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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　粒子の集団を含むナノ粒子の懸濁液または分散液であって、前記粒子の大部分が１０～
３００ｎｍの直径を有し、前記ナノ粒子が、皮膚、皮下組織または隣接筋肉において生物
学的活性を有する、アミノ酸配列ＫＴＴＫＳを含む５～３０アミノ酸長の少なくとも１つ
の非改変ペプチドを含む懸濁液または分散液。
【請求項２】
　前記粒子の大部分が、１０～２５０ｎｍの範囲の直径を有する請求項１に記載の懸濁液
または分散液。
【請求項３】
　前記粒子の大部分が、１０～２００ｎｍの範囲の直径を有する請求項１に記載の懸濁液
または分散液。
【請求項４】
　前記粒子の大部分が、１０～１５０ｎｍの範囲の直径を有する請求項１に記載の懸濁液
または分散液。
【請求項５】
　前記粒子の大部分が、１０～１２０ｎｍの範囲の直径を有する請求項１に記載の懸濁液
または分散液。
【請求項６】
　前記粒子の大部分が、１０～１００ｎｍの範囲の直径を有する請求項１に記載の懸濁液
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または分散液。
【請求項７】
　前記粒子の大部分が、１０～５０ｎｍの範囲の直径を有する請求項１に記載の懸濁液ま
たは分散液。
【請求項８】
　前記粒子が、１０～２５０ｎｍの範囲の平均粒子サイズを有する、請求項１に記載の懸
濁液または分散液。
【請求項９】
　前記粒子が、１０～２００ｎｍの範囲の平均粒子サイズを有する、請求項１に記載の懸
濁液または分散液。
【請求項１０】
　前記粒子が、１０～１５０ｎｍの範囲の平均粒子サイズを有する、請求項１に記載の懸
濁液または分散液。
【請求項１１】
　前記粒子が、１０～１２０ｎｍの範囲の平均粒子サイズを有する、請求項１に記載の懸
濁液または分散液。
【請求項１２】
　前記粒子が、１０～１００ｎｍの範囲の平均粒子サイズを有する、請求項１に記載の懸
濁液または分散液。
【請求項１３】
　前記粒子が、１０～５０ｎｍの範囲の平均粒子サイズを有する、請求項１に記載の懸濁
液または分散液。
【請求項１４】
　前記組成物が、０％～３０％のオイル成分を含む、請求項１に記載の懸濁液または分散
液。
【請求項１５】
　前記ナノ粒子が、ＥＹＫＴＴＫＳＳＲＬ、ＧＫＴＶＩＥＹＫＴＴＫＳ、ＧＫＴＶＩＥＹ
ＫＴＴＫＳＳＲＬ、ＷＧＫＴＶＩＥＹＫＴＴＫＳＳＲＬＰＩＩＤ、ＣＴＳＨＴＧＡＷＧＫ
ＴＶＩＥＹＫＴＴＫＳまたはそれらの組み合わせを含む群から選択されるアミノ酸配列を
含む、請求項１に記載の懸濁液または分散液。
【請求項１６】
　前記ナノ粒子が、アミノ酸配列ＥＹＫＴＴＫＳＳＲＬを含む、請求項１に記載の懸濁液
または分散液。
【請求項１７】
　前記懸濁液または分散液が、ヒアルロン酸を含む、請求項１～１６のいずれか一項に記
載の懸濁液または分散液。
【請求項１８】
　前記ナノ粒子が、アミノ酸配列ＧＫＴＶＩＥＹＫＴＴＫＳを含む、請求項１に記載の懸
濁液または分散液。
【請求項１９】
　前記ナノ粒子が、アミノ酸配列ＧＫＴＶＩＥＹＫＴＴＫＳＳＲＬを含む、請求項１に記
載の懸濁液または分散液。
【請求項２０】
　前記ナノ粒子が、アミノ酸配列ＷＧＫＴＶＩＥＹＫＴＴＫＳＳＲＬＰＩＩＤを含む、請
求項１に記載の懸濁液または分散液。
【請求項２１】
　前記ナノ粒子が、アミノ酸配列ＣＴＳＨＴＧＡＷＧＫＴＶＩＥＹＫＴＴＫＳを含む、請
求項１に記載の懸濁液または分散液。
【請求項２２】
　前記ナノ粒子がナノエマルジョンである請求項１～２１のいずれか一項に記載の懸濁液
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または分散液。
【請求項２３】
　前記ナノエマルジョンが、少なくとも１種のオイル、少なくとも１種の界面活性剤、水
および非改変ペプチドを含む請求項２２に記載の懸濁液または分散液。
【請求項２４】
　前記ナノエマルジョンが、単一のオイル、単一の界面活性剤、水および非改変ペプチド
を含む請求項２２に記載の懸濁液または分散液。
【請求項２５】
　前記オイルが、アーモンド、杏仁、アボカド、ババス、ベルガモット、クロフサスグリ
の種、ルリヂサ、カデ、カモミール、キャノーラ、キャラウェー、カルナバ、ヒマシ、シ
ナモン、ココアバター、ココナツ、タラの肝、コーヒー、トウモロコシ、綿実、エミュー
、ユーカリ、月見草、魚、アマニ、ゲラニオール、ヘチマ、ブドウの種、ヘーゼルナッツ
、ヒソップ、ホホバ、ククイの実、ラバンディン、ラベンダー、レモン、リツェアクベバ
、マカダミアナッツ、アオイ、マンゴーの種、メドウフォームの種、ミンク、ナツメグ、
オリーブ、オレンジ、オレンジラフィー、パーム、パーム核、桃仁、ピーナツ、ケシの実
、カボチャの実、菜種、米ぬか、ローズマリー、サフラワー、ビャクダン、サザンカ、セ
イボリー、シーバックソーン、ゴマ、シアバター、シリコーン、大豆、ヒマワリ、ティー
ツリー、アザミ、ツバキ、ベチベル、クルミおよび小麦胚種のオイル；ステアリン酸ブチ
ル；カプリル酸トリグリセリド；カプリン酸トリグリセリド；シクロメチコン；セバシン
酸ジエチル；ジメチコン３６０；ミリスチン酸イソプロピル；鉱油；オクチルドデカノー
ル；オレイルアルコール；シリコーン油；短鎖トリグリセリド；中鎖トリグリセリド；Ｌ
ａｂｒａｆａｃ　ＷＬ１３４９；長鎖トリグリセリド；その飽和油；およびその不飽和油
からなる群から選択される請求項２３～２４のいずれか一項に記載の懸濁液または分散液
。
【請求項２６】
　前記オイルが大豆油である請求項２３～２４のいずれか一項に記載の懸濁液または分散
液。
【請求項２７】
　前記オイルが中鎖トリグリセリドである請求項２３～２４のいずれか一項に記載の懸濁
液または分散液。
【請求項２８】
　前記オイルがＬａｂｒａｆａｃ　ＷＬ１３４９である請求項２３～２４のいずれか一項
に記載の懸濁液または分散液。
【請求項２９】
　前記界面活性剤が、ホスホグリセリド；ホスファチジルコリン；ジパルミトイルホスフ
ァチジルコリン（ＤＰＰＣ）；ジオレイルホスファチジルエタノールアミン（ＤＯＰＥ）
；ジオレイルオキシプロピルトリエチルアンモニウム（ＤＯＴＭＡ）；ジオレオイルホス
ファチジルコリン；コレステロール；コレステロールエステル；ジアシルグリセロール；
ジアシルグリセロールスクシネート；ジホスファチジルグリセロール（ＤＰＰＧ）；ヘキ
サンデカノール；ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）などの脂肪アルコール；ポリオキシ
エチレン－９－ラウリルエーテル；パルミチン酸またはオレイン酸などの表面活性脂肪酸
；脂肪酸；脂肪酸モノグリセリド；脂肪酸ジノグリセリド；脂肪酸アミド；トリオレイン
酸ソルビタン（Ｓｐａｎ８５）グリココレート；モノラウリン酸ソルビタン（Ｓｐａｎ２
０）；ポリソルベート２０（Ｔｗｅｅｎ－２０）；ポリソルベート６０（Ｔｗｅｅｎ－６
０）；ポリソルベート６５（Ｔｗｅｅｎ－６５）；ポリソルベート８０（Ｔｗｅｅｎ－８
０）；ポリソルベート８５（Ｔｗｅｅｎ－８５）；ポリオキシエチレンモノステアレート
；サーファクチン；ポロキサマー；トリオレイン酸ソルビタンなどのソルビタン脂肪酸エ
ステル；レシチン；リゾレシチン；ホスファチジルセリン；ホスファチジルイノシトール
；スフィンゴミエリン；ホスファチジルエタノールアミン（セファリン）；カルジオリピ
ン；ホスファチジン酸；セレブロシド；ジセチルホスフェート；ジパルミトイルホスファ
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チジルグリセロール；ステアリルアミン；ドデシルアミン；ヘキサデシル－アミン；アセ
チルパルミテート；グリセロールリシノレエート；ヘキサデシルステアレート；ミリスチ
ン酸イソプロピル；チロキサポール；ポリ（エチレングリコール）５０００－ホスファチ
ジルエタノールアミン；ポリ（エチレングリコール）４００－モノステアレート；リン脂
質；高い界面活性剤特性を有する合成および／または天然洗剤；デオキシコレート；シク
ロデキストリン；カオトロピック塩；およびイオン対形成剤からなる群から選択される請
求項２３～２４のいずれか一項に記載の懸濁液または分散液。
【請求項３０】
　前記界面活性剤がＴｗｅｅｎである請求項２３～２４のいずれか一項に記載の懸濁液ま
たは分散液。
【請求項３１】
　界面活性剤とオイルの重量比が０．５：１～２：１の範囲である請求項２３～３０のい
ずれか一項に記載の懸濁液または分散液。
【請求項３２】
　界面活性剤とオイルの重量比が０．２５：１である請求項２３～３０のいずれか一項に
記載の懸濁液または分散液。
【請求項３３】
　界面活性剤とオイルの重量比が０：５：１である請求項２３～３０のいずれか一項に記
載の懸濁液または分散液。
【請求項３４】
　界面活性剤とオイルの重量比が１：１である請求項２３～３０のいずれか一項に記載の
懸濁液または分散液。
【請求項３５】
　界面活性剤とオイルの重量比が２：１である請求項２３～３０のいずれか一項に記載の
懸濁液または分散液。
【請求項３６】
　界面活性剤とオイルの重量比が３：１である請求項２３～３０のいずれか一項に記載の
懸濁液または分散液。
【請求項３７】
　前記ナノ粒子がナノミセルである請求項１～２１のいずれか一項に記載の懸濁液または
分散液。
【請求項３８】
　懸濁液または分散液と共に、クリーム剤、オイル、軟膏、ゲル剤、噴霧剤、口紅または
日焼け止め剤を生成する少なくとも１つの追加の成分をさらに含む請求項１～３７のいず
れか一項に記載の懸濁液または分散液。
【請求項３９】
　皮膚の化粧状態または治療状態に有用性を与えるための組成物であって、有効量の請求
項１～３８のいずれか一項に記載の懸濁液または分散液を含む組成物。
【請求項４０】
　皮膚または皮下組織を厚くするための組成物であって、有効量の請求項１～３８のいず
れか一項に記載の懸濁液または分散液を含む組成物。
【請求項４１】
　微細な皮膚の線を治療する、軽減する、改善する、緩和する、その発生を遅延させる、
その進行を阻止する、その重篤度を軽減する、またはその発生率を低減するための組成物
であって、有効量の請求項１～３８のいずれか一項に記載の懸濁液または分散液を含む組
成物。
【請求項４２】
　顔のしわを治療する、軽減する、改善する、緩和する、その発生を遅延させる、その進
行を阻止する、その重篤度を軽減する、またはその発生率を低減するための組成物であっ
て、有効量の請求項１～３８のいずれか一項に記載の懸濁液または分散液を含む組成物。



(5) JP 5292304 B2 2013.9.18

10

20

30

40

50

【請求項４３】
　被験体の皮膚の外観を改善するための組成物であって、有効量の請求項１～３８のいず
れか一項に記載の懸濁液または分散液を含む組成物。
【請求項４４】
　被験体の皮膚の外観を維持するための組成物であって、有効量の請求項１～３８のいず
れか一項に記載の懸濁液または分散液を含む組成物。
【請求項４５】
　前記組成物は、前記懸濁液または分散液を皮膚の非標的部位に塗布することなく、皮膚
上の標的部位に前記懸濁液または分散液を塗布できるようにするデバイスを用いて投与さ
れることを特徴とする、請求項３９～４４のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項４６】
　前記非改変ペプチドのすべてが皮膚に浸透することを特徴とする、請求項３９～４５の
いずれか一項に記載の組成物。
【請求項４７】
　前記非改変ペプチドの少なくとも９５％が皮膚に浸透することを特徴とする、請求項３
９～４５のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項４８】
　前記非改変ペプチドの少なくとも７５％が皮膚に浸透することを特徴とする、請求項３
９～４５のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項４９】
　前記非改変ペプチドの少なくとも５０％が皮膚に浸透することを特徴とする、請求項３
９～４５のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項５０】
　前記非改変ペプチドの少なくとも２５％が皮膚に浸透することを特徴とする、請求項３
９～４５のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項５１】
　前記非改変ペプチドの少なくとも１０％が皮膚に浸透することを特徴とする、請求項３
９～４５のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項５２】
　前記非改変ペプチドの少なくとも１％が皮膚に浸透することを特徴とする、請求項３９
～４５のいずれか一項に記載の組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願
　本出願は、２００６年１２月１日に出願された、米国仮特許出願第６０／８７２，２０
６号（「‘２０６出願」）に対して、米国特許法§１１９（ｅ）の下、優先権を主張する
。この「‘２０６出願」の全内容は、本明細書中に参考として援用される。
【背景技術】
【０００２】
　発明の背景
　ペプチドは、皮膚に対して有益な化粧効果や治療効果を有することが示されている。実
験的モデルでは、短鎖ペプチド（最大で３０アミノ酸長）は皮膚の細胞外マトリックスに
おけるコラーゲン成長を刺激することが示されており、これは皮膚の外観を改善し、また
損傷を受けた皮膚の治癒をさらに改善することができる（非特許文献１；これを参照によ
り本明細書に組み込む）。改変ペプチドは、しわの形成の一因となる皮膚の下の筋肉での
筋肉収縮に影響を及ぼす酵素を調節することによって、しわを目立たなくすることも示さ
れている（非特許文献２；これを参照により本明細書に組み込む）。
【０００３】
　しかし、ヒトにおけるこれらのペプチドの可能な化粧効果および治療効果を具現化する
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際の主な問題は、外皮障壁（角質層）を横切って生物学的に作用する部位、例えば細胞外
マトリックスまたは下にある筋肉にペプチドを経皮的に送達することである（非特許文献
３；これを参照により本明細書に組み込む）。ヒトにおけるペプチドの経皮的送達を実現
するためには、ペプチドを、これらに限定されないが、アセチルおよび／またはパルミト
イル基などの化学的部分を付加することによって化学的に改変しなければならない（Ｒｏ
ｂｉｎｓｏｎら、上記）。高価でかつ時間がかかるためそうした化学的改変は不利であり
、そのことは、これらのペプチドを含む製品の商業的生産に悪影響を及ぼしている。ペプ
チドの化学的改変は、生物学的活性の細胞受容体部位で結合するその能力を低下させ（例
えば、立体障害によって）、それによって効果を小さくすることにより、ペプチドの生物
学的活性を低下させる恐れもある。生物学的に効果の小さいペプチドは、化粧または治療
上の目的のためにも効果の小さいものとなる。生物学的に効果の小さいペプチドは、所望
の生物学的効果を達成するために（その効果があり得たとして）、比較的、高レベルの投
与が必要になり、これは製品の商業的生産のためにはコスト的に不利になる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】Ｋａｔａｙａｍａら、１９９３年、Ｊ．　Ｂｉｏｌ．　Ｃｈｅｍ．、２
６８：９９４１頁
【非特許文献２】Ｌｕｐｏ、２００５年、Ｄｅｒｍａｔｏｌ．　Ｓｕｒｇ．、３１：８３
２頁
【非特許文献３】Ｒｏｂｉｎｓｏｎら、２００５年、Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｊ．
Ｃｏｓｍｅｔｉｃ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　２７：１５５頁
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　発明の要旨
　本発明は、皮膚（表皮および真皮を含む）、皮下組織（脂肪組織を含む）および隣接筋
肉において生物学的活性物質である非改変短鎖ペプチド（２～３０アミノ酸長）を組み込
んだナノ粒子について説明する。
【０００６】
　本発明のナノ粒子は対象の皮膚に塗布することができる。いくつかの実施形態では、本
発明のナノ粒子は組み込まれたペプチドの対象への経皮的送達を実現する。
【０００７】
　本発明のナノ粒子は、単純な懸濁液または分散液として、または１つもしくは複数の賦
形剤と混合して皮膚に塗布することができ、これらに限定されないが、皮膚軟化剤、栄養
ローション、クレンジンローション、クレンジングクリーム、乳液、エモリエントローシ
ョン、マッサージ用クリーム、エモリエントクリーム、メークアップベース、口紅、フェ
イシャルパックまたはフェイシャルゲル、洗剤配合品（例えば、シャンプー、リンス、ボ
ディクリーナー、ヘアートニックおよびせっけん）および皮膚用組成物（例えば、ローシ
ョン剤、軟膏、ゲル剤、クリーム剤、パッチおよび噴霧剤）などの処方物として調製する
ことができる。
【０００８】
　したがって、本発明は、非改変ペプチドを経皮的に送達するためのシステムおよび組成
物を提供する。本発明の多くの利点の中には、注入を要せず、さらに、皮膚の機械的もし
くは化学的な磨耗または変更を必要とすることなくペプチドを送達できることがある。他
の利点には、非改変ペプチドを利用し、それによって本発明の化粧品および／または医薬
品の製造を簡略化し、そのコストを低減させ、さらにはペプチドの生物学的活性を保存す
ることができるということが含まれる。
　本発明は、例えば以下の項目を提供する。
（項目１）
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　粒子の集団を含むナノ粒子の懸濁液または分散液であって、前記粒子の大部分が約１０
～約３００ｎｍの直径を有し、前記ナノ粒子が、皮膚、皮下組織または隣接筋肉において
生物学的活性を有する２～３０アミノ酸長の少なくとも１つの非改変ペプチドを含む懸濁
液または分散液。
（項目２）
　前記粒子の大部分が、約１０～約２５０ｎｍの範囲の直径を有する項目１に記載の懸濁
液または分散液。
（項目３）
　前記粒子の大部分が、約１０～約２００ｎｍの範囲の直径を有する項目１に記載の懸濁
液または分散液。
（項目４）
　前記粒子の大部分が、約１０～約１５０ｎｍの範囲の直径を有する項目１に記載の懸濁
液または分散液。
（項目５）
　前記粒子の大部分が、約１０～約１２０ｎｍの範囲の直径を有する項目１に記載の懸濁
液または分散液。
（項目６）
　前記粒子の大部分が、約１０～約１００ｎｍの範囲の直径を有する項目１に記載の懸濁
液または分散液。
（項目７）
　前記粒子の大部分が、約１０～約５０ｎｍの範囲の直径を有する項目１に記載の懸濁液
または分散液。
（項目８）
　粒子の集団を含むナノ粒子の懸濁液または分散液であって、前記粒子の大部分が約１０
～約３００ｎｍの直径を有し、前記ナノ粒子が、そのアミノ酸配列がＫＴＴＫＳを含む非
改変ペプチドを含む懸濁液または分散液。
（項目９）
　粒子の集団を含むナノ粒子の懸濁液または分散液であって、前記粒子の大部分が約１０
～約３００ｎｍの直径を有し、前記ナノ粒子が、そのアミノ酸配列がＥＹＫＴＴＫＳＳＲ
Ｌを含む非改変ペプチドを含む懸濁液または分散液。
（項目１０）
　粒子の集団を含むナノ粒子の懸濁液または分散液であって、前記粒子の大部分が約１０
～約３００ｎｍの直径を有し、前記ナノ粒子が、そのアミノ酸配列がＶＩＥＹＫＴＴＫを
含む非改変ペプチドを含む懸濁液または分散液。
（項目１１）
　粒子の集団を含むナノ粒子の懸濁液または分散液であって、前記粒子の大部分が約１０
～約３００ｎｍの直径を有し、前記ナノ粒子が、そのアミノ酸配列がＫＴＴＫを含む非改
変ペプチドを含む懸濁液または分散液。
（項目１２）
　粒子の集団を含むナノ粒子の懸濁液または分散液であって、前記粒子の大部分が約１０
～約３００ｎｍの直径を有し、前記ナノ粒子が、そのアミノ酸配列がＧＫＴＶＩＥＹＫＴ
ＴＫＳを含む非改変ペプチドを含む懸濁液または分散液。
（項目１３）
　粒子の集団を含むナノ粒子の懸濁液または分散液であって、前記粒子の大部分が約１０
～約３００ｎｍの直径を有し、前記ナノ粒子が、そのアミノ酸配列がＧＫＴＶＩＥＹＫＴ
ＴＫＳＳＲＬを含む非改変ペプチドを含む懸濁液または分散液。
（項目１４）
　粒子の集団を含むナノ粒子の懸濁液または分散液であって、前記粒子の大部分が約１０
～約３００ｎｍの直径を有し、前記ナノ粒子が、そのアミノ酸配列がＷＧＫＴＶＩＥＹＫ
ＴＴＫＳＳＲＬＰＩＩＤを含む非改変ペプチドを含む懸濁液または分散液。
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（項目１５）
　粒子の集団を含むナノ粒子の懸濁液または分散液であって、前記粒子の大部分が約１０
～約３００ｎｍの直径を有し、前記ナノ粒子が、そのアミノ酸配列がＣＴＳＨＴＧＡＷＧ
ＫＴＶＩＥＹＫＴＴＫＳを含む非改変ペプチドを含む懸濁液または分散液。
（項目１６）
　粒子の集団を含むナノ粒子の懸濁液または分散液であって、前記粒子の大部分が約１０
～約３００ｎｍの直径を有し、前記ナノ粒子が、そのアミノ酸配列がＴＴＫＳを含む非改
変ペプチドを含む懸濁液または分散液。
（項目１７）
　粒子の集団を含むナノ粒子の懸濁液または分散液であって、前記粒子の大部分が約１０
～約３００ｎｍの直径を有し、前記ナノ粒子が、そのアミノ酸配列がＥＥＭＱＲＲを含む
非改変ペプチドを含む懸濁液または分散液。
（項目１８）
　粒子の集団を含むナノ粒子の懸濁液または分散液であって、前記粒子の大部分が約１０
～約３００ｎｍの直径を有し、前記ナノ粒子が、そのアミノ酸配列がガストリン放出ペプ
チドを含む非改変ペプチドを含む懸濁液または分散液。
（項目１９）
　粒子の集団を含むナノ粒子の懸濁液または分散液であって、前記粒子の大部分が約１０
～約３００ｎｍの直径を有し、前記ナノ粒子が、そのアミノ酸配列がＶＧＶＡＰＧを含む
非改変ペプチドを含む懸濁液または分散液。
（項目２０）
　粒子の集団を含むナノ粒子の懸濁液または分散液であって、前記粒子の大部分が約１０
～約３００ｎｍの直径を有し、前記ナノ粒子が、そのアミノ酸配列がＹＹＲＡＤＡを含む
非改変ペプチドを含む懸濁液または分散液。
（項目２１）
　粒子の集団を含むナノ粒子の懸濁液または分散液であって、前記粒子の大部分が約１０
～約３００ｎｍの直径を有し、前記ナノ粒子が、そのアミノ酸配列がＧＨＫを含む非改変
ペプチドを含む懸濁液または分散液。
（項目２２）
　粒子の集団を含むナノ粒子の懸濁液または分散液であって、前記粒子の大部分が約１０
～約３００ｎｍの直径を有し、前記ナノ粒子が、そのアミノ酸配列がＴＴＫＳを含む非改
変ペプチドを含む懸濁液または分散液。
（項目２３）
　粒子の集団を含むナノ粒子の懸濁液または分散液であって、前記粒子の大部分が約１０
～約３００ｎｍの直径を有し、前記ナノ粒子が、そのアミノ酸配列がインターフェロンを
含む非改変ペプチドを含む懸濁液または分散液。
（項目２４）
　粒子の集団を含むナノ粒子の懸濁液または分散液であって、前記粒子の大部分が約１０
～約３００ｎｍの直径を有し、前記ナノ粒子が、そのアミノ酸配列がインターフェロン誘
起物質を含む非改変ペプチドを含む懸濁液または分散液。
（項目２５）
　粒子の集団を含むナノ粒子の懸濁液または分散液であって、前記粒子の大部分が約１０
～約３００ｎｍの直径を有し、前記ナノ粒子が、そのアミノ酸配列がＰ１４４を含む非改
変ペプチドを含む懸濁液または分散液。
（項目２６）
　前記ナノ粒子がナノエマルジョンである項目１～１８のいずれか一項に記載の懸濁液ま
たは分散液。
（項目２７）
　前記ナノエマルジョンが、少なくとも１種のオイル、少なくとも１種の界面活性剤、水
および非改変ペプチドを含む項目２６に記載の懸濁液または分散液。
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（項目２８）
　前記ナノエマルジョンが、単一のオイル、単一の界面活性剤、水および非改変ペプチド
を含む項目２６に記載の懸濁液または分散液。
（項目２９）
　前記ナノエマルジョンが、単一のオイル、単一の界面活性剤、水および非改変ペプチド
を含む項目２６に記載の懸濁液または分散液。
（項目３０）
　前記オイルが、アーモンド、杏仁、アボカド、ババス、ベルガモット、クロフサスグリ
の種、ルリヂサ、カデ、カモミール、キャノーラ、キャラウェー、カルナバ、ヒマシ、シ
ナモン、ココアバター、ココナツ、タラの肝、コーヒー、トウモロコシ、綿実、エミュー
、ユーカリ、月見草、魚、アマニ、ゲラニオール、ヘチマ、ブドウの種、ヘーゼルナッツ
、ヒソップ、ホホバ、ククイの実、ラバンディン、ラベンダー、レモン、リツェアクベバ
、マカダミアナッツ、アオイ、マンゴーの種、メドウフォームの種、ミンク、ナツメグ、
オリーブ、オレンジ、オレンジラフィー、パーム、パーム核、桃仁、ピーナツ、ケシの実
、カボチャの実、菜種、米ぬか、ローズマリー、サフラワー、ビャクダン、サザンカ、セ
イボリー、シーバックソーン、ゴマ、シアバター、シリコーン、大豆、ヒマワリ、ティー
ツリー、アザミ、ツバキ、ベチベル、クルミおよび小麦胚種のオイル；ステアリン酸ブチ
ル；カプリル酸トリグリセリド；カプリン酸トリグリセリド；シクロメチコン；セバシン
酸ジエチル；ジメチコン３６０；ミリスチン酸イソプロピル；鉱油；オクチルドデカノー
ル；オレイルアルコール；シリコーン油；短鎖トリグリセリド；中鎖トリグリセリド；Ｌ
ａｂｒａｆａｃ　ＷＬ１３４９；長鎖トリグリセリド；その飽和油；およびその不飽和油
からなる群から選択される項目２７～２９のいずれか一項に記載の懸濁液または分散液。
（項目３１）
　前記オイルが大豆油である項目２７～２９のいずれか一項に記載の懸濁液または分散液
。
（項目３２）
　前記オイルが中鎖トリグリセリドである項目２７～２９のいずれか一項に記載の懸濁液
または分散液。
（項目３３）
　前記オイルがＬａｂｒａｆａｃ　ＷＬ１３４９である項目２７～２９のいずれか一項に
記載の懸濁液または分散液。
（項目３４）
　前記界面活性剤が、ホスホグリセリド；ホスファチジルコリン；ジパルミトイルホスフ
ァチジルコリン（ＤＰＰＣ）；ジオレイルホスファチジルエタノールアミン（ＤＯＰＥ）
；ジオレイルオキシプロピルトリエチルアンモニウム（ＤＯＴＭＡ）；ジオレオイルホス
ファチジルコリン；コレステロール；コレステロールエステル；ジアシルグリセロール；
ジアシルグリセロールスクシネート；ジホスファチジルグリセロール（ＤＰＰＧ）；ヘキ
サンデカノール；ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）などの脂肪アルコール；ポリオキシ
エチレン－９－ラウリルエーテル；パルミチン酸またはオレイン酸などの表面活性脂肪酸
；脂肪酸；脂肪酸モノグリセリド；脂肪酸ジノグリセリド；脂肪酸アミド；トリオレイン
酸ソルビタン（Ｓｐａｎ８５）グリココレート；モノラウリン酸ソルビタン（Ｓｐａｎ２
０）；ポリソルベート２０（Ｔｗｅｅｎ－２０）；ポリソルベート６０（Ｔｗｅｅｎ－６
０）；ポリソルベート６５（Ｔｗｅｅｎ－６５）；ポリソルベート８０（Ｔｗｅｅｎ－８
０）；ポリソルベート８５（Ｔｗｅｅｎ－８５）；ポリオキシエチレンモノステアレート
；サーファクチン；ポロキサマー；トリオレイン酸ソルビタンなどのソルビタン脂肪酸エ
ステル；レシチン；リゾレシチン；ホスファチジルセリン；ホスファチジルイノシトール
；スフィンゴミエリン；ホスファチジルエタノールアミン（セファリン）；カルジオリピ
ン；ホスファチジン酸；セレブロシド；ジセチルホスフェート；ジパルミトイルホスファ
チジルグリセロール；ステアリルアミン；ドデシルアミン；ヘキサデシル－アミン；アセ
チルパルミテート；グリセロールリシノレエート；ヘキサデシルステアレート；ミリスチ
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ン酸イソプロピル；チロキサポール；ポリ（エチレングリコール）５０００－ホスファチ
ジルエタノールアミン；ポリ（エチレングリコール）４００－モノステアレート；リン脂
質；高い界面活性剤特性を有する合成および／または天然洗剤；デオキシコレート；シク
ロデキストリン；カオトロピック塩；およびイオン対形成剤からなる群から選択される項
目２７～２９のいずれか一項に記載の懸濁液または分散液。
（項目３５）
　前記界面活性剤がＴｗｅｅｎである項目２７～２９のいずれか一項に記載の懸濁液また
は分散液。
（項目３６）
　界面活性剤とオイルの重量比が０．５：１～約２：１の範囲である項目２７～３５のい
ずれか一項に記載の懸濁液または分散液。
（項目３７）
　界面活性剤とオイルの重量比が約０．２５：１である項目２７～３５のいずれか一項に
記載の懸濁液または分散液。
（項目３８）
　界面活性剤とオイルの重量比が約０：５：１である項目２７～３５のいずれか一項に記
載の懸濁液または分散液。
（項目３９）
　界面活性剤とオイルの重量比が約１：１である項目２７～３５のいずれか一項に記載の
懸濁液または分散液。
（項目４０）
　界面活性剤とオイルの重量比が約２：１である項目２７～３５のいずれか一項に記載の
懸濁液または分散液。
（項目４１）
　界面活性剤とオイルの重量比が約３：１である項目２７～３５のいずれか一項に記載の
懸濁液または分散液。
（項目４２）
　前記ナノ粒子がナノミセルである項目１～１８のいずれか一項に記載の懸濁液または分
散液。
（項目４３）
　懸濁液または分散液と共に、クリーム剤、オイル、軟膏、ゲル剤、噴霧剤、口紅または
日焼け止め剤を生成する少なくとも１つの追加の成分をさらに含む項目１～４２のいずれ
か一項に記載の懸濁液または分散液。
（項目４４）
　対象を提供するステップと、
化粧または治療上の有用性が得られるような量の項目１～４３のいずれか一項に記載の懸
濁液または分散液を前記対象の皮膚に投与するステップと
を含む方法。
（項目４５）
　対象を提供するステップと、
対象の皮膚または皮下組織を厚くするのに有効な量の項目１～４３のいずれか一項に記載
の懸濁液または分散液を前記対象の皮膚に投与するステップと
を含む方法。
（項目４６）
　微細な皮膚の線の少なくとも１つの症状を患うか、それに罹りやすいかまたはそれを示
す対象を提供するステップと、
前記微細な皮膚の線を治療する、軽減する、改善する、緩和する、その発生を遅延させる
、その進行を阻止する、その重篤度を軽減する、またはその発生率を低減するのに有効な
量の項目１～４３のいずれか一項に記載の懸濁液または分散液を対象の皮膚に投与するス
テップと
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を含む方法。
（項目４７）
　顔のしわの少なくとも１つの症状を患うか、それに罹りやすいかまたはそれを示す対象
を提供するステップと、
顔のしわを治療する、軽減する、改善する、緩和する、その発生を遅延させる、その進行
を阻止する、その重篤度を軽減する、その発生率を低減するのに有効な量の項目１～４３
のいずれか一項に記載の懸濁液または分散液を対象の皮膚に投与するステップと
を含む方法。
（項目４８）
　対象を提供するステップと、
前記対象の皮膚の外観を改善するのに有効な量の項目１～４３のいずれか一項に記載の懸
濁液または分散液を対象の皮膚に投与するステップと
を含む方法。
（項目４９）
　対象を提供するステップと、
前記対象の皮膚の外観を維持するのに有効な量の項目１～４３のいずれか一項に記載の懸
濁液または分散液を対象の皮膚に投与するステップと
を含む方法。
（項目５０）
　外傷を患う対象を提供するステップと、
前記外傷を治療する、軽減する、改善する、緩和する、その進行を阻止する、またはその
重篤度を軽減するのに有効な量の項目１～４３のいずれか一項に記載の懸濁液または分散
液を対象の皮膚に投与するステップと
を含む方法。
（項目５１）
　肥厚性瘢痕、ケロイド、限局性硬化症、全身性硬化症または細胞外マトリックスの過剰
蓄積を特徴とする他の状態の少なくとも１つの症状を患うか、それに罹りやすいかまたは
それを示す対象を提供するステップと、
肥厚性瘢痕、ケロイド、限局性硬化症、全身性硬化症、または細胞外マトリックスの過剰
蓄積を特徴とする他の状態に付随する少なくとも１つの症状を治療する、軽減する、改善
する、緩和する、その発生を遅延させる、その進行を阻止する、その重篤度を軽減する、
またはその発生率を低減するのに有効な量の項目１～４３のいずれか一項に記載の懸濁液
または分散液を対象の皮膚に投与するステップと
を含む方法。
（項目５２）
　前記投与ステップを手で実施する項目４４～５１のいずれか一項に記載の方法。
（項目５３）
　前記投与ステップを、手袋をはめた指で実施する項目４４～５１のいずれか一項に記載
の方法。
（項目５４）
　前記投与ステップを保護していない手で実施する項目４４～５１のいずれか一項に記載
の方法。
（項目５５）
　前記投与ステップをデバイスで実施する項目４４～５１のいずれか一項に記載の方法。
（項目５６）
　前記投与ステップを接着性パッチで実施する項目４４～５１のいずれか一項に記載の方
法。
（項目５７）
　前記投与ステップをスパチュラで実施する項目４４～５１のいずれか一項に記載の方法
。
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（項目５８）
　前記投与ステップをスワブで実施する項目４４～５１のいずれか一項に記載の方法。
（項目５９）
　前記投与ステップを、針なしシリンジで実施する項目４４～５１のいずれか一項に記載
の方法。
（項目６０）
　前記投与ステップを、前記懸濁液または分散液を皮膚の非標的部位に塗布することなく
、皮膚上の標的部位に塗布できるようにするデバイスを用いて実施する項目４４～５１の
いずれか一項に記載の方法。
（項目６１）
　前記非改変ペプチドのすべてが皮膚に浸透する項目４４～６０のいずれか一項に記載の
方法。
（項目６２）
　前記非改変ペプチドの少なくとも９９％が皮膚に浸透する項目４４～６０のいずれか一
項に記載の方法。
（項目６３）
　前記非改変ペプチドの少なくとも９５％が皮膚に浸透する項目４４～６０のいずれか一
項に記載の方法。
（項目６４）
　前記非改変ペプチドの少なくとも９０％が皮膚に浸透する項目４４～６０のいずれか一
項に記載の方法。
（項目６５）
　前記非改変ペプチドの少なくとも７５％が皮膚に浸透する項目４４～６０のいずれか一
項に記載の方法。
（項目６６）
　前記非改変ペプチドの少なくとも５０％が皮膚に浸透する項目４４～６０のいずれか一
項に記載の方法。
（項目６７）
　前記非改変ペプチドの少なくとも２５％が皮膚に浸透する項目４４～６０のいずれか一
項に記載の方法。
（項目６８）
　前記非改変ペプチドの少なくとも１０％が皮膚に浸透する項目４４～６０のいずれか一
項に記載の方法。
（項目６９）
　前記非改変ペプチドの少なくとも１％が皮膚に浸透する項目４４～６０のいずれか一項
に記載の方法。
（項目７０）
　オイル、界面活性剤、水および非改変ペプチドを含むプレミックスを提供するステップ
と、
項目１～４３のいずれか一項に記載の懸濁液または分散液が得られる期間および条件下で
、前記プレミックスを、高いせん断力または高圧均質化にかけるステップと
を含む方法。
（項目７１）
　前記プレミックスを高いせん断力または高圧均質化にかけるステップが、マイクロ流動
化によって実施される項目７０に記載の方法。
（項目７２）
　前記プレミックス中のオイルと界面活性剤の重量比が約０．５：１～約２：１の範囲で
ある項目７０に記載の方法。
（項目７３）
　前記プレミックス中のオイルと界面活性剤の重量比が約０．２５：１である項目７０に
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記載の方法。
（項目７４）
　前記プレミックス中のオイルと界面活性剤の重量比が約０：５：１である項目７０に記
載の方法。
（項目７５）
　前記プレミックス中のオイルと界面活性剤の重量比が約１：１である項目７０に記載の
方法。
（項目７６）
　前記プレミックス中のオイルと界面活性剤の重量比が約２：１である項目７０に記載の
方法。
（項目７７）
　前記プレミックス中のオイルと界面活性剤の重量比が約３：１である項目７０に記載の
方法。
（項目７８）
　少なくとも１つの皮膚のサンプル；および
少なくとも１つの非改変ペプチドを含む少なくとも１つの懸濁液または分散液
を提供するステップと、
前記懸濁液または分散液を皮膚のサンプルに投与するステップと、
対照物質の効果に対する、皮膚のサンプルの外観への前記懸濁液または分散液の効果をモ
ニターするステップと
を含む、皮膚の外観を改善する非改変ペプチドを特定する方法。
（項目７９）
　前記対照物質が、皮膚のサンプルの外観を改善する物質である項目７８に記載の方法。
（項目８０）
　前記対照物質が、皮膚のサンプルの外観を改善しない物質である項目７８に記載の方法
。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】ペプチドナノ粒子で処理したマウスの組織学的分析である。マッソンのトリクロ
ム染色により染色した皮膚組織を示す顕微鏡写真である。平均の組織学的スコアは、対照
グループ（ペンタペプチドを有していないナノ粒子処方物）において、可能な４のうちの
２．３３であった。平均の組織学的スコアは、治療グループ（ペンタペプチドを有するナ
ノ粒子処方物）において、可能な４のうちの３．６７であった。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　定義
　磨耗：本明細書で用いる「磨耗」という用語は、皮膚の最上層を改変、崩壊、除去また
は破壊させる任意の手段を指す。いくつかの実施形態では、磨耗は、皮膚の最上層を改変
、崩壊、除去または破壊する機械的手段を指す。いくつかの実施形態では、磨耗は、皮膚
の最上層を改変、崩壊、除去または破壊する化学的手段を指す。その例を若干示すと、剥
離剤（ｅｘｆｏｌｉａｎｔ）、微粒子（例えば、マグネシウムまたはアルミニウム粒子）
、酸（例えば、α－ヒドロキシ酸またはβ－ヒドロキシ酸）、アルコールなどの薬剤は、
磨耗を引き起こすことができる。一般に、例えば、Ｄｏｎｏｖａｎ（例えば、米国特許公
開番号２００４／００９１８０および同２００５／１７５６３６ならびにＰＣＴ特許公開
ＷＯ０４／０６９５４；そのすべてを参照により本明細書に組み込む）およびＧｒａｈａ
ｍ（例えば、米国特許第６，９３９，８５２号および米国特許公開番号２００６／０９３
６２４；その両方を参照により本明細書に組み込む）等に記載されているものなどの浸透
促進剤は磨耗を引き起こすことが考えられる。もちろん、当業者は、ある特定の薬剤は、
１つの濃度で存在するか、または１つもしくは複数の他の薬剤と共に存在する場合、磨耗
を引き起こすことができるが、異なる環境下では磨耗を引き起こすことができないことを
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理解されよう。したがって、特定の材料が「磨耗剤」であるかないかは状況に依存するこ
とになる。当業者は磨耗を容易に評価することができる。例えば、皮膚の赤みまたは炎症
の観察、および／または角質層の改変、崩壊、除去または浸食を示す皮膚の組織学的検査
によって評価することができる。
【００１１】
　アミノ酸：本明細書で用いる「アミノ酸」という用語は、その最も広い意味において、
ポリペプチド鎖に取り込むことができる任意の化合物および／または物質を指す。いくつ
かの実施形態では、アミノ酸は一般構造式Ｈ２Ｎ－Ｃ（Ｈ）（Ｒ）－ＣＯＯＨを有する。
いくつかの実施形態では、アミノ酸は天然由来のアミノ酸である。いくつかの実施形態で
は、アミノ酸は合成アミノ酸である。いくつかの実施形態では、アミノ酸はＤ－アミノ酸
である。いくつかの実施形態では、アミノ酸はＬ－アミノ酸である。「標準アミノ酸」は
、天然由来のペプチド中に通常認められる２０の標準Ｌ－アミノ酸のいずれかを指す。「
非標準アミノ酸」は、合成によって調製されるか天然資源から得られるかに関係なく、標
準アミノ酸以外の任意のアミノ酸を指す。ペプチド中のカルボキシ末端および／またはア
ミノ末端アミノ酸を含むアミノ酸は、メチル化、アミド化、アセチル化、および／または
その活性に悪影響を及ぼすことなく、ペプチドの循環半減期を変えることができる他の化
学基での置き換えによって改変させることができる。しかし、本明細書で述べるように、
本発明は、経皮的送達を容易にするかまたは達成するための化学的改変を受けていないペ
プチドを意味する「非改変ペプチド」を特に対象とする。アミノ酸はジスルフィド結合に
関与することができる。「アミノ酸」という用語は「アミノ酸残基」と互換的に用いられ
、遊離アミノ酸および／またはペプチドのアミノ酸残基を指すことができる。それが遊離
アミノ酸を指すかまたはペプチドの残基を指すかどうかは、その用語が用いられている文
脈から明らかであろう。
【００１２】
　動物：本明細書で用いる「動物」という用語は動物界の任意のメンバーを指す。いくつ
かの実施形態では、「動物」は任意の発達段階にあるヒトを指す。いくつかの実施形態で
は、「動物」はヒト以外の任意の発達段階の動物を指す。特定の実施形態では、ヒト以外
の動物は哺乳動物（例えば、齧歯動物、マウス、ラット、ウサギ、サル、イヌ、ネコ、ヒ
ツジ、ウシ、霊長類および／またはブタ）である。いくつかの実施形態では、動物には、
これらに限定されないが、哺乳動物、鳥類、は虫類、両生類、魚類および／または虫が含
まれる。いくつかの実施形態では、動物はトランスジェニック動物、遺伝子操作を受けた
動物および／またはクローンであってもよい。
【００１３】
　おおよそ：１つまたは複数の所定の値に適用される、本明細書での「おおよそ」または
「約」という用語は、言及された参照値と近似した値を指す。特定の実施形態では、「お
およそ」または「約」は、別段の指定がないか、あるいは文脈から明らかでない限り（そ
うした数が、可能な値の１００％を超える場合を除いて）、両方向に（それより大きいか
または小さい）、言及された参照値の２５％、２０％、１９％、１８％、１７％、１６％
、１５％、１４％、１３％、１２％、１１％、１０％、９％、８％、７％、６％、５％、
４％、３％、２％、１％またはそれより少ない範囲内に包含される範囲の値を指す。
【００１４】
　生物学的活性物質：本明細書で用いる「生物学的活性物質」という語句は、生物系およ
び／または有機体において活性を有する任意の物質を指す。例えば、有機体に投与した場
合、その有機体に対して生物学的作用を有する物質は生物学的に活性であると見なされる
。具体的な実施形態では、タンパク質またはポリペプチドが生物学的に活性である場合、
タンパク質またはポリペプチドの少なくとも１つの生物学的活性を共有する、そのタンパ
ク質またはポリペプチドの一部は一般に、「生物学的に活性な」部分であると称される。
【００１５】
　ボツリヌス毒素：本明細書で用いる「ボツリヌス毒素」という用語は、ボツリヌス菌（
Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ　ｂｏｔｕｌｉｓｍ）によって生成される任意の神経毒を指す。
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別段の指定のない限り、この用語は、適切な活性（例えば、筋弛緩作用）を保持するそう
した神経毒の断片または部分（例えば、軽鎖および／または重鎖）を包含する。本明細書
で用いる「ボツリヌス毒素」という語句は、ボツリヌス毒素血清型Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、
ＦおよびＧを包含する。本明細書で用いるボツリヌス毒素は、ボツリヌス毒素複合体（す
なわち、例えば３００、６００および９００ｋＤの複合体）ならびに精製された（すなわ
ち、例えば単離された）ボツリヌス毒素（すなわち、例えば約１５０ｋＤ）の両方も包含
する。「精製されたボツリヌス毒素」は、ボツリヌス毒素複合体のタンパク質を含む他の
タンパク質から単離されているか、または実質的に単離されているボツリヌス毒素と定義
する。精製された毒素は、９５％を超える純度、好ましくは９９％を超える純度であって
よい。当業者は、本発明が、なんらかの特定の供給源のボツリヌス毒素に限定されないこ
とを理解されよう。例えば、本発明で用いるボツリヌス毒素は、ボツリヌス菌から単離さ
れたものでも、化学的に合成されたものでも、また、組換え技術によって生成された（す
なわち、ボツリヌス菌以外の宿主細胞または有機体中で）もの等でもよい。
【００１６】
　特徴的部分：本明細書で用いる、ある物質の「特徴的部分」という語句は、最も広い意
味で、ある程度の配列および／または構造的同一性および／または少なくとも１つの機能
的特徴を、対応するもとのままの（ｉｎｔａｃｔ）物質と共有するものである。例えば、
タンパク質またはポリペプチドの「特徴的部分」は、一続きの連続するアミノ酸、または
一続きの連続するアミノ酸の集合体を含むものであり、それが合わせてタンパク質または
ポリペプチドの特徴である。いくつかの実施形態では、そうしたそれぞれの連続する一続
きは一般に、少なくとも２、５、１０、１５、２０個またはそれ以上のアミノ酸を含む。
一般に、特徴的部分は、上記に規定した配列同一性に加えて、対応するもとのままのタン
パク質と少なくとも１つの機能的特徴を共有するものである。いくつかの実施形態では、
特徴的部分は生物学的に活性であってよい。
【００１７】
　親水性：本明細書で用いる「親水性」物質は極性溶媒に可溶性の物質である。いくつか
の実施形態では、親水性物質は一時的に極性溶媒と結合することができる。いくつかの実
施形態では、親水性物質は一時的に水素結合で極性溶媒と結合することができる。いくつ
かの実施形態では、極性溶媒は水である。いくつかの実施形態では、親水性物質はイオン
性であってよい。いくつかの実施形態では、親水性物質は非イオン性であってよい。いく
つかの実施形態では、親水性物質は、オイル、非極性溶媒または疎水性溶媒より、水、極
性溶媒または親水性溶媒に容易に溶解することができる。いくつかの実施形態では、親水
性物質は、オイル、非極性溶媒または疎水性溶媒中には、水、極性溶媒または親水性溶媒
中ほどは容易には溶解しない。いくつかの実施形態では、それが他の物質より水、極性溶
媒または親水性溶媒中により可溶性であるため、ある物質は別の物質と比べて親水性であ
る。いくつかの実施形態では、それが他の物質ほど、オイル、非極性溶媒または疎水性溶
媒中に可溶性ではないため、ある物質は別の物質と比べて親水性である。
【００１８】
　疎水性：本明細書で用いる「疎水性」物質は非極性溶媒中に可溶性の物質である。いく
つかの実施形態では、疎水性物質は極性溶媒からはじかれる。いくつかの実施形態では、
極性溶媒は水である。いくつかの実施形態では、疎水性物質は非極性である。いくつかの
実施形態では、疎水性物質は、水、極性溶媒または親水性溶媒より、オイル、非極性溶媒
または疎水性溶媒に容易に溶解することができる。いくつかの実施形態では、疎水性物質
は、水、極性溶媒または親水性溶媒中には、オイル、非極性溶媒または疎水性溶媒ほど容
易には溶解しない。いくつかの実施形態では、それが他の物質よりオイル、非極性溶媒ま
たは疎水性溶媒中により可溶性であるため、ある物質は別の物質と比べて疎水性である。
いくつかの実施形態では、それが他の物質ほど水、極性溶媒または親水性溶媒中に可溶性
ではないため、ある物質は別の物質と比べて疎水性である。
【００１９】
　～と共に（ｉｎ　ｃｏｎｊｕｎｃｔｉｏｎ　ｗｉｔｈ）：本明細書で用いる「～と共に
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送達する」という語句は、２つ以上の物質または薬剤を同時に送達することを指す。具体
的には、本発明によれば、本明細書ではこの語句を、本発明の生物学的活性物質をナノ粒
子および／またはナノ粒子組成物と一緒に送達する関連で用いる。物質または薬剤は、そ
の物質または薬剤がナノ粒子および／またはナノ粒子組成物と一緒にされているか；ナノ
粒子に封入されているかまたはナノ粒子によって完全に取り囲まれているか；ナノ粒子ミ
セル膜中に埋め込まれているか；かつ／またはナノ粒子ミセル膜の外表面と会合している
場合に、ナノ粒子と共に送達される。ナノ粒子および／またはナノ粒子組成物と共に送達
される物質または薬剤は、ナノ粒子および／またはナノ粒子組成物と共有結合的に結合し
ていてもいなくてもよい。本発明のナノ粒子および／またはナノ粒子組成物と共に送達さ
れる物質または薬剤は、吸着力でナノ粒子および／またはナノ粒子組成物と結合していて
もいなくてもよい。
【００２０】
　単離された：本明細書で用いる「単離された」という用語は、（１）最初に生成された
際（本来的に、かつ／または実験装置で）にそれと一緒になっている成分の少なくとも一
部から分離され、かつ／または（２）人の手によって、作製、調製および／または製造さ
れた物質および／または実体を指す。単離された物質および／または実体は、最初にそれ
と一緒になっている他の成分の少なくとも約１０％、約２０％、約３０％、約４０％、約
５０％、約６０％、約７０％、約８０％、約９０％またはそれ以上から分離することがで
きる。いくつかの実施形態では、単離された物質および／または実体は９０％、９１％、
９２％、９３％、９４％、９５％、９６％、９７％、９８％、９９％を超える純度である
。
【００２１】
　マイクロ流動化された：本明細書で用いる「マイクロ流動化された」という用語は、高
いせん断力にさらすことを意味する。いくつかの実施形態では、高いせん断力へのそうし
た曝露は高圧への曝露によって達成される。いくつかの実施形態では、そうした高圧は約
１５，０００～約２６，０００ｐｓｉの範囲内である。いくつかの実施形態では、高いせ
ん断力へのそうした曝露はキャビテーションによって達成される。いくつかの実施形態で
は、高いせん断力へのそうした曝露は、試料を、例えばＭｉｃｒｏｆｌｕｉｄｉｚｅｒ（
登録商標）（Ｍｉｃｒｏｆｌｕｉｄｉｃｓ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ／ＭＦＩＣ　Ｃｏｒ
ｐｏｒａｔｉｏｎ）、または均一なナノ粒子組成物を生成させるのに有用な他の類似の装
置などの機器に通すことによって達成される。本発明のいくつかの実施形態では、試料を
、約１０分間未満の期間、高いせん断力にさらすことによってマイクロ流動化させる。い
くつかの実施形態では、その期間は約９、８、７、６、５、４、３、２または１分間未満
である。いくつかの実施形態では、その期間は約１～２分間の範囲内である。いくつかの
実施形態では、その期間は約３０秒間である。本発明のいくつかの実施形態では、高いせ
ん断力に１回さらすことによって、試料を「マイクロ流動化する」。そうした実施形態は
、「１回パス」マイクロ流動化と称される。
【００２２】
　ナノ粒子：本明細書で用いる「ナノ粒子」という用語は、１０００ｎｍ（ｎｍ）未満の
直径を有する任意の粒子を指す。いくつかの実施形態では、ナノ粒子は、米国国立科学財
団（Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ）による定義で３００ｎ
ｍ未満の直径を有する。いくつかの実施形態では、ナノ粒子は米国国立衛生研究所（Ｎａ
ｔｉｏｎａｌ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅｓ　ｏｆ　Ｈｅａｌｔｈ）による定義で１００ｎｍ未
満の直径を有する。いくつかの実施形態では、ナノ粒子は、それが、ミセル膜によってバ
ルク溶液から分離されている密封された区画を含むという点でミセルである。「ミセル膜
」は、空間または区画を取り囲み密封する（例えば、内腔を画定する）ように凝集した両
親媒性実体を含む。
【００２３】
　ナノ粒子組成物：本明細書で用いる「ナノ粒子組成物」という用語は、少なくとも１つ
のナノ粒子を含む任意の物質を指す。いくつかの実施形態では、ナノ粒子組成物はナノ粒
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子の均一な集合体である。いくつかの実施形態では、ナノ粒子組成物は分散液またはエマ
ルジョンである。一般に、分散液またはエマルジョンは、少なくとも２つの非混和性材料
が混合されたときに形成される。「水中油型」分散液は、その中で油性粒子（または疎水
性もしくは非極性）が水性分散媒体中に分散されているものである。「油中水型」分散液
は、その中で水性（または親水性もしくは極性）粒子が油性分散媒体中に分散されている
ものである。分散液は、２つの任意の非混和性媒体から形成させることができ、厳密には
水性媒体と油性媒体の組合せに限定されないことを当業者は理解されよう。したがって「
分散媒体」という用語は、それが一般に「水性」および「油性」カテゴリーを指すにもか
かわらず、任意の分散媒体に広く適用される。いくつかの実施形態では、ナノ粒子組成物
はナノエマルジョンである。いくつかの実施形態では、ナノ粒子組成物はミセルを含む。
いくつかの特定の実施形態では、ナノ粒子組成物は、２００７年１１月３０日出願のＰＣ
Ｔ出願番号ＰＣＴ／ＵＳ０７／　　　　　、表題「ＡＭＰＨＩＰＨＩＬＩＣ　ＥＮＴＩＴ
Ｙ　ＮＡＮＯＰＡＲＴＩＣＬＥＳ」（これを参照により本明細書に組み込む）に記載され
ている両親媒性実体ナノ粒子を含む。いくつかの実施形態では、ナノ粒子組成物は安定で
ある。いくつかの実施形態では、ナノ粒子組成物は、ナノ粒子と共に送達される１種また
は複数の生物学的活性物質を含む。
【００２４】
　栄養補給物質：本明細書で用いる「栄養補給物質」という用語は、医学的、健康面での
利益または生物学的利益を提供すると考えられる任意の物質を指す。いくつかの実施形態
では、栄養補給物質は病気を予防する。いくつかの実施形態では、栄養補給物質は基礎的
な栄養価を与えることができる。いくつかの実施形態では、栄養補給物質は食品、または
食品の一部である。いくつかの実施形態では、栄養補給物質は、単離された栄養物類、栄
養補助食品、ビタミン、ミネラル、ハーブ、強化食品、治療用食品（ｈｅａｌｉｎｇ　ｆ
ｏｏｄ）、遺伝子組換え食品および加工食品の部類であってよい。栄養補給物質は「ファ
イトケミカル食品」または「機能性食品」としても知られている。
【００２５】
　プレミックス：本明細書で用いる「プレミックス」という用語は、その後で本発明によ
るナノ粒子組成物を生成させるのに使用される成分の任意の組合せである。例えば、プレ
ミックスは、高いせん断力にかけられた場合、本発明によるナノ粒子を生成させる成分の
任意の集合体である。いくつかの実施形態では、プレミックスは２つ以上の非混和性溶媒
を含む。いくつかの実施形態では、プレミックスは、自己集合してナノ粒子になる成分を
含む。いくつかの実施形態では、プレミックスは、自己集合してミセルになる成分を含む
。いくつかの実施形態では、プレミックスは、２００７年１１月３０日出願のＰＣＴ出願
番号ＰＣＴ／ＵＳ０７／　　　　　、表題「ＡＭＰＨＩＰＨＩＬＩＣ　ＥＮＴＩＴＹ　Ｎ
ＡＮＯＰＡＲＴＩＣＬＥＳ」（これを参照により本明細書に組み込む）に記載されている
ような１種または複数の両親媒性エンティティを含む。いくつかの実施形態では、プレミ
ックスは１種または複数の非改変ペプチドを含む。いくつかの実施形態では、プレミック
スは少なくとも１つの他の生物学的活性物質を含む。いくつかの実施形態では、プレミッ
クスを、かき混ぜ、混合しかつ／または攪拌する。いくつかの実施形態では、プレミック
スを、高いせん断力にかけられる前に、かき混ぜ、混合しかつ／または攪拌する。いくつ
かの実施形態では、プレミックスは、少なくとも１つの可溶化成分（すなわち、溶液中に
ある少なくとも１つの成分）を含む。いくつかのそうした実施形態では、そうした可溶化
が達成された後に、プレミックスを高いせん断力にさらす。
【００２６】
　純粋：本明細書で用いるように、ある物質および／または実体が他の成分を実質的に含
有しなければ、それは「純粋」である。例えば、特定の物質および／または実体を、約９
０％を超えて含む調製物は一般に、純粋な調製物であると考えられる。いくつかの実施形
態では、物質および／または実体は少なくとも９１％、９２％、９３％、９４％、９５％
、９６％、９７％、９８％または９９％の純度である。
【００２７】
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　せん断力：本明細書で用いる「せん断力」という用語は、材料の面に対して垂直な力に
対向する、材料の面に対して平行な力を指す。いくつかの実施形態では、均一なナノ粒子
組成物を生成させるために、組成物を高いせん断力にさらす。高いせん断力を発生させる
ためには、当業界で知られている任意の方法を用いることができる。いくつかの実施形態
では、高いせん断力を発生させるためにキャビテーションが用いられる。いくつかの実施
形態では、高いせん断力を発生させるために高圧均質化が用いられる。それに代えるかま
たはそれに加えて、高圧、例えば約１５，０００ｐｓｉにかけて高いせん断力を施すこと
ができる。いくつかの実施形態では、そうした高圧は約１８，０００～約２６，０００ｐ
ｓｉの範囲内である。いくつかの実施形態では、それは約２０，０００～約２５，０００
ｐｓｉの範囲内である。いくつかの実施形態では、Ｍｉｃｒｏｆｌｕｉｄｉｚｅｒ（登録
商標）Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ（Ｍｉｃｒｏｆｌｕｉｄｉｃｓ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ／Ｍ
ＦＩＣ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）または同様の他の装置を用いて高いせん断力を発生さ
せる。Ｍｉｃｒｏｆｌｕｉｄｉｚｅｒ（登録商標）処理装置はナノスケール領域まで微細
化するために、高圧を提供し、高速（一般に５０ｍ／ｓ～３００ｍ／ｓの範囲）でマイク
ロチャンネル（一般に７５ミクロンのオーダーの大きさを有する）を通して組成物を加速
することによって、高いせん断速度をもたらす。流体はマイクロチャンネルを出る際にジ
ェット流を形成し、このジェット流は、対向するマイクロチャンネルからのジェット流と
衝突する。チャンネル内においてその流体は、従来技術より高い程度の高いせん断（最大
で１０７１／ｓ）を受ける。ジェット流の衝突によってサブミクロンレベルでの混合がも
たらされる。したがって、そうした装置においては、高いせん断および／または衝撃によ
って、粒子の微細化と多相の混合を実現することができる。本発明のいくつかの実施形態
では、試料を、約１０分間未満の期間高いせん断力にさらす。いくつかの実施形態では、
その期間は約９、約８、約７、約６、約５、約４、約３、約２または約１分間未満である
。いくつかの実施形態では、その期間は約１～約２分間またはそれ以下の範囲内である。
いくつかの実施形態では、その期間は約３０秒間である。本発明のいくつかの実施形態で
は、試料は、高いせん断力への１回の曝露によって「マイクロ流動化」される。そうした
実施形態を、本明細書では「１回パス」マイクロ流動化と称する。
【００２８】
　小分子：一般に、「小分子」は当業界では、約５キロダルトン（Ｋｄ）未満の大きさの
有機分子と理解されている。いくつかの実施形態では、小分子は約３Ｋｄ、約２Ｋｄまた
は約１Ｋｄ未満である。いくつかの実施形態では、小分子は約８００ダルトン（Ｄ）、約
６００Ｄ、約５００Ｄ、約４００Ｄ、約３００Ｄ、約２００Ｄまたは約１００Ｄ未満であ
る。いくつかの実施形態では、小分子は非重合体である。いくつかの実施形態では、小分
子はタンパク質、ペプチドまたはアミノ酸ではない。いくつかの実施形態では、小分子は
核酸またはヌクレオチドではない。いくつかの実施形態では、小分子は糖類または多糖類
ではない。
【００２９】
　対象：本明細書で用いる「対象」または「患者」という用語は、例えば実験、診断、予
防および／または治療の目的で、それに本発明の組成物を投与することができる任意の有
機体を指す。典型的な対象には、動物（例えば、マウス、ラット、ウサギ、ヒト以外の霊
長類およびヒトなどの哺乳動物；昆虫；虫；等）が含まれる。
【００３０】
　実質的に：本明細書で用いる「実質的に」という用語は、全部かまたはほぼ全部の程度
または度合いの所定の特徴または特性を示す定性的状態を指す。生物学的技術分野の技術
者は、生物学的および化学的現象は、それが完了にまで至るか、かつ／または完全に進行
するか、または絶対的結果に達するかもしくはそれを回避することは、仮にあったとして
も、それが極めて稀であることを理解されよう。したがって、「実質的に」という用語は
本明細書では、多くの生物学的および化学的現象に固有の完全性の潜在的な欠如をとらえ
るために用いられる。
【００３１】
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　安定な：「安定な」という用語は、本明細書でナノ粒子組成物に適用する場合、組成物
が、ある期間にわたってその物理的構造の１つまたは複数の側面（例えば、粒子の粒径範
囲および／または分布）を維持することを意味する。本発明のいくつかの実施形態では、
安定なナノ粒子組成物は、平均粒子径、最大粒子径、粒子径の範囲および／または粒子径
の分布（すなわち、指定された粒子径を超える粒子および／または指定された粒子径の範
囲外にある粒子の割合）をある期間にわたって維持する組成物である。いくつかの実施形
態では、その期間は少なくとも約１時間である。いくつかの実施形態では、その期間は約
５時間、約１０時間、約１日間、約１週間、約２週間、約１カ月、約２カ月、約３カ月、
約４カ月、約５カ月、約６カ月、約８カ月、約１０カ月、約１２カ月、約２４カ月または
それ以上である。いくつかの実施形態では、その期間は、約１日～約２４カ月、約２週間
～約１２カ月、約２カ月～約５カ月等の範囲内である。例えば、ナノ粒子組成物を長期保
存、温度変化および／またはｐＨ変化にかけ、その集団中のナノ粒子の大部分が示された
範囲内の直径（すなわち、例えば、約１０ｎｍ～１２０ｎｍ）を維持した場合、そのナノ
粒子組成物は安定である。そうしたいくつかの集団について、大部分とは、約５０％、約
６０％、約７０％、約８０％、約９０％、約９５％、約９６％、約９７％、約９８％、約
９９％、約９９．５％、約９９．６％、約９９．７％、約９９．８％、約９９．９％超ま
たはそれ以上のことである。本発明のいくつかの実施形態では、ナノ粒子組成物が１種ま
たは複数の生物学的活性物質（例えば、非改変ペプチド）を含む場合、指定された期間に
わたって、かつ指定された一連の条件下で、組成物中の生物学的活性物質の濃度が維持さ
れれば、そのナノ粒子組成物は安定であると考えられる。
【００３２】
　実質的に含まない：その組成物中の約５０％以下の粒子がある範囲外の直径を有する場
合、本発明のナノ粒子組成物は、その直径が示された範囲外の粒子を「実質的に含まない
」と称される。いくつかの実施形態では、２５％以下の粒子はその範囲外である。いくつ
かの実施形態では、２０％、１９％、１８％、１７％、１６％、１５％、１４％、１３％
、１２％、１０％、９％、８％、７％、６％、５％、４％、３％、２％、１％、０．５％
以下またはそれ以下の粒子は示された範囲外の直径を有する。
【００３３】
　患う：疾患、障害または状態（例えば、顔のしわ）を「患う」個体は、疾患、障害もし
くは状態の症状を有すると診断されているか、またはそれを示す。
【００３４】
　治療有効量：本明細書で用いる「治療有効量」という用語は、疾患、障害および／また
は状態を患うかまたはそれに罹りやすい患者に投与した場合、その疾患、障害および／ま
たは状態を治療するのに十分な本発明のナノ粒子組成物の量を意味する。
【００３５】
　治療薬：本明細書で用いる「治療薬」という語句は、対象に投与した場合、治療効果を
有するか、かつ／または所望の生物学的および／または薬理学的効果を誘発する任意の薬
剤を指す。
【００３６】
　治療：本明細書で用いる「治療（ｔｒｅａｔｍｅｎｔ）」（さらには「治療する（ｔｒ
ｅａｔ）」または「治療する（ｔｒｅａｔｉｎｇ）」）という用語は、特定の疾患、障害
および／または状態の１つまたは複数の症状または特徴を、部分的にまたは完全に軽減す
る、改善する、生き返らせる、阻止する、その開始を遅延させる、その重篤度を軽減させ
る、かつ／またはその発生率を低減させる生物学的活性物質の任意の投与を指す。そうし
た治療は、関係する疾患、障害および／または状態の兆候を示さない対象の治療であって
も、かつ／または疾患、障害および／または状態のごく初期の兆候を示す対象の治療であ
ってもよい。それに代えるかまたはそれに加えて、そうした治療は、関係する疾患、障害
および／または状態の１つまたは複数の確定的な兆候を示す対象の治療であってもよい。
【００３７】
　有毒性溶媒：本明細書で用いる「有毒性溶媒」という用語は、動物の組織を改変、崩壊
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、除去または破壊させる恐れのある任意の物質を指す。当業者が理解されるように、動物
の組織は、生きた細胞、死んだ細胞、細胞外マトリックス、細胞間結合（ｃｅｌｌｕｌａ
ｒ　ｊｕｎｃｔｉｏｎ）、生体分子等を含むことができる。若干例を挙げると、有毒性溶
媒には、ジメチルスルホキシド、ジメチルアセトイミド、ジメチルホルムアミド、クロロ
ホルム、テトラメチルホルアミド、アセトン、酢酸エステルおよびアルカリが含まれる。
【００３８】
　均一な：ナノ粒子組成物に関して本明細書で用いる場合、「均一な」という用語は、個
々のナノ粒子が指定された範囲の粒子径サイズを有するナノ粒子組成物を指す。例えば、
いくつかの実施形態では、均一なナノ粒子組成物は、最大直径と最小直径との間の差が約
６００、約５５０、約５００、約４５０、約４００、約３５０、約３００、約２５０、約
２００、約１５０、約１００、約９０、約８０、約７０、約６０、約５０ｎｍまたはそれ
以下を超えない組成物である。いくつかの実施形態では、本発明の均一なナノ粒子組成物
中の粒子（例えば、非改変ペプチドを含む粒子）は、約６００、約５５０、約５００、約
４５０、約４００、約３５０、約３００、約２５０、約２００、約１５０、約１３０、約
１２０、約１１５、約１１０、約１００、約９０、約８０ｎｍより小さいまたはそれ以下
の直径を有する。いくつかの実施形態では、本発明の均一なナノ粒子組成物中の粒子（例
えば、非改変ペプチドを含む粒子）は約１０～約６００ｎｍの範囲内の直径を有する。い
くつかの実施形態では、本発明の均一なナノ粒子組成物中の粒子（例えば、非改変ペプチ
ドを含む粒子）は、約１０～約３００、約１０～約２００、約１０～約１５０、約１０～
約１３０、約１０～約１２０、約１０～約１１５、約１０～約１１０、約１０～約１００
または約１０～約９０ｎｍの範囲内の直径を有する。いくつかの実施形態では、本発明の
ボツリヌスナノ粒子組成物中の粒子（例えば、非改変ペプチドを含む粒子）は、約３００
、約２５０、約２００、約１５０、約１３０、約１２０、約１１５、約１１０、約１００
または約９０ｎｍを下まわる平均粒子径を有する。いくつかの実施形態では、平均粒子径
は約１０～約３００、約５０～約２５０、約６０～約２００、約６５～約１５０、約７０
～約１３０ｎｍの範囲内である。いくつかの実施形態では、平均粒子径は約８０～約１１
０ｎｍである。いくつかの実施形態では、平均粒子径は約９０～約１００ｎｍである。い
くつかの実施形態では、本発明の均一なナノ粒子組成物中の粒子（例えば、非改変ペプチ
ドを含む粒子）の大部分は、指定されたサイズを下まわるかまたは指定された範囲内の直
径を有する。いくつかの実施形態では、その大部分とは、組成物中に５０％、６０％、７
０％、７５％、８０％、８５％、９０％、９５％、９６％、９７％、９８％、９９％、９
９．５％、９９．６％、９９．７％、９９．８％、９９．９％を超えるかまたはそれ以上
その粒子があることである。本発明のいくつかの実施形態では、均一なナノ粒子組成物は
、試料をマイクロ流動化することによって実現される。本発明のいくつかの実施形態では
、均一なナノ粒子組成物は高いせん断力にさらすことによって、例えばマイクロ流動化に
よって調製される。
【００３９】
　非改変ペプチド：本明細書で用いる「非改変ペプチド」という用語は、ペプチドの経皮
的送達を達成するために他の共有結合した官能基を付加することによる化学的改変を受け
ていないペプチドを指す。いくつかの実施形態では、ペプチドは、ペンダントアセチルお
よび／またはパルミトイル基を付加する化学的改変を受けていない。いくつかの実施形態
では、ペプチドは、任意の官能性ペンダント基を付加する化学的改変を受けていない。
ナノ粒子
　本明細書で論じるように、本発明は、１つまたは複数の非改変ペプチドを含むナノ粒子
組成物を提供する。いくつかの実施形態では、そうしたナノ粒子組成物は、非改変ペプチ
ドに加えて、１つまたは複数の生物学的活性物質をさらに含む。いくつかの実施形態では
、ナノ粒子組成物は、例えば医薬品または化粧品の調製において、１種または複数の他の
成分と共に処方される。いくつかの実施形態では、そうした医薬品または化粧品調製物は
、非改変ペプチド（および／または１つまたは複数の生物学的活性物質）の経皮的送達が
実現されるように処方される。
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【００４０】
　いくつかの実施形態では、本発明のナノ粒子組成物は安定である。いくつかの実施形態
では、ナノ粒子組成物は均一である。
【００４１】
　いくつかの実施形態では、均一なナノ粒子組成物は、最小直径と最大直径とのその差が
約６００ｎｍ、約５５０ｎｍ、約５００ｎｍ、約４５０ｎｍ、約４００ｎｍ、約３５０ｎ
ｍ、約３００ｎｍ、約２５０ｎｍ、約２００ｎｍ、約１５０ｎｍまたは約１００ｎｍを超
えない粒子の集団を含む。
【００４２】
　いくつかの実施形態では、本発明のナノ粒子は、約１０００、約６００、約５５０、約
５００、約４５０、約４００、約３５０、約３００、約２５０、約２００、約１５０、約
１３０、約１２０、約１１５、約１１０、約１００、約９０、約８０、約５０ｎｍより小
さいまたはそれ以下の直径を有する。
【００４３】
　いくつかの実施形態では、本発明のナノ粒子は、１ｎｍ～１０００ｎｍ、１ｎｍ～６０
０ｎｍ、１ｎｍ～５００ｎｍ、１ｎｍ～４００ｎｍ、１ｎｍ～３００ｎｍ、１ｎｍ～２０
０ｎｍ、１ｎｍ～１５０ｎｍ、１ｎｍ～１２０ｎｍ、１ｎｍ～１００ｎｍ、１ｎｍ～７５
ｎｍ、１ｎｍ～５０ｎｍまたは１ｎｍ～２５ｎｍの直径を有する。いくつかの実施形態で
は、本発明のナノ粒子は、１ｎｍ～１５ｎｍ、１５ｎｍ～２００ｎｍ、２５ｎｍ～２００
ｎｍ、５０ｎｍ～２００ｎｍまたは７５ｎｍ～２００ｎｍの直径を有する。
【００４４】
　いくつかの実施形態では、全粒子分布は指定された範囲内の粒子径サイズを包含する。
いくつかの実施形態では、全粒子分布のうちの５０％、２５％、１０％、５％または１％
未満は、粒子径サイズの指定された範囲外にある。いくつかの実施形態では、全粒子分布
の１％未満は、粒子径サイズの指定された範囲外にある。特定の実施形態では、ナノ粒子
組成物は、３００ｎｍ、２５０ｎｍ、２００ｎｍ、１５０ｎｍ、１２０ｎｍ、１００ｎｍ
、７５ｎｍ、５０ｎｍまたは２５ｎｍより大きい直径を有する粒子を実質的に含まない。
【００４５】
　いくつかの実施形態では、本発明のナノ粒子組成物中のナノ粒子は、約３００ｎｍ、約
２５０ｎｍ、約２００ｎｍ、約１５０ｎｍ、約１３０ｎｍ、約１２０ｎｍ、約１１５ｎｍ
、約１１０ｎｍ、約１００ｎｍ、約９０ｎｍまたは約５０ｎｍを下まわる平均粒子径を有
する。いくつかの実施形態では、平均粒子径は約１０ｎｍ～約３００ｎｍ、５０ｎｍ～約
２５０ｎｍ、６０ｎｍ～約２００ｎｍ、６５ｎｍ～約１５０ｎｍまたは７０ｎｍ～約１３
０ｎｍの範囲内である。いくつかの実施形態では、平均粒子径は約８０ｎｍ～約１１０ｎ
ｍである。いくつかの実施形態では、平均粒子径は約９０～約１００ｎｍである。
【００４６】
　いくつかの実施形態では、本発明のナノ粒子組成物は３００ｎｍを超える直径を有する
粒子を実質的に含まない。具体的には、いくつかの実施形態では、本発明のナノ粒子組成
物中のナノ粒子の５０％未満は３００ｎｍを超える直径を有する。いくつかの実施形態で
は、その粒子の２５％未満は３００ｎｍを超える直径を有する。いくつかの実施形態では
、２０％、１９％、１８％、１７％、１６％、１５％、１４％、１３％、１２％、１０％
、９％、８％、７％、６％、５％、４％、３％、２％、１％、０．５％未満またはそれ以
下の粒子は３００ｎｍを超える直径を有する。さらに、いくつかの実施形態では、本発明
のナノ粒子組成物中のナノ粒子は１０ｎｍ～３００ｎｍの範囲内の直径を有する。
【００４７】
　いくつかの実施形態では、本発明のナノ粒子組成物は２００ｎｍを超える直径を有する
粒子を実質的に含まない。具体的には、いくつかの実施形態では、本発明のナノ粒子組成
物中のナノ粒子の５０％未満は２００ｎｍを超える直径を有する。いくつかの実施形態で
は、その粒子の２５％未満は２００ｎｍを超える直径を有する。いくつかの実施形態では
、２０％、１９％、１８％、１７％、１６％、１５％、１４％、１３％、１２％、１０％
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、９％、８％、７％、６％、５％、４％、３％、２％、１％、０．５％未満またはそれ以
下の粒子は、２００ｎｍを超える直径を有する。さらに、いくつかの実施形態では、本発
明のナノ粒子組成物中のナノ粒子は１０ｎｍ～２００ｎｍの範囲内の直径を有する。
【００４８】
　いくつかの実施形態では、本発明のナノ粒子組成物は、１２０ｎｍを超える直径を有す
る粒子を実質的に含まない。具体的には、いくつかの実施形態では、本発明のナノ粒子組
成物中のナノ粒子の５０％未満は１２０ｎｍを超える直径を有する。いくつかの実施形態
では、その粒子の２５％未満は１２０ｎｍを超える直径を有する。いくつかの実施形態で
は、２０％、１９％、１８％、１７％、１６％、１５％、１４％、１３％、１２％、１０
％、９％、８％、７％、６％、５％、４％、３％、２％、１％、０．５％未満またはそれ
以下の粒子は、１２０ｎｍを超える直径を有する。さらに、いくつかの実施形態では、本
発明のナノ粒子組成物中のナノ粒子は１０ｎｍ～１２０ｎｍの範囲内の直径を有する。
【００４９】
　いくつかの実施形態では、本発明の組成物中のナノ粒子の大部分は、指定されたサイズ
未満かまたは指定された範囲内の直径を有する。いくつかの実施形態では、大部分とは、
組成物中の粒子の５０％、６０％、７０％、７５％、８０％、８５％、９０％、９５％、
９６％、９７％、９８％、９９％、９９．５％、９９．６％、９９．７％、９９．８％、
９９．９％を超えるかまたはそれ以上ということである。
【００５０】
　ゼータ電位はせん断面での電位の大きさである。せん断面は、固体表面（例えば、本発
明のナノ粒子の表面）との液境界の薄層を隔て、かつ、正常な粘性挙動を示す液体（例え
ば、液体分散媒体）による弾性的挙動を示す仮想表面である。いくつかの実施形態では、
本発明のナノ粒子は－５０ｍＶ～＋５０ｍＶの範囲のゼータ電位を有する。いくつかの実
施形態では、本発明のナノ粒子は－２５ｍＶ～＋２５ｍＶの範囲のゼータ電位を有する。
いくつかの実施形態では、本発明のナノ粒子は－１０ｍＶ～＋１０ｍＶの範囲のゼータ電
位を有する。
【００５１】
　いくつかの実施形態では、本発明のナノ粒子組成物はエマルジョンまたは分散液である
。一般に、エマルジョンまたは分散液は少なくとも２つの非混和性材料から形成され、そ
の１つは、粒子（例えば、「分散された媒体」を構成するナノ粒子）がその中に分散され
る分散媒体（すなわち、液媒体）を構成している。「水中油型」分散液は、油性粒子がそ
の中で水性分散媒体中に分散されているものである。「油中水型」分散液は、水性粒子が
その中で油性分散媒体中に分散されているものである。分散液は、２つの任意の非混和性
媒体から形成させることができ、水性媒体と油性媒体の組合せに厳密に限定されないこと
を当業者は理解されよう。したがって、「分散媒体」という用語は、それが一般に「水性
」および「油性」のカテゴリーを指すのが一般的であるのにもかかわらず、任意の分散媒
体に広く適用される。例えば、エマルジョンまたは分散液は、そうした材料が厳密にいっ
て「水性」であるか「油性」であるかに関係なく、疎水性／親水性材料；極性／非極性材
料等からなる一連の非混和性材料から調製することができる。
【００５２】
　いくつかの実施形態では、本発明のナノ粒子組成物はミセル構造（例えば、ナノ粒子は
ミセルである）を含む。いくつかの実施形態では、そうしたミセル構造は架橋されている
。いくつかの実施形態では、そうしたミセル構造は架橋されていない。
【００５３】
　いくつかの実施形態では、本発明のナノ粒子組成物は、一緒になった成分集合体から自
己集合する。いくつかの実施形態では、本発明のナノ粒子組成物は、成分の組合せ（すな
わち、「プレミックス」）に高いせん断力をさらすことによって調製される。いくつかの
実施形態では、高いせん断力は、高圧、キャビテーション、均質化および／またはマイク
ロ流動化によって施される。いくつかの実施形態では、一緒にしたナノ粒子形成成分を、
かき混ぜ、攪拌し、あるいは混合する。いくつかのそうした実施形態では、成分を、混合
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した後に高いせん断力にさらす。いくつかの特定の実施形態では、混合を、例えば１時間
未満、または５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４もしくは１５時間未満
の期間かけて行うことができる。いくつかの実施形態では、可溶化が実施される。
【００５４】
　本発明のいくつかの実施形態では、ナノ粒子組成物の製造は、例えば、任意の有機溶媒
を除去するための成分集合体の透析、および／または組成物を作製するための凍結乾燥を
含む。
【００５５】
　プレミックスを用いる本発明のいくつかの実施形態では、プレミックス成分は、高いせ
ん断力をさらす前に集合して粒子になることを理解されたい。そうした粒子の少なくとも
一部は微小粒子であってもナノ粒子であってもよい。いくつかの実施形態では、本発明の
ナノ粒子組成物は、懸濁液またはマイクロエマルジョンを含む群から選択されるプレミッ
クスから調製する。しかし、いくつかの実施形態では、プレミックスにおいて、高いせん
断力をさらす前に、粒子構造は形成されない。
【００５６】
　本発明のいくつかの実施形態では、最終ナノ粒子組成物中に存在する成分のすべてがプ
レミックス中に存在し、高いせん断力にかけられてナノ粒子組成物を形成する。本発明の
いくつかの実施形態では、最終ナノ粒子組成物中に存在する成分の１つまたは複数は、プ
レミックスからなくなるか、または最終ナノ粒子組成物中より少ない量でプレミックス中
に存在する。すなわち、本発明のいくつかの実施形態では、プレミックスに高いせん断応
力をかけた後に、１種または複数の材料をナノ粒子組成物に加える。
【００５７】
　本発明の特定の実施形態では、高いせん断力をさらす前に、プレミックスを溶液として
調製する。具体的には、少なくとも１つの生物学的活性物質（例えば、非改変ペプチド）
を含むナノ粒子組成物のためには、高いせん断応力をさらす前に、生物学的活性物質をプ
レミックス中に溶解させることがしばしば望ましい。したがって、多くの実施形態では、
生物学的活性物質は、媒体の少なくとも１つ（または、プレミックスに用いられる媒体と
共に）に可溶性である。本発明のいくつかの実施形態では、そうした溶解には加熱を必要
とする。他の実施形態では、それを必要としない。
【００５８】
　本発明のいくつかの実施形態では、ナノ粒子組成物は、１種もしくは複数の水性、極性
または親水性の媒体、１種もしくは複数の油性、非極性もしくは疎水性の媒体、１種もし
くは複数のミセル成分、１種もしくは複数の界面活性剤または乳化剤、１種もしくは複数
の生物学的活性物質および／または１種もしくは放出遅延剤等を含む成分から調製される
。
【００５９】
　当業者は、分散媒体として、または本発明によって分散される媒体として使用できる適
切な水性媒体をよく承知しておられよう。代表的なそうした水性媒体には、例えば、水、
生理食塩水（リン酸緩衝生理食塩水を含む）、注射用の水、短鎖アルコール、５％デキス
トロース、リンゲル溶液（乳酸加リンゲル液、乳酸リンゲル液＋５％デキストロース注射
液、アシル化リンゲル注射液）、Ｎｏｒｍｏｓｏｌ－Ｍ、ＩｓｏｌｙｔｅＥ等およびその
組合せが含まれる。
【００６０】
　当業者は、分散媒体として、または本発明によって分散される媒体として使用できる適
切な油性媒体もよく承知しておられよう。いくつかの実施形態では、そのオイルは１つも
しくは複数の脂肪酸基またはその塩を含むことができる。いくつかの実施形態では、脂肪
酸基は可消化性の長鎖（例えば、Ｃ８～Ｃ５０）、置換または非置換炭化水素を含むこと
ができる。いくつかの実施形態では、脂肪酸基はＣ１０～Ｃ２０脂肪酸またはその塩であ
ってよい。いくつかの実施形態では、脂肪酸基はＣ１５～Ｃ２０脂肪酸またはその塩であ
ってよい。いくつかの実施形態では、脂肪酸基はＣ１５～Ｃ２５脂肪酸またはその塩であ



(24) JP 5292304 B2 2013.9.18

10

20

30

40

50

ってよい。いくつかの実施形態では、脂肪酸基は不飽和であってよい。いくつかの実施形
態では、脂肪酸基はモノ不飽和であってよい。いくつかの実施形態では、脂肪酸基はポリ
不飽和であってよい。いくつかの実施形態では、不飽和脂肪酸基の二重結合はシス構造で
あってよい。いくつかの実施形態では、不飽和脂肪酸基の二重結合はトランス構造であっ
てよい。
【００６１】
　いくつかの実施形態では、脂肪酸基は、酪酸、カプロン酸、カプリル酸、カプリン酸、
ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、アラキジン酸、ベヘン酸また
はリグノセリン酸の１つまたは複数であってよい。いくつかの実施形態では、脂肪酸基は
、パルミトレイン酸、オレイン酸、バクセン酸、リノール酸、α－リノレン酸、γ－リノ
ール酸、アラキドン酸、ガドレイン酸、アラキドン酸、エイコサペンタエン酸、ドコサヘ
キサエン酸またはエルカ酸の１つまたは複数であってよい。
【００６２】
　いくつかの実施形態では、オイルは液体トリグリセリドである。特定の実施形態では、
オイルは中鎖（例えば、６～１２個の炭素）トリグリセリド（例えば、Ｌａｂｒａｆａｃ
　ＷＬ１３４９、ココナツ油、パーム核油、クスノキの核果油等）である。特定の実施形
態では、オイルは短鎖（例えば、２～５個の炭素）トリグリセリドである。特定の実施形
態では、オイルは長鎖（例えば、１２個を超える炭素）トリグリセリド（例えば、大豆油
、ひまわり油等）である。
【００６３】
　本発明で使用するのに適したオイル類には、これらに限定されないが、アーモンド、杏
仁、アボカド、ババス、ベルガモット、クロフサスグリの種、ルリヂサ、カデ、カモミー
ル、キャノーラ、キャラウェー、カルナバ、ヒマシ、シナモン、ココアバター、ココナツ
、タラの肝、コーヒー、トウモロコシ、綿実、エミュー、ユーカリ、月見草、魚、アマニ
、ゲラニオール、ヘチマ（ｇｏｕｒｄ）、ブドウの種、ヘーゼルナッツ、ヒソップ、ミリ
スチン酸イソプロピル、ホホバ、ククイの実、ラバンディン、ラベンダー、レモン、リツ
ェアクベバ、マカダミアナッツ、アオイ、マンゴーの種、メドウフォームの種、鉱物、ミ
ンク、ナツメグ、オリーブ、オレンジ、オレンジラフィー、パーム、パーム核、桃仁、ピ
ーナツ、ケシの実、カボチャの実、菜種、米ぬか、ローズマリー、サフラワー、ビャクダ
ン、サザンカ、セイボリー、シーバックソーン、ゴマ、シアバター、シリコーン、大豆、
ヒマワリ、ティーツリー、アザミ、ツバキ、ベチベル、クルミ、小麦胚芽のオイルおよび
その混合物が含まれる。本発明で使用するのに適した合成油には、これらに限定されない
が、カプリル酸／カプリン酸トリグリセリド、シクロメチコン、セバシン酸ジエチル、ジ
メチコン３６０、ミリスチン酸イソプロピル、オクチルドデカノール、オレイルアルコー
ルおよびその組合せが含まれる。
【００６４】
　適切なミセル成分は、例えば、１種または複数の両親媒性実体を含むことができる。有
用な両親媒性実体には、天然実体、合成実体、および天然成分と合成成分の両方を含む実
体が含まれる。いくつかの実施形態では、両親媒性実体は、１種または複数のポリマー、
および／またはポリマーの特徴を有する１種または複数の化合物を含むことができる。
【００６５】
　一般に、両親媒性実体は疎水性と親水性の両方を有するものである。当業者は理解され
るように、両親媒性実体は、多くの異なる仕方で構成することができる。いくつかの実施
形態では、両親媒性実体は、それ自体両親媒性である１つまたは複数の個別の化合物また
は物質を含むことができる。若干の例を挙げると、そうした化合物または分子には、ポリ
エチレングリコール（ＰＥＧ）、リン脂質、コレステロール、糖脂質脂肪酸、胆汁酸およ
びサポニンが含まれる。ＰＥＧは、米国食品医薬品局（ＵＳ　Ｆｏｏｄ　ａｎｄ　Ｄｒｕ
ｇ　Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ）によって、食品、化粧品および医薬品で使用するの
に概ね安全であると認められている。ＰＥＧは水溶性、非毒性、無臭、潤滑性、非揮発性
であり、かつ非刺激性である。
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【００６６】
　いくつかの実施形態では、両親媒性実体は、それ自体は両親媒性ではないが、親水性ま
たは疎水性の特徴をいくらか有する１つまたは複数の個別成分を含むことができる。そう
した実施形態では、２つ以上のそうした非両親媒性成分は一般に互いに会合しており、そ
の結果、個々の成分の集合体は両親媒性となる。そうした会合は共有結合を含んでも含ま
なくてもよい。そうした会合は非共有結合（例えば、静電相互作用、アフィニティー相互
作用、疎水性相互作用、水素結合、ファンデルワールス相互作用、イオン相互作用、双極
子－双極子相互作用等による）を含むことができる。一般に、そうした会合は、関連する
任意の力、結合、または付着の手段を含むことができる。
【００６７】
　いくつかの実施形態では、本発明で用いる両親媒性実体は、異なる程度の親水性または
疎水性を有する２つ以上の個別成分で構成することができる。特定の実施形態では、両親
媒性実体は、少なくとも１つの親水性成分と少なくとも１つの疎水性成分を含むことがで
きる。特定の実施形態では、「親水性」および「疎水性」成分は互いに親水性かまたは疎
水性である。
【００６８】
　いくつかの実施形態では、異なる程度の親水性または疎水性の２つ以上の成分は、共有
結合により一緒に結合してホモポリマーまたはコポリマーを生成することができる。いく
つかの実施形態では、コポリマーはブロックコポリマーであってよい。いくつかの実施形
態では、コポリマーはグラフトコポリマーであってもよい。
【００６９】
　いくつかの実施形態では、両親媒性実体は、両親媒性ブロックコポリマーを含むかまた
はそれからなってよい。いくつかの実施形態では、両親媒性ブロックコポリマーはジブロ
ックコポリマーであってよい。特定の実施形態では、両親媒性ジブロックコポリマーは、
鎖末端で共有結合的に連結された第１のポリマーブロックおよび第２のポリマーブロック
を含むことができる。特定の実施形態では、第１のポリマーブロックは親水性成分の繰り
返し単位を含むことができ、第２のポリマーブロックは疎水性成分の繰り返し単位を含む
ことができる。特定の実施形態では、第１のポリマーブロックは疎水性成分の繰り返し単
位を含むことができ、第２のポリマーブロックは親水性成分の繰り返し単位を含むことが
できる。いくつかの実施形態では、両親媒性ブロックコポリマーはマルチブロックコポリ
マーであってよい。特定の実施形態では、両親媒性ブロックコポリマーは、鎖末端で共有
結合した２つ以上のポリマーからなる複数の交互ブロックを含むことができる。特定の実
施形態では、両親媒性ブロックコポリマーは、鎖末端で共有結合した複数の交互親水性ブ
ロックと疎水性ブロックを含むことができる。特定の実施形態では、交互ブロックの各ブ
ロックは、親水性成分かまたは疎水性成分のいずれかからなる繰り返し単位を含むことが
できる。
【００７０】
　いくつかの実施形態では、両親媒性実体は、両親媒性グラフトコポリマーを含むかまた
はそれからなってよい。いくつかの実施形態では、両親媒性グラフトコポリマーは、ポリ
マーの他のブロックの側鎖と共有結合したポリマーのブロックを含むかまたはそれからな
ってよい。特定の実施形態では、各ポリマーブロックは、親水性成分かまたは疎水性成分
の繰り返し単位を含むかまたはそれからなってよい。特定の実施形態では、両親媒性グラ
フトコポリマーは、第１のポリマーブロックと、その第１のポリマーブロックの側鎖に共
有結合した第２のポリマーブロックとを含むかまたはそれからなってよい。特定の実施形
態では、第１のポリマーブロックは親水性成分の繰り返し単位を含むかまたはそれからな
ることができ、第２のブロックは疎水性成分の繰り返し単位を含むことができる。特定の
実施形態では、第１のポリマーブロックは疎水性成分の繰り返し単位を含むかまたはそれ
からなることができ、第２のブロックは親水性成分の繰り返し単位を含むことができる。
【００７１】
　いくつかの実施形態では、両親媒性ブロックまたはグラフトコポリマーは、多糖の繰り
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返し単位を含む親水性ポリマーブロックと、ポリエステルまたは多糖の繰り返し単位を含
む疎水性ポリマーブロックを含むことができる。それに代えるかまたはそれに加えて、両
親媒性ブロックまたはグラフトコポリマーは、多糖の繰り返し単位を含む疎水性ポリマー
ブロックと、ポリエステルまたは多糖の繰り返し単位を含む親水性ポリマーブロックを含
むことができる。そうした親水性ポリマーブロックは、多糖（例えば、プルラン）または
ポリアルケンオキシド（例えば、ポリエチレンオキシド）などの任意のタイプの親水性ポ
リマーの繰り返し単位を含むことができる。疎水性ポリマーブロックは、ポリカプロラク
トンまたはポリアミド（例えば、ポリカプロラクタム）などの任意のタイプの疎水性ポリ
マーの繰り返し単位を含むことができる。
【００７２】
　いくつかの実施形態では、両親媒性実体の親水性部分は非イオン性であってよい。いく
つかの実施形態では、両親媒性実体の親水性成分は１種または複数のイオン基を含む。一
般に、そうしたイオン基は親水性であり、両親媒性実体に親水特性を付与することができ
る。
【００７３】
　いくつかの実施形態では、イオン基はカチオン性であってよい。いくつかの実施形態で
は、カチオン基は、アンモニウム（ＮＨ４

＋）、ニトロニウム（ＮＯ２
＋）、ニトロシル

（ＮＯ＋）、ヒドロニウム（Ｈ３Ｏ＋）、第１水銀（Ｈｇ２
２＋）、ホスホニウム（ＰＨ

４
＋）、バナジル（ＶＯ２＋）、またはその塩であってよい。

【００７４】
　いくつかの実施形態では、イオン基はアニオン性であってよい。いくつかの実施形態で
は、アニオン基は、脂肪酸、アーセニド（Ａｓ３－）、アジド（Ｎ３

－）、ブロミド（Ｂ
ｒ－）、クロリド（Ｃｌ－）、フルオリド（Ｆ－）、ヒドリド（Ｈ－）、アイオダイド（
Ｉ－）、ニトリド（Ｎ３－）、オキシド（Ｏ２－）、ホスフィド（Ｐ３－）、セレニド（
Ｓｅ２－）、スルフィド（Ｓ２－）、ペルオキシド（Ｏ２

２－）、ヒ酸（ＡｓＯ４
３－）

、亜ヒ酸（ＡｓＯ３
３－）、ホウ酸（ＢＯ３

３－）、過臭素酸（ＢｒＯ４
－）、臭素酸（

ＢｒＯ３
－）、亜臭素酸（ＢｒＯ２

－）、次亜臭素酸（ＢｒＯ－）、炭酸（ＣＯ３
２－）

、炭酸水素（ＨＣＯ３
－）、塩素酸（ＣｌＯ３

－）、過塩素酸（ＣｌＯ４
－）、亜塩素酸

（ＣｌＯ２
－）、次亜塩素酸（ＣｌＯ－）、クロム酸（ＣｒＯ４

２－）、重クロム酸（Ｃ
ｒ２Ｏ７

２－）、過フッ素酸（ＢｒＯ４
－）、フッ素酸（ＢｒＯ３

－）、亜フッ素酸（Ｂ
ｒＯ２

－）、次亜フッ素酸（ＢｒＯ－）、過ヨウ素酸（ＩＯ４
－）、ヨウ素酸（ＩＯ３

－

）、亜ヨウ素酸（ＩＯ２
－）、次亜ヨウ素酸（ＩＯ－）、硝酸（ＮＯ３

－）、亜硝酸（Ｎ
Ｏ２

－）、リン酸（ＰＯ４
３－）、リン酸水素（ＨＰＯ４

２－）、リン酸二水素（Ｈ２Ｐ
Ｏ４

－）、亜リン酸（ＰＯ３
３－）、ケイ酸（ＳｉＯ３

２－）、硫酸（ＳＯ４
２－）、チ

オ硫酸（Ｓ２Ｏ３
２－）、硫酸水素（ＨＳＯ４

－）、亜硫酸（ＳＯ３
２－）、亜硫酸水素

（ＨＳＯ３
－）、スルホン酸（－Ｓ（－Ｏ）２－Ｏ－）、酢酸（Ｃ２Ｈ３Ｏ２

－）、ギ酸
（ＨＣＯ２

－）、シュウ酸（Ｃ２Ｏ４
２－）、シュウ酸水素（ＨＣ２Ｏ４

－）、クエン酸
（Ｃ６Ｈ５Ｏ７

３－）、コハク酸（Ｃ４Ｈ４Ｏ４
２－）、フマル酸（Ｃ４Ｈ２Ｏ４

２－）
、リンゴ酸（Ｃ４Ｈ５Ｏ５

２－）、硫化水素（ＨＳ－）、テルリド（Ｔｅ２－）、アミド
（ＮＨ２

－）、シアン酸（ＯＣＮ－）、チオシアン酸（ＳＣＮ－）、シアニド（ＣＮ－）
、ヒドロキシド（ＯＨ－）、過マンガン酸（ＭｎＯ４

－）またはその塩であってよい。
【００７５】
　いくつかの実施形態では、両親媒性実体の親水性成分は核酸を含むかまたはそれからな
ってよい。例えば、核酸ポリマーはＤＮＡ、ＲＮＡまたはその組合せを含むことができる
。いくつかの実施形態では、核酸ポリマーはオリゴヌクレオチドおよび／またはポリヌク
レオチドであってよい。いくつかの実施形態では、核酸ポリマーは、オリゴヌクレオチド
および／または修飾オリゴヌクレオチド；アンチセンスオリゴヌクレオチドおよび／また
は修飾アンチセンスオリゴヌクレオチド；ｃＤＮＡ；ゲノムＤＮＡ；ウイルスＤＮＡおよ
び／またはＲＮＡ；ＤＮＡおよび／またはＲＮＡキメラ；プラスミド；コスミド；遺伝子
断片；人工染色体および／または天然染色体（例えば、酵母人工染色体）および／または
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その一部、ＲＮＡ（例えば、ｍＲＮＡ、ｔＲＮＡ、ｒＲＮＡおよび／またはリボザイム）
；ペプチド核酸（ＰＮＡ）；修飾されていても修飾されていなくてもよい、核酸の合成類
似物を含むポリヌクレオチド；一本鎖ＤＮＡ、二本鎖ＤＮＡ、超らせんＤＮＡおよび／ま
たは三重らせんＤＮＡを含む様々な構造形態のＤＮＡ；Ｚ－ＤＮＡ；および／またはその
組合せであってよい。
【００７６】
　いくつかの実施形態では、両親媒性実体の親水性成分は、炭水化物を含むかまたはそれ
からなってよい。いくつかの実施形態では、炭水化物は、当業界で知られているような、
グリコシド結合で連結された単糖（またはその誘導体）からなる多糖であってよい。そう
した糖類には、これらに限定されないが、グルコース、フルクトース、ガラクトース、リ
ボース、ラクトース、スクロース、マルトース、トレハロース、セロビオース、マンノー
ス、キシロース、アラビノース、グルコロン酸、ガラクトロン酸、マンヌロン酸、グルコ
サミン、ガラトサミン、およびノイラミン酸が含まれる。いくつかの実施形態では、ポリ
マーは、アミノ化、カルボキシル化および硫酸化された多糖類を含む親水性炭水化物であ
ってよい。いくつかの実施形態では、親水性炭水化物は、プルラン、セルロース、微結晶
性セルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシセルロース、メチルセ
ルロース、デキストラン、シクロデキストランラン、グリコーゲン、デンプン、ヒドロキ
シエチルスターチ、カラギーナン、グリコン、アミロース、キトサン、Ｎ，Ｏ－カルボキ
シメチルキトサン、アルギンおよびアルギン酸、デンプン、キチン、ヘパリン、コンニャ
ク、グルコマンナン、プスツラン（ｐｕｓｔｕｌａｎ）、ヘパリン、ヒアルロン酸、カー
ドランならびにキサンタンの１つまたは複数であってよい。いくつかの実施形態では、親
水性多糖類は、多数の側鎖疎水性基を導入することによって、疎水性になるように改変す
ることができる。いくつかの実施形態では、疎水性炭水化物には、セルロースアセテート
、プルランアセテート、コンニャクアセテート、アミロースアセテートおよびデキストラ
ンアセテートが含まれる。
【００７７】
　いくつかの実施形態では、両親媒性実体の親水性成分は、これらに限定されないが、キ
サンタンゴム、アルギン酸、カラヤゴム、アルギン酸ナトリウム、および／またはローカ
ストビーンガムを含むゴムを含むかまたはそれからなってよい。
【００７８】
　いくつかの実施形態では、両親媒性実体の成分はタンパク質を含むかまたはそれからな
ってよい。いくつかの実施形態では、タンパク質は両親媒性実体の親水性成分である。他
の実施形態では、タンパク質は両親媒性実体の疎水性成分である。本発明で使用できるタ
ンパク質の例には、これらに限定されないが、アルブミン、コラーゲンまたはポリ（アミ
ノ酸）（例えば、ポリリシン）が含まれる。
【００７９】
　いくつかの実施形態では、両親媒性実体の疎水性成分は、１つもしくは複数の脂肪酸基
またはその塩を含むかまたはそれからなってよい。一般に、そうした基は、典型的には疎
水性であり、両親媒性実体に疎水特性を付与することができる。いくつかの実施形態では
、脂肪酸基は、可消化性の長鎖（例えば、Ｃ８～Ｃ５０）、置換または非置換炭化水素を
含むことができる。いくつかの実施形態では、脂肪酸基はＣ１０～Ｃ２０脂肪酸またはそ
の塩であってよい。いくつかの実施形態では、脂肪酸基はＣ１５～Ｃ２０脂肪酸またはそ
の塩であってよい。いくつかの実施形態では、脂肪酸基はＣ１５～Ｃ２５脂肪酸またはそ
の塩であってよい。いくつかの実施形態では、脂肪酸基は不飽和であってもよい。いくつ
かの実施形態では、脂肪酸基はモノ不飽和であってもよい。いくつかの実施形態では、脂
肪酸基はポリ不飽和であってもよい。いくつかの実施形態では、不飽和脂肪酸基の二重結
合はシス構造であってよい。いくつかの実施形態では、不飽和脂肪酸基の二重結合はトラ
ンス構造であってよい。
【００８０】
　いくつかの実施形態では、脂肪酸基は、酪酸、カプロン酸、カプリル酸、カプリン酸、
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ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、アラキジン酸、ベヘン酸また
はリグノセリン酸の１つまたは複数であってよい。いくつかの実施形態では、脂肪酸基は
、パルミトレイン酸、オレイン酸、バクセン酸、リノール酸、α－リノール酸、γ－リノ
ール酸、アラキドン酸、ガドレイン酸、アラキドン酸、エイコサペンタエン酸、ドコサヘ
キサエン酸またはエルカ酸の１つまたは複数であってよい。
【００８１】
　いくつかの実施形態では、両親媒性実体の疎水性成分は、例えば、ポリカーボネート（
例えば、ポリ（１，３－ジオキサン－２オン））、ポリアンヒドリド（例えば、ポリ（セ
バシン酸アンヒドリド））、ポリヒドロキシ酸（例えば、ポリ（β－ヒドロキシアルカノ
エート））、ポリプロピルフメレート、ポリカプロラクトン、ポリアミド（例えば、ポリ
カプロラクタム）、ポリアセタール、ポリエーテル、ポリエステル（例えば、ポリラクチ
ドおよびポリグリコリド）、生分解性ポリシアノアクリレート、ポリビニルアルコールお
よび生分解性ポリウレタンを含む１つまたは複数の生体適合性および／または生分解性合
成ポリマーを含むかまたはそれからなってよい。例えば、両親媒性実体は、以下の生分解
性ポリマー、すなわち、ポリ（乳酸）、ポリ（グリコール酸）、ポリ（カプロラクトン）
、ポリ（ラクチド－ｃｏ－グリコリド）、ポリ（ラクチド－ｃｏ－カプロラクトン）、ポ
リ（グリコリド－ｃｏ－カプロラクトン）およびポリ（ＤＬ－ラクチド－ｃｏ－グリコリ
ド）の１つまたは複数を含むことができる。
【００８２】
　いくつかの実施形態では、両親媒性実体の疎水性成分は、１つまたは複数のアクリルポ
リマーを含むかまたはそれからなってよい。特定の実施形態では、アクリルポリマーには
、例えば、アクリル酸とメタクリル酸のコポリマー、メチルメタクリレートコポリマー、
エトキシエチルメタクリレート、シアノエチルメタクリレート、アミノアルキルメタクリ
レートコポリマー、ポリ（アクリル酸）、ポリ（メタクリル酸）、メタクリル酸アルキル
アミドコポリマー、ポリ（メチルメタクリレート）、ポリ（メタクリル酸アンヒドリド）
、メチルメタクリレート、ポリメタクリレート、ポリ（メチルメタクリレート）コポリマ
ー、ポリアクリルアミド、アミノアルキルメタクリレートコポリマー、グリシジルメタク
リレートコポリマーおよび上記ポリマーの１つまたは複数を含む組合せが含まれる。アク
リルポリマーは、低含量の第四アンモニウム基を有するアクリル酸とメタクリル酸エステ
ルの完全に重合したコポリマーを含むことができる。
【００８３】
　いくつかの実施形態では、両親媒性実体の疎水性成分はポリエステルを含むかまたはそ
れからなってよい。そうしたポリエステルの例には、例えば、ポリアルキレングリコール
、ポリ（グリコリド－ｃｏ－ラクチド）、ＰＥＧ化ポリ（乳酸－ｃｏ－グリコール酸）、
ポリ（乳酸）、ＰＥＧ化ポリ（乳酸）、ポリ（グリコール酸）、ＰＥＧ化ポリ（グリコー
ル酸）、ポリ乳酸とポリグリコール酸のコポリマーおよびその誘導体が含まれる。いくつ
かの実施形態では、ポリエステルには、例えば、ポリアンヒドリド、ポリ（オルトエステ
ル）ＰＥＧ化ポリ（オルトエステル）、ポリ（カプロラクトン）、ＰＥＧ化ポリ（カプロ
ラクトン）、ポリリシン、ＰＥＧ化ポリリシン、ポリ（エチレンイミン）、ＰＥＧ化ポリ
（エチレンイミン）およびその誘導体が含まれる。いくつかの実施形態では、ポリエステ
ルは、例えば、ポリカプロラクトン、ポリ（Ｌ－ラクチド－ｃｏ－Ｌ－リシン）、ポリ（
セリンエステル）、ポリ（４－ヒドロキシ－Ｌ－プロリンエステル）、ポリ［α－（４－
アミノブチル）－Ｌ－グリコール酸］、およびその誘導体を含むことができる。
【００８４】
　適切な界面活性剤または乳化剤には、これらに限定されないが、ホスホグリセリド；ホ
スファチジルコリン；ジパルミトイルホスファチジルコリン（ＤＰＰＣ）；ジオレイルホ
スファチジルエタノールアミン（ＤＯＰＥ）；ジオレイルオキシプロピルトリエチルアン
モニウム（ＤＯＴＭＡ）；ジオレオイルホスファチジルコリン；コレステロール；コレス
テロールエステル；ジアシルグリセロール；ジアシルグリセロールスクシネート；ジホス
ファチジルグリセロール（ＤＰＰＧ）；ヘキサンデカノール；ポリエチレングリコール（
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ＰＥＧ）などの脂肪アルコール；ポリオキシエチレン－９－ラウリルエーテル；パルミチ
ン酸またはオレイン酸などの表面活性脂肪酸；脂肪酸；脂肪酸アミド；トリオレイン酸ソ
ルビタン（Ｓｐａｎ８５）グリココレート；モノラウリン酸ソルビタン（Ｓｐａｎ２０）
；ポリソルベート２０（Ｔｗｅｅｎ－２０）；ポリソルベート６０（Ｔｗｅｅｎ－６０）
；ポリソルベート６５（Ｔｗｅｅｎ－６５）；ポリソルベート８０（Ｔｗｅｅｎ－８０）
；ポリソルベート８５（Ｔｗｅｅｎ－８５）；ポリオキシエチレンモノステアレート；サ
ーファクチン；ポロキサマー；トリオレイン酸ソルビタンなどのソルビタン脂肪酸エステ
ル；レシチン；リゾレシチン；ホスファチジルセリン；ホスファチジルイノシトール；ス
フィンゴミエリン；ホスファチジルエタノールアミン（セファリン）；カルジオリピン；
ホスファチジン酸；セレブロシド；ジセチルホスフェート；ジパルミトイルホスファチジ
ルグリセロール；ステアリルアミン；ドデシルアミン；ヘキサデシル－アミン；アセチル
パルミテート；グリセロールリシノレエート；ヘキサデシルステアレート；チロキサポー
ル；ポリ（エチレングリコール）５０００－ホスファチジルエタノールアミン；ポリ（エ
チレングリコール）４００－モノステアレート；およびリン脂質が含まれる。界面活性剤
成分は異なる界面活性剤の混合体であってよい。これらの界面活性剤は、天然資源から抽
出しそれを精製することができ、また実験室で合成によって調製することもできる。好ま
しい実施形態では、界面活性剤は市場で入手することができる。
【００８５】
　本発明の特定の実施形態では、本発明のナノ粒子組成物を調製するのに用いられる成分
の相対量は、所望の特徴を有するナノ粒子を生成するように選択または調節される。いく
つかの実施形態では、オイルと界面活性剤は０．２５～１０の範囲の比で使用する。いく
つかの実施形態では、オイルと界面活性剤の比は約０．２５：１、約０．５：１、約１：
１、約２：１、約３：１、約４：１、約５：１、約６：１、約７：１、約８：１、約９：
１または約１０：１である。いくつかの実施形態では、界面活性剤とオイルの比は約０．
５：１、約１：１、約２：１、約３：１、約４：１、約５：１、約６：１、約７：１、約
８：１、約９：１または約１０：１である。いくつかの実施形態では、オイルと界面活性
剤は０．２５～２の範囲の比で使用する。いくつかの実施形態では、オイルと界面活性剤
の比は約０．２５：１、約０．５：１、約１：１または約２：１である。いくつかの実施
形態では、界面活性剤とオイルの比は約０．５：１、約１：１または約２：１である。特
定の実施形態では、オイルと界面活性剤の比は約１：１である。
【００８６】
　いくつかの実施形態では、ナノ粒子が調製される組成物中（例えば、プレミックス中）
のオイルの割合は０％～３０％の範囲である。いくつかの実施形態では、ナノ粒子が調製
される組成物中（例えば、プレミックス中）のオイルの割合は約１％、約２％、約３％、
約４％、約５％、約６％、約７％、約９％、約１０％、約１１％、約１２％、約１３％、
約１４％、約１５％、約１６％、約１７％、約１８％、約１９％、約２０％、約２１％、
約２２％、約２３％、約２４％、約２５％、約２６％、約２７％、約２８％、約２９％ま
たは約３０％である。いくつかの実施形態では、オイルの割合は約８％である。いくつか
の実施形態では、オイルの割合は約５％である。
【００８７】
　１種または複数の両親媒性実体を用いるいくつかの実施形態では、ナノ粒子が調製され
る組成物中（例えば、プレミックス中）の両親媒性実体の割合は、４０％～９９％、５０
％～９９％、６０％～９９％、７０％～９９％、８０％～９９％、８０％～９０％または
９０％～９９％の範囲であってよい。いくつかの実施形態では、ナノ粒子がそれから調製
される組成物中（例えば、プレミックス中）の両親媒性実体の割合は、約７５％、約７６
％、約７７％、約７８％、約７９％、約８０％、約８１％、約８２％、約８３％、約８４
％、約８５％、約８６％、約８７％、約８８％、約８９％、約９０％、約９１％、約９２
％、約９３％、約９４％、約９５％、約９６％、約９７％、約９８％または約９９％であ
る。
【００８８】
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　プレミックス中の界面活性剤活性を有する物質の割合は、０％～９９％、１０％～９９
％、２５％～９９％、５０％～９９％または７５％～９９％の範囲であってよい。いくつ
かの実施形態では、プレミックス中の界面活性剤活性を有する物質の割合は０％～７５％
、０％～５０％、０％～２５％または０％～１０％の範囲であってよい。いくつかの実施
形態では、ナノ粒子が調製される組成物中（例えば、プレミックス中）の界面活性剤の割
合は０％～３０％の範囲である。いくつかの実施形態では、界面活性剤の割合は約１％、
約２％、約３％、約４％、約５％、約６％、約７％、約９％、約１０％、約１１％、約１
２％、約１３％、約１４％、約１５％、約１６％、約１７％、約１８％、約１９％、約２
０％、約２１％、約２２％、約２３％、約２４％、約２５％、約２６％、約２７％、約２
８％、約２９％または約３０％である。いくつかの実施形態では、界面活性剤の割合は約
８％である。いくつかの実施形態では、界面活性剤の割合は約５％である。
【００８９】
　いくつかの実施形態では、ナノ粒子組成物は２つ以上のオイルを含まない。いくつかの
実施形態では、ナノ粒子組成物は２つ以上のオイルを含むことができる。いくつかの実施
形態では、ナノ粒子組成物は２つ以上の界面活性剤を含まない。いくつかの実施形態では
、ナノ粒子組成物は２つ以上の界面活性剤を含むことができる。いくつかの実施形態では
、ナノ粒子組成物は、有毒成分を完全に含まないかまたはそれを実質的に含まない。
【００９０】
　いくつかの実施形態では、ナノ粒子組成物は、水、オイル、界面活性剤および少なくと
も１つの生物学的活性物質（例えば、および非改変ペプチド）から本質的になる。いくつ
かの実施形態では、ナノ粒子組成物は、水、オイル、界面活性剤、少なくとも１つの生物
学的活性物質、およびナノ粒子組成物を作製および／または保存するのに用いられる少な
くとも１つの物質から本質的になる。
【００９１】
　いくつかの実施形態では、ナノ粒子組成物は、水、オイル、界面活性剤および非改変ペ
プチドから本質的になる。いくつかの実施形態では、ナノ粒子組成物は、水、オイル、界
面活性剤、非改変ペプチド、およびナノ粒子を作製および／または保存するのに用いられ
る少なくとも１つの物質から本質的になる。
非改変ペプチド
　様々なペプチドのどれも、本発明によるナノ粒子組成物中に組み込むことができる。ほ
とんどの実施形態では、ペプチドは約１００未満の長さのアミノ酸である。いくつかの実
施形態では、ペプチドは約９０、約８０、約７０、約６５、約６０、約５５、約５０、約
４５、約４０、約３５、約３０、約２５、約２０、約１５、約１３、約１２、約１０、約
９、約８、約７、約６または約５未満の長さのアミノ酸である。いくつかの特定の実施形
態では、ペプチドはペンタペプチドである。いくつかの実施形態では、ナノ粒子組成物中
に組み込むペプチドは天然由来のアミノ酸だけを含む。いくつかの実施形態では、ペプチ
ドは１種または複数の非天然由来のアミノ酸を含む。
【００９２】
　本発明により用いる非改変短鎖ペプチドは一般に、皮膚（表皮および真皮を含む）、皮
下組織（脂肪組織を含む）および／または隣接筋肉において生物学的活性を有するもので
ある。そうしたペプチドには、これらに限定されないが、細胞外マトリックス生成を促進
するペプチド（例えば、ＫＴＴＫＳ、配列番号１；ＥＹＫＴＴＫＳＳＲＬ、配列番号２；
ＶＩＥＹＫＴＴＫ、配列番号３；ＫＴＴＫ、配列番号４；ＧＫＴＶＩＥＹＫＴＴＫＳ、配
列番号５；ＧＫＴＶＩＥＹＫＴＴＫＳＳＲＬ、配列番号６；ＷＧＫＴＶＩＥＹＫＴＴＫＳ
ＳＲＬＰＩＩＤ、配列番号７；ＣＴＳＨＴＧＡＷＧＫＴＶＩＥＹＫＴＴＫＳ、配列番号８
；ＴＴＫＳ、配列番号９）、しわを少なくすることができるペプチド（例えば、ＥＥＭＱ
ＲＲ、配列番号１０）、外傷治癒を改善させるペプチド（例えば、ガストリン放出ペプチ
ド、ＶＧＶＡＰＧ、配列番号１１；ＹＹＲＡＤＡ、配列番号１２；ＧＨＫ、配列番号１３
、インターフェロン、インターフェロン誘起物質）、ならびに肥大性の傷、ケロイド、お
よび限局性または全身性の硬化症（強皮症）などの状態をもたらす細胞外マトリックスの
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過剰蓄積を治療するためのペプチド（例えば、Ｐ１４４；ＴＳＬＤＡＳＩＩＷＡＭＭＱＮ
、配列番号１４）が含まれる（Ｋａｔａｙａｍａら；上記、Ｌｕｐｏ、上記；Ｒｏｂｉｎ
ｓｏｎら、上記；Ｂｈａｒｔｉｙａら、１９９２年、Ｊ．　Ｃｅｌｌ．　Ｐｈｙｓｉｏｌ
、１５０：３１２頁；およびＳａｎｔｉａｇｏら、２００５年、Ｊ．Ｉｎｖｅｓｔｉｇａ
ｔｉｖｅ　Ｄｅｒｍａｔｏｌｏｇｙ、１２５：４５０頁；そのすべてを参照により本明細
書に組み込む）。ペプチド略称を規定する以下の表１を参照されたい。
【００９３】
【表１－１】

【００９４】
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【表１－２】

。
【００９５】
　他の成分
　本明細書で示すように、本発明のナノ粒子組成物は、１つまたは複数の成分を含むかま
たはそれと一緒にすることができる。そうした他の成分の特定の例をここで論じる。
生物学的活性物質
　例えば、治療薬、診断薬、予防薬、栄養剤、化粧品、および／または皮膚用薬を含む任
意の生物学的活性物質を本発明により送達することができる。そうした生物学的活性物質
は、小分子、有機金属化合物、核酸、タンパク質（多量体タンパク質、タンパク質複合体
等を含む）、ペプチド、脂質、炭水化物、ハーブ、ホルモン、金属、放射性元素および化
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合物、薬物、ワクチン、免疫薬等、および／またはその組合せであってよい。そうした生
物学的活性物質は、本発明のナノ粒子のミセル膜中に封入されていても、その表面に吸着
されていても、その界面および／またはその中に存在していてもよい。
【００９６】
　いくつかの実施形態では、本発明のナノ粒子を調製するのに用いられる組成物中（例え
ば、プレミックス中）および／またはナノ粒子中の生物学的活性物質の割合は０．１％～
２５％の範囲である。いくつかの実施形態では、生物学的活性物質の割合は０．１％～２
０％、０．１％～１５％、０．１％～１０％、０．１％～５％または０．１％～１％の範
囲である。いくつかの実施形態では、生物学的活性物質の割合は１％～２０％、５％～２
０％、１０％～２０％、１５％～２０％または１５％～２５％の範囲である。いくつかの
実施形態では、生物学的活性物質の割合は０．１％である。いくつかの実施形態では、生
物学的活性物質の割合は２５％より大きい。いくつかの実施形態では、生物学的活性物質
の割合は約０．１％、約０．５％、約１％、約２％、約３％、約４％、約５％、約６％、
約７％、約８％、約９％、約１０％、約１１％、約１２％、約１３％、約１４％、約１５
％、約１６％、約１７％、約１８％、約１９％、約２０％、約２１％、約２２％、約２３
％、約２４％、約２５％またはそれ以上である。
【００９７】
　関係する生物学的活性物質は、とり得る任意の方法またはアプローチによって作製する
かまたは得ることができる。生物学的活性物質は、本発明のナノ粒子と一緒にそれを使用
または送達するのを容易にするための１つまたは複数の部分を含むか、またはそれを含む
ように改変することができる。そうした改変によって、その薬剤の生物学的活性が妨害さ
れることがあってはならない。いくつかの実施形態では、任意選択でその改変をインビボ
で取り除くことができる。例えば、生物学的活性物質に検出できるようなラベルを付ける
か、かつ／または、送達後に活性な形態に転換または改変される「プロ（ｐｒｏ）」の形
態で提供することができる。
【００９８】
　いくつかの実施形態では、生物学的活性物質は薬剤活性を有する小分子および／または
有機化合物である。いくつかの実施形態では、生物学的活性物質は臨床上用いられる薬物
である。いくつかの実施形態では、その薬物は、抗生物質、抗ウイルス剤、麻酔剤、抗凝
血剤、抗癌剤、酵素の阻害剤、ステロイド剤、抗炎症剤、抗腫瘍剤、抗原、ワクチン、抗
体、充血除去剤、降圧剤、鎮静剤、妊娠調節剤、黄体ホルモン薬、抗コリン作用薬、鎮痛
剤、抗うつ剤、抗精神病剤、β－抗アドレナリン作動薬、利尿薬、心血管作用薬、血管作
用薬、非ステロイド系抗炎症剤等である。特に興味深いものは、経皮的投与に適した生物
学的活性物質である。
【００９９】
　送達される生物学的活性物質は薬剤として活性な剤の混合物であってよい。例えば、局
所麻酔剤はステロイドなどの抗炎症剤と共に送達することができる。局所麻酔剤は、エピ
ネフリンなどの血管作用薬と併用して投与することができる。別の例を挙げると、抗生物
質は、抗生物質（例えば、ペニシリンおよびクラブラン酸）を不活性化させるためにバク
テリアを用いて通常作製される酵素の阻害剤と一緒にすることができる。
【０１００】
　いくつかの実施形態では、生物学的活性物質は診断薬である。いくつかの実施形態では
、診断薬には、ガス類；陽電子放出型断層撮影法（ＰＥＴ）、コンピュータ断層撮影法（
ＣＡＴ）、単一光子放出型コンピュータ断層撮影法、Ｘ線、蛍光透視法および磁気共鳴映
像法（ＭＲＩ）において用いられる市販の映像化用薬剤（ｉｍａｇｉｎｇ　ａｇｅｎｔ）
；ならびに造影剤（ｃｏｎｔｒａｓｔ　ａｇｅｎｔ）が含まれる。ＭＲＩの造影剤として
用いられる適切な材料の例には、ガドリニウムキレートならびに鉄、マグネシウム、マン
ガン、銅およびクロムが含まれる。ＣＡＴおよびＸ線映像法で用いられる材料の例には、
ヨウ素をベースとした材料が含まれる。
【０１０１】
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　いくつかの実施形態では、生物学的活性物質は予防薬である。いくつかの実施形態では
、予防薬はワクチン含む。ワクチンは、単離されたタンパク質またはペプチド、不活性化
された有機体およびウイルス、死んだ有機体およびウイルス、遺伝子操作された有機体ま
たはウイルスおよび細胞抽出物を含むことができる。予防薬は、インターロイキン、イン
ターフェロン、サイトカインおよびコレラ毒素、ミョウバン、フロイントアジュバント等
などのアジュバントと併用することができる。予防薬には、肺炎連鎖球菌（Ｓｔｒｅｐｔ
ｏｃｏｃｃｃｕｓ　ｐｎｕｅｍｏｎｉａｅ）、インフルエンザ菌（Ｈａｅｍｏｐｈｉｌｕ
ｓ　ｉｎｆｌｕｅｎｚａｅ）、黄色ブドウ球菌（Ｓｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃｕｓ　ａｕｒ
ｅｕｓ）、化膿性連鎖球菌（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｐｙｒｏｇｅｎｅｓ）、ジフ
テリア菌（Ｃｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｄｉｐｈｔｈｅｒｉａｅ）、リステリア菌
（Ｌｉｓｔｅｒｉａ　ｍｏｎｏｃｙｔｏｇｅｎｅｓ）、炭疽菌（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ａｎ
ｔｈｒａｃｉｓ）、破傷風菌（Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ　ｔｅｔａｎｉ）、ボツリヌス菌
（Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ　ｂｏｔｕｌｉｓｍ）、ウェルシュ菌（Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕ
ｍ　ｐｅｒｆｒｉｎｇｅｎｓ）、髄膜炎菌（Ｎｅｉｓｓｅｒｉａ　ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄ
ｉｓ）、淋菌（Ｎｅｉｓｓｅｒｉａ　ｇｏｎｏｒｒｈｏｅａｅ）、ミュータンス連鎖球菌
（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｍｕｔａｎｓ）、緑膿菌（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ａ
ｅｒｕｇｉｎｏｓａ）、チフス菌（Ｓａｌｍｏｎｅｌｌａ　ｔｙｐｈｉ）、ヘモフィルス
ラインフルエンザ（Ｈａｅｍｏｐｈｉｌｕｓ　ｐａｒａｉｎｆｌｕｅｎｚａｅ）、百日咳
菌（Ｂｏｒｄｅｔｅｌｌａ　ｐｅｒｔｕｓｓｉｓ）、野兎病菌（Ｆｒａｎｃｉｓｅｌｌａ
　ｔｕｌａｒｅｎｓｉｓ）、ペスト菌（Ｙｅｒｓｉｎｉａ　ｐｅｓｔｉｓ）、コレラ菌（
Ｖｉｂｒｉｏ　ｃｈｏｌｅｒａｅ）、レジオネラニューモフィラ（Ｌｅｇｉｏｎｅｌｌａ
　ｐｎｅｕｍｏｐｈｉｌａ）、ヒト型結核菌（Ｍｙｃｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｔｕｂｅｒ
ｃｕｌｏｓｉｓ）、ハンセン菌（Ｍｙｃｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｌｅｐｒａｅ）、梅毒ト
レポネーマ（Ｔｒｅｐｏｎｅｍａ　ｐａｌｌｉｄｕｍ）、レプトスピラインテロガンス（
Ｌｅｐｔｏｓｐｉｒｏｓｉｓ　ｉｎｔｅｒｒｏｇａｎｓ）、ボレリアブルグドルフェリ（
Ｂｏｒｒｅｌｉａ　ｂｕｒｇｄｏｒｆｅｒｉ）、カンピロバクタージェジュニ（Ｃａｍｐ
ｈｙｌｏｂａｃｔｅｒ　ｊｅｊｕｎｉ）などの細菌性生物の抗原；天然痘、Ａ型インフル
エンザおよびＢ型インフルエンザ、呼吸器合胞体ウイルス、パラインフルエンザ、はしか
、ＨＩＶ、水痘帯状ヘルペス、単純ヘルペ１型および２型、サイトメガロウイルス、エプ
スタインバーウイルス、ロタウイルス、ライノウイルス、アデノウイルス、パピローマウ
イルス、ポリオウイルス、おたふく風邪（ｍｕｍｐｓ）、狂犬病、風疹、コクサッキーウ
イルス、馬脳炎、日本脳炎、黄熱病、リフトバレー熱、肝炎Ａ型、Ｂ型、Ｃ型、Ｄ型およ
びＥ型ウイルスなどのウイルスの抗原；クリプトコックスネオフォルマンス（Ｃｒｙｐｔ
ｏｃｏｃｃｕｓ　ｎｅｏｆｏｒｍａｎｓ）、ヒストプラスマカプスラーツム（Ｈｉｓｔｏ
ｐｌａｓｍａ　ｃａｐｓｕｌａｔｕｍ）、カンジダアルビカンス（Ｃａｎｄｉｄａ　ａｌ
ｂｉｃａｎｓ）、カンジダトロピカリス（Ｃａｎｄｉｄａ　ｔｒｏｐｉｃａｌｉｓ）、ノ
カルジアアステロイデス（Ｎｏｃａｒｄｉａ　ａｓｔｅｒｏｉｄｅｓ）、リケッチアリケ
ッチイ（Ｒｉｃｋｅｔｔｓｉａ　ｒｉｃｋｅｔｓｉｉ）、リケッチアチフィ（Ｒｉｃｋｅ
ｔｔｓｉａ　ｔｙｐｈｉ）、肺炎マイコプラズマ（Ｍｙｃｏ　ｐｌａｓｍａ　ｐｎｅｕｍ
ｏｎｉａ）、オウム病クラミジア（Ｃｈｌａｍｙｄｉａｌ　ｐｓｉｔｔａｃｉ）、クラミ
ジアトラコマチス（Ｃｈｌａｍｙｄｉａｌ　ｔｒａｃｈｏｍａｔｉｓ）、熱帯熱マラリア
原虫（Ｐｌａｓｍｏｄｉｕｍ　ｆａｌｃｉｐａｒｕｍ）、トリパノソーマブルーセイ（Ｔ
ｒｙｐａｎｏｓｏｍａ　ｂｒｕｃｅｉ）、赤痢アメーバ（Ｅｎｔａｍｏｅｂａ　ｈｉｓｔ
ｏｌｙｔｉｃａ）、トキソプラズマ原虫（Ｔｏｘｏｐｌａｓｍａ　ｇｏｎ．ｄｉｉ）、膣
トリコモナス（Ｔｒｉｃｈｏｍｏｎａｓ　ｖａｇｉｎａｌｉｓ）、マンソン住血吸虫（Ｓ
ｃｈｉｓｔｏｓｏｍａ　ｍａｎｓｏｎｉ）などの真菌、原生動物および寄生生物の抗原を
含むことができる。これらの抗原は、完全な死菌、ペプチド、タンパク質、糖タンパク質
、炭水化物またはその組合せの形態であってもよい。
【０１０２】
　いくつかの実施形態では、生物学的活性物質はタンパク質であってよい。本明細書で用
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いる「タンパク質」と「ペプチド」という用語は互換的に用いることができる。特定の実
施形態では、ペプチドは、約５～約４０、約１０～約３５、約１５～約３０または約２０
～約２５の範囲のサイズのアミノ酸である。ランダムな配列、および／または最大限に多
様なペプチドのパネルを一貫してもたらすように変化させた配列を含むペプチドのパネル
からのペプチドを用いることができる。
【０１０３】
　いくつかの実施形態では、生物学的活性物質は抗体であってよい。いくつかの実施形態
では、抗体には、これらに限定されないが、ポリクローナル、モノクローナル、キメラ（
すなわち、「ヒト化された」）、一本鎖（組換え型）抗体が含まれる。いくつかの実施形
態では、抗体は、低いエフェクター機能および／または二重特異性分子を有することがで
きる。いくつかの実施形態では、抗体はＦａｂ断片、および／またはＦａｂ発現ライブラ
リーによって産生された断片を含むことができる。
【０１０４】
　いくつかの実施形態では、生物学的活性物質は核酸であってよい。いくつかの実施形態
では、オリゴヌクレオチドはＤＮＡ、ＲＮＡ、混合キメラ、誘導体、特徴的部分および／
またはその変形体を含む。本発明のオリゴヌクレオチドは一本鎖および／または二本鎖で
あってよい。例えば、分子の安定性、混成等を改善するために、塩基部分、糖部分および
／またはリン酸主鎖でオリゴヌクレオチドを改変することができる。
【０１０５】
　特定の実施形態では、核酸は翻訳開始部位、転写開始部位および／またはスプライスジ
ャンクションと結合するアンチセンス分子を含む。アンチセンスオリゴヌクレオチドは、
標的ｍＲＮＡと結合するか、かつ／または翻訳を阻止する。それに代えるかまたはそれに
加えて、アンチセンスオリゴヌクレオチドは、例えば調節要素などの標的遺伝子のＤＮＡ
と結合することができる。
【０１０６】
　いくつかの実施形態では、標的ｍＲＮＡの転写を触媒的に切断するように設計されたリ
ボザイムを含む核酸を用いて、標的ｍＲＮＡの翻訳および／または標的の発現を阻止する
ことができる（例えば、ＰＣＴ特許出願ＷＯ９０／１１３６４；およびＳａｒｖｅｒら、
１９９０年、Ｓｃｉｅｎｃｅ　２４７：１２２２頁を参照されたい；その両方を参照によ
り本明細書に組み込む）。
【０１０７】
　それに代えるかまたはそれに加えて、内生的標的遺伝子の発現を、標的遺伝子の調節領
域（すなわち、標的遺伝子のプロモーターおよび／またはエンハンサー）に対して相補的
なデオキシリボヌクレオチド配列を標的化することによって低減させて、体内の標的筋細
胞中の標的遺伝子の転写を阻止する三重らせん構造を形成させることができる（概要とし
て、Ｈｅｌｅｎｅ、１９９１年、Ａｎｔｉｃａｎｃｅｒ　Ｄｒｕｇ　Ｄｅｓ．　６：５６
９頁；Ｈｅｌｅｎｅら、１９９２年、Ａｎｎ、Ｎ．Ｙ．　Ａｃａｄ．　Ｓｃｉ．　６６０
：２７頁；およびＭａｈｅｒ、１９９２年、Ｂｉｏａｓｓａｙｓ　１４：８０７頁を参照
されたい。そのすべてを参照により本明細書に組み込む）。
【０１０８】
　いくつかの実施形態では、生物学的活性物質は栄養補給剤である。いくつかの実施形態
では、栄養補給剤は基礎的な栄養価を提供する。いくつかの実施形態では、栄養補給剤は
、健康面での利益または医学的利益を提供する。いくつかの実施形態では、栄養補給剤は
栄養補助食品である。
【０１０９】
　いくつかの実施形態では、栄養補給剤はビタミンである。いくつかの実施形態では、ビ
タミンは、ビタミンＡ（レチノイド）、ビタミンＢ１（チアミン）、ビタミンＢ２（リボ
フラビン）、ビタミンＢ３（ナイアシン）、ビタミンＢ５（パントテン酸）、ビタミンＢ
６（ピロキシドン）、ビタミンＢ７（ビオチン）、ビタミンＢ９（葉酸）、ビタミンＢ１
２（シアノコバラミン）、ビタミンＣ（アスコルビン酸）、ビタミンＤ、ビタミンＥまた
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はビタミンＫの１つまたは複数である。
【０１１０】
　いくつかの実施形態では、栄養補給剤はミネラルである。いくつかの実施形態では、そ
のミネラルはビスマス、ホウ素、カルシウム、塩素、クロム、コバルト、銅、フッ素、ヨ
ウ素、鉄、マグネシウム、マンガン、モリブデン、ニッケル、リン、カリウム、ルビジウ
ム、セレン、ケイ素、ナトリウム、ストロンチウム、イオウ、テルル、チタン、タングス
テン、バナジウムまたは亜鉛の１つまたは複数である。
【０１１１】
　いくつかの実施形態では、栄養補給剤は必須アミノ酸である。いくつかの実施形態では
、アミノ酸はアルギニン、グルタミン、ヒスチジン、イソロイシン、ロイシン、リシン、
メチオニン、フェニルアラニン、トレオニン、トリプトファンまたはバリンの１つまたは
複数である。
【０１１２】
　いくつかの実施形態では、栄養補給剤には、脂肪酸および／またはω－３脂肪酸（例え
ば、ＤＨＡまたはＡＲＡ）、果物および野菜抽出物、ルテイン、ホスファチジルセリン、
リポイド酸、メラトニン、グルコサミン、コンドロイチン、アロエ、ググル、緑茶、リコ
ピン、食品全般、食品添加物、ハーブ、ファイトニュートリエント、酸化防止剤、果物の
フラボノイド成分、月見草油、アマニ油、魚油および海産動物油（例えば、タラの肝油）
および生菌剤（ｐｒｏｂｉｏｔｉｃｓ）が含まれる。いくつかの実施形態では、栄養補給
剤は、所望の特性をもつように遺伝子操作を受けたバイオ食品（「ファーマフード」とし
ても知られている）を含むことができる。
【０１１３】
　栄養補給剤および栄養補助食品の例は、例えば、Ｒｏｂｅｒｔｓら（Ｎｕｔｒｉｃｅｕ
ｔｉｃａｌｓ：　Ｔｈｅ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ　Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　ｏｆ　Ｓｕｐ
ｐｌｅｍｅｎｔｓ，　Ｈｅｒｂｓ，　Ｖｉｔａｍｉｎｓ，　ａｎｄ　Ｈｅａｌｉｎｇ　Ｆ
ｏｏｄｓ、Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｎｕｔｒｉｃｅｕｔｉｃａｌ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ、
２００１年；これを参照により本明細書に組み込む）に開示されている。栄養補給剤およ
び栄養補助食品は、Ｐｈｙｓｉｃｉａｎｓ’　Ｄｅｓｋ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｆｏｒ　
Ｎｕｔｒｉｔｉｏｎａｌ　Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔｓ、第１版、２００１年およびＰｈｙｓ
ｉｃｉａｎｓ　’　Ｄｅｓｋ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｆｏｒ　Ｈｅｒｂａｌ　Ｍｅｄｉｃ
ｉｎｅｓ、第１版、２００１年（その両方を参照により本明細書に組み込む）にも開示さ
れている。
【０１１４】
　いくつかの実施形態では、栄養補給剤を担持した本発明のナノ粒子を、食品に組み込む
ことができる。例えば、栄養補給物質を担持したナノ粒子を飲料品などの液体に溶解させ
ることができる。
【０１１５】
　いくつかの実施形態では、生物学的活性物質は化粧品および／または皮膚用薬である。
いくつかの実施形態では、化粧品および／または皮膚用薬は、ビタミンおよびその誘導体
（例えば、ビタミンＥおよびそのエステル、ビタミンＣおよびそのエステル、ビタミンＢ
、ビタミンＡアルコールまたはレチノールおよびそのエステル）、プロビタミン（例えば
、パンテノール、ナイアシンアミドまたはエルゴカルシフェロール）、酸化防止剤、フェ
ノール化合物（例えば、過酸化ベンゾイル）、エッセンシャルオイル、湿潤剤、日焼け防
止薬、保湿剤、タンパク質、セラミドおよび疑似セラミドを含むことができる。
【０１１６】
　いくつかの実施形態では、生物学的活性物質は１種または複数のボツリヌス毒素ペプチ
ドまたはタンパク質複合体であってよい。いくつかの実施形態では、ボツリヌス毒素はボ
ツリヌス毒素血清型Ａ、Ｂ、Ｃ１、Ｃ２、Ｄ、Ｅ、ＦまたはＧのうちの１つまたは複数で
あってよい。いくつかの実施形態では、ボツリヌス毒素は、単離されているか、かつ／ま
たは精製されたボツリヌス毒素であってよい。いくつかの実施形態では、ボツリヌス毒素
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は、部分的に単離されているか、かつ／または部分的に精製されたボツリヌス毒素であっ
てよい。いくつかの実施形態では、ボツリヌス毒素は天然のボツリヌス複合体であってよ
い。いくつかの実施形態では、ボツリヌス毒素は非毒性タンパク質と会合していてもよい
。いくつかの実施形態では、ボツリヌス毒素は組換え技術によるボツリヌス毒素であって
よい。
【０１１７】
　当業者はこれが、包括的なものではないが、生物学的活性物質の例示的なリストである
ことを理解されよう。任意の生物学的活性物質を、ナノ粒子中に封入するかまたはその表
面に結合させることができる。
放出遅延剤
　本発明のいくつかの実施形態では、特に１種または複数の生物学的活性物質（例えば、
非改変ペプチド）を含む実施形態では、本発明のナノ粒子組成物は、その物質の制御放出
を可能にする１つまたは複数の放出遅延成分をさらに含むかまたはそれと共に処方される
。当業界で知られているどの放出遅延成分も、本発明のナノ粒子の作製に用いるのに適し
ている。いくつかの実施形態では、放出遅延成分は親水性および／または疎水性ポリマー
である。放出遅延成分には、例えばセルロースまたはその誘導体、アクリルポリマー、エ
ステルポリマー、ビニルピロリドンをベースとしたポリマー、ゴム類、他の天然高分子お
よび／またはこれらの組合せが含まれる。
【０１１８】
　いくつかの実施形態では、放出遅延成分はセルロースまたはその誘導体である。特定の
実施形態では、セルロースまたはその誘導体はヒドロキシプロピルメチルセルロース、メ
チルセルロース、カルボキシメチルセルロース、カルボキシメチルセルロースナトリウム
、ヒドロキシプロピルエチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロースおよびヒドロキシ
プロピルセルロースの１つまたは複数を含む。特定の実施形態では、セルロースまたはそ
の誘導体はメチルセルロースまたはその誘導体である。特定の実施形態では、セルロース
またはその誘導体はヒドロキシプロピルメチルセルロース（ＨＰＭＣ）である。当業者は
、他のアルキルセルロースポリマーを含む他のセルロースポリマーを使用できることを理
解されよう。
【０１１９】
　いくつかの実施形態では、放出遅延成分はアクリルポリマーである。特定の実施形態で
は、アクリルポリマーには、例えば、アクリル酸とメタクリル酸のコポリマー、メチルメ
タクリレートコポリマー、エトキシエチルメタクリレート、シアノエチルメタクリレート
、アミノアルキルメタクリレートコポリマー、ポリ（アクリル酸）、ポリ（メタクリル酸
）、メタクリル酸アルキルアミドコポリマー、ポリ（メチルメタクリレート）、ポリ（メ
タクリル酸アンヒドリド）、メチルメタクリレート、ポリメタクリレート、ポリ（メチル
メタクリレート）コポリマー、ポリアクリルアミド、アミノアルキルメタクリレートコポ
リマー、グリシジルメタクリレートコポリマーおよび上記ポリマーの１つまたは複数を含
む組合せが含まれる。アクリルポリマーは、低含量の第四アンモニウム基を有するアクリ
ル酸とメタクリル酸エステルの完全に重合したコポリマーを含むことができる。
【０１２０】
　いくつかの実施形態では、放出遅延成分はポリエステルである。いくつかの実施形態で
は、ポリエステルには、ポリアルキレングリコール、ポリ（グリコリド－ｃｏ－ラクチド
）、ＰＥＧ化ポリ（乳酸－ｃｏ－グリコール酸）、ポリ（乳酸）、ＰＥＧ化ポリ（乳酸）
、ポリ（グリコール酸）、ＰＥＧ化ポリ（グリコール酸）、ポリ乳酸とポリグリコール酸
のコポリマーおよびその誘導体が含まれる。いくつかの実施形態では、ポリエステルには
、例えば、ポリアンヒドリド、ポリ（オルトエステル）ＰＥＧ化ポリ（オルトエステル）
、ポリ（カプロラクトン）、ＰＥＧ化ポリ（カプロラクトン）、ポリリシン、ＰＥＧ化ポ
リリシン、ポリ（エチレンイミン）、ＰＥＧ化ポリ（エチレンイミン）およびその誘導体
が含まれる。いくつかの実施形態では、ポリエステルには、例えば、ポリカプロラクトン
、ポリ（Ｌ－ラクチド－ｃｏ－Ｌ－リシン）、ポリ（セリンエステル）、ポリ（４－ヒド
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ロキシ－Ｌ－プロリンエステル）、ポリ［α－（４－アミノブチル）－Ｌ－グリコール酸
］およびその誘導体が含まれる。
【０１２１】
　いくつかの実施形態では、放出遅延成分はポリ（ビニル－ピロリドン）の架橋ポリマー
である。いくつかの実施形態では、そのポリマーはクロスポビドンである。いくつかの実
施形態では、ポリマーは非架橋ポリ（ビニル－ピロリドン）である。いくつかの実施形態
では、ポリマーはポビドンである。
【０１２２】
　いくつかの実施形態では、放出遅延成分は天然高分子であってよい。いくつかの実施形
態では、天然高分子は、例えば、キサンタンゴム、アルギン酸、カラヤゴム、アルギン酸
ナトリウムおよび／またはローカストビーンガムを含むゴムである。いくつかの実施形態
では、天然高分子はタンパク質（例えば、アルブミン）、脂質、核酸または炭水化物であ
ってよく、放出遅延成分はポリエステルである。いくつかの実施形態では、ポリエステル
には、ポリアルキレングリコール、ポリ（グリコリド－ｃｏ－ラクチド）、ＰＥＧ化ポリ
（乳酸－ｃｏ－グリコール酸）、ポリ（乳酸）、ＰＥＧ化ポリ（乳酸）、ポリ（グリコー
ル酸）、ＰＥＧ化ポリ（グリコール酸）、ポリ乳酸とポリグリコール酸のコポリマーおよ
びその誘導体が含まれる。いくつかの実施形態では、ポリエステルには、例えば、ポリア
ンヒドリド、ポリ（オルトエステル）ＰＥＧ化ポリ（オルトエステル）、ポリ（カプロラ
クトン）、ＰＥＧ化ポリ（カプロラクトン）、ポリリシン、ＰＥＧ化ポリリシン、ポリ（
エチレンイミン）、ＰＥＧ化ポリ（エチレンイミン）およびその誘導体が含まれる。いく
つかの実施形態では、ポリエステルには、例えば、ポリカプロラクトン、ポリ（Ｌ－ラク
チド－ｃｏ－Ｌ－リシン）、ポリ（セリンエステル）、ポリ（４－ヒドロキシ－Ｌ－プロ
リンエステル）、ポリ［α－（４－アミノブチル）－Ｌ－グリコール酸］およびその誘導
体が含まれる。
【０１２３】
　いくつかの実施形態では、放出遅延成分はポリ（ビニル－ピロリドン）の架橋ポリマー
である。いくつかの実施形態では、ポリマーはクロスポビドンである。いくつかの実施形
態では、ポリマーは非架橋ポリ（ビニルピロリドン）である。いくつかの実施形態では、
ポリマーはポビドンである。いくつかの実施形態では、放出遅延成分は天然高分子であっ
てよい。いくつかの実施形態では、天然高分子は、例えば、キサンタンゴム、アルギン酸
、カラヤゴム、アルギン酸ナトリウム、および／またはローカストビーンガムを含むゴム
である。いくつかの実施形態では、天然高分子はタンパク質（例えば、アルブミン）、脂
質、核酸または炭水化物であってよい。
処方剤
　本発明のナノ粒子組成物を、対象に投与するために処方することができる。特定の実施
形態では、対象への経皮的送達を達成するため、皮膚に塗布されるように本発明のナノ粒
子組成物を処方する。例えば、本発明のナノ粒子組成物は、局所に塗布する化粧品または
他の製剤に処方することができる。
【０１２４】
　ヒトの皮膚は真皮および表皮を含む。表皮は、複数の層の組織、すなわち、角質層、透
明層、顆粒層、有棘層および基底層（皮膚の外面から内側に向けて順番に存在する）を有
する。角質層は通常、医薬品（恐らく非改変ペプチドの場合特に）の経皮的送達における
最も重要な障害物を提供する。角質層は通常約１０～１５μｍの厚さであり、それは、扁
平な複数の層で配列された角化細胞（角質細胞）からなる。角質細胞間の細胞間の空間は
、脂質性構造物で満たされており、皮膚を通る物質の浸透において重要な役割を果たすこ
とができる（Ｂａｕｅｒｏｖａら、２００１年、Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏ
ｆ　Ｄｒｕｇ　Ｍｅｔａｂｏｌｉｓｍ　ａｎｄ　Ｐｈａｒｍａｃｏｋｉｎｅｔｉｃｓ、２
６：８５頁；これを参照により本明細書に組み込む）。
【０１２５】
　角質層の下にある表皮の残りの部分は約１５０μｍの厚さである。真皮は約１ｍｍ～２
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ｍｍの厚さであり、表皮の下に位置している。真皮は、様々な毛細血管ならびに神経突起
によって神経支配されている。
【０１２６】
　これまでの医薬品を経皮で投与する試みは、角質層の浸透性を増大させることに集中さ
れている。いくつかの試みには、皮膚を通る分子の浸透性を増大させる化学的促進剤を使
用することが含まれている。いくつかの試みには、角質層の一部をバイパスするかまたは
それを取り除くための機械的装置を使用することが含まれている。さらに、いくつかの試
みには、薬剤が皮膚を通って浸透するのを容易にするために超音波またはイオン導入を使
用することが含まれている。ほとんどの場合、目指すものは、一般に、薬剤が真皮中の毛
細血管床に送られ、そこで、対象に薬剤が全身的に取り込まれて治療効果を実現できるよ
うな皮膚を通る薬剤、一般に小分子であった。
【０１２７】
　本発明は、とりわけ、磨耗剤または崩壊剤（化学的、機械的、電気的、磁気的等のいず
れであっても）を使用する必要のない非改変ペプチドを経皮的に投与する方法を提供する
。驚くべきことに、本発明者らは、本発明のナノ粒子組成物中に組み込まれたボツリヌス
毒素が、角質層を浸透性にするか、またはそれを崩壊させるさらなるステップを必要とす
ることなく、効果的に経皮送達されることを見出した。本発明のボツリヌスナノ粒子組成
物を用いたそうした薬剤またはステップの使用は、本発明のすべての実施形態において必
ずしも排除されるものではなく、またそれが必ず必要であるというものでもない。
【０１２８】
　したがって、本発明は、本発明のナノ粒子組成物の局所塗布によって、非改変ペプチド
を投与する方法を提供する。いくつかの実施形態では、表皮層を通して吸収させるために
、本発明のナノ粒子組成物を皮膚に直接塗布する。いくつかの実施形態では、ナノ粒子組
成物は、化学的もしくは機械的な皮膚浸透促進剤、または磨耗を引き起こす他の薬剤を使
用することなく、角質層、皮膚の細孔および／または皮膚腺を含む皮膚の最上層に浸透す
ることができる。
【０１２９】
　当業者は、局所投与のための本発明の組成物が、皮膚軟化剤、栄養ローションタイプの
エマルジョン、クレンジンローション、クレンジングクリーム、乳液、エモリエントロー
ション、マッサージ用クリーム、エモリエントクリーム、メークアップベース、口紅、フ
ェイシャルパックもしくはフェイシャルゲル、シャンプー、リンス、ボディクレンザー、
ヘアートニックもしくはせっけんなどの洗剤配合品またはローション剤、軟膏、ゲル剤、
クリーム剤、パッチもしくは噴霧剤などの皮膚用組成物などの化粧品処方物として調製す
ることができることを理解されよう。
【０１３０】
　本発明のナノ粒子組成物のそうした処方物は一般に、例えば、フィラー、金属イオン封
鎖剤、軟化剤、着色物質（例えば、顔料および染料）および香料などの１種または複数の
賦形剤との組合せを含む。
【０１３１】
　いくつかの実施形態では、本発明のナノ粒子組成物をクリーム剤として処方する。「ク
リーム剤」という用語は、皮膚に塗布するように通常処方された、塗り拡げることができ
る組成物を指す。クリーム剤は一般に、オイルおよび／または脂肪酸をベースとしたマト
リックスを含む。本発明によって処方されたクリーム剤はナノ粒子を含むことができ、か
つ、局所投与すると皮膚を通した実質的に完全な浸透（例えば、そうしたナノ粒子の）を
可能にすることができる。そうしたクリーム剤は、組み込んだ材料のための（例えば、ボ
ツリヌス毒素のための）担体としても作用することができる。
【０１３２】
　当業者は、本発明のナノ粒子組成物を、例えば、パッチなどのデバイスに組み込むこと
ができることを理解されよう。
【０１３３】
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　様々な経皮パッチ構造物が当業者に知られており、当業者は、本発明のナノ粒子組成物
は、そうした様々な構造物のどれにも容易に組み込むことができることを理解されよう。
いくつかの実施形態では、経皮パッチは、皮膚に塗布されるパッチの一方の側から延在す
る複数の針をさらに含むことができる。その針は、パッチから延出して皮膚の角質層を通
して突き出る。いくつかの実施形態では、その針が血管を破ることはない。
【０１３４】
　本発明のいくつかの実施形態では、ナノ粒子組成物をパッチ中のデポーに入れ、その結
果、パッチにかけられた圧力によって非改変ペプチドが、パッチから外に向けられ（任意
選択で針を通して）、角質層を通るようにすることができる。
【０１３５】
　本発明のいくつかの実施形態では、経皮パッチは接着剤を含む。接着パッチのいくつか
の例はよく知られている（例えば、米国特許（Ｄｅｓ．）第２９６，００６号、同第６，
０１０，７１５号、同第５，５９１，７６７号、同第５，００８，１１０号、同第５，６
８３，７１２号、同第５，９４８，４３３号および同第５，９６５，１５４号を参照され
たい。そのすべてを参照により本明細書に組み込む）。接着パッチは一般に、人の皮膚に
張られる接着剤層、薬剤を保持するためのデポーすなわちリザーバ、およびそのデポーか
ら薬剤が漏出するのを防止する外部表面を有することを特徴とする。パッチの外部表面は
非接着性である。
【０１３６】
　当業者は、経皮パッチが、本発明のナノ粒子組成物をそれで投与することができるデバ
イスの一例に過ぎないことを理解されよう。その他の若干の例を挙げると、最初に人の指
にその組成物を塗布する（これは望ましくない指の麻痺をもたらす可能性がある）ことな
く、その組成物を塗布できるようにするデバイスを用いることができる。適切なデバイス
には、スパチュラ、スワブ、針なしシリンジおよび接着パッチが含まれる。スパチュラも
しくはスワブまたは同様のものを使用すると、組成物を含む容器中にそうしたデバイスを
挿入する必要がある。シリンジの使用は、シリンジに組成物を満たすことによって行うこ
とができる。次いで、組成物を、スパチュラまたはスワブで局所的に広げるか、あるいは
シリンジから人の皮膚に押し出すことができる。
【０１３７】
　本発明の多くの実施形態では、非改変ペプチドの送達を、対象とする送達領域だけに限
定することが望ましい。いくつかの実施形態では、そうした限定された送達は、その組成
物を皮膚の非標的部位領域に塗布することなく、皮膚の標的部位に組成物を塗布できるよ
うにする塗布装置で本発明のナノ粒子組成物を用いることによって実現することができる
。明らかに、経皮パッチをこの目的に使用することができる。それに代えるかまたはそれ
に加えて、改変ペプチドを選ばれた領域だけに局所的に塗布しようとする場合、その他の
領域を覆うかまたは前処理するか、あるいは曝露から保護することができる。
例示
　以下の実施例は、本発明で考慮する特定の実施形態の例を提供するだけに過ぎない。こ
れらの実施例は限定しようとするものではまったくない。
【実施例】
【０１３８】
　（実施例１）
ペンタペプチドナノ粒子処方物
　この実施例は、皮膚の構造に対して生物学的活性を有することが知られているペンタペ
プチド、ＫＴＴＫＳ（配列番号１）（Ｋａｔａｙａｍａら、上記）を含むナノエマルジョ
ンを含むペプチドナノ粒子組成物を提供する。
【０１３９】
　ペンタペプチドナノエマルジョン配合物を以下のようにして調製した。
・８００ｍｇの大豆油と８００ｍｇのＴｗｅｅｎ８０を滅菌したバイアル中で５分間攪拌
した。
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・０．０００１ｇのペプチドＫＴＴＴＳ（配列番号１）を含む８．４ｍｌの水を加え、２
０分間攪拌した。
・試料を１分間均質化した。
・試料を２０分間攪拌した。
・試料を２３，０００ｐｓｉで１回マイクロ流動化した。
【０１４０】
　得られたペンタペプチドナノエマルジョンを、約０．６ｎｍ～６０００ｎｍの粒子を測
定できるＭａｌｖｅｒｎ　Ｎａｎｏ　Ｓ型粒度測定器（ｐａｒｔｉｃｌｅ　ｓｉｚｅｒ）
を用いて粒子径を評価した。ペンタペプチドナノエマルジョン配合物は２つの粒子径ピー
クを有しており、１０６ｎｍの平均粒子径を有していた（表２）。
【０１４１】
【表２】

。
【０１４２】
　（実施例２）
生物学的効果を有するペンタペプチドナノ粒子処方物および経皮的浸透
　この実施例は、皮膚の構造に対して生物学的活性を有することが知られているペンタペ
プチド、ＫＴＴＫＳ（配列番号１）（Ｋａｔａｙａｍａら、上記；これを参照により本明
細書に組み込む）を含むナノエマルジョンを含むペプチドナノ粒子を提供する。この実施
例は、ペプチドナノ粒子、この場合ＫＴＴＫＳ（配列番号１）を経皮的に塗布することの
皮膚に対する生物学的効能を実証している。
材料および方法
　ペンタペプチドナノエマルジョン配合物を以下のようにして調製した。
・５．６ｇのＬａｂｒａｆａｃ　ＷＬ１３４９オイルと５．６ｇのＴｗｅｅｎ８０を滅菌
したビーカー中で５分間攪拌した。
・別のビーカーに５８．８ｇの試薬グレードの水を入れた。０．０１０ｇのペプチドＫＴ
ＴＴＳ（配列番号１）をその水に加え、２０分間攪拌した。
・そのビーカーの内容物（すなわち、その水とペプチド）に第１のビーカーの内容物を加
え、次いで２０分間攪拌した。
・試料全体を２３，０００ｐｓｉで１回マイクロ流動化した。
【０１４３】
　得られたペンタペプチドナノエマルジョンを、約０．６ｎｍ～６０００ｎｍの粒子を測
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ることができるＭａｌｖｅｒｎ　Ｎａｎｏ　Ｓ型粒度測定器を用いて粒子径を評価した。
ペンタペプチドナノエマルジョン配合物は１１４．４ｎｍの平均粒子径を有していた。粒
子の約９５％は１３０ｎｍ未満のサイズであった。
【０１４４】
　次いでペンタペプチドナノエマルジョンを等容積の皮膚クリーム剤（ベースＰＣＣＡバ
ニシングクリームライト）と混合し、ボルラックスで攪拌し均一なクリーム剤にして「治
療クリーム剤」を得た。
【０１４５】
　「対照クリーム剤」を、その過程でペプチドを加えなかったことを除いて、治療クリー
ム剤と同じ方法で調製した。
【０１４６】
　それぞれ体重約２０ｇの１０匹のスイスウェブスターマウスを購入した。入荷したら、
このすべてのマウスをかごの中で１週間順応させ（以下に規定するように、１かご１グル
ープ当たり５匹のマウスをグループで収容した）、標準的なかご用の寝床（ｃａｇｅ　ｂ
ｅｄｄｉｎｇ）とＰｕｒｉｎａ５００１ｃｈｏｗ食を与えた。１週間後、以下の治療パラ
ダイムを施した。
【０１４７】
　治療パラダイム
　グループ１（対照）：８週間毎日、５匹の各マウスに７５μｌの対照クリーム剤を、ク
リーム剤が認められなくなるまで、手袋をはめた指でその背中に塗布した。最初の処置を
施す２日前に、続いて１週間間隔でマウスの背中を電動かみそりで剃った。
【０１４８】
　グループ２（治療）：８週間毎日、５匹の各マウスに７５μｌの治療クリーム剤を、ク
リーム剤が認められなくなるまで、手袋をはめた指でその背中に塗布した。最初の処置を
施す２日前に、続いて１週間間隔でマウスの背中を電動かみそりで剃った。
【０１４９】
　評価
　対照クリーム剤かまたは治療クリーム剤で処置した各マウスの背中からの皮膚を保存し
、次いでマッソンのトリクロム組織染色で処理した。染色強度を、染色強度のための１～
４の組織学的スケールを用いて４００×の倍率で評価した。１＝ほとんど染色されておら
ず、コラーゲンフィブリルは非常に薄い。２＝最小限の染色で最小限のコラーゲンフィブ
リル幅である。３＝中程度の染色で中程度のフィブリル幅である。４＝強い染色で幅広い
フィブリルである。
【０１５０】
　結果
　組織学的評価
　マッソンのトリクロム染色により染色された皮膚組織の平均の組織学的スコアは対照グ
ループにおいて、可能な４のうちの２．３３であった。比較すると、治療グループのマウ
スの染色された皮膚の平均の組織学的スコアは可能な４のうちの３．６７であった。これ
は、治療グループのコラーゲン－染色強度が、対照グループに対して５７％増大している
ことを示している。例えば、図１の対照および治療グループのそれぞれからの皮膚組織標
本の顕微鏡写真を参照されたい。
【０１５１】
　皮膚厚さ効果の評価
　薄切りにしてスライドガラ上に置かれた、マウスの背中の皮膚の組織学的横断面の試験
にしたがって、皮膚層厚さ検査法により皮膚の厚さを測定して各皮膚層の深さ（ｍｍで）
を決定する。
【０１５２】
　細胞外マトリックス生成の評価
　コラーゲンは、細胞外マトリックスの内容物の主要成分である。コラーゲン含量を、コ
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ラーゲンのための２つの別個の組織染色法（ピクロシリウスレッド（Ｐｉｃｒｏ　Ｓｉｒ
ｉｕｓ　Ｒｅｄ）およびプテロカルプスオスン（Ｐｔｅｒｏｃａｒｐｕｓ　Ｏｓｕｎ））
を用いて、薄切りにしてスライドガラ上に置かれたマウスの背中の皮膚の２つの別個の試
験で評価する。
【０１５３】
　マウスの背中の皮膚の均質化配合物のヒドロキシプロリン含量を検出するために、コラ
ーゲン含量を、ウェスタンブロット法を用いて評価する。ヒドロキシプロリン含量は、コ
ラーゲン含量を代表している。
【０１５４】
　結論
　結果は、組織学的評価により、平均して、治療グループが、統計的に対照グループより
多いコラーゲンを有していることを示している。これらの制御されたデータは、局所用ペ
ンタペプチドナノエマルジョン配合物が、そうしたペンタペプチドを含まない対照クリー
ム剤に比べて、皮膚に対して測定可能な生物学的効果を有していることを示している。ペ
プチドは、化学的改変なしでは、もとのままの（ｉｎｔａｃｔ）皮膚に浸透することはで
きないことが従来の研究で分かっている（Ｋａｔａｙａｍａら、上記）。したがって、こ
れらのデータは、本発明のナノエマルジョン処方物が、非改変ペプチドの浸透を可能にし
、皮膚におけるコラーゲン生成を増大させ、結果として皮膚厚さを増大させることにおい
て、ペプチドの既知の生物学的作用と合致する皮膚への効果をもたらすことを示している
。
【０１５５】
　結果は、平均して、治療グループが、統計的に対照グループより厚い皮膚を有すること
を示していると思われる。結果は、平均して、治療グループが、２つの組織染色法および
ヒドロキシプロリンのウェスタンブロット法で測定して、統計的に対照グループより多い
コラーゲンを有することを示していると思われる。
【０１５６】
　（実施例３）
ペプチドナノ粒子の経皮的塗布による、マウスに対する皮膚の肉厚化（Ｔｈｉｃｋｅｎｉ
ｎｇ）および細胞外マトリックス刺激剤としての効果：ナノ粒子中のペプチドの濃度を変
えることの効果
　この実施例は、ナノ粒子中のペプチドの濃度を変えることによる、ペプチドナノ粒子を
経皮的に塗布した皮膚への生物学的効能に対する影響を実証している。
【０１５７】
　材料および方法
　治療クリーム剤中のペプチドの濃度を１桁高くするかまたは１桁小さくすること以外は
、実施例３で説明した実験を繰り返す。
【０１５８】
　結果および結論
　結果は、平均して、ペプチド濃度を１桁高くして治療されたマウスが、高いペプチド濃
度で治療されたマウスより統計的に厚い皮膚を有することを示していると思われる。結果
は、平均して、ペプチド濃度を１桁高くして治療されたマウスが、２つの組織染色法およ
びヒドロキシプロリンのウェスタンブロット法で測定して、低いペプチド濃度を有するマ
ウスより統計的に多いコラーゲンを有することを示していると思われる。つまり、これら
の制御されたデータは、皮膚に対するペプチドナノエマルジョンの生物学的効果は、組み
込まれるペプチドの濃度によって変わること示唆していると思われる。
【０１５９】
　（実施例４）
皮膚の線を減らすためのヒト対象へのペンタペプチドナノ粒子の投与
　この実施例は、経皮的にペプチドナノ粒子を塗布したヒトの皮膚に対する生物学的効能
を実証している。
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【０１６０】
　材料および方法
　実施例１または２で調製したペンタペプチドナノエマルジョンを用意し、等容積の皮膚
クリーム剤（ベースＰＣＣＡバニシングクリームライト）と混合し、次いで均一なクリー
ム剤中に渦巻き混合させて「治療クリーム剤」を得る。
【０１６１】
　「非ナノ治療クリーム剤」を、実施例１と同量のペンタペプチドを同量の水に混ぜ、次
いで、治療クリーム剤を調製するのに用いたのと同量の皮膚クリーム剤と渦巻き混合させ
て調製する。
【０１６２】
　「対照クリーム剤」を、実施例１または２と同量の水と、治療クリーム剤を調製するの
に用いたのと同量の皮膚クリーム剤を渦巻き混合させて調製する。
【０１６３】
　目立った顔のしわの線（光で傷んだ皮膚を有する人に見られるものなど）を有する３０
人の健康なヒト対象を、左右無作為化法を用いて、二重盲式のプラセボを対照とした顔面
分割試験に登録する。すべての対象を、治療状態が見えないようにした観察者によって、
５点スケールで格付けする。スケールのスコア０は正常な皮膚であり、スコア５は重度の
顔のしわの線およびしわ（主に目の周りまたは「目尻」領域の）である。ほおの肌のきめ
も、細孔の大きさ（小から大まで）および滑らかさ（滑らかから粗い／つぶつぶ状まで）
に関して評価する。初回検査で２．５以上のスコア有している場合のみ、対象を登録する
。標準化された視野、距離および照明条件で対象の顔の写真を撮る。
【０１６４】
　治療パラダイム
　患者は、１２時間間隔で日に２回使用できる対照クリーム剤以外は、顔用のスキンケア
製品を３週間まったく使用しないことに同意する。この最初の「洗い落し」期間の後、各
チューブについて独自の数字コードをつけた、「右」と「左」と書いた２本のクリーム剤
チューブを各患者に与える。彼らには、右側のチューブを顔の右側に、左側のチューブを
顔の左側に１２時間間隔で日に２回使用するよう指示する。彼らに、「豆粒大の」量のク
リーム剤（約０．４ｇ）を顔の両面に塗るように指示する。また、彼らに、他の顔用のス
キンケア製品を使用しないことも指示する。対象のうちの１０人（対照グループ）につい
ては、右側チューブは対照クリーム剤を含み、左側チューブは対照クリーム剤を含む。対
象のうちの１０人（非ナノ治療グループ）については、右側チューブは対照クリーム剤を
含み、左側チューブは非ナノ治療クリーム剤を含む。対象のうちの１０人（ナノ治療グル
ープ）については、右側チューブは対照クリーム剤を含み、左側チューブはナノ治療クリ
ーム剤を含む。
【０１６５】
　評価
　洗い落し期間に続いて治療プロトコールを開始して４、８および１２週間後に対象を観
察し、その写真撮影を行う。さらに、対象の治療状態が見えないようにした観察者、なら
びにその対象自体が、顔の右側と左側のそれぞれについて上記スケールで、肌のきめを採
点する。
【０１６６】
　結果および結論
　結果は、平均して、ナノ治療グループが、対照グループおよび非ナノ治療グループにつ
いての右側と左側のスコア間で認められた差より統計的に大きい、右側と左側の顔のきめ
のスコア間の差を有すること（皮膚の外観の向上を示す）を示していると思われる。つま
り、これらの制御されたデータは、局所用ペンタペプチドナノエマルジョン配合物が、そ
うしたペンタペプチドを有していない対照クリーム剤、およびナノ粒子処方物中に存在し
なかった同じペンタペプチドを有する単純なクリーム剤（非ナノクリーム剤）と比べた場
合、皮膚に対して測定可能な化粧効果を有することを示していると思われる。
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【０１６７】
　等価物および範囲
　上記に、本発明の特定の非限定的な好ましい実施形態を説明してきた。当業者は、通常
の範囲内の実験を用いて、本明細書で述べてきた本発明の具体的な実施形態に対する多く
の等価物を認識されるか、またはそれを確認することができよう。当業者は、以下の特許
請求の範囲で定義するような本発明の趣旨または範囲から逸脱することなく、本発明の説
明に様々な変更および修正を加えることができることを理解されよう。
【０１６８】
　特許請求の範囲において、「ａ」、「ａｎ」および「ｔｈｅ」などの冠詞は、それとは
相いれない指定がないか、あるいは文脈から明らかでない限り、１つまたは１つを超える
ことを意味する。あるグループの１つもしくは複数のメンバーの間に「または（ｏｒ）」
を含む特許請求の範囲または詳細な説明は、それとは相いれない指定がないか、あるいは
文脈から明らかでない限り、そのグループメンバーの１つ、１つ超もしくはすべてが、所
与の産物または方法（ｐｒｏｃｅｓｓ）中に存在するか、それに用いられているか、ある
いはそれに関連していれば、満たされているものとする。本発明は、そのグループの正確
に１つのメンバーが、所与の産物または方法中に存在するか、それに用いられているか、
あるいはそれに関連している実施形態を含む。本発明は、そのグループメンバーの１つ超
もしくはすべてが、所与の産物または方法中に存在するか、それに用いられているか、あ
るいはそれに関連している実施形態も含む。さらに、その中で、特許請求の範囲の１つも
しくは複数から、またはその説明の関連する部分からの１つもしくは複数の限定、要素、
節、記述用語等が別の請求項に導入されているすべての変更形態、組合せ形態および置換
形態を包含することを理解されたい。例えば、別の請求項に従属する任意の請求項は、そ
の同じ基本請求項に従属する他の任意の請求項中に記載されている１つまたは複数の限定
を含むように改変することができる。さらに、特許請求の範囲に、ある組成物が記載され
ている場合、別段の指定のない限り、あるいは、矛盾または不一致が生じるであろうこと
が当業者に明白であることがない限り、本明細書で開示する目的のいずれかのためにその
組成物を使用する方法が含まれ、かつ本明細書で開示する作製方法、または当業界で知ら
れている他の方法のいずれかによるその組成物の作製方法が含まれることを理解されたい
。例えば、本発明の組成物のどれも、複数の場所のいずれかで、かつ／または本明細書で
論じられているかまたは当業界で知られている原因のいずれかに起因する付着の形成、進
行および／または再発を阻止するために用いることができることを理解されたい。本明細
書で開示する組成物の調製方法によって作製された組成物のどれも、複数の場所のいずれ
かで、かつ／または本明細書で論じられているかまたは当業界で知られている原因のいず
れかに起因する付着の形成、進行および／または再発を阻止するために用いることができ
ることも理解されたい。さらに、本発明は、本明細書で開示する組成物の調製方法のいず
れかによって作製された組成物を包含する。
【０１６９】
　要素が列挙として、例えば、マーカッシュグループ形式で示されている場合、その要素
の各下位グループも開示されており、そのグループから任意の要素を排除することができ
ることを理解されたい。「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」という用語は、非限定的なも
のとするものであり、追加の要素またはステップを含めることを許容することも留意され
たい。一般に、本発明、または本発明の態様が特定の要素、特徴、ステップ等を含むと言
及されている場合、本発明の特定の実施形態または本発明の態様は、そうした要素、特徴
、ステップ等からなるか、または本質的にそれからなることを理解すべきである。簡潔に
するために、そうした実施形態は、本明細書では、この通りの言葉で具体的に示されてい
ない。したがって、１つまたは複数の要素、特徴、ステップ等を含む本発明の各実施形態
について、本発明は、そうした要素、特徴、ステップ等からなるか、または本質的にそれ
からなる実施形態も提供する。
【０１７０】
　範囲が示されている場合、それには端点も含まれる。さらに、別段の指定がないか、ま
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たは文脈からかつ／または当業者の理解より明らかでない限り、範囲として示された値は
、その文脈による明らかな別段の指定のない限り、本発明の異なる実施形態における示さ
れた範囲内で、その範囲の下限の単位の１０分の１までの具体的な任意の値を想定できる
ことを理解されたい。別段の指定がないか、または文脈からかつ／または当業者の理解よ
り明らかでない限り、範囲として示された値は、所与の範囲内の任意の下位範囲を想定で
き、その下位範囲の端点は、その範囲の下限の単位の１０分の１と同じ精度で表わされる
ことも理解されたい。
【０１７１】
　さらに、本発明の特定の任意の実施形態は、特許請求の範囲のいずれか１つまたは複数
から明らかに排除することができることを理解されたい。本発明の組成物および／または
方法の任意の実施形態、要素、特徴、適用または態様（例えば、任意のペプチド、任意の
ペプチド改変、任意のナノ粒子、任意のナノエマルジョン、任意の界面活性剤、任意のオ
イル、任意のプレミックス成分、任意のナノエマルジョン調製方法、任意の治療方法等）
を、任意の１つまたは複数の請求項から排除することができる。簡潔にするために、１つ
または複数の要素、特徴、目的または態様が排除される実施形態のすべてが本明細書で明
確に示されているわけではない。

【図１】
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