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(57)【要約】
本発明は、化学結合して抗菌活性四級アンモニウム基を有する少なくとも一つの脂肪族ポ
リマーを含む粒子を提供する。本発明の粒子は、微生物の集団および生物膜を阻害するの
に用いられうる。このような粒子の製造方法および微生物を阻害するためのその使用もま
た提供される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１ｎｍ２あたり少なくとも一つの抗菌活性四級アンモニウム基の表面密度で化学結合し
て抗菌活性四級アンモニウム基を有する少なくとも一つの脂肪族ポリマーを含む粒子。
【請求項２】
　化学結合して抗菌活性四級アンモニウム基を有する少なくとも一つの脂肪族ポリマーを
含む粒子であって、その中で前記抗菌活性四級アンモニウム基が該窒素原子に結合した一
つの長いアルキル基を含む粒子。
【請求項３】
　前記抗菌活性四級アンモニウム基が該窒素原子に結合した一つの長いアルキル基を含む
、請求項１の粒子。
【請求項４】
　前記抗菌活性四級アンモニウム基が、１ｎｍ２あたり少なくとも一つの抗菌活性四級ア
ンモニウム基の表面密度である、請求項２の粒子。
【請求項５】
　１ｎｍ２あたり少なくとも一つの抗菌活性四級アンモニウム基の表面密度で化学結合し
て抗菌活性四級アンモニウム基を有する少なくとも一つの脂肪族ポリマーを含む粒子であ
って、その中で前記抗菌活性四級アンモニウム基が該窒素原子に結合した一つの長いアル
キル基を含む粒子。
【請求項６】
　前記の少なくとも一つの脂肪族ポリマーが、ポリエチレンイミン（ＰＥＩ）、ポリビニ
ルアミン（ＰＶＡ）、ポリ（アリルアミン）（ＰＡＡ）、ポリ（アクリル酸アミノエチル
）、アミノメチル化スチレンポリマー、アルキルアミノ基がぶら下がっているポリペプチ
ド、およびキトサンから選択される、請求項１から５のいずれか一つに記載の粒子。
【請求項７】
　１０から１００００ｎｍの間のサイズを有する、請求項１から６のいずれか一つに記載
の粒子。
【請求項８】
　１５０ｎｍまたはそれ以下のサイズを有する、請求項７の粒子。
【請求項９】
　３０ｎｍまたはそれ以上のサイズを有する、請求項７の粒子。
【請求項１０】
　前記の少なくとも一つの脂肪族ポリマーが架橋されている、請求項１から９のいずれか
一つに記載の粒子。
【請求項１１】
　架橋の程度が１％から２０％である、請求項１０の粒子。
【請求項１２】
　前記の長いアルキル基が４つまたはそれ以上の炭素原子を有する、請求項１から１１の
いずれか一つに記載の粒子。
【請求項１３】
　前記の長いアルキル基が４から１０個の炭素原子を有する、請求項１２の粒子。
【請求項１４】
　前記の長いアルキル基が６、７、または８個の炭素原子を有する、請求項１３の粒子。
【請求項１５】
　前記四級アンモニウム基がフッ化物アニオンと対をなしている、請求項１から１４のい
ずれか一つに記載の粒子。
【請求項１６】
　ポリマー中の少なくとも１０％のアミノ基が前記抗菌活性四級アンモニウム基である、
請求項１から１５のいずれか一つに記載の粒子。
【請求項１７】
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　ホストポリマーまたはそれのモノマーと反応して、該粒子を該ホストポリマーに化学結
合させることができる官能基を有する、請求項１から１６のいずれか一つに記載の粒子。
【請求項１８】
　液体媒体または固体媒体中に固定された、請求項１から１７のいずれか一つに記載の粒
子。
【請求項１９】
　前記媒体がポリマーマトリックスである、請求項１８の粒子。
【請求項２０】
　請求項１から１９のいずれか一つに記載の粒子を固定したポリマーホストを含むポリマ
ーマトリックス。
【請求項２１】
　１μｍ２あたり約１から約１００個の粒子の表面濃度でマトリックスの外表面に該粒子
が均一に分布する、請求項２０のポリマーマトリックス。
【請求項２２】
　平均して、マトリックスの外表面の１μｍ２あたり少なくとも一つの活性部分を有し、
このような活性部分のサイズが少なくとも１００ｎｍ２であって；前記活性部分が、１ｎ
ｍ２あたり少なくとも１個の抗菌活性四級アミンの表面濃度を有する、請求項２０または
２１のポリマーマトリックス。
【請求項２３】
　ポリマー粒子がポリマーマトリックスに化学結合している、請求項２０から２２のいず
れか一つに記載のポリマーマトリックス。
【請求項２４】
　強還元剤または強酸化剤をさらに含む、請求項２０から２３のいずれか一つに記載のポ
リマーマトリックス。
【請求項２５】
　生物種を請求項２０から２４のいずれか一つに記載のポリマーマトリックスと接触させ
ることによる、前記生物種の阻害方法。
【請求項２６】
　接触された生物種の少なくとも９５％を死滅させる、請求項２５の方法。
【請求項２７】
　接触された生物種の少なくとも９９％を死滅させる、請求項２６の方法。
【請求項２８】
　前記生物種が細菌類、寄生虫類、真菌類およびウイルス類から選択される、請求項２５
から２７のいずれか一つの方法。
【請求項２９】
　前記ポリマーマトリックスに多くとも５重量％のポリマー粒子が含まれる、請求項２５
の方法。
【請求項３０】
　一つだけが前記ポリマーへ結合し、３つが非ポリマー基へ結合（正確には、該非ポリマ
ー基の一つが４つまたはそれ以上の炭素原子を有するアルキル鎖である）している窒素原
子からなる四級アンモニウム基を有するポリマーである、請求項１から１９のいずれか一
つに記載の粒子に使用するための脂肪族ポリマー。
【請求項３１】
　少なくとも９０％の前記四級アンモニウム基が抗菌活性を有する、請求項３０のポリマ
ー。
【請求項３２】
　前記４つまたはそれ以上の炭素原子を有するアルキルでない非ポリマー基の一つまたは
それ以上が、３つまたはそれ以下の炭素原子を有する短いアルキル基である、請求項３０
または３１のポリマー。
【請求項３３】
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　前記の短いアルキル基がメチル基である、請求項３２のポリマー。
【請求項３４】
　四級アンモニウム基がフッ化物アニオンと対をなしている、請求項３０から３３のいず
れか一つに記載のポリマー。
【請求項３５】
　架橋されている、請求項３０から３４のいずれか一つに記載のポリマー。
【請求項３６】
　請求項２０から２４のいずれか一つに記載のポリマーマトリックスを得るための方法で
あって、ホストポリマーに界面活性化合物および請求項１から１９のいずれか一つに記載
の粒子を加え、混合して均一なポリマーマトリックスを得ることを特徴とする方法。
【請求項３７】
　請求項２０から２４のいずれか一つに記載のポリマーマトリックスを得るための方法で
あって、ホストポリマーを相溶化剤と混合し、次いで請求項１から１９のいずれか一つに
記載の粒子と混合することを特徴とする方法。
【請求項３８】
　前記相溶化剤が、ホストポリマーのモノマー、該粒子が作られるポリマーのモノマー、
ホストポリマーのモノマーのオリゴマー、該粒子のポリマーのモノマーのオリゴマー、お
よび両方の種類のモノマーから作られるオリゴマーから選択される、請求項３７の方法。
【請求項３９】
　ポリマー粒子の存在下でホストのモノマーの重合をさらに含むことを特徴とする、請求
項２０から２４のいずれか一つに記載のポリマーマトリックスを得るための方法。
【請求項４０】
　請求項３０から３５のいずれか一つに記載の脂肪族ポリマーを得るための方法であって
、
　（ａ）ポリマーに一級アミン基を提供し、
　（ｂ）各一級アミン上の一つの水素原子を少なくとも４つの炭素原子を含むアルキル基
で選択的に置換し；並びに
　（ｃ）他のアミンの水素原子（存在するなら）を１つ、２つ、または３つの炭素原子を
有する短いアルキル基で置換することを特徴とする方法。
【請求項４１】
　抗菌活性ポリマーが浸出せず、活性が６月以上の期間残存する、請求項１から４０のい
ずれか一つに記載の組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、抗菌活性粒子、該粒子を含むマトリックス、該粒子の製造に有益なポリマー
、該粒子の製造方法および該マトリックスの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　様々な物質、特にポリマーで作られた移植可能な用具において抗菌剤を蓄積させ、普及
させる傾向にある医学においては特に、抗菌表面が重要な目標となってきた。例えば、留
置カテーテルは細菌が蓄積するため、投与直後に時々取り除かれなければならない。人工
股関節のような整形用インプラントについては、細菌の蓄積によってインプラント直後、
または数ヶ月後にひどい感染症がもたらされうるが、それにより次々とインプラントの除
去が必要となり、再インプラント前に治癒させるために高用量の抗細菌剤の投与が必要と
なる。導尿カテーテルもまた、カテーテルを通して侵入してきた細菌の膀胱感染をもたら
す。歯の修復物質もまた細菌を蓄積する傾向があり、それは隣接する軟部組織および硬組
織、例えば歯ぐきおよび象牙質に感染するにつれ、修復物質の劣化をもたらす。
【０００３】
　多くの報告によって、細菌の増殖を阻害するために抗細菌剤を物質の中に組み込んだ実
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験が記載されている。しかしながら、これらの物質の抗細菌活性は、様々な放出速度によ
る抗細菌剤の周囲の環境への放出に依存することが明らかとなった。
【０００４】
　Homolaらの米国特許番号5,980,868によって、脂肪酸分子の単層と反応したＰＥＩの歯
のコーティングが記載され、その脂肪酸はそのカルボキシル基を通してＰＥＩ層に結合す
る。本発明の物質は、歯の塗布器、例えば、デンタルフロス、テープ、スワブおよび棒に
よって歯の表面に塗布されるといわれている。公開ＰＣＴ出願番号WO 93/20775によって
、ポリエチレンイミンでコーティングされたポリ（フルオロエチレン）の粒子を含む歯の
コーティング物質が紹介されている。
【０００５】
　細菌の細胞膜に相互作用して破壊することによって、ポリカチオンが抗細菌特性を有す
ることが報告されてきた。本目的のために抗細菌特性を示す多数のポリマーが開発されて
おり、それは例えば、表面のコーティングに関与する可溶性および不溶性ピリジニウム型
ポリマー、医療用具の細菌接着を妨げるのに用いられうるアジ化ポリ（塩化ビニル）、ポ
リウレタン表面を修飾し、また細菌の生体材料表面への初期の接着も妨げうるＰＥＧポリ
マー、並びに抗細菌活性および抗真菌活性を示すキトサンポリエチレンイミンである。
【０００６】
　多数の公報によって、抗菌性化合物としての四級アンモニウム基を有するカチオン性ポ
リマーの有用性が示されてきた。例えば、Godfroidの米国特許番号6,559,116によって、
アルキルトリメチルアンモニウムハライドおよび窒素含有ポリマー、例えばポリエチレン
イミンを含むカチオン性抗菌活性成分からなる、硬表面洗浄のための抗菌性組成物が開示
されている。Linら(Lin J, Qiu S, Lewis K, Klibanov M. Bacterial properties of fla
t surfaces and ナノ粒子 derivatized with alkylated polyethylenimines. Biotechnol
 Prog 2002; 18:1082-1086)によって、Ｎ－アルキル化ポリ（エチレンイミン）（ＰＥＩ
）で共有結合的にコーティングした表面が、いくつかの空中または水中グラム陽性および
グラム陰性細菌に対して有効でありうることが確認された。ＮＨ２基を含み、アルキル化
ポリエチレンイミンで誘導体化されたマグネトフェリック(Magnetoferic)（Ｆｅ３Ｏ４）
ナノ粒子もまた抗細菌特性を有する。抗細菌活性は共役複合体の分子量に依存していた。
その結果、例えば、２および０．８ｋＤａのＮ－アルキル化ＰＥＩが弱い殺菌活性を有す
ることが示された。他方では、ポリカチオン性薬剤の高活性は、７５０－２５ｋＤａＮ－
アルキル化ＰＥＩによって達成されうる。
【０００７】
　抗細菌作用は、細菌の負に帯電した細胞表面に、正に帯電したポリマーが吸収されるこ
とに起因すると示唆されている。この過程が、細胞透過性の増加および細胞膜の破壊の原
因であると考えられた(Kawabata N, Nishiguchi M. Antibacterial activity of soluble
 pyridinium-type polymers. Appl Environ Microbiol 1988; 54:2532-2535)。
【０００８】
　Imazatoらの米国特許番号5,733,949、5,408,022、および5,494,987によって、３つの重
合可能なビニルの基礎となる、抗菌活性の化学基を有するモノマー、カルボン酸基、およ
びヒドロキシル基を有するモノマーを含む組成物が開示されている。該組成物は、カルボ
ン酸基およびヒドロキシル基の細菌細胞への透過特性のため、有効な抗菌活性を有しうる
。これらの特許によれば、該活性は、活性化合物が周囲へ浸出することで１月後に減衰し
ている。
【０００９】
　Imazatoら(J. Dentisty 28. 2000, 61-67)によって、アクリル酸デンタルプライマー(a
crylate dental primer)におけるモノマーとして１２－メタシクロイルオキシドデシルピ
リジニウムブロミド(12-methacycloyloxydodecylpyridinium bromide)（ＭＤＰＢ）の使
用が開示されている。本研究の過程で、該モノマーがヒト歯髄細胞への細胞傷害性に寄与
しないことが明らかとなった。別の論文で(Eur. J. Oral Sci. 110, 2002, 168-174)、Im
azatoによって、傷害をもつ人工根の細菌感染を治療するためのＭＤＰＢを含む３つの象
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牙質接着剤(dentine-bonding agent)の使用について報告され、それが接着組成物(bondin
g composition)におけるモノマーとして組み込まれた場合に有効であることが明らかとな
った。さらに別の論文において(Biomaterials, 24.  2003, 3605-9)、粉砕した重合ＭＤ
ＰＢは強い抗ストレプトコッカスミュータンス(S. mutans)活性を示した。本研究におい
て、非重合モノマーが、粉砕した重合ＭＤＰＢから浸出することもまた明らかとなった。
【００１０】
　Newらの米国特許番号5,798,117によって、抗菌表面として作用しうるホスファチジルコ
リン（Ｏ－ＰＯＯ－ＣＨ２－ＣＨ２－Ｎ－Ｒ３）誘導体を有する表面が開示される。同様
に、米国特許番号6.562,330によって、双性イオンの官能基、例えばホスファチジルコリ
ン（Ｏ－ＰＯＯ－ＣＨ２－ＣＨ２－Ｎ－Ｒ３）誘導体、アミノ酸誘導体などに基づく抗菌
物質の特定の組成物が開示されている。
【００１１】
（発明の概要）
　驚くべきことに、このような微生物の増殖が自然に起こりうる表面に接触させた場合に
、四級アンモニウム基で置換されたカチオン性ポリマーを含むナノ粒子が、抗菌活性、例
えば抗細菌活性および抗真菌活性の広域スペクトルを示すことが、現在明らかになってき
た。したがって、このような抗菌活性は、例えば生物膜形成を妨げる。これらのナノ粒子
が、浸出せず、ホストマトリックスの特性を変えずに、長い間にわたって高抗菌特性を維
持することがさらに決定された。
【００１２】
　本発明のある態様において、化学結合して抗菌活性四級アンモニウム基を有し、以下の
特徴の少なくとも一つまたは組合せを有する、少なくとも一つの脂肪族ポリマーを含む粒
子が提供される：
　１．抗菌活性四級アンモニウム基が、１ｎｍ２あたり少なくとも一つの抗菌活性四級ア
ンモニウム基の表面密度である；
　２．前記抗菌活性四級アンモニウム基が、ポリマー中のアミン基の少なくとも１０％に
達する；
　３．前記抗菌活性四級アンモニウム基が、該窒素原子に結合した一つの長いアルキル基
を含む。
【００１３】
　ある態様において、前記粒子は、化学結合して抗菌活性四級アンモニウム基を有する少
なくとも一つの脂肪族ポリマーを含み、前記抗菌活性四級アンモニウム基は該窒素原子に
結合した一つの長いアルキル基を含む。好ましくは、該粒子は１ｎｍ２あたり少なくとも
一つの抗菌活性四級アンモニウム基の表面密度を有する。
【００１４】
　別の態様において、該粒子は１ｎｍ２あたり少なくとも一つの抗菌活性四級アンモニウ
ム基の表面密度を有する。好ましくは、前記粒子は化学結合して抗菌活性四級アンモニウ
ム基を有する少なくとも一つの脂肪族ポリマーを含み、前記抗菌活性四級アンモニウム基
は該窒素原子に結合した一つの長いアルキル基を含む。
【００１５】
　さらに別の態様において、前記粒子は化学結合して抗菌活性四級アンモニウム基を有す
る少なくとも一つの脂肪族ポリマーを含み、１ｎｍ２あたり少なくとも一つの抗菌活性四
級アンモニウム基の表面密度を有し、前記抗菌活性四級アンモニウム基は該窒素原子に結
合した一つの長いアルキル基を含む。
【００１６】
　少なくとも一つの脂肪族ポリマーは、ポリエチレンイミン（ＰＥＩ）、ポリビニルアミ
ン（ＰＶＡ）、ポリ（アリルアミン）（ＰＡＡ）、ポリ（アクリル酸アミノエチル）、ア
ミノメチル化スチレンポリマー、アルキルアミノ基がぶら下がっているポリペプチド、お
よびキトサンから選択される。
【００１７】
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　脂肪族ポリマーは好ましくは架橋されている。架橋の程度は１％から２０％でありうる
。
【００１８】
　本発明の粒子は、１０から１０，０００ｎｍの間のサイズでありうる。好ましくは、そ
れは３０から１５０ｎｍの間のサイズである。
【００１９】
　別の態様において、本発明の粒子を作るポリマー中の少なくとも１０％アミン基は、前
記抗菌活性四級アンモニウム基である。本発明の粒子は、ホストポリマーまたはそのモノ
マーと反応して、該粒子を該ホストポリマーに化学結合させることができる官能基をさら
に含みうる。
【００２０】
　本発明の粒子は、液体媒体または固体媒体中に固定されうる。好ましくは、前記媒体は
ポリマーマトリックスである。
【００２１】
　本発明の別の態様に従って、本発明の粒子を固定したポリマーホストを含むポリマーマ
トリックスが提供される。本発明の粒子は、１μｍ２あたり約１から約１００個の粒子の
表面濃度でマトリックスの外表面に好ましくは均一に分布する。
【００２２】
　好ましい態様において、本発明のポリマーマトリックスは、平均して、マトリックスの
外表面の１μｍ２あたり少なくとも一つの活性部分を有し、このような活性部分のサイズ
が少なくとも１００ｎｍ２であって；前記活性部分が、１ｎｍ２あたり少なくとも１個の
抗菌活性四級アミンの表面濃度を有する。好ましくは、本発明のポリマー粒子はポリマー
マトリックスに化学結合している。
【００２３】
　本発明のさらに別の態様において、生物種（例えば細菌類、寄生虫類、真菌類またはウ
イルス類）の阻害（例えば死滅）方法であって、前記生物種を本発明のポリマーマトリッ
クスに接触させることによる方法が提供される。
【００２４】
　本発明に使用するためのポリマーは、一つだけが前記ポリマーへ結合し、３つが非ポリ
マー基へ結合（該非ポリマー基の一つが４つまたはそれ以上の炭素原子を有するアルキル
鎖である）している窒素原子からなる四級アンモニウム基を有するポリマーである。好ま
しい態様において、少なくとも９０％の前記四級アンモニウム基は抗菌活性を有し、前記
４つまたはそれ以上の炭素原子を有するアルキルでない非ポリマー基の一つまたはそれ以
上は、３つまたはそれ以下の炭素原子を有する短いアルキル基、例えばメチル基である。
【００２５】
　このようなポリマーは、
　（ａ）ポリマーに一級アミン基を提供し、
　（ｂ）各一級アミン上の一つの水素原子を少なくとも４つの炭素原子を含むアルキル基
で選択的に置換し；並びに
　（ｃ）他のアミンの水素原子（存在するなら）を１つ、２つ、または３つの炭素原子を
有する短いアルキル基で置換することによって得られうる。
【００２６】
　生じたポリマー、並びにいずれの他の合成方法または市販品としても得られる本発明の
いずれの他の脂肪族ポリマーも、ホストの中に固定され、従ってポリマーマトリックスを
供給しうる。このようなマトリックスの製造方法には、ホストポリマーに界面活性化合物
および本発明の粒子を加え、混合して均一なポリマーマトリックスを得ることが含まれる
。
【００２７】
（発明の詳細な説明）
ナノ粒子
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　ポリマー粒子は連続および均一である内側部分および外側部分を有する。本発明の粒子
の内側部分および外側部分は、内側部分が外側部分から解離できないように、二つの部分
が連続して互いに一体となっているような、実質的に同一の化合物で作られている。
【００２８】
　本発明のポリマー粒子は、１０－１０，０００ｎｍのサイズである。好ましいのは１，
０００ｎｍ以下のサイズの粒子であり、最も好ましいのは１５０ｎｍまでのサイズの粒子
である。３０ｎｍ以上のサイズの粒子もまた好ましい。粒子のサイズは、もし粒子が球状
であればその直径の表現で与えられ、または粒子が球状でない場合には同等の表現で与え
られる。同等の表現は、粒子の主軸の長さの平均、またはその体積の三乗根でありうる。
【００２９】
　好ましくは、脂肪族ポリマーは架橋されている。
　架橋は、有機合成および高分子科学の技術分野の当業者に公知でありうるので、当該技
術分野でそれ自体公知である様々な薬剤および反応によって作用されうる。例えば、架橋
は、ジハロアルカン、例えばジブロモエタン、ジブロモシクロヘキサン、またはビスブロ
モメチルベンゼンによるポリマー鎖のアルキル化によって作用されうる。
【００３０】
　あるいは、還元的アミノ化による架橋が用いられうる。本方法において、一級アミンを
有するポリアミンはジケトンまたはアルカンジアルデヒドと反応してイミン架橋を形成し
、それは次いで対応するアミンへとさらに水素化される。このアミンはさらに反応して、
抗菌性の有効な四級アンモニウム基を形成しうる。このような方法において、ジハロアル
カンまたはジアルデヒドの代わりに、トリあるいはポリハロアルカンまたはポリアルデヒ
ドもしくはポリケトンが用いられうる。
【００３１】
　さらに別の方法に従って、架橋はジカルボン酸または多カルボン酸によるアミド化によ
って作用されうる。さらにもう一つの方法として、架橋されたポリアミンは、架橋剤が重
合混合物へ加えられる場合のモノマーから製造されうる。例えば、架橋されたポリエチレ
ンイミン（ＰＥＩ）は、架橋剤として役立つビスアジリジンの低い割合の存在下で、アジ
リジンの重合によって製造されうる。
【００３２】
　様々なポリマー鎖の組成物は、それ自身が様々なポリマー特性の蓄積でありうる様々な
特性を提供しうるが、予期しない相乗的な特性を提供しやすいことが注意されるべきであ
る。このような混合ポリアミンナノ粒子の例には：
　脂肪族および芳香族ポリアミン、例えばポリエチレンイミンとポリ（４－ビニルピリジ
ン）のジハロアルカンを通した架橋；
　ポリエチレンイミンとポリビニルアミン；
　短い直鎖および分枝鎖の高分子量ポリエチレンイミンの混合物；
　ポリアミンスキャフォールド(scaffold)の中のポリアミンの相互貫入組成物、例えば架
橋ポリビニルピリジンナノ粒子の中に固定されたポリエチレンイミン、あるいは
　低密度非アミンスキャフォールド(scaffold)、例えばポリスチレンナノ粒子の中のポリ
アミンでさえ含まれる。言い換えれば、ナノ粒子を形成させるためにポリアミンの組合せ
を使用することで、化学架橋または物理架橋（相互貫入ネットワーク）によって、様々な
特性の構造が与えられうる（例えば、別の型の細菌に対して、ある細菌をより多く殺すこ
とができる）。このような特性は、本来、付加的または相乗的でありうる。
【００３３】
　好ましい架橋の程度は１％から２０％であり、その場合、約２％から約５％の架橋が好
ましい。架橋はポリマーのアンフォールディングおよび粒子を形成する様々なポリマーの
分離を妨げうる。
【００３４】
　本発明の粒子を製造するのに有用な好ましいポリマーは、１０％以下の架橋剤を用いて
架橋されうる３０モノマー単位、好ましくは１００モノマー単位でできている鎖を有する
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ものである。ポリマーが長ければ長いほど、不溶性ナノ粒子を得るのに必要な架橋結合は
少なくなる。分枝鎖のポリマーは、不溶性ナノ粒子を形成させるのに必要な架橋が少量で
よいので架橋に好まれる。
【００３５】
　本発明の範囲内で用いられるような「脂肪族ポリマー」とは、様々な側鎖、例えば（こ
れに限らないが）ピリジン側鎖を有する芳香族側鎖に置換されうる非ピリジンモノマーで
できているポリマーをいう。本発明の粒子に含まれうる脂肪族ポリマーにはまた、ポリマ
ー骨格の部分としての窒素原子（並びに他のヘテロ原子）も含まれうる。これらに限らな
いが、脂肪族ポリマーの例は、ポリエチレンイミン（ＰＥＩ）、ポリビニルアミン（ＰＶ
Ａ）、ポリ（アリルアミン）（ＰＡＡ）、ポリ（アクリル酸アミノエチル）、アミノメチ
ルスチレンポリマー、アルキルアミノ基がぶら下がっているポリペプチド、およびキトサ
ンである。
【００３６】
　用語「四級アンモニウム基」とは、結合して４つのアルキル基を有する窒素原子からな
る原子群をいい、その中で各アルキル基は炭素原子を通して窒素原子に結合している。ア
ルキル基のいずれの数も（０、１、２、３、または４）ポリマー骨格の部分でありうる。
用語「長いアルキル基」または鎖とは、四級アンモニウム基の窒素原子上で置換され、４
から１０個の炭素原子を有するようなアルキル基または鎖をいう。このような用語にはま
た、４から１０個の炭素原子を有するアルキル基または鎖も含まれ、それは折れ曲がって
環状構造を形成し、その中で結合点または閉環点は四級アンモニウム基の窒素原子である
。
【００３７】
　「短いアルキル基」または鎖は、１から３個の炭素原子を有する。
【００３８】
　好ましくは、アンモニウム基は脂肪族ポリマーに化学結合しており、すなわちそれらは
前記ポリマーに共有結合を通して結合している。
【００３９】
　本発明のポリマー粒子にはまた、抗菌活性がない四級アンモニウム基、例えば、長いア
ルキル基を有さない化学基または一つ以上の長いアルキル基を有する化学基も含まれうる
。しかしながら、抗菌活性基があればあるほどポリマーは好ましく、本発明の粒子は、ポ
リマー鎖あたり少なくとも一つこのような化学基を有するポリマーで作られている。
【００４０】
　四級アンモニウム基は正に帯電しているので、その電荷はアニオンと対をなしているは
ずである。好ましくは、本発明の粒子において、このアニオンはハロゲン化物、例えばフ
ッ化物、塩化物、臭化物またはヨウ化物であり、フッ化物が最も好まれる。他の可能なア
ニオンには、これらに限らないが、水素化ホウ素、炭酸水素、硝酸、リン酸、酢酸、フマ
ル酸、コハク酸および硫酸が含まれる。
【００４１】
　好ましい態様において、粒子の表面には１ｎｍ２あたり少なくとも１個の抗菌活性四級
アンモニウム基が含まれる。
【００４２】
　このような架橋ＰＥＩでできている粒子の１ｎｍ２あたりの活性四級アンモニウム基の
計算密度は約１６である。もしすべてのイミン基がアルキル化されて抗菌活性があるなら
、１ｎｍ２あたり約１６の四級アンモニウム基の密度が得られる。架橋ＰＥＩの場合、１
ｎｍ２あたり少なくとも一つの抗菌活性四級アンモニウム基には、少なくとも約５－１０
％のイミンをアルキル化して抗菌活性アンモニウム基を得ることが必要である。
【００４３】
　好ましい態様において、本発明のポリマー粒子は、ホストポリマーまたはそれのモノマ
ーと反応することができる官能基を有する。このような官能基は、該粒子をホストマトリ
ックスに化学結合させるようにデザインされる。
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【００４４】
ホストマトリックス中に固定されたナノ粒子
　本発明の別の態様に従って、本発明の最初の態様のポリマー粒子を固定しているポリマ
ーホストを含むポリマーマトリックスが提供される。
【００４５】
　これに限らないが、ホストとして役立ちうる物質の例は、セラミックス、ポリマー物質
および無機固体の混合物でできているセメント、固体物品に圧縮されたプラントパウダー
(plant powder)および粒子、並びに有機および無機接着剤である。他の物質は、金属被膜
および他の固体、半固体もしくはゲル状物質から選択されうる。
【００４６】
　好ましい態様において、本発明の粒子は、１μｍ２あたり約１から約１００個の粒子の
表面濃度でマトリックスの外表面に均一に分布する。外表面から離れた粒子の分布、すな
わちそれのバルク濃度は、外表面上のものに類似しうる。一般に、粒子の全表面は、好ま
しくはマトリックスの表面の多くとも約２０％、好ましくは１％から１５％、より好まし
くは１％から５％、最も好ましくはマトリックスの表面の約１％から約３％を占有する。
【００４７】
　本発明の好ましいマトリックス物質を構築する際に助けとなりうる他のルールは、平均
して、マトリックスの外表面の１μｍ２ごとに、１ｎｍ２あたり１個の抗菌活性四級アミ
ンの表面濃度である少なくとも一つの部分を有し、このような部分のサイズが少なくとも
１００ｎｍ２であることである。
【００４８】
　ポリマー粒子は、マトリックスの中に物理的に捕捉され、それに化学的に結合し、また
はその両方でありうる。もし粒子がポリマーホストに化学結合するなら、該粒子はホスト
ポリマーまたはそれのモノマーと反応することができる官能基を有する。
【００４９】
　好ましい態様によれば、本発明のポリマーマトリックスはポリマーホストのものと同程
度の光学特性を有する。これは十分に小さなサイズの粒子を用いることによって得られ、
典型的には光の波長より小さなサイズを有する粒子を用いることによって得られ、その場
合、光学特性はマトリックス中とホスト中とで同一であるはずである。３００ｎｍまでの
サイズの粒子が本目的に好ましい。もしマトリックスおよびホストが１０％まで、好まし
くは５％までの許容範囲内で同一の屈折率（ｎ）、および／または、与えられたすべての
波長の範囲、好ましくは４００－７００ｎｍの範囲の可視光において、１０％まで、好ま
しくは５％までの許容範囲内で同一の吸収係数（μ）を有するなら、マトリックスおよび
ホストの光学特性は同程度であるといわれる。
【００５０】
　好ましい態様において、本発明のマトリックスにはまた、強還元剤または強酸化剤（以
下これらをまとめて酸化還元剤と呼ぶ）、例えば水素化ホウ素、ヨウ素なども含まれる。
酸化還元剤の存在によって、短期間の極めて強い消毒効果が与えられ、一方、ポリマー粒
子の抗菌活性四級アンモニウム基によって持続的効果が達成される。
【００５１】
生物種の阻害方法
　本発明の別の態様に従って、「生物種」、例えば細菌類、寄生虫類、真菌類、酵母、原
生動物およびウイルス類を本発明のポリマーマトリックスに接触させることによる、前記
生物種の阻害方法が提供される。用語「阻害」は、破壊、すなわち少なくとも９５％の生
物種、好ましくは９９％、最も好ましくは９９．９９％の生物種の死滅；
　前記生物種の増殖速度の減少；
　前記生物種の集団のサイズの減少；
　前記種の増殖の防止；
　このような種に回復不能な損傷を与えること；
　前記生物種の生物膜の破壊；
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　存在している生物膜の部分または全体への短期間または長期間の損傷の誘導；
　このような生物膜の形成の防止；
　生物膜処理(biofilm management)の誘導；あるいは
　このような集団または生物膜に効果があり、それらに即時または長期間の損傷（部分ま
たは全体）を負わせうる他のいずれの型の結果をもたらすことを示すためにも用いられる
。
【００５２】
　用語「集団」とは、特定の種またはその組合せの少なくとも二つのメンバーの共同体を
いう。しかしながら、この定義によってこのような集団の単一メンバーを処理する本発明
の粒子の能力を反映するとは意図されないことは、注意されるべきである。
【００５３】
　用語「生物膜」とは、固体表面に結合した生物種の集団をいう。生物膜の集団には、細
菌類、真菌類、酵母、原生動物、および他の微生物が含まれうる。
【００５４】
　好ましい態様において、阻害は、該生物種を５重量％まで、より好ましくは１％までの
ポリマー粒子を含むマトリックスに接触させることによって達成される。
【００５５】
　したがって、本発明のポリマーマトリックスによって、生物種の汚染除去または増殖防
止が必要となる場合の広範囲の適用における有用性が見いだされうるが、それは例えば組
織の医学人工置換(medicine artificial replacement)において、例えば骨、骨セメント
および関節（整形）、レンズ（眼科学）、血管およびステント、人工心臓弁（心臓病学）
、人工皮膚、インプラント（形成外科）、子宮内器具（産婦人科）、神経外科的シャント
、尿管ステント、皮下インプラント（インスリンポンプ、避妊薬、ペースメーカー）のた
めのコーティング、静脈内注入に用いられるチューブおよびカニューレ、透析に用いられ
るチューブおよびカニューレ、外科用ドレナージチューブ(surgical drainage tubing)、
導尿カテーテル、気管内チューブ、傷被覆物質(wound covering material)、縫合、血管
並びに泌尿器系において一時的に挿入されるあらゆる種類のカテーテル、脳への適用に使
用するためのシャント、手術用手袋、耳の診察のための先端(tip)、医療関係者によって
用いられる微気圧計の末端(statoscope end)および他の要素；
　歯学において：歯科用接着剤、歯科の修復物質、例えば、歯、虫歯の穴を充填するため
のすべての型の複合材料、根管治療における根管腔(root canal space)を充填するための
歯周部充填物質(endodontic filling material)（セメントおよび充填剤）、仮および最
終の歯牙修復または歯牙交換に用いられる物質、例えば、これに限らないが、インレー、
アンレー、歯冠、部分義歯（固定またはリムーバブル）、歯科インプラント、並びに様々
な既知の目的のための歯学に用いられるパーマネントセメント(permanent cement)および
テンポラリーセメント(temporary cement)；
　医学研究所のためのプラスチックウェア；
　主に乳製品および新鮮な肉のための食品包装；
　生物膜の成長を防ぐ船の塗料、浴室の塗料、並びに他の多くのものである。
【００５６】
　抗菌特性は、患者から患者または患者から試験者への相互汚染から、患者および医療ス
タッフを保護しうる。手術室に入る薬および用具のための自己滅菌包装(self sterilizin
g packaging)もまた有益である。医療分野以外の適用は、例えば細菌が集まりやすい競技
用の靴または靴の内側、ヒトの体に接触する歯ブラシおよびいずれのブラシ、ペットのケ
ージ並びに他の獣医の用具などにおいてでありうる。
【００５７】
好ましいポリマー
　本発明の別の態様に従って、本発明の粒子を生成するのに適当な脂肪族ポリマーが提供
される。それ自体が当該技術分野で公知である他のポリマーはまた、本発明の粒子を生成
するのに有用でありうることも指摘されるべきである。本発明のポリマーは、実質的に抗
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菌活性である四級アンモニウム基を運ぶ。
【００５８】
　好ましくは、本発明のポリマーの四級アンモニウム基は、一つだけが前記ポリマーへ結
合し（言い換えれば、該四級基はポリマー骨格に結合しているが鎖の中にはなく）、３つ
が非ポリマー基へ結合している窒素原子であり、正確には、その一つは少なくともＣ４脂
肪族基であり、多くともＣ１８基、好ましくは多くともＣ１０基、最も好ましくはＣ８基
である。
【００５９】
　好ましくは、窒素原子に結合している他の非ポリマー基はＣ１－３脂肪族基である。四
級アンモニウム基はポリマー骨格に直接結合し（それはポリマー鎖あたり一つまたは二つ
のこのような化学基を与える）、あるいは各モノマーまたはいくつかのモノマーに結合し
うるリンカーを通して結合しうる。
【００６０】
　本発明のポリマーにおける四級アンモニウム基は正電荷を有し、それは好ましくはハロ
ゲン化物、最も好ましくはフッ化物と対をなしている。
【００６１】
　好ましい態様において、本発明のポリマーは、粒子を生成するように架橋されている。
【００６２】
　可能な架橋剤および架橋方法、並びに可能な対イオンは上記で議論された。
【００６３】
マトリックスの生成方法
　本発明のさらに別の態様に従って、本発明のポリマー粒子を固定しているポリマーホス
トを含むポリマーマトリックスを得るための方法、特にホスト中の粒子の分布が実質的に
均一であるようなマトリックスを得るための方法が提供される。用語「実質的に均一な分
布」は、１μｍ２あたり(per sq. μm)の粒子数の標準偏差がわずか１／４ｍ２あたり(pe
r sq. 1/4m)の平均粒子数であるという点で特徴化される分布を示すのに用いられる。均
一分布は、再現性および明細書の作成のために必要である。もし分布が一様でなければ、
生成物は異なった場で異なった特性を示しうる。
【００６４】
　本発明のある方法に従って、該粒子の抗菌効果に不利な影響を及ぼす量で、界面活性化
合物とともに該粒子がホストに加えられるが、ホスト中の粒子の均一分布が与えられる。
該粒子に加えられうる界面活性化合物の典型的な量は、０．１から約３重量％の粒子の範
囲内、好ましくは１重量％である。この量は該化合物および該粒子の性質、これらの粒子
が組み込まれる高分子複合材料および方法に依存する。疎水性ポリマー組成物については
、疎水性界面活性化合物、例えばスパン、脂肪酸、または脂肪酸ＰＥＧ誘導体が有用であ
り；親水性ポリマー組成物については、ポロクサマー、ＰＥＧ、またはトゥイーン(Tween
)類が、ポリマーマトリックス中のナノ粒子の適合性を増加させるのに用いられうる。
【００６５】
　本発明の別の方法に従って、該ポリマーは、該粒子よりも最初に相溶化剤と混合される
。これに限らないが、相溶化剤の例は、ホストポリマーのモノマー；該粒子が作られるポ
リマーのモノマー；このようなモノマーのオリゴマーである。
【００６６】
　本発明のポリマー粒子に化学結合したポリマーホストを得るための、別の好ましい方法
は、ポリマー粒子の存在下でホストのモノマーを重合することである。
【００６７】
好ましいポリマーを作る方法
　本発明のさらに別の態様に従って、すべてが抗細菌活性である四級アンモニウム基を運
ぶ脂肪族ポリマーを得るための方法が提供される。該方法には：各一級アミン上の一つの
水素原子をＣ４－１０アルキルで選択的に置換すること；および、次いで他のアミンの水
素原子（存在するなら）をＣ１－３アルキルで置換することが含まれる。
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【００６８】
（例示的態様の詳細な説明）
　図１は、本発明のいくつかの好ましい態様の粒子２を図式的に示す。粒子２は、内部４
および外部６を有し、その中で内部および外部の両方は同一の脂肪族ポリマーでできてい
る。粒子２の内部４および外部６は、内部が外部から解離できないように、二つの部分が
連続して互いに一体となっているような実質的に同一の化合物でできている。したがって
、内部４を外部６から分離する破線８は想像上のものであり、いずれの建設的な重要性ま
たは意味も有さない。
【００６９】
　図２は、抗菌活性四級アンモニウム基１２、１４、１６、および１８を有するポリマー
１０を図式的に示し、そのそれぞれは、その上で化学的に置換された窒素原子Ｎからなり
、またはポリマー鎖１０の一部と３つの他のアルキル基を有する。四級アンモニウム１２
の窒素原子はポリマー鎖２０へ一つの結合を有し、四級アンモニウム１４の窒素原子はポ
リマー鎖へ二つの結合を有し、アンモニウム１６の窒素原子は、ポリマー骨格２０よりも
むしろポリマー１０の側鎖２２に結合し、アンモニウム１８の窒素原子は、三つのポリマ
ー鎖２０、２０’および２０’’に結合し、全体がポリマー１０の部分を形成する。各窒
素原子Ｎは、正確には長いアルキル基である一つのアルキル基Ｒを有する。他の化学基Ｗ
は短いアルキル基である。
【００７０】
　図３は、ポリマー粒子３４を固定しているポリマーホスト３２を含む、ポリマーマトリ
ックス３０の概略図を示す。図４は、アーティストの目で見た単一の該粒子を示す。粒子
３４は、そこから突出する多くの長いアルキル鎖３６を有する。アルキル鎖３６は、粒子
３４を形成するポリマーの抗菌活性四級アンモニウム基において窒素原子を置換する化学
基である。しかしながら、実際には粒子の１ｎｍ２あたりに少なくとも一つのこのような
長いアルキル鎖があることは注意されるべきであり、そのためもし粒子３４が直径１００
ｎｍであるなら、それは少なくとも約３６，０００個の突出する長いアルキル鎖で覆われ
ており、図に描かれたほど少なくはない。
【００７１】
　図３に示されるように、粒子３４はマトリックス３０の外表面３８上に均一に分布する
。図中に示される例において、マトリックス物質３２から突出する長いアルキル鎖で覆わ
れた全表面は、マトリックス３０の外表面３８の約１％である。
【００７２】
　図５は、本発明のポリマー５０を図式的に示す。ポリマー５０は四級アンモニウム基５
２および５４を有し、それぞれは一つだけがポリマー骨格５６へ結合し、３つが非ポリマ
ー基へ結合（正確には、その一つ（Ｒ）が長いアルキル鎖である）している窒素原子から
なる。他の化学基（Ｗ）はメチル基である。
【００７３】
　四級アンモニウム基５２は、ポリマー骨格５６に直接結合している（それによってポリ
マー鎖あたり一つまたは二つのこのような化学基が与えられる）。四級アンモニウム基５
４は、リンカー５６を通してポリマー骨格に結合している。
【００７４】
　ポリマー５０のようなポリマーは、一級アミンのみをアルキル化する条件下で、長いア
ルキル基でそのアルキル化を行い、次いで四級アミンへと変換させる条件下で、生じた二
級アミンをメチル化することによって、一級アミンを含むポリマーから得られうる。
【００７５】
実施例：
実施例１．化合物の抗菌活性についてのアルキル鎖の効果
　ＰＥＩの抗細菌活性は、四級アミンの質および量に依存する。そのため、本発明へと導
く調査の過程において、アミノ基の置換度を増加させるための様々な長さのハロゲン化ア
ルキルによるアルキル化、続いてメチル化の両方によって増加することが決定された。ア
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ルキル化剤は親水性のＰＥＩに疎水性の性質を加える。このＮ－アルキル化によってポリ
マーがより疎水的になるはずであり、メチル化はまた、ＰＥＩの一級、二級および三級ア
ミノ基をカチオン性四級アミノ基へと変換することによって、その正電荷を上げる。臭化
アルキルに基づく様々なアルキル化剤で修飾したＰＥＩナノ構造サンプルについての研究
を、アルキル基の長さの機能として、これらの抗細菌特性を評価するために行った。ＰＥ
Ｉナノ構造物質をジブロモペンタンによる架橋を経て製造し、続いて臭化アルキルによる
アルキル化およびヨウ化メチルによるメチル化を行った。２から８個のメチレン基のアル
カンジハライドが好ましい。１，５－ジブロモペンタンは適当な架橋剤として選択され、
１，４－ジブロモブタンおよび１，６－ジブロモヘキサンもまた安定な架橋剤として用い
られうる。
【００７６】
Ａ．ジブロモペンタンによるポリエチレンイミン（ＰＥＩ）の架橋
　ＰＥＩ水溶液を、使用前に乾燥するまで凍結乾燥した。ＰＥＩ（１８．６５ｇ、０．４
３４ｍｏｌ、１．０００．０００－６００．０００Ｄａ）を１８６ｍｌの無水エタノール
に溶解した。ジブロモペンタン（１７．３５ｍｍｏｌ、２．４ｍｌ）を、１：０．０４の
モル比（ＰＥＩモノマー／ジブロモペンタン）で加えた。架橋反応を還流条件で２４時間
実行した。次いでメタノールに溶解した過剰の水酸化ナトリウム（１ｇ）を加えて、放出
したＨＢｒを集めた。反応を同じ条件でさらに２４時間続けた。室温まで冷却した後、生
じた残留物を重力ろ過によってＮａＢｒから精製した。ろ液を減圧下で乾燥するまで蒸発
し、エタノール中に混合すると非常に細かい粉末を形成する黄色粘性残留物を生じた。ジ
ブロモペンタンによる架橋の程度を微量分析によって決定し、１００％であることが分か
った。微量分析：％Ｃ＝４８．０５、％Ｎ＝２１．２０。
1H-NMR (CDCl3): 1.43 ppm (m, 2H, alkyl hydrogens), 1.58 ppm (m, 4H, alkyl hydrog
ens), 2.1-3 ppm (m, 4H of PEI hydrogens and 4H of alkyl hydrogens). ALV (radius,
 nm): 27nm (97%).
【００７７】
Ｂ．ブロモオクタンによる架橋ＰＥＩベースのナノ粒子のアルキル化
　架橋ＰＥＩ（１．９ｇ、４５ｍｍｏｌ）を２０ｍｌの無水エタノール中に分散した。ブ
ロモオクタン（７．７３ｍｌ、４５ｍｍｏｌ、１等モル）を架橋ＰＥＩナノ粒子の１等モ
ル量を含む懸濁液に加えた。アルキル化反応を還流条件で２４時間実行した。次いでメタ
ノール中に溶解した過剰の水酸化ナトリウム（２ｇ）を加えて、放出したＨＢｒを集めた
。反応を同じ条件でさらに２４時間続けた。室温まで冷却した後、生じた残留物を重力ろ
過によってＮａＢｒから精製した。ろ液を減圧下で乾燥するまで蒸発し、黄色粘性液体を
生じた。生じたクルードをアセトンおよびＤＤＷで洗浄して、残りのブロモオクタンおよ
びＮａＯＨをそれぞれ除去した。
【００７８】
　同一の手順を、様々な臭化アルキル類、例えばブロモブタン、ブロモヘキサン、ブロモ
オクタン、ブロモデカンおよびブロモヘキサデカンによって繰り返した。
【００７９】
　より長い臭化アルキル類、例えばブロモデカンおよびブロモヘキサデカンによるアルキ
ル化に基づく化合物を、メタノール中の沈殿によって精製した。ブロモアルカン類による
アルキル化の程度を微量分析によって決定し、８０％であることが分かった。
1H-NMR (CDCl3): 0.86 ppm (t, 3H, CH3, octane hydrogens), 1.24 ppm (m, 10H, -CH2-
, octane hydrogens), 1.39 ppm (m, 2H, -CH2-, octane hydrogens), 2.36-2.7 ppm (m,
 4H, -CH2-, PEI hydrogens and 2H of octane hydrogens).
【００８０】
Ｃ．アルキル化ＰＥＩベースのナノ粒子の四級化
　先に得られたオクタンアルキル化ＰＥＩ（７３０ｍｇ、４．７ｍｍｏｌ）を、１０ｍｌ
の無水エタノール中に分散した。過剰のヨウ化メチル（２４ｍｍｏｌ）を加えた。反応を
６０℃で４８時間実行した。等モル量の炭酸水素ナトリウム（０．４ｇ）を加えて、メチ
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ル化段階の間に放出したＨＩを集めた。中和を同じ条件でさらに２４時間続けた。ＮａＩ
塩をろ過によって捨て、ろ液を減圧下で蒸発した。残りの反応しなかったヨウ化メチルを
蒸発によって除去した。生じた黄色クルードをＮａＯＨで終夜真空乾燥して、６６０ｍｇ
の生成物を得た。同一の手順を、先に言及したすべてのアルキル化ＰＥＩナノ粒子で繰り
返した。メチル化の程度を微量分析（％Ｉ）によって決定し、９０％であることが分かっ
た。
FT-IR (KBr): 3400 cm-1 (N-H), 2950  cm-1 and 2850 cm-1 (C-H), 1617 cm-1 (N-H2), 
1460 cm-1 (C-H),  967 cm-1 quaternary nitrogen.
1H-NMR (DMSO): 0.845 ppm (t, 3H, CH3, octane hydrogens), 1.24 ppm (m, 10H, -CH2-
, octane hydrogens), 1.65 ppm (m, 2H, CH, octane hydrogens), 3.2-3.6 ppm (m, CH3
 of quaternary amine, 4H of PEI and 2H of the octane chain).
【００８１】
Ｄ．歯科用複合材料における架橋四級ＰＥＩナノ粒子
　四級化ＰＥＩベースのナノ粒子を、市販品として入手可能な歯科用複合材料（フィルテ
ックフロー(Filtek Flow) ４７％ジルコニア／シリカ 平均粒子サイズ０．０１－６．０
μ；ＢＩＳ－ＧＭＡ、ＴＥＧＤＭＡ；３Ｍ デンタルセントポール、ＭＮ）の中に加える
ことによって、実験試料を製造した。該添加を、流動可能な複合材料に対して１重量％を
基準に実行した。さまざまなアルキル化剤で修飾された四級化ＰＥＩナノ構造物質の抗細
菌効果を、ストレプトコッカスミュータンス(Streptoccocus mutans)（ＡＴＣＣ＃２７３
５１）に対して、細菌に直接接触させて試験した。強い抗細菌的な細菌の減衰が、様々な
アルキル化剤、例えばブロモブタン、ブロモヘキサン、ブロモオクタンおよびブロモデカ
ンでアルキル化した１重量％ＰＥＩナノ粒子と結合したすべての複合材料樹脂サンプルに
よって、図６に示されるような市販品の複合材料樹脂に対して示され、ここで流動可能な
複合材料をネガティブコントロールとして用いた。
【００８２】
　化合物の抗細菌安定性を数週間試験した。長鎖アルキル、例えばヘキサン、オクタンお
よびデカン鎖で修飾したＰＥＩナノ構造サンプルによって、図７Ａ－Ｂに示されるように
、ストレプトコッカスミュータンス(Streptoccocus mutans)に対する安定な抗細菌活性が
４週間以上示され、ここで流動可能な複合材料をネガティブコントロールとして用いた。
【００８３】
　試験化合物の強い抗菌特性は、長鎖アルキル化剤による修飾による、ＰＥＩナノ粒子の
疎水性の性質に起因する。
【００８４】
実施例２．抗細菌活性によって評価されるナノ粒子の安定性に対する架橋の効果
　ナノ粒子の安定性への架橋の寄与を調べるため、架橋および非架橋ＰＥＩナノ粒子を製
造した。非架橋ＰＥＩナノ構造化合物は、架橋ＰＥＩナノ粒子のように製造し、例えばブ
ロモオクタンによるアルキル化段階に続いてヨウ化メチルによって四級化を行い、ジブロ
モペンタンによって架橋段階を回避した。この段階の目的は、架橋の機能としてナノ粒子
形成および安定性を評価し、細菌との接触時およびその後の継続した期間のその殺菌力を
評価することである。
【００８５】
Ａ．ブロモオクタンによるＰＥＩのアルキル化
　ブロモオクタンによるＰＥＩのアルキル化は、実施例１において先に記載された方法に
従った。
【００８６】
　ブロモオクタンによるアルキル化の程度を微量分析によって決定し、７１％であること
が分かった。
1H-NMR (CDCl3): 0.86 ppm (t, 3H, CH3, octane hydrogens), 1.24 ppm (m, 10H, -CH2-
, octane hydrogens), 1.39 ppm (m, 2H, -CH2-, octane hydrogens), 2.36-2.7 ppm (m,
 4H, -CH2-, PEI hydrogens and 2H of octane hydrogens).
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【００８７】
Ｂ．アルキル化ＰＥＩの四級化
　アルキル化ＰＥＩの四級化は、実施例１において先に記載された方法に従った。
【００８８】
　メチル化の程度を微量分析（％Ｉ）によって決定し、９０％であることが分かった。
FT-IR: 3400 cm-1 (N-H), 2950  cm-1 and 2850 cm-1 (C-H), 1617 cm-1 (N-H2), 1460 c
m-1 (C-H),  967 cm-1quaternary nitrogen.
1H-NMR (DMSO): 0.845 ppm (t, 3H, CH3, ocatne hydrogens), 1.24 ppm (m, 10H, -CH2-
, octane hydrogens),1.65 ppm (m, 2H, CH, octane hydrogens), 3.2-3.6 ppm (m, CH3 
of quaternary amine, 4H of  PEI and 2H of the octane chain).
【００８９】
　架橋ＰＥＩベースのナノ粒子（実施例１におけるオクタンアルキル化ＰＥＩベースのサ
ンプル参照）と対照的に、非架橋四級化ＰＥＩ化合物は、各溶媒中で安定なナノ粒子を形
成させることができない。しかしながら、これらはその疎水性の性質のため、水溶液中で
ナノ構造の形状を形成した。架橋の効果を、ストレプトコッカスミュータンス(Streptocc
ocus mutans)細菌に対する抗細菌の評価によって試験した。
【００９０】
実施例３．ナノ粒子サイズにおける架橋の程度の効果
　この段階の目的は、様々な架橋の程度でＰＥＩベースのナノ粒子を製造して、架橋の程
度の機能としてこれらのサイズを評価し、これらの抗細菌力を調査することである。
【００９１】
Ａ．ジブロモペンタンによるポリエチレンイミン（ＰＥＩ）の架橋
　ＰＥＩ水溶液を、使用前に乾燥するまで凍結乾燥した。ＰＥＩ（１８．６５ｇ、０．４
３４ｍｏｌ、１．０００．０００－６００．０００Ｄａ）の３つのサンプルを１８６ｍｌ
の無水エタノールに溶解した。ジブロモペンタンを１：０．０１、１：０．０５、１：０
．２のモル比（ＰＥＩモノマー／ジブロモペンタン）で加えた。架橋反応を還流条件で２
４時間実行した。次いでメタノールに溶解した過剰の水酸化ナトリウム（１ｇ）を加えて
、放出したＨＢｒを集めた。反応を同じ条件でさらに２４時間続けた。室温まで冷却した
後、生じた残留物を重力ろ過によってＮａＢｒから精製した。ろ液を減圧下で乾燥するま
で蒸発し、黄色粘性液体を生じた。ジブロモペンタンによる架橋の程度を微量分析によっ
て決定し、９９％であることが分かった。
1H-NMR (CDCl3): 1.43 ppm (m, 2H, alkyl hydrogens), 1.58 ppm (m, 4H, alkyl hydrog
ens), 2.1-3 ppm (m, 4H of PEI hydrogens and 4H of alkyl hydrogens).
【００９２】
Ｂ．ブロモオクタンによるＰＥＩベースのナノ粒子のアルキル化
　ブロモオクタンによるＰＥＩのアルキル化は、実施例１において先に記載された方法に
従った。
【００９３】
　ブロモオクタンによるアルキル化の程度を微量分析によって決定し、７５％であること
が分かった。
1H-NMR (CDCl3): 0.86 ppm (t, 3H, CH3, alkyl hydrogens), 1.24 ppm (m, 10H, -CH2-,
 alkyl hydrogens), 1.39 ppm (m, 2H, -CH2-, alkyl hydrogens), 2.36-2.7 ppm (m, 4H
, -CH2-, PEI hydrogens and 2H of alkyl hydrogens).
【００９４】
Ｃ．アルキル化ＰＥＩベースのナノ粒子の四級化
　アルキル化ＰＥＩの四級化は、実施例１において先に記載された方法に従った。
【００９５】
　メチル化の程度を微量分析（％Ｉ）によって決定し、９０％であることが分かった。
FT-IR: 3400 cm-1 (N-H), 2950  cm-1 and 2850 cm-1 (C-H), 1617 cm-1 (N-H2), 1460 c
m-1 (C-H),  967 cm-1quaternary nitrogen.
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1H-NMR (DMSO): 0.845 ppm (t, 3H, CH3, octane hydrogens ), 1.24 ppm (m, 10H, -CH2
-, octane hydrogens),1.65 ppm (m, 2H, CH, octane hydrogens), 3.2-3.6 ppm (m, CH3
 of quaternary amine, 4H of  PEI and 4H of the octane chain).
【００９６】
実施例４．ナノ粒子サイズについてのＰＥＩ濃度効果
　この段階の目的は、異なったＰＥＩ濃度で架橋ナノ粒子を製造して、濃度の機能として
これらの得られたサイズを評価し、これらの抗細菌力を調査することである。
【００９７】
Ａ．ジブロモペンタンによるポリエチレンイミン（ＰＥＩ）の架橋
　ＰＥＩ水溶液を、使用前に乾燥するまで凍結乾燥した。ＰＥＩ（１８．６５ｇ、０．４
３４ｍｏｌ、１．０００．０００－６００．０００Ｄａ）の３つのサンプルを、それぞれ
９３ｍｌ、１８６ｍｌおよび３７２ｍｌの無水エタノールに溶解した。ジブロモペンタン
（１７．３５ｍｍｏｌ、２．４ｍｌ）を１：０．０４のモル比（ＰＥＩモノマー／ジブロ
モペンタン）で加えた。架橋反応を還流条件で２４時間実行した。次いでメタノールに溶
解した過剰の水酸化ナトリウム（１ｇ）を加えて、放出したＨＢｒを集めた。反応を同じ
条件でさらに２４時間続けた。室温まで冷却した後、生じた残留物を重力ろ過によってＮ
ａＢｒから精製した。ろ液を減圧下で乾燥するまで蒸発し、黄色粘性液体を生じた。ジブ
ロモペンタンによる架橋の程度を微量分析によって決定し、１００％であることが分かっ
た。
1H-NMR (CDCl3): 1.43 ppm (m, 2H, alkyl hydrogens), 1.58 ppm (m, 4H, alkyl hydrog
ens), 2.1-3 ppm (m, 4H of PEI hydrogens and 4H of alkyl hydrogens).
【００９８】
Ｂ．ブロモオクタンによる架橋ＰＥＩのアルキル化
　ブロモオクタンによるＰＥＩのアルキル化は、実施例１において先に記載された方法に
従った。
【００９９】
　ブロモアルカン類によるアルキル化の程度を微量分析によって決定し、７８％であるこ
とが分かった。
1H-NMR (CDCl3): 0.86 ppm (t, 3H, CH3, alkyl hydrogens), 1.24 ppm (m, 10H, -CH2-,
 alkyl hydrogens), 1.39 ppm (m, 2H, -CH2-, alkyl hydrogens), 2.36-2.7 ppm (m, 4H
, -CH2-, PEI hydrogens and 2H of alkyl hydrogens).
【０１００】
Ｃ．アルキル化ＰＥＩベースのナノ粒子の四級化
　アルキル化ＰＥＩの四級化は、実施例１において先に記載された方法に従った。
【０１０１】
　メチル化の程度は微量分析（％Ｉ）によって決定し、８５％であることが分かった。
FT-IR: 3400 cm-1 (N-H), 2950  cm-1 and 2850 cm-1 (C-H), 1617 cm-1 (N-H2), 1460 c
m-1 (C-H),  967 cm-1quaternary nitrogen.
1H-NMR (DMSO): 0.845 ppm (t, 3H, CH3, alkyl hydrogens), 1.24 ppm (m, 10H, -CH2-,
 alkyl hydrogens), 1.65 ppm (m, 2H, CH, alkyl hydrogens), 3.2-3.6 ppm (m, CH3 of
 quaternary amine, 4H of PEI and 2H of the alkyl chain).
【０１０２】
　ＡＬＶ（半径、ｎｍ）分析に従って、架橋段階の間、ＰＥＩ濃度の機能として、架橋Ｐ
ＥＩナノ粒子のサイズについてのごくわずかな効果が検出された。高濃縮溶液および低濃
縮溶液によって、生じたナノ粒子サイズ：それぞれ４６ｎｍおよび３２ｎｍの小さな違い
がもたらされた。ブロモオクタンでさらにアルキル化し、続いてヨウ化メチルで四級化す
ることによって、同様のサイズのナノ粒子を生じた。これらの殺菌力もまた調査した。１
重量％で修復物質と結合した場合に、これらの両方によって高細菌作用が示された。アル
キル化剤もまた、最終的なナノ粒子サイズにおいて重要な役割を果たしうるが、この段階
においてはブロモオクタンのみをアルキル化剤として用いた。
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【０１０３】
実施例５．出発物質の分子量効果
　アルキル化ＰＥＩの殺菌力は周知であり、様々なグラム陽性およびグラム陰性細菌に対
して非常に有効であることが分かる。作用の抗細菌の方法はまた、アルキル化ＰＥＩの様
々な分子量にも起因しうる。実際、ＰＥＩ鎖はその殺菌効果を働かせるためにポリマーで
なければならない。本実験において、１０００－、２５ｋＤａおよび６００ＤａのＰＥＩ
出発物質を合成し、その抗細菌力をＰＥＩ分子量の機能として評価した。
【０１０４】
Ａ．ジブロモペンタンによるポリエチレンイミン（ＰＥＩ）の架橋
　ジブロモペンタンによるポリエチレンイミンの架橋は、実施例１において先に記載され
た方法に従った。
【０１０５】
　ジブロモペンタンによる架橋の程度を微量分析によって決定し、９６％であることが分
かった。
1H-NMR (CDCl3): 1.43 ppm (m, 2H, alkyl hydrogens), 1.58 ppm (m, 4H, alkyl hydrog
ens), 2.1-3 ppm (m, 4H of PEI hydrogens and 4H of alkyl hydrogens).
【０１０６】
Ｂ．ブロモオクタンによる架橋ＰＥＩのアルキル化およびヨウ化メチルによるメチル化
　アルキル化およびメチル化反応を実施例１に言及されたように実行した。アルキル化Ｐ
ＥＩナノ粒子のメチル化の程度を微量分析によって決定し、９０％であることが分かった
。
【０１０７】
　製造された四級化ＰＥＩベースのナノ粒子を１Ｈ－ＮＭＲ分析、微量分析、ＡＬＶ（サ
イズ定義）およびゼータ測定によって特徴化した。ＰＥＩベースのナノ粒子抗菌活性の評
価のために、歯科材料を試験ナノ粒子に１重量％で結合した。接触時の効果および数週間
試験された後の継続した殺菌活性によって該試験が与えられた。予想どおり、高分子量ベ
ースのＰＥＩナノ粒子は長期間の殺菌活性を有し、一方、低分子量サンプルは中程度の抗
細菌効果を示すか、または抗細菌効果を全く示さない。これらの結果によって、ＰＥＩが
殺菌性であるためにポリマーでなければならないことが示された。
【０１０８】
実施例６．アルキル化ＰＥＩナノ粒子のビニル基置換
　塩化アクリロイルによってアルキル化ＰＥＩナノ粒子を置換し、続いて歯科用複合材料
でさらに重合するためにメチル化段階を行った。修復物質によるＰＥＩベースのナノ粒子
の重合によって、周囲の環境へのナノ粒子の移行が最小化され、その抗細菌効果が延長さ
れうる。
【０１０９】
Ａ．ジブロモペンタンによるポリエチレンイミン（ＰＥＩ）の架橋
　ＰＥＩ水溶液を、使用前に乾燥するまで凍結乾燥した。ＰＥＩ（１８．６５ｇ、０．４
３４ｍｏｌ、１．０００．０００－６００．０００Ｄａ）を１８６ｍｌの無水エタノール
中に溶解した。ジブロモペンタン（１．２ｍｌ、８．６７５ｍｍｏｌ）を１：０．０２の
モル比（ＰＥＩモノマー／ジブロモペンタン）で加えた。架橋反応を還流条件で２４時間
実行した。次いでメタノールに溶解した過剰の水酸化ナトリウム（１ｇ）を加えて、放出
したＨＢｒを集めた。反応を同じ条件でさらに２４時間続けた。室温まで冷却した後、生
じた残留物を重力ろ過によってＮａＢｒから精製した。ろ液を減圧下で乾燥するまで蒸発
し、黄色粘性液体を生じた。
【０１１０】
Ｂ．ブロモヘキサンによる架橋ＰＥＩのアルキル化
　架橋ＰＥＩベースのナノ粒子（１．９ｇ、４５ｍｍｏｌ）を２０ｍｌの無水エタノール
中に分散した。７．７３ｍｌのブロモヘキサン（４５ｍｍｏｌ、１等モル）を１等モル量
の架橋ＰＥＩナノ粒子を含む懸濁液に加えた。アルキル化反応を還流条件で２４時間実行
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した。次いでメタノールに溶解した過剰の水酸化ナトリウム（２ｇ）を加えて、放出した
ＨＢｒを集めた。反応を同じ条件でさらに２４時間続けた。室温まで冷却した後、生じた
残留物を重力ろ過によってＮａＢｒから精製した。ろ液を減圧下で乾燥するまで蒸発し、
黄色粘性液体を生じた。反応しなかった残余のブロモヘキサンを、油ポンプによって減圧
留去した。ブロモヘキサンによるアルキル化の程度を微量分析によって決定し、７２％で
あることが分かった。微量分析：％Ｃ＝６７．９４、％Ｎ＝１３．８１。
FT-IR: 3300 cm-1 (N-H); 2950  cm-1, 2930 cm-1 and 2850 cm-1 (C-H); 1460 cm-1 (C-
H). 
1H-NMR (CDCl3): 0.88 ppm (t, 3H, CH3, alkyl hydrogens), 1.27 ppm (m, 6H, -CH2- a
lkyl hydrogens), 1.4 ppm (m, 2H, -CH2-, alkyl hydrogens), 3.2-3.4 ppm (m, 4H, -C
H2-, PEI hydrogens and 2H of alkyl hydrogens).
【０１１１】
Ｃ．アルキル化ＰＥＩベースのナノ粒子への塩化アクリロイルの共役複合
　ヘキサンアルキル化ＰＥＩベースのナノ粒子（１．３７ｇ、６．５９ｍｍｏｌ）を５０
ｍｌの無水ＴＨＦ中に分散し、０．６９ｇの無水２％架橋４－ビニルピリジン（６．６ｍ
ｍｏｌ）をプロトンスポンジとして加えて、共役複合の間に放出したＨＣｌを集めた。塩
化アクリロイル（１等モル、０．５ｍｌ、６．５９ｍｍｏｌ）を加えた。反応を４０℃で
、暗くして、勢いよく混合して窒素雰囲気で２４時間実行した。４－ビニルピリジニウム
塩をろ過によって捨て、ろ液を減圧下で乾燥するまで蒸発した。反応しなかった残余の塩
化アクリロイルを蒸発によって除去して１．１６ｇの黄色固形物を生じ、それをＮａＯＨ
で終夜真空乾燥した。塩化アクリロイルによる置換度を１Ｈ－ＮＭＲによって決定し、４
．５％であることが分かった。
1H-NMR (DMSO): 0.9 ppm (m, 3H, hexane hydrogens), 1.3 ppm (m, hexane hydrogens, 
6H), 1.7 ppm( m, aliphatic hydrogens of hexane, 2H), 3.1-3.4 ppm (m, a 4H hydrog
ens of PEI and 2Hof the hexane chain), 5.9 ppm (d, olefin hydrogen, 1H), 6.1 ppm
 (d,olefin hydrogen, 1H) and 6.3 ppm (d,olefin hydrogen, 1H). 
FT-IR : 3400 cm-1 (N-H); 2950  cm-1, 2930 cm-1 and 2850 cm-1 (C-H); 1650 cm -1 (
amide vibration) and 1460 cm-1 (C-H).
【０１１２】
Ｄ．アルキル化ＰＥＩの四級化
　アルキル化ＰＥＩ（１０５ｍｇ、０．５ｍｍｏｌ）を５０ｍｌの無水ＴＨＦ中に懸濁し
、無水ジイソプロピルエチルアミン（０．２６ｍｌ、１．５３ｍｍｏｌ）を加えてメチル
化の間に放出したＨＩを集めた。過剰のヨウ化メチル（０．１ｍｌ、１．５３ｍｍｏｌ）
を加えた。反応を４０℃で、暗くして、勢いよく混合して窒素雰囲気で４０時間実行した
。アンモニウム塩をろ過によって捨て、ろ液を減圧下で乾燥するまで蒸発した。反応しな
かった残余のヨウ化メチルを蒸発によって除去した。生じた黄色クルードをＮａＯＨによ
って終夜真空乾燥し、１００ｍｇの生成物を生じた。メチル化の程度を微量分析によって
決定し、９０％であることが分かった。微量分析：％Ｃ＝４６．８；％Ｎ＝７．２１。
1H-NMR (DMSO): 0.83 ppm (m, 3H, hexane hydrogens), 1.18 ppm (m, hexane hydrogens
, 6H), 1.27 ppm (m, aliphatic hydrogens of hexane, 2H), 3.1-3.4 ppm (m, 4H hydro
gens of PEI, 3H of the methyl of the quaternary amine and 2H of the hexane chain
), 5.9 ppm (d,olefin hydrogen, 1H), 6.0 ppm (d,olefin hydrogen, 1H) and 6.1 ppm 
(d,olefin hydrogen, 1H).
【０１１３】
　１Ｈ－ＮＭＲ分析に従って、アルキル化ＰＥＩナノ粒子を、ＰＥＩモノマーの量に対し
て４．５％(mol/mol)の塩化アクリロイルで置換した。化合物の四級化をヨウ化メチルで
完了させた。得られた化合物を、ＵＶ照射による試験前に歯科用複合材料で重合し、その
抗細菌効果を、ストレプトコッカスミュータンス(Streptoccocus mutans)に対して細菌に
直接接触させて試験した。データ分析を吸光測定によって評価した。試験化合物の抗細菌
特性の喪失は、修復物質とともに抗細菌剤を重合させることによって防止し、その有効性
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は長期間保たれうる。
【０１１４】
実施例７．ピリジニウム型ベースのナノ粒子との比較および対イオン効果
　有効に細菌を減衰させるのに適当な候補として、ピリジニウム型ベースのナノ粒子の試
験を次に行った。
【０１１５】
Ａ．４－ビニルピリジン（４－ＶＰ）の懸濁重合
　４ＶＰおよびジビニルベンゼン（ＤＶＢ）（４ＶＰに対し１％(mol/mol)）の重合反応
を、窒素注入口および還流冷却器を備えた三つ口丸底フラスコ中で実行した。４ＶＰ（１
．０８ｍｌ、９．９ｍｍｏｌ）およびＤＶＢ（０．０１等モル、０．０９９ｍｍｏｌ）を
０．５ｍｌのＮ－メチルピロリドンに溶解した。１００ｍｌのＤＤＷ中、１０ｍｇのＡＩ
ＢＮを開始剤として用い、ポリビニルアルコール（０．８％）を分散剤として用い、８０
℃で、暗くして、窒素雰囲気下で重合を実行した。白色懸濁液を７時間以内に得た。重合
された架橋粒子をろ過によって集め、続いてエタノールで洗浄してＮ－メチルピロリドン
を除去し、ＤＤＷで洗浄してポリビニルアルコールを除去した。生成物をＮａＯＨで終夜
真空乾燥した。
FT-IR (KBr): 1418cm-1 (symmetric C-N stretching vibration) and 825cm-1 (C-H out 
of plane bending vibration).
【０１１６】
Ｂ．ピリジン環の四級化
　ピリジン環の三級アミン基の四級化を過剰のブロモオクタンによって実行した。重合し
た４ＶＰ（０．２ｇｒ、１．９ｍｍｏｌ）３０ｍｌの無水エタノール中に分散し、ブロモ
オクタン（２．８５ｍｍｏｌ、１．５等モル）を加えた。反応を、還流条件で４８時間勢
いよく混合して実行した。生成物をろ過によって集め、続いてエタノールで洗浄して反応
しなかったブロモオクタンおよびＤＤＷを除いた。茶色クルードをＮａＯＨで終夜真空乾
燥した。ブロモオクタンによる四級化の程度を微量分析（％Ｂｒ）によって決定し、８４
％であることが分かった。
FT-IR (KBr): 1418cm-1 (symmetric C-N stretching vibration) and 1637cm-1 (quatern
ized pyridine rings).
【０１１７】
Ｃ．ピリジニウムポリマーのフッ素化
　四級化ｐ－４ＶＰ（０．２ｇ、１．７ｍｍｏｌ）を無水エタノール中に分散し、過剰の
ＮａＦ（５０等モル、０．０８４ｍｏｌ）を加えた。フッ化物型への変換を還流条件で７
２時間実行した。該手順を別のＮａＦ（５０等モル）で繰り返し、反応を同じ条件でさら
に２４時間続けた。生じた生成物をろ過によって集め、エタノールおよびＤＤＷで洗浄し
て反応しなかったＮａＦおよびＮａＢｒを除いた。得られた濃緑色クルードをＮａＯＨで
終夜真空乾燥した。フッ素化の程度を微量分析（％Ｆ）によって決定し、８１％であるこ
とが分かった。微量分析：％Ｆ＝６．３９、残余の臭化物を検出した。
【０１１８】
　４ＶＰに対して１から始めて３０％(mol/mol)まで、ＤＶＢによる異なった架橋の程度
で４ＶＰの懸濁重合を行い、続いてブロモオクタンおよびブロモヘキサンによって四級化
し、直径４００ｎｍから１ミクロンの範囲のナノ粒子をもたらした。得られたピリジニウ
ム型ナノ粒子を、ボルハード滴定(volhard titration)、微量分析、コールターカウンタ
ー（サイズ測定）およびゼータ分析によって特徴化した。すべての製造されたナノ粒子は
、約４５ｍＶの一定の正電荷を示した。不運にも、５％までの組み込みでさえ、修復物質
中に組み込まれた場合にはこれらのナノ粒子が完全に不活性であることが分かったが、遊
離のナノ粒子としては抗細菌的に有効であることが分かった。臭化物型ピリジニウム型ナ
ノ粒子のフッ化物型への変換によって、その特性の交換がもたらされた。歯科修復組成物
に組み込んだフッ化物塩ベースのナノ粒子によって、細菌の大きな減衰がもたらされた。
【０１１９】
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実施例８．１％で製造したＰＥＩナノ粒子の修復複合材料への組み込みは、接触した細菌
に対して有効である
　本段階の目的は、１重量％で歯科組成物の中に組み込んだ、先に記載されたＰＥＩナノ
粒子の抗細菌活性を調査することであった。
【０１２０】
Ａ．細菌の調製
　歯垢から元来単離された菌株であるストレプトコッカスミュータンス(Streptococcus m
utans)（ＡＴＣＣ＃２７３５１）を、本研究に用いた。５ｍｌのブレインハートインフュ
ージョン培地(brain-heart infusion broth)（ＢＨＩ）（ディフコ、デトロイト、ＭＩ．
、ＵＳＡ）中、３７℃で細菌を終夜培養した。大きな細菌凝集(bacterial aggregate)ま
たは長いストレプトコッカス鎖を回避するため、上層４ｍｌの撹拌していない(undisturb
ed)細菌培養液を新しいテストチューブの中に移して、１０分間３１７５ｘｇで遠心分離
した。上澄みを捨て、細菌を５ｍｌリン酸緩衝生理食塩水（ＰＢＳ）（シグマ、セントル
イス、ＭＯ．、ＵＳＡ）中で再懸濁し、１０秒間穏やかにボルテックスした。各細菌懸濁
液を、６５０ｎｍで光学密度１に調整した。１０回の段階希釈からの１０マイクロリット
ルをＢＨＩ寒天上に蒔いて（プレートして）、１ミリリットルあたりのコロニー形成単位
を決定した。ＢＨＩおよびＰＢＳをバシトラシン０．０６２５ｇｒ／ｍｌ（シグマ、セン
トルイス、ＭＯ．、ＵＳＡ）で補充して、外部汚染を最小化した。
【０１２１】
Ｂ．用いた材料の組成
　合成ポリマーをフィルテックフロー(Filtek Flow)（４７％ジルコニア／シリカ 平均粒
子サイズ０．０１－６．０μ；ＢＩＳ－ＧＭＡ、ＴＥＧＤＭＡ；３Ｍ デンタル セントポ
ール、ＭＮ）という市販品の修復複合樹脂に加えることによって、実験の試料を製造した
。該添加を１重量％を基準に実行した。該ポリマーを複合樹脂に加えた後、スパチュラで
均一に混合した。
【０１２２】
Ｃ．マイクロタイタープレートの準備
　１重量％で市販品の複合樹脂の中に組み込んだ、様々な合成ＰＥＩポリマーの２２個の
サンプルの試験を行った。
【０１２３】
　マイクロタイタープレート（９６穴平底ヌンクロン(Nunclon)、ノンク(Nonc)、コペン
ハーゲン、デンマーク）を垂直に置いた。底の平らな歯科用器具（デンタルスパチュラ）
を用いて、７ウェルの側壁を、等量の同一の試験試料で均一にコーティングした。インキ
ュベーションの間、分光光度計の誤った読み取りを回避するため、ウェルの底に着かない
よう特に注意を払った。製造業者の取扱説明書に従って、該物質を重合した。合成ポリマ
ーなしに市販品の複合樹脂のみでコーティングした同一のマイクロタイタープレートにお
ける７つのウェルは、ポジティブコントロールとして用いた。
【０１２４】
Ｄ．細菌と試験物質の直接接触
　１０μｌの細菌懸濁液（約１０６個の細菌）を、７ウェルのセットにおける各試験物質
サンプル上に置き、プレートを３７℃で１時間垂直に置いてインキュベーションした。こ
のインキュベーションの間、該懸濁液を蒸発し、走査型電子顕微鏡によって示されるよう
に、全細菌と試験表面の間の直接接触を確実にする細菌の薄層を得た（データは示さない
）。
【０１２５】
　プレートを次いで水平に置き、２２０μｌのブレインハートインフュージョン培地(bra
in-heart infusion broth)を、該物質を含む各ウェルに加えた。
【０１２６】
Ｅ．細菌増殖の動態測定
　マイクロタイタープレートを温度制御マイクロプレート分光光度計（ベルサマックス(V
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ERSAmax)、モレキュラーデバイスコーポレーション、メンロオークスコーポレートセンタ
ー、メンロパーク、ＣＡ、ＵＳＡ）中に置き、それを３７℃にセットし、各読み取りの前
に５秒ボルテックスした。細菌の増殖を、１２－２４時間、２０分ごとの、６５０ｎｍで
の各ウェルにおけるその後のＯＤ変化によって評価した。
【０１２７】
Ｆ．データ分析
　吸光測定をプロットし、マイクロタイタープレート中のウェルごとの細菌増殖曲線を得
た。対数増殖期の直線部分について統計解析を行った。結果は、細菌増殖曲線の上昇区域
から導かれた一次関数ａｘ＋ｂ＝ｙの二つのパラメータ；
　（ａ）傾き(slop)
　（ｂ）定数
で表現される。（ａ）傾き(slop)および（ｂ）定数は、それぞれ増殖速度および初期値と
相関している。データを一元配置分散分析(one way ANOVA)およびチューキー多重比較法(
Tukey multiple comparison test)によって解析した。統計的有意さの水準をｐ＜０．０
５で決定した。
【０１２８】
Ｇ．寒天拡散試験
　先に調製したストレプトコッカスミュータンス(S. mutans)の２００μｌの細菌懸濁液
を、バシトラシン０．０６２５ｇｒ／ｍｌ（シグマ、セントルイス、ＭＯ．、ＵＳＡ）で
補充したミティス・サリバリウス寒天(Mitis salivarius agar)（ＭＳＢ）（ディフコ、
デトロイト、ＭＩ．、ＵＳＡ）上に散布し、各試験物質の３つの軽い重合試料を表面上に
置いた。プレートを４８時間、３７℃でインキュベーションした。インキュベーション後
、各試料の周囲の阻止帯を観察した。
【０１２９】
Ｈ．結果
　四級アンモニウム基を有するこれらのカチオン性ポリマーナノ粒子を、低濃度（１％）
で歯科用修復複合材料の中に組み込んでおいた。試験化合物の大部分は、接触時に非常に
有効であり（図６、７Ａおよび７Ｂ）、表１にまとめた。
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【表１】

【０１３０】
表１：歯科用複合材料の中に組み込んだ様々な化合物の抗菌活性
　抗細菌アッセイを、試験微生物としてストレプトコッカスミュータンス(Streptococcus
 mutans)を用いて行った。
【０１３１】
　表１において：
　ａ寒天拡散試験（ＡＤＴ）－試験物質から寒天への抗細菌組成物の拡散に基づく。寒天
プレート上の菌叢における阻止帯の外観検査によって抗菌活性を評価した。各実験を８つ
の等しく調製したサンプルにおいて実行した。物質サンプルを試験の
　（Ａ）２４時間前
　（Ａ１）３０日前
にＰＢＳ中で経過させた。
　－ 阻止帯なし
　＋ １ｍｍの阻止帯
　＋＋ ２ｍｍまたはそれ以上の阻止帯；
　ｂ直接接触試験（ＤＣＴ）－不溶性物質の抗細菌特性を決定する。約１０６個の細菌と
試験物質の接触後、残余の生育可能な細菌の存在は、温度制御分光光度計を用いて決定さ
れる。増殖のパーセント阻害として結果を表現する。１００％阻害＝全細菌の死滅（少な
くとも１０６個）；０％阻害＝コントロール。
【０１３２】
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　各実験を８つの等しく調製したサンプルにおいて実行した。物質サンプルを試験の
　（Ｂ）２４時間前
　（Ｂ１）３０日前
にＰＢＳ中で経過させた。上記の表１に示される抗細菌化合物は、以下の表２に列挙され
るものであり、それぞれその中に示されるように特徴化される：
【０１３３】
表２：表１に用いられた抗細菌化合物の特徴化
【表２】
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【表３】

　ＰＥＩ２５ｋＤａ＝２５ｋＤａのポリエチレンイミン。
　ＰＥＩ６００ｋＤａ＝６００ｋＤａから１０００ｋＤａのポリエチレンイミン。
　Ａｌｋｙｌ．＝アルキル化剤：Ｃ４＝ブロモブタン、Ｃ６＝ブロモヘキサン、Ｃ８＝ブ
ロモオクタン、Ｃ１０＝ブロモデカン。
　Ｃｒｏｓｓｌ．＝架橋剤：Ｃ４＝ジブロモブタン、Ｃ５＝ジブロモペンタン。
　Ｄ．ｃｒｏｓｓｌ．＝架橋の程度（アミン基に対して２％、４％および２０％(mol/mol
)）。
　元素分析＝パーキンエルマー２４００／ＩＩ ＣＨＮアナライザーを用いて窒素（％Ｎ
）並びに炭素（％Ｃ）および（％Ｉ）の元素微量分析によって評価された置換度。
　ゼータ＝粒子のゼータ測定（ゼータポテンシャル、ｍＶ）。全粒子は正のゼータポテン
シャルを与え、それは表面上のＰＥＩの四級アンモニウム基の存在に起因しうる。
　Ｒ（ｎｍ）＝高性能パーティクルサイザー(High performance Particle Sizer)（ＡＬ
Ｖ－ＮＩＢＳ／ＨＰＰＳ、ランゲン、ドイツ）を用いて動的光散乱法によって決定された
、ｎｍでの粒子サイズ（Ｒ＝半径）。
　－＝まだ決定されていない。
【０１３４】
実施例９．０．１－１０重量％ＰＥＩナノ粒子の修復複合材料への組み込みは、接触した
細菌に対して有効である
　この段階の目的は、齲蝕原性細菌(cariogenic bacteria)について、歯科用組成物中の
様々な量（重量％）での、先に記載されたＰＥＩナノ粒子の抗細菌活性を調査することで
あった。
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【０１３５】
Ａ．用いられた物質の組成
　合成ポリマーをフィルテックフロー(Filtek Flow)（４７％ジルコニア／シリカ 平均粒
子サイズ０．０１－６．０μ；ＢＩＳ－ＧＭＡ、ＴＥＧＤＭＡ；３Ｍ デンタル セントポ
ール、ＭＮ）という市販品の修復複合樹脂に加えることによって、実験の試料を調製した
。該添加を０．１－１０重量％で行った。該ポリマーを複合樹脂に加えた後、それをスパ
チュラで均一に混合した。
【０１３６】
　細菌懸濁液の調製、マイクロタイタープレートの準備、細菌と試験物質の直接接触、細
菌増殖の動態測定、データ分析および寒天拡散試験を上記に記載されたように実行した。
【０１３７】
Ｂ．結果
　四級アンモニウム基を有するカチオン性ポリマーナノ粒子を、低濃度（０．０００１％
－２％）で歯科用修復複合材料の中に組み込んでおいた。試験化合物の大部分は、０．１
％の濃度から接触時に非常に有効であり、表３にまとめた細菌の完全な減衰を示す。
【表４】

【０１３８】
表３：抗細菌活性において様々な量のＰＥＩナノ粒子を歯科用複合材料に加える効果
　ＰＥＩナノ粒子（Ｕでコード化された抗細菌化合物）の様々なパーセント－重量％－で
補充した流動可能な複合材料のサンプルを、ＡＤＴおよびＤＣＴ（詳細については表１へ
の脚注を参照）を用いて試験した。
【０１３９】
　新たな複合材料によって、本来の複合材料としての力学的特性（試験ナノ粒子の修復物
質への組み込み前および後に得られたものと類似の係数および降伏強度）および化学特性
が示されたが、広範囲の抗菌活性スペクトルとともにも示された。数ヶ月の接触後でさえ
もナノ粒子が浸出しないことが観察された。
【０１４０】
実施例１０：歯科用複合材料の中に加えた化合物の抗細菌活性についての経過効果
Ａ．細菌の調製
　ストレプトコッカスミュータンス(Streptococcus mutans)を上記に記載されたように培
養した。５ｍｌのブレインハートインフュージョン培地(brain-heart infusion broth)（
ＢＨＩ）（ディフコ、デトロイト、ＭＩ．、ＵＳＡ）中、３７℃でエンテロコッカスフェ
カリス(Enterococcus feacalis)を終夜培養した。大きな細菌凝集(bacterial aggregate)
または長いストレプトコッカス鎖を回避するため、上層４ｍｌの撹拌していない(undistu
rbed)細菌培養液を新しいテストチューブの中に移して、１０分間３１７５ｘｇで遠心分
離した。上澄みを捨て、細菌を５ｍｌリン酸緩衝生理食塩水（ＰＢＳ）（シグマ、セント
ルイス、ＭＯ．、ＵＳＡ）中で再懸濁し、１０秒間穏やかにボルテックスした。各細菌懸
濁液を、６５０ｎｍで光学密度１に調整した。１０回の段階希釈からの１０マイクロリッ
トルをＢＨＩ寒天上に蒔いて（プレートして）、１ミリリットルあたりのコロニー形成単
位を決定した。ＢＨＩおよびＰＢＳをストレプトマイシン０．００５ｇ／ｍｌ（シグマ、
セントルイス、ＭＯ．、ＵＳＡ）で補充して、外部汚染を最小化した。
【０１４１】
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Ｂ．用いられた物質の組成
　合成ポリマーをフィルテックフロー(Filtek Flow)（４７％ジルコニア／シリカ 平均粒
子サイズ０．０１－６．０μ；ＢＩＳ－ＧＭＡ、ＴＥＧＤＭＡ；３Ｍ デンタル セントポ
ール、ＭＮ）という市販品の修復複合樹脂に加えることによって、実験の試料を調製した
。ＵおよびＶでコード化した１重量％の二つのサンプルを基準に該添加を行った。該ポリ
マーを複合樹脂に加えた後、それをスパチュラで均一に混合した。
【０１４２】
　マイクロタイタープレートの準備、細菌と試験物質の直接接触、細菌増殖の動態測定、
データ分析を、すべて上記に記載されたように実行した。
【０１４３】
Ｃ．寒天拡散試験
　ストレプトコッカスミュータンス(S. mutans)およびエンテロコッカスフェカリス(Ente
rococcus feacalis)を先に開示されたように培養した。２００μｌの細菌懸濁液を、バシ
トラシン０．０６２５ｇｒ／ｍｌ（シグマ、セントルイス、ＭＯ．、ＵＳＡ）で補充した
ミティス・サリバリウス寒天(Mitis salivarius agar)（ＭＳＢ）（ディフコ、デトロイ
ト、ＭＩ．、ＵＳＡ）およびストレプトマイシン０．００５ｇ／ｍｌ（シグマ、セントル
イス、ＭＯ．、ＵＳＡ）で補充したＢＨＩ寒天上にそれぞれ散布した。各試験物質の３つ
の軽い重合試料を表面上に置いた。プレートを４８時間、３７℃でインキュベーションし
た。インキュベーション後、各試料の周囲の阻止帯を観察した。
【０１４４】
Ｄ．物質の経過
　類似のマイクロタイタープレートを試験物質とともに準備し、１３０および１８０日間
経過させた。この間に各ウェルを、４８時間ごとに交換する２５０μｌのＰＢＳで満たし
、該プレートを３７℃でインキュベーションした。次に、該ＰＢＳを吸引し、該プレート
を無菌条件下で乾燥した。
【０１４５】
Ｅ．結果
　該結果は、以下の表４に示されるように、樹脂ベースの物質に固定されたアルキル化ポ
リエチレンイミンナノ粒子が、少なくとも１８０日の期間をかけて接触させたストレプト
コッカスミュータンス(S. mutans)およびエンテロコッカスフェカリス(E. feacalis)の両
方において、強い抗菌活性を有することを示す。
【表５】

【０１４６】
　表４：歯科用複合材料の中に加えた化合物の抗細菌活性についての経過効果
　抗細菌特性を試験する前に、実験ごとに８個のサンプルをＰＢＳ中で１日間、３０日間
および１８０日間経過させた。ＵまたはＶでコード化される１重量％の抗細菌化合物で補
充した複合材料のサンプル（流動可能な）を、ＡＤＴおよびＤＣＴを用いて試験した。添



(28) JP 2008-527068 A 2008.7.24

10

20

30

40

加物なしの複合材料のサンプルは、コントロールとして用いた。詳細については表１への
脚注を参照。
【０１４７】
実施例１１：グラム陽性、グラム陰性微生物について、およびカンジダアルビカンス(Can
dida albicans)についての歯科用複合材料の中に組み込んだ抗細菌化合物の効果
Ａ．細菌の調製
　大腸菌(Eschrichia coli)、黄色ブドウ球菌(Staphylococcus aureus)、表皮ブドウ球菌
(Staphylococcus epidermidis)、緑膿菌(Pseudomonas aeroginosa)、エンテロコッカスフ
ェカリス(Enterococcus feacalis)およびカンジダアルビカンス(Candida albicans)を本
研究に用いた。５ｍｌのブレインハートインフュージョン培地(brain-heart infusion br
oth)（ＢＨＩ）（ディフコ、デトロイト、ＭＩ．、ＵＳＡ）中、３７℃で細菌を終夜培養
した。大きな細菌凝集(bacterial aggregate)または長いストレプトコッカス鎖を回避す
るため、上層４ｍｌの撹拌していない(undisturbed)細菌培養液を新しいテストチューブ
の中に移して、１０分間３１７５ｘｇで遠心分離した。上澄みを捨て、細菌を５ｍｌリン
酸緩衝生理食塩水（ＰＢＳ）（シグマ、セントルイス、ＭＯ．、ＵＳＡ）中で再懸濁し、
１０秒間穏やかにボルテックスした。各細菌懸濁液を、６５０ｎｍで光学密度１に調整し
た。１０回の段階希釈からの１０マイクロリットルをＢＨＩ寒天上に蒔いて（プレートし
て）、１ミリリットルあたりのコロニー形成単位を決定した。
【０１４８】
Ｂ．用いられた物質の組成
　合成ポリマーをフィルテックフロー(Filtek Flow)（４７％ジルコニア／シリカ 平均粒
子サイズ０．０１－６．０μ；ＢＩＳ－ＧＭＡ、ＴＥＧＤＭＡ；３Ｍ デンタル セントポ
ール、ＭＮ）という市販品の修復複合樹脂に加えることによって、実験の試料を調製した
。２重量％を基準に該添加を行った。該ポリマーを複合樹脂に加えた後、それをスパチュ
ラで均一に混合した。
【０１４９】
　マイクロタイタープレートの準備、細菌と試験物質の直接接触、細菌増殖の動態測定お
よびデータ分析を、すべて上記に記載されたように実行した。
【０１５０】
Ｃ．寒天拡散試験
　細菌を先に開示されたように調製した。２００μｌの細菌懸濁液を、ＢＨＩ寒天（ディ
フコ、デトロイト、ＭＩ．、ＵＳＡ）上に散布した。各試験物質の３つの軽い重合試料を
表面上に置いた。プレートを４８時間、３７℃でインキュベーションした。インキュベー
ション後、各試料の周囲の阻止帯を観察した。
【０１５１】
Ｄ．結果
　合成ポリマーを２重量％加えた市販品のポリマーの強い抗細菌効果を、試験された全細
菌で観察した。表５にまとめたように、グラム陽性、グラム陰性微生物において、並びに
カンジダアルビカンス(Candida albicans)において、増殖阻害が寒天拡散試験に見られな
かった。
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【表６】

【０１５２】
表５：グラム陽性、グラム陰性微生物について、およびカンジダアルビカンス(Candida a
lbicans)についての歯科用複合材料の中に組み込んだ抗細菌化合物の効果
　Ｕでコード化された２重量％の抗細菌化合物で補充した流動可能な複合材料のサンプル
を、ＡＤＴおよびＤＣＴ（詳細については表１への脚注を参照）を用いて試験した。それ
ぞれの試験微生物を用いた抗細菌特性を試験する前に、実験ごとに８個のサンプルをＰＢ
Ｓ中で１日間（Ａ、Ｂ）または７日間（Ａ１、Ｂ１）それぞれ経過させた。
【０１５３】
実施例１２：様々な複合樹脂物質に組み込まれたアルキル化ポリエチレンイミンの抗細菌
活性
　抗細菌特性を控えた樹脂複合材料は、再発性齲蝕を防ぐのに有益でありうる。本実施例
において、ボンディング（結合する）、流動可能およびハイブリッド複合樹脂の中に組み
込まれたアルキル化ポリエチレンイミンの抗細菌効果を評価した。新しいサンプルと一週
間経過したサンプルについて、該試験を実行した。市販品として入手可能なボンディング
、流動可能およびハイブリッド複合樹脂に１重量％で加えたアルキル化ポリエチレンイミ
ンを、光重合によって共重合した。合成ポリマーを組み込んだ実験サンプルを、拡散およ
び直接接触の両方で、抗細菌特性について試験した。ストレプトコッカスミュータンス(S
treptoccocus mutans)に対する抗細菌特性を、２つの試験：（ｉ）寒天拡散試験、および
（ｉｉ）直接接触試験によって評価した。すべての三つの型の複合樹脂で、ＤＣＴにおい
てのみ統計的に明らかな（ｐ＜０．００１）抗菌特性を検出した。該効果は少なくとも一
週間続いた。
【０１５４】
　該結果は、本研究で合成されたアルキル化ポリエチレンイミン型ポリマーが抗細菌表面
特性を有し、そのため樹脂ベースの物質の中に固定される可能性を有しており、生物膜形
成を減少させるのに有益であることを示す。
【０１５５】
　樹脂修復複合材料は、インビトロおよびインビボで他の修復物質よりも多くの細菌およ
び歯垢を蓄積させる傾向がある。口腔生物膜は健全な環境で自然に存在するが、それはま
た虫歯および歯周病にも関連する。ヒトの歯垢にしばしば見られる細菌の一つがストレプ
トコッカスミュータンス(Streptococcus mutans)である。ストレプトコッカスミュータン
ス(S. mutans)は修復複合樹脂の表面に結合し、歯と修復複合樹脂(restoration)の間の界
面に結合する。細菌接着および歯垢形成の結果として、二次齲蝕がこれらの修復複合樹脂
(restoration)の周りに展開しうる。
【０１５６】
　抗細菌物質の通常の製造方法は、時間とともに次第に放出される抗細菌剤、例えば抗生
物質、銀イオン、ヨウ素および四級アンモニウム化合物をそれらにしみ込ませることであ
る。しかしながら、このような抗細菌剤は複合樹脂から浸出する傾向がある。典型的には
、このような浸出は、特定の使用への適応性に影響を及ぼしうる不利益をもたらす。この
ような不利益は：時間の経過による担体物質の力学特性の減少、短期の効力、並びに（も
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し放出が適当に制御されなければ）ヒトの健康に起こりうる毒性でありうる。
【０１５７】
　したがって、本発明はまた、作用機序が消毒薬の放出に基づかない抗細菌複合材料およ
びコーティング剤を開発する手段も提供し、そのため歯学における適用性も有しうる。抗
細菌特性によって、これらの修復材料(restoration)の寿命が延長されうる。
【０１５８】
　本研究によって、合成アルキル化ポリエチレンイミンの抗細菌効果が評価した。この共
重合は、試験された両方の細菌の細菌増殖における有意な減少をもたらした。この観察は
少なくとも一週間続けた。
【０１５９】
試験物質
　１重量％の合成ポリマーで補充した三つの複合樹脂材料のＺ２５０、フィルテックフロ
ー(Filtek Flow)および３Ｍ シングルボンド接着剤(single bond adhesive)のストレプト
コッカスミュータンス(Streptococcus mutans)（ＡＴＣＣ＃２７３５１）における抗細菌
効果を試験した。細菌懸濁液を上記に記載されたように調製した。マイクロタイタープレ
ートの準備、細菌と試験物質の直接接触、細菌増殖の動態測定およびデータ分析および寒
天拡散試験を、すべて上記に記載されたように実行した。
【０１６０】
　２４時間の実験中、試験物質をすぐに直接接触させた後の、７ウェルのストレプトコッ
カスミュータンス(Streptococcus mutans)増殖の平均光学密度測定を図９に示す。この図
によって、ポリマーを加えた場合と加えない場合にストレプトコッカスミュータンス(Str
eptococcus mutans)に直接接触させたときの三つの市販材料の抗細菌効果が比較される。
合成ポリマーを加えた市販品のポリマーのすべての三つの型において、強い抗細菌効果が
見られる。図１０によって、一週間の経過過程後に行われた同一の実験が図示される。一
週間の経過過程の後、ポリマーを加えた市販品の複合樹脂の抗細菌効果は保たれていた。
【０１６１】
　寒天拡散試験において、すべての試験サンプルで阻止帯が検出されなかった。
【０１６２】
　キャリブレーションの結果は、図１１に示されるように再現性があることが分かった。
光学密度のゆるやかな減少は、段階希釈に相関していた。キャリブレーションの結果に見
られるように、ＤＣＴ系は、定常期の細菌増殖速度または最終の光学密度には影響がなか
った。
【０１６３】
　修復複合樹脂について、ポリマーを該材料の足場の中に組み込むことによって、最終的
な効果であるゆっくりと放出される薬剤が解決され、抗細菌特性が有意に延長されうる。
組み込まれたアルキル化ポリエチレンイミンの阻害性抗細菌効果は、これらは培地中で不
溶性で、複合材料から合成ポリマーは放出していなかったので、おそらく試験細菌に直接
接触させたためであり、ポリマーが放出したためではない。これらの材料の抗細菌効果の
詳細なメカニズムは決定されていないし、いずれの考えられる理論にも結びついていない
が、四級アンモニウム化合物が細胞壁成分に結合すること、および細胞質物質の漏出を引
き起こすことによって細菌細胞の溶解をもたらすことがこれにより示唆されている。合成
ポリマーは、それが加えられた市販品の複合樹脂に関係なく、二つの試験細菌に対して強
い抗細菌効果を示した。該効果は少なくとも一週間続いた。
【０１６４】
実施例１３：抗細菌活性が細菌の物質への直接接触のみによって表わされる表面現象であ
ることの説明
　抗菌活性は、培地に放出される生理活性成分のためであるという可能性を除くために、
三つの試験を行った：（Ａ）寒天拡散試験－ＡＤＴ、（Ｂ）複合材料を浸す培地の抗菌効
果、および（Ｃ）培地の化学分析。
【０１６５】
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寒天拡散試験（ＡＤＴ）－試験物質からの抗細菌成分の拡散に基づく半定量的な試験であ
り、寒天プレート上で成長した菌叢における阻止帯の外観検査である。
【０１６６】
　試験物質から放出した溶離成分の抗細菌特性を評価した。ストレプトコッカスミュータ
ンス(S. mutans)の細菌増殖曲線は、１重量％および５％加えたナノ粒子についての適当
なコントロールのものに類似していた。溶離成分の試験を行う前に一週間経過させたサン
プルで繰り返された実験は、同様の結果をもたらした。
【０１６７】
　複合材料を浸した培地のＵＶおよびＧＰＣ分析によって、有機分子またはポリマーは示
されなかった。
【０１６８】
　ストレプトコッカスミュータンス(Streptococcus mutans)（ＡＴＣＣ ＃２７３５１）
細菌懸濁液および寒天拡散試験を、上記に記載されたように実行した。
【０１６９】
Ａ．マイクロタイタープレートの準備
　１重量％および５重量％の合成ポリマーで補充した三つの複合樹脂材料のＺ２５０、フ
ィルテックフロー(Filtek Flow)および３Ｍ シングルボンド接着剤(single bond adhesiv
e)の試験を行った。底の平らな歯科用器具（デンタルスパチュラ）を用いて、マイクロタ
イタープレート（９６穴平底ヌンクロン(Nunclon)、ノンク(Nonc)、コペンハーゲン、デ
ンマーク）における７ウェルの側壁を、等量の同一の試験試料で均一にコーティングした
。インキュベーションの間、分光光度計の誤った読み取りを回避するため、ウェルの底に
着かないよう特に注意を払った。製造業者の取扱説明書に従って、該物質を重合した。試
験物質なしの同一のマイクロタイタープレートにおける７つのウェル、および合成ポリマ
ーなしに市販品の複合樹脂でコーティングした別の７つのウェルは、ポジティブコントロ
ールとして用いた。
【０１７０】
Ｂ．溶離挙動
　各ウェルを２３０μｌのＢＨＩで補充し、２４時間、３７℃でインキュベーションした
。各ウェルからの２２０μｌの体積を隣接するセットのウェルに移し、上記に記載された
ように調製した１０μｌの接種細菌液を加え、このようにしてブロスの中へ溶離した成分
の効果を試験した。該プレートを温度制御マイクロプレート分光光度計の中に置き、３７
℃にセットし、各読み取りの前に５秒混合した。細菌の増殖を、２４時間、２０分ごとの
ＯＤ６５０における変化に従って評価した。
【０１７１】
　類似のマイクロタイタープレートを試験物質とともに準備し、１および４週間経過させ
た。この間に各ウェルを、４８時間ごとに交換する２５０μｌのＰＢＳで満たし、該プレ
ートを３７℃でインキュベーションした。最後の２４時間において、ＰＢＳをＢＨＩブロ
スと交換し、即時のサンプル(immediate sample)についてのものと同様の試験を行った。
補足的な実験において、複合材料を脱イオン水に浸し（一例としては１０２ｍｇの複合材
料を１ｍｌの水に３７℃で浸し）、７日、溶液を凍結乾燥によって濃縮した。水中に放出
された分子についての試験を２００から６００ナノメーターのＵＶスキャンによって行い
、ポンプ、カラム（ショウデックス(Shodex) ＫＢ－８０３）および屈折率（ＲＩ）検出
器、１ｍｌ／分で溶出剤としての０．０５Ｍ ＮａＮＯ３を含む、ＧＰＣ－スペクトル物
理装置(GPC-Spectra Physics instrument)（ダルムシュタット、ドイツ）によって行った
。
【０１７２】
　細菌と試験物質の直接接触試験、細菌増殖の動態測定およびデータ分析を、すべて上記
に記載されたように実行した。
【０１７３】
　試験物質から放出した溶離成分の抗細菌特性を評価した。寒天拡散試験において、すべ
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ての試験サンプルで阻止帯は検出されなかった。ストレプトコッカスミュータンス(S. mu
tans)の細菌増殖曲線は、調製したばかりのサンプル（表４）並びに一週間および４週間
経過したサンプルの両方について、１重量％および５重量％加えたナノ粒子についての適
当なコントロールのものに類似していた。フィルテックフロー(Filtek Flow)とシングル
ボンド接着剤(single bond adhesive)の両方で、経過させないサンプルにおける細菌増殖
が減少し、それは一週間以上続かなかった。
【０１７４】
　さらに、複合材料を浸した培地のＵＶおよびＧＰＣ分析によって、有機分子またはポリ
マーは示されなかった。結果を表６に示す。
【表７】

【０１７５】
表６：複合材料から浸出可能な抽出物の起こりうる抗菌効果
　寒天拡散試験を、表１への脚注に記載したように実行した。
　細菌増殖の阻害－この試験によって、Ｕでコード化した様々な程度のＰＥＩナノ粒子サ
ンプル（ｗ／ｗ）で補充した複合樹脂材料の溶離における細菌増殖を定量的に評価した。
結果を細菌増殖のパーセント阻害で示す。このアッセイによって、経過したサンプルを試
験した（１および７日）。
　ＵＶおよびＧＰＣ分析－有機分子またはポリマーは残っていなかった。
【０１７６】
　これらの実験によって、これらの複合材料の生理活性が複合材料から培地への化合物の
放出を経ていないこと、および該活性が表面接触に関係していることが示される。
【０１７７】
実施例１４：還元的アミノ化による四級アンモニウムの形成
　長鎖ハロゲン化アルキルによってポリアミンを直接アルキル化し、続いてハロゲン化メ
チルによってメチル化することで四級アンモニウム基を提供しうるが、アルキル化はラン
ダムであり、一つより多い長鎖アルキルがアミノ基に結合しうる。ポリアミンの制御され
た四級化のためのもう一つの方法は、最初に還元的アミノ化によって長鎖アルキル基を一
級アミンに結合させることである。この方法において、ポリアミン、例えば平均２５％の
一級アミンを有する分枝鎖のポリエチレンイミンを、４－１５個の炭素原子の鎖を有する
アルカナールと反応させて、一級アミンのみを有する対応するイミン誘導体を形成させる
。該イミンを、次いで還元して対応する二級アミンを得る。次の段階において、二級アミ
ンおよび三級アミンを過剰のハロゲン化メチルでアルキル化して、対応する四級アミンを
形成させる。この方法によって、再現性のある四級化ポリアミンが生じた。
【０１７８】
実施例１５：ハライド基をヒドロキシ対イオンと交換
　クロロまたはヨード対イオンを有する、生じた四級アミンポリマーを、ＡｇＣｌまたは
ＡｇＩが形成される塩基性条件下でＡｇＯと反応させ、溶液から沈殿させてＯＨ－アンモ
ニウム誘導体を形成させる。粒子をＨＦの溶液と反応させることによって、該ヒドロキシ
ル基を、次いでフッ化物イオンに変換しうる。
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【０１７９】
実施例１６：多糖四級アンモニウム粒子
　可溶性または不溶性粒子の多糖の四級アンモニウム塩は；
　多糖を酸化してポリアルデヒドを形成させ、それを次の段階において、一つが還元的ア
ミノ化によって酸化多糖と共役複合した一級アミンであって、他のアミンが抗菌活性のた
めの長いアルキル鎖を有する四級アミンである少なくとも二つのアミノ基を有するオリゴ
アミン誘導体と反応させることによって得られ；または
　先の実施例に記載されたアルキル化によって製造される生物反応性四級アンモニウム基
へと変換されたアミンによって得られる。
【０１８０】
実施例１７：６月経過後の活性
　図１２は、１重量％の架橋ＰＥＩ四級アンモニウムを組み込んだ複合材料サンプルの６
月経過後の十分な抗細菌活性を示す。
【０１８１】
実施例１８：カチオン性多糖粒子
　アラビノガラクタン（ＡＧ、分枝鎖の多糖、ＭＷ＝２５，０００）デキストラン（Ｄｅ
ｘ、直鎖の１，６－ポリグルコース、ＭＷ＝３０，０００）またはプルラン（Ｐｕｌ、直
鎖の１，４ポリグルコース(polyglucoser)、ＭＷ＝５０，０００）と共役複合させた様々
なポリエチレンイミン（ＰＥＩ、ＭＷ＝６００）、スペルミンおよびスペルミジンを製造
した。多糖のポリアルデヒドへの酸化後、オリゴアミンをアミンまたはイミン結合によっ
て共役複合させた。生物活性について試験を行ったポリマー間の違いは：
　１．ＰＥＩ、スペルミンまたはスペルミジンを用いたオリゴアミン；
　２．多糖、ＡＧ、プルランまたはＤｅｘの型；
　３．結合、アミンまたはイミンの型；並びに
　４．糖あたりのオリゴアミンの含有量
である。
【０１８２】
　本明細書に用いられる略号は：
　－ＡＧ（１：１）：１モルの糖単位と１モルの過ヨウ素酸（３５％の糖単位をジアルデ
ヒドに変換した）の反応によって生成した酸化アラビノガラクタン；
　－ＡＧ（１：５）：１モルの糖単位と０．２モルの過ヨウ素酸（８％の糖をジアルデヒ
ドに変換した）の反応によって生成した酸化アラビノガラクタン；
　－Ｄ（１：１）：１モルの糖と１モルの過ヨウ素酸（５０％の糖単位をジアルデヒドに
変換した）の反応によって生成した酸化デキストラン；
　－Ｐ（１：１）：１モルの糖単位と１モルの過ヨウ素酸（酸化の程度は決定しなかった
）の反応によって生成した酸化プルラン；
　－ＰＥＩ：ポリエチレンイミン（ＭＷ＝６００）；
　－Ｒｅｄ：還元型共役複合体（アミン結合）；
　－Ｕｎｒｅｄ：非還元型共役複合体（イミン結合）
である。
【０１８３】
実施例１９：カチオン性多糖共役複合体の合成
　多糖－ＰＥＩ架橋共役複合体を還元的アミノ化によって製造した。多糖を過ヨウ素酸の
ような酸化剤と反応させることによって、多糖を酸化した。酸化された多糖を、次いで濃
縮された溶液下でオリゴアミンと反応させて架橋を誘導した。典型的な態様において、０
．５ｇの酸化アラビノガラクタン（１：５、～０．５ｍｍｏｌのアルデヒド）および０．
１８ｇのＰＥＩ（０．６２５ｍｍｏｌ）を、２ｍｌホウ酸緩衝剤（０．１Ｍ、ｐＨ＝１１
）に溶解した。溶液を室温で４８時間混合した。溶液の半分（１０ｍｌ）を、１２，００
０カットオフのセルロースチューブを用いてＤＤＷに対して透析し、凍結乾燥して水中で
不溶性のイミン共役複合体を得た。残り半分を過剰の水素化ホウ素ナトリウムと室温で終
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夜反応させ、ＤＤＷに対して透析し、凍結乾燥して水中で可溶性のアミン共役複合体を得
た。
【０１８４】
　アルデヒド／ＰＥＩ（１：１．２５、モル比）：ＡＧを対応する多糖と交換することに
よって、デキストランおよびプルラン共役複合体を同様に製造した。また、本方法を用い
てスペルミン、スペルミジンおよび他のオリゴアミンを様々な多糖と共役複合させた。オ
リゴアミン共役複合体を、キトサンおよびポリエチレンイミンについて上記に記載された
方法を用いて四級化した。ある実験において、オリゴアミン－多糖共役複合体を１－ブロ
モオクタンと反応させ、続いて臭化メチルと反応させて、目的の四級アンモニウム粒子を
得た。該粒子は、細菌を殺すのに非常に効果的であった。
【０１８５】
実施例２０：抗菌樹脂ベースの四級アンモニウムメチルスチレン
　Ａ．ブロモオクタンによるポリ（スチレンメチルアミン）のアルキル化：Ｎ－アルキル
化を以下のように実行した：１００ｍｌの無水エタノールに分散した架橋ポリ（スチレン
メチルアミン）（１０ｇ、７４．５ｍｍｏｌのモノマー単位）を、１：１．５のモル比（
ポリ（スチレンメチルアミン）単位／ブロモオクタン）で過剰のブロモオクタン（１１０
ｍｍｏｌ、１９．３ｍｌ）と反応させた。アルキル化段階を還流条件下で２４時間実行し
た。最小限のメタノールに溶解した過剰のＮａＯＨ（２等モル）を加えて、放出したＨＢ
ｒを中和した。中和反応をさらに２４時間、同一条件で続けた。室温まで冷却した後、得
られた生成物をろ過して取り除き、アセトンおよびＤＤＷで洗浄して残余のブロモオクタ
ンおよびＮａＢｒをそれぞれ除去し、Ｐ２Ｏ５で真空乾燥した。あるいは、アミノメチル
化された化学基へのモノアルキル化は、４つまたはそれ以上の長さの炭素鎖を有するアル
カナールで還元的アミノ化することによって達成した。元素分析：Ｃ（％）＝５８．３２
、Ｈ（％）＝７．７９、Ｎ（％）＝４．０１、Ｂｒ（％）＝２０．７８。
【０１８６】
Ｂ．オクタンアルキル化ポリ（スチレンメチルアミン）のメチル化
　２０ｍｌの無水エタノールに分散した先のアルキル化ポリ（スチレンメチルアミン）（
２．０１ｇ、８．１ｍｍｏｌのモノマー単位）を、１：２．５のモル比（モノマー単位／
ヨウ化メチル）で１．２７ｍｌのメチルと反応させた。メチル化段階を４８時間、６０℃
(600C)で続けた。等モル量の炭酸水素ナトリウム（０．０２ｍｏｌ、２ｇ）を加えて、メ
チル化段階の間に放出したＨＩを集めた。中和を同一条件でさらに２４時間続けた。得ら
れた生成物をろ過によって捨て、アセトンおよびＤＤＷで洗浄して残余のヨウ化メチルお
よび炭酸水素ナトリウムをそれぞれ除去し、Ｐ２Ｏ５で真空乾燥した。元素分析：Ｃ（％
）＝５４．８５、Ｈ（％）＝６．７７、Ｎ（％）＝３．５０、Ｉ（％）＝３１．１４。
【０１８７】
Ｃ．キトサンナノ粒子の製造
　トリポリリン酸水溶液をキトサン溶液に加えてナノ粒子を自発的に得た。キトサンを０
．２５％の濃度で０．０５％（ｗ／ｖ）酢酸溶液に溶解し、０．５％（ｗ／ｖ）ＮａＯＨ
溶液でｐＨを５．５に調整した。トリポリリン酸を０．２％（ｗ／ｖ）の濃度で精製水に
溶解した。その後、０．８ｍｌのトリポリリン酸溶液を２．５ｍｌのキトサン溶液に加え
、これによりナノ粒子の形成に至った。ナノ粒子懸濁液の最終的なｐＨは６．４であった
。キトサンとトリポリリン酸の比を調整することによって、異なる平均サイズのナノ粒子
を得た。
【０１８８】
Ｄ．様々な臭化アルキルによるキトサンのアルキル化
　２ｇのキトサンを４０ｍＬの２-プロパノール／４Ｎ 水酸化ナトリウム溶液の中に加え
、７０℃で３０分間撹拌した。臭化ブチル、臭化オクチル、臭化ドデシル、および臭化ヘ
キサデシルからの臭化アルキルを、混合物に液滴で加え、４時間反応させ、次いで該反応
混合物を遠心分離した。得られた沈殿をエタノールで洗浄し、次いで真空乾燥してアルキ
ル化キトサン誘導体を得た。生じたアルキル化キトサン誘導体を、水に対してセル(Cellu
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定によって決定した。
【図面の簡単な説明】
【０１８９】
　本発明を理解し、実際にどのように実行されうるのかを理解するために、添付図面を参
照して、これに限らないが例のみによって好ましい態様がこれから記載され、その中で：
【図１】図１は、本発明のある態様の粒子の概略図であり；
【図２】図２は、本発明のいくつかの態様の粒子を生成するのに有用でありうるポリマー
の概略図であり；
【図３】図３は、本発明のある態様のマトリックスの概略図であり；
【図４】図４は、本発明のある態様の粒子のアーティストの視点であり；
【図５】図５は、本発明のある態様のポリマーの概略図であり；
【図６】図６によって、１重量％ＰＥＩナノ粒子に組み込まれ、様々なアルキル化剤でア
ルキル化された複合樹脂サンプルによって示される抗細菌的な細菌の減衰が図示され（コ
ントロール－市販品の複合樹脂に対して）、この場合、流動可能な複合材料をネガティブ
コントロールとして用いた。ＰＥＩサンプルの略号は表１の脚注の中にある。
【図７Ａ】図７Ａによって、一週間かけて（図７Ａ）長鎖のアルキルで修飾したＰＥＩナ
ノ構造サンプルのストレプトコッカスミュータンス(Streptoccocus mutans)に対する抗細
菌安定性が図示される（市販品の流動可能な複合材料をコントロールとして用いた）。
【図７Ｂ】図７Ｂによって、１月かけて（図７Ｂ）長鎖のアルキルで修飾したＰＥＩナノ
構造サンプルのストレプトコッカスミュータンス(Streptoccocus mutans)に対する抗細菌
安定性が図示される（市販品の流動可能な複合材料をコントロールとして用いた）。
【図８】図８は、　（Ａ）流動可能な複合材料および１％ＰＥＩナノ粒子で処理する前の
細菌表面　（Ｂ）流動可能な複合材料および１％ＰＥＩナノ粒子で処理した後の細菌表面
の走査型電子顕微鏡写真である。
【図９】図９によって、ＰＥＩナノ粒子（コントロール－市販品の複合樹脂に対して；複
合材料なしの細菌増殖＝Ｃｏ＋）に組み込んだ様々な複合樹脂材料（Ｚ２５０＝ハイブリ
ッド；フィルテックフロー(Filtek Flow)＝流動可能、および３Ｍ シングルボンド接着剤
(single bond adhesive)＝ボンディング(Bonding)）に直接接触させた直後の、７ウェル
のストレプトコッカスミュータンス(Streptococcus mutans)の増殖の平均光学密度測定が
図示される。
【図１０】図１０によって、１月の経過過程後に行われた図９と同一の実験が図示される
。
【図１１】図１１によって、すべての直接接触テスト実験に含まれるストレプトコッカス
ミュータンス(Streptococcus mutans)の増殖の検量線が図示される。各増殖曲線は、細菌
阻害の計算を与える細菌懸濁液の５回の段階希釈から生成される。
【図１２】図１２によって、流動可能な複合樹脂の中に１重量％の架橋ＰＥＩ四級アンモ
ニウムを組み込んだ修復サンプルの、６月経過後の十分な抗細菌活性が図示される。ＰＥ
Ｉサンプルの略号は表１の脚注の中にある。
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７Ａ】

【図７Ｂ】

【図８Ａ】
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【図８Ｂ】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【手続補正書】
【提出日】平成19年9月5日(2007.9.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１ｎｍ２あたり少なくとも一つの抗菌活性四級アンモニウム基の表面密度で化学結合し
て抗菌活性四級アンモニウム基を有する少なくとも一つの脂肪族ポリマーを含む粒子。
【請求項２】
　化学結合して抗菌活性四級アンモニウム基を有する少なくとも一つの脂肪族ポリマーを
含む粒子であって、その中で前記抗菌活性四級アンモニウム基が該窒素原子に結合した一
つの長いアルキル基を含む粒子。
【請求項３】
　前記抗菌活性四級アンモニウム基が該窒素原子に結合した一つの長いアルキル基を含む
、請求項１の粒子。
【請求項４】
　前記抗菌活性四級アンモニウム基が、１ｎｍ２あたり少なくとも一つの抗菌活性四級ア
ンモニウム基の表面密度である、請求項２の粒子。
【請求項５】
　１ｎｍ２あたり少なくとも一つの抗菌活性四級アンモニウム基の表面密度で化学結合し
て抗菌活性四級アンモニウム基を有する少なくとも一つの脂肪族ポリマーを含む粒子であ
って、その中で前記抗菌活性四級アンモニウム基が該窒素原子に結合した一つの長いアル
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キル基を含む粒子。
【請求項６】
　前記の少なくとも一つの脂肪族ポリマーが、ポリエチレンイミン（ＰＥＩ）、ポリビニ
ルアミン（ＰＶＡ）、ポリ（アリルアミン）（ＰＡＡ）、ポリ（アクリル酸アミノエチル
）、アミノメチル化スチレンポリマー、アルキルアミノ基がぶら下がっているポリペプチ
ド、およびキトサンから選択される、請求項１から５のいずれか一つに記載の粒子。
【請求項７】
　１０から１００００ｎｍの間のサイズを有する、請求項１から６のいずれか一つに記載
の粒子。
【請求項８】
　１５０ｎｍまたはそれ以下のサイズを有する、請求項７の粒子。
【請求項９】
　３０ｎｍまたはそれ以上のサイズを有する、請求項７の粒子。
【請求項１０】
　前記の少なくとも一つの脂肪族ポリマーが架橋されている、請求項１から９のいずれか
一つに記載の粒子。
【請求項１１】
　架橋の程度が１％から２０％である、請求項１０の粒子。
【請求項１２】
　前記の長いアルキル基が４つまたはそれ以上の炭素原子を有する、請求項１から１１の
いずれか一つに記載の粒子。
【請求項１３】
　前記の長いアルキル基が４から１０個の炭素原子を有する、請求項１２の粒子。
【請求項１４】
　前記の長いアルキル基が６、７、または８個の炭素原子を有する、請求項１３の粒子。
【請求項１５】
　前記四級アンモニウム基がフッ化物アニオンと対をなしている、請求項１から１４のい
ずれか一つに記載の粒子。
【請求項１６】
　ポリマー中の少なくとも１０％のアミノ基が前記抗菌活性四級アンモニウム基である、
請求項１から１５のいずれか一つに記載の粒子。
【請求項１７】
　ホストポリマーまたはそれのモノマーと反応して、該粒子を該ホストポリマーに化学結
合させることができる官能基を有する、請求項１から１６のいずれか一つに記載の粒子。
【請求項１８】
　液体媒体または固体媒体中に固定された、請求項１から１７のいずれか一つに記載の粒
子。
【請求項１９】
　前記媒体がポリマーマトリックスである、請求項１８の粒子。
【請求項２０】
　請求項１から１９のいずれか一つに記載の粒子を固定したポリマーホストを含むポリマ
ーマトリックス。
【請求項２１】
　１μｍ２あたり約１から約１００個の粒子の表面濃度でマトリックスの外表面に該粒子
が均一に分布する、請求項２０のポリマーマトリックス。
【請求項２２】
　平均して、マトリックスの外表面の１μｍ２あたり少なくとも一つの活性部分を有し、
このような活性部分のサイズが少なくとも１００ｎｍ２であって；前記活性部分が、１ｎ
ｍ２あたり少なくとも１個の抗菌活性四級アミンの表面濃度を有する、請求項２０または
２１のポリマーマトリックス。
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【請求項２３】
　ポリマー粒子がポリマーマトリックスに化学結合している、請求項２０から２２のいず
れか一つに記載のポリマーマトリックス。
【請求項２４】
　強還元剤または強酸化剤をさらに含む、請求項２０から２３のいずれか一つに記載のポ
リマーマトリックス。
【請求項２５】
　生物種を請求項２０から２４のいずれか一つに記載のポリマーマトリックスと接触させ
ることによる、前記生物種の阻害方法。
【請求項２６】
　接触された生物種の少なくとも９５％を死滅させる、請求項２５の方法。
【請求項２７】
　接触された生物種の少なくとも９９％を死滅させる、請求項２６の方法。
【請求項２８】
　前記生物種が細菌類、寄生虫類、真菌類およびウイルス類から選択される、請求項２５
から２７のいずれか一つの方法。
【請求項２９】
　前記ポリマーマトリックスに多くとも５重量％のポリマー粒子が含まれる、請求項２５
の方法。
【請求項３０】
　一つだけが前記ポリマーへ結合し、３つが非ポリマー基へ結合（正確には、該非ポリマ
ー基の一つが４つまたはそれ以上の炭素原子を有するアルキル鎖である）している窒素原
子からなる四級アンモニウム基を有するポリマーである、請求項１から１９のいずれか一
つに記載の粒子に使用するための脂肪族ポリマー。
【請求項３１】
　少なくとも９０％の前記四級アンモニウム基が抗菌活性を有する、請求項３０のポリマ
ー。
【請求項３２】
　前記４つまたはそれ以上の炭素原子を有するアルキルでない非ポリマー基の一つまたは
それ以上が、３つまたはそれ以下の炭素原子を有する短いアルキル基である、請求項３０
または３１のポリマー。
【請求項３３】
　前記の短いアルキル基がメチル基である、請求項３２のポリマー。
【請求項３４】
　四級アンモニウム基がフッ化物アニオンと対をなしている、請求項３０から３３のいず
れか一つに記載のポリマー。
【請求項３５】
　架橋されている、請求項３０から３４のいずれか一つに記載のポリマー。
【請求項３６】
　請求項２０から２４のいずれか一つに記載のポリマーマトリックスを得るための方法で
あって、ホストポリマーに界面活性化合物および請求項１から１９のいずれか一つに記載
の粒子を加え、混合して均一なポリマーマトリックスを得ることを特徴とする方法。
【請求項３７】
　請求項２０から２４のいずれか一つに記載のポリマーマトリックスを得るための方法で
あって、ホストポリマーを相溶化剤と混合し、次いで請求項１から１９のいずれか一つに
記載の粒子と混合することを特徴とする方法。
【請求項３８】
　前記相溶化剤が、ホストポリマーのモノマー、該粒子が作られるポリマーのモノマー、
ホストポリマーのモノマーのオリゴマー、該粒子のポリマーのモノマーのオリゴマー、お
よび両方の種類のモノマーから作られるオリゴマーから選択される、請求項３７の方法。
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【請求項３９】
　ポリマー粒子の存在下でホストのモノマーの重合をさらに含むことを特徴とする、請求
項２０から２４のいずれか一つに記載のポリマーマトリックスを得るための方法。
【請求項４０】
　請求項３０から３５のいずれか一つに記載の脂肪族ポリマーを得るための方法であって
、
　（ａ）ポリマーに一級アミン基を提供し、
　（ｂ）各一級アミン上の一つの水素原子を少なくとも４つの炭素原子を含むアルキル基
で選択的に置換し；並びに
　（ｃ）他のアミンの水素原子を１つ、２つ、または３つの炭素原子を有する短いアルキ
ル基で置換することを特徴とする方法。
【請求項４１】
　請求項１から１９のいずれか一つに記載の粒子を含む組成物。
【請求項４２】
　前記組成物が医薬組成物である、請求項４１の組成物。
【請求項４３】
　医療用具における生物種の増殖を阻害または防止するための、請求項１から１９のいず
れかに記載の粒子または請求項２０から２４のいずれか一つに記載のマトリックスを含む
医薬組成物。
【請求項４４】
　前記医療用具が歯科の修復物質である、請求項４３の組成物。
【請求項４５】
　前記医療用具が骨セメントである、請求項４３の組成物。
【請求項４６】
　前記医療用具が関節である、請求項４３の組成物。
【請求項４７】
　前記医療用具がレンズである、請求項４３の組成物。
【請求項４８】
　前記医療用具がステントである、請求項４３の組成物。
【請求項４９】
　前記医療用具が傷被覆物質である、請求項４３の組成物。
【請求項５０】
　前記医療用具が血管または泌尿器系に使用するためのカテーテルである、請求項４３の
組成物。
【請求項５１】
　組成物の製造における、請求項１から１９のいずれか一つに記載の粒子の使用。
【請求項５２】
　前記組成物が医薬組成物である、請求項５１の使用。
【請求項５３】
　医療用具における生物種の増殖を阻害または防止するための医薬組成物の製造のための
、請求項１から１９のいずれか一つに記載の粒子の使用。
【請求項５４】
　医療用具における生物種の増殖を阻害または防止するための、請求項２０から２４のい
ずれか一つに記載のポリマーマトリックスの使用。
【請求項５５】
　前記医療用具が、骨セメント；関節；レンズ；ステント；人工心臓弁；人工皮膚；イン
プラント；子宮内器具；神経外科的シャント；尿管ステント；インスリンポンプ、避妊薬
、ペースメーカーから選択される皮下インプラントのためのコーティング；静脈内注入に
用いられるチューブまたはカニューレ、透析に用いられるチューブまたはカニューレ；外
科用ドレナージチューブ；導尿カテーテル；気管内チューブ；傷被覆物質；縫合、血管ま
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たは泌尿器系に使用するためのカテーテル；脳への適用に使用するためのシャント；手術
用手袋；耳の診察のための先端；微気圧計の末端；歯科用接着剤；歯、虫歯の穴を充填す
るための複合材料ベースの物質、根管治療における根管腔を充填するための歯周部充填物
質、仮および最終の歯牙修復または歯牙交換に用いられる物質から選択される歯科の修復
物質；歯科用インレー；歯科用アンレー；歯冠；部分義歯；歯科インプラント；医学研究
所のためのプラスチックウェア；食品包装；並びに塗料から選択される、請求項５４の使
用。
【請求項５６】
　前記医療用具が歯科の修復物質である、請求項５５の使用。
【請求項５７】
　前記医療用具が骨セメントである、請求項５５の使用。
【請求項５８】
　前記医療用具が関節である、請求項５５の使用。
【請求項５９】
　前記医療用具がレンズである、請求項５５の使用。
【請求項６０】
　前記医療用具がステントである、請求項５５の使用。
【請求項６１】
　前記医療用具が傷被覆物質である、請求項５５の使用。
【請求項６２】
　前記医療用具が血管または泌尿器系に使用するためのカテーテルである、請求項５５の
使用。
【請求項６３】
　前記生物種が生物膜の形態である、請求項５３の使用。
【請求項６４】
　抗菌活性ポリマーが浸出せず、活性が６月以上の期間残存する、請求項４１から５０の
いずれか一つに記載の組成物。
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