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(57)【要約】
多相分散系を処理する方法が提供される。該方法は、分散相および連続相を含む多相分散
系を用意する工程、非溶媒を用意する工程、該多相分散系および該非溶媒を混合する工程
、ならびに微粒子が該分散系から分離されるように、該分散相の該非溶媒中へのまたはそ
れを通っての移動を選択的に行う工程を含む。ここで、該微粒子は、該非溶媒に実質的に
不溶性であり、該非溶媒は、該連続相の密度を超える密度または該連続相の粘度を超える
粘度を有する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多相分散系を処理する方法であって、
　分散相および連続相を含み、固体微粒子および少なくとも第１の不揮発性物質を含む多
相分散系を用意する工程、
　非溶媒を用意する工程、
　前記多相分散系および前記非溶媒を混合する工程、ならびに
　大部分の前記微粒子が前記分散系から分離されるように、前記微粒子の前記非溶媒中へ
のまたはそれを通っての移動を選択的に行う工程を含み、
　前記微粒子は、前記非溶媒に実質的に不溶性であり、前記非溶媒は、前記連続相の密度
を超える密度または前記連続相の粘度を超える粘度を有する、方法。
【請求項２】
　前記非溶媒を用意する工程が、前記非溶媒を遠心分離装置中に導入し、それにより、そ
の中に非溶媒層を形成する工程を含み、
　前記多相分散系および前記非溶媒を混合する工程が、前記多相分散系を前記非溶媒層の
上面に層状化し、それにより、層状化された組成物を形成する工程を含み、
　前記微粒子の前記非溶媒中へのまたはそれを通っての移動を選択的に行う工程が、前記
層状化された組成物を遠心分離にかける工程を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記多相分散系および前記非溶媒を混合する前に、前記非溶媒を凍結させる工程をさら
に含む、請求項１および２のいずれかに記載の方法。
【請求項４】
　前記遠心分離装置が遠心分離管を含む、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記遠心分離装置が連続フロー遠心分離機を含む、請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記分散系から分離された前記微粒子を収集する工程をさらに含む、請求項１から５の
いずれかに記載の方法。
【請求項７】
　前記非溶媒が、第２の不揮発性物質を含む、請求項１から６のいずれかに記載の方法。
【請求項８】
　前記分散系から分離された前記微粒子を収集する工程、および前記収集された微粒子を
超臨界流体に曝露し、少なくとも前記固体微粒子を保持しながら、前記第２の不揮発性物
質の少なくとも一部を除去する工程をさらに含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記非溶媒が、薬学的に許容される希釈剤である、請求項１から８のいずれかに記載の
方法。
【請求項１０】
　前記微粒子が密度Ｄｐを有し、前記連続相が密度Ｄｃを有し、前記非溶媒が、均一であ
り、Ｄｐ≧Ｄｎ≧Ｄｃのように密度Ｄｎを有する、請求項１から９のいずれかに記載の方
法。
【請求項１１】
　Ｄｎが１ｇ／ｃｍ３を超える、請求項１１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記非溶媒が密度勾配を含む、請求項１から１１のいずれかに記載の方法。
【請求項１３】
　前記非溶媒が、水性液体、有機液体、ハロゲン化液体、不揮発性物質、およびそれらの
組合せからなる群より選択される１種または複数の成分を含む、請求項１から１２のいず
れかに記載の方法。
【請求項１４】
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　前記第２の不揮発性物質が、水溶性であるか、周囲温度で液体であるか、または両方で
ある、請求項７に記載の方法。
【請求項１５】
　前記非溶媒中の前記第２の不揮発性物質の濃度が、前記分散系中の前記第１の不揮発性
物質の濃度を超える、請求項７に記載の方法。
【請求項１６】
　前記第２の不揮発性物質が、前記第１の不揮発性物質と異なり、およびそれより低い分
子量を有する、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記第１および第２の不揮発性物質が同じである、請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　前記第２の不揮発性物質が、液体ポリエチレングリコール、液体ポロキサマー、および
それらの組合せから選択される、請求項７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記第１および第２の不揮発性物質が、非イオン性ポリエーテル、非イオン性コポリエ
ーテル、非イオン性ポリエステル、非イオン性コポリエステル、非イオン性ポリエーテル
－ポリエステルコポリマー、非イオン性ビニルポリマー、非イオン性ピロリドン含有ポリ
マー、非イオン性ポリマー炭水化物、前述の物質の誘導体および塩、ならびにそれらの組
合せからなる群より独立して選択される非イオン性ポリマーを含む、請求項７に記載の方
法。
【請求項２０】
　前記非溶媒が、安定剤、塩、酸化防止剤、およびそれらの組合せからなる群より選択さ
れる１種または複数の溶質をさらに含む、請求項１から１９のいずれかに記載の方法。
【請求項２１】
　前記非溶媒が、前記連続相に可溶性であるかまたはそれと混和性である、請求項１から
２０のいずれかに記載の方法。
【請求項２２】
　それぞれの微粒子が、少なくとも前記微粒子の外面に存在する少なくとも１種の生物活
性巨大分子を含む、請求項１から２１のいずれかに記載の方法。
【請求項２３】
　前記少なくとも１種の生物活性巨大分子が、炭水化物、ペプチド、タンパク質、ベクタ
ー、核酸、それらの複合体、それらの結合体、およびそれらの組合せからなる群より選択
される、請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記微粒子が、非晶質、球状、固体、またはそれらの２つ以上の組合せである、請求項
１から２３のいずれかに記載の方法。
【請求項２５】
　前記微粒子が、帯電しているかまたは誘導性電荷を有し、前記微粒子の移動を選択的に
行う工程が電気泳動によって達成される、請求項１および６から２４のいずれかに記載の
方法。
【請求項２６】
　前記固体微粒子が、少なくとも１種の活性剤を含む、請求項１から２５のいずれかに記
載の方法。
【請求項２７】
　前記活性剤が、生物活性剤、薬剤、診断薬、栄養補助剤、および化粧剤からなる群より
選択される、請求項１から２６のいずれかに記載の方法。
【請求項２８】
　前記活性剤が、炭水化物、ペプチド、タンパク質、ベクター、核酸、それらの複合体、
それらの結合体、およびそれらの組合せからなる群より選択される少なくとも１種の生物
活性巨大分子を含む生物活性剤である、請求項１から２７のいずれかに記載の方法。
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【請求項２９】
　前記活性剤が、アジュバント、アドレナリン作用薬、アドレナリン遮断薬、アドレノコ
ルチコイド、抗アドレナリン薬、アドレナリン作動薬、アルカロイド、アルキル化剤、ア
ロステリック阻害剤、アナボリックステロイド、蘇生薬、鎮痛剤、麻酔薬、食欲抑制剤、
制酸剤、抗アレルギー剤、抗血管形成剤、抗不整脈剤、抗菌剤、抗生物質、抗体、抗癌剤
、抗コリン剤、抗コリンエステラーゼ、抗凝血剤、抗けいれん薬、抗痴呆薬、抗うつ剤、
抗糖尿病薬、下痢止め薬、解毒剤、抗てんかん薬、抗葉酸剤、抗真菌剤、抗原、駆虫薬、
抗ヒスタミン、抗高脂血症薬、降圧剤、抗感染薬、抗炎症薬、抗マラリア薬、代謝拮抗剤
、抗ムスカリン剤、抗マイコバクテリア剤、抗新生物薬、抗骨粗しょう剤、抗病原薬、抗
原虫薬、接着分子、解熱薬、抗リウマチ剤、防腐剤、抗甲状腺薬、抗潰瘍薬、抗ウイルス
薬、抗不安鎮静薬、アストリンゼン、ベータ－アドレナリン受容体遮断薬、殺生剤、血液
凝固因子、カルシトニン、強心剤、化学療法薬、コレステロール低下薬、補因子、コルチ
コステロイド、鎮咳剤、サイトカイン、利尿薬、ドーパミン作用薬、エストロゲン受容体
調節剤、酵素およびその補因子、酵素阻害剤、増殖分化因子、増殖因子、血液系作用薬、
造血薬、ヘモグロビン調整剤、止血薬、ホルモンおよびホルモン類似体、催眠薬、降圧利
尿薬、免疫学的因子、免疫賦活薬、免疫抑制剤、阻害剤、リガンド、脂質調節剤、リンホ
カイン、ムスカリン作用薬、筋弛緩薬、神経遮断薬、向神経薬、パクリタクセルおよび誘
導体化合物、副交感神経様作用薬、副甲状腺ホルモン、促進剤、プロスタグランジン、精
神治療薬、向精神薬、放射性医薬品、受容体、鎮静剤、性ホルモン、滅菌剤、刺激剤、血
小板新生剤、栄養因子、交感神経様作用薬、甲状腺薬、ワクチン、血管拡張薬、ビタミン
、キサンチン、ならびにそれらの結合体、複合体、前駆体、代謝産物、および混合物から
なる群より選択される薬剤である、請求項１から２８のいずれかに記載の方法。
【請求項３０】
　前記微粒子が担体巨大分子を含む、請求項１から２９のいずれかに記載の方法。
【請求項３１】
　多相分散系を処理する方法であって、
　分散相および連続相を含み、固体微粒子および第１の濃度における第１の不揮発性物質
を含む多相分散系を用意する工程、
　前記第１の濃度を超える第２の濃度における第２の不揮発性物質を含む非溶媒を用意す
る工程であって、前記微粒子が前記非溶媒に実質的に不溶性である、工程、
　前記多相分散系および前記非溶媒を混合する工程、ならびに
　前記微粒子の大部分が前記分散系から分離されるように、前記微粒子の前記非溶媒中へ
のまたはそれを通っての移動を選択的に行う工程
を含む、方法。
【請求項３２】
　前記非溶媒を用意する工程が、前記非溶媒を遠心分離装置中に導入し、それにより、そ
の中に非溶媒層を形成する工程を含み、
　前記多相分散系および前記非溶媒を混合する工程が、前記非溶媒層の上部面に前記多相
分散系を層状化し、それにより、層状化された組成物を形成する工程を含み、
　前記微粒子の前記非溶媒中へのまたはそれを通っての移動を選択的に行う工程が、前記
層状化された組成物を遠心分離にかける工程を含む、請求項３１に記載の方法。
【請求項３３】
　前記微粒子が、帯電しているかまたは誘導性電荷を有し、前記微粒子の移動を選択的に
行う工程が、電気泳動で達成される、請求項３１に記載の方法。
【請求項３４】
　前記微粒子が活性剤を含む、請求項３１から３３のいずれかに記載の方法。
【請求項３５】
　前記微粒子が、担体巨大分子、生物活性巨大分子、およびそれらの組合せからなる群よ
り選択される巨大分子を含む、請求項３１から３４のいずれかに記載の方法。
【請求項３６】
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　前記巨大分子が、炭水化物、ペプチド、タンパク質、ベクター、核酸、それらの複合体
、それらの結合体、およびそれらの組合せからなる群より選択される少なくとも１種の生
物活性巨大分子を含む、請求項３５に記載の方法。
【請求項３７】
　前記第１および第２の不揮発性物質が、それらの化学構造および／または分子量におい
て異なる、請求項３１から３６のいずれかに記載の方法。
【請求項３８】
　前記第１および第２の不揮発性物質が同じである、請求項３１から３７のいずれかに記
載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、多相分散系、より詳細には、このような分散系を処理する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　　本明細書で「微粒子」と総称して言及される微粒子、ミクロスフェア、およびマイク
ロカプセルは、１ミリメートル未満、より好ましくは１００ミクロン未満の直径を有する
固体または半固体であり、種々のポリマーおよびタンパク質（これらに限定されない）を
含む種々の物質から形成することができる。微粒子は、様々な用途、主に分離、診断、お
よび薬物送達において用いられてきた。
【０００３】
　分離技術で用いられる微粒子の最も周知な例は、ポリアクリルアミド、ヒドロキシアパ
タイト、またはアガロースなどの合成またはタンパク質起源のポリマーから形成されるも
のである。これらのポリマー微粒子は一般に、分子量および／またはイオン電荷に基づい
て、あるいは微粒子に化学的に結合させた分子との相互作用によってタンパク質などの分
子を分離するために用いられている。
【０００４】
　診断分野において、球形ビーズまたは粒子は、多年にわたって生化学者のための手段と
して市販されてきた。例えば、微粒子は、酵素、酵素に対する基質、または標識抗体で誘
導体化され、次いで、分子と相互作用して、直接または間接に検出される。いくつかの誘
導体化ビーズが市販されており、様々な構成要素および大きさを有する。
【０００５】
　制御された薬物送達分野では、分子は、微粒子内に被包され、またはマトリックス中に
取り込まれて、その分子の制御された放出を提供してきた。相分離、溶媒蒸発、乳化、お
よびスプレー乾燥を含めて、多くの種々の技術が、様々なポリマーからこのような微粒子
を作製するために用いられてきた。一般に、ポリマーは微粒子の支持構造を形成し、問題
の薬物または分子は、その支持構造に取り込まれる。微粒子を形成するために用いられる
例示的なポリマーには、乳酸およびグリコール酸のホモポリマーおよびコポリマー（ＰＬ
ＧＡ）、ブロックコポリマー、ならびにポリホスファゼンが含まれる。
【０００６】
　特許文献１（‘２０５公開）には、溶解した相分離向上剤（複数可）を含む水性および
／または水混和性溶媒（複数可）に活性剤を溶解させて、単一液相の溶液を形成する工程
を含む微粒子を形成する相分離法が開示されている。次いで、この溶液に、液－固相分離
を施し、該相分離向上剤（複数可）および溶媒（複数可）が該液相を含みながら、該活性
剤によって、固体球状小粒子（すなわち、固相）を形成する。この‘２０５公開には、微
粒子を含む溶液および／または乾燥粉末を、活性剤が不溶性であり、（望まれていない）
相分離向上剤が可溶性である液体媒体で洗浄する工程を含む、微粒子を得る方法が開示さ
れている。開示されている液体媒体には、有機溶媒および超臨界流体が含まれる。代表的
な洗浄方法には、透析ろ過および遠心分離が含まれる。次いで、残存する液相は通常、凍
結乾燥または蒸発によって除去される。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００５／０１７０００５号明細書
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　一実施形態において、多相分散系を処理する方法は、分散相および連続相を含み、固体
微粒子および少なくとも第１の不揮発性物質を含む多相分散系を用意する工程、非溶媒を
用意する工程、該多相分散系および該非溶媒を混合する工程、ならびに該微粒子の大部分
が該分散系から分離されるように、該微粒子の該非溶媒中へのまたはそれを通っての移動
を選択的に行う工程を含み、該微粒子は、該非溶媒に実質的に不溶性であり、該非溶媒は
、該連続相の密度を超える密度、または該連続相の粘度を超える粘度を有する。
【０００９】
　別の実施形態において、多相分散系を処理する方法は、分散相および連続相を含み、固
体微粒子および第１の濃度における第１の不揮発性物質を含む多相分散系を用意する工程
、該第１の濃度を超える第２の濃度における第２の不揮発性物質を含む非溶媒を与える工
程であって、該微粒子が該非溶媒に実質的に不溶性である工程、該多相分散系および該非
溶媒を混合する工程、ならびに該微粒子の大部分が該分散系から分離されるように、該微
粒子の該非溶媒中へのまたはそれを通っての移動を選択的に行う工程を含む。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本開示は、多相分散系、より詳細には、このような分散系を処理する方法に関する。具
体的には、本開示は、反応／インキュベーション媒体から微粒子を含む分散相を分離する
方法に関し、そのため、該微粒子を、収集し、ならびに／または薬物送達、診断、分離、
および他の用途に適した組成物および製剤に取り込むことができる。
【００１１】
　開示される方法は、（１）微粒子集塊の減少を達成することができる（微粒子を処理す
る公知の方法と比べて）；（２）微粒子は、薬学的に許容される希釈剤と／の中へ配合さ
れ、凍結乾燥または蒸発などの費用と時間のかかる乾燥工程を行うことなく、被験体に投
与され得る組成物を得ることができる；ならびに（３）微粒子の精製および単離を比較的
容易に達成することができる（微粒子を処理する公知の方法と比べて）こと（これらに限
定されない）を含むいくつかの理由について有利である。
【００１２】
　一実施形態において、多相分散系を処理する方法は、分散相および連続相を含み、固体
微粒子および少なくとも第１の不揮発性物質を含む多相分散系を用意する工程、非溶媒を
用意する工程、該多相分散系および該非溶媒を混合する工程、ならびに該微粒子の大部分
が該分散系から分離されるように、該微粒子の該非溶媒中へのまたはそれを通っての移動
を選択的に行う工程を含み、該微粒子は、該非溶媒に実質的に不溶性であり、該非溶媒は
、該連続相の密度を超える密度、または該連続相の粘度を超える粘度を有する。
【００１３】
　別の実施形態において、多相分散系を処理する方法は、分散相および連続側を含み、固
体微粒子および第１の濃度における第１の不揮発性物質を含む多相分散系を用意する工程
、該第１の濃度を超える第２の濃度における第２の不揮発性物質を含む非溶媒を与える工
程であって、該微粒子は該非溶媒に実質的に不溶性である工程、該多相分散系および該非
溶媒を混合する工程、ならびに該微粒子の大部分が該分散系から分離されるように、該微
粒子の該非溶媒中へのまたはそれを通っての移動を選択的に行う工程を含む。
【００１４】
　　本明細書で別に規定されない限り、本開示で用いられる科学および技術用語は、当業
者によって一般に理解され、および用いられている意味を有するものとする。文脈により



(7) JP 2012-500797 A 2012.1.12

10

20

30

40

50

別に必要とされない限り、単数形の用語はその同一物の複数形を含むものとし、複数形の
用語は、その単数形を含むものとする。具体的には、本明細書および特許請求の範囲で用
いられる場合、単数形「１つ（ａ）」および「１つ（ａｎ）」は、文脈が明確に別に示さ
ない限り、複数形の言及を含む。したがって、例えば、微粒子への言及は、当業者に公知
のそれらの均等物も含めて、１個のこのような微粒子または複数のこのような微粒子への
言及である。また、本明細書および特許請求の範囲で用いられる場合、「少なくとも１つ
」および「１つまたは複数」という用語は、同じ意味を有し、１つ、２つ、３つまたはそ
れ以上を含む。別に示されない限り、以下の用語は、本開示の文脈で用いられる場合、以
下の意味を有すると理解されるものとする。
【００１５】
　「分散系」は、固体または非固体連続相（例えば、流体、液体、水、有機、気体の）中
に存在する少なくとも１つの分散相または不連続相（場合によって、例えば、固体微粒子
の形態におけるように、細かく分けられている）を有する物質の混合物を指す。本開示に
よる分散系の代表的な例には、固体中固体、液体中固体、気体中固体などが含まれる。分
散系は、実質的に均一または非均一であり得る。懸濁液は、不連続の固相（微粒子など）
が、長期間（例えば、少なくとも５秒間、１０秒間または３０秒間、例えば、数分間、数
時間、数日間、数週間、数カ月間、もしくはさらに１年間またはそれ以上）連続相中に安
定的に懸濁したままで（実質的に沈殿なしに）あり得る特定の分散系である。「多相分散
系」は、少なくとも２相、例えば、３相またはそれ以上の相を有する分散系である。一例
では、このような分散系は、１つの分散相に加えて、２種の不混和性溶媒または溶媒系を
含み得る。
【００１６】
　「微粒子」は、約１ｍｍ未満、例えば、約２００ミクロン未満、約１００ミクロン未満
、約１０ミクロン未満、約１ミクロン未満、約１００ｎｍ未満、約１０ｎｍ未満、約０．
１ｎｍ超、約１ｎｍ超、およびこれらの値の間の範囲の平均幾何粒径（直径と称されるこ
ともある）を有する固体微粒子（実質的に固体または半固体を含むが、ゲル、液体および
気体は除く）を指す。したがって、平均幾何粒径の適切は範囲には、約０．１ｎｍから約
１ｍｍ、約１ｎｍから約１ｍｍ、約１０ｎｍから約１ｍｍ、約１００ｎｍから約１ｍｍ、
約１ミクロンから約１ｍｍ、約１０ミクロンから約１ｍｍ、約１００ミクロンから約１ｍ
ｍ、約２００ミクロンから約１ｍｍ、約０．１ｎｍから約２００ミクロン、約１ｎｍから
約２００ミクロン、約１０ｎｍから約２００ミクロン、約１００ｎｍから約２００ミクロ
ン、約１ミクロンから約２００ミクロン、約１０ミクロンから約２００ミクロン、約１０
０ミクロンから約２００ミクロン、約０．１ｎｍから約１００ミクロン、約１ｎｍから約
１００ミクロン、約１０ｎｍから約１００ミクロン、約１００ｎｍから約１００ミクロン
、約１ミクロンから約１００ミクロン、約１０ミクロンから約１００ミクロン、約０．１
ｎｍから約１０ミクロン、約１ｎｍから約１０ミクロン、約１０ｎｍから約１０ミクロン
、約１００ｎｍから約１０ミクロン、約１ミクロンから約１０ミクロン、約０．１ｎｍか
ら約１ミクロン、約１ｎｍから約１ミクロン、約１０ｎｍから約１ミクロン、約１００ｎ
ｍから約１ミクロン、約０．１ｎｍから約１００ｎｍ、約１ｎｍから約１００ｎｍ、約１
０ｎｍから約１００ｎｍ、約０．１ｎｍから約１０ｎｍ、約１ｎｍから約１０ｎｍ、およ
び／または約０．１ｎｍから約１ｎｍが含まれる。平均幾何粒径は、動的光散乱法（例え
ば、光相関分光法、レーザ回折法、低角レーザ光散乱法（ＬＡＬＬＳ）、中角レーザ光散
乱法（ＭＡＬＬＳ）、光遮蔽法（コールター分析法など）、または他の方法（レオロジー
、光または電子顕微鏡など））によって測定され得る。肺送達のための微粒子は、飛行時
間測定値またはアンダーセンカスケードインパクタ測定値によって決定した空気力学的粒
径を有する。球形を有する微粒子は、ときに、ミクロスフェアおよびナノスフェアと称さ
れる。カプセル化構造を有する微粒子は、マイクロカプセルおよびナノカプセルと称され
ることもある。微粒子は、多孔性であり得、例えば、１つまたは複数の内部空隙および／
または空洞を有する。他の微粒子は、非多孔性であり、および／またはこのような空隙ま
たは空洞を含まない。微粒子は、限定されないが、活性剤、担体、ポリマー、錯化剤、安
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定剤、賦形剤、イオン、水分、残留溶媒、不純物、副生成物、および／または製造関連化
合物を含む１種または複数の物質から、部分的または全体的に形成される。微粒子は、結
晶性、非晶性、微結晶性、ナノ結晶性、またはそれらの組合せであり得る。
【００１７】
　「活性剤」は、インビトロおよび／またはインビボで１つまたは複数の物理的、化学的
、および／または生物学的作用を直接または間接に引き出すことができる天然に存在する
物質、組換え物質、合成物質、または半合成物質（例えば、化合物、発酵物、抽出物、細
胞構造物）を指す。活性剤は、例えば、寄生生物を破壊する、または宿主もしくは寄生生
物の生理機能を実質的に変えることにより疾患もしくは異常の作用を制限するなどによっ
て生体の異常および／または病的状態を予防し、緩和し、治療し、および／または治癒さ
せることができる。活性剤は、生理学的身体機能を維持し、増大させ、低下させ、制限し
、または破壊することができる。活性剤は、インビトロおよび／またはインビボでの試験
によって生理学的状況または状態を診断することができる。活性剤は、動物または微生物
を誘引し、不能にさせ、阻害し、殺し、変性し、撃退しおよび／または遅延させることに
よって、環境または生体を制御または保護することができる。活性剤は、身体を別の方法
で治療する（脱臭、保護、装飾、手入れするなど）ことができる。その作用および／また
は用途に依存して、活性剤はさらに、生物活性剤、薬剤（予防薬、治療剤など）、診断薬
、栄養剤、および／または化粧剤と称することができ、限定なしに、プロドッグ、アフィ
ニティー分子、合成有機分子、ポリマー、２ｋＤａ以下の分子量を有する分子（約１．５
ｋＤａ未満または約１ｋＤａ未満の分子量を有するものなど）、巨大分子（約２ｋＤａよ
り大きい、例えば、約５ｋＤａより大きいまたは約２ｋＤａから約５ｋＤａの分子量を有
するものなど）、タンパク質様化合物、ペプチド、ビタミン、ステロイド、ステロイド類
似体、脂質、核酸、炭水化物、それらの前駆体、およびそれらの誘導体を含む。活性剤は
、イオン性または非イオン性であることができ、中性、正に帯電、負に帯電、または双性
であることができ、単独で用いても、それらの２つ以上を組み合わせて用いてもよい。活
性剤は、水不溶性または水溶性であることができる。活性剤は、７．０以上、または７．
０未満の等電点をもつことができる。
【００１８】
　「タンパク質様化合物」は、タンパク質またはそれに構造的および／もしくは機能的に
関連した天然、合成、半合成、もしくは組換え化合物、例えば、ペプチド結合を介して共
有結合されたα－アミノ酸を含むまたはそれから本質的になるものなどを指す。非限定的
なタンパク質様化合物には、球状タンパク質（例えば、アルブミン、グロブリン、ヒスト
ン）、繊維状タンパク質（例えば、コラーゲン、エラスチン、ケラチン）、化合物タンパ
ク質（１つまたは複数の非ペプチド成分を含むもの、例えば、糖タンパク質、核タンパク
質、ムコタンパク質、リポタンパク質、金属タンパク質を含む）、治療用タンパク質、融
合タンパク質、受容体、抗原（合成または組換え抗原など）、ウイルス表面タンパク質、
ホルモンおよびホルモン類似体、抗体（モノクローナルまたはポリクローナル抗体など）
、酵素、Ｆａｂフラグメント、環状ペプチド、線状ペプチドなどが含まれる。非限定的な
治療用タンパク質には、骨形成タンパク質、薬物耐性タンパク質、トキソイド、エリスロ
ポエチン、血液凝固カスケードのタンパク質（例えば、第ＶＩＩ因子、第ＶＩＩＩ因子、
第ＩＸ因子など）、サブチリシン、オボアルブミン、アルファ－１－アンチトリプシン（
ＡＡＴ）、ＤＮａｓｅ、スーパーオキシドジスムターゼ（ＳＯＤ）、リゾチーム、リボヌ
クレアーゼ、ヒアルロニダーゼ、コラゲナーゼ、ヒト成長ホルモン（ｈＧＨ）、エリスロ
ポエチン、インスリン、インスリン様成長因子、インターフェロン、グラチラマー、顆粒
球マクロファージコロニー刺激因子、顆粒球コロニー刺激因子、デスモプレシン、黄体形
成ホルモン放出ホルモン（ＬＨＲＨ）アゴニスト（例えば、ロイプロリド、ゴセレリン、
ブセレリン、ゴナドレリン、ヒストレリン、ナファレリン、デスロレリン、フェルチレリ
ン、トリプトレリン）、ＬＨＲＨアンタゴニスト、バソプレシン、シクロスポリン、カル
シトニン、副甲状腺ホルモン、副甲状腺ホルモンペプチド、グルコゲン様ペプチド、およ
びそれらの類似体が含まれる。タンパク質様化合物は、中性、正に帯電、負に帯電、また



(9) JP 2012-500797 A 2012.1.12

10

20

30

40

50

は双性であってもよく、単独で用いても、それらの２種以上を組み合せて用いてもよい。
【００１９】
　「核酸」は、２つ以上の同じまたは異なるヌクレオチドから少なくとも部分的に形成さ
れた天然、合成、半合成、または組換え化合物を指し、単鎖または二本鎖であり得る。核
酸の非限定的な例には、オリゴヌクレオチド（２０以下の塩基対を有するもの、例えば、
センス、アンチセンス、またはミスセンスなど）、アプタマー、ポリヌクレオチド（例え
ば、センス、アンチセンス、またはミスセンス）、ＤＮＡ（例えば、センス、アンチセン
ス、またはミスセンス）、ＲＮＡ（例えば、センス、アンチセンス、またはミスセンス）
、ｓｉＲＮＡ、ヌクレオチド酸構築物、それらの単鎖または二本鎖セグメント、ならびに
それらの前駆体および誘導体（例えば、糖化、過剰糖化、ＰＥＧ化、ＦＩＴＣ標識された
、ヌクレオシド、それらの塩）が含まれる。核酸は、中性、正に帯電、負に帯電、または
双性であってもよく、単独で用いても、それらの２種以上を組み合わせて用いてもよい。
【００２０】
　「巨大分子」は、三次元（例えば、三次および／または四次の）構造を与えることがで
きる物質を指し、担体および本開示のある種の活性剤を含む。巨大分子は通常、２ｋＤ以
上、例えば、５ｋＤ超または２ｋＤと５ｋＤの間の分子量を有する。微粒子を形成するた
めに用いられる非限定的な巨大分子には、とりわけ、ポリマー、コポリマー、タンパク質
（例えば、酵素、組換えタンパク質、ヒト血清アルブミンなどのアルブミン、モノクロー
ナル抗体、ポリクローナル抗体、タンパク質様化合物）、ペプチド、脂質、炭水化物（例
えば、単糖、二糖、多糖）、核酸、ベクター（例えば、ウイルス、ウイルス粒子）、なら
びにそれらの複合体および結合体（例えば、２つの巨大分子間（例えば、炭水化物－タン
パク質複合体もしくは結合体）の、または活性剤と巨大分子（例えば、ハプテン－タンパ
ク質複合体もしくは結合体）との間の共有結合および／または非共有結合）が含まれる。
巨大分子は、中性、正に帯電、負に帯電、または双性であってもよく、単独で用いてもそ
れらの２種以上を組み合わせて用いてもよい。
【００２１】
　「担体」は、ミクロスフェアに三次元構造（三次および／または四次構造を含む）を与
える主な機能を有する化合物（通常巨大分子）を指す。担体は、上に記載されたとおりの
微粒子を形成する際に活性剤と会合していなくても、または会合していてもよい（その結
合体または複合体など）。担体はさらに、例えば、活性剤である、微粒子からのその活性
剤の放出プロファイルを変更する、そして／または微粒子に１つもしくは複数の特定の性
質を付与する（正味の表面電荷に少なくとも部分的に寄与するなど）などの他の機能を与
え得る。一例では、担体は、１，５００ダルトン以上の分子量を有するタンパク質（例え
ば、ヒト血清アルブミンなどのアルブミン）である。
【００２２】
　「ポリマー」または「ポリマーの」は、少なくとも１つの主鎖、分岐、または環状構造
中に２つ以上の繰返しモノマー単位を有する天然、組換え、合成または半合成分子を指す
。ポリマーには広く、二量体、三量体、四量体、オリゴマー、高分子量ポリマー、付加体
、ホモポリマー、ランダムコポリマー、擬コポリマー、統計コポリマー、交互コポリマー
、周期コポリマー、二元重合体、三元重合体、四元重合体、コポリマーの他の形態、それ
らの置換誘導体、およびそれらの混合物が含まれる。一態様において、ポリマーおよびポ
リマーのという用語は、１０以上の繰返しモノマー単位を有する分子を指す。ポリマーは
、線状、分岐、ブロック、グラフト、単分散、多分散、規則性、不規則性、タクチック、
イソタクチック、シンジオタクチック、立体規則性、アタクチック、立体障害、単鎖、二
本鎖、星形、櫛形、樹状、および／またはイオノマーであることができ、イオン性または
非イオン性であることができ、中性、正に帯電、負に帯電、または双性であることができ
、単独で用いてもそれらの２種以上を組み合わせて用いてもよい。
【００２３】
　「球状の」は、少なくとも「実質的に球状」である幾何学的形状を指す。「実質的に球
状の」は、幾何中心を通る任意の断面上の最長長さ（すなわち、外周上の２点間の１つで
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、その形状の幾何中心を通る）対最短長さの比が、約１．５未満、例えば、約１．３３未
満、または約１．２５未満であることを意味する。したがって、球状は、対称線を必要と
しない。さらに、微粒子は、表面組織性（微粒子の全体の大きさと比較した場合、一定の
割合で小さい連続または不連続の線、島、格子、くぼみ、溝開口、隆起など）を有するこ
とができ、なお球状と考えることができる。微粒子が球状である場合、微粒子間の表面接
触は最小化され、したがって、微粒子の望ましくない集塊は通常最小化される。相対的に
、非球状結晶または薄片である微粒子は通常、相対的に大きな平面におけるイオン性およ
び／または非イオン性相互作用を介して観測可能な集塊を示す。
【００２４】
　「固体」は、少なくとも実質的な固体および／または半固体を含むが、液体および気体
を除く状態を指す。
【００２５】
　「周囲温度」は、室温付近の、通常約２０℃から約４０℃、例えば、約２０℃から約２
５℃の範囲の温度を指す。
【００２６】
　「から形成される（ｆｏｒｍｅｄ　ｆｒｏｍ）」および「から形成される（ｆｏｒｍｅ
ｄ　ｏｆ）」は、オープンランゲージを意味する。したがって、列挙された成分のリスト
から形成される（ｆｏｒｍｅｄ　ｆｒｏｍ；ｆｏｒｍｅｄ　ｏｆ）組成物は、少なくとも
これらの列挙された成分を含む組成物であり、該組成物の配合の間におよび／または最終
の得られた生成物において他の列挙されていない成分をさらに含むことができることが意
図される。
【００２７】
　別に明示的に断らない限り、物質の量、時間、温度、反応条件、量の比、分子量の値（
数平均分子量Ｍｎか重量平均分子量Ｍｗにかかわらず）および本明細書で開示されるその
他のものについてなどの数値範囲、量、値およびパーセンテージのすべては、「約」が本
明細書における前記範囲、量、値、およびパーセンテージと組み合わせて明示的に用いら
れないとしても、「約」という用語によってすべての場合に修飾されていると理解される
べきである。したがって、特に断らない限り、本開示および添付の特許請求の範囲で示さ
れる数値パラメータは、変わり得る近似値である。最低限でも、各数値パラメータは少な
くとも、報告された有効数字に照らして、および通常の四捨五入の技法を適用することに
よって解釈されるべきである。
【００２８】
　本開示の広い範囲を示す数値範囲およびパラメータが近似値であるにもかかわらず、具
体的な実施例で示される数値は、可能な限り正確に報告される。しかし、そのそれぞれの
試験測定において見られる標準偏差のために、任意の数値は本質的にいくらか不確かであ
る。さらに、様々な範囲の数値範囲が本明細書で示される場合、列挙された値を含むこれ
らの値の任意の組合せは、本開示の教示に従って用いることができることが企図される。
【００２９】
　「例えば、～など（ｓｕｃｈ　ａｓ）」および「例えば（ｅ．ｇ．）」に続くものを含
めて、本明細書で与えられる例は、本開示およびその実施形態の様々な態様および特徴の
単に説明的なものと考えられ、したがって、言及される用語または語句のいずれの範囲も
変更するものではない。当業者に公知のおよび／または入手できるそれらのいずれの適当
な均等、変更、および修正（物質（ｍａｔｅｒｉａｌ）、物質（ｓｕｂｓｔａｎｃｅ）、
構築物、組成物、製剤、手段、方法、条件などを含む）も本明細書で開示されるものの代
わりに、またはそれと組み合わせて使用または実施することができ、本開示の範囲内であ
ると考えられる。その全体で本開示を通して、「例」、「例（複数）」、「例えば、～な
ど」、「例えば」、およびそれらの同様のものに続く、本明細書で開示される１つ、２つ
、またはそれ以上の特徴および態様のいずれもおよびすべては、明示的または暗示的に、
当業者によって理解されて適切な場合はいつでもどこでも、それらの２つ、３つ、または
それ以上の任意の組合せ（それらの均等、変更、および修正を含む）で実施され得る。し
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たがって、本明細書で開示される具体的な詳細は、限定的ではなく、単に特許請求の範囲
に対する根拠として、および当業者によって理解されるような実質的に任意の適当な仕方
で本開示の態様および特徴を様々に用いるために当業者に教示するための典型的な根拠と
して解釈されるべきである。
【００３０】
　微粒子
　非限定的な微粒子、微粒子を作製するための物質および方法、微粒子を含む組成物およ
び製剤、ならびにこのような微粒子、組成物、および製剤の有用性は、それらの開示がそ
れらの全体で参照により本明細書に組み込まれる、米国特許第５，５２５，５１９号、同
第５，５５４，７３０号、同第５，５７８，７０９号、同第５，５９９，７１９号、同第
５．９８１，７１９号、同第６，０９０，９２５号、同第６，２６８，０５３号、および
同第６，４５８，３８７号、米国特許出願公開第２００３００５９４７４号、同第２００
３００６４０３３号、同第２００４００４３０７７号、同第２００５００４８１２７号、
同第２００５０１４２２０１号、同第２００５０１４２２０５号、同第２００５０１４２
２０６号、同第２００５０１４７６８７号、同第２００５０１７０００５号、同第２００
５０２３３９４５号、同第２００６００１８９７１号、同第２００６００２４２４０号、
同第２００６００２４３７９号、同第２００６０２６０７７７号、同第２００７００９２
４５２号、同第２００７０２０７２１０号、および同第２００７０２８１０３１号に開示
されているものが含まれる。微粒子は、一般に、単分散サイズ分布または多分散サイズ分
布などの均一なサイズ分布、および一般に、実質的に球状であるなどの均一な形状を有し
得る。成分またはそれらの組合せの選択、種々の成分の濃度、反応温度、反応時間、およ
び／またはｐＨ（反応が水溶液で行われる場合）など（これらに限定されない）の１つま
たは複数の可変要素を操作することによって、微粒子の１つまたは複数の特性は作製の間
に調整され得る。
【００３１】
　微粒子は、１種の活性剤または２種以上の活性剤の組合せを急速および／または制御さ
れた放出プロファイルで、インビボ、エキソビボ、および／またはインビトロで送達する
ために適切であり、薬物送達、ワクチン接種、遺伝子治療、および組織病理学的またはイ
ンビボでの組織または腫瘍の画像化などの多種多様な治療、製薬、診断、医学、薬剤、化
粧、栄養、殺生物、分離、工業、商業、および研究用途に有用である。微粒子は、対象へ
の経口、非経口、粘膜、眼、静脈内、皮下（ｓｕｂｃｕｔａｎｅｏｕｓ）、皮下（ｓｕｂ
ｄｅｒｍａｌ）、皮内、関節内、筋内、肺（経口および鼻孔吸入を含む）、および／また
は局所投与のために製剤化され得る。静脈内投与には、カテーテル法および血管形成術が
含まれる。
【００３２】
　微粒子は通常、１種または複数の巨大分子を含む。１種または複数の巨大分子（通常、
１種もしくは複数の生物活性巨大分子および／または１種もしくは複数の担体巨大分子）
は、微粒子の重量および／または体積で少なくとも１％、５％、１０％、２０％、３０％
、４０％、５０％、６０％、７０％、８０％、９０％、９５％、もしくは９８％、および
最大１００％、または１００％未満を含み得るか、あるいはこのような値の任意の２つの
間の範囲で存在し得る。微粒子は、別のより大きな巨大分子の一部（例えば、フラグメン
ト、セグメント、サブユニット）であり得ることが当業者に理解される。巨大分子が、例
えば、受容体－リガンド相互作用の受容体またはリガンド部分であり得るアフィニティー
分子を含むことがさらに理解される。リガンドの非限定的な例には、ウイルス、細菌、多
糖、または動物に投与される場合免疫応答を生じる抗原として作用し、抗体の産生を引き
起こす毒素が含まれる。
【００３３】
　ポリマー、錯化剤、安定剤、賦形剤、イオン、水分、残留溶媒、不純物、副生成物（こ
れに限定されない）を含む、上に記載された巨大分子および下に記載される活性剤以外の
１種または複数の成分は、微粒子中に微粒子の重量および／または体積で５０％以下、３
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０％以下、２０％以下、１０％以下、５％以下、もしくは２％以下、または０％超の、あ
るいはこのような値の任意の２つの間の範囲の量で存在し得る。さらに、微粒子の形成の
間に反応／インキュベーション媒体中に存在する任意の成分（例えば、不揮発性物質など
）は、得られた微粒子から実質的に除去することができ、したがって、この得られた微粒
子の中に不存在であり得る。それらの形成（インサイチュであってもそうでなくてもよい
）に続いて直ちにまたはその後の段階で、微粒子は、連続固相（例えば、その分散系を含
む凍結固体）または非固相（例えば、反応／インキュベーション媒体（微粒子がその中で
形成される）などの流動性媒体、または洗浄媒体）中に分散され得る（例えば、コロイド
または懸濁液として）。
【００３４】
　微粒子は、連続相と実質的に同じまたは異なる（より大きいまたはより小さいなど）密
度を有し得る（同じ温度、例えば、周囲温度で測定して）。微粒子、および連続相の密度
は、それぞれの重量を体積で除したものに等しい。微粒子は、０．８ｇ／ｃｍ３、０．９
５ｇ／ｃｍ３、１．０ｇ／ｃｍ３、１．０５ｇ／ｃｍ３、１．１ｇ／ｃｍ３、１．３ｇ／
ｃｍ３、１．３５ｇ／ｃｍ３、１．５ｇ／ｃｍ３、および１．９ｇ／ｃｍ３などの値未満
の、それらに等しい、もしくはそれらより大きい、またはこのような値の任意の２つの間
、例えば、１．０ｇ／ｃｍ３と１．５ｇ／ｃｍ３の間、もしくは１．２ｇ／ｃｍ３と１．
５ｇ／ｃｍ３の間の範囲の密度を有し得る。微粒子の密度は、適当な勾配媒体（例えば、
アルカリ金属の塩、例えば、ＮａＣｌ、ＮａＢｒ、ＮａＩ、ＫＢｒ、ＣｓＦ、ＣｓＣｌ、
ＣｓＢｒ、硫酸セシウム、酢酸セシウム、トリフルオロ酢酸セシウム、ＲｂＣｌ、および
酒石酸カリウムなど；中性水溶性分子、例えば、（ブドウ糖、グリセロール、または鉱油
を場合によって添加した）ショ糖など；親水性巨大分子、例えば、デキストラン、ショ糖
－エピクロロヒドリンコポリマー、およびウシ血清アルブミンなど；他の合成分子、例え
ば、トリヨード安息香酸のナトリウム塩またはメチルグルカミン塩、およびメトリゾ酸の
ナトリウム塩またはメチルグルカミン塩、ならびにメトリザミドなど）を用いて密度－勾
配法（例えば、遠心分離または超遠心分離を用いて）および他の公知の方法によって、周
囲温度でヘリウム比重瓶法によって測定され得る。密度－勾配法に関連する標準法には、
ＡＳＴＭ　Ｄ１５０５－０３、ＡＳＴＭ　Ｄ１５０５－９８、およびＩＳＯ１１８３－２
が含まれる。
【００３５】
　活性剤
　１つまたは複数の活性剤は通常、微粒子の少なくとも一部（例えば、中心またはコア部
、１つまたは複数の特異的またはランダムに分布した区画、内面および／または外面）と
共有結合的および／または非共有結合的に結合しており、ならびに／あるいはそれらによ
って取り込まれている。例えば、１種または複数の活性剤は、１種もしくは複数の巨大分
子（例えば、生物活性巨大分子および／または担体巨大分子）および／または１種もしく
は複数の他の成分（例えば、その複合体または結合体として、１種または複数のポリマー
と一緒に）の、少なくとも一部または実質的にすべてと、共有結合および／または非共有
結合的に結合していてもよく、ならびに／あるいはそれらによって取り込まれていてもよ
い。
【００３６】
　活性剤は、製剤であることができる。その作用および／または用途に依存して、製剤に
は、アジュバント、アドレナリン作用薬、アドレナリン遮断薬、アドレノコルチコイド、
抗アドレナリン薬、アドレナリン作動薬、アルカロイド、アルキル化剤、アロステリック
阻害剤、アナボリックステロイド、蘇生薬、鎮痛剤、麻酔薬、食欲抑制剤、制酸剤、抗ア
レルギー剤、抗血管新生剤、抗不整脈剤、抗菌剤、抗生物質、抗体、抗癌剤（例えば、パ
クリタクセルおよび誘導体化合物など）、抗コリン剤、抗コリンエステラーゼ、抗凝血剤
、抗けいれん薬、抗痴呆薬、抗うつ剤、抗糖尿病薬、下痢止め薬、解毒剤、抗てんかん薬
、抗葉酸剤、抗真菌剤、抗原、駆虫薬（ａｎｔｉｈｅｌｍｉｎｔｉｃｓ）、抗ヒスタミン
薬、抗高脂血症薬、降圧剤、抗感染薬、抗炎症薬、抗マラリア薬、代謝拮抗剤、抗ムスカ
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リン剤、抗マイコバクテリア剤、抗新生物薬、抗骨粗しょう剤、抗病原薬、抗原虫薬、接
着分子、解熱薬、抗リウマチ剤、防腐剤、抗甲状腺薬、抗潰瘍薬、抗ウイルス薬、抗不安
鎮静薬、アストリンゼン、ベータ－アドレナリン受容体遮断薬、殺生剤、血液凝固因子、
カルシトニン、強心剤、化学療法薬、コレステロール低下薬、補因子、コルチコステロイ
ド、鎮咳剤、サイトカイン、利尿薬、ドーパミン作用薬、エストロゲン受容体調節剤、酵
素およびその補因子、酵素阻害剤、増殖分化因子、増殖因子、血液系作用薬、造血薬、ヘ
モグロビン調整剤、止血薬、ホルモンおよびホルモン類似体、催眠薬、降圧利尿薬、免疫
学的因子、免疫賦活薬、免疫抑制剤、阻害剤、リガンド、脂質調節剤、リンホカイン、ム
スカリン作用薬、筋弛緩薬、神経遮断薬、向神経薬、副交感神経様作用薬、副甲状腺ホル
モン、促進剤、プロスタグランジン、精神治療薬、向精神薬、放射性医薬品、受容体、鎮
静剤、性ホルモン、滅菌剤、刺激剤、血小板新生剤、栄養因子、交感神経様作用薬、甲状
腺薬、ワクチン、血管拡張薬、ビタミン、キサンチン、ならびにそれらの結合体、複合体
、前駆体、および代謝産物が含まれるが、これらに限定されない。活性剤は、個々にまた
はそれらの２種以上を組み合わせて用いることができる。一例では、活性剤は、ペプチド
、炭水化物、核酸、他の化合物、それらの前駆体および誘導体、ならびにそれらの２種以
上の組合せ（これらに限定されない）を含む予防薬および／または治療薬である。一態様
において、活性剤は、従来小分子と称される薬剤である。
【００３７】
　活性剤は、生物活性剤、例えば、生物活性巨大分子、例えば、タンパク質（上に記載さ
れたタンパク質様化合物を含む）、ポリペプチド、炭水化物、ポリヌクレオチド、ベクタ
ー（例えば、ウイルスまたはウイルス粒子）、もしくは核酸、またはそれらの２種以上の
組合せであり得る。巨大分子は、天然であっても合成であってもよい。例示的なタンパク
質には、モノクローナル抗体、およびポリクローナル抗体が含まれる。タンパク質は、天
然源から単離されたまたは合成もしくは組換え法によって製造された任意の公知の治療用
タンパク質であることもできる。治療用タンパク質の例には、血液凝固カスケードのタン
パク質（例えば、第ＶＩＩ因子、第ＶＩＩＩ因子、第ＩＸ因子など）、サブチリシン、オ
ボアルブミン、アルファ－１－アンチトリプシン（ＡＡＴ）、ＤＮａｓｅ、スーパーオキ
シドジスムターゼ（ＳＯＤ）、リゾチーム、リボヌクレアーゼ、ヒアルロニダーゼ、コラ
ゲナーゼ、成長ホルモン、エリスロポエチン、インスリン様成長因子またはそれらの類似
体、インターフェロン、グラチラマー、顆粒球マクロファージコロニー刺激因子、顆粒球
コロニー刺激因子、抗体、ＰＥＧ化タンパク質、グリコシル化または過剰グリコシル化タ
ンパク質、デスモプレシン、ＬＨＲＨアゴニスト（例えば：ロイプロリド、ゴセレリン、
ナファレリン、ブセレリンなど）、ＬＨＲＨアンタゴニスト、バソプレシン、シクロスポ
リン、カルシトニン、副甲状腺ホルモン、副甲状腺ホルモンペプチドおよびインスリンが
含まれるが、これらに限定されない。
【００３８】
　活性剤は、化粧剤であり得る。化粧剤の非限定的な例には、エモリエント、保湿剤、フ
リーラジカル阻害剤、抗炎症薬、ビタミン、脱色剤、抗ざ瘡薬、抗脂漏薬、角質溶解薬、
痩せ薬、皮膚着色剤、および日焼け防止剤が含まれる。化粧剤として有用な非限定的な化
合物には、リノール酸、レチノール、レチノイン酸、アスコルビン酸のアルキルエステル
、多価不飽和脂肪酸、ニコチン酸エステル、ニコチン酸トコフェノール、（米、大豆また
はシアバターノキの）不けん化物、セラミド、ヒドロキシ酸（グリコール酸など）、セレ
ン誘導体、酸化防止剤、ベータ－カロチン、ガンマ－オリザノール、およびグリセリン酸
ステアリルが含まれる。化粧剤は、市販されているか、および／または公知の技術によっ
て調製され得る。上記のように、様々な活性剤は、個々にまたはそれらの２種以上を組み
合わせて用いることができる。
【００３９】
　活性剤は、栄養補助剤であり得る。栄養補助剤の非限定的な例には、タンパク質、炭水
化物、水溶性ビタミン（例えば、ビタミンＣ、ビタミンＢ複合体など）、脂溶性ビタミン
（例えば、ビタミンＡ、Ｄ、Ｅ、Ｋなど）、およびハーブ抽出物が含まれる。栄養補助剤
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は、市販されているか、および／または公知の技術によって調製され得る。上記のように
、様々な活性剤は、個々にまたはそれらの２種以上を組み合わせて用いることができる。
【００４０】
　活性剤は、２ｋＤａ以下の分子量を有する化合物であり得る。このような化合物の非限
定的な例には、ステロイド、ベータ－アゴニスト、抗菌剤、抗真菌剤、タキサン（抗有糸
分裂剤および微小管阻害薬）、アミノ酸、脂肪族化合物、芳香族化合物、および尿素化合
物が含まれる。小分子（または小有機分子）として従来公知の活性剤は、２ｋＤａ以下の
分子量を有する代表的な活性剤である。
【００４１】
　活性剤は、診断薬でもあり得る。非限定的な診断薬には、Ｘ線画像化剤および造影剤が
含まれる。Ｘ線画像化剤の非限定的な例には、３，５－ジアセトアミド－２，４，６－ト
リヨード安息香酸エチル（ＷＩＮ－８８８３、ジアトラゾ酸（ｄｉａｔｒａｚｏｉｃ　ａ
ｃｉｄ）のエチルエステル）；６－エトキシ－６－オキソヘキシル－３，５－ビス（アセ
トアミド）－２，４，６－トリヨードベンゾエート（ＷＩＮ６７７２２）；エチル－２－
（３，５－ビス（アセトアミド）－２，４，６－トリヨードベンゾイルオキシ）－ブチレ
ート（ＷＩＮ１６３１８）；エチルジアトリゾキシアセテート（ＷＩＮ１２９０１）；２
－（３，５－ビス（アセトアミド）－２，４，６－トリヨードベンゾイルオキシ）プロピ
オン酸エチル－（ＷＩＮ１６９２３）；Ｎ－エチル２－（３，５－ビス（アセトアミド）
－２，４，６－トリヨードベンゾイルオキシ）アセトアミド（ＷＩＮ６５３１２）；イソ
プロピル２－（３，５－ビス（アセトアミド）－２，４，６－トリヨードベンゾイルオキ
シ）アセトアミド（ＷＩＮ１２８５５）；ジエチル２－（３，５－ビス（アセトアミド）
－２，４，６－トリヨードベンゾイルオキシ）マロネート（ＷＩＮ６７７２１）；エチル
２－（３，５－ビス（アセトアミド）－２，４，６－トリヨードベンゾイルオキシ）フェ
ニル－アセテート（ＷＩＮ６７５８５）；プロパン二酸，［［３，５－ビス（アセチルア
ミノ）－２，４，５－トリヨードベンゾイル］オキシ］ビス（１－メチル）エステル（Ｗ
ＩＮ６８１６５）；および安息香酸，３，５－ビス（アセチルアミノ）－２，４，６－ト
リヨード－４－（エチル－３－エトキシ－２－ブテノエート）エステル（ＷＩＮ６８２０
９）が含まれる。造影剤は、望ましくは、生理学的条件下で比較的迅速に崩壊し、したが
って、いずれの粒子関連炎症反応も最小化することが好ましい。崩壊は、酵素的加水分解
、生理学的ｐＨでのカルボン酸の可溶化、または他の機構から生じ得る。したがって、加
水分解的に不安定なヨウ素処理した化学種（例えば、ＷＩＮ６７７２１、ＷＩＮ１２９０
１、ＷＩＮ６８１６５、およびＷＩＮ６８２０９など）とともに、難溶性のヨウ素処理し
たカルボン酸（例えば、ヨージパミド、ジアトリゾ酸、およびメトリゾ酸など）などが好
まれ得る。
【００４２】
　具体的な一実施形態において、活性剤は、肺疾患の予防および／または治療のための治
療薬であり得る。このような薬剤の非限定的な例には、ステロイド、ベータ－作動薬、抗
真菌薬、抗菌化合物、気管支拡張薬、抗喘息薬、非ステロイド系抗炎症薬（ＮＳＡＩＤＳ
）、ＡＡＴ、および嚢胞性線維症を治療するための薬剤が含まれる。肺疾患の予防および
／または治療のためのステロイドの非限定的な例には、ベクロメタゾン（例えば、ジプロ
ピオン酸ベクロメタゾンなど）、フルチカゾン（例えば、プロピオン酸フルチカゾンなど
）、ブデソニド、エストラジオール、フルドロコルチゾン、フルシノニド、トリアムシノ
ロン（トリアムシノロンアセトニドなど）、フルニソリド、およびそれらの塩が含まれる
が、これらに限定されない。肺疾患の予防および／または治療のためのベータ作動薬の非
限定的な例には、キシナホ酸サルメテロール、フマル酸ホルモテロール、レバルブテロー
ル（ｌｅｖｏａｌｂｕｔｅｒｏｌ）、バンブテロール、トロブテロール、およびそれらの
塩が含まれる。肺疾患の予防および／または治療のための抗真菌薬の非限定的な例には、
イトラコナゾール、フルコナゾール、アンホテリシンＢ、およびそれらの塩が含まれる。
【００４３】
　活性剤は、それらの２種以上を組み合わせて用いることができる。非限定的な例示的組
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合せには、ステロイドとベータ－作動薬、例えば、プロピオン酸フルチカゾンとサルメテ
ロール、ブデソニドとホルモテロールなどが含まれる。多くの他の実行可能な治療的活性
剤の組合せは、当業者に周知である。
【００４４】
　連続相
　多相分散系の連続相は、非固体、例えば、１種の溶媒、もしくは２種以上の溶媒の均一
混合物（ここで、少なくとも第１の溶媒は、少なくとも第２の溶媒に可溶性またはそれと
混和性である）を含む液相、または少なくとも２種の不混和性溶媒を含む多相系であり得
る。溶媒の非限定的な例には、水性流体（例えば、水Ｈ２Ｏ、Ｄ２Ｏ、水性緩衝液、およ
び他の水溶液）、非水性流体（例えば、有機溶媒、有機緩衝液）、および前述の２種以上
の組合せが含まれる。一態様において、非固体連続相は、実質的に水性であってもよく、
例えば、容積で１０％超、例えば、２５％以上、５０％以上、もしくは７５％、またはそ
れ以上の水を含んでいてもよい。連続相は、部分的または完全に、水性もしくは水混和性
、水不混和性、水溶性、または水不溶性であってもよい。
【００４５】
　連続相またはその液相（複数可）は、周囲温度で、例えば、１．１０ｇ／ｃｍ３、１．
０５ｇ／ｃｍ３、１．０ｇ／ｃｍ３、０．９５ｇ／ｃｍ３、０．９ｇ／ｃｍ３、０．８ｇ
／ｃｍ３、０．７ｇ／ｃｍ３、０．６ｇ／ｃｍ３などの値未満であるかもしくはそれらに
等しいか、またはこのような値の任意の２つの間の範囲の密度を有し得る。同じ周囲温度
、例えば、２０℃または２５℃で測定した場合、連続相または液相（複数可）は通常、分
散相またはその中の微粒子の密度と同様のもしくは等しい、またはそれ未満の密度を有す
る。最も典型的には、連続相または液相（複数可）は、微粒子の密度未満の密度を有する
。
【００４６】
　連続相は、イオン性および／または非イオン性ポリマー、塩、イオン、過剰試薬、賦形
剤（例えば、糖、ポリオール、表面活性剤）、ならびに／あるいは製造関連化合物（これ
らに限定されない）を含めて、その中に溶解および／または分散させた１種または複数の
成分をさらに含み得る。塩の非限定的な例には、酢酸アンモニウム、重炭酸アンモニウム
、および当業者に公知の他の緩衝塩が含まれる。糖の非限定的な例には、トレハロース、
ショ糖、乳糖、および当業者に公知の他の炭水化物が含まれる。ポリオールの非限定的な
例には、マンニトールおよび当業者に公知の他の糖アルコールが含まれる。連続相の１種
または複数の流体および／または溶質は、独立して、部分的または完全に、水混和性、水
不混和性、水溶性、および／または水不溶性であり得る。
【００４７】
　連続相は通常、その中に可溶化させた少なくとも１種の不揮発性物質を含む。連続相、
例えば、その溶媒および／またはその中の不揮発性物質は、非溶媒に可溶性および／また
はそれと混和性であることができ、例えば、周囲温度で、重量で１０％以上、例えば、１
５％、２０％、２５％、３０％、４０％、５０％、６０％、７０％、８０％、９０％、１
００％などの値に等しいかもしくはそれらを超える、またはこのような値の任意の２つの
間の範囲のそれらにおける溶解度を有し得る。さらに、連続相、その溶媒および／または
その中の不揮発性物質は、非溶媒と完全に混和性であり得る。非溶媒における連続相およ
び／またはその成分についてのより大きな溶解度値は一般に、このようなより大きい溶解
度により、開示される方法によって分散系から連続相を除去することが容易になるので好
ましい。
【００４８】
　不揮発性物質
　前に示されたように、少なくとも連続相は通常、少なくとも１種の不揮発性物質を含み
、該１種または複数の不揮発性物質は、それらの化学構造および／または組成において、
微粒子を形成する１種または複数の巨大分子のものと異なる。不揮発性物質は、分散相の
上／中に存在していてもよく、例えば、不揮発性物質は、微粒子の孔内に捕捉されていて
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も、および／または、そうでなければ微粒子と結合していてもよいことが留意されるべき
である。
【００４９】
　一般に、不揮発性物質は、約１００℃超、約１５０℃超、および／または約２００℃超
の沸点および／または引火点を有する。不揮発性物質は、天然、合成、半合成、または組
換えであり得る。１種または複数の不揮発性物質は通常、独立して、親水性、両親媒性、
水溶性（ａｑｕｅｏｕｓ－ｓｏｌｕｂｌｅ）（例えば、水溶性（ｗａｔｅｒ－ｓｏｌｕｂ
ｌｅ））、および／または水混和性（ａｑｕｅｏｕｓ－ｍｉｓｃｉｂｌｅ）（例えば、水
混和性（ｗａｔｅｒ－ｍｉｓｃｉｂｌｅ））であり得る非イオン性ポリマーであるが、当
然、イオン性ポリマーおよび非イオン性物質の塩を含む他の不揮発性物質も用いることが
できる。１種または複数の不揮発性物質は有利には、連続相中またはその中の１種もしく
は複数の溶媒中の１種もしくは複数の巨大分子の（およびしたがってそれから形成される
微粒子の）溶解度を独立してまたは集合的に低下させ得る。１種または複数の不揮発性物
質は、独立して一般に、２００ダルトン、３００ダルトン、４００ダルトン、６００ダル
トン、８００ダルトン、１，０００ダルトン、１，５００ダルトン、２，０００ダルトン
、２，５００ダルトン、３，０００ダルトン、３，５００ダルトン、４，０００ダルトン
、５，０００ダルトン、８，０００ダルトン、および１０，０００ダルトン、もしくは最
大約３，０００キロダルトン（ｋｄ）などの値を超えるかもしくはそれらに等しい、また
はこのような値の任意の２つの間、例えば、２００ダルトンと１０，０００ダルトンの間
、２００ダルトンと８００ダルトンの間、１，０００ダルトンと１，５００ダルトンの間
、１，０００ダルトンと２，０００ダルトンの間、１，０００ダルトンと２，５００ダル
トンの間、１，０００ダルトンと３，０００ダルトンの間、１，０００ダルトンと３，５
００ダルトンの間、１，０００ダルトンと４，０００ダルトンの間、１，０００ダルトン
と５，０００ダルトンの間、１，０００ダルトンと８，０００ダルトンの間、１，０００
ダルトンと１０，０００ダルトンの間、１，５００ダルトンと２，０００ダルトンの間、
１，５００ダルトンと２，５００ダルトンの間、１，５００ダルトンと３，０００ダルト
ンの間、１，５００ダルトンと３，５００ダルトンの間、１，５００ダルトンと４，００
０ダルトンの間、１，５００ダルトンと５，０００ダルトンの間、１，５００ダルトンと
８，０００ダルトンの間、１，５００ダルトンと１０，０００ダルトンの間、２，０００
ダルトンと２，５００ダルトンの間、２，０００ダルトンと３，０００ダルトンの間、２
，０００ダルトンと３，５００ダルトンの間、２，０００ダルトンと４，０００ダルトン
の間、２，０００ダルトンと５，０００ダルトンの間、２，０００ダルトンと８，０００
ダルトンの間、２，０００ダルトンと１０，０００ダルトンの間などの範囲の分子量を有
する。
【００５０】
　　連続相のための不揮発性物質の非限定的な例には、それらの開示がそれらの全体で参
照により本明細書に組み込まれる、米国特許第５，５２５，５１９号、同第５，５５４，
７３０号、同第５，５７８，７０９号、同第５，５９９，７１９号、同第５，９１８、７
１９号、同第６，０９０，９２５号、同第６，２６８、０５３号、および同第６，４５８
，３８７号、米国特許出願公開第２００３００５９４７４号、同第２００３００６４０３
３号、同第２００４００４３０７７号、同第２００５００４８１２７号、同第２００５０
１４２２０１号、同第２００５０１４２２０５号、同第２００５０１４２２０６号、同第
２００５０１４７６８７号、同第２００５０１７０００５号、同第２００５０２３３９４
５号、同第２００６００１８９７１号、同第２００６００２４２４０号、同第２００６０
０２４３７９号、同第２００６０２６０７７７号、同第２００７００９２４５２号、同第
２００７０２０７２１０号、および同第２００７０２８１０３１号に開示されている非イ
オン性の水溶性および／または水混和性ポリマーが含まれる。不揮発性物質（複数可）は
通常、非イオン性であり、親水性、両親媒性、水溶性、水混和性、および／または４０℃
以下の温度で水溶性もしくは水混和性流体に可溶性もしくは混和性であり得る。適切な不
揮発性物質の非限定的な例は、直鎖、分岐、または環状であり得、非イオン性ポリエーテ
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ル、非イオン性コポリエーテル、非イオン性ポリエステル、非イオン性コポリエステル、
非イオン性ポリエーテル－ポリエステルコポリマー、非イオン性ビニルポリマー、非イオ
ン性ピロリドン含有ポリマー、非イオン性ポリマー炭水化物、それらの誘導体および塩、
ならびにそれらの２種以上の組合せを含む。非イオン性ポリエーテルおよび非イオン性コ
ポリエーテル（コポリマーおよびターポリマーを含む）の非限定的な例には、ヒドロキシ
末端ポリエーテル（例えば、ポリエーテルアルコール、ポリエーテルポリオール、ポリエ
チレングリコール以外のエチレンオキシド末端封止ポリエーテル）およびそれらのアルキ
ル（例えば、メチル、エチル、プロピル、ブチルなど）末端封止誘導体、例えば、ポリア
ルキレングリコール（例えば、ポリエチレングリコールおよびポリプロピレングリコール
のようなポリオキシ－１，２－アルキレングリコール、ならびにポリトリメチレンエーテ
ルグリコールおよびポリテトラメチレンエーテルグリコール）、ヒドロキシ末端コポリエ
ーテル（例えば、コポリエーテルアルコール、コポリエーテルポリオール、エチレンオキ
シド末端封止コポリエーテル）およびそれらのアルキル（例えば、メチル、エチル、プロ
ピル、ブチルなど）末端封止誘導体、例えば、２種以上の異なる１，２－アルキレンオキ
シドのブロックコポリエーテル（例えば、ポロキサマーのようなポリオキシエチレン－ポ
リオキシプロピレンコポリマー）ならびに１種または複数の１，２－アルキレンオキシド
と、１種または複数のテトラヒドロフラン、テトラヒドロピラン、および１，３－プロパ
ンジオールとのコポリエーテル（例えば、（ポリエチレングリコール）－（ポリトリメチ
レンエーテルグリコール）コポリマー、（ポリエチレングリコール）－（ポリテトラメチ
レンエーテルグリコール）コポリマー）が含まれるが、これらに限定されない。非イオン
性ポリエステルおよび非イオン性コポリエステル（コポリマーおよびターポリマーを含む
）の非限定的な例には、ヒドロキシ末端ポリエステル（例えば、ポリエステルポリオール
、コポリエステルポリオール、エチレンオキシド末端封止またはポリオキシエチレン末端
ポリエステル）、およびある種のシリコーンポリエステル、例えば、ポリオキシエチレン
グリセリンジカルボン酸エステル、ポリオキシエチレンソルビトールジカルボン酸エステ
ル、ポリオキシエチレングリコールジカルボン酸エステル、およびポリオキシエチレンア
ルキルエステルのようなものなどが含まれる。非イオン性ポリエーテル－ポリエステルコ
ポリマー（ターポリマーを含む）の非限定的な例には、１種または複数のラクトンおよび
／またはジカルボン酸と１種または複数の１，２－アルキレンオキシドとのブロックコポ
リマー、本明細書で開示される非イオン性ポリエーテルおよび非イオン性コポリエーテル
のエステル化誘導体、ならびに本明細書で開示される非イオン性ポリエステルおよび非イ
オン性コポリエステルのエステル化誘導体、例えば、（ポリエチレングリコール）－ポリ
カプロラクトンブロックコポリマーなどが含まれるが、これらに限定されない。非イオン
性ビニルポリマー（コポリマーおよびターポリマーを含む）およびピロリドン含有非イオ
ン性ポリマー（コポリマーおよびターポリマーを含む）の非限定的な例には、ポリビニル
アルコール、ヒドロキシアルキル（アルク）アクリレート（例えば、ヒドロキシエチルア
クリレート、ヒドロキシプロピルアクリレート、ヒドロキシエチルメタクリレート、ヒド
ロキシプロピルメタクリレート）のホモポリマーおよびコポリマー（ターポリマーを含む
）、オリゴ－オキシアルキレン（アルク）アクリレート（例えば、オリゴ－オキシエチレ
ンアクリレート、オリゴ－オキシエチレンメタクリレート）、および／またはアルキル末
端封止オリゴ－オキシアルキレン（アルク）アクリレート（例えば、メチル封止）、ポリ
ビニルピロリドン、ならびに（アルケニルピロリドン）含有ホモポリマーおよびコポリマ
ーが含まれるが、これらに限定されない。
【００５１】
　非イオン性ポリマー（オリゴマーを含む）炭水化物（２００ダルトンから５，０００，
０００ダルトン、例えば、５００ダルトン、１，０００ダルトン、３，０００ダルトン、
５，０００ダルトン、１０，０００ダルトン、３０，０００ダルトン、５０，０００ダル
トン、１００、０００ダルトン、３００，０００ダルトン、５００，０００ダルトン、１
，０００，０００ダルトン、もしくは３，０００，０００ダルトンなど、またはこのよう
な値の任意の２つの間の範囲の分子量を有する）およびその誘導体の非限定的な例には、
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デンプン、アミロペクチン（分岐多糖）、アミロース（線状多糖）、セルロース、グアー
ルガム、グアール多糖、キサンタンガム、デキストリン（例えば、シクロデキストリン、
マルトデキストリン）、デキストラン、ポリデキストロース、ゲランガム、プルラン、セ
ロデキストリン、ベータ－グルカン、およびそれらの誘導体、例えば、エステル化によっ
て形成された非イオン性エステル（安息香酸エステル、およびアルカン酸エステル、例え
ば、酢酸エステル、プロピオン酸エステル、酪酸エステル、およびヘキサン酸エステルな
どを含むがこれらに限定されない）；またはエーテル化によって形成された非イオン性エ
ーテル、例えば、非イオン性デンプンエーテル、非イオン性アミロペクチンエーテル、非
イオン性アミロースエーテル、非イオン性セルロースエーテル、非イオン性グアールエー
テル、非イオン性デンプンエステル、非イオン性アミロペクチンエステル、非イオン性ア
ミロースエステル、非イオン性セルロースエステル、非イオン性デンプンエーテルエステ
ル、非イオン性デンプンエステルエーテル、非イオン性セルロースエーテルエステル、お
よび非イオン性セルロースエステルエーテルが含まれるが、これらに限定されない。非イ
オン性デンプンエーテルの非限定的な例には、アルキルデンプン、例えば、メチルデンプ
ン、エチルデンプン、プロピルデンプン、およびブチルデンプンなど；ヒドロキシアルキ
ルデンプン、例えば、ヒドロキシエチルデンプン（例えば、テトラデンプン、ペンタデン
プン、ヘキサデンプン（ｈｅｔａｓｔａｒｃｈ））、ヒドロキシプロピルデンプン、ヒド
ロキシブチルデンプン、およびヒドロキシペンチルデンプンなど；ならびにアルキルヒド
ロキシアルキルデンプン、例えば、メチルヒドロキシエチルデンプン、メチルヒドロキシ
プロプルデンプン、およびエチルヒドロキシプロピルデンプンが含まれる。非イオン性ア
ミロペクチンエーテルおよび非イオン性アミロースエーテルの非限定的な例には、ヒドロ
キシエチルアミロペクチン、ヒドロキシプロピルアミロペクチン、ヒドロキシエチルアミ
ロース、およびヒドロキシプロピルアミロースが含まれる。非イオン性セルロースエーテ
ルの非限定的な例には、アルキルセルロース、例えば、メチルセルロース、エチルセルロ
ース、プロピルセルロース、イソプロピルセルロース、およびブチルセルロースなど；ヒ
ドロキシアルキルセルロース、例えば、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピ
ルセルロース、ヒドロキシイソプロピルセルロース、ヒドロキシブチルセルロース、およ
びヒドロキシペンチルセルロースなど；ならびにアルキルヒドロキシアルキルセルロース
、例えば、メチルヒドロキシエチルセルロース、メチルヒドロキシプロピルセルロース、
メチルヒドロキシブチルセルロース、エチルヒドロキシエチルセルロース、エチルヒドロ
キシプロピルセルロース、プロピルヒドロキシエチルセルロース、プロピルヒドロキシプ
ロピルセルロース、イソプロピルヒドロキシプロピルセルロース、ブチルヒドロキシプロ
ピルセルロース、ペンチルヒドロキシプロピルセルロース、およびヘキシルヒドロキシプ
ロピルセルロースが含まれる。非イオン性グアールエーテルの非限定的な例には、アルキ
ルグアール多糖、例えば、メチルグアール多糖、エチルグアール多糖、プロピルグアール
多糖、およびブチルグアール多糖など；ヒドロキシアルキルグアール多糖、例えば、ヒド
ロキシエチルグアール多糖、およびヒドロキシプロピルグアール多糖など；ならびにアル
キルヒドロキシルアルキルグアール多糖、例えば、メチルヒドロキシエチルグアール多糖
、メチルヒドロキシプロピルグアール多糖、エチルヒドロキシプロピルグアール多糖など
が含まれる。他の非イオン性ポリマー炭水化物には、メチルセルロース、ヒドロキシエチ
ルセルロース、ヒドロキシエチルメチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロー
ス、エチルヒドロキシエチルセルロース、メチルエチルヒドロキシエチルセルロース、ブ
チルグリシジルエーテルヒドロキシエチルセルロース、ラウリルグリシジルエーテルヒド
ロキシエチルセルロース、ヒドロキシメチルヒドロキシエチルセルロース、ブチルグリシ
ジルエーテル変性ヒドロキシエチルセルロース、メチルヒドロキシエチルセルロース、メ
チルヒドロキシプロピルセルロース、デンプンエステル（例えば、アルキルコハク酸無水
物変性デンプン、酢酸デンプン、およびアルケニルコハク酸デンプン）、セルロースエス
テル（モノ酪酸セルロースおよびモノプロピオン酸セルロース）、セルロースエーテルエ
ステル（ヒドロキシアルキルセルロース－２－ヒドロシキカルボン酸エステル）、ポリ（
３－ヒドロキシオキセタン）が含まれる。非イオン性ポリマー炭水化物エステルの非限定
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的な例は、０．５から１．０、例えば、０．７から０．９の範囲の置換度を有するものを
含み、水溶性である。作製されることができれば、前述の非イオン性物質のイオン塩も用
いることができる。例えば、多糖の塩、例えば、硫酸デキストラン、硫酸デキストリン、
およびアルギン酸ナトリウムも用いることができる。
【００５２】
　分散相
　多相分散系の分散相は、固体微粒子を含み得る。通常、該微粒子は、非溶媒に実質的に
不溶性および／またはそれらと実質的に不混和性であり、例えば、周囲温度で、重量で１
０％未満、例えば、５重量％以下、３重量％以下、１重量％以下、０．５重量％以下、０
．１重量％以下、０．０５重量％以下、０．０１重量％以下、またはこのような値の任意
の２つの間の範囲のそれらにおける溶解度を有する。
【００５３】
　分散相は、固体微粒子と結合している他の物質、例えば、微粒子形成の間に添加される
不揮発性物質、塩、または賦形剤をさらに含み得る。一般に、このような物質は、単離さ
れた微粒子中に望まれておらず、したがって、分散系から除去されることが望ましい。し
たがって、このような物質が、非溶媒におけるより大きい溶解度を有することが望ましい
。
【００５４】
　非溶媒
　非溶媒は一般に、比較的些少な量の微粒子がその中に溶解できるにすぎない限り、限定
されない。したがって、分散相またはその中の少なくとも微粒子は、好ましくは非溶媒に
実質的に不溶性である。したがって、微粒子が非溶媒中へまたはそれを通って（およびし
たがって少なくとも一時的に分散して）移動するときに、少量の微粒子が非溶媒によって
溶解されるにすぎない。より具体的には、微粒子は通常、微粒子が非溶媒に分散している
ときに、５重量パーセント以下（例えば、３重量％以下、１重量％以下、０．５重量％以
下、０．１重量％以下、０．０５重量％以下、および／もしくは０．０１重量％以下、ま
たはこのような値の２つの間の範囲）が溶解するように、非溶媒中の溶解度を有する。非
溶媒中の微粒子の比較的低い溶解度により、微粒子が元の分散系の連続相中で／から直接
処理または収集される場合、微粒子を処理する従来の方法に比べて、収集された微粒子に
おいて認められる微粒子集塊形成の量が有利に減少することが見出された。
【００５５】
　非溶媒は、単一の非溶媒成分単独、またはそれらの２種以上の組合せを含み得る。一般
に、非溶媒の少なくとも１種の成分または部分（例えば、層）は、連続相の密度（Ｄｃ）
を超えるかまたは実質的にそれに等しい密度（Ｄｎ）を有する。通常、非溶媒成分は、微
粒子の密度（Ｄｐ）未満の密度Ｄｎを有する。微粒子の密度Ｄｐが連続相の密度Ｄｃを超
え、非溶媒のＤｎを超えるかまたはそれとほぼ同じである場合、以下にさらに詳細に記載
されるように、微粒子の非溶媒中へのまたはそれを通っての移動を選択的に行うために遠
心分離を用いることが可能である。以下にさらに詳細に記載されるように、微粒子、連続
相、および非溶媒の密度値に関係なく微粒子の移動を選択的に行うように、かけた電場の
方向を制御することができるので、電気泳動を用いる方法も同様に限定されない。
【００５６】
　一部の実施形態において、非溶媒は、例えば、より高い濃度の不揮発性物質の層の上に
より低い濃度の不揮発性物質の層を穏やかに載せることによって形成される密度勾配を含
み得る。
【００５７】
　さらに、代わりの実施形態において、非溶媒の少なくとも１種の成分は、元の分散系の
連続相の粘度を超える粘度を有し得る（連続相の密度を超える密度を有することに加えて
またはその代わりに）。
【００５８】
　非溶媒は、その中に可溶化された１種または複数の不揮発性物質を含み得る。代表的な



(20) JP 2012-500797 A 2012.1.12

10

20

30

40

50

不揮発性物質には、連続相における使用のために上に開示されたものが含まれる。非溶媒
の不揮発性物質は、元の分散系内に含まれるものと無関係であり得る（例えば、化学構造
および／または分子量において同じかまたは異なる）。より低い分子量の不揮発性物質（
少なくとも連続相に存在する不揮発性物質と比べて）は、このような物質は除去すること
がより容易であり、例えば、このような物質は、単独でまたはエタノールなどの共溶媒と
組み合わせて二酸化炭素による超臨界流体抽出を用いて除去することができるので、非溶
媒における／としての使用に一般に好ましい。ＰＥＧ３００などの１０００ダルトン未満
の分子量を有する低分子量のＰＥＧは、この点で特に有用である。１つの特定の実施形態
において、非溶媒は、液体ポリエチレングリコールもしくは液体ポロキサマー、またはそ
れらの２種以上の組合せから選択され得る。その中に可溶化された１種または複数の水溶
性非イオン性ポリマーを含む水溶液も非溶媒として使用され得る。
【００５９】
　非溶媒は、１種もしくは複数の水性液体、非水性液体、またはそれらの２種以上の組合
せ（１種または複数の不揮発性物質に代えてまたはそれに加えて）を含み得る。非溶媒は
、安定剤、塩、酸化防止剤、およびそれらの２種以上の組合せをさらに含み得る。
【００６０】
　非溶媒に有用な水性液体には、Ｈ２Ｏ、Ｄ２Ｏ、水性緩衝液、および任意の他の水溶液
が含まれる。好適な水溶液は、カチオンとしてアンモニウム、Ｎａ＋、およびＫ＋ならび
にアニオンとして酢酸イオンおよび重炭酸イオンを有する緩衝塩、ＮａＣｌ（これらに限
定されない）を含む他の塩、安定剤（例えば、ヒスチジンおよびその塩）、酸化防止剤（
例えば、ＥＤＴＡ）、糖（例えば、ショ糖、トレハロース、乳糖、麦芽糖）、密度勾配物
質（例えば、アルカリ金属の塩、例えば、ＮａＣｌ、ＮａＢｒ、ＮａＩ、ＫＢｒ、ＣｓＦ
、ＣｓＣｌ、ＣｓＢｒ、硫酸セシウム、酢酸セシウム、トリフルオロ酢酸セシウム、Ｒｂ
Ｃｌ、および酒石酸カリウムなど；中性水溶性分子、例えば、ブドウ糖を任意選択で添加
したショ糖など；グリセロール；鉱油；親水性巨大分子、例えば、デキストラン、ショ糖
－エピクロロヒドリンコポリマー、およびウシ血清アルブミン；他の合成分子、例えば、
トリヨード安息香酸およびメトリゾ酸のナトリウム塩またはメチルグルカミン塩；ならび
にメトリザミド）、ポリオール、表面活性剤、賦形剤、およびそれらの２種以上の組合せ
を（これらに限定されない）を含めて可溶化された溶質を含み得る。密度勾配遠心分離の
ための材料および技術は、「Ｃｅｎｔｒｉｆｕｇａｔｉｏｎ　ｉｎ　Ｄｅｎｓｉｔｙ　Ｇ
ｒａｄｉｅｎｔｓ」、Ｃ．Ａ．　Ｐｒｉｃｅ、Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ、Ｎｅｗ　
Ｙｏｒｋ、１９８２年に記載されている。密度勾配技術に関する標準法には、ＡＳＴＭ　
Ｄ１５０５－０３、ＡＳＴＭ　Ｄ１５０５－９８、およびＩＳＯ１１８３－２が含まれる
。
【００６１】
　非溶媒に有用な非水性液体には、極性非プロトン（または双極性非プロトン）有機液体
、例えば、ケトン、ニトリル、エステル、アルデヒド、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド；
非極性非プロトン有機液体、例えば、エーテル（例えば、メトキシル化エーテル、アルキ
ル化エーテル、ジエーテル、トリエーテル、環状エーテル、クラウンエーテル）；および
第三級有機液体、例えば、第三級アルコール、第三級酸、第三級アミドが含まれる。非溶
媒に有用な具体的な代表的有機液体には、２－メチル－２－プロパノール、２－ジメチル
－２－ブタノール、３－メチル－３－ヘプタノール、ｔ－アミルアルコール、グリセリン
、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）、ジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）、アセ
トン、アセトニトリル、酢酸エチル、酢酸イソプロピル、酢酸ブチル、酢酸プロピル、カ
ーボネート（例えば、ジメチルカーボネート、エチルメチルカーボネート、ジエチルカー
ボネート、エチルプロピルカーボネート、ジプロピルカーボネート、およびそれらの異性
体）、環状カーボネート（例えば、エチレンカーボネート、プロピレンカーボネート、ブ
チレンカーボネート、ペンチレンカーボネート、およびそれらの異性体）、ヘキサメチル
リン酸トリアミド（ＨＭＰＡ）、テトラヒドロフラン（ＴＨＦ）、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセ
トアミド、Ｎ－メチル－２－ピロリドン、テトラメチル尿素、ジオキサン、ジクロロメタ
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ン、１，２－ジクロロエタン、ジメトキシエタン、ジエチレングリコールジメチルエーテ
ル、ジイソプロピルエーテル、グリコフロール、炭化水素（直鎖、分岐、または環状）（
ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、シクロヘキサン、トルエンまたはキシレンなど）、メチ
ルエチルケトン、イソブチルメチルケトン、メントール、チモール、カンファー、イミダ
ゾール、クマリン、ジメチルスルホン、尿素、バニリン、カンフェン、サリチルアミド、
ピリジン、２－アミノピリジン、ピリミジン、ピペリジン、およびそれらの２種以上の組
合せが含まれる。
【００６２】
　非溶媒に有用なさらなる非水性液体には、水混和性有機液体、例えば、クエン酸アセチ
ルトリブチル、クエン酸アセチルトリエチル、ベンジルアルコール、ブチロラクトン、カ
プロラクタム、デシルメチルスルホキシド、ジアセチン、フタル酸ジエチル、酒石酸ジエ
チル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジメトキシエタン、ジメチルエチルアミ
ド、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、１－ドデシルアザシクロ－ヘプタン
－２－オン、エタノール、酢酸エチル、乳酸エチル、エチレンカーボネート、エチレング
リコール、エチレンオキシド、グリセリン、グリセロールホルマール、グリコフロール（
「テトラグリコール」または「テトラヒドロフルフリルアルコールポリエチレングリコー
ルエーテル」とも称される）、イソプロパノール、メタノール、酢酸メチル、メチルエチ
ルケトン、２－メチル－２－プロパノール、Ｎ－メチル－２－ピロリドン、オクタノール
、ポリソルベート（例えば、２０、４０、６０、６５、８０）、プロピレンカーボネート
、プロピレングリコール、プロピレンオキシド、２－ピロリドン、シリコーン流体、テト
ラエチレングリコール、テトラヒドロフラン、トリアセチン、クエン酸トリブチル、トリ
ブチリン、クエン酸トリエチル、リン酸トリエチル、およびそれらの２種以上の組合せが
含まれる。１つの特定の実施形態において、非溶媒は、液体ＰＥＧ、液体ポロキサマー、
グリコフロール、テトラエチレングリコール、水および／または水性緩衝液、ならびにア
ルコールの１種または複数を含み得る。
【００６３】
　非溶媒に有用なさらなる非水性液体の例には、ハロゲン化液体が含まれる。ハロゲン化
液体の非限定的な例には、本明細書に開示される有機液体の部分的ハロゲン化（フッ素化
、塩素化、臭素化、および／またはヨウ素化）および過ハロゲン化（過フッ素化、過塩素
化、過臭素化、過ヨウ素化）誘導体（例えば、トリクロロ－ｔ－ブタノール、ペルフルオ
ロ－ｔ－ブタノールなど）、クロロカーボン、クロロヒドロカーボン、ペルクロロカーボ
ン、ペルクロロアルカン、ヒドロクロロエーテル、フルオロカーボン、フルオロヒドロカ
ーボン、ペルフルオロカーボン、ペルフルオロアルカン、ヒドロフルオロエーテル、ブロ
モカーボン、ブロモヒドロカーボン、クロロフルオロカーボン、ヒドロクロロフルオロカ
ーボン、クロロペルフルオロカーボン、ヒドロクロロフルオロエーテル、ならびにそれら
の２種以上の混合物が含まれる。
【００６４】
　遠心分離法で用いられる場合、非溶媒は好ましくは、水の揮発度と同様のまたはそれを
超える揮発度、および水の密度を超える密度を有する。したがって、非溶媒またはその中
の少なくとも１種の非水性液体は、１００℃未満のまたはそれに等しい沸点、および１ｇ
／ｃｍ３を超える密度を有し得る。水の揮発度と同様のまたはそれを超える揮発度、およ
び水の密度を超える密度を有する非水性液体の非限定的な例には、二硫化炭素、乳酸、あ
る種のクロロフルオロカーボン（例えば、１，１，２－トリクロロトリフルオロエタン、
トリクロロフルオロメタン）、ある種のヒドロクロロフルオロカーボン（例えば、ジクロ
ロフルオロメタン）、ある種のペルフルオロカーボン（例えば、ペルフルオロペンタン、
ペルフルオロヘキサン、ペルフルオロヘプタン、ペルフルオロ－Ｎ－メチルモルホリン）
、ある種のペルフルオロエーテル（例えば、ペルフルオロ－２－ブチルテトラヒドロフラ
ン）、およびある種のヒドロフルオロエーテルが含まれる。
【００６５】
　非溶媒に適したある種の非限定的な液体およびそれらの特性は以下の表１に記載される
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【００６６】
【表１－１】

【００６７】
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【表１－２】

【００６８】
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【表１－３】

【００６９】



(25) JP 2012-500797 A 2012.1.12

10

20

30

40

50

【表１－４】

【００７０】
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【表１－５】

【００７１】
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【表１－６】

【００７２】



(28) JP 2012-500797 A 2012.1.12

10

20

30

40

50

【表１－７】

【００７３】
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【表１－８】

ａ　２５℃などの周囲温度で測定した、液体状態における密度
ｂ　沸点（ＢＰ）、℃
ｃ　凝固点／融点（ＦＰ）、℃
ｄ　２０～２５℃などの周囲温度で、ｇ／１００ｇまたはｐｐｍ（重量で百万部当たりの
部数）の液体における水の溶解度（Ｓｏｌ）
ｅ　ＬＤ５０（ｇ／ｋｇ体重）は、ラットに経口投与されると突然（急性毒性）試験され
ているラットの５０％に死亡をもたらすと、文献中に報告されている液体の最小量
ｆ　２０～２５℃などの周囲温度における蒸気圧（ＶＰ）（ｋＰａ）
ｇ　ＦｌｕｏｒｉｎｅｒｔＴＭ、ＦｌｕｏｒａｄＴＭ、ＮｏｖｅｃＴＭ、Ｐｅｒｆｏｒｍ
ａｎｃｅ　Ｆｌｕｉｄｓ（ＰＦ）、Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｆｌｕｉｄ（ＳＦ）はすべて、
３Ｍ（Ｓｔ．Ｐａｕｌ、ＭＮ）から入手できる。ｈ　ＡＫ－２２５シリーズの液体物質は
、ＡＧＣ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ　Ａｍｅｒｉｃａｓ，Ｉｎｃ．（Ｂａｙｏｎｎｅ、ＮＪ）
から入手できる。
ｉ　Ｇａｌｄｅｎ（登録商標）およびＰｅｒｆｕｏｒｏｓｏｌｖ（登録商標）シリーズの
液体は、Ｓｏｌｖａｙ　Ｓｏｌｅｘｉｓ，Ｉｎｃ．（Ｔｈｏｒｏｆａｒｅ，ＮＪ）から入
手できる。
ｊ　Ｇｅｎｅｔｒｏｎ（登録商標）およびＧｅｎｅｓｏｌｖ（登録商標）シリーズの液体
は、Ｈｏｎｅｙｗｅｌｌ（Ｍｏｒｒｉｓｔｏｗｎ、ＮＪ）から入手できる。
ｋ　Ｆｒｅｏｎ（登録商標）シリーズの液体は、ＤｕＰｏｎｔ－Ｍｉｔｓｕｉ　Ｆｌｕｏ
ｒｏｃｈｅｍｉｃａｌｓ　Ｃｏ．Ｌｔｄ（Ｔｏｋｙｏ、日本）から入手できる。
ｌ　水と混和性（Ｍ）。
【００７４】
　微粒子の移動を選択的に行う工程
　本方法により、微粒子の非溶媒中へのまたはそれを通っての移動を選択的に行うことが
容易になって、微粒子が収集されることが可能になる。本方法により、分散系から微粒子
の大部分、例えば、微粒子の少なくとも５０％、少なくとも６０％、少なくとも７０％、
少なくとも８０％、少なくとも９０％を分離することが容易になる。微粒子の移動を得る
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非限定的な方法には、少なくとも一部で、遠心分離、電気泳動、および他の機械的手段が
含まれる。
【００７５】
　有利には、微粒子を、さらに処理することを必要とせずに、例えば、乾燥工程（例えば
、減圧および／または上昇した温度下での凍結乾燥または蒸発）またはその後の再構成工
程を行うことを必要とせずに、被験体に投与され得るように、薬学的に許容される希釈液
である非溶媒中に移動させ得る。これらの処理工程の回避は、それらがエネルギー集約型
で、時間がかかり、連続フロー操作に容易に変換されないので、有利である。さらに、凍
結乾燥は、タンパク質などの多くの巨大分子の変性および集塊を生じさせ得る。
【００７６】
　遠心分離などの非限定的な技術を用いることによって、微粒子を、非溶媒中へあるいは
それを通って元の分散系の連続相または少なくともその中の不揮発性物質の大部分が到達
できない場所へ（例えば、非溶媒内、非溶媒とその容器との間の界面における場所、また
は非溶媒を超える場所）移動させ、したがって、元の分散系からの微粒子の分離を達成し
得る。微粒子は、例えば、非溶媒においてその帯を形成することによって、もしくは容器
の底部および／もしくは壁にそのペレットを形成することによって分離処理の結果として
濃縮され得る。
【００７７】
　固定角またはスイング型バケットロータ付き遠心分離機を用いて、非溶媒は、単成分ま
たは多成分の非溶媒が用いられるかに依存して、単一添加または複合添加によって遠心分
離管中に最初に入れることができる。次いで、分散系を、非溶媒の上部に、これらの２つ
を混合させることなく同じ遠心分離管中に入れることができる。不用意な望まれない混合
を防ぐために、遠心分離管中の非溶媒は、分散系の添加前に凍結させ、次いで、加熱－冷
却サイクルを用いて、分散系の添加後に解凍させることができる。凍結および／または解
凍は、遠心分離機ロータ中に遠心分離管を装填する前または後に行うことができる。
【００７８】
　微粒子の移動を選択的に行うために、遠心分離機は、稼動速度（例えば、３，０００×
ｇから２０，０００×ｇ）に加速させ、所定の時間（例えば、５秒間から１時間）作動さ
せ、減速させて停止させる。少なくとも元の分散系の連続相の大部分が入っている遠心分
離管中の上清を吸引して取り去るかまたは、そうでなければデカンテーションすることが
できる。非溶媒の大量部分を吸引することも可能であり得る。次いで、遠心分離管の底部
におけるペレットまたは非溶媒中の帯（例えば、等密度帯）の形態の微粒子を容易に収集
することができる。
【００７９】
　連続フロー型ロータ（例えば、Ｓｏｒｖａｌｌ（登録商標）Ｃｏｎｔｉｆｕｇｅ（登録
商標、Ｂｅｃｋｍａｎ　Ｃｏｕｌｔｅｒ’ｓ　ＪＣＦ－ＺおよびＣＦ－３２Ｔｉ）付き遠
心分離機を用いる場合、非溶媒は最初に、低ロータ速度のロータ中に１００ｍＬ／分から
５００ｍＬ／分の流速でポンプで供給することができる。稼動ロータ速度（例えば、３，
０００×ｇから２０，０００×ｇ、例えば、７，０００×ｇから１０，０００×ｇ）に達
した後に、分散系をロータ中に１００ｍＬ／分から５００ｍＬ／分（例えば、２００ｍＬ
／分から３００ｍＬ／分）の流速でポンプで供給することができる。微粒子は、分散系の
流れるストリームから沈殿することができ、その際、連続相の大部分を含む微粒子が除去
された流出物がロータから出てくる。分散系をロータ中に完全にポンプで供給した後、ラ
インを洗い流すために、適当なチェーサー（例えば、緩衝液または水）をロータ中にポン
プで供給し得る。微粒子がロータ壁にペレットを形成する場合、ロータは停止位置へ減速
させられ得、ロータ中に残っている上清はデカンテーションすることができ、ロータ壁か
らペレットをこすり落とすことによって、微粒子を収集し得る。微粒子が、非溶媒中の残
存物中に帯（例えば、等密度帯）を形成する場合、ロータは低速度へ減速させられ得る。
濃厚溶液（例えば、同じ非溶媒もしくはその一部、または異なる非溶媒）をロータにポン
プで供給して、微粒子を含む（ｍｉｃｒｏｐａｒｔｉｃｌｅ－ｌａｄｅｎ）非溶媒を置き
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換え、それにより収集を容易にさせ得る。
【００８０】
　連続相またはその中の非イオン性ポリマーから分散相またはその中の微粒子を分離する
処理は、連続相および非溶媒の凝固温度を超える温度でおよび微粒子またはその中の生物
活性巨大分子の分解温度未満の温度で、例えば、周囲温度でもしくはそれ未満、または４
０℃、３７℃、３０℃、２５℃、２０℃、１５℃、１０℃、５℃、２℃、０℃、－５℃、
－１０℃、－１５℃、－２０℃などの温度を超えるか、もしくはそれらの温度で、もしく
はそれら未満、あるいはこのような温度の任意の２つの間の範囲の温度で行うことができ
る。
【００８１】
　微粒子収集物は、乾燥および再構成させることなく、貯蔵（例えば、周囲温度以下で１
週間から２年以上にわたる）および／またはヒト被験体への投与（例えば、同じ非溶媒ま
たは他の非溶媒を用いてさらに希釈してまたは希釈せずに注射可能または、そうでなけれ
ば送達可能である）のために適切であり得る。分離処理の後、微粒子収集物中の１種また
は複数の生物活性巨大分子の濃度は、５０ｇ／Ｌ以上、例えば、１００ｇ／Ｌ、１５０ｇ
／Ｌ、２００ｇ／Ｌ、２５０ｇ／Ｌ、２８０ｇ／Ｌ、３００ｇ／Ｌ、３５０ｇ／Ｌ、４０
０ｇ／Ｌ、４５０ｇ／Ｌ、５００ｇ／Ｌ、５５０ｇ／Ｌ、６００ｇ／Ｌを超えるかもしく
はそれに等しい、またはこのような値の任意の２つの間の範囲に増加させられ得る。
【００８２】
　分離処理の前に、遠心分離および／または透析ろ過などの非限定的な技術を用いて分散
系を濃縮し得る。透析ろ過は、周囲温度でのまたはそれ未満の温度（例えば、２～８℃）
で行い得る。透析ろ過媒体は、元の分散系の連続相の少なくとも一部を交換および／また
は置き換えるために用いることができる。透析ろ過媒体は、微粒子に対して非溶媒、例え
ば、本明細書で開示されるものであり得る。蠕動ポンプ、貯蔵容器、中空繊維カートリッ
ジ、および管類を含む、当業者に公知の透析ろ過装置を濃縮処理に用いることができる。
微粒子および非溶媒を含む中間分散系は、濃縮処理によって形成することができ、ここで
、その中の１種または複数の生物活性巨大分子の濃度は、１ｍｇ／ｍＬ以上、例えば、１
０ｍｇ／ｍＬ以上に、元の分散系の濃度に比べて多数倍（例えば、２倍以上、５倍以上、
１０倍以上、２０倍以上、または４０倍以上）上昇させられ得る。元の連続相中の１種ま
たは複数の不揮発性物質は、この濃縮処理の間に部分的もしくは実質的に除去されるか、
または生物活性巨大分子および／もしくは微粒子のものと同じ程度に同様に中間分散系中
で付随的に濃縮させられ得る。
【実施例】
【００８３】
　（実施例１）
　約５０℃の高温で反応容器中約１ｍｇ／ｍＬの抗体（マウスモノクローナル抗ＶＩＩＩ
因子、Ｂａｘｔｅｒ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ、Ｈａｙｗａｒｄ、ＣＡ）および約１５０ｍ
ｇ／ｍＬの代表的な不揮発性物質（非イオン性ポリマー、ＰＥＧ８０００）の約１０ｍＬ
の水性反応溶液（０．１Ｍ酢酸アンモニウム、ｐＨ５．８で緩衝化した）を用いて、抗体
ミクロスフェアを調製した。次いで、この反応溶液を含む反応容器を氷浴（約４℃）中に
約３０分間浸漬させることによって、反応溶液を制御された速度で冷却した。反応容器中
に濁りが生じ、このことは、ＰＥＧ１０００が溶解している水溶液を含む連続相中に抗体
ミクロスフェアを含む分散相が形成したことを示す。連続相の密度を超える密度を有する
非溶媒（ＰＥＧ３００）の容積（約３ｍＬ）を１５ｍＬの円錐状ポリプロピレン製遠心分
離管に入れ、氷上（約４℃）で冷却した。ピペットを用いて、抗体ミクロスフェア懸濁液
の約１ｍＬ試料を、遠心分離管中非溶媒の上部に、２つの系を実質的に混合させることな
く注意深く置いた。遠心分離管を３，０００×ｇで約４℃において約３０分間遠心分離に
かけ、連続相からの微粒子の非溶媒中へのおよびそれを通っての移動を選択的に行った。
遠心分離管の底部に抗体ミクロスフェアのペレットが認められ、一部のミクロスフェアは
非溶媒において懸濁液中のままであり、連続相の大部分は、非溶媒の上部に残ったままで
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あった。上清（連続相および非溶媒の大部分を含む）を遠心分離管から吸引して出し、約
０．２ｍＬの新たな非溶媒（ＰＥＧ３００）を遠心分離管中に加え、抗体ミクロスフェア
を再懸濁させた。再懸濁液の約２０μＬのアリコートを顕微鏡検査のために採取し、これ
により、その中のミクロスフェアの大部分が直径約２～３ミクロンの非集塊球状粒子とし
て見えることがわかった。
【００８４】
　約１ｍＬ容積の生理溶液（ＰＢＳ）との混合に際し、残りの再懸濁液（約１８０μＬ）
は、数秒以内に目視で透明になり、抗体ミクロスフェアが生理溶液に可溶性であることを
示す。この混合物を、生理溶液に対して透析し、非溶媒（ＰＥＧ３００）を完全に除去し
、次いで、サイズ排除クロマトグラフィーで分析して、再可溶化抗体の分子完全性を評価
した。出発物質は約９８．４％のモノマー含有率を有したのに対し、再可溶化抗体のモノ
マーパーセントは、約９８％であった。したがって、これらの結果は、抗体分子が損なわ
れておらず、ミクロスフェア形成または非溶媒分離処理によって悪影響を受けなかったこ
とを示す。
【００８５】
　（実施例２）
　約５０℃の高温で反応容器中、ＰＢＳ緩衝液（ｐＨ６）中１ｍｇ／ｍＬの抗体（Ｂａｘ
ｔｅｒ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ（Ｈａｙｗａｒｄ、ＣＡ）製マウスモノクローナル抗ＶＩ
ＩＩ因子）溶液約４．７５ｍＬおよび約５００ｍｇの代表的な不揮発性物質（非イオン性
ポリマー、ポロキサマー１８８）を含む約５ｍＬの水性反応溶液を用いて、抗体ミクロス
フェアを調製した。次いで、この反応溶液が入っている反応容器を氷浴（約４℃）中に約
３０分間浸漬させることによって、この反応溶液を制御された速度で冷却した。反応容器
中に濁りが生じ、このことは、ポロキサマー１８８が溶解している水溶液を含む連続相中
に抗体ミクロスフェアを含む分散相が形成したことを示す。連続相の密度を超える密度を
有する容積（１ｍＬ）の非溶媒（ＰＥＧ３００）を、１５ｍＬの円錐状ポリプロピレン製
遠心分離管に入れ、氷上で冷却した（約４℃）。ピペットを用いて、抗体ミクロスフェア
懸濁液を、遠心分離管中非溶媒の上部に、この２つの系を実質的に混合させることなく、
注意深く入れた。遠心分離管を、３，０００×ｇで約４℃において約３０分間遠心分離に
かけ、微粒子の連続相から非溶媒中へのまたはそれを通っての移動を選択的に行った。遠
心分離管の底部に抗体ミクロスフェアのペレットが認められ、一部のミクロスフェアは、
非溶媒において懸濁したままであり、連続相の大部分は非溶媒の上部にそのまま残った。
上清（連続相の大部分を含む）の大部分（上部約４ｍＬに相当）を遠心分離管から吸引し
て出し、遠心分離管中の残り（約２ｍＬの上清およびペレットに相当）を、ミクロスフェ
アが実質的に不溶性である冷洗浄媒体で、繰り返し遠心洗浄し（－２０℃におけるアセト
ニトリル、１度に２ｍＬ、３，０００×ｇで－９℃において５分間遠心分離にかけた）、
非溶媒および水を除去した。最後の洗浄に続いて、遠心分離管を１０秒間ボルテックスし
て、ペレットをほぐし、その中に残留する洗浄媒体を溶媒蒸発で除去し（最初に、窒素の
ストリーム下、次いで、真空下で１０分間）、抗体ミクロスフェアの乾燥粉末を形成した
。
【００８６】
　乾燥粉末を２枚の顕微鏡ガラススライド間で穏やかに擦り、光学顕微鏡下５００×倍率
で調べた。ミクロスフェアの一部は、分離して（すなわち、集塊ではなく）みえ、直径約
２～３ミクロンであった。これらのミクロスフェアは、ＰＢＳに一部分は可溶性であった
。
【００８７】
　（実施例３）
　約５０℃の高温で反応容器中、ＰＢＳ緩衝液（ｐＨ６）中１ｍｇ／ｍＬの抗体（Ｂａｘ
ｔｅｒ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ（Ｈａｙｗａｒｄ、ＣＡ）製マウスモノクローナル抗ＶＩ
ＩＩ因子）溶液約４．７５ｍＬ、約５００ｍｇの代表的な不揮発性物質（非イオン性ポリ
マー、ポロキサマー１８８）、および安定剤（０．１Ｍヒスチジンおよび０．０５Ｍグル
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タミン酸）を含む約５ｍＬの水性反応溶液を用いて、抗体ミクロスフェアを調製した。次
いで、この反応溶液が入っている反応容器を氷浴（約４℃）中に約３０分間浸漬させるこ
とによって、この反応溶液を制御された速度で冷却した。反応容器中に濁りが生じ、この
ことは、ポロキサマー１８８が溶解している水溶液を含む連続相中に抗体ミクロスフェア
を含む分散相が形成したことを示す。連続相の密度を超える密度を有する容積（１ｍＬ）
の非溶媒（ＰＥＧ３００）を、１５ｍＬの円錐状ポリプロピレン製遠心分離管に入れ、－
２０℃で凍結させた。ピペットを用いて、５ｍＬの抗体ミクロスフェア懸濁液を、遠心分
離管中凍結非溶媒の上部に、注意深く置き、２つの系の混合が実質的に起こらないことを
確実にさせた。遠心分離管を水浴中約３７℃で約１５分間、次いで、別の水浴中約４℃で
約３０分間、次いで、氷上に約１０分間置くことによって、非溶媒を解凍および冷却させ
た。遠心分離管を、３，０００×ｇで約４℃において約３０分間遠心分離にかけ、微粒子
の連続相から非溶媒中へのおよびそれを通っての移動を選択的に行った。遠心分離管の底
部に、抗体ミクロスフェアのペレットが認められ、一部のミクロスフェアは、非溶媒にお
いて懸濁したままであり、連続相の大部分は非溶媒の上部に残ったままであった。上清（
連続相の大部分を含む）の大部分（上部約４ｍＬに相当）を遠心分離管から吸引して出し
、遠心分離管中の残部（約２ｍＬの上清およびペレットに相当）を、微粒子が実質的に不
溶性である冷洗浄媒体で繰り返し遠心洗浄して（約－２０℃のアセトニトリル、１度に約
２ｍＬを用いる、および３，０００×ｇで約－９℃において約５分間遠心分離した）、非
溶媒および水を除去した。最後の洗浄に続いて、遠心分離管を約１０秒間撹拌して（ボル
テックスして）、ペレットをほぐし、その中の残留洗浄媒体を溶媒蒸発（最初に窒素のス
トリーム下、次いで真空下で約１０分間）によって除去し、抗体ミクロスフェアの乾燥粉
末を形成した。
【００８８】
　乾燥粉末を２枚の顕微鏡ガラススライド間で穏やかに擦り、光学顕微鏡下５００×倍率
で調べた。大部分のミクロスフェアは分離して（すなわち、集塊でなく）みえ、直径約２
～３ミクロンであった。これらのミクロスフェアは、ＰＢＳに容易に可溶性である。
【００８９】
　（実施例４）
　再構成媒体中約１００ｍｇ／ｍＬの濃度でヒト化治療用モノクローナル抗体Ｉｎｆｌｉ
ｘｉｍａｂ（Ｃｅｎｔｏｃｏｒ、Ｍａｌｖｅｒｎ、ＰＡ）の凍結乾燥濃縮物を溶解させる
ことによって、約１ｍＬの水性反応溶液を調製し、この再構成物を約０．１Ｍ酢酸アンモ
ニウム緩衝液（ｐＨ５．９、ポロキサマー１８８を１０％ｗ／ｖで含む）に対して透析し
、１ｍｇ／ｍＬの抗体濃度を得た。この反応溶液を約４５℃の高温で反応容器に入れた。
次いで、反応溶液を第１の制御された速度で約３０分間かけて約２２℃に、次いで、第２
の制御された速度で約１５分間かけて約４℃に冷却した。反応容器中に濁りが生じ、この
ことは、ポロキサマー１８８が溶解している水溶液を含む連続相中に抗体ミクロスフェア
を含む分散相が形成したことを示す。約６０％ｗ／ｖの水、約２５％ｗ／ｖのＰＥＧ３０
０、約１０％ｗ／ｖのエタノール、約５％ｗ／ｖのポロキサマー１８８を含む、連続相の
密度を超える密度を有する容積（１ｍＬ）の非溶媒を１５ｍＬの円錐状ポリプロピレン製
遠心分離管に入れ、約－２０℃で凍結させた。ピペットを用いて、１の抗体ミクロスフェ
ア懸濁液を、遠心分離管中凍結非溶媒の上部に注意深く置き、２つの系の混合が実質的に
起こらないことを確実にした。遠心分離管を水浴中約３７℃で約１５分間、次いで別の水
浴中約４℃で約３０分間、次いで氷上に約１０分間置くことによって、非溶媒を解凍およ
び冷却した。遠心分離管を３，０００×ｇで約４℃において約１０分間遠心分離にかけ、
微粒子の連続相から非溶媒中へのおよびそれを通っての移動を選択的に行った。遠心分離
管の底部に、抗体ミクロスフェアのペレットが認められ、一部のミクロスフェアは非溶媒
に懸濁したままであり、連続相の大部分は非溶媒の上部に残ったままであった。大部分（
約１ｍＬを超える）の上清を遠心分離管から吸引して出し、遠心分離管中の残部（約１ｍ
Ｌ未満の非溶媒およびペレット）は、この実施例で用いられた非溶媒が薬学的に許容され
る流体担体（例えば、希釈剤）であったので、撹拌による再懸濁後に最終用途（例えば、
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注射、吸入）に適していた。
【００９０】
　（実施例５）
　約１２％ｗ／ｖの代表的不揮発性物質（非イオン性ポリマー、ポロキサマー１８８）を
含む酢酸アンモニウム緩衝液（ｐＨ５．８）中約１ｍｇ／ｍＬの濃度でヒト免疫グロブリ
ン（Ｂａｙｅｒ　Ｃｏｒｐ．、Ｅｌｋｈａｒｔ、ＩＮ）を溶解させることによって、約２
０Ｌの水性反応溶液を調製した。この反応溶液を約５０℃に加熱し、次いで約２時間かけ
て約４℃に徐々に冷却し、ポロキサマー１８８が溶解している水溶液を含む連続相中にＩ
ＶＩＧミクロスフェアを含む分散相を形成させた。約４℃で、抗体ミクロスフェア分散系
の連続相の密度を超える密度を有する容積（約２００ｍＬ）の非溶媒（無水ＰＥＧ３００
）を、２０，０００×ｇで約４℃において回転させながら、連続フロー遠心分離機（Ｓｏ
ｒｖａｌｌ（登録商標）Ｃｏｎｔｉｆｕｇｅ（登録商標）、Ｔｈｅｒｍｏ　Ｆｉｓｈｅｒ
　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ、Ｗａｌｔｈａｍ、ＭＡ）のロータ中にポンプで供給した。抗体
ミクロスフェア懸濁液を、約１２０ｍＬ／分の流速で、続いて、第１の容積（約１Ｌ）の
第１のチェーサー（脱イオン水）および第２の容積（約１Ｌ）の第２のチェーサー（無水
ＰＥＧ３００）を、すべて同じ流速で回転ロータ中にポンプで供給した。チェーサーを用
いて、過剰のポロキサマー１８８および残留水を洗い出した。ロータを止め、流体をすべ
て出した。ＩＶＩＧミクロスフェアは、粘性ペーストとしてロータの内壁に堆積し、機械
的手段で（例えば、掻き落として）収集した。
【００９１】
　大量の無水ＰＥＧ３００に懸濁させた後に、収集した抗体ミクロスフェアのアリコート
を光学顕微鏡（５００×倍率）で調べた。ＩＶＩＧミクロスフェアは、直径約２～３ミク
ロンのほとんど離散したミクロスフェアであり、集塊はほとんどないことがわかった。Ｐ
ＢＳの添加により、数秒内に目視で透明な溶液が生成し、これは、収集したＩＶＩＧミク
ロスフェアがＰＢＳに可溶性であること、および目視で不溶性ＩＶＩＧ集塊を少しも含ま
ないことを示す。
【００９２】
　（実施例６）
　約１２％ｗ／ｖのポロキサマー１８８を含む酢酸アンモニウム緩衝液（ｐＨ５．８）中
約１ｍｇ／ｍＬの濃度でヒト免疫グロブリンＧ（ＩｇＧ）を溶解させることによって、約
２０Ｌの水性反応溶液を調製した。この反応溶液を約５０℃に加熱し、次いで、約２時間
かけて約４℃に徐々に冷却し、ポロキサマー１８８が溶解している水溶液を含む連続相中
にＩｇＧミクロスフェアを含む分散相を形成した。約４℃で、約７５％ｗ／ｖの脱イオン
水、２５％ｗ／ｖのＰＥＧ－３３５０、１０ｍＭのヒスチジン、１００ｍＭのＮａＣｌを
含み、約７．４のｐＨ、および連続相の密度を超える密度を有する容積（約２００ｍＬ）
の非溶媒を、２０，０００×ｇで約４℃において回転させながら、連続フロー遠心分離機
（Ｓｏｒｖａｌｌ（登録商標）Ｃｏｎｔｉｆｕｇｅ（登録商標）、ＴｈｅｒｍｏＦｉｓｈ
ｅｒ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ、Ｗａｌｔｈａｍ、ＭＡ）のロータ中にポンプで供給した。
約１２０ｍＬ／分の流速で回転ロータ中に抗体ミクロスフェア懸濁液、続いてチェーサー
として新たな容積（約１Ｌ）の非溶媒をポンプで供給し、収集したミクロスフェアから過
剰のポロキサマー１８８を洗い出した。ロータを止め、流体をすべて出した。粘性ペース
トとしてロータの内壁に堆積したＩｇＧミクロスフェアを機械的手段で（例えば、掻き落
として）収集した。
【００９３】
　新たな容積の非溶媒中に懸濁させた後で、収集した抗体ミクロスフェアのアリコートを
光学顕微鏡（５００×倍率）で調べた。ＩｇＧミクロスフェアは、直径約２～３ミクロン
の大部分が離散したミクロスフェアであり、集塊はほとんどないことがわかった。収集し
た抗体ミクロスフェア中ヒトＩｇＧの濃度は、収集したミクロスフェアのアリコートをＰ
ＢＳ中に容積で１０００倍に希釈し（ＩｇＧミクロスフェアを完全に溶解させて）、希釈
液の光学密度を２８０ｎｍで測定することによって決定した。約１．３８の減衰係数に基
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づいて、収集したミクロスフェア中ＩｇＧ濃度は約２９８ｍｇ／ｍＬであると決定した。
この濃度を反応溶液中ＩｇＧの１ｍｇ／ｍＬ濃度と比較すると、上記の処理はＩｇＧ分子
を約３００倍濃縮した。
【手続補正書】
【提出日】平成23年4月26日(2011.4.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　一実施形態において、多相分散系を処理する方法は、分散相および連続相を含み、固体
微粒子および少なくとも第１の不揮発性物質を含む多相分散系を用意する工程、非溶媒を
用意する工程、該多相分散系および該非溶媒を混合する工程、ならびに該微粒子の大部分
が該分散系から分離されるように、該微粒子の該非溶媒中へのまたはそれを通っての移動
を選択的に行う工程を含み、該微粒子は、該非溶媒に実質的に不溶性であり、該非溶媒は
、該連続相の密度を超える密度、または該連続相の粘度を超える粘度を有する。
　本発明は、例えば以下の項目を提供する。
（項目１）
　多相分散系を処理する方法であって、
　分散相および連続相を含み、固体微粒子および少なくとも第１の不揮発性物質を含む多
相分散系を用意する工程、
　非溶媒を用意する工程、
　前記多相分散系および前記非溶媒を混合する工程、ならびに
　大部分の前記微粒子が前記分散系から分離されるように、前記微粒子の前記非溶媒中へ
のまたはそれを通っての移動を選択的に行う工程を含み、
　前記微粒子は、前記非溶媒に実質的に不溶性であり、前記非溶媒は、前記連続相の密度
を超える密度または前記連続相の粘度を超える粘度を有する、方法。
（項目２）
　前記非溶媒を用意する工程が、前記非溶媒を遠心分離装置中に導入し、それにより、そ
の中に非溶媒層を形成する工程を含み、
　前記多相分散系および前記非溶媒を混合する工程が、前記多相分散系を前記非溶媒層の
上面に層状化し、それにより、層状化された組成物を形成する工程を含み、
　前記微粒子の前記非溶媒中へのまたはそれを通っての移動を選択的に行う工程が、前記
層状化された組成物を遠心分離にかける工程を含む、項目１に記載の方法。
（項目３）
　前記多相分散系および前記非溶媒を混合する前に、前記非溶媒を凍結させる工程をさら
に含む、項目１および２のいずれかに記載の方法。
（項目４）
　前記遠心分離装置が遠心分離管を含む、項目２に記載の方法。
（項目５）
　前記遠心分離装置が連続フロー遠心分離機を含む、項目２に記載の方法。
（項目６）
　前記分散系から分離された前記微粒子を収集する工程をさらに含む、項目１から５のい
ずれかに記載の方法。
（項目７）
　前記非溶媒が、第２の不揮発性物質を含む、項目１から６のいずれかに記載の方法。
（項目８）
　前記分散系から分離された前記微粒子を収集する工程、および前記収集された微粒子を
超臨界流体に曝露し、少なくとも前記固体微粒子を保持しながら、前記第２の不揮発性物
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質の少なくとも一部を除去する工程をさらに含む、項目７に記載の方法。
（項目９）
　前記非溶媒が、薬学的に許容される希釈剤である、項目１から８のいずれかに記載の方
法。
（項目１０）
　前記微粒子が密度Ｄｐを有し、前記連続相が密度Ｄｃを有し、前記非溶媒が、均一であ
り、Ｄｐ≧Ｄｎ≧Ｄｃのように密度Ｄｎを有する、項目１から９のいずれかに記載の方法
。
（項目１１）
　Ｄｎが１ｇ／ｃｍ３を超える、項目１１に記載の方法。
（項目１２）
　前記非溶媒が密度勾配を含む、項目１から１１のいずれかに記載の方法。
（項目１３）
　前記非溶媒が、水性液体、有機液体、ハロゲン化液体、不揮発性物質、およびそれらの
組合せからなる群より選択される１種または複数の成分を含む、項目１から１２のいずれ
かに記載の方法。
（項目１４）
　前記第２の不揮発性物質が、水溶性であるか、周囲温度で液体であるか、または両方で
ある、項目７に記載の方法。
（項目１５）
　前記非溶媒中の前記第２の不揮発性物質の濃度が、前記分散系中の前記第１の不揮発性
物質の濃度を超える、項目７に記載の方法。
（項目１６）
　前記第２の不揮発性物質が、前記第１の不揮発性物質と異なり、およびそれより低い分
子量を有する、項目１５に記載の方法。
（項目１７）
　前記第１および第２の不揮発性物質が同じである、項目１５に記載の方法。
（項目１８）
　前記第２の不揮発性物質が、液体ポリエチレングリコール、液体ポロキサマー、および
それらの組合せから選択される、項目７に記載の方法。
（項目１９）
　前記第１および第２の不揮発性物質が、非イオン性ポリエーテル、非イオン性コポリエ
ーテル、非イオン性ポリエステル、非イオン性コポリエステル、非イオン性ポリエーテル
－ポリエステルコポリマー、非イオン性ビニルポリマー、非イオン性ピロリドン含有ポリ
マー、非イオン性ポリマー炭水化物、前述の物質の誘導体および塩、ならびにそれらの組
合せからなる群より独立して選択される非イオン性ポリマーを含む、項目７に記載の方法
。
（項目２０）
　前記非溶媒が、安定剤、塩、酸化防止剤、およびそれらの組合せからなる群より選択さ
れる１種または複数の溶質をさらに含む、項目１から１９のいずれかに記載の方法。
（項目２１）
　前記非溶媒が、前記連続相に可溶性であるかまたはそれと混和性である、項目１から２
０のいずれかに記載の方法。
（項目２２）
　それぞれの微粒子が、少なくとも前記微粒子の外面に存在する少なくとも１種の生物活
性巨大分子を含む、項目１から２１のいずれかに記載の方法。
（項目２３）
　前記少なくとも１種の生物活性巨大分子が、炭水化物、ペプチド、タンパク質、ベクタ
ー、核酸、それらの複合体、それらの結合体、およびそれらの組合せからなる群より選択
される、項目２２に記載の方法。
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（項目２４）
　前記微粒子が、非晶質、球状、固体、またはそれらの２つ以上の組合せである、項目１
から２３のいずれかに記載の方法。
（項目２５）
　前記微粒子が、帯電しているかまたは誘導性電荷を有し、前記微粒子の移動を選択的に
行う工程が電気泳動によって達成される、項目１および６から２４のいずれかに記載の方
法。
（項目２６）
　前記固体微粒子が、少なくとも１種の活性剤を含む、項目１から２５のいずれかに記載
の方法。
（項目２７）
　前記活性剤が、生物活性剤、薬剤、診断薬、栄養補助剤、および化粧剤からなる群より
選択される、項目１から２６のいずれかに記載の方法。
（項目２８）
　前記活性剤が、炭水化物、ペプチド、タンパク質、ベクター、核酸、それらの複合体、
それらの結合体、およびそれらの組合せからなる群より選択される少なくとも１種の生物
活性巨大分子を含む生物活性剤である、項目１から２７のいずれかに記載の方法。
（項目２９）
　前記活性剤が、アジュバント、アドレナリン作用薬、アドレナリン遮断薬、アドレノコ
ルチコイド、抗アドレナリン薬、アドレナリン作動薬、アルカロイド、アルキル化剤、ア
ロステリック阻害剤、アナボリックステロイド、蘇生薬、鎮痛剤、麻酔薬、食欲抑制剤、
制酸剤、抗アレルギー剤、抗血管形成剤、抗不整脈剤、抗菌剤、抗生物質、抗体、抗癌剤
、抗コリン剤、抗コリンエステラーゼ、抗凝血剤、抗けいれん薬、抗痴呆薬、抗うつ剤、
抗糖尿病薬、下痢止め薬、解毒剤、抗てんかん薬、抗葉酸剤、抗真菌剤、抗原、駆虫薬、
抗ヒスタミン、抗高脂血症薬、降圧剤、抗感染薬、抗炎症薬、抗マラリア薬、代謝拮抗剤
、抗ムスカリン剤、抗マイコバクテリア剤、抗新生物薬、抗骨粗しょう剤、抗病原薬、抗
原虫薬、接着分子、解熱薬、抗リウマチ剤、防腐剤、抗甲状腺薬、抗潰瘍薬、抗ウイルス
薬、抗不安鎮静薬、アストリンゼン、ベータ－アドレナリン受容体遮断薬、殺生剤、血液
凝固因子、カルシトニン、強心剤、化学療法薬、コレステロール低下薬、補因子、コルチ
コステロイド、鎮咳剤、サイトカイン、利尿薬、ドーパミン作用薬、エストロゲン受容体
調節剤、酵素およびその補因子、酵素阻害剤、増殖分化因子、増殖因子、血液系作用薬、
造血薬、ヘモグロビン調整剤、止血薬、ホルモンおよびホルモン類似体、催眠薬、降圧利
尿薬、免疫学的因子、免疫賦活薬、免疫抑制剤、阻害剤、リガンド、脂質調節剤、リンホ
カイン、ムスカリン作用薬、筋弛緩薬、神経遮断薬、向神経薬、パクリタクセルおよび誘
導体化合物、副交感神経様作用薬、副甲状腺ホルモン、促進剤、プロスタグランジン、精
神治療薬、向精神薬、放射性医薬品、受容体、鎮静剤、性ホルモン、滅菌剤、刺激剤、血
小板新生剤、栄養因子、交感神経様作用薬、甲状腺薬、ワクチン、血管拡張薬、ビタミン
、キサンチン、ならびにそれらの結合体、複合体、前駆体、代謝産物、および混合物から
なる群より選択される薬剤である、項目１から２８のいずれかに記載の方法。
（項目３０）
　前記微粒子が担体巨大分子を含む、項目１から２９のいずれかに記載の方法。
（項目３１）
　多相分散系を処理する方法であって、
　分散相および連続相を含み、固体微粒子および第１の濃度における第１の不揮発性物質
を含む多相分散系を用意する工程、
　前記第１の濃度を超える第２の濃度における第２の不揮発性物質を含む非溶媒を用意す
る工程であって、前記微粒子が前記非溶媒に実質的に不溶性である、工程、
　前記多相分散系および前記非溶媒を混合する工程、ならびに
　前記微粒子の大部分が前記分散系から分離されるように、前記微粒子の前記非溶媒中へ
のまたはそれを通っての移動を選択的に行う工程
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を含む、方法。
（項目３２）
　前記非溶媒を用意する工程が、前記非溶媒を遠心分離装置中に導入し、それにより、そ
の中に非溶媒層を形成する工程を含み、
　前記多相分散系および前記非溶媒を混合する工程が、前記非溶媒層の上部面に前記多相
分散系を層状化し、それにより、層状化された組成物を形成する工程を含み、
　前記微粒子の前記非溶媒中へのまたはそれを通っての移動を選択的に行う工程が、前記
層状化された組成物を遠心分離にかける工程を含む、項目３１に記載の方法。
（項目３３）
　前記微粒子が、帯電しているかまたは誘導性電荷を有し、前記微粒子の移動を選択的に
行う工程が、電気泳動で達成される、項目３１に記載の方法。
（項目３４）
　前記微粒子が活性剤を含む、項目３１から３３のいずれかに記載の方法。
（項目３５）
　前記微粒子が、担体巨大分子、生物活性巨大分子、およびそれらの組合せからなる群よ
り選択される巨大分子を含む、項目３１から３４のいずれかに記載の方法。
（項目３６）
　前記巨大分子が、炭水化物、ペプチド、タンパク質、ベクター、核酸、それらの複合体
、それらの結合体、およびそれらの組合せからなる群より選択される少なくとも１種の生
物活性巨大分子を含む、項目３５に記載の方法。
（項目３７）
　前記第１および第２の不揮発性物質が、それらの化学構造および／または分子量におい
て異なる、項目３１から３６のいずれかに記載の方法。
（項目３８）
　前記第１および第２の不揮発性物質が同じである、項目３１から３７のいずれかに記載
の方法。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多相分散系を処理する方法であって、
　分散相および連続相を含む多相分散系を用意する工程であって、前記分散系は、固体微
粒子を含み、そして第１の不揮発性物質を含む連続相を少なくとも含む、工程、
　非溶媒を用意する工程、
　前記多相分散系および前記非溶媒を混合する工程、ならびに
　大部分の前記微粒子が前記分散系から分離されるように、前記微粒子の前記非溶媒中へ
のまたはそれを通っての移動を選択的に行う工程
を含み、
　前記連続相は、水性もしくは水混和性のいずれかであり、前記第１の不揮発性物質は、
非イオン性水溶性ポリマーまたは非イオン性水混和性ポリマーを含み、前記微粒子は、前
記非溶媒に実質的に不溶性であり、前記非溶媒は、前記連続相の密度を超える密度または
前記連続相の粘度を超える粘度を有し、
　前記非溶媒を用意する工程が、前記非溶媒を遠心分離装置中に導入し、それにより、そ
の中に非溶媒層を形成する工程を含み、
　前記多相分散系および前記非溶媒を混合する工程が、前記多相分散系を前記非溶媒層の
上面に層状化し、それにより、層状化された組成物を形成する工程を含み、
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　前記微粒子の前記非溶媒中へのまたはそれを通っての移動を選択的に行う工程が、前記
層状化された組成物を遠心分離にかける工程を含む、方法。
【請求項２】
　前記多相分散系および前記非溶媒を混合する前に、前記非溶媒を凍結させる工程、およ
び前記非溶媒中へのまたはそれを通る前記微粒子の移動を選択的にもたらす前に前記非溶
媒を解凍する工程をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記遠心分離装置が遠心分離管を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記遠心分離装置が連続フロー遠心分離機を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記分散系から分離された前記微粒子を収集する工程をさらに含む、請求項１から４の
いずれかに記載の方法。
【請求項６】
　前記非溶媒が、第２の不揮発性物質を含む、請求項１から５のいずれかに記載の方法。
【請求項７】
　前記分散系から分離された前記微粒子を収集する工程、および前記収集された微粒子を
超臨界流体に曝露し、少なくとも前記固体微粒子を保持しながら、前記第２の不揮発性物
質の少なくとも一部を除去する工程をさらに含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記非溶媒が、薬学的に許容される希釈剤である、請求項１から７のいずれかに記載の
方法。
【請求項９】
　前記微粒子が密度Ｄｐを有し、前記連続相が密度Ｄｃを有し、前記非溶媒が、均一であ
り、Ｄｐ≧Ｄｎ≧Ｄｃのように密度Ｄｎを有する、請求項１から８のいずれかに記載の方
法。
【請求項１０】
　Ｄｎが１ｇ／ｃｍ３を超える、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記非溶媒が密度勾配を含む、請求項１から１０のいずれかに記載の方法。
【請求項１２】
　前記非溶媒が、水性液体、有機液体、ハロゲン化液体、不揮発性物質、およびそれらの
組合せからなる群より選択される１種または複数の成分を含む、請求項１から１１のいず
れかに記載の方法。
【請求項１３】
　前記第２の不揮発性物質が、水溶性であるか、周囲温度で液体であるか、または両方で
ある、請求項６に記載の方法。
【請求項１４】
　前記非溶媒中の前記第２の不揮発性物質の濃度が、前記分散系中の前記第１の不揮発性
物質の濃度を超える、請求項６に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第２の不揮発性物質が、前記第１の不揮発性物質と異なり、およびそれより低い分
子量を有する、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記第１および第２の不揮発性物質が同じである、請求項１４に記載の方法。
【請求項１７】
　前記第２の不揮発性物質が、液体ポリエチレングリコール、液体ポロキサマー、および
それらの組合せから選択される、請求項６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記第１および第２の不揮発性物質が、非イオン性ポリエーテル、非イオン性コポリエ
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ーテル、非イオン性ポリエステル、非イオン性コポリエステル、非イオン性ポリエーテル
－ポリエステルコポリマー、非イオン性ビニルポリマー、非イオン性ピロリドン含有ポリ
マー、非イオン性ポリマー炭水化物、前述の物質の誘導体および塩、ならびにそれらの組
合せからなる群より独立して選択される非イオン性ポリマーを含む、請求項６に記載の方
法。
【請求項１９】
　前記非溶媒が、安定剤、塩、酸化防止剤、およびそれらの組合せからなる群より選択さ
れる１種または複数の溶質をさらに含む、請求項１から１８のいずれかに記載の方法。
【請求項２０】
　前記非溶媒が、前記連続相に可溶性であるかまたはそれと混和性である、請求項１から
１９のいずれかに記載の方法。
【請求項２１】
　それぞれの微粒子が、少なくとも前記微粒子の外面に存在する少なくとも１種の生物活
性巨大分子を含む、請求項１から２０のいずれかに記載の方法。
【請求項２２】
　前記少なくとも１種の生物活性巨大分子が、炭水化物、ペプチド、タンパク質、ベクタ
ー、核酸、それらの複合体、それらの結合体、およびそれらの組合せからなる群より選択
される、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記微粒子が、非晶質、球状、固体、またはそれらの２つ以上の組合せである、請求項
１から２２のいずれかに記載の方法。
【請求項２４】
　前記固体微粒子が、少なくとも１種の活性剤を含む、請求項１から２３のいずれかに記
載の方法。
【請求項２５】
　前記活性剤が、生物活性剤、薬剤、診断薬、栄養補助剤、および化粧剤からなる群より
選択される、請求項１から２４のいずれかに記載の方法。
【請求項２６】
　前記活性剤が、炭水化物、ペプチド、タンパク質、ベクター、核酸、それらの複合体、
それらの結合体、およびそれらの組合せからなる群より選択される少なくとも１種の生物
活性巨大分子を含む生物活性剤である、請求項１から２５のいずれかに記載の方法。
【請求項２７】
　前記活性剤が、アジュバント、アドレナリン作用薬、アドレナリン遮断薬、アドレノコ
ルチコイド、抗アドレナリン薬、アドレナリン作動薬、アルカロイド、アルキル化剤、ア
ロステリック阻害剤、アナボリックステロイド、蘇生薬、鎮痛剤、麻酔薬、食欲抑制剤、
制酸剤、抗アレルギー剤、抗血管形成剤、抗不整脈剤、抗菌剤、抗生物質、抗体、抗癌剤
、抗コリン剤、抗コリンエステラーゼ、抗凝血剤、抗けいれん薬、抗痴呆薬、抗うつ剤、
抗糖尿病薬、下痢止め薬、解毒剤、抗てんかん薬、抗葉酸剤、抗真菌剤、抗原、駆虫薬、
抗ヒスタミン、抗高脂血症薬、降圧剤、抗感染薬、抗炎症薬、抗マラリア薬、代謝拮抗剤
、抗ムスカリン剤、抗マイコバクテリア剤、抗新生物薬、抗骨粗しょう剤、抗病原薬、抗
原虫薬、接着分子、解熱薬、抗リウマチ剤、防腐剤、抗甲状腺薬、抗潰瘍薬、抗ウイルス
薬、抗不安鎮静薬、アストリンゼン、ベータ－アドレナリン受容体遮断薬、殺生剤、血液
凝固因子、カルシトニン、強心剤、化学療法薬、コレステロール低下薬、補因子、コルチ
コステロイド、鎮咳剤、サイトカイン、利尿薬、ドーパミン作用薬、エストロゲン受容体
調節剤、酵素およびその補因子、酵素阻害剤、増殖分化因子、増殖因子、血液系作用薬、
造血薬、ヘモグロビン調整剤、止血薬、ホルモンおよびホルモン類似体、催眠薬、降圧利
尿薬、免疫学的因子、免疫賦活薬、免疫抑制剤、阻害剤、リガンド、脂質調節剤、リンホ
カイン、ムスカリン作用薬、筋弛緩薬、神経遮断薬、向神経薬、パクリタクセルおよび誘
導体化合物、副交感神経様作用薬、副甲状腺ホルモン、促進剤、プロスタグランジン、精
神治療薬、向精神薬、放射性医薬品、受容体、鎮静剤、性ホルモン、滅菌剤、刺激剤、血
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小板新生剤、栄養因子、交感神経様作用薬、甲状腺薬、ワクチン、血管拡張薬、ビタミン
、キサンチン、ならびにそれらの結合体、複合体、前駆体、代謝産物、および混合物から
なる群より選択される薬剤である、請求項１から２６のいずれかに記載の方法。
【請求項２８】
　前記微粒子が担体巨大分子を含む、請求項１から２７のいずれかに記載の方法。
【請求項２９】
　前記第１および第２の不揮発性物質が、それらの化学構造および／または分子量におい
て異なる、請求項１５に記載の方法。
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