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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ．ステロールを含む第１脂質成分と非共有結合的に会合した生体適合性ポリマーと；
　ｂ．少なくとも１４個の炭素の脂肪酸部分を有する少なくとも１種のリン脂質を含む第
２脂質成分と；
　ｃ．少なくとも１種の核酸をベースにした剤と；
　ｄ．１０００～８０００の範囲の分子量を有する直鎖状ポリエチレングリコール（ＰＥ
Ｇ）と；
を含むマトリックス組成物であって、
　　前記マトリックス組成物は脂質飽和であり、且つ前記核酸成分の持続放出及び／又は
制御放出の提供に適すること特徴とする、マトリックス組成物。
【請求項２】
　前記ＰＥＧが、５０００までの分子量を有する前記ＰＥＧである、請求項１に記載のマ
トリックス組成物。
【請求項３】
　前記ステロールはコレステロールである請求項１に記載のマトリックス組成物。
【請求項４】
　前記コレステロールは、前記マトリックス組成物の総脂質含量の５～５０モル％の量で
存在することを特徴とする、請求項３に記載のマトリックス組成物。
【請求項５】
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　前記第２の脂質成分が、ホスファチジルコリン；ホスファチジルコリン類混合物；ホス
ファチジルエタノールアミン及びそれらの組合せからなる群から選択されるリン脂質を含
むことを特徴とする、請求項１に記載のマトリックス組成物。
【請求項６】
　カチオン性脂質をさらに含むことを特徴とする、請求項１に記載のマトリックス組成物
。
【請求項７】
　前記カチオン性脂質が、DCコレステロール、１，２－ジオレイル－３－トリメチルアン
モニウムプロパン（DOTAP）、ジメチルジオクタデシルアンモニウム（DDAB）、１，２－
ジウラロイル－ｓｎ－グリセロ－３－エチルホスホコリン（エチルPC）、１，２－ジ－O
－オクタデセニル－３－トリメチルアンモニウムプロパン（DOTMA）およびこれらの任意
の組合せからなる群から選択される請求項６に記載のマトリックス組成物。
【請求項８】
　前記生体適合性ポリマーが、生分解性ポリマー、非生分解性ポリマーおよびこれらの組
み合わせからなる群から選択される請求項１に記載のマトリックス組成物。
【請求項９】
　前記生分解性ポリマーが、ＰＬＡ（ポリ乳酸）、ＰＧＡ（ポリグリコール酸）、ＰＬＧ
Ａ（ポリ（乳酸－コ－グリコール酸））およびこれらの組み合わせからなる群から選択さ
れる生分解性ポリエステルであることを特徴とする、請求項８に記載のマトリックス組成
物。
【請求項１０】
　前記非生分解性ポリマーが、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）、ＰＥＧアクリレート
、ＰＥＧメタクリレート、メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、ブチルメタク
リレート、２－エチルヘキシルメタクリレート、ラウリルメタクリレート、ヒドロキシエ
チルメタクリレート、２－メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン（ＭＰＣ）、ポ
リスチレン、誘導体化ポリスチレン、ポリリジン、ポリＮ－エチル－４－ビニル－ピリジ
ニウムブロミド、ポリメチルアクリレート、シリコーン、ポリオキシメチレン、ポリウレ
タン、ポリアミド、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、ポリメタクリル酸およびこれらの
組み合わせからなる群から選択されかつこれらの組合せであることを特徴とする、請求項
８に記載のマトリックス組成物。
【請求項１１】
　前記生体適合性ポリマーが、生分解性ポリマーおよび非生分解性ポリマーのコブロック
を含むことを特徴とする、請求項１に記載のマトリックス組成物。
【請求項１２】
　前記マトリックス組成物が、
（ａ）スフィンゴ脂質；および／または
（ｂ）トコフェロール；および／または
（ｃ）１４以上の炭素原子を有する遊離脂肪酸；および／または
（ｄ）ペグ化された脂質；および／または
（ｅ）ホスファチジルセリン、ホスファチジルグリセロールおよびホスファチジルイノシ
トールからなる群から選択される追加のリン脂質を含む、請求項１～１１のいずれか１項
に記載のマトリックス組成物。
【請求項１３】
　総脂質と前記生分解性ポリマーの重量比が１：１と９：１との間（１：１と９：１を含
めて）である、請求項１に記載のマトリックス組成物。
【請求項１４】
　前記マトリックス組成物が均一であることを特徴とする、請求項１～１３のいずれか１
項に記載のマトリックス組成物。
【請求項１５】
　前記核酸をベースにした剤が、一本鎖および二本鎖の、プラスミドＤＮＡ、ポリ－およ
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びオリゴ－ヌクレオチドから選択される直鎖ＤＮＡ、染色体ＤＮＡ、メッセンジャーＲＮ
Ａ（ｍＲＮＡ）、アンチセンスＤＮＡ／ＲＮＡ、ＲＮＡｉ、ｓｉＲＮＡ、マイクロＲＮＡ
（ｍｉＲＮＡ）、リボソームＲＮＡ、オリゴヌクレオチドＤＮＡ（ＯＤＮ）、ｓｉＲＮＡ
、ＣｐＧ免疫刺激配列（ＩＳＳ）、固定化核酸類似体（ＬＮＡ）ならびにリボザイムから
なる群から選択される、請求項１～１４のいずれか１項に記載のマトリックス組成物。
【請求項１６】
　前記核酸をベースにした剤の少なくとも３０％が、ゼロ次反応速度論で前記マトリック
ス組成物から放出される、前記剤の徐放のための請求項１～１５のいずれか１項に記載の
マトリックス組成物。
【請求項１７】
　（ａ）生分解性ポリエステルと；（ｂ）ステロールと；（ｃ）少なくとも１４個の炭素
の脂肪酸部分を有するホスファチジルエタノールアミンと；（ｄ）少なくとも１４個の炭
素の脂肪酸部分を有するホスファチジルコリンと；（ｅ）核酸剤と；（ｆ）ＰＥＧとを含
む、請求項１に記載のマトリックス組成物。
【請求項１８】
　請求項１～１７のいずれか１項に記載のマトリックス組成物を含むインプラント。
【請求項１９】
　請求項１～１７のいずれか１項に記載のマトリックス組成物を含む、核酸をベースにし
た剤を、それを必要とする被験体に投与するための医薬組成物。
【請求項２０】
　基板と、前記基板の少なくとも一部分上に沈着させた請求項１～１７のいずれか１項に
記載のマトリックス組成物を含む生体適合性コーティングとを含む医療機器。
【請求項２１】
　前記生体適合性コーティングが、多層を含む、請求項２０に記載の医療機器。
【請求項２２】
　ａ．（ｉ）生体適合性ポリマーおよび（ｉｉ）ステロールを含む極性基を有する少なく
とも１種の脂質を含む第１脂質成分を第１揮発性有機溶媒の中に混合するステップと；
　ｂ．ポリエチレングリコールを核酸剤の水性溶液の中に混合するステップと；
　ｃ．ステップ（ｂ）で得られた溶液を第２揮発性有機溶媒および少なくとも１４個の炭
素の脂肪酸部分を有する少なくとも１種のリン脂質を含む第２脂質成分と混合するステッ
プと；
　ｄ．ステップ（ａ）および（ｃ）で得られた溶液を混合して、均一な混合物を形成する
ステップと；
　ｅ．揮発性溶媒および水を除去し、
　それによって前記核酸剤を含む均一な、実質的に水のない、ポリマー－リン脂質マトリ
ックスを製造するステップと
　を含む請求項１に記載の前記マトリックス組成物を製造する方法。
【請求項２３】
　ステップ（ｃ）が、（ｉ）蒸発、凍結乾燥または遠心分離により前記溶媒を除去して沈
殿を形成するステップと；（ｉｉ）結果として生じた沈殿を前記第２揮発性有機溶媒に懸
濁させるステップとをさらに含むか；または
　小胞を製造するために、ステップ（ｄ）後、得られた溶液が、液体窒素中、水または熱
気（噴霧乾燥機）に注入されるかまたは
　特定の構造化マトリックスを得るために、ステップ（ｄ）後、得られた溶液が、鋳型に
挿入され、その後前記液体が除去される、請求項２２に記載の方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体適合性ポリマーと共に脂質をベースにしたマトリックスを含む、核酸を
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ベースにした薬物／剤の持続および／または制御放出のための組成物を提供する。本発明
はまた、マトリックス組成物を製造する方法および核酸活性剤を制御放出するためにマト
リックス組成物を使用する方法を提供する。
【背景技術】
【０００２】
　治療用核酸
　遺伝子治療は、薬物開発における主要な研究分野である。遺伝子治療は、特定のタンパ
ク質を製造することができないことに関連する疾患をもたらす遺伝子欠陥を修正し、自己
免疫疾患およびがんなどの後天性疾患を克服するための望ましい機構と考えられてきた。
遺伝子治療は、多くの疾患の治療のための新たな予防的アプローチを提供することができ
るだろう。しかしながら、遺伝子治療の商業化の技術的障壁は、ポリヌクレオチド送達な
らびに徐放および／または制御放出のための実用的で、有効かつ安全な手段の必要性であ
る。負に帯電した膜とポリヌクレオチド上の高い負電荷との間の電荷反発のために、ポリ
ヌクレオチドは、細胞膜を容易には透過しない。結果として、ポリヌクレオチドは、生物
学的利用能が低く、典型的には１％未満しか細胞へ取り込まれない。動物モデルでは、遺
伝子を所望の組織に投与するためにウイルスをベースにしたベクターがうまく使用されて
きた。いくつかの場合、これらのアプローチは、治療レベルのタンパク質の長期（２年を
超える）発現をもたらした。しかしながら、ウイルスをベースにしたアプローチの限界が
広く報告されてきた。例えば、ウイルスタンパク質に対して生成される液性免疫応答のた
めに、これらのベクターでの再投与は不可能である。十分な再現性のあるベクター供給を
得るための製造上の課題に加えて、ウイルスベクター、特に、遺伝子発現のために肝臓を
標的化するものに関連する重要な安全性の懸念も存在する。ウイルス遺伝子治療に関連す
る問題にもかかわらず、ウイルスは、非ウイルス性送達媒体よりも効率的であると多くの
人によって考えられてきた。
【０００３】
　細胞中の特定の遺伝子発現のサイレンシングまたは下方制御は、アンチセンス療法、Ｒ
ＮＡ干渉（ＲＮＡｉ）および酵素的核酸分子として知られている技術を使用したオリゴ核
酸により影響され得る。アンチセンス療法とは、相補的ＤＮＡまたはＲＮＡオリゴ核酸の
使用を通して、標的ＤＮＡまたはｍＲＮＡ配列を不活性化し、それによって遺伝子転写ま
たは翻訳を阻害するプロセスを指す。アンチセンス分子は、一本鎖、二本鎖または三重螺
旋であり得る。発現を阻害することができる他の剤は、例えば、目的のｍＲＮＡ転写産物
を特異的に切断することができる、ＤＮＡザイムおよびリボザイムなどの酵素的核酸分子
である。ＤＮＡザイムは、一本鎖および二本鎖標的配列の両方を切断することができる一
本鎖デオキシリボヌクレオチドである。リボザイムは、目的のタンパク質をコードするｍ
ＲＮＡの切断により遺伝子発現を配列特異的に阻害するためにますます使用されている触
媒リボ核酸分子である。ＲＮＡ干渉は、多くの真核生物で保存されている遺伝子発現の転
写後阻害の方法である。これは、どの遺伝子が活性で、その遺伝子がどれくらい活性であ
るかを制御するのを助ける。２種類の低分子ＲＮＡ分子－マイクロＲＮＡ（ｍｉＲＮＡ）
および低分子干渉ＲＮＡ（ｓｉＲＮＡ）－は、ＲＮＡ干渉の中心である。ＲＮＡは、遺伝
子の直接産物であり、これらの低分子ＲＮＡは、特定の他のＲＮＡに結合し、例えば、メ
ッセンジャーＲＮＡがタンパク質を産生するのを防ぐことにより、その活性を増加させる
または減少させることができる。ＲＮＡ干渉は、寄生遺伝子－ウイルスおよびトランスポ
ゾン－から細胞を守るだけでなく、一般に発達ならびに遺伝子発現を指示するのにも重要
な役割を有する。低分子干渉ＲＮＡ（ｓｉＲＮＡ）またはマイクロＲＮＡにより媒介され
るＲＮＡ干渉効果は、ヒト治療への潜在的用途を有するが、オリゴヌクレオチドの迅速な
投与に通常使用される流体力学法は、ヒトでの使用に不適である。ＲＮＡｉをベースにし
た治療の開発は、医薬品産業にとって比較的新しいものである。このような薬物の開発に
対する障害の多くは克服されてきたが、適当な組織および細胞中へのＲＮＡｉ化合物の最
適な送達がまだ課題である。
【０００４】
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　核酸の送達
　非ウイルス性遺伝子治療の問題は、確実な生理学的に関連する発現をもたらすのに十分
な核酸の送達および発現を達成することである。等張食塩水中のＤＮＡプラスミド（いわ
ゆる「ネイキッド」ＤＮＡ）は、数年前に、生体内で種々の細胞にトランスフェクトする
ことが示されたが、このような無保護のプラスミドは、酵素的分解に感受性であり、動物
モデルにおいて、取り込みの非再生性ならびに非常に可変性の発現および生体応答をもた
らす。大半の組織における「ネイキッド」プラスミドの非常に低い生物学的利用能はまた
、薬理反応を生成するために高用量のプラスミドが投与されることを要する。そのため、
非ウイルス性遺伝子送達の分野は、プラスミド送達の効率を高め、長期発現をもたらし、
他の医薬製剤で期待されるような貯蔵安定性のある製剤を提供することができるより効率
的な合成送達系の開発に向けられてきた。
【０００５】
　細胞によるＤＮＡの取り込みを促進する化学的方法には、ＤＥＡＥ－デキストランの使
用が含まれる。しかしながら、この方法は、細胞生存率の低下をもたらし得る。リン酸カ
ルシウムもまた、ＤＮＡと共沈殿して、ＤＮＡを細胞に導入する、一般的に使用される化
学薬剤である。
【０００６】
　ＤＮＡを導入するための物理的方法は、再現性よく細胞にトランスフェクトする有効な
手段となってきた。直接微量注入は、ＤＮＡを細胞の核に直接送達することができる１つ
の方法である（Ｃａｐｅｃｃｈｉ　１９８０、Ｃｅｌｌ、２２、４７９）。これは、単一
細胞トランスフェクタントの分析を可能にする。いわゆる「微粒子銃」法は、ＤＮＡでコ
ーティングした高速粒子を使用して、ＤＮＡを細胞および／または細胞小器官に物理的に
挿入する。電気穿孔法は、ＤＮＡをトランスフェクトするための最も一般的な方法の１つ
である。この方法は、細胞膜を瞬間的に透過性にして、細胞膜を巨大分子複合体に透過性
にするための高電圧電荷の使用を伴う。しかしながら、ＤＮＡを導入するための物理的方
法は、細胞内損傷による細胞生存率のかなりの低下をもたらす。最近では、免疫穿孔法（
ｉｍｍｕｎｏｐｏｒａｔｉｏｎ）と呼ばれる方法が、核酸を細胞に導入するための認識さ
れた技術となってきている（Ｂｉｌｄｉｒｉｃｉ等　２０００、Ｎａｔｕｒｅ、４０５、
２９８）。使用する核酸に応じて、４０～５０％の間のトランスフェクション効率が達成
可能である。そのため、これらの方法は、大規模な最適化を必要とし、高価な機器も必要
とする。
【０００７】
　核酸、典型的にはプラスミドＤＮＡ（「ｐＤＮＡ」）もしくはｓｉＲＮＡ／マイクロＲ
ＮＡの分解の問題を克服し、遺伝子導入の効率を高めるために、静電相互作用を通して核
酸を縮合することにより核酸を保護するカチオン性縮合剤（ポリブレン、デンドリマー、
キトサン、脂質およびペプチドなど）が開発されてきた。しかしながら、例えば、生体内
の多数の筋肉細胞のトランスフェクションのための縮合プラスミド粒子の使用は、「ネイ
キッド」ＤＮＡのトランスフェクションに比べて成功してこなかった。
【０００８】
　保護的で相互作用的な非縮合系との相互作用によるプラスミド表面電荷および疎水性の
調節を含む追加の戦略は、固形組織への直接投与に関して、「ネイキッド」ＤＮＡの使用
より有利さを示した（例えば、国際出願公開第ＷＯ９６／２１４７０号）。
【０００９】
　核酸をカプセル化する生分解性マイクロスフェアも遺伝子送達に使用されてきた。例え
ば、国際出願公開第ＷＯ００／７８３５７号は、ジヒドラジドにより誘導体化され、核酸
と架橋して遅効放出マイクロスフェアを形成するヒアルロン酸を含む、マトリックス、ゲ
ルおよびハイドロゲルを開示した。
【００１０】
　脂質をベースにした薬物送達システムは、薬学の分野で周知である。典型的には、これ
らのシステムは、生物学的利用能が低いもしくは毒性が高いまたはこの両方である薬物を
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製剤化するために使用される。受け入れられた一般的剤形には、小単層小胞、多層小胞お
よび多くの他の種類のリポソームを含む多くの異なる種類のリポソーム；油中水型乳剤、
水中油型乳剤、水中油中水型複乳剤、サブミクロン乳剤、微小乳剤を含む異なる種類の乳
剤；ミセルならびに多くの他の疎水性薬物担体がある。これらの種類の脂質をベースにし
た送達システムは、標的化薬物送達または毒性の減少または代謝安定性の増加などを可能
にするよう高度に特殊化することができる。日、週およびそれ以上の範囲の持続放出は、
生体内の脂質をベースにした薬物送達システムに一般的に関連する特性ではない。両親媒
性カチオン性分子からなるリポソームは、試験管内および生体内の遺伝子送達のための有
用な非ウイルス性ベクターである。理論上、脂質のカチオン性頭部は、ＤＮＡの負に帯電
した核酸骨格と会合して、脂質：核酸複合体を形成する。脂質：核酸複合体は、遺伝子導
入ベクターとしていくつかの利点を有する。ウイルスベクターと異なり、脂質：核酸複合
体は、本質的に無限の大きさの発現カセットを導入するために使用することができる。複
合体はタンパク質を欠くので、誘起する免疫原性および炎症反応を少なくすることができ
る。さらに、複合体は、複製または組換えにより感染因子を形成することができず、組込
み頻度が低い。化学的方法により示される毒性度を有さないので、カチオン性脂質（例え
ば、リポソーム）の使用は一般的な方法になってきている。
【００１１】
　試験管内で培養細胞中のレポーター遺伝子の検出可能な発現を示すことにより、両親媒
性カチオン性脂質が生体内および試験管内で遺伝子送達を媒介することができることを、
説得力をもって示すいくつかの刊行物が存在する。脂質：核酸複合体は、時々、遺伝子導
入の成功を達成するにはウイルスベクターほど効率的ではないので、トランスフェクショ
ン効率が増加したカチオン性脂質の発見に、多くの努力がなされてきた（Ｇａｏ等、１９
９５、Ｇｅｎｅ　Ｔｈｅｒａｐｙ　２、７１０～７２２）。
【００１２】
　いくつかの研究が、動物およびヒトの両方で、生体内トランスフェクションのための両
親媒性カチオン性脂質：核酸複合体の使用を報告した（Ｔｈｉｅｒｒｙ等、Ｐｒｏｃ．Ｎ
ａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ　１９９５、９２、９７４２～９７４６に概説されて
いる）。しかしながら、安定な有効期間を有する複合体を調製するための技術的な問題は
取り組まれてこなかった。例えば、ウイルスベクター製剤とは異なり、脂質：核酸複合体
は、粒径の点から不安定である。そのため、全身注射に適した粒度分布を有する均一な脂
質：核酸複合体を得ることは困難である。脂質：核酸複合体の大半の製剤は、準安定であ
る。結果的に、これらの複合体は、典型的には、３０分～数時間に及ぶ短期間に使用しな
ければならない。ＤＮＡ送達のための担体としてカチオン性脂質を使用した臨床試験では
、２種の成分がベッドサイドで混合され、直ちに使用された。時間による脂質：核酸複合
体のトランスフェクション活性の低下と共に構造的不安定性が、脂質媒介性遺伝子治療の
さらなる開発のための課題であった。この分野での最近の開発の多くは、証明されたカチ
オン性送達剤を別の成分と結合させることによるカチオン性システムの修飾に焦点を当て
てきた。しかしながら、カチオン性骨格抱合体は、毒性を克服するのに成功しておらず、
治療用途に承認されているものはない。
【００１３】
　国際出願公開第ＷＯ９５／２４９２９号は、生体適合性マトリックス、好ましくは生分
解性ポリマーマトリックスへの遺伝子のカプセル化または分散を開示しており、ここでは
遺伝子は長期間にわたってマトリックスから拡散することができる。好ましくは、マトリ
ックスは、マイクロスフェア、マイクロカプセル、フィルム、インプラントまたはステン
トなどの機器上のコーティングなどの微粒子の形である。
【００１４】
　米国特許第６０４８５５１号は、ポリ（ラクチド－コ－グリコリド）（ＰＬＧＡ）、ヒ
ドロキシプロピルメチルセルロースフタレート、酢酸フタル酸セルロース、ならびにＬｕ
ｄｒａｇｉｔ　Ｒ、ＬおよびＥシリーズのポリマーおよびコポリマーマイクロスフェアを
利用して、遺伝子ベクターをカプセル化する制御放出遺伝子送達システムを開示した。
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【００１５】
　米国出願公開第２００７０１４１１３４号は、細胞膜を横切るポリヌクレオチドの送達
を促進するために、ポリヌクレオチドをＰＥＧ遮蔽したミセル粒子に組み込むことができ
る、ポリヌクレオチドの細胞内送達を強化する組成物を開示している。遮蔽したミセル粒
子へのポリヌクレオチドの組み込みは、共有結合性および非共有結合性の手段により提供
される。体内での局在化を強化するために、他の細胞標的化剤を、遮蔽したミセル粒子に
共有結合させることもできる。
【００１６】
　国際特許出願公開第ＷＯ２００８／１２４６３４号は、核酸、特にｓｉＲＮＡ、ｓｈＲ
ＮＡ、マイクロＲＮＡ、遺伝子治療プラスミドおよび他のオリゴヌクレオチドを生分解性
ポリマー中にカプセル化し、それによって核酸をナノ沈殿によるナノ粒子形成前に無毒性
および／または天然起源の脂質から構成される逆ミセル中に製剤化する方法を開示してい
る。
【００１７】
　国際出願公開第ＷＯ２００９／１２７０６０号は、核酸に加えて、カチオン性脂質、非
カチオン性脂質および粒子の凝集を阻害する複合脂質を含む核酸－脂質粒子を開示してい
る。
【００１８】
　本発明の優先日後に公開された、本発明の何人かの発明者等の国際特許出願公開第ＷＯ
２０１０／００７６２３号は、生分解性ポリマーを含む脂質をベースにしたマトリックス
を含む、ステロイドおよび抗生物質などの疎水性分子の持続放出のための組成物を開示し
ている。
【００１９】
　理想的な徐放性薬物送達システムは、使用する特定の添加剤の種類および比により容易
に制御される動力学的特徴および他の特徴を示すべきである。遺伝子治療のための適当な
組織および細胞中への治療用核酸剤の制御送達および持続送達のための核酸組成物および
方法の改善への未だ対処されていない必要性が残っている。従来技術のどこにも、脂質お
よび生体適合性ポリマーを含むマトリックス組成物が、核酸をベースにした剤を送達する
ための改善された特性を有することが示唆されてこなかった。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　本発明は、核酸剤、特に生体適合性ポリマーを含む脂質をベースにしたマトリックスを
含む核酸をベースにした薬物の持続放出のための組成物を提供する。マトリックス組成物
は、核酸剤の局所送達または局所適用に特に適している。本発明はまた、マトリックス組
成物を製造する方法ならびに活性核酸成分を制御放出および／または徐放するためにマト
リックス組成物を使用する方法を提供する。
【００２１】
　本発明は、一部は、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）を含む水性溶液中に存在する負
に帯電した核酸を、生分解性ポリマー、非生分解性ポリマーまたはこれらの組み合わせで
あり得る少なくとも１種の生体適合性ポリマーを含む脂質をベースにしたマトリックスに
効率的に担持させることができるという予想外の発見に基づく。さらに、核酸は、制御お
よび／または持続様式でマトリックスから放出され得る。
【００２２】
　本発明のマトリックス組成物は、細胞または組織への核酸剤の効率的局所送達と核酸剤
の制御放出および／または徐放を組み合わせるという点で、今までに知られている核酸送
達のための組成物およびマトリックスより有利である。
【００２３】
　一態様では、本発明は、核酸を徐放および／または制御放出するのに適合した、（ａ）
極性基を有する少なくとも１種の脂質を含む第１脂質成分と会合した薬学的に許容される
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生体適合性ポリマーと；（ｂ）少なくとも１４個の炭素の脂肪酸部分を有する少なくとも
１種のリン脂質を含む第２脂質成分と；（ｃ）少なくとも１種の核酸剤と；（ｄ）ポリエ
チレングリコール（ＰＥＧ）とを含むマトリックス組成物を提供する。
【００２４】
　治療上のまたは診断上の有用性を有する任意の核酸分子を、本発明のマトリックス組成
物の一部として使用することができる。核酸剤は、一本鎖、二本鎖、三本鎖または四本鎖
のＤＮＡ分子、ＲＮＡ分子を含むことができる。核酸剤の非限定的列挙には、一本鎖およ
び二本鎖のプラスミドＤＮＡ、直鎖ＤＮＡ（ポリ－およびオリゴ－ヌクレオチド）、染色
体ＤＮＡ、メッセンジャーＲＮＡ（ｍＲＮＡ）、アンチセンスＤＮＡ／ＲＮＡ、ＲＮＡｉ
、ｓｉＲＮＡ、マイクロＲＮＡ（ｍｉＲＮＡ）、リボソームＲＮＡ、固定化核酸類似体（
ｌｏｃｋｅｄ　ｎｕｃｌｅｉｃ　ａｃｉａ　ａｎａｌｏｇｕｅ）（ＬＮＡ）、オリゴヌク
レオチドＤＮＡ（ＯＤＮ）、免疫刺激配列（ｉｍｍｕｎｏｓｔｉｍｕｌａｔｉｎｇ　ｓｅ
ｑｕｅｎｃｅ）（ＩＳＳ）ならびにリボザイムが含まれる。
【００２５】
　本発明による核酸剤は、天然分子、修飾分子または人工分子を含むことができる。
【００２６】
　特定の実施形態によると、核酸は、ＰＥＧとの非共有相互作用を有する。
【００２７】
　特定の実施形態によると、ＰＥＧは、１０００～１００００の範囲の分子量を有する直
鎖状ＰＥＧである。典型的な実施形態によると、ＰＥＧ分子量は、１０００～８０００の
範囲、より典型的には８０００未満である。生分解性ＰＥＧ分子、特により高分子量を有
する分解性スペーサーを含むＰＥＧ分子もまた、本発明の教示にしたがって使用すること
ができる。
【００２８】
　５０００以下の分子量を有するＰＥＧ分子は、医薬品用途が現在承認されている。した
がって、特定の典型的な実施形態によると、活性ＰＥＧ分子は、５０００までの分子量を
有する。
【００２９】
　いくつかの実施形態によると、マトリックス組成物は、少なくとも１種のカチオン性脂
質を含む。特定の実施形態によると、カチオン性脂質は、ＤＣコレステロール、１，２－
ジオレオイル－３－トリメチルアンモニウムプロパン（ＤＯＴＡＰ）、ジメチルジオクタ
デシルアンモニウム（ＤＤＡＢ）、１，２－ジラウロイル－ｓｎ－グリセロ－３－エチル
ホスホコリン（エチルＰＣ）、１，２－ジ－Ｏ－オクタデセニル－３－トリメチルアンモ
ニウムプロパン（ＤＯＴＭＡ）などからなる群から選択される。各可能性は、本発明の別
々の実施形態を表す。
【００３０】
　特定の実施形態によると、生体適合性ポリマーは、生分解性ポリマー、非生分解性ポリ
マーおよびこれらの組み合わせからなる群から選択される。特定の実施形態によると、生
分解性ポリマーは、ＰＬＡ（ポリ乳酸）、ＰＧＡ（ポリグリコール酸）、ＰＬＧＡ（ポリ
（乳酸－コ－グリコール酸））およびこれらの組み合わせからなる群から選択されるポリ
エステルを含む。他の実施形態によると、非生分解性ポリマーは、単独のまたはコポリマ
ー混合物としての、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）、ＰＥＧアクリレート、ＰＥＧメ
タクリレート、メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、ブチルメタクリレート、
２－エチルヘキシルメタクリレート、ラウリルメタクリレート、ヒドロキシエチルメタク
リレート、２－メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン（ＭＰＣ）、ポリスチレン
、誘導体化ポリスチレン、ポリリジン、ポリＮ－エチル－４－ビニル－ピリジニウムブロ
ミド、ポリメチルアクリレート、シリコーン、ポリオキシメチレン、ポリウレタン、ポリ
アミド、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、ポリメタクリル酸およびこれらの誘導体から
なる群から選択される。各可能性は、本発明の別々の実施形態を表す。
【００３１】
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　追加の実施形態によると、非生分解性ポリマーおよび生分解性ポリマーは、ブロックコ
ポリマー、例えば、ＰＬＧＡ－ＰＥＧ－ＰＬＧＡなどを形成する。
【００３２】
　特定の実施形態によると、極性基を有する脂質は、ステロール、トコフェロールおよび
ホスファチジルエタノールアミンからなる群から選択される。特定の具体的な実施形態に
よると、極性基を有する脂質は、ステロールまたはその誘導体である。典型的な実施形態
によると、ステロールはコレステロールである。
【００３３】
　特定の実施形態によると、第１脂質成分は、生体適合性ポリマーと混合されて、非共有
会合を形成する。
【００３４】
　特定の具体的な実施形態によると、第１脂質成分は、ステロールまたはその誘導体であ
り、生体適合性ポリマーは、生分解性ポリエステルである。これらの実施形態によると、
生分解性ポリエステルは、非共有結合を通してステロールと会合している。
【００３５】
　いくつかの実施形態によると、第２脂質成分は、ホスファチジルコリンまたはその誘導
体を含む。他の実施形態によると、第２脂質成分は、ホスファチジルコリンまたはその誘
導体の混合物を含む。なお他の実施形態によると、第２脂質成分は、ホスファチジルコリ
ンおよびホスファチジルエタノールアミン、またはこれらの誘導体の混合物を含む。追加
の実施形態によると、第２脂質成分は、ステロールおよびその誘導体をさらに含む。典型
的な実施形態によると、ステロールはコレステロールである。なおさらなる実施形態によ
ると、第２脂質成分は、種々の種類のリン脂質の混合物を含む。特定の典型的な実施形態
によると、第２脂質成分は、スフィンゴ脂質、トコフェロールおよびペグ化脂質の少なく
とも１つをさらに含む。
【００３６】
　追加の実施形態によると、総脂質と生体適合性ポリマーの重量比は、１：１と９：１と
の間（１：１と９：１を含めて）である。
【００３７】
　特定の実施形態によると、マトリックス組成物は、均一である。他の実施形態では、マ
トリックス組成物は、その形状および境界が生分解性ポリマーによって決定される脂質を
ベースにしたマトリックスの形である。なおさらなる実施形態では、マトリックス組成物
は、インプラントの形である。
【００３８】
　特定の具体的な実施形態では、本発明は、（ａ）生分解性ポリエステルと；（ｂ）ステ
ロールと；（ｃ）少なくとも１４個の炭素の脂肪酸部分を有するホスファチジルエタノー
ルアミンと；（ｄ）少なくとも１４個の炭素の脂肪酸部分を有するホスファチジルコリン
と；（ｅ）核酸剤と；（ｆ）ＰＥＧとを含むマトリックス組成物を提供する。
【００３９】
　特定の実施形態では、マトリックス組成物は、少なくとも５０重量％の脂質を含む。特
定の追加の実施形態では、マトリックス組成物は、標的化部分をさらに含む。
【００４０】
　特定の実施形態では、マトリックス組成物は、生体内で分解されて、放出される核酸の
いくらかまたは全ての質量が吸収された小胞を形成することができる。他の実施形態では
、マトリックス組成物は、生体内で分解されて、活性剤および標的化部分が吸収された小
胞を形成することができる。各可能性は、本発明の別々の実施形態を表す。
【００４１】
　追加の態様によると、本発明は、本発明のマトリックス組成物および薬学的に許容され
る添加剤を含む医薬組成物を提供する。
【００４２】
　特定の実施形態によると、本発明のマトリックス組成物は、有機溶媒および水の除去後
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に、インプラントの形である。別の実施形態では、インプラントは、均一である。各可能
性は、本発明の別々の実施形態を表す。
【００４３】
　特定の実施形態によると、本発明の組成物からインプラントを製造する方法は、（ａ）
バルク材料の形で本発明の方法によりマトリックス組成物を製造するステップと；（ｂ）
バルク材料を所望の形状の鋳型または固体容器に移すステップとを含む。
【００４４】
　別の態様によると、本発明は、
　（ａ）（ｉ）生体適合性ポリマーおよび（ｉｉ）極性基を有する少なくとも１種の脂質
を含む第１脂質成分を第１揮発性有機溶媒の中に混合するステップと；
　（ｂ）ポリエチレングリコールを核酸剤の水性溶液の中に混合するステップと；
　（ｃ）ステップ（ｂ）で得られた溶液を第２揮発性有機溶媒および少なくとも１４個の
炭素の脂肪酸部分を有する少なくとも１種のリン脂質を含む第２脂質成分と混合するステ
ップと；
　（ｄ）ステップ（ａ）および（ｃ）で得られた溶液を混合して、均一な混合物を形成す
るステップと；
　（ｅ）揮発性溶媒および水を除去し、
　それによって核酸剤を含む均一なポリマー－リン脂質マトリックスを製造するステップ
と
　を含む核酸剤の送達ならびに徐放および／または制御放出のためのマトリックス組成物
を製造する方法を提供する。
【００４５】
　特定の実施形態によると、ステップ（ｃ）は、任意選択により、（ｉ）蒸発、凍結乾燥
または遠心分離により溶媒を除去して沈殿を形成するステップと；（ｉｉ）結果として生
じた沈殿を第２揮発性有機溶媒に懸濁させるステップとをさらに含む。
【００４６】
　特定の溶媒の選択は、特定の核酸および特定の処方で使用される他の物質および活性核
酸の所期の用途にしたがって、ならびに本明細書に記載する本発明の実施形態にしたがっ
てなされる。本発明のマトリックスを形成する特定の脂質は、核酸の所望の放出速度にし
たがって、および本明細書に記載する本発明の実施形態にしたがって選択される。
【００４７】
　溶媒は、典型的には、得られる溶液の特性にしたがって決定される制御温度で行われる
蒸発により除去される。有機溶媒および水の残渣は真空を使用してさらに除去される。
【００４８】
　本発明によると、異なる種類の揮発性有機溶液の使用は、均一な耐水性の脂質をベース
にしたマトリックス組成物の形成を可能にする。種々の実施形態によると、第１および第
２溶媒は、同じであっても異なっていてもよい。いくつかの実施形態によると、一方の溶
媒は非極性であってよく、他方の溶媒は好ましくは水混和性である。
【００４９】
　特定の実施形態によると、マトリックス組成物は、水を実質的に含まない。用語「水を
実質的に含まない」とは、１重量％未満の水を含む組成物を指す。別の実施形態では、こ
の用語は、０．８重量％未満の水を含む組成物を指す。別の実施形態では、この用語は、
０．６重量％未満の水を含む組成物を指す。別の実施形態では、この用語は、０．４重量
％未満の水を含む組成物を指す。別の実施形態では、この用語は、０．２重量％未満の水
を含む組成物を指す。別の実施形態では、この用語は、マトリックスの耐水特性に影響を
及ぼす量の水がないことを指す。各可能性は、本発明の別々の実施形態を表す。
【００５０】
　他の実施形態では、マトリックス組成物は、水を基本的に含まない。「基本的に含まな
い」とは、０．１重量％未満の水を含む組成物を指す。別の実施形態では、この用語は、
０．０８重量％未満の水を含む組成物を指す。別の実施形態では、この用語は、０．０６
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重量％未満の水を含む組成物を指す。別の実施形態では、この用語は、０．０４重量％未
満の水を含む組成物を指す。別の実施形態では、この用語は、０．０２重量％未満の水を
含む組成物を指す。別の実施形態では、この用語は、０．０１重量％未満の水を含む組成
物を指す。各可能性は、本発明の別々の実施形態を表す。
【００５１】
　別の実施形態では、マトリックス組成物は、水を含まない。別の実施形態では、この用
語は、検出可能な量の水を含まない組成物を指す。各可能性は、本発明の別々の実施形態
を表す。
【００５２】
　特定の典型的な実施形態によると、本発明は、
　（ａ）（ｉ）生分解性ポリエステルおよび（ｉｉ）ステロールを非極性揮発性有機溶媒
の中に混合するステップと；
　（ｂ）１０００～８０００の範囲の分子量を有するポリエチレングリコールを核酸剤の
水性溶液の中に混合するステップと；
　（ｃ）ステップ（ｂ）で得られた溶液をホスファチジルエタノールアミンおよび／また
はホスファチジルコリンおよび／またはステロールを含む水混和性揮発性有機溶媒と混合
するステップと；
　（ｄ）ステップ（ａ）および（ｃ）で得られた溶液を混合して、均一な混合物を形成す
るステップと；
　（ｅ）有機溶媒および水を除去するステップと；
　（ｆ）真空により残っている溶媒をさらに除去するステップと
　を含む、マトリックス組成物を製造する方法を提供する。
【００５３】
　特定の実施形態によると、生分解性ポリエステルは、ＰＬＡ、ＰＧＡおよびＰＬＧＡか
らなる群から選択される。他の実施形態では、生分解性ポリエステルは、当技術分野で既
知の他の任意の適当な生分解性ポリエステルまたはポリアミンである。なお追加の実施形
態では、非極性有機溶媒を含む混合物は、水混和性揮発性有機溶媒混合物と混合する前に
均質化される。他の実施形態では、水混和性有機溶媒を含む混合物は、非極性有機溶媒を
含む混合物と混合する前に均質化される。特定の実施形態では、ステップ（ａ）の混合物
中のポリマーは、脂質飽和である。追加の実施形態では、マトリックス組成物は、脂質飽
和である。各可能性は、本発明の別々の実施形態を表す。
【００５４】
　本発明のマトリックス組成物は、異なる基板の表面を完全にまたは部分的にコーティン
グするために使用することができる。特定の実施形態によると、コーティングされる基板
は、炭素繊維、ステンレス鋼、コバルト－クロム、チタン合金、タンタル、セラミックお
よびコラーゲンもしくはゼラチンからなる群から選択される少なくとも１種の材料を含む
。他の実施形態では、基板は、任意の医療機器および骨充填材粒子を含むことができる。
骨充填材粒子は、同種の（すなわち、ヒト供給源からの）、異種の（すなわち、動物供給
源からの）および人工骨粒子のいずれか１つであり得る。他の実施形態では、コーティン
グされた基板を使用した治療およびコーティングされた基板の投与は、類似のコーティン
グされていない基板の治療および投与について当技術分野で既知の手順に従う。
【００５５】
　本発明の組成物を使用した徐放期間は、以下の４つの主要な因子を考慮して計画するこ
とができることが強調されなければならない：（ｉ）ポリマーと脂質含量、特に少なくと
も１４個の炭素の脂肪酸部分を有するリン脂質との間の重量比、（ｉｉ）バイオポリマー
および脂質の生化学的および／または生物物理学的特性、（ｉｉｉ）所与の組成物に使用
される異なる脂質間の比、ならびに（ｉｖ）核酸剤とポリエチレングリコールとのインキ
ュベーション時間。
【００５６】
　具体的には、ポリマーの分解速度および脂質の流動性を考慮すべきである。例えば、Ｐ
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ＬＧＡ（８５：１５）ポリマーは、ＰＬＧＡ（５０：５０）ポリマーよりも遅く分解する
だろう。ホスファチジルコリン（１４：０）は、体温で、ホスファチジルコリン（１８：
０）よりも流動性である（より強固でなく、より規則正しくない）。したがって、例えば
、ＰＬＧＡ（８５：１５）およびホスファチジルコリン（１８：０）を含むマトリックス
組成物に組み込まれた核酸剤の放出速度は、ＰＬＧＡ（５０：５０）およびホスファチジ
ルコリン（１４：０）から構成されるマトリックスに組み込まれた核酸剤の放出速度より
も遅いだろう。放出速度を決定する別の態様は、核酸の物理的特性である。さらに、核酸
剤、特に核酸をベースにした薬物の放出速度は、第２脂質成分の製剤への他の脂質の添加
によりさらに制御することができる。これには、ラウリン酸（Ｃ１２：０）などの異なる
長さの脂肪酸、膜活性ステロール（コレステロールなど）、またはホスファチジルエタノ
ールアミンなどの他のリン脂質が含まれ得る。核酸剤とポリエチレングリコールとのイン
キュベーション時間は、マトリックスからの核酸の放出速度に影響を及ぼす。数時間の範
囲のより長いインキュベーション時間は、より高い放出速度をもたらす。種々の実施形態
によると、活性剤は、数日から数ヶ月の間に及ぶ所望の期間にわたって組成物から放出さ
れる。
【００５７】
　特定の実施形態によると、核酸をベースにした剤の少なくとも３０％は、ゼロ次反応速
度論でマトリックス組成物から放出される。他の実施形態によると、核酸をベースにした
剤の少なくとも５０％は、ゼロ次反応速度論でマトリックス組成物から放出される。
【００５８】
　本発明のこれらのおよび他の特徴ならびに利点は、以下の本発明の詳細な説明からより
容易に理解され、認識されるだろう。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】ｓｓＤＮＡ濃度とｓｓＤＮＡの５’末端に結合した蛍光プローブの蛍光強度との
間の関係を示す標準曲線を示す図である。
【図２】ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）なしで調製したマトリックス組成物に担持さ
れたｓｓＤＮＡの時間（日）に対する放出速度を示す図である。放出速度は、担持された
ｓｓＤＮＡの推定量に正規化した。
【図３】実施例２に記載されるマトリックス組成物から、ｓｓＤＮＡの水和後に放出され
た脂質小胞の光学顕微鏡（Ｘ４００）写真を表す図である。図３Ａは、水和後に媒体中に
放出された典型的な脂質小胞を示す。図３Ｂは、同一小胞からの緑色蛍光発光を示し、こ
れらの小胞が蛍光プローブを含んでいたことを示している。
【図４】マトリックス組成物から放出されたｓｓＤＮＡを使用して増幅させたＰＣＲ産物
のアガロースゲルを示す図である。
【図５－１】ＧｅｎｅＳｃａｎ解析により測定した、マトリックス組成物から放出された
ｓｓＤＮＡのサイズを示す図である。
【図５－２】ＧｅｎｅＳｃａｎ解析により測定した、マトリックス組成物から放出された
ｓｓＤＮＡのサイズを示す図である。
【図５－３】ＧｅｎｅＳｃａｎ解析により測定した、マトリックス組成物から放出された
ｓｓＤＮＡのサイズを示す図である。
【図５－４】ＧｅｎｅＳｃａｎ解析により測定した、マトリックス組成物から放出された
ｓｓＤＮＡのサイズを示す図である。
【図５－５】ＧｅｎｅＳｃａｎ解析により測定した、マトリックス組成物から放出された
ｓｓＤＮＡのサイズを示す図である。
【図６】ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）を使用して、ｓｓＤＮＡおよびＰＥＧの異な
るインキュベーション時間で調製したマトリックス組成物に担持されたｓｓＤＮＡの時間
（日）に対する放出速度を示す図である。
【図７】マトリックス組成物中の主な脂質として異なる長さの脂肪酸鎖を有するリン脂質
を使用することの、担持されたｓｓＤＮＡの放出速度への影響を示す図である。
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【発明を実施するための形態】
【００６０】
　本発明は、生体適合性ポリマーと共に脂質をベースにしたマトリックスを含む、核酸の
持続および／または制御放出のための組成物を提供する。特に、本発明のマトリックス組
成物は、核酸の局所放出に適している。本発明はまた、マトリックス組成物を製造する方
法、および有効成分を、それを必要とする被験体の体内に制御放出するためにマトリック
ス組成物を使用する方法を提供する。
【００６１】
　一態様によると、本発明は、核酸を徐放するのに適合した、（ａ）極性基を有する少な
くとも１種の脂質を含む第１脂質成分と会合した薬学的に許容される生体適合性ポリマー
と；（ｂ）少なくとも１４個の炭素の脂肪酸部分を有する少なくとも１種のリン脂質を含
む第２脂質成分と；（ｃ）少なくとも１種の核酸剤と；（ｄ）ポリエチレングリコール（
ＰＥＧ）とを含むマトリックス組成物を提供する。
【００６２】
　特定の実施形態によると、生体適合性ポリマーは、生分解性である。他の実施形態によ
ると、生体適合性ポリマーは、非生分解性である。追加の実施形態によると、生体適合性
ポリマーは、任意選択によりブロックコポリマーとして、生分解性および非生分解性ポリ
マーの組み合わせを含む。
【００６３】
　特定の実施形態によると、本発明は、（ａ）薬学的に許容される生分解性ポリエステル
と；（ｂ）少なくとも１４個の炭素の脂肪酸部分を有するリン脂質と；（ｃ）薬学的に活
性な核酸剤と；（ｄ）ＰＥＧとを含むマトリックス組成物を提供する。
【００６４】
　核酸剤は、治療上のまたは診断上の有用性を有する任意の核酸分子を含む。いくつかの
実施形態によると、核酸剤は、一本鎖、二本鎖、三本鎖または四本鎖のＤＮＡ分子、ＲＮ
Ａ分子を含む。他の実施形態によると、核酸をベースにした剤は、一本鎖および二本鎖の
プラスミドＤＮＡ、直鎖ＤＮＡ（ポリ－およびオリゴ－ヌクレオチド）、染色体ＤＮＡ、
メッセンジャーＲＮＡ（ｍＲＮＡ）、アンチセンスＤＮＡ／ＲＮＡ、ＲＮＡｉ、ｓｉＲＮ
Ａ、マイクロＲＮＡ（ｍｉＲＮＡ）、リボソームＲＮＡ、固定化核酸類似体（ＬＮＡ）、
オリゴヌクレオチドＤＮＡ（ＯＤＮ）、免疫刺激配列（ＩＳＳ）ならびにリボザイムから
なる群から選択される。特定の典型的な実施形態によると、核酸剤は、治療用途のための
ものである。
【００６５】
　いくつかの実施形態によると、脂質飽和マトリックス組成物は、少なくとも１種のカチ
オン性脂質を含む。用語「カチオン性脂質」とは、生理的ｐＨなどの選択されたｐＨで正
味の正電荷を運ぶいくつかの脂質種のいずれかを指す。このような脂質には、それだけに
限らないが、Ｎ，Ｎ－ジオレイル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニウムクロリド（「ＤＯＤＡ
Ｃ」）；Ｎ－（２，３－ジオレイルオキシ）プロピル－Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルアンモニ
ウムクロリド（「ＤＯＴＭＡ」）；Ｎ，Ｎ－ジステアリル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニウ
ムブロミド（「ＤＤＡＢ」）；Ｎ－（２，３－ジオレオイルオキシ）プロピル－Ｎ，Ｎ，
Ｎ－トリメチルアンモニウムクロリド（「ＤＯＴＡＰ」）；３－（Ｎ－（Ｎ’，Ｎ’－ジ
メチルアミノエタン）カルバモイル）コレステロール（「ＤＣ－Ｃｈｏｌ」）およびＮ－
（１，２－ジミリスチルオキシプロパ－３－イル）－Ｎ，Ｎ－ジメチル－Ｎ－ヒドロキシ
エチルアンモニウムブロミド（「ＤＭＲＩＥ」）が含まれる。さらに、カチオン性脂質の
いくつかの市販の調製物が入手可能であり、本発明に使用することができる。これらには
、例えば、ＬＩＰＯＦＥＣＴＩＮ（登録商標）（ＧＩＢＣＯ／ＢＲＬ、Ｇｒａｎｄ　Ｉｓ
ｌａｎｄ、Ｎ．Ｙ．、ＵＳＡから商業的に入手可能な、ＤＯＴＭＡおよび１，２－ジオレ
オイル－ｓｎ－３－ホスホエタノールアミン（「ＤＯＰＥ」）を含むカチオン性リポソー
ム）；ＬＩＰＯＦＥＣＴＡＭＩＮＥ（登録商標）（ＧＩＢＣＯ／ＢＲＬから商業的に入手
可能な、Ｎ－（１－（２，３－ジオレイルオキシ）プロピル）－Ｎ－（２－（スペルミン
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カルボキサミド）エチル）Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニウムトリフルオロアセテート（「Ｄ
ＯＳＰＡ」）および（「ＤＯＰＥ」）を含むカチオン性リポソーム）；ならびにＴＲＡＮ
ＳＦＥＣＴＡＭ（登録商標）（Ｐｒｏｍｅｇａ　Ｃｏｒｐ．、Ｍａｄｉｓｏｎ，Ｗｉｓ．
、ＵＳＡから商業的に入手可能な、エタノール中ジオクタデシルアミドグリシルカルボキ
シスペルミン（「ＤＯＧＳ」）を含むカチオン性脂質）が含まれる。以下の脂質は、カチ
オン性であり、生理的ｐＨ未満で正電荷を有する：ＤＯＤＡＰ、ＤＯＤＭＡ、ＤＭＤＭＡ
など。いかなる特定の理論または作用機構にも拘束されることを望むものではないが、マ
トリックスのカチオン性脂質は、核酸剤を含む本発明のマトリックスの、細胞または組織
中への内部移行を促進する。特定の実施形態によると、細胞および／または組織は、ヒト
の体の一部を形成する。
【００６６】
　他の実施形態によると、生分解性ポリマーは、カチオン化グアーガム、ジアリル第四級
アンモニウム塩／アクリルアミドコポリマー、四級化ポリビニルピロリドンおよびこれら
の誘導体、ならびに種々のポリクオタニウム化合物（ｐｏｌｙｑｕａｔｅｒｎｉｕｍ－ｃ
ｏｍｐｏｕｎｄ）などのカチオン性ポリマーを含む。
【００６７】
　特定の実施形態によると、第２脂質成分のリン脂質は、少なくとも１４個の炭素の脂肪
酸部分を有するホスファチジルコリンである。別の実施形態では、第２脂質成分のリン脂
質は、少なくとも１４個の炭素の脂肪酸部分を有するホスファチジルエタノールアミンを
含む。別の実施形態では、第２脂質成分のリン脂質は、ステロール、特にコレステロール
をさらに含む。
【００６８】
　特定の実施形態では、マトリックス組成物は、脂質飽和である。本明細書で使用する「
脂質飽和」とは、マトリックス中に存在する任意の核酸剤および任意選択により標的化部
分と結合したリン脂質ならびに存在し得る他の任意の脂質を含む、脂質によるマトリック
ス組成物のポリマーの飽和を指す。マトリックス組成物は、存在するどんな脂質によって
も飽和される。本発明の脂質飽和マトリックスは、ポリビニルアルコールなどの合成乳化
剤または界面活性剤を必要としないという追加の利点を示す。したがって、本発明の組成
物は、典型的には、ポリビニルアルコールを実質的に含まない。脂質飽和を達成するポリ
マー：脂質比を決定する方法およびマトリックスの脂質飽和の程度を測定する方法は、当
技術分野で既知である。
【００６９】
　他の実施形態では、マトリックス組成物は、均一である。なお追加の実施形態では、マ
トリックス組成物は、その形状および境界が生分解性ポリマーにより決定される脂質飽和
マトリックスの形である。特定の実施形態によると、マトリックス組成物は、インプラン
トの形である。
【００７０】
　特定の具体的な実施形態では、本発明は、（ａ）生分解性ポリエステルと；（ｂ）ステ
ロールと；（ｃ）少なくとも１４個の炭素の脂肪酸部分を有するホスファチジルエタノー
ルアミンと；（ｄ）少なくとも１４個の炭素の脂肪酸部分を有するホスファチジルコリン
と；（ｅ）少なくとも１種の核酸をベースにした薬物と；（ｆ）ＰＥＧとを含むマトリッ
クス組成物を提供する。他の典型的な実施形態では、マトリックス組成物は、脂質飽和で
ある。
【００７１】
　他の典型的な実施形態では、本発明は、（ａ）生分解性ポリエステルと；（ｂ）ステロ
ールと；（ｃ）少なくとも１４個の炭素の脂肪酸部分を有するホスファチジルエタノール
アミンと；（ｄ）少なくとも１４個の炭素の脂肪酸部分を有するホスファチジルコリンと
；（ｅ）核酸をベースにした活性剤と；（ｆ）ＰＥＧとを含むマトリックス組成物を提供
する。
【００７２】
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　特定の実施形態によると、生分解性ポリエステルは、非共有結合を通してステロールと
会合している。
【００７３】
　本明細書で提供する場合、本発明のマトリックスは、変化する厚さおよび形状の三次元
形状に成形することができる。したがって、形成されるマトリックスは、球、立方体、棒
、チューブ、シートまたは紐を含む特定の形状をとるよう製造することができる。マトリ
ックスの調製中に凍結乾燥ステップを使用する場合、任意の不活性材料から作ることがで
き、球もしくは立方体に関しては全ての面でまたはシートに関しては限られた数の面でマ
トリックスと接触することができる、鋳型または支持体の形状によって形状が決定される
。マトリックスは、インプラントの設計の必要に応じて、体腔の形に成形することができ
る。ハサミ、メス、レーザー光または他の任意の切断器具を使用してマトリックスの一部
を除去することにより、三次元構造で必要とされる緻密化を行うことができる。各可能性
は、本発明の別々の実施形態を表す。
【００７４】
　追加の実施形態によると、本発明のマトリックス組成物は、骨移植材のコーティングを
提供する。特定の実施形態によると、骨移植材は、同種移植片、アロプラストおよび異種
移植片からなる群から選択される。さらなる実施形態によると、本発明のマトリックスは
、コラーゲンまたはコラーゲンマトリックスタンパク質と組み合わせることができる。
【００７５】
　脂質
　「ホスファチジルコリン」とは、ホスホリルコリン頭部基を有するホスホグリセリドを
指す。ホスファチジルコリン化合物は、別の実施形態では、以下の構造：
【化１】

を有する。
【００７６】
　ＲおよびＲ’部分は、脂肪酸、典型的には天然起源の脂肪酸または天然起源の脂肪酸の
誘導体である。いくつかの実施形態では、脂肪酸部分は、飽和脂肪酸部分である。いくつ
かの実施形態では、脂肪酸部分は、不飽和脂肪酸部分である。「飽和」とは、炭化水素鎖
中に二重結合が存在しないことを指す。別の実施形態では、脂肪酸部分は、少なくとも１
４個の炭素原子を有する。別の実施形態では、脂肪酸部分は、１６個の炭素原子を有する
。別の実施形態では、脂肪酸部分は、１８個の炭素原子を有する。別の実施形態では、脂
肪酸部分は、１６～１８個の炭素原子を有する。別の実施形態では、脂肪酸部分は、結果
として生じるマトリックスのゲル－液晶転移温度が少なくとも４０℃となるよう選択され
る。別の実施形態では、脂肪酸部分は、両方パルミトイルである。別の実施形態では、脂
肪酸部分は、両方ステアロイルである。別の実施形態では、脂肪酸部分は、両方アラキド
イルである。別の実施形態では、脂肪酸部分は、パルミトイルおよびステアロイルである
。別の実施形態では、脂肪酸部分は、パルミトイルおよびアラキドイルである。別の実施
形態では、脂肪酸部分は、アラキドイルおよびステアロイルである。別の実施形態では、
脂肪酸部分は、両方ミリストイルである。各可能性は、本発明の別々の実施形態を表す。
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【００７７】
　別の実施形態では、ホスファチジルコリンは、天然起源のホスファチジルコリンである
。別の実施形態では、ホスファチジルコリンは、合成ホスファチジルコリンである。別の
実施形態では、ホスファチジルコリンは、天然起源の同位体の分布を含む。別の実施形態
では、ホスファチジルコリンは、重水素化ホスファチジルコリンである。典型的には、ホ
スファチジルコリンは、対称性ホスファチジルコリン（すなわち、２個の脂肪酸部分が同
一であるホスファチジルコリン）である。別の実施形態では、ホスファチジルコリンは、
非対称性ホスファチジルコリンである。
【００７８】
　ホスファチジルコリンの非限定的な例は、１，２－ジステアロイル－ｓｎ－グリセロ－
３－ホスホコリン（ＤＳＰＣ）、ジパルミトイルホスファチジルコリン（ＤＰＰＣ）、ジ
ミリストイルホスファチジルコリン（ＤＭＰＣ）、ジオレオイルホスファチジルコリン（
ＤＯＰＣ）、１－パルミトイル－２－オレオイル－ホスファチジルコリンおよび本明細書
上に列挙された脂肪酸部分のいずれかにより修飾されたホスファチジルコリンである。特
定の実施形態では、ホスファチジルコリンは、ＤＳＰＣ、ＤＰＰＣおよびＤＭＰＣからな
る群から選択される。別の実施形態では、ホスファチジルコリンは、当技術分野で既知の
他の任意のホスファチジルコリンである。各ホスファチジルコリンは、本発明の別々の実
施形態を表す。
【００７９】
　重水素化ホスファチジルコリンの非限定的な例は、重水素化１，２－ジステアロイル－
ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン（重水素化ＤＳＰＣ）、重水素化ジオレオイルホスフ
ァチジルコリン（重水素化ＤＯＰＣ）および重水素化１－パルミトイル－２－オレオイル
－ホスファチジルコリンである。別の実施形態では、ホスファチジルコリンは、重水素化
ＤＳＰＣ、重水素化ＤＯＰＣおよび重水素化１－パルミトイル－２－オレオイル－ホスフ
ァチジルコリンからなる群から選択される。別の実施形態では、ホスファチジルコリンは
、当技術分野で既知の他の任意の重水素化ホスファチジルコリンである。
【００８０】
　特定の実施形態では、ホスファチジルコリン（ＰＣ）は、マトリックス組成物の総脂質
含量の少なくとも３０％を構成する。他の実施形態では、ＰＣは、総脂質含量の少なくと
も３５％、あるいは総脂質含量の少なくとも４０％、なおあるいは総脂質含量の少なくと
も４５％、少なくとも５０％、少なくとも５５％、少なくとも６０％、少なくとも６５％
、少なくとも７０％、少なくとも７５％、少なくとも８０％、少なくとも８５％、少なく
とも９０％または少なくとも９５％を構成する。別の実施形態では、ＰＣは、総脂質含量
の９５％超を構成する。各可能性は、本発明の別々の実施形態を表す。
【００８１】
　「ホスファチジルエタノールアミン」とは、ホスホリルエタノールアミン頭部基を有す
るホスホグリセリドを指す。ホスファチジルエタノールアミン化合物は、別の実施形態で
は、以下の構造：
【化２】

を有する。
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　ＲおよびＲ’部分は、脂肪酸、典型的には天然起源の脂肪酸または天然起源の脂肪酸の
誘導体である。別の実施形態では、脂肪酸部分は、飽和脂肪酸部分である。別の実施形態
の「飽和」とは、炭化水素鎖中に二重結合が存在しないことを指す。別の実施形態では、
脂肪酸部分は、少なくとも１４個の炭素原子を有する。別の実施形態では、脂肪酸部分は
、少なくとも１６個の炭素原子を有する。別の実施形態では、脂肪酸部分は、１４個の炭
素原子を有する。別の実施形態では、脂肪酸部分は、１６個の炭素原子を有する。別の実
施形態では、脂肪酸部分は、１８個の炭素原子を有する。別の実施形態では、脂肪酸部分
は、１４～１８個の炭素原子を有する。別の実施形態では、脂肪酸部分は、１４～１６個
の炭素原子を有する。別の実施形態では、脂肪酸部分は、１６～１８個の炭素原子を有す
る。別の実施形態では、脂肪酸部分は、結果として生じるマトリックスのゲル－液晶転移
温度が少なくとも４０℃となるよう選択される。別の実施形態では、脂肪酸部分は、両方
ミリストイルである。別の実施形態では、脂肪酸部分は、両方パルミトイルである。別の
実施形態では、脂肪酸部分は、両方ステアロイルである。別の実施形態では、脂肪酸部分
は、両方アラキドイルである。別の実施形態では、脂肪酸部分は、ミリストイルおよびス
テアロイルである。別の実施形態では、脂肪酸部分は、ミリストイルおよびアラキドイル
である。別の実施形態では、脂肪酸部分は、ミリストイルおよびパルミトイルである。別
の実施形態では、脂肪酸部分は、パルミトイルおよびステアロイルである。別の実施形態
では、脂肪酸部分は、パルミトイルおよびアラキドイルである。別の実施形態では、脂肪
酸部分は、アラキドイルおよびステアロイルである。各可能性は、本発明の別々の実施形
態を表す。
【００８３】
　別の実施形態では、ホスファチジルエタノールアミンは、天然起源のホスファチジルエ
タノールアミンである。別の実施形態では、ホスファチジルエタノールアミンは、合成ホ
スファチジルエタノールアミンである。別の実施形態では、ホスファチジルエタノールア
ミンは、重水素化ホスファチジルエタノールアミンである。別の実施形態では、ホスファ
チジルエタノールアミンは、天然起源の同位体の分布を含む。典型的には、ホスファチジ
ルエタノールアミンは、対称性ホスファチジルエタノールアミンである。別の実施形態で
は、ホスファチジルエタノールアミンは、非対称性ホスファチジルエタノールアミンであ
る。
【００８４】
　ホスファチジルエタノールアミンの非限定的な例は、ジメチルジミリストイルホスファ
チジルエタノールアミン（ＤＭＰＥ）およびジパルミトイルホスファチジルエタノールア
ミン（ＤＰＰＥ）および本明細書上に列挙された脂肪酸部分のいずれかにより修飾された
ホスファチジルエタノールアミンである。別の実施形態では、ホスファチジルエタノール
アミンは、ＤＭＰＥおよびＤＰＰＥからなる群から選択される。
【００８５】
　重水素化ホスファチジルエタノールアミンの非限定的な例は、重水素化ＤＭＰＥおよび
重水素化ＤＰＰＥである。別の実施形態では、ホスファチジルエタノールアミンは、重水
素化ＤＭＰＥおよび重水素化ＤＰＰＥからなる群から選択される。別の実施形態では、ホ
スファチジルエタノールアミンは、当技術分野で既知の他の任意の重水素化ホスファチジ
ルエタノールアミンである。
【００８６】
　別の実施形態では、ホスファチジルエタノールアミンは、当技術分野で既知の他の任意
のホスファチジルエタノールアミンである。各ホスファチジルエタノールアミンは、本発
明の別々の実施形態を表す。
【００８７】
　一実施形態の「ステロール」とは、Ａ環の３位にヒドロキシ基を有するステロイドを指
す。別の実施形態では、この用語は、以下の構造：
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【化３】

を有するステロイドを指す。
【００８８】
　別の実施形態では、本発明の方法および組成物のステロールは、動物ステロールである
。別の実施形態では、ステロールは、コレステロールである：
【化４】

【００８９】
　別の実施形態では、ステロールは、当技術分野で既知の他の任意の動物ステロールであ
る。別の実施形態では、ステロールのモルは、存在する総脂質のモルの４０％までになる
。別の実施形態では、ステロールは、マトリックス組成物に組み込まれる。各可能性は、
本発明の別々の実施形態を表す。
【００９０】
　別の実施形態では、コレステロールは、マトリックス組成物の脂質含量の総重量の１０
～６０％の量で存在する。別の実施形態では、重量パーセントは、２０～５０％である。
別の実施形態では、重量パーセントは、１０～４０％である。別の実施形態では、重量パ
ーセントは、３０～５０％である。別の実施形態では、重量パーセントは、２０～６０％
である。別の実施形態では、重量パーセントは、２５～５５％である。別の実施形態では
、重量パーセントは、３５～５５％である。別の実施形態では、重量パーセントは、３０
～６０％である。別の実施形態では、重量パーセントは、３０～５５％である。別の実施
形態では、重量パーセントは、２０～５０％である。別の実施形態では、重量パーセント
は、２５～５５％である。各可能性は、本発明の別々の実施形態を表す。
【００９１】
　別の実施形態では、本発明の組成物は、ホスファチジルコリン、ホスファチジルエタノ
ールアミンまたはステロール以外の脂質をさらに含む。特定の実施形態によると、追加の
脂質は、ホスホグリセリドである。他の実施形態によると、追加の脂質は、ホスファチジ
ルセリン、ホスファチジルグリセロールおよびホスファチジルイノシトールからなる群か
ら選択される。なお追加の実施形態では、追加の脂質は、ホスファチジルセリン、ホスフ
ァチジルグリセロール、ホスファチジルイノシトールおよびスフィンゴミエリンからなる
群から選択される。なおさらなる実施形態によると、上記追加の脂質の任意の２種以上の
組み合わせが、本発明のマトリックス中に存在する。特定の実施形態によると、ポリマー
、ホスファチジルコリン、ホスファチジルエタノールアミン、ステロールおよび追加の脂
質は全て、マトリックス組成物に組み込まれる。各可能性は、本発明の別々の実施形態を
表す。
【００９２】
　なお追加の実施形態によると、本発明の組成物は、ホスファチジルセリンをさらに含む
。本明細書で使用する「ホスファチジルセリン」とは、ホスホリルセリン頭部基を有する
ホスホグリセリドを指す。ホスファチジルセリン化合物は、別の実施形態では、以下の構
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造：
【化５】

を有する。
【００９３】
　ＲおよびＲ’部分は、脂肪酸、典型的には天然起源の脂肪酸または天然起源の脂肪酸の
誘導体である。別の実施形態では、脂肪酸部分は、飽和脂肪酸部分である。別の実施形態
では、脂肪酸部分は、少なくとも１４個の炭素原子を有する。別の実施形態では、脂肪酸
部分は、少なくとも１６個の炭素原子を有する。別の実施形態では、脂肪酸部分は、結果
として生じるマトリックスのゲル－液晶転移温度が少なくとも４０℃となるよう選択され
る。別の実施形態では、脂肪酸部分は、両方ミリストイルである。別の実施形態では、脂
肪酸部分は、両方パルミトイルである。別の実施形態では、脂肪酸部分は、両方ステアロ
イルである。別の実施形態では、脂肪酸部分は、両方アラキドイルである。別の実施形態
では、脂肪酸部分は、ミリストイルおよびステアロイルである。別の実施形態では、脂肪
酸部分は、上記脂肪酸部分の２種の組み合わせである。
【００９４】
　他の実施形態では、ホスファチジルセリンは、天然起源のホスファチジルセリンである
。別の実施形態では、ホスファチジルセリンは、合成ホスファチジルセリンである。別の
実施形態では、ホスファチジルセリンは、重水素化ホスファチジルセリンである。別の実
施形態では、ホスファチジルセリンは、天然起源の同位体の分布を含む。別の実施形態で
は、ホスファチジルセリンは、対称性ホスファチジルセリンである。別の実施形態では、
ホスファチジルセリンは、非対称性ホスファチジルセリンである。
【００９５】
　ホスファチジルセリンの非限定的な例は、本明細書上に列挙された脂肪酸部分のいずれ
かにより修飾されたホスファチジルセリンである。別の実施形態では、ホスファチジルセ
リンは、当技術分野で既知の他の任意のホスファチジルセリンである。各ホスファチジル
セリンは、本発明の別々の実施形態を表す。
【００９６】
　他の実施形態では、本発明の組成物は、ホスファチジルグリセロールをさらに含む。本
明細書で使用する「ホスファチジルグリセロール」とは、ホスホリルグリセロール頭部基
を有するホスホグリセリドを指す。ホスファチジルグリセロール化合物は、別の実施形態
では、以下の構造：
【化６】

を有する。
【００９７】
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　左部との２つの結合は、脂肪酸、典型的には天然起源の脂肪酸または天然起源の脂肪酸
の誘導体と結合している。別の実施形態では、ホスファチジルグリセロールは、天然起源
のホスファチジルグリセロールである。別の実施形態では、ホスファチジルグリセロール
は、合成ホスファチジルグリセロールである。別の実施形態では、ホスファチジルグリセ
ロールは、重水素化ホスファチジルグリセロールである。別の実施形態では、ホスファチ
ジルグリセロールは、天然起源の同位体の分布を含む。別の実施形態では、ホスファチジ
ルグリセロールは、対称性ホスファチジルグリセロールである。別の実施形態では、ホス
ファチジルグリセロールは、非対称性ホスファチジルグリセロールである。別の実施形態
では、この用語は、以下の構造：
【化７】

を有するジホスファチジルグリセロール化合物を含む。
【００９８】
　ＲおよびＲ’部分は、脂肪酸、典型的には天然起源の脂肪酸または天然起源の脂肪酸の
誘導体である。別の実施形態では、脂肪酸部分は、飽和脂肪酸部分である。別の実施形態
では、脂肪酸部分は、少なくとも１４個の炭素原子を有する。別の実施形態では、脂肪酸
部分は、少なくとも１６個の炭素原子を有する。別の実施形態では、脂肪酸部分は、結果
として生じるマトリックスのゲル－液晶転移温度が少なくとも４０℃となるよう選択され
る。別の実施形態では、脂肪酸部分は、両方ミリストイルである。別の実施形態では、脂
肪酸部分は、両方パルミトイルである。別の実施形態では、脂肪酸部分は、両方ステアロ
イルである。別の実施形態では、脂肪酸部分は、両方アラキドイルである。別の実施形態
では、脂肪酸部分は、ミリストイルおよびステアロイルである。別の実施形態では、脂肪
酸部分は、上記脂肪酸部分の２種の組み合わせである。
【００９９】
　ホスファチジルグリセロールの非限定的な例は、本明細書上に列挙された脂肪酸部分の
いずれかにより修飾されたホスファチジルグリセロールである。別の実施形態では、ホス
ファチジルグリセロールは、当技術分野で既知の他の任意のホスファチジルグリセロール
である。各ホスファチジルグリセロールは、本発明の別々の実施形態を表す。
【０１００】
　なお追加の実施形態では、本発明の組成物は、ホスファチジルイノシトールをさらに含
む。本明細書で使用する「ホスファチジルイノシトール」とは、ホスホリルイノシトール
頭部基を有するホスホグリセリドを指す。ホスファチジルイノシトール化合物は、別の実
施形態では、以下の構造：
【化８】

を有する。
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【０１０１】
　ＲおよびＲ’部分は、脂肪酸、典型的には天然起源の脂肪酸または天然起源の脂肪酸の
誘導体である。別の実施形態では、脂肪酸部分は、飽和脂肪酸部分である。別の実施形態
では、脂肪酸部分は、少なくとも１４個の炭素原子を有する。別の実施形態では、脂肪酸
部分は、少なくとも１６個の炭素原子を有する。別の実施形態では、脂肪酸部分は、結果
として生じるマトリックスのゲル－液晶転移温度が少なくとも４０℃となるよう選択され
る。別の実施形態では、脂肪酸部分は、両方ミリストイルである。別の実施形態では、脂
肪酸部分は、両方パルミトイルである。別の実施形態では、脂肪酸部分は、両方ステアロ
イルである。別の実施形態では、脂肪酸部分は、両方アラキドイルである。別の実施形態
では、脂肪酸部分は、ミリストイルおよびステアロイルである。別の実施形態では、脂肪
酸部分は、上記脂肪酸部分の２種の組み合わせである。
【０１０２】
　別の実施形態では、ホスファチジルイノシトールは、天然起源のホスファチジルイノシ
トールである。別の実施形態では、ホスファチジルイノシトールは、合成ホスファチジル
イノシトールである。別の実施形態では、ホスファチジルイノシトールは、重水素化ホス
ファチジルイノシトールである。別の実施形態では、ホスファチジルイノシトールは、天
然起源の同位体の分布を含む。別の実施形態では、ホスファチジルイノシトールは、対称
性ホスファチジルイノシトールである。別の実施形態では、ホスファチジルイノシトール
は、非対称性ホスファチジルイノシトールである。
【０１０３】
　ホスファチジルイノシトールの非限定的な例は、本明細書上に列挙された脂肪酸部分の
いずれかにより修飾されたホスファチジルイノシトールである。別の実施形態では、ホス
ファチジルイノシトールは、当技術分野で既知の他の任意のホスファチジルイノシトール
である。各ホスファチジルイノシトールは、本発明の別々の実施形態を表す。
【０１０４】
　さらなる実施形態では、本発明の組成物は、スフィンゴ脂質をさらに含む。特定の実施
形態では、スフィンゴ脂質は、セラミドである。なお他の実施形態では、スフィンゴ脂質
は、スフィンゴミエリンである。「スフィンゴミエリン」とは、スフィンゴシン由来のリ
ン脂質を指す。スフィンゴミエリン化合物は、別の実施形態では、以下の構造：
【化９】

を有する。
【０１０５】
　Ｒ部分は、脂肪酸、典型的には天然起源の脂肪酸または天然起源の脂肪酸の誘導体であ
る。別の実施形態では、スフィンゴミエリンは、天然起源のスフィンゴミエリンである。
別の実施形態では、スフィンゴミエリンは、合成スフィンゴミエリンである。別の実施形
態では、スフィンゴミエリンは、重水素化スフィンゴミエリンである。別の実施形態では
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【０１０６】
　別の実施形態では、本発明の方法および組成物のスフィンゴミエリンの脂肪酸部分は、
少なくとも１４個の炭素原子を有する。別の実施形態では、脂肪酸部分は、少なくとも１
６個の炭素原子を有する。別の実施形態では、脂肪酸部分は、結果として生じるマトリッ
クスのゲル－液晶転移温度が少なくとも４０℃となるよう選択される。
【０１０７】
　スフィンゴミエリンの非限定的な例は、本明細書上に列挙された脂肪酸部分のいずれか
により修飾されたスフィンゴミエリンである。別の実施形態では、スフィンゴミエリンは
、当技術分野で既知の他の任意のスフィンゴミエリンである。各スフィンゴミエリンは、
本発明の別々の実施形態を表す。
【０１０８】
　「セラミド」とは、構造：
【化１０】

を有する化合物を指す。
【０１０９】
　左部との２つの結合は、脂肪酸、典型的には天然起源の脂肪酸または天然起源の脂肪酸
の誘導体と結合している。別の実施形態では、脂肪酸は長鎖（Ｃ２４またはそれより大き
い）である。別の実施形態では、脂肪酸は、飽和脂肪酸である。別の実施形態では、脂肪
酸は、モノエン脂肪酸である。別の実施形態では、脂肪酸は、ｎ－９モノエン脂肪酸であ
る。別の実施形態では、脂肪酸は、２位にヒドロキシ基を含む。別の実施形態では、脂肪
酸は、当技術分野で既知の他の適当な脂肪酸である。別の実施形態では、セラミドは、天
然起源のセラミドである。別の実施形態では、セラミドは、合成セラミドである。別の実
施形態では、セラミドは、マトリックス組成物に組み込まれる。各可能性は、本発明の別
々の実施形態を表す。
【０１１０】
　各スフィンゴ脂質は、本発明の別々の実施形態を表す。
【０１１１】
　特定の実施形態では、本発明の組成物は、ペグ化脂質をさらに含む。別の実施形態では
、ＰＥＧ部分は、５００～５０００ダルトンのＭＷを有する。別の実施形態では、ＰＥＧ
部分は、他の任意の適当なＭＷを有する。適当なＰＥＧ修飾脂質の非限定的な例には、メ
トキシ末端基を有するＰＥＧ部分、例えば、以下に示すＰＥＧ修飾ホスファチジルエタノ
ールアミンおよびホスファチジン酸（構造ＡおよびＢ）、ＰＥＧ修飾ジアシルグリセロー
ルおよびジアルキルグリセロール（構造ＣおよびＤ）、ＰＥＧ修飾ジアルキルアミン（構
造Ｅ）およびＰＥＧ修飾１，２－ジアシルオキシプロパン－３－アミン（構造Ｆ）が含ま
れる。別の実施形態では、ＰＥＧ部分は、当技術分野で使用される他の任意の末端基を有
する。別の実施形態では、ペグ化脂質は、ＰＥＧ修飾ホスファチジルエタノールアミン、
ＰＥＧ修飾ホスファチジン酸、ＰＥＧ修飾ジアシルグリセロール、ＰＥＧ修飾ジアルキル
グリセロール、ＰＥＧ修飾ジアルキルアミンおよびＰＥＧ修飾１，２－ジアシルオキシプ
ロパン－３－アミンからなる群から選択される。別の実施形態では、ペグ化脂質は、当技
術分野で既知の他の任意のペグ化リン脂質である。各可能性は、本発明の別々の実施形態
を表す。
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【化１１】

【０１１２】
　特定の実施形態によると、ペグ化脂質は、マトリックス組成物中の総脂質の約５０モル
％の量で存在する。他の実施形態では、その割合は、約４５モル％、あるいは約４０モル
％、約３５モル％、約３０モル％、約２５モル％、約２０モル％、約１５モル％、約１０
モル％および約５モル％またはそれ未満である。各可能性は、本発明の別々の実施形態を
表す。
【０１１３】
　ポリマー
　特定の実施形態によると、生体適合性ポリマーは、生分解性である。特定の現在の典型
的な実施形態によると、生分解性ポリマーは、ポリエステルである。
【０１１４】
　特定の実施形態によると、本発明の教示にしたがって使用される生分解性ポリエステル
は、ＰＬＡ（ポリ乳酸）である。典型的な実施形態によると、「ＰＬＡ」とは、ポリ（Ｌ
－ラクチド）、ポリ（Ｄ－ラクチド）およびポリ（ＤＬ－ラクチド）を指す。ポリ（ＤＬ
－ラクチド）の代表的な構造を以下に示す：
【化１２】

【０１１５】
　他の実施形態では、ポリマーは、ＰＧＡ（ポリグリコール酸）である。なお追加の実施
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形態では、ポリマーは、ＰＬＧＡ（ポリ（乳酸－コ－グリコール酸））である。ＰＬＧＡ
に含まれるＰＬＡは、当技術分野で既知の任意のＰＬＡ、例えば、エナンチオマーまたは
ラセミ混合物であり得る。ＰＬＧＡの代表的な構造を以下に示す：
【化１３】

【０１１６】
　特定の実施形態によると、ＰＬＧＡは、１：１の乳酸／グリコール酸比を含む。別の実
施形態では、比は６０：４０である。別の実施形態では、比は７０：３０である。別の実
施形態では、比は８０：２０である。別の実施形態では、比は９０：１０である。別の実
施形態では、比は９５：５である。別の実施形態では、比は、本明細書に定義するような
持続生体内放出プロファイルに適した別の比である。別の実施形態では、比は５０：５０
である。特定の典型的な実施形態では、比は７５：２５である。ＰＬＧＡは、ランダムま
たはブロックコポリマーのいずれかであり得る。ＰＬＧＡはまた、ＰＥＧなどの他のポリ
マーを含むブロックコポリマーであり得る。各可能性は、本発明の別々の実施形態を表す
。
【０１１７】
　別の実施形態では、生分解性ポリエステルは、それが水素結合受容体部分を含むという
条件で、ポリカプロラクトン、ポリヒドロキシアルカノエート、ポリプロピレンフマレー
ト、ポリオルトエステル、ポリ酸無水物およびポリアルキルシアノアクリレートからなる
群から選択される。別の実施形態では、生分解性ポリエステルは、ＰＬＡ、ＰＧＡ、ＰＬ
ＧＡ、ポリカプロラクトン、ポリヒドロキシアルカノエート、ポリプロピレンフマレート
、ポリオルトエステル、ポリ酸無水物およびポリアルキルシアノアクリレートからなる群
から選択される任意の２種のモノマーの組み合わせを含むブロックコポリマーである。別
の実施形態では、生分解性ポリエステルは、上記モノマーの任意の２種の組み合わせを含
むランダムコポリマーである。各可能性は、本発明の別々の実施形態を表す。
【０１１８】
　本発明の教示による生分解性ポリエステルの分子量（ＭＷ）は、別の実施形態では、約
１０～１５０ＫＤａの間である。別の実施形態では、ＭＷは、約２０～１５０ＫＤａの間
である。別の実施形態では、ＭＷは、約１０～１４０ＫＤａの間である。別の実施形態で
は、ＭＷは、約２０～１３０ＫＤａの間である。別の実施形態では、ＭＷは、約３０～１
２０ＫＤａの間である。別の実施形態では、ＭＷは、約４５～１２０ＫＤａの間である。
別の典型的な実施形態では、ＭＷは、約６０～１１０ＫＤａの間である。別の実施形態で
は、異なるＭＷのＰＬＧＡポリマーの混合物が利用される。別の実施形態では、異なるポ
リマーは共に、上記範囲の１つのＭＷを有する。各可能性は、本発明の別々の実施形態を
表す。
【０１１９】
　別の実施形態では、生分解性ポリマーは、少なくとも１０個のアミノ酸を含む、１種ま
たは複数種のアミノ酸を含むペプチドからなるポリアミンの群から選択される。
【０１２０】
　本明細書で使用する「生分解性」とは、生理的ｐＨで自然な生物学的過程により分解す
ることができる物質を指す。「生理的ｐＨ」とは、体組織のｐＨ、典型的には６～８の間
を指す。「生理的ｐＨ」は、典型的には１と３との間である胃液の強酸性ｐＨは指さない
。
【０１２１】
　いくつかの実施形態によると、生体適合性ポリマーは、非生分解性ポリマーである。特
定の実施形態によると、非生分解性ポリマーは、それだけに限らないが、ポリエチレング
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リコール、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）アクリレート、ポリメタクリレート（例え
ば、ＰＥＧメタクリレート、ポリメチルメタクリレート、ポリエチルメタクリレート、ポ
リブチルメタクリレート、ポリ－２－エチルヘキシルメタクリレート、ポリラウリルメタ
クリレート、ポリヒドロキシエチルメタクリレート）、ポリメチルアクリレート、２－メ
タクリロイルオキシエチルホスホリルコリン（ＭＰＣ）、ポリスチレン、誘導体化ポリス
チレン、ポリリジン、ポリＮ－エチル－４－ビニル－ピリジニウムブロミド、シリコーン
、エチレン－酢酸ビニルコポリマー、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリテトラフルオ
ロエチレン、ポリウレタン、ポリアクリレート、ポリ酢酸ビニル、エチレン酢酸ビニル、
ポリエチレン、ポリ塩化ビニル、ポリフッ化ビニル、エチレン－酢酸ビニルおよびアシル
置換酢酸セルロールのポリマーのコポリマー、ポリ（ビニルイミダゾール）、クロロスル
ホネートポリオレフィン、ポリエチレンオキシド、ならびにこれらの混合物からなる群か
ら選択され得る。
【０１２２】
　核酸剤
　本発明の核酸剤またはオリゴヌクレオチドは、好ましくは約１０００塩基以下の長さ、
典型的には約１００塩基以下の長さである。他の典型的な実施形態では、オリゴヌクレオ
チドは、３０ヌクレオチド（または塩基対）以下の長さである。核酸剤は、一本鎖、二本
鎖、三重螺旋またはこれらの任意の組み合わせであり得る。核酸剤が２本以上の鎖を含む
場合、その鎖は必ずしも１００％相補的である必要はない。
【０１２３】
　用語「オリゴヌクレオチド」、「オリゴ核酸」および「ポリヌクレオチド」は、互換的
に使用され、リボ核酸（リボオリゴヌクレオチドもしくはリボオリゴヌクレオシド）また
はデオキシリボ核酸のオリゴマーあるいはポリマーを指す。これらの用語は、天然起源の
核酸塩基、糖および共有糖間結合から構成される核酸鎖ならびに同様に機能する非天然起
源の部分を有するオリゴヌクレオチドを含む。このような修飾または置換オリゴヌクレオ
チドは、例えば、細胞質ヌクレアーゼの存在下での安定性の増加および細胞内取り込みの
増加を含む有用な特徴のために、天然型より好ましいだろう。
【０１２４】
　特定の実施形態によると、本発明の教示にしたがって使用される核酸は、アンチセンス
分子である。本明細書で使用する用語「アンチセンス分子」、「アンチセンスフラグメン
ト」または「アンチセンス」とは、相当する遺伝子の内在性ゲノムコピーの発現の減少を
もたらす、阻害アンチセンス活性を有する任意のポリヌクレオチドを指し得る。アンチセ
ンス分子は、アンチセンス分子と遺伝子とのハイブリッド形成を可能にするのに十分な長
さおよび標的遺伝子の配列内に存在する配列との相同性の配列を有する連続したヌクレオ
チドを含むポリヌクレオチドである。アンチセンス分子は、標的ＤＮＡおよび／またはＲ
ＮＡ（例えば、ｍＲＮＡ、マイクロＲＮＡなど）配列を不活性化することができ、一本鎖
、二本鎖または三重螺旋であり得る。アンチセンス分子が２本以上の鎖を含む場合、その
鎖は必ずしも１００％相補的である必要はない。
【０１２５】
　ＲＮＡ干渉（ＲＮＡｉ）
　用語「ＲＮＡ干渉」または「ＲＮＡｉ」とは、一般的に、二本鎖ＲＮＡ分子が、二本鎖
もしくは低分子ヘアピン型ＲＮＡ分子が実質的なまたは完全な相同性を共有する核酸配列
の発現を変化させる過程を指す。用語「ＲＮＡｉ剤」とは、ＲＮＡｉを誘発するＲＮＡ配
列を指す。
【０１２６】
　２種類の低分子ＲＮＡ分子－マイクロＲＮＡ（ｍｉＲＮＡ）および低分子干渉ＲＮＡ（
ｓｉＲＮＡ）－は、ＲＮＡ干渉の中心である。ＲＮＡは、遺伝子の直接産物であり、これ
らの低分子ＲＮＡは、特定の他のＲＮＡに結合し、例えば、メッセンジャーＲＮＡがタン
パク質を産生するのを防ぐことにより、その活性を増加させるまたは減少させることがで
きる。ＲＮＡ干渉は、寄生遺伝子－ウイルスおよびトランスポゾン－からの細胞の自然防
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御だけでなく、一般に発達ならびに遺伝子発現を指示するのにも重要な役割を有する。
【０１２７】
　用語「マイクロＲＮＡ」または「ｍｉＲＮＡ」は、当技術分野におけるその通常の意味
にしたがって本明細書で使用される。ｍｉＲＮＡは、約１８～２６ヌクレオチドの一本鎖
非コードＲＮＡ分子である。ｍｉＲＮＡは、ｐｒｉ－ｍｉＲＮＡとして知られる一次転写
産物から、ｐｒｅ－ｍｉＲＮＡと呼ばれる短いステムループ構造に、そして最終的には機
能的ｍｉＲＮＡにプロセシングされる。典型的には、前駆体ｍｉＲＮＡの一部が切断され
て、最終ｍｉＲＮＡ分子が産生する。ステムループ構造は、例えば、約５０～約８０ヌク
レオチド、または約６０ヌクレオチド～約７０ヌクレオチド（ｍｉＲＮＡ残基、ｍｉＲＮ
Ａと対形成しているものおよび任意の介在性セグメントを含む）に及び得る。成熟ｍｉＲ
ＮＡ分子は、１個または複数のメッセンジャーＲＮＡ（ｍＲＮＡ）分子と部分的に相補的
であり、遺伝子発現を制御するよう機能する。本発明の実施形態にしたがって使用される
ｍｉＲＮＡの例には、それだけに限らないが、ｍｉＲＢａｓｅ（ｈｔｔｐ：／／ｍｉｃｒ
ｏｒｎａ．ｓａｎｇｅｒ．ａｃ．ｕｋ／）として知られるｍｉＲＮＡデータベース中に見
出されるｍｉＲＮＡが含まれる。
【０１２８】
　「短鎖干渉ＲＮＡ」または「ｓｉＲＮＡ」とも呼ばれる「低分子干渉ＲＮＡ」は、細胞
中に存在する、短鎖二本鎖ＲＮＡ（「ｄｓＲＮＡ」）分子である。ｄｓＲＮＡは、１ヌク
レオチド分解能以内まで、ｓｉＲＮＡと配列相同性を共有するメッセンジャーＲＮＡ（「
ｍＲＮＡ」）の破壊を引き起こす。ｓｉＲＮＡおよび標的化ｍＲＮＡは、標的化ｍＲＮＡ
を切断する「ＲＮＡ誘導サイレンシング複合体」または「ＲＩＳＣ」と結合すると考えら
れている。ｓｉＲＮＡは、明らかに多重代謝回転酵素のように何度も再利用され、１個の
ｓｉＲＮＡ分子が約１０００個のｍＲＮＡ分子の切断を誘導することができる。そのため
、ｍＲＮＡのｓｉＲＮＡ媒介性ＲＮＡ分解は、標的遺伝子の発現を阻害するために現在利
用可能な技術よりも有効である。
【０１２９】
　典型的には、ｓｉＲＮＡは、２本のヌクレオチド鎖を含む二本鎖核酸分子である。各鎖
の長さは、有意に異なっていてもよい。二本鎖干渉ＲＮＡに言及する際の用語「長さ」と
は、アンチセンスおよびセンス鎖が独立に、センスおよびアンチセンス鎖がリンカー分子
によって連結されている干渉ＲＮＡ分子を含む、特定の長さを有することを意味する。ｓ
ｉＲＮＡは、よく定義された構造：両端に２－ヌクレオチド３’オーバーハングを有する
ＲＮＡの短鎖二本鎖を有する。
【０１３０】
　ＲＮＡ干渉は２段階工程である。開始段階と呼ばれる第１段階中、投入ｄｓＲＮＡは、
おそらくは、ＡＴＰ依存的様式でｄｓＲＮＡ（直接または発現ベクター、カセットもしく
はウイルスを通して導入された）を切断するｄｓＲＮＡ特異的リボヌクレアーゼのＲＮア
ーゼＩＩＩファミリーに属するダイサーの作用により、２１～２３ヌクレオチド（ｎｔ）
低分子干渉ＲＮＡ（ｓｉＲＮＡ）に消化される。
【０１３１】
　用語「ｄｄＲＮＡｉ剤」とは、ベクターから転写されるＲＮＡｉ剤を指す。用語「低分
子ヘアピン型ＲＮＡ」または「ｓｈＲＮＡ」とは、二本鎖領域およびループ領域を有する
ＲＮＡ構造を指す。
【０１３２】
　低分子干渉ＲＮＡ（ｓｉＲＮＡ）またはマイクロＲＮＡにより媒介されるＲＮＡ干渉効
果は、ヒト治療への潜在的適用が認識されているが、ヒトへの使用に適した送達手段がな
いために、その適用が限定されている。
【０１３３】
　本発明の核酸剤は、酵素合成および固相合成の両方を含む当技術分野で既知の任意の核
酸製造法にしたがって、ならびに当技術分野で周知の組換え法を使用して産生することが
できる。
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【０１３４】
　固相合成を行うための機器および試薬は、例えば、Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｂｉｏｓｙｓｔｅ
ｍｓから商業的に入手可能である。このような合成のための他の任意の手段も使用するこ
とができる；核酸剤の実際の合成は、十分当業者の能力内であり、例えば、Ｓａｍｂｒｏ
ｏｋ，Ｊ．およびＲｕｓｓｅｌｌ，Ｄ．Ｗ．（２００１）、「Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｃｌ
ｏｎｉｎｇ：Ａ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｍａｎｕａｌ」；Ａｕｓｕｂｅｌ，Ｒ．Ｍ．等
編（１９９４、１９８９）、「Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ　ｉｎ　Ｍｏｌｅｃ
ｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ」、第Ｉ～ＩＩＩ巻、Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　＆　Ｓｏｎｓ、
Ｂａｌｔｉｍｏｒｅ、Ｍａｒｙｌａｎｄ；Ｐｅｒｂａｌ，Ｂ．（１９８８）、「Ａ　Ｐｒ
ａｃｔｉｃａｌ　Ｇｕｉｄｅ　ｔｏ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｃｌｏｎｉｎｇ」、Ｊｏｈｎ
　Ｗｉｌｅｙ　＆　Ｓｏｎｓ、Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋに詳述されている確立された方法論を通
して達成することができる。
【０１３５】
　本発明の核酸剤は、本明細書以下にさらに記載するような発現ベクターを使用して産生
することもできることが認識されよう。
【０１３６】
　任意選択により、本発明の核酸剤は修飾される。当技術分野で既知の種々の方法を使用
して核酸剤を修飾することができる。
【０１３７】
　特定の実施形態では、核酸剤は、当技術分野で既知のおよび本明細書以下に記載するよ
うに、骨格、ヌクレオシド間結合または塩基のいずれかで修飾される。
【０１３８】
　本発明のこれらの実施形態による有用な核酸剤の特定の例には、修飾された骨格もしく
は非天然ヌクレオシド間結合を含むオリゴヌクレオチドまたはポリヌクレオチドが含まれ
る。修飾された骨格を有するオリゴヌクレオチドまたはポリヌクレオチドの例には、骨格
中にリン原子を保持しているものが含まれる。他の修飾されたオリゴヌクレオチド骨格に
は、例えば、ホスホロチオエート；キラルホスホロチオエート；ホスホロジチオエート；
ホスホトリエステル；アミノアルキルホスホトリエステル；メチルと３’－アルキレンホ
スホネートおよびキラルホスホネートを含む他のアルキルホスホネート；ホスフィナート
；３’－アミノホスホルアミダートおよびアミノアルキルホスホルアミダートを含むホス
ホルアミダート；チオノホスホルアミダート；チオノアルキルホスホネート；チオノアル
キルホスホトリエステル；ならびに通常の３’－５’結合を有するボラノリン酸、これら
の２’－５’結合類似体、およびヌクレオシド単位の隣接対が３’－５’と５’－３’ま
たは２’－５’と５’－２’結合している逆極性を有するものが含まれる。上記修飾形の
種々の塩、混合塩および遊離酸形を使用することもできる。
【０１３９】
　あるいは、中にリン原子を含まない修飾されたオリゴヌクレオチド骨格は、短鎖アルキ
ルまたはシクロアルキルヌクレオシド間結合、混合ヘテロ原子およびアルキルもしくはシ
クロアルキルヌクレオシド間結合、あるいは１種もしくは複数の短鎖ヘテロ原子またはヘ
テロ複素環ヌクレオシド間結合により形成される骨格を有する。これらには、モルフォリ
ノ結合（一部はヌクレオシドの糖部分から形成される）；シロキサン骨格；スルフィド、
スルホキシドおよびスルホン骨格；ホルムアセチルおよびチオホルムアセチル骨格；メチ
レンホルムアセチルおよびチオホルムアセチル骨格；アルケン含有骨格；スルファマート
骨格；メチレンイミノおよびメチレンヒドラジノ骨格；スルホナートおよびスルホンアミ
ド骨格；アミド骨格；ならびに混合Ｎ、Ｏ、ＳおよびＣＨ２成分部分を有する他のものを
有するものが含まれる。
【０１４０】
　本発明により意図されるオリゴヌクレオチドまたはポリヌクレオチドの他の非限定的な
例には、「固定化核酸」、「固定化ヌクレオシド類似体」または「ＬＮＡ」と呼ばれる二
環式および三環式ヌクレオシドならびにヌクレオチド類似体を含む核酸類似体が含まれる
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（例えば、米国特許第６０８３４８２号参照）。
【０１４１】
　本発明にしたがって使用することができる他の核酸剤は、糖およびヌクレオシド間結合
の両方で修飾されている、すなわち、ヌクレオチド単位の骨格が新規の基に置換されてい
るものである。塩基単位は、適当なポリヌクレオチド標的との相補性のために維持される
。本発明の核酸剤はまた、塩基修飾または置換を含むこともできる。本明細書で使用する
「無修飾」または「天然」塩基には、プリン塩基であるアデニン（Ａ）およびグアニン（
Ｇ）、ならびにピリミジン塩基であるチミン（Ｔ）、シトシン（Ｃ）およびウラシル（Ｕ
）が含まれる。「修飾」塩基には、それだけに限らないが、５－メチルシトシン（５－ｍ
ｅ－Ｃ）；５－ヒドロキシメチルシトシン；キサンチン；ヒポキサンチン；２－アミノア
デニン；アデニンおよびグアニンの、６－メチルおよび他のアルキル誘導体；アデニンお
よびグアニンの、２－プロピルおよび他のアルキル誘導体；２－チオウラシル、２－チオ
チミンおよび２－チオシトシン；５－ハロウラシルおよびシトシン；５－プロピニルウラ
シルおよびシトシン；６－アゾウラシル、シトシンおよびチミン；５－ウラシル（シュー
ドウラシル（ｐｓｅｕｄｏｕｒａｃｉｌ））；４－チオウラシル；８－ハロ、８－アミノ
、８－チオール、８－チオアルキル、８－ヒドロキシルおよび他の８－置換、アデニンお
よびグアニン；５－ハロ、特に５－ブロモ、５－トリフルオロメチルおよび他の５－置換
、ウラシルおよびシトシン；７－メチルグアニンおよび７－メチルアデニン；８－アザグ
アニンおよび８－アザアデニン；７－デアザグアニンおよび７－デアザアデニン；ならび
に３－デアザグアニンおよび３－デアザアデニンなどの、他の合成および天然塩基が含ま
れる。
【０１４２】
　本発明の核酸をベースにした剤は、当技術分野で周知の標準的な組換えおよび合成法を
使用して製造することができる。単離核酸配列は、その天然供給源から、全（すなわち、
完全な）遺伝子またはその部分のいずれかとして得ることができる。核酸分子はまた、組
換えＤＮＡ技術（例えば、ポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）増幅、クローニング）または
化学合成を使用して製造することもできる。核酸配列には、それだけに限らないが、天然
対立遺伝子変異型ならびに修飾が核酸分子の機能を実質的に妨害しないようにヌクレオチ
ドが挿入、欠失、置換および／または反転させられた修飾核酸配列を含む、天然核酸配列
およびその相同体が含まれる。
【０１４３】
　核酸相同体は、当業者に既知のいくつかの方法を使用して製造することができる。例え
ば、核酸分子は、それだけに限らないが、部位特異的変異誘発、突然変異を誘発するため
の核酸分子の化学処理、核酸フラグメントの制限酵素切断、核酸フラグメントのライゲー
ション、ポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）増幅ならびに／あるいは核酸分子の混合物を「
構築する」ための核酸配列の選択された領域の突然変異誘発、オリゴヌクレオチド混合物
の合成および混合物のライゲーション、ならびにこれらの組み合わせなどの、伝統的な突
然変異誘発技術および組換えＤＮＡ技術を含む種々の技術を使用して修飾することができ
る。
【０１４４】
　ポリエチレングリコール
　本発明は、一部は、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）と共にポリヌクレオチドを含む
水溶液のインキュベーションが脂質をベースにしたマトリックス中のポリヌクレオチドの
捕捉を強化し、適当な条件下でマトリックスからのポリヌクレオチドの放出速度に影響を
及ぼすという予想外の発見に基づく。最も一般的な商業的に入手可能なＰＥＧであるので
、当技術分野で一般的に使用されるように、ポリ（エチレン）グリコールとは、一般的に
、ポリ（エチレン）グリコールの直鎖形を指す。直鎖状ＰＥＧは、式ＯＨ－（ＣＨ２ＣＨ

２Ｏ）ｎ－ＯＨ（ジオール）またはｍＰＥＧ、ＣＨ３Ｏ－（ＣＨ２ＣＨ２Ｏ）ｎＯＨ（式
中、ｎは反復エチレンオキシド基の平均数である）で表すことができる。これらのＰＥＧ
化合物は、１０００～３０００００に及ぶ種々の分子量で、例えば、Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄ
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ｒｉｃｈから商業的に入手可能である。直鎖状ＰＥＧは、単官能または二官能形として入
手可能である。ＰＥＧは、鎖の両端に官能性反応基を含むことができ、ホモ二官能性（２
個の同一の反応基）またはヘテロ二官能性（２個の異なる反応基）であり得る。例えば、
式ＮＨ２－（ＣＨ２ＣＨ２Ｏ）ｎＣＯＯＨのヘテロ二官能性ＰＥＧが、商業的に入手可能
であり、ＰＥＧ誘導体を形成するのに有用である。その平均分子量で表される多くのグレ
ードのＰＥＧ化合物が存在する。医薬品グレードのＰＥＧは、典型的には５０００までの
分子範囲である。特定の典型的な実施形態によると、本発明の教示にしたがって使用され
るＰＥＧは、１０００まで、典型的には約２０００～５０００の分子量を有する。
【０１４５】
　追加の成分
　本発明のマトリックス組成物は、任意選択により、遊離脂肪酸をさらに含む。特定の実
施形態では、遊離脂肪酸は、ω－６脂肪酸である。他の実施形態では、遊離脂肪酸は、ω
－９脂肪酸である。別の実施形態では、遊離脂肪酸は、ω－６およびω－９脂肪酸からな
る群から選択される。さらなる実施形態では、遊離脂肪酸は、１４個以上の炭素原子を有
する。別の実施形態では、遊離脂肪酸は、１６個以上の炭素原子を有する。別の実施形態
では、遊離脂肪酸は、１６個の炭素原子を有する。別の実施形態では、遊離脂肪酸は、１
８個の炭素原子を有する。別の実施形態では、遊離脂肪酸は、１６～２２個の炭素原子を
有する。別の実施形態では、遊離脂肪酸は、１６～２０個の炭素原子を有する。別の実施
形態では、遊離脂肪酸は、１６～１８個の炭素原子を有する。別の実施形態では、遊離脂
肪酸は、１８～２２個の炭素原子を有する。別の実施形態では、遊離脂肪酸は、１８～２
０個の炭素原子を有する。別の実施形態では、遊離脂肪酸は、リノール酸である。別の実
施形態では、遊離脂肪酸は、リノレン酸である。別の実施形態では、遊離脂肪酸は、オレ
イン酸である。別の実施形態では、遊離脂肪酸は、リノール酸、リノレン酸およびオレイ
ン酸からなる群から選択される。別の実施形態では、遊離脂肪酸は、当技術分野で既知の
別の適当な遊離脂肪酸である。別の実施形態では、遊離脂肪酸は、マトリックス組成物に
可撓性を付加する。別の実施形態では、遊離脂肪酸は、生体内放出速度を含む放出速度を
遅くする。別の実施形態では、遊離脂肪酸は、特に生体内で制御放出の一貫性を改善する
。別の実施形態では、遊離脂肪酸は、飽和している。別の実施形態では、少なくとも１４
個の炭素原子を有する飽和脂肪酸の組み込みにより、結果として生じるマトリックス組成
物のゲル－流体転移温度が上昇する。
【０１４６】
　別の実施形態では、遊離脂肪酸は、マトリックスに組み込まれる。
【０１４７】
　別の実施形態では、遊離脂肪酸は、重水素化されている。別の実施形態では、脂質アシ
ル鎖の重水素化により、ゲル－流体転移温度が低下する。
【０１４８】
　各種類の脂肪酸は、本発明の別々の実施形態を表す。
【０１４９】
　特定の実施形態によると、本発明のマトリックス組成物は、トコフェロールをさらに含
む。トコフェロールは、別の実施形態では、Ｅ３０７（α－トコフェロール）である。別
の実施形態では、トコフェロールは、β－トコフェロールである。別の実施形態では、ト
コフェロールは、Ｅ３０８（γ－トコフェロール）である。別の実施形態では、トコフェ
ロールは、Ｅ３０９（δ－トコフェロール）である。別の実施形態では、トコフェロール
は、α－トコフェロール、β－トコフェロール、γ－トコフェロールおよびδ－トコフェ
ロールからなる群から選択される。別の実施形態では、トコフェロールは、マトリックス
組成物に組み込まれる。各可能性は、本発明の別々の実施形態を表す。
【０１５０】
　本発明のマトリックス組成物は、任意選択により、当技術分野で周知の生理学的に許容
される緩衝塩をさらに含む。生理学的に許容される緩衝塩の非限定的な例は、リン酸緩衝
液である。リン酸緩衝液の典型的な例は、ＮａＣｌ４０部、ＫＣｌ１部、Ｎａ２ＨＰＯ４
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・２Ｈ２Ｏ７部およびＫＨ２ＰＯ４１部である。別の実施形態では、緩衝塩は、当技術分
野で既知の他の任意の生理学的に許容される緩衝塩である。各可能性は、本発明の別々の
実施形態を表す。
【０１５１】
　放出速度およびマトリックス組成物の一般特性
　適当な条件下での本発明のマトリックス組成物についての有効成分の９０％の放出時間
は、好ましくは４日と６ヶ月との間である。別の実施形態では、放出時間は、１週間と６
ヶ月との間である。別の実施形態では、放出時間は、１週間と５ヶ月との間である。別の
実施形態では、放出時間は、１週間と５ヶ月との間である。別の実施形態では、放出時間
は、１週間と４ヶ月との間である。別の実施形態では、放出時間は、１週間と３ヶ月との
間である。別の実施形態では、放出時間は、１週間と２ヶ月との間である。別の実施形態
では、放出時間は、２週間と６ヶ月との間である。別の実施形態では、放出時間は、２週
間と５ヶ月との間である。別の実施形態では、放出時間は、２週間と４ヶ月との間である
。別の実施形態では、放出時間は、２週間と３ヶ月との間である。別の実施形態では、放
出時間は、３週間と６ヶ月との間である。別の実施形態では、放出時間は、３週間と５ヶ
月との間である。別の実施形態では、放出時間は、３週間と４ヶ月との間である。別の実
施形態では、放出時間は、３週間と３ヶ月との間である。各可能性は、本発明の別々の実
施形態を表す。
【０１５２】
　本発明の組成物を使用した徐放期間は、以下の４つの主要な因子を考慮して計画するこ
とができる：（ｉ）ポリマーと脂質含量、特に少なくとも１４個の炭素の脂肪酸部分を有
するリン脂質との間の重量比、（ｉｉ）使用されるバイオポリマーおよび脂質の生化学的
および／または生物物理学的特性、（ｉｉｉ）所与の組成物に使用される異なる脂質間の
比、ならびに（ｉｖ）核酸剤とポリエチレングリコールとのインキュベーション時間。
【０１５３】
　本明細書以下に例示するように、マトリックスが脂質部分を欠いている場合、担持され
たポリヌクレオチドの大半は、最初の時間内に放出され、脂質集団がポリヌクレオチドの
ゆるやかな放出に不可欠であることを示している。脂質飽和を達成するための総脂質とポ
リマーの比は、本明細書に記載するいくつかの方法により決定することができる。特定の
実施形態によると、本発明の組成物の脂質：ポリマー重量比は、１：１と９：１との間（
１：１と９：１を含めて）である。別の実施形態では、比は、１．５：１と９：１との間
（１．５：１と９：１を含めて）である。別の実施形態では、比は、２：１と９：１との
間（２：１と９：１を含めて）である。別の実施形態では、比は、３：１と９：１との間
（３：１と９：１を含めて）である。別の実施形態では、比は、４：１と９：１との間（
４：１と９：１を含めて）である。別の実施形態では、比は、５：１と９：１との間（５
：１と９：１を含めて）である。別の実施形態では、比は、６：１と９：１との間（６：
１と９：１を含めて）である。別の実施形態では、比は、７：１と９：１との間（７：１
と９：１を含めて）である。別の実施形態では、比は、８：１と９：１との間（８：１と
９：１を含めて）である。別の実施形態では、比は、１．５：１と５：１との間（１．５
：１と５：１を含めて）である。各可能性は、本発明の別々の実施形態を表す。
【０１５４】
　例示のための別の実施形態では、ポリマーが主に４０ＫＤａ　ＰＬＧＡ（ポリ（乳酸－
コ－グリコール酸、比１：１））である場合、総脂質と４０ＫＤａ　ＰＬＧＡのモル比は
、典型的には２０～１００の範囲（２０と１００を含めて）である。別の実施形態では、
総脂質と４０ＫＤａ　ＰＬＧＡのモル比は、２０～２００の間（２０と２００を含めて）
である。別の実施形態では、モル比は、１０～１００の間（１０と１００を含めて）であ
る。別の実施形態では、モル比は、１０～２００の間（１０と２００を含めて）である。
別の実施形態では、モル比は、１０～５０の間（１０と５０を含めて）である。別の実施
形態では、モル比は、２０～５０の間（２０と５０を含めて）である。各可能性は、本発
明の別々の実施形態を表す。
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【０１５５】
　インプラントおよび他の医薬組成物
　本発明のマトリックス組成物は、有機溶媒および水の除去後に、インプラントの形に成
形することができる。溶媒の除去は、典型的には、室温と９０℃との間の特定の温度下で
の蒸発、続いて真空により行われる。
【０１５６】
　別の実施形態では、インプラントは、均一である。別の実施形態では、インプラントは
、鋳型中で材料を凍結乾燥するステップを含む方法により製造される。各可能性は、本発
明の別々の実施形態を表す。
【０１５７】
　追加の実施形態によると、本発明は、本発明の核酸をベースにした剤を含むマトリック
ス組成物を含むインプラントを提供する。
【０１５８】
　本発明は、（ａ）バルク材料の形で本発明の方法によりマトリックス組成物を製造する
ステップと；（ｂ）バルク材料を所望の形状の鋳型または固体容器に移すステップと；（
ｃ）バルク材料を凍結するステップと；（ｄ）バルク材料を凍結乾燥するステップとを含
む、本発明の組成物からインプラントを製造する方法をさらに提供する。
【０１５９】
　追加の実施形態では、本発明は、本発明のマトリックス組成物を含む医薬組成物を提供
する。特定の実施形態によると、医薬組成物は、追加の薬学的に許容される添加剤をさら
に含む。追加の実施形態では、医薬組成物は、非経口的に注射可能な形である。他の実施
形態では、医薬組成物は、注入可能な形（ｉｎｆｕｓｉｂｌｅ　ｆｏｒｍ）である。なお
追加の実施形態では、添加剤は、注射に適合性である。さらなる実施形態では、添加剤は
、注入に適合性である。各可能性は、本発明の別々の実施形態を表す。
【０１６０】
　１００ｎｍ～５０ｍに及ぶ微小胞の製造のための本発明のマトリックス組成物の使用も
また本発明の範囲内である。
【０１６１】
　特定の実施形態によると、本発明のマトリックス組成物は、有機溶媒および水の除去後
、マイクロスフェアの形である。他の実施形態では、マイクロスフェアは、均一である。
特定の実施形態によると、マイクロスフェアは、噴霧乾燥のステップを含む方法により製
造される。各可能性は、本発明の別々の実施形態を表す。
【０１６２】
　別の実施形態では、本発明は、本発明のマトリックス組成物から作られるマイクロスフ
ェアを提供する。別の実施形態では、本発明は、本発明のマイクロスフェアおよび薬学的
に許容される添加剤を含む医薬組成物を提供する。各可能性は、本発明の別々の実施形態
を表す。
【０１６３】
　別の実施形態では、本発明のマイクロスフェアの粒径は、約５００～２０００ｎｍであ
る。別の実施形態では、粒径は、約４００～２５００ｎｍである。別の実施形態では、粒
径は、約６００～１９００ｎｍである。別の実施形態では、粒径は、約７００～１８００
ｎｍである。別の実施形態では、粒径は、約５００～１８００ｎｍである。別の実施形態
では、粒径は、約５００～１６００ｎｍである。別の実施形態では、粒径は、約６００～
２０００ｎｍである。別の実施形態では、粒径は、７００～２０００ｎｍである。別の実
施形態では、粒子は、医薬投与に適した他の任意の大きさである。各可能性は、本発明の
別々の実施形態を表す。
【０１６４】
　本発明のマトリックス組成物を製造する方法
　本発明は、
　（ａ）（ｉ）生分解性ポリマーおよび（ｉｉ）極性基を有する少なくとも１種の脂質を
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含む第１脂質成分を第１揮発性有機溶媒の中に混合するステップと；
　（ｂ）ポリエチレングリコールを核酸剤の水性溶液の中に混合するステップと；
　（ｃ）ステップ（ｂ）で得られた溶液を第２揮発性有機溶媒および少なくとも１４個の
炭素の脂肪酸部分を有する少なくとも１種のリン脂質を含む第２脂質成分と混合するステ
ップと；
　（ｄ）ステップ（ａ）および（ｃ）で得られた溶液を混合して、均一な混合物を形成す
るステップと；
　（ｅ）揮発性溶媒および水を除去し、
　それによって核酸剤を含む均一なポリマー－リン脂質マトリックスを製造するステップ
と
　を含む核酸剤の徐放のためのマトリックス組成物を製造する方法をさらに提供する。
【０１６５】
　特定の典型的な実施形態によると、本方法は、（ａ）（ｉ）生分解性ポリエステルおよ
び（ｉｉ）ステロールを第１揮発性有機溶媒の中に混合するステップと；（ｂ）（１）第
２水混和性揮発性有機溶媒中のホスファチジルコリンおよび／または（２）第２水混和性
揮発性有機溶媒中のホスファチジルエタノールアミンを、ポリエチレングリコールを含む
水性溶液中の核酸剤をベースにした薬物を含む異なる容器の中に混合し、（３）所与の温
度で得られた溶液を混合し、（４）任意選択により遠心分離または凍結乾燥により得られ
た材料を沈殿させ、任意選択により選択された揮発性溶媒に沈殿を再懸濁させるステップ
と；（ｃ）ステップ（ａ）および（ｂ）から得られた生成物を混合および均質化するステ
ップとを含む。
【０１６６】
　特定の実施形態によると、生分解性ポリマーは、ＰＬＧＡ、ＰＧＡ、ＰＬＡまたはこれ
らの組み合わせからなる群から選択される。他の実施形態では、生分解性ポリエステルは
、当技術分野で既知の他の任意の適当な生分解性ポリエステルである。なお追加の実施形
態によると、生分解性ポリマーは、ポリアミンである。第１有機溶媒の中で、ポリマーを
、極性基を有する少なくとも１種の脂質（非限定的な例は、ステロール、特にコレステロ
ールである）と混合するステップは、典型的には室温で行われる。任意選択により、α－
および／またはγ－トコフェロールが溶液に添加される。脂質－ポリマーマトリックスが
形成される。
【０１６７】
　少なくとも１種の核酸をベースにした剤およびポリエチレングリコールを含む水性溶液
は、典型的には攪拌下で、少なくとも１種のリン脂質を含む第２揮発性有機溶媒（それだ
けに限らないが、Ｎ－メチルピロリドン、エタノール、メタノール、酢酸エチルまたはこ
れらの組み合わせからなる群から選択される）と混合される。特定の実施形態によると、
リン脂質は、ホスホコリンもしくはホスファチジルコリンまたはこれらの誘導体である。
他の実施形態によると、リン脂質は、ホスファチジルコリンまたはその誘導体である。追
加の実施形態によると、第２揮発性有機溶媒は、ホスファチジルコリン、ホスファチジル
コリンまたはその誘導体の組み合わせを含む。特定の実施形態によると、ホスホコリンも
しくはホスファチジルコリンまたはこれらの誘導体は、マトリックス中の全脂質の１０～
９０質量％、すなわち、リン脂質、ステロール、セラミド、脂肪酸等の１０～９０質量％
で存在する。他の実施形態によると、ホスファチジルエタノールアミンは、マトリックス
中の全脂質の１０～９０質量％で存在する。
【０１６８】
　なお他の実施形態によると、ホスホコリンもしくはホスファチジルコリン誘導体または
ホスファチジルエタノールアミンの比が異なるこれらの組み合わせは、核酸剤およびＰＥ
Ｇを含む水性溶液へ添加する前に、有機溶媒中で混合される。
【０１６９】
　別の実施形態では、ホスファチジルエタノールアミンも第１脂質成分に含まれる。
【０１７０】



(33) JP 5860409 B2 2016.2.16

10

20

30

40

50

　別の実施形態では、（ａ）有機溶媒を含む混合物は、水混和性有機溶媒を含む混合物と
混合する前に均質化される。別の実施形態では、（ｃ）水混和性有機溶媒を含む混合物は
、別の種類の有機溶媒を含む混合物と混合する前に均質化される。別の実施形態では、ス
テップ（ａ）の混合物中のポリマーは、脂質飽和である。別の実施形態では、マトリック
ス組成物は、脂質飽和である。典型的には、ポリマーおよびホスファチジルコリンは、マ
トリックス組成物に組み込まれる。別の実施形態では、活性剤もマトリックス組成物に組
み込まれる。別の実施形態では、マトリックス組成物は、その形状および境界が生分解性
ポリマーによって決定される脂質飽和マトリックスの形である。各可能性は、本発明の別
々の実施形態を表す。
【０１７１】
　別の実施形態では、ホスファチジルエタノールアミンは、飽和脂肪酸部分を有する。別
の実施形態では、脂肪酸部分は、少なくとも１４個の炭素原子を有する。別の実施形態で
は、脂肪酸部分は、１４～１８個の炭素原子を有する。各可能性は、本発明の別々の実施
形態を表す。
【０１７２】
　別の実施形態では、ホスファチジルコリンは、飽和脂肪酸部分を有する。別の実施形態
では、脂肪酸部分は、少なくとも１４個の炭素原子を有する。別の実施形態では、脂肪酸
部分は、少なくとも１６個の炭素原子を有する。別の実施形態では、脂肪酸部分は、１４
～１８個の炭素原子を有する。別の実施形態では、脂肪酸部分は、１６～１８個の炭素原
子を有する。各可能性は、本発明の別々の実施形態を表す。
【０１７３】
　別の実施形態では、非極性有機溶媒中の総脂質とポリマーのモル比は、この混合物中の
ポリマーが脂質飽和であるようになっている。例示のための別の実施形態では、ポリマー
が主に５０ＫＤａ　ＰＬＧＡ（ポリ（乳酸－コ－グリコール酸、比１：１））である場合
、総脂質と５０ＫＤａ　ＰＬＧＡのモル比は、典型的には１０～５０の範囲（１０と５０
を含めて）である。別の実施形態では、総脂質と５０ＫＤａ　ＰＬＧＡのモル比は、１０
～１００の間（１０と１００を含めて）である。別の実施形態では、モル比は、２０～２
００の間（２０と２００を含めて）である。別の実施形態では、モル比は、２０～３００
の間（２０と３００を含めて）である。別の実施形態では、モル比は、３０～４００の間
（３０と４００を含めて）である。各可能性は、本発明の別々の実施形態を表す。
【０１７４】
　本発明の上記方法および他の方法の成分の各々は、本発明のマトリックス組成物の対応
する成分と同様に定義される。
【０１７５】
　別の実施形態では、製造法のステップ（ａ）は、ホスファチジルエタノールアミンを揮
発性有機溶媒、典型的には非極性溶媒に添加するステップをさらに含む。別の実施形態で
は、ホスファチジルエタノールアミンは、ステップ（ｃ）に含まれるのと同じホスファチ
ジルエタノールアミンである。別の実施形態では、ホスファチジルエタノールアミンは、
異なるホスファチジルエタノールアミンであり、当技術分野で既知の他の任意のホスファ
チジルエタノールアミンであり得る。別の実施形態では、ホスファチジルエタノールアミ
ンは、ステップ（ｃ）のホスファチジルエタノールアミンおよび異なるホスファチジルエ
タノールアミンからなる群から選択される。各可能性は、本発明の別々の実施形態を表す
。
【０１７６】
　別の実施形態では、製造法のステップ（ｃ）は、ホスファチジルセリン、ホスファチジ
ルグリセロール、スフィンゴミエリンおよびホスファチジルイノシトールからなる群から
選択されるリン脂質を、揮発性有機溶媒、典型的には水混和性溶媒に添加するステップを
さらに含む。
【０１７７】
　別の実施形態では、製造法のステップ（ｃ）は、スフィンゴ脂質を、水混和性揮発性有
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機溶媒に添加するステップをさらに含む。別の実施形態では、スフィンゴ脂質は、セラミ
ドである。別の実施形態では、スフィンゴ脂質は、スフィンゴミエリンである。別の実施
形態では、スフィンゴ脂質は、当技術分野で既知の他の任意のスフィンゴ脂質である。各
可能性は、本発明の別々の実施形態を表す。
【０１７８】
　別の実施形態では、製造法のステップ（ｃ）は、ω－６またはω－９遊離脂肪酸を、水
混和性揮発性有機溶媒に添加するステップをさらに含む。別の実施形態では、遊離脂肪酸
は、１６個以上の炭素原子を有する。各可能性は、本発明の別々の実施形態を表す。
【０１７９】
　ポリマーは、ステップ（ａ）の混合物中で脂質飽和であるので、混合すると、均一な混
合物が形成される。別の実施形態では、均一な混合物は、均一な液体の形をとる。別の実
施形態では、混合物を凍結乾燥または噴霧乾燥すると、小胞が形成される。各可能性は、
本発明の別々の実施形態を表す。
【０１８０】
　別の実施形態では、製造法は、ステップ（ｄ）の生成物中に存在する溶媒および水を除
去するステップをさらに含む。特定の実施形態では、溶媒および水の除去は、混合物の微
粒化を利用する。他の実施形態では、混合物は乾燥した加熱空気に微粒化される。典型的
には、加熱空気への微粒化は、全ての水を即時に蒸発させ、その後の乾燥ステップの必要
性を除去する。別の実施形態では、混合物は、水を含まない溶媒に微粒化される。別の実
施形態では、液体除去は、噴霧乾燥により行われる。別の実施形態では、液体除去は、凍
結乾燥により行われる。別の実施形態では、液体除去は、液体窒素を使用して行われる。
別の実施形態では、液体除去は、エタノールと予混合した液体窒素を使用して行われる。
別の実施形態では、液体除去は、当技術分野で既知の別の適当な技術を使用して行われる
。各可能性は、本発明の別々の実施形態を表す。
【０１８１】
　別の実施形態では、本発明の方法は、組成物を真空乾燥するステップをさらに含む。別
の実施形態では、真空乾燥のステップは、蒸発のステップ後に行われる。各可能性は、本
発明の別々の実施形態を表す。
【０１８２】
　別の実施形態では、本発明の方法は、ステップ（ｄ）の生成物を加熱することにより、
有機揮発性溶媒を蒸発させるステップをさらに含む。加熱は、溶媒が除去されるまで、室
温から９０℃の間の典型的な温度で継続する。別の実施形態では、蒸発のステップの後に
、真空乾燥のステップが行われる。各可能性は、本発明の別々の実施形態を表す。
【０１８３】
　脂質飽和および脂質飽和を測定するための技術
　本明細書で使用する「脂質飽和」とは、マトリックス中に存在する核酸剤および任意選
択により標的化部分と結合したリン脂質ならびに存在し得る他の任意の脂質によるマトリ
ックス組成物のポリマーの飽和を指す。本明細書に記載するように、本発明のマトリック
ス組成物は、いくつかの実施形態では、ホスファチジルコリン以外のリン脂質を含む。他
の実施形態では、マトリックス組成物は、リン脂質以外の脂質を含むことができる。マト
リックス組成物は、存在するどんな脂質によっても飽和される。「飽和」とは、マトリッ
クスが、マトリックスに組み込むことができる最大量の利用される種類の脂質を含む状態
を指す。脂質飽和を達成するためのポリマー：脂質比を決定する方法およびマトリックス
の脂質飽和の程度を測定する方法は、当業者に既知である。各可能性は、本発明の別々の
実施形態を表す。
【０１８４】
　特定の典型的な実施形態によると、本発明の最終マトリックス組成物は、核酸送達のた
めに設計された今までに知られている脂質をベースにしたマトリックスと対照的に、水を
実質的に含まない。つまり、最初に有効成分を水溶液に溶解させる場合でさえ、脂質ポリ
マー組成物を調製する工程中に全溶媒が除去される。最終組成物に水が実質的に存在しな
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いことにより、生理活性の核酸が、分解または化学修飾、特に酵素分解から保護される。
含水生物学的環境に組成物を適用すると、マトリックス組成物の外表面は生物学的液体に
接触するが、水を実質的に含まない内側部分が残っている有効成分を保護し、未損傷の有
効成分の徐放を可能にする。
【０１８５】
　特定の実施形態によると、用語「水を実質的に含まない」とは、１重量％未満の水を含
む組成物を指す。別の実施形態では、この用語は、０．８重量％未満の水を含む組成物を
指す。別の実施形態では、この用語は、０．６重量％未満の水を含む組成物を指す。別の
実施形態では、この用語は、０．４重量％未満の水を含む組成物を指す。別の実施形態で
は、この用語は、０．２重量％未満の水を含む組成物を指す。別の実施形態では、この用
語は、マトリックスの耐水特性に影響を及ぼす量の水がないことを指す。
【０１８６】
　別の実施形態では、マトリックス組成物は、水を基本的に含まない。「基本的に含まな
い」とは、０．１重量％未満の水を含む組成物を指す。別の実施形態では、この用語は、
０．０８重量％未満の水を含む組成物を指す。別の実施形態では、この用語は、０．０６
重量％未満の水を含む組成物を指す。別の実施形態では、この用語は、０．０４重量％未
満の水を含む組成物を指す。別の実施形態では、この用語は、０．０２重量％未満の水を
含む組成物を指す。別の実施形態では、この用語は、０．０１重量％未満の水を含む組成
物を指す。各可能性は、本発明の別々の実施形態を表す。
【０１８７】
　別の実施形態では、マトリックス組成物は、水を含まない。別の実施形態では、この用
語は、検出可能な量の水を含まない組成物を指す。各可能性は、本発明の別々の実施形態
を表す。
【０１８８】
　本発明のマトリックスを調製する方法は、水溶液を使用するただ１つのステップを含む
。この溶液は、有機揮発性溶媒と混合され、その後全液体が除去される。したがって、本
発明の方法は、脂質飽和を可能にする。脂質飽和は、マトリックス組成物に、生体内でバ
ルク分解に耐える能力を与えるので、マトリックス組成物は、数週間または数ヶ月のスケ
ールで持続放出を媒介する能力を示す。
【０１８９】
　別の実施形態では、マトリックス組成物は、乾燥している。「乾燥」とは、別の実施形
態では、検出可能な量の水または有機溶媒がないことを指す。
【０１９０】
　別の実施形態では、マトリックス組成物の水透過性が最小化された。水透過性の「最小
化」とは、添加された水の浸透に対する透過性を最小化すると決定された量の脂質の存在
下で、本明細書に記載されるように、主に有機溶媒中でマトリックス組成物を製造する工
程を指す。必要とされる脂質の量は、本明細書に記載するように、トリチウム標識水を含
む溶液で小胞を水和することにより、決定することができる。
【０１９１】
　別の実施形態では、「脂質飽和」とは、ポリマー骨格の外部境界により規定される脂質
マトリックス中の内部間隙（自由体積）の充填を指す。空隙は、追加の脂質部分をもはや
認識できる程度までマトリックスに組み込むことができない程度まで、マトリックス中に
存在する他の任意の種類の脂質、核酸剤および任意選択により標的化部分と結合したリン
脂質により充填される。
【０１９２】
　「ゼロ次放出速度」または「ゼロ次放出反応速度論」とは、ポリマーマトリックスから
の核酸剤の一定の、線形の、連続的な徐放および制御放出速度を意味する。すなわち、放
出される核酸剤の量対時間のプロットは線形である。
【０１９３】
　核酸剤の治療適用
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　本発明はまた、全真核生物、例えば、哺乳動物もしくは植物；またはこれらの一部、例
えば、組織、器官、細胞等において、例えば、１種または複数の標的遺伝子、病原性ウイ
ルスのウイルス複製等を調節することが望まれる種々の適用に関する。このような方法で
は、有効量の核酸活性剤が、宿主に投与されるまたは標的細胞に導入される。用語「有効
量」とは、所望のように標的ウイルス遺伝子の発現を調節する、例えば、所望のウイルス
複製の阻害を達成するのに十分な用量を指す。上記のように、この種の適用の特定の実施
形態では、所望の治療成績を達成するために宿主中の１種または複数の標的遺伝子の発現
を低下させるために本方法が使用される。
【０１９４】
　標的遺伝子がウイルス遺伝子の場合、例えば、ウイルス複製の阻害が望まれる場合、標
的ウイルス遺伝子は、いくつかの異なるウイルスからのものであり得る。代表的なウイル
スには、それだけに限らないが、ＨＢＶ、ＨＣＶ、ＨＩＶ、インフルエンザＡ型、Ａ型肝
炎、ピコルナウイルス、アルファウイルス、ヘルペスウイルスなどが含まれる。
【０１９５】
　本明細書に記載する方法はまた、腫瘍細胞中の標的遺伝子の発現を阻害するのにも適し
ている。本発明は、固形腫瘍および非固形腫瘍を含む任意の種類のがんに関する。固形腫
瘍は、それだけに限らないが、ＣＮＳ腫瘍、肝がん、結腸直腸癌、乳がん、胃がん、膵が
ん、膀胱癌、子宮頸癌、頭頸部腫瘍、外陰がん、ならびに黒色腫、扁平上皮癌および基底
細胞癌を含む皮膚新生物によって例示される。非固形腫瘍には、白血病およびリンパ腫を
含むリンパ増殖性疾患が含まれる。各可能性は、本発明の別々の実施形態を表す。
【０１９６】
　本方法が用途を見出す別の適用は、真核細胞または非ヒト真核生物、好ましくは哺乳動
物細胞もしくは生物、最も好ましくはヒト細胞、例えば、ＨｅＬａもしくは２９３などの
細胞株または齧歯類動物、例えば、ラットおよびマウスの機能解析による遺伝子機能の解
明である。適当なＲＮＡ分子をコードする所定の標的遺伝子と相同性のベクター分子のト
ランスフェクションにより、標的細胞中、例えば、細胞培養液中または標的生物中に特定
のノックダウン表現型を得ることができる。
【０１９７】
　本発明はまた、それだけに限らないが、生物的ならびに非生物的ストレス、昆虫侵襲、
病原体感染に対する感受性の減少、および成熟特性を含む農業特性の改善を含む、特性が
改善した植物を生産するのにも有用である。農業社会で有害であり得る任意の遺伝子（単
数または複数）は、このような特別に選択された核酸の潜在的な標的（単数または複数）
となり得るだろう。
【０１９８】
　実施例
　実施例１－核酸をベースにした剤の送達のための薬物担体組成物を製造するためのプラ
ットフォーム技術
　Ｉ．第１溶液の調製
　ポリマー（例えば、ＰＬＧＡ、ＰＧＡ、ＰＬＡもしくはこれらの組み合わせ）およびス
テロール（例えば、コレステロール）および／またはα－もしくはγ－トコフェロールを
、揮発性有機溶媒（例えば、クロロホルムを含む／含まない酢酸エチル）の中で混合する
。全工程は、室温で行う。こうして、脂質－ポリマーマトリックスを得る。
【０１９９】
　ＩＩ．第２溶液の調製
　少なくとも１種の核酸をベースにした剤を水に溶解させ、ポリエチレングリコール（Ｐ
ＥＧ）１０００～８０００、典型的にはＰＥＧ５０００を添加する。得られた溶液を、典
型的には攪拌下で、
　マトリックス中の全脂質の１０～９０質量％、すなわち、リン脂質、ステロール、セラ
ミド、脂肪酸等の１０～９０質量％で存在する、ホスホコリンまたはホスファチジルコリ
ン誘導体、例えば、重水素化１，２－ジステアロイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリ
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ン（ＤＳＰＣ）またはジオレオイルホスファチジルコリン（ＤＯＰＣ）、ジパルミトイル
ホスファチジルコリン（ＤＰＰＣ）、ジミリストイルホスファチジルコリン（ＤＭＰＣ）
、ジオレオイルホスファチジルコリン（ＤＯＰＣ）、１－パルミトイル－２－オレオイル
－ホスファチジルコリンと；
　任意選択により、マトリックス中の全脂質の１０～９０質量％で存在する、ホスファチ
ジルエタノールアミン－例えば、ジメチルジミリストイルホスファチジルエタノールアミ
ン（ＤＭＰＥ）またはジパルミトイルホスファチジルエタノールアミン（ＤＰＰＥ）－と
；
　任意選択により、ＮＡ薬物水性溶液の添加前に、有機溶媒中で混合した、ホスホコリン
もしくはホスファチジルコリンまたはホスファチジルエタノールアミンの比が異なるこれ
らの組み合わせと；
　任意選択により、マトリックス中の全脂質の０．１～１０モル％で含まれるカチオン性
脂質と；
　任意選択により、マトリックス中の全脂質の０．１～１０質量％の、０．１～１５質量
％の遊離脂肪酸、例えばリノール酸（ＬＮ）またはオレイン酸（ＯＡ）と；
　を含む、揮発性有機溶媒（典型的には、Ｎ－メチルピロリドン、エタノール、メタノー
ル、酢酸エチルまたはこれらの組み合わせ）と混合する。
【０２００】
　混合物を、均質化、超音波処理または医療機器の表面をコーティングするために使用す
る。典型的には、全工程を室温で行うが、典型的に高飽和脂質を使用する場合には、約９
０℃までの高温を使用することができる。
【０２０１】
　ＩＩＩ．ポリマーと核酸－ＰＥＧ混合物との混合
　第２懸濁液（または溶液）を、攪拌下で第１溶液に添加する。攪拌を約５時間まで続け
る。特定の処方、使用している脂質の性質および特定の核酸剤に全てしたがって、全工程
を室温および９０℃までで行う。結果として生じる混合物は、均一であるはずであるが、
わずかに混濁していてもよい。
【０２０２】
　ＩＶ．溶媒の除去
　表面のコーティングを行う際、ステージＩＩＩの懸濁液を、コーティングする粒子また
は機器と混合し、続いて揮発性有機溶媒を蒸発させる。全コーティング工程を約３０～９
０℃の温度で行う。
【０２０３】
　ステージＩＩＩの溶液は、任意選択により、乾燥した加熱空気に微粒化することができ
る。
【０２０４】
　あるいは、ステージＩＩＩの溶液を、炭水化物を含み得る水性溶液に微粒化する、また
は液体窒素で覆ったエタノールもしくはエタノールを含まない液体窒素のみに微粒化し、
その後窒素および／またはエタノール（上記の通り）を蒸発させる。
【０２０５】
　Ｖ．真空乾燥
　マトリックス組成物、コーティングされた粒子およびコーティングされた機器を真空乾
燥する。全有機溶媒および水の残渣を除去する。核酸剤を含む脂質をベースにしたマトリ
ックスの貯蔵の準備ができる。
【０２０６】
　実施例２：ＰＥＧなしでの核酸剤を含むマトリックスの調製
マトリックス調製
　ストック溶液：
　ストック溶液１（ＳＳ１）：ＰＬＧＡ７５／２５、酢酸エチル（ＥＡ）中３００ｍｇ／
ｍｌ。
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　ストック溶液２（ＳＳ２）：コレステロール（ＣＨ）、ＥＡ中３０ｍｇ／ｍｌ。
　ストック溶液３（ＳＳ３）：ＤＰＰＣ、メタノール：ＥＡ（３：１ｖ／ｖ）中３００ｍ
ｇ／ｍｌ。
　５’末端でＦＡＭ（蛍光標識プローブ）により標識した一本鎖ＤＮＡオリゴヌクレオチ
ド（ｓｓＤＮＡ）（２３ｍｅｒ、配列ＣＣＡＴＣＡＡＣＧＡＣＣＣＣＴＴＣＡＴＧＧＡＣ
（配列番号１）を有する）、ＤＤＷ中０．５ｍＭ。
　溶液Ａは、０．２倍容のＳＳ１と１倍容のＳＳ２を混合することにより得た（ＰＬＧＡ
５０ｍｇ／ｍｌ、ＣＨ２５ｍｇ／ｍｌ）。
　溶液Ｂは、ボルテックスにより、１：１容積対容積比でＳＳ３およびＳＳ４を混合する
ことにより得た。
　溶液ＡＢは、ボルテックスにより、１倍溶の溶液Ｂを１．５倍溶の溶液Ａと混合し、４
５℃で５分間混合物をインキュベートすることにより得た。
【０２０７】
　１倍容のＡＢ溶液に１倍容のＭｅｔＯＨ：ＤＤＷ（ｖ／ｖ）を添加し、続いてボルテッ
クスし、４５℃で１０分間インキュベートした（溶液は均一で乳白色になった）。
【０２０８】
　コーティング
　市販の人工骨（リン酸三カルシウム粒子、ＴＣＰ）１００ｍｇを、マトリックス溶液（
溶液ＡＢ）０．２５ｍｌでコーティングした。
【０２０９】
　液体が見えなくなるまで４５℃で１時間インキュベートし、続いて一晩真空にすること
により溶媒を蒸発させた。
【０２１０】
　実施例３－ＰＥＧなしで調製したマトリックス組成物からのｓｓＤＮＡの放出
　本明細書上記の実施例２に記載するように調製したＦＡＭ標識ｓｓＤＮＡを含むマトリ
ックスでコーティングしたＴＣＰ粒子を、水により水和させ、３７℃でインキュベートし
た。１時間後、水を回収し、新鮮な水と交換した。この手順を２３日間毎日繰り返した。
回収した水試料へのオリゴヌクレオチドの放出を、定量的蛍光分析によりＦＡＭ（５カル
ボキシ－フルオレセイン）蛍光を測定することにより評価した（励起波長－４８５ｎｍ、
発光波長－５２０ｎｍ）。放出されたｓｓＤＮＡの濃度を、プロットした標準曲線（蛍光
対オリゴヌクレオチド濃度、図１）にしたがって測定した。０．０５～２５ｐｍｏｌ／μ
ｌの範囲で直線標準曲線が得られた。放出されたオリゴヌクレオチドの割合は、マトリッ
クスに担持されたオリゴヌクレオチドの推定量に正規化した。
【０２１１】
　図２は、１時間後、担持されたｓｓＤＮＡの約２０％が水中に放出されることを示して
いる。したがって、この図は、オリゴヌクレオチド溶液中にＰＥＧがないことが、脂肪マ
トリックスに担持されるｓｓＤＮＡの量に悪影響を及ぼすことを明らかに示している。そ
の後、次の２日間で、同様の量が放出された（約１０％）。５日目から１６日目まで、ｓ
ｓＤＮＡのゼロ次放出が観察された；毎日、平均１～１．８％の累積ｓｓＤＮＡが放出さ
れた。１６日目から、試料中のｓｓＤＮＡ濃度が検出限界未満となった２３日目まで、ｓ
ｓＤＮＡの放出は減少した。
【０２１２】
　試料を、光学顕微鏡（Ｘ４００）でも調査した。図３Ａに示すように、水和後、媒体中
に放出される典型的な種類の脂質小胞が存在した。図３Ｂは、同一小胞からの緑色蛍光発
光を示し、これらの小胞が蛍光プローブを含んでいたことを示している。
【０２１３】
　実施例４：放出されたオリゴヌクレオチドの機能性の試験
　マトリックスに担持されるｓｓＤＮＡ（配列番号１に示す核酸配列を有する）を、マウ
スのハウスキーピング遺伝子ＧａｐＤＨのフラグメントを増幅する順方向プライマーとし
て設計した。核酸配列ＧＧＡＴＧＡＣＣＴＴＧＣＣＣＡＣＡＧＣＣＴＴＧ（配列番号２）



(39) JP 5860409 B2 2016.2.16

10

20

30

40

50

からなる、この遺伝子に相補的な逆方向プライマーも調製した。放出されたｓｓＤＮＡの
濃度を評価した後、異なる時点からの放出されたオリゴヌクレオチド１００ｐｍｏｌを、
ＰＣＲ反応のために取った。マウス脾臓由来のｃＤＮＡを鋳型として使用した。マトリッ
クスから放出されたオリゴヌクレオチドおよび逆方向プライマーを使用して、約５００ｂ
ｐの予想サイズを有するＧａｐＤＨフラグメントを増幅した。ＲｅａｄｙＭｉｘ（商標）
（Ｓｉｇｍａ）成分を使用して、ＰＣＲ反応を行った。
【０２１４】
　図４は、ＰＣＲ産物のアガロースゲルを示している。予想された５００ｂｐのフラグメ
ントが得られ、試験した全時点で放出されたｓｓＤＮＡが活性であり、正しい遺伝子フラ
グメントを増幅することができることが確認された。
【０２１５】
　いくつかの時点で放出されたｓｓＤＮＡのサイズを、ＧｅｎｅＳｃａｎ解析によるサイ
ズ評価に送った。１、２、５、７、９、１２、１４、１６および２０日後に放出されたｓ
ｓＤＮＡの試料を試験した。１４日および１６日に得られたものを除く全ての試料で、２
３ｂｐのサイズのインタクトなオリゴヌクレオチドが検出された（図５）。ピーク強度の
差は、試料中のｓｓＤＮＡの濃度および放出された複合体からのＤＮＡの沈殿の品質が原
因である。最初の観察されたピークは、おそらくオリゴの純度が原因である（脱塩により
洗浄した）。
【０２１６】
　実施例５：ＰＥＧを使用した核酸剤を含むマトリックスの調製
　マトリックス調製
　ストック溶液：
　ストック溶液１（ＳＳ１）：ＰＬＧＡ７５／２５、酢酸エチル（ＥＡ）中３００ｍｇ／
ｍｌ。
　ストック溶液２（ＳＳ２）：コレステロール（ＣＨ）、ＥＡ中３０ｍｇ／ｍｌ。
　ストック溶液３ａ（ＳＳ３ａ）：　５’でＦＡＭにより標識した一本鎖ＤＮＡオリゴ（
２３ｍｅｒ、配列番号１に示す核酸配列を有する）、ＤＤＷ中０．５ｍＭ。
　ストック溶液３ｂ（ＳＳ３ｂ）：　ストック溶液３ａに溶解したポリエチレングリコー
ル８０００（ＰＥＧ８０００）（ＰＥＧ最終濃度２５０ｍｇ／ｍｌ）。
　ストック溶液３ｃ（ＳＳ３ｃ）：　ＭｅＯＨ：ＥＡ溶液（ｖ／ｖ）中に１０倍希釈した
ストック溶液３ｂ（ｓｓＤＮＡ０．０５ｍＭ；ＰＥＧ２５ｍｇ／ｍｌ）。
　溶液Ａは、０．２倍容のＳＳ１と１倍容のＳＳ２を混合することにより得た（ＰＬＧＡ
５０ｍｇ／ｍｌ、ＣＨ２５ｍｇ／ｍｌ）。
　溶液Ｂは、ｓｓＤＮＡおよびＰＥＧを含む、ＳＳ３ｃに溶解したリン脂質（ＤＰＰＣ、
ＤＭＰＣ、ＤＳＰＣまたはＤＰＰＣ／ＤＰＰＥ９：１ｗ／ｗ）を含んでいた。
　溶液ＡＢは、ボルテックスにより、１倍溶の溶液Ｂを１．５倍溶の溶液Ａと混合し、４
５℃で５分間混合物をインキュベートすることにより得た。
【０２１７】
　コーティング
　市販の人工骨（リン酸三カルシウム粒子、ＴＣＰ）１００ｍｇを、マトリックス溶液（
溶液ＡＢ）０．２５ｍｌでコーティングした。液体が見えなくなるまで４５℃で１時間イ
ンキュベートし、続いて一晩真空にすることにより溶媒を蒸発させた。
【０２１８】
　実施例６：ＰＥＧを使用して調製したマトリックスからのｓｓＤＮＡの放出
　上記実施例５に記載するように調製した（ｓｓＤＮＡとＰＥＧとのインキュベーション
を含む）ＦＡＭ標識ｓｓＤＮＡを含むマトリックスでコーティングしたＴＣＰ粒子を、水
により水和させ、３７℃でインキュベートした。
【０２１９】
　１時間後、水を回収し、新鮮な水と交換した。この手順を４０日間毎日繰り返した。回
収した水試料へのオリゴヌクレオチドの放出を、本明細書上記の実施例３に記載するよう
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【０２２０】
　ｓｓＤＮＡとＰＥＧとのインキュベーション時間の持続時間の、コーティングされた粒
子からのｓｓＤＮＡの放出への影響も試験した。
【０２２１】
　１時間のインキュベーション（短いインキュベーション）後および１８時間のインキュ
ベーション（長いインキュベーション）後、ストック溶液３ｂ（ｓｓＤＮＡの水溶液中に
溶解したＰＥＧ８０００）を、ＭｅＯＨ／ＥＡ中に希釈した。
【０２２２】
　図６は、時間に対する放出されたｓｓＤＮＡの累積量を示している。この図から、（ｉ
）マトリックスからのｓｓＤＮＡのゆるやかな徐放を得るためにはポリマーおよび脂質成
分の両者の存在が必要であること。脂質（特定の例では、ＤＰＰＣ）がないと、ｓｓＤＮ
Ａの大半は水和水中に即時放出されること；ならびに（ｉｉ）オリゴヌクレオチドとＰＥ
Ｇとのインキュベーション時間が長いほど、いったんマトリックスが水和されると核酸の
放出期間が長くなることが明確に示されている。
【０２２３】
　実施例７：リン脂質組成のｓｓＤＮＡの放出速度への影響
　リン脂質の種類、特にリン脂質アシル鎖の長さの、本発明のマトリックスからのｓｓＤ
ＮＡ放出速度への影響も試験した。図７は、ＤＭＰＣ（１４：０）＞ＤＰＰＣ（１６：０
）＞ＤＳＰＣ（１８：０）で、アシル鎖が長いほど、ｓｓＤＮＡ放出速度が低いことを示
している。ＤＭＰＣの場合、ｓｓＤＮＡの大半は、最初の５日間以内に放出される。対照
的に、ＤＰＰＣを使用して調製したマトリックスは、３０日まで定常速度（ゼロ次）でｓ
ｓを放出した。ＤＳＰＣの場合、放出速度は、他の２種のリン脂質よりも有意に低い。
【０２２４】
　したがって、本発明のマトリックスからのｓｓＤＮＡの放出速度は、リン脂質組成によ
り制御することができる。
【０２２５】
　特定の実施形態の前記記載は、本発明の一般的性質を十分に明らかにするので、現在の
知識を適用することにより、過度な実験をせずに、一般的概念から逸脱することなく、こ
のような特定の実施形態を容易に修正するおよび／または種々の用途に適合させることが
でき、それゆえ、このような適合および修正は、開示される実施形態の同等物の意味およ
び範囲内に含まれるべきであり、そのように意図される。本明細書で使用する語法または
用語は、説明を目的とするものであり、限定を目的としていないことを理解すべきである
。種々の開示される機能を実施するための意味、材料およびステップは、本発明を逸脱す
ることなく種々の代替形態をとることができる。
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