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(57)【要約】
本明細書中、１つまたは複数のキレート剤に結合してお
り、言い換えると、任意に薬理学的に活性の金属イオン
に可逆的に結合した、羊膜もしくは絨毛膜などの微粒子
化した胎盤組織の成分、および／またはフィラーから構
成される微粒子化した胎盤性組成物を提供する。さらに
、上記胎盤性組成物を作製する方法および使用する方法
を提供する。本組成物は、多くの治療用途を有する。
【選択図】図１Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　微粒子化した胎盤組織の成分と、任意に、生物学的に適合可能なフィラーと、１つまた
は複数のキレート部分とを含む組成物であって、前記キレート部分が、前記胎盤組織の成
分および／または前記ファイターと共有結合している、組成物。
【請求項２】
　前記胎盤組織の成分および／またはフィラーが、同種間で架橋している、請求項１に記
載の組成物。
【請求項３】
　前記胎盤組織の成分および／またはフィラーが、別種間で架橋している、請求項１に記
載の組成物。
【請求項４】
　前記フィラーが、前記組成物中に存在しており、かつ生物学的に適合可能なポリマーで
ある、請求項１に記載の組成物。
【請求項５】
　前記生物学的に適合可能なポリマーが、コラーゲン、ヒアルロン酸（ｈｙｌａｕｒｏｎ
ｉｃ　ａｃｉｄ）、および可塑剤からなる群から選択される、請求項４に記載の組成物。
【請求項６】
　前記フィラーに対する前記微粒子化した胎盤組織の成分の比率が、１：９９～９９：１
である、請求項１に記載の組成物。
【請求項７】
　前記１つまたは複数のキレート部分が、前記胎盤組織の成分および／またはフィラーを
架橋する、請求項１に記載の組成物。
【請求項８】
　前記キレート部分が、前記胎盤組織の成分および／またはフィラーを架橋しない、請求
項１に記載の組成物。
【請求項９】
　薬学的に許容可能な賦形剤をさらに含む、請求項１に記載の組成物。
【請求項１０】
　薬理学的に活性の金属イオンの治療上有効量が、前記１つまたは複数のキレート部分に
キレート化されている、請求項１に記載の組成物。
【請求項１１】
　前記薬理学的に活性の金属イオンが、抗癌剤である、請求項１０に記載の組成物。
【請求項１２】
　前記抗癌剤が、白金のイオンを含む、請求項１１に記載の組成物。
【請求項１３】
　前記抗癌剤がシスプラチンである、請求項１２に記載の組成物。
【請求項１４】
　前記組成物が、前記金属イオンの徐放を提供する、請求項１０に記載の組成物。
【請求項１５】
　前記組成物が成形されている、請求項１に記載の組成物。
【請求項１６】
　前記微粒子化した胎盤組織の成分が、微粒子化した羊膜である、請求項１～１５のいず
れか１項に記載の組成物。
【請求項１７】
　微粒子化した絨毛膜、ホウォートンゼリー、および／または微粒子化した中間組織層を
さらに含む、請求項１６に記載の組成物。
【請求項１８】
　前記微粒子化した胎盤組織の成分が、微粒子化した絨毛膜である、請求項１～１５のい
ずれか１項に記載の組成物。
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【請求項１９】
　微粒子化した羊膜、生物学的に適合可能なフィラー、生物学的に適合可能な可塑剤、お
よび１つまたは複数のキレート部分を含む組成物であって、前記キレート部分が、前記羊
膜および／または前記フィラーと共有結合している、組成物。
【請求項２０】
　前記羊膜および／またはフィラーが同種間で架橋している、請求項１９に記載の組成物
。
【請求項２１】
　前記羊膜および／またはフィラーが、別種間で架橋している、請求項１９に記載の組成
物。
【請求項２２】
　前記フィラーが、生物学的に適合可能なポリマーである、請求項１９に記載の組成物。
【請求項２３】
　前記生物学的に適合可能なポリマーが、コラーゲン、ヒアルロン酸、および可塑剤から
なる群から選択される、請求項２２に記載の組成物。
【請求項２４】
　前記フィラーに対する前記微粒子化した羊膜の比率が、１：９９～９９：１である、請
求項１９に記載の組成物。
【請求項２５】
　前記１つまたは複数のキレート部分が、前記羊膜および／またはフィラーを架橋する、
請求項１９に記載の組成物。
【請求項２６】
　前記キレート部分が、前記羊膜および／またはフィラーを架橋しない、請求項１９に記
載の組成物。
【請求項２７】
　薬学的に許容可能な賦形剤をさらに含む、請求項１９に記載の組成物。
【請求項２８】
　薬理学的に活性の金属イオンが、前記１つまたは複数のキレート部分にキレート化され
ている、請求項１９に記載の組成物。
【請求項２９】
　前記薬理学的に活性の金属イオンが、抗癌剤である、請求項２８に記載の組成物。
【請求項３０】
　前記抗癌剤が、白金のイオンを含む、請求項２９に記載の組成物。
【請求項３１】
　前記抗癌剤が、シスプラチンである、請求項３０に記載の組成物。
【請求項３２】
　前記組成物が成形されている、請求項１９に記載の組成物。
【請求項３３】
　微粒子化した絨毛膜、ホウォートンゼリー、および／または微粒子化した中間組織層を
さらに含む、請求項１９に記載の組成物。
【請求項３４】
　前記組成物が、前記金属イオンの徐放を提供する、請求項１９に記載の組成物。
【請求項３５】
　固形腫瘍処置の後の腫瘍の再発または転移を阻止する方法であって、請求項１～３４の
いずれか１項に記載の羊膜組成物の有効量を適用することを含む、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　本願は、米国特許法１１９条（ｅ）の下、２０１３年８月３０日に出願の米国特許仮出
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願第６１／８７２，３９３号の利益を主張するものであり、この文書は全体を参照として
本明細書中に援用される。
【０００２】
　本発明は、微粒子化した胎盤の成分および任意にフィラーを含む微粒子化した胎盤性組
成物であって、生物学的に適合可能なキレーター部分が、上記組成物の成分と結合してい
る、微粒子化した胎盤性組成物を目的とする。本発明は、キレート部分と可逆的に結合し
た薬理学的に活性の金属イオンを有する当該組成物をさらに含む。
【背景技術】
【０００３】
最新技術
　単離した羊膜および絨毛膜、ならびにそれらの積層物などの胎盤組織の成分は、創傷被
覆として使用するため、および創傷治癒を促進するために、当業者に知られている。概し
て、胎盤組織は、選択的帝王切開（ｅｌｅｃｔｉｖｅ　Ｃｅｓａｒｅａｎ　ｓｕｒｇｅｒ
ｙ）の後に収集される。胎盤は、２つの主な組織層の、羊膜（ａｍｎｉｏｎ）および絨毛
膜を有する羊膜（ａｍｎｉｏｔｉｃ　ｍｅｍｂｒａｎｅ）から構成される。羊膜組織は、
羊膜嚢の最内層であり、羊水と直接接触している。羊膜嚢は羊水を含み、胎児の環境を保
護する。組織学的な評価は、羊膜の膜層は、単一層の上皮細胞、薄膜細網線維（基底膜）
、および緻密層、および繊維芽細胞からなることを示す。羊膜の線維層（すなわち基底膜
）は、ＩＶ型、Ｖ型、およびＶＩＩ型コラーゲンと、フィブロネクチンおよびラミニンを
含む細胞接着性生理活性因子とを含む。よって、回収した羊膜は、創傷を保護し、かつ治
癒を誘導する創傷移植片に、商業的に使用されている。
【０００４】
　このような有益な用途に加えて、羊膜は、米国特許出願公開公報第２０１４／０１０６
４４７号に提供されるように、幹細胞のリクルーターとして作用することが見出されてお
り、この文献全体は本明細書中参照として援用される。
【０００５】
　米国特許出願公開公報第２０１３／０３４４１６２号は、微粒子化した胎盤組織の組成
物およびその作製方法および使用方法を記載する。米国特許出願番号第１３／９０３，８
７８号は、生物学的に適合可能なポリマー－キレーター複合体ならびにその作製方法およ
び使用方法を記載する。これらの参照文献全体は本明細書中参照として援用される。
【０００６】
　Ｋｏｏｂらは、様々な生物医学的応用のために、場合によっては天然の腱と類似する引
っ張り強度（たとえば約９１ＭＰａ）を伴うノルジヒドログアヤレチン酸（ＮＤＧＡ）重
合および架橋コラーゲン線維を生成する方法を説明している。たとえば、Ｋｏｏｂ　ａｎ
ｄ　Ｈｅｒｎａｎｄｅｚ，　Ｍａｔｅｒｉａｌ　ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ　ｏｆ　ｐｏｌｙ
ｍｅｒｉｚｅｄ　ＮＤＧＡ－ｃｏｌｌａｇｅｎ　ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ　ｆｉｂｅｒｓ：　
ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　ｏｆ　ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌｌｙ　ｂａｓｅｄ　ｔｅｎｄｏｎ
　ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｓ，　Ｂｉｏｍａｔｅｒｉａｌｓ　２００２　Ｊａｎ；　２３　（
１）：　２０３－１２および米国特許第６，５６５，９６０号を参照されたい。これらの
内容は本明細書中に完全に引用されるものとして、参照として本明細書中に援用される。
【発明の概要】
【０００７】
　本発明は、羊膜、絨毛膜、中間組織層、およびホウォートンゼリー、ならびにそれらの
積層物などの微粒子化した胎盤組織の成分と、任意にフィラーとを含む組成物であって、
上記胎盤の成分および／またはフィラーの少なくとも一部が、キレート部分と結合してい
る、組成物を目的とする。好ましくは、キレート部分は、薬理学的に活性の金属イオンと
放出可能に結合することにより、金属イオンが経時的に持続して放出される。よって、こ
れらの金属イオンの作用は、局在化した方法で微粒子化した羊膜の治療上の作用と組み合
わせることにより、改善した治療を提供できる。
【０００８】
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　あるいは、本発明の組成物を使用して、異常性幹細胞を含む異常性細胞を死滅または破
壊することができる。このような実施形態では、本組成物は、羊膜および絨毛膜、ならび
にそれらの積層物などの胎盤の成分と、任意にフィラーとを含む。これらのいずれかまた
は両方が、シスプラチンなどの１つまたは複数の薬理学的に活性の金属イオンを含む薬理
学的に活性な薬剤が可逆的に結合したキレート剤に結合する。一部の実施形態では、羊膜
を、癌幹細胞（ＣＳＣ）などの異常性幹細胞を動員するために使用し、抗癌剤を、ＣＳＣ
を死滅または破壊するために使用する。これに関連して、ＣＳＣは、癌の再発、惹起、進
行、転移、および薬物の耐性の原因であると考えられている。理論により縛られるもので
はないが、腫瘍部位への本発明の組成物の導入は、金属含有の抗癌剤によりＣＳＣの標的
化をもたらすと考えられている。すなわち、ＣＳＣは、羊膜により腫瘍部位へと動員され
、抗癌剤により死滅または阻害される。
【０００９】
　この組成物の一態様では、本発明は、羊膜、絨毛膜、およびその積層物などの微粒子化
した胎盤組織およびその成分と、任意にフィラーとを含む組成物であって、微粒子化した
組織および／またはフィラーの少なくとも一部が、１つまたは複数のキレート部分と結合
している、組成物に関する。さらに、微粒子化ホウォートンゼリーなどの微粒子化臍帯物
質は、微粒子化した胎盤組織と組み合わせることができる。
【００１０】
　この組成物の別の態様では、治療上活性の金属イオンは、キレート部分と放出可能に結
合している。一態様では、金属イオンは、持続した抗癌活性を提供するために経時的に放
出される抗癌剤である。
【００１１】
　本発明の、羊膜、絨毛膜、中間組織層、ホウォートンゼリーの組成物などの胎盤性組成
物は、たとえば白金アルキル化剤といった、金属イオンでの処置の影響を受けやすい癌を
有する患者に導入されてもよい。当該組成物は、腫瘍の処置の前、最中、および／または
後に患者に導入されてもよい。一態様では、本組成物は、たとえば手術不能の脳腫瘍また
は脊髄の腫瘍といった、別な方法では治療できない腫瘍部位または腫瘍部位の近くに導入
される。一態様では、本組成物は、たとえば外科手術、化学療法、および／または放射線
療法といった、他の処置と併用して、腫瘍部位または腫瘍部位の近くに導入される。一態
様では、本組成物は、腫瘍が処置かつ／または除去された後に、腫瘍部位または腫瘍部位
の近くに導入される。
【００１２】
　キレート部分は、生物学的に適合可能であり、かつ薬理学的に活性の金属イオンとの可
逆的な結合に適したペンダント官能基を含む任意の部分とすることができる。このような
生物学的に適合可能であり、かつ薬理学的に活性の金属イオンの例として、限定するもの
ではないが、銀イオン、銅イオン、または金属イオン性抗腫瘍剤が挙げられる。好ましく
は、抗腫瘍剤は、イオン化した白金である。本明細書中に記載されるキレート部分は、癌
の処置部位で日和見性細菌感染症および／または真菌性感染症を阻害するために、抗細菌
性の銀イオンおよび／または抗真菌性の銅イオンなどの金属の混合物を含むことができる
。
【００１３】
　一実施形態では、本発明の羊膜または絨毛膜の組成物などの胎盤性組成物は、罹患領域
または罹患領域の近くに注射される。一実施形態では、胎盤性組成物は、置換領域または
罹患領域の近くに移植される。理論により縛られるものではないが、局在型の本組成物の
導入は、薬理学的に活性の金属イオンでの全身的な処置で起こる潜在的な副作用を低減さ
せると考えられている。
【００１４】
　また本発明は、本組成物と結合した１つまたは複数のキレート部分を有する本明細書中
に記載される組成物の作製方法および使用方法を目的とする。
【００１５】
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　本発明のいくつかの利点は、続く説明に部分的に記載されており、一部はこの説明から
明らかであり、または以下に記載される態様の実務により学習され得る。以下に記載され
る利点は、添付される特許請求の範囲に特に指摘される要素および組み合わせにより認識
かつ達成されるものである。前述の一般的な説明および以下の詳細な説明は、例示的であ
り、単なる説明であり、限定されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
　以下の添付図面は、本明細書の一部に組み込まれ、かつ本明細書の一部を構成し、以下
に記載されるいくつかの態様を例証する。
【図１Ａ】図１Ａおよび１Ｂは、本明細書中に記載される羊膜組成物を作製する工程のフ
ローチャートの概略である。
【図１Ｂ】図１Ａおよび１Ｂは、本明細書中に記載される羊膜組成物を作製する工程のフ
ローチャートの概略である。
【図２】図２および３は、異なるキレート部分を使用した、羊膜－またはフィラー－キレ
ート剤複合体の混合物を含む組成物から金属イオンの異なる二元的な放出パターンを例証
する。図２では、異なる非架橋キレート剤（部分）を含むキレート剤複合体からの、金属
イオンの放出速度が例証されている。これら２つのキレート剤からの放出速度は、経時的
な金属イオンの徐放を提供するために重複して選択される。
【図３】図３では、２つの類似の複合体からの金属イオンの放出速度が例証されている。
この場合、複合体のキレート部分は、これらの放出速度が重複しないように選択される。
これは、金属イオンの第１の急速投与の放出、次いで金属イオンの第２の急速投与の放出
をもたらす。
【図４】実施例３に記載される幹細胞遊走アッセイのための細胞培養インサートを模式的
に示す。
【図５】様々な量のＥｐｉＦｉｘ（登録商標）の存在下で培養したヒト間葉系幹細胞（Ｍ
ＳＣ）におけるパーセント細胞遊走の棒グラフを示す。詳細を、実施例３に記載する。
【図６】図６Ａは、移植から３日後、７日後、１４日後、および２８日後に、正常な皮膚
、シャムインプラント、無細胞真皮マトリックス、およびＥｐｉＦｉｘ（登録商標）にお
けるパーセンテージ生存／Ｌｉｎ－マウス造血性幹細胞の棒グラフを示す。示される値は
、平均値±標準偏差である（ｎ＝４検体）。＊＊は、一元配置ＡＮＯＶＡで、正常な皮膚
およびシャムインプラントと、ＥｐｉＦｉｘ（登録商標）または対照ＡＤＭを比較する場
合のｐ＜０．０５を示す。††は、両側ｔ検定で、対照のＡＤＭとＥｐｉＦｉｘ（登録商
標）を比較する場合のｐ＜０．０５を示す。図６Ｂは、移植から３日後、７日後、１４日
後、および２８日後の、正常な皮膚、シャムインプラント、無細胞真皮マトリックス、お
よびＥｐｉＦｉｘ（登録商標）におけるパーセンテージ生存／Ｌｉｎ－マウス間葉系細胞
の棒グラフを示す。示される値は、平均値±標準偏差である（ｎ＝４検体）。＊＊は、一
元配置ＡＮＯＶＡで、正常な皮膚およびシャムインプラントと、ＥｐｉＦｉｘ（登録商標
）または対照のＡＤＭを比較する場合のｐ＜０．０５を示す。詳細を実施例４に記載する
。
【図７】図７Ａは、ＣＤ４５およびＳｃａ－１のフローサイトメトリーおよび蛍光検出を
使用して検出される細胞の代表的なＦＡＣＳドットプロットを示す。図７Ｂは、細胞体を
染色するＤＡＰＩ、および造血幹細胞のマーカーであるＣＤ３４で染色した真皮組織の顕
微鏡写真である。詳細を実施例５に記載する。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明を開示かつ記載する前に、以下に記載される態様は、特定の組成物、当該組成物
の調製方法、または用途に限定されるものではなく、当然変動することが理解される。ま
た、本明細書中で使用される技術は、単に特定の態様を説明するためのものであり、限定
を意図するものではないことが理解される。
【００１８】
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　本明細書および以下の特許請求の範囲では、以下の意味を有すると定義される多くの文
言を参照する。
【００１９】
　すべての数字表示、たとえば、それらの各範囲を含む、ｐＨ、温度、時間、濃度、およ
び重量は、適宜０．１、１．０、または１０．０だけ（＋）または（－）に変動し得る近
似値である。すべての数字表示は、用語「約」が前に置かれるものと理解され得る。
【００２０】
　本明細書および添付の特許請求の範囲で使用されるように、単数形「ａ」、「ａｎ」、
および「ｔｈｅ」は、文脈が特段他の記述が明確にない限り複数形を含むものと理解すべ
きである。よって、参照として「生理活性薬剤（ａ　ｂｉｏａｃｔｉｖｅ　ａｇｅｎｔ）
」は、２つ以上の当該薬剤の混合物などを含む。
【００２１】
　「任意の」または「任意に」は、以降で記載される事象または状況が起こり得ること、
または起こり得ないことを意味し、かつ記載が事象または状況が起こる例と、当該事象ま
たは状況がおこらない例とを含むことを意味する。たとえば、文言「任意に洗浄するステ
ップ」は、洗浄するステップが、実施されてもされなくてもよいことを意味する。
【００２２】
　本明細書中で使用される用語「羊膜」は、中間組織層が無処置であり、または実質的に
除去されている羊膜を含む。
【００２３】
　用語「羊膜組成物」は、１つまたは複数の胎盤組織の成分を含む組成物であって、上記
成分の少なくとも１つが羊膜である、組成物を指す。羊膜組成物は任意にフィラーを含む
。用語羊膜組成物は、任意に、組成物の成分と結合した１つまたは複数のキレート剤をさ
らに含む。
【００２４】
　用語「絨毛膜組成物」は、１つまたは複数の胎盤組織の成分を含む組成物であって、上
記成分のうち少なくとも１つが絨毛膜である、組成物を指す。絨毛膜組成物は、任意にフ
ィラーを含む。用語絨毛膜組成物は、任意に、組成物の成分と結合した１つまたは複数の
キレート剤をさらに含む。
【００２５】
　用語「フィラー」は、羊膜以外の、組成物の任意の成分を指す。フィラーは、コラーゲ
ン、ヒアルロン酸、生物学的に適合可能な可塑剤などを含む、他の胎盤組織の成分および
ポリマーを含む。一実施形態では、コラーゲンは、ヒトのコラーゲン、および非ヒトの抗
原を実質的に含まないコラーゲン物質などの胎盤組織から調製されたコラーゲンを含む。
一部の実施形態では、コラーゲンは、ＩＶ型、Ｖ型、およびＶＩＩ型のコラーゲンを含む
羊膜の線維層（すなわち基底膜）から調製される。本明細書中に記載されるコラーゲンフ
ィラーは、もしある場合は、組成物の羊膜または絨毛膜中などの胎盤の成分に存在するコ
ラーゲンから分離、かつコラーゲンから離れている。一部の態様では、コラーゲンは、エ
ラスチン、フィブロネクチン、および／またはラミニンを含む他の成分を含まない、また
は実質的に含まない。
【００２６】
　用語「非ヒト抗原」は、ヒトへ導入される場合に免疫原性であり、免疫応答の症状（た
とえば炎症など）のために医療処置を必要とする望ましくない免疫応答を排除する、非ヒ
ト由来の任意の薬剤（たとえばタンパク質、ペプチド、多糖、糖タンパク質、糖脂質、核
酸、またはそれらの組み合わせ）を指す。本明細書中定義されるように、非ヒト抗原誘導
型の免疫応答は、体液もしくは細胞媒介型、またはその両方とすることができる。
【００２７】
　用語「胎盤組織」は、限定するものではないが、羊膜、絨毛膜、中間組織層、ホウォー
トンゼリーなどの臍帯成分などを含む、良く知られた胎盤の成分のいずれかおよびすべて
を指す。一実施形態では胎盤組織は、臍帯成分（たとえばホウォートンゼリー、臍帯の静
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脈および動脈、ならびに周辺の膜）を含むものではない。別の実施形態では、臍帯成分（
たとえばホウォートンゼリー、臍帯の静脈および動脈、ならびに周辺の膜）のいずれかを
含む。
【００２８】
　用語「成形する」、「成形した」、または「成形している」は、微粒子化した胎盤組織
および任意にフィラーが、圧力下で圧縮されて、ｅｘ　ｖｉｖｏまたはｉｎ　ｖｉｖｏの
いずれかで使用するために定義される時間の間、定義される大きさおよび形状を有する胎
盤性組成物を生成するための、実際の型の使用、圧力下での押し出し、型打ち（ｓｔａｍ
ｐｉｎｇ）、または任意の圧縮方法など、任意の形態の成形を含む。好ましくは、成形し
た胎盤成分は、ｉｎ　ｖｉｖｏでの投与の最中に組成物の大きさおよび形状を維持するた
めの十分な密度および接着性を有する。
【００２９】
　用語「～を含む」は、いずれかの記載される構成要素が必ずしも含まれるわけではなく
、他の構成要素を任意に含み得ることを意味する。「本質的に、～からなる」は、いずれ
かの記載される構成要素が必ずしも含まれるわけではなく、列挙される構成要素の基本的
かつ新規の特徴に著しく影響する構成要素は排除され、その他の構成要素を任意に含み得
ることを意味する。「～からなる」は、列挙されるもの以外の全ての構成要素は排除され
ることを意味する。これら用語のそれぞれにより定義される実施形態は、本発明の範囲内
にある。
【００３０】
　「Ｃｍ」はある基の前に置かれる場合、ｍ個の炭素原子を含む基を指す。
【００３１】
　「アルキル」は、ヒドロカルビルラディカル、好ましくは、１～１２個の炭素原子を含
む一価のヒドロカルビルラディカルを指す。アルキルの非限定的な例として、メチル、エ
チル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、ターシャリーブチルなどが挙げら
れる。
【００３２】
　「シクロアルキル」は、環状ヒドロカルビルラディカル、好ましくは、３～１０個の炭
素原子を含む一価の環状ヒドロカルビルラディカルを指し、二環ラディカルを含む。シク
ロアルキルの非限定的な例として、シクロプロピル（ｃｙｃｌｏｐｒｏｙｌ）、シクロブ
チル、シクロペンチル、シクロヘキシルなどが挙げられる。
【００３３】
　「アリール」は、６～１４個の炭素原子を有する、芳香式ヒドロカルビルの単環、二環
、または三環を指す。
【００３４】
　「ヘテロアリール」は、窒素、酸素、硫黄、およびそれらの適切な酸化形態から選択さ
れ、かつ１～１４個の炭素原子を有する、１～５個の環状ヘテロ原子を含むアリール環を
指す。
【００３５】
　「アルデヒド」は、式Ｏ＝Ｃ（Ｈ）－Ｒの化合物であって、式中、Ｒが、任意にリンカ
ー部分を介してアルデヒドと結合したキレート部分を構成する基から選択される、化合物
を指す。リンカーを使用する場合、アルデヒドは、式Ｒ－Ｌ－アルデヒドにより表され、
Ｌはリンカーである。
【００３６】
　「イソシアナート」は、式Ｏ＝Ｎ＝Ｃ－Ｌ－Ｒの化合物であって、式中Ｒは上述のよう
に定義され、Ｌは、結合またはリンカー部分である、化合物を指す。
【００３７】
　上記で「Ｌ」と定義される用語「リンカー」は、羊膜もしくは絨毛膜などの胎盤の成分
、および／またはフィラーにキレート部分を結合させる、共有結合または酸素、硫黄、窒
素、および炭素の原子から選択される１～１０の原子を有する結合基を指す。
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【００３８】
　用語「キレート部分」は、金属イオンをキレート化できる官能基を含む良く知られた置
換基を指す。当該置換基は、単なる例として、ヒドロキシル基、カルボキシル基、アミノ
基、またはそれらの混合物（カルボキシル基およびヒドロキシル基）などのα，β基を含
む。キレート部分は、金属イオンと可逆的に結合し、キレートの強度は、解離定数により
測定される。特定のかつ良好に特徴付けられたキレート部分に異なる金属イオンを結合す
る際の異なる解離定数を当業者は十分熟知するものである。
【００３９】
　本明細書中使用される用語「対象」または「患者」は、限定するものではないが、ヒト
、家畜、家庭用ペットなどの哺乳類の対象を含む、任意の脊椎動物を指す。
【００４０】
　本明細書中使用される用語「生物学的に適合可能な」は、対象への移植または注射に適
した物質を指す。様々な態様では、生物学的に適合可能な物質は、対象に移植される際に
毒性または損傷性の作用を引き起こさない。
【００４１】
　用語「改変胎盤組織」は、組織を洗浄、消毒、および／または区分けすることにより、
改変した胎盤組織全体を含む胎盤組織のいずれかまたは全ての成分、ならびに羊膜、絨毛
膜、臍帯などの胎盤組織の分離した成分などを指す。改変した組織は、上皮層および／ま
たは線維芽細胞などの細胞層を維持し得る。改変した胎盤組織は、胎盤組織のうち１つま
たは複数の層の積層化、胎盤組織の微粒子化、小分子、タンパク質（たとえば増殖因子、
抗体）、核酸（たとえばアプタマー）、ポリマー、もしくは他の分子の化学吸着または物
理吸着などのさらなる改変を含んでもよい。
【００４２】
　用語「十分な量の～」は、ｉｎ　ｖｉｖｏまたはｉｎ　ｖｉｔｒｏのいずれかで、たと
えば経時的に組成物の近くまたは組成物で幹細胞の動員を引き起こすといった、望ましい
作用を有するために十分な組成物の量を指す。羊膜または絨毛膜の組成物などの胎盤成分
の「十分な量」は、限定するものではないが、使用する胎盤性組成物の種類および／もし
くは量、使用するフィラーの種類および／もしくは量、処置すると意図される臓器および
／もしくは身体の一部の種類および／もしくは量、処置される臓器および／もしくは身体
の一部の疾患もしくは損傷の重症度、ならびに投与経路などの、様々な要因に応じて変動
する。「十分な量」は、本明細書中に提供される開示に基づき当業者の１人により決定で
きるものである。
【００４３】
　本明細書中使用される「金属イオンの抗癌性となる量」または「抗癌剤の抗癌性となる
量」は、たとえば癌細胞といった異常性細胞とｉｎ　ｖｉｔｒｏまたはｉｎ　ｖｉｖｏで
接触した場合、異常性細胞または組織を死滅または阻害し、かつ好ましくは５０％、より
好ましくは９０％、およびさらにより好ましくは９９％の当該細胞または組織を阻害また
は殺傷する、本発明の組成物にキレート化した金属イオンなどの抗癌剤の量を指す。本明
細書中使用されるように、「抗癌剤の有効量」は、好ましくは本発明の組成物から放出さ
れ、かつ、好ましくは５０％、より好ましくは９０％、さらにより好ましくは９９％の異
常性細胞または組織をｉｎ　ｖｉｔｒｏまたはｉｎ　ｖｉｖｏで阻害または死滅させるた
めに十分である、抗癌剤の量を指す。抗癌剤の有効量は、１つまたは複数の癌の症状を改
善し、かつ／または１つもしくは複数の癌の副作用を回復させ、かつ／または癌の侵襲性
および／もしくは転移を予防かつ／もしくは妨害することができる。特定の実施形態では
、抗癌剤の抗癌性となる量は、抗癌剤の有効量とは異なる可能性がある。
【００４４】
　用語「幹細胞動員因子」は、幹細胞を動員でき、かつ当該因子の供給源に向けて遊走さ
せる、いずれかおよびすべての因子を指す。幹細胞動員因子の非限定的な例は、１つまた
は複数のＣＣケモカイン、ＣＸＣケモカイン、Ｃケモカイン、またはＣＸ３Ｃケモカイン
であってよい。



(10) JP 2016-529286 A 2016.9.23

10

20

30

40

50

【００４５】
　用語「幹細胞の動員」は、羊膜または絨毛膜の組成物などの胎盤性組成物への幹細胞の
直接的または間接的な走化性を指す。動員は直接的であってよく、この場合では、組成物
中の幹細胞動員因子（たとえば細胞の走化性を誘導するケモカイン）は、組成物から放出
され、幹細胞を羊膜組成物に向けて遊走させるよう誘導する。一態様では、この動員は間
接的であってよく、この場合では、組成物中の幹細胞動員因子は、細胞の近くに因子（た
とえばケモカイン）を放出するよう誘導し、次いで幹細胞を組成物に向けて遊走させるよ
うに誘導する組成物から放出される。さらに、幹細胞の動員は、直接的な因子および間接
的な因子の両方を使用してもよい。
【００４６】
　本明細書中使用される「金属イオンでの処置の影響を受けやすい癌」は、たとえば白金
アルキル化剤といった１つまたは複数の金属イオンで処置される癌を指し、このアルキル
化剤の非限定的な例としてシスプラチン、カルボプラチン、オキサリプラチン、サトラプ
ラチンが挙げられ、これらは当業者に良く知られている。このような癌の非限定的な例と
して、非小細胞肺癌、乳癌、卵巣癌、精巣癌、前立腺癌、および膀胱癌が挙げられる。
【００４７】
　本明細書中使用される「アルキル化剤（Ａｌｋｙｌａｔｏｒまたはａｌｋｙｌａｔｉｎ
ｇ　ａｇｅｎｔｓ）」は、当業者に良く知られているように、核酸および／またはタンパ
ク質へ白金部分などの求電子性金属部分をアルキル化または伝達できる薬剤である。また
アルキル化剤は、アルキル化様薬剤であってもよく、これはアルキル基を含まないが、ア
ルキル化剤と類似の作用形態を有する薬剤を指す。
【００４８】
　「金属イオンを含む薬理学的に活性の薬剤」は、活性金属イオンを含む物質であって、
疾患、損傷、または病態の処置などの薬剤の治療上の効果が、少なくとも部分的に金属イ
オンの活性による、物質を含む。金属イオンを含む薬理学的に活性の薬剤は、白金アルキ
ル化剤を含む。「薬理学的に活性の金属イオン」は、白金イオン、銀イオン、銅イオンな
どの金属イオンを含む薬理学的に活性の薬剤上の活性金属イオンを指す。薬理学的に活性
の金属イオンは、抗菌剤および抗癌剤として当業者に知られている。米国特許出願公開公
報第２０１４／０１４１０９６号、第２０１４／０１４２０４１号、および米国特許出願
番号第１３／９０３，８７８号および第１３／８６０，４７３号に薬理学的に活性の金属
イオンおよびその用途が記載される。これら参照文献全体は参照として本明細書中援用さ
れる。
【００４９】
　本明細書中使用される用語「罹患した」は、ある疾患状態にあると特徴付けられる、ま
たはある疾患状態の疑いのある臓器および／または身体の一部であって、上記疾患が、幹
細胞での処置の影響を受けやすい、臓器および／または身体の一部を指す。
【００５０】
　本明細書中で使用される用語「損傷した」は、当業において通常の意味を有するように
使用されており、臓器および／または身体の一部への損傷のいずれかおよびすべての種類
を含み、ここではこの損傷は、幹細胞での処置の影響を受けやすい。
【００５１】
　用語「移植可能な」およびその派生語は、対象の中または対象の表面にデバイスを挿入
、埋め込む、移植、または急性的または慢性的に付着もしくは配置できることを意味する
。
【００５２】
　表題または副題は、読み手にとってわかりやすくするために本明細書中で使用されても
よく、本発明の範囲に影響を与えると意図するものではない。さらに、本明細書中に使用
される用語の一部は、以下に具体的に定義される。
【００５３】
　用語「処置」または「処置する」は、疾患または病態に関連する限り、疾患もしくは病
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態の発生もしくは再発を防止し、当該疾患もしくは病態の発症を阻害し、当該疾患もしく
は病態を低減もしくは除去し、かつ／または当該疾患もしくは病態のうち１つもしくは複
数の症状を軽減することを含む。
【００５４】
　Ｉ．微粒子化した胎盤およびキレーターを含む組成物
　本明細書中、これらに結合する１つまたは複数のキレート部分を有する、羊膜もしくは
絨毛膜の組成物などの微粒子化した胎盤性組成物、および／またはフィラー、およびその
薬学的な組成物を記載する。当該組成物は、微粒子化した胎盤組織の成分から調製されて
おり、これは、国際特許出願第ＷＯ２０１２／１１２４１０号、ならびに米国仮特許出願
番号第６１／４４２，３４６号、第６１／５４３，９９５号、および第２０１４／００５
０７８８号に記載されている。これら出願の内容の全体は参照として特に援用される。用
語「微粒子化」は、ミクロンおよびサブミクロンの大きさの胎盤組織の粒子を含むことを
意味する。
【００５５】
　一態様では、本発明は、（ａ）微粒子化した羊膜と、任意に、微粒子化した絨毛膜、中
間組織層、もしくはそのいずれかの組み合わせのうちの少なくとも１つと、（ｂ）羊膜に
共有結合した、１つまたは複数のキレート部分と、任意に（ｃ）薬学的に許容可能な賦形
剤とを含む組成物を目的とする。
【００５６】
　一態様では、本発明は、（ａ）微粒子化した絨毛膜と、任意に、微粒子化した羊膜、中
間組織層、もしくはそのいずれかの組み合わせのうちの少なくとも１つと、（ｂ）絨毛膜
と共有結合した、１つまたは複数のキレート部分と、任意に（ｃ）薬学的に許容可能な賦
形剤とを含む組成物を目的とする。
【００５７】
　一態様では、本発明は、（ａ）２つの羊膜層、２つの絨毛膜層、または１つの羊膜層お
よび１つの絨毛膜層、ならびに任意に、微粒子化した羊膜、中間組織層、もしくはそのい
ずれかの組み合わせのうちの少なくとも１つを含む胎盤組織の微粒子化した積層物層と、
（ｂ）羊膜および／または絨毛膜と共有結合した、１つまたは複数のキレート部分と、任
意に（ｃ）任意に薬学的に許容可能な賦形剤とを含む組成物を目的とする。
【００５８】
　別の態様では、本発明は、（ａ）微粒子化した羊膜と、任意に、微粒子化した絨毛膜、
中間組織層、もしくはそのいずれかの組み合わせのうちの少なくとも１つと、（ｂ）１つ
または複数のフィラーと、（ｃ）羊膜および／もしくはフィラーと共有結合した、１つま
たは複数のキレート部分と、任意に（ｄ）薬学的に許容可能な賦形剤とを含む組成物を目
的とする。
【００５９】
　別の態様では、本発明は、（ａ）微粒子化した絨毛膜と、任意に、微粒子化した羊膜、
中間組織層、もしくはそのいずれかの組み合わせのうちの少なくとも１つと、（ｂ）１つ
または複数のフィラーと、（ｃ）絨毛膜および／またはフィラーと共有結合した、１つま
たは複数のキレート部分と、任意に（ｄ）薬学的に許容可能な賦形剤とを含む組成物を目
的とする。
【００６０】
　たとえば、本組成物は、羊膜に結合した１つまたは複数のキレート部分を含む、微粒子
化した羊膜を含み、これは、フィラー、安定剤、緩衝剤、または薬学的な成分を追加する
ことなく使用できる。あるいは、本組成物は、微粒子化した胎盤組織と、フィラー、安定
剤、緩衝剤、着色剤、崩壊剤などの少なくとも１つの薬学的な賦形剤などと、任意に１つ
または複数の薬学的な成分とを含む。好ましくは、着色剤は、正常な組織と区別すること
が困難である可能性のある胎盤組織の、意図する処置部位への局在化および適切な位置付
けを促進する。崩壊剤は、微粒子化した胎盤性組成物は、対象に導入された後、ｉｎ　ｖ
ｉｖｏで侵食または崩壊する速度を改変する。
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【００６１】
　一実施形態では、薬理学的に活性の金属イオンの有効量は、本組成物の成分にキレート
化される。一実施形態では、薬理学的に活性の金属イオンは、抗癌剤である。一実施形態
では、薬理学的に活性の金属イオンは、白金のイオンである。
【００６２】
　一実施形態では、羊膜または絨毛膜の組成物などの微粒子化した胎盤性組成物は、任意
に成形され、脱水されている。一実施形態では、成形された組成物は、フィラーをさらに
含む。１つまたは複数のキレート部分は、羊膜、フィラー、またはその両方と結合してよ
い。当業者のうちの１人は、成形した胎盤組織組成物が特定の密度を有するコヒーレント
な質量を有する限り、成形し、脱水した組成物が任意の形状または大きさに圧力下で圧縮
されることを理解するものである。あるいは、脱水した微粒子化した胎盤の成分を、望ま
しい形状または大きさを有する任意の型へと圧縮することにより、成形し、脱水した組織
の移植片が、この型の形状および大きさを取るようになる。望ましい形状および大きさの
型を形成するために、シリコーン、樹脂、テフロン（登録商標）、またはステンレススチ
ールなどの適切な型材料を選択することは当業者のうちの１人の範囲内である。成形した
胎盤組織およびその作製方法の例は、米国特許出願番号第１３／８１５，７５３号で見出
すことができ、この文書全体は参照として本明細書中に援用される。
【００６３】
　成形した組成物は、任意に、生物学的に適合可能な可塑剤をさらに含む。可塑剤の種類
および量は、成形した組成物の望ましい特性、たとえば強度、柔軟性、疎水性、または親
水性に基づき決定できる。
【００６４】
　ＩＩ．胎盤性組成物に結合した１つまたは複数のキレート部分を含む胎盤性組成物を作
製する方法
　図１Ａおよび図１Ｂは、脱水し、微粒子化した胎盤性物質を収集、処理、および調製す
るためのステップの概略（１００）および特定の態様を表す。それぞれ個々のステップに
関するより詳細な説明および論述は後述する。最初に、胎盤組織を、同意した患者から、
選択的帝王切開（ｅｌｅｃｔｉｖｅ　Ｃｅｓａｒｅａｎ　ｓｕｒｇｅｒｙ）の後に回収す
る（ステップ１１０）。この物質を保存し、確認および評価に適した処理の場所または施
設へと従来の組織保存方法で輸送する（ステップ１２０）。次に組織層の肉眼での処理、
操作、および分離を行う（ステップ１３０）。次に、認容可能な組織を除染し（ステップ
１４０）、脱水する（ステップ１４５）。除染および脱水の後、胎盤組織の成分（たとえ
ばそれぞれ羊膜、中間組織層、および／または絨毛膜、または移植片として）を、次いで
微粒子化する（ステップ１５０）。脱水の前（図１Ｂ）もしくは後（図１Ａ）、または微
粒子化の後にキレーターを胎盤の成分に結合することができる（ステップ１７０）。キレ
ーターは、いずれかのステップでフィラーに結合してもよい。胎盤の成分へのキレーター
の結合は、任意に微粒子化の後に行われていてもよい。微粒子化した胎盤の成分および他
のいずれかの成分は、任意に、望ましい形状または大きさへと圧力下で圧縮／成形される
。各ステップを以下に詳細に記載する。
【００６５】
　最初の組織の回収（ステップ１１０）
　本明細書中記載される胎盤性組成物を生成するために使用される成分は、胎盤由来であ
る。胎盤の供給源は変動し得る。一態様では、胎盤は、ヒト、および限定するものではな
いが、ウシ、ブタなどを含む他の動物などの哺乳類に由来し、これを本明細書中で使用で
きる。ヒトの場合、胎盤の回収は病院で行われ、好ましくは、帝王切開の最中に回収され
る。ドナーは、出産を行おうとしている母体を指し、移植が可能な最も安全な組織を提供
するように設計された総合的なスクリーニング処理に自発的に提供する。スクリーニング
処理は、好ましくは、ヒト免疫不全ウイルス１型および２型に対する抗体（抗ＨＩＶ－１
および抗ＨＩＶ－２）、Ｂ型肝炎ウイルスに対する抗体（抗－ＨＢＶ）、Ｂ型肝炎表面抗
原（ＨＢｓＡｇ）、Ｃ型肝炎ウイルスに対する抗体（抗－ＨＣＶ）、ヒトＴリンパ球向性
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ウイルスＩ型およびＩＩ型に対する抗体（抗－ＨＴＬＶ－Ｉ、抗－ＨＴＬＶ－ＩＩ）、Ｃ
ＭＶ、および梅毒に関する試験、ならびに、ヒト免疫不全ウイルス１型（ＨＩＶ－１）、
およびＣ型肝炎ウイルス（ＨＣＶ）に関して、従来の血清学的試験を使用した、核酸試験
を処理する。上述の試験の列挙は単なる例示であり、より多くの試験、少ない試験、また
は異なる試験が、経時的に望ましくまたは必要であってよく、または移植片の意図する用
途に応じるものであり、これが当業者に理解されるものである。
【００６６】
　ドナーの情報およびスクリーニング試験の結果の説明に基づき、ドナーは、認容可能ま
たはそれ以外のいずれかとされる。さらに、送達時に、細菌、たとえばＣｌｏｓｔｒｉｄ
ｉｕｍ、またはＳｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓの存在を判定するために培養物を採取する。
ドナーの情報、スクリーニング試験、および分娩培養物がすべて満足のいくものである場
合（すなわち、リスクが全く含まれていない、または認容可能なレベルのリスクが示され
る）、ドナーは、医長により認可されており、組織の検体は、さらなる処置および評価に
ふさわしいと初期に指定されるものである。
【００６７】
　上記の選択基準に一致するヒトの胎盤は、好ましくは、さらなる処理のための処理場所
または研究室への発送のため、滅菌発送バック中の生理食塩水溶液に詰められており、湿
潤した氷のコンテナに保存されている。
【００６８】
　スクリーニング試験および分娩培養物からの結果を入手が完了する前に胎盤を回収する
場合、当該組織をラベル化し、隔離し続ける。胎盤は、必要なスクリーニング評価の後に
のみさらなる処理に関して認可され、操作および用途に関する組織の安全性を示す分娩培
養物が満足のいくものであり、最終的な認可は医長から入手する。
【００６９】
　医療上の確認および評価（ステップ１２０）
　処理センターまたは研究室に到着すると、発送物を開け、滅菌発送バッグ／コンテナが
密閉されており、冷却材の中にあるか、適切なドナーの書類が存在するか、および書類上
のドナー番号が、組織を含む滅菌発送バッグの番号と一致するかを検証する。次に、組織
を含む滅菌発送バッグを、さらなる処理を準備するまで、冷蔵庫に保存する。
【００７０】
　肉眼での組織処理
　組織をさらに処理するための準備ができている場合、胎盤組織を処理するために必要な
滅菌供給物を、制御した環境のステージングエリアにさらに集め、制御した環境下へと導
入のために調製する。一態様では、胎盤は室温で処理される。制御した環境が製造フード
である場合、滅菌供給物を開口し、従来の滅菌技術を使用してフードの中へ入れる。制御
した環境が清浄な部屋である場合、滅菌供給物を開口し、滅菌ドレープにより被覆された
カートへ入れる。すべての作業表面を、従来の滅菌技術を使用して滅菌ドレープの一部に
より被覆し、滅菌供給物および処理器具を、再度従来の滅菌技術を使用して滅菌ドレープ
の上に配置する。
【００７１】
　処理器具を、従来の産業上認可されている除染手法にしたがい除染し、次に制御した環
境に導入する。この器具は、制御した環境の中に戦略的に配置することにより、器具が組
織検体の近くにあること、または組織検体により誤って汚染される可能性を最小限にする
。
【００７２】
　次に、胎盤を、滅菌発送バッグから除去し、制御した環境の中の滅菌処理ベースンへと
無菌で移す。滅菌ベースンは、室温または室温近くの高張性生理食塩水溶液（たとえば１
８％のＮａＣｌ）を含む。血餅の分離を支援し、胎盤組織を室温にするために胎盤をゆっ
くりとマッサージすることにより、胎盤の成分の互い（たとえば羊膜および絨毛膜）から
分離しやすくする。最大大気温度まで温めた後（たとえば約１０～３０分）、次に胎盤を
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滅菌処理ベースンから除き、検査のためにふせて置かれた羊膜層を有する処理トレイ上に
平たく配置する。
【００７３】
　胎盤を変色、デブリ、または他の汚染、臭い、および損傷のサインに関して試験する。
また組織の大きさを記載する。この時点で、組織がさらなる処理に認容可能かどうかの判
定を行う。
【００７４】
　次に、羊膜および絨毛膜を注意深く分離する。一態様では、この手順に使用する物質お
よび器具は、処理トレイ、１８％の生理食塩水、滅菌４×４のスポンジ、および２つの滅
菌Ｎａｌｇｅｎｅジャーを含む。次いで、羊膜を絨毛膜から分離することができる領域（
概して角）を見出すため、胎盤を念入りに試験する。羊膜は、絨毛膜の上の薄く不透明な
層であることが明らかである。
【００７５】
　線維芽細胞層は、滅菌ガーゼまたはコットンの付いたアプリケータの一部と羊膜の各側
面をやさしく接触させることにより同定する。線維芽細胞層は、試験物質に固着している
。羊膜を、基底膜層を下にして処理トレイに置く。鈍器、細胞スクレーパー、または滅菌
ガーゼを使用して、残る血液をも除去する。このステップは、羊膜を引き裂かないように
、適切な注意を払って再度行わなければならない。羊膜が滑らかであり乳白色の外観にな
ると、羊膜の洗浄は終了している。
【００７６】
　特定の態様では、中間組織層は、スポンジ層とも呼ばれ、線維芽細胞層を曝露するため
に羊膜から実質的に除去されている。中間組織層の量に対して、用語「実質的に除去した
」は、羊膜から中間組織層の９０％超、９５％超、または９９％超を除去すると本明細書
中で定義される。これは、羊膜から中間組織層をはぐことにより実施できる。あるいは、
中間組織層は、ガーゼまたは他の適切なティッシュで中間組織層をぬぐうことにより羊膜
から除去できる。この結果として得られる羊膜は、以下に記載される処理を使用して実質
的に除染できる。
【００７７】
　特定の態様では、羊膜に存在する上皮層は、羊膜の基底層を曝露するために、実質的に
除去されている。除去される上皮の量に関して、用語「実質的に除去した」は、羊膜から
上皮細胞の９０％超、９５％超、または９９％超を除去すると本明細書中で定義される。
羊膜層上に残る上皮細胞の存在または不存在は、当業者に知られた技術を使用して評価で
きる。たとえば、上皮細胞層の除去の後、処理ロットからの代表的な組織の試料を、標準
的な顕微鏡の試験スライド上に配置する。次に組織の試料を、エオシンＹ染色を使用して
染色し、以下に記載するように評価する。次にこの試料を被覆し、静置させる。染色を可
能にするための適切な時間が経過した後、視覚的な観察を拡大して行う。
【００７８】
　上皮層は、当業者に知られている技術により除去できる。たとえば、上皮層は、細胞ス
クレーパーを使用して羊膜をこすりとることができる。他の技術として、限定するもので
はないが、膜の凍結、細胞スクレーパーを使用した物理的な除去、または非イオン性界面
活性剤、陰イオン性界面活性剤、およびヌクレアーゼへの上皮細胞の曝露が挙げられる。
次に、脱上皮化組織を、基底膜が構成されておらず、未処置のままであることを判定する
ために評価する。このステップは、処理ステップの完了後、および組織が次のセクション
に記載されるように脱水される前に実施される。たとえば、代表的な試料移植片を、顕微
鏡解析のために除去する。この組織試料を標準的なスライドに配置し、エオシンＹで染色
し、顕微鏡で検視した。上皮が存在する場合、玉石形状の細胞として見える。
【００７９】
　本明細書中に記載される方法は、羊膜中のすべての細胞成分を除去するものではない。
この技術は、当該分野で「脱細胞化」と呼ばれる。脱細胞は、一般的に、上皮細胞および
線維芽細胞を含む、羊膜に存在するすべての細胞の物理的および／または化学的な除去を
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含む。たとえば、上皮細胞の除去は任意であるが、中間組織層が除去されていても羊膜の
間質系層に存在する繊維芽細胞は未処置である。ここでは、繊維芽細胞は、繊維芽細胞層
に存在する。
【００８０】
　胎盤組織がホウォートンゼリーである場合、以下の例示的な手順を使用できる。メスま
たはハサミを使用して、臍帯を絨毛膜のディスクから解体する。静脈および動脈を同定し
、臍帯を、静脈または動脈のいずれかの下方へ縦方向に切開する。臍帯を解体した後に、
ホウォートンゼリーから静脈壁および動脈壁を解体するために、外科的なハサミおよび鉗
子を使用できる。次に、羊膜の外層を、羊膜を切断することによりホウォートンゼリーか
ら除去する。ここで、ホウォートンゼリーが唯一の残存する成分となるように、臍帯の外
層を除去する。よって、本明細書中で使用されるホウォートンゼリーは外側の臍帯膜およ
び臍帯管を含むものではない。ホウォートンゼリーは、条片に切断できる。一態様では、
条片は、約１．２５ｃｍの厚さで、約１～４ｃｍ×１０～３０ｃｍであるが、他の厚さも
用途に応じて可能である。
【００８１】
　化学的な除染（ステップ１４０）
　胎盤組織は、以下に記載される技術を使用して化学的に除染できる。一態様では、羊膜
は室温で除染される。一態様では、ステップ１３０で生成した羊膜（中間組織層を含むま
たは含まない）を、次のステップのために滅菌Ｎａｌｇｅｎｅジャーに配置できる。一態
様では、以下の手順を使用して羊膜を清浄にできる。Ｎａｌｇｅｎｅジャーは、１８％の
生理食塩水高張性溶液で無菌的に充填され、密封されている（または上部が密閉される）
。次にこのジャーを、ロッカープラットフォーム上に配置し、３０～９０分間撹拌し、こ
れによりさらに羊膜の汚染物質を除く。ロッカープラットフォームが臨界環境にない場合
（たとえば製造フード）、Ｎａｌｇｅｎｅジャーは、制御された／滅菌環境に戻し、開口
する。滅菌鉗子を使用し、または中身を無菌的にデカントすることにより、羊膜を、１８
％の高張性生理食塩水を含むＮａｌｇｅｎｅジャーからゆっくりと除去し、空のＮａｌｇ
ｅｎｅジャーに入れる。次に、この羊膜を含む空のＮａｌｇｅｎｅジャーを予め混合した
抗菌溶液で無菌的に充填する。一態様では、あらかじめ混合した抗菌溶液は、硫酸ストレ
プトマイシンおよび硫酸ゲンタマイシンなどの抗生物質のカクテルから構成される。現在
入手可能または将来入手可能な硫酸ポリミキシンＢ（Ｐｏｌｙｍｉｘｉｎ　Ｂ　Ｓｕｌｆ
ａｔｅ）およびバシトラシンまたは類似の抗生物質などの他の抗生物質もまた適切である
。さらに、抗菌性溶液は、羊膜の温度を変化させないよう、または羊膜を損傷させないよ
うに、添加される際、室温であることが好ましい。次に、この羊膜および抗生物質を含む
ジャーまたはコンテナを密閉または閉鎖し、ロッキングプラットフォームに置き、好まし
くは６０～９０分撹拌する。このような、抗菌性溶液の中での羊膜のロッキングまたは撹
拌は、組織の汚染物質および細菌をさらに取り除く。任意に羊膜を界面活性剤で洗浄でき
る。一態様では、羊膜を、０．１～１０％、０．１～５％、０．１～１％、または０．５
％のトリトンＸ洗浄溶液で洗浄できる。
【００８２】
　ロッカープラットフォームが臨界環境にない場合（たとえば製造フード）、次に、羊膜
および抗生物質を含むジャーまたはコンテナを臨界／滅菌環境に戻し、開口する。滅菌鉗
子を使用し、羊膜をジャーまたはコンテナからゆっくりと取り出し、滅菌水または通常の
生理食塩水（０．９％の生理食塩水溶液）中に配置する。羊膜を、少なくとも１０～１５
分間、滅菌水／通常の生理食塩水中に置いて浸す。羊膜を、組織から、抗菌性溶液および
他のいずれかの汚染物質の除去を促進するためにわずかに撹拌させてもよい。少なくとも
１０～１５分後に、羊膜は、脱水され、さらに処理される準備ができている。
【００８３】
　絨毛膜の場合、以下の例示的な手順を使用できる。羊膜から絨毛膜を分離し、線維層か
ら血餅を除去した後、絨毛膜を、１８％の生理食塩水で１５分～６０分間すすぐ。第１の
すすぎ周期の間、溶液の温度が約４８℃になるように、１８％の生理食塩水を研究室の加
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熱プレートを使用して滅菌コンテナ中で加熱する。この溶液をデカントし、絨毛膜組織を
滅菌コンテナに配置し、デカントした生理食塩水溶液をコンテナに注ぐ。このコンテナを
密封し、ロッカープレート上に置き、１５分～６０分撹拌する。１時間槽で撹拌した後、
絨毛膜組織を除去し、さらに１５分～６０分のすすぎ周期の間第２の加熱した撹拌槽に配
置する。任意に、絨毛膜組織を、羊膜の除染に関して上述した界面活性剤（たとえばトリ
トンＸ洗浄溶液）で洗浄できる。コンテナを密封し、１５分間～１２０分間加熱すること
なく撹拌する。次に、絨毛膜組織を脱イオン水（２５０ｍｌのＤＩ水×４）で、各すすぎ
で勢いよく洗浄する。この組織を除去し、１×ＰＢＳｗ／ＥＤＴＡ溶液のコンテナに配置
する。このコンテナを密閉し、８時間制御した温度で１時間撹拌する。絨毛膜組織を除去
し、滅菌水を使用してすすぐ。視覚的な検査を実施して、絨毛膜組織から残存する着色さ
れてない線維状の血液の物質を除去した。絨毛膜組織は、褐色に変色しておらず、乳白色
の外観を有しているべきであった。
【００８４】
　胎盤組織がホウォートンゼリーである場合、以下の例示的な手順を使用できる。ホウォ
ートンゼリーを、滅菌Ｎａｌｇｅｎｅジャーに移す。次に、室温の１８％の高張性生理食
塩水溶液を添加して、組織をすすぎ、ジャーを密閉する。このジャーを３０～６０分撹拌
する。インキュベートした後、ジャーを除染し、滅菌性の場に戻す。この組織を清浄な滅
菌Ｎａｌｇｅｎｅジャーに移し、１８％のＮａＣｌで予め温める（約４８℃）。コンテナ
を密封し、ロッキングプレート上に配置し、６０～９０分間撹拌した。
【００８５】
　すすいだ後、ジャーを除染し、滅菌性の場に戻す。組織を除去し、抗菌性溶液の中に配
置する。コンテナを密封し、ロッカープラットフォーム上で６０～９０分間撹拌した。イ
ンキュベーションした後、ジャーは、最大２４時間、１℃～１０℃で冷蔵されてよい。
【００８６】
　次に、ホウォートンゼリーを、約２００ｍｌの滅菌水を含む滅菌ベースンに移す。この
組織を、１～２分間すすぎ、約３００ｍｌの滅菌水を含む滅菌Ｎａｌｇｅｎｅジャーに移
す。このジャーを密封し、ロッカー上に３０～６０分間配置する。インキュベーションの
後、ジャーを滅菌性の場に戻す。ホウォートンゼリーは、褐色の変色がなく、乳白色の外
観を有するべきであった。
【００８７】
　脱水（ステップ１４５）
　一態様では、上述の胎盤組織もしくはその成分、またはそれらのいずれかの組み合わせ
は、その後微粒子化される組織移植片（たとえば積層物）へと処理できる。別の態様では
、胎盤組織またはその個々の成分は、独立して脱水でき、その後単独または成分の混合物
として微粒子化できる。一態様では、組織（すなわち個々の膜または移植片）は、化学的
な脱水、次いで凍結乾燥により脱水される。一態様では、化学的な脱水ステップは、実質
的に（すなわち９０％超、９５％超、または９９％超）または完全に組織に存在する残存
した水を除去（すなわち組織を脱水）するために十分な時間および量で、羊膜、絨毛膜、
および／または中間層を極性有機溶媒と接触させることにより実施される。この溶媒は、
プロトン性または非プロトン性とすることができる。本明細書中有益な極性有機溶媒の例
として、限定するものではないが、アルコール、ケトン、エーテル、アルデヒド、または
それらのいずれかの組み合わせが挙げられる。具体的には、非限定的例として、ＤＭＳＯ
、アセトン、テトラヒドロフラン、エタノール、イソプロパノール、またはそれらのいず
れかの組み合わせが挙げられる。一態様では、胎盤組織は、極性有機溶媒と室温で接触す
る。追加的なステップは必要とされず、組織は、以下に記載されるように直接凍結乾燥で
きる。
【００８８】
　化学的な脱水の後、残存するいずれかの水および極性有機溶媒を除去するために組織を
凍結乾燥する。一態様では、羊膜、絨毛膜、および／または中間層を、凍結乾燥する前に
適切な乾燥構造（ｆｉｘｔｕｒｅ）に置くことができる。たとえば、羊膜の１つまたは複
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数の条片は、適切な乾燥構造上に置くことができる。次に、絨毛膜を羊膜の上に置く。こ
の態様では、羊膜／絨毛膜組織の移植片を生成する。あるいは、羊膜の条片を、第１の乾
燥構造の上に配置でき、絨毛膜の条片を第２の乾燥構造の上に置くことができる。乾燥構
造は、好ましくは、胎盤組織を完全に平たく広げて載置するよう十分大きい大きさである
。一態様では、乾燥構造は、テフロン（登録商標）またはＤｅｌｒｉｎ（登録商標）から
作製され、これらは、デュポンにより考案かつ販売されているアセタル樹脂のエンジニア
リングプラスチックに関するブランド名であり、また、ジョージア州マリエッタのＷｅｒ
ｎｅｒ　Ｍａｃｈｉｎｅ，　Ｉｎｃから市販されている。加熱および切断に耐性があり、
湿潤組織を載置するために適切な形状へと形成できる他のいずれかの物質もまた、乾燥構
造に使用できる。
【００８９】
　組織を乾燥構造上に配置した後、乾燥構造を凍結乾燥機に入れる。組織を脱水させるた
めの凍結乾燥機の使用は、熱的脱水などの他の技術と比較して効率的かつ徹底的とするこ
とができる。一般的に、胎盤組織で氷晶形成を回避することが望ましく、これは、氷晶形
性が組織の細胞外マトリックスに損傷を与え得るためである。凍結乾燥の前に胎盤組織を
化学的に脱水することにより、この問題は回避できる。
【００９０】
　別の態様では、脱水ステップは、組織に熱を適用することを含む。一態様では、羊膜、
絨毛膜、および／または中間層は、適切な乾燥構造上に配置され（たとえば上述の個々の
条片または積層物のいずれかとして）、乾燥構造を、滅菌Ｔｙｖｅｋ（登録商標）（また
は類似の通気性があり、熱に耐性があり、封止可能な物質）の脱水バッグに入れ、封止す
る。通気性のある脱水バックは組織を早く乾燥しすぎないようにする。複数の乾燥構造を
同時に処理する場合、各乾燥構造は、自身のＴｙｖｅｋ（登録商標）バッグに配置、また
はあるいはその上に複数の乾燥フレームを保持するように設計される適切な取付けフレー
ムに配置され、次にフレーム全体を、より大きな単一の滅菌Ｔｙｖｅｋ（登録商標）脱水
バッグに配置し、封止する。
【００９１】
　次に、１つまたは複数の乾燥構造を含むＴｙｖｅｋ（登録商標）脱水バッグを、約３５
～５０℃にあらかじめ温めた、非真空オーブンまたはインキュベーターに配置する。Ｔｙ
ｖｅｋ（登録商標）バッグを、３０～１２０分、オーブンに入れたままにする。一態様で
は、加熱ステップを、約４５℃の温度で４５分間実施して、組織を過剰に乾燥または焼却
することなく組織を十分に乾燥できる。特定のオーブンの特定の温度および時間は高度、
オーブンの大きさ、オーブン温度の正確性、乾燥構造に使用される物質、同時に乾燥され
る乾燥構造の数、乾燥構造の単一または複数のフレームが同時に乾燥されるかどうかなど
を含む他の要因に基づき、較正かつ調節する必要がある。
【００９２】
　一態様では、胎盤組織は、脱水工程の比率および均一性を高める脱水装置を使用して脱
水できる。胎盤組織の移植片の乾燥に適した代表的な脱水装置は、米国特許公開公報第２
０１４／００５１０５９号に記載されている。この出願の内容全体は参照により援用され
る。
【００９３】
　微粒子化した胎盤の成分の調製（ステップ１５０）
　上述した胎盤組織またはその成分を個々に、または組織の移植片の形態で脱水した後、
脱水した組織を微粒子化する。微粒子化した胎盤の成分を、当業者に知られている器具を
使用して生成できる。たとえば、レッチェの振動ミルＭ４００を使用して、本明細書中に
記載される微粒子化した成分を生成できる。微粒子化した組成物中の物質の粒径は、微粒
子化した組成物の用途に応じても変動できる。一態様では、微粒子化した組成物は、５０
０μｍ未満、４００μｍ未満、３００μｍｍ未満、２００μｍ未満、１００μｍ未満、５
０μｍ未満、２５μｍ未満、２０μｍ未満、１５μｍ未満、１０μｍ未満、９μｍ未満、
８μｍ未満、７μｍ未満、６μｍ未満、５μｍ未満、４μｍ未満、３μｍ未満、２μｍ未
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満、または２μｍ～４００μｍ、２５μｍ～３００μｍ、２５μｍ～２００μｍ、または
２５μｍ～１５０μｍである粒子を有する。一態様では、微粒子化した組成物は、１５０
μｍ未満、１００μｍ未満、または５０μｍ未満の直径を有する粒子を有する。他の態様
では、より大きな直径（たとえば１５０μｍ～３５０μｍ）を有する粒子が望ましい、す
べての場合、粒子の直径は、最も長い軸に沿って測定される。
【００９４】
　一実施形態では、粒子の大きさは、ナノ範囲に減少させてもよい。当業者は、胎盤成分
のナノ粒子が、創傷に適用する際の密度の増加および／または放出速度の増加に望ましい
場合があることを理解するものである。好ましくは、微粒子化した粒子の粒径は、約０．
０５μｍ～約２μｍ、約０．１μｍ～約１．０μｍ、約０．２μｍ～約０．８μｍ、約０
．３μｍ～約０．７μｍ、または約０．４μｍ～約０．６μｍである。あるいは、微粒子
化した粒子の粒径は、少なくとも０．０５μｍ、少なくとも０．１μｍ、少なくとも０．
２μｍ、少なくとも０．３μｍ、少なくとも０．４μｍ、少なくとも０．５μｍ、少なく
とも０．６μｍ、少なくとも０．７μｍ、少なくとも０．８μｍ、少なくとも０．９μｍ
、または少なくとも１μｍである。あるいは、微粒子化した粒子の粒径は、１μｍ未満、
０．９μｍ未満、０．８μｍ未満、０．７μｍ未満、０．６μｍ未満、０．５μｍ未満、
０．４μｍ未満、０．３μｍ未満、０．２μｍ未満、０．１μｍ未満、または０．０５μ
ｍ未満である。
【００９５】
　一態様では、初期の微粒子化を、機械的な砕粉または寸断により実施する。別の態様で
は、微粒子化は、低温の砕粉により実施する。この態様では、組織を含む砕粉ジャーを、
砕粉工程の前および最中に完全な冷却システムからの液体窒素で連続的に冷却する。よっ
て、試料が脆化し、揮発成分が保存される。さらに、羊膜、中間組織層、および／または
絨毛膜中のタンパク質の変性が最小限になり、または保存される。一態様では、レッチェ
により製造されたＣｒｙｏＭｉｌｌをこの態様に使用できる。
【００９６】
　本明細書中に記載される羊膜または絨毛膜の組成物などの胎盤性組成物を作製するため
に使用される成分の選択は、胎盤組織の最終用途に基づき変動できる。たとえば、羊膜、
絨毛膜、中間組織層、ホウォートンゼリー、またはそのいずれかの組み合わせなどの胎盤
組織または個々の成分は、互いと混合し、その後微粒子化することができる。別の態様で
は、１つまたは複数の胎盤組織、羊膜、絨毛膜、中間組織層、またはそのいずれかの組み
合わせ（すなわち積層物）から構成される１つまたは複数の組織移植片を微粒子化できる
。さらなる態様では、１つまたは複数の羊膜、絨毛膜、中間組織層、またはそれらのいず
れかの組み合わせから構成される１つまたは複数の組織移植片を、個々の成分としての、
絨毛膜、中間組織層、またはそれらのいずれかの組み合わせと混合し、その後微粒子化で
きる。
【００９７】
　異なる成分の量は、羊膜の組成物の用途に応じて変動することができる。一態様では、
羊膜組成物は、羊膜（中間組織層を含むまたは含まない）から単独で構成される。一態様
では、羊膜組成物は、羊膜（中間組織層を含むまたは含まない）および中間組織層から構
成され、中間組織層に対する羊膜の重量の比率は、１０：１～１：１０、９：１～１：１
、８：１～１：１、７：１～１：１、６：１～１：１、５：１～１：１、４：１～１：１
、３：１～１：１、２：１～１：１、または約１；１である。別の態様では、羊膜組成物
は、羊膜（中間組織層を含むまたは含まない）および絨毛膜から構成され、羊膜に対する
絨毛膜の重量の比率は、１０：１～１：１０、９：１～１：１、８：１～１：１、７：１
～１：１、６：１～１：１、５：１～１：１、４：１～１：１、３：１～１：１、２：１
～１：１、または約１：１である。
【００９８】
　粒径での分離は、粒子の懸濁液を形成することによる滅菌水中の微粒子化した物質の分
画により達成できる。懸濁液の最も上部の部分は、主に最も小さな粒子を含み、懸濁液の
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最も下部の部分は主に最も重い粒子を含む。あるいは、微粒子化した物質は、望ましい大
きさのふるいを使用して分画できる。分画は、粒径での分離をもたらし、繰り返し分画す
ることにより異なる大きさへと微粒子化した粒子を分けることとなる。このように分離し
た粒子は、羊膜組成物を作製するためおよび望ましい医療用途に最も適した粒径の望まし
い比率で再度組み合わせることができる。
【００９９】
　フィラー
　一部の態様では、本発明の組成物は、１つまたは複数のフィラーを含む。一部の態様で
は、フィラーは、生物学的に適合可能なポリマーである。適切なポリマーは、当業者に知
られており、本明細書中に記載されるキレーター複合体を形成できるものを含む。本発明
に有益な好ましい生物学的に適合可能なポリマーは、生分解性ポリマーを含む。
【０１００】
　適切なポリマーとして、限定するものではないが。天然に存在するポリマー、合成ポリ
マー、またはそれらの混合物が挙げられる。一実施形態では、ポリマーは、コラーゲン（
ヒトのコラーゲンなど）、または、たとえばコラーゲンを含む羊膜または絨毛膜といった
胎盤組織から調製されるコラーゲンを含む。天然に存在する生物学的に適合可能なポリマ
ーの他の例として、限定するものではないが、ヒアルロン酸、フィブリン、線維状タンパ
ク質もしくは球状タンパク質、グルコサミノグリカンなどの炭水化物の複合体、またはそ
れらの混合物が挙げられる。よって、一実施形態では、ポリマーは、全ての種類のコラー
ゲン、エラスチン、ラミニン、ヒアルロン酸、アルギン酸、デスミン、バーシカン、フィ
ブリン、フィブロネクチン、ビトロネクチンアルブミンなどを含んでもよい。例示的な合
成の生物学的に適合可能なポリマーとして、限定するものではないが、ポリオキシアルキ
レン（たとえばポリオキシエチレン、ポリオキシプロピレン、オキシエチレンおよびオキ
シプロピレンのコポリマーなど）、ポリエチレングリコール、ポリメチレングリコール、
ポリトリメチレングリコール、ポリビニルピロリドン、カプロラクトン、２－メタクリル
酸ヒドロキシエチル（ＨＥＭＡ）、Ｎｕｓｉｌ　ＭＥＤ－６２１５などのシリコーンもし
くは移植に適した他のシリコーン、ポリ（ε－カプロラクトン）ジメチルアクリラート、
ポリスルホン、（ポリ）メタクリル酸メチル（ＰＭＭＡ）、可溶性テフロンＡＦ、ポリエ
チレンテレフタラート（ＰＥＴ　Ｄａｃｒｏｎ）、ナイロン、ポリビニルアルコール、ポ
リウレタン、ヒドロキシアパタイトなど、およびそのこれらの混合物が挙げられる。この
ようなポリマーは、好ましくは、少なくとも約１０，０００、より好ましくは約１０，０
００～約１，０００，０００の平均分子量を有する。一部の実施形態では、これらポリマ
ーは、好ましくは、少なくとも約１０，０００、より好ましくは約１０，０００～約１０
０，０００の平均分子量を有する。本明細書中に記載されるポリマーは、非キレート剤で
架橋することができ、または架橋することができない。一般的な非キレート架橋剤として
、カルボジイミド（ｃａｒｂｏｄｉｍｉｄｅ）、ジイソチオシアナート、ジカルボン酸、
ジアミンなどが挙げられる。
【０１０１】
　一部の実施形態では、生物学的に適合可能なポリマーは、水溶性ポリマーであり、場合
によっては親水性ポリマーと呼ばれる。水溶性は、水溶液中で水素結合を形成するために
利用可能な十分な数の酸素（またはそれより頻度の少ないが窒素）原子を組み込むことで
達成できる。親水性ポリマーとして、限定するものではないが、ポリオキシエチレン、ポ
リエチレングリコール、ポリメチレングリコール、ポリトリメチレングリコール、ポリビ
ニルピロリドン、またはそれらの誘導体が挙げられる。ポリマーは、好ましくは、直鎖状
、またはわずかにのみ分枝状（すなわち約２～１０の重要な遊離端のみを有する）であり
、実質的に架橋していない。他の適切なポリマーとして、ポリオキシエチレン－ポリオキ
シプロピレンブロックポリマーおよびコポリマーが挙げられる。
【０１０２】
　エチレンジアミンの核を有する（よって４つ端を有する）ポリオキシエチレン－ポリオ
キシプロピレンブロックポリマーもまた利用可能であり、本発明の実務に使用してもよい
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。また親水性ポリマーは、タンパク質（たとえば限定するものではないが、コラーゲン）
、デンプン、セルロースなどの天然に存在するポリマーなどをも含むことができる。
【０１０３】
　すべての適切なポリマーは、生物学的に適合可能であり、好ましくはｉｎ　ｖｉｖｏで
投与される際に非毒性および非炎症性であり、より好ましくは、少なくとも数か月の分解
時間で、ｉｎ　ｖｉｖｏで分解可能である。
【０１０４】
　一部の実施形態では、ポリマーは、少なくとも１つ、好ましくは最大１０００の、
前駆体キレーター化合物上の反応官能基と相補的である反応性官能基を有する。概して、
相補的な反応性官能基は、コラーゲン、ヒアルロン酸などで見出される反応性官能基など
のポリマー上に存在し、または、当業者に良く知られた従来の化学合成技術によりポリマ
ー上に導入できる。例示的な官能基として、限定するものではないが、アミン、カルボン
酸、ヒドラジン、ヒドラゾン、アジド、イソシアナート、イソシアナート、イソチオシア
ネート、アルコキシアミン、アルデヒド、エポキシ、ニトリル、マレイミド、ハロ、ヒド
ロキシ、チオール、またはそれらの組み合わせが挙げられる。好ましくは、反応性官能基
は、アミンまたはカルボン酸から選択される。相補性官能基は、共有結合を形成するため
に互いと反応するものを含む。例として、尿素またはカルバメート結合を形成するための
アミンおよびヒドロキシル基を伴うイソシアナート、アミドを形成するカルボン酸および
アミンなどが挙げられる。以下の表は、一部の一般的な相補性官能基を例示するものであ
り、それぞれ、ポリマー上の前駆体キレート部分（第１の反応性官能基）およびその他（
第２の反応性官能基）が見出される。

【表１】

【０１０５】
　ポリマーは、アミン官能基モノマーのペンダントまたは末端のいずれかをポリマーに導
入することにより官能基化できる。ポリマーへペンダントアミン官能基を付すための適切
な方法は、ペンダントアミン官能基を含むモノマーを使用することである。ペンダントア
ミン官能基を含む適切なモノマーとして、２－アミノエチルアクリレート、２－アミノエ
チルメタクリレート、２－アミノエチルアクリルアミド、２－アミノエチルメタクリルア
ミド、ジメチルアミノエチルメタクリル（ｄｉｍｅｔｈｙｌａｍｉｎｏｅｔｈｙｌｍｅｔ
ｈａｃｒｙｌ）、アミノプロピル（メト）アクリルアミドなどが挙げられる。ペンダント
アミン官能基を含むモノマーを使用する場合、結果として得られるポリマーは、１つまた
は複数のペンダントアミン基を含んでもよい。好ましくは、ポリマーに付されるペンダン
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トアミン官能基は、末端のペンダントアミン官能基である。末端のペンダントアミン官能
基は、連鎖移動剤として機能する場合にペンダントアミン基を有する１つまたは複数の化
合物を使用することにより、ポリマーに付すことができる。末端のアミン官能基を付すた
めの好ましい化合物は、たとえばＮ－ブチルアミノエタンチオール、Ｎ，Ｎ－ジエチルア
ミノエタンチオール、およびそれらの塩といったアミン－チオール類である。
【０１０６】
　同様に、本発明のポリマーは、たとえば、カルボン酸官能性モノマーを導入することに
より官能基化できる。好ましい酸モノマーは、限定するものではないが、モノ不飽和型モ
ノカルボン酸、モノ不飽和型ジカルボン酸、無水物またはアルコール誘導型モノもしくは
ジエステルを含む、カルボン酸またはそれらの誘導体である。たとえばポリオレフィンと
いったポリマーと反応すると、モノ不飽和型カルボキシ反応物質のモノ不飽和は、飽和型
となる。例示的なモノ不飽和型カルボキシ反応物質として、フマル酸、イタコン酸、マレ
イン酸、マレイン酸無水物、クロロマレイン酸、クロロマレイン酸無水物、アクリル酸、
メタクリル酸、クロトン酸、およびマレイン酸メチル、フマル酸エチル、およびフマル酸
メチルなどの低級アルキル酸エステルが挙げられる。他の実施形態では、無水物またはエ
ステル官能基を含むポリマーは、当業者に良く知られた方法により酸へと変換できる。
【０１０７】
　キレーター
　銅、銀、および白金のイオンなどの様々な薬理学的に活性の金属イオンと結合するため
の良く知られた様々なキレーターは、本発明に有益であり、好ましくは、当該キレーター
は生物学的に適合可能である。生物学的に適合可能なキレーターは、たとえば米国特許仮
出願番号第６１／７２８，１９８号、および米国特許出願公開公報第２０１４／０１４２
０４１号に記載されており、これらの両方は、全体的に本明細書中参照として援用される
。
【０１０８】
　適切なキレーターは、好ましくは、少なくとも２つの隣接した（または１、２置換型）
ヒドロキシ、Ｃ２～Ｃ１０アルコキシ、アミノ、（Ｃ２～Ｃ１０）アルキルアミノ、（Ｃ

２～Ｃ１０）２ジアルキルアミノ、メルカプト、Ｃ２～Ｃ１０チオアルキル基で置換した
、１つまたは複数のＣ２～Ｃ１０アルキルまたはヘテロアルキル、Ｃ６～Ｃ１０アリール
Ｃ３～Ｃ１０ヘテロアリール、またはＣ５～Ｃ１０シクロアルキル基を含み、ここで、ア
ルキルまたはヘテロアルキル、アリール、ヘテロアリール、またはシクロアルキル基は、
リンカー、または結合および官能基結合基を介して羊膜および／またはフィラーに結合し
ている。
【０１０９】
　用語「キレーター前駆体化合物」は、羊膜組成物またはフィラーと反応する前のキレー
ターを指す。前駆体化合物は、共有結合を形成するように羊膜またはフィラー上の相補性
官能基と反応する反応性官能基を含む。結果として得られるキレート部分は、「キレータ
ー」と呼ばれ、上記に定義される。キレーター前駆体化合物上の反応性官能基は、羊膜ま
たはフィラー上の相補性反応性官能基と結合する場合、安定した共有結合を形成する。こ
のような安定した共有結合は、例示的に、エステル、エーテル、アミド（－ＣＯＮＨ－、
－ＮＨＣＯ－、－Ｎ（アルキル）ＣＯ－、またはＣＯ－Ｎ（アルキル）－）、カルバメー
ト、尿素、カルボネート、チオカルボネート、チオウレア、カルバメート、およびウレタ
ンの結合、ならびに、他のいずれかの良く知られた共有結合が挙げられる。キレーター前
駆体化合物、羊膜、またはフィラーのいずれかの上の反応性官能基は、アミノ、ヒドロキ
シ、メルカプト、およびカルボン酸、カルボン酸エステル、イソシアナート、および、本
明細書中で利用されるように、羊膜またはフィラー上の相補性反応性官能基に対して以下
の当業者に知られた方法で化学的に結合可能な他の良く知られた官能基を含む。キレータ
ー前駆体化合物上の基Ｘは、Ｈまたは相補性反応性官能基からなる群から選択される。Ｘ
が相補性官能基である場合、化合物上の他の反応性官能基は、従来の方法および保護基を
使用して阻害または保護される必要がある場合があることが理解される。
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【０１１０】
　一実施形態では、キレート剤は、１，２－ベンゾキノン、および／または１，２－ジヒ
ドロキシフェニル部分を含む。別の実施形態では、キレート部分は、ノルジヒドログアイ
アレチン酸（ＮＤＧＡ）、３，４－ジヒドロキシフェニルアラニン、ドーパミン、３，４
－ジヒドロベンズアルデヒド、および３，４－ジヒドロキシ安息香酸からなる群から選択
される前駆体化合物に由来する。
【０１１１】
　一実施形態では、キレート剤は、羊膜および／またはフィラーと反応、かつ共有結合を
形成でき、かつ薬理学的に活性の金属イオンと可逆的に結合できる前駆体化合物に由来す
る。好ましくは、前駆体化合物は、
【化１】

からなる群から選択され、式中、Ｘは、Ｈ、またはＸが相補性反応基である場合に分子上
の他の反応性官能基が保護されるような相補性反応性官能基である。
【０１１２】
　一実施形態では、前駆体化合物は、
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【化２】

であって、式中、Ｘ’は、分子上のヒドロキシル基が任意に保護されるような相補性反応
性官能基である。
【０１１３】
　好ましくは、使用されるキレート剤は、ドーパミンおよびＬドーパなどの天然に存在す
る化合物に由来する。
【０１１４】
　反応の後、キレーターは、場合によっては、キレート剤、またはキレート部分を指す。
【０１１５】
　薬理学的に活性の金属イオン
　適切な薬理学的に活性の金属は当業者に知られている。一実施形態では、薬理学的に活
性の金属は抗癌剤である。抗癌性金属として、限定するものではないが、白金、ルテニウ
ム、オスミウム、およびコバルトが挙げられる。本明細書中で使用されるように、用語「
抗癌剤」または「抗癌性金属イオン」は、１つもしくは複数の癌の症状を改善でき、かつ
／または１つもしくは複数の癌の副作用を改善でき、かつ／もしくは、癌の侵襲性および
／もしくは転移を予防かつ／または妨害できる、何等かの金属イオン含有化合物を指す。
【０１１６】
　抗癌剤は、米国特許出願公開公報第２０１４／０１４２０４１号に記載されており、こ
の文献全体は参照として援用される。一実施形態では、金属イオンはイオン化した白金で
ある。一実施形態では、白金は、白金（ＩＩ）および／または白金（ＩＶ）を含む。別の
実施形態では、白金は、シスプラチン、

【化３】

からなる群から選択される化合物を含み、式中、
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【化４】

はキレーターへの結合を指す。
【０１１７】
　本発明のキレートした羊膜－Ｐｔおよび／またはフィラー－Ｐｔ構築物は、適切なＰｔ
塩、好ましくはＰＴ（ＩＩ）を、本発明の官能基化羊膜組成物またはフィラーと接触させ
ることにより調製する。好ましくは、Ｐｔ塩は、シスジアミノＰｔ（ＩＩ）ジクロロ、ま
たはさらにより好ましくは、シスジアミノＰｔ（ＩＩ）ジアクア塩である。例示的かつ非
限定的な例を以下に示す。
【化５】

【０１１８】
　本発明の羊膜組成物またはフィラーと結合していない過剰のＰｔは、キレックスなどの
樹脂と複合体を形成することにより除去できる。羊膜組成物－Ｐｔ（ＩＩ）またはフィラ
ー－Ｐｔ（ＩＩ）構築物は、たとえばＨ２Ｏ２での酸化による対応するＰｔ（ＩＶ）構築
物へと変換できる。図２および３は、金属イオンの連続的な放出を提供するために複合体
の放出速度が重複するような（図２）異なる複合体の使用を例示し、対して図３は、金属
イオンの２つの別々の放出（急速投与）を提供するために放出速度が重複しない方法での
異なる複合体の使用を例示する。
【０１１９】
　本明細書中で使用されるように、シス－ジアクア白金複合体は、シスまたは隣接する構
成で白金と結合した２つの水分子を含み、シス－ジハロ白金複合体は、シスまたは隣接す
る構成で白金と結合する、２つのハロゲン、好ましくは塩化物の基を含む。
【０１２０】
　ポリマー複合体
　本発明のポリマー構築物は、例示的なポリマーとしてコラーゲンを使用して以下に記載
される。しかしながら、本明細書中に記載されるものなどのコラーゲン以外のポリマーが
、コラーゲンに代わり利用できることが理解される。例示的な生物学的に適合可能なコラ
ーゲン複合体およびそれから作製されるデバイスは、米国特許第７，９０１，４５５号、
米国特許出願公開公報第２００８／０１６１９１７号、第２００８／０１８８９３３号、
第２００８／０２００９９２号、第２００９／０２１６２３３号、第２００９／０２８７
３０８号、第２０１０／００９４３１８号、第２０１０／００９４４０４号、第２０１１
／０２８２４４８号、第２０１１０２８２４４７号、および第２０１４／０１７２０９６
号に記載されており、これらは参照として本明細書中に援用される。
【０１２１】
　本発明の複合体は、乾燥でき、または部分的に水和できる。本明細書中に使用される用
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語「乾燥」は、構築物が、構築物の約５重量％未満の水分含有量を有することを意味する
。本明細書中で使用される用語「部分的に水和した」は、構築物が、大気温度の生理食塩
水槽において２４時間後にｅｘ　ｖｉｖｏで測定した、完全な水和した水分含有量の約５
０％未満、概して約７５％未満の水分含有量を有する。よって、構築物は、構築物の約１
５重量％未満などの、構築物の約２５重量％未満の水分含有量を有することができる。
【０１２２】
　成形した胎盤性移植片の調製および
その医薬組成物（任意）
　本発明の羊膜組成物は、任意に、成形した胎盤性移植片であってもよい。微粒子化した
羊膜、微粒子化した絨毛膜、微粒子化した中間組織層、フィラー、およびそれらのいずれ
かの組み合わせなどの脱水成分を、好ましくは非多孔性の型に圧縮した場合、この型によ
り定義される望ましい形状および大きさを形成する。多孔性の型が好ましいものではない
が、水または他の溶媒が成形の最中に漏れ出る場合、本発明の方法に使用できることが考
慮される。成形した羊膜移植片は、少なくとも成形した羊膜移植片が対象に導入されるま
で、大きさおよび形状を維持するために十分な密度および接着質量を有する。成形した羊
膜移植片の接着は、微粒子化した成分の粒径により部分的に決定される。たとえば、大き
な粒径を有する微粒子化した成分は、小さな粒径を有する微粒子化した成分から構成され
る成形した羊膜移植片と同一の密度を有する成形した羊膜移植片を入手するためにより高
い圧縮圧力、および／またはより長い圧縮時間を必要とする。言い換えると同一の圧縮条
件下で入手した成形した組成物では、大きな粒径を有する組成物は、小さな粒径を有する
組成物と比較してより小さな密度を有し、より速い速度で分離する。
【０１２３】
　任意に、１つまたは複数の粘着剤は、型に導入される前に、羊膜または絨毛膜の組成物
などの胎盤性組成物と混合することができる。このような粘着剤の例として、限定するも
のではないが、フィブリン密封剤、シアノアクリレート、ゼラチン、およびトロンビン生
成物、ポリエチレングリコールポリマー、アルブミン、およびグルタルアルデヒド生成物
が挙げられる。この工程に使用される粘着剤は、粘着剤および胎盤性組成物の混合物が、
非多孔性の型での圧縮を許容するために十分低い水含有量を有するように、胎盤性組成物
と混合する前に脱水されるべきである。
【０１２４】
　羊膜に加えて、追加的な脱水された成分を、微粒子化の前および／または後に組成物に
添加できる。一態様では、他の胎盤組織の成分を添加してもよい。胎盤組織の成分は、中
間組織層、絨毛膜、またはその両方、ならびにこれらの脱水し、微粒子化した移植片を含
むことができる。
【０１２５】
　一態様では、脱水したフィラーを添加できる。フィラーの例として、限定するものでは
ないが、同種移植片心膜、同種移植片無細胞真皮、精製した異種移植片１型コラーゲン、
バイオセルロースポリマーもしくはコポリマー、生物学的に適合可能な合成ポリマーまた
はコポリマーフィルム、精製した小腸の粘膜下層、膀胱無細胞マトリックス、屍体の筋膜
、骨粒子（海綿状および皮質性骨粒子を含む）、上述の他のポリマー、またはそれらのい
ずれかの組み合わせが挙げられる。フィラーは、粉末化されていてもよく、微粒子化され
ていてもよく、またはフィラーが微粒子化した胎盤の成分と組み合わせることができるよ
うな他のいずれかの形態であってもよい。
【０１２６】
　別の態様では、脱水した生理活性薬剤を、微粒子化の前および／または後に組成物に添
加することができる。生理活性薬剤の例として、限定するものではないが、自己血液収集
物および分離生成物、または外部の保存血由来の血小板濃縮物のいずれかを使用した、血
小板濃縮物由来の天然に存在する増殖因子；骨髄液；濃縮したヒト胎盤性臍帯血幹細胞由
来の幹細胞；濃縮した羊水幹細胞またはバイオリアクター中で増殖させた幹細胞；または
抗生物質が挙げられる。対象となる領域に生理活性薬剤と胎盤性組成物を塗布すると、生
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理活性薬剤は、経時的にこの領域に送達される。よって、本明細書中に記載される組成物
は、対象に投与する場合に、生理活性薬剤および他の医薬製剤の送達デバイスとして有益
である。放出プロファイルは、とりわけ、組成物を作製するために使用される成分の選択
、および組成物中に含まれる粒子の大きさに基づき変更できる。放出プロファイルは、上
述される組成物の成形によりさらに変更できる。
【０１２７】
　一部の態様では、幹細胞の走化性および／または動員を高める１つまたは複数の幹細胞
動員因子を、本技術の胎盤性組成物に添加してもよい。他の態様では、幹細胞動員因子を
、微粒子化した胎盤性組成物に添加することができる。あるいは、幹細胞動員因子を、微
粒子化の前に積層物組織移植片の層に添加してもよい。よって、たとえば、サイトカイン
、ケモカイン、増殖因子、細胞外マトリックス成分、および他の生理活性物質を、変性し
た羊膜組成物に添加して、天然の幹細胞の動員を高めることができる。幹細胞動員因子の
具体的な非限定的例は、以下の、ＣＣケモカイン、ＣＸＣケモカイン、Ｃケモカイン、ま
たはＣＸ３Ｘケモカインのうちの１つまたは複数を含んでもよい。他の幹細胞動員因子は
、α－線維芽細胞増殖因子（αＦＧＦまたはαＦＧＦ－１）、β－線維芽細胞増殖因子（
βＦＧＦ－１またはβＦＧＦ－２）、血小板由来増殖因子（ＰＤＧＦ）、血管内皮増殖因
子（ＶＥＧＦ－Ａ、Ｂ、Ｃ、ＤまたはＥ）、アンジオポエチン－１および－２、インスリ
ン様増殖因子（ＩＧＦ－１）、骨形態形成タンパク質（ＢＭＰ－２および－７）、形質転
換増殖因子－αおよび－β（ＴＧＦ－αおよびＴＧＦ－β）、上皮増殖因子（ＥＧＦ）、
結合組織増殖因子（ＣＴＧＦ）、肝細胞増殖因子（ＨＧＦ）、ヒト成長ホルモン（ＨＧＨ
）、ケラチノサイト増殖因子（ＫＧＦ）、腫瘍壊死因子－α（ＴＮＦ－α）、白血病抑制
因子（ＬＩＦ）、神経成長因子（ＮＧＦ）、ストロマ細胞由来因子１（ＳＤＦ－１α）、
顆粒球マクロファージコロニー刺激因子（ＧＭ－ＣＳＦ）、および当業者に知られている
他の因子などの増殖因子をさらに含んでもよい。
【０１２８】
　可塑剤
　さらなる別の態様では、胎盤性組成物は、少なくとも１つの可塑剤と混合される。当業
者は、可塑剤の生物学的な適合性、ｉｎ　ｖｉｖｏでの胎盤組織組成物の分解または侵食
速度に関する可塑剤の作用、ならびに／また組成物の強度、柔軟性、一貫性、疎水性、お
よび／もしくは親水性に関する可塑剤の作用に基づき適切な可塑剤を選択する。
【０１２９】
　用語「可塑剤」および「可塑剤（ｐｌａｓｔｉｃｉｚｉｎｇ　ａｇｅｎｔ）」は、本発
明で互換的に使用できる。可塑剤は、本組成物または本組成物から形成される生成物の機
械的な特性を変更するために添加できるいずれかの薬剤または薬剤の組み合わせを含むこ
とができる。
【０１３０】
　理論または作用機構に縛られると意図されるものではないが、可塑剤は、たとえば、組
成物中の成分間のフローを形成または高めることを含み得る設計目標を伴い、結晶化度を
小さくし、ガラス転移温度（Ｔｇ）を低くし、または組成物内の成分間の分子間力を減少
させるために添加することができる。変更された機械的な特性として、限定するものでは
ないが、ヤング率、引っ張り強度、衝撃強度、引裂強度、および破損－ひずみが挙げられ
る。可塑剤は、モノマー、ポリマー、コポリマー、またはそれらの組み合わせとすること
ができ、かつ、共有結合を含む、または含まない組成物に添加できる。可塑化および溶解
度は、可塑剤を選択することが、たとえば極性などの溶媒を選択する際の考慮と類似する
考慮を含む範囲内で類似する。さらに、可塑剤は、共重合を介して組成物の分子構造を変
化させる共有結合を介して組成物にも添加できる。
【０１３１】
　可塑剤の例として、限定するものではないが、たとえば、単一ブロックポリマー、マル
チブロックポリマー、およびコポリマーなどの低分子量ポリマー；たとえば限定するもの
ではないが乳酸のエチル末端化オリゴマーを含む乳酸オリゴマーなどのオリゴマー；環状
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乳酸およびグリコール酸のダイマー；小有機分子；ヒドロキシル基を含む水素結合形成有
機化合物およびヒドロキシル基を含まない水素結合形成有機化合物；脂肪族ヒドロキシル
を有する低分子量ポリオールなどのポリオール；ブタノール、ペンタノール、およびヘキ
サノールなどのアルカノール；糖アルコールおよび糖アルコールの無水物；ポリ（アルキ
レングリコール）などのポリエーテル；クエン酸塩、フタル酸塩、セバシン酸塩、および
アジピン酸塩などのエステル；脂肪族酸；飽和型および不飽和型の脂肪酸；脂肪アルコー
ル；コレステロール；ステロイド；たとえばレシチンなどのリン脂質；動物性タンパク質
および植物性タンパク質などのタンパク質；たとえば植物油および動物油などの油；シリ
コーン；アセチル化モノグリセリド；ジグリセリド；トリグリセリド；アミド；アセトア
ミド；スルホキシド；スルホン；ピロリドン；オキサ酸（ｏｘａ　ａｃｉｄ）；ジグリコ
ール酸；ならびにそれらのいずれかの類似体、誘導体、コポリマー、および組み合わせが
挙げられる。
【０１３２】
　一部の実施形態では、可塑剤は、限定するものではないが、たとえばカプロラクトンジ
オール、カプロラクトントリオール、ソルビトール、エリスリトール、グルシトール（ｇ
ｌｕｃｉｄｏｌ）、マンニトール、ソルビトール、スクロース、およびトリメチロールプ
ロパンなどの他のポリオールを含む。他の実施形態では、可塑剤は、限定するものではな
いが、たとえば、エチレングリコール、ジエチレングリコール、メチレングリコール、テ
トラエチレングリコール、プロピレングリコール、ブチレングリコール、１，２－ブチレ
ングリコール、２，３－ブチレングリコール、スチレングリコール、ペンタメチレングリ
コール、ヘキサメチレングリコールなどのグリコール；たとえば、モノプロピレングリコ
ールモノイソプロピルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、エチレング
リコールモノエチルエーテル、およびジエチレングリコールモノエチルエーテルなどのグ
リコール－エーテル；ならびにそれらの誘導体、コポリマー、および組み合わせなどが挙
げられる。
【０１３３】
　他の実施形態では、可塑剤は、限定するものではないが、たとえば、ジエチレングリコ
ールジベンゾアート、ジプロピレングリコールジベンゾアート、メチレングリコールカプ
リン酸塩－カプリル酸塩などのグリコールエステル；たとえば、グリセロールモノステア
レートなどのモノステアレート；クエン酸エステル；有機酸エステル；芳香族カルボキシ
エステル；脂肪族ジカルボキシエステル；たとえばステアリン酸、オレイン酸、ミリスチ
ン酸、パルミチン酸、およびセバシン酸のエステルなどの脂肪酸エステル；トリアセチン
；たとえばフタル酸ポリエステル、アジピン酸ポリエステル、グルタミン酸（ｇｌｕｔａ
ｔｅ）ポリエステルなどのポリ（エステル）；たとえばフタル酸ジアルキル、フタル酸ジ
メチル、フタル酸ジエチル、フタル酸イソプロピル、フタル酸ジブチル、フタル酸ジヘキ
シル、フタル酸ジオクチル、フタル酸ジイソノニル、およびフタル酸ジイソデシルなどの
フタル酸塩；たとえばセバシン酸アルキル、セバシン酸ジメチル、セバシン酸ジブチルな
どのセバシン酸塩；たとえば乳酸塩、乳酸アルキル、乳酸エチル、乳酸ブチル、グリコー
ル酸アリル、グリコール酸エチル、およびグリセロールモノステアレートなどのヒドロキ
シルエステル；たとえばクエン酸アルキルアセチル、クエン酸トリエチルアセチル、クエ
ン酸トリブチルアセチル、クエン酸トリヘキシルアセチル、クエン酸アルキル、クエン酸
トリエチル、およびクエン酸トリブチルなどのクエン酸塩；たとえば、リシノール酸メチ
ル（ｍｅｔｈｙｌ　ｒｉｃｉｎｏｌａｔｅ）などのヒマシ油のエステル；たとえばトリメ
リット酸エステル、安息香酸エステル、およびテレフタル酸エステルなどの芳香族カルボ
キシエステル；たとえばアジピン酸ジアルキル、アジピン酸アルキルアリルエーテルジエ
ステル、アジピン酸ジブトキシエトキシエチル、アジピン酸ジイソブチル、セバシン酸エ
ステル、アゼライン酸エステル、クエン酸エステル、および酒石酸エステルなどの脂肪族
ジカルボキシルエステル；ならびに、たとえば、グリセロール、モノ－、ジ－、またはト
リ酢酸塩、およびジエチルスルホコハク酸ナトリウムなどの脂肪酸エステル；ならびにそ
れらのいずれかの類似体、誘導体、コポリマー、および組み合わせなどのエステルを含む
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。
【０１３４】
　他の実施形態では、可塑剤は、限定するものではないが、たとえばポリ（エチレングリ
コール）（ＰＥＧ）、ポリ（プロピレングリコール）、およびポリ（エチレン／プロピレ
ングリコール）などのエーテルおよびポリエーテル；たとえばメトキシポリ（エチレング
リコール）（ｍＰＥＧ）などのＰＥＧ誘導体；ならびに、たとえばジエチレングリコール
ジベンゾアート、ジプロピレングリコールジベンゾアート、およびトリエチレングリコー
ルカプリン酸塩－カプリル酸塩などのエステル－エーテル；ならびにそれらのいずれかの
類似体、誘導体、コポリマー、および組み合わせが挙げられる。
【０１３５】
　他の実施形態では、可塑剤として、限定するものではないが、たとえば、オレインアミ
ド、エル化酸アミド、およびパルミチン酸アミドなどのアミド；たとえばジメチルアセト
アミドなどのアルキルアセトアミド；たとえばジメチルスルホキシドなどのスルホキシド
；たとえばｎ－メチルピロリドンなどのピロリドン；たとえばテトラメチレンスフホンな
どのスルホン；たとえば３，６，９－トリオキサウンデカン二酸、ポリオキサ二酸などの
オキサモノ酸、オキサ二酸などの酸；アセチル化クエン酸のエチルエステル、アセチル化
クエン酸のブチルエステル、アセチル化クエン酸のカプリルエステル、およびジメチロー
ルプロピオン酸などのジグリコール酸；ならびにそれらの誘導体、類似体、コポリマー、
および組み合わせが挙げられる。
【０１３６】
　他の実施形態では、可塑剤として、限定するものではないが、エポキシ化ダイズ油；亜
麻仁油；ヒマシ油；ヤシ油；分画ヤシ油；エポキシ化タラート（ｔａｌｌａｔｅｓ）；ス
テアリン酸、オレイン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、およびセバシン酸などの脂肪酸
エステル；限定するものではないが、アンゼリカ油、アニス油、アルニカ油、アウランテ
ィアエセロレウム（ａｕｒａｎｔｉｉ　ａｅｔｈｅｒｏｌｅｕｍ）、吉草油、バシリシア
エセロレウム（ｂａｓｉｌｉｃｉ　ａｅｔｈｅｒｏｌｅｕｍ）、ベルガモット油、セイバ
リー油、バッコアエセロレウム（ｂｕｃｃｏ　ａｅｔｈｅｒｏｌｅｕｍ）、カンファー、
カルダモミアエセロレウム（ｃａｒｄａｍｏｍｉ　ａｅｔｈｅｒｏｌｅｕｍ）、カッシア
油、ヘノポジ油、キク油、シナアエセロレウム（ｃｉｎａｅ　ａｅｔｈｅｒｏｌｅｕｍ）
、シトロネラ油、レモン油、かんきつ油、コスタス油、ウコン油、チャボアザミ油、エレ
ミ油、タラゴン油、ユーカリ油、フェンネル油、松葉油、パイン油、フィリシスアエセロ
レウム（ｆｉｌｉｃｉｓ　ａｅｔｈｅｒｏｌｅｕｍ）、ガルバナム油、ガウルセリアアエ
セロレウム（ｇａｕｌｔｈｅｒｉａｅ　ａｅｔｈｅｒｏｌｅｕｍ）、ゼラニウム油、グア
ヤクウッド油、サイシン油（ｈａｚｅｌｗｏｒｔ　ｏｉｌ）、イリス油、オトギリソウ油
、ショウブ油、カモミール油、ファーニードル油、ニンニク油、コリアンダー油、キャラ
ウェイ油、ラウリアエセロレウム（ｌａｕｒｉ　ａｅｔｈｅｒｏｌｅｕｍ）、ラベンダー
油、レモングラス油、ラベージ油、ベイ油、ルプリストロブリアエセロレウム（ｌｕｐｕ
ｌｉ　ｓｔｒｏｂｕｌｉ　ａｅｔｈｅｒｏｌｅｕｍ）、メース油、マジョラム油、マンダ
リン油（ｍａｎｄａｒｉｎｅ　ｏｉｌ）、メリッサ油、メントール、ミレフォリアエセロ
レウム（ｍｉｌｌｅｆｏｌｉｉ　ａｅｔｈｅｒｏｌｅｕｍ）、ミント油、サルビア油、ナ
ツメグ油、スパイクナード油、チョウジ油、ネロリ油、ニアウリ、オリバナム油、オノニ
ディスアエセロレウム（ｏｎｏｎｉｄｉｓ　ａｅｔｈｅｒｏｌｅｕｍ）、オポプラナック
ス（ｏｐｏｐｒａｎａｘ）油、オレンジ油、オレガノ油、オルトシホン油、パチュリー油
、パセリ油、プチグレン油、ペパーミント油、ヨモギギク油、ローズウッド油、バラ油、
ローズマリー油、ヘンルーダ油、サビナアエセロレウム（ｓａｂｉｎａｅ　ａｅｔｈｅｒ
ｏｌｅｕｍ）、サフラン油、セージ油、サンダルウッド油、サッサフラス油、セレリ油、
カラシ油、セルフィリアエセロレウム（ｓｅｒｐｈｙｌｌｉ　ａｅｔｈｅｒｏｌｅｕｍ）
、イモーテル油、ファー油、ティーツリー油、テレピン油（ｔｅｒｐｅｎｔｉｎｅ　ｏｉ
ｌ）、タイム油、ジュニパー油、オリバナム油、ヒソップ油、シダーウッド油、けい皮油
、およびサイプレス油を含むエッセンシャルオイル；および例えば魚油などの他の油；な
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らびにそれらの類似体、誘導体、コポリマーおよび組み合わせが挙げられる。
【０１３７】
　一部の実施形態では、当業者は、上述の可塑剤のいずれか１つまたはいずれかの組み合
わせを除外するために、１つまたは複数の可塑剤を選択し得ることが理解されるものであ
る。
【０１３８】
　一部の実施形態では、可塑剤は、水溶性である成分を含むことができる。他の実施形態
では、可塑剤は、水溶性に変性できる。一部の実施形態では、可塑剤は、脂溶性である成
分を含むことができる。他の実施形態では、可塑剤は、脂溶性に変性できる。いずれかの
官能基を、たとえばｉｎ　ｖｉｖｏで存在する体液などの溶媒で可塑剤の挙動を変更する
ために添加することができる。
【０１３９】
　さらなる態様では、胎盤性組成物のｉｎ　ｖｉｖｏでの分解または侵食速度、ならびに
成分の密度、および接着性を、たとえば架橋により変性することができる。この成分は、
同種間で架橋でき、かつ／または別種間で架橋できる。たとえば、羊膜は、それ自体、中
間組織層、絨毛膜、第２の羊膜組織および／またはフィラーと架橋できる。たとえば、架
橋剤を、脱水、微粒子化、および／または混合の前および／または後に、組成物（たとえ
ば個々の成分および／または組織移植片としての、羊膜、絨毛膜、中間組織層、フィラー
、またはそれらのいずれかの組み合わせ）に添加できる。一般的に、架橋剤は非毒性かつ
非免疫原性である。
【０１４０】
　本明細書中で使用されるように、用語「同種間で架橋した」は、羊膜組成物のうち１つ
の成分の中での架橋を指す。たとえば、羊膜は羊膜自体と架橋できる。
【０１４１】
　本明細書中で使用されるように、用語「別種間で架橋した」は、胎盤性組成物の異なる
成分の間の架橋を指す。たとえば、羊膜は、中間組織層、絨毛膜、第２の羊膜組織、およ
び／またはフィラーと架橋できる。
【０１４２】
　羊膜、中間組織層、絨毛膜（またはそれらの組織移植片）、および／またはフィラーを
、架橋剤で処理する場合、架橋剤は同一または異なるとすることができる。他の態様では
、羊膜、中間組織層、絨毛膜、および／またはフィラーを、架橋剤で別々に処理すること
ができ、またはあるいは、羊膜、中間層、絨毛膜、および／もしくはフィラーは、同一の
架橋剤でまとめて処理できる。特定の態様では、羊膜、中間組織層、絨毛膜、および／ま
たはフィラーを、２つ以上の異なる架橋剤で処理できる。羊膜、中間組織層、絨毛膜、お
よびフィラーを処理するための条件は変動できる。他の態様では、羊膜、中間組織層、絨
毛膜、および／またはフィラーは、微粒子化の前または後に架橋剤で処理できる。一態様
では、架橋剤の濃度は、０．１Ｍ～５Ｍ、０．１Ｍ～４Ｍ、０．１Ｍ～３Ｍ、０．１Ｍ～
２Ｍ、または０．１Ｍ～１Ｍである。好ましくは、この成分は、架橋した成分が、非多孔
性の型での圧縮または成形を許容するために十分に低い水含有量を有するように、脱水の
前に架橋される。
【０１４３】
　特定の態様では、胎盤性組成物は、架橋剤で処理できる。好ましくは、胎盤性組成物の
１つまたは複数の成分を、架橋した成分の水含有量が低いレベル、たとえば約２０％未満
、約１５％未満、約１０％未満、または５％未満であるように微粒子化の前または後に気
体／ヒュームの架橋剤にさらす。架橋剤は、一般的に、共有結合を生成するためにタンパ
ク質と反応できる２つ以上の官能基を有する。一態様では、架橋剤は、タンパク質に存在
するアミノ基と反応できる基を有する。このような官能基の例として、限定するものでは
ないが、ヒドロキシル基、置換型または非置換型アミノ基、カルボキシル基、およびアル
デヒド基が挙げられる。一態様では、架橋剤は、たとえば、グルタルアルデヒドなどのジ
アルデヒドとすることができる。別の態様では、架橋剤は、たとえば、（Ｎ－（３－ジメ
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チルアミノプロピル）－Ｎ’－エチル－カルボジイミド（ＥＤＣ）などのカルボジイミド
とすることができる。他の態様では、架橋剤は、酸化したデキストラン、ｐ－アジドベン
ゾイルヒドラジド、Ｎ－［α－マレイミドアセトキシ］スクシンイミドエステル、ｐ－ア
ジドフェニルグリオキサール一水和物、ビス－［β－（４－アジドサリシルアミド）エチ
ル］ジスルフィド、ビス－［スルホスクシンイミジル］スベラート、ジチオビス［スクシ
ンイミジル］プロピオナート、ジスクシンイミジルスベラート、および１－エチル－３－
［３－ジメチルアミノプロピル］カルボジイミドハイドロクロライド、二官能性オキシラ
ン（ＯＸＲ）、エチレングリコールジグリシジルエーテル（ＥＧＤＥ）、ノルジヒドログ
アイアレチン酸（ＮＤＧＡ）とすることができる。
【０１４４】
　一態様では、羊膜、中間組織層、絨毛膜、ホウォートンゼリー、および／またはフィラ
ーに存在するタンパク質と反応して共有結合を形成できる糖は架橋剤である。たとえば、
糖は、還元糖によりタンパク質上のアミノ基の非酵素的なグリコシル化により開始し、そ
の後共有結合の形成をもたらすメイラード反応によりタンパク質と反応できる。架橋剤と
して有益な糖の例として、限定するものではないが、Ｄ－リボース、グリセロース、アル
トロース、タロース、エリトロース（ｅｒｔｈｅｏｓｅ）、グルコース、リキソース、マ
ンノース、キシロース、グロース、アラビノース、イドース、アロース、ガラクトース、
マルトース、ラクトース、スクロース、セロビオース、ゲンチオビオース、メリビオース
、ツラノース、トレハロース、イソマルトース、およびそれらのいずれかの組み合わせが
挙げられる。
【０１４５】
　一態様では、キレート剤は架橋剤である。一態様では、キレート剤は、成分の架橋に実
質的に関与していない。
【０１４６】
　本発明のさらなる別の実施形態では、組成物に組み込まれた金属イオンは、架橋した胎
盤性組成物に存在するキノン基および／またはカテコール基と結合する。本発明の他の実
施形態では、組成物に組み込まれた金属イオンは、限定するものではないが、アミノ、ま
たはモノまたはジアルキル化アミノ、およびイミダゾールが例として挙げられる塩基性窒
素原子と結合してもよい。特定の態様では、金属イオンは、白金（＋２）および／または
白金（＋４）などの白金抗癌剤である。特定の好ましい態様では、白金抗癌剤は、シス－
ジアミノ白金部分を含む。本明細書中で使用されるように、用語「アミノ」は、アンモニ
アまたはシクロアルキルアミン、またはヘテロアリールまたはヘテロシクリルアミンを指
し、窒素原子を配位する白金は、環系の一部とすることができ、または環系を誘導体化で
きる。本発明に有益なシス－ジアミノ白金部分および他の白金部分の例は、たとえばＫｏ
ｓｔｏｖａ，　Ｒｅｃｅｎｔ　Ｐａｔｅｎｔｓ　ｏｎ　Ａｎｔｉ－Ｃａｎｃｅｒ　Ｄｒｕ
ｇ　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ，　２００６，　１，　１－２２に記載されており、その全体は
本明細書中参照として援用される。他の態様では、構築物に組み込まれた白金は、約０．
１％～約３０％の量で存在する。
【０１４７】
　特定の態様では、白金組成物は、金属イオンの徐放を提供し、この徐放は、即時放出、
中程度の放出、徐放、またはそれらの放出速度のいずれかの組み合わせを含む、複数の放
出速度を含む。他の態様では、複数の放出速度は、適切な範囲の放出速度を提供するため
に調節され、放出速度の範囲は、約１分～約６０日、またはその中のいずれかの範囲を含
む。
【０１４８】
　胎盤性組成物は、当該組成物の送達形式および送達部位に応じて様々に製剤化できる。
一部の実施形態では、羊膜または絨毛膜の組成物などの微粒子化した胎盤性組成物は、ペ
レット、またはペンシル中の黒鉛チューブとして形成されたインプラントなどの形状に圧
縮される。このような固形の剤形の単位長さまたは用量もまた提供される。このような固
形の組成物は、抗癌または他の処置を必要とする部位に局所的に投与でき、または、既知
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かつ／もしくは商業的に入手可能な乾燥固形注入技術、もしくはそれらの明白な改変版を
使用することにより患者に投与してもよい。このような固形注入技術の非限定的な例とし
て、Ｇｌｉｄｅ　ＳＤＩの固形注入システムが挙げられる。
【０１４９】
　他の実施形態では、胎盤性組成物は、粘性の流体として製剤化される。このような粘性
の製剤は、好ましくは、ポリエチレングリコール、ｐｏｌａｘａｍｅｒ（登録商標）ポリ
マーなどのポリマーなど、および／または小分子有機溶媒を含むことのできる、非水性有
機溶媒を含むことが好ましい。このような粘性の製剤は、好ましくは、既知かつ／または
商業的に入手可能である高圧シリンジ、またはその明らかな改変を使用して部位特異的に
投与してもよい。このような高圧シリンジの非限定的な例として、米国特許第６，５０３
，２４４号（本明細書中参照として援用）などが挙げられる。
【０１５０】
　本発明は、当業者に理解されるように、羊膜、フィラー、可塑剤、および／またはキレ
ーターのいずれかの組み合わせを含む。羊膜および／またはフィラーは任意に架橋してい
る。一実施形態では、成分は架橋していない、一実施形態では、羊膜および／またはフィ
ラーは同種間で架橋している。一実施形態では、羊膜および／またはフィラーは別種間で
架橋している。以下の表は、本発明の潜在的な実施形態の非限定的な例を提供するもので
ある。当業者は、このような実施形態が本明細書中に提供される他の成分または態様をさ
らに含み得ることを理解するものである。
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【０１５１】
　本発明の別の実施形態は、羊膜または絨毛膜の組成物などの胎盤性組成物を製造する方
法であって、胎盤性の層または胎盤組織の移植片を提供することと、上記胎盤性の層また
は移植片を脱水することと、上記胎盤性の層または移植片を微粒子化することと、１つま
たは複数のキレート剤を上記胎盤性の層または移植片に結合させることであって、上記結
合ステップが、上記脱水ステップの前、または上記微粒子化ステップの前もしくは後であ
ってもよい、結合させることとを含む、方法を目的とする。
【０１５２】
　本発明の別の実施形態は、羊膜または絨毛膜の組成物などの胎盤性組成物を製造する方
法であって、胎盤性の層または胎盤組織の移植片を提供することと、上記胎盤性の層また
は移植片を脱水することと、上記胎盤性の層または移植片を微粒子化することと、１つま
たは複数のキレート剤を上記胎盤性の層または移植片に結合させることであって、上記結
合ステップが、上記脱水ステップの前、または上記微粒子化ステップの前または後であっ
てよい、結合することと、薬理学的に活性の金属イオンを上記組成物にキレート化するこ
とであって、上記キレート化ステップが上記結合ステップの後の任意の時間に実施できる
、キレート化することとを含む、方法を目的とする。
【０１５３】
　本発明の別の実施形態は、羊膜または絨毛膜の組成物などの胎盤性組成物を製造する方
法であって、胎盤性の層または胎盤組織の移植片およびフィラーを提供することと、上記
胎盤性の層または移植片、および任意にフィラーを脱水することと、上記胎盤性の層また
は移植片を微粒子化することと、上記胎盤性の層または移植片を微粒子化することと、１
つまたは複数のキレート剤を上記胎盤性の層もしくは移植片、および／またはフィラーに
結合させることであって、上記結合ステップが、上記脱水ステップの前、または上記微粒
子化ステップの前もしくは後であってもよい、結合させることと、上記層または移植片お
よび上記フィラーを組み合わせることであって、上記組み合わせるステップが、この工程
の最中の任意の時間であってよい、組み合わせることとを含む、方法を目的とする
【０１５４】
　本発明の別の実施形態は、羊膜または絨毛膜組成物などの胎盤性組成物を製造する方法
であって、胎盤性の層または胎盤組織の移植片およびフィラーを提供することと、上記胎
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盤性の層または移植片および任意にフィラーを脱水することと、上記胎盤性の層または移
植片を微粒子化することと、１つまたは複数のキレート剤を上記胎盤性の層または移植片
および／またはフィラーに結合させることであって、上記結合ステップが、上記脱水ステ
ップの前、または上記微粒子化ステップの前もしくは後であってもよい、結合させること
と、上記層または移植片およびフィラーを組み合わせることであって、上記組み合わせる
ステップが、この工程の任意の時間で実施されてもよい、組み合わせることと、薬理学的
に活性の金属イオンを上記組成物にキレート化することであって、上記キレート化するス
テップが、上記結合ステップの後のいずれかの時間で実施できる、キレート化することと
を含む、方法を目的とする。
【０１５５】
　本明細書中に記載される医薬組成物は、局所的または全身性の処置が望ましいかどうか
、および処置される領域に応じて多くの方法で投与できる。一態様では、投与は注射によ
るものとすることができる。他の態様では、組成物は、対象へ内部に適用されるように製
剤化できる。他の態様では、組成物は、局所的、皮下（ｓｕｂｄｅｒｍａｌｌｙまたはｓ
ｕｂｃｕｔａｎｅｏｕｓｌｙ）的に適用できる。
【０１５６】
　ＩＩＩ．これらに結合した１つまたは複数のキレート剤を含む、微粒子化した胎盤性の
組成物および／またはフィラーを含む組成物の適用
　治療上の用途
　本明細書中に記載されるこれらに結合した１つまたは複数のキレート剤を含む、微粒子
化した胎盤性物質および／またはフィラーを含む組成物は、多くの治療上の用途を有する
。
【０１５７】
　一態様では、本明細書中、白金アルキル化剤での処置の影響を受けやすい癌を罹患する
対象を処置する方法であって、上記方法が、対象中の胎盤性組成物を投与することを含み
、上記組成物が、対象に有効量の白金を投与するために、（ａ）微粒子化した胎盤性組成
物および１つまたは複数のキレート部分と、（ｂ）キレート部分にキレート化された白金
とを含む、方法を提供する。胎盤性組成物は、任意にフィラーを含む。キレート化部分は
、羊膜、フィラー、またはその両方と結合してもよい。
【０１５８】
　さらなる別の実施形態では、本発明は、金属含有抗癌剤で処置可能な癌の処置の必要の
ある対象を処置する方法であって、ａ）対象に医薬構築物を移植することであって、上記
医薬構築物が、微粒子化した胎盤性組成物、および上記構築物中で治療上有効量の抗癌性
白金を提供するために組み込まれた抗癌性となる量の抗癌剤とを含む、移植することと、
ｂ）上記組成物から上記抗癌剤を放出することにより、癌を阻害することとを含む、方法
を目的とする。一実施形態では、たとえば白金といった有効量の抗癌剤は、複数のｉｎ　
ｖｉｖｏでの放出速度で組成物から放出される。本明細書中に提供される化合物および組
成物の治療上有効量および／または適切な投与形式を判定する方法は、本開示を読み、か
つ当業者に知られている他の方法に基づき、当業者に理解されるものである。一実施形態
では、胎盤性組成物は、任意にフィラーを含む。
【０１５９】
　本発明は、医療上の用途および動物試験での使用を見出すものである。用語「医療上」
は、ヒトおよび獣医学的な用途の両方を含む。本発明の適切な対象として、限定するもの
ではないが、鳥類および哺乳類が挙げられる。
【０１６０】
　特定の実施形態では、対象は、本発明の方法の「必要があり」、たとえば、対象は、プ
ロステーシスまたは他のデバイスなどの、本発明の組成物を移植する外科的な工程から利
益を得てもよい。特定の実施形態では、移植の後、本発明の組成物は、疾患および／もし
くは臨床上の症状の予防、本発明の方法が存在しない状態で起こるものと比較して疾患お
よび／もしくは臨床上の症状の重症度の低減、ならびに／または疾患および／もしくは臨
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床上の症状の発症および／もしくは進行の遅延などの、治療上および／または予防上の作
用を対象へ与えることができる。本発明の方法は、完全かつ／または部分的な処置および
／または保護を提供できる。特定の実施形態では、対象への移植または投与の後、本発明
の組成物が、対象の癌、好ましくは白金抗癌剤で治療可能な癌を処置し、かつ／または阻
害し、かつ／または癌から対象を保護する。
【０１６１】
　実施例
　以下の実施例は、本明細書中に記載かつ請求されている化合物、組成物、および方法が
、どのように作製され、評価されるかの完全な開示および説明を当業者に提供するために
記載されており、単なる例示として意図され、本発明者らが本発明とみなす範囲を限定す
るよう意図されるものではない。数（たとえば量、温度など）に関する正確性を保つよう
にされているが、場合によって誤差および偏差が考慮されるものである。特段記載がない
限り、部は重量部であり、温度は℃または大気温度であり、圧力は大気圧または大気圧に
近い。たとえば成分の濃度、望ましい溶媒、溶媒混合物、温度、圧力、ならびに記載され
る工程から入手される生成物の純度および収率を最適化するために使用できる他の反応範
囲および条件といった反応条件において多くの変動および組み合わせが存在する、合理的
かつ通常の実験のみが、当該工程条件を最適化するために必要とされる。
【０１６２】
　実施例１．微粒子化した組成物の調製
　微粒子化した粒子を生成するために本明細書中で使用される羊膜／絨毛膜の組織移植片
を、米国特許公開公報第２００８／００４６０９５号に記載される工程により生成した。
この文書全体は本明細書中参照として援用される。組織移植片（４ｃｍ×３ｃｍ）および
２つの９．５ｍｌのスチール砕粉ボールを５０ｍｌの容器に配置し、その後バイアルを密
封した、バイアルをＣｒｙｏ－ｂｌｏｃｋに置き、Ｃｒｙｏ－ｂｌｏｃｋをＣｒｙｏ－ｒ
ａｃｋに配置した。Ｃｒｙｏ－ｒａｃｋを、液体窒素を保持するデュワーへ配置する。組
織の試料を、わずかに３０～６０分間蒸気層で冷却した。Ｃｒｙｏ－ｒａｃｋをデュワー
から取り外し、Ｃｒｙｏ－ｂｌｏｃｋをＣｒｙｏ－ｒａｃｋから取り外した。Ｃｒｙｏ－
ｂｌｏｃｋを砕粉器（ＳＰＥＸ　Ｓａｍｐｌｅ　Ｐｒｅｐ　ＧｅｎｏＧｒｉｎｄｅｒ　２
０１０）の中に配置し、２０分間１，５００ｒｐｍに設定した。２０分経過した後、組織
を、微粒子化が確保されるように検査した。必要に応じて、組織を、デュワーへとさらに
３０～６０分間戻し、さらに２０分間砕粉器へと移動させて、十分な微粒子化を確保した
。組織を十分に微粒子化した後、米国の標準的なＡＳＴＭふるいのシリーズを使用して分
類した。このふるいは、以下の順番：３５５μｍ、３００μｍ、２５０μｍ、１５０μｍ
、および１２５μｍで配置した。微粒子化した物質を、５０ｍｌのバイアルから３５５μ
ｍのふるいに移した。各ふるいは、微粒子化した粒子を完全に分離するために個別に撹拌
した。ふるいを使用して微粒子化した粒子を効率的に分離した後、３５５μｍ、３００μ
ｍ、２５０μｍ、１５０μｍ、および１２５μｍの粒径を有する微粒子化した粒子を別々
のバイアルに回収した。
【０１６３】
　実施例２－微粒子化した胎盤組織を伴う組織移植片の調製
　様々な改変および変動を、本明細書中に記載される化合物、組成物、および方法に対し
て用いることができる。本明細書中に記載される化合物、組成物、および方法の他の態様
は、本明細書中に開示される化合物、組成物、および方法の明細書および実務を考慮する
ことから明らかである。本明細書および実施例は例示的なものと考慮するよう意図される
。
【０１６４】
　強化された胎盤組織の移植片の詳細な説明は、米国特許公開公報第２０１４／００６７
０５８号に提供されており、この文書全体は本明細書中参照として援用される。
【０１６５】
　微粒子化した胎盤組織およびその抽出物を作製かつ使用する詳細な説明は、米国特許出
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願公開公報第２０１４／００５０７８８号に提供されており、この文書全体は本明細書中
参照として援用される。
【０１６６】
　実施例３－ＥｐｉＦｉｘ（登録商標）の存在下での細胞の遊走
　ヒト間葉系幹細胞（ヒトＭＳＣ）を、ＥｐｉＦｉｘ（登録商標）の試料の存在下細胞培
養物中で評価して、ＥｐｉＦｉｘ（登録商標）がヒトＭＳＣの遊走を誘導するかどうかを
判定した。ＥｐｉＦｉｘ（登録商標）は、無処置の上皮層を伴う羊膜および絨毛膜の層で
ある。
【０１６７】
　材料および方法
　標準的な遊走アッセイを、インサートの底部において、８μｍの細孔膜フィルターを伴
い２４ウェルの細胞培養物インサートで実施する（図４；ＢＤ　Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅｓ
参照）。実験を開始する２４時間前に、ヒトＭＳＣ（１つのドナー、経路３）を無血清培
地で培養し、ＰＢＳ中５μｇ／ｍｌのフィブロネクチン３００μｌを、細胞培養インサー
トの表面にフィブロネクチンを一晩吸着させることを可能にするために、各細胞培養イン
サートに配置した。
【０１６８】
　実験日に、無血清培地７００μｌを、プレートの底部ウェルに充填し、次いで、異なる
大きさの滅菌した　ＥｐｉＦｉｘ（登録商標）の一部（低：直径１．５ｍｍのディスク；
中：直径４ｍｍのディスク；高：１２×１３平方ｍｍであり、３～４平方ｍｍ断片に調節
；ｎ＝６（試験したＥｐｉＦｉｘ（登録商標）組織ドナー）を添加した。１平方センチメ
ートルのＥｐｉＦｉｘ（登録商標）の重量は４ｍｇである。無血清培地および１０％のウ
シ胎児血清（ｎ＝６）を含む培地を、それぞれ陰性対照および陽性対照として作用させた
。次に、ヒトＭＳＣ（３００μｌ中４０，０００細胞）を、細胞培養インサートの中に充
填し、２４時間培養した。次に、細胞培養インサートの両側面をＰＢＳですすぎ、上部の
インサート中の非遊走細胞を、コットンを付したアプリケータで除去した。インサートの
下側の細胞に加えて膜フィルターを、１０％のホルマリンで２０分間固定し、次に、すす
ぎ、ヘマトキシリンで５分間染色した。膜を介して遊走する細胞の数を、倒立顕微鏡（Ｎ
ｉｋｏｎ　ＴＥ２０００；ＳＰＯＴ　Ｓｏｆｔｗａｒｅ　４．６）で膜の下部表面上で計
測した。
【０１６９】
　データを、１０％のＦＢＳ陽性対照に対して正規化し、各試料ウェルに関して１００倍
の顕微鏡写真あたり、計測し遊走した細胞の平均値±標準偏差として表す。統計上の比較
を、データ分散を正規化するためのＢｏｘ－Ｃｏｘ変換、次いでテューキーのＨＳＤ（ｈ
ｏｎｅｓｔｌｙ　ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔ　ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ）ポストホック検定を
用いた片側分散分析（ＡＮＯＶＡ）を使用して実施した。
【０１７０】
　結果
　最も小さなＥｐｉＦｉｘ（登録商標）の試料を含む低のグループ（直径１．５ｍｍのデ
ィスク）は、血清のない陰性対照と有意に異なるものではなかった（図５の棒グラフ参照
）。中のグループ（直径４ｍｍのディスク）および高のグループ（１２～１３平方ｍｍ、
３～４平方ｍｍの断片に調節）は、血清のない対照よりも統計的に高く（対照と比較して
約６０％および７５％の遊走。図５参照）、このことから、ＥｐｉＦｉｘ（登録商標）に
より刺激される細胞の遊走が示唆された。高のグループは、中のグループと有意に異なる
ものではなかった。この結果は、ＥｐｉＦｉｘ（登録商標）生成物がヒト間葉系幹細胞を
誘引する１つまたは複数の因子を含むことを示唆する。
【０１７１】
　実施例４－ＥｐｉＦｉｘ（登録商標）インプラントを移植したマウスにおける幹細胞の
動員
　正常なマウスに移植されたＥｐｉＦｉｘ（登録商標）が、マウスの造血幹細胞（ＨＳＣ
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）およびマウスの間葉系幹細胞（マウスのＭＳＣ）に焦点を当てて、幹細胞／前駆細胞の
動員を引き起こすかどうかを判定するために試験を行った。
【０１７２】
　材料および方法
　６つのドナー由来のＥｐｉＦｉｘ（登録商標）生成物を、正常なマウスの移植に使用し
た。５×５平方ｍｍのＥｐｉＦｉｘ（登録商標）は、月齢４ヶ月のＦＶＢ／ＮＪマウス（
約２３．５０ｇ～約３０ｇの体重）の皮下に外科的に配置した。各時点で試料あたり４匹
のマウスに移植した。この時点は、３日、７日、１４日、および２８日であった。陰性対
照は、正常な皮膚であり、かつ偽手術したマウスであった（外科的な切開を行ったが、移
植は行っていない）。脱細胞化真皮のマトリックス（無細胞真皮マトリックス；ＡＤＭ）
を、比較上のインプラント（Ｉ型コラーゲン、サイトカインなし）として使用した。イン
プラントおよびその下の皮膚を、ＦＡＣＳ（ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｃｅ　ａｃｔｉｖａｔ
ｅｄ　ｃｅｌｌ　ｓｏｒｔｉｎｇ）のために収集した。
【０１７３】
　インプラントおよびその下の皮膚を収集し、１ｍｍ２の区分に切断し、０．１５％のデ
ィスパーゼ／０．０７５％のコラゲナーゼ溶液で、３７℃で１時間インキュベートした。
遠心した後、試料を、以下に記載される系列の抗体カクテルで染色した。ＣＤ３１抗体を
添加し、次いでＡｌｅｘａ　Ｆｌｕｏｒ　６４７抗ラット二次抗体を添加した。フィコエ
リトリン－Ｃｙ７－結合型抗ＣＤ４５抗体を最後にインキュベートした。以下に記載され
るように試料を調製し、解析した。
【０１７４】
　試料を、系列の陰性（ｌｉｎ－）抗体カクテル（Ｔｅｒ１１９／ＣＤ４／ＣＤ８ａ／Ｇ
ｒ－１／ＣＤ４５Ｒ／ＣＤ１１ｂ）、次いでフィコエリトリンＣｙ５抗ラット二次抗体で
インキュベートした。間葉系幹細胞の解析のため、結合した抗体を、ＣＤ４５（フィコエ
リトリンＣｙ７）およびＳｃａ－１（フルオレセインイソチオシアネート）に対して添加
した。造血幹細胞解析のために、結合した抗体を、ＣＤ４５（フィコエリトリン－Ｃｙ７
）、ｃ－Ｋｉｔ（フィコエリトリン）、およびＳｃａ－１（フルオレセインイソチオシア
ネート）に対して添加した。試料を、抗体と共に３０分間インキュベートし、次に、２ｍ
Ｍのエチレンジアミン四酢酸を含むリン酸緩衝生理食塩水中５容量の２％のウシ胎児血清
を添加することにより洗浄した。細胞を遠心し、次にヨウ化プロピジウム中に４℃で１分
間再懸濁した。試料を、ＬＳＲ　フローサイトメーターを使用して解析した。ＣｅｌｌＱ
ｕｅｓｔ　ｓｏｆｔｗａｒｅ）を使用して、試料を、ｌｉｎ－／Ｓｃａ－１＋／ＣＤ４５
－に関して調節（ｇａｔｅ）して、間葉系幹細胞を定義し、ｌｉｎ－／Ｓｃａ－１＋／ｃ
－Ｋｉｔ＋／ＣＤ４５＋に関して調節して造血幹細胞を定義した。
【０１７５】
　結果
　マウスのＨＳＣは、７日目、１４日目、および２８日目に陰性対照と比較してＥｐｉＦ
ｉｘ（登録商標）の移植後有意に増加した（図６Ａ参照）。マウスのＨＳＣは、ＡＤＭと
比較して２８日目にＥｐｉＦｉｘ（登録商標）試料中で有意に増加したままであった。
【０１７６】
　マウスのＭＳＣは、７日目に陰性対照と比較してＥｐｉＦｉｘ（登録商標）の移植後有
意に増加した（図６Ｂ参照）。マウスのＭＳＣの平均パーセンテージは、陰性対照と比較
してすべての時点で増加した。
【０１７７】
　よって、上述のデータは、ＥｐｉＦｉｘ（登録商標）のインプラントが、正常なマウス
においてｉｎ　ｖｉｖｏでＨＳＣおよびＭＳＣの両方を有効に動員することを示した。ま
たこのデータは、ＥｐｉＦｉｘ（登録商標）が、無細胞真皮マトリックス（ＡＤＭ）より
も長期間ＨＳＣの動員をもたらすことを示し、これは、ＥｐｉＦｉｘ（登録商標）のサイ
トカイン媒介型の作用の仮説を支持するものである。
【０１７８】
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　実施例５－ＥｐｉＦｉｘ（登録商標）インプラントを移植したマウスにおける幹細胞の
特徴付け
　フローサイトメトリーおよび免疫組織化学を使用して、マウスのＥｐｉＦｉｘ（登録商
標）インプラント部位に動員した幹細胞を特徴付けるための試験を行った。
【０１７９】
　材料および方法
　滅菌Ｐｕｒｉｏｎ（登録商標）で処理した５×５平方ｍｍパッチのＥｐｉＦｉｘ（登録
商標）を、１６匹の月齢４ヶ月のＦＶＢ／ＮＪマウスの背中に皮膚切開を介して皮下移植
した。同一の皮膚切開を、対照処置（シャム）として機能するために別の１６匹のマウス
に行った。コラーゲンスキャフォールドでの比較のため、脱細胞化ヒト真皮（無細胞真皮
のマトリックス；ＡＤＭ）の５×５ｍｍの平方パッチを、１６匹のマウスの背中に皮下移
植した。無手術のマウスを、解析のため「正常な」背中の供給源として使用した。
【０１８０】
　外科手術部位を、幹細胞の解析のため移植から３日後、７日後、１４日後、および２８
日後に除去した。４匹の動物／グループを、各時点で使用した。幹細胞を、２つの別々の
方法：ＦＡＣＳ（ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｃｅ　ａｃｔｉｖａｔｅｄ　ｃｅｌｌ　ｓｏｒｔ
ｉｎｇ）および免疫組織化学（ＩＨＣ）を用いて同定した。ＦＡＳ解析のため、すべての
細胞を羊膜および関連する再生組織から単離した。細胞を、特異的な幹細胞マーカーに対
する抗体を用いて蛍光学的に標識した。各細胞の種類の同一性および数を、フローサイト
メーターで判定した。
【０１８１】
　免疫組織化学的な解析のため、膜および関連する再生組織を固定し、スライド用の切片
を作製し、幹細胞に特異的な抗体で染色した。２つの抗体：造血性前駆細胞（ＨＰＣ）を
特異的に検出し、真皮の前駆細胞、内皮細胞、樹状細胞と反応する抗－ＣＤ３４、および
内皮細胞を検出する抗ＣＤ３１を、免疫組織化学のために使用した。染色した組織のセク
ションを、顕微鏡を用いて試験し、特定の種類の幹細胞の存在および数を測定した。実験
的な解析のために、各細胞の種類の相対数を計測した。この結果を、各種類の細胞のパー
センテージとして計算した（免疫染色した細胞／細胞の総数）。細胞の動員のために、２
つの領域：インプラントの周辺組織およびインプラント自体を免疫組織化学的に解析した
。
【０１８２】
　結果
　ＦＡＣＳ解析からの代表的なデータを図７Ａに示す。左のパネルは、試料中の細胞の総
数を示す。中央のパネルは、ＣＤ４５陽性細胞の数を示す（挿入ボックス中）。右のパネ
ルは、Ｓｃａ－１陽性細胞の数を示す（挿入ボックス中）。ＣＤ４５およびＳｃａ－１は
、造血幹細胞に特異的なマーカーである。
【０１８３】
　図７Ｂは、例示的な免疫組織化学の画像を示す。左下のすみの灰色のバーは、５０μｍ
を表す。このセクションは、ＤＡＰＩ（青色－すべての細胞を染色）および抗ＣＤ３４（
赤）で染色した。組織が実験マウスに埋め込まれた位置は参照として示されている。
【０１８４】
　造血性前駆細胞（ＨＰＣ）レベルは、陰性対照と比較して１４日目および２８日目に、
ＥｐｉＦｉｘ（登録商標）インプラントの周辺の組織で有意に増加した。造血性前駆細胞
は、コラーゲンスキャフォールドのＡＤＭ対照と比較して、１４日目および２８日目にＥ
ｐｉＦｉｘ（登録商標）インプラントの周辺の組織で有意に増加した。
【０１８５】
　前駆細胞を、ＥｐｉＦｉｘ（登録商標）インプラントに動員した。インプラント内部の
造血性前駆細胞は、ＥｐｉＦｉｘ（登録商標）において１４日目にピークとなり、２８日
目まで増加し続けた。インプラント内部の造血性前駆細胞の平均値は、対照のＡＤＭと比
較して、１４日目および２８日目にＥｐｉＦｉｘ（登録商標）インプラントで増加した。
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前駆細胞は、ＡＤＭ対照インプラントでは動員されなかった。
【０１８６】
　ＥｐｉＦｉｘ（登録商標）インプラントの血管新生は、１４日目～２８日目に安定して
増大した。ＥｐｉＦｉｘ（登録商標）インプラントでの新規の血管形成の量は、２８日目
でＡＤＭの対照よりも有意に多かった。
【０１８７】
　これらのデータは、ＥｐｉＦｉｘ（登録商標）が、造血幹細胞および間葉系幹細胞を損
傷部位に動員する１つまたは複数の因子を含むことを確立した。これら幹細胞が、シャム
またはより重要なことに、対照のコラーゲンのスキャフォールドよりもＥｐｉＦｉｘ（登
録商標）および関連する再生組織で多く見出された。ＥｐｉＦｉｘ（登録商標）は、イン
プラント部位でコロニー形成するために前駆細胞を動員する際に、対照の脱細胞化したコ
ラーゲンのスキャフォールドよりも有意に有効であった。対照のコラーゲンのスキャフォ
ールドよりもＥｐｉＦｉｘ（登録商標）の膜でより多くの前駆細胞が存在した。
【０１８８】
　またＥｐｉＦｉｘ（登録商標）は、関連する再生組織およびＥｐｉＦｉｘ（登録商標）
膜自体に新規の血管形成を誘導した。ＥｐｉＦｉｘ（登録商標）膜での血管新生は、コラ
ーゲンスキャフォールドの対照よりも有意に多かった。
【０１８９】
　実施例６－非架橋型組織－キレーター複合体の調製
　上述の様々な胎盤組織の移植片を、胎盤組織に結合した複数のキレート部分を提供する
ための従来のアミド形成条件下で少なくとも３０当量のドーパミンと組み合わせることが
できる。ドーパミンの窒素は、羊水のコラーゲンの多くのカルボン酸基と反応してカルボ
ジアミド結合を形成する。
【化６】

【０１９０】
　実施例７－ポリマーキレーター複合体での生物学的に活性の金属イオンのキレート化
　上述の乾燥した非架橋型組織－キレーター複合体を、水において１％（ｗ／ｖ）のシス
－ジアミノＰｔ（ＩＩ）ジアクア塩中で、室温で１６時間インキュベートした。次に移植
片を脱イオン水で洗浄して乾燥させた。複合体の白金含有量を、たとえばＩＣＰ質量分析
法（ＩＣＰ－ＭＳ）により測定する。結果を、μｇ／ｇとして表し、これは百万当たりの
部と等価である（ｐｐｍ）。
【０１９１】
　複合体中の白金の組み込みは、抗癌性の特性を吸収した生体物質を生成することができ
る。このように、組織物質に白金を組み込む方法は、薬剤送達デバイス、好ましくは抗癌
剤薬剤送達用のデバイスを提供できる。
【０１９２】
　一部の実施形態では、本発明の複合体に利用される組織は、幹細胞の走化性および／ま
たは動員を高める１つまたは複数の幹細胞動員因子をも組み込む。このような幹細胞を動
員する組成物は、米国特許出願公開公報第２０１４／０１０６４４７号に記載されており
、この出願全体は参照として本明細書中援用される。生物学的に活性の金属と組み合わせ
たこれら幹細胞動員因子は、癌性細胞などの異常性幹細胞と相反するものであり、かつ、
癌の腫瘍関連の再発に反発するよう作用する。
【０１９３】
　ＥｐｉＦｉｘ（登録商標）羊膜同種移植片は、羊膜への幹細胞のフラックスを誘引また
は増大させる特性を有することが、上述の実施例から明らかである。よって、羊膜は、幹
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ばシスプラチンなどの金属と結合する場合、ポリマー複合体を、幹細胞、具体的には腫瘍
細胞などの異常性幹細胞を死滅させるために使用することができる。
【０１９４】
　様々な修正および変動を、本明細書中に記載される化合物、組成物、および方法に対し
て行うことができる。本明細書中に記載の化合物、組成物、および方法の他の態様は、本
明細書中に開示される化合物、組成物、および方法の仕様および実務を考慮することから
明らかである。本明細書および実施例は例示的なものと考慮することが意図される。
【０１９５】
　適切な架橋剤および手順の詳細な記載は、米国特許出願公開公報第２０１４／００５２
２４７号に提供されており、この出願全体は参照として本明細書中に援用される。
【０１９６】
　微粒子化した胎盤組織の詳細な説明は、米国特許出願公開公報第２０１４／００５２２
７４号および第２０１４／００５０７８８号に提供されており、これら出願の全体は参照
により本明細書中に援用される。
【０１９７】
　金属イオンを含む架橋性ポリマーの詳細な説明は、米国特許出願公開公報第２０１４／
０１４１０９６、第２０１４／０１４２０４１号、および米国特許出願第１３／８６０，
４７３号に提供されており、これらすべての出願全体は、本明細書中参照として援用され
る。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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