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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
構造：
【化１】

を有する分枝反応性ポリマーであって、
　ここで：
　Ｒは、３個の炭素原子の長さを有する脂肪族炭化水素であって、該脂肪族炭化水素が任
意のヘテロ原子を含まない；
　各ＰＯＬＹは、水溶性で非ペプチド性のポリマーであり、該分枝反応性ポリマーの全数
平均分子量が５，０００Ｄａ～６０，０００Ｄａであるように、各ＰＯＬＹの分子量が選
択され、各ＰＯＬＹが、Ｚに共有結合して構造Ｚ－ＰＯＬＹ－を有し、ここで、各Ｚが、
メトキシであり、そして各ＰＯＬＹが、ポリ（エチレングリコール）である；
　Ｘ’は、ヘテロ原子結合であり、Ｘ’は、－Ｏ－または－Ｓ－である；
　Ｘは、リンカーである；
　ｐは、０または１である；
　ｑは、２である；そして
　Ｙは、官能基である、
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　分枝ポリマー。
【請求項２】
前記ＰＯＬＹポリマーアームが、前記脂肪族炭化水素において、対称的に位置している、
請求項１に記載の分枝ポリマー。
【請求項３】
各ＰＯＬＹポリマーアームおよび前記Ｙ官能基が、Ｒの異なる炭素原子に結合している、
請求項１に記載の分枝ポリマー。
【請求項４】
Ｙが、ヒドロキシル、活性エステル、活性カーボネート、アセタール、アルデヒド、アル
デヒド水和物、アルケニル、アクリレート、メタクリレート、アクリルアミド、活性スル
ホン、アミン、ヒドラジド、チオール、アルカン酸、酸ハロゲン化物、イソシアネート、
イソチオシアネート、マレイミド、ビニルスルホン、ジチオピリジン、ビニルピリジン、
ヨードアセトアミド、エポキシド、グリオキサール、ジオン、メシレート、トシレートお
よびトレシレートからなる群から選択される、請求項１に記載の分枝ポリマー。
【請求項５】
各ＰＯＬＹが、直鎖または分枝である、請求項１に記載の分枝ポリマー。
【請求項６】
ｐが、１であり、そしてＸが、ヘテロ原子、－アルキレン－、－Ｏ－アルキレン－Ｏ－、
－アルキレン－Ｏ－アルキレン－、－アリール－Ｏ－、－Ｏ－アリール－、（－Ｏ－アル
キレン－）ｍおよび（－アルキレン－Ｏ－）ｍからなる群より選択され、ここで、ｍが、
１～１０である、請求項１に記載の分枝ポリマー。
【請求項７】
ｐが、０であり、そしてＹが、ヒドロキシルである、請求項１に記載の分枝ポリマー。
【請求項８】
Ｙが、構造－Ｏ－Ｇｐを有する保護ヒドロキシルであり、ここで、Ｇｐが、保護基である
、請求項１に記載の分枝ポリマー。
【請求項９】
Ｇｐが、ベンジル、アセタールおよびジヒドロピラニルからなる群から選択される、請求
項８に記載の分枝ポリマー。
【請求項１０】
構造：
【化２】

を有する、請求項１に記載の分枝ポリマー
【請求項１１】
請求項１に記載の分枝反応性ポリマーに共有結合した生物活性分子を含有する、生物活性
結合体。
【請求項１２】
生物活性分子に共有結合した分枝ポリマーを含有する生物活性結合体であって、ここで、
該結合体は、構造：
【化３】

を有し、
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　ここで：
　Ｄは、生物活性分子である；
　Ｌ１は、該分枝ポリマーの官能基と該生物活性分子の官能基との反応から生じる結合で
ある；
　Ｒは、３個の炭素原子の長さを有する脂肪族炭化水素であり、該脂肪族炭化水素が任意
のヘテロ原子を含まない；
　各ＰＯＬＹは、水溶性で非ペプチド性のポリマーであり、該分枝反応性ポリマーの全数
平均分子量が５，０００Ｄａ～６０，０００Ｄａであるように、各ＰＯＬＹの分子量が選
択され、各ＰＯＬＹが、Ｚに共有結合して構造Ｚ－ＰＯＬＹ－を有し、ここで、各Ｚが、
メトキシであり、そして各ＰＯＬＹが、ポリ（エチレングリコール）である；
　Ｘ’は、ヘテロ原子結合であり、Ｘ’は、－Ｏ－または－Ｓ－である；
　Ｘは、リンカーである；
　ｐは、０または１である；そして
　ｑは、２である、
　生物活性結合体。
【請求項１３】
構造：
【化４】

を有する、請求項１２に記載の生物活性結合体。
【請求項１４】
請求項１に記載の分枝ポリマーを調製する方法であって、各ＰＯＬＹがポリ（エチレング
リコール）であり、該方法は、以下の順序で、
　脂肪族炭化水素を提供する工程であって、該脂肪族炭化水素は、２個の求核基および少
なくとも１個の保護されたヒドロキシル官能基で置換されている、工程；
　エチレンオキシドモノマー単位を該求核基の部位にて該脂肪族炭化水素に重合して、ヘ
テロ原子結合を介して該脂肪族炭化水素に結合した２個のポリ（エチレングリコール）ポ
リマーを形成する工程；
　該ポリ（エチレングリコール）ポリマーをアルキル基で末端キャッピングしてアルコキ
シ末端ポリマーを形成する工程；そして
　該保護された官能基を脱保護して、ヒドロキシル基を形成する工程、
を包含し、該末端キャッピングする工程が、該ポリマーをメトキシで末端キャッピングす
る工程を包含し、該脂肪族炭化水素が、構造：
　　　Ｙ’－（Ｘ）ｐ－Ｒ（Ｎｕ）ｑ

を有し、
　ここで、
　Ｙ’は、保護官能基である；
　各Ｎｕは、求核剤である；
　Ｒは、３個の炭素原子の長さを有する脂肪族炭化水素である；
　Ｘは、リンカーである；
　ｐは、０または１である；そして
　ｑは、２である、
方法。
【請求項１５】
前記脂肪族炭化水素が、構造：
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【化７】

を有する、請求項１４に記載の方法であって、
　ここで：
　Ｘは、リンカーである；
　ｐは、０または１である；そして
　Ｇｐは、保護基である、
　方法。
【請求項１６】
前記保護された官能基が、保護されたヒドロキシル基であり、そして前記脱保護工程が、
該保護されたヒドロキシル基の加水分解または水素化分解を包含する、請求項１４に記載
の方法。
【請求項１７】
前記脂肪族炭化水素が、２－ベンジルオキシ－１，３－プロパンジオール、２－ベンジル
オキシエトキシ－１，３－プロパンジオールおよび２－ベンジルオキシエトキシエチル－
１，３－プロパンジオールからなる群から選択される、請求項１４に記載の方法。
【請求項１８】
前記脱保護された官能基を改変して第二官能基を形成する工程をさらに包含する、請求項
１４に記載の方法。
【請求項１９】
前記第二官能基が、活性エステル、活性カーボネート、アセタール、アルデヒド、アルデ
ヒド水和物、アルケニル、アクリレート、メタクリレート、アクリルアミド、活性スルホ
ン、アミン、ヒドラジド、チオール、アルカン酸、酸ハロゲン化物、イソシアネート、イ
ソチオシアネート、マレイミド、ビニルスルホン、ジチオピリジン、ビニルピリジン、ヨ
ードアセトアミド、エポキシド、グリオキサール、ジオン、メシレート、トシレートおよ
びトレシレートからなる群から選択される、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
各Ｎｕが、アミノ、チオールまたはヒドロキシルである、請求項１４に記載の方法。
【請求項２１】
Ｙ’が、保護ヒドロキシルである、請求項１４に記載の方法。
【請求項２２】
請求項１４に記載の方法であって、前記エチレンオキシドモノマー単位が、構造：
【化８】

を有するように前記脂肪族炭化水素に重合し、ここで、Ｇｐは、保護基である、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　（発明の分野）
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　本発明は、分枝した反応性水溶性ポリマー（これらは、生物活性分子と抱合するのに有
用である）およびこのようなポリマーを製造し利用する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　　（発明の背景）
　親水性ポリマーであるポリ（エチレングリコール）（ＰＥＧと略す）の共有結合は、多
くの生物活性分子（特に、疎水性分子）の水溶性およびバイオアベイラビリティを高めて
循環時間を延長する非常に有利な方法である。例えば、水不溶性薬剤であるパクリタキセ
ルは、ＰＥＧにカップリングしたとき、水溶性になることが示されている。Ｇｒｅｅｎｗ
ａｌｄら、Ｊ．Ｏｒｇ．Ｃｈｅｍ．，６０：３３１－３３６（１９９５）。この生物活性
分子に結合したポリマーの全分子量は、その親分子の生物活性に悪影響を与えることなく
、ＰＥＧポリマーの結合に典型的に関連した有利な特徴（例えば、高い水溶性および循環
半減期）を与えるのに十分に高くなければならない。
【０００３】
　タンパク質および他の分子はしばしば、ポリマーの結合に利用できる反応部位が限られ
ている。しばしば、ポリマーの結合によって改変するのに最も適当な部位は、レセプタ結
合で重要な役割を果たし、その分子の生物活性を保持するのに必要である。結果として、
生物活性分子上のこのような反応部位にポリマー鎖を無差別に結合すると、しばしば、そ
のポリマー改変分子の生物活性が著しく低下したり、全て喪失したりさえする。標的分子
に所望の利点を与えるのに十分なポリマー分子量を有する結合体を形成するには、従来技
術のアプローチは、典型的には、以下のいずれかが関与している：（ｉ）その分子に多数
のポリマーアームをランダムに結合するので、それにより、その親分子の生物活性が低下
するか全て喪失しさえするリスクが高くなる；または（ｉｉ）１個または２個の非常に長
いポリマー鎖の結合。残念なことに、非常に高分子量の直鎖ポリマー鎖を使用することは
、それらの調製、精製に関連した難点および費用、ならびにそれに付随した不安定性があ
るために、問題がある。
【０００４】
　中心コアに結合した複数ポリマーアームを含み生物活性分子に抱合する単一の反応性基
を有する分枝ポリマーは、米国特許第５，６４３，５７５号および同第５，９３２，４６
２号で記述されている。両方の特許は、水溶性ポリマー（例えば、アミノ基を有する中心
コア（例えば、リジンまたは１，３－ジアミノ－２－プロパノール）に対する末端キャッ
ピングＰＥＧ）を共有結合することにより形成された分枝ポリマーを記述している。これ
らの分枝ポリマーは、極端に長いポリマー鎖を使用することなく、単一の結合部位で、分
子に高分子量ポリマーを結合するのに有用であるものの、従来技術の分枝ＰＥＧ分子を形
成する方法は、困難であり、コア分子に結合する前にＰＥＧポリマーを十分に精製する必
要があるだけでなく、部分的にペグ化した中間体ポリマーの精製／除去も必要とする。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　当該技術分野において、分枝ポリマーに関連した利点（すなわち、単一の非直鎖ポリマ
ー分子内での高い全分子量）を生じるが、合成が簡単であるか、従来の試薬よりも設計に
融通性がある新しい分枝ポリマー試薬に対する必要性が依然として残っている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　　（発明の要旨）
　本発明は、水溶性ポリマーを共役する利点を与えつつ、分子の生物活性の著しい低下を
避ける傾向がある様式で、生物活性分子を抱合するのに有用な分枝した反応性水溶性ポリ
マーを開発することに基づいている。本発明の分枝ポリマーは、分枝水溶性ポリマーを構
築するために、活性化直鎖ポリマー（例えば、スクシンイミジルカーボネート末端キャッ
ピングポリ（エチレングリコール）など）にカップリングするのに適当な活性化基の存在
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を必要としない多数の脂肪族コア構造から、容易に合成できる。すなわち、本発明のポリ
マーの調製は、その分子のポリマー部分が一般に適当なモノマー単位の重合によりコア上
に直接構築されるので、ポリマーアームとカップリングする必要がある反応性官能基を有
するコア構造を使用する必要性によって妨害されない。
【０００７】
　１局面では、本発明は、分枝した反応性水溶性ポリマーを提供し、該ポリマーは、少な
くとも２個のポリマーアーム（例えば、ポリ（エチレングリコール））を含有し、該ポリ
マーアームは、ヘテロ原子結合（例えば、エーテル結合）を介して中心コア分子に結合さ
れる。この中心コア分子は、少なくとも３個の炭素原子の長さを有する脂肪族炭化水素で
ある。本発明の分枝ポリマーは、好ましくは（必須ではないものの）、単官能性（すなわ
ち、生物活性剤に共有結合するのに適当な１個の反応性官能基を有する）であり、その単
一の官能基は、好ましくは、必要に応じて、介在結合を介して、その脂肪族炭化水素コア
分子に結合される。
【０００８】
　本発明の分枝ポリマー構造を調製する際に使用するのに適当なポリマーには、ポリ（ア
ルキレングリコール）、ポリ（オキシエチル化ポリオール）、ポリ（オレフィン性アルコ
ール）、ポリ（ビニルピロリドン）、ポリ（ヒドロキシアルキルメタクリルアミド）、ポ
リ（ヒドロキシアルキルメタクリレート）、ポリ（サッカライド）、ポリ（α－ヒドロキ
シ酸）、ポリ（ビニルアルコール）、ポリホスファゼン、ポリオキサゾリン、ポリ（Ｎ－
アクリロイルモルホリン）、ポリ（アクリル酸）、カルボキシメチルセルロース、ヒアル
ロン酸、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ならびにこれらのコポリマー、ターポリ
マーおよび混合物が挙げられる。本発明の１実施態様において、このポリマーはポリ（エ
チレングリコール）である。
【０００９】
　他の局面では、本発明は、生物活性結合体を提供し、該生物活性分子は、上記分枝ポリ
マーに共有結合した生物活性分子（例えば、タンパク質）を含有する。該生物活性分子は
、好ましくは、該分枝ポリマー上の反応性官能基と該生物活性分子上の適当な官能基との
反応により形成される結合を介して、該分枝ポリマーに結合される。
【００１０】
　さらに他の局面では、本発明は、ポリ（アルキレングリコール）ポリマーアームを含有
する分枝反応性ポリマーを調製する方法を提供する。該方法は、アルキレンオキシドモノ
マー単位（例えば、エチレンオキシド）を脂肪族炭化水素コア構造（これは、少なくとも
２個の求核基（例えば、チオール基、アミノ基またはヒドロキシル基）を有する）に重合
する工程を包含する。好ましくは、これらの求核基は、例えば、それらのポリマーアーム
の各々での同程度の重合速度を助けるために、その１－および３－位置にてヒドロキシル
基で置換されたプロパン（１，３－プロパンジオール）のように、同一である。典型的に
は、保護形状（例えば、保護ヒドロキシル基）でさらに改変するのに適当な少なくとも１
個の反応性基もまた、必要に応じて、介在結合を介して、この脂肪族炭化水素コアに結合
される。これらのアルキレンオキシドモノマー単位のコア分子への重合、および必要に応
じたポリ（アルキレンオキシド）ポリマーアームの末端キャッピングに続いて、保護した
ヒドロキシル基または他の官能基の保護基は、除去されて、さらに改変するのに適当な反
応性基を提供し、例えば、生物活性分子に直接共有結合して分枝ポリマー結合体を形成す
るのに適当な分枝ポリマーを形成する。
【００１１】
　　（発明の詳細な説明）
　さて、本発明は、以下でさらに詳細に記述する。しかしながら、本発明は、多くの異な
る形態で具体化され得、本明細書中で述べた実施態様に限定されるとは解釈すべきではな
い；むしろ、これらの実施態様は、本開示が徹底的で完全であり本発明の範囲を当業者に
十分に伝えるように、提供されている。
Ｉ．定義
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　本明細書中で使用する以下の用語は、指示した意味を有する。
【００１２】
　本明細書および添付の請求の範囲で使用する単数形「ａ」、「ａｎ」、「ｔｈｅ」は、
特に明記しない限り、複数の指示物を含む。
【００１３】
　「官能基」、「活性部分」、「反応部位」、「化学反応基」および「化学反応部分」と
の用語は、当該技術分野で使用され、本明細書中では、ある分子の別個の限定できる部分
または単位を意味する。これらの用語は、化学分野において、ある程度、同義であり、本
明細書中では、ある機能または活性を果たし他の分子と反応性である分子部分を意味する
ように使用される。「活性」との用語は、官能基と併用する場合、反応するのに強力な触
媒または非常に非実用的な反応条件を必要とする基（すなわち、「非反応性」基または「
不活性」基）とは対照的に、他の分子上の求電子基または求核基と容易に反応する官能基
を含むと解釈される。例えば、当該技術分野で理解できるように、「活性エステル」との
用語なら、求核基（例えば、アミン）と容易に反応するエステルを含む。代表的な活性エ
ステルには、Ｎ－ヒドロキシスクシンイミジルエステルまたは１－ベンゾトリアゾリルエ
ステルが挙げられる。典型的には、活性エステルは、水性媒体中にて、数分足らずで、ア
ミンと反応するのに対して、ある種のエステル（例えば、メチルエステルまたはエチルエ
ステル）は、求核基と反応するのに、強力な触媒が必要である。本明細書中で使用する「
官能基」との用語は、保護官能基を含む。
【００１４】
　「保護官能基」、「保護基（ｐｒｏｔｅｃｔｉｎｇ　ｇｒｏｕｐ）」または「保護基（
ｐｒｏｔｅｃｔｉｖｅ　ｇｒｏｕｐ）」との用語は、ある反応条件下にて分子内の特定の
化学的に反応性の官能基の反応を防止または阻止する部分（すなわち、保護基）の存在を
意味する。この保護基は、保護する化学反応基の型だけでなく使用する反応条件および分
子内の追加反応基または保護基（もしあれば）の存在に依存して、変わる。当該技術分野
で公知の保護基は、Ｇｒｅｅｎｅ，Ｔ．Ｗ．ら、ＰＲＯＴＥＣＴＩＶＥ　ＧＲＯＵＰＳ　
ＩＮ　ＯＲＧＡＮＩＣ　ＳＹＮＴＨＥＳＩＳ，３版、Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　＆　Ｓｏｎ
ｓ，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，ＮＹ（１９９９）で見出すことができる。
【００１５】
　「結合」または「リンカー」（Ｌ）との用語は、本明細書中にて、好ましくは、生物活
性剤上に存在している１個またはそれ以上の共有結合、相互接続部分（例えば、２個のポ
リマーセグメントまたはポリマー末端）および反応性官能基により、連結するのに使用さ
れる原子または原子の集合体を意味するために使用される。本発明のリンカーは、加水分
解安定性の結合であり得るか、または生理学的に加水分解可能または酵素分解可能な結合
を含み得る。
【００１６】
　「生理学的に加水分解可能」または「加水分解的に分解可能」な結合とは、生理学的条
件下にて水と反応する（すなわち、加水分解される）弱い結合である。ｐＨ８、２５℃で
、約３０分間未満の加水分解半減期を有する結合が好ましい。ある結合が水中で加水分解
する傾向は、２個の中心原子を接続する結合の一般的な形式だけでなく、これらの中心原
子に結合する置換基に依存している。適当な加水分解不安定または分解性の結合には、カ
ルボン酸エステル、リン酸エステル、無水物、アセタール、ケタール、アシルオキシアル
キルエーテル、イミン、オルトエステル、ペプチドおよびオリゴヌクレオチドが挙げられ
るが、これらに限定されない。
【００１７】
　「加水分解安定性」結合（ｌｉｎｋａｇｅ）または結合（ｂｏｎｄ）とは、水中で実質
的に安定な（すなわち、生理学的条件下にて、長時間にわたって、任意の適当な範囲まで
、加水分解を受けない）化学結合（典型的には、共有結合）を意味する。加水分解安定性
結合の例には、以下が挙げられるが、これらに限定されない：炭素－炭素結合（例えば、
脂肪族鎖にあるもの）、エーテル、アミド、ウレタンなど。一般に、加水分解安定性結合
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は、生理学的条件下にて、１日あたり、約１～２％の加水分解速度を示すものである。代
表的な化学結合の加水分解速度は、殆どの標準的な化学教本で見出だすことができる。
【００１８】
　「酵素的に不安定性」または分解性の結合とは、１種またはそれ以上の酵素により分解
できる結合である。
【００１９】
　「ポリマー骨格」との用語は、そのポリマーを形成する繰り返しモノマー単位の共有結
合鎖を意味する。ポリマーおよびポリマー骨格との用語は、本明細書中にて、交換可能に
使用される。例えば、ＰＥＧの重合骨格は、－ＣＨ２ＣＨ２Ｏ－（ＣＨ２ＣＨ２Ｏ）ｎ－
ＣＨ２ＣＨ２であり、ここで、ｎは、典型的には、約２～約４０００の範囲である。理解
できるように、このポリマー骨格は、そのポリマー骨格に沿って間隔を開けて配置された
末端官能基またはペンダント官能化側鎖に共有結合され得る。
【００２０】
　「反応性ポリマー」との用語は、少なくとも１個の反応性官能基を有するポリマーを意
味する。
【００２１】
　特に明記しない限り、分子量は、本明細書中では、数平均分子量（Ｍｎ）として表わさ
れ、これは、以下で定義される：
【００２２】
【化８】

ここで、Ｎｉは、分子量Ｍｉを有するポリマー分子の数（またはこれらの分子のモル数）
である。
【００２３】
　「アルキル」、「アルケニル」、「アルキニル」および「アルキレン」との用語は、鎖
長が典型的には約１個～約１２個の炭素原子（好ましくは、１個～約６個の炭素原子）の
範囲である炭化水素鎖を意味し、これには、直鎖および分枝鎖が含まれる。特に明記しな
い限り、本明細書中で言及する任意のアルキルまたはアルキレンの好ましい実施態様は、
Ｃ１～Ｃ６アルキル（例えば、メチルまたはエチル）である。
【００２４】
　「シクロアルキル」とは、飽和または不飽和の環状炭化水素鎖を意味し、これには、架
橋、縮合またはスピロ環式化合物が含まれ、これらは、好ましくは、３個～約１２個の炭
素原子、さらに好ましくは、３個～約８個の炭素原子を含有する。
【００２５】
　「アリール」とは、１個またはそれ以上の芳香環を意味し、これらは、それぞれ、５個
または６個の核炭素原子を有する。複数のアリール環は、ナフチルのように縮合され得る
か、またはビフェニルのように非縮合であり得る。アリール環はまた、１個またはそれ以
上の環状炭化水素、ヘテロアリール環または複素環で縮合され得るか、非縮合であり得る
。
【００２６】
　「ヘテロアリール」とは、１個～４個のヘテロ原子（好ましくは、Ｎ、ＯまたはＳまた
はそれらの組合せ）を含有するアリール基であり、そのヘテロアリール基は、必要に応じ
て、炭素原子または窒素原子において、Ｃ１～６アルキル、－ＣＦ３、フェニル、ベンジ
ルまたはチエニルで置換されるか、そのヘテロアリール基にある炭素原子は、酸素原子と
一緒になって、カルボニル基を形成するか、そのヘテロアリール基は、必要に応じて、フ
ェニル環で縮合される。ヘテロアリール環はまた、１個またはそれ以上の環状炭化水素、
複素環、アリールまたはヘテロアリール環と縮合され得る。ヘテロアリールには、１個の
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ヘテロ原子を有する５員ヘテロアリール（例えば、チオフェン、ピロール、フラン）；１
，２－位置または１，３－位置に２個のヘテロ原子を有する５員ヘテロアリール（例えば
、オキサゾール、ピラゾール、イミダゾール、チアアゾール、プリン）；３個のヘテロ原
子を有する５員ヘテロアリール（例えば、トリアゾール、チアジアゾール）；３個のヘテ
ロ原子を有する５員ヘテロアリール；１個のヘテロ原子を有する６員ヘテロアリール（例
えば、ピリジン、キノリン、イソキノリン、フェナントリン、５，６－シクロヘプテノピ
リジン）；２個のヘテロ原子を有する６員ヘテロアリール（例えば、ピリダジン、シンノ
リン、フタラジン、ピラジン、ピリミジン、キナゾリン）；３個のヘテロ原子を有する６
員ヘテロアリール（例えば、１，３，５－トリアジン）；および４個のヘテロ原子を有す
る６員ヘテロアリールが挙げられるが、これらに限定されない。
【００２７】
　「複素環」または「複素環式」とは、５～１２個の原子（好ましくは、５～７個の原子
）を有する１個またはそれ以上の環であって、これは、不飽和特性または芳香族特性を備
えているか備えておらず、その少なくとも１個の環原子は、炭素ではない。好ましいヘテ
ロ原子には、イオウ、酸素および窒素が挙げられる。複数の環は、キノリンまたはベンゾ
フランのように縮合され得る。
【００２８】
　「ヘテロ原子」とは、炭化水素類似化合物中の任意の非炭素原子を意味する。例には、
酸素、イオウ、窒素、リン、砒素、ケイ素、セレン、テルル、スズおよびホウ素が挙げら
れる
　「薬物」、「生物活性分子」、「生物活性部分」または「生物活性剤」との用語は、本
明細書中で使用するとき、生物有機体のいずれかの物理的特性または生化学的特性に影響
を与えることができる任意の物質を意味し、これらには、ウイルス、細菌、真菌、植物、
動物およびヒトが挙げられるが、これらに限定されない。特に、本明細書中で使用する生
物活性分子には、ヒトまたは他の動物における病気の診断、治療改善、治療または予防を
目的としている任意の物質であるか、そうでなければ、ヒトまたは動物の物理的または精
神的健康を高める任意の物質を含む。生物活性分子の例には、ペプチド、タンパク質、酵
素、低分子薬物、色素、脂質、ヌクレオシド、オリゴヌクレオチド、ポリヌクレオチド、
核酸、細胞、ウイルス、リポソーム、微粒子およびミセルが挙げられるが、これらに限定
されない。本発明で使用するのに適当な生物活性剤には、抗生物質、殺真菌剤、抗菌剤、
抗炎症剤、抗腫瘍剤、心血管剤、抗不安剤、ホルモン、成長因子、ステロイド剤などが挙
げられるが、これらに限定されない。
【００２９】
　「ポリオレフィン性アルコール」とは、ポリオレフィン骨格を含むポリマー（例えば、
ポリエチレン）であって、そのポリマー骨格には、複数のペンダントヒドロキシル基が結
合しているものを意味する。例示的なポリオレフィン性アルコールは、ポリビニルアルコ
ールである。
【００３０】
　本明細書中で使用する「非ペプチド性」との用語は、ペプチド結合を実質的に含まない
ポリマー骨格を意味する。しかしながら、このポリマー骨格は、その骨格の長さに沿って
間隔を開けて配置された少数のペプチド結合（例えば、約５０個のモノマー単位あたり、
約１個以下のペプチド結合）を含み得る。
【００３１】
　「残基」とは、１個またはそれ以上の分子と反応した後に残留している分子の一部を意
味する。例えば、本発明の分枝ポリマー結合体中の生物活性分子残基は、本発明の分枝ポ
リマーとの共有結合に続いて残留している生物活性分子の一部である。
【００３２】
　「オリゴマー」とは、２個～約１０個のモノマー単位、好ましくは、２個～約５個のモ
ノマー単位を含む短いモノマー鎖を意味する。
【００３３】
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　「結合体」との用語は、分子（例えば、生物活性分子）が反応性ポリマー分子（好まし
くは、本発明の分枝反応性ポリマー）と共有結合した結果として形成された要素を意味す
ると解釈される。
【００３４】
　本発明のポリマーに関連した「単官能性」とは、単一の反応性官能基を有するポリマー
を意味する。
【００３５】
　本発明のポリマーに関連した「二官能性」とは、同一または異なり得る２個の反応性官
能基を有するポリマーを意味する。
【００３６】
　本発明のポリマーに関連した「多官能性」とは、そこに３個またはそれ以上の官能基を
有するポリマーを意味し、この場合、それらの官能基は、同一または異なり得る。本発明
の多官能性ポリマーは、典型的には、約３～１００個の官能基、または３～５０個の官能
基、または３～２５個の官能基、または３～１５個の官能基、または３～１０個の官能基
を含むか、またはそのポリマー骨格に結合した３、４、５、６、７、８、９または１０個
の官能基を含有する。
【００３７】
　（ＩＩ．分枝反応性ポリマー）
　１局面では、本発明は、分枝反応性ポリマーを提供し、これは、ヘテロ原子結合（例え
ば、エーテル結合）を介して中心コアに結合した少なくとも２個のポリマーアーム（例え
ば、ＰＥＧアーム）を含む。この中心コア分子は、少なくとも３個の炭素原子の長さを有
する脂肪族炭化水素（すなわち、プロパン、ブタン、ペンタンなど）である。本発明の分
枝ポリマーは、単一分子内にて、少なくとも２個のポリマーアームと結合するので、生物
活性分子に有益な特性（例えば、高い水溶性）を与えるのに十分な分子量を備えたポリマ
ーは、簡単に調製できる短いポリマー鎖を使用して、形成できる。本発明の分枝ポリマー
は、好ましくは、単官能性であり、このことは、そのポリマー分子が生物活性分子と共役
する反応部位を１個だけ含有することを意味する。単官能性ポリマーを使用すると、生物
活性分子（例えば、タンパク質）と架橋する（それにより、活性が失われ得る）可能性が
なくなる。
【００３８】
　ポリ（アルキレングリコール）ポリマーアーム（例えば、ＰＥＧアーム）を含有する本
発明の分枝ポリマーについて、以下でさらに詳細に記述するように、これらの分枝ポリマ
ーは、有利なことに、アルキレンオキシドモノマー単位（例えば、エチレンオキシド単位
）を、２個またはそれ以上の求核基（例えば、チオール基、アミノ基またはヒドロキシル
基）で置換した脂肪族炭化水素コア分子に直接重合することにより、合成される。このよ
うにして、従来の方法に付随した高価で時間のかかるポリマー精製工程は、回避される。
【００３９】
　典型的には、本発明の分枝反応性ポリマーの全数平均分子量は、約５００～約１００，
０００ダルトン（Ｄａ）、好ましくは、約５，０００～約６０，０００Ｄａ、最も好まし
くは、約８，０００～約４０，０００Ｄａである。この分枝ポリマーの各ポリマーアーム
は、典型的には、約２５０Ｄａ～約５０，０００Ｄａ、さらに好ましくは、約２，５００
～約３０，０００Ｄａ、最も好ましくは、約４，０００～約２０，０００Ｄａの分子量を
有する。約５００Ｄａ、約１，０００Ｄａ、約２，０００Ｄａ、約４，０００Ｄａ、約５
，０００Ｄａ、約８，０００Ｄａ、約１０，０００Ｄａ、約１２，０００Ｄａ、約１５，
０００Ｄａ、約２０，０００，約２５，０００Ｄａおよび約３０，０００Ｄａの全数平均
分子量を有する分枝ポリマーは、特に好ましい。
【００４０】
　本発明の分枝反応性ポリマーは、典型的には、少なくとも２個の水溶性で非ペプチド性
のポリマーアーム（例えば、ポリ（エチレングリコール）アーム）を含有し、これは、単
一官能基を有する脂肪族炭化水素コア構造に共有結合されている。本発明の分枝反応性ポ
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【００４１】
【化９】

　ここで：
　Ｒは、少なくとも３個の炭素原子の長さを有する脂肪族炭化水素である；
　各ＰＯＬＹは、水溶性で非ペプチド性のポリマー（例えば、ＰＥＧ）である；
　Ｘ’は、ヘテロ原子結合（好ましくは、－ＮＨ－、－Ｏ－または－Ｓ－）である；
　Ｘは、リンカーである；
　ｐは、０または１である；
　ｑは、２～約１０、好ましくは、２～約５（例えば、２、３、４または５）である；そ
して
　Ｙは、官能基である。
【００４２】
　脂肪族炭化水素コアＲは、好ましくは、３個～約１２個の炭素原子、さらに好ましくは
、３個～約７個の炭素原子、最も好ましくは、３個～約５個の炭素原子を含有する。長さ
が３個、４個および５個の炭素原子のコア構造は、特に好ましい。この脂肪族炭化水素は
、直鎖または分枝であり得、その炭化水素鎖に、１個またはそれ以上のヘテロ原子を含有
し得る。好ましい実施態様では、ポリマーアームＰＯＬＹおよび官能基Ｙは、それぞれ、
そのコア分子の異なる炭素原子に結合している。例えば、３炭素コア実施態様では、ＰＯ
ＬＹポリマーアームは、好ましくは、その１位および３位で結合され、そしてＹ官能基は
、好ましくは、その２位で結合される。
【００４３】
　本発明の分枝ポリマーは、好ましくは、対称的であり、このことは、それらのポリマー
アームが中心コアＲ（例えば、３炭素脂肪族コアの１位および３位）上で対称的に位置し
ていることを意味する。対称的な配置により、その重合プロセスの開始が対称的コアから
伸長している同じアーム位置でほぼ同じ速度で起こるはずであるので、ほぼ同じ数のサブ
ユニットのポリマーアームを有する１つのポリマー生成物のみが優先的に形成される。
【００４４】
　Ａ．ポリマーアーム
　一般に、この分枝ポリマー構造の水溶性非ペプチドポリマー部分（すなわち、上記式Ｉ
のＰＯＬＹ）は、非毒性で生体適合性であるべきであり、このことは、そのポリマーが害
を引き起こすことなく生体組織または生物と共存できることを意味する。分枝反応性ポリ
マーと呼ぶとき、そのポリマーは、多数の水溶性非ペプチドポリマー（例えば、本発明で
使用するのに適当であるとして本明細書中で記述したもの）のいずれかであり得ることが
理解されるべきである。好ましくは、上記式Ｉで示すＰＯＬＹは、ポリ（エチレングリコ
ール）（ＰＥＧ）である。ＰＥＧとの用語は、多数の外形または形状のいずれかのポリ（
エチレングリコール）を含み、これには、直鎖形状（例えば、アルコキシＰＥＧまたは二
官能性ＰＥＧ）、分枝またはマルチアーム形状（例えば、フォーク形ＰＥＧまたはポリオ
ールコアに結合したＰＥＧ）、ペンダントＰＥＧ、その中に分解性結合を備えたＰＥＧが
挙げられ、これらは、以下でさらに詳細に記述する。本発明の分枝ポリマーを形成するに
は、直鎖ポリマー（例えば、直鎖形状のＰＥＧ）が好ましい。
【００４５】
　その最も簡単な形態では、ＰＥＧは、次式を有する：
【００４６】
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【化１０】

　ここで、ｎは、約５～約１，２００、典型的には、約５０～約７００である。
【００４７】
　末端キャッピング（ｃａｐｐｅｄ）ポリマーは、少なくとも１個の末端を比較的に不活
性の基（例えば、アルコキシ基）でキャッピング化したポリマーを意味し、本発明のポリ
マーとして、使用できる。例えば、メトキシ－ＰＥＧ－ＯＨまたはｍＰＥＧは、要約する
と、そのポリマーの１末端がメトキシ基であるのに対して他の末端はヒドロキシル基（こ
れは、即座の化学改変を受ける）の形状のＰＥＧである。ｍＰＥＧの構造は、以下で示す
。
【００４８】

【化１１】

ここで、ｎは上記の通りである。
【００４９】
　このＰＥＧポリマーとしては、マルチアームまたは分枝ＰＥＧ分子（例えば、米国特許
第５，９３２，４６２号（その全体が、本明細書中で参考として援用されている）で記述
されたもの）もまた、それ程好ましくはないものの、本発明の分枝反応性ポリマーとして
、使用できる。例えば、代表的な分枝ＰＥＧポリマーは、以下の構造を有することができ
る：
【００５０】

【化１２】

　ここで、
　ｐｏｌｙａおよびｐｏｌｙｂは、ＰＥＧ骨格（例えば、メトキシポリ（エチレングリコ
ール））である；
　Ｒ”は、非反応性部分（例えば、Ｈ、メチルまたはＰＥＧ骨格）である；そして
　ＰおよびＱは、非反応性結合である。好ましい実施態様では、この分枝ＰＥＧポリマー
は、メトキシポリ（エチレングリコール）二置換リジンを含有する。当業者に理解できる
ように、本発明の分枝反応性ポリマーにおいてＰＯＬＹポリマーアームとして分枝ポリマ
ーを使用すると、その分子内に複数の分枝点を有するポリマーが得られる。このようなポ
リマーは、もし、本発明の分枝構造を調製するのに使用されるなら、重合ではなく共有結
合により、本明細書中で提供した脂肪族コア構造に結合される。
【００５１】
　このＰＥＧポリマーは、その多官能性のためにそれ程好ましくないものの、フォーク形
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ＰＥＧを代替的に含有し得る。一般的に言えば、フォーク形構造を有するポリマーは、そ
のポリマー内の加水分解安定性分枝点から伸長している共有結合を介して２個またはそれ
以上の活性剤に結合したポリマー鎖を有することにより、特徴付けられる。フォーク形Ｐ
ＥＧの一例は、ＰＥＧ－ＹＣＨＺ２で表わされ、ここで、Ｙは、連結基であり、そして各
Ｚは、生物活性剤に共有結合するための活性化末端基である。このＺ基は、規定長の原子
鎖により、ＣＨに連結される。国際出願番号ＰＣＴ／ＵＳ９９／０５３３３（その内容は
、本明細書中で参考として援用されている）は、本発明で使用できる種々のフォーク形Ｐ
ＥＧ構造を開示している。そのＺ官能基を分枝炭素原子に連結する原子鎖は、テザー基と
して働き、例えば、アルキル鎖、エーテル結合、エステル結合、アミド結合またはそれら
の組合せを含有し得る。本発明のこの実施態様では、得られた分枝ポリマーは、多可能性
であり、すなわち、生物活性分子（これは、この脂肪族コアから伸長しているだけでなく
、このフォーク形ポリマーアームからも伸長している）に結合するのに適当な反応性部位
を有する。上記の場合と同様に、このようなフォーク形ポリマーは、もし、本発明の分枝
構造を調製するのに使用されるなら、重合ではなく代表的に共有結合により、本明細書中
で提供した脂肪族コア構造に結合される。
【００５２】
　このＰＥＧポリマーは、再度、その多官能性のためにそれ程好ましくないものの、反応
基（例えば、カルボキシル）を有するペンダントＰＥＧ分子を含有し得、これは、そのＰ
ＥＧ鎖の末端ではなくむしろＰＥＧ骨格の長さに沿って共有結合されている。これらのペ
ンダント反応基は、直接または結合部分（例えば、アルキレン基）を介して、このＰＥＧ
骨格に結合できる。
【００５３】
　上記形状のＰＥＧに加えて、このポリマーアーム（ＰＯＬＹ）はまた、そのポリマー骨
格内の１個またはそれ以上の弱いまたは分解性結合で調製でき、これには、上記ポリマー
のいずれかが挙げられる。例えば、ＰＥＧは、加水分解を受けるポリマー骨格内のエステ
ル結合で調製できる。以下で示すように、この加水分解により、このポリマーは、低分子
量の断片に開裂する：
【００５４】

【化１３】

　他の加水分解的に分解性の結合（これらは、ポリマー骨格内の分解性結合として有用で
ある）には、カーボネート結合；イミン結合（これらは、例えば、アミンおよびアルデヒ
ドの反応から生じる（例えば、Ｏｕｃｈｉら、Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｐｒｅｐｒｉｎｔｓ，３
８（１）：５８２－３（１９９７）（その内容は、本明細書中で参考として援用されてい
る）を参照））；リン酸エステル結合（これは、例えば、アルコールとホスフェート基と
を反応させることにより、形成される）；ヒドラゾン結合（これらは、典型的には、ヒド
ラジドとアルデヒドとを反応させることにより、形成される）；アセタール結合（これに
は、典型的には、アルデヒドとアルコールとの間の反応により、形成される）；オルトエ
ステル結合（これらは、例えば、ホルメートとアルコールとの間の反応により、形成され
る）；ペプチド結合（これらは、アミン基（これは、例えば、ポリマー（例えば、ＰＥＧ
）の末端にある）とペプチドのカルボキシル基とにより、形成される）；およびオリゴヌ
クレオチド結合（これは、例えば、ホスホラミダイト基（これは、例えば、ポリマーの末
端にある）とオリゴヌクレオチドの５’ヒドロキシル基とにより、形成される）が挙げら
れる。
【００５５】
　ある場合には、ポリマーアーム中に１個またはそれ以上の加水分解可能結合を含有する
ポリマーアームは、２段階重合プロセスで調製され、これは、所望の加水分解可能結合を
取り込む中間工程を包含する。すなわち、例えば、この中心コアへのエチレンオキシドサ
ブユニットの重合は、特定の望ましい鎖長まで実行され、その中心コアから伸長している
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反応性ポリマー末端は、次いで、一端で、適当に官能化された短いポリマー鎖にカップリ
ングされて、そのコアから伸長している中間体ポリマーアームのヒドロキシル基に反応し
て、この加水分解可能結合を導入する。このポリマーアーム（これは、ここで、１個また
はそれ以上の加水分解可能結合を含有する）へのエチレンオキシドサブユニットのさらな
る重合は、次いで、所望の鎖長のポリマーアームを調製するために、実行される。
【００５６】
　ポリ（エチレングリコール）またはＰＥＧとの用語は、ＰＥＧの上式の全てを表わすか
含むことは、当業者に理解できるはずである。
【００５７】
　本発明に従って分枝ポリマーを形成するのに、水溶性非ペプチドポリマーである種々の
単官能性、二官能性または多官能性ポリマーのいずれもまた、使用できる。そのポリマー
骨格は、直鎖であり得るか、または上記形状（例えば、分枝、フォーク形など）のいずれ
かであり得る。適当なポリマーの例には、他のポリ（アルキレングリコール）、エチレン
グリコールとプロピレングリコールとのコポリマー、ポリ（オレフィン性アルコール）、
ポリ（ビニルピロリドン）、ポリ（ヒドロキシアルキルメタクリルアミド）、ポリ（ヒド
ロキシアルキルメタクリレート）、ポリ（サッカライド）、ポリ（α－ヒドロキシ酸）、
ポリ（アクリル酸）、ポリ（ビニルアルコール）、ポリホスファゼン、ポリオキサゾリン
、ポリ（Ｎ－アクリロイルモルホリン）（例えば、米国特許第５，６２９，３８４号（そ
の全体は、本明細書中で参考として援用されている）で記述されたもの）、およびそれら
のコポリマー、ターポリマーおよび混合物が挙げられるが、これらに限定されない。
【００５８】
　典型的には、本発明の分枝ポリマーの２個またはそれ以上のポリマーアームは、同じで
ある。すなわち、最も好ましくは、これらのポリマーアームは、それぞれ、ポリ（エチレ
ングリコール）であるか、それぞれ、ポリオレフィン性アルコールなどである。一般に、
これらのポリマーアームは、同じ種類のサブユニットから構成されているだけでなく、同
一の外形および類似の分子量を有する。すなわち、本発明の最も好ましい実施態様では、
この脂肪族コアから伸長しているポリマーアームは、同一である。
【００５９】
　（Ｂ．リンカー（Ｘ））
　本発明の分枝ポリマーは、必要に応じて、結合（すなわち、式ＩのＸ）を含有し、これ
は、この脂肪族炭化水素中心コア分子の分枝炭素を官能基Ｙと接合する。Ｘ結合の構造は
、典型的には、本発明のポリマーを形成するのに使用される脂肪族炭化水素コアの構造に
より決定され、そして全長で、１個～約４０個の原子、好ましくは、１個～約１０個の原
子、最も好ましくは、１個～約５個の原子を有する。好ましい結合には、ヘテロ原子（例
えば、－Ｏ－または－Ｓ－）、－アルキレン－、－Ｏ－アルキレン－Ｏ－、－アルキレン
－Ｏ－アルキレン－、－アリール－Ｏ－（例えば、－フェニレン－Ｏ－）、－Ｏ－アリー
ル－（例えば、－Ｏ－フェニレン）、（－Ｏ－アルキレン－）ｍおよび（－アルキレン－
Ｏ－）ｍが挙げられ、ここで、ｍは、１～１０、好ましくは、１～５（例えば、１、２、
３、４または５）である。Ｘ結合のアルキレン基は、好ましくは、Ｃ１～Ｃ６アルキレン
、さらに好ましくは、Ｃ１～Ｃ３アルキレン（メチレンおよびエチレンを含めて）である
。
【００６０】
　ある場合には、この中心脂肪族コアから離れて生物活性剤の共有結合点を伸長するリン
カー（すなわち、式ＩのＸ）を有することが、有利であり得る。本発明のこのような特定
の実施態様では、活性剤の活性化および引き続いた結合のための末端は、次いで、第二級
炭素位置ではなく、第一級炭素位置にあり、それにより、求核置換反応での第一級炭素の
反応性が高いために、引き続いた改変が容易になる。
【００６１】
　（Ｃ．官能基（Ｙ））
　Ｙ官能基は、生物活性分子上の官能基またはその前駆体である官能基と反応するのに適
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切な任意の官能基であり得る。適切な官能基の例には、ヒドロキシル、活性エステル（例
えば、Ｎ－ヒドロキシスクシンイミジルエステルまたは１－ベンゾトリアゾールエステル
）、活性カーボネート（例えば、Ｎ－ヒドロキシスクシンイミジルカーボネート、１－ベ
ンゾトリアゾールカーボネート、ｐ－ニトロフェニルカーボネート）、アセタール、１個
～２５個の炭素長を有するアルデヒド（例えば、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒ
ドおよびブチルアルデヒド）、アルデヒド水和物、アルケニル、アクリレート、メタクリ
レート、アクリルアミド、活性スルホン、アミン、ヒドラジン、チオール、１個～２５個
の炭素原子鎖長（カルボニル炭素を含む）を有するアルカン酸（例えば、カルボン酸、カ
ルボキシメチル、プロパン酸およびブタン酸）、酸ハロゲン化物、イソシアネート、イソ
チオシアネート、マレイミド、ビニルスルホン、ジチオピリジン、ビニルピリジン、ヨー
ドアセトアミド、エポキシド、グリオキサール、ジオン、メシレート、トシレートおよび
トレシレートが挙げられる。
【００６２】
　代表的な官能基はまた、以下の参考文献で記述されており、それらの全ての内容は、本
明細書中で参考として援用されている：Ｎ－スクシンイミジルカーボネート（例えば、米
国特許第５，２８１，６９８号、第５，４６８，４７８号を参照）、アミン（例えば、Ｂ
ｕｃｋｍａｎｎら、Ｍａｋｒｏｍｏｌ．Ｃｈｅｍ．１８２：１３７９（１９８１），Ｚａ
ｐｌｉｐｓｋｙら、Ｅｕｒ．Ｐｏｌｙｍ．Ｊ．１９：１１７７（１９８３）を参照）、ヒ
ドラジン（例えば、Ａｎｄｒｅｓｚら、Ｍａｋｒｏｍｏｌ．Ｃｈｅｍ．１７９：３０１（
１９７８）を参照）、スクシンイミジルプロピオネートおよびスクシンイミジルブタノエ
ート（例えば、Ｏｌｓｏｎら、ｉｎ　Ｐｏｌｙ（ｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｇｌｙｃｏｌ）　Ｃ
ｈｅｍｉｓｔｒｙ　＆　Ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ，ｐｐ　１７
０～１８１，Ｈａｒｒｉｓ　＆　Ｚａｐｌｉｐｓｋｙ編、ＡＣＳ，Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ
，ＤＣ，１９９７を参照；また、米国特許第５，６７２，６６２号を参照）、スクシンイ
ミジルスクシネート（例えば、Ａｂｕｃｈｏｗｓｋｉら、Ｃａｎｃｅｒ　Ｂｉｏｃｈｅｍ
．Ｂｉｏｐｈｙｓ．７：１７５（１９８４）およびＪｏｐｐｉｃｈら、Ｍａｋｒｏｍｏｌ
．Ｃｈｅｍ．１８０：１３８１（１９７９）を参照）、スクシンイミジルエステル（例え
ば、米国特許第４，６７０，４１７号を参照）、ベンゾトリアゾールカーボネート（例え
ば、米国特許第５，６５０，２３４号を参照）、グリシジルエーテル（例えば、Ｐｉｔｈ
ａら、Ｅｕｒ．Ｊ．Ｂｉｏｃｈｅｍ．９４：１１（１９７９）、Ｅｌｌｉｎｇら、Ｂｉｏ
ｔｅｃｈ．Ａｐｐｌ．Ｂｉｏｃｈｅｍ．１３：３５４（１９９１）を参照）、オキシカル
ボニルイミダゾール（例えば、Ｂｅａｕｃｈａｍｐら、Ａｎａｌ．Ｂｉｏｃｈｅｍ．１３
１：２５（１９８３）、Ｔｏｎｄｅｌｌｉら、Ｊ．Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　Ｒｅｌｅａｓ
ｅ　１：２５１（１９８５）を参照）、ｐ－ニトロフェニルカーボネート（例えば、Ｖｅ
ｒｏｎｅｓｅら、Ａｐｐｌ．Ｂｉｏｃｈｅｍ．Ｂｉｏｔｅｃｈ．，１１：１４１（１９８
５）；およびＳａｒｔｏｒｅら、Ａｐｐｌ．Ｂｉｏｃｈｅｍ．Ｂｉｏｔｅｃｈ．，２７：
４５（１９９１）を参照）、アルデヒド（例えば、Ｈａｒｒｉｓら、Ｊ．Ｐｏｌｙｍ．Ｓ
ｃｉ．Ｃｈｅｍ．Ｅｄ．２２：３４１（１９８４）、米国特許第５，８２４，７８４号、
米国特許第５，２５２，７１４号を参照）、マレイミド（例えば、Ｇｏｏｄｓｏｎら、Ｂ
ｉｏ／Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　８：３４３（１９９０）、Ｒｏｍａｎｉら、Ｃｈｅｍｉｓ
ｔｒｙ　ｏｆ　Ｐｅｐｔｉｄｅｓ　ａｎｄ　Ｐｒｏｔｅｉｎｓ　２：２９（１９８４）、
およびＫｏｇａｎ，　Ｓｙｎｔｈｅｔｉｃ　Ｃｏｍｍ．２２：２４１７（１９９２）を参
照）、またはオルトピリジル－ジスルフィド（例えば、Ｗｏｇｈｉｒｅｎら、Ｂｉｏｃｏ
ｎｊ．Ｃｈｅｍ．４：３１４（１９９３）を参照）、アクリロイル（例えば、Ｓａｗｈｎ
ｅｙら、Ｍａｃｒｏｍｏｌｅｃｕｌｅｓ，２６：５８１（１９９３）を参照）、ビニルス
ルホン（例えば、米国特許第５，９００，４６１号を参照）。
【００６３】
　本発明の１実施形態では、Ｙ官能基は、保護官能基（例えば、式－Ｏ－Ｇｐの保護ヒド
ロキシル基であり、ここで、Ｇｐは、保護基である）である。このＧｐ保護基は、当該技
術分野で公知の種々のヒドロキシル保護基のいずれか（例えば、ベンジル基または他のア
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ルキルアリール基（例えば、式－ＣＨ２－Ａｒを有する基であって、ここで、Ａｒは、任
意のアリール基である）、アセタールおよびジヒドロピラニル）であり得る。他の適切な
保護基は、Ｇｒｅｅｎｅ，Ｔ．Ｗ．ら、ＰＲＯＴＥＣＴＩＶＥ　ＧＲＯＵＰＳ　ＩＮ　Ｏ
ＲＧＡＮＩＣ　ＳＹＮＴＨＥＳＩＳ，３版、Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　＆　Ｓｏｎｓ，Ｎｅ
ｗ　Ｙｏｒｋ，ＮＹ（１９９９）で記述されている。容易に理解できるように、この保護
基Ｇｐは、ヒドロキシル基を形成するようにその分子から容易に置換でき、これは、さら
に、当該技術分野で公知の技術を使用して、改変されて、他の官能基を形成できる。
【００６４】
　（Ｄ．コア構造）
　本発明の分枝ポリマーは、脂肪族炭化水素ベースのコア（すなわち、上記式ＩのＲ）か
ら構成され、これは、少なくとも３個の炭素原子、好ましくは、３個～７個の炭素原子の
長さを有する。すなわち、中心コア構造は、代表的には、そのコアにて、以下から選択さ
れる多数の炭素原子を含有する：３個、４個、５個、６個、７個またはそれ以上の炭素原
子。３個、５個または７個のコア炭素を含有するコア構造が好ましい。この中心コアの炭
素原子は、前記炭素のいずれかから伸長しているポリマーアームを有し得るものの、好ま
しくは（必須ではないが）、その分枝ポリマー全体は、対称的である。すなわち、３炭素
コアについて、そのポリマーアームは、好ましくは、１位置および３位置から伸長してお
り、生物活性分子に共有結合するのに適切な部位は、この中心炭素または２位置の炭素か
ら伸長している。同様に、５炭素コアについては、そのポリマーアームは、１位置および
５位置から伸長しており、生物活性分子に共有結合するのに適切な部位は、３位置から伸
長しているか、またはポリマーアームは、２位置および４位置から伸長しているか、また
はもし非常に分枝した構造が望ましいなら、ポリマーアームは、１位置、２位置、４位置
および５位置の各々から伸長している。求核剤として、炭素１および３に直接結合した酸
素原子を有する例示的な３炭素コア構造は、実施例で提供されている。これらの実施例は
、種々の（Ｘ）ｐ基を有するコア構造を構築する合成アプローチを示している。好ましく
は、この中心コアに結合した求核剤（ヘテロ原子）は、同じである（例えば、全て酸素、
全て窒素など）。
【００６５】
　それ程好ましくはないものの、本発明の分枝ポリマーを形成するのに使用するには、非
対称コア構造（例えば、２－アミノペンタンジオン酸（グルタミン酸）、２－アミノコハ
ク酸（アスパラギン酸）などから誘導したもの）が適切である。これらのようなコア構造
を使用する際には、その末端酸基は、代表的には、反応性ポリマーとカップリングするた
めに活性化されて、分枝ポリマーコアを形成する。あるいは、これらのカルボン酸基は、
還元剤で還元されて、対応するジオールを形成し、これは、次いで、例えば、Ｎ－保護ジ
オールを適切なモノマーサブユニットと触媒で反応することに続いてそれらを中心コアに
直接重合することにより、これらのポリマー鎖を構築するのに適切な部位を有する。
【００６６】
　Ｅ．代表的な分枝反応性ポリマー構造
　本発明の分枝ポリマーのさらに特定の構造実施形態を今ここで記述するが、これらの全
ては、上記式Ｉの構造に包含されると解釈される。以下で示した特定の構造は、代表的な
構造としてのみ提示されており、本発明の範囲を限定するとは解釈されない。
【００６７】
　３炭素コアを有する本発明の１実施形態は、以下の構造を有する：
【００６８】
【化１４】
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　ここで、ＰＯＬＹ、Ｘ、ｐおよびＹは、上記のとおりである。
【００６９】
　式Ｉａの好ましい実施形態では、本発明の分枝ポリマーは、以下の構造を有する：
【００７０】
【化１５】

　ここで：
　Ｚは、キャッピング基または官能基である；そして
　ＰＯＬＹ、Ｘ、ｐおよびＹは、上記のとおりである。
【００７１】
　Ｚ基は、好ましくは、比較的に不活性のキャッピング基、例えば、アルコキシ（例えば
、メトキシまたはエトキシ）、アルキル、ベンジル、アリールまたはアリールオキシ（例
えば、ベンジルオキシ）である。あるいは、Ｚ基は、生物活性分子上の官能基と容易に反
応できる官能基（例えば、Ｙ官能基について上で述べた官能基のいずれか）である。
【００７２】
　式Ｉａの他の実施形態では、各ＰＯＬＹは、以下で示すように、メトキシで末端キャッ
ピングＰＥＧである：
【００７３】

【化１６】

　式Ｉａのさらに他の実施形態では、Ｘ結合は、以下で示すように、存在しない：
【００７４】
【化１７】

　ここで：
　Ｚ、ＰＯＬＹおよびＹは、上で定義したとおりである。好ましくは、Ｚは、メトキシで
あり、そしてＰＯＬＹは、ＰＥＧである。
【００７５】
　式Ｉａのさらに他の実施形態では、Ｘ結合は、以下で示した特定の結合の１つである：
【００７６】

【化１８】
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　ここで：
　Ｘは、－ＣＨ２ＣＨ２－Ｏ－ＣＨ２ＣＨ２－または－Ｏ－ＣＨ２ＣＨ２－である；そし
て
　Ｚ、ＰＯＬＹおよびＹは、上で定義したとおりである。好ましくは、Ｚは、メトキシで
あり、そしてＰＯＬＹは、ＰＥＧである。
【００７７】
　上記のように、上記Ｉａ、Ｉａ１、Ｉａ２、Ｉａ３およびＩａ４で図示した－Ｏ－結合
に代えて、他のヘテロ原子（例えば、－ＮＨ－または－Ｓ－）が使用できる。
【００７８】
　Ｆ．分枝反応性ポリマーを形成する方法
　本発明の分枝ポリマーは、ヘテロ原子結合（例えば、－ＮＨ－、－Ｏ－または－Ｓ－）
を介して、少なくとも３個の炭素原子を有するヘテロ原子置換脂肪族炭化水素コア分子（
例えば、プロパン）にポリマーアームを結合することにより、形成される。これらのポリ
マーアームは、ポリ（アルキレングリコール）ポリマーについて、本発明から逸脱するこ
となく、予め形成し精製したポリマー上の末端官能基を、脂肪族炭化水素コア上の反応性
求核剤と単に反応させることにより、この脂肪族炭化水素構造に結合され得るものの、多
くの点で、アルキレンオキシドモノマー単位（例えば、エチレンオキシド、プロピレンオ
キシドまたはブチレンオキシドサブユニット）を、少なくとも２個の利用可能なヒドロキ
シル基（または他の求核基（例えば、アミノ基またはチオール基））を有する脂肪族炭化
水素コアに直接重合することが好ましい。実施例で説明しているように、アルキレンオキ
シド単位は、例えば、エーテル結合ポリマーアームを形成する触媒反応を使用して、好ま
しくは、塩基性触媒を使用して、アルコール分子に重合できるが、他の触媒（例えば、金
属触媒または酸触媒）もまた、使用できる。このアルキレンオキシドを適切に官能化した
脂肪族炭化水素コア構造に直接重合することにより、この分枝ポリマーは、まず高分子量
ポリマーを形成して精製する（これは、技術的に困難で、高価であり、そして時間がかか
る）ことなく、形成できる。
【００７９】
　この脂肪族炭化水素コア分子は、そのコア分子に結合するポリマーアームの数に依存し
て、２個以上の利用可能な求核基（例えば、ヒドロキシル基）を含有する。特定の１実施
形態では、この脂肪族炭化水素は、２個のヒドロキシル基を有する。このコア分子はまた
、少なくとも１個の保護官能基（例えば、保護ヒドロキシル基（すなわち、－Ｏ－Ｇｐで
あり、ここで、Ｇｐは、上で記述されている））を有する。好ましくは、この脂肪族炭化
水素は、１，３－ジヒドロキシ－２－置換プロパンであり、ここで、この保護ヒドロキシ
ル基は、その２位で、必要に応じて、介在結合（例えば、上記式ＩのＸ）を介して、結合
される。この保護基が存在していることで、その位置での重合が阻止されて、それにより
、この脂肪族炭化水素コアの少なくとも１個の側鎖が、例えば、生物活性分子に共有結合
するのに適切に形状にさらに改変するのに利用可能となることを保証する。
【００８０】
　本発明の脂肪族炭化水素コア分子の一般化構造は、以下で示す：
【００８１】
【化１９】

　ここで：
　Ｙ’は、保護官能基（例えば、保護ヒドロキシル基）であり、ここで、この保護基の存
在により、脂肪族コアＲ上のＹ’位置での重合が阻止される；
　Ｎｕは、求核剤（例えば、アミノ、チオールまたはヒドロキシル）である；そして
　Ｒ、Ｘ、ｐおよびｑは、上で定義したとおりである。
【００８２】
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　ポリオールまたはポリアミンコア分子を使用して高度に架橋したヒドロゲルを形成する
一部の先行技術とは異なり、本発明は、求核置換脂肪族炭化水素コア分子を使用して、生
物活性分子に共有結合するのに適切な分枝ポリマーを形成する。
【００８３】
　好ましいヒドロキシル置換３炭素脂肪族炭化水素コア構造の一般化構造は、以下で示す
：
【００８４】
【化２０】

　ここで：
　Ｘ、ｐおよびＧｐは、上で定義したとおりである。
【００８５】
　式Ｖａの代表的なコア構造には、２－ベンジルオキシ－１，３－プロパンジオール、２
－ベンジルオキシエトキシ－１，３－プロパンジオール、および２－ベンジルオキシエト
キシエチル－１，３－プロパンジオールが挙げられる。式Ｖのコア構造は、市販されてい
るか（実施例１～２を参照）、市販の試薬から調製できるか（実施例３～４を参照）、い
ずれかである。
【００８６】
　式Ｖａのヒドロキシル置換脂肪族炭化水素へのエチレンオキシドの塩基開始重合により
、式Ｉａの分枝ポリマーが得られ、ここで、Ｙは、－Ｏ－Ｇｐであり、そしてＰＯＬＹは
、－ＰＥＧ－ＯＨである。その後、単官能性分枝ポリマーを形成するために、このＰＥＧ
ポリマー鎖の末端ヒドロキシル基は、好ましくは、アルキル化剤（例えば、トルエンスル
ホン酸メチル）と反応させることにより、アルキル化（例えば、ＰＥＧを形成するための
メチル化）される。
【００８７】
　ＰＥＧ鎖の末端のアルキル化に続いて、保護基Ｇｐは、加水分解または水素化分解によ
り置換でき、ヒドロキシル基が生成する。理解できるように、このヒドロキシル基は、次
いで、望ましい他の反応性基（例えば、式ＩのＹ部分について上で列挙した反応性基）に
変性または変換できる。
【００８８】
　（ＩＩＩ．分枝反応性ポリマーの生物活性結合体）
　本発明はまた、本発明の分枝ポリマーに共有結合した生物活性分子を含有する生物活性
結合体を包含する。上述のように、本発明の分枝ポリマーは、好ましくは（必須ではない
ものの）、単官能性であり（それらはまた、二官能性であり得、またはそれ程好ましくは
ないが、多官能性であり得る）、その生物活性剤は、好ましくは、この分枝ポリマー上の
反応性官能基と生物活性分子上の適切な官能基との反応により形成される結合を介して、
この分枝ポリマーに結合される。
【００８９】
　この特定の結合は、使用される官能基の構造に依存しており、典型的には、この生物活
性分子内に含有されている官能基に支配される。例えば、アミド結合は、カップリング剤
（例えば、ＤＣＣ、ＤＭＡＰまたはＨＯＢＴ）の存在下にて、カルボン酸またはその活性
エステルを有する分枝ポリマーとアミン基を有する生物活性剤との反応により、形成でき
る。あるいは、スルフィド結合は、チオール基を有する分枝ポリマーとヒドロキシル基を
有する生物活性剤との反応により、形成できる。他の実施形態では、アミン結合は、アミ
ン基を有する分枝ポリマーとヒドロキシル基を有する生物活性分子との反応により、形成
できる。さらに他の実施形態では、カルボン酸を有する分枝ポリマーは、カップリング剤
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する。使用される特定のカップリング化学反応は、その生物活性剤の構造、その生物活性
分子内で複数の官能基が存在している可能性、保護／脱保護工程の必要性、その分子の化
学的安定性などに依存しており、そして当業者により、容易に決定される。本発明の分枝
ポリマー結合体を調製するのに有用な例証的な連結化学反応は、例えば、Ｗｏｎｇ，Ｓ．
Ｈ．，（１９９１），「Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ｏｆ　Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｃｏｎｊｕｇａｔ
ｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｒｏｓｓｌｉｎｋｉｎｇ」、ＣＲＣ　Ｐｒｅｓｓ，Ｂｏｃａ　Ｒａｔ
ｏｎ，ＦＬおよびＢｒｉｎｋｌｅｙ，Ｍ．（１９９２），「Ａ　Ｂｒｉｅｆ　Ｓｕｒｖｅ
ｙ　ｏｆ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｐｒｅｐａｒｉｎｇ　Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｃｏｎｊｕ
ｇａｔｅｓ　ｗｉｔｈ　Ｄｙｅｓ，Ｈａｐｔｅｎｓ，ａｎｄ　Ｃｒｏｓｓｌｉｎｋｉｎｇ
　Ｒｅａｇｅｎｔｓ」、ｉｎ　Ｂｉｏｃｏｎｊｕｇ．Ｃｈｅｍ．，３，２０１３で見られ
る。
【００９０】
　この結合（すなわち、以下の式ＶＩのＬ１）は、この生物活性剤が患者に投与された後
に時間の経過と共に血液循環に放出されるように、加水分解的に分解可能であり得る。代
表的な加水分解的に分解可能な結合には、カルボン酸エステル、リン酸エステル、無水物
、アセタール、ケタール、アシルオキシアルキルエーテル、イミン、オルトエステル、ペ
プチドおよびオリゴヌクレオチドが挙げられる。もし望ましいなら、加水分解的に安定な
結合（例えば、アミド、ウレタン（これはまた、カーバメートとしても知られている）、
アミン、チオエーテル（これはまた、スルフィドとしても知られている）および尿素（こ
れはまた、カルバミドとしても知られている）結合）もまた、本発明から逸脱することな
く、使用できる。
【００９１】
　式Ｉの分枝ポリマーを含有する本発明の生物活性結合体の一般構造は、以下で示すよう
にして、表わすことができる：
【００９２】
【化２１】

　ここで：
　Ｄは、生物活性分子（例えば、ペプチド、タンパク質、酵素、低分子薬剤、色素、脂質
、ヌクレオシド、ヌクレオチド、オリゴヌクレオチド、ポリヌクレオチド、核酸、多糖類
、ステロイド、細胞、ウイルス、リポソーム、微粒子、ミセル、脂肪、電解質など）であ
る；
　Ｌ１は、この分枝ポリマーの官能基（すなわち、式ＩのＹ）と生物活性分子上の官能基
との反応から得られる結合である；そして
　ＰＯＬＹ、Ｘ、Ｘ’、ｑおよびｐは、上で定義したとおりである。
【００９３】
　好ましい１実施形態では、この生物活性結合体は、以下の構造を有する：
【００９４】
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【化２２】

　ここで：
　Ｄ、Ｌ１、ＰＯＬＹ、Ｘおよびｐは、上で定義したとおりである。
【００９５】
　本発明の分枝ポリマーとのカップリングで使用する生物活性剤は、以下の任意の１種ま
たはそれ以上であり得る。適当な薬剤は、例えば、催眠薬および鎮静薬、精神賦活剤、精
神安定薬、呼吸器薬、抗痙攣薬、筋弛緩薬、抗パーキンソン病薬（ドーパミンアンタゴニ
スト）、鎮痛薬、抗炎症薬、抗不安薬（不安緩解剤）、食欲抑制薬、抗片頭痛薬、筋収縮
薬、抗感染薬（抗生物質、抗ウイルス薬、抗真菌薬、ワクチン）抗関節炎薬、、抗マラリ
ア薬、制吐薬、抗癲癇薬、気管支拡張薬、サイトカイン、成長因子、抗癌剤、抗血栓薬、
降圧薬、心血管薬、抗不整脈薬、抗酸化薬、抗喘息薬、ホルモン剤（避妊薬を含めて）、
交感神経興奮剤、利尿薬、脂質調整薬、抗アンドロゲン薬、駆虫薬、抗凝血薬、新生物薬
、抗悪性腫瘍薬、血糖降下薬、栄養剤および補助剤、成長補助剤、抗腸炎薬、ワクチン、
抗体、診断薬および造影剤から選択され得る。
【００９６】
　本発明の分枝ポリマーと共有結合する際に使用するのに適当な活性剤の例には、以下が
挙げられるが、これらに限定されない：カルシトニン、エリスロポエチン（ＥＰＯ）、Ｖ
第ＩＩＩ因子、第ＩＸ因子、セレダーゼ、セレザイム、シクロスポリン、顆粒球コロニー
刺激因子（ＧＣＳＦ）、トロンボポエチン（ＴＰＯ）、α－１タンパク質分解酵素阻害薬
、エルカトニン、顆粒球マクロファージコロニー刺激因子（ＧＭＣＳＦ）、成長ホルモン
、ヒト成長ホルモン（ＨＧＨ）、成長ホルモン放出ホルモン（ＧＨＲＨ）、ヘパリン、低
分子量ヘパリン（ＬＭＷＨ）、インターフェロンα、インターフェロンβ、インターフェ
ロンγ、インターロイキン－１受容体、インターロイキン－２、インターロイキン－１受
容体アンタゴニスト、インターロイキン－３、インターロイキン－４、インターロイキン
－６、黄体形成ホルモン放出ホルモン（ＬＨＲＨ）、第ＩＸ因子インシュリン、プロイン
シュリン、インシュリンアナログ（例えば、米国特許第５，９２２，６７５号で記述され
ているモノアシル化インシュリン）、アミリン、Ｃ－ペプチド、ソマトスタチン、ソマト
スタチンアナログ（オクトレオチドを含めて）、バソプレッシン、卵胞刺激ホルモン（Ｆ
ＳＨ）、インシュリン様成長因子（ＩＧＦ）、インシュリントロピン、マクロファージコ
ロニー刺激因子（Ｍ－ＣＳＦ）、神経成長因子（ＮＧＦ）、組織成長因子、ケラチノサイ
ト成長因子（ＫＧＦ）、グリア成長因子（ＧＧＦ）、腫瘍壊死因子（ＴＮＦ）、内皮成長
因子、副甲状腺ホルモン（ＰＴＨ）、グルカゴン様ペプチドチモシンα１、ＩＩｂ／ＩＩ
Ｉａ阻害薬、α－１アンチトリプシン、ホスホジエステラーゼ（ＰＤＥ）化合物、ＶＬＡ
－４阻害薬、ビスホスホネート、呼吸器合胞体ウイルス抗体、嚢胞性線維症膜貫通制御因
子（ＣＦＴＲ）遺伝子、デオキシリボヌクレアーゼ（Ｄｎａｓｅ）、殺菌／透過性増大タ
ンパク質（ＢＰＩ）、抗ＣＭＶ抗体、１３－シスレチノイン酸、マクロライド（例えば、
エリスロマイシン、オレアンドマイシン、トロレアンドマイシン、ロキシスロマイシン、
クラリスロマイシン、ダベルシン、アジスロマイシン、フルリスロマイシン、ジリスロマ
イシン、ジョサマイシン、スピロマイシン、ミデカマイシン、ロイコマイシン、ミオカマ
イシン、ロキタマイシンおよびアジスロマイシン、およびスウィンノリドＡ；フルオロキ
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ノロン（例えば、シプロフロキサシン、オフロキサシン、レボフロキサシン、トロバフロ
キサシン、アラトロフロキサシン、モキシフロキシシン、ノルフロキサシン、エノキサシ
ン、グレパフロキサシン、ガチフロキサシン、ロメフロキサシン、スパルフロキサシン、
テマフロキサシン、ペフロキサシン、アミフロキサシン、フレロキサシン、トスフロキサ
シン、プルリフロキサシン、イルロキサシン、パズフロキサシン、クリナフロキサシンお
よびシタフロキサシン；アミノグルコシド（例えば、ゲンタマイシン、ネチルマイシン、
パラメシン、トブラマイシン、アミカシン、カナマイシン、ネオマイシンおよびストレプ
トマイシン、バンコマイシン、テイコプラニン、ランポラニン、ミデプラニン、コリスチ
ン、ダプトマイシン、グラミシジン、コリスチメタン）；ポリミキシン（例えば、ポリミ
キシンＢ、カプレオマイシン、バシトラシン、ペネム）；ペニシリン（ペニシリンＧ、ペ
ニシリンＶのようなペニシリナーゼ感受性薬剤、メチシリン、オキサシリン、クロキサシ
リン、ジクロキサシリン、フロキサシリン、ナフシリンのようなペニシリン抵抗性薬剤）
；グラム陰性微生物活性剤（アンピシリン、アモキシシリンおよびヘタシリン、シリン（
ｃｉｌｌｉｎ）およびガルアンピシリン（ｇａｌａｍｐｉｃｉｌｌｉｎ）のような）；抗
シュードモナス（ａｎｔｉｐｓｅｕｄｏｍａｌ）ペニシリン（カルベニシリン、チカルシ
リン、アズロシリン、メズロシリンおよびピペラシリンのような）；セファロスポリン（
セフポドキシム、セフプロジル、セフトブテン、セフチゾキシム、セフトリアキソン、セ
ファロチン、セファピリン、セファレキシン、セフラジン、セフォキシチン、セファマン
ドール、セファゾリン、セファロリジン、セファクロル、セファドロキシル、セファログ
リシン、セフロキシム、セフォラニド、セフォタキシム、セファトリジン、セファセトリ
ル、セフェピム、セフィキシム、セフォニシド、セフォペラゾン、セフォテタン、セフメ
タゾール、セフタジジム、ロラカルベフ（ｌｏｒａｃａｒｂｅｆ）およびモキサラクタム
、モノバクタム（アズトレオナム）；ならびにカルバペネム、例えば、イミペネム、メロ
ペネム、ペンタミジンイセチオネート（ｉｓｅｔｈｉｏｕａｔｅ）、アルブテロールスル
フェート、リドカイン、硫酸メタプロテレノール、ベクロメタゾンジプレピオネート、ト
リアムシノロンアセトアミド、ブデソニドアセトニド、フルチカゾン、臭化イプラトロピ
ウム、フルニソリド、クロモリンナトリウム、酒石酸エルゴタミン、および適当な場合、
上記のもののアナログ、アゴニスト、アンタゴニスト、阻害剤および薬学的に受容可能な
塩形態。ペプチドおよびタンパク質に関連して、本発明は、それらの合成、天然、グリコ
シル化、非グリコシル化、ペグ化形態、および生物活性フラグメントおよびアナログを包
含すると解釈される。
【実施例】
【００９７】
　（ＩＶ．実施例）
　以下の実施例は、本発明を例示するために示されているが、本発明を限定するものと見
なすべきではない。例えば、実施例では、本発明を例示するために、ＰＥＧが使用されて
いるものの、本発明を実施する際に有用な他のポリマーは、上述の発明に包含される。
【００９８】
　添付の実施例で引用された全てのＰＥＧ試薬は、Ｓｈｅａｒｗａｔｅｒ　Ｃｏｒｐｏｒ
ａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｈｕｎｔｓｖｉｌｌｅ，ＡＬから入手できる。全ての他の試薬は、市
販されている。全ての１Ｈ　ＮＭＲデータは、Ｂｒｕｋｅｒ製の３００ＭＨｚまたは４０
０ＭＨｚのＮＭＲ分光器により、作成した。
【００９９】
　実施例１～２は、市販のヒドロキシル置換脂肪族炭化水素コア分子（２－ベンジルオキ
シ－１，３－プロパンジオール）を使用して本発明の分枝反応性ポリマーを形成する方法
を説明している。実施例１では、この分枝ポリマーは、アセトアルデヒドジエチルアセタ
ールで官能化される。実施例２では、この分枝ポリマーは、酪酸のスクシンイミジルエス
テルで官能化される。実施例３～４は、脂肪族炭化水素コア分子と保護ヒドロキシル側鎖
との間に介在している結合を有する２個の追加コア分子を合成する方法を説明している。
実施例５～６は、本発明の分枝ポリマーで酵素をＰＥＧ化して結合体を形成することを説
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明している。
【０１００】
　　（実施例１）
　　（２－（１，３－ジ－ｍＰＥＧオキシ－２－プロパノキシ）アセトアルデヒドジエチ
ルアセタールの合成）
　（Ａ．１，３－ジＰＥＧオキシ－２－ベンジルオキシプロパン［ＭＷポリ（エチレング
リコール）（ＰＥＧ）＝９ｋＤ］の合成）
　５００ｍｌ丸底フラスコに、新たに蒸留した無水ＴＨＦ（これは、２－ベンジルオキシ
－１，３－プロパンジオール（０．８４ｇ、４．５９ｍｍｏｌ）を含有する）を充填した
。不活性雰囲気下にて連続的に攪拌しつつ、カリウムナフタレニド（０．２８Ｍ、１６．
４ｍｌ）を加えた。次いで、このフラスコを、氷浴中にて、０℃まで冷却した。冷却した
注射器を経由して、エチレンオキシド（５０．０ｍｌ、１．０２ｍｏｌ）を加えた。その
反応物を室温まで温め、そして７２時間攪拌した。この反応を、２Ｍ酢酸５ｍｌを加える
ことにより、クエンチした。ロータリーエバポレーションにより溶媒を除去し、その粗製
物質を、塩化メチレン１００ｍｌに再溶解した。その生成物を、ジエチルエーテル４００
ｍｌを加えることにより沈殿し、そして濾過により集めた。この生成物を減圧下にて乾燥
した。収量：４２ｇ（９３％）。
【０１０１】
【化２３】

　（Ｂ．１，３－ジＰＥＧオキシ－２－ベンジルオキシプロパンのメチル化）
　工程Ａから得た１，３－ジＰＥＧオキシ－２－ベンジルオキシプロパン［ＭＷポリ（エ
チレングリコール）（ＰＥＧ）＝９ｋＤａ］（５．０ｇ、０．５５ｍｍｏｌ）を二口丸底
フラスコに入れ、そしてトルエン１５０ｍｌに溶解した。このフラスコにセプタムおよび
ディーン－スタークトラップを取り付け、その化合物を、不活性雰囲気下にて、共沸乾燥
した。そのトラップを還流冷却器で置き換え、このフラスコの温度を、そのフラスコを一
定温度の油浴に入れることにより、４５℃で保持した。トルエンスルホン酸メチル（１．
６２ｍｌ、５．４ｍｍｏｌ）およびカリウムｔ－ブトキシド溶液２．８ｍｌ（ＴＨＦ中で
１．０Ｍ）を加え、その反応物を、３時間攪拌した。次いで、トルエンスルホン酸メチル
（０．８１ｍｌ）およびカリウムｔ－ブトキシド溶液１．４ｍｌを加え、その反応物を、
さらに３時間攪拌した。このフラスコを油浴から取り除き、そして室温まで冷却した。こ
の溶液を一口丸底フラスコに移し、そしてロータリーエバポレーションにより、溶媒を除
去した。その残留物を塩化メチレン５ｍｌに溶解し、そしてジエチルエーテル５０ｍｌを
加えることにより、沈殿させた。その生成物を濾過により集め、そして減圧下にて乾燥し
た。収量：４．２ｇ。
【０１０２】
【化２４】

　（Ｃ．１，３－ジｍＰＥＧオキシ－２－ベンジルオキシプロパンの脱ベンジル化）
　工程Ｂから得た１，３－ジ－ｍＰＥＧオキシ－２－ベンジルオキシプロパン［ＭＷポリ
（エチレングリコール）（ＰＥＧ）＝９ｋＤａ］（２．９ｇ、０．３２ｍｍｏｌ）を、エ
タノール１００ｍｌに溶解した。Ｐｄ（ＯＨ）２／Ｃ（０．５ｇ）およびシクロヘキセン
（１０ｍＬ）を加え、その混合物を、４時間還流した。室温まで冷却した後、この混合物
を濾過し、その濾液溶媒をロータリーエバポレーションにより、除去した。その粗残留物
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質を塩化メチレン５ｍｌに溶解し、そしてジエチルエーテル５０ｍｌを加えることにより
、沈殿させた。その生成物を濾過により集め、そして減圧下にて乾燥した。
【０１０３】
【化２５】

　（Ｄ．２－（１，３－ジ－ｍＰＥＧオキシ－２－プロパノキシ）アセトアルデヒドジエ
チルアセタールの合成）
　ジオキサン（２５０ｍＬ）中の工程Ｃから得た２－ヒドロキシ－１，３－ジ－ｍＰＥＧ
オキシプロパン（Ｍ．Ｗ．９０００　Ｄａ、４．５ｇ、０．０００５ｍｏｌ）に、水酸化
ナトリウム（０．２０ｇ、０．００５ｍｏｌ）およびクロロアセトアルデヒドジエチルア
セタール（０．３８ｇ、０．００２５ｍｏｌ）を加え、その混合物を、激しく攪拌しつつ
、２４時間還流した。その溶液を約１５０ｍｌまで濃縮し、冷却し、そして濾過した。そ
の濾液を乾燥状態まで蒸発させ、水１００ｍｌに溶解し、そして塩化メチレン（３×７５
ｍＬ）で抽出した。合わせた抽出物を硫酸ナトリウムで乾燥し、濃縮し、その生成物を、
エーテル３００ｍｌを加えることにより、沈殿させた。沈殿した生成物を濾過により集め
、そして減圧下にて乾燥した。
【０１０４】
　この反応は、タンパク質または他の生物活性剤上のアミノ基と共有結合するのに適当な
アルデヒド（アセトアルデヒドジエチルエーテル）への保護形態との２－ベンジルオキシ
プロパン保護基の変換を示す。
【０１０５】
　　（実施例２）
　　（２－（１，３－ジ－ｍＰＥＧオキシ－２－プロパノキシ）スクシンイミジルブチレ
ート（ｍＰＥＧ２－ＳＢＡ）（２０ｋＤａ）の合成）
【０１０６】
【化２６】

　（Ａ．１，３－ジＰＥＧオキシ－２－ベンジルオキシプロパンのメチル化）
　実施例１の工程Ａで記述したようにして調製した１，３－ジＰＥＧオキシ－２－ベンジ
ルオキシプロパン（２０ｋＤａ）２０ｇおよびＢＨＴ（２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－
４－メチルフェノール）０．０１ｇを、トルエン４００ｍｌに溶解した。得られた溶液を
、減圧下にて蒸留することにより、共沸乾燥した。その残留物を無水トルエン７００ｍＬ
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に再溶解し、そしてカリウムｔ－ブトキシド溶液１４ｍＬ（１．０Ｍｔｅｒｔ－ブタノー
ル溶液）およびトルエンスルホン酸メチル３．０ｍｌを別々に加えた。その反応混合物を
、４５℃で、窒素下にて、一晩攪拌した。
【０１０７】
　不溶物質を濾過し、その濾液を、減圧下にて、乾燥状態まで蒸発させた。その残留物を
脱イオン水７００ｍｌに溶解し、そしてＮａＣｌで飽和した。この溶液のｐＨを７．５に
調節し、次いで、ジクロロメタン（３００ｍｌ×２）で抽出した。抽出したジクロロメタ
ンをＮａ２ＳＯ４で乾燥し、濾過し、蒸発させ、そしてＥｔ２Ｏ（５００ｍＬ）で沈殿さ
せた。そのメチル化生成物を減圧濾過により集め、そして減圧下にて、一晩乾燥した。
【０１０８】
　収量：１８．５ｇ
【０１０９】
【化２７】

　（Ｂ．１，３－ジ－ｍＰＥＧオキシ－２－ベンジルオキシプロパンの脱ベンジル化）
　工程Ａから得た１，３－ジ－ｍＰＥＧオキシ－２－ベンジルオキシプロパン（２０ｋＤ
ａ）１８．０ｇを５ｍＭリン酸緩衝液（ｐＨ７．２）２２５ｍｌに溶解し、そして木炭担
持１０％Ｐｄ（１．１３ｇ）を加えた。その懸濁液を、４０ｐｓｉの水素下にて、２０時
間水素化した。
【０１１０】
　この懸濁液を濾過して、触媒を除去し、その濾液をＮａＣｌで飽和し、この溶液のｐＨ
を３．０に調節した。この溶液をジクロロメタン（３００ｍｌ×２）で抽出し、合わせた
抽出物をＮａ２ＳＯ４で乾燥し、濾過し、蒸発させ、そしてＥｔ２Ｏ（５００ｍＬ）で沈
殿させた。その生成物を減圧濾過により集め、そして減圧中で、一晩乾燥した。
【０１１１】
　収量：１３．２ｇ；
【０１１２】

【化２８】

　（Ｃ．２－（１，３－ジ－ｍＰＥＧオキシ－２－プロパノキシ）酪酸の合成）
　工程Ｂから得た２－ヒドロキシ－１，３－ジ－ｍＰＥＧオキシプロパン（２０ｋＤａ）
２．５ｇをトルエン３０ｍｌに溶解し、得られた溶液を、減圧下にて蒸留することにより
、共沸乾燥した。その残留物を無水トルエン３０ｍＬに再溶解し、そしてカリウムｔｅｒ
ｔ－ブトキシド溶液（ｔｅｒｔ－ブタノール中で１．０Ｍ）１ｍＬ、ＢＨＴ（２．５ｍｇ
）および１－（３－ブロモプロピル）－４－メチル－２，６，７－トリオキサビシクロ［
２，２，２，］オクタン０．２５ｇを加えた。その反応混合物を、６５℃で、窒素下にて
、一晩攪拌した。
【０１１３】
　溶媒を、減圧下にて、乾燥状態まで溶媒を蒸発させ、その残留物を、減圧下にて、２時
間乾燥し、最後に、脱イオン水６０ｍｌに再溶解した。この溶液のｐＨを、１０％Ｈ３Ｐ
Ｏ４で、２．０に調節した。ｐＨ２．０で１５分間攪拌した後、その溶液のｐＨを、１．
０Ｎ　ＮａＯＨで、１２．０に調節し、そしてｐＨ１２．０で、２時間攪拌した。加水分
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解した溶液をＮａＣｌで飽和し、そのｐＨを、１０％Ｈ３ＰＯ４で、３．０に調節した。
この溶液をジクロロメタン（１００ｍｌ×２）で抽出し、合わせた抽出物をＮａ２ＳＯ４

で乾燥し、濾過し、蒸発させ、そしてＥｔ２Ｏ（１００ｍＬ）で沈殿させた。その生成物
を減圧濾過により集め、そして減圧中で、一晩乾燥した。
【０１１４】
　収量：２．３ｇ；ＧＰＣ：７９％。
【０１１５】
　（Ｄ．２－（１，３－ジ－ｍＰＥＧオキシ－２－プロパノキシ）酪酸の精製）
　工程Ｃから得た粗２－（１，３－ジ－ｍＰＥＧオキシ－２プロパノキシ）酪酸を、ＤＥ
ＡＥセファロースＦＦイオン交換カラム（１００ｍＬ）で精製した。精製後、その収量は
、１．５５ｇであった。
【０１１６】
【化２９】

　（Ｅ．２－（１，３－ジ－ｍＰＥＧオキシ－２－プロパノキシ）スクシンイミジルブチ
レート（２０ｋＤａ）の合成）
　工程Ｄから得た２－（１，３－ジ－ｍＰＥＧオキシ－２－プロパノキシ）酪酸１．５ｇ
を、窒素下にて、無水ジクロロメタン２０ｍｌに溶解した。その溶液に、まず、Ｎ－ヒド
ロキシスクシンイミド（０．０１３２ｇ）を加え、続いて、ジシクロヘキシルカルボジイ
ミド０．０２３４ｇを加えた。この溶液を、窒素下にて、室温で、一晩攪拌した。その生
成物を濾過し、減圧下にて濃縮し、ＩＰＡおよびＥｔ２Ｏ（１：１）の混合物に沈殿させ
、濾過により集め、そして減圧下にて乾燥した。収量：１．２ｇ；
【０１１７】
【化３０】

　　（実施例３）
　　（（２’－ベンジルオキシエトキシ）エチル－１，３－プロパンジオール（ＢＥＥＰ
）の合成－分枝ポリマーを調製する際に使用するのに適当な例示的な脂肪族炭化水素コア
分子）
【０１１８】
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【化３１】

　（Ａ．ジ（エチレングリコール）モノベンジルエーテルメタンスルホネートの合成）
　トルエン２００ｍｌ中のジ（エチレングリコール）モノベンジルエーテル（１５ｇ）を
共沸蒸留により乾燥し、その残留物を、無水トルエン４００ｍｌおよび無水ジクロロメタ
ン１００ｍｌに再溶解した。この溶液に、０～５℃で、無水トリエチルアミン１１．５ｍ
ｌおよび塩化メタンスルホニル６．２３ｍｌを滴下した。その反応混合物を、室温で、窒
素下にて、一晩攪拌し、この反応を、無水エタノール５ｍｌを加えることにより、クエン
チした。不溶性物質を濾過により除き、濾液を乾燥状態まで蒸発させた。その残留物を無
水トルエン２００ｍｌに再溶解し、不溶物質を濾過により除いた。その濾液を乾燥状態ま
で蒸発させ、残留物を減圧下にて乾燥した。収量：２２ｇ。
【０１１９】

【化３２】

　（Ｂ．Ｃ６Ｈ５－ＣＨ２Ｏ－ＣＨ２ＣＨ２ＯＣＨ２ＣＨ２－ＣＨ（ＣＯＯＣ２Ｈ５）２

の合成）
　１，４－ジオキサン１００ｍｌ中のマロン酸ジエチル（１７．５　ｇ）に、窒素下にて
、１，４－ジオキサン１５０ｍｌ中のＮａＨ（３．６ｇ）を滴下した。上記マロン酸ジエ
チル溶液に、１，４－ジオキサン６００ｍｌ中の工程Ａから得たジ（エチレングリコール
）モノベンジルエーテルメタンスルホネート（１０ｇ）を加えた。その混合物を４時間還
流した後、この反応溶液を濾過し、そして乾燥状態まで蒸発させた。その残留物を、減圧
下にて、一晩乾燥した。
【０１２０】
　残留しているマロン酸ジエチルを、減圧下にて、留去した。蒸留後、その残留物をシリ
カゲルカラムのフラッシュクロマトグラフィー（これは、ヘキサンに続いてジクロロメタ
ンで溶出する）で精製した。合わせたジクロロメタン抽出物を乾燥状態まで蒸発させ、そ
の生成物を、減圧下にて、一晩乾燥した。収量：６ｇ。
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【０１２１】
【化３３】

　（Ｃ．Ｃ６Ｈ５－ＣＨ２Ｏ－ＣＨ２ＣＨ２ＯＣＨ２ＣＨ２－ＣＨ（ＣＨ２ＯＨ）２の合
成）
　工程Ｂから得たＣ６Ｈ５－ＣＨ２Ｏ－ＣＨ２ＣＨ２ＯＣＨ２ＣＨ２－ＣＨ（ＣＯＯＣ２

Ｈ５）２（５ｇ）をトルエン２００ｍｌに溶解し、そして０～５℃で、ＬｉＡｌＨ４（Ｔ
ＨＦ中で１Ｍ）を加えた。室温で一晩攪拌した後、水１ｍｌを加え、続いて、１５％Ｎａ
ＯＨ（１．０ｍｌ）および水３．０ｍｌを加えた。不溶物質を濾過し、その濾液を乾燥状
態まで蒸発させた。その生成物をシリカゲルカラムのフラッシュクロマトグラフィー（こ
れは、酢酸エチルで溶出する）で精製した。合わせた画分を乾燥状態まで蒸発させた。そ
の最終生成物を、減圧下にて、一晩乾燥した。収量：１．５ｇ。
【０１２２】
【化３４】

　　（実施例４）
　　（（２’－ベンジルオキシエトキシ）－１，３－プロパンジオールの合成－分枝ポリ
マーを調製するのに有用な代表的な脂肪族炭化水素コア分子）
【０１２３】
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【化３５】

　シス－１，３－Ｏ－ベンジリデングリセロール２ｇ、ベンジル２－ブロモエチルエーテ
ル３．５１ｍｌ、ＫＯＨ粉末１．２５ｇおよびトルエン３０ｍｌの混合物を、還流下にて
、約２０時間攪拌した。室温まで冷却した後、不溶物質を濾過により除去し、その濾液を
濃縮した。その残留物を、１４０℃で、減圧下にて、蒸留して、ベンジル２－ブロモエチ
ルエーテルを除去した。蒸留後、その残留物をメタノール（これは、２ｍｌの濃ＨＣｌを
含有する）に溶解し、そして４時間還流した。水１００ｍｌを加え、そのｐＨを、固形Ｎ
ａＯＨで、５～６に調節した。約１０％までＮａＣｌを加え、その生成物をジクロロメタ
ン（５０ｍｌ×３）で抽出した。合わせたジクロロメタン抽出物をＮａ２ＳＯ４で乾燥し
、濾過し、そして蒸発させた。その残留物を減圧下にて乾燥し、その生成物をシリカゲル
カラム（８０ｇ）のクロマトグラフィー（これは、酢酸エチルで溶出する）で精製した。
合わせた画分を蒸発させ、そして減圧下にて乾燥した。収量：約０．９ｇ。
【０１２４】
【化３６】

　　（実施例５）
　　（分枝ＰＥＧポリマーでのリゾチームのＰＥＧ化）
　リゾチーム（０．００２１ｇ、Ｓｉｇｍａ）を、２ｍｌバイアル中にて、５０ｍＭリン
酸ナトリウム緩衝液１ｍｌ（ｐＨ７．５）に溶解した。実施例２から得たＭＰＥＧ２（２
０ｋＤａ）－ＳＢＡ（０．００６ｇ、リゾチームに対して２倍モル過剰）を加え、その反
応バイアルを、室温で、１８時間振盪した。
【０１２５】
　その粗反応混合物のＭＡＬＤＩ－ＴＯＦスペクトルにより、リゾチーム、ＰＥＧ２（２



(30) JP 4758608 B2 2011.8.31

10

20

30

０ｋＤａ）－ブタン酸、およびモノペグ化リゾチームおよびジペグ化リゾチームが、それ
ぞれ、１４，０２８Ｄａ、２１，８１０Ｄａ、３５，６１２Ｄａおよび５７，７８３Ｄａ
で存在していることが明らかとなった。ＳＤＳ－ＰＡＧＥ（１０％トリス－ＨＣＬゲル）
により、６個のバンドが表示され、これらは、テトラ－、トリ－、ジ－、モノ－ペグ化リ
ゾチーム（このことは、この酵素のポリマー変性形態を意味し、これは、それぞれ、そこ
に共有結合した本発明の分枝ポリマーの４個、３個、２個および１個を有する）、ＰＥＧ
２（２０Ｋ）－ブタン酸および非ペグ化リゾチームを示している。
【０１２６】
　実施例５は、分枝ポリマー構造を生物活性剤にカップリングするアミド結合を有する結
合体を形成する際の本発明のポリマーの有用性を証明している。
【０１２７】
　　（実施例６）
　　（分枝ＰＥＧポリマーでのリゾチームのＰＥＧ化）
　２．２ｍｇ、１．９ｍｇおよび２．ｌｍｇのリゾチーム（Ｓｉｇｍａ）を、それぞれ、
ｐＨ５．５、６．５および７．６の５０Ｍリン酸ナトリウム緩衝液１ｍｌに溶解した。ｐ
Ｈ５．５のリゾチーム溶液に、ジ－ｍＰＥＧ　２ｋＤａ－ブチルアルデヒド（リゾチーム
に対して、５倍モル過剰）１．５ｍｇおよびＮａＣＮＢＨ３（リゾチームに対して、１０
倍モル過剰）０．１ｍｇを加えた。ｐＨ６．５および７．５のリゾチーム溶液に、それぞ
れ、１．３ｍｇおよび１．５ｍｇのＭＰＥＧ　２ｋＤａ－ブチルアルデヒドを加え、続い
て、それぞれ、０．０８ｍｇおよび０．０９ｍｇのＮａＣＮＢＨ３を加えた。これらの３
個の反応バイアルを、室温で、６時間振盪した。
【０１２８】
　ｐＨ５．５および６．５の反応物から得た試料により、ＭＡＬＤＩ－ＴＯＦによって、
リゾチーム、モノペグ化リゾチームおよびジペグ化リゾチームの存在が明らかとなった。
ｐＨ７．５で行った反応から得た試料により、ＭＡＬＤＩ－ＴＯＦによって、ジ－ペグ化
リゾチームの存在が明らかとなった。２４時間後、全ての反応生成物混合物は、リゾチー
ム、モノ－およびジ－ペグ化リゾチーム、およびトリ－ペグ化リゾチームを含有していた
。
【０１２９】
　６時間後、ｐＨ５．５、６．５および７．５の反応から引き出した３個の試料を、１５
％トリス－ＨＣｌゲルにスポットした。各試料により、ジ－、モノ－および天然リゾチー
ムに対応する３個の可視バンドが明らかとなった。２４時間後、ｐＨ５．５、６．５およ
び７．５の反応から引き出した３個の試料により、４個の可視バンドが明らかとなり、こ
れらは、トリ－、ジ－、モノ－および非ペグ化リゾチームを示した。
【０１３０】
　実施例６は、結合体を形成する際の本発明のポリマーの有用性を示しており、ここで、
生物活性剤は、対応するシッフ塩基の還元アミノ化により生成した第二級アミン結合を介
して、この分枝ポリマーに共有結合される。
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