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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに分離された少なくとも第一および第二の組成物を含んでなる創傷治癒系であって
、上記第一または第二の組成物の少なくとも一方がシスチンノット増殖因子スーパーファ
ミリーの脱グリコシル化メンバーから選択される生物活性分子を含んでなり（ここで、該
生物活性分子は、本来見られるものとしてその分子の一以上の部位でグリコシル化されて
いるが、化学的または酵素的方法により、あるいはそれを非グリコシル化分子として製造
することによって分子からグリコシル化が除去されている）、かつ、
　上記第一および第二の組成物が該成分の重合が可能な条件下で混合した際に三次元ネッ
トワークを形成する前駆体成分を含んでなり、該成分がフィブリンを形成できる、または
ミカエル型付加反応を受けることができ、ここで、ミカエル型付加反応の場合、第一の組
成物がｎ個の求核基（ここでｎは少なくとも２である）を有する少なくとも一種の前駆体
成分を含んでなり、第二の組成物がｍ個のコンジュゲート不飽和基（ここでｍは少なくと
も２であり、ｎ＋ｍは少なくとも５である）を有する少なくとも一種の前駆体成分を含ん
でなり、またフィブリンを形成する場合、第一の組成物がフィブリノーゲンを含み、かつ
第二の組成物がトロンビンを含んでなる、系。
【請求項２】
　第一または第二の組成物の少なくとも一方がカルシウム源をさらに含んでなる、請求項
１に記載の系。
【請求項３】
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　第一の組成物がフィブリノーゲンおよびトロンビンを含んでなり、第二の組成物がカル
シウム源を含んでなる、請求項１に記載の系。
【請求項４】
　第一および第二の組成物の少なくとも一方が塩基をさらに含んでなる、請求項３に記載
の系。
【請求項５】
　第一の組成物がｎ個の求核基を有する少なくとも一種の成分およびｍ個のコンジュゲー
ト不飽和基を有する少なくとも一種の成分を含んでなり（ここで、ｍおよびｎは少なくと
も２であり、ｍ＋ｎは少なくとも５である）、第二の組成物が少なくとも一種の塩基を含
んでなる、請求項１に記載の系。
【請求項６】
　求核基およびコンジュゲート不飽和基が塩基により触媒されるミカエル付加反応におい
て互いに反応し得る、請求項４～５のいずれか一項に記載の系。
【請求項７】
　求核基がチオールである、請求項４～６のいずれか一項に記載の系。
【請求項８】
　コンジュゲート不飽和基がビニルスルホンおよびアクリレートからなる群から選択され
る、請求項４～６のいずれか一項に記載の系。
【請求項９】
　求核基を含んでなる成分がポリエチレングリコール、酵素分解性ペプチドおよび酵素分
解性タンパク質からなる群から選択される、請求項４～８のいずれか一項に記載の系。
【請求項１０】
　コンジュゲート不飽和基を含んでなる成分が合成ポリマーから選択される、請求項４～
９のいずれか一項に記載の系。
【請求項１１】
　合成ポリマーがポリエチレングリコールである、請求項１０に記載の系。
【請求項１２】
　生活性分子がＴＧＦβスーパーファミリーの脱グリコシル化メンバーである、請求項１
～１１のいずれか一項に記載の系。
【請求項１３】
　生活性分子が骨形態形成タンパク質の脱グリコシル化メンバーである、請求項１２に記
載の系。
【請求項１４】
　生活性分子が脱グリコシル化ｒｈ－ＢＭＰ２である、請求項１３に記載の系。
【請求項１５】
　生活性分子が血小板由来増殖因子（ＰＤＧＦ）である、請求項１２に記載の系。
【請求項１６】
　ＰＤＧＦがＰＤＧＦ　ＡＢである、請求項１５に記載の系。
【請求項１７】
　上記成分が三次元マトリックスを形成する条件がヒトまたは動物の身体の生理条件であ
る、請求項１～１６のいずれか一項に記載の系。
【請求項１８】
　創傷治癒および組織再生のマトリックスとして用いられる三次元ネットワークの製造の
ための、請求項１～１７のいずれか一項に記載の系の使用。
【請求項１９】
　創傷が骨の欠損である、請求項１８に記載の使用。
【請求項２０】
　創傷が皮膚の慢性創傷である、請求項１８に記載の使用。
【請求項２１】
　フィブリン、または、ｎ個の求核基（ここでｎは少なくとも２）を有する少なくとも一
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つの前駆体成分とｍ個のコンジュゲート不飽和基（ここでｍは少なくとも２、ｎ＋ｍは少
なくとも５）を有する少なくとも一つの前駆体成分のミカエル型付加反応によって形成さ
れる合成ポリマーを含む高分子マトリックス、および
　高分子マトリックスに物理的に捕捉された生活性分子
を含んでなり、生活性分子がシスチンノット増殖因子スーパーファミリーの脱グリコシル
化メンバーである（ここで、該生物活性分子は、本来見られるものとしてその分子の一以
上の部位でグリコシル化されているが、化学的または酵素的方法により、あるいはそれを
非グリコシル化分子として製造することによって分子からグリコシル化が除去されている
）、創傷治癒用組成物。
【請求項２２】
　生活性分子がＴＧＦβスーパーファミリーの脱グリコシル化メンバーである、請求項２
１に記載の組成物。
【請求項２３】
　生活性分子が脱グリコシル化骨形態形成タンパク質である、請求項２２に記載の組成物
。
【請求項２４】
　生活性分子が脱グリコシル化ｒｈ－ＢＭＰ－２である、請求項２３に記載の組成物。
【請求項２５】
　生活性分子が脱グリコシル化血小板由来増殖因子である、請求項２２に記載の組成物。
【請求項２６】
　上記分子がＰＤＧＦ　ＡＢである、請求項２５に記載の組成物。
【請求項２７】
　マトリックスが合成ポリマーから形成される、請求項２１～２５のいずれか一項に記載
の組成物。
【請求項２８】
　合成ポリマーがポリ（エチレンオキシド）（ＰＥＯ）、ポリ（エチレングリコール）（
ＰＥＧ）、およびポリ（プロピレンオキシド）との共重合体（ＰＥＧ－ｃｏ－ＰＰＧ）、
ポリ（ビニルアルコール）（ＰＶＡ）、ポリ（ビニルピロリドン）（ＰＶＰ）、ポリ（エ
チルオキサゾリン）（ＰＥＯＸ）、ポリアミノ酸、およびプソイドポリアミノ酸、ならび
にこれらのポリマーの共重合体からなる群から選択される、請求項２７に記載の組成物。
【請求項２９】
　生活性分子をマトリックス内で沈殿させることにより物理的に捕捉する、請求項２１～
２８のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項３０】
　請求項１～１９のいずれか一項に記載の系の第一および第二の組成物を体外またはｉｎ
ｖｉｔｒｏで混合することを含んでなる、創傷治癒を改善するマトリックスを形成する方
法。
【請求項３１】
　マトリックスの形成中に生活性分子を沈殿させる、請求項３０記載の方法。
【請求項３２】
　マトリックスの形成前に生活性分子を沈殿させる、請求項３０記載の方法。
【請求項３３】
　シスチンノット増殖因子スーパーファミリーのグリコシル化メンバーの、フィブリンお
よびポリエチレングリコールからなる群から選択されるマトリックス中での溶解度を低下
させる方法であって、増殖因子を脱グリコシル化型へと変換するステップを含んでなる、
方法。
【請求項３４】
　増殖因子が骨形態形成タンパク質および血小板由来増殖因子（ＰＤＧＦ）からなる群か
ら選択される、請求項３３に記載の方法。
【請求項３５】
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　増殖因子がｒｈ　ＢＭＰ－２である、請求項３４に記載の方法。
【請求項３６】
　増殖因子がＰＤＧＦ　ＡＢである、請求項３４に記載の方法。
【請求項３７】
　創傷治癒を改善する組成物を形成する方法であって、
　生活性分子を高分子マトリックス内で沈殿させることを含んでなり、
　生活性分子がシスチンノット増殖因子スーパーファミリーの非グリコシル化メンバーで
あり（ここで、該生物活性分子は、本来見られるものとしてその分子の一以上の部位でグ
リコシル化されているが、化学的または酵素的方法により、あるいはそれを非グリコシル
化分子として製造することによって分子からグリコシル化が除去されている）、該高分子
マトリックスがフィブリン、または、ｎ個の求核基（ここでｎは少なくとも２）を有する
少なくとも一つの前駆体成分とｍ個のコンジュゲート不飽和基（ここでｍは少なくとも２
、ｎ＋ｍは少なくとも５）を有する少なくとも一つの前駆体成分のミカエル型付加反応に
よって形成される合成ポリマーを含む、方法。
【請求項３８】
　生活性分子がＴＧＦβスーパーファミリーの非グリコシル化メンバーである、請求項３
７に記載の方法。
【請求項３９】
　生活性分子が骨形態形成タンパク質の非グリコシル化メンバーである、請求項３８に記
載の方法。
【請求項４０】
　骨形態形成タンパク質の非グリコシル化メンバーがｒｈ－ＢＭＰ－２である、請求項３
９に記載の方法。
【請求項４１】
　合成ポリマーがポリ（エチレンオキシド）（ＰＥＯ）、ポリ（エチレングリコール）（
ＰＥＧ）および、ポリ（プロピレンオキシド）との共重合体（ＰＥＧ－ｃｏ－ＰＰＧ）、
ポリ（ビニルアルコール）（ＰＶＡ）、ポリ（ビニルピロリドン）（ＰＶＰ）、ポリ（エ
チルオキサゾリン）（ＰＥＯＸ）、ポリアミノ酸、およびプソイドポリアミノ酸、ならび
にこれらのポリマーの共重合体からなる群から選択される、請求項３７～４０のいずれか
１項に記載の方法。
【請求項４２】
　請求項１～１９のいずれか一項に記載の系を含む装置。
【請求項４３】
　装置がツーコンパートメントシリンジであり、第一のコンパートメントが第一の組成物
を含み、第二のコンパートメントが第二の組成物を含み、これらの２つのコンパートメン
トが双方向コネクターで接続されている、請求項４２に記載の装置。
【請求項４４】
　２つのコンパートメントが二部型であり、コンパートメント壁に対して垂直の調整パー
ティションによって仕切られる、請求項４３に記載の装置。
【請求項４５】
　創傷治癒用薬剤の製造のための、請求項２１～２９のいずれか一項に記載の組成物の使
用。
【発明の詳細な説明】
【発明の背景】
【０００１】
　本発明は一般に薬物送達の分野、より詳しくは創傷治癒を促進するフィブリンおよび合
成マトリックスの領域にある。
【０００２】
　フィブリンマトリックスは体内に本来存在し、創傷治癒の初期マトリックスとして働く
。組織に損傷が生じると、血管が障害を受けて前駆分子フィブリノーゲンが創傷に押し寄
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せる。このフィブリノーゲンが次に酵素切断され、自己触媒作用を受けてルーズなゲルを
形成する。このゲルは次にトランスグルタミナーゼXIIIa因子の作用によって共有結合に
より架橋されて安定なマトリックスが生じる(Pisano, Finlayson and Peyton, Science, 
160,892-893 (1968))。
【０００３】
　in vivoにおいて最終的なフィブリンマトリックスはフィブリノーゲンの他、凝固プロ
セス中に存在する血清タンパク質、例えばフィブロネクチンおよびα２－プラスミン阻害
物質などの種々のタンパク質を含む。XIIIa因子はこれらのタンパク質をフィブリンマト
リックスに共有結合により架橋することができ、次にこれはマトリックスに細胞のマトリ
ックス浸透能および崩壊能を改変し得るさらなる生活性を付加し得る(Tamaki and Aoki, 
J Biol Chem, 257,14767-14772 (1982))。これらのマトリックスはまた、凝固中にマトリ
ックス内部に捕捉された多数の血球も含み、これによりマトリックスの生化学的特徴がさ
らに改変される。一つの主要な細胞種が潜在的治療増殖因子の天然の供給源に富む細胞、
血小板である。
【０００４】
　フィブリンの一つの重要な利点は細胞を積極的に誘導してそれらを損傷部位に容易に浸
潤させるマトリックスであることである。用いられるプロセスには二つの重要な特徴が含
まれる。第一に、このマトリックスは接着部位を含み、これにより細胞をゲルに取り付か
せ、ゲル中へ移動させる。さらにこのマトリックスは細胞由来のタンパク質分解活性の一
端も担う。これによりマトリックスを局部的に崩壊させ、阻害されることなく、また、マ
トリックス全体を崩壊させずに細胞をマトリックス内に移動させる(Herbert, Bittner an
d Hubbell, J Compar Neuro, 365,380-391 (1996); Pittman and Buettner, Dev Neuro, 
11,361-375 (1989))。従って天然マトリックスは、細胞が浸潤するまで損傷部位に留まり
、その際にこのプロセス中で分解され再生組織をもたらす。
【０００５】
　自然治癒のプロセスは、この一般的治癒応答が機能分化した組織の再生をもたらすこと
ができない時など、不十分な場合がある。例えば、Robello GT and Aron DN, Semin Vet 
Med Surg (Small Anim), 7,98-104 (1992)参照。従って完全な機能再生組織、特に再生分
化組織の形成をもたらす手段が必要となる。
【０００６】
　組織再生に影響を及ぼし得る増殖因子、ペプチドおよびその他多様な分子を含む多くの
生活性分子が見出されている(Schense and Hubbell, Bioconj Chem, 10,75-81 (1999))。
これまでの研究では増殖因子はフィブリンマトリックス内に沈殿し得ることが示されてい
る(MacPhee, Druhan et al., 76 (1995);MacFee, et alに対する米国特許第６，１１７，
４２５号および同第６，１９７，３２５号)。しかしこれらの研究者らは非グリコシル化
増殖因子、特にシステインノット増殖因子スーパーファミリーの非グリコシル化メンバー
、特にＴＧＦβスーパーファミリーのものを用いて研究することの大きな利点を認識して
いない。
【０００７】
　増殖因子は創傷治癒に重要な役割を果たし、しばしば損傷部位に自然に存在する。しか
し、増殖因子を高濃度で身体に適用すると副作用が見られる可能性がある。例えばマトリ
ックスにおけるＢＭＰの保持機構が至適化されなければ、すなわちＢＭＰが最初の数時間
のうちにマトリックスから単純拡散すれば、損傷部位で局部応答を生じさせるにはマトリ
ックス中に高用量のＢＭＰが必要となる。結果として大部分のＢＭＰは体内を自由に循環
し、異所骨形成が起こり得る。従って自由に循環する増殖因子の濃度をできる限り低く、
そして局部的には損傷部位で所望の治療応答が誘導されるに十分高く維持する必要がある
。例えばいくつかの増殖因子受容体は最大生物作用をもたらすのに少なくとも１２時間か
かることが知られている。従って、治癒応答のためには必要な部位近傍での少量でも一定
した増殖因子流によってもたらされる長期接触が極めて好ましい。同じ一定放出速度では
、マトリックス中に保持される増殖因子の初期濃度が高いほどマトリックスからの放出が
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長くなる。
【０００８】
　よって本発明の目的はマトリックス中の生活性分子、特に増殖因子の保持濃度を高める
ことにある。
【０００９】
　さらなる目的はフィブリンからなる、または合成ポリマーからなるマトリックス中での
増殖因子の溶解度を低下させる方法を提供することにある。
【００１０】
　特にこれは脱グリコシル化生活性分子、特にシスチンノット増殖因子（cystine knot g
rowth factor）スーパーファミリーの脱グリコシル化メンバー、特にＴＧＦβスーパーフ
ァミリーの脱グリコシル化メンバーによって解決される。
【００１１】
　本発明のなおさらなる目的は特に送達により創傷治癒を改善する組成物およびその製造
方法を提供することにある。
【００１２】
　これらの目的は独立の特許請求の範囲に示される特徴によって解決される。
【００１３】
　特にそれらはシスチンノット増殖因子スーパーファミリーの脱グリコシル化メンバー、
特にＴＧＦβスーパーファミリーの非グリコシル化メンバーの送達によって解決される。
【発明の概要】
【００１４】
　生活性分子を治療的治癒用途のこれらの化合物の制御送達のためのマトリックス内に捕
捉する。このマトリックスは天然または合成化合物から形成され得る。生活性分子の主要
な捕捉方法はin vitroまたはin vivoいずれかでマトリックスの固化中に生活性分子を沈
殿させることによる。生活性分子は、シスチンノット増殖因子スーパーファミリー、特に
ＴＧＦβスーパーファミリーの脱グリコシル化メンバーなどのより、マトリックス中での
有効溶解度を低下させマトリックス内により効果的に保持されるように改変してもよい。
このマトリックスは、例えばヘパリン結合など、種々の生活性分子に対して結合親和性を
有する部位を含むように改変することもできる。これらの種々の生活性分子をマトリック
スに添加すると、それら生活性分子がマトリックス内に沈殿するとともにマトリックス内
の部位に結合してマトリックスと結びつき、これにより患者への制御送達の向上がもたら
される。
【発明の具体的説明】
【００１５】
Ｉ．組成物
　組成物は天然または合成マトリックスおよび創傷治癒を改善するために患者に投与し得
る生活性分子、特に増殖因子から形成される。組成物はまた、その中に生活性分子が捕捉
されるマトリックスの前駆材料とも考えられ、すなわち、それらは生活性分子が捕捉され
たマトリックスを形成するのに必要または適切な少なくとも一つの成分を含み得る。この
生活性化合物は制御された様式でマトリックスから放出される。生活性化合物はシスチン
ノット増殖因子スーパーファミリーの脱グリコシル化メンバー、特にＴＧＦβスーパーフ
ァミリーの非グリコシル化メンバーである。
【００１６】
　本発明において、生活性因子は所定のｐＨおよび温度で生活性因子の濃度が個々のビヒ
クルに可溶な濃度限界を超えた場合に沈殿する。この定義が相応のものであれば、沈殿形
成は生活性分子とマトリックスの何らかの物理的相互作用、すなわち吸着、静電気力、ア
フィニティー沈殿、共沈殿などによる保持も含み得る。捕捉、包摂および沈殿形成とは保
持を達成する方法として本願を通じ同義語として用いられる。
【００１７】
　「マトリックス」とは細胞の内植のため、また、ある期間にわたっての生活性分子の骨
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格として働き得る三次元ネットワークを意味する。
【００１８】
　「脱グリコシル化生活性分子」とは、本来見られるものとしてはその分子の一以上の部
位でグリコシル化されているが、化学的または酵素的方法により、あるいはそれを非グリ
コシル化分子として製造することによって分子からグリコシル化が除去されている生活性
分子を意味する。「脱グリコシル化増殖因子」とは、真核細胞で発現される際にはグリコ
シル化可能であるが、その多糖配列またはグリコサミノグリカンが後に切除されているか
、あるいは発現方法がその増殖因子がグリコシル化されないようなものである増殖因子で
ある。後者は例えば増殖因子を原核細胞で発現させた場合に起こる。「脱グリコシル化」
「非グリコシル化」および「グリコシル化されない」は本願を通じて同義語として用いら
れる。
【００１９】
　「保持」とは、生活性分子の初期適用濃度の少なくとも１０％、好ましくは少なくとも
６０％、よりいっそう好ましくは少なくとも８０％が１０洗浄量後もマトリックス中にな
お存在していることを意味する。１０洗浄量とは、３７℃にて少なくとも１２時間、リン
酸緩衝生理食塩水（ＰＢＳ０．０１Ｍ；ｐＨ７．４）１０部に対してマトリックス１部と
いう容量比で生活性分子が捕捉されるマトリックスを維持するものと定義される。保持は
例えば生活性分子を沈殿させることで達成することができる。「保持可能な濃度」とは、
以上に示された定義に従って保持される初期濃度のパーセンテージを意味する。
【００２０】
　「制御された様式で放出」または「制御放出」および「長期放出」は同義であり、保持
の結果を表す。制御放出は増殖因子の緩慢で安定した崩壊およびその後のマトリックスか
らの拡散によるだけでなく、マトリックスの崩壊および酵素的切断によるものでもある。
【００２１】
　「固化（gelation）」とは三次元ネットワークの形成、従って液体組成物から粘稠な組
成物への遷移を意味する。「ゲル」および「マトリックス」は本願を通じ同義語として用
いられる。ゲルまたはマトリックスのin situ形成は体内の適用部位における液体から固
体状への遷移であると理解される。「ヒドロゲル」は水性媒体中で著しく膨潤するが、水
には溶解しない高分子材料種を意味する。
【００２２】
　「ミカエル付加またはミカエル型付加反応」とは塩基性条件下でのコンジュゲート不飽
和系への求核分子の１，４付加反応である。付加機構は単に極性的なものであるか、また
はラジカル様中間体状態を経て進行し、ルイス塩基または適宜デザインした水素結合種が
触媒として働き得る。コンジュゲーションとは炭素－炭素、炭素－ヘテロ原子またはヘテ
ロ原子－ヘテロ原子多重結合を一重結合に変更すること、また合成ポリマーまたはタンパ
ク質などの高分子に官能基を結合させることの双方をさし得る。ＣＨまたはＣＨ２ユニッ
トによって隔てられた二重結合はホモコンジュゲート二重結合と呼ばれる。コンジュゲー
ト不飽和基に対するミカエル型付加は生理学的温度、特に体温で、またそれより低い温度
でも高い温度でも実質的に定量的収量で起こり得る。それらは穏和な条件でアミン類およ
びチオール類のような多様な求核分子を用いて起こる。本発明で用いる反応は好ましくは
自己選択型のものであり、これは反応の第一の前駆体成分がその反応部位にある混合物中
に存在する他の化合物よりも反応の第二の前駆体成分とはるかに速く反応し、その第二の
前駆体成分がその反応部位にある混合物中に存在する他の化合物よりも第一の前駆体成分
とはるかに速く反応することを意味する。本明細書で用いる求核分子は他の生体化合物よ
りも優先的にコンジュゲート不飽和物と結合し、コンジュゲート不飽和基は他の生体化合
物よりも優先的に求核分子と結合する。
【００２３】
　「高分子ネットワーク（polymeric network）」とは、実質的に総てのモノマー、オリ
ゴマーまたはポリマーがそれらの利用可能な官能基を介して分子間共有結合によって結合
して一つの巨大な分子となるプロセスの産物を意味する。
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【００２４】
　「in situ形成」とは、注入前および注入時には実質的に架橋していない前駆体成分の
混合物が体内の注入部位において生理学的温度で互いに共有結合を形成する能力をさす。
【００２５】
　本明細書において「重合」および「架橋」とは、複数の前駆体成分分子が結合して実質
的に分子量の増大をもたらすことを示す。「架橋」とはさらに、典型的にはポリマーネッ
トワークをもたらす分枝も示す。
【００２６】
　「官能基化する」とは、官能基または部分の結合が起こるような修飾を意味する。例え
ばその分子を強い求核分子またはコンジュゲート不飽和物とする分子を導入することで分
子を官能基化してもよい。例えばＰＥＧなどの分子を官能基化してチオール、アミン、ア
クリレートまたはキノンとすることが好ましい。
【００２７】
　「官能価」とは、分子上の反応性部位の数を意味する。本明細書において強い求核分子
およびコンジュゲート不飽和物の官能価は各々少なくとも２である。例えば各々官能価が
２である強い求核分子とコンジュゲート不飽和物などの二成分を混合すると直鎖高分子生
体材料が得られ、各々官能価が少なくとも２であり、一方の成分の官能価が２を超える二
成分を混合すると架橋型の生体材料が得られる。
【００２８】
　本明細書において「再生」とは、組織の一部または全部が元通りに増殖することを意味
する。例えば本発明は外傷、腫瘍摘出、または脊椎固定術後の骨の再生方法、あるいは糖
尿病性脚部潰瘍、圧痛および静脈不全の治癒の助けとなる皮膚の再生方法を特徴とする。
再生し得る他の組織としては、限定されるものではないが、皮膚、骨、神経、血管および
軟骨組織が挙げられる。
【００２９】
　本明細書において「ペプチド」および「タンパク質」は当技術分野で通例の鎖の長さの
定義に従ってそれらの鎖の長さによって区別される。好ましくは「ペプチド」は３０アミ
ノ酸まで、最も好ましくは約１０～２０アミノ酸のポリアミノ酸を意味し、一方タンパク
質は好ましくは３０を超えるアミノ酸のポリアミノ酸である。
Ａ．マトリックス
【００３０】
　マトリックスは生分解性または非分解性であってよい。マトリックスは合成または天然
ポリマー、オリゴマーおよびモノマーからなるものであってよい。ポリマー、オリゴマー
およびモノマーとはこの用語の通常の意味で用いる。合成ポリマー、オリゴマーおよびモ
ノマーとしては、ポリ（エチレンオキシド）（ＰＥＯ）、ポリ（エチレングリコール）（
ＰＥＧ）およびポリ（プロピレンオキシド）との共重合体（ＰＥＧ－ｃｏ－ＰＰＧ）、ポ
リ（ビニルアルコール）（ＰＶＡ）、ポリ（ビニルピロリドン）（ＰＶＰ）、ポリ（エチ
ルオキサゾリン）（ＰＥＯＸ）、ポリアミノ酸、およびプソイドポリアミノ酸、ならびに
これらのポリマーの共重合体など、ポリアルキレンオキシド前駆体分子に由来するものが
挙げられる(Sawhney AS, Pathak CP and Hubbell JA, Macromolecules, 26,581-587 (199
3))。共重合体はまた、そのコンジュゲートが水溶性である限り、他の水溶性ポリマーま
たは水に不溶なポリマーを用いて形成してもよい。水溶性コンジュゲートの例としてはPl
uronic（商標）界面活性剤（ＢＡＳＦ）として市販されているポリエチレングリコールと
ポリプロピレンオキシドのブロック共重合体がある。
【００３１】
　天然ポリマー、オリゴマーおよびモノマーとしては、天然源から製造されたものであれ
組換え源から製造されたものであれ、フィブリノーゲン、フィブリン、ゼラチン、コラー
ゲン、エラスチン、ゼインおよびアルブミンなどのタンパク質、ならびにアガロース、ア
ルギン酸塩、ヒアルロン酸、コンドロイチン硫酸、デキストラン、デキストラン硫酸、ヘ
パリン、ヘパリン硫酸、ヘパラン硫酸、キトサン、ゲランガム、キサンタンガム、グアー
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ガム、水溶性セルロース誘導体、およびカラギーナンなどの多糖類が挙げられる。これら
のポリマーは単に使用できるマトリックス種の例であり、捕捉が可能なマトリックスを総
てを挙げるものではない。
フィブリンマトリックス
【００３２】
　治癒および細胞浸潤誘導能におけるその本来の役割により、フィブリンはマトリックス
を製造する好ましい選択肢となる。好ましい具体例では、マトリックスはフィブリンゲル
であり、いずれのフィブリノーゲン源から作られたものでもよい。適正量のトロンビン、
カルシウムおよび生活性分子と混合すると、フィブリンゲルはヒトおよび動物で見出せる
ような条件を意味する生理条件で作製できる。しかしフィブリンゲルの形成はまた体外で
もトロンビンおよびカルシウムの存在下、主として温度およびｐＨに依存して起こり得る
。フィブリンゲルは体外で２５℃～４０℃の範囲の温度、７～８の範囲のｐＨで形成され
得る。これらの条件で生活性分子が不溶であれば、重合中に沈殿し、マトリックス内に捕
捉されるようになる。
【００３３】
　さらなる特性としてフィブリンの多くの形態がマトリックスとしての使用に利用できる
。フィブリンゲルは自己血漿、低温沈殿血漿（例えば市販されているフィブリン接着剤キ
ット）、血漿から精製されたフィブリノーゲン、組換えフィブリノーゲンおよびXIIIa因
子から合成することができる。これらの各材料は生化学的組成に若干の違いがあるものの
基本的には同じマトリックスを提供する(Sierra DH, J Biomater Appl, 7,309-352 (1993
))。これらの材料の類似性は特異的酵素の生活性および全般的な治癒応答の双方にある。
合成マトリックス
【００３４】
　組織再生および創傷治癒において合成マトリックスは公知のものである。これらにはポ
リ乳酸およびその共重合体などの分解性ポリマーの多孔質スポンジならびにＰＥＧなどの
水溶性ポリマーに基づくヒドロゲルマトリックスが含まれる。ある好ましい配合物では、
ＰＥＧは酵素分解性マトリックスを得るための塩基前駆体材料として用いられる。ＰＥＧ
はアクリレート類、ビニルスルホン類およびアクリルアミド類をはじめ、ミカエル型付加
反応のためのコンジュゲート不飽和結合の形態にあるアクセプター基などの化学反応基で
官能基化する。ＰＥＧは平均分子量１５～２５０００ｋＤの４アームＰＥＧであるのが好
ましい。これらの前駆体（溶液）を、２以上の還元型システイン残基（求核性チオール基
）を含み、これらのシステイン部位間にプロテアーゼ基質が介在している第二の前駆体成
分としてのペプチド（溶液）と混合する。塩基性条件下では、多重アクセプターの官能価
（分子当たりのミカエルアクセプター基の数（ｍ））と多重チオールの官能価（分子当た
りのチオール基の数（ｎ））の合計が５より大きければ、多重チオール成分（官能基化さ
れたペプチド）と多重アクセプター成分（官能基化されたＰＥＧ）の間のミカエル型付加
反応によりゲルが速やかに生じる。チオールとアクセプター基の間のミカエル付加は多様
な温度でｐＨ６．５から強塩基性条件までで働く。しかしこの前駆体成分をマトリックス
のin situ形成を目的に体内に注入すると、ｐＨは身体に適当なものでなければならない
ことから、好ましい具体例ではｐＨは７～８の間である。ゲルを体外で形成する場合には
好ましい温度範囲は２５℃～４０℃の間である。体内ではゲルは体温で形成される。ペプ
チドをプラスミンまたはマトリックスメタロプロテイナーゼの基質となるように設計する
場合、得られる合成ゲルは細胞の酵素マトリックス再構築作用に応答して崩壊する。多重
チオール、すなわち求核性前駆体成分は必ずしもペプチドでなくともよい。例えばマトリ
ックスが酵素分解性でなくともよいとすると、求核性前駆体成分、すなわち多重チオール
も同様にＰＥＧであってもよい。このゲルは、マトリックス中での細胞の内植および接着
を助けるため、マトリックスに共有結合された例えばＲＧＤ配列のような細胞接着部位を
さらに含んでもよい。この細胞接着部位もミカエル付加反応によってマトリックスへ結合
させることができる。そのためＲＧＤはコンジュゲート不飽和結合との反応のためにフリ
ーなチオール／システイン基を含むように修飾する。
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Ｂ．生活性分子
【００３５】
　これらマトリックスは受傷組織の再生を促進するため、開発から得られたものである場
合が多いが、生活性分子を含めることでさらに修飾することができる(Pandit et al., J 
Biomater Appl, 14,229-42 (2000); Hildebrand et. al., Am J Sports Med, 26,549-54 
(1998); Quirinia A, Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg, 32,9-18 (1998))。
【００３６】
　捕捉される分子種は、増殖因子、ペプチド、酵素、プロテアーゼ阻害剤、抗生物質、合
成ホモログおよびその他の多彩な分子をはじめ、可能性のある生活性分子の膨大なリスト
からのものであり得る。好ましい生活性分子は生理学的ｐＨで低い溶解度を有する。
増殖因子
【００３７】
　増殖因子は、創傷治癒に重要な役割を果たすことが示されている十分特徴付けられた化
学物質を提供することから特に有用であり、損傷部位に本来存在する場合が多い。さらに
増殖因子は、多くの異なる細胞種を活性化させ、複雑な治癒応答を誘導する多能性分子で
ある。
【００３８】
　シスチンノット増殖因子スーパーファミリーメンバーの結晶構造は分子内ジスルフィド
橋を含む特異な折りたたみを有するとして報告されている。増殖因子-β２、血小板由来
増殖因子（ＰＤＧＦ）、神経増殖因子（ＮＧＦ）およびヒト絨毛性ゴナドトロピン（ｈＣ
Ｇ）を転換する際、６つの保存されたシステイン（配列順にＩ～IV）がノット様トポロジ
ーに配置された３つのジスルフィド結合を形成する。システイン［II～Ｖ］および［III
～VI］は残りのジスルフィド結合（Ｃｙｓ［Ｉ～IV］）が貫通する８アミノ酸の環を形成
する。このトポロジーはＣｙｓ［III－IV］がＣＹＳ［Ｉ－IV］とＣｙｓ［II－Ｖ］によ
り形成される大環を貫通しているシスチンノット様の阻害剤の構造種とは異なる。このよ
うにシスチンノットは、増殖因子型と阻害剤様のシスチンノットの二つの構造種に分類さ
れる。シスチンノット増殖因子スーパーファミリーのメンバーとしては血小板由来増殖因
子（ＰＤＧＦ）スーパーファミリー、形質転換増殖因子β（ＴＧＦβ）スーパーファミリ
ーおよび糖タンパク質αファミリーがある。個々の増殖因子の例としてはＢＭＰ、ＰＤＧ
Ｆ、ＴＧＦβがある。真核細胞によって発現された場合、総ての増殖因子がグリコシル化
されるとは限らず、例えばＴＧＦβ１、２および３は用いる発現系に関わらずグリコシル
化されない。
【００３９】
　ＴＧＦβスーパーファミリーの中で骨の再生に用いられる最も一般的な分子は骨形態形
成タンパク質（ＢＭＰ）ファミリーに由来するものである。初期にはＢＭＰは骨から精製
された増殖因子のカクテルとして用いられていた(Urist et al., Proc Natl Acad Sci U.
S.A., 76,1828-32 (1979))。これらの混合物をフィブリンマトリックスに捕捉し、それら
の治療効果を測定した。これによりＢＭＰと混合したフィブリンの治療能の興味深い予見
が得られた。しかし、マトリックス中に存在する種々の増殖因子の各々の作用は調べられ
なかった。
【００４０】
　ＢＭＰ－２およびＢＭＰ－７（ＯＰ－１）はともにヘパリン結合親和性を有し、低ｐＨ
で溶解し、骨治癒の強力なインデューサーである(Wozney JM, Prog Growth Factor Res, 
1, 267-80 (1989); Wozney et al., J Cell Sci Suppl, 13,149-56 (1990))。ｒｈ－ＢＭ
Ｐ－２は最大の治療能を示し、異所で骨形成を誘導さえできる(Jin et. al., J Biomed M
at Res, 52,841 (2000))。生理条件でのｒｈ－ＢＭＰ－２の溶解度は低いので、それはマ
トリックス内で沈殿することができる。よって、この分子は送達に必要な特性を満たす。
【００４１】
　この増殖因子の沈殿、従ってその長期放出はグリコシル化されないことからフィブリン
または合成マトリックス中で溶解度が低い組換え型のｒｈ－ＢＭＰ－２を用いることでさ
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らに改良された。また、グリコシル化型で発現する場合はそれを化学的または酵素的に脱
グリコシル化することでこの増殖因子の沈殿形成を向上させることができる。ＢＭＰファ
ミリーメンバー間の構造的相同性は高いので、ｒｈ－ＢＭＰ－２で得られた結果はＢＭＰ
－７（ＯＰ－１）をはじめとするその他のＢＭＰでも得られると予測できる。
ＴＧＦβスーパーファミリー
【００４２】
　ＢＭＰはそれら自体、形質転換増殖因子β（ＴＧＦβ）スーパーファミリーのメンバー
であり、ＴＧＦβスーパーファミリーのメンバー間の構造的相同性も高い。ＢＭＰ－２で
得られた結果はそれ自体、ＴＧＦβスーパーファミリーのその他のメンバーおよびシスチ
ンノット増殖因子スーパーファミリーのメンバーでも得られると予測できる。ＴＧＦβス
ーパーファミリーのメンバーである増殖因子の沈殿形成およびそれらの長期放出はグリコ
シル化されないことから溶解度が低い組換え型を用いることでさらに改良される。
脱グリコシル化ＢＭＰ
【００４３】
　ＢＭＰおよびその他の増殖因子の脱グリコシル型はいくつかの技術を用いて得られる。
いくつかの脱グリコシル化法は化学および生物学双方の一般的実践で利用できる。ある化
学法はフッ化水素を用いて行う。要するに、グリコシル化タンパク質をポリフッ化水素、
ピリジンおよびスカベンジャーと混合する。これによりタンパク質自体の修飾なく、実質
的に完全な脱グリコシル化がもたらされる。生物学的方法では酵素を用いてタンパク質か
らグリコサミノグリカンを切断するか、細菌で発現させることが中心となる。タンパク質
の脱グリコシル化に使用できる二例がＮ－グリカナーゼ(Lin, Zhang et al. J Neurochem
, 63,758-768 (1994))またはグリコペプチダーゼＦ(Chen and Gonatas Biochem Biophys 
Res Commun, 234,68-72 (1997))である。これらの例は単に真核生物ソース（すなわち、
グリコシル化型）から脱グリコシル化タンパク質を作り出すために使用できる生物学的お
よび化学的方法を例示するものであって、可能な総ての方法を完全に網羅するものではな
い。これらの標準的な技術を用い、非グリコシル化ｒｈ－ＢＭＰ－２の溶解度を模すよう
にグリコシル化ｒｈ－ＢＭＰ－２の溶解度を作り出すことができる。さらにタンパク質の
溶解度を低下させるための賦形剤、例えばタンパク質の正味の電荷を小さくすべく反対の
電荷のポリマーを用いることができる。
II．マトリックス内に生活性分子を組み込む方法
【００４４】
　生活性因子を送達する二つの主要な方法として生化学的方法と物理的方法がある。生化
学的方法では目的の生活性因子に対して化学的親和性を有するマトリックスを作製する。
このマトリックスを生活性分子と混合すると、その分子の放出を遅延または排除できる。
物理的方法はマトリックス内に生活性分子を保持するのに使用でき、沈殿、共沈殿、アフ
ィニティー沈殿、および物理的捕捉が含まれる。例えばある具体例では、保持を向上させ
るため生活性分子をフィブリンマトリックス内で沈殿させる。沈殿分子を含むこのマトリ
ックスは創傷治癒に関して大いに可能性を有する。
Ａ．沈殿形成およびマトリックスの化学修飾
【００４５】
　沈殿形成は創傷治癒を改善する生体材料を作り出すため他の保持方法と組み合わせるこ
とができる。一例として生活性分子に対する結合親和性を有する部位を含む修飾生体材料
の使用がある。生活性分子をマトリックスに結合させると、マトリックス内の生活性分子
の保持が高まる。例えばマトリックスをヘパリン親和性を有する結合部位を含むように修
飾することができ、マトリックスと結合させるべくヘパリンを添加することができる。そ
して生活性分子がヘパリン結合親和性を有すれば、その生活性分子はヘパリンと結合する
のでマトリックスに保持される。この方法はより緩慢な放出動態を目的に沈殿の使用と組
み合わせて実施することができる。
【００４６】
　ある具体例では、修飾フィブリンマトリックスに結合されているヘパリンと結合させる
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ことでｒｈ－ＢＭＰ－２の保持を増強する。このように脱グリコシル化ｒｈ－ＢＭＰ－２
は、その溶解性の低さのためにマトリックス内で沈殿し、そのヘパリン結合親和性のため
にヘパリンと結合するのでマトリックス内に保持される。
III．創傷治癒を促進するマトリックスの使用方法
Ａ．組成物を必要とする患者のタイプ
【００４７】
　これらのマトリックスは広範囲の患者に骨欠損の治癒を目的とする治療法を提供する。
ある具体例では修飾フィブリンまたは合成マトリックスを骨移植片の代わりに用い、よっ
て、同適応の多くで適用できる。これらの適応としては、限定されるものではないが、脊
椎固定ケージ、癒着不能欠損の治療、骨の増強、および歯の再生が挙げられる。さらに別
の具体例では、これらのマトリックスはインプラントの組み込みに使用できる。インプラ
ントの組み込みでは、インプラントを天然または合成いずれかの修飾マトリックスで被覆
し、近傍の骨領域のインプラント表面での増殖を誘導し、弛緩その他の付随する問題を避
けることができる。これらの例は単に例示であって、本明細書に記載のマトリックスが使
用できる可能性のある適応の数を限定するものではない。別の具体例では、増殖因子富化
マトリックスを皮膚の慢性創傷に使用できる。
Ｂ．投与方法
【００４８】
　ある具体例では、材料をプレフォームマトリックスとして創傷領域に塗布する。第二の
具体例では材料を体内においてin situ固化させる。これらの両具体例では、マトリック
ス材料は合成前駆体成分からでも、あるいは天然前駆体成分からでも作製できる。用いる
前駆体成分の種類に関わらず、身体への混合物の適用前に成分を重合させる条件下で前駆
体成分を合する、または互いに接触させることを避けるべきであることは言うまでもない
。総合的な意味で、これは例えば互いに分離された少なくとも第一および第二の成分を含
んでなる系によって達成され、ここで第一および第二の成分はそれら成分を重合させる条
件下で混合すると三次元ネットワークを形成する成分を含んでなる。さらにこの系は少な
くとも一つの組成物中に、シスチンノット増殖因子スーパーファミリーの脱グリコシル化
メンバーから選択される生活性分子を含んでなる。前駆体成分およびそれらの濃度にもよ
るが固化は混合後ほぼ即時に起こるので、注射はほとんど不可能である（すなわち、注射
針を通る固化材料がつぶれてしまう）。
【００４９】
　ある具体例では、マトリックスはフィブリノーゲンから形成される。フィブリノーゲン
は適当な温度およびｐＨでトロンビンおよびカルシウム源と接触すると、種々の反応カス
ケードによって固化してマトリックスとなる。保存のためにはこの三つの成分を接触させ
ないことが必要である。これら三つの部分のうち少なくとも一つが分離されている限り、
三成分の他のどんな組合せも可能である。第一の具体例では、フィブリノーゲンは生理学
的ｐＨ（ｐＨ６．５～８．０、好ましくはｐＨ７．０～７．５の範囲）のバッファー液に
溶解し（溶解度を高めるためにアプロチニンをさらに含んでもよい）、塩化カルシウムバ
ッファー（４０～５０ｍＭの濃度範囲）中のトロンビン溶液から分離して保存する。フィ
ブリノーゲン用のバッファー液は好ましくは１５０ｍＭの濃度のＮａＣｌまたはＴＲＩＳ
緩衝生理食塩水（好ましくは３３ｍＭの濃度）をさらに含んでなる、好ましくは５０ｍＭ
の濃度のヒスチジンバッファー液であってよい。生活性分子はフィブリノーゲン溶液また
はトロンビン溶液のいずれかに存在すればよい。好ましい具体例では、フィブリノーゲン
溶液が生活性分子を含有する。フィブリノーゲンおよびトロンビン溶液は保存安定性を高
めるためにさらに凍結保存することができる。使用前にフィブリノーゲン部分とトロンビ
ン部分を（必要があれば）解凍して混合する。別の系では、フィブリノーゲンとトロンビ
ンをカルシウム源から分離して保存することができる。なお別の具体例では、トロンビン
から分離したカルシウム源とともにフィブリノーゲンを保存することができる。
【００５０】
　もう一つの好ましい具体例では、フィブリノーゲンとトロンビンの両者を凍結乾燥形態



(13) JP 4566515 B2 2010.10.20

10

20

30

40

50

で分離保存する。この両者のいずれかが生活性分子を含み得る。使用前にトリスまたはヒ
スチジンバッファーをフィブリノーゲンに加えるが、このバッファーはさらにアプロチニ
ンを含んでもよい。この凍結乾燥トロンビンを塩化カルシウム溶液に溶解する。次にフィ
ブリノーゲンおよびトロンビン溶液を、ここでも好ましくは側面の一方にニードルを取り
付けた双方向接続装置によってこれら溶液を含むコンテナ／バイアル／シリンジボディー
を結びつける手段により混合する。バイアルがこのようにシリンジボディー壁に対して垂
直の調整パーティションによって分離された二つのチャンバーを有する二部型のものであ
れば極めて便宜である。これらチャンバーの一方には凍結乾燥フィブリノーゲンを含み、
他方のチャンバーには適当なバッファー液を含むことができる。シリンジボディーの一端
に圧力をかければ、パーティションが移動してシリンジ壁の膨らみが解放し、バッファー
がフィブリノーゲンチャンバー内に浮き上がり、フィブリノーゲンが溶解するようになる
。同様にトロンビンの保存および溶解を目的とした二部型シリンジボディーも用いられる
。フィブリノーゲンおよびトロンビンの双方を溶解する場合には、二部型シリンジボディ
ーの両者を双方向接続装置に取り付け、その接続装置に取り付けた注入ニードルを通じて
それらを押しつぶすことにより内容物を混合する。この接続装置は内容物の混合を改善す
る静置ミキサーをさらに含んでなってもよい。
【００５１】
　好ましい具体例では、混合前にフィブリノーゲンを８倍希釈し、トロンビンを２０倍希
釈する。この比率では固化時間はおよそ１分となる。
【００５２】
　もう一つの好ましい具体例では、ミカエル付加反応を受け得る合成前駆体成分からマト
リックスを形成させる。求核性前駆体成分（多重チオール）は塩基性ｐＨで多重アクセプ
ター成分（コンジュゲート不飽和基）とのみ反応し、混合前に分離されている三成分は塩
基、求核成分および多重アクセプター成分である。この多重アクセプター成分および多重
チオール成分はいずれもバッファー溶液として保存する。これらの成分はいずれも細胞接
着部位、さらに生活性分子を含み得る。このようにこの系の第一の組成物は例えば求核成
分の溶液を含んでなり、系の第二の組成物は多重アクセプター成分の溶液を含んでなり得
る。この二つの組成物のいずれが塩基を含んでもよいし、あるいは塩基はこの両組成物の
双方に存在してもよい。もう一つの具体例では、多重アクセプターおよび多重チオールは
第一の組成物中に溶液として含まれていてよく、第二の組成物が塩基を含んでもよい。接
続および混合はフィブリノーゲンに関して既に記載したものと同様にして行う。さらに二
部型シリンジボディーも同様に合成前駆体成分に適している。フィブリノーゲンおよびト
ロンビンの代わりに多重アクセプターおよび多重チオール成分を一方のチャンバーに微粉
状で保存し、他方のチャンバーに塩基性バッファーを含む。
Ｃ．用量
【００５３】
　これらのマトリックスは典型的には用量０．０１～５ｍｇ／ｍＬの生活性分子を含有す
る。この用量範囲は他の臨床試験に用いる活性タンパク質のレベルに準じたものである。
しかし、これらのマトリックスが提供する送達の向上によりさらに低用量も使用できる。
例えば非グリコシル化ｒｈ－ＢＭＰ－２をラットの癒着不能頭蓋欠損の治癒に用いたとこ
ろ、１～１０μｇ／ｍＬといった極めて低用量が効果的であった。それ自体、沈殿した増
殖因子、特に非グリコシル化型などの有利な形態を用いた場合、用量の著しい軽減が可能
である。従って同じ結果を得るのにより少ないタンパク質しか必要とされない。
【００５４】
　生活性分子の送達は投与して数週間内に起こる。２～４週間内におそらく最初のマトリ
ックスが完全に再構築され、総ての生活性分子が放出される。
【００５５】
　本発明は以下の実施例を参照すればさらに理解できるが、それらに限定するものではな
い。
【実施例】
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【００５６】
実施例１：フィブリンゲルへの組み込みの測定
　凝固酵素、XIIIa因子の本来の酵素活性を測定する試験を行った。この試験は二つの異
なるソースからのフィブリンゲルが凝固プロセス中に合成基質を共有結合的に組み込む能
力を測定することにより行った。一つのフィブリンゲルソースはフィブリン接着剤キット
に由来するものであり、もう一つのソースは精製フィブリンゲルに由来するものである。
α２－プラスミン阻害剤に由来するペプチドはXIIIa因子の作用によりフィブリンゲルに
共有結合的に組み込まれ得る。よって、フィブリンゲルまたはその希釈物における酵素活
性を調べる一つの方法は異なるフィブリンソースがこの同じペプチドを組み込む能力を調
べることを含む。これらのゲルは種々の量の蛍光標識ペプチドを用いて合成し、ＰＢＳ（
０．０３Ｍ、ｐＨ７．４）で洗浄し、マトリックスから遊離のペプチドを除去した。次に
これらのゲルを必要最少量のプラスミンで分解し、サイズ排除クロマトグラフィーで分析
した。種々の希釈率のフィブリン接着剤キットまたは精製フィブリンゲルを用いた場合の
、マトリックスに結合した蛍光シグナル（すなわちペプチド）の量を測定した。この結果
をマトリックスに存在する架橋活性の量と相関させた。
【００５７】
　図１Ａおよび１Ｂはこの試験の結果を示している。試験結果は同等の濃度のフィブリン
を試験した場合、組み込みレベルは同等であることを示した。例えばフィブリン接着剤キ
ットの生化学酵素活性（図１Ａ）は精製フィブリンゲルの場合（図１Ｂ）と同等であるこ
とが分かった。しかし、タンパク質（およびXIIIa因子）濃度が高いほど、より高い組み
込みレベルがもたらされた。
実施例２：異なるソースからのフィブリンゲルのin vivoにおける比較
【００５８】
　原核細胞(大腸菌(E. coli))から調製した非グリコシル化組換え型の骨形態形成タンパ
ク質(ｒｈ－ＢＭＰ－２)を種々のフィブリンゲルに混合し、そのゲルをラット大腿骨欠損
において試験した。このタンパク質は原核生物系で発現させたものであるのでグリコシル
化されていない。フィブリンゲルは種々のソースから合成した。Sigma Chemicalおよび血
液バンクから入手した精製フィブリノーゲンならびに数段階の希釈率のフィブリン接着剤
(Baxter)を用いた。これらのゲルにｒｈ－ＢＭＰ－２を添加し、臨界サイズ(全層5mm)の
大腿骨欠損中に配置した。用いた全てのフィブリン接着剤希釈物およびSigmaのフィブリ
ンは同等の治癒応答を示し、総ての臨界サイズ欠損において架橋が生じているのが認めら
れた。血液バンクからのフィブリンは全体的に応答が低く、これはおそらくｒｈ－ＢＭＰ
－２の保持というよりも細胞浸潤特性によるものであると思われる(未発表データ)。従っ
て治癒率が多様である一方で、種々のマトリックスのｒｈ－ＢＭＰ－２保持能は使用した
フィブリンマトリックスそのものには依存しなかった。
実施例３：フィブリンマトリックス中における可溶性および不溶性生活性分子の保持の比
較
【００５９】
　このin vitroアッセイは捕捉された非グリコシル化ｒｈ-ＢＭＰ-２の放出速度と、生理
的ｐＨで高い溶解度を示すこと知られている分子の放出速度の比較に関するものである。
８ｍｇ／ｍＬの精製フィブリノーゲン(Sigma)および２Ｕ／ｍＬのトロンビンを用いてｐ
Ｈ７．４でフィブリンゲルを重合させた。カルシウムは固化速度を増大させるため、最終
濃度２．５ｍＭとなるように加えた。
【００６０】
　これらのゲルは凝固プロセス中に存在した生活性分子を伴って合成されたものであるが
、このフィブリンマトリックス中の分子の保持時間を測定した。ゲルを洗浄し、リン酸緩
衝生理食塩水（ＰＢＳ０．０１Ｍ、ｐＨ７．４）中３７℃で保存し、洗浄液は１２時間毎
に交換した。良く洗浄した後０．０５ユニットのプラスミンでゲルを分解した。洗浄液中
、および分解されたマトリックス中に存在するそれぞれの生活性分子の量を測定した。
【００６１】
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　最初の試験では、溶解度の高い分子であるＦＩＴＣ標識ヘパリンの保持を検討した。洗
浄液中および分解されたゲル中の蛍光量を蛍光分光測定法を用いて分析し、各洗浄量中に
放出されたヘパリンの割合%を求めた。フィブリンゲルは天然ヘパリン結合配列を含み、
このためマトリックス中にヘパリンがいくらかは保持されることが予想される。蛍光分光
測定法により、マトリックスからのヘパリンの放出は拡散－制御放出に比べて遅いことが
示された（図２参照）。この遅延はフィブリン中のヘパリン結合部位に起因する。しかし
、ヘパリンの多くはマトリックス外に拡散し、実質的に総てのヘパリンがマトリックスか
ら放出された（図２参照）。
【００６２】
　第２の試験においては、ｐＨ７．４での溶解度が低い分子である非グリコシル化ｒｈ－
ＢＭＰ－２を重合中にマトリックスの内部に捕捉した。ｒｈ－ＢＭＰ－２の放出プロフィ
ールは、ｒｈ－ＢＭＰ－２のマトリックスからの放出速度はＦＩＴＣ標識ヘパリンのそれ
よりもより遅いことを示している。さらに試験終了時には初期用量の約８０％がマトリッ
クス中に沈殿して残存していた（図２参照）。
【００６３】
　初期非グリコシル化ｒｈ－ＢＭＰ－２濃度範囲としては１０～２００μｇ／ｍＬを試験
した。５０洗浄量の後でさえ、６０および８０％の間のｒｈ－ＢＭＰ－２がゲル中に残留
していたことが分かる（図３Ａ）。ｒｈ－ＢＭＰ－２の保持に関しては顕著な濃度依存性
はなく、用いた関連濃度総てで、高レベルが保持された。従って明らかに、この沈殿作用
は増殖因子の多くの濃度で働く。
【００６４】
　この結果はｐＨ７．４における非グリコシル化ｒｈ－ＢＭＰ－２の低い溶解度によるも
のであり、マトリックス内でかなりの量のｒｈ－ＢＭＰ－２の沈殿が起こる。このように
、フィブリンマトリックス内に生活性分子を捕捉するため、沈殿のような物理的メカニズ
ムを使用し得る。
【００６５】
　非グリコシル化ｒｈ－ＢＭＰ－２の高い保持のためのメカニズムを試験する目的で、よ
り溶解度の高い種のｒｈ－ＢＭＰ－２の保持を検討した。ｒｈ－ＢＭＰ－２の溶解度を高
める一つの可能性のある方法として、溶解度の高い多糖類と連結させるものがある。これ
はこれまでにヘパリンで立証されており、静電気的にヘパリンと結合させれば溶液中のタ
ンパク質の安定性が高まることが示されている(Pineda-Lucena, Jimenez et al. J Mol B
iol, 64,162-178 (1996))。あるいは、多糖類は天然グリコシル化分子種(Rajan, Tsarbop
oulos et al. Biochem Biophys Res Commun, 206,694702 (1995))または合成グリコシル
化分子種(Tams, Vind et al. Biochem Biophys Acta, 1432,214-221 (1999))を用いてタ
ンパク質に直接去有結合させることもできる。もしｒｈ－ＢＭＰ－２の溶解度の低さがそ
の高い保持能の原因であれば、これら双方の製剤は相応して低い保持を示すはずである。
ヘパリンをｒｈ－ＢＭＰ－２と１：１のモル比で予め混合した場合、ｒｈ－ＢＭＰ－２の
保持はより低くなり、フィブリンマトリックス中にわずかに２０％が保持されたのみであ
る（ｐ＜０．０５）ことが示された。このことをＣＨＯ細胞由来のグリコシル化ｒｈ－Ｂ
ＭＰ－２の放出を測定することによりさらに検討した。このｒｈ－ＢＭＰ－２の保持を評
価したところ、その放出は非常に高く、わずかに３０％がゲルに残存したのみであり（図
３Ｂ）、その量は原核細胞由来のｒｈ－ＢＭＰ－２とヘパリンの混合物を用いて得られた
結果と統計学的には変わらなかった（図３Ａ）。これらの結果に基いて、原核細胞由来の
ｒｈ－ＢＭＰ－２がそのような高いレベルで保持されるメカニズムは、マトリックス中で
の沈殿によるものと思われる。このように、これらの結果はフィブリンマトリックスのよ
うなマトリックス中での非グリコシル化ｒｈ－ＢＭＰ－２の治癒促進における有利な特性
を示している。
【００６６】
　実施例３の結果はフィブリンマトリックス中での骨再生における非グリコシル化ｒｈ－
ＢＭＰ－２の非常に有利な用法を示した。フィブリン以外のマトリックスにおいても非グ
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さらに、この実施例の結果はＢＭＰファミリーの他のメンバーとの構造上の類似性、およ
びＴＧＦβ１、ＴＧＦβ２、ＴＧＦβ３含むＴＧＦβスーパーファミリーのその他のメン
バー、ならびに多数の他のＴＧＦβスーパーファミリーメンバーにより拡張される。さら
に、これらの結果はまた、糖尿病における慢性創傷の治癒、静脈性不全の患者および床ず
れを含む他の創傷治癒の場にも拡張できる。増殖因子の促進作用下での治癒および再生の
促進において、これらおよび実質的に総ての場で、再生マトリックス中に増殖因子が長期
にわたり存在することが望ましい。ＴＧＦβス－パーファミリーの非グリコシル化メンバ
ーはそれ自体創傷治癒および組織再生の促進において広く有用である。
【００６７】
　実施例４および５には脱グリコシル化ｒｈ－ＢＭＰ－２の沈殿の生活性を検討したin v
ivo試験について記載する。このin vivoアッセイはラットの臨界サイズ骨欠損におけるｒ
ｈ－ＢＭＰ－２を捕捉したマトリックスの使用を含む。これらの欠損はそれ自体では自然
に治癒することはない。従ってバックグラウンドの治癒が極めて低いのでこれらのモデル
により特定の治療の骨形成能を測定できる（Schmitz JP, Clin Orthop 1986, 205,299-30
8）。ここで長骨モデル（５ｍｍ全分節大腿骨欠損）（実施例４）および頭蓋モデル（８
ｍｍ欠損）（実施例５）の両方を用いた。それぞれのモデルにおいて、ｒｈ－ＢＭＰ－２
が捕捉されたフィブリンマトリックスの治癒能をｒｈ－ＢＭＰ－２を含まないフィブリン
マトリックスと比較した。
実施例４：ラットにおける臨界大腿骨欠損のin vivo治癒
【００６８】
　８ｍｇ／ｍＬの精製フィブリノーゲン(Sigma)および２Ｕ／ｍＬのトロンビンを用いて
ｐＨ７．４でフィブリンゲルを重合させた。原核細胞由来のｒｈ－ＢＭＰ－２を含む数種
のゲルを、固化の前に溶液中に混合した。固化速度を増大させるためカルシウムを加えた
。
【００６９】
　ラット大腿骨に全層５ｍｍの欠損を作り、フィブリンマトリックスを充填した。マトリ
ックスには脱グリコシル化ｒｈ-ＢＭＰ-２を含むものと含まないものがあった。ｒｈ-Ｂ
ＭＰ-２を含むマトリックスに関しては、３種類の異なる量のｒｈ－ＢＭＰ－２（２μｇ
、５μｇ、および１０μｇ）を試験した。骨再生における沈殿ｒｈ-ＢＭＰ-２の効果を判
定するため、欠損部中の再生された骨量を４週間目に測定し、ｒｈ-ＢＭＰ-２を含まない
フィブリンゲルの結果と比較した。
【００７０】
　４週間目にｒｈ-ＢＭＰ-２を含まないフィブリンゲルを体外に取り出して試験したとこ
ろ、欠損部辺縁における新しく石灰化した骨のレベルは非常に低かった。その代わりに欠
損部は繊維組織で架橋されており、非機能的治癒が起こっていた。完治を示す基底マトリ
ックスで満たされた欠損部はなかった。
【００７１】
　４週間目に２、５または１０μｇいずれかのｒｈ-ＢＭＰ-２を重合混合物に加えたフィ
ブリンゲルを体外に取り出して試験した。５または１０μｇのｒｈ-ＢＭＰ-２を欠損部に
施した動物は総て完治を示し、最初の欠損部は石灰化骨および骨髄で満たされ、間隙は全
部石灰化組織で架橋されていた。欠損部に２μｇのｒｈ-ＢＭＰ-２を含む材料を施した動
物も同様に良好な治癒を示し、最初の欠損部領域の６９％が成熟した繊維性骨で満たされ
ていた。石灰化骨で満たされた骨欠損領域の平均パーセンテージを表１に示す。いずれの
被験体においても、治癒部位における炎症または瘢痕化の徴候はなかった。
【００７２】
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【表１】

実施例５：in vivo臨界頭蓋欠損における治癒
　フィブリンマトリックスを用いたin vivo実験
【００７３】
　８ｍｇ／ｍＬの精製フィブリノーゲン(Sigma)および２Ｕ／ｍＬのトロンビンを用いて
ｐＨ７．４でフィブリンゲルを重合させた。原核細胞由来のｒｈ－ＢＭＰ－２を含む種種
のゲルを、固化の前に溶液中に混合した。固化速度を増大させるためにカルシウムを加え
た。
【００７４】
　ラット頭蓋に８ｍｍの欠損部を作り、フィブリンゲルまたはｒｈ－ＢＭＰ－２が内部に
沈殿しているフィブリンゲルのいずれかを充填した。脱グリコシル化ｒｈ－ＢＭＰ－２を
含むマトリックスに関しては、３種類の異なる量のｒｈ－ＢＭＰ－２（１μｇ、５μｇ、
および２０μｇ）を試験した。骨再生における沈殿ｒｈ－ＢＭＰ－２の効果を判定し、フ
ィブリンゲルがｒｈ－ＢＭＰ－２不在下で合成された場合の結果と比較する目的で、欠損
部中で再生された骨量を３週間目に測定した。
【００７５】
　３週間目においてｒｈ－ＢＭＰ－２を含まないフィブリンゲルを体外に取り出して試験
した。欠損部辺縁の新しい繊維性骨のレベルは極めて低かった。欠損部における新しい繊
維性の骨量は最初の欠損領域の約１３％であると測定された。欠損部の完治をもたらした
マトリックスはなく、欠損の大部分は依然として繊維組織で満たされていた。
【００７６】
　脱グリコシル化ｒｈ－ＢＭＰ－２を含むフィブリンゲルは、１，５または２０μｇのｒ
ｈ－ＢＭＰ－２のいずれかを重合混合物に加えて含んだ。３週間目にこれらの材料を体外
に取り出して試験した。２０μｇの沈殿ｒｈ－ＢＭＰ－２で処置した欠損部は総て、繊維
性骨および骨髄で完全に満たされていた。５μｇのｒｈ－ＢＭＰ－２(III)で処置した欠
損部はほぼ完治し、最初の欠損領域の９０％が石灰化組織で満たされていた。１μｇのｒ
ｈ－ＢＭＰ－２（Ｉ）で処置した欠損部も同様に極めて良好な治癒を示し、欠損部領域の
７３％が新しい繊維性骨で満たされていた。石灰化組織で満たされた欠損部領域の平均量
を表２および図４Ａに示す。表２から沈殿ｒｈ－ＢＭＰ－２濃度が高いほどより良い治癒
結果がもたらされるという用量依存的応答が示されている。結局、総ての被験体において
治癒部位または硬膜上に炎症または瘢痕化の徴候はなかった。
【００７７】
【表２】

【００７８】
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　より溶解性の高い２形態のｒｈ－ＢＭＰ－２を同様に試験したところ、これらの治癒応
答は有意に低かった。１μｇの非グリコシル化ｒｈ－ＢＭＰ－２を等モル量のヘパリン(V
II)と予め混合し、フィブリンゲルの重合前に加えたところ、治癒レベルは５０％に下が
り、１μｇのｒｈ－ＢＭＰ－２単独による同等の治癒よりも統計学的に低かった（II；７
３％）（ｐ＜０．０５）。マトリックスに予めヘパリンを混合したフィブリンはフィブリ
ン単独の場合と同様の治癒応答をもたらすため、この結果はヘパリン単独の作用によるも
のとすることはできない（図４Ｂの最初の２カラム(IおよびV)を参照）。同様に、グリコ
シル化ｒｈ－ＢＭＰ－２を用いた場合、治癒応答はより低かった(VIII)。グリコシル化ｒ
ｈ－ＢＭＰ－２は、より良好な折りたたみ、より良好な二量化およびその他の多くの要因
により、非グリコシル化ｒｈ－ＢＭＰ－２よりも比活性がより高い。しかし、等モル量（
１μｇ）のグリコシル化ｒｈ－ＢＭＰ－２を用いた場合では、治癒応答は欠損部のうち石
灰化組織で満たされたのは非グリコシル化ｒｈ－ＢＭＰ－２を用いて得られた７３％に比
較してわずかに４４％であった（図４Ｂ参照）。
【００７９】
　予想されたように、臨界サイズの欠損の治療にいずれの生活性分子も存在しない単純な
フィブリンマトリックスを用いると、極めて低い治癒応答しか得られず、大腿骨または頭
蓋モデルいずれにおいても石灰化組織はほとんど認められなかった。このように対照マト
リックスのバックグランドの治癒が極めて低いことから、ｒｈ－ＢＭＰ－２をマトリック
ス中で沈殿させた結果得られる強い治癒応答が、骨組織中での強力な治療学的治癒能を表
すものであることが証明される。従って、特に非グリコシル化ＴＧＦβスーパーファミリ
ー増殖因子の使用により、沈殿のような物理的プロセスが創傷治癒のための治療用マトリ
ックスの開発に重要な手段となる。
合成マトリックスを用いたin vivo実験
【００８０】
　上記のフィブリンマトリックスとして酵素分解性合成マトリックスを同様の頭蓋欠損モ
デルにおいて試験した。平均分子量２００００Ｄの４アームＰＥＧ－ビニルスルホンを多
重システインを含む架橋直鎖ペプチド（例えばＧＣＲＰＱＧＩＷＧＱＤＲＣ）とｐＨ７．
５で反応させることにより合成ゲルを形成させた。１０％（ｗ／ｗ）溶液となるようＰＥ
ＧをＴＥＯＡバッファー（０．３Ｍ、ｐＨ８．０）に溶解させた。ペプチドも同じバッフ
ァーに溶解させた。存在するチオレートは不飽和部分と反応し、末端架橋ヒドロゲルを形
成する。２つのシステイン間にプラスミンまたはコラゲナーゼのいずれかに対し特異的感
受性のある分解配列を組み込むことにより、フィブリンおよびコラーゲン（それぞれ）の
合成基質を作製することができる。接着シグナル、通常はＲＧＤペプチドを加えることに
より、これらのゲルは細胞浸潤マトリックスおよび生活性分子のための送達マトリックス
として働き得る。
【００８１】
　上記の合成ゲルはマトリックス中に沈殿させた５μｇの脱グリコシル化ｒｈ－ＢＭＰ－
２を用いて作製し、８ｍｍの臨界サイズのラット頭蓋欠損中に配置した。１、３および５
週間後にそれらを体外に取り出した。炎症または瘢痕組織の徴候は認められなかった。さ
らに、５週間後の治癒率は８０％であり、これらの合成マトリックスはｒｈ－ＢＭＰ－２
の沈殿のために好適なマトリックスとして役立ち、治療用マトリックスとして作用するこ
とを示している。
　コラーゲンマトリックスを用いたin vivo実験
【００８２】
　臨床で使用可能な吸収性コラーゲンスポンジ(Integra Lifesciences)を入手し、ラット
臨界サイズ頭蓋欠損用として適当な形に切断した。それらの移植に備え、次いでこれらの
スポンジを５μｇの非グリコシル化ＢＭＰ－２を含む溶液中に浸した。
【００８３】
　ラット頭蓋に８ｍｍの欠損を作り、ｒｈ－ＢＭＰ－２を捕捉したコラーゲンスポンジを
欠損内部に配置した。骨再生における沈殿ｒｈ－ＢＭＰ－２の効果を判定する目的で、３
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および５週目に欠損部中で再生された骨量をＸ線写真を用いて測定した。
【００８４】
　５μｇのｒｈ－ＢＭＰ－２を含有するコラーゲンスポンジを体外に取り出した際に、移
植した材料に対する有害な応答の兆候は認められなかった。総ての被験体において治癒部
位または硬膜上に炎症または瘢痕化の徴候はなかった。３週間の時点で３例、５週間の時
点で４例の、全７例の被験体を試験した。３週間目に被験体からスポンジを取り出した際
、各欠損部は完全に石灰化組織で満たされていた。５週間後にも同様の結果が認められ、
Ｘ線写真では９４％の欠損が繊維性骨で満たされていた。従って明らかにコラーゲンマト
リックス中に非グリコシル化ＢＭＰ－２を加えると優れた治癒がもたらされた。このこと
は非グリコシル化型を用いたマトリックス中へのＢＭＰ－２の保持はまた、コラーゲンス
ポンジ中でも機能することを示している。
実施例６：イヌ全手根関節固定術における治癒
【００８５】
　得られる最終濃度がフィブリノーゲン８ｍｇ／ｍｌ、Ｃａ++２．５ｍＭ、トロンビン１
０ ＮＩＨユニット/ｍｌおよび非グリコシル化ｒｈ－ＢＭＰ－２　６００μｇ／ｍｌゲル
となるようゲル用の成分を調製した。混合および成分の骨折部位への注入後に固化が始ま
った。固化時間は３０～６０秒であり、創傷中の少量の血液成分の混入は固化特性に影響
しなかった。
【００８６】
　外傷のため全手根関節固定術が必要なクライアント所有のイヌの一連の１０症例をベル
ン大学小動物クリニックで手術した。背部平板固定法という標準的な手法を総てのイヌに
適用した。関節の軟骨を開孔した後、ＡＯ法を用いて適当なサイズのプレートをビスで固
定した。次に手術領域を生理食塩水で洗い流し、フィブリン／ｎｇ－ｒｈ－ＢＭＰ－２溶
液を骨の間隙に注入した（１０～４０μｇ ｎｇｌｙ－ｒｈ－ＢＭＰ－２／ｋｇ体重）。
固化が完了するまでには３０～６０秒かかった。創傷は吸収性の縫合材を用いて常法にて
縫合した。
【００８７】
　１匹のイヌ（イヌ１０）は転落のため両側性の手根骨損傷を負っていた。同じ日に同じ
盲検の外科医により両方の手根に全関節固定術を施し、処置の最後に海綿質の自己移植ま
たはフィブリン／ｒｈ－ＢＭＰ－２を施す手根を無作為に選択した。この症例は両側性の
損傷のため、統計学的分析には含めることはできなかったが、自己移植片とフィブリン／
ｒｈ－ＢＭＰ－２間の直接的内部比較を行った。
【００８８】
　術後のＸ線写真撮影後、保護用の添え木をあてがった。6週間自由に走ることのないよ
うにし、週１回の包帯管理を推奨し、対照群でも同様にした。標準対照Ｘ線写真を術後４
、８および１２週間目に撮影した。同じ時点でこれらのイヌを臨床学的に検査し、歩行も
評価した。Ｘ線写真での骨の治癒は、第三者の有資格Ｘ線技師（ＧＳ）により採点法を用
いて判定し、その結果を同手法で手術したが海綿質自己移植片を用いた１７頭の対照群と
比較した。
【００８９】
　採点法：０＝間隙に無機化組織が見られない、１＝間隙に無機化組織が見られる、２＝
間隙の骨の架橋、３＝肋軟骨下板を欠く骨の架橋の再構築
【００９０】
　局所および全身性の薬物副作用徴候を示したイヌはなく、術傷は一貫して順調に治癒し
た。
【００９１】
　何匹かの被験体に添え木に関連する軽微な合併症（小さな圧迫創傷）が起こったが、こ
れは包帯を交換して炎症を起こした皮膚を清浄することにより処置した。
【００９２】
　平均Ｘ線治療スコアは全ての時点（４、８、１２週間目）において非グリコシル化（ｎ
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８週間＝０．１１５，Ｐ１２週間＝０．２６８）（図５）。
【００９３】
　術後１２週間では、海綿質群の５９％が全ての接合部において２以上の得点に達したの
に対し（標準レベルは臨床学的治癒を示す）、ｎｇｌｙ－ｒｈ－ＢＭＰ－２群の８７．５
％がその得点に達した。
【００９４】
　両側の全手根関節固定術を行ったイヌ１０は、術後の合併症はなかった。４週間後の最
初の対照Ｘ線写真では２つの関節固定術の骨治癒において目に見える差異はなかった（全
ての接合部の得点は１）。しかし８週間後では海綿質で処置した手根に改善は認められず
（得点１）、一方ｎｇｌｙ－ｒｈ－ＢＭＰ－２で処置した手根は得点２まで改善した。１
２週間後には海綿質で処置した肢の得点は２、ｎｇｌｙ－ｒｈ－ＢＭＰ－２投与関節固定
の得点は２．３３であった。
【００９５】
　さらに後の時点で撮影したＸ線写真は、目的領域の外側に骨が形成されることなく関節
固定のさらなる治癒および再構築を示し、誘導された骨の分解または再吸収は認められず
、術後１４ヶ月まで手術した動物において臨床学的な問題は生じなかった。
実施例７：ネコの長骨癒着不能における治癒
【００９６】
　得られる最終濃度がフィブリノーゲン８ｍｇ／ｍｌ、Ｃａ++２．５ｍＭ、トロンビン１
０ ＮＩＨユニット/ｍｌおよび非グリコシル化ｒｈ－ＢＭＰ－２　６００μｇ／ｍｌゲル
となるようゲル用の成分を調製した。混合および成分の骨折部位への注入後に固化が起こ
った。固化時間は３０～６０秒であり、創傷中の少量の血液成分の混入は固化特性に影響
しなかった。
【００９７】
　クライアント所有のオス３匹、メス２匹、平均齢３．４才（２～１０才）のショートヘ
アキャットにおける骨折癒着不能の一連の５症例をベルン大学獣医科教育病院(the Veter
inary Teaching Hospital)において処置した。それぞれの被験体は萎縮性癒着不能であり
、ｒｈ－ＢＭＰ－２による処置前最低３ヶ月間は治癒の進行を示していなかった。１～４
番のネコは創外固定器、５番のネコはピン固定により骨折の初期固定を行った。１～３お
よび５番のネコの初期固定は不安定であり、安定化をはかるためにプレートを適用した。
同手術の際に骨折部位にｒｈ－ＢＭＰ－２を挿入した。４番のネコでは、創外固定器は緩
んでいなかったため、骨折で生じた間隙に穿刺切開によりｒｈ－ＢＭＲ－２を挿入した（
表３）。ｒｈ－ＢＭＰ－２適用の２ヶ月後に転落のため３番のネコのプレートが緩んだ。
このプレートは除去し、骨折部位に２度目のフィブリン中３００μｇのｒｈ－ＢＭＰ－２
を挿入した。ギプス包帯を施し、６週間後に安定化をはかるため固定ピンを挿入した。５
番のネコには、無傷の第２中手骨とともに骨折部位を安定化させるため第５中手骨の側面
に小型プレートを配置した。小さな進入路(small approach)を通して第３および第４中手
骨の骨折部に３００μｇのｒｈ－ＢＭＰ－２を含むフィブリンを注入した。
【００９８】
　フィブリンおよびｒｈ－ＢＭＰ－２処置後数ヶ月間、総ての症例の対照Ｘ線写真を数枚
撮影した。
【００９９】
　局所または全身性の薬物副作用徴候を示したネコはなく、術傷も順調に治癒した。
【０１００】
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【表３】

【０１０１】
　１番のネコは処置後４週間で骨折部分のＸ線写真に新しい石灰化組織が認められた。ｒ
ｈ－ＢＭＰ－２適用後４ヶ月で骨折は治癒し、歩行難は認められなかった。
【０１０２】
　２番のネコでは、小型Ｔプレート配置後の骨折ギャップは小さく、ｒｈ－ＢＭＰ－２に
よる処置の６週間後には骨折部が架橋され、肢の機能は良好となった。
【０１０３】
　３番のネコは重度の脛骨粉砕骨折を負い、創外固定器で固定した。脛骨は重症の骨欠損
を伴う萎縮性癒着不能を起こしていた。脛骨のギャップを小さくするために腓骨を短くし
て２．７ｍｍのプレートを適用した。腓骨由来の骨を細かく砕き、フィブリン中でｒｈ－
ＢＭＰ－２と混合して骨折部位に生存細胞を提供した。追跡検査のＸ線写真には新しい骨
形成および脛骨全体に新しい皮層の構築が認められた。外傷のため、ねじの先端部を引き
抜いた後、プレートを除去し、２度目のフィブリン中３００μｇのｒｈ－ＢＭＰ－２の適
用を行った。骨は増加し続け、最初のｒｈ－ＢＭＰ－２処置後６ヶ月には骨折は治癒して
いた。　
【０１０４】
　４番のネコは開放腓骨骨折を負っており、創外固定器で固定した。軽度の一過性骨髄炎
の後、症状は安定していたにも関わらず脛骨は萎縮し始めた。穿刺切開でフィブリン／ｒ
ｈ－ＢＭＰ－２を骨折ギャップに適用した。４週間後のＸ線写真では骨反応は認められな
かったが、７週間後には骨折ギャップは縮小し、処置後４ヶ月には骨が架橋された。
【０１０５】
　５番のネコはピン固定による粉砕骨折の固定後に第３、４および５中足骨が極度に萎縮
した。４および７週間後の対照Ｘ線写真はｒｈ－ＢＭＰ－２の効果を示さなかった。飼い
主がさらなる治療を拒否したため、それ以上の追跡検査はできなかった。
実施例８：フィブリンおよび合成マトリックスにおける非グリコシル化ｒｈＰＤＧＦ-Ａ
Ｂの保持
【０１０６】
　このin vitroアッセイではフィブリンおよび合成マトリックスにおける非グリコシル化
ｒｈＰＤＧＦ-ＡＢの保持を評価する。ＰＤＧＦ-ＡＢはＡ鎖上にＮ－グリコシル化部位を
含むことが知られており、真核細胞がこのタンパク質を発現する際に用いられると考えら
れている。非グリコシル化型であると考えられる大腸菌で発現したｒｈＰＤＧＦ-ＡＢを
本試験に使用した。これは生理的ｐＨで０．２ｍｇ／ｍＬまで可溶である(Hoppe, J. et 
al, Biochemistry, 28,2956-60 (1989); Hoppe, J. et al. Eur J Biochem, 187,207-14 
(1990))。
【０１０７】
　非グリコシル化ＰＤＧＦ-ＡＢをゲル５０μＬ あたり２μｇの濃度で試験した。フィブ
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リンゲルをＴｉｓｓｕｃｏｌ(Baxter)の改変製剤を用いて重合させ、この合成ゲルは２ア
ームＰＥＧチオールと架橋した４アームＰＥＧアクリレートであった。このゲルを緩衝生
理食塩水（ＰＢＳ　０．０１Ｍ、ｐＨ７．４、０．１％ＢＳＡを含む）で洗浄し、洗浄液
は１２時間後に交換した。次に洗浄液中に放出された治療分子の量をＥＬＩＳＡ法により
定量した。
【０１０８】
　２０洗浄量の後に、フィブリンマトリックスの洗浄バッファー中に０．７μｇのタンパ
ク質が検出され、結果としてフィブリンマトリックスに添加した総タンパク質の６５％が
保持されていた。合成マトリックスでは２０洗浄量の後に放出されたのは４ｎｇ未満であ
り、このアッセイの感度範囲内ではタンパク質は検出されなかったことより、添加したタ
ンパク質が完全に保持されたことが示唆される。アッセイ中のマトリックスの干渉または
タンパク質の分解に対する対照として、スパイクサンプルを試験し、その結果２０洗浄量
の後に有意な量のタンパク質が検出できた。
【０１０９】
　これらの結果に基づき、原核生物由来のｒｈＰＤＧＦ-ＡＢは治癒適用の促進に用いら
れるフィブリンおよび合成ＰＥＧゲルのようなマトリックス中に保持可能であることが示
された。
【０１１０】
　開示した本発明は本明細書に記載される特定の方法、プロトコールおよび試薬に限定さ
れるものではないと考えられる。さらに本明細書で用いた用語は特定の具体例を示すこと
を目的とするものでなく、本発明の範囲を限定するものでもない。
【０１１１】
　当業者ならば本明細書に記載される本発明の具体例と同等な多くのものが分かるであろ
うし、通常の実験法のみを用いてそれを確認することができる。このような同等物も添付
のクレームに含まれるものとする。
【図面の簡単な説明】
【０１１２】
【図１】XIIIa因子基質ペプチドのフィブリンへの組み込みを測定したグラフである。フ
ィブリンゲルは予め希釈したTissucol（商標）キット(Baxter)から８ｍｇ／ｍＬで合成し
た（図１Ａ）。２倍希釈（黒四角）、１０倍希釈（◆）、または予備重合混合物に外から
XIIIa因子１Ｕ／ｍＬを添加した（◆）または添加しない（黒四角）精製フィブリノーゲ
ンから合成したもの（図１Ｂ）。
【図２】洗浄後のフィブリンマトリックス内の生活性分子の保持を測定したグラフである
。水に可溶な分子ヘパリン（◇）と生理学的ｐＨで溶解度の低い組換えヒト骨形態形成タ
ンパク質（ｒｈ－ＢＭＰ－２）（□）の二つの異なる生活性分子を重合中のフィブリンに
添加し、リン酸緩衝生理食塩水（ＰＢＳ）で繰り返し洗浄した。
【図３】フィブリンゲルにおけるｒｈ－ＢＭＰ－２の保持を示す。図３Ａではゲルの重合
中、１０（△）、２０（□）、１００（◇）および２００（Ｏ）μｇ／ｍＬの非グリコシ
ル化ｒｈ－ＢＭＰ－２の存在下でフィブリンゲルを重合し、ゲル中に残留するｒｈ－ＢＭ
Ｐ－２のパーセンテージをＰＢＳ中１０、２０、３０、４０および５０洗浄量の後に測定
した。図３Ｂでは２０μｇ／ｍＬの原核生物ｒｈ－ＢＭＰ－２（□）、２０ｍｇ／ｍＬの
ＣＨＯ細胞由来グリコシル化ｒｈ－ＢＭＰ－２（◇）および等モルのヘパリンを予め混合
した２０μｇ／ｍＬのｒｈ－ＢＭＰ－２（○）を含むフィブリンゲルにおける保持を同様
に分析した。各図では平均値と標準偏差を示している。
【図４】危険な大きさのラット頭蓋冠欠損の治癒レベルを示す。ゲルに種々のグリコシル
化および非グリコシル化ｒｈ－ＢＭＰ－２製剤を混合したフィブリンゲルの治癒効果を測
定した。図４Ａでは非グリコシル化ｒｈ－ＢＭＰ－２を０（Ｉ）、１（II）、５（III）
、および２０（IV）μｇ／ｍＬの濃度でフィブリンゲルに混合した。さらに図４Ｂではフ
ィブリンゲル（Ｉ）、１μｇ／ｍＬ非グリコシル化ｒｈ－ＢＭＰ－２を含むフィブリンゲ
ル（II）、等モル量のヘパリンを予め混合した１μｇ／ｍＬ非グリコシル化ｒｈ－ＢＭＰ
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－２を含むフィブリンゲル（VII）、同レベルのヘパリンを混合したフィブリンゲル（Ｖ
）、フィブリンゲルに共有結合させるためのトランスグルタミナーゼドメインを含む１．
０μｇ／ｍＬグリコシル化ｒｈ－ＢＭＰ－２を含むフィブリンゲル（VI）（例えば米国特
許第６，３３１，４２２号に記載）、および１μｇ／ｍＬグリコシル化ｒｈ－ＢＭＰ－２
を含むフィブリンゲル（VIII）を試験した。これらの図では治癒２１日後、石灰化した組
織で満たされた欠損部の平均面積が標準偏差とともに示されている。
【図５】イヌ全手根関節固定術の放射線治療を示す。この欠損においてフィブリンマトリ
ックスで非グリコシル化ＢＭＰ－２を用いる効果を調べ、癌自己移植の臨床標準と比較し
た。自己移植片を脱グリコシル化ｒｈＢＭＰ－２／フィブリンゲルに置き換えた９匹のイ
ヌの３つの手根関節列の治療スコアの平均値を４、８および１２週間目に算出した。治癒
の程度を判定するため標準化法を確立し、無機が見られない場合を０、ある程度の無機化
が見られる場合を１、欠損が完全に無機化されている場合を２、欠損が治癒し再構成され
ている場合を３とした。脱グリコシル化ｒｈＢＭＰ－２／フィブリンで処置したイヌは自
己移植片で処置した対照群に比べて高い放射線治療スコアを示した。

【図１】 【図２】
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