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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ペプチドを必要とする人に該ペプチドを伝達するために用いる医薬品の製造におけるペ
プチド組成物の使用であって、
　前記ペプチド組成物は、ジケトピペラジンと複合体化されている前記ペプチドを有効量
含み、
　前記ジケトピペラジンは、２，５－ジケト－３，６－ジ（４－Ｘ－アミノブチル）ピペ
ラジン（ただし、Ｘは、フマリル、スクシニル、マレイル、及びグルタリルからなる群よ
り選択される）であり、
　前記ペプチド組成物は、
（ａ）ジケトピペラジンの微粒子の懸濁液を用意する工程、
（ｂ）前記懸濁液中にペプチドを添加する工程、及び
（ｃ）凍結乾燥により前記懸濁液から溶媒を除去する工程
　を備える、前記ジケトピペラジンの微粒子と前記ペプチドとの複合体化により調製され
、
　前記微粒子は解離して前記ペプチドを放出することを特徴とする、使用。
【請求項２】
　前記ペプチド組成物は乾燥粉末の形態で吸引を介し肺に投与される、請求項１に記載の
使用。
【請求項３】



(2) JP 5798999 B2 2015.10.21

10

20

30

40

50

　前記ペプチドを必要とする人はＩＩ型糖尿病患者である、請求項１又は２に記載の使用
。
【請求項４】
　前記ペプチド組成物は、前記ペプチドを必要とする人の食事と同時に、又は、該食事の
前の２０分以内に、投与される、請求項３に記載の使用。
【請求項５】
　前記溶媒は水性溶媒である、請求項１から４のいずれか１項に記載の使用。
【請求項６】
　前記ペプチドはインスリンである、請求項１から５のいずれか１項に記載の使用。
【請求項７】
　前記ペプチドはグルカゴンである、請求項１から５のいずれか１項に記載の使用。
【請求項８】
　Ｘはフマリルである、請求項１から７のいずれか１項に記載の使用。
【請求項９】
　２，５－ジケト－３，６－ジ（４－Ｘ－アミノブチル）ピペラジン（ただし、Ｘは、フ
マリル、スクシニル、マレイル、及びグルタリルからなる群より選択される）という化学
式を有するジケトピペラジンとインスリンを含有する微粒子であって、該インスリンは該
ジケトピペラジンの微粒子に非共有結合的に結合され、且つ、該ジケトピペラジンの微粒
子上にコーティングされる、微粒子を含む組成物。
【請求項１０】
　人に投与される際、インスリン作用を急激に開始し、吸引後１３分前後でＴｍａｘ［Ｉ

ＮＳ］をむかえる（ここで、Ｔｍａｘ［ＩＮＳ］はインスリン濃度がピークをむかえる時
間を示す）、請求項９に記載の組成物。
【請求項１１】
　人に投与される際、インスリン作用を急激に開始し、吸引後３９分前後でＴｍａｘＧＩ

Ｒとして計測される生理作用のピークをむかえる（ここで、ＴｍａｘＧＩＲはグルコース
注入速度がピークをむかえる時間を示す）、請求項９に記載の組成物。
【請求項１２】
　乾燥粉末の形態で提供される、請求項９から１１のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項１３】
　Ｘはフマリルである、請求項９から１２のいずれか１項に記載の組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して薬学的処方物の分野にあり、そしてより具体的には、薬学的適用にお
いて使用されるペプチドおよびタンパク質（例えば、インスリン）を精製および安定化さ
せるための方法および組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　正常な人において、膵臓のランゲルハンス島のβ細胞が産生するインスリンは、血中グ
ルコース濃度の増加に応答して、グルコース代謝のために身体により必要とされるインス
リンを産生する。インスリンは、入ってくるグルコースを代謝し、そして肝臓のグリコー
ゲンおよび脂質のグルコースへの変換を一時的に中止し、これにより身体に食間の代謝活
性を支持させる。しかし、Ｉ型糖尿病は、β細胞破壊に起因する、インスリンを産生する
低減された能力または絶対的不能を有し、そして毎日の注射またはインスリンポンプを介
するインスリンの置換を必要とする。しかし、Ｉ型糖尿病よりもＩＩ型糖尿病が一般的で
あり、これは、インスリン耐性および漸増的に害された膵臓のβ細胞機能により特徴付け
られる。ＩＩ型糖尿病は、インスリンを未だ産生し得るが、これらもまた、インスリン置
換治療を必要とし得る。
【０００３】
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　ＩＩ型糖尿病は、代表的に、血中グルコースレベルの増加に対する遅延性応答を示す。
正常な人は、大抵、食物の消費後２～３分以内にインスリンを放出するが、ＩＩ型糖尿病
は、消費の数時間後でも内因性インスリンを分泌し得ない。結果として、内因性グルコー
ス産生は、消費後持続し（Ｐｆｅｉｆｆｅｒ，Ａｍ．Ｊ．Ｍｅｄ．，７０：５７９－８８
（１９８１））、そして患者は、上昇した血中グルコースレベルに起因する高血糖を経験
する。
【０００４】
　グルコース誘導インスリン分泌の欠失は、β細胞機能の初期障害の１つであるが（Ｃｅ
ｒａｓｉら，Ｄｉａｂｅｔｅｓ，２１：２２４－３４（１９７２）；Ｐｏｌｏｎｓｋｙら
，Ｎ．Ｅｎｇｌ．Ｊ．Ｍｅｄ．，３１８：１２３１－３９（１９８８））、β細胞の機能
障害の原因および程度は、ほとんどの場合において未知である。遺伝的な機能が重要な役
割を果たす一方で（Ｌｅａｈｙ，Ｃｕｒｒ．Ｏｐｉｎ．Ｅｎｄｏｃｒｉｎｏｌ．Ｄｉａｂ
ｅｔｅｓ，２：３００－０６（１９９５））、いくらかのインスリン分泌障害は、後天的
であるようであり、そして最適なグルコースコントロールを介して少なくとも部分的に可
逆的であり得る。食事後のインスリン治療を介する最適なグルコース制御は、投与された
インスリンおよび血清インスリン濃度の急激な増加に対して応答性の正常な組織の両方を
必要とすることにより、自然なグルコース誘導インスリン放出における顕著な改善を生じ
得る。従って、ＩＩ型糖尿病のβ細胞機能の過剰な機能の過剰な欠失を有さない患者の初
期段階の処置において提示されるチャレンジは、食事後のインスリンの放出を回復するこ
とである。
【０００５】
　最も初期段階のＩＩ型糖尿病は、現在は、経口剤を用いて処置されるが、僅かな成功し
か伴わない。インスリンの皮下注射もまた、ＩＩ型糖尿病患者にインスリンを提供する際
には滅多に効果的ではなく、そしてこれは、遅延した、可変的かつ表層的な作用の開始（
ｏｎｓｅｔ）に起因してインスリン作用を実際に悪化し得る。しかし、インスリンが食事
と共に静脈内に投与される場合、初期段階のＩＩ型糖尿病は、肝臓の糖生成の機能停止を
経験し、そして増加した生理学的なグルコース制御を示す。さらに、これらの遊離脂肪酸
レベルは、インスリン治療無しよりも早い速度で降下する。インスリンの静脈内投与は、
ＩＩ型糖尿病を処置する際におそらく効果的ではあるが、適切な溶液ではない。なぜなら
、毎回の食事ごとに静脈内投与することは、患者にとって安全でも実行可能でもないから
である。
【０００６】
　インスリンは、６，０００ダルトンの名目上の分子量を有するポリペプチドであり、伝
統的に天然産物を単離するためにブタおよびウシの膵臓を処理することにより生成されて
きた。しかし、より最近では、組換え技術を使用して、インビトロでヒトインスリンを生
成してきた。水溶液中の天然および組換えのヒトインスリンは、亜鉛イオンの存在下で水
に溶解する場合、六量体立体配置、すなわち、組換えインスリンの６分子が六量体複合体
に非共有結合的に会合する。六量体インスリンは、迅速には吸収されない。組換えヒトイ
ンスリンが患者の循環内に吸収されるためには、この六量体は、材料が血液の流れの中に
移行し得る前に、最初に二量体および／または単量体の形態に会合しなければならない。
吸収の遅延は、治療インスリン血中レベルを生成するために、食事の時間のおよそ半時間
前に組換えヒトインスリンが投与されることを必要とし、これは、食事をする時間を正確
に予測することが必要とされる患者にとって煩わしくあり得る。この遅延を克服するため
に、組換えヒトインスリンのアナログ（例えば、ＨＵＭＡＬＯＧＴＭ）が開発された。こ
れは、皮下投与後に実質的に完全に、単量体形態に迅速に解離する。臨床研究は、ＨＵＭ
ＡＬＯＧＴＭが、皮下投与後に、組換えヒトインスリンよりも量的に早く吸収されること
を示した。例えば、Ａｎｄｅｒｓｏｎ　Ｊｒ．らに対する米国特許第５，５４７，９２９
号を参照のこと。
【０００７】
　注射による送達に関連する不利益を回避し、そして吸収を加速する努力において、肺経
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路を介するインスリンの単量体アナログの投与が開発されてきた。例えば、Ｇｏｎｄａら
に対する米国特許第５，８８８，４７７号は、患者の肺組織上にインスリンの粒子を蓄積
するために単量体インスリンのエアロゾル処方物を患者に吸引させることを開示する。し
かし、単量体処方物は、不安定であり、そして活性を急速に失い、一方、取り込みの速度
は変化しないままである。
【０００８】
　天然の供給源由来の迅速に吸収可能なインスリンを産生することが所望されるが、例え
ば、複合体から亜鉛を除去することによる六量体形態から単量体形態への変換は、不安定
でありそして所望でない短い保存期間を有するインスリンを生じる。従って、インスリン
の単量体形態を提供する一方で亜鉛の非存在下でその安定性を維持することが、所望され
る。肺投与に適切であり、迅速な吸収を提供しそして商業的に有用な保存期間を有する既
製の処方物に生成され得る単量体インスリン組成物を糖尿病患者に提供することが、有利
である。
【０００９】
　不純物（安定性またはバイオアベイラビリティーに影響する金属イオン）でのこれらの
問題は、多くの他のタンパク質およびペプチドに対して生じる。
【００１０】
　Ｓｔｅｉｎｅｒらに対する米国特許第６，０７１，４９７号は、６．４以下のｐＨでは
安定でありかつ６．４を超えるｐＨでは不安定であるジケトピペラジン微粒子、または酸
性および塩基性のｐＨでは安定であるが、約６．４と８との間のｐＨでは不安定である、
ジケトピペラジン微粒子中に薬物がカプセル化される微粒子薬物送達系を開示する。この
特許は、肺投与に安定であり、迅速な吸収を提供し、そして商業的に有用な保存期間を有
する既製の処方物に生成され得る単量体インスリン組成物を開示しない。
【００１１】
　従って、インスリンの血中レベルのより迅速な上昇を提供し、そして患者のコンプライ
アンスを保証するために簡単に投与される、ＩＩ型糖尿病のための代替的なインスリン送
達組成物を開発することが有利である。また、この送達組成物および送達方法を、他の生
物学的活性因子（ａｃｔｉｖｅ　ａｇｅｎｔ）に適用することが望まれる。
【発明の概要】
【００１２】
　従って、特に肺投与に適切な組成物の調製において、ペプチドおよびタンパク質を精製
するための改良方法を提供することが、本発明の目的である。
【００１３】
　肺送達に適切な安定な単量体ペプチド組成物を提供することは、本発明の別の目的であ
る。
【００１４】
　インスリンおよび他の生物学的活性因子の、生体膜を横切る輸送を容易にするための方
法および組成物を提供することは、本発明のさらなる目的である。
【００１５】
　血流中のインスリンまたは他の生物学的活性因子の改良された吸収のための方法および
組成物を提供することは、本発明の別の目的である。
【００１６】
　投与の容易さにより特徴付けられる、血流中のインスリンまたは他の生物学的活性因子
の改良された吸収のための方法および組成物を提供することは、本発明のなおさらなる目
的である。
【００１７】
　ペプチドまたはタンパク質をジケトピペラジンまたは競合的な複合体化薬剤中に組み込
み、１以上の不純物（すなわち、所望でない成分）のそのペプチドまたはタンパク質から
の除去を容易にすることによりペプチドおよびタンパク質を精製するための方法が提供さ
れる。好ましい実施形態では、１以上の不純物（例えば、亜鉛イオン）を含む、インスリ
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ンのようなペプチドが、ジケトピペラジン中にトラップされ、ペプチド／ジケトピペラジ
ン／不純物の沈澱を形成し、次いでこの沈澱は、ジケトピペラジンについて非溶媒であり
かつペプチドについて非溶媒である、除去される不純物のための溶媒で洗浄される。ある
いは、不純物と選択的に複合体を形成し、そして例えば、透析により除去する複合体化薬
剤を使用することにより、不純物が除去され得る。
【００１８】
　処方物および方法もまた、生体膜を横切る活性因子の改良された輸送に関して提供され
、これは、例えば、血中の因子濃度の迅速な増加を生じる。処方物としては、（ｉ）荷電
していても中性であってもよい活性因子、および（ｉｉ）輸送を容易にするための、因子
の荷電をマスクする輸送エンハンサーおよび／または標的生体膜と水素結合を形成する輸
送エンハンサーから形成される微粒子が挙げられる。好ましい実施形態では、インスリン
は、フマリルジケトピペラジンおよび生物学的に活性な形態のインスリンを含む微粒子の
肺送達を介して投与される。インスリン分子上の荷電は、ジケトピペラジンにインスリン
分子を結合させる水素によりマスクされ、これにより、インスリンが標的膜を通過するの
を可能にする。インスリンを送達するこの方法は、静脈内送達から生じる増加に匹敵する
血中インスリン濃度の迅速な増加をもたらす。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】図１ａは、経時（分）的な平均血中グルコース値のグラフである。図１ｂは、イ
ンスリンを静脈内投与、皮下投与および吸入により投与した場合の、経時（分）的なＣ－
ペプチドのレベル（ｎｇ／ｍｌ）を比較する実験の間の平均Ｃ－ペプチド濃度のグラフで
ある。
【図２】図２ａは、静脈内投与、皮下投与および吸入により投与されたインスリンを比較
する経時（分）的なグルコース注入速度（ｍｇ／ｋｇ／分）のグラフである。図２ｂは、
静脈内投与、皮下投与および吸入により投与されたインスリンを比較する経時（分）的な
平均インスリン濃度（μＵ／ｍｌ）のグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　ジケトピペラジン中のラージポリマー（例えば、タンパク質およびペプチド）のカプセ
ル化またはトラップは、不純物または混入（例えば、金属イオンまたは他の低分子）を除
去するために使用され得る。ジケトピペラジンはまた、トラップされた材料の送達を安定
化および増強することの両方において作用する。処方物はまた、生体膜を横切る活性因子
の増強された輸送のために開発されてきた。これらの処方物としては、（ｉ）荷電してい
ても中性であってもよい活性因子、および（ｉｉ）因子の荷電をマスクする輸送エンハン
サーおよび／または膜と水素結合する輸送エンハンサーから形成される微粒子が挙げられ
る。この処方物は、処方物の投与後血中の活性因子の濃度の迅速な増加を提供し得る。
【００２１】
　例えば、六量体インスリンがフマリルジケトピペラジン処方物中で肺へ送達され、３～
１０分以内に血中濃度のピークに達し得ることが発見された。対照的に、フマリルジケト
ピペラジン無しで肺経路により投与されたインスリンは、典型的には血中濃度のピークに
達するのに２５～６０分の間の時間を要し、一方、六量体インスリンは、皮下注射により
投与された場合、血中レベルのピークに達するのに３０～９０分かかる。この行為は、数
回、そしてヒトを含むいくつかの種において首尾よく再現された。
【００２２】
　インスリンからの亜鉛の除去は、典型的に望ましくない短い保存期間を有する不安定な
インスリンを生じる。インスリンの亜鉛を除去するための精製、安定化および増強された
送達を、例により示す。フマリルジケトピペラジン中にトラップされたインスリンの処方
物は、安定であり、そして受容可能な保存期間を有することが見出された。亜鉛レベルの
測定は、亜鉛がトラッププロセスの間にほとんど除去され、安定な送達処方物中に単量体
インスリンを生じたことを示した。
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【００２３】
　多くの他のペプチド（サケカルシトニン、副甲状腺ホルモン１～３４、オクトレオチド
（ｏｃｔｒｅｏｔｉｄｅ）、ロイプロリドおよびＲＳＶペプチドを含む）の迅速な吸収は
、そのペプチドが、肺送達後３～１０分以内に血中濃度のピークを提供するフマリルジケ
トピペラジン中で肺送達される場合、観察される。
【００２４】
　（Ｉ．材料）
　（Ａ．送達される因子）
　送達される因子は、本明細書中で、活性因子としてか、またはカプセル化されるかもし
くはトラップされる分子をいう。荷電種であってもよいし、そうでなくてもよい。本明細
書中で記載される組成物および方法における使用のために適切な活性因子のクラスの例と
しては、治療剤、予防剤および診断剤、ならびに栄養補助食品（例えば、ビタミン）が挙
げられる。
【００２５】
　ジケトピペラジンが送達される材料と複合体を形成する正確な機構は知られていないが
、ジケトピペラジンは、精製される材料と複合体を形成すると考えられる。このプロセス
は、トラップまたはカプセル化として本明細書中で互換可能にいわれる。
【００２６】
　これらの材料は、任意のポリマーまたは大有機分子、最も好ましくはペプチドおよびタ
ンパク質であり得る。一般的に言うと、任意の形態の薬物がトラップされる。例としては
、治療的活性、予防的活性または診断的活性を有する、合成無機化合物および合成有機化
合物、タンパク質およびペプチド、多糖類および他の糖、脂質ならびに核酸配列が挙げら
れる。タンパク質は、１００以上のアミノ酸残基からなるとして定義され；ペプチドは、
１００未満のアミノ酸残基である。他に述べなければ、用語タンパク質は、タンパク質お
よびペプチドの両方のことをいう。組込まれる因子は、種々の生物学的活性を有し得る（
例えば、血管作用性因子、神経作用性因子、ホルモン、抗凝固剤、免疫調節性因子、細胞
傷害性因子、抗生物質、抗ウイルス剤、アンチセンス、抗原、および抗体）。いくつかの
例において、タンパク質は、抗体または抗原であり得、そうでなければ注射により投与さ
れて適切な応答を惹起しなければならない。代表的なポリマーとしては、タンパク質、ペ
プチド、多糖類、核酸分子、およびこれらの組み合わせが挙げられる。
【００２７】
　好ましいペプチドおよびタンパク質としては、ホルモン、サイトカインおよび他の免疫
調節性ペプチド、ならびに抗原／ワクチンが挙げられる。好ましい実施形態において、活
性因子は、モノマーインスリンまたは亜鉛を除去するために精製された安定化形態のイン
スリンである。別の好ましい実施形態において、活性因子は、グルカゴンである。
【００２８】
　活性因子（すなわち薬物）は、抗原であり得、ここでこの分子は、保護免疫応答を、特
に優先的に肺に感染する因子（例えば、マイコプラスマ、肺炎を引き起こす細菌、および
ＲＳ（ｒｅｓｐｉｒａｔｏｒｙ　ｓｙｎｔｉｃｉａｌ）ウイルス）に対して惹起するよう
に意図される。これらの場合、抗原に対する免疫応答を増大させるために、薬物をアジュ
バントと組合せて投与することがまた、有用であり得る。
【００２９】
　所望の機能を置き換えるかまたは補充する際、あるいは腫瘍の増殖の阻害のような所望
の効果を達成する際に有用である任意の遺伝子は、本明細書中に記載されるマトリックス
を使用して導入され得る。本明細書中で使用される場合、「遺伝子」は、３０より多いヌ
クレオチド長、好ましくは１００以上のヌクレオチド長の単離された核酸分子である。機
能を置き換えるか補充する遺伝子の例としては、ＡＤＡ欠損を処置するための臨床試験に
おいて使用されてきたアデノシンデアミナーゼ（ＡＤＡ）のような欠失（ｍｉｓｓｉｎｇ
）酵素、ならびにインスリンおよび凝固因子ＶＩＩＩのような補因子をコードする遺伝子
が挙げられる。調節をもたらす遺伝子はまた、単独でか、または特定の機能を補充するか
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もしくは置き換える遺伝子と組合せて投与され得る。例えば、特定のタンパク質コード遺
伝子の発現を抑制するタンパク質、また逆に、タンパク質コード遺伝子の発現を誘発する
タンパク質をコードする遺伝子は、マトリックス中で投与され得る。免疫応答の刺激の際
に有用である遺伝子の例としては、ウイルス性抗原および腫瘍抗原、ならびにサイトカイ
ン（腫瘍壊死因子）およびサイトカインの誘発因子（エンドトキシン）、ならびに種々の
薬理学的因子が挙げられる。
【００３０】
　利用され得る他の核酸配列としては、相補的ＤＮＡに結合して転写を阻害するアンチセ
ンス分子、リボザイム分子、およびＲＮＡａｓｅＰによる切断を標的化するために使用さ
れる外部誘導配列が挙げられる。
【００３１】
　本明細書中で使用される場合、ベクターは、遺伝子を標的細胞内に輸送する因子であり
、そしてそのベクターが送達される細胞における遺伝子の発現を生じるプロモーターを含
む。プロモーターは、一般的なプロモーターであり、種々の哺乳動物細胞において発現を
生じるか、または細胞特異的であるか、または核対細胞質特異的でさえある。これらは、
当業者に公知であり、そして標準的な分子生物学的プロトコルを使用して構築され得る。
浸入を増大させるベクター（例えば、脂質、リポソーム、脂質結合体形成分子、界面活性
剤、および他の膜透増加因子）は、市販されており、そして核酸と共に送達され得る。
【００３２】
　画像化剤（金属、放射性同位体、放射線不透過性剤、蛍光色素、および放射線透過性剤
を含む）もまた、組込まれ得る。放射性同位体および放射線不透過性剤の例としては、ガ
リウム、テクネチウム、インジウム、ストロンチウム、ヨウ素、バリウム、およびリンが
挙げられる。
【００３３】
　活性因子組成物から除去され得る不純物としては、金属イオン（例えば、亜鉛）および
他の二価イオンまたは多価イオン、ならびに小無機分子および溶媒残留物が挙げられる。
【００３４】
　（Ｂ．ジケトピペラジン）
　本発明の組成物および方法において有用なジケトピペラジンは、例えば、米国特許第６
，０７１，４９７号（これは、本明細書中にその全体が参考として援用される）に記載さ
れる。
【００３５】
　（（ｉ）一般式）　ジケトピペラジンまたはその置換アナログは、ヘテロ原子および非
結合電子対を含む、少なくとも６個の環原子を有する堅固な平面状の環である。窒素の１
つまたは両方は、酸素と置き換えられて置換アナログのジケトモルホリンおよびジケトジ
オキサンをそれぞれ生じる。窒素をイオウ原子で置き換えることは可能であるが、これは
安定な構造を与えない。
【００３６】
　ジケトピペラジンおよびそのアナログの一般式を以下に示す。
【００３７】
【化１】
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【００３８】
　ここでｎは、０と７との間であり、Ｑは、独立して、Ｃ1～20直鎖アルキル、分岐アル
キルもしくは環状アルキル、アラルキル、アルカリール、アルケニル、アルキニル、ヘテ
ロアルキル、複素環式、アルキル－複素環式または複素環式－アルキルであり；Ｔは、－
Ｃ（Ｏ）Ｏ、－ＯＣ（Ｏ）、－Ｃ（Ｏ）ＮＨ、－ＮＨ、－ＮＱ、－ＯＱＯ、－Ｏ、－ＮＨ
Ｃ（Ｏ）、－ＯＰ（Ｏ）、－Ｐ（Ｏ）Ｏ、－ＯＰ（Ｏ）２、－Ｐ（Ｏ）２Ｏ、－ＯＳ（Ｏ
）２、または－Ｓ（Ｏ）３であり；Ｕは、酸基（例えば、カルボン酸、リン酸、ホスホン
酸、およびスルホン酸）または塩基性基（例えば、一級アミン、二級アミンおよび三級ア
ミン、四級アンモニウム塩、グアニジン、アニリン）、複素環式誘導体（例えば、ピリジ
ンおよびモルホリン）、または少なくとも１つの酸性基および少なくとも１つの塩基性基
（例えば、上記の基）を含む双性イオン性Ｃ１～２０鎖であり、ここで側鎖は、任意の位
置でアルケン基またはアルキン基でさらに官能基化され得、側鎖上の１つ以上の炭素は、
酸素で置き換えられて、例えば短いポリエチレングリコール鎖を生じ得、１つ以上の炭素
は、上記のような酸性基または塩基性基で官能基化され得、そしてここで１位および４位
の環原子Ｘは、ＯまたはＮのいずれかである。
【００３９】
　本明細書中で使用される場合、「側鎖」は、Ｑ－Ｔ－Ｑ－ＵまたはＱ－Ｕとして定義さ
れ、ここでＱ、Ｔ、およびＵは、上記で定義された通りである。
【００４０】
　酸性側鎖の例としては、以下が挙げられるが、これらに限定されない：ｃｉｓおよびｔ
ｒａｎｓの、－ＣＨ＝ＣＨ－ＣＯ２Ｈ、－ＣＨ（ＣＨ３）＝ＣＨ（ＣＨ３）－ＣＯ２Ｈ、
－（ＣＨ２）３－ＣＯ２Ｈ、－ＣＨ２ＣＨ（ＣＨ３）－ＣＯ２Ｈ、－ＣＨ（ＣＨ２ＣＯ２

Ｈ）＝ＣＨ２、－（テトラフルオロ）安息香酸、－安息香酸および－ＣＨ（ＮＨＣ（Ｏ）
ＣＦ3）－ＣＨ２－ＣＯ２Ｈ。
【００４１】
　塩基性側鎖の例としては、以下が挙げられるが、これらに限定されない：－アニリン、
－フェニル－Ｃ（ＮＨ）ＮＨ２、－フェニル－Ｃ（ＮＨ）ＮＨ（アルキル）、－フェニル
－Ｃ（ＮＨ）Ｎ（アルキル）２および－（ＣＨ２）４ＮＨＣ（Ｏ）ＣＨ（ＮＨ２）ＣＨ（
ＮＨ２）ＣＯ２Ｈ。
【００４２】
　双性イオン性側鎖の例としては、以下が挙げられるが、これらに限定されない：－ＣＨ
（ＮＨ２）－ＣＨ２－ＣＯ２Ｈおよび－ＮＨ（ＣＨ２）1～20ＣＯ２Ｈ。
【００４３】
　用語アラルキルとは、アルキル置換基を有するアリール基をいう。
【００４４】
　用語複素環式－アルキルとは、アルキル置換基を有する複素環式基をいう。
【００４５】
　用語アルカリールとは、アリール置換基を有するアルキル基をいう。
【００４６】
　用語アルキル－複素環式とは、複素環式置換基を有するアルキル基をいう。
【００４７】
　用語アルケンとは、本明細書中で言及される場合、および他に特定されない場合、Ｃ２

～Ｃ１０のアルケン基をいい、特にビニルおよびアリルを含む。
【００４８】
　用語アルキンとは、本明細書中で言及される場合、および他に特定されない場合、Ｃ２

～Ｃ１０のアルキン基をいう。
【００４９】
　本明細書中で使用される場合、「ジケトピペラジン」は、上記の一般式の範囲に入るジ
ケトピペラジンならびにその誘導体および改変体を含む。
【００５０】
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　フマリルジケトピペラジンは、肺適用に最も好ましい。
【００５１】
　（（ｉｉ）合成）
　ジケトピペラジンは、Ｋａｔｃｈａｌｓｋｉら、Ｊ．Ａｍｅｒ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．６
８：８７９－８０（１９４６）に記載されるように、アミノ酸エステル誘導体の環状二量
体化により形成され得るか、ジペプチドエステル誘導体の環化により形成され得るか、ま
たはＫｏｐｐｌｅら、Ｊ．Ｏｒｇ．Ｃｈｅｍ．３２（２）：８６２－６４（１９６８）に
記載されるように、高沸点溶媒中でのアミノ酸誘導体の熱的脱水により形成され得る。２
，５－ジケト－３，６－ジ（アミノブチル）ピペラジン（Ｋａｔｃｈａｌｓｋｉらは、こ
れをリシン無水物と称した）を、Ｊ．Ｏｒｇ．Ｃｈｅｍ．のＫｏｐｐｌｅの方法と同様に
、溶融したフェノール中でのＮ－ε－Ｐ－Ｌ－リシンの環状二量体化、次いで酢酸中４．
３ＭのＨＢｒを用いるブッロク（Ｐ）－基の除去を経て調製した。この経路は、市販の出
発物質を使用し、生成物において出発物質の立体化学を保存することが報告されている反
応条件を含み、そして全ての工程が容易に製造のためにスケールアップされ得るので、好
ましい。
【００５２】
　ジケトモルホリン誘導体およびジケトオキセタン誘導体は、Ｋａｔｃｈａｌｓｋｉら、
Ｊ．Ａｍｅｒ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．６８：８７９－８０（１９４６）に開示される様式と
同様の様式で段階的な環化により調製され得る。
【００５３】
　ジケトピペラジンは、放射標識され得る。放射標識を結合させる手段は、当業者に公知
である。放射標識ジケトピペラジンは、例えば、トリチウムガスを二重結合または三重結
合を含む上記に列挙した化合物と反応させることにより調製され得る。Ｃ－１４放射標識
炭素は、容易に入手可能な１４Ｃ標識前駆体を使用することにより側鎖中に組み込まれ得
る。これらの放射標識ジケトピペラジンは、生じた微粒子を被験体に投与した後に、イン
ビボで検出され得る。
【００５４】
　（（ａ）対称ジケトピペラジン誘導体の合成）
　ジケトピペラジン誘導体は、両方の側鎖が同一である場合は対称的である。側鎖は、酸
性基、塩基性基、またはこれらの組み合わせを含み得る。
【００５５】
　対称ジケトピペラジン誘導体の一例は、２，５－ジケト－３，６－ジ（４－スクシニル
アミノブチル）ピペラジンである。２，５－ジケト－３，６－ジ（アミノブチル）ピペラ
ジンは、わずかにアルカリ性の水溶液中で無水コハク酸を用いて徹底的にスクシニル化し
されて、弱アルカリ性水溶液には容易に溶解するが、酸性水溶液には全く不溶性である生
成物を与える。弱アルカリ性水溶液中の化合物の濃縮溶液を、適切な条件下で迅速に酸性
化すると、物質が微粒子として溶液から分離する。
【００５６】
　他の好ましい化合物は、上記の化合物中のスクシニル基をグルタリル基、マレイル基、
またはフマリル基で置き換えることにより得られ得る。
【００５７】
　（（ｂ）非対称ジケトピペラジン誘導体の合成）
　非対称ジケトピペラジン誘導体を調製するための１つの方法は、側鎖上の官能基を保護
すること、側鎖の１つを選択的に脱保護すること、脱保護された官能基を反応させて第１
の側鎖を形成すること、第２の官能基を脱保護すること、そして脱保護された官能基を反
応させて第２の側鎖を形成することである。
【００５８】
　保護された酸性側鎖を有するジケトピペラジン誘導体（例えば、シクロ－Ｌｙｓ（Ｐ）
Ｌｙｓ（Ｐ）、ここでＰはベンジルオキシカルボニル基、または当業者に公知の保護基で
ある）は、選択的に脱保護され得る。これらの保護基は、制限試薬（例えば、ベンジルオ
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キシカルボニル基の場合にはＨＢｒ、またはケイ素保護基の場合にはフッ化物イオン）を
使用すること、および制御された時間間隔を使用することにより、選択的に切断され得る
。このようにして、非保護、モノ－保護、およびジ－保護ジケトピペラジン誘導体を含む
反応混合物が得られ得る。これらの化合物は、種々の溶媒およびｐＨ範囲で異なる溶解度
を有し、そして選択的な沈澱および除去により分離され得る。次いで、適切な溶媒（例え
ば、エーテル）をこのような反応混合物に加えて、これらの物質のすべてを一緒に沈澱さ
せ得る。これにより、保護基を脱保護するために使用された反応物からジケトピペラジン
を除去することにより、完了前に脱保護反応を止めることができる。混合沈澱物を水と攪
拌することにより、部分的に反応した種および完全に反応した種の両方が、塩として水性
媒体中に溶解し得る。未反応の出発物質は、遠心分離または濾過により除去され得る。水
溶液のｐＨを弱アルカリ性条件に調節することにより、単一の保護基を含む非対称モノ保
護生成物は、溶液から沈澱し、完全に脱保護された物質が溶液中に残る。
【００５９】
　塩基性側鎖を有するジケトピペラジン誘導体の場合、塩基性基もまた、選択的に脱保護
され得る。上記のように、脱保護工程は、例えば、適切な溶媒を反応系に加えることによ
り完了前に止められ得る。慎重に溶液のｐＨを調整することにより、脱保護された誘導体
は、濾過により除去され得、部分的に脱保護された誘導体および完全に脱保護された誘導
体は、溶液中に残る。溶液のｐＨをわずかに酸性の条件に調整することにより、モノ保護
誘導体が溶液から沈殿し、そして単離され得る。
【００６０】
　双性イオン性ジケトピペラジン誘導体もまた、上記のように選択的脱保護され得る。最
後の段階において、ｐＨをわずかに酸性の条件に調整することにより、遊離の酸性基を有
するモノ脱保護化合物が沈澱する。ｐＨをわずかに塩基性の条件に調整することにより、
遊離の塩基性基を有するモノ脱保護化合物が沈澱する。
【００６１】
　他の機構による保護基の限定的な除去としては、限定された量の水素ガスをパラジウム
触媒存在下で使用する水素添加により切断される保護基の切断が挙げられるがこれに限定
されない。生じた生成物はまた、非対称な部分的に脱保護されたジケトピペラジン誘導体
である。これらの誘導体は、本質的に上記のように、単離され得る。
【００６２】
　モノ保護されたジケトピペラジンが、１つの側鎖および保護基を有するジケトピペラジ
ンを産生するために反応される。保護基および他の側鎖とのカップリングの除去は、酸性
、塩基性、および両性イオン性側鎖の混合物で非対称的に置換されたジケトピペラジンを
生じる。
【００６３】
　ｐＨに対してこの反応を示す他の材料は、ジケトピペラジン環のアミド環窒素を官能化
することにより得られ得る。
【００６４】
　（Ｃ．輸送エンハンサー）
　好ましい実施形態において、活性因子は、膜を横切る因子の輸送を容易にするために、
分解性でありかつ標的生体膜との水素結合を形成可能な輸送エンハンサーと複合体化され
る。輸送エンハンサーはまた、荷電する場合、その荷電をマスクし、そして膜を横切る因
子の輸送を容易にするために、活性因子との水素結合を形成することが可能である。好ま
しい輸送エンハンサーは、ジケトピペラジンである。
【００６５】
　輸送エンハンサーは、好ましくは、生物分解性であり、そして活性因子の一様（ｌｉｎ
ｅａｒ）放出、パルス放出またはバルク放出を提供し得る。輸送エンハンサーは、天然ま
たは合成ポリマーであり得、そして化学基（アルキル（ａｌｋｙｌｙ）、アルキレン、ヒ
ドロキシル化、酸化、および当業者により慣用的に作製される他の改変を含む）の置換ま
たは付加を介して改変され得る。
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【００６６】
　好ましい輸送エンハンサーは、フマリルジケトピペラジンである。輸送エンハンサーと
して有用であり得る他のジケトピペラジンは上記に記載される。
【００６７】
　ほとんどのタンパク質およびペプチドと同様に、インスリンは、荷電分子であり、これ
は、荷電した生体膜を横切るその能力を妨げる。インスリンがフマリルジケトピペラジン
に水素結合する場合、ペプチドの荷電はマスクされ、それにより膜（例えば、粘膜）を横
切り、そして血液中へのインスリンの通過を容易にするかまたは増強することが見出され
ている。
【００６８】
　（ＩＩ．方法）
　（Ａ．カプセル化）
　１つの実施形態において、活性因子は、重炭酸または他の塩基性溶液中で酸性側鎖を有
するジケトピペラジンを溶解し、溶液または懸濁液中の活性因子を添加し、次いで酸（例
えば、１Ｍクエン酸）を添加することにより微粒子を沈殿させることによって、微粒子内
にカプセル化される。
【００６９】
　別の実施形態において、活性因子は、酸性溶液（例えば、１Ｍクエン酸）中に塩基性側
鎖を有するジケトピペラジンを溶解し、溶液または懸濁液中の活性因子を添加し、次いで
重炭酸または別の塩基性溶液を添加することにより微粒子を沈殿させることによって、微
粒子内にカプセル化される。
【００７０】
　なお別の実施形態において、活性因子は、酸性または塩基性溶液中に酸性側鎖および塩
基性側鎖の両方を有するジケトピペラジンを溶解し、カプセル化される活性因子を溶液ま
たは懸濁液に添加し、次いで、その溶液を中和することにより微粒子を沈殿させることに
より、微粒子内にカプセル化される。
【００７１】
　微粒子は、乾燥状態で貯蔵され得、そして患者への投与のために懸濁され得る。第１の
実施形態において、再構築された微粒子は、酸性媒体中でその安定性を維持し、そして媒
体が６と１４との間の範囲で生理学的ｐＨに近づくにつれて、解離する。第２の実施形態
において、懸濁された微粒子は、塩基性媒体において安定性を維持し、そして０と６との
間のｐＨで解離する。第３の実施形態において、再構築された微粒子は、酸性または塩基
性媒体中でその安定性を維持し、そして媒体が６と８との間の範囲で生理学的ｐＨに近づ
くにつれて、解離する。
【００７２】
　不純物は、代表的に、微粒子が沈殿する場合、除去される。しかし、不純物はまた、不
純物を溶解するために粒子を洗浄することにより除去され得る。好ましい洗浄溶液は、水
または水性緩衝液である。水以外の溶媒もまた、水に可溶性でない不純物を除去するため
に、ミクロスフェアを洗浄するか、またはジケトピペラジンを沈殿するために使用され得
る。カーゴ（ｃａｒｇｏ）またはフマリル（ｆｕｍａｒｙｌ）ジケトピペラジンがいずれ
も可溶性でない任意の溶媒が、適切である。例としては、酢酸、エタノール、およびトル
エンが挙げられる。
【００７３】
　代替の実施形態において、ジケトピペラジンの微粒子は、懸濁液（代表的には、水性懸
濁液）において調製かつ提供され、次いでこれに、活性因子の溶液が添加される。次いで
、懸濁液は、活性因子のコーティングを有するジケトピペラジン微粒子を生成するために
、凍結乾燥するかまたはフリーズドライされる。好ましい実施形態において、活性因子は
、六量体形態のインスリンである。次いで、亜鉛イオンは、適切な溶媒を用いて微粒子を
洗浄することにより除去され得る。
【００７４】
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　本明細書中に使用される場合、ジケトピペラジン中の／ジケトピペラジンを含有する、
活性因子に関して、用語「トラップされる」は、ジケトピペラジンの微粒子上への活性因
子のコーティングを含む。
【００７５】
　ジケトピペラジン微粒子は、亜鉛より高いインスリンに対する親和性を有することが見
出された。インスリンは、フマリルジケトピペラジンの指定された格子状アレイ内に安定
化されることが見出された。この場合、亜鉛イオンの十分な欠乏において、インスリンは
、その六量体の状態とは対照的に、主に二量体または単量体である。従って、インスリン
は、その単量体状態に、より容易に解離し、これは、インスリンがその生物学的活性を発
揮する状態である。
【００７６】
　他の複合体化薬剤が、ジケトピペラジンの代わりに用いられ得る。他の代表的な複合体
化薬剤としては、血清アルブミンおよび他のタンパク質、アルギニン酸、抗体、シクロデ
キストリン、リン脂質、およびレシチンが挙げられる。例えば、亜鉛が混入したインスリ
ンは、ウシ血清アルブミンと複合体化され得る。この複合体は、１，０００ダルトン未満
の分子量カットオフを有する管（ｔｕｂｉｎｇ）において透析除去され、亜鉛を分離かつ
除去し得る。その透析物中の存在により明らかにされるように、一旦十分な量の亜鉛が透
析されると、分散は、１０，０００ダルトン以下の分子量カットオフを有する透析管に移
される。単量体のインスリンのみが、管を介して透析液中へ通過し、任意の残存する六量
体亜鉛複合体化インスリンが残される。精製されたインスリンは、透析物からトラップさ
れる。
【００７７】
　しかし、これらの材料は、分解しやすい（ｕｎｓｔａｂｌｅ）または不安定な（ｌａｂ
ｉｌｅ）薬物の十分な安定性を提供しないかもしれない。
【００７８】
　（Ｂ．投与）
　本明細書中に記載される活性因子の組成物が、活性因子を必要とする患者に投与され得
る。組成物は、好ましくは、微粒子の形態で投与され、これは、肺投与のための乾燥粉末
形態であり得るか、または適切な薬学的キャリア（例えば、生理的食塩水）において懸濁
され得る。
【００７９】
　微粒子は、好ましくは、投与直前までずっと、乾燥または凍結乾燥形態で貯蔵される。
次いで、この微粒子は、乾燥粉末として、例えば、吸入法（例えば、当該分野で公知の乾
燥粉末吸入器を使用）により直接投与され得る。あるいは、この微粒子は、例えば、エー
ロゾルとしての投与のための水溶液として、十分な量の薬学的キャリア中に懸濁され得る
。
【００８０】
　微粒子はまた、経口、皮下、および静脈内経路を介して投与され得る。
【００８１】
　この組成物は、任意の標的化された生体膜（好ましくは、患者の粘膜）に投与され得る
。好ましい実施形態において、患者は、ＩＩ型糖尿病に罹患しているヒトである。好まし
い実施形態において、この組成物は、生物学的に活性な形態のインスリンを患者に送達し
、これは、食べることへの正常な応答を刺激する血清インスリン濃度の急上昇を提供する
。
【００８２】
　好ましい実施形態において、六量体のインスリンが、フマリルジケトピペラジン中にト
ラップされ、フマリルジケトピペラジンにおいて単量体のインスリンの固体沈殿物を形成
し、次いでこれは、遊離亜鉛を除去するために、水溶液を用いて洗浄される。この処方物
は、皮下注射後のインスリンの取り込みの速度の２．５倍の速度で、肺投与後の血液の取
り込みを示し、ここで血液レベルのピークは、投与後７．５分と１０分との間で生じた。
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【００８３】
　送達される薬物の負荷の範囲は、送達される薬物の形態および大きさ、ならびに標的組
織に依存して、代表的に、約０．０１％と９０％との間である。ジケトピペラジンを使用
する、好ましい実施形態においては、好ましい範囲は、薬物の重量の０．１％～５０％の
負荷である。適切な投薬は、例えば、組み込まれた／カプセル化された因子の量、微粒子
からの因子の放出の速度、および好ましい実施形態においては、患者の血中グルコースレ
ベルによって決定され得る。
【００８４】
　１つの好ましい適用は、高インスリン血症の処置における適用である。好ましい実施形
態において、活性因子がグルカゴンである組成物の微粒子が、連続的な皮下注入によって
投与され得る。グルカゴンは、非常に不安定なペプチドであるが、例えば、ジケトピペラ
ジンの粒子中で安定化され得る。安定化されたグルカゴン／ジケトピペラジン微粒子は、
グルカゴンをジケトピペラジン（これが、グルカゴンに水素結合する）の溶液に添加する
ことによって、作製され得、そしてこの溶液を、例えば食品酸（ｆｏｏｄ　ａｃｉｄ）の
添加によって酸性化する場合に、ジケトピペラジンとグルカゴンとの両方が自己集合して
、例えば約２μｍの平均粒子サイズを有する均一なミクロスフェアを形成する。このプロ
セスにおいて、約９５％のグルカゴンが溶液から引き抜かれ、そしてジケトピペラジン微
粒子内に等しく分配される。これらの粒子は、容易に懸濁され得、そして標準的な注入ポ
ンプを用いて皮下に注入され得る。次いで、グルカゴン／ジケトピペラジン粒子は、皮下
流体のほぼ中性のｐＨの環境と接触されて、ここでこれらの粒子は溶解し、これによって
グルカゴンをその薬理学的に活性な状態で放出する。
【００８５】
　本明細書中に記載される組成物および方法を、以下の非限定的な実施例によってさらに
記載する。
【００８６】
　（実施例１：Ｕ．Ｓ．Ｐ．注射可能インスリンからの亜鉛の除去）
　フマリルジケトピペラジンにトラップされたインスリンを分析して、亜鉛がトラッププ
ロセスの間に除去されたか否かを評価した。出発物質として使用したインスリンは、注射
可能なインスリンについてのＵ．Ｓ．Ｐ．標準に適合し、そして分析の証明書によれば、
このインスリンは、かなりの量の亜鉛（すなわち、０．４１％）を含有した。次いで、こ
のインスリンをフマリルジケトピペラジンにトラップして、固体のフマリルジケトピペラ
ジン／インスリン混合物を、上記のように形成した。
【００８７】
　フマリルジケトピペラジンへのインスリンのトラップに続いて、この量の亜鉛は、理論
的には、ニートなインスリンにおいて存在する場合と同じ割合で存在するはずである。分
析値の証明書を使用して、フマリルジケトピペラジン／インスリンの固体収率での１グラ
ムあたり６９７ｐｐｍの亜鉛を見出すと予測されることを、計算した。驚くべきことに、
固体のフマリルジケトピペラジン／インスリンに存在する亜鉛の量は、ほんの６ｐｐｍで
あると測定された。「失われた」亜鉛は、恐らく、インスリン／フマリルジケトピペラジ
ン沈殿を洗浄するために使用した水とともに排除された。
【００８８】
　（実施例２：ジケトピペラジン肺処方物中のインスリンのバイオアベイラビリティ）
　（被験体および方法）
　本研究は、Ｈｅｉｎｒｉｃｈ－Ｈｅｉｎｅ－Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｄｕｓｓｅｌｄｏ
ｒｆの倫理的再検討委員会により再検討および認証されて、局所的規約（Ｄｅｃｌａｒａ
ｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｈｅｌｓｉｎｋｉ）およびＧｏｏｄ　Ｃｌｉｎｉｃａｌ　Ｐｒａｃｔｉ
ｃｅの規則に従って実施された。
【００８９】
　本研究を、５人の健全な雄性の有志において実施した。包括基準は、理学的検査により
判断された場合の良好な健康、年齢：１８～４０歳、ボディマス指数：１８～２６ｋｇ／
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ｍ２、コンピュータ補助肺活量測定により測定した、ピーク呼気流に達する能力４Ｉ／秒
、および８０％以上の正常と予測されたＦＥＶ１（ＦＥＶ１＝１秒間の強制呼気量）であ
った。排除基準は、真性糖尿病１型または２型、ヒトインスリン抗体の有病率、試験投薬
または類似の化学構造を有する薬物に対する過敏症の履歴、アレルギーの履歴または重篤
度または多発性、試験開始前の最後の３箇月間の何らかの他の調査因子での処置、進行性
致死疾患、薬物またはアルコールの乱用の履歴、他の薬物での現在の薬物治療、顕著な心
臓血管疾患、呼吸器疾患、胃腸疾患、肝疾患、腎疾患、神経学的疾患、精神医学的疾患、
および／または血液学的疾患の履歴、進行中の気道感染、あるいはタバコまたはニコチン
の使用の証拠または履歴を有する喫煙者であると規定される患者であった。
【００９０】
　（研究の実施）
　試験日の朝（７：３０ａ．ｍ．）に、被験体（夜中以降水以外絶食）が病院に来た。こ
れらの被験体は、各処置日の前２４時間にわたって、過度の運動およびアルコールの摂取
を制限された。これらの被験体を、３つの処置上腕のうちの１つに無作為に割り当てた。
これらの被験体に、レギュラーヒトインスリンの一定の静脈内注入を与えた。血清インス
リン濃度が時点０の前２時間にわたって１０～１５Ｕ／ｍｌで確立されるように、この注
入を０．１５ｍＵ分－１ｋｇ－１に維持した。この低用量注入を試験の間中続けて、内因
性インスリン分泌を抑制した。血中グルコースを、グルコース制御した注入システム（Ｂ
ＩＯＳＴＡＴＯＲＴＭ）によって、グルコースクランプ（ｇｌｕｃｏｓｅ　ｃｌａｍｐ）
の間、９０ｍｇ／ｄｌのレベルに一定に維持した。このグルコースクランプアルゴリズム
は、実際に測定した血中グルコース濃度、および血中グルコース濃度を一定に維持するた
めのグルコース注入速度を計算する前の数分間の可変性の等級に基づいた。インスリン適
用（５Ｕ　ｉ．ｖ．注射もしくは１０Ｕ　ｓ．ｃ．注射、または市販の吸入デバイス（Ｂ
ｏｅｈｒｉｎｇｅｒ　Ｉｎｇｅｌｈｅｉｍ）で適用される１つのカプセルあたり３回の深
呼吸吸入（各５０Ｕのカプセル２個））は、時点０の直前に完了しなければならなかった
。クランプ実験の持続時間は、時点０から６時間であった。グルコース注入速度、血中グ
ルコース、血清インスリン、およびＣ－ペプチドを測定した。
【００９１】
　（生体効力およびバイオアベイラビリティ）
　生体効力を決定するために、グルコース注入速度の曲線の下の面積を、投与後最初の３
時間（ＡＵＣ０－１８０）および投与後６時間の全観察期間（ＡＵＣ０－３６０）に対し
て計算し、そして適用したインスリンの量と相関付けた。バイオアベイラビリティを決定
するために、インスリン濃度の曲線の下の面積を、投与後最初の３時間（ＡＵＣ０－１８

０）および投与後６時間の全観察期間（ＡＵＣ０－３６０）に対して計算し、そして適用
したインスリンの量と相関付けた。
【００９２】
　このクランプ研究において、１００ＵのＴＥＣＨＮＯＳＰＨＥＲＥＴＭ／インスリンの
吸入は、十分に耐性があり、そして達成された血清インスリン濃度から計算した場合に、
最初の３時間について、２５．８％の相対バイオアベイラビリティで、かなりの血中グル
コース低下効果を有することが実証された。ＴＥＣＨＮＯＳＰＨＥＲＥＴＭは、特定のｐ
Ｈ（代表的には低ｐＨ）において規則的な格子アレイに自己集合する、ジケトピペラジン
から形成される微粒子（本明細書中でミクロスフェアとも呼ばれる）である。これらは代
表的に、約１μｍと約５μｍとの間の平均直径を有するよう生成される。
【００９３】
　（結果）
　薬物速度論結果を図１および２、ならびに表１に示す。
【００９４】
　（効力の結果）
　１００ＵのＴＥＣＨＮＯＳＰＨＥＲＥＴＭ／インスリンの吸入（１００Ｕの吸入）は、
１３分後（静脈内（ｉ．ｖ．）（５Ｕ）：５分、皮下（ｓ．ｃ．）（１０Ｕ）：１２１分
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）のインスリン濃度のピーク、および１８０分後（ｉ．ｖ．：６０分，ｓ．ｃ．３６０分
）のベースラインへのインスリンレベルの戻りを明らかにした。グルコース注入速度によ
り測定した場合の生物学的作用は、３９分後（ｉ．ｖ．１４分、ｓ．ｃ．：１６３分）に
ピークとなり、そして３６０分（ｉ．ｖ．：２４０分、ｓ．ｃ．：＞３６０分）より長く
持続した。絶対的なバイオアベイラビリティ（ｉ．ｖ．適用との比較）は、最初の３時間
については１４．６±５．１％であり、そして最初の６時間については１５．５±５．６
％であった。相対的なバイオアベイラビリティ（ｓ．ｃ．適用との比較）は、最初の３時
間については２５．８±１１．７％であり、そして最初の６時間については１６．４±７
．９％であった。
【００９５】
【表１】

【００９６】
　（安全性の結果）
　ＴＥＣＨＮＯＳＰＨＥＲＥＴＭ／インスリンは、全ての患者において安全であることが
示された。１人の患者は、呼吸系の変質のいかなるさらなる症状も徴候もなしに、吸入の
間咳をしていた。
【００９７】
　（結論）
　１００ＵのＴＥＣＨＮＯＳＰＨＥＲＥＴＭ／インスリンの吸入は、十分に耐性があり、
そして達成された血清インスリン濃度から計算した場合に、最初の３時間について、２５
．８％の相対バイオアベイラビリティで、かなりの血中グルコース低下効果を有すること
が実証された。
【００９８】
　（要約）
　本研究において、ＴＥＣＨＮＯＳＰＨＥＲＥＴＭ／インスリン（実施例１の処方物）の
吸入は、健全なヒト被験体において、インスリン濃度の迅速なピーク（Ｔｍａｘ：１３分
）および作用の迅速な開始（Ｔｍａｘ：３９分）を有する時間－作用プロフィール、なら
びに６時間より長きにわたる持続した作用を有することが実証された。１００ＵのＴＥＣ
ＨＮＯＳＰＨＥＲＥＴＭ／インスリンの吸入の後に測定した全代謝効果は、１０Ｕのイン
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スリンの皮下注射の後より大きかった。ＴＥＣＨＮＯＳＰＨＥＲＥＴＭ／インスリンの相
対生体効力は、１９．０％であると計算され、一方で相対バイオアベイラビリティは、最
初の３時間において、２５．８％であると決定された。
【００９９】
　これらのデータはまた、ＴＥＣＨＮＯＳＰＨＥＲＥＴＭ／インスリンの吸入が、ｓ．ｃ
．インスリン注射の作用の開始（これは、ｉ．ｖ．インスリン注射の作用の開始に近かっ
た）よりずっと迅速な作用の開始を生じ、一方でＴＥＣＨＮＯＳＰＨＥＲＥＴＭ／インス
リンの作用の持続時間が、ｓ．ｃ．インスリン注射の作用の持続時間に匹敵したことを示
す。
【０１００】
　薬物は十分に耐性であり、そして重篤な不利な事象は、全試行の間に報告されなかった
。
【０１０１】
　（実施例３：専有ペプチドからの不純物の除去）
　不純物を含む専有ペプチドを、フマリルジケトピペラジンにトラップし、ペプチド／フ
マリルジケトピペラジン沈殿物を形成した。この沈殿物を水で洗浄して、不純物を除去し
た。このペプチドは、かなり不安定であり、そしてフマリルジケトピペラジンへのこのペ
プチドのトラップは、その安定性を、乾燥粉末と注射用水性懸濁液との両方として、顕著
に改善する。
【０１０２】
　（実施例４：安定化されたグルカゴン処方物）
　（処方物）
　グルカゴンを、滅菌条件下で、酸性溶液中でフマリルジケトピペラジン（３，６－ビス
［Ｎ－フマリル－Ｎ－（ｎ－ブチル）アミノ］－２，５－ジケトピペラジン）と沈殿させ
ることによって、安定化複合体に処方した。この複合体を洗浄し、そして凍結乾燥して、
ジケトピペラジン／グルカゴン（本明細書中以下で「ＴＧ」と称する）の滅菌乾燥粉末処
方物を得た。これは、所望の処方パラメータに依存して、１．２～８．２重量％のグルカ
ゴンを含有する（外科医が容量を一定に保ちながら用量を増加させることを可能にする）
。このＴＧ粉末を、ＭｉｎｉＭｅｄ５０７Ｃ注入ポンプでの皮下送達に適した適切な媒体
中に懸濁させた。
【０１０３】
　（安定性プロトコル）
　グルカゴンおよびＴＧを、注入媒体中に懸濁させ、そして１５０時間までの種々の時間
にわたって、水浴中４０℃でインキュベートした。
【０１０４】
　（グルカゴンのＨＰＬＣ分析）
　グルカゴン分析についてのＵＳＰ法の適応を使用した。Ｗａｔｅｒｓ　Ｓｙｍｍｅｔｒ
ｙ　Ｓｈｉｅｌｄ　ＲＰ８カラム（５μｍ、３．９×１５０ｍｍ）およびガードＲＰ８カ
ラム（５μｍ、３．９×２０ｍｍ）を、１ｍＬ／分の流速および２１４ｎｍの検出波長で
使用した。以下の移動相からなる傾斜法：Ａ：ＨＰＬＣ等級の水１リットルあたり９．８
ｇ　ＮａＨ２ＰＯ４（０．０８１６Ｍ）および１７０ｍｇ　Ｌ－システイン（１．４ｍＭ
）、リン酸でｐＨを２．６に調整；ならびにＢ：アセトニトリル。グルカゴン溶液を、必
要に応じて水で希釈し、そして注入した。ＴＧサンプルを、１／１０の容量の１Ｍ　Ｔｒ
ｉｓ（ｐＨ１０．０）をサンプルに添加してフマリルジケトピペラジンを可溶化させるこ
とによって、調製した。
【０１０５】
　（ラット研究プロトコル）
　Ｓｐｒａｇｕｅ　Ｄａｗｌｅｙラット２００～２５０ｇを一晩絶食させ、そして適切な
媒体中のグルカゴンまたはＴＧ（０．７５ｍｇ／ｋｇ）を皮下注射して、これらのラット
を２５℃で０時間、２４時間、または４８時間保持した。血液サンプルを、投薬後－１０
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分、－５分、０分、５分、１０分、１５分、２０分、３０分、４５分、および６０分にお
いて採取し、そして血中グルコースについて分析した（ＨｅｍＣｕｅ　Ｂ－グルコース分
析器、Ｈｅｍｏｃｕｅ　ＡＢ、Ａｎｇｅｌｈｏｌｍ　Ｓｗｅｄｅｎ）。平均ベースライン
（投薬前測定値）を決定し、そして引き続くデータから減算して、時間に対してプロット
した。これを行うことによって、有意には分解しないようであるＴＧ処方物が、適切な薬
理学的活性を示すことを保証した。
【０１０６】
　（結果）
　４０℃でのインキュベーションに続いて、ＨＰＬＣ分析は、グルカゴン調製物における
切断生成物の増加を示した。対照的に、ＴＧは、１つのみの小さな分解ピーク（ＲＴ＝６
）を有する。この分解ピークは、グルカゴンのわずかに活性が低い酸化形態に相関する。
ジケトピペラジンなし（すなわち、ＴＥＣＨＮＯＳＰＨＥＲＥＴＭなし）でのグルカゴン
は、多くの分解ピークを有し、これらのピークのうちのいくつかは、増強された効果に寄
与し、そして他のものは、グルカゴンの効力を減少させた。
【０１０７】
　ＴＧの滅菌凍結乾燥粉末を、凍結した状態で病院に移送し、ここで、滅菌媒体中に再懸
濁させた。この材料は、良好に再懸濁し、そして各バイアルを、７２時間にわたって連続
的に注入した。
【０１０８】
　（結論）
　グルカゴンの標準的な調製物は、連続的な皮下注入による血中グルコースの調節のため
には、適切ではない。可変の量の脱アミド形態および加水分解形態を含有するような調製
物の投与は、高度に可変の血中グルコースレベルを生じた。安定化したＴＥＣＨＮＯＳＰ
ＨＥＲＥＳＴＭ／グルカゴンの懸濁液は、凝集せず、そして臨床的に不適切な量の切断生
成物を含有する。ＴＧ自体は、高インスリン血症のための治療として使用され得、そして
使用されてきた。そして経時的に皮下投与される場合に、一貫した上昇したグルコースレ
ベルを提供する。
１．活性因子を精製する方法であって、以下
　除去されるべき不純物を含む活性因子を提供する工程；ジケトピペラジンにおいて該活
性因子をトラップして、混合物を形成する工程；および、該混合物から全ての該不純物を
本質的に除去する工程、を包含する、方法；
２．前記活性因子が、ペプチドまたはタンパク質である、１に記載の方法；
３．前記ペプチドまたはタンパク質が、インスリン、サケカルシトニン、副甲状腺ホルモ
ン１－３４、オクトレオチド、ロイプロリド、およびＲＳＶペプチドからなる群より選択
される、２に記載の方法；
４．前記活性因子がインスリンである、３に記載の方法；
５．前記不純物が多価イオンである、１に記載の方法；
６．工程（ａ）の活性因子がインスリン複合体であり、そして前記不純物が亜鉛イオンで
ある、４に記載の方法；
７．前記複合体が六量体のインスリンである、６に記載の方法；
８．前記ジケトピペラジンがフマリルジケトピペラジンである、１～７のいずれか一つに
記載の方法；
９．１～８のいずれか一つに記載の方法であって、前記活性因子が、以下、
　前記ジケトピペラジンの溶液を作製する工程、該活性因子の溶液または懸濁液を作製す
る工程、該ジケトピペラジン溶液を、該活性因子の溶液または懸濁液と組み合わせる工程
、および、該活性因子が分散される該ジケトピペラジンの微粒子を沈殿させ、それにより
該混合物を形成する工程、を包含するプロセスによりトラップされる、方法；
１０．前記微粒子を前記不純物についての水溶液を用いて洗浄する工程をさらに包含する
、９に記載の方法；
１１．ジケトピペラジン中で安定化されるペプチドを含む、患者へのペプチドの投与のた
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１２．前記ペプチドが二量体または単量体のインスリンである、１１に記載の組成物；
１３．前記ペプチドがグルカゴンである、１１に記載の組成物；
１４．前記ジケトピペラジンがフマリルジケトピペラジンである、１１～１３のいずれか
一つに記載の組成物；
１５．亜鉛イオンを実質的に含まない、１２に記載の組成物；
１６．前記ペプチドが、前記ジケトピペラジン内で分散されるか、または該ジケトピペラ
ジンの微粒子上にコーティングされる、１１～１５のいずれか一つに記載の組成物；
１７．前記微粒子が乾燥粉末の形態で提供される、１６に記載の組成物；
１８．前記微粒子が薬学的に受容可能なキャリア中の水性懸濁物として提供される、１６
に記載の組成物；
１９．肺投与に適切な形態である、１１、１５、または１７のいずれか一つに記載の組成
物；
２０．１～１０のいずれかの方法により作製される、１１に記載の組成物；
２１．活性因子を必要とするヒトの粘膜に活性因子を投与する方法であって、該方法は以
下：
　組成物を該粘膜に投与する工程であって、該組成物は以下：
　（ｉ）該活性因子および（ｉｉ）有効量の輸送エンハンサーから形成される微粒子を含
み、もしあれば、該因子の荷電をマスクすることにより、該粘膜に該輸送エンハンサーを
水素結合することによるか、またはそれらの組み合わせにより、該粘膜を横切る該活性因
子の輸送を容易にする、工程、を包含する、方法；
２２．前記活性因子が荷電分子である、２１に記載の方法；
２３．前記活性因子がインスリンである、２２に記載の方法；
２４．前記輸送エンハンサーが前記活性因子の荷電をマスクするために該活性因子と水素
結合を形成する、２１に記載の方法；
２５．前記輸送エンハンサーがフマリルジケトピペラジンである、２１に記載の方法；
２６．前記組成物が吸入を介して肺に送達される、２１～２５のいずれか一つに記載の方
法；
２７．インスリンを必要とする患者にインスリンを送達するための方法であって、以下、
　単量体のインスリンがカプセル化されるジケトピペラジンの微粒子を含む組成物におけ
る有効量のインスリンを該患者に投与する工程、を包含する、方法；
２８．前記ジケトピペラジンがフマリルジケトピペラジンである、２７に記載の方法；
　２９．前記組成物が吸入を介して前記肺に投与される乾燥粉末形態である、２８に記載
の方法；
３０．前記患者がＩＩ型糖尿病である、２７～２９のいずれか一つに記載の方法；
３１．前記組成物が前記患者が食事を食すると同時か、またはその前の約２０分未満に投
与される、３０に記載の方法；
３２．前記組成物が１以上の単位用量のインスリンで提供され、各用量が約６ＩＵのイン
スリンと等しい、２７～３１のいずれか一つに記載の方法。
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