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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
以下の逐次連続する工程、
ａ）ある量の架橋剤を添加することによって、所定量の、溶液状態のヒアルロン酸の架橋
反応を開始させる工程、
ｂ）前記量のヒアルロン酸を架橋させる工程、
ｃ）溶液状態のヒアルロン酸の総濃度を低下させるために、追加量の、５００，０００ダ
ルトンより高分子量の溶液状態のヒアルロン酸を添加し、反応混合物を希釈する工程、
ｄ）架橋反応を継続させる工程、及び、
ｅ）架橋剤を排出することによって架橋反応を停止させる工程
を含む生体適合性架橋多密度単相ゲルの製造方法。
【請求項２】
架橋反応を開始させる工程が、塩基性媒体中で行われることを特徴とする請求項１に記載
の製造方法。
【請求項３】
架橋反応を開始させる工程が、酸媒体中で行われることを特徴とする請求項１に記載の方
法。
【請求項４】
追加量の架橋剤が、追加量のヒアルロン酸を添加する工程中に添加されることを特徴とす
る請求項１ないし３のいずれか１項に記載の方法。
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【請求項５】
架橋反応を停止させる工程が、透析によって行われることを特徴とする請求項１に記載の
方法。
【請求項６】
ヒアルロン酸が天然由来のものであることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
架橋剤がエポキシ、エピハロヒドリン及びジビニルスルホンからなる成分群から選択され
る二官能性分子又は多官能性分子であることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
請求項１ないし７のいずれか１項に記載の方法によって製造される生体適合性架橋多密度
単相ゲル。
【請求項９】
少なくとも１種の分散された有効成分を含むゲルを構成することを特徴とする請求項８に
記載のゲル。
【請求項１０】
生物組織を分離、置換又は充填するために使用される、又は前記組織の容量を増加させる
ために使用される、あるいは生体液を補充又は置換するために使用される、請求項８又は
９に記載のゲル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体適合性架橋ゲルの製造方法、前記ゲル及び少なくとも１種の分散された
有効成分を含むマトリックスを構成するための、又は生物組織を分離、置換又は充填する
ための、又は前記組織の容量を増加させるための、あるいは生体液を補充又は置換するた
めの前記ゲルの使用に関する。
【背景技術】
【０００２】
　組織容量の増加は、治療用途及び美容用途の両方の場合において望まれ得る。それは、
恒久的な又は生体分解性の生成物ベースの粘弾性溶液を生物組織中に導入することによっ
て行われ得る。
【０００３】
　恒久的な又は生体分解性の生成物ベースの粘弾性溶液の注入はまた、生体液の置換も想
定される。
【０００４】
　例えば、それは、構成物質であるグリコサミノグリカンの量及び分子量の減少により、
潤滑性及び衝撃吸収の軟骨保護機能をもはや果たさない関節症の患者の生来の滑液を置換
するために使用される。しかし、この粘弾性溶液は、生体分解性生成物で構成される場合
、滑液嚢から急速に排出される。
【０００５】
　他の治療用途の場合、この種の粘弾性溶液は、それらの機能を確実にするために容量を
増すことを必要とする特定の組織のために使用される。例として、声帯、食道、括約筋又
は尿道がある。
【０００６】
　美容用途の場合、この種の粘弾性溶液は、例えば、しわを埋めるために、傷跡を隠すた
めに、又は唇のボリュームを増やすために使用される。これらの粘弾性溶液の注入は、美
顔整形手術より危険性が少なくかつ困難ではない簡単で明確な方法である。
【０００７】
　恒久的な生成物ベースの粘弾性溶液の使用は、粘弾性溶液が注入される組織中に長期間
とどまるという利点を有する。
【０００８】
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　シリコーンの注入は長い間使用されてきた。しかしながら、皮膚の小瘤及び潰瘍の発生
を特徴とする、この方法の望ましくない長期間の影響が認められ、この方法は次第に見捨
てられている。
【０００９】
　懸濁液状態の固体微粒子の注入はまた、組織の容量を恒久的に増加させる。米国特許第
５，３４４，４５２号明細書は、１０μｍないし２００μｍの直径の小さい粒子により構
成され、かつ非常に平滑な表面を有する微粉状固体の使用を開示している。市販品である
アーテコル（登録商標：Ａｒｔｅｃｏｌｌ）及びアーテプラスト（登録商標：Ａｒｔｅｐ
ｌａｓｔ）は、コラーゲン溶液中のポリメタクリレート微小球の懸濁液により構成されて
いる。
　欧州特許出願公開第１０９１７７５号明細書は、ヒアルロネート溶液中のメタクリレー
トヒドロゲルのフラグメントの懸濁液を提案している。シリコーン、セラミック、カーボ
ン又は金属の粒子（米国特許第５，４５１，４０６号明細書、米国特許第５，７９２，４
７８号明細書及び米国特許出願第２００２－１５１４６６号明細書）、及びポリテトラフ
ルオロエチレンの、ガラス又は合成ポリマーのフラグメント（米国特許出願第２００２－
０２５３４０号明細書）もまた使用されたが、結果は期待外れのものだった。つまり、生
分解性懸濁液の溶液の生分解及び炎症反応を引き起こし得る残留フラグメントの移行のた
め、副反応が発生し得る。更に、粒子が、粒子同士の凝集を生じさせ得る大き過ぎる直径
又は不規則な形状を有する場合、細い針を通る粒子の注入は困難であり得る。更に、脆弱
な粒子の注入は、それらの構造を損傷させ得り、そしてそれは隣接した細胞に接着せずに
他の組織に移動する、又はマクロファージ及びリンパ系の他の構成要素により急速に消化
される小さ過ぎる粒子の注入を導く。
【００１０】
　一般的に言えば、これらの生成物の恒久的性質は以下のより大きな欠点を生じさせる：
マクロファージの活性化のおそれ、肉芽腫の発生さえも導き得る炎症作用を引き起こし得
る、前記生成物を構成する合成フラグメントの移行（米国特許第６，４３６，４２４号明
細書。）。これらの肉芽腫の治療は、ステロイド注入による治療処置又は切除術による外
科治療を必要とするため、これらの治療は患者の健康又は生活の質に厳しい結果をもたら
す。結果として、恒久的な生成物の副作用は、純粋な美的目的のためにこれらの生成物を
使用することを思いとどまらせるほど非常に厄介である。更に、恒久的な生成物ベースの
粘弾性溶液の注入は、修復が必要なときでも修復が可能でない。
【００１１】
　生分解性材料として、コラーゲン又は架橋されたヒアルロン酸の懸濁液がある。コラー
ゲン社（Ｃｏｌｌａｇｅｎ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）は、米国特許第４，５８２，６４
０号明細書に開示される、グルタルアルデヒドで架橋されたコラーゲンをベースとする製
剤を開発した。しかしながら、この生成物は、注入されるところの組織において、マクロ
ファージによって、又は、酵素又は化学作用によって急速に分解され、その後、リンパ系
によって組織から排出される。
　米国特許第５，１３７，８７５号明細書は、ヒアルロン酸を含むコラーゲンの水性懸濁
液又は溶液の使用を提案しているが、この生成物もまた、急速に消化され、そしてその後
、リンパ系によって排出されるため、長期間処置用の溶液を構成し得ない。そのため、処
置を繰り返す必要があるので、かなりのコストがかかり、かつ患者の生活の質が低下する
。
【００１２】
　欧州特許第０４６６３００号明細書は、液相中に分散されたマトリックスからなる二相
の粘弾性ゲルの注入を提案しているが、該二相は、動物起源の、架橋結合されており、そ
して抽出された高分子量のヒアルロネートであるヒラン（ｈｙａｌａｎ）からなる。
　高分子量ポリマーの使用は、組織中に生分解性の粘弾性ゲルをより長くとどまらせるこ
とを可能にする。この技術は、接合組織の細胞間マトリックスの低下を補充するためのヒ
ラフォーム（登録商標：Ｈｙｌａｆｏｒｍ）又は関節炎の治療のための粘性補充生成物で
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あるシンビスク（登録商標：Ｓｙｎｖｉｓｃ）等のいくつかの生成物を市場にもたらした
。
【００１３】
　二相生分解性生成物として、レスタイレーン（登録商標：Ｒｅｓｔｙｌａｎｅ）、マク
ロレーン（登録商標：Ｍａｃｒｏｌａｎｅ）、ペレーン（登録商標：Ｐｅｒｌａｎｅ）又
はデュロレーン（登録商標：Ｄｕｒｏｌａｎｅ）、液相（架橋されていないヒアルロネー
ト）及び高度に架橋されたヒアルロン酸からなる相により構成された他の二相組成物も言
及され得る。組織の容量（顔、胸）の増加又は関節炎の治療に合わせたこれらの生成物は
、Ｑ－Ｍｅｄ社所有のＮＡＳＨＡ技術に基づく。特定の状況下における、二相生成物の使
用は、合成ポリマーベースのゲルの使用と比べて、炎症反応又は肉芽腫の発生が少ししか
観られないとしても、炎症反応を誘発し得るか、又は肉芽腫の発生さえも引き起こし得る
ことも知られている（ラエスクケ　Ｋ．Ｂｉｏｃｏｍｐａｔｉｂｉｌｉｔｙ　ｏｆ　ｍｉ
ｃｒｏｐａｒｔｉｃｌｅｓ　ｉｎｔｏ　ｓｏｆｔ　ｔｉｓｓｕｅｓ　ｆｉｌｌｅｒｓ．Ｃ
ｏｎｇｒｅｓｓ　ｏｆ　Ａｅｓｔｈｅｔｉｃ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ　ａｎｄ　Ｄｅｒｍａｔ
ｏｌｏｇｉｃ　Ｓｕｒｇｅｒｙ，パリ，２００３年）。更に、液相は非常に急速に排出さ
れ、そしてそれは、該液相の容量に相当する材料の損失を引き起こす。結果として、組織
の容量の増加を求める場合、最初の注入後に、多くの修復が必要であり、そしてそれは使
用者の生活の質を低下させる。
【００１４】
　最終的には、いくつかの単相の粘弾性ゲルが、ゲルにおける架橋量を均質化するために
（米国特許出願第２００３－１４８９９５号明細書）、又はゲルの生分解性を制御するた
めに（米国特許第４，９６３，６６６号明細書）、又はゲルの粘弾性を制御するために（
米国特許第５，８２７，９３７号明細書）提案されている。ポリマーの高い架橋度は、生
分解性粘弾性ゲルが組織中に長くとどまることを可能にする。しかしながら、このような
高度に架橋されたポリマーを含むゲルの注入は、非常に困難である。更に、このようなゲ
ルの注入は、ポリマーの架橋されていない部位を機械的に脆くし、生化学的及び酵素的な
攻撃をより受けやすくし、ゲルの急速な分解をうながす。
【特許文献１】米国特許第５，３４４，４５２号明細書。
【特許文献２】欧州特許出願公開第１０９１７７５号明細書。
【特許文献３】米国特許第５，４５１，４０６号明細書。
【特許文献４】米国特許第５，７９２，４７８号明細書。
【特許文献５】米国特許出願第２００２－１５１４６６号明細書。
【特許文献６】米国特許出願第２００２－０２５３４０号明細書。
【特許文献７】米国特許第６，４３６，４２４号明細書。
【特許文献８】米国特許第４，５８２，６４０号明細書。
【特許文献９】米国特許第５，１３７，８７５号明細書。
【特許文献１０】欧州特許第０４６６３００号明細書。
【非特許文献１】ラエスクケ　Ｋ．Ｂｉｏｃｏｍｐａｔｉｂｉｌｉｔｙ　ｏｆ　ｍｉｃｒ
ｏｐａｒｔｉｃｌｅｓ　ｉｎｔｏ　ｓｏｆｔ　ｔｉｓｓｕｅｓ　ｆｉｌｌｅｒｓ．Ｃｏｎ
ｇｒｅｓｓ　ｏｆ　Ａｅｓｔｈｅｔｉｃ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ　ａｎｄ　Ｄｅｒｍａｔｏｌ
ｏｇｉｃ　Ｓｕｒｇｅｒｙ，パリ，２００３年。
【特許文献１１】米国特許出願第２００３－１４８９９５号明細書
【特許文献１２】米国特許第４，９６３，６６６号明細書
【特許文献１３】米国特許第５，８２７，９３７号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　本発明は、その対象として、上記した欠点を解消し、その臨床治療の利用において使用
し易いとい共に、その機能がもはや必要とされない場合、生体適合性架橋ゲルは消滅する
ものの、内科的及び外科的治療における投与回数を抑制するのに充分な寿命を有する生体
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適合性架橋ゲルを提案する。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　このために、本発明の対象は、以下の工程、
　ある量の架橋剤を添加することによって、所定量の、溶液状態の少なくとも１種の生体
適合性ポリマーの架橋を開始させる工程、
　前記量のポリマーを架橋反応させる工程、
　溶液状態のポリマーの総濃度を低下させるために、追加量の、５００，０００ダルトン
より高分子量のポリマーを添加し、反応混合物を希釈する工程、及び架橋させる工程、及
び、
　架橋剤を排出することによって架橋反応を停止させる工程
を含む生体適合性架橋ゲルの製造方法である。
【００１７】
　追加量のポリマーを添加する工程は、新しい反応部位を提供することを可能にする。
【００１８】
　この方法は、単相で、多密度（ｐｏｌｙｄｅｎｓｉｆｉｅ）で、凝集性であり、注入可
能という特徴を有すると共に、長期持続性を有する生体適合性架橋ゲルを得ることを可能
とする。
【００１９】
　凝集性は、ゲルが再編され、広がらない又はバラバラにならない傾向にあることを意味
する。そのため、凝集性は、ゲルが生体内において、高い適合性及び長期持続性を得るこ
とを可能にする。
【００２０】
　多密度は、ゲルそのものにおいてさえ架橋度にばらつきがあることを意味する。ゲルの
多密度特性は、組成物が小さな径の針を通るという注入性の利点及びゲルが生体内におい
てあらゆる持続性を得ることを可能にする。
【００２１】
　単相特性は、炎症反応のおそれ及び肉芽腫の発生を低下させる。
　ゲルの長期持続性の効果は、医学的な治療の間隔をあけることを可能とし、そしてそれ
により患者の生活の質を改善する。
【００２２】
　本発明の実施に従って得られるこのような凝集性の多密度単相ゲルは、注入が容易であ
り、かつ架橋量がゲル内において均一であるところの同様の組成の単相ゲルよりも長期間
生体内にとどまるこことができるという特徴を有する。
【００２３】
　本発明の特定の態様に従って、架橋を開始させる工程は、塩基性媒体中で行われる。
【００２４】
　本発明の他の態様に従って、架橋を開始させる工程は、酸媒体中で行われる。
【００２５】
　本発明の変形に従って、追加量の架橋剤は、追加量のポリマーを添加する工程中に添加
される。
【００２６】
　好ましくは、架橋を停止させる工程は、透析によって行われる。透析は、反応の最終停
止を確実にする。それは、架橋剤及び反応しなかった短いポリマー鎖を排出する。
【００２７】
　望ましくは、ポリマーは天然由来のものである。天然由来のポリマーの使用は、より良
好な生体適合性を可能にする。つまり、天然由来のポリマーの使用は、炎症反応のおそれ
を少なくする。
【００２８】
　好ましくは、天然由来のポリマーは、ヒアルロン酸、コンドロイチン硫酸、ケラタン、
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ケラタン硫酸、ヘパリン、ヘパリン硫酸、セルロース及びその誘導体、アルギネート、キ
サンタン、カラギニン、タンパク質又は核酸からなる群から選択される化合物である。
【００２９】
　更により望ましくは、少なくとも１種の天然由来のポリマーは、セルロース及びその誘
導体、アルギネート、キサンタン、カラギニンからなる群から選択される人体中に生来存
在しないポリマー、ヒアルロン酸、コンドロイチン硫酸、ケラタン、ケラタン硫酸、ヘパ
リン、ヘパリン硫酸、タンパク質又は核酸からなる群から選択される人体中に生来存在す
る少なくとも１種のポリマーで架橋されたポリマーである。
【００３０】
　望ましくは、架橋剤は、エポキシ、エピハロヒドリン及びジビニルスルホンからなる化
合物群から選択される生体多官能性分子である。
【００３１】
　本発明はまた、上記の方法によって製造されるゲルも対象とする。
【００３２】
　好ましくは、ゲルは、少なくとも１種の分散された有効成分を含むマトリックスを構成
する。その後、ゲルは、液体から前記有効成分を連続的に放出させるベクター又はそれが
注入されるところの生物組織として使用され得る。
【００３３】
　最終的に、本発明は、生物組織を分離、置換又は充填するための、又は前記組織の容量
を増加させるための、あるいは生体液を補充又は置換するためのゲルの使用をその対象と
する。
【００３４】
　本発明及び本発明の他の対象、詳細、特徴及び利点は、純粋に説明するための例であり
、制限することを意図しない本発明の態様の詳細な説明の記載により、より良く理解され
得り、かつより明白になり得る。
【００３５】
　生体適合性架橋ゲルの製造方法は、以下の一連の工程、
　所定量の、溶液状態の少なくとも１種の生体適合性ポリマーの架橋を開始させる工程、
　前記量のポリマーを架橋させる工程、
　溶液状態のポリマーの総濃度を低下させるために、追加量の、溶液状態の５００，００
０ダルトンより高分子量のポリマーを添加し、反応混合物を希釈する工程、
架橋させる工程、及び、
　架橋剤を排出することによって架橋反応を停止させる工程
を特徴とする。
【００３６】
　架橋を開始させる工程は、ある量の、エポキシ、エピハロヒドリン及びジビニルスルホ
ンからなる化合物群から選択される二官能性分子又は多官能性分子である架橋剤を添加す
ることによって行われる。好ましいエポキシは、１，４－ブタンジオールジグリシジルエ
ーテル（また、１，４－ビス（２，３－エポキシプロポキシ）ブタンとも呼ばれる。）、
１－（２，３－エポキシプロピル）－２，３－エポキシシクロヘキサン及び１，２－エタ
ンジオールジグリシジルエーテルからなる群から選択される化合物である。
【００３７】
　本発明の特定の態様に従って、架橋を開始させる工程は塩基性媒体中で行われる。塩基
性媒体中で行われる架橋反応は非常に安定したエーテル結合の形成を特徴とする。エーテ
ル化による架橋は、生体内におけるより長い持続性を可能にする。
【００３８】
　本発明の他の態様に従って、架橋を開始させる工程は酸媒体中で行われる。酸媒体中で
行われる架橋反応は、上記したエーテル結合よりも不安定なエステル結合の形成を特徴と
する。しかしながら、結合のより大きな不安定性はいくつかの利点を有し得る。特に、分
散された有効成分を含むマトリックスとして使用されるこのようなゲルは、特定の用途に
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おいてより適当な前記有効成分の放出という他の動きが可能である。
【００３９】
　架橋反応は、ポリマー鎖同士の橋かけを確実にする反応である。それは、架橋量の決定
によって定量化され得る。
【００４０】
　架橋量は、ポリマー鎖同士の橋かけを確実にする架橋剤のモル数とポリマー単位のモル
数の比として定義される。
【００４１】
　架橋は、好ましくは、２５℃ないし６０℃の温度範囲で行われる。
　架橋は、単一のポリマー又はポリマーの混合物を使用して行われ得る。
　架橋反応に使用されるポリマーは、合成物であり得るが、好ましくは天然由来のもので
ある。天然由来のポリマーの使用は、より良好な生体適合性を可能にする。つまり、天然
由来のポリマーの使用は、炎症反応のおそれを少なくする。
　好ましくは、上記した天然由来のポリマーが使用される。
　しかしながら、本発明では、上記したポリマーに制限されず、様々な種類及び大きさの
ポリマーが使用され得ることが明らかである。
【００４２】
　追加量のポリマーを添加する工程は、溶液状態のポリマーの総濃度を低下させるような
反応媒体の希釈によって行われる。
　これらの条件下で、ポリマー鎖は、最初に架橋されたゲル上に固定することによって、
残りの架橋剤及び／又は添加された少量の架橋剤と反応し得る新たな架橋部位を有し、そ
して架橋剤の量が減少しているために、ポリマー鎖と架橋剤の間により少量の架橋が生じ
る。
【００４３】
　最初の架橋工程中に形成されたゲルの鎖上の橋かけ数は、後者と添加された鎖間の橋か
け数及び添加された鎖間の橋かけ数よりも多い。そのため、架橋度は、次第に少なく架橋
される（架橋量が徐々に減少し、１％に達し得るところの）ゲルによって相互に連結され
た強い架橋中心（ｎｏｙａｕｘ　ｆｏｒｔｅｍｅｎｔ　ｒｅｔｉｃｕｌｅｓ）を構成する
（例えば、２５％の架橋量を有する）最終ゲルにおいて不均一化する。
【００４４】
　この特殊性は、ゲルが、多量の架橋を有することを可能にし、そしてそれにより、生体
内において長期持続性を有し、凝集性（単一及び同様のゲル）があり、かつあらゆる種類
の医療機器、特に細い針による注入が可能な優れた粘弾性をゲルに与える。
【００４５】
　追加のポリマーの添加は、最初の架橋反応のいかなる進行度においても、好ましくは最
初の架橋反応の７５％の進行度において行われる。
　この工程は、連続法又は不連続法でポリマーを添加することによって行われ得る。
【００４６】
　追加のポリマーは、５００，０００ダルトンより高分子量を有さなければならない。そ
れらはまた、合成物又は天然由来のものであり得る。それらは、ポリマー混合物の形態で
添加され得る。それらは、天然由来のものであり得るか、又は、最初の架橋工程において
使用されるものと同一又は異なるサイズのものであり得る。望ましくは、添加される追加
のポリマーは、最初に存在するポリマーよりも長い鎖で構成される。これは、ゲルの外見
上の機械構造を改善し、長鎖は短鎖よりも分解し難い。
【００４７】
　従って、この方法は、単相で、多密度で、凝集性であり、注入可能という特徴を有する
と共に、長期持続性を有する生体適合性架橋ゲルを得ることを可能とする。
【００４８】
　本発明の特定の態様に従って、追加量の架橋剤は、追加量のポリマーを添加する工程中
に添加される。該架橋剤は、反応の開始時に使用されるものと同一又は異なる天然由来の
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ものであり得る。それは、好ましくは、上記成分群から選択される。添加量は、実質的に
は、最初の架橋において添加した量よりも少ない量である。
【００４９】
　架橋反応を停止させる工程は、反応の最終停止を確実にする。それは、例えば、架橋剤
及び反応しなかった短鎖ポリマーを排出することが可能な透析によって行われる。上述し
たように、このような試薬を含むゲルの注入は、これらの試薬が吸収困難な化学化合物で
あり、かつ非常に反応性であるため、炎症反応をもたらす。
【００５０】
　好ましくは、ゲルは、少なくとも１種の分散された有効成分を含むマトリックスを構成
する。その後、ゲルは、液体中に前記有効成分を連続的に放出することが可能なベクター
又はそれが注入されるところの生物組織として使用される。有効成分は、薬理学的に有効
な薬剤であり、例えば抗酸化剤であり得る。有効成分はまた、様々な天然由来のものでも
あり得る。様々な天然由来の有効成分の混合物もまた、ゲル中に分散され得る。
【００５１】
　該ゲルは、好ましくは注入される。
　つまり、ゲルは、望ましくは、生物組織を分離、置換又は充填するために、又は、例え
ば治療用途において前記組織の容量を増加させるために（声帯の、食道の、括約筋の、尿
道の又は他の組織の容量の増加）、又は美容目的において、しわを埋めるために、傷跡を
隠すために、又は唇のボリュームを増やすために使用される。
　それはまた、生体液、例えば生来の滑液を補充又は置換するためにも使用され得る。
【００５２】
　以下の実施例は、本発明を説明することを意図するものであり、本発明を制限すること
を意図したものではない。
【実施例】
【００５３】
　実施例１（比較例）
　ヒアルロン酸１０ｇ（ＭＷ＝２×１０6ダルトン）を１％のＮａＯＨ溶液１００ｍＬに
希釈した。ヒアルロン酸を、架橋前のこの工程によって水酸化させた。その混合液を、透
明な溶液が得られるまで均質化した。その後、溶液に１，４－ブタンジオールジグリシジ
ルエーテル（ＢＤＤＥ）４７０μＬを添加することによって、架橋反応を起こし、非酸素
雰囲気中で、２５℃において１５時間混合した。ｐＨを、１Ｍ　ＨＣｌを用いて生理的な
ｐＨに再調整した。容量を、ｐＨ＝７の緩衝溶液を用いて４００ｍＬに調整した。
　その後、得られたゲルを、ｐＨ＝７の緩衝溶液に対して２４時間透析した（再生セルロ
ース、分離限界：ＭＷ＝６０ｋＤａ）（ゲルＩ）。
　該ゲルは、ヒアルロン酸の総含有率が２．５質量％であった。
【００５４】
　実施例２（比較例）
　より多量の架橋剤を添加したことを除いて、実施例１と同様の方法でゲルを製造した。
ヒアルロン酸１０ｇ（ＭＷ＝２×１０6ダルトン）を１％のＮａＯＨ溶液１００ｍＬに希
釈した。その混合液を、透明な溶液が得られるまで均質化した。その後、溶液に１，４－
ブタンジオールジグリシジルエーテル（ＢＤＤＥ）７６０μＬを添加し、非酸素雰囲気中
で、２５℃において１５時間混合した。ｐＨを、１Ｍ　ＨＣｌを用いて生理的なｐＨに再
調整した。容量を、ｐＨ＝７の緩衝溶液を用いて４００ｍＬに調整した。
　その後、得られたゲルを、ｐＨ＝７の緩衝溶液に対して２４時間透析した（再生セルロ
ース、分離限界：ＭＷ＝６０ｋＤａ）（ゲルＩＩ）。
　該ゲルは、ヒアルロン酸の総含有率が２．５質量％であった。
【００５５】
　実施例３（比較例）
　更に多量の架橋剤を添加したことを除いて、実施例１又は２と同様の方法でゲルを製造
した。ヒアルロン酸１０ｇ（ＭＷ＝２×１０6ダルトン）を１％のＮａＯＨ溶液１００ｍ
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Ｌに希釈した。その混合液を、透明な溶液が得られるまで均質化した。その後、溶液に１
，４－ブタンジオールジグリシジルエーテル（ＢＤＤＥ）９５０μＬを添加し、非酸素雰
囲気中で、２５℃において１５時間混合した。ｐＨを、１Ｍ　ＨＣｌを用いて生理的なｐ
Ｈに再調整した。容量を、ｐＨ＝７の緩衝溶液を用いて４００ｍＬに調整し、そして均質
化した。
　その後、得られたゲルを、ｐＨ＝７の緩衝溶液に対して２４時間透析した（再生セルロ
ース、分離限界：ＭＷ＝６０ｋＤａ）（ゲルＩＩＩ）。
　該ゲルは、ヒアルロン酸の総含有率が２．５質量％であった。
【００５６】
　実施例４（本発明に従った例）
　ヒアルロン酸１０ｇ（ＭＷ＝２×１０6ダルトン）を１％のＮａＯＨ溶液１００ｍＬに
希釈した。その混合液を、透明な溶液が得られるまで均質化した。　１，４－ブタンジオ
ールジグリシジルエーテル（ＢＤＤＥ）９５０μＬを添加することによって架橋反応を起
こし、非酸素雰囲気中で、２５℃において９時間混合した。
　その後、容量をｐＨ＝１１の０．５％ヒアルロン酸溶液（ＭＷ＝２×１０6ダルトン）
を用いて３００ｍＬに調整する間に追加のポリマーが添加された。反応を更に６時間続け
た。ｐＨを、１Ｍ　ＨＣｌを用いて生理的なｐＨに再調整し、容量を４００ｍＬに調整し
た。
　該溶液を均質化した。
　その後、最終的な架橋反応を停止するために、得られたゲルを、ｐＨ＝７の緩衝溶液に
対して２４時間透析した（再生セルロース、分離限界：ＭＷ＝６０ｋＤａ）（ゲルＩＶ）
。
　この最後（実施例４）のゲルのみ本発明に従って製造されたものであり、３つ（実施例
１～３）の他のゲルは従来技術に従って製造されたもの、即ち均一な架橋を有するもので
ある。
　該ゲルは、ヒアルロン酸の総含有率が２．７５質量％であった。
【００５７】
　実施例１ないし４のゲルについて、流動学的研究を行った。
　該研究は、ゲルの押出し力（Ｆ）の限界、即ち、ゲルが押出され得るところの力を測定
することにある。
　この研究を行うため、ゲルを直径２．５ｃｍのステンレス鋼製のシリンダーに入れ、直
径０．２ｍｍの孔から押出した。
　得られた結果を以下の表に示す。
【表１】

　σ：典型的な偏差
【００５８】
　ゲルＩ、ＩＩ及びＩＩＩは、架橋量がゲル全体に渡って一定のゲルである。ゲルＩＶの
み架橋量が不均一のゲルである。
　この方法は、まず、架橋剤の添加量の増加がより大きな押出し力の限界をもたらすこと
（ＩないしＩＩＩのゲルから）、即ち、均一量の架橋を有するゲルにおいて、架橋量の増
加と共に、ゲルを押出すために適用される力が増加することを示す。
　２．７５質量％のヒアルロン酸を有するゲルＩＶ（本発明に従ったゲル）は、架橋量が
より少量で均一な２．５質量％のヒアルロン酸を有するゲル（ゲルＩＩ）とほぼ同じくら
い容易に注入され、かつ架橋量は同一だが均一な２．５質量％のヒアルロン酸を有するゲ
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ル（ゲルＩＩＩ）よりも容易に（１５％弱い力Ｆで）注入される。
　結果として、この実施例は、高い架橋度を有し、それにより生体内に長期間とどまるこ
とができる架橋量が不均一な本発明に従ったゲルが、細い針型の機器により容易に押出さ
れ得ることを証明する。
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