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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
式Ｉ：
【化１】

（式中、
　Ｒ１及びＲ２は独立して、水素原子、アルキル基及びＣ（Ｏ）Ｒ３からなる群から選択
され、
　Ｒ１およびＲ２の少なくとも１つはＣ（Ｏ）Ｒ３であり、
　Ｒ３は、７、８若しくは９個の炭素原子を有するアルキル基であり、
　ｎは２～５の整数である）
の化合物、及び、結合剤を含み、
　前記結合剤はフィルム形成ポリマーを含み、
　前記結合剤は水、アルコール、グリセロール及びこれらの組み合わせからなる群から選
ばれる溶液に溶解できる、
フィルム形成歯科用組成物。
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【請求項２】
　Ｒ１は、メチル、エチル、１－プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、ｓ－ブ
チル、ペンチル、イソペンチル及びネオペンチルからなる群から選択されるアルキル基を
含み、
　Ｒ２はＣ（Ｏ）Ｒ３を含む、
　請求項１に記載の歯科用組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（発明の分野）
　本開示は、歯科用組成物、より具体的には、被験体の口腔内におけるバイオフィルムの
形成を阻害する歯科用組成物及び方法に関する。
【０００２】
　（関連出願の相互参照）
　本出願は、２００７年７月２５日に出願された、米国仮特許出願第６０／９５１，７６
１号に対する優先権を主張し、その全体の開示は参考として本明細書に組み込まれる。
【背景技術】
【０００３】
　ストレプトコッカス・ミュータンス（Streptococcus mutans）のような細菌を含む場合
がある、歯垢は、口腔内における表面上に生じるバイオフィルムを含む。歯垢は、齲蝕、
歯肉炎及び歯周病に少なくとも部分的に関与する。歯垢中の細菌は、口内で炭水化物（例
えば、単糖）を代謝し、歯のエナメル質を腐食することができる酸を生成する。それによ
り露出した象牙質は、次いで、細菌によりコロニー形成される場合がある。歯垢は、歯石
又は結石の付着のための基材として機能する場合がある。結石の増加は、歯肉炎及び最終
的には歯周病を導く場合がある。歯から歯垢を除去するために現在利用可能な方法は、例
えばデンタルフロス又は歯ブラシによる機械的除去である。歯ブラシは、歯の露出面から
歯垢を除去するのを助けることができ、デンタルフロスは、例えば隣接歯間及び歯肉縁下
表面から歯垢を除去するのを助けることができる。デンタルフロス及び歯ブラシの適切か
つ恒常的な使用は、歯垢を機械的に除去又は低減することができ、齲蝕、歯肉炎及び歯周
病の発生を低減することができる。歯垢、齲蝕、歯肉炎及び歯周病の制御及び治療を助け
るために、特定の抗微生物製剤が利用可能である（例えば洗口剤、うがい薬、及び練り歯
磨きの形態で）。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述のように、デンタルフロス及び歯ブラシの適切かつ恒常的な使用は、歯垢及び齲蝕
の発生を低減することができる。しかしながら、デンタルフロス及び歯ブラシは、常に適
切かつ恒常的に使用される訳ではない。更に、歯垢のようなバイオフィルムマトリックス
は、抗微生物化合物の保護作用から細菌を分離する一因となる場合があり、したがって、
洗口剤、うがい薬及び練り歯磨きのような抗微生物製剤の機能を妨害する場合がある。結
果として、歯垢を除去するよりも、歯垢を制御又は予防する代替方法が望ましい。したが
って、特に口腔内におけるバイオフィルムの形成を阻害するための組成物及び方法に対す
る必要性が存在することが認識される。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　１つの態様では、本発明は、式Ｉ：
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【化１】

　（式中、Ｒ１及びＲ２は、独立して、水素原子、アルキル基、Ｃ（Ｏ）Ｒ３、及びＳＯ

２Ｒ４から選択され、Ｒ３及びＲ４は、独立して、アルキル基、アリール基、及びアラル
キル基から選択され、ｎは２～５の整数である）の化合物又はその薬剤として許容される
塩を含む歯科用組成物を提供する。いくつかの実施形態では、薬剤として許容される塩は
、非置換又は置換トロポロンを含まない。いくつかの実施形態では、Ｒ１及びＲ２は、そ
れぞれ、水素原子を含む、又は、独立して、水素原子とアルキル基とから選択される。特
定の実施形態では、Ｒ１又はＲ２は、独立して、約１～約１０個の炭素原子を有するアル
キル基を含む。他の実施形態では、Ｒ１は水素原子を含み、Ｒ２はＣ（Ｏ）Ｒ３又はＳＯ

２Ｒ４を含む。典型的には、Ｒ３は、約１～約２６個の炭素原子、より典型的には、約６
～約１６個の炭素原子を有するアルキル基を含む。
【０００６】
　本発明の歯科用組成物は、無機アニオン、有機アニオン及びこれらの組み合わせから選
択される少なくとも１種の対イオンを有する薬剤として許容される塩を含んでよい。特定
の実施形態では、対イオンは、フッ化物、塩化物、臭化物、ヨウ化物、硫酸塩、テトラア
リールホウ酸塩、テトラフルオロホウ酸塩、炭酸塩、リン酸塩、酢酸塩、安息香酸塩、フ
マル酸塩、マレイン酸塩、酒石酸塩、アスコルビン酸塩、ベンゼンスルホン酸塩、トルエ
ンスルホン酸塩、クエン酸塩、及びこれらの組み合わせから選択される。
【０００７】
　歯科用組成物は更に結合剤を含んでもよい。結合剤は、少なくとも１種の付加ポリマー
、少なくとも１種の縮合ポリマー、又は少なくとも１種の付加ポリマー及び少なくとも１
種の縮合ポリマーを含んでよい。いくつかの実施形態では、結合剤はフィルム形成ポリマ
ーを含む。ポリマーは、アクリルポリマー、ビニルポリマー、エポキシポリマー、ポリ尿
素、ポリエステル、ポリ無水物、ポリシロキサン、ポリウレタン及び／又はこれらの組み
合わせからなる群から選択することができる。典型的には、ポリマーはアクリルポリマー
を含む。
【０００８】
　本発明の特定の実施では、歯科用組成物は更に、エタノールのような薬剤として許容さ
れる担体を含んでよい。歯科用組成物は、着香剤、着色剤又は両方を含んでよい。
【０００９】
　歯科用組成物は、治療用歯科用組成物であってよい。歯科用組成物は、バイオフィルム
阻害組成物である、すなわち、バイオフィルムの形成を阻害するのに有用である。組成物
は、歯垢の形成阻害、より具体的には、被験体の口腔内における歯垢の形成阻害に特に有
用である。歯科用組成物は、溶液、分散液、懸濁液、エマルション、固体、ペースト、泡
、又はゲルの形態であってよい。
【００１０】
　別の態様では、本発明は、被験体の口腔の表面上におけるバイオフィルムの形成を阻害
する方法であって、（１）式Ｉの化合物又はその薬剤として許容される塩を含む組成物を
提供する工程と、（２）組成物を被験体の口腔内における表面に適用する工程と、を含む
方法を提供する。典型的には、被験体はヒトである。被験体は、非ヒト動物又は哺乳類で
あってもよい。適用工程は、浸漬、挿入、すすぎ、噴霧、ブラッシング、塗布又はこれら
の組み合わせを含んでよい。方法は、いくつかの実施形態では、組成物を口腔内における
硬質表面（例えば、歯）に適用することを含んでよい。
【００１１】
　更に別の態様では、本発明は、（１）式Ｉの化合物又はその薬剤として許容される塩を
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含む組成物と、（２）アプリケータとを含むキットを提供する。アプリケータは、容器、
噴霧器、ブラシ、スワブ、トレー又はこれらの組み合わせであってよい。
【００１２】
　この「課題を解決するための手段」は、本発明のそれぞれの及び全ての実施形態又は実
施を記載することを意図するものではない。本発明の更なる実施形態、特徴及び利点は、
本発明の実施形態についての以下の「発明を実施するための形態」及び「特許請求の範囲
」から明らかになるであろう。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本出願のいくつかの箇所で、実施例の一覧として説明を提供するが、実施例は各種組み
合わせにて使用することが可能である。いずれの場合にも、記載した一覧は、代表的な群
としてのみ役立つものであり、排他的な一覧として解釈されるべきではない。
【００１４】
　本明細書で使用するとき、
　用語「含む」及びこの変形は、これらの用語が現れる説明及び請求項を制限する意図を
持たない。
　端点による数の範囲の列挙にはいずれも、その範囲内に包含される全ての数が含まれる
（例えば、１～５は、１、１．５、２、２．７５、３、３．８０、４、５などを含む）。
　用語「ａ」、「ａｎ」、「ｔｈｅ」、「少なくとも１つの」及び「１つ又はそれ以上の
」は本明細書では交換可能に使用される。したがって、例えば、「１つの（ａ）」式Ｉの
化合物を含む組成物は、「１つ又はそれ以上の」式Ｉの化合物を含む組成物を意味すると
解釈することができる。
　用語「歯科用組成物」は、被験体の口腔内において使用するための組成物を指す。
　用語「結合剤」は、ポリマー性又はオリゴマー性結合剤化合物を指す。
　用語「フィルム形成」は、化合物、結合剤、ポリマー又は組成物が、実質的に溶媒又は
担体を含まないとき、実質的に連続フィルムの形態である、化合物、結合剤、ポリマー又
は組成物の特性を指す。
　用語「治療用」は、疾患又は症状を予防、寛解、治療、改善又は治癒することを指す。
　用語「バイオフィルム」は、細菌を含むマトリックスを指す。
　用語「バイオフィルム阻害」は、バイオフィルムの形成又は成長を制限することを指す
。
　用語「アクリルポリマー」は、アクリル酸若しくはメタクリル酸の少なくとも１種のエ
ステルの重合又は共重合により形成されるポリマーを指す。
　用語「硬質表面」は、骨、歯のエナメル質、象牙質及び歯科修復物のような、硬質材料
を含む口腔内における表面を指す。
　用語「歯科修復物」は、充填物、インレー、アンレー、ベニヤ、一時的又は永続的クラ
ウン若しくはブリッジ、インプラント、又はブラケット若しくはアーチワイヤのような歯
列矯正装置を指す。
【００１５】
　１つの態様では、本発明の歯科用組成物は、式Ｉ：
【化２】

　（式中、Ｒ１及びＲ２は、独立して、水素原子、アルキル基、Ｃ（Ｏ）Ｒ３、及びＳＯ

２Ｒ４からなる群から選択され；Ｒ３及びＲ４は、独立して、アルキル基、アリール基、
及びアラルキル基からなる群から選択され；ｎは約２～約５の整数である）の化合物又は
その薬剤として許容される塩を含む。
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【００１６】
　基Ｒ１及びＲ２は、独立して、水素原子、アルキル基、Ｃ（Ｏ）Ｒ３、及びＳＯ２Ｒ４

からなる群から選択される。Ｒ１及びＲ２のそれぞれは、水素原子であってよく、Ｒ１及
びＲ２のそれぞれは、アルキル基であってよく、Ｒ１及びＲ２のそれぞれは、Ｃ（Ｏ）Ｒ
３であってよく、又はＲ１及びＲ２のそれぞれは、ＳＯ２Ｒ４であってよい。いくつかの
実施形態では、Ｒ１は水素原子であってよく、Ｒ２はアルキル基、Ｃ（Ｏ）Ｒ３又はＳＯ
２Ｒ４であってよい。他の実施形態では、Ｒ１は、アルキル基であってよく、Ｒ２は、Ｃ
（Ｏ）Ｒ３又はＳＯ２Ｒ４であってよい。更に他の実施形態では、Ｒ１は、Ｃ（Ｏ）Ｒ３

であってよく、Ｒ２は、ＳＯ２Ｒ４であってよい。Ｒ１及びＲ２のいずれか又は両方がア
ルキル基であるとき、アルキル基は約１個の炭素原子、約１個を超える炭素原子、約２個
を超える炭素原子、約４個を超える炭素原子、約６個を超える炭素原子、約８個を超える
炭素原子、約１０個を超える炭素原子、約１２個を超える炭素原子、約１４個を超える炭
素原子、約１６個を超える炭素原子、又は約１８個を超える炭素原子を含んでよい。いく
つかの実施形態では、アルキル基は、約３０個未満の炭素原子、約２６個未満の炭素原子
、又は約２０個未満の炭素原子を含む。いくつかの実施形態では、アルキル基は直鎖アル
キル基を含む。他の実施形態では、アルキル基は分岐鎖アルキル基を含む。更に他の実施
形態では、アルキル基は環状アルキル基を含む。Ｒ１及びＲ２のそれぞれが、アルキル基
を含むとき、Ｒ１及びＲ２は同じアルキル基を含んでよく、又はＲ１及びＲ２は異なるア
ルキル基を含んでもよい。アルキル基の非限定的な例としては、メチル、エチル、１－プ
ロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、ｓ－ブチル、ペンチル、イソペンチル、ネ
オペンチル、ヘキシル、２－エチルヘキシル、オクチル、デシル、ウンデシル、ドデシル
、テトラデシル、ペンタデシル、オクタデシル、シクロヘキシル、４－メチルシクロヘキ
シル、シクロヘキシルメチル、シクロペニル、及びシクロオクチルが挙げられる。
【００１７】
　基Ｒ３及びＲ４は、独立して、アルキル基、アリール基、及びアラルキル基からなる群
から選択される。Ｒ３又はＲ４のいずれか又は両方がアルキル基であるとき、アルキル基
は、約１個の炭素原子、約１個を超える炭素原子、約２個を超える炭素原子、約４個を超
える炭素原子、約６個を超える炭素原子、約８個を超える炭素原子、約１０個を超える炭
素原子、約１２個を超える炭素原子、約１４個を超える炭素原子、約１６個を超える炭素
原子、又は約１８個を超える炭素原子を含むことができる。いくつかの実施形態では、ア
ルキル基は、約３０個未満の炭素原子、約２６個未満の炭素原子、又は約２０個未満の炭
素原子を含む。いくつかの実施形態では、アルキル基は直鎖アルキル基を含む。他の実施
形態では、アルキル基は分岐鎖アルキル基を含む。更に他の実施形態では、アルキル基は
環状アルキル基を含む。式Ｉの化合物又はその薬剤として許容される塩では、Ｒ３及びＲ
４基の両方が存在するとき、かつＲ３及びＲ４のそれぞれがアルキル基を含むとき、Ｒ３

及びＲ４は同じアルキル基を含んでよく、又はＲ３及びＲ４は異なるアルキル基を含んで
もよい。アルキル基の非限定的な例としては、メチル、エチル、１－プロピル、イソプロ
ピル、ブチル、イソブチル、ｓ－ブチル、ペンチル、イソペンチル、ネオペンチル、ヘキ
シル、２－エチルヘキシル、オクチル、デシル、ウンデシル、ドデシル、テトラデシル、
ペンタデシル、オクタデシル、シクロヘキシル、４－メチルシクロヘキシル、シクロヘキ
シルメチル、シクロペニル、及びシクロオクチルが挙げられる。
【００１８】
　Ｒ３又はＲ４のいずれか又は両方がアリール基であるとき、アリール基は１個のアレー
ン環又は１個を超えるアレーン環を含んでよい。アレーン環は、６個以下の炭素原子、８
個以下の炭素原子、１０個以下の炭素原子、１２個以下の炭素原子、１４個以下の炭素原
子、１６個以下の炭素原子、又は１８個以下の炭素原子を含んでよい。アレーン環は、ヘ
テロ原子、例えば、窒素、酸素又は硫黄を含んでよい。１個を超えるアレーン環が存在す
るとき、アレーン環はともに融合することができ、又は化学結合により結合することがで
きる。式Ｉの化合物又はその薬剤として許容される塩では、Ｒ３及びＲ４基の両方が存在
するとき、かつＲ３及びＲ４のそれぞれがアリール基を含むとき、Ｒ３及びＲ４は同じア
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リール基を含んでもよく、又はＲ３及びＲ４は異なるアリール基を含んでもよい。アリー
ル基の非限定的な例としては、置換及び非置換フェニル、１－ナフチル、２－ナフチル、
９－アントラセニルが挙げられる。
【００１９】
　Ｒ３又はＲ４のいずれか又は両方がアラルキル基であるとき、アラルキル基は１個のア
レーン環又は１個を超えるアレーン環を含んでよい。アラルキル基は、６個以下の炭素原
子、８個以下の炭素原子、１０個以下の炭素原子、１２個以下の炭素原子、１４個以下の
炭素原子、１６個以下の炭素原子、１８個以下の炭素原子、又は２０個以下の炭素原子を
含んでよい。１個を超えるアレーン環がアラルキル基中に存在するとき、アレーン環はと
もに融合することができ、又は化学結合により結合することができる。アレーン環は、ヘ
テロ原子、例えば、窒素、酸素又は硫黄を含んでよい。式Ｉの化合物又はその薬剤として
許容される塩では、Ｒ３及びＲ４基の両方が存在するとき、かつＲ３及びＲ４のそれぞれ
がアラルキル基を含むとき、Ｒ３及びＲ４は同じアラルキル基を含んでよく、又はＲ３及
びＲ４は異なるアラルキル基を含んでもよい。アラルキル基の非限定的な例としては、ベ
ンジル、１－フェニルエチル、２－フェニルエチル、３－フェニルプロピル、２－ナフチ
ルエチル及び９－アントラセニルメチルが挙げられる。
【００２０】
　式Ｉでは、ｎは約２～約５の整数である。いくつかの実施形態では、歯科用組成物は、
式Ｉの化合物又はその薬剤として許容される塩を含み、式中ｎは約５、約４、約３又は約
２の値を有する整数である。いくつかの実施形態では、ｎは、５、４、３又は２の値を有
する整数である。歯科用組成物は、１種を超える式Ｉの化合物又はその薬剤として許容さ
れる塩を含んでよく、化合物は異なる整数値のｎを有する式Ｉにより表すことができるこ
とが理解される。これらの実施形態では、組成物のｎの平均値は、整数でなくともよい。
【００２１】
　薬剤として許容される塩としては、アンモニウム塩が挙げられる。いくつかの実施形態
では、本発明の歯科用組成物は、アンモニウム塩を含む。アンモニウム塩は、酸とアミン
との反応生成物として、又は、アミンと、例えばヨードメタン、ブロモエタン、若しくは
ベンジルブロミドのようなアルキル化剤との反応生成物として表すことができる。アンモ
ニウム塩としては、プロトン化アミン化合物、例えば、ＮＲ１Ｒ２基（式中、Ｒ１及びＲ
２は、独立して、水素原子とアルキル基とからなる群から選択される）が、無機酸又は有
機酸でプロトン化されている、式Ｉの化合物が挙げられる。アンモニウム塩としては、ア
ルキル化アミン化合物、例えば、ＮＲ１Ｒ２基（式中、Ｒ１及びＲ２は、独立して、水素
原子とアルキル基とからなる群から選択される）が、アルキル化剤でアルキル化されてい
る、式Ｉの化合物が挙げられる。
【００２２】
　アンモニウム塩は、無機アニオン、有機アニオン、又はアニオンの組み合わせであって
よい、少なくとも１つの対イオンを含む。アニオンの組み合わせとしては、１種を超える
無機アニオンの組み合わせ、１種を超える有機アニオンの組み合わせ、又は無機イオンと
有機アニオンとの組み合わせが挙げられる。無機イオンとしては、例えば、ハロゲン化物
（フッ化物、塩化物、臭化物及びヨウ化物）、硝酸塩、硫酸塩、テトラフルオロホウ酸塩
、及びテトラ（アリール）ホウ酸塩が挙げられる。テトラ（アリール）ホウ酸塩としては
、式Ｚ４Ｂ－（式中、Ｚは芳香族基、例えば置換又は非置換フェニル基である）を有する
化合物が挙げられる。テトラ（アリール）ホウ酸塩の例としては、テトラフェニルホウ酸
塩、テトラキス（４－メチルフェニル）ホウ酸塩、テトラキス（２－メチルフェニル）ホ
ウ酸塩、テトラキス（１，３，５－トリメチルフェニル）ホウ酸塩、テトラキス（ペンタ
フルオロフェニル）ホウ酸塩、及びテトラキス（４－トリフルオロメチルフェニル）ホウ
酸塩が挙げられるが、これらに限定されない。有機アニオンとしては、例えば、アルカノ
エート（例えば、酢酸塩、プロピオン酸塩及びブタノエート）、安息香酸塩、フマル酸塩
、マレイン酸塩、酒石酸塩、アスコルビン酸塩、ベンゼンスルホン酸塩、トルエンスルホ
ン酸塩及びクエン酸塩が挙げられる。いくつかの実施形態では、薬剤として許容される塩
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は、非置換又は置換トロポロンを含まない。
【００２３】
　特定の実施では、アンモニウム塩は、式Ｉ（式中、Ｒ１及びＲ２は、独立して、水素原
子とアルキル基とからなる群から選択される）の化合物を、無機酸、有機酸又は無機酸と
有機酸との組み合わせでプロトン化することにより形成できる。別の実施形態では、アン
モニウム塩は、式Ｉ（式中、Ｒ１及びＲ２は、独立して、水素原子とアルキル基とからな
る群から選択される）の化合物を、アルキル化剤でアルキル化することにより形成できる
。更に別の実施形態では、アンモニウム塩は、イオン交換又は予め形成されたアンモニウ
ム塩とのメタセシス反応により形成できる。
【００２４】
　いくつかの実施形態では、Ｒ１及びＲ２はそれぞれ水素原子である。いくつかの実施形
態では、薬剤として許容される塩はハロゲン化アンモニウムを含む。特定の実施形態では
、歯科用組成物は、式ＩＩの化合物又はその薬剤として許容される塩を含む。いくつかの
実施形態では、塩はハロゲン化アンモニウムを含む。具体的な実施形態では、ハロゲン化
アンモニウムは塩化アンモニウムを含む。
【化３】

 
【００２５】
　いくつかの実施形態では、Ｒ１はアルキル基を含み、Ｒ２はＣ（Ｏ）Ｒ３（式中、Ｒ３

はアルキル基を含む）である。特定の実施形態では、Ｒ１は、約１～約４個の炭素原子を
有するアルキル基を含み、Ｒ３は約４～約１６個の炭素原子を有するアルキル基を含む。
いくつかの実施形態では、Ｒ１はメチル基を含み、Ｒ３は７、８又は９個の炭素原子を有
するアルキル基を含む。いくつかの実施形態では、歯科用組成物は、式ＩＩＩ、式ＩＶ又
は式Ｖの化合物を含む。
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【化４】

 
【００２６】
　いくつかの実施形態では、Ｒ１は水素原子であり、Ｒ２はアルキル基を含む。いくつか
の実施形態では、薬剤として許容される塩はハロゲン化アンモニウムを含む。いくつかの
実施形態では、アルキル基は約１～約８個の炭素原子を含む。特定の実施形態では、歯科
用組成物は、式ＶＩの化合物又はその薬剤として許容される塩を含む。塩はハロゲン化ア
ンモニウムを含んでよい。いくつかの実施形態では、ハロゲン化アンモニウムは塩化アン
モニウムを含む。特定の実施形態では、歯科用組成物は、式ＶＩＩの化合物又はその薬剤
として許容される塩を含む。塩はハロゲン化アンモニウムを含んでよい。いくつかの実施
形態では、ハロゲン化アンモニウムは塩化アンモニウムを含む。いくつかの実施形態では
、Ｒ１及びＲ２は、独立して、約１～約８個の炭素原子を有するアルキル基を含む。特定
の実施形態では、歯科用組成物は、式ＶＩＩＩの化合物又はその薬剤として許容される塩
を含む。塩はハロゲン化アンモニウムを含んでよい。いくつかの実施形態では、ハロゲン
化アンモニウムは塩化アンモニウムを含む。
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【化５】

 
【００２７】
　式Ｉ～ＶＩＩＩの化合物はキラル炭素原子を含むことが認識される。簡単にするために
、式Ｉ～ＶＩＩＩでは、キラル炭素原子のそれぞれに関する立体化学形状は特定されない
。式Ｉ～ＶＩＩＩは、本明細書及び特許請求の範囲で用いられるとき、任意の可能な立体
化学的形状を有する化合物のそれぞれを表すことを意図する。いくつかの実施形態では、
式ＩＩ～ＶＩＩＩの化合物は、アミノ糖アルコール及びそれぞれ慣用名Ｄ－グルカミン、
Ｎ－メチル－Ｎ－オクタノイル－Ｄ－グルカミン、Ｎ－メチル－Ｎ－ノナノイル－Ｄ－グ
ルカミン、Ｎ－メチル－Ｎ－デカノイル－Ｄ－グルカミン、Ｎ－メチル－Ｄ－グルカミン
、Ｎ－オクチル－Ｄ－グルカミン及びＮ－メチル－Ｎ－オクチル－Ｄ－グルカミンを有す
る誘導体である。
【００２８】
　歯科用組成物は、バイオフィルムの形成を阻害するのに十分な量の、式Ｉの化合物又は
その薬剤として許容される塩を含んでよい。いくつかの実施形態では、歯科用組成物は、
被験体の口腔内におけるバイオフィルムの形成を阻害するのに十分な量の式Ｉの化合物を
含んでよい。いくつかの実施形態では、歯科用組成物は、被験体の口腔内における硬質表
面上のバイオフィルムの形成を阻害するのに十分な量の式Ｉの化合物を含んでよい。いく
つかの実施形態では、硬質表面は歯を含んでよい。いくつかの実施形態では、歯科用組成
物は、歯科修復物上のバイオフィルムの形成を阻害するのに十分な量の式Ｉの化合物を含
んでよい。歯科用組成物は、化合物、任意の結合剤、及び担体又は着香剤若しくは着色剤
のような添加剤のような任意の成分の合計重量に基づいて、最大約４０重量パーセント、
最大約３０重量パーセント、最大約２０重量パーセント、最大約１６重量パーセント、最
大約１２重量パーセント、最大約１０重量パーセント、最大約６重量パーセント、最大約
４重量パーセント、最大約２重量パーセント、又は最大約１重量パーセントの式Ｉの化合
物を含有してよい。歯科用組成物は、化合物、任意の結合剤、及び担体又は着香剤若しく
は着色剤のような添加剤のような任意の成分の合計重量に基づいて、約１０重量パーセン
ト未満、約５重量パーセント未満、約２重量パーセント未満、約１重量パーセント未満、
約０．６重量パーセント未満、約０．４重量パーセント未満、約０．２重量パーセント未
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満、又は約０．１重量パーセント未満の式Ｉの化合物を含んでよい。
【００２９】
　いくつかの実施形態では、歯科用組成物は、最大約０．５モル、最大約０．３モル、最
大約０．１５モル、最大約０．１モル、最大約０．０５モル、最大約０．０３モル、最大
約０．０２モル、又は最大約０．０１モルの濃度の、式Ｉの化合物又はその薬剤として許
容される塩を含んでよい。特定の実施形態では、歯科用組成物は、結合剤中又は薬剤とし
て許容される担体中に、最大で、化合物又はその薬剤として許容される塩のおよそ溶解限
度である濃度の、式Ｉの化合物又はその薬剤として許容される塩を含んでよい。他の実施
形態では、歯科用組成物は、結合剤中又は薬剤として許容される担体中に、化合物又はそ
の薬剤として許容される塩のおよそ溶解限度を超える濃度の、式Ｉの化合物又はその薬剤
として許容される塩を含んでよい。
【００３０】
　いくつかの実施形態では、歯科用組成物は、例えば水、培養ブロス又は唾液のような培
地中に、最大で、化合物又はその薬剤として許容される塩のおよそ溶解限度である濃度の
、式Ｉの化合物又はその薬剤として許容される塩を提供できる。特定の実施形態では、歯
科用組成物は、例えば水、培養ブロス又は唾液のような培地中に、化合物又はその薬剤と
して許容される塩のおよそ溶解限度未満である濃度の、式Ｉの化合物又はその薬剤として
許容される塩を提供できる。異なる培地では溶解限度が異なる場合があると認識される。
本明細書で使用するとき、用語、化合物又はその薬剤として許容される塩の「濃度を提供
する」とは、例えば水、培養ブロス又は唾液のような培地に、ある量の化合物若しくはそ
の塩を放出して又は移動させて、培地中のある濃度の化合物又はその塩を得る、歯科用組
成物の特性を指す。いくつかの実施形態では、歯科用組成物は、培地中、最大約０．５モ
ル、最大約０．３モル、最大約０．１５モル、最大約０．１モル、最大約０．０５モル、
最大約０．０３モル、最大約０．０２モル、最大約０．０１モル、最大約０．００５モル
、最大約０．００２モル、又は最大約０．００１モルの濃度の、式Ｉの化合物又はその薬
剤として許容される塩を提供してよい。特定の実施形態では、歯科用組成物は、培地中に
、最大で、化合物又はその薬剤として許容される塩のおよそ溶解限度である濃度の、式Ｉ
の化合物又はその薬剤として許容される塩を提供できる。
【００３１】
　歯科用組成物は、口腔内におけるバイオフィルム形成を阻害するのに十分な時間、口腔
内における表面に接触してよい。時間は、最大約１秒、最大約５秒、最大約１０秒、最大
約３０秒、最大約１分、最大約２分、最大約５分、最大約１０分、最大約１５分、最大約
３０分、又は最大約６０分であってよい。時間は、約１ヶ月未満、約２週間未満、約１週
間未満、約２４時間未満、約２０時間未満、約１６時間未満、約１２時間未満、約１０時
間未満、約８時間未満、約６時間未満、約４時間未満、又は約２時間未満であってよい。
【００３２】
　歯科用組成物は、被験体の口腔内において見られる少なくとも１種の細菌を含むバイオ
フィルムの形成を阻害するのに十分な量の、式Ｉの化合物又はその薬剤として許容される
塩を含んでよい。いくつかの実施形態では、被験体はヒトである。他の実施形態では、被
験体は非ヒト動物である。細菌としては、例えば、ストレプトコッカス・ミュータンス及
びＳ．サングイスが挙げられる。
【００３３】
　結合剤
　本発明の歯科用組成物は、典型的には、結合剤を含む。結合剤は、被験体の口腔内にお
いて、式Ｉの化合物又はその薬剤として許容される塩を含む組成物のリザーバを提供でき
る。組成物は、結合剤から放出できる。結合剤は、例えば、表面を組成物に曝露できるよ
うに、被験体の口腔内における表面上又はその付近に、式Ｉの化合物又はその薬剤として
許容される塩を含む組成物を保持できる。表面は、例えば歯を含む、硬質表面であってよ
い。表面は、歯科修復物であってよい。結合剤は、付加ポリマー、縮合ポリマー、又は付
加ポリマーと縮合ポリマーの組み合わせを含んでよい。いくつかの実施形態では、結合剤
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は、アクリルポリマー、アクリルアミドポリマー、ビニルポリマー、エポキシポリマー、
ポリ尿素、ポリエステル、ポリ無水物、ポリシロキサン又はポリウレタンのうち少なくと
も１種を含む。特定の実施形態では、結合剤はフィルム形成ポリマーを含む。
【００３４】
　いくつかの実施形態では、結合剤はアクリルポリマーを含む。好適なアクリルポリマー
としては、アクリル又はメタクリル酸の低級アルキルエステルのポリマー及びコポリマー
が挙げられる。この文脈では、用語「低級アルキル」は、約１～約８個の炭素原子を含む
直鎖、環状又は分岐アルキル基を意味する。アクリル又はメタクリル酸の低級アルキルエ
ステルの例としては、メチルアクリレート、エチルアクリレート、プロピルアクリレート
、ブチルアクリレート、イソブチルアクリレート、ｔ－ブチルアクリレート、ペンチルア
クリレート、ネオペンチルアクリレート、ヘキシルアクリレート、シクロヘキシルアクリ
レート、ヘプチルアクリレート、シクロヘキシルメチルアクリレート、オクチルアクリレ
ート、２－エチルヘキシルアクリレート、イソオクチルアクリレート、メチルメタクリレ
ート、エチルメタクリレート、プロピルメタクリレート、ブチルメタクリレート、イソブ
チルメタクリレート、ｔ－ブチルメタクリレート、ペンチルメタクリレート、ネオペンチ
ルメタクリレート、ヘキシルメタクリレート、シクロヘキシルメタクリレート、ヘプチル
メタクリレート、シクロヘキシルメチルメタクリレート、オクチルメタクリレート、２－
エチルヘキシルメタクリレート、及びイソオクチルメタクリレートが挙げられる。
【００３５】
　アクリルポリマーは、アクリル又はメタクリル酸の高級アルキルエステルの少なくとも
１種を含んでよい。この文脈では、用語「高級アルキル」は、約８個超の炭素原子を含む
直鎖、環状又は分岐アルキル基を意味する。アクリル又はメタクリル酸の高級アルキルエ
ステルの例としては、デシルアクリレート、ドデシルアクリレート、テトラデシルアクリ
レート、ヘキサデシルアクリレート、オクタデシルアクリレート、ベヘニルアクリレート
、デシルメタクリレート、ドデシルメタクリレート、テトラデシルメタクリレート、ヘキ
サデシルメタクリレート、オクタデシルメタクリレート、及びベヘニルメタクリレートが
挙げられる。
【００３６】
　アクリルポリマーは、例えば、酸基、ヒドロキシル基又はアミノ基を有する少なくとも
１種のモノマーを含んでよい。このようなモノマーの非限定的な例としては、アクリル酸
、メタクリル酸、２－ヒドロキシエチルメタクリレート及び２－ジメチルアミノエチルメ
タクリレートが挙げられる。
【００３７】
　アクリルポリマーは、少なくとも１つのイオン基を有する少なくとも１種のモノマーを
含んでよい。イオン基は、正電荷若しくは負電荷、又は正電荷と負電荷の両方を有してよ
い。イオン基としては、例えば、カルボン酸基、スルホン酸基、アンモニウム基、及びホ
スホニウム基が挙げられる。
【００３８】
　アクリルポリマーは、少なくとも１種のマクロモノマーを含んでよい。本明細書で使用
するとき、用語「マクロモノマー」は、少なくとも１種の重合性基を含むオリゴマー又は
ポリマーを指す。マクロモノマーは、例えば、メチルメタクリレート又はスチレン由来で
あってよい。代表的なマクロモノマーとしては、ミズーリ州セントルイス（St. Louis）
のシグマ・アルドリッチ社（Sigma-Aldrich Co.）から入手可能な、メタクリレート終端
ポリ（スチレン）及びポリ（エチレングリコール）メチルエーテルメタクリレートが挙げ
られる。アクリルポリマーは、少なくとも１種のシリコーンマクロモノマー、例えば、ジ
メチルシロキサン繰り返し単位を有するシリコーンマクロモノマーを含んでよい。代表的
なシリコーンマクロモノマーとしては、ミズーリ州セントルイス（St. Louis）のシグマ
・アルドリッチ社（Sigma-Aldrich Co.）から入手可能な、ビニル終端ポリ（ジメチルシ
ロキサン）及びモノグリシジルエーテル終端ポリ（ジメチルシロキサン）が挙げられる。
【００３９】
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　アクリルポリマーは、フルオロカーボン基を含む少なくとも１種のモノマーを含んでよ
い。フルオロカーボン基は、直鎖、分岐又は環状フルオロアルキル基であってよい、フル
オロアルキル基を含んでよい。フルオロカーボン基は、直鎖、分岐又は環状ペルフルオロ
アルキル基であってよい、ペルフルオロアルキル基を含んでよい。フルオロカーボン基は
、フルオロアリール基を含んでよい。フルオロカーボン基は、ペルフルオロアリール基を
含んでよい。
【００４０】
　いくつかの実施形態では、結合剤は、反応性ポリマーを含んでよい。本明細書で使用す
るとき、用語「反応性ポリマー」とは、少なくとも１つの反応性基、すなわち、反応して
、同じポリマー鎖、別のポリマー鎖（例えば、架橋を形成する）、異なるポリマー、又は
表面上に、対応基と共有結合又はイオン結合を形成できる基を含むポリマーを指す。表面
としては、被験体の口腔内における表面、例えば、歯の表面を挙げることができる。反応
性基の例としては、イオン基、イソシアネート基、アルコキシシラン基、ハロシラン基、
アシルシラン基、エチレン性不飽和基（例えば、アクリレート基、メタクリレート基、及
びビニル基）、エポキシ基、ヒドロキシ基、アミノ基、アンモニウム基、カルボキシ基、
カルボン酸基、アズラクトン基、及び無水物基が挙げられる。
【００４１】
　いくつかの実施形態では、結合剤は、非反応性ポリマーを含んでよい。本明細書で使用
するとき、用語「非反応性ポリマー」とは、実質的に反応性基を含まないポリマー、すな
わち、反応して、同じ若しくは別のポリマー鎖又は表面上の対応基と共有結合又はイオン
結合を形成できる基を実質的に含まないポリマーを指す。
【００４２】
　いくつかの実施形態では結合剤はヒドロゲルを含んでよい。ヒドロゲルは、熱反応性ヒ
ドロゲル、すなわち、温度の変化に応答して物理的変化を受けるヒドロゲルを含んでよい
。代表的なヒドロゲル結合剤は、例えば、米国特許第６，６２０，４０５号（オックスマ
ン（Oxman）ら）、同第７，２２３，８２６号（アリ（Ali）ら）及び米国特許公開第２０
０４／０１５１６９１号（オックスマンら）に開示されている。
【００４３】
　代表的な結合剤は、例えば、米国特許第５，１３０，３４７号（ミトラ（Mitra））、
同第５，５２５，６４８号（オーセン（Aasen）ら）、同第５，６０７，６６３号（ロッ
ツィ（Rozzi）ら）、同第５，６６２，８８７号（ロッツィら）、同第５，７２５，８８
２号（クマー（Kumar）ら）、同第５，８６６，６３０号（ミトラら）、同第５，８７６
，２０８号（ミトラら）、同第５，８８８，４９１号（ミトラら）、同第６，３１２，６
６８号（ミトラら）及び米国特許公開第２００４／０１８５０１３号（バーギオ（Burgio
）ら）に開示されている。特定の実施形態では、結合剤はフッ化物放出基を含む繰り返し
単位を含む。フッ化物放出基としては、テトラフルオロホウ酸アニオンが挙げられ、例え
ば、米国特許第４，８７１，７８６号（オーセン（Aasen）ら）に開示されている。
【００４４】
　代表的なポリシロキサン結合剤は、例えば、米国特許第５，４６８，４７７号（クマー
（Kumar）ら）に開示されている。いくつかの実施形態では、ポリシロキサンは水に分散
性である。特定の実施形態では、水分散性シロキサンポリマーとしては、例えばジカルボ
ン酸基を含むカルボン酸基が挙げられる、ペンダント部分で官能化されたものが挙げられ
る。
【００４５】
　いくつかの実施形態では、結合剤は、薬剤として許容される担体又は溶媒に可溶性であ
ってよい。いくつかの実施形態では、結合剤は、薬剤として許容される担体又は溶媒に分
散性であってよい。いくつかの実施形態では、結合剤は、ラテックス又はエマルション、
例えば、担体若しくは連続相が水を含むラテックス又はエマルションであってよい。特定
の実施形態では、ラテックス又はエマルションは自己乳化結合剤を含んでよい。特定の実
施形態では、ラテックス又はエマルションは界面活性剤を含んでよい。
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【００４６】
　薬剤として許容される担体
　本発明の歯科用組成物は、薬剤として許容される担体を含んでよい。薬剤として許容さ
れる担体は、液体、固体又は両方を含んでよい。いくつかの実施形態では、担体は、およ
そ室温で液体であってよい。他の実施形態では、担体は、およそ室温で固体であってよい
。いくつかの実施形態では、担体は、およそヒトの口腔内の温度、すなわち、約３７℃で
液体であってよい。他の実施形態では、担体は、およそヒトの口腔内の温度で固体であっ
てよい。代表的な液体担体としては、水、アルコール（例えば、エタノール）、グリセロ
ール、ソルビトール、及び液体シリコーンが挙げられる。代表的な固体担体としては、天
然ゴム、ブチルゴム、ポリ（イソブチレン）、エラストマー、スチレン－ブタジエンゴム
、多糖、及びワックス（例えば、蜜蝋）のようなポリマーが挙げられる。
【００４７】
　歯科用組成物の各非担体成分は、独立して、担体に溶解、分散、懸濁、又は乳化してよ
い。いくつかの実施形態では、歯科用組成物の少なくとも１種の成分は、担体に溶解する
。いくつかの実施形態では、歯科用組成物の少なくとも１種の成分は、担体に分散する。
いくつかの実施形態では、歯科用組成物の少なくとも１種の成分は、担体に懸濁する。い
くつかの実施形態では、歯科用組成物の少なくとも１種の成分は、担体に乳化する。
【００４８】
　添加剤
　いくつかの実施形態では、歯科用組成物は着香剤を含む。いくつかの実施形態では、着
香剤としては、歯科用組成物に、例えばミント風味などの風味を付与する剤が挙げられる
。いくつかの実施形態では、着香剤としては、歯科用組成物に、例えば冷感などの触感を
付与する剤が挙げられる。着香剤は、歯科用組成物に、溶解、分散、懸濁、又は乳化して
よい。歯科用組成物が担体を含むいくつかの実施形態では、着香剤は、担体に溶解、分散
、懸濁、又は乳化してよい。
【００４９】
　いくつかの実施形態では、歯科用組成物は着色剤を含む。着色剤は、任意の染料又は顔
料であってよい。着色剤は、歯科用組成物に、溶解、分散、懸濁、又は乳化してよい。歯
科用組成物が担体を含むいくつかの実施形態では、着色剤は、担体に溶解、分散、懸濁、
又は乳化してよい。
【００５０】
　いくつかの実施形態では、歯科用組成物は、治療的特性を有する添加剤を更に含む。治
療的特性としては、例えば、抗歯垢活性、抗齲蝕活性又は抗微生物活性を挙げることがで
きる。いくつかの実施形態では、添加剤は、例えばエタノールのような薬剤として許容さ
れる担体であってよい。抗齲蝕活性を有する添加剤の例としては、例えば、フッ化ナトリ
ウム及びフッ化スズのような、フッ化物源が挙げられる。抗微生物活性を有する添加剤の
例としては、脂肪酸のグリセロールエステル（例えば、グリセロールモノラウレート）、
クロルヘキシデンの塩（例えば、クロルヘキシデングルコネート）、長鎖アルキルアンモ
ニウム又はピリジニウム塩（例えば、塩化セチルピリジニウム）、過酸化水素、フッ化ス
ズ、及びトリクロサンが挙げられる。いくつかの実施形態では、添加剤は、バイオフィル
ム阻害又はバイオフィルム崩壊活性を有してよい。添加剤は、酵素（例えば、デキストラ
ナーゼ）であってよい。添加剤は、芳香油であってよい。添加剤は、ポリマーであってよ
い。添加剤は、米国仮出願第６０／９５１，７５８号（代理人整理番号６３３３１ＵＳ０
０２、これと同日に出願された）に記載されている化合物であってよい。
【００５１】
　歯科用組成物は、溶液、分散液、懸濁液、エマルション、固体、ペースト、泡、又はゲ
ルを含む形態を有してよい。歯科用組成物の任意の成分は、歯科用組成物の任意の他の成
分に溶解、分散、懸濁、又は乳化してよい。いくつかの実施形態では、成分は、互いに可
溶性（すなわち、互いに相溶性）である。
【００５２】
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　歯科用組成物は、式Ｉの化合物又はその薬剤として許容される塩を、組成物の少なくと
も１種の他の成分と組み合わせることにより配合できる。化合物は、薬剤として許容され
る担体と組み合わせてもよい。担体が液体である場合、化合物は、担体に溶解、分散、懸
濁、又は乳化してよい。担体が固体である場合、化合物は、例えば、ミリング又は粉砕に
より、担体と組み合わせてもよい。１つの態様では、式Ｉの化合物又はその薬剤として許
容される塩は、他の成分を互いに組み合わせた後、組成物の他の成分と組み合わせてもよ
い。別の態様では、式Ｉの化合物又はその薬剤として許容される塩を含む全ての成分を、
同時に組み合わせてもよい。
【００５３】
　方法及びキット
　別の態様では、本発明は、被験体の口腔の表面上におけるバイオフィルムの形成を阻害
する方法であって、（１）式Ｉの化合物又はその薬剤として許容される塩を含む組成物を
提供する工程と、（２）組成物を被験体の口腔内における表面に適用する工程と、を含む
方法を提供する。被験体の口腔内における表面としては、例えば、頬面、歯肉面、歯、歯
科修復物及び骨が挙げられる。組成物は、例えば、浸漬、挿入、すすぎ、噴霧、ブラッシ
ング、塗布又はこれらの組み合わせにより、被験体の口腔内に適用してよい。組成物の噴
霧は、例えば、エアゾール又は細かい霧の形態で組成物を提供してよい。被験体は、ヒト
であってよい、又は被験体は、非ヒト動物であってよい。非ヒト動物としては、イヌ科及
びネコ科のような哺乳類が挙げられる。
【００５４】
　別の態様では、本発明は、（１）式Ｉの化合物又はその薬剤として許容される塩を含む
組成物と、（２）適用アクセサリとを含むキットを提供する。適用アクセサリは、容器、
噴霧器、ブラシ、スワブ、トレー及びこれらの組み合わせであってよい。適用アクセサリ
は、任意の大きさであってよい。キットは、１つを超える適用アクセサリ又は１種を超え
る適用アクセサリ（すなわち、噴霧器及びブラシ）を含んでよい。キットはまた、キット
を使用するための取扱説明書を含んでもよい。
【００５５】
　本発明の特徴及び利点は、次の実施例により、更に説明されるが、これにより制限され
ることを決して意図しない。これらの実施例において列挙されるその特定の材料及び量、
並びに他の条件及び詳細は、本発明を過度に制限しないと解釈されるべきである。
【００５６】
　実施例
　特に断りのない限り、化合物及び試薬は全て、シグマ・アルドリッチ社（Sigma-Aldric
h Corp.）（ミズーリ州セントルイス（St. Louis））から入手した、又は入手することが
できる。
　Ｄ－グルカミンは、ＴＣＩアメリカ（TCI America）（オレゴン州ポートランド（Portl
and））から入手した。
　Ｎ－メチル－Ｄ－グルカミンは、ＭＰバイオメディカルズ（MP Biomedicals）（オハイ
オ州ソロン（Solon））から入手した。
　Ｎ－メチル－Ｎ－オクタノイル－Ｄ－グルカミンは、ＥＭＤケミカルズ（EMD Chemical
s, Inc.）（カリフォルニア州サンディエゴ（San Diego））から入手した。
　Ｎ－メチル－Ｎ－ノナノイル－Ｄ－グルカミンは、ＥＭＤケミカルズ（EMD Chemicals,
 Inc.）（カリフォルニア州サンディエゴ（San Diego））から入手した。
　Ｎ－メチル－Ｎ－デカノイル－Ｄ－グルカミンは、ＥＭＤケミカルズ社（EMD Chemical
s, Inc.）（カリフォルニア州サンディエゴ（San Diego））から入手した。
【００５７】
　定量的バイオフィルム阻害試験
　本発明の歯科用組成物の化合物及び比較化合物を、バイオフィルム阻害活性について評
価した。複合歯科修復物（３Ｍ　ＥＳＰＥデンタルプロダクツ（3M ESPE Dental Product
s）（ミネソタ州セントポール（St. Paul））から商品名「フィルテック・シュープリー
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ム（FILTEK SUPREME）」として入手可能）を、１ミリメートルのステンレス鋼ダイにより
１５ミリメートル定置した。ダイの開放端を、次いで、ポリエステルフィルムで覆い、ダ
イを水圧プレスを用いて６８．９５ＭＰａの圧力にさらした。複合修復物を含有するダイ
を圧縮している間、モデルＡＣＥ光源（スコット・ノース・アメリカ（SCHOTT North Ame
rica, Inc.）（ニューヨーク州オーバーン（Auburn）から入手可能）を用いて２分間、複
合材料に照射した。硬化した複合材料修復物のディスクを、次いで、モデルユニＸＳライ
トボックス（UniXS light box）（ヘレウスクルツァー（Heraeus Kulzer）（ニューヨー
ク州アーモンク（Armonk）から入手可能）を１．５分間用いて更に硬化した。
【００５８】
　複合修復物の硬化したディスクを、次いで、１．０重量パーセントのスクロース及び１
重量パーセントの歯科用組成物の化合物を含有する、脳心臓浸出物ブロス中で調製した、
１０ミリリットルのストレプトコッカス・ミュータンス培地（ＡＴＣＣ　２５１７５；１
０６ＣＦＵ／ｍＬ）に浸漬した。サンプルをおよそ２０時間３７℃でインキュベートし、
その後硬化したディスクをブロスから取り出し、水で穏やかにすすいだ。各ディスクを、
５ミリリットルの１Ｍ水性水酸化ナトリウム溶液を収容している別々の試験管に入れ、各
試験管を次いで、モデルＳＨ１０１２－４０－８超音波発生器（ブランソン・ウルトラソ
ニック（Branson Ultrasonics Corp.）（コネチカット州ダンベリー（Danbury））を２分
間用いて２分間超音波処理して、ディスク上のバイオフィルムを除去した。各水性水酸化
ナトリウム溶液の光学的吸収（光学密度）を、次いで、モデルウルトロスペックＩＩＩ（
ULTROSPEC III）ＵＶ／可視分光光度計（ファーマシアＡＢ（Pharmacia AB）（スウェー
デン、ウプサラ（Uppsala）により製造）を用いて、５５０ｎｍで測定した。歯科用組成
物の各化合物について、５つのディスクをブロス中で別々にインキュベートし、別々に評
価して５つの光学密度測定値を得た。次いで、５つの光学密度測定値の平均を算出した。
各代表的なサンプルに対応する、対照又は比較サンプルを、脳心臓浸出物ブロス中での培
養物が歯科用組成物の化合物を含有しないことを除いて、本質的に上記のように調製した
。対照又は比較サンプルの平均光学密度を、上記のように測定した。各化合物サンプルの
平均光学密度の、対照サンプルの平均光学密度に対する比（百分率で表す）を、各化合物
サンプルの平均光学密度を、対照サンプルの平均光学密度で除し、結果に１００を乗じる
ことにより算出した。比は、５つの硬化したディスク上のバイオフィルムの平均量に比例
すると考えられた、すなわち、比較的低い平均光学密度比は、バイオフィルム形成の阻害
の指標であると考えられた。対照の比は１００％であった。
【００５９】
　定性的バイオフィルム阻害試験
　定量的バイオフィルム阻害試験の手順中、ブロスから取り出した（及び水ですすいだ）
後、及び、５ミリリットルの１Ｍ水性水酸化ナトリウム溶液を収容している試験管に入れ
る前に、各硬化したディスクを視覚的に評価した。ディスク上に視覚的にバイオフィルム
が存在するか存在しないかを書き留めた。
【００６０】
　細菌殺生率試験
　本発明の歯科用組成物の化合物を、培養物中の細菌の死滅の程度について評価した。脳
心臓浸出物ブロス（１０６ＣＦＵ／ｍＬ）中のストレプトコッカス・ミュータンスの一晩
培養物を、０．１重量パーセント、０．５重量パーセント、又は１．０重量パーセントの
、歯科用組成物の各化合物の水溶液と混合した。２、５又は１０分後、１．０ｍＬの混合
物を、ピペットで、９．０ｍＬのレセーン（Letheen）ブロスを収容している第１管に入
れて、１０－１希釈液を得た。管の内容物を、ボルテックスミキサーを用いて混合した。
このサンプルの１．０ｍＬのアリコートを、ピペットで、９．０ｍＬのレセーン（Lethee
n）ブロスを収容している第２管に入れて、１０－２希釈液を得た。各希釈液の０．１ｍ
Ｌのアリコートをプレーティングし、「ホッケースティック（hockey stick）」アプリケ
ータを用いて、ペトリ皿の羊血液寒天上に二つ組で（in duplicate）広げ、各プレート上
に、それぞれ１０－２及び１０－３希釈液を得た。プレートを３７℃で４８～７２時間イ
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ンキュベートし、次いでコロニー形成単位を数えた。ＣＦＵ数を比較し、ＣＦＵ数のｌｏ
ｇ減少を算出した。
【００６１】
　最小阻害濃度（ＭＩＣ）試験
　ＭＩＣ試験を、化合物の連続的低濃度を用いて実施した。滅菌トリプティックソイブロ
ス（tryptic soy broth）（５０マイクロリットル；ＴＳＢ、ＢＤディフコ、ベクトン、
ディクンソンアンドカンパニー（BD Dfico, Becton, Dickinson and Company）（ニュー
ジャージー州フランクリンレイクス（Franklin Lakes）から入手可能）を、滅菌ポリスチ
レン９６穴マイクロタイタープレートの各穴に入れた。プレートの第１（最左）列の各穴
に、次いで、化合物（すなわち、式Ｉの化合物若しくはその薬剤として許容される塩、又
は比較化合物）の５０マイクロリットルのアリコート（既知の濃度の）を入れた。プレー
トの第１行の第１（最左）穴中の混合物の５０マイクロリットルのアリコートを、第１行
の第２穴に移動した。プレートの第１行の第２穴中の混合物の５０マイクロリットルのア
リコートを、次いで、第１行の第３穴に移動した。５０マイクロリットルのアリコートを
、プレートの行を横断して、ある穴から次の穴へ移動させることにより、化合物を連続的
に希釈した（各工程で１：１で希釈）。この手順を、プレートの各行について繰り返した
。次いで、ストレプトコッカス・ミュータンス（株ＡＴＣＣ　２５１７５）の一晩培養物
を、滅菌トリプティックソイブロスで１：１００に希釈した。希釈したＳ．ミュータンス
培養物（１０５ＣＦＵ）の５０マイクロリットルのアリコートを、マイクロタイタープレ
ートの各穴に入れた。プレートを、次いで、密封した加湿チャンバ内で３７℃で２４時間
インキュベートした。次いで、プレートを、視覚的に検査して、細菌増殖が見られない、
化合物の最低濃度を決定した。この値は、化合物の最小阻害濃度（ＭＩＣ）であると考え
られた。Ｓ．ミュータンスの代わりに、ストレプトコッカス・アウレウス（Staphylococc
us aureus）（株ＡＴＣＣ　６５３８）及びシュードモナス・アエルギノサ（Pseudomonas
 aeruginosa）（株ＡＴＣＣ　９０２７）を用いて試験を繰り返した。
【００６２】
　実施例１～５及び比較例１
　バイオフィルム阻害
　バイオフィルム阻害試験を、歯科用組成物の化合物を使用して実施した。対照試験を、
代表的な又は比較化合物を含有しないサンプル（比較例１）で実施した。更に、各ディス
クを水性水酸化ナトリウム溶液を収容している管に入れる前に、各ディスクを視覚的に評
価した、各実施例及び比較例について、バイオフィルム形成の定性的測定を行った。デー
タを表１に示す。表１では、「ＯＤ比」は、各化合物の平均光学密度を、対照サンプルの
平均光学密度で除し、結果に１００を乗じることにより算出する、各化合物サンプルの平
均光学密度の、対照サンプルの平均光学密度に対する比（百分率で表す）を指し；「＋」
は化合物がバイオフィルム形成を阻害したという視覚的評価を指し、「－」は、化合物が
バイオフィルム形成を阻害しなかった、又は細菌が培養ブロス中で増殖したという視覚的
評価を指す。
【表１】
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【００６３】
　実施例６
　化合物がバイオフィルム形成を阻害する濃度
　１．０、２．５又は５．０重量パーセントのスクロースを含有するブロス中の、式ＶＩ
の化合物を用いて、バイオフィルム阻害試験を実施した。データを表２に示す。表２では
、各スクロース濃度についての、バイオフィルム形成を阻害した化合物の濃度（ミリモル
）を示す。
【表２】

 
【００６４】
　実施例７～２１
　最小阻害濃度
　式ＩＩ、ＩＩＩ、ＩＶ、Ｖ及びＶＩ（各０．０５０ｇ）の化合物の各サンプルを、水（
５ｇ）に溶解させた。各サンプルを、Ｓ．ミュータンス、Ｓ．アウレウス、及びＰ．アエ
ルギノサを用いて、上記の最小阻害濃度（ＭＩＣ）試験を用いて評価した。データを表３
に示す。表３では、「なし」は、阻害活性が検出できなかったことを意味する。

【表３】

 
【００６５】
　本発明の範囲及び趣旨から逸脱しない本発明の様々な変更や改変は、当業者には明らか
となるであろう。本発明は、本明細書で述べる例示的な実施形態及び実施例によって不当
に限定されるものではないこと、また、こうした実施例及び実施形態は、本明細書におい
て以下に記述する「特許請求の範囲」によってのみ限定されると意図する本発明の範囲に
関する例示のためにのみ提示されることを理解すべきである。
　本発明は、以下の態様を含む。
［１］
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式Ｉ：
【化２】

（式中、
Ｒ１及びＲ２は、独立して、水素原子、アルキル基、Ｃ（Ｏ）Ｒ３、及びＳＯ２Ｒ４から
なる群から選択され、
Ｒ３及びＲ４は、独立して、アルキル基、アリール基、及びアラルキル基からなる群から
選択され、
ｎは約２～約５の整数である）
の化合物又はトロポロンを含まない前記式Ｉの化合物の薬剤として許容される塩を含む、
歯科用組成物である、組成物。
［２］
前記組成物がフィルム形成組成物である、請求項１に記載の歯科用組成物。
［３］
前記塩が、無機アニオン、有機アニオン、及びこれらの組み合わせからなる群から選択さ
れる少なくとも１つの対イオンを有するアンモニウム塩を含む、請求項１又は２に記載の
歯科用組成物。
［４］
前記対イオンが、フッ化物、塩化物、臭化物、ヨウ化物、硫酸塩、テトラアリールホウ酸
塩、テトラフルオロホウ酸塩、炭酸塩、リン酸塩、酢酸塩、安息香酸塩、フマル酸塩、マ
レイン酸塩、酒石酸塩、アスコルビン酸塩、ベンゼンスルホン酸塩、トルエンスルホン酸
塩、クエン酸塩、及びこれらの組み合わせからなる群から選択される、請求項３に記載の
歯科用組成物。
［５］
Ｒ１が水素原子を含み、Ｒ２が、Ｃ（Ｏ）Ｒ３及びＳＯ２Ｒ４からなる群から選択される
、請求項１に記載の歯科用組成物。
［６］
Ｒ２がＣ（Ｏ）Ｒ３を含む、請求項５に記載の歯科用組成物。
［７］
Ｒ３が、約１～約２６個の炭素原子を含むアルキル基を含む、請求項６に記載の歯科用組
成物。
［８］
Ｒ３が、約６～約１６個の炭素原子を有するアルキル基を含む、請求項７に記載の歯科用
組成物。
［９］
Ｒ１及びＲ２が、独立して、水素原子と約１～約１０個の炭素原子を有するアルキル基と
からなる群から選択される、請求項１に記載の歯科用組成物。
［１０］
Ｒ１及びＲ２が、独立して、Ｃ（Ｏ）Ｒ３及びＳＯ２Ｒ４からなる群から選択される、請
求項１に記載の歯科用組成物。
［１１］
結合剤を更に含む、請求項１～１０のいずれか一項に記載の歯科用組成物。
［１２］
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前記結合剤が、フィルム形成ポリマーを含む、請求項１１に記載の歯科用組成物。
［１３］
前記結合剤が、付加ポリマー又は縮合ポリマーのうちの少なくとも１種を含む、請求項１
１又は１２に記載の歯科用組成物。
［１４］
前記結合剤が、アクリルポリマー、ビニルポリマー、エポキシポリマー、ポリ尿素、ポリ
エステル、ポリ無水物、ポリシロキサン、ポリウレタン及びこれらの組み合わせからなる
群から選択される、請求項１１～１３のいずれか一項に記載の歯科用組成物。
［１５］
前記結合剤がアクリルポリマーを含む、請求項１４に記載の歯科用組成物。
［１６］
薬剤として許容される担体を更に含む、請求項１～１５のいずれか一項に記載の歯科用組
成物。
［１７］
前記担体がエタノールを含む、請求項１６に記載の歯科用組成物。
［１８］
着香剤、着色剤、又はこれらの組み合わせを更に含む、請求項１～１７のいずれか一項に
記載の歯科用組成物。
［１９］
治療用歯科用組成物である、請求項１～１８のいずれか一項に記載の歯科用組成物。
［２０］
バイオフィルム阻害組成物である、請求項１～１９のいずれか一項に記載の歯科用組成物
。
［２１］
溶液、分散液、懸濁液、エマルション、固体、ペースト、泡及びゲルからなる群から選択
される形態である、請求項１～２０のいずれか一項に記載の歯科用組成物。
［２２］
被験体の口腔内における表面上のバイオフィルム形成を阻害する方法であって、
１）請求項１に記載の歯科用組成物を提供する工程と、
２）前記歯科用組成物を、被験体の口腔内における表面に適用する工程と、を含む方法。
［２３］
前記適用工程が、浸漬、挿入、すすぎ、噴霧、ブラッシング、塗布又はこれらの組み合わ
せを含む、請求項２２に記載の方法。
［２４］
前記表面が硬質表面である、請求項２２又は２３に記載の方法。
［２５］
前記硬質表面が歯を含む、請求項２４に記載の方法。
［２６］
前記被験体が、ヒト又は非ヒト動物から選択される、請求項２２～２５のいずれか一項に
記載の方法。
［２７］
１）請求項１に記載の歯科用組成物と、
２）容器、噴霧器、ブラシ、スワブ、トレー及びこれらの組み合わせからなる群から選択
される少なくとも１つのアプリケータと、を含むキット。



(20) JP 5628031 B2 2014.11.19

10

20

30

40

フロントページの続き

(74)代理人  100120134
            弁理士　大森　規雄
(74)代理人  100104282
            弁理士　鈴木　康仁
(72)発明者  ヤン，ジエ
            アメリカ合衆国，ミネソタ州　５５１３３－３４２７，セント　ポール，ポスト　オフィス　ボッ
            クス　３３４２７，スリーエム　センター
(72)発明者  ベラマカンニ，バスカー，ブイ．
            アメリカ合衆国，ミネソタ州　５５１３３－３４２７，セント　ポール，ポスト　オフィス　ボッ
            クス　３３４２７，スリーエム　センター
(72)発明者  ミトラ，スミタ，ビー．
            アメリカ合衆国，ミネソタ州　５５１３３－３４２７，セント　ポール，ポスト　オフィス　ボッ
            クス　３３４２７，スリーエム　センター
(72)発明者  ポシアス，アルフォンサス，ブイ．
            アメリカ合衆国，ミネソタ州　５５１３３－３４２７，セント　ポール，ポスト　オフィス　ボッ
            クス　３３４２７，スリーエム　センター
(72)発明者  ストフコ，ジョン，ジェイ．，ジュニア
            アメリカ合衆国，ミネソタ州　５５１３３－３４２７，セント　ポール，ポスト　オフィス　ボッ
            クス　３３４２７，スリーエム　センター
(72)発明者  ヤーウッド，ジェレミー，エム．
            アメリカ合衆国，ミネソタ州　５５１３３－３４２７，セント　ポール，ポスト　オフィス　ボッ
            クス　３３４２７，スリーエム　センター

    審査官  松本　直子

(56)参考文献  特表平０９－５０９６６５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表平０９－５０９６６６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭５７－５０１４８１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００２－５２５３０６（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００７／０７９０６９（ＷＯ，Ａ１）　　
              特表２０１０－５０３６９８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－３３５１５５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表平０７－５０８２９４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－２２８９８９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０２－１０７９６９（ＪＰ，Ａ）　　　
              FEMS Microbiology Letters，１９７８年，Vol.4，p.27-30

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｋ　　　８／００－　　８／９９
              Ａ６１Ｑ　　　１／００－　９０／００
              ＣＡｐｌｕｓ／ＲＥＧＩＳＴＲＹ（ＳＴＮ）
              　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	overflow

