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(57)【要約】
【解決手段】　本発明は、ある長期間一定の割合で、生物学的に活性な化合物を輸送する
ための薬物輸送装置としての、ポリウレタンを基とするポリマーの使用と、それらの製造
方法に関する。前記装置は、生物学的にとても適合性があり安定で、組織や器官への適切
な生物活性物質輸送用の患者（ヒトと動物）における移植物として有用である。局所的又
は全身の薬学的効果をもたらすように、ある長期間調節された割合で１つ又はそれ以上の
薬物を放出するための前記薬物輸送装置は、１）容器を有し、前記容器は、２）少なくと
も１つの活性成分と、任意で３）少なくとも１つの薬学的に許容な担体とから構成され、
ポリウレタンを基とするポリマーで前記容器は完全に覆われている。
【選択図】　　　なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１若しくはそれ以上の活性成分を患者に送達する方法であって、移植可能な装置を前記
患者に移植する工程であって、前記移植可能な装置はシリンダー形状の容器を提供するよ
うに構成されたポリウレタン系ポリマーを有するものであり、前記容器は、親水性の特性
を示す１若しくはそれ以上の活性成分を有する有効量の固体製剤が装填された後に封止さ
れるものであり、前記ポリウレタン系ポリマーからの拡散によるインビトロにおける実質
的にゼロ次放出速度の前記１若しくはそれ以上の活性成分の移植の最初の６週間以内にお
ける放出は、パーセント平衡含水比（％ＥＷＣ）の増加するポリウレタン系ポリマーの選
択に伴って一般に増加するものである、前記移植する工程を有するものである、方法。
【請求項２】
　請求項１記載の方法において、前記ポリウレタン系ポリマーの前記％ＥＷＣは、１５％
～３０％に及ぶものである、方法。
【請求項３】
　請求項１記載の方法において、前記１若しくはそれ以上の活性成分又はそれらの薬学的
に許容可能な塩は、大量に水に溶解するものである、方法。
【請求項４】
　請求項３記載の方法において、前記１若しくはそれ以上の活性成分はペプチドを有する
ものである、方法。
【請求項５】
　請求項４記載の方法において、前記１若しくはそれ以上の活性成分はＬＨＲＨアゴニス
トを有するものである、方法。
【請求項６】
　請求項５記載の方法において、前記１若しくはそれ以上の活性成分はヒストレリン（ｈ
ｉｓｔｒｅｌｉｎ）又はその薬学的に許容可能な酸付加塩を有するものである、方法。
【請求項７】
　請求項３記載の方法において、少なくとも１つの活性成分は、中枢神経系、精神精力剤
、精神安定剤、抗痙攣剤（ａｎｔｉ－ｃｏｎｖｕｌｓａｎｔｓ）、筋弛緩剤、抗パーキン
ソン薬、鎮痛剤、抗炎症剤、麻酔薬、抗痙攣薬（ａｎｔｉｓｐａｓｍｏｄｉｃ）、筋収縮
剤、抗微生物剤、抗マラリア剤、ホルモン剤、交感神経作用薬、心臓血管、利尿剤、及び
駆虫薬で作用することができる薬物から選択されるものである、方法。
【請求項８】
　１若しくはそれ以上の活性成分を、ポリウレタン系ポリマーからの拡散によってインビ
トロにおいて実質的にゼロ次放出速度で、移植時から６週間又はそれ以上の期間にわたっ
て放出するための移植可能な薬物輸送装置であって、この移植可能な薬物輸送装置は、シ
リンダー形状の容器を提供できるように構成されたポリウレタン系ポリマーを有するもの
であり、前記容器は、親水性の特性を示す１若しくはそれ以上の活性成分を有する有効量
の固体製剤が装填された後に封止されるものであり、前記ポリウレタン系ポリマーは、３
０％又はそれ以下のパーセント平衡含水比（％ＥＷＣ）を示すものである、薬物輸送装置
。
【請求項９】
　請求項８記載の移植可能な薬物輸送装置において、前記ポリウレタン系ポリマーは１５
％～３０％に及ぶ％ＥＷＣを示すものである、薬物輸送装置。
【請求項１０】
請求項９記載の移植可能な薬物輸送装置において、前記固体製剤は、１若しくはそれ以上
の薬学的に許容可能な担体を有するものであり、この担体は、ポリウレタン系ポリマーか
らの拡散による１若しくはそれ以上の活性成分のインビトロにおける実質的なゼロ次放出
速度に必要ではないものである、薬物輸送装置。
【請求項１１】
　請求項１０記載の移植可能な薬物輸送装置において、前記１若しくはそれ以上の薬学的
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に許容可能な担体は、Ｆｉｃｋの拡散法則によって調節される前記１若しくはそれ以上の
活性成分のインビトロにおける実質的なゼロ次放出速度に必要ではないものである、薬物
輸送装置。
【請求項１２】
　請求項１０記載の移植可能な薬物輸送装置において、前記固体製剤はステアリン酸を含
むものである、薬物輸送装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薬物輸送装置の分野に関するものであり、より明確には、ポリウレタンを基
とするポリマーから作られる移植可能な薬物輸送装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　その素晴らしい生物学的適合性、生物学的安定性、及び物性により、ポリウレタン類又
はポリウレタン含有ポリマー類が、ペースメーカーリード線、人工心臓、心臓弁、ステン
ト被覆剤、人工腱、人工動脈、人工静脈を含む、数多くの移植可能な装置の製造に使用さ
れている。例えば、ｗｗｗ．ｐｏｌｙｍｅｒｔｅｃｈ．ｃｏｍや，ｗｗｗ．ｃａｒｄｉｏ
ｔｅｃｈ－ｉｎｃ．ｃｏｍ，およびｗｗｗ．ｔｈｅｒｍｅｄｉｃｓｉｎｃ．ｃｏｍを参照
のこと。また、Ｈｓｕら、Ｓｏｃ．Ｂｉｏｍａｔｅｒｉａｌｓ　Ｔｒａｎｓ．，Ａｐｒｉ
ｌ　１９９８も参照のこと。
【０００３】
　その分野で知られていることは、薬学的活性剤を含む移植物を作るためのポリウレタン
の使用を開示している米国特許番号第ＵＳ３，９７５，３５０号である。この特許は、管
、棒、膜などを含む多くの形態に鋳造される（又は形作られる）前に、前記活性剤がポリ
ウレタンポリマーと混合されることを開示している。
【０００４】
　また、身体部分への薬物の調節され継続的な投与のための輸送装置を開示している米国
特許番号第ＵＳ３，９９３，０７３号が知られている。そこに開示されている前記装置は
、体液に不溶性な壁状で覆われた溶解された薬物を含む容器から構成される。
【０００５】
　米国特許番号第ＵＳ３，４９８，２５４号は、薬物投与のための薬物輸送装置を開示し
ている。その薬物はある容器内に含まれ、前記装置は、前記薬物経路に対して透過性のあ
る液体で満たされた細孔から構成される。
【０００６】
　本発明者らは、固体での薬物を含むことができるポリウレタンを基とする薬物輸送装置
、および０オーダーレートで薬物拡散のための液体媒体又は液体担体を必要としないポリ
ウレタンを基とする薬物輸送装置の従来技術を認知していない。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の目的は、ポリウレタンを基とする長期薬物輸送装置を提供することである。
【０００８】
　本発明のさらなる目的は、生体における薬物または他の化合物の輸送のための、生物学
的適合性があり、生物学的に安定なポリウレタンを基とする装置を提供することである。
【０００９】
　これは、局所的又は全身の薬学的効果をもたらすように、１つ又はそれ以上の薬物を、
ある長期間調節された割合で放出する為の薬物輸送装置を通して達成され、前記薬物輸送
装置は、
　ａ）前記容器を完全に囲うポリウレタンを基とするポリマーと、
　ｂ）少なくとも１つの活性成分と、任意で
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　ｃ）少なくとも１つの薬学的に許容な担体と
を有する容器を持つものである。
【００１０】
　好ましくは、前記薬物輸送装置は、円柱状の容器を有する。
【００１１】
　また好ましくは、前記ポリウレタンを基とするポリマーは、熱可塑性ポリウレタンと熱
硬化性ポリウレタンとからなる群から選択される。さらにより好ましくは、前記熱可塑性
ポリウレタンが、マクロジアル（ｍａｃｒｏｄｉａｌｓ）、ジイソシアン酸塩、二官能鎖
エキステンダー（ｄｉｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ　ｃｈａｉｎ　ｅｘｔｅｎｄｅｒｓ）又はそ
れらの混合物から作られる。
【００１２】
　好ましくは、前記熱硬化性ポリウレタンが、多官能基多価アルコール（ｍｕｌｔｉｆｕ
ｎｃｔｉｏｎａｌ　ｐｏｌｙｏｌｓ）、イソシアン酸塩、鎖エキステンダー又はそれらの
混合物から作られる。
【００１３】
　また好ましくは、前記熱硬化性ポリウレタンが高分子鎖と架橋員類とを有し、前記熱硬
化性ポリウレタンは、前記高分子鎖中に不飽和結合と、架橋員類としての適切な架橋剤お
よび／又は開始剤（ｉｎｉｔｉａｔｏｒｓ）を含む。
【００１４】
　好ましくは、前記薬物輸送装置は、親水性ペンダント基と疎水性ペンダント基とから選
択される官能基を有するポリウレタンで作られる。より好ましくは、前記親水性ペンダン
ト基が、イオン基、カルボキシル基、エーテル基、水酸基、及びそれらの混合物とから選
択される。さらにより好ましくは、前記疎水性ペンダント基が、アルキル基、シロキサン
基、及びそれらの混合物とから選択される。
【００１５】
　本発明の別の目的は、薬物輸送装置の製造方法であり、前記方法は、
　ａ）所望の物理的大きさの二つの開口端を有し、熱可塑性ポリウレタンで作られる中空
管を生産するための、精密な成形工程又は注入塑造工程と、
　ｂ）前記中空管の前記開口端の１つを封止する工程と、
　ｃ）活性体と任意で担体を含む所望の製剤を含む容器を詰める工程、又は前もって準備
された小丸薬で容器を充填する工程と、
　ｄ）前記中空管の第二の開口端を封止する工程と、
　ｅ）前記活性体の所望の輸送速度を達成するために、前記薬物輸送装置を予備処理し、
起動する工程とから構成される。
【００１６】
　好ましくは、前記封止する工程が、熱又は溶媒で前記中空管の前記開口端上に挿入され
る前もって準備されたプラグを用いることによって、又は、封止しながら熱又は溶媒を加
えることによって、または前記端部を封止する他の手段を利用することによって実施され
ることもでき、不変であることが好ましい。
【００１７】
　本発明のさらに別の目的は、熱硬化性ポリウレタンを用いて作られる薬物輸送装置の製
造方法であり、前記方法は、
　ａ）二つの開口端を有する中空管を、精密な反応で注入塑造する又はスピン鋳造する工
程と、
　ｂ）前記中空管を硬化する工程と、
　ｃ）前記中空管の一つの端部を封止する工程と、
　ｄ）活性体と任意で担体を含む所望の製剤を含む容器を詰める工程、又は前もって準備
された小丸薬で容器を充填する工程と、
　ｅ）前記中空管の第二の端部を封止する工程と、
　ｆ）前記活性体の所望の輸送速度を達成するために、前記薬物輸送装置を予備処理し、
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起動する工程とから構成される。
【００１８】
　本発明のさらに別の目的は、熱硬化性ポリウレタンを用いて作られる薬物輸送装置の製
造方法であり、前記方法は、
　ａ）一つの開口端を有する中空管を、精密な反応注入塑造する又はスピン鋳造する工程
と、
　ｂ）前記中空管を硬化する工程と、
　ｃ）活性体と任意で担体を含む所望の製剤を含む容器を詰める工程、又は前もって準備
された小丸薬で容器を充填する工程と、
　ｄ）前記中空管の前記開口端を封止する工程と、
　ｅ）前記活性体の所望の輸送速度を達成するために、前記薬物輸送装置を予備処理し、
起動する工程とから構成される。
【００１９】
　本発明の別の目的は、熱硬化性ポリウレタンを用いて作られる薬物輸送装置の製造方法
であって、前記中空管の製造と１つの開口端を封止する工程が、適切な光開始性及び／又
は熱開始性の熱硬化性ポリウレタン製剤と、前記光開始性及び／又は熱開始性の熱硬化性
ポリウレタン製剤を光及び／又は熱で開始させ硬化させる工程、または前記端部を封止す
る他の手段でなされ、不変であることが好ましい。
【００２０】
　また本発明の別の目的には、熱硬化性ポリウレタンを用いて作られる薬物輸送装置の製
造方法を含み、前記一つの開口部の封止が、前記中空管の前記開口端に、前もって準備さ
れた端部プラグを、例えば米国特許番号第ＵＳ５，２９２，５１５号に述べられているよ
うな適切な手段により挿入することによってなされる。そのような適切な手段は、好まし
くは薬学的に許容されうる粘着剤である。
【００２１】
　本発明のさらに別の目的は、熱硬化性ポリウレタンを用いて作られる薬物輸送装置の製
造方法であって、前記１つの開口端を封止する工程が、前記中空管の前記開口端に、前も
って準備された端部プラグを挿入することによって、また適切な光開始性及び／又は熱開
始性の熱硬化性ポリウレタン製剤を、前記前もって準備された端部プラグと前記開口端の
間の界面に使用し、光及び／又は熱で開始させ硬化させることによって、または前記端部
を封じる他の手段によってなされ、不変であることが好ましい。
【００２２】
　１つの実施例では、局所的又は全身の薬学的効果をもたらすように、ある長期間調節さ
れた割合で１つ又はそれ以上の薬物を放出するための薬物輸送装置が提供されており、前
記薬物輸送装置はある容器を有し、前記容器は、
　ｉ）少なくとも１つの活性成分と、任意で
　ｉｉ）少なくとも１つの薬学的に許容な担体と、
　ｉｉｉ）前記容器を完全に囲うポリウレタンを基とするポリマーとから構成される。
【００２３】
　好ましくは、前記薬物輸送装置は、円柱状の容器を有する。
【００２４】
　好ましくは、前記ポリウレタンを基とするポリマーは、熱可塑性ポリウレタンと熱硬化
性ポリウレタンとからなる群から選択される。より好ましくは、前記熱可塑性ポリウレタ
ンが、マクロジアル、ジイソシアン酸塩、二官能鎖エキステンダー又はそれらの混合物か
ら作られる。またより好ましくは、前記熱硬化性ポリウレタンが、多官能基多価アルコー
ル、イソシアン酸塩、鎖エキステンダー又はそれらの混合物から作られる。
【００２５】
　さらにより好ましくは、前記熱硬化性ポリウレタンが高分子鎖と架橋員類とを有し、前
記熱硬化性ポリウレタンは、前記高分子鎖中に不飽和結合と、架橋員類としての適切な架
橋剤および／又は開始剤（ｉｎｉｔｉａｔｏｒｓ）を含む。
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【００２６】
　好ましくは、前記ポリウレタンは、親水性ペンダント基と疎水性ペンダント基とから選
択される官能基を有する。より好ましくは、前記親水性ペンダント基が、イオン基、カル
ボキシル基、エーテル基、水酸基、及びそれらの混合物とから選択される。また好ましく
は、前記疎水性ペンダント基が、アルキル基、シロキサン基、及びそれらの混合物とから
選択される。
【００２７】
　１つの実施例では、熱可塑性ポリウレタンを用いて作られる薬物輸送装置の製造方法を
提供し、前記方法は、
　ａ）所望の物理的大きさの二つの開口端を有し、熱可塑性ポリウレタンで作られる中空
管を生産するための、精密な成形工程又は注入塑造工程と、
　ｂ）前記中空管の前記開口端の一つを封止する工程と、
　ｃ）活性体と任意で担体を含む所望の製剤を含む容器を詰める工程、又は前もって準備
された小丸薬で容器を充填する工程と、
　ｄ）前記中空管の第二の開口端を封止する工程と、
　ｅ）前記活性体の所望の輸送速度を達成するために、前記薬物輸送装置を予備処理し、
起動する工程とから構成される。
【００２８】
　好ましくは、前記封止する工程が、熱又は溶媒で前記中空管の前記開口端上に挿入され
る前もって準備されたプラグを用いることによって、又は、封止しながら熱又は溶媒を加
えることによって、または前記端部を封じる他の手段を利用することによって、実施され
ることもでき、不変であることが好ましい。
【００２９】
　１つの実施例では、熱硬化性ポリウレタンを用いて作られる薬物輸送装置の製造方法が
提供され、前記方法は、
　ａ）二つの開口端を有する中空管を、精密な反応注入塑造する又はスピン鋳造する工程
と、
　ｂ）前記中空管を硬化する工程と、
　ｃ）前記中空管の一つの端部を封止する工程と、
　ｄ）活性体と任意で担体を含む所望の製剤を含む容器を詰める工程、又は前もって準備
された小丸薬で容器を充填する工程と、
　ｅ）前記中空管の第二の端部を封止する工程と、
　ｆ）前記活性体の所望の輸送速度を達成するために、前記薬物輸送装置を予備処理し、
起動する工程とから構成される。
【００３０】
　別の実施例では、熱硬化性ポリウレタンを用いて作られる薬物輸送装置の製造方法が提
供され、前記方法は、
　ａ）一つの開口端を有する中空管を、精密な反応で注入塑造する又はスピン鋳造する工
程と、
　ｂ）前記中空管を硬化する工程と、
　ｃ）活性体と任意で担体を含む所望の製剤を含む容器を詰める工程、又は前もって準備
された小丸薬で容器を充填する工程と、
　ｄ）前記中空管の前記開口端を封止する工程と、
　ｅ）前記活性体の所望の輸送速度を達成するために、前記薬物輸送装置を予備処理し、
起動する工程とから構成される。
【００３１】
　好ましくは、前記中空管の製造と１つの開口端を封止する工程が、適切な光開始性及び
／又は熱開始性の熱硬化性ポリウレタン製剤と、前記光開始性及び／又は熱開始性の熱硬
化性ポリウレタン製剤を光及び／又は熱で開始させ硬化させる工程、または前記端部を封
じる他の手段でなされ、不変であることが好ましい。
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【００３２】
　より好ましくは、前記１つの開口部を封止する工程が、前記中空管の前記開口端に、前
もって準備された端部プラグを、例えば米国特許番号第ＵＳ５，２９２，５１５号に述べ
られているような適切な手段により挿入することによってなされる。そのような適切な手
段は、好ましくは薬学的に許容されうる粘着剤である。さらにより好ましくは、前記１つ
の開口端を封止する工程が、前記中空管の前記開口端に、前もって準備された端部プラグ
を挿入することによって、また適切な光開始性及び／又は熱開始性の熱硬化性ポリウレタ
ン製剤を、前記前もって準備された端部プラグと前記開口端の間の界面に使用し、光及び
／又は熱で開始させ硬化させることによって、または前記端部を封止する他の手段によっ
てなされ、不変であることが好ましい。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】図１は、本発明において用いられる、二つの開口端を有する移植物の側面図であ
る。
【図２】図２は、本発明による前記移植物を差し込むために使用される前記前もって準備
された端部プラグの側面図である。
【図３】図３は、本発明において用いられる、１つの開口端を有する移植物の側面図であ
る。
【図４】図４は、本発明による移植物を用いるヒストレリン（ｈｉｓｔｒｅｌｉｎ）溶出
速度の図である。
【図５】図５は、本発明による移植物類を用いるナルトレキソン（ｎａｌｔｒｅｘｏｎｅ
）溶出速度の図である。
【図６】図６は、本発明によるポリウレタン移植物類からのナルトレキソンの溶出速度の
図である。
【図７】図７は、本発明によるポリウレタン移植物からのＬＨＲＨ作用薬（ヒストレリン
）の溶出速度の図である。
【図８】図８は、本発明によるポリウレタン移植物からのクロニジン（ｃｌｏｎｉｄｉｎ
ｅ）の溶出速度の図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　ポリウレタンを基とするポリマーの前記素晴らしい諸特性を利用して、この発明は、局
所的又は全身の薬学的効果をもたらすように、薬物類を、ある長期間調節された割合で放
出する為の薬物輸送装置として、ポリウレタンを基とするポリマーを用いる。前記薬物輸
送装置は、好ましくは、ポリウレタンを基とするポリマーによって囲まれた円柱状のある
容器で構成され、それを通して、前記容器内の前記薬物の輸送速度を調節する。前記容器
は、活性成分と、任意で薬学的に許容な担体を含む。前記担体は、前記ポリマーを通した
前記活性成分の拡散を促進し、前記容器内の前記薬物類の安定性を確保するように調製さ
れる。
【００３５】
　本発明は、下記の目的を達成できる薬物輸送装置を提供し、前記目的は、治療効果を最
大限にし、不要な副作用を最小限とするように調節された放出速度（０オーダーの放出速
度）、その治療を終えることが必要なときの前記装置を回収する簡単な方法、吸収時の変
化が少なく、生物学的利用性が大きいこと、第一通過代謝（ｆｉｒｓｔ　ｐａｓｓ　ｍｅ
ｔａｂｏｌｉｓｍ）でないことである。
【００３６】
　前記薬物の放出速度は、円柱状の容器装置（カートリッジ）に適用される場合、Ｆｉｃ
ｋの拡散法則（Ｆｉｃｋ’ｓ　Ｌａｗ　ｏｆ　Ｄｉｆｆｕｓｉｏｎ）に規定される。下記
の方程式は、種々のパラメータ間の相関を示している。
【００３７】
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【数１】

【００３８】
　ここにおいて、
【００３９】
【数２】

【００４０】
　前記透過係数は、主に、前記ポリマーの親水性／疎水性、前記ポリマーの構造、薬物と
前記ポリマーの相互作用によって規定される。前記ポリマーと前記活性成分が選択されれ
ば、ｐは定数となり、前記円柱状装置が製造されればｈ，ｒｏ，及びｒｉが決まり一定と
なる。ΔＣは、前記容器内の前記担体によって一定に維持される。
【００４１】
　できるだけ正確に前記装置の幾何構造を保つために、好ましくは前記円柱状装置は、熱
可塑性ポリウレタンポリマー用の精密な成型工程又は精密な塑造工程によって、及び熱硬
化性ポリウレタンポリマー用の反応注入塑造又はスピン鋳造工程によって製造されること
ができる。
【００４２】
　前記カートリッジは、一端が閉じているか、又は両端が開いているように作ることがで
きる。前記開口端は前もって準備された端部プラグで差し込まれて、なめらかな端部と堅
固な封止を実現する。前記固体の活性体と担体は、前記活性体の装填を最大化とするよう
に小丸薬形態に圧縮することができる。
【００４３】
　前記移植物の位置を特定するために、放射線非透過材料材料を前記容器内に挿入するこ
とによって、又は前記カートリッジを封じるために使用される端部プラグ中にそれを入れ
ることによって、前記放射線非透過材料を前記輸送装置内に組み入れることができる。
【００４４】
　前記カートリッジが充填された容器で両端で封止されると、前記カートリッジはある一
定の輸送速度とするためにある適切な期間、予備処理（ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｅｄ）され、
起動（ｐｒｉｍｅｄ）される。
【００４５】
　前記薬物輸送装置の予備処理には、前記容器を取り囲むポリウレタンを基とするポリマ
ー中に前記活性体（薬物）を装填することを含む。前記起動は、ポリウレタンを基とする
ポリマー中への前記薬物の装填を止めるようになされ、その結果、前記移植物の実際の使
用の前の前記活性体の損失を防ぐ。前記予備処理と起動工程に用いられる条件は、実施さ
れる活性体、温度、および媒体に依存する。前記予備処理と起動の条件は、幾つかの例で
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は同じである。
【００４６】
　前記薬物輸送装置の準備工程における前記予備処理と起動工程は、ある特定の薬物の決
められた放出速度が得られるようになされる。親水性薬物を含む移植物の予備処理と起動
工程は、好ましくは水性媒体中で実施され、より好ましくは塩類溶液中である。疎水性薬
物を含む移植物の予備処理と起動工程は、通例オイルを基とする媒体のような疎水性媒体
中で実施される。予備処理と起動工程は、３つの特定の因子、すなわち温度、媒体、期間
を調節することによって実施される。
【００４７】
　前記薬物輸送装置の予備処理と起動工程が、前記装置が置かれる媒体に影響されること
は、当業者であれば理解できるであろう。前述のように、親水性薬物は好ましくは水性溶
液、より好ましくは塩類溶液中で予備処理され、起動される。例えば、ヒストレリン（Ｈ
ｉｓｔｒｅｌｉｎ）とナルトレキソン（Ｎａｌｔｒｅｘｏｎｅ）移植物は、塩類溶液中で
予備処理され起動されているが、より好ましくは、０．９％ナトリウム含有の塩類溶液中
で予備処理され、１．８％塩化ナトリウム含有の塩類溶液中で起動される。
【００４８】
　前記薬物輸送装置の予備処理と起動に用いられる温度は、広い温度範囲にわたるが、あ
る幾つかの例では、３７℃が好ましく使用されている。
【００４９】
　前記薬物輸送装置の前記予備処理と起動に用いられる期間は、１日から数週間まで様々
であってよく、前記特定の移植物又は薬物の所望の放出速度に依存する。
【００５０】
　前記移植物の予備処理と起動工程は、前記移植物内に含まれる前記薬物の放出速度を最
適化するためであることが、当業者であれば理解できるであろう。よって、薬物輸送装置
の予備処理と起動にかかる期間が短いほど、長い予備処理と起動工程がなされた同様の薬
物輸送装置に比べて、前記薬物の放出速度が小さくなる。
【００５１】
　前記予備処理と起動工程の温度もまた放出速度に影響し、温度が低いほど、より高い温
度で処理された同様の薬物輸送装置に比べて、薬物輸送装置中に含まれる薬物の放出速度
を小さくする。
【００５２】
　同様に、水性溶液の場合、幾つかの例では好ましくは塩類溶液中で、前記溶液中の塩化
ナトリウム含有量もまた、前記薬物輸送装置で得られる放出速度のタイプを決定するであ
ろう。より詳しくは、塩化ナトリウムの含有量が小さいほど、より大きな塩化ナトリウム
含有量の予備処理と起動工程が行われた薬物輸送装置に比べて、薬物の放出速度が大きく
なる。
【００５３】
　同条件が疎水性薬物に適用されるが、予備処理と起動工程における主な違いは、前記予
備処理と起動用媒体が疎水性媒体であり、より詳しくはオイルを基とする媒体であること
である。
【００５４】
　輸送される前記薬物（活性体）には、中枢神経系、精神精力剤、精神安定剤、抗痙攣剤
（ａｎｔｉ－ｃｏｎｖｕｌｓａｎｔｓ）、筋弛緩剤、抗パーキンソン薬、鎮痛剤、抗炎症
剤、麻酔薬、抗痙攣剤（ａｎｎｔｉｓｐａｓｍｏｄｉｃ）、筋収縮剤、抗微生物剤、抗マ
ラリア剤、ホルモン剤、交感神経作用薬、心臓血管、利尿剤、抗寄生物剤などで作用する
ことができる薬物類が含まれる。
【００５５】
　本発明は、長期間調節された速度で生物学的に活性な化合物を輸送するための、移植可
能な薬物装置の創作に対する、ポリウレタンを基とするポリマー、熱可塑性又は熱硬化性
物の応用に着目している。使用されるポリウレタンの種類に応じて、成型、（反応）注入
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塑造、圧縮塑造、又はスピン鋳造（例えば、米国特許番号第５，２６６，３２５号と米国
特許番号第５，２９２，５１５号参照）によって、ポリウレタンポリマーは、好ましくは
、１つ又は２つの開口端を有する円柱状中空管に作られる。
【００５６】
　熱可塑性ポリウレタンは、成型、注入塑造または圧縮塑造によって加工することができ
る。熱硬化性ポリウレタンは、反応注入塑造、圧縮塑造、またはスピン鋳造によって加工
することができる。前記円柱状中空管の大きさは、非常に重大で、できるだけ精密である
必要がある。
【００５７】
　ポリウレタンを基とするポリマー類は、多官能基多価アルコール類、イソシアン酸類、
鎖エキステンダー類から合成される。各ポリウレタンの諸特性は、その構造に帰する。
【００５８】
　熱可塑性ポリウレタン類は、マクロジアル類（ｍａｃｒｏｄｉａｌｓ）、ジイソシアン
酸塩類、及びニ官能鎖エキステンダー類（ｄｉｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ　ｃｈａｉｎ　ｅｘ
ｔｅｎｄｅｒｓ）（例えば、米国特許４，５２３，００５と米国特許５，２５４，６６２
参照）から作られる。マクロジアル類は、柔らかいドメインを作る。ジイソシアン酸塩類
と鎖エキステンダー類は、硬いドメインを作る。固いドメインは、前記ポリマーの物理的
架橋部位として作用する。これら２種類のドメインの割合を変化させることによって、前
記ポリウレタン類の物理的諸特性を変えることができる。
【００５９】
　熱硬化性ポリウレタン類は、多官能基（ニ官能基よりも多い）多価アルコール類及び／
又はイソシアン酸塩類及び／又は鎖エキステンダー類（例えば、米国特許番号第４，３８
６，０３９号と米国特許番号第４，１３１，６０４号）から作られる。熱硬化性ポリウレ
タン類もまた、前記ポリマー鎖中に不飽和結合と、化学的架橋をするための適切な架橋剤
及び／又は開始剤（例えば、米国特許番号第４，７５１，１３３号）を導入することによ
って作られる。架橋部位の量と、架橋部位の分布を調節することによって、前記活性体の
放出速度を調節することができる。
【００６０】
　所望の特性に応じて、多価アルコールの骨格の修飾によって、前記ポリウレタンポリマ
ー鎖中に、種々の官能基類を導入することができる。前記装置が水溶性薬物の輸送に用い
られるとき、前記ポリマーの親水性を増すために前記多価アルコール中に、イオン基、カ
ルボキシル基、エーテル基、水酸基のような親水性ペンダント基が組み込まれる（例えば
、米国特許番号第４，７４３，６７３号と米国特許番号第５，３５４，８３５号）。前記
装置が疎水性薬物の輸送に用いられるとき、前記ポリマーの疎水性を増すために前記多価
アルコール中に、アルキル基、シロキサン基のような疎水性ペンダント基が組み込まれる
（例えば、米国特許番号第６，３１３，２５４号）。前記活性体の放出速度もまた、前記
ポリウレタンポリマーの親水性／疎水性によって調節することができる。
【００６１】
　適切なポリウレタンポリマーが選択されたら、次の工程は、前記円柱状移植物を作る最
良の方法を決定することである。
【００６２】
　熱可塑性ポリウレタン類では、精密な成型及び注入塑造が、一定の物理的大きさをもち
２つの開口端を有する中空管（図１参照）を製造するための好ましい選択である。前記容
器は、活性体と担体を含む適切な製剤で自由に装填されるか、または前記活性体の装填を
最大にするために前もって準備された小丸薬で充填されることもできる。前記中空管中へ
の前記製剤の装填前に、まず１つの開口端が封止される必要がある。２つの開口端を封じ
るために、二つの前もって準備された端部プラグ（図２参照）が用いられる。封止工程は
、熱又は溶媒又は前記両端を封止する他の手段を利用することによって達成されることが
でき、不変であることが好ましい。
【００６３】
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　熱硬化性ポリウレタン類では、硬化メカニズムに応じて、精密な反応注入塑造又はスピ
ン鋳造が好ましい選択である。硬化メカニズムが熱によって実施される場合には、反応注
入塑造が用いられ、硬化メカニズムが光及び／又は熱によって実施される場合には、スピ
ン鋳造が用いられる。１つの開口端を有する中空管（図３参照）は、スピン鋳造によって
作られることが好ましい。二つの開口端を有する中空管は、反応注入塑造によって作られ
ることが好ましい。前記容器は、熱可塑性ポリウレタンの場合と同様の方法で装填される
ことができる。
【００６４】
　好ましくは、１つの開口端を封止するために、適切な光開始性及び／又は熱開始性の熱
硬化性ポリウレタン製剤が、前記開口端を満たすように使用され、これは光及び／又は熱
で硬化される。
【００６５】
　より好ましくは、前もって準備された端プラグと前記開口端の界面に、適切な光開始性
及び／又は熱開始性熱硬化性ポリウレタン製剤を適用することによって、前もって準備さ
れた端部プラグも前記開口端を封じるために使用することができ、それは、光及び／又は
熱、又は前記端部を封じる他の手段によって硬化され、不変であることが好ましい。
【００６６】
　最後の工程には、前記活性体類に必要な輸送速度を達成するように、前記移植物類を呼
び処理し起動させる工程が含まれる。活性成分の種類、親水性か疎水性かによって、適切
な予備処理用と起動用媒体が選択される。水を基とする媒体が親水性活性体に好ましく、
オイルを基とする媒体が疎水性活性体に好ましい。
【００６７】
　当業者であれば容易にわかるように、本発明の概念から逸脱することなく、本発明の好
適な例に多くの変更が加えられることができる。ここに含まれる全ての事項は本発明の説
明に役立つものと考えられ、それに限定することを意図するものではない。
【実施例１】
【００６８】
　テコフィリック（Ｔｅｃｏｐｈｉｌｉｃ）ポリウレタンポリマー管が、Ｔｈｅｒｍｅｄ
ｉｃｓ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓによって供給され、精密な成型法によって製
造される。テコフィリックポリウレタンは、乾燥樹脂重量の１５０％までの種々の平衡含
水比に調合することができる脂肪族ポリエーテルを基とする熱可塑性ポリウレタンの系統
群である。成型グレード組み立て（Ｅｘｔｒｕｓｉｏｎ　ｇｒａｄｅ　ｆｏｒｍｕｌａｔ
ｉｏｎｓ）が、熱形成された管又は他の部品の物理的特性を最大限とするように設計され
る。
【００６９】
　Ｔｈｅｒｍｅｄｉｃｓ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓから入手し作成される、前
記ポリマー類の物理的データを下記に示す。
【００７０】
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【表１】

【００７１】
　Ｈｐ－６０Ｄ－２０は、厚さ０．３０ｍｍ、内径１．７５ｍｍの管に成型されている。
次に前記管は、２５ｍｍの長さに切断される。前記管の一端が、熱封止機を用いて熱で封
じられる。その封止時間は１分未満である。４錠の酢酸ヒストレリン（ｈｉｓｔｒｅｌｉ
ｎ）小丸薬が前記チューブ内に装填される。各小丸薬の重さは約１３．５ｍｇであり、合
計で５４ｍｇである。各錠は、９８％のヒストレリンと２％のステアリン酸の混合物から
構成される。前記管の第２の開口端も、第１の端部での場合と同様の方法で、熱で封じら
れる。装填された移植物は、次に、予備処理されて起動される。予備処理（ｃｏｎｄｉｔ
ｉｏｎｉｎｇ）は、室温で、０．９％の塩類溶液（ｓａｌｉｎｅ）中で１日間行われる。
前記予備処理が完了したら、前記移植物は起動（ｐｒｉｍｉｎｇ）を受ける。前記起動は
、室温で、１．８％の塩類溶液中で１日間行われる。各移植物は、人体で見受けられるｐ
Ｈに類似して選択された媒体中で、ｉｎ　ｖｉｔｒｏで試験される。選択された媒体の温
度は、試験期間中、約３７℃に保たれた。放出速度を図４に示す。
【００７２】
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【表２】

【実施例２】
【００７３】
　ＨＰ－６０Ｄ－３５は、厚さ０．３０ｍｍ、内径１．７５ｍｍの管に成型される。次に
前記管は、３２ｍｍの長さに切断される。前記管の一端が、熱封止機を用いて熱で封じら
れる。その封止時間は１分未満である。６錠のナルトレキソン(ｎａｌｔｒｅｘｏｎｅ)の
小丸薬が前記管内に装填され、前記管の両開口端が熱で封じられる。各錠は重さが約１５
．０ｍｇで、合計で９１ｍｇである。前記管の第２の開口端が、第１の端部での場合と同
様の方法で、熱で封じられる。装填された移植物は、次に予備処理されて起動される。予
備処理は、室温で、０．９％の塩類溶液中で１週間行われる。前記予備処理が完了したら
、前記移植物は起動を受ける。起動は、室温で、１．８％塩類溶液中で１週間行われる。
各移植物は、人体において見受けられるｐＨに類似して選択された媒体中で、ｉｎ　ｖｉ
ｔｒｏで試験される。選択された媒体の温度は、試験期間中、約３７℃に保たれた。放出
速度を図５に示す。
【００７４】



(14) JP 2011-178782 A 2011.9.15

10

20

30

【表３】

【実施例３】
【００７５】
　図６には、２つの異なる含水比で２つのグレードのポリマーを用いた、ｉｎ　ｖｉｔｒ
ｏでのナルトレキソン（ｎａｌｔｏｒｅｘｏｎｅ）の放出速度の比較を示す。移植物のポ
リマーが含水比２４％である場合を３回実施して分析され、移植物のポリマーが含水比２
３０％である場合も３回実施して分析された。その放出速度を時間に対してプロットした
。含水比２４％での実施に用いられたポリマーは、Ｔｈｅｒｍｅｄｉｃｓ製のテコフィリ
ックＨＰ－６０－Ｄ３５であった。この例で得られたデータは、本発明によって準備され
た移植物の良好な再現性を明示している。
【実施例４】
【００７６】
　図７は、ヒストレリン（ｈｉｓｔｒｅｌｉｎ）（ＬＨＲＨ作用薬）の放出速度を時間に
対してプロットしてものを示している。この例のポリマーは、１５％の含水比を有してい
た。使用されたポリマーは、Ｔｈｅｒｍｅｄｉｃｓ製のテコフィリックＨＰ－６０－Ｄ２
０であった。データは１週間ごとに採られた。
【実施例５】
【００７７】
　図８は、クロニジン（ｃｌｏｎｉｄｉｎｅ）の放出速度を時間に対してプロットしたも
のを示している。この例のポリマーは、１５％の含水比を有する。使用されたポリマーは
、Ｔｈｅｒｍｅｄｉｃｓ製のテコフィリックＨＰ－６０－Ｄ２０であった。データは１週
間ごとに採られた。
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