ピロリドンカルボン酸ナトリウム、
エチレンジアミン四酢酸二無水物、無水マレイン酸、無水コハク酸、ジグリコール酸無水
物、グルタル酸無水物、アセチアミン、ベンフォチアミン、パントテン酸;セトチアミン;
シコチアミン、デクスパンテノール、ナイアシンアミド、ニコチン酸、5-リン酸ピリドキ
サール、アスコルビン酸ニコチンアミド、リボフラビン、リン酸リボフラビン、チアミン
、葉酸、メナジオール二リン酸、メナジオン重亜硫酸ナトリウム、メナドキシム、ビタミ
ンB12、ビタミンK5、ビタミンK6、ビタミンK6、およびビタミンU;アルブミン、免疫グロ
ブリン、カゼイン、ヘモグロビン、リゾチーム、免疫グロビン、a-2-マクログロブリン、
フィブロネクチン、ビトロネクチン、フィブリノゲン、リパーゼ、塩化ベンザルコニウム
、塩化ベンゼトニウム、臭化ドデシルトリメチルアンモニウム、ドデシル硫酸ナトリウム
、塩化ジアルキルメチルベンジルアンモニウム、およびスルホンコハク酸ナトリウムのジ
アルキルエステル、L-アスコルビン酸およびその塩、D-グルコアスコルビン酸およびその
塩、トロメタミン、トリエタノールアミン、ジエタノールアミン、メグルミン、グルカミ
ン、アミンアルコール、グルコヘプトン酸、グルコン酸、ヒドロキシルケトン、ヒドロキ
シルラクトン、グルコノラクトン、グルコヘプトノラクトン、グルコオクタン酸ラクトン
、グロン酸ラクトン、マンノン酸ラクトン、リボン酸ラクトン、ラクトビオン酸、グルコ
サミン、グルタミン酸、ベンジルアルコール、安息香酸、ヒドロキシ安息香酸、4-ヒドロ
キシ安息香酸プロピル、リシン酢酸塩、ゲンチジン酸、ラクトビオン酸、ラクチトール、
シナピン酸、バニリン酸、バニリン、メチルパラベン、プロピルパラベン、ソルビトール
、キシリトール、シクロデキストリン、(2-ヒドロキシプロピル)-シクロデキストリン、
アセトアミノフェン、イブプロフェン、レチノイン酸、酢酸リシン、ゲンチジン酸、カテ
キン、カテキンガレート、チレタミン、ケタミン、プロポフォール、乳酸、酢酸、任意の
有機酸および有機アミンの塩、ポリグリシドール、グリセロール、マルチグリセロール、
ガラクチトール、ジ(エチレングリコール)、トリ(エチレングリコール)、テトラ(エチレ
ングリコール)、ペンタ(エチレングリコール)、ポリ(エチレングリコール)オリゴマー、
ジ(プロピレングリコール)、トリ(プロピレングリコール)、テトラ(プロピレングリコー
ル、およびペンタ(プロピレングリコール)、ポリ(プロピレングリコール)オリゴマー、ポ
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リエチレングリコールとポリプロピレングリコールとのブロックコポリマー、ならびにこ
の誘導体および組合せから選択される、態様85に記載の溶液。
［態様９２］医療装置の外面に塗布された第1の層と、
　前記第1の層の上にある第2の層と
　を含み、
　前記第1の層が治療剤を含み、
　前記第2の層が添加剤を含み、前記添加剤が、親水性部分および薬物親和性部分を含み
、前記薬物親和性部分が、疎水性部分、水素結合によって治療剤への親和性を有する部分
、およびファンデルワールス相互作用によって治療剤への親和性を有する部分の少なくと
も1つである、治療剤を組織に送達するための医療装置。
［態様９３］前記第1の層が添加剤をさらに含み、前記添加剤が水溶性であり、前記層が
ヨード造影剤を含まない、態様92に記載の医療装置。
［態様９４］前記第2の層が治療剤をさらに含む、態様92に記載の医療装置。
［態様９５］前記第1の層が添加剤をさらに含み、前記第2の層が治療剤をさらに含む、態
様92に記載の医療装置。
［態様９６］治療剤および添加剤を含む第1の層と、
　添加剤を含む最上層と
　を含み、
　前記最上層が前記第1の層の上にあり、
　前記第1の層中および前記最上層中の両方の前記添加剤が、親水性部分および薬物親和
性部分を含み、前記薬物親和性部分が、疎水性部分、水素結合によって治療剤への親和性
を有する部分、およびファンデルワールス相互作用によって治療剤への親和性を有する部
分の少なくとも1つであり、前記添加剤が水溶性であり、前記添加剤が、界面活性剤およ
び化合物の少なくとも1つであり、前記化合物が80～750の分子量を有する、2層コーティ
ング。
［態様９７］前記第1の層がヨウ素を共有結合させた造影剤を含まない、態様96に記載の2
層コーティング。
［態様９８］前記最上層が治療剤をさらに含む、態様96に記載の2層コーティング。
［態様９９］(a)有機溶媒、治療剤および添加剤を含むコーティング溶液を調製するステ
ップであって、前記添加剤が、親水性部分および薬物親和性部分を含み、前記薬物親和性
部分が、疎水性部分、水素結合によって治療剤への親和性を有する部分、およびファンデ
ルワールス相互作用によって治療剤への親和性を有する部分の少なくとも1つであり、前
記添加剤が水溶性であり、前記添加剤が、界面活性剤および化合物の少なくとも1つであ
り、化合物が80～750の分子量を有するステップと、
　(b)前記コーティング溶液を医療装置に塗布するステップと、
　(c)前記コーティング溶液を乾燥させ、コーティング層を形成するステップと
　を含む、医療装置の調製方法。
［態様１００］前記コーティング層がヨウ素を共有結合させた造影剤を含まない、態様99
に記載の方法。
［態様１０１］前記コーティング溶液が、前記医療装置の外面の部分を前記コーティング
溶液中に液浸することによって塗布される、態様99に記載の方法。
［態様１０２］前記コーティング溶液が、前記医療装置の外面の一部をコーティング溶液
で噴霧することによって塗布される、態様99に記載の方法。
［態様１０３］前記コーティング層中の治療有効量の前記治療剤が前記医療装置の表面上
に付着されるまで、ステップ(b)および(c)が繰り返される、態様99に記載の方法。
［態様１０４］前記コーティング層の全厚さが約0.1～200ミクロンである、態様99に記載
の方法。
［態様１０５］ジメチルスルホキシド溶媒をステップ(c)で得た前記乾燥させたコーティ
ング層に塗布するステップをさらに含む、態様99に記載の方法。
［態様１０６］(a)有機溶媒、治療剤および添加剤を含むコーティング溶液を調製するス
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テップであって、前記添加剤が、親水性部分および薬物親和性部分を含み、前記薬物親和
性が、疎水性部分、水素結合によって治療剤への親和性を有する部分、およびファンデル
ワールス相互作用によって治療剤への親和性を有する部分の少なくとも1つであり、前記
添加剤が、界面活性剤および化合物の少なくとも1つであり、前記化合物が80～750の分子
量を有するステップと、
　(b)前記コーティング溶液を膨張したバルーンカテーテルに塗布するステップと、
　(c)前記バルーンカテーテルを収縮させ、折り畳み、前記コーティング溶液を乾燥させ
て、薬物コーティングの均一性を増加させるステップと
　を含む、薬物コーティングされたバルーンカテーテルの調製方法。
［態様１０７］コーティング層を含む医療装置を血管に挿入するステップであって、前記
コーティング層が、治療剤および添加剤を含み、前記添加剤が、親水性部分および薬物親
和性部分を含み、前記薬物親和性が、疎水性部分、水素結合によって治療剤への親和性を
有する部分、およびファンデルワールス相互作用によって治療剤への親和性を有する部分
の少なくとも1つであり、前記添加剤が水溶性であり、前記添加剤が、界面活性剤および
化合物の少なくとも1つであり、前記化合物が80～750の分子量を有するステップと、
　前記治療剤および前記添加剤を放出させ、前記治療剤を血管の組織に2分以下で送達す
るステップと
　を含む、血管の治療方法。
［態様１０８］前記コーティング層がヨウ素を共有結合させた造影剤を含まない、態様10
7に記載の方法。
［態様１０９］プラークを体内導管から除去するステップと、
　コーティング層を含む医療装置を前記体内導管に挿入するステップであって、前記コー
ティング層が、治療剤および添加剤を含み、前記添加剤が、親水性部分および薬物親和性
部分を含み、前記薬物親和性部分が、疎水性部分、水素結合によって治療剤への親和性を
有する部分、およびファンデルワールス相互作用によって治療剤への親和性を有する部分
の少なくとも1つであり、前記添加剤が、界面活性剤および化合物の少なくとも1つであり
、前記化合物が80～750の分子量を有するステップと、
　前記治療剤および前記添加剤を放出させ、前記治療剤を前記体内導管の組織に2分以下
で送達するステップと
　を含む、体内導管の完全閉塞または狭窄の治療方法。
［態様１１０］コーティング層を含む医療装置を、体の組織と接触させるステップであっ
て、前記コーティング層が、治療剤および添加剤を含み、前記添加剤が、親水性部分およ
び薬物親和性部分を含み、前記薬物親和性部分が、疎水性部分、水素結合によって治療剤
への親和性を有する部分、およびファンデルワールス相互作用によって治療剤への親和性
を有する部分の少なくとも1つであり、前記添加剤が水溶性であり、前記添加剤が、界面
活性剤および化合物の少なくとも1つであり、前記化合物が80～750の分子量を有するステ
ップと、
　前記治療剤および前記添加剤を放出させ、前記治療剤を前記組織に2分以下で送達する
ステップと
　を含む、体の組織の治療方法。
［態様１１１］前記コーティング層がヨウ素を共有結合させた造影剤を含まない、態様11
0に記載の方法。
［態様１１２］前記組織が、冠血管系、末梢血管系、脳血管系、食道、気道、洞、気管、
結腸、胆管、尿路、前立腺、および脳内管の1つの組織を含む、態様110に記載の治療方法
。
［態様１１３］有機溶媒、治療剤および添加剤を含む溶液を調製するステップであって、
前記添加剤が、親水性部分および薬物親和性部分を含み、前記薬物親和性が、疎水性部分
、水素結合によって治療剤への親和性を有する部分、およびファンデルワールス相互作用
によって治療剤への親和性を有する部分の少なくとも1つであり、前記添加剤が水溶性で
あり、前記添加剤が、界面活性剤および化合物の少なくとも1つであり、前記化合物が80



(74) JP 6463429 B2 2019.2.6

10

20

30

40

50

～750の分子量を有するステップと、
　前記溶液を前記バルーンカテーテルに塗布するステップと、
　前記溶媒を蒸発させるステップと
　を含む方法によって製造されるバルーンカテーテル。
［態様１１４］前記溶液がヨード造影剤を含有しない、態様113に記載のバルーンカテー
テル。
［態様１１５］医療装置の外面の上にある層を含み、前記層が、治療剤および添加剤を含
み、前記添加剤が、PEG脂肪エステル、PEG脂肪エーテル、およびPEG脂肪アルコールの1つ
である、治療剤を組織に送達するための医療装置。
［態様１１６］前記添加剤が、ラウリン酸PEG-8、オレイン酸PEG-8、ステアリン酸PEG-8
、オレイン酸PEG-9、ラウリン酸PEG-10、オレイン酸PEG-10、ラウリン酸PEG-12、オレイ
ン酸PEG-12、オレイン酸PEG-15、ラウリン酸PEG-20、オレイン酸PEG-20、ジラウリン酸PE
G-20、ジオレイン酸PEG-20、ジステアリン酸PEG-20、ジラウリン酸PEG-32およびジオレイ
ン酸PEG-32から選択される、態様115に記載の医療装置。
［態様１１７］医療装置の外面の上にある層を含み、前記層が、治療剤および添加剤を含
み、前記添加剤が、グリセロール脂肪エステルおよびポリグリセロール脂肪エステルおよ
びPEGグリセロール脂肪エステルの1つである、治療剤を組織に送達するための医療装置。
［態様１１８］前記添加剤が、オレイン酸ポリグリセリル、ジオレイン酸ポリグリセリル
-2、トリオレイン酸ポリグリセリル-10、ステアリン酸ポリグリセリル、ラウリン酸ポリ
グリセリル、ミリスチン酸ポリグリセリル、パルミチン酸ポリグリセリル、リノール酸ポ
リグリセリル、ラウリン酸ポリグリセリル-10、オレイン酸ポリグリセリル-10、モノ、ジ
オレイン酸ポリグリセリル-10、ステアリン酸ポリグリセリル-10、ラウリン酸ポリグリセ
リル-10、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、パルミチン酸ポリグリセリル-10、リノール
酸ポリグリセリル-10、ステアリン酸ポリグリセリル-6、ラウリン酸ポリグリセリル-6、
ミリスチン酸ポリグリセリル-6、パルミチン酸ポリグリセリル-6、およびリノール酸ポリ
グリセリル-6、ポリリシノール酸ポリグリセリル、ラウリン酸PEG-20グリセリル、ラウリ
ン酸PEG-30グリセリル、ラウリン酸PEG-40グリセリル、オレイン酸PEG-20グリセリル、お
よびオレイン酸PEG-30グリセリルから選択される、態様117に記載の医療装置。
［態様１１９］医療装置の外面の上にある層を含み、前記層が、治療剤および添加剤を含
み、前記添加剤が、ソルビタン脂肪エステル、およびPEGソルビタンエステルの1つである
、治療剤を組織に送達するための医療装置。
［態様１２０］前記添加剤が、モノラウリン酸ソルビタン、モノパルミチン酸ソルビタン
、モノオレイン酸ソルビタン、モノステアリン酸ソルビタン、モノラウリン酸PEG-20ソル
ビタン、モノパルミチン酸PEG-20ソルビタン、モノオレイン酸PEG-20ソルビタン、および
モノステアリン酸PEG-20ソルビタンから選択される、態様119に記載の医療装置。
［態様１２１］医療装置の外面の上にある層を含み、前記層が、治療剤および添加剤を含
み、前記添加剤がフェノール部分を含有する化合物である、治療剤を組織に送達するため
の医療装置。
［態様１２２］前記添加剤が、p-イソノニルフェノキシポリグリシドール、オクトキシノ
ール、モノキシノール、チロキサポール、オクトキシノール-9、およびモノキシノール-9
から選択される、態様121に記載の医療装置。
［態様１２３］医療装置の外面の上にある層を含み、前記層が、治療剤および添加剤を含
み、前記添加剤が、モノラウリン酸スクロース、デカノイル-N-メチルグルカミド、n-デ
シル-β-D-グルコピラノシド、n-デシル-β-D-マルトピラノシド、n-ドデシル-β-D-グル
コピラノシド、n-ドデシル-β-D-マルトシド、ヘプタノイル-N-メチルグルカミド、n-ヘ
プチル-β-D-グルコピラノシド、n-ヘプチル-β-D-チオグルコシド、n-ヘキシル-β-D-グ
ルコピラノシド、ノナノイル-N-メチルグルカミド、n-ノイル-β-D-グルコピラノシド、
オクタノイル-N-メチルグルカミド、n-オクチル-β-D-グルコピラノシド、オクチル-β-D
-チオグルコピラノシド、D-グルコアスコルビン酸およびその塩、トロメタミン、グルカ
ミン、グルコヘプトン酸、グルコン酸、ヒドロキシルケトン、ヒドロキシルラクトン、グ
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ルコノラクトン、グルコヘプトノラクトン、グルコオクタン酸ラクトン、グロン酸ラクト
ン、マンノン酸ラクトン、リボン酸ラクトン、ラクトビオン酸、ならびにグルコサミンか
ら選択される、治療剤を組織に送達するための医療装置。
［態様１２４］医療装置の外面の上にある層を含み、前記層が、治療剤および添加剤を含
み、前記添加剤がイオン性界面活性剤である、治療剤を組織に送達するための医療装置。
［態様１２５］前記添加剤が、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、塩化セチル
ピリジニウム、臭化ドデシルトリメチルアンモニウム、ドデシル硫酸ナトリウム、塩化ジ
アルキルメチルベンジルアンモニウム、塩化エドロホニウム、臭化ドミフェン、スルホン
コハク酸ナトリウムのジアルキルエステル、スルホコハク酸ジオクチルナトリウム、コー
ル酸ナトリウム、およびタウロコール酸ナトリウムから選択される、態様124に記載の医
療装置。
［態様１２６］医療装置の外面の上にある層を含み、前記層が、治療剤および添加剤を含
み、前記添加剤がビタミンまたはビタミン誘導体である、治療剤を組織に送達するための
医療装置。
［態様１２７］前記添加剤が、アセチアミン、ベンフォチアミン、パントテン酸、セトチ
アミン、シコチアミン、デクスパンテノール、ナイアシンアミド、ニコチン酸およびその
塩、5-リン酸ピリドキサール、アスコルビン酸ニコチンアミド、リボフラビン、リン酸リ
ボフラビン、チアミン、葉酸、メナジオール二リン酸、メナジオン重亜硫酸ナトリウム、
メナドキシム、ビタミンB12、ビタミンK5、ビタミンK6、ビタミンK6、ビタミンU、エルゴ
ステロール、1-α-ヒドロキシコレカル-シフェロール、ビタミンD2、ビタミンD3、α-カ
ロテン、β-カロテン、γ-カロテン、ビタミンA、フルスルチアミン、メチロールリボフ
ラビン、オクトチアミン、プロスルチアミン、リボフラビン、ビンチアモール、ジヒドロ
ビタミンK1、メナジオール二酢酸、メナジオール二酪酸、メナジオール二硫酸、メナジオ
ール、ビタミンK1、ビタミンK1オキシド、ビタミンK2、およびビタミンK-S(II)から選択
される、態様126に記載の医療装置。
［態様１２８］医療装置の外面の上にある層を含み、前記層が、治療剤および添加剤を含
み、前記添加剤が、アミノ酸、アミノ酸塩、またはアミノ酸誘導体である、治療剤を組織
に送達するための医療装置。
［態様１２９］前記添加剤が、アラニン、アルギニン、アスパラギン、アスパラギン酸、
システイン、グルタミン酸、グルタミン、グリシン、ヒスチジン、プロリン、イソロイシ
ン、ロイシン、リシン、メチオニン、フェニルアラニン、セリン、スレオニン、トリプト
ファン、チロシン、バリン、およびその誘導体から選択される、態様128に記載の医療装
置。
［態様１３０］医療装置の外面の上にある層を含み、前記層が、治療剤および添加剤を含
み、前記添加剤が、ペプチド、オリゴペプチド、またはタンパク質である、治療剤を組織
に送達するための医療装置。
［態様１３１］前記添加剤が、アルブミン、免疫グロブリン、カゼイン、ヘモグロビン、
リゾチーム、免疫グロビン、a-2-マクログロブリン、フィブロネクチン、ビトロネクチン
、フィブリノゲン、およびリパーゼから選択される、態様130に記載の医療装置。
［態様１３２］医療装置の外面の上にある層を含み、前記層が、治療剤および添加剤を含
み、前記添加剤が、界面活性剤および化合物両方の組合せまたは混合物を含み、前記化合
物が、1個または複数のヒドロキシル、アミノ、カルボニル、カルボキシル、酸、アミド
またはエステル基を有する、治療剤を組織に送達するための医療装置。
［態様１３３］前記界面活性剤が、イオン性、非イオン性、脂肪族および芳香族界面活性
剤、PEG脂肪エステル、PEGオメガ-3脂肪エステル、エーテル、アルコール、グリセロール
脂肪エステル、ソルビタン脂肪エステル、PEGグリセリル脂肪エステル、PEGソルビタン脂
肪エステル、糖脂肪エステル、PEG糖エステル、ならびにその誘導体から選択される、態
様132に記載の医療装置。
［態様１３４］1個または複数のヒドロキシル、アミノ、カルボニル、カルボキシル、酸
、アミドまたはエステル基を有する前記化合物が、80～750の分子量を有する、態様132に



(76) JP 6463429 B2 2019.2.6

10

20

30

40

50

記載の医療装置。
［態様１３５］前記化合物が、アミノアルコール、ヒドロキシルカルボン酸、エステル、
無水物、ヒドロキシルケトン、ヒドロキシルラクトン、ヒドロキシルエステル、糖リン酸
、糖硫酸、エチルオキシド、エチルグリコール、アミノ酸、ソルビタン、グリセロール、
多価アルコール、ホスフェート、サルフェート、有機酸、エステル、塩、ビタミン、アミ
ノアルコールと有機酸との組合せ、およびそれらの置換分子から選択される、態様134に
記載の医療装置。
［態様１３６］1個または複数のヒドロキシル、アミノ、カルボニル、カルボキシル、酸
、アミドまたはエステル基を有する前記化合物が、酢酸および無水物、安息香酸および無
水物、ジエチレントリアミン五酢酸二無水物、エチレンジアミン四酢酸二無水物、マレイ
ン酸および無水物、コハク酸および無水物、ジグリコール酸および無水物、グルタル酸お
よび無水物、アスコルビン酸、クエン酸、酒石酸、乳酸、シュウ酸、アスパラギン酸、ニ
コチン酸、L-アスコルビン酸およびその塩、D-グルコアスコルビン酸およびその塩、トロ
メタミン、トリエタノールアミン、ジエタノールアミン、メグルミン、グルカミン、アミ
ンアルコール、グルコヘプトン酸、グルコン酸、ヒドロキシルケトン、ヒドロキシルラク
トン、グルコノラクトン、グルコヘプトノラクトン、グルコオクタン酸ラクトン、グロン
酸ラクトン、マンノン酸ラクトン、リボン酸ラクトン、ラクトビオン酸、グルコサミン、
グルタミン酸、ベンジルアルコール、安息香酸、ヒドロキシ安息香酸、4-ヒドロキシ安息
香酸プロピル、リシン酢酸塩、ゲンチジン酸、ラクトビオン酸、ラクチトール、ソルビト
ール、グルシトール、糖リン酸、リン酸グルコピラノース、糖硫酸、シナピン酸、バニリ
ン酸、バニリン、メチルパラベン、プロピルパラベン、キシリトール、2-エトキシエタノ
ール、シクロデキストリン、(2-ヒドロキシプロピル)-シクロデキストリン、アセトアミ
ノフェン、イブプロフェン、レチノイン酸、酢酸リシン、ゲンチジン酸、カテキン、カテ
キンガレート、チレタミン、ケタミン、プロポフォール、乳酸、酢酸、上記の任意の有機
酸およびアミンの塩、ポリグリシドール、グリセロール、マルチグリセロール、ガラクチ
トール、ジ(エチレングリコール)、トリ(エチレングリコール)、テトラ(エチレングリコ
ール)、ペンタ(エチレングリコール)、ポリ(エチレングリコール)オリゴマー、ジ(プロピ
レングリコール)、トリ(プロピレングリコール)、テトラ(プロピレングリコール、および
ペンタ(プロピレングリコール)、ポリ(プロピレングリコール)オリゴマー、ポリエチレン
グリコールとポリプロピレングリコールとのブロックコポリマー、ならびにこの誘導体お
よび組合せから選択される、態様132に記載の医療装置。
［態様１３７］前記組織が、冠血管系、末梢血管系、脳血管系、食道、気道、洞、気管、
結腸、胆管、尿路、前立腺、および脳内管の1つの組織を含む、態様115、117、119、121
、123、124、126、128、130、132のいずれか一に記載の医療装置。
［態様１３８］バルーンカテーテル、潅流バルーンカテーテル、注入カテーテル、カッテ
ィングバルーンカテーテル、スコアリングバルーンカテーテル、レーザーカテーテル、ア
テレクトミー装置、デバルキングカテーテル、ステント、フィルター、ステントグラフト
、カバードステント、パッチ、ワイヤ、および弁の1つを含む、態様115、117、119、121
、123、124、126、128、130、および132のいずれか一に記載の医療装置。
［態様１３９］パクリタキセルまたはラパマイシンまたはその誘導体と、界面活性剤およ
び化合物の両方の組合せとを含み、前記化合物が、1個または複数のヒドロキシル、アミ
ノ、カルボニル、カルボキシル、酸、アミドまたはエステル基を有する、哺乳動物に投与
するための医薬製剤。
［態様１４０］前記界面活性剤が、イオン性、非イオン性、脂肪族および芳香族界面活性
剤、PEG脂肪エステル、PEGオメガ-3脂肪エステル、エーテル、アルコール、グリセロール
脂肪エステル、ソルビタン脂肪エステル、PEGグリセリル脂肪エステル、PEGソルビタン脂
肪エステル、糖脂肪エステル、PEG糖エステル、ならびにその誘導体から選択される、態
様139に記載の医薬製剤。
［態様１４１］1個または複数のヒドロキシル、アミノ、カルボニル、カルボキシル、酸
、アミドまたはエステル基を有する前記化合物が、80～750の分子量を有する、態様139に
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記載の医薬製剤。
［態様１４２］1個または複数のヒドロキシル、アミノ、カルボニル、カルボキシル、酸
、アミド、またはエステル基を有する前記化合物が、アミノアルコール、ヒドロキシルカ
ルボン酸、エステル、無水物、ヒドロキシルケトン、ヒドロキシルラクトン、ヒドロキシ
ルエステル、糖リン酸、糖硫酸、エチルオキシド、エチルグリコール、アミノ酸、ペプチ
ド、タンパク質、糖類、グルコース、スクロース、ソルビタン、グリセロール、多価アル
コール、ホスフェート、サルフェート、有機酸、エステル、塩、ビタミン、アミノアルコ
ールと有機酸との組合せ、およびそれらの置換分子から選択される、態様139に記載の医
薬製剤。
［態様１４３］1個または複数のヒドロキシル、アミノ、カルボニル、カルボキシル、酸
、アミドまたはエステル基を有する前記化合物が、L-アスコルビン酸およびその塩、D-グ
ルコアスコルビン酸およびその塩、トロメタミン、トリエタノールアミン、ジエタノール
アミン、メグルミン、グルカミン、アミンアルコール、グルコヘプトン酸、グルコン酸、
ヒドロキシルケトン、ヒドロキシルラクトン、グルコノラクトン、グルコヘプトノラクト
ン、グルコオクタン酸ラクトン、グロン酸ラクトン、マンノン酸ラクトン、リボン酸ラク
トン、ラクトビオン酸、グルコサミン、グルタミン酸、ベンジルアルコール、安息香酸、
ヒドロキシ安息香酸、4-ヒドロキシ安息香酸プロピル、リシン酢酸塩、ゲンチジン酸、ラ
クトビオン酸、ラクチトール、ソルビトール、グルシトール、糖リン酸、リン酸グルコピ
ラノース、糖硫酸、シナピン酸、バニリン酸、バニリン、メチルパラベン、プロピルパラ
ベン、キシリトール、2-エトキシエタノール、糖類、ガラクトース、グルコース、リボー
ス、マンノース、キシロース、スクロース、ラクトース、マルトース、アラビノース、リ
キソース、フルクトース、シクロデキストリン、(2-ヒドロキシプロピル)-シクロデキス
トリン、アセトアミノフェン、イブプロフェン、レチノイン酸、酢酸リシン、ゲンチジン
酸、カテキン、カテキンガレート、チレタミン、ケタミン、プロポフォール、乳酸、酢酸
、上記の任意の有機酸およびアミンの塩、ポリグリシドール、グリセロール、マルチグリ
セロール、ガラクチトール、ジ(エチレングリコール)、トリ(エチレングリコール)、テト
ラ(エチレングリコール)、ペンタ(エチレングリコール)、ポリ(エチレングリコール)オリ
ゴマー、ジ(プロピレングリコール)、トリ(プロピレングリコール)、テトラ(プロピレン
グリコール、およびペンタ(プロピレングリコール)、ポリ(プロピレングリコール)オリゴ
マー、ポリエチレングリコールとポリプロピレングリコールとのブロックコポリマー、な
らびにこの誘導体および組合せから選択される、態様139に記載の医薬製剤。
［態様１４４］パクリタキセルまたはラパマイシンまたはその誘導体と、1個または複数
のヒドロキシル、アミノ、カルボニル、カルボキシル、酸、アミドまたはエステル基を有
する化合物とを含み、1個または複数のヒドロキシル、アミノ、カルボニル、カルボキシ
ル、酸、アミドまたはエステル基を有する前記化合物が、80～750の分子量を有する、哺
乳動物に投与するための医薬製剤。
［態様１４５］1個または複数のヒドロキシル、アミノ、カルボニル、カルボキシル、酸
、アミド、またはエステル基を有する前記化合物が、ヒドロキシルケトン、ヒドロキシル
ラクトン、グルコノラクトン、グルコヘプトノラクトン、グルコオクタン酸ラクトン、グ
ロン酸ラクトン、マンノン酸ラクトン、リボン酸ラクトン、糖リン酸、糖硫酸、カテキン
、カテキンガレート、およびアミノアルコールと有機酸との組合せから選択される、態様
144に記載の医薬製剤。
［態様１４６］前記アミノアルコールが、トロメタミン、トリエタノールアミン、ジエタ
ノールアミン、メグルミン、グルカミン、グルコサミン、リシン、およびその誘導体から
選択され、前記有機酸が、グルコヘプトン酸、グルコン酸、グルタミン酸、安息香酸、ヒ
ドロキシ安息香酸、ゲンチジン酸、ラクトビオン酸、バニリン酸、乳酸、酢酸、およびそ
の誘導体から選択される、態様145に記載の医薬製剤。
［態様１４７］パクリタキセルまたはラパマイシンまたはその誘導体と、アミノアルコー
ルおよび有機酸の組合せとを含み、前記アミノアルコールが、トロメタミン、トリエタノ
ールアミン、ジエタノールアミン、メグルミン、グルカミン、グルコサミン、リシン、お
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よびその誘導体から選択され、前記有機酸が、グルコヘプトン酸、グルコン酸、グルタミ
ン酸、安息香酸、ヒドロキシ安息香酸、ゲンチジン酸、ラクトビオン酸、バニリン酸、乳
酸、酢酸、およびその誘導体から選択される、哺乳動物に投与するための医薬製剤。
［態様１４８］医療装置の外面の上にある層を含み、前記層が、治療剤および添加剤を含
み、前記添加剤が、ヒドロキシルケトン、ヒドロキシルラクトン、グルコノラクトン、グ
ルコヘプトノラクトン、グルコオクタン酸ラクトン、グロン酸ラクトン、マンノン酸ラク
トン、リボン酸ラクトンおよびラクトビオン酸から選択される、治療剤を組織に送達する
ための医療装置。
［態様１４９］医療装置の外面の上にある層を含み、前記層が、治療剤および添加剤を含
み、前記治療剤が、パクリタキセルおよびその類似体またはラパマイシンおよびその類似
体であり、前記添加剤が、ソルビトール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコー
ル、テトラエチレングリコール、ポリエチレングリコールオリゴマー、ポリプロピレング
リコールオリゴマー、ポリエチレングリコールおよびポリプロピレングリコールのブロッ
クコポリマーオリゴマー、キシリトール、2-エトキシエタノール、糖類、ガラクトース、
グルコース、マンノース、キシロース、スクロース、ラクトース、マルトース、Tween20
、Tween40、Tween60、およびそれらの誘導体から選択され、薬物と添加剤の重量比が0.5
～3であり、前記治療剤および前記添加剤が同時に放出される、治療剤を組織に送達する
ための医療装置。
 

【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】



(79) JP 6463429 B2 2019.2.6

【図２Ｃ】



(80) JP 6463429 B2 2019.2.6

10

20

フロントページの続き

(31)優先権主張番号  11/942,452
(32)優先日　　　　  平成19年11月19日(2007.11.19)
(33)優先権主張国　  米国(US)

(72)発明者  リシャオ・ワン
            アメリカ合衆国・ミネソタ・５５３５６・メディナ・オークヴュー・ロード・１２０５

    審査官  小森　潔

(56)参考文献  特表２００５－５３８８１２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００６－５０５３０６（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００７／０９０３８５（ＷＯ，Ａ１）　　
              特表２００３－５３３２８６（ＪＰ，Ａ）　　　
              Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ，２００６年，Ｖｏｌ．３
              ５５，Ｎｏ．２０，ｐ２１１３－２１２４
              Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｇｅｒｉａｔｒｉｃ　Ｃａｒｄｉｏｌｏｇｙ，２０
              ０７年　４月，Ｖｏｌ．１６，Ｎｏ．２，ｐ１１５－１１６
              Ｈｅａｒｔ，２００７年，Ｖｏｌ．９３，Ｎｏ．５，ｐ５３９－５４１
              Ｒａｄｉｏｌｏｇｙ，２００６年，Ｖｏｌ．２４０，Ｎｏ．２，ｐ４１１－４１８
              Ｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ，２００４年，Ｖｏｌ．１１０，Ｎｏ．７，ｐ８１０－８１４
              Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ，２００４年，Ｖｏｌ．６４，Ｎｏ．３，ｐ８２１－８２４

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｌ　　２９／０８　　　　
              ＪＳＴＰｌｕｓ／ＪＭＥＤＰｌｕｓ／ＪＳＴ７５８０（ＪＤｒｅａｍＩＩＩ）
              ＣＡｐｌｕｓ／ＭＥＤＬＩＮＥ／ＥＭＢＡＳＥ／ＢＩＯＳＩＳ（ＳＴＮ）


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

