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(57)【要約】
　本開示は、創傷の治癒を促進し、瘢痕形成を低減する
ための、リラキシンを投与する方法に関する。本開示は
さらに再建および形成手術でのリラキシンの使用も意図
する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　皮膚創傷の表面的外観を改善する方法であって、未処置の対象の治癒後の創傷と比較し
て改善された表面的外観を有する治癒後の創傷をもたらすのに有効な量の薬学的に活性な
リラキシンを含む医薬製剤を皮膚創傷を有する対象に投与することを含む方法。
【請求項２】
　前記改善された表面的外観を有する治癒後の創傷は、周辺の皮膚とのより近い色の一致
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記改善された表面的外観を有する治癒後の創傷は、コラーゲン線維が編み合わさって
配列されたものをさらに含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記リラキシンは、精製、組換え型または合成ヒトリラキシンである、請求項１に記載
の方法。
【請求項５】
　前記リラキシンは、Ｈ１、Ｈ２またはＨ３ヒトリラキシンである、請求項１に記載の方
法。
【請求項６】
　前記リラキシンは、リラキシン作動薬である、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記リラキシンは、前記対象に全身投与される、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記リラキシンは、前記皮膚創傷に局所投与される、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記皮膚創傷を洗浄することをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記医薬製剤は、抗生物質および非ステロイド系抗炎症薬のうち１つまたはその両方を
さらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　皮膚創傷が治癒する間に瘢痕化するのを低減する方法であって、未処置の対象の治癒後
の創傷と比較して瘢痕化が低減された治癒後の創傷をもたらすのに有効な量の薬学的に活
性なリラキシンを含む医薬製剤を皮膚創傷を有する対象に投与することを含む方法。
【請求項１２】
　前記瘢痕化は、ケロイド、肥厚性瘢痕および線条からなる群から選択される、請求項１
１に記載の方法。
【請求項１３】
　デブリードマンまたは既存の瘢痕組織の除去をさらに含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記リラキシンは、精製、組換え型または合成ヒトリラキシンである、請求項１１に記
載の方法。
【請求項１５】
　前記リラキシンは、Ｈ１、Ｈ２またはＨ３ヒトリラキシンである、請求項１１に記載の
方法。
【請求項１６】
　前記リラキシンは、リラキシン作動薬である、請求項１１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記リラキシンは、前記対象に全身投与され、かつ／または前記皮膚創傷に局所投与さ
れる、請求項１１に記載の方法。
【請求項１８】
　前記皮膚創傷を洗浄することをさらに含む、請求項１１に記載の方法。
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【請求項１９】
　前記医薬製剤は、抗生物質および非ステロイド系抗炎症薬のうち１つまたはその両方を
さらに含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項２０】
　前記対象は、治癒能力が損なわれたヒト対象である、請求項１１に記載の方法。
【請求項２１】
　創傷の治癒を促進する方法であって、前記創傷の治癒を促進するのに有効な量の薬学的
に活性なリラキシンを含む医薬製剤を創傷を有する対象に投与することを含む方法。
【請求項２２】
　前記創傷は、形成手術によるものである、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記形成手術は、皺切除、眼瞼形成術、鼻形成術、耳形成術、頤形成術、頬部除皺術、
額除皺術、眉毛吊り上げ術、顔面の瘢痕修正、顔面の瘢痕除去、レーザー手術、皮膚の表
面修復、皺治療、プラズマ皮膚再生、顔面の脂肪移植、皮膚の引き締め、刺青除去および
植毛からなる群から選択される顔面の形成手術である、請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記形成手術は、腹壁形成術、乳房縮小術、豊胸術、ボディリフト手技、クモ状静脈治
療、皮膚線条治療、脂肪吸引、余剰皮膚切除手術、セルライト減少治療、体形矯正、体の
表面修復および体内インプラントからなる群から選択される全身の形成手術である、請求
項２２に記載の方法。
【請求項２５】
　前記リラキシンは、精製、組換え型または合成ヒトリラキシンである、請求項２１に記
載の方法。
【請求項２６】
　前記リラキシンは、Ｈ１、Ｈ２またはＨ３ヒトリラキシンである、請求項２１に記載の
方法。
【請求項２７】
　前記リラキシンは、リラキシン作動薬である、請求項２１に記載の方法。
【請求項２８】
　前記リラキシンは、全身および／または局所投与される、請求項２１に記載の方法。
【請求項２９】
　前記医薬製剤は、抗生物質および非ステロイド系抗炎症薬のうち１つまたはその両方を
さらに含む、請求項２１に記載の方法。
【請求項３０】
　前記対象は、治癒能力が損なわれたヒト対象である、請求項２１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願
　本願は、２００８年５月１６日に出願された米国仮特許出願第６１／１２７，９４７号
の米国特許法第１１９条（ｅ）に基づく利益を主張するものであり、すべての目的のため
に全体を参照によって本明細書に引用したものとする。
【０００２】
　分野
　本開示は、創傷の治癒を促進し、瘢痕形成を低減する方法に関する。本明細書に記載さ
れる方法には、リラキシンの投与が用いられる。
【背景技術】
【０００３】
　創傷は、目立つ外観の悪い瘢痕を残して治癒することが多く、結果としてもたらされる
組織は通常、周囲の組織より弱い。それは、コラーゲンが本来の配向で治癒しないためで



(4) JP 2011-520902 A 2011.7.21

10

20

30

40

50

ある。例えば、盛り上がった瘢痕の形成を低減するために皮膚の表面にシリコンシートを
貼るなどの、創傷の治癒を増進し瘢痕形成を低減するさまざまなアプローチが試みられて
きた。いくつかの局所用クリームおよびゲルも瘢痕の外観を改善すると主張する瘢痕用の
治療薬として販売されている。しかしながら、これらのアプローチの多くは、主張した解
決をもたらせない。例えば、瘢痕の低減を促進する局所用クリームは、盲検試験が行われ
ても有効性が示されていない。これは、局所用クリームが創傷後に再形成されるコラーゲ
ンネットワークについて対処していないためである。
【０００４】
　米国で２００４年に合計４２００万の外科手技に対して行われたＴｈｅ　Ｍａｔｔｓｏ
ｎ　Ｊａｃｋグループによる市場調査によると、３４パーセントの患者で治癒が損なわれ
ているリスクが高かった。この調査によると、市場で現在受けられる治療に対しての満足
度は低く、外科的な治癒を加速する治療薬に対して関心が高いことが示された。よって、
創傷の治癒を促進するための効果的な薬物療法を提供することに対してはっきりとした市
場ニーズが存在している。特に、急性創傷（例えば、穿通創、熱傷、神経損傷または選択
的手術によって生じる創傷も）、慢性創傷（例えば、糖尿病性、静脈性および褥瘡性潰瘍
など）の場合または全般的に治癒に障害のある個人（例えば、高齢者もしくは糖尿病の個
人）にとって、治癒速度を速めることが望ましいことが多い。これらの例すべてにおいて
、創傷は、個人のクオリティオブライフに重大な影響を及ぼす可能性があり、または結果
として死に至ることさえある。例えば、創傷部の細菌感染により、治癒過程が妨害され、
生命を脅かす合併症に至ることがある。よって、臨床的に可能な限り治癒速度を速めるこ
とが望ましい。
【０００５】
　創傷の治癒過程は、負傷した瞬間から始まり数か月から数年間続くこともある複雑な一
連の事象である。特に成人の組織における創傷の治癒は複雑な修復過程である。例えば、
皮膚の治癒過程には、創傷部に対する特殊化したさまざまな細胞のリクルート、細胞外マ
トリックスおよび基底膜の沈着、血管形成、特異的プロテアーゼ活性ならびに再上皮化が
含まれる（ＳｉｎｇｅｒおよびＣｌａｒｋ、Ｔｈｅ　Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　Ｊｏｕｒ
ｎａｌ　ｏｆ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ、３４１：７３８～７４３ページ、１９９９年）。
【０００６】
　創傷の治癒過程には明確な３つの段階がある。第１に、一般に創傷が生じた瞬間から最
初の２から５日までに起こる炎症期には、血小板が凝集して顆粒が沈着する。これが、フ
ィブリンの沈着を促進して、増殖因子の放出を刺激する。白血球が創傷部に移動し、消化
を開始し、創傷から壊死組織片を運び去る。この炎症期の間、さらに単球がマクロファー
ジに転換され、血管形成および線維芽細胞の生成を刺激する増殖因子を放出する。
【０００７】
　第２に、一般に２日から３週までに起こる増殖期には、肉芽組織が形成され、上皮化が
始まる。この段階で重要な細胞の種類である線維芽細胞は、増殖し、コラーゲンを合成し
て創傷を塞ぎ、上に上皮細胞が増殖する強いマトリックスを提供する。線維芽細胞がコラ
ーゲンを生成するにつれ、近くの血管から新生の血管が伸びて、再生組織に栄養分が供給
される。血管のこの赤いループにより、創傷が粒状に見えることから、「肉芽形成」組織
と呼ばれる。上皮化には、創傷表面から上皮細胞が移動して創傷を塞ぐことが含まれる。
同種の細胞同士が接触する必要性により上皮細胞が動かされ、それらの細胞が上を移動す
る格子として機能する、フィブリン鎖のネットワークによって誘導される。筋線維芽細胞
と呼ばれる収縮性細胞が創傷に現れ、創傷閉鎖を助ける。筋線維芽細胞は、コラーゲン合
成および収縮性を示し、創傷の肉芽形成時に一般的である。
【０００８】
　第３に、３週から最大数年までに起こることがある、創傷の治癒の最終段階である再構
築期には、瘢痕でコラーゲンの分解と再合成とが繰り返される。この段階の間に、新たに
形成された皮膚の抗張力が増す。
【０００９】
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　一方、創傷の治癒の速度が増すと、瘢痕形成の増加を伴うことが多い。瘢痕化は、大部
分の成体動物および成人ヒトの組織での治癒過程の結果である。瘢痕組織は、通常、機能
的質が劣っているため、瘢痕組織が取って代わる組織と同一ではない。例えば、皮膚の瘢
痕は紫外線照射に対しての抵抗性が低く、瘢痕組織内では汗腺および毛包がもとの状態に
は戻らない。瘢痕の種類には萎縮性、肥厚性およびケロイド性瘢痕ならびに瘢痕拘縮が挙
げられるが、これらに限定されるものではない。萎縮性瘢痕は、平らで、くぼみまたは穴
のように周辺の皮膚より下に陥没している。肥厚性瘢痕は、本来の損傷の境界内にとどま
っている隆起した瘢痕であり、異常なパターンで配列された過剰なコラーゲンが含まれる
ことが多い。ケロイド性瘢痕は、本来の創傷の周縁部を越えて広がり部位特異的に周囲の
正常な皮膚に浸潤する隆起した瘢痕であり、異常な様式で配列した渦巻き状のコラーゲン
が含まれることが多い。瘢痕拘縮は、関節をまたぐか、または皮膚が直角にしわになる瘢
痕であり、縮みまたは拘縮に発展する傾向がある。瘢痕拘縮は、瘢痕が完全にできあがっ
ていないうちに生じ、肥厚する傾向が高く、一般に障害を引き起こし機能障害をもたらす
ものである。瘢痕化は、虚血性または線条であることもある。虚血性の瘢痕（Ischemic s
car）は、局所的に血液供給が不足することにより生じる。線条瘢痕は、皮膚が急速に伸
展する場合（例えば、妊娠中の著しい体重増加もしくは青年期の急成長）、または治癒過
程中に皮膚が張力を受けている場合（通常、関節付近）に形成される。通常、この種類の
瘢痕は、数年後には外観が改善される。
【００１０】
　一方、正常な皮膚はかごの編目状に配列されたコラーゲン線維からなり、これが真皮の
強度および弾力性の双方をもたらす。したがって、より順調な創傷の治癒過程を達成する
ためには、コラーゲン生成を刺激するだけでなく、瘢痕形成を低減するためにより組織化
された配列でコラーゲンが横たわるアプローチが望ましい。本開示は、満たされていない
この需要に対処するものである。
【発明の概要】
【００１１】
　本開示は、概して創傷の治癒を改善し、瘢痕形成を低減する方法を提供する。本開示の
態様は、外傷または創傷の治癒を促進する方法、創傷の再上皮化を促進する方法、創傷が
治癒する間に瘢痕化するのを低減する方法、創傷が治癒する間に瘢痕化するのを防止する
方法、皮膚創傷の、線維芽細胞増殖を誘導するＴＧＦ－βコラーゲンおよびコラーゲンの
生成を抑制する方法ならびに損なわれた外観（appearance of disfiguration）を改善す
る方法に関する。
【００１２】
　創傷は、切開、引き裂き、擦過、穿刺、貫通、銃撃、刺すことならびに顔面および全身
の、形成および再建手術によって生じることもある。創傷の治癒を増進し、瘢痕形成を低
減するために、シリコンシートおよび局所用クリームなどのさまざまなアプローチが試み
られてきたが、これらのアプローチの多くは望ましい効果を達成できない。したがって、
本開示は、この需要に対処する新しい治療的アプローチを提供する。この開示の利点の１
つは、リラキシンが創傷の治癒速度を増加させることである。本開示の別の利点は、リラ
キシンが創傷部の強度を改善することである。さらに別の利点は、リラキシンの投与によ
り瘢痕形成を低減する抗線維症作用を刺激し、線維芽細胞増殖を誘導するＴＧＦ－βコラ
ーゲンおよびコラーゲンの生成を抑制することが含まれる。
【００１３】
　リラキシンの投与により創傷の治癒は著しく増進される。例えば、齧歯類において、ラ
ットではリラキシンの全身投与がＶＥＧＦおよびｂＦＧＦ転写物のアップレギュレーショ
ンに関与し、負傷した部位における新しい血管の形成を選択的に増加させる（Ｕｎｅｍｏ
ｒｉら、Ｗｏｕｎｄ　Ｒｅｐａｉｒ　ａｎｄ　Ｒｅｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ、８：３６６～
３６８ページ、２０００年）。しかしながら、齧歯類の創傷の治癒メカニズムは、ブタお
よびヒトの創傷の治癒メカニズムとは異なる。したがって、本開示の利点は、本開示が、
創傷の治癒を促進するためおよび瘢痕形成を低減するために、安全で効果的な方法で動物
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（ブタなど）およびヒトの皮膚にリラキシンを投与する方法を提供することである。
【００１４】
　前述の各方法について、外傷あるいは創傷（開放創、閉鎖創、切創または顔面の形成手
術もしくは全身の形成手術によって生じた創傷であってもよい）のある動物またはヒト対
象（糖尿病の対象を含む）を選択し、外傷または創傷の治癒を促進するのに有効な量の薬
学的に許容可能なリラキシンを含む医薬製剤を投与する。特定の実施形態では、外傷は切
創（表皮の切開創であってもよい）または創傷（開放もしくは閉鎖であってもよい）であ
る。開放創の例としては、切開創、裂創、擦過創、穿刺創、貫通創、射創および刺創が挙
げられるが、これらに限定されるものではない。閉鎖創の例としては、挫傷または血腫が
挙げられるが、これらに限定されるものではない。特定の実施形態では、創傷の治癒、再
上皮化、または治癒時の瘢痕化の低減が加速される。他の実施形態では、創傷は、全体が
もしくは部分的に痂皮で覆われているか、活性な線維芽細胞を含むか、または急性もしく
は慢性創傷である。さらに別の実施形態では、切創は表皮の切開創である。
【００１５】
　本開示の前述の態様について他の実施形態では、創傷は顔面の形成手術または全身の形
成手術などの美容整形手術によって生じたものであってもよい。顔面の形成手術の例とし
ては、皺切除、眼瞼形成術、鼻形成術、耳形成術、頤形成術、頬部除皺術、額除皺術、眉
毛吊り上げ術、顔面の瘢痕修正、顔面の瘢痕除去、レーザー手術、皮膚の表面修復（resu
rfacing）、皺治療、プラズマ皮膚再生、顔面の脂肪移植、皮膚の引き締め、刺青除去お
よび植毛が挙げられるが、これらに限定されるものではない。全身の形成手術の例として
は、腹壁形成術、乳房縮小術、豊胸術、ボディリフト手技、クモ状静脈治療、皮膚線条治
療、脂肪吸引、余剰皮膚切除手術、セルライト減少治療、体形矯正、体の表面修復および
体内インプラントが挙げられるが、これらに限定されるものではない。
【００１６】
　特定の実施形態では、特定の受容体を調節することにより、対象の創傷もしくは切創の
治癒の促進、創傷の再上皮化の促進、創傷の治癒時の瘢痕化の低減もしくは防止または創
傷の、線維芽細胞増殖を誘導するＴＧＦ－βコラーゲンおよびコラーゲンの生成の抑制が
起こる。特に、ＬＧＲ７およびＬＧＲ８受容体は、リラキシンの結合によって活性化され
、この結合が一酸化窒素（ＮＯ）の生成を引き起こす。他の実施形態では、外傷部のまわ
りの血管拡張を増大すること、創傷部で組織の肉芽形成を低減すること、創傷部で慢性炎
症を低減すること、創傷部で壊死を低減すること、創傷部でコラーゲンの組織化を増進す
ること、創傷部の組織構造を改善すること、創傷部の強度を増すことおよびそれらの組合
せによってリラキシンが創傷または切創の治癒を促進する。前述の方法は、皮膚創傷の再
上皮化を促進すること、瘢痕化を低減すること、瘢痕化を防止することならびに線維芽細
胞増殖を誘導するＴＧＦ－βコラーゲンおよびコラーゲンの生成を抑制することをさらに
含む。特定の実施形態では、再上皮化には、創傷部のまわりの血管拡張を増大すること、
創傷部で組織の肉芽形成を低減すること、創傷部で慢性炎症を低減すること、創傷部で壊
死を低減すること、創傷部でコラーゲンの組織化を増進すること、創傷部の組織構造を改
善することおよび／または創傷部の強度を増すことが含まれるが、これらに限定されるも
のではない。他の実施形態では、皮膚創傷の再上皮化は、さらに瘢痕化を低減する、瘢痕
化を防止するかつ／または線維芽細胞増殖を誘導するＴＧＦ－βコラーゲンおよびコラー
ゲンの生成を抑制する。
【００１７】
　本開示の医薬製剤に使用されるリラキシンは、例えば、合成または組換え型リラキシン
が可能である。一実施形態では、リラキシンはヒトリラキシンである。本開示の別の実施
形態では、リラキシンは、Ｈ２ヒトリラキシンである。さらに別の実施形態では、リラキ
シンは、合成または組換え型Ｈ２ヒトリラキシンである。このように、合成または組換え
型ヒトリラキシンの医薬製剤で対象を治療することができる。本開示の別の実施形態では
、合成Ｈ２ヒトリラキシンで対象を治療する。さらに別の実施形態では、組換え型Ｈ２ヒ
トリラキシンで対象を治療する。
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【００１８】
　リラキシンは、以下に限定されるものではないが、局所、皮下、全身、筋肉内、舌下、
静脈内、吸引、注入、洗浄および／または浸透圧ポンプ（例えば、マルチチャンバー型浸
透圧ポンプシステム（multi-chamber osmotic pump system））などの多くの異なる経路
によって対象に投与することができる。例えば、局所送達には以下に限定されるものでは
ないが、ローション、ゲル、クリーム、溶液および包帯（リラキシンが包帯のガーゼに送
達され、湿潤創傷に適用されると創傷部に放出されることになる）が含まれうる。特定の
実施形態では、徐々に速度を遅くしてリラキシンを投与した。リラキシンの血清中濃度を
約０．５から約５００ｎｇ／ｍＬ、より好ましくは約０．５から約３００ｎｇ／ｍＬおよ
び最も好ましくは約３から約７５ｎｇ／ｍＬに維持するよう、速度をあらかじめ決定でき
る。可能な範囲は約１から約５０ｎｇ／ｍＬであり、好ましい血清中濃度は２０ｎｇ／ｍ
Ｌである。他の実施形態では、リラキシンが１日あたり対象の体重をもとに約１０から１
０００μｇ／ｋｇの範囲の量で投与される。さらに別の実施形態では、リラキシンの用量
は、１０、３０、１００および２５０μｇ／ｋｇ／日である。さらに別の実施形態では、
これらの用量は、それぞれ約３、１０、３０および７５ｎｇ／ｍＬのリラキシンの血清中
濃度をもたらす。さらに別の実施形態では、１日あたり体重をもとに約９６０μｇ／ｋｇ
としてリラキシンが投与されることが好ましい。いかなる用量レベルについても、治療効
果が得られるのに十分な期間にわたってリラキシンが投与されてもよい。
【００１９】
　特定の実施形態では、上記の方法には、治癒を加速するために創傷を洗浄することを含
めてもよい。リラキシンは、薬学的に許容可能な担体、希釈剤または賦形剤とともに投与
することができ、ローション、ゲル、クリームおよび／または溶液の形態で組み合わされ
てもよい。他の実施形態では、リラキシンは、創傷浸透促進剤（wound penetration enha
ncer）と組み合わせて投与される。リラキシンは、ＮＳＡＩＤまたは抗生物質などの少な
くとも１つの薬学的に活性な他の薬剤と組み合わせて投与することもできる。さらに別の
実施形態では、治療効果が得られるのに十分な期間にわたってリラキシンが投与される。
【００２０】
　本開示の他の態様は、外傷を治療する方法、創傷を再上皮化する方法、皮膚創傷が治癒
する間に瘢痕化するのを防止または低減する方法であって、薬学的に活性な合成ヒトリラ
キシンが対象に投与される方法を提供する。これには、１日あたり体重をもとに約１０か
ら約１０００μｇ／ｋｇの範囲の用量を含む注入可能な製剤が含まれ、リラキシンは治療
効果が得られるのに十分な期間にわたって投与される。一実施形態では、対象はヒト対象
である。他の実施形態では、外傷は、表皮の切開創であることもある切創、または開放も
しくは閉鎖であることもある創傷である。開放創の例としては、切開創、裂創、擦過創、
穿刺創、貫通創、射創および／または刺創が挙げられるが、これらに限定されるものでは
ない。さらに別の実施形態では、製剤は注入可能なものである。
【００２１】
　さらに別の態様では、本開示は、皮膚創傷が治癒する間に瘢痕化するのを防止または低
減する方法であって、薬学的に活性な合成ヒトリラキシンが１日あたり体重をもとに約１
０から約１０００μｇ／ｋｇの範囲の量で対象に投与され、対象において治療効果が得ら
れるのに十分な期間にわたって投与され続ける方法を提供する。一実施形態では、対象は
ヒト対象である。別の実施形態では、創傷は、開放創または閉鎖創である。さらに別の実
施形態では、開放創には、切開創、裂創、擦過創、穿刺創、貫通創、射創および刺創が挙
げられるが、これらに限定されるものではない。さらに別の実施形態では、瘢痕化には、
ケロイド、肥厚性、虚血性および線条が挙げられるが、これらに限定されるものではない
。さらに別の実施形態では、まず既存の瘢痕組織が取り除かれる。さらに別の実施形態で
は、製剤は注入可能なものである。
【００２２】
　本開示は、上述のとおり、（糖尿病の対象を含む）ヒト対象の外傷の治癒を促進するた
めに用いるリラキシン；（糖尿病の対象を含む）ヒト対象の創傷の治癒を促進するために
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用いるリラキシン；（糖尿病の対象を含む）ヒト対象の創傷の再上皮化を促進するために
用いるリラキシン；（糖尿病の対象を含む）ヒト対象の創傷が治癒する間に瘢痕化するの
を低減するために用いるリラキシン；（糖尿病の対象を含む）ヒト対象の創傷が治癒する
間に瘢痕化するのを防止するために用いるリラキシン；（糖尿病の対象を含む）ヒト対象
の創傷の、線維芽細胞増殖を誘導するＴＧＦ－βコラーゲンおよびコラーゲンの生成を抑
制するために用いるリラキシン；ならびに（糖尿病の対象を含む）ヒト対象の損なわれた
外観を改善するために用いるリラキシンをさらに包含する。
【００２３】
　本開示は、さらに皮膚創傷の表面的外観（cosmetic appearance）を改善する方法であ
って、未処置の対象の治癒後の創傷と比較して改善された表面的外観を有する治癒後の創
傷をもたらすのに有効な量の薬学的に活性なリラキシンを含む医薬製剤を皮膚創傷を有す
る対象に投与することを含む方法を提供する。いくつかの実施形態では、改善された表面
的外観を有する治癒後の創傷は、周辺の皮膚とのより近い色の一致を含む（より滑らかな
質感、周辺の皮膚の歪みの低減、周辺の皮膚に対するより良い外形および包括的な症状が
ないこと）。いくつかの好適な実施形態では、改善された表面的外観を有する治癒後の創
傷は、コラーゲン線維が編み合わさって配列されたものをさらに含む。いくつかの実施形
態では、リラキシンは、精製、組換え型または合成ヒトリラキシンである。いくつかの好
適な実施形態では、リラキシンはＨ１、Ｈ２またはＨ３ヒトリラキシンであり、他の実施
形態では、リラキシンは、リラキシン作動薬である。いくつかの好適な実施形態では、リ
ラキシンは、対象に全身投与され、かつ／または皮膚創傷に局所投与される。いくつかの
実施形態は、皮膚創傷を洗浄することをさらに含む。さらに、いくつかの実施形態では、
医薬製剤は、抗生物質および非ステロイド系抗炎症薬のうち１つまたはその両方をさらに
含む。いくつかの実施形態では、対象は、治癒能力が損なわれた（例えば、糖尿病の、高
齢の）ヒト対象である。
【００２４】
　さらに、本開示は、皮膚創傷が治癒する間に瘢痕化するのを低減する方法であって、未
処置の対象の治癒後の創傷と比較して瘢痕化が低減された治癒後の創傷をもたらすのに有
効な量の薬学的に活性なリラキシンを含む医薬製剤を皮膚創傷を有する対象に投与するこ
とを含む方法を提供する。いくつかの実施形態では、瘢痕化は、ケロイド、肥厚性瘢痕お
よび線条からなる群から選択される。いくつかの好適な実施形態では、本方法は、デブリ
ードマンまたは既存の瘢痕組織の除去をさらに含む。いくつかの実施形態では、リラキシ
ンは、精製、組換え型または合成ヒトリラキシンである。いくつかの実施形態では、リラ
キシンは、Ｈ１、Ｈ２またはＨ３ヒトリラキシンであり、他の実施形態では、リラキシン
は、リラキシン作動薬である。いくつかの好適な実施形態では、リラキシンは、対象に全
身投与され、かつ／または皮膚創傷に局所投与される。いくつかの方法は、皮膚創傷を洗
浄することをさらに含む。さらに、いくつかの実施形態では、医薬製剤は、抗生物質およ
び非ステロイド系抗炎症薬のうち１つまたはその両方をさらに含む。いくつかの実施形態
では、対象は、治癒能力が損なわれた（例えば、糖尿病の、高齢の）ヒト対象である。
【００２５】
　本開示は、さらに創傷の治癒を促進する方法であって、創傷の治癒を促進するのに有効
な量の薬学的に活性なリラキシンを含む医薬製剤を創傷を有する対象に投与することを含
む方法を提供する。いくつかの実施形態では、創傷は、形成手術によって生じるものであ
る。いくつかの実施形態では、形成手術は、皺切除、眼瞼形成術、鼻形成術、耳形成術、
頤形成術、頬部除皺術、額除皺術、眉毛吊り上げ術、顔面の瘢痕修正、顔面の瘢痕除去、
レーザー手術、皮膚の表面修復、皺治療、プラズマ皮膚再生、顔面の脂肪移植、皮膚の引
き締め、刺青除去および植毛からなる群から選択される顔面の形成手術である。他の実施
形態では、形成手術は、腹壁形成術、乳房縮小術、豊胸術、ボディリフト手技、クモ状静
脈治療、皮膚線条治療、脂肪吸引、余剰皮膚切除手術、セルライト減少治療、体形矯正、
体の表面修復および体内インプラントからなる群から選択される全身の形成手術である。
いくつかの実施形態では、リラキシンは、精製、組換え型または合成ヒトリラキシンであ
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る。いくつかの好適な実施形態では、リラキシンは、Ｈ１、Ｈ２またはＨ３ヒトリラキシ
ンであり、他の実施形態では、リラキシンは、リラキシン作動薬である。いくつかの好適
な実施形態では、リラキシンは、全身および／または局所投与される。さらに、いくつか
の好適な実施形態では、医薬製剤は、抗生物質および非ステロイド系抗炎症薬のうち１つ
またはその両方をさらに含む。いくつかの実施形態では、対象は、治癒能力が損なわれた
（例えば、糖尿病の、高齢の）ヒト対象である。
【００２６】
　本開示は、好適な実施形態を説明するのに役立つ添付の図とともに読むと、最もよく理
解される。ただし、当然のことながら、本開示は図に開示した特定の実施形態に限定され
るものではない。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】図１Ａ：大きさおよび形状がインスリンと類似したペプチドホルモンであるＨ２
リラキシンを示す図である。図１Ｂ：ヒトリラキシン２（Ｈ２）のＢ鎖（配列番号：１）
およびＡ鎖（配列番号：２、Ｘはグルタミン酸［Ｅ］またはグルタミン［Ｑ］を表す）の
アミノ酸配列である。
【図２】図２Ａ：ブタの創傷の位置を示す図である。図２Ｂ：生きたブタの創傷の位置を
示す写真である。
【図３】リラキシンおよびプラセボによる６週間の処置後における若齢ブタの背中の創傷
部の写真である。区分３は、最初の１週間、リラキシンで洗浄され、続いて２～６週目の
間、高用量のリラキシン局所製剤で処置された。区分４、５および６は１週目の間は洗浄
されなかった。区分４は、プラセボで処置された。区分５は、低用量の局所製剤で処置さ
れ、区分６は、高用量の局所製剤で処置された。
【図４】６日後の創傷の外観の変化を示す写真である。（Ａ）上の写真は、対照ブタの皮
膚を示す。（Ｂ）下の写真は、全身性リラキシンが適用された、処置されたブタの皮膚を
示す。図からわかるように、リラキシンで処置された創傷は、対照ブタと比較して治癒が
より速く良好で、治癒後の皮膚の外観がより滑らかに見える。
【図５】皮膚の表面的外観の視覚的評価を示すグラフであり、（Ａ）審美的点数（cosmet
ic score）を示し、（Ｂ）周辺の皮膚との色の一致についての点数を示す。両方の点数は
、４および６週目につけた。
【図６】６週間の処置後における若齢のブタの創傷部を示す写真である。矢印で示された
領域は以下を示す。（Ａ）皮膚が全身性リラキシンで処置された場合の瘢痕が目立たない
領域、および（Ｂ）皮膚がプラセボで処置された場合の赤い瘢痕が目立つ領域。写真の両
側にある黒いマークは本来の創傷の範囲を示す。写真にある目立つ痂皮は、試験中にパン
チバイオプシーを採取した場所を示す。
【図７】リラキシンで処置した後の創傷部を示す病理組織学的スライドである。
【図８】リラキシン処置した肉芽組織とリラキシン処置していない肉芽組織を比較した若
齢のブタにおける創傷部の２枚の病理組織学的スライドである。左側のスライド（リラキ
シン処置なし）では重度の瘢痕化が観察され、右側のスライド（リラキシン処置あり）で
は軽度の瘢痕化が観察された。スライドは、創傷を受けて６週間後に見られる広範囲に及
ぶ肉芽組織を示している。スライドは、さらに肉芽組織の量を低減するリラキシンの効果
（右）および結果として正常な外観に回復した組織を示している。
【図９】６週間後の創傷部の肉芽組織の量（左）および炎症（右）の採点（盲検法による
評価）を示すグラフである。全身性リラキシン処置した創傷（赤）は、全身性リラキシン
処置していない創傷（青）より肉芽組織または炎症が有意に低減された。これは、全身送
達によりリラキシンで処置されると創傷部がより良好に変化することを示している。
【図１０】創傷治癒の評価に使用されたコラーゲン修復のスライドである。（Ａ）上側は
、相対的に組織化されていないコラーゲンを示している。（Ｂ）下側は、良好に治癒した
コラーゲンを示している。
【図１１】全身性リラキシンを投与されていない創傷（左）と比較して全身性リラキシン
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で処置された創傷（右）の創傷治癒の複合点数が有意に改善されたことを示すグラフであ
る。創傷の点数は、創傷部におけるコラーゲンの主観的外観に基づく３段階評価であり、
数が大きいほど治癒が良好であることを示す。点数「１」は、多くの線維が平行な束の状
態でまたは一次元的に配列され、大きさもより小さく、よりきつく固まっていることを指
す。「２」は、中程度に線維が配列され編まれていることを指す。「３」は、正常な真皮
と比較すると大きさが小さいものの正常なパターンと同様の、コラーゲン線維が編み合わ
さって配列されていることを指し、治癒が最も良好であることを示す。
【図１２】瘢痕を分類する、瘢痕の新しい採点法を示す顕微鏡写真である。正常な皮膚を
（Ａ）、軽度の瘢痕化を（Ｂ）、重度の瘢痕化を（Ｃ）、瘢痕化を（Ｄ）に示す。コラー
ゲンの束の方向を青、白および橙黄色の色で示している。軽度の瘢痕では、編まれたもの
は見られるが、細いコラーゲンが含まれている。重度の瘢痕には、主に平面的に配向した
非常に細いコラーゲンの束が存在する。スケールは、１００ミクロン、コンゴレッド染色
、偏光、２０×である。
【図１３】定量的なコラーゲンの採点法を示す図である。フォトショップソフトウェアを
用いて「赤み」の割合の算定が行われる。瘢痕周囲をトレースして、赤い画素の平均数を
計算する。隣接した正常な領域をトレースして、赤い画素の平均数を計算する。
【図１４】本試験に適用した客観的なコラーゲン採点法の結果を示すグラフである。全身
性リラキシンを投与された創傷（右）は、全身性リラキシンを投与されなかった創傷（左
）よりコラーゲンが有意により良好に組織化された。
【図１５】処置されたイヌの歯肉において注入部位から０．５ｃｍ、１．０ｃｍおよび２
．０ｃｍの位置で測定した注入後１時間、２時間および４時間において検出されたＨ２リ
ラキシン（Ｈ２　ＲＬＸ）の濃度を示すグラフである。処置されたイヌの歯肉の評価から
、１、２および４時間の３時点のすべてにおいてリラキシン（ＲＬＸ）が存在していたが
、濃度が着実に低下していることが観察された。具体的には、９０ｎＭ、７８ｎＭおよび
２１ｎＭのＨ２　ＲＬＸがそれぞれ検出された。ＲＬＸが歯肉の中を限定的に移動したこ
とが確認された。１時間の時点では、ＲＬＸは、注入部位から０．５ｃｍの位置で検出さ
れたが、注入部位から１．０および２．０ｃｍの位置では検出されなかった。残りの時点
では、注入部位でのみＲＬＸが検出された。したがって、このグラフにより、注入部位の
近くにリラキシンがとどまっていることが明らかに示されている。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　総括
　本開示は、外傷または創傷の治癒を促進する方法に関する。本開示は、外傷を治療する
方法、創傷の再上皮化を促進する方法ならびに治癒過程で瘢痕化するのを低減および防止
する方法を提示する。本開示は、線維芽細胞増殖を誘導するＴＧＦ－βコラーゲンおよび
コラーゲンの生成を抑制する方法ならびに皮膚の損なわれた外観を改善する方法をさらに
提供する。特定の実施形態では、本開示の方法は、例えば高齢者などの手術または外傷後
の治癒が思わしくない患者ならびに糖尿病患者および免疫低下患者などの併存症のある患
者の、創傷の加速および領域の強化に適用するのに特に適している。他の実施形態では、
本開示の方法は、美容整形手術に対する適用性が見いだされている。
【００２９】
　本開示は、創傷の治癒および瘢痕の防止の分野で著しい進歩を提示する。臨床治療の場
および臨床治療前の場でリラキシンを創傷に用いると、治癒過程、具体的には再上皮化の
速度を加速する。リラキシンによる処置は、瘢痕化の低減および防止においても治療的に
有効である。リラキシンが、ＬＧＲ７およびＬＧＲ８などの特異的なＧ－タンパク質共役
型リラキシン受容体を調節できるため、リラキシンのこれらの受容体との結合により、よ
り良好な創傷の治癒および瘢痕の防止をもたらすと考えられている。
【００３０】
　リラキシンは、血管内皮増殖因子（ＶＥＧＦ）および線維芽細胞増殖因子（ＦＧＦ）な
どの血管新生サイトカインを誘導することにより創傷部での新しい血管の成長（血管形成
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）も促進する。ＶＥＧＦ放出を刺激することにより、内皮細胞の有糸分裂活性および／ま
たは移動活性を促進する。さらに、組織の修復に極めて重要なのは、細胞の移動および／
または増殖を支持する細胞外骨格を構築することである。多くの細胞タイプのあらゆるも
のからのＦＧＦ放出を刺激すると、線維芽細胞の増殖および移動を促進し、これがコラー
ゲンなどの細胞外マトリックス（ＥＣＭ）成分の生成に関与する。驚くべきことに、本発
明者は、リラキシンの約６週間の処置後、創傷部において血管の全般的な減少をもたらす
、すなわちリラキシン処置の結果として創傷部に見られる赤みが著しく抑えられることを
見いだした。リラキシンは、まずできたばかりの創傷部で新しい血管の成長を促進し、そ
の後、約６週間の処置後にはこれらの新しい血管を減少させ、よりきめ細かく滑らかでよ
り正常に見える皮膚をもたらすため、これは興味深い新規の発見である。
【００３１】
　定義
　「リラキシン」という用語は、当該技術分野で周知のペプチドホルモンを指す（図１を
参照）。本明細書で使用される場合、「リラキシン」という用語は、インタクトな完全長
ヒトリラキシンまたは生物学的活性を維持しているリラキシン分子の一部などのヒトリラ
キシンを包含する。「リラキシン」という用語は、合成Ｈ２ヒトリラキシンおよび組換え
型Ｈ２ヒトリラキシンなどの合成ヒトリラキシンおよび組換え型ヒトリラキシンをさらに
意図している。この用語は、リラキシン類似体および生物学的活性を維持したその一部、
ならびに例えばＬＧＲ７受容体またはＬＧＲ８受容体などのリラキシン受容体から、結合
したリラキシンを競合的に置換する薬剤などの、リラキシン様活性を有する活性薬剤をさ
らに包含する。さらに、ここで使用される場合、ヒトリラキシンの核酸配列は、ヒトリラ
キシンＨ２の核酸配列と１００％同一であってはならないが、ヒトリラキシンＨ２の核酸
配列と少なくとも約４０％、５０％、６０％、６５％、６６％、６７％、６８％、６９％
、７０％、７１％、７２％、７３％、７４％、７５％、７６％、７７％、７８％、７９％
、８０％、８１％、８２％、８３％、８４％、８５％、８６％、８７％、８８％、８９％
、９０％、９１％、９２％、９３％、９４％、９５％、９６％、９７％、９８％または９
９％同一であるとよい。リラキシンは、ここで使用される場合、当業者に周知のいかなる
方法で生成されてもよい。そのような方法の例は、例えば、米国特許第５，７５９，８０
７号ならびにＢｕｌｌｅｓｂａｃｈら、Ｊ　Ｂｉｏｌ　Ｃｈｅｍ、２６６：１０７５４～
１０７６１ページ、１９９１年で説明されている。リラキシン分子および類似体の例は、
例えば、米国特許第５，１６６，１９１号で説明されている。
【００３２】
　「創傷」という用語は、通常開放創および閉鎖創の両方を指し、以下に定義されるとお
りである。創傷はさらに、急性創傷または慢性創傷として分類することができる。急性創
傷とは、根本的な治癒の異常はなく、通常健康な個体に手術または外傷に次いで二次的に
生じるもので、すぐに完全に治癒する。一方、慢性創傷とは、組織の完全性が失われるも
のであり、侵襲または外傷によって生じ、長期間継続するか頻繁に再発する。本明細書で
使用される場合、「皮膚創傷」という用語は、皮膚の破損を指す。
【００３３】
　「開放創」という用語は通常、創傷を引き起こした物体により分類される。これには、
切開創、裂創、擦過創、穿刺創、貫通創、射創などが含まれる。切開創または切り傷は、
ナイフ、カミソリまたはガラスの破片などの刃がきれいで鋭い物体によって生じることも
ある。表皮のみに関与する切開創は、切創として分類することができる。裂創は、硬組織
の上にある軟部組織に対する鈍い衝撃によって生じるか（頭蓋骨を覆う皮膚の裂創など）
、または皮膚および他の組織が裂けることによって生じる（出産によって生じるなど）不
規則な創傷である。結合組織または血管が下部の硬表面に押しつけられるため、裂創がつ
ながっているように見えることもある。擦過創（擦り傷）は、皮膚の最外層（表皮）が擦
りむける表面の創傷であり、ざらざらした表面の上を滑り落ちることによって生じること
が多い。穿刺創は、釘または針などの物体が皮膚を貫通することによって生じることもあ
る。貫通創は、ナイフなどの物体が体に刺さることによって生じることもある。射創は、
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弾丸または類似の発射体が体に打ち込まれるかまたは体を通過することによって生じる。
そのような場合、入り口に１つと出口に１つとの２つの創傷が存在することもあり、通常
スルーアンドスルー（through-and-through）として知られている。
【００３４】
　「閉鎖創」という用語は、打撲傷としてより一般的に知られている、鈍器外傷により生
じ皮膚の下の組織が損傷する挫傷；血腫（Blood tumor）とも呼ばれる、血管の損傷によ
り生じ、皮膚の下に次々と血液が集まる血腫；および大きなまたは極度の力が長期にわた
って与えられたことにより生じることがある圧挫損傷を指す。
【００３５】
　「瘢痕」という用語は、先に起きた外傷または創傷（例えば、切開創、切除または外傷
）により生じる異常な形態構造を指す。瘢痕は、主にコラーゲン１型および３型ならびに
フィブロネクチンのマトリックスである結合組織からなる。瘢痕は、（皮膚の通常の瘢痕
に見られるように）組織化が異常なコラーゲン線維からなるかまたは（中枢神経系の瘢痕
または皮膚の病理学的な瘢痕化に見られるように）結合組織の異常な蓄積であることもあ
る。瘢痕の種類には萎縮性、肥厚性およびケロイド性瘢痕ならびに瘢痕拘縮が挙げられる
が、これらに限定されるものではない。萎縮性瘢痕は、平らで、くぼみまたは穴のように
周辺の皮膚より下に陥没している。肥厚性瘢痕は、本来の損傷の境界内にとどまっている
隆起した瘢痕であり、異常なパターンで配列された過剰なコラーゲンが含まれることが多
い。ケロイド性瘢痕は、本来の創傷の周縁部を越えて広がり部位特異的に周囲の正常な皮
膚に浸潤する隆起した瘢痕であり、異常な様式で配列した渦巻き状のコラーゲンが含まれ
ることが多い。瘢痕拘縮は、関節をまたぐか、または皮膚が直角にしわになる瘢痕であり
、縮みまたは拘縮に発展する傾向がある。瘢痕拘縮は、瘢痕が完全にできあがっていない
うちに生じ、肥厚する傾向が高く、一般に障害を引き起こし機能障害をもたらすものであ
る。
【００３６】
　「投与する」とは、以下に限定されるものではないが、局所、静脈内、全身、皮下、筋
肉内、舌下および吸引もしくは注入、洗浄または浸透圧ポンプなどの特定の経路により医
薬治療薬または製剤を対象に与えるあるいは適用することを指す。
【００３７】
　リラキシン
　リラキシンは、大きさおよび形状がインスリンに類似したペプチドホルモンである（図
１を参照）。より具体的には、リラキシンは、インスリン遺伝子スーパーファミリーに属
する内分泌および自己分泌／傍分泌ホルモンである。活性型のコード化タンパク質は、鎖
間に２つおよび鎖内に１つのジスルフィド結合により結合したＡ鎖およびＢ鎖からなる。
したがって、この構造はジスルフィド結合の配置についてインスリンに非常に似ている。
ヒトには３つの非対立リラキシン遺伝子、リラキシン－１（ＲＬＮ－１またはＨ１）、リ
ラキシン－２（ＲＬＮ－２またはＨ２）およびリラキシン－３（ＲＬＮ－３またはＨ３）
が存在する。Ｈ１およびＨ２は高い配列相同性を有する。この遺伝子を発現する異なるア
イソフォームをコードする、選択的にスプライシングされた２つの転写変異体が存在する
。ヒトにおいてＨ１の発現は、定かではない。Ｈ２は、生殖器官で発現し、Ｈ３は主に脳
内に見られる。その受容体のリラキシンペプチドファミリーの進化は、一般に当該技術分
野で周知である（Ｗｉｌｋｉｎｓｏｎら、ＢＭＣ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎａｒｙ　Ｂｉｏｌ
ｏｇｙ、５：１～１７ページ、２００５年；ならびにＷｉｌｋｉｎｓｏｎおよびＢａｔｈ
ｇａｔｅ、１章、Ｒｅｌａｘｉｎ　ａｎｄ　Ｒｅｌａｔｅｄ　Ｐｅｐｔｉｄｅｓ、Ｌａｎ
ｄｅｓ　Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｓｐｒｉｎｇｅｒ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　＋　Ｂｕ
ｓｉｎｅｓｓ　Ｍｅｄｉａ、２００７年）。
【００３８】
　リラキシンは、２つの特定のリラキシン受容体、すなわち、ＬＧＲ７（ＲＸＦＰ１）お
よびＬＧＲ８（ＲＸＦＰ２）を活性化する。ＬＧＲ７およびＬＧＲ８は、ロイシンリッチ
リピートを含むＧタンパク質共役受容体（ＬＧＲ）であり、これはＧタンパク質共役受容
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体の固有のサブグループを表す。これらは、７回膜貫通領域およびグリコシル化された大
きな外部領域を含み、遠い関係ではあるがＬＨ－受容体またはＦＳＨ－受容体などの糖タ
ンパク質ホルモンの受容体と関連がある。これらのリラキシン受容体は、心臓、平滑筋、
結合組織ならびに中枢神経系および自律神経系に見られる。Ｈ１、Ｈ２、ブタおよびクジ
ラリラキシンなどの有効なリラキシンは、特定の共通した配列、すなわち、Ａｒｇ－Ｇｌ
ｕ－Ｌｅｕ－Ｖａｌ－Ａｒｇ－Ｘ－Ｘ－Ｉｌｅ配列または結合カセットを有している。例
えば、ラット、サメ、イヌおよびウマリラキシンなどの彼の配列相同関係から外れている
リラキシンは、ＬＧＲ７およびＬＧＲ８受容体によって生物活性が低下されることが示さ
れている（Ｂａｔｈｇａｔｅら、Ａｎｎ　ＮＹ　Ａｃａｄ　Ｓｃｉ、１０４１：６１～７
６ページ、２００５年）。
【００３９】
　リラキシンは、女性および男性双方に見られる（Ｔｒｅｇｅａｒら；Ｒｅｌａｘｉｎ　
２０００、Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｔｈｉｒｄ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏ
ｎａｌ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　ｏｎ　Ｒｅｌａｘｉｎ　＆　Ｒｅｌａｔｅｄ　Ｐｅｐｔ
ｉｄｅｓ、２０００年１０月２２～２７日、ブルーム、オーストラリア）。女性の場合、
リラキシンは、卵巣の黄体、乳房によって生成され、妊娠中には胎盤、絨毛および脱落膜
によっても生成される。男性の場合、リラキシンは精巣で生成される。ヒトにおいて、リ
ラキシンは、妊娠、精子の運動性の増強、血圧の調整、心拍の制御ならびにオキシトシン
およびバソプレッシンの放出に関与する。動物においてリラキシンは、コラーゲン代謝に
も影響を及ぼす。リラキシンは、コラーゲンの合成を抑制し、マトリックスメタロプロテ
アーゼを増加することによりコラーゲンの分解を増強する。リラキシンは、血管形成も増
進し、腎臓血管拡張薬でもある。
【００４０】
　リラキシンは、増殖因子の一般的特性を有し、結合組織の性質を変化させたり、平滑筋
の収縮に影響を与えたりすることができる。Ｈ２は、主に生殖組織で発現することが知ら
れている（米国特許第５，０２３，３２１号参照）。しかしながら、本発明者は、Ｈ２が
創傷治癒の改善および瘢痕形成の低減において重要な役割を果たすことを発見した。
【００４１】
　リラキシン作動薬
　いくつかの実施形態では、本開示は、正常血圧患者または高血圧患者の急性心不全に関
連する呼吸困難を治療する方法であって、リラキシン作動薬の投与を含む方法を提供する
。いくつかの方法では、リラキシン作動薬は、以下に限定されるものではないが、ＲＸＦ
Ｐ１、ＲＸＦＰ２、ＲＸＦＰ３、ＲＸＦＰ４、ＦＳＨＲ（ＬＧＲ１）、ＬＨＣＧＲ（ＬＧ
Ｒ２）、ＴＳＨＲ（ＬＧＲ３）、ＬＧＲ４、ＬＧＲ５、ＬＧＲ６ＬＧＲ７（ＲＸＦＰ１）
およびＬＧＲ８（ＲＸＦＰ２）から選択される１つまたは複数のリラキシン関連Ｇタンパ
ク質共役受容体（ＧＰＣＲ）を活性化する。いくつかの実施形態では、リラキシン作動薬
にはＣｏｍｐｕｇｅｎのＷＯ２００９／００７８４８（リラキシン作動薬の配列を教示す
るために参照によって本明細書に引用したものとする）の式Ｉのアミノ酸配列が含まれる
。
【００４２】
　式Ｉのペプチドは、好ましくは７から１００アミノ酸長であり、以下のアミノ酸配列を
含む：Ｘ１－Ｘ２－Ｘ３－Ｘ４－Ｘ５－Ｘ６－Ｘ７－Ｘ８－Ｘ９－Ｘ１０－Ｘ１１－Ｘ１
２－Ｘ１３－Ｘ１４－Ｘ１５－Ｘ１６－Ｘ１７－Ｘ１８－Ｘ１９－Ｘ２０－Ｘ２１－Ｘ２
２－Ｘ２３－Ｘ２４－Ｘ２５－Ｘ２６－Ｘ２７－Ｘ２８－Ｘ２９－Ｘ３０－Ｘ３１－Ｘ３
２－Ｘ３３。ここで、Ｘ１は存在しないか、Ｇまたは小さい天然もしくは非天然アミノ酸
；Ｘ２は存在しないか、Ｑまたは極性の天然もしくは非天然アミノ酸；Ｘ３は存在しない
か、Ｋまたは塩基性の天然もしくは非天然アミノ酸；Ｘ４は存在しないか、Ｇまたは小さ
い天然もしくは非天然アミノ酸；Ｘ５は存在しないか、ＱまたはＳ極性の天然もしくは非
天然アミノ酸；Ｘ６は存在しないか、ＶまたはＡまたはＰまたはＭまたは疎水性の天然も
しくは非天然アミノ酸；Ｘ７は存在しないか、Ｇまたは小さい天然もしくは非天然アミノ
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酸；Ｘ８は存在しないか、ＰまたはＬまたはＡ天然もしくは非天然アミノ酸；Ｘ９は存在
しないか、ＰまたはＱ天然もしくは非天然アミノ酸；Ｘ１０は存在しないか、Ｇまたは小
さい天然もしくは非天然アミノ酸；Ｘ１１は存在しないか、ＡあるいはＨあるいはＥある
いはＤあるいは疎水性または小さいまたは酸性の、天然もしくは非天然アミノ酸；Ｘ１２
は存在しないか、ＡあるいはＰあるいはＱあるいはＳあるいはＲあるいはＨあるいは疎水
性または小さい、天然もしくは非天然アミノ酸；Ｘ１３は存在しないか、ＣまたはＶまた
は疎水性の天然もしくは非天然アミノ酸；Ｘ１４は存在しないか、ＲあるいはＫあるいは
ＱあるいはＰあるいは塩基性または極性の、天然もしくは非天然アミノ酸；Ｘ１５は存在
しないか、ＲあるいはＱあるいはＳあるいは塩基性または極性の、天然もしくは非天然ア
ミノ酸；Ｘ１６は存在しないか、ＡあるいはＬあるいはＨあるいはＱあるいは疎水性また
は小さい、天然もしくは非天然アミノ酸；Ｘ１７は存在しないか、Ｙあるいは疎水性また
は芳香族の、天然もしくは非天然アミノ酸；Ｘ１８は存在しないか、Ａあるいは疎水性ま
たは小さい、天然もしくは非天然アミノ酸；Ｘ１９は存在しないか、Ａまたは疎水性の小
さい天然もしくは非天然アミノ酸；Ｘ２０は存在しないか、Ｆあるいは疎水性または芳香
族の、天然もしくは非天然アミノ酸；Ｘ２１は存在しないか、ＳまたはＴまたは極性の天
然もしくは非天然アミノ酸；Ｘ２２は存在しないか、Ｖまたは疎水性の天然もしくは非天
然アミノ酸；Ｘ２３は存在しないか、Ｇあるいは疎水性または小さい、非天然アミノ酸あ
るいはアミドで置換されている；Ｘ２４は存在しないか、Ｒまたは塩基性の天然もしくは
非天然アミノ酸；Ｘ２５は存在しないか、Ｒまたは塩基性の天然もしくは非天然アミノ酸
；Ｘ２６はＡあるいは疎水性または小さい、天然もしくは非天然アミノ酸；Ｘ２７はＹあ
るいは疎水性または芳香族の、天然もしくは非天然アミノ酸；Ｘ２８はＡあるいは疎水性
または小さい、天然もしくは非天然アミノ酸；Ｘ２９はＡあるいは疎水性または小さい、
天然もしくは非天然アミノ酸；Ｘ３０はＦまたは疎水性の天然もしくは非天然アミノ酸；
Ｘ３１はＳまたはＴまたは極性の天然もしくは非天然アミノ酸；Ｘ３２はＶまたは疎水性
の天然もしくは非天然アミノ酸；Ｘ３３は存在しないか、Ｇあるいは疎水性または小さい
、天然もしくは非天然アミノ酸またはアミドで置換されている；あるいは薬学的に許容可
能なそれらの塩である（配列番号：４）。好適ないくつかの実施形態では、リラキシン作
動薬は、ペプチドＰ５９Ｃ１３Ｖ（遊離酸）の配列ＧＱＫＧＱＶＧＰＰＧＡＡ　ＶＲＲＡ
　Ｙ　ＡＡＦＳＶを含む（配列番号：５）。別の好適な実施形態では、リラキシン作動薬
は、ペプチドＰ７４Ｃ１３Ｖ（遊離酸）の配列ＧＱＫＧＱＶＧＰＰＧＡＡ　ＶＲＲＡ　Ｙ
　ＡＡＦＳ　ＶＧＲＲＡ　Ｙ　ＡＡＦＳ　Ｖを含む（ＳＥＱ　ＤＤ　ＮＯ：６）。ヒト補
体Ｃ１Ｑ腫瘍壊死因子関連タンパク質８（ＣＴＲＰ８またはＣ１ＱＴ８）の別の派生体、
例えばペプチドＰ５９－Ｇ（遊離酸型Ｇｌｙ（free acid Gly））ＧＱＫＧＱＶＧＰＰＧ
ＡＡＣＲＲＡ　Ｙ　ＡＡＦＳＶＧ（配列番号：７）も本開示の方法での使用に適している
と考えられる。Ｃ１ＱＴ８のアミノ酸配列を配列番号：８として以下に記載する。ＭＡＡ
ＰＡＬＬＬＬＡＬＬＬＰＶＧＡＷＰＧＬＰＲＲＰＣＶＨＣＣＲＰＡＷＰＰＧＰＹＡＲＶＳ
ＤＲＤＬＷＲＧＤＬＷＲＧＬＰＲＶＲＰＴＩＤＩＥＩＬＫＧＥＫＧＥＡＧＶＲＧＲＡＧＲ
ＳＧＫＥＧＰＰＧＡＲＧＬＱＧＲＲＧＱＫＧＱＶＧＰＰＧＡＡＣＲＲＡＹＡＡＦＳＶＧＲ
ＲＡＹＡＡＦＳＶＧＲＲＥＧＬＨＳＳＤＨＦＱＡＶＰＦＤＴＥＬＶＮＬＤＧＡＦＤＬＡＡ
ＧＲＦＬＣＴＶＰＧＶＹＦＬＳＬＮＶＨＴＷＮＹＫＥＴＹＬＨＩＭＬＮＲＲＰＡＡＶＬＹ
ＡＱＰＳＥＲＳＶＭＱＡＱＳＬＭＬＬＬＡＡＧＤＡＶＷＶＲＭＦ　ＱＲＤＲＤＮＡＩＹＧ
ＥＨＧＤＬＹＩＴＦＳＧＨＬＶＫＰ　ＡＡＥＬ。
【００４３】
　本開示は、これらのポリペプチドの相同体も包含し、そのような相同体は、典型的なリ
ラキシン作動薬（例えば、配列番号：５または配列番号：６）のアミノ酸配列と少なくと
も５０％、少なくとも５５％、少なくとも６０％、少なくとも６５％、少なくとも７０％
、少なくとも７５％、少なくとも８０％、少なくとも８５％、少なくとも８５％、少なく
とも９０％、少なくとも９５％またはもっと言えば１００％同一であってもよく、米国国
立生物工学情報センター（ＮＣＢＩ）のＢｌａｓｔＰソフトウェアでデフォルトパラメー
タを用いて決定することができる。デフォルトパラメータは、任意ではあるが好ましくは



(15) JP 2011-520902 A 2011.7.21

10

20

30

40

50

以下を含む：フィルターオン（この選択によりＳｅｇ（タンパク質）プログラムを使用し
て、繰り返し配列または複雑度の低い配列が問い合わせ配列から除外される）、スコア行
列がタンパク質用のＢＬＯＳＵＭ６２、ｗｏｒｄ　ｓｉｚｅが３、期待値が１０、ギャッ
プコストが１１，１（開始ならびに（開始および延長）。任意ではあるが好ましくは、核
酸配列同一性／相同性は、米国国立生物工学情報センター（ＮＣＢＩ）のＢｌａｓｔＮソ
フトウェアでデフォルトパラメータを用いて決定される。デフォルトパラメータは、ＤＵ
ＳＴフィルタープログラムを使用することが好ましく、さらに期待値が１０、複雑度の低
い配列のフィルタリングおよびｗｏｒｄ　ｓｉｚｅが１１であることが好ましい。最後に
、本開示は、上記のポリペプチドおよび変異を有するポリペプチドのフラグメントも包含
する。この変異は、自然に起こったかまたは人工的に誘導した、ランダムにかまたは標的
化した方法での欠失、挿入または１つもしくは複数のアミノ酸の置換などである。
【００４４】
　リラキシン処置が創傷の治癒を促進する
　例えば切ることによって皮膚が傷つくと、湿潤創傷が生じ、損傷を修復するために真皮
組織および表皮組織を再生する体の自然な作用が一連の複雑な生化学的現象で構成される
。リラキシンは、この過程を増進および加速する。創傷の治癒の初期段階では、一度細菌
および壊死組織片が創傷部から取り除かれ、血管形成によって内皮細胞から新しい血管が
成長する。さらに、線維芽細胞が増殖し、コラーゲンおよびフィブロネクチンを分泌する
ことによって新しい細胞外マトリックス（ＥＣＭ）を形成する。本開示は、肉芽組織形成
を増加させ、最終的に血管形成によって生じる血管の数を減少させ、コラーゲンの沈着を
増加させ、より良好に組織化されたコラーゲンマトリックスの形成を助け、創傷の再上皮
化を促進することによって自然な創傷の治癒過程を加速し、創傷部の強度を増す方法を提
供する。いくつかの例では、創傷が適切に治癒しない場合（例えば、糖尿病、皮膚障害を
有する個体の場合）、リラキシン処置は創傷の治癒を増進するだけでなく、それを可能に
する。
【００４５】
　より具体的には、本発明者は、２段階の過程で創傷の治癒を促進するリラキシンの能力
が有利であることを発見した。第１に、リラキシンは、良好に治癒するよう線維芽細胞を
活性化し、血管形成を促進して創傷を速く閉鎖する。第２に、リラキシンには、抗線維症
および抗血管新生の作用があり順調な治癒を達成する。これにより、瘢痕形成を低減する
。リラキシンに抗血管新生の作用があるという事実は、一般に信じられていること、すな
わちリラキシンが血管の成長を促進し、それより血管形成を増進するだけであるというこ
ととは反対の新規の発見である。
【００４６】
　線維芽細胞は、ＥＣＭの前駆体を連続的に分泌することによって結合組織の構造的完全
性を維持する上で重要な役割を果たしている。正常な条件下では、線維芽細胞は静止状態
にある。しかしながら、線維芽細胞が湿潤創傷において活性化されると、より多くのコラ
ーゲンを分泌する。リラキシンは、線維芽細胞の活性化に関与し、これがコラーゲンの分
泌を増加させることにつながる。線維芽細胞は、マトリックスメタロプロテアーゼ（ＭＭ
Ｐ）も分泌し、これがコラーゲンの分解を助ける。リラキシンは、さらに線維芽細胞増殖
を誘導するＴＧＦ－βコラーゲンおよびコラーゲンの生成を抑制することもできる。この
ように、コラーゲン分泌の増加およびコラーゲン代謝回数の増加のこの組合せにより、創
傷の治癒を促進し瘢痕形成を低減する、より組織化されより強いコラーゲンマトリックス
をもたらされる。
【００４７】
　血管形成は、創傷の治癒過程のごく初期に起こる。マクロファージおよびリンパ球が創
傷部にリクルートされると同時に新しい血管が形成され十分な血液が創傷に供給される。
特に、マクロファージは、新しい血管の形成を促すＶＥＧＦを放出する。リラキシンが処
置に使用されると、ＶＥＧＦの量が増加し、より多くの血管がもたらされ、ひいてはより
多くの血液が創傷に供給される。
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【００４８】
　新しい血管を形成（血管形成）し、線維芽細胞を活性化する免疫系のリクルートの全過
程をまとめて肉芽形成過程、すなわち、肉芽組織が生成される過程と見なされる。最終的
に、正常な健康で滑らかな皮膚に存在する、望ましいかごの編目状に達するためには、あ
る時点で、この肉芽組織が消散される必要がある。これには、追加のコラーゲンを必要と
しないため線維芽細胞を鈍化させ、炎症を治める必要があるため免疫系を鈍化させる必要
があり、それにより皮膚の赤い跡を消失させることができる。さらに、血管形成を逆転さ
せる必要がある。すなわち、外観の悪い永久的な赤い跡である瘢痕を防止するために、最
初の段階で創傷を治癒するのに必要とされる血管および毛細血管がここで消失する必要が
ある。驚くべきことに、リラキシンは肉芽組織の消散を増進し、加速するだけでなく、新
しい血管の早期消失を助長し、皮膚を滑らかで赤い跡のない状態のままにする。注目に値
するのは、リラキシン処置により劇的に瘢痕の形成が低減され、かごの編目のような健康
な皮膚を促進することである。
【００４９】
　さらに、リラキシンは、打撲傷および潰瘍における創傷の治癒を促進することができる
。そのような創傷は、全身的に処置されるのが好ましく、それはリラキシンの局所的な処
置では、開放創または湿潤創傷のように簡単に閉鎖創には到達しないためである。一方、
開放創および湿潤創傷は、洗浄および／または直接注入により局所的に処置されるのが好
ましい（実施例１のブタ皮膚の試験で説明するように）。
【００５０】
　リラキシン処置が瘢痕形成を防止し、低減する
　瘢痕は、線維組織を含み、外傷または創傷の後に正常な皮膚と置き換わる。瘢痕化は、
創傷の自然な治癒過程の一部であり、ほぼすべての真皮の外傷後に瘢痕が生じる。先進国
では、毎年１億人の患者が瘢痕を有することになり、その一部は５５００万件の待機手術
および２５００万件の外傷後の手術の結果として、無視できない健康的ならびに心理的な
問題を引き起こしている。推定１１００万のケロイド瘢痕および４００万の熱傷瘢痕が存
在し、その７０％が子供に生じたものである。異常な皮膚瘢痕がある人は、身体的、審美
的、心理的および社会的影響に直面することもあり、これが著しい情緒的および財政的負
担に関連することもある。瘢痕は些細なものであると見なされることが多いが、瘢痕によ
り外観が損なわれ、審美的に好ましくないことがあり、さらに重度のそう痒、圧痛、疼痛
、睡眠障害、不安、抑うつの原因となったり日常活動を妨げたりすることがある。他の心
理的な影響には、心的外傷後ストレス反応の発現、自尊心の喪失および恥辱を感じること
が挙げられ、クオリティオブライフの低下につながる。皮膚瘢痕の結果による身体的な変
形により障害がもたらされることがある。メディアが反対の提示をしているにも関わらず
、瘢痕組織の性質が複雑で予測できないものであるため瘢痕はいまだ簡単に除去できるも
のではない（Ｂａｙａｔら、Ｃｌｉｎｉｃａｌ　Ｒｅｖｉｅｗ－ＢＭＪ、３２６：８８ペ
ージ、２００３年）。リラキシンは、創傷の治癒過程を加速することによってだけでなく
、瘢痕形成が始まる前にそれを低減することによってこうした瘢痕を治療する方法を提供
する。
【００５１】
　一般に顔面の形成手術の結果として瘢痕が形成される。顔面の形成手術としては、皺切
除、眼瞼形成術、鼻形成術、耳形成術、頤形成術、頬部除皺術、額除皺術、眉毛吊り上げ
術、顔面の瘢痕修正、顔面の瘢痕除去、レーザー手術、皮膚の表面修復、皺治療、プラズ
マ皮膚再生、顔面の脂肪移植、皮膚の引き締め、刺青除去および植毛が挙げられるが、そ
れらに限定されるものではない。さらに、顔面の形成手術は、腫脹、打撲傷および瘢痕化
をもたらす可能性が高い。上記のことから、リラキシンは特に形成および再建手術に適用
される。腫脹は外傷に対する顔面の自然な反応であり、顔面の治癒が始まると治まる。こ
れは、手術後わずか数日生じるかまたは数週間もしくはそれ以上かかることもある。打撲
傷も、顔面の手術手技後、顔面が変化に反応するために起こる自然なことであり、通常手
術後における回復の最初の数日間に最も現れる。打撲傷の大半は２、３週間で消えるが、
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完全に治癒するのには数か月またはそれ以上かかることもあり、それは個体による。通常
、瘢痕は、目立たなくなるまでの数か月間ピンク色のままであるため、顔面の形成手術の
さらに別の好ましくない副次的結果である。したがって、この開示は顔面の形成手術を受
けた患者にとって有利であり、具体的には創傷の治癒を加速し、瘢痕形成を低減すること
によって瘢痕化および打撲傷を手当てすることが有利である。
【００５２】
　一般に全身の形成手術の結果としても瘢痕が形成される。全身の形成手術としては、腹
壁形成術、乳房縮小術、豊胸術、ボディリフト手技、クモ状静脈治療、皮膚線条治療、脂
肪吸引、余剰皮膚切除手術、セルライト減少治療、体形矯正、体の表面修復および体内イ
ンプラントが挙げられるが、それらに限定されるものではない。さらに、全身の形成手術
も腫脹、打撲傷および瘢痕化をもたらす可能性が高い。腫脹は外傷に対する体の自然な反
応であり、通常体の治癒が始まると治まる。これは、手術後わずか数日または数週間もし
くはそれ以上生じることもある。通常、体が変化に反応するために全身の手術手技の結果
として打撲傷が起こる。打撲傷は、通常手術後における回復の最初の数日間に最も現れる
が、もっと長く続くこともある。打撲傷の大半は２、３週間で消えるが、完全に治癒する
のには数か月または数年もかかることもある。通常、瘢痕は、目立たなくなるまでの数か
月間ピンク色のままであるため、全身の形成手術の好ましくない副次的作用でもある。し
たがって、この開示は全身の形成手術を受けた患者にとっても有益であり、具体的には創
傷の治癒を加速し、瘢痕形成を低減することによって瘢痕化および打撲傷を手当てするの
に有益である。
【００５３】
　瘢痕化および赤みは、刺青除去の一般的な副次的作用でもある。他の副次的作用として
は、水疱、感染および皮膚の色の喪失が挙げられる。したがって、この開示は、いくつか
の刺青除去の副次的作用を最小限にする方法、具体的には皮膚の赤みを低減する（すなわ
ち、上述のリラキシンの抗血管形成の作用）ことによって、さらに刺青除去手技により生
じることもあるあらゆる瘢痕を低減することによって副次的作用を最小限にする方法を提
供する。
【００５４】
　リラキシン組成物および製剤
　リラキシンおよびリラキシン類似体が、本開示の方法において使用される医薬品として
作製される。生物学的もしくは薬学的に活性なリラキシン（例えば、合成リラキシン、組
換え型リラキシン）またはリラキシン作動薬（例えば、リラキシン類似体またはリラキシ
ン様修飾因子）のリラキシン受容体との結合に関連する生物学的反応を刺激することがで
きる、任意の組成物または化合物を本開示の医薬品として使用できる。製剤および投与の
技術についての全般的な詳細は、科学文献に詳細に記載されている（Ｒｅｍｉｎｇｔｏｎ
’ｓ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ、Ｍａａｃｋ　Ｐｕｂｌｉｓｈ
ｉｎｇ　Ｃｏ、ペンシルバニア州イーストン、参照）。薬学的に活性なリラキシンを含む
医薬製剤は、医薬品の製造について当該技術分野で周知の任意の方法により調製すること
ができる。本開示の方法に使用される薬学的に活性なリラキシンまたはリラキシン作動薬
を含む製剤は、以下に限定されるものではないが、局所、静脈内、全身、皮下、筋肉内、
舌下および吸引もしくは注入、洗浄または浸透圧ポンプなどの従来の許容可能な任意の投
与方法用に作製することができる。実例となる例を以下に記載する。
【００５５】
　好適な一実施形態では、リラキシンを開放創に洗浄液として、覆われた創傷に局所適用
としておよび／または創傷修復のあらゆる段階の間に全身的に適用してもよい。製剤は、
創傷部または瘢痕の近くに注入することもでき、または滞留時間および透過を延ばすため
に創傷部もしくは瘢痕に塗り込まれるクリームであってもよいと考えられる。洗浄による
処置には、例えば０．５ｍｌの１．０ｍｇ／ｍｌリラキシン酢酸ナトリウム溶液を創傷部
にゆっくりと滴下することが含まれる。他の実施形態では、リラキシン溶液を創傷に滴下
する範囲は、約０．５ｍｌから約５．０ｍｌの範囲であってもよくまたは創傷部により多
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く約１．０から約５．０ｍｇ／ｍｌリラキシン溶液の範囲であってもよい。創傷は、例え
ば損傷後７日間、１日１回洗浄される。別の実施形態では、創傷は、例えば損傷後約７日
間、１日２回以上洗浄される。さらに別の実施形態では、創傷は、損傷後、長期間または
短期間に週に１回もしくは月に１回洗浄される。リラキシン投与のための用量は、損傷の
重症度および患者の状態により調整する必要がある。
【００５６】
　さらに別の実施形態では、リラキシンは、製剤に含まれる例えば０．５または２．５ｍ
ｇ／ｍｌリラキシンを０．５ｍｌ送達することにより局所適用されてもよい。この製剤は
、２０ｍＭ酢酸ナトリウム緩衝液７６．５％、メチルパラベン０．１７％、プロピルパラ
ベン０．０３％、プロピレングリコール５％、エタノール５％、ＨＥＤ　２５０ＨＸ　１
％およびリラキシンの酢酸ナトリウム緩衝液溶液１２．２８５％からなる。創傷は、例え
ば２週間、１日２回処置され、その後の３週間、１日１回処置される。薬物が局所に送達
される場合、製剤は、プロピレングリコールおよびエタノールを含む。さらに、本発明者
は、湿潤創傷に付けてもよい浸透促進剤を製剤に含めるとリラキシンの効力が改善される
ことを見いだした。浸透促進剤としては、以下に限定されるものではないが、物理的（例
えば、マイクロニードルアレイ）、化学的（例えば、エタノール、グリセリルモノエチル
エーテル、モノグリセリド、ミリスチン酸イソプロピルなど）または物理的および化学的
強化の組合せが挙げられる。例えば、本発明者は、キトサンなどの粘膜付着性の浸透促進
剤を添加することによりリラキシンの歯肉組織内の浸透が増すことに気づいた（Ｓｑｕｉ
ｅｒら；Ｍｕｃｏａｄｈｅｓｉｖｅ　ｖｅｈｉｃｌｅｓ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｄｅｌｉｖｅ
ｒｙ　ｏｆ　ｒｅｌａｘｉｎ　ａｃｒｏｓｓ　ｏｒａｌ　ｍｕｃｏｓａ、国際歯科研究学
会、２００６年６月２８日～７月１日、オーストラリア、ブリスベン、参照）。
【００５７】
　さらに別の好適な実施形態では、全身アプローチ後、約２０ｎｇ／ｍＬの全身濃度を達
成するために、５．３μｇ／ｋｇ／ｈｒで浸透圧注入ポンプによって創傷にリラキシンが
直接送達される。
【００５８】
　さらに別の好適な実施形態では、リラキシンは、静脈内注入によって創傷部に送達する
ことができる。この場合、薬学的に活性なリラキシンまたはリラキシン作動薬を含む製剤
は、無菌で注入可能な水性または油性懸濁液などの無菌で注入可能な調合物の形態であっ
てもよい。この懸濁液は、上記の適切な分散剤または湿潤剤および懸濁剤を用いて周知の
技術により作製することができる。無菌で注入可能な調合物は、無毒性の非経口的に許容
可能な希釈剤または溶媒の、無菌で注入可能な溶液または懸濁液であってもよい。許容可
能な媒体および溶媒のうち使用できるものは、水およびリンゲル溶液、すなわち等張の塩
化ナトリウムである。さらに、従来の無菌の固定油を溶媒または懸濁媒体として使用する
こともできる。この用途のために、合成モノグリセリドまたはジグリセリドなどの刺激の
少ない任意の固定油を使用することができる。さらに、オレイン酸などの脂肪酸も同様に
注入可能な調合物に使用することができる。
【００５９】
　本開示の水性懸濁液は、水性懸濁液の製造に適した賦形剤との混合物中にリラキシンを
含む。そのような賦形剤としては、カルボキシメチルセルロースナトリウム、メチルセル
ロース、ヒドロキシプロピルネチルセルロース、アルギン酸ナトリウム、ポリビニルピロ
リドン、トラガカントゴムおよびアカシアゴムなどの懸濁剤ならびに天然のリン脂質（例
えば、レシチン）、アルキレンオキシドの脂肪酸との縮合生成物（例えば、ステアリン酸
ポリオキシエチレン）、エチレンオキシドの長鎖脂肪族アルコールとの縮合生成物（例え
ば、ヘプタデカエチレンオキシセタノール）、エチレンオキシドの、脂肪酸およびヘキシ
トールに由来する部分エステルとの縮合生成物（例えば、ポリオキシエチレンソルビトー
ルモノオレエート）またはエチレンオキシドの、脂肪酸およびヘキシトール無水物に由来
する部分エステルとの縮合生成物（例えば、ポリオキシエチレンソルビタンモノオレエー
ト）などの分散剤または湿潤剤が挙げられる。水性懸濁液には、さらにｐ－ヒドロキシ安
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息香酸エチルまたはｐ－ヒドロキシ安息香酸ｎ－プロピルなどの１つまたは複数の防腐剤
、１つまたは複数の着色料、１つまたは複数の香味料およびスクロース、アスパルテーム
またはサッカリンなどの１つまたは複数の甘味料を含めることもできる。製剤をモル浸透
圧濃度について調整することができる。
【００６０】
　油懸濁液は、落花生油、オリーブ油、ゴマ油もしくはヤシ油などの植物油または液体パ
ラフィンなどの鉱油にリラキシンを懸濁させることにより作製することができる。油懸濁
液には、蜜蝋、固形パラフィンまたはセチルアルコールなどの増粘剤を含めることもでき
る。口当たりのよい経口調合物を得るために甘味料を添加してもよい。これらの製剤は、
アスコルビン酸などの抗酸化剤を添加することによって保存することができる。
【００６１】
　水を添加することによって調合される水性懸濁液に適した本開示の分散性粉末および顆
粒は、分散剤、懸濁剤および／または湿潤剤ならびに１つまたは複数の防腐剤の混合物中
に含まれるリラキシンから作製できる。適切な分散剤または湿潤剤および懸濁剤としては
、上に開示されたものが例として挙げられる。さらに、例えば甘味料、香味料および着色
料などの別の賦形剤を含めることもできる。
【００６２】
　本開示の医薬製剤は、水中油型エマルジョンの形態であってもよい。油性相は、オリー
ブ油もしくは落花生油などの植物油、液体パラフィンなどの鉱油またはこれらの混合物で
あってもよい。適切な乳化剤としては、アカシアゴムおよびトラガカントゴムなどの天然
ゴム、大豆レシチンなどの天然リン脂質、ソルビタンモノオレエートなどの脂肪酸および
ヘキシトール無水物に由来するエステルまたは部分エステルおよびポリオキシエチレンソ
ルビタンモノオレエートなどのこうした部分エステルのエチレンオキシドとの縮合生成物
が挙げられる。エマルジョンは、甘味料および香味料も含めることができる。シロップ剤
およびエリキシル剤は、グリセロール、ソルビトールまたはスクロースなどの甘味料と一
緒に作製することができる。そのような製剤には、粘滑薬、防腐剤、香味料または着色料
を含めることもできる。
【００６３】
　リラキシン製剤の投与および投与レジメン
　本開示の方法に使用される薬学的に活性なリラキシンを含む製剤は、以下に限定される
ものではないが、静脈内、皮下、筋肉内、舌下、局所、経口および吸引などの従来の許容
可能な任意の方法で投与することができる。投与は、薬物動態および薬物の他の特性なら
びに患者の健康状態によって決まる。一般指針を以下に示す。
【００６４】
　本開示の方法は、創傷および外傷の治癒を促進し、瘢痕形成を低減する。単独でまたは
薬学的に活性な他の薬剤（例えば、ＮＳＡＩＤまたは抗生物質）と組み合わせて、こうし
た効果を達成するのに十分なリラキシンの量は、治療効果用量（例えば、治癒を促進する
薬学的に許容可能な量）と見なされる。
【００６５】
　最先端の技術により、個々の動物またはヒト対象それぞれについてのリラキシンの投与
レジメンを臨床医が決定できる。具体例のとおり、以下に提供するリラキシンの指針は、
本開示の方法を実施する場合に、投与される薬学的に活性なリラキシンを含む製剤の投与
レジメン、すなわち投与スケジュールおよび用量レベルを決定するガイダンスとして使用
することができる。具体的には、上記の対象は、薬学的に活性なＨ２ヒトリラキシン（例
えば、合成、組換え型）を１日あたり対象の体重をもとに約１０から１０００μｇ／ｋｇ
の範囲の量で投与される。一実施形態では、リラキシンの用量は１０、３０、１００およ
び２５０μｇ／ｋｇ／日である。別の実施形態では、当該用量はそれぞれ約３、１０、３
０および７５ｎｇ／ｍＬのリラキシンの血清中濃度をもたらす。別の実施形態では、リラ
キシンの血清中濃度を約０．５から約５００ｎｇ／ｍＬ、より好ましくは約０．５から約
３００ｎｇ／ｍＬおよび最も好ましくは約３から約７５ｎｇ／ｍＬに維持するようリラキ
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シンの投与が継続される。可能な範囲は約１から約５０ｎｇ／ｍＬであり、好ましい血清
中濃度は２０ｎｇ／ｍＬである。
【００６６】
　一般指針のとおり、薬学的に活性なＨ２ヒトリラキシン（例えば、合成、組換え型）の
１日量は、一般に１日あたり対象の体重をもとに約１０から１０００μｇ／ｋｇの範囲の
量であり、最も好ましくは１日あたり対象の体重をもとに約９６０μｇ／ｋｇであると予
想される。対象に応じて、特定の期間または対象において安定性を達成するのに必要とさ
れる限りリラキシン投与が継続される。
【実施例】
【００６７】
　以下の具体例は、本開示を説明することを意図しており、特許請求の範囲を限定するも
のと解釈されるべきではない。
【実施例１】
【００６８】
　ブタの皮膚の創傷試験
　動物試験の概要。本試験に適した動物を選択する際、ブタの皮膚とヒトの皮膚との構造
上の類似性からブタを選択した。実際、ブタの創傷治癒は、ヒトの皮膚の模擬実験が行わ
れる多くの試験で使用されてきた（Ｓｕｌｌｉｖａｎら、Ｗｏｕｎｄ　Ｒｅｐａｉｒ　Ｒ
ｅｇｅｎ、９：６６～７６ページ、２００１年）。本試験の結果は、ブタの皮膚において
リラキシンは肉芽組織ならびに慢性炎症を低減し、それにより治癒過程全体が速くなり、
より滑らかな皮膚の外観がもたらされることを示唆している。
【００６９】
　試験設計。本試験では、動物１匹あたり１２の創傷部－背中に２０×６ｍｍの切開創傷
－を有する若齢のブタを６週間の試験の間適応させた（図２を参照）。２０ｎｇ／ｍＬの
血清中濃度を達成するようミニポンプにより全身性リラキシンを送達した。局所製剤は、
Ｄｏｗ　Ｐｈａｒｍａによって調製され、プロピレングリコールおよびエタノールから構
成された。これにより、治療薬剤の長期安定性がもたらされた。プラセボからなる用量、
０．５ｍｇ／ｍｌ（低用量）、および２．５ｍｇ／ｍｌ（高用量）を調製した。試験の目
的は、創傷の治癒における局所リラキシンの安全性を評価し、創傷の治癒および／または
瘢痕形成に対する治療法としてのリラキシンの効力を判定することであった。１週目は、
１日１回洗浄を行った。２～３週目は局所製剤を１日２回適用し、３～６週目は局所製剤
を１日１回適用した。
【００７０】
　薬物設計。試験薬物は（組換え技術によって生成した）リラキシンとした。組換え一本
鎖プロセスを用いて生成された組換え型リラキシンは未変性のヒトホルモンＨ２リラキシ
ンと同一である。活性な被検物質を酢酸塩の希釈剤（２０ｍＭ酢酸ナトリウム、ｐＨ５．
０）で所望の濃度に無菌的に希釈してもよい。
【００７１】
　試験手順。６週間の終了時における、本明細書に記載される実験設計による切開創を有
するブタの背中を示す図３を参照する。上述のとおり区分３の創傷を１週目はリラキシン
構築物により洗浄し、その後２～６週目は高用量局所リラキシン製剤で処置した。区分４
、５および６は１週目に洗浄を行わなかった。区分４をプラセボで処置した。区分５を低
用量局所製剤で処置し、区分６を高用量局所製剤で処置した。
【００７２】
　区分４と区分５および６それぞれとを比較すると、プラセボと比較してリラキシンによ
る局所のみの処置によって創傷の治癒が改善されたことが明らかに示されている。リラキ
シンで洗浄処置し、さらに局所処置した区分３と比較するとさらに劇的である。この実験
から、プラセボと比較して創傷の治癒を促進し、瘢痕化を低減および／または防止するリ
ラキシンの顕著な力が示されている。このデータから、さらにリラキシン構築物による洗
浄が特に効果的であることが示されている。
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【００７３】
　皮膚の表面的外観。創傷の写真の視覚的な順位付けを中立な観察者が行い、観察者は創
傷の治癒初期（５～７日）の痂皮および試験終了時の瘢痕を評価した（図４を参照）。評
価のために皮膚科学者でない人に写真を見せた。観察者には処置を知らせず、観察者自身
の判断基準によって写真を評価し、６グループ（各８枚の写真）のうち最も良い３グルー
プを選び、順位付けするよう依頼した。ここで、３グループにはリラキシンを投与し、３
グループには投与しなかった。視覚的な創傷の評価の結果から、８９％の確率でリラキシ
ン処置のグループが上位３位に選ばれたことがわかった。リラキシ処置されていないグル
ープが上位３位に選ばれたのは１１％の確率に過ぎなかった。中立な観察者は、「より良
好」に見えるとしてリラキシンで処置した創傷を選んだ。これらのデータから、リラキシ
ンが創傷の早期閉鎖に役立つことが強く示唆される。
【００７４】
　さらに、皮膚科学の専門家が２、４および６週目に審美的点数を判定した。審美的点数
には、以下の５つの要素が含まれる：（１）色－周辺の皮膚と一致する；（２）質感－硬
くない；（３）歪み－近くの皮膚に歪みがない；（４）外形－周辺の皮膚に対して平らで
ある；（５）全体－肥厚またはケロイドの形成がない。この皮膚科学的な評価中、２週目
の時点での評価は痂皮によりわかりにくかったため、審美的点数のためのデータは４およ
び６週目の評価から収集した（図５を参照）。図６は、６週目の創傷部同士の相違を示し
ている。上の結果（リラキシン処置）では、瘢痕が目立っていない。下の結果では、瘢痕
が目立っている。洗浄によるリラキシン処置を受けた創傷／瘢痕の領域は、局所リラキシ
ン処置のみを受けた創傷／瘢痕の領域より総合的に高い評価であった。
【００７５】
　組織学的評価。組織病理学の専門家が肉芽形成、炎症および壊死などの指標について処
置の状態を評価した。肉芽組織を判断する際には、創傷の初期反応に線維芽細胞、炎症細
胞および新しい血管による創傷部の浸潤が含まれることも考慮される。これは、創傷部が
治癒するにつれ、徐々により正常な組織になっていく。慢性炎症とは、マクロファージ、
巨細胞、リンパ球および有害反応を示すＰＭＮの存在によって特徴付けられた。角化症（
表皮の外側における角質層の形成）および表皮肥厚（表皮層の肥厚）などの重要性の低い
要因も考慮する。
【００７６】
　図７および８は、リラキシン処置に関連する有害作用がなかったことを示している。肉
芽組織は、全身性リラキシン処置により低減される（例えば、リラキシンにより創傷のよ
り速い回復が示される）。最終的に、全身性リラキシンにより慢性炎症が低減され、さら
にリラキシン処置がより速い治癒を促進することが示された（図９、１０を参照）。
【００７７】
　創傷の採点法、赤い画素のカウントによって判定されたコラーゲンの組織化（コンピュ
ータプログラムによってカウントされた－瘢痕領域と周囲の正常な組織とにおける赤い画
素の比率は相対的なコラーゲンの組織化を示す）および第ＶＩＩＩ因子染色による血管を
考慮した組織学的評価により創傷の治癒について組織学の専門家が評価した（図１２、１
３を参照）。創傷治癒の点数は以下のように数えた：コラーゲン線維が編み合わさって配
列されたものが３ポイント（治癒が最も良好）；中程度にコラーゲン線維が配列され編ま
れたものが２ポイント；コラーゲン線維が平行な束の状態でまたは一次元的に配列された
ものが１ポイント（治癒が最も悪い）。治癒が最も良好であることは、正常な真皮と比較
すると大きさが小さいものの正常なパターンと同様の、コラーゲン線維が編み合わさって
配列されたものにより裏付けられる（図１１を参照）。
【００７８】
　このように、あらゆるリラキシン処置（例えば、洗浄または局所投与）にも有害作用は
見られなかったと判定された。さらに、壊死または炎症はリラキシン処置に関連しなかっ
た。局所投与と比較してリラキシンによる全身処置後に、より良好な創傷の治癒が観察さ
れることがいくつか示されている。
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【００７９】
　発見および結論。このパイロット試験は、動物の皮膚に対してリラキシンを使用する初
めての調査である。本発明者の第１の目的は、創傷の治癒に対する局所リラキシンの安全
性を確立することであった。この試験の第２の目的は、創傷治癒および／または瘢痕形成
におけるリラキシンの効力を証明することであった。本発明者は、以下について証明した
：（１）広い用量範囲（１０～９６０μｇ／ｋｇ／日）にわたって、この薬物に関連する
有害作用は示されず、良好な耐用性を示した。（２）リラキシンは、肉芽組織の形成を増
加させ、血管形成によって生じる血管の数を低減し、コラーゲンの沈着を増加させ、より
良好に組織化されたコラーゲンマトリックスの形成を助け、創傷の再上皮化を促進するこ
とによる自然な創傷の治癒過程の加速および創傷部の強度の増加によって有益な効果を作
りだす。
【実施例２】
【００８０】
　イヌの歯肉試験
　イヌ試験の概要。ヒト２リラキシン（Ｈ２　ＲＬＸ）は、軟部組織を再構築する能力か
ら歯科矯正の用途において可能性のある治療法として調査されてきた。イヌモデルにおけ
る過去の試験により、歯肉注入によってＲＬＸを適用することにより、歯の移動を速くし
、元の位置に戻るのを防ぐことができると証明されている。
【００８１】
　本試験の目的は、ＲＬＸの移動速度および歯肉注入後の分解の程度を測定することであ
った。この試験により、ＲＬＸは注入部位の近くにとどまっていることが示された。イヌ
モデルを用いて、ＲＬＸを投与し、注入部位ならびに注入部位から０．５、１および２ｃ
ｍの位置で組織パンチバイオプシーを採取した。注入１、２および４時間後などのいくつ
かの時点で組織を採取した。歯肉バイオプシーからタンパク質を抽出し、タンパク質チッ
プ技術（表面エンハンス型レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析計、ＳＥＬＤＩ－Ｔ
ＯＦ　ＭＳ）によって分析した。タンパク質チップ技術は、固相クロマトグラフィおよび
ＴＯＦ－ＭＳの確立した２つの方法を組み合わせて統合プラットフォームとする。タンパ
ク質チップアレイは、抗－Ｈ２　ＲＬＸ抗体でコーティングされ、これによりＲＬＸおよ
び関連分解生成物／修飾生成物を特異的に補足することが可能であった。
【００８２】
　ＲＬＸは、１、２および４時間の３時点のすべてにおいて明らかに検出されたが、濃度
が着実に低下していること明からになり、それぞれ９０ｎＭ、７８ｎＭおよび２１ｎＭの
Ｈ２　ＲＬＸが検出された。歯肉中のＲＬＸの移動も限られたものであると考えられる。
ＲＬＸは、注入部位から０．５ｃｍの位置では検出されたが、さらに１ｃｍおよび２ｃｍ
の印では検出されなかった。
【００８３】
　薬物設計。歯肉注入を行い（２５μｇ　Ｈ２　ＲＬＸ／１００μｌ、４１μＭ）、注入
部位ならびに注入部位から０．５、１および２ｃｍなどのいくつかの位置で組織を採取し
た。注入１、２および３時間後に組織を採取した。ＲＬＸ処置を受けていない対照動物か
らも組織バイオプシーを採取した。
【００８４】
　試験手順
　ａ）タンパク質の抽出および定量。凍結した歯肉バイオプシーを１０ｍＭのＴｒｉｓ－
ＨＣｌ、１０ｍＭのＮａＣｌ、０．１％のＴＦＡおよびプロテアーゼインヒビター（コン
プリートミニ、Ｒｏｃｈｅ）を含む抽出緩衝液（１０μｌ／ｍｇ組織）中でホモジナイズ
した。その抽出物を１０分間遠心分離し（６０００×ｇ）、上清を回収し、分注して、－
８０℃で保存した。ブラッドフォードアッセイを使用して総タンパク質濃度を測定した。
タンパク質濃度は１．４ｍｇ／ｍｌから２．８ｍｇ／ｍｌまでに及び、すべてのサンプル
を抽出緩衝液中１．４ｍｇ／ｍｌの濃度に定めた。
【００８５】
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　ｂ）ＳＥＬＤＩ－ＴＯＦ　ＭＳ分析－ＰＧ２０アレイにおけるＲＬＸ処理された歯肉の
分析。抗－Ｈ２　ＲＬＸ抗体（２μｌ／０．２５ｍｇ／ｍｌ；Ｇｅｎｅｎｔｅｃｈ）また
は対照ＩｇＧ（Ｃｉｐｈｅｒｇｅｎ　Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ）をプロテインＧであらかじ
めコーティングしてあるＰＳ２０アレイ（Ｃｉｐｈｅｒｇｅｎ　Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ）
の各スポットに加えた。抗体が結合後、撹拌しながらＰＢＳ／０．５％　Ｔｒｉｔｏｎ　
Ｘ－１００で５分間、チップを１回洗浄して（各スポットあたり５μｌ）、次いでＰＢＳ
で２回洗浄した。イヌ歯肉抽出物（３μｌ／１．４ｍｇ／ｍｌ）を各スポットに加え、４
時間インキュベートした。非特異的に結合したタンパク質は、ＰＢＳ／０．５％　Ｔｒｉ
ｔｏｎ　Ｘ－１００、ＰＢＳおよびｐＨ７．２の１ｍＭ　ＨＥＰＥＳによる一連の洗浄に
よって除去された。チップを風乾し、１μｌの５０％飽和シナピン酸の５０％（ｖ／ｖ）
アセトニトリル溶液、０．５％のトリフルオロ酢酸を各スポットに２回加え、各添加の間
にアレイを風乾した。その後、チップをレーザー２２０および感度９に設定したＳＥＬＤ
Ｉ－ＴＯＦ　ＭＳ（Ｃｉｐｈｅｒｇｅｎ　Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ）によって分析した。
【００８６】
　ｃ）ＰＧ２０アレイにおけるＨ２　ＲＬＸの標準曲線の作成。Ｈ２　ＲＬＸ（バッチ番
号１１８３５－８９）を１００ｎＭ、５０ｎＭ、１２．５ｎＭ、６．２５ｎＭ、３．１２
５ｎＭおよび１．５６ｎＭなどの異なる濃度で対照イヌ歯肉に投与し（１．４ｍｇ／ｍｌ
）、上記のとおり分析した。
【００８７】
　ｄ）ＮＰ２０アレイにおけるＨ２　ＲＬＸの評価。Ｈ２　ＲＬＸを順相（ＮＰ２０）ア
レイ上で分析して純度を評価した。上記のとおり、Ｈ２　ＲＬＸ（１μｌ／５００ｎＭ）
をスポット上に載せ、アレイを風乾し、５０％ＳＰＡの２回の添加を各スポットに適用し
た。
【００８８】
　所見。処置した歯肉サンプル中のＲＬＸの濃度を定量するためにＨ２　ＲＬＸの標準曲
線を作成した。Ｒ２値が０．９４９５で２桁であるリニアダイナミックレンジを定めた。
【００８９】
　処置されたイヌの歯肉の評価から、ＲＬＸは、１、２および４時間の３時点のすべてに
おいて存在していたが、濃度が着実に低下していること明からになり、それぞれ９０ｎＭ
、７８ｎＭおよび２１ｎＭのＨ２　ＲＬＸが検出された。ＲＬＸが歯肉の中を限定的に移
動したことが確認された。１時間の時点では、ＲＬＸは、注入部位から０．５ｃｍの位置
で検出されたが、注入部位から１ｃｍおよび２ｃｍの位置では検出されなかった。残りの
時点では、注入部位でのみＲＬＸが検出された（図１５を参照）。
【００９０】
　結論。したがって、イヌ歯肉をリラキシン処置することを含む本試験から、リラキシン
は注入部位の近くにとどまり、瘢痕に沿ったさまざまな場所にリラキシンを注入する必要
なく局所標的化が達成されることが明らかに示された。
【実施例３】
【００９１】
　ヒトの皮膚における部分的に治癒した開放創の試験
　部分的に治癒した開放創は、一般に凝血しており、細胞外マトリックスおよびフィブリ
ンの予備的な層が横たわって血餅と組織とをつないでいる。本試験の目的は、部分的に治
癒した創傷におけるリラキシンの安全性、ヒトの創傷の治癒および／または瘢痕形成に対
する効力ならびに部分的に治癒した創傷を所望の結果にするための最も有効なリラキシン
送達方法を判定することである。
【００９２】
　少なくとも１つの薬学的に活性な他の薬剤と組み合わせてリラキシンを投与する。薬学
的に活性な他の薬剤はＮＳＡＩＤまたは抗生物質であってもよい。第１組の実験では、注
入により創傷部にリラキシンを投与する。第２組の実験では、定着したコラーゲンマトリ
ックスの薄層を取り除くことによって部分的に治癒した創傷を外科的に再び開き、洗浄に
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よりリラキシンを投与する。これには、０．５ｍｌの１．０５ｍｇ／ｍｌリラキシン酢酸
ナトリウム溶液を創傷部にゆっくりと滴下することが含まれる。第３組の実験では、定着
したコラーゲンマトリックスの薄層を取り除くことによって部分的に治癒した創傷を外科
的に再び開き、リラキシンを局所投与する。これには、リラキシンを直接創傷部に適用す
ることが含まれる。局所送達には、２０ｍＭ酢酸ナトリウム緩衝液７６．５％、メチルパ
ラベン０．１７％、プロピルパラベン０．０３％、プロピレングリコール５％、エタノー
ル５％、ＨＥＤ　２５０ＨＸ　１％およびリラキシンの酢酸ナトリウム緩衝液溶液１２．
２８５％からなる製剤中の０．５ｍｌの０．５または２．５ｍｇ／ｍｌリラキシンからな
る製剤中の０．５ｍＬの０．５ｍｇ／ｍｌ（低用量）または２．５ｍｇ／ｍｌ（高用量）
リラキシンが含まれる。第４組の実験では、定着したコラーゲンマトリックスの薄層を取
り除くことによってもう一度部分的に治癒した創傷を外科的に再び開き、約２０ｎｇ／ｍ
Ｌの全身濃度を達成するために、５．３μｇ／ｋｇ／ｈｒで浸透圧注入ポンプによってリ
ラキシンを全身投与する。２週間、１日２回創傷を処置し、次の３週間は１日１回処置す
る。
【００９３】
　前述の各送達方法について創傷の治癒をプラセボと比較する。創傷の写真の視覚的な順
位付けを中立な観察者が行い、観察者は創傷の治癒初期（５～７日）の痂皮および試験終
了時の瘢痕を評価する。評価のために皮膚科学者でない人に創傷の写真を見せる。観察者
には処置を知らせず、観察者自身の判断基準によって写真を評価し、６グループ（各８枚
の写真）のうち最も良い３グループを選び、順位付けするよう依頼する。ここで、３グル
ープにはリラキシンを投与し、３グループには投与しない。
【００９４】
　皮膚科学の専門家も各週に審美的点数を判定する。審美的点数には、以下の５つの要素
が含まれる：（１）色－周辺の皮膚と一致する；（２）質感－硬くない；（３）歪み－近
くの皮膚に歪みがない；（４）外形－周辺の皮膚に対して平らである；（５）全体－肥厚
またはケロイドの形成がない。
【００９５】
　さらに、組織病理学の専門家が肉芽形成、炎症および壊死などの指標について処置の状
態を評価する。創傷の治癒の評価の際に、組織病理学者は創傷の採点法、赤い画素のカウ
ントによって判定されたコラーゲンの組織化（コンピュータプログラムによってカウント
された－瘢痕領域と周囲の正常な組織とにおける赤い画素の比率は相対的なコラーゲンの
組織化を示す）および第ＶＩＩＩ因子染色による血管を考慮した組織学的評価を使用する
。治癒が最も良好であることは、正常な真皮と比較すると大きさが小さいものの正常なパ
ターンと同様の、コラーゲン線維が編み合わさって配列されたものにより裏付けられる。
この評価では、あらゆるリラキシン処置に関連する有害作用の有無を判定することが重要
である。
【実施例４】
【００９６】
　ヒトの皮膚におけるできたばかりの開放創の試験
　ヒトの皮膚のできたばかりの開放創および外傷を発生の２から３時間以内にリラキシン
で処置する。本試験の目的は、ヒトの開放創の治癒におけるリラキシンの安全性、ヒトの
創傷の治癒および／または瘢痕形成に対する効力ならびに開放創を所望の結果にするため
の最も有効なリラキシン送達方法を判定することである。外傷は、表皮の切開創であるこ
ともある切創であっても、または開放もしくは閉鎖であることもある創傷であってもよい
。開放創としては、切開創、裂創、擦過創、穿刺創、貫通創、射創および刺創を挙げるこ
とができるが、これらに限定されるものではない。
【００９７】
　少なくとも１つの薬学的に活性な他の薬剤と組み合わせてリラキシンを投与する。薬学
的に活性な他の薬剤はＮＳＡＩＤまたは抗生物質であってもよい。開放創への送達方法と
しては、洗浄、局所、全身および注入が挙げられる。
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【００９８】
　第１組の実験では、洗浄によりリラキシンを投与する。これには、０．５ｍｌの１．０
５ ｍｇ／ｍｌリラキシン酢酸ナトリウム溶液を創傷部にゆっくりと滴下することが含ま
れる。第２組の実験では、リラキシンを局所投与する。これには、リラキシンを直接創傷
部に適用することが含まれる。局所送達には、２０ｍＭ酢酸ナトリウム緩衝液７６．５％
、メチルパラベン０．１７％、プロピルパラベン０．０３％、プロピレングリコール５％
、エタノール５％、ＨＥＤ　２５０ＨＸ　１％およびリラキシンの酢酸ナトリウム緩衝液
溶液１２．２８５％からなる製剤中の０．５ｍｌの０．５または２．５ｍｇ／ｍｌリラキ
シンからなる製剤中の０．５ｍＬの０．５ｍｇ／ｍｌ（低用量）または２．５ｍｇ／ｍｌ
（高用量）リラキシンが含まれる。第３組の実験では、約２０ｎｇ／ｍＬの全身濃度を達
成するために、５．３μｇ／ｋｇ／ｈｒで浸透圧注入ポンプによってリラキシンを全身投
与する。第４組の実験では、創傷にまたは創傷にごく近接した位置に注入によりリラキシ
ンを投与する。２週間、１日２回できたばかりの創傷を処置し、次の３週間は１日１回処
置する。
【００９９】
　前述の各送達方法について創傷の治癒をプラセボと比較する。創傷の写真の視覚的な順
位付けを中立な観察者が行い、観察者は創傷の治癒初期（５～７日）の痂皮および試験終
了時の瘢痕を評価する。評価のために皮膚科学者でない人に創傷の写真を見せる。観察者
には処置を知らせず、観察者自身の判断基準によって写真を評価し、６グループ（各８枚
の写真）のうち最も良い３グループを選び、順位付けするよう依頼する。ここで、３グル
ープはリラキシンを投与され、３グループは投与されていない。
【０１００】
　皮膚科学の専門家も各週に審美的点数を判定する。審美的点数には、以下の５つの要素
が含まれる：（１）色－周辺の皮膚と一致する；（２）質感－硬くない；（３）歪み－近
くの皮膚に歪みがない；（４）外形－周辺の皮膚に対して平らである；（５）全体－肥厚
またはケロイドの形成がない。
【０１０１】
　さらに、組織病理学の専門家が肉芽形成、炎症および壊死などの指標について処置の状
態を評価する。創傷の治癒の評価の際に、組織病理学者は創傷の採点法、赤い画素のカウ
ントによって判定されたコラーゲンの組織化（コンピュータプログラムによってカウント
された－瘢痕領域と周囲の正常な組織とにおける赤い画素の比率は相対的なコラーゲンの
組織化を示す）および第ＶＩＩＩ因子染色による血管を考慮した組織学的評価を使用する
。治癒が最も良好であることは、正常な真皮と比較すると大きさが小さいものの正常なパ
ターンと同様の、コラーゲン線維が編み合わさって配列されたものにより裏付けられる。
この評価では、あらゆるリラキシン処置に関連する有害作用の有無を判定することが重要
である。
【実施例５】
【０１０２】
　ヒトにおける形成手術の創傷の試験
　創傷の治癒を促進し、瘢痕形成を最小限に抑えるために顔面および体双方の形成手術な
どの形成手術によって生じる開放創を手術の終わりにリラキシンで処置する。本試験の目
的は、創傷の治癒におけるリラキシンの安全性、顔面または全身の形成手術によって生じ
る創傷の治癒および／または瘢痕形成に対するリラキシンの効力ならびに形成手術による
創傷を所望の結果にするための最も有効なリラキシン送達方法を判定することである。
【０１０３】
　リラキシンは、顔面の形成手術によって生じる創傷の処置に対して有益である。顔面の
形成手術には、皺切除、眼瞼形成術、鼻形成術、耳形成術、頤形成術、頬部除皺術、額除
皺術、眉毛吊り上げ術、顔面の瘢痕修正、顔面の瘢痕除去、レーザー手術、皮膚の表面修
復、皺治療、プラズマ皮膚再生、顔面の脂肪移植、皮膚の引き締め、刺青除去および植毛
が挙げられるが、これらに限定されるものではない。さらに、リラキシンは、体の形成手
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術によって生じる創傷の処置に対して有益である。体の形成手術には、腹壁形成術、乳房
縮小術、豊胸術、ボディリフト手技、クモ状静脈治療、皮膚線条治療、脂肪吸引、余剰皮
膚切除手術、セルライト減少治療、体形矯正、体の表面修復および体内インプラントが挙
げられるが、これらに限定されるものではない。
【０１０４】
　少なくとも１つの薬学的に活性な他の薬剤と組み合わせてリラキシンを投与する。薬学
的に活性な他の薬剤はＮＳＡＩＤまたは抗生物質であってもよい。最初のリラキシンの投
与は手術の終了時に洗浄により投与する。これには、０．５ｍｌの１．０５ｍｇ／ｍｌリ
ラキシン酢酸ナトリウム溶液を開放創部にゆっくりと滴下することが含まれる。次に、２
週間、１日２回リラキシンを局所投与し、次の３週間は１日１回処置する。局所投与には
、リラキシンを直接創傷部に適用することが含まれる。局所送達には、２０ｍＭ酢酸ナト
リウム緩衝液７６．５％、メチルパラベン０．１７％、プロピルパラベン０．０３％、プ
ロピレングリコール５％、エタノール５％、ＨＥＤ　２５０ＨＸ　１％およびリラキシン
の酢酸ナトリウム緩衝液溶液１２．２８５％からなる製剤中の０．５ｍｌの０．５または
２．５ｍｇ／ｍｌリラキシンからなる製剤中の０．５ｍＬの０．５ｍｇ／ｍｌ（低用量）
または２．５ｍｇ／ｍｌ（高用量）リラキシンが含まれる。
【０１０５】
　前述の各送達方法について創傷の治癒をプラセボと比較する。創傷の写真の視覚的な順
位付けを中立な観察者が行い、観察者は創傷の治癒初期（５～７日）の痂皮および試験終
了時の瘢痕を評価する。評価のために皮膚科学者でない人に創傷の写真を見せる。観察者
には処置を知らせず、観察者自身の判断基準によって写真を評価し、６グループ（各８枚
の写真）のうち最も良い３グループを選び、順位付けするよう依頼する。ここで、３グル
ープはリラキシンを投与され、３グループは投与されていない。
【０１０６】
　皮膚科学の専門家も各週に審美的点数を判定する。審美的点数には、以下の５つの要素
が含まれる：（１）色－周辺の皮膚と一致する；（２）質感－硬くない；（３）歪み－近
くの皮膚に歪みがない；（４）外形－周辺の皮膚に対して平らである；（５）全体－肥厚
またはケロイドの形成がない。
【０１０７】
　さらに、組織病理学の専門家が肉芽形成、炎症および壊死などの指標について処置の状
態を評価する。創傷の治癒の評価の際に、組織病理学者は創傷の採点法、赤い画素のカウ
ントによって判定されたコラーゲンの組織化（コンピュータプログラムによってカウント
された－瘢痕領域と周囲の正常な組織とにおける赤い画素の比率は相対的なコラーゲンの
組織化を示す）および第ＶＩＩＩ因子染色による血管を考慮した組織学的評価を使用する
。治癒が最も良好であることは、正常な真皮と比較すると大きさが小さいものの正常なパ
ターンと同様の、コラーゲン線維が編み合わさって配列されたものにより裏付けられる。
この評価では、あらゆるリラキシン処置に関連する有害作用の有無を判定することが重要
である。
【０１０８】
　本開示の範囲および精神から逸脱しない本開示のさまざまな修正形および変形が当業者
には明らかであろう。特定の好適な実施形態に関連して本開示を記載してきたが、当然の
ことながら、特許請求されるとおり、本開示はそのような特定の実施形態に不当に制限さ
れるべきでない。実際に、当業者が理解する、本開示を実施するための記載した形態のさ
まざまな修正形が請求の範囲内にあることを意図している。
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