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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面固有層が欠けている、または表面固有層の機能的な振動能力が減少している上皮下
発声粘膜領域の柔軟性を、発声粘膜の柔軟性を向上させ、それによって嗄声を減少させる
ために、ヒドロゲルを前記上皮下発声粘膜領域に挿入または注入することによって修復す
るためのヒドロゲルであって、前記ヒドロゲルは、
　ポリエチレングリコールのアクリル化誘導体またはヒアルロン酸のアクリル化誘導体を
含む架橋ポリマーおよび
　水溶性ポリマーを含み、
　前記ヒドロゲルは前記架橋ポリマーおよび前記水溶性ポリマーの半相互浸透網状組織ま
たは相互浸透網状組織であり、前記ヒドロゲルは約１５Ｐａ～約１２１Ｐａの範囲の剪断
弾性係数を有する、ヒドロゲル。
【請求項２】
　前記架橋ポリマーはポリエチレングリコールジアクリレート（ＰＥＧ－ＤＡ）を含み、
　前記水溶性ポリマーはポリエチレングリコール（ＰＥＧ）を含み、
　前記ヒドロゲルは前記ポリエチレングリコールジアクリレート（ＰＥＧ－ＤＡ）と前記
ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）の半相互浸透網状組織である、請求項１に記載のヒド
ロゲル。
【請求項３】
　前記水溶性ポリマーは、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）、ポリ（リシン）、ポリエ
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ーテル、ポリオール、ポリビニルアルコール、タンパク質、ポリサッカリド、ヒアルロン
酸（ＨＡ）、デキストラン、アルギネート、ゼラチン、エラスチン、コラーゲン、セルロ
ース、メチルセルロースおよびこれらの誘導体からなるグループより選択され、前記ヒド
ロゲルは前記架橋ポリマーおよび前記水溶性ポリマーの半相互浸透網状組織である、請求
項１に記載のヒドロゲル。
【請求項４】
　前記ポリエチレングリコールジアクリレート（ＰＥＧ－ＤＡ）の分子量が１０ｋＤａ～
２０ｋＤａの範囲、および前記ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）の分子量が１０ｋＤａ
～２０ｋＤａの範囲の両方または一方を満たす、請求項２に記載のヒドロゲル。
【請求項５】
　前記ヒドロゲルは、約１５Ｐａ～約３５Ｐａの範囲の剪断弾性係数を有する、請求項１
～４のいずれか１項に記載のヒドロゲル。
【請求項６】
　前記ヒドロゲルは、瘢痕化した声帯の柔軟性を回復するために、声帯の内部に、前記声
帯の発声上皮の下に、または前記粘膜の損失上皮下表面固有層に注入される、請求項１～
５のいずれか１項に記載のヒドロゲル。
【請求項７】
　前記架橋ポリマーは、ポリエチレングリコールジアクリレート（ＰＥＧ－ＤＡ）を含み
、および
　前記水溶性ポリマーは、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）、ポリ（リシン）、ヒアル
ロン酸（ＨＡ）、デキストラン、アルギネート、ゼラチン、エラスチン、コラーゲン、セ
ルロース、メチルセルロースおよびこれらの誘導体からなるグループより選択され、
　前記ヒドロゲルは前記架橋ポリマーおよび前記水溶性ポリマーの半相互浸透網状組織で
あり、
　前記ヒドロゲルは約１５Ｐａ～約３５Ｐａの範囲の剪断弾性係数を有する、請求項１～
６のいずれか１項に記載のヒドロゲル。
【請求項８】
　前記架橋ポリマーはポリエチレングリコールのアクリル化誘導体またはヒアルロン酸の
アクリル化誘導体を含み、
　前記水溶性ポリマーはポリサッカリドを含み、
　前記ヒドロゲルは前記架橋ポリマーおよび前記水溶性ポリマーの半相互浸透網状組織を
含む、請求項１に記載のヒドロゲル。
【請求項９】
　生理活性剤をさらに備える、請求項１～８のいずれか１項に記載のヒドロゲル。
【請求項１０】
　前記生理活性剤は細胞または医薬品である、請求項９に記載のヒドロゲル。
【請求項１１】
　前記ポリエチレングリコールジアクリレート（ＰＥＧ－ＤＡ）および前記ポリエチレン
グリコール（ＰＥＧ）は、約３０：７０の割合で前記ヒドロゲル中に存在する、請求項２
または４に記載のヒドロゲル。
【請求項１２】
　対象の声帯を修復するためのキットであって、針と、請求項１～１１のいずれか１項に
記載のヒドロゲルが入った注射器とを含む、キット。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　関連出願
　本願は、米国特許法第１１９条（ｅ）に基づいて、２００８年９月４日に出願された米
国仮特許出願第６１／０９４，２３７号の優先権を主張し、この米国仮特許出願第６１／
０９４，２３７号は、ここに引用により援用されている。
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【０００２】
　発明の背景
　声帯ヒダは、発声に必須の最も重要な振動組織である。ヒトには２つの声帯ヒダがあり
、各々が、固有層（lamina propria: LP）および声帯筋を被包する重層扁平上皮からなる
（Hirano, Phonosurgery: Basic and Clinical Investigations. Otologia (Fukuoka), 1
975.21:p.239-442; Hirano, Structure of the vocal fold in normal and diseased sta
tes: anatomical and physical studies. The Conference on the Assessment of Vocal 
Patology; The American Speech-Language-Hearing Association, 1981.11:p.11-27の議
事録；この各々がここに引用により援用されている）。固有層は、表面、中間、深部の３
層に大まかに分割できる軟組織である。声帯靱帯は固有層の中間層および深層で構成され
、声帯筋は声帯靱帯の深くに位置している。図１ａ－１ｂ参照。声帯粘膜（すなわち表面
固有層およびそれを覆う上皮）は、正常な発声に不可欠な主要な振動層であると長年にわ
たり認識されている（Bishop, J., Experimental Researches into the Physiology of t
he Human Voice. The London & Edinburgh Philosophical Magazine & Journal of Scien
ce, 1836；ここに引用により援用されている）。表面固有層（superficial lamina propr
ia: SLP）は比較的無細胞の柔軟な軟組織であり、振動を担う発声粘膜の主要な構成要素
である。これは、ほとんどの音声外科手術において同定、評価、および維持されなければ
ならない（Zeitels, S.M., Hillman, R.E., Franco, R.A., Bunting, G., Voice and Tre
atment Outcome from Phonosurgical Management of Early Glottic Cancer. Annals of 
Otology, Rhinology and Laryngology, 2002.111(Supplement 190):p.1-20; Zeitels, S.
M., Hillman, R.E., Desloge, R.B., Mauri, M., Doyle, P.B., Phonomicrosurgery in S
ingers & Performing Artists: Treatment Outcomes, Management Theories, & Future D
irections. Annals of Otology, Rhinology, & Laryngology, 2002.111(Supplement 190)
:p.21-40; Zeitels, S.M., Healy, G.B., Laryngology and Phonosurgery. New England 
Journal of Medicine, 2003.349(9):p.882-92；この各々がここに引用により援用されて
いる）。声帯粘膜の柔軟性が減少すると典型的に、永続的な嗄声が引起こされる（Zeitel
s, S.M., Hillman, R.E., Franco, R.A., Bunting, G., Voice and Treatment Outcome f
rom Phonosurgical Management of Early Glottic Cancer. Annals of Otology, Rhinolo
gy and Laryngology, 2002.111(Supplement 190):p.1-20; Zeitels, S.M., Hillman, R.E
., Desloge, R.B., Mauri, M., Doyle, P.B., Phonomicrosurgery in Singers & Perform
ing Artists: Treatment Outcomes, Management Theories,& Future Directions. Annals
 of Otology, Rhinology,& Laryngology, 2002.111(Supplement 190):p.21-40; Zeitels,
 S.M., Healy, G.B., Laryngology and Phonosurgery. New England Journal of Medicin
e, 2003.349(9):p.882-92；この各々がここに引用により援用されている）。この柔軟性
の減少は、良性腫瘍、悪性腫瘍、疾病、および挿管（たとえば、麻酔または長期の集中治
療室での呼吸補助のため）に起因し得る。長期にわたって過度に話す（音声外傷）という
形での声帯ヒダに対する自己誘発性損傷、または煙、アルコール、もしくは逆流症による
胃酸などの環境性損傷でさえ、表面固有層の硬化および瘢痕化を引起し得る。最も一般的
な欠陥の１つは、ＳＬＰの瘢痕化を引起す、声帯発声粘膜における上皮下Ｉ型コラーゲン
の堆積である。
【０００３】
　自家移植片脂肪組織を用いてＳＬＰを回復する試みがなされてきたが、そのような試み
は限られた成果しか挙げていない（Zeitels, S.M., Sulcus, Scar, Synechia, and Web, 
Atlas of Phonomicrosurgery and Other Endolaryngeal Procedures for Benign and Mal
ignant Disease. 2001, Singular:San Diego. p.133-151；ここに引用により援用されて
いる）。現在、ＳＬＰの柔軟性を回復し、それによって発声粘膜の硬直を修復し、それに
伴う嗄声を取除くか減少させることが実証された、臨床的に実現可能かつ再現可能な方法
はない。今日まで、発声粘膜に失われた柔軟性を回復して、声帯振動障害およびそれに伴
う永続的な嗄声を解消する合成材料または自家移植片はない（Zeitels, S.M., Blitzer, 
A., Hillman, R.E., Anderson, R.R., Foresight in Laryngology and Laryngeal Surger
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y: A 2020 Vision. Ann Otol Rhinol Laryngol, 2007.116(Supplement 198):p.1-16；こ
こに引用により援用されている）。現在の方策はすべて、よりよい弁の閉鎖を達成するた
めに機能不全の声帯ヒダの形状および位置を変更するに過ぎない（Zeitels, S.M., Jarbo
e, J., Franco, R.A., Phonosurgical Reconstruction of Early Glottic Cancer. Laryn
goscope, 2001.111:p.1862-1865; Kriesel, K.J., Thibeault, S.L., Chan, R.W., Suzuk
i, T., VanGroll, P.J., Bless, D.M., Ford, C.N., Treatment of vocal fold scarring
: Rheological and histological measures of homologous collagen matrix. Annals of
 Otology. Rhinology, and Laryngology, 2002.111:p.884-889；この各々がここに引用に
より援用されている）。これらの技術は、空気力学的不全を減少させることによって音声
形成を向上させるものであり、約１世紀前に初めて行われた外科的手技である（Brunings
, W., Eine neue Behandlungsmethode der Rekurrenslahmungen. Verhandl Deutsch Vere
ins Deutscher Laryngologen, 1911.18:93-151；ここに引用により援用されている）。こ
れらの方策は非常に限られた成果しか挙げておらず、解剖学的、生理学的、および／また
は生体力学的欠陥に対処していない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　発明の要約
　本発明は、ヒドロゲルを用いて対象の発声粘膜の柔軟性を修復するためのシステムを提
供する。本システムは、表面固有層が欠けている（たとえば声帯癌の治療が成功した後）
、または表面固有層の機能的な振動能力が減少している（たとえば声の使い過ぎおよび／
もしくは喫煙による慢性嗄声）上皮下発声粘膜領域に、ヒドロゲルまたは他の材料を挿入
または注入することを伴う。これは、発声粘膜の柔軟性および正常な声帯振動を回復し、
それによって硬直およびそれに伴う嗄声を減少させるために行なわれる。約２５Ｐａの剪
断弾性係数を有するヒドロゲルが声帯修復用の発明のシステムに特に有用であることが判
明した。本発明に有用なヒドロゲルは典型的に、１つのポリマーが非架橋性ポリマーの存
在下で自己架橋すると形成される、半相互浸透網状組織である。本発明は、声帯修復用の
発明のシステムに有用な新規のヒドロゲル組成、ならびに表面固有層の直下または内部に
形成された空間にヒドロゲルを送達するための方法および装置を提供する。注入されたヒ
ドロゲルは発声粘膜を増強するように作用し、この組織の振動および発声を可能にする。
たとえば、限定されないが、関節保護薬（たとえばHYALGAN（登録商標）（ヒアルロン酸
ナトリウム）、SYNVISC（登録商標）（Hylan G-F 20）、ORTHOVISC（登録商標）（高分子
量ヒアルロナン））および皮膚充填剤（たとえばRESTYLANE（登録商標）（ヒアルロン酸
）、PERLANE（登録商標）（ヒアルロン酸）、HYLAFORM（登録商標）（安定化ヒアルロン
酸）、RADIESSE（登録商標）（水性ゲル中のカルシウムヒドロキシルアパタイトミクロス
フェア））などの他の材料も、声帯修復のために用いられ得る。当業者によって認識され
るように、本明細書中に記載のヒドロゲルは、他の軟組織を修復および／または増強する
のにも有用である。たとえば、ヒドロゲルは、中央化（たとえば麻痺性発声障害）用の深
部声帯インプラント（副声門筋肉）、皮膚充填剤、乳房インプラント、失禁治療用膀胱頚
部インプラント、椎間円板、筋量、顔の輪郭矯正、および関節液として用いられ得る。さ
らに、傷、または鼻や耳などの開口部を含む切開部を埋めるためにも用いられ得る。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　１つの局面では、本発明は、声帯修復用、または他の軟組織の修復もしくは増強用の、
本発明のシステムで用いる新規のヒドロゲルを提供する。これら新規のヒドロゲルは、長
期的または一時的な声帯の即時再構成を提供し得、ヒドロゲルは、細胞（たとえば幹細胞
などの多能性細胞）または他の生理活性剤（たとえば薬品）を導入するための基質または
足場（scaffold）を提供し得る。たとえば、溶解ヒドロゲルが、痙攣性発声障害を治療す
るためにボトックス（ボツリヌス毒素）の定期的な注入を投与される患者と同様に、対象
の必要に応じて２－３ヶ月ごと、または６ヶ月ごとに手術室や診療所で再挿入／再注入さ
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れ得る。本発明に有用なヒドロゲルは典型的に、ポリマーの半相互浸透網状組織であるが
、ポリマーと一成分ヒドロゲルとの相互浸透網状組織も本発明で用いられ得る。ヒドロゲ
ルは、約１５Ｐａから約３５Ｐａの範囲の剪断弾性係数を有する。ある実施形態では、剪
断弾性係数は、約２０Ｐａから約３０Ｐａの範囲である。ある実施形態では、ヒドロゲル
の剪断弾性係数は約２５Ｐａである。ある実施形態では、ヒドロゲルは、アクリル化ポリ
エチレングリコールおよび別の水溶性の非架橋性ポリマー（たとえばポリエチレングリコ
ール、タンパク質、ヒアルロン酸、コラーゲン、ポリリシン、デキストラン、アルギネー
ト、ゼラチン、エラスチン、セルロースなど）を含む。ある実施形態では、ヒドロゲルは
、架橋性タンパク質またはペプチド（たとえばエラスチン様ペプチド、コラーゲン模倣ペ
プチド、コラーゲン関連ペプチド、ポリリシンの架橋性誘導体）または架橋性ポリサッカ
リド（たとえばヒアルロン酸、メチルセルロース、デキストラン、アルギネートなどの架
橋性誘導体）を含む。ある実施形態では、ヒドロゲルは、架橋性エラストマーポリマー（
たとえばセバシン酸ポリグリセロールの架橋性誘導体）を含む。架橋性ペプチド、タンパ
ク質、またはポリサッカリドは、架橋用のアクリレート部分を含み得る。本発明では、さ
まざまなポリマー、分子量、架橋範囲、濃度、架橋性部分、および架橋性ポリマー対非架
橋性ポリマーの比率が利用され得る。ある実施形態では、ヒドロゲルの架橋性ポリマー成
分は、光架橋を用いて（たとえばＵＶ光を用いて）架橋される。ある実施形態では、ヒド
ロゲルの架橋性ポリマー成分は、フリーラジカル反応を用いて架橋される。そのようなフ
リーラジカル反応は、光、熱、または生物学的もしくは化学的触媒を用いて開始され得る
。ある実施形態では、フリーラジカル反応は熱を用いて開始される。ある実施形態では、
フリーラジカル反応は光（たとえばＵＶ光）を用いて開始される。ヒドロゲルは典型的に
生体適合性であり、容易に生分解可能ではないため、注入場所においてインビボでの半減
期が延長する。細胞、ポリヌクレオチド、タンパク質、医薬品などの生理活性剤、または
微粒子、ナノ粒子、またはこれらの生理活性剤のうちのいずれかを含有する他の薬品送達
デバイスをヒドロゲルに加えてもよい。
【０００６】
　さらに別の局面では、本発明は、声帯修復を必要とする患者の治療に有用なキットを提
供する。キットは、患者の治療に必要なすべての構成要素のすべてまたはサブセットを含
み得る。キットはたとえば、ヒドロゲル、ヒドロゲルの成分、架橋試薬、ＵＶランプ、注
射器、針、麻酔薬、抗生物質などを含み得る。ある実施形態では、キットの構成要素は、
外科医または他の医療専門家が使いやすいように無菌包装される。キットはさらに、ヒド
ロゲルを投与するための指示も含み得る。キットは、１回分の使用に必要な構成要素を提
供し得る。キットはさらに、医薬品および／または医療機器を規制する政府規制当局が要
求するようなパッケージングおよび情報も含み得る。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１ａは、中咽頭からの喉頭口および声帯ヒダの頭側の図である。図１ｂは、層
状のミクロ構造を示す声帯ヒダの冠状部を示す図である。
【図２】相互浸透網状組織中に存在するポリエチレングリコール－ジアクリレート（ＰＥ
Ｇ－ＤＡ）の画分に対するヒドロゲルの剪断弾性係数の依存を示す図である。相互浸透網
状組織の第２の成分は、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）である。剪断弾性係数は、Ｐ
ＥＧ－ＤＡの画分だけでなく、成分の分子量にも大きく依存する。
【図３】ウシ（cow）の喉頭モデルにおける、声帯ヒダ可動域の生成能力に基づいた材料
硬さの区別を示す図である。
【図４】異なる材料を移植した際の、ウシ（cow）の喉頭モデルにおける声帯ヒダ可動域
を示す図である。
【図５】ＰＥＧ３０非注入声帯ヒダに対する注入声帯ヒダの振幅比の百分率を、イヌモデ
ルを用いてインビボで測定した時間関数として示す図である。
【図６】緩衝液中のＰＬＧＡ（５０：５０；７５：２５）ナノ粒子からのラパマイシンの
徐放を示す図である。
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【発明を実施するための形態】
【０００８】
　定義
　本明細書中で用いられる「抗炎症剤」とは、炎症の1つ以上の徴候または症状を抑制す
る任意の物質を指す。
【０００９】
　本明細書中で用いられる「抗線維剤」とは、線維症を抑制する任意の物質を指す。例示
的な抗線維剤はラパマイシンである。
【００１０】
　本明細書中で用いられる「水媒体」とは、水と、任意に１つ以上の水混和性溶媒（たと
えばジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）、ジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）、およびヒド
ロカルビルアルコール、ジオール、またはグリセロール）とを含有する液体培地を意味す
る。水媒体は、少なくとも５０容量％、６０容量％、７０容量％、８０容量％、９０容量
％以上の水を含有し得る。水媒体は、溶解、分散、または懸濁したさまざまな物質を含有
し得ることが認識されるであろう。
【００１１】
　数に関する「約」という用語は概して、特に明記しない限り、または特に文脈から明白
でない限り（そのような数が可能値の１００％を超える場合以外）、当該数のいずれかの
方向（当該数よりも大きいか小さい）における５％の範囲内の数を含む。
【００１２】
　「生体適合性の」とは、使用場所での量で受容者の細胞にとって実質的に無毒であり、
かつ、たとえば容認できない免疫または炎症反応、容認できない瘢痕組織形成などの重大
な有害影響または悪影響を使用場所で受容者の体に誘発したり引起こしたりしない材料を
指す。
【００１３】
　「生体適合性の」とは、配置される領域内の残留または一部機能組織の正常機能の悪化
をもたらさない材料を指す。
【００１４】
　「生分解性の」とは、たとえば、生理的条件下での加水分解によって、および／または
細胞内もしくは体内に存在する酵素の作用などの生物学的プロセスによって、および／ま
たは典型的に代謝され、任意に体によって用いられ、および／または排出もしくはそうで
なければ処分され得るさらに小さい化学種を形成する溶解、分散などのプロセスによって
、材料が対象の細胞内または体内で物理的および／または化学的に崩壊可能であることを
意味する。本発明の目的上、モノマーの数の減少のために分子量がインビボで時間ととも
に減少するポリマーまたはヒドロゲルは生分解性であると考えられる。ある実施形態では
、声帯修復に有用なヒドロゲルは実質的に生分解性ではない。
【００１５】
　「生理活性剤」とは、たとえばインビボでの治療、診断、および／または予防性質など
の所望の生物学的活性を有する任意の化合物もしくは薬剤、またはその薬学的に許容可能
な塩である。当該薬剤は、生物学的活性を発揮するためにヒドロゲルから放出される必要
があり得ることが理解される。生理活性剤は本明細書中に記載の治療剤を含むが、これら
に限定されない。生理活性剤は、限定されないが、小分子、ペプチドまたはポリペプチド
、免疫グロブリン、たとえば抗体、核酸、細胞、組織構成物であり得る。限定されないが
、ホルモン、成長因子、薬品、サイトカイン、ケモカイン、凝固因子および内因性凝固因
子などが生理活性剤である。
【００１６】
　本明細書中で用いられる「架橋された」という用語は、ポリマーの反復単位に見出され
ないか、ポリマーの反復単位同士の間に見出される、少なくとも1つの共有結合を有する
ポリマーについて述べている。架橋結合は典型的に、ポリマーの個々の鎖同士または分子
同士の間にあるが、大環状構造を形成するための分子内架橋も生じ得る。架橋は、ポリマ
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ーの（たとえば端で、側鎖上で、など）任意の２個の官能基同士の間に形成される。ある
実施形態では、架橋は、ポリマーの末端のアクリレート単位同士の間に形成される。また
、任意の種類の共有結合が架橋を形成し得る（たとえば炭素－炭素、炭素－酸素、炭素－
窒素、酸素－窒素、硫黄－硫黄、酸素－リン、窒素－窒素、酸素－酸素など）。結果とし
て得られる架橋材料は、分岐状、直鎖状、樹枝状などであり得る。ある実施形態では、架
橋は、架橋の三次元網状組織を形成する。架橋は、共有結合を引起す任意の化学反応によ
って形成され得る。典型的に、架橋は、たとえば光開始剤または熱開始剤を用いてフリー
ラジカル開始反応によって作られる。
【００１７】
　「内視鏡」または「喉頭鏡」という用語は、声帯ヒダの正確な層へのヒドロゲルの配置
を導くために用いる器具を意味する。一般に、３種類の喉頭鏡がある。喉頭ミラーと同様
の角張った光学部品を有する剛性望遠鏡を口から中咽頭に入れて、声帯を見ることができ
る。可撓性喉頭鏡を鼻から咽頭に入れて、声帯を見ることができる。直接型喉頭鏡は剛性
スパチュラまたは管状検鏡で構成され、患者の口から入れられ、典型的に無意識状態時に
用いられ、内視鏡的喉頭手術時に声帯ヒダを視覚化および計測したり、全身麻酔または気
道支持のために患者に挿管したりする。
【００１８】
　「ヒドロゲル」とは、大量の水を含有する親水性ポリマーを含む三次元網状組織である
。ヒドロゲルはたとえば、ｗ／ｗ基準で、３０％、４０％、５０％、６０％、７０％、８
０％、９０％、９５％、またはそれよりも高い水分量を含有し得る。「ヒドロゲル前駆体
」とは、水媒体中で少なくとも部分的に可溶性であり、かつ架橋されてヒドロゲルを形成
可能なポリマーである。
【００１９】
　「相互浸透網状組織」とは、２個のポリマーが互いの存在下で架橋される、ポリマーの
網状組織を有する任意の材料を指す。両ポリマーは架橋性であり、各々は他方のポリマー
とではなく自己架橋することによって自身の網状組織を形成する。典型的に、２個のポリ
マーは互いの存在下で合成および／または架橋され、両ポリマーは同様の反応速度を有し
、２個のポリマーは明らかに相分離していない。
【００２０】
　「ポリヌクレオチド」、「核酸」、または「オリゴヌクレオチド」という用語は、ヌク
レオチドのポリマーを指す。「ポリヌクレオチド」、「核酸」、または「オリゴヌクレオ
チド」という用語は、区別なく用いられ得る。典型的に、ポリヌクレオチドは少なくとも
２個のヌクレオチドを含む。ＤＮＡおよびＲＮＡはポリヌクレオチドである。ポリマーは
、天然ヌクレオシド（すなわちアデノシン、チミジン、グアノシン、シチジン、ウリジン
、デオキシアデノシン、デオキシチミジン、デオキシグアノシン、およびデオキシシチジ
ン）、ヌクレオシド類似体（たとえば2-アミノアデノシン、2-チオチミジン、イノシン、
ピロロ－ピリミジン、3-メチルアデノシン、C5-プロピニルシチジン、C5-プロピニルウリ
ジン、C5-ブロモウリジン、C5-フルオロウリジン、C5-ヨードウリジン、C5-メチルシチジ
ン、7-デアザアデノシン、7-デアザグアノシン、8-オキソアデノシン、8-オキソグアノシ
ン、O(6)-メチルグアニン、および2-チオシチジン）、化学修飾塩基、生物修飾塩基（た
とえばメチル化塩基）、介在塩基、修飾糖質（たとえば2'-フルオロリボース、2'-メトキ
シリボース、2'-アミノリボース、リボース、2'-デオキシリボース、アラビノース、およ
びヘキソース）、または修飾リン酸基（たとえばホスホロチオエートおよび5'-Nホスホラ
ミダイト連鎖）を含み得る。天然または修飾ヌクレオシドの鏡像異性体も用いられ得る。
核酸はさらに、核酸ベースの治療剤、たとえば核酸リガンド、ｓｉＲＮＡ、低分子ヘアピ
ン型ＲＮＡ、アンチセンスオリゴヌクレオチド、リボザイム、アプタマー、およびWlotzk
a, et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2002,99(13):8898に記載のオリゴヌクレオチ
ドリガンドであるSPIEGELMERS（商標）を含み、この文献の全内容がここに引用により援
用されている。
【００２１】
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　「ポリペプチド」、「ペプチド」、または「タンパク質」は、ペプチド結合によってと
もに連鎖された少なくとも３つのアミノ酸の鎖を含む。「ポリペプチド」、「ペプチド」
、および「タンパク質」という用語は区別なく用いられ得る。ペプチドは、個々のペプチ
ドまたは収集ペプチドを指し得る。発明のペプチドは好ましくは、天然アミノ酸のみを含
有するが、非天然アミノ酸（すなわち、天然発生しないがポリペプチド鎖に取込まれ得る
化合物）および／または当該技術において公知のアミノ酸類似体を代替的に用いてもよい
。また、ペプチド中の１つ以上のアミノ酸は、炭水化物基、リン酸基、ファルネシル基、
イソファルネシル基、脂肪酸基、共役結合基、官能基化、または他の修飾などのためのリ
ンカーなどの化学物質を加えることによって修正され得る。１つの実施形態では、ペプチ
ドの修飾によって、より安定したペプチド（たとえばインビボでの半減期の延長）がもた
らされる。これらの修飾は、ペプチドの環化、Ｄ－アミノ酸の取込みなどを含み得る。い
ずれの修飾も、ペプチドの所望の生物学的活性を実質的に妨害するべきでない。
【００２２】
　「ポリサッカリド」および「炭水化物」という用語は区別なく用いられ得る。ほとんど
の炭水化物は多くのヒドロキシル基を含むアルデヒドまたはケトンであり、通常、分子の
各炭素原子上に１つずつヒドロキシル基を有する。炭水化物は一般に、分子式ＣｎＨ２ｎ

Ｏｎを有する。炭水化物は、単糖、二糖、三糖、オリゴ糖、またはポリサッカリドであり
得る。最も基本的な炭水化物は、グルコース、スクロース、ガラクトース、マンノース、
リボース、アラビノース、キシロース、およびフルクトースなどの単糖である。二糖は、
連結された２個の単糖である。例示的な二糖は、スクロース、マルトース、セロビオース
、およびラクトースを含む。典型的に、オリゴ糖は３個から６個の単糖単位（たとえばラ
フィノース、スタキオース）を含み、ポリサッカリドは６個以上の単糖単位を含む。例示
的なポリサッカリドは、デンプン、グリコーゲン、およびセルロースを含む。炭水化物は
、ヒドロキシル基が除去された2'-デオキシリボース、ヒドロキシル基がフッ素で置換さ
れた2'-フルオロリボース、またはグルコースの窒素含有形態であるN-アセチルグルコサ
ミン（たとえば2'-フルオロリボース、デオキシリボース、およびヘキソース）などの修
飾糖単位を含有し得る。本発明に有用な炭水化物は、直鎖状または分岐状であり得る。炭
水化物は、たとえば配座異性体、環状形態、非環状形態、立体異性体、互変異性体、アノ
マー、異性体などの多くの異なる形態で存在し得る。
【００２３】
　「半相互浸透網状組織」とは、１つのポリマーが非架橋性ポリマーの存在下で自己架橋
する、ポリマーの網状組織を指す。
【００２４】
　「小分子」とは、分子量が比較的低く、かつタンパク質、ポリペプチド、または核酸で
はない、自然発生するか人工的に生成された（たとえば化学合成によって）有機化合物を
指す。小分子は典型的に、反復単位を有するポリマーではない。ある実施形態では、小分
子の分子量は、約１５００ｇ／モル未満である。また、小分子は典型的に、複数の炭素－
炭素結合を有し、複数の立体中心および官能基を有し得る。
【００２５】
　「溶解度」とは、たとえば飽和溶液を作るために規定の温度およびｐＨで一定量の溶媒
に溶解する物質量を指す。溶解度は、たとえば振盪フラスコ溶解度法を用いて求められ得
る（ASTM:E 1148-02, Standard Test Method for Measurements of Aqueous Solubility,
 Book of Standards Volume 11.05）。溶解度は、ｐＨ３．０から９．０で、たとえば４
．０から８．０、５．０から８．０、６．０から８．０、たとえば６．５から７．６、た
とえば６．８－７．４、たとえば７．０、または上記範囲内の任意の値で求められ得る。
溶解度は、２０から４０℃、たとえば約２５－３７℃、たとえば約３７℃、または上記範
囲内の任意の値の温度で試験され得る。たとえば、溶解度は、約７．０－７．４のｐＨで
、かつ約３７℃で求められ得る。
【００２６】
　本明細書中で用いられる「対象」とは、たとえば実験、診断、および／または治療目的
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で薬剤が送達される個体を指す。好ましい対象は哺乳類、特に家畜哺乳類（たとえばイヌ
、ネコなど）、霊長類、またはヒトである。医師または他の医療提供者の治療を受けてい
る対象は、「患者」と称され得る。
【００２７】
　「薬品」とも称される「医薬品」とは、本明細書中では、疾病、障害、または対象にと
って有害な他の臨床的に認識された状態の治療目的や予防目的で対象に投与され、かつ疾
病、障害、または状態を治療するために臨床的に重大な影響を体に及ぼす薬剤を指す。治
療薬は、限定されないが、米国薬局方（ＵＳＰ）、Goodman and Gilman's The Pharmacol
ogical Basis of Therapeutics, 10th Ed., McGraw Hill, 2001; Katzung, B.(ed.) Basi
c and Clinical Pharmocology, McGraw-Hill/Appleton & Lange; 8th edition (Septembe
r 21, 2000); Physician's Desk Reference (Thomson Publishing)、および／またはThe 
Merck Manual of Diagnosis and Therapy, 17th ed.(1999)、またはその出版後の第１８
版（２００６）、Mark H. Beers and Robert Berkow (eds.), Merck Publishing Group、
または動物の場合はThe Merck Veterinary Manual, 9th ed., Kahn, C.A.(ed.), Merck P
ublishing Group, 2005に列挙された薬剤を含む。
【００２８】
　「粘度」とは、一定温度での液体の厚みまたは流れ抵抗の測定値を指す。粘度は、当該
技術において公知のさまざまな方法および器具を用いて求められ得る。たとえば、まずポ
リマーを計量し、次に適切な溶媒中に溶解させる。溶液および粘度計を定温ウォーターバ
スに入れる。溶液中に熱平衡が得られる。次に、液体を粘度計の上限目盛線よりも高い位
置まで動かす。溶液が上限目盛線から下限目盛線まで流れる時間を記録する。ポリマーを
含む溶液の粘度は、ASTM Book of Standards, Practice for Dilute Solution Viscosity
 of Polymers (ASTM D2857), Volume 08.01, June 2005、または特定のポリマーについて
の関連のＡＳＴＭ基準に従って求められ得る。溶解度は、２０から４０℃、たとえば約２
５－３７℃、たとえば約３７℃、または上記範囲内の任意の値の温度で試験され得る。た
とえば、溶解度は、約７．０－７．４のｐＨで、かつ約３７℃で求められ得る。
【００２９】
　材料の「剪断弾性係数」とは、材料の１つの表面と平行に力が印加されつつ、その反対
面が対抗力（たとえば摩擦）を受けるときに材料が弾性的に（すなわち非永続的に）変形
する傾向の数学的記述である。剪断弾性係数は、剪断歪みに対する剪断応力の比率として
計算される。たとえば、１Ｎの力が１ｍ２の面積の表面に対して接線方向に（ｘｙ面上で
）印加され、ｘｙ面において１％の形状変化（歪み＝０．０１）をもたらす場合、その材
料の剪断弾性係数は１／０．０１＝１００Ｐａである。
【００３０】
　発明のある実施形態の詳細な説明
　本発明は、声帯ヒダの発声上皮下軟組織が振動および発声可能なように柔軟性を有しな
ければならないという認識に由来している。正常な状態では、これは表面固有層（ＳＬＰ
）である。この認識に基づいて、発声上皮の内部または下にヒドロゲルを注入すると、硬
化および／または瘢痕化した声帯ヒダを有する患者の発声を向上できることが判明した。
この方法に有用なヒドロゲルは典型的に、約１５Ｐａから約３５Ｐａの範囲の剪断弾性係
数を有する。本発明はさらに、患者の声帯修復および他の軟組織（たとえば皮膚、筋肉、
乳房、膀胱、椎間円板）に有用な新規のヒドロゲルおよびその組成を提供する。
【００３１】
　ヒドロゲル
　本発明は、声帯修復、または他の軟組織修復もしくは増強に用いる新規のヒドロゲルを
提供する。ヒドロゲルは、超吸収性の天然または合成ポリマーである。ヒドロゲルは、最
大９９重量％の水を含有し得る。ある一定のヒドロゲルが声帯修復に有用であることが判
明した。ヒドロゲルは、1つ以上のポリマーを含み得る。ある実施形態では、ヒドロゲル
は、架橋および／または非架橋ポリマーの混合物である。特に、ヒドロゲルを形成するポ
リマーの半相互浸透網状組織が声帯修復に有用であることが分かった。ヒドロゲルおよび
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一成分ヒドロゲルを形成するポリマーの相互浸透網状組織も声帯修復に有用であることが
分かった。さらに、約１５Ｐａから約３５Ｐａの範囲の剪断弾性係数を有するヒドロゲル
が、声帯の発声粘膜の柔軟性の回復に特に有用であることが判明した。ある実施形態では
、ヒドロゲルの剪断弾性係数は約２０Ｐａから約３０Ｐａの範囲である。ある実施形態で
は、ヒドロゲルの剪断弾性係数は約２５Ｐａである。
【００３２】
　ある実施形態では、ヒドロゲルは1つのポリマーのみを含む。ある他の実施形態では、
ヒドロゲルは２個以上のポリマーを含む。ある実施形態では、ヒドロゲルは２個のポリマ
ーを含む。ある実施形態では、ヒドロゲルは３個、４個、５個、またはそれ以上のポリマ
ーを含む。ポリマーの混合物によって、ヒドロゲルの所望の特性を調整することができる
。ヒドロゲルの調製時には如何なるポリマーを用いてもよい。ヒドロゲルのポリマーは、
天然でも合成でもよい。典型的に、ヒドロゲルで用いられるポリマーは、少なくともある
程度水溶性である。ヒドロゲルの調製時に有用なポリマーの例は、ポリカーボネート（た
とえばポリ（1,3-ジオキサン-2オン））、ポリ酸無水物（たとえばポリ（セバシン酸無水
物））、ポリヒドロキシ酸（たとえばポリ（s－ヒドロキシアルカノエート））、ポリプ
ロピルフメレート、ポリカプロラクトン、ポリアミド（たとえばポリカプロラクタム、ポ
リリシン、Ｄ－アミノ酸で作られたペプチド）、ポリアセタール、ポリエーテル、ポリエ
ステル（たとえばポリラクチド、ポリグリコリド）、ポリ（オルトエステル）、ポリシア
ノアクリレート、ポリビニルアルコール、ポリウレタン、ポリホスファゼン、ポリアクリ
レート、ポリメタクリレート、ポリウレア、ポリサッカリド（たとえばヒアルロン酸、デ
キストラン、アルギネート、セルロース）、ポリアミン、およびそれらのコポリマーを含
むが、これらに限定されない。天然ポリマーの例は、タンパク質、ペプチド（たとえばエ
ラスチン様ペプチド、コラーゲン模倣ペプチド、コラーゲン関連ペプチド）、ポリサッカ
リド（たとえばヒアルロン酸、メチルセルロース、デキストラン、アルギネート）、およ
び核酸を含む。
【００３３】
　ある実施形態では、ヒドロゲルはポリオールを用いて調製される。ある実施形態では、
ヒドロゲルはポリエーテル（たとえばポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコー
ル、ポリ（テトラメチレンエーテル）グリコール）を用いて調製される。ある実施形態で
は、ヒドロゲルはポリエチレングリコールを含む。ある実施形態では、ヒドロゲルは、ポ
リエーテルおよび別のタイプのポリマーを用いて調製される。ある特定の実施形態では、
ヒドロゲルは、ポリエチレングリコールおよび別のタイプのポリマーを用いて調製される
。ある実施形態では、ヒドロゲルは、ポリエーテルおよびタンパク質を用いて調製される
。ある実施形態では、ヒドロゲルは、ポリエーテルおよびポリサッカリドを用いて調製さ
れる。ある実施形態では、ヒドロゲルは、ポリエーテルおよび別のポリエーテルを用いて
調製される。ある実施形態では、ヒドロゲルは、ポリエーテルおよびポリオールを用いて
調製される。ある実施形態では、ヒドロゲルは、少なくとも２つのポリエーテルを用いて
調製される。ある実施形態では、ヒドロゲルは、アクリル化バージョンのポリエチレング
リコールおよび別のタイプのポリマーを用いて調製される。ある実施形態では、ヒドロゲ
ルは、ジアクリル化バージョンのポリエチレングリコールおよび別のタイプのポリマーを
用いて調製される。ある特定の実施形態では、ヒドロゲルは、ポリ（セバシン酸グリセロ
ール）およびアクリル化ポリエチレングリコールを用いて調製される。ある特定の実施形
態では、ヒドロゲルは、ヒアルロン酸およびアクリル化ポリエチレングリコールを用いて
調製される。ある特定の実施形態では、ヒドロゲルは、メチルセルロースおよびアクリル
化ポリエチレングリコールを用いて調製される。ある特定の実施形態では、ヒドロゲルは
、デキストランおよびアクリル化ポリエチレングリコールを用いて調製される。ある特定
の実施形態では、ヒドロゲルは、アルギネートおよびアクリル化ポリエチレングリコール
を用いて調製される。ある特定の実施形態では、ヒドロゲルは、ポリリシンおよびアクリ
ル化ポリエチレングリコールを用いて調製される。ある特定の実施形態では、ヒドロゲル
は、ポリ（セバシン酸グリセロール）およびポリエチレングリコール－ジアクリレートを
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用いて調製される。ある特定の実施形態では、ヒドロゲルは、ヒアルロン酸およびポリエ
チレングリコール－ジアクリレートを用いて調製される。ある特定の実施形態では、ヒド
ロゲルは、メチルセルロースおよびポリエチレングリコール－ジアクリレートを用いて調
製される。ある特定の実施形態では、ヒドロゲルは、デキストランおよびポリエチレング
リコール－ジアクリレートを用いて調製される。ある特定の実施形態では、ヒドロゲルは
、アルギネートおよびポリエチレングリコール－ジアクリレートを用いて調製される。あ
る特定の実施形態では、ヒドロゲルは、ポリリシンおよびポリエチレングリコール－ジア
クリレートを用いて調製される。
【００３４】
　ある実施形態では、ヒドロゲルは、架橋性ペプチドまたはタンパク質および別のタイプ
のポリマーを用いて調製される。ある実施形態では、架橋性ペプチドは、架橋性バージョ
ンのエラスチン様ペプチド（ＥＬＰ）、コラーゲン模倣ペプチド（ＣＭＰ）、またはコラ
ーゲン関連ペプチド（ＣＲＰ）である。ペプチドは、天然Ｌ－アミノ酸、非天然Ｄ－アミ
ノ酸、またはそれらの組合わせを含み得る。ペプチドがＤ－アミノ酸からなる場合、結果
として得られるペプチドは典型的に生分解、特に酵素分解できない。ある実施形態では、
架橋性ペプチドは、アクリル化バージョンのペプチドを含む。本明細書中に記載の他の架
橋性部分も用いられ得る。架橋性ペプチドは、本明細書中に記載の任意の他のポリマーと
組合わせられ得る。ある実施形態では、架橋性ペプチドは、ヒアルロン酸、コラーゲン、
ゼラチン、アルギネート、メチルセルロース、エラスチン、ポリリシン、またはそれらの
誘導体の存在下で架橋する。ある実施形態では、ヒドロゲルは、アクリル化ＥＬＰ（Ｄ－
ペプチド形態）およびヒアルロン酸の半相互浸透網状組織を含む。ある実施形態では、ヒ
ドロゲルは、アクリル化ＥＬＰ（Ｌ－ペプチド形態）およびヒアルロン酸の半相互浸透網
状組織を含む。ある実施形態では、ヒドロゲルは、アクリル化ＥＬＰ（Ｄ－ペプチド形態
）およびコラーゲンの半相互浸透網状組織を含む。ある実施形態では、ヒドロゲルは、ア
クリル化ＥＬＰ（Ｌ－ペプチド形態）およびコラーゲンの半相互浸透網状組織を含む。あ
る実施形態では、ヒドロゲルは、アクリル化ＥＬＰ（Ｄ－ペプチド形態）およびポリリシ
ンの半相互浸透網状組織を含む。ある実施形態では、ヒドロゲルは、アクリル化ＥＬＰ（
Ｌ－ペプチド形態）およびポリリシンの半相互浸透網状組織を含む。ある実施形態では、
ヒドロゲルは、アクリル化ＥＬＰ（Ｄ－ペプチド形態）およびデキストランの半相互浸透
網状組織を含む。ある実施形態では、ヒドロゲルは、アクリル化ＥＬＰ（Ｌ－ペプチド形
態）およびデキストランの半相互浸透網状組織を含む。ある実施形態では、ヒドロゲルは
、アクリル化ＥＬＰ（Ｄ－ペプチド形態）およびアルギネートの半相互浸透網状組織を含
む。ある実施形態では、ヒドロゲルは、アクリル化ＥＬＰ（Ｌ－ペプチド形態）およびア
ルギネートの半相互浸透網状組織を含む。ある実施形態では、ヒドロゲルは、アクリル化
ポリリシンおよびヒアルロン酸の半相互浸透網状組織を含む。ある実施形態では、ヒドロ
ゲルは、アクリル化ポリリシンおよびデキストランの半相互浸透網状組織を含む。ある実
施形態では、ヒドロゲルは、アクリル化ポリリシンおよびアルギネートの半相互浸透網状
組織を含む。ある実施形態では、ヒドロゲルは、アクリル化ポリリシンおよびエラスチン
の半相互浸透網状組織を含む。ある実施形態では、ヒドロゲルは、アクリル化ポリリシン
およびコラーゲンの半相互浸透網状組織を含む。ある実施形態では、ヒドロゲルは、アク
リル化ポリリシンおよびポリリシンの半相互浸透網状組織を含む。ある実施形態では、ヒ
ドロゲルは、アクリル化ポリリシンおよびゼラチンの半相互浸透網状組織を含む。ある実
施形態では、ヒドロゲルは、天然ポリマーのみを含む。ある実施形態では、ヒドロゲルは
、ポリエチレングリコールまたはその誘導体を含まない。
【００３５】
　ある実施形態では、ヒドロゲルは、架橋性ポリサッカリドおよび別のタイプのポリマー
を用いて調製される。ある実施形態では、架橋性ポリサッカリドは水溶性ポリサッカリド
である。ある実施形態では、架橋性ポリサッカリドは直鎖状ポリサッカリドである。別の
実施形態では、架橋性ポリサッカリドは分岐状ポリサッカリドである。ある実施形態では
、ヒドロゲルは、架橋性バージョンのヒアルロン酸を含む。ある実施形態では、ヒドロゲ
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ルは、、架橋性バージョンのメチルセルロースまたは他のセルロース誘導体を含む。ある
実施形態では、ヒドロゲルは、、架橋性バージョンのデキストランを含む。ある実施形態
では、ヒドロゲルは、架橋性バージョンのアルギネートを含む。ある実施形態では、架橋
性ポリサッカリドは、アクリル化バージョンのポリサッカリドである。本明細書中に記載
の他の架橋性部分も用いられ得る。架橋性ポリサッカリドは、本明細書中に記載の任意の
他のポリマーと組合わせられ得る。ある実施形態では、架橋性ポリサッカリドは、ヒアル
ロン酸、コラーゲン、デキストラン、ゼラチン、ポリリシン、アルギネート、メチルセル
ロース、エラスチン、またはそれらの誘導体の存在下で架橋する。ある実施形態では、ヒ
ドロゲルは、アクリル化メチルセルロースおよびヒアルロン酸の半相互浸透網状組織を含
む。ある実施形態では、ヒドロゲルは、アクリル化メチルセルロースおよびデキストラン
の半相互浸透網状組織を含む。ある実施形態では、ヒドロゲルは、アクリル化メチルセル
ロースおよびアルギネートの半相互浸透網状組織を含む。ある実施形態では、ヒドロゲル
は、アクリル化メチルセルロースおよびエラスチンの半相互浸透網状組織を含む。ある実
施形態では、ヒドロゲルは、アクリル化メチルセルロースおよびコラーゲンの半相互浸透
網状組織を含む。ある実施形態では、ヒドロゲルは、アクリル化メチルセルロースおよび
ポリリシンの半相互浸透網状組織を含む。ある実施形態では、ヒドロゲルは、アクリル化
メチルセルロースおよびゼラチンの半相互浸透網状組織を含む。ある実施形態では、ヒド
ロゲルは、アクリル化ヒアルロン酸およびヒアルロン酸の半相互浸透網状組織を含む。あ
る実施形態では、ヒドロゲルは、アクリル化ヒアルロン酸およびデキストランの半相互浸
透網状組織を含む。ある実施形態では、ヒドロゲルは、アクリル化ヒアルロン酸およびア
ルギネートの半相互浸透網状組織を含む。ある実施形態では、ヒドロゲルは、アクリル化
ヒアルロン酸およびエラスチンの半相互浸透網状組織を含む。ある実施形態では、ヒドロ
ゲルは、アクリル化ヒアルロン酸およびコラーゲンの半相互浸透網状組織を含む。ある実
施形態では、ヒドロゲルは、アクリル化ヒアルロン酸およびポリリシンの半相互浸透網状
組織を含む。ある実施形態では、ヒドロゲルは、アクリル化ヒアルロン酸およびゼラチン
の半相互浸透網状組織を含む。ある実施形態では、アクリル化ヒアルロン酸は、メタクリ
ル化ヒアルロン酸である。ある実施形態では、ヒドロゲルは、アクリル化デキストランお
よびヒアルロン酸の半相互浸透網状組織を含む。ある実施形態では、ヒドロゲルは、アク
リル化デキストランおよびデキストランの半相互浸透網状組織を含む。ある実施形態では
、ヒドロゲルは、アクリル化デキストランおよびアルギネートの半相互浸透網状組織を含
む。ある実施形態では、ヒドロゲルは、アクリル化デキストランおよびエラスチンの半相
互浸透網状組織を含む。ある実施形態では、ヒドロゲルは、アクリル化デキストランおよ
びコラーゲンの半相互浸透網状組織を含む。ある実施形態では、ヒドロゲルは、アクリル
化デキストランおよびポリリシンの半相互浸透網状組織を含む。ある実施形態では、ヒド
ロゲルは、アクリル化デキストランおよびゼラチンの半相互浸透網状組織を含む。ある実
施形態では、ヒドロゲルは、アクリル化アルギネートおよびヒアルロン酸の半相互浸透網
状組織を含む。ある実施形態では、ヒドロゲルは、アクリル化アルギネートおよびデキス
トランの半相互浸透網状組織を含む。ある実施形態では、ヒドロゲルは、アクリル化アル
ギネートおよびアルギネートの半相互浸透網状組織を含む。ある実施形態では、ヒドロゲ
ルは、アクリル化アルギネートおよびエラスチンの半相互浸透網状組織を含む。ある実施
形態では、ヒドロゲルは、アクリル化アルギネートおよびコラーゲンの半相互浸透網状組
織を含む。ある実施形態では、ヒドロゲルは、アクリル化アルギネートおよびポリリシン
の半相互浸透網状組織を含む。ある実施形態では、ヒドロゲルは、アクリル化アルギネー
トおよびゼラチンの半相互浸透網状組織を含む。ある実施形態では、ヒドロゲルは天然ポ
リマーのみを含む。ある実施形態では、ヒドロゲルは、ポリサッカリドまたはポリサッカ
リドの誘導体のみを含む。ある実施形態では、ヒドロゲルは、ポリエチレングリコールま
たはその誘導体を含まない。
【００３６】
　ある実施形態では、ヒドロゲルは、架橋性エラストマーポリマーおよび別のタイプのポ
リマーを用いて調製される。ある実施形態では、ヒドロゲルは、架橋性バージョンのポリ
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（セバシン酸グリセロール）（ＰＧＳ）を含む。ある実施形態では、架橋性ポリサッカリ
ドは、アクリル化バージョンのエラストマーポリマーである。本明細書中に記載の他の架
橋性部分も用いられ得る。架橋性エラストマーポリマーは、本明細書中に記載の任意の他
のポリマーと組合わせられ得る。ある実施形態では、架橋性エラストマーポリマーは、ヒ
アルロン酸、コラーゲン、ゼラチン、アルギネート、メチルセルロース、エラスチン、デ
キストラン、ポリリシン、またはそれらの誘導体の存在下で架橋する。ある実施形態では
、架橋性エラストマーポリマーは、ポリエチレングリコール、ポリ（乳酸）、ポリ（グリ
コール酸）、ポリ（乳酸－コ－グリコール酸）、またはそれらの誘導体の存在下で架橋す
る。ある実施形態では、ヒドロゲルは、アクリル化ＰＧＳおよびヒアルロン酸の半相互浸
透網状組織を含む。ある実施形態では、ヒドロゲルは、アクリル化ＰＧＳおよびメチルセ
ルロースの半相互浸透網状組織を含む。ある実施形態では、ヒドロゲルは、アクリル化Ｐ
ＧＳおよびエラスチンの半相互浸透網状組織を含む。ある実施形態では、ヒドロゲルは、
アクリル化ＰＧＳおよびコラーゲンの半相互浸透網状組織を含む。ある実施形態では、ヒ
ドロゲルは、アクリル化ＰＧＳおよびゼラチンの半相互浸透網状組織を含む。ある実施形
態では、ヒドロゲルは、アクリル化ＰＧＳおよびデキストランの半相互浸透網状組織を含
む。ある実施形態では、ヒドロゲルは、アクリル化ＰＧＳおよびアルギネートの半相互浸
透網状組織を含む。ある実施形態では、ヒドロゲルは、アクリル化ＰＧＳおよびポリリシ
ンの半相互浸透網状組織を含む。ある実施形態では、ヒドロゲルは、アクリル化ＰＧＳお
よびポリエチレングリコール（ＰＥＧ）の半相互浸透網状組織を含む。ある実施形態では
、ヒドロゲルは、天然ポリマーのみを含む。ある実施形態では、ヒドロゲルは、ポリエチ
レングリコールまたはその誘導体を含まない。
【００３７】
　ある実施形態では、ヒドロゲルは、１つのポリマーが非架橋性ポリマーの存在下で自己
架橋すると形成される、ポリマーの半相互浸透網状組織である。ある実施形態では、架橋
性ポリマーは水溶性である。ある実施形態では、非架橋性ポリマーは水溶性である。水溶
性ポリマーは典型的に、水1リットル当たりポリマーが少なくとも約０．１ｇの最小溶解
度を有する。ある実施形態では、水に対するポリマーの溶解度は、水1リットル当たりポ
リマーが少なくとも約０．５ｇである。ある実施形態では、水に対するポリマーの溶解度
は、水1リットル当たりポリマーが少なくとも約１ｇである。ある実施形態では、水に対
するポリマーの溶解度は、水1リットル当たりポリマーが少なくとも約５ｇである。ある
実施形態では、水に対するポリマーの溶解度は、水1リットル当たりポリマーが少なくと
も約１０ｇである。ヒドロゲルはさらに、水溶性または非水溶性の他のポリマーを含み得
る。本明細書中に記載のポリマーのいずれかを用いて、ポリマーの半相互浸透網状組織が
調製され得る。ある実施形態では、ポリマーの半相互浸透網状組織の調製時にポリエーテ
ルが用いられる。ある実施形態では、ポリマーは架橋に好適であるように修飾される。た
とえば、架橋に好適な官能基（たとえばアクリルレート部分、ビニル部分、アルケニル部
分、アルキニル部分、メタクリレート部分、シアノアクリレート部分）がポリマーに加え
られ得る。
【００３８】
　ヒドロゲルの架橋性ポリマー成分は、架橋可能な任意の合成または天然ポリマーであり
得る。ある実施形態では、架橋性ポリマーは合成ポリマーである。ある実施形態では、架
橋性ポリマーは、タンパク質または炭水化物などの天然ポリマーである。ポリマーは典型
的に、アクリレート、メタクリレート、アルケン、アルキン、カルボン酸、アミン、アル
デヒド、ハライド、アジド、エステル、チオール、ジアジリン、カルボジイミド、イミド
エステル、アゼン、エポキシドまたはアジリジンなどの歪環などの、架橋に好適な官能基
を含むか、含むように修飾され得る。ある実施形態では、ポリマーはアクリル化ポリエチ
レングリコールである。たとえば、ポリエチレングリコールジアクリレート、ポリエチレ
ングリコールトリアクリレートなどがヒドロゲル中の架橋性ポリマーとして用いられ得る
。ポリエチレングリコール以外の他のポリマーは、ポリマーの骨格を形成し得る。他の例
示的なポリマー骨格は、ポリエステル、ポリアミン、ポリエーテル、ポリアミド、ポリウ
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レア、ポリ酸無水物、ポリヒドロキシ酸、ポリプロピルフマレート、ポリカプロラクトン
、ポリアセタール、ポリ（オルトエステル）、ポリビニルアルコール、ポリウレタン、ポ
リホスファゼン、およびポリカーボネートを含むが、これらに限定されない。ある実施形
態では、ポリマー骨格はポリプロピレングリコールである。ある実施形態では、ポリマー
骨格はポリブチレングリコールである。ある実施形態では、ポリマーはアクリル化ではな
くメタクリル化されている。ある実施形態では、ポリマーはシアノアクリル化されている
。ある実施形態では、ポリマーは、アクリレートまたはメタクリレート部分ではなくビニ
ル部分を含む。ある実施形態では、ポリマーはアジド部分を含む。ある実施形態では、ポ
リマーは歪環を含む。ある実施形態では、ポリマーはエポキシド部分を含む。ある実施形
態では、ポリマーはアジリジン部分を含む。ある実施形態では、ポリマーはアミンを含む
。ある実施形態では、ポリマーはアルデヒドを含む。ある実施形態では、ポリマーはハロ
ゲンを含む。ある実施形態では、ポリマーはアルケニル部分を含む。ある実施形態では、
ポリマーはアルキニル部分を含む。ある実施形態では、ポリマーはカルボン酸を含む。あ
る実施形態では、ポリマーはエステルを含む。ある実施形態では、ポリマーはチオールを
含む。ある実施形態では、ポリマーはジアジリンを含む。ある実施形態では、ポリマーは
カルボジイミドを含む。ある実施形態では、ポリマーはイミドエステルを含む。ある実施
形態では、ポリマーはアゼン部分を含む。ある実施形態では、ポリマーはニトレン部分を
含む。
【００３９】
　ヒドロゲルの非架橋性ポリマー成分も、合成または天然であり得る。典型的に、ヒドロ
ゲルの非架橋性ポリマー成分は水溶性ポリマーである。ある実施形態では、非架橋性ポリ
マーは合成ポリマーである。他の実施形態では、非架橋性ポリマーは天然ポリマーである
。例示的な非架橋性の水溶性ポリマーは、ポリエーテル、ポリペプチド（たとえばポリリ
シン、ポリセリン、ポリスレオニン、ポリグルタメート、ポリアスパルテート、ポリヒス
チジン、ポリアルギニン）、ポリサッカリド（たとえばアルギネート、デキストラン、セ
ルロース、ヒアルロン酸）、ポリアミド、タンパク質（たとえばゼラチン、エラスチン）
、およびそれらの誘導体を含むが、これらに限定されない。ある実施形態では、たとえば
非アクリル化ポリマー（たとえばポリエチレングリコール）対アクリル化ポリマー（たと
えばポリエチレングリコールジアクリレート）のように、非架橋性ポリマーは架橋性ポリ
マーと類似している。
【００４０】
　ヒドロゲルの物理化学的性質は、非架橋性ポリマーと比較した架橋性ポリマーの一部、
一方または両方のポリマーの分子量、ポリマーの濃度、および架橋の範囲を変更すること
によって変わり得る。
【００４１】
　いずれのポリマーの分子量も、約２，０００ｇ／モルから最大約６００，０００ｇ／モ
ルの範囲であり得る。ある実施形態では、ポリマーの分子量は、約５，０００ｇ／モルか
ら約３０，０００ｇ／モルの範囲である。ある実施形態では、ポリマーの分子量は、約５
，０００ｇ／モルから約１０，０００ｇ／モルの範囲である。ある実施形態では、ポリマ
ーの分子量は、約１０，０００ｇ／モルから約１５，０００ｇ／モルの範囲である。ある
実施形態では、ポリマーの分子量は、約１０，０００ｇ／モルから約２０，０００ｇ／モ
ルの範囲である。ある実施形態では、ポリマーの分子量は、約２０，０００ｇ／モルから
約３０，０００ｇ／モルの範囲である。ある実施形態では、ポリマーの分子量は、約３０
，０００ｇ／モルから約４０，０００ｇ／モルの範囲である。ある実施形態では、ポリマ
ーの分子量は、約４０，０００ｇ／モルから約５０，０００ｇ／モルの範囲である。ある
実施形態では、架橋前の架橋性ポリマーの分子量は、約５，０００ｇ／モル、約１０，０
００ｇ／モル、約１５，０００ｇ／モル、約２０，０００ｇ／モル、約２５，０００ｇ／
モル、約３０，０００ｇ／モル、約３５，０００ｇ／モル、約４０，０００ｇ／モル、約
４５，０００ｇ／モル、および約５０，０００ｇ／モルである。ある実施形態では、非架
橋性ポリマーの分子量は、約５，０００ｇ／モル、約１０，０００ｇ／モル、約１５，０
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００ｇ／モル、約２０，０００ｇ／モル、約２５，０００ｇ／モル、約３０，０００ｇ／
モル、約３５，０００ｇ／モル、約４０，０００ｇ／モル、約４５，０００ｇ／モル、お
よび約５０，０００ｇ／モルである。ある実施形態では、ポリマーの分子量は、約５０，
０００ｇ／モルから約１００，０００ｇ／モルの範囲である。ある実施形態では、ポリマ
ーの分子量は、約１００，０００ｇ／モルから約２００，０００ｇ／モルの範囲である。
ある実施形態では、ポリマーの分子量は、約２００，０００ｇ／モルから約３００，００
０ｇ／モルの範囲である。ある実施形態では、ポリマーの分子量は、約２５０，０００ｇ
／モルである。ある実施形態では、ポリマーの分子量は、約３００，０００ｇ／モルから
約４００，０００ｇ／モルの範囲である。ある実施形態では、ポリマーの分子量は、約４
００，０００ｇ／モルから約５００，０００ｇ／モルの範囲である。ある実施形態では、
ポリマーの分子量は、約５００，０００ｇ／モルから約６００，０００ｇ／モルの範囲で
ある。
【００４２】
　発明のヒドロゲルでは、架橋性ポリマーと非架橋性ポリマーとの任意の比率が用いられ
得る。ある実施形態では、ほぼ同等の各ポリマー成分を用いてヒドロゲルが調製される。
ある実施形態では、一方のポリマーの量が他方よりも多い。ある実施形態では、非架橋性
ポリマーの量が架橋性ポリマーの量よりも多い。ある実施形態では、非架橋性ポリマーと
架橋性ポリマーとの比率は、約１０：９０、約２０：８０、約３０：７０、約４０：６０
、約５０：５０、約６０：４０、約７０：３０、約８０：２０、または約９０：１０であ
る。ある特定の実施形態では、非架橋性ポリマーと架橋性ポリマーとの比率は、約７０：
３０である。ある特定の実施形態では、非架橋性ポリマーと架橋性ポリマーとの比率は、
約６９：３１である。ある特定の実施形態では、非架橋性ポリマーと架橋性ポリマーとの
比率は、約７１：２９である。ある特定の実施形態では、非架橋性ポリマーと架橋性ポリ
マーとの比率は、約７２：２８である。ある特定の実施形態では、非架橋性ポリマーと架
橋性ポリマーとの比率は、約６５：３５である。ある特定の実施形態では、ヒドロゲル中
の架橋性ポリマーの百分率は、約１０％から約５０％の範囲である。ある特定の実施形態
では、ヒドロゲル中の架橋性ポリマーの百分率は、約２０％から約４０％の範囲である。
ある特定の実施形態では、ヒドロゲル中の架橋性ポリマーの百分率は、約２５％から約３
５％の範囲である。ある実施形態では、ヒドロゲル中の架橋性ポリマーの百分率は、約２
５％である。ある実施形態では、ヒドロゲル中の架橋性ポリマーの百分率は、約３０％で
ある。ある実施形態では、ヒドロゲル中の架橋性ポリマーの百分率は、約３５％である。
ある実施形態では、ヒドロゲル中の架橋性ポリマーの百分率は、約４０％である。ある実
施形態では、ヒドロゲル中の架橋性ポリマーの百分率は、約２５％、約２６％、約２７％
、約２８％、約２９％、約３０％、約３１％、約３２％、約３３％、約３４％、または約
３５％である。
【００４３】
　ポリマーの半相互浸透網状組織の架橋性ポリマーは、フリーラジカル媒介法によって架
橋する。２個以上のポリマー成分が所望の割合でヒドロゲル中で混合され、架橋反応が開
始されて架橋性ポリマーを架橋する。ある実施形態では、ポリマーはフリーラジカル開始
剤を用いて架橋する。開始剤は熱開始剤または光開始剤であり得る。ある実施形態では、
ポリマーは光誘発架橋（たとえばＵＶ光、可視光、ＩＲ光）によって架橋する。ある実施
形態では、光は約３６５ｎｍの中央値を有する。他の実施形態では、ポリマーは熱（たと
えば３０－２００℃）によって架橋する。他の実施形態では、ポリマーは生物学的または
化学的触媒を用いて架橋する。架橋処理は、結果として得られるヒドロゲルの所望の性質
をもたらすのに好適な条件下で行なわれる。たとえば、架橋の範囲は、反応時間、開始剤
の量／濃度、ポリマー出発物質、開始剤、架橋を生じさせるために用いる光の周波数、添
加物、反応温度、使用溶媒、ポリマー出発物質の濃度、酸素抑制、水抑制などによって制
御され得る。
【００４４】
　典型的に、開始剤は、加熱または一定波長の光への露光によって分解し、架橋反応を開
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始する２個のフリーラジカルを生じる。開始剤は、さまざまな有機溶媒、水、または水溶
液中で働き得る。使用可能な有機溶媒はアセトン、エーテル、ベンゼン、ＴＨＦ、トルエ
ン、ヘキサン、ＤＭＳＯ、ＤＭＦなどを含む。ある実施形態では、架橋反応は水または水
溶液中で行なわれる。ある特定の実施形態では、架橋反応はリン酸緩衝食塩水中で行なわ
れる。水溶液は、酸性または塩基性であり得る。
【００４５】
　開始剤は典型的に、ポリマーの構造、生成する所望の架橋材料、架橋の範囲、材料のそ
の後の使用などを含むさまざまな事柄に基づいて選択される。これらおよび他の事柄は、
使用する熱開始剤を選択する当業者によって考慮され得る。開始剤は、Sigma-Aldrich社
、Ciba-Geigy社、Sartomer社などの商業的供給源から得ることができる。開始剤は、合成
的にも調製され得る。
【００４６】
　ある実施形態では、開始剤は熱開始剤である。任意の熱開始剤が架橋反応において用い
られ得る。ある実施形態では、熱開始剤は、３０℃から２００℃の範囲の温度で働くよう
に設計される。ある実施形態では、開始剤は、５０℃から１７０℃の範囲の温度で働くよ
うに設計される。他の実施形態では、開始剤は、５０℃から１００℃の範囲の温度で働く
ように設計される。ある実施形態では、開始剤は、１００℃から１７０℃の範囲の温度で
働くように設計される。ある特定の実施形態では、開始剤は、約５０、６０、７０、８０
、９０、１００、１１０、１２０、１３０、１４０、１５０、１６０、または１７０℃で
働くように設計される。熱開始剤は、過酸化物、過酸、過酢酸塩、過硫酸塩などであり得
る。例示的な熱開始剤は、tert-アミルペルオキシベンゾエート；4,4-アゾビス（4-シア
ノ吉草酸）；1,1'-アゾビス（シクロヘキサンカルボニトリル）；2,2'-アゾビスイソブチ
ロニトリル（ＡｌＢＮ）；過酸化ベンゾイル；2,2-ビス（tert-ブチルペルオキシ）ブタ
ン；1,1-ビス（tert-ブチルペルオキシ）シクロヘキサン；2,5-ビス（tert-ブチルペルオ
キシ）-2,5-ジメチルヘキサン；2,5-ビス（tert-ブチルペルオキシ）-2,5-ジメチル-3-ヘ
キシン；ビス（1-（tert-ブチルペルオキシ）-1-メチルエチル）ベンゼン；1,1-ビス（te
rt-ブチルペルオキシ）-3,3,5-トリメチルシクロヘキサン；tert-ブチルヒドロペルオキ
シド；過酢酸tert-ブチル；過酸化tert-ブチル；tert-ブチルペルオキシベンゾエート；t
ert-ブチルペルオキシイソプロピルカーボネート；クメンヒドロペルオキシド；過酸化シ
クロヘキサノン；過酸化ジクミル；過酸化ラウロイル；2,4-過酸化ペンタンジオン；過酢
酸；および過硫酸カリウムを含む。ある実施形態では、熱開始剤の組合わせが用いられる
。
【００４７】
　他の実施形態では、開始剤は光開始剤である。光開始剤は、ヒドロゲルの架橋性成分の
架橋を開始する反応性フリーラジカル種を生成する。任意の光開始剤が架橋反応において
用いられ得る。光開始重合および光開始剤は、Rabek, Mechanisms of Photophysical Pro
cesses and Photochemical Reactions in Polymers, New York: Wiley & Sons, 1987; Fo
uassier, Photoinitiation, Photopolymerization, and Photocuring, Cincinnati, OH: 
Hanser/Gardner; Fisher et al., “Photoinitiated Polymerization of Biomaterials”
Annu, Rev. Mater. Res. 31:171-81,2001に詳細に記載されており、当文献はここに引用
により援用されている。光開始剤は、任意の光波長でフリーラジカルを生成するように設
計され得る。ある実施形態では、光開始剤は、ＵＶ光（２００－４００ｎｍ）を用いて働
くように設計される。ある実施形態では、長い紫外線が用いられる。他の実施形態では、
短い紫外線が用いられる。他の実施形態では、光開始剤は、可視光（４００－８００ｎｍ
）を用いて働くように設計される。ある実施形態では、光開始剤は、青色光（４２０－５
００ｎｍ）を用いて働くように設計される。さらに他の実施形態では、光開始剤は、ＩＲ
光（８００－２５００ｎｍ）を用いて働くように設計される。ある実施形態では、光開始
剤は過酸化物（たとえばＲＯＯＲ’）である。他の実施形態では、光開始剤はケトン（た
とえばＲＣＯＲ’）である。他の実施形態では、化合物は、アゾ化合物（たとえばａ－Ｎ
＝Ｎ-基を有する化合物）である。ある実施形態では、光開始剤はアシルホスフィンオキ
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シドである。他の実施形態では、光開始剤は硫黄含有化合物である。さらに他の実施形態
では、開始剤はキノンである。例示的な光開始剤は、アセトフェノン；アニソイン；アン
トラキノン；アントラキノン-2-スルホン酸、ナトリウム塩一水化物；（ベンゼン）トリ
カルボニルクロム；ベンジン；ベンゾイン；ベンゾインエチルエーテル；ベンゾインイソ
ブチルエーテル；ベンゾインメチルエーテル；ベンゾフェノン；ベンゾフェノン／1-ヒド
ロキシシクロヘキシルフェニルケトン；3,3',4,4'-ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無
水物；4-ベンゾイルビフェニル；2-ベンジル-2-（ジメチルアミノ）-4'-モルフォリノブ
チロフェノン；4,4'-ビス（ジエチルアミノ）ベンゾフェノン；4,4'-ビス（ジメチルアミ
ノ）ベンゾフェノン；カンファーキノン；2-クロロチオキサンテン-9-オン；（クメン）
シクロペンタジエニル鉄（II）ヘキサフルオロリン酸；ジベンゾスベレノン；2,2-ジエト
キシアセトフェノン；4,4'-ジヒドロキシベンゾフェノン；2,2-ジメトキシ-2-フェニルア
セトフェノン；4-（ジメチルアミノ）ベンゾフェノン；4,4'-ジメチルベンジル；2,5-ジ
メチルベンゾフェノン；3,4-ジメチルベンゾフェノン；ジフェニル（2,4,6-トリメチルベ
ンゾイル）ホスフィンオキシド／2-ヒドロキシ-2-メチルプロピオフェノン；4'-エトキシ
アセトフェノン；2-エチルアントラキノン；フェロセン；3'-ヒドロキシアセトフェノン
；4'-ヒドロキシアセトフェノン；3-ヒドロキシベンゾフェノン；4-ヒドロキシベンゾフ
ェノン；1-ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン；2-ヒドロキシ-2-メチルプロピオ
フェノン；2-メチルベンゾフェノン；3-メチルベンゾフェノン；メチベンゾイルホルマー
ト；2-メチル-4'-（メチルチオ）-2-モルフォリノプロピオフェノン；フェナントレンキ
ノン；4'-フェノキシアセトフェノン；チオキサンテン-9-オン；トリアリールスルホニウ
ムヘキサフルオロアンチモン酸塩；トリアリールスルホニウムヘキサフルオロリン酸塩；
過酸化水素；過酸化ベンゾイル；ベンゾイン；2,2-ジメトキシ-2-フェニルアセトフェノ
ン；ジベンゾイルジスルフィド；ジフェニルジチオカーボネート；2,2'-アゾビスイソブ
チロニトリル（ＡｌＢＮ）; カンファーキノン（ＣＱ）；エオシン；ジメチルアミノベン
ゾエート（ＤＭＡＢ）；ジメトキシ-2-フェニル－アセトフェノン（ＤＭＰＡ）；Quanta-
cure ITX光増感剤（Biddle Sawyer）；Irgacure 907（Ciba Geigy）；Irgacure 651（Cib
a Geigy）;Irgacure 2959（Ciba Geigy）；Darocur 2959（Ciba Geigy）；エチル-4-N,N-
ジメチルアミノベンゾエート（４ＥＤＭＡＢ）；1-[-（4-ベンゾイルフェニルスルファニ
ル）フェニル]-2-メチル-2-（4-メチルフェニルスルホニル）プロパン-1-オン；1-ヒドロ
キシ－シクロヘキシル－フェニル－ケトン；2,4,6-トリメチルベンゾイルジフェニルホス
フィンオキシド；2-エチルヘキシル-4-ジメチルアミノベンゾエート；2-ヒドロキシ-2-メ
チル-1-フェニル-1-プロパノン；６５％（オリゴ[2-ヒドロキシ-2-メチル-1-[4-（1-メチ
ルビニル）フェニル]プロパノン]および３５％プロポキシ化グリセリルトリアクリレート
；ベンジルジメチルケタール；ベンゾフェノン；ベンゾフェノンとα-ヒドロキシ－シク
ロヘキシル－フェニル－ケトンの調合物；Esacure KIP150とEsacure TZTの調合物；Esacu
re KIP150とEsacure TZTの調合物；Esacure KIP150とTPGDAの調合物；ホスフィンオキシ
ド、Esacure KIP150およびEsacure TZTの調合物；二官能のα-ヒドロキシケトン；エチル
4-（ジメチルアミノ）ベンゾエート；イソプロピルチオキサントン；4-メチルベンゾフェ
ノンとベンゾフェノンの液体調合物；オリゴ（2-ヒドロキシ-2メチル-1-4（1-メチルビニ
ル）フェニルプロパノン（エマルション）；オリゴ（2-ヒドロキシ-2-メチル-1-4（1-メ
チルビニル）フェニルプロパノンおよび2-ヒドロキシ-2-メチル-1-フェニル-1-プロパノ
ン（単量体）；オリゴ（2-ヒドロキシ-2-メチル-1-4（1-メチルビニル）フェニルプロパ
ノンおよび2-ヒドロキシ-2-メチル-1-フェニル-1-プロパノン（重合体）；トリメチルベ
ンゾフェノンおよびメチルベンゾフェノン；ならびに2,4,6-トリメチルベンゾイルホスフ
ィンオキシド、アルファヒドロキシケトン、トリメチルベンゾフェノン、および4-メチル
ベンゾフェノンの水エマルションを含む。ある実施形態では、光開始剤はIrgacure 2959
である。ある実施形態では、光開始剤の組合わせが用いられる。
【００４８】
　ヒドロゲルは、調製された後、任意に精製され、および／またはそうでなければ処理さ
れ得る。ある実施形態では、ヒドロゲルは生成された後、所望の剪断弾性係数のヒドロゲ
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ル組成を生成するために剪断される。剪断は典型的に、ヒドロゲルを狭窄開口から押出す
ことによって行われる。ある実施形態では、だんだん小さくなる開口が用いられ得る。あ
る実施形態では、ヒドロゲルは、だんだん小さくなる穴を有する一連の針から押出される
。たとえば、ヒドロゲルは、１６ゲージ、１８ゲージ、２０ゲージ、および２２ゲージの
針に連続的に通され得る。ある実施形態では、より大容量の注射器状装置が用いられる。
他の実施形態では、超音波および／または機械的剪断法が用いられ得る。ある実施形態で
は、ホモジナイザーが用いられる。ある実施形態では、ミクロ流動化剤が用いられる。ヒ
ドロゲルは典型的に、材料の所望の剪断弾性係数が達成されるまで処理される。ある実施
形態では、剪断弾性係数は約１５Ｐａから約３５Ｐａの範囲である。ある実施形態では、
剪断弾性係数は約２０Ｐａから約３０Ｐａの範囲である。ある実施形態では、剪断弾性係
数は約２１Ｐａである。ある実施形態では、剪断弾性係数は約２２Ｐａである。ある実施
形態では、剪断弾性係数は約２３Ｐａである。ある実施形態では、剪断弾性係数は約２４
Ｐａである。ある実施形態では、剪断弾性係数は約２５Ｐａである。ある実施形態では、
剪断弾性係数は約２６Ｐａである。
【００４９】
　ある実施形態では、ヒドロゲルは、アクリル化ポリエチレングリコールおよびポリエチ
レングリコールを含む組成である。ある特定の実施形態では、ヒドロゲルは、ポリエチレ
ングリコールジアクリレートおよびポリエチレングリコールを含む組成である。ある実施
形態では、ポリエチレングリコールジアクリレートの分子量は約１０，０００ｇ／モルで
ある。ある実施形態では、ポリエチレングリコールの分子量は約１０，０００ｇ／モルで
ある。非架橋性ポリマーの１０％溶液７を架橋性ポリマーの１０％溶液３に混合し、結果
として得られる組成を光開始剤およびＵＶ光を用いて架橋する。ある実施形態では、光開
始剤Irgacure 2959（Ciba Specialty Chemicals, Tarrytown, NJ）が光重合反応において
用いられる。ＵＶ光の強度は、約１ｍＷ／ｃｍ２から約２０ｍＷ／ｃｍ２の範囲である。
ある実施形態では、ＵＶ光の強度は約１０ｍＷ／ｃｍ２である。結果として得られるヒド
ロゲルは、穴のサイズが徐々に小さくなる針（たとえば１６ゲージ、１８ゲージ、２０ゲ
ージ、および２２ゲージの針）に通されることによって剪断される。ある実施形態では、
ヒドロゲルを各サイズの針に２回通してから、より小さな針を使用する。
【００５０】
　ある実施形態では、ヒドロゲルは、アクリル化ポリエチレングリコールおよびヒアルロ
ン酸を含む組成である。ある特定の実施形態では、ヒドロゲルは、ポリエチレングリコー
ルジアクリレートおよびヒアルロン酸を含む組成である。ある実施形態では、ポリエチレ
ングリコールジアクリレートの分子量は約１０，０００ｇ／モルである。ある実施形態で
は、ヒアルロン酸の分子量は約５６０，０００ｇ／モルである。１ｍｇ／ｍＬのヒアルロ
ン酸溶液７３を１００ｍｇ／ｍＬの架橋性ポリマー２７に混合し、結果として得られる組
成を光開始剤およびＵＶ光を用いて架橋する。ある実施形態では、光開始剤Irgacure 295
9（Ciba Specialty Chemicals, Tarrytown, NJ）が光重合反応において用いられる。ＵＶ
光の強度は、約０．５ｍＷ／ｃｍ２から約２０ｍＷ／ｃｍ２の範囲である。ある実施形態
では、ＵＶ光の強度は約１ｍＷ／ｃｍ２から約５ｍＷ／ｃｍ２の範囲である。ある実施形
態では、ＵＶ光の強度は約５ｍＷ／ｃｍ２から約１０ｍＷ／ｃｍ２の範囲である。ある実
施形態では、ＵＶ光の強度は約１ｍＷ／ｃｍ２である。ある実施形態では、ＵＶ光の強度
は約２ｍＷ／ｃｍ２である。ある実施形態では、ＵＶ光の強度は約５ｍＷ／ｃｍ２である
。ある実施形態では、ＵＶ光の強度は約１０ｍＷ／ｃｍ２である。結果として得られるヒ
ドロゲルは、穴のサイズが徐々に小さくなる針（たとえば１６ゲージ、１８ゲージ、２０
ゲージ、および２２ゲージの針）に通されることによって剪断される。ある実施形態では
、ヒドロゲルを各サイズの針に２回通してから、より小さな針を使用する。
【００５１】
　ある実施形態では、ヒドロゲルは、アクリル化ポリエチレングリコールおよびデキスト
ランを含む組成である。ある特定の実施形態では、ヒドロゲルは、ポリエチレングリコー
ルジアクリレートおよびデキストランを含む組成である。ある実施形態では、ポリエチレ
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ングリコールジアクリレートの分子量は約１０，０００ｇ／モルである。ある実施形態で
は、デキストランの分子量は約２００，０００ｇ／モルである。２０ｍｇ／ｍＬのデキス
トラン溶液７を１００ｍｇ／ｍＬの架橋性ポリマー３に混合し、結果として得られる組成
を光開始剤およびＵＶ光を用いて架橋する。ある実施形態では、光開始剤Irgacure 2959
（Ciba Specialty Chemicals, Tarrytown, NJ）が光重合反応において用いられる。ＵＶ
光の強度は、約１ｍＷ／ｃｍ２から約２０ｍＷ／ｃｍ２の範囲である。ある実施形態では
、ＵＶ光の強度は約１０ｍＷ／ｃｍ２である。結果として得られるヒドロゲルは、穴のサ
イズが徐々に小さくなる針（たとえば１６ゲージ、１８ゲージ、２０ゲージ、および２２
ゲージの針）に通されることによって剪断される。ある実施形態では、ヒドロゲルを各サ
イズの針に２回通してから、より小さな針を使用する。
【００５２】
　本発明に有用なヒドロゲルは典型的に、インビボで分解しないか、緩徐に崩壊する。生
分解性の欠如は主に、ヒドロゲルを声帯ヒダまたは他の区域に繰返し再注入しなくてもよ
くするのに有用である。典型的に、そのような注入は、１か月に１度、２－３か月に１度
、６か月に１度、または１年に１度のみ繰返されるべきである。ヒドロゲルの注入同士の
間の時間は長いほど良い。
【００５３】
　ヒドロゲルは、他の治療活性剤および／または薬学的に許容可能な賦形剤と組合わされ
て、声帯修復または他の軟組織修復もしくは増強に有用な組成を形成し得る。
【００５４】
　いくつかの実施形態では、本発明は、本明細書中に記載のヒドロゲルを含む組成を提供
する。そのような組成は任意に、１つ以上の付加的な生理活性剤を含み得る。いくつかの
実施形態では、発明の組成はヒトに投与される。
【００５５】
　本明細書中で提供されるヒドロゲル組成の説明は、ヒトへの投与に好適な組成を主に対
象にしているが、そのような組成は一般にあらゆる種類の動物への投与に好適であること
が当業者に理解されるであろう。ヒトへの投与に好適な医薬組成をさまざまな動物への投
与に好適にするための組成の修飾はよく理解されており、通常熟練の獣医薬理学者は、た
とえあったとしても通常の実験のみでそのような修飾を設計および／または実行可能であ
る。本発明の医薬組成の投与の対象は、ヒトおよび／または他の霊長類；ウシ、ブタ、ウ
マ、ヒツジ、ネコ、フェレットおよび／またはイヌなどの哺乳類を含む哺乳類を含むが、
これらに限定されない。
【００５６】
　本明細書中に記載の医薬組成の製剤は、薬剤技術で公知の、または今後開発される任意
の方法によって調製され得る。一般に、そのような調製方法は、ヒドロゲルを１つ以上の
賦形剤および／または１つ以上の他の副材料と関連付けるステップと、その後必要であれ
ば、および／または所望であれば、製品を所望の単一用量または複数用量単位に成形およ
び／または包装するステップとを含む。
【００５７】
　本発明の医薬組成におけるヒドロゲル、薬学的に許容可能な賦形剤、および／または任
意の付加的な材料の相対量は、対象の個性、サイズ、および／または状態に依存して変わ
る。たとえば、組成は、１％から９９％（ｗ／ｗ）のヒドロゲルを含み得る。
【００５８】
　本発明の医薬製剤はさらに、薬学的に許容可能な賦形剤を含み得、これは、明細書中で
は、所望の特定の用量形態に適するように、ありとあらゆる溶媒、分散媒、希釈剤、また
は他の液体媒介物、分散もしくは懸濁助剤、界面活性剤、等張剤、肥厚もしくは乳化剤、
保存剤、固形結合剤、潤滑剤などを含む。RemingtonのThe Science and Practice of Pha
rmacy, 21stEdition, A.R.Gennaro, (Lippincott, Williams & Wilkins, Baltimore, MD,
 2006（ここに引用により援用されている）は、医薬組成の処方時に用いられるさまざま
な賦形剤、およびそれらの調製のための公知の技術を開示している。何らかの望ましくな
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い生物学的効果を生じるか、そうでなければ医薬組成のいずれかの他の成分と有害に相互
作用するなどによって任意の従来の賦形剤が物質またはその誘導体と適合しない場合を除
いて、その使用は本発明の範囲内にあると考えられる。
【００５９】
　いくつかの実施形態では、薬学的に許容可能な賦形剤は、少なくとも９５％、９６％、
９７％、９８％、９９％、または１００％純粋である。いくつかの実施形態では、賦形剤
は、ヒトでの使用および家畜への使用のために承認される。いくつかの実施形態では、賦
形剤は、米国食品医薬品局によって承認される。いくつかの実施形態では、賦形剤は医薬
品等級である。いくつかの実施形態では、賦形剤は、米国薬局方（ＵＳＰ）、ヨーロッパ
薬局方（ＥＰ）、英国薬局方、および／または国際薬局方の基準を満たす。
【００６０】
　ヒドロゲル組成の製造に用いられる薬学的に許容可能な賦形剤は、不活性希釈剤、分散
剤、界面活性剤および／もしくは乳化剤、分解剤、保存剤、緩衝剤、潤滑剤、ならびに／
または油を含むが、これらに限定されない。そのような賦形剤は任意に、発明の製剤に含
まれ得る。着色剤などの賦形剤は、処方者の判断にしたがって組成中に存在し得る。
【００６１】
　例示的な希釈剤は、炭酸カルシウム、炭酸ナトリウム、リン酸カルシウム、第二リン酸
カルシウム、硫酸カルシウム、リン酸水素カルシウム、リン酸ナトリウムラクトース、ス
クロース、セルロース、結晶セルロース、カオリン、マンニトール、ソルビトール、イノ
シトール、塩化ナトリウム、乾燥デンプン、コーンスターチ、粉砂糖など、およびそれの
組合わせを含むが、これらに限定されない。
【００６２】
　例示的な分散剤は、ジャガイモデンプン、コーンスターチ、タピオカデンプン、デンプ
ングリコール酸ナトリウム、粘土、アルギン酸、グアーガム、柑橘類の果肉、寒天、ベン
トナイト、セルロースおよび木製品、天然スポンジ、陽イオン交換樹脂、炭酸カルシウム
、ケイ酸、炭酸ナトリウム、架橋ポリ（ビニル-ピロリドン）（クロスポビドン）、カル
ボキシメチルデンプンナトリウム（デンプングリコール酸ナトリウム）、カルボキシメチ
ルセルロース、架橋カルボキシメチルセルロースナトリウム（クロスカルメロース）、メ
チルセルロース、アルファ化デンプン（デンプン１５００）、結晶デンプン、水不溶性デ
ンプン、カルボキシメチルセルロースカルシウム、ケイ酸アルミニウムマグネシウム（Ve
egum）、ラウリル硫酸ナトリウム、四級アンモニウム化合物など、およびそれらの組合わ
せを含むが、これらに限定されない。
【００６３】
　例示的な界面活性剤および／または乳化剤は、天然乳化剤（たとえばアカシア、寒天、
アルギン酸、アルギン酸ナトリウム、トラガント、コンドラックス、コレステロール、キ
サンタン、ペクチン、ゼラチン、卵黄、カゼイン、羊毛脂、コレステロール、ワックス、
およびレシチン）、コロイド粘土（たとえばベントナイト[ケイ酸アルミニウム]およびVe
egum[ケイ酸アルミニウムマグネシウム]）、長鎖アミノ酸誘導体、高分子量アルコール（
たとえばステアリルアルコール、セチルアルコール、オレイルアルコール、トリアセチン
モノステアレート、エチレングリコールジステアレート、グリセリルモノステアレート、
およびプロピレングリコールモノステアレート、ポリビニルアルコール）、カルボマー（
たとえばカルボキシポリメチレン、ポリアクリル酸、アクリル酸ポリマー、およびカルボ
キシビニルポリマー）、カラゲナン、セルロース誘導体（たとえばカルボキシメチルセル
ロースナトリウム、粉末セルロース、ヒドロキシメチルセルロース、ヒドロキシプロピル
セルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、メチルセルロース）、ソルビタン脂
肪酸エステル（たとえばポリオキシエチレンソルビタンモノラウレート[Tween（登録商標
）20]、ポリオキシエチレンソルビタン[Tween（登録商標）60]、ポリオキシエチレンソル
ビタンモノオレアート[Tween（登録商標）80]、ソルビタンモノパルミテート[Span（登録
商標）40]、ソルビタンモノステアレート[Span（登録商標）60]、ソルビタントリステア
レート[Span（登録商標）65]、グリセリルモノオレアート、ソルビタンモノオレアート[S
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pan（登録商標）80]、ポリオキシエチレンエステル（たとえばポリオキシエチレンモノス
テアレート[Myrj（登録商標）45]、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリエトキシ化ヒ
マシ油、ポリオキシメチレンステアレート、およびSolutol）、スクロース脂肪酸エステ
ル、ポリエチレングリコール脂肪酸エステル（たとえばCremophor（登録商標））、ポリ
エチレンエーテル（たとえばポリオキシエチレンラウリルエーテル[Brij（登録商標）30]
、ポリ（ビニル－ピロリドン）、ジエチレングリコールモノラウレート、オレイン酸トリ
エタノールアミン、オレイン酸ナトリウム、オレイン酸カリウム、オレイン酸エチル、オ
レイン酸、ラウリン酸エチル、ラウリル硫酸ナトリウム、Pluronic F 68、Poloxamer 188
、臭化セトリモニウム、塩化セチルピリジニウム、塩化ベンザルコニウム、ドクサートナ
トリウムなど、および／またはそれらの組合わせを含むが、これらに限定されない。
【００６４】
　例示的な結合剤は、デンプン（たとえばコーンスターチおよびデンプン糊）；ゼラチン
；糖質（たとえばスクロース、グルコース、ブドウ糖、デキストリン、糖蜜、ラクトース
、ラクチトール、マンニトール）；天然および合成ゴム（たとえばアラビアゴム、アルギ
ン酸ナトリウム、アイリッシュモスの抽出物、パンワールゴム、ガッチゴム、イサポール
皮の粘液、カルボキシメチルセルロース、メチルセルロース、エチルセルロース、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、結晶セルロース、酢酸セルロース、ポリ（ビニル－プロリドン）、ケイ酸アルミ
ニウムマグネシウム（Veegum）、およびカラマツアラボガラクタン）；アルギネート；酸
化ポリエチレン；ポリエチレングリコール；無機カルシウム塩；ケイ酸；ポリメタクリレ
ート；ワックス；水；アルコールなど、ならびにそれらの組合わせを含むが、これらに限
定されない。
【００６５】
　例示的な保存剤は、抗酸化剤、キレート化剤、抗菌保存剤、抗真菌保存剤、アルコール
保存剤、酸性保存剤、および他の保存剤を含み得る。例示的な抗酸化剤は、アルファトコ
フェロール、アスコルビン酸、パルミチン酸アコルビル、ブチルヒドロキシアニソール、
ブチルヒドロキシトルエン、モノチオグリセロール、メタ重亜硫酸カリウム、プロピオン
酸、没食子酸プロピル、アスコルビン酸ナトリウム、重亜硫酸ナトリウム、メタ重亜硫酸
ナトリウム、および亜硫酸ナトリウムを含むが、これらに限定されない。例示的なキレー
ト化剤は、エチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）、クエン酸一水化物、エデト酸二ナトリ
ウム、エデト酸二カリウム、エデト酸、フマル酸、リンゴ酸、リン酸、エデト酸ナトリウ
ム、酒石酸、およびエデト酸三ナトリウムを含む。例示的な抗菌保存剤は、塩化ベンザル
コニウム、塩化ベンゼトニウム、ベンジルアルコール、ブロノポール、セトリミド、塩化
セチルピリジニウム、クロルヘキシジン、クロロブタノール、クロロクレゾール、クロロ
キシレノール、クレゾール、エチルアルコール、グリセリン、ヘキセチジン、イミド尿素
、フェノール、フェノキシエタノール、フェニルエチルアルコール、硝酸フェニル水銀、
プロピレングリコール、およびチメロサールを含むが、これらに限定されない。例示的な
抗真菌保存剤は、ブチルパラベン、メチルパラベン、エチルパラベン、プロピルパラベン
、安息香酸、ヒドロキシ安息香酸、安息香酸カリウム、ソルビン酸カリウム、安息香酸ナ
トリウム、プロピオン酸ナトリウム、およびソルビン酸を含むが、これらに限定されない
。例示的なアルコール保存剤は、エタノール、ポリエチレングリコール、フェノール、フ
ェノール化合物、ビスフェノール、クロロブタノール、ヒドロキシ安息香酸、およびフェ
ニルエチルアルコールを含むが、これらに限定されない。例示的な酸性保存剤は、ビタミ
ンＡ、ビタミンＣ、ビタミンＥ、ベータカロチン、クエン酸、酢酸、デヒドロ酢酸、アス
コルビン酸、ソルビン酸、およびフィチン酸を含むが、これらに限定されない。他の保存
剤は、トコフェロール、酢酸トコフェロール、デテロキシムメシレート、セトリミド、ブ
チルヒドロキシアニソール（ＢＨＡ）、ブチルヒドロキシトルエン（ＢＨＴ）、エチレン
ジアミン、ラウリル硫酸ナトリウム（ＳＬＳ）、ラウリルエーテル硫酸ナトリウム（ＳＬ
ＥＳ）、重亜硫酸ナトリウム、メタ重亜硫酸ナトリウム、亜硫酸カリウム、メタ重亜硫酸
カリウム、Glydant Plus（登録商標）、Phenonip（登録商標）、メチルパラベン、Germal
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l 115、Germaben II、Neolone（商標）、Kathon（商標）、およびEuxyl（登録商標）を含
むが、これらに限定されない。ある実施形態では、保存剤は抗酸化剤である。他の実施形
態では、保存剤はキレート化剤である。
【００６６】
　例示的な緩衝剤は、クエン酸緩衝液、酢酸緩衝液、リン酸緩衝液、塩化アンモニウム、
炭酸カルシウム、塩化カルシウム、クエン酸カルシウム、グルビオン酸カルシウム、グル
セプト酸カルシウム、グルコン酸カルシウム、Ｄ－グルコン酸、グリセロリン酸カルシウ
ム、乳酸カルシウム、プロパン酸、レブリン酸カルシウム、ペンタン酸、第二リン酸カル
シウム、リン酸、第三リン酸カルシウム、リン酸水酸化カルシウム、酢酸カリウム、塩化
カリウム、グルコン酸カリウム、カリウム混合物、第二リン酸カリウム、第一リン酸カリ
ウム、リン酸カリウム混合物、酢酸ナトリウム、重炭酸ナトリウム、塩化ナトリウム、ク
エン酸ナトリウム、乳酸ナトリウム、第二リン酸ナトリウム、第一リン酸ナトリウム、リ
ン酸ナトリウム混合物、トロメタミン、水酸化マグネシウム、水酸化アルミニウム、アル
ギン酸、パイロジェン遊離水、等張食塩水、リンゲル液、エチルアルコールなど、および
それらの組み合わせを含むが、これらに限定されない。
【００６７】
　例示的な潤滑剤は、ステアリン酸マグネシウム、ステアリン酸カルシウム、ステアリン
酸、シリカ、タルク、麦芽、ベヘン酸グリセリル、硬化植物油、ポリエチレングリコール
、安息香酸ナトリウム、酢酸ナトリウム、塩化ナトリウム、ロイシン、ラウリル硫酸マグ
ネシウム、ラウリル硫酸ナトリウムなど、およびそれらの組み合わせを含むが、これらに
限定されない。
【００６８】
　例示的な油は、アーモンド、杏仁、アボカド、ババス、ベルガモット、クロフサスグリ
種子、ルリジサ、カデ、カモミール、キャノーラ、キャラウェー、カルナウバ、ヒマシ、
シナモン、ココアバター、ココナッツ、タラ肝、コーヒー、トウモロコシ、綿実、エミュ
ー、ユーカリ、マツヨイグサ、魚、亜麻仁、ゲラニオール、ヒョウタン、ブドウ種子、ヘ
ーゼルナッツ、ヒソップ、ミリスチン酸イソプロピル、ホホバ、ククイナッツ、ラバンジ
ン、ラベンダー、レモン、リツェアクベバ、マカデミアナッツ、アオイ、マンゴー種子、
メドウフォーム種子、ミンク、ナツメグ、オリーブ、オレンジ、オレンジラフィー、パー
ム、パーム核、桃仁、ピーナッツ、ケシ種子、カボチャ種子、菜種、米糠、ローズマリー
、ベニバナ、ビャクダン、サザンカ、サボリー、シーバックソーン、ゴマ、シアバター、
シリコーン、大豆、ヒマワリ、ティーツリー、アザミ、ツバキ、ベチベル、クルミ、およ
び小麦胚芽油を含むが、これらに限定されない。例示的な油は、ステアリン酸ブチル、カ
プリル酸トリグリセリド、カプリン酸トリグリセリド、シクロメチコン、セバシン酸ジエ
チル、ジメチコン３６０、ミリスチン酸イソプロピル、鉱物油、オクチルドデカノール、
オレイルアルコール、シリコーン油、およびそれらの組み合わせを含むが、これらに限定
されない。
【００６９】
　非経口投与のための液体投薬形態は、薬学的に許容可能なエマルション、ミクロエマル
ション、溶液、懸濁液、シロップ、およびエリキシル剤を含むが、これらに限定されない
。ヒドロゲルに加えて、液体投薬形態は、たとえば、水または他の溶媒、可溶化剤および
乳化剤、たとえばエチルアルコール、イソプロピルアルコール、炭酸エチル、酢酸エチル
、ベンジルアルコール、安息香酸ベンジル、プロピレングリコール、1,3-ブチレングリコ
ール、ジメチルホルムアミド、油（特に綿実、落花生、トウモロコシ、胚芽、オリーブ、
ヒマシ、およびゴマ油）、グリセロール、テトラヒドロフルフリルアルコール、ポリエチ
レングリコールおよびソルビタンの脂肪酸エステル、ならびにそれらの混合物などの、当
該技術において一般に用いられる不活性希釈剤を含み得る。ある実施形態では、本発明の
ヒドロゲルは、Cremophor（登録商標）、アルコール、油、修飾油、グリコール、ポリソ
ルビン酸、シクロデキストリン、ポリマー、およびそれらの組合わせなどの可溶化剤と混
合される。
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【００７０】
　たとえば無菌注射用水性または油性懸濁剤などの注射用製剤は、好適な分散剤または湿
潤剤および懸濁剤を用いて、公知の技術に従って処方され得る。無菌注射用調製物は、た
とえば1,3-ブタンジオール中の溶液としての、無毒性の非経口的に許容可能な希釈剤また
は溶媒中の無菌注射用溶液、懸濁液またはエマルションであり得る。使用され得る許容可
能な媒介物および溶媒には、水、リンゲル液、Ｕ．Ｓ．Ｐ．および等張食塩水がある。ま
た、無菌の固定油が、溶媒または懸濁媒体として従来から使用されている。この目的のた
めに、合成モノグリセリドまたはジグリセリドなどの任意の無刺激性固定油が用いられ得
る。また、オレイン酸などの脂肪酸が、注射剤の調製において用いられる。
【００７１】
　注射用製剤は、たとえば、バクテリア保持フィルターによる濾過によって、または使用
前に無菌水もしくは他の無菌注射用媒体に溶解もしくは分散し得る無菌固体組成の形態で
滅菌剤を取込むことによって、滅菌され得る。
【００７２】
　医薬品の処方および／または製造における一般的な考察は、たとえば、Remington: The
 Science and Practice of Pharmacy 21st ed., Lippincott Williams & Wilkins, 2005
に見られる。
【００７３】
　発明のヒドロゲルは、１つ以上の生理活性剤と組合わせられ得る。ある実施形態では、
ヒドロゲルは医薬品と組合される。ある実施形態では、ヒドロゲルは抗炎症剤と組合され
る。ある実施形態では、ヒドロゲルは抗線維剤と組合される。ある実施形態では、ヒドロ
ゲルは抗増殖剤と組合される。ある実施形態では、ヒドロゲルは抗生物質と組合される。
ある実施形態では、ヒドロゲルはタンパク質またはペプチドと組合される。ある実施形態
では、ヒドロゲルは成長因子と組合される。ある実施形態では、ヒドロゲルは細胞と組合
される。ある実施形態では、ヒドロゲルは自己細胞と組合される。ある実施形態では、ヒ
ドロゲルは幹細胞と組合される。ある実施形態では、ヒドロゲルはヒドロゲル投与のため
の液体賦形剤と組合される。ある実施形態では、賦形剤は水溶液である。ある実施形態で
は、賦形剤は緩衝水溶液である。ある実施形態では、賦形剤はリン酸緩衝食塩水である。
ある実施形態では、賦形剤は細胞外液と等張である。
【００７４】
　使用
　本発明はさらに、瘢痕化した声帯ヒダの柔軟性を回復するために、声帯の内部または声
帯の発声上皮の直下にポリマーヒドロゲルまたはその組成を注入する方法を提供する。あ
る実施形態では、ヒドロゲルは、粘膜の損失上皮下表面固有層に注入される。発明のヒド
ロゲルは、他の軟組織を修復または増強するためにも用いられ得る。ある実施形態では、
ヒドロゲルは尿失禁治療のために膀胱頚部を増強するために用いられる。他の実施形態で
は、ヒドロゲルは、皮膚充填剤、乳房インプラント、椎間円板、筋量、および関節液とし
て用いられる。
【００７５】
　声帯修復の設定では、ヒドロゲルまたは他の材料は、残留表面固有層の内部または発声
上皮の直下に注入される。本明細書中に記載のように、約２０Ｐａから約３０Ｐａの範囲
の剪断弾性係数を有するヒドロゲルが発声粘膜の柔軟性の回復に特に有用であることが判
明した。発明の技術を用いて、一方または両方の声帯ヒダが治療され得る。ある実施形態
では、約０．１ｍＬから約５ｍＬのヒドロゲル組成が声帯ヒダに注入される。ヒドロゲル
は、非常に薄いゲージ針（たとえば２５－３０ゲージ）を用いて声帯ヒダに注入される。
【００７６】
　ヒドロゲルは、声帯の上皮下領域または表面固有層（ＳＬＰ）において、数週間から数
か月持続し得る。必要に応じてこの処置を繰返して声帯の柔軟性を回復し、それによって
患者の声が回復し得る。治療の頻度は、患者および注入するヒドロゲルに依存することに
なる。声帯ヒダ麻痺を持った患者の場合、治療に当たる医師は、自然な音声神経の再生を
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可能にしつつ発声機能を与えるために、インプラントが約６ヶ月後に分解することを望み
得る。
【００７７】
　本明細書中に記載のヒドロゲンと同様の性質（たとえば、約１５Ｐａから約３５Ｐａの
剪断弾性係数）を有する他の材料を、声帯または軟組織の修復または増強に用いてもよい
。典型的に、材料は、軟質のゲル状材料である。そのような材料は単独で、または本明細
書中に記載のヒドロゲルと共に用いられ得る。発明の方法で用いる例示的な材料は、関節
保護薬および皮膚充填剤を含み得る。ある実施形態では、使用材料はヒアルロン酸または
その塩を含む。ある実施形態では、関節保護薬は、HYALGAN（登録商標）（ヒアルロン酸
ナトリウム）、SYNVISC（登録商標）（Hylan G-F 20）、またはORTHOVISC（登録商標）（
高分子量ヒアルロナン）である。他の関節保護薬を用いてもよい。ある実施形態では、皮
膚充填剤は、RESTYLANE（登録商標）（ヒアルロン酸）、PERLANE（登録商標）（ヒアルロ
ン酸）、HYLAFORM（登録商標）（安定化ヒアルロン酸）、またはRADIESSE（登録商標）（
水性ゲル中のカルシウムヒドロキシルアパタイトミクロスフェア）である。他の皮膚充填
剤を用いてもよい。
【００７８】
　キット
　本発明はさらに、本明細書中に記載の１つ以上のヒドロゲルまたはヒドロゲル成分を容
器に含むパッケージまたはキットを提供する。たとえば、容器には、患者に使用できる状
態にあるヒドロゲル組成が入っていてもよい。または、容器には、ヒドロゲルを形成する
ために混合および架橋される必要があるヒドロゲル（たとえば架橋性ポリマー、非架橋性
ポリマー）の成分が入っていてもよい。パッケージはまた、典型的に、医療機器および／
または医薬品の製造、使用または販売を規制する政府機関によって処方された形態の、容
器に関連付けられた告知を含み得、この告知は、声帯疾患または他の軟組織修復もしくは
増強用の治療のヒトまたは動物投与についての、政府機関による組成の承認を反映してい
る。ヒドロゲル組成の使用に関する指示も含まれ得る。そのような指示は、患者へのヒド
ロゲルの投与に関する情報を含み得る。特に、その指示は、患者の声帯へのヒドロゲルの
注入に関する情報を含み得る。
【００７９】
　本発明のある実施形態では、キットは複数の個別容器を含み、その各々にヒドロゲルの
成分が入っている。たとえば、第１の容器には架橋性ポリマーが入っており、第２の容器
には非架橋性ポリマーが入っていてもよい。架橋開始剤は、さらなる第３の容器内に提供
され得る。ポリマーは、開始剤の存在下で溶液中で互いに混合されると所望の特性を有す
るヒドロゲルを形成するように、予め定められた量で提供され得る。パッケージはさらに
、投与前にヒドロゲルに含められる生理活性剤が入った１つ以上の容器を含み得る。
【００８０】
　パッケージは、ヒドロゲル組成の調製用の装置または入れ物を含み得る。装置は、たと
えば測定装置または混合装置であり得る。
【００８１】
　パッケージはさらに任意に、本発明のヒドロゲル組成を投与するための装置を含み得る
。例示的な装置は、さまざまな喉頭鏡設計と適合性のある特化された注射器、針、および
カテーテルを含む。
【００８２】
　キットの構成要素は、比較的厳重に閉込められた状態で、たとえばプラスチックまたは
スタイロフォームの箱などの、単一のより大きな容器内に提供され得る。典型的に、キッ
トは、医療専門家による使用のために便利に包装される。ある実施形態では、キットの構
成要素は、手術室または診療所などの無菌環境での使用のために、無菌包装される。
【００８３】
　実施例
　実施例１：瘢痕化した声帯ヒダに注入するためのヒドロゲルの調製
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　半相互浸透網状組織技術を用いて、本実施例のヒドロゲルを作製した。この処理は、非
架橋性ポリマー（Ｙ）の存在下で重合する架橋性ポリマー（Ｘ）の使用を伴う。ゲルの物
理化学的性質は、ｉ）溶液中のＸの画分（ｆ）；ｉｉ）成分の濃度（ＣＸおよびＣＹ）；
ならびにｉｉｉ）ヒドロゲルの成分の分子量（ＭＸおよびＭＹ）を独立して変更すること
によって制御した。本実施例のヒドロゲルを形成するために用いたポリマーは、すべて水
溶性であった。Irgacure 2959（Ciba Specialty Chemicals, Tarrytown, NJ）を光開始剤
として使用して、ＵＶ光（中央値が３６５ｎｍ）を用いた光重合を行なった。以下に与え
られる説明では、ある例示的なヒドロゲルを調製するための詳細なプロトコルを概説する
。ここにおいて、
       Ｘ＝SunBio Inc.社から入手したポリエチレングリコールジアクリレート（ＰＥＧ
－ＤＡ）
       Ｙ＝ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）
       ＣＸ＝混合前の１００ｍｇ／ｍＬ（１０％　ｗ／ｖ）
       ＣＹ＝混合前の１００ｍｇ／ｍＬ（１０％　ｗ／ｖ）
       ＭＸ＝１０，０００（１０ｋＤａ）
       ＭＹ＝１０，０００（１０ｋＤａ）
       ｆ＝０．３
である。
【００８４】
　プロトコル
　１．リン酸緩衝食塩水（ＰＢＳ）中で、ＰＥＧ－ＤＡおよびＰＥＧの別個の溶液（両方
１００ｍｇ／ｍＬ）を作る。脱イオン水中のエタノール溶液（７０％ｖ／ｖ）中で、Irga
cure 2959の溶液（５０ｍｇ／ｍＬ）を作る。
【００８５】
　２．７００μＬのＰＥＧ溶液を、１２ウェルプレートのウェルに加える。３００μＬの
ＰＥＧ－ＤＡ溶液をＰＥＧ溶液に加え、よく混合する。１０μＬのIrgacure 2959溶液を
、ＰＥＧとＰＥＧ－ＤＡの溶液に加える。
【００８６】
　３．１２ウェルプレートを、ＥＸＦＯ　ＵＶ架橋系からのＵＶ光源の下に置く。観察者
をＵＶ光から保護するためだけでなく、ＵＶ光を内部に反射させるためにも、装置の側面
をアルミ箔で覆う。強度ノブ、およびプレートの底部からの光源の高さを操作することに
よって、プレートの底部に落下する光の強度を１０ｍＷ／ｃｍ２に調節する。
【００８７】
　４．次に、光源から発せられるＵＶビームが上記の調製溶液を含有するウェルの中心で
中央値を有するようにプレートを置く。ＵＶ光を、ゲル化が完了する点である２００ｓの
間照らす。
【００８８】
　５．次に、このように調製したゲルを、ＰＢＳ（～８ｍＬ）中で３７℃で、６ウェルプ
レートの１つのウェル内で２４時間インキュベートする。インキュベーションには、３７
℃の温度および５％ＣＯ２の雰囲気での生物学的インキュベータを用いる。
【００８９】
　６．インキュベーションが完了した後、ゲルをルアーロック注射器（３ｍＬまたは５ｍ
Ｌ）の穴に入れる。ゲルを、この注射器の開口から別のルアーロック注射器（３ｍＬまた
は５ｍＬ）に押出すことによって剪断し、この処理を繰返してヒドロゲルを第１の注射器
に戻す。
【００９０】
　７．上記の剪断処理を、穴のサイズが徐々に小さくなる針を用いて繰返す。具体的には
、１６ゲージ、１８ゲージ、２０ゲージ、および２２ゲージの針を連続的に使用し、ヒド
ロゲルは各針を通って２回剪断される。
【００９１】



(26) JP 5702723 B2 2015.4.15

10

20

30

40

50

　８．このようにして剪断処理の最後に得られるヒドロゲルを、未使用の新たなルアーロ
ック注射器（３ｍＬまたは５ｍＬ）の穴に加え、未使用の新たな１６ゲージの針で蓋をす
る。ゲル含有注射器を室温で２４－４８時間保管してもよい。長期使用のためには、４℃
での保管が推奨される。
【００９２】
　９．無菌ヒドロゲルを調製する場合、ゲル化装置全体を生物学的フード内に移す。７０
％エタノール溶液（ｖ／ｖ）で機器を洗浄することによって殺菌を行なう。ヒドロゲルお
よび他の機器を扱うために無菌技術を用いる。無菌ヒドロゲルを作る場合、上記のプロト
コルに以下の変更が加えられる：
　　ａ．上記のようにして得られるポリマーの溶液を、無菌ＰＢＳを用いてオートクレー
ブバイアル内で作製し、注射器フィルタで濾過しない。一方、光開始剤溶液は、使用前に
注射器フィルター（０．２μｍ）で濾過する。
【００９３】
　　ｂ．ヒドロゲルを無菌１２ウェルプレート内で形成し、オートクレーブピンセットを
用いて扱う。
【００９４】
　　ｃ．上記の手順を用いてヒドロゲルを形成すると、ヒドロゲルを、無菌脱イオン水中
で作った７０％エタノール溶液（ｖ／ｖ）中でのインキュベーションによってさらに殺菌
する。ヒドロゲルを、無菌６ウェルプレートのウェルに入れた８ｍＬの７０％エタノール
中で１分間インキュベートする。毎回新鮮なエタノール溶液を用いて、インキュベーショ
ン全３回繰返す。
【００９５】
　　ｄ．次に、７０％エタノール中でのインキュベーションによって殺菌したヒドロゲル
を、無菌６ウェルプレートのウェル内の無菌ＰＢＳ（８ｍＬ）中で５分間インキュベート
する。毎回新鮮な無菌ＰＢＳを用いて、インキュベーション全３回繰返し、ゲルに吸収さ
れたエタノールを除去する。ゲルがより大量のアルコールを保持していたと思われる場合
（ゲルの外観がアルコールの吸収時に縮んでいる）、インキュベーションの回数をより多
くしてもよい。
【００９６】
　　ｅ．エタノールを除去した後、新たな無菌６ウェルプレート内の新鮮な無菌ＰＢＳ（
８ｍＬ）内でヒドロゲルを２４時間インキュベートする。（オートクレーブピンセットを
用いて）ゲルを除去し、無菌ＰＢＳを含有する新たな無菌６ウェルプレートに入れること
によって、ウェル内のＰＢＳを、インキュベーションの１２時間後に新鮮な無菌ＰＢＳ（
８ｍＬ）に交換する。
【００９７】
　　ｆ．次に、上記のステップ６および７で概説した手順を用いてヒドロゲルを剪断する
。唯一の相違点は、無菌注射器および針を用いて、生物学的フードの内部で剪断を行なう
ことである。
【００９８】
　１０．我々は、上記に概説した手順を用いていくつかの異なるゲルを調製し、Ｘ、Ｙ、
ｆ、ＣＸ、ＣＹ、ＭＸ、およびＭＹを独立して系統的に変化させた。たとえば、
　ａ． Ｘ＝SunBio Inc.社のポリエチレングリコールジアクリレート
       Ｙ＝Genzyme社のヒアルロン酸
       ＭＸ＝１０ｋＤａ
       ＭＹ＝５６０ｋＤａ
       ＣＸ＝１００ｍｇ／ｍＬ
       ＣＹ＝１ｍｇ／ｍＬ
       ｆ＝０．２７
　ｂ． Ｘ＝SunBio Inc. 社のポリエチレングリコールジアクリレート
       Ｙ＝デキストラン
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       ＭＸ＝１０ｋＤａ
       ＭＹ＝２００ｋＤａ
       ＣＸ＝１００ｍｇ／ｍＬ
       ＣＹ＝２０ｍｇ／ｍＬ
       ｆ＝０．３
とした。
【００９９】
　上記のプロトコルを用いて調製した他のヒドロゲルを、以下の表に列挙する。
【０１００】
【表１】

【０１０１】
　実施例２：エクスビボモデル（ex vivo model）を用いた発声粘膜の柔軟性の修復にお
けるヒドロゲルの効力の実証
　ウシ（cow）喉頭モデル。エクスビボのウシ喉頭モデルを用いて、声帯ヒダ柔軟性の測
定値として、粘膜の波振幅に対するゲル硬さの影響を評価した。甲状腺薄膜に１ｃｍ×３
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ｃｍの窓を切った後、甲状披裂筋の塊を除去して、ＳＬＰと甲状披裂筋との間のコラーゲ
ン性組織の層である声帯靭帯の深面を露出させることによって、成牛（cow）死骸の喉頭
を準備した。超小型はさみで靭帯を開き、固有層の軟質内容物を声帯ヒダの全範囲にわた
って注意深く除去し、最小限のＳＬＰが付着した薄い透明の上皮だけを残した。試験材料
を、除去した固有層の体積と等しい体積（～０．２５ｍｌ）で上皮の後ろに層状に重ねた
結果、２－３ｍｍの厚みのゲル層が得られた。硬質ラテックスシートの楕円形片を、試験
材料の後ろの、以前に声帯靭帯が占めていた場所に配置した。次に、高速画像法を用いた
粘膜の波振幅の測定用に、筋肉および甲状軟骨全体の残りの空洞を硬質アルギネートで充
填した。アルギネート、ダム、および試験材料を、同じ生体力学的環境における異なるヒ
ドロゲルのその後の試験用に、容易に除去した。ＰＥＧ３０（Ｇ’＝２５Ｐａ）、ＰＥＧ
３４（Ｇ’＝１２１Ｐａ），およびＰＥＧ５０（Ｇ’＝５６６Ｐａ）を調製し、試験した
。制御として、声帯ヒダをさらにアルギネートのみで充填して硬直状態を作り出し、わず
かな量のＳＬＰしか残らないようにした。すべての材料を同じ喉頭内で試験し、各材料を
２回試験した。声門圧力を下回る圧力用に制御される試験からの複数の高速ビデオクリッ
プを選択し、最大の中央膜状声帯ヒダ可動域を２名の観察者によって盲検的に測定した。
ＶＦ可動域は、各ゲルの駆動圧力と高度に相関関係があり（図３）、本モデルはゲルの硬
さに敏感であった。図３に示されるように、ＰＥＧ３０はより硬いゲルよりも広い声帯ヒ
ダ可動域に対応し、アルギネート充填状態はほとんど移動を示していない。
【０１０２】
　ＰＥＧ３０と生体力学的に同等の声帯ヒダインプラント材料の試験。ＰＥＧ３０と生体
力学的に同様である（剪断弾性係数、Ｇ’を測定することによって判断）異なるヒドロゲ
ルを、濃度、前駆体溶液中の容量比率、ならびに架橋性および非架橋性成分に用いられる
ポリマーを系統的に変化させることによって調製した。我々は、剪断弾性係数に基づいて
ＰＥＧ３０と力学的に同等であると考えられ得る５個の材料を同定することができた（実
施例１の表を参照）。これらの材料を、上記に概説した手順を用いてウシ（cow）喉頭モ
デルでも試験した。ヒドロゲルおよびアルギネートに加えて、我々はさらに、声帯ヒダに
おける用途に用いられてきた市販の皮膚充填剤であるRESTYLANE（登録商標）（ヒアルロ
ン酸）も試験した。これらの材料はすべて単一のウシ（cow）喉頭内で試験し、各材料を
２回試験した。声門圧力を下回る圧力用に制御される試験からの複数の高速ビデオクリッ
プを選択し、ＭＡＴＬＡＢプログラムを用いて最大の中央膜状声帯ヒダ可動域を測定した
。
【０１０３】
　図４は、声帯ヒダ（ＶＦ）で発声可能な最低駆動圧力における、異なる材料についての
最大ＶＦ可動域を示す。RestylaneおよびＰＥＧ－ＨＡの場合のＶＦ可動域は、それぞれ
１３．９ｃｍおよび９．７ｃｍの駆動圧力で測定したのに対して、他の材料のＶＦ可動域
は約６．５ｃｍの圧力で測定したことに留意することが重要である。発声を開始するため
に必要な最低駆動圧力の高い値は、試験中の材料の硬さが、最低駆動圧力の値がより低い
材料よりも比較的高いことを示す。
【０１０４】
　我々の研究所で開発した材料はすべて、アルギネートまたはRestylaneよりも広いＶＦ
可動域に対応した。また、これらの材料に対応するＶＦ可動域は大きさが同様であり、し
たがって、これらの材料はすべて声帯ヒダの発声粘膜の修復に生体力学的に好適であるこ
とを示唆している。
【０１０５】
　実施例３：インビボモデル（in vivo model）におけるＰＥＧ３０の安全性および効力
の実証
　イヌでの試験。１６匹の正常なイヌのＶＦにＰＥＧ３０を一側性に（unilaterally）注
入し、１、２、３、および４ヶ月（ｎ＝４／時点）の注入後生存期間を用いた。平均６０
μｍのＰＥＧ３０をＶＦに注入した。我々は、MGH Center for Laryngeal Surgery and V
oice Rehabilitationで開発された方法を用いて、ＶＦ外観およびインビボでの機能を定
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期的に検査した。これらの検査時に、気管針を用いて発声のために空気を注入しつつ、Ｖ
Ｆ振動のストロボ高速映像（４０００フレーム／秒）を記録した。これらの記録によって
、生理的条件下でのＶＦの柔軟性を評価することができる。麻酔後に切除した喉頭に高解
像度ＭＲＩおよび組織学的検査を行なって、ＶＦ内のＰＥＧ３０の場所を同定し、注入材
料に対する組織反応を観察した。
【０１０６】
　インビボでの声帯ヒダの柔軟性を維持するＰＥＧ３０の能力。ＶＦ柔軟性の測定値とし
て、定期検査時にインビボ設定で採取した高速映像（ＨＳＶ）から、ＶＦ振動の振幅を測
定した。注入側と非注入側の振動の振幅比を、各インビボ試験時点で比較した。図５は、
４ヶ月にわたる、ＰＥＧ３０非注入ＶＦに対する注入ＶＦの振幅比の平均百分率を示す。
各時点は、合計７匹のイヌから得られた少なくとも３つの測定値の平均である。全検査時
点において振幅比測定値同士の間に統計学的差異はなかったため、ＰＥＧ３０非注入ＶＦ
と比較した注入ＶＦの柔軟性の最小の摂動（perturbation）を実証している。手術用顕微
鏡を用いたイヌＶＦのインビボ検査の結果、検査動物には炎症の徴候はほとんどまたは全
くないことが判明した。注入後１週目または２週目に注入ＶＦの軽度の発赤が一時的に観
察された２、３の動物を除いて、注入ＶＦ面は、高倍率下で非注入ＶＦと同一に見えた。
【０１０７】
　声帯ヒダの組織学的解析の結果、ＰＥＧ３０は、ＰＥＧ３０を活発に貪食するマクロフ
ァージの存在によって特徴付けられる異物反応を動物ＶＦに発生させることが判明した。
しかし、ＰＥＧ３０の存在およびその関連反応は、ＶＦの振動を損なわなかった。１６週
目の終わりまでにはＰＥＧ３０は再吸収して異物反応はほぼ完全に消散し、ＶＦ柔軟性に
対する明らかな損傷はなかった。全体として、ＶＦにＰＥＧ３０を注入しても、有害な組
織反応をまったく引起さず、ＶＦの正常な振動も妨げられなかった。したがってこれらの
結果は、発声粘膜の柔軟性を修復するための声帯ヒダインプラントとしてのＰＥＧ３０の
潜在的有用性を示唆している。
【０１０８】
　実施例４：声帯ヒダでの徐放用のヒドロゲルにおける療法の取込み
　単一のエマルション技術を用いて、抗線維薬であるラパマイシンを組込むポリ-L-乳酸
－コ－グリコール酸（ＰＬＧＡ）ナノ粒子（ＮＰ）を作った。この技術は、多数の他の薬
投与ＰＬＧＡナノ粒子を調製するために用いられてきた。ラパマイシン投与ＮＰを、乳酸
：グリコール酸比が異なる２つのＰＬＧＡポリマー：すなわち乳酸：グリコール酸比がそ
れぞれ７５：２５および５０：５０のＰＬＧＡ７５：２５およびＰＬＧＡ５０：５０を用
いて調製した。図６に示されるように、水性緩衝液中のＰＬＧＡ７５：２５ＮＰからのラ
パマイシンの放出割合は、同量の全投与薬品に対するＰＬＧＡ５０：５０ＮＰからの割合
よりも低い。緩衝液中のＰＬＧＡ７５：２５の分解割合は、ＰＬＧＡ５０：５０の割合よ
りも緩やかである。したがって、ＰＬＧＡ７５：２５を用いて作ったラパマイシン投与Ｎ
Ｐは、ＰＬＧＡ５０：５０を用いて作ったものよりも緩徐に薬品を放出すると予測された
。約２００ｎｍのサイズのラパマイシン投与ＰＬＧＡ５０：５０ＮＰを、ゲル化前の前駆
体溶液にＮＰを取込むことによって、ＰＥＧ３０ヒドロゲルに投与した。最大８ｍｇ／ｍ
Ｌ（前駆体溶液中で）のラパマイシン投与ＰＬＧＡ　ＮＰを含有するＰＬＧＡ５０：５０
－ＰＥＧ３０ゲルは、ＮＰをまったく含有しないＰＥＧ３０と同様の生体力学的性質を有
していた。この結果は、ＰＥＧ３０は発声粘膜の柔軟性を修復するために用いられ得るだ
けではなく、ラパマイシンなどの治療薬を声帯ヒダに放出することもできることを示唆し
ている。薬品投与ＰＬＧＡ　ＮＰの作製過程は、ありとあらゆる薬品の取込みおよび徐放
を受け入れられる。さらに、これらのＮＰが我々のヒドロゲルの好ましい力学的性質を損
なわずにヒドロゲルに取込むことができる容易性から、さまざまな薬品溶出の、生体力学
関連ヒドロゲルを声帯ヒダで用いるために特定的に調製可能であると考えられる。
【０１０９】
　均等物および範囲
　当業者は、本明細書中に記載の本発明の具体的な実施形態の多くの均等物を認識するか
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、通常の実験を用いるだけで把握することができるであろう。本発明の範囲は上記の説明
に限定されるよう意図されておらず、むしろ添付の請求項に記載される。
【０１１０】
　請求項において、"a"、"an"、および"the"は、異なる記載がない限り、または文脈から
明白でない限り、１つ以上を意味し得る。グループの１つ以上の部材同士の間に"or"を含
む請求項または説明は、異なる記載がない限り、または文脈から明白でない限り、グルー
プ部材の１つ、２つ以上、またはすべてが所与の製品またはプロセスに存在しているか、
採用されているか、そうでなければ関連していれば満足していると見なされる。本発明は
、グループの１つの部材のみが所与の製品またはプロセスに存在しているか、採用されて
いるか、そうでなければ関連している実施形態を含む。本発明はまた、グループ部材の２
つ以上またはすべてが所与の製品またはプロセスに存在しているか、採用されているか、
そうでなければ関連している実施形態を含む。さらに、本発明は、１つ以上の請求項また
は説明の関連部分からの１つ以上の限定、要素、節、記述用語等が別の請求項に導入され
たすべての変形例、組合わせ、および置換を含むと理解される。たとえば、別の請求項に
従属している任意の請求項は、同じ基礎請求項に従属しているいずれかの他の請求項中に
見られる１つ以上の限定を含むように修正され得る。また、請求項が組成を記載している
場合、異なる記載がない限り、または不一致もしくは矛盾が生じるであろうことが当業者
にとって明白でない限り、本明細書中に開示されたいずれかの目的のために当該組成を用
いる方法が含まれること、および本明細書中に開示されたいずれかの製造方法や当該技術
において公知の他の方法にしたがった当該組成の製造方法が含まれることが理解される。
たとえば、本発明のいずれの組成も、声帯修復またはほかの軟組織修復もしくは増強のた
めに用いられ得ることが理解される。また、本明細書中に開示された組成の調製方法にし
たがって作られるいずれの組成も、声帯ヒダ修復またはほかの軟組織修復もしくは増強の
ために用いられ得ることが理解される。さらに、本発明は、本明細書中に開示された組成
の調製方法のいずれかにしたがって作られる組成を含む。
【０１１１】
　たとえばマルクーシュグループフォーマットでリストとして要素が提示される場合、要
素の各サブグループも開示されており、任意の要素をグループから除去可能であることが
理解される。また、「備える」という用語は排他的でないよう意図されており、付加的な
要素またはステップを含有してもよい。概して、本発明または本発明の局面が特定の要素
、特徴、ステップ等を備えると述べられている場合、本発明のある実施形態または本発明
の局面がそのような要素、特徴、ステップ等で構成される、または本質的に構成されるこ
とが理解されるべきである。簡素化のため、これらの実施形態は本明細書中では具体的に
これらの文言で記載されていない。したがって、１つ以上の要素、特徴、ステップ等を備
える本発明の実施形態ごとに、本発明は、それらの要素、特徴、ステップ等で構成される
、または本質的に構成される実施形態も提供する。
【０１１２】
　数値範囲が与えられる場合は、その終点は本発明に含まれる。また、異なる記載がない
限り、または文脈および／もしくは当業者の理解から明白でない限り、範囲として表され
る値は、文脈上明らかに他の意味に解すべき場合を除き、当該範囲の下限の単位の１０分
の１に至るまで、本発明の異なる実施形態において記載範囲内の任意の具体的な値を取り
得ることが理解される。また、異なる記載がない限り、または文脈および／もしくは当業
者の理解から明白でない限り、数値範囲として表される値は、所与の範囲内の任意のサブ
範囲を取り得、サブ範囲の終点は、当該範囲の下限の単位の１０分の１と同一の精度で表
される。
【０１１３】
　また、本発明のいずれの特定の実施形態も、いずれか１つ以上の請求項から明示的に排
除され得ることが理解される。本発明の組成および／または方法のいずれの実施形態、要
素、特徴、用途、および局面も、いずれか１つ以上の請求項から排除され得る。簡潔化の
ため、１つ以上の要素、特徴、目的、または局面が排除されたすべての実施形態が本明細
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