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(57)【要約】
本発明は、製造が簡便で、分解時の物性変化が大きい
、分解性のポリロタキサン化合物を提供する。より具体
的には、線状高分子が少なくとも１つの分解性部分を介
して連結された少なくとも２つの線状高分子部分を含む
、ポリロタキサン化合物を合成することにより上記のポ
リロタキサン化合物を提供する。このようなポリロタキ
サン化合物は、線状高分子主鎖の内部に分解性部分を有
していることから、両末端に分解性結合を有する従来的
な分解性ポリロタキサン化合物に比べて、分解時により
大きな分子量変化を生じることが可能であり、粘度・溶
解性・ガラス転移点などの高分子の基本的物性を劇的に
変化させうる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の環状分子と、末端基を有する１つの線状高分子とを含み、該線状高分子が少なく
とも１つの分解性部分を介して連結された少なくとも２つの線状高分子部分を含む、ポリ
ロタキサン化合物。
【請求項２】
前記線状高分子が以下の式：
Ｘ１−Ｙ０（−Ｚｉ−Ｙｉ）ｉ−Ｘ２
に示される構造を有し、ここで、Ｘ１およびＸ２は同一もしくは異なる末端基であり、Ｙ
０

およびＹｉは同一もしくは異なる線状高分子部分であり、Ｚｉは分解性部分であり、（
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−Ｚｉ−Ｙｉ）ｉは、分解性部分Ｙと線状高分子部分Ｚから成る繰り返し単位がｉ個存在
することを示し、線状高分子中の各ＺｉおよびＹｉは同一でも異なっていてもよく、ｉは
１〜５００の整数である、請求項１記載のポリロタキサン化合物。
【請求項３】
前記線状高分子が以下の式：
Ｘ１−Ｙ０−Ｚ１−Ｙ１−Ｘ２
に示される構造を有し、ここで、Ｘ１およびＸ２は同一もしくは異なる末端基であり、Ｙ
０

およびＹ１は同一もしくは異なる線状高分子部分であり、Ｚ１は分解性部分である、請

求項１記載のポリロタキサン化合物。
【請求項４】
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前記分解性部分に連結された２つの線状高分子部分の長さの比が１：１〜１：４に含ま
れる、請求項１〜３のいずれか一項記載のポリロタキサン化合物。
【請求項５】
前記分解性部分が、酸分解性、酵素分解性、熱分解性、または光分解性である、請求項
１〜４のいずれか一項記載のポリロタキサン化合物。
【請求項６】
前記分解性部分が、少なくとも一つの分解性基を含み、該分解性基が、ｐ−メトキシフ
ェナシル基、２−ニトロベンジル基、２−ニトロベンジルオキシカルボニル基、２−ニト
ロフェニルエチレングリコール基、ベンジルオキシカルボニル基、３，５−ジメトキシベ
ンジルオキシカルボニル基、α，α−ジメチル−３，５−ジメトキシベンジルオキシカル
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ボニル基、３−ニトロフェニル基、３−ニトロフェノキシ基、３，５−ジニトロフェノキ
シ基、３−ニトロフェノキシカルボニル基、フェナシル基、４−メトキシフェナシル基、
α−メチルフェナシル基、３，５−ジメトキシベンゾイニル基、２，４−ジニトロベンゼ
ンスルフェニル基、（クマリン−４−イル）メチル基、７−ニトロインドリニル基、アリ
ールアゾ燐酸エステル、エステル結合、シッフ塩基結合、カーバメート結合、ペプチド結
合、エーテル結合、アセタール結合、ヘミアセタール結合、ジスルフィド結合、有機過酸
化物、およびアシルヒドラジン結合から成る群より選択される、請求項１〜５のいずれか
一項記載のポリロタキサン化合物。
【請求項７】
環状分子が、α−シクロデキストリン、β−シクロデキストリン、およびγ−シクロデ
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キストリンから成る群より選択される、請求項１〜６のいずれか一項記載のポリロタキサ
ン化合物。
【請求項８】
環状分子が１つ又は複数の置換基を有する、請求項１〜７のいずれか一項記載のポリロ
タキサン化合物。
【請求項９】
置換基が、２−ヒドロキシエトキシエチル（ＨＥＥ）基、ヒドロキシエチル基、ヒドロ
キシプロピル基、ヒドロキシブチル基、ヒドロキシエトキシエチル基、Ｎ，Ｎ−ジメチル
アミノエチル基、カルボキシル基、メチル基、スルホ基、一級アミノ基、ポリエチレング
リコール、コラーゲン、トランスフェリン、ＲＧＤペプチド、オリゴアルギニン、（メタ
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）アクリロイル基、（メタ）アクリロイルオキシ基、（メタ）アクリロイルアミノ基、（
メタ）アクリロイルチオ基、ビニル基、アリール基、スチリル基、および（メタ）アクリ
ルアミド基から成る群より選択される、請求項８記載のポリロタキサン化合物。
【請求項１０】
線状高分子部分が、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、ポリエチレ
ングリコールとポリプロピレングリコールとの共重合体、ポリエチレンイミン、ポリアミ
ノ酸、およびポリメチルビニルエーテルから成る群より選ばれる、請求項１〜９のいずれ
か一項記載のポリロタキサン化合物。
【請求項１１】
末端基が、２，４−ジニトロフェニル基、３，５−ジニトロフェニル基、シクロデキス
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トリン、アダマンタン基、Ｏ−トリフェニルメチル（Ｏ−Ｔｒｔ）基、Ｓ−トリフェニル
メチル（Ｓ−Ｔｒｔ）基、Ｎ−トリフェニルメチル（Ｎ−Ｔｒｔ）基、Ｎ−トリチルグリ
シン、ベンジルオキシカルボニル（Ｚ）基、９−フレオレニルメチルオキシカルボニル（
Ｆｍｏｃ）基、ベンジルエステル（ＯＢｚ）基、第三ブチルカルボニル（Ｂｏｃ）基、ア
ミノ酸第三ブチルエステル（ＯＢｕ基）、トリチル基、フルオレセイン、ピレン、置換ベ
ンゼン、置換されていてもよい多核芳香族、ＭＰＣ（２−メタクリロイルオキシエチルホ
スホリルコリン）、ＢＭＡ（ｎ−ブチルメタクリレート）、ＭＰＣとＢＭＡとの組み合わ
せ、およびステロイドから成る群より選択される、請求項１〜１０のいずれか一項記載の
ポリロタキサン化合物。
【請求項１２】
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下記構造式を有する、α−シクロデキストリンと直鎖状分子を含むポリロタキサン化合
物であって、
【化１】

ここで、ｎはポリエチレングリコールの繰返し単位の数を示す整数であり、
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直鎖状分子がポリエチレングリコールであり、α−シクロデキストリンの数が２０〜４
０であり、末端基がアダマンタン基から成り、分解性基が２−ニトロベンジル基であるポ
リロタキサン化合物。
【請求項１３】
下記構造式を有する、メタクリロイル基とブチルイソシアナート基が結合したα−シク
ロデキストリンと直鎖状分子を含むポリロタキサン化合物であって、
【化２】
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ここで、ｎはポリエチレングリコールの繰返し単位の数を示す整数であり、
α−シクロデキストリン１分子あたり１〜１０個のメタクリロイル基と５〜２０個のブ
チルイソシアナート基を有し、直鎖状分子がポリエチレングリコールであり、α−シクロ
デキストリンの数が２０〜４０であり、末端基がアダマンタン基から成り、分解性基が２
−ニトロベンジル基であるポリロタキサン化合物。
【請求項１４】
複数の環状分子と、末端基を有する１つの線状高分子とを含み、該線状高分子が少なく
とも１つの分解性部分を介して連結された少なくとも２つの線状高分子部分を含む、ポリ
ロタキサン化合物を含有する、接着用組成物。
【請求項１５】
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複数の環状分子と、末端基を有する１つの線状高分子とを含み、該線状高分子が少なく
とも１つの分解性部分を介して連結された少なくとも２つの線状高分子部分を含む、ポリ
ロタキサン化合物を含有する、歯科材料組成物。
【請求項１６】
複数の環状分子と、末端基を有する１つの線状高分子とを含み、該線状高分子が少なく
とも１つの分解性部分を介して連結された少なくとも２つの線状高分子部分を含む、ポリ
ロタキサン化合物を含有する、表面コーティング剤。
【請求項１７】
複数の環状分子と、末端基を有する１つの線状高分子とを含み、該線状高分子が少なく
とも１つの分解性部分を介して連結された少なくとも２つの線状高分子部分を含む、ポリ
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ロタキサン化合物を含有する、癒着防止剤。
【請求項１８】
複数の環状分子と、末端基を有する１つの線状高分子とを含み、該線状高分子が少なく
とも１つの分解性部分を介して連結された少なくとも２つの線状高分子部分を含む、ポリ
ロタキサン化合物を含有する、体内埋植剤。
【請求項１９】
複数の環状分子と、末端基を有する１つの線状高分子とを含み、該線状高分子が少なく
とも１つの分解性部分を介して連結された少なくとも２つの線状高分子部分を含む、ポリ
ロタキサン化合物を含有する、組織再生器材。
【請求項２０】
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複数の環状分子と、末端基を有する１つの線状高分子とを含み、該線状高分子が少なく
とも１つの分解性部分を介して連結された少なくとも２つの線状高分子部分を含む、ポリ
ロタキサン化合物を含有する、疾患の治療または予防に用いるための医薬組成物。
【請求項２１】
請求項１２または請求項１３に記載のポリロタキサン化合物を含有する、接着用組成物
、歯科材料組成物、表面コーティング剤、癒着防止剤、体内埋植剤、組織再生器材、また
は疾患の治療もしくは予防に用いるための医薬組成物。
【請求項２２】
複数の環状分子と、末端基を有する１つの線状高分子とを含み、該線状高分子が少なく
とも１つの分解性部分を介して連結された少なくとも２つの線状高分子部分を含む、ポリ
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ロタキサン化合物の製造方法であって、ａ）線状高分子部分の両末端に反応性基を付加す
る工程、ｂ）両末端に反応性基を付加した線状高分子部分を分解性部分を介して連結させ
て、少なくとも１つの分解性部分を介して連結された少なくとも２つの線状高分子部分を
含む線状高分子を得る工程、ｃ）線状高分子を環状分子と反応させて、擬ポリロタキサン
を得る工程、およびｄ）擬ポリロタキサンの両末端に末端基を付加する工程を含む、製造
方法。
【請求項２３】
線状高分子部分の両末端に付加する反応性基が、アミノ基、カルボキシル基、アルデヒ
ド基、スルファニル基、アジド基、アルキニル基、トシル基、および活性エステル基から
成る群より選択される、請求項２２記載の製造方法。
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【請求項２４】
請求項１２または請求項１３に記載のポリロタキサン化合物の製造方法であって、ａ）
線状高分子部分の両末端に反応性基を付加する工程、ｂ）両末端に反応性基を付加した線
状高分子部分を分解性部分を介して連結させて、少なくとも１つの分解性部分を介して連
結された少なくとも２つの線状高分子部分を含む線状高分子を得る工程、ｃ）線状高分子
を環状分子と反応させて、擬ポリロタキサンを得る工程、およびｄ）擬ポリロタキサンの
両末端に末端基を付加する工程を含む、製造方法。
【請求項２５】
線状高分子部分の両末端に付加する反応性基が、アミノ基、カルボキシル基、アルデヒ
ド基、スルファニル基、アジド基、アルキニル基、トシル基、および活性エステル基から
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成る群より選択される、請求項２４記載の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【関連出願の相互参照】
【０００１】
本願は、特願２０１６−９２５５０号（出願日：２０１６年５月２日）の優先権の利益
を享受する出願であり、これは引用することによりその全体が本明細書に取り込まれる。
【技術分野】
【０００２】
本発明は、線状高分子の内部に少なくとも１つの分解性結合を有する分解性のポリロタ
キサン化合物、およびその合成方法に関する。
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【背景技術】
【０００３】
ポリロタキサンは、線状高分子が複数の環状分子空洞部を貫通した骨格を有する超分子
である。たとえば、生体適合性の高いポリエチレングリコール（ＰＥＧ）（線状高分子）
と医薬や食品に使用されているシクロデキストリン（ＣＤ）（環状分子）を水溶液中で混
合した場合、自発的にＰＥＧがＣＤの空洞部を貫通した包接錯体を沈殿として回収できる
ことが知られている。また、この包接錯体の線状高分子末端に嵩高い官能基（封鎖基）を
修飾することによってポリロタキサンを調製することができる。
【０００４】
国際公開パンフレットＷＯ２０１５／０２５８１５（特許文献１）では、線状高分子の
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両末端と封鎖基の間に生体内分解性結合を含む官能基団を配置したポリロタキサンが合成
され、末端分解による封鎖基の解離に伴ってポリロタキサン全体の分解消失が誘起される
ことが示されている。従来の分解型高分子は分解性基を修飾した一部分のみが順次分解し
て経時的に低分子量化していく性質をもっているが（非特許文献１および２）、分解型ポ
リロタキサンは封鎖基の解離によって線状高分子から環状分子が遊離する大きな分子量変
化を伴う分解特性を有している。このような分解型ポリロタキサンの分解性官能基団を目
的に応じて選択することによって、この分解型ポリロタキサンを生体内など様々な環境下
で活用することが可能である。更にグルコースがα−１，４結合で環状に結合したＣＤは
多数の水酸基を有するため様々な官能基をポリロタキサンに修飾することが可能であり、
ポリロタキサンを容易に機能化することができる。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】国際公開第２０１５／０２５８１５号
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】Middleton & Tipton, Synthetic biodegradable polymers as orthoped
ic devices, Biomaterials 21 (2000) 2335‑2346
【非特許文献２】Lakshmi et al., Biodegradable polymers as biomaterials, Prog. Po
lym. Sci. 32 (2007) 762‑798
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
本発明は、線状高分子の内部に少なくとも１つの分解性結合を有する分解性のポリロタ
キサン化合物を提供することを目的の一つとする。また、本発明は、線状高分子の内部に
少なくとも１つの分解性結合を有する分解性のポリロタキサン化合物の製造方法を提供す
ることを目的の一つとする。これまでに報告された分解性のポリロタキサン化合物は、い
ずれも、線状高分子鎖の両末端に分解性結合を有しており、１分子のポリロタキサンに対
して分解性結合を２箇所配置する必要があり、そのために合成方法は６〜７工程以上を要
していた。さらに、本発明は、線状高分子の内部に少なくとも１つの分解性結合を有する
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分解性のポリロタキサン化合物を含有する、さまざまな用途の組成物を提供することを別
の目的の一つとする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明者らは、生体内環境下で分解しうる結合を含む官能基団を末端部位から離れた主
鎖内部に配置した線状高分子を合成し、この線状高分子が多数の環状分子（例えば、シク
ロデキストリン）の空洞部を貫通した超分子であるポリロタキサンを高純度・高収量で得
ることに成功した。このポリロタキサンは、外部刺激による線状高分子内の分解性部分（
分解性結合）の分解に伴って全ての環状分子が線状高分子から放出される新たな解離機構
を有している。分解性結合の種類を組織内や細胞内局所など任意な部位・環境で治療や診
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断などの必要に応じて分解するよう選択できるので、たとえば細胞小器官内の様々な刺激
（特異的酵素など）に応答して解離する細胞内分解性ポリロタキサンを精密に調製できる
。またシクロデキストリン（ＣＤ）への重合性基などの修飾をもとにポリロタキサン骨格
を有する生体内分解性３次元架橋体が多種多様に調製できるので、組織再生や歯科治療な
どへ応用する際に架橋体の物性（機械的強度、組織接着性、細胞分化増殖性など）を適用
部位の治癒過程や治療目的に沿って自在に低下させることができる。
【０００９】
本発明の態様は、以下の事項に関する。
［１］複数の環状分子と、末端基を有する１つの線状高分子とを含み、該線状高分子が少
なくとも１つの分解性部分を介して連結された少なくとも２つの線状高分子部分を含む、
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ポリロタキサン化合物。
［２］前記線状高分子が以下の式：
Ｘ１−Ｙ０（−Ｚｉ−Ｙｉ）ｉ−Ｘ２
に示される構造を有し、ここで、Ｘ１およびＸ２は同一もしくは異なる末端基であり、Ｙ
０

およびＹｉは同一もしくは異なる線状高分子部分であり、Ｚｉは分解性部分であり、（

−Ｚｉ−Ｙｉ）ｉは、分解性部分Ｙと線状高分子部分Ｚから成る繰り返し単位がｉ個存在
することを示し、線状高分子中の各ＺｉおよびＹｉは同一でも異なっていてもよく、ｉは
１〜５００の整数である、［１］記載のポリロタキサン化合物。
［３］前記線状高分子が以下の式：
Ｘ１−Ｙ０−Ｚ１−Ｙ１−Ｘ２
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１

に示される構造を有し、ここで、Ｘ

およびＸ

２

は同一もしくは異なる末端基であり、Ｙ

０

およびＹ１は同一もしくは異なる線状高分子部分であり、Ｚ１は分解性部分である、［

１］記載のポリロタキサン化合物。
［４］前記分解性部分に連結された２つの線状高分子部分の長さの比が１：１〜１：４に
含まれる、［１］〜［３］のいずれか一項記載のポリロタキサン化合物。
［５］前記分解性部分が、酸分解性、酵素分解性、熱分解性、または光分解性である、［
１］〜［４］のいずれか一項記載のポリロタキサン化合物。
［６］前記分解性部分が、少なくとも一つの分解性基を含み、該分解性基が、ｐ−メトキ
シフェナシル基、２−ニトロベンジル基、２−ニトロベンジルオキシカルボニル基、２−
ニトロフェニルエチレングリコール基、ベンジルオキシカルボニル基、３，５−ジメトキ
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シベンジルオキシカルボニル基、α，α−ジメチル−３，５−ジメトキシベンジルオキシ
カルボニル基、３−ニトロフェニル基、３−ニトロフェノキシ基、３，５−ジニトロフェ
ノキシ基、３−ニトロフェノキシカルボニル基、フェナシル基、４−メトキシフェナシル
基、α−メチルフェナシル基、３，５−ジメトキシベンゾイニル基、２，４−ジニトロベ
ンゼンスルフェニル基、（クマリン−４−イル）メチル基、７−ニトロインドリニル基、
アリールアゾ燐酸エステル、エステル結合、シッフ塩基結合、カーバメート結合、ペプチ
ド結合、エーテル結合、アセタール結合、ヘミアセタール結合、ジスルフィド結合、有機
過酸化物、およびアシルヒドラジン結合から成る群より選択される、［１］〜［５］のい
ずれか一項記載のポリロタキサン化合物。
［７］環状分子が、α−シクロデキストリン、β−シクロデキストリン、およびγ−シク

10

ロデキストリンから成る群より選択される、［１］〜［６］のいずれか一項記載のポリロ
タキサン化合物。
［８］環状分子が１つ又は複数の置換基を有する、［１］〜［７］のいずれか一項記載の
ポリロタキサン化合物。
［９］置換基が、２−ヒドロキシエトキシエチル（ＨＥＥ）基、ヒドロキシエチル基、ヒ
ドロキシプロピル基、ヒドロキシブチル基、ヒドロキシエトキシエチル基、Ｎ，Ｎ−ジメ
チルアミノエチル基、カルボキシル基、メチル基、スルホ基、一級アミノ基、ポリエチレ
ングリコール、コラーゲン、トランスフェリン、ＲＧＤペプチド、オリゴアルギニン、（
メタ）アクリロイル基、（メタ）アクリロイルオキシ基、（メタ）アクリロイルアミノ基
、（メタ）アクリロイルチオ基、ビニル基、アリール基、スチリル基、および（メタ）ア

20

クリルアミド基から成る群より選択される、［８］記載のポリロタキサン化合物。
［１０］線状高分子部分が、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、ポリ
エチレングリコールとポリプロピレングリコールとの共重合体、ポリエチレンイミン、ポ
リアミノ酸、およびポリメチルビニルエーテルから成る群より選ばれる、［１］〜［９］
のいずれか一項記載のポリロタキサン化合物。
［１１］末端基が、２，４−ジニトロフェニル基、３，５−ジニトロフェニル基、シクロ
デキストリン、アダマンタン基、Ｏ−トリフェニルメチル（Ｏ−Ｔｒｔ）基、Ｓ−トリフ
ェニルメチル（Ｓ−Ｔｒｔ）基、Ｎ−トリフェニルメチル（Ｎ−Ｔｒｔ）基、Ｎ−トリチ
ルグリシン、ベンジルオキシカルボニル（Ｚ）基、９−フレオレニルメチルオキシカルボ
ニル（Ｆｍｏｃ）基、ベンジルエステル（ＯＢｚ）基、第三ブチルカルボニル（Ｂｏｃ）
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基、アミノ酸第三ブチルエステル（ＯＢｕ基）、トリチル基、フルオレセイン、ピレン、
置換ベンゼン、置換されていてもよい多核芳香族、ＭＰＣ（２−メタクリロイルオキシエ
チルホスホリルコリン）、ＢＭＡ（ｎ−ブチルメタクリレート）、ＭＰＣとＢＭＡとの組
み合わせ、およびステロイドから成る群より選択される、［１］〜［１０］のいずれか一
項記載のポリロタキサン化合物。
［１２］複数の環状分子と、末端基を有する１つの線状高分子とを含み、該線状高分子が
少なくとも１つの分解性部分を介して連結された少なくとも２つの線状高分子部分を含む
、ポリロタキサン化合物を含有する、接着用組成物。
［１３］複数の環状分子と、末端基を有する１つの線状高分子とを含み、該線状高分子が
少なくとも１つの分解性部分を介して連結された少なくとも２つの線状高分子部分を含む
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、ポリロタキサン化合物を含有する、歯科材料組成物。
［１４］複数の環状分子と、末端基を有する１つの線状高分子とを含み、該線状高分子が
少なくとも１つの分解性部分を介して連結された少なくとも２つの線状高分子部分を含む
、ポリロタキサン化合物を含有する、表面コーティング剤。
［１５］複数の環状分子と、末端基を有する１つの線状高分子とを含み、該線状高分子が
少なくとも１つの分解性部分を介して連結された少なくとも２つの線状高分子部分を含む
、ポリロタキサン化合物を含有する、癒着防止剤。
［１６］複数の環状分子と、末端基を有する１つの線状高分子とを含み、該線状高分子が
少なくとも１つの分解性部分を介して連結された少なくとも２つの線状高分子部分を含む
、ポリロタキサン化合物を含有する、体内埋植剤。
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［１７］複数の環状分子と、末端基を有する１つの線状高分子とを含み、該線状高分子が
少なくとも１つの分解性部分を介して連結された少なくとも２つの線状高分子部分を含む
、ポリロタキサン化合物を含有する、組織再生器材。
［１８］複数の環状分子と、末端基を有する１つの線状高分子とを含み、該線状高分子が
少なくとも１つの分解性部分を介して連結された少なくとも２つの線状高分子部分を含む
、ポリロタキサン化合物を含有する、疾患の治療または予防に用いるための医薬組成物。
［１９］対象に対して、好ましくはヒトに対して、複数の環状分子と、末端基を有する１
つの線状高分子とを含み、該線状高分子が少なくとも１つの分解性部分を介して連結され
た少なくとも２つの線状高分子部分を含む、ポリロタキサン化合物を含有する医薬組成物
10

を投与する工程を含む、疾患の治療または予防のための方法。
［２０］疾患の治療または予防のための薬剤の製造における、複数の環状分子と、末端基
を有する１つの線状高分子とを含み、該線状高分子が少なくとも１つの分解性部分を介し
て連結された少なくとも２つの線状高分子部分を含む、ポリロタキサン化合物の使用。
［２１］前記疾患が、細胞代謝機能の異常に起因する疾患、細胞内コレステロール蓄積に
起因する疾患、またはオートファジーの機能障害に起因する疾患である、［１８］記載の
医薬組成物、［１９］記載の方法、または［２０］記載の使用。
［２２］前記疾患が、ライソゾーム病、神経変性疾患、および癌から成る群より選択され
る、［１８］記載の医薬組成物、［１９］記載の方法、または［２０］記載の使用。
［２３］前記疾患が、ゴーシェ病（Ｇａｕｃｈｅｒ病）、ニーマン・ピック病Ａ型（Ｎｉ
ｅｍａｎｎ−Ｐｉｃｋ病Ａ型）、ニーマン・ピック病Ｂ型（Ｎｉｅｍａｎｎ−Ｐｉｃｋ病
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Ｂ型）、ニーマン・ピック病Ｃ型（Ｎｉｅｍａｎｎ−Ｐｉｃｋ病Ｃ型）、ＧＭ１ガングリ
オシドーシス、ＧＭ２ガングリオシドーシス、クラッベ病（Ｋｒａｂｂｅ病）、異染性白
質変性症、マルチプルサルタファーゼ欠損症（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ

ｓｕｌｆａｔｅｓｅ欠

損症）、ファーバー病（Ｆａｒｂｅｒ病）、ムコ多糖症Ｉ型、ムコ多糖症ＩＩ型、ムコ多
糖症ＩＩＩ型、ムコ多糖症ＩＶ型、ムコ多糖症ＶＩ型、ムコ多糖症ＶＩＩ型、ムコ多糖症
ＩＸ型、シアリドーシス、ガラクトシアリドーシス、Ｉ−ｃｅｌｌ病／ムコリピドーシス
ＩＩＩ型、α−マンノシドーシス、β−マンノシドーシス、フコシドーシス、アスパルチ
ルグルコサミン尿症、シンドラー／神崎病（Ｓｃｈｉｎｄｌｅｒ／神崎病）、ウォルマン
病（Ｗｏｌｍａｎ病）、ダノン病（Ｄａｎｏｎ病）、遊離シアル酸蓄積症、セロイドリポ
フスチノーシス、ファブリー病、アルツハイマー病、パーキンソン病、ハンチントン病、
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およびアポトーシス耐性の癌から成る群より選択される、［１８］記載の医薬組成物、［
１９］記載の方法、または［２０］記載の使用。
［２４］複数の環状分子と、末端基を有する１つの線状高分子とを含み、該線状高分子が
少なくとも１つの分解性部分を介して連結された少なくとも２つの線状高分子部分を含む
、ポリロタキサン化合物の製造方法であって、ａ）線状高分子部分の両末端に反応性基を
付加する工程、ｂ）両末端に反応性基を付加した線状高分子部分を分解性部分を介して連
結させて、少なくとも１つの分解性部分を介して連結された少なくとも２つの線状高分子
部分を含む線状高分子を得る工程、ｃ）線状高分子を環状分子と反応させて、擬ポリロタ
キサンを得る工程、およびｄ）擬ポリロタキサンの両末端に末端基を付加する工程を含む
、製造方法。
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［２５］線状高分子部分の両末端に付加する反応性基が、アミノ基、カルボキシル基、ア
ルデヒド基、スルファニル基、アジド基、アルキニル基、トシル基、および活性エステル
基から成る群より選択される、［２４］記載の製造方法。
【発明の効果】
【００１０】
本発明の一態様によると、複数の環状分子と、末端基を有する１つの線状高分子とを含
み、該線状高分子が少なくとも１つの分解性部分を介して連結された少なくとも２つの線
状高分子部分を含むポリロタキサン化合物、言い換えれば、複数の環状分子と、末端基を
有する１つの線状高分子とを含み、該線状高分子の内部に少なくとも１つの分解性部分を
有するポリロタキサン化合物が提供される。
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【００１１】
本発明に係る分解性ポリロタキサン化合物は、線状高分子主鎖の内部に分解性部分を有
していることから、両末端に分解性結合を有する従来的な分解性ポリロタキサン化合物に
比べて、分解時により大きな分子量変化を生じることが可能であり、粘度・溶解性・ガラ
ス転移点などの高分子の基本的物性を劇的に変化させうる。また、これまでの両末端分解
型ポリロタキサンとは根本的に設計が異なり、線状高分子主鎖の末端部位より離れた内部
に分解性結合を配置するため酵素などの嵩高い構造をもった分子の分解性部位への接近も
容易となり、広範な分解応答性の設計や分解効率の向上が期待できる。さらに、従来の分
解型機能性ポリロタキサンは線状高分子鎖の両末端に分解性結合を導入するため、１分子
のポリロタキサンに対して分解性結合を２箇所配置する必要があり、そのために合成方法

10

は６〜７工程以上を要した。一方で本発明に係る分解型機能性ポリロタキサンは、線状高
分子の中央付近にのみ分解性結合が配置されており、そのため合成方法が４工程以内に簡
素化され、作製時間の短縮化の実現と回収量の向上が達成できるという利点もある。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】分解性基を有するポリロタキサンＡの１Ｈ−ＮＭＲスペクトルを示した図である
。
【図２】紫外線照射後のポリロタキサンＡのＧＰＣチャートを示した図である。
【図３】重合性基としてのメタクリロイル基を有するポリロタキサンＢの１Ｈ−ＮＭＲス
ペクトルを示した図である。
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【図４】ポリロタキサンを含まないＢｉｓ−ＧＭＡ含有硬化体の引張試験の結果を示した
図である。
【図５】ポリロタキサンＢを含む硬化体の引張試験の結果を示した図である。
【図６】シリコーン製のモールド（厚さ１ｍｍ、長さ１５ｍｍ、中心部の幅１ｍｍ、端部
の幅２ｍｍのダンベル状）に、ポリロタキサン、２−ジメチルアミノエチルメタクリレー
ト、カンファーキノン、２−ヒドロキシエチルメタクリレートを混合して調製した光重合
型接着剤を添加することによって、硬化体を作製することについて示した図である。
【図７】異なる質量部のポリロタキサンについて、非ＵＶ照射群とＵＶ照射群の微小引張
強さを示したグラフである。
【発明を実施するための形態】
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【００１３】
本発明の態様の一つは、複数の環状分子と、末端基を有する１つの線状高分子とを含み
、該線状高分子が少なくとも１つの分解性部分を介して連結された少なくとも２つの線状
高分子部分を含むポリロタキサン化合物、言い換えれば、複数の環状分子と、末端基を有
する１つの線状高分子とを含み、該線状高分子の末端から離れた内部に少なくとも１つの
分解性部分を有するポリロタキサン化合物に関する。以下に、本発明を詳細に説明する。
【００１４】
ポリロタキサン（ＰＲＸ）化合物
ロタキサンは、大環状分子を線状高分子が貫通し、線状高分子の両末端に嵩高い部位を
結合させることで、立体障害でリングが軸から抜けなくなったものである。ポリロタキサ
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ンでは、複数の大環状分子の環内を１本の線状高分子が貫いている。本発明において用い
られる線状高分子や環状分子としては、公知の分子を使用でき、特に限定はされない。
【００１５】
本発明の一態様に係るポリロタキサンに含まれる線状高分子は、以下の式で示される構
造を有する：
Ｘ１−Ｙ０（−Ｚｉ−Ｙｉ）ｉ−Ｘ２
ここで、Ｘ１およびＸ２は同一もしくは異なる末端基であり、Ｙ０およびＹｉは同一もし
くは異なる線状高分子部分であり、Ｚｉは分解性部分であり、（−Ｚｉ−Ｙｉ）ｉは、分
解性部分Ｙと線状高分子部分Ｚから成る繰り返し単位がｉ個存在することを示し、線状高
分子中の各ＺｉおよびＹｉは同一でも異なっていてもよい。ｉは特に限定はされないが、
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好ましくは１〜５００の整数であり、より好ましくは１〜１０、例えば１もしくは２であ
る。
【００１６】
例えば、ｉ＝１の場合、線状高分子は、以下の式に示されるように、２つの線状高分子
部分が１つの分解性部分を介して連結された構造となる：
Ｘ１−Ｙ０−Ｚ１−Ｙ１−Ｘ２
ここで、Ｘ１およびＸ２は同一もしくは異なる末端基であり、Ｙ０およびＹ１は同一もし
くは異なる線状高分子部分であり、Ｚ１は分解性部分である。
【００１７】
例えば、ｉ＝２の場合、線状高分子は、以下の式に示されるように、３つの線状高分子
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部分が２つの分解性部分を介して連結された構造となる：
Ｘ１−Ｙ０−Ｚ１−Ｙ１−Ｚ２−Ｙ２−Ｘ２
ここで、Ｘ１およびＸ２は同一もしくは異なる末端基であり、Ｙ０、Ｙ１およびＹ２は同
一もしくは異なる線状高分子部分であり、Ｚ１およびＺ２は同一もしくは異なる分解性部
分である。
【００１８】
線状高分子または線状高分子部分としては、公知のポリロタキサンの構成を適宜選択す
ることができ、例えば、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、ポリエチ
レングリコールとポリプロピレングリコールとの共重合体（ポロキサマー）、ポリイソプ
レン、ポリイソブチレン、ポリイソブテン、ポリブタジエン、ポリテトラヒドロフラン、
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ポリアクリル酸エステル、ポリジメチルシロキサン、ポリエチレン、ポリメチルビニルエ
ーテル、ポリプロピレン、ポリペルフルオロオキシプロピレン、オリゴテトラフルオロエ
チレン、ポリカプロラクタム、ポリエチレンイミン、ポリアミノ酸、及びポリメチルビニ
ルエーテルからなる群より選ばれることが好ましい。また、線状高分子の平均分子量は特
に限定はないが、１０００〜１０００００、特に２０００〜４００００あるいは５０００
〜２００００であることが好ましい。１つの線状高分子に含まれる２以上の線状高分子部
分は互いに同一でも、異なっていてもよい。また、線状高分子部分の平均分子量も特に限
定はないが、１００〜１０００００、特に２００〜４００００あるいは５００〜２０００
０であることが好ましい。
【００１９】
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環状分子としては、従来公知の環状分子を使用することができる。α、β又はγ−シク
ロデキストリンであることが好ましいが、これと類似の環状構造を持つものであってもよ
く、そのような環状構造としては環状ポリエーテル、環状ポリエステル、環状ポリエーテ
ルアミン、環状ポリアミン、シクロファン、クラウンエーテル等が挙げられる。例えば、
擬ポリロタキサンの形成能という観点から好ましい環状分子は、α、β又はγ−シクロデ
キストリンであり、α−シクロデキストリンが特に好ましい。
【００２０】
本発明に係るポリロタキサンに含まれる環状分子は、１または複数の置換基を有してい
てもよい。環状分子としてシクロデキストリンを使用する場合、シクロデキストリンの水
酸基に置換基を導入することができる。置換基としては、例えば、２−ヒドロキシエトキ
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シエチル（ＨＥＥ）基、ヒドロキシエチル基、ヒドロキシプロピル基、ヒドロキシブチル
基、ヒドロキシエトキシエチル基、Ｎ，Ｎ−ジメチルアミノエチル基（ＤＭＡＥ基と称す
ることもある）、カルボキシル基、メチル基、硫酸基（スルホ基）、一級アミノ基、若し
くはポリエチレングリコールなどの水溶性高分子や、コラーゲンやトランスフェリンなど
のタンパク質分子、ＲＧＤモチーフを含むペプチドやオリゴアルギニンなどのペプチド分
子、および分子間の架橋に用いられる重合性基などが挙げられる。環状分子は複数種の置
換基を含んでいてもよい。重合性基としては、（メタ）アクリロイル基および（メタ）ア
クリロイルオキシ基、（メタ）アクリロイルアミノ基、（メタ）アクリロイルチオ基など
の（メタ）アクリロイル基の誘導体基；ビニル基；アリール基；スチリル基や、（メタ）
アクリルアミド基などを好適に使用できる。好ましい重合性基は、メタクリロイル基であ
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る。本発明に係るポリロタキサン化合物は、複数種の重合性基を含んでいても良い。これ
らの基は、環状分子に直接結合していても、リンカーを介して結合していても良い。リン
カーとしては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、カルバ
ミン酸エステル結合（−Ｏ−ＣＯ−ＮＨ−）、エステル結合（−Ｏ−ＣＯ−）、カルボネ
ート結合（−Ｏ−ＣＯ−Ｏ−）、エーテル結合（−Ｏ−）などが挙げられる。
【００２１】
線状高分子と環状分子の組み合わせとしては、α−シクロデキストリンとポリエチレン
グリコールの組み合わせ、β−シクロデキストリンとポロキサマーとの組合せなどが好ま
しい。なお、β−シクロデキストリンとポロキサマーとの組合せによるポリロタキサンの
合成は、上記の特許文献１にも開示されており、その内容は参照により本明細書にも取り
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込まれる。線状高分子の分子数と環状分子の分子数との比率は、特に限定はないが、好ま
しくは１：１〜１：５００であり、１：５〜１：２００の比率がより好ましく、例えば、
１：１０〜１：１００の比率が用いられる。すなわち、好ましくは線状高分子１分子に１
〜５００個の環状分子が含まれ、より好ましくは５〜２００個の環状分子が含まれ、例え
ば、１０〜１００個の環状分子が含まれうる。
【００２２】
本発明において用いられる末端基（嵩高い置換基とも言う）としては、例えば、２，４
−ジニトロフェニル基、３，５−ジニトロフェニル基、シクロデキストリン、アダマンタ
ン基、Ｏ−トリフェニルメチル（Ｏ−Ｔｒｔ）基、Ｓ−トリフェニルメチル（Ｓ−Ｔｒｔ
）基、Ｎ−トリフェニルメチル（Ｎ−Ｔｒｔ）基、Ｎ−トリチルグリシン、ベンジルオキ
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シカルボニル（Ｚ）基、９−フレオレニルメチルオキシカルボニル（Ｆｍｏｃ）基、ベン
ジルエステル（ＯＢｚ）基、第三ブチルカルボニル（Ｂｏｃ）基、アミノ酸第三ブチルエ
ステル（ＯＢｕ基）、トリチル基、フルオレセイン、ピレン、置換ベンゼン（置換基とし
て、アルキル、アルキルオキシ、ヒドロキシ、ハロゲン、シアノ、スルホニル、カルボキ
シル、アミノ、フェニルなどを挙げることができるがこれらに限定されない）、置換され
ていてもよい多核芳香族（置換基として、上記と同じものを挙げることができるがこれら
に限定されない。置換基は１つまたは複数存在してもよい）、ＭＰＣ（２−メタクリロイ
ルオキシエチルホスホリルコリン）、ＢＭＡ（ｎ−ブチルメタクリレート）、ＭＰＣとＢ
ＭＡとの組み合わせ、およびステロイドから成る群より選択されるものを使用できるが、
これらに限定はされない。好ましい末端基の一つは、アダマンタン基である。末端基は、
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線状高分子部分に直接的に連結されている必要はなく、当業者に公知のリンカー部分（例
えば、ペプチド結合、カーバメート結合、エステル結合、またはエーテル結合を含む部分
）を介して連結されていてもよい。
【００２３】
本発明に係るポリロタキサン化合物は、複数の環状分子と、末端基を有する１つの線状
高分子とを含み、線状高分子の末端から離れた内部に少なくとも１つの分解性部分を有す
る。本発明に係るポリロタキサン化合物が有する分解性部分は、少なくとも１つの分解性
基を含む。分解性基の具体例としては、ｐ−メトキシフェナシル基、２−ニトロベンジル
基、２−ニトロベンジルオキシカルボニル基、２−ニトロフェニルエチレングリコール基
、ベンジルオキシカルボニル基、３，５−ジメトキシベンジルオキシカルボニル基、α，
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α−ジメチル−３，５−ジメトキシベンジルオキシカルボニル基、３−ニトロフェニル基
、３−ニトロフェノキシ基、３，５−ジニトロフェノキシ基、３−ニトロフェノキシカル
ボニル基、フェナシル基、４−メトキシフェナシル基、α−メチルフェナシル基、３，５
−ジメトキシベンゾイニル基、２，４−ジニトロベンゼンスルフェニル基、（クマリン−
４−イル）メチル基、７−ニトロインドリニル基、アリールアゾ燐酸エステルユニット等
の光開裂性基；エステル結合、シッフ塩基結合、カーバメート結合、ペプチド結合、エー
テル結合、アセタール結合、ヘミアセタール結合等の種々の加水分解性の結合；ジスルフ
ィド結合等の還元剤によって分解可能な結合；有機過酸化物などの熱分解性基、アシルヒ
ドラジン結合等が挙げられる。これらは、１種単独で使用してもよいし、２種以上を併用
してもよい。好ましい分解性基としては、例えば、光開裂性基、ジスルフィド基、２〜３
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０アミノ酸残基からなるペプチドが挙げられる。ペプチドは特定のプロテアーゼやペプチ
ダーゼなどの酵素によって認識され、切断される特定の配列を有していてもよい。
【００２４】
線状高分子が分解性部分を１つのみ有する場合、その位置は、線状高分子の中央付近で
あることが好ましく、別の言い方をすれば、分解性部分に連結された２つの線状高分子部
分の長さの比が１：１であることが好ましいが、この位置に限定はされない。分解性部分
に連結された２つの線状高分子部分の長さの比は、例えば、１：１〜１：４に含まれる任
意の比でありうる。例えば、分解性部分が線状高分子内の中央に位置する場合、分解性部
分の分解に伴い、線状高分子の半分の長さの２本の線状高分子部分が生じ、末端基の存在
しない末端から環状分子が放出される。線状高分子が複数の分解性部分を有する場合、各
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分解性部分に連結された線状高分子部分の長さの比も、１：１であることが好ましいが、
特に限定はなく、例えば、１：１〜１：４に含まれる任意の比でありうる。
【００２５】
本発明に係るポリロタキサンの数平均分子量としては、特に制限はなく、目的に応じて
適宜選択することができるが、１万〜５０万程度とすることが好ましい。
【００２６】
歯科材料組成物／接着用組成物
本発明に係るポリロタキサン化合物は、歯科用接着材として使用されうる。複数のシク
ロデキストリン（ＣＤ）に重合性官能基を導入した光分解型ポリロタキサンは、架橋剤と
して働くため、他のモノマーと共重合することによって、簡便に三次元構造体を作製する
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ことができる。更にその三次元構造体は紫外線照射によって分解し、機械的強度を減少さ
せることができる。たとえば、歯科材料におけるレジンモノマーとして、このような光分
解型ポリロタキサン架橋剤を用いれば、可視光照射によって硬化し、紫外光照射によって
分解する歯科用接着材への展開が可能となる。たとえば、Ｓｅｏらは、紫外線照射によっ
て光分解するニトロベンジルを線状高分子の両末端と封鎖基の間に配置した光分解型ポリ
ロタキサンを用いた三次元構造体の構築を報告している（Ｓｅｏ
Ｍａｃｒｏ

ｅｔ

ａｌ．，ＡＣＳ

Ｌｅｔｔ．，４，１１５４，２０１５）。よって、本発明の実施態様の一

つは、複数の環状分子と、末端基を有する１つの線状高分子とを含み、該線状高分子が少
なくとも１つの分解性部分を介して連結された少なくとも２つの線状高分子部分を含む、
ポリロタキサン化合物を含有する、接着用組成物に関する。また、本発明の別の実施態様

30

は、複数の環状分子と、末端基を有する１つの線状高分子とを含み、該線状高分子が少な
くとも１つの分解性部分を介して連結された少なくとも２つの線状高分子部分を含む、ポ
リロタキサン化合物を含有する、歯科材料組成物に関する。
【００２７】
本発明に係る上記組成物は、重合性単量体をさらに含みうる。本発明に係る組成物に含
まれるポリロタキサン化合物は、好ましくは重合性単量体の溶液に溶解性である。重合性
単量体は、例えば、重合性不飽和基、開環重合性基、重縮合性基等の従来公知の重合性基
を分子中に少なくとも一つ有するものを使用することができ、従来公知の接着性組成物に
おいて使用されている従来公知の重合性単量体が制限なく使用できる。これら重合性単量
体は、熱、重合開始剤、ガンマ線、電解、プラズマ等の作用により重合開始反応を生じる
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。重合性単量体としては、例えば、２−エチルヘキシル（メタ）アクリレート、グリシジ
ル（メタ）アクリレート、ベンジル（メタ）アクリレート、エチレングリコールジ（メタ
）アクリレート、ジエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、トリエチレングリコー
ルジ（メタ）アクリレート、メチル（メタ）アクリレート、4‑メタクリロキシエチルトリ
メリテートアンハイドライド等が挙げられる。
【００２８】
本発明に係る上記組成物は、重合開始剤をさらに含みうる。重合開始剤としては、従来
公知のラジカル重合、アニオン重合、カチオン重合、重付加反応、重縮合反応、カップリ
ング反応、無機合成ポリマー合成等に使用される従来公知の重合開始剤を使用できる。例
えば、光重合に用いられるラジカル重合開始剤としては、ベンゾインメチルエーテル、ベ
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ンジルジメチルケタール、ベンゾフェノン、４，４'−ジメチルベンゾフェノン、ジアセ
チル、２，３−ペンタジオンベンジル、カンファーキノン、９，１０−フェナントラキノ
ン、９，１０−アントラキノン等が挙げられる。
【００２９】
表面コーティング剤／癒着防止剤
本発明に係るポリロタキサン化合物は、材料表面のコーティング剤として使用されうる
。例えば、Ｓｅｏらは、様々な官能基や細胞接着性オリゴペプチドをＣＤに修飾すること
により、タンパク質の不活性な表面吸着や細胞の迅速な接着などタンパク質レベル、細胞
レベルのバイオ界面制御が可能となることが報告している（Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ
．，２０１３，１３５，５５１３）。さらに、Ｓｅｏらは、たとえば、ＣＤをメチル化し
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たポリロタキサン表面を用いて血小板を活性化するフィブリノーゲンの吸着について解析
した結果、表面に吸着したフィブリノーゲンは、コンフォメーション変化が抑えられ、不
活性な状態であることも報告している（Ｓｏｆｔ Ｍａｔｔｅｒ, ２０１２, ８, ５４７
７）。ポリロタキサンを用いて作製した三次元構造体は、皮膚や血管を構成するコラーゲ
ン線維のような機械特性をもっていることが知られている。すなわち、小さな変形に対し
ては柔軟性を示し、大きな変形に対しては高い剛性を示す（例えば、Ｉｔｏ，Ｐｏｌｙｍ
．Ｊ．，２００７，３９，４８９を参照）。このような性質を有した材料は、筋肉や腱の
伸縮もしくは胃の収縮や心臓の拍動などの生体の運動を追従しうる上に、細胞や細胞外マ
トリックスから構成される組織との接着を制御しうるため、ウェアラブルデバイスや創傷
治癒材料、癒着防止剤としての展開が可能である。よって、本発明の実施態様の一つは、
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複数の環状分子と、末端基を有する１つの線状高分子とを含み、該線状高分子が少なくと
も１つの分解性部分を介して連結された少なくとも２つの線状高分子部分を含む、ポリロ
タキサン化合物を含有する、表面コーティング剤に関する。また、本発明の別の実施態様
は、複数の環状分子と、末端基を有する１つの線状高分子とを含み、該線状高分子が少な
くとも１つの分解性部分を介して連結された少なくとも２つの線状高分子部分を含む、ポ
リロタキサン化合物を含有する、癒着防止剤に関する。
【００３０】
体内埋植剤／組織再生器材
本発明に係るポリロタキサン化合物は、その架橋などによって作製した三次元構造体が
体内埋植剤や組織再生器材として使用されうる。例えば、Ｓｅｏらは、ポリロタキサンを
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基盤とした先行研究において、シクロデキストリン（ＣＤ）貫通数を制御することによっ
て、細胞骨格系タンパク質の形成を調節することが可能であり、表面分子運動性の低い表
面上の間葉系幹細胞は、細胞骨格系タンパク質であるアクチン繊維の形成が促進され骨芽
細胞に分化し、表面分子運動性の高い表面では、アクチン繊維の形成が阻害され、脂肪細
胞に分化することを報告している（Ａｄｖ．

Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ

Ｍａｔｅｒ．，２

０１５，４，２１５）。このような性質を有した材料は、生体内で細胞の分化や増殖を促
進あるいは抑制した一定期間後に速やかに分解消失させることが可能であることから、各
種埋植型医療デバイスの表面加工、体内埋植剤、組織再生を目的として生体内あるいは生
体外で使用する細胞培養用の各種器材としての展開が可能である。
【００３１】
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培養器材に接着した細胞では、器材の物理化学的特性を反映して生理活性シグナルが細
胞内へ伝達され、それによって細胞の増殖、分化、死滅など代謝活動が調節されることが
知られている。そのため、材料表面の物理化学的因子を制御し、それに従った細胞機能制
御に関する研究がここ十年ほど活発に行われてきた。例えば、種々の弾力性を有するエラ
ストマー表面上での間葉系幹細胞の分化特性は、接着しているエラストマーのヤング率が
低くなることにより神経及び脂肪細胞への分化が促進され、高くなることにより骨芽細胞
への分化が促進されることなどが知られている。
【００３２】
また、ヒト胚性幹細胞（ｈＥＳＣ）は物理刺激感受性であり、培養器上のマイクロポス
トアレイのマトリクス剛性が高まると、細胞骨格の収縮性が増加し、硬い基質によってｈ
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ＥＳＣの多能性の維持が促進されることが知られている。
【００３３】
このような器材の物理化学的特性を調整することで幹細胞の分化もしくは未分化維持を
制御する技術として、分子運動性の異なるポリロタキサンブロック共重合体表面を有する
培養器を用いて多能性幹細胞を培養して、その未分化性を維持すること、あるいは特定の
細胞への分化を誘導することが可能である。
【００３４】
上述のように器材の物理化学的特性を調整することによって細胞の分化もしくは未分化
維持の制御を生体なもしくは生体外で実現しても、それら細胞もしくは形成された組織を
生体内で使用するには、それら器材の除去が必要である。また、生体内での組織欠損部位
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での再生の場合には、スカホールドの埋植使用によって欠損部位の空間を維持しつつ当該
部位の組織を再生する特性が必要であることから、スカホールドの生体内分解が必須であ
る（非特許文献１，２）。
【００３５】
本発明に係る埋植材や細胞培養器材は、分解型ポリロタキサンの架橋などによって作製
することができる。線状高分子末端もしくは末端近傍、あるいは環状分子に架橋点を形成
する官能基を導入して分解性ポリロタキサンを調製し、それを単独もしくは他の反応性分
子とともに架橋することによって作製できる。架橋性官能基としては、例えばビニル基、
アルデヒド基、カルボキシル基などがあげられる。架橋反応に用いる反応性分子としては
、例えばビニル重合性モノマー、多糖類、タンパク質（ポリペプチド）などがあげられる

20

。
【００３６】
分解性ポリロタキサンからなるスカホールドでは、ポリロタキサンの分子運動性によっ
て生体内で細胞の分化増殖を促進した一定期間後に分解消失して細胞もしくは組織が周囲
組織と一体化することが可能であり、生体内での欠損部位の空間確保、欠損部位における
組織再生、再生後のスカホールド除去のいずれもが可能となる。
【００３７】
よって、本発明の実施態様の一つは、複数の環状分子と、末端基を有する１つの線状高
分子とを含み、該線状高分子が少なくとも１つの分解性部分を介して連結された少なくと
も２つの線状高分子部分を含む、ポリロタキサン化合物を含有する、体内埋植剤に関する

30

。また、本発明の別の実施態様は、複数の環状分子と、末端基を有する１つの線状高分子
とを含み、該線状高分子が少なくとも１つの分解性部分を介して連結された少なくとも２
つの線状高分子部分を含む、ポリロタキサン化合物を含有する、組織再生器材に関する。
これらの体内埋植剤および組織再生器材は、コラーゲンやゼラチンなどの他の材料、好ま
しくは生体吸収性の材料を含んでいてもよい。
【００３８】
医薬組成物
本発明に係るポリロタキサン化合物は、ライソゾーム病などの細胞代謝機能の異常に起
因する疾患、細胞内コレステロール蓄積に起因する疾患、またはオートファジーの機能障
害に起因する疾患の治療に用いるための医薬組成物の有効成分として使用されうる。本発

40

明に係るポリロタキサン化合物の分解性部分として、細胞内の酸性環境下、ｐＨ４．０〜
６．０の酸性環境下で分解する分解性基を採用することができる。このようなポリロタキ
サン化合物は、酸性環境下において分解され、ポリロタキサン骨格が崩壊し、β−ＣＤな
どの環状分子がリリースされる。
【００３９】
ヒトを含む真核生物の細胞内には、リソソームや後期エンドソームといった小胞が存在
しており、これらの小胞の内腔は酸性化されていることが知られている。例えば、リソソ
ームの内腔のｐＨは５前後である。よって、本発明に係るポリロタキサン化合物は、これ
らの小胞に取り込まれることにより分解されうる。本発明に係るポリロタキサン化合物は
、分解に伴い、β−ＣＤなどの環状分子をリリースする。例えば、リソソーム内でβ−シ
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クロデキストリンが放出された場合、リソソーム内に存在するコレステロールを包接する
ことができ、それにより、リソソーム内のコレステロールの過剰蓄積を原因とするニーマ
ン・ピック病Ｃ型などのライソゾーム病が治療もしくは予防されうる（例えば、Ｔａｍｕ
ｒａ

ａｎｄ

Ｙｕｉ，Ｓｃｉ．Ｒｅｐ．, ２０１４，４， ４３５６を参照）。

【００４０】
細胞内のコレステロールをβ−シクロデキストリンが包接することで、細胞内の過剰な
コレステロールが引き起こす疾患の治療が可能であることが当業者には理解される。よっ
て、本発明の一態様は、細胞内のコレステロール蓄積に起因する疾患を治療するための医
薬組成物に関する。また、別の観点からは、本発明の一態様は、ニーマンピック病Ｃ型（
ＮＰＣ）を治療または予防するための方法に関する。さらに、本発明の一態様は、ニーマ

10

ンピック病Ｃ型（ＮＰＣ）を治療または予防するための薬剤の製造における、ポリロタキ
サン化合物の使用にも関する。医薬組成物として好ましい酸分解性ポリロタキサン化合物
には、例えば、線状高分子の内部、好ましくは中央部にジスルフィド結合を有し、末端に
Ｎ−トリフェニルメチル（Ｎ−Ｔｒｔ）基を有する化合物が含まれる。
【００４１】
代謝物がリソソームに蓄積することに起因する疾患としては、ライソゾーム病、より具
体的には、ゴーシェ病（Ｇａｕｃｈｅｒ病）、ニーマン・ピック病Ａ型（Ｎｉｅｍａｎｎ
−Ｐｉｃｋ病Ａ型）、ニーマン・ピック病Ｂ型（Ｎｉｅｍａｎｎ−Ｐｉｃｋ病Ｂ型）、ニ
ーマン・ピック病Ｃ型（Ｎｉｅｍａｎｎ−Ｐｉｃｋ病Ｃ型）、ＧＭ１ガングリオシドーシ
ス、ＧＭ２ガングリオシドーシス（「Ｔａｙ−Ｓａｃｈｓ

Ｓａｎｄｈｏｆｆ

ＡＢ型」

20

と称することもある。）、クラッベ病（Ｋｒａｂｂｅ病）、異染性白質変性症、マルチプ
ルサルタファーゼ欠損症（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ

ｓｕｌｆａｔｅｓｅ欠損症）、ファーバー

病（Ｆａｒｂｅｒ病）、ムコ多糖症Ｉ型、ムコ多糖症ＩＩ型（「ハンター病」と称するこ
ともある。）、ムコ多糖症ＩＩＩ型（「サンフィリポ病」と称することもある。）、ムコ
多糖症ＩＶ型、ムコ多糖症ＶＩ型（「マロトー・ラミー病」と称することもある。）、ム
コ多糖症ＶＩＩ型（「スライ病」と称することもある。）、ムコ多糖症ＩＸ型（「Ｈｙａ
ｌｕｒｏｎｉｄａｓｅ欠損症」と称することもある。）、シアリドーシス、ガラクトシア
リドーシス、Ｉ−ｃｅｌｌ病／ムコリピドーシスＩＩＩ型、α−マンノシドーシス、β−
マンノシドーシス、フコシドーシス、アスパルチルグルコサミン尿症、シンドラー／神崎
病（Ｓｃｈｉｎｄｌｅｒ／神崎病）、ウォルマン病（Ｗｏｌｍａｎ病）、ダノン病（Ｄａ
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ｎｏｎ病）、遊離シアル酸蓄積症、セロイドリポフスチノーシス、ファブリー病が挙げら
れる。なお、前記ライソゾーム病は、オートファゴソームの蓄積を生じる、オートファジ
ー機能異常に起因する疾患でもある。
【００４２】
よって、本発明の一態様は、ニーマンピック病Ｃ型（ＮＰＣ）を治療または予防するた
めの医薬組成物に関する。また、別の観点からは、本発明の一態様は、ニーマンピック病
Ｃ型（ＮＰＣ）を治療または予防するための方法に関する。さらに、本発明の一態様は、
ニーマンピック病Ｃ型（ＮＰＣ）を治療または予防するための薬剤の製造における、ポリ
ロタキサン化合物の使用にも関する。
【００４３】

40

本発明に係るポリロタキサン化合物は、細胞におけるオートファジーの誘導に用いるた
めの組成物の有効成分として使用されうる。よって、本発明の一態様は、細胞においてオ
ートファジーを誘導するための組成物に関する。また、別の観点からは、本発明の一態様
は、細胞においてオートファジーを誘導するための方法に関する。さらに、本発明の一態
様は、細胞においてオートファジーを誘導するための薬剤の製造における、ポリロタキサ
ン化合物の使用にも関する。
【００４４】
また、本発明に係るメチル化ポリロタキサンは、細胞にオートファジー性細胞死を誘発
しうる。オートファジー性細胞死を利用して、癌細胞に細胞死を誘導できることが当業者
には知られている。よって、本発明の一態様は、癌を治療するための医薬組成物、好まし
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くはアポトーシス耐性の癌を治療するための医薬組成物に関する。また、別の観点からは
、本発明の一態様は、癌を治療するため、特にアポトーシス耐性の癌を治療するための方
法に関する。さらに、本発明の一態様は、癌を治療するための薬剤の製造における、ポリ
ロタキサン化合物の使用にも関する。
【００４５】
また、本発明の一態様は、オートファジーの機能障害に起因する疾患を治療または予防
するための医薬組成物に関する。また、別の観点からは、本発明の一態様は、オートファ
ジーの機能障害に起因する疾患を治療または予防するための方法に関する。さらに、本発
明の一態様は、オートファジーの機能障害に起因する疾患を治療または予防するための薬
剤の製造における、ポリロタキサン化合物の使用にも関する。オートファジーの機能障害

10

に起因する疾患としては、例えば、上述のライソゾーム病や、アルツハイマー病、パーキ
ンソン病、ハンチントン病などの神経変性疾患が挙げられる。
【００４６】
本発明に係るポリロタキサン化合物は、上記のような疾患の治療または予防に用いる医
薬組成物中の有効成分として利用することができる。よって、本発明の一つの態様は、疾
患の治療または予防に用いる医薬組成物に関する。本発明に係る医薬組成物中のその他の
成分としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、医薬的
に許容され得る担体などが挙げられる。担体にも、特に制限はなく、例えば、剤形等に応
じて適宜選択することができる。本発明に係る医薬組成物における含有量についても、特
に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができる。好ましくは、本発明に係る医薬

20

組成物は、体温付近、例えば、３４℃〜４２℃、より好ましくは３５℃〜３８℃あるいは
３７℃において水溶性である。
【００４７】
本発明に係る医薬組成物の剤形としては、特に制限はなく、所望の投与方法に応じて適
宜選択することができ、例えば、注射剤（溶液、懸濁液、用事溶解用固形剤等）、吸入散
剤などが挙げられる。注射剤としては、例えば、本発明に係るポリロタキサン化合物に、
ｐＨ調節剤、緩衝剤、安定化剤、等張化剤、局所麻酔剤等を添加し、常法により皮下用、
筋肉内用、静脈内用等の注射剤を製造することができる。ｐＨ調節剤及び前記緩衝剤とし
ては、例えば、クエン酸ナトリウム、酢酸ナトリウム、リン酸ナトリウムなどが挙げられ
る。安定化剤としては、例えば、ピロ亜硫酸ナトリウム、ＥＤＴＡ、チオグリコール酸、
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チオ乳酸などが挙げられる。等張化剤としては、例えば、塩化ナトリウム、ブドウ糖など
が挙げられる。局所麻酔剤としては、例えば、塩酸プロカイン、塩酸リドカインなどが挙
げられる。
【００４８】
本発明に係る医薬組成物の投与方法としては、特に制限はなく、例えば、医薬組成物の
剤形、患者の状態等に応じて、局所投与、全身投与のいずれかを選択することができる。
例えば、局所投与としては、脳室内投与などが挙げられる。
【００４９】
本発明に係る医薬組成物の投与対象としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択
することができ、例えば、ヒト、マウス、ラット、ウシ、ブタ、サル、イヌ、ネコなどが
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挙げられるが、好ましくはヒトである。
【００５０】
本発明に係る医薬組成物の投与量としては、特に制限はなく、投与形態や、投与対象の
年齢、体重、所望の効果の程度等に応じて適宜選択することができる。
【００５１】
本発明に係る医薬組成物の投与時期としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択
することができ、例えば、上記疾患に感受性の患者に対して予防的に投与されてもよいし
、症状を呈する患者に治療的に投与されてもよい。また、投与回数としても、特に制限は
なく、投与対象の年齢、体重、所望の効果の程度等に応じて、適宜選択することができる
。
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【００５２】
製造方法
本発明に係る分解性ポリロタキサン化合物は、両末端に分解性基を有する従来的な分解
性ポリロタキサン化合物に比べて、より簡便に、短い時間で合成することができる。本発
明の一態様は、複数の環状分子と、末端基を有する１つの線状高分子とを含み、該線状高
分子が少なくとも１つの分解性部分を介して連結された少なくとも２つの線状高分子部分
を含む、ポリロタキサン化合物の製造方法であって、ａ）線状高分子部分の両末端に反応
性基を付加する工程、ｂ）両末端に反応性基を付加した線状高分子部分を分解性部分を介
して連結させて、少なくとも１つの分解性部分を介して連結された少なくとも２つの線状
高分子部分を含む線状高分子を得る工程、ｃ）線状高分子を環状分子と反応させて、擬ポ

10

リロタキサンを得る工程、およびｄ）擬ポリロタキサンの両末端に末端基を付加する工程
を含む製造方法に関する。
【００５３】
上記の工程ａにおいて、線状高分子部分の両末端に付加する反応性基は、例えば、アミ
ノ基、カルボキシル基、アルデヒド基、スルファニル基、アジド基、アルキニル基、トシ
ル基等の脱離基、カルボン酸スクシンイミドエステル等の活性エステル基でありうる。
【００５４】
上記の工程ｂの後に、線状高分子の長さに基づいて、線状高分子を選別してもよい。好
ましくは、２つの線状高分子部分が１つの分解性部分を介して連結された線状高分子を選
別する。

20

【００５５】
以下に、実施例を示して本発明を具体的に説明するが、これらにより本発明は何ら制限
を受けるものではない。
【実施例】
【００５６】
以下に、実施例を示して本発明を具体的に説明するが、これらにより本発明は何ら制限
を受けるものではない。
【００５７】
実施例１：中央分解型ポリロタキサン架橋剤の合成
〔合成例１〕
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＜線状軸ポリマーの分子内に分解性基を有するポリロタキサンＡの合成＞
（１）ポリエチレングリコール両末端のカルボジイミダゾールによる活性化（ＰＥＧ５ｋ
−ＣＤＩの調製）
１，１−カルボニルジイミダゾール（ＣＤＩ）１０．８ｇに、テトラヒドロフラン２４
０ｍＬにポリエチレングリコール（ＰＥＧ５ｋ−ＯＨ）（重量平均分子量：４，４００−
４，８００）２０．０ｇを溶解させた溶液を窒素雰囲気下室温にてゆっくりと滴下した。
滴下終了後、窒素雰囲気下室温にて２４時間撹拌した。反応溶液を濃縮した後ジエチルエ
ーテル中に滴下して、析出物を回収し乾燥した（回収量１９．９ｇ）。
【化１】
40

【００５８】
（２）ポリエチレングリコール両末端のアミノ化（ＰＥＧ５ｋ−ＮＨ２の調製）
上記（１）で得られたＰＥＧ５ｋ−ＣＤＩ１９．９ｇを、テトラヒドロフラン２４０ｍ
Ｌに完全に溶解させた後、エチレンジアミン２８．５ｍＬに窒素雰囲気下、室温にてゆっ
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くりと滴下した。滴下終了後、室温下窒素雰囲気下にて２４時間撹拌した。反応溶液を濃
縮した後ジエチルエーテル中に滴下して、析出物を回収した。得られた析出物は透析膜（
分画分子量５００）を用いて超純水に対して２日間透析を行った後、凍結乾燥を行い固体
として回収した（回収量１６．４２ｇ）。
【化２】

10
【００５９】
（３）アミノ化ポリエチレングリコールへの分解性基の導入（ｃＮＢＰＥＧ１０ｋ−ＮＨ
２の調製）

上記（２）で得られたＰＥＧ５ｋ−ＮＨ２１５．０ｇをテトラヒドロフラン４５ｍＬに
完全に溶解させた。また別のガラス容器を用いてＣＤＩおよび２−ニトロ−ｐ−キシレン
グリコール１３７．４ｍｇをテトラヒドロフラン１０ｍＬに溶解し室温で２時間反応させ
た後、この反応溶液をＰＥＧ５ｋ−ＮＨ２／テロラヒドロフラン溶液に滴下した。滴下終
了後、室温下窒素雰囲気下にて２４時間撹拌した。反応溶液をジエチルエーテル中に滴下
して、析出物を回収した。得られた析出物は透析膜（分画分子量３，５００）を用いて超
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純水に対して５日間透析を行った後、凍結乾燥を行い固体として回収した（回収量７．４
ｇ）。
【化３】
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【００６０】
（４）ｃＮＢＰＥＧ１０ｋ−ＮＨ２とα−シクロデキストリンを用いた包接錯体の調製お
よび包接錯体の封鎖（線状軸ポリマーの分子内に分解性基を有するポリロタキサンＡの調
製）
α−シクロデキストリン（α−ＣＤ）１５ｇを超純水１０３ｍＬに溶解させ、そこに上
記（３）で得られたｃＮＢＰＥＧ１０ｋ−ＮＨ２３ｇを１２ｍＬの超純水に溶解した溶液
を滴下した。室温で２４時間撹拌させた後、白濁析出した包接錯体を凍結乾燥して回収し

40

た。
【００６１】
ＢＯＰ試薬４．０ｇおよび１−アダマンタンカルボン酸２．２ｇ、Ｎ，Ｎ−ジイソプロ
ピルエチルアミン２．１ｍＬをＮ，Ｎ−ジメチルホルムアミド１２０ｍＬに溶解させた溶
液と回収した包接錯体を混合し、室温にて２４時間反応させた。
【００６２】
反応溶液をメタノールに滴下して生成した析出物を遠心分離により回収した。回収した
析出物をジメチルスルホキシドに溶解し、メタノールにて析出させる操作を数回繰り返し
た。つぎに回収した析出物をジメチルスルホキシドに溶解し、水にて析出させる操作を数
回繰り返した。遠心分離で回収後、凍結乾燥することで精製したポリロタキサン（分解性
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基を有するポリロタキサンＡ）（回収量９．２ｇ）を得た。
【００６３】
得られたポリロタキサン（分解性基を有するポリロタキサンＡ）は、１Ｈ−ＮＭＲおよ
びＧＰＣで同定し、未包接のＣＤが含まれないことを確認した。図１にＰｏｌｙｒｏｔａ
ｘａｎｅＡの１Ｈ−ＮＭＲスペクトルを示す。また、ＰＥＧに対するα−ＣＤの貫通数を
計算したところ、α−ＣＤの貫通数は２８．１分子であった。
【化４】

10

20

【００６４】
ポリロタキサンＡをジメチルスルホキシド１ｍＬに溶解した。その後１、５、１０分間
紫外線（２５４ｎｍ、２．５ｍＷ／ｃｍ２）照射を行い、ゲルパーミテーションクロマト
グラフィー（ＧＰＣ）により低分子量化したことを確認した。図２に紫外線照射後のＰｏ
ｌｙｒｏｔａｘａｎｅＡのＧＰＣチャートを示す。この結果は光分解性を有するニトロベ
ンゼンの開裂により切断され軸高分子鎖が分解し、一部または全部のα−ＣＤが包接状態
から非包接状態に遊離したことを示す。すなわち、ポリロタキサンＡの超分子構造は紫外

30

２

線（２５４ｎｍ、２．５ｍＷ／ｃｍ

）照射によって分解・崩壊することが確認された。

【００６５】
〔合成例２〕
＜疎水性基および重合性基としてのメタクリロイル基を有するポリロタキサンＡの合成（
ポリロタキサンＢの調製）＞
（５）分解性基を有するポリロタキサンＡの重合性の賦与および疎水化（ポリロタキサン
Ｂの調製）
上記（４）で合成した１ｇの「分解性基を有するポリロタキサンＡ」を１５ｍＬの脱水
ジメチルスルホキシドに溶解し、２−イソシアナートエチルメタクリレート２０９．９μ
Ｌおよびブチルイソシアナート１．３ｍＬを加えた。１，４−ジアザビシクロ［２．２．
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２］オクタン５００ｍｇを加え、室温下２４時間反応させた。反応後、透析膜（分画分子
量３，５００）を用いてジメチルスルホキシドに対して２日間の透析を行った。続いて同
透析膜（分画分子量３，５００）を用いて水に対して２日間の透析を行った。１Ｈ−ＮＭ
Ｒ測定結果よりα−ＣＤ由来のピーク、アミノブチル基由来のピーク、メタクリロイル基
由来のピークから包接したα−ＣＤ１分子当り１．２分子のメタクリロイル基と８．５分
子のブチルイソシアナート基が導入されたことを確認した。図３にＰｏｌｙｒｏｔａｘａ
ｎｅＢの１Ｈ−ＮＭＲスペクトルを示す。ＧＰＣにより分子量を確認した。また、吸収ス
ペクトルを確認した結果、ポリロタキサンＢがニトロベンジル基に由来する吸収を有すこ
とを確認した。即ち、ポリロタキサンＢは、分解性基として光開裂性基であるニトロベン
ジル基、および重合性基としてのメタクリロイル基を有する所定のポリロタキサンＢであ
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ることを確認した。
【化５】

10

20

【００６６】
〔比較合成例１〕
＜分解性基を有さないポリロタキサンの合成＞
（６）ポリエチレングリコール両末端のカルボジイミダゾールによる活性化（ＰＥＧ５ｋ
−ＣＤＩの調製）
１，１−カルボニルジイミダゾール（ＣＤＩ）２．４ｇに、テトラヒドロフラン１００
ｍＬにポリエチレングリコール（ＰＥＧ１０ｋ−ＯＨ）（重量平均分子量：１０，０００

30

）１０．０ｇを溶解させた溶液を窒素雰囲気下室温にてゆっくりと滴下した。滴下終了後
、窒素雰囲気下室温にて２４時間撹拌した。反応溶液を濃縮した後ジエチルエーテル中に
滴下して、析出物を回収し乾燥した（回収量９．６ｇ）。
（７）ポリエチレングリコール両末端のアミノ化（ＰＥＧ１０ｋ−ＮＨ２の調製）
上記（６）で得られたＰＥＧ１０ｋ−ＣＤＩ９．５ｇを、テトラヒドロフラン１００ｍ
Ｌに完全に溶解させた後、エチレンジアミン６．３ｍＬに窒素雰囲気下室温にてゆっくり
と滴下した。滴下終了後、室温下窒素雰囲気下にて２４時間撹拌した。反応溶液を濃縮し
た後ジエチルエーテル中に滴下して、析出物を回収した。得られた析出物は透析膜（分画
分子量３，５００）を用いて超純水に対して２日間透析を行った後、凍結乾燥を行い固体
として回収した（回収量７．５ｇ）。
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【００６７】
（８）ＰＥＧ１０ｋ−ＮＨ２とα−シクロデキストリンを用いた包接錯体の調製および包
接錯体の封鎖（線状軸ポリマーの分子内に分解性基を有さないポリロタキサンＸの調製）
α−シクロデキストリン（α−ＣＤ）１５ｇを超純水１０３ｍＬに溶解させ、そこに上
記（７）で得られたＰＥＧ１０ｋ−ＮＨ２、３ｇを１２ｍＬの超純水に溶解した溶液を滴
下した。室温で２４時間撹拌させた後、白濁析出した包接錯体を凍結乾燥して回収した。
ＢＯＰ試薬４．０ｇおよび１−アダマンタンカルボン酸２．２ｇ、Ｎ，Ｎ−ジイソプロピ
ルエチルアミン２．１ｍＬをＮ，Ｎ−ジメチルホルムアミド１２０ｍＬに溶解させた溶液
と回収した包接錯体を混合し、室温にて２４時間反応させた。
【００６８】
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反応溶液をメタノールに滴下して生成した析出物を遠心分離により回収した。回収した
析出物をジメチルスルホキシドに溶解し、メタノールにて析出させる操作を数回繰り返し
た。回収した析出物をジメチルスルホキシドに溶解し、水にて析出させる操作を数回繰り
返した。遠心分離で回収後、凍結乾燥することで精製したポリロタキサン（分解性基を有
さないポリロタキサンＸ）（回収量１０．１ｇ）を得た。得られたポリロタキサン（分解
性基を有さないポリロタキサンＸ）は、１Ｈ−ＮＭＲおよびＧＰＣで同定し、未包接のＣ
Ｄが含まれないことを確認した。またＰＥＧに対するα−ＣＤの貫通数を計算したところ
α−ＣＤの貫通数は２８．８分子であった。ポリロタキサンＸをジメチルスルホキシド１
ｍＬに溶解した。その後１、５、１０分間紫外線（２５４ｎｍ、２．５ｍＷ／ｃｍ２）照
射を行い、ゲルパーミテーションクロマトグラフィー（ＧＰＣ）により分子量変化がない

10

ことを確認した。この結果は、光分解性を有するニトロベンゼンを含まない軸高分子鎖は
紫外線照射に応答せず、α−ＣＤが包接状態を維持したことを示す。
【００６９】
〔比較合成例２〕
＜疎水性基および重合性基としてのメタクリロイル基を有するポリロタキサンＸの合成（
ポリロタキサンＹの調製）＞
（９）分解性基を有さないポリロタキサンＸの重合性の賦与および疎水化（ポリロタキサ
ンＹの調製）
上記（８）で合成した１ｇのポリロタキサンＸを１５ｍＬの脱水ジメチルスルホキシド
に溶解し、２−イソシアナートエチルメタクリレート２０９．９μＬおよびブチルイソシ
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アナート１．３ｍＬを加えた。１，４−ジアザビシクロ［２．２．２］オクタン５００ｍ
ｇを加え、室温下２４時間反応させた。反応後、透析膜（分画分子量３，５００）を用い
てジメチルスルホキシドに対して２日間の透析を行った。続いて同透析膜（分画分子量３
，５００）を用いて水に対して２日間の透析を行った。
【００７０】
実施例２：疎水性基および重合性基を有するポリロタキサンＢを用いて作製した硬化体の
光誘起分解に対する最大引張強度低減効果
合成例２で合成したポリロタキサンＢの２９．５質量部、２−ヒドロキシエチルメタク
リレートの６９．５質量部、２−ジメチルアミノエチルメタクリレートの０．３質量部、
カンファーキノンの０．７質量部を混合し、これを溶液型の光重合型接着剤Ｂとして使用
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した。シリコーン製のダンベル型モールドに光重合型接着剤Ｂを添加し、歯科用可視光線
照射器（７００ｍＷ／ｃｍ２）で１８０秒間光照射し硬化体を作製した。硬化体は、シリ
コーン製のモールド（厚さ１ｍｍ、長さ１５ｍｍ、中心部の幅１ｍｍ、端部の幅２ｍｍの
ダンベル状）に光重合型接着剤Ｂを添加した後、可視光線照射器（波長４００〜４５０ｎ
ｍ、７００ｍＷ／ｃｍ２）で１８０分間光照射し硬化体を作製した。尚、波長４００〜４
５０ｎｍにおける今回の光照射条件下ではポリロタキサンＢのニトロベンジル基は開裂し
ないことを確認した。硬化体の一つはそのまま遮光下で静置した（非ＵＶ照射群、ｎ＝４
）。硬化体の別の一つはＵＶ照射（２５４ｎｍ、２．５ｍＷ／ｃｍ２）を２分間行い、遮
光下で静置した（ＵＶ照射群、ｎ＝４）。
【００７１】

40

光重合型接着剤Ｂの分解性について評価するために、上記と同様な方法を用いて比較硬
化体を作製した。比較合成例２で合成したポリロタキサンＹの２９．５質量部、２−ヒド
ロキシエチルメタクリレートの６９．５質量部、２−ジメチルアミノエチルメタクリレー
トの０．３質量部、カンファーキノンの０．７質量部を混合し、これを溶液型の光重合型
接着剤Ｙとして使用した。シリコーン製のダンベル型モールドに光重合型接着剤Ｙを添加
し、歯科用可視光線照射器（７００ｍＷ／ｃｍ２）で１８０秒間光照射し硬化体を作製し
た。硬化体は、シリコーン製のモールド（厚さ１ｍｍ、長さ１５ｍｍ、中心部の幅１ｍｍ
、端部の幅２ｍｍのダンベル状）に光重合型接着剤Ｙを添加した後、可視光線照射器（波
長４００〜４５０ｎｍ、７００ｍＷ／ｃｍ２）で１８０分間光照射し硬化体を作製した。
尚、波長４００〜４５０ｎｍにおける今回の光照射条件下ではポリロタキサンＹのニトロ
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ベンジル基は開裂しないことを確認した。硬化体の一つはそのまま遮光下で静置した（非
ＵＶ照射群、ｎ＝４）。硬化体の別の一つはＵＶ照射（２５４ｎｍ、２．５ｍＷ／ｃｍ２
）を２分間行い、遮光下で静置した（ＵＶ照射群、ｎ＝４）。またポリロタキサンを含ま
ない硬化体として、架橋剤であるＢｉｓ−ＧＭＡを用いて硬化体を作製した。Ｂｉｓ−Ｇ
ＭＡの２９．５質量部、２−ヒドロキシエチルメタクリレートの６９．５質量部、２−ジ
メチルアミノエチルメタクリレートの０．３質量部、カンファーキノンの０．７質量部を
混合し、この溶液を上記と同様な方法で硬化した。これら作製した硬化体を用いて引張試
験を行い、得られた応力−歪み曲線から微小引張強度を算出した。尚、クロスヘッドスピ
ードは、１ｍｍ／ｍｉｎにて測定した（島津製作所製、オートグラフ

ＥＺ

Ｔｅｓｔ）
10

。
【００７２】
Ｂｉｓ−ＧＭＡ含有硬化体は、弾性域において応力と歪みは線形に増加し、約６０ＭＰ
ａで破断した（図４）。しかしながらポリロタキサンＢを含む硬化体は、小さな変形に対
して応力がほとんど変わらず大きな変形に対して応力が線形相関関係にあった。また非Ｕ
Ｖ照射群では塑性域で材料が伸長した後破断したが、ＵＶ照射群では塑性域での硬化体の
変形は認められず破断した。また光重合型接着剤Ｂおよび光重合型接着剤ＹにおけるＵＶ
照射前後の微小引張強さにも大きな違いが認められた。光重合型接着剤Ｂを使用した場合
、非ＵＶ照射群の微小引張強さは４５．７ＭＰａ（標準偏差２．４ＭＰａ）であったのに
対し、ＵＶ照射群の微小引張強さは２４．１ＭＰａ（標準偏差４．７ＭＰａ）と低かった
（図５）。ＵＶ照射群においては、ＵＶ照射による光開裂性基（ニトロベンジル基）の開
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裂に伴うポリロタキサンＢの分解により、微小引張強度が大幅に低減したことが考えられ
た。特に、比較的短時間のＵＶ照射という簡便な処理により、微小引張強度を大幅に低減
することができた。一方で光重合型接着剤Ｙを使用した場合、非ＵＶ照射群の微小引張強
さは４１．３ＭＰａ（標準偏差４．６ＭＰａ）であったのに対し、ＵＶ照射群の微小引張
強さは３８．２ＭＰａ（標準偏差４．９ＭＰａ）と低かった。即ち、分解性基として光開
裂性基であるニトロベンジル基、および重合性基としてのメタクリロイル基を有するポリ
ロタキサンＢを使用して調製した光重合型接着剤Ｂにおいては、ポリロタキサンＢの分解
性結合であるニトロベンジルを開裂するように作用する特定波長ＵＶ光を作用させること
で、調製した硬化体の微小引張強度を大幅に低減する効果が得られることを確認した。例
えば光重合型接着剤Ｂの硬化体にポリロタキサンＢの分解性結合を切断するように作用す
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る光照射を行うという簡単な操作により、短時間の作用時間においても大幅に接着性を低
下できることが示された。
【００７３】
実施例３：ポリロタキサンＢの含有量を変えて作製した硬化体の光誘起分解に対する最大
引張強度低減効果
合成例２で合成したポリロタキサンＢ及び比較合成例２で合成したポリロタキサンＹの
質量部を９．５、２９．５、４９．５とし２−ジメチルアミノエチルメタクリレートの０
．３質量部、カンファーキノンの０．７質量部を固定し、２−ヒドロキシエチルメタクリ
レートの質量部を質量部の合計が１００となるように混合し、光重合型接着剤として使用
した（図６）。実施例２は、ポリロタキサンＹの質量部を２９．５とした場合であり、本
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実施例３に合わせて記載している。実施例２と同様にシリコーン製のモールド（厚さ１ｍ
ｍ、長さ１５ｍｍ、中心部の幅１ｍｍ、端部の幅２ｍｍのダンベル状）に光重合型接着剤
を添加した後、可視光線照射器（波長４００〜４５０ｎｍ、７００ｍＷ／ｃｍ２）で１８
０分間光照射し硬化体を作製した。尚、波長４００〜４５０ｎｍにおける今回の光照射条
件下ではポリロタキサンＢのニトロベンジル基は開裂しないことを確認した。硬化体の一
つはそのまま遮光下で静置した（非ＵＶ照射群、ｎ＝４）。硬化体の別の一つはＵＶ照射
（２５４ｎｍ、２．５ｍＷ／ｃｍ２）を２分間行い、遮光下で静置した（ＵＶ照射群、ｎ
＝４）。ＵＶ分解型でない重合型接着剤Ｙの場合、ポリロタキサンＹのいずれの質量部で
も非ＵＶ照射群とＵＶ照射群の微小引張強さは差がなかった（表１および図７）。一方、
ＵＶ分解型の重合型接着剤Ｂの場合、質量部が２９．５と４９．５の場合は、非ＵＶ照射
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群に比べてＵＶ照射群の微小引張強さは各々４７％、２０％の減少が見られ（図７）、Ｕ
Ｖ裂性基であるニトロベンジル基を有するポリロタキサンＢを使用して調製した光重合型
接着剤ＢにおいてはＵＶ光を作用させることで調製した硬化体の微小引張強度を大幅に低
減する効果が得られることを確認した。光重合型接着剤Ｂの硬化体にポリロタキサンＢの
分解性結合を切断するように作用する光照射を行うという簡単な操作により、短時間の作
用時間においても大幅に接着性を低下できることが示された。
【００７４】
【表１】
10

20
【産業上の利用可能性】
【００７５】
本発明に係る中央分解型の機能性ポリロタキサンは、両端に分解性リンカーを有する従
来的なポリロタキサンを置き換える形で、さまざまな用途に利用することができる。この
ような中央分解型の機能性ポリロタキサンは、合成ステップが両端分解型よりも少ないの
で、製造上も利点があり、また、両端への導入が難しいペプチドなどの機能性分子を利用
することも可能となる。可能な用途としては、上述のように、歯科材料におけるレジンモ
ノマーとしての利用や、ニーマンピック病C型（NPC）の治療薬としての使用などが挙げら
れる。

(24)
【図１】

【図３】

【図２】
【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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【国際調査報告】
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