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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　出血している創傷のための閉鎖物であって、出血を止めるために創傷に適用するのに適
した基質を含み、前記基質に、マトリックスタンパク質、光活性化可能な金属－配位子錯
体および電子受容体を浸透させる、または前記基質を、マトリックスタンパク質、光活性
化可能な金属－配位子錯体および電子受容体でコートし、前記光活性化可能な金属－配位
子錯体がトリス（ビピリジル）Ｒｕ（ＩＩ）であり、前記電子受容体が過硫酸アンモニウ
ムである、前記閉鎖物。
【請求項２】
　マトリックスタンパク質が、フィブリノーゲン、フィブリン、コラーゲン、フィブロネ
クチン、ケラチンおよびラミニン、またはそれらの混合物からなる群から選択される、請
求項１に記載の閉鎖物。
【請求項３】
　マトリックスタンパク質が、フィブリノーゲン、フィブリン、コラーゲンおよびフィブ
ロネクチン、またはそれらの混合物からなる群から選択される、請求項２に記載の閉鎖物
。
【請求項４】
　マトリックスタンパク質が、フィブリノーゲンである、請求項３に記載の閉鎖物。
【請求項５】
　錯体が、二塩化トリス（ビピリジル）Ｒｕ（ＩＩ）である、請求項１から４のいずれか
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１項に記載の閉鎖物。
【請求項６】
　薬物またはその他の治療剤をさらに含む、請求項１から５のいずれか一項に記載の閉鎖
物。
【請求項７】
　基質が、コラーゲンのシート、包帯、ガーゼ、布、タンポン、膜またはスポンジである
、請求項１から６のいずれか一項記載の閉鎖物。
【請求項８】
　マトリックスタンパク質と、光活性化可能な金属－配位子錯体と、電子受容体とを含み
、前記光活性化可能な金属－配位子錯体がトリス（ビピリジル）Ｒｕ（ＩＩ）であり、前
記電子受容体が過硫酸アンモニウムである、組織接着剤。
【請求項９】
　マトリックスタンパク質が、フィブリノーゲン、フィブリン、コラーゲン、フィブロネ
クチン、ケラチンおよびラミニン、またはそれらの混合物からなる群から選択される、請
求項８に記載の組織接着剤。
【請求項１０】
　マトリックスタンパク質が、フィブリノーゲン、フィブリン、コラーゲンおよびフィブ
ロネクチン、またはそれらの混合物からなる群から選択される、請求項９に記載の組織接
着剤。
【請求項１１】
　マトリックスタンパク質が、フィブリノーゲンである、請求項１０に記載の組織接着剤
。
【請求項１２】
　錯体が、二塩化トリス（ビピリジル）Ｒｕ（ＩＩ）である、請求項８から１１のいずれ
か一項に記載の組織接着剤。
【請求項１３】
　薬物またはその他の治療剤をさらに含む、請求項８から１２のいずれか一項に記載の組
織接着剤。
【請求項１４】
　不活性な担体をさらに含む、請求項８から１３のいずれか一項に記載の組織接着剤。
【請求項１５】
　マトリックスタンパク質と、光活性化可能な金属－配位子錯体と、電子受容体とを含み
、前記光活性化可能な金属－配位子錯体がトリス（ビピリジル）Ｒｕ（ＩＩ）であり、前
記電子受容体が過硫酸アンモニウムである、出血している創傷を閉鎖するためのキット。
【請求項１６】
　マトリックスタンパク質と、光活性化可能な金属－配位子錯体と、電子受容体とを含み
、前記光活性化可能な金属－配位子錯体がトリス（ビピリジル）Ｒｕ（ＩＩ）であり、前
記電子受容体が過硫酸アンモニウムである、組織を結合させるかつ／または密閉するため
のキット。
【請求項１７】
　光源をさらに含む、請求項１５または１６に記載のキット。
【請求項１８】
　創傷の閉鎖物をさらに含む、あるいはマトリックスタンパク質、光活性化可能な金属－
配位子錯体および過硫酸アンモニウムのうちの１つもしくは複数を、あらかじめ浸透させ
た、またはマトリックスタンパク質、光活性化可能な金属－配位子錯体および過硫酸アン
モニウムのうちの１つもしくは複数で、あらかじめコートした創傷の閉鎖物をさらに含み
、前記光活性化可能な金属－配位子錯体がトリス（ビピリジル）Ｒｕ（ＩＩ）である、請
求項１５から１７のいずれか一項に記載のキット。
【請求項１９】
　組織を結合させるかつ／または密閉するための医薬品の製造における、マトリックスタ
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ンパク質、光活性化可能な金属－配位子錯体および電子受容体の使用であって、前記光活
性化可能な金属－配位子錯体がトリス（ビピリジル）Ｒｕ（ＩＩ）であり、前記電子受容
体が過硫酸アンモニウムである、前記使用。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、外科的手技および医学的な方法において組織を結合させるかつ／または密閉
する方法、ならびに当該方法における使用のための組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　組織接着剤が、外科的手技における、縫合糸および止め金等、組織を結合させる物理的
な手段の代替物として提案されている。組織接着剤は、適用例にもよるが、傷口または組
織が分離した領域を一緒に保持して、治癒を可能にするかつ／または漏出の障壁として役
立つであろう。接着剤は、分解または再吸収される必要があり、自然治癒の過程が進行す
るのを妨げるものであってはならない。理想的には、接着剤は、創傷治癒の自然の機構を
促進し、次いで、分解するものであるべきである。
【０００３】
　組織接着剤は、通常、
ｉ）止血（例えば、ｉｎ　ｖｉｖｏにおいて血液凝固系を改良することによって、組織接
着性自体が止血の目的を有し、このことが患者の血液凝固機構に結び付く）、
ｉｉ）組織の密閉：主たる目的は、空気またはリンパ液等、種々の物質の漏出を阻止する
ことである、
ｉｉｉ）医薬品、増殖因子または細胞系等、外因性物質の局所送達
の３つの分野で利用される。
【０００４】
　いくつかのクラスの組織接着剤が調査されたり、使用されたりしている：
－フィブリンシーラント（別名、フィブリン糊とも呼ばれる）、
－アルブミンに基づく化合物（グルタルアルデヒド糊）、
－シアノアクリレート、
－ヒドロゲル（ポリエチレングリコールポリマー）、
－コラーゲンに基づく接着剤。
【０００５】
　フィブリン糊は、１９０９年に、止血のために最初に使用された。フィブリン糊は、当
初は、外科医によって手術室で手作りされたが、１９８０年代前半に、欧州で市販される
ようになり、今では、広範に使用されている。全体的に見て、患者は、フィブリンシーラ
ントに対して非常に良好な耐容性を示す（Ｓｐｏｔｎｉｔｚ、１９９５年；Ｌｅｅら、１
９９１年；Ｍｉｌｎｅら、１９９５年）。
【０００６】
　フィブリン糊の１つの認められている価値として、その特有の生理的作用があり、この
作用は、血液凝固過程および創傷治癒の早期、すなわち、正常な血液凝固のカスケードの
一部を模倣して、不溶性のフィブリンマトリックスを生成する。フィブリノーゲンは、３
４０，０００の分子量を有する血漿タンパク質である。フィブリノーゲン分子は、２つの
同一のサブユニットからなり、そのそれぞれが、ジスルフィド結合によって連結している
、１つのアルファ、ベータおよびガンマのポリペプチド鎖を含有する。自然の機構では、
活性化トロンビンの作用によって、フィブリノーゲンポリペプチドは、可溶性のフィブリ
ンモノマーに切断される。これらのモノマーは、活性化第ＸＩＩＩ因子の助けにより、架
橋結合して、不溶性のフィブリンマトリックスとなる（図１）。固まったフィブリンシー
ラントの組織に対する接着性を、フィブリンとコラーゲンとの、またはフィブリンとフィ
ブロネクチンとコラーゲンとの間の共有結合によって説明することができる。フィブリン
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糊は、止血剤およびシーラントの両方として作用する。フィブリン糊は、生体吸収性であ
る（ｉｎ　ｖｉｖｏにおける血栓溶解による）。生成したフィブリンの血餅の変性および
再吸収が、正常な創傷治癒の間に達成される。
【０００７】
　２００３年現在で使用されている全てのフィブリンシーラントは、２つの主たる成分で
ある、ヒトまたはウシの血液に由来する精製フィブリノーゲン（タンパク質）と精製トロ
ンビンとを有する。多くのシーラントは、２つの追加の成分である、ヒト第ＸＩＩＩ血液
因子およびウシの肺に由来するアプロチニンと呼ばれる物質も含む。第ＸＩＩＩ因子は、
フィブリン鎖間に共有結合性の架橋結合を形成することによって、血餅を強化する化合物
である。アプロチニンは、血餅を分解する酵素を阻害するタンパク質である。
【０００８】
　フィブリンシーラントの調製および適用は、幾分か複雑である。トロンビンおよびフィ
ブリノーゲンは、凍結乾燥後、バイアルに充填されており、使用前に温める必要がある。
次いで、これらの２つの成分を別々の量の水に溶解させる。その後、トロンビン溶液およ
びフィブリノーゲン溶液を、二重の注射外筒を有するシリンジ内に充填する。このシリン
ジによって、それらの溶液を切開部に置く際に、それらを混合し、組み合わせることがで
きる。外科用のガーゼまたはフリースの小片を、シーラントの溶液で湿らせて、大きな切
開部を覆うまたは大量の出血を止めることができる。最近開発されたものとして、３０分
の周期以内で患者自身の血液からフィブリンシーラントを形成させる送達システムが挙げ
られ、これは、シーラントを適用するために、二重の注射外筒を有するシリンジではなく
、それに代わるスプレーペンを使用する。にもかかわらず、密閉状態を形成して、圧力下
でも保持するのに十分な強度に達すまでに顕著な時間がかかるという困難が残っている。
典型的には、最終強度の７０％に１０分で到達し、完全な強度には、約２時間で到達する
。このことは、従来からの方法と比較して、フィブリンシーラントは、多くの適用例（例
えば、長期の固定が必要であろうことから、血管中の切開部を密閉する場合）において不
適切であり、多くのその他の適用例においては不都合であることを意味する。
【０００９】
　組織接着剤の使用が、切開部を閉鎖するための従来からの機械的な手段の１つの代替方
法である。レーザーによる組織の溶接（laser tissue welding）として知られる第２の技
術は、二酸化炭素レーザーまたはＮｄ：ＹＡＧレーザーを利用して、熱効果を起こし、組
織表面を一緒にして「溶接する」。この技術の変法が、発色団支援レーザー溶接（chromo
phore-assisted laser welding）と呼ばれ、光吸収性の染料を含有するタンパク質のハン
ダを、適切な波長の光を放射するレーザーと一緒に使用する。したがって、例えば、染料
フルオレセインを、５３２ｎｍの周波数の二重Ｎｄ：ＹＡＧレーザーと組み合わせて使用
するか、インドシアニングリーンを、８０５ｎｍのダイオードレーザーと共に使用する。
この技術の場合、染料によって吸収されたエネルギーは、通常、熱として放出されて、そ
の結果、タンパク質を変性させて、添加したタンパク質のハンダと周囲の組織中のコラー
ゲンとの間に非共有結合を生じさせると考えられた。しかし、Ｋｈａｄｅｍら（１９９９
年）は、使用する染料によっては、タンパク質分子間に共有結合性の架橋結合を生じさせ
る光化学反応からの寄与がある場合があることを示唆した。この仮説を試験するために、
Ｋｈａｄｅｍらは、染料クロリンｅ６と球状の非構造タンパク質であるウシ血清アルブミ
ン（ＢＳＡ）との間の共有結合性の複合体（conjugate）を調製した。彼らは、フィブリ
ノーゲンのクロリンｅ６との複合体は、実質的に凝集し、ハンダとして使用するには不適
切であることを見い出した。したがって、フィブリノーゲンの溶接強度に対する効果を探
索するために、彼らは、フィブリノーゲンを、ある実験では、ウシ血清アルブミン－クロ
リンｅ６複合体と混合し、別の実験では、遊離のクロリンｅ６と混合した。Ｋｈａｄｅｍ
らは、これらのハンダは、ＢＳＡ－クロリンｅ６複合体と比較すると、性能が極めて不満
足であると結論した。したがって、マトリックスタンパク質フィブリノーゲンを混合物中
に含めると、ＢＳＡ－クロリンｅ６複合体を用いて達成した結果に不利に影響した。
【００１０】
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　米国特許第６６０７５２２号（ＨａｍｂｌｉｎおよびＫｈａｄｅｍ）には、組織を一緒
にして溶接する方法が開示されており、この方法は、少なくとも１つの組織に、光増感剤
とタンパク質性の化合物または脂質とを含む組成物を適用するステップと、当該組成物に
照射して、当該組織が第２の組織に接着するのを促進するステップとを含む。この場合に
使用される「光増感剤」という用語は、電磁放射線を、一重項酸素、スーパーオキシドア
ニオンおよびヒドロキシルラジカル等、反応性酸素の種の形態で化学エネルギーに変換す
ることによって、光活性化を経ることができる化合物を指すことに留意されたい。Ｋｈａ
ｄｅｍの論文の場合と同様、フィブリノーゲンのクロリンｅ６との複合体が調製されたが
、これは、実質的に凝集し、ハンダとして使用するには不適切であることが見い出された
。したがって、フィブリノーゲンを、ＢＳＡ－クロリンｅ６複合体と混合しても、遊離の
クロリンｅ６と混合しても、Ｋｈａｄｅｍの論文で報告された結果と同様の不満足な結果
が得られた。
【００１１】
　ＦＯＣＡＬＳＥＡＬとして知られる光活性化可能な組織シーラントが、開発され、ＦＤ
Ａによって承認されている。ＦＯＣＡＬＳＥＡＬは、ポリエチレングリコールに基づく合
成ヒドロゲルであり、２つの成分、すなわち、プライマーおよびシーラントを有し、２段
階で適用し、次いで、青～緑の光を適用することによって重合させる。このシーラントは
、組織に共有結合性には結合せず、むしろ、シーラントが不規則な組織表面に内挿するこ
とが必要となる、機械的な結合を生み出す。シーラントは、水溶性のポリエチレングリコ
ール分子、生分解性のポリ乳酸、炭酸トリメチレンおよび重合可能なアクリルエステルか
らなるマクロマーである。エオシンに基づくプライマーが、組織に浸透し、それ自体で架
橋結合して、機械的な連結（ｉｎｔｅｒｌｉｎｋ）をシーラント化合物に対して提供する
。プライマーとシーラントとが調和して働く。すなわち、プライマーは、組織への浸透お
よび組織の空間を提供し、シーラントは、所望の弾性を与える。また、プライマーは、光
源に暴露されると、シーラントのアクリルエステル基の光重合の開始にも役立つ。
【発明の開示】
【００１２】
　本発明者らは、マトリックスタンパク質の自然の強力な自己会合によって、チロシン残
基およびヒスチジン残基、特に、チロシン残基等、いくつかの個々の芳香族アミノ酸残基
の分子間および分子内の結合が得られる可能性があることを認識した。本発明者らは、こ
れによって、光活性化可能な触媒を使用して、共有結合しやすくかつ重合しやすいマトリ
ックスタンパク質の自己会合が得られるであろうと推測した。この触媒は、隣接する芳香
族側鎖上で安定化したフリーラジカルを形成させ、その結果、それらの２つの間で炭素結
合の形成を開始させることができる。その結果、本発明者らは、金属－配位子錯体が、電
子受容体と共に、隣接するタンパク質間の架橋結合を、一重項酸素、スーパーオキシドま
たはヒドロキシルラジカル等、潜在的に有害な種を形成することのない機構によって直接
仲介する、光開始化学過程において、マトリックスタンパク質を架橋結合させることに成
功した。理論に縛られる意図はないが、この機構では、金属－配位子錯体に照射して、励
起状態を起こし、それに続き、電子が金属から電子受容体へ移動することになると考えら
れる。次いで、酸化された金属が、マトリックスタンパク質中のチロシン側鎖等の側鎖か
ら電子を引き抜いて、チロシルラジカルを生成させ、これが、近くのチロシンと直ちに反
応して、ジチロシン結合を形成する。（何らかの橋渡し部分を有しない）直接的な架橋結
合が、光開始化学反応において素早く生み出されるが、プライマー層を導入する必要がな
く、一重項酸素、スーパーオキシドまたはヒドロキシルラジカル等、潜在的に有害な種を
発生させることもない。
【００１３】
　したがって、本発明の第１の態様は、外科的手技または医学的な治療において組織を結
合させるかつ／または密閉する方法を提供し、これは、
（１）マトリックスタンパク質、光活性化可能な金属－配位子錯体および電子受容体を、
組織部分に適用するステップと、
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（２）当該組織部分に照射して、当該の光活性化可能な金属－配位子錯体を光活性化する
ステップと
を含み、
それによって、マトリックスタンパク質の架橋結合反応を開始させて、当該組織部分を密
閉する、または当該組織部分を隣接する組織部分に結合させる。
【００１４】
　この方法では、当該組織部分を、必要であれば、接触させる場合も含めて、隣接する組
織部分のすぐ近傍の位置まで、例えば、それらの間に比較的大きなギャップ存在する場合
、移動させることになる場合がある。あるいは、架橋結合反応から得られたマトリックス
が、プラグを形成し、これが、それにもかかわらず、組織を、切開部または開口部のいず
れの側にも結合させることができる。さらに、架橋結合したマトリックスが、組織の領域
上に被膜を形成する場合もあれば、架橋結合したマトリックスを、必要に応じて、成形す
るまたは支持することも可能であり、例えば、マトリックスタンパク質、光活性化可能な
金属－配位子錯体および電子受容体を、コラーゲンのシートに運ばせる、または外科用の
ガーゼもしくはフリース中に浸透させることができる。したがって、架橋結合したマトリ
ックスは、使用する適用例に適した物理的形態をとることができ、目的に適した様式で適
用されるであろう。
【００１５】
　ある実施形態では、本方法は、脈管を密閉するために使用する。これには、血管を密閉
して、血液の損失を阻止する場合、空気の漏出を密閉するために肺組織を治療する場合、
脳脊髄液の漏出を阻止する場合、または脈管を密閉して、いずれかのその他の体液の漏出
を阻止する場合がある。
【００１６】
　ある実施形態では、本方法は、第１の組織部分と第２の組織部分とを結合させて、切開
部等の創傷を、例えば、美顔成形手術において密閉するために使用する。
【００１７】
　ある実施形態では、本方法は、損傷を被っている、肝臓組織または肺組織等の軟組織を
、例えば、組織をコートすることによって治療するために使用する。
【００１８】
　また、本発明の組織接着剤を、創傷のドレッシングとして使用することもでき、例えば
、単独または粘着包帯と組み合わせて適用する場合があり、あるいは手術室における止血
性のドレッシングとして使用することもできる。
【００１９】
　したがって、本発明の第２の態様では、出血している創傷のための閉鎖物を提供し、こ
れは、出血を止めるために創傷に適用するのに適した基質を含み、当該基質に、マトリッ
クスタンパク質、光活性化可能な金属－配位子錯体および電子受容体のうちの１つまたは
複数を浸透させる、または当該基質を、マトリックスタンパク質、光活性化可能な金属－
配位子錯体および電子受容体のうちの１つまたは複数でコートする。
【００２０】
　ある実施形態では、当該基質は、包帯、ガーゼ、布、タンポン、膜またはスポンジであ
る。
【００２１】
　本発明の第３の態様により、創傷からの出血を止める方法を提供し、これは、上記の閉
鎖物を、出血している創傷に適用するステップと、当該閉鎖物および周囲の組織に照射す
るステップとを含み、それによって、当該閉鎖物内のまたは当該閉鎖物をコートしている
、１つまたは複数のマトリックスタンパク質と当該の周囲の組織との間に架橋結合反応を
起こして、当該閉鎖物を、当該の周囲の組織に結合させる。
【００２２】
　本発明の第４の態様により、マトリックスタンパク質、またはその投与、光活性化可能
な金属－配位子錯体および電子受容体を含む組成物を提供する。
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【００２３】
　本発明の第５の態様により、マトリックスタンパク質、またはその投与、光活性化可能
な金属－配位子錯体および電子受容体を含むキットを提供する。
【００２４】
　ある実施形態では、マトリックスタンパク質、光活性化可能な金属－配位子錯体および
電子受容体が、キット内に別々に含まれる。
【００２５】
　キットは、所望により、リン酸緩衝食塩水等の緩衝液を、１種または複数のマトリック
スタンパク質、光活性化可能な金属－配位子錯体および電子受容体の溶液を調製するため
に含有する。キットは、酢酸等の弱酸を含有して、フィブリン等のそうでなければ不溶性
のマトリックスタンパク質を可溶性にすることができる。
【００２６】
　また、光源を、キット中に、特に、キットが野外での使用のための場合には、提供する
こともできる。
【００２７】
　ある実施形態では、包帯、ガーゼ、布、タンポン、膜またはスポンジ等、創傷の閉鎖物
を、キット中に提供することができ、所望により、おそらく、当該閉鎖物に、マトリック
スタンパク質、光活性化可能な金属－配位子錯体および電子受容体のうちの１つまたは複
数を、あらかじめ浸透させる、あるいは当該閉鎖物を、マトリックスタンパク質、光活性
化可能な金属－配位子錯体および電子受容体のうちの１つまたは複数で、あらかじめコー
トすることができる。
【００２８】
　ある実施形態では、組成物は、１種または複数のマトリックスタンパク質、光活性化可
能な金属－配位子錯体および電子受容体、ならびに不活性な担体を含む。特に、これらの
化合物を、不活性な担体に溶解させて、３つの成分の全てを含む溶液を、組織部分に適用
する。特に、溶液は、水性溶液であり、一般に、リン酸緩衝食塩水等の緩衝液中の溶液で
ある。あるいは、３つの成分のそれぞれを、照射の前に、別々に適用する、または別々の
溶液として適用することもできるであろう。
【００２９】
　適用方法には、重大な意味はなく、溶液を密閉しようとする適切な組織上または領域上
に広げる、あるいは１つの組織部分を別の組織部分上で擦り合わせて溶液を広げることに
なるであろう。
【００３０】
　別の実施形態では、薬物（特に、化学走性、増殖促進または分化の因子、さらに、抗生
物質または化学療法剤等、従来からの薬物）、またはその他の治療剤を、特に、上記の組
成物の成分として、当該の第１の組織部分および／または当該の第２の組織部分に適用す
る。理論に縛られる意図はないが、治療剤が、架橋結合反応によって形成されたマトリッ
クス中に捕獲され、それでマトリックスが分解するまでの長期間にわたってｉｎ　ｓｉｔ
ｕにおいて保有されると考えられる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　本明細書で使用する場合、「光活性化可能な金属－配位子錯体」という用語は、金属が
照射時に励起状態に入ることができ、その結果、より高い酸化状態に移動するために、金
属は、電子を電子受容体に供与し、その後、電子をマトリックスタンパク質の芳香族側鎖
、特に、チロシンから引き抜いて、一重項酸素の形成に頼ることなく、フリーラジカルを
生成することができる金属－配位子錯体を意味する。適切な金属として、これらに限定さ
れないが、可視領域の光を吸収することができる錯体の形態でのＲｕ（ＩＩ）、Ｐｄ（Ｉ
Ｉ）、Ｃｕ（ＩＩ）、Ｎｉ（ＩＩ）、Ｍｎ（ＩＩ）およびＦｅ（ＩＩＩ）、例えば、Ｒｕ
（ＩＩ）ビピリジル錯体、Ｐｄ（ＩＩ）ポルフィリン錯体、スルホナトフェニルＭｎ（Ｉ
Ｉ）錯体またはＦｅ（ＩＩＩ）プロトポルフィリン錯体、特に、Ｒｕ（ＩＩ）ビピリジル
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錯体またはＰｄ（ＩＩ）ポルフィリン錯体、とりわけ、［Ｒｕ（ＩＩ）（ｂｐｙ）３］Ｃ
ｌ２等、Ｒｕ（ＩＩ）（ｂｐｙ）３錯体が挙げられる。効率的な架橋結合が、過硫酸塩、
特に、過硫酸アンモニウムまたは過硫酸ナトリウム等の電子受容体の存在下で生じ、中等
度の強度の可視光を必要とするに過ぎない。その他の可能な電子受容体として、Ｃｏ（Ｉ
ＩＩ）（ＮＨ３）５Ｃｌ２＋；過ヨウ素酸塩、過臭素酸塩、過塩素酸塩が挙げられる。関
係のある化学的な選択肢および種類が、Ｂｒｏｗｎ，ＫＣおよびＫｏｄａｄｅｋ，Ｔ　Ｍ
ｅｔ　Ｉｏｎｓ　Ｂｉｏｌ　Ｓｙｓｔ．２００１年；３８：３５１－８４．「Ｐｒｏｔｅ
ｉｎ　ｃｒｏｓｓ－ｌｉｎｋｉｎｇ　ｍｅｄｉａｔｅｄ　ｂｙ　ｍｅｔａｌ　ｉｏｎ　ｃ
ｏｍｐｌｅｘｅｓ」に概説されている。この内容は、参照によって本明細書に組み入れら
れている。
【００３２】
　本明細書で使用する場合、「電子受容体」という用語は、架橋結合反応を促進する、い
ずれかの容易に還元される分子を意味する。
【００３３】
　本明細書で使用する場合、「マトリックスタンパク質」という用語は、動物の細胞外マ
トリックス中に豊富に共通して存在するタンパク質の単離および精成された形態を指す。
典型的なマトリックスタンパク質は、フィブリノーゲン、フィブリン、コラーゲン、フィ
ブロネクチン、ケラチンおよびラミニン、またはそれらの混合物であり、これらは、ヒト
または動物の源から単離すること、あるいは例えば、組換えＤＮＡ技術を使用して調製す
ることができる。その上、これら化合物の誘導体またはこれらを含有する抽出物も、本発
明における使用に適し、それらを混合物で使用することができる。
【００３４】
　本明細書で使用する場合、「フィブリン」および「フィブリノーゲン」という用語は、
フィブリンおよびフィブリノーゲン自体、精製されたフィブリンまたはフィブリノーゲン
のサブユニット、あるいはそれらの複合物または混合物を包含する。これらは、ヒトまた
は動物の全血または血漿から単離することができるであろう。あるいは、これらの製品、
あるいはそれらの活性のある相同体または断片は、遺伝子工学によって調製することがで
き、また、そのような製品も、本発明における使用に向けて想定されている。例えば、Ｐ
ｈａｒｍｉｎｇは、ウシαＳ－カゼインプロモーターの転写調節下にある３つのフィブリ
ノーゲン遺伝子（ｒＴＳ）を開発して、高いレベルの乳腺に特異的な発現を達成しつつあ
る。核移植技術が使用されて、乳汁中のヒトフィブリノーゲンの発現レベルを１～３ｇ／
ｌのレベルで示す、いくつかの遺伝子導入ウシを生み出している。
【００３５】
　また、本発明者らは、凝固したフィブリン自体（可溶性のフィブリノーゲンをトロンビ
ンで処理することによって生成され、リン酸緩衝液中では不溶性である）を、例えば、２
％酢酸の添加またはその他の手段によって可溶性とすることができ、また、これは、それ
に続いて、本発明の方法を使用して架橋結合させることもできることを実証している。
【００３６】
　本明細書で使用する場合、「可溶性フィブリン」という用語は、フィブリノーゲンから
、例えば、トロンビンを用いた加水分解によって調製し、次いで、２％酢酸等の弱酸、尿
素等の化学的カオトロープ、またはその他の手段を添加して可溶性としたフィブリンを指
す。
【００３７】
　本明細書で使用する場合、「適用の」または「適用する」または「適用」という用語は
、マトリックスタンパク質、光活性化可能な金属－配位子錯体および電子受容体をいずれ
かの順で順次に適用すること、またはマトリックスタンパク質、光活性化可能な金属－配
位子錯体および電子受容体のうちのいずれか１つまたは複数を含む組成物を適用すること
を指す。マトリックスタンパク質、光活性化可能な金属－配位子錯体および電子受容体、
またはそれらを混合物中に含有する組成物を、凍結乾燥した散剤または材料のプラグ等の
固体の形態で、あるいは溶液または泡等の液体で提供して投与することができる。単一ま
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たは多重の注射外筒を有するアプリケーター等のアプリケーターによって切開部または創
傷内をはじめとする組織部分に直接的に、へら等の１種または複数の広げるための装置を
用いて、スプレー缶等のエアロゾル装置によって、手作業で置くことによって、あるいは
これらの化合物を含む、プラグまたは包帯、ガーゼ、布、タンポン、膜もしくはスポンジ
等の封鎖物である外科用用具、またはマトリックスタンパク質、光活性化可能な金属－配
位子錯体および電子受容体を置くことができる、もしくは混合物中にそれらを含有する組
成物を置くことができる何らかのその他の方法を用いて、適用を行うことができる。
【００３８】
　本明細書で使用する場合、「組織」という用語は、密接な近位に位置する、特徴が類似
するものであっても、異なるものであっても、複数の細胞を指し、したがって、筋肉組織
等、組織学的な意味での組織を含むのみならず、血管のような脈管の壁等、個別の構造、
および生の切れた表面をはじめとする臓器の表面もまた含む。この用語の使用法は、本明
細書に記載した意図する使用と共に読み取る必要があるが、この用語の使用法によって、
記載する使用を制限する意図はない。
【００３９】
　本発明の方法を、縫合糸および止め金等、従来からの外科用の封鎖物、ならびに一般に
現存する組織接着剤を増強するためまたはそれらの代替物として使用することが想定され
る。しかし、特定の分野および適用例においては、特定の用途がある可能性がある。特に
、本方法は、心胸郭手術、心血管手術、胸郭手術、肝臓および膵臓の手術、脳の手術、美
顔成形手術、内視鏡手術、漿液腫の形成の阻止、骨の治癒、肝臓の生検、ならびに歯科等
、フィブリン糊等の組織接着剤がすでに使用されている分野において用途を見い出すであ
ろう。
【００４０】
　心胸郭手術におけるシーラントの止血に対する有効性は、臨床結果にとって重要である
。良好な局所の止血は、これらの高リスク患者の血液の損失、手術時間およびｒｅｓｔｅ
ｒｎｏｔｏｍｙの必要性を減じる。直視下心臓手術後の出血は、心臓手術においては大問
題である。止血異常のために、長期の出血を制御するための再手術が必要になる場合があ
る。したがって、コラーゲンでコートしたドレッシング等、従来からの局所的な薬剤と比
較して、止血をもたらす点でより優れているシーラントが望ましい。
【００４１】
　また、本発明の方法は、肺の手技からの空気の漏出を密閉するためにも（気管支瘻のた
めの治療としてさえも）有用である。胸郭手術では、しばしば、肺を切除および剥皮する
ことになる。そのような外科的介入の結果として、出血および空気の漏出が挙げられる。
遡及的分析から、気管支瘻は、肺切除後の患者の２％から３％に生じ、次いで、１５％か
ら２０％の死亡率に至ることが示されている。これらの合併症は、本発明のシーラントの
使用によって克服することができる。
【００４２】
　肝臓および肺等の軟組織の生の切れた表面は、単離して、縫合等の従来からの技法によ
って固定することはできない。これらの表面の管理は、出血、胆汁の漏出および体液の蓄
積に至る恐れのある感染、膿瘍形成および敗血症等、腹腔内の合併症を予防するために重
要である。さらに、胆汁液は、腹膜に対する強力な刺激物であり、フィブリンシーラント
を使用する胆汁の漏出の阻止は、非常に望ましい。したがって、本発明のシーラントは、
肝胆道手術における組織シーラントとしての用途を見い出す。
【００４３】
　フィブリン糊は、神経外科医が、脳脊髄液の漏出を阻止する目的で、二重に閉鎖するた
めに使用される。脳脊髄液（ＣＳＦ）の瘻孔の管理は、重要である。フィブリンシーラン
トが、瘻孔からのＣＳＦの漏出を阻止するために、外科的手技で使用されており、本発明
のシーラントは、ＣＳＦ漏出の阻止において用途を見い出すであろう。
【００４４】
　欧州では美顔成形外科医が、縫合糸の代わりにフィブリンに基づく糊を日常的に使用し
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ており、これによって、顔の美容整形手術を受ける患者のためにドレーン管を使用するの
を避けることができるようになっている。基本的に、ドレーン管およびドレッシングを避
ける２つの利点がある。すなわち、手術後の時間が、通常のかさ高いドレッシングを付け
たり、外したりすることがないことによって減少すること、および腫大、血腫の形成が減
少することである。組織接着剤は、手術後の血腫および浮腫の発生率を減少させ、痛みの
伴う縫合糸の抜糸を避けることを可能にし、場合によっては、早期の回復およびより大き
な患者の満足を促進すると報告されている。形成外科医は、特に、接着剤を創傷郭清後の
熱傷の出血を制御するために、および内弁を必要とする手術における補助として使用する
。皮膚移植が、熱傷による創傷の広い表面を再生するために使用する最も簡単でかつ最も
有効な方法である。移植片は、最初は、その新しい面（bed）にフィブリンの薄層によっ
て付着し、移植片の栄養補給が、血漿を吸収することによって生じる。さらに、創傷から
の血管および繊維性組織の内殖の結果、移植片の「獲得」として知られる、移植片のレシ
ピエントの部位への持続性の接着に至る。この過程が、移植片と面との間への血液の堆積
、せん断、および感染によって妨げられる場合がある。顔部は、高度に血管性であり、熱
傷による創傷の切除後、びまん性の出血は、制御するのが困難である。従来、血腫の問題
を克服するために、移植片を網状にして、何らかの体液の堆積の排出を可能にする。残念
なことに、網状にすると、瘢痕を生じ、これは、最終的な美容的結果を損なう。注意深く
縫合することによって、せん断を最小化することができるが、時間がかかり、出血を促進
する恐れがあり、また瘢痕を残す場合もある。本発明のシーラントは、良好な止血を提供
して血腫の形成の阻止に役立ち、縫合糸の使用を最小化してこれによって手術時間を減じ
、かつ縫合糸を通す間のさらなる出血を避けることから、顔部の熱傷の切除および皮膚移
植において、いくつかの利点を有する。また、形成外科医は、フィブリン糊を前頭部のし
わおよび加齢する顔部のしわの管理に利用しており、本発明のシーラントは、この適用で
もまた有用であろう。この技法は、額部のしわ取り手術（browlifing）のために利用され
る、古典的な冠状切開を避け、したがって、病的状態を最小化する。当該接着剤は、前頭
部と頭皮の内弁とを適所に固定するのに役立つのみならず、止血剤としてもまた働き、血
腫の形成および挫傷を減少させる。
【００４５】
　手術後の漿液の堆積は、非常に危険な問題であり、阻止すべきである。これによって、
顕著な病的状態および回復の遅れが生じる恐れがある。漿液の堆積は、乳房切除および腋
窩切開、軟組織の切開（腹壁形成、乳房縮小、フェースリフト）、ならびに筋肉の収集の
後に出現することがある。合併症として、疼痛、創傷の感染、内弁の壊死および費用の増
加が挙げられるが、創傷の治癒を、シーラントを手術中に適用して改善することができる
。
【００４６】
　骨の修復における当該組織接着剤の使用は、造骨細胞の活性を、遅延させるのではなく
、むしろ促進するはずである。対照的に、シアノアクリレートは、有害な骨の反応を生じ
る。シアノアクリレートの空間を占有する性質が、治癒を阻止するか、遅延させ、シアノ
アクリレートの分解産物は、有害である。
【００４７】
　肝臓の生検が、候補者の評価または移植肝臓の組織学的経過観察のためにしばしば必要
になる。一般的には安全であるとみなされているが、肝臓の生検では、合併症の危険が症
例の０．５％に及び、出血が最も重要である。別の選択しとして、いわゆる栓子による経
皮的肝生検（plugged percutaneous liver biopsy）（ＰＰＬＢ）があり、これは、栓子
の材料を、生検の経路に直接注入するものであり、本発明のシーラントが有用である場合
があろう。
【００４８】
　歯科においては、組織接着剤の使用によって、異物反応、瘻孔の形成および顎下の膿瘍
の形成が生じる恐れのある、絹製の縫合糸の使用と比較して、感染または治癒の遅延の性
向の減少が見られる。
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【００４９】
　また、本発明の組織接着剤は、創傷のドレッシングとしても使用することができる。吸
収性の粘着包帯は、戦場の創傷の制御において直接使用することができ、出血の局所制御
を即座に達成することができる。さらなる適用として、スポンジに代わって使用される、
手術室における止血性のドレッシングが考えられる。
【００５０】
　また、本発明が、薬物の局所投与のためのビヒクルを提供することも想定されている。
本発明は、そのような役割を担うのに理想的な特徴を有する。本発明の方法では、マトリ
ックスタンパク質を、組織の損傷部位に置くと、マトリックスタンパク質は、最終的には
分解し、生体の自然治癒の過程の一部として、治癒組織によって置き換えられる。したが
って、マトリックスタンパク質は、最初は、出血を制御するが、自然に生分解するまで、
適所に堅固に固定されて留まる。したがって、マトリックスタンパク質は、化学走性、増
殖促進または分化の因子を送達して、軟組織および硬組織の両方の生成を引き起こすこと
、あるいは望ましくない増殖の新しいアイディアを可能にする。また、マトリックスタン
パク質を使用して、抗生物質および化学療法剤の形態の従来からの医薬品を、長期にわた
って送達することもできる。
【００５１】
　広い範囲の薬物を、局所作用および／または全身的な放出のために、当該マトリックス
内に組み入れることができる。特に、抗生物質、化学療法剤、ペプチドホルモン、サイト
カイン、抗体、細胞周期制御因子、ケモカイン、増殖因子および分泌タンパク質を、当該
マトリックス中に組み入れることができる。抗生物質は、ハイグロマイシンＢ、カナマイ
シンおよびストレプトマイシン等のフルオロキノロン系アミノグリコシド、アンホテリシ
ンＢ、シクロヘキサミドおよびニスタチン等の抗菌性抗生物質、マイトマイシンＣ、ピュ
ーロマイシンおよびストレプトゾシンをはじめとする抗悪性腫瘍性抗生物質、リファンピ
シンおよびカプレオマイシンをはじめとする抗結核性抗生物質、アモキシシリンおよびペ
ニシリンをはじめとするラクタム系抗生物質、ニスタチンおよびブレフェルデンＡをはじ
めとするマクロライド系抗生物質、エキノマイシンおよびグラミシジンをはじめとするペ
プチド系抗生物質、テトラサイクリン、クロラムフェニコール、ならびにツニカマイシン
からであることができる。例示的なサイトカインとして、これらに限定されないが、イン
ターロイキン、ベータ－インターフェロン、アルファ－インターフェロン、ガンマ－イン
ターフェロン、アンジオスタチン、トロンボスポンジン、エンドスタチン、ＭＥＴＨ－１
、ＭＥＴＨ－２、ＧＭ－ＣＳＦ、Ｇ－ＣＳＦ、Ｍ－ＣＳＦ、腫瘍壊死因子（ＴＮＦ）、お
よび骨形成タンパク質（ＢＭＰ）が挙げられる。ケモカインは、一般に、化学誘引物質と
して作用して、エフェクター細胞を、ケモカインの発現部位へ動員する。したがって、ケ
モカインは、免疫系成分を治療部位へ動員することができる。適切なケモカインとして、
これらに限定されないが、ＲＡＮＴＥＳ、ＭＣＡＦ、ＭＩＰ１－アルファ、ＭＩＰ１－ベ
ータおよびＩＰ－１０が挙げられる。適切な増殖因子として、これらに限定されないが、
ＴＧＦ－α、ＴＧＦ－β、ＥＧＦ、ＰＤＧＦ、ＦＧＦ、ＮＧＦ、ＶＥＧＦおよびＫＧＦが
挙げられる。適切な分泌タンパク質として、これらに限定されないが、第ＶＩＩＩ因子、
第ＩＸ因子およびフォンウィルブランド因子等の血液因子が挙げられる。抗癌剤が、フィ
ブリン糊からの持続性放出を示すことが実証されている（Ｙｏｓｈｉｄａら、２０００年
）。また、フィブリン糊は、眼科手術において使用する場合、抗生物質の徐放性製剤を提
供することもできる（Ｍａｒｏｎｅａら、１９９９年）。さらに、フィブリン糊に、アミ
カマイシン等の抗生物質を含ませて、移植の局所感染を予防している（Ｎｉｓｈｉｍｏｔ
ｏｌら、２００４年）。
【００５２】
　本明細書の目的のために、「含んでいる（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」という言葉は、「
含んでいるが、限定されない（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　ｂｕｔ　ｎｏｔ　ｌｉｍｉｔｅｄ　
ｔｏ）」ことを意味し、「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ）」という言葉は、対応する意味を
有することを明確に理解されたい。



(12) JP 5671209 B2 2015.2.18

10

20

30

40

50

【００５３】
（比較例１）
　ＴＩＳＳＥＥＬ　ＶＨ　Ｆｉｂｒｉｎシーラントの使用
　ＴＩＳＳＥＥＬ　ＶＨ　Ｆｉｂｒｉｎシーラントは、以下の物質を４つの別々のバイア
ルに含有する。
１．Ｓｅａｌｅｒ　Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｅ（Ｈｕｍａｎ）、蒸気加熱
、凍結乾燥
２．Ｆｉｂｒｉｎｏｌｙｓｉｓ　Ｉｎｈｉｂｉｔｏｒ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ（Ｂｏｖｉｎｅ
）
３．Ｔｈｒｏｍｂｉｎ（Ｈｕｍａｎ）、蒸気加熱、凍結乾燥
４．Ｃａｌｃｉｕｍ　Ｃｈｌｏｒｉｄｅ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ
【００５４】
　凍結乾燥されているＳｅａｌｅｒ　Ｐｒｏｔｅｉｎ　ＣｏｎｃｅｎｔｒａｔｅおよびＴ
ｈｒｏｍｂｉｎを、Ｆｉｂｒｉｎｏｌｙｓｉｓ　Ｉｎｈｉｂｉｔｏｒ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ
およびＣａｌｃｉｕｍ　Ｃｈｌｏｒｉｄｅ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎのそれぞれ中に再構成する
。次いで、得られたＳｅａｌｅｒ　Ｐｒｏｔｅｉｎ　ＳｏｌｕｔｉｏｎおよびＴｈｒｏｍ
ｂｉｎ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎを、Ｄｕｐｌｏｊｅｃｔ　Ｓｙｓｔｅｍを使用して組み合わせ
て、Ｆｉｂｒｉｎ　Ｓｅａｌａｎｔを形成する。無菌のＤｕｐｌｏｊｅｃｔ　Ｓｙｓｔｅ
ｍは、２つの同一の使い捨てシリンジのためのクリップ、および共通のプランジャーから
なり、このプランジャーによって、確実に、等しい容量の２つの成分が共通の接合部を通
して送り込まれてから、適用針中で混合されて押出される。２つの成分が適用されてから
、密閉される部分を、少なくとも３から５分間、固定するか、所望の位置に保持して、硬
化しつつあるＴＩＳＳＥＥＬ　ＶＨ　Ｆｉｂｒｉｎ　Ｓｅａｌａｎｔが、周囲の組織に堅
固に付着するのを確実にする。凝固したＴＩＳＳＥＥＬ　ＶＨ　Ｆｉｂｒｉｎ　Ｓｅａｌ
ａｎｔは、約２時間後に、その最終強度に達する（約１０分後で、７０％）。したがって
、この過程は、多くの適用例において、容認し難いほどの長い硬化時間がかかってしまう
。
【００５５】
（比較例２）
　ＰＥＧコポリマー（ＦＯＣＡＬＳＥＡＬ－Ｌ）の組織シーラントとしての使用
　肺癌の診断は、しばしば、肺の腫瘍を患者から外科的に取り出す必要がある。腫瘍を取
り出した後、空気の漏出が、外科的手技で使用した縫合糸または止め金の周囲に生じる恐
れがある。空気の漏出を、縫合する、止め金で止めるまたは外科用メッシュを空気の漏出
の上に適用する、あるいはポリエチレングリコール（ＰＥＧ）製のシーラントであるＦＯ
ＣＡＬＳＥＡＬを使用することによって閉鎖することができる。ＰＥＧは、組織に付着す
るのではなく、むしろ肺への開口部と一緒になって漏出を密閉する「プラグ」を形成する
。ＦＯＣＡＬ　ＳＥＡＬの適用は、２段階の過程であり、肺組織に、プライマー層、次い
で、ＰＥＧ層を、肺表面に「塗る」ことによって適用することになる。コート後、肺組織
に、３０または４０秒間照射する。ＦｏｃａｌＳｅａｌ－Ｌ　Ｓｅａｌａｎｔおよび外科
的に閉鎖する標準的な技法を用いて治療した患者の３９％、それに対して、標準的な技法
のみを用いて治療した患者の１１％が、退院時に、空気の漏出なしであった。また、この
研究は、空気の漏出を止めるのに要する時間の量が、標準的な技法を用いた場合より少な
いことも示した。副作用は、ほぼ同一であったが、ＦｏｃａｌＳｅａｌ－Ｌ　Ｓｅａｌａ
ｎｔ治療患者の方が、感染率が若干高かった（７．２％対３．６％）。したがって、２段
階で適用することになる光化学的な過程は、迅速に硬化する一方で、ＰＥＧに基づくプラ
グは、隣接する組織を結合させることはない。
【実施例１】
【００５６】
　ウシフィブリノーゲンの光化学的架橋結合
　光化学的な方法を使用して、可溶性フィブリノーゲンを架橋結合させて固体の生体材料
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とし、かつフィブリノーゲンマトリックスを、筋肉組織を囲む細胞外マトリックス中に含
まれているタンパク質と共有結合性に架橋結合させた。ウシ背屈最長筋（ＬＤ）の２つの
小さな条片を切り取り、対抗する表面を、シーラントの溶液（２００ｍｇ／ｍｌのウシフ
ィブリノーゲンを、２ｍＭ［Ｒｕ（ｂｐｙ）３］Ｃｌ２、１０ｍＭ過硫酸アンモニウムと
共に、ＰＢＳ中に溶解させた）中でコートした。１０秒間の照射後、この筋肉の２つの小
片は、図２中に示す位置に堅固に結合した。本研究のために選んだ光源は、６００Ｗのハ
ロゲン化タングステン源（２×３００Ｗランプ；ＧＥ　＃３８４７６）であった。スペク
トル出力は、３００ｎｍ～１２００ｎｍの広いピークを示した。ウシフィブリノーゲン（
Ｆｒａｃｔｉｏｎ　Ｉ、Ｓｉｇｍａ）（２００ｍｇ／ｍｌ）を、２ｍＭ［Ｒｕ（ｂｐｙ）

３］Ｃｌ２、１０ｍＭ過硫酸アンモニウムと共に、ＰＢＳ中に溶解させ、光化学的に架橋
結合させた（１０ｃｍで６００Ｗ、１０ｓ間）。
【実施例２】
【００５７】
　重合させたフィブリノーゲンバイオポリマーのｉｎ　ｖｉｖｏにおける分解および組織
応答
　ラット皮下移植研究において評価するための固体フィブリノーゲン生体材料を、精製し
た可溶性フィブリノーゲンタンパク質から得る。このタンパク質は、塩化トリス（ビピリ
ジル）ルテニウム（ＩＩ）（２ｍＭの最終濃度）および過硫酸アンモニウム（２０ｍＭの
最終濃度）が関わる、光化学的な方法を使用して架橋結合させた。これらの研究のために
選んだ光源は、６００Ｗのハロゲン化タングステン源（２×３００Ｗランプ；ＧＥ　＃３
８４７６）であった。スペクトル出力は、３００ｎｍ～１２００ｎｍの広いピークを示し
た。直接的な毒性成分および浸出する恐れのある毒性成分についてスクリーニングするた
めのさらなる標準的な細胞培養法も、動物内への移植の前に要求されたが、この精製され
た発現タンパク質生体材料に関する予備的なｉｎ　ｖｉｔｒｏでの細胞毒性の評価は、有
望であった。したがって、フィブリノーゲン生体材料を、組織応答および材料の分解の程
度について、３６週の期間にわたり（３、８、１８および３６週）、ラットにおいて評価
した。
【００５８】
　方法
　動物
　４０匹のＷｉｓｔａｒラット、雌、８週齢を、Ａｎｉｍａｌ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｅ
ｎｔｅｒ、Ｃａｎｎｉｎｇ　Ｖａｌｅ、ＷＡから購入した。ラットを、新しい環境に、フ
ィブリノーゲンの検体の移植前に２週間順化させた。
【００５９】
　麻酔
　ガス麻酔薬であるイソフルランを、最適な麻酔薬として使用した。これは、この麻酔薬
は、導入が急速であり、回復が速いからである。各ラットに、酸素の混合物中のイソフル
ラン（５％）を用いて導入した（２リットル／分）。麻酔導入には、約３０～６０秒を要
した。１回は、Ｉｓｏｆｌｕｒａｎｅの濃度を、酸素の混合物中で２％まで減少させた（
２リットル／分）。
【００６０】
　皮下移植
　ラット背側をクリッパーで剪毛し、皮膚を、Ｉｏｄｉｎｅ外科用タワシ（surgical scr
ub）で消毒した。次いで、小さな切開部（約７ｍｍ）を、真皮を通して筋肉層まで設けた
。次いで、ポケットを、真皮と筋肉層との間の結合組織を鈍／鈍のハサミを使用して切断
することによって作り出した。次いで、検体のプラグを、ポケット内に静かに置き、最初
の切開点から離れた位置に置いた。創傷を、２つの９ｍｍのクリップを使用して閉鎖した
。第２、４および５群では、各ラット、２つの生体ポリマーを、別々のポケット内に皮下
に移植した。第３群では、１つの生体ポリマーのみを移植した。
【００６１】
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　移植した検体を以下に示す（ＰＢＳ＋プロテアーゼ阻害剤のカクテル中に懸濁）：
　１）フィブリノーゲン（Ｓｉｇｍａ、画分Ｉ）（光化学的な方法を使用して架橋結合さ
せた。製品を、フィブリノーゲン、Ｒｕ（ＩＩ）触媒および過硫酸アンモニウムまたは過
硫酸ナトリウムを含む組成物として適用し、次いで照射した。この製品を、これ以降「Ｆ
ｉｂｒｉｎｏｇｅｎ－ｂａｓｅｄ　Ｔｉｓｓｕｅ　Ｓｅａｌａｎｔ」または「ＦＢＴＳ」
と呼ぶ）
【００６２】
　架橋結合させたフィブリノーゲンの各プラグ（２００ｍｇ／ｍｌの１００μｌ）の形は
、円錐形であり、底面が４ｍｍ、上面が１ｍｍ、および高さが５～６ｍｍであった。全て
のプラグの色は、ベージュ／褐色であった。
【００６３】
　各ポリマーの高さ（幅）および長さを、デジタル測径器を使用して、最初の４週間は週
に１回、次いで、実験の残りの間は２週に１回測定した。
【００６４】
　フィブリノーゲン検体の移植後第１週では、（創傷が感染した可能性が大きい１匹のラ
ットを除き）腫大を認めなかった。全てのラットの挙動および外見は、正常に見える。
【００６５】
　移植後第２週では、大きさの増加を示していた全てのプラグの大きさは、移植時の大き
さとほぼ同じであるか、若干減少した。炎症を認めなかった。
【００６６】
　移植後第３週、第１時点で、各群から２匹のラットを堵殺した。いずれの臓器において
も、肉眼的な病態は認めず、全ての臓器（心臓、肝臓、脾臓、肺および腎臓）はいずれも
、組織学的に正常であった。大部分のプラグでは、分解／再吸収が始まっているように見
えた。大部分は、プラグを覆う薄い被膜を有した。フィブリノーゲンプラグは、平板化し
ていた。巨視的な／肉眼での炎症は、いずれの移植部位でも、いずれのプラグの周囲でも
認めなかった。
【００６７】
　第８週、第２時点で、各群から２匹のラットを堵殺した。フィブリノーゲンプラグは、
大きさが減少し、形は球状であった。フィブリノーゲン群からの１匹のラットは、肥大し
た脾臓を伴う硬化した腎臓を有し、腎臓の癌腫の可能性があったが、これは、移植とは関
係がなかった。
【００６８】
　第１８週、第３時点で、各群から２匹のラットを堵殺した。Ｆｉｂｒｉｎｏｇｅｎを移
植したラット中に、プラグを認めなかった。プラグは、完全に分解した／再吸収されてい
た。全てのラットからの主要な臓器のいずれにも、肉眼的な病態を認めなかった。
【００６９】
　第３６週、研究終了。研究を終了した。全ての群からの移植したプラグは、完全に分解
するか、再吸収されていた。いずれのラットからの主要な臓器のいずれにも、肉眼的な病
態を認めなかった。
【実施例３】
【００７０】
　Ｆｉｂｒｉｎｏｇｅｎ－ｂａｓｅｄ　Ｔｉｓｓｕｅ　Ｓｅａｌａｎｔ（ＦＢＴＳ）の強
度。
　ＦＢＴＳを使用して結合させた組織とフィブリン糊を使用して結合させた組織との比較
強度を、除毛した成体ヒツジの皮膚を使用して測定した。皮膚は除毛し、皮膚の表面を、
ワイヤーブラシを使用してこすってきれいにした。皮膚を、リン酸緩衝食塩水（ＰＢＳ）
中に浸漬し、「ダンベル」（約１０ｃｍ×１ｃｍ）を、再水和させた皮膚から張力試験の
ために切断した。切開部を、皮膚のダンベル状の条片の幅方向に設け、次いで、この２つ
の半分を（室温で）「接着（ｇｌｕｅ）」または密閉し、その後、本発明により、フィブ
リノーゲンを光化学的に処理した。ＦＢＴＳの接着性を、メーカーの指示に従って使用し
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た市販のフィブリンに基づく組織シーラント（Ｔｉｓｓｅｅｌ（登録商標）、Ｂａｘｔｅ
ｒ）と比較した。次いで、接着させた皮膚を、張力試験機（Ｉｎｓｔｒｏｎ）中に載せ、
破壊荷重について試験した。単位は、ニュートン（Ｎ）である。切断したダンベルは、両
方の組織シーラントを用いて、継ぎ目において１ｃｍだけ重ねる、または付き合わせて接
合させるのいずれかとした。
【００７１】
　架橋結合させたフィブリノーゲンを、１００ｍｇ／ｍｌ、１５０ｍｇ／ｍｌまたは２０
０ｍｇ／ｍｌのフィブリノーゲンの濃度を使用して調製し、検体に、３００Ｗハロゲン化
タングステンランプを表面から１５ｃｍで使用して、６０秒間照射した。Ｔｉｓｓｅｅｌ
（登録商標）は、（メーカーの指示に従って）、切断表面に適用し、これらを一緒に保持
し、張力試験までに、５分間、２０分間または８０分間硬化させた。
【００７２】
　表１中に記載する検体の説明：
　ＦＢ＝記載する５つの濃度で使用したシグマ製ウシフィブリノーゲン。重ねた切片を、
ＦＢＴＳで密閉した。ＦＢＴＳを、重なる部分の間の皮膚の表面に適用し、重なる部分を
一緒にして軽く押し付けた。各面に、６０秒間照射した。
【００７３】
　Ｔｉｓｓｅｅｌを、同じ方法で試験した。接着剤を、記載するように、試験までに、５
分間から８０分間硬化させた。
【００７４】
　コラーゲン＝ＦＢＴＳと同様、［Ｒｕ（ｂｐｙ）３］Ｃｌ２および過硫酸塩を加えたＤ
ｅｖｒｏ医療用コラーゲン４．１ｍｇ／ｍｌ。
【００７５】
　「ＦＢ７５／コラーゲン７５」は、１５０ｍｇ／ｍｌフィブリノーゲンと４．１ｍｇ／
ｍｌ　Ｄｅｒｖｏコラーゲンとの１：１の混合物を表す。
【００７６】
　「ＦＢ６０／コラーゲン６０」は、１５０ｍｇ／ｍｌフィブリノーゲンと２０ｍｇ／ｍ
ｌ精製ウシコラーゲン（１型）との混合物を表す。
【００７７】
　表１
　物理試験の概要
　クロスヘッドスピード、５０ｍｍ／分
【表１】

【００７８】
　結果
　結果は、ＦＢＴＳ製品が、フィブリンに基づく製品であるＴｉｓｓｅｅｌ（登録商標）
よりも、重ねた場合および付き合わせて接合した場合の両方において、２から３倍強力な
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組織結合を生じることを示している。さらに、ＦＢＴＳは、より迅速に作用して、最大結
合強度に達する。
【実施例４】
【００７９】
　光暴露時間：
　反応物は、２５μｇのウシフィブリノーゲン（Ｓｉｇｍａ）；２ｍＭ［Ｒｕ（ｂｐｙ）

３］Ｃｌ２；２０ｍＭ過硫酸塩（ナトリウム塩）の全てを、２５μｌのＰＢＳ中に含有し
た。
【００８０】
　反応物を、Ｑｕａｒｔｚ　Ｈａｌｏｇｅｎ二色性源からの３００Ｗの非干渉性光に、１
、２、５、１０、３０および６０秒間暴露させたところ、いずれも、高分子量の架橋結合
したフィブリノーゲンポリマーの形成を得た（図３）。
【実施例５】
【００８１】
　［Ｒｕ（ｂｐｙ）３］Ｃｌ２の濃度の効果：
　反応物は、２５μｇのウシフィブリノーゲン（Ｓｉｇｍａ）；２０ｍＭ過硫酸塩（Ｓｏ
ｄｉｕｍ塩）の全てを、２５μｌのＰＢＳ中に含有した。反応物を、Ｑｕａｒｔｚ　Ｈａ
ｌｏｇｅｎ二色性源からの３００Ｗの非干渉性光に、１分間暴露させたところ（図４）、
架橋結合反応が、様々な［Ｒｕ（ｂｐｙ）３］Ｃｌ２の濃度にわたり生じることを示した
。
【実施例６】
【００８２】
　過硫酸塩の濃度の効果：
　反応物は、２５μｇのウシフィブリノーゲン（Ｓｉｇｍａ）；２ｍＭ［Ｒｕ（ｂｐｙ）

３］Ｃｌ２（Ａｌｄｒｉｃｈ）の全てを、２５μｌのＰＢＳ中に含有した。（ＳＰＳ：過
硫酸ナトリウム；ＡＰＳ：過硫酸アンモニウム）。
【００８３】
　反応物を、Ｑｕａｒｔｚ　Ｈａｌｏｇｅｎ二色性源からの３００Ｗの非干渉性光に、１
分間暴露させたところ（図５）、様々な濃度にわたり、効力を示した。
【実施例７】
【００８４】
　予備試験は、ブタフィブリノーゲンを使用して、種々のウシ組織の堵殺場標本中に設け
た切開部を修復する、ＦＢＴＳのシーラント性を試験した（図６および７を参照）。これ
らは、かなり強力な組織の溶接を形成するように思われ、一部では、周囲の組織が、組織
の密閉を崩壊させようとして裂けたほどである。
【実施例８】
【００８５】
　この実施例は、本発明の製品の製剤を、標準的な創傷クリップおよび市販の糊と比較す
ることによって、簡単な皮膚の切開創傷モデルへのｉｎ　ｖｉｖｏにおける適用を示す。
【００８６】
　材料および方法：
　動物：２０匹のＳｐｒａｇｕｅ　Ｄａｗｌｅｙラット、雌、８週齢を、Ａｎｉｍａｌ　
Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｅｎｔｅｒ、Ｃａｎｎｉｎｇ　Ｖａｌｅ、ＷＡから購入した（１０
匹のラットの２つのロット）。ラットの体重は、約１９０ｇであった。手術前に、ラット
を、各５匹の群で飼育し、７日間順化させた。
【００８７】
　麻酔：手術時に、ラットに、ケタミンとキシラジンとの混合物（３ｍｌのケタミン（５
０ｍｇ／ｍｌ）を０．７５ｍｌキシラジン（２０ｍｇ／ｍｌ）に添加）の１５０μｌ／１
００ｇ体重のｉｐ注射を用いて麻酔を施した。これによって、２時間の睡眠時間および２
０分間の麻酔時間を得た。
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【００８８】
　ＦＢＴＳ製品－
　１５０ｍｇ／ｍｌフィブリノーゲン、２ｍＭ［Ｒｕ（ｂｐｙ）３］Ｃｌ２、２０ｍＭ過
硫酸ナトリウム、１００μｇ／ｍｌストレプトマイシン、および１０００単位のペニシリ
ンを含有する作用溶液を調製した。
【００８９】
　手術：
　麻酔の手術レベルが確立したら、ラット背側を剪毛し、皮膚を、Ｉｏｄｉｎｅ　Ｓｕｒ
ｇｉｃａｌ　Ｓｋｉｎ　Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎで消毒した。３つの１．５ｃｍの切開部
を、ラット背側に沿って、真皮層を通してその下にある筋肉層まで設けた。各切開部を、
３つの方法のうちの１つを用いて閉鎖した（閉鎖プランについては、表２を参照）。
１．９ｍｍのＭｉｋＲｏｎ　Ａｕｔｏｃｌｉｐ　Ｗｏｕｎｄ　Ｃｌｉｐ（Ｂｅｃｔｏｎ　
Ｄｉｃｋｅｒｓｏｎ製、ロット番号１１００３４９７Ｇ）－その後、創傷クリップを、手
術後第５～７日に取り外した。
２．Ｔｉｓｓｅｅｌ　Ｄｕｏ　５００（登録商標）－Ｂａｘｔｅｒ　ＡＧ、Ｖｉｅｎｎａ
、オーストリア製の２成分フィブリンシーラント。
３．ＦＢＴＳ（本発明による）
【００９０】
　創傷を、最初の７日間は毎日、および研究の残りの間は週に２回モニターした。
【００９１】
　結果：
　手術後２時間：全てのラットが、麻酔から順調に回復した。全ての創傷の閉鎖部は良好
に見え、いずれの閉鎖部からも出血はなかった。
【００９２】
　手術後２４時間：全てのラットが、機敏であり、順調に回復した。全ての閉鎖部は良好
に見える。閉鎖のＴｉｓｓｅｅｌ法とＦＢＴＳ法との間に、ほとんど差はない。
【００９３】
　手術後第２日：全ての閉鎖部は良好に見える。ＴｉｓｓｅｅｌおよびＦＢＴＳの両方に
、血流を阻止したことを示唆する痂皮はなく、創傷は閉鎖した。いずれの手術部位におい
ても、炎症はなかった。閉鎖のＴｉｓｓｅｅｌ法とＦＢＴＳ法との間に、差はない。創傷
クリップは、切開部の縁部の間に良好な連結をもたらしたが、一方、その他の方法では、
ラットの閉鎖部の一部に、小さなギャップを認めた。
【００９４】
　手術後第６日：創傷クリップを、全てのラットから取り外した。全ての切開創傷が、極
めて順調に治癒した。いずれの切開した部位の周りにも、炎症および刺激はなかった。ラ
ットは、機敏で、痛みは全くなかった。ラットは、約２４０ｇに体重が増加した。
【００９５】
　手術後第２８日：全てのラットは、良好であった。切開した部位の周りの毛皮は、再び
生長していた。
【実施例９】
【００９６】
　ラットにおけるＦＢＴＳインプラントの組織学的検査。Ｔｉｓｓｅｅｌ　Ｄｕｏ　５０
０および創傷クリップ閉鎖物との比較。
　ラット背側を剪毛し、皮膚を、外科用ヨウ素で消毒した。麻酔の手術レベルに達したら
、３つの１．５ｃｍの切開部を、背側上で正中線に下って設けた。１つの切開部を、２つ
の９ｍｍのＭｉｋＲｏｎ創傷クリップを用いて閉鎖した。もう１つの切開部は、市販の創
傷糊（Ｔｉｓｓｅｅｌ　Ｄｕｏ　５００）を適用することによって閉鎖し、第３の切開部
は、ＦＢＴＳを創傷に適用することによって閉鎖した。これらの研究のために選んだ光源
は、６００Ｗのハロゲン化タングステンゲン源（２×３００Ｗランプ；ＧＥ　＃３８４７
６）であった。ＦＢＴＳは、ＰＢＳ中に溶解させたウシフィブリノーゲン（Ｆｒａｃｔｉ
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ｏｎ　Ｉ、Ｓｉｇｍａ）（１６５ｍｇ／ｍｌ）を含み、これに、２ｍＭ［Ｒｕ（ｂｐｙ）

３］Ｃｌ２、２０ｍＭ硫酸ナトリウムを加えて使用し、光化学的に架橋結合させた（１０
ｃｍで６００Ｗ、３０秒間）。
【００９７】
　創傷の周りの領域を、無菌の創傷ドレッシングを用いて手当てし、その領域にテープを
貼って、ラットが創傷を引っ張るのを防止した。これは、手術後４８時間で取り外した。
創傷を、最初の７日間は毎日、および研究の残りの間は週に２回モニターした。手術後第
１、２、４および７週に、５匹のラットを、ペントバルビタールナトリウムを用いて堵殺
した。創傷が治癒する、創傷の進行を示す写真を、図９に示す。３つの創傷の周りの皮膚
を切除し、検体を、機械的張力試験、肉眼的な血管増生（血管の発達の目視による検査）
、ならびにヘマトキシリン－エオシン（Ｈ＆Ｅ）染色およびマッソントリクローム染色を
はじめとする、完全な組織学的分析のために切除した（表２）。機械的試験のために調製
したダンベル状の検体の寸法は、（中間点で）３ｃｍ×０．７ｃｍであった。
【００９８】
　表２　ラット皮膚における治癒した創傷の最大強度－傷を負ってからの回復
【表２】

　＊対照の値は、外科的に処置されていない皮膚上で測定した６匹のラットの平均である
。
【００９９】
　下記の概要は、創傷治癒後第１週および第４週の創傷治癒の組織学的検査の報告である
。
【０１００】
　第１週検体：ＦＢＴＳ
　第１週検体の低倍率：Ｈ　ａｎｄ　Ｅ染色は、フィブリノーゲンＦＢＴＳ内に良好な細
胞の浸潤を示し、マッソントリクロームは、切開部の帯域内に新しいコラーゲンの沈着（
青色に染色）の早期の徴候を示した。有害な異物の巨細胞および顕著な炎症応答の徴候は
存在しなかった。
【０１０１】
　第１週のＦＢＴＳの高倍率、マッソントリクローム染色は、新しい小さなコラーゲンの
繊維束の沈着を伴う、良好な細胞の浸潤（藤色に染色）を示した。その上、血管新生の目
に見える徴候が存在する。
【０１０２】
　第１週検体：Ｔｉｓｓｅｅｌ　Ｄｕｏ　５００
　第１週検体の低倍率：Ｈ　ａｎｄ　Ｅ染色は、Ｔｉｓｓｅｅｌ内に良好な細胞の浸潤を
示し、マッソントリクロームは、切開部の帯域内に新しいコラーゲンの沈着（青色）の早
期の徴候を示し、切開部のより深い領域により激しい炎症を伴った。
【０１０３】
　第１週のＴｉｓｓｅｅｌの高倍率、マッソントリクローム染色は、新しい小さなコラー
ゲンの繊維束の沈着を伴う、良好な混合性の細胞の浸潤（藤色）を示した。その上、異物
の巨細胞および非常に激しい炎症の目に目える徴候が存在した。
【０１０４】
　第１週検体：創傷クリップ
　第１週検体の低倍率：Ｈ　ａｎｄ　Ｅ染色は、切開部内に良好な細胞の浸潤を示し、マ
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ッソントリクロームは、切開部の帯域内に何らかの新しいコラーゲンの沈着（青色）の早
期の徴候を示した。
【０１０５】
　第４週検体：ＦＢＴＳ
　ＦＢＴＳの第４週外植片の低倍率および高倍率、マッソントリクローム染色は、第１週
外植片と比較して、より少ない細胞の浸潤およびより顕著な新しいマトリックス（コラー
ゲン）の沈着を示した。コラーゲン束は、第１週よりも厚いようであり、また、切開部の
創傷内に濾胞性の再生の徴候が存在した。
【０１０６】
　第４週検体：Ｔｉｓｓｅｅｌ　Ｄｕｏ　５００
　Ｔｉｓｓｅｅｌの第４週外植片の低倍率および高倍率、マッソントリクローム染色は、
第１週外植片と比較して、より少ない細胞の浸潤およびより顕著な新しいマトリックス（
コラーゲン）の沈着を示した。コラーゲン束は、第１週よりも厚いようであり、また、切
開部の創傷内に濾胞性の再生の徴候も存在した。
【０１０７】
　第４週検体：創傷クリップ
　第４週Ｗｏｕｎｄクリップ閉鎖物単独の低倍率および高倍率、マッソントリクローム染
色は、ＦＢＴＳおよびＴｉｓｓｅｅｌの外植片と比較して、持続性の軽度の細胞の浸潤お
よび顕著な新しいマトリックス（コラーゲン）の沈着を示した。コラーゲン束は、第１週
よりも厚いようであり、また、切開部の創傷内に何らかの濾胞性の再生の徴候も存在した
。
【０１０８】
　ＦＢＴＳの創傷の治癒：ラットにおける皮膚の切開部の密閉（第４週までの概要）
　ラットにおける皮膚の切開部を治療するために、ＦＢＴＳを使用した場合の創傷治癒応
答の時間経過。マッソントリクロームで染色した切片（図１２）。第１週からの外植片は
、切開部の帯域内に新しいコラーゲンの沈着（青色）の早期の徴候を示した。有害な異物
の巨細胞および顕著な炎症応答の徴候は存在しなかった。新しい血管形成の目に見える徴
候が存在した。全体的に見て、第１週外植片は、創傷内への顕著な細胞の浸潤を示した。
第２週からの外植片は、より少ない細胞性および増加したコラーゲンの沈着を示したが、
コラーゲン束は薄く、これは、早期の治癒を示した。第４週では、外植片は、顕著に少な
い細胞の浸潤、およびコラーゲンの沈着のより多くの徴候を伴う、より成熟した創傷治癒
応答、ならびにより厚いコラーゲンの繊維束および濾胞性の再生の徴候を伴う、組織修復
を示した。
【実施例１０】
【０１０９】
　外科的ブタモデルにおけるフィブリノーゲンに基づく組織シーラント（ＦＢＴＳ）の止
血剤特性。
　これらの実験は、生体動物モデル（主要動脈）において、ＦＢＴＳを使用した場合、お
よび補強支持体として、コラーゲンマトリックスもまた使用した場合の両方の止血を例示
する。
【０１１０】
　子ブタに、全身麻酔薬下で麻酔を施し、内臓を外科的に暴露させた。子ブタには、人工
呼吸を施した。いくつかの主要動脈を、１８Ｇの針を用いて穿刺し、クランプを穿刺した
創傷の遠位側および近位側に適用し、その部位は、綿棒で消毒して、ＦＢＴＳを適用した
。３００Ｗのキセノンの内視鏡の源からの光（照射時間は、３０秒から５秒まで変化させ
た）を使用して、フィブリノーゲンを１５０ｍｇ／ｍｌ、［Ｒｕ（ｂｐｙ）３］Ｃｌ２を
２ｍＭ、および過硫酸ナトリウムを２０ｍＭで使用する光化学反応をもたらした。名目上
、１００μｌを、１ｍｌの使い捨て先端部を装着した自動ピペットを使用して適用した。
先端部の末端を切り取って、液体の流れを促進した。ＦＢＴＳは、液体として単独で使用
するか、コラーゲン／アルギン酸塩の織物（Ｊ＆Ｊ　Ｍｅｄｉｃａｌ製のＦｉｂｒａｃｏ
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ｌコラーゲン－アルギン酸塩創傷ドレッシング）に適用するかのいずれかであった。
【０１１１】
　ブタの左総腸骨動脈に適用したＦＢＴＳ。
　腸骨動脈を、１８Ｇの針を用いて穿刺した。血流を、穿孔の近位および遠位に適用した
外科用クランプを使用して止め、ＦＢＴＳは、ピペットを使用して適用し、記載に従って
、光を使用して２０秒間硬化させた（図１０）。
【０１１２】
　近位のクランプを、最初に取り外し、圧力を高まらせ、密閉が明らかであることを確認
した。遠位のクランプを取り外し、正常な血流を復帰させると、良好な拍動性の流れを得
、血液の漏出はなかった。
【０１１３】
　ＦＢＴＳ適用３０分後、密閉は依然として明らかであり、正常な大動脈の血流を認めた
。良好な拍動性の流れを得、血液の漏出はなかった。
【０１１４】
　ブタの左腎臓動脈に適用したＦＢＴＳ。
　左腎臓動脈を、１８Ｇの針を用いて穿刺した。血流を、穿孔の近位および遠位に適用し
た外科用クランプを使用して止め、ＦＢＴＳは、ピペットを使用して適用し、記載に従っ
て、光を使用して２０秒間硬化させた。
【０１１５】
　近位のクランプを、最初に取り外し、圧力を高まらせ、密閉が明らかであることを確認
した。遠位のクランプを取り外し、正常な血流を復帰させると、良好な拍動性の流れを得
、血液の漏出はなかった。
【０１１６】
　ＦＢＴＳ適用３０分後、密閉は依然として明らかであり、正常な大動脈の血流を認めた
。良好な拍動性の流れを得、血液の漏出はなかった。
【０１１７】
　下行大動脈に適用したＦＢＴＳ。
　左腎臓動脈の分枝に隣接する下行大動脈を、１８Ｇの針を用いて穿刺した。血流を、穿
孔の近位および遠位に適用した外科用クランプを使用して止め、ＦＢＴＳは、ピペットを
使用して適用し、記載に従って、光を使用して２０秒間硬化させた。
【０１１８】
　近位のクランプを、最初に取り外し、圧力を高まらせ、密閉が明らかであることを確認
した。遠位のクランプを取り外し、正常な血流を復帰させると、良好な拍動性の流れを得
、血液の漏出はなかった。
【０１１９】
　ＦＢＴＳ適用３０分後、密閉は依然として明らかであり、正常な大動脈の血流を認めた
。良好な拍動性の流れを得、血液の漏出はなかった。
【０１２０】
　下行大動脈にコラーゲンパッチと共に適用したＦＢＴＳ。
　試用を、上記に従うが、Ｆｉｂｒａｃｏｌ（登録商標）コラーゲン／アルギン酸塩の創
傷ドレッシングの７ｍｍ×７ｍｍのパッチを含めて繰り返した。このパッチは、浸漬によ
ってＦＢＴＳを飽和させ、創傷部位に鉗子を用いて光の適用まで保持した。
【０１２１】
　左腎臓動脈の遠位の下行大動脈を、１８Ｇの針を用いて穿刺した。血流を、穿孔の近位
および遠位に適用した外科用クランプを使用して止めた。記載に従って、ＦＢＴＳに浸漬
したパッチを適用し、光を使用して２０秒間硬化させた。
【０１２２】
　近位のクランプを、最初に取り外し、圧力を高まらせ、密閉が明らかであることを確認
した。遠位のクランプを取り外し、正常な血流を復帰させると、良好な拍動性の流れを得
、血液の漏出はなかった。
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【０１２３】
　ＦＢＴＳ適用３０分後、密閉は依然として明らかであり、正常な大動脈の血流を認めた
。良好な拍動性の流れを得、血液の漏出はなかった。
【０１２４】
　５秒間の光照明を用いたＦＢＴＳによる治療
　下行大動脈に関する上記の実施例を、ＦＢＴＳの液体単独を用いた場合の記載にその通
り従って繰り返した。キセノンの光源を、５秒間適用した後、止めて、記載に従って、外
科用クランプを取り外した。
【０１２５】
　近位のクランプを、最初に取り外し、圧力を高まらせ、密閉が明らかであることを確認
した。遠位のクランプを取り外し、正常な血流を復帰させると、良好な拍動性の流れを得
、血液の漏出はなかった。
【０１２６】
　参照文献
　以下の文書の開示は、参照によって本明細書に組み入れられている。
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【表３－２】

【図面の簡単な説明】
【０１２７】
【図１】フィブリン糊の作用機構を示す図である。
【図２】本発明の組織接着性を示す写真である。写真は、対抗する表面を、本発明による
シーラントの溶液（２００ｍｇ／ｍｌのウシフィブリノーゲンを、２ｍＭ［Ｒｕ（ｂｐｙ
）３］Ｃｌ２、１０ｍＭ硫酸アンモニウムと共に、ＰＢＳ中に溶解させた）中でコートす
ることによって結合させてある、ウシ背屈最長筋（ＬＤ）の２つの小さな条片を示す。１
０秒間の照射後、この筋肉の２つの小片は、写真中の矢印が示す位置に堅固に結合した。
【図３】２５μｌのＰＢＳ中に２５μｇのウシフィブリノーゲン（Ｓｉｇｍａ）；２ｍＭ
［Ｒｕ（ｂｐｙ）３］Ｃｌ２；２０ｍＭ過硫酸塩（Ｓｏｄｉｕｍ塩）の全てを含有する反
応混合物を、Ｑｕａｒｔｚ　Ｈａｌｏｇｅｎ二色性源からの３００Ｗの非干渉性光に、種
々の時間暴露させた電気泳動ゲルの写真である。レーン番号　　　　　検体１　　　　　
　　　　０秒２　　　　　　　　　１秒３　　　　　　　　　２秒４　　　　　　　　　
５秒５　　　　　　　　　１０秒６　　　　　　　　　３０秒７　　　　　　　　　６０
秒８　　　　　　　　　タンパク質サイズの標準品
【図４】２５μｌのＰＢＳ中に２５μｇのウシフィブリノーゲン（Ｓｉｇｍａ）；２０ｍ
Ｍ過硫酸塩（Ｓｏｄｉｕｍ塩）、および種々の濃度の［Ｒｕ（ｂｐｙ）３］Ｃｌ２の全て
を含有する反応混合物を、Ｑｕａｒｔｚ　Ｈａｌｏｇｅｎ二色性源からの３００Ｗの非干
渉性光に、１分間暴露させた電気泳動ゲルの写真である。レーン番号　　　　　検体１．
　　　　　　　　ＭＷ標準品（上記に従う）２．　　　　　　　　２ｍＭ［Ｒｕ（ｂｐｙ
）３］Ｃｌ２、光無し３．　　　　　　　　０［Ｒｕ（ｂｐｙ）３］Ｃｌ２４．　　　　
　　　　０ＮａＰＳ５．　　　　　　　　１μＭ６．　　　　　　　　５μＭ７．　　　
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　　　　　１０μＭ８．　　　　　　　　２５μＭ９．　　　　　　　　５０μＭ１０．
　　　　　　　１００μＭ１１．　　　　　　　５００μＭ１２．　　　　　　　２００
０μＭ
【図５】２５μｌのＰＢＳ中に２５μｇのウシフィブリノーゲン（Ｓｉｇｍａ）；２ｍＭ
［Ｒｕ（ｂｐｙ）３］Ｃｌ２（Ａｌｄｒｉｃｈ）の全てを含有する反応混合物。（ＳＰＳ
：過硫酸ナトリウム；ＡＰＳ：過硫酸アンモニウム）を、Ｑｕａｒｔｚ　Ｈａｌｏｇｅｎ
二色性源からの３００Ｗの非干渉性光に、１分間暴露させた電気泳動ゲルの写真である。
レーン番号　　　　　検体１．　　　　　　　　２０ｍＭ　ＳＰＳ２．　　　　　　　　
１０ｍＭ　ＳＰＳ３．　　　　　　　　５ｍＭ　ＳＰＳ４．　　　　　　　　２．５ｍＭ
　ＳＰＳ５．　　　　　　　　１．２５ｍＭ　ＳＰＳ６．　　　　　　　　０．６３ｍＭ
　ＳＰＳ７．　　　　　　　　０．３１ｍＭ　ＳＰＳ８．　　　　　　　　１０ｍＭ　Ａ
ＰＳ９．　　　　　　　　２．５ｍＭ　ＡＰＳ１０．　　　　　　　０．６３ｍＭ　ＡＰ
Ｓ１１．　　　　　　　０　過硫酸塩１２．　　　　　　　ＭＷ標準品。（上記に従う）
【図６】（ａ）切開部を示す、および（ｂ）本発明によるシーラントを用いて密閉した切
開部を有する、腎臓の写真である。
【図７】（ａ）切開部を示す、および（ｂ）本発明によるシーラントを用いて密閉した切
開部を有する、肺の写真である。
【図８】追加のマトリックスタンパク質である、フィブロネクチンおよびコラーゲンのル
テニウム触媒光架橋結合を示す電気泳動ゲルの写真である。レーン：ゲルＡ：１．ウマフ
ィブロネクチン２．［Ｒｕ（ｂｐｙ）３］Ｃｌ２を用いて架橋結合させたウマフィブロネ
クチン５．Ｄｅｖｒｏ医療用コラーゲン（４ｍｇ／ｍｌ）；カンガルー尾部６．Ｄｅｖｒ
ｏ医療用コラーゲン（４ｍｇ／ｍｌ）；カンガルー尾部、［Ｒｕ（ｂｐｙ）３］Ｃｌ２を
用いて架橋結合７．ウシフィブリノーゲン８．［Ｒｕ（ｂｐｙ）３］Ｃｌ２を用いて架橋
結合させたウシフィブリノーゲンゲルＢ：１．ウマフィブロネクチン２．［Ｒｕ（ｂｐｙ
）３］Ｃｌ２を用いて架橋結合させたウマフィブロネクチン３．Ｄｅｖｒｏ医療用コラー
ゲン（４ｍｇ／ｍｌ）；カンガルー尾部４．Ｄｅｖｒｏ医療用コラーゲン（４ｍｇ／ｍｌ
）；カンガルー尾部、［Ｒｕ（ｂｐｙ）３］Ｃｌ２を用いて架橋結合５．ニワトリコラー
ゲン６．［Ｒｕ（ｂｐｙ）３］Ｃｌ２を用いて架橋結合させたニワトリコラーゲン７．ウ
シフィブリノーゲン８．［Ｒｕ（ｂｐｙ）３］Ｃｌ２を用いて架橋結合させたウシフィブ
リノーゲン
【図９Ａ－Ｂ】実施例９に記載する、（Ａ）（ｉ）フィブリン糊（ＴＩＳＳＥＡＬ　Ｄｕ
ｏ　５００）、（ｉｉ）２つの９ｍｍのＭｉｋｒｏｎ創傷クリップ、および（ｉｉｉ）本
発明によるフィブリノーゲンに基づく組織シーラントを用いて、（頭部から尾部への）３
つの別々の切開部を閉鎖した２時間後、（Ｂ）手術後第１週、ならびに（Ｃ）手術後第４
週のラットの写真である。
【図９Ｃ】実施例９に記載する、（Ａ）（ｉ）フィブリン糊（ＴＩＳＳＥＡＬ　Ｄｕｏ　
５００）、（ｉｉ）２つの９ｍｍのＭｉｋｒｏｎ創傷クリップ、および（ｉｉｉ）本発明
によるフィブリノーゲンに基づく組織シーラントを用いて、（頭部から尾部への）３つの
別々の切開部を閉鎖した２時間後、（Ｂ）手術後第１週、ならびに（Ｃ）手術後第４週の
ラットの写真である。
【図１０Ａ－Ｂ】本発明によるフィブリノーゲンに基づく組織シーラントのブタの左腸骨
動脈への適用を示す写真である：（Ａ）動脈の遠位末端および近位末端にクリップを用い
て適用した、（Ｂ）クランプを取り外すと、完全に明らかな動脈を示し、良好な拍動性の
流れを得、血液の漏出はなかった、および（Ｃ）適用後３０分、完全に明らかな動脈を示
し、良好な拍動性の流れを得、血液の漏出はなかった。
【図１０Ｃ】本発明によるフィブリノーゲンに基づく組織シーラントのブタの左腸骨動脈
への適用を示す写真である：（Ａ）動脈の遠位末端および近位末端にクリップを用いて適
用した、（Ｂ）クランプを取り外すと、完全に明らかな動脈を示し、良好な拍動性の流れ
を得、血液の漏出はなかった、および（Ｃ）適用後３０分、完全に明らかな動脈を示し、
良好な拍動性の流れを得、血液の漏出はなかった。
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【図１１】コラーゲン／アルギン酸塩のドレッシングの小片上に飽和させた溶液として動
脈に適用した、本発明によるフィブリノーゲンに基づく組織シーラントを示す写真である
。完全に明らかな動脈を認め、良好な拍動性の流れを得、血液の漏出はなかった。
【図１２】ラットにおける皮膚の切開部を治療するための、本発明によるフィブリノーゲ
ンに基づく組織シーラントを使用した創傷治癒応答の時間経過を示す写真である。マッソ
ントリクロームで染色した切片。第１週からの外植片（Ａ）は、切開部の帯域内に新しい
コラーゲンの沈着（青色）の早期の徴候を示す。有害な異物の巨細胞および顕著な炎症応
答の徴候は存在しなかった。新しい血管形成の目に見える徴候が存在した。全体的に見て
、第１週外植片は、創傷内への顕著な細胞の浸潤を示す。第２週からの外植片（Ｂ）は、
より少ない細胞性および増加したコラーゲンの沈着を示すが、コラーゲン束は薄く、これ
は、早期の治癒を示している。第４週では、外植片（Ｃ）は、顕著に少ない細胞の浸潤、
およびコラーゲンの沈着のより多くの徴候を伴う、より成熟した創傷治癒応答、ならびに
より厚いコラーゲンの繊維束および濾胞性の再生の徴候を伴う、組織修復を示す。

【図１】

【図２】
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