
JP 5333911 B2 2013.11.6

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体適合性の合成マクロマー組成物であって、
　構造
　Ｒ”－［Ｒ１－Ｘ］ｎ　（ＶＩＩ）
　を有する第１のポリマーであって、式中、Ｒ”は多糖およびポリオールからなる群から
選択され、そしてＲ”はメトキシポリエチレングリコールを含み、Ｒ１はポリ（ヒドロキ
シ）酸であり、Ｘは、イソシアナートであり、ｎは１～１０の数である、第１のポリマー
；および
　構造
　（Ｒ４）ｍ－（（Ｙ）ｐ－Ｄ－（Ｙ）ｐ）２－（Ｒ５）ｍ　（ＩＸ）
　を有する官能化ポリウレタンプレポリマーを含む第２のポリマーであって、式中、Ｙは
ポリマーバックボーンであり、Ｄはシクロデキストリン、ソルビトール、ポリフェノール
、およびポリグリセロールからなる群から選択され、Ｒ４およびＲ５は同じでも異なって
もよく、ＮＣＯ、ＣＨＯ、およびＣＯＯＨからなる群から選択され、ｍは１～５０の数で
あり、ｐは１～３０の数であり、ｚは２～２０の数である、第２のポリマーを含む、生体
適合性の合成マクロマー組成物。
【請求項２】
　Ｒ４とＲ５が同じである、請求項１に記載の生体適合性の合成マクロマー組成物。
【請求項３】
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　Ｒ４とＲ５が異なる、請求項１に記載の生体適合性の合成マクロマー組成物。
【請求項４】
　Ｙがポリアルキレンオキシドを含む、請求項１に記載の生体適合性の合成マクロマー組
成物。
【請求項５】
　Ｙがポリエチレングリコールを含む、請求項４に記載の生体適合性の合成マクロマー組
成物。
【請求項６】
　さらに、アミン架橋剤を含む、請求項１に記載の生体適合性の合成マクロマー組成物。
【請求項７】
　前記アミン架橋剤が、ジアミン、芳香族アミン、ポリアミン、およびポリアミドアミン
からなる群から選択される、請求項６に記載の生体適合性の合成マクロマー組成物。
【請求項８】
　さらに、生物学的に活性な物質および薬用物質からなる群から選択される成分を含む、
請求項１に記載の生体適合性の合成マクロマー組成物。
【請求項９】
　さらに、酵素を含み、該酵素が前記生体適合性の合成マクロマー組成物の分解速度を上
昇させる、請求項１に記載の生体適合性の合成マクロマー組成物。
【請求項１０】
　創傷を閉鎖するための組成物であって、
　請求項１に記載の生体適合性の合成マクロマー組成物を含み、該生体適合性の合成マク
ロマー組成物が該創傷に塗布され、そして硬化させて、それによって該創傷を閉鎖する、
組成物。
【請求項１１】
　前記創傷が外科的切開である、請求項１０に記載の組成物。
【請求項１２】
　動物の組織の空隙を充填するための組成物であって、
　請求項１に記載の生体適合性の合成マクロマー組成物を含み、該生体適合性の合成マク
ロマー組成物が該空隙に適用され、そして硬化させて、それによって該空隙を充填する、
組成物。
【請求項１３】
　医療装置を動物の組織の表面に接着するための組成物であって、
　請求項１に記載の生体適合性の合成マクロマー組成物を含み、該生体適合性の合成マク
ロマー組成物が該装置、該表面、または両方に塗布され、そして該装置、該生体適合性の
合成マクロマー、および該表面が互いに接触され、そして該生体適合性の合成マクロマー
組成物を硬化させて、それによって該装置と該表面を互いに接着させる組成物。
【請求項１４】
　前記医療装置がインプラントである、請求項１３に記載の組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願への相互参照）
　この出願は、２００５年１２月６日に出願された米国仮特許出願第６０／７４２，９３
８号（この全体の開示が本明細書に参考として援用される）の利益を主張する。
【０００２】
　（技術分野）
　本開示は、マトリクスを形成し得る生体適合性マクロマーおよび外科手術用接着剤また
はシーラントとしてのこれらマクロマーの使用に関する。
【背景技術】
【０００３】
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　近年、縫合を接着剤ボンドで代用または増強することに関心が高まっている。関心が高
まった理由として（１）修復が成功し得る潜在的な速度；（２）完全閉鎖をもたらす結合
物質の能力、つまり流体の漏出を防ぐ能力；および（３）組織が異常変形することなしに
接合を形成する可能性が挙げられる。
【０００４】
　しかしながら、この領域の研究において、外科医に外科手術用接着剤を受けいれてもら
うには、多くの特性がなくてはならないことが明らかである。外科手術用接着剤は、高い
初期粘着性および生体組織に迅速に接着する能力を示さなければならない；その接着強度
は、接着破壊前に、組織損傷を引き起こすほどに十分強くなければならない；その接着剤
は、架橋、一般に、浸透性で可撓性の架橋を形成しなければならない；およびその接着剤
架橋および／またはその代謝生成物は、局所的組織毒性作用または発ガン性作用を引き起
こしてはならない。
【０００５】
　組織接着剤または組織シーラントとして有用ないくつかの材料が、現在入手可能である
。現在入手可能である接着剤の一種は、シアノアクリレート系接着剤である。しかしなが
ら、シアノアクリレート系接着剤は、分解によってホルムアルデヒドなどの望ましくない
副作用を生じる可能性がある。シアノアクリレート系接着剤のもう一つの欠点は、その有
用性に制限をかける高い曲げ弾性率を有することである。
【０００６】
　現在入手可能である組織シーラントのもう一つの種類は、ウシ起源および／またはヒト
起源由来の成分を利用する。たとえば、フィブリンシーラントが、入手可能である。しか
しながら、このシーラントは天然タンパク質由来なので、いずれもの天然材料のように、
材料の変質が頻繁に観察され、ウイルス感染が懸念される。
【０００７】
　完全合成であり、それゆえウイルス感染を懸念せずにその特性において非常に一貫性の
ある生物学的接着剤を提供することが望ましい。当該組成物は、弾力性および生体適合性
を有するはずであり、接着剤またはシーラントとしての使用に好適であろう。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　概要
　本開示は、少なくとも２つのポリマーで作製されている生体適合性の合成マクロマー組
成物を提供する。第１のポリマーは、多糖類および／またはポリオール類を含む１つの基
、ポリ（ヒドロキシ）酸を含む第２の基、ならびにエポキシ、ハロゲン、イソシアナート
、クロロホスファート、酸無水物、またはそれらの組合せとすることができる官能基を有
する。本開示の生体適合性の合成マクロマー組成物を構成する第２のポリマーは、ポリマ
ーバックボーンおよび分解性または非分解性架橋基を有する官能化ポリウレタンプレポリ
マーである。第１のポリマー成分の官能基が同じである実施形態もあれば、異なる実施形
態もある。同様に、第２のポリマー成分の官能基が同じである実施形態もあれば、異なる
実施形態もある。
【０００９】
　実施形態では、本開示の生体適合性の合成マクロマー組成物は、次の構造を有する第１
のポリマー
　Ｒ”－［Ｒ１－Ｘ］ｎ

　式中、Ｒ”は多糖類および／またはポリオール類とすることができ、Ｒ１はポリ（ヒド
ロキシ）酸であり、Ｘはエポキシ、ハロゲン、イソシアナート、クロロホスファート類、
酸無水物類、およびそれらの組合せなどの官能基であり、ｎは１～１０の数である；およ
び次の構造を有する官能化ポリウレタンプレポリマーを含む第２のポリマー
　（Ｒ４）ｍ－（（Ｙ）ｐ－Ｄ－（Ｙ）ｐ）ｚ－（Ｒ５）ｍ

　式中、Ｙはポリマーバックボーンであり、Ｄは分解性または非分解性架橋基であり、Ｒ
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４およびＲ５は同じでも異なってもよく、ＮＣＯ、ＣＨＯ、および／またはＣＯＯＨとす
ることができ、ｍは約１～約５０の数であり、ｐは約１～約３０の数であり、ｚは約２～
約２０の数である、
を含む。
【００１０】
　実施形態では、本開示の生体適合性の合成マクロマー組成物に、生物学的に活性な物質
、薬用物質、および／または酵素を添加することができる。
【００１１】
　本開示の生体適合性マクロマー組成物は、医療および／または外科用途を含めて、様々
な用途で接着剤またはシーラントとして利用することができる。実施形態では、本開示は
、本開示の生体適合性マクロマー組成物を創傷に塗布し、生体適合性マクロマー組成物を
硬化させ、それによって前記創傷を閉鎖することによって創傷を閉鎖する方法を含む。実
施形態では、このような創傷としては、切開を挙げることができる。本開示の組成物を利
用して、組織の空隙を充填することもできる。実施形態では、本開示の組成物を利用して
、インプラントなどの医療装置を動物組織の表面に接着させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　詳細な説明
　本開示は、生体適合性、非免疫原性、および生分解性がある、組織接着剤またはシーラ
ントとして使用するための合成マクロマー組成物に関する。生体適合性の合成マクロマー
組成物は、組織の縁を接着させ、組織における空気／体液の漏出を封止し、医療装置、す
なわちインプラントを結合させるため、かつ組織における空隙または欠陥を封止または充
填するなど組織増大のために使用することができる。生体適合性の合成マクロマー組成物
を、ヒトを含めて、動物の生組織および／または肉体に塗布することができる。
【００１３】
　科学界内では、用語「肉体」と「組織」の使用にいくつかの区別があり得るが、本明細
書では、これらの用語は同義に使用され、当業者なら、本接着剤が医療分野内で患者を治
療するために利用されると理解するはずである一般基質を意味する。本明細書では、「組
織」としては、皮膚、骨、ニューロン、軸索、軟骨、血管、角膜、筋、筋膜、脳、前立腺
、乳房、子宮内膜、肺、膵臓、小腸、血液、肝臓、精巣、卵巣、子宮頸部、結腸、胃、食
道、脾臓、リンパ節、骨髄、腎臓、末梢血、胚組織または腹水組織を挙げることができる
が、これらに限定されない。
【００１４】
　本開示の組成物は、少なくとも２つ以上の官能基を有する第１のポリマー成分、および
官能化ポリウレタンプレポリマーである第２のポリマー成分を含む、架橋された生体適合
性の合成マクロマー組成物である。第１および第２のポリマー成分の官能基は互いに結合
して、生体適合性の接着剤またはシーラントを生成することができる。この生体適合性の
合成マクロマー組成物は、速やかに三次元ゲル様接着剤マトリックスを生成し、医療手順
の間の全外科／手術時間を削減する。マクロマー組成物は、薬物担体としても作用するこ
とができ、薬物の放出制御、および動物、特にヒトの特定部位への直接送達を可能にする
。各ポリマー成分は通常は、対象者の組織における免疫反応を低減し、またはなくすため
の合成物である。
【００１５】
　第１のポリマー成分は、少なくとも２つ、いくつかの実施形態では少なくとも３つの官
能基を有することができる。第１のポリマーは、例えば官能化することができる多糖類ま
たはポリアルキレンオキシド類（「ＰＡＯ」）など、任意の生体適合性および／または生
分解性ポリマーとすることができる。一実施形態では、第１のポリマーは、多糖であり、
これにはソルビトール、マンニトール、スクロース、デキストラン、シクロデキストリン
などが含まれるが、これらに限定されない。別の実施形態では、第１のポリマーは、ポリ
エチレングリコール（「ＰＥＧ」）、ポリエチレンオキシド（「ＰＥＯ」）、ポリプロピ
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レンオキシド（「ＰＰＯ」）、ラクチド結合を有するポリエチレングリコール、ポリプロ
ピレングリコール（「ＰＰＧ」）、コポリエチレンオキシドブロックまたはランダムコポ
リマー、およびＢＡＳＦ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（Ｍｔ．　Ｏｌｉｖｅ，　ＮＪ）から
ＰＬＵＲＯＮＩＣＳ（登録商標）として市販されているトリブロックＰＥＯ－ＰＰＯコポ
リマーなど、ポリエチレンオキシド（ＰＥＯ）コポリマーとポリプロピレンオキシド（Ｐ
ＰＯ）を含むポロキサマーなどの官能化ＰＡＯである。
【００１６】
　いくつかの実施形態では、第１のポリマーは、ポリエチレングリコール（「ＰＥＧ」）
などのポリエチレンオキシドとすることができる。本明細書では、ポリエチレングリコー
ルは、一般に５０，０００未満の分子量のポリマーを意味するが、ポリエチレンオキシド
は、より高い分子量の場合に使用される。ＰＥＧは、本開示の生体適合性の合成マクロマ
ー組成物に優れた保水性、柔軟性、および粘性をもたらす。ほとんどの場合、ＰＥＧを修
飾して、多官能性材料を生成する。
【００１７】
　第１のポリマーは、生分解性を改善するための分枝状または星状の立体配置を有するこ
とができる。第１のポリマーの分子量は、約５００～約２０，０００、実施形態では約１
，０００～約１０，０００、通常は約２０００～約５０００とすることができる。
【００１８】
　例えば、Ｐｏｌｙ（ｅｔｈｙｌｅｎｅ　Ｇｌｙｃｏｌ）　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ：Ｂｉｏ
ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｂｉｏｍｅｄｉｃａｌ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓの第２
２章、Ｊ．　Ｍｉｌｔｏｎ　Ｈａｒｒｉｓ編、Ｐｌｅｎｕｍ　Ｐｒｅｓｓ，　ＮＹ（１９
９２）を含めて、当業者に周知の任意の方法に従って、複数の懸垂型基を有するように、
ポリマーを官能化することができる。様々な形のＰＡＯ、具体的にはＰＥＧは、例えばＳ
ｈｅａｒｗａｔｅｒ　Ｐｏｌｙｍｅｒｓ，　Ｉｎｃ．，　Ｈｕｎｔｓｖｉｌｌｅ，　Ａｌ
ａｂａｍａおよびＴｅｘａｃｏ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ，　Ｈｏｕｓｔｏｎ
，　Ｔｅｘａｓを含む供給業者から市販されている。ＰＡＯに添加することができる適切
な官能基としては、エポキシ、ハロゲン、イソシアナート、クロロホスファート類、およ
び酸無水物類が挙げられる。
【００１９】
　一実施形態では、多段階手法を利用して、第１のポリマーを合成することができる。一
実施形態では、ポリマーとジイソシアナートを反応させて、イソシアナート基を有する第
１のポリマー、すなわち下記を生成することができる
　ＯＣＮ－Ｚ－ＮＣＯ－Ｒ”－ＯＣＮ－Ｚ－ＮＣＯ　（Ｉ）
　式中、Ｒ”は上述する多糖、または上述するポリアルキレンオキシドなどのポリオール
であり、Ｚは、実施形態で芳香族基、脂肪族基、および／または脂環式基を含むことがで
きるジイソシアナートの中心である。いくつかの実施形態では、Ｒ”は、メトキシポリエ
チレングリコール（「ｍＰＥＧ」）などのポリエチレングリコールである。
【００２０】
　このシアノ末端基を有するポリアルキレンオキシドを生成するために利用することがで
きる適切なジイソシアナートとしては、２，４－トルエンジイソシアナート、２，６－ト
ルエンジイソシアナート、２，２’－ジフェニルメタンジイソシアナート、２，４’－ジ
フェニルメタンジイソシアナート、４，４’－ジフェニルメタンジイソシアナート、ジフ
ェニルジメチルメタンジイソシアナート、ジベンジルジイソシアナート、ナフチレンジイ
ソシアナート、フェニレンジイソシアナート、キシリレンジイソシアナート、４，４’－
オキシビス（フェニルイソシアナート）、またはテトラメチルキシリレンジイソシアナー
トなどの芳香族ジイソシアナート；テトラメチレンジイソシアナート、ヘキサメチレンジ
イソシアナート、リシンジイソシアナート、２－メチルペンタン－１，５－ジイソシアナ
ート、３－メチルペンタン－１，５－ジイソシアナート、または２，２，４－トリメチル
ヘキサメチレンジイソシアナートなどの脂肪族ジイソシアナート；およびイソホロンジイ
ソシアナート、シクロヘキサンジイソシアナート、水素化キシリレンジイソシアナート、
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水素化ジフェニルメタンジイソシアナート、水素化トリメチルキシリレンジイソシアナー
ト、２，４，６－トリメチル　１，３－フェニレンジイソシアナート、またはＢａｙｅｒ
　Ｍａｔｅｒｉａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅから市販されているＤＥＳＭＯＤＵＲＳ（登録商標
）などの脂環式ジイソシアナートが挙げられるが、これらに限定されない。ヘキサメチレ
ンジイソシアナートなどの脂肪族ジイソシアナートは、いくつかの実施形態で有用である
ことがある。
【００２１】
　得られるイソシアナート末端基を有するポリマーと、Ｄ－ソルビトール、Ｄ－マンニト
ール、トリス（ヒドロキシメチル）アミノメタン（２－アミノ－２－（ヒドロキシメチル
）－１，３－プロパンジオールとも呼ばれる）、エンテロジオール、シクロデキストリン
などの多価アルコールを反応させて、複数のヒドロキシ基を有する第１のポリマー、すな
わち下記を生成することができる
　Ｒ”－（ＯＨ）ｎ　（ＩＩ）
　式中、Ｒ”は多糖類およびポリオール類から選択される群のメンバーであり、ｎは約１
～約１０の数である。適切な多糖としては、ソルビトール、マンニトール、スクロース、
デキストラン、シクロデキストリンなどが挙げられるが、これらに限定されない。適切な
ポリオール類としては、ポリアルキレンオキシド、ポリビニルアルコールなどが挙げられ
るが、これらに限定されない。
【００２２】
　次いで、複数のヒドロキシ基を有するポリマーと、乳酸、グリコール酸などのヒドロキ
シ酸を反応させて、あるいはグリコリド、ラクチド、ｐ－ジオキサノン、またはε－カプ
ロラクトンの開環重合で使用して、複数のポリ（ヒドロキシ）酸／ヒドロキシ基を有する
ポリアルキレンオキシドを生成することができる。ポリ（ヒドロキシ）酸（ＰＨＡ）は、
ポリグリコール酸（ＰＧＡ）、ポリ乳酸（ＰＬＡ）、ポリカプロラクトン（ＰＣＬ）、ポ
リ－ｐ－ジオキサノン（ＰＰＤ）、およびそれらのコポリマーとすることができる。した
がって、得られる式は下記となり得る
　Ｒ”－（Ｒ１－ＯＨ）ｎ　（ＩＩＩ）
　式中、Ｒ”は上記に定義する通りであり、Ｒ１はポリ（ヒドロキシ）酸であり、ｎは約
１～約１０の数である。
【００２３】
　複数のポリ（ヒドロキシ）酸／ヒドロキシ基を有するこのポリマーと、エピクロルヒド
リン、ジイソシアナート類、クロロホスファート類を含めて、適切な化合物とを反応させ
て、本開示のマクロマー組成物の第１の官能化成分を生成することができる。実施形態で
は、本開示の組成物の第１の成分は、同じでも異なってもよい複数の官能基を有する。
【００２４】
　複数のポリ（ヒドロキシ）酸／ヒドロキシ基を有する第１のポリマーとエピクロルヒド
リンを反応させる一実施形態では、生成される第１の官能化成分としては、例えば
　Ｒ”－［Ｒ１－エポキシ］ｎ　（ＩＶ）
　Ｒ”－［Ｒ１－ＮＣＯ］ｎ　（Ｖ）
　Ｒ”－［Ｒ１－Ｃｌ］ｎ　（Ｖｌ）
　ならびにそれらの組合せおよび混合物が挙げられ、ここでＲ”、Ｒ１、およびｎは上記
に定義する通りである。
【００２５】
　別の実施形態では、複数のポリ（ヒドロキシ）酸／ヒドロキシ基を有する第１のポリマ
ーと、上記に特定する任意のジイソシアナートを反応させ、それによって上記の式（ＶＩ
Ｉ）の化合物を生成することができる。
【００２６】
　したがって、一実施形態では、本開示の第１のポリマー成分は、次の一般式を有する：
　Ｒ”－［Ｒ１－Ｘ］ｎ　（ＶＩＩ）
　式中、Ｒ”、Ｒ１、およびｎは上記に定義する通りであり、Ｘは、エポキシ、ハロゲン
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、イソシアナート、クロロホスファート類、酸無水物類、およびそれらの組合せが含まれ
るが、これらに限定されない官能基である。
【００２７】
　上記に指摘したように、第１のポリマーは、分枝状または星状の立体配置を有すること
ができる。したがって、ある実施形態では、第１のポリマーの複数の官能基は同じでもよ
く、別の実施形態では、第１のポリマー成分の複数の官能基は異なってもよい。
【００２８】
　第１のポリマー成分は、本開示の生体適合性の合成マクロマー組成物中に、生体適合性
の合成マクロマー組成物の約１重量％～約５０重量％、実施形態では、生体適合性の合成
マクロマー組成物の約２重量％～約３０重量％、通常は生体適合性の合成マクロマー組成
物の約５重量％～約２０重量％の量で存在することができる。
【００２９】
　本開示の生体適合性の合成マクロマー組成物の第２のポリマー成分は、最終の生体適合
性の合成マクロマー組成物に弾性および／または強度を追加する官能化ポリウレタンプレ
ポリマーである。第２のポリマー成分に存在する反応性官能基は、ＮＣＯ、ＣＨＯ、ＣＯ
ＯＨ、エポキシなどの生体適合性基とすることができる。一実施形態では、第２のポリマ
ー成分の反応性基はＮＣＯである。
【００３０】
　一実施形態では、ジイソシアナートとポリオールを反応させて、次の一般式のポリウレ
タンを生成することによって、官能化ポリウレタンプレポリマーを生成することができる
：
　ＯＣＮ－（Ｒ２－ＮＨ－ＣＯ－Ｏ－Ｒ３－ＯＣＯＮＨ）ｍ－Ｒ２－ＮＣＯ　（ＶＩＩＩ
）
　式中、Ｒ２は芳香族基、脂肪族基、または脂環式基とすることができ、Ｒ３はジオール
－ＰＥＧまたはＰＣＬ－ジオールとすることができ、ｍは約１～約５０の数、実施形態で
は約１０～約３０の数とすることができる。
【００３１】
　本開示に従って第２のポリマー成分を生成する際に使用するために適切なジイソシアナ
ートとしては、第１のポリマー成分を生成する際に使用するものが挙げられる。適切なジ
イソシアナートとしては、２，４－トルエンジイソシアナート、２，６－トルエンジイソ
シアナート、２，２’－ジフェニルメタンジイソシアナート、２，４’－ジフェニルメタ
ンジイソシアナート、４，４’－ジフェニルメタンジイソシアナート、ジフェニルジメチ
ルメタンジイソシアナート、ジベンジルジイソシアナート、ナフチレンジイソシアナート
、フェニレンジイソシアナート、キシリレンジイソシアナート、４，４’－オキシビス（
フェニルイソシアナート）、またはテトラメチルキシリレンジイソシアナートなどの芳香
族ジイソシアナート；テトラメチレンジイソシアナート、ヘキサメチレンジイソシアナー
ト、リシンジイソシアナート、２－メチルペンタン－１，５－ジイソシアナート、３－メ
チルペンタン－１，５－ジイソシアナート、または２，２，４－トリメチルヘキサメチレ
ンジイソシアナートなどの脂肪族ジイソシアナート；およびイソホロンジイソシアナート
、シクロヘキサンジイソシアナート、水素化キシリレンジイソシアナート、水素化ジフェ
ニルメタンジイソシアナート、水素化トリメチルキシリレンジイソシアナート、２，４，
６－トリメチル　１，３－フェニレンジイソシアナート、またはＢａｙｅｒ　Ｍａｔｅｒ
ｉａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅから市販されているＤＥＳＭＯＤＵＲＳ（登録商標）などの脂環
式ジイソシアナートが挙げられるが、これらに限定されない。
【００３２】
　官能化ポリウレタンプレポリマーを生成するために使用することができる適切なポリオ
ールとしては、イソシアナート基と反応することができる少なくとも２つの遊離ヒドロキ
シル基を含む有機化合物が挙げられる。このような有機化合物としては例えば、ポリエス
テル、ポリエステルアミド、ポリカーボナート、ポリアセタール、およびポリエーテルポ
リオールが挙げられる。適切な化合物としては、例えばポリエステルジオール類やポリカ
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ーボナートジオール類など、２つのヒドロキシル基を含む化合物を挙げることができる。
【００３３】
　ポリウレタンプレポリマーを調製するために使用することができるポリエステルポリオ
ール類としては例えば、コハク酸、グルタル酸、アジピン酸、ピメリン酸、スベリン酸、
アゼライン酸、セバシン酸、ノナンジカルボン酸、デカンジカルボン酸、テレフタル酸、
イソフタル酸、ｏ－フタル酸、テトラヒドロフタル酸、ヘキサヒドロフタル酸、もしくは
トリメリト酸、およびｏ－フタル酸、トリメリト酸、もしくはコハク酸無水物などの酸無
水物類、またはそれらの混合物など、脂肪族、シクロ脂肪族、もしくは芳香族のジカルボ
ン酸類もしくはポリカルボン酸類、またはそれらの酸無水物類から調製される直鎖状ポリ
エステルジオール類または低分岐ポリエステルポリオール類が挙げられる。次いで、これ
らは、例えばエタンジオール、ジエチレン、トリエチレン、テトラエチレングリコール、
１，２－プロパンジオール、ジプロピレン、トリプロピレン、テトラプロピレングリコー
ル、１，３－プロパンジオール、ブタン－１，４－ジオール、ブタン－１，３－ジオール
、ブタン－１，３－ジオール、ペンタン－１，５－ジオール、ヘキサン－１，６－ジオー
ル、２，２－ジメチル－１，３－プロパンジオール、１，４－ジヒドロキシシクロヘキサ
ン、１，４－ジメチロールシクロヘキサン、オクタン－１，８－ジオール、デカン－１，
１０－ジオール、ドデカン－１，１２－ジオール、またはそれらの混合物などの多価アル
コール類と混ぜ合わせ、場合によってはトリメチロールプロパンやグリセロールなどのよ
り高い官能性のポリオール類をさらに使用する。
【００３４】
　ポリエステルポリオール類を生成するための多価アルコールとしては例えば、シクロ脂
肪族および／または芳香族のジヒドロキシルおよびポリヒドロキシル化合物も挙げられる
。遊離ポリカルボン酸の代わりに、対応するポリカルボン酸無水物類もしくはアルコール
類の対応するポリカルボン酸エステル、またはそれらの混合物を使用して、ポリエステル
類を生成することもできる。
【００３５】
　ポリウレタンプレポリマーを調製するために本明細書で使用するのに適したポリエステ
ルポリオール類は、ラクトン類のホモポリマー類またはコポリマー類とすることもでき、
これらは、ブチロラクトン、ε－カプロラクトンおよび／またはメチルε－カプロラクト
ンなどのラクトン類またはラクトン混合物と、上記の多価アルコール類などの適切な２官
能性および／またはより高い官能性の開始剤分子を反応させることによって得ることがで
きる。
【００３６】
　ヒドロキシル基を有するポリカルボナート類は、ポリウレタンプレポリマーを調製する
ためのポリヒドロキシル成分としても適しており、これらには、１，４－ブタンジオール
および／または１，６－ヘキサンジオールなどのジオール類とジアリールカルボナート類
、例えばジフェニルカルボナート、およびジメチルカルボナートなどのジアルキルカルボ
ナート類、またはホスゲンを反応させることによって生成することができるものが挙げら
れる。
【００３７】
　ポリウレタンプレポリマーを調製するために使用することができるポリエーテルポリオ
ール類としては例えば、スチレンオキシド類、エチレンオキシド、プロピレンオキシド、
およびブチレンオキシドなどのアルキレンオキシド類、テトラヒドロフラン、エピクロル
ヒドリンの重付加生成物、ならびにそれらの共付加およびグラフト生成物、ならびに多価
アルコール類またはそれらの混合物の縮合によって、また多価アルコール類、アミン類、
およびアミノアルコール類のアルコキシル化によって得られるポリエーテルポリオール類
が挙げられる。
【００３８】
　いくつかの実施形態では、ポリウレタンプレポリマーを調製するために利用されるポリ
オールとして、ポリエチレングリコール、１，２－もしくは１，３－プロパンジオール、
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１，２－、１，３－、もしくは１，４－ブタンジオール、１，２－、１，３－、１，４－
、もしくは１，５－ペンタンジオール、１，２－、１，３－、１，４－、１，５－、もし
くは１，６－ヘキサンジオール、ネオペンチルヒドロキシピバラート、ネオペンチルグリ
コール、ジエチレングリコール、１，２－、１，３－、もしくは１，４－シクロヘキサン
ジオール、１，２－、１，３－、もしくは１，４－シクロヘキサンジメタノール、トリメ
チルペンタンジオール、エチルブチルプロパンジオール、またはジエチルオクタンジオー
ル類の位置異性体などのジオール類が挙げられる。
【００３９】
　第２のポリマー、すなわちポリウレタンプレポリマーとしては、分解性でも非分解性で
もよく、最終の生体適合性の合成マクロマー組成物の接着および／または架橋特性に寄与
することができる架橋基を挙げることができる。第２のポリマーに添加することができる
適切な架橋基としては、例えばシクロデキストリン、ソルビトール、ポリフェノール類、
およびポリグリセロール類が挙げられる。一実施形態では、本開示の第２のポリマー成分
中に架橋基として、シクロデキストリンが含まれている。
【００４０】
　したがって、一実施形態では、第２のポリマー成分、すなわち官能化ポリウレタンプレ
ポリマーは、次の一般式を有するものである：
　（Ｒ４）ｍ－（（Ｙ）ｐ－Ｄ－（Ｙ）ｐ）ｚ－（Ｒ５）ｍ　（ＩＸ）
　式中、ＹはＰＡＯバックボーン、実施形態ではポリエチレングリコールであり、Ｄは上
述する架橋基であり、ｍは約１～約５０の数、実施形態では約１０～約３０の数であり、
ｐは約１～約３０の数であり、ｚは約２～約２０の数であり、Ｒ４およびＲ５は同じでも
異なってもよく、ＮＣＯ、ＣＨＯ、ＣＯＯＨ、エポキシなどの反応性基である。下記に述
べるように、他の有用な成分を第２のポリマーまたは最終ポリマーに混ぜ合わせることも
できる。
【００４１】
　第２のポリマー成分は、本開示の生体適合性の合成マクロマー組成物中に、マクロマー
組成物の約５重量％～約８０重量％、実施形態ではマクロマー組成物の約１０重量％～約
６０重量％、通常はマクロマー組成物の約２０重量％～約４０重量％の量で存在すること
ができる。
【００４２】
　一旦第１および第２のポリマーが得られると、次いで混ぜ合わせて、生体適合性生体吸
収性合成マクロマー組成物を生成することができる。一実施形態では、第１および第２の
ポリマーをアミン架橋剤の存在下、その場で混ぜ合わせて、本開示の生体適合性の合成マ
クロマー組成物を生成する。アミン架橋剤として利用することができる適切なアミンとし
ては、ジアミン類、ポリエーテルジアミン類、芳香族アミン類、ポリアミン類、およびポ
リアミドアミン類が挙げられる。
【００４３】
　本開示のマクロマー組成物の合成で利用することができる適切なアミン類の具体例とし
ては、エチレンジアミン、ヘキサメチレンジアミン、ヘキサメチレンジアミンの異性体、
ジエチレントリアミン、メチレンテトラミン、テトラエチレンペンタミン、ビスヘキサメ
チレントリアミン、Ｎ，Ｎ’－ビス（３－アミノプロピル）－１，２－エタンジアミン、
Ｎ－（３－アミノプロピル）－１，３－プロパンジアミン、Ｎ－（２－アミノエチル）－
１，３　プロパンジアミン、シクロヘキサんジアミン、シクロヘキサンジアミンの異性体
、４，４’－メチレンビスシクロヘキサンアミン、４’４’－メチレンビス（２－メチル
シクロヘキサンアミン）、イソホロンジアミン、およびフェナルキレンポリアミン類が挙
げられるが、これらに限定されない。いくつかの実施形態では、ジメチルアミノプロピル
やピリジンなどの三級アミン類をアミン架橋剤として使用することができる。
【００４４】
　本開示のマクロマー組成物の合成でアミン架橋剤として使用することができる有用な芳
香族アミン類としては例えば、ジ－（４－アミノフェニル）スルホン、ジ－（４－アミノ
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フェニル）エーテル、２，２－ビス（４－アミノフェニルプロパン、４，４’－ジアミノ
ジフェニルメタン、３，３’－ジメチル－４，４’－ジアミノジフェニルメタン、ｍ－フ
ェニレンジアミン、ｐ－フェニレンジアミン、ｍ－キシリレンジアミン、トルエンジアミ
ン、４，４’－メチレンジアニオン、ベンジジン、４，４’－チオジアニリン、４－メト
キシ－１，３－フェニルジアミン、２，６－ジアミノピリジン、およびジアニシジンが挙
げられる。
【００４５】
　本開示のマクロマー組成物の合成でアミン架橋剤として利用することができるポリエー
テルジアミン類としては例えば、４，９－ジオキサドデカン－１，１２－ジアミン、４，
７，１０－トリオキサトリデカン－１，１２－ジアミン、様々な分子量のビス（３－アミ
ノプロピル）ポリテトラヒドロフラン類、および商標名ＪＥＦＦＡＭＩＮＥ（登録商標）
Ｄ２３０、Ｄ４００、Ｄ２０００、およびＴ４０３でＴｅｘａｃｏ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　
Ｃｏ．から市販されているアミン類が挙げられる。使用することができる他のアミン類と
しては、スペルミン（Ｎ－（３－アミノプロピル）－１，４－ブタンジアミン）、スペル
ミジン（Ｎ，Ｎ’－ビス（３－アミノプロピル）－１，４－ブタンジアミン）、ビス（３
－プロピルアミノ）アミン、およびＰＥＧ－ＳＰ－ポリマーコンジュゲートが挙げられる
。
【００４６】
　他の実施形態では、２つのアミン官能基を有するポリエチレングリコールなどのポリア
ルキレンオキシドを、本開示のマクロマー組成物の合成でアミン架橋剤として利用するこ
とができる。
【００４７】
　生体適合性の合成マクロマー組成物を調製するために、第１のポリマーを第２のポリマ
ーと混ぜ合わせて、第１のポリマーの官能基と第２のポリマーの官能基の反応の結果、三
次元架橋マトリックスを生成する。アミン架橋剤を添加することによって、本開示の生体
適合性の合成マクロマー組成物の生成を向上することができる。
【００４８】
　アミン架橋剤を利用する場合は、２つのポリマー成分の重合を向上するのに十分な量で
加えることができ、いくつかの実施形態では生体適合性の合成マクロマー組成物の約０．
１重量パーセント～約２０重量パーセント、通常は生体適合性の合成マクロマー組成物の
約１重量パーセント～約１０重量パーセントの量とすることができる。
【００４９】
　この得られた生体適合性の合成マクロマー組成物を、医療／外科の範囲で縫合糸、ステ
ープル、クランプなどの代わりに、またはそれらと組み合わせて使用することができる。
一実施形態では、機械的ストレスを引き起こす可能性がある通常の道具の代わりに、生体
適合性の合成マクロマー組成物を使用して、肺組織などの繊細な組織を封止または接着す
ることができる。得られた生体適合性の合成マクロマー組成物を使用して、組織における
空気および／または体液の漏出を封止し、かつ組織における手術後の癒着を防止し、空隙
および／または欠陥を充填することができる。
【００５０】
　第１のポリマーおよび第２のポリマーの濃度は、使用する個々のポリマーのタイプと分
子量、および所望の最終使用用途、すなわち接着剤またはシーラントを含めて、いくつか
の要因に応じて変わることがある。
【００５１】
　より高い濃度の第１のポリマーと第２のポリマーを使用すると、より密接に架橋された
生体適合性の合成マクロマー組成物を生成することができ、より剛性が高くより強いゲル
マトリックスが生成される。したがって、組織増大で使用するための本開示の生体適合性
の合成マクロマー組成物は、一般により高い濃度の第１のポリマーと第２のポリマーを使
用する。生体接着剤としての使用、または手術後の癒着防止のための、本開示の生体適合
性の合成マクロマー組成物は、強靭である必要はなく、したがってより低いポリマー濃度
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を含むことができる。
【００５２】
　本開示の生体適合性の合成マクロマー組成物に、生物学的に活性な物質を含めることが
できる。例えば、コラーゲンなどのタンパク質類を含めて、天然ポリマー類、およびグリ
コサミノグリカン類などの様々な天然多糖類の誘導体を、本開示のマクロマー組成物に組
み込むことができる。これらの他の生物学的に活性な物質も官能基を有する場合、これら
の官能基は、本開示のマクロマー組成物の第１および／または第２のポリマー成分の官能
基と反応する。例えば、天然ポリマーが第一級アミノ基などの求核基を有する場合、本開
示の組成物の第２のポリマー成分の求電子性基は、これらの第一級アミノ基、および第１
のポリマー成分の求核基と反応することができ、それによって追加の成分を最終ポリマー
マトリックスに組み込むことができる。同様に、本開示の第２のポリマー成分の求電子性
基は、コラーゲンおよびその誘導体に見られるリシン残基の第一級アミノ基、またはいく
つかの天然タンパク質類のシステイン残基のチオール基と反応することができ、それによ
って追加の生物学的に活性な物質を最終ポリマーマトリックスに組み込むことができる。
【００５３】
　薬用物質を含めて、様々な任意選択の材料を、本開示の生体適合性の合成マクロマー組
成物に添加してもよい。例えば、抗菌剤安定化特性をもたらし、他の材料を生体適合性の
合成マクロマー組成物に分配する助けとなるリン脂質界面活性剤を、本開示のマクロマー
組成物に添加することができる。添加することができる他の薬用物質としては、抗菌剤、
着色剤、保存剤、または薬用物質が挙げられる（例えば、タンパク質およびペプチド製剤
、下熱剤、消炎剤および鎮痛剤、抗炎症剤、血管拡張剤、抗高血圧剤および抗不整脈剤、
降圧剤、鎮咳剤、抗腫瘍薬、局所麻酔薬、ホルモン製剤、抗喘息剤および抗アレルギー剤
、抗ヒスタミン剤、抗凝血剤、鎮痙剤、脳循環代謝改善剤、抗うつ剤および抗不安剤、ビ
タミンＤ製剤、血糖降下剤、抗潰瘍剤、催眠薬、抗生物質、抗真菌剤、鎮静剤、気管支拡
張剤、抗ウイルス剤、および排尿障害治療剤など）。
【００５４】
　Ｘ線、ＭＲＩ、およびＣＡＴスキャンを含めて、画像装置を使用して、外科手術部位の
可視化を可能にするために、ヨウ素や硫酸バリウムなどの造影剤、またはフッ素を、本開
示の生体適合性の合成マクロマー組成物と組み合わせることもできる。
【００５５】
　さらに、酵素を本開示の生体適合性の合成マクロマー組成物に添加して、その分解速度
を上昇させることができる。適切な酵素としては、例えばエラスターゼ、カテプシンＧ、
カテプシンＥ、カテプシンＢ、カテプシンＨ、カテプシンＬ、トリプシン、ペプシン、キ
モトリプシン、γ－グルタミルトランスフェラーゼ（γ－ＧＴＰ）などペプチド加水分解
酵素類；ホスホリラーゼ、ノイラミニダーゼ、デキストラナーゼ、アミラーゼ、リゾチー
ム、オリゴサッカラーゼなどの糖鎖加水分解酵素類；アルカリホスファターゼ、エンドリ
ボヌクレアーゼ、エンドデオキシリボヌクレアーゼなどのオリゴヌクレオチド加水分解酵
素が挙げられる。酵素を添加するいくつかの実施形態では、その放出速度の制御するため
に、酵素をリポソームまたはマイクロスフェアに含め、それによって本開示の生体適合性
の合成マクロマー組成物の分解速度を制御することができる。酵素をリポソームおよび／
またはマイクロスフェアに組み込む方法は、当業者に周知である。
【００５６】
　本開示の生体適合性の合成マクロマー組成物を、ヒトおよび動物に対する医療用途で使
用することができる。これらの医療用途としては、創傷閉鎖（外科的切開および他の創傷
を含めて）、医療装置用の接着剤（インプラントを含めて）、シーラントおよび空隙充填
剤、ならびに塞栓剤が含まれるが、これらに限定されない。
【００５７】
　生体適合性の合成マクロマー組成物を通常の接着剤ディスペンサーから分注することが
でき、通常はディスペンサーの前に第１および第２のポリマーの混合を行う。このような
ディスペンサーは例えば米国特許第４，９７８，３３６号、第４，３６１，０５５号、第
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４，９７９，９４２号、第４，３５９，０４９号、第４，８７４，３６８号、第５，３６
８，５６３号、および第６，５２７，７４９号に開示されており、これらの開示内容は参
照により本明細書に組み込まれる。
【００５８】
　他の実施形態では、特に本開示の生体適合性の合成マクロマー組成物を空隙充填剤また
はシーラントとして利用して、動物の体の欠陥を充填する場合、架橋の状態および程度を
より正確に制御することが有利であることがあり、そのような場合には、組成物を、動物
の組織における空隙を充填するために使用する前に部分架橋することが望ましいことがあ
る。このような場合、本開示の組成物を空隙または欠陥に適用し、硬化させ、それによっ
て空隙または欠陥を充填することができる。
【００５９】
　本開示の生体適合性の合成マクロマー組成物は、いくつかの異なる用途で使用すること
ができる。これらの用途には、接着剤を縫合糸、ステープル、テープ、および／または包
帯の置換物または補完物として使用して、組織を結合させることが含まれる。生体適合性
の合成マクロマー組成物を使用すると、現在の治療実施中に通常必要とされる縫合糸をな
くし、または縫合糸の数を実質的に減らし、その後のステープルおよびいくつかのタイプ
の縫合糸の除去の必要性をなくし、したがって縫合糸、クランプ、または他の通常の組織
閉鎖機序がさらに組織損傷を引き起こす可能性がある繊細な組織で使用するのに有用であ
り得る。
【００６０】
　生体適合性の合成マクロマー組成物のさらなる用途には、組織を封止して、縫合または
ステープルラインにおける血液、または他の体液の漏出を防止または制御することが含ま
れる。別の実施形態では、再建外科手術において、生体適合性の合成マクロマー組成物を
使用して、植皮片を結合させ、組織フラップを位置決めすることができる。さらに別の実
施形態では、歯周外科手術において、生体適合性の合成マクロマー組成物を使用して、組
織フラップを閉鎖することができる。
【００６１】
　２つの組織の縁の結合をもたらすために、２つの縁を接近させ、第１のポリマーを第２
のポリマーと混ぜ合わせ、その縁に、場合によってはアミン架橋剤と共に塗布する。特定
の理論に拘泥するものではないが、アミン架橋剤と混合すると、２つのポリマーは互いに
架橋し、それによってヒドロゲルが形成すると考えられる。架橋反応は急速で、一般に１
分未満しかかからない。この場合、本開示のマクロマー組成物を接着剤として使用して、
外科的切開を含めて、創傷を閉鎖することができる。このような場合、本開示のマクロマ
ー組成物を創傷に塗布し、硬化させ、それによって創傷を閉鎖することができる。
【００６２】
　別の実施形態では、組織の２つの縁を固定するためではなく、医療装置を組織に接着す
るために、本開示の生体適合性の合成マクロマー組成物を使用することができる。場合に
よっては、医療装置は、マクロマー組成物の第１のポリマーまたはマクロマー組成物の第
２のポリマーのコーティングを含むことがある。いくつかの態様では、医療装置としては
、インプラントが挙げられる。他の医療装置としては、ペースメーカー、ステント、シャ
ントなどが挙げられるが、これらに限定されない。一般に、装置を動物の組織表面に接着
するために、本開示の組成物を装置、組織表面、または両方に塗布することができる。次
いで、装置、生体適合性の合成マクロマー組成物、および組織表面を互いに接触させ、マ
クロマー組成物を硬化させ、それによって装置と組織表面を互いに接着させる。
【００６３】
　本発明の生体適合性の合成マクロマー組成物を使用して、手術後の癒着を防止すること
もできる。このような用途では、治癒過程中、外科手術部位において癒着が形成されるの
を防止するために、生体適合性の合成マクロマー組成物を塗布し、内部組織の表面上で層
として硬化する。癒着バリアの形成に加えて、本開示の組成物を利用して、移植用のガス
ケット、支持板、または綿球などのインプラントを形成することができる。
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　シーラントとして使用する場合、本開示の生体適合性の合成マクロマー組成物を外科手
術で使用して、外科手技の間とその後に出血または体液の漏出を防止または抑制すること
ができる。また、肺外科手術に伴う空気漏出を防止するために塗布することもできる。少
なくとも組織におけるあらゆる欠陥を封止し、体液または空気の移動を封鎖するのに必要
な量の生体適合性の合成マクロマー組成物を直接所望の部位に塗布することができる。
【００６５】
　生体適合性の合成マクロマー組成物の塗布は、他の添加剤と用いるにせよ用いないにせ
よ、任意の通常の手段によって行うことができる。これらの手段としては、組織表面上で
の接着剤のドリッピング、刷毛塗り、もしくは他の直接処置、または生体適合性の合成マ
クロマー組成物の表面への噴霧が挙げられる。開放手術では、手、鉗子などによる塗布が
考えられる。内視鏡手術では、生体適合性の合成マクロマー組成物は、外套針のカニュー
レによって送達することができ、その部位において、当技術分野で知られている任意の装
置によって広げることができる。
【００６６】
　本発明の生体適合性の合成マクロマー組成物は、いくつかの有利な特性を有する。得ら
れた本開示の生体適合性の合成マクロマー組成物は安全で、生体適合性があり、組織への
向上した粘着性を有し、生分解性であり、改善された止血能力を有し、低コストであり、
調製および使用が容易である。ゲル化時間を制御するように、ポリマー成分の選択を変え
ることによって、生体適合性の合成マクロマー組成物の強度および弾性を制御することが
できる。
【００６７】
　生体適合性の合成マクロマー組成物は、弾性ゲルマトリックスを速やかに形成し、組織
の縁または植え込みされた医療装置の所望の部位における静的位置決めを確実にし、必要
とされる全外科／塗布時間を短縮する。生体適合性の合成マクロマー組成物は、ゲルマト
リックスを形成したとき、膨潤がほとんどまたは全くなく、したがって整列させた組織の
縁の位置的完全性および／または医療装置の位置を保持する。生体適合性の合成マクロマ
ー組成物は、一つには他の接着剤に比べて含水率（パーセント）が低いということに基づ
いて、強い粘着性結合を形成する。これは、生組織を接着さるのに必要な柔軟性を維持し
ながら、優れた機械的性能と強さを示す。この強さと柔軟性によって、外科手術の組織の
縁を移動させることなく、ある程度の組織の移動が可能になる。さらに、生体適合性の合
成マクロマー組成物は生分解性であり、分解成分が対象者の体を安全に通り抜けることが
可能になる。
【００６８】
　本明細書に記載する本開示の特徴を当業者がよりよく実施することができるように、下
記の実施例を示して、本開示の特徴を例示するが、これらは限定するものではない。
【実施例】
【００６９】
　実施例１
　ヘキサメチレンジイソシアナート（ＨＭＤＩ）との縮合によるメトキシ－ＰＥＧの活性
化。クロロホルム３００ｇ中、ｍＰＥＧおよびトリエチルアミン（触媒）の溶液を調製し
た。次いで、この溶液にＨＭＤＩを添加した。反応混合物（１０％（重量／体積））を、
５～６時間加熱還流した（温度６０℃～６５℃）。得られたポリマーを、１：１の比の石
油エーテル／ジエチルエーテル（「ＰＥ／エーテル」）中、沈殿によって単離した。沈殿
物をＰＥ／エーテルで洗浄し、エーテルで２回再沈殿させた。最終生成物を真空乾燥した
。得られた収率は＞９０％であった。ＮＭＲ、ＦＴＩＲ、およびＤＳＣによる分析によっ
て、ポリマーの生成が確認された。下記の表１に、このポリマーを生成するために使用し
た化合物、すなわちｍＰＥＧ－ＯＣＯＮＨ（ＣＨ２）６－ＮＣＯを詳述する。
【００７０】
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【表１】

　実施例２
　ｍＰＥＧ－ＯＣＯＮＨ（ＣＨ２）６－ＮＣＯとＤ－ソルビトールの縮合。５０～５５℃
にわずかに加熱した後、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）に、Ｄ－ソルビトール
を溶解した。この溶液を、ｍＰＥＧ－ＯＣＯＮＨ（ＣＨ２）６－ＮＣＯおよびトリエチル
アミンをクロロホルムに溶解・撹拌した溶液に室温で滴下した。反応混合物を還流温度（
約６０～７０℃）に加熱し、６～１４時間反応させた。ＲＯＴＡＶＡＰＯＲ（登録商標）
ロータリーエバポレータ（ＢＵＣＨＩ　Ｌａｂｏｒｔｅｃｈｎｉｋ　ＡＧ）を使用して、
反応混合物を濃縮し、次いでＰＥ／エーテル中、沈殿させた。沈殿物を再度ＤＭＦに溶解
し、次いで１：ｌの比のＰＥ／エーテル中、沈殿させた。沈殿物をクロロホルムに再溶解
し、次いでＰＥ／エーテルを用いて、沈殿させた。最終生成物を真空乾燥した。得られた
収率は＞８０％であった。ＮＭＲ、ＦＴＩＲ、およびＤＳＣによる分析によって、ポリマ
ーの生成が確認された。下記の表２に、このポリマーを生成するために使用した化合物を
詳述する。
【００７１】

【表２】

　実施例３
　バルクでのＬ－ラクチドの開環重合反応（ＲＯＰ）。メトキシ－ＰＥＧ－ＯＣＮ（ＣＨ

２）６ＮＨ－ＣＯ－ＮＨ－Ｄ－ソルビトール－（ＯＨ）５およびＬ－ラクチドを、窒素ガ
ス中、１３５～１４０℃に加熱した。触媒のオクチル酸第一スズ（Ｓｎ（Ｏｃｔ）２）を
約１ｍＬのトルエンに溶解し、溶融物に添加した。反応温度を約１３５～１４０℃に１５
時間保持した。次いで、反応混合物をクロロホルムに溶解し、１：１の比のＰＥ／エーテ
ル中、２回沈殿させた。窒素中、最終生成物を真空乾燥した。得られた収率は＞６０％で
あった。ＮＭＲ、ＦＴＩＲ、およびＤＳＣによる分析によって、ポリマーの生成が確認さ
れた。下記の表３に、このポリマーを生成するために使用した化合物を詳述する。
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【００７２】
【表３】

　実施例４
　ｍＰＥＧ５－ＯＣＯＮＨ（ＣＨ２）６ＮＨ－Ｄ－ソルビトール－（ポリラクチド－ＯＨ
）５とヘキサメチレンジイソシアナート（ＨＭＤＩ）の縮合。メトキシ－ＰＥＧ－ＯＣＯ
ＮＨ（ＣＨ２）６ＮＨ－Ｄ－ソルビトール（ポリラクチド－ＯＨ）５およびトリエチルア
ミン（触媒）を、室温でクロロホルム３００ｇに溶解した。この溶液を、撹拌したＨＭＤ
Ｉのクロロホルム溶液に徐々に添加した。反応温度を還流（６０～６５℃）まで上げ、窒
素ガス中、４～６時間維持した。ＲＯＴＡＶＡＰＯＲ（登録商標）ロータリーエバポレー
タを使用して、反応混合物の体積を蒸発によって低減し、最終生成物を１：１の比のＰＥ
／エーテル中、２回沈殿させた。最終生成物を真空乾燥した。得られた収率は＞９０％で
あった。ＮＭＲ、ＦＴＩＲ、およびＤＳＣによる分析によって、ポリマーの生成が確認さ
れた。下記の表４に、このポリマーを生成するために使用した化合物を詳述する。
【００７３】
【表４】

　本明細書に開示する実施形態に様々な修正を加えることができることが理解されよう。
したがって、上記の説明は限定するものではなく、いくつかの典型的な実施形態の例示に
すぎないと解釈すべきである。当業者によって、本明細書に添付の特許請求の範囲および
趣旨の範囲内で他の修正が考えられるであろう。
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