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(57)【要約】
　本発明は、眼の治療、具体的には眼の障害及び疾患を有する哺乳動物の眼の治療のため
の持続放出インプラント及び方法に関する。本明細書中に記載されるインプラント及び方
法を用いることによって、１以上の生物活性剤の送達が、所望の治療部位、具体的には脈
絡膜及び網膜に局在化され得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　脈絡膜、網膜、脈絡膜上方の１以上の組織層、及び神経線維層を有する眼の網膜下領域
に配置するために設定される持続放出インプラントであって、下記：
　ある長さ及び外部の表面領域を有する生体適合性コア；及び
　前記コアの外部表面領域の少なくとも一部を覆って適用されるポリマーマトリックス及
び生物活性剤を含む生体適合性コーティング層
を含む前記持続放出インプラント。
【請求項２】
　脈絡層上方であるが、眼の神経線維層の下方にある１以上の組織層に位置されるように
設定される、請求項１に記載のインプラント。
【請求項３】
　コーティング層が生体適合性コアの全長を覆って適用される、請求項１に記載のインプ
ラント。
【請求項４】
　コーティング層が、生体適合性コアの長さの一部を覆って適用され、生体適合性コアの
長さの１以上の部分が被覆されないようにしておく、請求項１に記載のインプラント。
【請求項５】
　コーティング層が、中心部分、近位移動部分、及び遠位移動部分を含む、請求項１に記
載のインプラント。
【請求項６】
　少なくとも１つの近位移動部分又は遠位移動部分に矢羽根が付されている、請求項１に
記載のインプラント。
【請求項７】
　近位移動部分及び遠位移動部分の両方に矢羽根が付されている、請求項６に記載のイン
プラント。
【請求項８】
　生体適合性コア又は生体適合性コーティング層が生体安定性ポリマーである、請求項１
に記載のインプラント。
【請求項９】
　生体安定性ポリマーが、ポリウレタン、シリコーン、ポリエステル、ポリオレフィン、
ポリイソブチレン、アクリル系ポリマー、ハロゲン化ビニル系ポリマー、ポリビニルエー
テル、ポリビニルメチルエーテル、ポリハロゲン化ビニリデン、ポリアクリロニトリル、
ポリビニルケトン、ポリビニル芳香族化合物、ポリビニルエステル、ポリ（（メチル）メ
タクリレート）又はポリ（（ブチル）メタクリレート）のようなポリ（アルキル（メト）
アクリレート）、ポリビニルアミド、ポリアミド、ポリカプロラクタム、ポリカーボネー
ト、ポリオキシメチレン、ポリイミド、ポリエーテル、ポリウレタン、レーヨン、レーヨ
ン・トリアセテート、酢酸セルロース、酪酸セルロース、セロファン、硝酸セルロース、
プロピオン酸セルロース、セルロース・エーテル、カルボキシメチルセルロース、それら
の共重合体、及びその混和物からなる群から選択される、請求項８に記載のインプラント
。
【請求項１０】
　生体適合性コア又は生体適合性コーティング層が、生分解性ポリマー又は生分解性材料
を含む、請求項１に記載のインプラント。
【請求項１１】
　生分解性ポリマーが、ポリ（Ｌ－乳酸）、ポリ（カプロラクトン）、ポリ（ラクチド－
ｃｏ－グリコリド）、ポリ（ヒドロキシ酪酸塩）、ポリ（ヒドロキシ酪酸塩－ｃｏ－吉草
酸塩）、ポリジオキサノン、ポリオルトエステル、ポリ無水物、ポリ（グリコール酸）、
ポリ（Ｄ，Ｌ乳酸）、ポリ（グリコール酸－ｃｏ－トリメチレンカーボネート）、ポリ（
リン酸エステル）、ポリリン酸エステル・ウレタン、ポリ（アミノ酸）、シアノアクリレ
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ート、ポリ（トリメチレンカーボネート）、ポリカーボネート、ポリ（イミノカーボネー
ト）、ポリエステル、コポリ（エーテル－エステル）、ポリアルキレン・オキサレート、
ポリホスファゼン及び上記ポリマーの共重合体及び混和物からなる群から選択される、請
求項１０に記載のインプラント。
【請求項１２】
　生分解性材料が、フィブリン、フィブリノーゲン、セルロース、デキストラン、多糖、
スターチ・コラーゲン、クロムガット、及びヒアルロン酸からなる群から選択される、請
求項１０に記載のインプラント。
【請求項１３】
　生分解性コアが、チタン－ニッケル合金ワイヤ、チタン合金、ニッケル－コバルトベー
ス合金、ステンレススチール、コバルト－クロム合金、及び生分解性マグネシウム合金か
ら選択される材料を含む、請求項１に記載のインプラント。
【請求項１４】
　約１０００μｍ以下である全直径を有する、請求項１に記載のインプラント。
【請求項１５】
　約５ｍｍ以下の長さを有する、請求項１に記載のインプラント。
【請求項１６】
　せいぜい約２００μｍ～約５００μｍである全直径を有する、請求項１に記載のインプ
ラント。
【請求項１７】
　約２．２５ｍｍ～約２．７５ｍｍの範囲の全長を有する、請求項１に記載のインプラン
ト。
【請求項１８】
　コアが、環状である断面形状を有する、請求項１に記載のインプラント。
【請求項１９】
　コアが、約２００μｍ未満の直径を有する、請求項１に記載のインプラント。
【請求項２０】
　生体適合性コーティング層が、ポリマー基材の１以上の追加のコーティング層で覆われ
、それによって、ポリマー基材の１以上の追加のコーティング層がポリマーマトリックス
から生物活性剤の放出速度特性を変更する、請求項１に記載のインプラント。
【請求項２１】
　１以上の追加のコーティング層が、ポリ（カプロラクトン）、ポリ（メチルメタクリレ
ート）、ポリエステル、クロムガット、ポリオルトエステル、ポリプロピレン、ポリエチ
レン酢酸ビニル又はポリ（ブチルメタクリレート）を含む、請求項２０に記載のインプラ
ント。
【請求項２２】
　生物活性剤が、抗増殖剤、抗炎症剤、血管新生阻害剤、抗生物質、神経栄養因子又はそ
れらの組合せから選択される、請求項１に記載のインプラント。
【請求項２３】
　ポリマーマトリックスが、（ａ）ポリアルキレングリコールテレフタレート及び芳香族
ポリエステルの共重合体である第一生分解性ポリマー；及び、（ｂ）第一生分解性ポリマ
ーと比較して生物活性剤のより遅い放出を有するように選択される第二生分解性ポリマー
の混和物を含む、請求項１に記載のインプラント。
【請求項２４】
　ポリアルキレングリコールテレフタレートが、ポリエチレングリコールテレフタレート
、ポリプロピレングリコールテレフタレート、ポリブチレングリコールテレフタレート、
及びこれらの組合せからなる群から選択される、請求項２３に記載のインプラント。
【請求項２５】
　芳香族ポリエステルが、ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレンテレフタレート
、ポリブチレンテレフタレート、及びそれらの組合せを含む、請求項２３に記載のインプ
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ラント。
【請求項２６】
　第一ポリマーが、７０～８０％のポリエチレングリコールテレフタレート及び５～２０
％のポリブチレンテレフタレートの相対量で、ポリエチレングリコールテレフタレート及
びポリブチレンテレフタレートの共重合体を含む、請求項２３に記載のインプラント。
【請求項２７】
　第二生分解性ポリマーが、乳酸、グリコール酸、カプロラクトン、エチレングリコール
、及びエチルオキシホスフェートから選択されるモノマーから誘導されるポリマーを含む
、請求項２３に記載のインプラント。
【請求項２８】
　ポリマーマトリックスが、式：
【化１】

（式中、
　Ｒ1は、－ＣＨ＝ＣＨ－又は（－ＣＨ2－）jであり、Ｊは、０であるか又は１～８の整
数であり；
　Ｒ2は、最大１８個の炭素原子を含有し、場合により少なくとも１個のエーテル連結を
含有する直鎖状及び分岐したアルキル基及びアルキルアリール基、及び共重合体に共有結
合した生物学的又は医薬として活性な化合物の誘導体から選択され；
　各Ｒ3は、独立して、１～４個の炭素原子を含有するアルキレン基から選択され；
　ｙは、５～約３０００の間であり；そして
　ｆは、共重合体中のアルキレンオキシドのパーセントモル分率である）
を有するランダムブロック共重合体を含む、請求項１に記載のインプラント。
【請求項２９】
　ポリマーマトリックスがハイドロゲルを含む、請求項１に記載のインプラント。
【請求項３０】
　脈絡膜、脈絡膜上方の１以上の組織層、及び網膜を有する眼の網膜下領域に配置するた
めに設定される持続放出インプラントであって、１以上の生物活性剤、及び（ａ）ポリ（
アルキル（メト）アクリレート）、芳香族ポリ（メト）アクリレート、及びそれらの混合
物から選択される第一ポリマー；及び、（ｂ）ポリ（エチレン－ｃｏ－酢酸ビニル）共重
合体を含む第二ポリマーを含むポリマーマトリックスを含む前記持続放出インプラント。
【請求項３１】
　近位末端、遠位末端、又は近位及び遠位末端の両方で先細になる、請求項３０に記載の
インプラント。
【請求項３２】
　眼の脈絡膜上方であるが、神経線維層下方である１以上の組織層に位置するように設定
される、請求項３０に記載のインプラント。
【請求項３３】
　約１０００μｍ未満の全直径、かつ、約５ｍｍ未満の長さを有する、請求項３０に記載
のインプラント。
【請求項３４】
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　少なくとも約０．０００１μｇ／日の生物活性剤の溶出速度を有する、請求項３０に記
載のインプラント。
【請求項３５】
　インプラントから溶出される少なくとも５％の生物活性剤が網膜に送達される、請求項
３０に記載のインプラント。
【請求項３６】
　第一ポリマーがポリ（アルキル（メト）アクリレート）を含む、請求項３０に記載のイ
ンプラント。
【請求項３７】
　ポリ（アルキル（メト）アクリレート）がポリ（ｎ－ブチルメタクリレート）を含む、
請求項３６に記載のインプラント。
【請求項３８】
　第一ポリマーが芳香族ポリ（メト）アクリレートを含む、請求項３０に記載のインプラ
ント。
【請求項３９】
　芳香族ポリ（メト）アクリレートが、ポリ（アリール（メト）アクリレート）、ポリ（
アラルキル（メト）アクリレート）、ポリ（アリールオキシアルキル（メト）アクリレー
ト）又はそれらの混合物を含む、請求項３８に記載のインプラント。
【請求項４０】
　ポリ（アリール（メト）アクリレート）が、ポリ（９－アントラセニルメタクリレート
）、ポリ（クロロフェニルアクリレート）、ポリ（メタクリルオキシ－２－ヒドロキシベ
ンゾフェノン）、ポリ（メタクリルオキシベンゾトリアゾール）、ポリ（ナフチルアクリ
レート）、ポリ（ナフチルメタクリレート）、ポリ（４－ニトロフェニルアクリレート）
、ポリ（ペンタクロロフェニルアクリレート）、ポリ（ペンタブロモフェニルアクリレー
ト）、ポリ（ペンタフルオロフェニルアクリレート）、ポリ（ペンタクロロフェニルメタ
クリレート）、ポリ（ペンタブロモフェニルメタクリレート）、ポリ（ペンタフルオロフ
ェニルメタクリレート）、ポリ（フェニルアクリレート）、ポリ（フェニルメタクリレー
ト）、及びそれらの混合物を含む、請求項３９に記載のインプラント。
【請求項４１】
　ポリ（アラルキル（メト）アクリレート）が、ポリ（ベンジルアクリレート）、ポリ（
ベンジルメタクリレート）、ポリ（２－フェネチルアクリレート）、ポリ（２－フェネチ
ルメタクリレート）、ポリ（１－ピレニルメチルメタクリレート）、及びそれらの混合物
を含む、請求項３９に記載のインプラント。
【請求項４２】
　ポリ（アリールオキシアルキル（メト）アクリレート）が、ポリ（フェノキシエチルア
クリレート）、ポリ（フェノキシエチルメタクリレート）、ポリ（エチレングリコールフ
ェニルエーテルアクリレート）、ポリ（エチレングリコールフェニルエーテルメタクリレ
ート）、及びそれらの混合物を含む、請求項３９に記載のインプラント。
【請求項４３】
　ポリ（エチレン－ｃｏ－酢酸ビニル）共重合体が、該共重合体の約１０％ｗｔ～約９０
％ｗｔの範囲の濃度の酢酸ビニルを有する、請求項３０に記載のインプラント。
【請求項４４】
　第一ポリマーが、１００ｋＤ～約１０００ｋＤの重量平均分子量を有するポリ（ｎ－ブ
チルメタクリレート）を含み、第二のポリマーが、前記共重合体の約１０％ｗｔ～約９０
％ｗｔの範囲で酢酸ビニル含有量を有するポリ（エチレン－ｃｏ－酢酸ビニル）を含む、
請求項３０に記載のインプラント。
【請求項４５】
　ポリマーマトリックス及び１以上の生物活性剤が、コア表面上にコーティング層として
提供される、コアをさらに含む請求項３０に記載のインプラント。
【請求項４６】
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　被覆がコア表面の一部に提供される、請求項４５に記載のインプラント。
【請求項４７】
　被覆がコアの中間部に提供される、請求項４５に記載のインプラント。
【請求項４８】
　被覆が近位移動部分、遠位移動部分、又は近位及び遠位移動部分の両方を含む、請求項
４５に記載のインプラント。
【請求項４９】
　コアが、非分解性材料で加工される、請求項４５に記載のインプラント。
【請求項５０】
　非分解性材料が、チタン合金、ニッケル－コバルトベース合金、ステンレススチール、
コバルト－クロム合金、及び生分解性マグネシウム合金から選択される、請求項４９に記
載のインプラント。
【請求項５１】
　非分解性材料が、ポリ（メチルメタクリレート）及びシリコーンから選択される１以上
のポリマーを含む、請求項４９に記載のインプラント。
【請求項５２】
　コアが、生分解性材料で加工される、請求項４５に記載のインプラント。
【請求項５３】
　生分解性材料が、ポリグリコール酸、ポリジオキサノン、外科用ガット、ポリ乳酸、ポ
リグリコネート、ポリグラクチン、及びポリグレカプロンから選択される、請求項５２に
記載のインプラント。
【請求項５４】
　生物活性剤が、抗増殖剤、抗炎症剤、血管新生阻害剤、抗生物質、神経栄養因子又はこ
れらの２以上の任意の組合せから選択される、請求項３０に記載のインプラント。
【請求項５５】
　１以上の生物活性剤を眼に持続送達させるためのインプラントを製造する方法であって
、ここで、インプラントが網膜下に移植され、下記：
　（ａ）溶媒に１以上のポリマーを溶解し、複合流体を形成する工程；
　（ｂ）１以上の生物活性剤を前記複合流体に添加し、１以上の生物活性剤の均一な溶液
を生産するか又は１以上の生物活性剤が分散した層を含む溶液を生産する工程；
　（ｃ）溶液を乾燥させ、固体を形成する工程；
　（ｄ）１以上のポリマーの融点以下の温度まで固体を加熱し、半固体を形成する工程；
及び
　（ｅ）工程（ｃ）の固体を材料としてインプラント装置を形成する工程
を含む前記方法。
【請求項５６】
　工程（ｅ）が溶解－押出し－引き伸ばしを含む、請求項５５に記載の方法。
【請求項５７】
　ポリマーが生分解性ポリ（カプロラクトン）である、請求項５５に記載の方法。
【請求項５８】
　生分解性ポリマーが、全体として又は部分的に、カプロラクトンモノマーの繰り返し単
位で構成される、請求項５７に記載の方法。
【請求項５９】
　温度が約１００℃未満である、請求項５５に記載の方法。
【請求項６０】
　１以上の生物活性剤が、抗増殖剤、抗炎症剤、血管新生阻害剤、抗生物質、神経栄養因
子又はそれらの組合せから選択される、請求項５５に記載の方法。
【請求項６１】
　請求項５５の方法によって製造されるインプラント。
【請求項６２】
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　近位末端、遠位末端、又は近位及び遠位末端の両方で先細になる、請求項６１に記載の
インプラント。
【請求項６３】
　眼の脈絡膜上方であるが、神経線維層下方である１以上の組織層に配置するように設定
される、請求項６１に記載のインプラント。
【請求項６４】
　約１０００μｍ未満の全直径、かつ、約５ｍｍ未満の長さを有する、請求項６１に記載
のインプラント。
【請求項６５】
　少なくとも約０．０００１μｇ／日の生物活性剤の溶出速度を有する、請求項５５に記
載のインプラント。
【請求項６６】
　インプラントが溶出する生物活性剤の量が、治療効果を提供するのに必要な量と比べて
、せいぜい９０％超過の生物活性剤である、請求項５５に記載の方法。
【請求項６７】
　脈絡膜、網膜、脈絡膜上方の組織層、及び神経線維層を有する眼の障害又は疾患を治療
又は予防する方法であって、下記：
　（ａ）網膜下方で眼に請求項１に記載のインプラントを移植する工程；及び
　（ｂ）治療されるべき眼の部分に１以上の生物活性剤を送達するために１以上の生物活
性剤の溶出を可能にする工程
を含む前記方法。
【請求項６８】
　インプラントが、脈絡膜上方であるが神経線維層下方である組織層に配置される、請求
項６７に記載の方法。
【請求項６９】
　網膜下方で眼に第二インプラントをさらに移植することを含み、２つのインプラントが
眼に同時に位置される、請求項６７に記載の方法。
【請求項７０】
　インプラントが、移植を達成するために眼に突き通すか又は貫通することができる、請
求項６７に記載の方法。
【請求項７１】
　眼の中にインプラントを挿入するための器具を用いることをさらに含む、請求項６７に
記載の方法。
【請求項７２】
　インプラントを眼に挿入するための外科用器具を用いて、インプラントを握るか又は連
結するためのインプラントの未被覆部分を用いることをさらに含む、請求項６７に記載の
方法。
【請求項７３】
　インプラントによって溶出される少なくとも５％の１以上の生物活性剤が、治療される
べき眼の部分にだけ実質的に送達される、請求項６７に記載の方法。
【請求項７４】
　インプラントによって溶出される９５％未満の１以上の生物活性剤が、健康な組織に送
達される、請求項６７に記載の方法。
【請求項７５】
　脈絡膜、網膜、脈絡膜上方の組織層、及び神経線維層を有する眼の障害又は疾患を治療
又は予防する方法であって、下記：
　（ａ）網膜下方で眼に請求項３０に記載のインプラントを移植する工程；及び
　（ｂ）治療されるべき眼の部分に１以上の生物活性剤を送達するために１以上の生物活
性剤の溶出を可能にする工程
を含む前記方法。
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【請求項７６】
　インプラントが、脈絡膜上方であるが神経線維層下方である組織層に配置される、請求
項７５に記載の方法。
【請求項７７】
　網膜下方で眼に第二インプラントをさらに移植することを含み、２つのインプラントが
眼に同時に位置される、請求項７５に記載の方法。
【請求項７８】
　インプラントが、移植を達成するために目に突き通すか又は貫通することができる、請
求項７５に記載の方法。
【請求項７９】
　眼の中にインプラントを挿入するための器具を用いることをさらに含む、請求項７５に
記載の方法。
【請求項８０】
　インプラントを眼に挿入するための外科用器具を用いて、インプラントを握るか又は連
結するためのインプラントの未被覆部分を用いることをさらに含む、請求項７５に記載の
方法。
【請求項８１】
　インプラントによって溶出される少なくとも５％の１以上の生物活性剤が、治療される
べき眼の部分にだけ実質的に送達される、請求項７５に記載の方法。
【請求項８２】
　インプラントによって溶出される９５％未満の１以上の生物活性剤が、健康な組織に送
達される、請求項７５に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、「網膜疾患を治療及び／又は予防するための生物活性剤を網膜下に投与する
ための脈絡膜及び網膜用の持続送達装置並びに方法」と題する、２００５年４月８日出願
の米国仮出願シリアル第６０／６６９，７０１号の利益を主張し、これは、参照により本
明細書中に全体として援用される。
【０００２】
発明の分野
　本発明は、眼、具体的には、眼の障害又は疾患を有する哺乳動物の眼を治療するための
持続放出インプラント及び方法に関する。より具体的には、本発明は、１以上のインプラ
ントの使用によって、網膜下に１以上の生物活性剤を投与するためのインプラント及び方
法に関する。本明細書中に記載したインプラント及び方法を使用することによって、１以
上の生物活性剤の送達は、所望の治療部位、具体的には、脈絡膜及び網膜に位置すること
ができる。
【背景技術】
【０００３】
発明の背景
　哺乳動物の眼の視力を脅かす障害又は疾患が多数存在し、限定されないが、網膜、網膜
色素上皮（ＲＰＥ：ｒｅｔｉｎａｌ　ｐｉｇｍｅｎｔ　ｅｐｉｔｈｅｌｉｕｍ）及び脈絡
膜の疾患が含まれる。このような視力を脅かす疾患には、例えば、眼球の新生血管形成、
眼球の炎症及び網膜の変性が含まれる。これらの疾患状態の具体例は、糖尿病性網膜症、
慢性緑内障、網膜剥離、鎌状赤血球網膜症、加齢性黄斑変性症、網膜新生血管形成、網膜
下新生血管形成；虹彩ルベオーシス炎症性疾患、慢性後部及び汎ブドウ膜炎、新生物、網
膜芽腫、偽網膜膠腫、血管新生緑内障；併用した硝子体茎切除及び水晶体切除後に生じる
新生血管形成、血管疾患、網膜虚血、脈絡膜血管機能不全、脈絡膜血栓症、視神経の新生
血管形成、糖尿病性黄斑浮腫、類嚢胞黄斑部浮腫、黄斑浮腫、網膜色素変性症、網膜静脈
閉塞、増殖性硝子体網膜症、網膜色素線条、及び網膜動脈閉塞、並びに眼の穿通又は眼外
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傷による新生血管形成を含む。
【０００４】
　例えば、加齢性黄斑変性症（ＡＭＤ：ａｇｅ－ｒｅｌａｔｅｄ　ｍａｃｕｌａｒ　ｄｅ
ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ）は、米国において、５０歳以上の白人における不可逆的であって
重篤な中心視の喪失の主要な原因である。１９９０年の米国の国勢調査によると、６５歳
を超えるおよそ７５０，０００人が、ＡＭＤによる一方又は両方の眼における重篤な視力
障害と推定されている。また、ＡＭＤ症例の数は、１９７０年の２７０万人から２０３０
年までに７５０万人に増加することが予測されている。
【０００５】
　概略でＡＭＤ症例の８０％が、新生血管状態を伴わず、効果的な治療がない。新生血管
形成を伴う残りの症例については、現在利用できる治療は次善である。おろらく、最も良
く知られた療法は、光線力学療法（ＰＤＴ：ｐｈｏｔｏｄｙｎａｍｉｃ　ｔｈｅｒａｐｙ
）であるが、しかしながら、この療法は、眼科及び財政投資共同体の療法において重要な
意向を受けている一方で、新生血管のＡＭＤ症例のたった約２０パーセントに有用である
。さらに、この特定の療法は、簡単でかつ費用のかからない処置ではない。この手法は、
一般的に、少なくとも２年間、３ヶ月ごとに繰り返すことが必要であり、およそ概算して
総費用１２，２５０ドルかかる。
【０００６】
　数多くの血管形成阻害剤が、現在、ＡＭＤの治療用に調査されている。例えば、サリド
マイドは、強力な血管形成阻害剤であることが知られている。しかしながら、その全身性
副作用には、末梢性ニューロパシー、中枢神経系抑制、及び胎児毒性が含まれる。さらに
、これらの全身性副作用は、網膜下の新生血管形成の治療に対して患者に投与される投与
量を制限している。老齢患者における血管形成の全身性阻害はまた、中枢神経の阻止並び
に心虚血事象における役割を有する側副循環の進行に干渉し得る。
【０００７】
　多くの技術又は方法論は、広範な眼の障害又は疾患を治療するために、下記に記載され
る哺乳動物の眼を構成する種々の組織又は構造に薬物を送達するように開発されている。
しかしながら、所望の治療効果又は医療効果を達成するために哺乳動物の眼、とりわけ網
膜及び／又は脈絡膜に薬物、タンパク質等を送達することは、やりがいのあることが示さ
れ、その大部分は、眼及びその成分の配置、精巧さ及び／又は振る舞いによる。眼の組織
への薬物の送達に関する種々の従来の方法又は技術の簡単な説明及びそれらの欠点を下記
に記載する。
【０００８】
　眼以外の部位での薬物の経口摂取又は薬物の注入は、薬物を全身に与える：しかしなが
ら、このような全身投与は、特異的に眼に対して薬物の効果的なレベルを提供しない。網
膜、後部管、及び視神経を含む多くの眼科疾患では、薬物の十分なレベルが、投与の経口
又は非経口経路によって達成及び維持され得ない。このように、更なるしかも繰り返えさ
れる薬物の投与は、薬物の所望の又は十分なレベルに到達するために必要であろう。しか
しながら、このような薬物のこのような更なるしかも繰り返される投与は、望ましくない
全身性の毒性を生じるかもしれない。
【０００９】
　眼科状態はまた、液体又は軟膏形態で眼に直接的に適用される薬物を用いて治療されて
いる。しかしながら、この投与経路（即ち、局所投与）は、眼の表面に関する問題、及び
例えば、結膜炎のような眼の角膜及び全部に関する疾患を治療するのに最も有効である。
さらに、局所的の眼への液滴は、眼から鼻涙管を通って全身循環へと排出され、さらに、
薬剤を希釈し、そして、望ましくない全身性の副作用の危険に晒す。さらに、局所的な眼
の液滴における薬物の送達はまた、薬物が角膜又は強膜を容易に横切ることができず、硝
子体、網膜、又は他の網膜下の構造、例えば、網膜色素上皮（「ＲＰＥ」）又は脈絡膜の
血管系に提供することができないため、利用が制限され、及び／又は非常に不安定であり
、したがって、局所送達用に容易に調合されない。しかも、データはまた、最大８５％の
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局所的に適用される薬剤が眼のまばたきの機構／反射によって除去されることは珍しいこ
とではないことを示す。
【００１０】
　局所的な挿入による眼への薬物の直接的な送達はまた試みられている；しかしながら、
この方法は好ましくない。このような局所的な挿入は、患者自らの投与を要求し、つまり
、眼への挿入及び除去の教育を必要とする。その結果として、この技術は、年齢に関した
ように見えるある種の眼の疾患（例えば、年齢に関連した黄斑変性症）に特に影響を受け
易い高齢者の患者に対して問題となり得るある程度の手先の器用さを要求する。また、多
くの場合、このような局所的挿入は、眼の刺激を引き起こすかもしれず、このような挿入
は、まぶたの弛緩による不注意により喪失しやすい。さらに、これらの装置は、角膜及び
前房にのみ薬物源を提供し、つまり、局所的な眼の液滴又は軟膏に優る有意な薬理学的な
利点を提供しない。つまり、このような装置は、硝子体及び眼の後部に位置した組織への
有効な薬物源を提供するための限定された効用を有する。
【００１１】
　結果として、後区又は眼底における眼の障害若しくは疾患を治療するための最良の方法
は、薬物の硝子体内送達を伴う。硝子体内送達のためのこのような技術の１つは、米国特
許第５，７７０，５８９号に記載されるように、硝子体へ直接的に薬物若しくは薬物を含
有するマイクロスフェアの眼球内注射によるか、又は硝子体に薬物を含有する装置若しく
はカプセルを位置することによって達成される。薬物の硝子体内注射は、高濃度で眼の後
区に薬物を送達する効果的な手段であるが、即座の浄化及び組織毒性のような欠点がない
わけではない。
【００１２】
　さらに、多くの治療薬は、網膜を横切って容易に分散することができないこともまた周
知である。つまり、投与され、そして硝子体で維持される投薬量は、網膜境界を横切って
拡散し得る量、並びに薬物が硝子体内で有効な量でどのように保持されるのかを配慮しな
ければならない。例えば、トリアムシノロンの注射後３日間、硝子体に存在する１％未満
のトリアムシノロンが、網膜、色素上皮、及び強膜を含む他の組織と関連することが動物
試験から観察されている。境界を横切る薬物送達の相対的効果に加えて、いくつかの治療
を用いた硝子体内への直接的な注入技術を使用した場合、合併症又は副作用が観察されて
いる。
【００１３】
　例えば、トリアムシノロンのようなコルチコステロイドとして分類される化合物は、角
膜の新生血管形成のようないくつかの形態の新生血管形成を効果的に治療することができ
る。これらの化合物は、直接的な注入によって後区の新生血管形成を治療するために使用
された場合、これらの化合物は、多くの患者に望ましくない副作用を引き起こすことが観
察された。観察された悪影響又は望ましくない副作用は、眼圧上昇、及び白内障の形成又
はその発症の加速を含んでいた。眼圧の上昇は、患者において他ならぬ心配事である。さ
らに、正常な眼圧の患者においてコルチコステロイドの使用は、眼組織に障害をもたらす
圧力上昇を引き起こすであろう。コルチコステロイドを用いた療法は、長期であることが
しばしばであるため、その療法に起因する眼圧の長期の上昇の結果として、眼組織への重
大な損傷に関する可能性が存在する。
【００１４】
　その結果、硝子体内送達の領域における努力はまた、持続放出インプラント、カプセル
又は他のこのような装置を位置することによる送達、あるいは、硝子内と連絡し、そして
含有した薬物の硝子体内に経時的な放出を提供するように設定された機構による送達を含
んでいる。このような放出制御装置の例は、米国特許第６，２１７，８９５号；第５，７
７３，０１９号；第５，３７８，４７５号、及び米国特許出願公開第２，００２／００６
１３２７号に記載されている。
【００１５】
　本明細書中に記載された技術／機器の共通の特徴は、インプラント、カプセル又は他の
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このような装置が眼を通して挿入され、硝子体内に位置され得るように、外科的切開が手
法の開始時になされることが必要である。これらの方法及び技術はまた、硝子体の材料の
喪失を防ぎ、創縫合治癒を促進するように、切開を塞ぎ又は閉じる手法の完了に続く縫合
の使用に関わってもよい。当業者に既知であるように、後区又は硝子体の容積及び圧力を
維持するためには、眼の形状及び光学配置を維持することが必要である。このような治療
の進行は、期間及び費用、並びに角膜潰瘍、白内障形成、眼内感染、及び／又はこれらの
手法に伴う硝子体の脱出の現実的な危険性を増加させる。
【００１６】
　ドナー細胞、より具体的にはドナー網膜細胞を網膜下の空隙に移植する機器及び方法論
は、米国特許第５，２７３，５３０号及び第５，４０９，４５７号に説明されている。そ
の中には、機器はまた注入され又は硝子体から材料を取り出すために使用することができ
ることも記載されている。記載された方法論によれば、この機器は、眼の周囲に沿って伸
長する挿入経路に沿って眼球孔に挿入することができ、網膜又は網膜下の領域に隣接した
先端を置くように、形成され、そして特定の大きさに合わせられる。次に、この先端がど
れだけ移動するかに応じて、先端が網膜下領域又は硝子体内に残るので、医学的指示にお
いて、一般的に先端を移動させる。先端の過度の挿入を防ぐために、先端が眼内に挿入し
える距離を制限するように先端にカラーが提供される。
【００１７】
　眼の網膜下領域への移植片として、正常な平面構造内で網膜細胞、上皮及び脈絡膜の網
膜下の移植のための機器は、米国特許出願公開２００２／００５５７２４に説明されてい
る。記載された機器は、角膜横断外科アプローチ又は脈絡膜及び強膜横断外科アプローチ
のいずれかを用いて眼の開口内に挿入される。この技術によれば、機器は、移植片が挿入
し得るように網膜を離れて網膜下を進行する。米国特許第５，２７３，５３０号に記され
るように、経角膜又は経強膜経路を用いた眼の前部又前区の穿通は、角膜潰瘍の危険性を
生じる。また、いずれかのアプローチを用いて、手法の開始で外科的切開がなされ、それ
により、機器を挿入することができ、そして、硝子体材料（即ち、房水）の喪失を防ぐた
めに、切開を塞ぎ又は閉鎖する手法の完了後に縫合が使用される。
【００１８】
　薬剤の放出制御のための生分解性多孔質薬物送達装置は、米国特許第５，５１６，５２
２号に記載される。この装置は、内面と外面、及び第一と第二末端を有する中空管を具備
する。薬剤は、管の通路を通って制御可能な放出のための中空管内に満たされる。中空管
内に薬物が満たされる前に、第一端は熱融着され、中空管に薬物が満たされた後に、第二
端が熱融着される。液体の注入可能な状態で体内に注入される熱可塑性又は熱硬化性ポリ
マーで構成される生分解性ポリマー組成物が、米国特許第５，３２４，５１９号及び第５
，５９９，５５２号に記載される。これらの組成物は、骨又は神経成長障害のような障害
及び疾患を予防及び治療するために、そして、身体機能（例えば、避妊）を変えるために
使用される。米国特許第５，５９９，５５２号は、さらに、骨及び神経細胞のような細胞
及び組織の再生を増強し、あるいは組織又は臓器への生物学的に活性な物質の送達のため
の組成物を用いることを記載する。
【００１９】
　それ故、眼の障害及び疾患を治療する現在利用可能な方法を用いた多くの難点がある。
例えば、これらの後区の眼疾患の場合、局所又は経口投与のような薬物送達の従来経路は
、疾患部位に到達しない。結果として、眼底疾患を治療する現在の方法は、眼内注入又は
硝子体内インプラントを介して眼の硝子体腔に直接薬物を導入することを伴う。眼の自然
な循環プロセスは、硝子体チャンバーに直接注入される溶液を急速にに取り除く。その後
、このアプローチは、しばしば、緑内障及び白内障形成のような合併症と関連した頻繁の
高い多くの投与注入を必要とする。さらに、高分子量の分子（＞７０ｋＤ）は、網膜色素
上皮及び網膜毛細血管の密接結合複合体を実質的に横切ることができない。微粒子注入は
、従来の注入の持続放出能力を改善するが、これは、なお眼内還流を介して薬剤の広範な
放出を解決しない。ステロイドの場合、この分布は、緑内障及び白内障のような逆効果を
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もたらすことが知られる。さらに、眼の自然な循環プロセスは、僅かに前から後への眼循
環を有し、疾患が進行中である場合、眼の底でより低い薬物濃度の原因となる。
【００２０】
　このように、眼の治療、特に「網膜及び／又は脈絡膜の障害又は疾患」の治療に、所望
の治療部位に直接的に治療媒体を送達することによって、安全であり有効な方法を提供す
ることが望まれるであろう。特に、眼の他の組織においてこのような作用を最小限にしな
がら、網膜及び／又は脈絡膜で治療媒体の局在化された持続送達を提供することが期待さ
れるであろう。外傷を最小限にし、流体物切開の必要性を除く方法を提供することが望ま
れるであろう。さらに、治療に必要とされる治療薬の投与量を効果的に低下させる方法を
提供することが望まれるであろう。さらに、治療薬の硝子体内送達に関連した副作用を低
減させ、ましてや取り除く方法を提供することが望まれるであろう。さらに、治療部位に
巨大分子量の薬物及びタンパク質を効果的及び効率的に送達する方法を提供することが望
まれるであろう。
【発明の開示】
【００２１】
発明の概要
　一側面において、本発明は、哺乳動物の眼に１以上の生物活性剤を網膜下に送達するた
めの持続放出インプラントを提供する。本発明のインプラントは、１以上の固体の生体適
合性ポリマー及び１以上の生物活性剤を含む。インプラントは、同じ治療効果を達成する
ために、全身、局所、及び全臓器の送達システムによって送達される量より実質的に少な
い量で１以上の生物活性剤を網膜下に送達される。
【００２２】
　いくつかの態様において、ポリマーマトリックス及び１以上の生物活性剤は、単独で、
インプラントを形成する。他の態様では、インプラントは、生体適合性ポリマーマトリッ
クス及び１以上の生物活性剤を含むコーティング層で少なくとも部分的に覆われている外
表面を有する生体適合性コアを含む。いくつかの態様では、コーティング層は、コアの全
外表面を覆う。他の態様では、コーティング層は、コアの外表面の１以上の部分を覆い、
コアの外表面の１以上の部分を被覆しないままである。いくつかの態様では、コーティン
グ層は、その端の一方又は両方で先細くされ又は矢羽根が付けられている。いくつかの態
様では、コアの少なくとも遠位端及び近位端は、コーティング層で覆われ、そして、コー
ティング層は先細くされ又は矢羽根が付けられている。
【００２３】
　インプラントのポリマーマトリックスに有用なポリマーは、生体適合性ポリマーであり
、生体安定性（即ち、非分解性）又は生分解性であってもよい。生体安定性ポリマーの例
には、ポリウレタン、シリコーン、ポリエステル、ポリオレフィン（例えば、ポリエチレ
ン又はポリプロピレン）、ポリイソブチレン、アクリル系ポリマー、ハロゲン化ビニルポ
リマー、ポリビニルエーテル、ポリビニルメチルエーテル、ポリハロゲン化ビニリデン、
ポリアクリロニトリル、ポリビニルケトン、ポリビニル芳香族化合物、ポリビニルエステ
ル（例えば、ポリ（アルキル（メト）アクリレート）、例えば、ポリ（（メチル）メタク
リレート）又はポリ（（ブチル）メタクリレート）、ポリビニルアミド、ポリアミド、ポ
リカプロラクタム、ポリカーボネート、ポリオキシメチレン、ポリイミド、ポリエーテル
、ポリウレタン、レーヨン、レーヨン・トリアセテート、酢酸セルロース、酪酸セルロー
ス、セロファン、硝酸セルロース、プロピオン酸セルロース、セルロースエーテル、カル
ボキシメチルセルロース、及び上記ポリマーの共重合体（例えばポリエチレンビニルアセ
テート）及び混和物が含まれる。生分解性ポリマーの例には、ポリ（Ｌ－乳酸）、ポリ（
カプロラクトン）、ポリ（ラクチド－ｃｏ－グリコリド）、ポリ（ヒドロキシ酪酸塩）、
ポリ（ヒドロキシ酪酸塩－ｃｏ－吉草酸塩）、ポリジオキサノン、ポリオルトエステル、
ポリ無水物、ポリ（グリコール酸）、ポリ（Ｄ，Ｌ乳酸）、ポリ（グリコール酸－ｃｏ－
トリメチレンカーボネート）、ポリ（リン酸エステル）、ポリリン酸エステルウレタン、
ポリ（アミノ酸）、シアノアクリレート、ポリ（トリメチレンカーボネート）、ポリカー
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ボネート、ポリ（イミノカーボネート）、ポリエステル、コポリ（エーテル－エステル）
、ポリアルキレンオキサレート、ポリホスファゼン、及び上記ポリマーの共重合体及び混
和物が含まれる。生分解性材料、例えば、フィブリン、フィブリノーゲン、セルロース、
デキストラン、多糖、スターチコラーゲン、クロムガット、及びヒアルロン酸はまた使用
されてもよい。
【００２４】
　非重合性生体適合性材料はまた、本発明のインプラントのコアを形成することができる
。実施例は、チタン－ニッケル合金ワイヤ、チタン合金、ニッケル－コバルトベース合金
、ステンレススチール、コバルト－クロミウム合金、及び生分解性マグネシウム合金を含
む。典型的な態様では、コアは、商業的に利用可能な最小の直径（例えば、約１０μｍ～
約２００μｍ）を有するチタンニッケルワイヤーであり、それによって、インプラントが
含有してもよい生物活性剤の量を最大にする。いくつかの態様では、コア材料及びコアの
厚さは、所望の堅さ及び柔軟性を有するインプラントを提供するように選択される。
【００２５】
　いくつかの態様では、インプラントコアの外表面領域は、生体適合性ポリマーマトリッ
クス及び１以上の生物活性剤を含むコーティング層で部分的に又は完全に覆われ、そして
、コーティング層は、１以上の生物活性剤の放出速度の特徴（例えば、溶出速度）を修飾
する１以上の生体適合性ポリマーを含む１以上の追加のコーティング層で部分的に又は全
体として被覆される。追加のコーティング層に使用されてもよい生体適合性ポリマーの例
には、ポリ（カプロラクトン）、ポリ（メチルメタクリレート）、ポリエステル、クロム
ガット、ポリオルトエステル、ポリプロピレン、ポリエチレン酢酸ビニル又はポリ（ブチ
ルメタクリレート）が含まれる。典型的な態様では、コーティング層は、ポリ（カプロラ
クトン）を含む。
【００２６】
　いつかの態様では、コアの外部表面は、生体適合性ポリマーマトリックス及び１以上の
生物活性剤を含むコーティング層を用いてその全長の部分に沿って被覆され、そして、イ
ンプラントは、さらに、握られ、外科器具と連結され、又はインプラントが眼に挿入され
ていた期間後に装置の容易な取り出しのために使用されてもよいハンドリング部分（例え
ば、長さにして約１０ｍｍ以下の被覆していない領域）を提供する被覆していないコアの
長さを含む。
【００２７】
　本発明のインプラントによって送達されてもよい生物活性剤の例には、薬物、薬剤、抗
生物質、抗菌剤、抗増殖剤、神経保護剤、抗炎症剤（ステロイド性及び非ステロイド性）
、増殖因子、神経栄養因子、血管新生阻害剤、血栓溶解剤又は遺伝子が含まれる。より具
体的には、１以上の生物活性剤は、トロンビン阻害剤；抗血栓剤；血栓溶解剤；線維素溶
解薬；血管痙攣阻害剤；カルシウムチャネル遮断剤；血管拡張剤；血圧降下剤；抗菌剤、
抗真菌剤、及び抗ウイルス剤；表面糖タンパク質受容体の阻害剤；抗血小板薬；抗有糸分
裂剤；微小管阻害剤；抗分泌薬；活性阻害剤；リモデリング阻害剤；アンチセンスヌクレ
オチド；代謝拮抗物質；血管新生阻害剤を含む抗増殖剤；抗癌性化学療法薬；抗炎症剤；
非ステロイド性抗炎症剤；抗アレルギー剤；抗増殖剤；充血除去剤；縮瞳薬及び抗抗コリ
ンエステラーゼ；抗腫瘍剤；免疫学的薬物；ホルモン剤；免疫抑制剤、成長ホルモン拮抗
剤、増殖因子；血管新生阻害剤；ドーパミン作動剤；放射線療法剤；ペプチド；タンパク
質；酵素；細胞外マトリックス成分；ＡＣＥ阻害剤；フリーラジカル捕捉剤；キレート剤
；抗酸化剤；抗重合剤；光線力学療法剤；遺伝子治療剤；及び、他の治療薬、例えば、プ
ロスタグランジン、抗プロスタグランジン、プロスタグランジン前駆体、及びそれらの組
合せから選択されてもよい。典型的な態様では、インプラントは、生分解性ポリ（カプロ
ラクトン）を含むポリマーマトリックスにコルチコステロイドのトリアムシノロンアセト
ニドを含む。
【００２８】
　本発明のインプラントは、典型的には、眼の機能への干渉並びに眼の不快及び損傷を最
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小限にするために設計される。いくつかの態様において、インプラントは、棒状又はフィ
ラメント状の形態である。いくつかの態様において、インプラントは、勾配であるか、先
細であるか、又は尖っている遠位端を有してもよい。その代わりに、インプラントは、平
滑である又は丸くなっている遠位端を有してもよい。
【００２９】
　いくつかの態様では、インプラントは、約１０００μｍ未満である全径を有し、他の態
様では、約９００μｍ未満であり、他の態様では、約８００μｍ未満であり、他の態様で
は、約７００μｍ未満であり、他の態様では、約６００μｍ未満であり、他の態様では、
約５００μｍ未満であり、他の態様では、約４００μｍ未満であり、他の態様では、約３
００μｍ未満であり、他の態様では、約２００μｍ未満であり、他の態様では、約１００
μｍ未満であり、他の態様では、約５０μｍ未満である。いくつかの態様では、インプラ
ントの全径は、約２００μｍ～約５００μｍの範囲である。
【００３０】
　いくつかの態様では、本発明のインプラントは、約５ｍｍ未満の長さを有し、他の態様
では、約４．５ｍｍ未満であり、他の態様では、約４ｍｍ未満であり、他の態様では、約
３．５ｍｍ未満であり、他の態様では、約３．０ｍｍ未満であり、他の態様では、約２．
９ｍｍ未満であり、他の態様では、約２．８ｍｍ未満であり、他の態様では、約２．７ｍ
ｍ未満であり、他の態様では、約２．６ｍｍ未満であり、他の態様では、約２．５ｍｍ未
満であり、他の態様では、約２．４ｍｍ未満であり、他の態様では、約２．３ｍｍ未満で
あり、他の態様では、約２．２ｍｍ未満であり、他の態様では、約２．１ｍｍ未満であり
、他の態様では、約２ｍｍ未満である。いくつかの態様では、インプラントの長さは、約
２．２５ｍｍ～約２．７５ｍｍの範囲である。
【００３１】
　いくつかの態様では、本発明のインプラントは、少なくとも約０．０００１μｇ／日の
生物活性剤の溶出速度を有し、他の態様では、少なくとも０．００１μｇ／日、他の態様
では、少なくとも約０．０１μｇ／日、他の態様では、少なくとも約０．１μｇ／日、他
の態様では、少なくとも約１μｇ／日、他の態様では、少なくとも約１０μｇ／日、他の
態様では、約１００μｇ／日、及び、他の態様では、少なくとも約１０００μｇ／日であ
る。
【００３２】
　いくつかの態様では、本発明のインプラントは、全臓器への送達系が送達するのと比較
して、同じ治療効果を達成するために、約２～約１，０００，０００倍未満の生物活性剤
を送達することができる。さらに、いくつかの態様では、インプラントは、全身性又は局
所性送達系が送達するのと比較して、同じ治療効果を達成するために、約２～約１，００
０，０００倍未満の生物活性剤を送達することができる。
【００３３】
　いくつかの態様において、本発明のインプラントは、治療効果を与えるために要求され
るものと比較して約９０％未満の過剰な生物活性剤で、１以上の生物活性剤を溶出するこ
とによって治療効果を提供し、治療効果を提供するために必要とされるものと比較して、
他の態様では、約８０％未満過剰であり、他の態様では、約７０％未満過剰であり、他の
態様では、約６０％未満過剰であり、他の態様では、約５０％未満過剰であり、他の態様
では、約４０％未満過剰であり、他の態様では、約３０％未満過剰であり、他の態様では
、約２０％未満過剰であり、他の態様では、約１０％未満過剰であり、他の態様では、約
５％未満過剰であり、他の態様では、約１％未満過剰である。
【００３４】
　別の側面では、本発明は、眼への少なくとも１つの生物活性剤の持続送達用のインプラ
ントを加工する方法を提供し、ここで、この装置は、網膜下に移植され、前記方法は、低
温プロセスを用いて１以上のポリマーと１以上の生物活性剤を組み合わせてインプラント
を形成し、ここで、インプラントは、１以上の生物活性剤が治療効果を提供するのに必要
とされるのと実質的に同じ投薬量で送達されるように加工されることを含む。
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【００３５】
　いくつかの態様において、この方法は、（ａ）溶媒に１以上のポリマーを溶解させ、複
合流体を形成する工程；（ｂ）少なくとも１つの生物活性剤を複合流体に添加し、１以上
の生物活性剤の均一な溶液及び／又は１以上の生物活性剤の分散相を有する溶液を生産す
る工程；（ｃ）場合により、この溶液を固体形態に乾燥する工程；（ｄ）場合により、ポ
リマー（又は複数）のちょうど融点以下の温度まで固体形態を加熱する工程；及び、（ｅ
）（ｂ）の溶液又は固体状態（ｃ）からインプラント装置を形成する工程を含む。いくつ
かの態様では、複合流体は、固体形態まで乾燥される。これらの態様において、固体形態
は、典型的には、形成工程（即ち、工程（ｅ））の間、ポリマー（又は複数）のちょうど
融点以下の温度まで加熱される。例えば、この過程は、約１００℃未満の温度で実行され
てもよい。いくつかの態様では、インプラント装置を形成する工程は、溶解－押出し－引
き伸ばしによって実行される。他の態様では、工程（ｂ）の溶液は、固体形態に乾燥され
ない。これらの態様において、加熱は、溶液中に溶媒が存在するため、形成工程（即ち、
工程（ｅ））の間に要求されなくてもよい。代表的な溶媒は、クロロホルム、ＴＨＦ、又
は適した溶解性パラメータを有する任意の他の有機炭化水素を含む。
【００３６】
　別の側面では、本発明は、眼内に本発明のインプラントを挿入することによって眼の後
区に生物活性剤を投与し、そして、１以上の生物活性剤が送達されるのを可能にする方法
を提供する。別の側面では、本発明は、眼の障害及び／又は疾患の治療及び／又は予防の
方法を提供し、眼内に本発明に従って装置を移植すること；及び、所望の網膜治療部位に
１以上の生物活性剤を送達されるのを可能にすることを含む。
【００３７】
　いくつかの態様では、インプラントは、脈絡膜上方であるが神経線維層下方で１以上の
組織層に配置される。いくつかの態様では、２以上のインプラントは、２以上のインプラ
ントが１以上の治療部位に１以上の生物活性剤を同時に溶出するように眼の網膜下に移植
される。
【００３８】
　いくつかの態様において、インプラントは、眼内に移植を達成するために眼の構造を突
き通し及び／又は貫通することができる。例えば、インプラントは、突き通し又は貫通を
促進するために、勾配であるか、先細であるか、又は尖っている遠位端を有してもよい。
いくつかの態様では、器具は、眼内にインプラントを挿入するために使用される。いくつ
かの態様では、インプラントは、眼内にインプラントを挿入するために、握られるか又は
外科用器具と連結されてもよい１以上の被覆していない部分を含む。
【００３９】
　本発明のいくつかの態様では、インプラントは、インプラント又はさらに多くのインプ
ラントと治療されるべき組織領域又は層との間の距離に基づいて送達するための生物活性
剤の特定の濃度を提供するように眼に挿入される。
【００４０】
　いくつかの態様では、粘性のある流体物、ハイドロゲル又は他の固体若しくは半固体の
材料を網膜下の空隙に投与し、インプラントが在中するであろう空隙を作ることが望まれ
得る。
【００４１】
　本発明によれば、１以上の生物活性剤は、治療される眼の部分（即ち、治療部位）にの
み実質的に送達される。いくつかの態様では、インプラントによって溶出される少なくと
も５％の生物活性剤は、治療される眼の部分に送達され、他の態様では、少なくとも１０
％であり、他の態様では、少なくとも２０％であり、他の態様では、少なくとも３０％で
あり、他の態様では、少なくとも４０％であり、他の態様では、少なくとも５０％であり
、他の態様では、少なくとも６０％であり、他の態様では、少なくとも７０％であり、他
の態様では、少なくとも８０％であり、及び、他の態様では、少なくとも９０％である。
【００４２】
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　さらに、本発明のインプラント及び方法は、かなりの量の１以上の生物活性剤が健康な
な組織に送達されないように１以上の生物活性剤を送達することができる。いくつかの態
様では、インプラントによって溶出される９５％未満の１以上の生物活性剤は、健康な組
織に送達され、他の態様では、９０％未満であり、他の態様では、８０％未満であり、他
の態様では、７０％未満であり、他の態様では、６０％未満であり、他の態様では、５０
％未満であり、他の態様では、４０％未満であり、他の態様では、３０％未満であり、他
の態様では、２０％未満であり、他の態様では、１０％未満であり、及び、他の態様では
、５％未満が健康な組織に送達される。
【００４３】
　本発明は、１以上の生物活性剤を治療部位に送達するために直接的なアプローチを提供
し、それによって効果的な治療に必要な投薬量を減少する。さらに、このような方法は、
生物活性剤の硝子体内への送達と関連した副作用を減少することができる。本発明は、さ
らに、巨大分子量の薬物及びタンパク質を治療部位の送達のために改善された経路を提供
する。
【００４４】
　本発明の他の側面、態様、及び利点は、下記に検討されるように、当業者に容易に明確
となるであろう。実感されるように、本発明は、本発明から逸脱することなしに他の及び
異なった態様を可能にする。つまり、下記の説明、並びに添付のいずれかの図面は、事実
上、例証されるものとしてみなされ、限定されない。
【００４５】
　本発明は、下記の定義を参照して、最も明確に理解される：
　本明細書中で使用されるとき：
　眼の「水性」は、眼の十分な房水を意味することが理解されるであろう。
【００４６】
　「生体適合性」は、重大な異物応答（例えば、免疫、炎症、血液凝固等の応答）を発揮
することなく受容者によって受け入れられ、そして受容者において機能する材料の能力を
意味する。例えば、本発明の１以上のポリマーマトリックス材料に関連して使用される場
合、生体適合性は、受容者において意図された方法で受け入れられ、及び機能するポリマ
ーマトリックス材料（又は複数のポリマーマトリックス材料）の能力を意味する。したが
って、インプラントは、生体の生物学的流体物及び／又は組織と接触して、生体に正味の
有益な効果をもって機能し又は存在することができる場合、「生体適合性」として特徴付
けることができる。
【００４７】
　「複合流体物」は、化学的及び／又は熱の熱力学的機構を介して流体状態であり；原子
よりははるかに大きな分子又は構造の長さスケールの成分相を有し、そして、安定化剤、
溶媒和物、添加物及びさらに治療薬のような付加的な成分相を含んでもよい高分子性液体
又は溶解物を意味すると理解されるであろう。この流体状態では、この「複合流体物」は
、さらに、偽塑性、ニュートン式又は非ニュートン式流動学によって特徴付けられる。
【００４８】
　「臓器」は、特定の機能を提供するために協同して機能する組織の集合物を意味するこ
とが理解されるであろう。例えば、網膜、脈絡膜、レンズ、及び視覚器官を作る他の関連
した構造のような組織の集合物である。
【００４９】
　「外科手術によるろ過胞」は、小ゲージのニードルシリンジ又は注入システムによって
作られる局所的な網膜流体物の剥離を意味するものとして理解されるであろう。
　「持続放出インプラント」は、制御される方法で長期間、１以上の生物活性剤を放出す
るように設計・用意される数多くのインプラントのいずれかを意味することが理解される
であろう。
【００５０】
　「網膜下の空隙」は、網膜色素上皮細胞と眼の光受容細胞との間の空間を意味すること
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が理解されるであろう。
　「治療的に有効な量」は、患者において所望の効果（疾患等の病状の治療又は疼痛の緩
和）を生じる単独で若しくは他の基質と一緒である生物活性剤の量を意味する。治療期間
中、このような量は、治療されるべき特定の状態、状態の重症度、年齢、身体的状態、大
きさ及び体重を含む個々の患者のパラメータ、治療期間、使用される特定の生物活性剤の
性質、併用療法（必要に応じて）、同様に医師の知識及び経験の範囲の要因に依存するで
あろう。通常の知識を有する医師又は獣医師は、状態を治療し及び／又は状態の進行を妨
げるのに必要な生物活性剤の有効量を容易に決定し、処方することができる。
【００５１】
　「硝子体」は、哺乳動物の眼の硝子質又は硝子体の空洞を意味することが利用されるで
あろう。
　本発明の性質及び所望の目的のより十分に理解するために、付随する図面と併せて記載
される下記の詳細な説明に言及し、同様の参照文字は、いくつかの概説の至るところで対
応する部分を意味する。
【００５２】
発明の詳細な説明
　下記に記載した本発明の態様は、包括的であって、下記の詳細な説明に開示された厳密
な形態に発明を制限することを意図しない。むしろ、本態様は、当業者が本発明の原理及
び実施を承認し、理解することができるように選択され、記載される。
【００５３】
　本発明は、哺乳動物の網膜下の空隙内へ１以上の生物活性剤の持続送達を提供する網膜
下薬物送達システム、並びにこのような送達システムを用いた哺乳動物の網膜下の空隙内
へ生物活性剤の投与又は送達方法を提供する。本発明はまた、送達システムを作る方法、
特に、１以上の生物活性剤を送達するために使用されるインプラントを作る方法を提供す
る。本薬物送達システム及び方法は、網膜疾患のための現在の装置及び治療方法の制限を
克服する。
【００５４】
　本発明の態様では、網膜下薬物送達システムは、所望の治療位置で眼内に配置すること
ができるインプラントを含む。特に、インプラントは、１以上の生物活性剤を含む生体適
合性ポリマーマトリックスを含む。いくつかの態様では、インプラントの生体適合性ポリ
マーマトリックスは、生分解性であるかまたは生体吸収性である。
【００５５】
　一態様では、１以上の生物活性剤だけを含有するポリマーマトリックスがインプラント
を形成する。これは、１以上の生物活性剤を含むポリマーマトリックスが実質的に全ての
インプラントを形成するが、他の少量の材料もまた、インプラントの形成に使用される加
工技術及び安定化技術に起因してインプラントに含有されてもよいことを意味することが
理解されるべきである。図１４に言及すると、インプラント１０は、１以上の生物活性剤
を含有するポリマーマトリックス１２を含む。インプラント１０は、図１４に示されるよ
うに、長さ「ｌ」及び直径「ｄ」を有する。インプラント１０は、遠位端１４及び近位端
１６を有する。インプラントの遠位端若しくは近位端（又は両方）は、先細く、丸く、勾
配があり、平滑であってもよく、あるいは他の所望の端形態を有してもよい。図１４の態
様では、インプラント１０は、勾配のある遠位端１４を有し、平滑な近位端１６を有する
。
【００５６】
　別の態様では、インプラントは、ポリマーマトリックス－生物活性材料（即ち、１以上
の生物活性剤を含むポリマーマトリックス）のコーティング層で被覆される生体適合性コ
アを含む。図１０～１１に言及すると、コアを有するタイプのインプラントの一態様が示
される。インプラント２０は、近位端２７及び遠位端２９、ポリマーマトリックス－生物
活性材料を含むコーティング層２４を有するコア２２を含む。図１０～１１の態様では、
ポリマーマトリックス－生物活性材料のコーティング層は、コア２２の全長の全体を被覆



(18) JP 2008-535847 A 2008.9.4

10

20

30

40

50

される。ポリマーマトリックス－生物活性材料のコーティング層２４は、近位移動部分２
６、遠位移動部分２８、中心部３０を含む。この態様では、近位移動部分２６及び遠位移
動部分２８は、矢羽根が付されている（即ち、傾斜移動部分）。
【００５７】
　別の態様では、図１２～１３に示されるように、インプラント４０は、近位端４２及び
遠位端４５を有するコア４２を含む。ポリマーマトリックス－生物活性材料のコーティン
グ層４４は、コア４２の長さ「ｌ」の一部が被覆され、結果として部分４６が被覆され、
部分４８は被覆されない。被覆されてない部分４８は、操作する際にコーティング層４４
に任意の潜在的損傷を防ぐために、インプラントが外科用器具を握りるかまたは連結させ
てもよい操作部分（例えば、マイクロ手術用器具）を提供するのに有用であってもよい。
一態様では、インプラント装置の被覆されていない部分は、フォローアップ外科手術にお
いて容易な回復のために網膜周囲に残すことができる。図１２～１３の態様では、被覆し
た部分４６の近位移動部分５０及び遠位移動部分５２は、矢羽根が付されている（即ち、
傾斜移動部分）。理論にとらわれずに、インプラントの遠位及び近位端に矢羽根を付すこ
とは、均一性、再現性の処置、及び移植の容易さを増すかもしれない。
【００５８】
　コアの形成に使用される大きさ、形状及び材料は、所望の特徴を提供するように選択す
ることができる。例えば、より細いコアは、より少ない堅さを提供し、より厚いコーティ
ング層を可能にするために使用されてもよく、それによって、インプラント中の生物活性
剤の溶液を最大にする。さらに、コアを形成する材料は、所望の堅さ又は柔軟性を提供す
るように選択することができる。さらになお、コア材料は、コアに付着するコーティング
層の能力を促進するように選択されてもよい。加えて、コアの表面は、コアへのポリマー
層の付着をさらに改善するように下塗りされ、粗くし、又は化学的に修飾されてもよい。
【００５９】
　いくつかの態様では、インプラントは、生物活性剤の放出速度特性を修飾するポリマー
材料の層をさらに含むことができる。例えば、ポリ（カーボネート）の薄層は、インプラ
ント上に被覆することができる。このようなポリ（カーボネート）層はまた、分解速度を
調節するバリア、移植前の環境的分解からの生物活性剤の保護を提供することができ、あ
るいは薬物の放出時間点を遅延することができる。
【００６０】
　ポリマーマトリックスに有用な生体適合性ポリマーは、生体安定性（即ち、生分解性で
ない）であるか又は生分解性であってもよい。生体安定性ポリマーの例には、ポリウレタ
ン、シリコーン、ポリエステル、ポリオレフィン（例えば、ポリエチレン又はポリプロピ
レン）、ポリイソブチレン、アクリル系ポリマー、ハロゲン化ビニル系ポリマー、ポリビ
ニルエーテル、ポリビニルメチルエーテル、ポリハロゲン化ビニリデン、ポリアクリロニ
トリル、ポリビニルケトン、ポリビニル芳香族化合物、ポリ（（メチル）メタクリレート
）又はポリ（（ブチル）メタクリレート）のようなポリビニルエステル（例えば、ポリ（
アルキル（メト）アクリレート）、ポリビニルアミド、ポリアミド、ポリカプロラクタム
、ポリカーボネート、ポリオキシメチレン、ポリイミド、ポリエーテル、ポリウレタン、
レーヨン、レーヨン・トリアセテート、酢酸セルロース、酪酸セルロース、セロファン、
硝酸セルロース、プロピオン酸セルロース、セルロース・エーテル、カルボキシメチルセ
ルロース、並びに上記ポリマーの共重合体（例えば、ポリエチレン酢酸ビニル）及び混和
物が含まれる。
【００６１】
　生分解性ポリマーの例には、ポリ（Ｌ－乳酸）、ポリ（カプロラクトン）、ポリ（ラク
チド－ｃｏ－グリコリド）、ポリ（ヒドロキシ酪酸塩）、ポリ（ヒドロキシ酪酸塩－ｃｏ
－吉草酸塩）、ポリジオキサノン、ポリオルトエステル、ポリ無水物、ポリ（グリコール
酸）、ポリ（Ｄ，Ｌ乳酸）、ポリ（グリコール酸－ｃｏ－トリメチレンカーボネート）、
ポリ（リン酸エステル）、ポリリン酸エステル・ウレタン、ポリ（アミノ酸）、シアノア
クリレート、ポリ（トリメチレンカーボネート）、ポリカーボネート、ポリ（イミノカー
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ボネート）、ポリエステル、コポリ（エーテル－エステル）、ポリアルキレン・オキサレ
ート、ポリホスファゼン並びに上記ポリマーの共重合体及び混和物が含まれる。フィブリ
ン、フィブリノーゲン、セルロース、デキストラン、多糖、スターチコラーゲン、クロム
ガット、及びヒアルロン酸のような生分解性材料もまた使用することができる。
【００６２】
　ポリマーの選択は、例えば、インプラントによって送達されるべき生物活性剤を含むイ
ンプラントの所望の特性、並びに生物活性剤の送達速度及び送達期間に依存してもよい。
　いくつかの態様では、生体適合性ポリマーは、全体として又は部分的に、カプロラクト
ンモノマーユニットの繰り返し（例えば、ポリ（カプロラクトン）又はその共重合体）を
含む。ポリ（カプロラクトン）は、網膜組織によって十分に許容され、炎症反応又は合併
症を誘発することなしに生物活性剤を送達することができることがわかっている。例えば
、図４～６の態様では、ポリ（カプロラクトン）は、炎症反応又は合併症を誘発すること
なしに少なくとも４週間、ステロイドを溶出することができる。このように、一態様では
、インプラントは、生分解性ポリ（カプロラクトン）ポリマーマトリックスを用いて形成
される。一態様では、インプラントは、棒状の形態であり、生物分解性ポリ（カプロラク
トン）ポリマーマトリックスにコルチコステロイド・トリアムシノロンアセトニドを含む
。このような態様は、場合により、コアを含んでもよい。
【００６３】
　いくつかの態様では、生体適合性ポリマーは、（ａ）ポリ（アルキル（メト）アクリレ
ート）、芳香族ポリ（メト）アクリレート、及びその混合物から選択される第１ポリマー
；並びに、（ｂ）ポリ（エチレン－ｃｏ－酢酸ビニル）共重合体を含む第２ポリマーを含
む。適した第１ポリマー及び第２ポリマーは従来の有機合成を用いて製造することができ
、及び／又は種々の供給源から商業的に利用可能である。好ましくは、このようなポリマ
ーは、被覆組成物におけるインビボでの使用に適した形態で提供されるか、あるいは当業
者に利用可能な従来法によって所望の程度（例えば、不純物の除去による）までこのよう
な使用のために精製される。
【００６４】
　好ましくは、第１ポリマーは、１以上の所望の特性、例えば、第２ポリマー及び生物活
性剤（又は複数）との適合性、疎水性、耐久性、生物活性剤の放出特性、生体適合性、分
子量、及び商業的な利用可能性を提供する。好ましくは、第１ポリマーは、ポリ（アルキ
ル（メト）アクリレート）、芳香族ポリ（メト）アクリレート、又はポリ（アルキル（メ
ト）アクリレート）及び芳香族ポリ（メト）アクリレートの組合せを含む。
【００６５】
　適したポリ（アルキル（メト）アクリレート）の例には、ポリ（ｎ－ブチルメタクリレ
ート）が含まれる。好ましい一態様では、高分子性被覆組成物は、ポリ（ｎ－ブチルメタ
クリレート）（「ｐＢＭＡ」）及び第２ポリマーとしてポリ（エチレン－ｃｏ－酢酸ビニ
ル）共重合体（「ｐＥＶＡ」）を含む。この組成物は、被覆組成物の約０．０５重量％～
約７０重量％の範囲の絶対的なポリマー濃度で有用であることがわかっている。本明細書
中で使用されるとき、「絶対的なポリマー濃度」は、被覆組成物における第１ポリマー及
び第２ポリマーの組み合わせた全濃度を意味する。一態様では、被覆組成物は、重量平均
分子量が約１００キロダルトン（ｋＤ）～約１０００ｋＤの範囲であるポリ（アルキル（
メト）アクリレート）（例えば、ポリ（ｎ－ブチルメタクリレート）など）、及び酢酸ビ
ニル含量がｐＥＶＡ共重合体の約１０重量％～約９０重量％の範囲であるｐＥＶＡ共重合
体を含む。別の態様では、ポリマー組成物は、分子量が約２００ｋＤ～約５００ｋＤの範
囲であるポリ（アルキル（メト）アクリレート）（例えば、ポリ（ｎ－ブチルメタクリレ
ート）など）、及び酢酸ビニル含量が約３０重量％～約３４重量％の範囲であるｐＥＶＡ
共重合体を含む。この態様の高分子被覆組成物中の生物活性剤（又は複数）の濃度は、最
終的な被覆組成物の重量を基準として約０．０１％～約９０％の範囲であり得る。
【００６６】
　本明細書中で使用されるとき、「重量平均分子量」又はＭwは、分子量を測定する絶対
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的な方法であり、特に、ポリマー調製の分子量を測定するのに有用である。重量平均分子
量（Ｍw）は、下式：
【化１】

（式中、Ｎは、Ｍの分子量をもつ試料中のポリマーの分子数を表し、Σiは調製物中の全
てのＮiＭi（種）の和である）
によって定義することができる。Ｍwは、光散乱又は超遠心分離などの一般的な技術を用
いて測定することができる。ポリマー調製物の分子量を定義するために使用されるＭw及
び他の用語の検討は、例えば、Ａｌｌｃｏｃｋ，Ｈ．Ｒ．及びＬａｍｐｅ，Ｆ．Ｗ．，Ｃ
ｏｎｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ；ｐｇ２７１（１９９０
）に見出すことができる。
【００６７】
　芳香族ポリ（メト）アクリレートを含む被覆組成物は、ある種の態様において予期せぬ
利点を提供し得る。このような利点は、例えば、他の特性の所望の組み合わせを維持しな
がら、他の被覆物（例えば、ポリ（アルキル（メト）アクリレート）ポリマー）とは異な
る特徴（異なる溶解特性など）を有する被覆を提供するための能力を提供する。特別の理
論にとらわれずに、本発明のアルキルポリ（メト）アクリレートよりはむしろ芳香族化合
物によって提供される溶解性の増加（特に、より極性溶媒において）は、ポリ（アルキル
（メト）アクリレート）の使用に通常好ましいものと比べて、それ自身より極性であるポ
リ（エチレン－ｃｏ－酢酸ビニル）（例えば、有意に大きな酢酸ビニル含量を有するもの
）の使用を許可する。
【００６８】
　適した芳香族ポリ（メト）アクリレートの例には、ポリ（アリール（メト）アクリレー
ト）、ポリ（アラルキル（メト）アクリレート）、及びポリ（アリールオキシアルキル（
メト）アクリレート）、特に、６～１６個の炭素原子を有するアリール基及び約５０ｋＤ
～約９００ｋＤの範囲の重量平均分子量を有するものが含まれる。好ましい芳香族ポリ（
メト）アクリレートには、少なくとも１つの炭素鎖及び少なくとも１つの芳香族環がアク
リル系基（典型的にはエステル）と組み合わされる化合物が含まれる。例えば、ポリ（ア
ラルキル（メト）アクリレート）又はポリ（アリールアルキル（メト）アクリレート）は
、芳香族部分をも含有するアルコール由来の芳香族エステルから製造することができる。
【００６９】
　ポリ（アリール（メト）アクリレート）の例には、ポリ（９－アントラセニルメタクリ
レート）、ポリ（クロロフェニルアクリレート）、ポリ（メタクリルオキシ－２－ヒドロ
キシベンゾフェノン）、ポリ（メタクリルオキシベンゾトリアゾール）、ポリ（ナフチル
アクリレート）、ポリ（ナフチルメタクリレート）、ポリ（４－ニトロフェニルアクリレ
ート）、ポリ（ペンタクロロフェニルアクリレート）、ポリ（ペンタブロモフェニルアク
リレート）、ポリ（ペンタフルオロフェニルアクリレート）、ポリ（ペンタクロロフェニ
ルメタクリレート）、ポリ（ペンタブロモフェニルメタクリレート）、ポリ（ペンタフル
オロフェニルメタクリレート）、ポリ（フェニルアクリレート）、及びポリ（フェニルメ
タクリレート）が含まれる。
【００７０】
　ポリ（アラルキル（メト）アクリレート）には、ポリ（ベンジルアクリレート）、ポリ
（ベンジルメタクリレート）、ポリ（２－フェネチルアクリレート）、ポリ（２－フェネ
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チルメタクリレート）、及びポリ（１－ピレニルメチルメタクリレート）が含まれる。
【００７１】
　ポリ（アリールオキシアルキル（メト）アクリレート）の例には、ポリ（フェノキシエ
チルアクリレート）、ポリ（フェノキシエチルメタクリレート）、種々のポリエチレング
リコール分子量を有するポリ（エチレングリコールフェニルエーテルアクリレート）及び
ポリ（エチレングリコールフェニルエーテルメタクリレート）が含まれる。
【００７２】
　高分子性被覆組成物の第２ポリマーは、好ましくは、１以上の所望の特性、例えば、特
に第１ポリマーと混合して使用した場合の第１ポリマー及び生物活性剤との適合性、疎水
性、耐久性、生物活性剤放出特性、生体適合性、分子量、及び商業的利用性を提供する。
【００７３】
　適した第２ポリマーの例には、ｐＥＶＡ共重合体の約１０重量％～約９０重量％の範囲
で、又はｐＥＶＡ共重合体の約２０重量％～約６０重量％の範囲で、又はｐＥＶＡ共重合
体の約３０重量％～約３４重量％の範囲で酢酸ビニル共重合体を有するポリ（エチレン－
ｃｏ－酢酸ビニル）が商業的に利用可能でありこれらに含まれる。より低い割合の酢酸ビ
ニルを有するポリ（エチレン－ｃｏ－酢酸ビニル）共重合体は、典型的な溶媒、例えば、
ＴＨＦ、トルエン等にますます不溶となり得る。第２ポリマーは、ビーズ、ペレット、顆
粒等の形態で商業的に得ることができる。
【００７４】
　コアの外部表面への塗布に関して、被覆組成物は、溶媒、この溶媒に溶解した第１ポリ
マー及び第２ポリマー、及びポリマー／溶媒溶液に分散した１以上の生物活性剤を含んで
もよい。この溶媒は、好ましくは、ポリマーが真溶液を形成するものである。１以上の生
物活性剤は、溶媒に溶解し得て、又は溶媒中に分散を形成してもよい。使用に際して、こ
れらの態様は、被覆組成物を装置に塗布する前に、使用者側でいかなる混合をも必要とし
ない。いくつかの態様では、被覆組成物は、１つの組成物に装置を提供し得る一部系を提
供することができる。例えば、米国特許第６，２１４，９０１号は、溶媒としてテトラヒ
ドロフラン（ＴＨＦ）の使用を例証する。ＴＨＦがふさわしく、時としてある種の被覆組
成物に好ましい一方で、他の溶媒が本発明に従って使用することができ、同様に、例えば
、アルコール（例えば、メタノール、ブタノール、プロパノール、イソプロパノール等）
、アルカン（例えば、ヘキサン及びシクロヘキサン等のハロゲン化又は非ハロゲン化アル
カン）、アミド（例えば、ジメチルホルムアミド）、エーテル（例えば、ジオキソラン）
、ケトン（例えば、メチルケトン）、芳香族化合物（例えば、トルエン及びキシレン）、
アセトニトリル、及びエステル（例えば、酢酸エチル）を含む。
【００７５】
　被覆組成物から形成されるコーティング層は、生体適合性である。さらに、この層は、
好ましくは、ポリマーの広域の絶対濃度及び相対濃度の両方で有用である。コーティング
層の物理的な特性（例えば、固持性、耐久性、柔軟性及び拡張性）は、典型的には、広範
囲のポリマー濃度で適しているであろう。さらに、種々の生物活性剤の放出速度を制御す
る能力は、好ましくは、ポリマー及び／又は生物活性剤（又は複数）の絶対及び／又は相
対濃度の変化によって操作され得る。
【００７６】
　いくつかの態様において、ポリマーマトリックスは、第１ポリマー及び第２ポリマーを
含む生分解性組成物を含む。このような混和物は、２００５年１２月２２日に出願された
“Ｂｉｏｄｅｇｒａｄａｂｌｅ　Ｃｏａｔｉｎｇ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ　Ｃｏｍｐｒ
ｉｓｉｎｇ　Ｂｌｅｎｄｓ”と題する米国特許出願シリアル第１１／３１７，２１２号に
記載される。報告された生分解性組成物は、（ａ）ポリアルキレングリコールテレフタレ
ート及び芳香族ポリエステルの共重合体である第１生分解性ポリマー；及び、（ｂ）第２
生分解性ポリマーの混和物を含む。第２生分解性ポリマーは、第１生分解性ポリマーと比
較してゆっくりとした生物活性剤の放出速度を有するように選択される。
【００７７】
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　いくつかの態様では、ポリアルキレングリコールテレフタレートは、ポリエチレングリ
コールテレフタレート、ポリプロピレングリコールテレフタレート、ポリブチレングリコ
ールテレフタレート、及びこれらの組み合わせから選択される。いくつかの態様では、ポ
リエステルは、ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレンテレフタレート、ポリブチ
レンテレフタレート、及びこれらの組み合わせから選択される。例えば、第１ポリマーは
、７０～８０％のポリエチレングリコールテレフタレート及び５～２０％のポリブチレン
テレフタレートの相対的な量でポリエチレングリコールテレフタレート及びポリブチレン
テレフタレートの共重合体であってもよい。
【００７８】
　第２生分解性ポリマーは、乳酸、グリコール酸、カプロラクトン、エチレングリコール
、及びエチレンオキシホスフェートから選択されるモノマー由来のポリマーを含む。例え
ば、第２生分解性ポリマーは、２種以上のポリ（エステル－アミド）ポリマーの混和物を
含んでもよい。いくつかの態様では、第２生分解性ポリマーは、第１生分解性ポリマーと
比較して疎水的である。
【００７９】
　いくつかの態様では、ポリマーマトリックスは、“Ｂｉｏｄｅｇｒａｄａｂｌｅ　Ｃｏ
ｎｔｒｏｌｌｅｄ　Ｒｅｌｅａｓｅ　Ｂｉｏａｃｔｉｖｅ　Ａｇｅｎｔ　Ｄｅｌｉｖｅｒ
ｙ　Ｄｅｖｉｃｅ”と題する国際公開ＷＯ２００６／０２３１３０に記載される材料など
の生分解性又は再吸収性材料を含む。この出願は、本発明に従ってポリマーマトリックス
として利用することができるポリカーボネート種を含む種々の生分解性ポリマーを記載す
る。いくつかの態様では、生分解性材料は、式：

【化２】

（式中、
　Ｒ1は、－ＣＨ＝ＣＨ－又は（－ＣＨ2－）jであり、ここで、ｊは、ゼロ又は１～８の
整数であり；
　Ｒ2は、最大１８個の炭素原子を含有し、場合により、少なくとも１つのエーテル結合
を含有する直鎖及び分岐のアルキル及びアルキルアリール基（例えば、エチル、ブチル、
ヘキシル、及びオクチル基から選択される直鎖のアルキル基）、及び共重合体に共有結合
した生物学的又は医薬として活性な化合物の誘導体から選択され；
　各々のＲ3は、独立して、１～４個の炭素原子を含有するアルキレン基（例えば、エチ
レン）から選択され；
　ｙは、５～約３０００（例えば、２０～２００）の間であり；および
　ｆは、共重合体中のアルキレンオキシドのパーセントモル分率であり、約１～９９モル
パーセント（例えば、５～９５モルパーセント）の範囲である）
を有するランダムブロック共重合体を含む。
【００８０】
　いくつかの態様では、ポリマーマトリックスはハイドロゲルを含む。ハイドロゲルの例
には、ＷＯ０２／１７８８４（Ｈｅｎｎｉｎｋら）に記載のデキストランベースのハイド
ロゲルが含まれる。
【００８１】
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　いくつかの例では、非重合性生体適合性材料は、本発明のインプラントのコアを形成す
る。例には、チタン－ニッケル合金ワイヤ（例えば、ニチノール、Ｎｉｔｉｎｏｌ　Ｄｅ
ｖｉｃｅｓ　ａｎｄ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ、Ｆｒｅｅｍｏｎｔ　ＣＡより商業的に利用
可能である）、チタン合金、ニッケル－コバルトベース合金、ステンレススチール、コバ
ルト－クロミウム合金、及び生分解性マグネシウム合金が含まれる。コア材料は、本明細
書中に提供される例に限定されず、インプラント装置に使用されるいずれかの従来の材料
であり得ると理解されるべきである。
【００８２】
　インプラントのコアの断面形状は、いずれかの所望の形状であってもよく、典型的には
環状である。コアの最大の断面径（例えば、直径）は、典型的には、約２００μｍ未満で
あり、いくつかの態様では、約１０μｍ～約２００μｍである。典型的な態様では、コア
は、チタン－ニッケルワイヤを含む。特定の態様では、コアは、８０μｍ以下の直径を有
するチタン－ニッケルワイヤであり、それによって、インプラントのための構造をなお提
供しながら、充填することができる生物活性剤の容積を最大限にする。
【００８３】
　別の側面では、本発明は、移植可能な装置を製造するための方法を提供する。いくつか
の態様では、この方法は、（ａ）溶媒に１以上のポリマーを溶解させて複合流体を形成す
る工程；（ｂ）複合流体に少なくとも１つの生物活性剤を添加して１以上の生物活性剤の
均一な溶液及び／又は１以上の生物活性剤の分散相を有する溶液を製造する工程；（ｃ）
場合により、複合流体を固体に乾燥させる工程；（ｄ）場合により、固体を加熱してポリ
マー（又は複数）の融点直下の温度まで加熱する工程；および、（ｅ）（ｂ）の溶液又は
（ｃ）の固体からインプラント装置を形成する工程を含む。
【００８４】
　いくつかの態様では、移植可能な装置を製造する方法は、インプラントを形成するため
に低温プロセス（例えば、約２０℃～約１００℃、より好ましくは約５０℃～約９０℃）
の使用を含む。一態様では、この方法は、溶媒中でポリマー及び１以上の生物活性剤を均
一に混合し、乾燥させ、及び製造した固体をインプラント形状中に融解－押出し－引き伸
ばしを含むプロセスを含む。より具体的には、方法は、（ａ）適した溶媒溶液に１以上の
ポリマーを溶解させて複合流体を製造すること；（ｂ）１以上の生物活性剤を複合流体に
添加して１以上の生物活性剤の均一な溶液及び／又は１以上の生物活性剤の分散相を有す
る溶液を生産すること；（ｃ）溶液を固体まで乾燥させ；ポリマーの融点以下の温度（例
えば、融点より約１℃～約５℃低い）まで固体を加熱すること；（ｄ）この半固体でイン
プラント装置を形成すること；及び、（ｅ）伸ばしたインプラントに引き伸ばし、所定の
長さで切断することによってインプラントを所望の形状に成形することを含む。場合によ
り、インプラントを曲げて湾曲を付加することができる。いくつかの態様では、複合体流
体は、固体まで乾燥させない。これらの態様では、複合流体に溶媒が存在するので、形成
工程中の加熱は必要なくてもよい。
【００８５】
　インプラント装置を形成し、所望の形状にインプラントを成形する工程は、固体により
装置を形成し成形するために種々の従来法によって達成することができる。例えば、固体
を融解－押出し－引き伸ばし（張力の適用）によって処理され、所望の形状及び厚さに固
体を形成してもよい。その長さは、任意の従来の切断ツールを用いて装置を切断すること
によって変更することができる。インプラントの遠位及び／近位端は、切断、サンディン
グ、及び先細くし、丸くし、勾配をつけ、及び他の所望の形状を形成するための他の方法
によって成形することができる。
【００８６】
　いくつかの例では、インプラントは、更なる又は連続の撹拌条件下で、一晩、沸点以下
の温度でクロロホルム中にポリ（カプロラクトン）を溶解させ；製造される調合物に応じ
て、好ましくは１：９９～７０：３０（生物活性剤重量：ポリマー重量）の範囲の比で生
物活性剤を溶液に添加し；溶液が半透明であるか又は分散された後、更なる又は撹拌条件
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下で溶媒を蒸発させ；充填したポリマーの固体を押出装置に移し；高分子温度が融点に達
するがそれを超えないように、ポリ（カプロラクトン）の分子量（Ｍｎ＝３，０００～１
２０，０００）に依存して、約５０℃～約９０℃まで押出装置を加熱し；押出装置が所望
の融点下温度に到達したとき、所望の形状に固体を引き伸ばし；引き伸ばされたインプラ
ントの温度を下げた後、所望の挿入長さにインプラントを成形することによって加工され
る。
【００８７】
　インプラントがコアを含む場合、インプラントは、例えば、コア材料の外表面の少なく
とも一部にわたって１以上のポリマー、及び１以上の生物活性剤を含む被覆組成物を適用
することによって加工されてもよい。被覆組成物は、任意の適した方法を用いてコアの外
表面に適用することができる。例えば、コア組成物は、ディッピング、噴霧、及びコア組
成物を基質に適用するための他の方法によって適用してよい。特定材料上での使用のため
のコア組成物の適合は、当業者によって評価することができる。
【００８８】
　いくつかの実施例では、被覆組成物は、被覆組成物が超音波処理によって粉砕される精
密被覆システム（即ち、超音波被覆システム）を用いてコアに塗布される。典型的な超音
波被覆システム及び方法は、米国出願公開第２００４／００６２８７５号（Ｃｈａｐｐａ
ら）；および、２００５年４月８日に出願された“Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　ａ
ｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｐｒｏｄｕｃｉｎｇ　Ｓａｍｅ”と題する米国出願シリ
アル第１１／１０２，４６５号に記載される。いくつかの態様では、被覆されるべきコア
（例えば、ＴｉＮｉワイヤ）は、その縦軸について装置を回転することができるピン万力
、又は類似装置に積層される。この装置は回転し、超音波噴霧ヘッドは回転コアに対して
前後に通過する。
【００８９】
　超音波被覆システムは、被覆ヘッドから離れて移動するので、下方に狭まる噴霧流を生
じることができる。図１５を参照すると、拡張が開始する前、焦点６４（又は最小の噴霧
流径の点）を通過する前の被覆ヘッド６２から離れて移動するので、噴霧流６０は狭まる
。ある態様では、焦点は、約０．５ｍｍ～約１．０ｍｍの断面直径を有する。対照的に、
他のタイプの噴霧システムは、多くの場合、それが噴霧ヘッドを離れるにつれて、径が連
続的に拡張する噴霧流を生じる。図１６を参照すると、噴霧流７０は、被覆ヘッド７２か
ら離れるにつれて連続して広くなる。
【００９０】
　超音波被覆システムは、非常な精度を伴ってコアを被覆するために使用することができ
、特に、その場合、被覆されるべきコアは、噴霧流の焦点又は近傍に配置される。これは
、噴霧流が、焦点又は近傍で相対的に小さな断面積を有するためであり、噴霧流が焦点の
外側にある噴霧の相対的に少量の液滴を有するためである。噴霧流が相対的に小さな断面
積を有すると、より広いコア領域が被覆を用いて被覆されるべきである場合、被覆される
べきコアと比較した噴霧流の位置が移動されなければならない。
【００９１】
　ある態様において、超音波噴霧ヘッドは、回転コア中を格子様パターンで前後に移動す
る。一例として、典型的な格子様パターン８０は、図１７に示される。格子様パターンは
、ポイント８３で開始し、ポイント８５で終了する。格子様パターンは、一連の横軸の曲
線８２及び縦軸の運動８４を有する。縦軸の運動８４の長さに応じて、任意数の横軸の曲
線は、所定のコーティング層の長さを覆うために使用することができる。本発明の態様で
は、格子様パターン８０は、３～１００個の間の横軸の曲線８２を含む。本発明の態様で
は、格子様パターン８０は、３～１００個の間の縦軸の運動８４を含む。現に図１８を参
照すると、格子様パターン８０は、遠位端８７及び近位端８９を有する典型的なコア材料
８６の全体に載せられ、コア材料８６が、格子様パターン８０と比較してどのように被覆
されるものなのかを説明する。
【００９２】
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　縦軸の運動の長さは、被覆されるべき装置の表面に出くわすと、噴霧パターンの断面径
を含む種々の因子に応じて変化することができる。縦軸の運動は、所望量よりも大きく、
格子様パターンが各通路上の同じ場所から得られる場合、被覆表面がでこぼこになっても
よい。縦軸の動きのサイズに関する特定の制限は、噴霧パターンの直径及び噴霧パターン
の種々の部分の関連する噴霧密度を含む多くの因子に依存するであろう。
【００９３】
　いくつかの態様では、超音波被覆ヘッドは、コア上に被服層を置くために、格子パター
ンを複数回（即ち、複数の経路）辿る。各経路上で、ある量のコーティング層が置かれる
。このように、超音波被覆ヘッドによってなされた正確な数の通路は、所望の全被覆厚に
基づいて変化することができる。いくつかの態様では、コーティング層の量は、約１０μ
ｇと約１０００μｇの間の乾燥重量を含む。他の態様では、コーティング層の量は約５０
μｇと約３００μｇとの間の乾燥重量を含む。
【００９４】
　いくつかの態様では、同じ縦軸の出発位置は、超音波被覆ヘッドの各経路のためのコア
と比較して使用される。例えば、各通路に対して、超音波被覆ヘッドは、同じ縦軸点で開
始し、同じパターンに従うものである。他の態様では、超音波被覆ヘッドの縦軸開始点は
、各追加の経路を用いて変化してもよい。図１９を参照すると、第一経路の第一の横軸曲
線は、ポイント１００で開始してもよい。次に、第２の経路の第１の横軸曲線は、出発ポ
イント１００から距離１０１で埋め合わされるオフセット１０２で開始してもよい。同様
に、第３の経路及び第４の経路の第１の横軸曲線は、それぞれ、ポイント１０４及び１０
６で開始する。矢印１０８の方向で開始位置を移動するこの技術は、被覆がその十分な厚
さまで増加する距離を伸長するために使用することができ、それにより、コーティング層
の移動部分の傾斜を制御する。一例として、連続する経路との間のオフセット距離は０．
５ｍｍであり得る。これは、一般的に、０．５ｍｍ未満、例えば、０．２ｍｍの連続経路
間のオフセットを用いて適用されるコーティング層と比較して低い傾斜を有するより長い
移動部分をもたらすものである。移動部分の傾斜は、インプラントが被覆の剥離又は喪失
の原因となるかもしれない応力（例えば、摩擦応力）を受けるであろう場合、望ましくは
低くてもよい（例えば、約１．０未満）。移動部分の傾斜は、インプラント上のコーティ
ング層の量を最小限にすることが望まれる場合、望ましくは高くてもよい（例えば、約１
．０を超える）。コーティング層の近位及び遠位の移動部分は、同じであるかまたは異な
っている傾斜を有してもよい。例えば、いくつかの態様では、遠位の移動部分は、近位の
移動部分より小さい傾斜を有する。
【００９５】
　いくつかの態様では、コーティング層は、少なくとも２つの層を含み、各層は、同じ組
成物を含み、あるいは異なった組成物を含む。このような一態様では、生物活性剤単独、
又は１以上のポリマー（第１ポリマー及び／又は第２ポリマー）を伴う生物活性剤のいず
れかを含む第１の層が塗布され、その後、１以上の追加の層が塗布され、それぞれ、生物
活性剤の有無を問わない。これらの異なる層は、順に、ある種の所望の特性を有する全体
の放出プロフィールを提供するために得られる組成物被覆で協力することができ、高分子
量を有する生物活性剤を用いた使用に特に好ましい。本発明によれば、被覆の個々の層の
組成物は、要望どおり、１以上の生物活性剤、第１ポリマー、及び／又は第２ポリマーの
任意の１以上を含むことができる。
【００９６】
　好ましくは、被覆組成物は、１以上の用途においてインプラントのコアに塗布される。
被覆組成物を体部に塗布する方法は、典型的には、装置の形状及び他のプロセス考察のよ
うな因子によって支配される。その後、被覆された組成物は、溶媒の蒸発によって乾燥す
ることができる。乾燥プロセスは、任意の適した温度（例えば、室温又は高温）で行うこ
とができ、場合により、真空の支援を必要とする。
【００９７】
　いくつかの好ましい態様では、被覆組成物は、調節された相対湿度の条件下でコアに塗
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布される。本明細書中で使用されるとき、「相対湿度」は、所定の空気温度での水蒸気圧
（又は水蒸気含量）と飽和蒸気圧（又は最大上記含量）との比である。空気中の飽和水蒸
気圧は、空気温度と一緒に変化する：温度が高くなると、それは、より多くの水蒸気圧を
保持することができる。飽和した場合、空気中の相対湿度は、１００％相対湿度となる。
本発明のいくつかの態様によれば、被覆組成物は、周囲湿度と比較して、増加又は減少し
た相対湿度の条件下でコアに適用することができる。
【００９８】
　本発明によれば、湿度は、被覆組成物を調製するとき、及び／又は体部に被覆組成物を
塗布するときを含む任意の適したやり方で調節することができる。例えば、湿度は、被覆
組成物を調製するときに調節される場合、被覆組成物の水含量は、被覆組成物が体部に塗
布される前後で調整することができる。湿度が被覆組成物を塗布するときに調節される場
合、被覆組成物は、周囲湿度とは異なる相対湿度を提供するように適合される密閉チャン
バー又は領域で体部に塗布することができる。一般的に、上昇した湿度の条件下で被覆組
成物を塗布することは、典型的には、生物活性剤の放出を加速するであろうし、一方、減
少する湿度レベルの条件下で被覆組成物を塗布することは、生物活性剤の放出を減速する
であろうことが見出されている。本発明において意図されるように、周囲湿度でなされ、
生物活性剤の対応する放出制御と相関し、それを提供することが決定されれば、「調節さ
れた」湿度であると考えることができる。
【００９９】
　さらに、とりわけ、最終的な被覆組成物を提供するための調節された送達装置の体部へ
複数の被覆組成物を被覆する場合、得られる被覆組成物に対して所望の放出プロフィール
を提供するために、異なる方法（例えば、被覆組成物の水含量を調整するのと比較して調
節された環境を用いること）、及び／又は異なるレベルで湿度を調節することができる。
前述したように、被覆組成物は、例えば、生物活性剤のみ（又は、１つの若しくは両方の
ポリマーを含む生物活性剤）を有する初期層を含み、被覆組成物の複数の個々の工程又は
層を用いて提供することができ、生物活性剤、第１ポリマー、及び／又は第２ポリマーの
適した組合せを含有する１以上の追加の層に被覆され、組合せの結果は、本発明の被覆組
成物を提供することである。
【０１００】
　それ故、好ましい態様では、本発明は、制御された送達装置からの生物活性剤の放出を
再現可能に調節する能力を提供する。
【０１０１】
　いくつかの態様では、複数の被覆組成物及び対応する被覆工程は、それぞれ、その対応
する放出プロフィールを用いて所望の層の組合せを提供するために、それ自身調節された
湿度（所望な場合）それぞれを用いて採用することができる。当業者は、インビボでの種
々の効果を達成するために、これらの種々の層の組合せ効果を使用し、最適化することが
できる方法を承認するであろう。
【０１０２】
　インプラントは、眼に容易に挿入することができる任意の幾何学的形状及びサイズであ
り得る。さらに、挿入されれば、インプラントは、眼の機能と干渉しないような大きさ及
び／又は形状になるべきであり、眼への不必要な不快感又は損傷を引き起こすべきではな
い。いくつかの態様では、インプラントは、棒状又はフィラメント状の形状である。しか
しながら、装置の形状は、フィラメント又は棒状に限定されないが、むしろ、眼への挿入
に適した任意の他の形状（例えば、曲線を描いた又はＣ形体の装置、コイル、薄膜、リボ
ン、折り畳み式ディスク、ペレット等）で提供されてもよい。いくつかの態様では、イン
プラントは、眼内への挿入を促進するように設計される。例えば、インプラントの遠位端
は、眼への挿入及び／又は貫通を促進するように、勾配があり、先細く、又は尖っていて
もよい。その代わりに、遠位端は、平滑であり又は丸くなっていてもよく、装置は、眼の
切開を通じて挿入されてもよい。尖った遠位端を有するインプラントを提供することは、
眼への貫通及び挿入を促進するかもしれない一方で、インプラントを使用者が配置する課
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題を潜在的に多くさせることになり、最終的な安定な位置で網膜下の空隙にそれ自身を順
応させるというよりはむしろ、複数の網膜組織層を横切るインプラントに後継してもよい
（例えば、図２～３を参照されたい）。しかしながら、これらの潜在的な結果は、これら
の因子が配慮される挿入技術の使用によって、あるいは、平滑又は丸い遠位端を有するイ
ンプラントの提供によって克服することができる。インプラントは、網膜の大きな外傷及
び流体物の切開なしに生物活性剤（又は複数）の持続送達を提供するように設計される。
【０１０３】
　いくつかの態様では、インプラントの外径は、網膜剥離及び出血の出現を最小にするた
めに約１０００μｍ以下である。他の態様では、インプラントの外径は、９００μｍ以下
であり、他の態様では８００μｍ以下であり、他の態様では７００μｍ以下であり、他の
態様では６００μｍ以下であり、他の態様では５００μｍ以下であり、他の態様では４０
０μｍ以下であり、他の態様では３００μｍ以下であり、他の態様では２００μｍ以下で
ある。いくつかの態様では、インプラントの直径は、約２００μｍ～５００μｍの範囲で
ある。
【０１０４】
　いくつかの態様では、インプラントの長さは、約５ｍｍ未満であり、他の態様では４．
５ｍｍ未満であり、他の態様では４．０ｍｍ未満であり、他の態様では３．５ｍｍ未満で
ある。特定の態様では、インプラントは、長さが、複数の組織層を横切らない眼内に最終
的な安定位置になる追加の利点を提供することが見出されるように、長さにして約３ｍｍ
未満である。しかしながら、複数の組織層の横断の切開を最小限にするように、特別の注
意を払って挿入することができる３ｍｍより長いインプラントを提供することが可能であ
る。インプラントの柔軟性によって、最終的に挿入されて安定位置に適合することができ
る。なお更なる態様では、インプラントの長さは２．９ｍｍ以下であり、他の態様では２
．８ｍｍ以下であり、他の態様では２．７ｍｍ以下であり、他の態様では２．６ｍｍ以下
であり、他の態様では２．５ｍｍ以下であり、他の態様では２．４ｍｍ以下であり、他の
態様では２．３ｍｍ以下であり、他の態様では２．２ｍｍ以下であり、他の態様では２．
１ｍｍ以下であり、他の態様では２．０ｍｍ以下である。いくつかの態様では、インプラ
ントの長さは、約２．００ｍｍ～約３．００ｍｍの範囲である。
【０１０５】
　インプラントの直径が小さくなるほど、装置の挿入及び操作がより困難になり、インプ
ラントにカプセル化することができる生物活性剤（又は複数）の量が限定される。このよ
うな因子は、インプラントのサイズを決定するのに配慮される。いくつかの態様では、イ
ンプラントは、網膜下の空隙内に導くことができるマイクロ外科用器具によって掴むのに
十分な堅さであり、このように、インプラントは、適宜、設計される。同様に、インプラ
ントの長さが短くなるほど、装置の挿入及び操作は、より困難になり、インプラント中に
カプセル化することができる生物活性剤（又は複数）の量が減少する。それ故、これらの
因子は、インプラントのサイズの決定において配慮される。一態様では、装置の断面積は
、好ましくは、最大１９６２５０μｍ2である。
【０１０６】
　いくつかの態様では、インプラントは、「そのまま」眼に直接挿入される。他の態様で
は、インプラント挿入装置（例えば、インプラントが眼に装填され挿入される管状装置）
は、網膜下の空隙内にインプラントの挿入を促進するために使用されてもよい。このよう
な挿入装置は、眼内へのインプラントを装填し、配置するための微小鉗子及び同様の装置
を使用する必要性を省略することができる。
【０１０７】
　本明細書中で使用されるとき、「生物活性剤」は、生物学的組織の生理学に影響を与え
る物質を意味する。本発明に従って有用な生物学的物質は、インプラント部位への適用に
所望の治療的特性を有する任意の物質を実質的に含む。本明細書の記載のために、「生物
活性剤」に触れるが、単数用語の使用が意図される複数の生物活性剤の適応を限定せず、
任意の数の生物活性剤が本明細書中の教示を用いて提供することができることは理解され
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る。
【０１０８】
　生物活性剤は、限定されないが、薬物、医薬、抗生物質、抗菌剤、増殖抑制剤、神経保
護剤、抗炎症剤（ステロイド性及び非ステロイド性）、増殖因子、神経栄養因子、血管形
成抑制剤、血栓溶解剤又は遺伝子を含む。
【０１０９】
　典型的な生物活性剤は、限定されないが、トロンビン阻害剤；抗血栓剤；血栓溶解剤；
線維素溶解薬；血管けいれん抑制剤；カルシウムチャネル遮断剤；血管拡張剤；血圧降下
剤；抗菌剤、例えば、抗生物質（テトラサイクリン、クロロテトラサイクリン、バシトラ
シン、ネオマイシン、ポリミキシン、グラミシジン、セファレキシン、オキシテトラサイ
クリン、クロラムフェニコール、リファンピシン、シプロフロキサシン、トブラマイシン
、ゲンタマイシン、ゲルダナマイシン、エリスロマイシン、ペニシリン、スルホンアミド
、スルファジアジン、スルファセタミド、スルファメチゾール、スルフイソキサゾール、
ニトロフラゾン、プロピオン酸ナトリウム）、抗真菌剤（例えば、アンフォテリシンＢ及
びミコナゾール）、及び抗ウイルス剤（例えば、イドクスウリジン・トリフルオロチミジ
ン、アシクロビル、ガンシクロビル、インターフェロン）；表面糖タンパク質受容体の阻
害剤；抗血小板薬；抗有糸分裂剤；微小管阻害剤；分泌抑制剤；活性阻害剤；リモデリン
グ阻害剤；アンチセンスヌクレオチド；代謝拮抗物質；抗増殖剤（抗血管形成剤を含む）
；抗癌化学療法剤；抗炎症剤（例えば、ハイドロコルチゾン、酢酸ハイドロコルチゾン、
デキサメタゾン２１－リン酸塩、フルオシノロン、メドリゾン、メチルプレドニソロン、
プレドニソロン２１－リン酸塩、酢酸プレドニソロン、フルオロメタロン、ベータメタゾ
ン、トリアムシノロン、トリアムシノロンアセトニド）；非ステロイド性抗炎症剤（例え
ば、サリチル酸塩、インドメタシン、イブプロフェン、ジクロフェナク、フルルビプロフ
ェン、ピロキシカム）；抗アレルギー剤（例えば、クロモ糖化ナトリウム、アンタゾリン
、メタピリリン、クロルフェニラミン、セトリジン、ピリラミン、プロフェンピリダミン
）；抗増殖剤（例えば、１，３－シスレチノイン酸）；充血除去剤（例えば、フェニレフ
リン、ナファゾリン、テトラヒドラゾリン）；縮瞳剤及びコリンエステラーゼ抑制剤（例
えば、ピロカルピン、サリチル酸塩、カルバコール、塩化アセチルコリン、フィゾスチグ
ミン、エセリン、フルオロリン酸ジイソプロピル、ヨウ化ホスホリン、臭化デメカリウム
）、免疫学的薬物（例えば、ワクチン及び免疫刺激剤）；ホルモン剤（例えば、エストロ
ゲン、エストラジオール、プロゲスタチオナール、プロゲステロン、インスリン、カルシ
トニン、副甲状腺ホルモン、ペプチド及びバソプレッシン視床下部放出因子）；免疫抑制
剤、成長ホルモン拮抗剤、増殖因子（例えば、上皮細胞増殖因子、線維芽細胞増殖因子、
血小板由来増殖因子、形質転換増殖因子ベータ、ソマトトロピン、フィブロネクチン）；
血管形成阻害剤（例えば、アンギオスタチン、酢酸アネコルテイブ、トロンボスポンジン
、抗ＶＥＧＦ抗体）；ドーパミン作動薬；放射線療法薬；ペプチド；タンパク質；酵素：
細胞外マトリックス成分；ＡＣＥ阻害剤；フリーラジカルスカベンジャー；キレート剤；
抗酸化剤；ポリメラーゼ阻害剤；光線力学療法；遺伝子治療薬；及び他の治療薬、例えば
、プロスタグランジン、プロスタグランジン抑制剤、プロスタグランジン前駆体等を含む
。
【０１１０】
　抗増殖剤は、細胞の増殖を阻害する、当業者に既知の任意の多くの化合物、物質、治療
媒体又は薬物を含む。このような化合物、物質、治療媒体又は薬物は、限定されないが、
５－フルオロウラシル、タキソール、ラパマイシン、マイトマイシンＣ及びシスプラチン
を含む。
【０１１１】
　神経保護剤は、神経組織に破壊性又は毒性効果を発揮する性質である神経毒性から守り
又は保護する、当業者に既知の任意の多くの化合物、物質、治療媒体又は薬物を含む。こ
のような化合物、物質、治療媒体又は薬物には、限定されないが、ルベゾールが含まれる
。
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【０１１２】
　抗炎症剤は、ステロイド性又は非ステロイド性であって、炎症過程を妨げ又は抑制する
性質を有するものとして一般的に特徴付けられる、当業者に既知の任意の多くの化合物、
物質、治療媒体又は薬物を含む。非ステロイド性炎症剤又は化合物は、プロスタグランジ
ンの合成と干渉する方法によって、鎮痛性、解熱性及び抗炎症性を共有する薬物類を含む
。このような非ステロイド性抗炎症剤は、限定されないが、インドメタシン、イブプロフ
ェン、ナプロキセン、ピロキシカム及びナブメトンを含む。
【０１１３】
　本発明の方法論における使用に意図されるこのような抗炎症性ステロイドは、米国特許
第５，７７０，５８９号に記載されるものを含む。例示的な態様では、本発明の方法論に
おける使用に意図される抗炎症性ステロイドは、トリアムシノロンアセトニド（ジェネリ
ック名）である。本発明の方法論における使用に意図されるコルチコステロイドは、例え
ば、トリアムシノロン、デキサメタゾン、フルオシノロン、コルチゾン、プレドニソロン
、フルメトロン、及びそれらの誘導体を含む（同様に、米国特許第５，７７０，５８９号
を参照されたい）。
【０１１４】
　当業者に既知であるように、増殖因子は、細胞増殖を促進する物質を意味するものとし
て元々は使用された総称であり、現在、増殖刺激因子（マイトジェン）として機能する分
子を記載するために漠然と使用されるが、同様に、増殖阻害剤（負の増殖因子と呼ばれる
ことがある）、細胞移動、即ち、走化性物質として機能し、または主要細胞の細胞移動若
しくは侵入を阻害する因子、細胞の分化した機能を調節する因子、アポトーシスに関与す
る因子、血管形成に関与する因子、又は増殖及び分化に影響を与えずに細胞の生存を促進
する因子として使用される。本発明では、このような増床因子は、限定されないが、色素
上皮由来因子及び塩基性線維芽細胞増殖因子を含む。
【０１１５】
　当業者に既知であるように、神経栄養因子は、ニューロン生存及び軸索成長を増加する
ことができ、神経系におけるシナプス発生及び可塑性を制御する増殖因子及びサイトカイ
ンを説明するために使用される一般用語である。本発明において、このような増殖因子に
は、限定されないが、毛様体神経栄養因子及び脳由来の神経栄養因子が含まれる。
【０１１６】
　抗血管形成剤は、毛細血管を含む血管の成長及び生成を阻害する、当業者に既知の多く
の化合物、試薬、治療媒体又は薬物のいずれかを含む。このような化合物、試薬、治療媒
体又は薬物には、限定されないが、酢酸アネコルタブ及び抗ＶＥＧＦ抗体が含まれる。
【０１１７】
　血栓溶解剤は、当業者に既知であり、血栓（ｂｌｏｔ　ｃｌｏｔ）を溶解し、又は血栓
を溶解若しくは分解する多くの化合物、試薬、治療媒体又は薬物のいずれかを含む。この
ような血栓溶解剤には、限定されないが、ストレプトキナーゼ、組織プラスミノーゲン活
性化因子、即ち、ＴＰＡ及びウロキナーゼが含まれる。
【０１１８】
　インプラント内の生物活性剤組成物は、要望通り追加の柔軟性又は剛性を提供するよう
にマトリックスを形成するために使用されるポリマーの物理的性質を修飾するように付加
的に選択することができる。このような選択は、当業者によって容易に達成することがで
き、使用されるポリマー及び所望の変更を与えることができる。
【０１１９】
　いくつかの態様では、インプラントは、少なくとも０．０００１μｇ／日、他の態様で
は少なくとも０．００１μｇ／日、他の態様では少なくとも０．０１μｇ／日、他の態様
では少なくとも０．１μｇ／日、他の態様では少なくとも１μｇ／日、他の態様では少な
くとも１０μｇ／日、他の態様では少なくとも１００μｇ／日、及び他の態様では少なく
とも１０００μｇ／日の生物活性剤溶出速度を有する。溶出速度は変化することができ、
治療される眼の状態、選択される生物活性剤（又は複数）、及び治療される状態の重症度
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の各タイプに応じてカスタマイズすることができる。一般的に、インプラントの機械的完
全性を維持しながら、装填している全生物活性剤（又は複数）を最大にすることが望まれ
る。
【０１２０】
　本発明のインプラントは有意な利点を提供することができ、それは、それらが、所望の
治療部位（即ち、治療される眼の部分）で直接的な挿入、移植及び生物活性剤の送達用に
設計されているためである。いくつかの態様では、インプラントは、脈絡膜及び網膜の障
害又は疾患の治療用に設計される。例えば、インプラントは、治療される組織の部分に正
確に生物活性剤を送達するように、脈絡膜、網膜又は網膜下の空隙に直接的に挿入され、
移植される。このような局在化した送達は効率的であり、治療される眼の部分にのみ実質
的に生物活性剤を送達し、健康な組織にいかなる有意な量の生物活性剤を送達しない。本
明細書中で使用されるとき、用語「治療される眼の部分にのみ実質的に送達される」とは
、インプラントによって送達される少なくとも５％、より好ましくは少なくとも１０％、
より好ましくは少なくとも２０％、より好ましくは少なくとも３０％、より好ましくは少
なくとも４０％、より好ましくは少なくとも５０％、より好ましくは少なくとも６０％、
より好ましくは少なくとも７０％、より好ましくは少なくとも７５％、より好ましくは少
なくとも８０％、より好ましくは少なくとも８５％、より好ましくは少なくとも９０％、
より好ましくは少なくとも９１％、より好ましくは少なくとも９２％、より好ましくは少
なくとも９３％、より好ましくは少なくとも９４％、より好ましくは少なくとも９５％、
より好ましくは少なくとも９６％、より好ましくは少なくとも９７％、より好ましくは少
なくとも９８％、より好ましくは少なくとも９９％、より好ましくは全部の生物活性剤が
治療される眼の部分に送達されることを意味すると理解される。本明細書中で使用される
とき、用語「健康な組織にいかなる有意な量の生物活性剤を送達しない」とは、インプラ
ントによって送達される全生物活性剤の９５％未満、より好ましくは９０％未満、より好
ましくは８０％未満、より好ましくは７０％未満、より好ましくは６０％未満、より好ま
しくは５０％未満、より好ましくは４０％未満、より好ましくは３０％未満、より好まし
くは２０％未満、より好ましくは１５％未満、より好ましくは１０％未満、より好ましく
は５％未満、より好ましくは４％未満、より好ましくは３％未満、より好ましくは２％未
満、より好ましくは１％未満が健康な組織に送達されることを意味すると理解される。
【０１２１】
　これは、眼の疾患及び障害の治療に従来使用されている全身的、局所的、及び全臓器へ
の送達機構とは対照的であり、このような機構は、治療部位に治療的に有効な量の生物活
性剤を送達するように、全身的、局所的、経口的又は臓器全体に非常に多くの投薬量の生
物活性剤の投与を必要とする。例えば、網膜障害を治療するために治療的に有効な投薬量
の生物活性剤を投与するために、約１０００～１，０００，０００倍の治療的に有効な量
の投薬量が全身的又は経口的な投与に必要であるかもしれない。これは生物活性剤の不必
要な浪費に起因するだけでなく、このような大量の生物活性剤の送達から不必要な毒性及
び／又は副作用を引き起こし得る。ある場合では、全身的、経口的及び全臓器の毒性は、
非常に重大であるため、治療的投薬量はこれらの従来の投与法によって達成されない場合
がある。さらにこのような送達システムは、このような生物活性剤の投与を必要としない
生体の組織及び部分に生物活性剤を送達する。一般的に、例えば、このような送達システ
ムは、眼の疾患部分及び疾患でない部分に生物活性剤を送達する。同様に、全臓器への送
達システムはまた非効率であり、治療部位への治療有効量の試薬を提供するような生物活
性剤の実質的に多くの投薬量の送達を必要とする。本明細書中で使用されるとき、「局所
的な経口送達システム」は、治療される臓器によって一般的に生物活性剤を送達する送達
システムを意味すると理解される。このように、例えば、網膜疾患を治療するために使用
される局所的、全視覚器官／眼器官の送達システムは、このような臓器の疾患部位よりは
むしろ所望の臓器（眼）への生物活性剤を送達するものである。このようなシステムの欠
点は、全視覚器官／眼器官が、たとえ器官の疾患部分（例えば、網膜）が実際には治療を
必要とするとしても、治療濃度の薬物を受けることである。それにもかかわらず、このよ
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うな局所的臓器送達システムは、網膜の疾患組織及び眼の健康組織を含む眼全体に生物活
性剤を送達する。さらに、このようなシステムは、望まれる治療部位からは幾分離れた眼
の部分に生物活性剤を送達する。結果として、臓器（眼全体）に投与しなければならない
生物活性剤の量は、生物活性剤が望まれる眼組織に直接かつそれのみに送達されたならば
障害又は疾患を治療するために必要であろう治療有効量を超える場合がある。例えば、網
膜障害を治療するための治療有効量を投与するために、約１００～１０００倍の治療有効
な投薬量を、全臓器送達システムを用いて投与されなければならない。このような投与を
必要としない臓器部分への生物活性剤の投与は、望ましくない毒性又は副作用を引き起こ
す場合がある。例えば、網膜障害を有するが、他は健康である眼への生物活性剤の送達は
、潜在的に白内障、眼圧上昇、及び硝子体内に沈殿した薬物による視力障害を引き起こす
可能性がある。眼の網膜及び脈絡膜の治療は詳細に検討されてきたが、インプラントは、
他の眼の部位に特異的な障害の治療に同様に使用することができる。
【０１２２】
　本インプラントは、全臓器送達システムよりも効果的であるため、それらは、全臓器送
達システムより不連続な形状を有する。特に、全臓器送達システムは、疾患部位で同様の
治療薬物濃度を達成するために多量の生物活性剤を保持し送達することを要求するが、そ
れらは、保持し送達することができる生物活性剤の量を最大にするように設計される。こ
のように、例えば、より大きなインプラント及び／又は複雑な形状（例えば、コロイド状
又は曲線プロフィール）を有するインプラントは、生物活性剤を保持するためにより大き
な表面積及び／又はより大きな内容積を提供するために必要である。本インプラントは、
このような多量の生物活性剤を保持する必要がなく、それ故、必要に応じて必要であると
しても、より大きな及び／又はより複雑な形状である必要はない。
【０１２３】
　本発明はまた、所望の治療部位、特に脈絡膜及び網膜に１以上の生物活性剤を投与する
ことによって眼の障害及び／又は疾患、特に網膜／脈絡膜障害又は疾患を治療及び予防す
る方法を特徴とする。特に、この方法は、眼内に生物活性剤を移植することによって、治
療部位に１以上の生物活性剤を投与することを提供する。一態様では、本発明のインプラ
ントは、所望の治療部位に生物活性剤の持続送達を提供するために眼内に挿入される。こ
のような方法は、主な外傷または網膜の流体物切開の必要性がなく、治療部位の網膜下に
生物活性剤の局部的な持続送達を提供する。
【０１２４】
　好ましい方法では、インプラントは、脈絡膜上方であって神経線維層下方の１以上の層
に位置される。さらに、必要に応じて、２以上のインプラントは、疾患部位を潜在的に取
り囲むように同時に移植されてもよい。さらに、インプラントは、持続放出薬物送達シス
テムとして、及び眼内への移植を達成するために眼構造を自分で孔を開け及び／又は貫通
することができる体部として作用することが望まれる。しかしながら、インプラントが挿
入される眼内に切開を与えることもまた可能である。
【０１２５】
　インプラントを挿入するための１つの方法は、標準的な扁平部硝子体茎切除を実行し、
扁平部硝子体茎切除を介して網膜下の空隙にインプラントを挿入することを含む。特に、
患者は、はじめに、例えば、塩酸ケタミン及び塩酸キシアジンの筋内注射で麻酔される。
次に、瞳孔は、フェニレフリン及びトロピカミドで拡張される。次に、側頭上部及び鼻上
部の四分円で角膜周囲切開がなされる。注入パイプラインは、鼻上部の強膜切開を介して
挿入され、硝子体カッターは側頭上部の強膜切開を介して挿入される。次に、硝子体カッ
ター及び注入パイプを使用して、２ポートのコア硝子体茎切除を実行することができる。
手術用顕微鏡によって提供される照明は、手術に十分である。眼内の顕微鏡を用いた鉗子
を用いて、インプラントは、小さな自動スタートの網膜切開を介して網膜下空隙に挿入さ
れる。インプラントは、勾配のある尖った先端を有していてもよく、それによって、網膜
下の空隙への挿入を促進する。インプラントは、その位置に留まり、鉗子が眼から引き出
される。網膜裂孔を密封するためにレーザー網膜復位を適用する必要はない。輸液ライン
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は取り除かれ、強膜切開及び結膜開口を閉じる。
【０１２６】
　生物活性剤濃度は、インプラントと組織層との間の距離の関数であり、したがって、イ
ンプラントの配置は、溶出源の円又は球の半径に対する特定の投薬量／距離の関係を有す
る生物活性剤の特定の濃度を提供するようにカスタマイズし得ることがさらに判明してい
る。一連のインプラントは、投薬量をさらにカスタマイズするように併用され得ることが
判明している。例えば、２以上のインプラントの球又は円の半径の投薬量／距離の関係が
重複する場合、異なる生物活性剤濃度の１以上のゾーンを達成することができる。
【０１２７】
　全部でないにしても、大部分の眼疾患及び障害は、３種の徴候：（１）血管形成、（２
）炎症、及び（３）変性の１以上と関連する。特定の障害の徴候に基づいて、当業者は、
治療投薬濃度で３つの群から任意の適した生物活性剤を投与することができる。下記は、
いくつかの眼疾患及び障害、並びにその治療形態を説明する。しかしながら、下記は、例
示を目的とするものであって、眼疾患又は障害の治療のための特定の技術又は生物活性剤
に本発明の方法論を限定することを意図しないことは認識されるべきである。
【０１２８】
　例えば、糖尿病性網膜症は、血管形成によって特徴付けられる。本発明は、網膜下の空
隙に１以上の抗血管形成因子を送達することによって、糖尿病性網膜症を治療することを
意図する。網膜下の空隙にも１以上の神経栄養因子を同時送達することが望まれる。
【０１２９】
　ブドウ膜炎は、炎症を伴う。本発明は、網膜下の空隙に１以上の抗炎症因子を挿入し又
は配置することによってブドウ膜炎を治療することを意図する。
【０１３０】
　網膜色素変性は、比較すると、網膜変性によって特徴付けられる。本発明は、網膜下の
空隙に１以上の神経栄養因子を挿入し又は配置することによって網膜色素変性を治療する
ことを意図する。
【０１３１】
　加齢黄斑変性は、血管形成及び網膜変性の両方に関係し、限定されないが、乾性加齢黄
班変性、滲出性加齢黄班変性、及び近視性変性を含む。本発明は、１以上の神経栄養因子
及び／又は抗血管形成因子を網膜下の空隙に挿入し又は配置することによって障害を治療
することを意図する。より具体的には、この方法論は、網膜下の空隙にコルチコステロイ
ドの挿入又は配置を意図する。
【０１３２】
　緑内障は、眼圧の増加及び網膜神経節細胞の喪失によって特徴付けられる。本発明で意
図される緑内障の治療は、興奮毒性損傷から細胞を保護する１以上の神経保護剤の送達を
含む。このような試薬は、Ｎ－メチル－Ｄ－アスパラギン酸塩（ＮＭＤＡ）拮抗剤、サイ
トカイン、及び神経栄養因子を含む。
【０１３３】
　本発明は、本発明の理解に役立つことが意図される下記の実施例を参照してさらに説明
されるが、その制限として構築されてはいない。
【実施例】
【０１３４】
実施例
実施例１：
使用した材料：
　ポリ（カプロラクトン）（平均Ｍｗ８０，０００、［－Ｏ（ＣＨ2）5ＣＯ－］n、メル
トインデックス１２５℃／０．３ＭＰａ、Ｓｉｇｍａ　Ａｌｄｒｉｃｈ　Ｂｉｏｃｈｅｍ
ｉｃａｌｓ、ミズーリ州セントルイス）
　トリアムシノロンアセトニド（ＴＡ）（純度９９％、Ｍn４３４．５、Ｃ24Ｈ31ＦＯ6、
Ｓｉｇｍａ　Ａｌｄｒｉｃｈ　Ｂｉｏｃｈｅｍｉｃａｌｓ、ミズーリ州セントルイス）
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　プレドニソロン（純度９９％、Ｃ21Ｈ28Ｏ5、Ｍn３６０．５、Ｓｉｇｍａ　Ａｌｄｒｉ
ｃｈ　Ｂｉｏｃｈｅｍｉｃａｌｓ、ミズーリ州セントルイス）
　クロロホルム（純度９９．８％、ＣＨＣｌ3、Ａ．Ｃ．Ｓ．試薬、Ｓｉｇｍａ　Ａｌｄ
ｒｉｃｈ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ）
　エーテル（純度９９％、Ｍn７４．１２、（Ｃ5Ｈ5）2Ｏ、Ａ．Ｃ．Ｓ．試薬、Ｓｉｇｍ
ａ　Ａｌｄｒｉｃｈ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ）
　平衡塩類溶液（無菌、防腐剤不含、Ｓｉｇｍａ　Ａｌｄｒｉｃｈ　Ｂｉｏｃｈｅｍｉｃ
ａｌｓ、ミズーリ州セントルイス）
【０１３５】
省略形：
　ＰＣＬ：ポリ（カプロラクトン）生分解性インプラント
　ＴＡ：トリアムシノロン
　ＰＣＬ／ＴＡ：生分解性トリアムシノロン装填ポリ（カプロラクトン）インプラント
【０１３６】
インプラント製造：
　実施例で使用されるインプラントを下記の通り調製した：ＰＣＬは、連続撹拌条件下で
一晩３５℃クロロホルム中に溶解させた。次に、トリアムシノロンアセトニド（ＴＡ）は
、７０：３０、６０：４０又は５０：５０のポリマー／薬物重量比（ｗP／ｗD）で溶液に
添加される。溶液が均一になると、蒸発トレイ上に注がれ、そのままドラフト中で７２時
間凝固させる。ＴＡを装填したＰＣＬの白色の固形状の鞘は密閉カラム中で巻かれ、１０
ｍＬシリンジに密封した。シリンジを水浴中で８０℃まで加熱し、均一な熱分配を確認し
、薬物又はポリマーを損傷するであろう局所的な高温を防ぐ。ポリマーは、融解状態では
十分ではなかったが、温度は、押し出されるのに十分な粘度状態までこの半結晶性の密閉
し密封された巨大分子のポリマーの移動を開始するには十分に高かった。加えて、ポリマ
ー内の薬物結晶体は、このプロセスとＰＣＬのみのインプラント押出しとを比較した場合
、「流動増加」可塑剤として作用することが分かった。
【０１３７】
　一度シリンジが８０℃に達すると、水浴から素早く取り出し、１ｃｍの材料をそこから
押し出した。押し出された材料は、その後、張力を与えることによって、フィラメントに
引き伸ばした。７０：３０、６０：４０又は５０：５０のｗP／ｗD製剤については、約１
５０μｍのインプラント径は、それぞれ約２０、１５及び１０ｃｍに引き伸ばされた長さ
によって達成され、一方で、約３００μｍのインプラント径は、それぞれ約１０、１５及
び５ｃｍに引き伸ばされた長さによって達成される。最も高い薬物装填（５０：５０のｗ

P／ｗD）を有する製剤は、加工中、頻繁に破壊した。引き伸ばされたインプラントは迅速
に冷却し、その後、所望の挿入長に顕微鏡下で切断することができる。
【０１３８】
　薬物を含まないインプラントはまた、ＰＣＬペレットをシリンジに直接挿入し、それら
を８０℃まで加熱し、次に、前述したのと同じ方法で押出して引き伸ばすことによって調
製した。
【０１３９】
　６匹の色素沈着したウサギは、基準時及び移植後４週で蛍光眼底血管造影、眼底撮影、
光コヒーレンス・トモグラフィー（Ｚｅｉｓｓ　Ｍｏｄｅｌ３０００、ドイツ）を受けた
。ウサギは、下記の群：
１群：ＰＣＬのみのインプラントを有する２匹のウサギ（ＰＣＬ、ウサギ１及び２）；
２群：ＰＣＬ／ＴＡ６０：４０（ｗP／ｗD）インプラントを有する４匹のウサギ（ウサギ
３～６）
に再分割した。
【０１４０】
　両群は、標準的な扁平部硝子体茎切除、網膜下の空隙への薬物送達装置の挿入を受けた
。簡単には、動物は０．３ｍＬのケタミンヒドロクロリド（１００ｍｇ／ｍＬ；Ｆｏｒｔ
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　Ｄｏｄｇｅ　Ｌａｂ．，Ｉｏｗａ）及び０．１ｍＬの塩酸キシラジン（１００ｍｇ／ｍ
Ｌ；Ｍｉｌｅｓ　Ｉｎｃ．ＵＳＡ）／ｋｇ体重の筋内注射で麻酔した。各２．５％フェニ
ルエフリン及び１％トロピカミドの１滴で瞳孔を拡張した。３ｍｍの角膜周囲切開は、右
眼の側頭上部及び鼻上部の四分円で行った。強膜切開は、側頭上部及び鼻上部の四分円の
角膜輪部の１～２ｍｍ後部の２０ゲージの微小硝子体網膜ブレードで作製した。輸液ライ
ンは、鼻上部の強膜切開を介して挿入され、縫合され、硝子体カッター（Ｂａｕｓｃｈ　
＆　Ｌｏｍｂ，ＵＳＡ）は、側頭上部の強膜切開を介して挿入した。硝子体カッター及び
輸液ラインは、２ポートコア硝子体茎切除を介して挿入した。手術用顕微鏡（Ｚｅｉｓｓ
、ドイツ）によって提供される照明は、手術に十分である。
【０１４１】
　眼内顕微鏡用鉗子（Ｂａｕｓｃｈ　＆　Ｌｏｍｂ，ＵＳＡ）を用いて、インプラントは
、小さな自己密閉網膜切開を介して網膜下の空隙に挿入された。インプラントの勾配のあ
る先端は、網膜を介した容易な挿入を可能にした。インプラントは、適所に残され、鉗子
は眼から引き抜かれた。網膜裂孔を密封するためにレーザー網膜復位を適用する必要はな
い。輸液ラインは取り除かれ、Ｖｙｃｒｉｌ　７－０（Ｅｔｈｉｃｏｎ，ＵＳＡ）を用い
て強膜切開及び結膜開口を閉じる。４週間、全てのウサギは眼底検査を受け、次に、ペン
トバルビタールナトリウム（Ａｎｐｒｏ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌｓ，Ｏｙｓｔｅ
ｒ　Ｂａｙ，ＮＹ）の心腔内注射を用いて麻酔下で屠殺した。
【０１４２】
溶出、薬物押出及び組織学：
インビトロ溶出
　インビトロ薬物溶出特性に関して、薬物装填ＰＣＬインプラントを表１に従って調製し
た。
【０１４３】
【表１】

【０１４４】
　各インプラントは、１０ｍＬの１％ウシ血清アルブミン（ＢＳＡ）／平衡塩溶液（ＢＳ
Ｓ）を含有する１５ｍＬのキャップしたチューブに設置した。チューブを振とう水浴（１
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００ｒｐｍ）で３７℃でインキュベートした。２、４、８、２４、７２、１６８、３３６
、５０４及び６７２時間の各時間増分で、インプラントをＢＳＳ／ＢＳＡ溶液から取り出
し、新しい１０ｍｌのＢＳＳ／ＢＳＡに設置した。
【０１４５】
　最終期間後、インプラントをＢＳＳ／ＢＳＡ溶液から取り出し、残存するＴＡの押出し
を完了するために２ｍＬのエーテルを含有するチューブに設置した。エーテル（２ｍＬ）
及び５０μＬの内部標準（プレドニソロン２ｍｇ／ｍｌ）を残ったＢＳＳ／ＢＳＡ溶液に
添加した。各溶液を２分間ボルテックスを行い、次に、３分間、１０，０００ｒｐｍで遠
心分離し、エーテルとＢＳＳ／ＢＳＡ相を分別した。上部層のエーテル相をガラスシリン
ジを用いて取り出し、ドラフト中で溶媒蒸発のために２ｍＬのキャップしたマイクロチュ
ーブに添加した。蒸発が完了後、１ｍＬの６０％メタノールをマイクロチューブに添加し
、ボルテックスを行った。次に、分析のために溶液を１ｍＬのガラスセルの高速液体クロ
マトグラフィー（ＨＰＬＣ）バイアルに移した。
【０１４６】
インビトロでの溶出
　２匹のウサギ（ＰＣＬ／ＴＡ６０：４０インプラント）をインビトロの薬物溶出の分析
のために使用した。ウサギを麻酔して水分（約０．３ｍＬ）及び血液をリチウムヘパリン
管（２ｍｌ）に回収した。次に、ウサギを安楽死させ、眼を摘出した。移植した装置及び
周辺組織（強膜、脈絡膜、網膜、レンズ、及び硝子体）を解剖し、２ｍＬのマイクロチュ
ーブに分別した。個々の組織を計量し、次に、０．５ｍＬ　ＢＳＳ中で超音波（５０％パ
ワーで１～２パルス／秒）によってホモジナイズした。完了後に、試料を５０μＬの内部
標準（プレドニソロン２ｍｇ／ｍｌ）を満たし、ボルテックスを行った。エーテル（０．
５ｍＬ）を添加し、ボルテックスを行い、１０，０００ｒｐｍで１０分間遠心分離して、
組織試料からＴＡを抽出した。インビボでの試験について前述したように、上部のエーテ
ル層を取り出し、溶媒を蒸発させ、溶媒をメタノールで置換するために、新しい２ｍＬの
マイクロチューブに設置した。
【０１４７】
　５１５ポンプ、２９９６フォトダイオードアレイ検出器及び７１７プラスオートサンプ
ラーを装備したミレニアム高速液体クロマトグラフ（Ｗａｔｅｒｓ　Ｃｏｒｐ．、ＵＳＡ
）は、インビトロ及びインビボでの試料を処理するためにこの試験で使用した。高速液体
クロマトグラフィ（ＨＰＬＣ）と一緒に提供されるミレニアムソフトウェアは、クロマト
グラフィーのピークの積分のために使用した。溶媒をインラインの脱気剤に連結した。Ｎ
ｏｖａ－Ｐａｋ　Ｃ１８カラム（３．９×１５０ｍｍ）及びＮｏｖａ－Ｐａｃｋガードカ
ラム（Ｗａｔｅｒｓ　Ｃｏｒｐ．，ＵＳＡ）固定相及び６０％メタノールの等張移動相か
らなる逆相ＨＰＬＣシステムに試料を注入した。ＴＡ及びプレドニソロンのピークは、１
ｍＬ／分の流速で溶出させ、２４５ｎｍで検出した。並行な５０μＬのプレドニソロンを
同じＨＰＬＣ条件下でクロマトグラフィーを行い、ＴＡの溶出効率を測定した。さらに、
同時クロマトグラフィー技術を採用して、両化合物の同定を有効にした。ＴＡ濃度の計算
は、ピーク領域及びプレドニソロンの回収率に基づいている。ＨＰＬＣ条件は、良好な分
解力でトリアムシノロンとプレドニソロンのピークを分別した。プレドニソロンの保持時
間は、３．４６分であり、一方、トリアムシノロンの保持時間は５．２分であった。
【０１４８】
組織学
　残りの４匹のウサギ（２匹はＰＣＬのみのインプラントを有し；２匹はＰＣＬ／ＴＡ６
０：４０インプラントを有する）の眼を摘出し、２４時間、４％パラホルムアルデヒドで
固定し、次に、さらに２４時間、ボーイン固定した。次に、標本をパラフィンに包埋し、
切片を作製し、標準的な実験室条件下でヘマトキシリンとエオシン（Ｈ＆Ｅ）で染色した
。
【０１４９】
結果：
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　１、２、３及び４週でスリットランプを用いた臨床試験及び間接検眼鏡検査は、網膜下
の流体、浸出液、フォローアップ時点のいずれかでの装置周辺の出血又は線維の蓄積を検
出できなかったことを示した。眼底検査は、代表的なウサギに関して図１に示すように、
炎症及び移動の徴候なしに、インプラントはその位置を維持していることを示した。蛍光
血管造影は、図１～２に示されるように、代表的なウサギについてのいずれかのフォロー
アップ時点で、血管漏れ、プール、網膜色素上皮（ＲＰＥ）異常、又は線維は示さなかっ
た。光コヒーレンス・トモグラフィーは、図３に示すように、全てのウサギの眼の網膜下
の空隙にインプラントの首尾よい置換を示した。
【０１５０】
　様々なインプラント径（１５０μｍ対３２０μｍ）のトポグラフィー効果はまた、イン
プラントの部位で網膜厚の比較的な増加によって図３に見ることができる。インプラント
径の増加からは異常は報告されなかった。インプラント径の増加は、僅かに多くの厳しい
外科手法及び細胞崩壊のより大きな領域をもたらしただけであった。
【０１５１】
　様々なポリマー－薬物比及び配置に関するＢＳＳ／ＢＳＡ（１％）溶液中へのインビト
ロ溶出速度は、図４～６に示される。一般的に、溶出速度は、初期の崩壊相とそれに続く
後期の一次相を示した。特定の理論にとらわれずに、初期の早期急速放出相は、表面の薬
物結晶が媒体中のインプラントの網膜下への吸収に起因し、ポリマーコアからの分散を優
先する。この初期の破裂は、局所的な治療投薬量が急速に達成されることが望まれる場合
には、特に有用であるかもしれない。異なったポリマー薬物比のそれぞれについて、イン
プラント径又は薬物：ポリマー比の増加は、溶出される薬物の量の増加をもたらす。理論
にとらわれることなしに、これは、薬物の含有量の増加及び／又は表面領域の溶離に起因
すると信じられる。より大きな（約３００μｍ）のインプラントについて、ＰＣＬ／ＴＡ
７０：３０～５０：５０由来の製剤中の薬物の比の増加はまた、薬物溶出速度を増加させ
、一方、薬物のダンピング効果は、薬物比が高く（ＰＣＬ／ＴＡ５０：５０）、かつイン
プラント径が小さい場合に発生する。この後者の例では、全薬物放出は、初期の破裂中に
発生し、網膜下組織によるＴＡ吸収速度は、おそらく制限因子である。各試験の最初の数
時間、全ての溶出プロフィールの近い重なりはまた、溶出の最初の段階での制限工程とな
るＴＡ吸収速度であることを示した。ポリ（カプロラクトン）は、酵素核酸に疎水性であ
り、不浸透性である；したがって、膨張、バルク分散又は分解は、生体環境ではなさそう
である。特定の理論にとらわれないで、初期の表面から表面下事象の後に発生するＴＡ溶
出プロフィールは、ＴＡ結晶が生体に積極的に吸収されると、多孔質薬物の境界層が形成
し、コアに向ってより深く移動するという結果になると信じられる。結果として、薬物装
填が低くなると、薬物吸収中のポリマーの多孔率が小さくなり、ＴＡ溶出速度が低くなる
。
【０１５２】
　代表的な視像の図７に示される網膜切開のサイズは、１００μｍ未満である。移植した
インプラントの例示的な組織学を図８に示す。しかしながら、より小さなサイズの網膜切
開は、カスタムな移植ツールの使用で可能となる。
【０１５３】
　初期のインプラントと比較すると、外科後４週間で取り出されたインプラントは、初期
のインプラントより、幾分線維質なポリマー微細構造であった。ある研究では、一度、全
薬物がインビトロの溶出試験で装置から押出されると、薄片状の線維質／多孔質のポリマ
ー微細構造だけが残った。このポリマーで選択される分子数は、商業的に利用可能な範囲
の高程度（Ｍw８０，０００）であった。ＰＣＬは、Ｍwの低下によって分解し、そのため
、より長期間の分解時間がこの高いＭwで期待される。ポリマー分解がフォローアップ期
間中に開始されたという徴候はなかった。
【０１５４】
　組織学は、インプラントが、薬物の装填の有無にかかわらず、図８に示されるように、
自然には線維状であるようには思われない１又は２の細胞層によってカプセル化されてい
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ることを示した。インプラント上方の神経線維層（神経節軸）はそのままであるように見
え、一方、インプラント位置の真上の支持細胞は、ＰＣＬだけのインプラントでは明らか
に存在せず、ＴＡ／ＰＣＬを移植した眼では幾分崩壊し薄くなっている。Ｂｒｕｃｈメン
バーはそのままであるようだが、インプラントに近接した外部核及びＲＰＥ層の細線化及
び崩壊の証拠があった。炎症応答の欠如により、ＰＣＬは、この組織領域と優れた適合性
を示し、観察された細胞変化のバルクは、移植中の機械的な損傷に起因すると考えられる
。これらの外部の細胞層の栄養源を妨げる効果などの他の因子はまた、これらの細胞変化
に役割を果たすかもしれない。
【０１５５】
　ＰＣＬは、皮下に移植されたウサギにおいて無作為な加水分解的鎖切断によって分解さ
れる。初期には、鎖切断反応が広まると、分子量の進行的な低下によって分解が明らかに
なる。しかしながら、ＰＣＬの物理的な重量は、分子量が５０００になるまで変化せず、
即ち、分解の第一段階において重量の喪失はないこともまた示された（Ｐｉｔｔ　ＣＧ．
Ｐｏｌｙ　ε　ｃａｐｒｏｌａｃｔｏｎｅ　ａｎｄ　ｉｔｓ　ｃｏｐｏｌｙｍｅｒｓ，Ｉ
ｎ　Ｃｈａｓｓｉｎ　Ｍ　Ｌａｎｇｅｒ　Ｒ，ｅｄｉｔｏｒｓ，Ｂｉｏｄｅｇｒａｄａｂ
ｌｅ　ｐｏｌｙｍｅｒｓ　ａｓ　ｄｒｕｇ　ｄｅｌｉｖｅｒｙ　ｓｙｓｔｅｍｓ，Ｎｅｗ
　Ｙｏｒｋ：Ｄｅｋｋｅｒ；１９９０．ｐ７１－１１９）。このように、小さなＰＣＬ断
片の食作用及び代謝は、分解過程の最終段階まで開始しないだろう。さらに、ＰＣＬは、
１ヶ月のフォローアップ期間で優れた生体適合性を示した。
【０１５６】
　ＰＣＬ／ＴＡ薬物送達システムは、図２４及び２５に示されるように、ＰＣＬ単独のイ
ンプラントよりも、ＲＰＥ層の崩壊が小さく、インプラントの近接領域における組織層の
細線化が小さいことを示した。しかしながら、これがステロイドの抗炎症効果に原因があ
るのか又は外科的手法及び配置における可変性に起因しているだけなのか結論付けるのは
困難である。インプラントが内在する網膜細胞層崩壊領域は、幅が約３００μｍであり、
長さが２０００μｍに広がった。神経線維層はインプラント上にそのまま残存するが、網
膜切開の部位で崩壊することが分かった。このように、非常な焦点領域の視覚喪失だけが
期待され、レーザーフォトコアギュレーション療法よりも確かに小さい浸襲性である。
【０１５７】
　ＨＰＬＣは、後部組織試料におけるインプラント後４週でＴＡの存在を確かめた（図９
）。ＴＡは、前部構造又は血液において検出されなかった。ＴＡについてのＨＰＬＣピー
クは、図９に示されるグラフ上に記される。存在する追加のピークは、内部標準のプレド
ニソロンを示す。
【０１５８】
　この初期の調査に基づいて、ＰＣＬは、少なくとも１ヶ月のＴＡ溶出能力を有すること
を示した。組織中の薬物濃度は、後眼部に局在していることを示した。組織学は、ＰＣＬ
の存在から炎症応答を示さなかった。挿入による小さな機械的損傷が観察され、細胞層及
び構造における変化の主要な原因であると信じられる。ＰＣＬカプセル化はまた明らかで
あり、移植された材料について期待されている。
【０１５９】
PCT/US2006/021006
図を支援する説明
　図１は、移植後４週で、本発明の一態様に従う移植されたポリ（カーボネート）／トリ
アムシノロンアセトニド（ＰＣＬ／ＴＡ）インプラントの代表的な眼底写真を示す。
　図２は、移植後４週で、本発明の一態様に従う移植されたＰＣＬ／ＴＡインプラントの
代表的な蛍光眼底血管造影を示す。
　図３は、移植後４週で、本発明の態様に従う２種のポリ（カプロラクトン）（ＰＣＬ）
インプラントに関する移植部位周辺の網膜の厚さの代表的な光学コヒーレンストモグラフ
ィーを示す。網膜表面（μｍ）は、Ｘ軸上に表され、網膜の厚さ（μｍ）は、Ｙ軸上に表
される。
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【０１６０】
　図４は、本発明の一態様に従う７０：３０のＰＣＬ／ＴＡインプラントに関する代表的
なインビトロの累積溶出データを示す。グラフ中、時間（日）は、Ｘ軸上に表され、一方
、トリアムシノロン（ＴＡ、μｇ）の濃度は、Ｙ軸上に表される。
　図５は、本発明の一態様に従う６０：４０のＰＣＬ／ＴＡインプラントに関する代表的
なインビトロの累積溶出データを示す。グラフ中、時間（日）は、Ｘ軸上に表され、一方
、トリアムシノロン（ＴＡ、μｇ）の濃度は、Ｙ軸上に表される。
　図６は、本発明の一態様に従う５０：５０のＰＣＬ／ＴＡインプラントに関する代表的
なインビトロの累積溶出データを示す。グラフ中、時間（日）は、Ｘ軸上に表され、一方
、トリアムシノロン（ＴＡ、μｇ）の濃度は、Ｙ軸上に表される。
【０１６１】
　図７は、移植４週後、本発明の態様に従う網膜下のＰＣＬ／ＴＡインプラントの代表的
な視像及び頻度を示し、（７Ａ）は視神経位置を示し；（７Ｂ）はインプラント位置を示
し；（７Ｃ）及び（７Ｄ）は網膜切開の部位を示し；（７Ｅ）は外部の強膜表面であり；
（７Ｆ）はマイクロ鉗子を挿入中のインプラントの近位末端に対する損傷領域の輪郭を描
く。
　図８は、移植４週後、本発明の一態様に従う１５０μｍのＰＣＬ網膜下インプラント（
薬物なし）の組織学（Ｈ＆Ｅ染色）を示し、（８Ａ）はデバイス位置を示し；（Ｂ）はＲ
ＰＥを示し；（８Ｃ）は神経線維層を示し；（８Ｄ）は脈絡膜を示し；（８Ｅ）は強膜を
示す。
　図９は、本発明の一態様に従う４週の網膜下移植（ＰＣＬ／ＴＡ　６０：４０）後のト
リアムシノロンアセトニド（ＴＡ）の代表的なインビボでの定量検出を示す。
【０１６２】
実施例２：
　すべての手順は、実験動物の治療及び使用に関するガイドライン、ＵＳＤＡ動物福祉規
則（ＣＦＲ　１９８５）及び人道的な実験動物の治療及び使用に関する公共ヘルスサービ
ス政策（１９９６）、並びに調査、試験、教育又は実演目的のための獣医動物の使用を統
治する機関政策に順守する。
【０１６３】
　７匹の色素沈着したウサギ（Ｊ１－Ｊ７）は、標準的な扁平部硝子体茎切除、及び網膜
下の空隙への薬物装置送達の挿入を受けた。動物は、０．３ｍＬの塩酸ケタミン（１００
ｍｇ／ｍＬ；Ｆｏｒｔ　Ｄｏｄｇｅ　Ｌａｂ．，Ｆｏｒｔ　Ｄｏｄｇｅ，Ｉｏｗａ）及び
０．１ｍＬの塩酸キシラジン（１００ｍｇ／ｍＬ；Ｍｉｌｅｓ　Ｉｎｃ，Ｓｈａｗｎｅｅ
　Ｍｉｓｓｉｏｎ，Ｋａｎ）／ｋｇ体重の筋内注射で麻酔した。２．５％フェニルエフリ
ン及び１％トロピカミドをそれぞれ１滴で瞳孔を拡大した。３ｍｍの角膜周囲切開は、右
眼の側頭上部及び鼻上部で行った。強膜切除は、こめかみ上部及び鼻上部の四分円にある
角膜輪部の１～２ｍｍ後部で２０ゲージの微細硝子体網膜ブレードで行った。注入パイプ
ラインは、鼻上部の強膜切開を通して挿入し、硝子体カッター（Ｂａｕｓｃｈ　＆　Ｌｏ
ｍｂ，Ｓｔ　Ｌｏｕｉｓ，ＵＳＡ）は、側頭上部の強膜切開を介して挿入した。硝子体カ
ッター及び注入パイプは、２ポートのコア硝子体切除を行うために使用した。手術用顕微
鏡（Ｚｅｉｓｓ，Ｇｅｒｍａｎｙ）によって提供される照明は、手術には十分であった。
眼内顕微鏡用鉗子（Ｂａｕｓｃｈ　＆　Ｌｏｍｂ，Ｓｔ　Ｌｏｕｉｓｅ，ＵＳＡ）を用い
て、薬物送達インプラントは網膜下の空隙に挿入され、小さな網膜切除を行った。インプ
ラントの勾配のある形状の先端は、網膜下の空隙への挿入を促進した。インプラントは、
その位置で放置し、鉗子を眼から引き出した。網膜裂孔を密封するためにレーザー網膜復
位を適用しなかった。輸液ラインは取り除かれ、Ｖｙｃｒｉｌ　７－０（Ｅｔｈｉｃｏｎ
，ＵＳＡ）を用いて強膜切除及び結膜開口を閉じた。
【０１６４】
　表２は、ある種の実験上の変化を概要する。表３は、得られた実験結果を要約する。
【０１６５】
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【表２】

【０１６６】
【表３】

【０１６７】
コメント：
　スリットランプ及び間接検眼鏡を用いた臨床試験は、フォローアップ期間でＴｉＮｉ合
金、被覆されたポリマー薬物／ＴｉＮｉ合金コア、ＰＣＬ／ＴＡ、及びＰＣＬインプラン
トの存在からいずれも悪い炎症応答は示さなかった。
【０１６８】
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　レンズ接触は、ウサギＪ３移植で起こり、白内障形成は、術後１週間からその先で報告
された。術後の最初の週で、ウサギＪ３に存在する硝子体混濁及び白内障は、初期のデー
タ収集は解釈するのが難しいとされた。病因不明の硝子体混濁は、術後１週間のウサギＪ
７に存在するが、２週間までに完全に減少した。
【０１６９】
　蛍光血管造影は、術後２日のウサギＪ１及びウサギＪ２において血管漏出があることを
示した。ウサギＪ１は、組織学的データのために、術後２日で屠殺した。漏出は、術後１
週でウサギＪ２において正常レベルに戻った。血管漏出は、初期の工数低減曲線で、複数
の網膜切除試行によって持続したインプラント外傷のレベルからウサギＪ１において予期
された。血管漏出は、術後１～２週で、ウサギＪ３、Ｊ４、Ｊ５、Ｊ６及びＪ７で観察さ
れなかった。
【０１７０】
　ウサギＪ７に移植された被覆されたポリマー薬物／ＴｉＮｉ合金コアは、約２．２５ｍ
ｍの長さに切断した。特定の形状は、複数の網膜組織層を横断して最終の静止位置を避け
ることを見出した。これより僅かに大きく、この長さ未満であり、約３ｍｍの所望の上限
範囲である類似の形状はまた、複数の網膜組織層を横断する最終の静止位置を避けるであ
ろう。インプラントは、長さにしてより短くなるので、適した挿入及び配置に関してイン
プラントを操作することがより困難になるかもしれず、さらには、挿入に含有してもよい
治療薬／試薬の量が制限されてもよい。
【０１７１】
実施例３：
使用される材料及び省略形：
コア：
ＮＩＴ：８０μｍのエッチング処理されたニチノールワイヤ、Ｎｉｔｉｎｏｌ　Ｄｅｖｉ
ｃｅｓ　ａｎｄ　Ｃｏｍｐｏｎｅｔｎｓ（Ｆｒｅｅｍｏｎｔ　ＣＡ）から市販されている
。
生物活性剤：
ＲＡＰ：ラパマイシン、ＬＣ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ，Ｗｏｂｕｒｎ　ＭＡから市販
されている。
【０１７２】
ポリマー：
ｐＥＶＡ：ポリエチレン酢酸ビニル共重合体（３３％ｗｔ．酢酸ビニル及び６７％ｗｔ．
ポリエチレン）、Ａｌｄｒｉｃｈ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．から市販されている。
ｐＢＭＡ：ポリ（ｎ－ブチルメタクリレート）、Ａｌｄｒｉｃｈ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃ
ｏ．から市販されている。
溶媒：
ＣＨＣｌ3：クロロホルム溶媒、Ｂｕｒｄｉｃｋ　＆　Ｊａｃｋｓｏｎから市販される。
【０１７３】
インプラント調製：
被覆用液調製：
　被覆溶液は、まずＣＨＣｌ3溶媒のアリコートに２５．０部のｐＥＶＡ及び２５．０部
のｐＢＭＡを添加することによって調製した。ｐＥＶＡを溶解するために、成分を約１時
間３０℃～４０℃まで加熱した。ｐＥＶＡ及びｐＢＭＡをＣＨＣｌ3に溶解後、得られた
ポリマー／溶媒溶液を室温まで冷却した。次に、５０部のＲＡＰをポリマー／溶媒溶液に
添加し、ＲＡＰを約３０分間室温でポリマー／溶媒溶液中でＲＡＰを撹拌した。得られた
被覆溶液を１０μｍのポリプロピレンフィルター（Ｇｅｌｍａｎ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ　ｐ
ａｌｌ　ｍｅｍｂｒａｎｅ　Ｐａｒｔ　Ｎｏ．６１７５６）を用いてろ過した。最終の被
覆溶液は、約４０ｍｇ／ｍｌの固体（即ち、ｐＥＶＡ、ｐＢＭＡ、及びＲＡＰ）を含有し
た。
【０１７４】
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被覆手順：
　ＮＩＴワイヤをはさみで長さにして約１ｃｍごとに切断した。このワイヤの長さは、イ
ソプロピルアルコールで湿らせたワイプ（Ｔｅｘ　ＷｉｐｅによるＡｌｐｈａ　Ｗｉｐｅ
）を用いて汚れを落とした。次に、各ワイヤの長さは、微量天秤（Ｍｅｔｌｅｒ－Ｔｏｌ
ｅｄｏのタイプＵＭＸ２）を用いて±０．００３μｇまで計量した。
【０１７５】
　超音波スプレーヘッド（Ｓｏｎｏ－Ｔｅｋ、Ｍｉｌｔｏｎ，ＮＹ）及び被覆溶液用のシ
リンジポンプシステムからなる超音波コーター装置を用いて被覆用液をＮＩＴワイヤ上に
噴霧した。円筒状のピン万力は、ＮＩＴワイヤの末端を保持するために使用した。ＮＩＴ
ワイヤは、スプレーの焦点で（即ち、スプレーヘッドから約２～３ｍｍ）スプレーと直角
に維持し、約２００ｒｐｍで回転させた。スプレーヘッドは、被覆組成物を塗布するため
にＮＩＴワイヤ全体に対して縦軸に移動させた。図５７に示される格子様パターンは、０
．１ｍｍの縦軸方向の動きを伴う被覆に使用した。被覆は、室温（約２０℃～２２℃）で
一晩、溶媒を蒸発させることによって乾燥させた。得られた被覆は、全長が約３．０ｍｍ
であり、約３００μｍの均一な厚さを有する約２．０ｍｍの長さである部分、中心部分の
各側面上に移行厚を有する約０．５ｍｍの長さの２つの部分を含む。乾燥後、被覆したＮ
ＩＴワイヤは、微量天秤（Ｍｅｔｌｅｒ－ＴｏｌｅｄｏのタイプＵＭＸ２）を用いて±０
．００３μｇまで計量した。インプラントの被覆重量は、被覆ワイヤの最終重量から未被
覆のワイヤの重量を差し引いて計算した。各インプラント中のＲＡＰの全量は、被覆中の
ＲＡＰの重量パーセントを表す０．５０を被覆重量に掛けることによって計算した。イン
プラントのポリマー被覆におけるＲＡＰの全量は、２６～８９μｇの範囲であった（表４
を参照されたい）。
【０１７６】
　ウサギに移植する前に、インプラントを約２．３～３．０４ｍｍの長さに切断した（表
４を参照されたい）。
【０１７７】
移植：
　眼及び視覚研究における動物の使用に関するＡＲＶＯ陳述に従って実験を行った。
　６匹のダッチ種の色素沈着したウサギは、塩酸ケタミン（１００ｍｇ／ｍＬ；Ｆｏｒｔ
　Ｄｏｄｇｅ　Ｌａｂｓ，Ｆｏｒｔ　Ｄｏｄｇｅ，ＩＡ）及び塩酸キシラジン（１００ｍ
ｇ／ｍＬ；Ｍｉｌｅｓ，Ｉｎｃ．，Ｓｈａｗｎｅｅ　Ｍｉｓｓｉｏｎ，ＫＳ）の４：１の
混合物の１～１．５ｍＬを筋内注射によって一般的な麻酔をした。
【０１７８】
　全てのウサギにおいて、右眼だけを外科手術した。散瞳は、局所の１％トロピカミド及
び２．５％フェニルエフリンを用いて達成した。上部四分円に制限された結膜の角膜周囲
切開後、２０ゲージの微細硝子体網膜ブレードを用いて角膜輪部の約１ｍｍ後部に刺切を
行った。３匹のウサギ（ＲＳ１、ＲＳ３及びＲＳ４）では、硝子体切除を行わなかった。
硝子体網膜の微小鉗子は、インプラントの端を握るために使用され、強膜切除を介して後
部のチャンバーに導入した。円盤状及び脈管状アーケードより数ｍｍ小さいインプラント
の先端が網膜に穴を開けるために使用された。次に、鉗子は、この網膜切除を介して網膜
下の空隙にインプラントをスライドさせるために使用した。
【０１７９】
　３匹のウサギ（ＲＳ３、ＲＳ５、及びＲＳ６）では、インプラント挿入前に硝子体切除
を行った。これらの眼では、１つの強膜切開は、頭側及び別の鼻上部に行った。注入カニ
ューレは、鼻上の強膜切開を介して挿入し、所定の位置で縫合した。硝子体カッターは、
頭側の強膜切開を介して導入した。コアの硝子体切開の完了後、網膜切開装置を眼から取
り出した。網膜切除した２匹のウサギ（ＲＳ５及びＲＳ６）では、円盤状及び脈管状アー
ケードより数ｍｍ小さい２５ゲージの針が網膜に穴を開けるために使用され、約０．１ｍ
Ｌの平衡塩溶液を網膜下の空隙に注入することによって小さな網膜下のろ過胞を生じるた
めに使用した。次に、微小鉗子を用いて、この位置で網膜下の空隙に網膜切除を介してイ
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ンプラントを挿入した。ウサギの１匹（ＲＳ３）では、網膜下のろ過胞は生じなかった；
むしろ、インプラントは、上述した方法による網膜切開後に網膜の真下に直接挿入した。
【０１８０】
　全てのラットでは、インプラントが挿入された後に装置を眼から取り出し、強膜切開を
７－０　Ｖｉｃｒｙｌ縫合（Ｊｏｈｎｓｏｎ　ａｎｄ　Ｊｏｈｎｓｏｎ，Ｐｉｓｃａｔａ
ｗａｙ，ＮＪ）で閉じた。結膜は、二次的意向によって閉じたままであった。ゲンタマイ
シン（４０ｍｇ／ｍＬ溶液０．２ｍＬ）の結膜下注射を実行した。
【０１８１】
モニタリング及び評価：
　間接的な検眼鏡試験、眼底撮影、蛍光血管造影、及び光学コヒーレンストモグラフィー
は、術後の１、２、及び４週で各ウサギの右眼で実行した。４週後、試験を完了し、ウサ
ギをペントバルビタールナトリウム（Ａｎｐｒｏ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌｓ，Ａ
ｒｃａｄｉａ，ＣＡ）の心臓内注射で安楽死させた。各ウサギの右眼は除核され、４％の
パラホルムアルデヒド中に２４時間置いた。次に、眼をダルベッコリン酸緩衝生理食塩水
中に移し、さらに切開するまで４℃で保存し、その時、後部ポールで網膜－脈絡膜－強膜
複合体の２ｃｍ×２ｃｍのブロックに区切った。これをパラフィンに包埋し、切片にし、
標準的な方法を用いてヘマトキシリン及びエオシンで染色した。
【０１８２】
移植結果：
　インプラントは、３匹のウサギでは網膜下の空隙に移植され、１匹のウサギではＲＰＥ
下の空隙に移植された（表４）。４個の眼（ＲＳ１－ＲＳ４）では、インプラントの移植
前には網膜下の流体のろ過胞は生じなかった。これらのケースでは、１つの網膜下の移植
（ＲＳ１）、１つのＲＰＥ下の移植（ＲＳ３）、及び移植時に２つの失敗した試みがあっ
た。２つのケース（ＲＳ５及びＲＳ６）では、網膜下の流体のろ過胞は、インプラント配
置前に生じた。これらの両方の例では、インプラントは、容易に網膜下の空隙に挿入され
た。
【０１８３】
　移植領域全体で硝子体の有無は、手法の容易さを決定する因子であることが分かった。
硝子体切除が行われていないケースの１つ（ＲＳ１）では、外科医は、網膜下の空隙にイ
ンプラントを挿入することができ、インプラントは鉗子を取り出すときに所定の位置に残
す。しかしながら、２匹のウサギ（ＲＳ２及びＲＳ４）はともにインプラント移植前に硝
子体切除を受けておらず、試みた移植中に複数の網膜切除の作製のため、外科処置時に屠
殺した。これら２つの場合では、硝子体は、インプラントに付着し、移植鉗子が引き抜か
れる際に網膜下の空隙から出口にそれを引き起こすことによって良好な移植を妨げた。そ
れに反して、硝子体切除が移植前に実行された場合（ＲＳ３、ＲＳ５、及びＲＳ６）、イ
ンプラントを離し、装置の位置を邪魔することなしに鉗子を引き抜くことが可能であった
。
【０１８４】
ウサギの眼におけるインプラントの寛容：
　全ての計画されたフォローアップ試験は、移植を受けた４匹のウサギのうち３匹（ＲＳ
１、ＲＳ３、及びＲＳ５）に関して１ヶ月に亘って完了した。１匹のウサギ（ＲＳ６）で
は、後部癒着が１～２週で発生し、それで散瞳が２及び４週でフォローアップ試験で達成
しなかった。結論として、蛍光血管造影（ＦＡ）及び光学コヒーレンストモグラフィー（
ＯＣＴ）試験は、これらの検査で実行されなかった。インプラントを受けた４個の眼のい
ずれにも網膜剥離は起こらなかった。
【０１８５】
　３匹のウサギ（ＲＳ１、ＲＳ３、及びＲＳ５）では、フォローアップ試験において炎症
又は毒性の徴候は検出されなかった。さらに、インプラントは、それらの初期の移植部位
から移動しなかった。ＲＳ１では、装置移植前に網膜下の流体のろ過胞は生じておらず、
１週で、手術による少量の残った網膜下の出血は、蛍光血管造影上の閉塞を引き起こすイ
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ンプラントに隣接して存在したままであった。これは、時間の経過とともに解決され、そ
れにより、網膜下の出血からの少ない閉塞は、２週で認識し、４週ではなかった。そうで
なければ、血管造影図は装置によって閉塞したことだけを示した。ＯＣＴはまた、装置の
網膜下の位置を確認にした。近接した網膜又はＲＰＥに対する萎縮又は損傷の証拠がなか
った。ＲＳ５では、網膜下の流体のろ過胞は、正しい網膜下の装置の配置を支援するよう
に生じ、任意の時間点で認識される網膜下の出血はなかった。蛍光造影は、外科処置中、
器具接触の部位である装置の下の直線状の低蛍光斑を示した。さらに、軽度の低色素沈着
は、装置周辺に観察することができ、これは、網膜下のろ過胞が生じた領域に対応してい
る。
【０１８６】
　ＲＳ６では、１及び２週での試験は、移植部位でインプラントは安定であること示し、
近接する組織は正常に見えた。軽度の前部チャンバー内炎症及び後部癒着は２週までに発
生し、それによって、散瞳は損傷され、撮影が困難であった。間接的な検眼鏡検査は、後
部チャンバー内炎症の証拠を示さなかった。
【０１８７】
　ＲＳ３では、装置はＲＰＥの真下に移植され、インプラントはまた、安定な位置のまま
であり、近接領域のいずれの視覚可能な異常は起こらなかった。インプラントは、試験で
直接視覚化されなかったが、血管造影はそれによって閉塞を示し、ＯＣＴはその位置を裏
付けるように見えた。
【０１８８】
組織学的結果：
　インプラントが網膜下に移植された眼では、移植部位の後部ポールの断面は、装置を覆
っている光受容体の喪失を示した。近接する構造は正常であるように見えた。
【０１８９】
【表４】

【０１９０】
実施例４：
材料及び省略形：
コア材料：
ＮＩＴ：８０μｍのエッチング処理されたニチノールワイヤ、Ｎｉｔｉｎｏｌ　Ｄｅｖｉ
ｃｅｓ　ａｎｄ　Ｃｏｍｐｏｎｅｔｎｓ（Ｆｒｅｍｏｎｔ　ＣＡ）から入手できる。
ＰＭＭＡ：ポリ（メタクリル酸メチル）ポリマー、Ｂｉｏｇｅｎｅｒａｌ　Ｉｎｃ．（Ｓ
ａｎ　Ｄｉｅｇｏ、ＣＡ）から入手される。
ＣＧ：クロムガット、Ｅｔｈｉｃｏｎ（Ｓｏｍｅｒｖｉｌｌｅ，ＮＪ）から入手される。
【０１９１】
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ポリマー：
ｐＥＶＡ：ポリエチレン酢酸ビニル共重合体（３３％ｗｔ．酢酸ビニル及び６７％ｗｔ．
ポリエチレン）、Ａｌｄｒｉｃｈ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．から市販される。
ｐＢＭＡ：ポリ（ｎ－メタクリル酸ブチル）、Ａｌｄｒｉｃｈ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ
．から市販される。
【０１９２】
溶媒：
ＣＨＣｌ3：クロロホルム溶媒、Ｂｕｒｄｉｃｋ　＆　Ｊａｃｋｓｏｎから市販される。
ＴＨＦ：テトラヒドロフラン溶媒、Ｂｕｒｄｉｃｈ　＆　Ｊａｃｋｓｏｎから市販される
。
生物活性剤：
ＲＡＰ：ラパマイシン、ＬＣ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ，Ｗｏｂｕｒｎ　ＭＡから市販
される。
ＴＡ：トリアムシノロンアセトニド、Ｐｆｉｚｅｒ　Ｃｅｎｔｅｒ　Ｓｏｕｒｃｅ，Ｋａ
ｌａｍａｚｏｏ，ＭＩから市販される。
【０１９３】
インプラント調製：
ＴＡ被覆溶液調製（被覆溶液１）：
　被覆溶液は、まずＴＨＦ溶媒のアリコートに２２．５部のｐＥＶＡ及び２７．５部のｐ
ＢＭＡを添加することによって調製した。ｐＥＶＡを溶解するために、成分を約１時間３
０℃～４０℃まで加熱した。ｐＥＶＡ及びｐＢＭＡをＴＨＦに溶解した後、得られたポリ
マー／溶媒溶液を室温まで冷却した。次に、５０部のＴＡをポリマー／溶媒溶液に添加し
、ＴＡを約３０分間室温で、ポリマー／溶媒溶液中で撹拌し、被覆溶液を形成した。得ら
れた被覆溶液は、１０μｍのポリプロピレンフィルター（Ｇｅｌｍａｎ　Ｓｃｉｅｎｃｅ
ｓ　ｐａｌｌ　ｍｅｍｂｒａｎｅ　Ｐａｒｔ　Ｎｏ．６１７５６）を用いてろ過した。最
終の被覆溶液は、約６０ｍｇ／ｍｌの固体（即ち、ｐＥＶＡ、ｐＢＭＡ、及びＴＡ）を含
有した。
【０１９４】
ＲＡＰ被覆溶液調製（被覆溶液２）：
　被覆溶液は、まずＣＨＣｌ3溶媒のアリコートに１０部のｐＥＶＡ及び３０部のｐＢＭ
Ａを添加することによって調製した。ｐＥＶＡを溶解するために、成分を約１時間３０℃
～４０℃まで加熱した。ｐＥＶＡ及びｐＢＭＡをＣＨＣｌ3に溶解した後、得られたポリ
マー／溶媒溶液を室温まで冷却した。次に、６０部のＲＡＰをポリマー／溶媒溶液に添加
し、ＲＡＰを約３０分間室温で、ポリマー／溶媒溶液中で撹拌し、被覆溶液を形成した。
得られた被覆溶液は、１０μｍのポリプロピレンフィルター（Ｇｅｌｍａｎ　Ｓｃｉｅｎ
ｃｅｓ　ｐａｌｌ　ｍｅｍｂｒａｎｅ　Ｐａｒｔ　Ｎｏ．６１７５６）を用いてろ過した
。最終の被覆溶液は、約４０ｍｇ／ｍｌの固体（即ち、ｐＥＶＡ、ｐＢＭＡ、及びＲＡＰ
）を含有した。
【０１９５】
ｐＢＭＡ被覆溶液調製（コア溶液３）：
　被覆溶液は、まずＣＨＣｌ3溶媒のアリコートにｐＢＭＡを添加することによって調製
した。ｐＢＭＡを溶解するために、成分を約３時間室温で撹拌した。得られた被覆溶液は
、１０μｍのポリプロピレンフィルター（Ｇｅｌｍａｎ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ　ｐａｌｌ　
ｍｅｍｂｒａｎｅ　Ｐａｒｔ　Ｎｏ．６１７５６）を用いてろ過した。最終の被覆溶液は
、約１０ｍｇ／ｍｌのｐＢＭＡを含有した。
【０１９６】
被覆手順：
　コア材料は、はさみで長さにして約１ｃｍごとに切断した。イソプロピルアルコールに
浸したワイプ（Ｔｅｘ　ＷｉｐｅのＡｌｐｈａ　Ｗｉｐｅ）を用いてコアの汚れを落とし
た。次に、各コアは、微量天秤（Ｍｅｔｌｅｒ－ＴｏｌｅｄｏのタイプＵＭＸ２）を用い
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て±０．００３μｇまで計量した。
【０１９７】
　超音波スプレーヘッド（Ｓｏｎｏ－Ｔｅｋ、Ｍｉｌｔｏｎ，ＮＹ）及び被覆溶液用のシ
リンジポンプシステムからなる超音波コーター装置を用いて被覆用液をコアの長さ上に噴
霧した。円筒状のピン万力は、コアの末端を支えるために使用した。コアは、スプレーの
焦点で（即ち、スプレーヘッドから約２～３ｍｍ）スプレーと直角に維持し、約２００ｒ
ｐｍで回転させた。スプレーヘッドは、被覆組成物を塗布するためにコア全体に対して縦
軸に移動させた。図５７に示される格子様パターンは、０．１ｍｍの縦軸方向の動きを伴
う被覆に使用した。被覆は、室温（約２０℃～２２℃）で一晩、溶媒を蒸発させることに
よって乾燥させた。ＲＡＰ徐放製剤については、ＣＨＣｌ3（被覆溶液３）に溶解したｐ
ＢＭＡからなる追加の被覆が、乾燥したＲＡＰ／ｐＥＶＡ／ｐＢＭＡ被覆全体に噴霧され
た。被覆は、室温（約２０℃～２２℃）で一晩溶媒を蒸発させることによって乾燥させた
。得られたインプラントは、微量天秤（Ｍｅｔｌｅｒ－ＴｏｌｅｄｏのタイプＵＭＸ２）
を用いて±０．００３まで計量した。
【０１９８】
　ＴＡを含むインプラント（被覆溶液１から調製される）は、全長が約２ｍｍであり、約
２５０μｍの均一な厚さを有する約１ｍｍの長さの中心部分、その中心部分の各側面上に
移行厚を有する約０．５ｍｍの長さの２つの部分を含む。
【０１９９】
　ＲＡＰを含むインプラント（被覆溶液２及び被覆溶液３（ＲＡＰ徐放）から調製される
）は、全長が約２．５ｍｍであり、約３５０μｍの均一な厚さを有する約１．５ｍｍの長
さの中心部分、その中心部分の各側面上に移行厚を有する約０．５ｍｍの長さの２つの部
分を含む。
【０２００】
　インプラントは、長さが約１ｍｍの非被覆のコア材料の尾部を含み、眼の外科用器具と
連結するための操作領域を提供する。これはまた、移植中の基盤の溶出部分に対していず
れかの損傷を防いだ。
　移植前に、インプラントは、エチレンオキシドガスによって滅菌した。
【０２０１】
移植：
　参加した全ての研究者は、実験動物の治療及び使用に関するガイドライン、人道的な実
験動物の治療及び使用に関するＯＰＲＲ公衆衛生局政策（１９８６年改訂）、米国動物保
護法（修正）、調査、試験、教育又は実演目的のための獣医動物の使用を支配する視覚及
び眼科学における研究期間及び協会（ＡＲＶＯ）に順守した。
【０２０２】
　塩酸シクロペントレート１％（Ｂａｕｓｃｈ　＆　Ｌｏｍｂ、Ｒｏｃｈｅｓｔｅｒ，Ｎ
Ｙ）及び塩酸フェニルエフリン５％（Ｂａｕｓｃｈ　＆　Ｌｏｍｂ）の各１滴を用いて移
植前に瞳孔を完全に拡張した。０．３ｍＬの塩酸ケタミン（１００ｍｇ／ｍＬ；Ｆｏｒｔ
　Ｄｏｄｇｅ，Ｌａｂｓ，Ｆｏｒｔ　Ｄｏｄｇｅ，ＩＡ）及び０．１ｍＬの塩酸キシラジ
ン（１００ｍｇ／ｍＬ；Ｍｉｌｅｓ，Ｉｎｃ．，Ｐｉｔｔｓｂｕｒｇｈ，ＰＡ）／ｋｇ体
重の筋内注射によってウサギを麻酔した。眼周囲の外科プレップは、１：１０に希釈した
食塩水中のポビドンヨードを用いて領域を消毒することによって実行した。眼の表面は、
１：２０に希釈した食塩水中のポビドンヨードを用いてプレップした。ウサギを手術用顕
微鏡下に配置し、布で覆った。ワイヤ眼瞼検鏡を配置した。
【０２０３】
　３ｍｍの角膜周囲切開は、右眼の側頭上部及び鼻上部の四分円で行った。強膜切開は、
２０ゲージの微小硝子体網膜ブレードを用いて、側頭上部及び鼻上部の四分円に角膜輪部
の１～２ｍｍ後部で行った。輸液ラインは、鼻上部の強膜を介して挿入され、縫合し、硝
子体カッターを側頭上部の強膜を介して挿入した。２ポートのコア硝子体切除は、手術用
顕微鏡（Ｃａｒｌ　Ｚｅｉｓｓ　Ｏｐｈｔｈａｌｍｉｃ　Ｓｙｓｔｅｍｓ，Ｉｎｃ．）に
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よって提供された照明で行った。眼内顕微鏡用鉗子は、表５によって示されるように、網
膜下の空隙に薬物送達インプラントを挿入するために使用した。羽根状及び半剛体構造の
インプラントは、容易な挿入を可能にした。インプラントを所定の位置に残した状態で、
鉗子を眼から引き抜いた。網膜裂孔を密封するためにレーザー網膜復位を適用しなかった
。輸液ラインは取り除かれ、Ｖｙｃｒｉｌ　７－０（Ｅｔｈｉｃｏｎ）を用いて強膜切開
及び結膜開口を閉じた。外科手術の終わりに、抗生物質、４０ｍｇ／ｍｌのゲンタマイシ
ン０．１ｃｃ（Ｐｈｏｅｎｉｘ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ，Ｓｔ．Ｊｏｓｅｐｈ，ＭＯ）及
び２ｍｇ／ｍｌのデキサメタゾン０．１ｃｃ（Ｐｈｏｅｎｉｘ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ）
の結膜下注射は、外科処置部位から遠ざけて投与した。エリスロマイシン抗生物質軟膏（
Ｅｌｉ　Ｌｉｌｌｙ　＆　Ｃｏ．，Ｉｎｄｉａｎａｐｏｌｉｓ．ＩＮ）は、処置後２日間
、処置した眼に毎日塗布した。Ｂｕｐｒｅｎｅｘ（Ｒｅｃｋｉｔｔ　Ｂｅｎｃｋｉｓｅｒ
，Ｒｉｃｈｍｏｎｄ　ＶＡ）は、２日間、毎日与えた。Ｈａｒｌａｎ　Ｈｉｇｈ　Ｆｉｂ
ｅｒ　Ｒａｂｂｉｔ　Ｄｉｅｔ　＃２０３１は毎日与えた。水を適宜与え、自動給水シス
テムを介して送達させた。実験番号、研究員、動物数、試験コード、性別、及び受領日を
示したカードによって区別したぶら下げたステンレススチールケージに動物を個別に入れ
た。光サイクルは、自動タイマー（１２時間明るく、１２時間暗い）を用いて調節した。
【０２０４】
　間接的な検眼鏡検査及び２０ジオプターレンズ（Ｖａｎｔａｇｅ　Ｉｎｄｉｒｅｃｔ　
Ｏｐｈｔｈａｌｍｏｓｃｏｐｅ，Ｋｅｅｌｅｒ　Ｌｔｄ．，Ｗｉｎｄｓｏｒ，Ｅｎｇｌａ
ｎｄ）を用いて完全な眼科検査は、基準、術後１、２、及び４週間で行った。各試験前に
、０．３ｍＬの塩酸ケタミン（１００ｍｇ／ｍＬ）及び０．１ｍＬの塩酸キシラジン（１
００ｍｇ／ｍＬ）／ｋｇ体重の筋内注射で動物を麻酔した。塩酸シクロペントレート１％
（Ｂａｕｓｃｈ　＆　Ｌｏｍｂ）及び塩酸フェニルエフリン５％（Ｂａｕｓｃｈ　＆Ｌｏ
ｍｂ）の各１滴を用いて瞳孔を完全に拡張した。検鏡をウサギの眼の眼瞼を分けるために
使用した。臨床試験は、巨視的な表面の評価から後部及び前部構造の詳細な間接的眼科用
顕微鏡試験へと進めた。眼底撮影（ＶＩＳＵＰＡＣ／Ｓｙｓｔｅｍ　４５１を有するＺｅ
ｉｓｓ　ＦＦ　４５０ｐｌｕｓ　ＩＲ　Ｆｕｎｄｕｓ　Ｃａｍｅｒａ）及び光学コヒーレ
ンストモグラフィー（ＯＣＴ　ＩＩＩ、Ｃａｒｌ　Ｚｅｉｓｓ　Ｏｐｈｔｈａｌｍｉｃ　
Ｓｙｓｔｅｍｓ，Ｉｎｃ．）を使用して、各ケース及び任意の特定の所見を立証した。結
膜は、赤み、結膜浮腫、薄層化、損傷、線維成長、及び排出について視覚的に調べた。角
膜は、新血管形成、潰瘍及び浮腫の徴候について調べた。白内障形成についてレンズを検
査し、移植中に起ったかもしれないいずれかのレンズ接触についてさらに評価した。前部
チャンバー内の任意の紅班又は細胞の存在あるいは瞳孔形状の変化はまた認識された。虹
彩は、充血、虹彩ルベオーシス、隆起及び癒着について調べた。硝子体は、出血及び炎症
性残骸について調べた。網膜は、任意の損傷、裂傷、剥離又は出血について調べた。イン
プラントの任意の押出し又は移動はまた評価された。
【０２０５】
結果：
　網膜下薬物送達インプラントは、表５によれば、２０／２４のウサギの右眼（ＯＤ）に
外科的に移植した。インプラントの設計及び形状は、いくつかのプロトタイプの試験を通
じて最適化した。網膜における貫通の最適な長さは、２．７５ｍｍであった。これより長
い貫通の長さは、出血の合併症の増加をもたらす。２４匹のウサギのうち４匹は、外科処
置の初期で屠殺した：３匹は、流体プールから網膜剥離をもたらす輸液ラインの流速装置
に関する外科的合併症のためであり、１匹は、鈍器の外傷によって引き起こされた制御不
能な網膜出血のためである。尾部は、標準的な眼内微小鉗子で上手くつかめるようにイン
プラントのデザインに含めた。外科的処置は、３人の硝子体網膜の外科医によって実行し
、期間が相対的に短く、各外科的処置は、麻酔が効き始めた時点から１５分未満継続した
。眼内レンズ接触は、６匹のウサギで発生し、レンズ切除は、鉗子に対する視覚通路を明
確にするために、６匹のうち４匹において実質的に実行した。焦点白内障は、レンズ切除
を受けなかった２匹のウサギで発症した。ウサギ及びヒトの眼は、いくつかの重要な構造
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的特徴を共有するが、ウサギのレンズは、実質的により大きなサイズであり、後部位置の
ために避けるにはより困難である。
【０２０６】
　手術後のフォローアップのいずれの時点でもウサギを屠殺しなかった。全ては、試験期
間中、全般的に良好な健康状態であった。１、２及び４週のフォローアップ臨床試験は、
対照群及びトリアムシノロンアセトニドインプラント群の両方において良好なインプラン
トの生体適合性、重篤な外科的合併症がないことを反映した。術後１日、全ての眼は、外
科処置及び縫合から僅かな結膜の赤みを示した。術後１週までに、結膜の赤みは、４匹の
動物を除いて全てにおいて消失した。術後２週までに、結膜の赤みは、全ての動物におい
て消失した。術後１週までに、１匹のウサギは、角膜血管新生及び脚による過剰な引っか
きが原因の浮腫を発症した。術後１週までに、３匹のウサギは、脚による過剰な引っかき
が原因の角膜浮腫を発症した。全てのケースは、潤滑剤、予防的抗生物質軟膏剤及び引っ
かき防止頸部ギプスによって術後２週までに解決した。永続的な角膜の引っかき又は不透
明性は生じなかった。これらのウサギは、外科処置中にレンズ切除を受け、したがって、
追加の外傷を受けた。結膜の浮腫、薄層化、線維性組織成長又は結膜病変の徴候はなかっ
た。１、２、及び４週での臨床試験は、フォローアップのいずれかの時点で装置周辺に検
出可能な網膜下流体、浸出液又は線維症の蓄積は示さなかった。局在化した網膜出血は、
おそらくは移植中の網膜色素の上皮に対する損傷から外科処置の完了時に５匹のウサギに
おいて認識された。これは、この試験の完了によって３匹のウサギに対して退行した。眼
底検査は、網膜切除、ある場合には装置外傷からの外科的手法の間に認識したもの以外に
は網膜裂傷は示さなかった。眼底写真は、炎症又は増殖の徴候を示さず、インプラントが
その位置で維持したことを示した。光学コヒーレンストモグラフィーは、全てのウサギの
眼の網膜下の空隙にインプラントの良好な配置を示した。
【０２０７】
　図２０に示した単一のＴｉＮｉコアの網膜下インプラントは、図２１に示した二重の外
科的インプラントと対比された。外科手術準備では、疾患部位周辺への一連の薬物送達装
置の移植は、その増殖の調節に有害であることを証明することができた。図２２は、ＰＭ
ＭＡコア移植を示す。ＰＭＭＡのようなポリマーは、コンタクトレンズ及び眼内レンズに
おけるそれらの使用を伴う眼科産業において長期の歴史があり、金属インプラントよりは
良く受け入れられるかもしれない。クロムガットコアインプラントはまた、良好であるこ
とが明らかにされた。ここで、この概念は、握るための尾部を用いて装置を移植し、次に
、尾部を長期間生体吸収させることである。外科手術のスケジュールにより、このウサギ
は、実際には、生体吸収可能なクロムガットの縫合材料の炎症反応及び優れた生体適合性
の徴候を示さず、４５日後に屠殺した。クロムガットコアは、４５日後でさえ、生体吸収
の徴候を示さなかった。縫合糸として使用した場合、クロムガットは、９０日以内に全体
的に生体吸収されることが期待されるが；しかし、本出願人の結果は、この網膜下適用に
より低い生分解性率を有するかもしれないことを示唆する。
【０２０８】
　表５に示される悪い外科的徴候、特に試験群においては、レンズへの器具外傷、及び眼
圧を維持する輸液ライン装置に対する流速調節の喪失によって引き起こされる。臨床徴候
の結果を表６に提示する。網膜指示以外で、全ての悪い臨床的所見（硝子体および前部チ
ャンバー）は、ラパマイシン移植群において見られた。ウサギ１３及び１５は、硝子体炎
症性残骸及び虹彩癒着があった。ウサギ１４は、前部チャンバーに細胞を有し（結果とし
て、増殖へと導かれる）、異常な瞳孔形状を有した。ウサギ１６は、角膜浮腫及び角膜潰
瘍があった。ウサギ１７では、角膜浮腫、角膜潰瘍及び角膜血管新生があった。ウサギ１
８は、異常な瞳孔形状、虹彩癒着及び硝子体炎症性残骸があった。これらの臨床徴候は、
ラパマイシンが、現在の投薬量でウサギの眼に対して毒性であるかもしれないことを示唆
する。網膜徴候は、組織にに対する鉗子による外傷と関連し、特定のインプラント群に特
異的ではなかった。
【０２０９】
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　この試験の完了時点で、全てのインプラントは、首尾よく取り出された。網膜下の空隙
からのインプラントの除去は無傷であった。一度、動物は麻酔され、外科処置の準備がさ
れると、５分未満でインプラントを取り出した（図２３）。除去を妨げる付着した組織は
なかった。さらに、インプラントは損なわれておらず、カプセル化されているようでなか
った。インプラントの尾部は、周辺に残され、除去過程を促進した。薬物装填インプラン
トの表面微細構造及び半透明の変化が見られ、薬物溶出として微小孔の形成と関連する。
薬物を含まないインプラントは、これらのタイプの材料から期待されるように、この試験
全体で外見は変化しなかった。ラパマイシン薬物群を除いて、全てのウサギは、装置の良
好な生体適合性の徴候である炎症反応の兆候及び一般的な健康の変化がない状態で屠殺し
た。
【０２１０】
　実施例は、眼内注射又は硝子体内インプラントによる眼の硝子体チャンバーへ直接薬物
を導入する代わりに網膜下の薬物送達プラットフォームの使用を首尾よく示した。対照群
及びトリアムシノロンインプラントは、良好な生体適合性及び有効性を示し、ラパマイシ
ン装填インプラントは、この投薬量で毒性の徴候を示した。インプラントの除去は、複雑
な手法でない。インプラントは構造的に無傷であり、薬物装填されたものについては、表
面は、薬物が溶出するにつれて多孔性を生じ始めた。
【０２１１】
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【表５】

【０２１２】
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【表６】

【０２１３】
図を支援する説明
　図２０は、移植４週でのトリアムシノロンアセトニドを装填した１つのＴｉＮｉコア網
膜下インプラントの代表的な眼底写真及び光学コヒーレンストモグラフィーを示し、（２
０Ａ）は視神経を指し；（２０Ｂ）は網膜下インプラントを指し；（２０Ｃ）は網膜切除
の部位を示し；（２０Ｄ）は網膜周辺に位置するインプラント尾部を指し；（２０Ｅ）は
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光学コヒーレンストモグラフィーを用いたインプラントの断面の深さ位置を指し；（２０
Ｆ）はＲＰＥ及び神経線維層を示し；（２０Ｇ）はインプラントを取り囲む局所的な網膜
剥離であり；（２０Ｈ）は脈絡膜である。
【０２１４】
　図２１は、移植１週でのトリアムシノロンアセトニドを装填した二重のＴｉＮｉコア網
膜下インプラントの代表的な眼底写真及び光学コヒーレンストモグラフィーを示し、（２
１Ａ）は視神経を指し；（２１Ｂ）及び（２１Ｃ）は網膜下インプラントを指し；（２１
Ｄ）は網膜剥離部位を示し；（２１Ｅ）は網膜周辺に位置するインプラント尾部を指し；
（２１Ｆ）及び（２１Ｇ）は光学コヒーレンストモグラフィーを用いたインプラントの断
面の深さの位置を指し；（２１Ｈ）はＲＰＥ及び神経線維層を示し；（２１Ｉ）は脈絡で
ある。
【０２１５】
　図２２は、移植１週でのラパマイシンを装填したＰＭＭＡコア網膜下インプラントの代
表的な眼底写真であり、（２２Ａ）は視神経を指し；（２２Ｂ）は網膜下インプラントを
指し；（２２Ｃ）は網膜切除の部位を示し；（２２Ｄ）は網膜周辺に位置するインプラン
ト尾部を指す。
【０２１６】
　図２３は、代表的なインプラントの回復外科手術を示し、（２３Ａ）は結膜切開を示し
；（２３Ｂ）は強膜切除を示し；（２３Ｃ）は外科用微小鉗子を示し；（２３Ｄ）はイン
プラントを取り出すために硝子体から網膜に伸長する微小鉗子を示し；（２３Ｅ）はイン
プラントの尾部を握る微小鉗子を示し；（２３Ｆ）は取り出されたインプラントを示す。
【０２１７】
　本発明の他の態様は、本明細書の考慮に応じて、又は本明細書中に開示された発明の実
施から当業者には明確であろう。本明細書中に記載した原理及び態様に対する様々な省略
、修飾、及び変更は、添付の請求の範囲によって指示される発明の真の範囲及び精神から
逸脱することなしに当業者によってなされてもよい。本明細書中に引用される全ての特許
、特許文献及び刊行物は、個別に援用されているかのように参照により援用される。
【図面の簡単な説明】
【０２１８】
【図１】図１は、移植後４週で、本発明の一態様に従って移植されたポリ（カプロラクト
ン）／トリアムシノロンアセトニド（ＰＣＬ／ＴＡ）インプラントの代表的な眼底写真を
示す。
【図２】図２は、移植後４週で、本発明の一態様に従って移植されたＰＣＬ／ＴＡインプ
ラントの代表的な蛍光眼底血管造影を示す。
【図３】図３は、移植後４週で、本発明の態様に従って２種のポリ（カプロラクトン）（
ＰＣＬ）に関する移植部位周辺の網膜の厚さの代表的な光学コヒーレンストモグラフィー
を示す。網膜表面（μｍ）は、Ｘ軸上に表され、網膜の厚さ（μｍ）は、Ｙ軸上に表され
る。
【図４】図４は、本発明の一態様に従って７０：３０のＰＣＬ／ＴＡインプラントに関す
る代表的なインビトロの累積溶出データを示す。グラフ中、時間（日）は、Ｘ軸上に表さ
れ、一方、トリアムシノロン（ＴＡ、μｇ）の濃度は、Ｙ軸上に表される。
【図５】図５は、本発明の一態様に従って６０：４０のＰＣＬ／ＴＡインプラントに関す
る代表的なインビトロの累積溶出データを示す。グラフ中、時間（日）は、Ｘ軸上に表さ
れ、一方、トリアムシノロン（ＴＡ、μｇ）の濃度は、Ｙ軸上に表される。
【図６】図６は、本発明の一態様に従って５０：５０のＰＣＬ／ＴＡインプラントに関す
る代表的なインビトロの累積溶出データを示す。グラフ中、時間（日）は、Ｘ軸上に表さ
れ、一方、トリアムシノロン（ＴＡ、μｇ）の濃度は、Ｙ軸上に表される。
【図７】図７は、移植４週後、本発明の態様に従って網膜下のＰＣＬ／ＴＡインプラント
の代表的な視像及び頻度を示し、（７Ａ）は視神経の位置を示し；（７Ｂ）はインプラン
トの位置を示し；（７Ｃ）及び（７Ｄ）は網膜切除部位を示し；（７Ｅ）は外部の強膜表
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郭を描く。
【図８】図８は、移植４週後、本発明の一態様に従って１５０μｍのＰＣＬ網膜下インプ
ラント（薬物なし）の組織学（Ｈ＆Ｅ染色）を示し、（８Ａ）はデバイスの位置を指し；
（Ｂ）はＲＰＥを示し；（８Ｃ）は神経線維層を示し；（８Ｄ）は脈絡膜を示し；（８Ｅ
）は強膜を示す。
【図９】図９は、本発明の一態様に従って４週の網膜下移植（ＰＣＬ／ＴＡ　６０：４０
）後のトリアムシノロンアセトニド（ＴＡ）の代表的なインビボでの定量検出を示す。
【図１０】図１０は、図１１の網膜下インプラントの代表的な縦軸方向の断面図を示す。
【図１１】図１１は、本発明の一態様に従って網膜下インプラントの側面の代表的な説明
図を示す。
【図１２】図１２は、図１３の網膜下インプラントの代表的な縦軸方向の断面図を示す。
【図１３】図１３は、本発明の一態様に従って網膜下インプラントの側面の代表的な説明
図を示す。
【図１４】図１４は、本発明の一態様に従って網膜下インプラントの代表的な説明図を示
す。
【図１５】図１５は、焦点を通過するスプレーストリームの代表的な概略図である。
【図１６】図１６は、スプレーヘッドから遠くへ移動するにつれて継続して拡張するスプ
レイストリームの代表的な概略図である。
【図１７】図１７は、本発明のコーティングインプラントに有用なグリッド様コーティン
グパターンの代表的な概略図である。
【図１８】図１８は、コア材料全体に重ねた格子様コーティングパターンの代表的な概略
図である。
【図１９】図１９は、コア材料全体に重ねた一連の第１の横木の代表的な概略図である。
【図２０】図２０は、移植４週で、トリアムシノロンアセトニドで装填した単一のＴｉＮ
ｉコアの網膜下インプラントの代表的な眼底写真及び光学コヒーレンストモグラフィーを
示し、（２０Ａ）は視神経を示し；（２０Ｂ）は網膜下インプラントを示し；（２０Ｃ）
は網膜切除部位を示し；（２０Ｄ）は網膜周辺に位置されるインプラント尾部を示し；（
２０Ｅ）は、光学コヒーレンストモグラフィーを用いたインプラントの断面の深さ位置を
示し；（２０Ｆ）は、ＲＰＥ及び神経線維層を示し；（２０Ｇ）はインプラントを取り囲
む局所的網膜剥離であり；そして、（２０Ｈ）は脈絡膜である。
【図２１】図２１は、移植１週で、トリアムシノロンアセトニドで装填した単一のＴｉＮ
ｉコアの網膜下インプラントの代表的な眼底写真及び光学コヒーレンストモグラフィーを
示し、（２１Ａ）は視神経を示し；（２１Ｂ）及び（２１Ｃ）は網膜下インプラントを示
し；（２１Ｄ）は網膜切除部位を示し；（２１Ｅ）は網膜周辺に位置されるインプラント
尾部を示し；（２１Ｆ）及び（２１Ｇ）は、光学コヒーレンストモグラフィーを用いたイ
ンプラントの断面の深さ位置を示し；（２１Ｈ）はＲＰＥ及び神経線維層を示し；そして
、（２１Ｉ）は脈絡膜である。
【図２２】図２２は、移植１週間で、ラパマイシンで充填したＰＭＭＡコア網膜下インプ
ラントの代表的な眼底写真を示し、（２２Ａ）は視神経を示し；（２２Ｂ）は網膜下イン
プラントを示し；（２２Ｃ）は網膜切除部位を示し；そして、（２２Ｄ）は網膜周辺に位
置されるインプラント尾部を示す。
【図２３】図２３は、代表的なインプラント回復外科手術を示し、（２３Ａ）は結膜切開
を示し；（２３Ｂ）は強膜切開を示し；（２３Ｃ）は外科用微小鉗子を示し；（２３Ｄ）
はインプラントを取り出すために硝子体を通って網膜まで伸長する微小鉗子を示し；（２
３Ｅ）はインプラントの尾部を握る微笑鉗子を示し；そして、（２３Ｆ）は取り出したイ
ンプラントを示す。
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