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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
無機物質を含むナノ構造体コアと、
該ナノ構造体コアを囲繞して該ナノ構造体コアに付着する脂質二重層を含み、内側表面
および外側表面を有するシェルと、
該シェルの少なくとも外側表面と会合するアポリポプロテインとを含む、構造体であっ
て、
該構造体はコレステロールを吸着する、構造体。
【請求項２】
約３０ｎｍ以下の最大断面寸法を有するナノ構造体コアと、
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該ナノ構造体コアを囲繞して該ナノ構造体コアに付着する脂質二重層を含み、内側表面
および外側表面を有するシェルと、
該シェルの少なくとも外側表面と会合するアポリポプロテインとを含む、構造体であっ
て、
該構造体はコレステロールを吸着する、構造体。
【請求項３】
無機物質を含むナノ構造体コアと、該ナノ構造体コアを囲繞して該ナノ構造体コアに付着
する脂質二重層を含むシェルと、該シェルの少なくとも外側表面と会合するアポリポプロ
テインとを含み、コレステロールを吸着する構造体；ならびに
１以上の医薬的に許容可能な担体、添加物、および／または希釈剤を含む医薬組成物。
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【請求項４】
異常脂質レベルに関連する疾患または身体状態を診断、予防、処置、または管理するため
のキットであって、
複数の構造体を含む組成物であって、各構造体が無機物質を含むナノ構造体コアと、該
ナノ構造体コアを囲繞して該ナノ構造体コアに付着する脂質二重層を含むシェルと、該シ
ェルの少なくとも外側表面と会合するアポリポプロテインとを含み、該構造体がコレステ
ロールを吸着する、組成物；ならびに
異常脂質レベルに関連する疾患または身体状態の診断、予防、処置、または管理に該組
成物を用いるための取扱説明書を含む、キット。
【請求項５】
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前記脂質二重層がリン脂質を含む、請求項１に記載の構造体。
【請求項６】
前記脂質二重層が、５０〜２００のリン脂質を含む、請求項１に記載の構造体。
【請求項７】
前記シェルがリポタンパク質構造体を含む、請求項１に記載の構造体。
【請求項８】
前記アポリポタンパク質がアポリポタンパク質Ａ−Ｉ、アポリポタンパク質Ａ−ＩＩまた
はアポリポタンパク質Ｅである、請求項１に記載の構造体。
【請求項９】
前記構造体が約５０ｎｍ以下の最大断面寸法を有する、請求項１に記載の構造体。
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【請求項１０】
前記ナノ構造体コアが約５０ｎｍ以下の最大断面寸法を有する、請求項１に記載の構造体
。
【請求項１１】
前記脂質二重層の少なくとも一部分が前記ナノ構造体コアに物理吸着する、請求項１に記
載の構造体。
【請求項１２】
前記脂質二重層がチオール−金属結合を介して前記ナノ構造体コアに付着する、請求項１
に記載の構造体。
【請求項１３】
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前記ナノ構造体コアが金属から形成される、請求項１に記載の構造体。
【請求項１４】
前記金属が金である、請求項１３に記載の構造体。
【請求項１５】
前記ナノ構造体コアが半導体から形成される、請求項１に記載の構造体。
【請求項１６】
抗炎症剤、核酸種、化学療法剤、およびコレステロール剤のうちの１以上を包含する生物
活性剤を含む、請求項１に記載の構造体。
【請求項１７】
前記構造体がレシチン−コレステロールアシルトランスフェラーゼを含む、請求項１に記
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載の構造体。
【請求項１８】
前記疾患または身体状態が異常に高い脂質レベルに関連する、請求項４に記載のキット。
【請求項１９】
前記疾患または身体状態がアテローム性動脈硬化を含む、請求項４に記載のキット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は概して物品を含むナノ構造体およびその組成物を製造する方法に関し、より詳
細にはコレステロール等の分子を隔離することができるナノ構造体に関する。
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【背景技術】
【０００２】
現在、リポソームナノ構造体を含むナノ構造体は、ドラッグデリバリー、遺伝子デリバ
リー、診断法等の用途で使用されている。かかるナノ構造体を製造する種々の方法が使用
されている。たとえば、リポソームナノ構造体は、リポタンパク質／結合体合成を含み、
両親媒性のリポソーム成分の混合物を超音波処理する技術によって形成されている。しか
しながら、かかる方法のいくつかは、比較的サイズが大きく、サイズ分布が大きくおよび
／または安定性が短い構造体をもたらすことが多い。したがって、サイズがより小さく、
サイズ分布が制御され、および／または安定性が長いナノ構造体、およびナノ構造体の官
能性および調整性を制御しながら、かかるナノ構造体を作る方法が必要とされる。
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【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
本発明は、概して、異常脂質レベルに関連したものを含む、ある種の疾患または身体状
態を診断、予防、処置、または管理するためのナノ構造体および組成物に関する。したが
って、本明細書に記載のある実施形態は、コレステロール等の脂質を隔離するよう構成さ
れる。本願の主題は、いくつかの場合において、相互関係のある製品、特定の問題への代
替案、および／または構造体および組成物の複数の異なる用途を含む。
【０００４】
１つの組の実施形態において、構造体を提供する。一実施形態において、構造体は、無
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機物質を含むナノ構造体コアと、ナノ構造体コアを囲繞してナノ構造体コアに付着する脂
質二重層を含むシェルとを含む。シェルは、内側表面および外側表面を有する。タンパク
質は、シェルの少なくとも外側表面と会合する。構造体は、コレステロール（または、あ
る実施形態においては他の脂質または分子）を隔離するよう適合されてもよい。
【０００５】
他の実施形態において、構造体は、最大断面寸法が約３０ｎｍ以下のナノ構造体コアと
、ナノ構造体コアを囲繞してナノ構造体コアに付着する脂質二重層を含むシェルとを含む
。シェルは、内側表面および外側表面を有する。タンパク質は、シェルの少なくとも外側
表面と会合する。構造体は、コレステロール（または、ある実施形態においては他の脂質
または分子）を隔離するよう適合されてもよい。
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【０００６】
上述の構造体において、脂質二重層は１以上のリン脂質（たとえば、５０〜２００のリ
ン脂質）を含んでもよい。シェルはリポタンパク質構造体を有してもよく、アポリポタン
パク質、たとえば、アポリポタンパク質Ａ−Ｉ、アポリポタンパク質Ａ−ＩＩ、またはア
ポリポタンパク質Ｅを任意により含んでもよい。
【０００７】
他の組の実施形態において、医薬組成物を提供する。医薬組成物は、無機物質を含むナ
ノ構造体コアと、ナノ構造体コアを囲繞してナノ構造体コアに付着するシェルとを含む構
造体を含んでもよい。構造体は、コレステロール（または、ある実施形態においては他の
脂質または分子）を隔離するよう適合されてもよい。医薬組成物は、１以上の医薬的に許
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容可能な担体、添加物、および／または希釈剤をさらに含んでもよい。組成物の構造体は
、脂質と、いくつかの実施形態においては、脂質二重層とを含むシェルを含んでもよい。
１以上のタンパク質が、シェルの少なくとも外側表面と会合してもよい。ナノ構造体コア
は、いくつかの場合において、無機物質を含んでもよい。
【０００８】
他の組の実施形態において、異常脂質レベルに関連する疾患または身体状態を診断、予
防、処置、または管理するためのキットを提供する。キットは、複数の構造体を含む組成
物を含むことができ、各構造体は、無機物質を含むナノ構造体コアおよびナノ構造体コア
を囲繞してナノ構造体コアに付着するシェルを含む。構造体はコレステロール（または、
ある実施形態においては他の脂質または分子）を隔離するよう適合されてもよい。キット
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は、さらに、異常脂質レベルに関連する疾患または身体状態の診断、予防、処置、または
管理に組成物を用いるための取扱説明書を含む。キットは、異常に高い脂質レベルまたは
異常に低い脂質レベルに関連する疾患または身体状態を診断、予防、処置、または管理す
る、または心血管疾患、アテローム性動脈硬化、高脂血症、癌、炎症、タンパク質蓄積症
、止血の疾患、リウマチ病、または神経疾患を診断、予防、処置、または管理するために
使用してもよい。
【０００９】
他の組の実施形態において、一連の方法を提供する。一実施形態において、異常脂質レ
ベルに関連する疾患または身体状態を診断、予防、処置、または管理するための方法を提
供する。方法は、無機物質を含むナノ構造体コアおよびナノ構造体コアを囲繞してナノ構

10

造体コアに付着するシェルを含む構造体を含む組成物の治療上有効な量を被験体に投与す
る工程を含む。構造体は、コレステロール（または、ある実施形態においては他の脂質ま
たは分子）を隔離するよう適合されてもよい。方法は、構造体にコレステロール、たとえ
ば、少なくとも５分子、２０分子、または５０分子のコレステロールを隔離させる工程を
含んでもよい。コレステロールは、たとえば、エステル化コレステロールまたは遊離コレ
ステロールであってもよい。他の実施形態において、方法は、構造体に特定のタイプまた
は組成の分子、たとえば、少なくとも５、２０、または５０の特定のタイプまたは組成の
分子を隔離させる工程を含む。
【００１０】
他の実施形態において、方法は、複数の構造体を含む組成物を被験体または生物学的試
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料に導入する工程であって、各構造体が、無機物質を含むナノ構造体コアおよびナノ構造
体コアを囲繞してナノ構造体コアに付着するシェルを含む、工程を含む。構造体は、コレ
ステロール（または、ある実施形態においては他の脂質または分子）を隔離するよう適合
されてもよい。方法は、さらに複数の構造体および／または被験体もしくは生物学的試料
を、被験体もしくは生物学的試料の疾患または状態を決定することができる試験条件にさ
らす工程を含む。たとえば、試験条件は画像形成条件であってもよい。他の場合では、試
験条件はアッセイ条件であり、方法は、複数の構造体の少なくとも一部分を被験体または
生物学的試料から回収する工程および被験体または生物学的試料から回収された複数の構
造体でアッセイを行なう工程を含む。
【００１１】
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他の実施形態において、方法は、表面および約５０ｎｍ以下の最大断面寸法を有するナ
ノ構造体コアを提供する工程と、複数の成分を提供する工程と、自己集合によってナノ構
造体コアの表面上に複数の成分の層を形成する工程とを含み、複数の成分がナノ構造体コ
アを囲繞している。方法は、さらにナノ構造体コアの少なくとも一部分を除去する工程と
、少なくとも部分的に中空のコアを囲繞する複数の成分を含む構造体を形成する工程とを
含んでもよい。任意により、方法は、除去工程前（または前）に、ナノ構造体コアの表面
上の複数の成分を架橋させる工程を含んでもよい。
【００１２】
他の実施形態において、方法は、複数の第１の成分、複数の第２の成分、および複数の
ナノ構造体コアを液体の単一相中で組み合わせる工程を含む。方法は、さらに、少なくと
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も１つのナノ構造体コアの表面上に複数の第１の成分を含む第１の層を、自己集合により
形成する工程と、第１の層に隣接する複数の第２の成分を含む第２の層を、自己集合によ
り形成する工程とを含む。第１および第２の層は、少なくとも１個のナノ構造体コアを囲
繞するシェルを構成する。
【００１３】
上述のある実施形態において、シェルは、ナノ構造体コアを実質的に囲繞する。
【００１４】
また、本発明は、ある種の疾患または身体状態、特に、異常脂質レベルに関連する疾患
または身体状態を診断、予防、処置、または管理するための薬剤の調製における、上述の
組成物および／または構造体のいずれかの使用に関する。
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本発明の好ましい実施形態では、例えば以下が提供される：
（項目１）
無機物質を含むナノ構造体コアと、
該ナノ構造体コアを囲繞して該ナノ構造体コアに付着する脂質二重層を含み、内側表面
および外側表面を有するシェルと、
該シェルの少なくとも外側表面と会合するタンパク質とを含む、構造体であって、
コレステロールを隔離するよう適合される、構造体。
（項目２）
約３０ｎｍ以下の最大断面寸法を有するナノ構造体コアと、
該ナノ構造体コアを囲繞して該ナノ構造体コアに付着する脂質二重層を含み、内側表面
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および外側表面を有するシェルと、
該シェルの少なくとも外側表面と会合するタンパク質とを含む、構造体であって、
コレステロールを隔離するよう適合される、構造体。
（項目３）
無機物質を含むナノ構造体コアと、該ナノ構造体コアを囲繞して該ナノ構造体コアに付着
するシェルとを含み、コレステロールを隔離するよう適合される構造体と、
１以上の医薬的に許容可能な担体、添加物、および／または希釈剤とを含む医薬組成物
。
（項目４）
異常脂質レベルに関連する疾患または身体状態を診断、予防、処置、または管理するため
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のキットであって、
複数の構造体を含む組成物であって、各構造体が無機物質を含むナノ構造体コアおよび
該ナノ構造体コアを囲繞して該ナノ構造体コアに付着するシェルを含み、該構造体がコレ
ステロールを隔離するよう適合される、組成物と、
異常脂質レベルに関連する疾患または身体状態の診断、予防、処置、または管理に該組
成物を用いるための取扱説明書とを含む、キット。
（項目５）
異常脂質レベルに関連する疾患または身体状態を診断、予防、処置、または管理するため
の方法であって、
無機物質を含むナノ構造体コアおよび該ナノ構造体コアを囲繞して該ナノ構造体コアに
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付着するシェルを含み、コレステロールを隔離するよう適合される構造体を含む組成物の
治療上有効な量を被験体に投与する工程を含む、方法。
（項目６）
複数の構造体を含む組成物を被験体または生物学的試料に導入する工程であって、各構造
体が、無機物質を含むナノ構造体コアおよび該ナノ構造体コアを囲繞して該ナノ構造体コ
アに付着するシェルを含み、該構造体がコレステロールを隔離するよう適合される、工程
と、
該複数の構造体および／または該被験体もしくは該生物学的試料を、該被験体もしくは
該生物学的試料の疾患または状態を決定することができる試験条件にさらす工程とを含む
、方法。
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（項目７）
表面および約５０ｎｍ以下の最大断面寸法を有するナノ構造体コアを提供する工程と、
複数の成分を提供する工程と、
自己集合によって該ナノ構造体コアの表面上に該複数の成分の層を形成する工程であっ
て、該複数の成分が該ナノ構造体コアを囲繞している、工程と、
該ナノ構造体コアの少なくとも一部分を除去する工程と、
少なくとも部分的に中空のコアを囲繞する該複数の成分を含む構造体を形成する工程と
を含む、方法。
（項目８）
複数の第１の成分、複数の第２の成分、および複数のナノ構造体コアを液体の単一相中で
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組み合わせる工程と、
少なくとも１つのナノ構造体コアの表面上に該複数の第１の成分を含む第１の層を、自
己集合により形成する工程と、
該第１の層に隣接する該複数の第２の成分を含む第２の層を、自己集合により形成する
工程とを含む方法であって、
該第１および該第２の層が少なくとも１個のナノ構造体コアを囲繞するシェルを構成す
る、方法。
（項目９）
前記シェルが前記ナノ構造体コアを実質的に囲繞する、上記項目のいずれか１項に記載の
構造体、医薬組成物、キット、または方法。
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（項目１０）
前記脂質二重層がリン脂質を含む、上記項目のいずれか１項に記載の構造体、医薬組成物
、キット、または方法。
（項目１１）
前記脂質二重層が、５０〜２００のリン脂質を含む、上記項目のいずれか１項に記載の構
造体、医薬組成物、キット、または方法。
（項目１２）
前記シェルがリポタンパク質構造体を含む、上記項目のいずれか１項に記載の構造体、医
薬組成物、キット、または方法。
（項目１３）
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前記シェルがアポリポタンパク質を含む、上記項目のいずれか１項に記載の構造体、医薬
組成物、キット、または方法。
（項目１４）
前記シェルが被験体に由来するアポリポタンパク質を含む、上記項目のいずれか１項に記
載の構造体、医薬組成物、キット、または方法。
（項目１５）
前記アポリポタンパク質がアポリポタンパク質Ａ−Ｉ、アポリポタンパク質Ａ−ＩＩまた
はアポリポタンパク質Ｅである、上記項目のいずれか１項に記載の構造体、医薬組成物、
キット、または方法。
（項目１６）
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前記構造体が１〜６のアポリポタンパク質を有する、上記項目のいずれか１項に記載の構
造体、医薬組成物、キット、または方法。
（項目１７）
前記構造体が約５０ｎｍ以下の最大断面寸法を有する、上記項目のいずれか１項に記載の
構造体、医薬組成物、キット、または方法。
（項目１８）
前記構造体が約３５ｎｍ以下の最大断面寸法を有する、上記項目のいずれか１項に記載の
構造体、医薬組成物、キット、または方法。
（項目１９）
前記構造体が約３０ｎｍ以下の最大断面寸法を有する、上記項目のいずれか１項に記載の

40

構造体、医薬組成物、キット、または方法。
（項目２０）
前記ナノ構造体コアが約５０ｎｍ以下の最大断面寸法を有する、上記項目のいずれか１項
に記載の構造体、医薬組成物、キット、または方法。
（項目２１）
前記ナノ構造体コアが約３０ｎｍ以下の最大断面寸法を有する、上記項目のいずれか１項
に記載の構造体、医薬組成物、キット、または方法。
（項目２２）
前記脂質二重層の少なくとも一部分が前記コアに共有結合する、上記項目のいずれか１項
に記載の構造体、医薬組成物、キット、または方法。
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（項目２３）
前記脂質二重層の少なくとも一部分が前記コアに物理吸着する、上記項目のいずれか１項
に記載の構造体、医薬組成物、キット、または方法。
（項目２４）
前記脂質二重層が前記コアに向けられた複数の親水性基および該コアから離れて伸びる複
数の疎水性基を含む、上記項目のいずれか１項に記載の構造体、医薬組成物、キット、ま
たは方法。
（項目２５）
前記脂質二重層がチオール−金属結合を介して前記ナノ構造体コアに付着する、上記項目
のいずれか１項に記載の構造体、医薬組成物、キット、または方法。
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（項目２６）
前記脂質二重層がアミノ基を介して前記ナノ構造体コアに付着する、上記項目のいずれか
１項に記載の構造体、医薬組成物、キット、または方法。
（項目２７）
前記ナノ構造体が無機ナノ構造体である、上記項目のいずれか１項に記載の構造体、医薬
組成物、キット、または方法。
（項目２８）
前記ナノ構造体が金属を含む、上記項目のいずれか１項に記載の構造体、医薬組成物、キ
ット、または方法。
（項目２９）
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前記ナノ構造体が金を含む、上記項目のいずれか１項に記載の構造体、医薬組成物、キッ
ト、または方法。
（項目３０）
前記ナノ構造体が半導体を含む、上記項目のいずれか１項に記載の構造体、医薬組成物、
キット、または方法。
（項目３１）
前記ナノ構造体が重合体を含む、上記項目のいずれか１項に記載の構造体、医薬組成物、
キット、または方法。
（項目３２）
前記ナノ構造体が量子ドットを含む、上記項目のいずれか１項に記載の構造体、医薬組成
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物、キット、または方法。
（項目３３）
前記ナノ構造体が実質的に球形である、上記項目のいずれか１項に記載の構造体、医薬組
成物、キット、または方法。
（項目３４）
前記ナノ構造体が非球形である、上記項目のいずれか１項に記載の構造体、医薬組成物、
キット、または方法。
（項目３５）
前記ナノ構造体が円盤状である、上記項目のいずれか１項に記載の構造体、医薬組成物、
キット、または方法。
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（項目３６）
前記ナノ構造体がナノチューブである、上記項目のいずれか１項に記載の構造体、医薬組
成物、キット、または方法。
（項目３７）
前記ナノ構造体がナノロッドである、上記項目のいずれか１項に記載の構造体、医薬組成
物、キット、または方法。
（項目３８）
前記構造体に会合する生物活性剤をさらに含む、上記項目のいずれか１項に記載の構造体
、医薬組成物、キット、または方法。
（項目３９）
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前記生物活性剤が１以上の抗炎症剤、核酸種、化学療法剤、およびコレステロール剤を含
む、上記項目のいずれか１項に記載の構造体、医薬組成物、キット、または方法。
（項目４０）
上記項目のいずれか１項に記載の複数の構造体の混合物であって、該複数の構造体が、該
構造体の約２０％以下が平均断面寸法の約２０％を上回る断面寸法を有するような断面寸
法の分布を有する、混合物。
（項目４１）
前記構造体が使用中に少なくとも５分子のコレステロールを隔離するよう適合される、上
記項目のいずれか１項に記載の構造体、医薬組成物、キット、または方法。
（項目４２）
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前記コレステロールがエステル化コレステロールである、上記項目のいずれか１項に記載
の構造体、医薬組成物、キット、または方法。
（項目４３）
前記コレステロールが遊離コレステロールである、上記項目のいずれか１項に記載の構造
体、医薬組成物、キット、または方法。
（項目４４）
前記シェルが少なくとも３つの層を含む、上記項目のいずれか１項に記載の構造体、医薬
組成物、キット、または方法。
（項目４５）
前記構造体が造影剤を含む、上記項目のいずれか１項に記載の構造体、医薬組成物、キッ
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ト、または方法。
（項目４６）
前記シェルが造影剤を含む、上記項目のいずれか１項に記載の構造体、医薬組成物、キッ
ト、または方法。
（項目４７）
前記ナノ構造体コアが造影剤を含む、上記項目のいずれか１項に記載の構造体、医薬組成
物、キット、または方法。
（項目４８）
前記構造体が酵素を含む、上記項目のいずれか１項に記載の構造体、医薬組成物、キット
、または方法。
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（項目４９）
前記構造体がレシチン−コレステロールアシルトランスフェラーゼを含む、上記項目のい
ずれか１項に記載の構造体、医薬組成物、キット、または方法。
（項目５０）
前記シェルが脂質を含む、上記項目のいずれか１項に記載の構造体、医薬組成物、キット
、または方法。
（項目５１）
前記シェルが脂質二重層を含む、上記項目のいずれか１項に記載の構造体、医薬組成物、
キット、または方法。
（項目５２）
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前記シェルの少なくとも外側表面と会合するタンパク質を含む、上記項目のいずれか１項
に記載の構造体、医薬組成物、キット、または方法。
（項目５３）
前記ナノ構造体コアが無機物質を含む、上記項目のいずれか１項に記載の構造体、医薬組
成物、キット、または方法。
（項目５４）
前記疾患または身体状態が異常に高い脂質レベルに関連する、上記項目のいずれか１項に
記載の構造体、医薬組成物、キット、または方法。
（項目５５）
前記疾患または身体状態が異常に低い脂質レベルに関連する、上記項目のいずれか１項
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に記載の構造体、医薬組成物、キット、または方法。
（項目５６）
前記疾患または身体状態が心血管疾患を含む、上記項目のいずれか１項に記載の構造体、
医薬組成物、キット、または方法。
（項目５７）
前記疾患または身体状態がアテローム性動脈硬化を含む、上記項目のいずれか１項に記載
の構造体、医薬組成物、キット、または方法。
（項目５８）
前記疾患または身体状態が高脂血症を含む、上記項目のいずれか１項に記載の構造体、医
薬組成物、キット、または方法。
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（項目５９）
前記疾患または身体状態が癌を含む、上記項目のいずれか１項に記載の構造体、医薬組成
物、キット、または方法。
（項目６０）
前記疾患または身体状態が炎症を含む、上記項目のいずれか１項に記載の構造体、医薬組
成物、キット、または方法。
（項目６１）
前記疾患または身体状態がタンパク質蓄積症を含む、上記項目のいずれか１項に記載の構
造体、医薬組成物、キット、または方法。
（項目６２）
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前記疾患または身体状態が止血の疾患を含む、上記項目のいずれか１項に記載の構造体、
医薬組成物、キット、または方法。
（項目６３）
前記疾患または身体状態がリウマチ病を含む、上記項目のいずれか１項に記載の構造体、
医薬組成物、キット、または方法。
（項目６４）
前記疾患または身体状態が神経疾患を含む、上記項目のいずれか１項に記載の構造体、医
薬組成物、キット、または方法。
（項目６５）
前記組成物を投薬スケジュールに従って１回用量または分割された用量で投与する、上記
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項目のいずれか１項に記載の構造体、医薬組成物、キット、または方法。
（項目６６）
前記構造体にコレステロールを隔離させる工程をさらに含む、上記項目のいずれか１項に
記載の方法。
（項目６７）
前記構造体に少なくとも５分子のコレステロールを隔離させる工程をさらに含む、上記項
目のいずれか１項に記載の方法。
（項目６８）
前記構造体に少なくとも２０分子のコレステロールを隔離させる工程をさらに含む、上記
項目のいずれか１項に記載の方法。
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（項目６９）
前記構造体に少なくとも５０分子のコレステロールを隔離させる工程をさらに含む、上記
項目のいずれか１項に記載の方法。
（項目７０）
前記コレステロールがエステル化コレステロールである、上記項目のいずれか１項に記載
の方法。
（項目７１）
前記コレステロールが遊離コレステロールである、上記項目のいずれか１項に記載の方法
。
（項目７２）
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細胞を前記構造体と接触させ、該細胞に該構造体を取り込ませる工程をさらに含む、上記
項目のいずれか１項に記載の方法。
（項目７３）
前記構造体を細胞表面と相互作用させる工程をさらに含む、上記項目のいずれか１項に記
載の方法。
（項目７４）
前記構造体を循環性リポタンパク質と相互作用させる工程をさらに含む、上記項目のいず
れか１項に記載の方法。
（項目７５）
前記組成物を前記被験体の末梢循環に投与する工程をさらに含む、上記項目のいずれか１
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項に記載の方法。
（項目７６）
前記被験体内の高密度リポタンパク質のレベルを増加させる工程をさらに含む、上記項目
のいずれか１項に記載の方法。
（項目７７）
前記被験体内の低密度リポタンパク質のレベルを低下させる工程をさらに含む、上記項目
のいずれか１項に記載の方法。
（項目７８）
前記被験体内のトリグリセリドレベルを低下させる工程をさらに含む、上記項目のいずれ
か１項に記載の方法。
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（項目７９）
前記被験体におけるプラーク安定性を増加させるか、またはプラーク破裂の可能性を低下
させる工程をさらに含む、上記項目のいずれか１項に記載の方法。
（項目８０）
炎症性疾患または炎症性応答を処置または予防する工程をさらに含む、上記項目のいずれ
か１項に記載の方法。
（項目８１）
前記構造体の少なくとも一部分を被験体から回収する工程をさらに含む、上記項目のいず
れか１項に記載の方法。
（項目８２）
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前記構造体に結合したコレステロールの量を決定する工程をさらに含む、上記項目のいず
れか１項に記載の方法。
（項目８３）
前記試験条件が画像形成条件である、上記項目のいずれか１項に記載の方法。
（項目８４）
前記試験条件がアッセイ条件であり、前記方法が前記複数の構造体の少なくとも一部分を
前記被験体または生物学的試料から回収する工程および前記被験体または生物学的試料か
ら回収された前記複数の構造体でアッセイを行なう工程をさらに含む、上記項目のいずれ
か１項に記載の方法。
（項目８５）
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前記複数の構造体を前記被験体または生物学的試料内に蓄積させる工程を含む、上記項目
のいずれか１項に記載の方法。
（項目８６）
前記画像形成条件が磁気共鳴画像形成条件である、上記項目のいずれか１項に記載の方法
。
（項目８７）
前記画像形成条件がＸ線画像形成条件である、上記項目のいずれか１項に記載の方法。
（項目８８）
前記画像形成条件が超音波画像形成条件である、上記項目のいずれか１項に記載の方法。
（項目８９）
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前記画像形成条件が放射性核種を用いる、上記項目のいずれか１項に記載の方法。
（項目９０）
前記構造体が疾患または身体状態のマーカーである、上記項目のいずれか１項に記載の方
法。
（項目９１）
前記組成物をｉｎ

ｖｉｖｏで前記被験体または生物学的試料に導入する、上記項目のい

ずれか１項に記載の方法。
（項目９２）
前記組成物をｉｎ

ｖｉｔｒｏで前記生物学的試料に導入する、上記項目のいずれか１項

に記載の方法。
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（項目９３）
前記被験体または生物学的試料内のプラークの位置を決定する工程を含む、上記項目のい
ずれか１項に記載の方法。
（項目９４）
前記構造体を前記被験体または生物学的試料の成分と会合させる工程を含む、上記項目の
いずれか１項に記載の方法。
（項目９５）
前記成分がコレステロールを含む、上記項目のいずれか１項に記載の方法。
（項目９６）
前記除去工程前に、前記ナノ構造体コアの表面上の複数の成分を架橋させる工程をさらに
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含む、上記項目のいずれか１項に記載の方法。
（項目９７）
前記除去工程後に、前記ナノ構造体コアの表面上の複数の成分を架橋させる工程をさらに
含む、上記項目のいずれか１項に記載の方法。
（項目９８）
前記ナノ構造体コアを実質的に除去することにより、少なくとも部分的に中空のコアを実
質的に囲繞する複数の成分を含む構造体を形成する工程をさらに含む、上記項目のいずれ
か１項に記載の方法。
（項目９９）
前記除去工程が前記ナノ構造体コアの少なくとも一部分を溶解する工程を含む、上記項目
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のいずれか１項に記載の方法。
（項目１００）
前記第１および第２の層を実質的に同時に形成する、上記項目のいずれか１項に記載の方
法。
（項目１０１）
前記組み合わせ工程前に、前記複数の第１の成分を第１の溶媒に含め、前記複数のナノ構
造体コアを第２の溶媒に含め、第１および第２の溶媒は混和性である、上記項目のいずれ
か１項に記載の方法。
（項目１０２）
前記組み合わせ工程前に、前記複数の第２の成分を前記第１および第２の溶媒と混和性で
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ある第３の溶媒に含める、上記項目のいずれか１項に記載の方法。
（項目１０３）
前記液体が水を含む、上記項目のいずれか１項に記載の方法。
（項目１０４）
前記第１、第２および第３の溶媒の少なくとも１つが水を含む、上記項目のいずれか１項
に記載の方法。
（項目１０５）
前記第１、第２および第３の溶媒の少なくとも１つがアルコール、ＤＭＦ、ＴＨＦ、また
はＤＭＳＯを含む、上記項目のいずれか１項に記載の方法。
（項目１０６）
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前記第１の溶媒または第２の溶媒の少なくとも一部分を前記液体から除去する工程を含む
、上記項目のいずれか１項に記載の方法。
（項目１０７）
複数の構造体を形成する工程を含み、各構造体がナノ構造体およびシェルを含み、複数の
構造体が構造体の約２０％以下が平均断面寸法の約２０％を上回る断面寸法を有するよう
な断面寸法の分布を有する、上記項目のいずれか１項に記載の方法。
（項目１０８）
前記シェルが成分の単層を含む、上記項目のいずれか１項に記載の構造体、医薬組成物、
キット、または方法。
（項目１０９）

10

前記シェルが脂質の単層を含む、上記項目のいずれか１項に記載の構造体、医薬組成物、
キット、または方法。
（項目１１０）
前記コアが金属塩を含む、上記項目のいずれか１項に記載の構造体、医薬組成物、キット
、または方法。
【００１５】
本発明の他の利点および新規特徴は、添付の図面とともに考察すると、本発明の種々の
非制限的実施形態に関する以下の詳細な説明より明らかとなる。本明細書および参照によ
り組み込まれる文献に不一致および／または矛盾する開示がある場合、本明細書が管理す
る。参照により組み込まれる２つ以上の文献に互いに不一致および／または矛盾する開示
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がある場合、実効日が後の文献が管理する。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
以下、本発明の非制限的実施形態を、添付の図面を参照しながら例を挙げて説明する。
各図面は模式的であって縮尺通りに示すことを意図していない。図において、例示する同
一または略同一の要素は、それぞれ、単一の数字によって典型的に示す。明瞭性を目的と
して、すべての要素がすべての図中でラベル付けされるとは限らない。また、本発明の各
実施形態の要素は、当業者が発明を理解するのに例示が必要でない程度に示されている。
【図１】図１は、１つの組の実施形態に係る、コレステロールを隔離するために使用する
ことができる構造体の例を示す。
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【図２】図２Ａ〜図２Ｅは、１つの組の実施形態に係る、様々な構造体を製造する方法を
示す。
【図３】図３Ａおよび図３Ｂは、１つの組の実施形態に係る、構造体のシェルを形成する
ために使用することができるある種のリン脂質の化学構造体を示す。
【図４】図４は、１つの組の実施形態に係る、ナノ構造体コア上で共同自己集合したタン
パク質（ＡＰＯ−ＡＩ）脂質二重層を形成するための合成方法を示す。
【図５】図５は、１つの組の実施形態に係る、結合体化したおよび結合体化していない金
ナノ粒子のＵＶ可視スペクトルを示す。
【図６】図６は、１つの組の実施形態に係る、本明細書に記載の構造体へのＮＢＤコレス
テロールの結合等温線を示す。
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【図７】図７は、１つの組の実施形態に係る、図８に示す化合物３ａ、ｂ、および４ａ、
ｂの合成経路の第１工程を示す。
【図８】図８は、１つの組の実施形態に係る、本明細書に記載の構造体の形成において使
用された各種化合物を示す。
【図９−１】図９Ａは、１つの組の実施形態に係る、脂質で機能化された金ナノ粒子を形
成する工程の模式図を示す。図９Ｂおよび図９Ｃは、１つの組の実施形態に係る、Ｃ１０
脂質で機能化された金ナノ粒子を示すＴＥＭ画像である。図９Ｄは、１つの組の実施形態
に係る、脂質およびＡｐｏ−ＡＩで機能化された金ナノ粒子を形成する工程の模式図を示
す。図９Ｅおよび図９Ｆは、１つの組の実施形態に係る、Ｃ１０脂質およびＡｐｏ−ＡＩ
で機能化された金ナノ粒子を示すＴＥＭ画像である。
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【図９−２】図９Ｇおよび図９Ｈは、１つの組の実施形態に係る、Ｃ１５脂質で機能化さ
れた金ナノ粒子を示すＴＥＭ画像である。図９Ｉおよび図９Ｊは、１つの組の実施形態に
係る、Ｃ１５脂質およびＡｐｏ−ＡＩで機能化された金ナノ粒子を示すＴＥＭ画像である
。図９Ｋおよび図９Ｌは、１つの組の実施形態に係る、Ｃ１０脂質で機能化された金ナノ
粒子がヨウ素で処理された後の少なくとも部分的に中空の構造体を示すＴＥＭ画像である
。
【図１０】図１０Ａおよび図１０Ｂは、１つの組の実施形態に係る、Ｃ１０脂質で機能化
された金ナノ粒子のＡＦＭ画像である。図１０Ｃおよび図１０Ｄは、１つの組の実施形態
に係る、Ｃ１０で機能化された金ナノ粒子をヨウ素で処理した後に形成される構造体のＡ
ＦＭ画像である。
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【図１１】図１１Ａおよび図１１Ｂは、１つの組の実施形態に係る、ヨウ素で処理する前
後に形成される構造体のＵＶ可視プロットである。
【図１２】図１２は、１つの組の実施形態に係る、Ｃ１０脂質で機能化された構造体への
、蛍光標識されたコレステロールの結合を示すプロットである。
【図１３】図１３は、１つの組の実施形態に係る、Ｃ１０脂質およびＡｐｏ−ＡＩで機能
化された構造体への、蛍光標識されたコレステロールの結合を示すプロットである。
【図１４】図１４は、１つの組の実施形態に係る、単相合成を使用して形成された構造体
を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
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コレステロール等の分子を隔離することができるものを含むナノ構造体に関連する物品
、組成物、キットおよび方法を提供する。本明細書に記載のある実施形態は、コアシェル
型配列を有する構造体を含む。たとえば、ナノ粒子コアは、コレステロールおよび／また
は他の脂質と相互作用することができる脂質二重層等の物質を含むシェルに囲繞され得る
。いくつかの実施形態において、構造体は、被験体に導入されると、コレステロールおよ
び／または他の脂質を隔離し、循環からそれらを除去することができる。したがって、本
明細書に記載の構造体はある種の疾患または身体状態、特に、異常脂質レベルに関連する
疾患または身体状態を診断、予防、処置、または管理するために使用され得る。
【００１８】
本明細書に記載のある種の構造体は、「善玉」、「悪玉」コレステロールと一般に呼ば
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れる高密度リポタンパク質（ＨＤＬ）および低密度リポタンパク質（ＬＤＬ）等の、循環
性リポタンパク質の働きをそれぞれすることができる。これらの分子は通常血液に溶解し
ないので、リポタンパク質の１つの機能は、水性の血液における、体内のコレステロール
および他の脂質を輸送することである。さらに、リポタンパク質はアテローム性動脈硬化
等の多くの重要な病理学的機能の原因である。これらのリポタンパク質および他の類似の
循環性粒子（たとえば、中間型リポタンパク質、超低比重リポタンパク質等）は、典型的
には５〜１０００ｎｍのナノ構造体を含む。各リポタンパク質は、その界面化学、サイズ
および組成に関して独特である。しかしながら、リポタンパク質はさらにリン脂質の外側
層、疎水性部分（たとえば、コレステロールエステルおよびトリグリセリド）の内核、お
よび個々のリポタンパク質種を識別し、生理機能を司る表面タンパク質を共通に有する。
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【００１９】
本明細書に記載のいくつかの実施形態において、コア（たとえば、金ナノ粒子）は、テ
ンプレートへの足場として使用し、さらに種々様々の界面化学および調整性に従順な、十
分に定義されたサイズ、形状および界面化学の構造体の合成を指示することができる。た
とえば、１つの、ボトムアップ、サイズ特有のリポタンパク質合成は、脂質二重層および
／または他の好適な成分を含むシェルを支持するためにナノ構造体コアを使用することに
より行なわれてもよい。本発明者の知る限り、調整可能で拡張した界面化学（たとえば、
タンパク質固定化）を備えた生物学上好適な脂質構造体で、特に、コレステロールを隔離
することができるものは、たとえば、無機ナノ構造体との関係において実証されておらず
、ナノ構造体は形成された構造体のサイズを制限およびテンプレート化するよう作用する
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。さらに、本発明者は、今のところ、５〜３０ｎｍ、または５〜５０ｎｍの（ナノ構造体
コアのあるまたはない）合成脂質（またはリポタンパク質）種の構造体、コレステロール
を隔離することができるサイズ療法および／または、コアおよび／または界面特性を化学
的に調整して治療的または他の恩恵を導出することができる能力を有しながら、構造体の
サイズおよび形状を制御することができる治療剤としての使用の例はないと確信している
。
【００２０】
合成リポタンパク質、特にＨＤＬを合成するおよび／または再構成する際のある種のこ
れまでの試みは、リポタンパク質の自己構築の原因である、表面同定タンパク種の精製と
、構成リン脂質、コレステロールおよび他の成分との混合とに依存する。これらの粒子の

10

激しい混合は、再構成されたリポタンパク質種および多数の反応副産物で満たされた溶液
をもたらす。したがって、かかる調製のいくつかは不安定性により有効期間が限定され、
粒子不安定性によりそれらの短いｉｎ

ｖｉｖｏでの循環時間によって治療薬として制限

され、そして、それらが構築用の純粋なリポタンパク質構成タンパク種の利用可能性に依
存するために製造が非常に高価である。対照的に、本明細書に記載のある種の物品および
方法は、高い再現精度および大規模なスケールアップの可能性で構造体の制御可能な合成
のためのナノ構造体足場の使用を含む。生じる構造体は、様々な溶媒において安定してお
り、ｉｎ

ｖｉｖｏでの循環時間が高く、比較的安価で製造することができる。さらに、

脂質は市販のリンカー化学で容易に修飾することができるので、本明細書に記載の構造体
は抗体、小分子およびタンパク質等の潜在的な薬物および／またはターゲティング／認識
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剤での機能化を促進するのに従順である。以下、さらなる利点をより詳細に説明する。
【００２１】
以下、本発明の構造体の例を説明する。
【００２２】
図１の例示的実施形態は、コア１６と、コアを囲繞するシェル２０とを有する構造体１
０を含む。コアがナノ構造体である実施形態において、コアは、１以上の成分が任意で付
着することができる表面２４を含む。たとえば、いくつかの場合においては、コア１６は
シェル２０に囲繞されたナノ構造体であり、内側表面２８および外側表面３２を含む。シ
ェルは、互いにおよび／またはコアの表面２４と任意に会合してもよい複数の脂質等の、
１以上の成分３４の少なくとも一部に形成されてもよい。たとえば、成分３４は、コアに
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対して共有付着することにより、物理吸着することにより、化学吸着することにより、ま
たは、イオン相互作用、疎水性および／または親水性相互作用、静電的相互作用、ファン
デルワールス相互作用またはその組み合わせを介してコアに付着することにより、コアと
会合してもよい。１つの特定の実施形態において、コアは金のナノ構造体を含み、シェル
は金−チオール結合によってコアに付着する。
【００２３】
任意により、成分３４は互いに架橋することができる。シェルの成分の架橋は、たとえ
ば、シェル内部への、またはシェルへの領域外部とシェルへの領域内部との間での種の輸
送の制御を可能にする。たとえば、比較的高い量の架橋は、ある種の小さいが大きくない
分子がシェルを通過することを可能にするが、比較的低い架橋または架橋がない場合は、
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より大きな分子がシェルを通過することを可能にする。さらに、シェルを形成する成分は
、単層または多層の形をしていてもよい。それはさらに分子の輸送または隔離を容易にす
るか、妨げることができる。１つの例示的な実施形態において、以下でより詳細に説明す
るように、シェル２０がコレステロールを隔離するよう構成される脂質二重層を含む。
【００２４】
かかる実施形態は可能かもしれないが、コアを囲繞するシェルが完全にはコアを囲繞し
なくてもよいことが理解される。たとえば、シェルは、コアの表面積の少なくとも５０％
、少なくとも６０％、少なくとも７０％、少なくとも８０％、少なくとも９０％、または
少なくとも９９％を囲繞してもよい。いくつかの場合において、シェルが実質的にコアを
囲繞する。他の場合において、シェルは完全にコアを囲繞する。シェルの成分は、いくつ
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かの場合、および一様ではないが他の場合において、コアの表面全域に均一に分配されて
もよい。たとえば、シェルは、いくつかの場合において、いかなる物質も含まない部分（
たとえば、穴部）を含んでもよい。所望であれば、シェルは、シェルの中への、またはシ
ェルからのある種の分子および成分の浸透および／または輸送を可能にするよう設計され
てもよいが、シェルの中への、またはシェルからの他の分子および成分の浸透および／ま
たは輸送を防いでもよい。ある種の分子がシェル内部におよび／またはシェルを越えて浸
透するおよび／または輸送される能力は、たとえばシェルを形成する成分の記録密度、お
よびシェルを形成する成分の化学および物理的性質に依存してもよい。本明細書に記載の
通り、シェルはいくつかの実施形態において、物質の単層、または物質の多層を含んでも
よい。

10

【００２５】
構造体１０は、構造体に任意により特異性を付与してもよいタンパク質、核酸および生
物活性剤等の１以上の成分３６をさらに含んでもよい。１以上の成分３６はコア、シェル
または両方と会合してもよく、たとえば、それらは、コアの表面２４、シェルの内側表面
２８、シェルの外側表面３２と会合してもよく、かつ／あるいはシェルに埋め込まれてい
てもよい。たとえば、１以上の成分３６は、共有結合、物理吸着、化学吸着を介してコア
、シェルまたはその両方と会合してもよく、または、イオン相互作用、疎水性および／ま
たは親水性相互作用、静電的相互作用、ファンデルワールス相互作用またはそれらの組み
合わせを介して付着されてもよい。１つの特定の実施形態において、シェル２０は、互い
に共有的または非共有的に結合したタンパク質および脂質の両方を含むリポタンパク質ア
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センブリまたは構造体の形状を有する。たとえば、シェルは、脂質の取込みを規制する酵
素補因子、受容体リガンドおよび／または脂質転移担体として作用するアポリポタンパク
質アセンブリの形状を有していてもよい。本明細書に記載の通り、構造体の表面がＨＤＬ
、ＬＤＬまたは他の構造体の一般的な表面組成を模倣するように、構造体１０の成分が選
択されてもよい。
【００２６】
本明細書に記載のもの以外の成分および構成がある種の構造体および組成物に適してい
てもよく、図１に示される成分のすべてがいくつかの実施形態の中に必ず存在するとは限
らないことが理解される。
【００２７】
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いくつかの場合において、コア１６は中空形状であることから、ナノ構造体コアを含ん
でいない。したがって、いくつかのかかるまたは他の実施形態において、構造体１０は、
任意により、成分（たとえば、生物活性剤、コレステロール）がコア１６およびシェルの
外側の環境４０を通過することを可能にするシェルを含む。シェルを形成する成分の立体
障害により典型的には最大断面寸法が約１００ｎｍより大きい、ある既存の中空構造体（
たとえば、リポソーム）とは対照的に、中空コア（たとえば、部分的にまたは全体的に中
空のコア）を有する構造体１０は非常に小さくてもよく、たとえば、最大断面寸法が約１
００ｎｍ未満または約５０ｎｍ未満である。たとえば、リン脂質が立体的に制限されるた
め、リン脂質を含む脂質二重層を含むリポソームは１００未満ｎｍのサイズで製造するの
が困難である。かくして、小さな曲率半径で二分子膜の中空構造体を形成することは困難
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かまたは不可能となる。しかし、本明細書に記載の方法を使用して、以下でより詳細に示
すように、小さな曲率半径を有するかかるおよび他の構造体を形成することができる。
【００２８】
１つの組の実施形態において、ナノ構造体コアまたは中空コアのいずれかを含む構造体
１０は、ある種の分子を、被験体または生物学的試料におよび／または被験体または生物
学的試料から隔離、輸送または交換するよう構成かつ配列される。たとえば、構造体１０
は、被験体に導入されると、細胞、組織、器官、粒子、液体（たとえば、血液）およびそ
れらの一部分等の被験体の１以上の成分と相互作用し得る。相互作用は、構造体１０のシ
ェルを介して少なくとも部分的に生じ、たとえば、被験体の１以上の成分から構造体１０
への、および／または構造体１０から被験体の１以上の成分への物質（たとえば、タンパ
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ク質、ペプチド、ポリペプチド、核酸、栄養素）の交換を含み得る。いくつかのかかる実
施形態において、構造体１０のシェルは、被験体からの１以上の物質を用いた好適な相互
作用（たとえば、結合、吸着、輸送）を可能にする特性を備えた成分を含むよう設計する
ことができる。たとえば、シェルは、以下でより詳細に説明するように、特定の相互作用
を容易にするためにある種の疎水性、親水性、表面電荷、官能基、結合用特異性および／
または密度を有する成分を含んでもよい。ある実施形態において、被験体からの１以上の
物質が構造体１０により隔離され、構造体１０は物質の排泄、分解および／または輸送を
容易にする。物質の排泄、分解および／または輸送は、ある種の有益および／または治療
的効果をもたらすことができる。そのため、本明細書に記載の構造体は、ある種の疾患ま
たは身体状態の診断、予防、処置、または管理に使用することができる。

10

【００２９】
一組の特定の実施形態において、ナノ構造体コアまたは中空コアのいずれかを含む構造
体１０は、コレステロール（および／または他の脂質）を隔離するよう構成かつ配列され
る。理論によって囚われることなく、構造体１０が、構造体の疎水性の層（たとえば、脂
質二重層）との疎水的相互作用によりコレステロールを隔離することが仮説として立てら
れる。たとえば、いくつかの場合において、コレステロールは疎水的相互作用により構造
体の表面（たとえば、シェルの外側表面）に結合することができる。他の場合において、
コレステロールは、シェルの外側表面から、シェルの内側表面および／または構造体のコ
アまで輸送することができる。コレステロールもシェルに、たとえば、シェルの２つの層
の間に埋め込むことができる。任意により、構造体１０は、コレステロールを容易に隔離
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することができる、１以上のアポリポタンパク質（たとえば、アポリタンパク質−Ａ１）
、タンパク質またはペプチドを含んでもよい。また、構造体１０は、細胞から、または他
の循環性リポタンパク質種からコレステロールおよびリン脂質を除去することにより、コ
レステロールを隔離してもよい。構造体１０により隔離されたコレステロールは、酵素に
より（たとえば、レシチン：アシルＣｏＡ転移酵素（ＬＣＡＴ）によって）エステル化さ
れて、構造体の中心の方へ移動し得るコレステロールエステルを形成してもよい。中空コ
アの実施形態の場合において、コレステロールエステルが中空コアに蓄積してもよい。
【００３０】
さらに、理論に囚われることなく、本明細書に記載の構造体は、高濃度のコレステロー
ル（たとえば、プラーク）からコレステロールを隔離し、かつ、それを肝臓へ直接的また
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は間接的に輸送することができる。たとえば、コレステロールは、プラークからのコレス
テロールの直接的な流出により高濃度のコレステロール（たとえば、プラーク）の領域か
ら、または、本明細書に記載の構造体へプラークの任意の成分から隔離される。いくつか
のかかる実施形態において、構造体により隔離されたコレステロールは、構造体によって
肝臓に直接輸送される。他の実施形態において、他の循環性リポタンパク質種（たとえば
、ＬＤＬ）は、コレステロール交換に関係し得る。たとえば、いくつかの場合において、
遊離コレステロールまたはエステル化コレステロールは、他のリポタンパク質から本明細
書に記載の構造体へ移送される。他の場合において、遊離コレステロールまたはエステル
化コレステロールが本明細書に記載の構造体により隔離されると、コレステロールは、構
造体から他のリポタンパク質種まで移送され、最終的に肝臓に行き着いてもよい。したが
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って、かかる実施形態において、本明細書に記載の構造体は逆のコレステロール輸送を間
接的に増大させることができる。さらに、他のリポタンパク質種に本明細書に記載の構造
体から遊離コレステロールまたはエステル化コレステロールが隔離される場合、構造体は
、たとえば、高コレステロール含有量領域、プラーク、循環性リポタンパク質、または高
コレステロール濃度の他の生理学的部位からコレステロールをさらに隔離してもよい。た
だし、本明細書に記載の構造体は、他のルート、たとえば、尿を介してコレステロールお
よび／または他の分子を除去してもよく、本発明はこの点に関して制限されない。
【００３１】
したがって、構造体１０は、アテローム性動脈硬化およびコレステロール輸送の研究の
ために心疾患の分野で使用してもよく、一般に、以下でより詳細に説明するように、異常
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脂質レベルに関連する疾患または身体状態を診断、予防、処置、または管理することがで
きる。
【００３２】
本明細書に記載の構造体および／または組成物により隔離された分子（たとえば、コレ
ステロールまたは他の脂質）の量は、たとえば構造体のサイズ、粒子の生物学および界面
化学、ならびに管理方法に依存し得る。たとえば、構造体が末梢部から肝臓へ無限に循環
され再び出て行く場合、構造体は再利用されるので、有効である組成物のために、比較的
少数のコレステロール分子が各構造体により隔離される必要がある。他方では、たとえば
、組成物が使用される場合、コレステロールまたは胆汁酸対外排出促進薬として、経口的
に、構造体が、より多くのコレステロールを隔離してコレステロール摂取量を増加させて

10

もよい。また、構造体が、コレステロールを隔離した後で（たとえば、肝臓や尿を介して
）急速に排出されるようなサイズである場合、構造体毎の大量のコレステロール摂取およ
び／または継続的な輸注が実施され得る。そのため、医薬組成物または他の製剤に組み込
まれ得る本明細書に記載の単一の構造体は、使用中に、構造体のサイズ（たとえば、表面
積および／または体積）、特定用途および管理方法に依存する、たとえば、少なくとも２
、少なくとも５、少なくとも１０、少なくとも２０、少なくとも３０、少なくとも５０、
少なくとも１００、少なくとも２００、少なくとも５００、少なくとも１，０００、少な
くとも２，０００、少なくとも５，０００または少なくとも１０，０００の、いかなる好
適な数の特定のタイプの分子（たとえば、コレステロール等の脂質；発情ホルモン物質、
プロゲステロンおよびテストステロン等のステロイド；胆汁酸塩等）をも隔離することが
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できる。いくつかの場合において、かかる数の分子は１つの特定の段階で構造体に結び付
けることができる。
【００３３】
いくつかの場合において、単一構造体は、コレステロールの結合定数Ｋｄ、たとえば、
約１００μＭ以下、約１０μＭ以下、約１μＭ以下、約０．１μＭ以下、約１０ｎＭ以下
、約７ｎＭ以下、約５ｎＭ以下、約２ｎＭ以下、約１ｎＭ以下、約０．１ｎＭ以下、約１
０ｐＭ以下、約１ｐＭ以下、約０．１ｐＭ以下、約１０ｆＭ以下、または約１ｆＭ以下を
有する。隔離されたコレステロールの量および結合定数を決定する方法は、以下でより詳
細に提供される。
【００３４】
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ある実施形態において、本明細書に記載の構造体により隔離された分子は、たとえば、
隔離された分子の数に応じて、構造体のサイズ（たとえば、横断面積、表面積および／ま
たは体積）を増加させる。本明細書に記載の通り、分子は、構造体の表面と会合してもよ
く、構造体のシェルに埋め込まれてもよく、構造体のコアに輸送されてもよく、またはそ
れらが組み合わされていてもよい。そのため、いくつかの実施形態において、構造体のサ
イズ（たとえば、横断面積、表面積および／または体積）は、隔離後／隔離中の時間と比
較して隔離前の時間から少なくとも５％、少なくとも１０％、少なくとも２０％、少なく
とも３０％、少なくとも５０％、少なくとも７０％または少なくとも１００％増加し得る
。
【００３５】
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しかしながら、本明細書における実施形態の多くがコレステロールまたは他の脂質を隔
離する内容を記載するが、本発明はかかる内容に限定されるものではなく、本明細書に記
載の構造体、構成物、キットおよび方法は、他の分子を隔離し、かつ／あるいは他の疾患
または身体状態を予防、処置、または管理するために使用され得ることが理解されるべき
である。
【００３６】
ナノ構造体コアまたは中空コアのいずれかであるコア１６は、任意の好適な形状および
／またはサイズを有し得る。たとえば、コアは、実質的に球形、非球形、楕円形、棒状、
ピラミッド形、立方体形、円盤状、ワイヤー状、または凸凹状であってもよい。コア（た
とえば、ナノ構造体コアまたは中空コア）は、最大断面寸法（または、場合によっては、
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最小断面寸法）が、たとえば、約５００ｎｍ以下、約２５０ｎｍ以下、約１００ｎｍ以下
、約７５ｎｍ以下、約５０ｎｍ以下、約４０ｎｍ以下、約３５ｎｍ以下、約３０ｎｍ以下
、約２５ｎｍ以下、約２０ｎｍ以下、約１５ｎｍ以下、または約５ｎｍ以下である。いく
つかの場合において、コアのアスペクト比は約１：１を上回り、３：１を上回り、または
５：１を上回る。本明細書で使用される「アスペクト比」は幅に対する長さの比率を指す
。ここで長さおよび幅は、互いに垂直に測定される。また、長さは最長の直線的に測定さ
れた寸法を指す。
【００３７】
コア１６がナノ構造体コアを含む実施形態において、ナノ構造体コアは任意の好適な物
質から形成されてもよい。たとえば、一実施形態において、ナノ構造体コアは無機物質を
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含む。無機物質としてはたとえば、金属（たとえば、Ａｇ、Ａｕ、Ｐｔ、Ｆｅ、Ｃｒ、Ｃ
ｏ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｚｎおよび他の遷移金属）、半導体（たとえば、ケイ素、ケイ素化合物
および合金、セレン化カドミウム、硫化カドミウム、砒化インジウム、およびリン化イン
ジウム）、または絶縁体（たとえば、酸化ケイ素等のセラミックス）が挙げられる。無機
物質は、任意の好適な量、たとえば、少なくとも１重量％、５重量％、１０重量％、２５
重量％、５０重量％、７５重量％、９０重量％、または９９重量％でコア中に存在し得る
。一実施形態において、コアは１００重量％の無機物質より形成される。ナノ構造体コア
は、いくつかの場合おいて、量子ドット、カーボンナノチューブ、カーボンナノワイヤー
またはカーボンナノロッドの形状であり得る。いくつかの場合において、ナノ構造体コア
は、生体起源でない物質を含む、または、生体起源でない物質より形成される。いくつか
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の実施形態において、ナノ構造体は、たとえば、合成高分子および／または天然高分子等
の１以上の有機物質を含む。合成高分子としては、ポリメタクリレート等の非分解性重合
体、ポリ乳酸、ポリグリコール酸等の分解性重合体、およびそれらの共重合体等が挙げら
れる。天然重合体としては、たとえば、ヒアルロン酸、キトサンおよびコラーゲンが挙げ
られる。
【００３８】
また、コア１６を囲繞するシェル２０を含んでもよい構造体１０は、任意の好適な形状
および／またはサイズを有してもよい。たとえば、構造体の形状は、実質的に球形、楕円
形、棒状、ピラミッド形、立方体形、円盤状、または凸凹状であってもよい。構造体の最
大断面寸法（または、場合によっては、最小断面寸法）は、たとえば約５００ｎｍ以下、
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約２５０ｎｍ以下、約１００ｎｍ以下、約７５ｎｍ以下、約５０ｎｍ以下、約４０ｎｍ以
下、約３５ｎｍ以下、約３０ｎｍ以下、約２５ｎｍ以下、約２０ｎｍ以下、約１５ｎｍ以
下、または約５ｎｍ以下であり得る。また、構造体のアスペクト比は、コアのアスペクト
比に実質的に類似していてもよい。
【００３９】
さらに、構造体のシェルは、任意の好適な厚さを有し得る。たとえば、シェルの厚さは
、（たとえば、シェルの内側表面から外側表面までが）少なくとも１０オングストローム
、少なくとも０．１ｎｍ、少なくとも１ｎｍ、少なくとも２ｎｍ、少なくとも５ｎｍ、少
なくとも７ｎｍ、少なくとも１０ｎｍ、少なくとも１５ｎｍ、少なくとも２０ｎｍ、少な
くとも３０ｎｍ、少なくとも５０ｎｍ、少なくとも１００ｎｍ、または少なくとも２００
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ｎｍであってもよい。いくつかの場合において、シェルの厚さは、（たとえば、シェルの
内側表面から外側表面までが）２００ｎｍ未満、１００ｎｍ未満、５０ｎｍ未満、３０ｎ
ｍ未満、２０ｎｍ未満、１５ｎｍ未満、１０ｎｍ未満、７ｎｍ未満、５ｎｍ未満、３ｎｍ
未満、２ｎｍ未満、または１ｎｍ未満である。かかる厚さは、本明細書に記載のように、
分子の隔離前または隔離後に決定してもよい。
【００４０】
当業者は、構造体および粒子のサイズを判定する技術に精通している。好適な技術とし
ては、たとえば、動的光散乱（ＤＬＳ）（たとえば、Ｍａｌｖｅｒｎ

Ｚｅｔａｓｉｚｅ

ｒ機器を使用する）、透過型電子顕微鏡、走査電子顕微鏡法、電気抵抗によるカウント、
およびレーザー回折が挙げられる。他の好適な技術は、当業者にとって周知である。ナノ
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構造体のサイズを判定する多くの方法は周知であるが、本明細書に記載のサイズ（たとえ
ば、最大または最小断面寸法、厚さ）は、動的光散乱によって測定されたものを指す。
【００４１】
本明細書に記載の構造体のシェルは、疎水性物質、親水性物質、および／または両親媒
性物質等の任意の好適な物質を含み得る。シェルは、ナノ構造体コアのための上記列挙さ
れたような１以上の無機物質を含み得るが、いくつかの実施形態において、シェルは脂質
かある種の重合体等の有機物質を含む。いくつかの実施形態において、シェルの成分は、
コレステロールまたは他の分子の隔離を容易にするために選択され得る。たとえば、コレ
ステロール（または他の隔離された分子）はシェルの表面で結合してもよく、そうでなけ
れば会合してもよい。または、シェルは、コレステロールが構造体によって内面化される

10

ことを可能にする成分を含んでもよい。コレステロール（または他の隔離された分子）も
、シェルに埋め込まれてもよく、層中に埋め込まれてもよく、またはシェルを形成する２
つの層の間に埋め込まれてもよい。シェルの成分は、たとえば、構造体の表面に電荷を付
与するように荷電されていてもよく、または荷電されていなくてもよい。
【００４２】
１つの組の実施形態において、本明細書に記載の構造体またはその一部分、たとえば構
造体のシェルは、１以上の天然または合成脂質または脂質アナログ（すなわち、疎水性分
子）を含む。１以上の脂質および／または脂質アナログは、構造体の単層または多層（た
とえば、二重層）を形成してもよい。多層が形成されるいくつかの例において、天然また
は合成脂質または脂質アナログは、（たとえば、異なる層間で）互いに組み合う。天然ま
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たは合成脂質または脂質アナログの非限定的例としては、脂肪酸アシル、グリセロ脂質、
グリセロリン脂質、スフィンゴ脂質、サッカロ脂質、およびポリケチド（ケトアシルサブ
ユニットの凝縮に由来する）、およびステロール脂質およびプレノール脂質（イソプレン
サブユニットの凝縮に由来する）が挙げられる。
【００４３】
一組の特定の実施形態において、本明細書に記載の構造体は１以上のリン脂質を含む。
１以上のリン脂質としては、たとえば、ホスファチジルコリン、ホスファチジルグリセロ
ール、レシチン、β，γ−ジパルミトイル−α−レシチン、スフィンゴミエリン、ホスフ
ァチジルセリン、ホスファチジン酸、Ｎ−（２，３−ジ（９−（Ｚ）−オクタデケニルオ
キシ））−ｐｒｏｐ−１−イル−Ｎ，Ｎ，Ｎ−トリメチラムモニウムクロリド、ホスファ
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チジルエタノールアミン、リゾレシチン、リゾホスファチジルエタノールアミン、ホスフ
ァチジルイノシトール、ケファリン、カルディオリピン、セレブロシド、ジセチルフォス
フェート、ジオレイルホスファチジルコリン、ジパルミトイルホスファチジルコリン、ジ
パルミトイルホスファチジルグリセロール、ジオレオイルホスファチジルグリセロール、
パルミトイル−オレオイル−ホスファチジルコリン、ジ−ステアロイル−ホスファチジル
コリン、ステアロイル−パルミトイル−ホスファチジルコリン、ジ−パルミトイル−ホス
ファチジルエタノールアミン、ジ−ステアロイル−ホスファチジルエタノールアミン、ジ
−ミリストイル−ホスファチジルセリン、ジ−オレイル−ホスファチジルコリン、１，２
−ジパミトイル−ｓｎ−グリセロ−３−ホスホチオエタノール、およびそれらの組み合わ
せが挙げられる。いくつかの場合において、構造体のシェル（たとえば、二重層）は、５

40

０〜２００の天然または合成脂質または脂質アナログ（たとえば、リン脂質）を含む。た
とえば、シェルは、たとえば、構造体のサイズに応じて、約５００未満、約４００未満、
約３００未満、約２００未満、または約１００未満の天然または合成脂質または脂質アナ
ログ（たとえば、リン脂質）を含み得る。
【００４４】
非リン含有脂質も、ステアリルアミン、ドセシルアミン、アセチルパルミチン酸塩、お
よび脂肪酸アミドのように使用され得る。他の実施形態において、脂肪、油、ろう、コレ
ステロール、ステロール、脂溶性ビタミン（たとえば、ビタミンＡ、Ｄ、ＥおよびＫ）、
グリセリド（たとえば、モノグリセリド、ジグリセリド、トリグリセリド）等の他の脂質
は、本明細書に記載の構造体の一部分を形成するために使用することができる。
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【００４５】
ナノ構造体のシェルまたは表面等の、本明細書に記載の構造体の一部分は、任意により
構造体に疎水性を付与する１以上のアルキル基、たとえば、アルカン−、アルケン−、ま
たはアルキン含有種を任意により含み得る。「アルキル」基は、直鎖アルキル基、分岐鎖
アルキル基、シクロアルキル（脂環式）基、アルキル置換シクロアルキル基、およびシク
ロアルキル置換アルキル基を含む飽和脂肪族基を指す。アルキル基は、たとえば、Ｃ２か
らＣ４０の間の様々な炭素数を有してもよい。いくつかの実施形態において、炭素数は、
Ｃ５、Ｃ１０、Ｃ１５、Ｃ２０、Ｃ２５、Ｃ３０またはＣ３５よりも大きくてよい。いく
つかの実施形態において、直鎖または分岐鎖アルキルは、その骨格に、３０個以下、いく
つかの場合においては２０個以下の炭素原子を有してもよい。いくつかの実施形態におい

10

て、直鎖または分岐鎖アルキルは、その骨格（たとえば、直鎖ではＣ１〜Ｃ１２、分岐鎖
ではＣ３〜Ｃ１２）に１２個以下、６個以下、４個以下の炭素原子を有してもよい。同様
に、シクロアルキルは、それらの環状構造中に３〜１０個の炭素原子、または環状構造中
に５個、６個または７個有してもよい。アルキル基としては、たとえば、メチル、エチル
、プロピル、イソプロピル、シクロプロピル、ブチル、イソブチル、ｔｅｒｔ−ブチル、
シクロブチル、ヘキシル、シクロヘキシル等が挙げられるが、これらに限定されない。
【００４６】
アルキル基としては、任意の好適な末端基、たとえば、チオール基、アミノ基（たとえ
ば、置換されていないまたは置換されたアミン）、アミド基、イミン基、カルボキシル基
、または硫酸エステル基が挙げられ、たとえば、ナノ構造体コアへのリガンドの付着を直

20

接的またはリンカーを介して可能にする。たとえば、不活性金属がナノ構造体コアを形成
するために使用される場合、アルキル種は、メタル−チオール結合を形成するチオール基
を含んでもよい。いくつかの例において、アルキル種は少なくとも第２の末端基を含む。
たとえば、種はポリエチレングリコール等の親水性の部分に結合されてもよい。他の実施
形態において、第２の末端基は他の官能基に共有的に付着することができる反応性基であ
ってもよい。いくつかの例において、第２の末端基はリガンド／受容体相互作用（たとえ
ば、ビオチン／ストレプトアビジン）に関係し得る。
【００４７】
いくつかの実施形態において、シェルは重合体を含む。たとえば、両親媒性重合体が使
用され得る。重合体はジブロック共重合体、トリブロック共重合体等であってもよく、た
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とえば、一方のブロックが疎水性重合体で、他方のブロックが親水性重合体である。たと
えば、重合体は、α−ヒドロキシ酸（たとえば、乳酸）およびポリエチレングリコールの
共重合体であってもよい。いくつかの場合において、シェルは、ある種のアクリル樹脂、
アミドおよびイミド、炭酸塩、ジエン、エステル、エーテル、フルオロカーボン、オレフ
ィン、スチレン、ビニルアセタール、ビニル、および塩化ビニリデン、ビニルエステル、
ビニルエーテルおよびケトン等を含み得る重合体、およびビニルピリジンおよびビニルピ
ロリドン重合体等の疎水性重合体を含む。他の場合において、シェルは、ある種のアクリ
ル樹脂、アミン、エーテル、スチレン、ビニル酸およびビニルアルコールを含む重合体等
の親水性重合体を含む。重合体は、荷電されていてもよくまたは荷電されていなくてもよ
い。なお、シェルの特定の成分は構造体にある種の官能性を付与するよう選択可能である

40

。
【００４８】
シェルが両親媒性物質を含む場合、物質はナノ構造体コアに関して、および／または互
いに任意の好適な方法で配列することができる。たとえば、両親媒性物質は、コアに向け
られた親水基、およびコアから離れて伸びる疎水基を含んでもよく、または、両親媒性物
質は、コアに向けられた疎水基、およびコアから離れて伸びる親水基を含んでもよい。各
構成の二重層も形成することができる。
【００４９】
また、本明細書に記載の構造体は、１以上のタンパク質、ポリペプチドおよび／または
ペプチド（たとえば、合成ペプチド、両親媒性ペプチド）を含んでもよい。１つの組の実
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施形態において、構造体は、構造体のコレステロール移送速度またはコレステロール担持
能力を増加させることができる、タンパク質、ポリペプチドおよび／またはペプチドを含
む。１以上のタンパク質またはペプチドは、コア（たとえば、コアの表面、またはコアに
埋め込まれた）、シェル（たとえば、シェルの内側および／または外側表面、またはシェ
ルに埋め込まれた）またはその両方と会合してもよい。会合としては、共有的または非共
有的相互作用（たとえば、疎水性および／または親水性相互作用、静電的相互作用、ファ
ンデルワールス相互作用）が挙げられる。
【００５０】
本明細書に記載の構造体と会合する好適なタンパク質としては、たとえば、アポリポタ
ンパク質Ａ（たとえば、ａｐｏ
ｐｏ

Ａ−Ｉ、ａｐｏ

Ａ−ＩＩ、ａｐｏ

Ａ−Ｖ）、アポリポタンパク質Ｂ（たとえば、ａｐｏ

００）、アポリポタンパク質Ｃ（たとえば、ａｐｏ
Ｃ−ＩＩＩおよびａｐｏ

Ａ−ＩＶおよびａ

Ｂ４８およびａｐｏ

Ｃ−Ｉ、ａｐｏ

10

Ｂ１

Ｃ−ＩＩ、ａｐｏ

Ｃ−ＩＶ）およびアポリポタンパク質Ｄ、Ｅ、Ｈ等のアポリ

ポタンパク質が挙げられる。具体的には、ａｐｏ

Ａ１、ａｐｏ

Ａ２およびａｐｏ

Ｅ

は、代謝用として、肝臓へのコレステロールとコレステロールエステルの移送を促進させ
、本明細書に記載の構造体に含めることは有益であり得る。さらに、またはあるいは、本
明細書に記載の構造体は、上述のようなアポリポタンパク質の１以上のペプチドアナログ
を含んでもよい。構造体は、任意の好適な数、たとえば、少なくとも１、２、３、４、５
、６または１０個のアポリポタンパク質またはそのアナログを含んでもよい。ある実施形
態において、構造体は、天然のＨＤＬ粒子に類似の１〜６個のアポリポタンパク質を含む

20

。もちろん、他のタンパク質（たとえば、非アポリポタンパク質）も本明細書に記載の構
造体に含むことができる。
【００５１】
任意により、１以上の酵素も、本明細書に記載の構造体と会合してもよい。たとえば、
レシチン−コレステロールアシルトランスフェラーゼは、遊離コレステロールをコレステ
ロールエステル（コレステロールのより多くの疎水性形式）に変換する酵素である。天然
のリポタンパク質（たとえば、ＨＤＬおよびＬＤＬ）において、コレステロールエステル
はリポタンパク質のコアへと隔離され、円盤形から球形にリポタンパク質を変形させる。
したがって、本明細書に記載の構造体は、ＨＤＬおよびＬＤＬ構造体を模倣するためにレ
シチン−コレステロールアシルトランスフェラーゼを含んでもよい。ＨＤＬからＬＤＬ種

30

までエステル化コレステロールを転送するコレステリルエステル転送タンパク質（ＣＥＴ
Ｐ）等の他の酵素も含むことができる。
【００５２】
いくつかの場合において、１以上の生物活性剤が本明細書に記載の構造体または組成物
と会合する。１以上の生物活性剤は、任意により、構造体または組成物から放出されても
よい（たとえば、長期的または短期的放出）。生物活性剤は、生物系に影響を及ぼす分子
を含み、該分子としては、たとえば、タンパク質、核酸、治療薬、ビタミンおよびその誘
導体、ウイルス画分、リポ多糖類、細菌画分、およびホルモンが挙げられる。該当する他
の薬剤は化学療法剤を含んでもよく、癌患者の処置および管理に使用される。かかる分子
は、抗増殖性剤、細胞毒性薬および免疫抑制剤として一般に特徴づけられ、タキソール、

40

ドキソルビシン、ダウノルビシン、ビンカアルカロイド、アクチノマイシンおよびエトポ
シド等の分子を含む。
【００５３】
生物活性剤の他の例としては、心血管系作用薬、呼吸器用薬、交感神経興奮様薬、コリ
ン様作用薬、アドレナリン作用またはアドレナリン作動性ニューロン遮断薬、鎮痛剤／解
熱剤、麻酔学、喘息治療薬、抗生物質、抗うつ薬、糖尿病用薬、抗真菌剤、抗高血圧剤、
抗炎症剤（たとえば、プレドニゾン等のグルココルチコイド）、核酸種（たとえば、炎症
伝達物質に対する反感覚およびｓｉＲＮＡ種）、抗腫瘍薬、抗不安薬、免疫抑制物質、免
疫修飾剤、片頭痛治療剤、鎮静剤／催眠薬、抗狭心症薬、抗精神病薬、躁病治療剤、不整
脈治療剤、抗関節炎薬、痛風治療薬、抗凝血剤、血栓溶解剤、抗線溶媒、ヘモレオロジッ
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ク剤、抗血小板剤、抗痙攣薬、抗パーキンソン剤、抗ヒスタミン薬／かゆみ止め、カルシ
ウム調整に有用な薬剤、抗菌性物質、抗ウイルス薬、抗菌剤、消毒剤、気管支拡張薬、血
糖降下薬、脂質低下薬、赤血球形成刺激に有用な薬剤、抗潰瘍／抗逆流薬、鎮吐薬／鎮吐
薬および脂溶性ビタミン、コレステロール剤（たとえば、コレステロール値を下げること
で知られる、Ｌｉｐｉｔｏｒ、Ｚｏｃｏｒ等のスタチン）、またはそれらの組み合わせが
挙げられる。
【００５４】
いくつかの実施形態において、１以上の核酸は、本明細書に記載の構造体と会合してい
る。核酸は、可変長の、二本鎖鎖または一本鎖デオキシリボ核酸（ＤＮＡ）またはリボ核
酸（ＲＮＡ）のいずれかを含む。核酸はセンスおよびアンチセンスストランドを含む。ホ

10

スホロチエート、ホスホロアミダート、ホスホン酸塩アナログ等の核酸アナログも核酸と
考えられ、使用されてもよい。核酸はさらに染色体および染色体片を含む。
【００５５】
１以上の糖残基が、本明細書に記載の構造体と任意に会合することができる。
【００５６】
いくつかの実施形態において、本明細書に記載の物品および方法は、本明細書に記載の
構造体が特定の標的部位に配達されることができるよう、ターゲティングに使用されるこ
とができる。ターゲティングは、特定の標的部位または複数の部位に特異的な１以上のリ
ガンドまたは受容体を有する構造体を機能化させることを含んでもよい。たとえば、本明
細書に記載の構造体は、目標とされる部位の表面上で発現される受容体用のリガンド（ま

20

たはリガンド用の受容体）を含んでもよい。たとえば、ある実施形態において、本明細書
に記載の構造体は、構造体をアテロームプラーク内に保持させるまたは凝集させる比表面
成分を含む。当業者に周知の通り、アテロームプラークに特異的な表面成分は、プラーク
の発達の特定の段階に依存してもよい。比表面成分としては、たとえば、抗体（抗体フラ
グメントおよび誘導体を含む）、プラークマーカー、特定細胞表面マーカー、小分子（た
とえば、葉酸）およびアプタマー、すなわち、生物学の部分（たとえば、ＲＮＡアプタマ
ーおよびＤＮＡアプタマー）等の特定の標的分子を結合することができる核酸が挙げられ
る。アテロームプラーク、およびプラークの近傍の血管内皮細胞中の特定の標的としては
、たとえば、フィブリン、マクロファージ、ＶＣＡＭ−１、Ｅ−セレクチン、インテグリ
ン［アルファ］ｖ［ベータ］３、Ｐ−セレクチンおよびＰ−セレクチングリコプロテイン
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リガンド−１（ＰＳＧＬ−１）が挙げられるが、それらに限定されない。さらに、本明細
書に記載の構造体のタンパク質成分は修飾され、標的とする分子、たとえば、Ａｐｏ
またはＡｐｏ

Ｅ

Ａ１として使用されることができる。構造体は、さらに特定の小分子を標

的とするためのある種の基（たとえば、アシアロ基）を含んでもよい。
【００５７】
本明細書に記載の成分、たとえば、脂質、リン脂質、アルキル基、重合体、タンパク質
、ポリペプチド、ペプチド、酵素、生物活性剤、核酸、および上述のものを標的にするた
めの種は、任意の好適な方法で構造体と会合し、かつ、構造体の任意の好適な部分、たと
えば、コア、シェル、またはその両方と会合してもよいことが理解される。たとえば、１
以上のかかる成分が、コアの表面、コアの内部、シェルの内側表面、シェルの外側表面と

40

会合してもよく、かつ／あるいは、シェルに埋め込まれてもよい。さらに、いくつかの実
施形態において、かかる成分は、被験体の１以上の成分（たとえば、細胞、組織、器官、
粒子、液体（たとえば、血液）、およびその一部分）から本明細書に記載の構造体へ、お
よび／または、構造体から構造体の１以上の成分への物質（たとえば、タンパク質、ペプ
チド、ポリペプチド、核酸、栄養素）の隔離、交換および／または輸送を容易にするため
に使用することができる。いくつかの場合において、成分は、被験体からの１以上の物質
との良好な相互作用（たとえば、結合、吸着、輸送）を可能にする化学および／また物理
的特性を有する。
【００５８】
さらに、本明細書に記載の成分、たとえば、脂質、リン脂質、アルキル基、重合体、タ
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ンパク質、ポリペプチド、ペプチド、酵素、生物活性剤、核酸、および上述のものを標的
にするための種は、被験体または生物学的試料への投与前に、および／または、被験体ま
たは生物学的試料への投与後に本明細書に記載の構造体と会合してもよい。たとえば、い
くつかの場合において、本明細書に記載の構造体は、ｉｎ

ｖｉｖｏまたはｉｎ

ｖｉｔ

ｒｏで投与されるコアおよびシェルを含む。また、構造体は、被験体または生物学的試料
から１以上の成分（たとえば、アポリポタンパク質）を隔離した後により大きな治療効果
を有する。すなわち、構造体は、投与された後に、構造体の有効性を高めるために被験体
または生物学的試料からの天然成分を使用してもよい。
【００５９】
一態様において、本明細書に記載の構造体の製造方法が提供される。図２Ａに例示した

10

実施形態に示すように、方法１００は、複数のナノ構造体１１６（たとえば、ナノ構造体
コア）および第１の溶媒１１８を含む液体と、複数の成分１２６および第２の溶媒１２８
を含む液体とを用意することを含む。第１の溶媒１１８は、ナノ構造体１１６を安定させ
てナノ構造体が溶液から沈澱するのを防ぐよう選択されてもよい。第２の溶媒１２８は、
成分１２６を可溶性にするよう選択されてもよい。第１および第２の溶媒は、いくつかの
実施形態において混和性であり、他の実施形態において不混和性であってもよい。溶媒１
１８および１２８が互いに混和性である。ある実施形態において、溶媒は、さらに水と混
和性であってもよい。かかるおよび他の溶媒は単相合成に有用であり得る。水と混和性で
あるかわずかに混和性である溶媒は、当業者にとって周知であり、たとえば、アルコール
（たとえば、エタノール、プロパノール）、ＴＨＦ、ＤＭＦおよびＤＭＳＯが挙げられる
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。水と不混和性である有機溶媒も（たとえば二相合成において）使用することができる。
【００６０】
図２Ｂに示すように、成分１２６がナノ構造体１１６と組み合わされると、成分１２６
を含むシェル１３０が、構造体１３６を形成するためにナノ構造体の表面１３４上に形成
される。図２Ｂに例示的に示すように、シェルは成分１２６の単層を含む。しかし、他の
実施形態においては多層（たとえば、少なくとも２または少なくとも３層）を形成するこ
とができる。追加の成分が望まれる場合、成分は構造体１３６と組み合わせることができ
、成分はシェル１３０の少なくとも一部分と会合してもよい。たとえば、図２Ｃに例示し
た実施形態に示すように、第３の溶媒１５８内にある第２の成分１５６をナノ構造体１３
６と組み合わせて二重層の形状のシェル１３０を含む構造体１５２を形成してもよい。二
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重層は、同一か互いに異なってもよい成分１２６および１５６の間の良好な相互作用によ
り形成されてもよい。ある実施形態において、成分１２６および１５６は互いに入り込む
。
【００６１】
任意により、ナノ構造体１１６の全部分または一部分を組み立てられた構造体から除去
して、部分的にまたは全体的に中空のコアを形成してもよい。たとえば、図２Ｄに例示す
るように、構造体１４０は、中空コア１６０を囲繞する複数の成分１２６を含むシェル１
３０を含む。ナノ構造体１１６は様々な方法によって構造体から除去することができ、そ
れは、ナノ構造体１１６を形成するために使用される特定の物質に依存してもよい。たと
えば、ナノ構造体１１６が金属（たとえば、金）ナノ粒子である場合、ヨウ素、シアン化
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カリウムおよび強酸（たとえば、硝酸）等のある種の金属を溶解すると知られている溶媒
を、ナノ構造体コアを除去するために使用することができる。したがって、コアが金属（
たとえば、Ａｕ（０））から形成されるいくつかの場合において、金属の除去は、金属塩
、たとえば、Ａｕ（０）からＡｕ＋および／またはＡｕ３＋を形成するために金属を酸化
させることを含んでもよい。電気化学・酸化還元反応の方法もコアの全部分または一部分
を除去するために使用することができる。いくつかの場合において、たとえば、ナノ構造
体コアが除去工程の前よりもより多孔性となるように、ナノ構造体コアの全部分ではなく
一部分が除去される。他の場合において、コアは、コアの一部分を除去することなく、シ
ェルから解放される。たとえば、硫黄−金属結合によって金属コアに結合されるシェルは
、結合を置き換えることができるジチオトレイトール（ＤＴＴ）等の小分子の使用してコ
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アから解放することができる。好適な溶媒または化学薬品は、コア物質の少なくとも一部
分を除去することができるよう、および／または、シェルの形状および／または構成に悪
影響を及ぼすことなく、コアからシェルを解放することができるよう、および／またはシ
ェルの成分を分解する（たとえば、変性させる）よう選択されてもよい。
【００６２】
ある実施形態において、ナノ構造体コアの全部分または一部分を除去する前に成分１２
６は互いに架橋される。たとえば、成分１２６は、ジスルフィド結合を形成することによ
り架橋する、チオール化されたリガンドであってよい。当業者に周知の通り、任意の好適
な架橋方法を使用することができ、その例としては、光架橋、化学架橋および酸化還元法
が挙げられる。架橋工程は、ナノ構造体１１６と会合すると得られる構成と同一または同
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様の構成でシェル１３０を安定させるのことを促進させ得る。ある実施形態において、成
分１２６の架橋はナノ構造体１１６の除去と同時に実施されて、部分的にまたは全体的に
中空の構造体が形成される。
【００６３】
図２Ｅに示すように、ナノ構造体１１６の全部分または一部分を除去するための同様の
アプローチにより構造体１４２を形成することができ、該構造体１４２は、中空コア１６
０を囲繞する成分１２６および１５６の二重層を含むシェル１３０を含む。
【００６４】
いくつかの場合において、個別の工程でナノ構造体表面の成分の多層を形成する代わり
に、単一工程で多重層を形成することができる。たとえば、成分１２６、成分１５６およ
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びナノ構造体１１６は、液体、たとえば、成分およびナノ構造体を可溶性にし、かつ／あ
るいは、安定させる液体の単一相において組み合わされてもよい。かかる液体は、いくつ
かの場合において、水、またはと水と混和性である溶媒を含む。いくつかのかかる実施形
態において、少なくとも成分１２６を含む第１の層と成分１５６を含む第２の層は、自己
集合によって形成される。かかる過程における第１および第２の層は、いくつかの例にお
いて、実質的に同時に形成されてもよい。追加的層もかかる過程において形成することが
できる。各層は単一成分、または成分の混合物を含むことができる。層の形成を容易にす
るため、液体の一部分は、たとえば、低沸点の溶媒を蒸発させるために熱を加えることに
よって、混合物から除去されてもよい。
【００６５】
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成分とナノ構造体との比率は、たとえば、成分およびナノ構造体の種類、使用される溶
媒、および構造体の製造方法に応じて調整することができる。たとえば、水溶液中の可溶
性を得るために、水可溶性を維持するようにナノ構造体の表面上に十分な量の成分がある
ように、好適な比率を選択することができる。したがって、ある例において、成分の濃度
が低すぎる場合、構造体は安定しない。さらに、ある種の成分の比率が高すぎる場合、あ
る種の不適当な構造体が、安定した単分散の構造体の代わりに形成されてもよい。当業者
であれば、本明細書の記載と組み合わせて、簡易的な実験作業による好適な比率を決定す
ることができる。
【００６６】
さらに、図２には示さないが、タンパク質、核酸、重合体、生物活性剤（たとえば、コ

40

レステロール低下剤）、または他の構造体等の追加成分は、いかなる工程でも、図２Ａ〜
図２Ｅに示す構造体と会合することができる。たとえば、いくつかの実施形態において、
付加構造体は、成分１２６および／または１５６の追加と同時に、成分１２６および／ま
たは１５６の追加前に、または成分１２６および／または１５６の追加後に加えられる。
【００６７】
有利には、本明細書に記載の方法を使用して、中空コア（または少なくとも部分的に中
空のコア）を有するリポソーム様構造体を、ある種の既存のリポソームに特有のサイズ範
囲で形成することができる。たとえば、リン脂質二重層から形成され、中空コアを有する
多くの既存のリポソームについては、リン脂質二重層を形成することができるように、リ
ポソームは十分に大きい（たとえば、典型的に直径が約１００ｎｍより大きい）。小径の
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リポソームを生成しようと試みる場合、リン脂質部分のパッキングは立体的に制限され、
したがって、小さな曲率半径（たとえば、直径が約１００ｎｍより小さい）を有する二重
層状のリポソーム構造体を形成することは困難か不可能となる。しかし、本明細書に記載
の方法は、テンプレートとしてナノ構造体コアを使用することで、ナノ構造体コアのサイ
ズおよび形によって少なくとも部分的に要求されるシェル中の成分の配列を可能にするの
で、小直径の構造体（たとえば、約１００ｎｍ未満、または約５０ｎｍ以下の最大断面寸
法を有する構造体）を形成するために使用することができる。かかる方法は、ＨＤＬおよ
びＬＤＬ等のある種の分子を模倣する界面化学を有する生物学上妥当な構造体を生成する
ために使用することができる。
【００６８】
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さらに、テンプレートとして作用するナノ構造体を使用することにより本明細書に記載
の構造体を形成することができるので、また、サイズ、形、および質量において比較的高
い均一性を有する、ある種のナノ構造体を提供（たとえば、生成または購入）することが
できるので、本明細書に記載の構造体も、サイズ、形、および質量において比較的高い均
一性を有し得る。すなわち、比較的均一の構造体の混合物を形成することができ、ここで
、複数の構造体が、構造体の約２０％、１５％、１０％、または５％以下が平均断面寸法
の約２０％、１５％、１０％、または５％を上回る断面寸法を有するような断面寸法の分
布を有する。比較的均一性の高い構造体は、本明細書に記載のある種の組成物および方法
に有用である。
【００６９】
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さらに、本明細書に記載の方法を使用して形成された構造体は、凝集体を形成する代わ
りに、液体中で分散してもよい。本明細書に記載の構造体の分散は本明細書に記載のある
種の組成物および方法に有用である。
【００７０】
当業者は、たとえば、好適な構造体をもたらす特定の成分およびナノ構造体コア、成分
の物理的特性、ナノ構造体および溶媒を知ることにより、および／または、簡易的なスク
リーニング試験により、本明細書に記載の構造体の形成に有用である、適当な成分（たと
えば、成分１２６および１５６）、ナノ構造体コア、および溶媒を選択することができる
。１つの簡易的なスクリーニング試験は、溶媒に成分（またはナノ構造体）を加えること
、および、成分（またはナノ構造体）が可溶性か、溶媒中で安定するか、および／または
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、溶媒と反応するか、溶媒から悪影響を受けるか判断することを含んでもよい。他の簡易
試験は、当業者よって実施することができる。
【００７１】
１つの組の実施形態において、本明細書に記載の構造体、組成物、および方法は、異常
脂質レベルに関連する疾患または身体状態を診断、予防、処置、または管理するために使
用される。たとえば、高密度リポタンパク質は、アテローム性動脈硬化およびその結果生
じる心疾患および脳卒中等の病気の進行に対して保護する、動的な血清ナノ構造体である
。天然のＨＤＬを模倣する構造体を含むもののように、本明細書に記載のある種の組成物
および方法を管理することによって、循環性血清ＨＤＬレベル（たとえば、低ＨＤＬレベ
ル）を増加させてもよい。これにより、たとえば、逆のコレステロール輸送を増加させる
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ことによるアテローム性動脈硬化の予防および潜在的な逆転に対する見込みのある治療的
アプローチがもたらされる。他の実施形態において、本明細書に記載の組成物および方法
は、たとえば、天然のＬＤＬを模倣する構造体の使用によって、ＬＤＬレベルを低下させ
る（たとえば、高ＬＤＬレベルを低下させる）ために使用されてもよく、または一時的に
ＬＤＬレベルを増加させてもよい。さらに、ある実施形態において、異常脂質レベルに関
連する疾患または身体状態の診断、予防、処置、または管理は、体内からのコレステロー
ルの流出を増加させることによって（たとえば、直接的または間接的な）逆のコレステロ
ール輸送を増加させるために、本明細書に記載の構造体、組成物、および方法を使用する
ことを含む。本明細書に記載の構造体および／または組成物の利益を受ける、異常脂質レ
ベルに関連する他の疾患または身体状態としては、たとえば、コレステロールまたは他の
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物質を含有するプラークの堆積物が静脈の内膜および中膜内に形成されるアテローム性動
脈硬化、静脈硬化症または任意の静脈性状態、急性冠症候群、安定狭心症、不安定狭心症
を含む狭心症、炎症、敗血症、血管炎症、皮膚炎症、うっ血性心不全、冠性心疾患（ＣＨ
Ｄ）、心室の不整脈、末梢血管疾患、心筋梗塞、致命的な心筋梗塞、致命的ではない心筋
梗塞の発症、乏血、心臓血管の乏血、一過性脳虚血発作、心疾患と無関係な乏血、虚血再
潅流障害、血管再生の減少した必要性、凝固障害、血小板減少、深部静脈血栓症、膵臓炎
、非アルコール性脂肪性肝炎、糖尿病性ニューロパチー、網膜症、有痛性糖尿病性神経障
害、跛行、乾癬、重症虚血肢、性交不能症、高脂血症、高脂血症、高リポ蛋白血症、低α
リポ蛋白血症、高トリグリセリド血、虚血症状に至る任意の狭窄状態、肥満、タイプＩお
よびタイプＩＩの両方を含む糖尿病、先天性魚鱗症、脳卒中、脆弱なプラーク、脚潰瘍形
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成、重篤な冠状動脈の乏血、リンパ腫、白内障、内皮機能不全、黄色腫、末端器官機能障
害、道管病、くん煙に起因する道管病および糖尿病、頚動脈および冠動脈疾患、退行およ
び縮化株化プラーク、不安定なプラーク、虚弱な道管内膜、不安定な道管内膜、内皮損傷
、外科処置の結果である内皮障害、道管病に関連する病的状態、動脈の内腔での潰瘍形成
、バルーン血管形成の結果である再狭窄、タンパク質蓄積症（たとえば、アルツハイマー
病、プリオン病）、止血法の疾患（たとえば、血栓症、栓友病、汎発性血管内凝固、血小
板減少、ヘパリン誘導血小板減少、血栓性血小板減少性紫斑病）、リウマチ病（たとえば
、多発性硬化症、全身性エリテマトーデス、シェーグレン症候群、多発性筋炎／皮膚筋炎
、強皮症）、神経学的疾患（たとえば、パーキンソン病、アルツハイマー病）、またそれ
らのサブ表示が挙げられる。
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【００７２】
本明細書に記載の構造体、組成物、および方法は、たとえば、トリグリセリドレベルを
減少させる、他の脂質のレベルを増加または減少させる、プラーク安定を増加させるまた
はまたはプラーク崩壊の可能性を減少させる、血管拡張を増加または減少させる、炎症を
処置または予防する、炎症性疾患または炎症反応を処置または予防する、平滑筋および道
管内膜を強化または安定させる、肝臓への輸送のための細胞外コレステロールの流出を促
進させる、免疫反応を調整する、アテロームプラークからコレステロールを流通させる、
および、任意の膜、細胞、組織、器官、および、組成的および／または機能的修飾が有利
である細胞外領域または構造体を修飾することによって、異常脂質レベルに関連する疾患
または身体状態を診断、予防、処置、または管理してもよい。
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【００７３】
１つの特定の実施形態において、本明細書に記載の構造体、組成物、および方法は、ア
テローム性動脈硬化の処置のために使用される。アテローム性動脈硬化の処置は、少なく
とも１つのアテロームプラーク中のコレステロール含有量の減少をもたらす治療的介入を
実施すること、または、アテロームプラークの形成または拡張を予め禁止または防止する
ことを含んでもよい。一般に、アテロームプラークの体積、ゆえに、血管腔の閉塞の程度
も減少する。本構造体、組成物、および方法は、家族性高脂血症に関連するアテローム性
動脈硬化症を処置するのに特に有用である。
【００７４】
本明細書に記載の組成物および方法は、アテロームプラークのコレステロール含有量お
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よび／またはアテロームプラークの体積を減少させ得る。コレステロール含有量は、たと
えば、少なくとも１０％〜３０％、少なくとも３０％〜５０％、いくつかの例においては
少なくとも５０％〜８５％以上減少してもよい。アテロームプラークの体積も減少しても
い。プラーク体積の減少は、たとえば、少なくとも５％〜３０％、大抵は５０％程度、い
くつかの例においては７５％以上であってもよい。アテロームプラークのコレステロール
含有量および／またはアテロームプラークの体積の減少を決定する方法は、当業者に周知
であり、血管内超音波および磁気共鳴画像形成を含む。
【００７５】
他の実施形態において、本明細書に記載の構造体、組成物、および方法は、脈管状態ま
たは心臓血管状態を有する被験体または心臓血管状態を発症する危険のある被験体を処置
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するために使用される。脈管状態は、血管（動脈と静脈）に関する状態である。心臓血管
状態、心臓および心臓に関連する血管に関する状態である。脈管状態の例としては、糖尿
病性網膜症、糖尿病腎症、腎線維症、高血圧症、アテローム性動脈硬化、動脈硬化症、ア
テロームプラーク、アテロームプラーク破壊、脳血管発作（脳卒中）、一過性脳虚血発作
（ＴＩＡ）、末梢動脈障害、動脈閉塞性疾患、脈管の動脈瘤、乏血、虚血性潰瘍、心臓弁
狭窄、心臓弁逆流、および間欠性跛行が挙げられる。心臓血管状態の例としては、冠動脈
疾患、虚心形心筋症、心筋虚血症、および虚血またはポスト心筋虚血症血管再生が挙げら
れる。
【００７６】
本明細書に記載の構造体、組成物、および方法も、心臓血管状態発症する危険のある被

10

験体を処置するために使用することができる。心臓血管状態の危険度は、被験体にある危
険因子の多数および重篤度または大きさに依存する。危険チャートおよび予測アルゴリズ
ムは、危険因子の存在および重篤度に基づくヒト被験体の心臓血管状態の危険の評価に利
用可能である。危険因子の存在および重篤度に基づくヒト被験体の心臓血管状態の危険を
評価するために一般に用いられている１つのアルゴリズムは、フラミンガム心臓研究危険
予測スコアである。被験体の１０年の算出されたフラミンガム心臓研究危険スコアが１０
％を上回る場合、ヒト被験体が心臓血管状態を有する危険が高くなる。ヒト被験体におけ
る心血管系事象の危険を評価する他の方法は、フラミンガム心臓研究危険予測スコアに、
ＣＲＰ等の全身性炎症のマーカーのレベルの測定を組み込む包括的な危険スコアである。
ヒト被験体における心血管系事象の危険を評価する他の方法としては、冠状動脈のカルシ

20

ウム走査、心臓の磁気共鳴画像形成、および／または磁気共鳴血管撮影が挙げられる。
【００７７】
また、本明細書に記載の構造体、組成物、および方法は、予防的処置に有用であり得る
。予防的処置は、有用な以下の侵襲性処置であってもよい。たとえば、内皮が害された脈
管の領域は、アテロームプラークが発生する危険性が増加する。したがって、冠動脈形成
、脈管のバイパス移植術、および脈管の内皮層を害する他の処置等の侵襲性の脈管処置は
、本発明の方法と共に実施されてもよい。侵襲性処置が内皮を害するため、構造体は、害
された領域からコレステロールを除去し、かつ内皮の治癒中にプラーク形成の拡張を阻害
または防止するよう働いてもよい。
30

【００７８】
高脂血症も本明細書に記載の組成物および方法によって処置されてもよい。遺伝的また
は二次的原因、家族性混合型高脂血症、および家族性高コレステロール血症から、低αリ
ポ蛋白血症を有する個体への構造体（単独、またはａｐｏ−Ａ１およびａｐｏ−Ａ２等の
タンパク質に結合される）の投与は有用な処置である。
【００７９】
ある実施形態において、本明細書に記載の構造体および組成物は、被験体または生物学
的試料の疾患または状態の決定を含む方法で使用される。たとえば、方法は、本明細書に
記載の複数の構造体を含む組成物を被験体または生物学的試料に（たとえば、ｉｎ
ｔｒｏまたはｉｎ

ｖｉ

ｖｉｖｏで）導入する工程と、複数のナノ構造体および／または被験

体もしくは生物学的試料を、被験体もしくは生物学的試料の疾患または状態を決定するこ

40

とができる試験条件にさらす工程とを含む。
【００８０】
いくつかの例において、試験条件は画像形成条件である。方法は、たとえば、注射、注
入、または任意の周知の方法により組成物を被験体または生物学的試料に投与する工程と
、任意により、組成物の構造体を被験体または生物学的試料に蓄積させる工程と、該当の
事象が位置する被験体または生物学的試料の領域の画像を形成する工程とを含んでもよい
。画像形成条件としては、たとえば、磁気共鳴画像（ＭＲＩ）条件、Ｘ線条件、超音波画
像条件、および放射性核種の使用が挙げられる。有用な投与量および特定の投与モードは
、当業者とっては容易に明白であるように、年齢、体重、および処置される特定領域等の
要因、ならびに、使用された特定の組成物、熟慮された診断の使用、および処方、たとえ
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ば、懸濁、乳化等の形式に応じて変化する。
【００８１】
なお、たとえば、無機物質を含むナノ構造体コアと、実質的にナノ構造体コアを囲繞し
てナノ構造体コアに付着するシェルとを含む構造体を含むような方法において、本明細書
に記載の任意の好適な構造体を使用することができることが理解される。いくつかの場合
において、かかる構造体は、コレステロールを隔離するよう適合される。他の場合におい
て、構造体は、疾患または身体状態のためのマーカーである。
【００８２】
いくつかの実施形態において、構造体は、血管内の局所的領域の画像が形成される。た
とえば、構造体は、たとえばプラークの形式である、高濃度のコレステロールを有する血

10

管中で局所化されてもよい。また、道管の画像形成はプラークの位置の決定をもたらすこ
とがある。理論によって拘束されることなく、構造体は、血管内の少なくとも部分的な乱
流により、血管内に局所化すると考えられる。プラークが、自然に乱れた部位である、動
脈枝先端部（たとえば、冠状動脈、頚動脈、脚体の腸骨血管、大腿血管）で発生すること
は長く認識されている。かかる部位では、混乱している部位において血管壁近傍の動脈流
が減速する場合に、逆流の時点で、渦電流が発生する。これは、（本明細書に記載の構造
体を含む）小分子（これらは、サイズが小さいため、これらの部位において内皮と相互作
用しかつ内皮中を移動する、および基底膜内へと移動することができる）に縁を付け、道
管改造およびプラーク形成をもたらす炎症反応およびコレステロール沈着の事象を引き起
こすと考えられる。したがって、いくつかの場合において、本明細書に記載の構造体は、

20

血管の内皮と交差し、それにより、乱流域の一般的な近くに局所化されるようになっても
よい。ある実施形態において、構造体は細胞によってエンドシトーシスされることによっ
て、細胞内に局所化されるようになる。
【００８３】
いくつかの場合において、構造体が造影剤として使用されてもよい。たとえば、構造体
のナノ構造体コアは、造影剤（たとえば、金、酸化鉄、量子ドット、放射性核種等）とし
ての使用に好適な物質を含んでもよい。他の実施形態において、シェルは造影剤を含んで
もよい。たとえば、ナノ粒子または他の好適な造影剤は、シェルの脂質二重層内に埋め込
まれるか、またはシェルの内側または外側表面と会合してもよい。造影剤は、ＭＲＩ、Ｘ
線、ＰＥＴ、ＣＴ等、当業者に周知の様々な画像形成方法を増強するために使用されても

30

よい。
【００８４】
他の実施形態において、組成物は、被験体または生物学的試料に導入される。また、構
成および／または被験体もしくは生物学的試料の構造体は、被験体または生物学的試料の
疾患または状態を決定することができる試験条件にさらす。構造体の少なくとも一部分は
、被験体または生物学的試料から回収されてもよく、回収した構造体を用いて試験を行な
ってもよい。構造体に結合した、さもなければ構造体により隔離された分子の量および／
または種類について、構造体を試験してもよい。たとえば、１つの組の実施形態において
、拮抗実験が行なわれ、たとえば、標識されたコレステロールが添加され、コレステロー
ルの置換が監視される。標識コレステロールの摂取はより多く測定され、未標識の遊離コ

40

レステロールの結合は少ない。これは、たとえば、本明細書に記載の構造体を含む組成物
を被験体または生物学的試料に投与した後、および次いで、被験体または生物学的試料か
ら構造体を回収した後に行なうことができる。たとえば、構造体が被験体または生物学的
試料の中でどれ程のコレステロール（未標識）を隔離したか確かめるための診断用薬とし
て使用される場合にこの方法を使用することができる。
【００８５】
他の方法も本明細書に記載の構造体によって隔離されたコレステロールの量を決定する
ために使用することができる。いくつかの場合において、標識コレステロール（たとえば
、ＮＢＤコレステロール等の蛍光標識コレステロール、または放射性コレステロール）を
使用することができる。標識コレステロールは、ｉｎ

ｖｉｔｒｏまたはｉｎ

ｖｉｔｒ
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ｏのいずれかで構造体に添加することができる。標識コレステロールのない構造体を加え
て結合の際の蛍光増加を測定することによって、構造体への標識コレステロールの結合定
数を算出することができる。さらに、構造体からコレステロールを除去するために、粒子
（たとえば、ＫＣＮ）を溶解し、次に、溶液内で得られた蛍光を測定することができる。
標準曲線と比較すると、１粒子当たりのコレステロール分子の数の決定を可能にするかも
しれない。有機抽出および量的質量診断等の他の方法も、本明細書に記載の１以上の構造
体によって隔離されたコレステロールの量を算出するために使用することができる。
【００８６】
本明細書に記載するように、本発明の構造体は、「医薬組成物」または「医薬的に許容
可能な」組成物中で使用されてもよく、１以上の医薬的に許容可能な担体、添加物および

10

／または希釈剤とともに処方される、本明細書に記載の１以上の構造体の医薬的に有効な
量を含む。本明細書に記載の医薬組成物は、異常脂質レベルに関連する疾患または身体状
態を含むがこれに限定されない、本明細書に記載の疾患または身体状態等の疾患または身
体状態を診断、予防、処置、または管理するのに有用であり得る。なお、図と関連して説
明したものを含む、かかる医薬組成物において本明細書に記載の任意の好適な構造体を使
用することができることが理解される。いくつかの場合において、医薬組成物中の構造体
は、無機物質を含むナノ構造体コアと、実質的にナノ構造体コアを囲繞してナノ構造体コ
アに付着するシェルとを含む。構造体はコレステロールを隔離するよう適合されてもよく
、ある例において、疾患または身体状態のためのマーカーである。
【００８７】

20

医薬組成物は、以下に適合されたものを含む、固体または液体形状で投与のために特別
に処方されてもよい。経口投与、たとえば、飲薬（水性または非水性の溶液または懸濁液
）、錠剤、たとえば、口腔内、舌下、および体内吸収に向けられたもの、ボーラス、粉末
、果粒、舌部への適用のためにペースト；非経口投与、たとえば、無菌溶液または懸濁液
または徐放性製剤としての皮下、筋肉内、静脈内または硬膜外注射；局所適用、たとえば
、クリーム、軟膏、または制御放出貼付剤、噴霧剤として皮膚、肺または口腔への塗布；
膣内にまたは直腸内投与、たとえば、ペッサリー、クリームまたは発泡体；舌下投与；視
覚的投与；経皮的投与；鼻腔内投与；肺性投与；他の粘膜表面投与。
【００８８】
本明細書で使用される「医薬的に許容可能な」なる語は、合理的なベネフィット／リス

30

ク比と比例する、過度の毒性、焦燥、アレルギー反応、または他の問題または合併症のな
い、音医学的判断の範囲内で、ヒトおよび動物の組織と接触における使用に適した、構造
体、物質、構成および／または剤形を指す。
【００８９】
本明細書で使用される「医薬的に許容可能な担体」なる語は、ある器官、または身体の
一部分から、他の器官、または身体の他の部分へ対象の化合物を担持または輸送する、医
薬的に許容可能な物質、組成物または媒体、たとえば、液体または固体充填剤、希釈剤、
補形薬、または物質を封入する溶媒を意味する。各担体は、処方の他の成分と適合すると
いう意味で「許容可能」であり、患者にとって有害ではない。医薬的に許容可能な担体と
して作用することができる物質のいくつかの例としては、ラクトーゼ、グルコースおよび

40

スクロース等の糖類；コーンスターチおよびバレイショデンプン等のデンプン類；セルロ
ース、およびカルボキシルメチルセルロースナトリウム、エチルセルロースおよび酢酸セ
ルロース等のその誘導体；トラガント末；麦芽；ゼラチン；タルク；ココアバターおよび
坐薬ろう等の添加剤類；落花生油、綿実油、サフラワー油、ゴマ油、オリーブ油、トウモ
ロコシ油および大豆油等の油類；プロピレングリコール等のグリコール類；グリセリン、
ソルビトール、マンニトールおよびポリエチレングリコール等の多価アルコール類；オレ
イン酸エチルおよびエチルラウレート等のエステル類；寒天；水酸化マグネシウムおよび
水酸化アルミニウム等の緩衝剤類；アルギン酸；無菌純水；等張食塩水；リンゲル液；エ
チルアルコール；ｐＨ緩衝液；ポリエステル類、ポリカーボネート類および／またはポリ
無水物類；および医薬製剤で使用される他の無毒性互換物質が挙げられる。
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【００９０】
ラウリル硫酸ナトリウムおよびステアリン酸マグネシウム等の、湿潤剤、乳化剤および
滑沢剤、ならびに、着色剤、剥離剤、コーティング剤、甘み付け、味付け、香り付け剤、
防腐剤および酸化防止剤も、組成物には存在し得る。
【００９１】
医薬的に許容可能な酸化防止剤の例としては、アスコルビン酸、塩酸システイン、硫酸
水素ナトリウム、メタ重亜硫酸ナトリウム、亜硫酸ナトリウム等の水溶性抗酸化剤；アス
コルビン酸パルミテート、ブチルヒドロキシアニソール（ＢＨＡ）、ブチルヒドロキシト
ルエン（ＢＨＴ）、レシチン、没食子酸プロピル、アルファ−トコフェロール等の油溶性
抗酸化剤；クエン酸、エチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）、ソルビトール、酒石酸、リ

10

ン酸等の金属キレート剤が挙げられる。
【００９２】
本明細書に記載の構造体は、経口的に投与されてもよく、非経口的に投与されてもよく
、皮下に投与されてもよく、かつ／もしくは、静脈内に投与されてもよい。ある実施形態
において、構造体または製剤は経口投与される。他の実施形態において、構造体または製
剤は静脈内に投与される。投与の別の経路としては舌下、筋肉内および経皮的投与が挙げ
られる。
【００９３】
本明細書に記載の医薬組成物としては、経口投与、経鼻投与、局所（口腔内および舌下
を含む）投与、直腸投与、膣口投与および／または非経口投与に適しているものが挙げら

20

れる。製剤は、単位投与の剤形で好都合なようになっており、薬学の技術において周知の
任意の方法で調製されてもよい。単独投与の剤形を製造するために担体物質と組み合わす
ことができる有効成分の量は、処置される宿主、および投与の特定のモードに応じて変化
する。単独投与の剤形を製造するために担体物質と組み合わすことができる有効成分の量
は、一般に治療効果を生む化合物の量となる。一般に、この量は、有効成分の約１％から
約９９％まで、約５％から約７０％まで、または約１０％から約３０％まで幅がある。
【００９４】
経口投与に適した本発明の組成物は、カプセル、カシェ、ピル、タブレット、剤形をし
ていてもよい、剤、菓子錠剤（味付けされた基礎を使用し、通常は、蔗糖およびアラビア
ゴムまたはトラガント）、粉末、果粒、または水性または非水性の液体中の溶液または懸
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濁液、または水中油または油中水乳剤として、またはエリキシルまたはシロップとして、
またはパステル剤（不活性の基部を使用し、たとえば、ゼラチン、グリセリン、または蔗
糖およびアラビアゴム）および／または口内洗剤であり、各々、有効成分として本明細書
に記載の構造体を所定量含有する。本発明の構造体もボーラス、舐剤またはペーストとし
て投与されてもよい。
【００９５】
経口投与（カプセル剤、錠剤、ピル剤、糖剤、粉末剤、果粒剤等）のための発明の固体
投与の剤形では、有効成分は、クエン酸ナトリウムまたはリン酸カルシウム等の１以上の
医薬的に許容可能な担体および／または以下のいずれかと混合される。デンプン、ラクト
ーゼ、蔗糖、グルコース、マンニトール、および／またはケイ酸等のフィラーまたはエク
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ステンダー；たとえば、カルボキシメチルセルロース、アルギナート、ゼラチン、ポリビ
ニルピロリドン、蔗糖および／またはアラビアゴム等の結合剤；グリセロール等の湿潤剤
；寒天、炭酸カルシウム、バレイショまたはタピオカデンプン、アルギン酸、ある種のシ
リケート、および炭酸ナトリウム等の崩壊剤；パラフィン等の溶液緩染剤；第四アンモニ
ウム化合物等の吸収促進体；たとえばセチルアルコール、グリセロールモノステアレート
、および非イオンの界面活性剤等の湿潤剤；カオリンおよびベントナイト粘土等の吸収性
物質；タルク、ステアリン酸カルシウム、ステアリン酸マグネシウム、中実ポリエチレン
グリコール、ラウリル硫酸ナトリウム、およびそれらの混合等の滑沢剤；および着色剤。
カプセル剤、錠剤およびピル剤の場合には、医薬組成物がさらに緩衝剤を含んでもよい。
同様のタイプの固形組成物も、ラクトーゼまたは乳糖のような添加剤、ならびに高分子量

50

(31)

JP 5539962 B2 2014.7.2

ポリエチレングリコールを使用する、ソフトシェル状またはハードシェル状のゼラチンカ
プセル剤中のフィラーとして使用されてもよい。
【００９６】
錠剤は、圧縮または成形によって任意に１以上の副成分を用いて作られてもよい。圧縮
錠剤は、バインダー（たとえば、ゼラチンまたはヒドロキシプロピルメチルセルロース）
、潤滑剤、不活性の希釈剤、防腐剤、崩壊剤（たとえば、ナトリウムデンプングリコラー
トまたは架橋されたカルボキシルメチルセルロースナトリウム）、表面活性剤または分散
剤を使用して調製されていてもよい。成形錠剤は、粉末構造の混合物が不活性薬品希釈剤
で湿らせる好適な機械で作られてもよい。
【００９７】
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錠剤、および糖剤、カプセル剤、ピル剤および果粒剤等の本発明の医薬組成物の他の固
体投与剤形は、任意により、腸溶コーティング、および製剤技術において周知の他のコー
ティング等の、コーティングおよびシェルで刻み目を付ける、または調製されてもよい。
また、それらは、たとえば、ヒドロキシプロピルメチルセルロースを可変比率で使用して
、有効成分の遅いまたは制御された放出を提供するよう製剤されて、所望の放出特性、他
の重合体マトリクス、リポソームおよび／またはミクロスフェアを提供し得る。それらは
急速放出、たとえば、フリーズドライで製剤されてもよい。それらは、たとえばバクテリ
アを保持するフィルターによるろ過によって、または滅菌剤を滅菌水に溶かすことができ
る無菌の固形組成物の形で組み込むことによって、または使用直前の他のある無菌注射剤
媒体によって殺菌されてもよい。これらの組成物はさらに任意により混濁剤を含んでもよ
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く、または任意により遅れて胃腸管のある部分で有効成分のみを放出する組成物であって
もよい。使用可能な組成物を埋め込む例としては、重合物質およびろうが挙げられる。上
述の添加剤の１つ以上を用いて、適当な場合、有効成分はさらにマイクロカプセル形状で
ある得る。
【００９８】
本明細書に記載の構造体の経口投与用の液体投与剤形は、医薬的に許容可能な乳剤、マ
イクロエマルジョン、溶液、分散剤、懸濁剤、シロップ剤およびエリキシル剤を含む。本
発明の構造体に加えて、液体投与剤形は、たとえば水または他の溶媒等の、当該技術で一
般に使用される不活性の希釈剤、エチルアルコール、イソプロピルアルコール、炭酸エチ
ル、酢酸エチル、ベンジルアルコール、安息香酸ベンジル、プロピレングリコール、１，
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３−ブチレングリコール、油（特に、綿実油、落花生油、トウモロコシ油、胚芽油、オリ
ーブ油、ヒマシ油およびゴマ油）、グリセロール、テトラヒドロフリルアルコール、ポリ
エチレングリコールおよびソルビタンの脂肪酸エステル等の可溶化剤および乳化剤、およ
びそれらの混合物を含有してもよい。
【００９９】
不活性の希釈剤に加えて、経口組成物は、さらに湿潤剤、乳化および懸濁剤、甘み付け
、味付け、色付け、香り付けおよび保存剤等の補助剤を含んでもよい。
【０１００】
活性化合物に加えて、懸濁液は、たとえば、エトキシレート化イソステアリルアルコー
ル、ポリオキシエチレンソルビトールおよびソルビタンエステル等の懸濁剤、結晶セルロ
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ース、アルミニウムメタヒドロキシド、ベントナイト、寒天およびトラガント、およびそ
れらの混合物を含有してもよい。
【０１０１】
（たとえば、直腸または膣内投与用の）本明細書に記載の医薬組成物の製剤は坐薬とし
てあってもよく、本発明の１以上の化合物を、たとえば、ココアバター、ポリエチレング
リコール、坐薬ろうまたはサリチル酸塩を含む、１以上の好適な刺激しない添加剤または
担体と混合することにより調製してもよく、また、室温では固体であってもよいが、体温
で液体となり、それ故、体内で溶けて構造体を放出する。
【０１０２】
本明細書に記載の構造体の局所的または経皮的投与の投与剤形は、粉末剤、噴霧剤、軟
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膏剤、ペースト剤、発泡剤、クリーム剤、ローション剤、ゲル剤、溶液、貼付剤、および
吸入薬を含む。活性化合物は、無菌条件下で、医薬的に許容可能な担体、および、必要に
応じて任意の防腐剤、緩衝剤または噴射剤と混合されてもよい。
【０１０３】
軟膏剤、ペースト剤、クリーム剤およびゲル剤は、本発明の構造体に加えて、動物性お
よび植物性油脂、油、ろう、パラフィン、デンプン、トラガント、セルロース誘導体、ポ
リエチレングリコール、シリコーン、ベントナイト、ケイ酸、タルクおよび酸化亜鉛等の
添加剤、またはそれらの混合物を含んでもよい。
【０１０４】
粉末剤および噴霧剤は、本明細書に記載の構造体に加えて、ラクトーゼ、タルク、ケイ
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酸、水酸化アルミニウム、ケイ酸カルシウムおよびポリアミド粉末等の添加剤、またはこ
れら物質の混合物を含有することができる。噴霧剤は、ブタンおよびプロパン等のクロロ
フルオロ炭化水素および揮発性の未置換炭化水素等の通例の噴射剤をさらに含有すること
ができる。
【０１０５】
経皮的貼付剤は、体内への本明細書に記載の構造体の制御された搬送を提供する追加の
利点を有する。適切な媒体に構造体を溶解させるまたは分散させることは、かかる投与剤
形を形成し得る。吸収促進剤も、皮膚を横切って構造体の流出を増加させるために使用す
ることができる。律速膜を提供するか重合体マトリクスまたはゲル中の構造体を分散させ
ることにより、かかる流出の割合を制御することができる。
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【０１０６】
眼の製剤、眼軟膏剤、粉末、溶液等も、本発明の範囲内であるとして熟慮される。
【０１０７】
非経口投与に適した、本明細書に記載の医薬組成物は、１以上の本発明の構造体を、医
薬的に許容可能な、無菌、等張水性または非水溶液、分散液、懸濁液または乳液、または
まさに使用前に無菌注射剤溶液または分散液へ再構成されてもよい無菌の粉末であって、
製剤を意図した受容体の血液または懸濁剤または増粘剤と等張であるとみなす、砂糖、ア
ルコール、酸化防止剤、緩衝剤、静菌剤、溶質を含む粉末と組み合わせて含む。
【０１０８】
本明細書に記載の医薬組成物に使用されてもよい、好適な水性および非水性担体の例と
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しては、水、エタノール、多価アルコール（グリセロール、プロピレングリコール、ポリ
エチレングリコール等）、およびそれらの好適な混合物、オリーブ油等の植物油、および
オレイン酸エチル等の注射可能な有機エステルが挙げられる。適切な流動度は、たとえば
、レシチン等の塗料の使用により、分散の場合に必要とされる粒度の維持、および界面活
性剤の使用により維持することができる。
【０１０９】
これらの組成物は、さらに防腐剤、湿潤剤、乳化剤および分散剤等の補助剤を含んでも
よい。本発明の構造体での微生物の活動の防止は、様々抗菌性・抗真菌剤、たとえば、パ
ラベン、クロロブタノール、フェノールソルビン酸等の介在物によって容易なものとなり
得る。組成物へ、砂糖等の等張剤、塩化ナトリウム等を含むことも望ましい。さらに、注
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射可能な医薬的剤型の持続的吸収は、モノステアリン酸アルミニウムおよびゼラチン等の
吸収を遅らせる剤の介在物によってもたらされてもよい。
【０１１０】
本明細書に記載するように、本発明に記載の構造体および組成物との使用に適したデリ
バリーシステムは、逐次継続放出、遅延放出、持続放出、または制御放出デリバリーシス
テムを含む。かかるシステムは、多くの場合に構造体の反復投与を回避し、被験体および
医師に対する利便性を増加させ得る。多くのタイプの放出デリバリーシステムが利用可能
であり、当業者に周知のものである。それらは、たとえば、ポリ乳酸および／またはポリ
グリコール酸、ポリ無水物、およびポリカプロラクトン等の重合体に基づくシステム；コ
レステロール等のステロール、コレステロールエステル、およびモノ−、ジ−およびトリ
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グリセリド等の脂肪酸または中性脂肪を含む脂質に基づく非重合体システム；ヒドロゲル
放出システム；サイラスティック・システム；ペプチドに基づくシステム；ワックス・コ
ーティング；従来の結合剤および添加剤を使用する圧縮錠剤；または部分的に融解した植
込剤。具体例としては、組成物がマトリクス内の形式で含まれている侵食性のシステム、
または活性成分が放出速度を制御する拡散性のシステムが挙げられるが、それらに制限さ
れない。組成物は、たとえば、ミクロスフェア、ヒドロゲル、重合体貯蔵器、コレステロ
ールマトリクス、または重合体系としてあってもよい。いくつかの実施形態において、シ
ステムは、たとえば、製剤の拡散または浸食／分解速度を制御することにより、活性化合
物の保持または制御された放出を生じさせる。さらに、ポンプに基づくハードウェアデリ
バリーシステムが、いくつかの実施形態で使用されてもよい。本明細書に記載の構造体お
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よび組成物を、注射器、パッド、貼付剤、チューブ、フィルム、ＭＥＭＳに基づく素子、
移植可能な素子等のデリバリー素子と組み合わせる（たとえば、含ませる）ことができる
。
【０１１１】
長期的な放出移植の使用は、いくつかの場合において特に好適であり得る。本明細書に
おいて使用される「長期的な放出」は、移植が構成および配置されて組成物の処置レベル
を、少なくとも約３０または約４５日間、少なくとも約６０または約９０日間、または、
いくつかの場合においてさらに長い期間送出することを意味する。長期的な放出植込剤は
、当業者にとって周知であり、上述の放出システムのうちのいくつかを含む。
【０１１２】
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注射可能なデポ剤形は、ポリラクチド−ポリグリコール酸等の生分解性高分子に、本明
細書に記載の構造体のマイクロカプセル化マトリクスを形成することにより作ることがで
きる。構造体対重合体の比率、および使用される特定の重合体の性質に応じて、構造体の
放出速度を制御することができる。他の生分解性高分子の例としては、ポリ（オルトエス
テル）およびポリ（無水物）が挙げられるむ。
【０１１３】
本発明に記載の構造体が医薬品としてヒトおよび動物に投与されると、それらは、その
まま与えられるか、または医薬的に許容可能な担体と組み合わせて、たとえば、構造体の
約０．１％〜約９９．５％、約０．５％〜約９０％等含有する医薬組成物として与えられ
る。
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【０１１４】
投与は、処置する条件に応じて、（たとえば、特定の部位、生理学的システム、組織、
器官、または細胞型に）局所化されるか、または全身系であってもよい。たとえば、親の
注入により、移植により、経口で、経膣で、直腸を介して、口内に、肺を介して、局所的
に、経鼻で、経皮的に、外科的投与により、または、組成物による標的へのアクセスが得
られる他の投与方法により、組成物を投与してもよい。本発明を用いて使用することがで
きる親の理学療法としては、静脈内、皮内、皮下、窩内、筋肉内、腹腔内、硬膜外、また
は鞘内が挙げられる。移植の理学療法としては、任意の移植可能または注射可能なドラッ
グデリバリーシステムが挙げられる。経口投与は、患者ならびに服薬スケジュールへの利
便性によりいくつかの処置に有用であり得る。
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【０１１５】
選択された投与経路にかかわらず、好適な水和形状で使用し得る本明細書に記載の構造
体、および／または本発明の医薬組成物は、当業者に周知の従来方法によって医薬的に許
容可能な剤形へ製剤される。
【０１１６】
本明細書に記載の組成物は、任意の潜在的に不利益な副作用を回避するか最小化しなが
ら、投与量（たとえば、最高量）で与えられてもよい。組成物は、有効量で、単独で、ま
たは他の化合物と組み合わせて投与することができる。たとえば、癌を処置する場合、組
成物は、本明細書に記載の構造体と、癌を処置するために使用することができる他の化合
物のカクテルとを含んでもよい。処置の条件が異常脂質レベルと関連すると、組成物は本
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明細書に記載の構造体と、脂質レベルを下げるために使用することができる他の化合物（
たとえば、コレステロール低下剤）をと含んでもよい。
【０１１７】
本明細書で使用される「治療上有効な量」なる語は、任意の医療処置に適用可能な合理
的なベネフィット・リスク比で、被験体に所望の治療効果をもたらすことに有効である本
発明の構造体を含む物質または組成物の量を意味する。したがって、治療上有効な量は、
たとえば、疾患または身体状態に関連する疾患進行を予防してもよく、最小化してもよく
、逆転させてもよい。疾患進行は当業者に明白な臨床観察、研究所および画像臨床検査に
よって監視することができる。治療上有効な量は、単一投与に有効な量、または多重線量
処置、たとえば２回以上分で投与される量、または長期間にわたって投与される量の一部
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として有効な量になり得る。
【０１１８】
本明細書に記載の任意の１以上の構造体の有効量は、体重の約１０ナノグラム／ｋｇ〜
体重の約１０００ｍｇ／ｋｇで、投与の回数は一日に一度から一月に一度の範囲である。
ただし、本発明において他の量および回数であってもよく、この点に関して特に限定され
ない。被験体には、本明細書に記載の１以上の疾患または身体状態を処置するのに有効な
量で、本発明に記載の１以上の構造体を投与してもよい。
【０１１９】
有効量は、処置される特定の条件に応じてもよい。当業者であれば、たとえば、肝機能
検査（たとえば、トランスアミナーゼ）、腎臓機能検査（たとえば、クレアチニン）、心

20

機能検査（たとえば、トロポニン、ＣＲＰ）、免疫機能試験（たとえば、サイトカイン様
ＩＬ−１およびＴＮＦ−アルファ）等の方法により、組成物の有効量がどれほどなのか決
定することができる。当然ではあるが、有効量は、処置すべき条件の厳しさ；年齢、身体
条件、サイズおよび体重を含む個々の患者のパラメーター；併用している処置；処置の回
数；または投与のモード等の要因に依存する。これらの要因は、当業者に周知であり、単
なる型通り実験作業で対処することができる。いくつかの場合に、極量、すなわち音医学
的判断による最も高い安全量が使用される。
【０１２０】
本明細書に記載の医薬組成物中の有効成分の実際の投与量レベルは、特定の患者、組成
物、投与のモードのための、希望の治療効果を達成するのに有効な有効成分の量を得るよ

30

うに、患者に有毒なことなく変化してもよい。
【０１２１】
選択された投与量レベルは様々な要因に依存する。その要因としては、使用される特定
の本発明の構造体の活動、投与経路、投与の時間、使用される特定の構造体物の排泄また
は代謝の割合、処置の期間、使用される特定の構造物と組み合わせて使用される他の医薬
品、化合物および／または物質、処置される患者の年齢、性別、体重、条件、総合的健康
状態、および病歴、および医療技術において周知の要因が挙げられる。
【０１２２】
当該技術における通常の熟練を有する医師または獣医であれば、必要とされる医薬組成
物有効量を容易に決定および処方することができる。たとえば、医師または獣医は、所望

40

の治療効果を達成するのに必要で、所望の効果が達成されるまで徐々に量を増加させる量
よりも低いレベルで医薬組成物に使用される、本明細書に記載の構造体の線量を開始する
ことができた。
【０１２３】
いくつかの実施形態において、本明細書に記載の構造体または医薬組成物は、被験体に
長期間にわたって提供される。長期間処置は、いかなる形の長期間にわたる反復投与をも
含み、たとえば、１ヵ月および１年、１年以上、またはそれ以上の間における１ヵ月以上
の反復投与などである。多くの実施形態において、長期間処置は被験体の生涯にわたって
構造体または医薬組成物を繰り返し投与することを含む。たとえば、長期間処置は定期的
な投与、たとえば１日当たり１回以上、１週間に１回以上、または１ヵ月に１回以上を含
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み得る。一般に、本明細書に記載の構造体の好適な用量、たとえば１日用量は、治療効果
を生じるのに有効な最低量である構造体の量である。そのような有効量は、一般に上記の
要因によって決まる。一般に、示された効果のために使用される場合、患者のための本明
細書に記載の構造体の用量は、１日当たり体重１ｋｇ当たり約０．０００１から約１００
ｍｇの範囲である。１日用量は、体重１ｋｇ当たり０．００１〜５０ｍｇの化合物、また
は体重１ｋｇ当たり０．０１〜約１０ｍｇの化合物の範囲であってもよい。しかしながら
、これより低いかより高い用量も使用することができる。いくつかの実施形態において、
被験体に投与される用量は、年齢、疾患の進行、体重またはその他の要因により被験体の
生理機能が変化するのとともに修正することができる。
【０１２４】

10

所望であれば、活性化合物の有効な１日量は、１日を通じて適切な間隔で別々に投与さ
れる２、３、４、５または６以上の下位用量として、場合によっては単位剤形において投
与されてもよい。たとえば、取扱説明書および方法は、悪影響または有害反応を減少させ
るか回避しながらコレステロール（または他の脂質）の減少および／または疾患の処置を
達成するために、特定の時間間隔および特定の用量で、特定の用量の組成物（特に、特定
のサイズ範囲を有する本明細書に記載の構造体を含むもの）が投与される投薬レジメンを
含み得る。したがって、本明細書に記載の構造体を投与する方法、構造体の投与によって
総コレステロールおよびＬＤＬコレステロールを減少させる方法、本明細書に記載の構造
体の投与によってＨＤＬコレステロールの効能のレベルを高めるまたは効能を増加させる
方法、および構造体の投薬を必要としている患者にそれを投薬する方法が記述される。

20

【０１２５】
本明細書に記載の構造体を単独で投与することが可能であるが、それは上記のような医
薬組成物として投与してもよい。本発明は、構造体の使用のための取扱説明書を任意に含
むキットにパッケージされた疾患または身体状態を診断するか、防ぐか、処置するか、管
理するのに役立つ前述の組成物のうちのいずれかを提供する。すなわち、キットは、異常
脂質レベルに関連したものを含む、任意の疾患または身体の状態への関与のための組成物
の使用の記述を含み得る。キットは、本明細書に議論されるような組成物の使用の記述を
もさらに含み得る。キットは、本明細書に記載の２つ以上の組成物の組み合わせの使用の
ための取扱説明書をも含み得る。取扱説明書は、任意の好適な技術、たとえば経口、静脈
内、またはドラッグデリバリーの別の既知の経路によって組成物を投与するために提供さ

30

れてもよい。
【０１２６】
本明細書に記載のキットは、１つ以上の容器をも含み得、それらは上記のような構造体
、シグナル伝達エンティティ、および／または生体分子をも含み得る。キットは、混合、
希釈、および／または化合物の投与のための取扱説明書をさらに含み得る。キットは、混
合、希釈、またはそのような処置を必要とするサンプルまたは患者への成分の投与のため
の容器とともに、１つ以上の溶媒、界面活性剤、防腐剤および／または希釈剤（たとえば
生理食塩水（０．９％のＮａＣｌ）、または５％のデキストロース）を備えた他の容器も
含み得る。
【０１２７】

40

キットの組成物は、任意の好適な形態、たとえば溶液または乾燥粉末として提供されて
よい。提供される組成物が乾燥粉末である場合、粉末は好適な溶媒の追加によって再構成
されてもよく、それを提供することもできる。液状の組成物が使用される実施形態におい
て、液状物を濃縮するか、またはすぐに使用することができる。溶媒は、本発明の特定の
構造、および使用または投与の様式によって決まる。組成物に好適な溶媒はよく知られて
おり、文献において入手可能である。
【０１２８】
一連の実施形態の中で、キットは、バイアル、チューブ等（各容器は、本方法において
使用される個別の要素のうちの１つを含む）の１つ以上の容器を含んでもよい。たとえば
、容器のうちの１つは、アッセイにおける陽性対照を含んでもよい。さらに、キットは、
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他の成分、たとえばアッセイに役立つバッファーのための容器を含み得る。
【０１２９】
本明細書において使用される場合、「被験体」または「患者」は任意の哺乳動物（たと
えばヒト）を指し、たとえば異常脂質レベルに関連する疾患または身体状態等の疾患また
は身体状態にかかりやすい哺乳動物を指す。被験体または患者の例としては、ヒト、非ヒ
ト霊長類、牛、馬、豚、羊、ヤギ、犬、猫、またはマウス、ラット、ハムスターまたはモ
ルモット等のげっ歯類が挙げられる。一般に、本発明はヒトでの使用に向けられる。被験
体は、ある疾患または身体状態と診断された被験体であるか、もしくは疾患または身体状
態を有することがわかっている被験体であり得る。いくつかの実施形態において、被験体
は、疾患または身体状態にかかる危険があると診断されるか、もしくは危険を有すること

10

がわかっていてよい。いくつかの実施形態において、被験体は、本明細書に記載の異常脂
質レベルに関連する疾患または身体状態であると診断されるか、もしくはそれらを有する
ことがわかっていてよい。特定の実施形態において、被験体は、被験体の既知の疾患また
は身体状態に基づいて処置のために選択され得る。いくつかの実施形態において、被験体
は、被験体の疑わしい疾患または身体状態に基づいて処置のために選択され得る。いくつ
かの実施形態において、組成物は、疾患または身体状態の発現を防ぐために処置され得る
。しかしながら、いくつかの実施形態において、既存の疾患または身体状態の存在が疑わ
れ得るが同定されないことがあり、本発明の組成物は疾患または身体状態の一層の発現を
診断するか防ぐために投与することができる。
20

【０１３０】
本明細書で使用される場合「生物学的試料」は、任意の細胞、身体組織または被験体か
ら得られた体液試料である。体液の非制限的な例としては、たとえば、リンパ、唾液、血
液、尿などが挙げられる。本明細書に記載の様々な方法で使用される組織および／または
細胞の試料は、パンチ生検および細胞擦取、針生検などの組織生検を含むが、これらに限
定されない標準的な方法；または吸引または他の好適な方法による採血または他の体液の
採取によって得ることができる。
【実施例】
【０１３１】
以下の実施例は、本発明の特定の実施形態を例示することを意図するが、制限的である
とは解釈されず、本発明の全容を例証するものではない。
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【０１３２】
実施例１
この実施例は、金ナノ粒子上の自己集合した脂質層の形成を実証し、タンパク質を有す
る生じる構造体の表面機能化をさらに実証する。
【０１３３】
金ナノ粒子（ＡｕＮＰ）はいくつかの異なる付加方法論で修飾された。直径（サイズ）
が５ｎｍ、７ｎｍ、１０ｎｍ、１３ｎｍおよび３０ｎｍのクエン酸で安定化した金コロイ
ドは、脂質で機能化されたＡｕＮＰを形成するために足場として使用された。ＡｕＮＰは
すべてＴｅｄ
Ｐｏｌａｒ

Ｐｅｌｌａ，Ｉｎｃ．から購入された。また、脂質はすべてＡｖａｎｔｉ
Ｌｉｐｉｄｓ，Ｉｎｃ．から購入された。

40

【０１３４】
最初に、１，２−ジパルミトイル−ｓｎ−グリセロ−３−ホスホチオエタノール（ＳＨ
脂質、図３Ａ）、およびＬ−アルファホスファチジルエタノールアミンまたはＬ−アルフ
ァホスファチジルコリン（Ｎ＋脂質（図３Ｂ））の等ｗ／ｖ溶液を、１ｍＬの最終容積の
クロロホルムおよびエタノールの１：１溶液中に調製した。溶媒を粉末形態の脂質混合物
を残して蒸発させた。脂質混合物を、１ｍＬの金ナノ粒子コロイド（たとえば５ｎｍまた
は１３ｎｍ）水溶液に再懸濁させ、完全にボルテックスし、２分間超音波処理した。
【０１３５】
アポリポタンパク質Ａ−Ｉ（ＡＰＯ−ＡＩ）を含む構造体は、乾燥した脂質混合物に添
加する前に、９９０μＬのＡｕＮＰ（５ｎｍまたは１３ｎｍ）水溶液について１０μＬの
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１００ｎｇ／ｍＬの精製されたタンパク質（Ａｂｃａｍ，Ｉｎｃ．、またはＢｉｏｄｅｓ
ｉｇｎ，Ｉｎｃ．）水溶液を添加することによって調製した。もしくは、ＳＨ脂質および
Ｎ＋脂質を含む溶液は、クロロホルム対エタノールの１：１溶液として調製し、蒸発させ
、等量のＡＰＯ−ＡＩタンパク質の１ｎｇ／ｍＬ水溶液中に再懸濁させた。試料を完全に
ボルテックスし、数分間超音波処理した。溶媒を再び蒸発させ、脂質−ａｐｏ混合物を等
量のＡｕＮＰ水溶液に再懸濁させた後、２分間完全にボルテックスし、超音波処理した。
【０１３６】
脂質で機能化されたＡｕＮＰの精製は、簡易的な遠心分離（ＲＰＭは、ＬＰ構造体の鋳
型となるように使用される金ナノ粒子コアによって決まる）によって行った。構造体を、
上澄みを除去し水中に再懸濁することにより３回洗浄し、最後に、水、緩衝塩水またはア

10

ルブミンを含む緩衝塩水の中に再懸濁した。
【０１３７】
別の処方では、第１の工程で５ｎｍの金粒子を長鎖チオール化アルカン種で表面機能化
して（たとえば、ドデカンチオール）、次いでＮ＋リン脂質をナノ粒子の表面に加えた。
Ｎ＋リン脂質の長鎖アルカン後部は、粒子の表面上に存在する種の中で組み合わさって、
それによって安定な水溶性構造体を形成する。付随するか別の工程で、Ａｐｏ−ＡＩを構
造体の表面に加えた。
【０１３８】
得られた構造体は、ＭＡＬＤＩ

ＴＯＦ

ＭＳ、動的光散乱（ＤＬＳ）、ζ電位測定、

電子顕微鏡法、脂質蛍光およびＦＴ−ＩＲを含む多くの方法論によって特徴づけられた。

20

ＤＬＳとζ電位の実験からのデータを、表１および２にそれぞれ示す。
【０１３９】
【表１】

30

表１では、ＤＬＳデータは脂質で機能化された５ｎｍのＡｕＮＰについてのものである
。Ａｕは５ｎｍの金コロイドを表わす。Ａｕ＋ＡＰＯは表面にの吸着されたアポリポタン
パク質Ａ−Ｉだけを備えた金コロイドである。ＡＰＯ１および２−ジ（３）は、脂質とア
ポリポタンパク質Ａ−Ｉの両方で表面機能化された５ｎｍの金粒子である。ジ（３）は、
リン脂質二重層のみ（アポリポタンパク質Ａ−Ｉはない）を備えた５ｎｍの金粒子を表わ
し、Ｆｌｕｏｒ−ジ（３）ＮＡＰろ過は、チオール化された脂質で表面機能化されている
が、外葉に蛍光標識されたリン脂質を備えない５ｎｍの粒子を表わす。
【０１４０】
表４は、５ｎｍの粒子についてζ電位測定を示し、構造体が表面電荷を含んでもよいこ
とを示す。標識のスキームは表２中のそれと同じである。
【０１４１】
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【表２】

10

実施例２
この実施例は、コレステロールに結合することができる高密度リポタンパク質（ＨＤＬ
）のバイオ模倣構造体の合成および特性化を実証する。
20

【０１４２】
クエン酸で安定化した金ナノ粒子（５±０．７５ｎｍ、８０ｎＭ、Ｔｅｄ

Ｐｅｌｌａ

，Ｉｎｃ．）の水性懸濁液を、５倍過剰の精製されたＡｐｏ−ＡＩ（４００ｎＭ、Ｂｉｏ
ｄｅｓｉｇｎ

Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ）と混合して、室温で一晩攪拌した。続いて

、ジスルフィドで機能化された脂質、１，２−ジパルミトイル−ｓｎ−グリセロ−３−ホ
スホエタノールアミン−Ｎ−［３−（２−ピリジルジチオ）プロピオネート］と、アミン
で機能化された脂質、１−２−ジパルミトイル−ｓｎ−グリセロ−３−ホスホコリン（Ａ
ｖａｎｔｉ

Ｐｏｌａｒ

Ｌｉｐｉｄｓ）の１：１溶液をＣＨＣｌ３の中で混合し、Ａｕ

ＮＰ（図４）に対して１００倍の過剰の粒子の水性懸濁液に添加した。ジスルフィド官能
性がＡｕＮＰの表面への化学吸着を可能にするので、ジスルフィド脂質が選択された。ア
ミンで修飾された脂質は、静電気的かつ疎水的にＡｐｏＡ−１と会合することが知られて
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いる天然のリン脂質である。この添加の結果、二相混合物が得られる。その混合物を、ボ
ルテックスし６５℃まで徐々に加熱して、ＣＨＣｌ３を蒸発させた。溶液を冷却した後、
ＨＤＬ−ＡｕＮＰ構造体の精製を、繰り返し（２Ｘ）遠心分離（２１，０００ｇ）し、０
．０５％（ｗ／ｖ）のウシ血清アルブミン（ＰＢＳ、１３７ｎＭのＮａＣｌ、１０ｍＭの
リン酸塩、２．７ｎＭのＫＣｌ、ｐＨ７．４、Ｈｙｃｌｏｎｅ）を備えた、Ｎａｎｏｐｕ
ｒｅ（商標）水またはリン酸緩衝食塩水中に再懸濁することによって行った。ジスルフィ
ド脂質が単独で添加され、先にＡｐｏＡ−１を添加していない場合、それらはＡｕＮＰ表
面への脂質吸着に際して疎水性になるので、構造体は沈澱する。
【０１４３】
精製されたＨＤＬ−ＡｕＮＰ構造体のＵＶ可視分析は５２０ｎｍにバンドを示す（図５
）。これは、集合したＨＤＬ−ＡｕＮＰ構造体ではなく分散したＨＤＬ−ＡｕＮＰ構造体
と一致している。動的光散乱実験をＺｅｔａｓｉｚｅｒ

Ｎａｎｏ

ＺＳ（Ｍａｌｖｅｒ

ｎ）を使用して行ない、ＡｕＮＰ表面修飾プロセスに従って使用した。表３に示されるよ
うに、結果はＨＤＬ構造体の連続的な成長を実証した。修飾されていない金コロイド（９
．２ｎｍの平均流体力学直径）を、最初にＡｐｏＡ−１（１１．０ｎｍ）、その後脂質（
１７．９ｎｍ）の混合物で修飾した。生じるＨＤＬ−ＡｕＮＰ構造体の平均サイズは天然
のＨＤＬについてのそれに似ていた。
【０１４４】
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【表３】

10
ＨＤＬ−Ａｕ

ＮＰ構造体の化学組成を特徴づけるために、蛍光団で標識された成分（

ＡｐｏＡ−１およびアミノ化されたリン脂質）を、ＨＤＬ−ＡｕＮＰ構造体を合成するた
めに使用した。ＡｕＮＰに対するタンパク質負荷を測定するために、Ａｌｅｘａ

Ｆｌｕ

ｏｒ４８８タンパク質標識化キット（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ）を使用して、ＡＰＯＡＩを
蛍光標識した。ＨＤＬ−ＡｕＮＰを、上記の手順を使用して合成した。また、それらの濃
度をＵＶ可視（ε＝１．２ｘ１０７Ｌ／ｍｏｌ

ｃｍ）によって決定した。金ナノ粒子を

蛍光結合したＡｐｏ−ＡＩを遊離させるためにＫＣＮで酸化し、溶液の蛍光を測定した。
１つの構造体当たりのタンパク質の数を、得られた蛍光測定値を標識されたラベルＡｐｏ
−ＡＩの既知濃度で準備された標準曲線のそれと比較することにより決定した。ＨＤＬ−

20

ＡｕＮＰ構造体上のリン脂質負荷を、同様の実験で決定した。蛍光修飾されたリン脂質Ｉ
−パルミトイル−２｛６−［（７−ニトロ−２−１，３ベンズオキサジアゾール−４−イ
ル）アミノ］ヘキサノイル｝−ｓｎ−グリセロ−ホスホエタノールアミン（Ａｖａｎｔｉ
Ｐｏｌａｒ

Ｌｉｐｉｄｓ）を、アミノ化された脂質負荷を決定するためにアミノ化さ

れた脂質の代わりに使用した。１つの構造体当たりのタンパク質およびアミノ化されたリ
ン脂質の平均数は、それぞれ３±１および８３±１２であると測定された。したがって、
これらの値は、天然のＨＤＬについて報告されたものと十分に整合していた。
【０１４５】
ＨＤＬによる肝臓へのコレステロールの輸送は、ＨＤＬがアテローム性動脈硬化の進行
から防御する１つの機構である。したがって、ＨＤＬ−ＡｕＮＰ構造体がコレステロール

30

に結合するかどうか判断することは、治療薬としてのこれらの構造体の可能性を決定する
ために重要であった。ＨＤＬ−ＡｕＮＰ構造体へのコレステロールの結合を、蛍光性のコ
レステロール・アナログ（２５−｛Ｎ−［（７ニトロベンズ−２−オキサ−１，３−ジア
ゾール−４−イル）−メチル］アミノ｝−２７−ノルコレステロール、ＮＢＤコレステロ
ール）で調べた。ＮＢＤコレステロール蛍光は水等の極性の環境において弱かった。しか
しながら、無極性マトリクス（脂質膜等）では、ＮＢＤコレステロールは蛍光性になった
。ＨＤＬ−ＡｕＮＰ構造体に結合するコレステロールを、様々な濃度の５μＬの２５−｛
Ｎ−［（７−ニトロベンズ−２−オキサ−１，３−ジアゾール−４−イル）メチル］アミ
ノ｝−２７−ノルコレステロール（ＮＢＤコレステロール）の溶液を９９５μＬの５ｎＭ
ＨＤＬ−ＡｕＮＰ水溶液に添加することによって測定した。これらの溶液を少なくとも
２０分間ボルテックスしインキュベートした。溶液の蛍光スペクトルをＪｏｂｉｎ
ｏｎ

Ｆｌｕｏｒｏｌｏｇ

40

Ｙｖ

３で測定し、溶液を４７３ｎｍで励起し、１秒の積分時間で

１ｎｍのインクリメントで５００から６００ｎｍまで走査した。ＨＤＬ−ＡｕＮＰ構造体
へのＮＢＤコレステロールの結合は、蛍光強度の増加をもたらす。ＨＤＬ−ＡｕＮＰ構造
体のないＮＢＤコレステロールの対照溶液の蛍光強度を、試料からバックグラウンドシグ
ナルを除くために測定した。ＮＢＤコレステロールの結合に際しての５２０ｎｍでの蛍光
強度の増加を、結合等温線を構築するために使用した。Ｋｄは、以下の等式を使用してＧ
ｒａｐｈＰａｄ
ｌ

Ｐｒｉｓｍ５．０ソフトウェア中の機能「ｏｎｅ

ｓｉｔｅ

ｔｏｔａ

ｂｉｎｄｉｎｇ」で結合曲線を分析することによって決定した：蛍光＝（Ｂｍａｘ＊

［ＮＢＤ−コレステロール］）／（Ｋｄ＋［ＮＢＤ−コレステロール］）。ＡｕＮＰによ
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るクエンチにより、ＨＤＬ−ＡｕＮＰ結合ＮＢＤコレステロールのシグナルが部分的に減
衰した。しかしながら、ＨＤＬ−ＡｕＮＰの溶液中へのＮＢＤコレステロールの滴定は、
結合等温線（図６）を構築するのに十分に強い蛍光シグナルを提供した。この等温線を、
ＨＤＬ−ＡｕＮＰ構造体に結合するＮＢＤコレステロールの約４ｎＭのＫｄを計算するた
めに使用した。
【０１４６】
実施例３
この実施例は、自己集合したＣ１０またはＣ１５脂質を金ナノ粒子表面上に含む、金ナ
ノ粒子コアおよびシェルを含む安定な構造体の合成を実証する。この実施例は、タンパク
10

質を有する構造体の表面機能化をさらに実証する。
【０１４７】
図７に示されるスキームを、Ｓａｍｕｅｌら、「Ｐｏｌｙｍｅｒｉｚｅｄ−ｄｅｐｏｌ
ｙｍｅｒｉｚｅｄ

ｖｅｓｉｃｌｅｓ．Ｒｅｖｅｒｓｉｂｌｅ

ｆｉｄｅ−ｂａｓｅｄ

ｔｈｉｏｌ−ｄｉｓｕｌ

ｐｈｏｓｐｈａｔｉｄｙｌｃｈｏｌｉｎｅ

ｍｅｍｂｒａｎｅｓ

」、ＪＡＣＳ、１０７（１）、４２−４７（１９８５）（参照によってその全体が本明細
書に組み込まれる）に述べられた手順を使用して、Ｃ１０とＣ１５ジチオールで機能化さ
れたリン脂質、脂質２ａおよび２ｂを合成するために使用した。図８の中のスキームを、
やはりＳａｍｕｅｌらに述べられた手順を使用して、化合物３ａ、３ｂ、４ａおよび４ｂ
を合成するために使用した。
【０１４８】

20

Ｃ１０またはＣ１５脂質のいずれかで５ｎｍの金ナノ粒子（ＡｕＮＰ）を機能化するた
めに、脂質を、まずエタノールおよび水（１００μＭの脂質）の１：１混合物に溶解した
。この溶液のうち１６０μＬを、ガラス製バイアル中へシリンジでろ過し（０．２ｎｍ）
、溶媒を回転式の溶媒蒸発器を使用して取り除いた。ろ過された５ｎｍのＡｕＮＰ（８０
ｎＭ）のうち２ｍＬを、次いで、乾燥した脂質に加えた。この溶液をボルテックスし、１
２時間フラットトップ振盪機上でインキュベートした。この溶液を、次いで、約１分間、
１時間おきに３時間超音波処理した。その後、溶液をガラス製バイアルからＥｐｐｅｎｄ
ｏｒｆチューブまで転し、Ｃ１０またはＣ１５ＡｕＮＰ結合体をペレット化し過剰のＣ１
０またはＣ１５脂質を除去するために４０分間、１５ＫＲＰＭで遠心分離した。遠心分離

の後に、上澄みを除去し、Ｃ１０またはＣ１５ＡｕＮＰペレットを１ｍＬの水中に再懸濁

30

し、その後ボルテックスと超音波処理を行なった。さらなる精製のために、遠心分離手順
を繰り返した。粒子を濃縮するために、上澄みを遠心分離の後で取り除き、粒子をより小
さな体積の中に再懸濁させた（水またはリン酸緩衝食塩水）。
【０１４９】
Ｃ１０脂質、１，２−ビス（１１−メルカプトウンデカノイル）−ｓｎ−グリセロ−３
−ホスホコリンで機能化されたＡｕＮＰを形成する工程の模式図を、図９Ａに示す。生じ
る構造体のＴＥＭ画像を、図９Ｂおよび９Ｃに示す。機能化されていないＡｕＮＰ（５ｎ
ｍのＡｕＮＰ）および生じる機能化された構造体（ＡｕＮＰ＋Ｃ１０）の流体力学直径を
、動的光散乱によって測定し、表４に示す。ＴＥＭ画像および表４中で例証されるように
、生じる構造体は比較的一定の断面寸法を有していた。結果は、合成のための鋳型として
ナノ粒子を使用する場合に、生じる構造体のサイズを制御することができることを示す。
【０１５０】
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【表４】

10
Ａｐｏ−ＡＩを含む構造体を合成するために、Ｃ１０またはＣ１５の機能化された５ｎ
ｍのＡｕＮＰの合成を、上記のように行なったが、５ｎｍのコロイド状のＡｕＮＰ（２ｍ
Ｌ、８０ｎＭ）溶液を、まず精製されたヒトアポリポタンパク質ＡＩ（１８μＬ、４３．
７７μＭのストックＡｐｏ−ＡＩ／２ｍＬのＡｕＮＰ）インキュベートし、２４時間フラ
ットトップオービタル振盪機上で室温でインキュベートした。続く遠心分離および精製工
程とともに、上記のようにＣ１０とＣ１５の追加を進めた。
【０１５１】
Ａｐｏ−ＡＩおよびＣ１０脂質、１，２−ビス（１１−メルカプトウンデカノイル）−
ｓｎ−グリセロ−３−ホスホコリンで機能化されたＡｕＮＰを形成する工程の模式図を、
図９Ｄに示す。生じる構造体のＴＥＭ画像を、図９Ｅおよび９Ｆに示す。生じる構造体（

20

ＡｕＮＰ＋Ａｐｏ＋Ｃ１０）の流体力学直径を、動的光散乱によって測定し、上の表４に
示す。ＴＥＭ画像および表４中で例証されるように、生じる構造体は比較的一定の断面寸
法を有していた。結果は、合成のための鋳型としてナノ粒子を使用する場合に、生じる構
造体のサイズを制御することができることをも示す。
【０１５２】
Ｃ１５脂質、１，２−ビス（１６−メルカプトヘキサデカノイル）−ｓｎ−グリセロ−
３−ホスホコリンで機能化されたＡｕＮＰのＴＥＭ画像を、図９Ｇと９Ｈに示す。機能化
されていないＡｕＮＰ（５ｎｍのＡｕＮＰ）および生じる構造体（ＡｕＮＰ＋Ａｐｏ＋Ｃ
１５）の流体力学直径を動的光散乱によって測定し、表５に示す。Ｃ１０で機能化された

構造体と同様に、図９Ｇ、９Ｈおよび表５に示す結果は、生じる構造体（ＡｕＮＰ＋Ａｐ

30

ｏ＋Ｃ１５）が比較的一定の断面寸法を有していたことを実証する。この結果は、合成の
ための鋳型としてナノ粒子を使用する場合に、生じる構造体のサイズを制御することがで
きることをも例証する。
【０１５３】
【表５】

40

Ａｐｏ−ＡＩおよびＣ１５脂質で機能化されたＡｕＮＰ、１，２−ビス（１６−メルカ
プトヘキサデカノイル）−ｓｎ−グリセロ−３−ホスホコリンを、図９Ｉおよび９Ｊに示
す。生じる構造体（ＡｕＮＰ＋Ａｐｏ＋Ｃ１５）の流体力学直径を、動的光散乱によって
測定し、上の表５に示す。
【０１５４】
ＴＥＭ画像はすべて、対象となる構造体の濃縮溶液５μＬを炭素被覆ＣｕＴＥＭグリッ
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ド上に堆積させることにより準備された試料を使用して得られた。溶液を１５分間セット
させた。グリッドを、残っている液体がある場合に除去するためにろ紙で軽くふき、次い
で、５分間セットさせた。５μＬの６％酢酸ウラニルをグリッド上に堆積させ、次いで、
１０分間セットさせた。過剰の液体がある場合に除去するために、グリッドの上部にろ紙
で軽く触れ、５分間セットさせた。
【０１５５】
動的光散乱実験はすべて使い捨てのポリスチレン・キュベット（ＤＴＳ００１２、Ｍａ
ｌｖｅｒｎ）を使用して行なった。キュベットは、エタノール中で１回、ｎａｎｏｐｕｒ
ｅ

Ｈ２Ｏ中で３回洗浄した。対象となる構造体１ｍＬを、泡の生成を回避するためにゆ

っくりとピペットでキュベットへ移した。細胞の表面を、エタノールに浸されたＫｉｍｗ
ｉｐｅで清浄化した。キュベットは、メーカーの指示に従ってＭａｌｖｅｒｎ

10

Ｚｅｔａ

ｓｉｚｅｒ装置に置いた。測定は、Ｍａｌｖｅｒｎソフトウェアの「ｍａｎｕａｌ」測定
機能を使用して、次のパラメーターを選択して行った：ＲＩ

１．３、吸収

０．０１、

２５℃、Ｍａｒｋ−Ｈｏｕｗｉｎｋパラメーター、２分間の平衡時間、１７３°後方散乱
（ＮＩＢＳデフォルト）、自動測定時間、３回の測定、汎用（通常の解像度）診断モデル
。エクセルソフトウェアを使用して、Ｍａｌｖｅｒｎによって得られた３つの測定値を平
均化し、標準偏差を計算した。
【０１５６】
実施例４
この実施例は、Ｃ１０およびＣ１５脂質での金ナノ粒子上の安定した自己集合した脂質

20

層の合成、およびそれに続く、脂質のシェルを含む少なくとも部分的に中空の構造体を形
成する、機能化されたナノ粒子からの金の金属の除去を実証する。
【０１５７】
実施例３に述べた方法に従って、Ｃ１０およびＣ１５脂質で機能化された金ナノ粒子を
形成した。金の金属（つまりＡｕ（０）からＡｕ＋またはＡｕ３＋まで）を溶解するため
に、５μＬのＩ２を、Ｃ１０またはＣ１５で機能化されたＡｕＮＰの濃縮溶液約２０μＬ
に添加した。混合物をボルテックスし、少なくとも部分的に中空の構造体を収集するため
に遠心分離機を使用して沈降させた。
【０１５８】
機能化されたＡｕＮＰ、および金の金属の除去の後に生じる構造体の流体力学直径を、
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動的光散乱によって測定し、上の表４および５に示す。
【０１５９】
表４中のナノ粒子を、Ｃ１０脂質で機能化した。構造体ＡｕＮＰ＋Ｃ１０＋Ｉ２は、Ｃ
１０脂質で機能化されたＡｕナノ粒子を含み、次いで、金の金属を除去するためにヨウ素

で処理され、脂質のシェルを含む少なくとも部分的に中空の構造体を形成した。ヨウ素で
の処理の後に生じる構造体のＴＥＭ画像を、図９Ｋに示す。下記のＵＶ可視実験によって
実証されるように、構造体の直径は３０ｎｍ未満で、そのコアにＡｕ（０）を含んでいな
い。図９Ｋに示すように、構造体の中心の近くの濃色部２２０は、構造体の中心の電子密
度が高いことを示す。電子密度は、金の金属が塩へと酸化（たとえば、Ａｕ（０）からＡ
ｕ＋および／またはＡｕ３＋）されていることの結果かもしれない。コアから塩を除去す

40

るために、構造体は、コアからの塩の拡散を促進するために混合またはボルテックスされ
てもよい。図９Ｌは、光中心を有する構造体２２２のＴＥＭ画像を示し、このことは、構
造体の中心の電子密度が高くなく、塩が、コアから拡散して少なくとも部分的に中空な構
造体を形成したことを示す。構造体２２２は、３０ｎｍ未満の直径を有していた。他の実
験では、直径が２０ｎｍ未満である少なくとも部分的に中空の構造体が形成された（図示
せず）。
【０１６０】
少なくとも部分的に中空な構造体としては、Ｃ１０およびＡｐｏ−ＡＩ（ＡｕＮＰ＋Ａ
ｐｏ＋Ｃ１０＋Ｉ２）が挙げられ、Ａｐｏ−ＡＩが追加されること以外は、ＡｕＮＰ＋Ｃ
１０＋Ｉ２について上記した方法に似ている方法を使用して作成された。ヨウ素での処理
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の後の構造体の流体力学直径を、表４に示す。
【０１６１】
ヨウ素での処理前後に形成された構造体を、原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）によって視覚化
した。Ｃ１０構造体を図１０Ａ〜１０Ｄに示す。図１０Ａおよび１０Ｂは、ヨウ素での処
理前に形成された構造体を示す。図１０Ｃおよび１０Ｄは、ヨウ素での処理の後の構造体
を示す。図１０Ａおよび１０Ｃは、生じる構造体がナノメーター範囲の寸法を持っていた
ことを示す二次元の表面マップＡＦＭ画像である。図１０Ｂおよび１０Ｄは、生じる構造
体の高さ（たとえば直径）が約１０ｎｍだったことを示す三次元のＡＦＭの表面画像であ
る。
【０１６２】

10

ヨウ素での処理前後の構造体を、ＵＶ可視測定によっても特徴づけた。図１１Ａに示す
ように、ヨウ素での処理に先立った構造体（ＡｕＮＰ＋Ｃ１０、およびＡｕＮＰ＋Ａｐｏ
＋Ｃ１０）についての約５２０ｎｍの金のプラズモンバンドの存在は、金が構造体中に存
在したことを示す。ヨウ素で処理された構造体（ＡｕＮＰ＋Ｃ１０＋Ｉ２、およびＡｕＮ
Ｐ＋Ａｐｏ＋Ｃ１０＋Ｉ２）についての約５２０ｎｍの金のプラズモンバンドが消失した
ことは、ヨウ素処理の後に金の金属が溶解したことを示した。
【０１６３】
表５中のナノ粒子を、Ｃ１５脂質で機能化した。構造体ＡｕＮＰ＋Ｃ１５＋Ｉ２は、Ｃ
１５脂質で機能化されたＡｕナノ粒子を含み、次いで、金の金属を除去するためヨウ素で

処理され、脂質のシェルを含む少なくとも部分的に中空の構造体を形成した。Ｃ１５およ

20

びＡｐｏ−ＡＩ（ＡｕＮＰ＋Ａｐｏ＋Ｃ１５＋Ｉ２）を含む少なくとも部分的に中空の構
造体を、Ａｐｏ−ＡＩが追加されること以外は、ＡｕＮＰ＋Ｃ１５＋Ｉ２ついて上記した
方法に似ている方法を使用して作成した。ヨウ素での処理の後の構造体の流体力学直径も
、表５に示す。表５は、ヨウ素での処理の後に生じるＣ１５およびＡｐｏ−ＡＩを含む構
造体（ＡｕＮＰ＋Ａｐｏ＋Ｃ１５＋Ｉ２）が３８３．７７ｎｍの平均流体力学直径を有し
ていたことを示すが、直径が３０ｎｍ未満のより小さな構造体もこのプロセスで合成され
た。平均直径は、各々は試料上個々の装置を運転させて得た、試料の中で最も多かった３
つの構造体の直径を取り、３つの測定値に基づいて平均値をを計算することによって計算
した。特にこの実験の中で、一連のサイズの構造体が合成され測定されたので、１６５．
３５の比較的高い標準偏差が得られた。理論によって拘束されることを望まないが、本発
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明者らは、中空構造体の比較的大きな直径が、構造体を増加したボルテックスに付すなど
、使用される処理工程に起因し得ると考えている。シェル中のＡｐｏ−ＡＩの存在は、Ｃ
１５脂質の充填の崩壊を引き起こし得、そのために構造体はボルテックス時に破裂する。

さらに、または代替的に、金が溶解すると、構造体は、「膨張している」より抑制の弱い
配置に移行し得る。大きな平均流体力学直径はまた、粒度の測定および粒子の流体力学直
径の報告のために使用された装置アルゴリズムに起因し得る。構造体のサイズは、パラメ
ーターの中でも特に、脂質シェルを拡大もしくは収縮させ得る振動の量およびシェルの形
成に使用される特定の成分を変更することによって制御することができる。
【０１６４】
図１１Ａと同様に、図１１Ｂに示すプロットは、構造体がヨウ素で処理された後に、約
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５２０のプラズモンピークが消えたことを示し、構造体からの金の金属の除去を例証して
いる。
【０１６５】
この実施例は、次のことを示す。すなわち、少なくとも部分的に中空で、構造体のコア
から金属が取り除かれた構造体のサイズは、合成のための鋳型としてナノ粒子を使用する
場合に、制御することができる。
【０１６６】
実施例５
この実施例は、コレステロールを隔離するために実施例３において形成された構造体を
使用することができることを実証する。
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【０１６７】
構造体ＡｕＮＰ＋Ｃ１０およびＡｕＮＰ＋Ａｐｏ＋Ｃ１０を、様々な濃度のＮＢＤコレ
ステロールを含む溶液にさらした。ＮＢＤコレステロールは、水性環境において蛍光をほ
とんど有していない。しかしながら、脂質単分子層に見られるような疎水性環境の中で、
ＮＢＤコレステロールは蛍光性になる。コレステロールが脂質で機能化された構造体に吸
収されるとともに、この蛍光が観察される。構造体ＡｕＮＰ＋Ｃ１０に関しての図１２、
および構造体ＡｕＮＰ＋Ａｐｏ＋Ｃ１０に関しての図１３に示すように、構造体が増加す
る濃度のＮＢＤコレステロールにさらされる場合、それに対応した蛍光の増加が観察され
る。これは、増加する濃度のコレステロールを有する構造体の表面上に、より多くのコレ
10

ステロールが吸着されていることを実証する。
【０１６８】
構造体のＢｍａｘおよびＫｄを、実施例２に記載の方法を使用して決定した。Ｂｍａｘ
＝２３２０±４３６およびＫｄ＝７．２１２±３．１５１ｎＭを、Ａｐｏ−ＡＩのない構
造体（ＡｕＮＰ＋Ｃ１０）について決定した。Ｂｍａｘ＝４９２４±４１５．２およびＫ
ｄ＝３．１６１±０．６８４８ｎＭを、Ａｐｏ−ＡＩを有する構造体（ＡｕＮＰ＋Ａｐｏ

＋Ｃ１０）について決定した。Ａｐｏ−ＡＩを有する構造体について、タンパク質を含ん
でいない構造体と比較して、Ｂｍａｘは２倍になり、Ｋｄは２倍だけ改善する。このデー
タは、Ａｐｏ−ＡＩの添加によってコレステロールの結合が増加することを実証する。こ
のデータは、さらに、構造体の界面化学を調整することにより、構造体がコレステロール
20

に結合する能力を変化させることができることを示す。
【０１６９】
同様の実験を、Ｃ１５脂質で機能化された構造体（ＡｕＮＰ＋Ｃ１５）およびＣ１５脂
質とＡｐｏ−ＡＩの両方で機能化された構造体（ＡｕＮＰ＋Ａｐｏ＋Ｃ１５）について行
なった。Ｂｍａｘ＝２７５９±２３８．８およびＫｄ＝２．３４０±０．６６２２ｎＭが
、Ａｐｏ−ＡＩのない構造体（ＡｕＮＰ＋Ｃ１５）について測定された。Ｂｍａｘ＝２２
４５±１４６．３およびＫｄ＝０．１１０４±０．０５１３６ｎＭが、Ａｐｏ−ＡＩを有
する構造体（ＡｕＮＰ＋Ａｐｏ＋Ｃ１５）について測定された。Ａｐｏ−ＡＩを有する、
およびＡｐｏ−ＡＩのない構造体についてのＢｍａｘは類似していたが、実験は、Ａｐｏ
−ＡＩの添加によてＫｄが低下することを示し、コレステロールの結合が２０倍だけ改善
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することを示している。
【０１７０】
この実施例は、たとえば好適な表面成分（たとえばＣ１５対Ｃ１０脂質）および／また
はタンパク質（たとえばＡｐｏ−ＡＩ）を選択することによって、コレステロールの結合
を改善するために本明細書に記載の構造体の界面化学を調整することができることを示す
。
【０１７１】
実施例６
この実施例は、単一相の合成によって本明細書に記載の構造体を合成する方法を示す。
具体的には、脂質で機能化された金ナノ粒子を、エタノール／水中で合成した。

40

【０１７２】
１ｍＬの合成につき、１００μＬの１ｍＭの濃度の１，２−ジパルミトイル−ｓｎ−グ
リセロ−ホスホエタノールアミン−Ｎ−［３−（２−ピリジルジチオ）プロピオネート］
（ナトリウム塩）（ジスルフィド脂質、Ａｖａｎｔｉ

Ｐｏｌａｒ

Ｌｉｐｉｄｓ）のエ

タノール溶液をＥｐｐｅｎｄｏｒｆチューブに加え、やはり１ｍＭの濃度の１００μＬの
１，２−ジパルミトイル−ｓｎ−グリセロ−３−ホスホコリン（ＤＰＣＣ、Ａｖａｎｔｉ
Ｐｏｌａｒ

Ｌｉｐｉｄｓ）のエタノール溶液と混合した。この混合物を完全に混合す

るためにボルテックスする。次いで、５ｎｍのＡｕＮＰ（約８３ｎＭ、Ｔｅｄ

Ｐｅｌｌ

ａ）の水溶液１ｍＬを混合物に加え、もう一度ボルテックスし、次いでＢｒａｎｓｏｎ２
５１０超音波処理浴中で約５分間超音波処理し、１４００ｒｐｍでＥｐｐｅｎｄｏｒｆ
Ｔｈｅｒｍｏｍｉｘｅｒ上で約３０分間振盪した。脂質で機能化されたＡｕＮＰを分離す
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るために、混合物を毎回１５０００ｒｐｍで４５分間、２５０μＬのアリコートで３回遠
心分離した。各回転の後、上澄みを除去して廃棄し、脂質で機能化されたＡｕＮＰを、同
じ体積のｎａｎｏｐｕｒｅＨ２Ｏ中に再懸濁した。最後の回転の後、アリコートを再度組
み合わせ、脂質で機能化されたＡｕＮＰをＨ２ＯまたはＰＢＳ（１Ｘ）中に再懸濁した。
最終の機能化工程で、１１．４μＬのアポリポタンパク質Ａ１（Ａｐｏ−ＡＩ［ヒト］、
Ｂｉｏｄｅｓｉｇｎ、３５．３μＭ）を、脂質で機能化されたＡｕＮＰに加えた。その混
合物をボルテックスし、１４００ｒｐｍでＥｐｐｅｎｄｏｒｆ

Ｔｈｅｒｍｏｍｉｘｅｒ

で一晩混合させた。混合物を、２５０μＬのアリコートで再び３回遠心分離し（毎回１５
０００ｒｐｍで４５分間）、回転の間に同じ体積のＨ２ＯまたはＰＢＳ（１Ｘ）中に再懸
濁させた。最後の回転に続いて、アリコートを再度組み合わせ、ＨＤＬ−ＡｕＮＰを希望

10

の濃度になるまでＨ２ＯまたはＰＢＳ（１Ｘ）中に再懸濁させる。
【０１７３】
構造体を、実施例３に記載の方法を使用して、Ａｐｏ−ＡＩ（Ａｕ＋ＤｉＳ＋ＤＰＰＣ
＋ＡＰＯ）で機能化した。
【０１７４】
生じる構造体を特徴づけるために、動的光散乱測定を行なった。結果を表９に示す。図
１４に示すように、構造体を電子顕微鏡法でも特徴づけた。
【０１７５】
【表６】
20

上記の同じプロトコルも蛍光標識されたＤＰＰＣおよび蛍光標識されたＡＰＯを使用し
て行なわれた。平均すると、構造体は、シェルの外側部に２６．２３の蛍光標識されたＤ
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ＰＰＣ分子（二重層が形成されたので、総リン脂質含有量の約半分）およびシェルの外側
部に０．７６のＡｐｏ−ＡＩ分子を含んでいた。
【０１７６】
本発明のいくつかの実施形態が本明細書に記述され例証されたが、当業者であれば、機
能を実行し、および／または結果を得、および／または本明細書に記載の１つ以上の利点
を得るために、容易に様々な他の手段および／または構造体の構想を描くだろう。また、
各々のそのような変更および／または修正は、本発明の範囲内であると考えられる。より
一般的には、当業者は、本明細書に記載のすべてのパラメーター、寸法、材料、および構
成は例示を意図し、実際のパラメーター、寸法、材料および／または構成は、本発明の教
示（複数可）が使用される特定の適用（複数可）に応じて決まることを容易に認識するだ
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ろう。当業者は、型通りの実験作業を行なうだけで、本明細書に記載の特定の実施形態の
多くの等価物を認識するか、または確認することができるだろう。したがって、先の実施
形態は例示としてのみ提示され、添付の請求項およびその等価物の範囲内で、具体的に記
載され特許請求されたものとは別のやり方で本発明を実施することができることが理解さ
れるであろう。本発明は、本明細書に記載の個々の特徴、システム、物品、材料、キット
および／または方法に関する。さらに、２つ以上のそのような特徴、システム、物品、材
料、キットおよび／または方法のいかなる組み合わせも、そのような特徴、システム、物
品、材料、キットおよび／または方法が、相互に一貫しない場合を除き、本発明の範囲内
に含まれる。
【０１７７】
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本明細書に定義され使用される定義はすべて、辞書の定義、参照によって組み込まれた
文献中の定義および／または定義された用語の通常の意味に優先すると理解されるべきで
ある。
【０１７８】
本明細書および請求項の中で使用される場合、不定冠詞「ａ」および「ａｎ」は、明白
に別途示されない限り、「少なくとも１つ」を意味すると理解されるべきである。
【０１７９】
さらに、別途示されない限り、２つ以上の工程または行為を含む本明細書中で請求され
たいかなる方法においても、当該方法の工程または行為の順序は、当該方法の工程または
10

行為の記載された順序に必ずしも限定されないことを理解するべきである。
【０１８０】
上記の明細書と同様に請求項でも、すべての移行句、たとえば「ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ
」、「ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ」、「ｃａｒｒｙｉｎｇ」、「ｈａｖｉｎｇ」、「ｃｏｎｔａ
ｉｎｉｎｇ」、「ｉｎｖｏｌｖｉｎｇ」、「ｈｏｌｄｉｎｇ」、「ｃｏｍｐｏｓｅｄ

ｏ

ｆ」等はオープンエンドであると理解され、すなわち、限定されずに含むことを意図する
。移行句「ｃｏｎｓｉｓｔｉｎｇ
ｉａｌｌｙ

ｏｆ」および「ｃｏｎｓｉｓｔｉｎｇ

規定されたクローズドまたはセミクローズドの移行句であるものとする。

【図１】

ｅｓｓｅｎｔ

ｏｆ」だけが、それぞれ、米国特許庁の審査手続便覧第２１１１．０３章に
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