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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外科的及び／又は治療的使用のための、生体適合性、生体再吸収性かつ非毒性である流
体接着性タンパク質フォームを得るための方法であって、以下の工程：
　第１のシリンジに含まれる、重合／架橋されることができる潜在的な接着性タンパク質
化合物と、
　生体適合性、生体再吸収性かつ非毒性である流体接着性タンパク質マトリックス材料を
形成するための、第２のシリンジに含まれる重合／架橋剤と、及び
　第１及び／又は第２のシリンジ、及び／又は第３のシリンジに含まれる、空気、窒素、
酸素及び二酸化炭素又はこれらのガスの１又は複数の混合物から選択される生体適合性か
つ非毒性のガス又はこれらの混合物とを混合する工程を含み、
　ここで、上記混合工程は、２つのシリンジ間で混合物を交互に移すことにより、均一に
、即時に行われ、これによりタンパク質フォームが直ちに用いることができる形態で得ら
れることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記外科的及び／又は治療的使用が、組織創傷を保護／瘢痕形成するため及び生体組織
を互いに又は移植した生物材料に結合させるための使用である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　固体形態、繊維又は乾燥粉末の形態の前記タンパク質化合物を、加熱手段により緩衝水
溶液と即時に混合すること、及び重合／架橋剤を該混合物に供することを特徴とする請求
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項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記タンパク質化合物がコラーゲン、ゼラチン、アルブミン、エラスチン及びフィブリ
ーゲンから選択されるタンパク質又はタンパク質の混合物からなり又はそれを含むことを
特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記タンパク質化合物がコラーゲン及びアルブミンから選択されるタンパク質又はタン
パク質の混合物からなり又はそれを含むことを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記タンパク質化合物がコラーゲンからなり又はそれを含むことを特徴とする請求項５
に記載の方法。
【請求項７】
　前記タンパク質化合物が、ネイティブコラーゲン、メチル化、スクシニル化もしくは過
ヨウ素酸もしくはその塩で酸化的開裂により化学的に修飾されたネイティブコラーゲン、
テロペプチドのないネイティブコラーゲン、又は１００ｋＤａに近い分子量のα鎖から主
になるそのヘリックス構造を少なくとも部分的に失っている非加水分解化コラーゲン（加
熱コラーゲン）からなり又はそれを含むことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記タンパク質化合物が、加熱コラーゲンからなり又はそれを含むことを特徴とする請
求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記タンパク質化合物が、１～５重量％の濃度の水溶液の形態のネイティブコラーゲン
からなり又はそれを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記タンパク質化合物が、２．５～４重量％の濃度の水溶液の形態のネイティブコラー
ゲンからなり又はそれを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記タンパク質化合物が、４～２０重量％の濃度の水性媒体に溶解された加熱コラーゲ
ンからなり又はそれを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記タンパク質化合物が、５～１８重量％の濃度の水性媒体に溶解された加熱コラーゲ
ンからなり又はそれを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記タンパク質化合物が、２０～５０％の濃度の水性媒体に可溶化されたアルブミンか
らなり又はそれを含むことを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記タンパク質化合物が、４０～５０％の濃度の水性媒体に可溶化されたアルブミンか
らなり又はそれを含むことを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記重合／架橋剤が、アミン又はスルフヒドリル官能基に関してタンパク質化合物と反
応することができる高分子ポリアルデヒド及び親水性ポリマーから選択される１０００を
超える分子量を有する反応性ポリマーであることを特徴とする請求項１～１４のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項１６】
　前記高分子ポリアルデヒドが、酸化ポリサッカライド又はムコポリサッカライド、並び
にその誘導体又は混合物から選択されることを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記高分子ポリアルデヒドが、デンプン、デキストラン、アガロース、セルロース、キ
チン、キトサン、アルギン酸、グリコサミノグリカン、ヒアルロン酸及びコンドロイチン
スルフェート、並びにその誘導体又は混合物から選択されることを特徴とする請求項１６
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に記載の方法。
【請求項１８】
　前記高分子ポリアルデヒドが、デンプン、デキストラン及びヒアルロン酸から選択され
ることを特徴とする請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記高分子ポリアルデヒドが酸化デンプンを含むことを特徴とする請求項１６に記載の
方法。
【請求項２０】
　前記親水性ポリマーが、ポリ（エチレン）グリコール（ＰＥＧ）、ポリ（オキシエチレ
ン）、ポリ（メチレングリコール）、ポリ（トリメチレングリコール）、ポリ（ビニルピ
ロリドン）の誘導体から選択されることを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項２１】
　前記親水性ポリマーがＰＥＧの誘導体から選択されることを特徴とする請求項２０に記
載の方法。
【請求項２２】
　前記重合／架橋剤が、０．５～１０重量の濃度の水性媒体に可溶化した高分子ポリアル
デヒドであることを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項２３】
　前記重合／架橋剤が、１～３重量％の濃度の水性媒体に可溶化した高分子ポリアルデヒ
ドであることを特徴とする請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記タンパク質化合物がネイティブコラーゲン又は加熱コラーゲンからなり又はそれを
含み、そして前記重合／架橋剤が酸化デンプンであることを特徴とする請求項１～１２及
び１５～２３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２５】
　加熱コラーゲンに対する高分子ポリアルデヒドの割合が、１／１０～１／１６０であり
、混合温度が３５℃～４１℃であることを特徴とする請求項１～５、１１、１２及び２２
～２４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２６】
　加熱コラーゲンに対する高分子ポリアルデヒドの割合が、１／１５～１／５０であるこ
とを特徴とする請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　ネイティブコラーゲンに対する高分子ポリアルデヒドの割合が、１／１０～１／５０で
あり、混合温度が１８℃～３７℃であることを特徴とする請求項１～６及び１５～２４の
いずれか一項に記載の方法。
【請求項２８】
　ネイティブコラーゲンに対する高分子ポリアルデヒドの割合が１／１０～１／３０であ
ることを特徴とする請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　前記タンパク質化合物が、あらかじめ、化学的又は酸化的開裂により、過ヨウ素酸又は
その塩での処理により改変されていること、そして前記重合剤が実質的に中性のｐＨで前
記タンパク質化合物の重合／架橋を許容するために僅かにアルカリ性ｐＨの緩衝液から形
成されることを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３０】
　水溶液中のフィブリノーゲンとトロンビンとを混合することを含むことを特徴とする請
求項１～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３１】
　前記ガスが、空気、窒素、酸素及び二酸化炭素又はそれらガスの１又は複数の混合物か
ら選択されることを特徴とする請求項１～３０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３２】
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　前記ガスが、空気、二酸化炭素及び窒素から選択されることを特徴とする請求項２１に
記載の方法。
【請求項３３】
　前記ガスが、空気から選択されることを特徴とする請求項３２に記載の方法。
【請求項３４】
　前記ガスが、前記接着性タンパク質化合物及び／又は重合／架橋剤と組み合わされてい
ることを特徴とする請求項１～３３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３５】
　前記ガスが、生体適合性かつ非毒性のビヒクルと組み合わされていることを特徴とする
請求項１～３４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３６】
　前記ガスが、接着性タンパク質化合物と組み合わされており、該タンパク質化合物が請
求項４に記載のものであることを特徴とする請求項３５に記載の方法。
【請求項３７】
　前記ガスが、粉末又は凍結乾燥形態の重合／架橋剤及び／又はビヒクルと組み合わされ
ていることを特徴とする請求項１～３４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３８】
　前記ガスが、粉末又は凍結乾燥形態の前記タンパク質化合物と組み合わされていること
を特徴とする請求項１～３４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３９】
　導入されるガスの容量が前記接着性フォームの全容量の２５～９０％であることを特徴
とする請求項１～３８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４０】
　導入されるガスの容量が前記接着性フォームの全容量の４０～７５％であることを特徴
とする請求項３９に記載の方法。
【請求項４１】
　１又は複数の生物学的に活性な物質を前記接着性タンパク質マトリックス材料に導入す
ることを含むことを特徴とする請求項１～４０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４２】
　１又は複数の前記生物学的に活性な物質が、ガス又はガスの混合物のためのビヒクルと
なり得る生体適合性かつ非毒性のビヒクルと組み合わされていることを特徴とする請求項
４１に記載の方法。
【請求項４３】
　前記ガスを、前記接着性マトリックス材料（形成過程におけるマトリックス）に導入す
ることを特徴とする請求項１～４２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４４】
　前記ガスを、前記接着性マトリックスの形成のための構成物を混合する時に導入するこ
とを特徴とする請求項１～４２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４５】
　前記ガスを、１２℃～４１℃の温度を供するように前記接着性マトリックス材料と混合
することを特徴とする請求項１～４４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４６】
　外科的及び／又は治療的使用のための、生体適合性、生体再吸収性かつ非毒性である流
体接着性タンパク質フォームを調製するためのキットであって、以下の成分：
　第１のシリンジ中の、水性媒体に可溶化でき、かつ重合／架橋されることができる潜在
的な接着性タンパク質化合物、
　生体適合性、生体再吸収性かつ非毒性である流体接着性タンパク質マトリックス材料を
形成するための、第２のシリンジ中の重合／架橋剤、及び
　第１、第２及び／又は第３のシリンジに含まれる、空気、窒素、酸素及び二酸化炭素又
はこれらのガスの１又は複数の混合物から選択される生体適合性かつ非毒性のガス又はこ
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れらの混合物、を含み、
　ここで、上記成分は、２つのシリンジ間で混合物を交互に移すことにより即時に混合さ
れ、これによりタンパク質フォームが直ちに用いることができる形態で得られることを特
徴とするキット。
【請求項４７】
　組織創傷を保護／瘢痕形成するため及び生体組織を互いに又は移植した生体材料に結合
させるための、請求項４６に記載のキット。
【請求項４８】
　前記タンパク質化合物が請求項４～１４のいずれか一項に記載のものであり、前記重合
／架橋剤が請求項１５～２３のいずれか一項に記載のものであり、そして前記ガスが請求
項３１～３３のいずれか一項に記載のものであることを特徴とする請求項４６又は４７に
記載のキット。
【請求項４９】
　前記ガスが、前記タンパク質化合物及び／又は前記重合／架橋剤と組み合わされている
ことを特徴とする請求項４６～４８のいずれか一項に記載のキット。
【請求項５０】
　前記ガスが、生体適合性かつ非毒性のビヒクルと組合わされていることを特徴とする請
求項４６～４９のいずれか一項に記載のキット。
【請求項５１】
　前記ガスが、接着性タンパク質化合物と組み合わされており、該タンパク質化合物が請
求項４に記載のものであることを特徴とする請求項５０に記載のキット。
【請求項５２】
　ビヒクルと任意に組合わされたガスを含む第３のシリンジを含むことを特徴とする請求
項４６～４９のいずれか一項に記載のキット。
【請求項５３】
　前記ビヒクルが、１又は複数の生物学的に活性な物質を更に含むことを特徴とする請求
項５２に記載のキット。
【請求項５４】
　前記重合／架橋剤及び／又は前記ビヒクルが凍結乾燥された形態であることを特徴とす
る請求項４６～５３のいずれか一項に記載のキット。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
本発明は、外科的及び／又は治療的使用を意図した、生体分解性で非毒性である生物接着
剤の分野にある。
【０００２】
より詳しくは、本発明は、外科的及び／又は治療的使用のための、生体再吸収性で非毒性
である生体適合性流体接着タンパク質フォームに関する。
本発明は、所定の部位において放出することができる生体活性物質を含む上述のようなフ
ォームにも関する。
更に、本発明は、上述のような接着性フォームを生産するための方法、及びその調製のた
めのキットに関する。
【０００３】
本発明は、外科的及び／又は治療的目的のため、特に創傷を保護し、生体組織を互いに又
は移植された生体材料に結合させるための接着性フォームの使用にも関する。
ステープル又は縫合を用いることなく組織に接着することができ、又はそれらを互いに接
着することができる生物接着剤が知られている。これらの接着剤は、一般に創傷の瘢痕形
成の後に、生体分解、再吸収により、又はかさぶたの形態での単純な脱離により除去され
る。
【０００４】
組織接着剤の形成のために種々の技術が開発されている。それらのいくつかは合成源、例
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えばシアノアクリレート（２－ブチルシアノアクリレート、２－オクチルシアノアクリレ
ート）に又は合成ポリマーに基づく接着剤であり、他のものは、生物材料、例えばコラー
ゲン又はフィブリンを含む。
一般に、血管又は肺のタイトな密閉のため、及び皮膚の切れ目の傷を“接着する（ｇｌｕ
ｉｎｇ）”するために合成接着剤が用いられている。更に、コラーゲン及びフィブリンの
ような接着性の生物学的誘導体は止血特性を有し、出血を抑制することによっても機能す
る。
【０００５】
シアノアクリレート接着剤は、現在開発されている接着剤は有害性が少いが、分解した時
に毒性産物を形成する。
それらは、適用の部位での重合の後に砕けやすい産物を導く。それらは、７～１０日間、
適所に残り、瘢痕形成の後、単純な脱離によって除去される。それらの重合時間は比較的
変わらず、１分未満であり、これらの接着剤の柔軟な使用を許容しない。それらは、容易
に行うことができ、結果として、組織を要求される部位近くに接着する。
【０００６】
ＦＯＣＡＬ（ＵＳ　５，８４４，０１６）は、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）から作
られたヒドロゲルの光化学的重合に基づく合成接着剤を記載する。それらの使用の方法は
実用的でない。特に、それらは、生物学的に活性な物質をおそらく含む、光化学的イニシ
エーター（エオシンＹ）を含む溶液の及びモノマー（ＰＥＧ及びアクリレートの誘導体）
溶液の、作用部位への数ステップでの適用、並びに次の、４０～６０秒後に固体の透明な
接着性ゲルが得られるまでの光の照射に関する。従って、この型の接着剤は、それらの流
動性により、標的部位に隣接した部位に容易に広げることができるいくつかの溶液の適用
を要求する。
【０００７】
これらの接着剤は、それらの微小粒子ネットワーク内に含まれる生物学的に活性な物質（
血管内皮成長因子（ＶＥＧＦ）、内皮細胞成長因子（ＥＣＧＦ）、塩基性繊維芽細胞成長
因子（ｂＦＧＦ）、骨形態発生タンパク質（ＢＭＰ）等）のターゲット化デリバリーにつ
いても記載されている（ＦＯＣＡＬ　ＵＳ　５，８７９，７１３）。
【０００８】
ＢＡＲＤ（ＷＯ９７／４２９８６）は、紫外線により重合が誘導される上述のＦＯＣＡＬ
のものに似た接着剤を記載している。
COHESION THCHNOLOGIES (US 5,874,500 ; US 5,744,545 ; US 5,550,187）は、種々の時
間で、適用の標的部位への単純な適用の後に重合する活性化ＰＥＧ（例えばスクシニミジ
ル及びマレイミジル基を含むＰＥＧ）に基づく液体接着剤を記載する。これらの接着剤は
潜在的に毒性であり、介入の部位への正確な適用を防ぐ流体であるという欠点を有する。
【０００９】
ＣＲＹＯＬＩＦＥは、ウシアルブミン及びグルタルアルデヒドの混合物に基づき、別の型
の接着剤を開発している。この架橋剤の周知の毒性効果及びウシアルブミンの抗原性の他
に、その接着剤は、流動性の上述の問題も有する。
フィブリン接着剤、濃フィブリノーゲン及びトロンビンの混合物は、フィブリン・マトリ
ックスを形成し、それは、内在性フィブリン分解システムによって分解される。重合の前
、それらは極めて流動性で、たとえそれらの反応時間をトロンビンの全量を変えることに
より調節することができたとしても、容易に行うことができる。それらは、活性な生物物
質を放出することができる（例えば、Zarge et al., J. Surg. Res., 1997, 67, 4-8; Gr
eisler et al., Surgery, 1992, 112, 244-255; Gray et al., Surg. Forum, 1993, 44, 
394-396; Clinica, 1999, 848, 18）。
【００１０】
フィブリン接着剤をリポソームと組み合わせる装置も記載されている（ＵＳ　５，６５１
，９８２）。
フィブリン接着剤は、スプレーを用いて適用の部位に気化させることができ、泡状凝塊フ
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ィルムを形成することができる（ＵＳ　５，６０７，６９４；ＷＯ９７／３３６４６）。
【００１１】
合成ポリマータンパク質を架橋剤と組み合わせる複合装置が生物学的接着剤として供され
ている（ＵＳ　５，８１７，３０３）。
最後に、コラーゲン又はゼラチンに基づくいくつかの接着剤が文献に記載されている。極
めて早期には、ゼラチンがレゾルシノールと及びホルムアルデヒドと又はグルタルアルデ
ヒドと組合わされて、止血特性も有する接着剤が作り出された（Tatooles et al., Surge
ry, 1966, 60, 857-861; Braunwald et al., Surgery, 1966, 59, 1024-1030; Guilmet e
t al., J. Thorac. Cardiovasc. Surg., 1979, 77, 516-521）。この型の接着剤では、し
かしながら、ホルムアルデヒド又はグルタルアルデヒドが毒性反応を引きおこす危険があ
り、組織壊死又は激しい反応を導き、瘢痕形成が少なく、又はそれはゆっくりである。
【００１２】
特定の製剤において、コラーゲンはトロンビンと密接に関連している（Ｃｏｈｅｓｉｏｎ
　ｔｅｃｈｎｏｌ．からのＣｏｓｔａｓｉｓ及びＦｕｓｉｏｎからのＦｌｏ－Ｓｅａｌ）
。
外科での適用のために、それは、変換されたコラーゲンがイニシエーターの存在又は欠如
下で、適用の部位で重合することができるように、アシル化又はスルホン化剤で化学的に
修飾することもできる（ＵＳ　５，８７４，５３７；ＷＯ９７／４２９８６）。
【００１３】
加熱コラーゲン及び架橋剤として生分解性高分子ポリアルデヒドを用いて得られた接着剤
も記載されている（ＦＲ　２，７５９，２６７；ＦＲ　２，７５４，２６８）。
文献に記載される外科的及び／又は治療的使用のための接着剤は本質的に液体形態である
。
【００１４】
フィブリン接着剤の要素（トロンビン及びフィブリノーゲン）を含む非注入性凍結乾燥材
料が記載されている（ＵＳ　４，４４２，６５５）。不活性ガスは、止血の役割又は瘢痕
形成物質のデリバリーのための支持体の役割を有する材料を軽くするためにフィブリノー
ゲン／トロンビン反応性水溶液に任意に導入され、主に創傷の浄化を意図する。とりわけ
、フィブリン接着剤及びコラーゲンの要素を含む別の非注入性凍結乾燥材料も、有効な止
血剤及び接着剤として文献に記載されている（Nishida et al., Geka Shinryo [Surgical
 Diagnosis Treatment], 1994, 36, 1449-1459; Ochiai et al., Sanpujinka no jissai 
[Obstetric and Gynecologic Practice], 1995, 44, 253-262; Schelling et al., Ann. 
Surg., 1987, 205, 432-435; Shimamura et al., The Clinical Report, 1994, 28, 2994
-2507）。
【００１５】
相当な表面領域にわたってより均質でよりひかえ目な適用を許容するようにスプレーの形
態のいくつかの接着剤も提案されている。しかしながら、スプレーの使用は以下の欠点を
有する：
ｉ）少くない量の二酸化炭素又は他のガスの寄与が危険な極めて高い圧力の危険があり、
非侵入的手術の適用について毒性である可能性がある。
【００１６】
ii）アプリケーターの推進ガスによる析出の部位にわたる接着性混合物のかなりの置換。
iii ）特別のスプレーアプリケーターの開発は接着剤装置のコストを著しく増加させ、特
に推進ガスのソースへの装置の連結により、より複雑な環境を要求する可能性がある。
【００１７】
更に、断熱フォームのパネルのために、ガス（空気）をタンパク質の溶液に導入し、次に
高温でその泡状の塊を乾燥させることにより得られる硬いタンパク質フォームが知られて
いる（ＵＳ　２，５８４，０８２）。
空気又は別の不活性ガスの存在下でタンパク質の溶液を撹拌することから得られるフォー
ムも化粧用クリームに組み込まれている（ＣＨ　６７４　８０４）。
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【００１８】
ガスのポリサッカライドの溶液への導入の後に、せん断しながら混合することにより得ら
れ、創傷の瘢痕形成のため又は術後の抗癒着バリアーとしてスプレーすることにより適用
することができるポリサッカライドフォームも知られている（ＥＰ　７４７　４２０）。
これらのフォームについて創傷又は器官への接着の特性は記載されていない。
【００１９】
本発明の目的は、上述の主要な欠点、特に毒性、特に流動性、数ステップでの適用及び成
分の反応の時間、推進ガス（スプレー）の使用等の困難性を有さない接着剤を供すること
である。
これにより、本発明の目的は、流体であり、任意に注入可能で、生体適合性で、生体再吸
収性でそして非毒性であり、外科的及び／又は治療的使用に適し、長時間、安定で、そし
て比較的簡単な条件下で保存することができる接着剤を供することである。
【００２０】
本発明の目的は、生きている組織を含む生体組織を互いに又は移植した生体材料に、又は
組織の腔を充填し又は組織創傷を保護するために接着するための接着剤を供することでも
ある。
本発明の目的は、簡単かつ実用的に用いられ、特にカテーテル又はカニューレにより注入
することができる直ちに用いることができる形態の接着剤を供することでもある。
【００２１】
本発明の別の目的は、組織定着を容易にする構造を接着剤に与えることである。
別の目的は、その生体分解性が適用後、長期にわたって制御できる接着剤を供することで
ある。
本発明の別の目的は、生物学的に活性な物質を含み得る接着剤を供することである。
【００２２】
本発明の目的は、更に、受容生物に対する危険性なしに容易に行うことができる接着剤を
調製するための方法を供することである。
本発明の目的は、このような接着剤の簡単でかつ迅速な調製を許容するキットを供するこ
とでもある。
これらの目的及び以後の記載から浮かび上がる他の事項は、外科的及び／又は治療的使用
のため、特に生物組織を互いに又は移植した生体材料に結合させ、並びに組織創傷を保護
／瘢痕形成するための、生体適合性で非毒性である生体適合性流体接着タンパク質フォー
ム（泡状体）であって、生体適合性かつ非毒性のガス又はガスの混合物を含む、生体適合
性で非毒性である生体適合性流体タンパク質接着マトリックスを含むことを特徴とするフ
ォームにより得られる。
【００２３】
本発明の対象は、上述の接着性フォームを調製するための方法であって、均一に、生体適
合性で非毒性のガス又はガスの混合物を、生体再吸収性で非毒性である生体適合性接着タ
ンパク質マトリックスの流体材料と、又はこのような材料の基本的構成物と、即時に混合
することを含むことを特徴とする方法でもある。
本発明の対象は、このような接着フォームを調製するためのキットであって、再吸収性で
非毒性である生体適合性接着性流体タンパク質マトリックスを形成するための構成物、生
体適合性で非毒性のガス又はガスの混合物、並びに前記接着性マトリックスを形成するた
めの構成物及び前記ガス又はガスの混合物を即時に混合するための手段を含むことを特徴
とするキットでもある。
【００２４】
本発明者らは、驚くことに、流体及び接着性フォームが、ガス又はガスの混合物を、生物
学的“接着剤（ｇｌｕｅｓ）”に即時的に混合して、カニューレ又はカテーテルのような
種々の装置を用いて、特に注入により適用することができる直ちに用いることができるフ
ォームを作り出すことにより調製することができることを証明した。
【００２５】
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本発明者らは、全く驚くことに、水性媒体に可溶化された形態又は固体形態、特に凍結乾
燥されもしくは揮発性溶媒で乾燥させた形態で、タンパク質化合物を用いて、生体再吸収
性で非毒性で、流動性で注入でき、そして外科的及び／又は治療的使用のために適した生
体適合性接着タンパク質フォームを生産する可能性を証明した。
【００２６】
本発明者は、全く予期せぬことに、このようなフォームが、液体形態の生物学的“接着剤
”と比べて、特に生きている組織を含む生物組織に対して接着特性を有し、同時により弾
性で、受容生物により完全に許容されることを示した。それらは完全に分解されるまで、
それらの接着特性を保存することができる。
彼らは、このようなフォームが、受容生物の細胞による迅速かつ有効な瘢痕形成の予期せ
ぬ特徴を有することも発見した。
【００２７】
彼らは、予期せぬことに、このような接着フォームを、液体生物接着剤で慣用的に存在す
る問題、又はスプレーの推進ガスによる接着剤の分散の危険性なしに、互いに又は接着性
マトリックスに関して反応性の機能を有する移植された生体材料にかなり正確に適用する
ことができることを発見した。これらの接着性のフォームの組織への検出は、それらの特
定の微孔性組織及びそれらの不透明性のため容易に可視化する。ここで、これらは、慣用
的な液体接着剤と、及びヒト又は動物組織と、極めて著しく異なる特徴である。
【００２８】
彼らは、これらのフォームの特定の製剤が、接着剤の重合の後、それらの外部表面上で“
粘着”性を失うことも示し、これは、不要な組織に接着することなく、これらのフォーム
の標的組織への選択的かつ正確な適用を許容する。
彼らは、これらの接着性フォームに、重合剤により引きおこされ得る化学修飾に対して少
くとも部分的にそれらを保護するビヒクルと任意に組み合わせた生物活性物質を容易に組
み込むことができることも発見した。
【００２９】
本発明は、以後により詳細に記載されよう。
本発明によれば、“接着性タンパク質マトリックス”は、接着特性を有し、非毒性で生体
適合性で生体分解性である１又は複数のタンパク質成分から形成されたネットワークを意
味することを意図する。ここでそのネットワークは、生体適合性で非毒性のガス又はガス
の混合物を含む。
【００３０】
そのマトリックスの接着特性は、一般に、その基本的構成物の、好ましくは、フォームの
形成前に供される１又は複数の重合／架橋剤により開始される、重合及び／又は架橋の方
法により得られる。
用語“非毒性”は、その毒性が、法律により課せられる基準及び標準を満足しながら、適
用の部位にかかわらず、ヒト又は動物の体のための手術及び／又は治療に用いることを許
容するのに十分に低いいずれかの産物を意味することを意図する。
【００３１】
用語“生（体）分解性”は、進行的な分解（代謝）により消失することができるいずれか
の成分を意味することを意図する。
接着性マトリックスは、その化学組成の観点から、周知の生物学的接着剤に相当し得る。
これにより、それは、少くとも部分的に重合／架橋された、非毒性で、生体適合性で、生
分解性であり、そして接着特性を有するタンパク質化合物（基本的構成物）からなり、又
はそれを含み得る。
【００３２】
“タンパク質化合物”との表現は、特にメチル化又はスクシニル化により任意に化学修飾
された、タンパク質又はタンパク質の混合物をいう。
これにより、本発明は、一方で、重合／架橋することができ、潜在的に接着性であるタン
パク質化合物（基本的構成物）、及び他方で、重合／架橋剤を含む組成物を用いて、それ
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らを使用前に即時的に混合することにより生産された接着性マトリックスに広げられる。
【００３３】
本発明によれば、“重合／架橋することができ、潜在的に接着性であるタンパク質化合物
”は、重合／架橋剤の効果の下で重合及び／又は架橋により水の存在下で接着特性を発達
させることができる上述のいずれかのタンパク質化合物を意味することを意図する。
本発明によれば、重合／架橋剤は、一般に数分間、即時的に混合することにより、その重
合を引きおこすように重合／架橋することができるタンパク質化合物と適合できる化合物
又は化合物の混合物を含み得る。
【００３４】
そのタンパク質化合物は、水性媒体中に可溶化された形態、又は固体、特に粉末もしくは
繊維の形態で用いられる。
重合／架橋剤は、水性媒体中に可溶化された形態、又は粉状形態、好ましくは凍結乾燥さ
れた形態でも用いることができる。
本発明の目的のために用いられるタンパク質は、好ましくは、コラーゲン、ゼラチン、ア
ルブミン、エラスチン及びフィブリノーゲンから、好ましくはコラーゲン及びアルブミン
から選択される。コラーゲンが特に好ましい。
【００３５】
本発明の目的のために用いるコラーゲンは、ヒト又は動物起源のものでも、遺伝子組換え
により得られたものであってもよい。それは、Ｉ，III ，IV又はＶ型コラーゲン、又はそ
のいずれかの割合の混合物であってよい。
それは、ネイティブコラーゲン、即ち起源のヘリックス構造を保存するコラーゲンでも、
任意に、特にそれを生理pHでより可溶性にするため、メチル化、スクシニル化又はいずれ
かの他の周知の方法により化学的に改変された、又は特にペプシン消化により、テロペプ
チドを除去するよう処理されたものであってもよい。
【００３６】
その分子量が１００kDa に近いα鎖から主になる非加水分解化コラーゲンを用いることも
可能である。この場合、そのコラーゲンのヘリックス構造は、少くとも部分的に、例えば
、形成されたゼラチンの加水分解開裂による分解を避けるためにおだやかな条件下で、特
に４０～７０℃の温度に水の存在下でゆるやかに加熱することにより変性される。ここで
は、一般に、コラーゲン鎖の１０％未満が１００kDa より低い分子量を有する。
【００３７】
このようなゼラチンは、本発明の目的のために用いることもできるが、好ましくない方法
である市販のゼラチンと区別するため、“加熱（化）コラーゲン”と呼ぶ。
上述のネイティブコラーゲン又は加熱コラーゲンは、繊維又は乾燥粉末の形態で、又はネ
イティブコラーゲンの重量で１～５％、好ましくは２．５～４％、及び加熱コラーゲンの
重量で４～２０％、好ましくは５～１６％の濃度で水溶液の形態で用いられる。
【００３８】
ネイティブコラーゲン又は加熱コラーゲンの溶液のpHは、好ましくは中性、より好ましく
は６～８である。
アルブミンを用いて接着性マトリックスを得る場合、それは好ましくは、乾燥粉末の形態
、又は２０～５０重量％、好ましくは４０～５０重量％の濃度の水溶液の形態で用いられ
る。
【００３９】
フィブリノーゲンの場合、１０～２０％の濃度の粉末又は水溶液が好ましく用いられる。
本発明によれば、架橋剤は、その後の接着剤からの拡散が大きな分子量により妨げられ、
直ちの直接的な毒性を防ぐ、高分子ポリアルデヒド又は親水性ポリマーのような、好まし
くは１０００を超える分子量を有する、天然又は合成反応性ポリマーから選択することが
できる。
【００４０】
“反応性ポリマー”という表現は、上述のタンパク質化合物と、特にそれらが含み得るア
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ミン又はスルフヒドリル官能基に関して、上述のタンパク質化合物と反応することができ
るポリマーを意味することを意図する。
本発明により用いることができる高分子ポリアルデヒドは、天然起源の生分解性ポリアル
デヒド、即ち生分解性の天然のポリマー由来のいくつかのアルデヒド官能基を有するいず
れかの化合物を含む。
【００４１】
ポリアルデヒドは単独で又は混合して用いることができるが、本明細書に用いる用語“ポ
リアルデヒド”は、化合物のみ、又はこれらいくつかの化合物の混合物を等しくいう。
これらの高分子ポリアルデヒドは、それ自体知られた方法に従って、過ヨウ素酸又はその
塩での、ポリサッカライド又はムコポリサッカライドの酸化によって調製することができ
る。
【００４２】
本発明の調製のために適したポリサッカライド又はムコポリサッカライドの中で、デンプ
ン、デキストラン、アガロース、セルロース、キチン、キトサン、アルギン酸、グリコサ
ミノグリカン類、ヒアルロン酸及びコンドロイチンスルフェート、又はそれらの誘導体を
挙げることができて、デンプン、デキストラン又はヒアルロン酸が好ましく、デンプンが
最も好ましい。
【００４３】
ポリアルデヒドは、過ヨウ素酸又はその塩の溶液を、ポリサッカライド又はムコポリサッ
カライドの溶液に、０．０１～１Ｍ、好ましくは０．２５～０．５Ｍの最終濃度が得られ
るまでポリサッカライド又はムコポリサッカライドの溶液に加えることにより得ることが
できる。その酸化ステップは、ポリサッカライドの溶液、ゲル又は懸濁液で行うことがで
きる。
【００４４】
酸化ポリサッカライドの調製は、次に、酸化反応産物及び試薬、並びに反応中に形成され
たヨウ化誘導体又は過剰をそれらの化合物を除去する目的のため、透析、ディアフィルト
レーション、ろ過及び限外ろ過にかけることができる。
使用前に、酸化ポリサッカライド又はムコポリサッカライドは、０．５～２０重量％、好
ましくは１～１０重量％の濃度で自発的に獲得するpHで、酸溶液中に好ましくは保存され
る。
【００４５】
その溶液は、空気の欠如下で安定であり、好ましくは＋１℃～＋２５℃で保存される。
１つの変形例で、酸化ポリサッカライド又はムコポリサッカライドは、酸凍結乾燥形態で
あり得、その凍結乾燥物の再溶解は、おそらく水中又は要求される生理緩衝液である。
【００４６】
本発明の目的のために役立つ親水性ポリマーは、好ましくは１，０００～１５，０００Da
、好ましくは２，０００～５，０００の分子量を有する。それらは、例えば、ポリ（エチ
レン）グリコール（ＰＥＧ）、ポリ（オキシエチレン）、ポリ（メチレングリコール）、
ポリ（トリメチレングリコール）及びポリ（ビニルピロリドン）の誘導体を含み、ＰＥＧ
の誘導体が最も好ましい。それらは直鎖でも分枝鎖でもよいが、高度に架橋されていない
。任意にエチレンジアミンコアを有するポリ（オキシエチレン）－ポリ（オキシ－プロピ
レン）ブロックコポリマー（４つの鎖端を有するポリマー）も適切であり得る。
【００４７】
親水性ポリマーは、そのタンパク質のアミン及びチオールと選択的に反応するように“活
性化”される。そのポリマーの鎖の端には、アミンと反応するポリマーのための－ポリマ
ー鎖－バインダー－ＬＧ（脱離基）、又はチオールと反応するポリマーのための－ポリマ
ー鎖－ＧＲＴ（チオールに対して反応性の基）に類似する構造がある。
【００４８】
バインダーは、カーボネート－Ｃ（Ｏ）－、モノエステル－Ｒ－ＣＨ2 －Ｃ（Ｏ）－又は
ジエステル－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－（ＣＨ2 ）n －Ｏ－Ｃ（Ｏ）－からなる群から選択すること
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ができ；ＬＧは、スクシニミジル、マレイミジル、フタリミジル、イミダゾリル、ニトロ
フェニル又はトレシル誘導体であり得、ここでスクシニミジル誘導体が最も好ましい。最
後に、ＧＲＴは、ビニルスルホン、イオドアセトアミド、マレイミド、及びオルトピリジ
ルジスルフィド誘導体から選択することができる。
【００４９】
これらの親水性ポリマーは、当業者に知られた方法に従って合成される。
それらは、シリンジにパッケージングされた脱水型で保存することができる。　第１の実
施形態に従う接着性マトリックスの生産のために、上述のタンパク質化合物、特にコラー
ゲン、加熱コラーゲン又はアルブミンは水溶液中にある。それらは、そのタンパク質化合
物の重合／架橋が好ましくは５分未満の時間でおこり得るような条件下で、重合／架橋剤
と即時的に混合される。
【００５０】
接着性マトリックスの生産のための第２の実施形態によれば、上述のタンパク質化合物、
特にコラーゲン、加熱コラーゲン又はアルブミンは、例えば第１のシリンジ内で、任意に
滅菌された固体、特に乾燥粉末の形態であり得る。この実施形態において、重合／架橋剤
を導入する前に粉末を可溶化するため更なるステップを計画することが好ましい。次に、
緩衝水溶液を含む第２のシリンジを用いることができる。２つのシリンジのうち少くとも
１つは、混合物を３７～５０℃の温度に再加熱するために加熱手段と関連している。
【００５１】
タンパク質化合物は、２つのシリンジの内容物を一方から他方に逐次的に移すことにより
溶解され、そのタンパク質化合物の迅速な可溶化を容易にする再加熱の可能性を最も良く
利用する。
その混合物が均一な水溶液である場合、次にそれは、第１の実施形態として接着性タンパ
ク質の調製及び適用を続けるように架橋剤を導入することが可能である。
【００５２】
両方の実施形態においてタンパク質化合物が、実行される溶液中に、又は乾燥粉末として
存在するなら、外科的適用のために滅菌調製物から出発することが好ましい。
この滅菌性は、原材料がろ過により、次に滅菌環境（特別の滅菌エリア、予め滅菌された
装置及び隔離された雰囲気）で作業することにより滅菌される。
【００５３】
しかしながら、作業条件を簡単にすることができること、及び最終的な滅菌の認可された
過程を採用することにより、その複雑さ及びコストを減少させることが有利である。この
ような滅菌は、好ましくはタンパク質溶液又は粉末が、フリーラジカル、例えば糖又はポ
リサッカライド、特に１％に近い濃度のデンプンを捕獲する“放射性保護”剤が、先に補
給されている場合、ガンマ又はベータ照射により得ることができる。
【００５４】
重合／架橋時間は、それ自体知られた方法で、接着性マトリックスの生産のために用いら
れる構成物に従って制御することができる。
本発明の一実施形態において、接着性マトリックスは、酸化ポリサッカライド又はムコポ
リサッカライド、好ましくは酸化デンプン、酸化デキストラン又は酸化ヒアルロン酸と共
に、好ましくはネイティブコラーゲン、加熱コラーゲン又はアルブミンの、溶液中のタン
パク質化合物の混合物を用いて生産される。
【００５５】
これにより、接着性マトリックスは、本発明の第１の実施形態に従って、４～１６重量％
、好ましくは４～１３重量％の加熱コラーゲンの最終濃度で、１：１０～１：１６０、好
ましくは１：１５～１：５０の重量比でポリアルデヒド及び加熱コラーゲンの混合物を用
いて調製することができる。ポリサッカライド溶液の温度は、好ましくは＋１℃～＋３０
℃であり、加熱コラーゲン溶液の温度はその流動性を許容する値、即ち＋３７℃～＋５０
℃である。
【００５６】
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その接着性混合物の温度は、好ましくは＋３５℃～＋４１℃である。その混合物の反応時
間は、６．５～７．５の範囲で、加熱コラーゲンのpHの関数として調節することができる
。１分未満の短い重合時間はpH７．５で得ることができ、加熱コラーゲン溶液をpH６．５
に酸性化することにより次第に増加させることができる。
【００５７】
本発明の別の実施形態によれば、接着性マトリックスは、１～５％、好ましくは２～４％
の最終濃度で、１：１０～１：５０、好ましくは１：１０～１：３０の重量比の酸化ポリ
アルデヒド及びネイティブコラーゲンの混合物を用いて調製される。酸化ポリサッカライ
ド溶液の温度は、好ましくは＋１℃～＋３０℃であり、ネイティブコラーゲン溶液の温度
は＋１８℃～＋３７℃である。接着性混合物の温度は、好ましくは＋１８℃～＋３７℃で
ある。その混合物の反応時間は、６．５～７．５のコラーゲンのpH及び混合物の温度の関
数として調節することができる。重合時間は、その混合物のpH及び／又は温度を減少させ
る場合、増加する。
【００５８】
本発明の別の実施形態によれば、接着性マトリックスは、４～２０％、好ましくは１０～
１８％の加熱コラーゲンの最終濃度で、１：５０～１：１、好ましくは１：１０～１：１
の重量比で、溶液中の粉状活性化親水性ポリマー及び加熱コラーゲンの混合物を用いて調
製される。１分未満から数１０分の要求される架橋時間に従って、加熱コラーゲン溶液の
温度は＋３７℃～＋５０℃であり、加熱コラーゲン溶液のpHは６．９～９．０である。得
られた接着性混合物の温度は、好ましくは＋３５℃～＋４１℃である。
【００５９】
更に別の実施形態によれば、酸化ポリアルデヒド及びアルブミンの１：４混合物を用いる
ことができる。
本発明の一実施形態によれば、接着性マトリックスは、酸化的開裂を行うタンパク質を用
いて調製することができる。
この場合、過ヨウ素酸又はその塩、好ましくは過ヨウ素酸ナトリウムでの処理は、それ自
体、知られた方法に従って行うことができる。
【００６０】
コラーゲンは、本発明の目的のために特に好ましく、上述のいずれの型のものであっても
よい。上述の好ましいものもこの場合に適用される。
コラーゲンの酸化的開裂による修飾が米国特許４　９３１　５４６に記載される。
この処理は、コラーゲン、ヒドロキシルリシン及び糖の特定の構成物における開裂を引き
おこし、これにより、コラーゲン溶液のpHが酸性である限り、その架橋を引きおこすこと
なく、反応性部位（アルデヒド基）を作り出す。
【００６１】
酸化コラーゲンは、＋４℃～＋２５℃の温度で凍結乾燥形態で保存することができる。
この実施形態によれば、次に、重合／架橋剤は、中性pHでその混合物の架橋を許容するた
めに少しアルカリ性のpHの緩衝液からなる。
本発明によれば、これにより、接着性マトリックスは、脱水形態の酸化コラーゲンを、溶
液中で緩衝液と混合することにより生産することができ、その溶液は、おそらくそれ自体
、脱水型を緩衝液を水に溶かすことにより得られる。
【００６２】
本発明の別の実施形態によれば、アシル化又はスルホン化剤により修飾されたタンパク質
は、接着性マトリックスの調製のために用いることができる。
上述のタンパク質及びその好ましいものもこの実施形態に適用される。
重合／架橋剤は、この場合、少しアルカリ性～中性のpH、好ましくは６．０～９．０、よ
り好ましくは８．０～８．５の緩衝液でもある。
【００６３】
接着性マトリックスは、アシル化又はスホン化基を有するタンパク質を、緩衝液と、アシ
ル化又はスルホン化反応がおこって接着性マトリックスを生産し得るように混合すること
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により、上述の方法と類似した方法により生産される。
接着性マトリックスがフィブリン接着剤に基づく本発明の別の実施形態によれば、現在市
販されている接着剤、特にＢａｘｔｅｒにより販売される“Ｔｉｓｓｕｃｏｌ（登録商標
）”又は“Ｔｉｓｓｅｅｌ（登録商標）”、又はＣｅｎｔｅｏｎにより販売される“Ｂｅ
ｒｉｐｌａｓｔ（登録商標）”を本発明の目的のために用いることができる。
【００６４】
それは、第ＸIII 因子及び任意にフィブロネクチンを含有する濃フィブリノーゲン溶液（
７０～１４０mg／mL）である。
この場合、重合／架橋剤は、コラーゲンを任意に加えることができるトロンビン溶液（４
～１００I.U.）からなる。
本発明によれば、選択される接着性マトリックスの型にかかわらず、接着性フォームは接
着性マトリックスの形成の間に調製される。
【００６５】
これが、２つの基本的構成物（タンパク質化合物－重合／架橋剤）の混合から得られる場
合、特に上述の場合、この混合物は、組織への適用の前に即時的に調製される。この作業
の間、ガスは当業者に知られたいずれかの方法によって導入される。
ガスは、特に構成物の混合の間、又は予め形成された混合物に（即ち流体接着タンパク質
マトリックス材料に）直接、導入することができる。
【００６６】
本発明の別の実施形態によれば、あまり好ましくないが、その場で２つの基本的構成物の
混合を行う、即ち予め形成されたタンパク質化合物フォームの適用及び次の要求される重
合／架橋剤のスプレーによる適用を思い描くことが可能である。
本発明の目的のために用いるガスは、空気又はその１もしくは複数の成分、例えば窒素、
酸素、二酸化炭素からなり得る。
【００６７】
好ましいガスは空気、二酸化炭素及び窒素である。
それは、ガス又はガスの混合物であり得る（以後、一般的な用語“ガス”を用いて言及す
る）。
本発明によれば、接着性フォームの形成のために用いるガスは、好ましくは、接着性マト
リックスの形成のための基本的構成物のうちの１つと、好適には、重合／架橋することが
できるタンパク質化合物と、及び／又は重合／架橋剤と会合させることができ、及び／又
はこれらの構成物のうちの１つと独立して供給することができる。
【００６８】
用語“会合（関連）”は、ガスが接着性マトリックスの構成物と同じ受容体内に単純に含
まれる場合（粉末／ガス又は液体／ガス相）、例えばガスを、例えば粉状又は凍結乾燥形
態の重合／架橋剤と混合する場合をいう。
ガスが接着性マトリックスのための構成物のうちの１つと会合する場合、フォームは、接
着性マトリックスの生産のための前記成分の混合の間に形成される。
【００６９】
ガスは、独立して、単独で、又は接着性フォームの調製の時に接着性マトリックス及びそ
の構成要素と混合される、非毒性で生体適合性で生分解性であるビヒクルと組み合わせる
ことができる。
それは、接着性マトリックスの形成のために用いられるもののようなタンパク質化合物で
あり得る。しかしながら、この場合、ビヒクルとして用いられるタンパク質化合物の量は
、それが、それ自体、接着性マトリックスの形成を許容するような量である。
【００７０】
ビヒクルは、フォームの活性を補強し又はそれに加えることができ、又は生物活性を有し
得る。それは、特に、平行して、後に示すような１又は複数の生物学的物質のためのビヒ
クルを構成する。
この場合、接着性マトリックスの形成のための混合物は、（接着性マトリックス材料を生
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産するように）上述のように調製することができ、次に上述のように任意にビヒクルと組
み合わされたガスは、すでに泡形成の過程にある接着性マトリックスに導入される。
【００７１】
ガスを含む重合／架橋剤及び／又はビヒクルは、好ましくは脱水型、特に凍結乾燥型であ
る。
変形例によってビヒクルは、あまり好ましくないが、液体型であってもよい。
本発明の別の態様によれば、フォームの形成を妨害しない他の成分を組み込むことができ
る。
【００７２】
接着性フォームは、これにより、適用される標的部位への生物学的に活性な物質のデリバ
リーを許容し得る。
これにより、極めて多様な生物学的に活性な物質をビヒクルと混合することができる。こ
のような物質の例には、これらに限らないが、薬剤、ビタミン、成長因子、ホルモン、ス
テロイド誘導体、抗生物質、ワクチン、抗ウィルス剤、抗真菌剤、抗寄生体剤、抗腫瘍剤
、抗癌剤、トキシン、酵素、酵素インヒビター、タンパク質、ペプチド、無機化合物（例
えば亜鉛、銅、セレニウム、カルシウム誘導体）、神経伝達物質、リポプロテイン、グリ
コプロテイン、免疫調節剤、イムノグロブリン及びそのフラグメント、造影剤、脂肪酸誘
導体、ポリサッカライド、核酸（例えばＤＮＡ，ＲＮＡフラグメント）及びポリヌクレオ
チドがある。
【００７３】
成長因子の中で、次の因子又はそれらの対応する遺伝子が特に好ましい：ＥＧＦ（内皮成
長因子）、ＦＧＦ（繊維芽細胞成長因子）及びＴＧＦ－Ｅ（トランスフォーミング成長因
子－Ｅ）、例えばＢＭＰ（骨形態発生タンパク質）、ＩＧＦ（インスリン様成長因子）、
ＰＤＧＦ（血小板由来成長因子）及びＶＥＧＦ（血管内皮成長因子）型の因子、又はこれ
らの因子のアナログもしくは誘導体。
【００７４】
これらの生物学的に活性な物質は、溶液中でビヒクルと混合し、次に任意に当業者に知ら
れたいずれかの手段により脱水される。
生物学的に活性を物質を含む最小容量の溶液に脱水ビヒクルをとること、又はこの（これ
らの）生物学的に活性な物質の濃縮液を脱水ビヒクルに加えることも可能である。
【００７５】
最後に、あまり好ましくないが、ガスと混合する前に１又は複数の生物学的に活性な物質
と混合したビヒクルの水溶液を調製することも可能である。
均一に種々の産物及びガスを単に混合することからなる当業者に知られたいずれの方法も
、フォームを調製するために用いることができる。その混合物は、直ちに用いる接着性フ
ォームを生産するために、使用前、即時に調製される。
【００７６】
この目的のため、本発明を形成するキットも用いることができる。
フォームの形成のために要求される構成物は、好ましくはシリンジ内に別個に含まれ、こ
こでそのフォームは、均一な混合物ができるまで、一方のシリンジから他方のものに、そ
の内容物を前後に移動させることにより生産される。
次に単一のシリンジに収集されたフォームは、要求される部位に適用することができる。
【００７７】
この目的のため、コラーゲン及び高分子ポリアルデヒドに基づく接着剤の調製のための、
出願ＷＯ９８／１５２９９に記載されるようなキットを用いることができる。
このキットは、各々コラーゲン成分及びポリアルデヒドを含む２つのシリンジの形態であ
ってもよいことが思い出される。
【００７８】
これらのシリンジは、要求される流動性に従って、３７℃～５０℃の好適な温度にコラー
ゲンシリンジを再加熱した後、均一にそれらの成分を即時的に混合することができるよう
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デザインされた混合手段を備えた維持装置につけられる。
タンパク質化合物及び重合／架橋剤は、上述の形態の１つでパッケージングされる。
【００７９】
要求される量のガスは、ガスが構成物の混合により接着性マトリックス材料の形成の時に
導入されるように、シリンジの１つに、又はそれらの各々の間に共有されても存在する。
変形例において、上述のようにビヒクルと任意に組み合わされた要求される量のガスは別
のシリンジから得ることができ、この場合、それは、基本的構成物の混合の後に、例えば
重合／架橋により、形成の過程において接着性マトリックス材料に導入され、ここでおそ
らくそれ自体、接着性マトリックス材料を形成するこのプレ混合物は、出願ＷＯ９８／１
５２９９に従ってキットを用いて生産される。
【００８０】
１又は複数の生物活性物質と任意に組み合わせて、ビヒクルと混合する場合、ガスは、好
ましくはその調製物の全容量の最小で５０％、より好ましくは全容量の９０％である。
混合は、好ましくは、フォームの全容量の２５～９０％、好ましくは４０～７５％のガス
の容量を組み込んで行う。
【００８１】
この混合は、更に、ガスの生物接着剤への組み込みを促進する温度で行う。この温度は、
好ましくは生理温度、より好ましくは１８℃～４１℃である。
好適な場合、この混合は、好ましくはその混合物の最初の粘度が最も低い場合に、架橋の
まさに最初に行う。
本発明により生産されたフォームは、手術及び／又は治療に用いるために満足いく、これ
らを調製するものに基づく周知の生物接着剤のものに相当する接着特性を有する。
【００８２】
それらは、調製の最初の５分以内にすぐに連続的に用いなければならない。
接着性マトリックスの構成要素及びその生産の方法に従うと、周知の方法において、フォ
ームの形成及び要求される部位へのその適用を許容するように、重合／架橋を制御するこ
とが可能である。
本発明の対象である接着剤は、まだ重合／架橋の過程にある場合、その形成直後に適用さ
れる。
【００８３】
それは、当業者に知られた方法によって適用することができる。それは、好ましくは、シ
リンジ、カテーテル、カニューレ、又はフォームが容易に流れるのを許容するいずれかの
他の等価の材料を介して注入することができる。特に、円柱状の装置のために、内部直径
は０．１～２mmであり得る。その注入システムは、アプリケーターを含んでもよく、その
形態は、要求される使用に特に適している。
【００８４】
本発明の別の実施形態によれば、フォームは、上述のような要求される構成物の後の適用
によりその場で形成することができる。
フォームは、重合／架橋の後、その粘性を失い、介入の部位に近い不要な組織を接着する
ことなく、標的組織への選択的かつ正確な適用を許容する。
フォーム構造における接着性マトリックスのセッティングの比率はガスの導入により影響
を受けない。
【００８５】
本発明による接着性フォームは非毒性で、宿主生物により完全に十分に許容され、同時に
、周知の接着剤より弾性である。
最終的なフォームの密度は、導入されるガスの量及び予想される適用に従って種々である
。
それは、一般に５０～２００ミクロンの直径の孔の存在を特徴とする。
【００８６】
この多孔質は、その製品に、血小板に対して顕著な特性を与え、それは、接触の大きな外
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部表面領域のため、より迅速に接着することができる。凝固因子を分泌する活性化血小板
のアグリゲートが止血形態のために要求される。これにより、接着性マトリックスは、こ
の多孔性のため、創傷の機械的密閉及び血液との接触による血小板活性化の組み合わせた
作用を介して出血を停止させることができる止血特性を獲得する。
【００８７】
この多孔性は、接着性マトリックスに大きな弾性を与え、それは、肺創傷を密閉し、空気
の漏れを停止させるための選択された製品にし、同時に、腫瘍の捻除の後の局所的な止血
を行う。
接着性材料の多孔性は、その細胞瘢痕形成、その生分解、及びその瘢痕組織への変換を容
易にし、同時に、創傷に隣接した器官での術後の癒着の形成を避ける。
【００８８】
生きている組織へのフォームの析出は、特に、それらの特定の多孔性構造及びそれらの不
透明性のため、見るのが容易である。
その低い密度のため、液体生物接着剤に慣用的にある問題、又はスプレーの推進ガスによ
る接着剤の分散の危険なしに、組織にかなり正確に適用することができる。
【００８９】
その最初の流動性は、シリンジにより注入を、好適なカニューレ及びカテーテルにより腹
腔鏡の使用を許容する。それは、腹腔鏡のような開放手術においてペイントすることによ
り、スパチュラ又はブラシを用いて容易に広げることができる。
それゆえ、術後癒着の形成を回避しながらこの多孔性組織接着剤は、特に、血管又は組織
、外科的又は外傷的創傷の止血を行い、それらを保護し、そしてその瘢痕形成を容易にす
るために示される。
【００９０】
本発明による接着性フォームは、これらに限らないが、血管又は組織創傷の出血を防止し
又は停止させるため、生きている組織を含む生物組織を互いに又は移植した生体材料に結
合させるため、外科的又は慢性創傷を瘢痕形成するため、縫合を保護し又は密閉するため
、術後の癒着の形成を防止するため、局所的適用及び組織腔（骨、軟骨、皮膚障害等）を
充填するために特に薬剤と共に生物学的に活性な物質をデリバリーするために用いること
ができる。
【００９１】
それゆえ、本発明の対象は、生物の好適な部位に、アクセスの好適な経路を介して、その
部位を接着し、要求される効果を引きおこすために有効である本発明による所定量のフォ
ームをおくことを含む外科的又は医学的処置方法でもある。
これにより、本発明は、生きている組織を含む生物組織を互いに、又は接着性マトリック
スの構成物のうちの１つに対して反応性である官能基を有する移植された生体材料を保護
し又は結合させるための方法であって、上述のように、同時に、又は逐次的に、フォーム
の形成のために要求される構成物（接着性マトリックス及びガスの構成物）を混合するこ
とを含む方法を供する。
【００９２】
得られた流体フォームは、次に、迅速に、即ち３分未満で、接着性マトリックスの重合／
架橋の間に、前記組織及び／又は前記生体材料に、２０℃～４１℃の温度で適用され、次
にこの全てが重合／架橋するために残る。
適用前の混合は、上述のキットで行うことができる。
重合／架橋時間は、それ自体、知られた方法で、接着マトリックス及びそれらの保護の成
分の関数として調節することができ、pH、濃度及び温度を変えることができる。
【００９３】
生体内再吸収時間は、当業界で知られるような、接着マトリックスの基本的な構成物を化
学的に改変することにより、又は重合／架橋剤の濃度を調節することにより調節すること
ができる。
接着性マトリックスの組成により、この時間は数日から数ヶ月に変化させることができる
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。
【００９４】
その適用に従って、移植された生体材料は、それ自体、接着性フォームからなり、それは
次に単独で用いられる。
他の場合、それは、例えば接着性マトリックスの構成アルデヒドに対して反応性であるア
ミン含有官能基を有する生体材料を結合させることに関する。
他の適用のために、特に、術後癒着の防止のために、本発明による接着性フォームは、単
独で用いることができ、又は二成分材料を形成するようにコラーゲンに基づくフィルムに
かたく結合させることができる。
【００９５】
それは、ＷＯ９８　３４６５６に記載されるようなコラーゲンフィルムであってよい。
フィルムを形成するために用いられるコラーゲンは、フォームを生産するための上述のも
のに相当する。加熱コラーゲンが好ましい。
コラーゲンフィルムは、好ましくはコラーゲンに対して化学的に非反応性である、即ち存
在するコラーゲンと反応することができない、特に架橋の間にそれと共有結合を形成しな
い親水性添加物も含み得る。
【００９６】
親水性添加物は、好ましくは、ポリエチレングリコールからなる。
二成分材料自体の調製は、フィルム形成層及び接着性フォームを、形成の過程で、又は形
成した後、即ち要求される構成物の混合の後に、アセンブルすることにより行われる。
そのアセンブリーは、フィルムを作ることを意図したｃｏｌｌａｇｅｎｔ溶液を、好適な
実質的に平らな支持体上に注ぎ、それを均一に分散させることを含む。
【００９７】
支持体は、それが上述の成分と反応せず、架橋過程に関与しない点で不活性である。それ
は、好ましくは、親水性で、例えばＰＶＣ又はポリスチレンから作られる。
しかしながら、この支持体は、少し接着性であり続け、後に外科的使用の時に分離され得
るはがすことができる材料からなり得る。
【００９８】
この支持体は、それ自体、溶液が注がれたフィルム、例えば乾燥コラーゲンのフィルム、
又は別個によりゲル化の進展した状態のコラーゲン材料ゲルの層からなり得る。
適用される薄い層の密度は、好ましくは０．１～０．３ｇ／cm2 である。
このコラーゲン溶液は、４～３０℃、好ましくは１８～２５℃の有利な温度で注がれる。
【００９９】
この溶液は、ゲルに残り、上述のように調製されたフォームはゲル化の過程で前記溶液に
適用される。換言すれば、多孔質フォームの層は、単純な重力により、又は任意に、フォ
ームのいずれかの認められる圧縮を引きおこすには不十分である少しの圧縮により続けら
れる適用で、ゲルに析出される。
ゲル化の過程で多孔性フォームを溶液に適用する時は、そのゲルはまだやわらかく、その
多孔性フォームが０．０５～２mmのオーダー、好ましくは０．１～０．５mmのオーダーが
有利である距離にわたって浸透するのを許容する。
【０１００】
一般に、ゲル化する溶液が４℃～３０℃の温度にある場合、その多孔性フォーム層は、そ
の溶液をそれを保持する表面に分散させた後５及び３０分に適用される。
これは、本発明に従って生体複合材料を得るために乾燥するまで放出され、又は凍結乾燥
される。
【０１０１】
接着性マトリックスの重合／架橋は、好適な場合、２成分材料の乾燥の間に行われ、又は
終了する。
この乾燥は、４℃～３０℃の温度で、好ましくは１８℃～２５℃の温度で得ることができ
る。
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その材料の乾燥は、必要なら、滅菌空気の流れの中で行うことができる。
【０１０２】
乾燥させた後、本発明による２成分材料は、その支持体から分離することができる。変形
例において、それは、コラーゲン溶液が注がれたコラーゲン材料のフィルム又は層を含み
、又はそれを組み込む。
本発明による２成分材料は、室温で安定であり、おそらく３７～４０℃に上がる温度で取
り扱うのに十分に長い間、安定であり続ける。
【０１０３】
コラーゲンフィルムの厚さは、好ましくは１００μｍ未満、より好ましくは３０～７５μ
ｍである。
そのフォームの厚さは、好ましくは０．２cm～１．５cm、より好ましくは０．３～１．２
cmである。
このような二層材料は、一セットの特に驚く止血、抗術後癒着及び生分解性のクオリティ
ーを示す。
【０１０４】
本発明による二成分コラーゲン材料は、特に出血性創傷に対して、術後癒着を防止するた
めに特に好適である。なぜならそのフィルムが癒着を防ぎ、複合材料が創傷に十分に接着
し、そして接触面で出血しないからである。
その止血及び術後癒着の防止の特性に加えて、本発明によるコラーゲン材料は、コラーゲ
ンフィルムをフォームの高度に多孔性の層に組み合わせる複合構造により、瘢痕形成を容
易にする。
【０１０５】
その材料の多孔性部分は、周囲の細胞が容易に入ることができる。そのフィルムは、細菌
及び微生物に対するバリアーを形成する特性のため、数日間、進行中の瘢痕形成を保護す
る。
癒着を防止するための材料のフィルムの力は、創傷の瘢痕形成を加速する材料のフォーム
の層によっても補強される。
【０１０６】
本発明によれば、これにより、二成分コラーゲン材料は、止血及び出血性創傷に対する術
後癒着を防止するために役立ち、同時に治癒を容易にする。
更に、高分子親水性添加物は、数日で、コラーゲン材料を介しての拡散により除去される
。ここでこの材料の膨潤は１ヶ月未満でコラーゲンフィルムの分解を促進する。
【０１０７】
本発明による二成分材料は、瘢痕形成を促進するために用いることもできる。その極めて
開放された多孔質構造は、迅速な細胞瘢痕形成を許容する。フィルムに関して、それは、
特定の細胞にアクセスできるようにするために多孔性部分を単離することを可能にする。
例として、繊維芽細胞は、試験管内で、その材料の多孔性部分で培養することができ、上
皮細胞は、２つの一時的な別個のコンパートメントを作り出すことにより、フィルム上で
培養することができる。
【０１０８】
本発明は、非限定的に以下に示す例により、より詳細に記載されよう。
実施例１：加熱コラーゲン及び酸化デンプンを組み合わせる接着性マトリックスからなる
接着性フォーム（ＧＯＳ接着剤）
酸化デンプンの調製：
可溶性デンプンの溶液を、全体に均一の溶液が得られるまで、２０％の濃度で、７５℃の
温度で調製し、次に２倍に希釈する。次にそれをプレろ過し、０．２２μｍの多孔度の膜
を介してろ過する。
【０１０９】
次に、デンプンのpHをpH３．０～３．２に調節し、デンプンの濃度は６％である。次に、
０．３６μの最初濃度のメタヨウ素酸ナトリウムを室温で酸化デンプンの溶液に加える。



(20) JP 5133482 B2 2013.1.30

10

20

30

40

50

２時間の処理の後、その溶液を、限外ろ過した脱塩水に対して５～１０kDa の範囲のカッ
ト・オフしきい値を有する膜で透析する。その透析を、酸化反応及び試薬の透析可能産物
及び反応の間に形成されたヨウ化誘導体の全体が除去されるまで続ける。
【０１１０】
次に、酸化デンプンの溶液の濃度を要求される値、１～３％に調節する。それをプレろ過
し、０．２２μｍの多孔度を有する膜を介して滅菌ろ過する。
その産物は、空気の欠如下で、少くとも１年、＋４℃～＋２５℃の温度で安定である。
接着性フォームの調製のため、酸化デンプンの溶液は、シリンジ内にパッケージングする
ことができる。
【０１１１】
シリンジ又はボトル内にパッケージングした酸化デンプンの溶液は、滅菌条件下で凍結乾
燥し、空気の欠如下で＋４℃～＋２５℃の温度で保存することができる。
後の凍結乾燥した酸化デンプンの溶解は、必要なら、３～３０％に到達し得る酸化デンプ
ンのより濃縮された溶液を調製することを可能にする。
【０１１２】
加熱コラーゲンの調製：
用いるコラーゲンは、当業者に知られたソースからのものである。それがウシＩ型コラー
ゲンであるなら、それは酸溶解性であるか、又はペプシンでの消化により溶解される。そ
れがヒト胎盤からのコラーゲンであるなら、それは、特許ＥＰ－Ａ－０　２１４　０３５
に記載される方法に従って、ペプシンでの抽出により調製することができる。
【０１１３】
例えば、Ｉ型及びIII 型の混合物が得られる。次にこれは、任意に、Ｉ型及び／又はIII 
型を分離するために用いることができる。コラーゲンは、遺伝子組換え技術によっても調
製することができる。
４～１６％の濃度でのコラーゲンの酸溶液は、４２℃の温度で、酸コラーゲン粉末を水に
次第に加えることにより調製される。極めて迅速に２～５分の撹拌の後、流動性が許容さ
れるとすぐに、溶液を６．５～７．５の範囲のpHで水酸化ナトリウムのモル溶液で中和す
る。
【０１１４】
中和の後、コラーゲン溶液の温度は、プレろ過の後、０．２２μｍの多孔性を有する膜を
介してのろ過により滅菌されるように、＋６０℃に調節される。
キットに用いるために、特に出願ＷＯ９８／１５２９９に記載されるように、次にコラー
ゲンは、シリンジ内に滅菌的に分配され、＋４℃～＋２５℃の温度で保存され、そして少
くとも１年、安定である。
【０１１５】
１つの変形例において、加熱コラーゲンの溶液に、１％のデンプン又は電離放射線に対し
て保護する他の剤を補給する。その混合物は、０．２２ミクロンの多孔性を有する膜を介
して４２℃の温度でろ過され、最終的に５～３０キログレーの投与量でガンマ照射により
滅菌することができるシリンジに分配される。
ＧＯＳ接着性フォームの調製
１６％の濃度の２mLの加熱コラーゲンを充填し、コラーゲンの温度を＋４４℃～＋５０℃
に維持することができるサーモスタットを備えた耐性フィルムでおおった５mL加熱シリン
ジを調製する。２．５mLの空気及び０．５mLの酸化デンプンを含む５mLシリンジも調製す
る。
【０１１６】
次に、単純なコネクターによりつなげられたこれら２つのシリンジの内容物を、完全に均
一の接着フォームが作られるまで、１０～２０回、全体的に一方の内容物を空にして他方
に送ることを交互に行うことにより混合する。
接着性フォームの調製の別の変形例に従って、１６％の濃度の２mLの加熱コラーゲンを満
たし、コラーゲンの温度を＋４４℃～＋５０℃に維持することができるサーモスタットを
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備えた耐性フィルムでおおった２．５mL加熱シリンジを調製する。更に、０．５mLの酸化
デンプンを含むシリンジを調製する。これら２つのシリンジを特許出願ＷＯ９８／１５２
９９に記載されるようにキット内にアセンブルする。それらを、その機能が完全に均一の
接着性ゲルを作り出すことであるコネクター／ミキサーセット・ラップを介して一緒にす
る。そのキットの内容物を単純なコネクターにより、空の５mLシリンジに移す。平行して
、２．５mLの空気を含む５mLシリンジを調製する。
【０１１７】
次に、これら２つのシリンジの内容物を上述のように混合する。
別の変形例に従うと、先のものの半分の密度の接着性フォームを調製することが可能であ
る。このため、生物学的‘接着剤’のためのキットを、１６％の濃度の２mLの加熱コラー
ゲンを充填した２．５mLシリンジ及び０．５mLの酸化デンプンを含むシリンジを用いてア
センブルする。このキットの内容物を１０mLシリンジにそそぐ。更に、７．５mLの空気を
含む１０mLシリンジを調製する。
【０１１８】
次に、２つのシリンジの内容物を上述の方法に従って混合する。
実施例２：“ＧＯＳ接着剤”及びネイティブコラーゲンを用いて調製した接着性マトリッ
クスからなるフォーム
ネイティブコラーゲンの調製
限外ろ過し脱塩した水中３％のコラーゲンの溶液を調製する。次に、０．２２Ｍのリン酸
二ナトリウムの溶液を加えて２０mMの最終濃度を得る。そのコラーゲン懸濁液を解膠ブレ
ードミキサーでホモジナイズし、次にそのpHを塩酸の濃水溶液で７．４～７．５に調節す
る。
【０１１９】
次にその中和したコラーゲン懸濁液を、脱塩し限外ろ過した水で希釈し１．８％のコラー
ゲン濃度及び１３mMのリン酸濃度を得る。それを、コラーゲンの完全な繊維形成を得るた
めに一晩放置する。
次の日に、コラーゲン懸濁液を１０，０００～１５，０００Ｇで遠心してコラーゲン沈殿
を濃縮し、次にそれを解膠ブレードミキサーで均一にする。２重量％のコラーゲン沈殿２
ｇを５mLのシリンジに分配し、それを当業者に知られた条件下で凍結乾燥する。
【０１２０】
凍結乾燥の後、コラーゲンを圧縮することなくフランジャーをコラーゲンのシリンジに導
入する。２５～３５kgy の投与量でのガンマ照射により滅菌されたこれらのシリンジは、
気密の二重ラッピングでパッケージングされる。
２つの別の主な変形型を、この滅菌ネイティブコラーゲン粉末を調製するために用いるこ
とができる。
【０１２１】
ａ）２％コラーゲン沈殿の懸濁液に、凍結乾燥前に１％のデンプンを補給して、コラーゲ
ン分子の滅菌の最終照射の加水分解効果を減少させる。
ｂ）コラーゲン懸濁液を、滅菌最終照射を避けるためにその過程全体を滅菌的に調製する
。
この方法の他の変形例は、より多い又はより少い量及び濃度のコラーゲンを導入すること
である。
【０１２２】
“ＧＯＳ接着剤”の要素の調製
ＧＯＳ接着剤の要素を、実施例１に記載されるように、８％の濃度の加熱コラーゲンのシ
リンジ及び１．５％の濃度の酸化デンプンのシリンジを含むように調節する。
ＧＯＳ／ネイティブコラーゲン接着性フォームの調製
先の例に記載されるように、各々８及び１５％の濃度の加熱コラーゲン及び酸化デンプン
（ＧＯＳ接着剤）の混合物を最初に調製する。このため、出願ＷＯ９８／１５２９９に記
載されるようなキットを用いること及び２．５mLのゲルを５mLシリンジに移すことが可能
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である。単純なコネクターにより連結した５mLのシリンジ、８％の加熱コラーゲン２mLを
含むもの及び１．５％の酸化デンプン０．５mLを含むものを用いることも可能である。そ
れら２つの産物の混合は、完全に均一なゲルが作られるまで、５～１０回、２つのシリン
ジの一方の内容物を他方に全体を移すことを交互に行うことにより行われる。
【０１２３】
この例のために用いられるコラーゲンは、ウシの皮膚から抽出したウシＩ型コラーゲンで
あり、既に記載された技術に従って、任意にペプシンで消化され、精製される。同様に、
他の動物種又はヒト起源のＩ型又はIII 型コラーゲン、又は組換え源のコラーゲンもしく
は他の型のコラーゲン、又はいずれかの割合のそれらの混合物を用いることが可能である
。
【０１２４】
次に、凍結乾燥したコラーゲンのシリンジは、混合ＧＯＳ接着剤のシリンジに接続される
。その２つの産物は、ＧＯＳ接着剤を凍結乾燥したコラーゲンを含むシリンジに通過させ
、そして次に均一なフォームが作られるまで、１０～２０回、プランジャーを前後に押す
ことにより一方のシリンジから他方のシリンジに内容物を移すことにより始めて、均一に
する。
【０１２５】
ＧＯＳ接着剤を調製したら、組織に接着することができるように、接着性マトリックスが
全体的に重合する前に、フォームを調製し、用いなければならない。
実施例３：ＧＯＳ接着剤及びＦＧＦ（繊維芽細胞成長因子）と混合したネイティブコラー
ゲンを用いて調製した接着性マトリックスからなるフォーム
ＧＯＳ接着剤を、先の例に記載されるように、８％の加熱コラーゲン２mL及び１．５％の
酸化デンプン０．５mLを用いて調製する。それを５mLシリンジに移す。
【０１２６】
１００～２５０mLの組換えヒトＦＧＦの溶液をネイティブコラーゲンのシリンジに加える
。
次に、このネイティブコラーゲンのシリンジを、均一なＧＯＳ／ネイティブコラーゲン－
ＦＧＦフォームが作られるまで、上述のように、ＧＯＳ接着剤と混合する。
【０１２７】
別の変形例によれば、ＦＧＦは、コラーゲン／ＦＧＦ調製物をＧＯＳ接着剤と混合する前
に、５～１２０分、所定期間、ネイティブコラーゲンに吸着させることができる。
この例の別の変形例は、以下の方法に従ってＦＧＦをネイティブコラーゲンと共に凍結乾
燥することからなる。そのコラーゲン沈殿はＦＧＦの溶液と混合され、これは均一化され
、シリンジ当り２ｇの割合で５mLシリンジに分配され、凍結乾燥され、そして滅菌的に調
製され、ガンマ照射により滅菌される。この凍結乾燥したコラーゲン及びＦＧＦのシリン
ジを、均一のフォームが作られるまで、実施例２に記載されるように、２．５mLのＧＯＳ
接着剤と混合する。
【０１２８】
この接着性フォームの組成は、特に神経障害を充填するために用いられ、ここでＦＧＦは
神経再生を容易にする因子である。
この例において、ＦＧＦは、ＦＧＦと等価の活性を有する他の成長因子、又はその混合物
で置きかえることができる。
実施例４：ＧＯＳ接着剤及びＩＬ－２（II型インターロイキン）と混合したネイティブコ
ラーゲンを用いて調製した接着性マトリックスからなるフォーム
ＦＧＦ又はその等価物をＩＬ－２と置きかえて実施例３をくり返す。
【０１２９】
このＧＯＳ／ネイティブコラーゲン－ＩＬ－２接着性フォームは、発癌の抑制及び腫瘍の
発達の阻害に特に有利である。それは、他の産物と共に、単独で、又は癌及び腫瘍の発達
を阻害するものと混合して調製することもできる。
実施例５：ＧＯＳ接着剤及び細胞成長又は組織再生因子と混合したネイティブコラーゲン
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を用いて調製した接着性マトリックスからなるフォーム
実施例３及び４は、皮膚、骨、軟骨等の創傷に対して活性である接着性フォームを調製す
るために、いずれかの細胞成長又は組織再生因子と混合したネイティブコラーゲンでくり
返すことができる。
【０１３０】
実施例６：乾燥粉末形態のコラーゲンを用いて調製した接着性フォーム
コラーゲンの調製：
コラーゲンの酸溶液を、２０～２５℃で酸コラーゲン粉末を水に徐々に加えることにより
２％の濃度で調製する。溶液を完全に均一にした直後に、コラーゲンを、６．５～８のpH
を得るために、１０mMの最終限度でリン酸ナトリウムを加えることにより中和する。次に
、コラーゲンの溶液を２０～２５℃で一晩、放置し、次にその沈殿したコラーゲンを遠心
により回収する。それを一連のアセトン洗浄で、脱塩し、脱水する：順に、１bathの９０
／１０、ｍ／ｍ、アセトン／水；３bathの８０／２０、ｍ／ｍ、アセトン／水及び３bath
の１００％アセトン。
【０１３１】
次にそのコラーゲンを、２．５mLの容量で、シリンジ当り８０～４００mgの乾燥コラーゲ
ンの割合で５mLシリンジに分配する。用いるコラーゲンは、組換えコラーゲンを含む当業
者に知られたソースからのものである。それがウシＩ型コラーゲンであるなら、それは、
酸で可溶化することができ、又はペプシンでの消化により溶解することができる。それが
ヒト胎盤からのコラーゲンであるなら、それは、特許ＥＰ－Ａ－０　２１４　０３５に記
載される方法に従って、ペプシンでの抽出により調製することができる。
【０１３２】
コラーゲンは、最初のろ過の後、滅菌領域内でその過程全体を適して滅菌状態で、及び当
業者に知られた好適な装置で調製することができる。
１つの変形例において、Ｂｅｃｔｏｎ－Ｄｉｃｋｉｎｓｏｎシリンジｒｅｆ：“ＳＴＥＲ
ＩＦＩＣＣ”内に分配されたコラーゲンは、好ましくは照射の加水分解効果に対して保護
する剤、例えばデンプンの存在下で、５～３５キログレイの投与量でのガンマ照射により
滅菌することができる。必要に応じてフォームの将来的な量を増加させるために、更なる
容量の空気をシリンジに組み込むことができる。
【０１３３】
同じＢｅｃｔｏｎ－Ｄｉｃｋｉｎｓｏｎシリンジを用いて、慣用的な方法に従う、滅菌蒸
留水又は生理緩衝液のシリンジの調製
このシリンジは、補足容量の空気も含むことができる。有利には、２つのシリンジの一方
には、温度を３０℃～５０℃に制御することができる加熱システムが備え付けられ、又は
会合している。
【０１３４】
フォームの調製：
２つのシリンジの一方を加熱した後、それを、最初の塊及びコラーゲンの粒子によるプラ
ギングを避けるために十分に大きい２mmに近い内径のコネクターにより他方のシリンジに
接続する。
その液体シリンジの内容物を粉末を含むシリンジに送り、そしてその混合を、その目的が
コラーゲンのヘリックス構造を保存することである場合に３７℃未満の温度で、その目的
がヘリックス構造を減少させ又はヘリックス構造を除去する場合に３７～５０℃で、１０
～２０回、逐次的に移すことにより行う。
【０１３５】
フォームが均一になった時、それは、先の例で調製された、室温で酸化デンプンを含む滅
菌シリンジと混合する前に、（用いるシリンジにより暖い又は室温で）２つのシリンジの
一方の中に保存される。
酸化デンプンを上述のフォームに組み込んだ後、最終的なフォームを４０℃未満、最も一
般的には３７℃近くで用い、それがまだ十分に流動性である間、次の５分以内に用いなけ
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ればならない。
【０１３６】
架橋の比率は、用いるコラーゲンのpH及びその温度を調節することにより容易に制御する
ことができる。
変形例において、抗生物質、抗炎症剤、成長因子、等のような更なる生物学的機能を供す
る１又は複数の生物学的産物をコラーゲン粉末のシリンジに又はそれを取るための水溶液
を含むシリンジに加えることができる。
【０１３７】
実施例７：アルブミン及び酸化デンプン（ＡＯＳ接着剤）を含む接着性マトリックスから
なる接着性フォーム
１０～２５％の酸化デンプンの溶液を実施例１に記載されるように調製する。
アルブミンの調製
用いるアルブミンは、知られたソースからのものである。それは、ヒトもしくは動物起源
のものであり、又は遺伝子組換え技術から得られる。
【０１３８】
アルブミンは、２０～５０％の濃度で採取され、水酸化ナトリウム及び塩酸の濃縮液でpH
６．５～７．５に中和され、そして０．２２μｍの多孔性を有する膜を介して滅菌的にろ
過される。この溶液２mLを次に５mLシリンジにパッケージングする。
アルブミンシリンジ及び１０～２５％の酸化デンプン０．５mLを含むシリンジを、実施例
１に記載される方法に従ってキット内でアセンブレする。そのキットをＡＯＳと呼ぶ。
【０１３９】
ＡＯＳ／ネイティブコラーゲン接着フォームの調製
先の例に記載されるように、各々２０～５０％及び１０～２５％の濃度のアルブミン及び
酸化デンプンの混合物を、最初に、いずれの空気も導入せずに、調製することができる。
このため、実施例２でＧＯＳ接着剤を調製するために用いたものと同様のキットを用いる
こと、及び２．５mLのゲルを５mLシリンジに移すことが可能である。
【０１４０】
次に、ＡＯＳ接着剤のシリンジを２．５mLの空気を含む５mLシリンジに接続する。その２
つの産物を、ＡＯＬ接着剤を含むシリンジに空気を流し、そして次に５mLの容量の均一の
フォームが作られるまで１０～２０回、プランジャーを前後させることにより、一方のシ
リンジから他方のシリンジに内容物を移すことにより均一にする。
【０１４１】
単純なコネクターによりつなげられた２つの５mLシリンジ、２０～５０％のアルブミン２
mLを含むもの及び１０～２５％の酸化デンプン０．５mL及び２．５mLの空気を含むものを
用いることも可能である。２つの産物の混合は、完全に均一なフォームが作られるまで５
～１０回、２つのシリンジの一方の内容物を他方に全体的に交互に移すことにより行う。
【０１４２】
ＡＯＬ接着剤を調製した後、そのフォームは、組織に接着することができるために、その
接着性マトリックスが全体的に重合する前に、調製され、用いられなければならない。
実施例８：脱水アルブミン及び溶液中の酸化デンプンを用いて調製した接着性フォーム
－アルブミンの調製
粉末アルブミンの０．４～１．２５ｇを５mL　Ｂｅｃｔｏｎ－Ｄｉｃｋｉｎｓｏｎシリン
ジ／ｒｅｆ：“ＳＴＥＲＩＦＩＣＣ”中で滅菌的にパッケージングする。
【０１４３】
－液体の温度を３７～４５℃にすることを可能にする加熱システムと会合した蒸留水、又
は生理溶液、ＰＢＳの２mLシリンジの調製。
次に２つのシリンジを１～２mmの直径を有するコネクターにより端と端とをつなぐ。
次に、２つのシリンジの内容物を、一方を他方に連続的に移すことにより混合する。１０
～２０回、移した後、２つのシリンジの一方にその均一なアルブミンフォームを収集する
。
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【０１４４】
次にこれを６％の酸化デンプン０．５mLを含むシリンジに接続し、シリンジの一方から他
方に連続的に移すことにより混合した後、接着性タンパク質フォームを、治療すべき創傷
に適用することができる。
実施例９：アルブミン及びアミンに対して反応性である活性化求電子基を有するポリエチ
レングリコール誘導体を組み合わせる接着性マトリックスからなる接着性フォーム。
【０１４５】
アルブミンを実施例７又は８に記載されるように２０～５０％の濃度でとり、pH６．５～
９に中和する。２mLのこの溶液を次に５mLシリンジ中にパッケージングする。
活性化求電性ＰＥＧの中で、単独で、又はいずれかの割合で混合して、１０００Da超の分
子量の、ＳＰＡ－ＰＡＧ（スクシニミジルプロピオネートＰＥＧ）、ＳＣＭ－ＰＥＧ（カ
ルボキシメチル化ＰＥＧのスクシニミジルエステル）及びＢＴＣ－ＰＥＧ（ＰＥＧのベン
ゾトリアゾールカーボネート）、ＰＥＧ誘導体、Ｓｈｅａｒｗａｔｅｒ　Ｐｏｌｙｍｅｒ
ｓにより販売される製品を等しく用いることができる。特許出願ＷＯ９６／０３１５９（
Minnesota Mining and Manufacturing company）に記載されるように合成されたＰＥＧ－
ＳＳ２（ジスクシニミジルスクシネートＰＥＧ）も用いることができる。脱水型の活性化
ＰＥＧ　４０～５００mgは、５mLシリンジ当りにパッケージングされる。
【０１４６】
接着性フォームの調製
アルブミン及び活性化ＰＥＧの混合を、アルブミンシリンジの全体の内容物をＰＥＧシリ
ンジに移し、次に５mLの全体的に均一のゲルが作られるまで５～１０回、２つのシリンジ
の一方の内容物を他方に移すことにより行う。
アルブミン及び活性化ＰＥＧの求電誘導体を組み合わせる接着剤を調製した後、そのフォ
ームは、組織に接着することができるように、接着剤が全体的に重合する前に調製され、
用いられなければならない。
【０１４７】
重合の比率、及びそれゆえ、産物を用いるために利用できる時間は、その混合物のpHによ
って制御される。より酸性のpH、よりゆっくりとした反応及びより長い時間が利用できる
。
実施例１０：アルブミン及びスルフヒドリルに対して反応性である活性化ＰＥＧ誘導体を
組み合わせる接着性マトリックスからなる接着性フォーム
アルブミンを先の例に記載されるように、２０～５０％の濃度でとり、pH６．５～９で中
和する。次にこの溶液２mLを５mLのシリンジにパッケージングする。
【０１４８】
スルフヒドリルに対して反応性である活性化ＰＥＧの中で、単独で又はいずれかの割合で
混合して、１０００Daより高い分子量のＶＳ－ＰＥＧ（ビニルスルホンＰＥＧ）、ＭＡＬ
－ＰＥＧ（マレイミドＰＥＧ）及びＯＰＳＳ－ＰＥＧ（オルトピリジルジスルフィドＰＥ
Ｇ）、ＰＥＧ誘導体、Ｓｈｅａｒｗａｔｅｒ　Ｐｏｌｙｎｅｒｓにより販売される製品を
等しく用いることができる。４０～５００mgの活性化及び脱水ＰＥＧを２mLシリンジ当り
にパッケージングする。
【０１４９】
次にその接着性フォームを実施例９に記載されるように調製する。
実施例１１：加熱コラーゲン及びアミンに対して反応性である活性化求電子基を有するポ
リエチレングリコール誘導体を組み合わせる接着性マトリックスからなる接着性フォーム
アルブミンを、１０～２０％の濃度で、pH６．５～９で、実施例１に記載されるように調
製した加熱コラーゲンに置換し、５mLシリンジ当り２倍少い活性化脱水ＰＥＧ、即ち２０
～２５０mgのＰＥＧをパッキングすることで実施例９を２回くり返す。
【０１５０】
実施例１２：加熱コラーゲン及びスルフヒドリルに対して反応性である活性化ＰＥＧ誘導
体を組み合わせる接着性マトリックスからなる接着性フォーム
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アルブミンを、１０～２０％の濃度、pH６．５～９で実施例１に記載されるように調製し
た加熱コラーゲンで置換し、５mLシリンジ当り２倍少い活性化脱水ＰＥＧ、即ち２０～２
５０mgのＰＥＧをパッケージングすることで実施例１０をくり返す。
【０１５１】
実施例１３：フィブリン接着剤及びアガロースゲルを用いて調製した接着性マトリックス
からなる接着性フォーム
アガロースゲル（ビヒクル）の調製
アガロースを０．５～５％の最終濃度及び７５℃～１００℃で非発熱性脱塩水中の溶液に
とり、次にこの溶液のpHを、１０～２０mMのホスフェートの最終濃度を作るように、濃リ
ン酸緩衝液でpH７．５～９に調節する。この溶液２mLを５mLシリンジ当りに移す。次にこ
の溶液を当業者に知られた条件下で凍結乾燥する。
【０１５２】
別の変形例において、アガロースの溶液を、最終濃度１０～２０mMで、１０～２０mMのpH
７．５～９のホウ酸ナトリウム（ｂｏｒａｘ）で、又は１：１、mol ／mol のホウ酸ナト
リウム及びホスフェートの混合物で緩衝した非発熱性脱塩水中に調製する。
凍結乾燥の後、プランジャーをアガロースを圧縮することなくシリンジに導入する。２５
～３５kGy の投与量でのガンマ照射により滅菌したこれらのシリンジを気密二重ラッピン
グにパッケージングする。
【０１５３】
この方法の別の変形例は、上述のようにpHを７．５～９に調節した後、熱い間に、即ち溶
液の粘度がろ過により滅菌するのに十分に低い間に、０．２２～０．４５μｍの多孔度を
有する膜を介してアガロースの溶液を滅菌的にろ過することである。この溶液は、次に、
シリンジ当り２mLの割合で、５mLシリンジに滅菌的に分配し、凍結乾燥する。凍結乾燥の
後、プランジャーを、アガロースを圧縮することなくシリンジに導入する。そのシリンジ
は、気密二重ラッピングでパッケージングする。滅菌ろ過後に行う全ての作業は、当業者
に知られた滅菌条件下で行う。
【０１５４】
フィブリン接着剤／アガロース接着フォームの調製
フィブリン接着剤を、最初に、即時に調製する。全ての市販のフィブリン接着剤が好適で
あり得る。それは、例えば、フィブリノーゲンを含むＴＩＳＳＶＣＯＬ（登録商標）の溶
液であってよい。即時に調製したフィブリン接着剤溶液２mLを５mLシリンジに移し、４０
℃に加熱する。
【０１５５】
次に、凍結乾燥したアガロースゲルのシリンジをフィブリン接着剤のシリンジにつなぐ。
その２つの産物を、フィブリン接着剤を凍結乾燥したアガロースを含むシリンジに通過さ
せ、そして次に均一なフォームが作られるまで、１０～２０回、それらのプランジャーを
前後に押すことにより、一方のシリンジからの内容物を他方に移すことによりホモジナイ
ズする。
【０１５６】
フィブリン接着剤を調製した後、そのフォームは、フィブリノーゲンを完全にフィブリン
に変換させる前に調製し、用いなければならない。
実施例１４：フィブリン接着剤、アガロース及び抗生物質を用いて調製した接着性マトリ
ックスからなる接着性フォーム
０．２５～２．５mgのバンコマイシン、グラム陽性細菌、特にＳｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃ
ｕｓ　ａｕｒｅｕｓ及びＳｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃｕｓ　ｅｐｉｄｅｒｍｉｄｉｓに対し
て有効である抗生物質、血管手術における移植感染の２つの主要な剤を、アガロース溶液
２mLに加えた後、それを凍結乾燥する。
【０１５７】
この製剤は、血管吻合縫合を密閉するために用いる。
この例の１つの変形例は、他の抗生物質を単独で、又はいずれかの割合のその混合物を、
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