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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
止血機能のあるマトリクス材料であって、前記マトリクス材料がゼラチン又はコラーゲン
スポンジのいずれかであり、前記マトリクス材料の表面が、前記表面上の個別及び分離し
た位置に印刷された、トロンビンを含む少なくとも１種の医薬組成物を含む、マトリクス
材料。
【請求項２】
マトリクス表面が、１００ＩＵ／ｃｍ２未満の医薬組成物を含む、請求項１記載のマトリ
クス材料。
【請求項３】
マトリクス材料が無菌であり、無菌の、予め包装されたそのままの状態で使える容器に含
まれている、請求項１記載のマトリクス材料。
【請求項４】
医薬組成物が、創傷治癒を促進する、さらなる１種以上の生物活性剤を含む、請求項１記
載のマトリクス材料。
【請求項５】
医薬組成物が、創傷の１種以上の感染を阻害することにより、創傷治癒を促進する、さら
なる１種以上の生物活性剤を含む、請求項１記載のマトリクス材料。
【請求項６】
医薬組成物が、１種以上の抗線維素溶解剤を含む、さらなる１種以上の生物活性剤を含む
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、請求項１記載のマトリクス材料。
【請求項７】
医薬組成物が、１種以上の凝血促進剤を含む、１種以上の生物活性剤を含む、請求項１記
載のマトリクス材料。
【請求項８】
医薬組成物が、１種以上の凝固因子を含む、１種以上の生物活性剤を含む、請求項１記載
のマトリクス材料。
【請求項９】
医薬組成物が、位置あたり１００ｎＬ未満の量の液体の沈着によりマトリクス材料の表面
に印刷されている、請求項１記載のマトリクス材料。
【請求項１０】
医薬組成物が１種以上の接着剤を含む、請求項１記載のマトリクス材料。
【請求項１１】
医薬組成物が、溶媒成分及び／又は流体成分を含む、請求項１記載のマトリクス材料。
【請求項１２】
溶媒成分及び／又は流体成分が水性媒体である、請求項１１記載のマトリクス材料。
【請求項１３】
医薬組成物が、０．１～２０ｃｐｓの範囲の粘度を有する、請求項１記載のマトリクス材
料。
【請求項１４】
医薬組成物が、０．０２０～０．０５０Ｎ／ｍの範囲の表面張力を有する、請求項１記載
のマトリクス材料。
【請求項１５】
医薬組成物が１種の生物活性剤を含む、請求項１記載のマトリクス材料。
【請求項１６】
医薬組成物が２種以上の生物活性剤を含む、請求項１記載のマトリクス材料。
【請求項１７】
マトリクス材料の表面が、それぞれ１種以上の薬剤又は生物活性剤を含む、２種以上の異
なる医薬組成物を含む、請求項１記載のマトリクス材料。
【請求項１８】
前記止血機能のあるマトリクス材料が、ゼラチンまたはコラーゲンスポンジを供給し、前
記マトリクスの表面にトロンビンを含む前記少なくとも１種の医薬組成物を個別及び分離
した位置に印刷することを含む方法により得られる、請求項１～１７のいずれか１項記載
のマトリクス材料。
【請求項１９】
前記方法が、基本的に前記マトリクス材料表面の物理的性質を変化させない、請求項１８
記載のマトリクス材料。
【請求項２０】
前記方法が、基本的にマトリクス材料のいかなる膨張をも起こさない、請求項１８記載の
マトリクス材料。
【請求項２１】
前記方法が、基本的に前記マトリクス材料表面のいかなる膨張をも起こさない、請求項１
８記載のマトリクス材料。
【請求項２２】
前記方法が、基本的にマトリクス材料の初期吸収速度を変化させない、請求項１８記載の
マトリクス材料。
【請求項２３】
医薬組成物の印刷が、基本的に前記マトリクス材料の表面に垂直である、請求項１８記載
のマトリクス材料。
【請求項２４】
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請求項１～２３のいずれか記載のマトリクス材料を含む止血装置。
【請求項２５】
請求項２４記載の止血装置と、少なくとも１種の追加成分とを含む部品のキット。
【請求項２６】
下記工程を含む、請求項２４記載の止血装置の製造方法。
　ａ．ゼラチン又はコラーゲンスポンジのいずれかであるマトリクス材料を供給する工程
、及び
　ｂ．前記マトリクス材料の表面に、トロンビンを含む医薬組成物を個別及び分離した位
置に印刷する工程。
【請求項２７】
治癒を必要とする個体における、創傷治癒を促進するための方法において用いるための、
請求項２４記載の装置。
【請求項２８】
止血を必要とする個体における、止血を促進するための方法において用いるための、請求
項２４記載の装置。
【請求項２９】
ｉ）底面、
　ｉｉ）前記底面を連続的に囲む１個以上の側壁、
　ｉｉｉ）蓋のためのシール面、及び
　ｉｖ）蓋
　を含む、請求項１～１７のいずれか１項記載のマトリクス材料の保存及び／又は製造の
ための容器であって、
　１個以上の側壁及び底面が、マトリクス材料の貯蔵及び／又は製造に適した内部空洞を
定義し、
　前記内部空洞が、請求項１～１７のいずれか１項記載の１種以上のマトリクス材料を含
む容器。
【請求項３０】
請求項１～１７のいずれか１項記載のマトリクス材料と、少なくとも１種の追加成分とを
含む、部品のキット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、全体として本明細書に参照として組み入れられる、２００８年２月２９日に
出願された、米国仮出願第６１／０３２，４９５号；２００８年４月１６日に出願された
、第６１／０４５，４１６号および２００９年１月６日に出願された、第６１／１４２，
６７８号の非仮出願である。米国仮出願第６１／０３２，４９５号、第６１／０４５，４
１６号または第６１／１４２，６７８号、または本出願に引用された全ての特許および非
特許文献も、全体として本明細書に参照として組み入れられる。
【０００２】
　本発明は、止血および／または創傷治癒を促進するための装置、ならびにこのような装
置の製造方法または使用に関する。本発明の装置は、止血および／または創傷治癒を促進
するための１種以上の生物活性化合物を含む。前記生物活性化合物は、好ましくは装置の
表面に印刷されている。装置の表面は、スポンジの表面のような、装置のマトリクス表面
であり得る。本発明は、更に、止血および／または創傷治癒を促進するための前記装置、
ならびに前記装置の保存および／または製造のための容器を含む部品のキットに関する。
【背景技術】
【０００３】
　本発明は、止血およびまたは創傷治癒を促進するための改良された装置、ならびに前記
装置を製造するための改良された方法に関する。
【０００４】
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　ＷＯ２００３／００４０７２は、バブルジェットプリントヘッドを備えた、ステントの
ような医療器具のコーティング法を開示している。コーティングは、薬学的に活性な化合
物を含み、例えば、懸濁薬剤または非血栓形成剤を含むポリマーの形態であり得る。
【０００５】
　Ｘｕら（Ｂｉｏｍａｔｅｒｉａｌｓ　Ｖｏｌ．２７，２００６，ｐ．３５８０－３５８
８）は、神経性細胞の層からなる３Ｄ細胞構造を形成するための、ＮＴ２細胞およびフィ
ブリンゲル（フィブリノーゲンおよびトロンビンの代わりのプリントにより形成される）
の代わりのインクジェットプリントの使用を開示している。
【０００６】
　米国特許第６，３６１，５５１号および米国特許第６，４５４，７８７号は、いずれも
、コラーゲンを含むスポンジのような止血装置に溶液または粉末中のトロンビンを沈着さ
せる方法に関する。
【０００７】
　トロンビンの沈着方法は、粉末形態のトロンビンを止血装置に噴霧するか、トロンビン
溶液を装置に塗布し、次いで凍結乾燥または従来の手段により発明の装置を乾燥すること
を含む。
【０００８】
　米国特許第４，７５２，４６６号は、トロンビンエアゾールに関する。トロンビンは、
弁を作動して加圧された、噴霧剤を含むエアゾール容器から乾燥粉末形態で送達される。
トロンビンは、トロンビンと混合可能な合成ポリマーをも含む水溶液から凍結乾燥される
。
【０００９】
　米国特許第６，４７２，１６２号および米国特許第７，０５６，７２２号は、いずれも
、粒子を含まないトロンビン溶液に関する。トロンビン溶液をスプレーとして用いること
を可能にするために、粒子はろ過により除去されている。
【００１０】
　米国特許第６．４６１，３２５号は、フィブリンの表面への送達および形成のための装
置に関する。この装置は、第一および第二の生化学的反応性の液体を別々にエアゾールに
噴霧するための噴霧ユニットを含む、容積測定量の第一および第二の生化学的反応性の液
体を送達する。第一または第二の生化学的反応性の液体はトロンビンを含んでいてもよい
。
【００１１】
　米国特許第６，１１３，９４８号は、フリーフロー形態の、トロンビンまたはフィブリ
ノーゲンを含む可溶性微小粒子に関する。この微小粒子は混合され、創傷部位でのみ活性
化するフィブリンシーラントとして用いられる乾燥粉末が得られる。微小粒子は噴霧乾燥
により製造される。
【００１２】
　米国特許出願公開第２００３／０１７５４１９号は、少なくとも２種のバイオインク溶
液を用いることによる、生体模倣足場の製造方法に関する。バイオインク溶液は、個々に
、または同時に沈着させることができる。構造的である１種のバイオインクはトロンビン
を含んでいてもよく、生体模倣足場のバイオインクを沈着するためにインクジェット技術
を使用することができる。バイオインクの他の形態はゼラチンを含んでいてもよい。
【００１３】
　米国特許第６，４１６，７３９号は治療用のトロンビンを含むマイクロカプセルを開示
している。
【００１４】
　米国特許第６，６４９，１６２号は、コラーゲンおよびトロンビンをベースとする止血
スポンジ、ならびにこのようなスポンジの製造方法、ならびに前記スポンジを含む創傷被
覆材を開示している。トロンビンは、スポンジ内に均一に分配されている。
【００１５】
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　先行技術は、トロンビンのような１種以上の薬剤または生物活性薬剤を含む医薬組成物
を含む、スポンジのような、改良されたマトリクス材料の提供の問題点に十分に取り組ん
でいない；ここで、前記組成物は最初は流体または液状であり、流体または液状組成物を
印刷することにより前記マトリクス材料の表面に、マトリクス材料の表面に個別かつ不連
続の位置に塗布し、その結果、前記流体または液体組成物の基本的に均一な分配が得られ
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１６】
【特許文献１】ＷＯ２００３／００４０７２
【特許文献２】米国特許第６，３６１，５５１号
【特許文献３】米国特許第６，４５４，７８７号
【特許文献４】米国特許第４，７５２，４６６号
【特許文献５】米国特許第６，４７２，１６２号
【特許文献６】米国特許第７，０５６，７２２号
【特許文献７】米国特許第６．４６１，３２５号
【特許文献８】米国特許第６，１１３，９４８号
【特許文献９】米国特許出願公開第２００３／０１７５４１９号
【特許文献１０】米国特許第６，４１６，７３９号
【特許文献１１】米国特許第６，６４９，１６２号
【非特許文献】
【００１７】
【非特許文献１】Ｂｉｏｍａｔｅｒｉａｌｓ　Ｖｏｌ．２７，２００６，ｐ．３５８０－
３５８８
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　本発明の印刷技術は、好ましくはマトリクス材料の膨潤を防止する量の流体または液状
組成物を塗布することにより、マトリクス材料表面上の組成物のより正確な分配を可能に
した。本発明は、マトリクス材料への流体または液状組成物をより正確に配分する印刷技
術を利用することにより、流体または液状組成物の無駄を回避する。噴霧のような、先行
技術における従来技術と比較し、組成物のより均一な配分も達成される。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　本発明に一態様においては、表面、複数の開口および相互接続したセルを含むマトリク
ス材料であって、前記マトリクス表面が、前記表面上の個別かつ不連続の位置に印刷され
た、トロンビンのような１種以上の生物活性剤を含む医薬組成物を含む、マトリクス材料
に関する。
【００２０】
　本発明は、更に、トロンビンのような医薬組成物を含み、前記生物活性剤が前記マトリ
クス材料の表面に印刷されているマトリクス材料に関する。
【００２１】
　本発明は、更に、前記マトリクス材料と医薬組成物とを含む装置に関する。
【００２２】
　本発明は、前記装置と、少なくとも１種の追加成分とを含む部品のキットにも関する。
一実施態様においては、例えば、前記装置の無菌的保存および／または製造のための容器
を含む。容器は、使用前にマトリクス材料に液体を加えるために用いることができる。
【００２３】
　他の態様においては、本発明は、１）マトリクス材料を供給する工程、および２）１種
以上の生物活性剤を含む、流体または液状形態の医薬組成物を、前記マトリクス材料の表
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面に、例えば、個別かつ不連続の位置に印刷する工程を含む、前記装置の製造方法に関す
る。
【００２４】
　更に他の態様においては、本発明は、治癒または止血を必要とする個体における、創傷
治癒および／または止血を促進するための装置または前記部品のキットの使用に関する。
【００２５】
　他の態様においては、本発明は、下記工程を含む、前記マトリクス材料のアクセス可能
な外部表面において、不連続の位置に沈着した、１種以上の薬剤または生物活性剤を含む
医薬組成物を含むマトリクス材料の製造方法に関する。
　ｉ）マトリクス材料を供給する工程、
　ｉｉ）ａ）それぞれ１個以上のノズルを含む１個以上のプリントヘッド、ならびにｂ）
可溶化形態または懸濁液の形態で１種以上の薬剤または生物活性剤を含む医薬組成物をそ
れぞれ含む１個以上の容器を含み、医薬組成物が流体または液状である印刷装置を供給す
る工程（１種以上の薬剤または生物活性剤を含む流体または液状組成物が、前記容器から
前記１個以上のプリントヘッドに転送されるように、前記溶液が脱気装置に接続され、１
個以上のプリントヘッドに操作可能に接続され）、
　ｉｉｉ）１個以上のプリントヘッドを作動させ、各プリントヘッドの各ノズルから、１
種以上の薬剤または生物活性剤を含む流体または液状組成物の１滴以上の液滴を、前記マ
トリスク材料のアクセス可能な外部表面の、予め決められた不連続の位置に転送する工程
（好ましくは、流体または液状組成物の各１滴が、約１００ナノリットル未満、例えば約
８０ナノリットル未満、例えば約６０ナノリットル未満、例えば約４０ナノリットル未満
、例えば約２０ナノリットル未満、例えば約１０ナノリットル未満、例えば約１ナノリッ
トル未満、例えば約０．８ナノリットル未満、例えば約０．６ナノリットル未満、例えば
約０．４ナノリットル未満、例えば約０．２ナノリットル未満、例えば約０．１ナノリッ
トル未満、例えば約０．０８ナノリットル未満、例えば約０．０６ナノリットル未満、例
えば約０．０４ナノリットル未満、例えば約０．０２ナノリットル未満、例えば約０．０
１５ナノリットル未満、例えば約０．０１０ナノリットル未満、例えば約０．００５ナノ
リットル未満、例えば約０．００４ナノリットル未満、例えば約０００２ナノリットル未
満、例えば約０．００１ナノリットル未満の容量を有し、
　各プリントヘッドの各ノズルの脱離ポイントから予め決められた不連続の位置における
マトリクス材料のアクセス可能な外部表面の衝突ポイントまでの、１種以上の薬剤または
生物活性剤を含む流体または液状組成物の各１滴により覆われる距離は、基本的に可能な
限り短い距離であり、例えば、各ノズルからの液滴の転送により定義される最も短い距離
であり、所定の液滴がマトリクス材料に衝突する表面の予め決められた不連続のにおける
、マトリクスのアクセス可能な外部表面に対して基本的に垂直である距離であり、
　好ましくは、ノズルヘッドを作動させ、ノズルヘッドから、所定の予め決められた不連
続の位置の１種以上の可溶性生物活性剤を含む液状組成物の前記液滴の転送を開始する時
の、各ノズルヘッドから、衝突が起こる、予め決められた不連続の位置への距離は、流体
または液状組成物の各液滴についての距離と基本的に同じであり、約４ミリメートル未満
、例えば約３．５ミリメートル未満、例えば約３ミリメートル未満、例えば約２．５ミリ
メートル未満、例えば約２ミリメートル未満、例えば約１．５ミリメートル未満、例えば
約１．２ミリメートル未満、例えば約１．０ミリメートル未満、例えば約０．８ミリメー
トル未満、例えば約０．６ミリメートル未満、例えば約０．４ミリメートル未満、例えば
約０．２ミリメートル未満、例えば約０．１ミリメートル未満であり、
　好ましくは、１種以上の可溶性薬剤または生物活性剤を含む組成物の各液滴の液状部分
は、基本的に、マトリクス材料のアクセス可能な外部表面に衝突して蒸発し、前記蒸発は
、少なくとも、液滴の液体温度、マトリクス材料の温度および液滴とマトリクス材料との
衝突が起こる環境の温度を含む、液滴の液体の運動エネルギーにより検出され、
　好ましくは、１種以上の可溶性薬剤または生物活性剤を含む組成物の前記液滴の液状部
分の蒸発は、基本的に、１種以上の可溶性生物活性剤を含む組成物の液滴が衝突する、マ
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トリクスのアクセス可能な外部表面の予め決められた不連続の位置においてマトリクス材
料の膨張をもたらさず、
　好ましくは、マトリクス材料の前記蒸発および／または基本的に非膨張性は、マトリク
ス材料の不連続の位置における、前記マトリクス材料のアクセス可能な外部表面において
固形状に沈着する、１種以上の薬剤または生物活性剤を含む前記組成物を含むマトリクス
材料の供給をもたらし、
　好ましくは、前記マトリクス材料のアクセス可能な外部表面は、１種以上の可溶性薬剤
または生物活性剤を含む組成物の液滴と衝突する前および衝突する後で、基本的に同一の
物理化学的性質を有している。）
【００２６】
　１種以上の生物活性剤は、トロンビンまたはフィブリノーゲンと組み合わせたトロンビ
ン、もしくは第ＸＩＩＩ因子と組み合わせたトロンビンおよびフィブリノーゲン、もしく
はトラネキサム酸と組み合わせたトロンビン、フィブリノーゲンおよび第ＸＩＩＩ因子で
あり得る。
【００２７】
　１種以上の薬剤または生物活性剤は、同じ容器に含まれる同じ流体または液状組成物中
に含まれ、１個以上のノズルを含む同じプリントヘッドから放出されてもよく、１種以上
の薬剤または生物活性剤は、別個の容器中に含まれる別個の流体または液状組成物中に含
まれ、１個以上のノズルをそれぞれ含む別個のプリントヘッドから放出されるか、または
同じプリントヘッドの異なるチャンネルから放出されてもよい。
【００２８】
　ａ）それぞれ１個以上のノズルを含む１個以上のプリントヘッドと、ｂ）可溶化形態で
、本明細書で直前に記載した生物活性剤およびその組み合わせのような、１種以上の生物
活性剤を含む流体または液状組成物をそれぞれ含む１個以上の容器とを含む印刷装置も提
供され、ここで、１種以上の可溶性生物活性剤を含む液状組成物が、前記容器から１個以
上のプリントヘッドに転送され、前記プリントヘッドのノズルの作動により所定の容量の
液滴として前記プリントヘッドから放出されるように、前記容器は脱気装置に接続され、
１個以上のプリントヘッドに操作可能に接続されている。
【００２９】
　一実施態様においては、それぞれ１種以上の薬剤または生物活性剤を含む２種以上の流
体または液状組成物は、前記マトリクス材料の表面における、同一または異なる、不連続
の位置で印刷される。
【００３０】
　最初に流体または液状の２種以上の医薬組成物は、それぞれ、トロンビンまたはフィブ
リノーゲンと組み合わせたトロンビン、もしくは第ＸＩＩＩ因子と組み合わせたトロンビ
ンおよびフィブリノーゲン、もしくはトラネキサム酸と組み合わせたトロンビン、フィブ
リノーゲンおよび第ＸＩＩＩ因子である、１種以上の生物活性剤を含んでいてもよい。
【００３１】
　マトリクス材料の表面上の印刷は、マトリクスの任意の側面上の印刷を含んでいてもよ
いことが理解される。従って、マトリクス材料の全てまたはいくつかの面が印刷され得る
。一実施態様においては、マトリクス材料は、６個の平面を含む立方体であり、１個以上
の平面に印刷され、例えば１個の平面、例えば２個の平面、例えば３個の平面、例えば４
個の平面、例えば５個の平面、例えば６個の平面に印刷される。
【００３２】
　更なる態様においては、トロンビンまたはフィブリノーゲンと組み合わせたトロンビン
、もしくは第ＸＩＩＩ因子と組み合わせたトロンビンおよびフィブリノーゲン、もしくは
トラネキサム酸と組み合わせたトロンビン、フィブリノーゲンおよび第ＸＩＩＩ因子のい
ずれかを含む組成物が提供され、前記組成物は、更に粘度調整剤、および場合により界面
活性剤を含み、前記組成物は、好ましくは少なくとも４ｃｐｓ（センチポイズ）、例えば
少なくとも６ｃｐｓ、例えば少なくとも８ｃｐｓ、例えば少なくとも１０ｃｐｓ、例えば
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少なくとも１２ｃｐｓ、好ましくは１００ｃｐｓ未満、例えば８０ｃｐｓ未満、例えば６
０ｃｐｓ未満、例えば４０ｃｐｓ未満、例えば２０ｃｐｓ未満、例えば１５ｃｐｓ未満の
粘度を有する。
【００３３】
　更なる態様においては、トロンビンまたはフィブリノーゲンと組み合わせたトロンビン
、もしくは第ＸＩＩＩ因子と組み合わせたトロンビンおよびフィブリノーゲン、もしくは
トラネキサム酸と組み合わせたトロンビン、フィブリノーゲンおよび第ＸＩＩＩ因子のい
ずれかを含む組成物が提供され前記組成物は、好ましくは更に粘度調整剤、および場合に
より界面活性剤を含み、前記組成物は、好ましくは、０．０２０～０．０５０Ｎ／ｍ；例
えば０．０２０～０．０２２Ｎ／ｍ、例えば０．０２２～０．０２４Ｎ／ｍ、例えば０．
０２４～０．０２６Ｎ／ｍ、例えば０．０２６～０．０２８Ｎ／ｍ、例えば０．０２８～
０．０３０Ｎ／ｍ、例えば０．０３０～０．０３２Ｎ／ｍ、例えば０．０３２～０．０３
４Ｎ／ｍ、例えば０．０３４～０．０３６Ｎ／ｍ、例えば０．０３６～０．０３８Ｎ／ｍ
、例えば０．０３８～０．０４０Ｎ／ｍ、例えば０．０４０～０．０４２Ｎ／ｍ、例えば
０．０４２～０．０４４Ｎ／ｍ、例えば０．０４４～０．０４６Ｎ／ｍ、例えば０．０４
６～０．０４８Ｎ／ｍ、例えば０．０４８～０．０５０Ｎ／ｍの表面張力を有する。
【００３４】
　他の態様においては、本発明は、表面、複数の開口および相互接続したセルを含むマト
リクス材料であって、前記マトリクス材料の表面が、個別かつ不連続の位置にトロンビン
が印刷されているマトリクス材料に関する。トロンビンで印刷されたマトリクスが、例え
ば１種以上の乾燥用途に用いる場合、意外に粘着性であることがわかった。伝統的に、止
血組成物は、フィブリンの生成および粘着効果を誘発するトロンビンおよびフィブリノー
ゲンの混合物を含む。一実施態様において、本発明は、医薬組成物がフィブリンおよび／
またはフィブリノーゲンを含まない、マトリクス上に印刷された、粘着性の医薬組成物に
関する。
【００３５】
　マトリクス上の医薬組成物の粘着性効果は、０．５ＩＵ／ｃｍ２～５０ＩＵ／ｃｍ２、
例えば０．５ＩＵ／ｃｍ２～１ＩＵ／ｃｍ２、例えば１ＩＵ／ｃｍ２～２ＩＵ／ｃｍ２、
例えば２ＩＵ／ｃｍ２～３ＩＵ／ｃｍ２、例えば３ＩＵ／ｃｍ２～４ＩＵ／ｃｍ２、例え
ば４ＩＵ／ｃｍ２～５ＩＵ／ｃｍ２、例えば５ＩＵ／ｃｍ２～６ＩＵ／ｃｍ２、例えば６
ＩＵ／ｃｍ２～７ＩＵ／ｃｍ２、例えば７ＩＵ／ｃｍ２～８ＩＵ／ｃｍ２、例えば８ＩＵ
／ｃｍ２～９ＩＵ／ｃｍ２、例えば９ＩＵ／ｃｍ２～１０ＩＵ／ｃｍ２、例えば１０ＩＵ
／ｃｍ２～１１ＩＵ／ｃｍ２、例えば１１ＩＵ／ｃｍ２～１２ＩＵ／ｃｍ２、例えば１２
ＩＵ／ｃｍ２～１３ＩＵ／ｃｍ２、例えば１３ＩＵ／ｃｍ２～１４ＩＵ／ｃｍ２、例えば
１４ＩＵ／ｃｍ２～１５ＩＵ／ｃｍ２、例えば１５ＩＵ／ｃｍ２～１６ＩＵ／ｃｍ２、例
えば１６ＩＵ／ｃｍ２～１７ＩＵ／ｃｍ２、例えば１７ＩＵ／ｃｍ２～１８ＩＵ／ｃｍ２

、例えば１８ＩＵ／ｃｍ２～１９ＩＵ／ｃｍ２、例えば１９ＩＵ／ｃｍ２～２０ＩＵ／ｃ
ｍ２、例えば２０ＩＵ／ｃｍ２～２１ＩＵ／ｃｍ２、例えば２１ＩＵ／ｃｍ２～２２ＩＵ
／ｃｍ２、例えば２２ＩＵ／ｃｍ２～２３ＩＵ／ｃｍ２、例えば２３ＩＵ／ｃｍ２～２４
ＩＵ／ｃｍ２、例えば２４ＩＵ／ｃｍ２～２５ＩＵ／ｃｍ２、例えば２５ＩＵ／ｃｍ２～
２６ＩＵ／ｃｍ２、例えば２６ＩＵ／ｃｍ２～２７ＩＵ／ｃｍ２、例えば２７ＩＵ／ｃｍ
２～２８ＩＵ／ｃｍ２、例えば２８ＩＵ／ｃｍ２～３０ＩＵ／ｃｍ２、例えば３０ＩＵ／
ｃｍ２～３２ＩＵ／ｃｍ２、例えば３２ＩＵ／ｃｍ２～３４ＩＵ／ｃｍ２、例えば３４Ｉ
Ｕ／ｃｍ２～３６ＩＵ／ｃｍ２、例えば３６ＩＵ／ｃｍ２～３８ＩＵ／ｃｍ２、例えば３
８ＩＵ／ｃｍ２～４０ＩＵ／ｃｍ２、例えば４０ＩＵ／ｃｍ２～４２ＩＵ／ｃｍ２、例え
ば４２ＩＵ／ｃｍ２～４４ＩＵ／ｃｍ２、例えば４４ＩＵ／ｃｍ２～４６ＩＵ／ｃｍ２、
例えば４６ＩＵ／ｃｍ２～４８ＩＵ／ｃｍ２、例えば４８ＩＵ／ｃｍ２～５０ＩＵ／ｃｍ
２の範囲でトロンビンを印刷することにより観察される。
【００３６】
　好ましい一実施態様においては、マトリクス上に印刷されるトロンビンの量は、例えば
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、１種以上の乾燥用途について粘着性を得るために０．５ＩＵ／ｃｍ２～５０ＩＵ／ｃｍ
２、例えば１ＩＵ／ｃｍ２、例えば２ＩＵ／ｃｍ２、例えば３ＩＵ／ｃｍ２、例えば４Ｉ
Ｕ／ｃｍ２、例えば５ＩＵ／ｃｍ２、例えば６ＩＵ／ｃｍ２、例えば７ＩＵ／ｃｍ２、例
えば８ＩＵ／ｃｍ２、例えば９ＩＵ／ｃｍ２、例えば１０ＩＵ／ｃｍ２、例えば１２ＩＵ
／ｃｍ２、例えば１４ＩＵ／ｃｍ２、例えば１６ＩＵ／ｃｍ２、例えば１８ＩＵ／ｃｍ２

、例えば２０ＩＵ／ｃｍ２、例えば２２ＩＵ／ｃｍ２、例えば２４ＩＵ／ｃｍ２、例えば
２６ＩＵ／ｃｍ２、例えば２８ＩＵ／ｃｍ２、例えば３０ＩＵ／ｃｍ２、例えば３２ＩＵ
／ｃｍ２、例えば３４ＩＵ／ｃｍ２、例えば３６ＩＵ／ｃｍ２、例えば３８ＩＵ／ｃｍ２

、例えば４０ＩＵ／ｃｍ２、例えば４２ＩＵ／ｃｍ２、例えば４４ＩＵ／ｃｍ２、例えば
４６ＩＵ／ｃｍ２、例えば４８ＩＵ／ｃｍ２、例えば５０ＩＵ／ｃｍ２の範囲である。
【００３７】
　意外にも、トロンビンを本発明の方法によって前記マトリクス材料に印刷した場合にの
み、マトリクス材料上のトロンビンの粘着性効果が観察されることが証明された。マトリ
クス材料上へのトロンビンの噴霧は粘着性効果をもたらさない。
【００３８】
　一実施態様においては、マトリクス材料上のトロンビンの印刷は、乾燥用途後に、ピコ
ニュートンの範囲、ナノニュートンの範囲、マイクロニュートンの範囲またはミリニュー
トンの範囲である、２ｃｍ２のマトリクスを皮膚から引っ張るのに必要なニュートン（１
ｇの質量が９．８１Ｎを発揮する）による張力の必要量により示される粘性をもたらす。
【００３９】
　他の実施態様においては、マトリクス材料上のトロンビンの印刷は、乾燥用途後に、０
．００１ニュートンを超え、例えば０．０１ニュートンを超え、例えば０．１ニュートン
を超え、例えば０．５ニュートンを超え、例えば１ニュートンを超え、例えば１０ニュー
トンを超え、例えば５０ニュートンを超え、例えば１００ニュートンを超え、例えば２５
０ニュートンを超え、例えば５００ニュートンを超え、例えば１，０００ニュートンの、
２ｃｍ２のマトリクスを皮膚から引っ張るのに必要なニュートン（１ｇの質量が９．８１
Ｎを発揮する）による張力の必要量により示される粘性をもたらす。
【００４０】
　相対的に低濃度のトロンビンにより印刷されたマトリクスにおいて、１種以上の乾燥用
途における使用のための意外な止血効果が証明された。
【００４１】
　他の実施態様において、１種以上の生物活性剤、例えばトロンビンを含む医薬組成物で
印刷されるか、そうでなければコーティングされた、外部環境から密封された前記マトリ
クスの保存および製造に適した容器中の任意のマトリクス材料が提供される
【００４２】
　本発明の容器中のマトリクス材料の保存は無菌環境を提供し、容器中でのマトリクスの
製造は、マトリクスを十分に湿らせるために、任意の薬学的に許容される液体の適切量を
容器に添加することを含む。
【００４３】
　前記容器は、適切かつ所定量の液体をマトリクスに簡単に加えるための手段を提供し、
医薬組成物の分離の潜在的な不都合を減少するためにマトリクスから過剰量の液状を排出
せず、更に湿ったマトリクス材料は過剰に湿っていない場合に、取り扱い、傷または出血
部位に塗布することが容易であろう。容器は非常に安定であり、その結果、製造された製
品を平坦でない表面であっても保存が容易である。
【００４４】
　定義
　ＩＵ：薬学において、国際的な単位またはＩＵは、測定した生物活性または効果をベー
スとした、物質の量についての測定単位である。１つのＩＵの正確な定義は物質から物質
で異なっており、各物質についての国際的合意により規定される。種々の物質の間で等価
性はなく；例えばビタミンＥの１ＩＵはビタミンＡの１ＩＵと同じミリグラム数を含んで
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いない。物質のＩＵを定義するために、世界保健機関の生物学的検定委員会は基準の準備
を提供し、調製品中に含まれるＩＵの数を任意に設定し、基準調整品に対する物質の他の
調整品と比較するための生物学的方法を指定する。標準の設定における目的は、同一の生
物学的効果を有する異なる調整品が同じＩＵ数を含んでいることである。
【００４５】
　ヒトトロンビン活性は、物質としてフィブリノーゲンを用い、最新のＷＨＯ国際標準に
対する比較により国際単位（ＩＵ）で表現される。最新のＷＨＯ国際標準は、トロンビン
０１／５８０についてのＷＨＯ第２版（米国において：ＵＳ　ＦＤＡ／ＣＢＥＲトロンビ
ンスタンダードＬｏｔ　Ｋ）と命名され、定義により１１０ＩＵを含む。
【００４６】
　脱気装置は、容器内に含まれる液体中にガス状の蓄積物の軽減のために用いられる、あ
らゆる装置または構造である。
【００４７】
　本明細書で用いられる場合、「粘性」なる用語は、物質が表面に対して接着または粘着
特性を有することを意味する。粘性は、接着力として測定することができる。なぜ、１つ
の材料が他に結合するかを説明するための５つのメカニズムが提案されている：１）機械
的接着：接着材料が表面の空隙または穴を満たし、連結により表面を一緒に維持する。膨
張は大規模の機械的結合を形成し、ベルクロは中規模で機械的結合を形成し、いくつかの
織物接着剤は小規模で機械的結合を形成する。これは表面張力と同じである。２）化学的
接着：２つの材料は継ぎ目で化合物を形成する。最も強い継ぎ目は、２つの材料が外殻電
子と交換され（イオン結合）、または共有する（共有結合）部位である。２つの材料の酸
素、窒素またはフッ素原子が水素原子核と共有する場合に（水素結合）、より弱い結合が
形成される。３）分散接着：吸着としても知られる分散的接着においては、２つの材料が
ファンデルワールス力により一緒に維持され；２個の分子の間の引力の各々が正および負
の電荷の領域を有する。従って、簡単なケースにおいては、このような分子は、平均電荷
密度に対する極性であるが、大きいかまたは複雑な分子の場合には、複数の「極」、もし
くは大きい正または負の電荷の領域があるかもしれない。これらの陽極および陰極は分子
の永久的な性質（ケーソム力）であるか、あらゆる分子で起こり得る一時的な効果であり
、分子内の電子のランダムな移動は、１つの領域における電子の一時的な濃縮（ロンドン
力）をもたらし得る。４）静電気的接着：ある種の導電性材料は電子を通過し、継ぎ目に
おける電気料において差異を形成する。これはコンデンサと同じ構造であり、材料間に魅
力的な静電気力を形成する。５）拡散接着：ある種の材料は拡散によって継ぎ目で結合し
得る。両方の材料の分子がお互いに可動性かつ可溶性である場合にこれは起こり得る。こ
れは、分子の一方の末端が他の材料中に拡散するポリマー鎖を用いる時に特に効果的であ
る。これは焼結のメカニズムをも必要とする。金属またはセラミック粉末が一緒にプレス
され、加熱される時に、原子が１個の粒子から次の粒子に拡散する。これは、粒子を粒子
と結合させる。２つの材料間の接着力は、２つの材料間に起こる前記メカニズムと、２つ
の材料が接触する表面積に依存する。お互いに湿った材料は、湿っていないものと比べ、
大きい接触面積を有する。湿潤は、材料の表面エネルギーに依存する。
【００４８】
　「粘性」または「接着力」は米国特許第４，１９４，３９２号、米国特許第２００６０
２８２１３８号または米国特許第６，５８４，８５８号に開示された方法の１つにより測
定することができる。科学的用語において粘性は接着と呼ばれる。接着は、ニュートン（
Ｎ）を単位として測定される。接着力が高くなると、１つの物体を他の物体からはがすの
に必要なニュートン数が高くなるであろう。
【００４９】
　「止血」は、それによって出血が止まる生理学的過程を意味する用語である。それは、
１）血管腔の直径を最小化し出血を遅くするための血管収縮、２）血小板凝集、３）血液
凝固、および４）血の塊が分解する線維素溶解を含む。
【００５０】
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　止血剤は、本明細書において、血栓形成剤、血栓剤および凝血促進剤は交換可能に用い
られる用語である。止血剤は、凝血または止血を誘導する薬剤である。
【００５１】
　「血液凝固カスケード」または「血液凝固カスケード」は、二次止血の一部であり、血
液および血管成分が凝固因子の酵素活性化により経時的に反応して刺激され、最終的にフ
ィブリンゲルおよび血小板を含む、個体の凝血塊を形成する多段階工程を意味する。
【００５２】
　血管収縮は、血管の筋肉壁の収縮に起因する血管の狭窄である。血管は収縮すると、血
流は制限されるか、遅くなる。血管収縮を引き起こす因子は血管収縮剤、昇圧剤または単
に昇圧薬とも呼ばれる。血管収縮は、大部分は、細胞内カルシウム（Ｃａ２＋）濃度の上
昇の結果である。しかし、細胞内カルシウム濃度の上昇を起こす特定のメカニズムは血管
収縮剤に依存する。あらゆるケースにおいて、このカルシウムは、血管の収縮をもたらす
平滑筋の収縮をもたらす。
【００５３】
　「血栓症」は血栓の形成を意味し、「血栓」は血液の塊、すなわち止血の血液凝固カス
ケード中の最終工程である。血栓は、障害の場合における生理的なものであるが、その結
果、血栓の場合における病理は無傷の血管内で起こる。
【００５４】
　「塞栓症」は、対象（塞栓、複数の塞栓）が身体の一部から移動（循環を通じ）した場
合に起こり、身体の他の部分で血管の閉鎖（閉塞）を起こす。
【００５５】
　「生物活性剤」は、インビボまたはインビトロで証明し得る、ある種の薬理学的な、し
ばしば有益な効果を提供する、物質または混合物のあらゆる物質、薬剤、化合物、組成物
である。本明細書で用いられる場合、この用語は、個体において局所的また全身的効果を
起こす、任意の生理学的または薬理学的活性物質を更に含む。生物活性剤の更なる具体例
には、オリゴ糖を含むか、またはからなる薬剤、多糖類を含むか、またはからなる薬剤、
場合によりグリコシル化ペプチドを含むか、またはからなる薬剤、オリゴヌクレオチドを
含むか、またはからなる薬剤、ポリヌクレオチドを含むか、またはからなる薬剤、脂質を
含むか、またはからなる薬剤、脂肪酸を含むか、またはからなる薬剤、脂肪酸エステルを
含むか、またはからなる薬剤、ならびに二次代謝産物を含むか、またはからなる薬剤が含
まれるが、それらに限定されない。ヒトまたは他の任意の動物のような個体の治療に関連
し、予防的、治療的のいずれかで用いることができる。
【００５６】
　本明細書で用いられる場合、「薬物」、「薬剤」または「生物活性物質／薬剤」（すな
わち生物学的に活性な物質／薬剤）なる用語には、ヒトまたは動物の身体内で局所的また
は全身的に作用する、生物学的、生理学的または薬理学的活性物質が含まれる。
【００５７】
　本明細書で用いられる場合、「治療する」、「治療」および「療法」なる用語は、同等
に治癒的療法、予防的療法および改善療法を意味する。この用語には、臨床的に証明され
る、有益または所望の生理学的結果をえるためのアプローチが含まれる。本発明の目的の
ため、臨床的結果には、検出し得るか検出できないかにかかわらず、症状の軽減、疾患の
範囲の縮小、安定化した（すなわち、悪化していない）病状、病状／症状の進行または悪
化の遅延または原則、病状または症状の改善または緩和、寛解（部分的または全体のいず
れか）が含まれるが、これらに限定されない。本明細書で用いられる場合、「寛解」なる
用語、およびその変形は、本発明の組成物を投与しない場合と比較し、生理的状態または
症状の範囲および／または所望でない発現が減少し、および／または進行の時間的経過が
遅くなるか長くなることを意味する。
【００５８】
　「治療する」および「治療」なる用語の定義を構成する判定基準により測定し、治療し
ている病状の変化がある場合、「治療効果」または「治療上の効果」は明らかである。少
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なくとも５％の改善、好ましくは１０％の改善、更に好ましくは少なくとも２５％、更に
好ましくは少なくとも５０％、例えば少なくとも７５％、最も好ましくは少なくとも１０
０％の改善がある場合に、治療している病状に「変化」がある。変化は、個体における治
療している病状の重症度の改善、または生物活性剤による治療のありもしくはなしで、ま
たは本発明の医薬組成物と組み合わせた生物活性剤による治療による、個体の集団におけ
る改善された病状の頻度をベースとすることができる。
【００５９】
　本明細書に記載されるように、「生物活性剤」の「薬理学的有効量」、「薬学的有効量
」または「生理学的有効量」は、このような組成物を投与した場合に、予想される生理的
反応を与えるために治療される個体（例えば、肺、胃腸システム、結腸直腸システム、前
立腺等）における血流または作用部位における活性剤の所望のレベルを提供するのに必要
である、医薬組成物中に存在する活性剤の量である。正確な量は、多くの因子、例えば、
活性剤、組成物の活性、使用される送達システム、組成物の物理的性質、意図される患者
の使用（すなわち、１日あたりの投与回数）、患者の判断等に依存し、本明細書に与えら
れる情報をベースとして当業者により容易に決定することができる。生物活性剤の「有効
量」は、１回の投与において、または好ましくは２４時間以内の有効量の総量の複数回の
投与により投与することができる。それは、適切な量および投与のタイミングを決定する
ための標準的臨床手段を用いて決定することができる。「有効量」は、ヘルスケアの専門
家および／または個人の役割における、経験的および／または個別化された（ケースバイ
ケース）の決定の結果であり得ことが理解される。
【００６０】
　本明細書において用いられる場合、有益な効果の「増強」および「向上」なる用語、ま
たはそれらの変形は、プラセボに対する生物活性剤の治療効果、または本発明の生物活性
剤なしで医薬組成物を投与する場合に通常に得られる、前記最先端の治療の治療上の効果
における向上を意味する。生物活性剤を投与することによる結果として得られる治療上の
効果の強度および／または範囲の加速および／または増強がある場合、「治療上の効果に
おける向上」が明らかである。それには、治療上の利点の寿命の伸長も含まれる。生物活
性剤の非存在下における大量の医薬組成物の投与と比較し、本発明により提供される生物
活性剤を一緒に投与した場合に、同じ利点および／または効果を得るために少量の医薬組
成物を必要とする場合にも明らかである。増強効果は、好ましくは、医薬組成物単独が有
効でないか、治療的に効果が低い場合に対して急性症状の治療をもたらすが、これは必須
ではない。医薬組成物単独の投与と比較し、本発明の生物活性剤を医薬組成物と組み合わ
せて投与した場合に、治療上の効果において少なくとも５％の増強、例えば利用上の効果
において少なくとも１０％の増強がある場合に増強は証明される。好ましくは、増強は少
なくとも２５％、更に好ましくは少なくとも５０％、更に好ましくは少なくとも７５％、
最も好ましくは少なくとも１００％である。
【００６１】
　本明細書で用いられる場合、生物活性剤および最先端に薬剤を「一緒に投与する」また
は「共投与」は、本発明の１種以上の生物活性剤の投与、または特定の時間内での本発明
の１種以上の生物活性剤および最先端の医薬組成物の投与を意味する。時間は、好ましく
は７２時間未満、例えば４８時間、例えば２４時間未満、例えば１２時間未満、例えば６
時間未満、例えば３時間未満である。しかし、これらの用語は、生物活性剤および治療用
組成物を一緒に投与し得ることをも意味する。
【００６２】
　「個体」なる用語は、脊椎動物、哺乳動物種の特定のメンバーを意味し、家畜、例えば
ウシ、ウマ、ブタ、ヒツジ、ミンク、イヌ、ネコ、マウス、モルモット、ウサギ、ラット
；スポーツアニマル、例えば、ウマ、ポリポニー（ｐｏｌｙ　ｐｏｎｉｅｓ）、イヌ、ラ
クダ、ヒトを含む霊長類であるが、これらに限定されない。
【００６３】
　本発明で用いられるような「部品のキット」なる用語は、トロンビンで印刷されたマト
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リクス材料のようなマトリクス材料および少なくとも１種の追加成分を提供する。一実施
態様においては、追加成分は本明細書で特定されるような容器であってもよい。従って、
一実施態様においては、キットは、マトリクス材料の使用のための使用説明書を含む。
【００６４】
　創傷：この用語は、切断、切開、擦り傷、裂傷、切断、熱、イオン化放射、日光を含む
紫外線放射、電気、化学物質による熱傷、ならびに潰瘍、床ずれおよび褥瘡のような他の
形態の障害を含む。
【００６５】
　「部分層創傷」は、グレードＩ～ＩＩＩを含む創傷を意味し；部分的厚みの創傷の例に
は、火傷、床ずれ、静脈鬱滞潰瘍および糖尿病性潰瘍が含まれる。
【００６６】
　「深い創傷」は、グレードＩＩＩおよびグレードＩＶの創傷が含まれることを意味する
。本発明は、深い創傷および慢性的創傷を含む全てのタイプの創傷を治療することを意図
する。
【００６７】
　「慢性的創傷」は、３０日以内に治癒しない創傷を意味する。「アルギン酸塩」は、種
々の配列またはブロックにおいて一緒に共有結合した、（１－４）－結合β－Ｄ－マンヌ
ロン酸（Ｍ）のホモポリマーブロックおよびＣ－５エピマーα－Ｌ－グルロン酸（Ｇ）残
基を、それぞれ有する直鎖状コポリマーを意味する。
【００６８】
　「親水コロイド」は、コロイド形成成分が水中に分散しているが架橋していないコロイ
ド系を意味する。コロイド系は、２種の物質がお互いに散在している系または混合物であ
る。親水コロイドは、水全体に広がる粒子を有し、利用できる水の量に依存し、種々の状
態、例えば、ゲル様またはゾル（液体）をとり得る。親水コロイドは、不可逆性（単一状
態）または可逆性であり得る。具体例には、カラギーナン、ゼラチンおよびペクチンが含
まれる。
【００６９】
　「創傷治癒促進剤」は、創傷治癒過程を速めることのできる任意の薬剤である。
【００７０】
　「創傷治癒の促進」および「創傷治癒の加速」ならびに同様の語句は、創傷縮小のため
の肉芽組織の形成の誘導および／または上皮形成の誘導（すなわち、上皮組織中における
新規細胞の生成）のいずれかを意味する。創傷治癒は、便利なことに創傷面積の減少によ
り測定される。
【００７１】
　「ヒドロゲル」は、水溶性であり、水が分散媒であるコロイド性ゲルとして見られる場
合がある、ポリマー鎖のネットワークである。ヒドロゲルは、超吸収性（９９％を超える
水を含み得る）の天然または合成ポリマーである。ヒドロゲルは、重要な水含有量のため
に、天然の組織と非常に類似程度の柔軟性をも有する。
【００７２】
　「ポリマー」は、共有化学結合により結合した、繰り返し構造単位またはモノマーから
なる、高分子量の分子からなる物質である。この用語は、ギリシャ語のｐｏｌｕ「多くの
」およびｍｅｒｏｓ「部分」に由来する。ポリマーの周知の具体例には、プラスチック、
ＤＮＡおよびタンパク質が含まれる。簡単な例はポリプロピレンである。よく知られた使
用における「ポリマー」なる用語は「プラスチック」を示唆するが、ポリマーには、種々
の特性および目的を有する、多くのクラスの天然および合成の材料が含まれる。単純な例
としてはポリプロピレンがある。天然のポリマー材料には、木材および紙の主要成分であ
る、セラック、こはくおよびセルロースが含まれる。３つの主要なクラスの「バイオポリ
マー」、すなわち、多糖類、ポリペプチド（タンパク質）およびポリヌクレオチドがある
。１種類のモノマーのみが用いられているホモポリマーとは対照的に、ヘテロポリマーま
たはコポリマーは、２種（またはそれ以上）のモノマー種に由来するポリマーである。
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【００７３】
　「多糖類」は、相対的に複合糖質である。それらは、グリコシド結合により一緒に結合
した多くの単糖類から製造されたポリマーである。従って、それらは非常に大きく、分岐
している場合がある高分子である。それらは水中で非晶質かつ不溶性であり、甘味を有し
ない。多糖類中の全ての単糖類が同じタイプである場合、多糖類はホモ多糖類と呼ばれる
が、１種以上の単糖類が存在する場合、それらはヘテロ多糖類と呼ばれる。
【００７４】
　具体例には、デンプンおよびグリコーゲンのような貯蔵多糖類、ならびにセルロースお
よびキチンのような構造多糖類が含まれる。多糖類は一般式Ｃｎ（Ｈ２Ｏ）ｎ－１（ｎは
通常、２００～２５００の大きな数である）を有する。ポリマー骨格中の繰り返し単位が
６個の炭素の単糖類である場合があることを考慮し、一般式は、（Ｃ６Ｈ１０Ｏ５）ｎ（
ｎ＝｛４０．．．３０００｝）として表すこともできる。
【００７５】
　「ペプチド」は、確定した順番におけるα－アミノ酸の結合から形成される短いポリマ
ーである。１個のアミノ酸残基と次のアミノ酸残基との間の結合はアミド結合またはポリ
ペプチド結合として知られている。タンパク質は「ポリペプチド」分子である（または複
数のポリペプチドサブユニットからなる）。違いは、ペプチドが短く、ポリペプチド／タ
ンパク質が長いことである。
【００７６】
　「架橋」は、１個のポリマー鎖が他のポリマーに結合している結合である。「ポリマー
鎖」は合成ポリマーまたは天然のポリマー（タンパク質等）を意味し得る。合成ポリマー
科学の分野において、「架橋」なる用語を用いる場合、通常、ポリマーの物理的性質にお
ける相違を促進するための架橋の使用を意味する。「架橋」が生物学的環境において用い
られる場合、他の創造的架橋法と同様に、タンパク質－タンパク質相互作用を調査するた
めのタンパク質を結合するためのプローブとしての使用に関する。
【００７７】
　「一滴」または「液滴」は、フリーの表面により完全またはほとんど完全に結合する、
液体または流体の小容量である。一滴の容量は十分に定義されず、液滴を生成するために
用いられる装置および技術、ならびに流体の物理的性質に依存する。本発明における液滴
は、他の場所でサイズに関して定義される（ピコ～ナノリットルの範囲）。
【００７８】
　本発明による「表面」は、マトリクス材料の外層または外側の部分を意味し、印刷にア
クセス可能な部分であり、そのため材料の内部およびアクセス不可能な部分を含まない。
アクセス可能は、本発明の印刷技術にアクセス可能なことを意味する。このような設定の
表面は、材料の外側の数ミリメートルであるかもしれず、平らでないか、または多孔性で
あってもよい。１つの設定における表面は一次元であってもよい。
【００７９】
　本発明の「印刷」は、液滴の形態の流体または液状組成物が、興味のあるマトリクス材
料の表面と接触し、次いで、印刷されたマトリクス材料の表面上の固体または乾燥組成物
を残すために蒸発させる、マトリクス材料表面上への溶媒または液体組成物の沈着を意味
する。少量の流体および液状組成物、ならびに溶媒または液状成分の急速な蒸発は、基本
的にマトリクス材料の膨張が起こらないであろうことを意味する。印刷技術はより正確で
、より費用効果的であり、マトリクス表面の不連続の位置で組成物（従って、組成物の薬
剤または生物活性剤）のより均一な分配をもたらすように、印刷技術は、「噴霧」、「デ
ィッピング」または「コーティング」のような技術とは区別されるべきである。更に、印
刷は基板表面に対して垂直に生じ、プリントヘッドのノズルと基板表面との距離を、流体
または液状組成物の全ての液滴について基本的に同一とする。更に、組成物の各液滴によ
り横断される距離は、噴霧についてのものよりも印刷についてのもの方が一般的に短い。
印刷と噴霧はここでは同じものとして用いる。印刷の１つの手段は、「インクジェット」
印刷技術を含む。
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【００８０】
　「表面に対して垂直」は、ノズルから放出される液滴が、マトリクス材料の表面と、基
点的にノズルの真下で接触するであろうことと理解される。従って、液滴がノズルから放
出される距離の直線と、プリントヘッドとの角度は基本的に９０°であろう。９０°から
約５％以下の逸脱が許容される。
【００８１】
　「無菌の保存」は、マトリクス材料の保存に用いられる部分、容器または箱が、少なく
ともマトリクス材料の意図する用途を満足させる程度に、感染性微生物が基本的にない、
ミクロ環境を促進すべきあることを意味する。無菌を得るために、無菌のマトリクス材料
を無菌条件下に充填するか、またはマトリクス材料をパッケージ内に密封し、次いで当該
技術分野で公知の方法、例えば放射線により滅菌する。
【００８２】
　本明細書で用いられる場合、医薬組成物は、１種以上の薬剤または生物活性剤を、固体
もしくは乾燥形態（印刷および蒸発後）または流体または液状形態（印刷前または印刷の
間）中に含む組成物である。
【００８３】
　流体または液状組成物は、マトリクス材料表面に印刷するために用いられる、流体また
は液状の医薬組成物である。
【００８４】
　固体組成物は、最初に流体または液状であり、マトリクス材料表面に印刷され、基本的
にマトリクス表面に衝突することにより１種以上の可溶性薬剤または生物活性剤を含む流
体または液状組成物の各液滴の液体部分または溶媒成分が蒸発する、医薬組成物である。
【図面の簡単な説明】
【００８５】
【図１】図１は、１種以上の生物活性剤を含む流体または液状組成物をマトリクス材料の
表面に沈着するためのそれぞれの方法の特徴を示す、Ａ）噴霧およびＢ）印刷の方法を示
す。従って、２種の塗布方法の相違が示される。　図１Ａにおいては、噴霧は、ノズルか
らマトリクス材料表面までの距離が、個々のノズルからの液滴について変化する様式の角
度で起こる。従って、組成物はスプレーの中央では高い密度で、スプレーの端では低い密
度で沈着し、濃度勾配を構成する。図２Ｂに示すように、印刷はマトリクス材料表面に対
して垂直に起こり、ノズルからマトリクス表面までの距離は、ノズルから放出される各液
滴に対して同一である。従って、沈着した材料は均一に分布されているであろう。ノズル
からマトリクス材料までの距離は、一般的に印刷技術のものより噴霧技術についての方が
大きい。プリントヘッドのノズルとマトリクス材料表面との間の距離は、テキストにおい
て定義される。これらの特徴は印刷をより正確にし、噴霧よりも効率的であり、マトリク
ス材料において個別かつ不連続な印刷を可能にし、噴霧のような従来技術により必要とさ
れるよりも、印刷組成物においてより少量の均一な分布を提供する（この主題についてよ
り詳細についてはテキストを参照）。
【図２】図２Ａおよび２Ｂは、マトリクス材料を有しない容器および有する容器を示す。
内部トレイの底面は、（１）を付し、側壁は（２）を付し、側壁上のマークは（３）を付
し、内部トレイのノッチは（４）を付し、支持体は（５）を付し、把手は（６）を付し、
蓋のシール面は（７）を付し、蓋は（８）を付す。
【図３】図３Ａおよび３Ｂは、マトリクス材料を含む容器を示す。内部トレイの底面は（
１）を付し、側壁は（２）を付し、側壁上のマークは（３）を付し、支持体は（５）を付
し、把手は（６）を付し、蓋のシール面は（７）を付し、蓋は（８）を付す。
【図４】図４は、ティーカップ１００と名付けたマトリクス材料の好ましい容器を示す。
内部トレイの底面は（１）を付し、側壁は（２）を付し、側壁上のマークは（３）を付し
、内部トレイのノッチは（４）を付し、支持体は（５）を付し、把手は（６）を付す。支
持体の長さ（２００．４ｍｍ）および幅（１３０．３５ｍｍ）を示す。
【図５】図５は、ティーカップ５０と名付けたマトリクス材料の好ましい容器を示す。内
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部トレイの底面は（１）を付し、側壁は（２）を付し、側壁上のマークは（３）を付し、
内部トレイのノッチは（４）を付し、支持体は（５）を付し、把手は（６）を付す。支持
体の長さ（１３７．３ｍｍ）および幅（１３０．３５ｍｍ）を示す。
【図６】図６は、ティーカップ１２－７と名付けたマトリクス材料の好ましい容器を示す
。内部トレイの底面は（１）を付し、側壁は（２）を付し、側壁上のマークは（３）を付
し、内部トレイのノッチは（４）を付し、支持体は（５）を付し、把手は（６）を付す。
支持体の長さ（９７．４ｍｍ）および幅（１３０．３５ｍｍ）を示す。
【図７】図７は、それぞれ少なくとも１種の薬剤または生物活性剤を含む、２種の異なる
流体または液状組成物（組成物Ａおよび組成物Ｂ）の印刷を示し、印刷は、マトリクス材
料表面における、各組成物の異なり不連続の位置において起こる。流体または液状組成物
ＡおよびＢは、同じ流体または液状組成物に含ませた場合に相溶性でない薬剤または生物
活性剤を含み、前記非相溶性の薬剤または生物活性剤についての印刷技術は、別個である
が、お互いに接近させて、例えば、マトリクス材料表面の他の位置に印刷することを可能
にする。図７Ａは、横から見た、２種の異なる流体または液状組成物の印刷を示し、図７
Ｂは、マトリクス材料表面の他の不連続位置における組成物ＡおよびＢで印刷されるマト
リクス材料の上から見た図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００８６】
　本発明の実施態様を、開示の図面を用いて本明細書に以下に開示し、本発明およびその
等価物は、いずれも、本出願を読んだ当業者の届く範囲内である。
【００８７】
　印刷による、医薬組成物の表面への沈着
　一実施態様における本発明は、装置のマトリクス材料表面のような、装置の表面の不連
続かつ個別の位置に沈着される、医薬組成物のような組成物を含む医療装置に関する。組
成物の沈着は、好ましくは、インクジェット印刷または印刷技術の任意の同様の形態によ
り達成されるように装置の表面に流体または液状組成物を印刷することにより達成される
。
【００８８】
　本発明の流体または液状組成物は、あらゆる液状またはガス状組成物であってもよく、
溶液、懸濁液またはエマルションをカバーする。一実施態様においては、流体または液状
組成物は粒子状組成物であり、液状、ガス状、固体または乾燥状であってもよい。粒子サ
イズが、組成物がプリントヘッドから排出するノズルの直径を超えない場合、粒子状組成
物を用いてもよい。（以下参照）
【００８９】
　例えば、インクジェット印刷技術を用いることによる、装置の表面への組成物の印刷は
、
装置のプリントヘッドおよび表面の間の直接的接触を含まない。印刷により液滴を適当な
位置に置くことはより正確であり、例えば装置上への組成物の噴霧またはコーティング、
そうでなければ、例えば、装置を、任意の適切な流体または液状の組成物と接触させるこ
とによる装置の組成物との接触（装置を液状の組成物に浸すことを含む）から区別される
べきである。
【００９０】
　印刷は、組成物のより均一な分布を可能にする。更に、組成物は、印刷技術を用いる場
合に、マトリクス表面の個別かつ不連続の場所または位置に配置することができ、その結
果、沈着組成物の正確さが増大する。実際、印刷は、少量の液状組成物のより均一な分布
を可能にし、その結果、組成物が印刷されたマトリクス材料の膨張を減少し、組成物中に
含まれる生物活性剤の少量かつ正確な量を塗布し、噴霧のような従来技術よりも前記液状
組成物の廃棄物を減少する。
【００９１】
　更に、印刷技術を用いて、別個のタンクに含まれ、別個のプリントヘッドから印刷され
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、同じプリントヘッドの異なるチャンネルから排出される２種以上の別個の組成物は、そ
れぞれ、同じマトリクス材料の、不連続かつ重複しない部位に印刷することができる。こ
れは、同じ液状組成物に含ませた場合に非相溶性である１種以上の薬剤または生物活性剤
をそれぞれ含む２種以上の組成物の同じマトリクス材料への、不連続および／または他の
部位への印刷を可能にする。
【００９２】
　種々の適切な印刷技術を、以下に詳細に説明する。
【００９３】
　印刷技術
　印刷技術は、種々のサイズ（ほとんどは小さい）流体、液体または溶解した材料の液滴
を媒体上に噴霧することにより操作される。「インクジェットプリンター」または「バブ
ルジェットプリンター」は、その低コスト、出力の高品質、鮮明な色彩の印刷の可能性お
よび使用の容易性のため、一般的な消費者のための最も一般的なタイプのコンピュータプ
リンターである。印刷技術は、基板またはマトリクスに材料を直接沈着させるために用い
ることができる。圧電プリンターは、基板に材料を沈着することができる印刷技術の例で
ある。材料沈着技術または印刷技術の利点は、ある種の工業用途に必要とされ得るこの技
術を用いた利用される正確さである。更に、少量の材料を用いることができ、その結果、
高価な材料をより効率的に用い、材料を必要な部位にのみ置くことにより費用を減らすこ
とができる。これにより、医薬組成物のマトリクス表面へのより均一な分布が得られる。
印刷される（噴出する）流体または液状組成物は、用いるプリントヘッドと相溶性でなけ
ればならず、操作温度において特定の範囲内の粘度ならびに表面張力を有しなければなら
ない。印刷される流体は、例えばバイオインクであってもよく、医薬組成物のような流体
または液状組成物、ガス状組成物、ならびに流体または液状組成物は１種以上の薬剤また
は生物活性剤を含んでいてもよい。
【００９４】
　本発明の一実施態様においては、組成物材料の基板またはマトリクス材料表面への沈着
方法が開示される。好ましい実施態様においては、沈着される材料はマトリクス材料の表
面に印刷される。印刷は、「インクジェット」印刷技術または他の印刷技術を含み得る。
一実施態様においては、印刷される材料は、１種以上の薬剤または生物活性剤を含む医薬
組成物であってもよい。一実施態様においては、生物活性剤はトロンビンである。更なる
実施態様においては、マトリクス材料はゼラチンをベースとするスポンジである。
【００９５】
　インクジェット印刷
　最新のインクジェット印刷において用いられる３種の主要な技術、熱、圧電および連続
印刷がある。
【００９６】
　熱インクジェット：ほとんどの消費者のインクジェットプリンター（Ｌｅｘｍａｒｋ、
Ｈｅｗｌｅｔｔ－Ｐａｃｋａｒｄ、Ｃａｎｏｎ）は、フォトリソグラフィーにより構成さ
れる、一連の小さな電気的に加熱されたチャンバーを有するプリントカートリッジを用い
る。画像を作成するために、プリンターは、気泡を形成するチャンバー内で蒸気爆発を起
こす加熱素子を通して電流パルスを流し、インクまたは液体の液滴を基板に噴射する（し
たがって、Ｃａｎｏｎの商標Ｂｕｂｂｌｅｊｅｔがインクジェットに対応）。インクまた
は流体の表面張力ならびに凝縮、およびその結果得られる蒸気の気泡は、インクまたは流
体容器と接続した、狭いチャンネルを通してチャンバーにインクまたは流体の更なる帯電
を引き寄せる。バブルジェット技術は、例えば、ＷＯ２００３／００４０７２のステント
のような医療器具に薬学的に活性な化合物を均一にコーティングするために用いられてき
た。
【００９７】
　圧電インクジェット：ほとんどの市販されている、工業用インクジェットプリンターは
、加熱素子に変え、各ノズルの後ろ側の流体を満たしたチャンバー内の圧電材料を用いる
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。電圧を加えると、圧電材料は形状またはサイズが変化し、ノズルから押し出される流体
中に脈圧を生成する。これは、基本的に熱インクジェットと同じメカニズムであるが、異
なる物理的原理を用いて脈圧を生成する。圧電インクジェットは、熱または連続インクジ
ェットプリンターよりも幅広い範囲の流体を可能にする。
【００９８】
　圧電は、加えられた機械的応力に応じて電位を生成する、ある種の材料（特に、結晶お
よび特定のセラミクス）の性質である。これは、結晶格子を横切る電荷の分離の形態を取
り得る。材料が短絡していないなら、加えられた電荷は材料を横切る電圧を誘発する。こ
の用語は、絞る、または圧迫するを意味するギリシャ語のｐｉｅｚｅｉｎに由来する。圧
電効果は、逆の圧電効果（電場が適用される場合の応力および／または歪みの生成）をも
示す直接的圧電効果（応力が適用される場合の電気の生成）を示す材料において可逆的で
ある。例えば、ジルコン酸チタン酸鉛の結晶は、原寸の最大約０．１％の形態変化を示す
であろう。この効果は、音の生成および検出、高電圧の生成、電気周波数の生成、微量天
秤、および光学組み立て品の微細な焦点調節のような有用な用途を見い出す。それは、原
子分解、走査型プローブ顕微鏡を用いる多くの科学機器技術の基礎でもある。
【００９９】
　連続インクジェット：連続インクジェット法は、製品およびパッケージの標識および符
号化のために商業的に用いられている。連続インクジェット技術においては、高圧ポンプ
が、ガンボディーおよび顕微鏡的ノズルを通して容器から液体を移動し、液滴の連続的流
れを形成する。圧電結晶は、ガンボディー内で振動しながら音波を形成し、液体の流れを
、規則正しい間隔で液滴にし、－６４，０００～１６５，０００滴／秒が達成される。液
滴は、それらが形成されるにつれ、電極を帯電させることにより形成される静電界に供さ
れ、静電界は所望される液滴の偏向の度合いによって変化する。これは、各液滴において
、制御された可変の帯電をもたらす。帯電した液滴は、１個以上の帯電してない「保護液
滴」により分離され、隣接する液滴との間の静電反発力を最小にする。帯電した液滴は静
電界を通過し、受容体材料（基板）上に印刷するための静電偏向板に移動（偏向）し、ま
たは再利用するための収集溝（ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　ｇｕｔｔｅｒ）を偏向しないよう
にし続けることを可能にする。より高く帯電した液滴は、より大きい程度に偏向される。
実際、たった数パーセントの液滴が印刷するために用いられ、ほとんどは再利用される。
利点の１つは、液滴の非常に速い速度（～５０ｍ／ｓ）であり、これは、プリントヘッド
と基板との間を相対的に長い距離とする。他の利点は、ジェットが常に使用中であるよう
に、ノズルの目詰まりから解放されていることであり、その結果、ケトンおよびアルコー
ルのような揮発性溶媒を使用することを可能にし、液体が基板内に「入り」こみ、急速に
乾燥する能力を液体に付与する。飛行時間（ノズル排出と水の再利用との間）の間および
通気工程からの溶媒蒸発に適合するために活性溶媒の制御を必要とし、それによって、空
気は、容器から排出される未使用の液滴と一緒に溝に引き込まれる。
【０１００】
　印刷装置のプリントヘッドおよびノズル
　一実施態様における本発明の印刷技術は、１個以上のプリントヘッドを使用し、各プリ
ントヘッドは１個以上のノズルを含む。
【０１０１】
ノズルは、開口部を通って閉鎖チャンバーまたはパイプに存在する（または侵入する）時
に、流量の特性を調節するように設計された機械的装置である。プリントヘッドは、流体
または液状組成物を基板またはマトリクス材料に塗布する、プリンターの要素であり；そ
の結果、流体または液状組成物を含む１個以上の容器と接続されている。
【０１０２】
　一実施態様においては、１個のノズルを有する１個のプリントヘッドが用いられる。他
の実施態様においては、複数の個々の印刷ノズルを有する１個のプリントヘッドが用いら
れる。他の実施態様においては、それぞれ１個のノズルを有する２個以上のプリントヘッ
ドが用いられる。更に他の実施態様においては、それぞれ複数の個々の印刷ノズルを有す
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る２個以上のプリントヘッドが用いられる。
【０１０３】
　各プリントヘッドは、流体または液状組成物を含む１個以上の容器と接続されていても
よい。従って、任意の１個のプリントヘッドのノズルは同じチャンネルを通して同じ容器
と接続しており、その結果、同じ流体または液状組成物を排出し、または任意の１個のプ
リントヘッドのノズルは別々のチャンネルを通して別々の容器と接続しており、その結果
、別々の流体または液状組成物を排出するということになる。一実施態様においては、プ
リントヘッドは２５６個のノズルを有し、４個の別々の容器と接続し得る、４Ｘ６４個の
アドレス可能なチャンネルを有し、これは４個の別々の容器と接続している。
【０１０４】
　流体または液状組成物は、プリントヘッドのノズルから、液滴または粒子の形態で放出
するであろう。
【０１０５】
　ノズルは、あらゆるタイプのノズルであってもよく、プリントヘッドは、あらゆるタイ
プのプリントヘッドであってもよい。一実施態様においては、ノズルはピストンでホース
に穴を開けることにより液滴を排出することを強いる変形可能なホースである。このよう
なノズルを含むプリントシステムの例は、ＢｉｏＳｐｏｔ（登録商標）システム（Ｂｉｏ
Ｆｌｕｉｄｉｘ　ＧｍｂＨ）のＰｉｐｅＪｅｔ（登録商標）分配技術である。
【０１０６】
　一実施態様においては、ノズルは高圧ファイヤーパルスにより作動する。一実施態様に
おいては、プリントヘッドは、０．１～１００ｍ／秒；例えば０．１～１ｍ／秒、例えば
１～２ｍ／秒、例えば２～３ｍ／秒、例えば３～４ｍ／秒、例えば４～５ｍ／秒、例えば
５～６ｍ／秒、例えば６～７ｍ／秒、例えば７～８ｍ／秒、例えば８～９ｍ／秒、例えば
９～１０ｍ／秒、例えば１０～１５ｍ／秒、例えば１５～２０ｍ／秒、例えば２０～３０
ｍ／秒、例えば３０～４０ｍ／秒、例えば４０～５０ｍ／秒、例えば５０～６０ｍ／秒、
例えば６０～７０ｍ／秒、例えば７０～８０ｍ／秒、例えば８０～９０ｍ／秒、例えば９
０～１００ｍ／秒の範囲の速度で液滴を排出する。
【０１０７】
　ノズルの直径は、１～１０００ミクロン；例えば１～５ミクロン、例えば５～１０ミク
ロン、例えば１０～２０ミクロン、例えば２０～３０ミクロン、例えば３０～４０ミクロ
ン、例えば４０～５０ミクロン、例えば５０～６０ミクロン、例えば６０～７０ミクロン
、例えば７０～８０ミクロン、例えば８０～９０ミクロン、例えば９０～１００ミクロン
、例えば１００～２００ミクロン、例えば２００～３００ミクロン、例えば３００～４０
０ミクロン、例えば４００～５００ミクロン、例えば５００～６００ミクロン、例えば６
００～７００ミクロン、例えば７００～８００ミクロン、例えば８００～９００ミクロン
例えば９００～１０００ミクロンの範囲であり得る。
【０１０８】
　プリントヘッドは、任意の数のノズルまたはアドレス可能なジェットを含む。一実施態
様においては、１個のプリントヘッドは、１個のプリントヘッド上に合計２５６個のノズ
ルを形成する４～２５６個のノズルを含んでいる。プリントあたりの任意の数、例えば、
４、１６、３２、６４、１２８、２５６、５１２、１０２４、２０４８；または１～５０
、５０～１００、１００～１５０、１５０～２００、２００～２５０、２５０～３００、
３００～３５０、３５０～４００、４００～４５０、４５０～５００、５００～６００、
６００～７００、７００～８００、８００～９００、９００～１０００、１０００～１１
００、１１００～１２００、１２００～１３００、１３００～１４００、１４００～１５
００、１５００～１６００、１６００～１７００、１７００～１８００、１８００～１９
００、１９００～２０００、２０００～２５００、２５００～３０００、３０００～４０
００、４０００～５０００、４０００～５０００、５０００～１００００個のノズルを使
用し得る。
【０１０９】



(20) JP 5569398 B2 2014.8.13

10

20

30

40

50

　一実施態様においては、１個のプリントヘッドは、それぞれ多数のアドレス可能なチャ
ンネルを有する、１個以上の独立した圧電スライスを含んでいてもよい。ノズルは、任意
のパターンでプリントヘッド上に例えば一本の線または多数の線の上に配置されている
【０１１０】
　一実施態様においては、プリントヘッドは、直並列変換器のように、いつの時点でどの
ノズルを発火させるかを選択するための手段を含み得る。
【０１１１】
　プリントシステムのプリントヘッドは、組成物が沈着されるであろうマトリクス材料の
表面に対して移動し得る。
【０１１２】
　ノズルと表面との間の距離
　本発明の好ましい実施態様においては、プリントヘッドのノズルと、基板表面またはマ
トリクス材料とは、直接液体と接触していないが、ノズル表面の間の距離は最小に維持さ
れている。
【０１１３】
　特に印刷技術を用いる場合、それぞれの液滴の非常に正確な位置をもたらす表面に組成
物を噴霧するよりも、ノズルと表面との間の距離は短い。
【０１１４】
　流体または液状組成物を沈着または印刷するために用いられる印刷装置のプリントヘッ
ドは、マトリクス材料の表面に垂直になる方法で流体または液状組成物を沈着する。従っ
て、液滴の形態の流体または液状組成物は、マトリクス材料または基板の表面に対して垂
直に移動する。従って、流体または液状組成物の各液滴は、プリントヘッドのノズルから
マトリクス材料の表面まで基本的に同一の速度で、基本的に同一の距離だけ横断する。こ
れは、沈着の正確さを大いに上昇させ、その結果、均一な分配を達成し、廃棄物を減少さ
せる。
【０１１５】
　一実施態様においては、プリントヘッドまたはノズルからマトリクス材料の表面に横断
する任意の液滴の距離は１０ｍｍ未満である。マトリクス材料の表面とプリントヘッドま
たはノズルとの間の距離は、０．０１ｍｍ未満、例えば０．０２ｍｍ未満、例えば０．０
３ｍｍ未満、例えば０．０４ｍｍ未満、例えば０．０５ｍｍ未満、例えば０．０６ｍｍ未
満、例えば０．０７ｍｍ未満、例えば０．０８ｍｍ未満、例えば０．０９ｍｍ未満、例え
ば０．１ｍｍ未満、例えば０．２ｍｍ未満、例えば０．３ｍｍ未満、例えば０．４ｍｍ未
満、例えば０．５ｍｍ未満、例えば０．６ｍｍ未満、例えば０．７ｍｍ未満、例えば０．
８ｍｍ未満、例えば０．９ｍｍ未満、例えば１．０ｍｍ未満、例えば１．１ｍｍ未満、例
えば１．２ｍｍ未満、例えば１．３ｍｍ未満、例えば１．４ｍｍ未満、例えば１．５ｍｍ
未満、例えば１．６ｍｍ未満、例えば１．７ｍｍ未満、例えば１．８ｍｍ未満、例えば１
．９ｍｍ未満、例えば２．０ｍｍ未満、例えば２．１ｍｍ未満、例えば２．２ｍｍ未満、
例えば２．３ｍｍ未満、例えば２．４ｍｍ未満、例えば２．５ｍｍ未満、例えば２．６ｍ
ｍ未満、例えば２．７ｍｍ未満、例えば２．８ｍｍ未満、例えば２．８ｍｍ未満、例えば
３．０ｍｍ未満、例えば３．５ｍｍ未満、例えば４．０ｍｍ未満、例えば４．５ｍｍ未満
、例えば５．０ｍｍ未満、例えば６．０ｍｍ未満、例えば７．０ｍｍ未満、例えば８．０
ｍｍ未満、例えば９．０ｍｍ未満、例えば１０．０ｍｍ未満であり得る。これを図１に示
す。
【０１１６】
　本発明の他の実施態様においては、マトリクス材料の表面とプリントヘッドまたはノズ
ルとの間の距離は、０．０１～１０．０ｍｍ、例えば０．０１～０．０２ｍｍ、例えば０
．０２～０．０３、例えば０．０３～０．０４、例えば０．０４～０．０５、例えば０．
０５～０．０６、例えば０．０６～０．０７、例えば０．０７～０．０８、例えば０．０
８～０．０９、例えば０．１～０．２、例えば０．２～０．３、例えば０．３～０．４、
例えば０．４～０．５、例えば０．５～０．６、例えば０．６～０．７、例えば０．７～
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０．８、例えば０．８～０．９、例えば０．９～１．０、例えば１．０～１．１、例えば
１．１～１．２、例えば１．２～１．３、例えば１．３～１．４、例えば１．４～１．５
、例えば１．５～１．６、例えば１．６～１．７、例えば１．７～１．８、例えば１．８
～１．９、例えば１．９～２．０、例えば２．０～２．１、例えば２．１～２．２、例え
ば２．２～２．３、例えば２．３～２．４、例えば２．４～２．５、例えば２．５～２．
６、例えば２．６～２．７、例えば２．７～２．８、例えば２．８～２．９、例えば２．
９～３．０、例えば３．０～３．５、例えば３．５～４．０、例えば４．０～４．５、例
えば４．５～５．０、例えば５．０～６．０、例えば６．０～７．０、例えば７．０～８
．０、例えば８．０～９．０、例えば９．０～１０．０ｍｍの範囲である。
【０１１７】
　他の実施態様においては、マトリクス材料の表面とプリントヘッドまたはノズルとの間
の距離は、０．０１～１０．０ｍｍ、例えば０．０２～１０．０、例えば０．０３～１０
．０、例えば０．０４～１０．０、例えば０．０５～１０．０、例えば０．０６～１０．
０、例えば０．０７～１０．０、例えば０．０８～１０．０、例えば０．１～１０．０、
例えば０．２～１０．０、例えば０．３～１０．０、例えば０．４～１０．０、例えば０
．５～１０．０、例えば０．６～１０．０、例えば０．７～１０．０、例えば０．８～１
０．０、例えば０．９～１０．０、例えば１．０～１０．０、例えば１．１～１０．０、
例えば１．２～１０．０、例えば１．３～１０．０、例えば１．４～１０．０、例えば１
．５～１０．０、例えば１．６～１０．０、例えば１．７～１０．０、、例えば１．８～
１０．０、例えば１．９～１０．０、例えば２．０～１０．０、例えば２．１～１０．０
、例えば２．２～１０．０、例えば２．３～１０．０、例えば２．４～１０．０、例えば
２．５～１０．０、例えば２．６～１０．０、例えば２．７～１０．０、例えば２．８～
１０．０、例えば２．９～１０．０、例えば３．０～１０．０、例えば３．５～１０．０
、例えば４．０～１０．０、例えば４．５～１０．０、例えば５．０～１０．０、例えば
６．０～１０．０、例えば７．０～１０．０、例えば８．０～１０．０、例えば９．０～
１０．０ｍｍの範囲である。
【０１１８】
　他の実施態様においては、マトリクス材料の表面とプリントヘッドまたはノズルとの間
の距離は、０．０１～０．０２ｍｍ、例えば０．０１～０．０３、例えば０．０１～０．
０４、例えば０．０１～０．０５、例えば０．０１～０．０６、例えば０．０１～０．０
７、例えば０．０１～０．０８、例えば０．０１～０．０９、例えば０．０１～０．２、
例えば０．０１～０．３、例えば０．０１～０．４、例えば０．０１～０．５、例えば０
．０１～０．６、例えば０．０１～０．７、例えば０．０１～０．８、例えば０．０１～
０．９、例えば０．０１～１．０、例えば０．０１～１．１、例えば０．０１～１．２、
例えば０．０１～１．３、例えば０．０１～１．４、例えば０．０１～１．５、例えば０
．０１～１．６、例えば０．０１～１．７、例えば０．０１～１．８、例えば０．０１～
１．９、例えば０．０１～２．０、例えば０．０１～２．１、例えば０．０１～２．２、
例えば０．０１～２．３、例えば０．０１～２．４、例えば０．０１～２．５、例えば０
．０１～２．６、例えば０．０１～２．７、例えば０．０１～２．８、例えば０．０１～
２．９、例えば０．０１～３．０、例えば０．０１～３．５、例えば０．０１～４．０、
例えば０．０１～４．５、例えば０．０１～５．０、例えば０．０１～６．０、例えば０
．０１～７．０、例えば０．０１～８．０、例えば０．０１～９．０、例えば０．０１～
１０．０ｍｍの範囲である。
【０１１９】
　一実施態様においては、印刷される流体または液状組成物の各液滴は、ノズルから基板
またはマトリクスの表面まで、各液滴の間で０．０１％～最大１０％、例えば０．０１～
０．１％、例えば０．１～１％、例えば１～２％、例えば２～３％、例えば３～４％、例
えば４～５％、例えば５～６％、例えば６～７％、例えば７～８％、例えば８～９％、例
えば９～１０％の範囲で変化する距離を横断する。
【０１２０】
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　一実施態様においては、印刷される流体または液状組成物は、ノズルから基板またはマ
トリクスの表面まで、各液滴の間で０．０１％～最大１０％、例えば０．０１～０．１％
、例えば０．１～１％、例えば１～２％、例えば２～３％、例えば３～４％、例えば４～
５％、例えば５～６％、例えば６～７％、例えば７～８％、例えば８～９％、例えば９～
１０％の範囲で変化する速度で横断する。
【０１２１】
　液滴の沈着の垂直様式、およびノズルとマトリクス表面との間の短い距離は、噴霧より
も印刷をより効率的にする。印刷により、マトリクス材料の表面の縁の全てに印刷するこ
とができるが、噴霧技術は角度をつけた（ａｎｇｌｅｄ）状況で組成物を沈着し、それに
よって「塗りすぎ」となり、表面の縁に達する。これは、噴霧する場合に、角度をつけた
噴霧は、エアロゾルの生成およびノズルから表面への長い距離の両方を実施しなければな
らない。噴霧による、流体または液状組成物の角度をつけた沈着は、各液滴の距離を大き
く変化させる。従って、組成物は、噴霧の中央では高密度で、噴霧の縁では低密度で沈着
され、均一性の低い分布をもたらし、濃度勾配を促進する。従って、印刷は、基本的にエ
アロゾルの生成なしで実施することができる。
【０１２２】
　噴霧および印刷の相違を図１に示す。
【０１２３】
　マトリクス材料の表面に沈着される組成物の材料は不連続に、すなわちマトリクス材料
上の個別の位置または部位に沈着される。
【０１２４】
　一実施態様においては、本発明は、個別に沈着される材料を含むマトリクス材料を含む
装置に関する。個別に沈着する材料は「島」と表示される。従って、これらの島は、装置
のマトリクス材料の表面上の個別の位置を含む。島は、医薬組成物を含んでいてもよい。
【０１２５】
　流体または液状組成物の液滴の直径
　マトリクス材料の表面に流体または液状組成物を印刷する場合、マトリクス表面上の位
置あたりに沈着させる液体の量、すなわち、各液滴の容量は、ピコリットル（ｐＬ）～ナ
ノリットル（ｎＬ）の範囲である。一実施態様においては、マトリクス表面上の位置あた
りに沈着させる液体の量、各液滴の容量は、１００ｎＬ未満、例えば９０ｎＬ未満、例え
ば８０ｎＬ未満、例えば７０ｎＬ未満、例えば６０ｎＬ未満、例えば５０ｎＬ未満、例え
ば４０ｎＬ未満、例えば３０ｎＬ未満、例えば２０ｎＬ未満、例えば１０ｎＬ未満、例え
ば１ｎＬまたは１０００ｐＬ未満、例えば９００ｐＬ未満、例えば８００ｐＬ未満、例え
ば７００ｐＬ未満、例えば６００ｐＬ未満、例えば５００ｐＬ未満、例えば４００ｐＬ未
満、例えば３００ｐＬ未満、例えば２５０ｐＬ未満、例えば２００ｐＬ未満、例えば１５
０ｐＬ未満、例えば１００ｐＬ未満、例えば９０ｐＬ未満、例えば８０ｐＬ未満、例えば
７０ｐＬ未満、例えば６０ｐＬ未満、例えば５０ｐＬ未満、例えば４０ｐＬ未満、例えば
３０ｐＬ未満、例えば２０ｐＬ未満、例えば１０ｐＬ未満、例えば９ｐＬ未満、例えば８
ｐＬ未満、例えば７ｐＬ未満、例えば６ｐＬ未満、例えば５ｐＬ未満、例えば４ｐＬ未満
、例えば３ｐＬ未満、例えば２ｐＬ未満、例えば１ｐＬ未満である。
【０１２６】
　他の実施態様においては、マトリクス表面上の位置あたりに沈着される液体の量、すな
わち各液滴の容量は、０．１ｐＬ～１００ｎＬ、例えば０．１～１ｐＬ、例えば１～５ｐ
Ｌ、例えば５～１０ｐＬ、例えば１０～２０ｐＬ、例えば２０～３０ｐＬ、例えば３０～
４０ｐＬ、例えば４０～５０ｐＬ、例えば５０～６０ｐＬ、例えば６０～７０ｐＬ、例え
ば７０～８０ｐＬ、例えば８０～９０ｐＬ、例えば９０～１００ｐＬ、例えば１００～１
１０ｐＬ、例えば１１０～１２０ｐＬ、例えば１２０～１３０ｐＬ、例えば１３０～１４
０ｐＬ、例えば１４０～１５０ｐＬ、例えば１５０～１６０ｐＬ、例えば１６０～１７０
ｐＬ、例えば１７０～１８０ｐＬ、例えば１８０～１９０ｐＬ、例えば１９０～２００ｐ
Ｌ、例えば２００～２５０ｐＬ、例えば２５０～３００ｐＬ、例えば３００～３５０ｐＬ
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、例えば３５０～４００ｐＬ、例えば４００～４５０ｐＬ、例えば４５０～５００ｐＬ、
例えば５００～５５０ｐＬ、例えば５５０～６００ｐＬ、例えば６００～６５０ｐＬ、例
えば６５０～７００ｐＬ、例えば７００～７５０ｐＬ、例えば７５０～８００ｐＬ、例え
ば８００～８５０ｐＬ、例えば８５０～９００ｐＬ、例えば９００～９５０ｐＬ、例えば
９５０～１０００ｐＬまたは１ｎＬ、例えば１～２ｎＬ、例えば２～３ｎＬ、例えば３～
４ｎＬ、例えば４～５ｎＬ、例えば５～６ｎＬ、例えば６～７ｎＬ、例えば７～８ｎＬ、
例えば８～９ｎＬ、例えば９～１０ｎＬ、例えば１０～１５ｎＬ、例えば１５～２０ｎＬ
、例えば２０～２５ｎＬ、例えば２５～３０ｎＬ、例えば３０～３５ｎＬ、例えば３５～
４０ｎＬ、例えば４０～４５ｎＬ、例えば４５～５０ｎＬ、例えば５０～６０ｎＬ、例え
ば６０～７０ｎＬ、例えば７０～８０ｎＬ、例えば８０～９０ｎＬ、例えば９０～１００
ｎＬの範囲である。
【０１２７】
　他の実施態様においては、マトリクス表面上の位置あたりに沈着される液体の量、すな
わち各液滴の容量は、０．１ｐＬ～１００ｎＬ、例えば１ｐＬ～１００ｎＬ、例えば５ｐ
Ｌ～１００ｎＬ、例えば１０ｐＬ～１００ｎＬ、例えば２０ｐＬ～１００ｎＬ、例えば３
０ｐＬ～１００ｎＬ、例えば４０ｐＬ～１００ｎＬ、例えば５０ｐＬ～１００ｎＬ、例え
ば６０ｐＬ～１００ｎＬ、例えば７０ｐＬ～１００ｎＬ、例えば８０ｐＬ～１００ｎＬ、
例えば９０ｐＬ～１００ｎＬ、例えば１００ｐＬ～１００ｎＬ、例えば１１０ｐＬ～１０
０ｎＬ、例えば１２０ｐＬ～１００ｎＬ、例えば１３０ｐＬ～１００ｎＬ、例えば１４０
ｐＬ～１００ｎＬ、例えば１５０ｐＬ～１００ｎＬ、例えば１６０ｐＬ～１００ｎＬ、例
えば１７０ｐＬ～１００ｎＬ、例えば１８０ｐＬ～１００ｎＬ、例えば１９０ｐＬ～１０
０ｎＬ、例えば２００ｐＬ～１００ｎＬ、例えば２５０ｐＬ～１００ｎＬ、例えば３００
ｐＬ～１００ｎＬ、例えば３５０ｐＬ～１００ｎＬ、例えば４００ｐＬ～１００ｎＬ、例
えば４５０ｐＬ～１００ｎＬ、例えば５００ｐＬ～１００ｎＬ、例えば５５０ｐＬ～１０
０ｎＬ、例えば６００ｐＬ～１００ｎＬ、例えば６５０ｐＬ～１００ｎＬ、例えば７００
ｐＬ～１００ｎＬ、例えば７５０ｐＬ～１００ｎＬ例えば８００ｐＬ～１００ｎＬ、例え
ば８５０ｐＬ～１００ｎＬ、例えば９００ｐＬ～１００ｎＬ、例えば９５０ｐＬ～１００
ｎＬ、例えば１～１００ｎＬ、例えば２～１００ｎＬ、例えば３～１００ｎＬ、例えば４
～１００ｎＬ、例えば５～１００ｎＬ、例えば６～１００ｎＬ、例えば７～１００ｎＬ、
例えば８～１００ｎＬ、例えば９～１００ｎＬ、例えば１０～１００ｎＬ、例えば１５～
１００ｎＬ、例えば２０～１００ｎＬ、例えば２５～１００ｎＬ、例えば３０～１００ｎ
Ｌ、例えば３５～１００ｎＬ、例えば４０～１００ｎＬ、例えば４５～１００ｎＬ、例え
ば５０～１００ｎＬ、例えば６０～１００ｎＬ、例えば７０～１００ｎＬ、例えば８０～
１００ｎＬ、例えば９０～１００ｎＬの範囲である。
【０１２８】
　更に他の実施態様においては、マトリクス表面上の位置あたりに沈着される液体の量、
すなわち各液滴の容量は、０．１～１ｐＬ、例えば０．１～５ｐＬ、例えば０．１～１０
ｐＬ、例えば０．１～２０ｐＬ、例えば０．１～３０ｐＬ、例えば０．１～４０ｐＬ、例
えば０．１～５０ｐＬ、例えば０．１～６０ｐＬ、例えば０．１～７０ｐＬ、例えば０．
１～８０ｐＬ、例えば０．１～９０ｐＬ、例えば０．１～１００ｐＬ、例えば０．１～１
１０ｐＬ、例えば０．１～１２０ｐＬ、例えば０．１～１３０ｐＬ、例えば０．１～１４
０ｐＬ、例えば０．１～１５０ｐＬ、例えば０．１～１６０ｐＬ、例えば０．１～１７０
ｐＬ、例えば０．１～１８０ｐＬ、例えば０．１～１９０ｐＬ、例えば０．１～２００ｐ
Ｌ、例えば０．１～２５０ｐＬ、例えば０．１～３００ｐＬ、例えば０．１～３５０ｐＬ
、例えば０．１～４００ｐＬ、例えば０．１～４５０ｐＬ、例えば０．１～５００ｐＬ、
例えば０．１～５５０ｐＬ、例えば０．１～６００ｐＬ、例えば０．１～６５０ｐＬ、例
えば０．１～７００ｐＬ、例えば０．１～７５０ｐＬ、例えば０．１～８００ｐＬ、例え
ば０．１～８５０ｐＬ、例えば０．１～９００ｐＬ、例えば０．１～９５０ｐＬ、例えば
０．１～１０００ｐＬまたは１ｎＬ、例えば０．１ｐＬ～２ｎＬ、例えば０．１ｐＬ～３
ｎＬ、例えば０．１ｐＬ～４ｎＬ、例えば０．１ｐＬ～５ｎＬ、例えば０．１ｐＬ～６ｎ
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Ｌ、例えば０．１ｐＬ～７ｎＬ、例えば０．１ｐＬ～８ｎＬ、例えば０．１ｐＬ～９ｎＬ
、例えば０．１ｐＬ～１０ｎＬ、例えば０．１ｐＬ～１５ｎＬ、例えば０．１ｐＬ～２０
ｎＬ、例えば０．１ｐＬ～２５ｎＬ、例えば０．１ｐＬ～３０ｎＬ、例えば０．１ｐＬ～
３５ｎＬ、例えば０．１ｐＬ～４０ｎＬ、例えば０．１ｐＬ～４５ｎＬ、例えば０．１ｐ
Ｌ～５０ｎＬ、例えば０．１ｐＬ～６０ｎＬ、例えば０．１ｐＬ～７０ｎＬ、例えば０．
１ｐＬ～８０ｎＬ、例えば０．１ｐＬ～９０ｎＬ、例えば０．１ｐＬ～１００ｎＬの範囲
である。
【０１２９】
　各液滴の液滴直径は好ましくは基本的に同一であり、本発明のプリンターから放出する
任意の２個の液滴の液滴直径は、１０％未満、例えば８％未満、例えば６％未満、例えば
４％未満、例えば２％未満、例えば１％未満で変化し得る。本発明のプリンターから放出
する任意の２個の液滴直径は、０．１～１０％、例えば０．１～１％、例えば１～２％、
例えば２～３％、例えば３～４％、例えば４～５％、例えば５～６％、例えば６～７％、
例えば７～８％、例えば８～９％、例えば９～１０％の範囲で変化し得る。
【０１３０】
　好ましい実施態様において液滴の形態で印刷することにより沈着される流体または液状
組成物の全容量は、マトリクス材料の膨張をもたらさない。
【０１３１】
　印刷により表面に沈着された液滴間の距離
　マトリクス材料の表面に流体または液状組成物を印刷する場合、プリントヘッドのノズ
ルから放出される液滴は、好ましくは、各液滴間の距離は特定の所定の距離になるように
前記表面上に沈着される。
【０１３２】
　一実施態様においては、マトリクス表面に印刷により沈着される、各液滴間の距離は、
２ｍｍ未満、例えば１．９ｍｍ未満、例えば１．８ｍｍ未満、例えば１．７ｍｍ未満、例
えば１．６ｍｍ未満、例えば１．５ｍｍ未満、例えば１．４ｍｍ未満、例えば１．３ｍｍ
未満、例えば１．３ｍｍ未満、例えば１．２ｍｍ未満、例えば１．１ｍｍ未満、例えば１
．０ｍｍ未満、例えば０．９ｍｍ未満、例えば０．８ｍｍ未満、例えば０．７ｍｍ未満、
例えば０．６ｍｍ未満、例えば０．５ｍｍ未満、例えば０．４ｍｍ未満、例えば０．３ｍ
ｍ未満、例えば０．２ｍｍ未満、例えば０．１ｍｍ未満、例えば０．０９ｍｍ未満、例え
ば０．０８ｍｍ未満、例えば０．０７ｍｍ未満、例えば０．０６ｍｍ未満、例えば０．０
５ｍｍ未満、例えば０．０４ｍｍ未満、例えば０．０３ｍｍ未満、例えば０．０２ｍｍ未
満、例えば０．０１ｍｍ未満である。
【０１３３】
　他の実施態様においては、マトリクス表面に印刷することにより沈着する各液滴間の距
離は、０．０１～２ｍｍ；例えば０．０１～０．０２ｍｍ、例えば０．０２～０．０３ｍ
ｍ、例えば０．０３～０．０４ｍｍ、例えば０．０４～０．０５ｍｍ、例えば０．０５～
０．０６ｍｍ、例えば０．０６～０．０７ｍｍ、例えば０．０７～０．０８ｍｍ、例えば
０．０８～０．０９ｍｍ、例えば０．０９～０．１ｍｍ、例えば０．１～０．２ｍｍ、例
えば０．２～０．３ｍｍ、例えば０．３～０．４ｍｍ、例えば０．４～０．５ｍｍ、例え
ば０．５～０．６ｍｍ、例えば０．６～０．７ｍｍ、例えば０．７～０．８ｍｍ、例えば
０．８～０．９ｍｍ、例えば０．９～１．０ｍｍ、例えば１．０～１．１ｍｍ、例えば１
．１～１．２ｍｍ、例えば１．２～１．３ｍｍ、例えば１．３～１．４ｍｍ、例えば１．
４～１．５ｍｍ、例えば１．５～１．６ｍｍ、例えば１．６～１．７ｍｍ、例えば１．７
～１．８ｍｍ、例えば１．８～１．９ｍｍ、例えば１．９～２．０ｍｍの範囲である。
【０１３４】
　他の実施態様においては、マトリクス表面に印刷することにより沈着する各液滴間の距
離は、０．０１～２．０ｍｍ、例えば０．０２～２．０ｍｍ、例えば０．０３～２．０ｍ
ｍ、例えば０．０４～２．０ｍｍ、例えば０．０５～２．０ｍｍ、例えば０．０６～２．
０ｍｍ、例えば０．０７～２．０ｍｍ、例えば０．０８～２．０ｍｍ、例えば０．０９～
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２．０ｍｍ、例えば０．１～２．０ｍｍ、例えば０．２～２．０ｍｍ、例えば０．３～２
．０ｍｍ、例えば０．４～２．０ｍｍ、例えば０．５～２．０ｍｍ、例えば０．６～２．
０ｍｍ、例えば０．７～２．０ｍｍ、例えば０．８～２．０ｍｍ、例えば０．９～２．０
ｍｍ、例えば１．０～２．０ｍｍ、例えば１．１～２．０ｍｍ、例えば１．２～２．０ｍ
ｍ、例えば１．３～２．０ｍｍ、例えば１．４～２．０ｍｍ、例えば１．５～２．０ｍｍ
、例えば１．６～２．０ｍｍ、例えば１．７～２．０ｍｍ、例えば１．８～２．０ｍｍ、
例えば１．９～２．０ｍｍの範囲である。
【０１３５】
　更に他の実施態様においては、マトリクス表面に印刷することにより沈着する各液滴間
の距離は、０．０１～０．０２ｍｍ、例えば０．０１～０．０３ｍｍ、例えば０．０１～
０．０４ｍｍ、例えば０．０１～０．０５ｍｍ、例えば０．０１～０．０６ｍｍ、例えば
０．０１～０．０７ｍｍ、例えば０．０１～０．０８ｍｍ、例えば０．０１～０．０９ｍ
ｍ、例えば０．０１～０．１ｍｍ、例えば０．０１～０．２ｍｍ、例えば０．０１～０．
３ｍｍ、例えば０．０１～０．４ｍｍ、例えば０．０１～０．５ｍｍ、例えば０．０１～
０．６ｍｍ、例えば０．０１～０．７ｍｍ、例えば０．０１～０．８ｍｍ、例えば０．０
１～０．９ｍｍ、例えば０．０１～１．０ｍｍ、例えば０．０１～１．１ｍｍ、例えば０
．０１～１．２ｍｍ、例えば０．０１～１．３ｍｍ、例えば０．０１～１．４ｍｍ、例え
ば０．０１～１．５ｍｍ、例えば０．０１～１．６ｍｍ、例えば０．０１～１．７ｍｍ、
例えば０．０１～１．８ｍｍ、例えば０．０１～１．９ｍｍ、例えば０．０１～２．０ｍ
ｍの範囲である。
【０１３６】
　マトリクス表面に印刷することにより沈着する各液滴間の距離は好ましくは基本的に同
一であり、距離は、１０％未満、例えば８％未満、例えば６％未満、例えば４％未満、例
えば２％未満、例えば１％未満で変化し得る。本発明のプリンターから放出する任意の２
個の液滴の液滴直径は、０．１～１０％、例えば０．１～１％、例えば１～２％、例えば
２～３％、例えば３～４％、例えば４～５％、例えば５～６％、例えば６～７％、例えば
７～８％、例えば８～９％、例えば９～１０％の範囲で変化し得る。
【０１３７】
　液滴の蒸発
　１種以上の生物活性剤を含む液状医薬組成物の小液滴をマトリクスまたは装置の表面に
印刷する場合、それに続く、マトリクスまたは装置の凍結乾燥工程を含む乾燥工程を必要
とせず、この理由はマトリクスまたは装置の表面の個別の位置に印刷された小液滴が容易
に蒸発するであろうからである。これは、マトリクス材料のあらゆる所望でない膨張（全
部ではないが、ほとんどの最先端の噴霧技術が伴う）を回避するという更なる利点である
【０１３８】
　従って、一実施態様においては、本発明のマトリクス表面または装置の表面に印刷され
る１種以上の生物活性剤を含む液状液滴は、液滴が、マトリクス表面または装置の表面へ
の印刷後、最大３０秒、例えば２５秒未満、例えば２０秒未満、例えば１５秒未満、例え
ば１０秒未満、例えば５秒未満、例えば１秒未満に蒸発することを可能にするように直径
が超えないであろう。
【０１３９】
　一実施態様においては、本発明のマトリクス表面または装置の表面に印刷される１種以
上の生物活性剤を含む液状液滴は、液滴が、マトリクス表面または装置の表面への印刷後
、０．１～１秒以内、例えば１～２、例えば２～３、例えば３～４、例えば４～５、例え
ば５～６、例えば６～７、例えば７～８、例えば８～９、例えば９～１０、例えば１１～
１２、例えば１２～１３、例えば１３～１４、例えば１４～１５、例えば１５～１６、例
えば１６～１７、例えば１７～１８、例えば１８～１９、例えば１９～２０、例えば２０
～２５、例えば２５～３０秒以内に蒸発することを可能にするように直径が超えないであ
ろう。
【０１４０】
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　蒸発のための前記時間は、液滴直径、液滴の温度、ならびに液滴が印刷されるマトリク
スまたは装置表面の温度を調節することにより達成することができる。更に、下層のマト
リクス材料の表面特性（疎水性、化学的不均質性、粗さ）を調節することにより、蒸発時
間を変えることができる。
【０１４１】
　基板の表面上の液状液滴の蒸発は、原則として種々の方法において役に立つ。原則とし
て、液滴は表面の分離なしで表面で蒸発することができ、流体は表面のための溶媒であり
得、その結果、表面に吸収され、その結果、蒸発工程を効率的に促進する。
【０１４２】
　液滴は、マトリクス材料または前記マトリクス材料を含む装置の表面を溶解しないか、
相互作用しないで蒸発することが好ましい。従って、マトリクス表面に印刷された液滴の
流体部分の急速な蒸発の結果として、マトリクスは、基本的に膨張せずにおよび／または
基本的にマトリクス材料または装置の表面構造の他のあらゆる物理的変化をもたらさずに
、液滴の部分を形成する医薬組成物で印刷される。
【０１４３】
　表面材料を溶解せずにマトリクス材料または装置の表面で液滴が蒸発する場合、種々の
蒸発様式を観察することができる。液滴は、接触半径が小さくなる間に、基本的に一定で
ある接触角を有して蒸発し得る（一定角様式）。また、接触半径は接触角が小さくなる間
、一定であり、このケースにおいては、液滴は時間と共に、より平面になる（一定半径様
式またはピンニング）。また、前記モードのいずれもが起こり得、このケースにおいては
、接触角および接触半径は蒸発の間に変化するであろう（非接触様式）。
【０１４４】
　通常、液滴は種々の様式で蒸発する。従って、マトリクス材料または装置の表面と接触
し急速に蒸発する、小さく均一なサイズの液滴の使用は、マトリクス材料または装置の表
面の組成物の印刷に均一性を与える。
【０１４５】
　操作温度
　一実施態様においては、流体または液状組成物の温度、または流体もしくは液状組成物
が印刷される環境の温度は室温である。他の実施態様においては、温度は、氷点下の摂氏
温度～摂氏１５０度、例えば－１００℃～－５０℃、例えば、－５０℃～０℃、例えば０
～１０℃、例えば１０～２０℃、例えば２０～３０℃、例えば３０～４０℃、例えば４０
～５０℃、例えば５０～６０℃、例えば６０～７０℃、例えば７０～８０℃、例えば８０
～９０℃、例えば９０～１００℃、例えば１００～１２５℃、例えば１２５～１５０℃の
範囲である。
【０１４６】
　印刷以外の他の方法による１種以上の医薬組成物の沈着
　一実施態様において、本発明は、マトリクス材料、例えばマトリクス材料の表面に沈着
される医薬組成物のような組成物を含む医療装置であって、医薬組成物を含む前記マトリ
クス材料が、本発明の容器に含まれている医療装置に関する。一実施態様においては、マ
トリクスへの組成物の沈着は、医薬組成物を予め調製したマトリクスに印刷、噴霧、浸漬
、ディッピング、塗布、飽和（ｓａｔｕｒａｔｉｎｇ）、圧搾（ｐｒｅｓｓｕｒｉｎｇ）
、スプリンクリング（ｓｐｒｉｎｋｌｉｎｇ）、鋳込み、展着、グリーシング（ｇｒｅａ
ｓｉｎｇ）、塗布（ｓｍｅａｒｉｎｇ）、ダビング（ｄａｂｂｉｎｇ）、摩擦または塗装
するか、または予め調製したマトリクスの医薬組成物への浸漬のような、当該技術分野に
おいて公知の任意の方法により実施される。また、医薬組成物は、例えば、１種以上のマ
トリクス材料成分中に混合することにより、前記マトリクスの調製の間にマトリクスに沈
着され得る。
【０１４７】
　医薬組成物の生物活性剤
　好ましい実施態様においては、本発明は、場合により更なる活性剤または活性物質と組
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み合わせて１種以上の生物活性剤を含む、最初に流体または液状形態の医薬組成物に関し
、その結果、薬学的に許容される担体、ならびに１種以上の生物活性剤、例えば、トロン
ビンまたはフィブリノーゲンと組み合わせたトロンビン、もしくは第ＸＩＩＩ因子と組み
合わせたトロンビンおよびフィブリノーゲン、もしくはトラネキサム酸と組み合わせたト
ロンビン、フィブリノーゲンおよび第ＸＩＩＩ因子を含む医薬組成物を含む。
【０１４８】
　一実施態様においては、医薬組成物は装置のマトリクス表面に印刷され、その結果、組
成物の薬剤が、マトリクス表面に制御された様式で沈着される。１種以上の前記組成物は
、それぞれ、マトリクス材料の表面の１以上の個別の位置に印刷され得る。
【０１４９】
　単独で、またはトロンビンもしくはフィブリノーゲンと組み合わせたトロンビン、もし
くは第ＸＩＩＩ因子と組み合わせたトロンビンおよびフィブリノーゲン、もしくはトラネ
キサム酸と組み合わせたトロンビン、フィブリノーゲンおよび第ＸＩＩＩ因子からなる群
から選択される前記生物活性剤と組み合わせて存在し得る、有用な生物活性剤の非限定的
な例には、以下の広範なカテゴリー：すなわち、止血剤および抗線維素溶解薬、創傷治癒
または促進剤、接着剤および界面活性同化剤、制酸剤、抗ぜん息剤、抗コレステロールお
よび抗脂質剤、抗凝固剤、抗けいれん薬、下痢止め剤、鎮吐薬、抗感染薬、抗炎症剤、抗
躁薬、制吐剤、抗悪性腫瘍薬、抗肥満薬、解熱剤、鎮痛剤、鎮痙薬、抗血栓剤、抗尿酸血
症薬、抗狭心症薬、抗ヒスタミン剤、鎮咳薬、食欲抑制剤、生物学的製剤、脳血管拡張薬
、冠状動脈拡張薬、消炎剤、利尿薬、診断薬、　　　　赤血球生成剤、去痰薬、消化管鎮
痛剤、高血糖剤、睡眠薬、低血糖剤、イオン交換樹脂、緩下薬、ミネラルサプリメント、
粘液溶解薬、神経筋薬、末梢血管拡張薬、向精神薬、鎮痛剤、興奮剤、甲状腺製剤および
抗甲状腺製剤、子宮弛緩剤、ビタミン類、抗原性物質、鎮痛剤およびプロドラッグが含ま
れる。
【０１５０】
　前記カテゴリーに由来する有用な生物活性剤の特定の例には：（ａ）抗悪性腫瘍薬、例
えば、アンドロゲン阻害剤、代謝拮抗剤、細胞毒性薬、免疫調製剤；（ｂ）鎮咳剤、例え
ばデキストロメトルファン、臭化水素酸デキストロメトルファン、ノスカピン、クエン酸
カルベタペンタンおよびクロフェジアノール塩酸塩；（ｃ）抗ヒスタミン剤、例えば、マ
レイン酸クロルフェニラミン、酒石酸フェニンダミン、マレイン酸ジリラミン、コハク酸
ドキシラミンおよびクエン酸フェニルトクロキサミン；（ｄ）消炎剤、例えば、塩酸フェ
ニレフリン、塩酸フェニルプロパノールアミン、塩酸シュードエフェドリンおよびエフェ
ドリン；（ｅ）種々のアルカロイド、例えば、リン酸コデイン、硫酸コデインおよびモル
フィネ；（ミネラルサプリメント、例えば、塩化カリウム、塩化亜鉛、炭酸カルシウム、
酸化マグネシウム、ならびに他のアルカリ金属およびアルカリ土類金属塩；（ｇ）イオン
交換樹脂、例えばコレスチラミン；（ｈ）抗不整脈薬、例えば、Ｎ－アセチルプロカイン
アミド；（ｉ）解熱剤および鎮痛剤、例えばアセトアミノフェン、アスピリンおよびイブ
プロフェン；（ｊ）食欲抑制剤、例えば、フェニル－プロパノールアミン塩酸塩またはカ
フェイン；（ｋ）去咳薬、例えば、グアイフェネシン；（ｌ）制酸薬、例えば、水酸化ア
ルミニウムおよび水酸化マグネシウム；（ｍ）生物学的製剤、例えば、ペプチド、ポリペ
プチド、タンパク質およびアミノ酸、ホルモン、インターフェロンまたはサイトカイン、
ならびにｈＧＨ、ｔＰＡ、カルシトニン、ＡＮＦ、ＥＰＯおよびインシュリンのような他
の生物活性ペプチド性化合物；（ｎ）抗感染薬、例えば、抗真菌剤、ＲＴＩ抗ウイルス薬
、殺菌剤および抗生物質；ならびに（ｏ）抗原性物質、特にワクチン用途において有用な
ものが含まれる。
【０１５１】
　薬学的に許容される担体は広範囲の材料から調製し得る。限定されないが、このような
材料には、希釈剤、バインダーおよび接着剤、滑沢剤、崩壊剤、着色剤、充填剤（物質の
容積を増加させる添加剤）、調味料、甘味料、ならびに特定の薬用座薬を調製するための
バッファーおよび吸収剤のような種々雑多な物質が含まれる。
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【０１５２】
　流体または液状組成物の生物活性剤の濃度
　本発明の流体または液状組成物の生物活性剤は、適切な濃度、すなわち、生物学的効果
を達成するための薬学的に関連のある濃度で用いることができる。
【０１５３】
　一実施態様においては、生物活性剤は酵素であり、この酵素は、流体または液状組成物
中に１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ未満、例えば９５０，０００ＩＵ／ｍＬ未満、例えば
９００，０００ＩＵ／ｍＬ未満、例えば８５０，０００ＩＵ／ｍＬ未満、例えば８００，
０００ＩＵ／ｍＬ未満、例えば７５０，０００ＩＵ／ｍＬ未満、例えば７００，０００Ｉ
Ｕ／ｍＬ未満、例えば６５０，０００ＩＵ／ｍＬ未満、例えば６００，０００ＩＵ／ｍＬ
未満、例えば５５０，０００ＩＵ／ｍＬ未満、例えば５００，０００ＩＵ／ｍＬ未満、例
えば４５０，０００ＩＵ／ｍＬ未満、例えば４００，０００ＩＵ／ｍＬ未満、例えば３５
０，０００ＩＵ／ｍＬ未満、例えば３００，０００ＩＵ／ｍＬ未満、例えば２５０，００
０ＩＵ／ｍＬ未満、例えば２００，０００ＩＵ／ｍＬ未満、例えば１５０，０００ＩＵ／
ｍＬ未満、例えば１００，０００ＩＵ／ｍＬ未満、例えば９５，０００ＩＵ／ｍＬ未満、
例えば９０，０００ＩＵ／ｍＬ未満、例えば８５，０００ＩＵ／ｍＬ未満、例えば８０，
０００ＩＵ／ｍＬ未満、例えば７５，０００ＩＵ／ｍＬ未満、例えば７０，０００ＩＵ／
ｍＬ未満、例えば６５，０００ＩＵ／ｍＬ未満、例えば６０，０００ＩＵ／ｍＬ未満、例
えば５５，０００ＩＵ／ｍＬ未満、例えば５０，０００ＩＵ／ｍＬ未満、例えば４５，０
００ＩＵ／ｍＬ未満、例えば４０，０００ＩＵ／ｍＬ未満、例えば３５，０００ＩＵ／ｍ
Ｌ未満、例えば３０，０００ＩＵ／ｍＬ未満、例えば２５，０００ＩＵ／ｍＬ未満、例え
ば２０，０００ＩＵ／ｍＬ未満、例えば１５，０００ＩＵ／ｍＬ未満、例えば１０，００
０ＩＵ／ｍＬ未満、例えば９，５００ＩＵ／ｍＬ未満、例えば９，０００ＩＵ／ｍＬ未満
、例えば８，５００ＩＵ／ｍＬ未満、例えば８，０００ＩＵ／ｍＬ未満、例えば７，５０
０ＩＵ／ｍＬ未満、例えば７，０００ＩＵ／ｍＬ未満、例えば６，５００ＩＵ／ｍＬ未満
、例えば６，０００ＩＵ／ｍＬ未満、例えば５，５００ＩＵ／ｍＬ未満、例えば５，００
０ＩＵ／ｍＬ未満、例えば４，５００ＩＵ／ｍＬ未満、例えば４，０００ＩＵ／ｍＬ未満
、例えば３，５００ＩＵ／ｍＬ未満、例えば３，０００ＩＵ／ｍＬ未満、例えば２，５０
０ＩＵ／ｍＬ未満、例えば２，０００ＩＵ／ｍＬ未満、例えば１，５００ＩＵ／ｍＬ未満
、例えば１，０００ＩＵ／ｍＬ未満、例えば７５０ＩＵ／ｍＬ未満、例えば５００ＩＵ／
ｍＬ未満、例えば４５０ＩＵ／ｍＬ未満、例えば４００ＩＵ／ｍＬ未満、例えば３５０Ｉ
Ｕ／ｍＬ未満、例えば３００ＩＵ／ｍＬ未満、例えば２５０ＩＵ／ｍＬ未満、例えば２０
０ＩＵ／ｍＬ未満、例えば１５０ＩＵ／ｍＬ未満、例えば１００ＩＵ／ｍＬ未満、例えば
５０ＩＵ／ｍＬ未満、例えば１０ＩＵ／ｍＬ未満、例えば１ＩＵ／ｍＬ未満の濃度で存在
する。
【０１５４】
　一実施態様においては、生物活性剤は酵素であり、この酵素は、流体または液状組成物
中に、１ＩＵ／ｍＬ～１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ；例えば１～１０ＩＵ／ｍＬ、例え
ば１０～５０ＩＵ／ｍＬ、例えば５０～１００ＩＵ／ｍＬ、例えば１００～１５０ＩＵ／
ｍＬ、例えば１５０～２００ＩＵ／ｍＬ、例えば２００～２５０ＩＵ／ｍＬ、例えば２５
０～３００ＩＵ／ｍＬ、例えば３００～３５０ＩＵ／ｍＬ、例えば３５０～４００ＩＵ／
ｍＬ、例えば４００～４５０ＩＵ／ｍＬ、例えば４５０～５００ＩＵ／ｍＬ、例えば５０
０～７５０ＩＵ／ｍＬ、例えば７５０～１０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１０００～１５００
ＩＵ／ｍＬ、例えば１５００～２０００ＩＵ／ｍＬ、例えば２０００～２５００ＩＵ／ｍ
Ｌ、例えば２５００～３０００ＩＵ／ｍＬ、例えば３０００～３５００ＩＵ／ｍＬ、例え
ば３５００～４０００ＩＵ／ｍＬ、例えば４０００～４５００ＩＵ／ｍＬ、例えば４５０
０～５０００ＩＵ／ｍＬ、例えば５０００～５５００ＩＵ／ｍＬ、例えば５５００～６０
００ＩＵ／ｍＬ、例えば６０００～６５００ＩＵ／ｍＬ、例えば６５００～７０００ＩＵ
／ｍＬ、例えば７０００～７５００ＩＵ／ｍＬ、例えば７５００～８０００ＩＵ／ｍＬ、
例えば８０００～８５００ＩＵ／ｍＬ、例えば８５００～９０００ＩＵ／ｍＬ、例えば９
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０００～９５００ＩＵ／ｍＬ、例えば９５００～１０，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１０，
０００～１１，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１１，０００～１２，０００ＩＵ／ｍＬ、例え
ば１２，０００～１３，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１３，０００～１４，０００ＩＵ／ｍ
Ｌ、例えば１４，０００～１５，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１５，０００～１６，０００
ＩＵ／ｍＬ、例えば１６，０００～１７，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１７，０００～１８
，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１８，０００～１９，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１９，００
０～２０，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば２０，０００～２５，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば２
５，０００～３０，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば３０，０００～３５，０００ＩＵ／ｍＬ、
例えば３５，０００～４０，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば４０，０００～４５，０００ＩＵ
／ｍＬ、例えば４５，０００～５０，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば５０，０００～５５，０
００ＩＵ／ｍＬ、例えば５５，０００～６０，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば６０，０００～
６５，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば６５，０００～７０，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば７０，
０００～７５，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば７５，０００～８０，０００ＩＵ／ｍＬ、例え
ば８０，０００～８５，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば８５，０００～９０，０００ＩＵ／ｍ
Ｌ、例えば９０，０００～９５，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば９５，０００～１００，００
０ＩＵ／ｍＬ、例えば１００，０００～１５０，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１５０，００
０～２００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば２００，０００～２５０，０００ＩＵ／ｍＬ、例
えば２５０，０００～３００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば３００，０００～３５０，００
０ＩＵ／ｍＬ、例えば３５０，０００～４００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば４００，００
０～４５０，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば４５０，０００～５００，０００ＩＵ／ｍＬ、例
えば５００，０００～５５０，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば５５０，０００～６００，００
０ＩＵ／ｍＬ、例えば６００，０００～６５０，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば６５０，００
０～７００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば７００，０００～７５０，０００ＩＵ／ｍＬ、例
えば７５０，０００～８００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば８００，０００～８５０，００
０ＩＵ／ｍＬ、例えば８５０，０００～９００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば９００，００
０～９５０，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば９５０，０００～１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ
の範囲の濃度で存在する。
【０１５５】
　一実施態様においては、生物活性剤は酵素であり、この酵素は、流体または液状組成物
中に、１～１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１０～１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ
、例えば５０～１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１００～１，０００，０００ＩＵ
／ｍＬ、例えば１５０～１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば２００～１，０００，０
００ＩＵ／ｍＬ、例えば２５０～１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば３００～１，０
００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば３５０～１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば４００
～１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば４５０～１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ、例え
ば５００～１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば７５０～１，０００，０００ＩＵ／ｍ
Ｌ、例えば１０００～１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１５００～１，０００，０
００ＩＵ／ｍＬ、例えば２０００～１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば２５００～１
，０００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば３０００～１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば
３５００～１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば４０００～１，０００，０００ＩＵ／
ｍＬ、例えば４５００～１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば５０００～１，０００，
０００ＩＵ／ｍＬ、例えば５５００～１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば６０００～
１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば６５００～１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ、例え
ば７０００～１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば７５００～１，０００，０００ＩＵ
／ｍＬ、例えば８０００～１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば８５００～１，０００
，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば９０００～１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば９５００
～１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１０，０００～１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ
、例えば１１，０００～１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１２，０００～１，００
０，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１３，００～１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１４
，０００～１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１５，０００～１，０００，０００Ｉ
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Ｕ／ｍＬ、例えば１６，０００～１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１７，０００～
１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１８，０００～１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ、
例えば１９，０００～１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば２０，０００～１，０００
，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば２５，０００～１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば３０
，０００～１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば３５，０００～１，０００，０００Ｉ
Ｕ／ｍＬ、例えば４０，０００～１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば４５，０００～
１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば５０，０００～１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ、
例えば５５，０００～１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば６０，０００～１，０００
，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば６５，０００～１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば７０
，０００～１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば７５，０００～１，０００，０００Ｉ
Ｕ／ｍＬ、例えば８０，０００～１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば８５，０００～
１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば９０，０００～１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ、
例えば９５，０００～１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１００，０００～１，００
０，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１５０，０００～１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば
２００，０００～１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば２５０，０００～１，０００，
０００ＩＵ／ｍＬ、例えば３００，０００～１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば３５
０，０００～１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば４００，０００～１，０００，００
０ＩＵ／ｍＬ、例えば４５０，０００～１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば５００，
０００～１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば５５０，０００～１，０００，０００Ｉ
Ｕ／ｍＬ、例えば６００，０００～１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば６５０，００
０～１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば７００，０００～１，０００，０００ＩＵ／
ｍＬ、例えば７５０，０００～１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば８００，０００～
１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば８５０，０００～１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ
、例えば９００，０００～１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば９５０，０００～１，
０００，０００ＩＵ／ｍＬの範囲の濃度で存在する。
【０１５６】
　更に他の実施態様においては、生物活性剤は酵素であり、この酵素は、流体または液状
組成物中に、１～１０ＩＵ／ｍＬ、例えば１～５０ＩＵ／ｍＬ、例えば１～１００ＩＵ／
ｍＬ、例えば１～１５０ＩＵ／ｍＬ、例えば１～２００ＩＵ／ｍＬ、例えば１～２５０Ｉ
Ｕ／ｍＬ、例えば１～３００ＩＵ／ｍＬ、例えば１～３５０ＩＵ／ｍＬ、例えば１～４０
０ＩＵ／ｍＬ、例えば１～４５０ＩＵ／ｍＬ、例えば１～５００ＩＵ／ｍＬ、例えば１～
７５０ＩＵ／ｍＬ、例えば１～１０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１～１５００ＩＵ／ｍＬ、例
えば１～２０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１～２５００ＩＵ／ｍＬ、例えば１～３０００ＩＵ
／ｍＬ、例えば１～３５００ＩＵ／ｍＬ、例えば１～４０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１～４
５００ＩＵ／ｍＬ、例えば１～５０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１～５５００ＩＵ／ｍＬ、例
えば１～６０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１～６５００ＩＵ／ｍＬ、例えば１～７０００ＩＵ
／ｍＬ、例えば１～７５００ＩＵ／ｍＬ、例えば１～８０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１～８
５００ＩＵ／ｍＬ、例えば１～９０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１～９５００ＩＵ／ｍＬ、例
えば１～１０，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１～１１，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１～１２
，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１～１３，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１～１４，０００ＩＵ
／ｍＬ、例えば１～１５，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１～１６，０００ＩＵ／ｍＬ、例え
ば１～１７，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１～１８，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１～１９，
０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１～２０，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１～２５，０００ＩＵ／
ｍＬ、例えば１～３０，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１～３５，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば
１～４０，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１～４５，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１～５０，０
００ＩＵ／ｍＬ、例えば１～５５，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１～６０，０００ＩＵ／ｍ
Ｌ、例えば１～６５，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１～７０，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１
～７５，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１～８０，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１～８５，００
０ＩＵ／ｍＬ、例えば１～９０，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１～９５，０００ＩＵ／ｍＬ
、例えば１～１００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１～１５０，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば
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１～２００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１～２５０，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１～３０
０，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１～３５０，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１～４００，００
０ＩＵ／ｍＬ、例えば１～４５０，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１～５００，０００ＩＵ／
ｍＬ、例えば１～５５０，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１～６００，０００ＩＵ／ｍＬ、例
えば１　～６５０，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１～７００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１
～７５０，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１～８００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１～８５０
，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１～９００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１～９５０，０００
ＩＵ／ｍＬ、例えば１～１，０００，０００ＩＵ／ｍＬの範囲の濃度で存在する。
【０１５７】
　一実施態様においては、生物活性剤は、流体または液状組成物中に、１，０００，００
０ｍｇ／ｍＬ未満、例えば９００，０００ｍｇ／ｍＬ未満、例えば８００，０００ｍｇ／
ｍＬ未満、例えば７００，０００ｍｇ／ｍＬ未満、例えば６００，０００ｍｇ／ｍＬ未満
、例えば５００，０００ｍｇ／ｍＬ未満、例えば４００，０００ｍｇ／ｍＬ未満、例えば
３００，０００ｍｇ／ｍＬ未満、例えば２００，０００ｍｇ／ｍＬ未満、例えば１００，
０００ｍｇ／ｍＬ未満、例えば９０，０００ｍｇ／ｍＬ未満、例えば８０，０００ｍｇ／
ｍＬ未満、例えば７０，０００ｍｇ／ｍＬ未満、例えば６０，０００ｍｇ／ｍＬ未満、例
えば５０，０００ｍｇ／ｍＬ未満、例えば４０，０００ｍｇ／ｍＬ未満、例えば３０，０
００ｍｇ／ｍＬ未満、例えば２０，０００ｍｇ／ｍＬ未満、例えば１０，０００ｍｇ／ｍ
Ｌ未満、例えば９０００ｍｇ／ｍＬ未満、例えば８０００ｍｇ／ｍＬ未満、例えば７００
０ｍｇ／ｍＬ未満、例えば６０００ｍｇ／ｍＬ未満、例えば５０００ｍｇ／ｍＬ未満、例
えば４０００ｍｇ／ｍＬ未満、例えば３０００ｍｇ／ｍＬ未満、例えば２０００ｍｇ／ｍ
Ｌ未満、例えば１０００ｍｇ／ｍＬ未満、例えば９００ｍｇ／ｍＬ未満、例えば８００ｍ
ｇ／ｍＬ未満、例えば７００ｍｇ／ｍＬ未満、例えば６００ｍｇ／ｍＬ未満、例えば５０
０ｍｇ／ｍＬ未満、例えば４００ｍｇ／ｍＬ未満、例えば３００ｍｇ／ｍＬ未満、例えば
２００ｍｇ／ｍＬ未満、例えば１００ｍｇ／ｍＬ未満、例えば１０ｍｇ／ｍＬ未満、例え
ば１ｍｇ／ｍＬ未満、例えば１０００μｇ／ｍＬ未満、例えば９００μｇ／ｍＬ未満、例
えば８００μｇ／ｍＬ未満、例えば７００μｇ／ｍＬ未満、例えば６００μｇ／ｍＬ未満
、例えば５００μｇ／ｍＬ未満、例えば４００μｇ／ｍＬ未満、例えば３００μｇ／ｍＬ
未満、例えば２００μｇ／ｍＬ未満、例えば１００μｇ／ｍＬ未満、例えば１０μｇ／ｍ
Ｌ未満、例えば１μｇ／ｍＬ未満、例えば１０００ｎｇ／ｍＬ未満、例えば９００ｎｇ／
ｍＬ未満、例えば８００ｎｇ／ｍＬ未満、例えば７００ｎｇ／ｍＬ未満、例えば６００ｎ
ｇ／ｍＬ未満、例えば５００ｎｇ／ｍＬ未満、例えば４００ｎｇ／ｍＬ未満、例えば３０
０ｎｇ／ｍＬ未満、例えば２００ｎｇ／ｍＬ未満、例えば１００ｎｇ／ｍＬ未満、例えば
１０ｎｇ／ｍＬ未満、例えば１ｎｇ／ｍＬ未満未満の濃度で存在する。
【０１５８】
　一実施態様においては、生物活性剤は、流体または液状組成物中に、１ｎｇ／ｍＬ～１
，０００，０００ｍｇ／ｍＬ；例えば１～１０ｎｇ／ｍＬ、例えば１０～１００ｎｇ／ｍ
Ｌ、例えば１００～２００ｎｇ／ｍＬ、例えば３００～４００ｎｇ／ｍＬ、例えば４００
～５００ｎｇ／ｍＬ、例えば５００～６００ｎｇ／ｍＬ、例えば６００～７００ｎｇ／ｍ
Ｌ、例えば７００～８００ｎｇ／ｍＬ、例えば８００～９００ｎｇ／ｍＬ、例えば９００
～１０００ｎｇ／ｍＬ、例えば１～１０μｇ／ｍＬ、例えば１０～１００μｇ／ｍＬ、例
えば１００～２００μｇ／ｍＬ、例えば２００～３００μｇ／ｍＬ、例えば３００～４０
０μｇ／ｍＬ、例えば４００～５００μｇ／ｍＬ、例えば５００～６００μｇ／ｍＬ、例
えば６００～７００μｇ／ｍＬ、例えば７００～８００μｇ／ｍＬ、例えば８００～９０
０μｇ／ｍＬ、例えば９００～１０００μｇ／ｍＬ、例えば１～１０ｍｇ／ｍＬ、例えば
１０～１００ｍｇ／ｍＬ、例えば１００～２００ｍｇ／ｍＬ、例えば２００～３００ｍｇ
／ｍＬ、例えば３００～４００ｍｇ／ｍＬ、例えば４００～５００ｍｇ／ｍＬ、例えば５
００～６００ｍｇ／ｍＬ、例えば６００～７００ｍｇ／ｍＬ、例えば７００～８００ｍｇ
／ｍＬ、例えば８００～９００ｍｇ／ｍＬ、例えば９００～１０００ｍｇ／ｍＬ、例えば
１０００～２０００ｍｇ／ｍＬ、例えば２０００～３０００ｍｇ／ｍＬ、例えば３０００
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～４０００ｍｇ／ｍＬ、例えば４０００～５０００ｍｇ／ｍＬ、例えば５０００～６００
０ｍｇ／ｍＬ、例えば６０００～７０００ｍｇ／ｍＬ、例えば７０００～８０００ｍｇ／
ｍＬ、例えば８０００～９０００ｍｇ／ｍＬ、例えば９０００～１０，０００ｍｇ／ｍＬ
、例えば１０，０００～２０，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば２０，０００～３０，０００ｍ
ｇ／ｍＬ、例えば３０，０００～４０，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば４０，０００～５０，
０００ｍｇ／ｍＬ、例えば５０，０００～６０，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば６０，０００
～７０，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば７０，０００～８０，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば８０
，０００～９０，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば９０，０００～１００，０００ｍｇ／ｍＬ、
例えば１００，０００～２００，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば２００，０００～３００，０
００ｍｇ／ｍＬ、例えば３００，０００～４００，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば４００，０
００～５００，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば５００，０００～６００，０００ｍｇ／ｍＬ、
例えば６００，０００～７００，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば７００，０００～８００，０
００ｍｇ／ｍＬ、例えば８００，０００～９００，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば９００，０
００～１，０００，０００ｍｇ／ｍＬの範囲の濃度で存在する。
【０１５９】
　一実施態様においては、生物活性剤は、流体または液状組成物中に、１ｎｇ／ｍＬ～１
，０００，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば１０ｎｇ／ｍＬ～１，０００，０００ｍｇ／ｍＬ、
例えば１００ｎｇ／ｍＬ～１，０００，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば３００ｎｇ／ｍＬ～ｍ
ｇ／ｍＬ、例えば４００ｎｇ／ｍＬ～１，０００，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば５００ｎｇ
／ｍＬ～１，０００，０００ｍＬ、例えば６００ｎｇ／ｍＬ～１，０００，０００ｍｇ／
ｍＬ、例えば７００ｎｇ／ｍＬ～１，０００，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば８００ｎｇ／ｍ
Ｌ～１，０００，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば９００ｎｇ／ｍＬ～１，０００，０００ｍｇ
／ｍＬ、例えば１μｇ／ｍＬ～１，０００，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば１０μｇ／ｍＬ～
１，０００，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば１００μｇ／ｍＬ～１，０００，０００ｍｇ／ｍ
Ｌ、例えば２００μｇ／ｍＬ～１，０００，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば３００μｇ／ｍＬ
～１，０００，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば４００μｇ／ｍＬ～１，０００，０００ｍｇ／
ｍＬ、例えば５００μｇ／ｍＬ～１，０００，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば６００μｇ／ｍ
Ｌ～１，０００，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば７００μｇ／ｍＬ～１，０００，０００ｍｇ
／ｍＬ、例えば８００μｇ／ｍＬ～１，０００，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば９００μｇ／
ｍＬ～１，０００，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば１～１，０００，０００ｍｇ／ｍＬ、例え
ば１０～１，０００，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば１００～１，０００，０００ｍｇ／ｍＬ
、例えば２００～１，０００，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば３００～１，０００，０００ｍ
ｇ／ｍＬ、例えば４００～１，０００，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば５００～１，０００，
０００ｍｇ／ｍＬ、例えば６００～１，０００，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば７００～１，
０００，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば８００～１，０００，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば９０
０～１，０００，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば１０００～１，０００，０００ｍｇ／ｍＬ、
例えば２０００～１，０００，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば３０００～１，０００，０００
ｍｇ／ｍＬ、例えば４０００～１，０００，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば５０００～１，０
００，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば６０００～１，０００，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば７０
００～１，０００，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば８０００～１，０００，０００ｍｇ／ｍＬ
、例えば９０００～１，０００，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば１０，０００～１，０００，
０００ｍｇ／ｍＬ、例えば２０，０００～１，０００，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば３０，
０００～１，０００，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば４０，０００～１，０００，０００ｍｇ
／ｍＬ、例えば５０，０００～１，０００，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば６０，０００～１
，０００，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば７０，０００～１，０００，０００ｍｇ／ｍＬ、例
えば８０，０００～１，０００，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば９０，０００～１，０００，
０００ｍｇ／ｍＬ、例えば１００，０００～１，０００，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば２０
０，０００～１，０００，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば３００，０００～１，０００，００
０ｍｇ／ｍＬ、例えば４００，０００～１，０００，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば５００，
０００～１，０００，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば６００，０００～１，０００，０００ｍ
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ｇ／ｍＬ、例えば７００，０００～１，０００，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば８００，００
０～１，０００，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば９００，０００～１，０００，０００ｍｇ／
ｍＬの範囲の濃度で存在する。
【０１６０】
　更に他の実施態様においては、生物活性剤は、流体または液状組成物中に、１～１０ｎ
ｇ／ｍＬ、例えば１～１００ｎｇ／ｍＬ、例えば１～２００ｎｇ／ｍＬ、例えば１～４０
０ｎｇ／ｍＬ、例えば１～５００ｎｇ／ｍＬ、例えば１～６００ｎｇ／ｍＬ、例えば１～
７００ｎｇ／ｍＬ、例えば１～８００ｎｇ／ｍＬ、例えば１～９００ｎｇ／ｍＬ、例えば
１～１０００ｎｇ／ｍＬ、例えば１ｎｇ／ｍＬ～１０μｇ／ｍＬ、例えば１ｎｇ／ｍＬ～
１００μｇ／ｍＬ、例えば１ｎｇ／ｍＬ～２００μｇ／ｍＬ、例えば１ｎｇ／ｍＬ～３０
０μｇ／ｍＬ、例えば１ｎｇ／ｍＬ～４００μｇ／ｍＬ、例えば１ｎｇ／ｍＬ～５００μ
ｇ／ｍＬ、例えば１ｎｇ／ｍＬ～６００μｇ／ｍＬ、例えば１ｎｇ／ｍＬ～７００μｇ／
ｍＬ、例えば１ｎｇ／ｍＬ～８００μｇ／ｍＬ、例えば１ｎｇ／ｍＬ～９００μｇ／ｍＬ
、例えば１ｎｇ／ｍＬ～１０００μｇ／ｍＬ、例えば１ｎｇ／ｍＬ～１０ｍｇ／ｍＬ、例
えば１ｎｇ／ｍＬ～１００ｍｇ／ｍＬ、例えば１ｎｇ／ｍＬ～２００ｍｇ／ｍＬ、例えば
１　ｎｇ／ｍＬ～３００ｍｇ／ｍＬ、例えば１ｎｇ／ｍＬ～４００ｍｇ／ｍＬ、例えば１
ｎｇ／ｍＬ～５００ｍｇ／ｍＬ、例えば１ｎｇ／ｍＬ～６００ｍｇ／ｍＬ、例えば１ｎｇ
／ｍＬ～７００ｍｇ／ｍＬ、例えば１ｎｇ／ｍＬ～８００ｍｇ／ｍＬ、例えば１ｎｇ／ｍ
Ｌ～９００ｍｇ／ｍＬ、例えば１ｎｇ／ｍＬ～１０００ｍｇ／ｍＬ、例えば１ｎｇ／ｍＬ
～２０００ｍｇ／ｍＬ、例えば１ｎｇ／ｍＬ～３０００ｍｇ／ｍＬ、例えば１ｎｇ／ｍＬ
～４０００ｍｇ／ｍＬ、例えば１ｎｇ／ｍＬ～５０００ｍｇ／ｍＬ、例えば１ｎｇ／ｍＬ
～６０００ｍｇ／ｍＬ、例えば１ｎｇ／ｍＬ～７０００ｍｇ／ｍＬ、例えば１ｎｇ／ｍＬ
～８０００ｍｇ／ｍＬ、例えば１ｎｇ／ｍＬ～９０００ｍｇ／ｍＬ、例えば１ｎｇ／ｍＬ
～１０，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば１ｎｇ／ｍＬ～２０，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば１ｎ
ｇ／ｍＬ～３０，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば１ｎｇ／ｍＬ～４０，０００ｍｇ／ｍＬ、例
えば１ｎｇ／ｍＬ～５０，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば１ｎｇ／ｍＬ～６０，０００ｍｇ／
ｍＬ、例えば１ｎｇ／ｍＬ～７０，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば１ｎｇ／ｍＬ～８０，００
０ｍｇ／ｍＬ、例えば１ｎｇ／ｍＬ～９０，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば１ｎｇ／ｍＬ～１
００，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば１ｎｇ／ｍＬ～２００，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば１ｎ
ｇ／ｍＬ～３００，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば１ｎｇ／ｍＬ～４００，０００ｍｇ／ｍＬ
、例えば１ｎｇ／ｍＬ～５００，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば１ｎｇ／ｍＬ～６００，００
０ｍｇ／ｍＬ、例えば１ｎｇ／ｍＬ～７００，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば１ｎｇ／ｍＬ～
８００，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば１ｎｇ／ｍＬ～９００，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば１
ｎｇ／ｍＬ～１，０００，０００ｍｇ／ｍＬの範囲の濃度で存在する。
【０１６１】
　各液滴中の生物活性剤の濃度は基本的に同じであり、本発明のプリンターから放出され
る任意の２個の液滴の濃度は、１０％未満、例えば８％未満、例えば６％未満、例えば４
％未満、例えば２％未満、例えば１％未満で変化し得る。任意の２個の液滴の濃度は、０
．１～１０％、例えば０．１～１％、例えば１～２％、例えば２～３％、例えば３～４％
、例えば４～５％、例えば５～６％、例えば６～７％、例えば７～８％、例えば８～９％
、例えば９～１０％の範囲で変化し得る。
【０１６２】
　均一な分布
　本発明のマトリクス材料に流体または液状組成物を印刷する場合、組成物はマトリクス
材料上に均一な様式で分布されるであろう。すなわち、それらは、マトリクス材料の全体
にわたって基本的に組成物の濃度勾配がない。これは、均一な分布に起因する均一なパタ
ーンであると考えられる。更に、印刷技術を用いた沈着は、非常に正確でもあり、マトリ
クス材料の別個の位置への特定の沈着を可能にする。
【０１６３】
　均一な分布は、予め決められ、かつ基本的に固定されている、液滴容量比、各液滴の間
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の距離、および液滴の生物活性剤の濃度の使用に起因する。このような比を達成すること
は印刷技術を用いて可能であり、マトリクス材料の面積単位あたりの流体または液状組成
物および／または生物活性剤の基本的に同一の量または容量の沈着を可能にする。このよ
うな均一な分布の達成は、噴霧のような従来の技術から得ることは不可能である。
【０１６４】
　液滴の容量またはサイズについての特定の数値、各液滴間の距離、および組成物の生物
活性材料の液滴濃度は上述した。任意の実施態様においては、液滴容量間の比、各液滴間
の距離、および液滴の濃度を決定するために用いられる所定の値は、本明細書に開示され
る任意の値から選択することができる。
【０１６５】
最初に流体または液状である医薬組成物の均一な分布は、任意の２個の面積単位が、印刷
された組成物の容量または生物活性剤の濃度において、最大で１０％、例えば最大で８％
、例えば最大で６％、例えば最大で４％、例えば最大で２％、例えば最大で１％変化し得
る分布として定義され得る。任意の２個の面積単位は、０．１～１０％、例えば０．１～
１％、例えば１～２％、例えば２～３％、例えば３～４％、例えば４～５％、例えば５～
６％、例えば６～７％、例えば７～８％、例えば８～９％、例えば９～１０％の範囲で変
化し得る均一な分布を有する。
【０１６６】
　均一な分布は、マトリクス材料と接触するプリントヘッドのノズルを残す基本的に全て
の流体または液状組成物にも由来するが、基本的に流体または液状組成物は工程中に消費
されない。マトリクス材料と接触しない流体または液状組成物の量は、１０％未満、例え
ば８％未満、例えば６％未満、例えば４％未満、例えば２％未満、例えば１％未満である
。
【０１６７】
　止血剤および抗線維素溶解薬
　止血剤、または凝結促進剤または血栓剤は、止血を誘発する薬剤である。従って、それ
らは血液凝固または凝固のためにバランスを移動する。抗線維素溶解薬は止血剤でもあり
、それらは形成された血餅の分解を阻止する。
【０１６８】
　好ましい実施態様においては、本発明の装置は止血装置である。従って、止血装置は止
血剤で印刷されていてもよい。
【０１６９】
　本明細書に開示される止血装置は薬剤として用いることができる。従って、本発明の更
なる態様は、本明細書に開示される医薬組成物を装置に印刷し、止血を促進するためにこ
の装置を用いることを含む、止血を必要とする患者において止血を促進する方法に関する
。
【０１７０】
　以下は、一実施態様において、本発明の装置に印刷される組成物中に含まれ得る止血剤
の非限定的な例である。
【０１７１】
　止血剤の特定の例には、プロトロンビンおよび／またはトロンビン、フィブリノーゲン
および／またはフィブリン、第Ｖおよび／またはＶａ因子、第ＶＩＩおよび／またはＶＩ
Ｉａ因子、第ＶＩＩＩおよび／またはＶＩＩＩａ因子、第ＩＸおよび／またはＩＸａ因子
、第Ｘおよび／またはＸａ因子、第ＸＩおよび／またはＸＩａ因子、第ＸＩＩおよび／ま
たはＸＩＩａ因子、第因ＸＩＩＩおよび／またはＸＩＩＩ因子の群から選択される凝固因
子ならびにそれらの組み合わせが含まれる。このような化合物はブタまたはヒトのような
任意の哺乳動物起源であってもよく、または当業者に周知の方法により組換え手段により
得ることができる。
【０１７２】
　凝固因子合成を阻害し、または消費が増大した患者において、血友病を治療するため、
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れる。プロトロンビン複合体濃縮物、寒冷沈降物および凍結血漿は、通常に用いられてい
る凝固因子製品である。組換え型活性化ヒト第ＶＩＩ因子が、大量出血の治療においてま
すます一般的になっている。
【０１７３】
　フィブロネクチンは、創傷治癒の増殖期において線維芽細胞により排出される。フィブ
リンおよびフィブロネクチンは一緒に架橋し、タンパク質および粒子を捕捉し、更なる血
液損失を阻止する栓を形成する。フィブリン－フィブロネクチン栓はまた、コラーゲンが
沈着するまでの創傷の主な構造支柱である。
【０１７４】
　止血を促進するために組成物中に含まれ得る追加の薬剤には、凝固を補助するカルシウ
ムイオン、およびアルギニンバソプレッシン受容体１Ａを活性化することにより血小板機
能を向上するデスモプレシンが含まれる。
【０１７５】
　抗線維素溶解薬は、トラネキサム酸、アミノカプロン酸、アプロチニン、ペプスタチン
、ロイペプチン、アンチパイン、キモスタチン、ガベキサートおよびそれらの混合物から
なる群から選択され得る。本発明の好ましい実施態様においては、任意の抗線維素溶解薬
が組成物に含まれる場合、トラネキサム酸は組成物の一部を含む。
【０１７６】
　更に、ゼオライトのような吸収剤および他の止血剤の使用も、重症の傷害を急速に塞ぐ
ために用いるのに模索されている。
【０１７７】
　ＱｕｉｋＣｌｏｔ（登録商標）ブランドの止血剤は、Ｚ－Ｍｅｄｉｃａ　Ｃｏｒｐｏｒ
ａｔｉｏｎにより製造されている。元のＱｕｉｋＣｌｏｔ（登録商標）は、出血を止める
ために、創傷に直接注ぐことのできる顆粒の製品である。それは、血液から水を吸収する
ことにより出血を止め、それによって凝固因子を濃縮し、血小板を活性化し、凝固カスケ
ード中の工程を促進する。それは、「かご」分子内に分子を捕捉し、水素結合を生成する
ことにより捕捉された分子を維持するゼオライト、モレキュラーシーブからなる。結合の
生成は熱を発生し、それは元のＱｕｉｋＣｌｏｔ（登録商標）ブランドの止血剤の欠点で
ある。新型製品は発熱反応を弱め、および取り除いたＺ－Ｍｅｄｉｃａを発展させたもの
である。
【０１７８】
　止血または創傷治癒の効果さえ有する適切な吸収性材料の他の例には、ゼラチン、コラ
ーゲン、キチン、キトサン、アルギン酸塩、セルロース、ポリグリコール酸、ポリ酢酸お
よびそれらの混合物が含まれる。直鎖または架橋形態、塩、エステル等のそれらの種々の
形態も、本発明の止血粉末に含ませる生物学的吸収性材料として用いることができること
が理解されるであろう。
【０１７９】
　本発明の文脈において、「生物学的吸収性」は、製造される前記粉末の材料が、血流内
に輸送されることを可能にするサイズを有する低分子に対し、体内で分解され得ることを
説明するために用いられる用語である。前記分解および吸収により、材料は、塗布部位か
ら徐々に移動するであろう。例えば、変性ゼラチンは組織のタンパク質分解酵素により吸
収可能な低分子に分解され、それによって、組織に塗布された時に変性ゼラチン粉末は、
通常約３～６週間以内に、出血表面および粘膜に塗布された時には通常３～５日以内に吸
収される。
【０１８０】
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【表１】

表１：止血剤および抗線維素溶解薬
【０１８１】
　創傷治癒促進剤
　一実施態様においては、本発明の装置は創傷治癒装置である。従って、創傷治癒装置は
創傷治癒剤または創傷治癒促進剤で印刷されていてもよい。創傷治癒剤は、創傷治癒過程
を促進する薬剤である。
【０１８２】
　本明細書に開示される創傷治癒装置は薬剤として用いることができる。従って、本発明
の更なる態様は、本明細書に開示される医薬組成物を装置に印刷し、この装置を創傷治癒
を促進するために用いることを含む、創傷治癒を必要とする患者における創傷治癒を促進
する方法に関する。
【０１８３】
　以下に、一実施態様において、本発明の装置に印刷される組成物中に含まれ得る創傷治
癒剤の非限定的例を示す。
【０１８４】
　創傷治癒剤は装置上に単独で存在してもよく、例えば、根本的な感染の治療を同時また
は連続的に行う、痛む部位または他の感染により損傷された組織の治癒を促進するための
抗生物質、抗真菌剤、抗ウイルス剤と共に組み合わせるかまたは用いてもよい。
【０１８５】
　更に、治癒を促進する成長因子を、創傷治癒を促進するための装置に印刷するための組
成物中で使用してもよい。
【０１８６】
　血管を構築し、それによって局部血流量を減少する、アドレナリンまたは他の物質を、
創傷治癒を促進するための装置に印刷するための組成物中で使用してもよい。血管収縮を
誘発する因子は、身体自体からの反応として、薬物療法のような外因性の起源があり、ま
た内因性である場合がある。薬剤の例には、抗ヒスタミン剤、例えば、ジフェンヒドラミ
ン、ロラタジン、メクリジンおよびケチアピンを含むＨ１受容体拮抗薬；ヒスタミン遊離
の阻害剤、例えばクロモグリケート（クロモリン）およびネドクロミルを含む肥満細胞安
定剤；カフェイン：充血除去剤、例えば、アドレナリン受容体ａ１で機能するエフェドリ
ン、オキシメタゾリン、フェニレフリン、シュードエフェドリン、トラマゾリン、フェニ
ルプロパノールアミン（ＰＰＡ）およびキシロメタゾリンが含まれる。
【０１８７】
　活性創傷治癒化合物は、損傷された組織の急速な治癒を促進するための上皮細胞増殖因
子、線維芽細胞増殖因子、血小板由来増殖因子、形質転換増殖因子アルファ、形質転換増
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殖因子ベータ、およびインシュリン様増殖因子（Ｂｒｕｎｔ，Ｊ．Ｖ．，ａｎｄ　Ｔｉｌ
ａｎｓｎｅｒ，Ａ．，Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　６：２５－３０（１９８８））等の
組織治癒促進剤と組み合わせ、または同時もしくは連続的に用いることができる。
【０１８８】
　ステロイドは、創傷治癒を遅延することが知られているので、アレルギーまたは炎症過
程に苦しんでいる患者において傷害の治癒を促進するために、コルチコステロイドおよび
抗炎症剤を本発明の装置に印刷することも有用である。
【０１８９】
　創傷の治療のための方法において、本発明の装置の表面に以下の化合物を印刷すること
ができる。それらには、アラントイン、レチン酸、アロエベラ、グリシン、ビタミンＡ、
ビタミンＢ、特にニコチンアミド、ビタミンＣおよびＥ、抗菌剤（例えば４級アンモニウ
ム化合物、バシトラシン、ネオマイシンおよびポリミキシン）、ヒレハリソウの根の製剤
、血小板および／または血小板抽出物、リボヌクレオシド、プロリン、リジン、エラスチ
ン、グリコサミノグリカン、スペルミジン、スペルミン、プトレシン、血管新生因子、亜
鉛、アルファ－１アンチトリプシン、ＳＬＰＩ（分泌性白血球プロテアーゼ阻害剤）、お
よびソマトメジン、ラミン、ＥＧＦ（上皮細胞増殖因子）、ＩＧＦ１／２（インシュリン
様増殖因子１または２）、ＰＤＧＦ（血小板由来増殖因子）、ＦＧＦ（線維芽細胞増殖因
子）、ＴＧＦ（形質転換増殖因子）、ＭＤＧＦ（マクロファージ由来増殖因子）ＮＧＦ（
ニューロン成長因子）、ＰＤＥＣＧＦ（血小板由来内皮細胞増殖因子）、ＫＧＦ（ケラチ
ノサイト増殖因子）およびＴＮＦ（腫瘍壊死因子）のような種々のペプチド増殖因子が含
まれるが、これらに限定されない。本発明の薬学的に活性な装置は、火傷および他の創傷
を治療し、皮膚または角膜移植の治癒を補助するために合成皮膚と一緒に用いてもよい。
【０１９０】
　抗菌剤は、抗生物質およびスルホンアミド類、抗ウイルス化合物、抗真菌剤および抗感
染症薬のような、殺菌剤または静菌剤から選択することができる。抗生物質は、例えば、
β－ラクタム、ペニシリン類、セファロスポリン類、モノバクタム類、マクロライド類、
ポリミキシン類、テトラサイクリン類、クロラムフェニコール、スリメトプリム、アミノ
グリコシド類、クリンダマイシンおよびメトロニダゾールから選択することができ；スル
ホンアミド類は、例としてスルファジミジンまたはスルファジメトキシンから選択するこ
とができ；抗真菌剤は、アムホテリシンＢ、ケトコナゾールおよびミコナゾールから選択
することができ；抗ウイルス薬はイドクスウリジンおよびアジドチミジンから選択するこ
とができる。適切な抗感染症薬は、例としてハロゲン類、クロロヘキシジンおよび４級ア
ンモニウム化合物から選択することができる。抗菌および静菌化合物の他の例には、銀イ
オン、特に銀イオン錯体の形態が含まれる。
【０１９１】
　本発明の使用のための医学または獣医学の適応には、以下の状況が含まれるが、これら
に限定されない。医薬組成物は、身体の皮膚または胃腸粘膜に対する機械的損傷にさらさ
れた皮膚または他の組織の機械的損傷または擦過傷の治癒を促進するために用いることが
できる。本発明は、皮膚に与えられた火傷、およびこのような外傷にさらされ得るあらゆ
る下層組織の治癒を促進するためにも用いることができる。火傷は、熱、イオン化放射線
、日光を含む紫外線照射、電気または化学物質により引き起こされるものであり得る。
【０１９２】
　一実施態様においては、本発明の薬学的に活性な装置は、正常な創傷治癒が悪化する状
況においても有用である。治癒が不十分であるかまたは遅い創傷のタイプの例には、静脈
鬱血潰瘍、褥瘡性潰瘍、ならびに皮膚および消化管の創傷、または糖尿病患者の潰瘍、な
らびに放射線、癌化学療法（例えばアドリアマイシンまたはシクロホスファミド）、およ
び局所もしくは全身性抗炎症剤グルココルチコステロイドにさらされた患者の潰瘍が含ま
れる。
【０１９３】
　更に、本発明の組成物は、本発明の装置を導入し得る、身体の外部または内部のあらゆ
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る部位における切開痕の治癒を促進するために用いることができる。本発明の組成物は、
虚血性潰瘍、床ずれ、褥瘡、または糖尿病もしくは他の疾患過程により起こる潰瘍の治癒
を促進するためにも用いることができる。
【０１９４】
【表２】

表２：創傷治癒剤
【０１９５】
　接着剤
　組成物の接着力（粘着性）を向上させる適切な薬剤は、当業者に周知である。適切な薬
剤の１つのクラスには、単糖類、二糖類、オリゴ糖類、多糖類およびそれらの組み合わせ
のような糖類が含まれる。
【０１９６】
　本明細書で用いられる場合、「糖類」なる用語、ならびに「単糖類」、「二糖類」、「
オリゴ糖類」および「多糖類」なる用語は、１個以上のアミノ糖単位を含む糖類のような
、それらの誘導体をも包含する。本発明の文脈において、アミノ糖は、糖単位中の利用可
能な少なくとも１個のヒドロキシル基が、アミノ基、またはアセチル化アミノ基のような
アルカノイル化アミノ基で置換されている糖単位である。従って、１個以上のグルコサミ
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ンおよび／またはＮ－アセチルグルコサミン単位を含む糖類も、前記用語に包含されるこ
とが理解されるであろう。アミノ糖単位とは別に、糖類は、置換されていない糖単位、ま
たは例えばアルコキシ（例えば２，３－ジメチルグルコース）またはアシルオキシで置換
されている糖単位を含んでいてもよい。
【０１９７】
　単糖類の具体例には、グルコース、マンノース、フルクトース、トレオース、グロース
、アラビノース、リボース、エリスロース、リキソース、ガラクトース、ソルボース、ア
ルトロース、タロース、イドース、ラムノース、アロースおよびそれらの誘導体、例えば
、ペントサミン、ヘキソサミン、例えば、グルコサミンまたはＮ－アセチルグルコサミン
およびグルクロン酸が含まれる。特に、グルコースが好ましい。
【０１９８】
　二糖類の具体例には、ショ糖、マルトース、乳糖、セロビオース、ならびにそれらの誘
導体が含まれる。特に、ショ糖が好ましい。
【０１９９】
　多糖類の具体例には、グリコーゲン、キチン、キトサン、ジャガイモデンプンのような
デンプン、ならびにそれらの組み合わせが含まれる。多糖類誘導体の具体例には、コンド
ロイチン、コンドロイチン硫酸、ヒアルロン酸、デルマタン硫酸およびケラタン硫酸のよ
うなグリコサミノグリカン；ＤＥＡＥ－デキストランを含むアミノ化デキストラン；アミ
ノ化デンプン、アミノ化グリコーゲン、アミノ化セルロース、アミノ化ペクチン、ならび
にそれらの塩、錯体、誘導体および混合物が含まれる。
【０２００】
　本発明の興味深い実施態様においては、組成物は、更に前記組成物の接着力を向上する
薬剤を含み、前記薬剤は、グルコース、ショ糖およびそれらの混合物からなる群から選択
される。
【０２０１】
　組成物の接着力を向上する薬剤の他の例には、炭化水素樹脂、ロジン樹脂およびテルペ
ン樹脂が含まれる。炭化水素樹脂は、ＥｘｘｏｎＭｏｂｉｌからＥｓｃｏｒｅｚ（登録商
標）；ＥａｓｔｍａｎからＲｅｇａｌｉｔｅ（登録商標）、Ｐｉｃｃｏｔａｃ（登録商標
）およびＰｉｃｃｏ（登録商標）；ＢＰからＩｎｄｏｐｏｌ（登録商標）、またはＡｒｋ
ｏｎ（登録商標）の商品名で市販されている。ロジン樹脂の例には、水素化ウッドロジン
のエステル、例えば、水素化ウッドロジンのペンタエリスリトールエステル、部分的に水
素化されたウッドロジンのエステル、例えば、部分的に水素化されたウッドロジンのペン
タエリスリトールエステル、ウッドロジンのエステル、修飾されたウッドロジンのエステ
ル、部分的に二量体化されたウッドロジンのエステル、トールオイルロジンのエステル、
二量体化されたロジンのエステル、および類似のロジン、ならびにそれらの混合物が含ま
れる。このようなロジンエステルは、Ｆｏｒａｌ（登録商標）、Ｆｏｒａｌｙｎ（登録商
標）、Ｐｅｎｔａｌｙｎ（登録商標）、Ｐｅｒｍａｌｙｎ（登録商標）およびＳｔａｙｂ
ｅｌｉｔｅ（登録商標）の商品名で市販されている。
【０２０２】
　組成物の接着力を向上させる薬剤の更なる例には、しばしばスタークリアゴム（Ｓｔｅ
ｒｃｕｌｉａ　ｇｕｍ）とし知られているカラヤゴム、アラビアゴム、カラギーナンゴム
、カルボキシメチルセルロースナトリウムのようなセルロースエーテル、マヌバハニー（
Ｍａｎｕｂａ　Ｈｏｎｅｙ）、カゼイン、アルギン酸塩または脂肪酸エステル、例えばＷ
Ｏ９５／２６７１５に開示されている脂肪酸エステルのような脂肪酸エステル、ならびに
ヤモリ様またはヤモリにヒントを得た医療用接着剤が含まれる。
【０２０３】
　従って、本発明の興味深い実施態様においては、組成物は、組成物の接着力を向上させ
る少なくとも１種の薬剤を含んでいる。明らかに、薬剤の正確な量は用いられる具体的な
薬剤に依存して変化し得るが、組成物は、通常、組成物の全重量を基準として０．１～５
０％（ｗ／ｗ）の薬剤を含む。特に、好ましくは、組成物の接着力を向上させる薬剤が糖
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類である場合は、組成物は、組成物の全重量を基準として１～２５％（ｗ／ｗ）、例えば
５～２０％（ｗ／ｗ）、例えば５～１５％（ｗ／ｗ）、５～１０％（ｗ／ｗ）または１０
～１５％（ｗ／ｗ）を含む。
【０２０４】
　一実施態様においては、本発明の医薬組成物は、マトリクス材料の接着表面に印刷され
る。
【０２０５】
【表３】

表３：接着剤
【０２０６】
　界面活性剤
　本発明の他の興味深い実施態様においては、組成物は、更に、前記組成物の界面活性特
性を向上させる薬剤を含み、前記薬剤は、アニオン性界面活性剤、カチオン性界面活性剤
、非イオン性界面活性剤および界面活性生物学的修飾物質からなる群から選択される。
【０２０７】
　アニオン性界面活性剤の例には、ラウリン酸カリウム、ステアリン酸トリエタノールア
ミン、ラウリル硫酸ナトリウム、ドデシル硫酸ナトリウム、アルキルポリオキシエチレン
硫酸塩、アルギン酸ナトリウム、ジオクチルスルホコハク酸ナトリウム、ホスファチジル
グリセロール、ホスファチジルイノシトール、ホスファチジルセリン、ホスファチジン酸
およびその塩、グリセリルエステル、カルボキシメチルセルロースナトリウム、胆汁酸お
よびその塩、コール酸、デオキシコール酸、グリココール酸、タウロコール酸、グリコデ
オキシコール酸およびカルボキシメチルセルロースカルシウムからなる群から選択される
界面活性剤を含む。特に、ラウリル硫酸ナトリウムが好ましい。
【０２０８】
　カチオン性界面活性剤の例には、第４級アンモニウム化合物、塩化ベンザルコニウム、
臭化セチルトリメチルアンモニウム、キトサンおよび塩化ラウリルジメチルベンジルアン
モニウムからなる群から選択される界面活性剤が含まれる。
【０２０９】
　非イオン性界面活性剤の例には、ポリオキシエチレン脂肪アルコールエーテル、ポリオ
キシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレン脂肪酸エステル、ソルビタ



(41) JP 5569398 B2 2014.8.13

10

20

30

40

50

ンエステル、ポリオキシエチレンソルビタンエステル（Ｔｗｅｅｎ８０またはＴｗｅｅｎ
２０等）、グリセロールモノステアレート、ポリエチレングリコール、ポリプロピレング
リコール、セチルアルコール、セトステアリルアルコール、ステアリルアルコール、アリ
ールアルキルポリエーテルアルコール、ポリオキシエチレン－ポリオキシプロピレンコポ
リマー、ポラキサミン、メチルセルロース、ヒドロキシセルロース、ヒドロキシプロピル
セルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、非結晶性セルロース、多糖類、デン
プン、デンプン誘導体、ヒドロキシエチルデンプン、ポリビニルアルコール、Ｐｌｕｒｏ
ｎｉｃ　Ｆ６８およびポリビニルピロリドンからなる群から選択される界面活性剤が含ま
れる。
【０２１０】
【表４】

表４：界面活性剤
【０２１１】
　他の生物活性剤
　一実施態様において、本発明のマトリクス表面に印刷される組成物に含まれ得る生物活
性剤の非限定的例を以下に示す。
【０２１２】
　鎮痛剤は、痛みを軽減するために用いることのできる薬剤である。通常、鎮痛剤は、３
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グループ、すなわちｉ）オピオイド鎮痛剤、ｉｉ）弱い、非オピオイド鎮痛剤およびｉｉ
ｉ）精神病薬、リドカイン類似体および抗てんかん薬のうちの１つに属する。本発明の好
ましい実施態様においては、鎮痛剤はリドカインである。
【０２１３】
　更に説明するために、本発明のポリマーに製剤化され得る鎮痛剤には、メトトレキセー
ト、５－フルオロウラシル、シトシンアラビノシド（ａｒａ－Ｃ）、５－アザシチジン、
６－メルカプトプリン、６－チオグアニンおよびフルダラビンリン酸塩が含まれるが、こ
れらに限定されない。
【０２１４】
　抗腫瘍抗生物質には、ドキソルビシン、ダウノルビシン、ダクチノマイシン、ブレオマ
イシン、マイトマイシンＣ、プリカマイシン、イダルビシンおよびミトキサントロンが含
まれるが、これらに限定されない。
【０２１５】
　ビンカ・アルカロイドおよびエピポドフィイオトキシン（ｅｐｉｐｏｄｏｐｈｙｉｏｔ
ｏｘｉｎ）には、ビンクリスチン、ビンブラスチン、ビンデシン、エトポシドおよびテニ
ポシドが含んでもよいが、これらに限定されない。
【０２１６】
　カルムスチン、ロムスチン、セムスチンおよびストレプトゾシンを含むニトロソウレア
も提供される。
【０２１７】
　コルチコステロイド類（酢酸コルチゾン、ヒドロコルチゾン、プレドニゾン、プレドニ
ゾロン、メチルプレドニゾロンおよびデキサメタゾン）、エストロゲン類（ジエチルスチ
ベステロール、エストラジオール、エステル化エストロゲン、共役エストロゲン、クロロ
チアスネン）、プロゲスチン類（酢酸メドロキシプロゲステロン、ヒドロキシプロゲステ
ロンカプロエート、酢酸メゲストロール）、抗エストロゲン（タモキシフェン）、アロマ
スターゼ阻害剤（アミノグルテチミド）、アンドロゲン類（プロピオン酸テストステロン
、メチルテストステロン、フルオキシメステロン、テストラクトン）、抗アンドロゲン類
（フルタミド）、ＬＨＲＨ類似体（酢酸ロイプロリド）および前立腺癌のためのエンドク
リン（ケトコナゾール）のようなホルモン治療薬も医薬組成物中に含有することができる
。
【０２１８】
　一実施態様において、本発明の組成物に含有することのできる他の化合物には、例えば
、治験薬分類されるものが含まれ、アルキル化剤、例えばニムスチンＡＺＱ、ＢＺＱ、シ
クロジソン、ＤＡＤＡＧ、ＣＢ１０－２２７、ＣＹ２３３、ＤＡＢＩＳマレイン酸塩、Ｅ
ＤＭＮ、フォテムスチン、ヘプスルファム、ヘキサメチルメラミン、マフォサミド、ＭＤ
ＭＳ、ＰＣＮＵ、スピロムスチン、ＴＡ０７７、ＴＣＮＵおよびテモゾロミド；代謝拮抗
物質、例えばアシビシン、アザシチジン、５－アザ－デオキシシチジン、Ａ－ＴＤＡ、ベ
ンジリデングルコース、カルベチマー、ＣＢ３７１７、デアザグアニン、メシレート、Ｄ
ＯＤＯＸ、ドキシフルリジン、ＤＵＰ－７８５、１０－ＥＤＡＭ、ファザラビン、フルダ
ラビン、ＭＺＰＥＳ、ＭＭＰＲ、ＰＡＬＡ、ＰＬＡＣ、ＴＣＡＲ、ＴＭＱ、ＴＮＣ－Ｐお
よびピリトレキシム；抗腫瘍抗生物質、例えばＡＭＰＡＳ、ＢＷＡ７７０Ｕ、ＢＷＡ７７
３Ｕ、ＢＷＡ５０２Ｕ、アモナフィド、ｍ－ＡＭＳＡ、ＣＩ－９２１、ダテリプチウム、
ミトナフィド、ピロキサントロン、アクラルビシン、シトルホジン、エピルビシン、エソ
ルビシン、イダルビシン、ヨード－ドキソルビシン、マルセロマイシン、メナリル、モル
ホリノアントラサイクリン、ピラルビシン、ＳＭ－５８８７；紡錘体微小管阻害剤、例え
ばアムフェチニル、ナベルビンおよびタキソール；アルキルリゾリン脂質、例えばＢＭ４
１－４４０、ＥＴ－１８－ＯＣＨ３、およびヘキサシクロホスホコリン；金属化合物、例
えば、硝酸ガリウム、ＣＬ２８６５５８、ＣＬ２８７１１０、シクロプラタム、ＤＷＡ２
１１４Ｒ、ＮＫ１２１、イプロプラチン、オキサリプラチン、スピロプラチン、スピロゲ
ルマニウムおよびチタン化合物；新規化合物、例えばアフィドイコリングリシン酸塩、ア
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ムバゾン、ＢＳＯ、カラセミド、ＤＳＧ、ジデムニン、ＤＭＦＯ、エルサマイシン、エス
ペルタトルシン、フラボン酢酸、ＨＭＢＡ、ＨＨＴ、ＩＣＲＦ－１８７、ヨードデオキシ
ウリジン、イポメアノール、リブロマイシン、ロニダミン、ＬＹ１８６６４１、ＭＡＰ、
ＭＴＱ、メラバロンＳＫ、Ｆ１０４８６４、スラミン、タリソマイシン、テニポシド、Ｔ
ＨＵ、２７２１、トレミフェン、トリロサンおよびジンドキシフェンが含まれるが、これ
らに限定されない。
【０２１９】
　放射線増感剤である抗腫瘍剤も、本発明の制御放出製剤中に製剤化することができる。
このような薬剤の例には、例えば、化学療法剤、５’－フルオロウラシル、マイトマイシ
ン、シスプラチンおよびそれらの誘導体、タキソール、ブレオマイシン、ダウノマイシン
およびメタマイシンが含まれる。
【０２２０】
　一実施態様においては、生物活性剤は、多糖類、成長因子、ホルモン、抗血管新生因子
、インターフェロンまたはサイトカインおよびプロドラッグからなる群から選択される。
特に好ましい実施態様においては、生物活性剤は治療薬またはプロドラッグであり、最も
好ましくは、化学療法剤および他の抗腫瘍剤、抗生物質、抗ウイルス薬、抗真菌剤、抗炎
症剤、抗凝血剤、抗原物質からなる群から選択される薬剤である。
【０２２１】
　本発明の薬剤の更なる例は、抗菌剤、鎮痛剤、抗炎症剤、反対刺激剤、血液凝固修飾剤
、利尿薬、交感神経模倣薬、拒食症治療薬、制酸剤および他の胃腸薬、抗寄生虫剤、抗う
つ薬、降圧薬、刺激剤、抗ホルモン剤、中枢および呼吸刺激剤、拮抗薬、脂質調節剤、尿
酸排泄薬、強心配糖体、電解質、麦角およびその誘導体、去痰薬、睡眠薬および鎮痛剤、
抗糖尿病薬、ドーパミン作動薬、鎮吐薬、筋弛緩剤、副交感神経様作用薬、抗けいれん薬
、抗ヒスタミン剤（３－ブロッカー、下剤、抗不整脈薬、造影剤、放射性医薬品、抗アレ
ルギー薬、トランキライザー、血管拡張薬、抗ウイルス薬、ならびに抗新生物薬または細
胞増殖抑制剤または抗癌特性を有する他の薬剤、またはそれらの組み合わせである。他の
適切な薬剤は、避妊薬およびビタミン類、ならびに微量および主要栄養素から選択され得
る。
【０２２２】
　本発明の組成物に含まれる更なる生物活性剤には、抗感染症薬、例えば抗生物質および
抗ウイルス薬；鎮痛剤および鎮痛剤の組み合わせ；拒食症治療薬：抗蠕虫薬；抗関節炎薬
；抗ぜん息薬；抗けいれん薬：抗うつ薬；抗利尿薬；抗下痢剤；抗ヒスタミン剤；抗炎症
剤；抗偏頭痛薬；抗嘔吐薬；抗腫瘍剤；抗パーキンソン病薬；かゆみ止め薬；抗精神病薬
；解熱剤；鎮痙剤；抗コリン作用薬；交感神経様作動薬；キサンチン誘導体；ピンドロー
ルのようなカルシウムチャンネルブロッカーおよびベータブロッカー、ならびに抗不整脈
薬を含む循環器病製剤；降圧薬；利尿薬；一般的に冠状、末梢および脳血管を含む血管拡
張薬；中枢神経系刺激剤；消炎剤を含む、咳および風邪の製剤；コルチコステロイドを含
む、エストラジオールおよび他のステロイド類のようなホルモン類；睡眠薬；免疫抑制剤
；筋弛緩剤；副交感神経遮断薬；覚醒剤；鎮痛剤；およびトランキライザー；ならびに天
然由来または遺伝的に設計されたタンパク質、多糖類、糖タンパク質またはリポタンパク
質が含まれるが、これらに限定されない。
【０２２３】
　生物活性剤の更なる具体例には、アセブトロール、アセトアミノフェン、アセトヒドロ
キサム酸、アセトフェナジン、アシクロビル、アドレノコルチコイド、アロプリノール、
アルプラゾラム、水酸化アルミニウム、アマンタジン、アムベノニウム、アミロリド、ア
ミノ安息香酸カリウム、アモバルビタール、アモキシシリン、アンフェタミン、アンピシ
リン、アンドロゲン、麻酔薬、抗凝血剤、抗けいれん剤－ジオン型、抗甲状腺薬、食欲抑
制剤、アスピリン、アテノロール、アトロピン、アザタジン、バカンピシリン、バクロフ
ェン、ベクロメタゾン、ベラドンナ、ベンドロフルメチアジド、過酸化ベンゾイル、ベン
ズチアジド、ベンズトロピン、ベタメタゾン、ベタネコール、ビペリデン、ビサコジル、
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ブロモクリプチン、ブロモジフェンヒドラミン、ブロモフェニラミン、ブクリジン、ブメ
タニド、ブスルファン、ブタバルビタール、ブタペラジン、カフェイン、炭酸カルシウム
、カプトプリル、カルバマゼピン、カルベニシリン、カルビドパおよびレボドパ、カルビ
ノキサミン阻害剤、カルボニックアンヒドラーゼ、カリソプロドール、カルフェナジン、
カスカラ、セファクロル、セファドロキシル、セファレキシン、セフラジン、クロフェジ
アノール、抱水クロラール、クロラムブシル、クロラムフェニコール、クロルジアゼポキ
シド、クロロキン、クロロチアジド、クロロトリアニセン、クロルフェニラミン、クロル
プロマジン、クロルプロパミド、クロルプロチキセン、クロルタリドン、クロルゾキサゾ
ン、コレスチラミン、シメチジン、シノキサシン、クレマスチン、クリジニウム、クリン
ダマイシン、クロフィブラート、クロミフェア、クロニジン、クロルアゼペート、クロキ
サシリン、コルヒチン、コレスチポール、共役エストロゲン、避妊薬、コルチゾン、クロ
モリン、シクラシリン、シクランデレート、シクリジン、シクロベンザプリン、シクロホ
スファミド、シクロチアジド、シクリミン、シプロヘプタジン、ダナゾール、ダントロン
、ダントロレン、ダプソン、デキストロアンフェタミン、デキサメタゾン、デキスクロル
フェニルアミン、デキストロメトルファン、ジアゼパム、ジクロキサシリン、ジサイクロ
ミン、ジエチルスチルベストロール、ジフルニサル、ジギタリス、ジルチアゼン、ジメン
ヒドリネート、ジメチンデン、ジフェンヒドラミン、ジフェニドール、ジフェノキシレー
トおよびアトロフィブ、ジフェニロピラリン、ジピラダモール、ジソピラミド、ジスルフ
ィラム、ジバルポレックス、ドキュセートカルシウム、ドキュセートカリウム、ドキュセ
ートナトリウム、ドキシルアミン（ｄｏｘｙｌｏａｍｉｎｅ）、ドロナビロールエフェド
リン、エピネフリン、エルゴロイドメシレート、エルゴノビン、エルゴタミン、エリスロ
マイシン、エステル化エストロゲン、エストラジオール、エストロゲン、エストロン、エ
ストロピピュート、エタリン酸、エトクロルビノール、エチニルエストラジオール、エト
プロパジン、エトサキシミド、エトトイン、フェノプロフェン、フマル酸第１鉄、グ ル
コン酸第１鉄、硫酸第１鉄、フラボキシエート、フレカイニジン、フルフェナジン、フル
プレドニソロン、フルラゼパム、葉酸、フロセミド、ゲムフィブロジル、グロピジド、グ
リブリド、 グリコピロレート、金化合物、グリセオフィウィン、グアイフェネシン、グ
アナベンズ、グアナドレル（ｇｕａｎａｄｒｅｌ）、グアネチジン、ハラゼパム、ハロペ
リドール、ヘタシリン、ヘキソバルビタール、ヒドララジン、ヒドロクロロチアジド、ヒ
ドロコルチゾン（コルチゾール）、ヒドロフルネチアジド、ヒドロキシクロロキン、ヒド
ロキシジン、ヒヨスチアミン、イブプロフェン、インダパミド、インドメタシン、インシ
ュリン、イオフォキノール、鉄－多糖類、イソエタリン、イソニアジド、イソプロパミド
、イソプロテレノール、イソトレチノイン、イソクスプリン、カオリンおよびペクチン、
ケトコナゾール、ラクツロース、レボドパ、リンコマイシン・リオチロニン、リオトリッ
クス、リチウム、ロペラミド、ロラゼパム、水酸化マグネシウム、硫酸マグネシウム、三
ケイ酸マグネシウム、マプロチリン、メクリジン、メクロフェナム酸、メドロキシプロゲ
ステロン、メレナミン酸、メルファラン、メフェニトイン、メフォバルビタール、メプロ
バメート、メルカプトプリン、メソリダジン、メタプロテレノール、＜ＲＴ１メタキサロ
ン、メタンフェタミン、メタクアロン、メタルビタール、メテナミン、メチシリン、メト
カルバモル、メトトレキサート、メトスクシミド、メチクロチンジド（ｍｅｔｈｙｃｌｏ
ｔｈｉｎｚｉｄｅ）、メチルセルロース、メチルドパ、メチルエルゴノビン、メチルフェ
ニデート、メチルプレドニゾロン、メチセルジド、メトクロプラミド、メトラゾン、メト
プロロール、メトロニダゾール、ミノキシジル、ミトテイン、モナミンオキシダーゼ阻害
剤、ナドロール、ナフシリン、ナリジクス酸、ナプロキセン、麻薬性鎮痛剤、ネオマイシ
ン、ネオスチグミン、ナイアシン、ニコチン、ニフェジピン、硝酸塩、ニトロフラントイ
ン、ノミフェンシン、ノルエチンドロン、酢酸ノルエチンドロン、ノルゲストレル、ナイ
リドリン、ナイスタチン、オルフェナドリン、オキサシリン、オキサゼパム、オクスプレ
ノロール、オキシメタゾリン、オキシフェンブタゾン、パンクレリパーゼ、パントテン酸
、パパベリン、パラ－アミノサリチル酸、パラメタゾン、鎮痛剤、ペモリン、ペニシラミ
ン、ペニシリン、ペニシリン－ｖ、ペントバルビタール、ペルフェナジン、フェナセチン
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、フェナゾピリジン、フェニラミン、フェノバルビタール、フェノールフタレイン、フェ
ンプロコウモン、フェンスクシミド、フェニルブタゾン、フェニレフリン、 フェニルプ
ロパノールアミン、フェニルトロキサミン、フェニトイン、ピロカルピン、ピンドロール
、ピペラセタジン、ピロキシカム、ポロキサマー、ポリカルボフィルカルシウム、ポリチ
アジド、カリウム補足剤、プルゼパム、プラゾシン、プレドニゾロン、プレドニゾン、プ
リミドン、プロベネシド、プロブコール、プロカインアミド、プロカルバジン、プロクロ
ルペラジン、プロシクリジン、プロマジン、プロメタジン、プロパンテリン、プロプラノ
ロール、シュードエフェドリン、ソラレン、シリウム、ピリドスチグミン、ピロドキシン
、ピリラミン、ピルビニウム、キネストロール、キ ネタゾン、キニジン、キニーネ、ラ
ニチジン、ラウオルフィアアルカロイド、リボフラビン、リファピン、リトドリン、アリ
シレート、スコポラミン、セコバルビタール、センナ、サンノシドａ＆ｂ、シメチコン、
炭酸水素ナトリウム、リン酸ナトリウム、フッ化ナトリウム、スピロノラクトン、スクラ
ルファート、スルファシチン、スルファメトキサゾール、スルファサラジン、スルフィン
ピラゾン、 スルフィソキサゾール、スリンダク、タルブタール、タマゼパン、テルブタ
リン、テルフェナジン、テレフィンハイドレート、テラサイクリン、チアベンダゾール、
チアミン、チオリダジン、チオチキセン、チロブロブリン、甲状腺製剤、チロキシン、チ
カルシリン、チモロール、トカイニド、トラザミド、トルブタミド、トルメチン、トロゾ
ドン、トレチノイン、トリアムシノロン、トリアンテレ ン、トリアゾラム、トリクロル
メチアジド、三環式抗うつ薬、トリドヘキシエチル、トリフルオペラジン、トリフルプロ
マジン、トリヘキシフェニジル、トリメプラジン、トリメトベンズアミン、トリメトプリ
ム、トリプクレンアミン、トリプロリジン、バルプロ酸、ベラパミル、ビタミンＡ、ビタ
ミンＢ－１２、ビタミンＣ、ビタミンＤ、ビタミンＥ、ビタ ミンＫ、キサンチンなどが
含まれる。
【０２２４】
　薬剤の更なる例には、抗ヒスタミン剤（例えば、ジメンヒドリナート、ジフェンヒドラ
ミン、クロルフェニラミンおよびマレイン酸デキスクロルフェニラミン）、鎮痛薬（例え
ば、アスピリン、コデイン、モルヒネ、ジヒドロモルホン、オキシコドン等）、抗炎症剤
（例えば、ナプロキシン、ジクロフェナク、インドメタシン、イブプロフェン、アセトア
ミノフェン、アスピリン、スリンダク）、胃腸および抗嘔吐薬（例えば、メトクロプラミ
ド）、抗てんかん薬（例えば、フェニトイン、メプロバメート、およびニトラゼパム）、
血管拡張剤（例えば、ニフェジピン、パパベリン、ジルチアゼム、およびニカルジピン）
、鎮咳剤および去痰薬（例えば、リン酸コデイン）、抗ぜん息剤（例えば、テオフィリン
）、鎮痙薬（例えば、アトロピン、スコポラミン）、ホルモン類（例えば、インシュリン
、ヘパリン）、利尿剤（例えば、エタクリン酸、ベンドロフルメチアジド）、抗低血圧薬
（例えば、プロプラノロール、クロニジン）、気管支拡張薬（例えば、アルブテロール）
、抗炎症性ステロイド（例えば、ヒドロコルチゾン、トリアムシノロン、プレドニゾン）
、抗生物質（例えば、テトラサイクリン）、抗痔核薬、催眠薬、向精神薬、下痢止め薬、
粘液溶解薬、鎮静剤、充血緩和剤、緩下薬、制酸薬、ビタミン類、刺激剤（フェニルプロ
パノラミンのような食欲抑制剤を含む）が含まれるが、これらに限定されない。上述の一
覧に限定されない。
【０２２５】
　他のタイプの薬剤には、フルラゼパム、ニメタゼパム、ニトラゼパム、ペルラピン、エ
スタゾラム、ハロキサゾラム、ナトリウムバルプロエート、クロモグリク酸ナトリウム、
プリミドン、アルクロフェナク、クエン酸ペリソキサール、クリダナク、インドメタシン
、スルピリン、フルフェナム 酸、ケトプロフェン、スリンダク、メチアジン酸、トルメ
チンナトリウム、フェンチアザク、ナプロキセン、フェンブフェン、プロチジン酸、プラ
ノプロフェ ン、フルルビプロフェン、ジクロフェナクナトリウム、メフェナム酸、イブ
プロフェン、アスピリン、デキストラン硫酸、カリンダシリンナトリウム等が含まれる。
【０２２６】
　薬剤は、インシュリン、ソマトスタチン、ソマトスタチン誘導体、成長ホルモン、プロ
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ラクチン、副腎皮質刺激ホルモン、メラニン細胞刺激ホルモン、甲状腺刺激ホルモン放出
ホルモン、その塩またはその誘導体、甲状腺刺激ホルモン、黄体形成ホルモン、濾胞刺激
ホルモン、バソプレシン、バソプレシン誘導体、オキシトシン、カルシトニン、副甲状腺
ホルモン、グルカゴン、ガストリン、セクレチン、パンクレオザイミン、コレシストキニ
ン、アンギオテンシン、ヒト胎盤性乳汁分泌促進因子、ヒト絨毛性ゴナドトロピン、エン
ケファリン、エンケファリン誘導体、エンドルフィン、インターフェロン（アルファ、ベ
ータ、およびガンマ形態の１種以上）、ウロキナーゼ、カリクレイン、サイモポエチン、
サイモシン、モチリン、ダイノルフィン、ボンベシン、ニューロテンシン、セルレイン、
ブラジキニン、サブスタンスＰ、キョートロピン、神経成長因子、ポリミキシンＢ、コリ
スチン、グラミシジン、バシトラシン、ブレオマイシン、およびネオカルチノスタチンか
らなる群から選択される、生理学的に活性なポリペプチドの形態であり得る。
【０２２７】
　更に、前記生物活性剤は、多糖類、例えばヘパリン、抗腫瘍剤、例えばレンチナン、ザ
イモサンおよびＰＳ－Ｋ（クレスチン）、アミノグリコシド、例えばゲンタマイシン、ス
トレプトマイシン、カナマイシン、ジベカシン、パロモマイシン、カネンドマイシン、リ
ピドマイシン、トブラマイシン、アミカシン、フラジオマイシンおよびシソマイシン、ベ
ータ－ラクタム抗生物質、例えばペニシリン、例えばスルベニシリン、メシリナム、カル
ベニシリン、ピペラシリンおよびチカルシリン、チエナマイシン、ならびにセファロスポ
リン、例えばセフォチアム、セフスロジン、セフメノキシム、セフメタゾール、セファゾ
リン、セフォタキシム、セフォペラゾン、セフチゾキシム、およびモキサラクタム、また
は核酸製剤、例えばシチコリン、および類似の抗腫瘍剤、例えばシタラビンおよび５－Ｆ
Ｕ（５－フルオロウラシル）であり得る。
【０２２８】
　本発明の特定の単量体サブユニットが、特定の幾何学または立体異性の形で存在し得る
。本発明は、シス－およびトランス異性体、Ｒ－およびＳ－エナンチオマー、ジアステレ
オマー、（Ｄ）－異性体、（Ｌ）－異性体、それらのラセミ混合物、ならびに本発明の範
囲内にある、それらの他の混合物を含む全ての前述の化合物を意図する。追加の不斉炭素
原子が、アルキル基のような置換基に存在するかもしれない。全てのこのような異性体、
ならびにそれらの混合物が、本願発明に含まれることが意図される。
【０２２９】
　この用途の目的のために、はっきりと反対と言及されない限りは、指定されたアミノ酸
は、ＤまたはＬ立体異性体の両方、好ましくはＬ立体異性体を含むものと解釈される。
【０２３０】
　例えば、本発明の化合物の特定のエナンチオマーが望まれる場合、それは、非対称合成
か、または純粋な所望のエナンチオマーを提供するために得られたジアステレオマー混合
物を分離し、補助基を開裂する、キラル補助基を用いた誘導により調製することができる
。または、分子が塩基性の官能基、例えばアミノ、または酸性の官能基、例えばカルボキ
シルを含む場合、ジアステレオマー塩は、適切な光学活性な酸または塩基により形成され
、次いで、このジアステレオマーの分解により、当該技術分野において周知の分別結晶化
またはクロマトグラフィー手段、それに続く純粋なエナンチオマーの回収により結果的に
生成される。
【０２３１】
　抗生物質
　抗生物質は、細菌、真菌または原生動物の増殖を阻害または無効にする化学療法剤であ
る。以下は、一実施態様において、マトリクス材料の表面に印刷するための医薬組成物中
に含有させることのできる抗生物質の一覧である。
【０２３２】
　抗生物質は当業者に周知であり、例えば、ペニシリン、セファロスポリン、テトラサイ
クリン、アンピシリン、オーレオシシン、バシトラシン、クロラムフェニコール、シクロ
セリン、エリスロマイシン、ゲンタマイシン、グラマシジン、カナマイシン、ネオマイシ
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ン、ストレプトマイシン、トブラマイシンおよびバンコマイシンが含まれる、更なる抗生
物質を下記表５に示す。
【０２３３】
（表５）
　アミカシン、アニソマイシン、アプラマイシン、アジスロマイシン、ブラスチシジン、
ブレフェルジンＡ、ブチロシン、ブチロシンＡ、クロラムフェニコール、クロルテトラサ
イクリン塩酸塩、クリンダマイシン２－リン酸、クリンダマイシン塩酸塩、クロトリマゾ
ール、シクロヘキシミド、デメクロサイクリン塩酸塩、ジベカシン硫酸塩、ジヒドロスト
レプトマイシンセスキ硫酸塩、ジヒドロストレプトマイシン溶液、ドキシサイクリン水和
物、デュラマイシン、エメチン二塩酸塩水和物、エリスロアミシン、テメフォスＰＥＳＴ
ＡＮＡＬ（登録商標）、エリスロマイシンエストレート、エリスロマイシンエチルコハク
酸、ステアリン酸エリスロマイシン、フシジン酸ナトリウム塩、フシジン酸ナトリウム塩
、Ｇ４１８二硫酸塩、ゲンタマイシン溶液、ゲンタマイシン硫酸塩、ゲンタマイシン－グ
ルタミン溶液、ヘルボリン酸、ハイグロマイシンＢ、ハイグロマイシンＢ溶液、ジョサマ
イシン、ジョサマイシン溶液、カナマイシンＢ硫酸塩、カナマイシン二硫酸塩、カナマイ
シン一硫酸塩、カナマイシン溶液、キロマイシン、リンコマイシン塩酸塩、リンコマイシ
ン標準溶液、メクロシクリンスルホサリチル酸塩、メパルトリシン、ミデカマイシン、ミ
ノサイクリン塩酸塩、ネオマイシン溶液、ネオマイシン三硫酸塩水和物、ネオマイシンＢ
、ネチルマイシン硫酸塩、ニトロフラントイン結晶、ノルセオトリシン硫酸塩、オレアン
ドマイシン硫酸塩、オレアンドマイシン三酢酸塩、オキシテトラサイクリン無水物、オキ
シテトラサイクリンヘミカルシウム塩、オキシテトラサイクリン塩酸塩、パロモマイシン
硫酸塩、ピューロマイシン二塩酸塩、ラパマイシン、リボスタマイシン硫酸塩、リファン
ピシン、リファマイシンＳＶナトリウム塩、ロサマイシン、シソマイシン硫酸塩、スペク
チノマイシンに塩酸塩水和物、スペクチノマイシン二塩酸塩五水和物、スペクチノマイシ
ン標準溶液、スピラマイシン、スピラマイシン溶液（スピラマイシンＩ、ＩＩおよびＩＩ
Ｉの混合物）ストレプトマイシン溶液、ストレプトマイシン硫酸塩、テトラサイクリン、
テトラサイクリン塩酸塩、チアムフェニコール、トブラマイシン、トブラマイシン硫酸塩
、ツニカマイシンＡ１、ツニカマイシンＣ２、ツニカマイシン、チロシン溶液、チロシン
酒石酸塩、ビオマイシン硫酸塩、ビルジニアマイシンＭ１、（Ｓ）－（＋）－カンプトテ
シン、１０－デアセチルバッカチンＩＩＩ、５－アザシチジン、７－アミノアクチノマイ
シンＤ，８－キノリノール結晶、８－キノリノールヘミ硫酸塩結晶、９－ジヒドロ－１３
－アセチルバッカチンＩＩＩ、アクラルビシン、アクラルビシン塩酸塩、アクチノマイシ
ンＤ、アクチノマイシンＤマンニトール、アクチノマイシンＩ、アクチノマイシンＶ、ア
フィジコリン、バフィロマイシンＡ１、ブレオマイシン硫酸塩、カプレオマイシン硫酸塩
、クロモマイシンＡ３、シノキサシン、シプロフロキサシン、シス－ジアンミン白金（Ｉ
Ｉ）ジクロライド、クーママイシンＡ１、シトチャラシンＢ、シトチャラシン、ダカルバ
ジン、ダウノルビシン塩酸塩、ジスタマイシンＡ塩酸塩、ドキソルビシン塩酸塩、エチノ
マイシン、エンロフロキサシン、エトポシド、フルメキン、フォルマイシンＡ、フマギリ
ン、ガンシクロビル、グリオトキシン、ロメフロキサシン塩酸塩、メトロニダゾール、ミ
トラマイシンＡ、マイトマイシンＣ、ナリジキシン酸、ナリジキシン酸ナトリウム塩、ネ
トロプシン二塩酸塩水和物、ニトロフラントイン、ノガラマイシン、ノナクチン、ノボビ
オシンナトリウム塩、オフロキサシン、オキソリン酸、パクリタクセル、フェナジンメト
サルフェート、フレオマイシン、ピペミド酸、レベッカマイシン、シネフンギン、ストレ
プトニグリン、ストレプトゾシン、スクシニルスルファチアゾール、スルファジアジン、
スルファジメトキシン、スルファグアニジン、スルファメタジン、スルファモノメトキシ
ン、スルファニルアミド、スルファキノキサリンナトリウム塩、スルファサラジン、スル
ファチアゾールナトリウム塩、トリメトプリム、トリメトプリム乳酸塩、ツベルシジン、
５－アザシチジン、コルジセピン、フォルマイシンＡ、ツベルシジン、（＋）－６－アミ
ノペニシラン酸、７－アミノデスアセトキシセファロスポラン酸、アモキシシリン、アン
ピシリン、アンピシリンナトリウム塩、アンピシリン三水和物、アズロシリンナトリウム
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塩、バシトラシン、バシトラシン亜鉛塩、カルベニシリン二ナトリウム塩、セファクロル
、セファマンドールリチウム塩、セファマンドールナフェート、セファマンドールナトリ
ウム塩、セフメタゾールナトリウム塩、セフォペラゾンナトリウム塩、セフォタキシムナ
トリウム塩、セフスロジンナトリウム塩、セフスロジンナトリウム塩水和物、セフトリア
キソンナトリウム塩、セファレキシン水和物、セファロスポリンＣ亜鉛塩、セファロチン
ナトリウム塩、セファピリンナトリウム塩、セフラジン、クロキサシリンナトリウム塩、
クロキサシリンナトリウム塩一水和物、Ｄ－~（）－ペニシラミン塩酸塩、Ｄ－シクロセ
リン、ジクロキサシリンナトリウム塩一水和物、Ｄ－ペニシラミン、エコナゾール硝酸塩
、エタンブトール二塩酸塩、リソスタフィン、モキサラクタムナトリウム塩、ナフシリン
ナトリウム塩一水和物、ニコマイシン、ニコマイシンＺ、ニトロフラントイン、オキサシ
リンナトリウム塩、ペニシリン酸、ペニシリンＧカリウム塩、ペニシリンＧナトリウム塩
水和物、ペニシリンＧナトリウム塩、フェネチシリンカリウム塩、フェノキシメチルペニ
シリン酸カリウム塩、ホスホマイシン二ナトリウム塩、ピペミド酸、ピペラシリンナトリ
ウム塩、ピペラシリンナトリウム塩、リストマイシン一硫酸塩、リストセチンＡ、リスト
セチンＢ、リストマイシン一硫酸塩、バンコマイシン塩酸塩、２－メルカプトピリジン、
Ｎ－オキシドナトリウム塩、４－ブロモカルシマイシン　Ａ２３１８７、アラメチシン、
アムホテリシンＢ、カルシマイシンＡ２３１８７、カルシマイシンＡ２３１８７ヘミ（カ
ルシウム－マグネシウム）塩、カルシマイシンＡ２３１８７ヘミカルシウム塩、カルシマ
イシンＡ２３１８７ヘミマグネシウム塩、クロルヘキシジン二酢酸塩一水和物、クロルヘ
キシジン二酢酸塩水和物、クロルヘキシジ二グルコン酸塩、クロトリマゾール、コリスチ
ンナトリウムメタンスルホン酸塩、コリスチン硫酸塩、エコナゾール硝酸塩、ヒドロコル
チゾン２１－酢酸塩ＶＥＴＲＡＮＡＬ（登録商標）、フィリピンの複合体、グリオトキシ
ン、グラミシジンＡ、グラミシジン、グラミシジン、グラミシジンＡ、Ｂ、ＣおよびＤの
混合物、ロノマイシンカルシウム塩、ラサロシドＡナトリウム塩、ロノマイシンＡナトリ
ウム塩、モネンシンナトリウム塩、Ｎ－（６－アミノヘキシル）－５－クロロ－１－ナフ
タレンスルホンアミド塩酸塩、ナラシン、ニゲリシンナトリウム塩、ノナクチン、ニスタ
チン、フェナジンメトサルフェート、ピマリシン、ポリミキシンＢ、ポリミキシンＢ硫酸
塩、ＤＬ－ペニシラミンアセトン付加物塩酸塩一水和物、プラジカンテル、サリノマイシ
ン、サーファクチン、バリノマイシン、（＋）－ウスニン酸、（±）－ミコナゾール硝酸
塩、（Ｓ）－（＋）－カンプトテシン、１－デオキシマンノジリマイシン塩酸塩、１－デ
オキシマンノジリマイシン塩酸塩、１－デオキシマンノジリマイシン塩酸塩、２－ヘプチ
ル－４－ヒドロキシキノリンＮ－オキシド、コルジセピン、１，１０－フェナントロリン
塩酸塩一水和物、６－ジアゾ－５－オキソ－Ｌ－ノルロイシン、８－キノリノール、８－
キノリノールヘミ硫酸塩、アンチマイシンＡ、アンチマイシンＡ１、アンチマイシンＡ２

、アンチマイシンＡ３、アンチパイン、アスコマイシン、アザセリン、バフィロマイシン
Ａ１、バフィロマイシンＢ１、セルレニン、クロロキン二リン酸塩、シノキサシン、シプ
ロフロキサシン、メバスタチン、コンカナマイシンＡ、コンカナマイシンＣ、クーママイ
シンＡ１、Ｌ（＋）－乳酸、シクロスポリンＡ、エコナゾール硝酸塩、エンロフロキサシ
ン、エトポシド、フルメキン、フォルマイシンＡ、フラゾリドン、フザリン酸、ゲルダナ
マイシン、グリオトキシン、グラミシジンＡ、グラミシジンＣ、グラミシジン、グラミシ
ジンＡ、Ｂ、ＣおよびＤの混合物、ヘルビマイシンＡ、インドメタシン、イルガサンロメ
フロキサシン塩酸塩、ミコフェノール酸、ミキソチアゾール、Ｎ－（６－アミノヘキシル
）－５－クロロ－１－ナフタレンスルホンアミド塩酸塩、ナリジキシン酸、ナリジキシン
酸ナトリウム塩、ネトロプシン二塩酸塩水和物、ニクロサミド、ニコマイシン、Ｎ－メチ
ル－１－デオキシノジリマイシン、ノガラマイシン、ノナクチン、ノボビオシンナトリウ
ム塩、オフロキサシン、オレアンドマイシン三酢酸塩、オリゴマイシン、オリゴマイシン
Ａ、オリゴマイシンＢ、オリゴマイシンＣ、オキソリン酸、ピエリシジンＡ、ピペミド酸
、ラジシコール、ラパマイシン、レベッカマイシン、シネフンジン、スタウロスポリン、
スティグマテリン、スクシニルスルファチアゾール、スルファジアジン、スルファジメト
キシン、スルファグアニジン、スルファメタジン、スルファモノメトキシン、スルファニ
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ルアミド、スルファキノキサリンナトリウム塩、スルファサラジン、スルファチアゾール
ナトリウム塩、スルファチアゾールナトリウム塩、トリアクシンＣ、トリメトプリム、ト
リメトプリム、トリメトプリム乳酸塩、ビネオマイシンＡ１、テクトリゲニン、パラセル
シン
【０２３４】
　医薬組成物中に含まれる指示薬
　一実施態様において、本発明のマトリクス材料に印刷される流体または液状組成物は１
種以上の指示薬を含む。本明細書で用いられる場合、指示薬は、疾患の存在または他の化
学物質を検出し得る化学物質指示薬を意味する。
【０２３５】
　スポンジ上に印刷した場合の指示薬による疾患の検出は、例えば、１つの疾患が、特定
の色の変化をもたらすための指示薬を含む組成物をもたらし、他の疾患が、他の特定の色
の変化をもたらすかまたは色変化をもたらさない維持薬を含む組成物を提供することによ
る呈色反応により発生し得る。従って、色の変化または色の変化のないことは、特定の疾
患の指標となる。呈色反応は視覚によるタイプの指示薬である。
【０２３６】
　従って、一実施態様において、指標は、変色指示薬のような視覚による指示薬である。
【０２３７】
　一実施態様においては、指示薬は、本発明のマトリクス材料の皮膚または創傷接触領域
におけるｐＨ状態を示し得るｐＨ指示薬であり、炭酸水素塩指示薬、ゲンチアナバイオレ
ット（メチルバイオレット）、白色マラカイト緑、チモールブルー、メチルイエロー、ブ
ロモフェノールブルー、コンゴーレッド、メチルオレンジ、ブロモクレゾールグリーン、
メチルレッド、メチルレッド／ブロモクレゾールグリーン、アゾリトミン、ブロモクレゾ
ールパープル、ブロモチモールブルー、フェノールレッド、ニュートラルデッド、ナフト
ールフタレイン、クレゾールレッド、フェノールフタレイン、チモールフタレイン、アリ
ザリンイエローＲおよびユニバーサル指示薬の非限定的な群から選択される。ユニバーサ
ル指示薬は、ｐＨチャートにおける３～１２を変化するｐＨ指示薬である。ユニバーサル
指示薬は、通常、水、メタノール、プロパン－１－オール、フェノールフタレインナトリ
ウム塩、メチルレッドナトリウム塩、ブロモチモールブルー一ナトリウム塩およびチモー
ルブルー一ナトリウム塩からなる。
【０２３８】
　本発明の組成物中では、任意のｐＨ指示薬を単独でまたは組み合わせて用いることがで
きるということになる。
【０２３９】
　血液型（血液型群とも呼ばれる）は、赤血球（ＲＢＣｓ）の表面上の遺伝性抗原性物質
の存在または非存在に基づく血液の分類である。これらの抗原は、血液型群システムに依
存し、タンパク質、炭水化物、糖タンパク質または糖脂質であり得、これらの抗原のいく
つかは種々の組織の他の型の細胞表面上にも存在している。１個の対立遺伝子（または非
常に密接に連結した遺伝子）に起因する赤血球細胞表面抗原のいくつかは、集合的に血液
型群システムを形成する。血液型は遺伝的であり、両親からの寄与を示す。現在、国際輸
血学会（ＩＳＢＴ）により合計３０種類のヒトの血液型群システムが認識されている。
【０２４０】
　指示薬は、ＡＢＯ型の血液型を検出し得る、個人の血液型の指示薬であってもよい。こ
のシステムによれば、人は、Ａ型（ＡＯまたはＡＡ）、Ｂ（ＢＯまたはＢＢ）、ＡＢまた
はＯ（ＯＯ）のいずれかの血液型を有している。Ａ型は、Ａ抗原および抗Ｂ抗体を有し；
Ｂ型はＢ抗原および抗Ａ抗体を有し；ＡＢ型はＡおよびＢ抗原を有するが抗体を有せず；
Ｏ型は抗原を有していないが、抗Ａおよび抗Ｂ抗体を有している。
【０２４１】
　指示薬は、ＲＨ式の血液型を検出し得る、個人の血液型の指示薬であってもよい。この
システムによれば、人はＲＨマイナスまたはＲＨプラスのいずれかの血液型を有している
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。
【０２４２】
　一実施態様においては、凝集タイプの反応のような本発明のマトリクス材料を創傷部位
と接触させることにより、個人の血液型を示し得る、血液型の指示薬であってもよい。凝
集タイプの反応は、例えば、クームス試験から公知である。
【０２４３】
　指示薬は、以下の非限定的例：すなわちアレルギー、自己免疫疾患、血液疾患、癌、血
液コレステロール、糖尿病、遺伝子検査、薬剤スクリーニング、環境毒物、栄養、胃腸疾
患、心臓疾患、ホルモン類、代謝（ナトリウム、カリウム、塩素、炭酸水素塩、血液尿素
窒素（ＢＵＮ）、マグネシウム、クレアチニン、グルコースおよび／またはカルシウム）
、感染症、腎臓疾患、肝臓疾患、性感染症（ＳＴＤ’ｓ）および甲状腺疾患のような疾患
または病状の任意の型を検出し得るものであってもよい。
【０２４４】
　本明細書において前述された１種以上の生物活性剤は、同じ容器に含まれ、１個以上の
ノズルを含む同じプリントヘッドから排出される、同じ流体または液状組成物内に含まれ
ていてもよく、または１種以上の生物活性剤は、別個の容器に含まれ、１個以上のノズル
をそれぞれ含む別個のプリントヘッドから排出されるか、同じプリントヘッドの異なるチ
ャンネルから排出される、別個の流体または液状組成物内に含まれていてもよい。
【０２４５】
　一実施態様においては、１種以上の生物活性剤をそれぞれ含む２種以上の流体または液
状組成物は、前記マトリクス材料の表面上の同一または異なる別個の位置に印刷され得る
。
【０２４６】
　別個の組成物中の非相溶性薬剤または生物活性剤
　一実施態様においては、本発明は表面、複数の開口および相互接続したセルを含むマト
リクス材料であって、前記マトリクス表面が２種の異なる医薬組成物を含み、２種の医薬
組成物が、非相溶性である異なる薬剤または生物活性剤を含み、前記２種の医薬組成物が
、前記表面に個別かつ重複していない位置に印刷されているマトリクス材料に関する。
【０２４７】
　従って、それぞれ少なくとも１種の薬剤または生物活性剤を含む、２種以上の異なる流
体または液状組成物は、マトリクス材料の表面の、異なる個別の位置に印刷され得る。こ
れは、種々の理由で同じ流体または液状組成物中に含まれる場合に前記薬剤または生物活
性剤が相溶性でない場合、前記非相溶性薬剤または生物活性剤が別個に印刷されているが
、お互いに接近しており、例えばマトリクス材料の表面で位置を変える時に特に明らかで
ある。非常に正確に個別かつ不連続に流体または液状組成物を印刷することは、印刷技術
を用いた場合にのみ可能であり；例えば噴霧技術、または現在知られている他のあらゆる
従来技術を用いたのでは不可能である。
【０２４８】
　非相溶性は、２種の薬剤または生物活性剤が、流体または液状組成物またはマトリクス
材料の表面のいずれかで、同じ位置で接触した場合に不適切に相互作用することに起因す
る。従って、印刷技術が要求されるまで、薬剤または生物活性剤の間の相互作用は制御さ
れ、延期される。
【０２４９】
　一実施態様においては、本発明のマトリクス材料の表面に、お互いに非常に密接して印
刷される、お互いに相互作用し得る２種の薬剤または生物活性剤の間の相互作用は、マト
リクス材料を湿潤させることにより、マトリクス材料を圧縮することにより、他の表面に
対し、または任意の他の手段によりマトリクス材料の表面を接触または摩擦させることに
より開始する。
【０２５０】
　２種以上の流体または液状組成物は、それぞれ、酵素およびその基質；酵素、それぞれ
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、その基質および触媒；２成分接着剤の一方の成分および前記２成分接着剤の他方の成分
；またはトロンビンおよびフィブリノーゲンである１種の薬剤または生物活性剤を含んで
いてもよく；
【０２５１】
　特定の実施態様においては、２種の個々の組成物は、マトリクス材料の表面の個別かつ
不連続の一に印刷される、２種の流体または液状組成物を構成する、外科用接着剤のよう
な２成分接着剤の１種の成分を含む。
【０２５２】
　装置のマトリクス材料
　好ましい実施態様においては、本発明の装置は、マトリクス材料からなるマトリクスを
含み、マトリクス材料の表面に組成物が印刷される。
【０２５３】
　一実施態様においては、マトリクス材料は、コラーゲン、ゼラチン、ポリウレタン、ポ
リシロキサン（シリコーン）、ヒドロゲル、ポリアクリルアミド、キトサン、ポリアクリ
ル酸ナトリウム、アガロース、アルギン酸塩、キサンタンガム、グアーガム、アラビアゴ
ム、アガーガム、ローカストビーンガム、カラギーナンゴム、キサンタンガム、カラヤゴ
ム、トラガカントゴム、ガッティゴム、フルセレランゴム、キチン、セルロース、メチル
セルロース、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシメチルセルロース、ヒドロキシプ
ロピルメチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒアルロン酸、ペクチン、デ
ンプン、グリコーゲン、ペントサン、ポリオキシエチレン、ポリＡＭＰＳ（ポリ（２－ア
クリルアミド－２－メチル－１－プロパンスルホン酸）、ポリビニルピロリドン、ポリビ
ニルアルコール、ポリグリコール酸、ポリ酢酸、アクリレートポリマー、ポリヒドロキシ
アルキルアクリレート、メタクリレート、ポリビニルラクタム、ポリビニルアルコール、
ポリオキシアルキレン、ポリアクリルアミド、ポリアクリル酸、ポリスチレンスルホン酸
塩、合成親水コロイド、例えば、Ｎ－ビニル－２－ピロリドン、５－メチル－Ｎ－ビニル
－２－ピロリドン、５－エチル－Ｎ－ビニル－２－ピロリドン、３，３－ジメチル－Ｎ－
ビニル－２－ピロリドン、３－メチル－Ｎ－ビニル－２－ピロリドン、３－エチル－Ｎ－
ビニル－２－ピロリドン、４－メチル－Ｎ－ビニル－２－ピロリドン、４－エチル－Ｎ－
ビニル－２－ピロリドン、Ｎ－ビニル－２－バレロラクタム、Ｎ－ビニル－２－カプロラ
クタム、ヒドロキシアルキルアクリレートおよびメタクリレート、（例えば、２－ヒドロ
キシエチルアクリレート、２－ヒドロキシエチルメタクリレート、２－ヒドロキシプロピ
ルアクリレート、２－ヒドロキシプロピルメタクリレート、２，３－ジヒドロキシプロピ
ルメタクリレート）、アクリル酸、メタクリル酸、第３級アミノメタクリルイミド（例え
ば、トリメチルアミノメタクリルイミド）、クロトン酸、ピリジン、水溶性アミド（例え
ば、Ｎ－（ヒドロキシメチル）アクリルアミドおよびメタクリルアミド、Ｎ－（３－ヒド
ロキシプロピル）アクリルアミド、Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）メタクリルアミド、Ｎ
－（１，１－ジメチル－３－オキサブチル）アクリルアミド、Ｎ－［２－（ジメチルアミ
ン）エチル］アクリルアミドおよびメタクリルアミド、Ｎ－［３－（ジメチルアミノ）－
２－ヒドロキシルプロピル］メタクリルアミド、およびＮ－［１，１－ジメチル－２－（
ヒドロキシメチル）－３－オキサブチル］アクリルアミド）；水溶性ヒドラジン誘導体（
例えば、トリアルキルアミンメタクリルイミド、およびジメチル－（２－ヒドロキシプロ
ピル）アミンメタクリルイミド）；モノオレフィンスルホン酸およびその塩（例えば、エ
チレンスルホン酸ナトリウム、スチレンスルホン酸ナトリウム、２－アクリルアミド－２
－メチルプロパンスルホン酸）、１－ビニル－イミダゾール、１－ビニルインドール、２
－ビニルイミダゾール、４（５）－ビニル－イミダゾール、２－ビニル－１－メチルイミ
ダゾール、５－ビニル－ピラゾリン、３－メチル－５－イソプロペニル－ピラゾール、５
－メチレン－ヒダントイン、３－ビニル－２－オキサゾリドン、３－メタクリリル－２－
オキサゾリドン、３－メタクリリル－５－メチル－２－オキサゾリドン、３－ビニル－５
－メチル－２－オキサゾリドン、２－および４－ビニル－ピリジン、５－ビニル－２－メ
チル－ピリジン、２－ビニル－ピリジン－１－オキシド、３－イソプロペニル－ピリジン
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、２－および４－ビニル－ピペリジン、２－および４－ビニル－キノリン、２，４－ジメ
チル－６－ビニル－ｓ－トリアジン、４－アクリリル－モルホリン、酸化再生セルロース
（Ｏｘｉｄｉｚｅｄ　Ｒｅｇｅｎｅｒａｔｅｄ　Ｃｅｌｌｕｌｏｓｅ（ＯＲＣ））、ポリ
（乳酸－コ－グリコール酸）（ＰＬＧＡ）、ポリ乳酸（ＰＬＡ）、細胞外マトリクス（Ｅ
ＣＭ）およびそれらの混合物からなる群から選択される１種以上のポリマーを含む。
【０２５４】
　本発明の好ましい実施態様においては、装置のマトリクスはスポンジである。更に他の
好ましい実施態様においては、スポンジは、ゼラチンスポンジまたはコラーゲンスポンジ
、またはゼラチンまたはコラーゲンを含むスポンジである。
【０２５５】
　ゼラチンは、通常はブタ起源に由来するが、ウシまたは魚起源のような他の動物起源由
来であってもよい。ゼラチンは合成的に、すなわち組換え手段によって製造してもよい。
【０２５６】
　コラーゲンは、通常はウシ起源に由来するが、他の動物起源由来であってもよい。コラ
ーゲンは合成的に、すなわち組換え手段によって製造してもよい。
【０２５７】
　ゼラチンまたはコラーゲンマトリクスは市販のものであってもよい、市販のゼラチンま
たはコラーゲンマトリクスの非限定的な例には、Ｓｐｏｎｇｏｓｔａｎ、Ｓｕｒｇｉｆｏ
ａｍ、Ｓｕｒｇｉｆｌｏ（全てＦｅｒｒｏｓａｎ　Ａ／Ｓ）、Ｃｏｌｌａｓｔａｔ（Ｋｅ
ｎｄａｌｌ　Ｃｏ．）、Ａｖｉｔｅｎｅ（Ａｖｉｃｏｎ　Ｉｎｃ．）、Ｓｕｒｇｉｃｅｌ
（Ｊｏｈｎｓｏｎ　＆　Ｊｏｈｎｓｏｎ）およびＧｅｌｆｏａｍ（Ｐｆｉｚｅｒ）が含ま
れる。
【０２５８】
　本発明の一実施態様においては、マトリクスを含む材料は、再構成に関連する、ある確
定した物理的特性を有している。マトリクス材料の再構成速度はマトリクス材料の弾性を
意味し、通常、実施例１に示すように、スポンジが、その元のサイズおよび形態を回復す
る速度に基づく方法により測定される。本発明の一実施態様においては、マトリクス材料
は、１０秒未満、例えば９秒未満、例えば８秒未満、例えば７秒未満、例えば６秒未満、
例えば５秒未満、例えば４秒未満、例えば３秒未満、例えば３秒未満、例えば１秒未満の
再構成速度を有する。
【０２５９】
　マトリクス材料を定義する物理的特性は、圧縮弾性率（またはヤング率）にも関連する
。弾性率は、材料の硬度および軟度の測定値であり、歪みで割った応力に等しい。応力は
圧力に等しい。応力または偏差は、材料の元の厚みに対する厚みの変化の比率に等しい。
弾性率が低いと、材料は軟らかい。要するに、圧縮状態にある歪みに対する応力の比。こ
の特性を試験するためには、ＡＳＴＭ　Ｄ６９５がＵＳＡにおける標準試験法であり、Ｉ
ＳＯシステムにおける圧縮強度を測定するための類似の試験はＩＳＯ６０４である。
【０２６０】
　本発明のマトリクス材料の弾性率は、０．１～５０ＧＰａ、例えば０．１～１、例えば
１～２、例えば２～３、例えば３～４、例えば４～５、例えば５～６、例えば６～７、例
えば７～８、例えば８～９、例えば９～１０、例えば１０～２０、例えば２０～３０、例
えば３０～４０、例えば４０～５０ＧＰａの範囲である。
【０２６１】
　本発明の一実施態様においては、マトリクス材料の細孔径は約０．１～１．０ｍｍの正
規分布を有する。細孔径は、１０ｍｍ未満、例えば９ｍｍ未満、例えば８ｍｍ未満、例え
ば７ｍｍ未満、例えば６ｍｍ未満、例えば５ｍｍ未満、例えば４ｍｍ未満、例えば３ｍｍ
未満、例えば２．９ｍｍ未満、例えば２．８ｍｍ未満、例えば２．７ｍｍ未満、例えば２
．６ｍｍ未満、例えば２．５ｍｍ未満、例えば２．４ｍｍ未満、例えば２．３ｍｍ未満、
例えば２．２ｍｍ未満、例えば２．１ｍｍ未満、例えば２ｍｍ未満、例えば１．９ｍｍ未
満、例えば１．８ｍｍ未満、例えば１．７ｍｍ未満、例えば１．６ｍｍ未満、例えば１．
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５ｍｍ未満、例えば１．４ｍｍ未満、例えば１．３ｍｍ未満、例えば１．２ｍｍ未満、例
えば１．１ｍｍ未満、例えば１．０ｍｍ未満、例えば０．９ｍｍ未満、例えば０．８ｍｍ
未満、例えば０．７ｍｍ未満、例えば０．６ｍｍ未満、例えば０．５ｍｍ未満、例えば０
．４ｍｍ未満、例えば０．３ｍｍ未満、例えば０．２ｍｍ未満、例えば０．１ｍｍ未満、
例えば０．０５ｍｍ未満、例えば０．０１ｍｍ未満であり得る。
【０２６２】
　更なる実施態様においては、マトリクス材料の細孔径は、０．０１～０．１ｍｍ、例え
ば０．１～０．２ｍｍ、例えば０．２～０．３ｍｍ、例えば０．３～０．４ｍｍ、例えば
０．４～０．５ｍｍ、例えば０．５～０．６ｍｍ、例えば０．６～０．７ｍｍ、例えば０
．７～０．８ｍｍ、例えば０．８～０．９ｍｍ、例えば０．９～１ｍｍ、例えば１～１．
１ｍｍ、例えば１．１～１．２ｍｍ、例えば１．２～１．３ｍｍ、例えば１．３～１．４
ｍｍ、例えば１．４～１．５ｍｍ、例えば１．５～１．６ｍｍ、例えば１．６～１．７ｍ
ｍ、例えば１．７～１．８ｍｍ、例えば１．８～１．９ｍｍ、例えば２～２．１ｍｍ、例
えば２．１～２．２ｍｍ、例えば２．２～２．３ｍｍ、例えば２．３～２．４ｍｍ、例え
ば２．４～２．５ｍｍ、例えば２．５～２．６ｍｍ、例えば２．６～２．７ｍｍ、例えば
２．７～２．８ｍｍ、例えば２．８～２．９ｍｍ、例えば２．９～３ｍｍ、例えば３～４
ｍｍ、例えば４～５ｍｍ、例えば５～６ｍｍ、例えば６～７ｍｍ、例えば７～８ｍｍ、例
えば８～９ｍｍ、例えば９～１０ｍｍの範囲である。
【０２６３】
　本発明の他の実施態様においては、マトリクス材料の表面は、浸透性またはマトリクス
材料の不均一な表面に関連する、ある確定した特性を有する。多孔率は、材料の隙間の測
定値であり、０～１の比率または０～１００％の割合として測定される。従って、表面の
多孔率は、マトリクス材料の細孔径に依存する。
【０２６４】
　下層のマトリクス材料の表面特性（疎水性、化学的不均質性、粗さ）を修飾することに
より、限定的な状況で小さい液滴の蒸発過程を調整し得る。
【０２６５】
　一実施態様においては、マトリクス材料の表面の疎水性は、蒸発を増大させるように調
節することができる。化学において、疎水性は、水の塊と混合しない分子の物理的特性（
疎水性物質として知られている）を意味する。疎水性分子は非極性である傾向があり、従
って、他の中性分子および非極性を好む。水中の疎水性分子は、しばしば形成されたミセ
ルとクラスターを形成する。疎水面上の水は高い接触角を示すであろう（これは、液滴が
表面可能な限り小さい接触面積を形成することを示す）。
【０２６６】
　他の実施態様においては、マトリクス材料の表面の粗さは、蒸発を増大させるように調
整することができる。これは、細孔径に依存する。
【０２６７】
　一実施態様においては、本発明の医薬組成物は、下記に詳述するように、生物活性剤で
あるトロンビンを含む。組成物はマトリクス表面に印刷される。好ましい実施態様におい
ては、マトリクス表面は、３００ＩＵ／ｃｍ２（平方センチメートルあたりの国際単位）
未満、例えば２９０未満、例えば２８０未満、例えば２７０、例えば２６０未満、例えば
２５０未満、例えば２４０未満、例えば２３０、例えば２２０未満、例えば２１０未満、
例えば２００未満、例えば１９０、例えば１８０未満、例えば１７０未満、例えば１６０
未満、例えば１５０、例えば１４０未満、例えば１３０未満、例えば１２０未満、例えば
１１０、例えば１００ＩＵ／ｃｍ２未満、例えば９５未満、例えば９０未満、例えば８５
未満、例えば８０未満、例えば７５未満、例えば７０未満、例えば６５未満、例えば６０
未満、例えば５５未満、例えば５０未満、例えば４５未満、例えば４０未満、例えば３５
未満、例えば３０未満、例えば２５未満、例えば２０未満、例えば１５未満、例えば１０
未満、例えば５未満、例えば１ＩＵ／ｃｍ２未満を含む。
【０２６８】
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　他の好ましい実施態様においては、マトリクス表面は、１～５ＩＵ／ｃｍ２、例えば５
～１０、例えば１０～１５、例えば１５～２０、例えば２０～２５、例えば２５～３０、
例えば３０～３５、例えば３５～４０、例えば４０～４５、例えば４５～５０、例えば５
０～５５、例えば５５～６０、例えば６０～６５、例えば６５～７０、例えば７０～７５
、例えば７５～８０、例えば８０～８５、例えば８５～９０、例えば９０～９５、例えば
９５～１００、例えば１００～１１０、例えば１１０～１２０、例えば１２０～１３０、
例えば１３０～１４０、例えば１４０～１５０、例えば１５０～１６０、例えば１６０～
１７０、例えば１７０～１８０、例えば１８０～１９０、例えば１９０～２００、例えば
２００～２１０、例えば２１０～２２０、例えば２２０～２３０、例えば２３０～２４０
、例えば２４０～２５０、例えば２５０～２６０、例えば２６０～２７０、例えば２７０
～２８０、例えば２８０～２９０、例えば２９０～３００ＩＵ／ｃｍ２を含む。
【０２６９】
　本発明の一実施態様においては、マトリクス材料を含む装置の種々の寸法が使用され得
る。従ってマトリクス材料の寸法（長さ、幅および高さ）は１５ｃｍ長未満、１０ｃｍ幅
未満、および２ｃｍ高未満である。
【０２７０】
　更に、マトリクス材料を含む装置の種々の形状が使用され得る。非限定的例には、四角
形、円形、長方形、立方型、球形およびピラミッド型の形状が含まれる。
【０２７１】
　マトリクス材料を含む装置の種々の色が使用され得る。非限定的例には、赤、ピンク、
黄、青、緑、白、黒、茶、紫、橙、灰色および青緑色が含まれる。
【０２７２】
　一実施態様においては、これらの色は、装置のマトリクス材料の表面に印刷される組成
物による装置を識別するのに役立つ。従って、例えば紫色の装置は、前記装置のマトリク
ス材料のゼラチンをベースとするスポンジにトロンビンが印刷されている合図であり得る
。
【０２７３】
　マトリクス材料を含む種々のタイプの装置が使用され得る。従って、装置は、スポンジ
、ゲル、救急絆、綿棒、包帯およびパッチを含み得る。
【０２７４】
　本発明において使用されるマトリクス材料の温度は、５～７０℃、例えば５～１０、例
えば１０～１５、例えば１５～２０、例えば２０～２５、例えば２５～３０、例えば３０
～４０、例えば４０～５０、例えば５０～６０、例えば６０～７０℃の範囲に調整される
。
【０２７５】
マトリクスまたは装置の殺菌
　本発明の一実施態様においては、本発明の装置は、マトリクスおよびマトリクスまたは
装置の表面上に好適な最新の印刷技術による印刷のような印刷法により印刷された医薬組
成物を有する。マトリクスまたは装置は、好ましくは滅菌されており、殺菌、包装済みの
、すぐに使用可能な容器に入れられている。
【０２７６】
　殺菌は、包装後に行うことが好ましい。殺菌とは、例えば、表面または器具から伝染性
物質（例えば、真菌類、細菌類、ウイルス、プリオン、胞子等)を効果的に死滅させ、ま
たは除去する工程を言う。殺菌は、加熱、化学物質、放射線照射、高圧またはろ過処理に
より行うことができる。例えば、加熱殺菌には（高温の蒸気を使用する）オートクレーブ
が含まれ、放射線照射殺菌にはＸ線、γ線、紫外線および素粒子照射が含まれ、化学殺菌
にはエチレンオキサイドガス、オゾン、塩素系漂白剤、グルタルアルデヒド、ホルムアル
デヒド、オルトフタルアルデヒド、過酸化水素、過酢酸の使用が含まれる。
【０２７７】
装置のマトリクス上に印刷される組成物
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　後述するように、少なくとも１種の薬剤または生物活性剤を有することを除けば、好適
な実施態様では、インクジェット印刷に使用される組成物は、インクジェット印刷等の印
刷に適合する一定の特性を有する。
【０２７８】
　組成物は、印刷媒体とも称される。組成物は、一実施態様において、溶媒と少なくとも
１種の薬剤または生物活性剤を有してもよい。
【０２７９】
　組成物の溶媒または液体成分は、水性媒体であってもよい。水性媒体は、塩化ナトリウ
ム等の塩を溶解して含有していてもよく、生理的食塩水であってもよい。
【０２８０】
　他の実施態様においては、組成物の溶媒または液体成分は、揮発性液体である。揮発性
液体は、高蒸気圧または低沸点を有する液体である。すなわち、揮発性液体は、室温で蒸
発するか、容易に揮発する。
【０２８１】
　一実施態様においては、ソルビトール、多糖、多価アルコール等の含水量安定剤を組成
物に加えてもよい。
【０２８２】
粘度
　液体の粘度は、液体の粘度を上昇させる物質を添加することによって上昇させてもよい
。そのような物質としては、上記液体に可溶性の長鎖分子（ポリマー）であってもよく、
例えば、ゼラチン、澱粉、ポリエチレンオキサイド、ポリビニルアルコール、ポリエチレ
ングリコール（マクロゴール）が挙げられる。
【０２８３】
　他の実施態様においては、液体の粘度を上昇させる物質を組成物に添加してもよく、そ
のような物質としては、非限定的な例として、アカシア、アルギン酸、ベントナイト、カ
ルボマー、カルボキシメチルセルロースカルシウム、カルボキシメチルセルロースナトリ
ウム、セトステアリルアルコール、コロイド状二酸化ケイ素、グアーガム、ヒドロキシエ
チルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース
、ヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレート、ケイ酸マグネシウムアルミニウム、
メチルセロース、微結晶性セルロース、ポリビニルアルコール、ポビドン、アルギン酸ナ
トリウム、ショ糖、トラガカント、ゼラチン、澱粉、アルブミン、カゼイン、ポリエチレ
ンオキサイド、ポリビニルアルコール、ポリエチレングリコール（マクロゴール）、グリ
セリン（１，２，３－プロパントリオール）、グリコール（１，２－プロパンジオール）
が挙げられる。
【０２８４】
　マトリクスの表面に印刷される組成物の粘度は、印刷技術に適合するものでなければな
らず、従って、特定の範囲内に粘度を有する必要がある。
【０２８５】
　粘度とは、せん断応力または伸長応力によって変形される液体の抵抗の大きさである。
通常、「濃さ」または流れに対する抵抗として理解される。粘度は、流れに対する液体の
内部抵抗を表すものであり、流体摩擦の大きさとして考えてよい。従って、水は「薄く」
低い粘度を有しているが、植物油は「濃く」高い粘度を有している。実際の流体は全て（
超流動体を除いて）応力に対する抵抗を有するが、せん断応力に対して抵抗を有さない液
体は理想流体または非粘性流体として知られている。
【０２８６】
　動的粘度のＳＩ物理単位は、１ｋｇ・ｍ－１・ｓ－１と同一であるパスカル秒（Ｐａ・
ｓ）である。１Ｐａ・ｓの粘度を有する液体を２つの板の間に置き、一方の板を１パスカ
ルのせん断応力で横方向に動かした場合、１秒間に両板の間の層の厚さと同等の距離を移
動する。
【０２８７】
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　動的粘度のｃｇｓ物理単位は、ジャン・ルイ・マリー・ポアズイユにちなんで名づけら
れた、ポアズ（Ｐ）である。特にＡＳＴＭ標準では、センチポアズ（ｃｐｓ）として表現
するのがより一般的である。水の粘度は１．００２０ｃｐｓ（２０℃、１に近似している
ことは便利な一致である）であるので、センチポアズが通常使用される。ポアズとパスカ
ル秒との関係は、
　１Ｐ＝１ｇ・ｃｍ－１・ｓ－１

　１０Ｐ＝１ｋｇ・ｍ－１・ｓ－１＝１Ｐａ・ｓ
　１ｃｐｓ＝０．００１Ｐａ・ｓ＝１ｍＰａ・ｓ
である。
【０２８８】
　本発明の一実施態様においては、マトリクスの表面上に沈着または印刷される組成物の
粘度は１ｃｐｓを超え、例えば５ｃｐｓを超え、例えば１０ｃｐｓを超え、例えば２０ｃ
ｐｓを超え、例えば３０ｃｐｓを超え、例えば４０ｃｐｓを超え、例えば５０ｃｐｓを超
え、例えば６０ｃｐｓを超え、例えば７０ｃｐｓを超え、例えば８０ｃｐｓを超え、例え
ば９０ｃｐｓを超え、例えば１００ｃｐｓを超え、例えば１５０ｃｐｓを超え、例えば２
００ｃｐｓを超え、例えば２５０ｃｐｓを超え、例えば３００ｃｐｓを超え、例えば３５
０ｃｐｓを超え、例えば４００ｃｐｓを超え、例えば５００ｃｐｓを超え、例えば５５０
ｃｐｓを超え、例えば６００ｃｐｓを超え、例えば６５０ｃｐｓを超え、例えば７００ｃ
ｐｓを超え、例えば７５０ｃｐｓを超え、例えば８００ｃｐｓを超え、例えば８５０ｃｐ
ｓを超え、例えば９００ｃｐｓを超え、例えば９５０ｃｐｓを超え、例えば１０００ｃｐ
ｓを超え、例えば１１００ｃｐｓを超え、例えば１２００ｃｐｓを超え、例えば１３００
ｃｐｓを超え、例えば１４００ｃｐｓを超え、例えば１５００ｃｐｓを超え、例えば１６
００ｃｐｓを超え、例えば１７００ｃｐｓを超え、例えば１８００ｃｐｓを超え、例えば
１９００ｃｐｓを超え、例えば２０００ｃｐｓを超え、例えば２２５０ｃｐｓを超え、例
えば２５００ｃｐｓを超え、例えば２７５０ｃｐｓを超え、例えば３０００ｃｐｓを超え
る。
【０２８９】
　本発明の他の実施態様においては、マトリクスの表面上に沈着または印刷される組成物
の粘度は、１～５ｃｐｓ、例えば５～１０ｃｐｓ、例えば１０～１５ｃｐｓ、例えば１５
～２０ｃｐｓ、例えば２０～３０ｃｐｓ、例えば３０～４０ｃｐｓ、例えば４０～５０ｃ
ｐｓ、例えば５０～６０ｃｐｓ、例えば６０～７０ｃｐｓ、例えば７０～８０ｃｐｓ、例
えば８０～９０ｃｐｓ、例えば９０～１００ｃｐｓ、例えば１００～例えば１５０ｃｐｓ
、例えば１５０～２００ｃｐｓ、例えば２００～２５０ｃｐｓ、例えば２５０～３００ｃ
ｐｓ、例えば３００～３５０ｃｐｓ、例えば３５０～４００ｃｐｓ、例えば４００～４５
０ｃｐｓ、例えば４５０～５００ｃｐｓ、例えば５００～５５０ｃｐｓ、例えば５５０～
６００ｃｐｓ、例えば６００～６５０ｃｐｓ、例えば７００～７５０ｃｐｓ、例えば７５
０～８００ｃｐｓ、例えば８００～８５０ｃｐｓ、例えば８５０～９００ｃｐｓ、例えば
９００～９５０ｃｐｓ、例えば９５０～１０００ｃｐｓ、例えば１０００～１１００ｃｐ
ｓ、例えば１１００～１２００ｃｐｓ、例えば１２００～１３００ｃｐｓ、例えば１３０
０～１４００ｃｐｓ、例えば１４００～１５００ｃｐｓ、例えば１５００～１６００ｃｐ
ｓ、例えば１６００～１７００ｃｐｓ、例えば１７００～１８００ｃｐｓ、例えば１８０
０～１９００ｃｐｓ、例えば１９００～２０００ｃｐｓ、例えば２０００～２２５０ｃｐ
ｓ、例えば２２５０～２５００ｃｐｓ、例えば２５００～２７５０ｃｐｓ、例えば２７５
０～３０００ｃｐｓの範囲である。
【０２９０】
　本発明の好ましい実施態様においては、組成物の粘度は、０．１～２０ｃｐｓ、例えば
０．１～１ｃｐｓ、例えば１～２ｃｐｓ、例えば２～３ｃｐｓ、例えば３～４ｃｐｓ、例
えば４～５ｃｐｓ、例えば５～６ｃｐｓ、例えば６～７ｃｐｓ、例えば７～８ｃｐｓ、例
えば８～９ｃｐｓ、例えば９～１０ｃｐｓ、例えば１０～１１ｃｐｓ、例えば１１～１２
ｃｐｓ、例えば１２～１３ｃｐｓ、例えば１３～１４ｃｐｓ、例えば１４～１５ｃｐｓ、
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例えば１５～１６ｃｐｓ、例えば１６～１７ｃｐｓ、例えば１７～１８ｃｐｓ、例えば１
８～１９ｃｐｓ、例えば１９～２０ｃｐｓである。
【０２９１】
　表面張力
　表面張力は、液体表面の引力特性である。液体の表面部位が他の表面、例えば、液体の
他の部位の表面に引き寄せられるように働くものである。ニュートン物理学を表面張力に
より起こる力に適用することにより、ほとんどの人が当然のことと思っている多くの液体
挙動を正確に予想することができる。同様に、熱力学を適用することにより、他の微妙な
液体挙動をさらに予想することができる。表面張力は、単位長さ当たりの力の大きさ（Ｎ
／ｍ、または１メートル当たりのニュートン）または単位面積当たりのエネルギー（ｄｙ
ｎ／ｃｍ２、または１平方センチメートル当たりのダイン）の大きさを有する。
【０２９２】
　物理学においては、（エネルギー源や力を意味する）ダインは、現在のＳＩ単位系の前
に使用されていたセンチメートル・グラム・秒（ＣＧＳ）単位系に規定されていた力の単
位である。１ダインは、ちょうど１０マイクロニュートンに等しい。すなわち、ダインは
、「１グラムのものを１センチメートル毎秒毎秒で加速するのに必要な力」として定義さ
れ、１ダイン＝１ｇ・ｃｍ／ｓ２＝１０－５ｋｇ・ｍ／ｓ２＝１０μＮである。
【０２９３】
　本発明の好ましい実施態様においては、組成物の表面張力は０．０２０～０．０５０Ｎ
／ｍ、例えば０．０２０～０．０２２Ｎ／ｍ、例えば０．０２２～０．０２４Ｎ／ｍ、例
えば０．０２４～０．０２６Ｎ／ｍ、例えば０．０２６～０．０２８Ｎ／ｍ、例えば０．
０２８～０．０３０Ｎ／ｍ、例えば０．０３０～０．０３２Ｎ／ｍ、例えば０．０３２～
０．０３４Ｎ／ｍ、例えば０．０３４～０．０３６Ｎ／ｍ、例えば０．０３６～０．０３
８Ｎ／ｍ、例えば０．０３８～０．０４０Ｎ／ｍ、例えば０．０４０～０．０４２Ｎ／ｍ
、例えば０．０４２～０．０４４Ｎ／ｍ、例えば０．０４４～０．０４６Ｎ／ｍ、例えば
０．０４６～０．０４８Ｎ／ｍ、例えば０．０４８～０．０５０Ｎ／ｍの範囲である。
【０２９４】
　ｐＨ
　ｐＨは、溶液の酸性またはアルカリ性の単位である。２５℃における水溶液のｐＨが７
より小さい場合、酸性であり、ｐＨが７より大きい場合、塩基性（アルカリ性）である。
ｐＨが７．０の場合、このｐＨで純水中のＨ３Ｏ＋の濃度がＯＨ－の濃度に等しいので、
２５℃で「中性」と定義される。血液の正常なｐＨは、７．３５～７．４５の範囲であり
、ｐＨは、ヒドロニウムイオン（Ｈ３Ｏ＋）の活性に外見上依存する。すなわち、ｐＨ＝
－ｌｏｇ１０（ａＨ＋）である。
【０２９５】
　本発明において使用される組成物のｐＨは、有機または無機酸または塩基を添加するこ
とにより調整してもよい。有用な組成物のｐＨは、使用される組成物の種類に応じて、約
２～１０が好ましい。代表的な無機酸には、塩酸、リン酸、硫酸が含まれる。代表的な有
機酸には、メタンスルホン酸、酢酸、乳酸が含まれる。代表的な無機塩基には、アルカリ
金属水酸化物、炭酸塩が含まれる。代表的な有機塩基には、アンモニア、トリエタノール
アミン、テトラメチルエチレンジアミンが含まれる。
【０２９６】
　組成物の生物活性剤の剤形
　マトリクス材料の表面上に印刷される組成物は、マイクロスフェアおよび／またはエア
ロゲル等に取り込ませた、放出制御製剤を有するように更に適合させてもよい。
【０２９７】
放出制御
　持続放出技術は、持続放出（Ｓｕｓｔａｉｎｅｄ－ｒｅｌｅａｓｅ（ＳＲ））、持続放
出（ｅｘｔｅｎｄｅｄ－ｒｅｌｅａｓｅ（ＥＲ、ＸＲまたはＸＬ））、持続放出（ｔｉｍ
ｅ－ｒｅｌｅａｓｅまたはｔｉｍｅｄ－ｒｅｌｅａｓｅ）、放出制御（ｃｏｎｔｒｏｌｌ
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ｅｄ－ｒｅｌｅａｓｅ（ＣＲ））または連続的放出（ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ－ｒｅｌｅａ
ｓｅ（ＣＲ））としても知られており、ゆっくりと溶解し、薬品または薬剤が徐々に放出
されるように製剤された組成物に言及する。持続放出組成物は、同じ薬品または薬剤の瞬
間放出製剤に比較して投与回数が少なくてよく、血流中の薬品濃度をより一定に保つこと
ができるという利点を有する。持続放出組成物は、活性成分を不溶性物質のマトリクス内
に埋め込み、溶出する薬品または薬剤は該マトリクスの穴を通らなければならないように
製剤されている。ＣＲ製剤には、マトリクスが物理的に膨潤してゲルを形成し、薬品はま
ずマトリクスに溶解し、その後外表面を通って出ていくものもある。
【０２９８】
　一実施態様においては、本発明の組成物は、組成物の生物活性剤が時間を掛けて該組成
物から放出される、放出制御組成物である。生物活性剤は、マトリクスの表面に印刷され
た組成物から１分～１４日間、例えば１～５分、例えば５～１５分、例えば１５～３０分
、例えば３０～４５分、例えば４５～６０分、例えば６０～７５分、例えば７５～９０分
、例えば９０～１２０分、例えば１２０～１５０分、例えば１５０～１８０分、例えば１
８０～２１０分、例えば２１０～２４０分、例えば４～５時間、例えば５～６時間、例え
ば６～７時間、例えば７～８時間、例えば８～９時間、例えば９～１０時間、例えば１０
～１１時間、例えば１１～１２時間、例えば１２～１３時間、例えば１３～１４時間、例
えば１４～１５時間、例えば１５～１６時間、例えば１６～１７時間、例えば１７～１８
時間、例えば１８～１９時間、例えば１９～２０時間、例えば２０～２１時間、例えば２
１～２２時間、例えば２２～２３時間、例えば２３～２４時間、例えば２４～３０時間、
例えば３０～３６時間、例えば３６～４２時間、例えば４２～４８時間、例えば４８～５
４時間、例えば５４～６０時間、例えば６０～６６時間、例えば６６～７２時間、例えば
３～３．５日、例えば３．５～４日、例えば４～４．５日、例えば４．５～５日、例えば
５～５．５日、例えば５．５～６日、例えば６～６．５日、例えば６．５～７日、例えば
７～８日、例えば８～９日、例えば８～１０日、例えば１０～１１日、例えば１１～１２
日、例えば１２～１３日、例えば１３～１４日かけて放出される。
【０２９９】
　放出制御製剤は、ＷＯ９９／０５１２０８、ＷＯ０４／０８４８６９、ＷＯ０６／１２
８４７１、ＷＯ０３／０２４４２９、ＷＯ０５／１０７７１３およびＷＯ０３／０２４４
２６（出願人：Ｅｇａｌｅｔ）の開示のように、当業者に公知の放出制御製剤であっても
よい。
【０３００】
　エアロゲル
　エアロゲルは、ゲルの液体成分が気体で置換されたゲル由来の低密度固体状の物質であ
る。極めて低密度の固体であるために、優れた特質、特に断熱材としての効果を有してい
る。エアロゲルは、超臨界乾燥されたゲルの液体成分を抽出することにより作成される。
そうすることにより、従来の蒸発脱水法のようにゲル内の固体マトリクスを毛管現象によ
って崩壊することなく、液体を徐々に取り除くことができる。エアロゲルは、シリカゲル
（Ｓｉｌａｃａ　ａｅｒｏｓｏｌｓ）、アルミナ（Ａｌｕｍｉｎａ　ａｅｒｏｇｅｌｓ）
、クロミア、酸化スズ、寒天（ＳＥＡｇｅｌ）、硫黄、カルコゲン（Ｃｈａｌｃｏｇｅｌ
）、金属、セレン化カドミウム、炭素（Ｃａｒｂｏｎ　ａｅｒｏｇｅｌｓ）から製造して
もよい。
【０３０１】
　一実施態様においては、本発明の組成物は、組成物の生物活性剤がマトリクス材料の表
面上のエアロゲル組成物に保持または封入されている、エアロゲルを形成することができ
る。一つまたは複数の封入生物活性剤は、好ましい実施形態において、徐々にエアロゲル
から放出される。一実施態様においては、封入された生物活性剤は酵素を有する。
【０３０２】
マイクロスフェア
　マイクロスフェアは、種々の天然または合成物質からなるマイクロメートル範囲の直径



(59) JP 5569398 B2 2014.8.13

10

20

30

40

50

を有する球状の粒子である。
【０３０３】
　一実施態様においては、本発明の生物活性剤を有する組成物は、マトリクス材料の表面
上のマイクロスフェアに保持または封入されている。一種以上の封入された生物活性剤は
、好ましい実施形態において、徐々にマイクロスフェアから放出される。
【０３０４】
　一実施態様においては、マイクロスフェアは生分解性である。生分解性とは、有機物質
が生物により作製される酵素により分解される工程である。
【０３０５】
　トロンビンを含むマトリクス
　他の実施態様においては、本発明はトロンビンを含むマトリクスを含む部品のキットに
関する。トロンビンを含むマトリクスは、更にトロンビン安定化剤を含んでいてもよい。
【０３０６】
　トロンビンを含むマトリクスは、一実施態様においては、以下に挙げる１種以上の組成
物を含む。
－トロンビンおよび／または他の医薬活性化合物がマトリクス上に印刷されている、本発
明のマトリクス
－Ｔｈｒｏｍｂｉ－Ｇｅｌ、Ｔｈｒｏｍｂｉ－ＰａｄまたはＴｈｒｏｍｂｉＧｅｌ止血フ
ォーム（Ｖａｓｃｕｌａｒ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ，Ｉｎｃ．）
－Ｄ－ＳｔａｔＤｒｙ製品（Ｄ－ＳｔａｔＤｒｙ、Ｄ－Ｓｔａｔ２Ｄｒｙ）（Ｖａｓｃｕ
ｌａｒ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ，Ｉｎｃ．）
－特有の、予備混合された、無菌ゼラチン／トロンビン止血薬を備えるゼラチンフォーム
パッドおよび／またはガーゼ
－予備混合されたトロンビン/ゼラチンパッド
－ゼラチンフォーム内に凍結乾燥されたトロンビン
－トロンビンを含む標準ゼラチンパッド
－好ましくは、トロンビンの水性溶液とポリエチレングリコールを混合し、混合物を凍結
乾燥して実質的に全ての水分を除去し、トロンビンの微粒子がポリエチレングリコール基
剤全体に均一に分散されている粘性水溶性ペーストを産生して調製される、ポリエチレン
グリコール基剤中に止血に有効な量のトロンビンを有する止血ペースト組成物（米国特許
第５５９５７３５号参照）
－トロンビンを含むコラーゲンペースト止血剤（例えば、米国特許第４８９１３５９号参
照）
－トロンビンを含む安定コラーゲンスポンジ（米国特許第４５１５６３７号参照）
－トロンビンを含むコラーゲンスポンジ（米国特許第６６４９１６２号参照）
－フロシールマトリクス止血シール（FloSeal Matrix Hemostatic Sealang）
－トロンビンを含むゲルフォーム（Gelfoam）
－トロンビンを含むサージフォーム（Surgifoam）
－トロンビンを含むサージフロ（Surgiflo）
－トロンビンを含むスポンジ
－トロンビンを含む生物学的に吸収可能な物質
－フィブリノーゲンおよび／またはトロンビンでコートされたコラーゲンスポンジなどか
らなるフィブリンペースト
－タチョシル（ＴａｃｈｏＳｉｌ）（ナイコムド：Ｎｙｃｏｍｅｄ）
－トロンビンを有するコラーゲン物質（Ａｖｉｔｅｎｅ、Ａｃｔｉｆｏａｍ、Ｈｅｌｉｓ
ｔａｔ、Ｉｎｉｓｔａｔなど）
－コスタシス（ＣｏＳｔａｓｉｓ）止血装置
－トロンビンを有するセルロース物質（サージセル（Ｓｕｒｇｉｃｅｌ）、オキシセル（
Ｏｘｙｃｅｌ）またはタボタンプ（Ｔａｂｏｔａｍｐ））
【０３０７】
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　トロンビンは、トロンボスタット（Ｔｈｒｏｍｂｏｓｔａｔ）、トロンビン－ＪＭＩ（
Ｔｈｒｏｍｂｉｎ－ＪＭＩ）（キングファーマスーティカル：Ｋｉｎｇ　Ｐｈａｒｍａｃ
ｅｕｔｉｃａｌｓ）、レコトロン（Ｒｅｃｏｔｈｒｏｍ）（バイエル／ザイモジェネティ
クス：Ｂａｙｅｒ／Ｚｙｍｏｇｅｎｅｔｉｃｓ）、エビトロン（Ｅｖｉｔｈｒｏｍ）（オ
ムリックスバイオファーマシューティカルズ／エチコン：ＯＭＲＩＸ　Ｂｉｏｐｈａｒｍ
ａｃｅｕｔｉｃａｌｓ／Ｅｔｈｉｃｏｎ）、エビセル（Ｅｖｉｃｅｌ）または他の市販の
トロンビン等、いずれのトロンビンであってもよい。トロンビンは、トロンビン活性化装
置（Ｔｈｒｏｍｂｉｎ　Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅ：ＴＡＤ）（サーモジェネ
シス：Ｔｈｅｒｍｏｇｅｎｅｓｉｓ）を使用して、プラズマから作製してもよい。
【０３０８】
　止血
　本発明は、一態様において、止血を制御、調整または促進することに関する。
【０３０９】
　凝固は、複雑な過程により血液が凝血塊を形成することであり、止血（損傷を受けた血
管からの血液の損失停止）の重要な部分であって、損傷を受けた血管壁を血小板およびフ
ィブリンを含有する凝血塊で覆って出血を止め、損傷した血管の修復を開始する。凝固に
障害があると、出血および／または凝固および塞栓症のリスクが上昇する。
【０３１０】
　凝固は、生物学上、全ての哺乳動物において、高度に保存されている。凝固は、細胞（
血小板）およびタンパク質（凝固因子）成分の両者を伴う。
【０３１１】
　凝固は、血管への損傷により内皮（血管の内側）が傷つけられると、それとほぼ同時に
開始される。血小板は損傷箇所に速やかに止血血栓を形成する。これは一次止血と呼ばれ
る。二次止血は、凝固因子と呼ばれる血漿中のタンパク質が複雑なカスケードで反応し、
血小板血栓を強化するフィブリン鎖を形成するのと同時に起こる。その後、創傷治癒が起
こるにつれて、血小板とフィブリン塊は分解される。
【０３１２】
　血管壁への損傷は、内皮の下に通常存在するコラーゲンを露出させる。循環血小板は表
面のコラーゲン特異的糖タンパク質Ｉａ／ＩＩａ受容体によりコラーゲンに結合する。こ
の接着は、血小板糖タンパク質Ｉｂ／ＩＸ／Ｖとコラーゲン線維との間に結合を形成する
、大きな多重結合循環タンパク質フォン・ヴィレブランド因子（ｖＷＦ）によりさらに強
化される。
【０３１３】
　その後、血小板が活性化され、血漿中にその顆粒に含まれる物質を放出し、他の血小板
を活性化する。血小板は変形して、リン脂質表面を必要とする凝固因子に該表面を露出す
る。フィブリノーゲンは、糖タンパク質ＩＩｂ／ＩＩＩを介して結合を形成し、隣接する
血小板に結合する。さらに、トロンビンが血小板を活性化する。
【０３１４】
　二次止血の凝固カスケードは、フィブリン形成につながる（以前は内因性経路として知
られていた）接触活性化経路と（以前は外因性経路として知られていた）組織因子経路と
の２つの経路を有する。凝固カスケードは、共通の経路に接続される等しく重要な２つの
経路からなると、以前は考えられていた。現在は、血液凝固を開始する一次経路は組織因
子経路であることが知られている。経路は、セリンプロテアーゼのチモーゲン（不活性酵
素前駆体）とその糖タンパク質補因子が活性化されて活性成分となり、カスケードの次の
反応を触媒し、最終的に架橋フィブリンを形成する、一連の反応である。通常、凝固因子
は活性型を示す小文字のａが添付されたローマ数字で示される。
【０３１５】
　凝固因子は通常セリンプロテアーゼ（酵素）であるが、多少の例外が存在する。例えば
、第ＶＩＩＩ因子および第Ｖ因子は糖タンパク質であり、第ＸＩＩＩ因子はトランスグル
タミナーゼである。セリンプロテアーゼは他のタンパク質を特定部位で切断して作用する
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。凝固因子は不活性チモーゲンとして循環する。
【０３１６】
　凝固カスケードは、古典的に３つの経路に分けられる。組織因子および接触活性化経路
の両者が、第Ｘ因子の「最終共通経路」、トロンビンおよびフィブリンを活性化する。
【０３１７】
　組織因子経路の主な役割は、フィードバック活性化の役割の観点から凝固カスケードの
最も重要な要素である、トロンビンが瞬時に放出される過程である「トロンビンバースト
」を発生させることである。第ＶＩＩａ因子は、他の活性化凝固因子よりも高い濃度で循
環する。
【０３１８】
　血管の損傷に続き、内皮組織因子（ＴＦ）が放出され、第ＶＩＩ因子と複合体を形成し
、その際、第ＶＩＩ因子を活性化する（ＴＦ－ＦＶＩＩａ）。次いで、ＴＦ－ＦＶＩＩａ
が第ＩＸ因子および第Ｘ因子を活性化する。第ＶＩＩ因子自身は、トロンビン、第ＸＩａ
因子、プラスミン、第ＸＩＩ因子、第Ｘａ因子により活性化される。ＴＦ－ＦＶＩＩａに
よる第Ｘａ因子の活性化は、組織因子経路阻害剤（ＴＦＰＩ）によりほとんど直ちに阻害
される。第Ｘａ因子およびその補因子である第Ｖａ因子は、プロトロンビンをトロンビン
に活性化するプロトロンビナーゼ複合体を形成する。次いで、トロンビンは第Ｖ因子およ
び第ＶＩＩ因子（これにより第ＸＩ因子が活性化され、その結果、第ＩＸ因子が活性化さ
れる）を有する凝固カスケードの他の成分を活性化し、ｖＷＦに結合している第ＶＩＩＩ
因子を活性化し放出する。第ＶＩＩＩａ因子は第ＩＸａ因子の補因子であり、一緒に第Ｘ
因子を活性化するテナーゼ複合体を形成し、サイクルが継続する。
【０３１９】
　本発明の一実施態様においては、トロンビンは本発明の医薬組成物に含まれる生物活性
剤であってもよい。
【０３２０】
　接触活性化経路は、高分子量キニノーゲン（ＨＭＷＫ）、プレカリクレイン、第ＸＩＩ
因子（ハーゲマン因子）によるコラーゲン上での一次複合体の形成により開始する。プレ
カリクレインは、カリクレインに変換され、第ＸＩＩ因子は第ＸＩＩａ因子になる。第Ｘ
ＩＩａ因子は第ＸＩ因子を第ＸＩａ因子に変換する。第ＸＩａ因子は、その補因子である
第ＶＩＩＩａ因子と一緒にテナーゼ複合体を形成する第ＩＸ因子を活性化し、第Ｘ因子を
第Ｘａ因子に活性化する。凝固形成の開始における接触活性化経路の役割が小さいことは
、第ＸＩＩ因子、ＨＭＷＫ、プレカリクレインの深刻な欠陥を有する患者が、出血性疾患
を有さないという事実により説明される。
【０３２１】
　最終共通経路。トロンビンは多数の機能を有している。第一の役割はフィブリノーゲン
を、止血血栓の構成要素である、フィブリンに変換することである。また、（トロンボモ
ジュリンの存在下に）第ＶＩＩＩおよび第Ｖ因子およびそれらの阻害剤タンパク質Ｃを活
性化し、また、第ＸＩＩＩ因子（活性化体はＸＩＩＩａで表される）を活性化して、活性
化されたモノマーから形成されるフィブリンポリマーを架橋する共有結合を形成する。接
触因子または組織因子経路による活性化に続いて、凝固カスケードは、抗凝固経路による
下方制御を受けるまで、テナーゼ複合体を形成する第ＶＩＩＩおよび第ＩＸ因子の活性化
が継続して血栓形成促進状態が保持される。
【０３２２】
　本発明の一実施態様においては、トロンビンが本発明の医薬組成物に含まれる生物活性
剤であってもよい。さらに他の実施形態において、フィブリノーゲンが本発明の医薬組成
物に含まれる生物活性剤であってもよい。さらに他の実施形態において、第ＸＩＩＩおよ
び／またはＸＩＩＩａ因子が本発明の医薬組成物に含まれる生物活性剤であってもよい。
【０３２３】
　３つのメカニズムが凝固カスケードを抑制する。異常は血栓症傾向を高める。１）タン
パク質Ｃは、主要な生理的抗凝固剤である。これは、トロンビンにより活性化されて活性



(62) JP 5569398 B2 2014.8.13

10

20

30

40

50

化タンパク質Ｃ（ＡＰＣ）になる、ビタミンＫ依存性セリンプロテアーゼ酵素である。活
性化体は、（タンパク質Ｓと補因子としてのリン脂質とともに）第Ｖａ因子と第ＶＩＩＩ
ａ因子を低下させる。これらの定量的または定性的欠乏は、血栓性素因（血栓症を発現す
る傾向）を誘発する。タンパク質Ｃの損傷作用（活性化タンパク質Ｃ抵抗）はまた、例え
ば、第Ｖ因子の「ライデン」変異または第ＶＩＩＩ因子の高レベルを有することにより、
血栓傾向に向かう。２）抗トロンビンは、セリンプロテアーゼ、すなわち、トロンビンお
よび第Ｘａ因子、第ＸＩＩａ因子および第ＩＸａ因子、を劣化させるセリンプロテアーゼ
阻害剤（セルピン）である。抗トロンビンは常に活性であるが、これらの因子への接着は
ヘパラン硫酸（グリコサミノグリカン）の存在またはヘパリンの投与（異なるヘパリン類
似物質は第Ｘａ因子、トロンビンまたは両者への親和性を上昇させる）により増強される
。抗トロンビンの定量的または定性的欠乏（先天的又後天的、例えばタンパク尿）は、血
栓性素因を導く。３）組織因子経路阻害剤（ＴＦＰＩ）は、その最初の開始後、第ＩＸ因
子および第Ｘ因子の第ＶＩＩａ因子関連活性化を阻害する。
【０３２４】
　凝固カスケードが適切に機能するためには様々な物質が必要である。カルシウムおよび
リン脂質（血小板膜成分）は、テナーゼおよびプロトロンビナーゼの複合体が機能するた
めに必要である。カルシウムは、該複合体が第Ｘａ因子および第ＩＸａ因子上の末端γ－
カルボキシ残基を介して血小板により発現されるリン脂質表面に結合するのを、血小板か
ら放出される凝固促進微小粒子または微小胞と共に仲介する。カルシウムはまた、凝固カ
スケードの他の点においても必要である。ビタミンＫは、タンパク質Ｓ、タンパク質Ｃ、
タンパク質Ｚと同様、カルボキシル基を第ＩＩ、ＶＩＩ、ＩＸ、Ｘ因子上のグルタミン酸
残基に付加する肝γ－グルタミルカルボキシラーゼにとって必須の因子である。ビタミン
Ｋの欠乏（例えば、吸収不良）、抗凝固剤（ワーファリン、アセノクマロール、フェンプ
ロクモン）を阻害する物質の使用や疾患（肝細胞癌）は、酵素の機能を低下させ、ＰＩＶ
ＫＡ（ビタミンＫの不足によって形成されるタンパク質）の形成を導く。これは、部分ま
たは非γ－カルボキシル化を起こし、発現されたリン脂質への凝固因子の結合力に影響す
る。
【０３２５】
　創傷治癒
　本発明は、一態様において、創傷治癒を制御、調整または促進することに関する。
【０３２６】
　身体を覆う皮膚の外層は、感染に対するバリアとして重要な保護機能を果たし、身体と
外部環境との間の熱、液体、気体の交換を制御する手段として作用する。
【０３２７】
　動物の皮膚およびその下層の組織の創傷は、例えば、摩擦、剥離、裂傷、火傷、化学刺
激により引き起こされる。組織損傷は、これらに限定されないが、骨隆起、糖尿病、循環
不全、炎症過程などの内部代謝や身体的機能障害から起こることもある。
【０３２８】
　皮膚の創傷およびその下層組織の損傷は、皮膚の保護機能を著しく低下させる。従って
、損傷された皮膚は、細菌類やウイルスなどの感染性因子による下層組織の感染のリスク
を上昇させることになる。
【０３２９】
　損傷した皮膚領域は、従来は創傷治癒を促進する創傷または組織被覆材を適用して保護
される。創傷または組織被覆材は通常創傷治癒に好適な環境を提供し、排液を吸収し、創
傷を固定し、止血を促し、創傷と新しい組織の成長を細菌汚染から保護する。
【０３３０】
　創傷または組織損傷の関連形状の治癒は、通常、後述するように細胞増殖および新たな
結合、内皮および上皮組織の形成に依存する。
【０３３１】
　創傷治癒に関与する細胞過程に有利に作用する薬剤、例えば、ポリペプチド成長因子、
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アラントイン、ビタミンＡ（およびその誘導体）、亜鉛、外来性ＤＮＡ、ベラ製剤などの
例が報告されている。これらの化合物は、様々なきちんと定義されていないメカニズムを
介して作用し、特定の適用において様々な程度の効果を示す。
【０３３２】
　損傷が起こると、細胞損傷は切り傷等の引き金となる事象によりもたらされ、細胞の破
断や切断または毛細血管や他の血管の破砕を引き起こす。血流障害は酸素欠乏症を起こし
、他の細胞の死を引き起こす。損傷の１５分以内に、創傷部は死んだおよび死につつある
細胞、細胞外物質コラーゲン、弾性線維、脂肪および細胞内物質、浸出血液、場合により
障害性物質により誘導された細菌類やウイルスで満たされる。組織損傷は最初の損傷領域
に限定されず、損傷細胞からのリソソーム酵素の放出の結果としてまたは腫れや感染の結
果として、数時間から数日に亘ることがある（Ｒｅｅｓｅ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｒｏｌｅ　
ｏｆ　Ｆｉｂｒｏｎｅｃｔｉｎ　ｉｎ　Ｗｏｕｎｄ　Ｈｅａｌｉｎｇ参照。その主題は参
照により本明細書に組み入れられる）。
【０３３３】
　凝固は、治癒過程の第一段階であり、損傷と創傷治癒の第二段階である炎症反応の間を
橋渡しする。血液の損失を止め、損傷組織が機械的および物理的に元の状態に戻される。
凝固カスケードは、本明細書の他の箇所で詳細に説明する。
【０３３４】
　創傷修復の第二段階は、治癒の後続段階として必要な炎症反応である。炎症反応は、血
小板および肥満細胞からのヒスタミンとセロトニンの放出およびキニン類により開始され
る。ヒスタミンとキニン類は毛細血管拡張を増大するように作用し、損傷領域の閉ざされ
てしまった毛細血管を広げる。毛細血管床を通して増加した血流により、炎症反応の特徴
の２つ、すなわち、赤みおよび熱が現れる。損傷の数時間以内におけるプロスタグランジ
ンの放出は、損傷の程度に依存して３～５日継続する炎症反応を完全な状態にする。上記
の因子による極度の血管拡張は、毛細血管の内側の内皮細胞間結合を拡大する。血液の水
分と巨大分子成分は、間隙を通って組織内に入り、炎症反応の第３の特徴である腫れを引
き起こす。腫れが広い範囲に及ぶと、血流が妨げられ、酸素欠乏症の結果として損傷の程
度が大きくなる。炎症の最後の特徴である痛みは、リソソーム酵素の直接の効果の他に、
キニンと神経末端上の腫れによる圧力との組み合わせによる。
【０３３５】
　創傷部位における感染の制御が、創傷修復を成し遂げる上で非常に重要である。感染は
治癒を遅らせ、損傷を大きくし、全身性感染を引き起こすことがあり、外観を損ね、肉体
的に衰弱する瘢痕を残す可能性を非常に増大する。毛細血管床の血管拡張は、毛細血管内
の血液の流速を下げる。これにより、補体結合からの重要な走化因子の産生と損傷組織か
らの走化性物質の放出と共に、毛細血管の壁に沿って感染に対する宿主の主たる細胞防御
である多形核白血球（ＰＭＮ）が蓄積される。ＰＭＮは続いて毛細血管壁の内皮結合を通
過し、損傷部位に入る。創傷に細菌類が存在すると、溶解性走化性因子が放出され、およ
び／または、走化性フラグメントの産生を伴う補体が活性化されることがある。感染また
は損傷の部位のＰＭＮは、ＰＭＮの運動性に影響する物質を放出し、その部位に留める方
に働く。フィブロネクチンは、細菌が食細胞の膜へ接着することを促進する。
【０３３６】
　死細胞、細胞破片、細胞外タンパク質を排除または再吸着して血管再生し、修復を継続
する必要がある。マクロファージは主として創傷破片の除去に関与している。創傷マクロ
ファージは、創傷ＰＭＮと同様に、食作用活性を有する。マクロファージは、足場として
フィブリン塊の線維を使用して創傷内に移動し、フィブリン塊内を動き、フィブロネクチ
ンを介して線維に付着する。マクロファージは、創傷周辺の損傷細胞と同様に、フィブリ
ン塊マトリクスに捕捉された死細胞に対して、死細胞を包み込み、破壊する。フィブリン
塊自身は、主として、その形成時に線維に組み込まれたプラスミノーゲンの活性化により
分解される。フィブリンフラグメントには同領域のマクロファージに包み込まれるものも
ある。フィブリン塊フラグメントの多くは最も強いマクロファージ活性を示す領域から放
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出されるので、そのフラグメントの多くはリンパ排液により排除され、血液循環に入る。
これらの溶解性複合体は、主として脾臓および肝臓のＲＥＳの定着細胞により排除される
。また、フィブリン塊に捕捉されたＰＭＮは酸素欠乏症の結果として死滅し、リソソーム
内容物を放出する。これらの酵素は周囲のフィブリン塊を攻撃し、該塊を溶解する。ＰＭ
Ｎによるリソソーム酵素の放出は多くの場合宿主にとって有益であると思われるが、組織
の破壊も増大し治癒を遅らす。創傷内でのＰＭＮの蓄積が迅速で（感染におけるように）
創傷に留まるのであれば、そのリソソーム酵素がフィブリン塊のかなりの部分を溶解して
、マクロファージおよび線維芽細胞により使用された構成物を除去し、創傷内に移動して
コロニーを再形成する。これらの破壊領域は、最終的に排液されるか、マクロファージに
よりゆっくりと排除されなければならない。フィブリン塊の溶解部は慢性炎症反応の一端
として取って代わる。
【０３３７】
　損傷組織の修復または線維増殖は、上記の段階中に起こる。損傷の１２～２４時間以内
に、創傷周辺から多少離れているものも含め、線維芽細胞は損傷領域に向かって動き、増
殖を開始する。この反応は、損傷組織および血小板により放出された因子によるものであ
るらしく、キニン、補体または凝固カスケードにより放出された因子によるものであると
考えられる。増殖線維芽細胞は、組織破片の成分およびマクロファージにより放出された
細胞の栄養分の一部を引き出す。線維芽細胞の状態が、胃や腸の損傷では数ヶ月続くのに
対して、皮膚創傷では２～４週間持続する。線維芽細胞も、マクロファージと同様に、足
場としてフィブリン塊の線維を使用して創傷領域内に移動し、領域内を移動する。線維芽
細胞は、大量のフィブロネクチンを合成、分泌し、自身のフィブロネクチン欠損基質への
接着を促進する。
【０３３８】
　血管形成または血管再生は、線維芽細胞の直後に該領域への毛細血管床の成長とともに
開始する。創傷治癒の初期には、毛細血管の数が正常組織よりもずっと多い。これは、迅
速な組織再生に必要な酸素と栄養を反映しているものと思われる。毛細血管は漏出性が非
常に高く、細胞や高分子の創傷部位への動きを促進する。最終的に、創傷の片側から始ま
る毛細血管は、反対側から始まる毛細血管に接触、融合して、創傷内に完全な血液循環を
再構築する。
【０３３９】
　損傷から５日目の終わりまでには、線維芽細胞は多量のコラーゲンを蓄え始める。コラ
ーゲン分子は小胞体の膜上に合成される。コラーゲン分子は、広範囲の翻訳後修飾、水酸
化、グリコシル化およびさらに他の工程を受けてプロコラーゲン分子を形成する。プロコ
ラーゲン分子は分泌されてさらに修飾され、特異的血清ペプチダーゼによりトロポコラー
ゲンになる。これらの活性トロポコラーゲン分子は速やかに重合し、次第に大きくなるコ
ラーゲン線維を形成する。その後、コラーゲン線維の間に架橋が起こる。コラーゲン線維
網が実質的に創傷の主な構成成分としてのフィブリン塊に置き換わる。これは創傷治癒の
再形成段階において特に重要である。
【０３４０】
　再上皮形成が、損傷の数時間以内に、創傷の周辺のまばらな真皮への上皮細胞の接着と
して起こり始め、細胞は傷上を間葉組織に常に接触している状態で移動し始める。損傷か
ら４８時間までには、細胞も増殖し始め、失われた細胞に置き換わる。上皮細胞は、架橋
が完成した後も分裂を続け、より厚い上皮を形成する。創傷拘縮は、傷を小さくし５０％
まで上皮が再形成される限りにおいて再上皮形成の助けとなる。拘縮は、創傷での肉芽組
織（線維芽細胞および筋線維芽細胞）の細胞要素の結果として起こると考えられる。
【０３４１】
　再形成は、創傷治癒の最後の段階である。瘢痕組織は、コラーゲン量が安定した後も数
ヶ月引っ張り力を引き起こし続ける。この引っ張り力は創傷におけるコラーゲンの再配列
によるものであり、コラーゲンの架橋の増加によると思われる。コラーゲン蓄積は合成と
破壊が合わさったものであり、両者は創傷治癒過程で同時に起こる。約１４日後に、コラ
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しい上皮と接触する線維芽細胞およびリソソームにコラゲナーゼを含有するマクロファー
ジに由来する。
【０３４２】
　典型的な創傷治癒には５～２１日程度を要する。この期間は、免疫力が低下した患者で
は当然長くなる。そのような患者では、創傷を十分に安定化し感染を阻止することができ
ないことが多いので、創傷の部位に満足な速度でフィブリン、フィブロネクチンまたはコ
ラーゲンが適切に付着できないからである。例えば、血管炎または他のリウマチ性または
糖尿病性疾患を患っている場合、創傷治癒に数週間以上かかることは頻繁に経験すること
である。糖尿病患者は、治癒に何週間もかかる外傷を頻繁に発現する。
【０３４３】
　その他、義肢を使用しているような場合では、義肢を体に取り付け、接触する手足の箇
所に継続的な損傷が起こる。火傷も、焼けた組織がフィブリンを適時に形成できない限り
において治癒上の問題を有する。従って、創傷や火傷の治癒が起こるのに必要な時間を短
縮する必要が大いにある。
【０３４４】
　創傷または組織被覆材
　創傷または組織被覆材に言及する場合、該創傷または組織被覆材は、該創傷または組織
被覆材の創傷または組織に接触している領域に主として本発明に係る液体または液状組成
物が刷り込まれていてもよいと理解される。
【０３４５】
　創傷の種類および組織被覆材
　「創傷」は、異なる経緯（例えば、長期のベッド休養による褥瘡や外傷による創傷）で
始まり様々な特徴を有する皮膚および下層（皮下）組織の損傷を広く指す。創傷は創傷の
深さに従い、４つの段階のいずれかに分類される。すなわち、ｉ）段階Ｉ：創傷が上皮に
限定される、ｉｉ）段階ＩＩ：創傷が真皮まで広がっている、ｉｉｉ）段階ＩＩＩ：創傷
が皮下組織まで広がっている、ｉｖ）段階ＩＶ（または全層創傷）：骨が露出している創
傷（例えば、大転子や仙骨のような骨圧痛点）。本発明は、後述する１種以上の創傷およ
び／または組織被覆材を使用する、上述のいずれかの種類の創傷の治療に関連する。
【０３４６】
　数種類の創傷または組織被覆材が存在する。ほとんどの創傷または組織被覆材は、湿っ
た創傷床を保持するように設計されている。最も普通に使用される創傷または組織被覆材
を以下に簡単に紹介する。本発明は、後述する１つ以上の医薬組成物が印刷された、１種
以上の種類の創傷および／または組織被覆材に関連する。
【０３４７】
　合成創傷被覆材は、本来は２種類、ガーゼをベースとした被覆材と亜鉛ペースト包帯な
どのペースト包帯とからなる。１９８０年代半ばには、理想的な創傷被覆材の重要な特徴
、すなわち、水分保持と吸収（例えば、ポリウレタンフォーム、親水コロイド）および水
分保持と抗菌性（例えば、ヨウ素含有ゲル）、を提供する初の近代的創傷被覆材が導入さ
れた。
【０３４８】
　１９９０年代半ばには、合成創傷被覆材が、例えば、次の製品群、すなわち、１）蒸気
透過性粘着フィルム、２）ヒドロゲル、３）親水コロイド、４）アルギン酸塩、５）合成
フォーム被覆材、６）シリコーンメッシュ、７）組織粘着、８）バリアフィルム、９）銀
またはコラーゲン含有被覆材まで拡大された。
【０３４９】
　合成創傷被覆材は、大まかに、下記表に示される種類に分類される。
【０３５０】
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【表５】

【０３５１】
　アルギン酸塩被覆材は高吸収性であり、海藻由来の生分解可能な被覆材である。中程度
から大量の滲出液を伴う創傷や創傷部位を押えておく必要がある場合に使用される。これ
らの被覆材は、創傷滲出液と一体となって湿潤治癒環境である親水性ゲルを形成するよう
に働く。
【０３５２】
　親水コロイド被覆材は、最も古くから頻繁に使用されてきた創傷または組織被覆材であ
る。部分層創傷、第ＩＩＩ期、肉芽形成第ＩＶ期圧迫潰瘍の処置に使用され、静脈うっ血
性潰瘍の治療に使用することができる。親水コロイド被覆材は、密封性（すなわち、被覆
材を介して空気を逃がさない）であっても、半密封性（すなわち、被覆材を介して多少の
空気を逃す）であってもよく、創傷床を密閉して浸出液を保持し相互作用することにより
、治癒を促進するように設計されている。親水コロイド被覆材は、滲出液を吸収しながら
ゲルを形成する。
【０３５３】
　ヒドロゲル被覆材は、架橋ポリマーのシート、ヒドロゲルを含ませたガーゼまたは不織
布スポンジとして創傷を覆うようにして使用する。ヒドロゲル被覆材は、シート状ヒドロ
ゲルシート被覆材または不定形状ヒドロゲル被覆材とすることができる。シート状のヒド
ロゲル被覆材は、部分層および全層創傷、壊死または壊死塊を有する創傷、火傷に使用さ
れる。シート状のヒドロゲル被覆材は硬いシートであるのに対し、不定形のヒドロゲル被
覆材は、ポリマーまたはコポリマーと９５％以下の水分からなる、柔軟な無定形のゲルで
ある。不定形のヒドロゲルは、ヒドロゲルシートと同様に使用され、全層創傷を軽く覆う
ように使用することもできる。
【０３５４】
　フォーム被覆材は、ポリウレタンのようなポリマーの半透過性のシートであり、創傷治
癒のための特有の制御された湿度と温度環境を提供する。中程度から大量の浸出液を伴う
全層創傷に使用される。フォーム被覆材は、非付着性であり、汚染物質を排除する。
【０３５５】
　透明なフィルム被覆材は、例えば、ポリウレタン、ポリアミドまたはゼラチンにより作
成される。防水性であるが、透明なフィルム被覆材は、酸素および水蒸気がそのバリアを
通過できる微孔を有する。非吸収性であるので滲出液を伴う創傷では取り替えなければな
らないことも多い。一般的には、自己分解性創傷清拭を必要としている壊死組織を有する
乾燥創傷に効果的である。透明なフィルム被覆材は、例えば、非接着性ガーゼおよび他の
乾燥被覆材を固定するための二次材料としても使用される。
【０３５６】
　複合被覆材は、物理的に異なる成分を単一の被覆材に一体化し、細菌からの保護、吸収
、付着を提供する。
【０３５７】
　ガーゼ被覆材は、スポンジ、パッド、ロープ、細片、包帯など、種々の形状にすること
ができ、ガーゼに、石油、抗菌剤、生理食塩水を含浸させることもできる。乾燥させた被
覆材を除去すると、創傷の周りの治癒皮膚を損傷させるリスクがある。
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　下記の表に、種々の創傷被覆材のいくつかとそれらの主な特徴を示す。
【０３５９】
【表６】
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【０３６０】
　１つの被覆材で全ての種類の創傷に好適に対応できるものはない。１つの創傷の治癒過
程において、複数の異なる種類の被覆材を使用することも多い。本発明は、一実施態様に
おいては、以下に示す機能の１種以上を有する被覆材に関する。１）創傷／被覆材接触面
での湿潤環境を保持する、２）被覆材表面に漏出することなく過剰な滲出液を吸収する、
３）断熱および機械的保護を与える、４）細菌から保護する、５）気体および液体交換を
許容する、６）創傷臭を吸収する、７）創傷に接着することなく、外傷を残すことなく簡
単に除去できる、８）創傷清拭作用（死滅組織および／または異物を排除する）を与える
、９）（患者および医療従事者の両者に対して）非毒性、非アレルギー性、非感作性であ
る、１０）無菌である。
【０３６１】
　吸収性成分を有する創傷または組織被覆材
　他の態様において、創傷滲出液を吸収する吸収性化合物を有する、１種以上の医薬組成
物が印刷されている、創傷または組織被覆材を提供する。非制限的な吸収性化合物例を以
下に挙げる。
【０３６２】
一実施態様においては、吸収性化合物は、ヒドロゲル形成物質を含有するか、またはヒド
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ロゲル形成物質で構成される。ヒドロゲル形成物質は、不定形のヒドロゲルを形成するこ
とができるが、ヒドロゲル形成物質はまた、例えば、被覆材がヒドロゲルシート被覆材で
ある、シート状にも形成できる。
【０３６３】
　他の実施態様においては、創傷または組織被覆材の吸収性化合物は、親水コロイド形成
物質を含有するか、または親水コロイド形成物質で構成される。
【０３６４】
　吸収性化合物は、創傷滲出液がその中に移動するのに適した多孔性ポリマーを含有する
か、または多孔性ポリマーで構成される。すなわち、毛細管力により創傷滲出液を多孔性
ポリマーに移動させる。多孔性ポリマーは、多くの場合親水性であるか、創傷滲出液を輸
送できるだけの親水性を有する。
【０３６５】
　更に他の実施態様においては、吸収性化合物は、フォーム形成物質を含有するか、フォ
ーム形成物質からなる。
【０３６６】
　吸収性化合物が、例えば、足場などのゲルまたはマトリクスを介して創傷と流体接触す
ること、または吸収性化合物が創傷と直接接触できることが重要である。
【０３６７】
　生体吸収性および／または吸収性化合物の多孔性物質は、新しい細胞が付着し増殖する
ための足場として適するものとすることができる。そのような「結合」吸収性化合物は、
治癒過程を通して創傷床に残ることができ、後に吸収されて新しい組織に置換される。創
傷治癒過程において、結合吸収性化合物は創傷滲出液を創傷床から生体吸収性および／ま
たは吸収性化合物の多孔性物質に輸送する。
【０３６８】
　吸収性化合物は、液体吸収性であるとともに、創傷滲出液中の増殖細胞や大きなタンパ
ク質による細胞接着や侵入に対するバリアとしての機能を果たす物質であることができる
。そのような吸収性化合物は、「吸収性バリア物質」と呼ぶことができる。吸収性バリア
物質は、例えば、生体吸収性および／または吸収性化合物の多孔性物質に存在する細菌類
が創傷自身の中に侵入することを抑制することができる。しかし、細菌類により作成され
た創傷治癒を促進する生物活性剤は、創傷領域に入ることができる。
【０３６９】
　創傷滲出液を吸収し、足場物質からの有益な成長因子の損失を抑制することに加え、吸
収性化合物は、創傷に潤いを与える液体の貯蔵槽としても働くことができる。非接着およ
び細胞の侵入に対する抵抗性という特質は、吸収性バリア物質（およびその後の結合化合
物）が増殖細胞または組織に外傷を引き起こすことなく、容易に除去および／または、必
要に応じて、置換されるという重要な利点を与える。
【０３７０】
　必要であれば、吸収性化合物は、創傷床への汚染物の侵入のバリアとして作用すること
ができる、通気性フィルムなどの化合物と接触することができる。そのようなバリアの一
例として、トップフィルムを挙げることができる。
【０３７１】
　吸収性化合物は、任意の創傷治療に使用される物質であってもよい。吸収性化合物とし
て使用されることができる物質には、織布、例えば、ポリエステル、ポリプロピレン、ポ
リエチレンのフォームまたは線維、ポリエステル膜に任意に結合する物質（例えば、Ｋｅ
ｎｄａｌｌ社のＮｏｖｅｎｅｔｔｅ）が含まれる。その他の好適な物質には、天然および
合成重合性吸収剤、親水コロイド、超吸収剤、セルロース吸収剤が含まれるが、これらに
限定されない。セルロース物質には、綿、レーヨン、木材、セルロースが含まれる。
【０３７２】
　超吸収性化合物は、いずれの好適な形態であってもよい。典型的な超吸収体には、アク
リル酸塩の澱粉グラフトコポリマー、アクリルアミド塩の澱粉グラフトコポリマー、ポリ
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アクリル酸塩、およびそれらの混合物が含まれる。
【０３７３】
　超吸収性化合物および複合物は容易に調製でき、また市販されている。そのような製品
の１種は、Ｈａｎｆｓｐｉｎｎｅｒｎ　Ｓｔｅｅｎ　＆　Ｃｏｍｐａｎｙから販売されて
いる複合のエアレイド超吸収体パッド（ドライ形成法および超吸収体繊維フロック、ＳＡ
ＦＦ）である。超吸収体は、遅延放出型ウェブ超吸収体であってもよい。
【０３７４】
　吸収性化合物として機能する、または吸収性化合物に組み込まれて本発明に使用される
超吸収体ウェブは、例えば、綿、レーヨン、ポリエチレン、ポリエステルまたはウールか
ら作られる、梳いたまたはランダムなウェブも包含できる。他の適当なウェブは、ポリエ
ステル、ポリプロピレンまたはポリエチレンから作られるスパンレースウェブである。超
吸収体ウェブは、単プライまたは多重プライおよびクレープ状または未クレープ状の組織
の形状であってもよい。ポリエチレンまたはポリプロピレンから押出エンボスおよび延伸
法により作製される様々な物質から成るＡｐｐｌｉｅｄ　Ｅｘｔｒｕｓｉｏｎ　Ｔｅｃｈ
ｎｏｌｏｇｉｅｓの製品のＤｅｌｎｅｔも、超吸収体ウェブを調製するウェブとして使用
できる。
【０３７５】
　超吸収体ウェブは、いずれかの便利な手段で、例えば、ウェブを微かに加湿することに
より形成することができる。加湿後、超吸収体粉末を塗布してから、ウェブを乾燥オーブ
ンに通すか、あるいはロール加熱してよい。加湿ウェブ付近の粉末は粘着性となり、隣接
物（繊維、表面）に密着し、次いで密着しない粉末を減圧吸引する。
【０３７６】
　または、不織ウェブ／紙間に超吸収体粉末をサンドイッチし、次いで超吸収体を粘着性
とする水蒸気に付して、超吸収体が隣接面に粘着するようにする。次にサンドイッチ超吸
収体とウェブを乾燥して、間に超吸収体を持つ２プライウェブを作成することができる。
また超吸収体を、他の層に熱接着することもできる。超吸収体結合化合物は、他の結合化
合物に熱結合させることができる。
【０３７７】
　本発明に係る創傷または組織被覆材は、約５～約５０重量％の水分、例えば約５～約４
０重量％の水分、例えば約５～約３０重量％の水分、例えば約５～約２５重量％の水分、
例えば約５～約２０重量％の水分、例えば約５～約１５重量％の水分、例えば約５～約１
０重量％の水分、例えば約１０～約４０重量％の水分、例えば約１０～約３０重量％の水
分、例えば約１０～約２５重量％の水分、例えば約１０～約２０重量％の水分、例えば約
１０～約１５重量％の水分、例えば約１５～約４０重量％の水分、例えば約１５～約３０
重量％の水分、例えば約１５～約２５重量％の水分、例えば約１５～約２０重量％の水分
を含有し得る。
【０３７８】
　接着表面を有する吸収性化合物
　更に他の実施態様においては、本発明は、創傷滲出液を吸収する１種以上の吸収性化合
物を有する１種以上の創傷または組織被覆材に関する。該創傷または組織被覆材には、１
種以上の医薬組成物が印刷されており、該吸収性化合物は、接着表面を有している。接着
表面の非制限的例を以下に示す。
【０３７９】
　吸収性化合物は、創傷に接する上で好適な少なくとも１種の接着表面を有するか、創傷
に接する上で好適な少なくとも１種の接着表面に付着している。吸収性化合物が少なくと
も１種の接着表面に付着している場合、吸収性化合物と接着表面は、多くの場合、別々に
製造され、本発明に係る創傷または組織被覆材の製造の際に接合されるだけである。接着
表面は、創傷表面に合わせて置かれる吸収性化合物表面など、吸収性化合物の対応する表
面上に単に配置するか、拡げるだけである。
【０３８０】
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　少なくとも１つの接着表面は、創傷滲出液を創傷から吸収性化合物に向かわせる透過性
または半透過性のバリアにより吸収性化合物から分離される。あるいは、少なくとも１つ
の接着表面自身が創傷滲出液を創傷から吸収性化合物に向かわせる透過性または半透過性
のバリアとして作用するバリアを有することもできる。
【０３８１】
　吸収性化合物を、吸収性化合物を外部環境から少なくとも部分的に切り離すトップフィ
ルムに付着させることもできる。あるいは、吸収性化合物自身が、吸収性化合物を外部環
境から少なくとも部分的に切り離すトップフィルムとして作用する機能を有する。
【０３８２】
　トップフィルムは、通常、多孔性であり、吸収性化合物から液体が蒸発できる酸素およ
び水蒸気透過性層を有することができる。
【０３８３】
　ゼラチンおよびコラーゲン吸収性化合物
　ある実施態様においては、本発明の創傷または組織被覆材が、ゼラチンおよびコラーゲ
ンの組み合わせを含め、ゼラチンおよび／またはコラーゲンを有するまたはゼラチンおよ
び／またはコラーゲンからなる吸収性化合物を有する。
【０３８４】
　吸収性化合物がゼラチンを有するまたはゼラチンからなる場合、ゼラチンは架橋し、ヒ
ドロゲルの形などのマトリクスを形成することができる。
【０３８５】
　または、創傷または組織被覆材は、架橋されていないゼラチンを有するまたは架橋され
ていないゼラチンからなることができる。ゼラチンは、粒状または微粒子状に成形するこ
とができ、被覆材では親水コロイドを利用することが最も多い。
【０３８６】
　吸収性化合物がコラーゲンを有するまたはコラーゲンからなる場合、コラーゲンは架橋
し、ヒドロゲルの形などのマトリクスを形成することができる。
【０３８７】
　または、創傷または組織被覆材は、架橋されていないコラーゲンを有するまたは架橋さ
れていないコラーゲンからなることができる。コラーゲンは、粒状または微粒子状に成形
することができ、被覆材では親水コロイドを利用することが最も多い。
【０３８８】
　被覆材は、ゼラチンおよびコラーゲンの一方または両者と組み合わせて、止血を促進す
る量のヒアルロン酸を含有することができる。
【０３８９】
　アルギン酸塩吸収性化合物
　一実施態様においては、吸収性化合物は、アルギン酸エステル、例えば、プロピレング
リコールアルギン酸塩を有するアルギン酸エステルのような、架橋していてもよいアルギ
ン酸塩化合物を有する。
【０３９０】
　アルギン酸エステルのエステル化度は、通常、３５％～９５％であり、吸収性化合物は
、１０重量％～２５重量％のアルギン酸エステルを含有していてもよい。
【０３９１】
　親水コロイドを有する創傷または組織被覆材
　創傷または組織被覆材は親水コロイドを含有することができるが、親水コロイドを含有
しない実施形態もある。親水コロイドを使用する実施形態では、親水コロイドの量は、創
傷または組織被覆材の全体量の約２０～６０重量％である。
【０３９２】
　親水コロイドは、例えば、約２５～５５重量％の組成物、好ましくは約３０～５０重量
％の組成物を有することができる。一実施形態において、親水コロイドは、約４０重量％
の組成物を有する。
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【０３９３】
　本発明において使用される親水コロイドは、合成物でも天然素材でもよい。本発明の範
囲内の親水コロイドには、単一または複数種のモノマーから調製された合成ポリマー、天
然親水性ポリマー、化学修飾天然親水性ポリマーなど様々なものが含まれる。親水コロイ
ドは、皮膚科学的に許容され、患者の皮膚または組成物の他の成分と反応しないことが好
ましい。好ましい例は、ゼラチンおよび／またはコラーゲンを有する親水コロイドである
。
【０３９４】
　更に具体的な例には、ポリヒドロキシアルキルアクリレートおよびメタクリレート、ポ
リビニルラクタム、ポリビニルアルコール、ポリオキシアルキレン、ポリアクリルアミド
、ポリアクリル酸、ポリスチレンスルホン酸、天然または合成修飾多糖類、アルギン酸塩
、ゴム、セルロースおよび修飾セルロースなどの親水コロイドが含まれる。
【０３９５】
　代表的な多糖類には、例えば、澱粉、グリコーゲン、ヘミセルロース、ペントサン、セ
ルロース、ペクチン、キトサン、キチンが含まれる。
【０３９６】
　代表的なゴムには、アラビア、ローカストビーン、グアー、寒天、カラギーナン、キサ
ンタン、カラヤ、トラガカント、ガッチおよびファーセレランゴムが含まれる。
【０３９７】
　代表的な修飾セルロースには、メチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロー
ス、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロースが含まれる。
【０３９８】
　水溶性または膨潤性である親水コロイドは、例えば、ポリビニルアルコール、粉末ペク
チン、メチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、カルボキシメチルセル
ロース、ヒドロキシプロピルセルロースおよびそれらの混合物からなる群から選択するこ
とができる。
【０３９９】
　好適な親水コロイドの例には、さらに直鎖状または架橋した合成ポリマーが含まれる。
合成親水コロイドの非限定的な例には、例えば、Ｎ－ビニル－２－ピロリドン、５－メチ
ル－Ｎ－ビニル－２－ピロリドン、５－エチル－Ｎ－ビニル－２－ピロリドン、３，３－
ジメチル－Ｎ－ビニル－２－ピロリドン、３－メチル－Ｎ－ビニル－２－ピロリドン、３
－エチル－Ｎ－ビニル－２－ピロリドン、４－メチル－Ｎ－ビニル－２－ピロリドン、４
－エチル－Ｎ－ビニル－２－ピロリドン、Ｎ－ビニル－２－バレロラクタムおよびＮ－ビ
ニル－２－カプロラクタムなどのＮ－ビニルラクタムから調製されるポリマーが挙げられ
る。
【０４００】
　合成親水コロイドの調製に有用な他のモノマーには、ヒドロキシアルキルアクリレート
およびメタクリレート（例えば、２－ヒドロキシエチルアクリレート、２－ヒドロキシエ
チルメタクリレート、２－ヒドロキシプロピルアクリレート、２－ヒドロキシプロピルメ
タクリレート、２，３－ジヒドロキシプロピルメタクリレート)、アクリル酸、メタクリ
ル酸、第三級アミノメタクリルイミド（例えば、トリメチルアミノ－メタクリルイミド）
、クロトン酸、ピリジンが含まれる。合成親水コロイドの調製に有用な追加のモノマーと
には、水溶性アミド（例えば、Ｎ－（ヒドロキシメチル）アクリルアミドおよびメタクリ
ルアミド、Ｎ－（３－ヒドロキシプロピル）アクリルアミド、Ｎ－（２－ヒドロキシエチ
ル）メタクリルアミド、Ｎ－（１，１－ジメチル－３－オキサブチル）アクリルアミド、
Ｎ－［２－（ジメチルアミン）エチル］アクリルアミドおよびメタクリルアミド、Ｎ－［
３－（ジメチルアミノ）－２－ヒドロキシルプロピル］メタクリルアミド、Ｎ－｛１，１
－ジメチル－２－（ヒドロキシメチル）－３－オキサブチル］アクリルアミド）、水溶性
ヒドラジン誘導体（例えば、トリアルキルアミンメタクリルイミド、ジメチル－（２－ヒ
ドロキシプロピル）アミンメタクリルイミド）、モノオレフィンスルホン酸およびその塩
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（例えば、エチレンスルホン酸ナトリウム、スチレンスルホン酸ナトリウム、２－アクリ
ルアミド－２－メチルプロパンスルホン酸）および以下の非環状または環状骨格モノマー
：１－ビニル－イミダゾール、１－ビニル－インドール、２－ビニルイミダゾール、４（
５）－ビニル－イミダゾール、２－ビニル－１－メチル－イミダゾール、５－ビニル－ピ
ラゾリン、３－メチル－５－イソプロペニル－ピラゾール、５－メチレン－ヒダントイン
、３－ビニル－２－オキサゾリドン、３－メタクリリル－２－オキサゾリドン、３－メタ
クリリル－５－メチル－２－オキサゾリドン、３－ビニル－５－メチル－２－オキサゾリ
ドン、２－および４－ビニル－ピリジン、５－ビニル－２－メチル－ピリジン、２－ビニ
ル－ピリジン－１－オキシド、３－イソプロペニル－ピリジン、２－および４－ビニル－
ピペリジン、２－および４－ビニル－キノリン、２，４－ジメチル－６－ビニル－ｓ－ト
リアジンまたは４－アクリリル－モルホリン、に窒素を有するモノマーが含まれる。
【０４０１】
　ヒドロゲル
　親水コロイドの直鎖状ポリマー鎖の架橋は、感圧接着剤マトリクスに分散されたゲルの
凝集性が改良されることが望ましい。そのような架橋が上述のビニルモノマーから作製さ
れたポリマーに要求される場合、窒素、酸素または炭素原子に結合したビニル、アリルま
たはメタリル基であるエチレン基を有する多エチレン性不飽和化合物を使用することがで
きる。
【０４０２】
　ポリマーを有するビニルのための架橋剤の非限定的な例には、ジビニル、ジアリルおよ
びジメタリルエステル（例えば、エチレングリコールジメタクリレート、コハク酸ジビニ
ル、アジピン酸ジビニル、マレイン酸ジビニル、シュウ酸ジビニル、マロン酸ジビニル、
グルタル酸ジビニル、イタコン酸ジアリル、マレイン酸ジアリル、フマル酸ジアリル、ジ
グリコール酸ジアリル、シュウ酸ジアリル、アジピン酸ジアリル、コハク酸ジアリル、ア
ゼライン酸ジアリル、マロン酸ジアリル、グルタル酸ジアリル、マレイン酸ジメタリル、
シュウ酸ジメタリル、マロン酸ジメタリル、コハク酸ジメタリル、グルタル酸ジメタリル
、アジピン酸ジメタリル）、ジビニル、ジアリルおよびジメタリルエーテル（例えば、ジ
エチレングリコールジビニルエーテル、ブタンジオールジビニルエーテル、エチレングリ
コールジビニルエーテル、エチレングリコールジアリルエーテル、ジエチレングリコール
ジアリルエーテル、ブタンジオールジアリルエーテル、エチレングリコールジメタリルエ
ーテル、ジエチレングリコールジメタリルエーテル、ブタンジオールジメタリルエーテル
）、ビス（Ｎ－ビニルラクタム）を有するジビニル、ジアリルおよびジメタリルアミド（
例えば、３，３’－エチレンビス（Ｎ－ビニル－２－ピロリドン）、メチレン－ビス－ア
クリルアミド）、ジビニル、ジアリルおよびジメタリルウレアが含まれる。
【０４０３】
　好ましい架橋剤には、エチレングリコールジメタクリレート、メチレン－ビス－アクリ
ルアミド、ジアリルマレイン酸、３，３’－エチリデンビス（Ｎ－ビニル－２－ピロリド
ン）などが挙げられる。ｎ－ビニルラクタムのための好ましい架橋剤としては、マレイン
酸ジアリルおよび３，３’－エチリデンビス（Ｎ－ビニル－２－ピロリドン）などが挙げ
られる。アクリレートおよびメタクリレートのための好ましい架橋剤としては、エチレン
グリコールジメタクリレートおよびメチレン－ビス－アクリルアミドが含まれる。
【０４０４】
　保湿剤を含む創傷または組織被覆材
　被覆材は、保湿剤を含有することにより、創傷または組織被覆材中の水蒸気分圧または
創傷または組織被覆材の乾燥速度を下げることもできる。好適な保湿剤は、水との混和性
が非常に高く、通常、皮膚への適用に好適である。
【０４０５】
　保湿剤は、例えば、グリセロールおよびプロピレングリコールであってもよく、吸収性
化合物は通常約１０～９０重量％の保湿剤を含有する。
【０４０６】
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　多価アルコールは特に上記目的に好適であり、好適な多価アルコールには、モノプロピ
レングリコールやグリセリン（グリセロール）が含まれる。多価アルコールの量は、製剤
全量の（重量比で）２０％～５０％、もしくは３０％～４０％の範囲である。多価アルコ
ールの比率をこのように比較的高くすることにより、ペーストをある程度乾燥させる場合
に、グリセリンがポリマーの可塑剤として作用するので、柔らかく柔軟なままのペースト
を確保することができる。例えば、ペーストを包帯上に適用した場合、ペーストが水分を
失っても、包帯を切断せずに皮膚から容易に剥がすことができる。多価アルコールはまた
、皮膚または創傷、特に感染創傷と接触したときに、ペースト内における細菌類の増殖を
防ぐ機能を有するという利点を有する。
【０４０７】
　本発明に係る創傷または組織被覆材の製造方法
　本方法は、本発明の創傷または組織被覆材を製造する方法にも関し、該方法は、１種以
上の医薬組成物を準備し、この１種以上の医薬組成物を創傷または組織被覆材および／ま
たは創傷または組織被覆材の吸収化合物上に印刷する工程を有し、それにより本発明に係
る創傷または組織被覆材を得る。
【０４０８】
　本方法は、創傷との接触に好適な少なくとも１の接着表面を有する吸収性化合物を準備
する工程、または創傷との接触に好適な少なくとも１つの接着表面を吸収性化合物に付着
させる工程をさらに有することができる。
【０４０９】
　さらに他の工程では、吸収性化合物と該少なくとも１の接着表面との間に透過性または
半透過性のバリアを導入し、透過性または半透過性のバリアにより吸収性化合物から少な
くとも１の接着表面を分離する。該透過性または半透過性のバリアは、創傷滲出液を創傷
から吸収性化合物に移動させる。
【０４１０】
　更に、本方法は、透過性または半透過性のバリアを接着表面上に導入し、創傷から少な
くとも１の接着表面を、使用中に、部分的に分離できる透過性または半透過性のバリアを
準備する工程を有する。該透過性または半透過性のバリアは、使用中に、創傷滲出液を創
傷から接着表面を介して吸収性化合物に移動させる。
【０４１１】
　更に、トップフィルムを準備し、吸収性化合物に付着する工程を有することもできる。
該トップフィルムは、外的環境から少なくとも部分的に吸収性化合物を封止する。吸収性
化合物は、一体化された部分として、外部環境から少なくとも吸収性化合物を少なくとも
部分的に封止するトップフィルムを有することもできる。トップフィルムは、多孔性でも
無孔性でもよい。一実施形態において、トップフィルムは、吸収性化合物から液体を発散
させる、酸素および蒸気透過性膜を有する。
創傷治療方法
【０４１２】
　本発明の創傷または組織被覆材の様々な使用が想定される。一実施態様においては、創
傷を本発明に係る創傷または組織被覆材に接触させる工程と、創傷を治療する工程とを有
する、個々の創傷を治療する方法が提供される。
【０４１３】
　治療は、原理的に、創傷の治癒に終わるか、創傷の治癒を促進することができる。治癒
の促進は、例えば、創傷治癒を増進する物質を投与することによる。あるいは、創傷治癒
は、細菌またはウイルス感染を防ぐことによって、または創傷治療過程を引き伸ばす他の
感染のリスクを下げることによって促進することができる。
【０４１４】
　他の実施態様においては、個体における損傷した組織を治療する方法を提供する。該方
法は、損傷した組織に本発明に係る創傷または組織被覆材を接触させる工程と、該損傷組
織を治療する工程とを有する。
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【０４１５】
　同様に、治療は、原理的に、損傷組織の治癒に終わるか、損傷組織の治癒を促進するこ
とができる。治癒の促進は、例えば、組織の治癒を増進する物質を投与することによる。
または、損傷組織の治癒は、細菌またはウイルス感染を防ぐことによって、または損傷組
織の治療過程を引き伸ばす他の感染のリスクを下げることによって促進することができる
。
【０４１６】
　組織損傷は、例えば、骨隆起、糖尿病、循環不全または個々の好ましくない炎症過程な
どにより引き起こされる。
【０４１７】
　また、創傷または損傷組織を有する個体の創傷または組織感染のリスクを防止または低
下させる方法が提供される。該方法は、本発明に係る創傷または組織被覆材を創傷または
損傷した組織に接触させる工程と、感染する危険性がある創傷または組織を治療する工程
とを有する。創傷または組織に感染する危険性のある感染性因子は、細菌類またはウイル
スである。
【０４１８】
　例えば、ゼラチンおよびヒアルロン酸は、個々にまたは組み合わせて、止血効果を有す
るので、個々の創傷における止血を促進する方法が提供される。該方法は、本発明の１種
以上の医薬組成物が印刷された創傷または組織被覆材を創傷に接触させる工程と、創傷の
止血を促進する工程とを有する。
【０４１９】
　創傷または損傷した組織に本発明の創傷または組織被覆材を接触させる工程に加えて、
治療される創傷または損傷した組織が本発明の創傷または組織被覆材に接触させられると
きに同時に、１種以上の創傷または組織治癒促進物質を同時にまたは任意の順番で連続し
て投与する、併用方法も提供される。この方法は、治癒が遅い創傷、部分層創傷、深い創
傷および慢性創傷を治療する場合に特に重要となる。
【０４２０】
　創傷および／または組織被覆材の製造方法
　更に他の態様において、本発明の１種以上の医薬組成物が印刷された創傷または組織被
覆材の製造方法が提供される。この方法は、１種以上の医薬組成物を準備する工程、創傷
または組織被覆材および／または創傷または組織被覆材の吸収性化合物上に１種以上の医
薬組成物を印刷する工程、およびそれによって本発明の創傷または組織被覆材を得る工程
を有する。
【０４２１】
　更に、個体における創傷の治療または創傷の治癒の促進のための創傷または組織被覆材
を製造するための、１種以上の医薬組成物の印刷の使用が提供される。
【０４２２】
　また、他の態様において、個体における創傷の治療または治癒の促進のための創傷また
は組織被覆材の使用における吸収性化合物の製造のための、１種以上の医薬組成物の印刷
の使用が提供される。
【０４２３】
　本発明は、個々における創傷または組織の治療または治癒の促進のための創傷または組
織被覆材の使用における吸収性化合物の製造のための、１種以上の医薬組成物の印刷の使
用にも関する。
【０４２４】
　他の実施態様においては、本発明は、創傷のある個々における創傷または組織の感染を
防止または感染のリスクを下げるための創傷または組織被覆材の製造における、１種以上
の医薬組成物の印刷の使用に関する。
【０４２５】
　本発明は、個体の創傷における止血を促進する創傷または組織被覆材の製造における、
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１種以上の医薬組成物の印刷の使用にも関する。
【０４２６】
　マトリクス材料の貯蔵および／または調製用の容器
　本発明は、例えば、マトリクス材料の貯蔵および／または調製のための容器、箱または
包装手段にも関する。一実施形態において、この容器、箱または包装は、マトリクス材料
の貯蔵および／または調製のための無菌環境を提供する。
【０４２７】
　容器は、マトリクス材料を貯蔵するための内部空洞（空間）を有する。一実施態様にお
いては、容器は、２種以上のマトリクス材料、例えば、２、３、４、５、６、７、８、９
、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９、２０、２１、２２、
２３、２４、２５、２６、２７、２８、２９、３０、３１、３２、３３、３４、３５、３
６、３７、３８、３９、４０、４１、４１、４３、４４、４５、４６、４７、４８、４９
、５０、５１、５２、５３、５４、５５、５６、５７、５８、５９、６０、６１、６２、
６３、６４、６５、６６、６７、６８、６９、７０、７１、７２、７３、７４、７５、７
６、７７、７８、７９、８０、８１、８２、８３、８４、８５、８６、８７、８８、８９
、９０、９１、９２、９３、９４、９５、９６、９７、９８、９９または１００種のマト
リクス材料を貯蔵するための、２種以上のマトリクス材料を貯蔵のための２個以上の内部
空洞、例えば、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５
、１６、１７、１８、１９、２０、２１、２２、２３、２４、２５、２６、２７、２８、
２９、３０、３１、３２、３３、３４、３５、３６、３７、３８、３９、４０、４１、４
１、４３、４４、４５、４６、４７、４８、４９、５０、５１、５２、５３、５４、５５
、５６、５７、５８、５９、６０、６１、６２、６３、６４、６５、６６、６７、６８、
６９、７０、７１、７２、７３、７４、７５、７６、７７、７８、７９、８０、８１、８
２、８３、８４、８５、８６、８７、８８、８９、９０、９１、９２、９３、９４、９５
、９６、９７、９８、９９または１００個の内部空洞を有する。
【０４２８】
　他の実施態様においては、容器は、２種以上のマトリクス材料、例えば、２、３、４、
５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９、
２０、２１、２２、２３、２４、２５、２６、２７、２８、２９、３０、３１、３２、３
３、３４、３５、３６、３７、３８、３９、４０、４１、４２、４３、４４、４５、４６
、４７、４８、４９、５０、５１、５２、５３、５４、５５、５６、５７、５８、５９、
６０、６１、６２、６３、６４、６５、６６、６７、６８、６９、７０、７１、７２、７
３、７４、７５、７６、７７、７８、７９、８０、８１、８２、８３、８４、８５、８６
、８７、８８、８９、９０、９１、９２、９３、９４、９５、９６、９７、９８、９９ま
たは１００種のマトリクス材料の貯蔵のための１個の内部空洞を有する。
【０４２９】
　内部空洞は、定義された寸法を有する底面、および定義された高さを有する１以上の側
壁から形成される。一実施態様においては、空洞の１以上の側壁は、マトリクス材料を含
む空洞に加えるべき最大容量のための標識を含む。この標識は線、点のようなあらゆるタ
イプの標識であってもよく、１以上の側面は湾曲、すなわち最大の液体／水分量が１以上
のマトリクス材料を含む内部空洞に加えられるための案内手段としての１以上の傾斜した
縁を有しており、例えば、底面と側面との間の角度は標識の下および上の間で異なってい
る。容器の１つの利点は、１以上の側壁上の１個以上の標識が、１種以上のマトリクス材
料を含む容器に過剰の液体を加える危険性を減少するということである。
【０４３０】
　空洞は、通常はマトリクス材料を回避すべきである。従って、空洞の形状は、マトリク
ス材料の形状に適合するように調節され、または包囲している。
【０４３１】
　内部空洞の底面のサイズ、内部空洞の底面から最大充填のための標識まで測定した１以
上の側壁の高さにより定義される空洞は、マトリクス材料を含む容器に加えられる液体の
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最大容量と呼ばれる。
【０４３２】
　一実施態様においては、マトリクス材料を含む容器に加えられる液体の最大容量は、１
ｍＬ～６０ｍＬ、例えば１ｍＬ～２ｍＬ、例えば２～３ｍＬ、例えば３ｍＬ～４ｍＬ、例
えば４～５ｍＬ、例えば５ｍＬ～６ｍＬ、例えば６～７ｍＬ、例えば７ｍＬ～８ｍＬ、例
えば８～９ｍＬ、例えば９ｍＬ～１０ｍＬ、例えば１０～１１ｍＬ、例えば１１ｍＬ～１
２ｍＬ、例えば１２～１３ｍＬ、例えば１３ｍＬ～１４ｍＬ、例えば１４～１５ｍＬ、例
えば１５ｍＬ～１６ｍＬ、例えば１６～１７ｍＬ、例えば１７ｍＬ～１８ｍＬｍＬ、例え
ば１８～１９ｍＬ、例えば１９ｍＬ～２０ｍＬ、例えば２０～２１ｍＬ、例えば２１ｍＬ
～２２ｍＬ、例えば２２～２３ｍＬ、例えば２３ｍＬ～２４ｍＬ、例えば２４～２５ｍＬ
、例えば２５ｍＬ～２６ｍＬ、例えば２６～２７ｍＬ、例えば２７ｍＬ～２８ｍＬ、例え
ば２８～２９ｍＬ、例えば２９ｍＬ～３０ｍＬ、例えば３０～３１ｍＬ、例えば３１ｍＬ
～３２ｍＬ、例えば３２～３３ｍＬ、例えば３３ｍＬ～３４ｍＬ、例えば３４～３５ｍＬ
、例えば３５ｍＬ～３６ｍＬ、例えば３６～３７ｍＬ、例えば３７ｍＬ～３８ｍＬ、例え
ば３８～３９ｍＬ、例えば３９ｍＬ～４０ｍＬ、例えば４０～４１ｍＬ、例えば４１ｍＬ
～４２ｍＬ、例えば４２～４３ｍＬ、例えば４３ｍＬ～４４ｍＬ、例えば４４～４５ｍＬ
、例えば４５ｍＬ～４６ｍＬ、例えば４６～４７ｍＬ、例えば４７ｍＬ～４８ｍＬ、例え
ば４８～４９ｍＬ、例えば４９ｍＬ～５０ｍＬ、例えば５０～５１ｍＬ、例えば５１ｍＬ
～５２ｍＬ、例えば５２～５３ｍＬ、例えば５３ｍＬ～５４ｍＬ、例えば５４～５５ｍＬ
、例えば５５ｍＬ～５６ｍＬ、例えば５６～５７ｍＬ、例えば５７ｍＬ～５８ｍＬ、例え
ば５８～５９ｍＬ、例えば５９ｍＬ～６０ｍＬの範囲である。マトリクス材料を含む容器
に加えられる液体の最大容量は、容器の空洞の寸法および使用されるマトリクス材料の液
体吸収性等の要因に左右される。
【０４３３】
　一実施態様においては、マトリクス材料を含む容器に加えられる液体の最大容量は、マ
トリクス材料の容量の５％～５０％、例えば５％～６％、例えば６％～７％、例えば７％
～８％、例えば８％～９％、例えば９％～１０％、例えば１０％～１１％、例えば１１％
～１２％、例えば１２％～１３％、例えば１３％～１４％、例えば１４％～１５％、例え
ば１５％～１６％、例えば１６％～１７％、例えば１７％～１８％、例えば１８％～１９
％、例えば１９％～２０％、例えば２０％～２１％、例えば２１％～２２％、例えば２２
％～２３％、例えば２３％～２４％、例えば２４％～２５％、例えば２５％～２６％、例
えば２６％～２７％、例えば２７％～２８％、例えば２８％～２９％、例えば２９％～３
０％、例えば３０％～３１％、例えば３１％～３２％、例えば３２％～３３％、例えば３
３％～３４％、例えば３４％～３５％、例えば３５％～３６％、例えば３６％～３７％、
例えば３７％～３８％、例えば３８％～３９％、例えば３９％～４０％、例えば４０％～
４１％、例えば４１％～４２％、例えば４２％～４３％、例えば４３％～４４％、例えば
４４％～４５％、例えば４５％～４６％、例えば４６％～４７％、例えば４７％～４８％
、例えば４８％～４９％、または例えば４９％～５０％の範囲であるべきである。
【０４３４】
　一実施態様においては、容器に加える液体の好ましい容量は、内部空洞の容量の５％～
５０％、例えば５％～６％、例えば６％～７％、例えば７％～８％、例えば８％～９％、
例えば９％～１０％、例えば１０％～１１％、例えば１１％、例えば１２％、例えば１２
％～１３％、例えば１３％～１４％、例えば１４％～１５％、例えば１５％～１６％、例
えば１６％～１７％、例えば１７％～１８％、例えば１８％～１９％、例えば１９％～２
０％、例えば２０％～２１％、例えば２１％～２２％、例えば２２％～２３％、例えば２
３％～２４％、例えば２４％～２５％、例えば２５％～２６％、例えば２６％～２７％、
例えば２７％～２８％、例えば２８％～２９％、例えば２９％～３０％、例えば３０％～
３１％、例えば３１％～３２％、例えば３２％～３３％、例えば３３％～３４％、例えば
３４％～３５％、例えば３５％～３６％、例えば３６％～３７％、例えば３７％～３８％
、例えば３８％～３９％、例えば３９％～４０％、例えば４０％～４１％、例えば４１％
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～４２％、例えば４２％～４３％、例えば４３％～４４％、例えば４４％～４５％、例え
ば４５％～４６％、例えば４６％～４７％、例えば４７％～４８％、例えば４８％～４９
％、または例えば４９％～５０％の範囲であるべきである。
【０４３５】
　一実施態様においては、容器に加える液体の好ましい容量は、１ｍＬ～６０ｍＬ、例え
ば１ｍＬ～２ｍＬ、例えば２～３ｍＬ、例えば３ｍＬ～４ｍＬ、例えば４～５ｍＬ、例え
ば５ｍＬ～６ｍＬ、例えば６～７ｍＬ、例えば７ｍＬ～８ｍＬ、例えば８～９ｍＬ、例え
ば９ｍＬ～１０ｍＬ、例えば１０～１１ｍＬ、例えば１１ｍＬ～１２ｍＬ、例えば１２～
１３ｍＬ、例えば１３ｍＬ～１４ｍＬ、例えば１４～１５ｍＬ、例えば１５ｍＬ～１６ｍ
Ｌ、例えば１６～１７ｍＬ、例えば１７ｍＬ～１８ｍＬ、例えば１８～１９ｍＬ、例えば
１９ｍＬ～２０ｍＬ、例えば２０～２１ｍＬ、例えば２１ｍＬ～２２ｍＬ、例えば２２～
２３ｍＬ、例えば２３ｍＬ～２４ｍＬ、例えば２４～２５ｍＬ、例えば２５ｍＬ～２６ｍ
Ｌ、例えば２６～２７ｍＬ、例えば２７ｍＬ～２８ｍＬ、例えば２８～２９ｍＬ、例えば
２９ｍＬ～３０ｍＬ、例えば３０～３１ｍＬ、例えば３１ｍＬ～３２ｍＬ、例えば３２～
３３ｍＬ、例えば３３ｍＬ～３４ｍＬ、例えば３４～３５ｍＬ、例えば３５ｍＬ～３６ｍ
Ｌ、例えば３６～３７ｍＬ、例えば３７ｍＬ～３８ｍＬ、例えば３８～３９ｍＬ、例えば
３９ｍＬ～４０ｍＬ、例えば４０～４１ｍＬ、例えば４１ｍＬ～４２ｍＬ、例えば４２～
４３ｍＬ、例えば４３ｍＬ～４４ｍＬ、例えば４４～４５ｍＬ、例えば４５ｍＬ～４６ｍ
Ｌ、例えば４６～４７ｍＬ、例えば４７ｍＬ～４８ｍＬ、例えば４８～４９ｍＬ、例えば
４９ｍＬ～５０ｍＬ、例えば５０～５１ｍＬ、例えば５１ｍＬ～５２ｍＬ、例えば５２～
５３ｍＬ、例えば５３ｍＬ～５４ｍＬ、例えば５４～５５ｍＬ、例えば５５ｍＬ～５６ｍ
Ｌ、例えば５６～５７ｍＬ、例えば５７ｍＬ～５８ｍＬ、例えば５８～５９ｍＬ、例えば
５９ｍＬ～６０ｍＬの範囲であるべきである。
【０４３６】
　一実施態様においては、容器は、プラスチックから製造され、外部、内部および密封さ
れた外周、密封された外周を有し、密封された外周は、周囲環境から内部を分離する無菌
の内部領域を形成する。マトリクス材料は内部に位置し、最初は、密封された外周によっ
て周囲環境から分離されている。
【０４３７】
　一実施態様においては、容器は、底面、１以上の側壁、１以上の側壁上野洋樹の最大充
填のための標識、蓋のためのシール面および蓋を含む（例えば、図２Ａおよび２Ｂ、図３
Ａおよび３Ｂ、図４、図５および図６に示すように）。容器は、マトリクス材料の構造を
破壊することなくマトリクス材料を取り扱うことを容易にする、１以上の内部トレイノッ
チを含んでいてもよい（例えば、図２Ａおよび２Ｂ、図４および図５に示すように）。一
実施態様においては、容器は、無菌の領域、マヨスタンド、機器のトレイを含む平らであ
るかまたは平らでない表面、または患者の胸部のような、可能な全ての表面上に安定な配
置を提供するためのベースを有する（例えば、図２Ａおよび２Ｂ、図３Ａおよび３Ｂ、図
４、図５および図６に示すように）。ベースは、漏れるリスクを最小にするための操作の
間、安定性を提供し得る。容器は、場合により、把手を有していてもよい（例えば、図２
Ａおよび２Ｂ、図３Ａおよび３Ｂ、図５および図６に示すように）。
【０４３８】
　一実施態様においては、底面、ベース、側壁、および任意の容器の把手は例えばプラス
チックの１個の断片内に鋳造または成型される。底面、ベース、側壁および任意の容器の
把手は、１個以上、例えば、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２個以上
の例えばプラスチックの断片内で鋳造または成型されていてもよい。好ましい一実施態様
においては、容器は、把手および底面を含み、ベース、側壁および把手は１個の断片内で
鋳造または成型される。
【０４３９】
　一実施態様においては、底面と、蓋および／または底面と、ベースおよび／またはベー
スおよび蓋とは平行である。他の実施態様においては、底面と、蓋および／または底面と
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、ベースおよび／またはベースおよび蓋とは平行でない。一実施態様においては、蓋およ
び／またはベースおよび／または容器の底面は、容器の１以上の側壁に対して垂直である
。一実施態様においては、蓋および／またはベースおよび／または容器の底面は、容器の
１以上の側面に対して垂直でない。蓋および／またはベースおよび／または容器の底面と
、１以上の側壁との間の角度は、２０度～１６０度、例えば２０度～２５度、例えば２５
度～３０度、例えば３０度～３５度、例えば３５度～４０度、例えば４０度～４５度、例
えば４５度～５０度、例えば５０度～５５度、例えば５５度～６０度、例えば６０度～６
５度、例えば６５度～７０度、例えば７０度～７５度、例えば７５度～８０度、例えば８
０度～８５度、例えば８５度～９０度、例えば９０度～９５度、例えば９５度～１００度
、例えば１００度～１０５度、例えば１０５度～１１０度、例えば１１０度～１１５度、
例えば１１５度～１２０度、例えば１２０度～１２５度、例えば１２５度～１３０度、例
えば１３０度～１３５度、例えば１３５度～度、例えば１４０度、例えば１４０度～１４
５度、例えば１４５度～１５０度、例えば１５０度～１５５度、例えば１５５度～１６０
度の範囲であり得る。
【０４４０】
　容器の空洞の底面は任意の形態、例えば四角形、長方形、三角形、円形または楕円形で
あり得る。
【０４４１】
　一実施態様においては、底面は、例えば、１ｃｍ×１ｃｍ、１ｃｍ×２ｃｍ、１ｃｍ３
ｃｍ、１ｃｍ×４ｃｍ、１ｃｍ×５ｃｍ、１ｃｍ×６ｃｍ、１ｃｍ×７ｃｍ、１ｃｍ×８
ｃｍ、１ｃｍ×９ｃｍ、１ｃｍ×１０ｃｍ、１ｃｍ×１５ｃｍ、１ｃｍ×２０ｃｍ、２ｃ
ｍ×１ｃｍ、２ｃｍ×２ｃｍ、２ｃｍ×３ｃｍ、２ｃｍ×４ｃｍ、２ｃｍ×５ｃｍ、２ｃ
ｍ×６ｃｍ、２ｃｍ×７ｃｍ、２ｃｍ×８ｃｍ、２ｃｍ×９ｃｍ、２ｃｍ×１０ｃｍ、２
ｃｍ×１５ｃｍ、２ｃｍ×２０ｃｍ、３ｃｍ×１ｃｍ、３ｃｍ×２ｃｍ、３ｃｍ×３ｃｍ
、３ｃｍ×４ｃｍ、３ｃｍ×５ｃｍ、３ｃｍ×６ｃｍ、３ｃｍ×７ｃｍ、３ｃｍ×８ｃｍ
、３ｃｍ、×９ｃｍ、３ｃｍ×１０ｃｍ、３ｃｍ×１５ｃｍ、３ｃｍ×２０ｃｍ、４ｃｍ
×１ｃｍ、４ｃｍ×２ｃｍ、４ｃｍ×３ｃｍ、４ｃｍ×４ｃｍ、４ｃｍ×５ｃｍ、４ｃｍ
×６ｃｍ、４ｃｍ×７ｃｍ、４ｃｍ×８ｃｍ、４ｃｍ×９ｃｍ、４ｃｍ×１０ｃｍ、４ｃ
ｍ×１５ｃｍ、４ｃｍ×２０ｃｍ、５ｃｍ×１ｃｍ、５ｃｍ×２ｃｍ、５ｃｍ×３ｃｍ、
５ｃｍ×４ｃｍ、５ｃｍ×５ｃｍ、５ｃｍ×６ｃｍ、５ｃｍ×７ｃｍ、５ｃｍ×８ｃｍ、
５ｃｍ×９ｃｍ、５ｃｍ×１０ｃｍ、５ｃｍ×１５ｃｍ、５ｃｍ×２０ｃｍ、６ｃｍ×１
ｃｍ、６ｃｍ×２ｃｍ、６ｃｍ×３ｃｍ、６ｃｍ×４ｃｍ、６ｃｍ×５ｃｍ、６ｃｍ×６
ｃｍ、６ｃｍ×７ｃｍ、６ｃｍ×８ｃｍ、６ｃｍ×９ｃｍ、６ｃｍ×１０ｃｍ、６ｃｍ×
１５ｃｍ、６ｃｍ×２０ｃｍ、７ｃｍ×１ｃｍ、７ｃｍ×２ｃｍ、７ｃｍ×３ｃｍ、７ｃ
ｍ×４ｃｍ、７ｃｍ×５ｃｍ、７ｃｍ×６ｃｍ、７ｃｍ×７ｃｍ、７ｃｍ×８ｃｍ、７ｃ
ｍ×９ｃｍ、７ｃｍ×１０ｃｍ、７ｃｍ×１５ｃｍ、７ｃｍ×２０ｃｍ、８ｃｍ×１ｃｍ
、８ｃｍ×２ｃｍ、８ｃｍ×３ｃｍ、８ｃｍ×４ｃｍ、８ｃｍ×５ｃｍ、８ｃｍ×６ｃｍ
、８ｃｍ×７ｃｍ、８ｃｍ×８ｃｍ、８ｃｍ×９ｃｍ、８ｃｍ×１０ｃｍ、８ｃｍ×１５
ｃｍ、８ｃｍ×２０ｃｍ、９ｃｍ×１ｃｍ、９ｃｍ×２ｃｍ、９ｃｍ×３ｃｍ、９ｃｍ×
４ｃｍ、９ｃｍ×５ｃｍ、９ｃｍ×６ｃｍ、９ｃｍ×７ｃｍ、９ｃｍ×８ｃｍ、９ｃｍ×
９ｃｍ、９ｃｍ×１０ｃｍ、９ｃｍ×１５ｃｍ、９ｃｍ×２０ｃｍ、１０ｃｍ×１ｃｍ、
１０ｃｍ×２ｃｍ、１０ｃｍ×３ｃｍ、１０ｃｍ×４ｃｍ、１０ｃｍ×５ｃｍ、１０ｃｍ
×６ｃｍ、１０ｃｍ×７ｃｍ、１０ｃｍ×８ｃｍ、１０ｃｍ×９ｃｍ、１０ｃｍ×１０ｃ
ｍ、１０ｃｍ×１５ｃｍ、１０ｃｍ×２０ｃｍ、１１ｃｍ×１ｃｍ、１１ｃｍ×２ｃｍ、
１１ｃｍ×３ｃｍ、１１ｃｍ×４ｃｍ、１１ｃｍ×５ｃｍ、１１ｃｍ×６ｃｍ、１１ｃｍ
×７ｃｍ、１１ｃｍ×８ｃｍ、１１ｃｍ×９ｃｍ、１１ｃｍ×１０ｃｍ、１１ｃｍ×１５
ｃｍ、１１ｃｍ×２０ｃｍ、１２ｃｍ×１ｃｍ、１２ｃｍ×２ｃｍ、１２ｃｍ×３ｃｍ、
１２ｃｍ×４ｃｍ、１２ｃｍ×５ｃｍ、１２ｃｍ×６ｃｍ、１２ｃｍ×７ｃｍ、１２ｃｍ
×８ｃｍ、１２ｃｍ×９ｃｍ、１２ｃｍ×１０ｃｍ、１２ｃｍ×１５ｃｍ、１２ｃｍ×２
０ｃｍ、１３ｃｍ×１ｃｍ、１３ｃｍ×２ｃｍ、１３ｃｍ×３ｃｍ、１３ｃｍ×４ｃｍ、
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１３ｃｍ×５ｃｍ、１３ｃｍ×６ｃｍ、１３ｃｍ×７ｃｍ、１３ｃｍ×８ｃｍ、１３ｃｍ
×９ｃｍ、１３ｃｍ×１０ｃｍ、１３ｃｍ×１５ｃｍ、１３ｃｍ×２０ｃｍ、１４ｃｍ×
１ｃｍ、１４ｃｍ×２ｃｍ、１４ｃｍ×３ｃｍ、１４ｃｍ×４ｃｍ、１４ｃｍ×５ｃｍ、
１４ｃｍ×６ｃｍ、１４ｃｍ×７ｃｍ、１４ｃｍ×８ｃｍ、１４ｃｍ×９ｃｍ、１４ｃｍ
×１０ｃｍ、１４ｃｍ×１５ｃｍ、１４ｃｍ×２０ｃｍ、１５ｃｍ×１ｃｍ、１５ｃｍ×
２ｃｍ、１５ｃｍ×３ｃｍ、１５ｃｍ×４ｃｍ、１５ｃｍ×５ｃｍ、１５ｃｍ×６ｃｍ、
１５ｃｍ×７ｃｍ、１５ｃｍ×８ｃｍ、１５ｃｍ×９ｃｍ、１５ｃｍ×１０ｃｍ、１５ｃ
ｍ×１５ｃｍ、１５ｃｍ×２０ｃｍ、１６ｃｍ×１ｃｍ、１６ｃｍ×２ｃｍ、１６ｃｍ×
３ｃｍ、１６ｃｍ×４ｃｍ、１６ｃｍ×５ｃｍ、１６ｃｍ×６ｃｍ、１６ｃｍ×７ｃｍ、
１６ｃｍ×８ｃｍ、１６ｃｍ×９ｃｍ、１６ｃｍ×１０ｃｍ、１６ｃｍ×１５ｃｍ、１６
ｃｍ×２０ｃｍ、１７ｃｍ×１ｃｍ、１７ｃｍ×２ｃｍ、１７ｃｍ×３ｃｍ、１７ｃｍ×
４ｃｍ、１７ｃｍ×５ｃｍ、１７ｃｍ×６ｃｍ、１７ｃｍ×７ｃｍ、１７ｃｍ×８ｃｍ、
１７ｃｍ×９ｃｍ、１７ｃｍ×１０ｃｍ、１７ｃｍ×１５ｃｍ、１７ｃｍ×２０ｃｍ、１
８ｃｍ×１ｃｍ、１８ｃｍ×２ｃｍ、１８ｃｍ×３ｃｍ、１８ｃｍ×４ｃｍ、１８ｃｍ×
５ｃｍ、１８ｃｍ×６ｃｍ、１８ｃｍ×７ｃｍ、１８ｃｍ×８ｃｍ、１８ｃｍ×９ｃｍ、
１８ｃｍ×１０ｃｍ、１８ｃｍ×１５ｃｍ、１８ｃｍ×２０ｃｍ、１９ｃｍ×１ｃｍ、１
９ｃｍ×２ｃｍ、１９ｃｍ×３ｃｍ、１９ｃｍ×４ｃｍ、１９ｃｍ×５ｃｍ、１９ｃｍ×
６ｃｍ、１９ｃｍ×７ｃｍ、１９ｃｍ×８ｃｍ、１９ｃｍ×９ｃｍ、１９ｃｍ×１０ｃｍ
、１９ｃｍ×１５ｃｍ、１９ｃｍ×２０ｃｍ、２０ｃｍ×１ｃｍ、２０ｃｍ×２ｃｍ、２
０ｃｍ×３ｃｍ、２０ｃｍ×４ｃｍ、２０ｃｍ×５ｃｍ、２０ｃｍ×６ｃｍ、２０ｃｍ×
７ｃｍ、２０ｃｍ×８ｃｍ、２０ｃｍ×９ｃｍ、２０ｃｍ×１０ｃｍ、２０ｃｍ×１５ｃ
ｍ、２０ｃｍ×２０ｃｍ、２５ｃｍ×１ｃｍ、２５ｃｍ×２ｃｍ、２５ｃｍ×３ｃｍ、２
５ｃｍ×４ｃｍ、２５ｃｍ×５ｃｍ、２５ｃｍ×６ｃｍ、２５ｃｍ×７ｃｍ、２５ｃｍ×
８ｃｍ、２５ｃｍ×９ｃｍ、２５ｃｍ×１０ｃｍ、２５ｃｍ×１５ｃｍ、２５ｃｍ×２０
ｃｍ、３０ｃｍ×１ｃｍ、３０ｃｍ×２ｃｍ、３０ｃｍ×３ｃｍ、３０ｃｍ×４ｃｍ、３
０ｃｍ×５ｃｍ、３０ｃｍ×６ｃｍ、３０ｃｍ×７ｃｍ、３０ｃｍ×８ｃｍ、３０ｃｍ×
９ｃｍ、３０ｃｍ×１０ｃｍ、３０ｃｍ×１５ｃｍ、３０ｃｍ×２０ｃｍ、４０ｃｍ×１
ｃｍ、４０ｃｍ×２ｃｍ、４０ｃｍ×３ｃｍ、４０ｃｍ×４ｃｍ、４０ｃｍ×５ｃｍ、４
０ｃｍ×６ｃｍ、４０ｃｍ×７ｃｍ、４０ｃｍ×８ｃｍ、４０ｃｍ×９ｃｍ、４０ｃｍ×
１０ｃｍ、４０ｃｍ×１５ｃｍ、４０ｃｍ×２０ｃｍ、５０ｃｍ×１ｃｍ、５０ｃｍ×２
ｃｍ、５０ｃｍ×３ｃｍ、５０ｃｍ×４ｃｍ、５０ｃｍ×５ｃｍ、５０ｃｍ×６ｃｍ、５
０ｃｍ×７ｃｍ、５０ｃｍ×８ｃｍ、５０ｃｍ×９ｃｍ、５０ｃｍ×１０ｃｍ、５０ｃｍ
×１５ｃｍ、または５０ｃｍ×２０ｃｍの寸法の四角形として形成される。
【０４４２】
　容器底面の寸法は小数、例えば１３．０３５ｃｍ×９．７４ｃｍ（小さい）、例えば１
３．０３５ｃｍ×１３．７３ｃｍ（中くらい）または例えば１３．０３５ｃｍ×２０．０
４ｃｍ（大きい）であってもよい。
【０４４３】
　他の実施態様においては、底面は、例えば１ｃｍ２～５００ｃｍ２、例えば１ｃｍ２～
５ｃｍ２、例えば５ｃｍ２～１０ｃｍ２、例えば１０ｃｍ２～２０ｃｍ２、例えば２０ｃ
ｍ２～３０ｃｍ２、例えば３０ｃｍ２～４０ｃｍ２、例えば４０ｃｍ２～５０ｃｍ２、例
えば５０ｃｍ２～６０ｃｍ２、例えば６０ｃｍ２～７０ｃｍ２、例えば７０ｃｍ２～８０
ｃｍ２、例えば８０ｃｍ２～９０ｃｍ２、例えば９０ｃｍ２～１００ｃｍ２、例えば１０
０ｃｍ２～１１０ｃｍ２、例えば１１０ｃｍ２～１２０ｃｍ２、例えば１２０ｃｍ２～１
３０ｃｍ２、例えば１３０ｃｍ２～１４０ｃｍ２、例えば１４０ｃｍ２～１５０ｃｍ２、
例えば１５０ｃｍ２～１６０ｃｍ２、例えば１６０ｃｍ２～１７０ｃｍ２、例えば１７０
ｃｍ２～１８０ｃｍ２、例えば１８０ｃｍ２～１９０ｃｍ２、例えば１９０ｃｍ２～２０
０ｃｍ２、例えば２００ｃｍ２～２１０ｃｍ２、例えば２１０ｃｍ２～２２０ｃｍ２、例
えば２２０ｃｍ２～２３０ｃｍ２、例えばｃｍ２～２４０ｃｍ２、例えば２４０ｃｍ２～
２５０ｃｍ２、例えば２５０ｃｍ２～２６０ｃｍ２、例えば２６０ｃｍ２～２７０ｃｍ２
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、例えば２７０ｃｍ２～２８０ｃｍ２、例えば２８０ｃｍ２～２９０ｃｍ２、例えば２９
０ｃｍ２～３００ｃｍ２、例えば３００ｃｍ２～３２０ｃｍ２、例えば３２０ｃｍ２～３
４０ｃｍ２、例えば３４０ｃｍ２～３６０ｃｍ２、例えば３６０ｃｍ２～３８０ｃｍ２、
例えば３８０ｃｍ２～４００ｃｍ２、例えば４００ｃｍ２～４２０ｃｍ２、例えば４２０
ｃｍ２～４４０ｃｍ２、例えば４４０ｃｍ２～４６０ｃｍ２、例えば４６０ｃｍ２～４８
０ｃｍ２、例えば４８０ｃｍ２～５００ｃｍ２の面積を有する四角形として形成される。
【０４４４】
　四角形の底面の面積は整数または自然数でなくてもよいが、任意の小数であってもよい
。
【０４４５】
　一実施態様においては、底面は、１ｃｍ×１ｃｍ、１ｃｍ×２ｃｍ、１ｃｍ×３ｃｍ、
１ｃｍ×４ｃｍ、１ｃｍ×５ｃｍ、１ｃｍ×６ｃｍ、１ｃｍ×７ｃｍ、１ｃｍ×８ｃｍ、
１ｃｍ×９ｃｍ、１ｃｍ×１０ｃｍ、１ｃｍ×１５ｃｍ、１ｃｍ×２０ｃｍ、２ｃｍ×１
ｃｍ、２ｃｍ×２ｃｍ、２ｃｍ×３ｃｍ、２ｃｍ×４ｃｍ、２ｃｍ×５ｃｍ、２ｃｍ×６
ｃｍ、２ｃｍ×７ｃｍ、２ｃｍ×８ｃｍ、２ｃｍ×９ｃｍ、２ｃｍ×１０ｃｍ、２ｃｍ×
１５ｃｍ、２ｃｍ×２０ｃｍ、３ｃｍ×１ｃｍ、３ｃｍ×２ｃｍ、３ｃｍ×３ｃｍ、３ｃ
ｍ×４ｃｍ、３ｃｍ×５ｃｍ、３ｃｍ×６ｃｍ、３ｃｍ×７ｃｍ、３ｃｍ×８ｃｍ、３ｃ
ｍ×９ｃｍ、３ｃｍ×１０ｃｍ、３ｃｍ×１５ｃｍ、３ｃｍ×２０ｃｍ、４ｃｍ×１ｃｍ
、４ｃｍ×２ｃｍ、４ｃｍ×３ｃｍ、４ｃｍ×４ｃｍ、４ｃｍ×５ｃｍ、４ｃｍ×６ｃｍ
、４ｃｍ×７ｃｍ、４ｃｍ×８ｃｍ、４ｃｍ×９ｃｍ、４ｃｍ×１０ｃｍ、４ｃｍ×１５
ｃｍ、４ｃｍ×２０ｃｍ、５ｃｍ×１ｃｍ、５ｃｍ×２ｃｍ、５ｃｍ×３ｃｍ、５ｃｍ×
４ｃｍ、５ｃｍ×５ｃｍ、５ｃｍ×６ｃｍ、５ｃｍ×７ｃｍ、５ｃｍ×８ｃｍ、５ｃｍ×
９ｃｍ、５ｃｍ×１０ｃｍ、５ｃｍ×１５ｃｍ、５ｃｍ×２０ｃｍ、６ｃｍ×１ｃｍ、６
ｃｍ×２ｃｍ、６ｃｍ×３ｃｍ、６ｃｍ×４ｃｍ、６ｃｍ×５ｃｍ、６ｃｍ×６ｃｍ、６
ｃｍ×７ｃｍ、６ｃｍ×８ｃｍ、６ｃｍ×９ｃｍ、６ｃｍ×１０ｃｍ、６ｃｍ×１５ｃｍ
、６ｃｍ×２０ｃｍ、７ｃｍ×１ｃｍ、７ｃｍ×２ｃｍ、７ｃｍ×３ｃｍ、７ｃｍ×４ｃ
ｍ、７ｃｍ×５ｃｍ、７ｃｍ×６ｃｍ、７ｃｍ×７ｃｍ、７ｃｍ×８ｃｍ、７ｃｍ×９ｃ
ｍ、７ｃｍ×１０ｃｍ、７ｃｍ×１５ｃｍ、７ｃｍ×２０ｃｍ、８ｃｍ×１ｃｍ、８ｃｍ
×２ｃｍ、８ｃｍ×３ｃｍ、８ｃｍ×４ｃｍ、８ｃｍ×５ｃｍ、８ｃｍ×６ｃｍ、８ｃｍ
×７ｃｍ、８ｃｍ×８ｃｍ、８ｃｍ×９ｃｍ、８ｃｍ×１０ｃｍ、８ｃｍ×１５ｃｍ、８
ｃｍ×２０ｃｍ、９ｃｍ×１ｃｍ、９ｃｍ×２ｃｍ、９ｃｍ×３ｃｍ、９ｃｍ×４ｃｍ、
９ｃｍ×５ｃｍ、９ｃｍ×６ｃｍ、９ｃｍ×７ｃｍ、９ｃｍ×８ｃｍ、９ｃｍ×９ｃｍ、
９ｃｍ×１０ｃｍ、９ｃｍ×１５ｃｍ、９ｃｍ×２０ｃｍ、１０ｃｍ×１ｃｍ、１０ｃｍ
×２ｃｍ、１０ｃｍ×３ｃｍ、１０ｃｍ×４ｃｍ、１０ｃｍ×５ｃｍ、１０ｃｍ×６ｃｍ
、１０ｃｍ×７ｃｍ、１０ｃｍ×８ｃｍ、１０ｃｍ×９ｃｍ、１０ｃｍ×１０ｃｍ、１０
ｃｍ×１５ｃｍ、１０ｃｍ×２０ｃｍ、１１ｃｍ×１ｃｍ、１１ｃｍ×２ｃｍ、１１ｃｍ
×３ｃｍ、１１ｃｍ×４ｃｍ、１１ｃｍ×５ｃｍ、１１ｃｍ×６ｃｍ、１１ｃｍ×７ｃｍ
、１１ｃｍ×８ｃｍ、１１ｃｍ×９ｃｍ、１１ｃｍ×１０ｃｍ、１１ｃｍ×１５ｃｍ、１
１ｃｍ×２０ｃｍ、１２ｃｍ×１ｃｍ、１２ｃｍ×２ｃｍ、１２ｃｍ×３ｃｍ、１２ｃｍ
×４ｃｍ、１２ｃｍ×５ｃｍ、１２ｃｍ×６ｃｍ、１２ｃｍ×７ｃｍ、１２ｃｍ×８ｃｍ
、１２ｃｍ×９ｃｍ、１２ｃｍ×１０ｃｍ、１２ｃｍ×１５ｃｍ、１２ｃｍ×２０ｃｍ、
１３ｃｍ×１ｃｍ、１３ｃｍ×２ｃｍ、１３ｃｍ×３ｃｍ、１３ｃｍ×４ｃｍ、１３ｃｍ
×５ｃｍ、１３ｃｍ×６ｃｍ、１３ｃｍ×７ｃｍ、１３ｃｍ×８ｃｍ、１３ｃｍ×９ｃｍ
、１３ｃｍ×１０ｃｍ、１３ｃｍ×１５ｃｍ、１３ｃｍ×２０ｃｍ、１４ｃｍ×１ｃｍ、
１４ｃｍ×２ｃｍ、１４ｃｍ×３ｃｍ、１４ｃｍ×４ｃｍ、１４ｃｍ×５ｃｍ、１４ｃｍ
×６ｃｍ、１４ｃｍ×７ｃｍ、１４ｃｍ×８ｃｍ、１４ｃｍ×９ｃｍ、１４ｃｍ×１０ｃ
ｍ、１４ｃｍ×１５ｃｍ、１４ｃｍ×２０ｃｍ、１５ｃｍ×１ｃｍ、１５ｃｍ×２ｃｍ、
１５ｃｍ×３ｃｍ、１５ｃｍ×４ｃｍ、１５ｃｍ×５ｃｍ、１５ｃｍ×６ｃｍ、１５ｃｍ
×７ｃｍ、１５ｃｍ×８ｃｍ、１５ｃｍ×９ｃｍ、１５ｃｍ×１０ｃｍ、１５ｃｍ×１５
ｃｍ、１５ｃｍ×２０ｃｍ、１６ｃｍ×１ｃｍ、１６ｃｍ×２ｃｍ、１６ｃｍ×３ｃｍ、
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１６ｃｍ×４ｃｍ、１６ｃｍ×５ｃｍ、１６ｃｍ×６ｃｍ、１６ｃｍ×７ｃｍ、１６ｃｍ
×８ｃｍ、１６ｃｍ、×９ｃｍ、１６ｃｍ×１０ｃｍ、１６ｃｍ×１５ｃｍ、１６ｃｍ×
２０ｃｍ、１７ｃｍ×１ｃｍ、１７ｃｍ×２ｃｍ、１７ｃｍ×３ｃｍ、１７ｃｍ×４ｃｍ
、１７ｃｍ×５ｃｍ、１７ｃｍ×６ｃｍ、１７ｃｍ×７ｃｍ、１７ｃｍ×８ｃｍ、１７ｃ
ｍ×９ｃｍ、１７ｃｍ×１０ｃｍ、１７ｃｍ×１５ｃｍ、１７ｃｍ×２０ｃｍ、１８ｃｍ
×１ｃｍ、１８ｃｍ×２ｃｍ、１８ｃｍ×３ｃｍ、１８ｃｍ×４ｃｍ、１８ｃｍ×５ｃｍ
、１８ｃｍ×６ｃｍ、１８ｃｍ×７ｃｍ、１８ｃｍ×８ｃｍ、１８ｃｍ×９ｃｍ、１８ｃ
ｍ×１０ｃｍ、１８ｃｍ×１５ｃｍ、１８ｃｍ×２０ｃｍ、１９ｃｍ×１ｃｍ、１９ｃｍ
×２ｃｍ、１９ｃｍ×３ｃｍ、１９ｃｍ×４ｃｍ、１９ｃｍ×５ｃｍ、１９ｃｍ×６ｃｍ
、１９ｃｍ×７ｃｍ、１９ｃｍ×８ｃｍ、１９ｃｍ×９ｃｍ、１９ｃｍ×１０ｃｍ、１９
ｃｍ×１５ｃｍ、１９ｃｍ×２０ｃｍ、２０ｃｍ×１ｃｍ、２０ｃｍ×２ｃｍ、２０ｃｍ
×３ｃｍ、２０ｃｍ×４ｃｍ、２０ｃｍ×５ｃｍ、２０ｃｍ×６ｃｍ、２０ｃｍ×７ｃｍ
、２０ｃｍ×８ｃｍ、２０ｃｍ×９ｃｍ、２０ｃｍ×１０ｃｍ、２０ｃｍ×１５ｃｍ、２
０ｃｍ×２０ｃｍ、２５ｃｍ×１ｃｍ、２５ｃｍ×２ｃｍ、２５ｃｍ×３ｃｍ、２５ｃｍ
×４ｃｍ、２５ｃｍ×５ｃｍ、２５ｃｍ×６ｃｍ、２５ｃｍ×７ｃｍ、２５ｃｍ×８ｃｍ
、２５ｃｍ×９ｃｍ、２５ｃｍ×１０ｃｍ、２５ｃｍ×１５ｃｍ、２５ｃｍ×２０ｃｍ、
３０ｃｍ×１ｃｍ、３０ｃｍ×２ｃｍ、３０ｃｍ×３ｃｍ、３０ｃｍ×４ｃｍ、３０ｃｍ
×５ｃｍ、３０ｃｍ×６ｃｍ、３０ｃｍ×７ｃｍ、３０ｃｍ×８ｃｍ、３０ｃｍ×９ｃｍ
、３０ｃｍ×１０ｃｍ、３０ｃｍ×１５ｃｍ、３０ｃｍ×２０ｃｍ、４０ｃｍ×１ｃｍ、
４０ｃｍ×２ｃｍ、４０ｃｍ×３ｃｍ、４０ｃｍ×４ｃｍ、４０ｃｍ×５ｃｍ、４０ｃｍ
×６ｃｍ、４０ｃｍ×７ｃｍ、４０ｃｍ×８ｃｍ、４０ｃｍ×９ｃｍ、４０ｃｍ×１０ｃ
ｍ、４０ｃｍ×１５ｃｍ、４０ｃｍ×２０ｃｍ、５０ｃｍ×１ｃｍ、５０ｃｍ×２ｃｍ、
５０ｃｍ×３ｃｍ、５０ｃｍ×４ｃｍ、５０ｃｍ×５ｃｍ、５０ｃｍ×６ｃｍ、５０ｃｍ
×７ｃｍ、５０ｃｍ×８ｃｍ、５０ｃｍ×９ｃｍ、５０ｃｍ×１０ｃｍ、５０ｃｍ×１５
ｃｍ、または５０ｃｍ×２０ｃｍからなる群から選択される寸法の１種を有する四角形と
して形成されるマトリクス材料を回避するように形成される。
【０４４６】
　一実施態様においては、底面は、１ｃｍ２～５００ｃｍ２、例えば１ｃｍ２～５ｃｍ２

、例えば５ｃｍ２～１０ｃｍ２、例えば１０ｃｍ２～２０ｃｍ２、例えば２０ｃｍ２～３
０ｃｍ２、例えば３０ｃｍ２～４０ｃｍ２、例えば４０ｃｍ２～５０ｃｍ２、例えば５０
ｃｍ２～６０ｃｍ２、例えば６０ｃｍ２～７０ｃｍ２、例えば７０ｃｍ２～８０ｃｍ２、
例えば８０ｃｍ２～９０ｃｍ２、例えば９０ｃｍ２～１００ｃｍ２、例えば１００ｃｍ２

～１１０ｃｍ２、例えば１１０ｃｍ２～１２０ｃｍ２、例えば１２０ｃｍ２～１３０ｃｍ
２、例えば１３０ｃｍ２～１４０ｃｍ２、例えば１４０ｃｍ２～１５０ｃｍ２、例えば１
５０ｃｍ２～１６０ｃｍ２、例えば１６０ｃｍ２～１７０ｃｍ２、例えば１７０ｃｍ２～
１８０ｃｍ２、例えば１８０ｃｍ２～１９０ｃｍ２、例えば１９０ｃｍ２～２００ｃｍ２

、例えば２００ｃｍ２～２１０ｃｍ２、例えば２１０ｃｍ２～２２０ｃｍ２、例えば２２
０ｃｍ２～２３０ｃｍ２、例えば２３０ｃｍ２～２４０ｃｍ２、例えば２４０ｃｍ２～２
５０ｃｍ２、例えば２５０ｃｍ２～２６０ｃｍ２、例えば２６０ｃｍ２～２７０ｃｍ２、
例えば２７０ｃｍ２～２８０ｃｍ２、例えば２８０ｃｍ２～２９０ｃｍ２、例えば２９０
ｃｍ２～３００ｃｍ２、例えば３００ｃｍ２～３２０ｃｍ２、例えば３２０ｃｍ２～３４
０ｃｍ２、例えば３４０ｃｍ２～３６０ｃｍ２、例えば３６０ｃｍ２～３８０ｃｍ２、例
えば３８０ｃｍ２～４００ｃｍ２、例えば４００ｃｍ２～４２０ｃｍ２、例えば４２０ｃ
ｍ２～４４０ｃｍ２、例えば４４０ｃｍ２～４６０ｃｍ２、例えば４６０ｃｍ２～４８０
ｃｍ２、例えば４８０ｃｍ２～５００ｃｍ２の面積を有する四角形として形成されるマト
リクス材料を回避するように形成される。
【０４４７】
　四角形の底面の面積は整数または自然数でなくてもよいが、任意の小数であってもよい
。
【０４４８】
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　他の実施態様においては、底面は、例えば、１ｃｍ～４０ｃｍ、例えば１ｃｍ～２ｃｍ
、例えば２ｃｍ～４ｃｍ、例えば４ｃｍ～６ｃｍ、例えば６ｃｍ～８ｃｍ、例えば８ｃｍ
～１０ｃｍ、例えば１０ｃｍ～１２ｃｍ、例えば１２ｃｍ～１４ｃｍ、例えば１４ｃｍ～
１６ｃｍ、例えば１６ｃｍ～１８ｃｍ、例えば１８ｃｍ～２０ｃｍ、例えば２０ｃｍ～２
２ｃｍ、例えば２２ｃｍ～２４ｃｍ、例えば２４ｃｍ～２６ｃｍ、例えば２６ｃｍ～２８
ｃｍ、例えば２８ｃｍ～３０ｃｍ、例えば３０ｃｍ～３２ｃｍ、例えば３２ｃｍ～３４ｃ
ｍ、例えば３４ｃｍ～３６ｃｍ、例えば３６ｃｍ～３８ｃｍ、例えば３８ｃｍ～４０ｃｍ
の範囲の直径を有する円形として形成される。
【０４４９】
　一実施態様においては、底面は、例えば、１ｃｍ、１．５ｃｍ、２ｃｍ、２．５ｃｍ、
３ｃｍ、３．５ｃｍ、４ｃｍ、４．５ｃｍ、５ｃｍ、５．５ｃｍ、６ｃｍ、６．５ｃｍ、
７ｃｍ、７．５ｃｍ、８ｃｍ、８．５ｃｍ、９ｃｍ、９．５ｃｍ、１０ｃｍ、１１ｃｍ、
１２ｃｍ、１３ｃｍ、１４ｃｍ、１５ｃｍ、１６ｃｍ、１７ｃｍ、１８ｃｍ、１９ｃｍ、
２０ｃｍ、２１ｃｍ、２２ｃｍ、２３ｃｍ、２４ｃｍ、２５ｃｍ、２６ｃｍ、２７ｃｍ、
２８ｃｍ、２９ｃｍ、３０ｃｍ、３１ｃｍ、３２ｃｍ、３３ｃｍ、３４ｃｍ、３５ｃｍ、
３６ｃｍ、３７ｃｍ、３８ｃｍ、３９ｃｍまたは４０ｃｍの直径を有する円形として形成
される。
【０４５０】
　一実施態様においては、底面は、例えば、１ｃｍ２～５００ｃｍ２、例えば１ｃｍ２～
５ｃｍ２、例えば５ｃｍ２～１０ｃｍ２、例えば１０ｃｍ２～２０ｃｍ２、例えば２０ｃ
ｍ２～３０ｃｍ２、例えば３０ｃｍ２～４０ｃｍ２、例えば４０ｃｍ２～５０ｃｍ２、例
えば５０ｃｍ２～６０ｃｍ２、例えば６０ｃｍ２～７０ｃｍ２、例えば７０ｃｍ２～８０
ｃｍ２、例えば８０ｃｍ２～９０ｃｍ２、例えば９０ｃｍ２～１００ｃｍ２、例えば１０
０ｃｍ２～１１０ｃｍ２、例えば１１０ｃｍ２～１２０ｃｍ２、例えば１２０ｃｍ２～１
３０ｃｍ２、例えば１３０ｃｍ２～１４０ｃｍ２、例えば１４０ｃｍ２～１５０ｃｍ２、
例えば１５０ｃｍ２～１６０ｃｍ２、例えば１６０ｃｍ２～１７０ｃｍ２、例えば１７０
ｃｍ２～１８０ｃｍ２、例えば１８０ｃｍ２～１９０ｃｍ２、例えば１９０ｃｍ２～２０
０ｃｍ２、例えば２００ｃｍ２～２１０ｃｍ２、例えば２１０ｃｍ２～２２０ｃｍ２、例
えば２２０ｃｍ２～２３０ｃｍ２、例えば２３０ｃｍ２～２４０ｃｍ２、例えば２４０ｃ
ｍ２～２５０ｃｍ２、例えば２５０ｃｍ２～２６０ｃｍ２、例えば２６０ｃｍ２～２７０
ｃｍ２、例えば２７０ｃｍ２～２８０ｃｍ２、例えば２８０ｃｍ２～２９０ｃｍ２、例え
ば２９０ｃｍ２～３００ｃｍ２、例えば３００ｃｍ２～３２０ｃｍ２、例えば３２０ｃｍ
２～３４０ｃｍ２、例えば３４０ｃｍ２～３６０ｃｍ２、例えば３６０ｃｍ２～３８０ｃ
ｍ２、例えば３８０ｃｍ２～４００ｃｍ２、例えば４００ｃｍ２～４２０ｃｍ２、例えば
４２０ｃｍ２～４４０ｃｍ２、例えば４４０ｃｍ２～４６０ｃｍ２、例えば４６０ｃｍ２

～４８０ｃｍ２、例えば４８０ｃｍ２～５００ｃｍ２の面積を有する円形として形成され
る。
【０４５１】
　円形の底面の面積は整数または自然数でなくてもよいが、任意の小数であってもよい。
【０４５２】
　一実施態様においては、底面は、例えば、１ｃｍ～４０ｃｍ、例えば１ｃｍ～２ｃｍ、
例えば２ｃｍ～４ｃｍ、例えば４ｃｍ～６ｃｍ、例えば６ｃｍ～８ｃｍ、例えば８ｃｍ～
１０ｃｍ、例えば１０ｃｍ～１２ｃｍ、例えば１２ｃｍ～１４ｃｍ、例えば１４ｃｍ～１
６ｃｍ、例えば１６ｃｍ～１８ｃｍ、例えば１８ｃｍ～２０ｃｍ、例えば２０ｃｍ～２２
ｃｍ、例えば２２ｃｍ～２４ｃｍ、例えば２４ｃｍ～２６ｃｍ、例えば２６ｃｍ～２８ｃ
ｍ、例えば２８ｃｍ～３０ｃｍ、例えば３０ｃｍ～３２ｃｍ、例えば３２ｃｍ～３４ｃｍ
、例えば３４ｃｍ～３６ｃｍ、例えば３６ｃｍ～３８ｃｍ、例えば３８ｃｍ～４０ｃｍの
範囲の直径を有する円形のマトリクス材料のようなマトリクス材料を回避し得る直径を有
する円形として形成される。
【０４５３】
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　一実施態様においては、底面は、例えば、１ｃｍ、２ｃｍ、３ｃｍ、４ｃｍ、５ｃｍ、
６ｃｍ、７ｃｍ、８ｃｍ、９ｃｍ、１０ｃｍ、１１ｃｍ、１２ｃｍ、１３ｃｍ、１４ｃｍ
、１５ｃｍ、１６ｃｍ、１７ｃｍ、１８ｃｍ、１９ｃｍ、２０ｃｍ、２１ｃｍ、２２ｃｍ
、２３ｃｍ、２４ｃｍ、２５ｃｍ、２６ｃｍ、２７ｃｍ、２８ｃｍ、２９ｃｍ、３０ｃｍ
、３１ｃｍ、３２ｃｍ、３３ｃｍ、３４ｃｍ、３５ｃｍ、３６ｃｍ、３７ｃｍ、３８ｃｍ
、３９ｃｍまたは４０ｃｍの範囲の直径を有する円形のマトリクス材料のようなマトリク
ス材料を回避し得る直径を有する円形として形成される。
【０４５４】
　一実施態様においては、底面は、例えば、１ｃｍ２～５００ｃｍ２、例えば１ｃｍ２～
５ｃｍ２、例えば５ｃｍ２～１０ｃｍ２、例えば１０ｃｍ２～２０ｃｍ２、例えば２０ｃ
ｍ２～３０ｃｍ２、例えば３０ｃｍ２～４０ｃｍ２、例えば４０ｃｍ２～５０ｃｍ２、例
えば５０ｃｍ２～６０ｃｍ２、例えば６０ｃｍ２～７０ｃｍ２、例えば７０ｃｍ２～８０
ｃｍ２、例えば８０ｃｍ２～９０ｃｍ２、例えば９０ｃｍ２～１００ｃｍ２、例えば１０
０ｃｍ２～１１０ｃｍ２、例えば１１０ｃｍ２～１２０ｃｍ２、例えば１２０ｃｍ２～１
３０ｃｍ２、例えば１３０ｃｍ２～１４０ｃｍ２、例えば１４０ｃｍ２～１５０ｃｍ２、
例えば１５０ｃｍ２～１６０ｃｍ２、例えば１６０ｃｍ２～１７０ｃｍ２、例えば１７０
ｃｍ２～１８０ｃｍ２、例えば１８０ｃｍ２～１９０ｃｍ２、例えば１９０ｃｍ２～２０
０ｃｍ２、例えば２００ｃｍ２～２１０ｃｍ２、例えば２１０ｃｍ２～２２０ｃｍ２、例
えば２２０ｃｍ２～２３０ｃｍ２、例えば２３０ｃｍ２～２４０ｃｍ２、例えば２４０ｃ
ｍ２～２５０ｃｍ２、例えば２５０ｃｍ２～２６０ｃｍ２、例えば２６０ｃｍ２～２７０
ｃｍ２、例えば２７０ｃｍ２～２８０ｃｍ２、例えば２８０ｃｍ２～２９０ｃｍ２、例え
ば２９０ｃｍ２～３００ｃｍ２、例えば３００ｃｍ２～３２０ｃｍ２、例えば３２０ｃｍ
２～３４０ｃｍ２、例えば３４０ｃｍ２～３６０ｃｍ２、例えば３６０ｃｍ２～３８０ｃ
ｍ２、例えば３８０ｃｍ２～４００ｃｍ２、例えば４００ｃｍ２～４２０ｃｍ２、例えば
４２０ｃｍ２～４４０ｃｍ２、例えば４４０ｃｍ２～４６０ｃｍ２、例えば４６０ｃｍ２

～４８０ｃｍ２、例えば４８０ｃｍ２～５００ｃｍ２の面積を有する円形のマトリクス材
料のようなマトリクス材料を回避し得る直径を有する円形として形成される。
【０４５５】
　円形のマトリクス材料の面積は整数または自然数でなくてもよいが、任意の小数であっ
てもよい。
【０４５６】
　一実施態様においてはは、側壁の高さ（底面から最大容量のための標識まで）は、０ｍ
ｍ～２ｍｍ、２ｍｍ～４ｍｍ、４ｍｍ～６ｍｍ、６ｍｍ～８ｍｍ、８ｍｍ～１０ｍｍ、１
０ｍｍ～１２ｍｍ、１２ｍｍ～１４ｍｍ、１４ｍｍ～１６ｍｍ、１６ｍｍ～１８ｍｍ、１
８ｍｍ～２０ｍｍ、２０ｍｍ～２２ｍｍ、２２ｍｍ～２４ｍｍ、２４ｍｍ～２６ｍｍ、２
６ｍｍ～２８ｍｍ、２８ｍｍ～３０ｍｍ、３０ｍｍ～３２ｍｍ、３２ｍｍ～３４ｍｍ、３
４ｍｍ～３６ｍｍ、３６ｍｍ～３８ｍｍ、３８ｍｍ～４０ｍｍ、４０ｍｍ～４２ｍｍ、４
２ｍｍ～４４ｍｍ、４４ｍｍ～４６ｍｍ、４６ｍｍ～４８ｍｍまたは４８ｍｍ～５０ｍｍ
からなる群から選択される。
【０４５７】
　一実施態様においては、側壁の幅は、０～２０ｍｍの範囲、好ましくは０ｍｍ～２ｍｍ
、２ｍｍ～４ｍｍ、４ｍｍ～６ｍｍ、６ｍｍ～８ｍｍ、８ｍｍ～１０ｍｍ、１０ｍｍ～１
２ｍｍ、１２ｍｍ～１４ｍｍ、１４ｍｍ～１６ｍｍ、１６ｍｍ～１８ｍｍ、１８ｍｍ～２
０　ｍｍからなる群から選択される。
【０４５８】
　一実施態様においては、最大容量のための標識から蓋までの高さは、０ｍｍ～２ｍｍ、
２ｍｍ～４ｍｍ、４ｍｍ～６ｍｍ、６ｍｍ～８ｍｍ、８ｍｍ～１０ｍｍ、１０ｍｍ～１２
ｍｍ、１２ｍｍ～１４ｍｍ、１４ｍｍ～１６ｍｍ、１６ｍｍ～１８ｍｍ、１８ｍｍ～２０
ｍｍ、２０ｍｍ～２２ｍｍ、２２ｍｍ～２４ｍｍ、２４ｍｍ～２６ｍｍ、２６ｍｍ～２８
ｍｍ、２８ｍｍ～３０ｍｍ、３０ｍｍ～３２ｍｍ、３２ｍｍ～３４ｍｍ、３４ｍｍ～３６
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ｍｍ、３６ｍｍ～３８ｍｍ、３８ｍｍ～４０ｍｍ、４０ｍｍ～４２ｍｍ、４２ｍｍ～４４
ｍｍ、４４ｍｍ～４６ｍｍ、４６ｍｍ～４８ｍｍ、または４８ｍｍ～５０ｍｍからなる群
から選択することができる。
【０４５９】
　一実施態様においては、容器の底面から蓋までの高さは、０ｍｍ～２ｍｍ、２ｍｍ～４
ｍｍ、４ｍｍ～６ｍｍ、６ｍｍ～８ｍｍ、８ｍｍ～１０ｍｍ、１０ｍｍ～１２ｍｍ、１２
ｍｍ～１４ｍｍ、１４ｍｍ～１６ｍｍ、１６ｍｍ～１８ｍｍ、１８ｍｍ～２０ｍｍ、２０
ｍｍ～２２ｍｍ、２２ｍｍ～２４ｍｍ、２４ｍｍ～２６ｍｍ、２６ｍｍ～２８ｍｍ、２８
ｍｍ～３０ｍｍ、３０ｍｍ～３２ｍｍ、３２ｍｍ～３４ｍｍ、３４ｍｍ～３６ｍｍ、３６
ｍｍ～３８ｍｍ、３８ｍｍ～４０ｍｍ、４０ｍｍ～４２ｍｍ、４２ｍｍ～４４ｍｍ、４４
ｍｍ～４６ｍｍ、４６ｍｍ～４８ｍｍ、または４８ｍｍ～５０ｍｍからなる群から選択さ
れる。
【０４６０】
　一実施態様においては、容器の空洞は、マトリクス材料と接触するためのスペース、例
えば、はさみ、ピンセット、鉗子、他の装置または１個以上の細長いもの（内部トレイの
ノッチ）を含んでいてもよい。容器は、１、２、３、４、５、６、７、８、９、１０また
は１０個以上の内部トレイノッチを含み得る。これらの内部トレイノッチは、マトリクス
材料と容易に接触するための任意のサイズまたは形態を有し得る。１個以上の内部トレイ
ノッチは、容器の１以上の側壁と結合している。
【０４６１】
　容器のベースは、あらゆる形態、例えば四角形、長方形、三角形、円形または楕円形を
とり得る。
【０４６２】
　一実施態様においては、ベースは、例えば、１ｃｍ×１ｃｍ、１ｃｍ×２ｃｍ、１ｃｍ
×３ｃｍ、１ｃｍ×４ｃｍ、１ｃｍ×５ｃｍ、１ｃｍ×６ｃｍ、１ｃｍ×７ｃｍ、１ｃｍ
×８ｃｍ、１ｃｍ×９ｃｍ、１ｃｍ×１０ｃｍ、１ｃｍ×１５ｃｍ、１ｃｍ×２０ｃｍ、
２ｃｍ×１ｃｍ、２ｃｍ×２ｃｍ、２ｃｍ×３ｃｍ、２ｃｍ×４ｃｍ、２ｃｍ×５ｃｍ、
２ｃｍ×６ｃｍ、２ｃｍ×７ｃｍ、２ｃｍ×８ｃｍ、２ｃｍ×９ｃｍ、２ｃｍ×１０ｃｍ
、２ｃｍ×１５ｃｍ、２ｃｍ×２０ｃｍ、３ｃｍ×１ｃｍ、３ｃｍ×２ｃｍ、３ｃｍ×３
ｃｍ、３ｃｍ×４ｃｍ、３ｃｍ×５ｃｍ、３ｃｍ×６ｃｍ、３ｃｍ×７ｃｍ、３ｃｍ×８
ｃｍ、３ｃｍ×９ｃｍ、３ｃｍ×１０ｃｍ、３ｃｍ×１５ｃｍ、３ｃｍ×２０ｃｍ、４ｃ
ｍ×１ｃｍ、４ｃｍ×２ｃｍ、４ｃｍ×３ｃｍ、４ｃｍ×４ｃｍ、４ｃｍ×５ｃｍ、４ｃ
ｍ×６ｃｍ、４ｃｍ×７ｃｍ、４ｃｍ×８ｃｍ、４ｃｍ×９ｃｍ、４ｃｍ×１０ｃｍ、４
ｃｍ×１５ｃｍ、４ｃｍ×２０ｃｍ、５ｃｍ×１ｃｍ、５ｃｍ×２ｃｍ、５ｃｍ×３ｃｍ
、５ｃｍ×４ｃｍ、５ｃｍ×５ｃｍ、５ｃｍ×６ｃｍ、５ｃｍ×７ｃｍ、５ｃｍ×８ｃｍ
、５ｃｍ×９ｃｍ、５ｃｍ×１０ｃｍ、５ｃｍ×１５ｃｍ、５ｃｍ×２０ｃｍ、６ｃｍ×
１ｃｍ、６ｃｍ×２ｃｍ、６ｃｍ×３ｃｍ、６ｃｍ×４ｃｍ、６ｃｍ×５ｃｍ、６ｃｍ×
６ｃｍ、６ｃｍ×７ｃｍ、６ｃｍ×８ｃｍ、６ｃｍ×９ｃｍ、６ｃｍ×１０ｃｍ、６ｃｍ
×１５ｃｍ、６ｃｍ×２０ｃｍ、７ｃｍ×１ｃｍ、７ｃｍ×２ｃｍ、７ｃｍ×３ｃｍ、７
ｃｍ×４ｃｍ、７ｃｍ×５ｃｍ、７ｃｍ×６ｃｍ、７ｃｍ×７ｃｍ、７ｃｍ×８ｃｍ、７
ｃｍ×９ｃｍ、７ｃｍ×１０ｃｍ、７ｃｍ×１５ｃｍ、７ｃｍ×２０ｃｍ、８ｃｍ×１ｃ
ｍ、８ｃｍ×２ｃｍ、８ｃｍ×３ｃｍ、８ｃｍ×４ｃｍ、８ｃｍ×５ｃｍ、８ｃｍ×６ｃ
ｍ、８ｃｍ×７ｃｍ、８ｃｍ×８ｃｍ、８ｃｍ×９ｃｍ、８ｃｍ×１０ｃｍ、８ｃｍ×１
５ｃｍ、８ｃｍ×２０ｃｍ、９ｃｍ×１ｃｍ、９ｃｍ×２ｃｍ、９ｃｍ×３ｃｍ、９ｃｍ
×４ｃｍ、９ｃｍ×５ｃｍ、９ｃｍ×６ｃｍ、９ｃｍ×７ｃｍ、９ｃｍ×８ｃｍ、９ｃｍ
×９ｃｍ、９ｃｍ×１０ｃｍ、９ｃｍ×１５ｃｍ、９ｃｍ×２０ｃｍ、１０ｃｍ×１ｃｍ
、１０ｃｍ×２ｃｍ、１０ｃｍ×３ｃｍ、１０ｃｍ×４ｃｍ、１０ｃｍ×５ｃｍ、１０ｃ
ｍ×６ｃｍ、１０ｃｍ×７ｃｍ、１０ｃｍ×８ｃｍ、１０ｃｍ×９ｃｍ、１０ｃｍ×１０
ｃｍ、１０ｃｍ×１５ｃｍ、１０ｃｍ×２０ｃｍ、１１ｃｍ×１ｃｍ、１１ｃｍ×２ｃｍ
、１１ｃｍ×３ｃｍ、１１ｃｍ×４ｃｍ、１１ｃｍ×５ｃｍ、１１ｃｍ×６ｃｍ、１１ｃ
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ｍ×７ｃｍ、１１ｃｍ×８ｃｍ、１１ｃｍ×９ｃｍ、１１ｃｍ×１０　ｃｍ，１１ｃｍ×
１５ｃｍ、１１ｃｍ×２０ｃｍ、１２ｃｍ×１ｃｍ、１２ｃｍ×２ｃｍ、１２ｃｍ×３ｃ
ｍ、１２ｃｍ×４ｃｍ、１２ｃｍ×５ｃｍ、１２ｃｍ×６ｃｍ、１２ｃｍ×７ｃｍ、１２
ｃｍ×８ｃｍ、１２ｃｍ×９ｃｍ、１２ｃｍ×１０ｃｍ、１２ｃｍ×１５ｃｍ、１２ｃｍ
×２０ｃｍ、１３ｃｍ×１ｃｍ、１３ｃｍ×２ｃｍ、１３ｃｍ×３ｃｍ、１３ｃｍ×４ｃ
ｍ、１３ｃｍ×５ｃｍ、１３ｃｍ×６ｃｍ、１３ｃｍ×７ｃｍ、１３ｃｍ×８ｃｍ、１３
ｃｍ×９ｃｍ、１３ｃｍ×１０ｃｍ、１３ｃｍ×１５ｃｍ、１３ｃｍ×２０ｃｍ、１４ｃ
ｍ×１ｃｍ、１４ｃｍ×２ｃｍ、１４ｃｍ×３ｃｍ、１４ｃｍ×４ｃｍ、１４ｃｍ×５ｃ
ｍ、１４ｃｍ×６ｃｍ、１４ｃｍ×７ｃｍ、１４ｃｍ×８ｃｍ、１４ｃｍ×９ｃｍ、１４
ｃｍ×１０ｃｍ、１４ｃｍ×１５ｃｍ、１４ｃｍ×２０ｃｍ、１５ｃｍ×１ｃｍ、１５ｃ
ｍ×２ｃｍ、１５ｃｍ×３ｃｍ、１５ｃｍ×４ｃｍ、１５ｃｍ×５ｃｍ、１５ｃｍ×６ｃ
ｍ、１５ｃｍ×７ｃｍ、１５ｃｍ×８ｃｍ、１５ｃｍ×９ｃｍ、１５ｃｍ×１０ｃｍ、１
５ｃｍ×１５ｃｍ、１５ｃｍ×２０ｃｍ、１６ｃｍ×１ｃｍ、１６ｃｍ×２ｃｍ、１６ｃ
ｍ×３ｃｍ、１６ｃｍ×４ｃｍ、１６ｃｍ×５ｃｍ、１６ｃｍ×６ｃｍ、１６ｃｍ×７ｃ
ｍ、１６ｃｍ×８ｃｍ、１６ｃｍ×９ｃｍ、１６ｃｍ×１０ｃｍ、１６ｃｍ×１５ｃｍ、
１６ｃｍ×２０ｃｍ、１７ｃｍ×１ｃｍ、１７ｃｍ×２ｃｍ、１７ｃｍ×３ｃｍ、１７ｃ
ｍ×４ｃｍ、１７ｃｍ×５ｃｍ、１７ｃｍ×６ｃｍ、１７ｃｍ×７ｃｍ、１７ｃｍ×８ｃ
ｍ、１７ｃｍ×９ｃｍ、１７ｃｍ×１０ｃｍ、１７ｃｍ×１５ｃｍ、１７ｃｍ×２０ｃｍ
、１８ｃｍ×１ｃｍ、１８ｃｍ×２ｃｍ、１８ｃｍ×３ｃｍ、１８ｃｍ×４ｃｍ、１８ｃ
ｍ×５ｃｍ、１８ｃｍ×６ｃｍ、１８ｃｍ×７ｃｍ、１８ｃｍ×８ｃｍ、１８ｃｍ×９ｃ
ｍ、１８ｃｍ×１０ｃｍ、１８ｃｍ×１５ｃｍ、１８ｃｍ×２０ｃｍ、１９ｃｍ×１ｃｍ
、１９ｃｍ×２ｃｍ、１９ｃｍ×３ｃｍ、１９ｃｍ×４ｃｍ、１９ｃｍ×５ｃｍ、１９ｃ
ｍ×６ｃｍ、１９ｃｍ×７ｃｍ、１９ｃｍ×８ｃｍ、１９ｃｍ×９ｃｍ、１９ｃｍ×１０
ｃｍ、１９ｃｍ×１５ｃｍ、１９ｃｍ×２０ｃｍ、２０ｃｍ×１ｃｍ、２０ｃｍ×２ｃｍ
、２０ｃｍ×３ｃｍ、２０ｃｍ×４ｃｍ、２０ｃｍ×５ｃｍ、２０ｃｍ×６ｃｍ、２０ｃ
ｍ×７ｃｍ、２０ｃｍ×８ｃｍ、２０ｃｍ×９ｃｍ、２０ｃｍ×１０ｃｍ、２０ｃｍ×１
５ｃｍ、２０ｃｍ×２０ｃｍ、２５ｃｍ×１ｃｍ、２５ｃｍ×２ｃｍ、２５ｃｍ×３ｃｍ
、２５ｃｍ×４ｃｍ、２５ｃｍ×５ｃｍ、２５ｃｍ×６ｃｍ、２５ｃｍ×７ｃｍ、２５ｃ
ｍ×８ｃｍ、２５ｃｍ×９ｃｍ、２５ｃｍ×１０ｃｍ、２５ｃｍ×１５ｃｍ、２５ｃｍ×
２０ｃｍ、３０ｃｍ×１ｃｍ、３０ｃｍ×２ｃｍ、３０ｃｍ×３ｃｍ、３０ｃｍ×４ｃｍ
、３０ｃｍ×５ｃｍ、３０ｃｍ×６ｃｍ、３０ｃｍ×７ｃｍ、３０ｃｍ×８ｃｍ、３０ｃ
ｍ×９ｃｍ、３０ｃｍ×１０ｃｍ、３０ｃｍ×１５ｃｍ、３０ｃｍ×２０ｃｍ、４０ｃｍ
×１ｃｍ、４０ｃｍ×２ｃｍ、４０ｃｍ×３ｃｍ、４０ｃｍ×４ｃｍ、４０ｃｍ×５ｃｍ
、４０ｃｍ×６ｃｍ、４０ｃｍ×７ｃｍ、４０ｃｍ×８ｃｍ、４０ｃｍ×９ｃｍ、４０ｃ
ｍ×１０ｃｍ、４０ｃｍ×１５ｃｍ、４０ｃｍ×２０ｃｍ、５０ｃｍ×１ｃｍ、５０ｃｍ
×２ｃｍ、５０ｃｍ×３ｃｍ、５０ｃｍ×４ｃｍ、５０ｃｍ×５ｃｍ、５０ｃｍ×６ｃｍ
、５０ｃｍ×７ｃｍ、５０ｃｍ×８ｃｍ、５０ｃｍ×９ｃｍ、５０ｃｍ×１０ｃｍ、５０
ｃｍ×１５ｃｍ、または５０ｃｍ×２０ｃｍの寸法を有する四角形として形成される。
【０４６３】
　一実施態様においては、ベースは、例えば、１ｃｍ２～５００ｃｍ２、例えば１ｃｍ２

～５ｃｍ２、例えば５ｃｍ２～１０ｃｍ２、例えば１０ｃｍ２～２０ｃｍ２、例えば２０
ｃｍ２～３０ｃｍ２、例えば３０ｃｍ２～４０ｃｍ２、例えば４０ｃｍ２～５０ｃｍ２、
例えば５０ｃｍ２～６０ｃｍ２、例えば６０ｃｍ２～７０ｃｍ２、例えば７０ｃｍ２～８
０ｃｍ２、例えば８０ｃｍ２～９０ｃｍ２、例えば９０ｃｍ２～１００ｃｍ２、例えば１
００ｃｍ２～１１０ｃｍ２、例えば１１０ｃｍ２～１２０ｃｍ２、例えば１２０ｃｍ２～
１３０ｃｍ２、例えば１３０ｃｍ２～１４０ｃｍ２、例えば１４０ｃｍ２～１５０ｃｍ２

、例えば１５０ｃｍ２～１６０ｃｍ２、例えば１６０ｃｍ２～１７０ｃｍ２、例えば１７
０ｃｍ２～１８０ｃｍ２、例えば１８０ｃｍ２～１９０ｃｍ２、例えば１９０ｃｍ２～２
００ｃｍ２、例えば２００ｃｍ２～２１０ｃｍ２、例えば２１０ｃｍ２～２２０ｃｍ２、
例えば２２０ｃｍ２～２３０ｃｍ２、例えば２３０ｃｍ２～２４０ｃｍ２、例えば２４０
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ｃｍ２～２５０ｃｍ２、例えば２５０ｃｍ２～２６０ｃｍ２、例えば２６０ｃｍ２～２７
０ｃｍ２、例えば２７０ｃｍ２～２８０ｃｍ２、例えば２８０ｃｍ２～２９０ｃｍ２、例
えば２９０ｃｍ２～３００ｃｍ２、例えば３００ｃｍ２～３２０ｃｍ２、例えば３２０ｃ
ｍ２～３４０ｃｍ２、例えば３４０ｃｍ２～３６０ｃｍ２、例えば３６０ｃｍ２～３８０
ｃｍ２、例えば３８０ｃｍ２～４００ｃｍ２、例えば４００ｃｍ２～４２０ｃｍ２、例え
ば４２０ｃｍ２～４４０ｃｍ２、例えば４４０ｃｍ２～４６０ｃｍ２、例えば４６０ｃｍ
２～４８０ｃｍ２、例えば４８０ｃｍ２～５００ｃｍ２の面積を有する四角形として形成
される。
【０４６４】
　四角形の底面の面積は整数または自然数でなくてもよいが、任意の小数であってもよい
。
【０４６５】
　一実施態様においては、容器のベースは、例えば、１ｃｍ～４０ｃｍ、例えば１ｃｍ～
２ｃｍ、例えば２ｃｍ～４ｃｍ、例えば４ｃｍ～６ｃｍ、例えば６ｃｍ～８ｃｍ、例えば
８ｃｍ～１０ｃｍ、例えば１０ｃｍ～１２ｃｍ、例えば１２ｃｍ～１４ｃｍ、例えば１４
ｃｍ～１６ｃｍ、例えば１６ｃｍ～１８ｃｍ、例えば１８ｃｍ～２０ｃｍ、例えば２０ｃ
ｍ～２２ｃｍ、例えば２２ｃｍ～２４ｃｍ、例えば２４ｃｍ～２６ｃｍ、例えば２６ｃｍ
～２８ｃｍ、例えば２８ｃｍ～３０ｃｍ、例えば３０ｃｍ～３２ｃｍ、例えば３２ｃｍ～
３４ｃｍ、例えば３４ｃｍ～３６ｃｍ、例えば３６ｃｍ～３８ｃｍ、例えば３８ｃｍ～４
０ｃｍの範囲の直径を有する円形として形成される。
【０４６６】
　一実施態様においては、容器のベースは、例えば、１ｃｍ、２ｃｍ、３ｃｍ、４ｃｍ、
５ｃｍ、６ｃｍ、７ｃｍ、８ｃｍ、９ｃｍ、１０ｃｍ、１１ｃｍ、１２ｃｍ、１３ｃｍ、
１４ｃｍ、１５ｃｍ、１６ｃｍ、１７ｃｍ、１８ｃｍ、１９ｃｍ、２０ｃｍ、２１ｃｍ、
２２ｃｍ、２３ｃｍ、２４ｃｍ、２５ｃｍ、２６ｃｍ、２７ｃｍ、２８ｃｍ、２９ｃｍ、
３０ｃｍ、３１ｃｍ、３２ｃｍ、３３ｃｍ、３４ｃｍ、３５ｃｍ、３６ｃｍ、３７ｃｍ、
３８ｃｍ、３９ｃｍまたは４０ｃｍの直径を有する円形として形成される。
【０４６７】
　一実施態様においては、ベースは、例えば、１ｃｍ２～５００ｃｍ２、例えば１ｃｍ２

～５ｃｍ２、例えば５ｃｍ２～１０ｃｍ２、例えば１０ｃｍ２～２０ｃｍ２、例えば２０
ｃｍ２～３０ｃｍ２、例えば３０ｃｍ２～４０ｃｍ２、例えば４０ｃｍ２～５０ｃｍ２、
例えば５０ｃｍ２～６０ｃｍ２、例えば６０ｃｍ２～７０ｃｍ２、例えば７０ｃｍ２～８
０ｃｍ２、例えば８０ｃｍ２～９０ｃｍ２、例えば９０ｃｍ２～１００ｃｍ２、例えば１
００ｃｍ２～１１０ｃｍ２、例えば１１０ｃｍ２～１２０ｃｍ２、例えば１２０ｃｍ２～
１３０ｃｍ２、例えば１３０ｃｍ２～１４０ｃｍ２、例えば１４０ｃｍ２～１５０ｃｍ２

、例えば１５０ｃｍ２～１６０ｃｍ２、例えば１６０ｃｍ２～１７０ｃｍ２、例えば１７
０ｃｍ２～１８０ｃｍ２、例えば１８０ｃｍ２～１９０ｃｍ２、例えば１９０ｃｍ２～２
００ｃｍ２、例えば２００ｃｍ２～２１０ｃｍ２、例えば２１０ｃｍ２～２２０ｃｍ２、
例えば２２０ｃｍ２～２３０ｃｍ２、例えば２３０ｃｍ２～２４０ｃｍ２、例えば２４０
ｃｍ２～２５０ｃｍ２、例えば２５０ｃｍ２～２６０ｃｍ２、例えば２６０ｃｍ２～２７
０ｃｍ２、例えば２７０ｃｍ２～２８０ｃｍ２、例えば２８０ｃｍ２～２９０ｃｍ２、例
えば２９０ｃｍ２～３００ｃｍ２、例えば３００ｃｍ２～３２０ｃｍ２、例えば３２０ｃ
ｍ２～３４０ｃｍ２、例えば３４０ｃｍ２～３６０ｃｍ２、例えば３６０ｃｍ２～３８０
ｃｍ２、例えば３８０ｃｍ２～４００ｃｍ２、例えば４００ｃｍ２～４２０ｃｍ２、例え
ば４２０ｃｍ２～４４０ｃｍ２、例えば４４０ｃｍ２～４６０ｃｍ２、例えば４６０ｃｍ
２～４８０ｃｍ２、例えば４８０ｃｍ２～５００ｃｍ２の面積を有する円形として形成さ
れる。
【０４６８】
　円形のベースの面積は整数または自然数でなくてもよいが、任意の小数であってもよい
。
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【０４６９】
　容器のベースは、１以上の側面上に細長いベース部を含んでいてもよい。一実施態様に
おいては、細長いベース部は、容器の取っ手の同じ側に位置している。取っ手および細長
いベース部は、１以上の断片内で鋳造または成型することができる。
【０４７０】
　容器の蓋は、四角形、長方形、三角形、円形または楕円形のような任意の形態を有して
いる。
【０４７１】
　一実施態様においては、容器の蓋は、例えば、１ｃｍ×１ｃｍ、１ｃｍ×２ｃｍ、１ｃ
ｍ×３ｃｍ、１ｃｍ×４ｃｍ、１ｃｍ×５ｃｍ、１ｃｍ×６ｃｍ、１ｃｍ×７ｃｍ、１ｃ
ｍ×８ｃｍ、１ｃｍ×９ｃｍ、１ｃｍ×１０ｃｍ、１ｃｍ×１５ｃｍ、１ｃｍ×２０ｃｍ
、２ｃｍ×１ｃｍ、２ｃｍ×２ｃｍ、２ｃｍ×３ｃｍ、２ｃｍ×４ｃｍ、２ｃｍ×５ｃｍ
、２ｃｍ×６ｃｍ、２ｃｍ×７ｃｍ、２ｃｍ×８ｃｍ、２ｃｍ×９ｃｍ、２ｃｍ×１０ｃ
ｍ、２ｃｍ×１５ｃｍ、２ｃｍ×２０ｃｍ、３ｃｍ×１ｃｍ、３ｃｍ×２ｃｍ、３ｃｍ×
３ｃｍ、３ｃｍ×４ｃｍ、３ｃｍ×５ｃｍ、３ｃｍ×６ｃｍ、３ｃｍ×７ｃｍ、３ｃｍ×
８ｃｍ、３ｃｍ×９ｃｍ、３ｃｍ×１０ｃｍ、３ｃｍ×１５ｃｍ、３ｃｍ×２０ｃｍ、４
ｃｍ×１ｃｍ、４ｃｍ×２ｃｍ、４ｃｍ×３ｃｍ、４ｃｍ×４ｃｍ、４ｃｍ×５ｃｍ、４
ｃｍ×６ｃｍ、４ｃｍ×７ｃｍ、４ｃｍ×８ｃｍ、４ｃｍ×９ｃｍ、４ｃｍ×１０ｃｍ、
４ｃｍ×１５ｃｍ、４ｃｍ×２０ｃｍ、５ｃｍ×１ｃｍ、５ｃｍ×２ｃｍ、５ｃｍ×３ｃ
ｍ、５ｃｍ×４ｃｍ、５ｃｍ×５ｃｍ、５ｃｍ×６ｃｍ、５ｃｍ×７ｃｍ、５ｃｍ×８ｃ
ｍ、５ｃｍ×９ｃｍ、５ｃｍ×１０ｃｍ、５ｃｍ×１５ｃｍ、５ｃｍ×２０ｃｍ、６ｃｍ
×１ｃｍ、６ｃｍ×２ｃｍ、６ｃｍ×３ｃｍ、６ｃｍ×４ｃｍ、６ｃｍ×５ｃｍ、６ｃｍ
×６ｃｍ、６ｃｍ×７ｃｍ、６ｃｍ×８ｃｍ、６ｃｍ×９ｃｍ、６ｃｍ×１０ｃｍ、６ｃ
ｍ×１５ｃｍ、６ｃｍ×２０ｃｍ、７ｃｍ×１ｃｍ、７ｃｍ×２ｃｍ、７ｃｍ×３ｃｍ、
７ｃｍ×４ｃｍ、７ｃｍ×５ｃｍ、７ｃｍ×６ｃｍ、７ｃｍ×７ｃｍ、７ｃｍ×８ｃｍ、
７ｃｍ×９ｃｍ、７ｃｍ×１０ｃｍ、７ｃｍ×１５ｃｍ、７ｃｍ×２０ｃｍ、８ｃｍ×１
ｃｍ、８ｃｍ×２ｃｍ、８ｃｍ×３ｃｍ、８ｃｍ×４ｃｍ、８ｃｍ×５ｃｍ、８ｃｍ×６
ｃｍ、８ｃｍ×７ｃｍ、８ｃｍ×８ｃｍ、８ｃｍ×９ｃｍ、８ｃｍ×１０ｃｍ、８ｃｍ×
１５ｃｍ、８ｃｍ×２０ｃｍ、９ｃｍ×１ｃｍ、９ｃｍ×２ｃｍ、９ｃｍ×３ｃｍ、９ｃ
ｍ×４ｃｍ、９ｃｍ×５ｃｍ、９ｃｍ×６ｃｍ、９ｃｍ×７ｃｍ、９ｃｍ×８ｃｍ、９ｃ
ｍ×９ｃｍ、９ｃｍ×１０ｃｍ、９ｃｍ×１５ｃｍ、９ｃｍ×２０ｃｍ、１０ｃｍ×１ｃ
ｍ、１０ｃｍ×２ｃｍ、１０ｃｍ×３ｃｍ、１０ｃｍ×４ｃｍ、１０ｃｍ×５ｃｍ、１０
ｃｍ×６ｃｍ、１０ｃｍ×７ｃｍ、１０ｃｍ×８ｃｍ、１０ｃｍ×９ｃｍ、１０ｃｍ×１
０ｃｍ、１０ｃｍ×１５ｃｍ、１０ｃｍ×２０ｃｍ、１１ｃｍ×１ｃｍ、１１ｃｍ×２ｃ
ｍ、１１ｃｍ×３ｃｍ、１１ｃｍ×４ｃｍ、１１ｃｍ×５ｃｍ、１１ｃｍ×６ｃｍ、１１
ｃｍ×７ｃｍ、１１ｃｍ×８ｃｍ、１１ｃｍ×９ｃｍ、１１ｃｍ×１０ｃｍ、１１ｃｍ×
１５ｃｍ、１１ｃｍ×２０ｃｍ、１２ｃｍ×１ｃｍ、１２ｃｍ×２ｃｍ、１２ｃｍ×３ｃ
ｍ、１２ｃｍ×４ｃｍ、１２ｃｍ×５ｃｍ、１２ｃｍ×６ｃｍ、１２ｃｍ×７ｃｍ、１２
ｃｍ×８ｃｍ、１２ｃｍ×９ｃｍ、１２ｃｍ×１０ｃｍ、１２ｃｍ×１５ｃｍ、１２ｃｍ
×２０ｃｍ、１３ｃｍ×１ｃｍ、１３ｃｍ×２ｃｍ、１３ｃｍ×３ｃｍ、１３ｃｍ×４ｃ
ｍ、１３ｃｍ×５ｃｍ、１３ｃｍ×６ｃｍ、１３ｃｍ×７ｃｍ、１３ｃｍ×８ｃｍ、１３
ｃｍ×９ｃｍ、１３ｃｍ×１０ｃｍ、１３ｃｍ×１５ｃｍ、１３ｃｍ×２０ｃｍ、１４ｃ
ｍ×１ｃｍ、１４ｃｍ×２ｃｍ、１４ｃｍ×３ｃｍ、１４ｃｍ×４ｃｍ、１４ｃｍ×５ｃ
ｍ、１４ｃｍ×６ｃｍ、１４ｃｍ×７ｃｍ、１４ｃｍ×８ｃｍ、１４ｃｍ×９ｃｍ、１４
ｃｍ×１０ｃｍ、１４ｃｍ×１５ｃｍ、１４ｃｍ×２０ｃｍ、１５ｃｍ×１ｃｍ、１５ｃ
ｍ×２ｃｍ、１５ｃｍ×３ｃｍ、１５ｃｍ×４ｃｍ、１５ｃｍ×５ｃｍ、１５ｃｍ×６ｃ
ｍ、１５ｃｍ×７ｃｍ、１５ｃｍ×８ｃｍ、１５ｃｍ×９ｃｍ、１５ｃｍ×１０ｃｍ、１
５ｃｍ×１５ｃｍ、１５ｃｍ×２０ｃｍ、１６ｃｍ×１ｃｍ、１６ｃｍ×２ｃｍ、１６ｃ
ｍ×３ｃｍ、１６ｃｍ×４ｃｍ、１６ｃｍ×５ｃｍ、１６ｃｍ×６ｃｍ、１６ｃｍ×７ｃ
ｍ、１６ｃｍ×８ｃｍ、１６ｃｍ×９ｃｍ、１６ｃｍ×１０ｃｍ、１６ｃｍ×１５ｃｍ、
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１６ｃｍ×２０ｃｍ、１７ｃｍ×１ｃｍ、１７ｃｍ×２ｃｍ、１７ｃｍ×３ｃｍ、１７ｃ
ｍ×４ｃｍ、１７ｃｍ×５ｃｍ、１７ｃｍ×６ｃｍ、１７ｃｍ×７ｃｍ、１７ｃｍ×８ｃ
ｍ、１７ｃｍ×９ｃｍ、１７ｃｍ×１０ｃｍ、１７ｃｍ×１５ｃｍ、１７ｃｍ×２０ｃｍ
、１８ｃｍ×１ｃｍ、１８ｃｍ×２ｃｍ、１８ｃｍ×３ｃｍ、１８ｃｍ×４ｃｍ、１８ｃ
ｍ×５ｃｍ、１８ｃｍ×６ｃｍ、１８ｃｍ×７ｃｍ、１８ｃｍ×８ｃｍ、１８ｃｍ×９ｃ
ｍ、１８ｃｍ×１０ｃｍ、１８ｃｍ×１５ｃｍ、１８ｃｍ×２０ｃｍ、１９ｃｍ×１ｃｍ
、１９ｃｍ×２ｃｍ、１９ｃｍ×３ｃｍ、１９ｃｍ×４ｃｍ、１９ｃｍ×５ｃｍ、１９ｃ
ｍ×６ｃｍ、１９ｃｍ×７ｃｍ、１９ｃｍ×８ｃｍ、１９ｃｍ×９ｃｍ、１９ｃｍ×１０
ｃｍ、１９ｃｍ×１５ｃｍ、１９ｃｍ×２０ｃｍ、２０ｃｍ×１ｃｍ、２０ｃｍ×２ｃｍ
、２０ｃｍ×３ｃｍ、２０ｃｍ×４ｃｍ、２０ｃｍ×５ｃｍ、２０ｃｍ×６ｃｍ、２０ｃ
ｍ×７ｃｍ、２０ｃｍ×８ｃｍ、２０ｃｍ×９ｃｍ、２０ｃｍ×１０ｃｍ、２０ｃｍ×１
５ｃｍ、２０ｃｍ×２０ｃｍ、２５ｃｍ×１ｃｍ、２５ｃｍ×２ｃｍ、２５ｃｍ×３ｃｍ
、２５ｃｍ×４ｃｍ、２５ｃｍ×５ｃｍ、２５ｃｍ×６ｃｍ、２５ｃｍ×７ｃｍ、２５ｃ
ｍ×８ｃｍ、２５ｃｍ×９ｃｍ、２５ｃｍ×１０ｃｍ、２５ｃｍ×１５ｃｍ、２５ｃｍ×
２０ｃｍ、３０ｃｍ×１ｃｍ、３０ｃｍ×２ｃｍ、３０ｃｍ×３ｃｍ、３０ｃｍ×４ｃｍ
、３０ｃｍ×５ｃｍ、３０ｃｍ×６ｃｍ、３０ｃｍ×７ｃｍ、３０ｃｍ×８ｃｍ、３０ｃ
ｍ×９ｃｍ、３０ｃｍ×１０ｃｍ、３０ｃｍ×１５ｃｍ、３０ｃｍ×２０ｃｍ、４０ｃｍ
×１ｃｍ、４０ｃｍ×２ｃｍ、４０ｃｍ×３ｃｍ、４０ｃｍ×４ｃｍ、４０ｃｍ×５ｃｍ
、４０ｃｍ×６ｃｍ、４０ｃｍ×７ｃｍ、４０ｃｍ×８ｃｍ、４０ｃｍ×９ｃｍ、４０ｃ
ｍ×１０ｃｍ、４０ｃｍ×１５ｃｍ、４０ｃｍ×２０ｃｍ、５０ｃｍ×１ｃｍ、５０ｃｍ
×２ｃｍ、５０ｃｍ×３ｃｍ、５０ｃｍ×４ｃｍ、５０ｃｍ×５ｃｍ、５０ｃｍ×６ｃｍ
、５０ｃｍ×７ｃｍ、５０ｃｍ×８ｃｍ、５０ｃｍ×９ｃｍ、５０ｃｍ×１０ｃｍ、５０
ｃｍ×１５ｃｍまたは５０ｃｍ×２０ｃｍの寸法を有する四角形として形成される。
【０４７２】
　一実施態様においては、蓋は、例えば、１ｃｍ２～５００ｃｍ２、例えば１ｃｍ２～５
ｃｍ２、例えば５ｃｍ２～１０ｃｍ２、例えば１０ｃｍ２～２０ｃｍ２、例えば２０ｃｍ
２～３０ｃｍ２、例えば３０ｃｍ２～４０ｃｍ２、例えば４０ｃｍ２～５０ｃｍ２、例え
ば５０ｃｍ２～６０ｃｍ２、例えば６０ｃｍ２～７０ｃｍ２、例えば７０ｃｍ２～８０ｃ
ｍ２、例えば８０ｃｍ２～９０ｃｍ２、例えば９０ｃｍ２～１００ｃｍ２、例えば１００
ｃｍ２～１１０ｃｍ２、例えば１１０ｃｍ２～１２０ｃｍ２、例えば１２０ｃｍ２～１３
０ｃｍ２、例えば１３０ｃｍ２～１４０ｃｍ２、例えば１４０ｃｍ２～１５０ｃｍ２、例
えば１５０ｃｍ２～１６０ｃｍ２、例えば１６０ｃｍ２～１７０ｃｍ２、例えば１７０ｃ
ｍ２～１８０ｃｍ２、例えば１８０ｃｍ２～１９０ｃｍ２、例えば１９０ｃｍ２～２００
ｃｍ２、例えば２００ｃｍ２～２１０ｃｍ２、例えば２１０ｃｍ２～２２０ｃｍ２、例え
ば２２０ｃｍ２～２３０ｃｍ２、例えば２３０ｃｍ２～２４０ｃｍ２、例えば２４０ｃｍ
２～２５０ｃｍ２、例えば２５０ｃｍ２～２６０ｃｍ２、例えば２６０ｃｍ２～２７０ｃ
ｍ２、例えば２７０ｃｍ２～２８０ｃｍ２、例えば２８０ｃｍ２～２９０ｃｍ２、例えば
２９０ｃｍ２～３００ｃｍ２、例えば３００ｃｍ２～３２０ｃｍ２、例えば３２０ｃｍ２

～３４０ｃｍ２、例えば３４０ｃｍ２～３６０ｃｍ２、例えば３６０ｃｍ２～３８０ｃｍ
２、例えば３８０ｃｍ２～４００ｃｍ２、例えば４００ｃｍ２～４２０ｃｍ２、例えば４
２０ｃｍ２～４４０ｃｍ２、例えば４４０ｃｍ２～４６０ｃｍ２、例えば４６０ｃｍ２～
４８０ｃｍ２、例えば４８０ｃｍ２～５００ｃｍ２の面積を有する四角形として形成され
る。
【０４７３】
　四角形の蓋の面積は整数または自然数でなくてもよいが、任意の小数であってもよい。
【０４７４】
　一実施態様においては、容器の蓋は、例えば、１ｃｍ～４０ｃｍ、例えば１ｃｍ～２ｃ
ｍ、例えば２ｃｍ～４ｃｍ、例えば４ｃｍ～６ｃｍ、例えば６ｃｍ～８ｃｍ、例えば８ｃ
ｍ～１０ｃｍ、例えば１０ｃｍ～１２ｃｍ、例えば１２ｃｍ～１４ｃｍ、例えば１４ｃｍ
～１６ｃｍ、例えば１６ｃｍ～１８ｃｍ、例えば１８ｃｍ～２０ｃｍ、例えば２０ｃｍ～
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２２ｃｍ、例えば２２ｃｍ～２４ｃｍ、例えば２４ｃｍ～２６ｃｍ、例えば２６ｃｍ～２
８ｃｍ、例えば２８ｃｍ～３０ｃｍ、例えば３０ｃｍ～３２ｃｍ、例えば３２ｃｍ～３４
ｃｍ、例えば３４ｃｍ～３６ｃｍ、例えば３６ｃｍ～３８ｃｍ、例えば３８ｃｍ～４０ｃ
ｍの範囲の直径の円形として形成される。
【０４７５】
　一実施態様においては、容器の蓋は、例えば、１ｃｍ、２ｃｍ、３ｃｍ、４ｃｍ、５ｃ
ｍ、６ｃｍ、７ｃｍ、８ｃｍ、９ｃｍ、１０ｃｍ、１１ｃｍ、１２ｃｍ、１３ｃｍ、１４
ｃｍ、１５ｃｍ、１６ｃｍ、１７ｃｍ、１８ｃｍ、１９ｃｍ、２０ｃｍ、２１ｃｍ、２２
ｃｍ、２３ｃｍ、２４ｃｍ、２５ｃｍ、２６ｃｍ、２７ｃｍ、２８ｃｍ、２９ｃｍ、３０
ｃｍ、３１ｃｍ、３２ｃｍ、３３ｃｍ、３４ｃｍ、３５ｃｍ、３６ｃｍ、３７ｃｍ、３８
ｃｍ、３９ｃｍまたは４０ｃｍの直径を有する円形として形成される。
【０４７６】
　一実施態様においては、蓋は、例えば１ｃｍ２～５００ｃｍ２、例えば１ｃｍ２～５ｃ
ｍ２、例えば５ｃｍ２～１０ｃｍ２、例えば１０ｃｍ２～２０ｃｍ２、例えば２０ｃｍ２

～３０ｃｍ２、例えば３０ｃｍ２～４０ｃｍ２、例えば４０ｃｍ２～５０ｃｍ２、例えば
５０ｃｍ２～６０ｃｍ２、例えば６０ｃｍ２～７０ｃｍ２、例えば７０ｃｍ２～８０ｃｍ
２、例えば８０ｃｍ２～９０ｃｍ２、例えば９０ｃｍ２～１００ｃｍ２、例えば１００ｃ
ｍ２～１１０ｃｍ２、例えば１１０ｃｍ２～１２０ｃｍ２、例えば１２０ｃｍ２～１３０
ｃｍ２、例えば１３０ｃｍ２～１４０ｃｍ２、例えば１４０ｃｍ２～１５０ｃｍ２、例え
ば１５０ｃｍ２～１６０ｃｍ２、例えば１６０ｃｍ２～１７０ｃｍ２、例えば１７０ｃｍ
２～１８０ｃｍ２、例えば１８０ｃｍ２～１９０ｃｍ２、例えば１９０ｃｍ２～２００ｃ
ｍ２、例えば２００ｃｍ２～２１０ｃｍ２、例えば２１０ｃｍ２～２２０ｃｍ２、例えば
２２０ｃｍ２～２３０ｃｍ２、例えば２３０ｃｍ２～２４０ｃｍ２、例えば２４０ｃｍ２

～２５０ｃｍ２、例えば２５０ｃｍ２～２６０ｃｍ２、例えば２６０ｃｍ２～２７０ｃｍ
２、例えば２７０ｃｍ２～２８０ｃｍ２、例えば２８０ｃｍ２～２９０ｃｍ２、例えば２
９０ｃｍ２～３００ｃｍ２、例えば３００ｃｍ２～３２０ｃｍ２、例えば３２０ｃｍ２～
３４０ｃｍ２、例えば３４０ｃｍ２～３６０ｃｍ２、例えば３６０ｃｍ２～３８０ｃｍ２

、例えば３８０ｃｍ２～４００ｃｍ２、例えば４００ｃｍ２～４２０ｃｍ２、例えば４２
０ｃｍ２～４４０ｃｍ２、例えば４４０ｃｍ２～４６０ｃｍ２、例えば４６０ｃｍ２～４
８０ｃｍ２、例えば４８０ｃｍ２～５００ｃｍ２の面積を有する円形として形成される。
【０４７７】
　円形の蓋の面積は整数または自然数でなくてもよいが、任意の小数であってもよい。
【０４７８】
　容器の蓋は、容器の蓋を開けるのを容易にする、すなわち、蓋を開ける時に蓋の取り扱
いを容易にする１個以上のフラップを含んでいてもよい。フラップは、蓋を開けるのを容
易にする、任意のサイズおよび形状を有している。
【０４７９】
　容器は、更に１個以上、例えば１、２、３、４、５、６、７、８、９、１０個または１
０個以上のハンドルを有していてもよい。容器の１個以上のハンドルは、容器の取り扱い
を容易にする任意のサイズおよび形状を有していてもよい。
【０４８０】
　１個以上のハンドルは、容器の底面、容器の１以上の側壁または容器のベースと結合し
ている。
【０４８１】
　本発明の容器の１以上のハンドル、１以上の側壁またはベースは、握りを増強させるた
めの１以上の凹部またはへこみを含んでいてもよい。
【０４８２】
　一実施態様においては、容器および／または蓋および／またはベースおよび／または底
面およびまたは側壁は、医療グレードのプラスチックおよび／または透明および／または
非透明プラスチックのような、当該技術分野において公知の任意の適切なプラスチックの



(91) JP 5569398 B2 2014.8.13

10

20

30

40

50

ようなプラスチックから製造されている。蓋のシール面から蓋を簡単に取ることにより容
器を開けることを可能にする、厚みおよび強度特性を有する、柔軟または堅いプラスチッ
ク材料であり得る。また、厚いか強固な材料を用いることができ、はさみで切断するか、
容器に穴を開けることにより開けることができる。
【０４８３】
　一実施態様においては、容器および／または蓋および／またはベースおよび／または底
面および／または側壁は、１種以上の柔軟なタイプのプラスチックおよび／または１種以
上の透明のタイプのプラスチックおよび／または非透明なプラスチックおよび／または生
分解性プラスチックから製造されているか、またはそれらを含む。
【０４８４】
　一実施態様においては、容器および／または蓋および／またはベースおよび／または底
面および／または側壁は、ＴＥＣＡＦＯＲＭ（登録商標）ＡＨ　ＭＴ、ＣＥＬＣＯＮ（登
録商標）（アセタールコポリマー）、ＲＡＤＥＬ（登録商標）、ＴＥＣＡＳＯＮ（登録商
標）Ｐ　ＸＲＯ（ポリフェニルスルホン、また、放射線乳白剤（ｏｐａｃｉｆｅｒ））、
ＵＤＥＬ（登録商標）Ｐｏｌｙｓｕｌｆｏｎｅ、ＵＬＴＥＭ（登録商標）（ポリエーテル
イミド）、ＵＨＭＷ　Ｌｏｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ、ＬＥＮＮＩＴＥ（登録商標）ＵＨ
ＭＥ－ＰＥ、ＴＥＣＡＮＡＴ（登録商標）ＰＣ（ＵＳＰクラスＶｌのポリカーボネートロ
ッド）、ＺＥＬＵＸ（登録商標）ＧＳ（ガンマ安定化ポリカーボネート）、ＡＣＲＹＬＩ
Ｃ（医療グレードのキャストアクリル）、ＴＥＣＡＭＡＸ（登録商標）ＳＲＰ（超高性能
熱可塑性）、ＴＥＣＡＰＲＯ（登録商標）ＭＴ（ポリプロピレン熱安定性）、ＴＥＣＡＰ
ＥＥＫ（登録商標）ＭＴ（ＵＳＰクラスＶｌに準拠）、ＴＥＣＡＦＯＲＭ（登録商標）Ａ
Ｈ　ＳＡＮ、抗菌剤を満たしたプラスチック、ＴＥＣＡＳＯＮ（登録商標）Ｐ　ＸＲＯ（
生分解性放射線乳白剤（ｏｐａｃｉｆｅｒ）ＰＰＳＵ）、ＴＥＣＡＰＥＥＫ（登録商標）
ＣＬＡＳＳＩＸ、ＰＯＬＹＳＵＬＦＯＮＥ（登録商標）（医療グレード）、ＴＥＣＡＮＹ
Ｌ（登録商標）（医療グレードＮｏｒｙｌ（登録商標））、ＴＹＧＯＮ（登録商標）（医
療グレードチューブ）、ＴＥＸＯＬＯＮ（登録商標）医療グレードＰＴＦＥ（ＵＳＰクラ
スＶｌ）、ＰＲＯＰＹＬＵＸ　ＨＳおよびＨＳ２、ＡＢＳ（ＦＤＡが承認する医療グレー
ド）、ＴＯＰＡＳ（登録商標）（医療グレード）、および他の医療グレード／ＦＤＡが承
認するプラスチック製品からなる群から選択される１種以上の材料から製造されているか
、またはそれらを含む。
【０４８５】
　一実施態様においては、容器および／または蓋および／またはベースおよび／または底
面および／または側壁は、プラスチックのような、１種以上のタイプの医療グレードのポ
リマーから製造されているか、またはそれらを含む。
【０４８６】
　プラスチックは、工業製品の製造に適した、広範囲の合成または半合成有機固体材料に
ついての一般的な名称である。プラスチックは、通常は高分子量のポリマーであり、性能
を向上し、および／または費用を減らすための他の物質を含んでいてもよい。プラスチッ
クのタイプには、ゴム、セルロースをベースとするプラスチック、ベークライト、ポリス
チレン、ＰＶＣ、ナイロン、合成ゴムが含まれる。プラスチックは、化学構造により分類
することができる。これらの分類におけるいくつかの重要なグループは、アクリル、ポリ
エステル、シリコーン、ポリウレタンおよびハロゲン化プラスチックである。プラスチッ
クはまた、合成、例えば縮合、重付加、架橋で用いられる化学的工程によって分類される
。他の分類は、製造または製品設計と関連する質をベースとする。このような分類の例は
、熱可塑性、熱硬化性、エラストマー性、構造性、生分解性、導電性である。プラスチッ
クは、種々の特性、例えば、密度、引張強度、ガラス転移温度、種々の化学製品に対する
抵抗性により順位付けされる。一実施態様においては、容器および／または蓋および／ま
たはベースは、本明細書において前述または後述する１種以上のタイプのプラスチックか
ら製造されているか、またはそれらを含む。
【０４８７】
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　一般的な熱可塑性プラスチックの範囲は分子量２０，０００～５００，０００であるが
、
熱硬化性プラスチックは、無限大の分子量を有すると推測される。一実施態様においては
、容器および／または蓋および／またはベースは、１０，０００～１，０００，０００Ｄ
ａ、例えば１０，０００～５０，０００Ｄａ、例えば５０，０００～１００，０００Ｄａ
、例えば１００，０００～１５０，０００Ｄａ、例えば１５０，０００～２００，０００
Ｄａ、例えば２００，０００～２５０，０００Ｄａ、例えば２５０，０００～３００，０
００Ｄａ、例えば３００，０００～３５０，０００Ｄａ、例えば３５０，０００～４００
，０００Ｄａ、例えば４００，０００～４５０，０００Ｄａ、例えば４５０，０００～５
００，０００Ｄａ、例えば５００，０００～５５０，０００Ｄａ、例えば５５０，０００
～６００，０００Ｄａ、例えば６００，０００～６５０，０００Ｄａ、例えば６５０，０
００～７００，０００Ｄａ、例えば７００，０００～７５０，０００Ｄａ、例えば７５０
，０００～８００，０００Ｄａ、例えば８００，０００～８５０，０００Ｄａ、例えば８
５０，０００～９００，０００Ｄａ、例えば９００，０００～９５０，０００Ｄａ、例え
ば９５０，０００～１，０００，０００Ｄａの範囲の分子量を有する、１種以上のタイプ
のポリマーおよび／またはプラスチックから製造されるか、またはそれらを含む。
【０４８８】
　これらの鎖は、「モノマー」に由来する「繰り返し単位」として知られる、多くの繰り
返し分子単位からなり；各ポリマー鎖は、数千の繰り返し単位を含むであろう。大部分の
プラスチックは、骨格に炭素および水素のみまたは酸素、窒素、塩素または硫黄を有する
ポリマーから構成される。
【０４８９】
　一実施態様においては、容器および／または蓋および／またはベースおよび／または底
面および／または側壁は、生分解性プラスチック、エンドウデンプンまたはバイオペトロ
リュームのようなバイオマスから得られるバイオプラスチック、ポリプロピレン（ＰＰ）
、ポリスチレン（ＰＳ）、耐衝撃性ポリスチレン（ＨＩＰＳ）、アクリロニトリルブタジ
エンスチレン（ＡＢＳ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、非晶質ＰＥＴ（ＡＰ
ＥＴ）、ポリエステル（ＰＥＳ）、線維、織物、ポリアミド（ＰＡ）、（ナイロン）、ポ
リ（塩化ビニル）（ＰＶＣ）、ポリウレタン（ＰＵ）、ポリカーボネート（ＰＣ）、ポリ
塩化ビニリデン（ＰＶＤＣ）（サラン）、ポリフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）、ポリエチ
レン（ＰＥ）、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）、ポリテトラフルオロエチレン（
ＰＴＦＥ）（商標、テフロン）、フッ素化エチレンプロピレン（ＦＥＰ）、ポリエーテル
エーテルケトン（ＰＥＥＫ）（ポリエーテルケトン）、ポリエーテルイミド（ＰＥＩ）（
Ｕｌｔｅｍ）、フェノール類（ＰＦ）、（フェノールホルムアルデヒド）、ペルフルオロ
アルコキシ（ＰＦＡ）、ポリ（メチルメタクリレート）（ＰＭＭＡ）、尿素－ホルムアル
デヒド（ＵＦ）、メラミンホルムアルデヒド（ＭＦ）、ポリ乳酸およびプラスターチ材料
、およびそれらの混合物からなる群から選択される１種以上の材料から製造されているか
、またはそれらを含む。
【０４９０】
　容器および／または蓋および／またはベースおよび／または底面および／または側壁は
、プラスチック、ゴムまたはガラスのような任意の適切な材料から製造することができる
。
【０４９１】
　蓋および／またはベースおよび／または底面および／または側壁は、平面、曲面、弓な
り、上向きまたは下向きまたはあらゆる他の形状であり得る。
【０４９２】
　蓋のシール面は、蓋の密封および／または容器からの蓋の除去を容易にする、任意のサ
イズまたは形状を有していてもい。
【０４９３】
　一実施態様においては、容器は、例えば、蓋のシール面上の糊または螺、爪、スナップ
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機構で再び封じることのできる蓋のような、再び密閉できる蓋を含む。他の実施態様にお
いては、容器は、蓋を開けた後に再び封じることのできない蓋を含む。
【０４９４】
　容器は、任意のタイプの密封ホイル、ねじぶた付き容器、ねじぶた、爪付き蓋、接着剤
付きの蓋、容器のシール面を占めるための任意の他の手段を含んでいてもよい。
【０４９５】
　蓋のシール面は、１以上の側壁の上部またはベースに含まれていてもよい。
【０４９６】
　特定の一実施態様においては、容器の蓋は、剥離可能な蓋（剥離式の蓋）である。蓋は
、ポリエチレン（ＰＥ）をベースとする材料、熱可塑性エラストマー、熱硬化性エラスト
マー、Ｔｙｖｅｋ、Ｔｅｓｌｉｎ、紙、ホイル（プラスチックホイルまたはアルミホイル
のような金属ホイル）または任意の他の剥離可能な材料のような剥離可能な材料から製造
されているか、またはそれらを含んでいてもよい。
【０４９７】
　蓋は、ペルフルオロオクタン酸（ＰＦＯＡ）、石油化学製品、ゼインおよび他のものか
らなる群から選択される合成コーティングのようなコーティングにより補強してもよい。
【０４９８】
　本発明の目的のために、剥離可能性は、２種のいずれかの完全性を傷つけることなく、
包装を開ける工程において２種の材料を分離する能力と定義されるであろう。医療用包装
においては、剥離可能なシステムは、調節され、確実な衛生的な手段を提供し、包装を開
け、装置を提示する。一方または両方の織物の封止層は、２種の材料を一緒に結合ことに
関与し、これは、熱、圧力または接着剤の適用により達成される。
【０４９９】
　シールを離すのに必要な力はシール強度と呼ばれる。剥離可能なシステム中におけるシ
ール強度は、ヒートシールコーティングまたはシーラント層のいずれかの組成によって調
整される。典型的な医療用包装は、ＡＳＴＭ　Ｆ８８－９４のような標準試験によって測
定されるように、１～３ｌｂ／シール幅インチのシール強度を有する。
【０５００】
　剥離可能なフィルムは、一般に、１９７０年代半ばに最初にＳｈｅｌｌにより開発され
たポリブチレン－ポリオレフィン技術をベースとしている。２種のポリマーの非相溶性は
、シーラント層が、利用できる結合部位数を減少させることによる完全な結合の形成を阻
害する。剥離可能なシステムは、ポリエチレンおよびポリブチレン層の間の内部接着の分
裂により、界面接着力が乏しいためにシールの移動をもたらし、内部結合強度を低下させ
る。これは、熱で密封されたコーティング（ＨＳＣ）の材料と対照的であり、材料は、接
着剤の内部強度が、粘着性であり密封された材料の間の結合強度より小さい場合に起こる
凝集破壊を受ける。
【０５０１】
　剥離可能なフィルムは、通常、主にポリエチレン（ＰＥ）をベースとする、同じタイプ
の材料に限定され、ＨＳＣ材料と比較し、より狭い密封ウインドウ（ｓｅａｌｉｎｇ　ｗ
ｉｎｄｏｗ）および／または急な剥離強度勾配を有する傾向にある。しかし、新規な剥離
可能技術が導入され、有効範囲にわたる剥離強度における、小さい変化を有する密封ウイ
ンドウの増大をもたらし得る。これらの新規な剥離可能な樹脂系は、ＰＥＴＧ、ＨＩＰＳ
およびＰＶＣを含むが、これらに限定されない広範囲の材料に対して密封するために開発
された。
【０５０２】
　しばしば熱可塑性ゴムを意味する熱可塑性エラストマー（ＴＰＥ）は、熱可塑性および
熱エラストマー特性の両方を備えた材料からなる、ポリマー（通常はプラスチックおよび
ゴム）のコポリマーまたは物理的混合物のクラスである。熱硬化性エラストマーおよび熱
可塑性エラストマーの間の主要な相違は、それらの構造中の架橋結合のタイプである。そ
れらは、一般に市販されていると考えられるＴＰＥの６種の一般的なクラスである。それ
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らは、
スチレンブロックコポリマー、ポリオレフィン混合物、エラストマー性合金、熱可塑性ポ
リウレタン、熱可塑性コポリエステルおよび熱可塑性ポリアミドである。
【０５０３】
　紙は、書くこと、印刷または包装のために主に用いられている薄い材料である。それは
、湿気のある線維、通常は木材、ぼろ切れまたは草に由来するセルロースパルプを一緒に
プレスし、それらの柔軟なシート中に乾燥することにより製造される。合成コーティング
（例えばＰＦＯＡ）、炭化水素をベースとする石油化学製品およびゼイン（トウモロコシ
タンパク質）を、紙のコーティングとして用いることもできる。また、Ｔｙｖｅｋ（高密
度ポリエチレン／オレフィン線維、フラッシュスパンの商標）のような合成品およびＴｅ
ｓｌｉｎは、紙よりも耐久力のある材料として医療用包装のために導入された。
【０５０４】
　本発明に開示される容器は以下の利点を有する：
　・－平らな表面、平らでない表面いずれにおいても非常に安定であり（全ての可能な位
置：無菌領域、マヨスタンド、器具のトレイ、患者の胸部の上における安定な配置を可能
にする）、漏れるリスクを少なくし、
　・他の混合ボウル／試料カップの必要性を除去し、
　・取り扱いをする優れた人間光学的な取り扱い、全ての方向からより簡単でより速い提
示を有し、
　・内部トレイノッチはスポンジを把握することを容易にし、その結果、マトリクス材料
を破壊せず、
　・トレイ中のエンボス加工された商標が、無菌領域の書類作成のための書面ラベルにお
ける追加の時間を消費する必要性を減少し、
　・スポンジの取り扱いを容易にし、
　・傾斜した縁は、例えば、食塩水容量がトレイ内部に残り、その結果、無菌領域中にこ
ぼれないことを確実にし、
　・加えられる最大量の水分のための誘導手段としての傾斜した縁はまたは他の試料。
【０５０５】
　一実施態様においては、容器への液体の添加は、液体／水分がマトリクス材料に完全に
均一に分布することをもたらす。液体／水分の均一な分布は、マトリクス材料の手動によ
るマッサージ（例えば、指による）により得ることができる。
【０５０６】
　一実施態様においては、マトリクス材料内における液体の吸収の前および／または後に
マトリクス材料を覆わない容器に液体を加える。一実施態様においては、容器の中のマト
リクス材料に加えられた液体は、マトリクス材料内における液体の吸収の前に、トレイの
最大容量のための標識に対し、内部トレイの底面から１／２～２／３の高さに達する。
【０５０７】
　他の実施態様においては、容器中のマトリクス材料に加えられた液体は、マトリクス材
料における液体の吸収前に、最大容量のための標識に対し、内部トレイの底面から、１０
％～１００％、例えば１０％～１２％、例えば１２％～１４％、例えば１４％～１６％、
例えば１６％～１８％、例えば１８％～２０％、例えば２０％～２２％、例えば２２％～
２４％、例えば２４％～２６％、例えば２６％～２８％、例えば２８％～３０％、例えば
３０％～３２％、例えば３２％～３４％、例えば３４％～３６％、例えば３６％～３８％
、例えば３８％～４０％、例えば４０％～４２％、例えば４２％～４４％、例えば４４％
～４６％、例えば４６％～４８％、例えば４８％～５０％、例えば５０％～５２％、例え
ば５２％～５４％、例えば５４％～５６％、例えば５６％～５８％、例えば５８％～６０
％、例えば６０％～６２％、例えば６２％～６４％、例えば６４％～６６％、例えば６６
％～６８％、例えば６８％～７０％、例えば７０％～７２％、例えば７２％～７４％、例
えば７４％～７６％、例えば７６％～７８％、例えば７８％～８０％、例えば８０％～８
２％、例えば８２％～８４％、例えば８４％～８６％、例えば８６％～８８％、例えば８
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８％～９０％、例えば９０％～９２％、例えば９２％～９４％、例えば９４％～９６％、
例えば９６％～９８％、例えば９８％～１００％の高さに達する。
【０５０８】
　他の実施態様においては、容器中のマトリクス材料に加えられた液体は、マトリクス材
料における液体の吸収後に、最大容量のための標識に対し、内部トレイの底面から、１０
％～１００％、例えば１０％～１２％、例えば１２％～１４％、例えば１４％～１６％、
例えば１６％～１８％、例えば１８％～２０％、例えば２０％～２２％、例えば２２％～
２４％、例えば２４％～２６％、例えば２６％～２８％、例えば２８％～３０％、例えば
３０％～３２％、例えば３２％～３４％、例えば３４％～３６％、例えば３６％～３８％
、例えば３８％～４０％、例えば４０％～４２％、例えば４２％～４４％、例えば４４％
～４６％、例えば４６％～４８％、例えば４８％～５０％、例えば５０％～５２％、例え
ば５２％～５４％、例えば５４％～５６％、例えば５６％～５８％、例えば５８％～６０
％、例えば６０％～６２％、例えば６２％～６４％、例えば６４％～６６％、例えば６６
％～６８％、例えば６８％～７０％、例えば７０％～７２％、例えば７２％～７４％、例
えば７４％～７６％、例えば７６％～７８％、例えば７８％～８０％、例えば８０％～８
２％、例えば８２％～８４％、例えば８４％～８６％、例えば８６％～８８％、例えば８
８％～９０％、例えば９０％～９２％、例えば９２％～９４％、例えば９４％～９６％、
例えば９６％～９８％、例えば９８％～１００％の高さに達する。
【０５０９】
　内部トレイの最大容量のための標識は、過剰量の液体が容器中のマトリクス材料に加え
られないことを確実にするのに役立つ。容器中のマトリクス材料に過剰量の液体が加えら
れると、マトリクス材料内における液体吸収後にトレイ中に残存する液体が、マトリクス
材料からの医薬組成物（例えばトロンビン）を含むであろう。
【０５１０】
　加えられた液体と共にマトリクス材料を用いる１つの利点は、マトリクス材料が、より
鋳造可能になり、乾燥したマトリクス材料よりも柔軟になることである。
【０５１１】
　一実施態様においては、トロンビンのような医薬組成物は、例えば、マトリクス材料の
１以上の表面に印刷することによってのみ塗布される。他の実施態様においては、トロン
ビンのような医薬組成物は、マトリクス材料の全体に塗布される。しかし、液体がマトリ
クス材料に加えられた後、およびマトリクス材料内における液体の吸収後に、トロンビン
のような医薬組成物は、マトリクス材料の全体に分布される場合がある。
【０５１２】
　好ましい一実施態様においては、本発明のマトリクス材料を含む容器は、図４に示す、
ティーカップ１００と命名された形態およびサイズを有する。ティーカップ１００は、最
大２０ｍＬ容量の液体を加えるために製造されている。
【０５１３】
　好ましい一実施態様においては、本発明のマトリクス材料を含む容器は、図５に示す、
ティーカップ５０と命名された形態およびサイズを有する。ティーカップ５０は、最大１
０ｍＬ容量の液体を加えるために製造されている。
【０５１４】
　好ましい一実施態様においては、本発明のマトリクス材料を含む容器は、図６に示す、
ティーカップ１２－７と命名された形態およびサイズを有する。ティーカップ１２－７は
、最大２ｍＬ容量の液体を加えるために製造されている。
【０５１５】
　マトリクス材料を湿潤するために用いられる容器に加えられる液体は、水溶液；０．９
％　ＮａＣｌ（生理食塩水）のような食塩水溶液；医療グレードの水；注射用水；洗浄水
；注射用食塩水；洗浄用食塩水；ペニシリン、セファロスポリン、テトラサイクリン、ア
ンピシリン、オーレオシシン、バシトラシン、クロラムフェニコール、シクロセリン、エ
リスロマイシン、ゲンタマイシン、グラマシジン、カナマイシン、ネオマイシン、ストレ
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プトマイシン、トブラマイシンおよびバンコマイシンを含む、前記表５に記載されたもの
から選択される抗生物質を含む抗生物質溶液：リドカイン／プリロカイン（ＥＭＬＡ）、
アルティカイン、ブピバカイン、カルティカイン、シンコカイン／ジブカイン、エチドカ
イン、レボブピバカイン、リドカイン／リグノカイン、メピバカイン、ピペロカイン、プ
リロカイン、ロピバカイン、トリメカイン、ベンゾカイン、クロロプロカイン、コカイン
、シクロメチルカイン、ジメトカイン／ラロカイン、プロポキシカイン、プロカイン／ノ
ボカイン、プロパラカイン、テトラカイン／アメトカインから選択される局部麻酔剤を含
む麻酔溶液；アドレナリン（エピネフリン）を含む溶液、およびその他からなる群から選
択することができる。
【０５１６】
　部品のキット
　本発明は、部品のキットおよび前記部品のキットの使用にも関する。一実施態様におい
ては、部品のキットは、１種以上の医薬組成物で印刷されたマトリクス材料またはトロン
ビンを含むマトリクス材料のような、本明細書の他の部分に開示されているマトリクス材
料を含む。他の実施態様においては、部品のキットは、本明細書において上述したような
マトリクス材料の貯蔵のための容器を含む。
【０５１７】
　部品のキットは、マトリクス材料、例えば、マトリクス材料の１以上の表面にトロンビ
ンが印刷されたマトリクス材料のような、トロンビンを含むマトリクス材料を、ヒトにお
ける創傷のような哺乳動物の身体の損傷部位に塗布するために用いることができる。
【０５１８】
　部品のキットは、必要とする個体において、創傷を治療し、止血を加速または促進し、
または創傷治癒を加速または促進するために用いることができる。容器と、トロンビンの
ような医薬組成物を含むマトリクス材料とを含む部品のキットは、前記マトリクス材料の
無菌貯蔵をもたらす。適切な医療関係者は、問題の創傷にどの医薬組成物が適切であるか
を決定する。
【０５１９】
　蓋を完全または部分的に除去することにより、例えば、蓋のシール表面から蓋を除去、
例えば、蓋を切断、剥離またはむしり取ることにより容器を開ける。次いで、マトリクス
材料を場合により取り除き、適切なサイズの断片に切断し、再度容器内に配置することが
できる。所定量の液体／水分、例えば水または食塩水を、容器、例えば、１以上の側壁の
標識まで加える。マトリクス材料内への液体の吸収後、マトリクス材料を創傷の上に置く
。また、液体がマトリクス材料に加えられた後、マトリクス材料を適切なサイズの断片に
切断する。
【０５２０】
　併用療法
　本発明の流体または液体組成物は、前述したような、止血剤、抗線維素溶解薬、創傷治
癒剤、接着剤および界面活性剤からなる群から選択される物質を含んでいてもよい。
【０５２１】
　本発明の好ましい実施態様においては、本発明の医薬組成物は、表１～４から選択され
る２種以上の薬剤を含んでいてもよい。
【０５２２】
　従って、組成物は、表１～４から選択される、２種以上、例えば２種、例えば３種、例
えば４種、例えば５種、例えば６種、例えば７種、例えば８種の異なる薬剤を含んでいて
もよい。表１は、止血剤または抗線維素溶解薬の例を含み；表２は、創傷治癒剤の例を含
み；表３は、接着剤の例を含み、表４は界面活性剤の例を含む。
【０５２３】
　一実施態様においては、表１から選択される、少なくとも１種、例えば２種、例えば３
種、例えば４種、例えば５種、例えば６種、例えば７種、例えば８種の異なる薬剤を含み
、表２から選択される、少なくとも１種、例えば２種、例えば３種、例えば４種、例えば
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５種、例えば６種、例えば７種、例えば８種の異なる薬剤を更に含む。
【０５２４】
　他の実施態様においては、組成物は、表１から選択される、少なくとも１種、例えば２
種、例えば３種、例えば４種、例えば５種、例えば６種、例えば７種、例えば８種の異な
る薬剤を含み、表３から選択される、少なくとも１種、例えば２種、例えば３種、例えば
４種、例えば５種、例えば６種、例えば７種、例えば８種の異なる薬剤を更に含む。
【０５２５】
　更に他の実施態様においては、組成物は、表１から選択される、少なくとも１種、例え
ば２種、例えば３種、例えば４種、例えば５種、例えば６種、例えば７種、例えば８種の
異なる薬剤を含み、表４から選択される、少なくとも１種、例えば２種、例えば３種、例
えば４種、例えば５種、例えば６種、例えば７種、例えば８種の異なる薬剤を更に含む。
【０５２６】
　一実施態様においては、表２から選択される、少なくとも１種、例えば２種、例えば３
種、例えば４種、例えば５種、例えば６種、例えば７種、例えば８種の異なる薬剤を含み
、表３から選択される、少なくとも１種、例えば２種、例えば３種、例えば４種、例えば
５種、例えば６種、例えば７種、例えば８種の異なる薬剤を更に含む。
【０５２７】
　他の実施態様においては、表２から選択される、少なくとも１種、例えば２種、例えば
３種、例えば４種、例えば５種、例えば６種、例えば７種、例えば８種の異なる薬剤を含
み、表４から選択される、少なくとも１種、例えば２種、例えば３種、例えば４種、例え
ば５種、例えば６種、例えば７種、例えば８種の異なる薬剤を更に含む。
【０５２８】
　一実施態様においては、表１から選択される、少なくとも１種、例えば２種、例えば３
種、例えば４種、例えば５種、例えば６種、例えば７種、例えば８種の異なる薬剤を含み
、表２から選択される、少なくとも１種、例えば２種、例えば３種、例えば４種、例えば
５種、例えば６種、例えば７種、例えば８種の異なる薬剤を更に含み、表３から選択され
る、少なくとも１種、例えば２種、例えば３種、例えば４種、例えば５種、例えば６種、
例えば７種、例えば８種の異なる薬剤を更に含む。
【０５２９】
　他の実施態様においては、表１から選択される、少なくとも１種、例えば２種、例えば
３種、例えば４種、例えば５種、例えば６種、例えば７種、例えば８種の異なる薬剤を含
み、表２から選択される、少なくとも１種、例えば２種、例えば３種、例えば４種、例え
ば５種、例えば６種、例えば７種、例えば８種の異なる薬剤を更に含み、表４から選択さ
れる、少なくとも１種、例えば２種、例えば３種、例えば４種、例えば５種、例えば６種
、例えば７種、例えば８種の異なる薬剤を更に含む。
【０５３０】
　更に他の実施態様においては、表１から選択される、少なくとも１種、例えば２種、例
えば３種、例えば４種、例えば５種、例えば６種、例えば７種、例えば８種の異なる薬剤
を含み、表２から選択される、少なくとも１種、例えば２種、例えば３種、例えば４種、
例えば５種、例えば６種、例えば７種、例えば８種の異なる薬剤を更に含み、表３から選
択される、少なくとも１種、例えば２種、例えば３種、例えば４種、例えば５種、例えば
６種、例えば７種、例えば８種の異なる薬剤を更に含み、表４から選択される、少なくと
も１種、例えば２種、例えば３種、例えば４種、例えば５種、例えば６種、例えば７種、
例えば８種の異なる薬剤を更に含む。
【０５３１】
　本明細書において前述した好ましい実施態様によれば、薬剤は、表１～４に記載したよ
うな、１、２、３または４種からの薬剤を含む医薬組成物を印刷することにより、インク
ジェットプリントにより本発明の装置のマトリクスに吸収される。
【実施例】
【０５３２】
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　本発明を以下の実施例において更に詳細に説明するが、これらは、請求項に記載される
本発明の範囲を限定するものではない。
【０５３３】
　実施例１：ゼラチンをベースとするスポンジの再構成速度の測定
　本方法の目的は、ゼラチンをベースとするスポンジの再構成速度を測定することである
。この方法は、スポンジを湿らせ、次いでそれを圧迫することを含む。スポンジの自然の
形態の外観を時間の関数として観察し、スポンジがその自然の形態に達するまで経過する
時間を再構成時間を称する。
【０５３４】
　方法は以下の工程を含む：
　１．吸収性のゼラチンをベースとするスポンジを適切な断片、約１×１ｃｍに切断し、
室温で水中に浸漬する。
　２．水から試料を取り出し、それが平らになり、これ以上の泡または水滴が押し出され
なくなるまで圧迫する。
　３．室温で、水を満たしたビーカー中に試料を置き、試料が、以前のサイズおよび形状
を得るまでの時間（秒）を測定する。
　４．試験を２回繰り返し、３回の測定の平均として結果を報告する。
【０５３５】
　実施例２
　これは、マトリクス表面に印刷するための可能な印刷媒体または組成物の例を与える。
本実施例においては、医薬組成物に含まれる生物活性剤はトロンビンであり、マトリクス
はコラーゲンをベースとするスポンジである。
【０５３６】
　印刷媒体：無菌のＭＱ水、無菌の食塩水または他の適切な無菌の水性溶媒を、ゼラチン
のような、適切な生体適合性粘度向上剤により１０ｃｐｓに調整する。トロンビンを、媒
体中に適切な濃度に再構成する。トロンビンの最終濃度が、印刷するマトリクス表面上で
３０ＩＵ／ｃｍ２になるようにこの濃度を調節すべきである。ｐＨを生理学的範囲内に維
持し、温度を室温（約２５℃）に維持する。所望であれば、媒体に適切な界面活性剤を加
えてもよい。
【０５３７】
　一実施態様においては、選択されるマトリクスは、市販のＳｐｏｎｇｏｓｔａｎ（登録
商標）、Ｓｕｒｇｉｆｏａｍ（登録商標）またはＳｕｒｇｉｆｌｏ（登録商標）（Ｆｅｒ
ｒｏｓａｎ　Ａ／Ｓ）のような、ゼラチンをベースとするスポンジである。このスポンジ
は、適切な形態および形状に切断してもよい。
【０５３８】
　プリントヘッドの精度およびプリントヘッドの調節は、これが、印刷される量、それ故
製造されるスポンジ上のトロンビンの量を調節するので非常に高い。これは、高速の製造
（例えば６０個のスポンジ／分）においてさえ重要である。
【０５３９】
　実施例３：トロンビンにより印刷したマトリクスについての止血効果
　マトリクス（Ｓｕｒｇｉｆｏａｍ（登録商標）；Ｊｏｈｎｓｏｎ　ａｎｄ　Ｊｏｎｈｓ
ｏｎ）に印刷される種々の量のトロンビンの止血効果を試験するためにブタモデルを用い
た。トロンビンの湿潤および乾燥塗布を比較した。図に示す場合、トロンビンの乾燥塗布
については、低濃度（２０、１０または５ＩＵ／ｃｍ２）のトロンビンをマトリクスに塗
布した。乾燥塗布についてトロンビンを用いて印刷したマトリクスは、低濃度のトロンビ
ンにおいて驚くほど有効な止血効果（止血について測定した時間）を有していた（下記図
を参照）。
【０５４０】
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【０５４１】
　図の説明：インクジェット印刷により塗布されたトロンビンによるＳｕｒｇｉｆｏａｍ
の効果を、ブタ脾臓モデルにより試験し、Ｓｕｒｇｉｆｏａｍ＋トロンビンの標準的湿潤
使用と比較した。結果は中央値±最大値／最小値である。Ｓｕｒｇｉｆｏａｍは、湿潤さ
せ、または乾燥して塗布された。湿潤塗布のために、４ｃｍ２のＳｕｒｇｉｆｏａｍを、
食塩水８００μＬ、１０００ＩＵ／ｍＬ（～２００ＩＵ／ｃｍ２）の標準的トロンビン溶
液８００μＬ、または１００ＩＵ／ｍＬ（～２０ＩＵ／ｃｍ２）の低濃度トロンビン溶液
のいずれかに湿潤した。今日におけるゼラチンスポンジと同時のトロンビンの標準的使用
は１０００ＩＵ／ｍＬである。乾燥塗布については、脾臓の創傷の上に、Ｓｕｒｇｉｆｏ
ａｍ単独または２０、１０または５ＩＵ／ｃｍ２が塗布される。各製品は３または４回試
験を行った。
【０５４２】
　図は、２０ＩＵ／ｃｍ２の印刷されたトロンビンの乾燥塗布が、同じ量のトロンビンの
湿潤塗布よりも速い止血をもたらすことを示す。更に、１０ＩＵ／ｃｍ２の印刷されたト
ロンビンの乾燥塗布が、２００ＩＵ／ｃｍ２の印刷されたトロンビンの湿潤塗布と同一か
速い止血をもたらす。
【０５４３】
　一実施態様において、本発明は、乾燥塗布後に、２００秒未満、例えば１９０秒未満、
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例えば１８０秒未満、例えば１７０秒未満、例えば１６０秒未満、例えば１５０秒未満、
例えば１４０秒未満、例えば１３０秒未満、例えば１２０秒未満、例えば１１０秒未満、
例えば１００秒未満、例えば９０秒未満、例えば８０秒未満、例えば７０秒未満、例えば
６０秒未満、例えば５０秒未満、例えば４８秒未満、例えば４６秒未満、例えば４４秒未
満、例えば４２秒未満、例えば４０秒未満、例えば３８秒未満、例えば３６秒未満、例え
ば３４秒未満、例えば３２秒未満、例えば３０秒未満、例えば２８秒未満、例えば２６秒
未満、例えば２４秒未満、例えば２２秒未満、例えば２０秒未満、例えば１８秒未満、例
えば１６秒未満、例えば１４秒未満、例えば１２秒未満、例えば１０秒未満、例えば８秒
未満、例えば６秒未満、例えば４秒未満、例えば２秒未満、例えば１秒未満の止血時間（
前述のアッセイにより測定）をもたらす量のトロンビンが印刷された、Ｓｕｒｇｉｆｏａ
ｍ（登録商標）のようなマトリクスに関する。
【０５４４】
　実施例４：手術室におけるマトリクスを含む容器の使用
　この実施例は、手術室におけるマトリクスを含む容器の使用例を開示する。
【０５４５】
　無菌領域に容器／トレイを置くスクラブテック（ｓｃｒｕｂ　ｔｅｃｈ）／ＲＮのよう
な人は、蓋、例えばＴｙｖｅｋ蓋を除去する間、容器／トレイを維持するために取っ手を
用いる。一実施態様においては、無菌領域上のすべてのものが、間違いを最小にするため
に標識されている。スクラブテック／ＲＮのような人は、その結果、追加の標識が必要な
いという信頼を与える容器／トレイに商品名がエンボス加工されていることをチェックす
る。蓋上での混合調整は、人がどのようにして製品を正確に混合するかを思い出させるた
めの案内として役立つ。スクラブテック／ＲＮは、指、ピンセット、鉗子または他の装置
を用いて、容器／トレイからスポンジのようなマトリクス材料を取り外すためのノッチ（
内部にある）を用いる。スクラブテック／ＲＮは、ボウルを必要とせずに、容器／トレイ
中にスポンジのようなマトリクス材料を切断する。マトリクス材料断片が切断される場合
、スクラブテック／ＲＮは、適量の液体、例えば塩化ナトリウム、例えば０．９％塩化ナ
トリウムを、マトリクス材料／スポンジ片の上部に塗布する。スクラブテックは、液体／
塩化ナトリウム／０．９％塩化ナトリウムをマトリクス材料／スポンジ片に詰め込むため
に、例えば、指または１対のピンセットを用いることができる。これを実施する場合、ス
クラブテック／ＲＮは、例えば、外科医により必要とされるまで、トレイを置くためにト
レイ上で取っ手を用いる場合があり；例えば、トレイは、無菌領域、バックテーブル（無
菌）、マヨスタンド、患者の胸部（例えば滅菌カバー上）上に置くことができる。外科医
に製品を渡す時、および外科医が、彼がトレイから所望のスポンジを取り上げる間、スク
ラブテック／ＲＮは取っ手をつかむことができる。また、トレイを例えばマヨスタンドに
置くことができ、スクラブテック／ＲＮは、１対のピンセット上の個々のマトリクス材料
／スポンジ片を外科医に渡す。外科医が圧縮のために、浸漬された、例えばマトリクス材
料／スポンジ片の上部で、例えば、食塩水に浸漬したパティまたはコットノイドを用いる
ことを望む場合、それは、トレイの平らな部分に置くことができる。
【０５４６】
　実施例５
　この実施例は、マトリクス材料に、トロンビンを含む液状の医薬組成物を印刷する一例
を開示し、この例は、液滴容量比、マトリクス材料の表面上に沈着される液滴間の距離、
およびトロンビン濃度が、均一な分布パターンを達成するように決められている。
【０５４７】
　この実施例においては、流体または液状組成物に含まれる生物活性剤はトロンビンであ
り、マトリクスはゼラチンをベースとするスポンジである。
【０５４８】
　印刷媒体：無菌のＭＱ－水、無菌食塩水または他の適切な無菌水性溶媒を、適切な生体
適合性粘度向上剤、例えばゼラチンを用いて１０ｃｐｓに調整する。トロンビンを、媒体
中、８～１０，０００ＩＵ／ｍＬの濃度に再構成する。ｐＨを生理学的範囲に維持し、温
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度を室温（約２５℃）に維持する。所望であれば、媒体に適切な界面活性剤を加えてもよ
い。
【０５４９】
　８～１０，０００ＩＵ／ｍＬの濃度でトロンビンを含む流体または液状組成物を、Ｓｐ
ｅｃｔｒａ（登録商標）Ｇａｌａｘｙ　Ｐｒｉｎｔｈｅａｄ２５６／８０ＨＭ圧電インク
ジェットプリントヘッドのようなプリントヘッドに接続されたタンク内に満たす。プリン
トヘッドとゼラチンスポンジとの間の距離を２ｍｍに調整する。
【０５５０】
　印刷を開始し、サイズが基本的に８０ｐＬの液滴を、任意の２個の液滴間の距離が２５
４ミクロンになるように、８ｍ／秒の速度でプリントヘッドの２５６個のノズルから放出
する。真直度は５ｍｒａｄである（０．２９°）。
【０５５１】
　項目
　１．表面、複数の開口および相互接続したセルを含むマトリクス材料であって、前記マ
トリクス表面が、前記表面上の個別かつ不連続の位置に印刷された少なくとも１種の医薬
組成物を含む、マトリクス材料。
　２．マトリクスが１種以上のポリマーを含む、項目１記載のマトリクス材料。
　３．前記ポリマーが架橋している、項目２記載のマトリクス材料。
　４．前記ポリマーが架橋していない、項目２記載のマトリクス材料。
　５．前記ポリマーが、コラーゲン、ゼラチン、ポリウレタン、ポリシロキサン（シリコ
ーン）、ヒドロゲル、ポリアクリルアミド、キトサン、ポリアクリル酸ナトリウム、アガ
ロース、アルギン酸塩、キサンタンガム、グアーガム、アラビアゴム、アガーゴム、ロー
カストビーンガム、カラギーナンゴム、キサンタンガム、カラヤゴム、トラガカントゴム
、ガッティゴム、フルセレランゴム、キチン、セルロース、メチルセルロース、カルボキ
シメチルセルロース、ヒドロキシメチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロー
ス、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒアルロン酸、ペクチン、デンプン、グリコーゲン
、ペントサン、ポリオキシエチレン、ポリＡＭＰＳ（ポリ（２－アクリルアミド－２－メ
チル－１－プロパンスルホン酸）、ポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコール、ポリ
グリコール酸、ポリ酢酸、アクリレートポリマー、ポリヒドロキシアルキルアクリレート
、メタクリレート、ポリビニルラクタム、ポリビニルアルコール、ポリオキシアルキレン
、ポリアクリルアミド、ポリアクリル酸、ポリスチレンスルホン酸塩、合成親水コロイド
、例えば、Ｎ－ビニル－２－ピロリドン、５－メチル－Ｎ－ビニル－２－ピロリドン、５
－エチル－Ｎ－ビニル－２－ピロリドン、３，３－ジメチル－Ｎ－ビニル－２－ピロリド
ン、３－メチル－Ｎ－ビニル－２－ピロリドン、３－エチル－Ｎ－ビニル－２－ピロリド
ン、４－メチル－Ｎ－ビニル－２－ピロリドン、４－エチル－Ｎ－ビニル－２－ピロリド
ン、Ｎ－ビニル－２－バレロラクタム、Ｎ－ビニル－２－カプロラクタム、ヒドロキシア
ルキルアクリレートおよびメタクリレート、（例えば、２－ヒドロキシエチルアクリレー
ト、２－ヒドロキシエチルメタクリレート、２－ヒドロキシプロピルアクリレート、２－
ヒドロキシプロピルメタクリレート、２，３－ジヒドロキシプロピルメタクリレート）、
アクリル酸、メタクリル酸、第３級アミノメタクリルイミド（例えば、トリメチルアミノ
メタクリルイミド）、クロトン酸、ピリジン、水溶性アミド（例えば、Ｎ－（ヒドロキシ
メチル）アクリルアミドおよびメタクリルアミド、Ｎ－（３－ヒドロキシプロピル）アク
リルアミド、Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）メタクリルアミド、Ｎ－（１，１－ジメチル
－３－オキサブチル）アクリルアミド、Ｎ－［２－（ジメチルアミン）エチル］アクリル
アミドおよびメタクリルアミド、Ｎ－［３－（ジメチルアミノ）－２－ヒドロキシルプロ
ピル］メタクリルアミド、およびＮ－［１，１－ジメチル－２－（ヒドロキシメチル）－
３－オキサブチル］アクリルアミド）；水溶性ヒドラジン誘導体（例えば、トリアルキル
アミンメタクリルイミド、およびジメチル－（２－ヒドロキシプロピル）アミンメタクリ
ルイミド）；モノオレフィンスルホン酸およびその塩（例えば、エチレンスルホン酸ナト
リウム、スチレンスルホン酸ナトリウム、２－アクリルアミド－２－メチルプロパンスル
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ホン酸）、１－ビニル－イミダゾール、１－ビニルインドール、２－ビニルイミダゾール
、４（５）－ビニル－イミダゾール、２－ビニル－１－メチルイミダゾール、５－ビニル
－ピラゾリン、３－メチル－５－イソプロペニル－ピラゾール、５－メチレン－ヒダント
イン、３－ビニル－２－オキサゾリドン、３－メタクリリル－２－オキサゾリドン、３－
メタクリリル－５－メチル－２－オキサゾリドン、３－ビニル－５－メチル－２－オキサ
ゾリドン、２－および４－ビニル－ピリジン、５－ビニル－２－メチル－ピリジン、２－
ビニル－ピリジン－１－オキシド、３－イソプロペニル－ピリジン、２－および４－ビニ
ル－ピペリジン、２－および４－ビニル－キノリン、２，４－ジメチル－６－ビニル－ｓ
－トリアジン、４－アクリリル－モルホリン、酸化再生セルロース（ＯＲＣ）、ポリ（乳
酸－コ－グリコール酸）（ＰＬＧＡ）、ポリ乳酸（ＰＬＡ）、細胞外マトリクス（ＥＣＭ
）およびそれらの混合物からなる群から選択される、項目２記載のマトリクス材料。
　６．ポリマーが、ブタ、ウシまたは魚原料に由来する、項目２記載のマトリクス材料。
　７．ポリマーが、合成的に、すなわち組換え手段によって製造される、項目２記載のマ
トリクス材料。
　８．ポリマーが、コラーゲンおよびゼラチンから選択される、項目２記載のマトリクス
材料。
　９．ポリマーがゼラチンを含む、項目２記載のマトリクス材料。
　１０．ポリマーがコラーゲンを含む、項目２記載のマトリクス材料。
　１１．相互接続した開口セルが、約０．１ｍｍ～約５．０ｍｍの直径を有する孔を形成
する、項目１記載のマトリクス材料。
　１２．マトリクスが、１５ｃｍ長未満、１０ｃｍ幅未満、および２ｃｍ高未満の寸法（
長さ、幅および高さ）を有する、項目１記載のマトリクス材料。
　１３．マトリクスが、四角形、円形、長方形、立方体、円柱形、球形またはピラミッド
形からなる群から選択される形状である、項目１記載のマトリクス材料。
　１４．マトリクスが、赤、ピンク、黄色、青、緑、白、黒、茶、紫、橙、灰色および青
緑からなる群から選択される色を有する、項目１記載のマトリクス材料。
　１５．マトリクス材料が、１０秒未満、例えば９秒未満、例えば８秒未満、例えば７秒
未満、例えば６秒未満、例えば５秒未満、例えば４秒未満、例えば３秒未満、例えば３秒
未満、例えば１秒未満の再構成速度を有する、項目１記載のマトリクス材料。
　１６．マトリクス材料が、約０．１～１．０ｍｍの正規分布を有する細孔径を有する、
項目１記載のマトリクス材料。
　１７．マトリクス材料が、１０ｍｍ未満、例えば９ｍｍ未満、例えば８ｍｍ未満、例え
ば７ｍｍ未満、例えば６ｍｍ未満、例えば５ｍｍ未満、例えば４ｍｍ未満、例えば３ｍｍ
未満、例えば２．９ｍｍ未満、例えば２．８ｍｍ未満、例えば２．７ｍｍ未満、例えば２
．６ｍｍ未満、例えば２．５ｍｍ未満、例えば２．４ｍｍ未満、例えば２．３ｍｍ未満、
例えば２．２ｍｍ未満、例えば２．１ｍｍ未満、例えば２ｍｍ未満、例えば１．９ｍｍ未
満、例えば１．８ｍｍ未満、例えば１．７ｍｍ未満、例えば１．６ｍｍ未満、例えば１．
５ｍｍ未満、例えば１．４ｍｍ未満、例えば１．３ｍｍ未満、例えば１．２ｍｍ未満、例
えば１．１ｍｍ未満、例えば１．０ｍｍ未満、例えば０．９ｍｍ未満、例えば０．８ｍｍ
未満、例えば０．７ｍｍ未満、例えば０．６ｍｍ未満、例えば０．５ｍｍ未満、例えば０
．４ｍｍ未満、例えば０．３ｍｍ未満、例えば０．２ｍｍ未満、例えば０．１ｍｍ未満、
例えば０．０５ｍｍ未満、例えば０．０１ｍｍの細孔径を有する、項目１記載のマトリク
ス材料。
　１８．マトリクス材料が、０．０１～０．１ｍｍ、例えば０．１～０．２ｍｍ、例えば
０．２～０．３ｍｍ、例えば０．３～０．４ｍｍ、例えば０．４～０．５ｍｍ、例えば０
．５～０．６ｍｍ、例えば０．６～０．７ｍｍ、例えば０．７～０．８ｍｍ、例えば０．
８～０．９ｍｍ、例えば０．９～１ｍｍ、例えば１～１．１ｍｍ、例えば１．１～１．２
ｍｍ、例えば１．２～１．３ｍｍ、例えば１．３～１．４ｍｍ、例えば１．４～１．５ｍ
ｍ、例えば１．５～１．６ｍｍ、例えば１．６～１．７ｍｍ、例えば１．～１．８ｍｍ、
例えば１．８～１．９ｍｍ、例えば２～２．１ｍｍ、例えば２．１～２．２ｍｍ、例えば
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２．２～２．３ｍｍ、例えば２．３～２．４ｍｍ、例えば２．４～２．５ｍｍ、例えば２
．５～２．６ｍｍ、例えば２．６～２．７ｍｍ、例えば２．７～２．８ｍｍ、例えば２．
８～２．９ｍｍ、例えば２．９～３ｍｍ、例えば３～４ｍｍ、例えば４～５ｍｍ、例えば
５～６ｍｍ、例えば６～７ｍｍ、例えば７～８ｍｍ、例えば８～９ｍｍ、例えば９～１０
ｍｍの範囲の細孔径を有する、項目１記載のマトリクス材料。
　１９．マトリクス材料が、０．１～５０ＧＰａ、例えば０．１～１、例えば１～２、例
えば２～３、例えば３～４、例えば４～５、例えば５～６、例えば６～７、例えば７～８
、例えば８～９、例えば９～１０、例えば１０～２０、例えば２０～３０、例えば３０～
４０、例えば４０～５０ＧＰａの範囲の弾性率を有する、項目１記載のマトリクス材料。
　２０．マトリクス表面が、１００ＩＵ／ｃｍ２未満、例えば９５未満、例えば９０未満
、例えば８５未満、例えば８０未満、例えば７５未満、例えば７０未満、例えば６５未満
、例えば６０未満、例えば５５未満、例えば５０未満、例えば４５未満、例えば４０未満
、例えば３５未満、例えば３０未満、例えば２５未満、例えば２０未満、例えば１５未満
、例えば１０未満、例えば５未満、例えば１ＩＵ／ｃｍ２未満の医薬組成物を含む、項目
１記載のマトリクス材料。
　２１．マトリクス表面が、１～５ＩＵ／ｃｍ２、例えば５～１０、例えば１０～１５、
例えば１５～２０、例えば２０～２５、例えば２５～３０、例えば３０～３５、例えば３
５～４０、例えば４０～４５、例えば４５～５０、例えば５０～５５、例えば５５～６０
、例えば６０～６５、例えば６５～７０、例えば７０～７５、例えば７５～８０、例えば
８０～８５、例えば８５～９０、例えば９０～９５、例えば９５～１００ＩＵ／ｃｍ２の
医薬組成物を含む、項目１記載のマトリクス材料。
　２２．マトリクス材料がスポンジである、項目１記載のマトリクス材料。
　２３．スポンジがゼラチンまたはコラーゲンスポンジである、項目２２記載のマトリク
ス材料。
　２４．ゼラチンまたはコラーゲンスポンジが、Ｓｐｏｎｇｏｓｔａｎ、Ｓｕｒｇｉｆｏ
ａｍ、Ｓｕｒｇｉｆｌｏ（全てＦｅｒｒｏｓａｎ　Ａ／Ｓ）、Ｃｏｌｌａｓｔａｔ（Ｋｅ
ｎｄａｌｌ　Ｃｏ．）、Ａｖｉｔｅｎｅ（Ａｖｉｃｏｎ　Ｉｎｃ．）、Ｓｕｒｇｉｃｅｌ
、Ｓｕｒｇｉｆｏａｍ（両方ともＪｏｈｎｓｏｎ　＆　Ｊｏｈｎｓｏｎ）およびＧｅｌｆ
ｏａｍ（Ｐｆｉｚｅｒ）から選択される、項目２３記載のマトリクス材料。
　２５．マトリクス材料がパッチである、項目１記載のマトリクス材料。
　２６．マトリクス材料が綿棒である、項目１記載のマトリクス材料。
　２７．マトリクス材料が救急絆である、項目１記載のマトリクス材料。
　２８．マトリクス材料が創傷被覆材である、項目１記載のマトリクス材料。
　２９．マトリクス材料が外傷用包帯である、項目１記載のマトリクス材料。
　３０．マトリクス材料が無菌である、項目１記載のマトリクス材料。
　３１．マトリクス材料が無菌であり、無菌で予め包装された、すぐに使える容器に含ま
れている、項目１記載のマトリクス材料。
　３２．マトリクス材料が殺菌されている、項目１記載のマトリクス材料。
　３３．マトリクス材料が、熱を加えることより殺菌されている、項目１記載のマトリク
ス材料。
　３４．マトリクス材料が、１種以上の化学物質を適用することにより殺菌されている、
項目１記載のマトリクス材料。
　３５．マトリクス材料が、高圧を適用することにより殺菌されている、項目１記載のマ
トリクス材料。
　３６．マトリクス材料が、ろ過することにより殺菌されている、項目１記載のマトリク
ス材料。
　３７．マトリクス材料が、加圧滅菌処理することにより殺菌されている、項目１記載の
マトリクス材料。
　３８．マトリクス材料が、Ｘ線、ガンマ線、ＵＶ光および／または亜原子粒子のような
放射線を照射することにより殺菌されている、項目１記載のマトリクス材料。
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　３９．マトリクス材料が、エチレンオキシドガス、オゾン、塩素系漂白剤、グルタルア
ルデヒド、ホルムアルデヒド、オルトフタルアルデヒド、過酸化水素および過酢酸の１種
以上を用いることを含む化学的殺菌の適用により殺菌されている、項目１記載のマトリク
ス材料。
　４０．マトリクス材料が滅菌容器に含まれ、外部の非滅菌環境から分離されている、項
目３０記載のマトリクス材料。
　４１．医薬組成物が１種以上の生物活性剤を含む、項目１記載のマトリクス材料。
　４２．前記生物活性剤が、１ＩＵ／ｍＬ～１，０００，０００ＩＵ／ｍＬ；例えば１～
１０ＩＵ／ｍＬ、例えば１０～５０ＩＵ／ｍＬ、例えば５０～１００ＩＵ／ｍＬ、例えば
１００～１５０ＩＵ／ｍＬ、例えば１５０～２００ＩＵ／ｍＬ、例えば２００～２５０Ｉ
Ｕ／ｍＬ、例えば２５０～３００ＩＵ／ｍＬ、例えば３００～３５０ＩＵ／ｍＬ、例えば
３５０～４００ＩＵ／ｍＬ、例えば４００～４５０ＩＵ／ｍＬ、例えば４５０～５００Ｉ
Ｕ／ｍＬ、例えば５００～７５０ＩＵ／ｍＬ、例えば７５０～１０００ＩＵ／ｍＬ、例え
ば１０００～１５００ＩＵ／ｍＬ、例えば１５００～２０００ＩＵ／ｍＬ、例えば２００
０～２５００ＩＵ／ｍＬ、例えば２５００～３０００ＩＵ／ｍＬ、例えば３０００～３５
００ＩＵ／ｍＬ、例えば３５００～４０００ＩＵ／ｍＬ、例えば４０００～４５００ＩＵ
／ｍＬ、例えば４５００～５０００ＩＵ／ｍＬ、例えば５０００～５５００ＩＵ／ｍＬ、
例えば５５００～６０００ＩＵ／ｍＬ、例えば６０００～６５００ＩＵ／ｍＬ、例えば６
５００～７０００ＩＵ／ｍＬ、例えば７０００～７５００ＩＵ／ｍＬ、例えば７５００～
８０００ＩＵ／ｍＬ、例えば８０００～８５００ＩＵ／ｍＬ、例えば８５００～９０００
ＩＵ／ｍＬ、例えば９０００～９５００ＩＵ／ｍＬ、例えば９５００～１０，０００ＩＵ
／ｍＬ、例えば１０，０００～１１，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１１，０００～１２，０
００ＩＵ／ｍＬ、例えば１２，０００～１３，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１３，０００～
１４，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１４，０００～１５，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１５，
０００～１６，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１６，０００～１７，０００ＩＵ／ｍＬ、例え
ば１７，０００～１８，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１８，０００～１９，０００ＩＵ／ｍ
Ｌ、例えば１９，０００～２０，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば２０，０００～２５，０００
ＩＵ／ｍＬ、例えば２５，０００～３０，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば３０，０００～３５
，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば３５，０００～４０，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば４０，００
０～４５，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば４５，０００～５０，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば５
０，０００～５５，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば５５，０００～６０，０００ＩＵ／ｍＬ、
例えば６０，０００～６５，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば６５，０００～７０，０００ＩＵ
／ｍＬ、例えば７０，０００～７５，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば７５，０００～８０，０
００ＩＵ／ｍＬ、例えば８０，０００～８５，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば８５，０００～
９０，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば９０，０００～９５，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば９５，
０００～１００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば１００，０００～１５０，０００ＩＵ／ｍＬ
、例えば１５０，０００～２００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば２００，０００～２５０，
０００ＩＵ／ｍＬ、例えば２５０，０００～３００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば３００，
０００～３５０，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば３５０，０００～４００，０００ＩＵ／ｍＬ
、例えば４００，０００～４５０，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば４５０，０００～５００，
０００ＩＵ／ｍＬ、例えば５００，０００～５５０，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば５５０，
０００～６００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば６００，０００～６５０，０００ＩＵ／ｍＬ
、例えば６５０，０００～７００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば７００，０００～７５０，
０００ＩＵ／ｍＬ、例えば７５０，０００～８００，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば８００，
０００～８５０，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば８５０，０００～９００，０００ＩＵ／ｍＬ
、例えば９００，０００～９５０，０００ＩＵ／ｍＬ、例えば９５０，０００～１，００
０，０００ＩＵ／ｍＬの範囲の濃度である、項目４１記載の医薬組成物。
　４３．前記生物活性剤が、１ｎｇ／ｍＬ～１，０００，０００ｍｇ／ｍＬ；例えば１～
１０ｎｇ／ｍＬ、例えば１０～１００ｎｇ／ｍＬ、例えば１００～２００ｎｇ／ｍＬ、例
えば３００～４００ｎｇ／ｍＬ、例えば４００～５００ｎｇ／ｍＬ、例えば５００～６０
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０ｎｇ／ｍＬ、例えば６００～７００ｎｇ／ｍＬ、例えば７００～８００ｎｇ／ｍＬ、例
えば８００～９００ｎｇ／ｍＬ、例えば９００～１０００ｎｇ／ｍＬ、例えば１～１０μ
ｇ／ｍＬ、例えば１０～１００μｇ／ｍＬ、例えば１００～２００μｇ／ｍＬ、例えば２
００～３００μｇ／ｍＬ、例えば３００～４００μｇ／ｍＬ、例えば４００～５００μｇ
／ｍＬ、例えば５００～６００μｇ／ｍＬ、例えば６００～７００μｇ／ｍＬ、例えば７
００～８００μｇ／ｍＬ、例えば８００～９００μｇ／ｍＬ、例えば９００～１０００μ
ｇ／ｍＬ、例えば１～１０ｍｇ／ｍＬ、例えば１０～１００ｍｇ／ｍＬ、例えば１００～
２００ｍｇ／ｍＬ、例えば２００～３００ｍｇ／ｍＬ、例えば３００～４００ｍｇ／ｍＬ
、例えば４００～５００ｍｇ／ｍＬ、例えば５００～６００ｍｇ／ｍＬ、例えば６００～
７００ｍｇ／ｍＬ、例えば７００～８００ｍｇ／ｍＬ、例えば８００～９００ｍｇ／ｍＬ
、例えば９００～１０００ｍｇ／ｍＬ、例えば１０００～２０００ｍｇ／ｍＬ、例えば２
０００～３０００ｍｇ／ｍＬ、例えば３０００～４０００ｍｇ／ｍＬ、例えば４０００～
５０００ｍｇ／ｍＬ、例えば５０００～６０００ｍｇ／ｍＬ、例えば６０００～７０００
ｍｇ／ｍＬ、例えば７０００～８０００ｍｇ／ｍＬ、例えば８０００～９０００ｍｇ／ｍ
Ｌ、例えば９０００～１０，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば１０，０００～２０，０００ｍｇ
／ｍＬ、例えば２０，０００～３０，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば３０，０００～４０，０
００ｍｇ／ｍＬ、例えば４０，０００～５０，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば５０，０００～
６０，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば６０，０００～７０，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば７０，
０００～８０，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば８０，０００～９０，０００ｍｇ／ｍＬ、例え
ば９０，０００～１００，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば１００，０００～２００，０００ｍ
ｇ／ｍＬ、例えば２００，０００～３００，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば３００，０００～
４００，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば４００，０００～５００，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば
５００，０００～６００，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば６００，０００～７００，０００ｍ
ｇ／ｍＬ、例えば７００，０００～８００，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば８００，０００～
９００，０００ｍｇ／ｍＬ、例えば９００，０００～１，０００，０００ｍｇ／ｍＬの範
囲の濃度である、項目４１記載の医薬組成物。
　４４．プリントヘッドから放出される任意の２滴の液滴の生物活性剤の濃度が、１０％
未満、例えば８％未満、例えば６％未満、例えば４％未満、例えば２％未満、例えば１％
未満変化する、項目４１記載のマトリクス材料。
　４５．任意の２滴の生物活性剤の濃度が基本的に同一である、項目４４記載のマトリク
ス材料。
　４６．医薬組成物が、止血を促進する１種以上の生物活性剤を含む、項目１記載のマト
リクス材料。
　４７．医薬組成物が、創傷治癒を促進する１種以上の生物活性剤を含む、項目１記載の
マトリクス材料。
　４８．医薬組成物が、創傷の１種以上の感染を阻害することにより創傷治癒を促進する
１種以上の生物活性剤を含む、項目１記載のマトリクス材料。
　４９．医薬組成物が、１種以上の抗線維素溶解薬を含む１種以上の生物活性剤を含む、
項目１記載のマトリクス材料。
　５０．医薬組成物が、１種以上の凝血促進剤を含む１種以上の生物活性剤を含む、項目
１記載のマトリクス材料。
　５１．医薬組成物が、血小板を刺激する１種以上の生物活性剤を含む、項目１記載のマ
トリクス材料。
　５２．医薬組成物が、止血血栓の形成を促進する１種以上の生物活性剤を含む、項目１
記載のマトリクス材料。
　５３．医薬組成物が、１種以上の凝固因子を刺激する１種以上の生物活性剤を含む、項
目１記載のマトリクス材料。
　５４．医薬組成物が、内皮細胞組織因子（ＴＦ）、第ＶＩＩ因子、ＴＦ－因子ＶＩＩａ
、第ＩＸ因子、第Ｘ因子、トロンビン、第ＸＩａ因子、プラスミン、第ＸＩＩ因子、第Ｘ
ａ因子、ＴＦＰ１、第Ｖａ因子、プロトロンビナーゼ複合体、プロトロンビン、第Ｖ因子
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、第ＸＩ因子、第ＶＩＩＩ因子、ｖＷＦ、第ＶＩＩＩａ因子、第ＩＸ因子およびテナーゼ
複合体からなる群から選択される１種以上の生物活性剤を含む、項目１記載のマトリクス
材料。
　５５．医薬組成物が、フィブリン鎖の形成を促進する１種以上の生物活性剤を含む、項
目１記載のマトリクス材料。
　５６．医薬組成物が、血小板凝集を促進する１種以上の生物活性剤を含む、項目１記載
のマトリクス材料。
　５７．医薬組成物が、トロンビンを含む１種以上の生物活性剤を含む、項目１記載のマ
トリクス材料。
　５８．医薬組成物が、フィブリノーゲンを含む１種以上の生物活性剤を含む、項目１お
よび５７記載のマトリクス材料。
　５９．医薬組成物が、第ＸＩＩＩおよび／または第ＸＩＩＩａ因子を含む１種以上の生
物活性剤を含む、項目１および５７記載のマトリクス材料。
　６０．医薬組成物が、トラネキサム酸を含む１種以上の生物活性剤を含む、項目１およ
び５７記載のマトリクス材料。
　６１．医薬組成物が、ヴィレブランド因子（ｖＷＦ）を含む１種以上の生物活性剤を含
む、項目１および５７記載のマトリクス材料。
　６２．医薬組成物が、接触活性経路を刺激する１種以上の生物活性剤を含む、項目１記
載のマトリクス材料。
　６３．医薬組成物が、組織因子経路を刺激する１種以上の生物活性剤を含む、項目１記
載のマトリクス材料。
　６４．医薬組成物が、フィブリン形成を促進する１種以上の生物活性剤を含む、項目１
記載のマトリクス材料。
　６５．医薬組成物が、フィブリン架橋を促進する１種以上の生物活性剤を含む、項目１
記載のマトリクス材料。
　６６．医薬組成物が、第ＶＩＩＩ因子を含む１種以上の生物活性剤を含む、項目１記載
のマトリクス材料。
　６７．医薬組成物が、第Ｖ因子を含む１種以上の生物活性剤を含む、項目１記載のマト
リクス材料。
　６８．医薬組成物が、第ＸＩＩＩ因子を含む１種以上の生物活性剤を含む、項目１記載
のマトリクス材料。
　６９．医薬組成物が、第ＶＩＩ因子を含む１種以上の生物活性剤を含む、項目１記載の
マトリクス材料。
　７０．医薬組成物が、凝固カスケードを刺激する１種以上の生物活性剤を含む、項目１
記載のマトリクス材料。
　７１．医薬組成物がトロンビンを含む、項目１記載のマトリクス材料。
　７２．マトリクスが、表面積１平方ｃｍ（ｃｍ２）あたり３００ＩＵ未満、例えば２９
０未満、例えば２８０未満、例えば２７０未満、例えば２６０未満、例えば２５０未満、
例えば２４０未満、例えば２３０未満、例えば２２０未満、例えば２１０未満、例えば２
００未満、例えば１９０未満、例えば１８０未満、例えば１７０未満、例えば１６０未満
、例えば１５０未満、例えば１４０未満、例えば１３０未満、例えば１２０未満、例えば
１１０未満、例えば１００ＩＵ／ｃｍ２未満、例えば９５未満、例えば９０未満、例えば
８５未満、例えば８０未満、例えば７５未満、例えば７０未満、例えば６５未満、例えば
６０未満、例えば５５未満、例えば５０未満、例えば４５未満、例えば４０未満、例えば
３５未満、例えば３０未満、例えば２５未満、例えば２０未満、例えば１５未満、例えば
１０未満、例えば５未満、例えば１ＩＵ／ｃｍ２未満のトロンビンを含む、項目７１記載
のマトリクス材料。
　７３．マトリクス表面が、１～５ＩＵ／ｃｍ２、例えば５～１０、例えば１０～１５、
例えば１５～２０、例えば２０～２５、例えば２５～３０、例えば３０～３５、例えば３
５～４０、例えば４０～４５、例えば４５～５０、例えば５０～５５、例えば５５～６０
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、例えば６０～６５、例えば６５～７０、例えば７０～７５、例えば７５～８０、例えば
８０～８５、例えば８５～９０、例えば９０～９５、例えば９５～１００、例えば１００
～１１０、例えば１１０～１２０、例えば１２０～１３０、例えば１３０～１４０、例え
ば１４０～１５０、例えば１５０～１６０、例えば１６０～１７０、例えば１７０～１８
０、例えば１８０～１９０、例えば１９０～２００、例えば２００～２１０、例えば２１
０～２２０、例えば２２０～２３０、例えば２３０～２４０、例えば２４０～２５０、例
えば２５０～２６０、例えば２６０～２７０、例えば２７０～２８０、例えば２８０～２
９０、例えば２９０～３００ＩＵ／ｃｍ２のトロンビンを含む、項目７１記載のマトリク
ス材料。
　７４．医薬組成物が、１００ｎＬ未満、例えば９０ｎＬ未満、例えば８０ｎＬ未満、例
えば７０ｎＬ未満、例えば６０ｎＬ未満、例えば５０ｎＬ未満、例えば４０ｎＬ未満、例
えば３０ｎＬ未満、例えば２０ｎＬ未満、例えば１０ｎＬ未満、例えば１ｎＬまたは１０
００ｐＬ未満、例えば９００ｐＬ未満、例えば８００ｐＬ未満、例えば７００ｐＬ未満、
例えば６００ｐＬ未満、例えば５００ｐＬ未満、例えば４００ｐＬ未満、例えば３００ｐ
Ｌ未満、例えば２５０ｐＬ未満、例えば２００ｐＬ未満、例えば１５０ｐＬ未満、例えば
１００ｐＬ未満、例えば９０ｐＬ未満、例えば８０ｐＬ未満、例えば７０ｐＬ未満、例え
ば６０ｐＬ未満、例えば５０ｐＬ未満、例えば４０ｐＬ未満、例えば３０ｐＬ未満、例え
ば２０ｐＬ未満、例えば１０ｐＬ未満、例えば９ｐＬ未満、例えば８ｐＬ未満、例えば７
ｐＬ未満、例えば６ｐＬ未満、例えば５ｐＬ未満、例えば４ｐＬ未満、例えば３ｐＬ未満
、例えば２ｐＬ未満、例えば１ｐＬ未満の位置あたりの量の液体の沈着によりマトリクス
材料の表面に印刷されている、項目１記載のマトリクス材料。
　７５．医薬組成物が、１～１０ｐＬ、例えば１０～２０ｐＬ、例えば２０～３０ｐＬ、
例えば３０～４０ｐＬ、例えば４０～５０ｐＬ、例えば５０～６０ｐＬ、例えば６０～７
０ｐＬ、例えば７０～８０ｐＬ、例えば８０～９０ｐＬ、例えば１００～１５０ｐＬ、例
えば１５０～２００ｐＬ、例えば２００～２５０ｐＬ、例えば２５０～３００ｐＬ、例え
ば３００～４００ｐＬ、例えば４００～５００ｐＬ、例えば５００～６００ｐＬ、例えば
６００～７００ｐＬ、例えば７００～８００ｐＬ、例えば８００～９００ｐＬ、例えば９
００～１０００ｐＬ、例えば１ｎＬ、例えば１～１０ｎＬ、例えば１０～２０ｎＬ、例え
ば２０～３０ｎＬ、例えば３０～４０ｎＬ、例えば４０～５０ｎＬ、例えば５０～６０ｎ
Ｌ、例えば６０～７０ｎＬ、例えば７０～８０ｎＬ、例えば８０～９０ｎＬ、例えば９０
～１００ｎＬの範囲の位置あたりのピコリットル（ｐＬ）～ナノリットル（ｎＬ）の量の
液体の沈着によりマトリクス材料の表面に印刷されている、項目１記載のマトリクス材料
。
　７６．医薬組成物が１種以上の接着剤を含む、項目１記載のマトリクス材料。
　７７．１種以上の接着剤が、糖類、単糖類、二糖類、オリゴ糖類、多糖類、グルコース
マンノース、フルクトース、トレオース、グロース、アラビノース、リボース、エリスロ
ース、リキソース、ガラクトース、ソルボース、アルトロース、タロース、イドース、ラ
ムノース、アロース、ペントサミン、ヘキソサミン、グルコサミン、Ｎ－アセチルグルコ
サミン、グルクロン酸、ショ糖、マルトース、乳糖、セロビオース、グリコーゲン、キチ
ン、キトサン、デンプン、ジャガイモデンプン、グリコサミノグリカン、コンドロイチン
、コンドロイチン硫酸、ヒアルロン酸、デルマタン硫酸、ケラタン硫酸、アミノ化デキス
トラン、ＤＥＡＥ－デキストラン、アミノ化デンプン、アミノ化グリコーゲン、アミノ化
セルロース、アミノ化ペクチン、ならびにそれらの塩、錯体、誘導体および混合物からな
る群から選択され得る、項目７６記載のマトリクス材料。
　７８．１種以上の接着剤が、炭化水素樹脂、ロジン樹脂、ＥｘｘｏｎＭｏｂｉｌ由来の
Ｅｓｃｏｒｅｚ（登録商標）、Ｅａｓｔｍａｎ由来のＲｅｇａｌｉｔｅ（登録商標）、Ｐ
ｉｃｃｏｔａｃ（登録商標）およびＰｉｃｃｏ（登録商標）、ＢＰ由来のＩｎｄｏｐｏｌ
（登録商標）またはＡｒｋｏｎ（登録商標）、水素化ウッドロジンのエステル、水素化ウ
ッドロジンのペンタエリスリトールエステル、部分的に水素化されたウッドロジンのエス
テル、部分的に水素化されたウッドロジンのペンタエリスリトールエステル、ウッドロジ
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ンのエステル、修飾されたウッドロジンのエステル、部分的に二量体化されたロジンのエ
ステル、トールオイルロジンのエステル、二量体化されたロジンのエステル、Ｆｏｒａｌ
（登録商標）、Ｆｏｒａｌｙｎ（登録商標）、Ｐｅｎｔａｌｙｎ（登録商標）、Ｐｅｒｍ
ａｌｙｎ（登録商標）およびＳｔａｙｂｅｌｉｔｅ（登録商標）からなる群から選択され
得る、項目７６記載のマトリクス材料。
　７９．１種以上の接着剤が、カラヤゴム、スタークリアゴム、アラビアゴム、カラギー
ナンゴム、セルロースエーテル、カルボキシメチルセルロースナトリウム、マヌバハニー
、カゼイン、アルギン酸塩または脂肪酸エステルからなる群から選択することができる、
項目７６記載のマトリクス材料。
　８０．１種以上の接着剤が、組成物の全重量を基準として医薬組成物の０．１～５０％
（ｗ／ｗ）、組成物の全重量を基準として例えば１～２５％（ｗ／ｗ）、例えば５～２０
％（ｗ／ｗ）、例えば５～１５％（ｗ／ｗ）、５～１０％（ｗ／ｗ）または１０～１５％
（ｗ／ｗ）で含まれる、項目７６記載のマトリクス材料。
　８１．医薬組成物が１種以上の界面活性剤を含む、項目１記載のマトリクス材料。
　８２．１種以上の界面活性剤が、アニオン性界面活性剤、カチオン性界面活性剤、非イ
オン性界面活性剤および界面活性生物学的修飾剤からなる群から選択され得る、項目８１
記載のマトリクス材料。
　８３．１種以上の界面活性剤が、ラウリン酸カリウム、ステアリン酸トリエタノールア
ミン、ラウリル硫酸ナトリウム、ドデシル硫酸ナトリウム、アルキルポリオキシエチレン
硫酸塩、アルギン酸ナトリウム、ジオクチルスルホコハク酸ナトリウム、ホスファチジル
グリセロール、ホスファチジルイノシトール、ホスファチジルセリン、ホスファチジン酸
およびその塩、グリセリルエステル、カルボキシメチルセルロースナトリウム、胆汁酸お
よびその塩、コール酸、デオキシコール酸、グリココール酸、タウロコール酸、グリコデ
オキシコール酸およびカルボキシメチルセルロースカルシウムからなる群から選択され得
る、項目８１記載のマトリクス材料。
　８４．１種以上の界面活性剤が、第４級アンモニウム化合物、塩化ベンザルコニウム、
臭化セチルトリメチルアンモニウム、キトサンおよび塩化ラウリルジメチルベンジルアン
モニウムからなる群から選択される界面活性剤を含むカチオン性界面活性剤の試料からな
る群から選択され得る、項目８１記載のマトリクス材料。
　８５．１種以上の界面活性剤が、ポリオキシエチレン脂肪アルコールエーテル、ポリオ
キシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレン脂肪酸エステル、ソルビタ
ンエステル、ポリオキシエチレンソルビタンエステル（Ｔｗｅｅｎ８０またはＴｗｅｅｎ
２０等）、グリセロールモノステアレート、ポリエチレングリコール、ポリプロピレング
リコール、セチルアルコール、セトステアリルアルコール、ステアリルアルコール、アリ
ールアルキルポリエーテルアルコール、ポリオキシエチレン－ポリオキシプロピレンコポ
リマー、ポラキサミン、メチルセルロース、ヒドロキシセルロース、ヒドロキシプロピル
セルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、非結晶性セルロース、多糖類、デン
プン、デンプン誘導体、ヒドロキシエチルデンプン、ポリビニルアルコール、Ｐｌｕｒｏ
ｎｉｃ　Ｆ６８およびポリビニルピロリドンからなる群から選択され得る、項目８１記載
のマトリクス材料。
　８６．医薬組成物が、溶媒成分および／または液体成分を含む、項目１記載のマトリク
ス材料。
　８７．溶媒および／または液体成分が水性媒体である、項目８６記載のマトリクス材料
。
　８８．水性媒体が、１種以上の塩、例えば塩化ナトリウムを含む、項目８７記載のマト
リクス材料。
　８９．溶媒成分および／または液体成分が揮発性の液体である、項目８７記載のマトリ
クス材料。
　９０．医薬組成物が、水分含有量安定剤（ｗａｔｅｒ　ｃｏｎｔｅｎｔ　ｓｔａｂｉｌ
ｉｚｅｒ）、例えばソルビトール、多糖類またはポリオールを含む、項目１記載のマトリ
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クス材料。
　９１．医薬組成物が、１種以上の長鎖分子（ポリマー）、例えば、ゼラチン、デンプン
、ポリエチレンオキシド、ポリビニルアルコールおよびポリエチレングリコール（マクロ
ゴール）を含む、項目１記載のマトリクス材料。
　９２．医薬組成物が、アカシアゴム、アルギン酸、ベントナイト、カルボマー、カルボ
キシメチルセルロースカルシウム、カルボキシメチルセルロースナトリウム、セトステア
リルアルコール、コロイド性二酸化ケイ素、グアーガム、ヒドロキシエチルセルロース、
ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシプロ
ピルメチルセルロースフタレート、ケイ酸アルミニウムマグネシウム、メチルセルロース
、微結晶性セルロース、ポリビニルアルコール、ポビドン、アルギン酸ナトリウム、ショ
糖、トラガカント、ゼラチン、デンプン、アルブミン、カゼイン、ポリエチレンオキシド
、ポリビニルアルコール、ポリエチレングリコール（マクロゴール）、グリセリン（１，
２，３－プロパントリオール）およびグリコール（１，２－プロパンジオール）から選択
される、組成物の粘度を増大させる１種以上の物質を含む、項目１記載のマトリクス材料
。
　９３．医薬組成物が、０．１～２０ｃｐｓ；例えば０．１～１ｃｐｓ、例えば１～２ｃ
ｐｓ、例えば２～３ｃｐｓ、例えば３～４ｃｐｓ、例えば４～５ｃｐｓ、例えば５～６ｃ
ｐｓ、例えば６～７ｃｐｓ、例えば７～８ｃｐｓ、例えば８～９ｃｐｓ、例えば９～１０
ｃｐｓ、例えば１０～１１ｃｐｓ、例えば１１～１２ｃｐｓ、例えば１２～１３ｃｐｓ、
例えば１３～１４ｃｐｓ、例えば１４～１５ｃｐｓ、例えば１５～１６ｃｐｓ、例えば１
６～１７ｃｐｓ、例えば１７～１８ｃｐｓ、例えば１８～１９ｃｐｓ、例えば１９～２０
ｃｐｓの範囲の粘度を有する、項目１記載のマトリクス材料。
　９４．医薬組成物が、０．０２０～０．０５０Ｎ／ｍ；例えば０．０２０～０．０２２
Ｎ／ｍ、例えば０．０２２～０．０２４Ｎ／ｍ、例えば０．０２４～０．０２６Ｎ／ｍ、
例えば０．０２６～０．０２８Ｎ／ｍ、例えば０．０２８～０．０３０Ｎ／ｍ、例えば０
．０３０～０．０３２Ｎ／ｍ、例えば０．０３２～０．０３４Ｎ／ｍ、例えば０．０３４
～０．０３６Ｎ／ｍ、例えば０．０３６～０．０３８Ｎ／ｍ、例えば０．０３８～０．０
４０Ｎ／ｍ、例えば０．０４０～０．０４２Ｎ／ｍ、例えば０．０４２～　０．０４４Ｎ
／ｍ、例えば０．０４４～０．０４６Ｎ／ｍ、例えば０．０４６～０．０４８Ｎ／ｍ、例
えば０．０４８～０．０５０Ｎ／ｍの範囲の表面張力を有する、項目１記載のマトリクス
材料。
　９５．医薬組成物が、氷点下の摂氏温度～摂氏１５０度、例えば－１００℃～－５０℃
、例えば、－５０℃～０℃、例えば０～１０℃、例えば１０～２０℃、例えば２０～３０
℃、例えば３０～４０℃、例えば４０～５０℃、例えば５０～６０℃、例えば６０～７０
℃、例えば７０～８０℃、例えば８０～９０℃、例えば９０～１００℃、例えば１００～
１２５℃、例えば１２５～１５０℃の範囲で温度を有する、項目１記載のマトリクス材料
。
　９６．医薬組成物が１種の生物活性剤を含む、項目１記載のマトリクス材料。
　９７．医薬組成物が２種以上の生物活性剤を含む、項目１記載のマトリクス材料。
　９８．マトリクス材料の表面に、１種以上の生物活性剤を含む１種の医薬組成物が含ま
れる、項目１記載のマトリクス材料。
　９９．マトリクス材料の表面が、それぞれ１種以上の薬剤または生物活性剤を含む２種
以上の異なる医薬組成物を含む、項目１記載のマトリクス材料。
　１００．２種以上の異なる医薬組成物が、前記表面の個別かつ重複していない位置に、
マトリクス表面上にそれぞれ印刷されている、項目９９記載のマトリクス材料。
　１０１．同じ医薬組成物に含まれる場合、２種以上の異なる医薬組成物が非相溶性であ
る、項目１００記載のマトリクス材料。
　１０２．２種以上の異なる医薬組成物が２成分接着剤の別個の成分である、項目１０１
記載のマトリクス材料。
　１０３．前記２成分接着剤が外科用接着剤である、項目１０２記載のマトリクス材料。
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　１０４．２種以上の医薬組成物が、それぞれトロンビンおよびフィブリノーゲンを含む
、項目１００記載のマトリクス材料。
　１０５．前記医薬組成物が均一に分布している、項目１記載のマトリクス材料。
　１０６．所定の、医薬組成物の液滴容量比、マトリクス材料の表面に沈着する任意の２
個の液滴間距離、および前記医薬組成物中の生物活性剤濃度が用いられる、項目１０５記
載のマトリクス材料。
　１０７．前記マトリクス材料の任意の２つの領域単位が、医薬組成物の容量または医薬
組成物の生物活性剤の濃度において、最大で１０％、例えば最大で８％、例えば最大で６
％、例えば最大で４％、例えば最大で２％、例えば最大で１％異なる、項目１０５記載の
マトリクス材料。
　１０８．マトリクス材料を提供し、前記マトリクス材料の表面に、個別かつ不連続の位
置で前記少なくとも１種の医薬組成物を印刷する工程を含む方法により、前記マトリクス
が得られる、項目１～１０７のいずれかに記載のマトリクス。
　１０９．前記方法が乾燥工程を用いない、項目１０８記載のマトリクス。
　１１０．前記方法が、マトリクスの物理的特性および外観を基本的に変化させない、項
目１０８記載のマトリクス。
　１１１．前記方法が、基本的に前記マトリクス表面の物理的特性を変化させない、項目
１０８記載の方法。
　１１２．前記方法が、基本的にマトリクスの膨張を起こさない、項目１０８記載のマト
リクス。
　１１３．前記方法が、基本的にマトリクス表面の膨張を起こさない、項目１０８記載の
マトリクス。
　１１４．前記方法が、基本的にマトリクスの初期吸収速度を変化させない、項目１０８
記載のマトリクス。
　１１５．前記方法が、基本的に前記マトリクス表面の初期吸収速度を低下させない、項
目１０８記載のマトリクス。
　１１６．前記方法が、基本的にエアロゾルを生成しない、項目１０８記載のマトリクス
。
　１１７．マトリクス材料と接触しない流体または液状組成物の量が、１０％未満、例え
ば８％未満、例えば６％未満、例えば４％未満、例えば２％未満、例えば１％未満である
、項目１０８記載のマトリクス。
　１１８．医薬組成物の印刷が、基本的に前記マトリクス材料表面に対し垂直に起こる、
項目１０８記載のマトリクス。
　１１９．前記医薬組成物の前記マトリクス表面への印刷が、マトリクス表面への印刷後
、最大３０秒以内、例えば２５秒未満、例えば２０秒未満、例えば１５秒未満、例えば１
０秒未満、例えば５秒未満、例えば１秒未満に蒸発する液滴の生成をもたらす、項目１０
８記載のマトリクス。
　１２０．前記医薬組成物の前記マトリクス表面への印刷が、１００ｎＬ未満、例えば９
０ｎＬ未満、例えば８０ｎＬ未満、例えば７０ｎＬ未満、例えば６０ｎＬ未満、例えば５
０ｎＬ未満、例えば４０ｎＬ未満、例えば３０ｎＬ未満、例えば２０ｎＬ未満、例えば１
０ｎＬ未満、例えば１ｎＬまたは１０００ｐＬ未満、例えば９００ｐＬ未満、例えば８０
０ｐＬ未満、例えば７００ｐＬ未満、例えば６００ｐＬ未満、例えば５００ｐＬ未満、例
えば４００ｐＬ未満、例えば３００ｐＬ未満、例えば２５０ｐＬ未満、例えば２００ｐＬ
未満、例えば１５０ｐＬ未満、例えば１００ｐＬ未満、例えば９０ｐＬ未満、例えば８０
ｐＬ未満、例えば７０ｐＬ未満、例えば６０ｐＬ未満、例えば５０ｐＬ未満、例えば４０
ｐＬ未満、例えば３０ｐＬ未満、例えば２０ｐＬ未満、例えば１０ｐＬ未満、例えば９ｐ
Ｌ未満、例えば８ｐＬ未満、例えば７ｐＬ未満、例えば６ｐＬ未満、例えば５ｐＬ未満、
例えば４ｐＬ未満、例えば３ｐＬ未満、例えば２ｐＬ未満、例えば１ｐＬ未満の容量の各
液滴の生成をもたらす、項目１０８記載のマトリクス。
　１２１．任意の２個の液滴のサイズが１０％未満、例えば８％未満、例えば６％未満、
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例えば４％未満、例えば２％未満、例えば１％未満で変化する、項目１２０記載のマトリ
クス。
　１２２．任意の２個の液滴の液滴サイズが基本的に同一である、項目１２１記載のマト
リクス。
　１２３．マトリクス表面に印刷されることにより沈着した、あらゆる２個の液滴間の距
離が、２ｍｍ未満、例えば１．９ｍｍ未満、例えば１．８ｍｍ未満、例えば１．７ｍｍ未
満、例えば１．６ｍｍ未満、例えば１．５ｍｍ未満、例えば１．４ｍｍ未満、例えば１．
３ｍｍ未満、例えば１．３ｍｍ未満、例えば１．２ｍｍ未満、例えば１．１ｍｍ未満、例
えば１．０ｍｍ未満、例えば０．９ｍｍ未満、例えば０．８ｍｍ未満、例えば０．７ｍｍ
未満、例えば０．６ｍｍ未満、例えば０．５ｍｍ未満、例えば０．４ｍｍ未満、例えば０
．３ｍｍ未満、例えば０．２ｍｍ未満、例えば０．１ｍｍ未満、例えば０．０９ｍｍ未満
、例えば０．０８ｍｍ未満、例えば０．０７ｍｍ未満、例えば０．０６ｍｍ未満、例えば
０．０５ｍｍ未満、例えば０．０４ｍｍ未満、例えば０．０３ｍｍ未満、例えば０．０２
ｍｍ未満、例えば０．０１ｍｍ未満である、項目９９記載のマトリクス。
　１２４．マトリクス表面に印刷されることにより沈着した、あらゆる２個の液滴間の距
離が、１０％未満、例えば８％未満、例えば６％未満、例えば４％未満、例えば２％未満
、例えば１％未満、変化する、項目１２３記載のマトリクス。
　１２５．マトリクス表面に印刷されることにより沈着した、あらゆる２個の液滴間の距
離が基本的に同一である、項目１２４記載のマトリクス。
　１２６．前記医薬組成物の前記マトリクス表面への印刷が、液滴の生成をもたらし、プ
リントヘッドからマトリクス材料表面へ任意の液滴により移動する距離が、０．０１ｍｍ
未満、例えば０．０２ｍｍ未満、例えば０．０３ｍｍ未満、例えば０．０４ｍｍ未満、例
えば０．０５ｍｍ未満、例えば０．０６ｍｍ未満、例えば０．０７ｍｍ未満、例えば０．
０８ｍｍ未満、例えば０．０９ｍｍ未満、例えば０．１ｍｍ未満、例えば０．２ｍｍ未満
、例えば０．３ｍｍ未満、例えば０．４ｍｍ未満、例えば０．５ｍｍ未満、例えば０．６
ｍｍ未満、例えば０．７ｍｍ未満、例えば０．８ｍｍ未満、例えば０．９ｍｍ未満、例え
ば１．０ｍｍ未満、例えば１．１ｍｍ未満、例えば１．２ｍｍ未満、例えば１．３ｍｍ未
満、例えば１．４ｍｍ未満、例えば１．５ｍｍ未満、例えば１．６ｍｍ未満、例えば１．
７ｍｍ未満、例えば１．８ｍｍ未満、例えば１．９ｍｍ未満、例えば２．０ｍｍ未満、例
えば２．１ｍｍ未満、例えば２．２ｍｍ未満、例えば２．３ｍｍ未満、例えば２．４ｍｍ
未満、例えば２．５ｍｍ未満、例えば２．６ｍｍ未満、例えば２．７ｍｍ未満、例えば２
．８ｍｍ未満、例えば２．８ｍｍ未満、例えば３．０ｍｍ未満、例えば３．５ｍｍ未満、
例えば４．０ｍｍ未満、例えば４．５ｍｍ未満、例えば５．０ｍｍ未満、例えば６．０ｍ
ｍ未満、例えば７．０ｍｍ未満、例えば８．０ｍｍ未満、例えば９．０ｍｍ未満、例えば
１０．０ｍｍ未満である、項目１０８記載のマトリクス。
　１２７．各液滴が、各液滴間で変化する、プリントヘッドからマトリクス材料表面に対
し、０．０１％～最大１０％；例えば０．０１～０．１％、例えば０．１～１％、例えば
１～２％、例えば２～３％、例えば３～４％、例えば４～５％、例えば５～６％、例えば
６～７％、例えば７～８％、例えば８～９％、例えば９～１０％の範囲の距離移動する、
項目１２６記載のマトリクス。
　１２８．プリントヘッドからマトリクス材料表面に移動する各液滴の距離が基本的に同
一である、項目１２７記載のマトリクス。
　１２９．プリントヘッドが、０．１～１００ｍ／秒；例えば０．１～１ｍ／秒、例えば
１～２ｍ／秒、例えば２～３ｍ／秒、例えば３～４ｍ／秒、例えば４～５ｍ／秒、例えば
５～６ｍ／秒、例えば６～７ｍ／秒、例えば７～８ｍ／秒、例えば８～９ｍ／秒、例えば
９～１０ｍ／秒、例えば１０～１５ｍ／秒、例えば１５～２０ｍ／秒、例えば２０～３０
ｍ／秒、例えば３０～４０ｍ／秒、例えば４０～５０ｍ／秒、例えば５０～６０ｍ／秒、
例えば６０～７０ｍ／秒、例えば７０～８０ｍ／秒、例えば８０～９０ｍ／秒、例えば９
０～１００ｍ／秒の範囲の速度で液滴を排出する、項目１０８記載のマトリクス。
　１３０．各液滴間の速度が、０．０１％～最大１０％；０．０１～０．１％、例えば０
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．１～１％、例えば１～２％、例えば２～３％、例えば３～４％、例えば４～５％、例え
ば５～６％、例えば６～７％、例えば７～８％、例えば８～９％、例えば９～１０％の範
囲で変化する、項目１２９記載のマトリクス。
　１３１．プリントヘッドからマトリクス材料表面への各液滴の速度が基本的に同一であ
る、項目１３０記載のマトリクス。
　１３２．前記医薬組成物が、ジェットまたはインクジェット印刷により前記マトリクス
表面に印刷されている、項目１０８記載のマトリクス材料。
　１３３．インクジェット印刷が圧電ジェット印刷を含む、項目１３２記載のマトリクス
材料。
　１３４．ジェット印刷が、熱ジェット印刷を含む、項目１３２記載のマトリクス材料。
　１３５．インクジェット印刷が連続インクジェット印刷を含む、項目１３２記載のマト
リクス材料。
　１３６．前記インクジェット印刷が、少なくとも１個のノズルを含む少なくとも１個の
プリントヘッドを含む、項目１３２記載のマトリクス材料。
　１３７．ノズルの直径が、１～１０００ミクロン；例えば１～５ミクロン、例えば５～
１０ミクロン、例えば１０～２０ミクロン、例えば２０～３０ミクロン、例えば３０～４
０ミクロン、例えば４０～５０ミクロン、例えば５０～６０ミクロン、例えば６０～７０
ミクロン、例えば７０～８０ミクロン、例えば８０～９０ミクロン、例えば９０～１００
ミクロン、例えば１００～２００ミクロン、例えば２００～３００ミクロン、例えば３０
０～４００ミクロン、例えば４００～５００ミクロン、例えば５００～６００ミクロン、
例えば６００～７００ミクロン、例えば７００～８００ミクロン、例えば８００～９００
ミクロン、例えば９００～１０００ミクロンの範囲である、項目１３６記載のマトリクス
材料。
　１３８．少なくとも１個のプリントヘッドが、プリントヘッドあたり、１～５０、５０
～１００、１００～１５０、１５０～２００、２００～２５０、２５０～３００、３００
～３５０、３５０～４００、４００～４５０、４５０～５００、５００～６００、６００
～７００、７００～８００、８００～９００、９００～１０００、１０００～１１００、
１１００～１２００、１２００～１３００、１３００～１４００、１４００～１５００、
１５００～１６００、１６００～１７００、１７００～１８００、１８００～１９００、
１９００～２０００、２０００～２５００、２５００～３０００、３０００～４０００、
４０００～５０００、５０００～１０，０００個のノズルを含む、項目１３６記載のマト
リクス材料。
　１３９．項目１～１３８記載の医薬組成物で印刷されたマトリクス材料を含む装置。
　１４０．項目１３９記載の装置と、少なくとも１個の追加成分とを含む部品のキット。
　１４１．ａ．マトリクス材料を供給する工程、および
ｂ．医薬組成物を前記マトリクス材料表面に、個別かつ不連続な位置に印刷する工程を含
む、項目１３９記載の装置の製造方法。
　１４２．創傷治癒を必要とする個体における、創傷治癒を促進するための項目１３９記
載の装置の使用。
　１４３．止血を必要とする個体における、止血を促進するための項目１３９記載の装置
の使用。
　１４４．表面、複数の開口および相互接続したセルを含むマトリクス材料であって、１
種以上の医薬組成物が前記マトリクス材料に塗布されている、マトリクス材料。
　１４５．マトリクスが１種以上のポリマーを含む、項目１４４記載のマトリクス材料。
　１４６．前記ポリマーが架橋されている、項目１４４記載のマトリクス材料。
　１４７．前記ポリマーが架橋されていない、項目１４４記載のマトリクス材料。
　１４８．前記ポリマーが、コラーゲン、ゼラチン、ポリウレタン、ポリシロキサン（シ
リコーン）、ヒドロゲル、ポリアクリルアミド、キトサン、ポリアクリル酸ナトリウム、
アガロース、アルギン酸塩、キサンタンガム、グアーガム、アラビアゴム、アガーゴム、
ローカストビーンガム、カラギーナンゴム、キサンタンガム、カラヤゴム、トラガカント
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ゴム、ガッティゴム、フルセレランゴム、キチン、セルロース、メチルセルロース、カル
ボキシメチルセルロース、ヒドロキシメチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセル
ロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒアルロン酸、ペクチン、デンプン、グリコー
ゲン、ペントサン、ポリオキシエチレン、ポリＡＭＰＳ（ポリ（２－アクリルアミド－２
－メチル－１－プロパンスルホン酸）、ポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコール、
ポリグリコール酸、ポリ酢酸、アクリレートポリマー、ポリヒドロキシアルキルアクリレ
ート、メタクリレート、ポリビニルラクタム、ポリビニルアルコール、ポリオキシアルキ
レン、ポリアクリルアミド、ポリアクリル酸、ポリスチレンスルホン酸塩、合成親水コロ
イド、例えば、Ｎ－ビニル－２－ピロリドン、５－メチル－Ｎ－ビニル－２－ピロリドン
、５－エチル－Ｎ－ビニル－２－ピロリドン、３，３－ジメチル－Ｎ－ビニル－２－ピロ
リドン、３－メチル－Ｎ－ビニル－２－ピロリドン、３－エチル－Ｎ－ビニル－２－ピロ
リドン、４－メチル－Ｎ－ビニル－２－ピロリドン、４－エチル－Ｎ－ビニル－２－ピロ
リドン、Ｎ－ビニル－２－バレロラクタム、Ｎ－ビニル－２－カプロラクタム、ヒドロキ
シアルキルアクリレートおよびメタクリレート、（例えば、２－ヒドロキシエチルアクリ
レート、２－ヒドロキシエチルメタクリレート、２－ヒドロキシプロピルアクリレート、
２－ヒドロキシプロピルメタクリレート、２，３－ジヒドロキシプロピルメタクリレート
）、アクリル酸、メタクリル酸、第３級アミノメタクリルイミド（例えば、トリメチルア
ミノメタクリルイミド）、クロトン酸、ピリジン、水溶性アミド（例えば、Ｎ－（ヒドロ
キシメチル）アクリルアミドおよびメタクリルアミド、Ｎ－（３－ヒドロキシプロピル）
アクリルアミド、Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）メタクリルアミド、Ｎ－（１，１－ジメ
チル－３－オキサブチル）アクリルアミド、Ｎ－［２－（ジメチルアミン）エチル］アク
リルアミドおよびメタクリルアミド、Ｎ－［３－（ジメチルアミノ）－２－ヒドロキシル
プロピル］メタクリルアミド、およびＮ－［１，１－ジメチル－２－（ヒドロキシメチル
）－３－オキサブチル］アクリルアミド）；水溶性ヒドラジン誘導体（例えば、トリアル
キルアミンメタクリルイミド、およびジメチル－（２－ヒドロキシプロピル）アミンメタ
クリルイミド）；モノオレフィンスルホン酸およびその塩（例えば、エチレンスルホン酸
ナトリウム、スチレンスルホン酸ナトリウム、２－アクリルアミド－２－メチルプロパン
スルホン酸）、１－ビニル－イミダゾール、１－ビニル－インドール、２－ビニルイミダ
ゾール、４（５）－ビニル－イミダゾール、２－ビニル－１－メチルイミダゾール、５－
ビニル－ピラゾリン、３－メチル－５－イソプロペニル－ピラゾール、５－メチレン－ヒ
ダントイン、３－ビニル－２－オキサゾリドン、３－メタクリリル－２－オキサゾリドン
、３－メタクリリル－５－メチル－２－オキサゾリドン、３－ビニル－５－メチル－２－
オキサゾリドン、２－および４－ビニル－ピリジン、５－ビニル－２－メチル－ピリジン
、２－ビニル－ピリジン－１－オキシド、３－イソプロペニル－ピリジン、２－および４
－ビニル－ピペリジン、２－および４－ビニル－キノリン、２，４－ジメチル－６－ビニ
ル－ｓ－トリアジン、４－アクリリル－モルホリン、酸化再生セルロース（ＯＲＣ）、ポ
リ（乳酸－コ－グリコール酸）（ＰＬＧＡ）、ポリ乳酸（ＰＬＡ）、細胞外マトリクス（
ＥＣＭ）およびそれらの混合物からなる群から選択される、項目１４６記載のマトリクス
材料。
　１４９．ポリマーが、ブタ、ウシ、または魚原料に由来する、項目１４５記載のマトリ
クス材料。
　１５０．ポリマーが、合成的に、すなわち組換え手段によって製造される、項目１４５
記載のマトリクス材料。
　１５１．ポリマーが、コラーゲンおよびゼラチンから選択される、項目１４５記載のマ
トリクス材料。
　１５２．ポリマーがゼラチンを含む、項目１４５記載のマトリクス材料。
　１５３．ポリマーがコラーゲンを含む、項目１４５記載のマトリクス材料。
　１５４．相互接続した開口セルが、約０．１ｍｍ～約５．０ｍｍの直径を有する孔を形
成する、項目１４４記載のマトリクス材料。
　１５５．マトリクスが、１５ｃｍ長未満、１０ｃｍ幅未満、および２ｃｍ高未満の寸法
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（長さ、幅および高さ）を有する、項目１４４記載のマトリクス材料。
　１５６．マトリクスが、四角形、円形、長方形、立方体、円柱形、球形またはピラミッ
ド形からなる群から選択される形状である、項目１４４記載のマトリクス材料。
　１５７．マトリクスが、赤、ピンク、黄色、青、緑、白、黒、茶、紫、橙、灰色および
青緑からなる群から選択される色を有する、項目１４４記載のマトリクス材料。
　１５８．マトリクス材料が、１０秒未満、例えば９秒未満、例えば８秒未満、例えば７
秒未満、例えば６秒未満、例えば５秒未満、例えば４秒未満、例えば３秒未満、例えば３
秒未満、例えば１秒未満の再構成速度を有する、項目１４４記載のマトリクス材料。
　１５９．マトリクス材料が、約０．１～１．０ｍｍの正規分布を有する細孔径を有する
、項目１４４記載のマトリクス材料。
　１６０．マトリクス材料が、１０ｍｍ未満、例えば９ｍｍ未満、例えば８ｍｍ未満、例
えば７ｍｍ未満、例えば６ｍｍ未満、例えば５ｍｍ未満、例えば４ｍｍ未満、例えば３ｍ
ｍ未満、例えば２．９ｍｍ未満、例えば２．８ｍｍ未満、例えば２．７ｍｍ未満、例えば
２．６ｍｍ未満、例えば２．５ｍｍ未満、例えば２．４ｍｍ未満、例えば２．３ｍｍ未満
、例えば２．２ｍｍ未満、例えば２．１ｍｍ未満、例えば２ｍｍ未満、例えば１．９ｍｍ
未満、例えば１．８ｍｍ未満、例えば１．７ｍｍ未満、例えば１．６ｍｍ未満、例えば１
．５ｍｍ未満、例えば１．４ｍｍ未満、例えば１．３ｍｍ未満、例えば１．２ｍｍ未満、
例えば１．１ｍｍ未満、例えば１．０ｍｍ未満、例えば０．９ｍｍ未満、例えば０．８ｍ
ｍ未満、例えば０．７ｍｍ未満、例えば０．６ｍｍ未満、例えば０．５ｍｍ未満、例えば
０．４ｍｍ未満、例えば０．３ｍｍ未満、例えば０．２ｍｍ未満、例えば０．１ｍｍ未満
、例えば０．０５ｍｍ未満、例えば０．０１ｍｍの細孔径を有する、項目１４４記載のマ
トリクス材料。
　１６１．マトリクス材料が、０．０１～０．１ｍｍ、例えば０．１～０．２ｍｍ、例え
ば０．２～０．３ｍｍ、例えば０．３～０．４ｍｍ、例えば０．４～０．５ｍｍ、例えば
０．５～０．６ｍｍ、例えば０．６～０．７ｍｍ、例えば０．７～０．８ｍｍ、例えば０
．８～０．９ｍｍ、例えば０．９～１ｍｍ、例えば１～１．１ｍｍ、例えば１．１～１．
２ｍｍ、例えば１．２～１．３ｍｍ、例えば１．３～１．４ｍｍ、例えば１．４～１．５
ｍｍ、例えば１．５～１．６ｍｍ、例えば１．６～１．７ｍｍ、例えば１．～１．８ｍｍ
、例えば１．８～１．９ｍｍ、例えば２～２．１ｍｍ、例えば２．１～２．２ｍｍ、例え
ば２．２～２．３ｍｍ、例えば２．３～２．４ｍｍ、例えば２．４～２．５ｍｍ、例えば
２．５～２．６ｍｍ、例えば２．６～２．７ｍｍ、例えば２．７～２．８ｍｍ、例えば２
．８～２．９ｍｍ、例えば２．９～３ｍｍ、例えば３～４ｍｍ、例えば４～５ｍｍ、例え
ば５～６ｍｍ、例えば６～７ｍｍ、例えば７～８ｍｍ、例えば８～９ｍｍ、例えば９～１
０ｍｍの範囲の細孔径を有する、項目１４４記載のマトリクス材料。
　１６２．マトリクス材料が、０．１～５０ＧＰａ、例えば０．１～１、例えば１～２、
例えば２～３、例えば３～４、例えば４～５、例えば５～６、例えば６～７、例えば７～
８、例えば８～９、例えば９～１０、例えば１０～２０、例えば２０～３０、例えば３０
～４０、例えば４０～５０ＧＰａの範囲の弾性率を有する、項目１４４記載のマトリクス
材料。
　１６３．マトリクスが、１００ＩＵ／ｃｍ２（１平方センチメートルあたりの単位）未
満、例えば９５未満、例えば９０未満、例えば８５未満、例えば８０未満、例えば７５未
満、例えば７０未満、例えば６５未満、例えば６０未満、例えば５５未満、例えば５０未
満、例えば４５未満、例えば４０未満、例えば３５未満、例えば３０未満、例えば２５未
満、例えば２０未満、例えば１５未満、例えば１０未満、例えば５未満、例えば１ＩＵ／
ｃｍ２未満の医薬組成物を含む、項目１４４記載のマトリクス材料。
　１６４．マトリクス表面が、１～５ＩＵ／ｃｍ２、例えば５～１０、例えば１０～１５
、例えば１５～２０、例えば２０～２５、例えば２５～３０、例えば３０～３５、例えば
３５～４０、例えば４０～４５、例えば４５～５０、例えば５０～５５、例えば５５～６
０、例えば６０～６５、例えば６５～７０、例えば７０～７５、例えば７５～８０、例え
ば８０～８５、例えば８５～９０、例えば９０～９５、例えば９５～１００ＩＵ／ｃｍ２
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の医薬組成物を含む、項目１４４記載のマトリクス材料。
　１６５．マトリクス材料がスポンジである、項目１４４記載のマトリクス材料。
　１６６．スポンジがゼラチンまたはコラーゲンスポンジである、項目１４４記載のマト
リクス材料。
　１６７．ゼラチンまたはコラーゲンスポンジが、Ｓｐｏｎｇｏｓｔａｎ、Ｓｕｒｇｉｆ
ｏａｍ、Ｓｕｒｇｉｆｌｏ（全てＦｅｒｒｏｓａｎ　Ａ／Ｓ）、Ｃｏｌｌａｓｔａｔ（Ｋ
ｅｎｄａｌｌ　Ｃｏ．）、Ａｖｉｔｅｎｅ（Ａｖｉｃｏｎ　Ｉｎｃ．）、Ｓｕｒｇｉｃｅ
ｌ、Ｓｕｒｇｉｆｏａｍ（両方ともＪｏｈｎｓｏｎ　＆　Ｊｏｈｎｓｏｎ）およびＧｅｌ
ｆｏａｍ（Ｐｈｉｚｅｒ）から選択される、項目１６６記載のマトリクス材料。
　１６８．マトリクス材料がパッチである、項目１４４記載のマトリクス材料。
　１６９．マトリクス材料が綿棒である、項目１４４記載のマトリクス材料。
　１７０．マトリクス材料が救急絆である、項目１４４記載のマトリクス材料。
　１７１．マトリクス材料が創傷被覆材である、項目１４４記載のマトリクス材料。
　１７２．マトリクス材料が外傷用包帯である、項目１４４記載のマトリクス材料。
　１７３．マトリクス材料が無菌である、項目１４４記載のマトリクス材料。
　１７４．マトリクス材料が無菌であり、無菌で予め包装された、すぐに使える容器に含
まれている、項目１４４記載のマトリクス材料。
　１７５．マトリクス材料が殺菌されている、項目１４４記載のマトリクス材料。
　１７６．マトリクス材料が、熱を加えることより殺菌されている、項目１４４記載のマ
トリクス材料。
　１７７．マトリクス材料が、１種以上の化学物質を適用することにより殺菌されている
、項目１４４記載のマトリクス材料。
　１７８．マトリクス材料が、高圧を適用することにより殺菌されている、項目１４４記
載のマトリクス材料。
　１７９．マトリクス材料が、ろ過することにより殺菌されている、項目１４４記載のマ
トリクス材料。
　１８０．マトリクス材料が、加圧滅菌処理することにより殺菌されている、項目１４４
記載のマトリクス材料。
　１８１．マトリクス材料が、Ｘ線、ガンマ線、ＵＶ光および／または亜原子粒子のよう
な放射線を照射することにより殺菌されている、項目１４４記載のマトリクス材料。
　１８２．マトリクス材料が、エチレンオキシドガス、オゾン、塩素系漂白剤、グルタル
アルデヒド、ホルムアルデヒド、オルトフタルアルデヒド、過酸化水素および過酢酸の１
種以上を用いることを含む化学的殺菌の適用により殺菌されている、項目１４４記載のマ
トリクス材料。
　１８３．マトリクス材料が滅菌容器に含まれ、外部の非滅菌環境から分離されている、
項目１７５記載のマトリクス材料。
　１８４．医薬組成物が、止血を促進する１種以上の生物活性剤を含む、項目１４４記載
のマトリクス材料。
　１８５．医薬組成物が、創傷治癒を促進する１種以上の生物活性剤を含む、項目１４４
記載のマトリクス材料。
　１８６．医薬組成物が、創傷の１種以上の感染を阻害することにより創傷治癒を促進す
る１種以上の生物活性剤を含む、項目１４４記載のマトリクス材料。
　１８７．医薬組成物が、１種以上の抗線維素溶解薬を含む１種以上の生物活性剤を含む
、項目１４４記載のマトリクス材料。
　１８８．医薬組成物が、１種以上の凝血促進剤を含む１種以上の生物活性剤を含む、項
目１４４記載のマトリクス材料。
　１８９．医薬組成物が、血小板を刺激する１種以上の生物活性剤を含む、項目１４４記
載のマトリクス材料。
　１９０．医薬組成物が、止血血栓の形成を促進する１種以上の生物活性剤を含む、項目
１４４記載のマトリクス材料。
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　１９１．医薬組成物が、１種以上の凝固因子を刺激する１種以上の生物活性剤を含む、
項目１４４記載のマトリクス材料。
　１９２．医薬組成物が、内皮細胞組織因子（ＴＦ）、第ＶＩＩ因子、ＴＦ－因子ＶＩＩ
ａ、第ＩＸ因子、第Ｘ因子、トロンビン、第ＸＩａ因子、プラスミン、第ＸＩＩ因子、第
Ｘａ因子、ＴＦＰＩ、第Ｖａ因子、プロトロンビナーゼ複合体、プロトロンビン、第Ｖ因
子、第ＸＩ因子、第ＶＩＩＩ因子、ｖＷＦ、第ＶＩＩＩａ因子、第ＩＸａ因子およびテナ
ーゼ複合体からなる群から選択される１種以上の生物活性剤を含む、項目１４４記載のマ
トリクス材料。
　１９３．医薬組成物が、フィブリン鎖の形成を促進する１種以上の生物活性剤を含む、
項目１４４記載のマトリクス材料。
　１９４．医薬組成物が、血小板凝集を促進する１種以上の生物活性剤を含む、項目１４
４記載のマトリクス材料。
　１９５．医薬組成物が、トロンビンを含む１種以上の生物活性剤を含む、項目１４４記
載のマトリクス材料。
　１９６．医薬組成物が、フィブリノーゲンを含む１種以上の生物活性剤を含む、項目１
４４および１９５記載のマトリクス材料。
　１９７．医薬組成物が、第ＸＩＩＩおよび／または第ＩＩＩａ因子を含む１種以上の生
物活性剤を含む、項目１４４および１９５記載のマトリクス材料。
　１９８．医薬組成物が、トラネキサム酸を含む１種以上の生物活性剤を含む、項目１４
４および１９５記載のマトリクス材料。
　１９９．医薬組成物が、ヴィレブランド因子（ｖＷＦ）を含む１種以上の生物活性剤を
含む、項目１４４および１９５記載のマトリクス材料。
　２００．医薬組成物が、接触活性経路を刺激する１種以上の生物活性剤を含む、項目１
４４記載のマトリクス材料。
　２０１．医薬組成物が、組織因子経路を刺激する１種以上の生物活性剤を含む、項目１
４４記載のマトリクス材料。
　２０２．医薬組成物が、フィブリン形成を促進する１種以上の生物活性剤を含む、項目
１４４記載のマトリクス材料。
　２０３．医薬組成物が、フィブリン架橋を促進する１種以上の生物活性剤を含む、項目
１４４記載のマトリクス材料。
　２０４．医薬組成物が、第ＶＩＩＩ因子を含む１種以上の生物活性剤を含む、項目１４
４記載のマトリクス材料。
　２０５．医薬組成物が、第Ｖ因子を含む１種以上の生物活性剤を含む、項目１４４記載
のマトリクス材料。
　２０６．医薬組成物が、第ＸＩＩＩ因子を含む１種以上の生物活性剤を含む、項目１４
４記載のマトリクス材料。
　２０７．医薬組成物が、第ＶＩＩ因子を含む１種以上の生物活性剤を含む、項目１４４
記載のマトリクス材料。
　２０８．医薬組成物が、凝固カスケードを刺激する１種以上の生物活性剤を含む、項目
１４４記載のマトリクス材料。
　２０９．医薬組成物がトロンビンを含む、項目１４４記載のマトリクス材料。
　２１０．マトリクスが、表面積１平方ｃｍ（ｃｍ２）あたり３００ＩＵ未満、例えば２
９０未満、例えば２８０未満、例えば２７０未満、例えば２６０未満、例えば２５０未満
、例えば２４０未満、例えば２３０未満、例えば２２０未満、例えば２１０未満、例えば
２００未満、例えば１９０未満、例えば１８０未満、例えば１７０未満、例えば１６０未
満、例えば１５０未満、例えば１４０未満、例えば１３０未満、例えば１２０未満、例え
ば１１０未満、例えば１００ＩＵ／ｃｍ２未満、例えば９５未満、例えば９０未満、例え
ば８５未満、例えば８０未満、例えば７５未満、例えば７０未満、例えば６５未満、例え
ば６０未満、例えば５５未満、例えば５０未満、例えば４５未満、例えば４０未満、例え
ば３５未満、例えば３０未満、例えば２５未満、例えば２０未満、例えば１５未満、例え
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ば１０未満、例えば５未満、例えば１ＩＵ／ｃｍ２未満のトロンビンを含む、項目２０９
記載のマトリクス材料。
　２１１．マトリクス表面が、１～５ＩＵ／ｃｍ２、例えば５～１０、例えば１０～１５
、例えば１５～２０、例えば２０～２５、例えば２５～３０、例えば３０～３５、例えば
３５～４０、例えば４０～４５、例えば４５～５０、例えば５０～５５、例えば５５～６
０、例えば６０～６５、例えば６５～７０、例えば７０～７５、例えば７５～８０、例え
ば８０～８５、例えば８５～９０、例えば９０～９５、例えば９５～１００、例えば１０
０～１１０、例えば１１０～１２０、例えば１２０～１３０、例えば１３０～１４０、例
えば１４０～１５０、例えば１５０～１６０、例えば１６０～１７０、例えば１７０～１
８０、例えば１８０～１９０、例えば１９０～２００、例えば２００～２１０、例えば２
１０～２２０、例えば２２０～２３０、例えば２３０～２４０、例えば２４０～２５０、
例えば２５０～２６０、例えば２６０～２７０、例えば２７０～２８０、例えば２８０～
２９０、例えば２９０～３００ＩＵ／ｃｍ２のトロンビンを含む、項目２０９記載のマト
リクス材料。
　２１２．医薬組成物が１種以上の接着剤を含む、項目１４４記載のマトリクス材料。
　２１３．１種以上の接着剤が、糖類、単糖類、二糖類、オリゴ糖類、多糖類、グルコー
ス、マンノース、フルクトース、トレオース、グロース、アラビノース、リボース、エリ
スロース、リキソース、ガラクトース、ソルボース、アルトロース、タロース、イドース
、ラムノース、アロース、ペントサミン、ヘキソサミン、グルコサミン、Ｎ－アセチルグ
ルコサミン、グルクロン酸、ショ糖、マルトース、乳糖、セロビオース、グリコーゲン、
キチン、キトサン、デンプン、ジャガイモデンプン、グリコサミノグリカン、コンドロイ
チン、コンドロイチン硫酸、ヒアルロン酸、デルマタン硫酸、ケラタン硫酸、アミノ化デ
キストラン、ＤＥＡＥ－デキストラン、アミノ化デンプン、アミノ化グリコーゲン、アミ
ノ化セルロース、アミノ化ペクチン、ならびにそれらの塩、錯体、誘導体および混合物か
らなる群から選択だれ得る、項目２１２記載のマトリクス材料。
　２１４．１種以上の接着剤が、炭化水素樹脂、ロジン樹脂、テルペン樹脂、Ｅｘｘｏｎ
Ｍｏｂｉｌ由来のＥｓｃｏｒｅｚ（登録商標）、Ｅａｓｔｍａｎ由来のＲｅｇａｌｉｔｅ
（登録商標）、Ｐｉｃｃｏｔａｃ（登録商標）およびＰｉｃｃｏ（登録商標）、ＢＰ由来
のＩｎｄｏｐｏｌ（登録商標）またはＡｒｋｏｎ（登録商標）、水素化ウッドロジンのエ
ステル、水素化ウッドロジンのペンタエリスリトールエステル、部分的に水素化されたウ
ッドロジンのエステル、部分的に水素化されたウッドロジンのペンタエリスリトールエス
テル、ウッドロジンのエステル、修飾されたウッドロジンのエステル、部分的に二量体化
されたロジンのエステル、トールオイルロジンのエステル、二量体化されたロジンのエス
テル、Ｆｏｒａｌ（登録商標）、Ｆｏｒａｌｙｎ（登録商標）、Ｐｅｎｔａｌｙｎ（登録
商標）、Ｐｅｒｍａｌｙｎ（登録商標）およびＳｔａｙｂｅｌｉｔｅ（登録商標）からな
る群から選択され得る、項目２１２記載のマトリクス材料。
　２１５．１種以上の接着剤が、カラヤゴム、スタークリアゴム、アラビアゴム、カラギ
ーナンゴム、セルロースエーテル、カルボキシメチルセルロースナトリウム、マヌバハニ
ー、カゼイン、アルギン酸塩または脂肪酸エステルからなる群から選択することができる
、項目２１２記載のマトリクス材料。
　２１６．１種以上の接着剤が、組成物の全重量を基準として医薬組成物の０．１～５０
％（ｗ／ｗ）、組成物の全重量を基準として例えば１～２５％（ｗ／ｗ）、例えば５～２
０％（ｗ／ｗ）、例えば５～１５％（ｗ／ｗ）、５～１０％（ｗ／ｗ）または１０～１５
％（ｗ／ｗ）で含まれる、項目２１２記載のマトリクス材料。
　２１７．医薬組成物が１種以上の界面活性剤を含む、項目１４４記載のマトリクス材料
。
　２１８．１種以上の界面活性剤が、アニオン性界面活性剤、カチオン性界面活性剤、非
イオン性界面活性剤および界面活性生物学的修飾剤からなる群から選択され得る、項目２
１７記載のマトリクス材料。
　２１９．１種以上の界面活性剤が、ラウリン酸カリウム、ステアリン酸トリエタノール
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アミン、ラウリル硫酸ナトリウム、ドデシル硫酸ナトリウム、アルキルポリオキシエチレ
ン硫酸塩、アルギン酸ナトリウム、ジオクチルスルホコハク酸ナトリウム、ホスファチジ
ルグリセロール、ホスファチジルイノシトール、ホスファチジルセリン、ホスファチジン
酸およびその塩、グリセリルエステル、カルボキシメチルセルロースナトリウム、胆汁酸
およびその塩、コール酸、デオキシコール酸、グリココール酸、タウロコール酸、グリコ
デオキシコール酸およびカルボキシメチルセルロースカルシウムからなる群から選択され
得る、項目２１７記載のマトリクス材料。
　２２０．１種以上の界面活性剤が、第４級アンモニウム化合物、塩化ベンザルコニウム
、臭化セチルトリメチルアンモニウム、キトサンおよび塩化ラウリルジメチルベンジルア
ンモニウムからなる群から選択されるカチオン性界面活性剤である、項目２１７記載のマ
トリクス材料。
　２２１．１種以上の界面活性剤が、ポリオキシエチレン脂肪アルコールエーテル、ポリ
オキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレン脂肪酸エステル、ソルビ
タンエステル、ポリオキシエチレンソルビタンエステル（Ｔｗｅｅｎ８０またはＴｗｅｅ
ｎ２０等）、グリセロールモノステアレート、ポリエチレングリコール、ポリプロピレン
グリコール、セチルアルコール、セトステアリルアルコール、ステアリルアルコール、ア
リールアルキルポリエーテルアルコール、ポリオキシエチレン－ポリオキシプロピレンコ
ポリマー、ポラキサミン、メチルセルロース、ヒドロキシセルロース、ヒドロキシプロピ
ルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、非結晶性セルロース、多糖類、デ
ンプン、デンプン誘導体、ヒドロキシエチルデンプン、ポリビニルアルコール、Ｐｌｕｒ
ｏｎｉｃ　Ｆ６８およびポリビニルピロリドンからなる群から選択され得る、項目２１７
記載のマトリクス材料。
　２２２．医薬組成物が、溶媒成分および／または液体成分を含む、項目１４４記載のマ
トリクス材料。
　２２３．溶媒および／または液体成分が水性媒体である、項目２２２記載のマトリクス
材料。
　２２４．水性媒体が、１種以上の塩、例えば塩化ナトリウムを含む、項目２２３記載の
マトリクス材料。
　２２５．溶媒成分および／または液体成分が揮発性の液体である、項目２２２記載のマ
トリクス材料。
　２２６．医薬組成物が、水分含有量安定剤（ｗａｔｅｒ　ｃｏｎｔｅｎｔ　ｓｔａｂｉ
ｌｉｚｅｒ）、例えばソルビトール、多糖類またはポリオールを含む、項目１４４記載の
マトリクス材料。
　２２７．医薬組成物が、アカシアゴム、アルギン酸、ベントナイト、カルボマー、カル
ボキシメチルセルロースカルシウム、カルボキシメチルセルロースナトリウム、セトステ
アリルアルコール、コロイド性二酸化ケイ素、グアーガム、ヒドロキシエチルセルロース
、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシプ
ロピルメチルセルロースフタレート、ケイ酸アルミニウムマグネシウム、メチルセルロー
ス、微結晶性セルロース、ポリビニルアルコール、ポビドン、アルギン酸ナトリウム、シ
ョ糖、トラガカント、ゼラチン、デンプン、アルブミン、カゼイン、ポリエチレンオキシ
ド、ポリビニルアルコール、ポリエチレングリコール（マクロゴール）、グリセリン（１
，２，３－プロパントリオール）およびグリコール（１，２－プロパンジオール）から選
択される、組成物の粘度を増大させる１種以上の物質を含む、項目１４４記載のマトリク
ス材料。
　２２８．医薬組成物が、０．１～２０ｃｐｓ；例えば０．１～１ｃｐｓ、例えば１～２
ｃｐｓ、例えば２～３ｃｐｓ、例えば３～４ｃｐｓ、例えば４～５ｃｐｓ、例えば５～６
ｃｐｓ、例えば６～７ｃｐｓ、例えば７～８ｃｐｓ、例えば８～９ｃｐｓ、例えば９～１
０ｃｐｓ、例えば１０～１１ｃｐｓ、例えば１１～１２ｃｐｓ、例えば１２～１３ｃｐｓ
、例えば１３～１４ｃｐｓ、例えば１４～１５ｃｐｓ、例えば１５～１６ｃｐｓ、例えば
１６～１７ｃｐｓ、例えば１７～１８ｃｐｓ、例えば１８～１９ｃｐｓ、例えば１９～２
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０ｃｐｓの範囲の粘度を有する、項目１４４記載のマトリクス材料。
　２２９．医薬組成物が、０．０２０～０．０５０Ｎ／ｍ；例えば０．０２０～０．０２
２Ｎ／ｍ、例えば０．０２２～０．０２４Ｎ／ｍ、例えば０．０２４～０．０２６Ｎ／ｍ
、例えば０．０２６～０．０２８Ｎ／ｍ、例えば０．０２８～０．０３０Ｎ／ｍ、例えば
０．０３０～０．０３２Ｎ／ｍ、例えば０．０３２～０．０３４Ｎ／ｍ、例えば０．０３
４～０．０３６Ｎ／ｍ、例えば０．０３６～０．０３８Ｎ／ｍ、例えば０．０３８～０．
０４０Ｎ／ｍ、例えば０．０４０～０．０４２Ｎ／ｍ、例えば０．０４２～　０．０４４
Ｎ／ｍ、例えば０．０４４～０．０４６Ｎ／ｍ、例えば０．０４６～０．０４８Ｎ／ｍ、
例えば０．０４８～０．０５０Ｎ／ｍの範囲の表面張力を有する、項目１４４記載のマト
リクス材料。
　２３０．医薬組成物が、氷点下の摂氏温度～摂氏１５０度、例えば－１００℃～－５０
℃、例えば、－５０℃～０℃、例えば０～１０℃、例えば１０～２０℃、例えば２０～３
０℃、例えば３０～４０℃、例えば４０～５０℃、例えば５０～６０℃、例えば６０～７
０℃、例えば７０～８０℃、例えば８０～９０℃、例えば９０～１００℃、例えば１００
～１２５℃、例えば１２５～１５０℃の範囲で温度を有する、項目１４４記載のマトリク
ス材料。
　２３１．１種以上の医薬組成物を前記マトリクスの中および／または上に噴霧すること
により、１種以上の医薬組成物が前記マトリクス材料の中および／または上に沈着されて
いる、項目１４４記載のマトリクス材料。
　２３２．１種以上の医薬組成物を前記マトリクスの中および／または上に振りかけるこ
とにより、１種以上の医薬組成物が前記マトリクス材料の中および／または上に沈着され
ている、項目１４４記載のマトリクス材料。
　２３３．１種以上の医薬組成物を前記マトリクスの中および／または上に注ぐことによ
り、１種以上の医薬組成物が前記マトリクス材料の中および／または上に沈着されている
、項目１４４記載のマトリクス材料。
　２３４．１種以上の医薬組成物を前記マトリクスの中および／または上に浸漬すること
により、１種以上の医薬組成物が前記マトリクス材料の中および／または上に沈着されて
いる、項目１４４記載のマトリクス材料。
　２３５．前記マトリクスの調製の間に、マトリクスの中または上に１種以上の医薬組成
物が沈着されている、項目１４４記載のマトリクス材料。
　２３６．項目１４４～２３５に記載のマトリクス材料と医薬組成物とを含む装置。
　２３７．項目２３６記載の装置と、少なくとも１種の追加成分とを含む部品のキット。
　２３８．ａ．マトリクス材料を供給する工程、および
ｂ．医薬組成物を前記マトリクス材料表面に、個別かつ不連続な位置に印刷する工程を含
む、項目２３６記載の装置の製造方法。
　２３９．創傷治癒を必要とする個体における、創傷治癒を促進するための項目２３６記
載の装置の使用。
　２４０．止血を必要とする個体における、止血を促進するための項目２３６記載の装置
の使用。
　２４１．表面、複数の開口および相互接続したセルを含むマトリクス材料であって、前
記マトリクス材料が、止血に効果的な量のトロンビンまたはその前駆体を含む、マトリク
ス材料。
　２４２．前記マトリクスが、１種以上のトロンビン安定剤を更に含む、項目２４１記載
のマトリクス材料。
　２４３．前記トロンビンが、印刷、噴霧、浸漬、ディッピング、塗布、飽和（ｓａｔｕ
ｒａｔｉｎｇ）、圧搾（ｐｒｅｓｓｕｒｉｎｇ）、スプリンクリング（ｓｐｒｉｎｋｌｉ
ｎｇ）、鋳込み、展着、グリーシング（ｇｒｅａｓｉｎｇ）、塗布（ｓｍｅａｒｉｎｇ）
、ダビング（ｄａｂｂｉｎｇ）、摩擦または塗装によりマトリクス材料に塗布されている
、項目２４１記載のマトリクス材料。
　２４４．マトリクス材料が、トロンビンを含む、生物学的吸収性物質を含む、項目２４
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１記載のマトリクス材料。
　２４５．マトリクス材料がトロンビンを含むスポンジを含む、項目２４１記載のマトリ
クス材料。
　２４６．マトリクス材料が、特有の予め混合された、無菌のゼラチン／トロンビン止血
剤を供給するゼラチン気泡パッドおよび／またはガーゼを含む、項目２４１記載のマトリ
クス材料。
　２４７．マトリクス材料が、予め混合したトロンビン／ゼラチンパッドを含む、項目２
４１記載のマトリクス材料。
　２４８．マトリクス材料が、ゼラチン発泡体中に凍結乾燥されたトロンビンを含む、項
目２４１記載のマトリクス材料。
　２４９．マトリクス材料が、トロンビンと一緒に任意の標準的なゼラチンパッドを含む
、項目２４１記載のマトリクス材料。
　２５０．マトリクス材料が、例えば、フィブリノーゲンおよび／またはトロンビンでコ
ーティングされたコラーゲンスポンジをベースとするフィブリンペーストを含む、項目２
４１記載のマトリクス材料。
　２５１．マトリクス材料が、Ｔｈｒｏｍｂｉ－Ｇｅｌ（登録商標）（Ｖａｓｃｕｌａｒ
　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ，Ｉｎｃ）を含む、項目２４１記載のマトリクス材料。
　２５２．マトリクス材料が、Ｔｈｒｏｍｂｉ－Ｐａｄ（登録商標）（Ｖａｓｃｕｌａｒ
　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ，Ｉｎｃ）を含む、項目２４１記載のマトリクス材料。
　２５３．マトリクス材料が、Ｄ－Ｓｔａｔ　Ｄｒｙ製品（例えばＤ－Ｓｔａｔ　Ｄｒｙ
、Ｄ－Ｓｔａｔ　２　Ｄｒｙ）（Ｖａｓｃｕｌａｒ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ，Ｉｎｃ）を含
む、項目２４１記載のマトリクス材料。
　２５４．マトリクス材料が、ＴｈｒｏｍｂｉＧｅｌ止血フォーム（Ｖａｓｃｕｌａｒ　
Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ，Ｉｎｃ）を含む、項目２４１記載のマトリクス材料。
　２５５．マトリクス材料がＧｅｌｆｏａｍ（Ｐｆｉｚｅｒ）を含む、項目２４１記載の
マトリクス材料。
　２５６．マトリクス材料が、Ｓｕｒｇｉｆｏａｍ（Ｊｏｈｎｓｏｎ　＆　Ｊｏｈｎｓｏ
ｎ）を含む、項目２４１記載のマトリクス材料。
　２５７．マトリクス材料が、Ｓｕｒｇｉｆｌｏ（Ｊｏｈｎｓｏｎ　＆　Ｊｏｈｎｓｏｎ
）を含む、項目２４１記載のマトリクス材料。
　２５８．マトリクス材料が、ＦｌｏＳｅａｌ　Ｍａｔｒｉｘ　Ｈｅｍｏｓｔａｔｉｃ　
Ｓｅａｌａｎｔ（Ｂａｘｔｅｒ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｉｎｃ．）を含む、項目
２４１記載のマトリクス材料。
　２５９．マトリクス材料が、ＴａｃｈｏＳｉｌ（Ｎｙｃｏｍｅｄ）を含む、項目２４１
記載のマトリクス材料。
　２６０．マトリクス材料が、Ａｖｉｔｅｎｅ、Ａｃｔｉｆｏａｍ、Ｈｅｌｉｓｔａｔ、
ＩｎｉｓｔａｔまたはＣｏＳｔａｓｉｓ止血装置のようなコラーゲン材料を含む、項目２
４１記載のマトリクス材料。
　２６１．マトリクス材料が、Ｓｕｒｇｉｃｅｌ（Ｅｔｈｉｃｏｎ／Ｊｏｈｎｓｏｎ　＆
　Ｊｏｈｎｓｏｎ）、ＯｘｙｃｅｌまたはＴａｂｏｔａｍｐのようなセルロース材料を含
む、項目２４１記載のマトリクス材料。
　２６２．トロンビンが、Ｔｈｒｏｍｂｏｓｔａｔ、Ｔｈｒｏｍｂｉｎ－ＪＭＩ（Ｋｉｎ
ｇ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌｓ）、Ｒｅｃｏｔｈｒｏｍ（Ｂａｙｅｒ／Ｚｙｍｏｇ
ｅｎｅｔｉｃｓ）、Ｅｖｉｔｈｒｏｍ（ＯＭＲＩＸ　Ｂｉｏｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａ
ｌｓ／Ｅｔｈｉｃｏｎ）、または他の市販されているトロンビンである、項目２４１記載
のマトリクス材料。
　２６３．トロンビンが、Ｔｈｒｏｍｂｉｎ　Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅ（Ｔ
ＡＤ）（Ｔｈｅｒｍｏｇｅｎｅｓｉｓ）を用いて血漿から製造されている、項目２４１記
載のマトリクス材料。
　２６４．トロンビンの水溶液とポリエチレングリコールとを混合し、混合物を凍結乾燥
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して実質的に全ての水を除去し、ポリエチレングリコール基剤中に均一に分散したトロン
ビンの微粒子の粘性の水溶性ペーストを得ることにより製造される（米国特許第５，５９
５，７３５号に開示されるように）、ポリエチレングリコール基剤中に止血に効果的な量
のトロンビンを含む止血ペースト組成物を含む、項目２４１記載のマトリクス材料。
　２６５．マトリクス材料が、例えば米国特許第４，８９１，３５９号に開示されたよう
な、トロンビンを含むコラーゲンペースト止血剤を含む、項目２４１記載のマトリクス材
料。
　２６６．マトリクス材料が、例えば米国特許第４，５１５，６３７号に開示されたよう
な、トロンビンを含む安定なコラーゲンスポンジを含む、項目２４１記載のマトリクス材
料。
　２６７．マトリクス材料が、例えば米国特許第６，６４９，１６２号に開示されたよう
な、トロンビンを含むコラーゲンスポンジを含む、項目２４１記載のマトリクス材料。
　２６８．項目２４１～２６７に記載のマトリクス材料およびトロンビンを含む装置。
　２６９．項目２６８記載の装置と、少なくとも１個の追加成分とを含む部品のキット。
　２７０．ａ．マトリクス材料を供給する工程、および
　ｂ．トロンビンを前記マトリクス材料表面に、個別かつ不連続な位置に印刷する工程を
含む、項目２６８記載の装置の製造方法。
　２７１．創傷治癒を必要とする個体における、創傷治癒を促進するための項目２６８記
載の装置の使用。
　２７２．止血を必要とする個体における、止血を促進するための項目２６８記載の装置
の使用。
　２７３．ｉ）底面、
　ｉｉ）前記底面を連続的に包囲する１以上の側壁、
　ｉｉｉ）蓋のシール面、および
　ｉｖ）蓋を含む、マトリクス材料の貯蔵および／または調製のための容器であって、
１以上の側壁および底部が、マトリクス材料の貯蔵および／または調製に適した内部空洞
を定義する。
　２７４．１以上の側壁が、液体を有する容器の最大容量のための１以上の標識を含む、
項目２７３記載の容器。
　２７５．最大容量のための標識が、１以上の側壁上のはす縁である、項目２７４記載の
容器。
　２７６．最大容量のための標識が線である、項目２７４記載の容器。
　２７７．最大容量のための標識が点である、項目２７４記載の容器。
　２７８．最大容量のための標識が、１以上の側壁内のくぼみである、項目２７４記載の
容器。
　２７９．前記液体が、水溶液、食塩水、医療グレードの水、またはその他である、項目
２７４記載の容器。
　２８０．内部空洞が、１種以上のマトリクス材料を含む、項目２７３記載の容器。
　２８１．内部空洞が、マトリクス材料を回避し得る、項目２７３記載の容器。
　２８２．内部空洞が、項目１～１０３記載の１種以上のマトリクス材料（医薬組成物で
印刷されたマトリクス材料）を含む、項目２７３記載の容器。
　２８３．内部空洞が、項目１０９～２０１記載の１種以上のマトリクス材料（医薬組成
物を含むマトリクス材料）を含む、項目２７３記載の容器。
　２８４．内部空洞が、項目２０７～２３３記載の１種以上のマトリクス材料（トロンビ
ンを含むマトリクス材料）を含む、項目２７３記載の容器。
　２８５．容器が１個以上の取っ手を含む、項目２７３記載の容器。
　２８６．容器が１個の取っ手を含む、項目２８５記載の容器。
　２８７．容器が２個の取っ手を含む、項目２８５記載の容器。
　２８８．１個以上の取っ手が、容器の底面と結合している、項目２８５記載の容器。
　２８９．１個以上の取っ手が、容器の１以上の側壁と結合している、項目２８５記載の
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容器。
　２９０．１個以上の取っ手が、握りを増強するための１個以上のくぼみまたはへこみを
含む、項目２８５記載の容器。
　２９１．１以上の側壁が、握りを増強するための１個以上のくぼみまたはへこみを含む
、項目２７３記載の容器。
　２９２．容器が、製品の取り扱いを容易にするための１個以上の内部トレイノッチを含
む、項目２７３記載の容器。
　２９３．容器が、１個の内部トレイノッチを含む、項目２９２記載の容器。
　２９４．容器が、２個の内部トレイノッチを含む、項目２９２記載の容器。
　２９５．容器が、３個の内部トレイノッチを含む、項目２９２記載の容器。
　２９６．容器が、４個の内部トレイノッチを含む、項目２９２記載の容器。
　２９７．１個以上の内部トレイノッチが、容器の１以上の側壁と結合している、項目２
９２記載の容器。
　２９８．蓋が剥離可能である（剥離式の蓋）、項目２７３記載の容器。
　２９９．蓋が再度密閉できる、項目２７３記載の容器。
　３００．内部空洞が無菌環境である、項目２７３記載の容器。
　３０１．容器が、乾式加熱を加えることより殺菌されている、項目２７３記載の容器。
　３０２．容器が、１種以上の化学物質を適用することにより殺菌されている、項目２７
３記載の容器。
　３０３．容器が、エチレンオキシドガス、オゾン、塩素系漂白剤、グルタルアルデヒド
、ホルムアルデヒド、オルトフタルアルデヒド、過酸化水素および過酢酸の１種以上を用
いることを含む化学的殺菌の適用により殺菌されている、項目３０２記載の容器。
　３０４．マトリクス材料が、高圧を適用することにより殺菌されている、項目２７３記
載の容器。
　３０５．容器が、Ｘ線、ガンマ線、ＵＶ光、マイクロ波、電子ビームおよび／または亜
原子粒子のような放射線を照射することにより殺菌されている、項目２７３記載の容器。
　３０６．内部空洞の底面が四角形として形成されている、項目２７３記載の容器。
　３０７．内部空洞の底面が長方形として形成されている、項目２７３記載の容器。
　３０８．内部空洞の底面が三角形として形成されている、項目２７３記載の容器。
　３０９．内部空洞の底面が円形として形成されている、項目２７３記載の容器。
　３１０．内部空洞の底面が楕円形として形成されている、項目２７３記載の容器。
　３１１．内部空洞の底面が、１ｃｍ×１ｃｍ、１ｃｍ×２ｃｍ、１ｃｍ×３ｃｍ、１ｃ
ｍ×４ｃｍ、１ｃｍ×５ｃｍ、１ｃｍ×６ｃｍ、１ｃｍ×７ｃｍ、１ｃｍ×８ｃｍ、１ｃ
ｍ×９ｃｍ、１ｃｍ×１０ｃｍ、１ｃｍ×１５ｃｍ、１ｃｍ×２０ｃｍ、２ｃｍ×１ｃｍ
、２ｃｍ×２ｃｍ、２ｃｍ×３ｃｍ、２ｃｍ×４ｃｍ、２ｃｍ×５ｃｍ、２ｃｍ×６ｃｍ
、２ｃｍ×７ｃｍ、２ｃｍ×８ｃｍ、２ｃｍ×９ｃｍ、２ｃｍ×１０ｃｍ、２ｃｍ×１５
ｃｍ、２ｃｍ×２０ｃｍ、３ｃｍ×１ｃｍ、３ｃｍ×２ｃｍ、３ｃｍ×３ｃｍ、３ｃｍ×
４ｃｍ、３ｃｍ×５ｃｍ、３ｃｍ×６ｃｍ、３ｃｍ×７ｃｍ、３ｃｍ×８ｃｍ、３ｃｍ×
９ｃｍ、３ｃｍ×１０ｃｍ、３ｃｍ×１５ｃｍ、３ｃｍ×２０ｃｍ、４ｃｍ×１ｃｍ、４
ｃｍ×２ｃｍ、４ｃｍ×３ｃｍ、４ｃｍ×４ｃｍ、４ｃｍ×５ｃｍ、４ｃｍ×６ｃｍ、４
ｃｍ×７ｃｍ、４ｃｍ×８ｃｍ、４ｃｍ×９ｃｍ、４ｃｍ×１０ｃｍ、４ｃｍ×１５ｃｍ
、４ｃｍ×２０ｃｍ、５ｃｍ×１ｃｍ、５ｃｍ×２ｃｍ、５ｃｍ×３ｃｍ、５ｃｍ×４ｃ
ｍ、５ｃｍ×５ｃｍ、５ｃｍ×６ｃｍ、５ｃｍ×７ｃｍ、５ｃｍ×８ｃｍ、５ｃｍ×９ｃ
ｍ、５ｃｍ×１０ｃｍ、５ｃｍ×１５ｃｍ、５ｃｍ×２０ｃｍ、６ｃｍ×１ｃｍ、６ｃｍ
×２ｃｍ、６ｃｍ×３ｃｍ、６ｃｍ×４ｃｍ、６ｃｍ×５ｃｍ、６ｃｍ×６ｃｍ、６ｃｍ
×７ｃｍ、６ｃｍ×８ｃｍ、６ｃｍ×９ｃｍ、６ｃｍ×１０ｃｍ、６ｃｍ×１５ｃｍ、６
ｃｍ×２０ｃｍ、７ｃｍ×１ｃｍ、７ｃｍ×２ｃｍ、７ｃｍ×３ｃｍ、７ｃｍ×４ｃｍ、
７ｃｍ×５ｃｍ、７ｃｍ×６ｃｍ、７ｃｍ×７ｃｍ、７ｃｍ×８ｃｍ、７ｃｍ×９ｃｍ、
７ｃｍ×１０ｃｍ、７ｃｍ×１５ｃｍ、７ｃｍ×２０ｃｍ、８ｃｍ×１ｃｍ、８ｃｍ×２
ｃｍ、８ｃｍ×３ｃｍ、８ｃｍ×４ｃｍ、８ｃｍ×５ｃｍ、８ｃｍ×６ｃｍ、８ｃｍ×７
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ｃｍ、８ｃｍ×８ｃｍ、８ｃｍ×９ｃｍ、８ｃｍ×１０ｃｍ、８ｃｍ×１５ｃｍ、８ｃｍ
×２０ｃｍ、９ｃｍ×１ｃｍ、９ｃｍ×２ｃｍ、９ｃｍ×３ｃｍ、９ｃｍ×４ｃｍ、９ｃ
ｍ×５ｃｍ、９ｃｍ×６ｃｍ、９ｃｍ×７ｃｍ、９ｃｍ×８ｃｍ、９ｃｍ×９ｃｍ、９ｃ
ｍ×１０ｃｍ、９ｃｍ×１５ｃｍ、９ｃｍ×２０ｃｍ、１０ｃｍ×１ｃｍ、１０ｃｍ×２
ｃｍ、１０ｃｍ×３ｃｍ、１０ｃｍ×４ｃｍ、１０ｃｍ×５ｃｍ、１０ｃｍ×６ｃｍ、１
０ｃｍ×７ｃｍ、１０ｃｍ×８ｃｍ、１０ｃｍ×９ｃｍ、１０ｃｍ×１０ｃｍ、１０ｃｍ
×１５ｃｍ、１０ｃｍ×２０ｃｍ、１１ｃｍ×１ｃｍ、１１ｃｍ×２ｃｍ、１１ｃｍ×３
ｃｍ、１１ｃｍ×４ｃｍ、１１ｃｍ×５ｃｍ、１１ｃｍ×６ｃｍ、１１ｃｍ×７ｃｍ、１
１ｃｍ×８ｃｍ、１１ｃｍ×９ｃｍ、１１ｃｍ×１０ｃｍ、１１ｃｍ×１５ｃｍ、１１ｃ
ｍ×２０ｃｍ、１２ｃｍ×１ｃｍ、１２ｃｍ×２ｃｍ、１２ｃｍ×３ｃｍ、１２ｃｍ×４
ｃｍ、１２ｃｍ×５ｃｍ、１２ｃｍ×６ｃｍ、１２ｃｍ×７ｃｍ、１２ｃｍ×８ｃｍ、１
２ｃｍ×９ｃｍ、１２ｃｍ×１０ｃｍ、１２ｃｍ×１５ｃｍ、１２ｃｍ×２０ｃｍ、１３
ｃｍ×１ｃｍ、１３ｃｍ×２ｃｍ、１３ｃｍ×３ｃｍ、１３ｃｍ×４ｃｍ、１３ｃｍ×５
ｃｍ、１３ｃｍ、×６ｃｍ、１３ｃｍ×７ｃｍ、１３ｃｍ×８ｃｍ、１３ｃｍ×９ｃｍ、
１３ｃｍ×１０ｃｍ、１３ｃｍ×１５ｃｍ、１３ｃｍ×２０ｃｍ、１４ｃｍ×１ｃｍ、１
４ｃｍ×２ｃｍ、１４ｃｍ×３ｃｍ、１４ｃｍ×４ｃｍ、１４ｃｍ×５ｃｍ、１４ｃｍ×
６ｃｍ、１４ｃｍ×７ｃｍ、１４ｃｍ×８ｃｍ、１４ｃｍ×９ｃｍ、１４ｃｍ×１０ｃｍ
、１４ｃｍ×１５ｃｍ、１４ｃｍ×２０ｃｍ、１５ｃｍ×１ｃｍ、１５ｃｍ×２ｃｍ、１
５ｃｍ×３ｃｍ、１５ｃｍ×４ｃｍ、１５ｃｍ×５ｃｍ、１５ｃｍ×６ｃｍ、１５ｃｍ×
７ｃｍ、１５ｃｍ×８ｃｍ、１５ｃｍ×９ｃｍ、１５ｃｍ×１０ｃｍ、１５ｃｍ×１５ｃ
ｍ、１５ｃｍ×２０ｃｍ、１６ｃｍ×１ｃｍ、１６ｃｍ×２ｃｍ、１６ｃｍ×３ｃｍ、１
６ｃｍ×４ｃｍ、１６ｃｍ×５ｃｍ、１６ｃｍ×６ｃｍ、１６ｃｍ×７ｃｍ、１６ｃｍ×
８ｃｍ、１６ｃｍ×９ｃｍ、１６ｃｍ×１０ｃｍ、１６ｃｍ×１５ｃｍ、１６ｃｍ×２０
ｃｍ、１７ｃｍ×１ｃｍ、１７ｃｍ×２ｃｍ、１７ｃｍ×３ｃｍ、１７ｃｍ×４ｃｍ、１
７ｃｍ×５ｃｍ、１７ｃｍ×６ｃｍ、１７ｃｍ×７ｃｍ、１７ｃｍ×８ｃｍ、１７ｃｍ×
９ｃｍ、１７ｃｍ×１０ｃｍ、１７ｃｍ×１５ｃｍ、１７ｃｍ×２０ｃｍ、１８ｃｍ×１
ｃｍ、１８ｃｍ×２ｃｍ、１８ｃｍ×３ｃｍ、１８ｃｍ×４ｃｍ、１８ｃｍ×５ｃｍ、１
８ｃｍ×６ｃｍ、１８ｃｍ×７ｃｍ、１８ｃｍ×８ｃｍ、１８ｃｍ×９ｃｍ、１８ｃｍ×
１０ｃｍ、１８ｃｍ×１５ｃｍ、１８ｃｍ×２０ｃｍ、１９ｃｍ×１ｃｍ、１９ｃｍ×２
ｃｍ、１９ｃｍ×３ｃｍ、１９ｃｍ、×４ｃｍ、１９ｃｍ×５ｃｍ、１９ｃｍ×６ｃｍ、
１９ｃｍ×７ｃｍ、１９ｃｍ×８ｃｍ、１９ｃｍ×９ｃｍ、１９ｃｍ×１０ｃｍ、１９ｃ
ｍ×１５ｃｍ、１９ｃｍ×２０ｃｍ、２０ｃｍ×１ｃｍ、２０ｃｍ×２ｃｍ、２０ｃｍ×
３ｃｍ、２０ｃｍ×４ｃｍ、２０ｃｍ×５ｃｍ、２０ｃｍ×６ｃｍ、２０ｃｍ×７ｃｍ、
２０ｃｍ×８ｃｍ、２０ｃｍ×９ｃｍ、２０ｃｍ×１０ｃｍ、２０ｃｍ×１５ｃｍ、２０
ｃｍ×２０ｃｍ、２５ｃｍ×１ｃｍ、２５ｃｍ×２ｃｍ、２５ｃｍ×３ｃｍ、２５ｃｍ×
４ｃｍ、２５ｃｍ×５ｃｍ、２５ｃｍ×６ｃｍ、２５ｃｍ、×７ｃｍ、２５ｃｍ×８ｃｍ
、２５ｃｍ×９ｃｍ、２５ｃｍ×１０ｃｍ、２５ｃｍ×１５ｃｍ、２５ｃｍ×２０ｃｍ、
３０ｃｍ×１ｃｍ、３０ｃｍ×２ｃｍ、３０ｃｍ×３ｃｍ、３０ｃｍ×４ｃｍ、３０ｃｍ
×５ｃｍ、３０ｃｍ×６ｃｍ、３０ｃｍ×７ｃｍ、３０ｃｍ×８ｃｍ、３０ｃｍ×９ｃｍ
、３０ｃｍ×１０ｃｍ、３０ｃｍ、×１５ｃｍ、３０ｃｍ×２０ｃｍ、４０ｃｍ×１ｃｍ
、４０ｃｍ×２ｃｍ、４０ｃｍ×３ｃｍ、４０ｃｍ×４ｃｍ、４０ｃｍ×５ｃｍ、４０ｃ
ｍ×６ｃｍ、４０ｃｍ×７ｃｍ、４０ｃｍ×８ｃｍ、４０ｃｍ×９ｃｍ、４０ｃｍ×１０
ｃｍ、４０ｃｍ×１５ｃｍ、４０ｃｍ×２０ｃｍ、５０ｃｍ×１ｃｍ、５０ｃｍ×２ｃｍ
、５０ｃｍ×３ｃｍ、５０ｃｍ×４ｃｍ、５０ｃｍ×５ｃｍ、５０ｃｍ×６ｃｍ、５０ｃ
ｍ×７ｃｍ、５０ｃｍ×８ｃｍ、５０ｃｍ×９ｃｍ、５０ｃｍ×１０ｃｍ、５０ｃｍ×１
５ｃｍ、または５０ｃｍ×２０ｃｍからなる群から選択される寸法を有する四角形として
形成されている、項目２７３記載の容器。
　３１２．内部空洞の底面が、１ｃｍ２～５００ｃｍ２、例えば１ｃｍ２～５ｃｍ２、例
えば５ｃｍ２～１０ｃｍ２、例えば１０ｃｍ２～２０ｃｍ２、例えば２０ｃｍ２～３０ｃ
ｍ２、例えば３０ｃｍ２～４０ｃｍ２、例えば４０ｃｍ２～５０ｃｍ２、例えば５０ｃｍ
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２～６０ｃｍ２、例えば６０ｃｍ２～７０ｃｍ２、例えば７０ｃｍ２～８０ｃｍ２、例え
ば８０ｃｍ２～９０ｃｍ２、例えば９０ｃｍ２～１００ｃｍ２、例えば１００ｃｍ２～１
１０ｃｍ２、例えば１１０ｃｍ２～１２０ｃｍ２、例えば１２０ｃｍ２～１３０ｃｍ２、
例えば１３０ｃｍ２～１４０ｃｍ２、例えば１４０ｃｍ２～１５０ｃｍ２、例えば１５０
ｃｍ２～１６０ｃｍ２、例えば１６０ｃｍ２～１７０ｃｍ２、例えば１７０ｃｍ２～１８
０ｃｍ２、例えば１８０ｃｍ２～１９０ｃｍ２、例えば１９０ｃｍ２～２００ｃｍ２、例
えば２００ｃｍ２～２１０ｃｍ２、例えば２１０ｃｍ２～２２０ｃｍ２、例えば２２０ｃ
ｍ２～２３０ｃｍ２、例えば２３０ｃｍ２～２４０ｃｍ２、例えば２４０ｃｍ２～２５０
ｃｍ２、例えば２５０ｃｍ２～２６０ｃｍ２、例えば２６０ｃｍ２～２７０ｃｍ２、例え
ば２７０ｃｍ２～２８０ｃｍ２、例えば２８０ｃｍ２～２９０ｃｍ２、例えば２９０ｃｍ
２～３００ｃｍ２、例えば３００ｃｍ２～３２０ｃｍ２、例えば３２０ｃｍ２～３４０ｃ
ｍ２、例えば３４０ｃｍ２～３６０ｃｍ２、例えば３６０ｃｍ２～３８０ｃｍ２、例えば
３８０ｃｍ２～４００ｃｍ２、例えば４００ｃｍ２～４２０ｃｍ２、例えば４２０ｃｍ２

～４４０ｃｍ２、例えば４４０ｃｍ２～４６０ｃｍ２、例えば４６０ｃｍ２～４８０ｃｍ
２、例えば４８０ｃｍ２～５００ｃｍ２の間の面積を有する四角形として形成されている
、項目２７３記載の容器。
　３１３．底面が、１ｃｍ×１ｃｍ、１ｃｍ×２ｃｍ、１ｃｍ×３ｃｍ、１ｃｍ×４ｃｍ
、１ｃｍ×５ｃｍ、１ｃｍ×６ｃｍ、１ｃｍ×７ｃｍ、１ｃｍ×８ｃｍ、１ｃｍ×９ｃｍ
、１ｃｍ×１０ｃｍ、１ｃｍ×１５ｃｍ、１ｃｍ×２０ｃｍ、２ｃｍ×１ｃｍ、２ｃｍ×
２ｃｍ、２ｃｍ×３ｃｍ、２ｃｍ×４ｃｍ、２ｃｍ×５ｃｍ、２ｃｍ×６ｃｍ、２ｃｍ×
７ｃｍ、２ｃｍ×８ｃｍ、２ｃｍ×９ｃｍ、２ｃｍ×１０ｃｍ、２ｃｍ×１５ｃｍ、２ｃ
ｍ×２０ｃｍ、３ｃｍ×１ｃｍ、３ｃｍ×２ｃｍ、３ｃｍ×３ｃｍ、３ｃｍ×４ｃｍ、３
ｃｍ×５ｃｍ、３ｃｍ×６ｃｍ、３ｃｍ×７ｃｍ、３ｃｍ×８ｃｍ、３ｃｍ×９ｃｍ、３
ｃｍ×１０ｃｍ、３ｃｍ×１５ｃｍ、３ｃｍ×２０ｃｍ、４ｃｍ×１ｃｍ、４ｃｍ×２ｃ
ｍ、４ｃｍ×３ｃｍ、４ｃｍ×４ｃｍ、４ｃｍ×５ｃｍ、４ｃｍ×６ｃｍ、４ｃｍ×７ｃ
ｍ、４ｃｍ×８ｃｍ、４ｃｍ×９ｃｍ、４ｃｍ×１０ｃｍ、４ｃｍ×１５ｃｍ、４ｃｍ×
２０ｃｍ、５ｃｍ×１ｃｍ、５ｃｍ×２ｃｍ、５ｃｍ×３ｃｍ、５ｃｍ×４ｃｍ、５ｃｍ
×５ｃｍ、５ｃｍ×６ｃｍ、５ｃｍ×７ｃｍ、５ｃｍ×８ｃｍ、５ｃｍ×９ｃｍ、５ｃｍ
×１０ｃｍ、５ｃｍ×１５ｃｍ、５ｃｍ×２０ｃｍ、６ｃｍ×１ｃｍ、６ｃｍ×２ｃｍ、
６ｃｍ×３ｃｍ、６ｃｍ×４ｃｍ、６ｃｍ×５ｃｍ、６ｃｍ×６ｃｍ、６ｃｍ×７ｃｍ、
６ｃｍ×８ｃｍ、６ｃｍ×９ｃｍ、６ｃｍ×１０ｃｍ、６ｃｍ×１５ｃｍ、６ｃｍ×２０
ｃｍ、７ｃｍ×１ｃｍ、７ｃｍ×２ｃｍ、７ｃｍ×３ｃｍ、７ｃｍ×４ｃｍ、７ｃｍ×５
ｃｍ、７ｃｍ×６ｃｍ、７ｃｍ×７ｃｍ、７ｃｍ×８ｃｍ、７ｃｍ×９ｃｍ、７ｃｍ×１
０ｃｍ、７ｃｍ×１５ｃｍ、７ｃｍ×２０ｃｍ、８ｃｍ×１ｃｍ、８ｃｍ×２ｃｍ、８ｃ
ｍ×３ｃｍ、８ｃｍ×４ｃｍ、８ｃｍ×５ｃｍ、８ｃｍ×６ｃｍ、８ｃｍ×７ｃｍ、８ｃ
ｍ×８ｃｍ、８ｃｍ×９ｃｍ、８ｃｍ×１０ｃｍ、８ｃｍ×１５ｃｍ、８ｃｍ×２０ｃｍ
、９ｃｍ×１ｃｍ、９ｃｍ×２ｃｍ、９ｃｍ×３ｃｍ、９ｃｍ×４ｃｍ、９ｃｍ×５ｃｍ
、９ｃｍ×６ｃｍ、９ｃｍ×７ｃｍ、９ｃｍ×８ｃｍ、９ｃｍ×９ｃｍ、９ｃｍ×１０ｃ
ｍ、９ｃｍ×１５ｃｍ、９ｃｍ×２０ｃｍ、１０ｃｍ×１ｃｍ、１０ｃｍ×２ｃｍ、１０
ｃｍ×３ｃｍ、１０ｃｍ×４ｃｍ、１０ｃｍ×５ｃｍ、１０ｃｍ×６ｃｍ、１０ｃｍ×７
ｃｍ、１０ｃｍ×８ｃｍ、１０ｃｍ×９ｃｍ、１０ｃｍ×１０ｃｍ、１０ｃｍ×１５ｃｍ
、１０ｃｍ×２０ｃｍ、１１ｃｍ×１ｃｍ、１１ｃｍ×２ｃｍ、１１ｃｍ×３ｃｍ、１１
ｃｍ×４ｃｍ、１１ｃｍ×５ｃｍ、１１ｃｍ、ｘ６ｃｍ、１１ｃｍ×７ｃｍ、１１ｃｍ×
８ｃｍ、１１ｃｍ×９ｃｍ、１１ｃｍ×１０ｃｍ、１１ｃｍ×１５ｃｍ、１１ｃｍ×２０
ｃｍ、１２ｃｍ×１ｃｍ、１２ｃｍ×２ｃｍ、１２ｃｍ×３ｃｍ、１２ｃｍ×４ｃｍ、１
２ｃｍ×５ｃｍ、１２ｃｍ×６ｃｍ、１２ｃｍ×７ｃｍ、１２ｃｍ×８ｃｍ、１２ｃｍ×
９ｃｍ、１２ｃｍ×１０ｃｍ、１２ｃｍ×１５ｃｍ、１２ｃｍ×２０ｃｍ、１３ｃｍ×１
ｃｍ、１３ｃｍ×２ｃｍ、１３ｃｍ×３ｃｍ、１３ｃｍ×４ｃｍ、１３ｃｍ×５ｃｍ、１
３ｃｍ×６ｃｍ、１３ｃｍ×７ｃｍ、１３ｃｍ×８ｃｍ、１３ｃｍ×９ｃｍ、１３ｃｍ×
１０ｃｍ、１３ｃｍ×１５ｃｍ、１３ｃｍ×２０ｃｍ、１４ｃｍ×１ｃｍ、１４ｃｍ×２
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ｃｍ、１４ｃｍ×３ｃｍ、１４ｃｍ×４ｃｍ、１４ｃｍ×５ｃｍ、１４ｃｍ×６ｃｍ、１
４ｃｍ×７ｃｍ、１４ｃｍ×８ｃｍ、１４ｃｍ×９ｃｍ、１４ｃｍ×１０ｃｍ、１４ｃｍ
×１５ｃｍ、１４ｃｍ×２０　ｃｍ，１５ｃｍ×１ｃｍ、１５ｃｍ×２ｃｍ、１５ｃｍ×
３ｃｍ、１５ｃｍ×４ｃｍ、１５ｃｍ×５ｃｍ、１５ｃｍ×６ｃｍ、１５ｃｍ×７ｃｍ、
１５ｃｍ×８ｃｍ、１５ｃｍ×９ｃｍ、１５ｃｍ×１０ｃｍ、１５ｃｍ×１５ｃｍ、１５
ｃｍ×２０ｃｍ、１６ｃｍ×１ｃｍ、１６ｃｍ×２ｃｍ、１６ｃｍ×３ｃｍ、１６ｃｍ×
４ｃｍ、１６ｃｍ×５ｃｍ、１６ｃｍ×６ｃｍ、１６ｃｍ×７ｃｍ、１６ｃｍ×８ｃｍ、
１６ｃｍ×９ｃｍ、１６ｃｍ×１０ｃｍ、１６ｃｍ×１５ｃｍ、１６ｃｍ×２０ｃｍ、１
７ｃｍ×１ｃｍ、１７ｃｍ×２ｃｍ、１７ｃｍ×３ｃｍ、１７ｃｍ×４ｃｍ、１７ｃｍ×
５ｃｍ、１７ｃｍ×６ｃｍ、１７ｃｍ×７ｃｍ、１７ｃｍ×８ｃｍ、１７ｃｍ×９ｃｍ、
１７ｃｍ×１０ｃｍ、１７ｃｍ×１５ｃｍ、１７ｃｍ×２０ｃｍ、１８ｃｍ×１ｃｍ、１
８ｃｍ×２ｃｍ、１８ｃｍ×３ｃｍ、１８ｃｍ×４ｃｍ、１８ｃｍ×５ｃｍ、１８ｃｍ×
６ｃｍ、１８ｃｍ×７ｃｍ、１８ｃｍ×８ｃｍ、１８ｃｍ×９ｃｍ、１８ｃｍ×１０ｃｍ
、１８ｃｍ×１５ｃｍ、１８ｃｍ×２０ｃｍ、１９ｃｍ×１ｃｍ、１９ｃｍ×２ｃｍ、１
９ｃｍ×３ｃｍ、１９ｃｍ×４ｃｍ、１９ｃｍ×５ｃｍ、１９ｃｍ×６ｃｍ、１９ｃｍ、
ｘ７ｃｍ、１９ｃｍ×８ｃｍ、１９ｃｍ×９ｃｍ、１９ｃｍ×１０ｃｍ、１９ｃｍ×１５
ｃｍ、１９ｃｍ×２０ｃｍ、２０ｃｍ×１ｃｍ、２０ｃｍ×２ｃｍ、２０ｃｍ×３ｃｍ、
２０ｃｍ×４ｃｍ、２０ｃｍ×５ｃｍ、２０ｃｍ×６ｃｍ、２０ｃｍ×７ｃｍ、２０ｃｍ
×８ｃｍ、２０ｃｍ×９ｃｍ、２０ｃｍ×１０ｃｍ、２０ｃｍ、ｘ１５ｃｍ、２０ｃｍ×
２０ｃｍ、２５ｃｍ×１ｃｍ、２５ｃｍ×２ｃｍ、２５ｃｍ×３ｃｍ、２５ｃｍ×４ｃｍ
、２５ｃｍ×５ｃｍ、２５ｃｍ×６ｃｍ、２５ｃｍ×７ｃｍ、２５ｃｍ×８ｃｍ、２５ｃ
ｍ×９ｃｍ、２５ｃｍ×１０ｃｍ、２５ｃｍ×１５ｃｍ、２５ｃｍ×２０ｃｍ、３０ｃｍ
×１ｃｍ、３０ｃｍ×２ｃｍ、３０ｃｍ×３ｃｍ、３０ｃｍ×４ｃｍ、３０ｃｍ×５ｃｍ
、３０ｃｍ×６ｃｍ、３０ｃｍ×７ｃｍ、３０ｃｍ×８ｃｍ、３０ｃｍ×９ｃｍ、３０ｃ
ｍ×１０ｃｍ、３０ｃｍ×１５ｃｍ、３０ｃｍ×２０ｃｍ、４０ｃｍ×１ｃｍ、４０ｃｍ
×２ｃｍ、４０ｃｍ×３ｃｍ、４０ｃｍ×４ｃｍ、４０ｃｍ×５ｃｍ、４０ｃｍ×６ｃｍ
、４０ｃｍ×７ｃｍ、４０ｃｍ×８ｃｍ、４０ｃｍ×９ｃｍ、４０ｃｍ×１０ｃｍ、４０
ｃｍ×１５ｃｍ、４０ｃｍ×２０ｃｍ、５０ｃｍ×１ｃｍ、５０ｃｍ×２ｃｍ、５０ｃｍ
×３ｃｍ、５０ｃｍ×４ｃｍ、５０ｃｍ×５ｃｍ、５０ｃｍ×６ｃｍ、５０ｃｍ×７ｃｍ
、５０ｃｍ×８ｃｍ、５０ｃｍ×９ｃｍ、５０ｃｍ×１０ｃｍ、５０ｃｍ×１５ｃｍ、ま
たは５０ｃｍ×２０ｃｍからなる群から選択される寸法の１つを有する四角形として形成
されているマトリクス材料を回避するように形成されている、項目２７３記載の容器。
　３１４．底面が、１ｃｍ２～５００ｃｍ２、例えば１ｃｍ２～５ｃｍ２、例えば５ｃｍ
２～１０ｃｍ２、例えば１０ｃｍ２～２０ｃｍ２、例えば２０ｃｍ２～３０ｃｍ２、例え
ば３０ｃｍ２～４０ｃｍ２、例えば４０ｃｍ２～５０ｃｍ２、例えば５０ｃｍ２～６０ｃ
ｍ２、例えば６０ｃｍ２～７０ｃｍ２、例えば７０ｃｍ２～８０ｃｍ２、例えば８０ｃｍ
２～９０ｃｍ２、例えば９０ｃｍ２～１００ｃｍ２、例えば１００ｃｍ２～１１０ｃｍ２

、例えば１１０ｃｍ２～１２０ｃｍ２、例えば１２０ｃｍ２～１３０ｃｍ２、例えば１３
０ｃｍ２～１４０ｃｍ２、例えば１４０ｃｍ２～１５０ｃｍ２、例えば１５０ｃｍ２～１
６０ｃｍ２、例えば１６０ｃｍ２～１７０ｃｍ２、例えば１７０ｃｍ２～１８０ｃｍ２、
例えば１８０ｃｍ２～１９０ｃｍ２、例えば１９０ｃｍ２～２００ｃｍ２、例えば２００
ｃｍ２～２１０ｃｍ２、例えば２１０ｃｍ２～２２０ｃｍ２、例えば２２０ｃｍ２～２３
０ｃｍ２、例えば２３０ｃｍ２～２４０ｃｍ２、例えば２４０ｃｍ２～２５０ｃｍ２、例
えば２５０ｃｍ２～２６０ｃｍ２、例えば２６０ｃｍ２～２７０ｃｍ２、例えば２７０ｃ
ｍ２～２８０ｃｍ２、例えば２８０ｃｍ２～２９０ｃｍ２、例えば２９０ｃｍ２～３００
ｃｍ２、例えば３００ｃｍ２～３２０ｃｍ２、例えば３２０ｃｍ２～３４０ｃｍ２、例え
ば３４０ｃｍ２～３６０ｃｍ２、例えば３６０ｃｍ２～３８０ｃｍ２、例えば３８０ｃｍ
２～４００ｃｍ２、例えば４００ｃｍ２～４２０ｃｍ２、例えば４２０ｃｍ２～４４０ｃ
ｍ２、例えば４４０ｃｍ２～４６０ｃｍ２、例えば４６０ｃｍ２～４８０ｃｍ２、例えば
４８０ｃｍ２～５００ｃｍ２の間の面積を有する四角形として形成されるマトリクス材料
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を回避するように形成されている、項目２７３記載の容器。
　３１５．底面が平面である、項目２７３記載の容器。
　３１６．底面が平面である、項目２７３記載の容器。
　３１７．底面が曲面である、項目２７３記載の容器。
　３１８．底面が凹面である、項目２７３記載の容器。
　３１９．底面が凸面である、項目２７３記載の容器。
　３２０．底面が平面でない、項目２７３記載の容器。
　３２１．底面が、規格外および／または不均一である、項目２７３記載の容器。
　３２２．底面が起伏のあるものである、項目２７３記載の容器。
　３２３．側壁の高さ（底面から最大容量のための標識までの高さ）が、０ｍｍ～２ｍｍ
、２ｍｍ～４ｍｍ、４ｍｍ～６ｍｍ、６ｍｍ～８ｍｍ、８ｍｍ～１０ｍｍ、１０ｍｍ～１
２ｍｍ、１２ｍｍ～１４ｍｍ、１４ｍｍ～１６ｍｍ、１６ｍｍ～１８ｍｍ、１８ｍｍ～２
０ｍｍ、２０ｍｍ～２２ｍｍ、２２ｍｍ～２４ｍｍ、２４ｍｍ～２６ｍｍ、２６ｍｍ～２
８ｍｍ、２８ｍｍ～３０ｍｍ、３０ｍｍ～３２ｍｍ、３２ｍｍ～３４ｍｍ、３４ｍｍ～３
６ｍｍ、３６ｍｍ～３８ｍｍ、３８ｍｍ～４０ｍｍ、４０ｍｍ～４２ｍｍ、４２ｍｍ～４
４ｍｍ、４４ｍｍ～４６ｍｍ、４６ｍｍ～４８ｍｍ、または４８ｍｍ～５０ｍｍからなる
群から選択される、項目２７３記載の容器。
　３２４．側壁の幅が、０ｍｍ～２ｍｍ、２ｍｍ～４ｍｍ、４ｍｍ～６ｍｍ、６ｍｍ～８
ｍｍ、８ｍｍ～１０ｍｍ、１０ｍｍ～１２ｍｍ、１２ｍｍ～１４ｍｍ、１４ｍｍ～１６ｍ
ｍ、１６ｍｍ～１８ｍｍ、１８ｍｍ～２０ｍｍからなる群から選択される、項目２７３記
載の容器。
　３２５．底面から蓋までの高さが、０ｍｍ～２ｍｍ、２ｍｍ～４ｍｍ、４ｍｍ～６ｍｍ
、６ｍｍ～８ｍｍ、８ｍｍ～１０ｍｍ、１０ｍｍ～１２ｍｍ、１２ｍｍ～１４ｍｍ、１４
ｍｍ～１６ｍｍ、１６ｍｍ～１８ｍｍ、１８ｍｍ～２０ｍｍ、２０ｍｍ～２２ｍｍ、２２
ｍｍ～２４ｍｍ、２４ｍｍ～２６ｍｍ、２６ｍｍ～２８ｍｍ、２８ｍｍ～３０ｍｍ、３０
ｍｍ～３２ｍｍ、３２ｍｍ～３４ｍｍ、３４ｍｍ～３６ｍｍ、３６ｍｍ～３８ｍｍ、３８
ｍｍ～４０ｍｍ、４０ｍｍ～４２ｍｍ、４２ｍｍ～４４ｍｍ、４４ｍｍ～４６ｍｍ、４６
ｍｍ～４８ｍｍ、または４８ｍｍ～５０ｍｍからなる群から選択される、項目２７３記載
の容器。
　３２６．蓋のシール面が、１以上の側壁の上部に含まれる、項目２７３記載の容器。
　３２７．容器がベースを含む、項目２７３記載の容器。
　３２８．容器のベースが四角形として形成されている、項目２７３記載の容器。
　３２９．容器のベースが長方形として形成されている、項目２７３記載の容器。
　３３０．容器のベースが三角形として形成されている、項目２７３記載の容器。
　３３１．容器のベースが円形として形成されている、項目２７３記載の容器。
　３３２．容器のベースが楕円形として形成されている、項目２７３記載の容器。
　３３３．容器のベースが、１ｃｍ×１ｃｍ、１ｃｍ×２ｃｍ、１ｃｍ×３ｃｍ、１ｃｍ
×４ｃｍ、１ｃｍ×５ｃｍ、１ｃｍ×６ｃｍ、１ｃｍ×７ｃｍ、１ｃｍ×８ｃｍ、１ｃｍ
×９ｃｍ、１ｃｍ×１０ｃｍ、１ｃｍ×１５ｃｍ、１ｃｍ×２０ｃｍ、２ｃｍ×１ｃｍ、
２ｃｍ×２ｃｍ、２ｃｍ×３ｃｍ、２ｃｍ×４ｃｍ、２ｃｍ×５ｃｍ、２ｃｍ×６ｃｍ、
２ｃｍ×７ｃｍ、２ｃｍ×８ｃｍ、２ｃｍ×９ｃｍ、２ｃｍ×１０ｃｍ、２ｃｍ×１５ｃ
ｍ、２ｃｍ×２０ｃｍ、３ｃｍ×１ｃｍ、３ｃｍ×２ｃｍ、３ｃｍ×３ｃｍ、３ｃｍ×４
ｃｍ、３ｃｍ×５ｃｍ、３ｃｍ×６ｃｍ、３ｃｍ×７ｃｍ、３ｃｍ×８ｃｍ、３ｃｍ×９
ｃｍ、３ｃｍ×１０ｃｍ、３ｃｍ×１５ｃｍ、３ｃｍ×２０ｃｍ、４ｃｍ×１ｃｍ、４ｃ
ｍ×２ｃｍ、４ｃｍ×３ｃｍ、４ｃｍ×４ｃｍ、４ｃｍ×５ｃｍ、４ｃｍ×６ｃｍ、４ｃ
ｍ×７ｃｍ、４ｃｍ×８ｃｍ、４ｃｍ×９ｃｍ、４ｃｍ×１０ｃｍ、４ｃｍ×１５ｃｍ、
４ｃｍ×２０ｃｍ、５ｃｍ×１ｃｍ、５ｃｍ×２ｃｍ、５ｃｍ×３ｃｍ、５ｃｍ×４ｃｍ
、５ｃｍ×５ｃｍ、５ｃｍ×６ｃｍ、５ｃｍ×７ｃｍ、５ｃｍ×８ｃｍ、５ｃｍ×９ｃｍ
、５ｃｍ×１０ｃｍ、５ｃｍ×１５ｃｍ、５ｃｍ×２０ｃｍ、６ｃｍ×１ｃｍ、６ｃｍ×
２ｃｍ、６ｃｍ×３ｃｍ、６ｃｍ×４ｃｍ、６ｃｍ×５ｃｍ、６ｃｍ×６ｃｍ、６ｃｍ×
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７ｃｍ、６ｃｍ×８ｃｍ、６ｃｍ×９ｃｍ、６ｃｍ×１０ｃｍ、６ｃｍ×１５ｃｍ、６ｃ
ｍ×２０ｃｍ、７ｃｍ×１ｃｍ、７ｃｍ×２ｃｍ、７ｃｍ×３ｃｍ、７ｃｍ×４ｃｍ、７
ｃｍ×５ｃｍ、７ｃｍ×６ｃｍ、７ｃｍ×７ｃｍ、７ｃｍ×８ｃｍ、７ｃｍ×９ｃｍ、７
ｃｍ×１０ｃｍ、７ｃｍ×１５ｃｍ、７ｃｍ×２０ｃｍ、８ｃｍ×１ｃｍ、８ｃｍ×２ｃ
ｍ、８ｃｍ×３ｃｍ、８ｃｍ×４ｃｍ、８ｃｍ×５ｃｍ、８ｃｍ×６ｃｍ、８ｃｍ×７ｃ
ｍ、８ｃｍ×８ｃｍ、８ｃｍ×９ｃｍ、８ｃｍ×１０ｃｍ、８ｃｍ×１５ｃｍ、８ｃｍ×
２０ｃｍ、９ｃｍ×１ｃｍ、９ｃｍ×２ｃｍ、９ｃｍ×３ｃｍ、９ｃｍ×４ｃｍ、９ｃｍ
×５ｃｍ、９ｃｍ×６ｃｍ、９ｃｍ×７ｃｍ、９ｃｍ×８ｃｍ、９ｃｍ×９ｃｍ、９ｃｍ
×１０ｃｍ、９ｃｍ×１５ｃｍ、９ｃｍ×２０ｃｍ、１０ｃｍ×１ｃｍ、１０ｃｍ×２ｃ
ｍ、１０ｃｍ×３ｃｍ、１０ｃｍ×４ｃｍ、１０ｃｍ×５ｃｍ、１０ｃｍ×６ｃｍ、１０
ｃｍ×７ｃｍ、１０ｃｍ×８ｃｍ、１０ｃｍ×９ｃｍ、１０ｃｍ×１０ｃｍ、１０ｃｍ×
１５ｃｍ、１０ｃｍ×２０ｃｍ、１１ｃｍ×１ｃｍ、１１ｃｍ×２ｃｍ、１１ｃｍ×３ｃ
ｍ、１１ｃｍ×４ｃｍ、１１ｃｍ×５ｃｍ、１１ｃｍ×６ｃｍ、１１ｃｍ×７ｃｍ、１１
ｃｍ×８ｃｍ、１１ｃｍ、ｘ９ｃｍ、１１ｃｍ×１０ｃｍ、１１ｃｍ×１５ｃｍ、１１ｃ
ｍ×２０ｃｍ、１２ｃｍ×１ｃｍ、１２ｃｍ×２ｃｍ、１２ｃｍ×３ｃｍ、１２ｃｍ×４
ｃｍ、１２ｃｍ×５ｃｍ、１２ｃｍ×６ｃｍ、１２ｃｍ×７ｃｍ、１２ｃｍ×８ｃｍ、１
２ｃｍ×９ｃｍ、１２ｃｍ×１０ｃｍ、１２ｃｍ×１５ｃｍ、１２ｃｍ×２０ｃｍ、１３
ｃｍ×１ｃｍ、１３ｃｍ×２ｃｍ、１３ｃｍ×３ｃｍ、１３ｃｍ×４ｃｍ、１３ｃｍ×５
ｃｍ、１３ｃｍ×６ｃｍ、１３ｃｍ×７ｃｍ、１３ｃｍ×８ｃｍ、１３ｃｍ×９ｃｍ、１
３ｃｍ×１０ｃｍ、１３ｃｍ×１５ｃｍ、１３ｃｍ×２０ｃｍ、１４ｃｍ×１ｃｍ、１４
ｃｍ×２ｃｍ、１４ｃｍ×３ｃｍ、１４ｃｍ×４ｃｍ、１４ｃｍ×５ｃｍ、１４ｃｍ×６
ｃｍ、１４ｃｍ×７ｃｍ、１４ｃｍ×８ｃｍ、１４ｃｍ×９ｃｍ、１４ｃｍ×１０ｃｍ、
１４ｃｍ×１５ｃｍ、１４ｃｍ×２０ｃｍ、１５ｃｍ×１ｃｍ、１５ｃｍ×２ｃｍ、１５
ｃｍ×３ｃｍ、１５ｃｍ×４ｃｍ、１５ｃｍ×５ｃｍ、１５ｃｍ×６ｃｍ、１５ｃｍ×７
ｃｍ、１５ｃｍ×８ｃｍ、１５ｃｍ×９ｃｍ、１５ｃｍ×１０ｃｍ、１５ｃｍ×１５ｃｍ
、１５ｃｍ×２０ｃｍ、１６ｃｍ×１ｃｍ、１６ｃｍ×２ｃｍ、１６ｃｍ×３ｃｍ、１６
ｃｍ×４ｃｍ、１６ｃｍ×５ｃｍ、１６ｃｍ×６ｃｍ、１６ｃｍ×７ｃｍ、１６ｃｍ×８
ｃｍ、１６ｃｍ×９ｃｍ、１６ｃｍ×１０ｃｍ、１６ｃｍ×１５ｃｍ、１６ｃｍ×２０ｃ
ｍ、１７ｃｍ×１ｃｍ、１７ｃｍ×２ｃｍ、１７ｃｍ×３ｃｍ、１７ｃｍ×４ｃｍ、１７
ｃｍ×５ｃｍ、１７ｃｍ×６ｃｍ、１７ｃｍ×７ｃｍ、１７ｃｍ×８ｃｍ、１７ｃｍ×９
ｃｍ、１７ｃｍ×１０ｃｍ、１７ｃｍ×１５ｃｍ、１７ｃｍ×２０ｃｍ、１８ｃｍ×１ｃ
ｍ、１８ｃｍ×２ｃｍ、１８ｃｍ×３ｃｍ、１８ｃｍ×４ｃｍ、１８ｃｍ×５ｃｍ、１８
ｃｍ×６ｃｍ、１８ｃｍ×７ｃｍ、１８ｃｍ×８ｃｍ、１８ｃｍ×９ｃｍ、１８ｃｍ×１
０ｃｍ、１８ｃｍ×１５ｃｍ、１８ｃｍ×２０ｃｍ、１９ｃｍ×１ｃｍ、１９ｃｍ×２ｃ
ｍ、１９ｃｍ×３ｃｍ、１９ｃｍ×４ｃｍ、１９ｃｍ×５ｃｍ、１９ｃｍ×６ｃｍ、１９
ｃｍ×７ｃｍ、１９ｃｍ×８ｃｍ、１９ｃｍ×９ｃｍ、１９ｃｍ、ｘ１０ｃｍ、１９ｃｍ
×１５ｃｍ、１９ｃｍ×２０ｃｍ、２０ｃｍ×１ｃｍ、２０ｃｍ×２ｃｍ、２０ｃｍ×３
ｃｍ、２０ｃｍ×４ｃｍ、２０ｃｍ×５ｃｍ、２０ｃｍ×６ｃｍ、２０ｃｍ×７ｃｍ、２
０ｃｍ×８ｃｍ、２０ｃｍ×９ｃｍ、２０ｃｍ×１０ｃｍ、２０ｃｍ×１５ｃｍ、２０ｃ
ｍ×２０ｃｍ、２５ｃｍ×１ｃｍ、２５ｃｍ×２ｃｍ、２５ｃｍ×３ｃｍ、２５ｃｍ×４
ｃｍ、２５ｃｍ×５ｃｍ、２５ｃｍ×６ｃｍ、２５ｃｍ×７ｃｍ、２５ｃｍ×８ｃｍ、２
５ｃｍ×９ｃｍ、２５ｃｍ×１０ｃｍ、２５ｃｍ×１５ｃｍ、２５ｃｍ×２０ｃｍ、３０
ｃｍ×１ｃｍ、３０ｃｍ×２ｃｍ、３０ｃｍ×３ｃｍ、３０ｃｍ×４ｃｍ、３０ｃｍ×５
ｃｍ、３０ｃｍ×６ｃｍ、３０ｃｍ×７ｃｍ、３０ｃｍ×８ｃｍ、３０ｃｍ×９ｃｍ、３
０ｃｍ×１０ｃｍ、３０ｃｍ×１５ｃｍ、３０ｃｍ×２０ｃｍ、４０ｃｍ×１ｃｍ、４０
ｃｍ×２ｃｍ、４０ｃｍ×３ｃｍ、４０ｃｍ×４ｃｍ、４０ｃｍ×５ｃｍ、４０ｃｍ×６
ｃｍ、４０ｃｍ×７ｃｍ、４０ｃｍ×８ｃｍ、４０ｃｍ×９ｃｍ、４０ｃｍ×１０ｃｍ、
４０ｃｍ×１５ｃｍ、４０ｃｍ×２０ｃｍ、５０ｃｍ×１ｃｍ、５０ｃｍ×２ｃｍ、５０
ｃｍ×３ｃｍ、５０ｃｍ×４ｃｍ、５０ｃｍ×５ｃｍ、５０ｃｍ×６ｃｍ、５０ｃｍ×７
ｃｍ、５０ｃｍ×８ｃｍ、５０ｃｍ×９ｃｍ、５０ｃｍ×１０ｃｍ、５０ｃｍ×１５ｃｍ
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、または５０ｃｍ×２０ｃｍからなる群から選択される寸法を有する四角形として形成さ
れている、項目３２７記載の容器
　３３４．容器のベースが、１ｃｍ２～５００ｃｍ２、例えば１ｃｍ２～５ｃｍ２、例え
ば５ｃｍ２～１０ｃｍ２、例えば１０ｃｍ２～２０ｃｍ２、例えば２０ｃｍ２～３０ｃｍ
２、例えば３０ｃｍ２～４０ｃｍ２、例えば４０ｃｍ２～５０ｃｍ２、例えば５０ｃｍ２

～６０ｃｍ２、例えば６０ｃｍ２～７０ｃｍ２、例えば７０ｃｍ２～８０ｃｍ２、例えば
８０ｃｍ２～９０ｃｍ２、例えば９０ｃｍ２～１００ｃｍ２、例えば１００ｃｍ２～１１
０ｃｍ２、例えば１１０ｃｍ２～１２０ｃｍ２、例えば１２０ｃｍ２～１３０ｃｍ２、例
えば１３０ｃｍ２～１４０ｃｍ２、例えば１４０ｃｍ２～１５０ｃｍ２、例えば１５０ｃ
ｍ２～１６０ｃｍ２、例えば１６０ｃｍ２～１７０ｃｍ２、例えば１７０ｃｍ２～１８０
ｃｍ２、例えば１８０ｃｍ２～１９０ｃｍ２、例えば１９０ｃｍ２～２００ｃｍ２、例え
ば２００ｃｍ２～２１０ｃｍ２、例えば２１０ｃｍ２～２２０ｃｍ２、例えば２２０ｃｍ
２～２３０ｃｍ２、例えば２３０ｃｍ２～２４０ｃｍ２、例えば２４０ｃｍ２～２５０ｃ
ｍ２、例えば２５０ｃｍ２～２６０ｃｍ２、例えば２６０ｃｍ２～２７０ｃｍ２、例えば
２７０ｃｍ２～２８０ｃｍ２、例えば２８０ｃｍ２～２９０ｃｍ２、例えば２９０ｃｍ２

～３００ｃｍ２、例えば３００ｃｍ２～３２０ｃｍ２、例えば３２０ｃｍ２～３４０ｃｍ
２、例えば３４０ｃｍ２～３６０ｃｍ２、例えば３６０ｃｍ２～３８０ｃｍ２、例えば３
８０ｃｍ２～４００ｃｍ２、例えば４００ｃｍ２～４２０ｃｍ２、例えば４２０ｃｍ２～
４４０ｃｍ２、例えば４４０ｃｍ２～４６０ｃｍ２、例えば４６０ｃｍ２～４８０ｃｍ２

、例えば４８０ｃｍ２～５００ｃｍ２間の面積を有する四角形として形成されている、項
目３２７記載の容器
　３３５．ベースが、１以上の位置、例えば１、２、３、４、５、６、７、８、９または
１０の位置で１以上の側壁と接触している、項目３２７記載の容器。
　３３６．ベースが、１以上の位置、例えば１、２、３、４、５、６、７、８、９または
１０の位置で底面と接触している、項目３２７記載の容器。
　３３７．ベースが平らな底面を含む、項目３２７記載の容器。
　３３８．ベースが１以上の取っ手を含む、項目３２７記載の容器。
　３３９．ベースが１以上のくぼみまたはへこみを含む、項目３２７記載の容器。
　３４０．ベースが、蓋のシール面を含む、項目３２７記載の容器。
　３４１．ベースが平面部分を含む、項目３２７記載の容器。
　３４２．ベースが平面部分を含む、項目３２７記載の容器。
　３４３．ベースが曲面部分を含む、項目３２７記載の容器。
　３４４．ベースが凹面部分を含む、項目３２７記載の容器。
　３４５．ベースが凸面部分を含む、項目３２７記載の容器。
　３４６．ベースが平面でない、項目３２７記載の容器。
　３４７．ベースが、規格外および／または不均一である、項目３２７記載の容器。
　３４８．ベースが起伏のあるものである、項目３２７記載の容器。
　３４９．ベースが、１以上の細長いベースプレートを含む、項目３２７記載の容器。
　３５０．ベースが垂直な部分を含む、項目３２７記載の容器。
　３５１．ベースが水平部分を含む、項目３２７記載の容器。
　３５２．容器がプラスチックから製造されているか、またはそれを含む、項目２７３記
載の容器。
　３５３．容器が軟質プラスチックから製造されているか、またはそれを含む、項目２７
３記載の容器。
　３５４．容器が硬質プラスチックから製造されているか、またはそれを含む、項目２７
３記載の容器。
　３５５．容器が透明プラスチックから製造されているか、またはそれを含む、項目２７
３記載の容器。
　３５６．容器が、プラスチックのような医療グレードのポリマーから製造されているか
、またはそれを含む、項目２７３記載の容器。
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　３５７．容器が、生分解性プラスチック、エンドウデンプンまたはバイオペトロリュー
ムのようなバイオマスから得られるバイオプラスチック、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリ
スチレン（ＰＳ）、耐衝撃性ポリスチレン（ＨＩＰＳ）、アクリロニトリルブタジエンス
チレン（ＡＢＳ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、非晶質ＰＥＴ（ＡＰＥＴ）
、ポリエステル（ＰＥＳ）、線維、織物、ポリアミド（ＰＡ）、（ナイロン）、ポリ（塩
化ビニル）（ＰＶＣ）、ポリウレタン（ＰＵ）、ポリカーボネート（ＰＣ）、ポリ塩化ビ
ニリデン（ＰＶＤＣ）（サラン）、ポリフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）、ポリエチレン（
ＰＥ）、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦ
Ｅ）（商標、テフロン）、フッ素化エチレンプロピレン（ＦＥＰ）、ポリエーテルエーテ
ルケトン（ＰＥＥＫ）（ポリエーテルケトン）、ポリエーテルイミド（ＰＥＩ）（Ｕｌｔ
ｅｍ）、フェノール類（ＰＦ）、（フェノールホルムアルデヒド）、ペルフルオロアルコ
キシ（ＰＦＡ）、ポリ（メチルメタクリレート）（ＰＭＭＡ）、尿素－ホルムアルデヒド
（ＵＦ）、メラミンホルムアルデヒド（ＭＦ）、ポリ乳酸およびプラスターチ材料、およ
びそれらの混合物からなる群から選択される１種以上の材料から製造されているか、また
はそれらを含む、項目２７３記載の容器。
　３５８．容器が、ＴＥＣＡＦＯＲＭ（登録商標）ＡＨ　ＭＴ、ＣＥＬＣＯＮ（登録商標
）（アセタールコポリマー）、ＲＡＤＥＬ（登録商標）、ＴＥＣＡＳＯＮ（登録商標）Ｐ
　ＸＲＯ（ポリフェニルスルホン、また、放射線乳白剤）、ＵＤＥＬ（登録商標）Ｐｏｌ
ｙｓｕｌｆｏｎｅ、ＵＬＴＥＭ（登録商標）（ポリエーテルイミド）、ＵＨＭＷ　Ｌｏｔ
　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ、ＬＥＮＮＩＴＥ（登録商標）ＵＨＭＥ－ＰＥ、ＴＥＣＡＮＡＴ
（登録商標）ＰＣ（ＵＳＰクラスＶｌのポリカーボネートロッド）、ＺＥＬＵＸ（登録商
標）ＧＳ（ガンマ安定化ポリカーボネート）、ＡＣＲＹＬＩＣ（医療グレードのキャスト
アクリル）、ＴＥＣＡＭＡＸ（登録商標）ＳＲＰ（超高性能熱可塑性）、ＴＥＣＡＰＲＯ
（登録商標）ＭＴ（ポリプロピレン、熱安定性）、ＴＥＣＡＰＥＥＫ（登録商標）ＭＴ（
ＵＳＰクラスＶｌに準拠）、ＴＥＣＡＦＯＲＭ（登録商標）ＡＨ　ＳＡＮ、抗菌剤を満た
したプラスチック、ＴＥＣＡＳＯＮ（登録商標）Ｐ　ＸＲＯ（生分解性放射線乳白剤ＰＰ
ＳＵ）、ＴＥＣＡＰＥＥＫ（登録商標）ＣＬＡＳＳＩＸ、ＰＯＬＹＳＵＬＦＯＮＥ（登録
商標）（医療グレード）、ＴＥＣＡＮＹＬ（登録商標）（医療グレードＮｏｒｙｌ（登録
商標））、ＴＹＧＯＮ（登録商標）（医療グレードチューブ）、ＴＥＸＯＬＯＮ（登録商
標）医療グレードＰＴＦＥ（ＵＳＰクラスＶｌ）、ＰＲＯＰＹＬＵＸ　ＨＳおよびＨＳ２
、ＡＢＳ（ＦＤＡが承認する医療グレード）、ＴＯＰＡＳ（登録商標）（医療グレード）
、および他の医療グレード／ＦＤＡが承認するプラスチック製品からなる群から選択され
る１種以上の材料から製造されているか、またはそれらを含む、項目２７３記載の容器。
　３５９．容器が、１種以上の高分子量ポリマーから製造されているか、またはそれらを
含む、項目２７３記載の容器。
　３６０．容器が、１０，０００～１，０００，０００Ｄａ、例えば１０，０００～５０
，０００Ｄａ、例えば５０，０００～１００，０００Ｄａ、例えば１００，０００～１５
０，０００Ｄａ、例えば１５０，０００～２００，０００Ｄａ、例えば２００，０００～
２５０，０００Ｄａ、例えば２５０，０００～２３８，０００Ｄａ、例えば２３８，００
０～３５０，０００Ｄａ、例えば３５０，０００～４００，０００Ｄａ、例えば４００，
０００～４５０，０００Ｄａ、例えば４５０，０００～５００，０００Ｄａ、例えば５０
０，０００～５５０，０００Ｄａ、例えば５５０，０００～６００，０００Ｄａ、例えば
６００，０００～６５０，０００Ｄａ、例えば６５０，０００～７００，０００Ｄａ、例
えば７００，０００～７５０，０００Ｄａ、例えば７５０，０００～８００，０００Ｄａ
、例えば８００，０００～８５０，０００Ｄａ、例えば８５０，０００～９００，０００
Ｄａ、例えば９００，０００～９５０，０００Ｄａ、例えば９５０，０００～１，０００
，０００Ｄａの範囲の分子量を有する１種以上のポリマーおよび／またはプラスチックか
ら製造されているか、またはそれらを含む、項目３５９記載の容器。
　３６１．容器が、１種以上のタイプのゴムから製造されているか、またはそれらを含む
、項目２７３記載の容器。
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　３６２．容器が、１種以上のタイプのセルロースをベースとするプラスチックから製造
されているか、またはそれらを含む、項目２７３記載の容器。
　３６３．容器が、１種以上のタイプのベークライトから製造されているか、またはそれ
らを含む、項目２７３記載の容器。
　３６４．容器が、１種以上のタイプのポリスチレンから製造されているか、またはそれ
らを含む、項目２７３記載の容器。
　３６５．容器が、１種以上のタイプのＰＶＣから製造されているか、またはそれらを含
む、項目２７３記載の容器。
　３６６．容器が、１種以上のタイプのナイロンから製造されているか、またはそれらを
含む、項目２７３記載の容器。
　３６７．容器が、１種以上のタイプの合成ゴムから製造されているか、またはそれらを
含む、項目２７３記載の容器。
　３６８．容器が、１種以上のアクリルから製造されているか、またはそれらを含む、項
目２７３記載の容器。
　３６９．容器が１種以上のポリエステルから製造されているか、またはそれらを含む、
項目２７３記載の容器。
　３７０．容器が１種以上のシリコーンから製造されているか、またはそれらを含む、項
目２７３記載の容器。
　３７１．容器が１種以上のポリウレタンから製造されているか、またはそれらを含む、
項目２７３記載の容器。
　３７２．容器が１種以上のハロゲン化プラスチックから製造されているか、またはそれ
らを含む、項目２７３記載の容器。
　３７３．１以上の側壁および／または底面がプラスチックから製造されているか、また
はそれらを含む、項目２７３記載の容器。
　３７４．１以上の側壁および／または底面が軟質プラスチックから製造されているか、
またはそれらを含む、項目２７３記載の容器。
　３７５．１以上の側壁および／または底面が硬質プラスチックから製造されているか、
またはそれらを含む、項目２７３記載の容器。
　３７６．１以上の側壁および／または底面が透明プラスチックから製造されているか、
またはそれらを含む、項目２７３記載の容器。
　３７７．１以上の側壁および／または底面が、プラスチックのような医療グレードのポ
リマーから製造されているか、またはそれらを含む、項目２７３記載の容器。
　３７８．１以上の側壁および／または底面が、生分解性プラスチック、エンドウデンプ
ンまたはバイオペトロリュームのようなバイオマスから得られるバイオプラスチック、例
えば、エンドウデンプンまたはバイオペトロリューム、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリス
チレン（ＰＳ）、耐衝撃性ポリスチレン（ＨＩＰＳ）、アクリロニトリルブタジエンスチ
レン（ＡＢＳ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、非晶質ＰＥＴ（ＡＰＥＴ）、
ポリエステル（ＰＥＳ）、線維、織物、ポリアミド（ＰＡ）、（ナイロン）、ポリ（塩化
ビニル）（ＰＶＣ）、ポリウレタン（ＰＵ）、ポリカーボネート（ＰＣ）、ポリ塩化ビニ
リデン（ＰＶＤＣ）（サラン）、ポリフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）、ポリエチレン（Ｐ
Ｅ）、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ
）（商標、テフロン）、フッ素化エチレンプロピレン（ＦＥＰ）、ポリエーテルエーテル
ケトン（ＰＥＥＫ）（ポリエーテルケトン）、ポリエーテルイミド（ＰＥＩ）（Ｕｌｔｅ
ｍ）、フェノール類（ＰＦ）、（フェノールホルムアルデヒド）、ペルフルオロアルコキ
シ（ＰＦＡ）、ポリ（メチルメタクリレート）（ＰＭＭＡ）、尿素－ホルムアルデヒド（
ＵＦ）、メラミンホルムアルデヒド（ＭＦ）、ポリ乳酸およびプラスターチ材料、および
それらの混合物からなる群から選択される１種以上の材料から製造されているか、または
それらを含む、項目２７３記載の容器。
　３７９．１以上の側壁および／または底面が、ＴＥＣＡＦＯＲＭ（登録商標）ＡＨ　Ｍ
Ｔ、ＣＥＬＣＯＮ（登録商標）（アセタールコポリマー）、ＲＡＤＥＬ（登録商標）、Ｔ
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ＥＣＡＳＯＮ（登録商標）Ｐ　ＸＲＯ（ポリフェニルスルホン、また、放射線乳白剤）、
ＵＤＥＬ（登録商標）Ｐｏｌｙｓｕｌｆｏｎｅ、ＵＬＴＥＭ（登録商標）（ポリエーテル
イミド）、ＵＨＭＷ　Ｌｏｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ、ＬＥＮＮＩＴＥ（登録商標）ＵＨ
ＭＥ－ＰＥ、ＴＥＣＡＮＡＴ（登録商標）ＰＣ（ＵＳＰクラスＶｌのポリカーボネートロ
ッド）、ＺＥＬＵＸ（登録商標）ＧＳ（ガンマ安定化ポリカーボネート）、ＡＣＲＹＬＩ
Ｃ（医療グレードのキャストアクリル）、ＴＥＣＡＭＡＸ（登録商標）ＳＲＰ（超高性能
熱可塑性）、ＴＥＣＡＰＲＯ（登録商標）ＭＴ（ポリプロピレン、熱安定性）、ＴＥＣＡ
ＰＥＥＫ（登録商標）ＭＴ（ＵＳＰクラスＶｌに準拠）、ＴＥＣＡＦＯＲＭ（登録商標）
ＡＨ　ＳＡＮ、抗菌剤を満たしたプラスチック、ＴＥＣＡＳＯＮ（登録商標）Ｐ　ＸＲＯ
（生分解性放射線乳白剤ＰＰＳＵ）、ＴＥＣＡＰＥＥＫ（登録商標）ＣＬＡＳＳＩＸ、Ｐ
ＯＬＹＳＵＬＦＯＮＥ（登録商標）（医療グレード）、ＴＥＣＡＮＹＬ（登録商標）（医
療グレードＮｏｒｙｌ（登録商標））、ＴＹＧＯＮ（登録商標）（医療グレードチューブ
）、ＴＥＸＯＬＯＮ（登録商標）医療グレードＰＴＦＥ（ＵＳＰクラスＶｌ）、ＰＲＯＰ
ＹＬＵＸ　ＨＳおよびＨＳ２、ＡＢＳ（ＦＤＡが承認する医療グレード）、ＴＯＰＡＳ（
登録商標）（医療グレード）、および他の医療グレード／ＦＤＡが承認するプラスチック
製品からなる群から選択される１種以上の材料から製造されているか、またはそれらを含
む、項目２７３記載の容器。
　３８０．１以上の側壁および／または底面が、１種以上の高分子量ポリマーから製造さ
れているか、またはそれらを含む、項目２７３記載の容器。
　３８１．１以上の側壁および／または底面が、１０，０００～１，０００，０００Ｄａ
、例えば１０，０００～５０，０００Ｄａ、例えば５０，０００～１００，０００Ｄａ、
例えば１００，０００～１５０，０００Ｄａ、例えば１５０，０００～２００，０００Ｄ
ａ、例えば２００，０００～２５０，０００Ｄａ、例えば２５０，０００～２３８，００
０Ｄａ、例えば２３８，０００～３５０，０００Ｄａ、例えば３５０，０００～４００，
０００Ｄａ、例えば４００，０００Ｄａ、例えば４５０，０００～５００，０００Ｄａ、
例えば５００，０００～５５０，０００Ｄａ、例えば５５０，０００～６００，０００Ｄ
ａ、例えば６００，０００～６５０，０００Ｄａ、例えば６５０，０００～７００，００
０Ｄａ、例えば７００，０００～７５０，０００Ｄａ、例えば７５０，０００～８００，
０００Ｄａ、例えば８００，０００～８５０，０００Ｄａ、例えば８５０，０００～９０
０，０００Ｄａ、例えば９００，０００～９５０，０００Ｄａ、例えば９５０，０００～
１，０００，０００Ｄａの範囲の分子量を有する１種以上のポリマーおよび／またはプラ
スチックから製造されているか、またはそれらを含む、項目３８０記載の容器。
　３８２．１以上の側壁および／または底面が、１種以上のタイプのゴムから製造されて
いるか、またはそれらを含む、項目２７３記載の容器。
　３８３．１以上の側壁および／または底面が、１種以上のタイプのセルロースをベース
とするプラスチックから製造されているか、またはそれらを含む、項目２７３記載の容器
。
　３８４．１以上の側壁および／または底面が、１種以上のタイプのベークライトから製
造されているか、またはそれらを含む、項目２７３記載の容器。
　３８５．１以上の側壁および／または底面が、１種以上のタイプのポリスチレンから製
造されているか、またはそれらを含む、項目２７３記載の容器。
　３８６．１以上の側壁および／または底面が、１種以上のタイプのＰＶＣから製造され
ているか、またはそれらを含む、項目２７３記載の容器。
　３８７．１以上の側壁および／または底面が、１種以上のタイプのナイロンから製造さ
れているか、またはそれらを含む、項目２７３記載の容器。
　３８８．１以上の側壁および／または底面が、１種以上のタイプの合成ゴムから製造さ
れているか、またはそれらを含む、項目２７３記載の容器。
　３８９．１種以上の側壁および／または底面が、１種以上のアクリルから製造されてい
るか、またはそれらを含む、項目２７３記載の容器。
　３９０．１以上の側壁および／または底面が、１種以上のポリエステルから製造されて
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いるか、またはそれらを含む、項目２７３記載の容器。
　３９１．１以上の側壁および／または底面が、１種以上のシリコーンから製造されてい
るか、またはそれらを含む、項目２７３記載の容器。
　３９２．１以上の側壁および／または底面が、１種以上のポリウレタンから製造されて
いるか、またはそれらを含む、項目２７３記載の容器。
　３９３．１以上の側壁および／または底面が、１種以上のハロゲン化プラスチックから
製造されているか、またはそれらを含む、項目２７３記載の容器。
　３９４．蓋が、剥離可能な材料から製造されているか、またはそれらを含む、項目２７
３記載の容器。
　３９５．剥離可能な材料が、ポリエチレン（ＰＥ）、熱可塑性エラストマー、熱硬化性
エラストマー、Ｔｙｖｅｋ、Ｔｅｓｌｉｎ、紙、プラスチックホイルまたは金属ホイルか
ら製造されているか、またはそれらを含む、項目２７３記載の容器。
　３９６．蓋が、合成コーティングのようなコーティングで補強されている、項目３９４
記載の容器。
　３９７．合成コーティングが、ペルフルオロオクタン酸（ＰＦＯＡ）、炭化水素をベー
スとする石油化学製品、ゼインまたはその他からなる群から選択される、項目３９６記載
の容器。
　３９８．蓋がプラスチックから製造されているか、またはそれらを含む、項目２７３記
載の容器。
　３９９．蓋が軟質プラスチックから製造されているか、またはそれらを含む、項目２７
３記載の容器。
　４００．蓋が硬質プラスチックから製造されているか、またはそれらを含む、項目２７
３記載の容器。
　４０１．蓋が透明プラスチックから製造されているか、またはそれらを含む、項目２７
３記載の容器。
　４０２．蓋が、プラスチックのような医療グレードのポリマーから製造されているか、
またはそれらを含む、項目２７３記載の容器。
　４０３．蓋が、生分解性プラスチック、エンドウデンプンまたはバイオペトロリューム
のようなバイオマスから得られるバイオプラスチック、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリス
チレン（ＰＳ）、耐衝撃性ポリスチレン（ＨＩＰＳ）、アクリロニトリルブタジエンスチ
レン（ＡＢＳ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、非晶質ＰＥＴ（ＡＰＥＴ）、
ポリエステル（ＰＥＳ）、線維、織物、ポリアミド（ＰＡ）、（ナイロン）、ポリ（塩化
ビニル）（ＰＶＣ）、ポリウレタン（ＰＵ）、ポリカーボネート（ＰＣ）、ポリ塩化ビニ
リデン（ＰＶＤＣ）（サラン）、ポリフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）、ポリエチレン（Ｐ
Ｅ）、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ
）（商標、テフロン）、フッ素化エチレンプロピレン（ＦＥＰ）、ポリエーテルエーテル
ケトン（ＰＥＥＫ）（ポリエーテルケトン）、ポリエーテルイミド（ＰＥＩ）（Ｕｌｔｅ
ｍ）、フェノール類（ＰＦ）、（フェノールホルムアルデヒド）、ペルフルオロアルコキ
シ（ＰＦＡ）、ポリ（メチルメタクリレート）（ＰＭＭＡ）、尿素－ホルムアルデヒド（
ＵＦ）、メラミンホルムアルデヒド（ＭＦ）、ポリ乳酸およびプラスターチ材料、および
それらの混合物からなる群から選択される１種以上の材料から製造されているか、または
それらを含む、項目２７３記載の容器。
　４０４．蓋が、ＴＥＣＡＦＯＲＭ（登録商標）ＡＨ　ＭＴ、ＣＥＬＣＯＮ（登録商標）
（アセタールコポリマー）、ＲＡＤＥＬ（登録商標）、ＴＥＣＡＳＯＮ（登録商標）Ｐ　
ＸＲＯ（ポリフェニルスルホン、また、放射線乳白剤）、ＵＤＥＬ（登録商標）Ｐｏｌｙ
ｓｕｌｆｏｎｅ、ＵＬＴＥＭ（登録商標）（ポリエーテルイミド）、ＵＨＭＷ　Ｌｏｔ　
Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ、ＬＥＮＮＩＴＥ（登録商標）ＵＨＭＥ－ＰＥ、ＴＥＣＡＮＡＴ（
登録商標）ＰＣ（ＵＳＰクラスＶｌのポリカーボネートロッド）、ＺＥＬＵＸ（登録商標
）ＧＳ（ガンマ安定化ポリカーボネート）、ＡＣＲＹＬＩＣ（医療グレードのキャストア
クリル）、ＴＥＣＡＭＡＸ（登録商標）ＳＲＰ（超高性能熱可塑性）、ＴＥＣＡＰＲＯ（
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登録商標）ＭＴ（ポリプロピレン、熱安定性）、ＴＥＣＡＰＥＥＫ（登録商標）ＭＴ（Ｕ
ＳＰクラスＶｌに準拠）、ＴＥＣＡＦＯＲＭ（登録商標）ＡＨ　ＳＡＮ、抗菌剤を満たし
たプラスチック、ＴＥＣＡＳＯＮ（登録商標）Ｐ　ＸＲＯ（生分解性放射線乳白剤ＰＰＳ
Ｕ）、ＴＥＣＡＰＥＥＫ（登録商標）ＣＬＡＳＳＩＸ、ＰＯＬＹＳＵＬＦＯＮＥ（登録商
標）（医療グレード）、ＴＥＣＡＮＹＬ（登録商標）（医療グレードＮｏｒｙｌ（登録商
標））、ＴＹＧＯＮ（登録商標）（医療グレードチューブ）、ＴＥＸＯＬＯＮ（登録商標
）医療グレードＰＴＦＥ（ＵＳＰクラスＶｌ）、ＰＲＯＰＹＬＵＸ　ＨＳおよびＨＳ２、
ＡＢＳ（ＦＤＡが承認する医療グレード）、ＴＯＰＡＳ（登録商標）（医療グレード）、
および他の医療グレード／ＦＤＡが承認するプラスチック製品からなる群から選択される
１種以上の材料から製造されているか、またはそれらを含む、項目２７３記載の容器。
　４０５．蓋が、１種以上の高分子量ポリマーから製造されているか、またはそれらを含
む、項目２７３記載の容器。
　４０６．蓋が、１０，０００～１，０００，０００Ｄａ、例えば１０，０００～５０，
０００Ｄａ、例えば５０，０００～１００，０００Ｄａ、例えば１００，０００～１５０
，０００Ｄａ、例えば１５０，０００～２００，０００Ｄａ、例えば２００，０００～２
５０，０００Ｄａ、例えば２５０，０００～２３８，０００Ｄａ、例えば２３８，０００
～３５０，０００Ｄａ、例えば３５０，０００～４００，０００Ｄａ、例えば４００，０
００～４５０，０００Ｄａ、例えば４５０，０００～５００，０００Ｄａ、例えば５００
，０００～５５０，０００Ｄａ、例えば５５０，０００～６００，０００Ｄａ、例えば６
００，０００～６５０，０００Ｄａ、例えば６５０，０００～７００，０００Ｄａ、例え
ば７００，０００～７５０，０００Ｄａ、例えば７５０，０００～８００，０００Ｄａ、
例えば８００，０００～８５０，０００Ｄａ、例えば８５０，０００～９００，０００Ｄ
ａ、例えば９００，０００～９５０，０００Ｄａ、例えば９５０，０００～１，０００，
０００Ｄａの範囲の分子量を有する１種以上のポリマーおよび／またはプラスチックから
製造されているか、またはそれらを含む、項目４０５記載の容器。
　４０７．蓋が、１種以上のタイプのゴムから製造されているか、またはそれらを含む、
項目２７３記載の容器。
　４０８．蓋が、１種以上のタイプのセルロースをベースとするプラスチックから製造さ
れているか、またはそれらを含む、項目２７３記載の容器。
　４０９．蓋が、１種以上のタイプのベークライトから製造されているか、またはそれら
を含む、項目２７３記載の容器。
　４１０．蓋が、１種以上のタイプのポリスチレンから製造されているか、またはそれら
を含む、項目２７３記載の容器。
　４１１．蓋が、１種以上のタイプのＰＶＣから製造されているか、またはそれらを含む
、項目２７３記載の容器。
　４１２．蓋が、１種以上のタイプのナイロンから製造されているか、またはそれらを含
む、項目２７３記載の容器。
　４１３．蓋が、１種以上のタイプの合成ゴムから製造されているか、またはそれらを含
む、項目２７３記載の容器。
　４１４．蓋が、１種以上のアクリルから製造されているか、またはそれらを含む、項目
２７３記載の容器。
　４１５．蓋が、１種以上のタイプのポリエステルから製造されているか、またはそれら
を含む、項目２７３記載の容器。
　４１６．蓋が、１種以上のタイプのシリコーンから製造されているか、またはそれらを
含む、項目２７３記載の容器。
　４１７．蓋が、１種以上のタイプのポリウレタンから製造されているか、またはそれら
を含む、項目２７３記載の容器。
　４１８．蓋が、１種以上のハロゲン化プラスチックから製造されているか、またはそれ
らを含む、項目２７３記載の容器。
　４１９．ベースがプラスチックから製造されているか、またはそれらを含む、項目３２
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７記載の容器。
　４２０．ベースが軟質プラスチックから製造されているか、またはそれらを含む、項目
３２７記載の容器。
　４２１．ベースが透明プラスチックから製造されているか、またはそれらを含む、項目
３２７記載の容器。
　４２２．ベースが、プラスチックのような医療グレードのポリマーから製造されている
か、またはそれらを含む、項目３２７記載の容器。
　４２３．ベースが、ＴＥＣＡＦＯＲＭ（登録商標）ＡＨ　ＭＴ、ＣＥＬＣＯＮ（登録商
標）（アセタールコポリマー）、ＲＡＤＥＬ（登録商標）、ＴＥＣＡＳＯＮ（登録商標）
Ｐ　ＸＲＯ（ポリフェニルスルホン、また、放射線乳白剤）、ＵＤＥＬ（登録商標）Ｐｏ
ｌｙｓｕｌｆｏｎｅ、ＵＬＴＥＭ（登録商標）（ポリエーテルイミド）、ＵＨＭＷ　Ｌｏ
ｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ、ＬＥＮＮＩＴＥ（登録商標）ＵＨＭＥ－ＰＥ、ＴＥＣＡＮＡ
Ｔ（登録商標）ＰＣ（ＵＳＰクラスＶｌのポリカーボネートロッド）、ＺＥＬＵＸ（登録
商標）ＧＳ（ガンマ安定化ポリカーボネート）、ＡＣＲＹＬＩＣ（医療グレードのキャス
トアクリル）、ＴＥＣＡＭＡＸ（登録商標）ＳＲＰ（超高性能熱可塑性）、ＴＥＣＡＰＲ
Ｏ（登録商標）ＭＴ（ポリプロピレン、熱安定性）、ＴＥＣＡＰＥＥＫ（登録商標）ＭＴ
（ＵＳＰクラスＶｌに準拠）、ＴＥＣＡＦＯＲＭ（登録商標）ＡＨ　ＳＡＮ、抗菌剤を満
たしたプラスチック、ＴＥＣＡＳＯＮ（登録商標）Ｐ　ＸＲＯ（生分解性放射線乳白剤Ｐ
ＰＳＵ）、ＴＥＣＡＰＥＥＫ（登録商標）ＣＬＡＳＳＩＸ、ＰＯＬＹＳＵＬＦＯＮＥ（登
録商標）（医療グレード）、ＴＥＣＡＮＹＬ（登録商標）（医療グレードＮｏｒｙｌ（登
録商標））、ＴＹＧＯＮ（登録商標）（医療グレードチューブ）、ＴＥＸＯＬＯＮ（登録
商標）医療グレードＰＴＦＥ（ＵＳＰクラスＶｌ）、ＰＲＯＰＹＬＵＸ　ＨＳおよびＨＳ
２、ＡＢＳ（ＦＤＡが承認する医療グレード）、ＴＯＰＡＳ（登録商標）（医療グレード
）、および他の医療グレード／ＦＤＡが承認するプラスチック製品からなる群から選択さ
れる１種以上の材料から製造されているか、またはそれらを含む、項目３２７記載の容器
。
　４２４．ベースが、生分解性プラスチック、エンドウデンプンまたはバイオペトロリュ
ームのようなバイオマスから得られるバイオプラスチック、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポ
リスチレン（ＰＳ）、耐衝撃性ポリスチレン（ＨＩＰＳ）、アクリロニトリルブタジエン
スチレン（ＡＢＳ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、非晶質ＰＥＴ（ＡＰＥＴ
）、ポリエステル（ＰＥＳ）、線維、織物、ポリアミド（ＰＡ）、（ナイロン）、ポリ（
塩化ビニル）（ＰＶＣ）、ポリウレタン（ＰＵ）、ポリカーボネート（ＰＣ）、ポリ塩化
ビニリデン（ＰＶＤＣ）（サラン）、ポリフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）、ポリエチレン
（ＰＥ）、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴ
ＦＥ）（商標、テフロン）、フッ素化エチレンプロピレン（ＦＥＰ）、ポリエーテルエー
テルケトン（ＰＥＥＫ）（ポリエーテルケトン）、ポリエーテルイミド（ＰＥＩ）（Ｕｌ
ｔｅｍ）、フェノール類（ＰＦ）、（フェノールホルムアルデヒド）、ペルフルオロアル
コキシ（ＰＦＡ）、ポリ（メチルメタクリレート）（ＰＭＭＡ）、尿素－ホルムアルデヒ
ド（ＵＦ）、メラミンホルムアルデヒド（ＭＦ）、ポリ乳酸およびプラスターチ材料、お
よびそれらの混合物からなる群から選択される１種以上の材料から製造されているか、ま
たはそれらを含む、項目３２７記載の容器。
　４２５．ベースが、１種以上の高分子量ポリマーから製造されているか、またはそれら
を含む、項目３２７記載の容器。
　４２６．ベースが、１０，０００～１，０００，０００Ｄａ、例えば１０，０００～５
０，０００Ｄａ、例えば５０，０００～１００，０００Ｄａ、例えば１００，０００～１
５０，０００Ｄａ、例えば１５０，０００～２００，０００Ｄａ、例えば２００，０００
～２５０，０００Ｄａ、例えば２５０，０００～２３８，０００Ｄａ、例えば２３８，０
００～３５０，０００Ｄａ、例えば３５０，０００～４００，０００Ｄａ、例えば４００
，０００～４５０，０００Ｄａ、例えば４５０，０００～５００，０００Ｄａ、例えば５
００，０００～５５０，０００Ｄａ、例えば５５０，０００～６００，０００Ｄａ、例え
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ば６００，０００～６５０，０００Ｄａ、例えば６５０，０００～７００，０００Ｄａ、
例えば７００，０００～７５０，０００Ｄａ、例えば７５０，０００～８００，０００Ｄ
ａ、例えば８００，０００～８５０，０００Ｄａ、例えば８５０，０００～９００，００
０Ｄａ、例えば９００，０００～９５０，０００Ｄａ、例えば９５０，０００～１，００
０，０００Ｄａの範囲の分子量を有する１種以上のポリマーおよび／またはプラスチック
から製造されているか、またはそれらを含む、項目４２５記載の容器。
　４２７．ベースが、１種以上のタイプのゴムから製造されているか、またはそれらを含
む、項目３２７記載の容器。
　４２８．ベースが、１種以上のタイプのセルロースをベースとするプラスチックから製
造されているか、またはそれらを含む、項目３２７記載の容器。
　４２９．ベースが、１種以上のタイプのベークライトから製造されているか、またはそ
れらを含む、項目３２７記載の容器。
　４３０．ベースが、１種以上のタイプのポリスチレンから製造されているか、またはそ
れらを含む、項目３２７記載の容器。
　４３１．ベースが、１種以上のタイプのＰＶＣから製造されているか、またはそれらを
含む、項目３２７記載の容器。
　４３２．ベースが、１種以上のタイプのナイロンから製造されているか、またはそれら
を含む、項目３２７記載の容器。
　４３３．ベースが、１種以上のタイプの合成ゴムから製造されているか、またはそれら
を含む、項目３２７記載の容器。
　４３４．ベースが、１種以上のアクリルから製造されているか、またはそれらを含む、
項目３２７記載の容器。
　４３５．蓋が、１種以上のタイプのポリエステルから製造されているか、またはそれら
を含む、項目２７３記載の容器。
　４３６．ベースが、１種以上のシリコーンから製造されているか、またはそれらを含む
、項目３２７記載の容器。
　４３７．ベースが、１種以上のタイプのポリウレタンから製造されているか、またはそ
れらを含む、項目３２７記載の容器。
　４３８．ベースが、１種以上のハロゲン化プラスチックから製造されているか、または
それらを含む、項目３２７記載の容器。
　４３９．容器が、マトリクス材料を含む内部空洞に加えることのできる液体の最大容量
が、マトリクス材料の容量の５％～５０％、例えば５％～６％、例えば６％～７％、例え
ば７％～８％、例えば８％～９％、例えば９％～１０％、例えば１０％～１１％、例えば
１１％～１２％、例えば１２％～１３％、例えば１３％～１４％、例えば１４％～１５％
、例えば１５％～１６％、例えば１６％～１７％、例えば１７％～１８％、例えば１８％
～１９％、例えば１９％～２０％、例えば２０％～２１％、例えば２１％～２２％、例え
ば２２％～２３％、例えば２３％～２４％、例えば２４％～２５％、例えば２５％～２６
％、例えば２６％～２７％、例えば２７％～２８％、例えば２８％～２９％、例えば２９
％～３０％、例えば３０％～３１％、例えば３１％～３２％、例えば３２％～３３％、例
えば３３％～３４％、例えば３４％～３５％、例えば３５％～３６％、例えば３６％～３
７％、例えば３７％～３８％、例えば３８％～３９％、例えば３９％～４０％、例えば４
０％～４１％、例えば４１％～４２％、例えば４２％～４３％、例えば４３％～４４％、
例えば４４％～４５％、例えば４５％～４６％、例えば４６％～４７％、例えば４７％～
４８％、例えば４８％～４９％、または例えば４９％～５０％の範囲である、内部空洞を
含む、項目２７３記載の容器。
　４４０．項目１～１３８、１４４～２３５および２４１～２６７のいずれかに記載のマ
トリクス材料と、少なくとも１種の追加成分とを含む部品のキット。
　４４１．追加成分が、項目２７３～４３９記載の容器である、項目４４０記載の部品の
キット。
　４４２．項目１～１３８のいずれかに記載のマトリクス材料と、項目２７３～４３９に
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記載の容器とを含む部品のキット。
　４４３．項目４４０～４４２のいずれかに記載の部品のキットを製造する方法。
　４４４．創傷治癒を必要とする個体における、創傷治癒促進方法における、項目４４０
～４４２のいずれかに記載の部品のキットの使用。
　４４５．止血を必要とする個体における、止血促進方法における、項目４４０～４４２
のいずれかに記載の部品のキットの使用。
　４４６．下記工程を含む、創傷治癒を必要とする個体において創傷治癒を促進するため
の、項目４４０～４４２のいずれかに記載の部品のキットの使用方法。
　ｉ）容器内にマトリクス材料を格納する工程；
　ｉｉ）前記容器を開く工程；
　ｉｉｉ）場合により、マトリクス材料を含む容器に液体／水分を加える工程：
　ｉｖ）前記マトリクス材料を、創傷治癒を必要とする個体に移動する工程。
　４４７．下記工程を含む、創傷治癒を必要とする個体において止血を促進するための、
項目４４０～４４２のいずれかに記載の部品のキットの使用方法。
　ｉ）容器内にマトリクス材料を格納する工程；
　ｉｉ）前記容器を開く工程；
　ｉｉｉ）場合により、マトリクス材料を含む容器に液体／水分を加える工程：
　ｉｖ）前記マトリクス材料を、止血を必要とする個体に移動する工程。
　４４８．液体／水分の添加が、マトリクス材料の容量の５％～５０％、例えば５％～６
％、例えば６％～７％、例えば７％～８％、例えば８％～９％、例えば９％～１０％、例
えば１０％～１１％、例えば１１％～１２％、例えば１２％～１３％、例えば１３％～１
４％、例えば１４％～１５％、例えば１５％～１６％、例えば１６％～１７％、例えば１
７％～１８％、例えば１８％～１９％、例えば１９％～２０％、例えば２０％～２１％、
例えば２１％～２２％、例えば２２％～２３％、例えば２３％～２４％、例えば２４％～
２５％、例えば２５％～２６％、例えば２６％～２７％、例えば２７％～２８％、例えば
２８％～２９％、例えば２９％～３０％、例えば３０％～３１％、例えば３１％～３２％
、例えば３２％～３３％、例えば３３％～３４％、例えば３４％～３５％、例えば３５％
～３６％、例えば３６％～３７％、例えば３７％～３８％、例えば３８％～３９％、例え
ば３９％～４０％、例えば４０％～４１％、例えば４１％～４２％、例えば４２％～４３
％、例えば４３％～４４％、例えば４４％～４５％、例えば４５％～４６％、例えば４６
％～４７％、例えば４７％～４８％、例えば４８％～４９％、または例えば４９％～５０
％の範囲の容量の液体／水分を加えることを含む、項目４４６または４４７記載の方法。
　４４９．マトリクス材料を含む容器に加えられる液体／水分が無菌食塩溶液である、項
目４４６または４４７記載の方法。
　４５０．無菌食塩溶液が無菌塩化ナトリウム溶液である、項目４４９記載の方法。
　４５１．無菌塩化ナトリウム溶液が、０．９％の無菌塩化ナトリウム溶液である、項目
４５０記載の方法。
　４５２．マトリクス材料を含む容器に加えられる液体／水分が無菌水である、項目４４
６または４４７記載の方法。
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