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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　組成物であって、
ａ）難水溶性医薬品及びアルブミンを含む、ナノ粒子、
ｂ）エデト酸塩、および
ｃ）スクロース
を含み、該組成物中における有意な微生物増殖が阻害される、組成物。
【請求項２】
　前記スクロースが、前記組成物の化学的安定性を高めるのに有効な量である、請求項１
に記載の組成物。
【請求項３】
　スクロースもエデト酸塩も含まない組成物と比較して高められた化学的安定性を有する
、請求項１または２に記載の組成物。
【請求項４】
　スクロースもエデト酸塩も含まない組成物と比較してより長い保存期限を有する、請求
項１～３の何れか１項に記載の組成物。
【請求項５】
　スクロースもエデト酸塩も含まない組成物と比較して減少した酸化を有する、請求項１
～４の何れか１項に記載の組成物。
【請求項６】
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　前記アルブミンがヒト血清アルブミンである、請求項１～５の何れか１項に記載の組成
物。
【請求項７】
　前記組成物中におけるアルブミン　対　前記難水溶性医薬品の重量比が約１８：１以下
である、請求項１～６の何れか１項に記載の組成物。
【請求項８】
　前記組成物が、前記アルブミンでコーティングされた前記難水溶性医薬品のナノ粒子を
含む、請求項１～７の何れか１項に記載の組成物。
【請求項９】
　前記組成物中の前記ナノ粒子の平均直径が約２００ｎｍ以下である、請求項１～８の何
れか１項に記載の組成物。
【請求項１０】
　前記組成物が滅菌濾過可能である、請求項１～９の何れか１項に記載の組成物。
【請求項１１】
　前記組成物が非経口投与に適している、請求項１～１０の何れか１項に記載の組成物。
【請求項１２】
　前記難水溶性医薬品が、パクリタキセル、ドセタキセル、オルタタキセル又はその他の
タキサン、ゲルダナマイシン、１７－アリルアミノゲルダナマイシン、チオコルヒチン二
量体、ラパマイシン、シクロスポリン、エポチロン、ラジシコール、及びコンブレタスタ
チンからなる群から選択される、請求項１～１１の何れか１項に記載の組成物。
【請求項１３】
　前記難水溶性医薬品がタキサン又はその誘導体である、請求項１２に記載の組成物。
【請求項１４】
　前記難水溶性医薬品がタキサンである、請求項１３に記載の組成物。
【請求項１５】
　前記タキサンがパクリタキセルである、請求項１４に記載の組成物。
【請求項１６】
　スクロースもエデト酸塩も含まない組成物と比較して低い含量の７－エピタキソールを
有する、請求項１５に記載の組成物。
【請求項１７】
　５５℃で１５日目の前記組成物中の７－エピタキソールの不純物率が０．６％未満であ
る、請求項１５または１６に記載の組成物。
【請求項１８】
　５５℃で３０日目の前記組成物中の７－エピタキソールの不純物率が０．８％未満であ
る、請求項１５～１７の何れか１項に記載の組成物。
【請求項１９】
　前記組成物中におけるエデト酸塩の量が、該組成物を個体に投与した場合に毒性学的作
用を引き起こすことがない、請求項１～１８の何れか１項に記載の組成物。
【請求項２０】
　前記組成物が、２４時間にわたって２０～２５℃の範囲の温度において１０～１０３コ
ロニー形成単位へ曝露した場合に、約１０倍以下の微生物増殖の増加を有する、請求項１
～１９の何れか１項に記載の組成物。
【請求項２１】
　前記エデト酸塩が、前記組成物中の酸化を阻害するのに有効な量で存在する、請求項１
～２０の何れか１項に記載の組成物。
【請求項２２】
　前記エデト酸塩が、ＥＤＴＡである、請求項１～２１の何れか１項に記載の組成物。
【請求項２３】
　クエン酸塩を更に含む、請求項１～２２の何れか１項に記載の組成物。
【請求項２４】
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　ＥＤＴＡおよび２００ｍＭのクエン酸塩を含む、請求項２３に記載の組成物。
【請求項２５】
　前記組成物中のエデト酸塩の濃度が０．０３～０．１ｍｇ／ｍＬである、請求項１～２
４の何れか１項に記載の組成物。
【請求項２６】
　ｐＨが約８以上である、請求項１～２５の何れか１項に記載の組成物。
【請求項２７】
　薬学的組成物である、請求項１～２６の何れか１項に記載の組成物。
【請求項２８】
　無菌である、請求項１～２７の何れか１項に記載の組成物。
【請求項２９】
　請求項１～２８の何れか１項に記載の組成物を含む、密閉バイアル。
【請求項３０】
　請求項１～２８の何れか１項に記載の組成物を含むキットであって、疾患の処置のため
の該組成物の使用についての指示書をさらに含む、キット。
【請求項３１】
　疾患を処置するための医薬の製造のための、請求項１～２８の何れか１項に記載の組成
物の使用。
【請求項３２】
　前記疾患が癌であり、前記難水溶性医薬品が抗新生物剤である、請求項３１に記載の使
用。
【請求項３３】
　前記組成物中のエデト酸塩の量が、該組成物を個体に投与した場合に毒性学的作用を引
き起こすことがない、請求項３１または３２に記載の使用。
【請求項３４】
　組成物を有意な微生物増殖を起こさないように保存する方法であって、該組成物は、
ａ）難水溶性医薬品及びアルブミンを含むナノ粒子、ならびに
ｂ）スクロース
を含み、該組成物にエデト酸塩を、該組成物中における微生物増殖を阻害するのに有効な
量添加することを含む、方法。
【請求項３５】
　疾患を処置するための、請求項１～２８の何れか１項に記載の組成物。
【請求項３６】
　前記疾患が癌であり、前記難水溶性医薬品が抗新生物剤である、請求項３５に記載の組
成物。
【請求項３７】
　前記組成物中の前記抗菌剤の量が、該組成物を個体に投与した場合に毒性学的作用を引
き起こすことがない、請求項３５または３６に記載の組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の引用）
　本出願は、米国仮特許出願第６０／７１２，８６５号（２００５年８月３１日出願）、
米国仮特許出願第６０／７３６，９６２号（２００５年１１月１４日出願）、および米国
仮特許出願第６０／７３６，９３１号（２００５年１１月１４日出願）に対する優先権を
主張し、これらの米国出願の全ては、本明細書中でその全体が参考として援用される。
【０００２】
　（技術分野）
　本出願は、非経口又はその他の使用のためのタンパク質関連難水溶性医薬品を含み、更
に抗菌剤を含む組成物に関する。
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【背景技術】
【０００３】
　（背景）
　非経口用の多くの薬剤、特に静脈内投与される薬剤は、望ましくない副作用を引き起こ
す。これらの薬剤は非水溶性であることが多いことから、患者に投与すると刺激、アレル
ギー又は毒性を引き起こす可溶化剤、界面活性剤、溶媒及び／又は乳化剤と配合される（
例えば、非特許文献１；及び非特許文献２を参照）。例えば、化学療法薬であるパクリタ
キセルは、卵巣、乳房、肺、食道及び頭頚部の癌腫に対して活性を示す。しかし、パクリ
タキセルは、投与に伴う毒性の他、骨髄抑制、好中球減少性発熱、アナフィラキシー反応
及び末梢ニューロパチー等の有意に急性及び蓄積性の毒性を惹起することが明らかにされ
ている。パクリタキセルは極めて水に溶けやすく、そのため、実用上静注用水と配合する
ことができない。従来、パクリタキセルは、ポリオキシエチル化ヒマシ油（Ｃｒｅｍｏｐ
ｈｏｒ）を第一溶媒とし、高濃度のエタノールを補助溶剤とする溶液にて、静脈内投与用
に配合されている。Ｃｒｅｍｏｐｈｏｒは、コルチコステロイド、抗ヒスタミン薬及びＨ

２遮断薬の前投薬を必要とする、アナフィラキシー及びその他の過敏性反応を含めた重度
になる可能性がある副作用を伴う（例えば、非特許文献３を参照）。同様に、ドセタキセ
ルはアントラサイクリン抵抗性乳癌の処置に使用されるが、重度になる可能性がある過敏
症及び体液貯留といった副作用を惹起することが明らかにされている。
【０００４】
　薬剤配合物の投与関連の副作用に伴う問題を解決するため、代替の配合物が開発されて
きた。例えば、ＡｂｒａｘａｎｅＴＭはＣｒｅｍｏｐｈｏｒを含まない、パクリタキセル
のタンパク質安定化配合物であり、Ｃｒｅｍｏｐｈｏｒ　ＥＬ／エタノール配合物により
惹起される副作用をなくすか、最低限に抑えるために開発された。同様のタンパク質安定
化配合物も、ドセタキセル及びオルタタキセルといったタキサン類並びにその他の薬剤用
に開発されてきた。
【０００５】
　タンパク質は細菌増殖に良好な基質の役割を果たすことから、このようなタンパク質含
有配合物を使用する場合に直面する重大な問題の一つは、細菌汚染の可能性である。例え
ば、細菌汚染のリスクを最低限にするため、現行の静脈内投与用配合物のＡｂｒａｘａｎ
ｅＴＭは、凍結乾燥させた状態で保存され、水性培地で再構成した後は直ちに（数時間以
内に）注射する必要がある。細菌増殖は、単回用量を含有する容器内の不注意による汚染
により生じる可能性がある。細菌汚染は、容器から複数回の用量を抽出する必要がある場
合に、より深刻な問題となる。
【０００６】
　ＥＤＴＡ、ペンテト酸塩又は亜硫酸塩を含有する薬剤といった抗菌剤は、広く知られて
おり、薬学的組成物に使用されている。例えば、特許文献１～１１を参照されたい。しか
し、抗菌剤の多くは極めて高い毒性を有する。例えば、薬剤配合物に亜硫酸塩を添加する
と、小児、及び硫黄にアレルギーを有する人々において副作用を生じる恐れがある。例え
ば、非特許文献４；非特許文献５を参照されたい。有意な細菌増殖を抑えるために、タン
パク質を含有しない配合物よりも大量の抗菌剤が必要になる場合が多い、タンパク質を含
有する薬学的組成物を配合する際に、これらの抗菌剤の毒性は重大な問題になる。
【０００７】
　更に、多くの抗菌剤はタンパク質と相互作用し、凝集等の安定性に問題を引き起こすこ
とが知られている。例えば、非特許文献６を参照されたい。タンパク質の安定性に対する
抗菌剤の作用は、難水溶性医薬品のタンパク質含有組成物を配合する場合に困難な問題を
生じる。なぜなら、一般的に組成物中の難水溶性医薬品を安定させるには、タンパク質の
適切な構成が必要となるためである。
【０００８】
　このように、所望の抗菌効果を提供するが、タンパク質の安定性を有意に損なわず、投
与に対して許容されない毒性作用を引き起こすことがない、抗菌剤を含有する難水溶性医
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薬品のタンパク質含有配合物の開発が求められている。又、より容易に再構成することが
できる難水溶性医薬品のタンパク質含有配合物の開発も求められている。
【０００９】
　本明細書で引用する全ての出版物、特許、特許出願及び公開特許出願の開示内容は、全
体が参考として本明細書で援用されている。
【特許文献１】米国特許第５，７１４，５２０号明細書
【特許文献２】米国特許第５，７３１，３５５号明細書
【特許文献３】米国特許第５，７３１，３５６号明細書
【特許文献４】米国特許第６，０２８，１０８号明細書
【特許文献５】米国特許第６，１００，３０２号明細書
【特許文献６】米国特許第６，１４７，１２２号明細書
【特許文献７】米国特許第６，１７７，４７７号明細書
【特許文献８】米国特許第６，３９９，０８７号明細書
【特許文献９】米国特許第６，４６９，０６９号明細書
【特許文献１０】国際公開第９９／３９６９６号パンフレット
【特許文献１１】米国特許出願第２００５／０００４００２号明細書
【非特許文献１】Ｂｒｉｇｇｓ，ら，Ａｎｅｓｔｈｅｓｉｓ　３７：１０９９（１９８２
）
【非特許文献２】Ｗａｕｇｈ，ら，Ａｍ．Ｊ．Ｈｏｓｐ．Ｐｈａｒｍａｃｉｓｔｓ，４８
：１５２０（１９９１）
【非特許文献３】Ｇｅｌｄｅｒｂｌｏｍ，ら，Ｅｕｒ．Ｊ．ｏｆ　Ｃａｎｃｅｒ，３７：
１５９０－１５９８，（２００１）
【非特許文献４】Ｂａｋｅｒ，ら，Ａｎｅｓｔｈｅｓｉｏｌｏｇｙ，１０３（４）：１－
１７（２００５）
【非特許文献５】Ｍｉｒｅｊｏｖｓｋｙ，Ａｍ．Ｊ．Ｈｅａｌｔｈ　Ｓｙｓｔ．Ｐｈａｒ
ｍ．，５８：１０４７（２００１）
【非特許文献６】Ｌａｍ，ら，Ｐｈａｒｍ．Ｒｅｓ．１４：７２５－７２９（１９９７）
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　（発明の要旨）
　本発明は、難水溶性医薬品、担体タンパク質（例えば、ヒト血清アルブミン（ＨＳＡ）
等のアルブミン）及び抗菌剤を含む組成物（例えば、薬学的組成物）であって、該組成物
における有意な細菌増殖が阻害される、組成物を提供する。幾つかの実施形態において、
組成物における有意な細菌増殖は、所定の期間、例えば少なくとも約４時間（例えば少な
くとも約８、１２、１６、２４、３６、４８、６０、７２、８４、９６、１０８又は１２
０時間の何れかを含む）にわたり阻害される。幾つかの実施形態において、組成物は、抗
菌剤を含有しない組成物に比べて細菌汚染されにくい。幾つかの実施形態において、本発
明の組成物は、難水溶性医薬品、担体タンパク質（例えば、ＨＳＡ等のアルブミン）及び
抗菌剤を含み、該抗菌剤は本組成物における有意な細菌増殖を阻害するのに有効な量存在
する。
【００１１】
　幾つかの実施形態において、難水溶性医薬品は、抗新生物薬又は化学療法薬である。幾
つかの実施形態において、難水溶性医薬品は、パクリタキセル、ドセタキセル、オルタタ
キセル又はその他のタキサン類、ゲルダナマイシン、１７－アリルアミノゲルダナマイシ
ン、チオコルヒチン及びその二量体、ラパマイシン、シクロスポリン、エポチロン、ラジ
シコール及びコンブレタスタチンの何れかである（並びに幾つかの実施形態においては、
これらからなる群から選択される）。例えば、幾つかの実施形態においては、タキサン又
はその誘導体（例えば、パクリタキセル、ドセタキセル又はオルタタキセル）、担体タン
パク質（例えば、ＨＳＡ等のアルブミン）及び抗菌剤を含む組成物であって、該組成物に
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おける有意な細菌増殖が阻害される、組成物が提供される。幾つかの実施形態においては
、タキサン又はその誘導体（例えば、パクリタキセル、ドセタキセル又はオルタタキセル
）、担体タンパク質（例えば、ＨＳＡ等のアルブミン）、及び抗菌剤を含む組成物であっ
て、該抗菌剤が組成物における有意な細菌増殖を阻害するのに有効な量存在する、組成物
が提供される。幾つかの実施形態において、難水溶性医薬品は、アモルファス及び／又は
非晶質のタキサン（例えば、パクリタキセル）である。幾つかの実施形態において、組成
物を作製するのに使用される難水溶性医薬品は、無水形態（例えば、無水ドセタキセル）
である。幾つかの実施形態において、抗菌剤はデフェロキサミンではない（即ち、デフェ
ロキサミン以外の抗菌剤である）。
【００１２】
　幾つかの実施形態においては、難水溶性医薬品、担体タンパク質（例えば、ＨＳＡ等の
アルブミン）及び抗菌剤を含む組成物であって、該抗菌剤がキレート化剤であり、該組成
物における有意な細菌増殖が阻害される、組成物が提供される。幾つかの実施形態におい
ては、タキサン又はその誘導体（例えば、パクリタキセル、ドセタキセル又はオルタタキ
セル）、担体タンパク質（例えば、ＨＳＡ等のアルブミン）及び抗菌剤を含む組成物であ
って、該抗菌剤がキレート化剤であり、該組成物における有意な細菌増殖が阻害される、
組成物が提供される。幾つかの実施形態において、抗菌剤は多座配位子キレート化剤であ
る。幾つかの実施形態において、抗菌剤は１つ以上のカルボン酸基を含む。幾つかの実施
形態において、キレート化剤はデフェロキサミンではない（即ち、デフェロキサミン以外
のキレート化剤である）。幾つかの実施形態において、キレート化剤は、エデト酸塩、ク
エン酸塩、ペンテト酸塩、トロメタミン、ソルビン酸塩、アスコルビン酸塩、それらの誘
導体、及びそれらの混合物である。幾つかの実施形態において、キレート化剤はクエン酸
塩及びＥＤＴＡを含む。
【００１３】
　幾つかの実施形態においては、難水溶性医薬品、担体タンパク質（例えば、ＨＳＡ等の
アルブミン）及び抗菌剤を含む組成物であって、該抗菌剤が非キレート化剤であり、該組
成物における有意な細菌増殖が阻害される、組成物が提供される。幾つかの実施形態にお
いては、タキサン又はその誘導体（例えば、パクリタキセル、ドセタキセル又はオルタタ
キセル）、担体タンパク質（例えば、ＨＳＡ等のアルブミン）及び抗菌剤を含む組成物で
あって、該抗菌剤が非キレート化剤であり、該組成物における有意な細菌増殖が阻害され
る、組成物が提供される。幾つかの実施形態において、非キレート化剤の抗菌剤は、酸化
促進剤として機能する。幾つかの実施形態において、非キレート化剤の抗菌剤は、抗酸化
剤として機能する。幾つかの実施形態において、非キレート化剤の抗菌剤は、例えば、亜
硫酸塩、安息香酸、ベンジルアルコール、クロロブタノール、パラベン及びそれらの誘導
体の何れかである（並びに幾つかの実施形態においては、これらからなる群から選択され
る）。
【００１４】
　幾つかの実施形態において、組成物は、難水溶性医薬品、アルブミン及び抗菌剤を含み
、組成物におけるアルブミン　対　難水溶性医薬品の重量比は、約０．０１：１～約１０
０：１であり、該組成物中における有意な細菌増殖は阻害される。幾つかの実施形態にお
いて、組成物は、難水溶性医薬品、アルブミン及び抗菌剤を含み、組成物中におけるアル
ブミン　対　難水溶性医薬品の重量比は、約１８：１以下（例えば、約１：１～約１８：
１、約２：１～約１５：１、約３：１～約１２：１、約４：１～約１０：１、約５：１～
約９：１、及び約９：１の何れかを含む）であり、該組成物における有意な細菌増殖が阻
害される。幾つかの実施形態において、組成物は、タキサン又はその誘導体（例えば、パ
クリタキセル、ドセタキセル又はオルタタキセル）、アルブミン及び抗菌剤を含み、組成
物中におけるアルブミン　対　タキサン又はその誘導体の重量比は、約１８：１以下（例
えば、約１：１～約１８：１、約２：１～約１５：１、約３：１～約１２：１、約４：１
～約１０：１、約５：１～約９：１、及び約９：１の何れかを含む）であり、該組成物に
おける有意な細菌増殖が阻害される。幾つかの実施形態において、難水溶性医薬品（例え
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ば、タキサン又はその誘導体）は、アルブミンでコーティングされる。幾つかの実施形態
において、抗菌剤は、例えば、エデト酸塩、クエン酸塩、ペンテト酸塩、トロメタミン、
ソルビン酸塩、アスコルビン酸塩、それらの誘導体、及びそれらの混合物の何れかである
（並びに幾つかの実施形態においては、これらからなる群から選択される）キレート化剤
である。幾つかの実施形態において、キレート化剤はデフェロキサミンではない（即ち、
デフェロキサミン以外のキレート化剤である）。幾つかの実施形態において、抗菌剤は、
例えば、亜硫酸塩、安息香酸、ベンジルアルコール、クロロブタノール、パラベン、それ
らの誘導体、及びそれらの混合物の何れかである（並びに幾つかの実施形態においては、
これらからなる群から選択される）非キレート化剤である。幾つかの実施形態において、
組成物は更に糖（例えば、本明細書に記載の糖）も含む。
【００１５】
　幾つかの実施形態において、組成物は、タンパク質関連難水溶性医薬品及び抗菌剤を含
み、該組成物における有意な細菌増殖が阻害される。幾つかの実施形態において、組成物
は、タンパク質関連タキサン又はその誘導体（例えば、タンパク質関連パクリタキセル、
タンパク質関連ドセタキセル又はタンパク質関連オルタタキセル）及び抗菌剤を含み、該
組成物における有意な細菌増殖が阻害される。幾つかの実施形態において、抗菌剤は、例
えば、エデト酸塩、クエン酸塩、ペンテト酸塩、トロメタミン、ソルビン酸塩、アスコル
ビン酸塩、それらの誘導体、及びそれらの混合物の何れかである（並びに幾つかの実施形
態においては、これらからなる群から選択される）キレート化剤である。幾つかの実施形
態において、キレート化剤はデフェロキサミンではない（即ち、デフェロキサミン以外の
キレート化剤である）。幾つかの実施形態において、抗菌剤は、例えば、亜硫酸塩、安息
香酸、ベンジルアルコール、クロロブタノール、パラベン、それらの誘導体、及びそれら
の混合物の何れかである（並びに幾つかの実施形態においては、これらからなる群から選
択される）非キレート化剤である。
【００１６】
　幾つかの実施形態において、タンパク質／医薬品は、種々の実施形態において本明細書
に記載のような平均直径を有する場合がある微粒子形態である。
【００１７】
　幾つかの実施形態において、組成物は、（１）難水溶性医薬品及び担体タンパク質を含
む（種々の実施形態においては、これらから構成される、又はこれらから本質的に構成さ
れる）粒子（例えば、ナノ粒子）；及び（２）抗菌剤を含み、該組成物における有意な細
菌増殖が阻害される。幾つかの実施形態において、難水溶性薬剤は担体タンパク質でコー
ティングされる。幾つかの実施形態において、組成物は、（１）タキサン又はその誘導体
（例えば、パクリタキセル、ドセタキセル又はオルタタキセル）及び担体タンパク質；及
び（２）抗菌剤を含む（種々の実施形態においては、これらから構成される、又はこれら
から本質的に構成される）粒子（例えば、ナノ粒子）を含み、該組成物における有意な細
菌増殖が阻害される。幾つかの実施形態において、抗菌剤は、例えば、エデト酸塩、クエ
ン酸塩、ペンテト酸塩、トロメタミン、ソルビン酸塩、アスコルビン酸塩、それらの誘導
体、及びそれらの混合物の何れかである（並びに幾つかの実施形態においては、これらか
らなる群から選択される）キレート化剤である。幾つかの実施形態において、キレート化
剤はデフェロキサミンではない（即ち、デフェロキサミン以外のキレート化剤である）。
幾つかの実施形態において、抗菌剤は、例えば、亜硫酸塩又はその誘導体、安息香酸、ベ
ンジルアルコール、クロロブタノール、パラベン、それらの誘導体、及びそれらの混合物
の何れかである（幾つかの実施形態においては、これらからなる群から選択される）非キ
レート化剤である。
【００１８】
　幾つかの実施形態において、組成物は、（１）難水溶性医薬品及びアルブミンを含む（
種々の実施形態においては、これらから構成される、又はこれらから本質的に構成される
）粒子（例えば、ナノ粒子）；及び（２）抗菌剤を含み、該組成物におけるアルブミン　
対　難水溶性医薬品の重量比は、約０．０１：１～約１００：１であり、該組成物におけ
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る有意な細菌増殖が阻害される。幾つかの実施形態において、組成物は、（１）難水溶性
医薬品及びアルブミンを含む（種々の実施形態においては、これらから構成される、又は
これらから本質的に構成される）粒子（例えば、ナノ粒子）；及び（２）抗菌剤を含み、
組成物におけるアルブミン　対　難水溶性医薬品の重量比は、約１８：１以下（例えば、
約１：１～約１８：１、約２：１～約１５：１、約３：１～約１２：１、約４：１～約１
０：１、約５：１～約９：１、及び約９：１の何れかを含む）であり、該組成物における
有意な細菌増殖が阻害される。幾つかの実施形態において、組成物は、（１）タキサン又
はその誘導体（例えば、パクリタキセル、ドセタキセル又はオルタタキセル）及びアルブ
ミンを含む粒子（例えば、ナノ粒子）；及び（２）抗菌剤を含み（例えば、これらからな
るか、これらから本質的に構成される）、組成物におけるアルブミン　対　タキサン又は
その誘導体の重量比は、約１８：１以下（例えば、約１：１～約１８：１、約２：１～約
１５：１、約３：１～約１２：１、約４：１～約１０：１、約５：１～約９：１、及び約
９：１の何れかを含む）であり、該組成物における有意な細菌増殖が阻害される。幾つか
の実施形態において、難水溶性医薬品（例えば、タキサン又はその誘導体）は、アルブミ
ンでコーティングされる。幾つかの実施形態において、抗菌剤は、例えば、エデト酸塩、
クエン酸塩、ペンテト酸塩、トロメタミン、ソルビン酸塩、アスコルビン酸塩、それらの
誘導体、及びそれらの混合物である（並びに幾つかの実施形態においては、これらからな
る群から選択される）キレート化剤である。幾つかの実施形態において、キレート化剤は
、デフェロキサミンではない（即ち、デフェロキサミン以外のキレート化剤である）。幾
つかの実施形態において、キレート化剤はクエン酸塩ではない（即ち、クエン酸塩以外の
キレート化剤である）。幾つかの実施形態において、抗菌剤は、例えば、亜硫酸塩、安息
香酸、ベンジルアルコール、クロロブタノール、パラベン、それらの誘導体、及びそれら
の混合物の何れかである（幾つかの実施形態においては、これらからなる群から選択され
る）非キレート化剤である。幾つかの実施形態において、組成物は更に糖（例えば、本明
細書に記載の糖）も含む。幾つかの実施形態において、難水溶性医薬品は、ドセタキセル
又はその誘導体である。
【００１９】
　幾つかの実施形態において、組成物は、（１）パクリタキセル及びアルブミンを含む（
種々の実施形態においては、これらから構成される、又はこれらから本質的に構成される
）粒子（例えば、ナノ粒子）；及び（２）抗菌剤を含み、アルブミン　対　パクリタキセ
ルの重量比（ｗ／ｗ）は、約０．０１：１～約１００：１であり、該組成物における有意
な細菌増殖が阻害される。幾つかの実施形態において、組成物は、（１）パクリタキセル
及びアルブミンを含む（種々の実施形態においては、これらから構成される、又はこれら
から本質的に構成される）粒子（例えば、ナノ粒子）；及び（２）抗菌剤を含み、アルブ
ミン　対　パクリタキセルの重量比は、約１８：１以下（例えば、約１：１～約１８：１
、約２：１～約１５：１、約３：１～約１２：１、約４：１～約１０：１、約５：１～約
９：１、及び約９：１の何れかを含む）であり、該組成物における有意な細菌増殖が阻害
される。幾つかの実施形態において、アルブミン　対　パクリタキセルの重量比は、約１
８：１以下、１５：１以下、１４：１以下、１３：１以下、１２：１以下、１１：１以下
、１０：１以下、９：１以下、８：１以下、７：１以下、６：１以下、５：１以下、４：
１以下、及び３：１以下の何れかである。幾つかの実施形態において、パクリタキセルは
アルブミンでコーティングされる。幾つかの実施形態において、組成物はＣｒｅｍｏｐｈ
ｏｒを実質的に含まない（例えば、これを含まない）。幾つかの実施形態において、組成
物は、パクリタキセル及びアルブミンを含む粒子（例えば、ナノ粒子）（例えば、アルブ
ミンでコーティングされたパクリタキセルの粒子）の安定した水性懸濁液を含み、組成物
は更に抗菌剤も含み、組成物におけるアルブミン　対　パクリタキセルの重量比は、約９
：１以下であり、該組成物における有意な細菌増殖が阻害される。幾つかの実施形態にお
いて、組成物は、再構成（再懸濁又は再水和）することで、一般的には、パクリタキセル
及びアルブミン（例えば、アルブミンでコーティングしたパクリタキセル）を含む粒子（
例えば、ナノ粒子）の安定した水性懸濁液を形成することができる、乾燥した（例えば、
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凍結乾燥させた）組成物を含み、該組成物は更に抗菌剤も含み、組成物におけるアルブミ
ン　対　パクリタキセルの重量比は、約１８：１以下（例えば、約１：１～約１８：１、
約２：１～約１５：１、約３：１～約１２：１、約４：１～約１０：１、約５：１～約９
：１、及び約９：１の何れかを含む）であり、該組成物における有意な細菌増殖が阻害さ
れる。幾つかの実施形態において、抗菌剤は、例えば、エデト酸塩、クエン酸塩、ペンテ
ト酸塩、トロメタミン、ソルビン酸塩、アスコルビン酸塩、それらの誘導体、及びそれら
の混合物である（並びに幾つかの実施形態においては、これらからなる群から選択される
）キレート化剤である。幾つかの実施形態において、キレート化剤はデフェロキサミンで
はない（即ち、デフェロキサミン以外のキレート化剤である）。幾つかの実施形態におい
て、抗菌剤は、例えば、亜硫酸塩、安息香酸、ベンジルアルコール、クロロブタノール、
パラベン、それらの誘導体、及びそれらの混合物の何れかである（並びに幾つかの実施形
態においては、これらからなる群から選択される）非キレート化剤である。幾つかの実施
形態において、組成物は更に糖（例えば、本明細書に記載の糖）も含む。
【００２０】
　幾つかの実施形態において、本明細書に記載の粒子（例えば、ナノ粒子）の直径の平均
値又は中央値は、約１０００、９００、８００、７００、６００、５００、４００、３０
０、２００及び１００ｎｍ未満の何れかである。幾つかの実施形態において、粒径の平均
値又は中央値は約２００ｎｍ未満である。幾つかの実施形態において、粒径の平均値又は
中央値は２０～４００ｎｍである。幾つかの実施形態において、粒径の平均値又は中央値
は４０～２００ｎｍである。幾つかの実施形態において、粒子は滅菌濾過可能である。
【００２１】
　幾つかの実施形態において、組成物は、難水溶性医薬品（例えば、タキサン又はその誘
導体）、担体タンパク質（例えば、アルブミン）及び、該組成物における有意な細菌増殖
を阻害するのに有効な量の抗菌剤を含む。幾つかの実施形態において、難水溶性医薬品（
例えば、タキサン又はその誘導体）、水性培地で難水溶性医薬品を安定化させるのに有効
な量の担体タンパク質（例えば、アルブミン）、及び該組成物における有意な細菌増殖を
阻害するのに有効な量の抗菌剤を含む。幾つかの実施形態において、組成物は、難水溶性
医薬品（例えば、タキサン又はその誘導体）、ヒトに難水溶性医薬品を投与した場合の１
つ以上の副作用を低減するのに有効な量の担体タンパク質（例えば、アルブミン）、及び
該組成物における有意な細菌増殖を阻害するのに有効な量の抗菌剤を含む。幾つかの実施
形態において、抗菌剤は、例えば、エデト酸塩、クエン酸塩、ペンテト酸塩、トロメタミ
ン、ソルビン酸塩、アスコルビン酸塩、それらの誘導体、及びそれらの混合物の何れかで
ある（並びに幾つかの実施形態においては、これらからなる群から選択される）キレート
化剤である。幾つかの実施形態において、抗菌剤は、例えば、亜硫酸塩、安息香酸、ベン
ジルアルコール、クロロブタノール、パラベン、それらの誘導体、及びそれらの混合物の
何れかである（並びに幾つかの実施形態においては、これらからなる群から選択される）
非キレート化剤である。抗菌剤の具体的な量を以下に詳細に説明する。
【００２２】
　本明細書に記載の組成物は、難水溶性医薬品の安定した水性懸濁液、例えば、約０．１
～約１００ｍｇ／ｍＬ、約０．１～約５０ｍｇ／ｍＬ、約０．１～２０ｍｇ／ｍＬ、約１
～約１０ｍｇ／ｍＬ、約２～約８ｍｇ／ｍＬ、約４～約６ｍｇ／ｍＬ、及び約５ｍｇ／ｍ
Ｌの濃度である難水溶性医薬品の安定した水性懸濁液である場合がある。幾つかの実施形
態において、難水溶性医薬品の濃度は、少なくとも１．３ｍｇ／ｍＬ、１．５ｍｇ／ｍＬ
、２ｍｇ／ｍＬ、３ｍｇ／ｍＬ、４ｍｇ／ｍＬ、５ｍｇ／ｍＬ、６ｍｇ／ｍＬ、７ｍｇ／
ｍＬ、８ｍｇ／ｍＬ、９ｍｇ／ｍＬ、１０ｍｇ／ｍＬ、１５ｍｇ／ｍＬ、２０ｍｇ／ｍＬ
、２５ｍｇ／ｍＬ、３０ｍｇ／ｍＬ、４０ｍｇ／ｍＬ、及び５０ｍｇ／ｍＬである。
【００２３】
　幾つかの実施形態において、組成物は、再構成、再懸濁又は再水和することで、一般的
には、難水溶性医薬品の安定した水性懸濁液を形成することができる、乾燥した（例えば
、凍結乾燥させた）組成物である。幾つかの実施形態において、組成物は、乾燥組成物を
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再構成又は再懸濁することによって得られる液体（例えば、水性）の組成物である。幾つ
かの実施形態において、組成物は乾燥（例えば、凍結乾燥させた）することができる中間
液体（例えば、水性）組成物である。
【００２４】
　幾つかの実施形態において、組成物は非経口投与（例えば、静脈内投与）に好適である
。幾つかの実施形態において、組成物は反復投与に好適である。幾つかの実施形態におい
て、組成物は滅菌濾過可能である。幾つかの実施形態において、組成物は、個体に投与し
た場合に、その個体（例えば、ヒト）において有意な副作用を引き起こすことがない。幾
つかの実施形態において、本明細書に記載の組成物は、Ｃｒｅｍｏｐｈｏｒを実質的に含
まない（例えば、これを含まない）。本明細書に記載の組成物を含有する抗菌剤は、更に
糖又はその他の凍結乾燥若しくは再構成補助剤も含む場合がある。
【００２５】
　幾つかの実施形態において、組成物中における抗菌剤の量は、毒性学的作用を惹起する
レベル未満である（即ち、許容される毒性レベルを超える）か、組成物を個体に投与した
場合に起こり得る副作用が制御又は耐容できるレベルである。幾つかの実施形態において
、抗菌剤は、組成物中の担体タンパク質の安定性又は特徴に悪影響を及ぼさない量存在す
る。
【００２６】
　別の態様においては、難水溶性医薬品、担体タンパク質（例えば、アルブミン）及び糖
を含む組成物（例えば、凍結乾燥組成物又は凍結乾燥することができる中間液体組成物）
が提供される。幾つかの実施形態において、組成物は、（１）難水溶性医薬品（タキサン
又はその誘導体）及びアルブミンを含む（種々の実施形態においては、これらからからな
るか、これらから本質的に構成される）粒子（ナノ粒子）；及び（２）糖を含み、組成物
におけるアルブミン　対　難水溶性医薬品の重量比は、約０．０１：１～約１００：１で
ある。幾つかの実施形態において、組成物は、（１）難水溶性医薬品（タキサン又はその
誘導体）及びアルブミンを含む（種々の実施形態においては、これらからからなるか、こ
れらから本質的に構成される）粒子（ナノ粒子）；及び（２）糖を含み、組成物における
アルブミン　対　難水溶性医薬品の重量比は、約１８：１以下（例えば、約１：１～約１
８：１、約２：１～約１５：１、約３：１～約１２：１、約４：１～約１０：１、約５：
１～約９：１、及び約９：１の何れかを含む）である。幾つかの実施形態において、難水
溶性医薬品はアルブミンでコーティングされる。幾つかの実施形態において、組成物は乾
燥した（例えば、凍結乾燥させた）組成物を含み、凍結乾燥させた組成物は、再構成（再
懸濁又は再水和）することで、一般的には、難水溶性医薬品の安定した水性懸濁液を形成
することができ、水性溶液中の組成物の再構成の時間は、糖が不在の組成物でかかる時間
よりも短い。幾つかの実施形態において、組成物中又は組成物から生じる再構成懸濁液中
の糖濃度は、約５０ｍｇ／ｍＬ超である。幾つかの実施形態において、組成物は更に本明
細書に記述の抗菌剤のような抗菌剤も含む。幾つかの実施形態において、難水溶性医薬品
はドセタキセル又はその誘導体である。
【００２７】
　幾つかの実施形態において、本発明は、パクリタキセル、アルブミン及び糖を含む組成
物を提供し、アルブミン　対　パクリタキセルの重量比は、約９：１以下であり、組成物
中又は組成物から生じる再構成懸濁液中の糖濃度は、５０ｍｇ／ｍＬ超である。幾つかの
実施形態において、組成物は、（１）パクリタキセル及びアルブミンを含む（種々の実施
形態においては、これらからからなるか、これらから本質的に構成される）粒子（ナノ粒
子）；及び（２）糖を含み、組成物におけるアルブミン　対　パクリタキセルの重量比は
、約１８：１以下（例えば、約１：１～約１８：１、約２：１～約１５：１、約３：１～
約１２：１、約４：１～約１０：１、約５：１～約９：１、及び約９：１の何れかを含む
）であり、組成物中又は組成物から生じる再構成懸濁液中の糖濃度は、５０ｍｇ／ｍＬ超
である。
【００２８】
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　幾つかの実施形態において、糖は、糖非含有組成物に比べて、組成物中における難水溶
性医薬品の安定性を高めるのに有効な量存在する。幾つかの実施形態において、糖は、糖
非含有組成物に比べて、組成物の濾過性を高めるのに有効な量存在する。幾つかの実施形
態において、糖は、糖非含有組成物に比べて、凍結乾燥させた組成物の再構成において生
じる発泡を抑えるのに有効な量存在する。
【００２９】
　又、本明細書に記載の組成物の単位剤型、本発明の組成物又は好適な包装（例えば、バ
イアル又は容器（密封バイアル又は容器及び滅菌密封バイアル又は容器を含む））に入っ
た単位剤型、及び組成物を含むキットも提供される。本発明は又、本明細書に記載のこれ
らの組成物を作製及び使用する方法も提供する。
【００３０】
　本明細書に記載の種々の実施形態の１つ、幾つか、又は全ては、組み合わせて本発明の
他の実施形態を形成する場合があることを理解するものとする。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　本発明は一態様において、難水溶性医薬品、担体タンパク質及び抗菌剤を含む薬学的組
成物を含めた組成物を提供する。組成物中の担体タンパク質は一般的に、担体タンパク質
を含まない組成物に比べて、難水溶性医薬品が水性培地により容易に懸濁できるようにす
るか、懸濁液を維持するのを助けるか、又はその両方を行う。担体タンパク質は一般的に
、必須ではないが、水性培地中で難水溶性医薬品を安定化するのに十分な量、及び／又は
難水溶性医薬品を個体（例えば、ヒト）に投与した場合の副作用の１つ以上を抑えるのに
有効な量存在する。抗菌剤は一般的に、組成物における有意な細菌増殖を阻害（例えば、
遅延、抑制、緩徐化及び／又は予防）するのに有効な量存在する。望ましくは、組成物中
における抗菌剤の量は、毒性学的作用を惹起するレベル未満であるか、起こり得る副作用
を制御又は耐容できるレベルであるのがよい。
【００３２】
　別の態様においては、難水溶性医薬品、担体タンパク質（例えば、アルブミン）及び糖
を含む組成物（例えば、凍結乾燥させた組成物又は凍結乾燥させることができる中間液体
組成物）が提供される。
【００３３】
　「組成物」という一般的な言及は、本発明の組成物を包含し、本発明の組成物に適用す
ることができる。本発明は又、本明細書に記載の成分を含む薬学的組成物も提供する。
【００３４】
　本明細書におけるパクリタキセルの言及は、パクリタキセル又はその誘導体に適用され
、従って、本発明はこれらの実施形態の両方を考慮及び包含する。「パクリタキセル」の
言及は、説明を簡略化するためのものであり、例示的なものである。パクリタキセルの誘
導体又は類似体には、パクリタキセルに構造が類似するか、パクリタキセル、例えばドセ
タキセルと同じ一般化学分類に属する化合物が含まれるが、これらに限定されない。幾つ
かの実施形態において、パクリタキセルの誘導体又は類似体は、パクリタキセルの同様の
生物学的、薬理学的、化学的及び／又は物理的特性（例えば官能性を含む）を保有する。
パクリタキセルの誘導体又は類似体の例には、ドセタキセル及びオルタタキセルが含まれ
る。この説明の同じ原理は、本明細書に記載のその他の薬剤、例えば、抗菌剤及び難水溶
性医薬品（例えば、タキサン（ドセタキセル、オルタタキセル又はその他のタキサン類を
含む）、ゲルダナマイシン、１７－アリルアミノゲルダナマイシン、チオコルヒチン及び
その二量体、ラパマイシン、シクロスポリン、エポチロン、ラジシコール及びコンブレタ
スタチン）に適用される。
【００３５】
　本明細書に記載の本発明の態様及び実施形態は、それらの態様及び実施形態「から構成
される」及び／又はこれら「から本質的に構成される」ことを包含することが理解される
。
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【００３６】
　（抗菌剤）
　本明細書で使用される「抗菌剤」という用語は、１つ以上の微生物の増殖を阻害（例え
ば、遅延、抑制、緩徐化及び／又は予防）することができる薬剤を指す。有意な細菌増殖
は、当該技術分野で既知の幾つかの方法で測定又は示すことができる。例としては、以下
の１つ以上が含まれる：（１）組成物を個体に投与した場合に、その個体に１つ以上の副
作用を引き起こすのに十分な組成物における細胞増殖；（２）特定の期間（例えば２４時
間）にわたって外因性汚染（例えば、２０～２５℃での１０～１０３のコロニー形成単位
への曝露）を受けての約１０倍を超える細胞増殖。有意な細菌増殖を示すその他の例は、
本明細書に記載されている。
【００３７】
　本明細書に記載の抗菌剤は、１つ以上の細菌（グラム陽性及びグラム陰性細菌の両方を
含む）、真菌又はカビの増殖に対して有効な場合がある。例えば、幾つかの実施形態にお
いて、抗菌剤は、グラム陽性球菌（例えば、Ｓｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃｕｓ　ａｕｒｅｕ
ｓ及びＳｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃｕｓ　ｅｐｉｄｅｒｍｉｄｉｓ）、発酵性グラム陰性桿
菌（例えば、Ｋｌｅｂｓｉｅｌｌａ　ｐｎｅｕｍｏｎｉａｅ、Ｅｎｔｅｒｏｂａｃｔｅｒ
　ｃｌｏａｃｅａｅ、Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ　Ｃｏｌｉ、Ｐｒｏｔｅｕｓ　ｓｐｅｃｉ
ｅｓ及びＥｎｔｅｒｏｂａｃｔｅｒ　ｇｅｒｇｏｖｉａｅ）、非発酵性グラム陰性桿菌（
例えば、Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ａｅｒｕｇｉｎｏｓａ、Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ｃ
ａｐｅｃｉａ、Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｓ、Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎ
ａｓ　ｐｕｔｉｄａ、Ｆｌａｖｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ及びＡｃｉｎｅｔｏｂａｃｔｅｒ　
ｓｐｅｃｉｅｓ）、及び胞子形成細菌（例えば、Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｓｕｂｔｉｌｉｓ）
の何れか１つ以上の増殖に対して有効である。幾つかの実施形態において、抗菌剤は、酵
母（例えば、Ｃａｎｄｉｄａ　ａｌｂｉｃａｎｓ、Ｃａｎｄｉｄａ　ｐａｒａｐｓｉｌｏ
ｓｉｓ）及びカビ（例えば、Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｎｉｇｅｒ及びＰｅｎｉｃｉｌｌ
ｉｕｍ　ｎｏｔａｔｕｍ）の何れか１つ以上の増殖に対して有効である。
【００３８】
　増殖が阻害されるその他の細菌には、例えば、Ｂ．　ｃｅｒｅｕｓ、Ｂ．　ｃｏｈａｅ
ｒｅｎｓ、Ｂ．　ｍｅｇａｔｈｅｒｉｕｍ、Ｂ．　ｐｌｉｃａｔｕｓ、Ｂ．　ｕｂｉｃｕ
ｉｔａｒｉｕｓ、Ｃｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｎｉｃｏｔｉｎｏｖｏｒａｎｓ、Ｅ
ｎｔｅｒｏｂａｃｔｅｒ　ａｅｒｏｇｅｎｅｓ、Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ　ａｒａｂ
ｉｎｏｓｕｓ、Ｌ．　ａｓｅｉ、Ｐｓ．　Ｅｆｆｕｓｅ及びＰｓ．　Ｏｖａｌｉｓが含ま
れる。増殖が阻害されるその他の真菌には、例えば、Ｃａｎｄｉｄａ　ｋｒｕｓｅｉ、Ｃ
．　ｐｓｅｕｄｏｔｒｏｐｉｃａｌｉｓ、Ｈａｎｓｅｎｕｌａ　ａｎｏｍａｌａ、Ｐｉｃ
ｈｉａ　ｍｅｍｂｒａｎａｅｆａｃｉｅｎｓ、Ｓ．　ａｎａｍｅｎｓｉｓ、Ｓ．　ｃｅｒ
ｅｖｉｓｉａｅ、Ｓ．　ｅｌｌｌｉｐｓｏｉｄｅｕｓ、Ｓ．　ｓｐｅｃ、Ｔｏｒｕｌａ　
ｌｉｐｏｌｙｔｉｃａ、Ｗｉｌｌｉａ　ａｎｏｍａｌａ及びＺ．　ｎｕｓｓａｂａｕｍｉ
ｉが含まれる。増殖が阻害されるその他のカビには、例えば、Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ　
ｌｉｇｎｏｒｍ、Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｓｐｅｃ、Ｇｌｉｏｃｌａｄｉｕｍ　ｒｏｓｅｕｍ
、Ｍｕｃｏｒ　ｓｐｅｃ及びＰｅｎｉｃｉｌｌｉｕｍ　ｇｌａｕｓｕｍが含まれる。
【００３９】
　種々の微生物に対する抗菌剤の有効性は、ＵＳＰ／ＥＰ保存有効性試験又はその改変等
の当該技術分野で既知の方法で測定することができる。Ｓｕｔｔｏｎ　ａｎｄ　Ｐｏｒｔ
ｅｒ，　ＰＤＡ　Ｊ．　Ｐｈａｒｍ．　Ｓｃｉ．　Ｔｅｃｈ．，　２００２；　５６：６
，　３００－３１１を参照されたい。又、米国特許公開第２００４／００９１６８号も参
照されたい。例えば、最終組成物における抗菌剤の増殖阻害能力は、膜濾過法及びブロス
培養により評価することができる。保存有効性試験用に米国薬局方（ＵＳＰ）が推奨する
４種類の標準微生物を、各配合物に約５０～２００コロニー形成単位（ＣＦＵ）／ｍＬ接
種することができる。この４種類の微生物は、Ｓｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃｕｓ　ａｕｒｅ
ｕｓ（ＡＴＣＣ　６５３８）、Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ　Ｃｏｌｉ（ＡＴＣＣ　８７３９
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）、Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ａｅｒｕｇｉｎｏｓａ　（ＡＴＣＣ　９０２７）及びＣａ
ｎｄｉｄａ　ａｌｂｉｃａｎｓ　（ＡＴＣＣ　１０２３１）として同定される。これらの
微生物に加えて、Ｓ．　ｅｐｉｄｅｒｍｉｄｉｓ　（ＡＴＣＣ　１２２２８）及びＳ．　
ａｕｒｅｕｓ（コアグラーゼ陰性、ＡＴＣＣ　２７７３４）を試験することもできる。被
験微生物の接種後、被験配合物を３０～３５℃で培養することができる。選択した時点（
例えば、接種直後及び３０～３５℃での培養を２４時間行った後）での被験微生物の生存
数を測定することができる。
【００４０】
　幾つかの実施形態において、抗菌剤は、少なくとも約４、８、１２、１８、２４、３６
、４８、６０、７２、８４、９６又は１０８又は１２０時間の何れかの期間にわたって有
意な細菌増殖を阻害するのに有効な量、存在する。
【００４１】
　抗菌剤が有効とみなされるのは、例えば、外因性汚染から約２４時間で、組成物中の微
生物が約１ログ（１０倍）以上増加するまで増殖するのを遅延させることができる場合で
ある。幾つかの実施形態において、抗菌剤は、細菌試料において７日間で細菌を初回の計
数から少なくとも約１．０ログ減少させる場合、１４日間で約３．０ログ減少させる場合
、及び／又は約２８日目に増加が認められない場合に有効である。幾つかの実施形態にお
いて、抗菌剤は、細菌試料において約６時間で細菌を初回の計数から少なくとも約２．０
ログ減少させる場合、約２４時間で約３．０ログ減少させる場合、及び／又は約２８日目
に細菌数の回復が認められない場合に有効である。幾つかの実施形態において、抗菌剤は
、酵母及びカビ試料において、約７日間で初回計数から約２．０ログ減少させる場合、及
び／又は約２８日目に増加が全く認められない場合に有効である。幾つかの実施形態にお
いて、抗菌剤は、細菌試料において約２４時間後に初回計数から少なくとも約１．０ログ
減少させる場合、約７日目に約３．０ログ減少させる場合、及び約２８日目に増加が認め
られない場合に有効である。幾つかの実施形態において、抗菌剤は、酵母及びカビ試料に
おいて約１４日目に初回計数から約１．０ログ減少させ、約２８日目に増加が全く認めら
れない場合に有効である。
【００４２】
　幾つかの実施形態において、組成物中における抗菌剤の量は、毒性学的作用を惹起する
レベル未満である（即ち、臨床的に許容される毒性レベルを超える）か、組成物を個体に
投与した場合に起こり得る副作用が制御又は耐容できるレベルである。個体に投与された
薬剤の毒性又は副作用を測定する方法は、当該技術分野で一般的に既知であり、組成物中
の個々の抗菌剤により異なる。例えば、カルシウムキレート化抗菌剤（例えば、ＥＤＴＡ
）は高用量で個体に投与されると、心臓に問題（例えば、不整脈）を引き起こす可能性が
ある。このため、不整脈の徴候を監視して、カルシウムキレート化剤の毒性作用を評価す
ることができる。貧血（イオンキレート化剤）、体重減少及び死亡率といったその他の徴
候も動物モデルで評価して、その抗菌剤の至適量を決定することができる。
【００４３】
　幾つかの実施形態において、抗菌剤は、組成物中の担体タンパク質の安定性又は特徴に
悪影響を及ぼさない量存在する。幾つかの実施形態において、抗菌剤（例えば、抗酸化剤
であるＥＤＴＡ及び非キレート化抗菌剤）は、組成物中の酸化を阻害するのに有効な量存
在する。組成物中の抗菌剤の具体的な量は、個々の抗菌剤又は組成物中の薬剤によって異
なり、以下に以下で詳細に説明する。
【００４４】
　（キレート化剤）
　幾つかの実施形態において、抗菌剤はキレート化剤である。キレート化剤は、必須の金
属イオン（例えば、カルシウム、亜鉛、マグネシウム）を除去して重要な代謝過程を不可
能にすることによって抗菌剤として機能する。これらのキレート化剤は、特殊な金属イオ
ン（例えば、カルシウム、亜鉛、マグネシウム）に特異的であるか、金属イオンの特異性
に幅広いスペクトルを示すかの何れかである。幾つかの実施形態において、キレート化剤
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は多座配位子である。幾つかの実施形態において、キレート化剤は１つ以上のカルボン酸
基を含む。幾つかの実施形態において、キレート化剤はデフェロキサミンではない。好適
なキレート化剤は、エデト酸塩、クエン酸塩、ペンテト酸塩、トロメタミン、ソルビン酸
塩、アスコルビン酸塩、それらの誘導体、及びそれらの混合物である。
【００４５】
　本明細書で検討する１つの抗菌剤は、例えば、エデト酸塩、即ち、エチレンジアミンテ
トラ酢酸（ＥＤＴＡ）及びその誘導体である。本発明に使用するのに好適な誘導体として
は、エデト酸二ナトリウム、エデト酸三ナトリウム、四ナトリウムエデト酸塩、及びエデ
ト酸二ナトリウムカルシウムが含まれる。エデト酸塩は長時間（例えば、少なくとも約２
４時間）有意な細菌増殖を阻害する機能を満たすかぎり、その性質は重要ではない。幾つ
かの実施形態において、エデト酸塩は約０．００１～約１ｍｇ／ｍＬの濃度で組成物中に
存在し、例えば０．０１～約１ｍｇ／ｍＬ、約０．０１～約０．５ｍｇ／ｍＬ、約０．０
１～約０．３ｍｇ／ｍＬ、約０．０２～約０．２ｍｇ／ｍＬ、約０．０３～約０．１ｍｇ
／ｍＬ、及び約０．０５ｍｇ／ｍＬの何れかの濃度で存在する。幾つかの実施形態におい
て、エデト酸塩の濃度は、約１ｍｇ／ｍＬ未満、例えば、約０．９、０．８、０．７、０
．６、０．５、０．４、０．３、０．２、０．１、０．０９、０．０８、０．０７、０．
０６、０．０５、０．０４、０．０３、０．０２、０．０１、０．００９、０．００８、
０．００７、０．００６、０．００５、０．００４、０．００３、０．００２又は０．０
０１ｍｇ／ｍＬである。幾つかの実施形態において、組成物におけるエデト酸塩　対　難
水溶性医薬品の重量比は、約０．００２：１～約０．２：１であり、例えば、約０．００
２：１～約０．１：１、約０．００２：１～約０．０６：１、約０．００４：１～約０．
０４：１、約０．００６：１～約０．０２：１及び約０．０１：１である。幾つかの実施
形態において、組成物におけるエデト酸塩　対　難水溶性医薬品の重量比は、約０．２：
１、１．５：１、０．１：１、０．０５：１、０．０１：１及び０．００５：１未満の何
れかである。
【００４６】
　本明細書で検討する別の抗菌剤は、クエン酸ナトリウム及びクエン酸等のクエン酸塩で
ある。クエン酸塩の好適な濃度は、例えば、約０．１～約２００ｍｇ／ｍＬ、約０．２～
約１００ｍｇ／ｍＬ、約０．３～約５０ｍｇ／ｍＬ、約０．５～約１０ｍｇ／ｍＬ、及び
約１～約５ｍｇ／ｍＬである。幾つかの実施形態において、クエン酸塩の濃度は約２００
ｍｇ／ｍＬ未満、例えば１００、５０、３０、２０、１０、９、８、７、６、５、４、３
、２、１、０．９、０．８、０．７、０．６、０．５、０．４、０．３又は０．２ｍｇ／
ｍＬ未満の何れかである。幾つかの実施形態において、クエン酸塩　対　難水溶性医薬品
の重量比は、約０．０２：１～約４０：１であり、例えば約０．０４：１～約２０：１、
約０．０６：１～約１０：１、約０．１：１～約２：１、約０．２：１～約１ｍｇ／ｍＬ
である。幾つかの実施形態において、クエン酸塩　対　難水溶性医薬品の重量比は、約４
０：１、３０：１、２０：１、１０：１、５：１、１：１、０．５：１及び０．１：１未
満の何れかである。他の実施形態において、抗菌剤はクエン酸塩ではない（即ち、クエン
酸塩以外である）。
【００４７】
　抗菌剤はペンテト酸塩（カルシウム三ナトリウムペンテト酸塩を含む）であることもで
きる。幾つかの実施形態において、ペンテト酸塩の量は、約３ｍｇ／ｍＬ未満（例えば、
約２、１．５、１、０．５、０．３、０．１、０．０９、０．０８、０．７、０．６、０
．５、０．４、０．３、０．２、０．１及び０．０５ｍｇ／ｍＬ未満の何れか）である。
例えば、ペンテト酸塩は約０．００５～約３ｍｇ／ｍＬ、約０．００５～約０．１ｍｇ／
ｍＬ又は約０．００５～約０．０５ｍｇ／ｍＬの何れかの範囲で存在する。幾つかの実施
形態において、ペンテト酸塩　対　難水溶性医薬品の重量比は、約０．００１：１～約０
．６：１であり、例えば、約０．００１：１～約０．２：１及び約０．０１：１～約０．
１：１である。幾つかの実施形態において、ペンテト酸塩　対　難水溶性医薬品の重量比
は、約０．６：１、０．３：１、０．１：１、０．０５：１及び０．０１：１未満の何れ
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かである。
【００４８】
　本明細書で検討する別の抗菌剤はトロメタミンである。本明細書で使用するトロメタミ
ンは、２－アミノ－２－ヒドロキシメチル－１，３－プロパンジオールを指し、これはＴ
ＲＩＳとも呼ばれる。幾つかの実施形態において、トロメタミンは組成物中に、約２．５
ｍｇ／ｍＬ未満（例えば約２．５、２、１．５又は１ｍｇ／ｍＬ未満の何れか）の量で存
在する。例えば、トロメタミンは約１．５～約２．５ｍｇ／ｍＬの範囲で、例えば約２ｍ
ｇ／ｍＬで存在する。トロメタミンの別の例示的量は約２．４ｍｇ／ｍＬである。幾つか
の実施形態において、トロメタミン　対　難水溶性医薬品の重量比は、約０．１：１～約
０．５：１、例えば約０．２：１～約０．５：１及び約０．２：１～約０．４：１である
。幾つかの実施形態において、組成物におけるトロメタミン　対　難水溶性医薬品の重量
比は、約０．５：１、０．４：１、０．３：１、０．２：１及び０．１：１未満の何れか
である。
【００４９】
　幾つかの実施形態において、キレート化抗菌剤はソルビン酸塩（ソルビン酸カリウム）
である。幾つかの実施形態において、ソルビン酸塩は組成物中に約２．５ｍｇ／ｍＬ未満
（例えば、約２．５、２、１．５又は１ｍｇ／ｍＬ未満の何れか）の量で存在する。例え
ば、ソルビン酸塩は約０．５ｍｇ／ｍＬの量で存在する場合がある。幾つかの実施形態に
おいて、組成物におけるソルビン酸塩　対　難水溶性医薬品の重量比は、約０．５：１、
０．４：１、０．２：１又は０．１：１未満の何れかである。
【００５０】
　幾つかの実施形態において、キレート化抗菌剤はアスコルビン酸塩（例えば、アスコル
ビン酸ナトリウム）である。幾つかの実施形態において、アスコルビン酸塩は組成物中に
、約５ｍｇ／ｍＬ未満（例えば約２．５、２、１．５又は１ｍｇ／ｍＬ未満の何れか）の
量で存在する。例えば、アスコルビン酸塩は１ｍｇ／ｍＬの量で存在する場合がある。幾
つかの実施形態において、組成物におけるアスコルビン酸塩　対　難水溶性医薬品の重量
比は、約１：１、０．５：１、０．４：１、０．２：１又は０．１：１未満の何れかであ
る。
【００５１】
　この他好適な金属キレート化抗菌剤及びその例示的な量には、ホルムアルデヒドスルホ
キシル酸ナトリウム（０．１ｍｇ／ｍＬ）及びモノチオールグリセロール（５ｍｇ／ｍＬ
）が含まれるが、これらに限定されない。
【００５２】
　（非キレート化剤）
　幾つかの実施形態において、抗菌剤はキレート化剤ではない（即ち、非キレート化抗菌
剤である）。これらの例には、亜硫酸塩、安息香酸、ベンジルアルコール、クロロブタノ
ール、その誘導体が含まれるが、これらに限定されない。これらの非キレート化抗菌剤は
、種々の機序を介して機能する。幾つかの実施形態において、非キレート化抗菌剤は酸化
促進剤として機能する。幾つかの実施形態において、非キレート化抗菌剤は抗酸化剤とし
て機能する。
【００５３】
　本明細書で検討する１つの抗菌剤は亜硫酸塩である。「亜硫酸塩」という用語は、亜硫
酸（オルト亜硫酸）及びメタ亜硫酸の製剤学的に許容可能な全ての誘導体を指す。好適な
亜硫酸塩には、亜硫酸ナトリウム、重亜硫酸ナトリウム、亜硫酸カリウム、重亜硫酸カリ
ウム、メタ重亜硫酸ナトリウム、メタ重亜硫酸カリウム又はその組み合わせが含まれるが
、これらに限定されない。幾つかの実施形態において、亜硫酸塩は約０．０７５～約６．
６ｍｇ／ｍＬ、例えば約０．０７５～約１ｍｇ／ｍＬ、及び約０．２５ｍｇ／ｍＬで存在
する。幾つかの実施形態において、亜硫酸塩は約５ｍｇ／ｍＬ、３ｍｇ／ｍＬ、及び１ｍ
ｇ／ｍＬ未満の何れかの量で存在する。幾つかの実施形態において、亜硫酸塩　対　難水
溶性医薬品の重量比は、約０．０１：１～約１．５：１であり、例えば０．０２：１～約
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１：１及び約０．０５：１～約０．５：１である。幾つかの実施形態において、亜硫酸塩
　対　難水溶性医薬品の重量比は、約１．５：１、１：１、０．５：１、０．１：１及び
０．０５：１未満の何れかである。
【００５４】
　幾つかの実施形態において、抗菌剤は安息香酸、ベンジルアルコール又はその誘導体で
ある。幾つかの実施形態において、抗菌剤は、ベンジルアルコール、塩化ベンゼトニウム
、安息香酸ナトリウム、安息香酸カリウム、安息香酸ベンジル又はその種々の組み合わせ
からなる群から選択される。幾つかの実施形態において、ベンジルアルコールの量は約０
．１７５～約９ｍｇ／ｍＬの範囲であり、例えば約０．７～約４．５ｍｇ／ｍＬ、約１．
５ｍｇ／ｍＬ、及び約１ｍｇ／ｍＬである。幾つかの実施形態において、ベンジルアルコ
ールの量は約０．７～約９ｍｇ／ｍＬであり、例えば場合により約０．０５ｍｇ／ｍＬの
ＥＤＴＡの量を含む。幾つかの実施形態において、組成物は安息香酸又はその誘導体を、
約２～約５０ｍｇ／ｍＬの範囲で含み、例えば約１～約２０ｍｇ／ｍＬ、約２～約１０ｍ
ｇ／ｍＬ、及び約５ｍｇ／ｍＬ含む。幾つかの実施形態において、組成物は安息香酸ベン
ジル又は安息香酸ナトリウムを、約０．１～約４６０ｍｇ／ｍＬの範囲で含み、例えば約
０．５～約２００ｍｇ／ｍＬ、約１～約１００ｍｇ／ｍＬ、約１～約５０ｍｇ／ｍＬ、及
び１ｍｇ／ｍＬ含む。幾つかの実施形態において、組成物は塩化ベンゼトニウムを約０．
１～約１ｍｇ／ｍＬ含む。幾つかの実施形態において、組成物における安息香酸又はベン
ジルアルコール　対　難水溶性医薬品の重量比は、約０．０２：１～約１５０：１、例え
ば、約０．１：１～約４０：１、約０．２：１～約２０：１及び約０．２：１～約１０：
１である。幾つかの実施形態において、組成物における安息香酸又はベンジルアルコール
　対　難水溶性薬剤の重量比は、約１５０：１、１００：１、５０：１、１０：１、５：
１、１：１、０．５：１及び０．１：１未満の何れかである。
【００５５】
　幾つかの実施形態において、抗菌剤はクロロブタノール又はその誘導体（例えば、半水
クロロブタノール）である。クロロブタノールの好適な量は、例えば約２．５～約５０ｍ
ｇ／ｍＬ、約５～約２０ｍｇ／ｍＬである。幾つかの実施形態において、抗菌剤はフェノ
ール又はその誘導体である。フェノール（又はその誘導体）の好適な量は、例えば約０．
７～約２５ｍｇ／ｍＬ、約１～約２０ｍｇ／ｍＬである。幾つかの実施形態において、抗
菌剤はクレゾール（例えば、ｍ－クレゾール）又はその誘導体である。クレゾール（又は
その誘導体）の好適な量は、例えば、約１．５～約３１ｍｇ／ｍＬ、及び約５～約１５ｍ
ｇ／ｍＬである。
【００５６】
　幾つかの実施形態において、非キレート化剤はパラベンであり、これにはメチルパラベ
ン、ブチルパラベン及びプロピルパラベンが含まれるが、これらに限定されない。パラベ
ン（例えば、メチルパラベン）の好適な量は、例えば約０．０５～約５ｍｇ／ｍＬ、約０
．０８～約３ｍｇ／ｍＬ、約０．１～約２ｍｇ／ｍＬ、約０．２～約１．５ｍｇ／ｍＬ、
及び約１ｍｇ／ｍＬである。
【００５７】
　その他の好適な抗菌剤には、硝酸塩及び亜硝酸塩（例えば、硝酸フェニル水銀）、ｐ－
ヒドロキシ安息香酸のエステル、プロピオン酸及びプロピオン酸塩、二酢酸ナトリウム、
ソルビン酸及びソルビン酸塩、二酸化硫黄、ジエチルピロカーボネート（ＤＥＰＣ）、次
亜塩素酸ナトリウム、ヨウ化ナトリウム、チメロサール等が含まれるが、これらに限定さ
れない。
【００５８】
　幾つかの実施形態において、本明細書に記載の組成物は、少なくとも２種類（例えば少
なくとも２、３、４、５、６、７、８、９又は１０種類）の抗菌剤（例えば、本明細書に
記載の抗菌剤を少なくとも２種類）を含む。これらの抗菌剤は同じ種類であっても（例え
ば、異なる亜硫酸塩）、異なる種類であっても（例えば、亜硫酸塩とベンジルアルコール
）よい。例えば、メチルパラベンとプロピルパラベン（１～２ｍｇ／ｍＬ）の組み合わせ
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は、特に真菌に対して優れていることが明らかにされている。複数の微生物因子が組成物
内に存在する場合、各抗菌剤の有効量は抗菌剤の組み合わされた作用によって異なる。例
えば、抗菌剤が相乗的に働く場合、各抗菌剤の有効量はその抗菌剤が組成物中に単独で存
在する場合に比べてはるかに少なくてよい。幾つかの実施形態において、組成物はクエン
酸塩及びＥＤＴＡの両方を含む。クエン酸塩及びＥＤＴＡはＥ．ｃｏｌｉに対して特に優
れていることが明らかにされている。幾つかの実施形態において、組成物は２００ｍＭの
クエン酸塩及びＥＤＴＡを含む。幾つかの実施形態において、組成物は２００ｍＭのクエ
ン酸塩及び０．００１％、０．０１％、０．１％及び０．２％（ｗ／ｖ）の何れかのＥＤ
ＴＡを含む。
【００５９】
　（難水溶性医薬品）
　本明細書に記載の組成物は、難水溶性医薬品を含む。例えば、難水溶性薬剤の水への可
溶性は、約２０～２５℃で、約１０ｍｇ／ｍＬ未満、例えば約５、２、１、０．５、０．
２、０．１、０．０５、０．０２又は０．０１ｍｇ／ｍＬ未満の何れかである。本明細書
に記載の難水溶性医薬品は、例えば抗癌剤又は抗新生物剤、抗微小管剤、免疫抑制剤、麻
酔剤、ホルモン剤、心血管疾患に使用する薬剤、抗不整脈剤、抗生物質、抗真菌剤、降圧
剤、抗喘息剤、抗炎症剤、抗関節炎剤、血管作用剤、鎮痛剤／解熱剤、抗うつ剤、抗糖尿
病剤、抗真菌剤、抗炎症剤、抗不安剤、免疫抑制剤、抗偏頭痛剤、鎮静剤、抗狭心剤、抗
精神病剤、抗躁剤、抗関節炎剤、抗痛風剤、抗凝固剤、抗血栓剤、抗線維素溶解剤、溶血
剤、抗血小板剤、抗痙攣剤、抗パーキンソン病剤、抗ヒスタミン剤／抗掻痒剤、カルシウ
ム調節に有用な薬剤、抗ウイルス剤、抗菌剤、抗感染症剤、気管支拡張剤、ホルモン剤、
血糖降下剤、脂質低下剤、抗潰瘍／逆流防止剤、制吐剤／鎮吐剤及び油溶性ビタミン（例
えば、ビタミンＡ、Ｄ、Ｅ、Ｋ）である。
【００６０】
　幾つかの実施形態において、難水溶性医薬品は抗新生物剤である。幾つかの実施形態に
おいて、難水溶性医薬品は化学療法剤である。
【００６１】
　好適な難水溶性医薬品には、タキサン類（例えば、パクリタキセル、ドセタキセル、オ
ルタタキセル及び他のタキサン類）、エポチロン、カンプトテシン、コルヒチン、ゲルダ
ナマイシン、アミオダロン、甲状腺ホルモン、アンフォテリシン、コルチコステロイド、
プロポフォール、メラトニン、シクロスポリン、ラパマイシン（シロリムス）及び誘導体
、タクロリムス、ミコフェノール酸、イホスファミド、ビノレルビン、バンコマイシン、
ゲムシタビン、ＳＵ５４１６、チオテパ、ブレオマイシン、診断用放射線造影剤及びその
誘導体が含まれるが、これらに限定されない。本発明の組成物に有用なその他の難水溶性
医薬品に関しては、例えば、米国特許第５，９１６，５９６号、第６，０９６，３３１号
、第６，７４９，８６８号及び第６，５３７，５３９号に記載されている。難水溶性医薬
品の更なる例には、水溶性が低く、Ｔｈｅ　Ｍｅｒｃｋ　Ｉｎｄｅｘ（１２ｔｈ　Ｅｄｉ
ｔｉｏｎ　１９９６）の“Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃ　Ｃａｔｅｇｏｒｙ　ａｎｄ　Ｂｉｏ
ｌｏｇｉｃａｌ　Ａｃｔｉｖｉｔｙ　Ｉｎｄｅｘ”に列挙される化合物が含まれる。
【００６２】
　幾つかの実施形態において、難水溶性医薬品は、パクリタキセル、ドセタキセル、オル
タタキセル又は他のタキサン又はタキサン類似体、１７－アリルアミノゲルダナマイシン
（１７－ＡＡＧ）、１８－誘導体化ゲルダナマイシン、カンプトテシン、プロポフォール
、アミオダロン、シクロスポリン、エポチロン、ラジシコール、コンブレタスタチン、ラ
パマイシン、アンフォテリシン、リオチロニン、エポチロン、コルヒチン、チオコルヒチ
ン及びその二量体、甲状腺ホルモン、血管活性腸管ペプチド、コルチコステロイド、メラ
トニン、タクロリムス、ミコフェノール酸、エポチロン、ラジシコール、コンブレタスタ
チン及びその類似体又は誘導体の何れかである。幾つかの実施形態において、難水溶性医
薬品は、パクリタキセル、ドセタキセル、オルタタキセル又は他のタキサン類、ゲルダナ
マイシン、１７－アリルアミノゲルダナマイシン、チオコルヒチン及びその二量体、ラパ
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マイシン、シクロスポリン、エポチロン、ラジシコール及びコンブレタスタチンの何れか
である（幾つかの実施形態においては、これらからなる群から選択される）。幾つかの実
施形態において、難水溶性医薬品はラパマイシンである。幾つかの実施形態において、難
水溶性医薬品は１７－ＡＡＧである。幾つかの実施形態において、難水溶性医薬品はチオ
コルヒチン二量体（例えば、ＩＤＮ５４０４）である。
【００６３】
　幾つかの実施形態において、難水溶性医薬品は、パクリタキセル、ドセタキセル及びＩ
ＤＮ５１０９（オルタタキセル）又はその誘導体を含むがこれらに限定されないタキサン
又はその誘導体である。幾つかの実施形態において、組成物は非晶質及び／又はアモルフ
ァスのタキサン（例えば、パクリタキセル又はその誘導体）を含む。幾つかの実施形態に
おいて、組成物は無水タキサン（例えば、無水ドセタキセル又はその誘導体）を使用して
調製される。無水ドセタキセルは、ドセタキセル三水和物又は半水ドセタキセルといった
水和ドセタキセルで作製されるものよりも、より安定した配合物を生成することが明らか
にされている。
【００６４】
　（担体タンパク質）
　本明細書に記載の組成物は、担体タンパク質も含む。「タンパク質」という用語はあら
ゆる長さ（全長又は断片を含む）のポリペプチド又はアミノ酸のポリマーを指し、これは
直鎖であっても分枝鎖であってもよく、修飾アミノ酸を含むか、非アミノ酸によって干渉
されるか、又その両方であってよい。又、この用語は、自然に又は例えばジスルフィド結
合形成、糖化、脂質化、アセチル化、リン酸化又はその他のあらゆる操作又は修飾といっ
た干渉によって修飾されたアミノ酸ポリマーを含む。又、この用語に含まれるのは、例え
ば、１つ以上のアミノ酸類似体（例えば非天然アミノ酸等を含む）並びに当該技術分野で
既知の他の修飾を含有するポリペプチドである。本明細書に記載のタンパク質は、天然の
もの、即ち、天然供給源（例えば、血液）から入手又は派生したものであっても、合成（
例えば、化学的合成又は遺伝子組換えＤＮＡ技術による合成）されたものであってもよい
。
【００６５】
　好適な担体タンパク質の例には、血液又は血漿に自然に認められるタンパク質が含まれ
る。これらには、アルブミン、ＩｇＡを含む免疫グロブリン、リポタンパク質、アポリポ
タンパク質Ｂ、α酸糖タンパク質、β－２マクログロブリン、チログロブリン、トランス
フェリン、フィブロネクチン、ＶＩＩ因子、ＶＩＩＩ因子、ＩＸ因子、Ｘ因子等が含まれ
るが、これらに限定されない。幾つかの実施形態において、担体タンパク質は、カゼイン
、α－ラクトアルブミン及びβラクトグロブリンといった非血液タンパク質である。担体
タンパク質は、発生源が自然であっても合成によって調製されたものであってもよい。幾
つかの実施形態において、製剤学的に許容可能な担体には、ＨＳＡ等のアルブミンが含ま
れる。ＨＳＡは可溶性の高い分子量６５０００の球状タンパク質で、５８５個のアミノ酸
からなる。ＨＳＡは血漿中に最も豊富に存在するタンパク質で、ヒト血漿の膠質浸透圧の
７０～８０％を占める。ＨＳＡのアミノ酸配列には、合計１７個のジスルフィド橋、１個
の遊離チオール（Ｃｙｓ３４）及び単独のトリプトファン（Ｔｒｐ２１４）が存在する。
ＨＳＡ溶液の静脈内投与は、循環血液量減少性ショックの予防及び処置（例えば、Ｔｕｌ
ｌｉｓ，　ＪＡＭＡ，　２３７，　３５５－３６０，　４６０－４６３，　（１９７７）
及びＨｏｕｓｅｒ，　ら，　Ｓｕｒｇｅｒｙ，　Ｇｙｎｅｃｏｌｏｇｙ　ａｎｄ　Ｏｂｓ
ｔｅｔｒｉｃｓ，　１５０，　８１１－８１６　（１９８０）を参照）及び新生児の高ビ
リルビン血症の処置（例えば、Ｆｉｎｌａｙｓｏｎ，　Ｓｅｍｉｎａｒｓ　ｉｎ　Ｔｈｒ
ｏｍｂｏｓｉｓ　ａｎｄ　Ｈｅｍｏｓｔａｓｉｓ，　６，　８５－１２０，　（１９８０
）を参照）における交換輸血に併用して適用されてきた。ウシ血清アルブミン等の他のア
ルブミンを検討する。例えば、獣医学科の動物（家庭用愛玩動物及び農業動物を含む）等
のヒトではない哺乳動物にこれらの組成物を使用するという文脈において、このような非
ヒトアルブミンの使用は適切である。
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【００６６】
　ヒト血清アルブミン（ＨＳＡ）は、複数の疎水性の結合部位を有し（ＨＳＡの内因性リ
ガンドである脂肪酸で合計８個）、種々の薬物、特に中性及び負に帯電した疎水性化合物
に結合する（Ｇｏｏｄｍａｎ，　ら，　Ｔｈｅ　Ｐｈａｒｍａｃｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｂａ
ｓｉｓ　ｏｆ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ，　９ｔｈ　ｅｄ，　ＭｃＧｒａｗ－Ｈｉｌｌ
　Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　（１９９６））。ＨＳＡのサブドメインＩＩＡ及びＩＩＩＡにおい
て、２個の親和性の高い結合部位が提示されており、これらは、表面近傍の帯電したリジ
ン及びアルギニン残基を有する極めて伸展した疎水性ポケットであり、極性を有するリガ
ンドのための結合点として機能する（例えば、Ｆｅｈｓｋｅ，　ら，　Ｂｉｏｃｈｅｍ．
　Ｐｈａｒｍｃｏｌ．，　３０，　６８７－９２　（１９８１），　Ｖｏｒｕｍ，　Ｄａ
ｎ．　Ｍｅｄ．　Ｂｕｌｌ．，　４６，　３７９－９９　（１９９９），　Ｋｒａｇｈ－
Ｈａｎｓｅｎ，　Ｄａｎ．　Ｍｅｄ．　Ｂｕｌｌ．　１４４１，　１３１－４０　（１９
９０），　Ｃｕｒｒｙ，　ら，　Ｎａｔ．　Ｓｔｒｕｃｔ．　Ｂｉｏｌ．，　５，　８２
７－３５　（１９９８），　Ｓｕｇｉｏ，　ら，　Ｐｒｏｔｅｉｎ．　Ｅｎｇ．，　１２
，　４３９－４６　（１９９９），　Ｈｅ，　ら，　Ｎａｔｕｒｅ，　３５８，　２０９
－１５　（１９９２）及びＣａｒｔｅｒ，　ら，　Ａｄｖ．　Ｐｒｏｔｅｉｎ．　Ｃｈｅ
ｍ．，　４５，　１５３－２０３　（１９９４）を参照）。パクリタキセル及びプロポフ
ォールはＨＳＡと結合することが明らかにされている（例えば、Ｐａａｌ，　ら，　Ｅｕ
ｒ．　Ｊ．　Ｂｉｏｃｈｅｍ．，　２６８（７），　２１８７－９１　（２００１），　
Ｐｕｒｃｅｌｌ，　ら，　Ｂｉｏｃｈｉｍ．　Ｂｉｏｐｈｙｓ．　Ａｃｔａ，　１４７８
（１），　６１－８　（２０００），　Ａｌｔｍａｙｅｒ，　ら，　Ａｒｚｎｅｉｍｉｔ
ｔｅｌｆｏｒｓｃｈｕｎｇ，　４５，　１０５３－６　（１９９５）及びＧａｒｒｉｄｏ
，　ら，　Ｒｅｖ．　Ｅｓｐ．　Ａｎｅｓｔｅｓｔｉｏｌ．　Ｒｅａｎｉｍ．，　４１，
　３０８－１２　（１９９４）を参照）。又、ドセタキセルはヒト血漿タンパク質に結合
することが明らかにされている（例えば、Ｕｒｉｅｎ，　ら，　Ｉｎｖｅｓｔ．　Ｎｅｗ
　Ｄｒｕｇｓ，　１４（２），　１４７－５１　（１９９６）を参照）。
【００６７】
　組成物中の担体タンパク質（例えば、アルブミン）は一般的に、難水溶性医薬品の担体
として働く。即ち、組成物中の担体タンパク質は、担体タンパク質を含まない組成物に比
べて、難水溶性医薬品を水性培地により容易に懸濁しやすくさせるか、懸濁液を維持する
のを手助けする。これにより、難水溶性医薬品を可溶化するために毒性を有する溶媒を使
用しなくてもよくなり、それによって難水溶性医薬品を個体（例えば、ヒト）に投与する
場合に１つ以上の副作用を低減することができる。このため、幾つかの実施形態において
、本明細書に記載の組成物は、Ｃｒｅｍｏｐｈｏｒ　ＥＬ（登録商標）（ＢＡＳＦ）等の
Ｃｒｅｍｏｐｈｏｒを実質的に含まない（例えば、これを含まない）。幾つかの実施形態
において、組成物は界面活性剤を実質的に含まない（例えば、これを含まない）。組成物
中のＣｒｅｍｏｐｈｏｒ又は界面活性剤が、その組成物を個体に投与した場合に、その個
体に１つ以上の副作用を引き起こすのに十分でない量存在する場合に、その組成物は「Ｃ
ｒｅｍｏｐｈｏｒを実質的に含まない」又は「界面活性剤を実質的に含まない」とされる
。
【００６８】
　幾つかの実施形態において、担体タンパク質は難水溶性医薬品を伴う。即ち、組成物は
、難水溶性医薬品を伴う担体タンパク質を含む。「随伴」又は「伴う」は、本明細書にお
いて一般的な意味で使用され、水性組成物中で、担体タンパク質が難水溶性医薬品の挙動
及び／又は特性に作用することを指す。例えば、担体タンパク質と難水溶性医薬品は、担
体タンパク質を含まない組成物に比べて、担体タンパク質が難水溶性医薬品を水性培地で
より容易に懸濁できるようにしている場合に、「伴って」いるとみなされる。別の例は、
担体タンパク質が水性懸濁液で難水溶性医薬品を安定化させている場合に、その担体タン
パク質とその難水溶性医薬品は伴っている。例えば、担体タンパク質及び難水溶性医薬品
は、本明細書で更に記載される粒子又はナノ粒子中に存在することができる。
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【００６９】
　難水溶性医薬品は、例えば約０．１、０．２、０．２５、０．５、１、２、３、４、５
、６、７、８、９、１０、１１、１２、２４、３６、４８、６０又は７２時間と、長時間
にわたって水性培地に懸濁し続けている場合（例えば、沈殿や沈渣が目視で確認できない
）、水性懸濁液で「安定している」。懸濁液は一般的に、必須ではないが、個体（例えば
、ヒト）への投与に好適である。懸濁液の安定性は一般的に、必須ではないが、保存温度
で評価する（室温（例えば、２０～２５℃）又は冷蔵条件（例えば、４℃））。例えば、
懸濁液の調製から約１５分後に、裸眼又は１０００倍の光学顕微鏡で綿状反応又は粒子の
凝集が認められない場合、その懸濁液は保存温度において安定している。安定性は、約４
０℃以上の温度等の促進老化試験条件下で評価することもできる。
【００７０】
　組成物中の担体タンパク質及び難水溶性医薬品は種々の方法で関連付けることができる
。例えば、幾つかの実施形態において、担体タンパク質は難水溶性医薬品と共に混合され
る。幾つかの実施形態において、担体タンパク質は難水溶性医薬品をカプセル化するか捕
捉する。幾つかの実施形態において、担体タンパク質は難水溶性医薬品と結合する（例え
ば、非共有結合）。幾つかの実施形態において、組成物は上記の態様の１つ以上を呈する
ことができる。
【００７１】
　幾つかの実施形態において、組成物は、難水溶性医薬品及び担体タンパク質を含む（種
々の実施形態においては、これらからからなるか、これらから本質的に構成される）粒子
（例えば、ナノ粒子）を含む。難水溶性医薬品が液体である場合、粒子又はナノ粒子は、
小滴又はナノ小滴とも呼ばれる。幾つかの実施形態において、難水溶性医薬品は担体タン
パク質でコーティングされる。難水溶性医薬品の粒子（例えば、ナノ粒子）は、例えば、
米国特許第５，９１６，５９６号、第６，５０６，４０５号、第６，５３７，５７９号及
び米国特許公開第２００５／０００４００２Ａ１号に開示されている。
【００７２】
　幾つかの実施形態において、組成物は、直径の平均値又は中央値が約１０００ナノメー
トル（ｎｍ）未満、例えば約９００、８００、７００、６００、５００、４００、３００
、２００及び１００ｎｍの何れか未満の粒子（例えば、ナノ粒子）を含む。幾つかの実施
形態において、粒子の直径の平均値又は中央値は約２００ｎｍ未満である。幾つかの実施
形態において、粒子の直径の平均値又は中央値は約２０～約４００ｎｍである。幾つかの
実施形態において、粒子の直径の平均値又は中央値は約４０～約２００ｎｍである。幾つ
かの実施形態において、粒子は滅菌濾過可能である。
【００７３】
　本明細書に記載の粒子（例えば、ナノ粒子）は、乾燥配合物（例えば、凍結乾燥組成物
）又は生体適合性の培地に懸濁された状態で存在する場合がある。好適な生体適合性培地
には、水、緩衝水性培地、生理食塩水、緩衝生理食塩水、任意に緩衝されたアミノ酸溶液
、任意に緩衝されたタンパク質溶液、任意に緩衝された糖の溶液、任意に緩衝されたビタ
ミンの溶液、任意に緩衝された合成ポリマー溶液、脂質含有エマルジョン等が含まれるが
、これらに限定されない。
【００７４】
　本明細書に記載の組成物中の担体タンパク質の量は、難水溶性医薬品及び組成物中の他
の成分によって異なる。幾つかの実施形態において、組成物は水性懸濁液中で難水溶性医
薬品を、例えば安定した膠質懸濁液（例えば、安定したナノ粒子の懸濁液）の形態で安定
化させるのに十分な量の担体タンパク質を含む。幾つかの実施形態において、担体タンパ
ク質は、水性培地における難水溶性医薬品の沈渣率を抑える量だけ存在する。粒子含有組
成物の場合、担体タンパク質の量は、難水溶性医薬品の粒子の大きさ及び密度によって異
なる。
【００７５】
　幾つかの実施形態において、担体タンパク質は、水性懸濁液において一定の濃度で難水
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溶性医薬品を安定化させるのに十分な量だけ存在する。例えば、組成物中の難水溶性医薬
品の濃度は約０．１～約１００ｍｇ／ｍＬであり、例えば、約０．１～約５０ｍｇ／ｍＬ
、約０．１～約２０ｍｇ／ｍＬ、約１～約１０ｍｇ／ｍＬ、約２～約８ｍｇ／ｍＬ、約４
～６ｍｇ／ｍＬ、約５ｍｇ／ｍＬの何れかである。幾つかの実施形態において、難水溶性
医薬品の濃度は少なくとも約１．３ｍｇ／ｍＬ、１．５ｍｇ／ｍＬ、２ｍｇ／ｍＬ、３ｍ
ｇ／ｍＬ、４ｍｇ／ｍＬ、５ｍｇ／ｍＬ、６ｍｇ／ｍＬ、７ｍｇ／ｍＬ、８ｍｇ／ｍＬ、
９ｍｇ／ｍＬ、１０ｍｇ／ｍＬ、１５ｍｇ／ｍＬ、２０ｍｇ／ｍＬ、２５ｍｇ／ｍＬ、３
０ｍｇ／ｍＬ、４０ｍｇ／ｍＬ、及び５０ｍｇ／ｍＬの何れかである。幾つかの実施形態
において、担体タンパク質は界面活性剤（例えば、Ｃｒｅｍｏｐｈｏｒ）の使用を避けら
れる量だけ存在し、組成物を、界面活性剤（例えば、Ｃｒｅｍｏｐｈｏｒ）を含まないか
、実質的に含まないようにする。
【００７６】
　幾つかの実施形態において、液体の組成物は、約０．１～約５０％（ｗ／ｖ）（例えば
、約０．５％（ｗ／ｖ）、約５％（ｗ／ｖ）、約１０％（ｗ／ｖ）、約１５％（ｗ／ｖ）
、約２０％（ｗ／ｖ）、約３０％（ｗ／ｖ）、約４０％（ｗ／ｖ）又は約５０％（ｗ／ｖ
）の担体タンパク質を含む。幾つかの実施形態において、液体の組成物は、約０．５％～
約５％（ｗ／ｖ）の担体タンパク質を含む。
【００７７】
　幾つかの実施形態において、担体タンパク質、例えばアルブミン　対　難水溶性医薬品
の重量比は、十分量の難水溶性医薬品が細胞に結合するか、細胞によって運搬されるよう
なものとする。担体タンパク質　対　医薬品の重量比は、種々の担体タンパク質及び薬物
の組み合わせに対して至適化する必要があるが、一般的に担体タンパク質、例えばアルブ
ミン　対　医薬品の重量比（ｗ／ｗ）は、約０．０１：１～約１００：１、約０．０２：
１～約５０：１、約０．０５：１～約２０：１、約０．１：１～約２０：１、約１：１～
約１８：１、約２：１～約１５：１、約３：１～約１２：１、約４：１～約１０：１、約
５：１～約９：１又は約９：１である。幾つかの実施形態において、医薬品　対　担体タ
ンパク質の重量比は、約１８：１以下、１５：１以下、１４：１以下、１３：１以下、１
２：１以下、１１：１以下、１０：１以下、９：１以下、８：１以下、７：１以下、６：
１以下、５：１以下、４：１以下及び３：１以下の何れかである。
【００７８】
　幾つかの実施形態において、担体タンパク質は、有意な副作用なしに個体（例えば、ヒ
ト）に組成物を投与することを可能にする。幾つかの実施形態において、担体タンパク質
（例えば、アルブミン）は、ヒトに難水溶性医薬品を投与した場合の１つ以上の副作用を
低減するのに有効な量存在する。「難水溶性医薬品の投与による１つ以上の副作用を低減
すること」という用語は、難水溶性医薬品によって生じる望ましくない作用並びに、難水
溶性医薬品を送達するために使用される送達賦形剤（例えば、難水溶性医薬品を注射に好
適なものにする溶媒）によって生じる副作用の１つ以上を抑制、緩和、除去又は回避する
ことを指す。このような副作用には、例えば、骨髄抑制、神経毒性、過敏症、炎症、静脈
刺激、静脈炎、疼痛、皮膚刺激、末梢ニューロパチー、好中球減少性発熱、アナフィラキ
シー反応、静脈血栓、血管外漏出及びその組み合わせが含まれる。ただし、これらの副作
用は例示を目的とするだけのものであり、種々の医薬品に起因するその他の副作用又は副
作用の組み合わせが抑えられる。
【００７９】
　幾つかの実施形態において、組成物は、難水溶性医薬品及びアルブミンを含む（種々の
実施形態においては、これらからからなるか、これらから本質的に構成される）粒子（例
えば、ナノ粒子）を含み、アルブミン　対　難水溶性医薬品の重量比（ｗ／ｗ）は、約０
．０１：１～約１００：１、約０．０２：１～約５０：１、約０．０５：１～約２０：１
、約０．１：１～約２０：１、約１：１～約１８：１、約２：１～約１５：１、約３：１
～約１２：１、約４：１～約１０：１、約５：１～約９：１又は約９：１である。幾つか
の実施形態において、担体タンパク質　対　医薬品の重量比は、約１８：１以下、１５：
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１以下、１４：１以下、１３：１以下、１２：１以下、１１：１以下、１０：１以下、９
：１以下、８：１以下、７：１以下、６：１以下、５：１以下、４：１以下及び３：１以
下の何れかである。幾つかの実施形態において、難水溶性医薬品は、タキサン又はその誘
導体、例えばパクリタキセル、ドセタキセル、オルタタキセル又はその誘導体である。
【００８０】
　幾つかの実施形態において、難水溶性医薬品はアルブミンでコーティングされる。幾つ
かの実施形態において、難水溶性医薬品及びアルブミンを含む粒子（例えば、ナノ粒子）
は、水性培地（例えば、アルブミンを含有する水性培地）に懸濁させる。例えば、組成物
は難水溶性医薬品の粒子（例えば、ナノ粒子）の膠質懸濁液であることができる。幾つか
の実施形態において、組成物は乾燥した（例えば、凍結乾燥させた）組成物であり、本明
細書に記載の粒子の安定した懸濁液へと再構成又は懸濁させることができる。液体組成物
又は再構成組成物における難水溶性医薬品の濃度は、希釈（０．１ｍｇ／ｍＬ）であって
も、濃縮（１００ｍｇ／ｍＬ）であってもよく、これには、例えば、約０．１～約５０ｍ
ｇ／ｍＬｍ、約０．１～約２０ｍｇ／ｍＬｍ、約０．１～約１０ｍｇ／ｍＬｍ、約２～約
８ｍｇ／ｍＬｍ、約４～約６ｍｇ／ｍＬｍ、約５ｍｇ／ｍＬｍの何れかが含まれる。幾つ
かの実施形態において、難水溶性医薬品の濃度は、約１、２、３、４、５、６、７、８、
９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９、２０、２５、３０
、３５、４０、４５又は５０ｍｇ／ｍＬの何れかである。幾つかの実施形態において、難
水溶性医薬品はタキサン又はその誘導体、例えばパクリタキセル、ドセタキセル、オルタ
タキセル又はその誘導体である。
【００８１】
　幾つかの実施形態において、組成物は、直径の平均値又は中央値が約２０～約４００ｎ
ｍの粒子、例えば約４０～約２００ｎｍの粒子等、パクリタキセルを含む粒子（例えば、
ナノ粒子）を含む。幾つかの実施形態において、組成物は、パクリタキセル及びアルブミ
ンを含む（種々の実施形態においては、主に上からなる）粒子（例えば、ナノ粒子）を含
む。幾つかの実施形態において、パクリタキセルはアルブミンでコーティングされる。幾
つかの実施形態において、アルブミン　対　パクリタキセルの重量比（ｗ／ｗ）は、約０
．０１：１～約１００：１、約０．０２：１～約５０：１、約０．０５：１～約２０：１
、約０．１：１～約２０：１、約１：１～約１８：１、約２：１～約１５：１、約３：１
～約１２：１、約４：１～約１０：１、約５：１～約９：１及び約９：１の何れかである
。幾つかの実施形態において、アルブミン　対　パクリタキセルの重量比は、約１８：１
以下、１５：１以下、１４：１以下、１３：１以下、１２：１以下、１１：１以下、１０
：１以下、９：１以下、８：１以下、７：１以下、６：１以下、５：１以下、４：１以下
及び３：１以下の何れかである。
【００８２】
　幾つかの実施形態において、パクリタキセル及びアルブミンを含む粒子（例えば、ナノ
粒子）は、水性培地（アルブミンを含有する水性培地）に懸濁させる。例えば、組成物は
パクリタキセル含有粒子（例えば、ナノ粒子）の膠質懸濁液であることができる。幾つか
の実施形態において、組成物は乾燥した（例えば、凍結乾燥させた）組成物であり、パク
リタキセル含有粒子の水性懸濁液に再構成することができる。幾つかの実施形態において
、組成物中のパクリタキセル濃度は、約０．１～約１００ｍｇ／ｍＬであり、例えば約０
．１～約５０ｍｇ／ｍＬ、約０．１～約２０ｍｇ／ｍＬ、約１～約１０ｍｇ／ｍＬ、約２
～約８ｍｇ／ｍＬ、約４～約６ｍｇ／ｍＬ、及び約５ｍｇ／ｍＬの何れかである。幾つか
の実施形態において、パクリタキセル濃度は少なくとも約１．３ｍｇ／ｍＬ、１．５ｍｇ
／ｍＬ、２ｍｇ／ｍＬ、３ｍｇ／ｍＬ、４ｍｇ／ｍＬ、５ｍｇ／ｍＬ、６ｍｇ／ｍＬ、７
ｍｇ／ｍＬ、８ｍｇ／ｍＬ、９ｍｇ／ｍＬ、１０ｍｇ／ｍＬ、１５ｍｇ／ｍＬ、２０ｍｇ
／ｍＬ、２５ｍｇ／ｍＬ、３０ｍｇ／ｍＬ、４０ｍｇ／ｍＬ、及び５０ｍｇ／ｍＬの何れ
かである。
【００８３】
　幾つかの実施形態において、組成物はパクリタキセルのアルブミン含有ナノ粒子配合物
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を含む（以下、Ｎａｂ－パクリタキセルと呼ぶ）。ＣａｐｘｏｌＴＭ（Ａｂｒａｘａｎｅ
ＴＭとも呼ばれる）等のＮａｂ－パクリタキセルは、米国特許第６，０９６，３３１号に
記載されている。ＣａｐｘｏｌＴＭは、ヒトアルブミンＵＳＰで安定化させたパクリタキ
セルの配合物であり、注射用生理学的溶液に直接分散させることができる。０．９％塩化
ナトリウム注射液又は５％ブドウ糖注射液等の好適な水性培地に分散させると、Ｃａｐｘ
ｏｌＴＭは安定したパクリタキセルの膠質懸濁液を形成する。この膠質懸濁液の粒子の大
きさ（直径の平均値又は中央値）は、２０ｎｍ～８ミクロンと幅があるが、望ましい範囲
は約２０～４００ｎｍである。ＨＳＡは水に溶けやすいため、ＣａｐｘｏｌＴＭは希釈（
０．１ｍｇ／ｍＬ）から濃縮（２０ｍｇ／ｍＬのパクリタキセル）まで、例えば、約２ｍ
ｇ／ｍＬ～約８ｍｇ／ｍＬ、約５ｍｇ／ｍＬ等、多岐にわたる濃度に再構成することがで
きる。幾つかの実施形態において、パクリタキセルの濃度は約１、２、３、４、５、６、
７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９及び２０ｍ
ｇ／ｍＬの何れかである。
【００８４】
　（糖を含有する組成物）
　本発明は又、難水溶性医薬品、担体タンパク質（例えば、アルブミン）及び糖を含む組
成物（例えば、薬学的組成物）を提供する。組成物は更に、本明細書に記載の抗菌剤を含
むことができる。本明細書に記載の組成物には、例えば、乾燥した（例えば、凍結乾燥さ
せた）組成物、乾燥組成物を再構成又は再懸濁することにより得られる液体（例えば、水
性）の組成物又は乾燥（例えば、凍結乾燥させた）させることができる中間液体（例えば
、水性）組成物が含まれる。
【００８５】
　本明細書で使用する場合、「糖」は、単糖、二糖、多糖及びその誘導体又は修飾物質を
含むが、これらに限定されない。本明細書に記載の組成物に好適な糖には、例えば、マン
ニトール、スクロース、フルクトース、乳糖、マルトース及びトレハロースが含まれる。
幾つかの実施形態において、糖は、糖なしに溶解する凍結乾燥組成物よりも、凍結乾燥組
成物がより迅速に水及び／又は水性溶液に溶解又は懸濁できるようにする再構成促進剤と
して働く。例えば、組成物は乾燥した（例えば、凍結乾燥させた）組成物であって、その
組成物が難水溶性医薬品の安定した水性懸濁液に再構成（又は再懸濁又は再水和）するこ
とができ、水性溶液を使用した組成物の再構成時間が糖非含有組成物よりも短くすること
ができる。幾つかの実施形態において、組成物は約８分、５分又は２分未満で再構成（混
合、タッピング又は渦形成等による）することができる。
【００８６】
　幾つかの実施形態において、糖は組成物中の難水溶性医薬品の化学的安定性を高めるの
に有効な量存在する。幾つかの実施形態において、糖は、組成物の濾過可能性を高めるの
に有効な量存在する。幾つかの実施形態において、糖は、乾燥した（例えば、凍結乾燥さ
せた）組成物を再構成する際の発泡を抑えるのに有効な量存在する。これらの改良は、糖
なしの組成物との比較の結果である。
【００８７】
　幾つかの実施形態において、液体の懸濁物（例えば、凍結乾燥前の懸濁液又は再構成し
た懸濁液）中の糖濃度は、約５０、６０、７０、８０、９０又は１００ｍｇ／ｍＬの何れ
かを超える。幾つかの実施形態において、糖は、約２０～約１００ｍｇ／ｍＬ、約５０～
約１００ｍｇ／ｍＬ、約９０ｍｇ／ｍＬの何れかの量で存在する。組成物における糖　対
　難水溶性医薬品の比（ｗ／ｗ）は、難水溶性医薬品によって異なる。難水溶性医薬品（
例えば、パクリタキセル）に対する糖の例示的な比は、例えば、約２：１、３：１、４：
１、５：１、６：１、７：１、８：１、９：１、１０：１又はそれ以上の何れかである。
【００８８】
　幾つかの実施形態において、組成物は（１）難水溶性医薬品（例えば、タキサン又はそ
の誘導体）を含む粒子（例えば、ナノ粒子）及びアルブミン及び（２）糖を含み、アルブ
ミン　対　医薬品の重量比（ｗ／ｗ）は、約０．０１：１～約１００：１であり、例えば
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、約０．０２：１～約５０：１、約０．０５：１～約２０：１、約０．１：１～約２０：
１、約１：１～約１８：１、約２：１～約１５：１、約３：１～約１２：１、約４：１～
約１０：１、約５：１～約９：１及び約９：１である。幾つかの実施形態において、アル
ブミン　対　医薬品の重量比は、約１８：１以下であり、例えば約１５：１以下、１４：
１以下、１３：１以下、１２：１以下、１１：１以下、１０：１以下、９：１以下、８：
１以下、７：１以下、６：１以下、５：１以下、４：１以下及び３：１以下の何れかであ
る。難水溶性医薬品はアルブミンでコーティングすることができる。
【００８９】
　幾つかの実施形態において、本発明は、パクリタキセル、アルブミン及び糖を含む組成
物を提供し、アルブミン　対　パクリタキセルの重量比（ｗ／ｗ）は約０．０１：１～約
１００：１であり、例えば、約０．０２：１～約５０：１、約０．０５：１～約２０：１
、約０．１：１～約２０：１、約１：１～約１８：１、約２：１～約１５：１、約３：１
～約１２：１、約４：１～約１０：１、約５：１～約９：１及び約９：１である。幾つか
の実施形態において、アルブミン　対　パクリタキセルの重量比は、約１８：１以下であ
り、例えば約１５：１以下、１４：１以下、１３：１以下、１２：１以下、１１：１以下
、１０：１以下、９：１以下、８：１以下、７：１以下、６：１以下、５：１以下、４：
１以下及び３：１以下の何れかである。幾つかの実施形態において、組成物は（１）パク
リタキセル及びアルブミンを含む粒子（例えば、ナノ粒子）；及び（２）糖を含み、アル
ブミン　対　パクリタキセルの重量比（ｗ／ｗ）は、約０．０１：１～約１００：１であ
り、例えば、約０．０２：１～約５０：１、約０．０５：１～約２０：１、約０．１：１
～約２０：１、約１：１～約１８：１、約２：１～約１５：１、約３：１～約１２：１、
約４：１～約１０：１、約５：１～約９：１及び約９：１である。幾つかの実施形態にお
いて、アルブミン　対　パクリタキセルの重量比は、約１８：１以下であり、例えば約１
５：１以下、１４：１以下、１３：１以下、１２：１以下、１１：１以下、１０：１以下
、９：１以下、８：１以下、７：１以下、６：１以下、５：１以下、４：１以下及び３：
１以下の何れかである。パクリタキセルはアルブミンでコーティングすることができる。
幾つかの実施形態において、組成物は乾燥した（例えば、凍結乾燥させた）組成物であり
、再構成（再懸濁又は再水和）して一般的には、難水溶性医薬品の安定した水性懸濁液を
形成することができ、水性溶液の組成物の再構成の時間は、糖が不在の組成物でかかる時
間よりも短い。幾つかの実施形態において、組成物又は組成物から生じる再構成懸濁液に
おける糖濃度は、約５０、６０、７０、８０、９０又は１００ｍｇ／ｍＬの何れかを超え
る。幾つかの実施形態において、糖は、約２０～約１００ｍｇ／ｍＬ、約５０～約１００
ｍｇ／ｍＬ、及び約９０ｍｇ／ｍＬの何れかの量で存在する。
【００９０】
　本明細書に記載の糖含有組成物は、更に本明細書に記載の抗菌剤等の１つ以上の抗菌剤
を含むことができる。糖に加えて、他の再構成促進剤を組成物に添加することもできる（
例えば、米国特許出願公開第２００５／０１５２９７９号に記載のもの）。
【００９１】
　（組成物中の他の成分）
　本明細書に記載の組成物は、組成物の特性を改良するために他の薬剤、賦形剤又は安定
化剤を含むことができる。例えば、ナノ粒子の負のゼータ電位を大きくすることにより安
定性を高めるため、特定の負に帯電した成分を添加することができる。このような負に帯
電した成分としては、胆汁酸塩、胆汁酸、グリココール酸、コール酸、ケノデオキシコー
ル酸、タウロコール酸、グリコケノデオキシコール酸、タウロケノデオキシコール酸、リ
トコール酸、ウルソデオキシコール酸、デヒドロコール酸及びその他；レシチン（卵黄）
を含むリン脂質、以下のホスファチジルコリンを含むリン脂質：パルミトイルオレオイル
ホスファチジルコリン、パルミトイルリノレオイルホスファチジルコリン、ステアロイル
リノレオイルホスファチジルコリン、ステアロイルオレオイルホスファチジルコリン、ス
テアロイルアラキドイルホスファチジルコリン及びジパルミトイルホスファチジルコリン
；Ｌ－α－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
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ジルコリン（ＤＯＰＣ）、ジステアロイルホスファチジルコリン（ＤＳＰＣ）、水素化ダ
イズホスファチジルコリン（ＨＳＰＣ）及びその他の関連化合物を含むその他のリン脂質
が含まれるが、これらに限定されない。負に帯電した界面活性剤又は乳化剤も添加剤とし
て好適である（例えば、硫酸ナトリウムコレステリル）。
【００９２】
　幾つかの実施形態において、組成物はヒトへの投与に好適である。幾つかの実施形態に
おいて、組成物は、獣医学の枠内で家庭の愛玩動物及び農業動物といった哺乳動物への投
与に好適である。本発明の組成物には多岐にわたる好適な配合物が存在する（例えば、米
国特許第５，９１６，５９６号及び第６，０９６，３３１号を参照）。以下の配合物及び
方法は単に例示的なものであって、制限を目的とするものではない。経口投与に好適な配
合物は、（ａ）水、生理食塩水又はオレンジジュースといった希釈剤に溶解した有効量の
化合物といった溶液、（ｂ）それぞれが固形物又は顆粒としての活性成分の所定量を含有
するカプセル剤、薬袋又は錠剤、（ｃ）適切な液体を使用した懸濁液、（ｄ）好適なエマ
ルジョン及び（ｅ）粉末を含むことができる。錠剤の剤型は、１種類以上の乳糖、マンニ
トール、トウモロコシデンプン、ジャガイモデンプン、微結晶セルロース、アカシア、ゼ
ラチン、コロイド二酸化ケイ素、クロスカルメロースナトリウム、タルク、ステアリン酸
マグネシウム、ステアリン酸及びその他の賦形剤、着色剤、希釈剤、緩衝剤、湿潤剤、保
存剤、着香剤及び製剤学的に配合可能な賦形剤を含むことができる。ロゼンジの剤型は、
通常はスクロース及びアカシア又はトラガカント等のフレーバーに活性成分を含めるか、
ゼラチン及びグリセリンといった不活の基剤、又はスクロース及びアカシア、エマルジョ
ン、ゲル等の活性成分に加えて含む香錠を含むことができ、このような賦形剤は当該技術
分野で既知である。
【００９３】
　非経口投与に好適な配合物には、水性及び非水性、等張性の滅菌注射液が含まれ、これ
は抗酸化剤、緩衝剤、静菌剤及び配合物を意図するレシピエントの血液と適合させること
ができる溶質、及び懸濁剤、可溶化剤、増量剤、安定化剤及び保存剤を含むことができる
水性及び非水性の滅菌懸濁液を含むことができる。配合物は単回用量又は複数回用量のア
ンプル及びバイアルといった密封容器に入れて提供され、使用直前に注射用水等の滅菌液
体賦形剤の添加のみを必要とする凍結乾燥状態で保存することができる。即時注射溶液及
び懸濁液は、前述のような滅菌粉末、顆粒及び錠剤から調製することができる。注射用の
配合物が好ましい。
【００９４】
　エアロゾル投与に好適な配合物は、水性及び非水性の等張滅菌溶液を含む本発明の組成
物を含み、これは抗酸化剤、緩衝剤、静菌剤及び溶質を、単独又は吸入を介して投与する
エアロゾル配合物に作製することができる他の好適な成分との組み合わせを含有すること
ができる。これらのエアロゾル配合物は、ジクロロジフルオロメタン、プロパン、窒素等
といった加圧された許容可能な噴射剤に入れることができる。又、ネブライザーやアトマ
イザーといった非加圧調製の医薬品として配合することもできる。
【００９５】
　幾つかの実施形態において、組成物は、ｐＨが約４．５～約９．０、例えば、約５．０
～約８．０、約６．５～約７．５及び約６．５～約７．０の何れかにして配合する。幾つ
かの実施形態において、組成物のｐＨは、約６以上、例えば約６．５、７又は８の何れか
以上（例えば、約８）になるよう配合される。又、組成物はグリセロール等の好適な張性
調節剤を添加することによって血液と等張に作製することができる。
【００９６】
　好適な包装に入った本明細書に記載の組成物を含む製品も提供される。本明細書に記載
の組成物に好適な包装は当該技術分野で既知であり、例えば、バイアル（例えば、密封バ
イアル）、容器、アンプル、ボトル、ジャー、柔軟な包装（例えば、密封Ｍｙｌａｒ又は
プラスチック袋）等が含まれる。これらの製品は更に滅菌及び／又は密封することができ
る。又、本明細書に記載の組成物を含む単位剤型も提供される。これらの単位剤型は、単
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一又は複数の単位剤型が１つの好適な包装に保存され、更に滅菌され密封されることもで
きる。
【００９７】
　又、本発明は本明細書に記載の組成物（又は単位剤型及び／又は製品）を含むキットを
提供し、更に本明細書で更に記載する使用法等の組成物を使用する方法の指示書を含むこ
とができる。幾つかの実施形態において、本発明のキットは上述の包装を含む。他の実施
形態において、本発明のキットは上述の包装を含み、第二の包装が緩衝剤を含む。幾つか
の実施形態において、本発明は、（１）難水溶性医薬品及び担体タンパク質を含む組成物
；及び（２）抗菌剤を含むキットを提供し、難水溶性医薬品／タンパク質組成物及び抗菌
剤は別々の包装に存在し、組成物中の有意な細菌増殖は、難水溶性医薬品／タンパク質組
成物に抗菌剤を添加することによって阻害される。幾つかの実施形態において、キットは
更に医薬品／タンパク質組成物への抗菌剤の添加に関する指示書を含む。本明細書に記載
のキットは更に、市販及びユーザーの見地から望ましいと思われる材料、例えばその他の
緩衝剤、希釈剤、フィルター、針、シリンジ及び本明細書に記載のあらゆる方法を実施す
るための指示を記した添付文書を含むことができる。
【００９８】
　又、長期間、例えば１週間、２週間、３週間、４週間、６週間、８週間、３ヶ月、４ヶ
月、５ヶ月、６ヶ月、７ヶ月、８ヶ月、９ヶ月等にわたって個体に対する有効な処置を提
供するために十分な用量の本明細書に開示の難水溶性医薬品（例えば、パクリタキセル）
を含有するキットが提供される。又、キットは、複数の難水溶性医薬品及び薬学的組成物
の単位剤型及び使用指示書及び院内薬局及び調剤薬局等の薬局での保存及び使用に十分な
量の包装を含むことができる。
【００９９】
　（組成物の作製及び使用方法）
　又、本明細書に記載の組成物の作製及び使用方法が提供される。例えば、難水溶性医薬
品（タキサン等、例えばパクリタキセル、ドセタキセル又はオルタタキセル）及び担体タ
ンパク質（例えば、アルブミン）を含有する組成物と抗菌剤を結合させる（例えば、混合
する）ことを含む、組成物中における有意な細菌増殖が阻害される、難水溶性医薬品、担
体タンパク質及び抗菌剤を含む組成物の調製方法が提供される。
【０１００】
　担体タンパク質及び難水溶性医薬品を含有する組成物の作製方法は当該技術分野で既知
である。例えば、難水溶性医薬品（例えば、パクリタキセル）及び担体タンパク質（例え
ば、アルブミン）を含有するナノ粒子は、高い剪断力（例えば、超音波処理、高圧ホモジ
ナイゼーション）の条件下で調製することができる。これらの方法は、例えば米国特許第
５，９１６，５９６号、第６，５０６，４０５号及び第６，５３７，５７９号及び米国特
許出願第２００５／０００４００２Ａ１号に開示されている。
【０１０１】
　要約すれば、難水溶性医薬品（例えば、ドセタキセル）を有機溶媒に溶解し、その溶液
をヒト血清アルブミン溶液に添加することができる。この混合物に対して高圧ホモジナイ
ゼーションを行う。その後、有機溶媒を蒸発により除去する。得られた分散液を更に凍結
乾燥させることができる。好適な有機溶媒の例としては、ケトン、エステル、エーテル、
塩素化溶媒及び当該技術分野で既知のその他の溶媒が含まれる。例えば、有機溶媒は塩化
メチレン及びクロロホルム／メタノール（例えば１：９、１：８、１：７、１：６、１：
５、１：４、１：３、１：２、１：１、２：１、３：１、４：１、５：１、６：１、７：
１、８：１又は９：１の比率）であってもよい。
【０１０２】
　抗菌剤は、難水溶性医薬品／担体タンパク質の組成物を調製する間に難水溶性医薬品及
び／又は担体タンパク質に混合するか、難水溶性医薬品／担体タンパク質の組成物が調製
された後に添加するかの何れかを行うことができる。例えば、抗菌剤は難水溶性医薬品／
担体タンパク質組成物を再構成／懸濁するのに使用する水性培地に添加することができる
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か、担体タンパク質を伴う難水溶性医薬品の水性懸濁液に添加することができる。幾つか
の実施形態において、抗菌剤は凍結乾燥前に難水溶性医薬品／担体タンパク質の組成物に
混合される。幾つかの実施形態において、抗菌剤は凍結乾燥させた医薬品／担体タンパク
質の組成物に添加される。
【０１０３】
　抗菌剤の添加が組成物のｐＨを変化させる幾つかの実施形態において、組成物のｐＨは
一般的に（必須ではないが）所望のｐＨに調節する。組成物のｐＨ値の例としては、例え
ば約５～約８．５が含まれる。幾つかの実施形態において、組成物のｐＨは約６以上、例
えば約６．５、７又は８（例えば、約８）の何れか以上に調節される。
【０１０４】
　又、本明細書に記載の組成物（上記の組成物を含む）の何れかと製剤学的に許容可能な
賦形剤を結合させることを含む、薬学的組成物の作製方法が提供される。
【０１０５】
　又、本発明の組成物を使用する方法が提供される。幾つかの実施形態において、難水溶
性医薬品の有効量、担体タンパク質及び抗菌剤を含む組成物を投与することを含み、組成
物中で細胞成長が阻害される、難水溶性医薬品が奏功する疾患又は病態の処置方法が提供
される。例えば、幾つかの実施形態において、有効量の難水溶性抗新生物剤（例えば、タ
キサン）、担体タンパク質及び抗菌剤を含む組成物を患者に投与することを含み、組成物
中で細胞成長が阻害される、個体（例えば、ヒト）の癌を処置する方法が提供される。幾
つかの実施形態において、抗菌剤は組成物中における有意な細菌増殖を阻害するのに十分
な量だけ存在する。幾つかの実施形態において、組成物中の抗菌剤は更に、組成物が個体
（例えば、ヒト）に投与される場合に、毒性学的作用を全く引き起こさない量だけ存在す
る。
【０１０６】
　本明細書で使用される「有効量」という用語は、特定の障害、病態又は疾患を処置する
、例えばその症状の１つ以上を改善、緩和、軽減及び／又は遅延させるのに十分な化合物
又は組成物の量を指す。癌又はその他の望ましくない細胞成長を引用すれば、有効量とは
、腫瘍を縮小させる、及び／又は腫瘍の増殖速度を低下させる（例えば、腫瘍の増殖を抑
制する）のに十分な量を含む。幾つかの実施形態において、有効量は発現を遅延させるの
に十分な量である。幾つかの実施形態において、有効量は発症及び／又は再発を予防する
のに十分な量である。有効量は１回又は複数回の投与で投与される。
【０１０７】
　本明細書に記載の組成物（例えば、タキサン等の抗新生物剤、ラパマイシン及び１７－
ＡＡＧを含む組成物）で処置される癌としては、癌腫、リンパ腫、芽腫、肉腫及び白血病
が含まれるが、これらに限定されない。本明細書に記載の組成物で処置できる癌の例とし
ては、扁平上皮癌、肺癌（小細胞肺癌、非小細胞肺癌、肺の腺腫及び肺の扁平上皮癌を含
む）、腹膜癌、肝細胞癌、胃癌（消化器癌を含む）、膵癌、膠芽腫、子宮頚癌、卵巣癌、
肝癌、膀胱癌、肝腫瘍、乳癌、大腸癌、メラノーマ、子宮内膜又は子宮癌、唾液腺癌、腎
癌、肝癌、前立腺癌、外陰癌、甲状腺癌、肝癌、頭頚部癌、結腸直腸癌、直腸癌、軟部組
織肉腫、カポジ肉腫、Ｂ細胞リンパ腫（軽度／濾胞性非ホジキンリンパ腫（ＮＨＬ）、小
リンパ球性（ＳＬ）ＮＨＬ、中等度／濾胞性ＮＨＬ、中等度瀰漫性ＮＨＬ、重度免疫芽球
性ＮＨＬ、重度リンパ芽球性ＮＨＬ、重度小非分割細胞性ＮＨＬ、巨大病変ＮＨＬ、外套
細胞リンパ腫、ＡＩＤＳ関連リンパ腫及びワルデンストレーム・マクログロブリン血症を
含む）、慢性リンパ球性白血病（ＣＬＬ）、急性リンパ芽球性白血病（ＡＬＬ）、骨髄腫
、毛様細胞性白血病、慢性骨髄芽球性白血病及び移植後リンパ増殖性疾患（ＰＴＬＤ）並
びに母斑症、浮腫（例えば、脳腫瘍を伴うもの）及びＭｅｉｇｓ症候群を伴う異常な血管
増殖が含まれるが、これらに限定されない。幾つかの実施形態においては、転移性癌（即
ち、原発腫瘍から転移した癌）を処置する方法が提供される。幾つかの実施形態において
は、細胞成長及び／又は細胞移動を低減する方法が提供される。幾つかの実施形態におい
ては、過形成を処置する方法が提供される。
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【０１０８】
　幾つかの実施形態において、進行癌を処置する方法が提供される。幾つかの実施形態に
おいては、例えば進行乳癌、ステージＩＶの乳癌、局所進行性乳癌及び転移性乳癌を含め
た乳癌（ＨＥＲ２陽性又はＨＥＲ２陰性）を処置する方法が提供される。幾つかの実施形
態において、癌は、非小細胞肺癌（進行性ＮＳＣＬＣ等のＮＳＣＬＣ）、小細胞肺癌（進
行性ＳＣＬＣ等のＳＣＬＣ）及び肺における進行性固形悪性腫瘍を含めた肺癌である。幾
つかの実施形態において、癌は、卵巣癌、頭頚部癌、胃癌、メラノーマ（転移性メラノー
マを含む）、結腸直腸癌、膵癌及び固形腫瘍（例えば、進行性固形腫瘍）である。幾つか
の実施形態において、癌は、乳癌、結腸直腸癌、直腸癌、非小細胞肺癌、非ホジキンリン
パ腫（ＮＨＬ）、腎細胞癌、前立腺癌、肝癌、膵癌、軟部組織肉腫、カポジ肉腫、カルチ
ノイド腫瘍、頭頚部癌、メラノーマ、卵巣癌、中皮腫、グリオーマ、膠芽腫、神経芽腫及
び多発性骨髄腫の何れかである（及び幾つかの実施形態においては上からなる群から選択
される）。幾つかの実施形態において、癌は固形腫瘍である。
【０１０９】
　これらの組成物を投与されるのに好適な個体は、難水溶性医薬品の性質並びに処置及び
／又は予防する疾患／病態／障害によって異なる。従って、「個体」という用語は脊椎動
物、哺乳動物及びヒトを全て含む。幾つかの実施形態において、個体は哺乳動物であり、
ヒト、ウシ、ウマ、ネコ、イヌ、げっ歯類又は霊長類を含むが、これらに限定されない。
幾つかの実施形態において、個体はヒトである。
【０１１０】
　本明細書に記載の組成物は、単独で投与されるか、難水溶性医薬品を含む他の医薬品と
併用して投与されることができる。例えば、組成物がタキサン（例えば、パクリタキセル
）を含有する場合、カルボプラチン、ナベルビン（登録商標）（ビノレルビン）、アント
ラサイクリン（Ｄｏｘｉｌ）、ラパチニブ（ＧＷ５７０１６）、ハーセプチン、ゲムシタ
ビン（Ｇｅｍｚａｒ（登録商標））、カペシタビン（Ｘｅｌｏｄａ（登録商標））、アリ
ムタ、シスプラチン、５－フルオロウラシル、エピルビシン、シクロホスファミド、アバ
スチン、ベルケード（登録商標）等を含むがこれらに限定されない１つ以上の他の化学療
法剤と併用投与することができる。幾つかの実施形態において、タキサン組成物は、抗代
謝薬（ヌクレオシド類似体を含む）、白金を主成分とする薬剤、アルキル化剤、チロシン
キナーゼ阻害剤、アントラサイクリン系抗生物質、ビンカアルカロイド、プロテオソーム
阻害剤、マクロライド」及びトポイソメラーゼ阻害剤からなる群から選択される化学療法
剤と併用投与される。これらの他の医薬品は、該薬剤（例えば、タキサン）と同じ組成物
中に存在することもできれば、別の組成物中に存在して該薬剤（例えば、タキサン）を含
有する組成物と同時に又は連続して投与されることもできる。タキサンのナノ粒子配合物
と他の薬剤（又は治療法）を使用した併用療法については、国際特許出願第ＰＣＴ／ＵＳ
２００６／００６１６７号に記載されている。
【０１１１】
　個体（例えば、ヒト）に投与される本発明の組成物の用量は、その組成物、投与方法及
び処置対象となる疾患によって異なる。用量は、特定の疾患に対する治療的又は予防的反
応等、所望の反応を引き起こすのに十分である必要がある。例えば、組成物中のパクリタ
キセルの用量は、３週間毎のスケジュールで投与する場合１００～４００ｍｇ／ｍ２とな
り、毎週投与する場合は５０～２５０ｍｇ／ｍ２となる。又、メトロノーム療法（毎日又
は週毎に数回投与）で投与する場合、用量は約５～７５ｍｇ／ｍ２となる。
【０１１２】
　本明細書に記載の組成物は、例えば、静脈内、動脈内、肺内、経口、吸入、膀胱内、筋
肉内、気管内、皮下、眼内、髄腔内、経粘膜及び経皮といった種々の経路を介して個体（
例えば、ヒト）に投与することができる。例えば、本発明の組成物は、気道の病態を処置
するために吸入で投与することができる。組成物を使用して、肺線維症、閉塞性細気管支
炎、肺癌、気管支肺癌等を処置することができる。
【０１１３】
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　又本明細書では、ヒトへの難水溶性医薬品の投与に起因する副作用を低減する方法であ
って、難水溶性医薬品、担体タンパク質及び抗菌剤を含む薬学的組成物をヒトに投与する
ことを含み、組成物中における有意な細菌増殖が阻害される、方法が提供される。例えば
、本発明は、骨髄抑制、神経毒性、過敏症、炎症、静脈刺激、静脈炎、疼痛、皮膚刺激、
末梢ニューロパチー、好中球減少性発熱、アナフィラキシー反応、血液毒性及び脳又は神
経毒性及びその組み合わせを含むがこれらに限定されない、難水溶性医薬品の投与に起因
する種々の副作用を低減する方法を提供する。幾つかの実施形態においては、例えば重度
の発疹、尋麻疹、潮紅、呼吸困難、頻脈等を含めた、難水溶性医薬品の投与に起因する過
敏性反応を低減する方法が提供される。幾つかの実施形態において、抗菌剤は、薬学的組
成物中における有意な細菌増殖を阻害するのに有効な量存在する。幾つかの実施形態にお
いて、組成物中の抗菌剤は更に、組成物を個体に投与した場合に毒性学的作用を全く引き
起こさない量又は起こり得る副作用を制御又は耐容できる程度の量で存在する。
【０１１４】
　更には、難水溶性医薬品及び担体タンパク質を含む液体の組成物の保存期限を伸ばす方
法も提供される。例えば、幾つかの実施形態において、本発明は、水性培地で少なくとも
２４時間、細菌が増殖しないように（即ち、有意な細菌増殖が全くないか実質的にないよ
うに）保存された難水溶性医薬品及び担体タンパク質を含む組成物（例えば、薬学的組成
物）を保存する方法であって、組成物に抗菌剤を、組成物中における有意な細菌増殖を阻
害するのに有効な量添加することを含む、方法を提供する。幾つかの実施形態において、
組成物中における有意な細菌増殖を阻害するのに有効な量の抗菌剤を組成物に添加するこ
とを含む、担体タンパク質及び難水溶性医薬品を含む組成物（特に薬学的組成物）におけ
る細胞成長の阻害方法が提供される。
【０１１５】
　抗菌剤の添加は、難水溶性医薬品／担体タンパク質の組成物を調製する間に難水溶性医
薬品及び／又は担体タンパク質に混合するか、医薬品／担体タンパク質組成物を再構成す
るのに使用する水性培地に添加するかの何れかで行うことができる。幾つかの実施形態に
おいては、少なくとも２４、３６、４８、６０、７２、８４又は９６時間の何れかの間、
細菌が増殖しないように（即ち、有意な細菌増殖が全くないか実質的にないように）保存
された組成物を保つ方法が提供される。
【０１１６】
　本発明の更なる態様において、薬剤の製造における本明細書に記載の組成物の使用が提
供される。特に、病態の処置に使用する薬剤の製造を本明細書に記載する。更に、本明細
書でさまざまに記載されたその薬学的組成物も、特に記載がない限り、本明細書に記載の
方法に従って、病態の処置に使用する薬剤の製造における使用が意図される。
【０１１７】
　以下の実施例で本発明を説明するが、これらは限定することを目的としたものではない
。
【実施例】
【０１１８】
　（実施例１）
　本実施例は、パクリタキセル／アルブミン及び保存剤の配合物を提供する。組成物は主
に米国特許第５，４３９，６８６号及び第５，９１６，５９６号に記載の通り調製される
。要約すれば、パクリタキセルを有機溶媒（塩化メチレン又はクロロホルム／エタノール
の混合物）に溶解し、その溶液をヒト血清アルブミン溶液に添加する。その後、抗菌剤の
好適な量をその混合物に添加する。この混合物を低回転数で５分間ホモジナイズし、粗エ
マルジョンを形成した後、高圧ホモジナイザーに入れる。９０００～４０，０００ｐｓｉ
で乳化を実施し、その間エマルジョンを少なくとも５回リサイクルする。結果得られた系
を回転式蒸発器に移し、有機溶媒を４０℃の低圧下（３０ｍｍＨｇ）で２０～３０分間で
迅速に除去する。その後、分散液を更に４８時間かけて凍結乾燥する。結果得られたケー
キは、追加の抗菌剤を含有することができる滅菌水又は生理食塩水を添加することにより
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、容易に再構成されて元の分散液に戻ることができる。
【０１１９】
　調製することができる組成物の配合物の例を下に挙げる（パクリタキセル、ヒトアルブ
ミン及び抗菌剤の濃度のみを記す）。
【０１２０】
　配合物１：パクリタキセル５ｍｇ／ｍＬ、ヒトアルブミン５６ｍｇ／ｍＬ、メタ重亜硫
酸ナトリウム０．２５ｍＬ
　配合物２：パクリタキセル５ｍｇ／ｍＬ、ヒトアルブミン５６ｍｇ／ｍＬ、エデト酸二
ナトリウム０．０５ｍｇ／ｍＬ
　配合物３：パクリタキセル５ｍｇ／ｍＬ、ヒトアルブミン５６ｍｇ／ｍＬ、ソルビン酸
カリウム０．５ｍｇ／ｍＬ
　配合物４：パクリタキセル５ｍｇ／ｍＬ、ヒトアルブミン５６ｍｇ／ｍＬ、安息香酸ナ
トリウム１ｍｇ／ｍＬ
　配合物５：パクリタキセル７ｍｇ／ｍＬ、ヒトアルブミン５６ｍｇ／ｍＬ、アスコルビ
ン酸ナトリウム１ｍｇ／ｍＬ
　配合物６：パクリタキセル７ｍｇ／ｍＬ、ヒトアルブミン５６ｍｇ／ｍＬ、メチルパラ
ベン１ｍｇ／ｍＬ
　配合物７：パクリタキセル７ｍｇ／ｍＬ、ヒトアルブミン５６ｍｇ／ｍＬ、ベンジルア
ルコール１ｍｇ／ｍＬ
　（実施例２）
　本実施例では、実施例１に記載の組成物中の抗菌剤の有効性をどのように測定するかを
説明する。
【０１２１】
　実施例１に記載の配合物中の抗菌剤の増殖阻害能力を、膜濾過法及びブロス培養を使用
して評価する。保存有効性試験用に米国薬局方（ＵＳＰ）が推奨する４種類の標準微生物
を約５０～２００コロニー形成単位（ＣＦＵ）／ｍＬ、各配合物に接種することができる
。この４種類の微生物は、Ｓｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃｕｓ　ａｕｒｅｕｓ（ＡＴＣＣ　６
５３８）、Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ　Ｃｏｌｉ（ＡＴＣＣ　８７３９）、Ｐｓｅｕｄｏｍ
ｏｎａｓ　ａｅｒｕｇｉｎｏｓａ　（ＡＴＣＣ　９０２７）及びＣａｎｄｉｄａ　ａｌｂ
ｉｃａｎｓ　（ＡＴＣＣ　１０２３１）である。これらの微生物に加え、Ｓ．　ｅｐｉｄ
ｅｒｍｉｄｉｓ　（ＡＴＣＣ　１２２２８）及びＳ．　ａｕｒｅｕｓ（コアグラーゼ陰性
、ＡＴＣＣ　２７７３４）を試験することもできる。被験微生物の接種後、被験配合物を
３０～３５℃で培養することができる。選択した時点（例えば、接種直後及び３０～３５
℃での培養を２４時間行った後）での被験微生物の生存数を測定することができる。
【０１２２】
　配合物中の抗菌剤が有効とみなされるのは、例えば、外因性汚染から約２４時間で、組
成物中の微生物が約１ログ（１０倍）以上増加するまで増殖するのを遅延させることがで
きる場合である。
【０１２３】
　（実施例３）
　本実施例は、糖含有パクリタキセル及びアルブミンの配合物では再構成時間が短縮され
ることを示す。主に米国特許第５，４３９，６８６号及び第５，９１６，５９６号の記載
に従って、糖含有組成物及び糖非含有組成物を調製した。要約すれば、パクリタキセルを
クロロホルム／エタノール（１：１）混合物に溶解し、その溶液をヒト血清アルブミン溶
液に添加した。この混合物を低回転数で５分間ホモジナイズし、粗エマルジョンを形成し
た後、高圧ホモジナイザーに入れる。９０００～４０，０００ｐｓｉで乳化を実施し、そ
の間エマルジョンを少なくとも５回リサイクルする。結果得られた系を回転式蒸発器に移
し、クロロホルム／エタノールを４０℃の低圧下（３０ｍｍＨｇ）で２０～３０分間で迅
速に除去する。その後、分散液を更に４８時間かけて凍結乾燥する。結果得られたケーキ
は、追加の抗菌剤を含有することができる滅菌水又は生理食塩水を添加することにより、
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容易に再構成されて元の分散液に戻ることができる。
【０１２４】
　糖はヒト血清アルブミン溶液に添加するか、凍結乾燥前の分散液に添加した。
【０１２５】
　抗菌剤は本実験では添加しなかったが、添加することもできる。
【０１２６】
　以下の配合物を調製した。
【０１２７】
　配合物１：凍結乾燥前の懸濁液は、パクリタキセル５ｍｇ／ｍＬ、ヒトアルブミン５６
ｍｇ／ｍＬ、マンニトール１０ｍｇ／ｍＬを含有した。懸濁液をバイアル毎にパクリタキ
セル２５０ｍｇが入るようにバイアルに注入した。
【０１２８】
　配合物２：凍結乾燥前の懸濁液は、パクリタキセル５ｍｇ／ｍＬ、ヒトアルブミン５６
ｍｇ／ｍＬ、スクロース１０ｍｇ／ｍＬを含有した。懸濁液をバイアル毎にパクリタキセ
ル２５０ｍｇが入るようにバイアルに注入した。
【０１２９】
　配合物３：凍結乾燥前の懸濁液は、パクリタキセル７ｍｇ／ｍＬ、ヒトアルブミン５６
ｍｇ／ｍＬ、スクロース９０ｍｇ／ｍＬを含有した。懸濁液をバイアル毎にパクリタキセ
ル３００ｍｇが入るようにバイアルに注入した。
【０１３０】
　配合物４：凍結乾燥前の懸濁液は、パクリタキセル７ｍｇ／ｍＬ、ヒトアルブミン５６
ｍｇ／ｍＬ、マンニトール５０ｍｇ／ｍＬを含有した。懸濁液をバイアル毎にパクリタキ
セル３００ｍｇが入るようにバイアルに注入した。
【０１３１】
　配合物５：凍結乾燥前の懸濁液は、パクリタキセル７ｍｇ／ｍＬ、ヒトアルブミン５６
ｍｇ／ｍＬを含有した。懸濁液をバイアル毎にパクリタキセル３００ｍｇが入るようにバ
イアルに注入した。
【０１３２】
　配合物３及び４の凍結乾燥製品を２分未満で再構成した。配合物１、２及び５の凍結乾
燥製品の再構成にかかった時間は、同様に約８～１２分であった。驚くべきことに、１０
ｍｇ／ｍＬの糖は、ｎａｂ－パクリタキセルの再構成時間を有意に短縮するには十分では
なかった。再構成時間を短縮するのに必要な糖は約５０～９０ｍｇ／ｍＬであった。
【０１３３】
　（実施例４）
　本実施例は、糖含有パクリタキセル／アルブミン配合物の有益な特性を示す。
【０１３４】
　一実験において、パクリタキセルとアルブミンの組成物（ｎａｂ－パクリタキセル）を
、上述のように糖含有組成物又は糖が不在の組成物として調製した。アルブミン－パクリ
タキセルの凍結乾燥バイアルが、この両方の配合物をそれぞれバイアル毎に３００ｍｇず
つ含有するように調製した。糖を主成分とする配合物は９０ｍｇ／ｍＬの濃度でスクロー
スを含有した。この凍結乾燥製品を、５５℃で３０日間という促進安定条件で試験した。
各配合物で７－エピタキソールの不純物率を測定し、ゼロ時間は約０．１％であった。５
５℃で１５日間及び３０日間保存したところ、糖を含有しない組成物における不純物率は
それぞれ０．６％及び０．８％であり、糖を主成分とする配合物における不純物率はそれ
ぞれ０．４％及び０．６％であった。糖を主成分とする配合物における驚くべき不純物率
の低さに基づけば、その保存期限は糖を含有しない配合物に比べて実質的に長いと考えら
れる。
【０１３５】
　別の実験において、パクリタキセル約７ｍｇ／ｍＬ、ヒトアルブミン５６ｍｇ／ｍＬ及
びスクロース９０ｍｇ／ｍＬを含有する各配合物の懸濁液約１５００ｍＬを、最終濾紙を
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０．２μｍとする一連の濾紙で濾過した（２００ｃｍ２　ＥＫＶカプセル）。各配合物の
濾過性を、濾紙を介して濾過されることのできたナノ粒子懸濁液の容積に基づいて評価し
た。糖を含有しない配合物で、濾過された最大容積は１３００ｍＬであり、その時点で濾
過圧は２５ｐｓｉを超え、濾過膜の目詰まり又は飽和を示した。糖を主成分とする配合物
では、１５００ｍＬが濾過された時点でも濾過圧の上昇はなく、実質的に高い濾過性が認
められた。これは、糖を主成分とするｎａｂ－パクリタキセル配合物が、糖含有配合物に
比べて、力価の損失を最小限にして容易に濾過されることを驚くべきことに示すものであ
る。
【０１３６】
　（実施例５）
　本実施例は、誤って汚染が起こった場合に、ｎａｂ－配合物が微生物の増殖培地として
働くことを示す。配合物はそれぞれ５ｍｇ／ｍＬのドセタキセル、パクリタキセル及び１
７－ＡＡＧを含有した。
【０１３７】
　４種類の菌株を実験に使用した：Ｅ．　ｃｏｌｉ（ＡＴＣＣロット番号９７－０８／ロ
ット番号４８３２８４）、Ｓ．　ａｕｒｅｕｓ（ＡＴＣＣロット番号１８３６３９４／ロ
ット番号４８５８２３）、Ｃ．ａｌｂｉｃａｎｓ（ＡＴＣＣロット番号９８－０１Ａ／ロ
ット番号４４３１３１）及びＰ．　ａｅｒｕｇｉｎｏｓａ（ＡＴＣＣロット番号３７８６
６７／ロット番号４８４８８２）。
【０１３８】
　各菌株１００～６００μＬ（約１００～２００ＣＦＵ／ｍＬ）を検査用バッチ試料管（
表１参照、各試料を２連で試験した）２ｍＬに接種し、ＴＳＢ　２ｍＬを対照とした。ト
リプシンダイズ寒天（ＴＳＡ）プレートに試料の１０％（１０μＬ滅菌使い捨てループか
ら２０滴）を接種し、各試料とも２連とした。ＴＳＡプレートに温度制御培養器中で２５
℃±１℃で好気的に接種した。被験微生物のコロニー計数及びＣＦＵ／ｍＬを、細菌の接
種から０時間、２４時間及び４８時間後に測定した。
【０１３９】
　２４時間後又は４８時間後の配合物での細胞成長が１０倍以下であった場合に、その配
合物に「Ｙｅｓ」というスコアをつけた（即ち、配合物は試験に合格した）。
【０１４０】
　（表１．接種から４８時間後の細胞成長）
【０１４１】
【表１】

合格＝Ｙｅｓ（Ｙ）又はＮｏ（Ｎ）。
【０１４２】
　抗菌剤（Ａｂｒａｘａｎｅ）を含有しないＮａｂ－パクリタキセル（パクリタキセルの
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ナノ粒子アルブミン配合物）、抗菌剤を含有しないｎａｂ－ドセタキセル（ドセタキセル
のナノ粒子アルブミン配合物）及び抗菌剤を含有しないｎａｂ－１７ＡＡＧ（１７－ＡＡ
Ｇのナノ粒子アルブミン配合物）は全て、少なくとも４種類中３種類の試験菌株において
、２４時間後も４８時間後も、実質的な細胞成長（１０倍超）を示した。表１を参照され
たい。これにより、細胞成長阻害剤を全く含まないｎａｂ配合物で誤って汚染が起こった
場合には、２４又は４８時間で１０倍を超える微生物の増殖が起こることが確認された。
【０１４３】
　一方、２００ｍＭのクエン酸塩を含有するＮａｂ－ドセタキセルは、Ｅ．ｃｏｌｉを除
き、２４及び４８時間後に細菌の増殖抑制が認められた。Ｅ．ｃｏｌｉについてはＥＤＴ
Ａの添加で改善された。クエン酸塩を含有するｎａｂ－ドセタキセルにＥＤＴＡを０．０
０１％、０．０１％、０．１％及び０．２％（ｗ／ｖ）追加すると、Ｅ．ｃｏｌｉの増殖
を完全に抑制できた。
【０１４４】
　以上において、理解を明確にする目的で、例示及び実施例によりある程度詳細に本発明
を説明してきたが、特定の小さな変更及び改変は行われることは、当業者に明らかである
。従って、本説明及び実施例は、本発明の適用範囲を制限するものとして解釈してはなら
ない。
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