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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下の構造：
【化１００】

を有するアミノ脂質またはその塩。
【請求項２】
　請求項１に記載のアミノ脂質またはその塩を含む、脂質粒子。
【請求項３】
　中性脂質および粒子凝集を低減することができるコンジュゲート脂質をさらに含む、請
求項２に記載の脂質粒子。
【請求項４】
　さらに治療剤を含む、請求項２または３に記載の脂質粒子。
【請求項５】
　前記治療剤は核酸である、請求項４に記載の脂質粒子。
【請求項６】
　前記核酸はプラスミドであるか、または免疫賦活性オリゴヌクレオチドである、請求項
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５に記載の脂質粒子。
【請求項７】
　前記核酸が、ｓｉＲＮＡ、マイクロＲＮＡ、アンチセンスオリゴヌクレオチド、および
リボザイムからなる群から選択される、請求項５に記載の脂質粒子。
【請求項８】
　前記核酸はｓｉＲＮＡである、請求項７に記載の脂質粒子。
【請求項９】
　請求項２から８のいずれか一項に記載の脂質粒子、および薬学的に許容される賦形剤、
担体、または希釈剤を含む医薬組成物。
【請求項１０】
　細胞によるポリペプチドの発現を調節するｉｎ　ｖｉｔｒｏの方法であって、請求項２
から８のいずれか一項に記載の脂質粒子を細胞に供給する工程を含む、方法。
【請求項１１】
　細胞によるポリペプチドの発現を調節するｉｎ　ｖｉｔｒｏの方法であって、請求項４
に記載の脂質粒子を細胞に提供する工程を含み、前記治療剤が、ｓｉＲＮＡ、マイクロＲ
ＮＡ、アンチセンスオリゴヌクレオチド、およびｓｉＲＮＡ、マイクロＲＮＡ、またはア
ンチセンスオリゴヌクレオチドを発現することができるプラスミドから選択され、前記ｓ
ｉＲＮＡ、マイクロＲＮＡ、またはアンチセンスＲＮＡが、前記ポリペプチドをコードす
るポリヌクレオチドに特異的に結合するポリヌクレオチド、またはその相補体を含み、そ
の結果、前記ポリペプチドの発現が低減される、方法。
【請求項１２】
　細胞によるポリペプチドの発現を調節するｉｎ　ｖｉｔｒｏの方法であって、請求項４
に記載の脂質粒子を細胞に提供する工程を含み、前記治療剤は、前記ポリペプチドまたは
その機能性改変体もしくは断片をコードするプラスミドであり、その結果、前記ポリペプ
チドまたは前記その機能性改変体もしくは断片の発現が増大する、方法。
【請求項１３】
　被験体におけるポリペプチドの過剰発現を特徴とする疾患または障害を治療する方法に
おいて使用するための請求項４に記載の脂質粒子および薬学的に許容される賦形剤、担体
、または希釈剤を含む医薬組成物であって、前記方法は、前記医薬組成物を前記被験体に
提供する工程を含み、前記治療剤が、ｓｉＲＮＡ、マイクロＲＮＡ、アンチセンスオリゴ
ヌクレオチド、およびｓｉＲＮＡ、マイクロＲＮＡ、またはアンチセンスオリゴヌクレオ
チドを発現することができるプラスミドから選択され、前記ｓｉＲＮＡ、マイクロＲＮＡ
、またはアンチセンスＲＮＡが、前記ポリペプチドをコードするポリヌクレオチドに特異
的に結合するポリヌクレオチド、またはその相補体を含む、医薬組成物。
【請求項１４】
　被験体におけるポリペプチドの過小発現を特徴とする疾患または障害を治療する方法に
おいて使用するための請求項４に記載の脂質粒子および薬学的に許容される賦形剤、担体
、または希釈剤を含む医薬組成物であって、前記治療剤が、前記ポリペプチドまたはその
機能性改変体もしくは断片をコードするプラスミドである、医薬組成物。
【請求項１５】
　被験体における免疫応答を誘導する方法において使用するための請求項４に記載の脂質
粒子および薬学的に許容される賦形剤、担体、または希釈剤を含む医薬組成物であって、
前記治療剤が免疫賦活性オリゴヌクレオチドである、医薬組成物。
【請求項１６】
　前記医薬組成物が、ワクチンまたは抗原と併用して前記被験体に提供される、請求項１
５に記載の使用のための医薬組成物。
【請求項１７】
　請求項４～６のいずれか一項に記載の脂質粒子、および疾患または病原体に関連する抗
原を含むワクチン。
【請求項１８】
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　前記抗原が腫瘍抗原である、請求項１７に記載のワクチン。
【請求項１９】
　前記抗原が、ウイルス抗原、細菌性抗原、または寄生生物抗原である、請求項１７に記
載のワクチン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願への相互参照
　本出願は、米国特許法の、２００８年１０月９日出願の米国仮特許出願第６１／１０４
，２１９号；２００８年１０月９日出願の米国仮特許出願第６１／１０４，２１２号；お
よび２００９年６月２６日出願の米国仮特許出願第６１／２２０，６６６号における利益
を主張し、これら（３つ）の仮出願は、その全体が本明細書中において参考として援用さ
れる。
【０００２】
　配列表に関する陳述
　本願に関連する配列表は、紙での写しの代わりにテキスト形式で提供されており、参照
により本明細書に組み込まれている。この配列表を含んでいるテキストファイルの名称は
、４８０２０８＿４６１ＰＣ＿ＳＥＱＵＥＮＣＥ＿ＬＩＳＴＩＮＧ．ｔｘｔである。この
テキストファイルは９ＫＢであり、２００９年１０月９日に作られたものであり、ＥＦＳ
－Ｗｅｂを介して電子的に提出されている。
【０００３】
　本発明は、脂質粒子を使用する治療剤送達の分野に関する。特に、本発明は、ｉｎ　ｖ
ｉｖｏでの治療用途に適した核酸、ならびに核酸－脂質粒子組成物のｉｎ　ｖｉｖｏ送達
に有利である、カチオン性脂質ならびにこれらの脂質を含む脂質粒子を提供する。さらに
、本発明は、これらの組成物を製造する方法、ならびに例えば、様々な病状を治療するた
めに、これらの組成物を使用して細胞内に核酸を導入する方法を提供する。
【背景技術】
【０００４】
　治療用核酸として、例えば、低分子干渉ＲＮＡ（ｓｉＲＮＡ）、マイクロＲＮＡ（ｍｉ
ＲＮＡ）、アンチセンスオリゴヌクレオチド、リボザイム、プラスミド、および免疫刺激
核酸が挙げられる。これらの核酸は、様々な機構を介して作用する。ｓｉＲＮＡまたはｍ
ｉＲＮＡの場合では、これらの核酸は、ＲＮＡ干渉（ＲＮＡｉ）と呼ばれるプロセスを通
じて、特定のタンパク質の細胞内濃度を下方制御することができる。細胞の細胞質にｓｉ
ＲＮＡまたはｍｉＲＮＡを導入した後、これらの二本鎖ＲＮＡ構築物は、ＲＩＳＣと呼ば
れるタンパク質に結合することができる。ｓｉＲＮＡまたはｍｉＲＮＡのセンス鎖は、Ｒ
ＩＳＣ複合体から置き換えられて、結合したｓｉＲＮＡまたはｍｉＲＮＡの配列と相補性
の配列を有するｍＲＮＡを認識し、結合することができるＲＩＳＣ内の鋳型を提供する。
相補性ｍＲＮＡを結合させると、ＲＩＳＣ複合体は、ｍＲＮＡを切断し、切断された鎖を
解放する。ＲＮＡｉは、タンパク質合成をコードする対応するｍＲＮＡの特異的な破壊を
標的にすることによって、特定のタンパク質を下方制御することができる。
【０００５】
　ｓｉＲＮＡおよびｍｉＲＮＡ構築物は、標的タンパク質に対して向けられた任意のヌク
レオチド配列を用いて合成することができるので、ＲＮＡｉの治療用途は極度に広い。こ
れまで、ｓｉＲＮＡ構築物は、ｉｎ　ｖｉｔｒｏおよびｉｎ　ｖｉｖｏの両モデルにおい
て、標的タンパク質を特異的に下方制御する能力を示している。さらに、ｓｉＲＮＡ構築
物は、現在、臨床試験において評価されている。
【０００６】
　しかし、現在、ｓｉＲＮＡまたはｍｉＲＮＡ構築物が直面している２つの問題は、第１
に、血漿中のヌクレアーゼ消化に対するその感受性であり、第２に、これらが遊離ｓｉＲ
ＮＡまたはｍｉＲＮＡとして全身投与されたとき、ＲＩＳＣに結合することができる細胞
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内コンパートメントへのアクセスを得る能力が限られていることである。これらの二本鎖
構築物は、分子内の化学修飾されたヌクレオチドリンカー、例えば、ホスホチオエート基
の組込みによって安定化することができる。しかし、これらの化学修飾は、ヌクレアーゼ
消化からの限られた保護のみをもたらし、構築物の活性を減少させる場合がある。ｓｉＲ
ＮＡまたはｍｉＲＮＡの細胞内送達は、担体システム、例えば、ポリマー、カチオン性リ
ポソームなどの使用によって、または構築物の化学修飾、例えば、コレステロール分子の
共有結合によって促進することができる［参考文献］。しかし、ｓｉＲＮＡおよびｍｉＲ
ＮＡ分子の効力を増大させ、化学修飾の必要性を低減または排除するために、送達システ
ムの改善が必要とされる。
【０００７】
　アンチセンスオリゴヌクレオチドおよびリボザイムも、タンパク質へのｍＲＮＡ翻訳を
阻害することができる。アンチセンス構築物の場合では、これらの一本鎖デオキシ核酸は
、標的タンパク質ｍＲＮＡの配列と相補性の配列を有し、ワトソン－クリック塩基対合に
よってｍＲＮＡに結合することができる。この結合は、標的ｍＲＮＡの翻訳を防止し、か
つ／またはｍＲＮＡ転写物のＲＮａｓｅ　Ｈ分解を引き起こす。したがって、アンチセン
スオリゴヌクレオチドは、作用の特異性（すなわち、特定の疾患関連タンパク質の下方制
御）について極めて大きい可能性を有する。これまで、これらの化合物は、炎症疾患、癌
、およびＨＩＶのモデルを含めたいくつかのｉｎ　ｖｉｔｒｏおよびｉｎ　ｖｉｖｏモデ
ルにおいて有望性を示している（Ａｇｒａｗａｌ、Ｔｒｅｎｄｓ　ｉｎ　Ｂｉｏｔｅｃｈ
．　１４巻：３７６～３８７頁（１９９６年）において概説されている）。アンチセンス
は、染色体ＤＮＡと特異的にハイブリダイズさせることによって、細胞活性に影響するこ
ともできる。いくつかのアンチセンス薬物の進展したヒト臨床評価は、現在、進行中であ
る。これらの薬物についての標的は、ｂｃｌ２およびアポリポタンパクＢ遺伝子、ならび
にｍＲＮＡ生成物が含まれる。
【０００８】
　免疫刺激核酸には、デオキシリボ核酸およびリボ核酸が含まれる。デオキシリボ核酸の
場合では、ある特定の配列またはモチーフは、哺乳動物において免疫刺激を誘発する（ｉ
ｌｌｉｃｉｔ）ことが示されている。これらの配列またはモチーフには、ＣｐＧモチーフ
、ピリミジンに富む配列およびパリンドローム（ｐａｌｉｎｄｒｏｍｉｃ）配列が含まれ
る。デオキシリボ核酸中のＣｐＧモチーフは、エンドソーム受容体、トール様受容体９（
ＴＬＲ－９）によって特異的に認識され、次いでこれは、先天免疫刺激経路および後天免
疫刺激経路の両方を引き起こすと考えられている。ある特定の免疫刺激リボ核酸配列も報
告されている。これらのＲＮＡ配列は、トール様受容体６および７（ＴＬＲ－６およびＴ
ＬＲ－７）に結合することによって、免疫活性化を引き起こすと考えられている。さらに
、二本鎖ＲＮＡも免疫刺激性であることが報告されており、ＴＬＲ－３への結合を介して
活性化すると考えられている。
【０００９】
　治療用核酸の使用に伴う１つの周知の問題は、ホスホジエステルヌクレオチド間連結の
安定性、およびこのリンカーのヌクレアーゼに対する感受性に関係する。血清中のエクソ
ヌクレアーゼおよびエンドヌクレアーゼの存在は、ホスホジエステルリンカーを有する核
酸を急速に消化し、したがって、治療用核酸は、血清の存在下または細胞内で非常に短い
半減期を有する場合がある。（Ｚｅｌｐｈａｔｉ，　Ｏ．ら、Ａｎｔｉｓｅｎｓｅ．　Ｒ
ｅｓ．　Ｄｅｖ．　３巻：３２３～３３８頁（１９９３年）；およびＴｈｉｅｒｒｙ，　
Ａ．Ｒ．ら、１４７～１６１頁、Ｇｅｎｅ　Ｒｅｇｕｌａｔｉｏｎ：Ｂｉｏｌｏｇｙ　ｏ
ｆ　Ａｎｔｉｓｅｎｓｅ　ＲＮＡ　ａｎｄ　ＤＮＡ（Ｅｒｉｃｋｓｏｎ，　ＲＰおよびＩ
ｚａｎｔ，　ＪＧ編；Ｒａｖｅｎ　Ｐｒｅｓｓ、ＮＹ（１９９２年））。現在開発されて
いる治療用核酸は、これらおよび他の公知の問題のために、天然核酸において見出される
基本的なホスホジエステル化学反応を使用しない。
【００１０】
　この問題は、血清または細胞内分解を低減する化学修飾によって部分的に克服されてい
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る。改変は、ヌクレオチド間ホスホジエステル架橋（例えば、ホスホロチオエート、メチ
ルホスホネート、またはホスホラミデート連結を使用して）、ヌクレオチド塩基（例えば
、５－プロピニル－ピリミジン）、または糖（例えば、２’－改変糖）において試験され
ている（Ｕｈｌｍａｎｎ　Ｅ．ら、Ａｎｔｉｓｅｎｓｅ：　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｍｏｄｉ
ｆｉｃａｔｉｏｎｓ．　Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　ｏｆ　Ｃａｎｃｅｒ、Ｘ巻、６４～
８１頁、Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ　Ｉｎｃ．（１９９７年））。２’－５’糖連結
を使用して安定性を改善するために他のことも試みられている（例えば、米国特許第５，
５３２，１３０号参照）。他の変更も試みられている。しかし、これらの解決策のいずれ
も、完全に十分であると証明されておらず、ｉｎ　ｖｉｖｏでの遊離治療用核酸は、依然
として限られた効力のみを有する。
【００１１】
　さらに、ｓｉＲＮＡおよびｍｉＲＮＡに関して上記したように、細胞膜を横断する、治
療用核酸の限られた能力（Ｖｌａｓｓｏｖら、Ｂｉｏｃｈｉｍ．　Ｂｉｏｐｈｙｓ．　Ａ
ｃｔａ　１１９７巻：９５～１０８２頁（１９９４年）参照）に、および全身性毒性、例
えば、補体媒介性アナフィラキシー、凝固特性の変化、および血球減少などに関連する問
題において、問題が残っている（Ｇａｌｂｒａｉｔｈら、Ａｎｔｉｓｅｎｓｅ　Ｎｕｃｌ
．　Ａｃｉｄ　Ｄｒｕｇ　Ｄｅｓ．　４巻：２０１～２０６頁（１９９４年））。
【００１２】
　効力の改善を試みるために、研究者らは、化学修飾された、または無改変の治療用核酸
を送達するための脂質をベースとした担体システムも使用した。Ｚｅｌｐｈａｔｉ，　Ｏ
およびＳｚｏｋａ，　Ｆ．　Ｃ、Ｊ．　Ｃｏｎｔｒ．　Ｒｅｌ．　４１巻：９９～１１９
頁（１９９６年）において、本著者らは、アニオン性（従来の）リポソーム、ｐＨ感受性
リポソーム、免疫リポゾーム、融合性（ｆｕｓｏｇｅｎｉｃ）リポソーム、およびカチオ
ン性脂質／アンチセンス凝集体の使用に言及している。同様に、ｓｉＲＮＡが、カチオン
性リポソームで全身投与され、これらの核酸－脂質粒子は、非ヒト霊長類を含めた哺乳動
物において、標的タンパク質の下方制御の改善をもたらすことが報告されている（Ｚｉｍ
ｍｅｒｍａｎｎら、Ｎａｔｕｒｅ　４４１巻：１１１～１１４頁（２００６年））。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１３】
【非特許文献１】Ｚｉｍｍｅｒｍａｎｎら、Ｎａｔｕｒｅ　４４１巻：１１１～１１４頁
（２００６年）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　この進展にもかかわらず、一般的な治療用途に適した核酸－脂質粒子および組成物の改
善の必要性が当技術分野において残っている。これらの組成物は、高効率で核酸をカプセ
ル化し、高い薬物：脂質比を有し、血清中での分解およびクリアランスからカプセル化さ
れた核酸を保護し、全身送達に適しており、カプセル化された核酸の細胞内送達をもたら
すことが好ましい。さらに、これらの核酸－脂質粒子は、耐容性がよく、適切な治療指数
をもたらすべきであり、その結果、有効用量の核酸での患者の治療が、患者への著しい毒
性および／またはリスクを伴うべきでない。本発明は、疾患の治療用を含めた、そのよう
な組成物、この組成物を製造する方法、および核酸を細胞内に導入するためのこの組成物
の使用方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明は、新規なアミノ脂質、ならびにそれを含む脂質粒子を提供する。この脂質粒子
は、活性薬剤をさらに含んでよく、本発明の関連方法に従って使用して、活性薬剤を細胞
に送達することができる。
【００１６】



(6) JP 6077509 B2 2017.2.8

10

20

30

40

50

　一実施形態では、本発明は、次の構造（Ｉ）：
【００１７】
【化１】

を有するアミノ脂質またはその塩を包含する。式中、
Ｒ１およびＲ２は、同じか異なるもののいずれかであり、独立に、任意選択で置換されて
いるＣ１２～Ｃ２４アルキル、任意選択で置換されているＣ１２～Ｃ２４アルケニル、任
意選択で置換されているＣ１２～Ｃ２４アルキニル、または任意選択で置換されているＣ

１２～Ｃ２４アシルであり、
Ｒ３およびＲ４は、同じか異なるもののいずれかであり、独立に、任意選択で置換されて
いるＣ１～Ｃ６アルキル、任意選択で置換されているＣ１～Ｃ６アルケニル、または任意
選択で置換されているＣ１～Ｃ６アルキニルであるか、あるいはＲ３およびＲ４は、一緒
になって、４～６個の炭素原子と、窒素および酸素から選択される１または２個のヘテロ
原子とからなる、任意選択で置換されているヘテロ環式の環を形成していてもよく、
Ｒ５は、存在しないか、または水素もしくはＣ１～Ｃ６アルキルのいずれかであって第四
級アミン（ｑｕａｔｅｒｎａｒｙ　ａｍｉｎｅ）をもたらし、
ｍ、ｎおよびｐは、同じか異なるもののいずれかであり、独立に０または１のいずれかで
あり、ただし、ｍ、ｎおよびｐは、同時に０にならず、
ｑは、２、３または４であり、
ＹおよびＺは、同じか異なるもののいずれかであり、独立に、Ｏ、ＳまたはＮＨである。
【００１８】
　一実施形態では、アミノ脂質は、ｑが２である構造（Ｉ）を有するアミノ脂質である。
【００１９】
　特定の実施形態では、アミノ脂質は、次の構造（ＩＩ）：
【００２０】

【化２】

またはその塩を有する。式中、
Ｒ１およびＲ２は、同じか異なるもののいずれかであり、独立に、任意選択で置換されて
いるＣ１２～Ｃ２４アルキル、任意選択で置換されているＣ１２～Ｃ２４アルケニル、任
意選択で置換されているＣ１２～Ｃ２４アルキニル、または任意選択で置換されているＣ

１２～Ｃ２４アシルであり、
Ｒ３およびＲ４は、同じか異なるもののいずれかであり、独立に、任意選択で置換されて
いるＣ１～Ｃ６アルキル、任意選択で置換されているＣ１～Ｃ６アルケニル、または任意
選択で置換されているＣ１～Ｃ６アルキニルであるか、あるいはＲ３およびＲ４は、一緒
になって、４～６個の炭素原子と、窒素および酸素から選択される１または２個のヘテロ
原子とからなる、任意選択で置換されているヘテロ環式の環を形成していてもよく、
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Ｒ５は、存在しないか、または水素もしくはＣ１～Ｃ６アルキルのいずれかであって第四
級アミンをもたらし、ｍ、ｎおよびｐは、同じか異なるもののいずれかであり、独立に、
０または１のいずれかであり、ただし、ｍ、ｎおよびｐは、同時に０にならず、
ＹおよびＺは、同じか異なるもののいずれかであり、独立に、Ｏ、ＳまたはＮＨである。
【００２１】
　特定の実施形態では、アミノ脂質は、次の構造（ＩＩＩ）を有する。
【００２２】
【化３】

式中、
ｎは、２、３または４である。
【００２３】
　特定の一実施形態では、アミノ脂質は、次の構造を有する。
【００２４】
【化４】

　特定の一実施形態では、アミノ脂質は、次の構造を有する。
【００２５】
【化５】

　特定の一実施形態では、アミノ脂質は、次の構造を有する。
【００２６】
【化６】

　別の実施形態では、本発明は、次の構造を有するアミノ脂質を提供する。
【００２７】
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【化７】

　関連する別の実施形態では、本発明は、上記本発明のアミノ脂質の１種または複数種を
含む脂質粒子を包含する。特定の実施形態では、上記粒子は、中性脂質、および粒子の凝
集を低減することのできる脂質をさらに含む。特定の一実施形態では、上記脂質粒子は、
本質的に、（ｉ）ＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ２－ＤＭＡ、（ｉｉ）ＤＳＰＣ、ＰＯＰＣ、ＤＯＰＥ
およびＳＭから選択される中性脂質、（ｉｉｉ）コレステロール、ならびに（ｉｖ）ＰＥ
Ｇ－Ｓ－ＤＭＧ、ＰＥＧ－Ｃ－ＤＯＭＧ、またはＰＥＧ－ＤＭＡからなり、モル比は、約
２０～６０％のＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ２－ＤＭＡ：５～２５％の中性脂質：２５～５５％のＣ
ｈｏｌ：０．５～１５％のＰＥＧ－Ｓ－ＤＭＧ、ＰＥＧ－Ｃ－ＤＯＭＧ、またはＰＥＧ－
ＤＭＡである。特定の一実施形態では、上記脂質粒子は、本質的に、（ｉ）ＤＬｉｎ－Ｋ
２－ＤＭＡ、（ｉｉ）ＤＳＰＣ、ＰＯＰＣ、ＤＯＰＥおよびＳＭから選択される中性脂質
、（ｉｉｉ）コレステロール、ならびに（ｉｖ）ＰＥＧ－Ｓ－ＤＭＧ、ＰＥＧ－Ｃ－ＤＯ
ＭＧ、またはＰＥＧ－ＤＭＡからなり、モル比は、約２０～６０％のＤＬｉｎ－Ｋ２－Ｄ
ＭＡ：５～２５％の中性脂質：２５～５５％のＣｈｏｌ：０．５～１５％のＰＥＧ－Ｓ－
ＤＭＧ、ＰＥＧ－Ｃ－ＤＯＭＧ、またはＰＥＧ－ＤＭＡである。
【００２８】
　追加の関連実施形態では、本発明は、治療剤をさらに含む本発明の脂質粒子を含む。一
実施形態では、上記治療剤は核酸である。様々な実施形態では、上記核酸はプラスミド、
免疫賦活性オリゴヌクレオチド、ｓｉＲＮＡ、マイクロＲＮＡ、アンチセンスオリゴヌク
レオチド、またはリボザイムである。
【００２９】
　さらに別の関連実施形態では、本発明は、本発明の脂質粒子、および薬学的に許容され
る賦形剤、担体、または希釈剤を含む医薬組成物を含む。
【００３０】
　本発明は、他の関連実施形態では、細胞によってポリペプチドの発現を調節する方法で
あって、本発明の脂質粒子または医薬組成物を細胞に提供する工程を含む方法をさらに含
む。特定の実施形態では、上記脂質粒子（ｐａｔｉｃｌｅ）は、ｓｉＲＮＡ、マイクロＲ
ＮＡ、アンチセンスオリゴヌクレオチド、およびｓｉＲＮＡ、マイクロＲＮＡ、またはア
ンチセンスオリゴヌクレオチドを発現することができるプラスミドから選択される治療剤
を含み、ｓｉＲＮＡ、マイクロＲＮＡ、またはアンチセンスＲＮＡは、上記ポリペプチド
をコードするポリヌクレオチドに特異的に結合するポリヌクレオチド、またはその相補体
を含み、その結果、上記ポリペプチドの発現が低減される。別の実施形態では、上記核酸
は、上記ポリペプチドまたはその機能性改変体（ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ　ｖａｒｉａｎｔ
）もしくは断片をコードするプラスミドであり、その結果上記ポリペプチドまたはその機
能性改変体もしくは断片の発現が増大する。
【００３１】
　なおさらなる関連実施形態では、本発明は、被験体において、ポリペプチドの過剰発現
を特徴とする疾患または障害を治療する方法であって、本発明の脂質粒子または医薬組成
物を上記被験体に提供する工程を含み、上記治療剤は、ｓｉＲＮＡ、マイクロＲＮＡ、ア
ンチセンスオリゴヌクレオチド、およびｓｉＲＮＡ、マイクロＲＮＡ、またはアンチセン
スオリゴヌクレオチドを発現することができるプラスミドから選択され、上記ｓｉＲＮＡ
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、マイクロＲＮＡ、またはアンチセンスＲＮＡは、上記ポリペプチドをコードするポリヌ
クレオチドに特異的に結合するポリヌクレオチド、またはその相補体を含む方法を含む。
【００３２】
　別の関連実施形態では、本発明は、被験体において、ポリペプチドの過小発現を特徴と
する疾患または障害を治療する方法であって、本発明の上記医薬組成物を上記被験体に提
供する工程を含み、上記治療剤は、上記ポリペプチドまたはその機能性改変体もしくは断
片をコードするプラスミドである方法を含む。
【００３３】
　さらなる実施形態では、本発明は、被験体において免疫応答を誘導する方法であって、
本発明の上記医薬組成物を上記被験体に提供する工程を含み、上記治療剤は、免疫賦活性
オリゴヌクレオチドである方法を含む。特定の実施形態では、上記医薬組成物は、ワクチ
ンまたは抗原と併用して上記患者に提供される。
【００３４】
　関連実施形態では、本発明は、本発明の上記脂質粒子、および疾患または病原体に関連
する抗原を含むワクチンを含む。一実施形態では、上記脂質粒子は、免疫賦活性の核酸ま
たはオリゴヌクレオチドを含む。特定の実施形態では、上記抗原は腫瘍抗原である。別の
実施形態では、上記抗原は、ウイルス抗原、細菌性抗原、または寄生生物抗原である。
【００３５】
　本発明は、本発明の上記脂質粒子および医薬組成物を調製する方法、ならびにこれらの
脂質粒子および医薬組成物の調製に有用なキットをさらに含む。
【００３６】
　粒子の実施形態では、本発明の任意の組成物または方法は、本明細書に記載されるよう
に、カチオン性脂質として、本発明の他のカチオン性脂質のいずれも含むことができる。
特定の実施形態では、上記カチオン性脂質はＤＬｉｎ－Ｋ２－ＤＭＡまたはＤＬｉｎ－Ｋ
６－ＤＭＡである。
　本発明の好ましい実施形態では、例えば以下が提供される：
（項目１）
　次の構造（ＩＩ）：

【化４１】

［式中、
Ｒ１およびＲ２は、同じか異なるものかのいずれかであり、独立に、任意選択で置換され
ているＣ１２～Ｃ２４アルキル、任意選択で置換されているＣ１２～Ｃ２４アルケニル、
任意選択で置換されているＣ１２～Ｃ２４アルキニル、または任意選択で置換されている
Ｃ１２～Ｃ２４アシルであり、
Ｒ３およびＲ４は、同じか異なるものかのいずれかであり、独立に、任意選択で置換され
ているＣ１～Ｃ６アルキル、任意選択で置換されているＣ１～Ｃ６アルケニル、または任
意選択で置換されているＣ１～Ｃ６アルキニルであるか、あるいはＲ３およびＲ４は、一
緒になって、４～６個の炭素原子と、窒素および酸素から選択される１または２個のヘテ
ロ原子とからなる、任意選択で置換されているヘテロ環式の環を形成していてもよく、
Ｒ５は、存在しないか、または水素もしくはＣ１～Ｃ６アルキルであって第四級アミンを
もたらすかのいずれかであり、
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ｍ、ｎおよびｐは、同じか異なるものかのいずれかであり、それぞれ独立に０または１の
いずれかであり、ただし、ｍ、ｎおよびｐは、同時に０にならず、
ＹおよびＺは、同じか異なるものかのいずれかであり、独立に、Ｏ、ＳまたはＮＨである
］を有するアミノ脂質、またはその塩。
（項目２）
　構造：
【化４２】

を有する、項目１に記載のアミノ脂質。
（項目３）
　次の構造：
【化４３】

のうちの１つを有する、アミノ脂質。
（項目４）
　項目１から３のいずれか一項に記載のアミノ脂質を含む脂質粒子。
（項目５）
　中性脂質および粒子凝集を低減することができる脂質をさらに含む、項目４に記載の脂
質粒子。
（項目６）
　（ｉ）ＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ２－ＤＭＡ；
（ｉｉ）ＤＳＰＣ、ＰＯＰＣ、ＤＯＰＥ、およびＳＭから選択される中性脂質；
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（ｉｉｉ）コレステロール；および
（ｉｖ）ＰＥＧ－脂質を、
約２０～６０％のＤＬｉｎ－Ｋ－ＤＭＡ：５～２５％の中性脂質：２５～５５％のコレス
テロール：０．５～１５％のＰＥＧ脂質のモル比で含む、項目５に記載の脂質粒子。
（項目７）
　治療剤をさらに含む、項目４から６のいずれか一項に記載の脂質粒子。
（項目８）
　前記治療剤が核酸である、項目７に記載の脂質粒子。
（項目９）
　前記核酸がプラスミドである、項目８に記載の脂質粒子。
（項目１０）
　前記核酸が免疫賦活性オリゴヌクレオチドである、項目８に記載の脂質粒子。
（項目１１）
　前記核酸が、ｓｉＲＮＡ、マイクロＲＮＡ、アンチセンスオリゴヌクレオチド、および
リボザイムからなる群から選択される、項目８に記載の脂質粒子。
（項目１２）
　前記核酸がｓｉＲＮＡである、項目１１に記載の脂質粒子。
（項目１３）
　項目７から１２のいずれか一項に記載の脂質粒子、および薬学的に許容される賦形剤、
担体、または希釈剤を含む医薬組成物。
（項目１４）
　細胞によるポリペプチドの発現を調節する方法であって、項目７から１２のいずれか一
項に記載の脂質粒子を細胞に供給する工程を含む方法。
（項目１５）
　前記治療剤が、ｓｉＲＮＡ、マイクロＲＮＡ、アンチセンスオリゴヌクレオチド、およ
びｓｉＲＮＡ、マイクロＲＮＡ、またはアンチセンスオリゴヌクレオチドを発現すること
ができるプラスミドから選択され、前記ｓｉＲＮＡ、マイクロＲＮＡ、またはアンチセン
スＲＮＡが、前記ポリペプチドをコードするポリヌクレオチド、またはその相補体に特異
的に結合するポリヌクレオチドを含み、その結果、前記ポリペプチドの発現が低減される
、項目１４に記載の方法。
（項目１６）
　前記治療剤が、前記ポリペプチドまたはその機能性改変体もしくは断片をコードするプ
ラスミドであり、その結果、前記ポリペプチドまたはその機能性改変体もしくは断片の発
現が増大する、項目１５に記載の方法。
（項目１７）
　被験体におけるポリペプチドの過剰発現を特徴とする疾患または障害を治療する方法で
あって、項目１３に記載の医薬組成物を前記被験体に提供する工程を含み、前記治療剤が
、ｓｉＲＮＡ、マイクロＲＮＡ、アンチセンスオリゴヌクレオチド、およびｓｉＲＮＡ、
マイクロＲＮＡ、またはアンチセンスオリゴヌクレオチドを発現することができるプラス
ミドから選択され、前記ｓｉＲＮＡ、マイクロＲＮＡ、またはアンチセンスＲＮＡが、前
記ポリペプチドをコードするポリヌクレオチドに特異的に結合するポリヌクレオチド、ま
たはその相補体を含む、方法。
（項目１８）
　被験体におけるポリペプチドの過小発現を特徴とする疾患または障害を治療する方法で
あって、項目１３に記載の医薬組成物を前記被験体に提供する工程を含み、前記治療剤が
、前記ポリペプチドまたはその機能性改変体もしくは断片をコードするプラスミドである
、方法。
（項目１９）
　被験体における免疫応答を誘導する方法であって、項目１３に記載の医薬組成物を前記
被験体に提供する工程を含み、前記治療剤が免疫賦活性オリゴヌクレオチドである、方法
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。
（項目２０）
　前記医薬組成物が、ワクチンまたは抗原と併用して前記患者に提供される、項目１９に
記載の方法。
（項目２１）
　項目１０に記載の脂質粒子、および疾患または病原体に関連する抗原を含むワクチン。
（項目２２）
　前記抗原が腫瘍抗原である、項目２１に記載のワクチン。
（項目２３）
　前記抗原が、ウイルス抗原、細菌性抗原、または寄生生物抗原である、項目２１に記載
のワクチン。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】図１は、カチオン性脂質の膜破壊効果に関する作用の提唱される機序の略図およ
び頭部基（ｈｅａｄｇｒｏｕｐ）、リンカーおよび炭化水素鎖ドメインに分けられたＤＬ
ｉｎＤＭＡの構造的略図である。単離において、カチオン性脂質およびエンドソーム膜の
アニオン性脂質、例えば、ホスファチジルセリンは、円筒状分子形状をとり、二重層立体
配置（ｂｉｌａｙｅｒ　ｃｏｎｆｉｇｕｌａｔｉｏｎ）中でのパッキングに適合している
。しかし、カチオン性脂質およびアニオン性脂質が一緒に混合された場合、それらは結合
し、結合した頭部基の断面積が、単離された個別の頭部基面積の合計の断面積より小さい
イオン対を形成する。したがって、このイオン対は、「コーン型」の分子形状をとり、非
二重層の相、例えば、例示のような六方晶の（ｈｅｘａｇｏｎａｌ）ＨＩＩ相の転換され
た形状を促進する。転換相（ｉｎｖｅｒｔｅｄ　ｐｈａｓｅ）は、二重層構造を支持せず
、膜融合および膜破壊に関与する（Ｈａｆｅｚ，　Ｉ．Ｍ．ら、Ｇｅｎｅ　Ｔｈｅｒ　８
巻、１１８８～１１９６頁（２００１年）およびＣｕｌｌｉｓ，　Ｐ．　Ｒ．ら、Ｃｈｅ
ｍ　Ｐｈｙｓ　Ｌｉｐｉｄｓ、４０巻、１２７～１４４頁（１９８６年））。
【図２】図２Ａ～Ｂは、様々なカチオン性脂質を含む、核酸－脂質粒子のｉｎ　ｖｉｖｏ
のサイレンシング活性を表すグラフである。図１Ａは、マウスＦＶＩＩモデルにおける、
ＤＬｉｎＤＡＰ（▼）、ＤＬｉｎＤＭＡ（▲）、ＤＬｉｎ－Ｋ－ＤＭＡ（■）およびＤＬ
ｉｎ－Ｋ－Ｃ２－ＤＭＡ（●）製剤のサイレンシング活性を表す。すべての核酸－脂質粒
子は、プリフォームドベシクル（ＰＦＶ）法を使用して調製し、イオン化カチオン性脂質
、ＤＳＰＣ、コレステロールおよびＰＥＧ－脂質（４０／１０／４０／１０ｍｏｌ／ｍｏ
ｌ）で構成され、ＦＶＩＩ　ｓｉＲＮＡ対総脂質の比は約０．０５（ｗｔ／ｗｔ）であっ
た。データ点は、ＰＢＳ対照動物のパーセントとして表し、群平均（ｎ＝５）±ｓ．ｄ．
で表し、全製剤を同じ研究内で比較した。図２Ｂは、ＤＬｉｎ－Ｋ－ＤＭＡの上記活性に
ついての頭部基の伸長の影響を実証する。ＤＬｉｎ－Ｋ－ＤＭＡ（■）は、ＤＭＡ頭部基
とケタール環リンカーとの間に付加された、追加のメチレン基を有し、ＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ
２－ＤＭＡ（●）、ＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ３－ＤＭＡ（▲）およびＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ４－ＤＭ
Ａ（▼）を生み出した。各脂質のＰＦＶ製剤の活性を、上記マウスＦＶＩＩモデルにおい
て評価した。データ点は、ＰＢＳ対照動物のパーセントとして表し、群平均（ｎ＝４）±
ｓ．ｄ．で表す。
【図３】図３は、カプセル化ＦＶＩＩ　ｓｉＲＮＡを含む表示の核酸－脂質粒子製剤を様
々な投与量でマウスに投与した後の残留ＦＶＩＩ量を表すグラフである。
【図４】図４は、カプセル化ＦＶＩＩ　ｓｉＲＮＡを含む表示の核酸－脂質粒子製剤を様
々な投与量でラットに投与した後の残留ＦＶＩＩ量を表すグラフである。
【図５】図５は、カプセル化ＦＶＩＩ　ｓｉＲＮＡを含む２種の核酸－脂質粒子製剤（Ｄ
Ｌｉｎ－Ｋ－Ｃ２－ＤＭＡまたはＤＬｉｎ－Ｋ－ＤＭＡ）をマウスまたはラットに投与し
た後の残留ＦＶＩＩ量を比較するグラフである。
【図６】図６は、カプセル化ＦＶＩＩ　ｓｉＲＮＡを含む３種の異なる核酸－脂質粒子製
剤（ＤＬｉｎ－Ｋ６－ＤＭＡ、ＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ２－ＤＭＡおよびＤＬｉｎ－Ｋ－ＤＭＡ
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）を様々な濃度でマウスに投与した後の残留ＦＶＩＩ量を比較するグラフである。
【図７】図７は、カプセル化ＦＶＩＩ　ｓｉＲＮＡを含む表示の核酸－脂質粒子製剤を様
々な投与量で動物に投与した後の残留ＦＶＩＩ量を表すグラフである。Ｃ２は、ＤＬｉｎ
－Ｋ－Ｃ２－ＤＭＡを示し、Ｃ３はＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ３－ＤＭＡを示し、Ｃ４はＤＬｉｎ
－Ｋ－Ｃ４－ＤＭＡを示す。
【図８】図８は、異なる表示のカチオン性脂質：ＤＬｉｎＤＡＰ（●）、ＤＬｉｎＤＭＡ
（▲）、ＤＬｉｎ－Ｋ－ＤＭＡ（■）またはＤＬＩＮ－Ｋ－Ｃ２－ＤＭＡ（◆）を含む核
酸－脂質粒子製剤を様々な投与量で投与した後の残留ＦＶＩＩ量を示すグラフである。
【図９】図９Ａ～Ｂは、ＫＣ２－ＳＮＡＬＰ製剤の有効性を例示する図である。図９Ａは
、ＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ２－ＤＭＡ　ＰＦＶ製剤に対するＫＣ２－ＳＮＡＬＰ製剤の、マウス
における効力の改善を示すグラフである。ＫＣ２－ＳＮＡＬＰ製剤（○）のｉｎ　ｖｉｖ
ｏの効力を、非最適化ＤＬｉｎ－ＫＣ２－ＤＭＡ　ＰＦＶ製剤（●）のｉｎ　ｖｉｖｏの
効力を、マウスＦＶＩＩモデルにおいて比較した。データ点は、ＰＢＳ対照動物に対する
パーセントとして表し、群平均（ｎ＝５）±ｓ．ｄ．で表す。図９Ｂは、非ヒト霊長類に
おけるＫＣ２－ＳＮＡＬＰ製剤の効力を表す図である。０．０３、０．１、０．３または
１ｍｇ／ｋｇいずれかのｓｉＴＴＲまたはＫＣ２－ＳＮＡＬＰ中で製剤化した１ｍｇ／ｋ
ｇのｓｉＡｐｏＢまたはＰＢＳを、カニクイザル（ｎ＝３／群）に、橈側皮静脈を介して
１５分の静脈内注入（５ｍＬ／ｋｇ）で与えた。動物を、投与後４８時間で犠牲にした。
ＧＡＰＤＨ　ｍＲＮＡレベルと比べたＴＴＲ　ｍＲＮＡレベルを、肝臓試料において決定
した。データ点は、群平均±ｓ．ｄ．を表す。＊＝Ｐ＜０．０５、＊＊＝Ｐ＜０．００５
。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
　本発明は、治療剤をｉｎ　ｖｉｖｏで送達するために脂質粒子中で使用される場合に、
優れた結果をもたらす新規カチオン性脂質の同定に部分的に基づく。特に、本発明は、ｉ
ｎ　ｖｉｖｏで核酸の活性の増大および組成物の著しい耐容性をもたらす、本発明による
カチオン性脂質を含む核酸－脂質粒子組成物（製剤またはリポソーム製剤とも呼ばれる）
を提供し、これは、以前に記載された核酸－脂質粒子組成物と比較した場合、治療指数の
著しい増大と相関することが予期される。
【００３９】
　添付の実施例において記載されるように、合理的な設計手法が、例えば、ＲＮＡｉ治療
剤を含めた核酸を送達するための次世代脂質粒子システムにおいて使用するための新規脂
質の発見に使用された。この手法を使用して、イオン化カチオン性脂質についての重要な
構造－活性考慮事項が記述され、ＤＬｉｎＤＭＡ構造に基づく複数の脂質が設計され、特
徴付けられた。ＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ２－ＤＭＡと呼ばれるカチオン性脂質を含む核酸－脂質
粒子は、げっ歯類および非ヒト霊長類の両方において耐容性がよいことが示され、げっ歯
類において、０．０１ｍｇ／ｋｇという低いｓｉＲＮＡ用量でのｉｎ　ｖｉｖｏ活性、な
らびに非ヒト霊長類において治療上重要な遺伝子のサイレンシング（ＴＴＲ）を示した。
特に、この研究において実現されたＴＴＲサイレンシング（ＥＤ５０　約０．３ｍｇ／ｋ
ｇ）は、非ヒト霊長類におけるＬＮＰ－ｓｉＲＮＡ媒介性サイレンシングの以前の報告と
比べて、活性の著しい改善を示す。この研究において観察された効力は、これまで非ヒト
霊長類においてＲＮＡｉ治療剤について観察された最高レベルの効力を代表すると考えら
れる。
【００４０】
　したがって、ある特定の実施形態では、本発明は、ｓｉＲＮＡ分子を送達するための改
善された組成物を特に提供する。これらの組成物は、標的タンパク質のタンパク質レベル
および／またはｍＲＮＡレベルを下方制御することにおいて有効であることが本明細書で
示される。本発明の脂質粒子および組成物は、ｉｎ　ｖｉｔｒｏまたはｉｎ　ｖｉｖｏの
両方で、結合している（ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ）、またはカプセル化された治療剤の細胞
への送達を含めた様々な目的のために使用することができる。したがって、本発明は、適
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当な治療剤に結合した本発明の脂質粒子に被験体を接触させることによって、疾患または
障害の治療を必要とする上記被験体における、疾患または障害を治療する方法を提供する
。
【００４１】
　本明細書に記載されるように、本発明の脂質粒子は、例えば、ｓｉＲＮＡ分子およびプ
ラスミドを含めた核酸の送達に特に有用である。したがって、本発明の脂質粒子および組
成物は、標的遺伝子発現を低減する核酸（例えば、ｓｉＲＮＡ）、または所望のタンパク
質の発現を増大させるのに使用することができる核酸（例えば、所望のタンパク質をコー
ドするプラスミド）に結合する本発明の脂質粒子と細胞を接触させることによって、ｉｎ
　ｖｉｔｒｏおよびｉｎ　ｖｉｖｏの両方で、標的遺伝子およびタンパク質の発現を調節
するのに使用することができる。
【００４２】
　本発明のカチオン性脂質、ならびに脂質粒子および脂質粒子を含む組成物、ならびに治
療剤を送達し、遺伝子およびタンパク質発現を調節するためのその使用の様々な例示的な
実施形態を、以下にさらに詳細に記載する。
【００４３】
　Ａ．アミノ脂質
　本発明は、治療薬を細胞にｉｎ　ｖｉｖｏ送達するために本発明の脂質粒子において有
利に使用される、以下の構造を有するアミノ脂質を含めた新規なアミノ脂質を提供する。
【００４４】
　本発明の一実施形態では、上記アミノ脂質は、次の構造（Ｉ）を有する。
【００４５】
【化８】

式中、
Ｒ１およびＲ２は、同じか異なるもののいずれかであり、独立に、任意選択で置換されて
いるＣ１２～Ｃ２４アルキル、任意選択で置換されているＣ１２～Ｃ２４アルケニル、任
意選択で置換されているＣ１２～Ｃ２４アルキニル、または任意選択で置換されているＣ

１２～Ｃ２４アシルであり、Ｒ３およびＲ４は、同じか異なるもののいずれかであり、独
立に、任意選択で置換されているＣ１～Ｃ６アルキル、任意選択で置換されているＣ１～
Ｃ６アルケニル、または任意選択で置換されているＣ１～Ｃ６アルキニルであるか、ある
いはＲ３およびＲ４は、一緒になって、４～６個の炭素原子と、窒素および酸素から選択
される１または２個のヘテロ原子とからなる、任意選択で置換されているヘテロ環式の環
を形成していてもよく、
Ｒ５は、存在しないか、または水素もしくはＣ１～Ｃ６アルキルのいずれかであって第四
級アミン（ｑｕａｔｅｒｎａｒｙ　ａｍｉｎｅ）をもたらし、
ｍ、ｎおよびｐは、同じか異なるもののいずれかであり、独立に０または１のいずれかで
あり、ただし、ｍ、ｎおよびｐは、同時に０にならず、
ｑは、２、３または４であり、そして
ＹおよびＺは、同じか異なるもののいずれかであり、独立に、Ｏ、ＳまたはＮＨである。
【００４６】
　特定の一実施形態では、ｑは２である。
【００４７】
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　「アルキル」とは、１～２４個の炭素原子を含んでいる、直鎖または分枝の、非環式ま
たは環式の飽和脂肪族炭化水素を意味する。典型的な飽和直鎖アルキルとしては、メチル
、エチル、ｎ－プロピル、ｎ－ブチル、ｎ－ペンチル、ｎ－ヘキシルなどが挙げられ、飽
和分枝アルキルとしては、イソプロピル、ｓｅｃ－ブチル、イソブチル、ｔｅｒｔ－ブチ
ル、イソペンチルなどが挙げられる。典型的な飽和環式アルキルとしては、シクロプロピ
ル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシルなどが挙げられ、不飽和環式アルキ
ルとしては、シクロペンテニルおよびシクロヘキセニルなどが挙げられる。
【００４８】
　「アルケニル」とは、近接する炭素原子間の二重結合を少なくとも１個含んでいる、上
で定義したようなアルキルを意味する。アルケニルは、ｃｉｓおよびｔｒａｎｓの両方の
異性体を包含する。典型的な直鎖および分枝アルケニルとして、エチレニル、プロピレニ
ル、１－ブテニル、２－ブテニル、イソブチレニル、１－ペンテニル、２－ペンテニル、
３－メチル－１－ブテニル、２－メチル－２－ブテニル、２，３－ジメチル－２－ブテニ
ルなどが挙げられる。
【００４９】
　「アルキニル」とは、近接する炭素間の三重結合を少なくとも１個さらに含んでいる、
上で定義したような任意のアルキルまたはアルケニルを意味する。典型的な直鎖および分
枝アルキニルとして、アセチレニル、プロピニル、１－ブチニル、２－ブチニル、１－ペ
ンチニル、２－ペンチニル、３－メチル－１ブチニルなどが挙げられる。
【００５０】
　「アシル」とは、結合点（ｐｏｉｎｔ　ｏｆ　ａｔｔａｃｈｍｅｎｔ）にある炭素が、
以下で定義するようなオキソ基で置換されている任意のアルキル、アルケニル、またはア
ルキニルを意味する。例えば、－Ｃ（＝Ｏ）アルキル、－Ｃ（＝Ｏ）アルケニル、および
－Ｃ（＝Ｏ）アルキニルは、アシル基である。
【００５１】
　「ヘテロ環」とは、飽和、不飽和、または芳香族のいずれかであり、また窒素、酸素、
および硫黄から独立に選択される１または２個のヘテロ原子を含んでいる、５～７員単環
式のヘテロ環式の環または上記ヘテロ環のいずれかがベンゼン環に縮合している二環式の
環を含めた７～１０員二環式のヘテロ環式の環を意味し、ここで、上記窒素および硫黄ヘ
テロ原子は、任意選択で酸化されていてもよく、上記窒素ヘテロ原子は、任意選択で四級
化されていてもよい。上記ヘテロ環は、任意のヘテロ原子または炭素原子を介して結合し
ていてよい。ヘテロ環は、以下で定義するようなヘテロアリールを包含する。ヘテロ環と
して、モルホリニル、ピロリジノニル、ピロリジニル、ピペリジニル、ピペリジニル（ｐ
ｉｐｅｒｉｚｙｎｙｌ）、ヒダントイニル、バレロラクタミル、オキシラニル、オキセタ
ニル、テトラヒドロフラニル、テトラヒドロピラニル、テトラヒドロピリジニル、テトラ
ヒドロプリミジニル（ｔｅｔｒａｈｙｄｒｏｐｒｉｍｉｄｉｎｙｌ）、テトラヒドロチオ
フェニル、テトラヒドロチオピラニル、テトラヒドロピリミジニル、テトラヒドロチオフ
ェニル、テトラヒドロチオピラニルなどが挙げられる。
【００５２】
　用語「任意選択で置換されているアルキル」、「任意選択で置換されているアルケニル
」、「任意選択で置換されているアルキニル」、「任意選択で置換されているアシル」、
および「任意選択で置換されているヘテロ環」とは、置換されたとき、少なくとも１個の
水素原子が置換基で置き換えられていることを意味する。オキソ置換基（＝Ｏ）の場合で
は、２個の水素原子が置き換えられている。この点について、置換基としては、オキソ、
ハロゲン、ヘテロ環、－ＣＮ、－ＯＲｘ、－ＮＲｘＲｙ、－ＮＲｘＣ（＝Ｏ）Ｒｙ

、－Ｎ
ＲｘＳＯ２Ｒｙ、－Ｃ（＝Ｏ）Ｒｘ、－Ｃ（＝Ｏ）ＯＲｘ、－Ｃ（＝Ｏ）ＮＲｘＲｙ、－
ＳＯｎＲｘおよび－ＳＯｎＮＲｘＲｙが挙げられ、ｎは、０、１または２であり、Ｒｘお
よびＲｙは、同じか異なるものであり、独立に、水素、アルキル、またはヘテロ環であり
、前記アルキルおよびヘテロ環置換基は、オキソ、ハロゲン、－ＯＨ、－ＣＮ、アルキル
、－ＯＲｘ、ヘテロ環、－ＮＲｘＲｙ、－ＮＲｘＣ（＝Ｏ）Ｒｙ

、－ＮＲｘＳＯ２Ｒｙ、
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－Ｃ（＝Ｏ）Ｒｘ、－Ｃ（＝Ｏ）ＯＲｘ、－Ｃ（＝Ｏ）ＮＲｘＲｙ、－ＳＯｎＲｘおよび
－ＳＯｎＮＲｘＲｙのうちの１つまたは複数でさらに置換されていてもよい。
【００５３】
　「ハロゲン」とは、フルオロ、クロロ、ブロモ、およびヨードを意味する。
【００５４】
　特定の実施形態では、上記アミノ脂質は、次の構造（ＩＩ）：
【００５５】
【化９】

またはその塩を有する。式中、
Ｒ１およびＲ２は、同じか異なるもののいずれかであり、独立に、任意選択で置換されて
いるＣ１２～Ｃ２４アルキル、任意選択で置換されているＣ１２～Ｃ２４アルケニル、任
意選択で置換されているＣ１２～Ｃ２４アルキニル、または任意選択で置換されているＣ

１２～Ｃ２４アシルであり、
Ｒ３およびＲ４は、同じか異なるもののいずれかであり、独立に、任意選択で置換されて
いるＣ１～Ｃ６アルキル、任意選択で置換されているＣ１～Ｃ６アルケニル、または任意
選択で置換されているＣ１～Ｃ６アルキニルであるか、あるいはＲ３およびＲ４は、一緒
になって、４～６個の炭素原子と、窒素および酸素から選択される１または２個のヘテロ
原子とからなる、任意選択で置換されているヘテロ環式の環を形成していてもよく、
Ｒ５は、存在しないか、または水素もしくはＣ１～Ｃ６アルキルのいずれかであって第四
級アミンをもたらし、
ｍ、ｎおよびｐは、同じか異なるもののいずれかであり、独立に０または１のいずれかで
あり、ただし、ｍ、ｎおよびｐは、同時に０にならず、
ＹおよびＺは、同じか異なるもののいずれかであり、独立に、Ｏ、ＳまたはＮＨである。
【００５６】
　特定の実施形態では、上記アミノ脂質は、次の構造（ＩＩＩ）を有する。
【００５７】
【化１０】

式中、
ｎは、２、３または４である。
【００５８】
　特定の一実施形態では、ｎは２である。
【００５９】
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　特定の実施形態では、本発明のアミノ脂質は、次の構造のうちの１つを有する。
【００６０】
【化１１】

　特定の実施形態では、本発明のアミノ脂質は、次の構造のうちの１つを有する。
【００６１】
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【００６２】
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【化１３】

【００６３】
【化１４】

　一部の実施形態では、本発明の方法に保護基の使用が必要となる場合がある。保護基の
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方法論は、当業者に周知である（例えば、Ｐｒｏｔｅｃｔｉｖｅ　Ｇｒｏｕｐｓ　ｉｎ　
Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ、Ｇｒｅｅｎ，　Ｔ．Ｗ．ら、Ｗｉｌｅｙ－Ｉｎｔ
ｅｒｓｃｉｅｎｃｅ、Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　Ｃｉｔｙ、１９９９年を参照されたい）。簡潔
に述べると、本発明の状況の範囲内の保護基は、官能基の望ましくない反応性を低減また
は除去する任意の基である。保護基を官能基に付加して、特定の反応の間にその反応性を
遮断し、次いで除去して、もとの官能基を表わす（ｒｅｖｅａｌ）ことができる。一部の
実施形態では、「アルコール保護基」を使用する。「アルコール保護基」は、アルコール
官能基の望ましくない反応性を低減または除去する任意の基である。保護基は、当技術分
野で周知の技術を使用して付加および除去することができる。
【００６４】
　本発明の化合物は、本実施例でより詳細に記載する方法を含む、公知の有機合成技術に
よって調製することができる。一般に、上記構造（Ｉ）の化合物は、以下の反応スキーム
１または２によって作製することができ、反応スキームにおいて、すべての置換基は、別
段表記しない限り上で規定した通りである。
【００６５】
　ｍが１であり、ｐが０である構造（Ｉ）の化合物は、反応スキーム１に従って調製する
ことができる。ケトン１およびグリニャール試薬２（Ｐは、トリチルなどのアルコール保
護基である）は、購入するか、または当業者に公知の方法に従って調製することができる
。１と２の反応によって、アルコール３が得られる。例えば緩酸（ｍｉｌｄ　ａｃｉｄ）
での処理によって３を脱保護した後、適切な臭素化試薬、例えば三臭化リン（ｐｈｏｓｐ
ｈｏｒｏｕｓ　ｔｒｉｂｒｏｍｉｄｅ）を用いて臭素化すると、それぞれ４および５が得
られる。臭化物５を６で処理すると、ヘテロ環式化合物７が得られる。次いで、７をアミ
ン８で処理すると、ｍが１であり、Ｒ５が存在しない構造（Ｉ）の化合物（９）が得られ
る。９を塩化物１０でさらに処理すると、ｍが１であり、Ｒ５が存在する構造（Ｉ）の化
合物が得られる。
【００６６】
　１．反応スキーム１
【００６７】

【化１５】

　ｍおよびｐが０である構造（Ｉ）の化合物は、反応スキーム２に従って調製することが
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できる。ケトン１および臭化物６は、購入するか、または当業者に公知の方法に従って調
製することができる。１と６の反応によって、ヘテロ環１２が得られる。１２をアミン８
で処理すると、ｍが０であり、Ｒ５が存在しない構造（Ｉ）の化合物（１３）が得られる
。１３を１０でさらに処理すると、ｗが０であり、Ｒ５が存在する構造（Ｉ）の化合物が
生成される。
【００６８】
　２．反応スキーム２
【００６９】
【化１６】

　ｍおよびｐが１であり、ｎが０である場合の特定の実施形態では、本発明の化合物は、
反応スキーム３に従って調製することができる。化合物１２および１３は、購入するか、
または当業者に公知の方法に従って調製することができる。１２と１３の反応によって、
Ｒ５が存在しない構造（Ｉ）の化合物（１４）が得られる。Ｒ５が存在する他の実施形態
では、１３を１０で処理して、構造１５の化合物を得ることができる。
【００７０】
　３．反応スキーム３
【００７１】
【化１７】

　ｍまたはｐのどちらかが１であり、ｎが０である他の特定の実施形態では、本発明の化
合物は、反応スキーム４に従って調製することができる。化合物１６は、購入するか、ま
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ない構造（Ｉ）の化合物（１７）を得ることができる。Ｒ５が存在する、構造（Ｉ）の他
の実施形態は、１７を１０で処理して、構造１８の化合物を得ることにより調製できる。
【００７２】
　４．反応スキーム４
【００７３】
【化１８】

　ｎが１であり、ｍおよびｐが０である構造（Ｉ）の特定の詳細な実施形態では、本発明
の化合物は、反応スキーム５に従って調製することができる。化合物１９は、購入するか
、または当業者に公知の方法に従って調製することができる。１９をホルムアルデヒドと
反応させた後、任意選択のアルコール保護基（Ｐ）を除去すると、アルコール２０が得ら
れる。２０を臭素化した後、アミン８で処理すると２２が得られる。次いで、化合物２２
をｎ－ブチルリチウムおよびＲ１Ｉで処理した後、ｎ－ブチルリチウムおよびＲ２Ｉでさ
らに処理すると、Ｒ５が存在しない構造（Ｉ）の化合物（２３）を得ることができる。２
３を１０でさらに処理すると、Ｒ５が存在する構造（Ｉ）の化合物（２４）が得られる。
【００７４】
　５．反応スキーム５
【００７５】
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【化１９】

　特定の実施形態では、本発明のアミノ脂質は、カチオン性脂質である。本明細書で使用
する場合、「アミノ脂質」という用語は、生理的ｐＨでプロトン化されて、カチオン性脂
質を形成することのできる、１つまたは２つの脂肪酸または脂肪アルキル鎖とアミノ頭部
基（アルキルアミノ基またはジアルキルアミノ基を含める）とを有する脂質を包含するこ
とを意味する。
【００７６】
　他のアミノ脂質として、別の脂肪酸基と、アルキル置換基が異なるもの（例えば、Ｎ－
エチル－Ｎ－メチルアミノ－、Ｎ－プロピル－Ｎ－エチルアミノ－など）を含めた他のジ
アルキルアミノ基とを有するアミノ脂質が挙げられることになる。Ｒ１１およびＲ１２が
両方とも長鎖アルキル基または長鎖アシル基である実施形態については、これらは同じで
も異なってもよい。一般に、飽和度の低いアシル鎖を有するアミノ脂質の方が、特にその
複合体を濾過滅菌の目的のために約０．３ミクロン未満の大きさにしなければならない場
合、特定の大きさにすることが容易である。炭素鎖長がＣ１４～Ｃ２２の範囲にある不飽
和脂肪酸を含んでいるアミノ脂質が好ましい。他の骨組み（ｓｃａｆｆｏｌｄ）を使用し
て、上記アミノ脂質のアミノ基と脂肪酸または脂肪アルキル部分とを隔てることもできる
。適切な骨組みは、当業者に公知である。
【００７７】
　特定の実施形態では、本発明のアミノ脂質またはカチオン性脂質は、少なくとも１個の
プロトン化可能な（ｐｒｏｔｏｎａｔａｂｌｅ）基または脱プロトン化可能な（ｄｅｐｒ
ｏｔｏｎａｔａｂｌｅ）基を有する結果、生理的ｐＨ以下のｐＨ（例えばｐＨ７．４）で
正に荷電し、第二のｐＨ、好ましくは生理的ｐＨ以上で中性である。当然のことながら、
ｐＨに応じたプロトンの付加または除去は平衡過程であること、ならびに荷電脂質、また
は中性脂質への言及は、主要な（ｐｒｅｄｏｍｉｎａｎｔ）種の性質を指し、上記脂質の
すべてが荷電形態または中性の形態で存在する必要はないことは理解される。プロトン化
可能な基または脱プロトン化可能な基を２個以上有する、または双性イオン性である脂質
は、本発明における使用から除外されない。
【００７８】
　特定の実施形態では、本発明によるプロトン化可能な脂質は、プロトン化可能な基のｐ
Ｋａが約４～約１１の範囲にある。ｐＫａが約４～約７であることが最も好ましいが、そ
れは、こうした脂質が、より低いｐＨの製剤化段階ではカチオン性となる一方、ｐＨ７．
４付近の生理的ｐＨでは、粒子の表面が（完全ではないが）広く中和されるからである。
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このｐＫａの利点の１つは、上記粒子の外表面に結合している少なくとも一部の核酸が、
生理的ｐＨでその静電相互作用を失い、単なる透析によって除去されること、従って上記
粒子のクリアランスされやすさが大きく低減されることである。
【００７９】
　Ｂ．脂質粒子
　本発明は、上記のアミノ脂質の１種または複数種を含む脂質粒子も提供する。脂質粒子
としては、限定はしないが、リポソームが挙げられる。本明細書で用いる場合、リポソー
ムとは、水性の内部を囲む脂質含有膜を有する構造である。リポソームは、１重または複
数の脂質膜を有するものでよい。本発明は、単層と呼ばれる単一の層からなるリポソーム
、および多層（ｍｕｌｔｉｌａｍｅｌｌａｒ）と呼ばれる複数の層からなるリポソームの
両方を企図する。核酸との複合体を形成するとき、脂質粒子は、例えば、Ｆｅｌｇｎｅｒ
、Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　Ａｍｅｒｉｃａｎに記載されているような、ＤＮＡ層の間に挟
まれたカチオン性脂質二重層から構成されるリポプレックスにしてもよい。
【００８０】
　本発明の脂質粒子は、１種または複数種の追加の脂質および／または他の成分、例えば
コレステロールをさらに含んでよい。他の脂質は、脂質酸化を防いだり、リポソーム表面
にリガンドを付着させるなどの様々な目的で、本発明のリポソーム組成物に含ませること
ができる。両親媒性脂質、中性脂質、カチオン性脂質、およびアニオン性脂質を含めて、
いくつかの脂質のいずれもが、本発明のリポソームに存在してよい。そのような脂質は、
単独で使用することも、組み合わせて使用することもできる。存在してよい追加の脂質成
分の詳細な例は、以下に記載する。
【００８１】
　特定の実施形態では、本発明の脂質粒子は、上記のアミノ脂質、非カチオン性脂質また
は中性脂質、および粒子凝集を抑制するコンジュゲート脂質を含む。特定の実施形態では
、本発明の脂質粒子は、上記のアミノ脂質、非カチオン性脂質または中性脂質、ステロー
ル、および粒子凝集を抑制するコンジュゲート脂質を含む。特定の実施形態では、こうし
た脂質粒子は、本発明のアミノ脂質に加えてカチオン性脂質をさらに含む。
【００８２】
　本発明の脂質粒子に存在してよい追加の成分として、二重層安定化成分、例えば、ポリ
アミドオリゴマー（例えば米国特許第６，３２０，０１７号を参照されたい）、ペプチド
、タンパク質、洗浄剤、ホスファチジルエタノールアミンに結合したＰＥＧやセラミドに
コンジュゲートしたＰＥＧ（米国特許第５，８８５，６１３号を参照されたい）などの脂
質誘導体が挙げられる。
【００８３】
　形成中の粒子の凝集を低減する脂質の例としては、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）
改変脂質、モノシアロガングリオシドＧｍ１、および（米国特許第６，３２０，０１７号
に記載のもの）などのポリアミドオリゴマー（「ＰＡＯ」）が挙げられる。製剤化の間の
凝集を防止する、ＰＥＧ、Ｇｍ１、またはＡＴＴＡのような、非荷電の親水性立体障壁部
分を有する他の化合物を、本発明の方法および組成物における使用のために脂質に結合さ
せることもできる。ＡＴＴＡ－脂質は、例えば米国特許第６，３２０，０１７号に記載さ
れており、ＰＥＧ－脂質コンジュゲートは、例えば米国特許第５，８２０，８７３号、同
第５，５３４，４９９号、および同第５，８８５，６１３号に記載されている。典型的に
は、凝集を低減するために選択される脂質成分の濃度は、約１から１５％（脂質に対する
モルパーセント）である。
【００８４】
　本発明において有用であるＰＥＧ改変脂質（または脂質－ポリオキシエチレンコンジュ
ゲート）の詳細な例は、様々な「固定（ａｎｃｈｏｒｉｎｇ）」脂質部分を有して、ＰＥ
Ｇ部分を脂質ベシクルの表面に固定する（ｓｅｃｕｒｅ）ことができる。適切なＰＥＧ改
変脂質の例として、ＰＥＧ改変ホスファチジルエタノールアミンおよびホスファチジン酸
、参照により本明細書に組み込まれる同時係属のＵＳＳＮ０８／４８６，２１４に記載さ
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れているＰＥＧ－セラミドコンジュゲート（例えば、ＰＥＧ－ＣｅｒＣ１４またはＰＥＧ
－ＣｅｒＣ２０）、ＰＥＧ改変ジアルキルアミン、ならびにＰＥＧ改変１，２－ジアシル
オキシプロパン－３－アミンが挙げられる。特に好ましいのは、ＰＥＧ改変ジアシルグリ
セロールおよびジアルキルグリセロールである。
【００８５】
　特定の実施形態では、ＰＥＧ－脂質は、以下のものから選択される。
【００８６】
【化２０】

　ＰＥＧやＡＴＴＡなどの立体的に大きい部分が脂質アンカーにコンジュゲートしている
実施形態では、上記脂質アンカーの選択は、上記コンジュゲートが有することになる上記
脂質粒子との結合のタイプに応じて決まる。ｍｅＰＥＧ（ｍｗ２０００）－ジアステアロ
イルホスファチジルエタノールアミン（ＰＥＧ－ＤＳＰＥ）は、上記粒子が循環から取り
除かれるまで、恐らく約数日、リポソームと結合したままとなることは周知である。ＰＥ
Ｇ－ＣｅｒＣ２０などの他のコンジュゲートも、同様の滞留能力を有する。しかし、ＰＥ
Ｇ－ＣｅｒＣ１４は、いくつかのアッセイにおいて、血清に曝されると、製剤の外へと急
速に交換され、Ｔ１／２は６０分未満である。米国特許出願第０８／４８６，２１４号で
例示されているように、交換速度に影響を及ぼすのは、次の少なくとも３つの特徴、すな
わち、アシル鎖の長さ、アシル鎖の飽和状態、および立体障壁頭部基の大きさである。こ
れらの特性の適切な変形形態（ｖａｒｉａｔｉｏｎ）を備えた化合物は、本発明にとって
有用となり得る。一部の治療適用例では、上記ＰＥＧ改変脂質が上記核酸－脂質粒子から
ｉｎ　ｖｉｖｏで急速に失われることが好ましい場合もあり、したがって、上記ＰＥＧ改
変脂質は、比較的短い脂質アンカーを有することになる。他の治療適用例では、上記核酸
－脂質粒子がより長い血漿循環寿命を示すことが好ましい場合もあり、したがって、上記
ＰＥＧ改変脂質は、比較的より長い脂質アンカーを有することになる。
【００８７】
　凝集を防止する化合物は、正しく機能するのに脂質コンジュゲーションを必ずしも必要
としないことに留意すべきである。溶液中の遊離ＰＥＧまたは遊離ＡＴＴＡは、凝集を十
分に防止することができる。上記粒子が製剤化後に安定している場合、上記ＰＥＧまたは
ＡＴＴＡは、被験体に投与される前に透析によって除くことができる。
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【００８８】
　用語「非カチオン性脂質」とは、任意の両親媒性脂質ならびに任意の他の中性脂質また
はアニオン性脂質を指す。上記脂質粒子、例えば本発明のＳＮＡＬＰにおいて使用される
非カチオン性脂質は、安定な複合体を生成することのできる様々な中性非荷電脂質、双性
イオン脂質、またはアニオン性脂質のいずれかでよい。
【００８９】
　用語「中性脂質」とは、選択されたｐＨで、非荷電または中性双性イオンのいずれかの
形態で存在するいくつかの脂質種のいずれかを指す。生理的ｐＨでは、そのような脂質と
して、例えば、ジアシルホスファチジルコリン、ジアシルホスファチジルエタノールアミ
ン、セラミド、スフィンゴミエリン、セファリン、コレステロール、セレブロシド、およ
びジアシルグリセロールが挙げられる。
【００９０】
　用語「アニオン性脂質」とは、生理的ｐＨで負に荷電した任意の脂質を指す。こうした
脂質として、限定はしないが、ホスファチジルグリセロール、カルジオリピン、ジアシル
ホスファチジルセリン、ジアシルホスファチジン酸、Ｎ－ドデカノイルホスファチジルエ
タノールアミン、Ｎ－スクシニルホスファチジルエタノールアミン、Ｎ－グルタリルホス
ファチジルエタノールアミン、リシルホスファチジルグリセロール、パルミトイルオレオ
イルホスファチジルグリセロール（ｐａｌｍｉｔｏｙｌｏｌｅｙｏｌｐｈｏｓｐｈａｔｉ
ｄｙｌｇｌｙｃｅｒｏｌ）（ＰＯＰＧ）、およびアニオン修飾基が中性脂質に結合した他
の脂質が挙げられる。そのような脂質として、例えば、ジアシルホスファチジルコリン、
ジアシルホスファチジルエタノールアミン、セラミド、スフィンゴミエリン、ジヒドロス
フィンゴミエリン、セファリン、およびセレブロシドが挙げられる。本明細書に記載の粒
子において使用する中性脂質の選択は、例えば、リポソームの大きさおよびリポソームの
血流中での安定性を考慮して一般に決められる。中性脂質成分は、２個のアシル基を有す
る脂質（すなわち、ジアシルホスファチジルコリンおよびジアシルホスファチジルエタノ
ールアミン）であることが好ましい。鎖長および飽和度の様々な種々のアシル鎖基を有す
る脂質が入手可能であり、または周知の技術によって単離もしくは合成することができる
。一群の実施形態では、炭素鎖長がＣ１４～Ｃ２２の範囲にある飽和脂肪酸を含んでいる
脂質が好ましい。別の群の実施形態では、炭素鎖長がＣ１４～Ｃ２２の範囲にある一価ま
たは二価不飽和脂肪酸を有する脂質を使用する。加えて、飽和脂肪酸鎖と不飽和脂肪酸鎖
の混合物を有する脂質を使用することができる。本発明で使用する中性脂質は、ＤＯＰＥ
、ＤＳＰＣ、ＰＯＰＣ、または任意の同類のホスファチジルコリンであることが好ましい
。本発明において有用な中性脂質は、スフィンゴミエリン、ジヒドロフィンゴミエリン、
またはセリンやイノシトールなどの他の頭部基を有するリン脂質から構成されたものでも
よい。
【００９１】
　非カチオン性脂質の非限定的な例として、レシチン、ホスファチジルエタノールアミン
、リゾレシチン、リゾホスファチジルエタノールアミン、ホスファチジルセリン、ホスフ
ァチジルイノシトール、スフィンゴミエリン、卵スフィンゴミエリン（ＥＳＭ）、セファ
リン、カルジオリピン、ホスファチジン酸、セレブロシド、ジセチルホスフェート、ジス
テアロイルホスファチジルコリン（ＤＳＰＣ）、ジオレオイルホスファチジルコリン（Ｄ
ＯＰＣ）、ジパルミトイルホスファチジルコリン（ＤＰＰＣ）、ジオレオイルホスファチ
ジルグリセロール（ＤＯＰＧ）、ジパルミトイルホスファチジルグリセロール（ＤＰＰＧ
）、ジオレオイルホスファチジルエタノールアミン（ＤＯＰＥ）、パルミトイルオレオイ
ル－ホスファチジルコリン（ＰＯＰＣ）、パルミトイルオレオイル－ホスファチジルエタ
ノールアミン（ＰＯＰＥ）、パルミトイルオレオイル（ｐａｌｍｉｔｏｙｌｏｌｅｙｏｌ
）－ホスファチジルグリセロール（ＰＯＰＧ）、ジオレオイルホスファチジルエタノール
アミン　４－（Ｎ－マレイミドメチル）－シクロヘキサン－１－カルボキシレート（ＤＯ
ＰＥ－ｍａｌ）、ジパルミトイル－ホスファチジルエタノールアミン（ＤＰＰＥ）、ジミ
リストイル－ホスファチジルエタノールアミン（ＤＭＰＥ）、ジステアロイル－ホスファ
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チジルエタノールアミン（ＤＳＰＥ）、モノメチル－ホスファチジルエタノールアミン、
ジメチル－ホスファチジルエタノールアミン、ジエライドイル－ホスファチジルエタノー
ルアミン（ＤＥＰＥ）、ステアロイルオレオイル－ホスファチジルエタノールアミン（Ｓ
ＯＰＥ）、リゾホスファチジルコリン、ジリノレオイルホスファチジルコリンなどのリン
脂質、およびそれらの混合物が挙げられる。他のジアシルホスファチジルコリンリン脂質
およびジアシルホスファチジルエタノールアミンリン脂質も使用することができる。これ
らの脂質中のアシル基は、Ｃ１０～Ｃ２４炭素鎖を有する脂肪酸に由来するアシル基、例
えば、ラウロイル、ミリストイル、パルミトイル、ステアロイル、またはオレオイルであ
ることが好ましい。
【００９２】
　非カチオン性脂質の追加の例として、コレスタノール、コレスタノン、コレステノン、
コプロスタノールなどのコレステロールおよびその誘導体といったステロールが挙げられ
る。
【００９３】
　一部の実施形態では、上記脂質粒子、例えばＳＮＡＬＰに存在する非カチオン性脂質は
、コレステロールを含むか、またはコレステロールからなり、例えば、リン脂質を含まな
いＳＮＡＬＰである。他の実施形態では、上記脂質粒子、例えばＳＮＡＬＰに存在する非
カチオン性脂質は、１種または複数種のリン脂質を含むか、または１種または複数種のリ
ン脂質からなり、例えば、コレステロールを含まないＳＮＡＬＰである。さらなる実施形
態では、ＳＮＡＬＰに存在する非カチオン性脂質は、１種または複数種のリン脂質とコレ
ステロールの混合物を含むか、または１種または複数種のリン脂質とコレステロールの混
合物からなる。
【００９４】
　本発明での使用に適する非カチオン性脂質の他の例として、例えば、ステアリルアミン
、ドデシルアミン、ヘキサデシルアミン、アセチルパルミテート、グリセロールリシノレ
エート（ｇｌｙｃｅｒｏｌｒｉｃｉｎｏｌｅａｔｅ）、ヘキサデシルステレエート（ｈｅ
ｘａｄｅｃｙｌ　ｓｔｅｒｅａｔｅ）、ミリスチン酸イソプロピル、両性アクリル系ポリ
マー、ラウリル硫酸トリエタノールアミン、アルキル－アリールスルフェートポリエチル
オキシレート化（ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｏｘｙｌａｔｅｄ）脂肪酸アミド、臭化ジオクタデ
シルジメチルアンモニウム、セラミド、スフィンゴミエリンなどの、リンを含まない脂質
が挙げられる。
【００９５】
　非カチオン性脂質は典型的には、上記粒子中に存在する全脂質の約１３ｍｏｌ％～約４
９．５ｍｏｌ％、約２０ｍｏｌ％～約４５ｍｏｌ％、約２５ｍｏｌ％～約４５ｍｏｌ％、
約３０ｍｏｌ％～約４５ｍｏｌ％、約３５ｍｏｌ％～約４５ｍｏｌ％、約２０ｍｏｌ％～
約４０ｍｏｌ％、約２５ｍｏｌ％～約４０ｍｏｌ％、または約３０ｍｏｌ％～約４０ｍｏ
ｌ％を占める。
【００９６】
　上記脂質混合物中のステロール成分は、存在する場合、リポソーム、脂質ベシクル、ま
たは脂質粒子調製の分野で慣例的に使用されているステロールのいずれかでよい。好まし
いステロールは、コレステロールである。
【００９７】
　上で詳述したものに加えて、生理的ｐＨ周辺で正味の正電荷を有する他のカチオン性脂
質も、本発明の脂質粒子に含めることができる。そのようなカチオン性脂質として、限定
はしないが、Ｎ，Ｎ－ジオレイル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニウムクロリド（“ＤＯＤＡ
Ｃ”）；Ｎ－（２，３－ジオレイルオキシ）プロピル－Ｎ，Ｎ－Ｎ－トリエチルアンモニ
ウムクロリド（“ＤＯＴＭＡ”）；Ｎ，Ｎ－ジステアリル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニウ
ムブロミド（“ＤＤＡＢ”）；Ｎ－（２，３－ジオレオイルオキシ）プロピル）－Ｎ，Ｎ
，Ｎ－トリメチルアンモニウムクロリド（“ＤＯＴＡＰ”）；１，２－ジオレイルオキシ
－３－トリメチルアミノプロパンクロリド塩（“ＤＯＴＡＰ．Ｃｌ”）；３β－（Ｎ－（
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Ｎ’，Ｎ’－ジメチルアミノエタン）－カルバモイル）コレステロール（“ＤＣ－Ｃｈｏ
ｌ”）、Ｎ－（１－（２，３－ジオレイルオキシ）プロピル）－Ｎ－２－（スペルミンカ
ルボキサミド）エチル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニウムトリフルオルアセテート（“Ｄ
ＯＳＰＡ”）、ジオクタデシルアミドグリシルカルボキシスペルミン（“ＤＯＧＳ”）、
１，２－ジレオイル－ｓｎ－３－ホスホエタノールアミン（“ＤＯＰＥ”）、１，２－ジ
オレオイル－３－ジメチルアンモニウムプロパン（“ＤＯＤＡＰ”）、Ｎ，Ｎ－ジメチル
－２，３－ジオレイルオキシ）プロピルアミン（“ＤＯＤＭＡ”）、およびＮ－（１，２
－ジミリスチルオキシプロプ－３－イル）－Ｎ，Ｎ－ジメチル－Ｎ－ヒドロキシエチルア
ンモニウムブロミド（“ＤＭＲＩＥ”）が挙げられる。加えて、例えばＬＩＰＯＦＥＣＴ
ＩＮ（ＤＯＴＭＡおよびＤＯＰＥを含む、ＧＩＢＣＯ／ＢＲＬから入手可能）やＬＩＰＯ
ＦＥＣＴＡＭＩＮＥ（ＤＯＳＰＡおよびＤＯＰＥを含む、ＧＩＢＣＯ／ＢＲＬから入手可
能）などの、カチオン性脂質のいくつかの市販調製物を使用することができる。特定の実
施形態では、カチオン性脂質は、アミノ脂質である。
【００９８】
　数多くの実施形態では、両親媒性脂質が本発明の脂質粒子に含まれる。「両親媒性脂質
」とは、脂質材料の疎水性部分が疎水性の相に配向し、その親水性部分が水相に向かって
配向する任意の適切な材料を指す。そのような化合物として、限定はしないが、リン脂質
、アミノ脂質、およびスフィンゴ脂質が挙げられる。代表的なリン脂質には、スフィンゴ
ミエリン、ホスファチジルコリン、ホスファチジルエタノールアミン、ホスファチジルセ
リン、ホスファチジルイノシトール、ホスファチジン酸、パルミトイルオレオイルホスフ
ァチジルコリン、リゾホスファチジルコリン、リゾホスファチジルエタノールアミン、ジ
パルミトイルホスファチジルコリン、ジオレオイルホスファチジルコリン、ジステアロイ
ルホスファチジルコリン、またはジリノレオイルホスファチジルコリンが含まれる。スフ
ィンゴ脂質類、スフィンゴ糖脂質ファミリー、ジアシルグリセロール類、およびβ－アシ
ルオキシ酸類などの、他のリンを含まない化合物も使用することができる。加えて、この
ような両親媒性脂質類は、トリグリセリド類やステロール類などの他の脂質と容易に混合
することができる。
【００９９】
　プログラム可能な融合脂質も、本発明の脂質粒子に含めるのに適する。そのような脂質
粒子は、細胞膜と融合する傾向がほとんどなく、所与のシグナル事象が起こるまでその負
荷量（ｐａｙｌｏａｄ）を送達する。このため、上記脂質粒子は、生物または疾患部位に
注入された後、それが細胞と融合し始める前に、より均等に分配される。上記シグナル事
象は、例えば、ｐＨ、温度、イオン環境、または時間の変化でよい。最後のケースでは、
ＡＴＴＡ－脂質コンジュゲートまたはＰＥＧ－脂質コンジュゲートなどの融合遅延または
「遮蔽（ｃｌｏａｋｉｎｇ）」成分が、時間と共に上記脂質粒子膜の外へと単純に交換さ
れることが可能である。上記脂質粒子は、体内に適切に分配される時までには、十分な遮
蔽剤を失っていて、融合性となる。他のシグナル事象では、炎症部位での温度の上昇など
、上記疾患部位または標的細胞に関連するシグナルを選択することが望ましい。
【０１００】
　特定の実施形態では、細胞型または組織に特異的であるターゲッティング部分を使用し
た本発明の脂質粒子をターゲッティングすることが望ましい。リガンド、細胞表面受容体
、糖タンパク質、ビタミン（例えばリボフラビン）、モノクローナル抗体などの様々なタ
ーゲッティング部分を使用した脂質粒子のターゲッティングについては、以前から記載さ
れている（例えば、米国特許第４，９５７，７７３号および第４，６０３，０４４号を参
照されたい）。上記ターゲッティング部分は、タンパク質全体またはその断片を含むもの
でよい。ターゲッティング機序では、一般に、ターゲッティング因子（ｔａｒｇｅｔｉｎ
ｇ　ａｇｅｎｔ）は、標的（例えば細胞表面受容体）との相互作用に上記標的部分が利用
可能になるようにして、上記脂質粒子の表面上に配置されることが必要となる。例えば、
Ｓａｐｒａ，　Ｐ．およびＡｌｌｅｎ，　ＴＭ、Ｐｒｏｇ．　Ｌｉｐｉｄ　Ｒｅｓ．　４
２巻（５号）：４３９～６２頁（２００３年）、およびＡｂｒａ，　ＲＭら、Ｊ．　Ｌｉ
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ｐｏｓｏｍｅ　Ｒｅｓ．　１２巻：１～３頁（２００２年）に記載のものを含めて、様々
な異なるターゲッティング因子および方法が当技術分野で公知であり、入手可能である。
【０１０１】
　ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）鎖などの親水性ポリマー鎖の表面コーティングが施
された、脂質粒子、すなわちリポソームをターゲッティングのために使用することが提案
されている（Ａｌｌｅｎら、Ｂｉｏｃｈｉｍｉｃａ　ｅｔ　Ｂｉｏｐｈｙｓｉｃａ　Ａｃ
ｔａ　１２３７巻：９９～１０８頁（１９９５年）；ＤｅＦｒｅｅｓら、Ｊｏｕｒｎａｌ
　ｏｆ　ｔｈｅ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　１１８巻：
６１０１～６１０４頁（１９９６年）；Ｂｌｕｍｅら、Ｂｉｏｃｈｉｍｉｃａ　ｅｔ　Ｂ
ｉｏｐｈｙｓｉｃａ　Ａｃｔａ　１１４９巻：１８０～１８４頁（１９９３年）；Ｋｌｉ
ｂａｎｏｖら、Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｌｉｐｏｓｏｍｅ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　２巻：３
２１～３３４頁（１９９２年）；米国特許第５，０１３５５６号；Ｚａｌｉｐｓｋｙ、Ｂ
ｉｏｃｏｎｊｕｇａｔｅ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　４巻：２９６～２９９頁（１９９３年）
；Ｚａｌｉｐｓｋｙ、ＦＥＢＳ　Ｌｅｔｔｅｒｓ　３５３巻：７１～７４頁（１９９４年
）；Ｚａｌｉｐｓｋｙ、Ｓｔｅａｌｔｈ　Ｌｉｐｏｓｏｍｅｓ　第９章（Ｌａｓｉｃおよ
びＭａｒｔｉｎ編）ＣＲＣ　Ｐｒｅｓｓ、Ｂｏｃａ　Ｒａｔｏｎ　Ｆｌ（１９９５年）。
１つの手法では、上記脂質粒子をターゲッティングするための、抗体などのリガンドを、
上記脂質粒子を形成する脂質の極性頭部基に連結する。別の手法では、上記ターゲッティ
ングリガンドを、親水性ポリマーコーティングを形成するＰＥＧ鎖の遠位末端に結合させ
る（Ｋｌｉｂａｎｏｖら、Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｌｉｐｏｓｏｍｅ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ
　２巻：３２１～３３４頁（１９９２年）；Ｋｉｒｐｏｔｉｎら、ＦＥＢＳ　Ｌｅｔｔｅ
ｒｓ　３８８巻：１１５～１１８頁（１９９６年））。
【０１０２】
　上記標的因子（ｔａｒｇｅｔ　ａｇｅｎｔ）を結合する標準の方法を使用することがで
きる。例えば、標的因子を結合するために活性化することのできるホスファチジルエタノ
ールアミン、または脂質によって誘導体化された（ｌｉｐｉｄ－ｄｅｒｉｖａｔｉｚｅｄ
）ブレオマイシンなどの、誘導体化された親油性化合物を使用することができる。抗体に
よって標的指向化された（ａｎｔｉｂｏｄｙ－ｔａｒｇｅｔｅｄ）リポソームを、例えば
、プロテインＡが組み込まれているリポソームを使用して構築することができる（Ｒｅｎ
ｎｅｉｓｅｎら、Ｊ．　Ｂｉｏ．　Ｃｈｅｍ．、２６５巻：１６３３７～１６３４２頁（
１９９０年）およびＬｅｏｎｅｔｔｉら、Ｐｒｏｃ．　Ｎａｔｌ．　Ａｃａｄ．　Ｓｃｉ
．　（ＵＳＡ）、８７巻：２４４８～２４５１頁（１９９０年）を参照されたい）。抗体
コンジュゲーションの他の例は、米国特許第６，０２７，７２６号で開示されており、そ
の教示を参照により本明細書に組み込む。ターゲッティング部分の例として、新生物また
は腫瘍に関連する抗原を含めて、細胞成分に特異的な他のタンパク質も挙げることができ
る。ターゲッティング部分として使用するタンパク質は、共有結合によって上記リポソー
ムに結合させることができる（Ｈｅａｔｈ、Ｃｏｖａｌｅｎｔ　Ａｔｔａｃｈｍｅｎｔ　
ｏｆ　Ｐｒｏｔｅｉｎｓ　ｔｏ　Ｌｉｐｏｓｏｍｅｓ、１４９巻、Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｉｎ
　Ｅｎｚｙｍｏｌｏｇｙ　１１１～１１９頁（Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ，　Ｉｎｃ
．　１９８７年）を参照されたい）。他のターゲッティング方法として、ビオチン－アビ
ジン系が挙げられる。
【０１０３】
　例となる一実施形態では、上記脂質粒子は、本発明のアミノ脂質、（アミノ脂質以外の
）中性脂質、ステロール（例えばコレステロール）、およびＰＥＧ改変脂質（例えば、Ｐ
ＥＧ－Ｓ－ＤＭＧ、ＰＥＧ－Ｃ－ＤＯＭＧ、またはＰＥＧ－ＤＭＡ）からなる混合物を含
む。特定の実施形態では、上記脂質混合物は、本発明のアミノ脂質、中性脂質、コレステ
ロール、およびＰＥＧ改変脂質からなるか、または本質的にこれらからなる。さらに好ま
しい実施形態では、上記脂質粒子は、約２０～７０％のアミノ脂質：５～４５％の中性脂
質：２０～５５％のコレステロール：０．５～１５％のＰＥＧ改変脂質というモル比の上
記脂質混合物からなるか、または本質的にこの混合物からなる。
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【０１０４】
　特定の実施形態では、上記脂質粒子は、ＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ２－ＤＭＡ、ＤＳＰＣ、Ｃｈ
ｏｌ、およびＰＥＧ－Ｓ－ＤＭＧ、ＰＥＧ－Ｃ－ＤＯＭＧもしくはＰＥＧ－ＤＭＡのいず
れかからなるか、または本質的にこれらからなり、モル比は、例えば約２０～６０％のＤ
Ｌｉｎ－Ｋ－Ｃ２－ＤＭＡ：５～２５％のＤＳＰＣ：２５～５５％のＣｈｏｌ：０．５～
１５％のＰＥＧ－Ｓ－ＤＭＧ、ＰＥＧ－Ｃ－ＤＯＭＧまたはＰＥＧ－ＤＭＡである。特定
の実施形態では、上記脂質モル比は、およそ４０／１０／４０／１０（ｍｏｌ％のＤＬｉ
ｎ－Ｋ－Ｃ２－ＤＭＡ／ＤＳＰＣ／Ｃｈｏｌ／ＰＥＧ－Ｓ－ＤＭＧもしくはＤＬｉｎ－Ｋ
－Ｃ２－ＤＭＡ／ＤＳＰＣ／Ｃｈｏｌ／ＰＥＧ－Ｃ－ＤＯＭＧもしくはＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ
２－ＤＭＡ／ＤＳＰＣ／Ｃｈｏｌ／ＰＥＧ－ＤＭＡ）、または３５／１５／４０／１０ｍ
ｏｌ％のＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ２－ＤＭＡ／ＤＳＰＣ／Ｃｈｏｌ／ＰＥＧ－Ｓ－ＤＭＧもしく
はＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ２－ＤＭＡ／ＤＳＰＣ／Ｃｈｏｌ／ＰＥＧ－Ｃ－ＤＯＭＧもしくはＤ
Ｌｉｎ－Ｋ－Ｃ２－ＤＭＡ／ＤＳＰＣ／Ｃｈｏｌ／ＰＥＧ－ＤＭＡである。別の群の実施
形態では、これらの組成物中の中性脂質を、ＰＯＰＣ、ＤＯＰＥ、またはＳＭで置き換え
る。
【０１０５】
　特定の実施形態では、上記脂質粒子は、ＤＬｉｎ－Ｋ２－ＤＭＡ、ＤＳＰＣ、Ｃｈｏｌ
、およびＰＥＧ－Ｓ－ＤＭＧ、ＰＥＧ－Ｃ－ＤＯＭＧもしくはＰＥＧ－ＤＭＡのいずれか
からなるか、または本質的にこれらからなり、モル比は、例えば約２０～６０％のＤＬｉ
ｎ－Ｋ２－ＤＭＡ：５～２５％のＤＳＰＣ：２５～５５％のＣｈｏｌ：０．５～１５％の
ＰＥＧ－Ｓ－ＤＭＧ、ＰＥＧ－Ｃ－ＤＯＭＧまたはＰＥＧ－ＤＭＡである。特定の実施形
態では、上記脂質モル比は、およそ４０／１０／４０／１０（ｍｏｌ％のＤＬｉｎ－Ｋ２

－ＤＭＡ／ＤＳＰＣ／Ｃｈｏｌ／ＰＥＧ－Ｓ－ＤＭＧもしくはＤＬｉｎ－Ｋ２－ＤＭＡ／
ＤＳＰＣ／Ｃｈｏｌ／ＰＥＧ－Ｃ－ＤＯＭＧもしくはＤＬｉｎ－Ｋ２－ＤＭＡ／ＤＳＰＣ
／Ｃｈｏｌ／ＰＥＧ－ＤＭＡ）、または３５／１５／４０／１０ｍｏｌ％のＤＬｉｎ－Ｋ
２－ＤＭＡ／ＤＳＰＣ／Ｃｈｏｌ／ＰＥＧ－Ｓ－ＤＭＧもしくはＤＬｉｎ－Ｋ２－ＤＭＡ
／ＤＳＰＣ／Ｃｈｏｌ／ＰＥＧ－Ｃ－ＤＯＭＧもしくはＤＬｉｎ－Ｋ２－ＤＭＡ／ＤＳＰ
Ｃ／Ｃｈｏｌ／ＰＥＧ－ＤＭＡである。別の群の実施形態では、これら組成物の中性脂質
を、ＰＯＰＣ、ＤＯＰＥ、またはＳＭで置き換える。
【０１０６】
　特定の実施形態では、上記脂質粒子は、ＤＬｉｎ－Ｋ６－ＤＭＡ、ＤＳＰＣ、Ｃｈｏｌ
、およびＰＥＧ－Ｓ－ＤＭＧ、ＰＥＧ－Ｃ－ＤＯＭＧもしくはＰＥＧ－ＤＭＡのいずれか
からなるか、または本質的にこれらからなり、モル比は、例えば約２０～６０％のＤＬｉ
ｎ－Ｋ６－ＤＭＡ：５～２５％のＤＳＰＣ：２５～５５％のＣｈｏｌ：０．５～１５％の
ＰＥＧ－Ｓ－ＤＭＧ、ＰＥＧ－Ｃ－ＤＯＭＧまたはＰＥＧ－ＤＭＡである。特定の実施形
態では、上記脂質モル比は、およそ４０／１０／４０／１０（ｍｏｌ％のＤＬｉｎ－Ｋ６
－ＤＭＡ／ＤＳＰＣ／Ｃｈｏｌ／ＰＥＧ－Ｓ－ＤＭＧもしくはＤＬｉｎ－Ｋ６－ＤＭＡ／
ＤＳＰＣ／Ｃｈｏｌ／ＰＥＧ－Ｃ－ＤＯＭＧもしくはＤＬｉｎ－Ｋ６－ＤＭＡ／ＤＳＰＣ
／Ｃｈｏｌ／ＰＥＧ－ＤＭＡ）、または３５／１５／４０／１０ｍｏｌ％のＤＬｉｎ－Ｋ
６－ＤＭＡ／ＤＳＰＣ／Ｃｈｏｌ／ＰＥＧ－Ｓ－ＤＭＧもしくはＤＬｉｎ－Ｋ６－ＤＭＡ
／ＤＳＰＣ／Ｃｈｏｌ／ＰＥＧ－Ｃ－ＤＯＭＧもしくはＤＬｉｎ－Ｋ６－ＤＭＡ／ＤＳＰ
Ｃ／Ｃｈｏｌ／ＰＥＧ－ＤＭＡである。別の群の実施形態では、これら組成物の中性脂質
を、ＰＯＰＣ、ＤＯＰＥ、またはＳＭで置き換える。
【０１０７】
　Ｃ．治療剤－脂質粒子組成物および製剤
　本発明は、本発明の脂質粒子および活性剤を含む組成物であって、上記活性剤が上記脂
質粒子に結合している組成物を含む。特定の実施形態では、上記活性剤は治療剤である。
特定の実施形態では、上記活性剤は、上記脂質粒子の水性内部内にカプセル化される。他
の実施形態では、上記活性剤は、上記脂質粒子の１つまたは複数の脂質層内に存在する。
他の実施形態では、上記活性剤は、脂質粒子の外側または内側脂質表面に結合している。



(31) JP 6077509 B2 2017.2.8

10

20

30

40

50

【０１０８】
　「完全にカプセル化された（ｆｕｌｌｙ　ｅｎｃａｐｓｕｌａｔｅｄ）」は、本明細書
で使用する場合、上記粒子中の核酸が、血清、または遊離核酸を著しく分解するヌクレア
ーゼアッセイに曝露した後に著しくは分解されないことを示す。完全にカプセル化された
システムでは、好ましくは上記粒子核酸の２５％未満が、遊離核酸の１００％を通常分解
する処理において分解され、より好ましくは粒子核酸の１０％未満、最も好ましくは５％
未満が分解される。あるいは、完全なカプセル化は、Ｏｌｉｇｒｅｅｎ（登録商標）アッ
セイによって判定することができる。Ｏｌｉｇｒｅｅｎ（登録商標）は、溶液中のオリゴ
ヌクレオチドおよび一本鎖のＤＮＡまたはＲＮＡを定量化するための超高感度蛍光性核酸
染色剤である（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ、Ｃａｒｌｓｂａｄ、Ｃ
Ａから入手可能）。完全にカプセル化されたは、上記粒子が血清安定であり、すなわち、
これらは、ｉｎ　ｖｉｖｏで投与された際に、急速に分解してその成分部分にならないこ
とも示す。
【０１０９】
　活性剤は、本明細書で使用する場合、細胞、組織、器官、または被験体に所望の効果を
発揮することができる任意の分子または化合物を含む。そのような効果は、例えば、生物
学的、生理的、または美容的とすることができる。活性剤は、例えば、抗体、例えば、ポ
リクローナル抗体、モノクローナル抗体、抗体断片、ヒト化抗体、組換え抗体、組換えヒ
ト抗体、および霊長類化（Ｐｒｉｍａｔｉｚｅｄ）（商標）抗体など、サイトカイン類、
増殖因子類、アポトーシス因子類、分化－誘導因子類、細胞表面受容体類およびそのリガ
ンド類；ホルモン類；ならびに小有機分子もしくは化合物を含めた小分子類を含む、例え
ば、核酸類、ペプチド類、およびポリペプチド類を含めた、任意の型の分子または化合物
とすることができる。
【０１１０】
　一実施形態では、上記活性剤は治療剤、またはその塩もしくは誘導体である。治療剤誘
導体は、それ自体で治療的に活性であってもよく、またはこれらは、さらに改変されると
活性になるプロドラッグであってもよい。したがって、一実施形態では、治療剤誘導体は
、改変しない薬剤と比較した場合、上記治療活性の一部またはすべてを保持し、一方、別
の実施形態では、治療剤誘導体は、治療活性を欠いている。
【０１１１】
　様々な実施形態では、治療剤には、任意の治療上有効な薬剤または薬物、例えば、抗炎
症化合物、抗うつ剤、刺激剤、鎮痛薬、抗生物質、避妊薬、解熱剤、血管拡張剤、抗脈管
形成剤、サイトバスキュラー剤、シグナル伝達阻害剤、心血管薬、例えば、抗不整脈剤、
血管収縮剤、ホルモン、およびステロイドなどが含まれる。
【０１１２】
　ある特定の実施形態では、上記治療剤は、抗腫瘍薬（ｏｎｃｏｌｏｇｙ　ｄｒｕｇ）で
あり、これは、抗腫瘍薬（ａｎｔｉ－ｔｕｍｏｒ　ｄｒｕｇ）、抗癌剤、腫瘍薬（ｔｕｍ
ｏｒ　ｄｒｕｇ）、抗新生物薬（ａｎｔｉｎｅｏｐｌａｓｔｉｃ　ａｇｅｎｔ）などと呼
ぶこともできる。本発明によって使用することができる抗腫瘍薬の例として、限定はしな
いが、アドリアマイシン、アルケラン、アロプリノール、アルトレタミン、アミホスチン
、アナストロゾール、ａｒａＣ、三酸化ヒ素、アザチオプリン、ベキサロテン、ｂｉＣＮ
Ｕ、ブレオマイシン、静脈内用ブスルファン、経口用ブスルファン、カペシタビン（Ｘｅ
ｌｏｄａ）、カルボプラチン、カルムスチン、ＣＣＮＵ、セレコキシブ、クロランブシル
、シスプラチン、クラドリビン、シクロスポリンＡ、シタラビン、シトシンアラビノシド
、ダウノルビシン、シトキサン、ダウノルビシン、デキサメタゾン、デクスラゾキサン、
ドデタキセル（ｄｏｄｅｔａｘｅｌ）、ドキソルビシン、ドキソルビシン、ＤＴＩＣ、エ
ピルビシン、エストラムスチン、リン酸エトポシド、エトポシドおよびＶＰ－１６、エキ
セメスタン、ＦＫ５０６、フルダラビン、フルオロウラシル、５－ＦＵ、ゲムシタビン（
Ｇｅｍｚａｒ）、ゲムツズマブ－オゾガマイシン、酢酸ゴセレリン、ハイドレア、ヒドロ
キシウレア、イダルビシン、イホスファミド、メシル酸イマチニブ、インターフェロン、
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イリノテカン（Ｃａｍｐｔｏｓｔａｒ、ＣＰＴ－１１１）、レトロゾール、ロイコボリン
、ロイスタチン、ロイプロリド、レバミソール、リトレチノイン（ｌｉｔｒｅｔｉｎｏｉ
ｎ）、メガストロール（ｍｅｇａｓｔｒｏｌ）、メルファラン、Ｌ－ＰＡＭ、メスナ、メ
トトレキセート、メトキサレン、ミトラマイシン、マイトマイシン、ミトキサントロン、
ナイトロジェンマスタード、パクリタキセル、パミドロネート、ペガデマーゼ、ペントス
タチン、ポルフィマーナトリウム、プレドニゾン、リツキサン、ストレプトゾシン、ＳＴ
Ｉ－５７１、タモキシフェン、タキソテル、テモゾルアミド（ｔｅｍｏｚｏｌａｍｉｄｅ
）、テニポシド、ＶＭ－２６、トポテカン（Ｈｙｃａｍｔｉｎ）、トレミフェン、トレチ
ノイン、ＡＴＲＡ、バルルビシン、ベルバン、ビンブラスチン、ビンクリスチン、ＶＰ１
６、およびビノレルビンが挙げられる。本発明によって使用することができる抗腫瘍薬の
他の例は、エリプチシン（ｅｌｌｉｐｔｉｃｉｎ）およびエリプチシン類似体または誘導
体、エポチロン、細胞内キナーゼ阻害剤、ならびにカンプトテシンである。
【０１１３】
　１．核酸－脂質粒子
　ある特定の実施形態では、本発明の脂質粒子は、核酸と結合しており、核酸－脂質粒子
をもたらす。特定の実施形態では、上記核酸は、上記脂質粒子中に部分的または完全にカ
プセル化されている。本明細書で使用する場合、用語「核酸」は、任意のオリゴヌクレオ
チドまたはポリヌクレオチドを含むことを意味する。最大５０ヌクレオチドを含有する断
片は、オリゴヌクレオチドと一般に呼ばれ、より長い断片はポリヌクレオチドと呼ばれる
。特定の実施形態では、本発明のオリゴヌクレオチド（ｏｌｉｇｏｎｕｃｌｅｔｏｉｄｅ
）は、長さが２０～５０ヌクレオチドである。
【０１１４】
　本発明の脈絡において、用語「ポリヌクレオチド」および「オリゴヌクレオチド」は、
天然に存在する塩基、糖、および糖間（主鎖（ｂａｃｋｂｏｎｅ））連結からなるヌクレ
オチドまたはヌクレオシドモノマーのポリマーまたはオリゴマーを指す。用語「ポリヌク
レオチド」および「オリゴヌクレオチド」は、同様に機能する、天然に存在しないモノマ
ー、またはその一部を含むポリマーまたはオリゴマーも含む。そのような改変または置換
オリゴヌクレオチドは、例えば、細胞取込みの増強、およびヌクレアーゼの存在下での安
定性の増大などの特性のために、天然型を超えて好適であることが多い。
【０１１５】
　オリゴヌクレオチドは、デオキシリボオリゴヌクレオチドまたはリボオリゴヌクレオチ
ドと分類される。デオキシリボオリゴヌクレオチドは、交互の非分枝ポリマーを形成する
ために、この糖の５’　炭素および３’炭素でホスフェートと共有結合したデオキシリボ
ースと呼ばれる５炭素糖からなる。リボオリゴヌクレオチドは、５炭素糖がリボースであ
る、同様の繰り返し構造からなる。
【０１１６】
　本発明による脂質－核酸粒子中に存在する核酸は、公知である任意の形態の核酸を含む
。本明細書で使用される核酸は、一本鎖ＤＮＡもしくはＲＮＡ、または二本鎖ＤＮＡもし
くはＲＮＡ、またはＤＮＡ－ＲＮＡハイブリッドであってもよい。二本鎖ＤＮＡの例には
、構造遺伝子、制御領域および終止領域を含む遺伝子、ならびにウイルス性ＤＮＡまたは
プラスミドＤＮＡなどの自己複製系が含まれる。二本鎖ＲＮＡの例には、ｓｉＲＮＡおよ
び他のＲＮＡ干渉試薬が含まれる。一本鎖核酸には、例えば、アンチセンスオリゴヌクレ
オチド、リボザイム、マイクロＲＮＡ、および三重鎖形成性オリゴヌクレオチドが含まれ
る。
【０１１７】
　本発明の核酸は、核酸の特定の形態に一般に依存して、様々な長さのものとすることが
できる。例えば、特定の実施形態では、プラスミドまたは遺伝子は、長さが約１，０００
～１００，０００ヌクレオチド残基とすることができる。特定の実施形態では、オリゴヌ
クレオチドは、長さが約１０～１００ヌクレオチドの範囲とすることができる。様々な関
連実施形態では、オリゴヌクレオチドは、一本鎖、二本鎖、および三本鎖ともに、長さが
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約１０～約５０ヌクレオチド、約２０～約５０ヌクレオチド、約１５～約３０ヌクレオチ
ド、約２０～約３０ヌクレオチドの長さの範囲とすることができる。
【０１１８】
　特定の実施形態では、本発明のオリゴヌクレオチド（またはその鎖）は、標的ポリヌク
レオチドに特異的にハイブリダイズするか、または標的ポリヌクレオチドと相補性である
。「特異的にハイブリダイズ可能な」および「相補性の」は、上記ＤＮＡ標的またはＲＮ
Ａ標的と上記オリゴヌクレオチドの間で、安定で特異的な結合が起こるような十分な程度
の相補性を示すのに使用される用語である。オリゴヌクレオチドは、特異的にハイブリダ
イズ可能であるために、その標的核酸配列と１００％相補性である必要はないことが理解
される。オリゴヌクレオチドは、上記オリゴヌクレオチドの上記標的への結合が、上記標
的分子の正常な機能を妨害することによって、上記標的分子に由来する有用性または発現
の低下を生じさせ、特異的結合が望まれる条件下、すなわち、ｉｎ　ｖｉｖｏアッセイも
しくは治療的処置の場合における生理的条件下、またはｉｎ　ｖｉｔｒｏアッセイの場合
では、上記アッセイが行われる条件下で、上記オリゴヌクレオチドの非標的配列への非特
異的結合を回避するのに十分な程度の相補性がある場合、特異的にハイブリダイズ可能で
ある。したがって、他の実施形態では、このオリゴヌクレオチドは、これが標的としてい
るか、またはこれが特異的にハイブリダイズする遺伝子配列またはｍＲＮＡ配列の領域と
比較した場合、１つ、２つ、または３つの塩基置換を含む。
【０１１９】
　ＲＮＡ干渉核酸
　特定の実施形態では、本発明の核酸－脂質粒子は、ＲＮＡ干渉（ＲＮＡｉ）分子と結合
している。ＲＮＡｉ分子を使用するＲＮＡ干渉法は、対象とする遺伝子またはポリヌクレ
オチドの発現を乱すために使用することができる。最近の５年間のうちに、低分子干渉Ｒ
ＮＡ（ｓｉＲＮＡ）は、開発中の次世代の標的化オリゴヌクレオチド薬物として、アンチ
センスＯＤＮおよびリボザイムに実質的に取って代わった。ＳｉＲＮＡは、通常２１～３
０ヌクレオチドの長さのＲＮＡ二本鎖であり、これは、ＲＮＡｉ誘導型サイレンシング複
合体（ＲＩＳＣ）として公知の細胞質多タンパク質複合体と結合することができる。ｓｉ
ＲＮＡを負荷されたＲＩＳＣは、相同の（ｈｏｍｏｌｏｇｏｕｓ）ｍＲＮＡ転写物の分解
を媒介し、したがってｓｉＲＮＡは、高い特異性でタンパク質発現をノックダウンするよ
うに設計することができる。他のアンチセンス技術と異なり、ｓｉＲＮＡは、非コードＲ
ＮＡを通じて遺伝子発現を制御するように進化した天然の機構を通じて機能する。これが
、ｓｉＲＮＡの活性が、アンチセンスＯＤＮまたはリボザイムのいずれかより、ｉｎ　ｖ
ｉｔｒｏおよびｉｎ　ｖｉｖｏで強力である理由であると一般に考えられている。例えば
、ｄｅ　Ｆｏｕｇｅｒｏｌｌｅｓ，　Ａ．ら、Ｎａｔｕｒｅ　Ｒｅｖｉｅｗｓ　６巻：４
４３～４５３頁（２００７年）において記載されたように、臨床的に関連した標的を標的
化するｓｉＲＮＡを含めた様々なＲＮＡｉ試薬が、現在医薬として開発中である。
【０１２０】
　最初に記載されたＲＮＡｉ分子は、ＲＮＡセンス鎖およびＲＮＡアンチセンス鎖の両方
を含むＲＮＡ：ＲＮＡハイブリッドであったが、ＤＮＡセンス：ＲＮＡアンチセンスハイ
ブリッド、ＲＮＡセンス：ＤＮＡアンチセンスハイブリッド、およびＤＮＡ：ＤＮＡハイ
ブリッドは、ＲＮＡｉを媒介することができることが現在では実証されている（Ｌａｍｂ
ｅｒｔｏｎ，　Ｊ．Ｓ．およびＣｈｒｉｓｔｉａｎ，　ＡＴ．、（２００３年）Ｍｏｌｅ
ｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　２４巻：１１１～１１９頁）。したがって、
本発明は、任意のこれらの様々な型の二本鎖分子を含むＲＮＡｉ分子の使用を含む。さら
に、ＲＮＡｉ分子は、様々な形態で使用し、細胞に導入することができることが理解され
る。したがって、本明細書で使用する場合、ＲＮＡｉ分子は、限定はしないが、２本の別
個の鎖、すなわち、センス鎖およびアンチセンス鎖を含む二本鎖ポリヌクレオチド、例え
ば、低分子干渉ＲＮＡ（ｓｉＲＮＡ）；二本鎖領域を形成する相補性配列のヘアピンルー
プを含むポリヌクレオチド、例えば、ｓｈＲＮＡｉ分子、ならびに単独で、または別のポ
リヌクレオチドと組み合わせて二本鎖ポリヌクレオチドを形成することができる１つまた
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は複数のポリヌクレオチドを発現する発現ベクターを含めた、細胞内でＲＮＡｉ応答を誘
導することができる任意の分子、ならびにすべての分子を包含する。
【０１２１】
　ＲＮＡ干渉（ＲＮＡｉ）は、標的ポリヌクレオチドの発現を特異的に阻害するために使
用することができる。遺伝子および核酸発現の二本鎖ＲＮＡ媒介性抑制は、細胞または生
物中にｄｓＲＮＡ、ｓｉＲＮＡ、またはｓｈＲＮＡを導入することによって、本発明によ
って実現することができる。ｓｉＲＮＡは、二本鎖ＲＮＡ、またはＲＮＡおよびＤＮＡの
両方、例えば、１本のＲＮＡ鎖および１本のＤＮＡ鎖を含むハイブリッド分子とすること
ができる。ｓｉＲＮＡを細胞に直接導入することにより、哺乳動物細胞内でＲＮＡｉを作
動させる（ｔｒｉｇｇｅｒ）ことができることが実証された（Ｅｌｓｈａｂｉｒ，　Ｓ．
　Ｍ．ら、Ｎａｔｕｒｅ　４１１巻：４９４～４９８頁（２００１年））。さらに、哺乳
動物細胞内の抑制は、ＲＮＡレベルで起こり、上記標的遺伝子に特異的であり、ＲＮＡと
タンパク質抑制の間で強い相関を伴った（Ｃａｐｌｅｎ，　Ｎ．ら、Ｐｒｏｃ．　Ｎａｔ
ｌ．　Ａｃａｄ．　Ｓｃｉ．　ＵＳＡ　９８巻：９７４６～９７４７頁（２００１年））
。さらに、ＨｅＬａ　Ｓ３、ＣＯＳ７、２９３、ＮＩＨ／３Ｔ３、Ａ５４９、ＨＴ－２９
、ＣＨＯ－ＫＩ、およびＭＣＦ－７細胞を含めた多種多様な細胞株は、いくつかのレベル
のｓｉＲＮＡサイレンシングに感受性であることが示された（Ｂｒｏｗｎ，　Ｄ．ら、Ｔ
ｅｃｈＮｏｔｅｓ　９巻（１号）：１～７頁、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｏｔ．ａｍｂｉ
ｏｎ．ｄｏｔ．ｃｏｍ／ｔｅｃｈｌｉｂ／ｔｎ／９１／９１２．ｈｔｍｌ（９／１／０２
）で入手可能）。
【０１２２】
　特定のポリヌクレオチドを標的にするＲＮＡｉ分子は、当技術分野で公知の手順に従っ
て容易に調製することができる。有効なｓｉＲＮＡ分子の構造上の特性は同定されている
。Ｅｌｓｈａｂｉｒ，　Ｓ．　Ｍ．ら（２００１年）、Ｎａｔｕｒｅ　４１１巻：４９４
～４９８頁、およびＥｌｓｈａｂｉｒ，　Ｓ．　Ｍ．ら（２００１年）、ＥＭＢＯ　２０
巻：６８７７～６８８８頁。したがって、当業者は、多種多様な異なるｓｉＲＮＡ分子を
、特定の遺伝子または転写物を標的にするために使用することができることを理解する。
ある特定の実施形態では、本発明によるｓｉＲＮＡ分子は、二本鎖であり、長さが、間の
各整数を含めた１６～３０または１８～３５ヌクレオチドである。一実施形態では、ｓｉ
ＲＮＡは、長さが２１ヌクレオチドである。ある特定の実施形態では、ｓｉＲＮＡは、０
～７のヌクレオチド３’オーバーハング、または０～４のヌクレオチド５’オーバーハン
グを有する。一実施形態では、ｓｉＲＮＡ分子は、２つのヌクレオチド３’オーバーハン
グを有する。一実施形態では、ｓｉＲＮＡは、長さが２１ヌクレオチドであり、２つのヌ
クレオチド３’オーバーハングを有する（すなわち、これらは、そのセンス鎖とアンチセ
ンス鎖の間に１９ヌクレオチドの相補性領域を含有する）。ある特定の実施形態では、上
記オーバーハングは、ＵＵまたはｄＴｄＴ　３’オーバーハングである。
【０１２３】
　一般に、１個の塩基対ミスマッチでさえ、サイレンシングを低減することが示されてい
るので、ｓｉＲＮＡ分子は、標的ＤＮＡ分子の１本の鎖と完全に相補性である。他の実施
形態では、ｓｉＲＮＡは、改変主鎖組成、例えば、２’－デオキシ－または２’－Ｏ－メ
チル改変を有することができる。しかし、好適な実施形態では、上記ｓｉＲＮＡの鎖全体
は、２’デオキシまたは２’－Ｏ－改変塩基を用いて作製されない。
【０１２４】
　一実施形態では、ｓｉＲＮＡ標的部位は、ＡＡジヌクレオチド配列の出現について、上
記標的ｍＲＮＡ転写物配列をスキャンすることによって選択される。３’側の隣接する約
１９ヌクレオチドと組み合わせた各ＡＡジヌクレオチド配列は、潜在的なｓｉＲＮＡ標的
部位である。一実施形態では、ｓｉＲＮＡ標的部位は、その５’および３’非翻訳領域（
ＵＴＲ）、またはその開始コドン付近の領域（約７５塩基内）に優先的に配置されないが
、その理由は、調節領域に結合するタンパク質がｓｉＲＮＰエンドヌクレアーゼ複合体の
結合を妨害することができるためである（Ｅｌｓｈａｂｉｒ，　Ｓ．ら、Ｎａｔｕｒｅ　
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４１１巻：４９４～４９８頁（２００１年）；Ｅｌｓｈａｂｉｒ，　Ｓ．ら、ＥＭＢＯ　
Ｊ．　２０巻：６８７７～６８８８頁（２００１年））。さらに、潜在的な標的部位は、
適切なゲノムデータベース、例えば、ｗｗｗ．ｎｃｂｉ．ｎｌｍにおけるＮＣＢＩサーバ
ーで入手可能なＢＬＡＳＴＮ　２．０．５など、および排除される他のコード配列と著し
い相同性を有する潜在的な標的配列と比較することができる。
【０１２５】
　特定の実施形態では、短いヘアピンＲＮＡが本発明の核酸－脂質粒子の核酸成分を構成
する。短いヘアピンＲＮＡ（ｓｈＲＮＡ）は、標的遺伝子の発現を配列特異的に低減する
ことができるヘアピンＲＮＡの一形態である。短いヘアピンＲＮＡは、上記細胞環境にお
いて一般により安定であり、分解に対する感受性がより低いので、これらは、遺伝子発現
の抑制において、ｓｉＲＮＡを超えて利点を提供することができる。そのような短いヘア
ピンＲＮＡ媒介性遺伝子サイレンシングは、様々な正常細胞株および癌細胞株、ならびに
マウス細胞およびヒト細胞を含めた哺乳動物細胞において機能することが確立されている
。Ｐａｄｄｉｓｏｎ，　Ｐ．ら、Ｇｅｎｅｓ　Ｄｅｖ．　１６巻（８号）：９４８～５８
頁（２００２年）。さらに、操作されたｓｈＲＮＡをコードする染色体性遺伝子を有する
トランスジェニック細胞株が生成された。これらの細胞は、ｓｈＲＮＡを構成的に合成し
、それによって、子孫細胞に伝える（ｐａｓｓ）ことができる、持続的または構成的な遺
伝子サイレンシングを促進することができる。Ｐａｄｄｉｓｏｎ，　Ｐ．ら、Ｐｒｏｃ．
　Ｎａｔｌ．　Ａｃａｄ．　Ｓｃｉ．　ＵＳＡ　９９巻（３号）：１４４３～１４４８頁
（２００２年）。
【０１２６】
　ｓｈＲＮＡは、ステムループ構造を含有する。ある特定の実施形態では、これらは、長
さが１９～２９ヌクレオチド、またはその間の任意の数の可変の（ｖａｒｉａｂｌｅ）ス
テム長を含有することができる。ある特定の実施形態では、ヘアピンは、１９～２１ヌク
レオチドのステムを含有し、一方、他の実施形態では、ヘアピンは、２７～２９ヌクレオ
チドのステムを含有する。ある特定の実施形態では、上記ループサイズは、長さが４～２
３ヌクレオチドの間であるが、ループサイズは、サイレンシング活性に著しく影響するこ
となく、２３ヌクレオチドより大きくすることができる。ｓｈＲＮＡ分子は、効力を減少
させることなく、ミスマッチ、例えば、上記ｓｈＲＮＡステムの２本の鎖の間のＧ－Ｕミ
スマッチを含有することができる。実際に、ある特定の実施形態では、ｓｈＲＮＡは、例
えば、細菌内で増殖する間に、ヘアピンを安定化させるために、そのヘアピンステム中に
１つまたはいくつかのＧ－Ｕ対形成を含むように設計される。しかし、上記標的ｍＲＮＡ
（アンチセンス鎖）に結合する上記ステムの一部と上記ｍＲＮＡとの間に相補性が一般に
要求され、この領域内の１個の塩基対ミスマッチでさえ、サイレンシングを無効にする場
合がある。５’および３’オーバーハングは、ｓｈＲＮＡ機能にとって重要ではないよう
にみえるので、必要とされないが、これらは存在してもよい（Ｐａｄｄｉｓｏｎら（２０
０２年）、Ｇｅｎｅｓ　＆　Ｄｅｖ．　１６巻（８号）：９４８～５８頁）。
【０１２７】
　マイクロＲＮＡ
　マイクロＲＮＡ（ｍｉＲＮＡ）は、植物および動物のゲノム中のＤＮＡから転写される
が、タンパク質に翻訳されない、高度に保存されたクラスの低分子ＲＮＡ分子である。プ
ロセシングされるｍｉＲＮＡは、ＲＮＡ誘導型サイレンシング複合体（ＲＩＳＣ）中に組
み込まれた状態になる一本鎖の約１７～２５ヌクレオチド（ｎｔ）のＲＮＡ分子であり、
発生（ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ）、細胞増殖、アポトーシス、および分化の重要な制御因
子として同定された。これらは、特定のｍＲＮＡの３’－非翻訳領域に結合することによ
って、遺伝子発現の制御において役割を果たすと考えられている。ＲＩＳＣは、翻訳の阻
害、転写物の切断、またはその両方を通じて遺伝子発現の下方制御を媒介する。ＲＩＳＣ
は、広範囲の真核生物の核内での転写サイレンシングにもかかわる。
【０１２８】
　これまでに同定されたｍｉＲＮＡ配列の数は多く、増えており、その例示的な例は、例
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えば、Ｇｒｉｆｆｉｔｈｓ－Ｊｏｎｅｓ　Ｓら、ＮＡＲ、２００６年、３４巻、Ｄａｔａ
ｂａｓｅ　Ｉｓｓｕｅ、Ｄ１４０－Ｄ１４４；Ｇｒｉｆｆｉｔｈｓ－Ｊｏｎｅｓ　Ｓ．　
ＮＡＲ、２００４年、３２巻、Ｄａｔａｂａｓｅ　Ｉｓｓｕｅ、Ｄ１０９－Ｄ１１１；お
よびまたｈｔｔｐ：／／ｍｉｃｒｏｒｎａ．ｓａｎｇｅｒ．ａｃ．ｕｋ／ｓｅｑｕｅｎｃ
ｅｓ／において見出すことができる。
【０１２９】
　アンチセンスオリゴヌクレオチド
　一実施形態では、核酸は、標的ポリヌクレオチドに向けられたアンチセンスオリゴヌク
レオチドである。用語「アンチセンスオリゴヌクレオチド」、または単に「アンチセンス
」は、標的化ポリヌクレオチド配列と相補性であるオリゴヌクレオチドを含むことを意味
する。アンチセンスオリゴヌクレオチドは、選択された配列と相補性である一本鎖のＤＮ
ＡまたはＲＮＡである。アンチセンスＲＮＡの場合では、相補性ＲＮＡ鎖の翻訳を、これ
に結合することによって防止する。アンチセンスＤＮＡは、特定の、相補性（コードまた
は非コード）ＲＮＡを標的にするのに使用することができる。結合が起こる場合、このＤ
ＮＡ／ＲＮＡハイブリッドは、酵素ＲＮａｓｅ　Ｈによって分解され得る。特定の実施形
態では、アンチセンスオリゴヌクレオチドは、約１０～約５０ヌクレオチド、より好まし
くは約１５～約３０ヌクレオチドを含有する。この用語は、所望の上記標的遺伝子と正確
に相補性でない場合のあるアンチセンスオリゴヌクレオチドも包含する。したがって、本
発明は、標的でない特定の活性が、アンチセンスに見出される場合、または上記標的配列
と１つまたは複数のミスマッチを含有するアンチセンス配列が、特定の使用について最も
好適である場合に利用することができる。
【０１３０】
　アンチセンスオリゴヌクレオチドは、タンパク質合成の有効な標的化阻害剤（ｔａｒｇ
ｅｔｅｄ　ｉｎｈｉｂｉｔｏｒ）であることが実証されており、したがって、標的とされ
る遺伝子によるタンパク質合成を特異的に阻害するのに使用することができる。タンパク
質合成を阻害するためのアンチセンスオリゴヌクレオチドの効力は、十分に確立されてい
る。例えば、ポリガラクツロナーゼ（ｐｏｌｙｇａｌａｃｔａｕｒｏｎａｓｅ）およびム
スカリン２型アセチルコリン受容体の合成は、そのそれぞれのｍＲＮＡ配列に向けられた
アンチセンスオリゴヌクレオチドによって阻害される（米国特許５，７３９，１１９号お
よび米国特許５，７５９，８２９号）。さらに、アンチセンス阻害の例は、核タンパク質
サイクリン、複数の薬剤耐性遺伝子（ＭＤＧ１）、ＩＣＡＭ－１、Ｅ－セレクチン、ＳＴ
Ｋ－１、線条体ＧＡＢＡＡ受容体、およびヒトＥＧＦに関して実証されている（Ｊａｓｋ
ｕｌｓｋｉら、Ｓｃｉｅｎｃｅ．　１９８８年６月１０日；２４０巻（４８５８号）：１
５４４～６頁；ＶａｓａｎｔｈａｋｕｍａｒおよびＡｈｍｅｄ、Ｃａｎｃｅｒ　Ｃｏｍｍ
ｕｎ．　１９８９年；１巻（４号）：２２５～３２頁；Ｐｅｒｉｓら、Ｂｒａｉｎ　Ｒｅ
ｓ　Ｍｏｌ　Ｂｒａｉｎ　Ｒｅｓ．　１９９８年６月１５日；５７巻（２号）：３１０～
２０頁；米国特許第５，８０１，１５４号；米国特許第５，７８９，５７３号；米国特許
第５，７１８，７０９号、および米国特許第５，６１０，２８８号）。さらに、アンチセ
ンス構築物は、様々な異常な細胞増殖、例えば、癌を阻害し、これを治療するのに使用す
ることができることも記載されている（米国特許第５，７４７，４７０号；米国特許第５
，５９１，３１７号、および米国特許第５，７８３，６８３号）。
【０１３１】
　アンチセンスオリゴヌクレオチドを生成する方法は、当技術分野で公知であり、任意の
ポリヌクレオチド配列を標的にするアンチセンスオリゴヌクレオチドを生成することに容
易に適応させることができる。所与の標的配列に特異的なアンチセンスオリゴヌクレオチ
ド配列の選択は、選択される標的配列の分析および二次構造、Ｔｍ、結合エネルギー、お
よび相対的な安定性の決定に基づく。アンチセンスオリゴヌクレオチドは、二量体、ヘア
ピン、または宿主細胞内で標的ｍＲＮＡへの特異的結合を低減または禁止する他の二次構
造を形成することが比較的できないことに基づいて選択することができる。上記ｍＲＮＡ
の非常に好適な標的領域は、そのＡＵＧ翻訳開始コドンにおける領域またはこのコドン付
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近の領域、および上記ｍＲＮＡの５’領域に実質的に相補性である配列を含む。これらの
二次構造分析、および標的部位選択の考察は、例えば、ＯＬＩＧＯプライマー分析ソフト
ウェアのｖ．４（Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ　Ｉｎｓｉｇｈｔｓ）および／ま
たはＢＬＡＳＴＮ　２．０．５アルゴリズムソフトウェア（Ａｌｔｓｃｈｕｌら、Ｎｕｃ
ｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．　１９９７年、２５巻（１７号）：３３８９～４０２頁
）を使用して実施することができる。
【０１３２】
　リボザイム
　本発明の別の実施形態によれば、核酸－脂質粒子は、リボザイムと結合する。リボザイ
ムは、エンドヌクレアーゼ活性を有する特定の触媒ドメインを有するＲＮＡ－タンパク質
複合体である（ＫｉｍおよびＣｅｃｈ、Ｐｒｏｃ　Ｎａｔｌ　Ａｃａｄ　Ｓｃｉ　Ｕ　Ｓ
　Ａ．　１９８７年１２月；８４巻（２４号）：８７８８～９２頁；Ｆｏｒｓｔｅｒおよ
びＳｙｍｏｎｓ、Ｃｅｌｌ．　１９８７年４月２４日；４９巻（２号）：２１１～２０頁
）。例えば、多数のリボザイムは、高度の特異性を伴ってリン酸エステル転移反応を加速
し、オリゴヌクレオチド基質中のいくつかのリン酸エステルのうちの１つのみを切断する
ことが多い（Ｃｅｃｈら、Ｃｅｌｌ．　１９８１年１２月；２７巻（３　Ｐｔ　２）：４
８７～９６頁；ＭｉｃｈｅｌおよびＷｅｓｔｈｏｆ、Ｊ　Ｍｏｌ　Ｂｉｏｌ．　１９９０
年１２月５日；２１６巻（３号）：５８５～６１０頁；Ｒｅｉｎｈｏｌｄ－Ｈｕｒｅｋお
よびＳｈｕｂ、Ｎａｔｕｒｅ．　１９９２年５月１４日；３５７巻（６３７４号）：１７
３～６頁）。この特異性は、上記基質が、化学反応の前に、特定の塩基対合相互作用を介
して、上記リボザイムの内部ガイド配列（「ＩＧＳ」）に結合するという必要条件に起因
している。
【０１３３】
　少なくとも６つの基本的な種類の天然に存在する酵素ＲＮＡが、現在公知である。それ
ぞれは、生理的条件下で、ＲＮＡホスホジエステル結合の加水分解をトランスで触媒する
ことができる（したがって、他のＲＮＡ分子を切断することができる）。一般に、酵素核
酸（ｅｎｚｙｍａｔｉｃ　ｎｕｃｌｅｉｃ　ａｃｉｄ）は、最初に標的ＲＮＡに結合する
ことによって作用する。そのような結合は、上記標的ＲＮＡを切断するように作用する酵
素核酸分子の酵素部分にごく接近して保持されている酵素核酸の標的結合部分を通じて起
こる。したがって、上記酵素核酸は、相補性の塩基対形成を通じて標的ＲＮＡを最初に認
識し、次いでこれに結合し、そして一旦その正しい部位に結合すると、酵素的に作用して
標的ＲＮＡを切断する。そのような標的ＲＮＡの戦略的切断は、コードされたタンパク質
の合成を指示するその能力を破壊することになる。酵素核酸が、そのＲＮＡ標的に結合し
、これを切断した後、酵素核酸は、そのＲＮＡから離れることによって別の標的を探し、
繰り返して新しい標的に結合し、これを切断することができる。
【０１３４】
　酵素核酸分子は、例えば、ハンマーヘッド、ヘアピン、δ肝炎ウイルス、Ｉ群イントロ
ン、またはＲＮａｓｅＰ　ＲＮＡ（ＲＮＡガイド配列を伴って）、またはニューロスポラ
（Ｎｅｕｒｏｓｐｏｒａ）ＶＳ　ＲＮＡモチーフにおいて形成することができる。ハンマ
ーヘッドモチーフの具体例は、Ｒｏｓｓｉら、Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．　
１９９２年９月１１日；２０巻（１７号）：４５５９～６５頁によって記載されている。
ヘアピンモチーフの例は、Ｈａｍｐｅｌら（欧州特許出願公開第ＥＰ０３６０２５７号）
、ＨａｍｐｅｌおよびＴｒｉｔｚ、Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　１９８９年６月１３日；
２８巻（１２号）：４９２９～３３頁；Ｈａｍｐｅｌら、Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　
Ｒｅｓ．　１９９０年１月２５日；１８巻（２号）：２９９～３０４頁、および米国特許
第５，６３１，３５９号によって記載されている。δ肝炎ウイルスモチーフの例は、Ｐｅ
ｒｒｏｔｔａおよびＢｅｅｎ、Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ．　１９９２年１２月１日；３
１巻（４７号）：１１８４３～５２頁によって記載されており；ＲＮａｓｅＰモチーフの
例は、Ｇｕｅｒｒｉｅｒ－Ｔａｋａｄａら、Ｃｅｌｌ．　１９８３年１２月；３５巻（３
　Ｐｔ　２）：８４９～５７頁によって記載されており；ニューロスポラＶＳ　ＲＮＡリ
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ボザイムモチーフは、Ｃｏｌｌｉｎｓ（ＳａｖｉｌｌｅおよびＣｏｌｌｉｎｓ、Ｃｅｌｌ
．　１９９０年５月１８日；６１巻（４号）：６８５～９６頁；ＳａｖｉｌｌｅおよびＣ
ｏｌｌｉｎｓ、Ｐｒｏｃ　Ｎａｔｌ　Ａｃａｄ　Ｓｃｉ　Ｕ　Ｓ　Ａ．　１９９１年１０
月１日；８８巻（１９号）：８８２６～３０頁；ＣｏｌｌｉｎｓおよびＯｌｉｖｅ、Ｂｉ
ｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ．　１９９３年３月２３日；３２巻（１１号）：２７９５～９頁）
によって記載されており；Ｉ群イントロンの例は、米国特許第４，９８７，０７１号に記
載されている。本発明によって使用される酵素核酸分子の重要な特性は、これらが、上記
標的遺伝子ＤＮＡまたはＲＮＡ領域の１つまたは複数と相補性である特異的基質結合部位
を有すること、およびこれらが、その基質結合部位内または周囲にヌクレオチド配列を有
し、この配列が分子にＲＮＡ切断活性を付与することである。したがって、上記リボザイ
ム構築物は、本明細書に述べられる特定のモチーフに限定される必要はない。
【０１３５】
　任意のポリヌクレオチド配列を標的にしたリボザイムを生成する方法は、当技術分野で
公知である。リボザイムは、それぞれが具体的に参照により本明細書に組み込まれている
、国際特許出願公開第ＷＯ９３／２３５６９号および国際特許出願公開第ＷＯ９４／０２
５９５号に記載されているように設計し、これらに記載されているように、合成すること
によってｉｎ　ｖｉｔｒｏおよびｉｎ　ｖｉｖｏで試験することができる。
【０１３６】
　リボザイムの活性は、そのリボザイム結合アームの長さを変更し、または血清リボヌク
レアーゼによるその分解を防止する改変（例えば、酵素ＲＮＡ分子の糖部分に行うことが
できる様々な化学修飾を記載している、国際特許出願公開第ＷＯ９２／０７０６５号；国
際特許出願公開第ＷＯ９３／１５１８７号；国際特許出願公開第ＷＯ９１／０３１６２号
；欧州特許出願公開第９２１１０２９８．４号；米国特許第５，３３４，７１１号；およ
び国際特許出願公開第ＷＯ９４／１３６８８号を参照）、細胞内のその効力を増強する改
変、およびＲＮＡ合成時間を短くし、化学的必要条件を低減するためのステムＩＩ塩基の
除去を用いてリボザイムを化学的に合成することによって最適化することができる。
【０１３７】
　免疫賦活性オリゴヌクレオチド
　哺乳動物または他の患者であってよい被験体に投与されたとき、免疫応答を誘導するこ
とができる免疫賦活性オリゴヌクレオチド（ＩＳＳ：一本鎖または二本鎖）を含めて、本
発明の脂質粒子（ｐａｔｉｃｌｅｓ）と結合する核酸は、免疫賦活性とすることができる
。ＩＳＳには、例えば、ヘアピン二次構造に導くある特定のパリドローム（Ｙａｍａｍｏ
ｔｏ　Ｓ．ら（１９９２年）Ｊ．　Ｉｍｍｕｎｏｌ．　１４８巻：４０７２～４０７６頁
を参照）、またはＣｐＧモチーフ、ならびに他の公知のＩＳＳ機能（マルチＧドメインな
ど、ＷＯ９６／１１２６６を参照）が含まれる。
【０１３８】
　上記免疫応答は、先天免疫応答であっても、適応免疫応答であってもよい。上記免疫系
は、より先天免疫系、および脊椎動物の後天性の適応免疫系に分けられ、これらのうちの
後者は、体液性細胞成分にさらに分けられる。特定の実施形態では、上記免疫応答は、粘
膜性であってもよい。
【０１３９】
　特定の実施形態では、免疫賦活性核酸は、脂質粒子と組合せて投与されるときのみ免疫
賦活性であり、その「遊離形態」で投与されるとき免疫賦活性ではない。本発明によれば
、そのようなオリゴヌクレオチドは、免疫賦活性であるとみなされる。
【０１４０】
　免疫賦活性核酸は、これらが、免疫応答を引き起こすために標的ポリヌクレオチドに特
異的に結合し、標的ポリヌクレオチドの発現を低減する必要がないとき、非配列特異的で
あるとみなされる。したがって、ある特定の免疫賦活性核酸は、天然に存在する遺伝子ま
たはｍＲＮＡの領域に対応する配列を含むことができるが、これらは、依然として非配列
特異的な免疫賦活性核酸とみなすことができる。
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【０１４１】
　一実施形態では、上記免疫賦活性核酸またはオリゴヌクレオチドは、少なくとも１つの
ＣｐＧジヌクレオチドを含む。上記オリゴヌクレオチドまたはＣｐＧジヌクレオチドは、
メチル化されていなくても、メチル化されていてもよい。別の実施形態では、上記免疫賦
活性核酸は、メチル化シトシンを有する少なくとも１つのＣｐＧジヌクレオチドを含む。
一実施形態では、上記核酸は、１つのＣｐＧジヌクレオチドを含み、前記ＣｐＧジヌクレ
オチド中のシトシンは、メチル化されている。特定の実施形態では、上記核酸は、配列５
’ＴＡＡＣＧＴＴＧＡＧＧＧＧＣＡＴ３’（配列番号：２）を含む。代替の実施形態では
、上記核酸は、少なくとも２つのＣｐＧジヌクレオチドを含み、上記ＣｐＧジヌクレオチ
ド中の少なくとも１つのシトシンは、メチル化されている。さらなる実施形態では、上記
配列中に存在する上記ＣｐＧジヌクレオチド中の各シトシンがメチル化されている。別の
実施形態では、上記核酸は、複数のＣｐＧジヌクレオチドを含み、前記ＣｐＧジヌクレオ
チドの少なくとも１つは、メチル化シトシンを含む。例示的な免疫賦活性（ｉｍｍｙｎｏ
ｓｔｉｍｕｌａｔｏｒｙ）オリゴヌクレオチドを表１に示す。
【０１４２】
　特定の一実施形態では、上記核酸は、配列５’ＴＴＣＣＡＴＧＡＣＧＴＴＣＣＴＧＡＣ
ＧＴ３’（配列番号：１）を含む。別の特定の実施形態では、上記核酸配列は、配列５’
ＴＣＣＡＴＧＡＣＧＴＴＣＣＴＧＡＣＧＴ３’（配列番号：３１）を含み、太字で示され
た上記２つのシトシンは、メチル化されている。特定の実施形態では、上記ＯＤＮは、以
下に示すように、ＯＤＮ＃１、ＯＤＮ＃２、ＯＤＮ＃３、ＯＤＮ＃４、ＯＤＮ＃５、ＯＤ
Ｎ＃６、ＯＤＮ＃７、ＯＤＮ＃８、およびＯＤＮ＃９からなるＯＤＮの群から選択される
。
【０１４３】
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【表１－３】

・「Ｚ」は、メチル化シトシン残基を表す。
・注：ＯＤＮ１４は、１５－塩基長（ｍｅｒ）のオリゴヌクレオチドであり、ＯＤＮ１は
、５’末端上に追加されたチミジンを有し、ＯＤＮ１を１６－塩基長にしている同じオリ
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ゴヌクレオチドである。ＯＤＮ１４とＯＤＮ１の間に生物活性の差はまったく検出されず
、両者ともに同様の免疫賦活作用を示す（Ｍｕｉら、Ｊ　Ｐｈａｒｍａｃｏｌ．　Ｅｘｐ
．　Ｔｈｅｒ．　２９８巻：１１８５～１１９２頁（２００１年））。
【０１４６】
　本発明の組成物および方法において使用するのに適したオリゴヌクレオチドの追加の特
定の核酸配列（ＯＤＮ）は、米国特許出願第６０／３７９，３４３号、米国特許出願第０
９／６４９，５２７号、国際公開第ＷＯ０２／０６９３６９号、国際公開第ＷＯ０１／１
５７２６号、米国特許第６，４０６，７０５号、およびＲａｎｅｙら、Ｊｏｕｒｎａｌ　
ｏｆ　Ｐｈａｒｍａｃｏｌｏｇｙ　ａｎｄ　Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌ　Ｔｈｅｒａｐｅ
ｕｔｉｃｓ、２９８巻：１１８５～１１９２頁（２００１年）に記載されている。ある特
定の実施形態では、本発明の組成物および方法において使用されるＯＤＮは、ホスホジエ
ステル（「ＰＯ」）主鎖、またはホスホロチオエート（「ＰＳ」）主鎖、および／または
ＣｐＧモチーフ中の少なくとも１つのメチル化シトシン残基を有する。
【０１４７】
　核酸改変
　１９９０年代において、ＤＮＡに基づくアンチセンスオリゴデオキシヌクレオチド（Ｏ
ＤＮ）およびリボザイム（ＲＮＡ）は、薬物の設計および開発にとって興奮させる、新し
いパラダイムを示したが、ｉｎ　ｖｉｖｏでのその用途は、エンドヌクレアーゼ活性およ
びエクソヌクレアーゼ活性、ならびに細胞内送達の成功の欠如によって妨げられた。分解
問題は、化学修飾の広範な研究の後に有効に克服され、この化学修飾は、上記オリゴヌク
レオチド（オリゴ）薬物が、ヌクレアーゼ酵素によって認識されるのを防止したが、その
作用機序を阻害しなかった。この研究は、今日の開発におけるアンチセンスＯＤＮ薬物が
、無改変分子についての数分と比較して、数日間ｉｎ　ｖｉｖｏで無傷なままであるほど
成功した（Ｋｕｒｒｅｃｋ，　Ｊ．　２００３年、Ｅｕｒ　Ｊ　Ｂｉｏｃｈｅｍ　２７０
巻：１６２８～４４頁）。しかし、細胞内送達および作用機序の問題が、これまでのとこ
ろ、アンチセンスＯＤＮおよびリボザイムが臨床製品となることを制限している。
【０１４８】
　ＲＮＡ二本鎖は、一本鎖のＤＮＡまたはＲＮＡより、ヌクレアーゼに対して本質的に安
定であり、アンチセンスＯＤＮと異なり、改変していないｓｉＲＮＡは、これらが細胞質
にアクセスすると良好な活性を示す。それでも、アンチセンスＯＤＮおよびリボザイムを
安定化させるために開発された化学修飾も、ｓｉＲＮＡに系統的に適用されることによっ
て、化学修飾がどの程度耐容性を示すことができるか、ならびに薬物動態学的および薬力
学的活性が増強され得るかどうかが決定されている。ｓｉＲＮＡ二本鎖によるＲＮＡ干渉
は、異なる機能を有するアンチセンス鎖およびセンス鎖を必要とする。上記ｓｉＲＮＡが
ＲＩＳＣに入ることを可能にするのに両方が必要であるが、一旦負荷されると、上記２本
の鎖は、分離し、上記センス鎖は分解される一方で、上記アンチセンス鎖は残ることによ
って、ＲＩＳＣを上記標的ｍＲＮＡにガイドする。ＲＩＳＣ中への流入は、上記標的ｍＲ
ＮＡの認識および切断より、構造的により低いストリンジェントなプロセスである。した
がって、上記センス鎖の多くの異なる化学修飾が可能であるが、限られた変更のみが、上
記アンチセンス鎖によって耐容性となる。
【０１４９】
　当技術分野で公知のように、ヌクレオシドは、塩基－糖の組合せである。ヌクレオチド
は、上記ヌクレオシドの糖部分に共有結合したリン酸基をさらに含むヌクレオシドである
。ペントフラノシル糖を含むこれらのヌクレオシドについて、上記リン酸基は、上記糖の
２’、３’、または５’ヒドロキシル部分のいずれかに結合することができる。オリゴヌ
クレオチドの形成において、リン酸基が隣接するヌクレオシドに互いに共有結合すること
によって、線状ポリマー化合物を形成する。さらには、この線状ポリマー構造のそれぞれ
の末端がさらに結合することによって、環状構造を形成することができる。上記オリゴヌ
クレオチド構造内で、上記リン酸基は一般に、上記オリゴヌクレオチドのヌクレオシド間
主鎖を形成するものとしてみなされる。ＲＮＡおよびＤＮＡの正常な連結または主鎖は、
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３’から５’へのホスホジエステル結合である。
【０１５０】
　本発明による脂質－核酸粒子中に使用される核酸は、公知である任意の形態の核酸を含
む。したがって、上記核酸は、ヌクレアーゼ耐性および血清安定性を増強するために以前
に使用された型の改変核酸とすることができる。目ざましいことに、しかし、許容される
治療製品は、天然核酸ポリマーのホスホジエステル結合に対してまったく改変がない核酸
から、脂質－核酸粒子を製剤化するための本発明の方法を使用して調製することもでき、
改変していないホスホジエステル核酸（すなわち、その連結のすべてがホスホジエステル
結合である核酸）の使用は、本発明の好適な実施形態である。
【０１５１】
　ａ．主鎖の改変
　本発明において有用なアンチセンス、ｓｉＲＮＡ、および他のオリゴヌクレオチドには
、限定はしないが、改変主鎖または非天然ヌクレオシド間連結を含有するオリゴヌクレオ
チドが含まれる。改変主鎖を有するオリゴヌクレオチドには、上記主鎖中にリン原子を保
持するもの、および上記主鎖中にリン原子を有さないものが含まれる。そのヌクレオシド
間主鎖中にリン原子を有さない改変オリゴヌクレオチドも、オリゴヌクレオシドであると
みなすことができる。改変オリゴヌクレオチド主鎖として、例えば、ホスホロチオエート
類、キラルなホスホロチオエート類、ホスホロジチオエート類、ホスホトリエステル類、
アミノアルキルホスホトリエステル類（ａｍｉｎｏａｌｋｙｌｐｈｏｓｐｈｏｔｒｉ－ｅ
ｓｔｅｒｓ）、３’－アルキレンホスホネート類およびキラルなホスホネート類を含めた
メチルホスホネート類および他のアルキルホスホネート類、ホスフィネート類、３’－ア
ミノホスホラミデート、およびアミノアルキルホスホラミデート類を含めたホスホラミデ
ート類、チオノホスホラミデート類、チオノアルキルホスホネート類、チオノアルキルホ
スホトリエステル類、ホスホロセレネート、メチルホスホネート、またはＯ－アルキルホ
スホトリエステル連結（ｌｉｎｋａｇｅ）、ならびに通常の３’－５’連結を有するボラ
ノホスフェート類、これらの２’－５’連結類似体、ならびにヌクレオシド単位の隣接す
る対が、３’－５’から５’－３’または２’－５’から５’－２’に連結している、逆
極性（ｉｎｖｅｒｔｅｄ　ｐｏｌａｒｉｔｙ）を有するものが挙げられる。本発明による
核酸中に存在することができる特定の改変の特定の非限定例を、表２に示す。
【０１５２】
　様々な塩、混合塩、および遊離酸形態も含まれる。上記連結の調製を教示する代表的な
米国特許として、限定はしないが、米国特許第３，６８７，８０８号；第４，４６９，８
６３号；第４，４７６，３０１号；第５，０２３，２４３号；第５，１７７，１９６号；
第５，１８８，８９７号；第５，２６４，４２３号；第５，２７６，０１９号；第５，２
７８，３０２号；第５，２８６，７１７号；第５，３２１，１３１号；第５，３９９，６
７６号；第５，４０５，９３９号；第５，４５３，４９６号；第５，４５５，２３３号；
第５，４６６，６７７号；第５，４７６，９２５号；第５，５１９，１２６号；第５，５
３６，８２１号；第５，５４１，３０６号；第５，５５０，１１１号；第５，５６３，２
５３号；第５，５７１，７９９号；第５，５８７，３６１号；および第５，６２５，０５
０号が挙げられる。
【０１５３】
　ある特定の実施形態では、その中にリン原子を含まない改変オリゴヌクレオチド主鎖は
、短鎖アルキルもしくはシクロアルキルヌクレオシド間連結、混合ヘテロ原子、およびア
ルキルもしくはシクロアルキルヌクレオシド間連結、または１つまたは複数の短鎖ヘテロ
原子のヌクレオシド間連結もしくは複素環式ヌクレオシド間連結によって形成される主鎖
を有する。これらとして、例えば、モルホリノ連結を有するもの（ヌクレオシドの糖部分
から部分的に形成される）；シロキサン主鎖；スルフィド、スルホキシド、およびスルホ
ン主鎖；ホルムアセチルおよびチオホルムアセチル主鎖；メチレンホルムアセチルおよび
メチレンチオホルムアセチル主鎖；アルケン含有主鎖；スルファメート主鎖；メチレンイ
ミノおよびメチレンヒドラジノ主鎖；スルホネートおよびスルホンアミド主鎖；アミド主
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上記オリゴヌクレオシドを記載している代表的な米国特許として、限定はしないが、米国
特許第５，０３４，５０６号；第５，１６６，３１５号；第５，１８５，４４４号；第５
，２１４，１３４号；第５，２１６，１４１号；第５，２３５，０３３号；第５，２６４
，５６２号；第５，２６４，５６４号；第５，４０５，９３８号；第５，４３４，２５７
号；第５，４６６，６７７号；第５，４７０，９６７号；第５，４８９，６７７号；第５
，５４１，３０７号；第５，５６１，２２５号；第５，５９６，０８６号；第５，６０２
，２４０号；第５，６１０，２８９号；第５，６０２，２４０号；第５，６０８，０４６
号；第５，６１０，２８９号；第５，６１８，７０４号；第５，６２３，０７０号；第５
，６６３，３１２号；第５，６３３，３６０号；第５，６７７，４３７号；および第５，
６７７，４３９号が挙げられる。
【０１５４】
　上記ホスホジエステル結合中の非架橋酸素が硫黄によって置換されたホスホロチオエー
ト主鎖の改変（表２、＃１）は、ヌクレアーゼ分解に対して核酸薬物を安定化させるのに
展開された最も初期の、最も一般的な手段の１つである。一般に、ＰＳ改変は、活性にそ
れほど強い影響を与えることなく、両方のｓｉＲＮＡ鎖に対して広範に行うことができる
（Ｋｕｒｒｅｃｋ，　Ｊ．、Ｅｕｒ．　Ｊ．　Ｂｉｏｃｈｅｍ．　２７０巻：１６２８～
４４頁、２００３年）。しかし、ＰＳオリゴ（ｏｌｉｇｏｓ）は、タンパク質と非特異的
に非常によく結合し、特にｉ．ｖ．投与すると毒性をもたらすことが公知である。したが
って、ＰＳ改変は、３’および５’末端における１つまたは２つの塩基に対して通常制限
される。ボラノホスフェートリンカー（表２、＃２）は、ＰＳより明らかに安定であり、
ｓｉＲＮＡ活性を増強し、毒性が低い最近の改変である（Ｈａｌｌら、Ｎｕｃｌｅｉｃ　
Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．　３２巻：５９９１～６０００頁、２００４年）。
【０１５５】
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【０１５６】
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【０１５７】
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【表２－３】

　他の有用な核酸誘導体には、上記架橋酸素原子（上記リン酸エステル結合を形成するも
の）が、－Ｓ－、－ＮＨ－、－ＣＨ２－などで置換された核酸分子が含まれる。ある特定
の実施形態では、上記アンチセンス、ｓｉＲＮＡ、または使用される他の核酸に対する変
化は、上記核酸に結合する負電荷に完全には影響しない。したがって、本発明は、上記連
結の一部が、例えば、その中性のメチルホスホネートまたはホスホラミデート連結で置換
されているアンチセンス、ｓｉＲＮＡおよび他の核酸の使用を企図する。中性連結が使用
される場合、ある特定の実施形態では、上記核酸連結の８０％未満がそのように置換され
ているか、または上記連結の５０％未満がそのように置換されている。
【０１５８】
　ｂ．塩基改変
　塩基改変は、上記主鎖および糖への改変より、あまり一般的ではない。０．３～６にお
いて示される改変はすべて、ヌクレアーゼ対してｓｉＲＮＡを安定化させ、活性に対して
ほとんど作用がないように思われる（Ｚｈａｎｇ，　Ｈ．Ｙ．ら、Ｃｕｒｒ　Ｔｏｐ　Ｍ
ｅｄ　Ｃｈｅｍ　６巻：８９３～９００頁（２００６年））。
【０１５９】
　したがって、オリゴヌクレオチドは、核酸塩基（ｎｕｃｌｅｏｂａｓｅ）（「塩基」と
単に当技術分野で呼ばれることが多い）改変または置換も含むことができる。本明細書で
使用する場合、「改変していない（ｕｎｍｏｄｉｆｉｅｄ）」または「天然」核酸塩基と
して、プリン塩基のアデニン（Ａ）およびグアニン（Ｇ）、ならびにピリミジン塩基のチ
ミン（Ｔ）、シトシン（Ｃ）、およびウラシル（Ｕ）が挙げられる。改変核酸塩基として
、他の合成ならびに天然の核酸塩基、例えば、５－メチルシトシン（５－ｍｅ－Ｃまたは
ｍ５ｃ）、５－ヒドロキシメチルシトシン、キサンチン、ヒポキサンチン、２－アミノア
デニン、アデニンおよびグアニンの６－メチルおよび他のアルキル誘導体、アデニンおよ
びグアニンの２－プロピルおよび他のアルキル誘導体、２－チオウラシル、２－チオチミ
ン、ならびに２－チオシトシン、５－ハロウラシルおよび５－ハロシトシン、５－プロピ
ニルウラシルおよび５－プロピニルシトシン、６－アゾウラシル、６－アゾシトシンおよ
び６－アゾチミン、５－ウラシル（シュードウラシル）、４－チオウラシル、８－ハロア
デニンおよび８－ハログアニン、８－アミノアデニンおよび８－アミノグアニン、８－チ
オールアデニンおよび８－チオールグアニン、８－チオアルキルアデニンおよび８－チオ
アルキルグアニン、８－ヒドロキシルアデニンおよび８－ヒドロキシルグアニンおよび他
の８－置換アデニンおよび８－置換グアニン、５－ハロウラシルおよび５－ハロシトシン
、特に５－ブロモウラシルおよび５－ブロモシトシン、５－トリフルオロメチルウラシル
および５－トリフルオロメチルシトシンおよび他の５－置換ウラシルおよび５－置換シト
シン、７－メチルグアニン、ならびに７－メチルアデニン、８－アザグアニン、ならびに
８－アザアデニン、７－デアザグアニン、ならびに７－デアザアデニン、ならびに３－デ
アザグアニン、ならびに３－デアザアデニンなどが挙げられる。
【０１６０】
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　５－置換ピリミジン、６－アザピリミジン、ならびにＮ－２、Ｎ－６、およびＯ－６置
換プリン（２－アミノプロピルアデニン、５－プロピニルウラシル、および５－プロピニ
ルシトシンを含めた）を含めたある特定の核酸塩基は、本発明のオリゴマー化合物の結合
親和性を増大させるのに特に有用である。５－メチルシトシン置換は、核酸二本鎖安定性
を０．６～１．２℃増大させることが示された（Ｓａｎｇｈｖｉ，　Ｙ．　Ｓ．、Ｃｒｏ
ｏｋｅ、Ｓ．　Ｔ．およびＬｅｂｌｅｕ，　Ｂ．編、Ａｎｔｉｓｅｎｓｅ　Ｒｅｓｅａｒ
ｃｈ　ａｎｄ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ　１９９３年、ＣＲＣ　Ｐｒｅｓｓ、Ｂｏｃａ
　Ｒａｔｏｎ、２７６～２７８頁）。これらは、特定の実施形態では、２’－Ｏ－メトキ
シエチル糖改変と合わせることができる。ある特定のこれらの改変核酸塩基ならびに他の
改変核酸塩基の調製を教示する米国特許として、限定はしないが、上記した米国特許第３
，６８７，８０８号、ならびに米国特許第４，８４５，２０５号；同第５，１３０，３０
２号；同第５，１３４，０６６号；同第５，１７５，２７３号；同第５，３６７，０６６
号；同第５，４３２，２７２号；同第５，４５７，１８７号；同第５，４５９，２５５号
；同第５，４８４，９０８号；同第５，５０２，１７７号；同第５，５２５，７１１号；
同第５，５５２，５４０号；同第５，５８７，４６９号；同第５，５９４，１２１号、同
第５，５９６，０９１号；同第５，６１４，６１７号、および同第５，６８１，９４１号
が挙げられる。
【０１６１】
　ｃ．糖改変
　糖基上のほとんどの改変は、好都合な化学反応性部位をもたらす、ＲＮＡ糖環（ｓｕｇ
ａｒ　ｒｉｎｇ）の２’－ＯＨで行われる（Ｍａｎｏｈａｒａｎ，　Ｍ．、Ｃｕｒｒ　Ｏ
ｐｉｎ　Ｃｈｅｍ　Ｂｉｏｌ　８巻：５７０～９頁（２００４年）；Ｚｈａｎｇ，　Ｈ．
Ｙ．ら、Ｃｕｒｒ　Ｔｏｐ　Ｍｅｄ　Ｃｈｅｍ　６巻：８９３～９００頁（２００６年）
）。その２’－Ｆおよび２’－ＯＭＥは一般的であり、両者ともに安定性を増大させ、上
記２’－ＯＭＥ改変は、これが、１本の鎖当たり４ヌクレオチド未満に制限されている限
り、活性を低減しない（Ｈｏｌｅｎ，　Ｔ．ら、Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ　
３１巻：２４０１～７頁（２００３年））。上記２’－Ｏ－ＭＯＥは、改変塩基が、その
分子の中央領域に制限されている場合、ｓｉＲＮＡにおいて最も有効である（Ｐｒａｋａ
ｓｈ，　Ｔ．Ｐ．ら、Ｊ　Ｍｅｄ　Ｃｈｅｍ　４８巻：４２４７～５３頁（２００５年）
）。活性の喪失を伴うことなく、ｓｉＲＮＡを安定化させることが見出された他の改変は
、表２、１０～１４に示されている。
【０１６２】
　改変オリゴヌクレオチドは、１つまたは複数の置換糖部分も含有することができる。例
えば、本発明は、その２’位に以下のもののうちの１つを含むオリゴヌクレオチドを含む
：ＯＨ；Ｆ；Ｏ－、Ｓ－、もしくはＮ－アルキル、Ｏ－アルキル－Ｏ－アルキル、Ｏ－、
Ｓ－、もしくはＮ－アルケニル、またはＯ－、Ｓ－、もしくはＮ－アルキニル（ここで、
上記アルキル、アルケニル、およびアルキニルは、置換または非置換のＣ１～Ｃ１Ｏアル
キル、またはＣ２～Ｃ１０アルケニルおよびアルキニルとすることができる）。Ｏ［（Ｃ
Ｈ２）ｎＯ］ｍＣＨ３、Ｏ（ＣＨ２）ｎＯＣＨ３、Ｏ（ＣＨ２）２ＯＮ（ＣＨ３）２、Ｏ
（ＣＨ２）ｎＮＨ２、Ｏ（ＣＨ２）ｎＣＨ３、Ｏ（ＣＨ２）ｎＯＮＨ２、およびＯ（ＣＨ

２）ｎＯＮ［（ＣＨ２）ｎＣＨ３）］２（式中、ｎおよびｍは、１～約１０である）は、
特に好適である。他の好適なオリゴヌクレオチドは、その２’位に以下のもののうちの１
つを含む：Ｃ１～Ｃ１０低級アルキル、置換低級アルキル、アルカリール、アラルキル、
Ｏ－アルカリールまたはＯ－アラルキル、ＳＨ、ＳＣＨ３、ＯＣＮ、Ｃｌ、Ｂｒ、ＣＮ、
ＣＦ３、ＯＣＦ３、ＳＯＣＨ３、ＳＯ２ＣＨ３、ＯＮＯ２、ＮＯ２、Ｎ３、ＮＨ２、ヘテ
ロシクロアルキル、ヘテロシクロアルカリール、アミノアルキルアミノ、ポリアルキルア
ミノ、置換シリル、ＲＮＡ切断基、レポーター基、インターカレーター、オリゴヌクレオ
チドの薬物動態学的性質を改善するための基、またはオリゴヌクレオチドの薬力学的特性
を改善するための基、および同様の特性を有する他の置換基。１つの改変は、２’－メト
キシエトキシ（２’－Ｏ－－ＣＨ２ＣＨ２ＯＣＨ３、２’－Ｏ－（２－メトキシエチル）
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または２’－ＭＯＥとしても公知）（Ｍａｒｔｉｎら、Ｈｅｌｖ．　Ｃｈｉｍ．　Ａｃｔ
ａ　１９９５年、７８巻、４８６～５０４頁）、すなわち、アルコキシアルコキシ基を含
む。他の改変には、２’－ジメチルアミノオキシエトキシ、すなわち、２’－ＤＭＡＯＥ
としても公知のＯ（ＣＨ２）２ＯＮ（ＣＨ３）２基、および２’－ジメチルアミノエトキ
シエトキシ（２’－ＤＭＡＥＯＥ）が含まれる。
【０１６３】
　追加の改変には、２’－メトキシ（２’－Ｏ－ＣＨ３）、２’－アミノプロポキシ（２
’－ＯＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２ＮＨ２）、および２’－フルオロ（２’－Ｆ）が含まれる。同
様の改変を、上記オリゴヌクレオチド上の他の位置、特に、その３’末端ヌクレオチド上
または２’－５’連結オリゴヌクレオチドにおける糖の３’位、および５’末端ヌクレオ
チドの５’位でも行うことができる。オリゴヌクレオチドは、そのペントフラノシル糖の
代わりに、シクロブチル部分などの糖模倣体も有することができる。そのような改変糖構
造の調製を教示する代表的な米国特許として、限定はしないが、米国特許第４，９８１，
９５７号；第５，１１８，８００号；第５，３１９，０８０号；第５，３５９，０４４号
；第５，３９３，８７８号；第５，４４６，１３７号；第５，４６６，７８６号；第５，
５１４，７８５号；第５，５１９，１３４号；第５，５６７，８１１号；第５，５７６，
４２７号；第５，５９１，７２２号；第５，５９７，９０９号；第５，６１０，３００号
；第５，６２７，０５３号；第５，６３９，８７３号；第５，６４６，２６５号；第５，
６５８，８７３号；第５，６７０，６３３号；および第５，７００，９２０号が挙げられ
る。
【０１６４】
　他のオリゴヌクレオチド模倣体では、そのヌクレオチド単位の糖およびヌクレオシド間
連結の両方、すなわち、その主鎖は、新規の基と置換されているが、上記塩基単位は、適
切な核酸標的化合物とのハイブリダイゼーションのために維持されている。１つのそのよ
うなオリゴマー化合物、すなわち、優れたハイブリダイゼーション特性を有することが示
されたオリゴヌクレオチド模倣体は、ペプチド核酸（ＰＮＡ）と呼ばれる。ＰＮＡ化合物
では、オリゴヌクレオチドの糖主鎖は、アミド含有主鎖、特に、アミノエチルグリシン主
鎖で置換されている。上記核酸塩基は、保持されており、その主鎖のアミド部分のアザ窒
素原子に直接または間接的に結合している。ＰＮＡ化合物の調製を教示する代表的な米国
特許には、限定はしないが、米国特許第５，５３９，０８２号；同第５，７１４，３３１
号；および同第５，７１９，２６２号が含まれる。ＰＮＡ化合物のさらなる教示は、Ｎｉ
ｅｌｓｅｎら、Ｓｃｉｅｎｃｅ　２５４巻、１４９７～１５００頁（１９９１年）に見出
すことができる。
【０１６５】
　本発明の特定の実施形態は、ホスホロチオエート主鎖を有するオリゴヌクレオチド、な
らびにヘテロ原子主鎖を有するオリゴヌクレオチド、特に、上記に参照した米国特許第５
，４８９，６７７号の－－ＣＨ２－－ＮＨ－－Ｏ－－ＣＨ２－－、－－ＣＨ２－－Ｎ（Ｃ
Ｈ３）－－Ｏ－－ＣＨ２－（メチレン（メチルイミノ）またはＭＭＩ主鎖と呼ばれる）－
－ＣＨ２－－Ｏ－－Ｎ（ＣＨ３）－－ＣＨ２－－、－－ＣＨ２－－Ｎ（ＣＨ３）－－Ｎ（
ＣＨ３）－－ＣＨ２－－、および－－Ｏ－－Ｎ（ＣＨ３）－－ＣＨ２－－ＣＨ２－（その
天然のホスホジエステル主鎖は、－－Ｏ－－Ｐ－－Ｏ－－ＣＨ２－－と表される）、なら
びに上記に参照した米国特許第５，６０２，２４０号のアミド主鎖である。上記に参照し
た米国特許第５，０３４，５０６号のモルホリノ主鎖構造を有するオリゴヌクレオチドも
好適である。
【０１６６】
　ｄ．キメラオリゴヌクレオチド
　所与の化合物中のすべての位置が、均一に改変される必要はなく、実際には、上記の改
変のうちの１つを超えるものを、１つの化合物中、またはオリゴヌクレオチド内の１つの
ヌクレオシドにおいてさえ組み込むことができる。本発明のある特定の好適なオリゴヌク
レオチドは、キメラオリゴヌクレオチドである。本発明の状況において、「キメラオリゴ
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ヌクレオチド」または「キメラ」は、それぞれが、少なくとも１つのヌクレオチドで構成
されている、２つ以上の化学的に異なる領域を含有するオリゴヌクレオチドである。これ
らのオリゴヌクレオチドは典型的には、１つまたは複数の有益な特性（例えば、ヌクレア
ーゼ耐性の増大、細胞内への取込みの増大、上記ＲＮＡ標的に対する結合親和性の増大な
ど）を付与する改変ヌクレオチドの少なくとも１つの領域、およびＲＮａｓｅ　Ｈ切断の
ための基質である領域を含有する。
【０１６７】
　一実施形態では、キメラオリゴヌクレオチドは、標的結合親和性を増大させるように改
変された少なくとも１つの領域を含む。オリゴヌクレオチドのその標的に対する親和性は
、上記オリゴヌクレオチドと標的が解離する温度である、オリゴヌクレオチド／標的対の
Ｔｍを測定することによって日常的に決定され、解離は、分光光度法で検出される。上記
Ｔｍがより高いほど、上記オリゴヌクレオチドの上記標的に対する親和性がより大きい。
一実施形態では、標的ｍＲＮＡ結合親和性を増大させるように改変されたオリゴヌクレオ
チドの領域は、その糖の２’位で改変された少なくとも１つのヌクレオチド、最も好まし
くは、２’－Ｏ－アルキル、２’－Ｏ－アルキル－Ｏ－アルキル、または２’－フルオロ
－改変ヌクレオチドを含む。そのような改変は、オリゴヌクレオチド中に日常的に組み込
まれ、これらのオリゴヌクレオチドは、所与の標的に対する、２’－デオキシオリゴヌク
レオチドより高いＴｍ（すなわち、より高い標的結合親和性）を有することが示された。
そのような親和性増大の効果は、標的遺伝子発現のオリゴヌクレオチド阻害を大いに増強
することである。
【０１６８】
　別の実施形態では、キメラオリゴヌクレオチド（ｏｌｉｇｏｎｕｃｌｅｔｏｉｄｅ）は
、ＲＮＡｓｅ　Ｈのための基質として作用する領域を含む。もちろん、オリゴヌクレオチ
ドは、本明細書に記載される様々な改変の任意の組合せを含むことができることが理解さ
れる。
【０１６９】
　本発明のオリゴヌクレオチドの別の改変は、上記オリゴヌクレオチドの活性、細胞分布
、または細胞取込みを増強する上記オリゴヌクレオチドの１つまたは複数の部分またはコ
ンジュゲートへの化学的連結を伴う。そのようなコンジュゲート、およびそのようなコン
ジュゲートを調製する方法は、当技術分野で公知である。
【０１７０】
　当業者は、治療効力などのｉｎ　ｖｉｖｏでの有用性について、妥当な経験則により、
その配列のチオエート化型が、遊離形態で機能する場合、任意の化学的性質の、同じ配列
のそのカプセル化された粒子も有効なことを認識することになる。カプセル化された粒子
は、より広範囲のｉｎ　ｖｉｖｏでの有用性も有することができ、アンチセンス療法に対
して他の方法では応答性であることが公知でない状態およびモデルにおいて効力を示す。
当業者は、本発明を適用して、当業者が、アンチセンス療法に今度は応答する古いモデル
を見つけることができることが分かる。さらに、当業者は、廃棄したアンチセンス配列ま
たは化学反応（ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ）を再び採り上げ（ｒｅｖｉｓｉｔ）、本発明を使用
することによって効力を見出すことができる。
【０１７１】
　本発明によって使用されるオリゴヌクレオチドは、固相合成の周知技法によって、好都
合なことに、かつ日常的に作製することができる。そのような合成のための装置は、Ａｐ
ｐｌｉｅｄ　Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓを含むいくつかの供給業者によって販売されている。
そのような合成のための任意の他の手段も使用することができ、上記オリゴヌクレオチド
の実際の合成は、通常の技術者（ｒｏｕｔｉｎｅｅｒ）の才能の十分範囲内である。ホス
ホロチオエートおよびアルキル化誘導体などの他のオリゴヌクレオチドを調製するために
同様の技法を使用することも周知である。
【０１７２】
　核酸－脂質粒子の特性
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　ある特定の実施形態では、本発明は、核酸が、脂質層内にカプセル化された脂質－カプ
セル化核酸粒子を製造するための方法および組成物に関する。ｓｉＲＮＡオリゴヌクレオ
チドを組み込んでいるそのような核酸－脂質粒子は、（１）脂質に対する薬物の比；（２
）カプセル化効率；および（３）粒径を含めた、様々な生物物理学的パラメーターを使用
して特徴付けられる。脂質に対する高い薬物の比（ｒａｔｉｏｎｓ）、高いカプセル化効
率、良好なヌクレアーゼ耐性および血清安定性、ならびに制御可能な粒径（一般に２００
ｎｍ未満）の直径が所望される。さらに、上記核酸ポリマーの性質は重要であり、その理
由は、ヌクレアーゼ耐性を付与する取り組みにおける核酸の改変が、治療剤の費用を増す
一方で、多くの場合において、限られた耐性しかもたらさないためである。別段の言明の
ない限り、これらの判定基準は、本明細書において以下のように計算される：
　脂質に対する核酸の比は、規定体積の製剤中の核酸の量を、同じ体積中の脂質の量で除
したものである。これは、モル当たりのモルに基づき、または重量当たりの重量に基づき
、またはモル当たりの重量に基づくことができる。最終的な、投与がすぐできる製剤につ
いて、上記核酸：脂質の比は、透析、クロマトグラフィーおよび／または酵素（例えば、
ヌクレアーゼ）消化が使用されることによって、可能な限り多くの外部の核酸が除去され
た後に計算される；
　カプセル化効率は、出発混合物が有する脂質に対する薬物の比を、最終的な、投与でき
る製剤が有する脂質に対する薬物の比で除したものを指す。これは、相対的な効率の尺度
である。絶対的な効率の尺度について、上記投与できる製剤に最終的になる、上記出発混
合物に加えられた核酸の総量も計算することができる。製剤化プロセスの間に失われる脂
質の量も計算することができる。効率は、上記製剤の損失および費用の尺度である；
　サイズは、上記形成される粒子のサイズ（直径）を示す。サイズ分布は、Ｎｉｃｏｍｐ
　Ｍｏｄｅｌ　３７０サブミクロン粒子サイザーで、準弾性光散乱（ＱＥＬＳ）を使用し
て求めることができる。２００ｎｍ未満の粒子が、新血管新生した（漏出性の）組織、例
えば、新生物および炎症部位などへの分配に好適である。
【０１７３】
　医薬組成物
　本発明の脂質粒子は、特に治療剤と結合する場合、例えば、投与経路および標準的な薬
学的実施法（ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　ｐｒａｃｔｉｃｅ）に従って選択される、
薬学的に許容される希釈剤、賦形剤、または担体、例えば、生理食塩水、またはホスフェ
ートバッファーなどをさらに含む、医薬組成物として製剤化することができる。
【０１７４】
　特定の実施形態では、本発明の脂質－核酸粒子を含む医薬組成物は、標準的な技法に従
って調製され、薬学的に許容される担体をさらに含む。一般に、ノーマルセーラインが、
薬学的に許容される担体として使用されることになる。他の適当な担体として、安定性を
増強するための糖タンパク質、例えば、アルブミン、リポタンパク質、グロブリンなどを
含む、例えば、水、緩衝用水、０．９％の食塩水、０．３％のグリシンなどが挙げられる
。食塩水または他の塩を含有する担体を含む組成物では、上記担体は、脂質粒子形成の後
に添加されることが好ましい。したがって、上記脂質－核酸組成物が形成された後、上記
組成物を、ノーマルセーラインなどの薬学的に許容される担体中に希釈することができる
。
【０１７５】
　得られた医薬製剤は、従来の、周知の滅菌技法によって滅菌することができる。次いで
この水溶液は、使用するために包装し、または無菌条件下で濾過し、凍結乾燥することが
でき、上記凍結乾燥製剤は、投与前に滅菌水溶液と合わされる。上記組成物は、生理的条
件に近づけるのに必要とされるような、薬学的に許容される補助物質、例えば、ｐＨ調整
剤および緩衝剤、張性調整剤など、例えば、酢酸ナトリウム、乳酸ナトリウム、塩化ナト
リウム、塩化カリウム、塩化カルシウムなどを含有することができる。さらに、その脂質
懸濁液は、貯蔵中にフリーラジカル損傷および脂質過酸化損傷から脂質を保護する脂質保
護剤を含むことができる。α－トコフェロールなどの親油性フリーラジカルクエンチャー
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、およびフェリオキサミンなどの水溶性鉄特異的キレーターが適当である。
【０１７６】
　医薬製剤中の脂質粒子または脂質－核酸粒子の濃度は、広く、すなわち、約０．０１重
量％未満から１０～３０重量％ほどまで、通常、約０．０５～５重量％において、または
少なくとも約０．０５～５重量％から、１０～３０重量％ほどまで変更することができ、
選択される特定の投与方法に従って、流体体積、粘度などによって主に選択される。例え
ば、上記濃度は、治療に伴う流体負荷を下げるために増加させることができる。これは、
アテローム性動脈硬化症に関連したうっ血性心不全、または重度の高血圧症を有する患者
において特に望ましい場合がある。あるいは、刺激性脂質からなる複合体を、希釈して低
濃度にすることによって、投与部位での炎症を和らげることができる。実施形態の１つの
群では、上記核酸は、付加した標識を有し、診断に使用される（相補性核酸の存在を示す
ことによって）。この場合では、投与される複合体の量は、使用される特定の標識、診断
されている疾患状態、および臨床医の判断に依存することになるが、一般に、体重１キロ
グラム当たり約０．０１ｍｇと約５０ｍｇの間、好ましくは体重１ｋｇ当たり約０．１ｍ
ｇと約５ｍｇの間となる。
【０１７７】
　上記したように、本発明の核酸－脂質粒子は、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）改変
リン脂質、ＰＥＧ－セラミド、またはガングリオシドＧＭ１－改変脂質、または凝集を防
止もしくは制限するのに有効な他の脂質を含むことができる。そのような成分の添加は、
複合体の凝集を単に防止するだけではない。むしろこれは、循環寿命を増加させ、上記脂
質－核酸組成物のその標的組織への送達を増大させるための手段も提供することができる
。
【０１７８】
　本発明は、キット形態での脂質－治療剤組成物も提供する。上記キットは典型的には、
上記キットの様々な要素を収容するために区画に分けられた容器からなる。上記キットは
、本発明の粒子または医薬組成物を、好ましくは脱水形態または濃縮形態で、これらを再
水和または希釈および投与するための指示書と共に含有する。ある特定の実施形態では、
上記粒子は活性剤を含み、一方、他の実施形態では、粒子は活性剤を含まない。
【０１７９】
　Ｄ．製造方法
　本発明の方法および組成物は、特定のカチオン性脂質を使用し、その合成、調製および
特徴付けを、以下および添付の実施例に記載する。加えて、本発明は、治療薬（例えば核
酸）に関連する脂質粒子を含む、脂質粒子の調製法を提供する。一般に、核酸－脂質粒子
の任意の調製方法は、得られた核酸－脂質粒子中に本発明の１種または複数種の脂質を使
用することによって、本発明に従って使用できる。適切な方法の例は、当分野において公
知であり、例えば、米国特許出願公開第２００６／０１３４１８９号に記載されている。
【０１８０】
　一実施形態では、脂質混合物を、核酸の緩衝水溶液と組み合わせ、脂質粒子内にカプセ
ル化された核酸を含有する、中間混合物を作製し、上記カプセル化核酸は、核酸／脂質の
比が約３ｗｔ％対約２５ｗｔ％、好ましくは５ｗｔ％対１５ｗｔ％で存在する。上記中間
混合物は、場合により、脂質－カプセル化核酸粒子が得られるようにサイズ化でき、上記
脂質部分は、好ましくは直径３０ｎｍから１５０ｎｍ、より好ましくは約４０ｎｍから９
０ｎｍを有す単層ベシクルである。その後、そのｐＨを上げ、上記脂質－核酸粒子の少な
くとも表面荷電部分を中和し、したがって、少なくとも部分的に表面が中和された（ｎｅ
ｕｔｒａｌｉｚｅｄ）脂質－カプセル化核酸組成物を提供する。
【０１８１】
　上記のように、これらのカチオン性脂質のいくつかはそのアミノ基のｐＫａより低いｐ
Ｈで荷電しており、そのｐＫａより高いｐＨで実質的に中性であるアミノ脂質である。こ
れらのカチオン性脂質は、滴定可能なカチオン性脂質と呼ばれ、２工程の方法（ｐｒｏｃ
ｅｓｓ）を使用して本発明の製剤に使用できる。第１に、脂質ベシクルは、滴定可能なカ
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チオン性脂質および他のベシクル成分を用いて、核酸の存在下で、より低いｐＨにおいて
形成できる。この手法において上記ベシクルはカプセル化し、上記核酸を封入するもので
ある。第２に、新しく形成されたベシクルの表面電荷は、その媒体のｐＨを、存在する滴
定可能なカチオン性脂質のｐＫａを超えるレベル、すなわち、生理的ｐＨまたはそれより
高いレベルに上げることによって中和できる。任意の特定の理論に縛られるつもりはない
が、非常に高い効率の核酸カプセル化は、低ｐＨにおける静電相互作用の結果であると考
えられる。酸性ｐＨ（例えば、ｐＨ４．０）において、上記ベシクル表面は荷電しており
、静電相互作用を介して上記核酸の一部と結合する。外部酸性バッファーを、より中性の
バッファー（例えば、ｐＨ７．５）に交換した場合、上記脂質粒子またはリポソームの表
面は中和され、任意の外部核酸を除去することができる。上記製剤化方法についてのより
詳細な情報は、様々な刊行物（例えば、米国特許第６，２８７，５９１号および米国特許
第６，８５８，２２５号）において提供される。本方法の特に有利な態様は、表面に吸着
された任意の核酸の容易な除去および中性表面を有する得られた核酸送達ビヒクルの両方
を含む。中性表面を有するリポソームまたは脂質粒子は、循環からの急速なクリアランス
を避け、カチオン性リポソーム調製物に伴う特定の毒性を避けることが期待される。この
手法で形成されたベシクルは、高含有量の核酸を有する均一なベシクルサイズの製剤を提
供することもさらに留意されたい。加えて、上記ベシクルは、約３０ｎｍから約１５０ｎ
ｍ、より好ましくは約３０ｎｍから約９０ｎｍの範囲のサイズを有する。核酸－脂質粒子
の製剤中のこのような滴定可能なカチオン性脂質のこれらの使用に関するさらなる詳細は
、米国特許第６，２８７，５９１号および米国特許第６，８５８，２２５号に提供されて
おり、これらは参照により本明細書に組み込まれる。
【０１８２】
　ある実施形態では、上記脂質混合物は、少なくとも２種の脂質成分：そのｐＫａより低
いｐＨにおいてカチオン性であり、そのｐＫａを超えるｐＨにおいて中性であるようなｐ
Ｋａを有する脂質の中から選択される、本発明の第１のアミノ脂質成分および脂質－核酸
粒子形成の間に粒子の凝集を防ぐ脂質の中から選択される第２の脂質成分を含む。特定の
実施形態では、上記アミノ脂質は、本発明の新規なカチオン性脂質である。
【０１８３】
　本発明の核酸－脂質粒子の調製に関するある実施形態では、上記脂質混合物は、典型的
には有機溶媒中の脂質溶液である。その後、この脂質混合物を、水性バッファーを用いて
水和してリポソームを形成する前に、乾燥して薄膜を形成する、または凍結乾燥して粉末
を形成できる。または、好ましい方法において、上記脂質混合物を、水混和アルコール、
例えばエタノールにおいて可溶化し、このエタノール溶液を水性バッファーに加え、自発
的なリポソームの形成を得ることができる。大部分の実施形態では、上記アルコールは市
販の形態で使用される。例えば、エタノールを無水エタノール（１００％）として、また
は９５％エタノール（その残りは水である）として使用できる。この方法は、米国特許第
５，９７６，５６７号にさらに詳細に記載されている。
【０１８４】
　一例示的実施形態では、上記脂質混合物は、カチオン性アミノ脂質、中性脂質（アミノ
脂質以外）、ステロール（例えば、コレステロール）およびアルコール溶媒中のＰＥＧ改
変脂質（例えば、ＰＥＧ－Ｓ－ＤＭＧ、ＰＥＧ－Ｃ－ＤＯＭＧまたはＰＥＧ－ＤＭＡ）で
ある。ある実施形態では、上記脂質混合物は、本質的にカチオン性アミノ脂質、中性脂質
、コレステロールおよびアルコール（より好ましくはエタノール）中のＰＥＧ改変脂質か
らなる。ある実施形態では、その第１の溶液は、モル比が約２０～７０％のアミノ脂質：
５～４５％の中性脂質：２０～５５％のコレステロール：０．５～１５％のＰＥＧ－改変
脂質の上記の脂質混合物からなる。他の実施形態では、上記第１の溶液は、本質的に、Ｄ
Ｌｉｎ－Ｋ－Ｃ２－ＤＭＡ、ＤＳＰＣ、ＣｈｏｌおよびＰＥＧ－Ｓ－ＤＭＧ、ＰＥＧ－Ｃ
－ＤＯＭＧまたはＰＥＧ－ＤＭＡ、より好ましくは、モル比約２０～６０％のＤＬｉｎ－
Ｋ－Ｃ２－ＤＭＡ：５～２５％のＤＳＰＣ：２５～５５％のＣｈｏｌ：０．５～１５％の
ＰＥＧ－Ｓ－ＤＭＧ、ＰＥＧ－Ｃ－ＤＯＭＧまたはＰＥＧ－ＤＭＡからなる。別の群の実
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施形態では、これらの組成物中の中性脂質は、ＰＯＰＣ、ＤＯＰＥまたはＳＭに置き換え
られる。
【０１８５】
　本発明に従ったある実施形態では、上記脂質混合物を、核酸を含有できる緩衝水溶液と
組み合わせる。この緩衝水溶液は、典型的には、そのバッファーが、上記脂質混合物中の
プロトン化可能な脂質のｐＫａより低いｐＨを有する溶液である。適切なバッファーの例
は、シトレート、ホスフェート、アセテートおよびＭＥＳを含む。特に好ましいバッファ
ーは、シトレートバッファーである。好ましいバッファーは、１～１０００ｍＭの範囲の
アニオンであり、カプセル化される核酸の化学的性質に依存し、バッファー濃度の最適化
は高い負荷レベルを達成するために重要であり得る（例えば、米国特許第６，２８７，５
９１号および米国特許第６，８５８，２２５号を参照されたい）。または、塩化物、硫酸
塩などを用いてｐＨ５～６に酸性化した純水も有用であり得る。この場合、５％のグルコ
ースまたは別の非イオン性溶質（上記粒子を透析し、エタノールを除去し、そのｐＨを上
昇させ、または薬学的に許容される担体、例えばノーマルセーラインと混合するときに、
上記粒子膜を通過する浸透ポテンシャル（ｏｓｍｏｔｉｃ　ｐｏｔｅｎｔｉａｌ）のバラ
ンスを取る）を加えることが適切であり得る。バッファー中の核酸の量は変動可能である
が、通常約０．０１ｍｇ／ｍＬから約２００ｍｇ／ｍＬ、より好ましくは約０．５ｍｇ／
ｍＬから約５０ｍｇ／ｍＬである。
【０１８６】
　上記脂質混合物と上記治療用核酸の緩衝水溶液とを組み合わせ、上記中間混合物を提供
する。中間混合物は、典型的にはカプセル化された核酸を有する脂質粒子の混合物である
。加えて、上記中間混合物は、上記脂質粒子表面上の負に荷電した核酸および正に荷電し
た脂質のイオンの引力（プロトン化可能な第１の脂質成分を構成しているアミノ脂質また
は他の脂質は、上記脂質のプロトン化可能な基のｐＫａより低いｐＨを有するバッファー
中で正に荷電している）により、上記脂質粒子（リポソームまたは脂質ベシクル）表面に
結合した核酸のいくつかの部分をさらに含有することができる。好ましい実施形態の１群
では、上記脂質混合物は脂質のアルコール溶液であり、上記溶液の個々の体積は、組合せ
る際にの得られたアルコール含有量が、体積で約２０％から体積で約４５％であるように
調整される。上記混合物の組合せ方法は、任意の様々な方法を含むことができ、多くの場
合製造する製剤の規模に依存する。例えば、その全体積が約１０～２０ｍＬまたはそれ未
満である場合、上記溶液は試験管中で組み合わせ、ボルテックスミキサーを使用して一緒
に攪拌できる。大規模な方法は、適切な製造規模のガラス器具において実施できる。
【０１８７】
　場合により、上記脂質混合物と上記治療薬（核酸）の緩衝水溶液とを組み合わせること
によって作製される上記脂質－カプセル化治療薬（例えば、核酸）複合体は、所望のサイ
ズ範囲および比較的狭い脂質粒径分布を得るようにサイズ化できる。好ましくは、本明細
書において提供する組成物は平均直径約７０ｎｍから約２００ｎｍ、より好ましくは約９
０ｎｍから約１３０ｎｍにサイズ化される。いくつかの技術が、リポソームを所望のサイ
ズにサイズ化するために適用可能である。１つのサイズ化の方法は、米国特許第４，７３
７，３２３号に記載され、これは本明細書に参照により組み込まれる。バス超音波処理ま
たはプローブ超音波処理のどちらかによるリポソーム懸濁液の超音波処理は、約０．０５
ミクロン未満のサイズの小型単層ベシクル（ＳＵＶ）に漸進的サイズ減少を起こす。均質
化は、大型リポソームをより小さなリポソームに断片化するせん断エネルギーに頼る別の
方法である。典型的な均質化手順において、多層ベシクルは、標準的エマルジョンホモジ
ナイザーを介して、選択されたリポソームサイズ、典型的には約０．１および０．５ミク
ロンの間が観察されるまで再循環させる。両方の方法において、上記粒径分布は、従来の
レーザー光粒径決定によりモニターできる。本明細書における特定の方法に関して、押し
出しを使用して、均一なベシクルサイズを得る。
【０１８８】
　細孔ポリカーボネート膜または非対照セラミック膜を介するリポソーム組成物の押し出
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しは、比較的正確に規定された（ｗｅｌｌ－ｄｅｆｉｎｅｄ）サイズ分布をもたらす。典
型的には、その懸濁液を、所望のリポソーム複合体のサイズ分布が得られるまで１回また
は複数回膜を通して循環させる。上記リポソームは、連続的に細孔膜を介して押し出され
、徐々にリポソームサイズの減少を達成できる。ある場合には、形成される脂質－核酸組
成物は、サイズ化すること無しに使用できる。
【０１８９】
　特定の実施形態では、本発明の方法は、上記脂質－核酸組成物の脂質部分上の表面電荷
の少なくとも一部を中和する工程をさらに含む。表面電荷の少なくとも部分的中和により
、非カプセル化核酸は上記脂質粒子表面から離れ、従来技術を使用する上記組成物から除
去できる。好ましくは、非カプセル化核酸および表面吸着核酸は、バッファー溶液の交換
を介して得られた組成物から除去される。例えば、シトレートバッファーの（ｐＨ約４．
０、上記組成物の形成に使用）ＨＥＰＥＳ緩衝生理食塩水（ＨＢＳ　ｐＨ約７．５）溶液
による置き換えは、リポソーム表面の中和および上記表面からの核酸遊離がもたらされる
。上記離れた核酸は、次いで、標準的方法を使用するクロマトグラフィーを介して除去で
き、その後使用した脂質のｐＫａを上回るｐＨのバッファーに切り替える。
【０１９０】
　場合により、上記脂質ベシクル（すなわち、脂質粒子）は、水性バッファーにおける水
和によって形成でき、上記核酸の添加前に上記の方法のうちのいずれかを使用して、プリ
フォームドベシクル（ｐｒｅｆｏｒｍｅｄ　ｖｅｓｉｃｌｅ）（ＰＦＶ）法に従ってサイ
ズ化できる。上記のように、上記水性バッファーは、上記アミノ脂質のｐＫａより低いｐ
Ｈのバッファーでなくてはならない。その後、上記核酸溶液を、これらのサイズ化した、
プリフォームドベシクルに加えることができる。核酸を、このような「プリフォームド」
ベシクル内にカプセル化するために、上記混合物は、アルコール、例えばエタノールを含
有しなくてはならない。エタノールの場合、エタノールは、約２０％（ｗ／ｗ）から約４
５％（ｗ／ｗ）の濃度で存在しなくてはならない。さらに、プリフォームドベシクルと、
水性バッファー－エタノール混合物中の核酸との混合物を、上記脂質ベシクルの組成およ
び上記核酸の性質に依存して、約２５℃から約５０℃の温度に暖める必要があり得る。当
業者には、上記脂質ベシクル中で所望の核酸レベルを得るためのカプセル化方法の最適化
は、変数、例えばエタノール濃度および温度の操作を必要とすることが明らかである。核
酸のカプセル化のための適切な条件の例は、本実施例に提供する。上記核酸を、上記プリ
フォームドベシクル内に一旦カプセル化すると、その外部ｐＨを上昇させ、上記表面電荷
を少なくとも部分的に中和させることができる。その後、非カプセル化核酸および表面吸
着核酸を、上記のように除去できる。
【０１９１】
　他の実施形態では、核酸－脂質粒子を、連続混合法、例えば、ｓｉＲＮＡなどの核酸を
含む水溶液を第１の容器（ｒｅｓｅｒｖｏｉｒ）に提供する工程および第２の容器に有機
脂質溶液を提供する工程および上記核酸をカプセル化するリポソームを実質的に瞬時に生
成させるために上記有機溶液を上記水溶液と混合するように、上記水溶液と上記有機脂質
溶液とを混合する工程を含む方法を介して調製する。この方法およびこの方法を実施する
ための装置は、米国特許出願公開第２００４／０１４２０２５号に詳細に記載されている
。
【０１９２】
　別の実施形態では、核酸脂質粒子は、リポソーム溶液を形成する工程、および上記リポ
ソーム溶液を、調節された量の希釈バッファーを含有する回収器（ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ
　ｖｅｓｓｅｌ）に迅速かつ直接導入する工程を含む、直接希釈法を介して作製される。
ある実施形態では、上記回収器は、上記回収器の内容物を攪拌し、希釈を容易にするため
に構成された１つまたは複数の要素を含む。他の実施形態では、希釈バッファーを含有す
る第３の容器が、第２の混合領域に流動的に連結されている。この実施形態では、第１の
混合領域において形成されたリポソーム溶液は、第２の混合領域において希釈バッファー
と迅速かつ直接混合される。これらの直接希釈法を実施するための方法および装置は、米
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国特許出願公開第２００７／００４２０３１号にさらに詳細に記載されている。
【０１９３】
　Ｅ．使用の方法
　本発明の脂質粒子を使用し、ｉｎ　ｖｉｔｒｏまたはｉｎ　ｖｉｖｏにおいて治療薬を
細胞に送達できる。特定の実施形態では、本発明の核酸－脂質粒子を使用して細胞に送達
される治療薬は核酸である。上記脂質粒子を使用する様々な方法の以下の記載および関連
する本発明の医薬組成物を、核酸－脂質粒子に関連する記載により例示するが、これらの
方法および組成物は、このような治療から利益を得る任意の疾患および障害の治療のため
の任意の治療薬の送達のために容易に適用できることを理解されたい。
【０１９４】
　ある実施形態では、本発明は、核酸を細胞内に導入する方法を提供する。細胞内への導
入のために好ましい核酸は、ｓｉＲＮＡ、免疫刺激性オリゴヌクレオチド、プラスミド、
アンチセンスオリゴヌクレオチドおよびリボザイムである。これらの方法は、本発明の粒
子または組成物と上記細胞とを、細胞内送達が起こるために十分な期間接触させることに
よって実施され得る。
【０１９５】
　本発明の組成物は、大部分が任意の細胞型に吸着され得る。一旦吸着されたら、上記核
酸－脂質粒子は、上記細胞の一部によりエンドサイトーシスされ、脂質と細胞膜が交換さ
れ得るか、または上記細胞と融合できるかのどちらかである。その複合体の核酸部分の輸
送または取りこみは、これらの経路の任意の１つを介して起こり得る。本発明の範囲に関
して限定する意図のものではないが、粒子がエンドサイトーシスにより上記細胞内に取り
込まれる場合、次いで上記粒子はエンドソーム膜と相互作用し、おそらく非二重層の相の
形成によってエンドソーム膜の不安定化をもたらし、上記細胞の細胞質内へのカプセル化
核酸の導入をもたらすと考えられる。同様に、上記粒子と上記細胞の細胞膜の直接融合の
場合、融合が起こったとき、そのリポソーム膜は上記細胞膜に組み込まれ（ｉｎｔｅｇｒ
ａｔｅｄ）、上記リポソームの内容物は細胞内液と組み合わせられる。ｉｎ　ｖｉｔｒｏ
で実施する場合，上記細胞および上記脂質－核酸組成物間の接触は、生物学的に適合した
媒体において起こる。上記組成物の濃度は、特定の適用に依存して大きく変動可能である
が、一般に約１μｍｏｌおよび約１０ｍｍｏｌの間である。ある実施形態では、上記脂質
－核酸組成物を用いた上記細胞の処理は、一般に生理学的温度（約３７℃）において約１
から２４時間、好ましくは約２から８時間の期間実施される。ｉｎ　ｖｉｔｒｏの適用の
ために、培養において成長した任意の細胞（植物または動物起源のどちらの細胞、脊椎動
物または無脊椎動物のどちらの細胞および任意の組織または型のどちらの細胞）に上記核
酸を送達できる。好ましい実施形態では、上記細胞は動物細胞であり、より好ましくは哺
乳動物細胞であり、最も好ましくはヒト細胞である。
【０１９６】
　実施形態の１群では、脂質－核酸粒子懸濁液を、約１０３から約１０５細胞／ｍＬ、よ
り好ましくは約２×１０４細胞／ｍＬの細胞密度を有する６０～８０％に集密的に播種さ
れた（ｃｏｎｆｌｕｅｎｔ　ｐｌａｔｅｄ）細胞に加える。上記細胞に加えた懸濁液の濃
度は、好ましくは約０．０１から２０μｇ／ｍＬ、より好ましくは約１μｇ／ｍＬである
。
【０１９７】
　典型的な適用は、ｓｉＲＮＡの細胞内送達を提供し、特異的細胞標的をノックダウンま
たはサイレンシングする周知の手順を使用する工程を含む。または、適用は、治療的に有
用なポリペプチドをコードするＤＮＡまたはｍＲＮＡ配列の送達を含む。この手法におい
て、療法は、欠損しているかまたは存在しない遺伝子産物を供給することによって遺伝子
疾患に対して提供される（すなわち、デュシェーヌ型筋ジストロフィー（Ｄｕｃｈｅｎｎ
ｅ’ｓ　ｄｙｓｔｒｏｐｈｙ）、Ｋｕｎｋｅｌら、Ｂｒｉｔ．　Ｍｅｄ．　Ｂｕｌｌ．４
５巻（３号）：６３０～６４３頁（１９８９年）を参照されたい、および嚢胞性線維症に
関しては、Ｇｏｏｄｆｅｌｌｏｗ、Ｎａｔｕｒｅ　３４１巻：１０２～１０３頁（１９８
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９年）を参照されたい）。本発明の組成物の他の使用は、細胞へのアンチセンスオリゴヌ
クレオチドの導入を含む（Ｂｅｎｎｅｔｔら、Ｍｏｌ．　Ｐｈａｒｍ．４１巻：１０２３
～１０３３頁（１９９２年）を参照されたい）。
【０１９８】
　または、本発明の組成物は、当業者に公知の方法を使用して、ｉｎ　ｖｉｖｏの核酸の
細胞内への送達にも使用できる。ＤＮＡまたはｍＲＮＡ配列の送達に関する本発明の適用
に関して、参照により本明細書に組み込まれる、Ｚｈｕら、Ｓｃｉｅｎｃｅ　２６１巻：
２０９～２１１頁（１９９３年）は、ＤＯＴＭＡ－ＤＯＰＥ複合体を使用する、サイトメ
ガロウイルス（ＣＭＶ）－クロラムフェニコールアセチルトランスフェラーゼ（ＣＡＴ）
発現プラスミドの静脈内送達を記載している。参照により本明細書に組み込まれるＨｙｄ
ｅら、Ｎａｔｕｒｅ　３６２巻：２５０～２５６頁（１９９３年）は、リポソームを使用
する、マウスの肺中の気道上皮および肺胞への嚢胞性線維症膜内外コンダクタンス制御因
子（ＣＦＴＲ）遺伝子の送達を記載している。参照により本明細書に組み込まれるＢｒｉ
ｇｈａｍら、Ａｍ．　Ｊ．　Ｍｅｄ．　Ｓｃｉ．　２９８巻：２７８～２８１頁（１９８
９年）は、細胞内酵素のクロラムフェニコールアセチルトランスフェラーゼ（ＣＡＴ）を
コードする機能的原核細胞遺伝子を用いた、マウスの肺のｉｎ　ｖｉｖｏのトランスフェ
クションを記載している。したがって、本発明の組成物は、感染性疾患の治療に使用でき
る。
【０１９９】
　ｉｎ　ｖｉｖｏ投与のために、上記医薬組成物は、非経口、すなわち、関節内、静脈内
、腹腔内、皮下、または筋肉内の投与が好ましい。特定の実施形態では、上記医薬組成物
は、ボーラス注入により静脈内または腹腔内投与される。一例として、参照により本明細
書に組み込まれるＳｔａｄｌｅｒら、米国特許第５，２８６，６３４号を参照されたい。
細胞内の核酸送達は、Ｓｔｒａｕｂｒｉｎｇｅｒら、ＭＥＴＨＯＤＳ　ＩＮ　ＥＮＺＹＭ
ＯＬＯＧＹ、Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ、Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ．１０１巻：５１２～５
２７頁（１９８３年）；Ｍａｎｎｉｎｏら、Ｂｉｏｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ　６巻：６８２
～６９０頁（１９８８年）；Ｎｉｃｏｌａｕら、Ｃｒｉｔ．　Ｒｅｖ．　Ｔｈｅｒ．　Ｄ
ｒｕｇ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｓｙｓｔ．６巻：２３９～２７１頁（１９８９年）およびＢｅ
ｈｒ、Ａｃｃ．　Ｃｈｅｍ．　Ｒｅｓ．　２６巻：２７４～２７８頁（１９９３年）にお
いても議論されている。脂質に基づく治療薬を投与するさらに他の方法は、例えば、Ｒａ
ｈｍａｎら、米国特許第３，９９３，７５４号；Ｓｅａｒｓ、米国特許第４，１４５，４
１０号；　Ｐａｐａｈａｄｊｏｐｏｕｌｏｓら、米国特許第４，２３５，８７１号；Ｓｃ
ｈｎｅｉｄｅｒ、米国特許第４，２２４，１７９号；Ｌｅｎｋら、米国特許第４，５２２
，８０３号およびＦｏｕｎｔａｉｎら、米国特許第４，５８８，５７８号にも記載されて
いる。
【０２００】
　他の方法において、上記医薬調製物は、上記調製物の上記標的組織への直接適用によっ
て、上記標的組織と接触させることができる。この適用は、局所的、「オープン」または
「クローズド」手順により実施できる。「局所的」は、上記医薬調製物を環境にさらされ
ている組織、例えば皮膚、口腔咽頭部、外耳道などに直接適用することを意味する。「オ
ープン」手順は、患者の皮膚の切開および上記医薬調製物を適用する下層にある（ｕｎｄ
ｅｒｌｙｉｎｇ）組織の直接可視化を含む手順である。これは、一般に外科的手順、例え
ば、肺に接近するための開胸、腹部内臓に接近するための腹式開腹、または上記標的組織
への他の直接外科的取り組みによって達成される。「クローズド」手順は、その内部標的
組織は直接可視化されないが、皮膚の小さな傷を通して挿入した道具を介して接近する、
侵襲的手順である。例えば、上記調製物は、針洗浄によって腹膜に投与できる。同様に、
医薬調製物は、脊髄麻酔または脊髄のメトリザミド（ｍｅｔｒａｚａｍｉｄｅ）画像化の
ために一般的に実施される、腰椎穿刺、その後の患者の適切な位置決めの際の注入によっ
て、髄膜または脊髄に投与できる。または、上記調製物は内視鏡装置を介して投与できる
。
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【０２０１】
　上記脂質－核酸組成物は、さらに、エアゾール吸入により肺に投与でき（Ｂｒｉｇｈａ
ｍら、Ａｍ．　Ｊ．　Ｓｃｉ．　２９８巻（４号）：２７８～２８１頁（１９８９年）を
参照されたい）、または疾患部位への直接注入により投与できる（Ｃｕｌｖｅｒ、Ｈｕｍ
ａｎ　Ｇｅｎｅ　Ｔｈｅｒａｐｙ、ＭａｒｙＡｎｎ　Ｌｉｅｂｅｒｔ，　Ｉｎｃ．，　Ｐ
ｕｂｌｉｓｈｅｒｓ、Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ．７０～７１頁（１９９４年））。
【０２０２】
　本発明の方法は、様々な宿主において実施できる。好ましい宿主は、哺乳動物種、例え
ばヒト、非ヒト霊長類、イヌ、ネコ、ウシ、ウマ、ヒツジなどである。
【０２０３】
　本発明の脂質－治療薬粒子の投与量は、脂質に対する治療薬の比率および患者の年齢、
体重、病態に基づく、投与する医師の見解に依存する。
【０２０４】
　一実施形態では、本発明は、標的ポリヌクレオチドまたはポリペプチドの発現を調節す
る方法を提供する。これらの方法は、細胞と、標的ポリヌクレオチドまたはポリペプチド
の発現を調節できる核酸を伴う、本発明の脂質粒子とを接触させる工程を一般に含む。本
明細書において使用する場合、「調節（ｍｏｄｕｌａｔｉｎｇ）」という用語は、標的ポ
リヌクレオチドまたはポリペプチドの発現の改変を指す。異なる実施形態では、調節は、
増加もしくは増強を意味することができ、または低下もしくは減少を意味することができ
る。標的ポリヌクレオチドまたはポリペプチドの発現レベルの測定方法は公知であり、当
分野において利用可能であり、例えば、逆転写－ポリメラーゼ連鎖反応（ＲＴ－ＰＣＲ）
および免疫組織化学的技術を使用する方法を含む。特定の実施形態では、標的ポリヌクレ
オチドまたはポリペプチドの発現レベルは、適切な対照値と比較して少なくとも１０％、
２０％、３０％、４０％、５０％または５０％を超えて増加または減少する。
【０２０５】
　例えば、ポリペプチドの発現の増加を望む場合、上記核酸は、上記所望のポリペプチド
をコードするポリヌクレオチドを含む発現ベクターであってよい。他方、ポリヌクレオチ
ドまたはポリペプチドの発現の減少を望む場合、その場合は、上記核酸は、上記標的ポリ
ペプチドをコードするポリヌクレオチドと特異的にハイブリダイズするポリヌクレオチド
配列を含み、その結果、上記標的ポリヌクレオチドまたはポリペプチドの発現を破壊する
、例えばアンチセンスオリゴヌクレオチド、ｓｉＲＮＡまたはマイクロＲＮＡであってよ
い。または、上記核酸は、このようなアンチセンスオリゴヌクレオチド、ｓｉＲＮＡまた
はマイクロＲＮＡを発現するプラスミドであってよい。
【０２０６】
　特定の一実施形態では、本発明は、細胞に、ＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ２－ＤＭＡ、ＤＳＰＣ、
ＣｈｏｌおよびＰＥＧ－Ｓ－ＤＭＧ、ＰＥＧ－Ｃ－ＤＯＭＧまたはＰＥＧ－ＤＭＡからな
り、または本質的にそれらからなり、例えば、モル比が、約２０～６０％のＤＬｉｎ－Ｋ
－Ｃ２－ＤＭＡ：５～２５％のＤＳＰＣ：２５～５５％のＣｈｏｌ：０．５～１５％のＰ
ＥＧ－Ｓ－ＤＭＧ、ＰＥＧ－Ｃ－ＤＯＭＧまたはＰＥＧ－ＤＭＡの脂質粒子を提供し、上
記脂質粒子が、上記ポリペプチドの発現を調節できる核酸を伴う工程を含む、細胞による
ポリペプチドの発現を調製する方法を提供する。特定の実施形態では、上記脂質のモル比
は、およそ４０／１０／４０／１０（ｍｏｌ％ＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ２－ＤＭＡ／ＤＳＰＣ／
Ｃｈｏｌ／ＰＥＧ－Ｓ－ＤＭＧ）である。別の群の実施形態では、これらの組成物中の中
性脂質は、ＰＯＰＣ、ＤＯＰＥまたはＳＭと置き換えられる。他の実施形態では、上記カ
チオン性脂質は、ＤＬｉｎ－Ｋ２－ＤＭＡまたはＤＬｉｎ－Ｋ６－ＤＭＡと置き換えられ
る。
【０２０７】
　特定の実施形態では、上記治療薬は、ｓｉＲＮＡ、マイクロＲＮＡ、アンチセンスオリ
ゴヌクレオチドおよびｓｉＲＮＡ、マイクロＲＮＡまたはアンチセンスオリゴヌクレオチ
ドを発現できるプラスミドから選択され、ここで、上記ｓｉＲＮＡ、マイクロＲＮＡまた
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はアンチセンスＲＮＡは、上記ポリペプチドをコードするポリヌクレオチドまたはその相
補体に特異的に結合し、それにより上記ポリペプチドの発現が減少する、ポリヌクレオチ
ドを含む。
【０２０８】
　他の実施形態では、上記核酸は、上記ポリペプチドまたはそれらの機能性改変体もしく
は断片の発現を増加させるような、上記ポリペプチドまたはそれらの機能性改変体もしく
は断片をコードするプラスミドである。
【０２０９】
　関連する実施形態では、本発明は、被験体に本発明の医薬組成物を提供する工程を含む
、上記被験体におけるポリペプチドの過剰発現を特徴とする疾患または障害の治療方法を
提供し、上記治療薬はｓｉＲＮＡ、マイクロＲＮＡ、アンチセンスオリゴヌクレオチドお
よびｓｉＲＮＡ、マイクロＲＮＡまたはアンチセンスオリゴヌクレオチドを発現できるプ
ラスミドから選択され、上記ｓｉＲＮＡ、マイクロＲＮＡまたはアンチセンスＲＮＡは、
上記ポリペプチドをコードするポリヌクレオチドまたはその相補体と特異的に結合するポ
リヌクレオチドを含む。
【０２１０】
　一実施形態では、上記医薬組成物は、ＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ２－ＤＭＡ、ＤＳＰＣ、Ｃｈｏ
ｌおよびＰＥＧ－Ｓ－ＤＭＧ、ＰＥＧ－Ｃ－ＤＯＭＧまたはＰＥＧ－ＤＭＡからなり、ま
たは本質的にそれらからなり、モル比が、例えば、約２０～６０％のＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ２
－ＤＭＡ：５～２５％のＤＳＰＣ：２５～５５％のＣｈｏｌ：０．５～１５％のＰＥＧ－
Ｓ－ＤＭＧ、ＰＥＧ－Ｃ－ＤＯＭＧまたはＰＥＧ－ＤＭＡの脂質粒子を含み、上記脂質粒
子は上記治療用核酸を伴う。特定の実施形態では、上記脂質のモル比は、およそ４０／１
０／４０／１０（ｍｏｌ％ＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ２－ＤＭＡ／ＤＳＰＣ／Ｃｈｏｌ／ＰＥＧ－
Ｓ－ＤＭＧ）である。別の群の実施形態では、これらの組成物中の中性脂質は、ＰＯＰＣ
、ＤＯＰＥまたはＳＭと置き換えられる。他の実施形態では、上記カチオン性脂質は、Ｄ
Ｌｉｎ－Ｋ２－ＤＭＡまたはＤＬｉｎ－Ｋ６－ＤＭＡで置き換えられる。
【０２１１】
　別の関連する実施形態では、本発明は、被験体に本発明の医薬組成物を提供する工程を
含み、上記治療薬が、ポリペプチドまたはその機能性改変体もしくは断片をコードするプ
ラスミドである、上記被験体における上記ポリペプチドの過小発現を特徴とする疾患また
は障害の治療方法を含む。
【０２１２】
　一実施形態では、上記医薬組成物は、ＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ２－ＤＭＡ、ＤＳＰＣ、Ｃｈｏ
ｌおよびＰＥＧ－Ｓ－ＤＭＧ、ＰＥＧ－Ｃ－ＤＯＭＧまたはＰＥＧ－ＤＭＡからなり、ま
たは本質的にそれらからなり、モル比が、例えば、約２０～６０％のＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ２
－ＤＭＡ：５～２５％のＤＳＰＣ：２５～５５％のＣｈｏｌ：０．５～１５％のＰＥＧ－
Ｓ－ＤＭＧまたはＰＥＧ－ＤＭＡの脂質粒子を含み、上記脂質粒子は上記治療用核酸を伴
う。特定の実施形態では、上記脂質のモル比は、およそ４０／１０／４０／１０（ｍｏｌ
％ＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ２－ＤＭＡ／ＤＳＰＣ／Ｃｈｏｌ／ＰＥＧ－Ｓ－ＤＭＧ）である。別
の群の実施形態では、これらの組成物中の中性脂質は、ＰＯＰＣ、ＤＯＰＥまたはＳＭで
置き換えられる。他の実施形態では、上記カチオン性脂質は、ＤＬｉｎ－Ｋ２－ＤＭＡま
たはＤＬｉｎ－Ｋ６－ＤＭＡで置き換えられる。
【０２１３】
　本発明は、被験体に本発明の医薬組成物を提供する工程を含み、上記治療薬が免疫刺激
性オリゴヌクレオチドである、上記被験体において免疫応答を誘導する方法をさらに提供
する。ある実施形態では、上記免疫応答は液性または粘膜性の免疫応答である。一実施形
態では、上記医薬組成物は、ＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ２－ＤＭＡ、ＤＳＰＣ、ＣｈｏｌおよびＰ
ＥＧ－Ｓ－ＤＭＧ、ＰＥＧ－Ｃ－ＤＯＭＧまたはＰＥＧ－ＤＭＡからなり、または本質的
にそれらからなり、モル比が、例えば、約２０～６０％のＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ２－ＤＭＡ：
５～２５％のＤＳＰＣ：２５～５５％のＣｈｏｌ：０．５～１５％のＰＥＧ－Ｓ－ＤＭＧ
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、ＰＥＧ－Ｃ－ＤＯＭＧまたはＰＥＧ－ＤＭＡの脂質粒子を含み、上記脂質粒子は上記治
療用核酸を伴う。特定の実施形態では、上記脂質のモル比は、およそ４０／１０／４０／
１０（ｍｏｌ％ＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ２－ＤＭＡ／ＤＳＰＣ／Ｃｈｏｌ／ＰＥＧ－Ｓ－ＤＭＧ
、ＰＥＧ－Ｃ－ＤＯＭＧまたはＰＥＧ－ＤＭＡ）である。別の群の実施形態では、これら
の組成物中の中性脂質は、ＰＯＰＣ、ＤＯＰＥまたはＳＭで置き換えられる。他の実施形
態では、上記カチオン性脂質は、ＤＬｉｎ－Ｋ２－ＤＭＡまたはＤＬｉｎ－Ｋ６－ＤＭＡ
で置き換えられる。
【０２１４】
　さらなる実施形態では、上記医薬組成物は、ワクチンまたは抗原と組み合わせて上記被
験体に提供される。したがって、本発明それ自体が、本発明の脂質粒子を含むワクチンを
提供し、本発明の脂質粒子は免疫賦活性オリゴヌクレオチドを含み、免疫応答が望まれる
抗原を伴う。特定の実施形態では、上記抗原は腫瘍抗原であり、または感染性病原体（ｉ
ｎｆｅｃｔｉｖｅ　ａｇｅｎｔ）、例えば、ウイルス、細菌または寄生生物などに関連す
る抗原である。
【０２１５】
　様々な腫瘍抗原、感染性病原体抗原および他の疾患に関連する抗原は、当分野において
周知であり、これらの例は本明細書に引用した参考文献に記載されている。本発明におけ
る使用に適切な抗原の例は、限定はしないが、ポリペプチド抗原およびＤＮＡ抗原を含む
。抗原の具体的な例は、Ａ型肝炎、Ｂ型肝炎、天然痘、ポリオ、炭疽、インフルエンザ、
チフス、破傷風、麻疹、ロタウイルス、ジフテリア、百日咳、結核および風疹の抗原であ
る。好ましい実施形態では、上記抗原はＢ型肝炎組換え抗原である。他の態様では、上記
抗原はＡ型肝炎組換え抗原である。別の態様では、上記抗原は腫瘍抗原である。このよう
な腫瘍関連抗原の例は、ＭＵＣ－１、ＥＢＶ抗原およびバーキット（Ｂｕｒｋｉｔｔ’ｓ
）リンパ腫に関連する抗原である。さらなる態様では、抗原はチロシナーゼ関連タンパク
質腫瘍抗原組換え抗原である。当業者は、本発明における使用に適切な他の抗原を知って
いる。
【０２１６】
　本発明における使用に適切な腫瘍関連抗原は、単一型腫瘍の指標となり得る、いくつか
の腫瘍型の間で共有される、および／または正常細胞と比較して腫瘍細胞においてもっぱ
ら発現するもしくは過剰発現する、変異分子および非変異分子の両方を含む。タンパク質
および糖タンパク質に加えて、炭水化物、ガングリオシド、糖脂質およびムチンの発現の
腫瘍特異的パターンもまた、確認されている。上記被験体での癌ワクチンの使用のための
例示的腫瘍関連抗原は、癌遺伝子のタンパク質産物、腫瘍抑制遺伝子および腫瘍細胞に特
有の変異または再構成を有する他の遺伝子、再活性化胚性遺伝子産物、癌胎児性抗原、（
腫瘍特異的ではないが）組織特異的分化抗原、成長因子受容体、細胞表面炭水化物残基、
外来ウイルスタンパク質およびいくつかの他の自己タンパク質を含む。
【０２１７】
　腫瘍関連抗原の具体的実施形態は、例えばＲａｓ　ｐ２１癌原遺伝子、腫瘍抑制因子ｐ
５３およびＢＣＲ－ａｂｌ癌遺伝子のタンパク質産物などの変異抗原、ならびにＣＤＫ４
、ＭＵＭ１、カスパーゼ８およびベータカテニン；過剰発現抗原、例えば、ガレクチン４
、ガレクチン９、炭酸脱水酵素、アルドラーゼＡ、ＰＲＡＭＥ、Ｈｅｒ２／ｎｅｕ、Ｅｒ
ｂＢ－２およびＫＳＡ、癌胎児性抗原、例えばアルファフェトプロテイン（ＡＦＰ）、ヒ
ト絨毛性ゴナドトロピン（ｈＣＧ）；自己抗原、例えば、癌胎児性抗原（ＣＥＡ）および
メラニン細胞分化抗原、例えば、Ｍａｒｔ　１／Ｍｅｌａｎ　Ａ、ｇｐ１００、ｇｐ７５
、チロシナーゼ、ＴＲＰ１およびＴＲＰ２；前立腺関連抗原、例えば、ＰＳＡ、ＰＡＰ、
ＰＳＭＡ、ＰＳＭ－Ｐ１およびＰＳＭ－Ｐ２；再活性化胚性遺伝子産物、例えば、ＭＡＧ
Ｅ１、ＭＡＧＥ３、ＭＡＧＥ４、ＧＡＧＥ１、ＧＡＧＥ２、ＢＡＧＥ、ＲＡＧＥおよび他
の精巣癌抗原（ｃａｎｃｅｒ　ｔｅｓｔｉｓ　ａｎｔｉｇｅｎ）、例えば、ＮＹ－ＥＳＯ
１、ＳＳＸ２およびＳＣＰ１；ムチン、例えば、Ｍｕｃ－１およびＭｕｃ－２；ガングリ
オシド、例えば、ＧＭ２、ＧＤ２およびＧＤ３、中性糖脂質ならびに糖タンパク質、例え
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ばＬｅｗｉｓ（ｙ）およびｇｌｏｂｏ－Ｈ；ならびに糖タンパク質、例えば、Ｔｎ、Ｔｈ
ｏｍｐｓｏｎ－Ｆｒｅｉｄｅｎｒｅｉｃｈ抗原（ＴＦ）およびｓＴｎを含む。本明細書に
おいて、腫瘍関連抗原は、全細胞および腫瘍細胞溶解物ならびにそれらの免疫原性部分な
らびにＢ細胞リンパ腫に対する使用のために、モノクローナル増殖のＢリンパ球に発現し
た免疫グロブリンイディオタイプをさらに含む。
【０２１８】
　病原体は、限定はしないが、感染性病原体（ｉｎｆｅｃｔｉｏｕｓ　ａｇｅｎｔ）、例
えば、哺乳動物、より具体的にはヒトに感染するウイルスを含む。感染性ウイルスの例は
、限定はしないが、Ｒｅｔｒｏｖｉｒｉｄａｅ（例えば、ヒト免疫不全ウイルス、例えば
、ＨＩＶ－１（ＨＴＬＶ－ＩＩＩ、ＬＡＶもしくはＨＴＬＶ－ＩＩＩ／ＬＡＶまたはＨＩ
Ｖ－ＩＩＩとも称される）；および他の単離株、例えばＨＩＶ－ＬＰ；Ｐｉｃｏｒｎａｖ
ｉｒｉｄａｅ（例えば、ポリオウイルス、Ａ型肝炎ウイルス；エンテロウイルス、ヒトコ
クサッキーウイルス、ライノウイルス、エコーウイルス）；Ｃａｌｃｉｖｉｒｉｄａｅ（
例えば、胃腸炎を起こす株）；Ｔｏｇａｖｉｒｉｄａｅ（例えば、ウマ脳炎ウイルス、風
疹ウイルス）；Ｆｌａｖｉｒｉｄａｅ（例えば、デングウイルス、脳炎ウイルス、黄熱病
ウイルス）；Ｃｏｒｏｎｏｖｉｒｉｄａｅ（例えば、コロナウイルス）；Ｒｈａｂｄｏｖ
ｉｒａｄａｅ（例えば、水疱性口内炎ウイルス、狂犬病ウイルス）；Ｃｏｒｏｎａｖｉｒ
ｉｄａｅ（例えば、コロナウイルス）；Ｒｈａｂｄｏｖｉｒｉｄａｅ（例えば、水疱性口
内炎ウイルス、狂犬病ウイルス）；Ｆｉｌｏｖｉｒｉｄａｅ（例えば、エボラウイルス）
；Ｐａｒａｍｙｘｏｖｉｒｉｄａｅ（例えば、パラインフルエンザウイルス、ムンプスウ
イルス、麻疹ウイルス、呼吸器系合胞体ウイルス）；Ｏｒｔｈｏｍｙｘｏｖｉｒｉｄａｅ
（例えば、インフルエンザウイルス）；Ｂｕｎｇａｖｉｈｄａｅ（例えば、ハンターンウ
イルス、ブンガウイルス、フレボウイルスおよびナイロウイルス）；Ａｒｅｎａ　ｖｉｒ
ｉｄａｅ（出血性熱ウイルス）；Ｒｅｏｖｉｒｉｄａｅ（例えば、レオウイルス、オルビ
ウイルス、ロタウイルス）；Ｂｉｒｎａｖｉｒｉｄａｅ；Ｈｅｐａｄｎａｖｉｒｉｄａｅ
（Ｂ型肝炎ウイルス）；Ｐａｒｖｏｖｉｒｉｄａ（パルボウイルス）；Ｐａｐｏｖａｖｉ
ｒｉｄａｅ（パピローマウイルス、ポリオーマウイルス）；Ａｄｅｎｏｖｉｒｉｄａｅ（
大部分がアデノウイルス）；Ｈｅｒｐｅｓｖｉｒｉｄａｅ（単純ヘルペスウイルス（ＨＳ
Ｖ）１および２、水痘帯状疱疹ウイルス、サイトメガロウイルス（ＣＭＶ）、ヘルペスウ
イルス）；Ｐｏｘｖｉｒｉｄａｅ（痘瘡ウイルス、ワクチニアウイルス、ポックスウイル
ス）；およびＩｒｉｄｏｖｉｒｉｄａｅ（例えば、アフリカ豚コレラウイルス）；ならび
に未分類のウイルス（例えば、海面状脳症の病原因子、デルタ肝炎の病原因子（Ｂ型肝炎
ウイルスの欠損型サテライトであると考えられている）、非Ａ、非Ｂ型肝炎の病原因子（
クラス１＝内因的に（ｉｎｔｅｒｎａｌｌｙ）伝染するもの；クラス２＝非経口的に伝染
するもの（すなわちＣ型肝炎）；ノーウォークウイルスおよび関連ウイルス、ならびにア
ストロウイルス）を含む。
【０２１９】
　さらに、グラム陰性菌およびグラム陽性菌は脊椎動物において抗原として機能する。こ
のようなグラム陽性菌は、限定はしないが、Ｐａｓｔｅｕｒｅｌｌａ種、Ｓｔａｐｈｙｌ
ｏｃｏｃｃｉ種およびＳｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ種を含む。グラム陰性菌は、限定はし
ないが、Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ　ｃｏｌｉ、Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ種およびＳａｌｍ
ｏｎｅｌｌａ種を含む。感染性細菌の具体的な例は、限定はしないが、Ｈｅｌｉｃｏｂａ
ｃｔｅｒｐｙｌｏｒｉｓ、Ｂｏｒｅｌｉａ　ｂｕｒｇｄｏｒｆｅｒｉ、Ｌｅｇｉｏｎｅｌ
ｌａ　ｐｎｅｕｍｏｐｈｉｌｉａ、Ｍｙｃｏｂａｃｔｅｒｉａ種（例えば、Ｍ．ｔｕｂｅ
ｒｃｕｌｏｓｉｓ、Ｍ．ａｖｉｕｍ、Ｍ．ｉｎｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒｅ、Ｍ．ｋａｎｓ
ａｉｉ、Ｍ．ｇｏｒｄｏｎａｅ）、Ｓｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃｕｓ　ａｕｒｅｕｓ、Ｎｅ
ｉｓｓｅｒｉａ　ｇｏｎｏｒｒｈｏｅａｅ、Ｎｅｉｓｓｅｒｉａ　ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄ
ｉｓ、Ｌｉｓｔｅｒｉａ　ｍｏｎｏｃｙｔｏｇｅｎｅｓ、Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　
ｐｙｏｇｅｎｅｓ（Ａ群　Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ）、Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ
　ａｇａｌａｃｔｉａｅ（Ｂ群Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ）、Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃ
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ｕｓ（ビリダンス群）、Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｆａｅｃａｌｉｓ、Ｓｔｒｅｐｔ
ｏｃｏｃｃｕｓ　ｂｏｖｉｓ、Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ（嫌気性種）、Ｓｔｒｅｐｔ
ｏｃｏｃｃｕｓ　ｐｎｅｕｍｏｎｉａｅ、病原性Ｃａｍｐｙｌｏｂａｃｔｅｒ種、Ｅｎｔ
ｅｒｏｃｏｃｃｕｓ種、Ｈａｅｍｏｐｈｉｌｕｓ　ｉｎｆｕｅｎｚａｅ、Ｂａｃｉｌｌｕ
ｓ　ａｎｔｒａｃｉｓ、ｃｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｄｉｐｈｔｈｅｒｉａｅ、ｃ
ｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉｕｍ種、Ｅｒｙｓｉｐｅｌｏｔｈｒｉｘ　ｒｈｕｓｉｏｐａｔ
ｈｉａｅ、Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ　ｐｅｒｆｒｉｎｇｅｒｓ、Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ
　ｔｅｔａｎｉ、Ｅｎｔｅｒｏｂａｃｔｅｒ　ａｅｒｏｇｅｎｅｓ、Ｋｌｅｂｓｉｅｌｌ
ａ　ｐｎｅｕｍｏｎｉａｅ、Ｐａｓｔｕｒｅｌｌａ　ｍｕｌｔｏｃｉｄａ、Ｂａｃｔｅｒ
ｏｉｄｅｓ種、Ｆｕｓｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｎｕｃｌｅａｔｕｍ、Ｓｔｒｅｐｔｏｂａ
ｃｉｌｌｕｓ　ｍｏｎｉｌｉｆｏｒｍｉｓ、Ｔｒｅｐｏｎｅｍａ　ｐａｌｌｉｄｉｕｍ、
Ｔｒｅｐｏｎｅｍａ　ｐｅｒｔｅｎｕｅ、Ｌｅｐｔｏｓｐｉｒａ、Ｒｉｃｋｅｔｔｓｉａ
およびＡｃｔｉｎｏｍｙｃｅｓ　ｉｓｒａｅｌｌｉを含む。
【０２２０】
　病原体のさらなる例は、限定はしないが、哺乳動物、より具体的にはヒトに感染する感
染性真菌を含む。感染性真菌の例は、限定はしないが、Ｃｒｙｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｎｅ
ｏｆｏｒｍａｎｓ、Ｈｉｓｔｏｐｌａｓｍａ　ｃａｐｓｕｌａｔｕｍ、Ｃｏｃｃｉｄｉｏ
ｉｄｅｓ　ｉｍｍｉｔｉｓ、Ｂｌａｓｔｏｍｙｃｅｓ　ｄｅｒｍａｔｉｔｉｄｉｓ、Ｃｈ
ｌａｍｙｄｉａ　ｔｒａｃｈｏｍａｔｉｓ、Ｃａｎｄｉｄａ　ａｌｂｉｃａｎｓを含む。
感染性寄生生物の例は、Ｐｌａｓｍｏｄｉｕｍ　例えば、Ｐｌａｓｍｏｄｉｕｍ　ｆａｌ
ｃｉｐａｒｕｍ、Ｐｌａｓｍｏｄｉｕｍ　ｍａｌａｒｉａｅ、Ｐｌａｓｍｏｄｉｕｍ　ｏ
ｖａｌｅおよびＰｌａｓｍｏｄｉｕｍ　ｖｉｖａｘを含む。他の感染性生物（すなわち、
原生生物）は、Ｔｏｘｏｐｌａｓｍａ　ｇｏｎｄｉｉを含む。
【実施例】
【０２２１】
　（実施例１）
　２，２－ジリノレイル－４－ジメチルアミノメチル－［１，３］－ジオキソラン（ＤＬ
ｉｎ－Ｋ－ＤＭＡ）の合成
　ＤＬｉｎ－Ｋ－ＤＭＡは、以下の概略図に示し、以下で述べる通りに合成した。
【０２２２】
【化２１】
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　臭化リノレイル（ＩＩ）の合成
　無水エーテル（３００ｍＬ）中のメタンスルホン酸リノレイル（６．２ｇ、１８ｍｍｏ
ｌ）と臭化マグネシウムエーテラート（ｍａｇｎｅｓｉｕｍ　ｂｒｏｍｉｄｅ　ｅｔｈｅ
ｒａｔｅ）（１７ｇ、５５ｍｍｏｌ）の混合物を、アルゴン下で終夜（２１時間）攪拌し
た。得られる懸濁液を３００ｍＬの冷水中に注いだ。振盪した後、その有機相を分離した
。その水相をエーテル（２×１５０ｍＬ）で抽出した。エーテル相を合わせて水（２×１
５０ｍＬ）、ブライン（１５０ｍＬ）で洗浄し、無水のＮａ２ＳＯ４で乾燥させた。その
溶媒を蒸発させて、６．５ｇの無色の油状物を得た。粗生成物をシリカゲル（２３０～４
００メッシュ、３００ｍＬ）でのカラムクロマトグラフィーによって精製し、ヘキサンで
溶出した。これにより、６．２ｇ（約１００％）の臭化リノレイル（ＩＩ）を得た。１Ｈ
　ＮＭＲ　（４００　ＭＨｚ，　ＣＤＣｌ３）　δ：　５．２７－５．４５　（４Ｈ，　
ｍ，　２　ｘ　ＣＨ＝ＣＨ），　３．４２　（２Ｈ，　ｔ，　ＣＨ２Ｂｒ），　２．７９
　（２Ｈ，　ｔ，　Ｃ＝Ｃ－ＣＨ２－Ｃ＝Ｃ），　２．０６　（４Ｈ，　ｑ，　２　ｘ　
アリル型　ＣＨ２），　１．８７　（２Ｈ，　五重線，　ＣＨ２），　１．２－１．５　
（１６Ｈ，　ｍ），　０．９０　（３Ｈ，　ｔ，　ＣＨ３）　ｐｐｍ。
【０２２３】
　ジリノレイルメタノール（ＩＩＩ）の合成
　無水エーテル２００ｍＬ中のＭｇ旋削くず（ｔｕｒｎｉｎｇ）（０．４５ｇ、１８．７
ｍｍｏｌ）とヨウ素結晶１個の懸濁液に、窒素下、無水エーテル５０ｍＬ中の臭化リノレ
イル（ＩＩ）溶液を室温で加えた。得られる混合物を窒素下で終夜還流させた。その混合
物を室温に冷却した。窒素下でその濁った混合物に、無水エーテル３０ｍＬ中のギ酸エチ
ル（０．６５ｇ、１８．７ｍｍｏｌ）溶液を室温で滴下添加した。添加後、その混合物を
室温で終夜（２０時間）攪拌した。そのエーテル層を１０％のＨ２ＳＯ４水溶液（１００
ｍＬ）、水（２×１００ｍＬ）、ブライン（１５０ｍＬ）で洗浄し、次いで無水Ｎａ２Ｓ
Ｏ４で乾燥させた。その溶媒を蒸発させて、５．０ｇの淡色の油状物を得た。ヘキサン中
０～７％の勾配のエーテル溶液を溶離液として用いてシリカゲル（２３０～４００メッシ
ュ、３００ｍＬ）でのカラムクロマトグラフィーにかけ、ジリノレイルメタノール（２．
０ｇ、ＩＩＩ）とジリノレイルメチルホルメート（１．４ｇ、ＩＶ）の２種の生成物を得
た。ジリノレイルメチルホルメート　（ＩＶ）についての１Ｈ　ＮＭＲ　（４００　ＭＨ
ｚ，　ＣＤＣｌ３）　δ：　８．１０　（１Ｈ，　ｓ，　ＣＨＯ），　５．２７－５．４
５　（８Ｈ，　ｍ，　４　ｘ　ＣＨ＝ＣＨ），　４．９９　（１Ｈ，　五重線，　ＯＣＨ
），　２．７８　（４Ｈ，　ｔ，　２　ｘ　Ｃ＝Ｃ－ＣＨ２－Ｃ＝Ｃ），　２．０６　（
８Ｈ，　ｑ，　４　ｘ　アリル型　ＣＨ２），　１．５－１．６　（４Ｈ，　ｍ，　２　
ｘ　ＣＨ２），　１．２－１．５　（３２Ｈ，　ｍ），　０．９０　（６Ｈ，　ｔ，　２
　ｘ　ＣＨ３）　ｐｐｍ。
【０２２４】
　ジリノレイルメチルホルメート（ＩＶ、１．４ｇ）およびＫＯＨ（０．２ｇ）を、８５
％のＥｔＯＨ中、窒素下、室温で終夜攪拌した。反応が完了した後、その溶媒の半分を蒸
発させた。得られる混合物を１５０ｍＬの５％ＨＣＬ溶液中に注いだ。その水相をエーテ
ル（３×１００ｍＬ）で抽出した。エーテル抽出物を合わせて水（２×１００ｍＬ）、ブ
ライン（１００ｍＬ）で洗浄し、無水Ｎａ２ＳＯ４で乾燥させた。その溶媒を蒸発させ、
１．０ｇのジリノレイルメタノール（ＩＩＩ）を無色の油状物として得た。全体で３．０
ｇ（６０％）のジリノレイルメタノール（ＩＩＩ）を得た。ジリノレイルメタノール　（
ＩＩＩ）についての１Ｈ　ＮＭＲ　（４００　ＭＨｚ，　ＣＤＣｌ３）　δ：　ｐｐｍ。
【０２２５】
　ジリノレイルケトン（Ｖ）の合成
　ＣＨ２Ｃｌ２　１００ｍＬ中のジリノレイルメタノール（２．０ｇ、３．８ｍｍｏｌ）
および無水炭酸ナトリウム（０．２ｇ）の混合物に、クロロクロム酸ピリジニウム（ｐｙ
ｄｉｍｉｕｍ　ｃｈｌｏｒｏｃｈｒｏｍａｔｅ）（ＰＣＣ、２．０ｇ、９．５ｍｍｏｌ）
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を加えた。得られる懸濁液を室温で６０分間攪拌した。次いでその混合物にエーテル（３
００ｍＬ）を加え、得られる褐色の懸濁液をシリカゲルパッドを通して濾過した（３００
ｍＬ）。そのシリカゲルパッドをエーテル（３×２００ｍＬ）でさらに洗浄した。エーテ
ル濾液および洗液を合わせた。その溶媒を蒸発させ、３．０ｇの油性残留物を粗生成物と
して得た。その粗生成物を、ヘキサン中０～３％のエーテルを用いて溶出することによる
シリカゲル（２３０～４００メッシュ、２５０ｍＬ）でのカラムクロマトグラフィーによ
って精製した。これにより、１．８ｇ（９０％）のジリノレイルケトン（Ｖ）を得た。１
Ｈ　ＮＭＲ　（４００　ＭＨｚ，　ＣＤＣｌ３）　δ：　５．２５－５．４５　（８Ｈ，
　ｍ，　４　ｘ　ＣＨ＝ＣＨ），　２．７８　（４Ｈ，　ｔ，　２　ｘ　Ｃ＝Ｃ－ＣＨ２
－Ｃ＝Ｃ），　２．３９　（４Ｈ，　ｔ，　２　ｘ　ＣＯＣＨ２），　２．０５　（８Ｈ
，　ｑ，　４　ｘ　アリル型　ＣＨ２），　１．４５－１．７　（４Ｈ，　ｍ），　１．
２－１．４５　（３２Ｈ，　ｍ），　０．９０　（６Ｈ，　ｔ，　２　ｘ　ＣＨ３）　ｐ
ｐｍ。
【０２２６】
　２，２－ジリノレイル－４－ブロモメチル－［１，３］－ジオキソラン（ＶＩ）の合成
　トルエン　２００ｍＬ中のジリノレイルメタノール（Ｖ、１．３ｇ、２．５ｍｍｏｌ）
、３－ブロモ－１，２－プロパンジオール（１．５ｇ、９．７ｍｍｏｌ）、およびｐ－ト
ルエンスルホン酸水和物（ｐ－ｔｏｌｕｅｎｅ　ｓｕｌｏｎｉｃ　ａｃｉｄ　ｈｙｄｒａ
ｔｅ）（０．１６ｇ、０．８４ｍｍｏｌ）の混合物を、窒素下、Ｄｅａｎ－Ｓｔａｒｋ管
を用いて３日間還流させて、水を除去した。得られる混合物を室温に冷却した。その有機
相を水（２×５０ｍＬ）、ブライン（５０ｍＬ）で洗浄し、無水Ｎａ２ＳＯ４で乾燥させ
た。その溶媒を蒸発させ、黄色がかった油性残留物を得た。ヘキサン中０～６％の勾配の
エーテルを溶離液として用いてシリカゲル（２３０～４００メッシュ、１００ｍＬ）のカ
ラムクロマトグラフィーを行い、０．１ｇの純粋なＶＩ、およびＶＩと出発材料の混合物
１．３ｇを得た。１Ｈ　ＮＭＲ　（４００　ＭＨｚ，　ＣＤＣｌ３）　δ：　５．２７－
５．４５　（８Ｈ，　ｍ，　４　ｘ　ＣＨ＝ＣＨ），　４．２８－４．３８　（１Ｈ，　
ｍ，　ＯＣＨ），　４．１５　（１Ｈ，　ｄｄ，　ＯＣＨ），　３．８０　（１Ｈ，　ｄ
ｄ，　ＯＣＨ），　３．４７　（１Ｈ，　ｄｄ，　ＣＨＢｒ），　３．３０　（１Ｈ，　
ｄｄ，　ＣＨＢｒ），　２．７８　（４Ｈ，　ｔ，　２　ｘ　Ｃ＝Ｃ－ＣＨ２－Ｃ＝Ｃ）
，　２．０６　（８Ｈ，　ｑ，　４　ｘ　アリル型　ＣＨ２），　１．５２－１．６８　
（４Ｈ，　ｍ，　２　ｘ　ＣＨ２），　１．２２－１．４５　（３２Ｈ，　ｍ），　０．
８６－０．９４　（６Ｈ，　ｍ，　２　ｘ　ＣＨ３）　ｐｐｍ。
【０２２７】
　２，２－ジリノレイル－４－ジメチルアミノメチル－［１，３］－ジオキソラン（ＤＬ
ｉｎ－Ｋ－ＤＭＡ）の合成
　２，２－ジリノレイル－４－ブロモメチル－［１，３］－ジオキソラン（ＶＩ）とジリ
ノレイルケトン（Ｖ）の混合物１．３ｇを含有する無水ＴＨＦ溶液（１００ｍＬ）中に、
無水ジメチルアミンを０℃で１０分間バブリングした（ｂｕｂｂｌｅｄ）。次いで反応フ
ラスコを密閉し、その混合物を室温で６日間攪拌した。その溶媒を蒸発させて、１．５ｇ
の残留物を得た。粗生成物を、シリカゲル（２３０～４００メッシュ、１００ｍＬ）での
カラムクロマトグラフィーによって精製し、ジクロロメタン中０～５％の勾配のメタノー
ルで溶出した。これにより、０．８ｇの所望の生成物ＤＬｉｎ－Ｋ－ＤＭＡを得た。１Ｈ
　ＮＭＲ　（４００　ＭＨｚ，　ＣＤＣｌ３）　δ：　５．２５－５．４５　（８，　ｍ
，　４ｘ　ＣＨ＝ＣＨ），　４．２８－４．４　（１Ｈ，　ｍ，　ＯＣＨ），　４．１　
（１Ｈ，　ｄｄ，　ＯＣＨ），　３．５３　（１Ｈ，　ｔ　ＯＣＨ），　２．７８　（４
Ｈ，　ｔ，　２　ｘ　Ｃ＝Ｃ－ＣＨ２－Ｃ＝Ｃ），　２．５－２．６５　（２Ｈ，　ｍ，
　ＮＣＨ２），　２．４１　（６Ｈ，　ｓ，　２　ｘ　ＮＣＨ３），　２．０６　（８Ｈ
，　ｑ，　４　ｘ　アリル型　ＣＨ２），　１．５６－１．６８　（４Ｈ，　ｍ，　２　
ｘ　ＣＨ２），　１．２２－１．４５　（３２Ｈ，　ｍ），　０．９０　（６Ｈ，　ｔ，
　２　ｘ　ＣＨ３）　ｐｐｍ。
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【０２２８】
　（実施例２）
　１，２－ジリノレイルオキシ－Ｎ，Ｎ－ジメチル－３－アミノプロパン（ＤＬｉｎＤＭ
Ａ）の合成
　ＤＬｉｎＤＭＡは、以下で述べる通りに合成した。
【０２２９】
【化２２】

　無水ベンゼン　１２０ｍＬ中のＮａＨ（９５％、５．２ｇ、０．２０６ｍｏｌ）懸濁液
に、無水ベンゼン　４０ｍＬ中のＮ，Ｎ－ジメチル－３－アミノプロパン－１，２－ジオ
ール（２．８ｇ、０．０２３５ｍｏｌ）をアルゴン下で滴下添加した。添加後、得られる
混合物を室温で１５分間攪拌した。前記混合物に、無水ベンゼン　７５ｍＬ中のメタンス
ルホン酸リノレイル（９９％、２０ｇ、０．０５８ｍｏｌ）を、アルゴン下にて室温で滴
下添加した。室温で３０分間攪拌した後、その混合物をアルゴン下で終夜還流させた。冷
却した後、得られる懸濁液を、２５０ｍＬの１：１（Ｖ：Ｖ）エタノール－ベンゼン溶液
の滴下によって処理した。その有機相を水（１５０ｍＬ）、ブライン（２×２００ｍＬ）
で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥させた。真空下でその溶媒を蒸発させて、１７．９
ｇのさらりとした（ｌｉｇｈｔ）油状物を粗生成物として得た。その粗生成物を、塩化メ
チレン中０～５％の勾配のメタノールを使用するシリカゲルでのカラムクロマトグラフィ
ーによって２回精製して、１０．４ｇの純粋なＤＬｉｎＤＭＡを得た。１Ｈ　ＮＭＲ　（
４００　ＭＨｚ，　ＣＤＣｌ３）　δ：　５．３５　（８Ｈ，　ｍ，　ＣＨ＝ＣＨ），　
３．５　（７Ｈ，　ｍ，　ＯＣＨ），　２．７５　（４Ｈ，　ｔ，　２　ｘ　ＣＨ２），
　２．４２　（２Ｈ，　ｍ，　ＮＣＨ２），　２．２８　（６Ｈ，　ｓ，　２　ｘ　ＮＣ
Ｈ３），　２．０５　（８Ｈ，　ｑ，　ビニル　ＣＨ２），　１．５６　（４Ｈ，　ｍ，
　２　ｘ　ＣＨ２），　１．２８　（３２Ｈ，　ｍ，　１６　ｘ　ＣＨ２），　０．８８
　（６Ｈ，　ｔ，　２　ｘ　ＣＨ３）　ｐｐｍ。
【０２３０】
　（実施例３）
　２，２－ジリノレイル－４－（２－ジメチルアミノエチル）－［１，３］－ジオキソラ
ン（ＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ２－ＤＭＡ）の合成
　ＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ２－ＤＭＡは、以下の概略図および記述において示す通りに合成した
。
【０２３１】
　２，２－ジリノレイル－４－（２－ヒドロキシエチル）－［１，３］－ジオキソラン（
ＩＩ）の合成
　トルエン　５０ｍＬ中のジリノレイルケトン（Ｉ、実施例１に記載の通りに予め調製し
たもの、５２７ｍｇ、１．０ｍｍｏｌ）、１，３，４－ブタントリオール（工業グレード
（ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　ｇｒａｄｅ）、約９０％、２３６ｍｇ、２ｍｍｏｌ）、およびｐ
－トルエンスルホン酸ピリジニウム（５０ｍｇ、０．２ｍｍｏｌ）の混合物を、窒素下に
て、Ｄｅａｎ－Ｓｔａｒｋ管を用いて終夜還流させて、水を除去した。得られる混合物を
室温に冷却した。その有機相を水（２×３０ｍＬ）、ブライン（５０ｍＬ）で洗浄し、無
水Ｎａ２ＳＯ４で乾燥させた。その溶媒を蒸発させて、黄色がかった油性残留物（０．６
ｇ）を得た。その粗生成物を、ジクロロメタンを溶離液に用いたシリカゲル（２３０～４
００メッシュ、１００ｍＬ）でのカラムクロマトグラフィーによって精製した。これによ
り、０．５ｇの純粋なＩＩを無色の油状物として得た。１Ｈ　ＮＭＲ　（４００　ＭＨｚ
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，　ＣＤＣｌ３）　δ：　５．２５－５．４８　（８Ｈ，　ｍ，　４　ｘ　ＣＨ＝ＣＨ）
，　４．１８－４．２２　（１Ｈ，　ｍ，　ＯＣＨ），　４．０８　（１Ｈ，　ｄｄ，　
ＯＣＨ），　３．８２　（２Ｈ，　ｔ，　ＯＣＨ２），　３．５３　（１Ｈ，　ｔ，　Ｏ
ＣＨ），　２．７８　（４Ｈ，　ｔ，　２　ｘ　Ｃ＝Ｃ－ＣＨ２－Ｃ＝Ｃ），　２．０６
　（８Ｈ，　ｑ，　４　ｘ　アリル型　ＣＨ２），　１．７７－１．９３　（２Ｈ，　ｍ
，　ＣＨ２），　１．５２－１．６８　（４Ｈ，　ｍ，　２　ｘ　ＣＨ２），　１．２２
－１．４５　（３２Ｈ，　ｍ），　０．８６－０．９４　（６Ｈ，　ｔ，　２　ｘ　ＣＨ

３）　ｐｐｍ。
【０２３２】
【化２３】

　２，２－ジリノレイル－４－（２－メタンスルホニルエチル）－［１，３］－ジオキソ
ラン（ＩＩＩ）の合成
　無水ＣＨ２Ｃｌ２　５０ｍＬ中の２，２－ジリノレイル－４－（２－ヒドロキシエチル
）－［１，３］－ジオキソラン（ＩＩ、５００ｍｇ、０．８１ｍｍｏｌ）および無水（ｄ
ｒｙ）トリエチルアミン（２１８ｍｇ、２．８ｍｍｏｌ）の溶液に、窒素下でメタンスル
ホニル無水物（２９０ｍｇ、１．６ｍｍｏｌ）を加えた。得られる混合物を室温で終夜攪
拌した。その混合物を２５ｍＬのＣＨ２Ｃｌ２で希釈した。その有機相を水（２×３０ｍ
Ｌ）、ブライン（５０ｍＬ）で洗浄し、無水Ｎａ２ＳＯ４で乾燥させた。その溶媒を蒸発
させて、５１０ｍｇの黄色がかった油状物を得た。その粗生成物をそれ以上精製せずに次
の工程で使用した。
【０２３３】
　２，２－ジリノレイル－４－（２－ジメチルアミノエチル）－［１，３］－ジオキソラ
ン（ＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ２－ＤＭＡ）の合成
　窒素下にある上記粗製材料（ＩＩＩ）に、ＴＨＦ中の２０ｍＬのジメチルアミン（２．
０Ｍ）を加えた。得られる混合物を室温で６日間攪拌した。その溶媒を蒸発させて油性残
留物を得た。ジクロロメタン中０～５％の勾配のメタノールを溶離液に用いたシリカゲル
（２３０～４００メッシュ、１００ｍＬ）でのカラムクロマトグラフィーを行い、３８０
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ｍｇの生成物ＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ２－ＤＭＡを淡色の油状物として得た。１Ｈ　ＮＭＲ　（
４００　ＭＨｚ，　ＣＤＣｌ３）　δ：　５．２７－５．４９　（８，　ｍ，　４ｘ　Ｃ
Ｈ＝ＣＨ），　４．０１－４．１５　（２Ｈ，　ｍ，　２　ｘ　ＯＣＨ），　３．４９　
（１Ｈ，　ｔ　ＯＣＨ），　２．７８　（４Ｈ，　ｔ，　２　ｘ　Ｃ＝Ｃ－ＣＨ２－Ｃ＝
Ｃ），　２．３４－２．５４　（２Ｈ，　ｍ，　ＮＣＨ２），　２．３０　（６Ｈ，　ｓ
，　２　ｘ　ＮＣＨ３），　２．０６　（８Ｈ，　ｑ，　４　ｘ　アリル型　ＣＨ２），
　１．６７－１．９５　（２Ｈ，　ｍ，　ＣＨ２），　１．５４－１．６５　（４Ｈ，　
ｍ，　２　ｘ　ＣＨ２），　１．２２－１．４５　（３２Ｈ，　ｍ），　０．９０　（６
Ｈ，　ｔ，　２　ｘ　ＣＨ３）　ｐｐｍ。
【０２３４】
　（実施例４）
　２，２－ジリノレイル－４－（３－ジメチルアミノプロピル）－［１，３］－ジオキソ
ラン（ＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ３－ＤＭＡ）の合成
　ＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ３－ＤＭＡは、以下で述べ、以下の概略図に示す通りに合成した。
【０２３５】
【化２４】

　１，２，５－ペンタントリオールの合成
　無水ＴＨＦ　８０ｍＬ中のＬｉＡｌＨ４（１．７５ｇ）懸濁液に、無水ＴＨＦ　２０ｍ
Ｌ中の（Ｒ）－γ－ヒドロキシメチル－γ－ブタロラクトン（ｂｕｔａｒｏｌａｃｔｏｎ
ｅ）（０．５０ｇ、４ｍｍｏｌ）溶液を、窒素下で滴下添加した。得られる懸濁液を窒素
下にて室温で終夜攪拌した。氷水浴を使用して、この混合物に、５．５ｍＬのＮａＣｌ飽
和水溶液を極めてゆっくりと加えた。その混合物を窒素下にて終夜さらに攪拌した。その
白色固体を濾過し、ＴＨＦ（２×２０ｍＬ）で洗浄した。その濾液および洗液を合わせた
。その溶媒を蒸発させて、０．２５ｇの無色の油状物を粗生成物として得た。その粗生成
物をそれ以上精製せずに次の工程で使用した。
【０２３６】
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　２，２－ジリノレイル－４－（３－ヒドロキシプロピル）－［１，３］－ジオキソラン
（ＩＩ）の合成
　トルエン　１５０ｍＬ中のジリノレイルケトン（Ｉ、実施例１に記載の通りに予め調製
したもの、１．０ｇ、２ｍｍｏｌ）、１，２，５－ペンタントリオール（粗製の、０．２
５ｇ、２ｍｍｏｌ）、およびｐ－トルエンスルホン酸ピリジニウム（１００ｍｇ、０．４
ｍｍｏｌ）混合物を、窒素下にて、Ｄｅａｎ－Ｓｔａｒｋ管を用いて終夜還流させて、水
を除去した。得られる混合物を室温に冷却した。その有機相を水（３×４０ｍＬ）、ブラ
イン（５０ｍＬ）で洗浄し、無水Ｎａ２ＳＯ４で乾燥させた。その溶媒を蒸発させ、黄色
がかった油性残留物（１．１ｇ）を得た。その粗生成物を、ジクロロメタン中０～１％の
メタノールを溶離液に用いたシリカゲル（２３０～４００メッシュ、１００ｍＬ）でのカ
ラムクロマトグラフィーによって精製した。これにより、０．９０ｇの純粋なＩＩを無色
の油状物として得た。
【０２３７】
　２，２－ジリノレイル－４－（３－メタンスルホニルプロピル）－［１，３］－ジオキ
ソラン（ＩＩＩ）の合成
　無水ＣＨ２Ｃｌ２　１００ｍＬ中の２，２－ジリノレイル－４－（３－ヒドロキシプロ
ピル）－［１，３］－ジオキソラン（ＩＩ、０．９０ｇ、１．４ｍｍｏｌ）および無水ト
リエチルアミン（０．５１ｇ、５ｍｍｏｌ）の溶液に、メタンスルホニル無水物（０．７
０ｇ、４ｍｍｏｌ）を窒素下で加えた。得られる混合物を室温で終夜攪拌した。有機相を
水（２×４０ｍＬ）、ブライン（５０ｍＬ）で洗浄し、無水Ｎａ２ＳＯ４で乾燥させた。
その溶媒を蒸発させて、１．０ｇの褐色がかった油状物を粗生成物として得た。粗生成物
をそれ以上精製せずに次の工程で使用した。
【０２３８】
　２，２－ジリノレイル－４－（３－ジメチルアミノプロピル）－［１，３］－ジオキソ
ラン（ＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ３－ＤＭＡ）の合成
　上記粗製材料（ＩＩＩ、１．０ｇ）に、窒素下で、ＴＨＦ中ジメチルアミン４０ｍＬ（
２．０Ｍ）を加えた。得られる混合物を室温で８日間攪拌した。その固体を濾過した。そ
の溶媒を蒸発させて、橙色の残留物を得た。ヘキサン中０～４０％の勾配の酢酸エチルを
溶離液に用いた、シリカゲル（２３０～４００メッシュ、１００ｍＬ）でのカラムクロマ
トグラフィーを行い、５１０ｇの生成物ＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ３－ＤＭＡを淡色の油状物とし
て得た。１Ｈ　ＮＭＲ　（４００　ＭＨｚ，　ＣＤＣｌ３）　δ：　５．２２－５．５０
　（８，　ｍ，　４ｘ　ＣＨ＝ＣＨ），　３．９５－４．１５　（２Ｈ，　ｍ，　２　ｘ
　ＯＣＨ），　３．３５－３．５５　（１Ｈ，　ｍ　ＯＣＨ），　２．７８　（４Ｈ，　
ｔ，　２　ｘ　Ｃ＝Ｃ－ＣＨ２－Ｃ＝Ｃ），　２．４５－２．５５　（２Ｈ，　ｍ，　Ｎ
ＣＨ２），　２．３５　（６Ｈ，　ｓ，　２　ｘ　ＮＣＨ３），　２．０５　（８Ｈ，　
ｑ，　４　ｘ　アリル型　ＣＨ２），　１．４５－１．７５　（６Ｈ，　ｍ，　ＣＨ２）
，　１．２－１．４５　（３２Ｈ，　ｍ），　０．９０　（６Ｈ，　ｔ，　２　ｘ　ＣＨ

３）　ｐｐｍ。
【０２３９】
　（実施例５）
　２，２－ジリノレイル－４－（４－ジメチルアミノブチル）－［１，３］－ジオキソラ
ン（ＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ４－ＤＭＡ）の合成
　ＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ４－ＤＭＡは、以下で記載し、以下の概略図に示す通りに合成した。
【０２４０】
　２，２－ジリノレイル－４－（４－ヒドロキシブチル）－［１，３］－ジオキソラン（
ＩＩ）の合成
　トルエン　１５０ｍＬ中のジリノレイルケトン（Ｉ、実施例１に記載の通りに予め調製
したもの、１．０５ｇ、２．０ｍｍｏｌ）、１，２，６－ヘキサントリオール（０．５４
ｇ、４ｍｍｏｌ）、およびｐ－トルエンスルホン酸ピリジニウム（１００ｍｇ、０．４ｍ
ｍｏｌ）の混合物を、窒素下にて、Ｄｅａｎ－Ｓｔａｒｋ管を用いて終夜還流させて、水
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を除去した。得られる混合物を室温に冷却した。その有機相を水（２×６０ｍＬ）、ブラ
イン（６０ｍＬ）で洗浄し、無水Ｎａ２ＳＯ４で乾燥させた。その溶媒を蒸発させて、黄
色がかった油性残留物（１．５ｇ）を得た。粗生成物を、ジクロロメタン中０～０．５％
のメタノールを溶離液に用いたシリカゲル（２３０～４００メッシュ、１００ｍＬ）での
カラムクロマトグラフィーによって精製した。これにより、１．４ｇの純粋なＩＩを無色
の油状物として得た。
【０２４１】
【化２５】

　２，２－ジリノレイル－４－（４－メタンスルホニルブチル）－［１，３］－ジオキソ
ラン（ＩＩＩ）の合成
　無水ＣＨ２Ｃｌ２　１５０ｍＬ中の２，２－ジリノレイル－４－（４－ヒドロキシブチ
ル）－［１，３］－ジオキソラン（ＩＩ、１．４ｇ、２ｍｍｏｌ）および無水トリエチル
アミン（０．７３ｇ、７．２ｍｍｏｌ）溶液に、メタンスルホニル無水物（１．０ｇ、５
．７ｍｍｏｌ）を窒素下で加えた。得られる混合物を室温で終夜攪拌した。その有機相を
水（２×７５ｍＬ）、ブライン（７５ｍＬ）で洗浄し、無水Ｎａ２ＳＯ４で乾燥させた。
その溶媒を蒸発させて、１．４５ｇの淡色の油状物を粗生成物として得た。その粗生成物
をそれ以上精製せずに次の工程で使用した。
【０２４２】
　２，２－ジリノレイル－４－（４－ジメチルアミノブチル）－［１，３］－ジオキソラ
ン（ＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ４－ＤＭＡ）の合成
　上記粗製材料（ＩＩＩ、１．４５ｇ）に、窒素下で、ＴＨＦ中のジメチルアミン６０ｍ
Ｌ（２．０Ｍ）を加えた。得られる混合物を室温で６日間攪拌した。その固体を濾過した
。その溶媒を蒸発させて、油性残留物（１．２ｇ）を得た。ジクロロメタン中０～５％の
勾配のメタノールを溶離液に用いた、シリカゲル（２３０～４００メッシュ、１００ｍＬ
）でのカラムクロマトグラフィーにかけて、０．９５ｇの生成物ＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ４－Ｄ
ＭＡを淡色の油状物として得た。１Ｈ　ＮＭＲ　（４００　ＭＨｚ，　ＣＤＣｌ３）　δ
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：　５．２６－５．４９　（８，　ｍ，　４ｘ　ＣＨ＝ＣＨ），　３．９７－４．１５　
（２Ｈ，　ｍ，　２　ｘ　ＯＣＨ），　３．４５　（１Ｈ，　ｔ　ＯＣＨ），　２．７８
　（４Ｈ，　ｔ，　２　ｘ　Ｃ＝Ｃ－ＣＨ２－Ｃ＝Ｃ），　２．４５－２．５５　（２Ｈ
，　ｍ，　ＮＣＨ２），　２．４０　（６Ｈ，　ｓ，　２　ｘ　ＮＣＨ３），　２．０５
　（８Ｈ，　ｑ，　４　ｘ　アリル型　ＣＨ２），　１．４５－１．７５　（８Ｈ，　ｍ
，　ＣＨ２），　１．２－１．４５　（３２Ｈ，　ｍ），　０．９０　（６Ｈ，　ｔ，　
２　ｘ　ＣＨ３）　ｐｐｍ。
【０２４３】
　（実施例６）
　２，２－ジリノレイル－５－ジメチルアミノメチル－［１，３］－ジオキサン（ＤＬｉ
ｎ－Ｋ６－ＤＭＡ）の合成
　ＤＬｉｎ－Ｋ６－ＤＭＡは、以下で述べ、以下の概略図に示す通りに合成した。
【０２４４】
　２，２－ジリノレイル－５－ヒドロキシメチル）－［１，３］－ジオキサン（ＩＩ）の
合成
　トルエン　１５０ｍＬ中のジリノレイルケトン（Ｉ、実施例１に記載の通りに予め調製
したもの、１．０５ｇ、２．０ｍｍｏｌ）、２－ヒドロキシメチル－１，３－プロパンジ
オール（４７５ｍｇ、４ｍｍｏｌ）、およびｐ－トルエンスルホン酸ピリジニウム（１０
０ｍｇ、０．４ｍｍｏｌ）の混合物を、窒素下にて、Ｄｅａｎ－Ｓｔａｒｋ管を用いて終
夜還流させて、水を除去した。得られる混合物を室温に冷却した。その有機相を水（２×
６０ｍＬ）、ブライン（６０ｍＬ）で洗浄し、無水Ｎａ２ＳＯ４で乾燥させた。その溶媒
を蒸発させて、淡色の油状物（１．２ｇ）を得た。その粗生成物を、ジクロロメタン中０
～１％の勾配のメタノールを溶離液に用いたシリカゲル（２３０～４００メッシュ、１０
０ｍＬ）でのカラムクロマトグラフィーによって精製した。これにより、１．０ｇの純粋
なＩＩを無色の油状物として得た。
【０２４５】
【化２６】
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　２，２－ジリノレイル－５－メタンスルホニルメチル－［１，３］－ジオキサン（ＩＩ
Ｉ）の合成
　無水ＣＨ２Ｃｌ２　１２０ｍＬ中の２，２－ジリノレイル－５－ヒドロキシメチル－［
１，３］－ジオキサン（ＩＩ、１．０ｇ、１．６ｍｍｏｌ）および無水トリエチルアミン
（４３０ｍｇ、４．２ｍｍｏｌ）の溶液に、メタンスルホニル無水物（６００ｍｇ、３．
３ｍｍｏｌ）を窒素下で加えた。得られる混合物を室温で終夜攪拌した。その有機相を水
（２×６０ｍＬ）、ブライン（６０ｍＬ）で洗浄し、無水Ｎａ２ＳＯ４で乾燥させた。そ
の溶媒を蒸発させて、１．１ｇの淡色の油状物を得た。その粗生成物をそれ以上精製せず
に次の工程で使用した。
【０２４６】
　２，２－ジリノレイル－５－ジメチルアミノメチル）－［１，３］－ジオキサン（ＤＬ
ｉｎ－Ｋ６－ＤＭＡ）の合成
　上記粗製材料（ＩＩＩ、１．１ｇ）に、窒素下で、ＴＨＦ中のジメチルアミン２０ｍＬ
（２．０Ｍ）を加えた。得られる混合物を室温で７日間攪拌した。その溶媒を蒸発させて
、油性残留物を得た。ヘキサン中０～３０％の勾配の酢酸エチルを溶離液に用いた、シリ
カゲル（２３０～４００メッシュ、１００ｍＬ）でのカラムクロマトグラフィーにかけて
、２６０ｍｇの生成物ＤＬｉｎ－Ｋ６－ＤＭＡを淡色の油状物として得た。１Ｈ　ＮＭＲ
　（４００　ＭＨｚ，　ＣＤＣｌ３）　δ：　５．２４－５．５１　（８，　ｍ，　４ｘ
　ＣＨ＝ＣＨ），　４．０４　（２Ｈ，　ｄｄ，　２　ｘ　ＯＣＨ）），　３．７５　（
２Ｈ，　ｄｄ　ＯＣＨ），　２．７－２．９　（２Ｈ，　ｂｒ，　ＮＣＨ２），　２．７
８　（４Ｈ，　ｔ，　２　ｘ　Ｃ＝Ｃ－ＣＨ２－Ｃ＝Ｃ），　２．５７　（６Ｈ，　ｓ，
　２　ｘ　ＮＣＨ３），　１．９５－２．１７　（９Ｈ，　ｑ，　４　ｘ　アリル型　Ｃ
Ｈ２およびＣＨ），　１．６７－１．９５　（２Ｈ，　ｍ，　ＣＨ２），　１．５４－１
．６５　（４Ｈ，　ｍ，　２　ｘ　ＣＨ２），　１．２２－１．４５　（３２Ｈ，　ｍ）
，　０．９０　（６Ｈ，　ｔ，　２　ｘ　ＣＨ３）　ｐｐｍ。
【０２４７】
　（実施例７）
　ジリノレイルメチル３－ジメチルアミノプロピオネート（ＤＬｉｎ－Ｍ－Ｋ－ＤＭＡ）
の合成
　ＤＬｉｎ－Ｍ－Ｋ－ＤＭＡは、以下で述べ、以下の概略図に示す通りに合成した。
【０２４８】
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【化２７】

　ジリノレイルメタノール（ＩＩ）の合成
　メタノール中のジリノレイルケトン（ｄｉｌｉｎｏｌｅｙ　ｋｅｔｏｎｅ）（Ｉ、１．
３ｇ）の溶液（１３０ｍＬ）に、ＮａＢＨ４（０．７ｇ）を加えた。得られる溶液を室温
で６０分間攪拌した。その混合物を３００ｍＬの氷水中に注いだ。その水相をエーテル（
３×１００ｍＬ）で抽出した。そのエーテル相を合わせて水（１００ｍＬ）、ブライン（
１００ｍＬ）で洗浄し、無水Ｎａ２ＳＯ４で乾燥させた。その溶媒を蒸発させて、黄色が
かった油性残留物（１．４ｇ）を得た。その粗生成物を、ヘキサン中０～５％の勾配の酢
酸エチルを溶離液に用いたシリカゲル（２３０～４００メッシュ、１００ｍＬ）でのカラ
ムクロマトグラフィーによって精製した。これにより、１．１ｇの純粋なＩＩを淡色の油
状物として得た。
【０２４９】
　ジリノレイルメチル３－ブロモプロピオネート（ＩＩＩ）の合成
　無水ＣＨ２Ｃｌ２　５０ｍＬ中のジリノレイルメタノール（ＩＩ、５６０ｍｇ、１ｍｍ
ｏｌ）および無水トリエチルアミン（０．４４ｇ、４．２ｍｍｏｌ）の溶液に、窒素下で
塩化３－ブロモプロピオニル（工業グレード、０．３４ｍＬ）を滴下添加した。得られる
混合物を室温で３日間攪拌した。その有機相を５０ｍＬのジクロロメタンで希釈し、水（
３×５０ｍＬ）、ブライン（５０ｍＬ）で洗浄し、無水Ｎａ２ＳＯ４で乾燥させた。その
溶媒を蒸発させて、６１０ｍｇの褐色がかった油状物を粗生成物として得た。その粗生成
物を、ヘキサン中０～３％の勾配の酢酸エチルを溶離液に用いたシリカゲル（２３０～４
００メッシュ、１００ｍＬ）でのカラムクロマトグラフィーによって精製した。これによ
り、主生成物としてのＩＩＩと副生成物の混合物５４０ｇを得た。その混合物をそれ以上
精製せずに次の工程で使用した。
【０２５０】
　ジリノレイルメチル３－ジメチルアミノプロピオネート（ＤＬｉｎ－Ｍ－Ｋ－ＤＭＡ）
の合成
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　上記混合物（ＩＩＩ、５４０ｍｇ）に、窒素下で、ＴＨＦ中のジメチルアミン１５ｍＬ
（２．０Ｍ）を加えた。得られる混合物を室温で８日間攪拌した。その固体を濾過した。
その溶媒を蒸発させて、褐色がかった残留物を得た。ジクロロメタン中０～３％のメタノ
ールを溶離液として、シリカゲル（２３０～４００メッシュ、１００ｍＬ）でのカラムク
ロマトグラフィーを行い、４３０ｍｇの生成物ＤＬｉｎ－Ｍ－Ｋ－ＤＭＡを淡色の油状物
として得た。１Ｈ　ＮＭＲ　（４００　ＭＨｚ，　ＣＤＣｌ３）　δ：　５．２５－５．
５０　（８，　ｍ，　４ｘ　ＣＨ＝ＣＨ），　４．７０－５．００　（１Ｈ，　ｑ，　Ｏ
ＣＨ），　２．８－３．０　（２Ｈ，　ｍ，　ＮＣＨ２），　２．７８　（４Ｈ，　ｔ，
　２　ｘ　Ｃ＝Ｃ－ＣＨ２－Ｃ＝Ｃ），　２．６－２．７　（２Ｈ，　ｍ，　ＣＯＣＨ２

），　２．４５　（６Ｈ，　ｓ，　２　ｘ　ＮＣＨ３），　２．０５　（８Ｈ，　ｑ，　
４　ｘ　アリル型　ＣＨ２），　１．４５－１．７５　（４Ｈ，　ｍ，　ＣＨ２），　１
．２－１．４５　（３２Ｈ，　ｍ），　０．９０　（６Ｈ，　ｔ，　２　ｘ　ＣＨ３）　
ｐｐｍ。
【０２５１】
　（実施例８）
　２，２－ジリノレイル－４－Ｎ－メチルピペラジノ（ｍｅｔｈｙｌｐｅｐｉａｚｉｎｏ
）－［１，３］－ジオキソラン（ＤＬｉｎ－Ｋ－ＭＰＺ）の合成
　ＤＬｉｎ－Ｋ－ＭＰＺは、以下で述べ、以下の概略図に示す通りに合成した。
【０２５２】
【化２８】

　工程１
　トルエン　２５ｍＬ中のジリノレイルケトン（Ｉ、１．３ｇｍ、２．５ｍｍｏｌ）、３
－ブロモ１，２－プロパンジオール（１．５ｇｍ、９．７ｍｍｏｌ）、およびＰＰＴＳ（
ピリジニウム－ｐ－トルエンスルホネート）（１００ｍｇ）の混合物を、窒素下にて、Ｄ
ｅａｎ－ｓｔａｒｋ管を用いて終夜還流させて、水を除去した。得られる混合物を室温に
冷却した。その有機相を水（２×５０ｍＬ）および飽和ＮａＨＣＯ３溶液で洗浄し、無水
Ｎａ２ＳＯ４で乾燥させ、溶媒を蒸発させて、黄色がかった油性残留物を得た。ヘキサン
中０～５％のエーテルを溶離液に用いた、シリカ（２３０～４００メッシュ）でのカラム
クロマトグラフィーを行い、７５０ｍｇのケタールを得、これを以下のようにメチルピペ
ラジン（ｍｅｔｈｙｌ　ｐｉｐｅｒｚｉｎｅ）とさらに反応させた。
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【０２５３】
　工程２
　アセトニトリル　５ｍＬ中のＤ－Ｌｉｎ－ケタール（ＩＩ、２５０ｍｇ、０．３７ｍｍ
ｏｌ）およびＫ２ＣＯ３（１３８ｍｇ、１ｍｍｏｌ）の混合物に、モルホリン（５０ｍｇ
、０．５０ｍｍｏｌ）を加えた。次いで、得られる溶液をアルゴン下にて終夜還流させた
。得られる混合物を室温に冷却し、溶媒を蒸発させ、その有機相を水（２×５０ｍＬ）で
洗浄し、無水Ｎａ２ＳＯ４で乾燥させた。その溶媒を蒸発させて、黄色がかった油性残留
物を得た。シリカゲル（２３０～４００メッシュ、５００ｍＬ）でのカラムクロマトグラ
フィーによって、２５～５０％のヘキサンおよび酢酸エチルで溶出し、次いでジクロロメ
タン中０～５％の勾配のメタノールで溶出した。これにより、２２５ｍｇの所望の生成物
Ｄ－Ｌｉｎ－Ｋ－Ｎ－メチルピペラジン（Ｄ－Ｌｉｎ－Ｋ－ＭＰＺ）を得た。
【０２５４】
　１Ｈ　ＮＭＲ　（３００　ＭＨｚ，　ＣＤＣｌ３）　δ：　５．２７－５．４６　（８
Ｈ，　ｍ），　４．２１－４．３１　（１Ｈ，　ｍ），　４．０６－４．０９　（１Ｈ，
　ｔ），　３．４９－３．５７　（１Ｈ，　ｔ）　３．４９－３．５５　（１Ｈ，　ｔ）
，　２．７５－２．８１　（４Ｈ，　ｔ）　２．４２－２．６２　（８Ｈ，　ｍ），　２
．３０　（３Ｈ，　ｓ），　２．０２－２．０９　（８Ｈ，　ｍ）　１．５５－１．６５
　（４Ｈ，　ｍ），　１．２－１．４７　（３２　Ｈ，　ｍ），　０．８７－０．９０　
（６Ｈ，　ｔ）　ｐｐｍ。
【０２５５】
　（実施例９）
　２，２－ジオレオイル－４－ジメチルアミノメチル－［１，３］－ジオキソラン（ＤＯ
－Ｋ－ＤＭＡ）の合成
　以下に示す構造を有するＤＯ－Ｋ－ＤＭＡは、最初の出発材料を、メタンスルホン酸リ
ノレイルに代えてメタンスルホン酸オレオイルとしたことを除き、Ｄ－Ｌｉｎ－Ｋ－ＤＭ
Ａを生成する実施例１に記載の方法と同様の方法を使用して調製した。
【０２５６】
【化２９】

　１Ｈ　ＮＭＲ　（３００　ＭＨｚ，　ＣＤＣｌ３）　δ：　５．３２－５．４０　（４
Ｈ，　ｍ），　　４．２１－４．３１　（１Ｈ，　ｍ），　４．０６－４．１０　（１Ｈ
，　ｔ），　３．４９－３．５５　（１Ｈ，　ｔ），　２．５－２．６　（２Ｈ，　ｍ）
，　２．３５　（６Ｈ，　ｓ），　１．９０－２．００　（８Ｈ，　ｍ），　１．７０－
１．８０　（２Ｈ，　ｍ），　１．５５－１．６５　（８Ｈ，　ｍ），　１．２－１．４
７　（４０　Ｈ，　ｍ），　０．８７－０．９０　（６Ｈ，　ｔ）　ｐｐｍ。
【０２５７】
　（実施例１０）
　２，２－ジステアロイル－４－ジメチルアミノメチル－［１，３］－ジオキソラン（Ｄ
Ｓ－Ｋ－ＤＭＡ）の合成
　以下に示す構造を有するＤＳ－Ｋ－ＤＭＡは、以下で述べる通りに合成した。
【０２５８】
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【化３０】

　実施例８に記載の通りに調製したＤＯ－Ｋ－ＤＭＡ（２５０ｍｇ、０．４ｍｍｏｌ）の
溶液に、エタノール中のパラジウム炭（ｐｓｌｌｓｄｉｕｍ　ｃｈａｒｃｏａｌ）を加え
、得られる混合物を水素雰囲気下で終夜攪拌した。その反応混合物をセライトを通して濾
過し、その溶媒を蒸発させ、次いでその粗生成物を、シリカゲル（２３０～４００メッシ
ュ、５００ｍＬ）でのカラムクロマトグラフィーによって精製し、ヘキサン中２５～５０
％の勾配の酢酸エチルで溶出した。これにより、白色の固体２２５ｍｇの所望の生成物Ｄ
Ｓ－Ｋ－ＤＭＡを得た。
【０２５９】
　１Ｈ　ＮＭＲ　（３００　ＭＨｚ，　ＣＤＣｌ３）　δ：　４．２１－４．３１　（１
Ｈ，　ｍ），　４．０６－４．０９　（１Ｈ，　ｔ），　３．４９－３．５５　（１Ｈ，
　ｔ），　２．５－２．６　（２Ｈ，　ｍ），　２．３５　（６Ｈ，　ｓ），　１．５５
－１．６５　（４Ｈ，　ｍ），　１．２－１．４７　（４０　Ｈ，　ｍ），　０．８７－
０．９０　（６Ｈ，　ｔ）　ｐｐｍ。
【０２６０】
　（実施例１１）
　２，２－ジリノレイル－４－Ｎ－モルホリノ－［１，３］－ジオキソラン（ＤＬｉｎ－
Ｋ－ＭＡ）の合成
　以下に示す構造を有するＤｌｉｎ－Ｋ－ＭＡは、以下で述べる通りに合成した。
【０２６１】
　アセトニトリル　５ｍＬ中のＤ－Ｌｉｎ－ケタール（Ｉ、２５０ｍｇ、０．３７ｍｍｏ
ｌ）およびＫ２ＣＯ３（１３８ｍｇ、１ｍｍｏｌ）の混合物に、モルホリン（５０ｍｇ、
０．５７ｍｍｏｌ）を加えた。次いで、得られる溶液をアルゴン下で終夜還流させた。得
られる混合物を室温に冷却し、溶媒を蒸発させ、その有機相を水（２×５０ｍＬ）で洗浄
し、無水Ｎａ２ＳＯ４で乾燥させた。その溶媒を蒸発させて、黄色がかった油性残留物を
得た。
【０２６２】
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【化３１】

　シリカゲル（２３０～４００メッシュ、５００ｍＬ）でのカラムクロマトグラフィーに
よって、２５～５０％のヘキサンおよび酢酸エチルで溶出し、次いでジクロロメタン中０
～５％の勾配のメタノールで溶出した。これにより、２２５ｍｇの所望の生成物ＤＬｉｎ
－Ｋ－ＭＡを得た。
【０２６３】
　１Ｈ　ＮＭＲ　（３００　ＭＨｚ，　ＣＤＣｌ３）　δ：　５．２７－５．４６　（８
Ｈ，　ｍ），　４．２１－４．３１　（１Ｈ，　ｍ），　４．０６－４．０９　（１Ｈ，
　ｔ），　３．７１－３．７３　（４Ｈ，　ｔ）　３．４９－３．５５　（１Ｈ，　ｔ）
，　２．７８　（４Ｈ，　ｔ）　２．４２－２．６２　（６Ｈ，　ｍ），２．０２－２．
０９　（８Ｈ，　ｍ）　１．５５－１．６５　（４Ｈ，　ｍ），　１．２－１．４７　（
３２　Ｈ，　ｍ），　０．８７－０．９０　（６Ｈ，　ｔ）　ｐｐｍ。
【０２６４】
　（実施例１２）
　２，２－ジリノレイル－４－トリメチルアミノ－［１，３］－ジオキソラン塩化物（Ｄ
Ｌｉｎ－Ｋ－ＴＭＡ．Ｃｌ）の合成
　ＤＬｉｎ－Ｋ－ＴＭＡ．Ｃｌは、以下で述べ、以下の概略図に示す通りに合成した。
【０２６５】
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【化３２】

　２，２－ジリノレイル－４－ジメチルアミノ－［１，３］－ジオキソラン（ＤＬｉｎ－
Ｋ－ＤＭＡ）の合成
　ＤＬｉｎ－Ｋ－ＤＭＡは、実施例１に記載の通りに調製した。
【０２６６】
　２，２－ジリノレイル－４－トリメチルアミノ－［１，３］－ジオキソラン塩化物（Ｄ
Ｌｉｎ－Ｋ－ＴＭＡ．Ｉ）の合成
　無水ＣＨ２Ｃｌ２　１０ｍＬ中の２，２－ジリノレイル－４－ジメチルアミノ－［１，
３］－ジオキソラン（ＤＬｉｎ－Ｋ－ＤＭＡ、１．５ｇ、２．４ｍｍｏｌ）およびＣＨ３

Ｉ（４．０ｍＬ、６４ｍｍｏｌ）の混合物を、窒素下にて室温で９日間攪拌した。その溶
媒および過剰のヨードメタンを蒸発させて、２０ｇの黄色のシロップを粗製ＤＬｉｎ－Ｋ
－ＴＭＡ．Ｉとして得、これをそれ以上精製せずに次の工程で使用した。
【０２６７】
　２，２－ジリノレイル－４－トリメチルアミノ－［１，３］－ジオキソラン塩化物（Ｄ
Ｌｉｎ－Ｋ－ＴＭＡ．Ｃｌ）の調製
　上記の粗製ＤＬｉｎ－Ｋ－ＴＭＡ．Ｉ（２．０ｇ）を、分液漏斗中の１００ｍＬのＣＨ

２Ｃｌ２に溶解させた。３０ｍＬの１Ｎ　ＨＣｌメタノール溶液を加え、得られる溶液を
十分に振盪した。その溶液に５０ｍＬのブラインを加え、その混合物を十分に振盪した。
その有機相を分離した。その水相を１０ｍＬのＣＨ２Ｃｌ２で抽出した。次いで有機相と
抽出物を合わせた。これにより、イオン交換の最初の工程が完了した。そのイオン交換工
程をもう４回繰り返した。その最終の有機相をブライン（２×７５ｍＬ）で洗浄し、無水
Ｎａ２ＳＯ４で乾燥させた。その溶媒を蒸発させて、２．０ｇの黄色がかった粘稠な油状
物を得た。その生成物を、クロロホルム中０～１５％の勾配のメタノールで溶出するシリ
カゲル（２３０～４００メッシュ、１００ｍＬ）でのカラムクロマトグラフィーによって
精製した。これにより、１．２ｇの２，２－ジリノレイル－４－トリメチルアミノ－［１
，３］－ジオキソラン塩化物（ＤＬｉｎ－Ｋ－ＴＭＡ．Ｃｌ）を、淡色の蝋様物質として
得た。１Ｈ　ＮＭＲ　（３００　ＭＨｚ，　ＣＤＣｌ３）　δ：　５．２５－５．４５　
（８Ｈ，　ｍ，　４　ｘ　ＣＨ＝ＣＨ），　４．５５－４．７５　（２Ｈ，　ｍ，　２　
ｘ　ＯＣＨ），　４．２６－４．３８　（１Ｈ，　ｄｄ，　ＯＣＨ），　３．４８－３．
５７　（１Ｈ，　ｄｄ，　ＮＣＨ），　３．５１　（９Ｈ，　ｓ，　３　ｘ　ＮＣＨ３）
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，　３．１１－３．２２　（１Ｈ，　ｄｄ，　ＮＣＨ），　２．７７　（４Ｈ，　ｔ，　
２　ｘ　Ｃ＝Ｃ－ＣＨ２－Ｃ＝Ｃ），　２．０５　（８Ｈ，　ｑ，　４　ｘ　アリル型　
ＣＨ２），　１．４９－１．７　（４Ｈ，　ｍ，　２　ｘ　ＣＨ２），　１．２－１．４
５　（３０Ｈ，　ｍ），　０．８９　（６Ｈ，　ｔ，　２　ｘ　ＣＨ３）　ｐｐｍ。
【０２６８】
　（実施例１３）
　２，２－ジリノレイル－４，５－ビス（ジメチルアミノメチル）－［１，３］－ジオキ
ソラン（ＤＬｉｎ－Ｋ２－ＤＭＡ）の合成
　ＤＬｉｎ－Ｋ２－ＤＭＡは、以下で述べ、以下の概略図に示す通りに合成した。
【０２６９】
　Ｄ－Ｌｉｎ－Ｋ－ジエチルタルタレート（ＩＩ）の合成
【０２７０】
【化３３】

　トルエン　２５ｍＬ中のＤ－Ｌｉｎ－ケトン（Ｉ、１ｇｒａｍ、１．９ｍｍｏｌ）、ジ
エチル－Ｄ－タルタレート（４１２ｍｇ、２ｍｍｏｌ）、およびｐ－トルエンスルホン酸
ピリジニウム（ｐｙｒｉｄｉｎｉｕｍ　ｐ－ｔｏｌｅｎｅ　ｓｕｌｆｏｎａｔｅ）（２５
０ｍｇ、１ｍｍｏｌ）の混合物を、窒素下にて、Ｄｅａｎ－ｓｔａｒｋ管を用いて２日間
還流させて、水を除去した。得られる混合物を室温に冷却した。その有機相を水、ＮａＨ
ＣＯ３、およびブライン（２×５０ｍＬ）で洗浄し、無水Ｎａ２ＳＯ４で乾燥させた。そ
の溶媒を蒸発させて、黄色がかった油性残留物を得た。ヘキサン中０～１０％の勾配のエ
ーテルを溶離液に用いた、シリカゲル（２３０～４００メッシュ、５００ｍＬ）でのカラ
ムクロマトグラフィーにかけて、４００ｍｇの純粋なＤ－Ｌｉｎ－ジエチルタルタレート
（ＩＩ）を得た。
【０２７１】
　１Ｈ　ＮＭＲ　（３００　ＭＨｚ，　ＣＤＣｌ３）　δ：　５．２７－５．４６　（８
Ｈ，　ｍ），　４．６７　（２Ｈ，　ｓ），　４．２０－４．３０　（１Ｈ，　ｔ），　
２．７５　（４Ｈ，　ｔ），　　２．０２－２．０９　（８Ｈ，　ｍ）　１．６２－１．
７２　（４Ｈ，　ｍ），　１．２－１．４７　（３２　Ｈ，　ｍ），　０．８７－０．９
０　（６Ｈ，　ｔ）　ｐｐｍ。
【０２７２】
　Ｄ－Ｌｉｎ－Ｋ－ジエチルジオール（ＩＩＩ）の合成
　無水ＴＨＦ中の水素化リチウムアルミニウム（ｌｉｔｈｉｕｍａｌｕｍｉｎｉｕｍｈｙ
ｄｒｉｄｅ）（３２ｍｇ、１ｍｍｏｌ）の溶液に、無水ＴＨＦ中のＤ－Ｌｉｎ－Ｋ－ジエ
チルタルタレート（ＩＩ、６００ｍｇ、０．８５ｍｍｏｌ）の溶液を、アルゴン雰囲気下
にて０℃で加え、次いでその反応物液を室温で４時間攪拌した。その反応混合物を氷冷水
でクエンチし、次いでセライトを通して濾過し、溶媒を蒸発させて、粗製の還元アルコー
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フィーによって、ヘキサン中１０～４０％の勾配の酢酸エチルを用いて溶出して、３５０
ｍｇの純粋なＤ－Ｌｉｎ－ジエチルタルタレート（ＩＩＩ）を得た。
【０２７３】
【化３４】

　１Ｈ　ＮＭＲ　（３００　ＭＨｚ，　ＣＤＣｌ３）　δ：　５．２７－５．４６　（８
Ｈ，　ｍ），　３．９５　（２Ｈ，　ｔ），　３．６５－３．８５　（４Ｈ，　ｄｄ），
　２．７５　（４Ｈ，　ｔ），　　２．０２－２．０９　（８Ｈ，　ｍ）　１．６２－１
．７２　（４Ｈ，　ｍ），　１．２－１．４７　（３２　Ｈ，　ｍ），　０．８７－０．
９０　（６Ｈ，　ｔ）　ｐｐｍ。
【０２７４】
　Ｄ－Ｌｉｎ－Ｋ－ジエチルジメシレート（ＩＶ）の合成
　無水ジクロロメタン中のＤ－Ｌｉｎ－Ｋ－ジエチルタルタレート（ＩＩＩ）アルコール
（５７０ｍｇ、０．９５ｍｍｏｌ）の混合物に、ピリジン（２７５ｍｇ、３．８５ｍｍｏ
ｌ）および４－（ジメチルアミノ）ピリジン（１２２ｍｇ、１ｍｍｏｌ）をアルゴン雰囲
気下で加え、この溶液に、塩化メタンスルホニル（５００ｍｇ、２．５ｍｍｏｌ）の溶液
をゆっくりと加え、終夜攪拌した。
【０２７５】
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【化３５】

　その有機相を水およびブライン（２×５０ｍＬ）で洗浄し、次いでその溶媒を蒸発させ
て、黄色がかった油状物残留物を得た。シリカゲル（２３０～４００メッシュ、５００ｍ
Ｌ）でのカラムクロマトグラフィーで精製し、ヘキサン中１０～４０％の勾配の酢酸エチ
ルを溶離液として用いて溶出し、３００ｍｇの純粋なＤ－Ｌｉｎ－ジエチルタルタレート
（ＩＶ）を得た。
【０２７６】
　１Ｈ　ＮＭＲ　（３００　ＭＨｚ，　ＣＤＣｌ３）　δ：　５．２７－５．４６　（８
Ｈ，　ｍ），　４．３５　（４Ｈ，　ｄ），　４．１２－４．１７　（２Ｈ，　ｔ），　
３．０８（６Ｈ，　ｓ），　２．７５　（４Ｈ，　ｔ），　２．０２－２．０９　（８Ｈ
，　ｍ）　１．６２－１．７２　（４Ｈ，　ｍ），　１．２－１．４７　（３２　Ｈ，　
ｍ），　０．８７－０．９０　（６Ｈ，　ｔ）　ｐｐｍ。
【０２７７】
　Ｄ－Ｌｉｎ－Ｋ２－ＤＭＡの合成
　（３００ｍｇ）のＤ－Ｌｉｎ－ジエチルタルタレート（ＩＶ）を含有する反応容器に、
ＴＨＦ中の無水ジメチルアミンの溶液を室温で５分間かけて加えた。次いでその反応フラ
スコを密閉し、その混合物を室温で６日間攪拌した。その溶媒を蒸発させて、３００ｍｇ
の残留物を得た。その粗生成物を、シリカゲル（２３０～４００メッシュ、５００ｍＬ）
でのカラムクロマトグラフィーによって精製し、クロロホルム中０～１０％の勾配のメタ
ノールを溶離液として用いて溶出し、５０ｍｇの純粋なＤ－Ｌｉｎ－Ｋ２－ＤＭＡを得た
。
【０２７８】
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【化３６】

　１Ｈ　ＮＭＲ　（３００　ＭＨｚ，　ＣＤＣｌ３）　δ：　５．２７－５．４６　（８
Ｈ，　ｍ），　３．７２－３．８０　（２Ｈ，　ｔ），　２．７５　（４Ｈ，　ｔ），　
２．４９　（４Ｈ，　ｄ），　２．３０　（１２Ｈ，　ｓ），　２．０２－２．０９　（
８Ｈ，　ｍ）　１．６２－１．７２　（４Ｈ，　ｍ），　１．２－１．４７　（３２　Ｈ
，　ｍ），　０．８７－０．９０　（６Ｈ，　ｔ）　ｐｐｍ。
【０２７９】
　（実施例１４）
　Ｄ－Ｌｉｎ－Ｋ－Ｎ－メチルピペルジン（ｍｅｔｈｙｌｐｉｐｅｒｚｉｎｅ）の合成
　以下の構造を有するＤ－Ｌｉｎ－Ｋ－Ｎ－メチルピペルジンは、以下に記載の通りに合
成した。
【０２８０】
　アセトニトリル　５ｍＬ中のＤ－Ｌｉｎ－ケタール（Ｉ、２５０ｍｇ、０．３７ｍｍｏ
ｌ）およびＫ２ＣＯ３（１３８ｍｇ、１ｍｍｏｌ）の混合物に、モルホリン（５０ｍｇ、
０．５０ｍｍｏｌ）を加えた。次いで、得られる溶液をアルゴン下で終夜還流させた。得
られる混合物を室温に冷却し、溶媒を蒸発させ、その有機相を水（２×５０ｍＬ）で洗浄
し、無水Ｎａ２ＳＯ４で乾燥させた。その溶媒を蒸発させて、黄色がかった油性残留物を
得た。シリカゲル（２３０～４００メッシュ、５００ｍＬ）でのカラムクロマトグラフィ
ーによって、２５～５０％のヘキサンおよび酢酸エチルで溶出し、次いでジクロロメタン
中０～５％の勾配のメタノールで溶出した。これにより、２２５ｍｇの所望の生成物Ｄ－
Ｌｉｎ－Ｋ－Ｎ－メチルピペルジンを得た。
【０２８１】
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【化３７】

　１Ｈ　ＮＭＲ　（３００　ＭＨｚ，　ＣＤＣｌ３）　δ：　５．２７－５．４６　（８
Ｈ，　ｍ），　４．２１－４．３１　（１Ｈ，　ｍ），　４．０６－４．０９　（１Ｈ，
　ｔ），　３．４９－３．５７　（１Ｈ，　ｔ）　３．４９－３．５５　（１Ｈ，　ｔ）
，　２．７５－２．８１　（４Ｈ，　ｔ）　２．４２－２．６２　（８Ｈ，　ｍ），　２
．３０　（３Ｈ，　ｓ），　２．０２－２．０９　（８Ｈ，　ｍ）　１．５５－１．６５
　（４Ｈ，　ｍ），　１．２－１．４７　（３２　Ｈ，　ｍ），　０．８７－０．９０　
（６Ｈ，　ｔ）　ｐｐｍ。
【０２８２】
　（実施例１５）
　ｍＰＥＧ２０００－１，２－ジ－Ｏ－アルキル－ｓｎ３－カルボモイルグリセリド（ｃ
ａｒｂｏｍｏｙｌｇｌｙｃｅｒｉｄｅ）（ＰＥＧ－Ｃ－ＤＯＭＧ）の合成
　ｍＰＥＧ２０００－１，２－ジ－Ｏ－アルキル－ｓｎ３－カルボモイルグリセリド（Ｐ
ＥＧ－Ｃ－ＤＯＭＧ）などのＰＥＧ－脂質は、以下の概略図に示し、以下で記載する通り
に合成した。
【０２８３】
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【化３８】

　ＩＶａの合成
　１，２－ジ－Ｏ－テトラデシル－ｓｎ－グリセリドＩａ（３０ｇ、６１．８０ｍｍｏｌ
）およびＮ，Ｎ’－スクシンイミジルカルボネート（ｓｕｃｃｉｎｉｍｉｄｙｌｃａｒｂ
ｏａｎｔｅ）（ＤＳＣ、２３．７６ｇ、１．５当量）をジクロロメタン（ＤＣＭ、５００
ｍＬ）に入れ、氷水混合物上で攪拌した。その攪拌している溶液にトリエチルアミン（Ｔ
ＥＡ、２５．３０ｍＬ、３当量）を加え、引き続いてその反応混合物を周囲温度で終夜攪
拌した。その反応の進行をＴＬＣによってモニターした。その反応混合物をＤＣＭ（４０
０ｍＬ）で希釈し、その有機層を水（２×５００ｍＬ）、ＮａＨＣＯ３水溶液（５００ｍ
Ｌ）で洗浄した後、標準の仕上げ（ｗｏｒｋ－ｕｐ）を行った。得られた残留物を、高真
空下にて周囲温度で終夜乾燥させた。乾燥させた後、そうして得られた粗製カーボネート
ＩＩａをジクロロメタン（５００ｍＬ）に溶解させ、氷浴上で攪拌した。その攪拌してい
る溶液に、ｍＰＥＧ２０００－ＮＨ２（ＩＩＩ、１０３．００ｇ、４７．２０ｍｍｏｌ、
日油株式会社（日本）から購入）および無水ピリジン（Ｐｙ、８０ｍＬ、過剰）をアルゴ
ン下で加えた。一部の実施形態では、化合物ＩＩＩのｘは、４５～４９、好ましくは４７
～４９、より好ましくは４９の値を有する。次いでその反応混合物を周囲温度で終夜攪拌
した。真空下で溶媒および揮発性物質を除去し、その残留物をＤＣＭ（２００ｍＬ）に溶
解させ、酢酸エチル中に充填されたシリカゲルのカラムにかけた。そのカラムを、最初は
酢酸エチルで、引き続いてジクロロメタン中５～１０％の勾配のメタノールで溶出して、
所望のＰＥＧ－脂質ＩＶａを白色の固体（１０５．３０ｇ、８３％）として得た。１Ｈ　
ＮＭＲ　（ＣＤＣｌ３，　４００　ＭＨｚ）　δ＝　５．２０－５．１２（ｍ，　１Ｈ）
，　４．１８－４．０１（ｍ，　２Ｈ），　３．８０－３．７０（ｍ，　２Ｈ），　３．
７０－３．２０（ｍ，　－Ｏ－ＣＨ２－ＣＨ２－Ｏ－，　ＰＥＧ－ＣＨ２），　２．１０
－２．０１（ｍ，　２Ｈ），　１．７０－１．６０　（ｍ，　２Ｈ），　１．５６－１．
４５（ｍ，　４Ｈ），　１．３１－１．１５（ｍ，　４８Ｈ），　０．８４（ｔ，　Ｊ＝
　６．５Ｈｚ，　６Ｈ）。
ＭＳ範囲実測値：２６６０－２８３６。
【０２８４】
　ＩＶｂの合成
　１，２－ジ－Ｏ－ヘキサデシル－ｓｎ－グリセリドＩｂ（１．００ｇ、１．８４８ｍｍ
ｏｌ）およびＤＳＣ（０．７１０ｇ、１．５当量）をジクロロメタン（２０ｍＬ）中に一
緒に入れ、氷水混合物中にて０℃に冷却した。トリエチルアミン（１．００ｍＬ、３当量
）を加え、その反応物を終夜攪拌した。その反応物をＴＬＣによって追跡し、ＤＣＭで希
釈し、水（２回）、ＮａＨＣＯ３溶液で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥させた。その溶媒
を減圧下で除去し、得られるＩＩｂの残留物を終夜高真空下に置いておいた。この化合物
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をそれ以上精製せずに次の反応にそのまま使用した。ＭＰＥＧ２０００－ＮＨ２　ＩＩＩ
（１．５０ｇ、０．６８７ｍｍｏｌ、日油株式会社（日本）から購入）およびＩＩｂ（０
．７０２ｇ、１．５当量）を、アルゴン下でジクロロメタン（２０ｍＬ）中に溶解させた
。一部の実施形態では、化合物ＩＩＩのｘは、４５～４９、好ましくは４７～４９、より
好ましくは４９の値を有する。その反応物を０℃に冷却した。ピリジン（１ｍＬ、過剰）
を加え、その反応物を終夜攪拌した。その反応物をＴＬＣによってモニターした。真空下
で溶媒および揮発性物質を除去し、その残留物を、クロマトグラフィー（最初に酢酸エチ
ル、続いて勾配溶出として５～１０％のＭｅＯＨ／ＤＣＭ）によって精製して、所望の化
合物ＩＶｂを白色の固体（１．４６ｇ、７６％）として得た。１Ｈ　ＮＭＲ　（ＣＤＣｌ

３，　４００　ＭＨｚ）　δ＝　５．１７（ｔ，　Ｊ＝　５．５Ｈｚ，　１Ｈ），　４．
１３（ｄｄ，　Ｊ＝　４．００Ｈｚ，　１１．００　Ｈｚ，　　１Ｈ），　４．０５（ｄ
ｄ，　Ｊ＝　５．００Ｈｚ，　１１．００　Ｈｚ，　　１Ｈ），　　３．８２－３．７５
（ｍ，　２Ｈ），　３．７０－３．２０（ｍ，　－Ｏ－ＣＨ２－ＣＨ２－Ｏ－，　ＰＥＧ
－ＣＨ２），　２．０５－１．９０（ｍ，　２Ｈ），　１．８０－１．７０　（ｍ，　２
Ｈ），　１．６１－１．４５（ｍ，　６Ｈ），　１．３５－１．１７（ｍ，　５６Ｈ），
　０．８５（ｔ，　Ｊ＝　６．５Ｈｚ，　６Ｈ）。
ＭＳ範囲実測値：２７１６－２８９２。
【０２８５】
　ＩＶｃの合成
　１，２－ジ－Ｏ－オクタデシル－ｓｎ－グリセリドＩｃ（４．００ｇ、６．７０ｍｍｏ
ｌ）およびＤＳＣ（２．５８ｇ、１．５当量）をジクロロメタン（６０ｍＬ）中に一緒に
入れ、氷水混合物中にて０℃に冷却した。トリエチルアミン（２．７５ｍＬ、３当量）を
加え、その反応物を終夜攪拌した。その反応物をＴＬＣによって追跡し、ＤＣＭで希釈し
、水（２回）、ＮａＨＣＯ３溶液で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥させた。減圧下でその
溶媒を除去し、その残留物を終夜高真空下に置いておいた。この化合物をそれ以上精製せ
ずに次の反応にそのまま使用した。ＭＰＥＧ２０００－ＮＨ２　ＩＩＩ（１．５０ｇ、０
．６８７ｍｍｏｌ、日油株式会社（日本）から購入）およびＩＩｃ（０．７６０ｇ、１．
５当量）を、アルゴン下でジクロロメタン（２０ｍＬ）に溶解させた。一部の実施形態で
は、化合物ＩＩＩのｘは、４５～４９、好ましくは４７～４９、より好ましくは４９の値
を有する。その反応物を０℃に冷却した。ピリジン（１ｍＬ、過剰）を加え、その反応物
を終夜攪拌した。その反応物をＴＬＣによってモニターした。真空下で溶媒および揮発性
物質を除去し、その残留物を、クロマトグラフィー（酢酸エチル、続いて勾配溶出として
５～１０％のＭｅＯＨ／ＤＣＭ）によって精製して、所望の化合物ＩＶｃを白色の固体（
０．９２ｇ、４８％）として得た。１Ｈ　ＮＭＲ　（ＣＤＣｌ３，　４００　ＭＨｚ）　
δ＝　５．２２－５．１５（ｍ，　１Ｈ），　４．１６（ｄｄ，　Ｊ＝　４．００Ｈｚ，
　１１．００　Ｈｚ，　　１Ｈ），　４．０６（ｄｄ，　Ｊ＝　５．００Ｈｚ，　１１．
００　Ｈｚ，　　１Ｈ），　３．８１－３．７５（ｍ，　２Ｈ），　３．７０－３．２０
（ｍ，　－Ｏ－ＣＨ２－ＣＨ２－Ｏ－，　ＰＥＧ－ＣＨ２），　１．８０－１．７０　（
ｍ，　２Ｈ），　１．６０－１．４８（ｍ，　４Ｈ），　１．３１－１．１５（ｍ，　６
４Ｈ），　０．８５（ｔ，　Ｊ＝　６．５Ｈｚ，　６Ｈ）。
ＭＳ範囲実測値：２７７４－２９４８。
【０２８６】
　（実施例１６）
　ｉｎ　ｖｉｖｏの遺伝子サイレンシングに関するカチオン性脂質の影響
　特定の肝細胞タンパク質のｉｎ　ｖｉｖｏのＲＮＡｉサイレンシングが、細胞内送達の
ために設計された選定ナノ粒子内にカプセル化された、または細胞内送達のために設計さ
れた選定ナノ粒子に伴われるｓｉＲＮＡの静脈内（ｉ．ｖ．）投与に続いて達成できるこ
とは十分確立されている。これらのうち最も活性であり、十分特徴付けられている１つが
、カチオン性脂質、１，２－ジリノレイルオキシ－３－ジメチルアミノプロパン（ＤＬｉ
ｎＤＭＡ）を含有する、安定な核酸脂質粒子（ＳＮＡＬＰ）である。この実施例では、ｉ
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ｎ　ｖｉｖｏのスクリーニングと組み合わせた合理的設計を適用してＤＬｉｎＤＭＡの構
造を組織的に改良し、カチオン性脂質の効力を増強または減少させる分子の特徴を特定し
た。３０種を超える脂質を合成し、核酸－脂質粒子、すなわち、血清中で容易に測定され
る、肝細胞により合成および分泌される血液凝固成分の第ＶＩＩ因子（ＦＶＩＩ）を標的
とするｓｉＲＮＡ（ＬＮ－ｓｉＲＮＡ）をカプセル化する脂質ナノ粒子（ＬＮ）内に組み
込んだ。ＬＮ－ｓｉＲＮＡ系を、同じ方法、脂質のモル比および粒径を使用して調製し、
カチオン性脂質以外の製剤特徴に起因する、活性に対する作用を最小化した。個々の製剤
を、２４時間後にＦＶＩＩの血清タンパク質濃度が５０％減少するために必要なｓｉＲＮ
Ａ用量（ＥＤ５０）の予測を可能にする用量範囲にわたって、単回ボーラス注入として投
与した。
【０２８７】
　本明細書に記載した研究を、以下の材料および方法を使用して実施した。
【０２８８】
　材料および方法
　脂質
　カチオン性脂質を、先の実施例に記載のように合成した。ジステアロイルホスファチジ
ルコリン（ＤＳＰＣ）は、Ｎｏｒｔｈｅｒｎ　Ｌｉｐｉｄｓ（Ｖａｎｃｏｕｖｅｒ、Ｃａ
ｎａｄａ）から購入した。コレステロールは、Ｓｉｇｍａ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐ
ａｎｙ（Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ、Ｍｉｓｓｏｕｒｉ、ＵＳＡ）からまたはＳｏｌｖａｙ　Ｐｈ
ａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌｓ（Ｗｅｅｓｐ、Ｔｈｅ　Ｎｅｔｈｅｒｌａｎｄｓ）から購入
した。
【０２８９】
　Ｎ－［（メトキシポリ（エチレングリコール）２０００）カルバミル］－１，２－ジミ
リスチルオキシプロピル（ｄｉｍｙｒｉｓｔｙｌｏｘｌｐｒｏｐｙｌ）－３－アミン（Ｐ
ＥＧ－Ｃ－ＤＭＡ）およびＮ－［（メトキシポリ（エチレングリコール）２０００）スク
シンイミジル］－１，２－ジミリスチルオキシプロピル－３－アミン（ＰＥＧ－Ｓ－ＤＭ
Ａ）を、Ｈａｙｅｓら、Ｊ．　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｒｅｌｅａｓｅ１１２巻：２８０～２９
０頁（２００６年）に記載のように合成した。Ｒ－３－［（ω－メトキシ－ポリ（エチレ
ングリコール）２０００）カルバモイル）］－１，２－ジミリスチルオキシプロピル－３
－アミン（ＰＥＧ－Ｃ－ＤＯＭＧ）を、本明細書およびＡｋｉｎｃら、Ｎａｔ．　Ｂｉｏ
ｔｅｃｈｎｏｌ．２６巻：５６１～５６頁（２００８年）に記載のように合成した。これ
ら３種のＰＥＧ－脂質は、製剤中で活性に影響することなく相互に交換可能であった（デ
ータ非掲載）。したがって、本文全体を通して、これら３種のＰＥＧ－脂質は、明確にす
るために全般にＰＥＧ－脂質と称される。
【０２９０】
　ｓｉＲＮＡの合成
　全ｓｉＲＮＡおよび２’－ＯＭｅオリゴリボヌクレオチドは、Ｊｏｈｎら、（Ｎａｔｕ
ｒｅ　ａｄｖａｎｃｅ　ｏｎｌｉｎｅ　ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎ、２００７年９月２６日
（ＤＯＩ：１０．１０３８／ｎａｔｕｒｅ０６１７９））に記載のようにＡｌｎｙｌａｍ
によって合成された。オリゴヌクレオチドを、エレクトロスプレー質量分析法およびアニ
オン交換ＨＰＬＣにより特徴付けた。
【０２９１】
　これらの研究に使用されたｓｉＲＮＡの配列は以下の通りであった：
【０２９２】
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【化３９】

小文字は２’－Ｏ－Ｍｅ－改変ヌクレオチドを表し、アンダーラインを引いた文字は、２
’－Ｆ－改変ヌクレオチドを表す。全ｓｉＲＮＡは、個々の鎖の３’末端の２つのチミジ
ン（Ｔ）間のホスホロチオエート結合を含有した。
【０２９３】
　核酸－脂質粒子を処方するためのプリフォームドベシクル法
　核酸－脂質粒子を、Ｍａｕｒｅｒら（Ｂｉｏｐｈｙｓ　Ｊ．、２００１年）に基本的に
記載のように、プリフォームドベシクル（ＰＦＶ）法を使用して作製した。カチオン性脂
質、ＤＳＰＣ、コレステロールおよびＰＥＧ－脂質を、それぞれ、４０／１０／４０／１
０のモル比でエタノール中において可溶化した。その脂質混合物を、最終的濃度がそれぞ
れ３０％（ｖｏｌ／ｖｏｌ）および６．１ｍｇ／ｍＬのエタノールおよび脂質と混合して
水性バッファー（５０ｍＭのシトレート、ｐＨ４）に加え、押し出し前に、室温で２分間
平衡化させた。水和した脂質を、２２℃において、Ｌｉｐｅｘ　Ｅｘｔｒｕｄｅｒ（Ｈｏ
ｐｅ，　Ｍ．Ｊ．ら、Ｂｉｏｃｈｉｍ．　Ｂｉｏｐｙｓ．　Ａｃｔａ　８１２巻：５５～
６５頁（１９８５年））を使用し、Ｎｉｃｏｍｐ分析による測定で直径７０～９０ｎｍの
ベシクルが得られるまで、２つ重ねた８０ｎｍの孔径のフィルター（Ｎｕｃｌｅｐｏｒｅ
）を介して押し出した。これは、通常１～３回の通過を必要とした。ＦＶＩＩ　ｓｉＲＮ
Ａ（３０％エタノールを含有する５０ｍＭのシトレート、ｐＨ４の水溶液中で可溶化）を
、予め平衡化した（３５℃）ベシクルに、約５ｍＬ／分の速度で混合しながら加えた。標
的ｓｉＲＮＡ／脂質の最終割合０．０６（ｗｔ／ｗｔ）を達成後、その混合物を３５℃に
おいてさらに３０分間インキュベートし、ベシクルの再構成およびＦＶＩＩ　ｓｉＲＮＡ
のカプセル化を可能にした。その後、エタノールを除去し、外部バッファーをＰＢＳ（１
５５ｍＭのＮａＣｌ、３ｍＭのＮａ２ＨＰＯ４、１ｍＭのＫＨ２ＰＯ４、ｐＨ７．５）に
、透析またはタンジェンシャルフローダイアフィルトレーション（ｔａｎｇｅｎｔｉａｌ
　ｆｌｏｗ　ｄｉａｆｉｌｔｒａｔｉｏｎ）のどちらかにより置き換えた。
【０２９４】
　粒径分析
　リポソームｓｉＲＮＡ製剤のサイズ分布を、ＮＩＣＯＭＰ　Ｍｏｄｅｌ　３８０サブミ
クロン粒径分析計（ＰＳＳ　ＮＩＣＯＭＰ、Ｐａｒｔｉｃｌｅ　Ｓｉｚｉｎｇ　Ｓｙｓｔ
ｅｍｓ、Ｓａｎｔａ　Ｂａｒｂａｒａ、ＣＡ）を使用して決定した。平均粒子直径は、使
用する脂質組成物に依存して、一般的に５０～１２０ｎｍの範囲内であった。リポソーム
ｓｉＲＮＡ製剤は一般に均質であり、使用する脂質組成物および製剤化条件に依存して、
２０～５０ｎｍの（平均粒径からの）標準偏差を有した。
【０２９５】
　イオン交換クロマトグラフィーによる遊離ｓｉＲＮＡの測定
　ＤＥＡＥ　Ｓｅｐｈａｒｏｓｅカラムまたは市販の遠心分離器（Ｖｉｖａｐｕｒｅ　Ｄ
　Ｍｉｎｉカラム）のどちらかを使用するアニオン交換クロマトグラフィーを使用して、
試料中の遊離ｓｉＲＮＡの量を測定した。ＤＥＡＥ　Ｓｅｐｈａｒｏｓｅカラムに関して
は、ｓｉＲＮＡ含有製剤を、ＨＢＳ（１４５ｍＭのＮａＣｌ、２０ｍＭのＨＥＰＥＳ、ｐ
Ｈ７．５）を用いて平衡化されたカラム（充填の高さ約２．５ｃｍ、直径１．５ｃｍ）を
介して溶出した。初期試料および溶出試料のアリコートを、脂質およびｓｉＲＮＡの含有
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量に関して、それぞれＨＰＬＣおよびＡ２６０によりアッセイした。カプセル化のパーセ
ントは、カラムを通す前後の試料の間のｓｉＲＮＡ対脂質の比の変化に基づいて計算した
。Ｖｉｖａｐｕｒｅ遠心分離器のために、ｓｉＲＮＡ含有製剤のアリコート（０．４ｍＬ
、＜１．５ｍｇ／ｍＬ　ｓｉＲＮＡ）が、遠心分離（２０００×ｇ、５分間）により正に
荷電した膜を通って溶出された。カラムを通す前後の試料のアリコートを上記のように分
析し、試料中の遊離ｓｉＲＮＡの量を決定した。
【０２９６】
　ｓｉＲＮＡ濃度の決定
　ｓｉＲＮＡ濃度を、上記脂質の可溶化後に２６０ｎｍにおいて吸光度を測定することに
よって決定した。上記脂質を、ＢｌｉｇｈおよびＤｙｅｒ（Ｂｌｉｇｈら、Ｃａｎ．　Ｊ
．　Ｂｉｏｃｈｅｍ．　Ｐｈｙｓｉｏｌ．３７巻：９１１～９１７頁（１９５９年）によ
り要約された手順に従って可溶化した。簡潔に言うと、リポソームｓｉＲＮＡ製剤の試料
を、クロロホルム／メタノールと、１：２．１：１の体積比（水性試料：メタノール：ク
ロロホルム）で混合した。混合後にその溶液が完全に透明（すなわち、単一の透明相）で
ない場合、さらに５０～１００ｍｌ（体積を記録）のメタノールを加え、その試料を再混
合した。透明な単相が得られたら、その試料を、分光光度計を使用して２６０ｎｍにおい
てアッセイした。ｓｉＲＮＡ濃度を、およそ４５μｇ／ｍＬ＝１．０ＯＤの換算係数を使
用して、光路長１．０ｃｍで、Ａ２６０の測定値から決定した。クロロホルム／メタノー
ル／水の単相中の換算係数は個々の脂質組成物に関して変動し（３５～５０μｇ／ｍＬ＝
１．０ＯＤ）、既知の量のｓｉＲＮＡを使用する個々の新規な脂質製剤に関して実験的に
決定する。
【０２９７】
　脂質の濃度および比率の決定
　コレステロール、ＤＳＰＣ、ＰＥＧ－脂質および様々なカチオン性脂質を、Ａｌｌｉａ
ｎｃｅ　２６９５　Ｓｅｐａｒａｔｉｏｎｓ　Ｍｏｄｕｌｅ（オートサンプラー、ＨＰＬ
Ｃポンプおよびカラムヒーター）、Ｗａｔｅｒｓ　２４２４　Ｅｖａｐｏｒａｔｉｖｅ　
Ｌｉｇｈｔ　Ｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ　Ｄｅｔｅｃｔｏｒ（ＥＬＳＤ）およびＷａｔｅｒｓ
　Ｅｍｐｏｗｅｒ　ＨＰＬＣソフトウェア（バージョン５．００．００．００、ビルド番
号１１５４；Ｗａｔｅｒｓ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ、Ｍｉｌｆｏｒｄ、ＭＡ、ＵＳＡ）
からなるＷａｔｅｒｓ　Ａｌｌｉａｎｃｅ　ＨＰＬＣシステムを使用して、参照基準に対
して測定した。９０％エタノール中０．８ｍｇ／ｍＬの総脂質を含有する試料（１５μＬ
）を、２．５μｍパッキング、２．１ｍｍ×５０ｍｍの逆相ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラ
ム（Ｗａｔｅｒｓ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ、Ｍｉｌｆｏｒｄ、ＭＡ、ＵＳＡ）に注入し
、５５℃に加熱し、０．５ｍＬ／分の一定の流速における勾配溶出でクロマトグラフィー
を行なった。移動相の組成を、１０ｍＭのＮＨ４ＨＣＯ３：メタノール（２０：８０）か
らＴＨＦ：１０ｍＭのＮＨ４ＨＣＯ３：メタノール（１６：４：８０）に１６分にわたっ
て変更した。ＥＬＳＤにおけるガス圧は２５ｐｓｉに設定し、一方、噴霧器ヒーター－ク
ーラーの設定点およびドリフトチューブの温度の設定点は、それぞれ１００％および８５
℃であった。測定した脂質濃度（ｍｇ／ｍＬ）をモル濃度に変換し、相対的な脂質比をそ
の製剤中の総脂質のｍｏｌ％で表した。
【０２９８】
　カプセル化の効率の決定
　捕捉効率を、タンジェンシャルフローダイアフィルトレーションまたはアニオン交換ク
ロマトグラフィーにより、外部ｓｉＲＮＡの除去後に決定した。ｓｉＲＮＡおよび脂質の
濃度を、初期製剤インキュベーション混合物において、およびタンジェンシャルフローダ
イアフィルトレーション後に（上記のように）決定した。上記ｓｉＲＮＡ対脂質比（ｗｔ
／ｗｔ）は、本法の両方の点で決定し、そのカプセル化の効率は、最終および初期のｓｉ
ＲＮＡ対脂質比の比を求め、パーセントを得るためにその結果に１００をかけて決定した
。
【０２９９】
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　ＦＶＩＩ活性のためのカチオン性脂質のＩｎ　ｖｉｖｏのスクリーニング
　ＦＶＩＩ活性を、Ｃ５７ＢＬ／６マウスにおいて静脈内（ボーラス）注入２４時間後、
またはＳＤラットにおいて静脈内（ボーラス）注入４８時間に、ＦＶＩＩ　ｓｉＲＮＡ処
置動物において評価した。６から８週齢の雌のＣ５７Ｂｌ／６マウスは、Ｃｈａｒｌｅｓ
　Ｒｉｖｅｒ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓから入手し、研究に使用する前に１週間順化さ
せた。動物を、病原体のない環境に保ち、動物に関するすべての手順を、Ｃａｎａｄｉａ
ｎ　Ｃｏｕｎｃｉｌ　ｏｎ　Ａｎｉｍａｌ　Ｃａｒｅにより確立されたガイドラインに従
って実施した。
【０３００】
　第ＶＩＩ因子ｓｉＲＮＡを含有するＬＮ－ｓｉＲＮＡ系を、使用直前に滅菌リン酸緩衝
生理食塩水で適切な濃度に希釈し、その製剤を、外側尾静脈を介して、全体積１０ｍｌ／
ｋｇで静脈内に投与した。２４時間後、ケタミン／キシラジンを用いて動物に麻酔をかけ
、心臓穿刺により血液を採取し、血清に処理した（Ｍｉｃｒｏｔａｉｎｅｒ　Ｓｅｒｕｍ
　Ｓｅｐａｒａｔｏｒ　Ｔｕｂｅｓ；Ｂｅｃｔｏｎ　Ｄｉｃｋｉｎｓｏｎ、Ｆｒａｎｋｌ
ｉｎ　Ｌａｋｅｓ、ＮＪ、ＵＳＡ）。血清を、迅速に試験するかまたは血清中第ＶＩＩ因
子レベルに関する後の分析のために－７０℃において保存した。
【０３０１】
　ＦＶＩＩを、市販のキット（Ｂｉｏｐｈｅｎ　ＦＶＩＩ　Ｋｉｔ（商標）；Ａｎｉａｒ
ａ　Ｃｏｒｐ．、Ｍａｓｏｎ、ＯＨ）を使用して、製造業者の指示書に従って、マイクロ
プレート規模で測定した。ＦＶＩＩの減少を、未処置の対照動物に対して決定し、その結
果を残留ＦＶＩＩの％として表した。５種類の用量レベル（０．１、０．３、０．５、１
．０および３．０ｍｇ／ｋｇ）を、代表として使用した。
【０３０２】
　薬物動態学的および肝臓の分析
　蛍光標識したｓｉＲＮＡ（Ｃｙ－３標識ルシフェラーゼｓｉＲＮＡ、Ａｌｎｙｌａｍ　
Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌｓ）を使用して、ＬＮ－ｓｉＲＮＡ系のｉｖ投与後の血漿
および肝臓におけるｓｉＲＮＡ含有量を測定した。その測定は、タンパク質含有生物学的
マトリックスからＣｙ３－ｓｉＲＮＡをまず抽出し、次いで、蛍光により、その抽出液中
のＣｙ－３標識の量を分析した。２種の抽出法、血漿試料に関してクロロホルム／メタノ
ール混合物および組織試料には市販のフェノール／クロロホルム混合物（Ｔｒｉｚｏｌ（
登録商標）試薬）を使用した。
【０３０３】
　血漿のために、血液をＥＤＴＡ含有Ｖａｃｕｔａｉｎｅｒチューブに回収し、１０００
×ｇで１０分間、４～８℃において遠心分離し、その血漿を単離した。血漿をエッペンド
ルフチューブに移し、迅速にアッセイするか、または－３０℃のフリーザーにおいて保存
するかのいずれかであった。その血漿のアリコート（最大１００μｌ）を、ＰＢＳ（１４
５ｍＭのＮａＣｌ、１０ｍＭリン酸塩、ｐＨ７．５）を用いて５００μＬに希釈し、メタ
ノール（１．０５ｍＬ）およびクロロホルム（０．５ｍＬ）を加え、その試料をボルテッ
クスにかけ、透明な単相の溶液を得た。その後、水（０．５ｍＬ）およびクロロホルム（
０．５ｍＬ）を加え、得られたエマルジョンを、最低でも３分間、定期的に混合すること
によって維持した。その混合物を、３０００ｒｐｍにおいて２０分間遠心分離にかけ、そ
のＣｙ－３－標識を含有する最上部の水相を新しい試験チューブに移した。その溶液の蛍
光を、ＳＬＭ蛍光光度計を、励起波長５５０ｎｍ（バンド幅２ｎｍ）および発光波長６０
０ｎｍ（バンド幅１６ｎｍ）で使用して測定した。標準曲線を、Ｃｙ－３－ｓｉＲＮＡ含
有製剤（０から１５μｇ／ｍＬ）を用いて処置していない動物由来の血漿のアリコートを
スパイクすることによって作成し、試料を上記のように処理した。
【０３０４】
　肝臓に関しては、生理食塩水灌流動物由来の組織の切片（４００～５００ｍｇ）を、正
確に重量を量り、Ｆａｓｔｐｒｅｐチューブを使用して、１ｍＬのＴｒｉｚｏｌ中で均質
化した。ホモジネート（典型的には、５０ｍｇの組織と同等物）のアリコートをエッペン
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ドルフチューブに移し、さらなるＴｒｉｚｏｌを加え、最終的に１ｍＬにした。クロロホ
ルム（０．２ｍＬ）を加え、その溶液を混合し、２～３分間インキュベートし、その後、
１２，０００×ｇにおいて１５分間遠心分離した。最上部のＣｙ－３含有水性相のアリコ
ート（０．５ｍＬ）を、０．５ｍＬのＰＢＳで希釈し、その試料の蛍光を上記のように測
定した。
【０３０５】
　血清中のＦＶＩＩタンパク質の測定
　血清第ＶＩＩ因子レベルを、比色分析用Ｂｉｏｐｈｅｎ　ＶＩＩアッセイキット（Ａｎ
ａｉｒａ、ＵＳＡ）を使用して決定した。簡潔に言うと、段階希釈し、プールした対照血
清（２００％～３．１２５％）および処置動物由来の適切に希釈した血漿試料を、Ｂｉｏ
ｐｈｅｎ　ＶＩＩキットを使用して、その製造業者の指示書に従って、９６ウェルの平底
非結合ポリスチレンアッセイプレート（Ｃｏｒｎｉｎｇ、Ｃｏｒｎｉｎｇ、ＮＹ）におい
て分析し、吸光度を４０５ｎｍにおいて測定した。較正曲線を、段階希釈対照血清を使用
して作成し、処置動物由来の血清中第ＶＩＩ因子レベルを決定するために使用した。
【０３０６】
　認容性の決定
　空のＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ２－ＤＭＡ脂質粒子（ＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ２－ＤＭＡ／ＤＳＰＣ／
Ｃｈｏｌ／ＰＥＧ－Ｃ－ＤＯＭＧ（４０／１０／４０／１０））認容性を、重量変化のモ
ニタリング、ケージの傍での観察（ｃａｇｅｓｉｄｅ　ｏｂｓｅｖａｔｉｏｎ）、臨床化
学および場合によっては、雌のＳｐｒａｇｕｅ　Ｄａｗｌｅｙラットおよび雌のＣ５７Ｂ
Ｌ／６マウスにおける血液学によって評価した。動物の体重を、処置前および様々な投与
量による静脈内処置２４時間後に記録した。データは、体重の変化％で記録した。体重測
定に加えて、肝機能マーカーを含む臨床化学パネルを、ＦＶＩＩ分析のために回収した血
清のアリコートを使用して、注入２４時間後に各用量レベルにおいて得た。試料を、分析
のためにＣｅｎｔｒａｌ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　ｆｏｒ　Ｖｅｔｅｒｉｎａｒｉａｎｓ
（Ｌａｎｇｌｅｙ、ＢＣ）に送った。場合によっては、追加の動物を処置群に含め、血液
学的分析のために全血を回収させた。
【０３０７】
　ＴＮＳを使用するｐＫａのｉｎ　ｓｉｔｕの決定
　ｉｎ　ｓｉｔｕのｐＫａの測定を、ｐＨ感受性蛍光プローブＴＮＳを使用して、Ｂａｉ
ｌｅｙ，　Ａ．Ｌ．　およびＣｕｌｌｉｓ，　Ｐ．　Ｒ．、Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　
３３巻：１２５７３～１２５８０頁（１９９４年）においてすでに公開された取り組みの
改良を使用して実施した。
【０３０８】
　結果
　初期研究を、８から１０週齢の、雌のＣ５７ＢＬ／６マウスにおいて、２段階で実施し
た。第１の段階において、その基準（ｂｅｎｃｈｍａｒｋ）脂質ＤＬｉｎＤＭＡに関連す
る活性を、ＤＬｉｎＤＭＡの改良型に関連する活性と比較した。この段階は、ＤＬｉｎＤ
ＭＡと比較して増加した活性を有するＤＬｉｎ－Ｋ－ＤＭＡの同定をもたらした。したが
って、第２の段階において、ＤＬｉｎＤＭＡの改良型の活性を、ＤＬｉｎ－Ｋ－ＤＭＡの
活性と比較した。用量反応曲線を使用して、各製剤に関するＥＤ５０を推定し、ＥＤ５０

は、血清ＦＶＩＩタンパク質の濃度を５０％減少させるために必要なｓｉＲＮＡの用量と
して定義され、ＤＬｉｎＤＭＡ基準製剤に関して約１．０ｍｇ／ｋｇである。活性の乏し
い製剤に関するＥＤ５０は、例えば、１２～２５ｍｇ／ｋｇの範囲で表し、血清ＦＶＩＩ
タンパク質レベルの５０％の減少が、これらのｓｉＲＮＡ用量の間で起こることを示す。
製剤が優れた活性（ＥＤ５０＜２ｍｇ／ｋｇ）を示した場合、そのときその用量反応をよ
り狭い用量範囲にわたって繰り返し、より大きな比較精度でＤＬｉｎＤＭＡと付き合わせ
た。
【０３０９】
　スクリーニング１ａ：ＤＬｉｎＤＭＡに対する頭部基の改変およびｉｎ　ｖｉｖｏのＦ
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ＶＩＩ活性
　この研究の目的のために、ＤＬｉｎＤＭＡを、頭部基、リンカーおよび炭化水素鎖を含
む個別に改変された、３つの主要な構造ドメインに分けた。ジメチルアミノプロパン頭部
基は親水性であり、見かけのｐＫａ（ｉｎ　ｓｉｔｕ）がｐＨ６．４である第３級アミン
機能を含有する。その結果、ＤＬｉｎＤＭＡは、ｐＨ４において大部分が完全に荷電して
おり、このｐＨにおいてＬＮ－ｓｉＲＮＡ系はｓｉＲＮＡとの静電相互作用を介して形成
される。ｐＨ７．４において、約５から１０％のＤＬｉｎＤＭＡ分子が荷電するが、した
がって、循環においてこれらのナノ粒子の表面におけるカチオン電荷密度は、比較的低い
。対照的に、エンドソームのｐＨ（約ｐＨ５）において、その表面電荷密度は顕著に増加
し、アニオン性リン脂質とのイオン対の形成を促進し、エンドソーム膜を破壊することが
期待される（Ｈａｆｅｚ，　Ｉ．　Ｍ．およびＣｕｌｌｉｓ，　Ｐ．　Ｒ．、Ａｄｖ．　
Ｄｒｕｇ　Ｄｅｌｉｖ．　Ｒｅｖ．　４巻：１３９～１４８頁（２００１年）ならびにＸ
ｕ，　Ｙ．およびＳｚｏｋａ，　Ｆ．Ｃ．、Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　３５巻：５６１
６～５６２３頁（１９９６年））。
【０３１０】
　ＤＬｉｎＤＭＡに実施された頭部基の改変を表３に示し、最初の３つは、正電荷の特性
を改変するために設計された。ＤＬｉｎＴＭＡは、第４級アミノ基を含有し、永久的に荷
電しており（ｐｅｒｍａｎｅｎｔｌｙ　ｃｈａｒｇｅｄ）、活性の減少を示し、ＥＤ５０

は２～５ｍｇ／ｋｇの間であると推定される。活性の同様の低下が、ジメチルアミン機能
をピペラジン部分と置き換えた場合（ＤＬｉｎＭＰＺ、ＥＤ５０が２～５ｍｇ／ｋｇ）に
観察され、モルホリノ基と置換した場合（ＤＬｉｎＭＡ、ＥＤ５０が１２～２５ｍｇ／ｋ
ｇ）に、より顕著に減少した。
【０３１１】
　表３に示した残り２つの改良を実施するための１つの理論的根拠は、類似の頭部基構造
を有するが、ｉｎ　ｖｉｖｏの代謝比率が異なる２種の脂質の活性を比較することであっ
た。脂質分解は、本明細書でスクリーニングした脂質のいずれに関してもｉｎ　ｖｉｖｏ
では測定されなかったが、エトキシ基（ＤＬｉｎ－ＥＧ－ＤＭＡ）が、エステル基（ＤＬ
ｉｎＤＡＣ）よりも酵素切断に対してより抵抗性であることが期待され（Ｍａｒｔｉｎ，
　Ｂ．ら、Ｃｕｒｒ．　Ｐｈａｒｍ．　Ｄｅｓ　１１巻：３７５～３９４頁（２００５年
））、それにもかかわらず、両方の脂質は類似の活性を示した。
【０３１２】
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【表３】

　スクリーニング１ｂ：ＤＬｉｎＤＭＡに対するリンカーの改変およびｉｎ　ｖｉｖｏの
ＦＶＩＩ活性
　ＤＬｉｎＤＭＡは、２つのエトキシ結合を介してジメチルアミノプロパン頭部基に結合
する２つの不飽和炭化水素鎖を有する。二重層構造において、そのリンカー領域は、その
膜界面、その疎水性膜のコアおよび親水性頭部基表面の間の転移領域に存在する。ＤＬｉ
ｎＤＭＡのリンカーの改変に対する取り組みは、様々な比率の化学的または酵素的安定性
を示すことが期待されるリンカー基の導入および親水性範囲のスパニングであった。エト
キシ部分は、ｉｎ　ｖｉｖｏの他の型の化学結合の大部分より、分解に対してより抵抗性
であると考えられ、このことが、これらの脂質が、例えば、エステル結合を有するカチオ
ン性脂質ほど抵抗性でないことが発見されている理由と思われる（Ｍａｒｔｉｎ，Ｂ．ら
、Ｃｕｒｒ．Ｐｈａｒｍ．Ｄｅｓ　１１巻：３７５～３９４頁（２００５年））。表４に
示したものを含む、様々なこれらの合理的に設計された脂質を作製し、特徴付け、試験し
た。
【０３１３】
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【表４】

　表４に載せた第１の改変はＤＬｉｎＤＡＰであり、ＤＬｉｎＤＭＡのエステルをエトキ
シリンカーに置き換えてある。注目すべきことには、第ＶＩＩ因子ｓｉＲＮＡを含み、Ｄ
ＬｉｎＤＡＰを含有する核酸脂質粒子は、ＤＬｉｎＤＭＡと非常によく似たその構造にも
かかわらず、ＤＬｉｎＤＭＡを含有する核酸－脂質粒子と比較してｉｎ　ｖｉｖｏ活性に
おいて顕著な減少を示した（ＥＤ５０１２～２５ｍｇ／ｋｇ）。さらにＤＬｉｎ－２－Ｄ
ＭＡＰに基づく核酸－脂質粒子、１つのエトキシ結合と１つのエステル結合を有する脂質
は、ＤＬｉｎＤＡＰ－に基づく核酸－脂質粒子およびＤＬｉｎＤＭＡ－に基づく核酸－脂
質粒子の中間に位置する活性をもたらした。カルバメート（ＤＬｉｎ－Ｃ－ＤＡＰ）また
はチオエーテル（ＤＬｉｎ－Ｓ－ＤＭＡ）結合を含有する脂質に基づく核酸－脂質粒子も
また、ｉｎ　ｖｉｖｏでの活性の劇的な減少をもたらした。
【０３１４】
　最後の改変は、上記脂質分子に興味深い構造変化を導入する、ケタール環リンカーの挿
入であった。第１に、そのケタールはエトキシリンカーより酸に不安定であることが公知
であり（Ｍａｒｔｉｎ，　Ｂ．ら、Ｃｕｒｒ．　Ｐｈａｒｍ．　Ｄｅｓ　１１巻：３７５
～３９４頁（２００５年））、エンドサイトーシス経路においてその半減期を減少させる
ことがある。第２に、炭化水素鎖は、次に１個の炭素を介してそのリンカー基に結合する
。興味深いことに、ケタール環リンカーのＤＬｉｎＤＭＡへの導入により、血清ＦＶＩＩ
タンパク質レベルの減少において、ＤＬｉｎＤＭＡ基準と比較して約２．５倍より強力な
核酸－脂質粒子がもたらされ、ＥＤ５０（すなわち、５０％遺伝子サイレンシングを達成
する用量）は、それぞれ約０．４ｍｇ／ｋｇ対１ｍｇ／ｋｇである（図２）。
【０３１５】
　スクリーニング１ｃ：ＤＬｉｎＤＭＡ炭化水素鎖の不飽和の減少、種々の改変およびｉ
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　ＤＬｉｎＤＭＡと比較した改変を含有する様々な他のカチオン性脂質を、第ＶＩＩ因子
ノックダウン系において試験した。例えば、炭化水素鎖の不飽和が増えることにより、脂
質分子が、非二重層の反転相をとる傾向があることは公知である（Ｃｕｌｌｉｓ，　Ｐ．
　Ｒ．ら、Ｃｈｅｍ．　Ｐｈｙｓ．　Ｌｉｐｉｄｓ　４０巻：１２７～１４４頁（１９８
６年））。これらの非二重層の相の形成は、エンドソームの崩壊およびｓｉＲＮＡの細胞
質への放出およびｉｎ　ｖｉｔｒｏのＳＮＡＬＰ活性もまた、不飽和が増えることにより
増加するという観察と関係が有るという仮説を考慮すると（Ｈｅｙｅｓ，　Ｊ．ら、Ｊ．
　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｒｅｌｅａｓｅ　１０７巻：２７６～２８７頁（２００５年））、２
つのＣ１８：２鎖を含有するＤＬｉｎＤＭＡを２つのＣ１８：１鎖を有するＤＯＤＭＡに
よって置き換えた場合、ｉｎ　ｖｉｖｏでＬＮ－ｓｉＲＮＡ効力に起こることを見ること
は興味深かった。これらのカチオン性脂質およびこれらの実験の結果を表５に示す。
【０３１６】
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【表５】

　表５に示すように、ＤＯＤＭＡは、さらに不飽和が多いＤＬｉｎＤＭＡより活性が１／
２から１／５と低くなり、エステル（ＤＯＤＡＰ）の代わりにエーテル結合で置換するこ
とで、活性が１／２５よりも低くなった。
【０３１７】
　カルバメートとＣ１８：１鎖との結合（ＤＯ－Ｃ－ＤＡＰ）は、試験した最大用量の１
０ｍｇ／ｋｇにおいて、不活性な組み合わせであった。ＤＭＤＡＰを合成し、より短いＣ
１４：１炭化水素鎖は、増強した脂質を介してエステルと結合した脂質をその標的エンド
ソーム膜と混合可能にできるかどうかを決定したが（Ｍｕｉ，　Ｂ．ら、Ｂｉｏｃｈｉｍ
．　Ｂｉｏｐｈｙｓ．　Ａｃｔａ　１４６７巻：２８１～２９２頁（２０００年））、し
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ＮＡに関して活性はまったく観察されなかった。その後者の脂質は、トランスフェクショ
ンに最も一般的に使用されるカチオン性脂質の１つであるので、永久的に荷電した、エス
テル結合脂質のＤＬｉｎＴＡＰおよびＤＯＴＡＰが対象であった。しかし、ＬＮ－ｓｉＲ
ＮＡモデルにおいて、これらのエステル結合脂質はどちらも、活性の兆候はまったく示さ
なかった（ＥＤ５０＞２５ｍｇ／ｋｇ）。その最後の脂質は、ＤＬｉｎＤＭＡに対して基
の（ｒａｄｉｃａｌ）構造変化を表し、そのジメチルプロパン頭部基は反転し、その炭化
水素鎖はアミノ窒素に直接結合し、ジヒドロキシ頭部基が残っていたが、ＤＬｉｎＡＰは
、ＥＤ５０が５～１２ｍｇ／ｋｇの範囲内である低い活性を示した。
【０３１８】
　要約すれば、ＤＬｉｎＤＭＡに対する改変の増加は、同じｉｎ　ｖｉｖｏモデルおよび
ＬＮ－ｓｉＲＮＡの処方においてつきあわせて（ｈｅａｄ－ｔｏ－ｈｅａｄ）試験した場
合、ＤＬｉｎ－Ｋ－ＤＭＡを、ＤＬｉｎＤＭＡより顕著に効力のあるカチオン性脂質とし
て特定することに成功した。
【０３１９】
　スクリーニング２ａ：ＤＬｉｎ－Ｋ－ＤＭＡに対する頭部基の改変およびｉｎ　ｖｉｖ
ｏのＦＶＩＩ活性
　上記脂質設計を導く作業仮説の機序における正電荷の重要性を考慮すると、アミンに基
づく頭部基における構造変化の効果を、新規な基準脂質としてのＤＬｉｎ－Ｋ－ＤＭＡに
関連して調査した。一連の頭部基の改変を実施し、特徴付け、試験し、サイズ選定の効果
（ｔｈｅ　ｅｆｆｅｃｔ　ｏｆ　ｓｉｚｅ）、酸の解離定数およびイオン化できる基の数
を調査した（表６）。
【０３２０】
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【表６】

ａ　５ｍｇ／ｋｇにおいて活性が観察されず、次の１５ｍｇ／ｋｇの用量で致死
　ＤＬｉｎ－Ｋ－ＤＭＡは、そのケタール環構造の４位にキラル炭素を含有する。したが
って、２種の、場合によって純粋な（＋）および（－）のエナンチオマーを合成し、それ
らの活性をラセミ混合物のそれと比較した。全３種の製剤は、識別できない用量反応を示
し、それぞれのＥＤ５０は約０．３ｍｇ／ｋｇであった。
【０３２１】
　表６に載せた最初の３種の改変は、スクリーニング１においてＤＬｉｎＤＭＡに適用さ
れ、イオン化可能な正電荷の特性を改良するためのピペラジノ（ＤＬｉｎ－Ｋ－ＭＰＺ）
およびモルホリノ（ＤＬｉｎ－Ｋ－ＭＡ）アミノ部分の導入ならびに第３級ジメチルアミ
ンの、ＤＬｉｎ－Ｋ－ＴＭＡの永久的に荷電した第４級アミンへのさらなる転換であった
。これらの改変はすべて活性を顕著に減少させたが、ＥＤ５０が約１．５であるＤＬｉｎ
－Ｋ－ＭＰＺはＤＬｉｎＤＭＡとほぼ同じくらいの活性であったが、ＤＬｉｎ－Ｋ－ＤＭ
Ａのおよそ１／５の活性であり、ＤＬｉｎＤＭＡに対する同じ改変は、同様の因子により
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官能基は、ＤＬｉｎＭＡと同様に、試験した最大用量（１５ｍｇ／ｋｇ）においてＤＬｉ
ｎ－Ｋ－ＭＡを不活性にさせ、１２～２５ｍｇ／ｋｇのＥＤ５０を有する。別の観察で注
目すべきは、ＤＬｉｎ－Ｋ－ＴＭＡ（永久正電荷）は毒性であるということである。５ｍ
ｇ／ｋｇにおいて活性はまったく観察されなかったが、動物は顕著に体重が減少し（デー
タ非掲載）、次の１５ｍｇ／ｋｇの用量において生存しなかった。
【０３２２】
　ＤＬｉｎ－Ｋ２－ＤＭＡと省略された改変は、２種のジメチルアミン部分の存在を表す
。誤差の範囲内で、この脂質はより大きい頭部基にもかかわらず、ＤＬｉｎ－Ｋ－ＤＭＡ
と同じ活性を有した。
【０３２３】
　追加のパラメーターとして、そのジメチルアミノ基およびそのジオキソランリンカーの
間の距離は、追加のメチレン基を導入することによって変動した。残りの３種の脂質は、
構造において密接に関連しており、何が正電荷をそのジオキソラン環から遠ざけ、活性に
影響をもたらしているのかを決定するために合成した。このパラメーターは、アミン頭部
基のｐＫａならびに脂質二重層の界面に対する電荷の提示の距離および柔軟性の両方に影
響を与え得る。頭部基への追加の１個のメチレン基の挿入（ＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ２－ＤＭＡ
）は、ＤＬｉｎ－Ｋ－ＤＭＡと比較して効力の劇的な増加を生み出した。この脂質に関す
るＥＤ５０は約０．１ｍｇ／ｋｇであり、ＦＶＩＩモデルにおいてじかに比較した場合、
ＤＬｉｎ－Ｋ－ＤＭＡより４倍強力にし、ＤＬｉｎＤＭＡ基準より１０倍強力にした（図
２Ａ）。追加のメチレン基は活性を低下させ、ＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ３－ＤＭＡ（ＥＤ５０約
０．６ｍｇ／ｋｇ）およびＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ４－ＤＭＡ（ＥＤ５０＞３ｍｇ／ｋｇ）の間
に顕著な減少が起こった（図２Ｂ）。
【０３２４】
　スクリーニング２ｂ：ＤＬｉｎ－Ｋ－ＤＭＡの頭部基、リンカーおよび炭化水素鎖に対
する改変ならびにｉｎ　ｖｉｖｏのＦＶＩＩ活性
　ＤＬｉｎ－Ｋ－ＤＭＡに対して実施されたいくつかの追加の構造的改変を、表７に表す
。そのシリーズの最初の３種により、ｉｎ　ｖｉｖｏ活性のための炭化水素鎖の不飽和の
重要性が確認された。約０．３から約１．０および約８．０ｍｇ／ｋｇまでのＥＤ５０の
漸進的減少が、それぞれ、ＤＬｉｎ－Ｋ－ＤＭＡ（Ｃ１８：２）からＤＯ－Ｋ－ＤＭＡ（
Ｃ１８：１）およびＤＳ－Ｋ－ＤＭＡ（Ｃ１８：０）までにおいて観察された。次の改変
（ＤＬｉｎ－Ｋ６－ＤＭＡ）は、ＤＬｉｎ－Ｋ－ＤＭＡの５員のケタール環が、活性を損
なうことなく６員のジオキソラン環構造によって置換できることを実証した。表７に示し
た最終的な脂質は、より根本的な（ｒａｄｉｃａｌ）改良を表した。ＤＬｉｎ－Ｍ－ＤＭ
Ａはケタール環リンカーを有さないが、その炭化水素鎖は未だ１個の炭素に直接結合して
いる。興味深いことに、この脂質は、比較的活性のままであり、ＥＤ５０は約０．７ｍｇ
／ｋｇであった。
【０３２５】
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【表７】

　マウスおよびラットにおける核酸－脂質製剤のｉｎ　ｖｉｖｏ活性の比較
　様々なカチオン性脂質を含有する様々な核酸－脂質製剤の能力を、マウスおよびラット
においてさらに探求した。個々の被検核酸－脂質製剤は、ＰＥＧ－Ｃ－ＤＯＭＧをＰＥＧ
－脂質として使用して上記のように調製した。最初に試験した製剤（ＤＬｉｎ－Ｋ－ＤＭ
Ａ、ＤＬｉｎ－Ｋ－ＭＰＺ、ＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ２－ＤＭＡまたはＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ４－Ｄ
ＭＡのどれかを含んだ）は、マウス（図３）およびラット（図４）の両方において残留Ｆ
ＶＩＩレベルを減少させた。しかし、そのＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ２－ＤＭＡ製剤は、マウスお
よびラットの両方において、ＦＶＩＩレベルを減少させる能力の著しい増強を示した。Ｄ
Ｌｉｎ－Ｋ－Ｃ２－ＤＭＡ製剤の活性は、マウスにおいてＤＬｉｎ－Ｋ－ＤＭＡ製剤より
およそ２～３倍大きく、ラットにおいてＤＬｉｎ－Ｋ－ＤＭＡ製剤よりおよそ１０～２０
倍大きかった。ＤＬｉｎ－Ｋ－ＤＭＡ製剤またはＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ２－ＤＭＡ製剤を使用
する、マウスおよびラットにおけるＦＶＩＩの減少の比較を、図５に示す。ＤＬｉｎ－Ｋ
－Ｃ４－ＤＭＡまたはＤＬｉｎ－Ｋ－ＭＰＺ（ＭＰＺ）をカチオン性脂質として有する製
剤は、互いに、およびＤＬｉｎＤＭＡ製剤と同様の活性を示した。
【０３２６】
　ＤＬｉｎ－Ｋ６－ＤＭＡをカチオン性脂質として有するリポソーム製剤を、ＤＬｉｎ－
Ｋ－Ｃ２－ＤＭＡおよびＤＬｉｎ－Ｋ－ＤＭＡに対する比較においてさらに試験した。図
６に示すように、ＤＬｉｎ－Ｋ６－ＤＭＡ製剤は、ＤＬｉｎ－Ｋ－ＤＭＡと同様にマウス
においてＦＶＩＩレベルを減少させた。
【０３２７】
　カチオン性ＬＮ－ｓｉＲＮＡ製剤の薬物動態および肝臓蓄積
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　肝臓に送達されたｓｉＲＮＡのレベルとＦＶＩＩの減少との間の相関を、表８に示した
ｉｎ　ｖｉｖｏ活性のスペクトルにわたって、ＬＮ－ｓｉＲＮＡ系の選択において、Ｃｙ
－３標識ｓｉＲＮＡをカプセル化することによって決定した。Ｃｙ－３の蛍光を、血漿お
よび肝組織において注入０．５および３．０時間後に測定した。血漿データは、初期の時
点で広範囲のクリアランス率を示したが、製剤の大部分に関しては、それらが高度に活性
であろうがまたは低い活性を示そうが、注入したｓｉＲＮＡ用量の２０～５０％が、０．
５時間以内に肝臓に回収された。最も活性な製剤のＤＬｉｎＤＭＡおよびＤＬｉｎ－Ｋ－
ＤＭＡは、０．５時間において肝臓中でそれぞれ５０％および３２％の比較的高いレベル
のｓｉＲＮＡを示した。すべての製剤は、肝臓において３時間後Ｃｙ－３レベルの低下を
示し、これはおそらく代謝を反映したものである。この研究は、肝臓への全体的送達だけ
では活性の差が説明されないことを示唆している。
【０３２８】
【表８】

　ＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ２－ＤＭＡ含有ＬＮ－ｓｉＲＮＡ系の認容性
　ＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ２－ＤＭＡを含有するリポソーム製剤を投与したラットは、用量依存
性の体重減少を示した。９１ｍｇ／ｋｇを投与したラットは、正常のように見え、正常な
肝臓を有した。１８２ｍｇ／ｋｇを投与したラットは、緩慢な動きおよび毛並みの悪さ（
ｓｃｒｕｆｆｙ　ｃｏａｔ）を示した。それらの肝臓はわずかに青白く、３つの肝臓の１
つはわずかな斑点形成を示した。３６４ｍｇ／ｋｇを投与したラットのうち１匹は死亡し
、それらは背中の湾曲（ｈｕｎｃｈｅｄ）、緩慢な動き、斜視眼（ｑｕｉｎｔｉｎｇ　ｅ
ｙｅ）、毛並みの悪さ、立毛、赤色／橙色の尿（ｕｒｉｎｇ）を示し、青白く、いくつか
斑点形成された肝臓を有した。１８２ｍｇ／ｋｇ脂質という低濃度でも、ラットは、ＡＬ
Ｔ／ＡＳＴの有意な増加を示した。
【０３２９】
　９１ｍｇ／ｋｇ（「５」ｍｇ／ｋｇ）を用いて処置したラットから得た肝臓の組織病理
学的結果は正常であった。１８２ｍｇ／ｋｇ（「１０」ｍｇ／ｋｇ）を用いて処置したラ
ットの肝臓は、軽度から中程度の肝細胞壊死、小葉中心性壊死および肝細胞の空胞化を示
した。３６４ｍｇ／ｋｇ（「２０」ｍｇ／ｋｇ）を用いて処置した生存ラットの肝臓の１
つは、中程度の肝細胞壊死、小葉中心性壊死を示し、他は、びまん性の、軽度から中程度
の肝細胞壊死（小葉中心部領域に集中していなかった）で軽度の炎症を伴った。
【０３３０】
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　ＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ２－ＤＭＡのリポソーム製剤を用いて処置したマウスもまた、用量依
存性体重減少を示したが、死亡したマウスはいなかった。マウスはさらに、およそ１１０
０ｍｇ／ｋｇの脂質において、ＡＬＴ－ＡＳＴが１０倍を超える増加を示した。しかし、
１３００ｍｇ／ｋｇを超えた場合の背中の湾曲、緩慢な動きおよび毛並みの悪さを除いて
、マウスは明らかな臨床的兆候は示さなかった。
【０３３１】
　ケタールリンカーの導入は、マウスにおいていかなる重大な毒性問題ももたらしたよう
ではなく、実際、ＤＬｉｎ－Ｋ－ＤＭＡを含有するＬＮ系およびＦＶＩＩ　ｓｉＲＮＡの
カプセル化は、マウスにおいて並外れて十分認容された。表９に提示したデータは、適切
な用量範囲を決定するために設計された研究によるものであり、脂質およびｓｉＲＮＡの
極限の（ｅｘｔｒｅｍｅ）単回用量を得た。測定した毒性基準は体重変化の％および肝臓
酵素マーカーのＡＬＴおよびＡＳＴの血清中レベルであった。
【０３３２】
【表９】

　セーライン対照と比較して、ｓｉＲＮＡ用量が１０ｍｇ／ｋｇまで、血液化学または体
重において変化はまったく観察されず、１０ｍｇ／ｋｇは、この製剤に関してＥＤ５０用
量より３０倍を超えて多かった。
【０３３３】
　大量のｓｉＲＮＡ用量である４６ｍｇ／ｋｇ（ＥＤ５０より１５０倍多い）を投与し、
その後、顕著な毒性の兆候を測定した。このｓｉＲＮＡ用量は、ｓｉＲＮＡ対脂質比が０
．０６（ｗｔ／ｗｔ）の場合、総脂質用量７５０ｍｇ／ｋｇに換算された。これらのレベ
ルにおいてさえ、血清ＡＬＴおよびＡＳＴにおける増加は比較的少なく（正常値の１０倍
より少ない）、ｓｉＲＮＡ用量が６１ｍｇ／ｋｇを超えるまで、激しい（＞１０倍）増加
が観察されることはない。試験した最大用量は９２ｍｇのｓｉＲＮＡ／ｋｇであり、１５
００ｍｇ総脂質／ｋｇと同等であった。動物は６％体重が減少したが、試験したいずれの
用量においても死亡は起こらなかった。
【０３３４】
　核酸－脂質粒子の特徴付け
　選択した核酸－脂質製剤の特徴を、表１０に要約し、ここで、Ｃ２は、カチオン性脂質
がＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ２－ＤＭＡであることを示し、Ｃ４は、カチオン性脂質がＤＬｉｎ－
Ｋ－Ｃ４－ＤＭＡであることを示し、ＭＰＺは、カチオン性脂質がＤＬｉｎ－Ｋ－ＭＰＺ
であることを示す。以下に記載の個々の製剤は、ＰＥＧ－脂質としてＰＥＧ－Ｃ－ＤＯＭ
Ｇを含有した。
【０３３５】
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【表１０】

　ＬＮ－ｓｉＲＮＡ製剤における、ｉｎ　ｓｉｔｕで測定した主要なカチオン性脂質の見
かけのｐＫａ

　脂質設計の根底にある２つの重要なパラメーターは、プロトン化した場合のイオン化可
能なカチオン性脂質のｐＫａおよびアニオン性脂質と混合した場合、非二重層（六方晶Ｈ

ＩＩ）相構造を誘導するこれらの脂質の能力である。イオン化可能なカチオン性脂質のｐ
Ｋａは、様々なｐＨ条件下でＬＮＰ上の表面電荷を決定する。生理的ｐＨにおける荷電状
態（例えば、循環中）は、血漿タンパク質の吸着、血液クリアランスおよび組織分配挙動
に影響を与えることができ（Ｓｅｍｐｌｅ，　Ｓ．　Ｃら、Ａｄｖ．　Ｄｒｕｇ　Ｄｅｌ
ｉｖ　Ｒｅｖ　３２巻：３～１７頁（１９９８年））、一方酸性ｐＨにおける荷電状態（
例えば、エンドソーム内）は、内因性アニオン性脂質と結合して、エンドソーム溶解性非
二重層構造を形成するＬＮＰの能力に影響を与え得る（Ｈａｆｅｚ，　Ｉ．　Ｍ．ら、Ｇ
ｅｎｅ　Ｔｈｅｒ　８巻：１１８８～１１９６頁（２００１年））。その結果として、ア
ニオン性脂質との混合物中にＨＩＩ　相構造を誘導するこれらの脂質の能力は、それらの
二重層不安定化能力および相対的エンドソーム溶解性潜在力の尺度である。
【０３３６】
　疎水性環境において蛍光の増加を示す、蛍光性プローブの２－（ｐ－トルイジノ）－６
－ナフタレンスルホン酸（ＴＮＳ）を使用し、脂質二重層の表面電荷を評価できる。その
後、ｐＨに応じて表面電荷の滴定を使用して、構成脂質の見かけのｐＫａ（これ以降ｐＫ

ａと称される）を決定できる（Ｃｕｌｌｉｓ，　Ｐ．　Ｒ．ら、　Ｃｈｅｍ　Ｐｈｙｓ　
Ｌｉｐｉｄｓ　４０巻：１２７～１４４頁（１９８６年））。この取り組みを使用して、
様々なカチオン性脂質を含有する核酸－脂質粒子についてのｐＫａ値を決定し、表１１に
要約する。特定のイオン化可能なカチオン性脂質のプロトン化型の、アニオン性脂質中に
ＨＩＩ相構造を誘導する相対的能力を、等モル混合物中で、ジステアロイルホスファチジ
ルセリン（ＤＳＰＳ）をｐＨ４．８において用いて、３１Ｐ　ＮＭＲ（Ｃｕｌｌｉｓ，　
Ｐ．Ｒ．およびｄｅ　Ｋｒｕｉｊｆｆ，　Ｂ．、Ｂｉｏｃｈｉｍ　Ｂｉｏｐｈｙｓ　Ａｃ
ｔａ　５１３巻：３１～４２頁（１９７８年））および示差走査熱量測定（ＤＳＣ）分析
（Ｅｘｐａｎｄ，　Ｒ．Ｍ．ら、Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　２８巻：９３９８～９４０
２頁（１９８９年））を使用して、二重層と六方晶ＨＩＩの転移温度（ＴＢＨ）を測定す
ることによって確定した。両方の技術により同様の結果が得られた。
【０３３７】
　表１１に提示したデータは、高度に活性な脂質ＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ２－ＤＭＡが、ｓｉＲ
ＮＡ送達系における使用に理論的に好ましいｐＫａ値およびＴＢＨ値を有することを示す
。６．４のｐＫａは、ＤＬｉｎ－ＫＣ２－ＤＭＡに基づくＬＮＰが、循環中で限られた表
面電荷を有するが、エンドソーム中で正に荷電するようになることを示す。さらに、ＤＬ
ｉｎ－Ｋ－Ｃ２－ＤＭＡに関するＴＢＨは、ＤＬｉｎＤＭＡに関するＴＢＨより７℃低く
、この脂質が、二重層不安定化能力を改善したことを示唆する。しかし、そのデータは、
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ｐＫａおよびＴＢＨが、ＬＮＰ中に使用した脂質のｉｎ　ｖｉｖｏ活性を完全に説明する
わけではないことを、さらに実証している。例えば、ＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ３－ＤＭＡおよび
ＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ４－ＤＭＡは、同一のｐＫａ値およびＴＢＨ値を有するが、それにもか
かわらず、ＤＬｉｎ－ＫＣ４－ＤＭＡは、ｉｎ　ｖｉｖｏで１／５よりも低い活性である
。さらに、非常によく似たｐＫａ値およびＴＢＨ値を有する、ＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ２－ＤＭ
ＡおよびＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ４－ＤＭＡは、ｉｎ　ｖｉｖｏ活性において３０倍を超える差
を示す。したがって、ｐＫａおよびＴＢＨの生物物理学的パラメーターは、脂質設計の指
針として有用であるが、表１１に提示した結果は、非常によく似たｐＫａ値およびＴＢＨ

値を有するものであっても、リード脂質の変異体を試験する戦略を支持する。
【０３３８】
【表１１】

　上記のように、４０モル％のＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ２－ＤＭＡを含有するＬＮ－ｓｉＲＮＡ
系の効力は、単回ｉ．ｖ．ボーラスとしてマウスに投与された約１００ピコモルのカプセ
ル化ｓｉＲＮＡが、ＦＶＩＩタンパク質の血清中濃度を、注入２４時間以内に５０％ノッ
クダウンするために十分であったほどにわずかであった。
【０３３９】
　この研究において、表面電荷におけるどのような差もカチオン性脂質のｐＫａに帰され
得るように、脂質成分およびｓｉＲＮＡ対脂質の比を、すべての製剤において一定に保っ
た。活性のスクリーニングに使用したｓｉＲＮＡ対脂質比は０．０６ｗｔ／ｗｔであり、
このことは、正電荷が負電荷より過剰であったことを意味する。４０モル％の一塩基性カ
チオン性脂質を含有する製剤の電荷中和は、およそ０．１７ｗｔ／ｗｔの比において起こ
る。その結果、１種のカチオン性脂質が、ｓｉＲＮＡ主鎖上の個々の負電荷とイオン対を
形成すると仮定すれば、その後、およそ３５％の合計カチオン性脂質が、ナノ粒子の内側
でｓｉＲＮＡと結合し、したがって、表面電荷に寄与することはできない。興味深いこと
に、４０／１０／４０／１０製剤において、約０．０８（ｗｔ／ｗｔ）を超えてｓｉＲＮ
Ａ対脂質比が増加すると、ＬＮ－ｓｉＲＮＡ系の効力が低下した（データ非掲載）。同様
の反応が、脂質様（ｌｉｐｉｄｏｉｄ）ナノ粒子を使用する、ｉｎ　ｖｉｖｏで送達され
たｓｉＲＮＡに関して報告されており（Ａ．　Ａｋｉｎｃ，　Ｍ．ら、Ｍｏｌ．　Ｔｈｅ
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ｒ．（２００９年））、遊離のカチオン性脂質（脂質がｓｉＲＮＡと結合していない）お
よび／または注入された合計カチオン性脂質用量の重要性を反映すると思われる。
【０３４０】
　最も特筆すべき観察の１つは、炭化水素鎖の不飽和の程度に活性が依存することであっ
た。ＤＬｉｎＤＭＡおよびＤＬｉｎ－Ｋ－ＤＭＡの両方に関して、二重結合の数が下がる
毎に効力に顕著な低下があった。理論に縛られることを望むものではないが、エンドソー
ム膜に挿入された（活性な）合成カチオン性脂質および内因性アニオン性リン脂質（ホス
ファチジルセリンなど）はイオン対を形成することが提唱されている（Ｈａｆｅｚ，　Ｉ
．　Ｍ．ら、Ｇｅｎｅ　Ｔｈｅｒ．　８巻：１１８８～１１９６頁（２００１年）ならび
にＸｕ，　Ｙ．および　Ｓｚｏｋａ，　Ｆ．　Ｃ、Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　３５巻：
５６１６～５６２３頁（１９９６年））。得られた電荷の中和は、結合した頭部基の断面
積を有効に減少させ、このことは、それらの固有の曲率半径における実質的低下と一致す
る。脂質多形を記載するために用いられた分子形状議論（ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　ｓｈａｐ
ｅ　ａｒｇｕｍｅｎｔ）を適用すると、このことは、カチオン性脂質およびアニオン性脂
質が、それらが単離においてとる円筒状形状から、中性イオン対により形成されるコーン
型形状へ進むことを意味する。円筒状の形状の脂質は二重層構造に適合性であり、一方コ
ーン形状の脂質は二重層構造に適合性ではなく、（Ｃｕｌｌｉｓ，　Ｐ．　Ｒ．ら、Ｃｈ
ｅｍ　Ｐｈｙｓ．　Ｌｉｐｉｄｓ　４０巻：１２７～１４４頁（１９８６年）ならびにＨ
ａｆｅｚ，　Ｉ．　Ｍ．　およびＣｕｌｌｉｓ，　Ｐ．Ｒ．，　Ａｄｖ．　Ｄｒｕｇ　Ｄ
ｅｌｉｖ．　Ｒｅｖ．　４７巻１３９～１４８頁（２００１年））、コーン形状の脂質は
脂質相の反転、例えば、二重層構造を破壊する六方晶ＨＩＩ相を採用することが好ましい
。結論として、エンドソーム膜が溶解し、ｓｉＲＮＡの細胞質への接近が可能になり、細
胞質においてＲＩＳＣに結合してＦＶＩＩ　ｍＲＮＡを切断することができる。
【０３４１】
　本明細書に記載された結果は、上に導入された形状のコンセプトに一致し、ｃｉｓの二
重結合を所与の鎖長に付加することは、末端メチル基によって掃きだされた断面積を増加
させるので、したがってコーン様幾何図形的配置を促進する。アニオン性リン脂質と対合
した場合、非二重層構造をとる傾向もまた、ケタール含有脂質ファミリーが非常に活性で
ある理由の妥当な論理的根拠である。両方の炭化水素鎖は、１個の炭素を介してケタール
環リンカーに結合し、その四面体結合角は、都合のよいコーン形状から離れて鎖を広げる
傾向があると思われる。
【０３４２】
　（実施例１７）
　ＤＬＩＮ－Ｋ－Ｃ２－ＤＭＡのＳＮＡＬＰ製剤の効力および認容性
　ＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ２－ＤＭＡを含む核酸脂質粒子の効力（ｅｆｆｉｃａｃｙ）および認
容性を、ｓｉＲＮＡのｉｎ　ｖｉｖｏ送達のために製剤化された、ＫＣ２－ＳＮＡＬＰと
呼ばれる核酸－脂質粒子に関連してさらに検証した。これらの粒子は、実施例１６に記載
されたＰＦＶ－調製核酸－脂質粒子とは異なる比率の脂質を含む。
【０３４３】
　ｓｉＲＮＡを、Ｊｅｆｆｓらにより記載された、調節された段階希釈方法のプロセスを
使用して、ＳＮＡＬＰ中にカプセル化した（Ｐｈａｒｍ　Ｒｅｓ　２２巻：３６２～３７
２頁（２００５年））。ＫＣ２－ＳＮＡＬＰの脂質構成成分は、ＤＬｉｎ－ＫＣ２－ＤＭ
Ａ（カチオン性脂質）、ジパルミトイルホスファチジルコリン（ＤＰＰＣ；Ａｖａｎｔｉ
　Ｐｏｌａｒ　Ｌｉｐｉｄｓ、Ａｌａｂａｓｔｅｒ、ＡＬ）、合成コレステロール（Ｓｉ
ｇｍａ、Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ、ＭＯ）およびＰＥＧ－Ｃ－ＤＭＡであり、それぞれ５７．１
：７．１：３４．３：１．４のモル比で使用した。負荷された粒子の形成後、ＳＮＡＬＰ
をＰＢＳに対して透析し、使用前に０．２μｍのフィルターを通して濾過滅菌した。平均
粒径は、７５～８５ｎｍであり、９０～９５％のｓｉＲＮＡを脂質粒子内にカプセル化し
た。ｉｎ　ｖｉｖｏ試験のために使用した製剤中の最終的な脂質対ｓｉＲＮＡ比は、およ
そ６．５：１（ｗｔ：ｗｔ）であった。
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【０３４４】
　ＫＣ２－ＳＮＡＬＰ製剤は、マウスＦＶＩＩモデルにおいて、実施例１６に記載のＤＬ
ｉｎ－Ｋ－Ｃ２－ＤＭＡ製剤と比較して著しい効力（ｐｏｔｅｎｃｙ）の改善を示した。
測定したＥＤ５０は、実施例１６に記載されたＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ２－ＤＭＡ核酸－脂質製
剤に関する約０．１ｍｇ／ｋｇから、ＫＣ２－ＳＮＡＬＰ製剤に関する約０．０２ｍｇ／
ｋｇまで低下した（図８Ａ）。ＫＣ２－ＳＮＡＬＰが、ラットにおいても同様の効力を示
すことがさらに見出された（データ非掲載）。
【０３４５】
　効力に加えて、認容性は、ヒトの使用のための適切な核酸－脂質粒子送達系の別の重要
な属性であり、それ故、ＫＣ２－ＳＮＡＬＰの単回投与の認容性をラットにおいて研究し
た。有効な用量レベルに近い用量が、非常に認容性良好である（データ非掲載）ことを見
出し、したがって、単回用量漸増（ｓｉｎｇｌｅ－ｄｏｓｅ　ｅｓｃａｌａｔｉｏｎ）研
究を、その製剤の観察されたＥＤ５０より約５０倍高い用量（１ｍｇ／ｋｇ）から開始し
て実施した。標的のサイレンシングから得られる任意の毒性または薬理学的効果が存在し
ない下で製剤の毒性を理解するために、これらの実験を、実施例１６に記載されたルシフ
ェラーゼに対して向けられた非標的化対照ｓｉＲＮＡ配列を使用して実施した。臨床的兆
候を毎日観察し、体重、血清化学および血液学的パラメーターを投与後７２時間に測定し
た。表１２に示すように、ＫＣ２－ＳＮＡＬＰは、試験した（観察されたＥＤ５０用量と
比較して）高用量レベルにおいて非常に認容性良好であり、主要な血清化学または血液学
的パラメーターにおいて用量依存性の臨床的に有意な変化はなかった。
【０３４６】

【表１２】

　（実施例１８）
　霊長類におけるＫＣ２－ＳＮＡＬＰのＩＮ　ＶＩＶＯの効力および認容性
　実施例１７に記載された研究において、げっ歯類において観察された有望な活性および
安全性プロファイルを考慮して、非ヒト霊長類において研究を実施し、高等種においてＤ
Ｌｉｎ－ＫＣ２－ＤＭＡ活性の換算を調査した。これらの研究のために、高度治療被験体
の肝臓遺伝子であるトランスサイレチン（ＴＴＲ）を標的とした。
【０３４７】
　カニクイザルを、ｓｉＲＮＡ用量が０．０３、０．１、０．３および１ｍｇ／ｋｇで、
ＫＣ２－ＳＮＡＬＰ－製剤化ｓｉＴＴＲの単回の１５分静脈内注入により処置した。対照
動物には、ＰＢＳまたはＫＣ２－ＳＮＡＬＰ製剤化ＡｐｏＢ　ｓｉＲＮＡ１ｍｇ／ｋｇの
用量の単回の１５分静脈内注入で与えた。すべてのｓｉＲＮＡは、Ａｌｎｙｌａｍにより
合成され、エレクトロスプレー質量分析およびアニオン交換ＨＰＬＣにより特徴付けた。
ＦＶＩＩ、ＡｐｏＢおよび対照のｓｉＲＮＡのセンスおよびアンチセンス鎖に関する配列
が報告されている（Ａｋｉｎｃ，　Ａ．ら、Ｎａｔ．　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌ　２６巻：
５６１～５６９頁（２００８年））。ＴＴＲ　ｓｉＲＮＡのセンスおよびアンチセンス鎖
に関する配列は以下の通りであった：
【０３４８】
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【化４０】

　２’－Ｏ－Ｍｅ改変ヌクレオチドは小文字で示す。ｓｉＲＮＡは、等モル量の相補性セ
ンスおよびアンチセンス鎖をアニーリングすることによって作製した。
【０３４９】
　組織を投与後４８時間で回収し、ＴＴＲの肝臓ｍＲＮＡレベルを決定した。見かけのＥ
Ｄ５０の約０．３ｍｇ／ｋｇにより明らかな用量反応が得られた（図８Ｂ）。毒物学的分
析は、試験した用量レベルにおいてこの処置が認容性良好であることを示し、処置に関連
する変化は動物の外観または挙動に現れなかった。用量依存性の、主要な臨床化学または
血液学的パラメーターにおいて臨床的に有意な変化は観察されなかった（表１３）。
【０３５０】

【表１３】

　要約すれば、合理的設計の取り組みは、ＲＮＡｉ治療薬を送達する次世代のＬＮＰ系に
使用するための新規な脂質の発見のために採用された。この取り組みを使用して、イオン
化可能なカチオン性脂質の重要な構造－活性の考察を記載し、ＤＬｉｎＤＭＡ構造に基づ
く複数の脂質を設計し特徴付けた。最も実績のよかった（ｂｅｓｔ　ｐｅｒｆｏｒｍｉｎ
ｇ）脂質（ＤＬｉｎ－Ｋ－Ｃ２－ＤＭＡ）のＳＮＡＬＰ製剤はげっ歯類および非ヒト霊長
類の両方において認容性良好であり、げっ歯類において０．０１ｍｇ／ｋｇ程度の低いｓ
ｉＲＮＡ用量におけるｉｎ　ｖｉｖｏ活性および非ヒト霊長類における治療的に重要な遺
伝子（ＴＴＲ）のサイレンシングを示した。注目すべきことに、そのＴＴＲのサイレンシ
ングは、この作業（ＥＤ５０約０．３ｍｇ／ｋｇ）において達成され、非ヒト霊長類にお
けるＬＮＰ－ｓｉＲＮＡ仲介サイレンシングの先の報告と比較して、活性の顕著な改善を
表している。本発明者らの知る限りでは、この研究において観察された効力は、今日まで
に非ヒト霊長類において、ＲＮＡｉ治療薬に関して観察された効力の中で最も高いレベル
を表しており、ＲＮＡｉおよび送達技術の両方においてなされた、かなりの進歩を強調し
ている。
【０３５１】
　上記の様々な実施形態を組み合わせ、さらなる実施形態を提供することができる。本明
細書において参照した、および／または出願データシートに載せた、米国特許、米国特許
出願公開、米国特許出願、外国特許、外国特許出願および非特許刊行物はすべて、それら
の全体を参照により本発明に組み込む。様々な特許、出願および刊行物のコンセプトを採
用し、さらなる実施形態を提供することが必要な場合、本実施形態の態様は改良してもよ
い。
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【０３５２】
　これらおよび他の変更は、上記の詳細な説明を考慮して本実施形態に対して実施可能で
ある。一般に、下記の特許請求の範囲において、使用した用語は、本特許請求の範囲を、
本明細書および本特許請求の範囲で開示した特定の実施形態に限定するものと解釈するべ
きではなく、権利を与えられるこのような特許請求の範囲の同等物の全範囲に加えて、実
施形態のすべての可能性を含むと解釈するべきである。したがって、本特許請求の範囲は
、本開示により限定されない。

【図１】 【図２】
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