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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　必要がある被験体において、直線状のケロイドを治療するか、あるいは皮膚への直線状
の傷害後のケロイドの形成、再形成、または成長を防止するための組成物であって、
　配列番号９のヌクレオチド５５３～６１１、７１８～７５１、１３８８～１４２３、１
４５７～１６８９、２０４０～２０６９、２１２０～２１４７、２２６７～２３０１、１
３９４～１４２３、１４６９～１５０８、１５５９～１６０５、１６５９～１６８９、２
１００～２１２９および１３９９～１４２３、並びに、配列番号１０の２７２８～２７９
７より選択される領域内に存在するヌクレオチドに相補的である、１２～３０の連結ヌク
レオシド、少なくとも１２核酸塩基配列部分からなる修飾オリゴヌクレオチド、あるいは
その塩またはエステルを含み、そして、
　ケロイドまたは皮膚への傷害の部位で、１またはそれより多いスレッディング注射によ
って、該ケロイドに対する該オリゴヌクレオチドの不規則な効果を減ずる又は防止するの
に有効な量で被験体に投与される、ここにおいて、有効量はケロイドまたは皮膚への傷害
の直線センチメートルあたりの注射あたり０．１～５０ｍｇの修飾オリゴヌクレオチドで
ある、
前記組成物。
【請求項２】
　必要がある被験体において、直線状の肥厚性瘢痕を治療するか、あるいは皮膚への直線
状の傷害後の肥厚性瘢痕の形成、再形成、または成長を防止するための組成物であって、
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　配列番号９のヌクレオチド５５３～６１１、７１８～７５１、１３８８～１４２３、１
４５７～１６８９、２０４０～２０６９、２１２０～２１４７、２２６７～２３０１、１
３９４～１４２３、１４６９～１５０８、１５５９～１６０５、１６５９～１６８９、２
１００～２１２９および１３９９～１４２３、並びに、配列番号１０の２７２８～２７９
７より選択される領域内に存在するヌクレオチドに相補的である、１２～３０の連結ヌク
レオシド、少なくとも１２核酸塩基配列部分からなる修飾オリゴヌクレオチド、あるいは
その塩またはエステルを含み、そして、
　肥厚性瘢痕または皮膚への傷害の部位で、１またはそれより多いスレッディング注射に
よって、該肥厚性瘢痕に対する該オリゴヌクレオチドの不規則な効果を減ずる又は防止す
るのに有効な量で被験体に投与される、ここにおいて、有効量は肥厚性瘢痕または皮膚へ
の傷害の直線センチメートルあたりの注射あたり０．１～２５ｍｇの修飾オリゴヌクレオ
チドである、前記組成物。
【請求項３】
　必要がある被験体において、皮膚への直線状の傷害部位での瘢痕またはケロイドの形成
、再形成、または成長を減少させるか、あるいは皮膚への既存の直線状の瘢痕またはケロ
イドを治療するための組成物であって、
　線維症に関与するタンパク質をコードする核酸をターゲティングする修飾オリゴヌクレ
オチド、あるいはその塩またはエステルを含み、そして、
　皮膚への直線状の傷害部位あるいは皮膚への既存の直線状の瘢痕またはケロイドの部位
で、１またはそれより多いスレッディング注射によって、該タンパク質の発現を阻害し、
そしてそれによって該瘢痕またはケロイドに対する該オリゴヌクレオチドの不規則な効果
を減ずる又は防止するのに有効な量で、被験体に投与される、
前記組成物。
【請求項４】
　１またはそれより多い注射が、瘢痕あたり多数回の皮内スレッディング注射を含む、請
求項１～３のいずれか１項の組成物。
【請求項５】
　必要がある被験体において、皮膚への直線状の傷害部位での線維性病変の形成、再形成
、または成長を減少させるか、あるいは皮膚への既存の直線状の線維性病変を治療するた
めの組成物であって、
　線維症に関与するタンパク質をコードする核酸をターゲティングする修飾オリゴヌクレ
オチド、あるいはその塩またはエステルを含み、そして
　皮膚への傷害部位または皮膚への既存の線維性病変の部位で、１またはそれより多いス
レッディング注射によって、該タンパク質の発現を阻害し、そしてそれによって該線維性
病変に対する該オリゴヌクレオチドの不規則な効果を減ずる又は防止するのに有効な量で
、被験体に投与される、
前記組成物。
【請求項６】
　線維症に関与するタンパク質が結合組織増殖因子である、請求項３－５のいずれか１項
の組成物。
【請求項７】
　有効量が、皮膚への傷害または既存の瘢痕の部位の直線センチメートルあたりの注射あ
たり０．１～２５ｍｇの修飾オリゴヌクレオチドである、請求項３、４、または６のいず
れか１項の組成物。
【請求項８】
　修飾オリゴヌクレオチドが、２週ごとに少なくとも１回、少なくとも４週間、投与され
る、請求項１～７のいずれか１項の組成物。
【請求項９】
　修飾オリゴヌクレオチドが、配列番号９のヌクレオチド５５３～６１１、７１８～７５
１、１３８８～１４２３、１４５７～１６８９、２０４０～２０６９、２１２０～２１４



(3) JP 6177692 B2 2017.8.9

10

20

30

40

50

７、２２６７～２３０１、１３９４～１４２３、１４６９～１５０８、１５５９～１６０
５、１６５９～１６８９、２１００～２１２９および１３９９～１４２３、並びに、配列
番号１０の２７２８～２７９７より選択される領域内に存在するヌクレオチドに相補的で
ある、１２～３０の連結ヌクレオシド、あるいは、少なくとも１２核酸塩基配列部分から
なる、請求項６の組成物。
【請求項１０】
　修飾オリゴヌクレオチドの少なくとも１２核酸塩基配列部分が、配列番号２８、３０、
３９、４０、４３、４４、４５、５０、５１、５２、５６、７８、１２５、または１６６
に示す配列いずれかに示す核酸塩基配列内に存在する、請求項１、２、または６のいずれ
か１項の組成物。
【請求項１１】
　修飾オリゴヌクレオチドが一本鎖オリゴヌクレオチドである、請求項１～１０のいずれ
か１項の組成物。
【請求項１２】
　修飾オリゴヌクレオチドが少なくとも１つのオリゴデオキシリボヌクレオチドを含む、
請求項１～１０のいずれか１項の組成物。
【請求項１３】
　修飾オリゴヌクレオチドが、配列番号２８、３０、３９、４０、４３、４４、４５、５
０、５１、５２、５６、７８、１２５、または１６６に示す配列いずれか１つの部分に、
その全長に渡って１００％同一である配列を有する、請求項１０の組成物。
【請求項１４】
　修飾オリゴヌクレオチドが少なくとも１つの修飾ヌクレオシド間連結を含む、請求項１
～１３のいずれか１項の組成物。
【請求項１５】
　少なくとも１つのヌクレオシドが修飾糖を含む、請求項１～１３のいずれか１項の組成
物。
【請求項１６】
　少なくとも１つのヌクレオシドが修飾核酸塩基を含む、請求項１～１３のいずれか１項
の組成物。
【請求項１７】
　修飾オリゴヌクレオチドが：
　（ａ）連結デオキシヌクレオシドからなるギャップセグメント；
　（ｂ）連結修飾ヌクレオシドからなる５’ウィングセグメント；および
　（ｃ）連結修飾ヌクレオシドからなる３’ウィングセグメント
を含む
ここで、ギャップセグメントが５’ウィングセグメントおよび３’ウィングセグメント間
に配置され、そして各ウィングセグメント内の各修飾ヌクレオシドが修飾糖を含む、
請求項１～１３のいずれか１項の組成物。
【請求項１８】
　修飾オリゴヌクレオチドが：
　（ａ）１３の連結デオキシヌクレオシドからなるギャップセグメント；
　（ｂ）２つの連結修飾ヌクレオシドからなる５’ウィングセグメント；および
　（ｃ）５つの連結修飾ヌクレオシドからなる３’ウィングセグメント
を含む
ここで、ギャップセグメントが５’ウィングセグメントおよび３’ウィングセグメント間
に配置され、各ウィングセグメント内の各修飾ヌクレオシドが２’－Ｏ－メトキシエチル
糖を含み；そして各ヌクレオシド間連結がホスホロチオエート連結である
請求項１７の組成物。
【請求項１９】
　核酸塩基の配列が配列番号３９に示す配列である、請求項１０の組成物。
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【請求項２０】
　さらに、第二の化合物が被験体に投与される、請求項１～１９のいずれか１項の組成物
。
【請求項２１】
　修飾オリゴヌクレオチドが、化合物の被験体内への取り込みを増進し、そして／または
被験体における滞留時間を増加させる部分とのコンジュゲート中に存在し、滞留時間が７
～６０日間である、請求項１～２０のいずれか１項の組成物。
【請求項２２】
　皮膚への傷害が、外科的切開、生検、皮膚貫通、皮膚除去、火傷、または創傷の結果で
ある、請求項１～２１のいずれか１項の組成物。
【請求項２３】
　有効量が、ケロイド、肥厚性瘢痕、皮膚への傷害、傷害部位、既存の瘢痕、または既存
の線維性病変の直線センチメートルあたりの注射あたり約５ｍｇの修飾オリゴヌクレオチ
ドである、請求項１～２２のいずれか１項の組成物。
【請求項２４】
　修飾オリゴヌクレオチドが皮内投与される、請求項１～２３のいずれか１項の組成物。
【請求項２５】
　修飾オリゴヌクレオチドが、スレッディング技術によって皮内投与される、請求項１～
２３のいずれか１項の組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、米国仮出願第６１／５２７，８２１号、２０１１年８月２６日出願、第６１
／４８８，６６６号、２０１１年５月２０日出願、および第６１／４３８，８７９号、２
０１１年２月２日出願の優先権を請求し、これらの内容は本明細書に援用される。
【０００２】
　本出願は、本出願の一部として２０１２年２月２日に出願されたテキストファイル中に
含有される、サイズ６２キロバイトであり、そしてＭＳ－Ｗｉｎｄｏｗｓとオペレーティ
ングシステム適合性を有するＩＢＭ－ＰＣマシンフォーマットの「１２０２０２＿５０５
６＿８１５８３＿Ａ＿ＰＣＴ＿Ｓｅｑｕｅｎｃｅ＿Ｌｉｓｔｉｎｇ＿ＢＩ．ｔｘｔ」と称
されるファイル中に存在するヌクレオチドおよび／またはアミノ酸配列を援用する。
【０００３】
　本出願全体で、多様な特許および刊行物に言及する。これらの特許および刊行物の開示
は、本発明が関連する当該技術分野の状態をより完全に記載するため、その全体が、本出
願に援用される。
【０００４】
　発明の分野
　本発明は、ケロイドおよび肥厚性瘢痕などの皮膚瘢痕を含む、線維性病変の形成を防止
するかまたは該病変を治療する方法に関する。
【背景技術】
【０００５】
　アンチセンス化合物は、特定の遺伝子産物の発現を減少させるのに有効な手段であり、
そしてこれは、多くの療法適用において、例えば線維症に関与するタンパク質、例えば結
合組織増殖因子（ＣＴＧＦ）の発現を調節するためにユニークに有用でありうる（Ｇａａ
ｒｄｅらに対する米国特許第６，９６５，０２５Ｂ２を参照されたい）。
【０００６】
　アンチセンス化合物は、ターゲット核酸（例えばターゲットｍＲＮＡ分子）にハイブリ
ダイズ可能であり、そしてターゲット核酸の発現を阻害可能である、オリゴマー化合物で
ある。
【０００７】
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　ＣＴＧＦの発現を調節するための、そしてＣＴＧＦの発現に関連する疾患を治療するた
めの、アンチセンス化合物、組成物、および方法が、米国特許第６，９６５，０２５Ｂ２
に開示される。しかし、ＣＴＧＦ発現の阻害増進、ならびに他の好適な特性を提供可能な
、さらなるこうした化合物に関する必要性が依然としてある。
【０００８】
　結合組織増殖因子（ＣＴＧＦ；また、ｃｔｇｒｏｆａｃｔ、線維芽細胞誘導性分泌タン
パク質、ｆｉｓｐ－１２、ＮＯＶ２、インスリン様増殖因子結合タンパク質関連タンパク
質２、ＩＧＦＢＰ－ｒＰ２、ＩＧＦＢＰ－８、ＨＢＧＦ－０．８、Ｈｃｓ２４、およびエ
コゲニン（ｅｃｏｇｅｎｉｎ）としても知られる）は、最初に同定されたファミリーメン
バー、結合組織増殖因子、システイン－リッチ（ＣＹＲ６１）、および腎芽腫過剰発現（
ＮＯＶ）にちなむ、モジュラータンパク質のＣＣＮ（ＣＴＧＦ／ＣＹＲ６１／ＮＯＶ）フ
ァミリーのメンバーであるが、該ファミリーにはまた、タンパク質、ＥＬＭ－１（低転移
性細胞で発現される）、ＷＩＳＰ－３（Ｗｎｔ－１誘導性分泌タンパク質）、およびＣＯ
Ｐ－１（ＷＩＳＰ－２）も含まれる。ＣＣＮタンパク質は、分泌細胞外マトリックス会合
タンパク質であることが見出されてきており、接着、遊走、有糸分裂誘発、分化、生存、
血管新生、アテローム性動脈硬化、軟骨形成、創傷治癒、腫瘍形成、ならびに強皮症のよ
うな血管および線維性疾患（ＬａｕおよびＬａｍ，　Ｅｘｐ．　Ｃｅｌｌ　Ｒｅｓ．，　
１９９９，　２４８，４４－５７）などの細胞プロセスを制御する。結合組織増殖因子タ
ンパク質は、ＤＮＡ合成を刺激し、そして線維芽細胞の走化性を促進することが示された
（Ｂｒａｄｈａｍら，　Ｊ．　Ｃｅｌｌ　Ｂｉｏｌ．，　１９９１，　１１４，　１２８
５－１２９４）。
【０００９】
　結合組織増殖因子は、細胞外マトリックス（ＥＣＭ）産生およびリモデリングを伴う正
常分化プロセス中、線維芽細胞において発現される。結合組織増殖因子はまた、全身性硬
化症、限局性皮膚硬化症、ケロイド、瘢痕組織、好酸球性筋膜炎、結節性筋膜炎、および
デュピュイトラン拘縮などの線維性皮膚障害においてもしばしば過剰発現される。結合組
織増殖因子ｍＲＮＡまたはタンパク質レベルは、肝臓、腎臓、肺、心臓血管系、膵臓、腸
、目、および歯肉を含む、主要臓器および組織の線維性病変においても上昇する。重大な
結合組織関与によって特徴付けられる、乳房、膵臓、および線維組織球腫瘍においては、
結合組織増殖因子は、間質区画で過剰発現される。
【００１０】
　ケロイド疾患におけるＣＴＧＦの役割
　ケロイド疾患（ＫＤ）は、細胞外マトリックスタンパク質が過剰に集積し、過剰なコラ
ーゲン形成を導くことによって特徴付けられる、良性皮膚線維増殖性腫瘍である。異常な
皮膚瘢痕は、遺伝的に感受性である個体において、傷害後に生じうる。ＫＤはまた、家族
性状態である可能性もあり、より暗い色の皮膚を持つ民族で、より一般的に生じる。ケロ
イドの最高発生率は黒人集団において見られ、黒人アフリカ人のランダムな試料において
、ほぼ４～６％、そして最高１６％と概算されてきている。ＫＤに関しては、常染色体劣
性遺伝から、常染色体優性遺伝まで、遺伝の多様な様式が提唱されており、臨床浸透性は
不完全であり、そして多様な発現を伴う。ケロイドの大部分は、かなりの美容上の欠陥に
つながる可能性もあるが、また、十分に大きく成長して、変形を引き起こすかまたは関節
可動性を限定することによって、症候性になる可能性もある。
【００１１】
　低レベルのＣＴＧＦが正常な皮膚で発現されるが、ＣＴＧＦは、皮膚傷害後に上方制御
され、そしてケロイドまたは全身性硬化症におけるように、瘢痕が重症である場合に、持
続して過剰発現されるようになる。肥厚性瘢痕、ケロイド、および強皮症病変両方から培
養される線維芽細胞は、増加した基礎ＣＴＧＦを発現し（Ｅｘｐ．　Ｃｅｌｌ　Ｒｅｓ．
　２０００，　２５９：２１３－２２４）、そして肥厚性瘢痕およびケロイドから培養さ
れる細胞は、基礎的により多くのＣＴＧＦを発現し、そしてまたＴＧＦ－βでの刺激に反
応してより多くのＣＴＧＦを生産することが示された（Ｐｌａｓｔ．　Ｒｅｃｏｎｓｔｒ
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．　Ｓｕｒｇ．　２００５，　１１６：１３８７－９０）。同様に、血清刺激後のＣＴＧ
Ｆの転写は、細胞培養中の正常線維芽細胞に対してケロイドにおいて、有意により高かっ
た（Ａｎｎ．　Ｓｕｒｇ．　２００７，　２４６（５）：８８６－９５）。
【００１２】
　ケロイド組織において、ＣＴＧＦ　ｍＲＮＡを発現する線維芽細胞は、病変全体に分布
し、特に末梢領域に分布することが見出された（Ｊ．　Ｉｎｖｅｓｔ．　Ｄｅｒｍ．　１
９９６，　１０６：７２９－７２３）。ＣＴＧＦ　ｍＲＮＡ発現レベルが、正常皮膚、ケ
ロイド瘢痕、肥厚性瘢痕、および成熟瘢痕において比較されてきている。ＣＴＧＦ　ｍＲ
ＮＡは、ケロイドのすべての症例で強く検出されるが、成熟瘢痕では検出されなかった。
ケロイドおよび正常皮膚において見られるレベル間で有意な相違があった（Ｊ．　Ｊａｐ
ａｎ　Ｓｏｃ．　Ｐｌａｓｔｉｃ　Ｒｅｃｏｎｓｔｒ．　Ｓｕｒｇ．　２００２，　２２
：５６０－５６５）。最近のデータはまた、正常線維芽細胞に比較して、ケロイド瘢痕線
維芽細胞は、外因性ＴＧＦ－β１に反応して、正常線維芽細胞の１００～１５０倍多いＣ
ＴＧＦを合成することも示唆する（Ｐｌａｓｔ．　Ｒｅｃｏｎｓｔｒ．　Ｓｕｒｇ．　２
００５，　１１６：１３８７－１３９０）。正常皮膚に比較した際、ケロイド表皮の基底
層に、増加したＣＴＧＦ局在が見られ、そしてケロイド組織抽出物では、ＣＴＧＦのより
高い発現が観察された（Ｊ．　Ｃｅｌｌ　Ｐｈｙｓｉｏｌ．　２００６，　２０８（２）
：３３６－４３）。ＣＴＧＦ発現阻害がケロイド成長を阻害することを示すことによって
、ケロイド疾患におけるＣＴＧＦの役割を検証するデータは、以前には得られていなかっ
た。
【００１３】
　現在、ケロイド治療または術後のケロイド成長の防止のための有効な単一療法措置は確
立されてきていない。現存する療法アプローチには、密封包帯、圧迫療法、病変内ステロ
イド注射、凍結手術、外科的切除、レーザー治療、放射線療法、ケナログ（トリアムシノ
ロン）、インターフェロン療法、ブレオマイシン、５－フルオロウラシル、ベラパミル、
イミキモド・クリーム、およびその組み合わせが含まれる。シリコンに基づくおよびシリ
コンに基づかない密封包帯はどちらも、最近３０年、ケロイドのために広く用いられる選
択肢であったが、これらの方法はすべて、非常に限定された有効性しか生じず、そしてケ
ロイドのための新規療法が緊急に必要であることが広く理解されている。
【００１４】
　ケロイドに関する単一療法として、放射療法の多様な型が試みられてきているが、治療
後の発癌性の事例報告があるため、非常に議論の余地があるままである。アルゴン、ＣＯ

２、およびパルス色素を用いたレーザー療法が、最近４０年の間、繰り返し試みられてき
ているが、このいずれも有効とは証明されていない。レーザー療法の３つの型はすべて、
多数の研究によれば、最大９０％の再発率を有し、ほとんどまたはまったく利益を示さな
い。凍結療法が単一療法として用いられてきている。しかし、このアプローチに付随する
副作用には、療法部位での疼痛、および色素脱失または色素増加が含まれる。コルチコス
テロイドの一つのタイプである、トリアムシノロンアセトン病変内注射は、しばしば、ケ
ロイドの治療のための第一選択療法として用いられるが、やはり実際に報告される臨床的
有効性は非常に多様である。さらに、注射の疼痛、皮膚萎縮症、毛細血管拡張症、および
色素沈着改変の副作用とともに、多数回の注射が必要であることが、臨床医および研究者
が他の治療手段を探し続ける原因になっている。
【００１５】
　その結果、ケロイド、肥厚性瘢痕、および他のタイプの線維性病変の形成を有効に防止
し、ならびにケロイド、肥厚性瘢痕および線維性病変を治療して、これらを除去するかま
たは減少させ、そして／または再発を防止するための、さらなる方法および剤に対する長
く感じられてきた必要性が、依然としてある。本明細書記載の臨床的結果は、ＣＴＧＦを
ターゲティングするアンチセンスオリゴヌクレオチドが、術後のケロイドの成長および重
症度を減少させることが可能であることを初めて明らかに立証する。
【００１６】
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　皮膚内へのアンチセンス投薬
　アンチセンスオリゴヌクレオチドは、皮膚内への投薬後、側方に非常に遠くには拡散し
ないこともまた初めて立証されており（実施例２を参照されたい）、これによって、投薬
が単一のボーラス型投与として行われている場合、直線切開／治癒瘢痕またはケロイドに
対するこの種の薬剤の不規則な効果を導き、発展しつつある瘢痕の長さに沿ってアンチセ
ンスの多様な濃度が生じうる。この欠点を克服するため、皮内スレッディング技術によっ
てアンチセンスオリゴヌクレオチドを送達するための方法が開発されてきている。この技
術は、瘢痕の全長に沿って一定量のアンチセンス薬剤を有効に送達し、そして瘢痕または
ケロイド全長に沿った有効でそして一定の瘢痕減少を生じる。
【００１７】
　皮内スレッディングは、できる限り皮膚に平行な角度で針を真皮内に導入し、そして典
型的には１～５ｃｍの間の距離で、真皮内を、そして真皮に沿って針を通していくことか
らなる。この時点で、針を引き抜き、そして針が引き抜かれる際に針の通路全長に沿って
真皮内に薬剤が注入され、その結果、等量および等体積の薬剤が、針の通路の全長に沿っ
て沈着する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１８】
【特許文献１】米国特許第６，９６５，０２５Ｂ２
【非特許文献】
【００１９】
【非特許文献１】ＬａｕおよびＬａｍ，　Ｅｘｐ．　Ｃｅｌｌ　Ｒｅｓ．，　１９９９，
　２４８，４４－５７
【非特許文献２】Ｂｒａｄｈａｍら，　Ｊ．　Ｃｅｌｌ　Ｂｉｏｌ．，　１９９１，　１
１４，　１２８５－１２９４
【非特許文献３】Ｅｘｐ．　Ｃｅｌｌ　Ｒｅｓ．　２０００，　２５９：２１３－２２４
【非特許文献４】Ｐｌａｓｔ．　Ｒｅｃｏｎｓｔｒ．　Ｓｕｒｇ．　２００５，　１１６
：１３８７－９０
【非特許文献５】Ａｎｎ．　Ｓｕｒｇ．　２００７，　２４６（５）：８８６－９５
【非特許文献６】Ｊ．　Ｉｎｖｅｓｔ．　Ｄｅｒｍ．　１９９６，　１０６：７２９－７
２３
【非特許文献７】Ｊ．　Ｊａｐａｎ　Ｓｏｃ．　Ｐｌａｓｔｉｃ　Ｒｅｃｏｎｓｔｒ．　
Ｓｕｒｇ．　２００２，　２２：５６０－５６５
【非特許文献８】Ｊ．　Ｃｅｌｌ　Ｐｈｙｓｉｏｌ．　２００６，　２０８（２）：３３
６－４３
【発明の概要】
【００２０】
　本発明は、必要がある被験体において、ケロイドを治療するか、あるいは皮膚への傷害
後のケロイドの形成、再形成、または成長を防止するための方法であって、ケロイドまた
は皮膚への傷害の部位で、１またはそれより多い注射によって、配列番号９のヌクレオチ
ド５５３～６１１、７１８～７５１、１３８８～１４２３、１４５７～１６８９、２０４
０～２０６９、２１２０～２１４７、２７２８～２７９７、２２６７～２３０１、１３９
４～１４２３、１４６９～１５０８、１５５９～１６０５、１６５９～１６８９、２１０
０～２１２９および１３９９～１４２３より選択される領域内に存在する１２～３０の連
結ヌクレオシド、少なくとも１２核酸塩基配列部分からなる修飾オリゴヌクレオチド、あ
るいはその塩またはエステルを含む組成物を、ケロイドを治療するか、あるいはケロイド
の形成、再形成、または成長を防止するのに有効な量で被験体に投与する工程を含み、有
効量がケロイドまたは皮膚への傷害の直線センチメートルあたりの注射あたり０．１～５
０ｍｇの修飾オリゴヌクレオチドである、前記方法を提供する。
【００２１】
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　本発明はまた、必要がある被験体において、肥厚性瘢痕を治療するか、あるいは皮膚へ
の傷害後の肥厚性瘢痕の形成、再形成、または成長を防止するための方法であって、肥厚
性瘢痕または皮膚への傷害の部位で、１またはそれより多い注射によって、配列番号９の
ヌクレオチド５５３～６１１、７１８～７５１、１３８８～１４２３、１４５７～１６８
９、２０４０～２０６９、２１２０～２１４７、２７２８～２７９７、２２６７～２３０
１、１３９４～１４２３、１４６９～１５０８、１５５９～１６０５、１６５９～１６８
９、２１００～２１２９および１３９９～１４２３より選択される領域内に存在する１２
～３０の連結ヌクレオシド、少なくとも１２核酸塩基配列部分からなる修飾オリゴヌクレ
オチド、あるいはその塩またはエステルを含む組成物を、肥厚性瘢痕を治療するか、ある
いは肥厚性瘢痕の形成、再形成、または成長を防止するのに有効な量で被験体に投与する
工程を含み、有効量が肥厚性瘢痕または皮膚への傷害の直線センチメートルあたりの注射
あたり０．１～２５ｍｇの修飾オリゴヌクレオチドである、前記方法も提供する。
【００２２】
　本発明はさらに、必要がある被験体において、皮膚への傷害部位での瘢痕またはケロイ
ドの形成、再形成、または成長を減少させるか、あるいは既存の瘢痕またはケロイドを治
療する方法であって、傷害部位あるいは既存の瘢痕またはケロイドの部位で、１またはそ
れより多いスレッディング注射によって、線維症に関与するタンパク質をコードする核酸
をターゲティングする修飾オリゴヌクレオチド、あるいはその塩またはエステルを含む組
成物を、該タンパク質の発現を阻害し、そしてそれによって傷害部位での瘢痕またはケロ
イド形成、再形成、または成長を減少させるか、あるいは既存の瘢痕またはケロイドを治
療するのに有効な量で、被験体に投与する工程を含む、前記方法を提供する。
【００２３】
　本発明はなおさらに、必要がある被験体において、傷害部位での線維性病変の形成、再
形成、または成長を減少させるか、あるいは既存の線維性病変を治療する方法であって、
傷害部位または既存の線維性病変部位で、１またはそれより多いスレッディング注射によ
って、線維症に関与するタンパク質をコードする核酸をターゲティングする修飾オリゴヌ
クレオチド、あるいはその塩またはエステルを含む組成物を、該タンパク質の発現を阻害
し、そしてそれによって傷害部位での線維性病変の形成、再形成、または成長を減少させ
るか、あるいは既存の線維性病変を治療するのに有効な量で、被験体に投与する工程を含
む、前記方法を提供する。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】図１は、２’ＭＯＥ含有アンチセンスオリゴヌクレオチドが、皮内注射によって
投与された際、ウサギ皮膚において、比較的短い距離（～０．５－１．０ｃｍ）に渡って
拡散することを示す（実施例２に記載する）。
【図２】図２は、動物モデルにおけるケロイドのＣＴＧＦアンチセンスオリゴヌクレオチ
ドでの処置が、マウスに移植した損なわれていないヒトケロイド組織において、ＣＴＧＦ
（図２Ａ）およびＣｏｌ３ａ１（図２Ｂ）ｍＲＮＡ発現の両方の減少を生じたことを示す
（実施例３に記載する）。
【図３】図３は、ＣＴＧＦアンチセンスオリゴヌクレオチド（ＥＸＣ　００１または配列
番号３９）での処置が、ヒトにおいて瘢痕修正手術の２４週後、肥厚性瘢痕およびケロイ
ド両方の成長を阻害することを示す。図の各セットの下のスコアは、プラセボおよびＥＸ
Ｃ　００１処置ケロイド間の改善の度合いを表す。負のスコアは、ＥＸＣ　００１処置か
ら生じる瘢痕における改善を表す。図３Ａは、瘢痕修正手術の２４週後のプラセボおよび
ＥＸＣ　００１処置した肥厚性瘢痕を示す。図３Ｂは、瘢痕修正手術の２４週後のプラセ
ボおよびＥＸＣ　００１処置したケロイド瘢痕を示す（実施例４に記載する）。
【図４】図４は、ＣＴＧＦアンチセンスオリゴヌクレオチド（ＥＸＣ　００１または配列
番号３９）での処置が、腹部形成術の１２週後、肥厚性瘢痕の形成および成長を阻害する
ことを示す。図の下のスコアは、プラセボおよびＥＸＣ　００１処置瘢痕間の改善の度合
いを表す。負のスコアは、ＥＸＣ　００１処置から生じる瘢痕における改善を表す（実施
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例５に記載する）。
【図５】図５は、瘢痕に隣接して投薬した際のＥＸＣ　００１の限定された拡散を示す（
実施例５に記載する）。瘢痕右側の腹部形成術瘢痕（垂直な線の右側）部分を、ＥＸＣ　
００１で処置し、一方、垂直な線の左の瘢痕にはいかなる処置も行わなかった。明らかに
、右側の瘢痕重症度は左側より低い。本例は、ＥＸＣ　００１療法利益が、皮内スレッデ
ィングによる薬剤送達部位にすぐ隣接した瘢痕領域に限定されていることを立証する。し
たがって、薬剤は、投与部位から離れると限定された拡散しか示さないようであり、そし
て例えば皮内スレッディングによって、潜在的な瘢痕部位にすぐ隣接し、そしてその全長
に沿って投与する必要があるであろう。
【図６】図６は、ＥＸＣ　００１が肥厚性瘢痕の成長および形成を減少させる能力の例を
示す（実施例６に記載する）。この例では、２つのマッチする２ｃｍ腹部瘢痕を示し、一
方を５ｍｇ／ｃｍ　ＥＸＣ　００１で処置し、そして一方をプラセボで処置した。ＥＸＣ
　００１処置瘢痕の重症度は、プラセボ処置瘢痕より低い。これらの２つの瘢痕の組織学
的分析はまた、ＣＴＧＦタンパク質の発現がＥＸＣ　００１仲介性に減少することもまた
明らかにし（免疫組織化学による）、ＥＸＣ　００１が、意図されるターゲット（ＣＴＧ
Ｆ）の発現を減少させる機能を果たすことを明らかに立証する。
【図７－１】図７は、多様な時点の処置での多様な遺伝子の腹部瘢痕におけるｍＲＮＡ発
現に対するＥＸＣ　００１の影響を示す（実施例６に記載する）。図７Ａは、ＣＴＧＦ　
ｍＲＮＡ発現を抑制する際のＥＸＣ　００１の影響を示す。図７Ｂは、コラーゲンＩＩＩ
－ａ１（Ｃｏｌ３Ａ１）ｍＲＮＡ発現を抑制する際のＥＸＣ　００１の影響を示す。図７
Ｃは、エラスチン（ＥＬＡＳＦ）ｍＲＮＡ発現を抑制する際のＥＸＣ　００１の影響を示
す。図７ＤおよびＥは、プラセボに比較した際、ＥＸＣ　００１によって、ＳＭＡＤ３ま
たはＴＧＦ－β１　ｍＲＮＡ発現いずれの有意な阻害もなかったことを示す。
【図７－２】図７は、多様な時点の処置での多様な遺伝子の腹部瘢痕におけるｍＲＮＡ発
現に対するＥＸＣ　００１の影響を示す（実施例６に記載する）。図７Ａは、ＣＴＧＦ　
ｍＲＮＡ発現を抑制する際のＥＸＣ　００１の影響を示す。図７Ｂは、コラーゲンＩＩＩ
－ａ１（Ｃｏｌ３Ａ１）ｍＲＮＡ発現を抑制する際のＥＸＣ　００１の影響を示す。図７
Ｃは、エラスチン（ＥＬＡＳＦ）ｍＲＮＡ発現を抑制する際のＥＸＣ　００１の影響を示
す。図７ＤおよびＥは、プラセボに比較した際、ＥＸＣ　００１によって、ＳＭＡＤ３ま
たはＴＧＦ－β１　ｍＲＮＡ発現いずれの有意な阻害もなかったことを示す。
【図７－３】図７は、多様な時点の処置での多様な遺伝子の腹部瘢痕におけるｍＲＮＡ発
現に対するＥＸＣ　００１の影響を示す（実施例６に記載する）。図７Ａは、ＣＴＧＦ　
ｍＲＮＡ発現を抑制する際のＥＸＣ　００１の影響を示す。図７Ｂは、コラーゲンＩＩＩ
－ａ１（Ｃｏｌ３Ａ１）ｍＲＮＡ発現を抑制する際のＥＸＣ　００１の影響を示す。図７
Ｃは、エラスチン（ＥＬＡＳＦ）ｍＲＮＡ発現を抑制する際のＥＸＣ　００１の影響を示
す。図７ＤおよびＥは、プラセボに比較した際、ＥＸＣ　００１によって、ＳＭＡＤ３ま
たはＴＧＦ－β１　ｍＲＮＡ発現いずれの有意な阻害もなかったことを示す。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　本発明は、必要がある被験体において、ケロイドを治療するか、あるいは皮膚への傷害
後のケロイドの形成、再形成、または成長を防止するための方法であって、ケロイドまた
は皮膚への傷害の部位で、１またはそれより多い注射によって、配列番号９のヌクレオチ
ド５５３～６１１、７１８～７５１、１３８８～１４２３、１４５７～１６８９、２０４
０～２０６９、２１２０～２１４７、２７２８～２７９７、２２６７～２３０１、１３９
４～１４２３、１４６９～１５０８、１５５９～１６０５、１６５９～１６８９、２１０
０～２１２９および１３９９～１４２３より選択される領域内に存在する１２～３０の連
結ヌクレオシド、少なくとも１２核酸塩基配列部分からなる修飾オリゴヌクレオチド、あ
るいはその塩またはエステルを含む組成物を、ケロイドを治療するか、あるいはケロイド
の形成、再形成、または成長を防止するのに有効な量で被験体に投与する工程を含み、有
効量がケロイドまたは皮膚への傷害の直線センチメートルあたりの注射あたり０．１～５
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０ｍｇの修飾オリゴヌクレオチドである、前記方法を提供する。
【００２６】
　本発明はまた、必要がある被験体において、肥厚性瘢痕を治療するか、あるいは皮膚へ
の傷害後の肥厚性瘢痕の形成、再形成、または成長を防止するための方法であって、肥厚
性瘢痕または皮膚への傷害の部位で、１またはそれより多い注射によって、配列番号９の
ヌクレオチド５５３～６１１、７１８～７５１、１３８８～１４２３、１４５７～１６８
９、２０４０～２０６９、２１２０～２１４７、２７２８～２７９７、２２６７～２３０
１、１３９４～１４２３、１４６９～１５０８、１５５９～１６０５、１６５９～１６８
９、２１００～２１２９および１３９９～１４２３より選択される領域内に存在する１２
～３０の連結ヌクレオシド、少なくとも１２核酸塩基配列部分からなる修飾オリゴヌクレ
オチド、あるいはその塩またはエステルを含む組成物を、肥厚性瘢痕を治療するか、ある
いは肥厚性瘢痕の形成、再形成、または成長を防止するのに有効な量で被験体に投与する
工程を含み、有効量が肥厚性瘢痕または皮膚への傷害の直線センチメートルあたりの注射
あたり０．１～２５ｍｇの修飾オリゴヌクレオチドである、前記方法も提供する。
【００２７】
　本発明はさらに、必要がある被験体において、皮膚への傷害部位での瘢痕またはケロイ
ドの形成、再形成、または成長を減少させるか、あるいは既存の瘢痕またはケロイドを治
療する方法であって、傷害部位あるいは既存の瘢痕またはケロイドの部位で、１またはそ
れより多いスレッディング注射によって、線維症に関与するタンパク質をコードする核酸
をターゲティングする修飾オリゴヌクレオチド、あるいはその塩またはエステルを含む組
成物を、該タンパク質の発現を阻害し、そしてそれによって傷害部位での瘢痕またはケロ
イド形成、再形成、または成長を減少させるか、あるいは既存の瘢痕またはケロイドを治
療するのに有効な量で、被験体に投与する工程を含む、前記方法を提供する。本発明はな
おさらに、必要がある被験体において、傷害部位での線維性病変の形成、再形成、または
成長を減少させるか、あるいは既存の線維性病変を治療する方法であって、傷害部位また
は既存の線維性病変部位で、１またはそれより多いスレッディング注射によって、線維症
に関与するタンパク質をコードする核酸をターゲティングする修飾オリゴヌクレオチド、
あるいはその塩またはエステルを含む組成物を、該タンパク質の発現を阻害し、そしてそ
れによって傷害部位での線維性病変の形成、再形成、または成長を減少させるか、あるい
は既存の線維性病変を治療するのに有効な量で、被験体に投与する工程を含む、前記方法
を提供する。
【００２８】
　先行する方法の１つの態様において、１またはそれより多いスレッディング注射は、瘢
痕あたり多数回の皮内スレッディング注射を含む。
【００２９】
　先行する方法において、線維症に関与するタンパク質は、結合組織増殖因子、トランス
フォーミング増殖因子ベータ－１、マザーズ・アゲインスト・デカペンタプレジック相同
体－３、初期増殖反応－１、単球走化性タンパク質－１、コラーゲン、またはエラスチン
であってもよい。適切なコラーゲンの例は、コラーゲン３Ａ１、コラーゲン１Ａ２、およ
びコラーゲン１Ａ１である。
【００３０】
　本発明の方法の特定の態様において、有効量は、皮膚への傷害または既存の瘢痕の部位
の直線センチメートルあたりの注射あたり０．１～５０ｍｇ、例えば０．１～２５ｍｇの
修飾オリゴヌクレオチドである。
【００３１】
　特定の態様において、修飾オリゴヌクレオチドを、２週ごとに少なくとも１回、少なく
とも４週間、すなわち少なくとも２回投与する。
【００３２】
　他の態様において、修飾オリゴヌクレオチドを、３週ごとに少なくとも１回、少なくと
も６週間、すなわち少なくとも２回投与する。
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　さらに他の態様において、修飾オリゴヌクレオチドを、４週ごとに少なくとも１回、少
なくとも８週間、投与する。さらに他の態様において、修飾オリゴヌクレオチドを、８週
ごとに少なくとも１回、少なくとも１６週間、投与する。
【００３４】
　現在、修飾オリゴヌクレオチドを、少なくとも９週間の期間に渡って、例えば少なくと
も２６週間の期間に渡って投与することが好ましい可能性もあると意図される。
【００３５】
　特定の態様において、修飾オリゴヌクレオチドは、配列番号９のヌクレオチド５５３～
６１１、７１８～７５１、１３８８～１４２３、１４５７～１６８９、２０４０～２０６
９、２１２０～２１４７、２７２８～２７９７、２２６７～２３０１、１３９４～１４２
３、１４６９～１５０８、１５５９～１６０５、１６５９～１６８９、２１００～２１２
９および１３９９～１４２３からなる群より選択される領域内に存在する１２～３０の連
結ヌクレオシド、少なくとも１２核酸塩基配列部分からなる。
【００３６】
　特定の態様において、修飾オリゴヌクレオチドの少なくとも１２核酸塩基配列部分は、
配列番号２８、３０、３９、４０、４３、４４、４５、５０、５１、５２、５６、７８、
１２５、または１６６に示す配列いずれかに示す核酸塩基内に存在する。
【００３７】
　特定の態様において、修飾オリゴヌクレオチドは、少なくとも１４、例えば２０の連結
ヌクレオシドからなる。
【００３８】
　特定の態様において、修飾オリゴヌクレオチドは一本鎖オリゴヌクレオチドである。他
の態様において、修飾オリゴヌクレオチドは二本鎖オリゴヌクレオチドである。
【００３９】
　さらに他の態様において、修飾オリゴヌクレオチドは少なくとも１つのオリゴデオキシ
リボヌクレオチドまたは少なくとも１つのオリゴリボヌクレオチドを含む。
【００４０】
　特定の態様において、修飾オリゴヌクレオチドは、配列番号２８、３０、３９、４０、
４３、４４、４５、５０、５１、５２、５６、７８、１２５、または１６６に示す配列い
ずれか１つの部分に、その全長に渡って１００％同一である配列を有する。
【００４１】
　特定の態様において、修飾オリゴヌクレオチドは少なくとも１つの修飾ヌクレオシド間
連結、例えばいくつかまたはすべてのヌクレオシド間連結がホスホチオエートヌクレオシ
ド間連結であってもよいように、ホスホチオエートヌクレオシド間連結を含む。
【００４２】
　特定の態様において、修飾オリゴヌクレオチド中の少なくとも１つのヌクレオシドは修
飾糖、例えば二環糖を含む。いくつかのこうした態様において、修飾糖の少なくとも１つ
は２’－Ｏ－メトキシエチルを含む。
【００４３】
　他の態様において、修飾オリゴヌクレオチドは、少なくとも１つのテトラヒドロピラン
修飾ヌクレオシドを含み、ここでテトラヒドロピラン環はフラノース環を置換する。
【００４４】
　いくつかのこうした態様において、少なくとも１つのテトラヒドロピラン修飾ヌクレオ
シドは、構造：
【００４５】
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【化１】

【００４６】
　式中、Ｂｘは場合によって保護された複素環塩基部分である
を有する。
【００４７】
　特定の態様において、少なくとも１つのヌクレオシドは、修飾核酸塩基、例えば修飾デ
オキシヌクレオシド、リボヌクレオシド、または５’－メチルシトシンを含む。
【００４８】
　特定の態様において、修飾オリゴヌクレオチドは：
　（ａ）連結デオキシヌクレオシドからなるギャップセグメント；
　（ｂ）連結修飾ヌクレオシドからなる５’ウィングセグメント；および
　（ｃ）連結修飾ヌクレオシドからなる３’ウィングセグメント
を含む
ここで、ギャップセグメントが５’ウィングセグメントおよび３’ウィングセグメント間
に配置され、そして各ウィングセグメント内の各修飾ヌクレオシドが修飾糖を含む。
【００４９】
　特定の現在好ましい態様において、修飾オリゴヌクレオチドは：
　（ａ）１３の連結デオキシヌクレオシドからなるギャップセグメント；
　（ｂ）２つの連結修飾ヌクレオシドからなる５’ウィングセグメント；および
　（ｃ）５つの連結修飾ヌクレオシドからなる３’ウィングセグメント
を含む
ここで、ギャップセグメントが５’ウィングセグメントおよび３’ウィングセグメント間
に配置され、各ウィングセグメント内の各修飾ヌクレオシドが２’－Ｏ－メトキシエチル
糖を含み；そして各ヌクレオシド間連結がホスホロチオエート連結である。
【００５０】
　特定の態様において、核酸塩基の配列は配列番号３９に示す配列である。
【００５１】
　他の態様において、核酸塩基の配列は配列番号４０に示す配列である。
【００５２】
　さらに他の態様において、核酸塩基の配列は配列番号４５に示す配列である。
【００５３】
　さらに他の態様において、核酸塩基の配列は配列番号５２に示す配列である。
【００５４】
　さらに他の態様において、核酸塩基の配列は配列番号１６６に示す配列である。
【００５５】
　特定の態様において、組成物は修飾オリゴヌクレオチドまたはその塩、および薬学的に
許容されうるキャリアーまたは希釈剤を含む。
【００５６】
　特定の態様において、修飾オリゴヌクレオチドは、ケロイドを治療するか、ケロイドの
形成、再形成、または成長を防止するか、肥厚性瘢痕を治療するか、肥厚性瘢痕の形成、
再形成、または成長を防止するか、傷害部位での瘢痕形成を減少させるか、既存の瘢痕を
治療するか、傷害部位での線維性病変の形成を減少させるか、あるいは既存の線維性病変
を治療するために、コラーゲンまたはエラスチンあるいは両方の発現を直接または間接的
に阻害する。
【００５７】
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　先行する方法は、第二の化合物を被験体に投与する工程をさらに含むことが現在意図さ
れる。
【００５８】
　特定の態様において、第二の化合物は、同じまたは異なる配列をターゲティングするア
ンチセンス化合物であってもよく、そして修飾オリゴヌクレオチドおよび第二の化合物を
同時にまたは連続して投与してもよい。
【００５９】
　特定の態様において、修飾オリゴヌクレオチドは、化合物の被験体内への取り込みを増
進し、そして／または被験体における化合物の滞留時間を増加させる部分とのコンジュゲ
ート中に存在し、滞留時間が好ましくは７～６０日間である。コンジュゲート部分は、ポ
リエチレングリコール、ヒアルロン酸、コレステロール、アダマンチン酢酸、１－ピレン
酪酸、ジヒドロテストステロン、１，３－ビス－Ｏ－（ヘキサデシル）グリセロール、ヘ
キサデシルグリセロール、ヘキサデシルアミン、ゲラニルオキシヘキシル、パルミチン酸
、ミリスチン酸、スペルミン、スペルミジン、葉酸、ビタミンＥ、炭水化物クラスター、
ペプチド（アンテナペディアらせん、ＨＩＶ　Ｔａｔ断片、インテグリン結合ペプチドを
含む）、トランスポーチン、またはポルフィリンである。
【００６０】
　特定の態様において、修飾オリゴヌクレオチドを、化合物の被験体内への取り込みを増
進し、そして／または被験体における滞留時間を増加させ、滞留時間が好ましくは７～６
０日間である、送達系中で投与する。送達系は、陽イオン性脂質、リポソーム、マイクロ
粒子、ナノ粒子、即時放出のために溶液中に薬剤を含むもしくは含まない懸濁粒子、また
は粒子（特にＰＬＧＡおよびポリＡｒｇ粒子）中の薬剤デポを含む、液体配合物、熱硬化
性／反応性液（例えばプルロニックジェル）などの注射後にゲル化する液体配合物、溶媒
が体液によって希釈された際に沈降する生体適合性溶媒（例えばアトリジェル（ａｔｒｉ
ｇｅｌ））中のポリマーおよび薬剤を含有する液体、ゲル、ヒドロゲルなどの半固体配合
物（マトリックス裏打ちを含むかまたはスプレー溶液として）、手術中にまき散らされる
粉末、吸収性縫合糸、あるいは迅速溶解ゲルまたはポリマー片を含む。
【００６１】
　特定の態様において、修飾オリゴヌクレオチドを、ケロイド、瘢痕、または線維性病変
の外科的切除後に、被験体に投与する。
【００６２】
　特定の態様において、皮膚への傷害は、外科的切開、生検、皮膚貫通、皮膚除去、火傷
、または創傷の結果である。
【００６３】
　特定の態様において、有効量は、ケロイド、肥厚性瘢痕、皮膚への傷害、傷害部位、既
存の瘢痕、または既存の線維性病変の直線センチメートルあたりの注射あたり約５ｍｇの
修飾オリゴヌクレオチドである。
【００６４】
　特定の態様において、修飾オリゴヌクレオチドを最長６ヶ月間投与する。他の態様にお
いて、修飾オリゴヌクレオチドを最長１年間投与する。
【００６５】
　特定の態様において、先行する方法は、別の療法剤を被験体に投与する工程をさらに含
み、こうした別の療法剤は、ステロイド、シリコンラップ、ＴＧＦ－β３（すなわちＪｕ
ｖｉｓｔａ）、コラゲナーゼ（すなわちＸｙｆｌｅｘ）、１７β－エストラジオール（す
なわちＺｅｓｔｅｅｍ）、ＩＬ－１０（すなわちＰｒｅｖａｓｃａｒ）、マンノース６リ
ン酸（すなわちＪｕｖｉｄｅｘ）、平滑筋弛緩剤（すなわちＡＺＸ１００、２４アミノ酸
合成ペプチド）、幹細胞療法（すなわちＧＢＴ００９）、血清アミロイドタンパク質、イ
ンテグリンαｖβ６、ＣＴＧＦ、ＴＧＦβ、またはＡＬＫ－４および／またはＡＬＫ－５
（ＴＧＦベータ受容体）の活性を阻害する分子をターゲティングする抗体、ＴＮＦ活性を
遮断するように設計された任意の阻害剤（例えばエタネルセプト）、密封包帯、圧迫療法



(14) JP 6177692 B2 2017.8.9

10

20

30

40

50

、凍結手術、外科的切除、レーザー治療、放射線療法、インターフェロン療法、ブレオマ
イシン、５－フルオロウラシル、ベラパミル、イミキモド・クリーム、創傷治癒を促進可
能なもの、例えばＤｅｒｍａｇｒａｆｔ、Ａｐｌｉｇｒａｆ、ＰＤＧＦ（すなわちＲｅｇ
ｒａｎｅｘ）、電気刺激、カテゴリーとしての「増殖因子」、カテゴリーとしての包帯剤
、小腸粘膜下層（ＳＩＳ）、Ｐｒｏｍｏｇｒａｎ、高圧酸素、あるいはその組み合わせで
あってもよい。
【００６６】
　特定の態様において、修飾オリゴヌクレオチドを、配合、超音波、エレクトロポレーシ
ョン、イオントフォレーシスまたはマイクロニードルによって投与する。
【００６７】
　特定の態様において、修飾オリゴヌクレオチドを、ケロイド、肥厚性瘢痕、皮膚への傷
害、傷害部位、既存の瘢痕、または既存の線維性病変に隣接して投与する。
【００６８】
　他の態様において、修飾オリゴヌクレオチドを、ケロイド、肥厚性瘢痕、皮膚への傷害
、傷害部位、既存の瘢痕、または既存の線維性病変の全長に沿って投与する。
【００６９】
　さらに他の態様において、修飾オリゴヌクレオチドを、ケロイド、肥厚性瘢痕、皮膚へ
の傷害、傷害部位、既存の瘢痕、または既存の線維性病変の各側に沿って投与する。
【００７０】
　さらに他の態様において、修飾オリゴヌクレオチドを、ケロイド、肥厚性瘢痕、皮膚へ
の傷害、傷害部位、既存の瘢痕、または既存の線維性病変内に直接投与する。
【００７１】
　特定の態様において、被験体は、ケロイドまたは肥厚性瘢痕あるいは両方の形成に遺伝
的に素因がある。
【００７２】
　特定の態様において、修飾オリゴヌクレオチドを皮内投与する。
【００７３】
　他の態様において、修飾オリゴヌクレオチドを、スレッディング技術によって皮内投与
する。
【００７４】
　さらに他の態様において、修飾オリゴヌクレオチドを皮下投与する。
【００７５】
　さらに他の態様において、修飾オリゴヌクレオチドを局所投与する。
【００７６】
　本発明はまた：
　ａ．修飾オリゴヌクレオチドを含む組成物があらかじめ充填されているデバイス；およ
び
　ｂ．使用のための説明書
を含む、キットも提供する。
【００７７】
　特定の態様において、アンチセンスオリゴヌクレオチドは、ターゲット部位１３９６～
１４２４に渡って広がる活性オリゴヌクレオチドによってターゲティングされるＣＴＧＦ
領域部分に相補的である。これは、オリゴ４１８８９９、４１２２９５および４１２２９
４/ＥＸＣ　００１（それぞれ、配列番号１６６、４０および３９）によってターゲティ
ングされる配列空間である。
【００７８】
　本発明はまた、少なくとも１２、好ましくは少なくとも１４の連結ヌクレオシドであっ
て、その核酸塩基配列が、配列番号２８、３０、３９、４０、４３、４４、４５、５０、
５１、５２、５６、７８、１２５、または１６６に示す核酸塩基配列の１つの部分である
前記ヌクレオシドを含む修飾オリゴヌクレオチドも提供する。
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【００７９】
　本明細書記載のアンチセンス化合物は、１２～３０、１２～２０、そして好ましくは１
４～２０の連結ヌクレオシドを有するオリゴヌクレオチドを含んでもよい。
【００８０】
　本発明の１つの態様において、修飾オリゴヌクレオチドは、一本鎖または二本鎖オリゴ
ヌクレオチドであってもよい。
【００８１】
　本発明は、線維症に関与するタンパク質をコードする核酸分子の機能を調節し、産生さ
れるタンパク質の量を最終的に調節する際に使用するために、オリゴマー化合物、特にア
ンチセンスオリゴヌクレオチドを使用する。これは、線維症に関与するタンパク質をコー
ドする１またはそれより多い核酸と特異的にハイブリダイズするアンチセンス化合物を提
供することによって達成される。本明細書において、用語「ターゲット核酸」および「結
合組織増殖因子をコードする核酸」は、線維症に関与するタンパク質をコードするＤＮＡ
、こうしたＤＮＡから転写されるＲＮＡ（プレｍＲＮＡおよびｍＲＮＡ）、およびまた、
こうしたＲＮＡから得られるｃＤＮＡを含む。
【００８２】
　オリゴマー化合物とターゲット核酸の特異的ハイブリダイゼーションは、該核酸の正常
機能に干渉する。特異的にハイブリダイズする化合物によるターゲット核酸の機能のこの
調節は、一般的に「アンチセンス」と称される。干渉されるＤＮＡの機能には、複製およ
び転写が含まれる。干渉されるＲＮＡの機能には、重要な機能、例えばタンパク質翻訳部
位へのＲＮＡの転位置、ＲＮＡからのタンパク質の翻訳、１またはそれより多いｍＲＮＡ
種を生じるためのＲＮＡのスプライシング、およびＲＮＡにおいて関与しうるまたはＲＮ
Ａによって促進されうる触媒活性が含まれる。ターゲット核酸機能へのこうした干渉の総
合的な影響は、結合組織増殖因子の発現調節である。本発明の背景において、「調節」は
、遺伝子発現の増加（刺激）または減少（阻害）のいずれかを意味する。本発明の背景に
おいて、阻害が遺伝子発現調節の好ましい型であり、そしてｍＲＮＡが好ましいターゲッ
トである。
【００８３】
　ターゲット核酸、ターゲット領域およびヌクレオチド配列
　アンチセンスのため、特定の核酸をターゲティングすることが好ましい。本発明の背景
において、特定の核酸に対するアンチセンス化合物の「ターゲティング」は、多工程プロ
セスである。
【００８４】
　本明細書に含有される実施例中の各配列番号に示す配列は、糖部分、ヌクレオシド間連
結、または核酸塩基に対するいかなる修飾からも独立であると理解される。こうしたもの
として、配列番号によって定義されるアンチセンス化合物は、独立に、糖部分、ヌクレオ
シド間連結、または核酸塩基に対する１またはそれより多い修飾を含むことも可能である
。Ｉｓｉｓ番号（Ｉｓｉｓ　Ｎｏ）によって記載されるアンチセンス化合物は、核酸塩基
配列およびモチーフの組み合わせを示す。
【００８５】
　１つの態様において、ターゲット領域は、核酸の構造的に定義される領域である。例え
ば、ターゲット領域は、３’ＵＴＲ、５’ＵＴＲ、エクソン、イントロン、コーディング
領域、翻訳開始領域、翻訳終結領域、または他の定義される核酸領域を含んでもよい。核
酸に関して構造的に定義される領域を、ＮＣＢＩなどの配列データベースから、寄託番号
によって得ることも可能であり、そしてこうした情報は、本明細書に援用される。他の態
様において、ターゲット領域は、ターゲット領域内の１つのターゲットセグメントの５’
ターゲット部位から、ターゲット領域内の別のターゲットセグメントの３’ターゲット部
位までの配列を含んでもよい。
【００８６】
　ターゲティングには、望ましい影響が生じるような、アンチセンス化合物がハイブリダ
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イズする少なくとも１つのターゲットセグメントの決定が含まれる。特定の態様において
、望ましい影響は、ｍＲＮＡターゲット核酸レベルにおける減少である。他の態様におい
て、望ましい影響は、ターゲット核酸によってコードされるタンパク質のレベルの減少、
またはターゲット核酸に関連する表現型変化である。
【００８７】
　ターゲット領域は、１またはそれより多いターゲットセグメントを含有してもよい。タ
ーゲット領域内の多数のターゲットセグメントは、重複していてもよい。あるいは、これ
らは重複していなくてもよい。１つの態様において、ターゲット領域内のターゲットセグ
メントは、約３００ヌクレオチドを超えずに分離している。他の態様において、ターゲッ
ト領域内のターゲットセグメントは、ターゲット核酸上で、約２５０、２００、１５０、
１００、９０、８０、７０、６０、５０、４０、３０、２０、または１０ヌクレオチドを
超えずに分離されている。別の態様において、ターゲット領域内のターゲットセグメント
は、ターゲット核酸上で、約５ヌクレオチドを超えずに分離されている。さらなる態様に
おいて、ターゲットセグメントは連続性である。
【００８８】
　適切なターゲットセグメントは、５’ＵＴＲ、コーディング領域、３’ＵＴＲ、イント
ロン、またはエクソン内に見出されうる。開始コドンまたは停止コドンを含有するターゲ
ットセグメントもまた、適切なターゲットセグメントである。適切なターゲットセグメン
トは、特異的に、開始コドンまたは停止コドンなどの、特定の構造的に定義される領域を
排除しうる。
【００８９】
　適切なターゲットセグメントの決定には、ゲノム全体の他の配列に、ターゲット核酸の
配列を比較することを含んでもよい。例えば、ＢＬＡＳＴアルゴリズムを用いて、異なる
核酸の間で類似性領域を同定してもよい。この比較は、選択したターゲット核酸以外の配
列（すなわち非ターゲットまたはオフターゲット配列）に、非特異的な方式でハイブリダ
イズ可能なアンチセンス化合物配列の選択を防止しうる。
【００９０】
　活性ターゲット領域内のアンチセンス化合物には、活性の変動がありうる（例えばター
ゲット核酸レベルの減少パーセントによって定義されるようなもの）。１つの態様におい
て、ＣＴＧＦ　ｍＲＮＡレベルの減少は、ＣＴＧＦ発現阻害の指標である。ＣＴＧＦタン
パク質レベルの減少はまた、ターゲットｍＲＮＡ発現阻害の指標でもある。さらに、表現
型変化は、ＣＴＧＦ発現阻害の指標である。
【００９１】
　アンチセンス化合物
　本発明の背景において、用語「オリゴヌクレオチド」は、リボ核酸（ＲＮＡ）またはデ
オキシリボ核酸（ＤＮＡ）あるいはその擬似体のオリゴマーまたはポリマーを指す。この
用語には、天然存在核酸塩基、糖および共有ヌクレオシド間（主鎖）連結で構成されるオ
リゴヌクレオチド、ならびに同様に機能する非天然存在部分を有するオリゴヌクレオチド
が含まれる。こうした修飾または置換オリゴヌクレオチドは、しばしば、天然型よりも好
ましく、これは例えば細胞取り込み増進、核酸ターゲットに対するアフィニティの増進お
よびヌクレアーゼの存在下での安定性増加などの望ましい特性を有するためである。
【００９２】
　アンチセンスオリゴヌクレオチドは、アンチセンス化合物の好ましい型であるが、本発
明は、限定されるわけではないが、オリゴヌクレオチド擬似体を含む、他のオリゴマーア
ンチセンス化合物を包含する。
【００９３】
　アンチセンス化合物は、水素結合を通じてターゲット核酸に対するハイブリダイゼーシ
ョンを経ることが可能なオリゴマー化合物を意味する。アンチセンス化合物には、限定さ
れるわけではないが、オリゴヌクレオチド、オリゴヌクレオシド、オリゴヌクレオチド類
似体、オリゴヌクレオチド擬似体、アンチセンスオリゴヌクレオチド、ｓｉＲＮＡ、ＲＮ
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Ａｉ、リボザイム、外部ガイド配列（ＥＧＳ）オリゴヌクレオチド（オリゴザイム）、お
よびターゲット核酸にハイブリダイズし、そしてその発現を調節する他のオリゴヌクレオ
チドが含まれる。
【００９４】
　特定の態様において、アンチセンス化合物は、５’から３’方向に書いた際、ターゲテ
ィングするターゲット核酸のターゲットセグメントの逆相補体を含む、核酸塩基配列を有
する。特定のこうした態様において、アンチセンスオリゴヌクレオチドは、５’から３’
方向に書いた際、ターゲティングするターゲット核酸のターゲットセグメントの逆相補体
を含む、核酸塩基配列を有する。
【００９５】
　特定の態様において、核酸をターゲティングするアンチセンス化合物は、長さ１２～３
０サブユニットである。言い換えると、アンチセンス化合物は、１２～３０の連結サブユ
ニットである。他の態様において、アンチセンス化合物は、８～８０、１２～５０、１５
～３０、１８～２４、１９～２２、または２０の連結サブユニットである。特定のこうし
た態様において、アンチセンス化合物は、長さ８、９、１０、１１、１２、１３、１４、
１５、１６、１７、１８、１９、２０、２１、２２、２３、２４、２５、２６、２７、２
８、２９、３０、３１、３２、３３、３４、３５、３６、３７、３８、３９、４０、４１
、４２、４３、４４、４５、４６、４７、４８、４９、５０、５１、５２、５３、５４、
５５、５６、５７、５８、５９、６０、６１、６２、６３、６４、６５、６６、６７、６
８、６９、７０、７１、７２、７３、７４、７５、７６、７７、７８、７９、または８０
、あるいは上記値の任意の２つによって定義される範囲の連結サブユニットである。いく
つかの態様において、アンチセンス化合物は、アンチセンスオリゴヌクレオチドであり、
そして連結サブユニットはヌクレオチドである。
【００９６】
　本発明の１つの好ましい態様において、化合物は、２０または少なくとも１４の連結ヌ
クレオシドを含み、ここで修飾オリゴヌクレオチドは、配列番号２８、３０、３９、４０
、４５、５２、５６、７８、１２５、または１６６に示す配列の１つに１００％同一であ
る配列を有する。別の好ましい態様において、関心対象のリード化合物は、配列番号３９
に示す配列を有する（ＩＳＩＳ　４１２２９４）。
【００９７】
　特定の態様において、核酸をターゲティングする短縮または一部切除（ｔｒｕｎｃａｔ
ｅｄ）アンチセンス化合物は、５’端から（５’一部切除）、あるいは３’端から（３’
一部切除）欠失した単一のサブユニットを有する。核酸をターゲティングする短縮または
一部切除アンチセンス化合物は、アンチセンス化合物の５’端から欠失した２つのサブユ
ニットを有してもよいし、あるいは３’端から欠失した２つのサブユニットを有してもよ
い。あるいは、欠失ヌクレオシドは、アンチセンス化合物全体に分散していてもよく、例
えば５’端から欠失した１つのヌクレオシドおよび３’端から欠失した１つのヌクレオシ
ドを有してもよい。
【００９８】
　延長したアンチセンス化合物中に単一のさらなるサブユニットが存在する場合、さらな
るサブユニットは、アンチセンス化合物の５’または３’端に位置してもよい。２または
それより多いさらなるサブユニットが存在する場合、付加されるサブユニットは、互いに
隣接していてもよく、例えばアンチセンス化合物の５’端に付加された（５’付加）、あ
るいは３’端に付加された（３’付加）２つのサブユニットを有してもよい。あるいは、
付加されるサブユニットは、アンチセンス化合物全体に分散していてもよく、例えば５’
端に付加された１つのサブユニットおよび３’端 に付加された１つのサブユニットを有
してもよい。
【００９９】
　活性を除去することなく、アンチセンス化合物、例えばアンチセンスオリゴヌクレオチ
ドの長さを増加させるかまたは減少させ、そして／またはミスマッチ塩基を導入すること



(18) JP 6177692 B2 2017.8.9

10

20

30

40

50

が可能である。例えば、Ｗｏｏｌｆら（Ｐｒｏｃ．　Ｎａｔｌ．　Ａｃａｄ．　Ｓｃｉ．
　ＵＳＡ　８９：７３０５－７３０９，　１９９２）において、卵母細胞注入モデルにお
いて、ターゲットＲＮＡの切断を誘導する能力に関して、長さ１３～２５核酸塩基の一連
のアンチセンスオリゴヌクレオチドが試験された。アンチセンスオリゴヌクレオチドの末
端近くに８または１１ミスマッチ塩基を含む、長さ２５核酸塩基のアンチセンスオリゴヌ
クレオチドは、ミスマッチをまったく含有しないアンチセンスオリゴヌクレオチドより低
い度合いではあったが、ターゲットｍＲＮＡの特異的切断を導くことが可能であった。同
様に、１または３ミスマッチを含むものを含めて、１３核酸塩基アンチセンスオリゴヌク
レオチドを用いて、ターゲット特異的切断が達成された。
【０１００】
　Ｇａｕｔｓｃｈｉら（Ｊ．　Ｎａｔｌ．　Ｃａｎｃｅｒ　Ｉｎｓｔ．　９３：４６３－
４７１，　Ｍａｒｃｈ　２００１）は、ｂｃｌ－２　ｍＲＮＡに１００％相補性を有し、
そしてｂｃｌ－ｘＬ　ｍＲＮＡに３つのミスマッチを有するオリゴヌクレオチドが、ｂｃ
ｌ－２およびｂｃｌ－ｘＬの両方の発現をｉｎ　ｖｉｔｒｏおよびｉｎ　ｖｉｖｏで減少
させる能力を立証した。さらに、このオリゴヌクレオチドは、ｉｎ　ｖｉｖｏで強力な抗
腫瘍活性を立証した。
【０１０１】
　ＭａｈｅｒおよびＤｏｌｎｉｃｋ（Ｎｕｃ．　Ａｃｉｄ．　Ｒｅｓ．　１６：３３４１
－３３５８，　１９８８）は、一連のタンデム１４核酸塩基アンチセンスオリゴヌクレオ
チド、ならびにそれぞれ２または３のタンデムアンチセンスオリゴヌクレオチドで構成さ
れる２８および４２核酸塩基アンチセンスオリゴヌクレオチドを、ウサギ網状赤血球アッ
セイにおいて、ヒトＤＨＦＲの翻訳を抑止する能力に関して試験した。２８または４２核
酸塩基アンチセンスオリゴヌクレオチドよりも穏やかなレベルではあったが、３つの１４
核酸塩基アンチセンスオリゴヌクレオチドは各々、単独で、翻訳を阻害可能であった。
【０１０２】
　Ｂｈａｎｏｔら（ＰＣＴ／ＵＳ２００７／０６８４０１）は、長さ８～１６モノマーの
化学的に修飾された高アフィニティモノマーを含む化合物を含む、短いアンチセンス化合
物を提供した。これらの短いアンチセンス化合物は、細胞、組織、および動物において、
増加した強度および改善された療法指標で、ターゲット核酸および／またはタンパク質を
減少させるのに有用であることが示された。短いアンチセンス化合物は、先に記載された
アンチセンス化合物よりも低い用量で有効であり、毒性および治療コストを減少させるこ
とが可能であった。さらに、記載される短いアンチセンス化合物は、経口投薬に関してよ
り大きな潜在能力を有する。
【０１０３】
　ハイブリダイゼーション
　１またはそれより多いターゲット部位が同定されたら、ターゲットに十分に相補的であ
る、すなわち十分によく、そして十分な特異性でハイブリダイズして、望ましい効果を生
じるオリゴヌクレオチドを選択する。
【０１０４】
　本発明の背景において、「ハイブリダイゼーション」は、相補性ヌクレオシドまたはヌ
クレオチド塩基間のワトソン－クリック、フーグスティーンまたは逆フーグスティーン水
素結合であってもよい水素結合を意味する。例えば、アデニンおよびチミンは、水素結合
の形成を通じて対形成する相補的核酸塩基である。
【０１０５】
　同一性
　本明細書に提供するアンチセンス化合物はまた、特定のヌクレオチド配列、配列番号、
または特定のオリゴ（Ｉｓｉｓ）番号によって示される化合物に対して、定義される同一
性パーセントも有しうる。本明細書において、アンチセンス化合物は、同じ核酸塩基対形
成能を有する場合、本明細書開示の配列に同一である。例えば、開示するＤＮＡ配列中の
チミジンの代わりにウラシルを含有するＲＮＡは、ウラシルおよびチミジンはどちらもア
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デニンと対形成するため、ＤＮＡ配列と同一と見なされるであろう。本明細書記載の短縮
および延長型のアンチセンス化合物、ならびに本明細書に提供するアンチセンス化合物と
比較して、非同一塩基を有する化合物もまた意図される。非同一塩基は、互いに隣接して
いてもよいし、またはアンチセンス化合物全体に分散していてもよい。アンチセンス化合
物の同一性パーセントは、比較中の配列に比較して、同一である塩基対を有する塩基の数
にしたがって計算される。
【０１０６】
　１つの態様において、アンチセンス化合物は、本明細書に開示するアンチセンス化合物
または配列番号、あるいはその一部の１またはそれより多くに、少なくとも７０％、７５
％、８０％、８５％、９０％、９５％、９６％、９７％、９８％、９９％または１００％
同一である。
【０１０７】
　修飾
　本発明の特定の態様において、アンチセンス化合物に対する修飾は、ヌクレオシド間連
結、糖部分、または核酸塩基に対する置換または変化を含む。
【０１０８】
　本発明の１つの態様において、化合物は、修飾ヌクレオシド間連結、修飾糖、および修
飾核酸塩基からなる群より選択される少なくとも1つの修飾を含む。
【０１０９】
　多様な修飾ヌクレオシド間連結を含有するアンチセンスオリゴヌクレオチドが使用可能
であるが、現在好ましい修飾ヌクレオシド間連結は、１またはそれより多いヌクレオシド
間のホスホチオエート連結であるか、あるいはすべてのヌクレオシド間連結がホスホチオ
エートヌクレオシド間連結であるものである。
【０１１０】
　一般的に、アンチセンスオリゴヌクレオチドが、少なくとも１つのそして典型的には１
より多い修飾糖を含有し、該糖が二環糖であることもまた望ましい。多様な修飾糖を使用
可能であるが、現在、２’－Ｏ－メトキシエチル糖を使用することが好ましい。
【０１１１】
　さらに、アンチセンスオリゴヌクレオチド中に含有される少なくとも１つのそして典型
的には１より多い核酸塩基が５－メチルシトシンなどの修飾ヌクレオチドであろう。
【０１１２】
　ヌクレオシドは、塩基－糖の組み合わせである。ヌクレオシドの核酸塩基（塩基として
も知られる）部分は、通常、複素環塩基部分である。ヌクレオチドは、ヌクレオシドの糖
部分に共有結合するリン酸基をさらに含むヌクレオチドである。ペントフラノシル糖を含
むヌクレオシドに関しては、リン酸基を糖の２’、３’または５’ヒドロキシル部分に連
結してもよい。隣接ヌクレオシドを互いに共有連結させることによって、オリゴヌクレオ
チドを形成し、直鎖ポリマー性オリゴヌクレオチドを形成する。オリゴヌクレオチド構造
内で、リン酸基は、一般的に、オリゴヌクレオチドのヌクレオシド間連結を形成すると称
される。
【０１１３】
　アンチセンス化合物に対する修飾は、ヌクレオシド間連結、糖部分、または核酸塩基へ
の置換または変化を含む。修飾アンチセンス化合物は、しばしば、天然型よりも好ましく
、これは例えば細胞取り込み増進、核酸ターゲットに対するアフィニティの増進およびヌ
クレアーゼの存在下での安定性増加、または阻害活性増加などの望ましい特性を有するた
めである。
【０１１４】
　また、短縮または一部切除アンチセンスオリゴヌクレオチドの、そのターゲット核酸に
対する結合アフィニティを増加させるため、化学的修飾ヌクレオシドを使用してもよい。
その結果、こうした化学的修飾ヌクレオシドを有するより短いアンチセンス化合物で、し
ばしば匹敵する結果が得られうる。
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【０１１５】
　修飾ヌクレオシド間連結
　ＲＮＡおよびＤＮＡの天然存在ヌクレオシド間連結は、３’から５’のホスホジエステ
ル連結である。１またはそれより多い修飾された、すなわち非天然存在のヌクレオシド間
連結を有するアンチセンス化合物は、しばしば、天然存在ヌクレオシド間連結を有するア
ンチセンス化合物よりも選択され、これは例えば細胞取り込み増進、ターゲット核酸に対
するアフィニティの増進、およびヌクレアーゼの存在下での安定性増加などの望ましい特
性を有するためである。
【０１１６】
　修飾ヌクレオシド間連結を有するオリゴヌクレオチドには、リン原子を保持するヌクレ
オシド間連結、ならびにリン原子を持たないヌクレオシド間連結が含まれる。代表的なリ
ン含有ヌクレオシド間連結には、限定されるわけではないが、ホスホジエステル、ホスホ
トリエステル、メチルホスホネート、ホスホロアミデート、およびホスホロチオエートが
含まれる。リン含有および非リン含有連結の調製法が周知である。
【０１１７】
　１つの態様において、ＣＴＧＦ核酸をターゲティングするアンチセンス化合物は、１ま
たはそれより多い修飾ヌクレオシド間連結を含む。いくつかの態様において、修飾ヌクレ
オシド間連結は、ホスホロチオエート連結である。他の態様において、アンチセンス化合
物の各ヌクレオシド間連結は、ホスホロチオエートヌクレオシド間連結である。
【０１１８】
　当該技術分野に知られるように、ヌクレオシドは塩基－糖の組み合わせである。ヌクレ
オシドの塩基部分は、通常、複素環塩基である。こうした複素環塩基の２つの最も一般的
なクラスは、プリンおよびピリミジンである。ヌクレオチドは、ヌクレオシドの糖部分に
共有結合したリン酸基をさらに含むヌクレオシドである。ペントフラノシル糖を含むヌク
レオシドに関しては、リン酸基を糖の２’、３’または５’ヒドロキシル部分に連結して
もよい。オリゴヌクレオチドを形成する際、リン酸基は互いに、隣接するヌクレオシドと
共有結合して、直鎖ポリマー性化合物を形成する。
【０１１９】
　次に、この直鎖ポリマー性構造のそれぞれの端をさらに連結して、環状構造を形成して
もよいが、開放直鎖構造が一般的には好ましい。オリゴヌクレオチド構造内で、リン酸基
は一般的に、オリゴヌクレオチドのヌクレオシド間主鎖を形成すると称される。ＲＮＡお
よびＤＮＡの正常な連結または主鎖は、３’から５’へのホスホジエステル連結である。
【０１２０】
　本発明で有用な好ましいアンチセンス化合物の特定の例には、修飾主鎖または非天然ヌ
クレオシド間連結を含有するオリゴヌクレオチドが含まれる。本明細書に定義するように
、修飾主鎖を有するオリゴヌクレオチドには、主鎖中にリン原子を保持するもの、および
主鎖中にリン原子を持たないものが含まれる。本明細書の目的のため、そしてときに当該
技術分野において言及されるように、ヌクレオシド間主鎖中にリン原子を持たない修飾オ
リゴヌクレオチドもまた、オリゴヌクレオシドと見なされうる。
【０１２１】
　好ましい修飾オリゴヌクレオチド主鎖には、例えばホスホロチオエート、キラルホスホ
ロチオエート、ホスホロジチオエート、ホスホロトリエステル、アミノアルキルホスホト
リエステル、３’－アルキレンホスホネート、５’－アルキレンホスホネートおよびキラ
ルホスホネートを含むメチルおよび他のアルキルホスホネート、ホスフィネート、３’－
アミノホスホロアミデートおよびアミノアルキルホスホロアミデートを含むホスホロアミ
デート、チオノ－ホスホロアミデート、チオノアルキルホスホネート、チオノアルキルホ
スホトリエステル、正常３’－５’連結を有するセレノホスフェートおよびボラノホスフ
ェート、これらの２’－５’連結類似体、ならびに１またはそれより多いヌクレオチド間
連結が、３’から３’、５’から５’または２’から２’連結である反転極性を有するも
のが含まれる。反転極性を有する好ましいオリゴヌクレオチドは、最も３’のヌクレオチ
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ド間連結で単一の３’から３’連結、すなわち無塩基性（核酸塩基が失われているか、ま
たはヒドロキシル基がその代わりにある）であってもよい、単一の反転ヌクレオシド残基
を含む。多様な塩、混合塩および遊離酸型もまた含まれる。
【０１２２】
　上記リン含有連結の調製を解説する代表的な米国特許には、限定されるわけではないが
、米国特許第３，６８７，８０８号；第４，４６９，８６３号；第４，４７６，３０１号
；第５，０２３，２４３号；第５，１７７，１９６号；第５，１８８，８９７号；第５，
２６４，４２３号；第５，２７６，０１９号；第５，２７８，３０２号；第５，２８６，
７１７号；第５，３２１，１３１号；第５，３９９，６７６号；第５，４０５，９３９号
；第５，４５３，４９６号；第５，４５５，２３３号；第５，４６６，６７７号；第５，
４７６，９２５号；第５，５１９，１２６号；第５，５３６，８２１号；第５，５４１，
３０６号；第５，５５０，１１１号；第５，５６３，２５３号；第５，５７１，７９９号
；第５，５８７，３６１号；第５，１９４，５９９号；第５，５６５，５５５号；第５，
５２７，８９９号；第５，７２１，２１８号；第５，６７２，６９７号および第５，６２
５，０５０号が含まれ、このうち特定のものが、本出願と共同所有され、そしてこれらは
各々、本明細書に援用される。
【０１２３】
　リン原子を含まない好ましい修飾オリゴヌクレオチド主鎖は、短鎖アルキルまたはシク
ロアルキルヌクレオシド間連結、混合ヘテロ原子およびアルキルまたはシクロアルキルヌ
クレオシド間連結、あるいは１またはそれより多い短鎖ヘテロ原子または複素環ヌクレオ
シド間連結によって形成される主鎖を有する。これらには、モルホリノ連結（部分的にヌ
クレオシドの糖部分から形成される）；シロキサン主鎖；スルフィド、スルホキシドおよ
びスルホン主鎖；ホルムアセチルおよびチオホルムアセチル主鎖；メチレンホルムアセチ
ルおよびチオホルムアセチル主鎖；リボアセチル主鎖；アルケン含有主鎖；スルファメー
ト主鎖；メチレンイミノおよびメチレンヒドラジノ主鎖；スルホネートおよびスルホンア
ミド主鎖；アミド主鎖；ならびに混合Ｎ、Ｏ、ＳおよびＣＨ２構成要素部分を有する他の
ものを有するものが含まれる。
【０１２４】
　上記オリゴヌクレオシドの調製を解説する代表的な米国特許には、限定されるわけでは
ないが、米国特許第５，０３４，５０６号；第５，１６６，３１５号；第５，１８５，４
４４号；第５，２１４，１３４号；第５，２１６，１４１号；第５，２３５，０３３号；
第５，２６４，５６２号；第５，２６４，５６４号；第５，４０５，９３８号；第５，４
３４，２５７号；第５，４６６，６７７号；第５，４７０，９６７号；第５，４８９，６
７７号；第５，５４１，３０７号；第５，５６１，２２５号；第５，５９６，０８６号；
第５，６０２，２４０号；第５，６１０，２８９号；第５，６０２，２４０号；第５，６
０８，０４６号；第５，６１０，２８９号；第５，６１８，７０４号；第５，６２３，０
７０号；第５，６６３，３１２号；第５，６３３，３６０号；第５，６７７，４３７号；
第５，７９２，６０８号；第５，６４６，２６９号および第５，６７７，４３９号が含ま
れ、このうち特定のものが、本出願と共同所有され、そしてこれらは各々、本明細書に援
用される。
【０１２５】
　他の好ましいオリゴヌクレオチド擬似体において、ヌクレオチド単位の糖およびヌクレ
オシド間連結、すなわち主鎖の両方が、新規基によって置換される。塩基単位を、適切な
核酸ターゲット化合物とのハイブリダイゼーションのために維持する。１つのこうしたオ
リゴマー化合物、優れたハイブリダイゼーション特性を有することが示されているオリゴ
ヌクレオチド擬似体は、ペプチド核酸（ＰＮＡ）と称される。ＰＮＡ化合物において、オ
リゴヌクレオチドの糖－主鎖は、アミド含有主鎖、特にアミノエチルグリシン主鎖で置換
される。核酸塩基は保持され、そして直接または間接的に、主鎖のアミド部分のアザ窒素
原子に結合する。ＰＮＡ化合物の調製を解説する代表的な米国特許には、限定されるわけ
ではないが、米国特許第５，５３９，０８２号；第５，７１４，３３１号；および第５，
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７１９，２６２号が含まれ、これらは各々、本明細書に援用される。ＰＮＡ化合物のさら
なる解説は、Ｎｉｅｌｓｅｎら，　Ｓｃｉｅｎｃｅ，　１９９１，　２５４，　１４９７
－１５００にさらに見出されうる。
【０１２６】
　本発明の最も好ましい態様は、ホスホロチオエート主鎖を持つオリゴヌクレオチドおよ
びヘテロ原子主鎖を持つオリゴヌクレオシドであり、そして特に、上に引用する米国特許
第５，４８９，６７７号の－ＣＨ２－ＮＨ－Ｏ－ＣＨ２－、－ＣＨ２－Ｎ（ＣＨ３）－Ｏ
－ＣＨ２－（メチレン（メチルイミノ）またはＭＭＩ主鎖として知られる）、－ＣＨ２－
Ｏ－Ｎ（ＣＨ３）－ＣＨ２－、－ＣＨ２－Ｎ（ＣＨ３）－－Ｎ（ＣＨ３）－ＣＨ２－およ
び－Ｏ－Ｎ（ＣＨ３）－ＣＨ２－ＣＨ２－（天然ホスホジエステル主鎖は－Ｏ－Ｐ－Ｏ－
ＣＨ２－として示される）、ならびに上に引用する米国特許第５，６０２，２４０号のア
ミド主鎖を持つものである。やはり好ましいのは、上に引用する米国特許第５，０３４，
５０６号のモルホリノ主鎖構造を有するオリゴヌクレオチドである。
【０１２７】
　修飾糖部分
　修飾オリゴヌクレオチドはまた、１またはそれより多い置換糖部分を含有しうる。例え
ば、置換基での置換、二環核酸「ＢＮＡ」を形成する架橋、ならびに本明細書にその全体
が援用される、Ｓｅｔｈらに対する米国特許第７，３９９，８４５号に記載されるような
ＳまたはＮ（Ｒ）などのヘテロ原子での４’－Ｏの置換を含む、多くの方法でフラノシル
糖環を修飾可能である。ＢＮＡの他の例は、本明細書にその全体が援用される、公開国際
特許出願第ＷＯ２００７／１４６５１１号に記載される。
【０１２８】
　本発明のアンチセンス化合物は、場合によって、修飾糖部分を有する１またはそれより
多いヌクレオチドを含有してもよい。糖修飾は、アンチセンス化合物に対して、ヌクレア
ーゼ安定性、結合アフィニティまたは何らかの他の有益な生物学的特性を与えうる。ヌク
レオシドのフラノシル糖環は、限定されるわけではないが：置換基の特に２’位での付加
；二環核酸（ＢＮＡ）を形成する２つの非ジェミナル環原子の架橋；および－Ｓ－、－Ｎ
（Ｒ）－またはＣ（Ｒ１）（Ｒ２）などの原子または基の、４’位の環酸素に対する置換
を含む、多くの方式で修飾可能である。修飾糖には、限定されるわけではないが：置換糖
、特に２’－Ｆ、２’－ＯＣＨ２（２’－ＯＭｅ）または２’－Ｏ（ＣＨ２）２－ＯＣＨ
３（２’－Ｏ－メトキシエチルまたは２’－ＭＯＥ）置換基を有する２’－置換糖；およ
び４’－（ＣＨ２）ｎ－Ｏ－２’架橋、式中、ｎ＝１またはｎ＝２、を有する、二環修飾
糖（ＢＮＡ）が含まれる。修飾糖の調製のための方法は、当業者に周知である。
【０１２９】
　特定の態様において、２’－修飾ヌクレオシドは、二環糖部分を有する。特定のこうし
た態様において、二環糖部分は、アルファ立体配置にあるＤ糖である。特定のこうした態
様において、二環糖部分は、ベータ立体配置にあるＤ糖である。特定のこうした態様にお
いて、二環糖部分は、アルファ立体配置にあるＬ糖である。特定のこうした態様において
、二環糖部分は、ベータ立体配置にあるＬ糖である。
【０１３０】
　特定の態様において、二環糖部分は、２’および４’－炭素原子間の架橋基を含む。特
定のこうした態様において、架橋基は、１～８の連結ビラジカル基を含む。特定の態様に
おいて、二環糖部分は、１～４の連結ビラジカル基を含む。特定の態様において、二環糖
部分は、２または３の連結ビラジカル基を含む。特定の態様において、二環糖部分は、２
つの連結ビラジカル基を含む。特定の態様において、連結ビラジカル基は、－Ｏ－、－Ｓ
－、－Ｎ（Ｒ１）－、－Ｃ（Ｒ１）（Ｒ２）－、－Ｃ（Ｒ１）＝Ｃ（Ｒ１）－、－Ｃ（Ｒ
１）＝Ｎ－、－Ｃ（＝ＮＲ１）－、Ｓｉ（Ｒ１）（Ｒ２）－、－Ｓ（＝Ｏ）２－、－Ｓ（
＝Ｏ）－、－Ｃ（＝Ｏ）－および－Ｃ（＝Ｓ）－；式中、各Ｒ１およびＲ２は独立に、Ｈ
、ヒドロキシル、Ｃ１～Ｃ１２アルキル、置換Ｃ１～Ｃ１２アルキル、Ｃ２～Ｃ１２アル
ケニル、置換Ｃ２～Ｃ１２アルケニル、Ｃ２～Ｃ１２アルキニル、置換Ｃ２～Ｃ１２アル
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キニル、Ｃ５～Ｃ２０アリール、置換Ｃ５～Ｃ２０アリール、複素環ラジカル、置換複素
環ラジカル、ヘテロアリール、置換ヘテロアリール、Ｃ５～Ｃ７脂環ラジカル、置換Ｃ５
～Ｃ７脂環ラジカル、ハロゲン、置換オキシ（－Ｏ－）、アミノ、置換アミノ、アジド、
カルボキシル、置換カルボキシル、アシル、置換アシル、ＣＮ、チオール、置換チオール
、スルホニル（Ｓ（＝Ｏ）２－Ｈ）、置換スルホニル、スルホキシル（Ｓ（＝Ｏ）－Ｈ）
または置換スルホキシルであり；そして各置換基は独立に、ハロゲン、Ｃ１～Ｃ１２アル
キル、置換Ｃ１～Ｃ１２アルキル、Ｃ２～Ｃ１２アルケニル、置換Ｃ２～Ｃ１２アルケニ
ル、Ｃ２～Ｃ１２アルキニル、置換Ｃ２～Ｃ１２アルキニル、アミノ、置換アミノ、アシ
ル、置換アシル、Ｃ１～Ｃ１２アミノアルキル、Ｃ１～Ｃ１２アミノアルコキシ、置換Ｃ
１～Ｃ１２アミノアルキル、置換Ｃ１～Ｃ１２アミノアルコキシまたは保護基である、よ
り選択される。
【０１３１】
　いくつかの態様において、二環糖部分は、Ｏ－（ＣＨ２）ｐ－、Ｏ－ＣＨ２－、－Ｏ－
ＣＨ２ＣＨ２－、－Ｏ－ＣＨ（アルキル）－、－ＮＨ－（ＣＨ２）ｐ－、Ｎ（アルキル）
－（ＣＨ２）ｐ－、－Ｏ－ＣＨ（アルキル）－、－（ＣＨ（アルキル））－（ＣＨ２）ｐ
－、－ＮＨ－Ｏ（ＣＨ２）ｐ－、－Ｎ（アルキル）－Ｏ－（ＣＨ２）ｐ－、または－Ｏ－
Ｎ（アルキル）－（ＣＨ２）ｐ－、式中、ｐは１、２、３、４または５であり、そして各
アルキル基はさらに置換されていてもよい、より選択されるビラジカル基で、２’および
４’炭素原子間を架橋される。特定の態様において、ｐは１、２、または３である。
【０１３２】
　１つの側面において、前記架橋は各々独立に、－［Ｃ（Ｒ１）（Ｒ２）］ｎ－、－［Ｃ
（Ｒ１）（Ｒ２）］ｎ－Ｏ－、－Ｃ（Ｒ１Ｒ２）－Ｎ（Ｒ１）－Ｏ－または－Ｃ（Ｒ１Ｒ
２）－Ｏ－Ｎ（Ｒ１）－である。別の側面において、前記架橋は各々独立に、４’－（Ｃ
Ｈ２）３－２’、４’－（ＣＨ２）２－２’、４’－ＣＨ２－Ｏ－２’、４’－（ＣＨ２

）２－Ｏ－２’、４’－ＣＨ２－Ｏ－Ｎ（Ｒ１）－２’および４’－ＣＨ２－Ｎ（Ｒ１）
－Ｏ－２’－、式中、Ｒ１は独立に、Ｈ、保護基またはＣ１～Ｃ１２アルキルである、で
ある。
【０１３３】
　修飾糖部分を有するヌクレオチドにおいて、核酸塩基部分（天然、修飾またはその組み
合わせ）は、適切な核酸ターゲットとのハイブリダイゼーションのため維持される。
【０１３４】
　１つの態様において、核酸をターゲティングするアンチセンス化合物は、修飾糖部分を
有する１またはそれより多いヌクレオチドを含む。好ましい態様において、修飾糖部分は
２’－ＭＯＥである。他の態様において、２’－ＭＯＥ修飾ヌクレオチドをギャップマー
モチーフに配置する。
【０１３５】
　現在好ましいオリゴヌクレオチドは、２’位に以下の１つを含む：ＯＨ；Ｆ；Ｏ－、Ｓ
－、またはＮ－アルキル；Ｏ－、Ｓ－、またはＮ－アルケニル；Ｏ－、Ｓ－、またはＮ－
アルキニル；あるいはＯ－アルキル－Ｏ－アルキルであって、該アルキル、アルケニルお
よびアルキニルが、Ｃ１～Ｃ１２アルキルまたはＣ２～Ｃ１２アルケニルおよびアルキニ
ルで置換されていることもまたは非置換であることも可能であるもの。特に好ましいのは
、Ｏ［（ＣＨ２）ｎＯ］ｍＣＨ３、Ｏ（ＣＨ２）ｎＯＣＨ３、Ｏ（ＣＨ２）ｎＮＨ２、Ｏ
（ＣＨ２）ｎＣＨ３、Ｏ（ＣＨ２）ｎＯＮＨ２、およびＯ（ＣＨ２）ｎＯＮ［（ＣＨ２）

ｎＣＨ３］２であって、ｎおよびｍが１～約１０であるものである。他の好ましいオリゴ
ヌクレオチドは、２’位に以下の１つを含む：Ｃ１～Ｃ１０の低級アルキル、置換低級ア
ルキル、アルケニル、アルキニル、アルカリル、アラルキル、Ｏ－アルカリルまたはＯ－
アラルキル、ＳＨ、ＳＣＨ３、ＯＣＮ、Ｃｌ、Ｂｒ、ＣＮ、ＣＦ３、ＯＣＦ３、ＳＯＣＨ

３、ＳＯ２ＣＨ３、ＯＮＯ２、ＮＯ２、Ｎ３、ＮＨ２、ヘテロシクロアルキル、ヘテロシ
クロアルカリル、アミノアルキルアミノ、ポリアルキルアミノ、置換シリル、ＲＮＡ切断
基、レポーター基、挿入剤（ｉｎｔｅｒｃａｌａｔｏｒ）、オリゴヌクレオチドの薬物動
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態特性を改善するための基、またはオリゴヌクレオチドの薬力学特性を改善するための基
、および同様の特性を有する他の置換基。好ましい修飾には、２’－メトキシエトキシ（
２’－Ｏ－ＣＨ２ＣＨ２ＯＣＨ３、２’－Ｏ－（２－メトキシエチル）または２’－ＭＯ
Ｅとしても知られる）（Ｍａｒｔｉｎら，　Ｈｅｌｖ．　Ｃｈｉｍ．　Ａｃｔａ，　１９
９５，　７８，　４８６－５０４）、すなわちアルコキシアルコキシ基が含まれる。さら
なる好ましい修飾には、２’－ＤＭＡＯＥとしても知られる２’－ジメチルアミノオキシ
エトキシ、すなわちＯ（ＣＨ２）２ＯＮ（ＣＨ３）２基、および２’－ジメチルアミノエ
トキシエトキシ（当該技術分野において、２’－Ｏ－ジメチルアミノエトキシエチルまた
は２’－ＤＭＡＥＯＥとしても知られる）、すなわち２’－Ｏ－－ＣＨ２－－Ｏ－－ＣＨ

２－－Ｎ（ＣＨ２）２が含まれる。さらなる好ましい修飾には、２’－ヒドロキシル基が
糖環の３’または４’炭素原子に連結されて、それによって二環糖部分が形成される、二
環核酸（ロック化核酸（ＬＮＡ）としても知られる）が含まれる。連結は好ましくは、２
’酸素原子および４’炭素原子を架橋するメチレン（－－ＣＨ２－－）ｎ基、式中ｎは１
または２である、であり、ａ－Ｌ－メチレンオキシ（４’－ＣＨ２－Ｏ－２’）ＢＮＡ、
β－Ｄ－メチレンオキシ（４’－ＣＨ２－Ｏ－２’）ＢＮＡおよびエチレンオキシ（４’
－（ＣＨ２）２－Ｏ－２’）ＢＮＡが含まれる。二環修飾糖にはまた、（６’Ｓ）－６’
メチルＢＮＡ、アミノオキシ（４’－ＣＨ２－Ｏ－Ｎ（Ｒ）－２’）ＢＮＡ、オキシアミ
ノ（４’－ＣＨ２－Ｎ（Ｒ）－Ｏ－２’）ＢＮＡ、式中、Ｒは独立に、Ｈ、保護基、また
はＣ１～Ｃ１２アルキルである、が含まれる。ＬＮＡはまた、相補ＤＮＡ、ＲＮＡまたは
ＬＮＡと高い熱アフィニティで二重鎖を形成する。円二色性（ＣＤ）スペクトルは、完全
修飾ＬＮＡを含む二重鎖（特にＬＮＡ：ＲＮＡ）が、Ａ型ＲＮＡ：ＲＮＡ二重鎖と構造的
に似ていることを示す。ＬＮＡ：ＤＮＡ二重鎖の核磁気共鳴（ＮＭＲ）検査によって、Ｌ
ＮＡモノマーが３’－エンドコンホメーションであることが確認された。二本鎖ＤＮＡの
認識もまた立証されてきており、ＬＮＡによる鎖侵入が示唆されている。ミスマッチ配列
を研究することによって、ＬＮＡが、対応する非修飾参照鎖に比較して、一般的に改善さ
れた選択性を伴って、ワトソン－クリック塩基対形成規則にしたがっていることが示され
る。
【０１３６】
　ＬＮＡでは、２’ヒドロキシル基が糖環の４’炭素原子に連結し、それによって２’－
Ｃ、４’－Ｃ－オキシメチレン連結を形成し、それによって二環糖部分を形成している。
連結は、２’酸素原子および４’炭素原子を架橋しているメチレン（－ＣＨ２－）ｎ基、
式中、ｎは１または２である、であってもよい（Ｓｉｎｇｈら，　Ｃｈｅｍ．　Ｃｏｍｍ
ｕｎ．，　１９９８，　４，　４５５－４５６）。ＬＮＡおよびＬＮＡ類似体は、相補的
ＤＮＡおよびＲＮＡとの、３’－エキソヌクレアーゼ分解に対して非常に高い二重鎖熱安
定性（Ｔｍ＝＋３～＋１０℃）、および優れた可溶性特性を示す。他の好ましい架橋基に
は、２’－デオキシ－２’－ＣＨ２ＯＣＨ２－４’架橋が含まれる。ＬＮＡおよびその調
製は、公開国際特許出願第ＷＯ９８／３９３５２号および第ＷＯ９９／１４２２６号に記
載される。
【０１３７】
　他の好ましい修飾には、２’－メトキシ（２’－Ｏ－ＣＨ３）、２’－アミノプロポキ
シ（２’－ＯＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２ＮＨ２）、２’－アリル（２’－ＣＨ２－ＣＨ＝ＣＨ２

）、２’－－Ｏ－アリル（２’－Ｏ－ＣＨ２－ＣＨ＝ＣＨ２）および２’－フルオロ（２
’－Ｆ）が含まれる。２’－修飾は、アラビノ（上）位またはリボ（下）位であることも
可能である。好ましい２’－アラビノ修飾は、２’－Ｆである。同様の修飾はまた、オリ
ゴヌクレオチド上の他の位、特に３’末端ヌクレオチド上のまたは２’－５’連結オリゴ
ヌクレオチド内の糖の３’位、および５’末端ヌクレオチドの５’位で行うことも可能で
ある。オリゴヌクレオチドはまた、ペントフラノシル糖の代わりにシクロブチル部分など
の糖擬似体または代替物（ときにＤＮＡ類似体と称される）を有することも可能である。
こうした修飾糖構造の調製を解説する代表的な米国特許には、限定されるわけではないが
、米国特許第４，９８１，９５７号；第５，１１８，８００号；第５，３１９，０８０号



(25) JP 6177692 B2 2017.8.9

10

20

30

40

50

；第５，３５９，０４４号；第５，３９３，８７８号；第５，４４６，１３７号；第５，
４６６，７８６号；第５，５１４，７８５号；第５，５１９，１３４号；第５，５６７，
８１１号；第５，５７６，４２７号；第５，５９１，７２２号；第５，５９７，９０９号
；第５，６１０，３００号；第５，６２７，０５３号；第５，６３９，８７３号；第５，
６４６，２６５号；第５，６５８，８７３号；第５，６７０，６３３号；第５，７９２，
７４７号；および第５，７００，９２０号が含まれ、このうち特定のものが、本出願と共
同所有され、そしてこれらは各々、その全体が本明細書に援用される。特定の態様におい
て、ヌクレオシドは、モルホリノ環、シクロヘキセニル環、シクロヘキシル環またはテト
ラヒドロピラニル環などの代替環系、例えば式：
【０１３８】
【化２】

【０１３９】
の１つを有するものでリボシル環を置換することによって修飾される。
【０１４０】
　アンチセンス化合物に取り込むためのヌクレオシドを修飾するのに使用可能な、多くの
他のビシクロおよびトリシクロ糖代替環系もまた、当該技術分野に知られる（例えば総説
：Ｌｅｕｍａｎｎ，　Ｃｈｒｉｓｔｉａｎ　Ｊ．を参照されたい）。こうした環系は、活
性を増進させるため、さらなる多様な置換を経てもよい。
【０１４１】
　本発明の１つの態様において、化合物は、少なくとも１つのテトラヒドロピラン修飾ヌ
クレオシドを含み、ここで、テトラヒドロピラン環がフラノース環を置換する。
【０１４２】
　本発明の別の態様において、少なくとも１つのテトラヒドロピラン修飾ヌクレオシドは
、構造：
【０１４３】

【化３】

【０１４４】
　式中、Ｂｘは、場合によって保護された複素環塩基部分である
を有する。
【０１４５】
　修飾核酸塩基
　オリゴヌクレオチドにはまた、核酸塩基（当該技術分野において、しばしば単に「塩基
」と称される）修飾または置換が含まれることも可能である。核酸塩基修飾または置換は
、天然存在または合成非修飾核酸塩基とは構造的に異なるが、なお機能的に交換可能であ
る。天然および修飾核酸塩基は、水素結合に関与可能である。こうした核酸塩基修飾は、
アンチセンス化合物に対して、ヌクレアーゼ安定性、結合アフィニティまたはいくつかの
他の有益な生物学的特性を与えうる。修飾核酸塩基には、合成および天然核酸塩基、例え
ば５－メチルシトシン（５－ｍｅ－Ｃ）が含まれる。ターゲット核酸に対するアンチセン
ス化合物の結合アフィニティを増加させるには、５－メチルシトシン置換を含む特定の核
酸塩基置換が特に有用である。例えば、５－メチルシトシン置換は、核酸二重鎖安定性を
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０．６～１．２℃増加させることが示されてきている（Ｓａｎｇｈｖｉ，　Ｙ．Ｓ．，　
Ｃｒｏｏｋｅ，　Ｓ．Ｔ．およびＬｅｂｌｅｕ，　Ｂ．監修，　Ａｎｔｉｓｅｎｓｅ　Ｒ
ｅｓｅａｒｃｈ　ａｎｄ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ，　ＣＲＣ　Ｐｒｅｓｓ，　ボカラ
トン，　１９９３，　ｐｐ．２７６－３０２）。
【０１４６】
　さらなる非修飾核酸塩基には、５－ヒドロキシメチルシトシン、キサンチン、ヒポキサ
ンチン、２－アミノアデニン、アデニンおよびグアニンの６－メチルおよび他のアルキル
誘導体、アデニンおよびグアニンの２－プロピルおよび他のアルキル誘導体、２－チオウ
ラシル、２－チオチミンおよび２－チオシトシン、５－ハロウラシルおよびシトシン、５
－プロピニル（－Ｃ≡Ｃ－ＣＨ３）ウラシルおよびシトシンおよびピリミジン塩基の他の
アルキニル誘導体、６－アゾウラシル、シトシンおよびチミン、５－ウラシル（シュード
ウラシル）、４－チオウラシル、８－ハロ、８－アミノ、８－チオール、８－チオアルキ
ル、８－ヒドロキシルおよび他の８－置換アデニン類およびグアニン類、５－ハロ、特に
５－ブロモ、５－トリフルオロメチルおよび他の５－置換ウラシル類およびシトシン類、
７－メチルグアニンおよび７－メチルアデニン、２－Ｆ－アデニン、２－アミノ－アデニ
ン、８－アザグアニンおよび８－アザアデニン、７－デアザグアニンおよび７－デアザア
デニン、ならびに３－デアザグアニンおよび３－デアザアデニンが含まれる。
【０１４７】
　複素環塩基部分にはまた、プリン塩基またはピリミジン塩基が、他の複素環、例えば７
－デアザ－アデニン、７－デアザグアノシン、２－アミノピリジンおよび２－ピリドンで
置換されたものが含まれることも可能である。アンチセンス化合物の結合アフィニティを
増加させるのに特に有用である核酸塩基には、５－置換ピリミジン類、６－アザピリミジ
ン類、ならびにＮ－２、Ｎ－６およびＯ－６置換プリン類が含まれ、２アミノプロピルア
デニン、５－プロピニルウラシルおよび５－プロピニルシトシンが含まれる。
【０１４８】
　１つの態様において、ＣＴＧＦ核酸をターゲティングするアンチセンス化合物は、１ま
たはそれより多い修飾核酸塩基を含む。さらなる態様において、ＣＴＧＦ核酸にターゲテ
ィングされた、ギャップ拡大化アンチセンスオリゴヌクレオチドは、１またはそれより多
い修飾核酸塩基を含む。いくつかの態様において、修飾核酸塩基は、５－メチルシトシン
である。さらなる態様において、各シトシンは、５－メチルシトシンである。
【０１４９】
　本明細書において、「非修飾」または「天然」核酸塩基には、プリン塩基、アデニン（
Ａ）およびグアニン（Ｇ）、ならびにピリミジン塩基、チミン（Ｔ）、シトシン（Ｃ）お
よびウラシル（Ｕ）が含まれる。修飾核酸塩基には、他の合成および天然核酸塩基が含ま
れ、例えば５－メチルシトシン（５－ｍｅ－Ｃ）、５－ヒドロキシメチルシトシン、キサ
ンチン、ヒポキサンチン、２－アミノアデニン、アデニンおよびグアニンの６－メチルお
よび他のアルキル誘導体、アデニンおよびグアニンの２－プロピルおよび他のアルキル誘
導体、２－チオウラシル、２－チオチミンおよび２－チオシトシン、５－ハロウラシルお
よびシトシン、５－プロピニル（－Ｃ≡Ｃ－ＣＨ３）ウラシルおよびシトシンおよびピリ
ミジン塩基の他のアルキニル誘導体、６－アゾウラシル、シトシンおよびチミン、５－ウ
ラシル（シュードウラシル）、４－チオウラシル、８－ハロ、８－アミノ、８－チオール
、８－チオアルキル、８－ヒドロキシルおよび他の８－置換アデニン類およびグアニン類
、５－ハロ、特に５－ブロモ、５－トリフルオロメチルおよび他の５－置換ウラシル類お
よびシトシン類、７－メチルグアニンおよび７－メチルアデニン、２－Ｆ－アデニン、２
－アミノ－アデニン、８－アザグアニンおよび８－アザアデニン、７－デアザグアニンお
よび７－デアザアデニン、ならびに３－デアザグアニンおよび３－デアザアデニンが含ま
れる。さらなる修飾核酸塩基には、三環ピリミジン、例えばフェノキサジンシチジン（１
Ｈ－ピリミド［５，４－ｂ］［１，４］ベンゾキサジン－２（３Ｈ）－オン）、フェノチ
アジンシチジン（１Ｈ－ピリミド［５，４－ｂ］［１，４］ベンゾチアジン－２（３Ｈ）
－オン）、Ｇ－クランプ、例えば置換フェノキサジンシチジン（例えば９－（２－アミノ
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エトキシ）－Ｈ－ピリミド［５，４－ｂ］［１，４］ベンゾキサジン－２（３Ｈ）－オン
）、カルバゾールシチジン（２Ｈ－ピリミド［４，５－ｂ］インドール－２－オン）、ピ
リドインドールシチジン（Ｈ－ピリド［３’，２’：４，５］ピロロ［２，３－ｄ］ピリ
ミジン－２－オン）が含まれる。修飾核酸塩基にはまた、プリン塩基またはピリミジン塩
基が、他の複素環、例えば７－デアザ－アデニン、７－デアザグアノシン、２－アミノピ
リジンおよび２－ピリドンで置換されたものが含まれることも可能である。さらなる核酸
塩基には、米国特許第３，６８７，８０８号に開示されるもの、Ｔｈｅ　Ｃｏｎｃｉｓｅ
　Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　Ｏｆ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　Ａｎｄ　Ｅｎｇ
ｉｎｅｅｒｉｎｇ，　８５８－８５９ページ，　Ｋｒｏｓｃｈｗｉｔｚ，　Ｊ．Ｉ．監修
，　Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　＆　Ｓｏｎｓ，　１９９０に開示されるもの、Ｅｎｇｌｉｓ
ｃｈら，　Ａｎｇｅｗａｎｄｔｅ　Ｃｈｅｍｉｅ，　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｅｄ
ｉｔｉｏｎ，　１９９１，　３０，　６１３に開示されるもの、およびＳａｎｇｈｖｉ，
　Ｙ．Ｓ．，　第１５章，　Ａｎｔｉｓｅｎｓｅ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　ａｎｄ　Ａｐｐｌ
ｉｃａｔｉｏｎｓ，　２８９－３０２ページ，　Ｃｒｏｏｋｅ，　Ｓ．Ｔ．およびＬｅｂ
ｌｅｕ，　Ｂ．監修，　ＣＲＣ　Ｐｒｅｓｓ，　１９９３に開示されるものが含まれる。
これらの核酸塩基の特定のものは、本発明のオリゴマー化合物の結合アフィニティを増加
させるのに特に有用である。これらには、５－置換ピリミジン類、６－アザピリミジン類
、ならびにＮ－２、Ｎ－６およびＯ－６置換プリン類が含まれ、２－アミノプロピルアデ
ニン、５－プロピニルウラシルおよび５－プロピニルシトシンが含まれる。５－メチルシ
トシン置換は、核酸二重鎖安定性を、０．６～１．２℃増加させることが示されてきてお
り（Ｓａｎｇｈｖｉ，　Ｙ．Ｓ．，　Ｃｒｏｏｋｅ，　Ｓ．Ｔ．およびＬｅｂｌｅｕ，　
Ｂ．監修，　Ａｎｔｉｓｅｎｓｅ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　ａｎｄ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ
ｓ，　ＣＲＣ　Ｐｒｅｓｓ，　ボカラトン，　１９９３，　ｐｐ．２７６－２７８）、そ
して現在、好ましい塩基置換であり、２’－Ｏ－メトキシエチル糖修飾と組み合わされた
場合、さらにより好ましい。
【０１５０】
　上記修飾核酸塩基ならびに他の修飾核酸塩基の特定のものの調製を解説する代表的な米
国特許には、限定されるわけではないが、上記の米国特許第３，６８７，８０８号、なら
びに米国特許第４，８４５，２０５号；第５，１３０，３０２号；第５，１３４，０６６
号；第５，１７５，２７３号；第５，３６７，０６６号；第５，４３２，２７２号；第５
，４５７，１８７号；第５，４５９，２５５号；第５，４８４，９０８号；第５，５０２
，１７７号；第５，５２５，７１１号；第５，５５２，５４０号；第５，５８７，４６９
号；第５，５９４，１２１号、第５，５９６，０９１号；第５，６１４，６１７号；第５
，６４５，９８５号；第５，８３０，６５３号；第５，７６３，５８８号；第６，００５
，０９６号；および第５，６８１，９４１号が含まれ、このうち特定のものが、本出願と
共同所有され、そしてこれらは各々、本明細書に援用され、そして本出願と共通の所有者
を有し、そしてまた本明細書に援用される第５，７５０，６９２号も含まれる。
【０１５１】
　アンチセンス化合物モチーフ
　本発明の特定の態様において、化合物は、（ａ）連結デオキシヌクレオシドからなる、
好ましくは１３の連結修飾デオキシヌクレオシドからなる、ギャップセグメント；（ｂ）
連結修飾ヌクレオシドからなる、好ましくは２つの連結修飾ヌクレオシドからなる、５’
ウィングセグメント；および（ｃ）連結修飾ヌクレオシドからなる、好ましくは５つの連
結ヌクレオシドからなる、３’ウィングセグメントで構成される修飾オリゴヌクレオチド
であって；ギャップセグメントが５’ウィングセグメントおよび３’ウィングセグメント
の間に配置され、そして各ウィングセグメント内の各修飾ヌクレオシドが修飾糖を含み、
好ましくは２’－Ｏ－メトキシエチル糖を含み；そして各ヌクレオシド間連結がホスホロ
チオエート連結である、前記修飾オリゴヌクレオチドを含む。
【０１５２】
　アンチセンス化合物中の修飾ヌクレオチドのこれらのパターンはモチーフと呼ばれる。
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これらのモチーフは、アンチセンス化合物に、阻害活性を増進させるか、ターゲット核酸
に対する結合アフィニティを増加させるか、またはｉｎ　ｖｉｖｏヌクレアーゼによる分
解に対する耐性を増加させる特性を与える。
【０１５３】
　特定の態様において、ＣＴＧＦ核酸に対してターゲティングされるアンチセンス化合物
は、アンチセンス化合物に、阻害活性を増進させるか、ターゲット核酸に対する結合アフ
ィニティを増加させるか、またはｉｎ　ｖｉｖｏヌクレアーゼによる分解に対する耐性を
増加させる特性を与えるパターンで配置される化学的に修飾されたサブユニット、または
モチーフを有する。
【０１５４】
　キメラアンチセンス化合物は、典型的には、ヌクレアーゼ分解に対する耐性の増加、細
胞取り込み増加、ターゲット核酸に対する結合アフィニティ増加、および／または阻害活
性増加を与えるように修飾される少なくとも１つの領域を含有する。キメラアンチセンス
化合物の第二の領域は、場合によって、ＲＮＡ：ＤＮＡ二重鎖のＲＮＡ鎖を切断する細胞
性エンドヌクレアーゼ、ＲＮアーゼＨのための基質として働いてもよい。
【０１５５】
　ギャップマーモチーフを有するアンチセンス化合物は、キメラアンチセンス化合物と見
なされる。ギャップマーにおいて、ＲＮアーゼＨ切断を支持する複数のヌクレオチドを有
する内部領域は、内部領域のヌクレオシドとは化学的に別個である複数のヌクレオチドを
有する外部領域の間に配置される。ギャップマーモチーフを有するアンチセンスオリゴヌ
クレオチドの場合、ギャップセグメントは、一般的に、エンドヌクレアーゼ切断の基質と
して働き、一方、ウィングセグメントは修飾ヌクレオシドを含む。好ましい態様において
、ギャップマーの領域は、各別個の領域を含む糖部分のタイプによって区別される。ギャ
ップマーの領域を区別するために用いられる糖部分のタイプには、いくつかの態様におい
て、β－Ｄ－リボヌクレオシド、β－Ｄ－デオキシ－リボヌクレオシド、２’－修飾ヌク
レオシド（こうした２’－修飾ヌクレオシドには、とりわけ、２’－ＭＯＥ、および２’
－Ｏ－ＣＨ３が含まれてもよい）、および二環糖修飾ヌクレオシド（こうした二環糖修飾
ヌクレオシドには、４’－（ＣＨ２）ｎ－Ｏ－２’架橋、式中、ｎ＝１またはｎ＝２、を
有するものが含まれてもよい）が含まれてもよい。好ましくは、各別個の領域は、均一な
糖部分を含む。ウィング－ギャップ－ウィングモチーフは、しばしば、「Ｘ－Ｙ－Ｚ」、
式中、「Ｘ」は５’ウィング領域の長さを示し、「Ｙ」はギャップ領域の長さを示し、そ
して「Ｚ」は３’ウィング領域の長さを示す、と記載される。本明細書記載のアンチセン
ス化合物はいずれも、ギャップマーモチーフを有してもよい。いくつかの態様において、
ＸおよびＺは同じであり、他の態様において、これらは異なる。好ましい態様において、
Ｙは、８～１５ヌクレオチドの間である。Ｘ、ＹまたはＺは、１、２、３、４、５、６、
７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９、２０、２
５、３０ヌクレオチドまたはそれより多いヌクレオチドのいずれであってもよい。したが
って、本発明のギャップマーには、限定されるわけではないが、例えば、２－１３－５、
５－１０－５、４－８－４、４－１２－３、４－１２－４、３－１４－３、２－１６－２
、１－１８－１、３－１０－３、２－１０－２、１－１０－１または２－８－２が含まれ
る。
【０１５６】
　いくつかの態様において、「ウィングマー」モチーフとしてのアンチセンス化合物は、
ウィング－ギャップまたはギャップ－ウィング立体配置、すなわちギャップマー立体配置
に関して上述するような、Ｘ－ＹまたはＹ－Ｚ立体配置を有する。したがって、本発明の
ウィングマー立体配置には、限定されるわけではないが、例えば、５－１０、８－４、４
－１２、１２－４、３－１４、１６－２、１８－１、１０－３、２－１０、１－１０また
は８－２が含まれる。
【０１５７】
　１つの態様において、核酸をターゲティングするアンチセンス化合物は、２－１３－５
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のギャップマーモチーフを所持する。
【０１５８】
　いくつかの態様において、ＣＴＧＦ核酸をターゲティングするアンチセンス化合物は、
ギャップ拡大モチーフを有する。他の態様において、ＣＴＧＦ核酸をターゲティングする
アンチセンスオリゴヌクレオチドは、ギャップ拡大モチーフを有する。
【０１５９】
　１つの態様において、ＣＴＧＦ核酸をターゲティングするギャップ拡大アンチセンスオ
リゴヌクレオチドは、３つの化学的に修飾されたヌクレオシドのウィングセグメントの間
に配置された、１４の２’－デオキシリボヌクレオチドのギャップセグメントを有する。
１つの態様において、化学修飾は、２’－糖修飾を含む。別の態様において、化学修飾は
、２’－ＭＯＥ糖修飾を含む。
【０１６０】
　ギャップマーモチーフを有するアンチセンス化合物は、「キメラ」アンチセンス化合物
または「キメラ」と見なされ、各々少なくとも１つのモノマー単位、すなわちオリゴヌク
レオチド化合物の場合、ヌクレオチドで構成される、２またはそれより多い化学的に異な
る領域を含有する。これらのオリゴヌクレオチドは、典型的には、ヌクレアーゼ分解に対
する耐性の増加、細胞取り込み増加、ターゲット核酸に対する結合アフィニティ増加およ
び／または阻害活性増加を与えるように修飾されている、少なくとも１つの領域を含有す
る。所定の化合物のすべての位が均質に修飾されていることは必要ではなく、そして実際
、上述の修飾の１より多くが、単一の化合物に、またはオリゴヌクレオチド内の単一のヌ
クレオシドに取り込まれていることさえ可能である。
【０１６１】
　オリゴヌクレオチドのさらなる領域は、ＲＮＡ：ＤＮＡハイブリッドまたはＲＮＡ：Ｒ
ＮＡハイブリッドを切断することが可能な酵素の基質として働くことも可能である。例と
して、ＲＮアーゼＨは、ＲＮＡ：ＤＮＡ二重鎖のＲＮＡ鎖を切断する細胞性エンドヌクレ
アーゼである。ＲＮアーゼＨの活性化は、したがって、ＲＮＡターゲットの切断を生じ、
それによって、遺伝子発現のオリゴヌクレオチド阻害効率を非常に増進させる。その結果
、キメラオリゴヌクレオチドを用いた場合、同じターゲット領域にハイブリダイズするホ
スホロチオエート・デオキシオリゴヌクレオチドに比較して、より短いオリゴヌクレオチ
ドで、匹敵する結果を得ることも、しばしば可能である。ＲＮＡターゲットの切断は、ゲ
ル電気泳動、および必要な場合、当該技術分野に知られる会合核酸ハイブリダイゼーショ
ン技術によって、ルーチンに検出可能である。
【０１６２】
　本発明のキメラアンチセンス化合物は、２またはそれより多い上述のようなオリゴヌク
レオチド、修飾オリゴヌクレオチド、オリゴヌクレオシド、および／またはオリゴヌクレ
オチド擬似体の混成構造として形成されることも可能である。こうした化合物はまた、当
該技術分野に、ハイブリッドまたはギャップマーと称されてきている。こうしたハイブリ
ッド構造の調製を解説する、代表的な米国特許には、限定されるわけではないが、米国特
許第５，０１３，８３０号；第５，１４９，７９７号；第５，２２０，００７号；第５，
２５６，７７５号；第５，３６６，８７８号；第５，４０３，７１１号；第５，４９１，
１３３号；第５，５６５，３５０号；第５，６２３，０６５号；第５，６５２，３５５号
；第５，６５２，３５６号；および第５，７００，９２２号が含まれ、このうち特定のも
のが、本出願と共同所有され、そしてこれらは各々、その全体が本明細書に援用される。
【０１６３】
　ギャップマーモチーフを有するアンチセンスオリゴヌクレオチドの場合、ギャップセグ
メントは、一般的に、エンドヌクレアーゼ切断の基質として働き、一方、ウィングセグメ
ントは修飾ヌクレオシドを含む。好ましい態様において、ギャップマーの領域は、各別個
の領域を含む糖部分のタイプによって区別される。ギャップマーの領域を区別するために
用いられる糖部分のタイプには、β－Ｄ－リボヌクレオシド、β－Ｄ－デオキシリボヌク
レオシド、２’－修飾ヌクレオシド（こうした２’－修飾ヌクレオシドには、２’－ＭＯ
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Ｅが含まれてもよい）、および二環糖修飾ヌクレオシドが含まれうる。
【０１６４】
　本発明のオリゴヌクレオチドの別の修飾は、オリゴヌクレオチドの活性、細胞分布、ま
たは細胞取り込みを増進する、１またはそれより多い部分またはコンジュゲートを、オリ
ゴヌクレオチドに化学的に連結することを伴う。本発明の化合物には、一級または二級ヒ
ドロキシル基などの官能基に共有結合したコンジュゲート基が含まれてもよい。本発明の
コンジュゲート基には、挿入剤、レポーター分子、ポリアミン、ポリアミド、ポリエチレ
ングリコール、ポリエーテル、オリゴマーの薬力学特性を増進する基、およびオリゴマー
の薬物動態特性を増進する基が含まれる。典型的なコンジュゲート基には、コレステロー
ル、脂質、リン脂質、ビオチン、フェナジン、フォレート、フェナントリジン、アントラ
キノン、アクリジン、フルオレセイン、ローダミン、クマリン、および色素が含まれる。
薬力学特性を増進する基には、本発明の関連において、オリゴマー取り込みを改善する基
、分解に対するオリゴマー耐性を増進する基、および／またはＲＮＡとの配列特異的ハイ
ブリダイゼーションを強化する基が含まれる。薬物動態特性を増進する基には、本発明の
関連において、オリゴマー取り込み、分布、代謝または排出を改善する基が含まれる。代
表的なコンジュゲート基は、本明細書にその全開示が援用される、国際特許出願ＰＣＴ／
ＵＳ９２／０９１９６、１９９２年１０月２３日出願に開示される。コンジュゲート部分
には、限定されるわけではないが、脂質部分、例えばコレステロール部分（Ｌｅｔｓｉｎ
ｇｅｒら，　Ｐｒｏｃ．　Ｎａｔｌ．　Ａｃａｄ．　Ｓｃｉ．　ＵＳＡ，　１９８９，　
８６，　６５５３－６５５６）、コール酸（Ｍａｎｏｈａｒａｎら，　Ｂｉｏｏｒｇ．　
Ｍｅｄ．　Ｃｈｅｍ．　Ｌｅｔ．，　１９９４，　４，　１０５３－１０６０）、チオエ
ーテル、例えば、ヘキシル－Ｓ－トリチルチオール（Ｍａｎｏｈａｒａｎら，　Ａｎｎ．
　Ｎ．Ｙ．　Ａｃａｄ．　Ｓｃｉ．，　１９９２，　６６０，　３０６－３０９；　Ｍａ
ｎｏｈａｒａｎら，　Ｂｉｏｏｒｇ．　Ｍｅｄ．　Ｃｈｅｍ．　Ｌｅｔ．，　１９９３，
　３，　２７６５－２７７０）、チオコレステロール（Ｏｂｅｒｈａｕｓｅｒら，　Ｎｕ
ｃｌ．　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．，　１９９２，　２０，　５３３－５３８）、脂肪族鎖、
例えばドデカンジオールまたはウンデシル残基（Ｓａｉｓｏｎ－Ｂｅｈｍｏａｒａｓら，
　ＥＭＢＯ　Ｊ．，　１９９１，　１０，　１１１１－１１１８；　Ｋａｂａｎｏｖら，
　ＦＥＢＳ　Ｌｅｔｔ．，　１９９０，　２５９，　３２７－３３０；　Ｓｖｉｎａｒｃ
ｈｕｋら，　Ｂｉｏｃｈｉｍｉｅ，　１９９３，　７５，　４９－５４）、リン脂質、例
えばジ－ヘキサデシル－ｒａｃ－グリセロールまたはトリエチルアンモニウム　１，２－
ジ－Ｏ－ヘキサデシル－ｒａｃ－グリセロ－３－Ｈ－ホスホネート（Ｍａｎｏｈａｒａｎ
ら，　Ｔｅｔｒａｈｅｄｒｏｎ　Ｌｅｔｔ．，　１９９５，　３６，　３６５１－３６５
４；　Ｓｈｅａら，　Ｎｕｃｌ．　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．，　１９９０，　１８，　３７
７７－３７８３）、ポリアミンまたはポリエチレングリコール鎖（Ｍａｎｏｈａｒａｎら
，　Ｎｕｃｌｅｏｓｉｄｅｓ　＆　Ｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅｓ，　１９９５，　１４，　９
６９－９７３）、あるいはアダマンタン酢酸（Ｍａｎｏｈａｒａｎら，　Ｔｅｔｒａｈｅ
ｄｒｏｎ　Ｌｅｔｔ．，　１９９５，　３６，　３６５１－３６５４）、パルミチル部分
（Ｍｉｓｈｒａら，　Ｂｉｏｃｈｉｍ．　Ｂｉｏｐｈｙｓ．　Ａｃｔａ，　１９９５，　
１２６４，　２２９－２３７）、あるいはオクタデシルアミンまたはヘキシルアミノ－カ
ルボニル－オキシコレステロール部分（Ｃｒｏｏｋｅら，　Ｊ．　Ｐｈａｒｍａｃｏｌ．
　Ｅｘｐ．　Ｔｈｅｒ．，　１９９６，　２７７，　９２３－９３７）が含まれる。本発
明のオリゴヌクレオチドを、活性薬剤物質、例えばアスピリン、ワーファリン、フェニル
ブタゾン、イブプロフェン、スプロフェン、フェンブフェン、ケトプロフェン、（Ｓ）－
（＋）－プラノプロフェン、カルプロフェン、ダンシルザルコシン、２，３，５－トリヨ
ード安息香酸、フルフェナム酸、フォリン酸、ベンゾチアジアジド、クロロチアジド、ジ
アゼピン、インドメタシン、バルビツレート、セファロスポリン、サルファ剤、抗糖尿病
剤、抗細菌剤または抗生物質にコンジュゲート化することもまた可能である。オリゴヌク
レオチド－薬剤コンジュゲートおよびその調製は、本明細書にその全体が援用される米国
特許出願第０９／３３４，１３０号（１９９９年６月１５日出願）に記載される。
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【０１６５】
　こうしたオリゴヌクレオチド・コンジュゲートの調製を解説する代表的な米国特許には
、限定されるわけではないが、米国特許第４，８２８，９７９号；第４，９４８，８８２
号；第５，２１８，１０５号；第５，５２５，４６５号；第５，５４１，３１３号；第５
，５４５，７３０号；第５，５５２，５３８号；第５，５７８，７１７号；第５，５８０
，７３１号；第５，５８０，７３１号；第５，５９１，５８４号；第５，１０９，１２４
号；第５，１１８，８０２号；第５，１３８，０４５号；第５，４１４，０７７号；第５
，４８６，６０３号；第５，５１２，４３９号；第５，５７８，７１８号；第５，６０８
，０４６号；第４，５８７，０４４号；第４，６０５，７３５号；第４，６６７，０２５
号；第４，７６２，７７９号；第４，７８９，７３７号；第４，８２４，９４１号；第４
，８３５，２６３号；第４，８７６，３３５号；第４，９０４，５８２号；第４，９５８
，０１３号；第５，０８２，８３０号；第５，１１２，９６３号；第５，２１４，１３６
号；第５，０８２，８３０号；第５，１１２，９６３号；第５，２１４，１３６号；第５
，２４５，０２２号；第５，２５４，４６９号；第５，２５８，５０６号；第５，２６２
，５３６号；第５，２７２，２５０号；第５，２９２，８７３号；第５，３１７，０９８
号；第５，３７１，２４１号；第５，３９１，７２３号；第５，４１６，２０３号；第５
，４５１，４６３号；第５，５１０，４７５号；第５，５１２，６６７号；第５，５１４
，７８５号；第５，５６５，５５２号；第５，５６７，８１０号；第５，５７４，１４２
号；第５，５８５，４８１号；第５，５８７，３７１号；第５，５９５，７２６号；第５
，５９７，６９６号；第５，５９９，９２３号；第５，５９９，９２８号および第５，６
８８，９４１号が含まれ、このうち特定のものが、本出願と共同所有され、そしてこれら
は各々、本明細書に援用される。
【０１６６】
　本発明の別の態様において、化合物は、２０の連結ヌクレオシドからなる修飾オリゴヌ
クレオチドを含む。
【０１６７】
　本発明の好ましい態様において、化合物は、配列番号３９、４０、４５、５２および１
６６に示す配列を含む。
【０１６８】
　本発明の１つの態様において、組成物は、配列番号２８、３０、３９、４０、４３、４
４、４５、５０、５１、５２、５６、７８、１２５、および１６６の１つに示す配列の核
酸塩基またはその塩、および薬学的に許容されうるキャリアーまたは希釈剤を含む。薬学
的に許容されうる塩の例は、当業者に周知である。
【０１６９】
　本発明の１つの態様において、アンチセンス化合物は、ＣＴＧＦ配列上のある範囲のヌ
クレオチド内で相補的である。特定の態様において、アンチセンス化合物は、配列番号９
のヌクレオチド７１８～７５１、１３８８～１４２３、１４５７～１６８９、２０４０～
２０６９、２１２０～２１４７、または２２６７～２３０１の範囲内で相補的である。特
定の態様において、アンチセンス化合物は、配列番号１０のヌクレオチド２７２８～２７
９７の範囲内で相補的である。これらの範囲をターゲティングする化合物は、少なくとも
５０％の阻害を示す（すなわち配列番号１５、２９、３１、４２、４６～４９、５３、７
２、８１、８２、１５２－１５４、１６４、および１６５）。表１に列挙する特定のター
ゲット部位もまた、少なくとも５０％の阻害を示す（すなわち配列番号１２、２０、３３
、３４、７６、１０７、１２９、１３２、１３４、１３６、および１４６）。特定の態様
において、アンチセンス化合物は、配列番号９のヌクレオチド５５３～６１１、１３９４
～１４２３、１４６９～１５０８、１５５９～１６０５、１６５９～１６８９または２１
００～２１２９および配列番号１０の２６２３～２６４７の範囲内で相補的である。そこ
をターゲティングする化合物は、少なくとも６０％の阻害を示す（すなわち配列番号２７
、２８、３８、３９、４０、４３、４４、４５、５０、５１、５２、５４、５５、５６、
７７、７８、７９、１３８および１３９）。表１に列挙する特定のさらなるターゲット部
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位もまた、少なくとも６０％の阻害を示す（すなわち配列番号２４、３０、６１、６３、
６７、６９、７３、８６、１２５、１２８、および１６１）。特定の態様において、アン
チセンス化合物は、ヌクレオチド１３９９～１４２３の範囲内に相補的である。そこをタ
ーゲティングする化合物は、少なくとも７０％の阻害を示す（すなわち配列番号３９およ
び４０）。表１に列挙する特定のターゲット部位もまた、少なくとも７０％の阻害を示す
（すなわち配列番号２８、３０、４４、４５、５１、５６、７８、１２８、および１３８
）。表１に列挙する１つのターゲット部位はまた、少なくとも８０％の阻害を示す（すな
わち配列番号４４）。特定の態様において、阻害パーセントは、アンチセンス化合物を５
０ｎｍの濃度でＨｕＶｅｃ細胞に送達した際に達成される。さらなる詳細に関しては、本
明細書の以下に提供する、実施例８を参照されたい。
【０１７０】
　組成物の態様において、修飾オリゴヌクレオチドは、一本鎖または二本鎖オリゴヌクレ
オチドである。修飾オリゴヌクレオチドを含む本発明の別の態様において、修飾オリゴヌ
クレオチドは２０の連結ヌクレオシドからなる。
【０１７１】
　本発明の別の態様において、細胞または組織において、結合組織増殖因子の発現を阻害
するための方法であって、細胞または組織を、結合組織増殖因子の発現が阻害されるよう
な条件下で、関心対象の化合物と接触させる工程を含む、前記方法を提供する。
【０１７２】
　薬学的組成物または配合物の調製のため、アンチセンスオリゴヌクレオチドを薬学的に
許容されうる活性および／または不活性物質と組み合わせてもよい。薬学的組成物配合の
ための組成物および方法は、限定されるわけではないが、投与経路、疾患の度合い、また
は投与しようとする用量を含む、いくつかの基準に応じる。
【０１７３】
　アンチセンス化合物と、適切な薬学的に許容されうる希釈剤またはキャリアーを組み合
わせることによって、核酸をターゲティングするアンチセンス化合物を薬学的組成物中で
利用してもよい。薬学的に許容されうる希釈剤には、リン酸緩衝生理食塩水（ＰＢＳ）が
含まれる。ＰＢＳは、非経口送達しようとする組成物中で使用するのに適した希釈剤であ
る。したがって、１つの態様において、本明細書記載の方法において使用するのは、核酸
をターゲティングするアンチセンス化合物および薬学的に許容されうる希釈剤を含む薬学
的組成物である。別の態様において、薬学的に許容されうる希釈剤は、薬剤等級生理食塩
水または薬剤等級ＰＢＳである。他の態様において、アンチセンス化合物はアンチセンス
オリゴヌクレオチドである。
【０１７４】
　アンチセンス化合物を含む薬学的組成物は、ヒトを含む動物に投与した際に、生物学的
に活性がある代謝産物またはその残基を（直接または間接的に）提供することが可能な、
任意の薬学的に許容されうる塩、エステル、またはこうしたエステルの塩、あるいは任意
の他のオリゴヌクレオチドを含む。したがって、例えば、本開示はまた、アンチセンス化
合物、プロドラッグ、こうしたプロドラッグの薬学的に許容されうる塩、および他の生物
学的等価物にも関する。適切な薬学的に許容されうる塩には、限定されるわけではないが
、ナトリウムおよびカリウム塩が含まれる。
【０１７５】
　プロドラッグには、体内の内因性ヌクレアーゼによって切断されて、活性アンチセンス
化合物を形成するように、アンチセンス化合物の一端または両端でさらなるヌクレオシド
の取り込みが含まれてもよい。特に、本発明のオリゴヌクレオチドのプロドラッグ型は、
Ｇｏｓｓｅｌｉｎらに対するＷＯ　９３／２４５１０、１９９３年１２月９日公表、また
はＩｍｂａｃｈらに対するＷＯ　９４／２６７６４および米国特許第５，７７０，７１３
号に開示される方法にしたがったＳＡＴＥ（（Ｓ－アセチル－２－チオエチル）ホスフェ
ート）誘導体として調製される。
【０１７６】
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　用語「薬学的に許容されうる塩」は、本発明の化合物の生理学的および薬学的に許容さ
れうる塩：すなわち親化合物の望ましい生物学的活性を保持し、そしてその望ましくない
毒性効果を与えない塩を指す。
【０１７７】
　薬学的に許容されうる塩基付加塩は、金属またはアミン、例えばアルカリおよびアルカ
リ土類金属または有機アミンで形成される。陽イオンとして用いられる金属の例は、ナト
リウム、カリウム、マグネシウム、カルシウム等である。適切なアミンの例は、Ｎ，Ｎ’
－ジベンジルエチレンジアミン、クロロプロカイン、コリン、ジエタノールアミン、ジシ
クロへキシルアミン、エチレンジアミン、Ｎ－メチルグルカミン、およびプロカインであ
る（例えば、Ｂｅｒｇｅら，　“Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｓａｌｔｓ，”　Ｊ．
　ｏｆ　Ｐｈａｒｍａ　Ｓｃｉ．，　１９７７，　６６，　１－１９を参照されたい）。
前記酸性化合物の塩基付加塩は、慣用的な方式で、十分な量の望ましい塩基と、遊離酸型
を接触させ、塩を生じさせることにより、調製する。遊離酸型は、慣用的な方式で、酸と
塩型を接触させ、そして遊離酸を単離することにより、再生してもよい。遊離酸型は、そ
れぞれの塩型と、極性溶媒における可溶性などの特定の物理的特性において、幾分異なる
が、それ以外は、本発明の目的には、該塩は、それぞれの遊離酸と同等である。本明細書
において、「薬学的付加塩」には、本発明の組成物の構成要素の１つの酸型の薬学的に許
容されうる塩が含まれる。これらには、アミンの有機または無機酸塩が含まれる。好まし
い酸塩は、塩酸塩、酢酸塩、サリチル酸塩、硝酸塩およびリン酸塩である。他の適切な薬
学的に許容されうる塩は、当業者に周知であり、そして多様な無機および有機酸の塩基性
塩であって、例えば、塩酸、臭化水素酸、硫酸またはリン酸などの無機塩を用い；有機カ
ルボン酸、スルホン酸、スルホまたはホスホ酸またはＮ－置換スルファミン酸、例えば酢
酸、プロピオン酸、グリコール酸、コハク酸、マレイン酸、ヒドロキシマレイン酸、メチ
ルマレイン酸、フマル酸、リンゴ酸、酒石酸、乳酸、シュウ酸、グルコン酸、グルカル酸
、グルクロン酸、クエン酸、安息香酸、ケイ皮酸、マンデル酸、サリチル酸、４－アミノ
サリチル酸、２－フェノキシ安息香酸、２－アセトキシ安息香酸、エンボン酸、ニコチン
酸またはイソニコチン酸を用い；そして天然のタンパク質合成に関与する２０のアルファ
－アミノ酸、例えばグルタミン酸またはアスパラギン酸などのアミノ酸を用い、そしてま
たフェニル酢酸、メタンスルホン酸、エタンスルホン酸、２－ヒドロキシエタンスルホン
酸、エタン－１，２－ジスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、４－メチルベンゼンスルホン
酸、ナフタレン－２－スルホン酸、ナフタレン－１，５－ジスルホン酸、２－または３－
ホスホグリセリン酸、グルコース－６－リン酸、Ｎ－シクロヘキシルスルファミン酸（シ
クラメートの形成とともに）を用い、あるいはアスコルビン酸などの他の酸性有機化合物
を用いる、前記塩基性塩が含まれる。化合物の薬学的に許容されうる塩はまた、薬学的に
許容されうる陽イオンで調製してもよい。適切な薬学的に許容されうる陽イオンは、当業
者に周知であり、そしてアルカリ、アルカリ土類、アンモニウムおよび第四級アンモニウ
ム陽イオンを含む。炭酸塩または炭酸水素塩もまた、使用可能である。
【０１７８】
　オリゴヌクレオチドに関しては、薬学的に許容されうる塩の好ましい例には、限定され
るわけではないが、（ａ）ナトリウム、カリウム、アンモニウム、マグネシウム、カルシ
ウム、スペルミンおよびスペルミジンなどのポリアミンなどの陽イオンで形成される塩；
（ｂ）無機酸、例えば塩酸、臭化水素酸、硫酸、リン酸、硝酸等で形成される酸付加塩；
（ｃ）例えば酢酸、シュウ酸、酒石酸、コハク酸、マレイン酸、フマル酸、グルコン酸、
クエン酸、リンゴ酸、アスコルビン酸、安息香酸、タンニン酸、パルミチン酸、アルギン
酸、ポリグルタミン酸、ナフタレンスルホン酸、メタンスルホン酸、ｐ－トルエンスルホ
ン酸、ナフタレンジスルホン酸、ポリガラクツロン酸等などの有機酸で形成される塩；な
らびに（ｄ）塩素、臭素、およびヨードなど元素陰イオンから形成される塩が含まれる。
【０１７９】
　本発明の特定の態様において、薬学的に許容されうるキャリアーまたは希釈剤は、薬理
学的活性を欠くが、１またはそれより多い核酸をヒトまたは非ヒト動物に送達するための
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溶媒、懸濁剤または任意の他の薬学的に不活性なビヒクルとして、薬学的に必要であるか
または望ましい、組成物中の成分である。薬学的キャリアーは当事者に周知である。
【０１８０】
　キャリアー
　本発明の特定の組成物はまた、配合中にキャリアー化合物を取り込んでもよい。本明細
書において、「キャリアー化合物」または「キャリアー」は、不活性である（すなわち、
それ自体、生物学的活性を持たない）が、例えば、生物学的に活性がある核酸を分解する
か、または循環からのその除去を促進することにより、生物学的活性を有する核酸の生物
学的利用能を減少させるｉｎ　ｖｉｖｏプロセスによって、核酸として認識される、核酸
、またはその類似体を指すことも可能である。核酸およびキャリアー化合物の同時投与は
、典型的には、後者の物質が過剰であり、おそらく共通の受容体に対するキャリアー化合
物および核酸の間の競合のため、肝臓、腎臓または他の循環外貯蔵器官に回収される核酸
の量を実質的に減少させることが可能である。例えば、肝組織において、部分的にホスホ
ロチオエートであるオリゴヌクレオチドの回収は、該オリゴヌクレオチドが、ポリイノシ
ン酸、デキストラン硫酸、ポリシチジン酸または４－アセトアミド－４’－イソチオシア
ノ－スチルベン－２，２’－ジスルホン酸と同時投与された際、減少しうる（Ｍｉｙａｏ
ら，　Ａｎｔｉｓｅｎｓｅ　Ｒｅｓ．　Ｄｅｖ．，　１９９５，　５，　１１５－１２１
；　Ｔａｋａｋｕｒａら，　Ａｎｔｉｓｅｎｓｅ　＆　Ｎｕｃｌ．　Ａｃｉｄ　Ｄｒｕｇ
　Ｄｅｖ．，　１９９６，　６，　１７７－１８３）。
【０１８１】
　賦形剤
　キャリアー化合物と対照的に、「薬学的キャリアー」または「賦形剤」は、動物に１ま
たはそれより多い核酸を送達するための、薬学的に許容されうる溶媒、懸濁剤または任意
の他の薬理学的に不活性なビヒクルである。賦形剤は、液体または固体であってもよく、
そして核酸および所定の薬学的組成物の他の構成要素と組み合わせた際、望ましい体積（
ｂｕｌｋ）、コンシステンシーなどを提供するように、計画した投与方式にしたがって選
択される。典型的な薬学的キャリアーには、限定されるわけではないが、結合剤（例えば
、あらかじめゼラチン化されたトウモロコシデンプン、ポリビニルピロリドンまたはヒド
ロキシプロピルメチルセルロースなど）；充填剤（例えばラクトースおよび他の糖、微結
晶性セルロース、ペクチン、ゼラチン、硫酸カルシウム、エチルセルロース、ポリアクリ
レート類またはリン酸水素カルシウムなど）；潤滑剤（例えばステアリン酸マグネシウム
、タルク、シリカ、コロイド性二酸化ケイ素、ステアリン酸、金属性ステアリン酸塩類、
水素添加植物油類、コーンスターチ、ポリエチレングリコール類、安息香酸ナトリウム、
酢酸ナトリウムなど）；崩壊剤（例えばデンプン、デンプングリコール酸ナトリウムなど
）；および湿潤剤（例えばラウリル硫酸ナトリウムなど）が含まれる。
【０１８２】
　核酸と有害に反応しない、非－非経口投与に適した、薬学的に許容されうる有機または
無機添加剤もまた、本発明の組成物を配合するのに用いてもよい。薬学的に許容されうる
適切なキャリアーには、限定されるわけではないが、水、塩溶液、アルコール類、ポリエ
チレングリコール類、ゼラチン、ラクトース、アミロース、ステアリン酸マグネシウム、
タルク、ケイ酸、粘性パラフィン、ヒドロキシメチルセルロース、ポリビニルピロリドン
およびそれらに匹敵するものが含まれる。
【０１８３】
　核酸の局所投与のための配合物には、無菌および非無菌水溶液、アルコールなどの一般
的な溶媒中の非水溶液、あるいは液体または固形油基剤中の核酸溶液が含まれてもよい。
溶液はまた、緩衝剤、希釈剤および他の適切な添加物も含有してもよい。核酸と有害に反
応しない、非－非経口投与に適した、薬学的に許容されうる有機または無機添加剤を用い
てもよい。
【０１８４】
　本発明の１つの態様において、組成物は、一本鎖または二本鎖オリゴヌクレオチドを含
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む修飾オリゴヌクレオチドを含み、そして修飾オリゴヌクレオチドは２０の連結ヌクレオ
シドからなる。
【０１８５】
　別の態様において、本発明は、細胞または組織において、結合組織増殖因子の発現を阻
害するための方法であって、細胞または組織を、結合組織増殖因子の発現が阻害されるよ
うな条件下で、上述の化合物のいずれか１つと接触させる工程を含む、前記方法を含む。
【０１８６】
　特定の態様において、本発明は、結合組織増殖因子の発現と関連する疾患または状態を
有する動物を治療する方法であって、それによって動物が治療されるように、結合組織増
殖因子の発現を阻害するのに有効な量の上述の化合物を、動物に投与する工程を含む、前
記方法を含む。
【０１８７】
　本発明の方法を実施する際、動物には、ヒトならびに非ヒト動物が含まれ、好ましくは
動物はヒトである。
【０１８８】
　本発明にはまた、本発明のアンチセンス化合物を含む薬学的組成物および配合物も含ま
れる。本発明の薬剤組成物は、局所または全身治療が望ましいかどうかに応じ、そして治
療しようとする領域に応じ、いくつかの方式で投与してもよい。投与は、注射針の皮内ス
レッディングを含む皮内投与、皮下、局所（眼、ならびに膣および直腸送達を含む粘膜に
対するものを含む）、例えば、ネブライザーによるものを含む、粉末またはエアロゾル吸
入（ｉｎｈａｌａｔｉｏｎ、ｉｎｓｕｆｆｌａｔｉｏｎ）による、肺；気管内、鼻内、上
皮および経皮、経口または非経口であってもよい。非経口投与には、静脈内、動脈内、皮
下、腹腔内または筋内注射または注入；あるいは頭蓋内、例えばクモ膜下腔内または脳室
内、投与が含まれる。
【０１８９】
　局所投与のための薬剤組成物および配合物には、経皮パッチ、軟膏、ローション、クリ
ーム、ゲル、ドロップ、座薬、スプレー、液体および粉末が含まれてもよい。慣用的な薬
学的キャリアー、水性、粉末または油性基剤、増粘剤等が必要であるかまたは望ましい可
能性がある。被覆コンドーム、手袋等もまた、有用である可能性もある。好ましい皮内お
よび局所配合物には、本発明のオリゴヌクレオチドが、局所送達剤、例えば脂質、リポソ
ーム、脂肪酸、脂肪酸エステル、ステロイド、キレート剤および界面活性剤と混合されて
いるものが含まれる。好ましい脂質およびリポソームには、中性（例えばジオレオイルホ
スファチジルＤＯＰＥエタノールアミン、ジミリストイルホスファチジルコリンＤＭＰＣ
、ジステアロイルホスファチジルコリン）、陰性（例えばジミリストイルホスファチジル
グリセロールＤＭＰＧ）および陽イオン性（例えばジオレオイルテトラメチルアミノプロ
ピルＤＯＴＡＰおよびジオレオイルホスファチジルエタノールアミンＤＯＴＭＡ）のもの
が含まれる。本発明のオリゴヌクレオチドをリポソーム内に被包してもよいし、またはオ
リゴヌクレオチドはリポソームと、特に陽イオン性リポソームと複合体を形成してもよい
。あるいは、オリゴヌクレオチドを脂質と、特に陽イオン性脂質と複合体化してもよい。
好ましい脂肪酸およびエステルには、限定されるわけではないが、アラキドン酸、オレイ
ン酸、エイコサン酸、ラウリル酸、カプリル酸、カプリン酸、ミリスチン酸、パルミチン
酸、ステアリン酸、リノール酸、リノレン酸、ジカプレート、トリカプレート、モノオレ
イン、ジラウリン、グリセリル１－モノカプレート、１－ドデシルアザシクロヘプタン－
２－オン、アシルカルニチン、アシルコリン、またはＣ１～１０アルキルエステル（例え
ばイソプロピルミリステートＩＰＭ）、モノグリセリド、ジグリセリドあるいはその薬学
的に許容されうる塩が含まれる。局所配合物は、本明細書にその全体が援用される、米国
特許出願第０９／３１５，２９８号、１９９９年５月２０日出願に詳細に記載される。
【０１９０】
　本発明の薬学的組成物には、限定されるわけではないが、溶液、エマルジョン、および
リポソーム含有配合物が含まれる。これらの組成物は、限定されるわけではないが、あら
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かじめ形成された液体、自己乳化固体および自己乳化半固体を含む、多様な構成要素から
生成可能である。
【０１９１】
　単位投薬型で好適に提示可能な、本発明の薬学的配合物を、薬学産業に周知の慣用的技
術にしたがって調製可能である。こうした技術には、活性成分と薬学的キャリアー（単数
または複数）または賦形剤（単数または複数）を会合させる工程が含まれる。一般的に、
均一にそして密接に、活性成分と液体キャリアーまたは細分割固体キャリアーあるいは両
方を会合させ、そして次いで、必要であれば産物を成形することによって、配合物を調製
する。
【０１９２】
　本発明の組成物を、限定されるわけではないが、シリンジ、あらかじめ充填されたシリ
ンジ、錠剤、カプセル、ゲルカプセル、液体シロップ、軟ゲル、座薬、および浣腸剤を含
む、任意の多くのありうる投薬型に配合してもよい。本発明の組成物をまた、水性、非水
性または混合媒体中の懸濁物として配合してもよい。水性懸濁物はさらに、例えばカルボ
キシメチル－セルロース・ナトリウム、ソルビトールおよび／またはデキストランを含む
、懸濁物の粘性を増加させる物質を含有してもよい。懸濁物はまた、安定化剤も含有して
もよい。
【０１９３】
　本発明の１つの態様において、薬学的組成物を泡として配合し、そして用いてもよい。
薬学的泡には、限定されるわけではないが、エマルジョン、マイクロエマルジョン、クリ
ーム、ゼリーおよびリポソームなどの配合物が含まれる。性質は基本的に同様であるが、
これらの配合物は構成要素および最終産物のコンシステンシーが多様である。こうした組
成物および配合物の調製は、薬学および配合業の当業者に一般的に知られ、そして本発明
の組成物の配合に適用しうる。
【０１９４】
　リポソーム
　マイクロエマルジョンに加え、研究され、そして薬剤配合に用いられてきている、多く
の編成界面活性剤構造がある。これらには、単層、ミセル、二層および小胞が含まれる。
リポソームなどの小胞は、薬剤送達の観点から、これらが提供するその特異性および作用
期間のため、非常な興味をひきつけてきている。本発明において、用語「リポソーム」は
、球状二層または二層に配置された両親媒性脂質で構成される小胞を意味する。
【０１９５】
　リポソームは、親脂質成分および水性内部から形成される膜を有する、単層または多層
小胞である。水性部分は、送達しようとする組成物を含有する。陽イオン性リポソームは
、細胞壁に融合することが可能であるという利点を持つ。非陽イオン性リポソームは、細
胞壁とは効率的に融合できないが、ｉｎ　ｖｉｖｏでマクロファージにより取り込まれる
。
【０１９６】
　損なわれていない哺乳動物の皮膚を横断するため、脂質小胞は、適切な経皮勾配の影響
下で、各々直径５０ｎｍ未満の一連の細かい孔を通過しなければならない。したがって、
非常に変形性で、そしてこうした細かい孔を通過することが可能であるリポソームを使用
することが望ましい。
【０１９７】
　リポソームのさらなる利点には；天然リン脂質から得られたリポソームは、生体適合性
であり、そして生物分解性であり；リポソームは広い範囲の水溶性および脂溶性薬剤を取
り込むことも可能であり；リポソームは、その内部区画中で、代謝および分解から、被包
薬剤を保護することも可能であることが含まれる（Ｒｏｓｏｆｆ，　Ｐｈａｒｍａｃｅｕ
ｔｉｃａｌ　Ｄｏｓａｇｅ　Ｆｏｒｍｓ，　Ｌｉｅｂｅｒｍａｎ，　Ｒｉｅｇｅｒおよび
Ｂａｎｋｅｒ（監修），　１９８８，　Ｍａｒｃｅｌ　Ｄｅｋｋｅｒ，　Ｉｎｃ．，　ニ
ューヨーク州ニューヨーク，中，　第１巻，　ｐ．２４５）。リポソーム配合物の調製に
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おいて考慮するのが重要なのは、リポソームの脂質表面電荷、小胞サイズおよび水性体積
である。
【０１９８】
　リポソームは、作用部位に活性成分を輸送しそして送達するのに有用である。リポソー
ム膜は、生物学的膜に構造的に似ているため、リポソームが組織に適用された際、リポソ
ームは細胞膜と合体し始める。リポソームおよび細胞の合体が進行するにつれ、活性剤が
作用する可能性がある細胞内に、リポソームの内容物が移される。
【０１９９】
　リポソーム配合物は、多くの薬剤の送達様式として、広範な研究の焦点となってきてい
る。皮内および局所投与に関し、リポソームが他の配合物に勝る、いくつかの利点を提供
する証拠が増えてきている。こうした利点には、投与薬剤の高い全身性吸収に関連する副
作用の減少、望ましいターゲットでの投与薬剤集積の増加、ならびに親水性および疎水性
両方の非常に多様な薬剤の皮膚への投与能が含まれる。
【０２００】
　いくつかの報告により、リポソームが高分子量ＤＮＡを含む剤を皮膚に送達する能力が
詳しく述べられてきている。鎮痛剤、抗体、ホルモンおよび高分子量ＤＮＡを含む化合物
が皮膚に投与されてきている。適用の大部分は、上面表皮のターゲティングを生じた。
【０２０１】
　リポソームは、２つの広いクラスに属する。陽イオン性リポソームは陽性に荷電してい
るリポソームであり、陰性に荷電しているＤＮＡ分子と相互作用し、安定な複合体を形成
する。陽性荷電ＤＮＡ／リポソーム複合体は、陰性荷電細胞表面に結合し、そしてエンド
ソーム中に入る。エンドソーム内は酸性ｐＨであるため、リポソームは破裂し、内容物を
細胞質に放出する（Ｗａｎｇら，　Ｂｉｏｃｈｅｍ．　Ｂｉｏｐｈｙｓ．　Ｒｅｓ．　Ｃ
ｏｍｍｕｎ．，　１９８７，　１４７，　９８０－９８５）。
【０２０２】
　ｐＨ感受性または陰性荷電リポソームは、ＤＮＡと複合体化するよりもＤＮＡを捕捉す
る。ＤＮＡおよび脂質はどちらも、同様に荷電しているため、複合体形成よりも反発が起
こる。にもかかわらず、あるＤＮＡはこれらのリポソームの水性内部に捕捉される。チミ
ジンキナーゼ遺伝子をコードするＤＮＡを、培養中の細胞単層に送達するのに、ｐＨ感受
性リポソームが使用されてきている。外因性遺伝子の発現が、ターゲット細胞において検
出された（Ｚｈｏｕら，　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　Ｒｅｌｅａｓ
ｅ，　１９９２，　１９，　２６９－２７４）。
【０２０３】
　リポソーム組成物の１つの主要なタイプには、天然由来ホスファチジルコリン以外のリ
ン脂質が含まれる。中性リポソーム組成物は、例えば、ジミリストイルホスファチジルコ
リン（ＤＭＰＣ）またはジパルミトイルホスファチジルコリン（ＤＰＰＣ）から形成され
てもよい。陰イオン性リポソーム組成物は、一般的に、ジミリストイルホスファチジルグ
リセロールから形成されるが、陰イオン性融合体形成性（ｆｕｓｏｇｅｎｉｃ）リポソー
ムは、主に、ジオレオイルホスファチジルエタノールアミン（ＤＯＰＥ）から形成される
。リポソーム組成物の別のタイプは、例えばダイズ（ｓｏｙｂｅａｎ）ＰＣ、および卵Ｐ
Ｃなどのホスファチジルコリン（ＰＣ）から形成される。別のタイプは、リン脂質および
／またはホスファチジルコリンおよび／またはコレステロールの混合物から形成される。
【０２０４】
　いくつかの研究により、皮膚へのリポソーム薬剤配合物の局所送達が評価されてきてい
る。インターフェロンを含有するリポソームのモルモット皮膚への適用により、皮膚疱疹
傷の減少が生じたが、他の手段を介した（例えば溶液としてまたはエマルジョンとしての
）インターフェロンの送達は無効であった（Ｗｅｉｎｅｒら，　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　
Ｄｒｕｇ　Ｔａｒｇｅｔｉｎｇ，　１９９２，　２，　４０５－４１０）。さらに、さら
なる研究により、水性系を用いたインターフェロン投与に対し、リポソーム配合物の一部
として投与されたインターフェロンの有効性が試験され、そしてリポソーム配合物が水性
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投与より優れていると結論付けられた（ｄｕ　Ｐｌｅｓｓｉｓら，　Ａｎｔｉｖｉｒａｌ
　Ｒｅｓｅａｒｃｈ，　１９９２，　１８，　２５９－２６５）。
【０２０５】
　非イオン性リポソーム系、特に非イオン性界面活性剤およびコレステロールを含む特定
の系もまた、皮膚への薬剤送達における有用性を決定するため、調べられてきている。Ｎ
ｏｖａｓｏｍｅＴＭ　Ｉ（ジラウリン酸グリセリル／コレステロール／ポリオキシエチレ
ン－１０－ステアリルエーテル）およびＮｏｖａｓｏｍｅＴＭ　ＩＩ（ジステアリン酸グ
リセリル／コレステロール／ポリオキシエチレン－１０－ステアリルエーテル）を含む非
イオン性リポソーム配合物を用い、マウス皮膚の真皮にシクロスポリン－Ａを送達した。
結果により、こうした非イオン性リポソーム系は、皮膚の異なる層へのシクロスポリン－
Ａの沈着を促進するのに有効であることが示された（Ｈｕら，　Ｓ．Ｔ．Ｐ．　Ｐｈａｒ
ｍａ．　Ｓｃｉ．，　１９９４，　４，　６，　４６６）。
【０２０６】
　リポソームはまた、「立体的に安定な」リポソームも含み、本明細書において、本用語
は、１またはそれより多い特殊化脂質であって、リポソームに取り込まれた際に、こうし
た特殊化脂質を欠くリポソームに比べ、循環期間の増進を生じる前記特殊化脂質を含むリ
ポソームを指す。立体的に安定なリポソームの例は、リポソームの小胞形成脂質部分の一
部が（Ａ）１またはそれより多い糖脂質、例えばモノシアロガングリオシドＧＭ１を含む
か、あるいは（Ｂ）１またはそれより多い親水性ポリマー、例えばポリエチレングリコー
ル（ＰＥＧ）部分で誘導体化されているものである。いかなる特定の理論に束縛されるこ
とも望ましくないが、少なくとも、ガングリオシド、スフィンゴミエリン、またはＰＥＧ
誘導体化脂質を含有する、立体的に安定なリポソームに関しては、これらの立体的に安定
なリポソームの増進された循環半減期は、細網内皮細胞系（ＲＥＳ）の細胞への減少した
取り込みによるものと当該技術分野において考えられている（Ａｌｌｅｎら，　ＦＥＢＳ
　Ｌｅｔｔｅｒｓ，　１９８７，　２２３，　４２；　Ｗｕら，　Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ
ｅａｒｃｈ，　１９９３，　５３，　３７６５）。
【０２０７】
　１またはそれより多い糖脂質を含む、多様なリポソームが当該技術分野に知られる。Ｐ
ａｐａｈａｄｊｏｐｏｕｌｏｓら（Ａｎｎ．　Ｎ．Ｙ．　Ａｃａｄ．　Ｓｃｉ．，　１９
８７，　５０７，　６４）は、モノシアロガングリオシドＧＭ１、ガラクトセレブロシド
硫酸、およびホスファチジルイノシトールがリポソームの血液半減期を改善する能力を報
告した。これらの知見は、Ｇａｂｉｚｏｎら（Ｐｒｏｃ．　Ｎａｔｌ．　Ａｃａｄ．　Ｓ
ｃｉ．　Ｕ．Ｓ．Ａ．，　１９８８，　８５，　６９４９）によって詳しく解説された。
共にＡｌｌｅｎらに対する、米国特許第４，８３７，０２８号およびＷＯ　８８／０４９
２４は、（１）スフィンゴミエリンおよび（２）ガングリオシドＧＭ１またはガラクトセ
レブロシド硫酸エステルを含むリポソームを開示する。米国特許第５，５４３，１５２号
（Ｗｅｂｂら）は、スフィンゴミエリンを含むリポソームを開示する。１，２－ｓｎ－ジ
ミリストイルホスファチジルコリンを含むリポソームは、ＷＯ　９７／１３４９９（Ｌｉ
ｍら）に開示される。
【０２０８】
　１またはそれより多い親水性ポリマーで誘導体化された脂質を含む多くのリポソームお
よびその調製法が、当該技術分野に知られる。Ｓｕｎａｍｏｔｏら（Ｂｕｌｌ．　Ｃｈｅ
ｍ．　Ｓｏｃ．　Ｊｐｎ．，　１９８０，　５３，　２７７８）は、ＰＥＧ部分を含有す
る、非イオン性界面活性剤２Ｃ１２１５Ｇを含むリポソームを記載した。Ｉｌｌｕｍら（
ＦＥＢＳ　Ｌｅｔｔ．，　１９８４，　１６７，　７９）は、ポリマー性グリコールを用
いたポリスチレン粒子の親水性コーティングが、有意に増進された血液半減期を生じるこ
とを記した。ポリアルキレングリコール（例えばＰＥＧ）のカルボキシル基の付着により
修飾されている合成リン脂質がＳｅａｒｓ（米国特許第４，４２６，３３０号および第４
，５３４，８９９号）に記載される。Ｋｌｉｂａｎｏｖら（ＦＥＢＳ　Ｌｅｔｔ．，　１
９９０，　２６８，　２３５）は、ＰＥＧまたはステアリン酸ＰＥＧで誘導体化したホス
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ファチジルエタノールアミン（ＰＥ）を含むリポソームの血液循環半減期が有意に増加し
ていることを立証する実験を記載した。Ｂｌｕｍｅら（Ｂｉｏｃｈｉｍｉｃａ　ｅｔ　Ｂ
ｉｏｐｈｙｓｉｃａ　Ａｃｔａ，　１９９０，　１０２９，　９１）は、こうした観察を
、他のＰＥＧ誘導体化リン脂質、例えばジステアロイルホスファチジルエタノールアミン
（ＤＳＰＥ）およびＰＥＧの組み合わせから形成される、ＤＳＰＥ－ＰＥＧにまで広げた
。外表面上に共有結合しているＰＥＧ部分を有するリポソームは、Ｆｉｓｈｅｒに対する
欧州特許第ＥＰ　０　４４５　１３１　Ｂ１号およびＷＯ　９０／０４３８４に記載され
る。１～２０モルパーセントのＰＥＧ誘導体化ＰＥを含有するリポソーム組成物、および
その使用法は、Ｗｏｏｄｌｅら（米国特許第５，０１３，５５６号および第５，３５６，
６３３号）およびＭａｒｔｉｎら（米国特許第５，２１３，８０４号および欧州特許第Ｅ
Ｐ　０　４９６　８１３　Ｂ１号）に記載される。いくつかの他の脂質－ポリマーコンジ
ュゲートを含むリポソームは、ＷＯ　９１／０５５４５および米国特許第５，２２５，２
１２号（どちらもＭａｒｔｉｎらに対する）およびＷＯ　９４／２００７３（Ｚａｌｉｐ
ｓｋｙら）に開示される。ＰＥＧ修飾セラミド脂質を含むリポソームは、ＷＯ　９６／１
０３９１（Ｃｈｏｉら）に記載される。米国特許第５，５４０，９３５号（Ｍｉｙａｚａ
ｋｉら）および第５，５５６，９４８号（Ｔａｇａｗａら）は、表面上の官能部分でさら
に誘導体化することも可能な、ＰＥＧ含有リポソームを記載する。
【０２０９】
　限定された数の、核酸を含むリポソームが当該技術分野に知られる。Ｔｈｉｅｒｒｙら
に対するＷＯ　９６／４００６２は、リポソーム中に高分子量核酸を被包するための方法
を開示する。Ｔａｇａｗａらに対する米国特許第５，２６４，２２１号は、タンパク質結
合リポソームを開示し、そしてこうしたリポソームの内容物にアンチセンスＲＮＡを含む
ことも可能であることを主張する。Ｒａｈｍａｎらに対する米国特許第５，６６５，７１
０号は、リポソームにオリゴデオキシヌクレオチドを被包する、特定の方法を記載する。
Ｌｏｖｅらに対するＷＯ　９７／０４７８７は、ｒａｆ遺伝子にターゲティングされてい
るアンチセンスオリゴヌクレオチドを含むリポソームを開示する。
【０２１０】
　トランスファーソーム（ｔｒａｎｓｆｅｒｓｏｍｅ）は、リポソームのさらに別の種類
であり、そして薬剤送達ビヒクルとして魅力的な候補である、非常に変形性の脂質凝集体
である。トランスファーソームは、非常に変形性であり、該小滴より小さい孔を通じ、容
易に浸透することが可能な脂質小滴と記載することが可能である。トランスファーソーム
は、用いられる環境に対し適応可能であり、例えば、自己最適化し（皮膚の孔の形状に適
応する）、自己修復し、しばしば断片化なしにターゲットに到達し、そしてしばしば自動
装填する。トランスファーソームの作製のため、標準的リポソーム組成物に、表面縁活性
化剤、通常、界面活性剤を添加してもよい。トランスファーソームは、血清アルブミンを
皮膚に送達するのに用いられてきている。血清アルブミンのトランスファーソーム仲介送
達は、血清アルブミン含有溶液の皮下注射と同程度に有効であることが示されてきている
。
【０２１１】
　界面活性剤は、エマルジョン（マイクロエマルジョンを含む）およびリポソームなどの
配合物において、広い適用を見出す。天然および合成両方の、多くの異なるタイプの界面
活性剤の特性を分類しそして位置付ける、最も一般的な方法は、親水／親油バランス（Ｈ
ＬＢ）の使用による。親水性基（「頭部」としても知られる）の性質は、配合物に用いら
れる、異なる界面活性剤を分類するのに最も有用な手段を提供する（Ｒｉｅｇｅｒ，　Ｐ
ｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｄｏｓａｇｅ　Ｆｏｒｍｓ，　Ｍａｒｃｅｌ　Ｄｅｋｋｅ
ｒ，　Ｉｎｃ．，　ニューヨーク州ニューヨーク，　１９８８，中，　ｐ．２８５）。
【０２１２】
　界面活性剤分子がイオン化されていない場合、非イオン性界面活性剤と分類される。非
イオン性界面活性剤は、薬剤および美容製品に広い適用を見出し、そして広い範囲のｐＨ
値に渡り、使用可能である。一般的に、そのＨＬＢ値は、構造に応じ、２～約１８の範囲
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である。非イオン性界面活性剤には、非イオン性エステル類、例えばエチレングリコール
エステル類、ポリエチレングリコールエステル類、グリセリルエステル類、ポリグリセリ
ルエステル類、ソルビタンエステル類、スクロースエステル類、およびエトキシル化エス
テル類が含まれる。非イオン性アルカノールアミド類およびエーテル類、例えば脂肪アル
コールエトキシレート類、プロポキシル化アルコール類、およびエトキシル化／プロポキ
シル化ブロックポリマー類もまた、このクラスに含まれる。ポリオキシエチレン界面活性
剤は、非イオン性界面活性剤クラスの最も一般的なメンバーである。
【０２１３】
　界面活性剤分子が陰性電荷を持つ場合、該分子を水に溶解しまたは分散させた際、該界
面活性剤は、陰イオン性と分類される。陰イオン性界面活性剤には、カルボン酸塩類、例
えば石鹸、アシルラクチレート類、アミノ酸のアシルアミド類、硫酸のエステル類、例え
ば硫酸アルキル類およびエトキシル化硫酸アルキル類、スルホン酸塩類、例えばベンゼン
スルホン酸アルキル類、イセチオン酸アシル類、アシルタウレート類およびスルホコハク
酸塩類、およびリン酸塩類が含まれる。陰イオン性界面活性剤クラスの最も重要なメンバ
ーは、硫酸アルキル類および石鹸である。
【０２１４】
　界面活性剤分子が陽性電荷を持つ場合、該分子を水に溶解しまたは分散させた際、該界
面活性剤は、陽イオン性と分類される。陽イオン性界面活性剤には、第四級アンモニウム
塩類およびエトキシル化アミン類が含まれる。第四級アンモニウム塩は、このクラスの最
も用いられるメンバーである。
【０２１５】
　界面活性剤分子が陽性または陰性電荷どちらも持つ能力を有する場合、該界面活性剤は
、両性と分類される。両性界面活性剤には、アクリル酸誘導体、置換アルキルアミド類、
Ｎ－アルキルベタイン類およびホスファチド類が含まれる。
【０２１６】
　薬剤製品、配合物およびエマルジョン中の界面活性剤の使用が概説されてきている（Ｒ
ｉｅｇｅｒ，　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｄｏｓａｇｅ　Ｆｏｒｍｓ，　Ｍａｒｃ
ｅｌ　Ｄｅｋｋｅｒ，　Ｉｎｃ．，　ニューヨーク州ニューヨーク，　１９８８，中，　
ｐ．２８５）。
【０２１７】
　浸透増進剤
　１つの態様において、本発明は多様な浸透増進剤を使用して、核酸、特にオリゴヌクレ
オチドの動物皮膚への効率的な搬送を達成する。大部分の薬剤は、溶液中に、イオン化お
よび非イオン化両方の形で存在する。しかし、通常、脂溶性または親油性薬剤のみが、容
易に細胞膜を横断する。非親油性薬剤であっても、横断しようとする膜が浸透増進剤で処
理されている場合、細胞膜を横断することが可能であることが発見されてきている。細胞
膜を越える非親油性薬剤の拡散を補助するのに加え、浸透増進剤はまた、親油性薬剤の浸
透性も増進する。
【０２１８】
　浸透増進剤は、５つの広いカテゴリー、すなわち界面活性剤、脂肪酸、胆汁酸塩、キレ
ート剤、および非キレート非界面活性剤の１つに属するとして、分類することも可能であ
る（Ｌｅｅら，　Ｃｒｉｔｉｃａｌ　Ｒｅｖｉｅｗｓ　ｉｎ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃ　
Ｄｒｕｇ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍｓ，　１９９１，　ｐ．９２）。上述の浸透増
進剤のクラスの各々は、以下により詳細に記載される。
【０２１９】
　界面活性剤：本発明と関連して、界面活性剤（または「表面活性剤」）は、水溶液に溶
解された際、溶液の表面張力または水溶液および別の液体の間の界面張力を減少させ、そ
の結果、粘膜を通じたオリゴヌクレオチドの吸収を増進する化学実体である。胆汁酸およ
び脂肪酸に加え、これらの浸透増進剤には、例えば、ラウリル硫酸ナトリウム、ポリオキ
シエチレン－９－ラウリルエーテルおよびポリオキシエチレン－２０－セチルエーテル（
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Ｌｅｅら，　Ｃｒｉｔｉｃａｌ　Ｒｅｖｉｅｗｓ　ｉｎ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃ　Ｄｒ
ｕｇ　Ｃａｒｒｉｅｒ　ｓｙｓｔｅｍｓ，　１９９１，　ｐ．９２）；およびペルフルオ
ロ化学エマルジョン、例えばＦＣ－４３（Ｔａｋａｈａｓｈｉら，　Ｊ．　Ｐｈａｒｍ．
　Ｐｈａｒｍａｃｏｌ．，　１９８８，　４０，　２５２）が含まれる。
【０２２０】
　脂肪酸：浸透増進剤として作用する、多様な脂肪酸およびその誘導体には、例えば、オ
レイン酸、ラウリン酸、カプリン酸（ｎ－デカン酸）、ミリスチン酸、パルミチン酸、ス
テアリン酸、リノール酸、リノレン酸、ジカプレート、トリカプレート、モノオレイン（
１－モノオレオイル－ｒａｃ－グリセロール）、ジラウリン、カプリル酸、アラキドン酸
、グリセロール－１－モノカプレート、１－ドデシルアザシクロへプタン－２－オン、ア
シルカルニチン類、アシルコリン類、それらのＣ１～１０アルキルエステル類（例えばメ
チル、イソプロピルおよびｔ－ブチル）、ならびにそれらのモノ－およびジ－グリセリド
類（すなわちオレエート、ラウレート、カプレート、ミリステート、パルミテート、ステ
アレート、リノリレートなど）が含まれる（Ｌｅｅら，　Ｃｒｉｔｉｃａｌ　Ｒｅｖｉｅ
ｗｓ　ｉｎ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃ　Ｄｒｕｇ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍｓ，　
１９９１，　ｐ．９２；　Ｍｕｒａｎｉｓｈｉ，　Ｃｒｉｔｉｃａｌ　Ｒｅｖｉｅｗｓ　
ｉｎ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃ　Ｄｒｕｇ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍｓ，　１９９
０，　７，　１－３３；　Ｅｌ　Ｈａｒｉｒｉら，　Ｊ．　Ｐｈａｒｍ．　Ｐｈａｒｍａ
ｃｏｌ．，　１９９２，　４４，　６５１－６５４）。
【０２２１】
　胆汁酸塩：胆汁の生理学的役割には、脂質および脂溶性ビタミンの分散および吸収の促
進が含まれる（Ｂｒｕｎｔｏｎ，　第３８章：　Ｇｏｏｄｍａｎ　＆　Ｇｉｌｍａｎ’ｓ
　Ｔｈｅ　Ｐｈａｒｍａｃｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｂａｓｉｓ　ｏｆ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉ
ｃｓ，　第９版，　Ｈａｒｄｍａｎら監修，　ＭｃＧｒａｗ－Ｈｉｌｌ，　ニューヨーク
，　１９９６，中，　ｐｐ．９３４－９３５）。多様な中性胆汁酸塩、およびそれらの合
成誘導体は、浸透増進剤として作用する。したがって、用語「胆汁酸塩」には、胆汁の任
意の天然存在構成要素とともにその任意の合成誘導体も含まれる。本発明の胆汁酸塩には
、例えば、コール酸（またはその薬学的に許容されうるナトリウム塩、コール酸ナトリウ
ム）、デヒドロコール酸（デヒドロコール酸ナトリウム）、デオキシコール酸（デオキシ
コール酸ナトリウム）、グルコール酸（グルコール酸ナトリウム）、グリコール酸（ｇｌ
ｙｃｈｏｌｉｃ　ａｃｉｄ）（グリコール酸ナトリウム）、グリコデオキシコール酸（グ
リコデオキシコール酸ナトリウム）、タウロコール酸（タウロコール酸ナトリウム）、タ
ウロデオキシコール酸（タウロデオキシコール酸ナトリウム）、ケノデオキシコール酸（
ケノデオキシコール酸ナトリウム）、ウルソデオキシコール酸（ＵＤＣＡ）、タウロ－２
４，２５－ジヒドロ－フシジン酸ナトリウム（ＳＴＤＨＦ）、グリコジヒドロフシジン酸
ナトリウムおよびポリオキシエチレン－９－ラウリルエーテル（ＰＯＥ）が含まれる（Ｌ
ｅｅら，　Ｃｒｉｔｉｃａｌ　Ｒｅｖｉｅｗｓ　ｉｎ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃ　Ｄｒｕ
ｇ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍｓ，　１９９１，　９２ページ；　Ｓｗｉｎｙａｒｄ
，　第３９章：　Ｒｅｍｉｎｇｔｏｎ’ｓ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｓｃｉｅｎ
ｃｅｓ，　第１８版，　Ｇｅｎｎａｒｏ監修，　Ｍａｃｋ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ　Ｃｏ
．，　ペンシルバニア州イーストン，　１９９０，中，　７８２－７８３ページ；　Ｍｕ
ｒａｎｉｓｈｉ，　Ｃｒｉｔｉｃａｌ　Ｒｅｖｉｅｗｓ　ｉｎ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃ
　Ｄｒｕｇ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍｓ，　１９９０，　７，　１－３３；　Ｙａ
ｍａｍｏｔｏら，　Ｊ．　Ｐｈａｒｍ．　Ｅｘｐ．　Ｔｈｅｒ．，　１９９２，　２６３
，　２５；　Ｙａｍａｓｈｉｔａら，　Ｊ．　Ｐｈａｒｍ．　Ｓｃｉ．，　１９９０，　
７９，　５７９－５８３）。
【０２２２】
　キレート剤：本発明と関連して用いられるようなキレート剤は、金属性イオンと複合体
を形成することにより、溶液から該イオンを除去し、その結果、粘膜を通じたオリゴヌク
レオチドの吸収を増進する化合物と定義可能である。本発明の浸透増進剤としてのその使
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用に関し、大部分の性質決定されているＤＮＡヌクレアーゼは、触媒のための二価金属イ
オンを必要とし、そしてしたがってキレート剤により阻害されるため、キレート剤は、Ｄ
Ｎアーゼ阻害剤としても作用する、さらなる利点を有する（Ｊａｒｒｅｔｔ，　Ｊ．　Ｃ
ｈｒｏｍａｔｏｇｒ．，　１９９３，　６１８，　３１５－３３９）。本発明のキレート
剤には、限定されるわけではないが、エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム（ＥＤＴＡ）
、クエン酸、サリチル酸塩類（例えばサリチル酸ナトリウム、５－メトキシサリチレート
およびホモバニレート（ｈｏｍｏｖａｎｉｌａｔｅ））、コラーゲンのＮ－アシル誘導体
、ラウレス（ｌａｕｒｅｔｈ）－９およびベータ－ジケトン類のＮ－アミノアシル誘導体
（エナミン類）が含まれる（Ｌｅｅら，　Ｃｒｉｔｉｃａｌ　Ｒｅｖｉｅｗｓ　ｉｎ　Ｔ
ｈｅｒａｐｅｕｔｉｃ　Ｄｒｕｇ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍｓ，　１９９１，　９
２ページ；　Ｍｕｒａｎｉｓｈｉ，　Ｃｒｉｔｉｃａｌ　Ｒｅｖｉｅｗｓ　ｉｎ　Ｔｈｅ
ｒａｐｅｕｔｉｃ　Ｄｒｕｇ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍｓ，　１９９０，　７，　
１－３３；　Ｂｕｕｒら，　Ｊ．　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｒｅｌ．，　１９９０，　１４，　
４３－５１）。
【０２２３】
　非キレート非界面活性剤：本明細書において、非キレート非界面活性剤浸透増進化合物
は、キレート剤として、または界面活性剤として有意な活性を示さないが、にもかかわら
ず、消化管粘膜を通じたオリゴヌクレオチドの吸収を増進する化合物として定義すること
が可能である（Ｍｕｒａｎｉｓｈｉ，　Ｃｒｉｔｉｃａｌ　Ｒｅｖｉｅｗｓ　ｉｎ　Ｔｈ
ｅｒａｐｅｕｔｉｃ　Ｄｒｕｇ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍｓ，　１９９０，　７，
　１－３３）。このクラスの浸透増進剤には、例えば、非飽和環状尿素、１－アルキル－
および１－アルケニルアザシクロ－アルカノン誘導体（Ｌｅｅら，　Ｃｒｉｔｉｃａｌ　
Ｒｅｖｉｅｗｓ　ｉｎ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃ　Ｄｒｕｇ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｓｙｓｔ
ｅｍｓ，　１９９１，　９２ページ）；および非ステロイド性抗炎症剤、例えばジクロフ
ェナクナトリウム、インドメタシンおよびフェニルブタゾン（Ｙａｍａｓｈｉｔａら，　
Ｊ．　Ｐｈａｒｍ．　Ｐｈａｒｍａｃｏｌ．，　１９８７，　３９，　６２１－６２６）
が含まれる。
【０２２４】
　細胞レベルでオリゴヌクレオチドの取り込みを増進する剤もまた、本発明の薬剤および
他の組成物に添加してもよい。例えば、陽イオン性脂質、例えばリポフェクチン（Ｊｕｎ
ｉｃｈｉら、米国特許第５，７０５，１８８号）、陽イオン性グリセロール誘導体、およ
びポリ陽イオン分子、例えばポリリジン（Ｌｏｌｌｏら、ＰＣＴ出願ＷＯ　９７／３０７
３１）もまた、オリゴヌクレオチドの細胞取り込みを増進することが知られる。
【０２２５】
　投与された核酸の皮膚内への、および皮膚を通した浸透を増進するのに他の剤を利用し
てもよく、エチレングリコールおよびプロピレングリコールなどのグリコール類、２－ピ
ロールなどのピロール類、アゾン類、ならびにリモネンおよびメントンなどのテルペン類
が含まれる。
【０２２６】
　他の構成要素
　本発明の組成物は、さらに、薬剤組成物に慣用的に見られる他の付属構成要素を、その
当該技術分野に確立された使用レベルで、含有してもよい。したがって、例えば、組成物
は、例えば鎮痒剤、収斂剤、局所麻酔剤または抗炎症剤などの、さらなる適合する薬学的
に活性がある物質を含有してもよいし、あるいは、本発明の組成物の多様な投薬型を物理
的に配合するのに有用である、さらなる成分、例えば、色素、フレーバー剤、保存剤、酸
化防止剤、乳白剤、増粘剤および安定化剤などを含有してもよい。しかし、こうした物質
は、添加される際、本発明の組成物の構成要素の生物学的活性を、過度に妨げてはならな
い。配合物を滅菌してもよく、そして望ましい場合、配合物の単数または複数の核酸と有
害に反応しない補助（ａｕｘｉｌｉａｒｙ）剤、例えば潤滑剤、保存剤、安定化剤、湿潤
剤、乳化剤、浸透圧に影響を与える塩、緩衝剤、着色料、フレーバー剤および／または芳
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香物質等と混合してもよい。
【０２２７】
　水性懸濁物は、例えば、カルボキシメチルセルロースナトリウム、ソルビトールおよび
／またはデキストランを含む、懸濁物の粘性を増加させる物質を含有してもよい。懸濁物
はまた、安定化剤も含有してもよい。
【０２２８】
　別の関連態様において、本発明の組成物は、第一の核酸をターゲティングする１または
それより多いアンチセンス化合物、特にオリゴヌクレオチド、および第二の核酸ターゲッ
トをターゲティングする１またはそれより多いさらなるアンチセンス化合物を含有しても
よい。アンチセンス化合物の多くの例が当該技術分野に知られる。２またはそれより多い
組み合わせた化合物を一緒にまたは連続して用いてもよい。
【０２２９】
　本発明にしたがって用いるアンチセンス化合物を、固相合成の周知の技術を通じて、好
適にそしてルーチンに作製してもよい。取り込み、分布および／または吸収を補助するた
めに、本発明の化合物を、例えばリポソーム、受容体ターゲティング分子、経口、直腸、
局所または他の配合物のような他の分子、分子構造または化合物混合物と混合するか、こ
れらで被包するか、コンジュゲート化するか、または別の方式でこれらと会合させてもよ
い。こうした取り込み、分布および／または吸収補助配合物の調製を解説する代表的な米
国特許には、限定されるわけではないが、米国特許第５，１０８，９２１号；第５，３５
４，８４４号；第５，４１６，０１６号；第５，４５９，１２７号；第５，５２１，２９
１号；第５，５４３，１５８号；第５，５４７，９３２号；第５，５８３，０２０号；第
５，５９１，７２１号；第４，４２６，３３０号；第４，５３４，８９９号；第５，０１
３，５５６号；第５，１０８，９２１号；第５，２１３，８０４号；第５，２２７，１７
０号；第５，２６４，２２１号；第５，３５６，６３３号；第５，３９５，６１９号；第
５，４１６，０１６号；第５，４１７，９７８号；第５，４６２，８５４号；第５，４６
９，８５４号；第５，５１２，２９５号；第５，５２７，５２８号；第５，５３４，２５
９号；第５，５４３，１５２号；第５，５５６，９４８号；第５，５８０，５７５号；お
よび第５，５９５，７５６号が含まれ、これらは各々、本明細書に援用される。
【０２３０】
　特定の適応症
　アンチセンスの特異性および感度はまた、療法使用のため、当業者によって利用される
。アンチセンスオリゴヌクレオチドは、動物およびヒトにおける疾患状態の治療において
、療法部分として使用されてきている。リボザイムを含むアンチセンスオリゴヌクレオチ
ド薬剤は、安全にそして有効にヒトに投与されてきており、そして多くの臨床試験が現在
進行中である。したがって、オリゴヌクレオチドは、細胞、組織および動物、特にヒトの
治療のための治療措置において有用であるように設定可能な、有用な療法様式でありうる
。
【０２３１】
　本発明の１つの態様において、方法は、線維性疾患である疾患または障害を治療する工
程を含む。本発明の方法の１つの態様において、線維性疾患は、肥厚性瘢痕、ケロイド、
皮膚瘢痕、肝臓線維症、肺線維症、腎線維症、心臓線維症、または再狭窄である。
【０２３２】
　本発明の別の態様において、方法は、上述の疾患または状態を治療する工程をさらに含
み、ここで疾患または障害は、関節線維症（四十肩症候群、腱および末梢神経損傷を含む
）、外科癒着、脊髄損傷、冠動脈バイパス術、腹腔および腹膜癒着（子宮内膜症、子宮筋
腫および線維症を含む）、放射状角膜切開術およびレーザー屈折矯正角膜切除術、網膜復
位術、デバイス仲介線維症（例えば糖尿病におけるもの）、腱癒着、デュピュイトラン拘
縮、または強皮症である。
【０２３３】
　別の態様において、本発明は、必要がある被験体において、皮膚創傷治癒から生じる肥
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厚性瘢痕またはケロイドを減少させるための方法であって、被験体において結合組織増殖
因子（ＣＴＧＦ）の発現を阻害し、それによって瘢痕を減少させるのに有効な量のアンチ
センスオリゴヌクレオチド化合物を、被験体に投与する工程を含む、前記方法もまた提供
する。
【０２３４】
　療法組成物の配合およびそれに続く投与は、当業者の技術範囲内と考えられる。投薬は
、治療しようとする疾患状態の重症度および反応性に応じ、治療経過は、数日から数ヶ月
、あるいは治癒が達成されるか、または疾患状態の減少が達成されるまで、続く。一般的
に、瘢痕直線ｃｍあたり注射あたり０．１～２５ｍｇの投薬量を使用し、そしてこれを毎
日、毎週、３週ごと、毎月または２ヶ月ごとに投与してもよい。
【０２３５】
　本発明の別の態様において、方法はさらに、皮膚創傷治癒から生じる肥厚性瘢痕または
ケロイドを減少させる方法であって、創傷治癒が、皮膚破損、外科切開および火傷からな
る群より選択される創傷での治癒である、前記方法もまた提供する。
【０２３６】
　特定の態様において、本発明は、本発明の１またはそれより多い薬学的組成物を投与す
る工程を含む、個体を治療する方法を提供する。特定の態様において、個体は、上述の障
害の１つを有する。特定の態様において、個体は、上述の障害の１つに関するリスクを有
する。特定の態様において、個体は、療法が必要であると同定されてきている。特定の態
様において、本発明は、個体においてＣＴＧＦ発現を予防的に減少させるための方法を提
供する。
【０２３７】
　特定の態様には、ＣＴＧＦ核酸をターゲティングするアンチセンス化合物の療法的有効
量を個体に投与することによって、必要がある個体を治療する工程が含まれる。
【０２３８】
　１つの態様において、ＣＴＧＦ核酸をターゲティングするアンチセンス化合物の療法的
有効量の投与には、アンチセンス化合物の投与に対する個体の反応を決定するため、個体
の皮膚および／または血清におけるＣＴＧＦレベルの監視が付随する。医師は、アンチセ
ンス化合物の投与に対する個体の反応を用いて、療法介入の量および期間を決定する。
【０２３９】
　１つの態様において、ＣＴＧＦ核酸をターゲティングするアンチセンス化合物の投与は
、ＣＴＧＦ発現の少なくとも１５、２０、２５、３０、３５、４０、４５、５０、５５、
６０、６５、７０、７５、８０、８５、９０、９５または９９％、あるいはこれらの値の
任意の２つによって定義される範囲の減少を生じる。１つの態様において、ＣＴＧＦ核酸
をターゲティングするアンチセンス化合物の投与は、標準試験によって測定されるような
ＣＴＧＦの測定値、例えば限定されるわけではないがＣＴＧＦの変化を生じる。いくつか
の態様において、ＣＴＧＦアンチセンス化合物の投与は、測定値を、少なくとも１５、２
０、２５、３０、３５、４０、４５、５０、５５、６０、６５、７０、７５、８０、８５
、９０、９５または９９％、あるいはこれらの値の任意の２つによって定義される範囲で
、減少させる。
【０２４０】
　特定の態様において、ＣＴＧＦをターゲティングするアンチセンス化合物を含む薬学的
組成物を、上述の障害の任意の１つを患うかまたはそれに対する感受性がある患者を治療
するための薬剤調製に用いる。
【０２４１】
　特定の併用療法
　特定の態様において、本発明の１またはそれより多い薬学的組成物を、１またはそれよ
り多い他の薬学的剤と同時投与する。特定の態様において、こうした１またはそれより多
い他の薬学的剤は、本発明の１またはそれより多い薬学的組成物と同じ疾患または状態を
治療するように設計される。特定の態様において、こうした１またはそれより多い他の薬
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学的剤は、本発明の１またはそれより多い薬学的組成物と異なる疾患または状態を治療す
るように設計される。特定の態様において、こうした１またはそれより多い他の薬学的剤
は、本発明の１またはそれより多い薬学的組成物の望ましくない影響を治療するように設
計される。特定の態様において、本発明の１またはそれより多い薬学的組成物を、別の薬
学的剤と同時投与して、この他の薬学的剤の望ましくない影響を治療する。特定の態様に
おいて、本発明の１またはそれより多い薬学的組成物および１またはそれより多い他の薬
学的剤は、同時に投与される。特定の態様において、本発明の１またはそれより多い薬学
的組成物および１またはそれより多い他の薬学的剤は、異なる時点で投与される。特定の
態様において、本発明の１またはそれより多い薬学的組成物および１またはそれより多い
他の薬学的剤は、単一配合物中で一緒に調製される。特定の態様において、本発明の１ま
たはそれより多い薬学的組成物および１またはそれより多い他の薬学的剤は、別個に調製
される。
【０２４２】
　特定の態様において、本発明の薬学的組成物と同時投与可能な薬学的剤には、第二の療
法剤が含まれる。特定のこうした態様において、本発明の薬学的組成物と同時投与可能な
薬学的剤には、限定されるわけではないが、第二の療法剤が含まれる。特定のこうした態
様において、第二の療法剤は、本発明の薬学的組成物の前に投与される。特定のこうした
態様において、第二の療法剤は、本発明の薬学的組成物の投与後に投与される。特定のこ
うした態様において、第二の療法剤は、本発明の薬学的組成物と同時に投与される。特定
のこうした態様において、同時投与される第二の療法剤の用量は、第二の療法剤が単独で
投与される場合に投与されるであろう量と同じである。特定のこうした態様において、同
時投与される第二の療法剤の用量は、第二の療法剤が単独で投与される場合に投与される
であろう量より少ない。特定のこうした態様において、同時投与される第二の療法剤の用
量は、第二の療法剤が単独で投与される場合に投与されるであろう量より多い。
【０２４３】
　特定の態様において、第二の化合物の同時投与は、第一の化合物を単独で投与する効果
よりも高い療法効果、相乗効果を生じるように、第一の化合物の療法効果を増進する。他
の態様において、同時投与は、単独で投与した際の化合物の効果に付加的な療法効果を生
じる。他の態様において、同時投与は、単独で投与した際の化合物の効果に相乗的な療法
効果を生じる。いくつかの態様において、第一の化合物はアンチセンス化合物である。い
くつかの態様において、第二の化合物はアンチセンス化合物である。
【０２４４】
　本発明は、以下の実施例セクションにおいて例示される。このセクションは、本発明の
理解を補助するために示されるが、その後に続く請求項に示すような本発明を、いかなる
点でも制限することを意図せず、そしてそのように見なしてはならない。
【実施例】
【０２４５】
　実施例１：リード・ヒト結合組織増殖因子（ＣＴＧＦ）アンチセンスオリゴヌクレオチ
ド候補の選択
　序論
　公表された配列（配列番号９として本明細書に援用されるＧｅｎＢａｎｋ寄託番号ＮＭ
＿００１９０１．２、および配列番号１０として本明細書に援用されるＧｅｎＢａｎｋ寄
託番号ＮＴ＿０２７５４１．１４）を用いて、ヒト結合組織増殖因子ＲＮＡの異なる領域
をターゲティングする一連のオリゴヌクレオチドを設計した。
【０２４６】
　本研究は、利用可能な配列空間、ならびにＣＴＧＦのエクソンおよびイントロン空間両
方をターゲティングする修飾アンチセンスオリゴヌクレオチドを分析する。ターゲットあ
たりおよそ１５０の新規配列を合成し、そして細胞培養における、ＣＴＧＦに対する活性
に関して評価した。オリゴヌクレオチドを表１に示す。表１中のすべての化合物は、両側
（５’および３’方向）に５ヌクレオチドの「ウィング」が隣接する１０の２’デオキシ



(46) JP 6177692 B2 2017.8.9

10

ヌクレオチド、または両側（５’および３’方向）に、それぞれ、２および５ヌクレオチ
ドの「ウィング」が隣接する１３の２’－デオキシヌクレオチドのいずれかからなる中央
「ギャップ」領域で構成される、長さ２０ヌクレオチドのキメラオリゴヌクレオチド（「
ギャップマー」）である。ウィングは、２’－メトキシエチル（２’－ＭＯＥ）ヌクレオ
チドで構成される。ヌクレオシド間（主鎖）連結は、オリゴヌクレオチド全体でホスホロ
チオエート（Ｐ＝Ｓ）である。すべてのシスチジン（ｃｙｓｔｉｄｉｎｅ）残基は５－メ
チルシチジンである。後で記載するような定量的リアルタイムＰＣＲによって、ヒト結合
組織増殖因子ｍＲＮＡレベルに対する影響に関して、化合物を分析した。データは、２回
の実験の平均である。存在する場合、「Ｎ．Ｄ．」は、「データなし」を示す。
【０２４７】
　表１
　２’－ＭＯＥウィングおよびデオキシギャップを有するキメラホスホロチオエートオリ
ゴヌクレオチドによる、ヒト結合組織増殖因子ｍＲＮＡレベルの阻害
【０２４８】
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【０２４９】
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【０２５０】
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【表１－３】

【０２５１】
　＊ＮＤ－すなわち実験において決定されなかったが、別のアッセイにおいて非常に活性
であった。
【０２５２】
　表１に示すように、配列番号１１～１５、１７～２０、２４、２６～３４、３６～５７
、５９、６１、６３～８２、８４～８６、８８、９５、９７、９９、１０２、１０３、１
０５、１０７、１０８、１２２、１２５、１２７～１４０、１４５、１４６、１４９、１
５１～１５４、１５６、１５９、１６１～１６５は、このアッセイにおいて、ヒト結合組
織増殖因子発現の少なくとも２４％の阻害を示し、そしてしたがって好ましい。これらの
好ましい配列に相補的なターゲット部位は、本明細書において、「活性部位」と称され、
そしてしたがって、本発明の化合物によってターゲティングするのに好ましい部位である
。
【０２５３】
　アンチセンス化合物は、ＣＴＧＦ配列上のヌクレオチドの範囲内、すなわち、配列番号
９のヌクレオチド７１８～７５１、１３８８～１４２３、１４５７～１６８９、２０４０
～２０６９、２１２０～２１４７、または２２６７～２３０１の範囲内で相補的である。
特定の態様において、アンチセンス化合物は、配列番号１０のヌクレオチド２７２８～２
７９７の範囲内で相補的である。これらの範囲をターゲティングする化合物は、少なくと
も５０％の阻害を示す（すなわち配列番号１５、２９、３１、４２、４６～４９、５３、
７２、８１、８２、１５２～１５４、１６４、および１６５）。表１に列挙する特定のタ
ーゲット部位もまた、少なくとも５０％の阻害を示す（すなわち配列番号１２、２０、３
３、３４、７６、１０７、１２９、１３２、１３４、１３６、および１４６）。
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【０２５４】
　特定の態様において、アンチセンス化合物は、５５３～６１１、１３９４～１４２３、
１４６９～１５０８、１５５９～１６０５、１６５９～１６８９または２１００～２１２
９の範囲内で相補的である。そこをターゲティングする化合物は、少なくとも６０％の阻
害を示す（すなわち配列番号２７、３８、４３、５０、５２、５４、５５、７７、７９、
および８６）。表１に列挙する特定のターゲット部位もまた、少なくとも６０％の阻害を
示す（すなわち配列番号２４、６１、６３、６７、６９、７３、１２５、１３９、および
１６１）。
【０２５５】
　アンチセンス化合物はまた、ヌクレオチド１３９９～１４２３の範囲内に相補的である
。そこをターゲティングする化合物は、少なくとも７０％の阻害を示す（すなわち配列番
号３９および４０）。表１に列挙する特定のターゲット部位もまた、少なくとも７０％の
阻害を示す（すなわち配列番号２８、３０、４５、５１、５６、７８、１２８、および１
３８）。表１に列挙する１つのターゲット部位もまた、少なくとも８０％の阻害を示す（
すなわち配列番号４４）。特定の態様において、阻害パーセントは、アンチセンス化合物
を５０ｎｍの濃度でＨｕＶｅｃ細胞に送達した際に達成される。
【０２５６】
　歴史的なＡＳＯリード配列、配列番号１５（ＩＳＩＳ　１２４２３８）より大きい見か
け上の活性を持つ多数のリードが、エクソンおよびイントロン配列の両方で同定された。
【０２５７】
　材料および方法
　リポフェクチン仲介トランスフェクションを用いて、ヒト臍帯血内皮細胞（ＨｕＶＥＣ
）において、５０ｎＭの濃度でオリゴヌクレオチドを評価し、そして活性を確認した。低
血清増殖補充剤（Ｃａｓｃａｄｅ　Ｂｉｏｌｏｇｉｃｓ）を補充した培地２００中で維持
された、Ｃａｓｃａｄｅ　Ｂｉｏｌｏｇｉｃｓ（オレゴン州ポートランド）のＨｕＶＥＣ
細胞を、ウェルあたり５，０００細胞で９６ウェルプレート内にプレーティングし、そし
て５％ＣＯ２の存在下、３７℃で一晩インキュベーションした。翌日、培地を吸引し、そ
してあらかじめ温めた、オリゴ－リポフェクタミン２０００（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ）混
合物を含有するＯｐｔｉ－ＭＥＭ　Ｉ（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ）（１ｍｌのＯｐｔｉ－Ｍ
ＥＭ　Ｉ培地あたり３ｍｇのリポフェクタミン２０００）と交換した。４時間後、低血清
増殖補充剤を補充した新鮮な培地２００とトランスフェクション混合物を交換し、そして
５％ＣＯ２の存在下、３７℃でインキュベーションした。１６～２４時間後、およそ８０
％集密（ｃｏｎｆｌｕｅｎｃｅ）で、細胞をリン酸緩衝生理食塩水（ＰＢＳ）で洗浄し、
そしてＱｉａｇｅｎ　ＲＮｅａｓｙキットでＲＮＡ精製するために溶解した。定量的リア
ルタイムポリメラーゼ連鎖反応（ＲＴ－ＰＣＲ）（プライマー／プローブセットを以下に
示す）によってＣＴＧＦメッセージを測定し、そして結果を総ＲＮＡに対して規準化した
。
【０２５８】
　統計分析
　各試料を２つ組で分析し、そして垂直なバーは、２つの測定値の間の広がりを表す。
【０２５９】
　結果および考察
　合成し、そして細胞培養中でＣＴＧＦに対する活性に関して評価した、ターゲットあた
りおよそ１５０の新規配列のうち、ＣＴＧＦオリゴヌクレオチド（配列番号２８、３０、
３９、４０、４５、５２、５６、７８、１２５、および１６６）は、ヒトＣＴＧＦ　ｍＲ
ＮＡ発現の優れた阻害を示す。
【０２６０】
　実施例２：ウサギにおけるＣＴＧＦアンチセンスオリゴヌクレオチドの単回用量皮内薬
物動態学的研究
　研究の目的
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　ウサギにおけるこの薬物動態学的研究の目的は、単回皮内注射に続く異なる時点でのウ
サギ皮膚におけるＣＴＧＦアンチセンスオリゴヌクレオチド（配列番号３９、ＩＳＩＳ　
４１２２９４）の拡散および濃度を評価することである。
【０２６１】
　研究設計
　研究第０日、すべての動物に、５０ｍｇ／ｍＬの濃度でＣＴＧＦアンチセンスオリゴヌ
クレオチド配列番号３９を単回１００μＬの注射で皮内（ＩＤ）投与した（５ｍｇ総用量
）。動物の脊髄中線の左側の部位に、ウサギ肩にほぼ平行に、そして縫合３ｃｍ切開創傷
に隣接して、アンチセンスオリゴヌクレオチドを投与した（図１Ａ）。試験物質が動物の
体の底部に向かって下部に注入されるように、針を挿入した。第１日、第３日、第７日ま
たは第１４日、ウサギを安楽死させ、そして２つの完全な厚みの１．０ｃｍパンチ生検を
得て、一方は、元来の注射部位中央に渡り、そして他方は０．５ｃｍ離れて垂直に下であ
った。試料をスナップ凍結し、そしてハイブリダイゼーション捕捉法を用いて、アンチセ
ンスオリゴヌクレオチド薬剤レベルを分析するまで－８０℃で保存した。結果は、示す時
間の両生検からの平均アンチセンスオリゴヌクレオチドレベルを示す。
【０２６２】
　結果および結論
　皮内投薬後、最長１４日間、アンチセンスオリゴヌクレオチドの有意なレベルが存在す
る（図１Ｂを参照されたい）。アンチセンスオリゴヌクレオチドはまた、注射の元来の部
位の近くに残り（≦１ｃｍ）、投与部位遠位には非常に限定された側方拡散しか伴わなか
った（図１Ｂ）。例えば、ＡＳＯレベルは、注射後のすべての時点で、注入部位から１．
５ｃｍ遠位の距離では非常に低い。したがって、このクラスの分子の薬理学的効果は、注
射部位にすぐ隣接した皮膚領域に限定されるであろう。この限界を克服するため、皮内注
射スレッディング技術が開発されてきており（そして臨床研究において用いられており）
、該技術は、発展しつつある瘢痕の全長に沿って、等量のアンチセンスを送達する。これ
らの結果は、２つの新規知見を立証する。第一に、皮膚において、この化学立体配置を持
つ２’ＭＯＥアンチセンスオリゴヌクレオチドの滞留時間が延長されており；そして第二
に、アンチセンスオリゴヌクレオチドは、皮膚において非常に限定された側方拡散しか示
さないことである。このクラスの分子の後者の限界は、先に記載されるようなスレッディ
ング技術によってアンチセンスオリゴヌクレオチドを投薬することによって、克服可能で
ある。
【０２６３】
　実施例３：ｉｎ　ｖｉｖｏモデル系における、ヒト・ケロイドをターゲティングするＣ
ＴＧＦアンチセンスオリゴヌクレオチドを用いた動物研究
　研究目的
　本研究の目的は、ヒト・ケロイド／マウス異種移植片モデルを用いた、ｉｎ　ｖｉｖｏ
モデル系における、ヒトＣＴＧＦをターゲティングするアンチセンスオリゴヌクレオチド
の有効性を評価することであった。試験したオリゴヌクレオチドは、アンチセンスオリゴ
ヌクレオチド第４１２３００号（配列番号４５）であった。
【０２６４】
　方法
　ヒト・ケロイド／マウス異種移植片モデル
　ヌードマウス内に移植したヒト・ケロイド組織を用いたヒト・ケロイド／マウス異種移
植片モデルを用いた。
【０２６５】
　美容上の理由のためにケロイドの選択切除を受けた患者の廃棄組織から、ケロイド組織
の新鮮な標本を匿名で得た。ケロイド試料を１０ｘ５ｘ５ｍｍ試料にプロセシングして、
そして化学天秤上で重量測定した。次いで、ケロイド試料を以下に記載するようにマウス
に移植した。
【０２６６】
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　３％イソフルランを用いてマウスを麻酔した。術前および術後に、必要に応じてブプレ
ノルフィンを投与した（０．３ｍｇ／ｍｌ；２ｍｇ／ｋｇ；ＳＣのブプレノルフィン）。
【０２６７】
　全身麻酔を達成し、そして動物の準備をした後、左および右肩胛骨上で皮膚において２
つの１０ｍｍ切開を行って、そして先細ハサミを用いて、皮下脂肪および筋膜の間にパウ
チを形成した。１つのケロイド試料を各パウチ内に挿入した。切開を獣医学等級シアノア
クリレート接着剤（ＶｅｔＢｏｎｄまたはＮｅｘａｂａｎｄ）で閉鎖し、そしてその領域
に７０％エタノールを塗布した。次いで、その領域に無菌半透膜を巻いた（Ｏｐ－Ｓｉｔ
ｅＴＭ、Ｓｍｉｔｈ　ａｎｄ　Ｎｅｐｈｅｗ）。
【０２６８】
　ケロイドに対するｉｎ　ｖｉｖｏのＡＳＯの評価
　ヒトＣＴＧＦをターゲティングする（そしてマウスＣＴＧＦをターゲティングしない）
ＡＳＯを用いた（アンチセンスオリゴヌクレオチド第４１２３００号；配列番号４５）。
上述のｉｎ　ｖｉｖｏモデル系におけるＡＳＯの有効性を試験するため、ケロイド移植物
にＡＳＯ（ＰＢＳ中に溶解）またはＰＢＳ対照のいずれかを注射した。群あたり８匹の動
物を含む動物２群があった（２ケロイド／動物）。ケロイド移植後、ＡＳＯ投薬前にほぼ
２週間、動物を順応させた。
【０２６９】
　ケロイド試料あたり総用量５００μｇのオリゴを、総体積１００μｌ（５．０ｍｇ／ｍ
ｌのストック溶液から）で投与した。ＡＳＯまたはＰＢＳ対照を、週２回、全部で４週間
、各移植物にすぐ隣接して投与した。最後の注射の１週間後、１つの移植物を取り除き、
そして遺伝子発現分析のため、ｑＲＴ－ＰＣＲに供し、そして対側ケロイドを取り除き、
そして蛍光総密度（ＩＤＦ）を用いて、コラーゲン含量に関して組織学を分析した。
【０２７０】
　総ＲＮＡを単離し、そしてヒトｍＲＮＡ配列に特異的であることが示されているプライ
マー対を用いて、定量的リアルタイムＰＣＲによって、ＣＴＧＦまたはコラーゲンＩＩＩ
型アルファ１（Ｃｏｌ３Ａ１）ｍＲＮＡのいずれかを決定した。ｍＲＮＡレベルを同じ試
料中のＧＡＰＤＨレベルと相関させ、そしてＰＢＳ単独で処置した対照に対するＡＳＯ処
置試料のいかなる変化も計算した。
【０２７１】
　結果
　ケロイド試料あたり総体積１００μｌ中の５００μｇのアンチセンスオリゴヌクレオチ
ド第４１２３００号（配列番号４５）での処置の４週間後の結果によって、個々のケロイ
ド試料におけるＣＴＧＦおよびＣｏｌ３Ａ１　ｍＲＮＡ発現の減少が示される。ＣＴＧＦ
　ＡＳＯでの処置は、対照の６７％まで、ケロイド組織中のＣＴＧＦ　ｍＲＮＡ発現を減
少させた（ｐ＝０．０８２）（図２Ａ）。ＣＴＧＦ　ＡＳＯでの処置は、対照の４５％ま
で、ケロイド組織中のＣｏｌ３ａ１　ｍＲＮＡ発現を減少させた（ｐ＝０．１５３）（図
２Ｂ）。
【０２７２】
　結論
　ケロイドは、線維芽細胞の異常増殖および異なる型のコラーゲンの過剰産生によって特
徴付けられる。組織病理学的に、これらは、厚くヒアリン化したコラーゲンの束または粘
液性粉砕物質を含むケロイド性コラーゲンの渦巻きおよび小結節が存在すること、ならび
にケロイド瘢痕真皮中に線維芽細胞が比較的少ないことによって特徴付けられる。大きな
厚いコラーゲン束および多数の細い原線維が緊密に一緒にパッキングされる。ＩＩＩ型コ
ラーゲンは、皮膚に見られる２番目に豊富なコラーゲンであり、そしてケロイド中に非常
に豊富である。Ｃｏｌ３Ａ１は、正常皮膚に比較して、ケロイド中で有意に上昇する。
【０２７３】
　本明細書において、２’ＭＯＥで化学的に修飾されたＡＳＯが、損なわれていないヒト
ケロイド組織中のＣＴＧＦを減少させる能力が、初めて立証されている。ヒトケロイド組
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織をＡＳＯ　ＣＴＧＦで処置すると、ターゲットＣＴＧＦ　ｍＲＮＡ発現が３３％減少し
た。これはまた、Ｃｏｌ３Ａ１発現の５５％の減少も生じている。Ｃｏｌ３Ａ１発現のこ
の減少は、ケロイド成長を患う患者において、有意な療法的利益を導き、そしてケロイド
治療のための新規薬剤としての２’ＭＯＥ　ＡＳＯの有用性を立証する。
【０２７４】
　実施例４：ヒトにおける乳房瘢痕修正
　研究目的
　これは、以前の乳房手術から生じた瘢痕の選択修正を経ている被験体における、ＣＴＧ
Ｆアンチセンスオリゴヌクレオチド（ＥＸＣ　００１）の有効性および安全性を評価する
ランダム化二重盲検被験体内対照臨床研究である。この研究は、被験体が、瘢痕修正手術
を是認するのに十分な重症度の既存の瘢痕を有することを必要とする。したがって、この
研究は、修正プラセボ処置瘢痕において高率の肥大性瘢痕またはケロイド形成を有すると
期待されうる被験体に関してプレスクリーニングする。
【０２７５】
　以前乳房手術を受け、そして現在同じ解剖学的位置に両側性マッチング瘢痕を有する患
者において、皮内スレッディング注射を通じて、ＥＸＣ　００１（配列番号３９）または
プラセボを修正乳房瘢痕の部分に投与した。この研究の主目的は、続く皮膚瘢痕を減少さ
せる際のＥＸＣ　００１の有効性を評価することであった。この研究の二次目的は、ＥＸ
Ｃ　００１の安全性を評価することであった。
【０２７６】
　方法
　修正乳房創傷／瘢痕のそれぞれの側の６ｃｍ部分を、４用量のＥＸＣ　００１またはプ
ラセボで、外科切開を閉鎖した２週後、５週後、８週後、および１１週後に処置した。各
被験体において、ＥＸＣ　００１またはプラセボでどちらかの側を処置するランダム化を
決定した。
【０２７７】
　用いたＥＸＣ　００１の投薬量は、直線センチメートルあたり５ｍｇであった。用いた
ＥＸＣ　００１の濃度は、２５ｍｇ／ｍｌであり、そして１００μｌのＥＸＣ　００１を
修正乳房創傷／瘢痕直線センチメートルあたりに注射した。注射は、各切開の両側に行い
、直線センチメートルあたりの量の半分を各側に投与した。所定の側の注射は３ｃｍ離し
た。プラセボまたはＥＸＣ　００１を切開全長に隣接してそしてこれに沿って送達するた
め、皮内針（長さ３ｃｍ）を注射に用いた。スレッディング技術によって、針を外科切開
にすぐ隣接して各側に挿入し、そして針を引き抜く際にＥＸＣ　００１またはプラセボを
注射して、等量のアンチセンス薬剤が瘢痕全長に沿って投与されるようにする。
【０２７８】
　研究期間はおよそ３１週であった。被験体は、第１日に瘢痕修正を受け、その後、４用
量のＥＸＣ　００１またはプラセボを、外科切開を閉鎖した２週後、５週後、８週後、お
よび１１週後に投与される。瘢痕観察および評価を２４週で行った。
【０２７９】
　個々の患者由来の切開のマッチした対各々を等級付けすることによって有効性を決定し
た（被験体内分析）。切開瘢痕の重症度を等級付けする３つの方法を用いて、瘢痕修正手
術の２４週後、有効性を評価した。
【０２８０】
　・瘢痕の被験体評価。１～１０の尺度で、患者が瘢痕の外見に関して「総合的」意見を
等級付けした。
【０２８１】
　・瘢痕の医師（研究者）評価。１～１０の尺度で、医師が瘢痕の外見の総合的意見を等
級付けした。
【０２８２】
　・０＝ありうる最善の瘢痕、および１００＝ありうる最悪の瘢痕である、１００ｍｍ視
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覚的アナログ尺度（ＶＡＳ）を用いた、盲検瘢痕写真の対の専門家委員会評価。この方法
は、瘢痕の絶対的重症度に関する情報、ならびに対の２つの瘢痕間の相違を提供する。
【０２８３】
　結果
　２１人の被験体がこの研究を完了した。術後２４週の写真を調べると、ほぼすべての被
験体が、少なくとも一方の側で、瘢痕修正手術後、肥厚性瘢痕の再発を示すことが示され
る。いくつかの症例では、瘢痕は、元来の切開の境界を越えて広がり、そしてしたがって
、ケロイド性瘢痕である。
【０２８４】
　本研究は、すべての３つの終点において、ＥＸＣ　００１を支持する統計的に有意な結
果を達成した（負のスコアは、ＥＸＣ　００１を支持する、プラセボおよびＥＸＣ　００
１処置間の相違に相当する－以下の表２を参照されたい）。
【０２８５】
　・瘢痕の被験体評価：
　　・「総合的」等級付けは、ＥＸＣ　００１を支持して統計的に有意であった（ｐ＝０
．０３３）。
【０２８６】
　・瘢痕の医師評価：
　　・「総合的」等級付けは、ＥＸＣ　００１を支持して統計的に非常に有意であった（
ｐ＜０．００１）。
【０２８７】
　・写真の専門家委員会ＶＡＳ等級付けもまた、ＥＸＣ　００１を支持して統計的に非常
に有意であった（ｐ＜０．００１）。
【０２８８】
　表２
【０２８９】
【表２】

【０２９０】
　図３Ａは、ＣＴＧＦアンチセンスオリゴヌクレオチド（ＥＸＣ　００１または配列番号
３９）での処置が、術後２４週で、肥厚性瘢痕の形成および成長を阻害することを示す。
図３Ｂは、やはり２４週での異なる被験体からの結果を示す。この第二の実施例において
、患者は、プラセボ処置瘢痕において、修正手術後２４週で、ケロイドを発展させている
。対照的に、隣接する瘢痕修正部位でのケロイド瘢痕の形成および成長は、ＥＸＣ　００
１での処置によって、ほぼ完全に防止された。
【０２９１】
　したがって、これらの２つの実施例において、肥厚性瘢痕およびケロイド瘢痕の両方の
成長が、ＥＸＣ　００１での処置によって阻害される。写真各セットの下のスコアは、プ
ラセボおよびＥＸＣ　００１処置瘢痕間の改善の度合いを表す。例えば、－１９．３の専
門家ＶＡＳスコアは、プラセボ瘢痕が、対応するＥＸＣ　００１処置瘢痕よりも、１００
ポイント尺度で１９．３劣ることを示す。－１の医師および被験体スコアは、プラセボ処
置瘢痕が、対応するＥＸＣ　００１処置瘢痕よりも、１０ポイント尺度で１ポイント劣る
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ことを意味する。結果は、ＥＸＣ　００１が、肥厚性瘢痕およびケロイド瘢痕の両方の重
症度を減少させることを立証する。
【０２９２】
　実施例５：ヒトにおける一次予防腹部形成術研究
　研究目的
　これは、選択腹部形成術を受けている被験体における、ＣＴＧＦアンチセンスオリゴヌ
クレオチド（ＥＸＣ　００１）の有効性および安全性を評価するランダム化二重盲検被験
体内対照臨床研究である。
【０２９３】
　方法
　研究期間は２４週間であった。被験体は第１日に腹部形成術を受け、その後、ＥＸＣ　
００１またはプラセボのいずれかで９週間の期間に渡って処置を受けた。
【０２９４】
　用いたＥＸＣ　００１の投薬量は、直線センチメートルあたり５ｍｇであった。用いた
ＥＸＣ　００１の濃度は、２５ｍｇ／ｍｌであり、そして１００μｌのＥＸＣ　００１を
腹部形成術創傷／瘢痕の直線センチメートルあたりに注射した。各切開の両側に注射を行
い、直線センチメートルあたりの量の半分を各側に投与した。薬剤またはプラセボのいず
れかを、瘢痕の２つの６ｃｍ部分に沿って、瘢痕の各側方端に投薬し、そしてしたがって
投薬された部分は、少なくとも１０ｃｍの未処置瘢痕によって分離されている。所定の側
の注射は３ｃｍ離した。プラセボまたはＥＸＣ　００１を切開全長に隣接してそしてこれ
に沿って送達するため、皮内針（長さ３ｃｍ）を注射に用いた。スレッディング技術を用
いて、針を外科切開にすぐ隣接して各側に挿入し、そして針を引き抜く際にＥＸＣ　００
１またはプラセボを注射する。
【０２９５】
　被験体は、第１日に瘢痕修正を受け、その後、４用量のＥＸＣ　００１およびプラセボ
を、外科切開を閉鎖した２週後、５週後、８週後、および１１週後に投与される。瘢痕観
察および評価を１２週で行った。
【０２９６】
　先の実施例に記載するように、切開瘢痕の瘢痕重症度を等級付けする３つの方法を用い
て、投薬した切開のマッチした部分各々を等級付けする（ＥＸＣ　００１処置にプラセボ
処置を比較する）ことによって、有効性を評価する。
【０２９７】
　結果
　ＥＸＣ　００１は、第１２週、３つの基準によって有効である。有効性の例を図４に示
す。本実施例において、プラセボ投薬に比較したＥＸＣ　００１投薬から生じる瘢痕重症
度の減少が明らかに見られる。切開のプラセボ処置セクションは肥大性瘢痕に発展し、一
方、瘢痕のＥＸＣ　００１処置セクションはより細い線である。
【０２９８】
　ＥＸＣ　００１が肥厚性瘢痕形成を減少させる能力の別の例を図５に示す。この実施例
において、瘢痕の右側（垂直な線の右）の腹部形成術セクションをＥＸＣ　００１で処置
し、一方、垂直な線の左側の瘢痕は、いかなる処置も受けなかった。明らかに、右側の瘢
痕の重症度は、左よりもより低い。
【０２９９】
　本実施例はまた、ＥＸＣ　００１療法利益が、薬剤皮内スレッディング投薬の部位にす
ぐ隣接した瘢痕領域に限定されることも立証する。したがって、薬剤は、投与部位から限
定した拡散しか示さないようであり、そして瘢痕にすぐ隣接した、例えば皮内スレッディ
ングによる投薬が必要であろう。
【０３００】
　実施例６：ヒトにおける、多様な遺伝子のｍＲＮＡ発現に対するＥＸＣ　００１の影響
を立証するバイオマーカー研究



(56) JP 6177692 B2 2017.8.9

10

20

30

40

50

　方法
　腹部形成術法の１３週前、臍および恥骨上の体毛の生え際領域を、全部で２０の２ｃｍ
切開を生成する部位として用いた。４つの切開の４つの列（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ）に長さ２ｃ
ｍの切開があり、そしてこれらを、切開１３週後、ＲＮＡ分析に用いた。腹部の各側上の
これらの列の側方の２つのさらなる切開（ａ、ｂおよびｃ、ｄ）を、切開４または８週後
のｍＲＮＡ分析に用いた。各列を少なくとも４ｃｍ離し、そして各切開を少なくとも３ｃ
ｍ離した。
【０３０１】
　ＥＸＣ　００１またはプラセボいずれかでの切開創傷処置を２つの処置群にランダムに
割り当てた。Ａ、Ｂ、Ｃ、およびＤ列の各々の４つの切開創傷すべてに、同じＥＸＣ　０
０１またはプラセボ用量を投与した。腹部の一方の側の切開創傷／瘢痕すべてにＥＸＣ　
００１の注射を投与し、そして他方の側にプラセボの注射を投与した。すべての注射は、
試験剤を投与される個体に対して盲検化された。所定の被験体のすべての切開／瘢痕を同
じ投薬スケジュールで処置した。
【０３０２】
　３０の被験体を各１０の被験体の３つのコホートの１つにランダムに割り当て；各コホ
ートを異なる投薬スケジュールで処置した（が、高用量および低用量は、すべてのコホー
トに関して同じであった）：
　コホート１：第２週、第４週、第６週、第８週、および第１０週に皮内注射
　コホート２：第２週、第５週、第８週、および第１１週に皮内注射
　コホート３：第２週、第６週、および第１０週に皮内注射
　長さおよそ３８ｍｍの２７ゲージ針を、切開創傷／瘢痕と平行に、そしてほぼ３ｍｍ離
して、２ｃｍ（各切開の全長）皮内挿入した（皮内スレッディング技術）。次いで、針を
次第に引き抜きながら、ＥＸＣ　００１またはプラセボのいずれかを注射し、切開線に沿
って、真皮内に直線センチメートルあたり均一な量が沈着するようにした。
【０３０３】
　切開の生検
　側方切開に隣接した各側で、第１日に、ｍＲＮＡ分析のため、１つの６ｍｍパンチ生検
を採取し、そして非創傷皮膚試料のための対照として用いた。第４週、コホート１の９人
の患者、そして第８週、コホート２および３の２０人の患者の側方切開から生検を行った
（ａ、ｂ、ｃ、ｄ）。ランダム化割り当てによって、これらの切開のうち、２つにＥＸＣ
　００１を投与し、そして２つにプラセボを投与した。腹部形成術直前（第１３週）、Ａ
、Ｂ、Ｃ、およびＤ列中の各瘢痕を、瘢痕重症度に関してスコア付けし（医師および専門
家委員会尺度による、上記実施例５を参照されたい）、そしてまた、組織学的およびＲＮ
Ａ分析両方のために試料採取した。
【０３０４】
　結果
　すべてのコホートを組み合わせた際、高用量レベルで、医師の総合的意見に関して、Ｅ
ＸＣ　００１処置対プラセボ処置瘢痕に関して、統計的に有意な改善が観察された（８．
７％、Ｐ値＝０．０１８）。すべてのコホートを組み合わせそしてすべての用量を組み合
わせた総合的評価に関してもまた、統計的に有意な平均相違が観察された（５．９％、ｐ
値＝０．０１６）。これらの結果は再び、ＥＸＣ　００１が瘢痕重症度を減少させる能力
を立証する。
【０３０５】
　ＥＸＣ　００１が肥厚性瘢痕の成長および形成を減少させる能力の例を図６に示す。本
実施例において、一方を５ｍｇ／ｃｍ　ＥＸＣ　００１で、そして一方をプラセボで処置
した、２つのマッチングした瘢痕を示す。ＥＸＣ　００１処置瘢痕の重症度は、プラセボ
処置瘢痕より低い。
【０３０６】
　これらの２つの瘢痕の組織学的分析によってもまた、ＣＴＧＦタンパク質発現の減少を
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ＥＸＣ　００１が仲介することが明らかにされ（免疫組織化学による）、ＥＸＣ　００１
が、意図されるターゲット（ＣＴＧＦ）の発現を減少させる機能を有することが明らかに
立証された。９つの異なるｍＲＮＡ転写物の発現分析もまた、創傷形成４週後、８週後、
および１３週後に行った（表３）。
【０３０７】
　表３：ＸＰ－ＰＣＲによって分析したｍＲＮＡ転写物
【０３０８】
【表３】

【０３０９】
　術後創傷形成後、ＣＴＧＦおよびコラーゲン遺伝子のｍＲＮＡ発現増加が予期された。
瘢痕におけるＣＴＧＦ　ｍＲＮＡ発現は、３つの時点すべてで、そして３つのコホートす
べてにおいて、ベースライン非創傷皮膚より増加した（およそ２～５倍）。発展しつつあ
る瘢痕組織において予期されるであろうように、Ｃｏｌ１Ａ２（５～８倍）およびＣｏｌ
３Ａ１（３～７倍）などのコラーゲン遺伝子を含む、瘢痕形成と関連することが知られる
多様な遺伝子の発現増加もまた観察された。
【０３１０】
　測定した３つの時点すべてで、対応するプラセボ処置瘢痕と比較した際、ＣＴＧＦ　ｍ
ＲＮＡ誘導の抑制が、ＥＸＣ　００１注射後に観察された。図７Ａに示すように、第１３
週で、ＣＴＧＦ　ｍＲＮＡ誘導における総合的な（すべての３つのコホートに渡る）ＥＸ
Ｃ　００１仲介性減少は５３％であった。ＣＴＧＦ　ｍＲＮＡ抑制の度合いもまた、時間
およびコホート投薬に応じて多様であった。例えば、１つのコホートにおいて、５ｍｇ／
ｃｍの単回用量は、非創傷皮膚に比較して、１４０％発現のみの誘導に対して、ＣＴＧＦ
発現を７４％（ｐ＝０．０１１）減少させた（ＥＸＣ　００１の最後の用量の２週間後に
測定を行った）（図７Ｄ）。さらに、Ｃｏｌ１Ａ２、Ｃｏｌ３Ａ１（図７Ｂ）、およびエ
ラスチン繊維（ＥＬＡＳＦ）（図７Ｃ）の総合誘導ｍＲＮＡ発現レベルもまた、第１３週
に測定した際、ＥＸＣ　００１処置によって、有意に減少した（それぞれ、４０％（ｐ＝
０．００１３）、６９％（ｐ＜０．０００１）、および６３％（ｐ＝０．０００４））（
３つのコホートすべてに渡って）。
【０３１１】
　正常な創傷修復および治癒プロセスを促進するために、ある程度のコラーゲン遺伝子発
現が必要であるため、コラーゲン遺伝子発現の完全阻害は、薬剤処置の望ましい結果でな
い可能性が高い。図７ＤおよびＥに示すように、第４週または第１３週、プラセボに比較
して、ＥＸＣ　００１処置によって、ＳＭＡＤ３またはＴＧＦβ１　ｍＲＮＡ発現いずれ
の有意な阻害もなかった。
【０３１２】
　これらのデータは、ヒトにおけるＥＸＣ　００１の作用機構を示す。これらのデータは
また、ＥＸＣ　００１が皮膚瘢痕形成の重症度を減少させることが可能である機構も立証
する。
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