
JP 5475283 B2 2014.4.16

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フィブリン粉末と可塑剤を含む混合物から製造された、圧縮されている生体適合性プラ
スチック製造品であって、該可塑剤は、フタレート可塑剤、アジペート可塑剤、トリメリ
テート可塑剤、マレエート可塑剤、セバケート可塑剤、ベンゾエート可塑剤、エポキシ化
植物油、スルホンアミド可塑剤、ホスフェート可塑剤、ポリアルコール、グリコール、グ
リセリン、グリセロール、ポリエーテル、アセチル化モノグリセリド、アルキルシトレー
ト、ポリマー可塑剤およびそれらの組合せから成る群より選択され、該混合物はバイオポ
リマーマトリクスを形成するために圧力および８０℃未満の温度で圧縮される、製造品。
【請求項２】
　ゲニピン、ジイミデート、ジオン、ジカルボン酸のＮＨＳエステル、カルボジイミド、
アクリルアミド、Ｎ，Ｎ’－メチレンビスアクリルアミド、糖、リボース、フルクトース
、第ＸＩＩＩ因子、１－エチル－３－（ジメチルアミノプロピル）カルボジイミド、２，
５－ヘキサンジオン、ジメチルスベルイミデート、グルタルアルデヒド、ホルムアルデヒ
ド、ホルムアルデヒド亜硫酸ナトリウム、およびそれらの組合せから成る群より選択され
る架橋剤により架橋されている、請求項１に記載の圧縮されている生体適合性プラスチッ
ク製品。
【請求項３】
　プラスチックが、フィルム、シート、チューブ、ロッド、フィラメント、足場、ブロッ
ク、立方体、カプセルまたは錠剤の形である、請求項１に記載の圧縮されている生体適合
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性プラスチック製品。
【請求項４】
　イソペプチド結合を含む、請求項２に記載の圧縮されている生体適合性プラスチック製
品。
【請求項５】
　前記架橋剤がゲニピンである、請求項２に記載の圧縮されている生体適合性プラスチッ
ク製品。
【請求項６】
　前記架橋剤が粉末である、請求項２に記載の圧縮されている生体適合性プラスチック製
品。
【請求項７】
　生物学的応答調節物質、抗原、薬物、ホルモン、トレーサ、ＲＮＡおよびＤＮＡから成
る群より選択される化合物をさらに含む、請求項１に記載の圧縮されている生体適合性プ
ラスチック製品。
【請求項８】
　充填剤をさらに含む、請求項１に記載の圧縮されている生体適合性プラスチック製品。
【請求項９】
　ポリマー、セラミック、無機物、金属塩、アパタイトおよびそれらの混合物から成る群
より選択される微粒子を含む、請求項１に記載の圧縮されている生体適合性プラスチック
製品。
【請求項１０】
　前記金属塩がリン酸三カルシウム、リン酸カルシウム、硫酸カルシウムおよびそれらの
混合物から成る群より選択される、請求項９に記載の圧縮されている生体適合性プラスチ
ック製品。
【請求項１１】
　請求項３に記載のフィルムを含む積層構造物である、圧縮されている生体適合性プラス
チック製品。
【請求項１２】
　前記積層構造物がシートの積み重ね、管状ロール、またはそれらの組合せの形である、
請求項１１に記載の圧縮されている生体適合性プラスチック製品。
【請求項１３】
　孔を含む、請求項１に記載の圧縮されている生体適合性プラスチック製品。
【請求項１４】
　前記可塑剤がグリセロールを含む、請求項１に記載の圧縮されている生体適合性プラス
チック製品。
【請求項１５】
　フィブリンの変性または融点より低い温度にて圧縮され、それゆえ圧縮後にポリマーマ
トリクスにおける生物活性が維持される、請求項１に記載の圧縮されている生体適合性プ
ラスチック製品。
【請求項１６】
　８０℃より高い温度で生物活性を失う感熱性化合物が、変性しないまたは生物活性を失
わない温度にて圧縮される、請求項７に記載の圧縮されている生体適合性プラスチック製
品。
【請求項１７】
　生物学的応答調節物質が、変性しないまたは生物活性を失わない、請求項７に記載の圧
縮されている生体適合性プラスチック製品。
【請求項１８】
　生物学的応答調節物質が、ホルモン、成長因子、サイトカインおよびそれらの混合物か
ら成る群より選択される生物活性タンパク質である、請求項７に記載の圧縮されている生
体適合性プラスチック製品。
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【請求項１９】
　結晶、粉末およびそれらの混合物から成る群より選択される微粒子を更に含む、請求項
１に記載の圧縮されている生体適合性プラスチック製品。
【請求項２０】
　１０～８００μｍの平均直径を有する微粒子を更に含む、請求項１に記載の圧縮されて
いる生体適合性プラスチック製品。
【請求項２１】
　創傷ドレッシング、インプラント、組織代替物または組織修復製品である、請求項１に
記載の圧縮されている生体適合性プラスチック製品。
【請求項２２】
　フィルムの複数の層の形である、請求項１に記載の圧縮されている生体適合性プラスチ
ック製品。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　フィブリンエラストマーは、負傷した軍人のための医療計画を開発するために米国防省
支援研究プログラムの一貫として１９４０年代に発明された。フィブリンエラストマーは
、ハーバード大学でＥｄｗｉｎ　Ｃｏｈｎが率いたヒト血漿プログラムから発展した。そ
のとき、Ｗｏｏｄｓ　ＨｏｌｅにいたＪｏｎｈ　Ｆｅｒｒｙは、フィブリンエラストマー
の開発に関与していたグループを率いた。本研究の結果として、エラストマーシート形状
のフィブリンが開発され、神経外科用途、火傷治療、および末梢神経再生で首尾よく使用
された。たとえば、非特許文献１；非特許文献２；非特許文献３；非特許文献４を参照。
硬質フィブリンプラスチックは、骨表面置換用インプラントに作製され、早くも１９４０
年代には臨床での成功を見出していた。たとえばすべて参照により本明細書に組み入れら
れている、特許文献１、特許文献２、特許文献３、特許文献４、特許文献５、特許文献６
、特許文献７、特許文献８、および特許文献９を参照。ハンガリー政府の支援を受けた研
究は、１９５０年代から１９７０年代初めにかけて同様の製品の開発につながった。硬質
プラスチックフィブリンの１つの形状（ＢＥＲＩＰＬＡＳＴ（商標））により、骨表面置
換の整形外科用途で臨床有効性を有することが証明された。たとえば、非特許文献５を参
照。
【０００２】
　フィブリン製品の有効性にもかかわらず、血漿から精製されたヒトフィブリノゲンによ
る疾病伝播に関する懸念が残っていた。しかしながら、７０年代後期の間およびその後、
フィブリンは組織接着剤および密封剤として開発され、本用途は精製ヒトフィブリノゲン
を必要としたが、これらの製品の安全性を確保するために新たな技法が開発された。結果
として、フィブリノゲンは欧州で２０年以上にわたって（米国では１９９８年から）臨床
業務で使用されており、疾患伝播の報告はない。近年、組換えヒトフィブリノゲンおよび
トロンビンの開発ならびに精製サケフィブリノゲンおよびトロンビンが、安全性および市
場での入手性の両方の懸念へのさらなる取り組みを助けてきた。たとえば非特許文献６；
非特許文献７；非特許文献８；特許文献１０；特許文献１１；特許文献１２；特許文献１
３；特許文献１４；および特許文献１５を参照。
【０００３】
　当分野でのこのような進歩にもかかわらず、タンパク質バイオポリマー、たとえばフィ
ブリンエラストマーの使用への関心は時間と共に著しく低下してきた。１９６０年代およ
び１９７０年代に導入されたシリコーンゴムシートは、シリコーン固有の問題、たとえば
生体適合性および耐久性にもかかわらず、病院では、フィブリンエラストマーシートに取
って代わられた。現在の合成生吸収性プラスチック、たとえばポリウレタン、ポリ乳酸（
ＰＬＡ）、乳酸－グリコール酸コポリマー（ＰＬＧＡ）、ポリグリコール酸（ＰＧＡ）、
およびポリカプロラクトンに関する欠点もある。これらのポリマーは加水分解によって、
バルク分解を介して、または表面侵食を通じて体内で分解し、そのすべては周囲の生物環
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境と無関係に作用する。これらのポリマーが細胞侵入に応答して分解できず、宿主組織の
内殖を促進できないことは、生吸収性インプラントの重大な制限のままである。対照的に
、タンパク質バイオポリマーは細胞タンパク質分解プロセスに応答して分解するので、分
解は宿主組織の成長および治癒に合せて発生する。それゆえ、生物学的に適合性のあるポ
リマー材料の開発はなお、臨床上、関連性がある。
【０００４】
　現在まで、これに限定されるわけではないがフィブリン、エラスチンなどを含むバイオ
ポリマーのために先に開発された方法および組成物は、現代の臨床用途には十分適応して
いない。たとえば、あるタンパク質系バイオポリマーのために開発された最初の製造方法
は、高温（たとえば１００℃～１７０℃）および圧力、または強力な溶媒を必要とした。
このような処理は、製造プロセスの結果としての分解、希釈、および変性のために、製造
プロセスにおける多くの薬物およびタンパク質の使用を不可能にする。加えて、高温また
は高圧が使用されるときでさえ、報告された方法を使用して製造品の複雑な形状を形成す
ることと、その物理的特徴、たとえば弾性および多孔性を制御することとが困難である。
現在まで、既知の処理技法の欠点、たとえば高温および高圧ならびに／またはプラスチッ
クの所望の物理的特徴を維持することの困難さを回避しながら、バイオポリマーを製造す
る問題は解決されていない。
【０００５】
　それゆえ、生物学的応答調節物質および薬物などの感熱性材料をエラストマー性および
／または柔軟性材料に包含させる方法が要求される。加えて、局所細胞環境に応答する能
力を有する組成物が要求される。材料中でこのような分子の空間パターンを作る方法も要
求される。さらに、特にバイオポリマーに関して、たとえば密度、多孔性、および力学的
特性を含む製造品の特性を制御するために使用されうる製造方法が要求される。最後に、
異方性特性を備えた生体適合性材料を製造する方法が、このような異方性特性を付与する
ための押し出しまたは有向歪みおよび／または印刷技術に関して要求される。
【特許文献１】米国特許第１，７８６，４８８号明細書
【特許文献２】米国特許第２，３８５，８０２号明細書
【特許文献３】米国特許第２，３８５，８０３号明細書
【特許文献４】米国特許第２，４９２，４５８号明細書
【特許文献５】米国特許第２，５３３，００４号明細書
【特許文献６】米国特許第２，５７６，００６号明細書
【特許文献７】米国特許第３，５２３，８０７号明細書
【特許文献８】米国特許第４，５４８，７３６号明細書
【特許文献９】米国特許第６，０７４，６６３号明細書
【特許文献１０】米国特許第５，５２７，６９２号明細書
【特許文献１１】米国特許第５，５０２，０３４号明細書
【特許文献１２】米国特許第５，４７６，７７７号明細書
【特許文献１３】米国特許第６，０３７，４５７号明細書
【特許文献１４】米国特許第６，０８３，９０２号明細書
【特許文献１５】米国特許第６，７４０，７３６号明細書
【非特許文献１】Ｆｅｒｒｙ，Ｊ．Ｄ．ら、Ｃｌｉｎ．Ｉｎｖｅｓｔ．（１９４４）２３
：５６６－５７２
【非特許文献２】Ｂａｉｌｅｙ，Ｏ．Ｔ．ら、Ｊ．Ｃｌｉｎ．Ｉｎｖｅｓｔ．（１９４４
）；２３：５９７－６００
【非特許文献３】Ｃｒｏｎｋｉｔｅら、ＪＡＭＡ（１９４４）１２４：９７６－８
【非特許文献４】Ｆｅｒｒｙ　Ｊ．Ｄ．ら、Ａｍ．Ｃｈｅｍ　Ｓｏｃ．Ｊ．（１９４７）
６９：４００－４０９
【非特許文献５】Ｇｅｒｅｎｄａｓ，Ｍ．，Ｆｉｂｒｉｎｏｇｅｎの１３章，Ｌａｋｉ，
Ｋ．，Ｅｄ．，Ｍａｒｃｅｌ　Ｄｅｋｋｅｒ，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，ｐｐ．（１９６８）２
７７－３１６
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【非特許文献６】Ｂｕｔｌｅｒ　Ｓ．Ｐ．ら、Ｔｒａｎｓｇｅｎｉｃ　Ｒｅｓ．（２００
４）１３：４３７－４５０
【非特許文献７】Ｐｒｕｎｋａｒｄ　Ｄ．ら、Ｎａｔ．Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌ．（１９９
６４：８６７－８７１）
【非特許文献８】Ｂｕｔｌｅｒ　Ｓ．Ｐ．ら、Ｔｈｒｏｍｂ．Ｈａｅｍｏｓｔ　（１９９
７）７８：５３７－５４２
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　簡単な概要
　本明細書で開示する構築物は、宿主組織のタンパク質分解プロセスに応答して分解され
うる生体適合性材料を構成する。フィブリノゲンなどの未変性細胞外マトリクス（ＥＣＭ
）分子の構造エラストマーおよび／または柔軟性フィルム、グラフト、ならびに組織再生
用途のための足場などのバイオポリマーへの処理は、整形外科、神経外科、および顎顔面
外科手術、補綴組織界面、ならびに他の臨床分野にもただちに利用されうる。本明細書で
は、バイオポリマーを含む新規組成物を含む、製造方法が開示される。ある実施形態にお
いて、生物学的応答調節物質、抗原、薬物、ホルモン、トレーサ、標識化合物、微粒子（
たとえばリン酸カルシウム、およびバイオガラス）および他の臨床関連材料の本明細書で
開示する材料への包含が実行されうる。他の実施形態において、成長因子、ホルモン、お
よび他の構成要素の空間パターンは、生体力学特性および生体吸収率を変化させるために
使用されうる。
【０００７】
　さらなる実施形態は、組成物およびポリマー材料の処理を含む方法、ならびに、たとえ
ば生体系におけるこのような材料の利用および使用も含む。ポリマー材料としては、たと
えば、ポリサッカライド（たとえばキトサン）およびグリコサミノグリカン（たとえばヒ
アルロナン、コンドロイチン硫酸、デルマタン硫酸、ケラタン硫酸、ヘパラン硫酸、およ
びヘパリン）などのポリマー糖、ならびにフィブリン、コラーゲン、フィブロネクチン、
ラミニン、およびゼラチンなどのポリマータンパク質を含む、生体適合性であるポリマー
材料が挙げられる。ある実施形態では、ポリマーは、ポリマーマトリクス上またはポリマ
ーマトリクス中に配置される生物関連の追加の分子をさらに含みうる。興味のある分子と
しては、これに限定されるわけではないが、生物学的応答調節物質、抗原、薬物、ホルモ
ン、トレーサ、標識化合物などが挙げられる。なお他の実施形態において、ポリマー材料
はプラスチックであり、ある実施形態においては変形可能である。このようなプラスチッ
クは、使用目的に応じて硬質または軟質プラスチックでありうる。これらのポリマーは、
使用目的に応じて所望の形状への成形、機械加工、形成、鋳造、押し出しなどが行われう
る。ポリマーは、植え込みおよび再吸収できる生体適合性足場用のマトリクスを形成する
ために使用されうる。ある実施形態において、構造物の表面は、たとえば細胞の付着およ
び移動を促進するために微粉砕、機械加工、粗面化、穿孔などを含むいずれかの方式でさ
らに処理されうる。他の実施形態において、細胞はたとえば足場上または足場中へ播種さ
れうる。さらに、このような材料の多孔性は、たとえば溶媒和および昇華などの手段によ
って除去されるまでポリマーマトリクスに介在されうるポロゲンの導入を含む、いくつも
の方法によって変更されうる。たとえばハイドロゲルを含むポリマーの水和は、これに限
定されるわけではないが、蒸発、浸透、または他のいずれかの方法による水の除去を含む
、いずれかの方法で調整されうる。このような手順は、目的用途に適した時間、温度、お
よび／または圧力で実行されうる。それゆえ、ある実施形態において、低温製造プロセス
が示される。
【０００８】
　タンパク質系バイオポリマーおよびプラスチックに関する組成物および方法が提供され
る。ある実施形態において、バイオポリマーを含む製造品であって、脱水される製造品が
提供される。
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【０００９】
　ある実施形態において、タンパク質、フィブリン、フィブリノゲン、コラーゲン、ゼラ
チン、エラスチン、細胞外マトリクス構成要素、ポリサッカライド、ヒアルロン酸、およ
びその組合せなどの脱水バイオポリマーを含む製造品が提供される。
【００１０】
　ある実施形態において、バイオポリマーを含む製造品が提供され、製造品は真空によっ
て脱水される；製造品はフィルムを形成する；製造品は弾性である；製造品は柔軟である
；製造品はジスルフィド結合を含む；製造品はイソペプチド結合を含む；製造品はモノア
ルデヒドまたはポリアルデヒド架橋アミンを含む；製造品はピラン架橋アミンを含む；ま
たは、製造品は、架橋剤、たとえばイリドイド誘導体、ゲニピン、ジイミデート、ジオン
、カルボジイミド、アクリルアミド、Ｎ，Ｎ’－メチレンビスアクリルアミド、糖、リボ
ース、第ＸＩＩＩ因子、フルクトース、１－エチル－［３－（ジメチルアミノプロピル）
］カルボジイミド、２，５－ヘキサンジオン、ジメチルスベルイミデート、アルデヒド、
グルタルアルデヒド、ホルムアルデヒド、ＮＨＳカルボン酸エステル、およびその組合せ
により架橋される。
【００１１】
　ある実施形態において、脱水バイオポリマーを含む製造品が提供され、該製造品は、生
物学的応答調節物質、抗原、薬物、ホルモン、トレーサ、ＲＮＡ、ＤＮＡ、および標識化
合物などの化合物を含み、ここでトレーサは量子ドットであり、生物学的応答調節物質は
骨形成タンパク質である。
【００１２】
　ある実施形態において、バイオポリマーフィルムを含み、生物学的応答調節物質、抗原
、薬物、ホルモン、トレーサ、ＲＮＡ、ＤＮＡ、もしくは標識化合物がフィルムの表面上
に被着した、または生物学的応答調節物質、抗原、薬物、ホルモン、トレーサ、ＲＮＡ、
ＤＮＡ、もしくは標識化合物がフィルムのポリマーマトリクス中に包含された製造品が提
供される。ある実施形態において、ヒドロキシアパタイト、リン酸三カルシウム、リン酸
カルシウム、および硫酸カルシウムなどの微粒子をさらに含むバイオポリマーフィルムを
含む製造品が提供される。
【００１３】
　ある実施形態において、バイオポリマーフィルムを含み、フィルムが積層構造物を形成
し、積層構造物がシートの積み重ね、管状ロール、またはその組合せから形成される製造
品が提供される。ある実施形態において、本明細書で開示される構造物には細胞、たとえ
ば幹細胞が播種される。
【００１４】
　ある実施形態において、バイオポリマーを含む製造品が提供され、該製造品は圧縮され
ている。
【００１５】
　ある実施形態において、圧縮バイオポリマーを含む製造品が提供され、該バイオポリマ
ーはたとえば、タンパク質、フィブリン、フィブリノゲン、コラーゲン、ゼラチン、エラ
スチン、細胞外マトリクス構成要素、ポリサッカライド、ヒアルロン酸、およびその組合
せである。
【００１６】
　ある実施形態において、圧縮バイオポリマーを含む製造品が提供され、該製造品はポリ
マーマトリクスを形成するのに十分な圧力および温度にて、十分な時間圧縮され、該製造
品は押し出し金型、圧縮鋳型、または射出鋳型内で形成される。
【００１７】
　ある実施形態において、圧縮バイオポリマーを含む製造品が提供され、該製造品は充填
剤または可塑剤を含み、該可塑剤はたとえばフタレート可塑剤、アジペート可塑剤、トリ
メリテート可塑剤、マレエート可塑剤、セバケート可塑剤、ベンゾエート可塑剤、エポキ
シ化植物油、スルホンアミド可塑剤、ホスフェート可塑剤、水、ポリアルコール、グリコ
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ール、グリセリン、グリセロール、ポリエーテル、アセチル化モノグリセリド、アルキル
シトレート、ポリマー可塑剤、およびその組合せである。
【００１８】
 
　ある実施形態において、圧縮バイオポリマーを含む製造品が提供され、該製造品は、イ
リドイド誘導体、ゲニピン、ジイミデート、ジオン、カルボジイミド、アクリルアミド、
Ｎ，Ｎ’－メチレンビスアクリルアミド、糖、リボース、第ＸＩＩＩ因子、フルクトース
、１－エチル－［３－（ジメチルアミノプロピル）］カルボジイミド、２，５－ヘキサン
ジオン、ジメチルスベルイミデート、アルデヒド、グルタルアルデヒド、ホルムアルデヒ
ド、ＮＨＳカルボン酸エステル、およびその組合せなどの架橋剤によって架橋される。
【００１９】
　ある実施形態において、バイオポリマーを含む製造品が提供され、該製造品は孔を含む
。
【００２０】
　ある実施形態において、バイオポリマーを含む製造品が提供され、該製造品は、生物学
的応答調節物質、抗原、薬物、ホルモン、トレーサ、および標識化合物などの化合物を含
む。
【００２１】
　ある実施形態において、ハイドロゲルを供給する工程と；脱水フィルムを形成するため
の温度および圧力、ならびに時間でハイロドゲルを真空乾燥させる工程とを含む、ポリマ
ーフィルムを製造する方法が提供され、該温度は８０℃未満であり、該圧力は２０ミリバ
ール未満であり、該ハイドロゲルはタンパク質、フィブリン、フィブリノゲン、コラーゲ
ン、ゼラチン、エラスチン、細胞外マトリクス構成要素、ポリサッカライド、ヒアルロン
酸、およびその組合せなどのポリマーから形成される。
【００２２】
　ある実施形態において、脱水フィルムを形成するための温度および圧力、ならびに時間
でハイロドゲルを真空乾燥させる工程を含む、ポリマーフィルムを製造する方法が提供さ
れ、該ハイドロゲルは、フタレート可塑剤、アジペート可塑剤、トリメリテート可塑剤、
マレエート可塑剤、セバケート可塑剤、ベンゾエート可塑剤、エポキシ化植物油、スルホ
ンアミド可塑剤、ホスフェート可塑剤、水、ポリアルコール、グリコール、グリセリン、
グリセロール、ポリエーテル、アセチル化モノグリセリド、アルキルシトレート、ポリマ
ー可塑剤、およびその組合せなどの可塑剤を含む。
【００２３】
　ある実施形態において、脱水フィルムを形成するための時間および圧力、ならびに時間
でハイロドゲルを真空乾燥させる工程を含む、ポリマーフィルムを製造する方法が提供さ
れ、該ハイドロゲルは、イリドイド誘導体、ゲニピン、ジイミデート、ジオン、カルボジ
イミド、アクリルアミド、Ｎ，Ｎ’メチレンビスアクリルアミド、糖、リボース、第ＸＩ
ＩＩ因子、フルクトース、１－エチル－［３－（ジメチルアミノプロピル）］カルボジイ
ミド、２，５－ヘキサンジオン、ジメチルスベルイミデート、アルデヒド、グルタルアル
デヒド、ホルムアルデヒド、およびその組合せなどの架橋剤により架橋され；該ハイドロ
ゲルは、生物学的応答調節物質、抗原、薬物、ホルモン、トレーサ、ＲＮＡ、ＤＮＡ、標
識化合物、およびその組合せなどの化合物を含み；ならびに／またはハイドロゲルは、充
填剤を含む。
【００２４】
　ある実施形態において、バイオポリマーに化合物を混合して混合物を生成する工程と、
バイオポリマーマトリクスを形成するための圧力および温度で混合物を圧縮する工程とを
含む、プラスチックを製造する方法が提供される。
【００２５】
　ある実施形態において、バイオポリマーに化合物を混合して混合物を生成する工程と；
バイオポリマーマトリクスを形成するための圧力および温度で混合物を圧縮する工程とを
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含む、プラスチックを製造する方法が提供され、該温度は８０℃未満であり、該圧力は６
０００ポンド未満であり、該混合物は押し出し金型、圧縮鋳型、または射出鋳型内で形成
される。
【００２６】
　ある実施形態において、バイオポリマーに化合物を混合する工程と、バイオポリマーマ
トリクスを形成するための圧力および温度で混合物を圧縮する工程とを含む、プラスチッ
クを製造する方法が提供され、該バイオポリマーマトリクスは、タンパク質、ポリサッカ
ライド、フィブリン、フィブリノゲン、ゼラチン、ヒアルロン酸、コラーゲン、細胞外マ
トリクス構成要素、エラスチン、およびその組合せなどのポリマーから形成され；該バイ
オポリマーマトリクスは、可塑剤もしくは充填剤またはその組合せを含み、該可塑剤はた
とえば、フタレート可塑剤、アジペート可塑剤、トリメリテート可塑剤、マレエート可塑
剤、セバケート可塑剤、ベンゾエート可塑剤、エポキシ化植物油、スルホンアミド可塑剤
、ホスフェート可塑剤、水、ポリアルコール、グリコール、グリセリン、グリセロール、
ポリエーテル、アセチル化モノグリセリド、アルキルシトレート、ポリマー可塑剤、およ
びその組合せである。
【００２７】
　ある実施形態において、バイオポリマーに化合物を混合して混合物を生成する工程と；
バイオポリマーマトリクスを形成するための圧力および温度で混合物を圧縮する工程とを
含む、プラスチックを製造する方法が提供され、該バイオポリマーマトリクスは、イリド
イド誘導体、ゲニピン、ジイミデート、ジオン、カルボジイミド、アクリルアミド、Ｎ，
Ｎ’－メチレンビスアクリルアミド、糖、リボース、第ＸＩＩＩ因子、フルクトース、１
－エチル－［３－（ジメチルアミノプロピル）］カルボジイミド、２，５－ヘキサンジオ
ン、ジメチルスベルイミデート、アルデヒド、グルタルアルデヒド、ホルムアルデヒド、
およびその組合せなどの架橋剤により架橋され；該化合物はたとえば、生物学的応答調節
物質、抗原、薬物、ホルモン、トレーサ、ＲＮＡ、ＤＮＡ、標識化合物、およびその組合
せである。
【００２８】
　ある実施形態において、バイオポリマーにポロゲンを混合する工程と；ポロゲンを含む
バイオポリマーマトリクスを形成する工程と；バイオポリマーマトリクスからポロゲンを
除去する工程とを含む、多孔性プラスチックを製造する方法が提供され、該バイオポリマ
ーマトリクスは、タンパク質、ポリサッカライド、フィブリン、フィブリノゲン、ゼラチ
ン、ヒアルロン酸、コラーゲン、細胞外マトリクス構成要素、エラスチン、およびその組
合せなどのポリマーから形成され；該バイオポリマーマトリクスは、充填剤を含み；また
は、該バイオポリマーは可塑剤を含み、該可塑剤はたとえば、フタレート可塑剤、アジペ
ート可塑剤、トリメリテート可塑剤、マレエート可塑剤、セバケート可塑剤、ベンゾエー
ト可塑剤、エポキシ化植物油、スルホンアミド可塑剤、ホスフェート可塑剤、水、ポリア
ルコール、グリコール、グリセリン、グリセロール、ポリエーテル、アセチル化モノグリ
セリド、アルキルシトレート、ポリマー可塑剤、およびその組合せである。
【００２９】
　ある実施形態において、バイオポリマーにポロゲンを混合する工程と；ポロゲンを含む
バイオポリマーマトリクスを形成する工程と；バイオポリマーマトリクスからポロゲンを
除去する工程とを含む、多孔性プラスチックを製造する方法が提供され、該バイオポリマ
ーマトリクスは、イリドイド誘導体、ゲニピン、ジイミデート、ジオン、カルボジイミド
、アクリルアミド、Ｎ，Ｎ’－メチレンビスアクリルアミド、糖、リボース、第ＸＩＩＩ
因子、フルクトース、１－エチル－［３－（ジメチルアミノプロピル）］カルボジイミド
、２，５－ヘキサンジオン、ジメチルスベルイミデート、アルデヒド、グルタルアルデヒ
ド、ホルムアルデヒド、およびその組合せなどの架橋剤により架橋され；該バイオポリマ
ーマトリクスは、生物学的応答調節物質、抗原、薬物、ホルモン、トレーサ、ＲＮＡ、Ｄ
ＮＡ、標識化合物、およびその組合せなどの化合物を含む。
【００３０】
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　ある実施形態において、バイオポリマーにポロゲンを混合する工程と；ポロゲンを含む
バイオポリマーマトリクスを形成する工程と；バイオポリマーマトリクスからポロゲンを
除去する工程とを含む、多孔性プラスチックを製造する方法が提供され、該ポロゲンは溶
媒和ポロゲンであり；該ポロゲンは有機相に溶解性であり；該ポロゲンはたとえば、ポリ
ウレタン、ポリ乳酸、ポリグリコール酸、乳酸－グリコール酸コポリマー、およびポリカ
プロラクトンであり；該ポロゲンは水相に溶解性であり；該ポロゲンは、塩化ナトリウム
であり；該ポロゲンは、昇華ポロゲンであり；または該ポロゲンはたとえば、酢酸アンモ
ニウム、塩化アンモニウム、硫酸アンモニウム、重炭酸アンモニウム、炭酸アンモニウム
、およびトリフルオロ酢酸ピリジニウムである。
【００３１】
　ある実施形態において、溶媒により活性化させることができる固体架橋剤と混合された
固体ポリマー粉末を提供し、混合物を形成するする工程と；固体架橋剤を含む混合物から
ポリマーマトリクスを形成する工程と；構造物に架橋剤を活性化する溶媒を接触させる工
程とを含む、ポリマーを架橋する方法が提供され、該架橋剤はピラン部分を含み、該架橋
剤はイリドイド誘導体であり、または該架橋剤はゲニピンである。
【００３２】
　ある実施形態において、溶媒により活性化させることができる固体架橋剤と混合された
固体ポリマー粉末を提供し、混合物を形成する工程と；固体架橋剤を含む混合物からポリ
マーマトリクスを形成する工程とを含む、ポリマーを架橋する方法が提供され、該ポリマ
ーは、タンパク質、フィブリン、フィブリノゲン、コラーゲン、ゼラチン、エラスチン、
細胞外マトリクス構成要素、ポリサッカライド、ヒアルロン酸、およびその組合せなどの
バイオポリマーであり；該混合物は、フタレート可塑剤、アジペート可塑剤、トリメリテ
ート可塑剤、マレエート可塑剤、セバケート可塑剤、ベンゾエート可塑剤、エポキシ化植
物油、スルホンアミド可塑剤、ホスフェート可塑剤、ポリアルコール、グリコール、グリ
セリン、グリセロール、ポリエーテル、アセチル化モノグリセリド、アルキルシトレート
、およびポリマー可塑剤などの可塑剤を含む。
【００３３】
　ある実施形態において、溶媒により活性化させることができる固体架橋剤と混合された
固体ポリマー粉末を提供し、混合物を形成する工程と；固体架橋剤を含む混合物からポリ
マーマトリクスを形成する工程とを含む、ポリマーを架橋する方法が提供され、該混合物
はポロゲンを含み、該ポロゲンは溶媒和ポロゲンまたは昇華ポロゲンである。
【００３４】
　ある実施形態において、溶媒により活性化させることができる固体架橋剤と混合された
固体ポリマー粉末を提供し、混合物を形成する工程と；固体架橋剤を含む混合物からポリ
マーマトリクスを形成する工程とを含む、ポリマーを架橋する方法が提供され、該混合物
は、生物学的応答調節物質、抗原、薬物、ホルモン、トレーサ、ＲＮＡ、ＤＮＡ、標識化
合物、およびその組合せなどの化合物をさらに含む
　ある実施形態において、水により活性化させることができる固体架橋剤と混合された固
体ポリマー粉末を提供する工程であって、固体ポリマーが遊離ヒドロキシル基を含有する
、工程と；架橋が起こるのに十分な時間、混合物をインキュベートする工程とを含む、ポ
リマーを架橋する方法が提供される。　
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　詳細な説明
　本発明のある記述は、明確にする目的で他の要素を削除すると同時に、本発明の明瞭な
理解に関連する要素および制限のみを例証するために簡略化されていることが理解される
ものとする。当業者は、本発明の本記述を考慮して、本発明を実施するために他の要素お
よび／または制限が所望でありうることを認識するであろう。しかしながら、このような
他の要素および／または制限は、本発明の本記述を考慮して当業者によってただちに確認
でき、本発明の完全な理解には必要でないため、このような要素および制限の議論は本明
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細書では提供されない。このようなものとして、本明細書で述べる説明は本発明にとって
単なる例示であり、請求項の範囲を制限するものではないことが理解されるものとする。
【００３６】
　本明細書の例以外で、または別途明示的に規定されない限り、明細書の次の部分および
添付請求項において、数値範囲、量、値、およびパーセンテージ、たとえば材料の量、元
素含有量、反応の時間および温度、量の比、およびその他などは、「約」という用語が値
、量、または範囲と共に明示的に出現しなくても、「約」という語が前置されているかの
ように解釈されうる。したがって反対に指摘されない限り、次の明細書および請求項で示
される数値パラメータは、本発明によって得ようとされる所望の特性に応じて変化しうる
概数である。最低限でも、そして請求項の範囲への均等論の適用を制限する試みとしてで
なく、各数値パラメータは、報告された有効数字の数に照らして、そして普通の丸め技法
を適用することによって少なくとも解釈されるべきである。
【００３７】
　本発明の広範な範囲を示す数値範囲およびパラメータが概数であるのもかかわらず、具
体的な実施例で示される数値は可能な限り正確に報告される。しかしながら、いずれの数
値も、その基礎を成す各試験測定値に見出される標準偏差から必然的に生じる誤差を本質
的に含有する。さらに、数値範囲が本明細書に示されるとき、これらの範囲は引用された
範囲の終点を含む（すなわち終点が使用されうる）。また本明細書で引用するいずれの数
値範囲もその中に包含されるすべての下位範囲を含むものとすることが理解されるはずで
ある。たとえば「１～１０」の範囲は、引用された最小値１と、引用された最大値１０と
の間の（そしてそれらを含む）、すなわち１と等しい、または１を超える最小値および１
０と等しい、または１０未満の最大値を有する、すべての下位範囲を含むものとされる。
【００３８】
　本発明内のある組成物は一般に、医療および生物システムでの使用のためのバイオポリ
マーの形で記載される。しかしながら、本発明は、本明細書に明確におよび明示的に記載
されていない形で具体化され、本明細書に明確におよび明示的に記載されていない最終用
途に利用されうることが理解されるであろう。たとえば当業者は、プラスチックを含む組
成物および方法が多くの産業、および医療分野でも用途を有することを認識するであろう
。
【００３９】
　本明細書で引用したすべての特許、公報、または他の開示資料は、参照によりその全体
が本明細書に組み入れられている。全体または一部が参照により本明細書に組み入れられ
ている、いずれの特許、公報、または他の開示資料も、組み入れられた資料が既存の定義
、記載、または本開示で示された他の開示資料と矛盾しない程度にのみまで本明細書に組
み入れられる。このようなものとして、そして必要な程度まで、本明細書で明示的に示す
開示は、参照により本明細書に組み入れられたいずれの矛盾する資料にも優先する。参照
により本明細書に組み入れられると言われるが、既存の定義、記載、または本開示で示さ
れた他の開示資料と矛盾するいずれの資料、またはその一部も、その組み入れられた資料
と既存の開示資料との間に矛盾が生じない程度のみまで組み入れられるであろう。
【００４０】
　冠詞「ａ」、「ａｎ」、および「ｔｈｅ」は、冠詞の文法的対象の１個または１個超（
すなわち少なくとも１個）を指すために本明細書で使用される。一例として、「ａ　ｃｏ
ｍｐｏｎｅｎｔ（１つの成分）」は、１つ以上の成分を意味し、それゆえ、おそらく１つ
を超える成分が考慮され、利用または使用されうる。
【００４１】
　本明細書で開示するように、一連の生体力学特性を示す改良された構造特性を備えた新
しいポリマーおよびその製造方法が示される。本発明の組成物および方法の利点としては
、これに限定されるわけではないが、材料と宿主との生体適合性；材料が組織再生と併せ
て分解する能力；本明細書で開示する材料への成長因子の結合、それにより治療結果を生
じるのに必要な投薬量を最小限に抑えるのを助けること；材料の力学的特性（たとえば弾
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性、ゴム状から硬質にまでわたる）を容易に操作する能力；市販用途のための材料を容易
に貯蔵する能力；材料が使用される時および場所（たとえば手術室、戦場）などにて材料
を容易に成形する能力；構造物が植え込み部位における組織脱出に抵抗する能力；および
他の材料を基材に包含させることによって、植え込み材料に対する生理学的応答を調節す
る能力が挙げられる。本発明の組成物および方法としては、これに限定されるわけではな
いが、バイオポリマーを作るタンパク質の使用が挙げられる。実際に、そのすべてが参照
により本明細書に組み入れられている、米国特許第６，６５３，２９１号、第６，４８５
，７２３号、第６，３７９，７１０号、第６，３７５，９８９号、第６，３３１，３１９
号、第６，２４１，９８１号、第６，１８７，０３９号、第６，０９９，５６７号、第５
，９９７，５７５号、第５，９５５，１１０号、第５，８８５，６１９号、第５，７５５
，７９１号、第５，７５３，２６７号、第５，７１１，９６９号、第５，６９５，９９８
号、第５，６４５，８６０号、第５，５７３，７８４号、第５，５５４，３８９号、第５
，４４５，８３３号、第５，３７２，８２１号、第５，３５２，４６３号、第５，２８１
，４２２号、第４，９５６，１７８号および第４，９０２，５０８号に開示されているよ
うなプロセスなどのプロセスによって得られた他の天然型材料、たとえばキトサンなどの
ポリサッカライドまたはヒアルロン酸などのグルコサミノグリカン、ならびに線維性タン
パク質などの細胞外マトリクス構成要素、個別に、または組合されて、本明細書で開示す
るエラストマー性および／または柔軟性材料を生成する。
【００４２】
　「ポリマー」という用語は本明細書で使用するように、これに限定されるわけではない
が、ゲルおよびプラスチックを含む分子を含む、反復構造ユニットを有する天然および合
成分子を指す。「マトリクス」という用語は、結合したサブユニットのネットワークを指
す。「ポリマーマトリクス」という用語は、結合したポリマーサブユニットのネットワー
クを指し、それゆえ、ポリマー表面に対向する内部空間、またはそれから形成された構造
物を含む。
【００４３】
　「生体適合性の」という用語は、インプラントまたはコーティングに激しい永続するま
たは高まる生体応答の刺激が存在しないことを指し、外科手術または異物の生物内への植
え込みに通例伴う軽い一過性の炎症とは区別される。
【００４４】
　生体適合性の非生分解性ポリマーの例としては、これに限定されるわけではないが、ポ
リエチレン、ポリ塩化ビニル、ポリアミド、たとえばナイロン、ポリエステル、レーヨン
、ポリプロピレン、ポリアクリロニトリル、アクリル、ポリイソプレン、ポリブタジエン
およびポリブタジエン－ポリイソプレンコポリマー、ネオプレンおよびニトリルゴム、ポ
リイソブチレン、オレフィン性ゴム、たとえばエチレン－プロピレンゴム、エチレン－プ
ロピレン－ジエンモノマーゴム、およびポリウレタンエラストマー、シリコーンゴム、フ
ルオロエラストマーおよびフルオロシリコーンゴム、酢酸ビニルのホモポリマーおよびコ
ポリマー、たとえばエチレン酢酸ビニルアセテートコポリマー、アクリレートのホモポリ
マーおよびコポリマー、たとえばポリメチルメタクリレート、ポリエチルメタクリレート
、ポリメタクリレート、エチレングリコールジメタクリレート、エチレンジメタクリレー
トおよびヒドロキシメチルメタクリレート、ポリビニルピロリドン、ポリアクリロニトリ
ルブタジエン、ポリカーボネート、ポリアミド、フルオロポリマー、たとえばポリテトラ
フルオロエチレンおよびポリフッ化ビニル、ポリスチレン、スチレンアクリロニトリルの
ホモポリマーおよびコポリマー、酢酸セルロース、アクリロニトリルブタジエンスチレン
のホモポリマーおよびコポリマー、ポリメチルペンテン、ポリスルホン、ポリエステル、
ポリイミド、ポリイソブチレン、ポリメチルスチレン、ならびに当業者に既知の他の同様
の化合物が挙げられる。本開示により有用である他の生体適合性の非分解性ポリマーとし
ては、ＤＮＡと相互作用しうる生体適合性金属イオンまたはイオン性コーティングを含む
ポリマーが挙げられる。例示的な実施形態において、たとえば炎症を阻害する、ＤＮＡを
結合する、ならびに感染および血栓症を抑制するために、金および銀イオンが使用されう
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る。
【００４５】
　生体適合性の生分解性ポリマーの例としては、これに限定されるわけではないが、ポリ
乳酸（ＰＬＡ）、ポリグリコール酸（ＰＧＡ）、乳酸－グリコール酸コポリマー（ＰＬＧ
Ａ）、ポリカプロラクトン、およびそのコポリマー、ポリエステル、たとえばポリグリコ
リド、ポリ無水物、ポリアクリレート、ポリアルキルシアノアクリレート、たとえばｎ－
ブチルシアノアクリレートおよびイソプロピルシアノアクリレート、ポリアクリルアミド
、ポリオルトエステル、ポリホスファゼン、ポリペプチド、ポリウレタン、ポリスチレン
、ポリスチレンスルホン酸、ポリスチレンカルボン酸、ポリアルキレンオキシド、アルギ
ナート、アガロース、デキストリン、デキストラン、ならびにポリ無水物が挙げられる。
【００４６】
　「バイオポリマー」という用語は、生物中に天然に見出されうるポリマーを含む生体適
合性ポリマー、ならびにこのようなポリマーの化学的および物理的改変物も指し、これに
限定されるわけではないが、タンパク質、フィブリン、フィブリノゲン、コラーゲン、ゼ
ラチン、エラスチン、ラミニン、フィブロネクチン、細胞外マトリクス構成要素、グリコ
サミノグリカン、ヒアルロン酸、アルブミン、アルギナート、キトサン、セルロース、ト
ロンビン、ヘパリン、ポリサッカライド、合成ポリアミノ酸、プロラミン、その組合せ、
および他のこのような分子が挙げられる。生体適合性ポリマーとしては、これに限定され
るわけではないが、必ずではないが、生分解性でありうるバイオポリマーが挙げられる。
本明細書で使用するように、「未変性の」という用語は、ポリマーなどの物質について述
べるときに、天然に見出される物質、たとえばフィブリン、エラスチンなどと化学的に同
一である物質の精製形状を指す。
【００４７】
　「混合物」という用語は、基材および１つ以上の追加材料の混合物を指す。例示的な実
施形態において、混合物の基材はポリマー、たとえばバイオポリマーであり、追加材料は
充填剤、微粒子、ポロゲン、生物学的応答調節物質、抗原、薬物、ホルモン、トレーサ、
ＲＮＡ、ＤＮＡ、標識化合物、その組合せ、および同様の材料である。ある実施形態にお
いて、混合物はスラリーでありうる。「スラリー」という用語は、これに限定されるわけ
ではないが、本明細書で開示され、当分野で既知である可塑剤などの可塑剤、および他の
このような薬剤を含む、液体中に懸濁された混合物を指す。
【００４８】
　「生分解性の」および「生侵食性の」という用語は、物質、たとえばインプラントまた
はコーティングの、生体組織中に通常存在する条件下で代謝または排出されうる構成部分
への分解を指す。例示的な実施形態において、生分解または生侵食の速度および／または
程度は、予測可能な方法で制御されうる。
【００４９】
　「生物学的応答調節物質」という用語は、宿主生物中に導入されたときに生物反応を誘
発できる、いずれかのタンパク質、糖タンパク質、糖、ポリサッカライド、脂質、ＤＮＡ
、ＲＮＡ、アパタマー、ペプチド、ホルモン、ビタミンおよび他のこのような物質を指し
、これに限定されるわけではないが、サイトカイン、成長因子、タンパク質、ホルモン、
遺伝子、または遺伝子修飾生物、たとえばウィルスおよび細菌などを含む。生物学的応答
調節物質の具体的な例としては、これに限定されるわけではないが、インターロイキン（
ＩＬ）、たとえばＩＬ－１、ＩＬ－２、ＩＬ－３、ＩＬ－４、ＩＬ－５、ＩＬ－６、ＩＬ
－７、ＩＬ－８、ＩＬ－９、ＩＬ－１０、ＩＬ－１１、ＩＬ－１２、ＩＬ－１３、ＩＬ－
１４、ＩＬ－１５、ＩＬ－１６、ＩＬ－１７、ＩＬ－１８、ＩＬ－１９、ＩＬ－２０、Ｉ
Ｌ－２１、ＩＬ－２２、ＩＬ－２３、ＩＬ－２４、ＩＬ－２５、そのアイソフォームおよ
びその他；インターフェロン、たとえばα、ベータ、ガンマおよびその他；成長因子、た
とえば血小板由来成長因子（ＰＤＧＦ）、ＦＧＦ－１およびＦＧＦ－２を含む酸性および
塩基性線維芽細胞成長因子、形質転換成長因子ベータ（ＴＧＦ－ベータ、たとえばＴＧＦ
－ベータ－１およびＴＧＦ－ベータ－２）、インスリン様成長因子（ＩＧＦ、たとえばＩ
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ＧＦ－ＩおよびＩＧＦ－ＩＩを含む）、表皮成長因子（ＥＧＦ、たとえばＥＧＦおよびヘ
パリン結合ＥＧＦ）、腫瘍壊死因子－α（ＴＮＦ－α）、腫瘍壊死因子－ベータ（ＴＮＦ
－β）、血管内皮成長因子（ＶＥＧＦ）、そのアイソフォームおよびその他；抗体；これ
に限定されるわけではないが、ＢＭＰ－２、ＢＭＰ－４、およびＢＭＰ－７を含む骨形成
タンパク質（ＢＭＰ）、メタロプロテアーゼまたはプロメタロプロテアーゼおよびそのイ
ンヒビター、アンギオテンシン変換酵素インヒビター；アニソイル化プラスミノゲンアク
チベータ（ＴＰＡ）およびアニソイル化プラスミノゲン－ストレプトキナーゼアクチベー
タ複合体（ＡＰＳＡＣ）およびそのインヒビターを含む、プラスミノゲンおよび組織プラ
スミノゲンアクチベータ（ＴＰＡ）；遺伝子発現および機能を修飾するための、その各種
の形のＲＮＡおよびＤＮＡ；成長因子；サイトカイン、あるいは他のタンパク質系ホルモ
ン、ステロイド系ホルモン、その改変ホルモンなどが挙げられる。
【００５０】
　「抗原」という用語は、これに限定されるわけではないが、免疫記憶応答、Ｔ細胞応答
、Ｂ細胞応答、アレルギー、ワクチン応答、炎症、免疫寛容などを含む、免疫応答を誘発
できるいずれかの分子を指す。「抗原化合物」という用語は、抗原を含むいずれかの生物
または物質を指し、これに限定されるわけではないが、免疫応答を誘発できるウィルス全
体、細菌、組織、および誘導体、改変物、およびその生成物を含む。抗原の具体的な例と
しては、これに限定されるわけではないが、タンパク質、抗原、ポリサッカライド抗原、
ハプテン、腫瘍抗原、血液抗原などが挙げられる。
【００５１】
　「薬物」という用語は、これに限定されるわけではないが、疾患の診断、治癒、緩和、
処置、または予防に使用する目的の物質を含む、薬剤として、または薬剤の調製に使用さ
れる物質を指す。たとえば薬物としては、これに限定されるわけではないが、小型有機分
子、複合有機分子、無機元素および分子などが挙げられうる。本明細書で使用するように
、「薬物」という用語はたとえば、殺真菌薬、抗生剤および他の分子を含む。
【００５２】
　「トレーサ」という用語は、生物または構築物中に導入され、検出されうるいずれかの
分子を指す。たとえばトレーサとしては、これに限定されるわけではないが、放射性化合
物、造影剤、発光分子、量子ドット、蛍光分子、染料、バイオマーカ、造影目的の分子ト
レーサ（蛍光マーカ、放射性マーカ、ＣＴ、マイクロＣＴ、ＭＲＩ用造影剤または生体イ
メージングの形、および免疫特異性マーカを含む）およびその他が挙げられる。本明細書
で使用するように「標識化合物」は、それ（またはその代謝産物、たとえば分解生成物）
がいずれかの手段によって検出できるように改変されたいずれかの物質を指す。標識化合
物は、興味のある分子へのトレーサの結合（たとえば共有または非共有）を含む、いずれ
かの方法で標識されうる。
【００５３】
　「ホルモン」という用語は、生体における生理学的事象を調節する生化学メッセンジャ
ーとして作用する、いずれかの分子を指す。ホルモンの具体的な例としては、これに限定
されるわけではないが、ステロイドホルモン、たとえばエストロゲン、プレグネノロン、
アルドステロン、エストラジオール、コルチゾール、テストステロン、プロゲステロンな
ど；ペプチドホルモン、たとえば黄体形成ホルモン（ＬＨ）、副腎皮質刺激ホルモン（Ａ
ＣＴＨ）、卵胞刺激ホルモン（ＦＳＨ）、およびアンギオテンシンＩＩ／ＩＩＩ；これに
限定されるわけではないが、グルココルチコイド、たとえばプレドニゾン、デキサメタゾ
ン、トリアムシノロンなど、ミネラルコルチコイド、たとえばフルドロコルチゾン、ビタ
ミンＤ誘導体、たとえばジヒドロタキステロール、合成アンドロゲン、たとえばオキサン
ドロロン、デカドラボリンなど、合成エストロゲン、たとえばジエチルスチルベストロー
ル（ＤＥＳ）を含む合成ステロイド；合成プロゲスチン、たとえばノルエチンドロンおよ
びメドロキシプロゲステロンアセテート；などが挙げられる。本明細書では「ホルモン」
という用語は、「生物学的応答調節物質」という用語に含まれるものとする。
【００５４】
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　「充填剤」という用語は、本明細書で開示する組成物に追加の構造的または力学的特性
を与えるためにポリマー中に包含されるいずれかの物質を指し、これに限定されるわけで
はないが、リン酸カルシウム、ヒドロキシアパタイトなどを含む本明細書で開示される微
粒子、賦形剤（たとえばバルキング剤として作用する不活性化合物、たとえばカルボキシ
メチルセルロース）、たとえば不活性または生物活性でありうる合成および／または天然
型物質、たとえばポリサッカライドおよびタンパク質（たとえば線維状または球状タンパ
ク質）を、これに限定されるわけではないが、含む。
【００５５】
　本明細書で使用するように、「感熱性」という用語は、８０℃を超えて加熱されたとき
に不活性となるいずれかの化合物を指す。それゆえ、「感熱性」という用語は、溶融、分
解、変性などを含むいずれかの手段によって、８０℃を超える温度にて生物活性を失うい
ずれかの化合物、たとえば生物学的応答調節物質、抗原、薬物、ホルモン、トレーサ、標
識化合物を含む。
【００５６】
　「バイオインク」という用語は、足場の構造の一部として沈着に適している、液体、固
体または半固体にかかわらず、いずれかの物質を含むものとし、たとえば生物学的応答調
節物質、抗原、薬物、ホルモン、トレーサ、ＲＮＡ、ＤＮＡ、標識化合物、その組合せ、
および他のこのような物質を含む。生体適合性または生分解性であるいずれの材料も、本
開示によるバイオインクとしての使用に適している。
【００５７】
　「足場」という用語は、たとえば微細構造（たとえば孔径および／または存在量）の側
面を模倣することによって、または少なくとも１つの適切な細胞タイプの接着および／ま
たは成長を補助する能力を模倣することによって、生物構造を模倣するように設計されて
いる本質的にいずれかの材料の集合を含む。「生物模倣型細胞外マトリクス」（ｂＥＣＭ
）という用語は、細胞外マトリクス構成要素より成る構造物、たとえば足場を指す。
【００５８】
　「共沈着の」という用途は、同じ位置、たとえば足場への２つ以上の物質、通常はバイ
オインクの配置について説明する。物質は同時に、または非同時的に（たとえば連続的に
）共沈着されうる。
【００５９】
　「濃度勾配」は、１つ以上の物質の濃度および／またはアクセス性がそれに従って変化
しうる１つ以上の次元（空間または時間にかかわらず）である。該用語は、濃度が全体で
均一である勾配（すなわち水平勾配）、および濃度が変化する勾配を含むものとする。濃
度勾配は、線形勾配（すなわち連続した割合で上昇または下降する勾配）および非線形勾
配の両方含む。「空間濃度勾配」は、濃度が１つ以上の空間次元に沿って変化しうる濃度
勾配である。「時間濃度勾配」は、濃度が時間に対して変化しうる濃度勾配である。「３
次元濃度勾配」は、１つ以上の物質の濃度が各次元に沿って独立して変化しうる、３つの
直交空間次元のセットである。
【００６０】
　「架橋」は、２つの実体、通例はポリマーサブユニットの間の共有結合の形成である。
「架橋剤」は、２つの実体を架橋できるいずれかの薬剤を指す。架橋剤は物理的または化
学的でありうる。化学架橋剤としては、これに限定されるわけではないが、イリドイド誘
導体（たとえばゲニピン）、ジイミデート、ジオン（たとえば２，５－ヘキサンジオン）
、カルボジイミド（たとえば１－エチル－［３－（ジメチルアミノプロピル）］カルボジ
イミド）（省略形ＥＤＣ）、アクリルアミド（たとえばＮ，Ｎ’－メチレンビスアクリル
アミド、糖（たとえばリボースおよびフルクトース）、タンパク質（たとえば、トランス
グルタミナーゼ第ＸＩＩＩ因子などの酵素）、ジメチルスベルイミデート、アルデヒド（
たとえばグルタルアルデヒド、ホルムアルデヒド、およびホルムアルデヒド亜硫酸ナトリ
ウム）、ジブロモ２官能性ＮＨＳエステル（たとえば１～２０個の介在炭素を含むジカル
ボン酸のジＮＨＳエステル）、カルボニルジイミド；グリオキシル；および同様の架橋剤
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が挙げられる。化学架橋剤は固体（たとえば粉末）または液体でありうる。固体架橋剤の
例としては、これに限定されるわけではないが、ゲニピン、ジブロモ２官能性ＮＨＳエス
テル、およびホルムアルデヒド亜硫酸ナトリウムが挙げられる。液体架橋剤の例としては
、これに限定されるわけではないが、ホルムアルデヒド、グルタルアルデヒドなどが挙げ
られる。物理架橋剤としては、たとえば電磁放射線、たとえば紫外光、熱、マイクロ波な
どが挙げられる。本明細書で使用するように、「架橋アミン」は、窒素を含む２つのポリ
マー間のいずれかの架橋結合、たとえばアルデヒド架橋の生成物（すなわちイミンまたは
エネアミン）、あるいはエステル架橋の生成物、あるいはアミド、あるいは他のいずれか
の同様の結合を指す。架橋は、構造物の形成前または形成後に発生しうる。
【００６１】
　「ゲル化」という用語は、ポリマーが粘度を上昇させて、流体状態から半固体材料、す
なわちゲルに転換するときにポリマーが受ける相転移を指す。本転移点において、ポリマ
ーマトリクスの分子量（重量平均）は、新生ゲルを通じての本質的に連続性のマトリクス
の形成のために「無限」となる。重合は、追加のポリマーのゲルマトリクスへの包含によ
って、ゲル化点を超えて継続しうる。本明細書で使用するように、「ゲル」は、半固体ゲ
ル状態と、ゲル化温度より上に存在する高粘度状態の両方を含みうる。
【００６２】
　「ゲル化温度」という用語は、ポリマーが逆熱ゲル化を受ける温度、すなわちポリマー
が水に溶解性である温度よりも低く、粘度を上昇させるまたは半固体ゲルを形成するため
にポリマーが相転移を受ける温度よりも高い温度を指す。ゲル化はポリマーの化学組成の
変化を一切含まないので、ゲルはゲル化温度よりも冷却されたときに自発的により低い粘
度流体に戻りうる。ゲル化温度は、ゲル－溶液（またはゲル－ゾル）転移温度とも呼ばれ
うる。
【００６３】
　「ハイドロゲル」は、ポリマー（天然または合成）が溶液分子、通例は水を捕捉する３
次元開格子構造になってゲルを形成するときに形成された物質として定義される。ポリマ
ーは、たとえば凝集、凝固、疎水性相互作用、架橋、塩橋などによってハイドロゲルを形
成しうる。細胞が播種される足場の一部としてハイドロゲルが使用される場合、ハイドロ
ゲルは細胞にとって非毒性であるべきである。「脱水された」という用語は、構造物、た
とえばフィルム、またはハイドロゲルのどちらを指すかにかかわらず、いずれかのプロセ
スによってそれから水が除去されたいずれかの物質を含み、本明細書で記載されるものな
どの、部分脱水ハイドロゲルを含む。
【００６４】
　「ハイドロゲル溶液」は、適切な条件、たとえば温度、塩濃度、ｐＨ、プロテアーゼの
存在、結合パートナーの存在などにさらされた場合にハイドロゲルまたはハイドロゲルの
一部となる物質を構成する、溶質および溶媒である。ハイドロゲル溶液中の「溶液」とい
う用語は、真溶液、および懸濁物、たとえばコロイド懸濁物、および１つの成分が真に可
溶化されていない他の流体材料を含むものとする。
【００６５】
　「力学的特性」は、物質が外力の印加にどのように応答するかについてある説明を与え
る、本質的にいかなる特性も指す。例示的な力学的特性としては、引張強度、圧縮強度、
曲げ強度、衝撃強度、伸長、係数、靭性が挙げられ、ゴムと同様の力学的特性（たとえば
ゴム状）などを有する。力学的特性としては、たとえば柔軟性（すなわち「柔軟な」はポ
リマーが破断せずに湾曲または変形する能力である）、弾性（すなわち「エラストマー性
の」は、ポリマーが変形後に元の形状を回復する能力である）および他のこのような特性
が挙げられる。フィルムはたとえば、弾性および柔軟性の両方、柔軟性ではないが弾性、
または弾性ではないが柔軟性でありうる。フィルムが弾性でも柔軟性でもない場合、それ
は本明細書では「剛性」と呼ばれる。
【００６６】
　「フィルム」は薄いシートを指す。それゆえ、フィルムは、厚さ１μｍまでの、厚さ１
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００μｍまでの、厚さ１０μｍまでの、厚さ１μｍまでの、厚さ１００μｍまでの、厚さ
１０ｎｍまでの、厚さ１ｎｍまでの、またはその間のいずれかの範囲のシートでありうる
。フィルムは調合および形状に応じて、多くの力学的特性、たとえば弾性、非弾性、柔軟
性、剛性などを有するであろう。
【００６７】
　「微粒子」は、ポリマーマトリクス中に包含されうる十分に小さいサイズの固体を指す
。微粒子としては、これに限定されるわけではないが、結晶、ポリマー、粉末、セラミッ
ク、無機物、金属塩、アパタイト（たとえばヒドロキシアパタイト）およびリン酸三カル
シウムを含むリン酸カルシウム、硫酸カルシウム、リン酸カルシウム、ならびに整形外科
および他の関連用途での骨誘導能を促進するための包含用に選択された無機質の組合せ、
ガラス、バイオガラス、ポロゲンなども挙げられる。
【００６８】
　「ポロゲン」という用語は、ポリマーマトリクス中へ包含されたいずれかの微粒子を指
し、該微粒子はポロゲンの液相または気相中への溶解または昇華を含むいずれかの手段に
よって除去されうる。ポロゲンは、水相、有機相への溶解、または気体中への昇華が可能
である。ポロゲンは、カプセル化された気体（すなわちＣＯ２、Ｎ、Ｏなど）または分解
時に気体を放出できる物質、たとえば酸との接触時にＣＯ２を放出する重炭酸ナトリウム
も含みうる。
【００６９】
　「粉末」または「粉末化」という用語は、小型固体粒子を指す。粉末は本明細書で使用
するように、３０メッシュ（すなわち５９５ミクロン）未満の平均直径を有する粒子を含
みうる。本発明のある実施形態において、粒子の平均直径は、３５メッシュ（すなわち５
００ミクロン）未満、４０メッシュ（すなわち４００ミクロン）未満、４５メッシュ（す
なわち３５４ミクロン）未満、５０メッシュ（すなわち２９７ミクロン）未満、６０メッ
シュ（すなわち２５０メッシュ）未満、７０メッシュ（すなわち２１０ミクロン）未満、
８０メッシュ（すなわち１７７ミクロン）未満、１００メッシュ（すなわち１４９ミクロ
ン）未満、１２０メッシュ（すなわち１２５ミクロン）未満、１４０メッシュ（すなわち
１０５ミクロン）未満、１７０メッシュ（すなわち８８ミクロン）未満、２００メッシュ
（すなわち７４ミクロン）未満、２３０メッシュ（すなわち６２ミクロン）未満、２７０
メッシュ（すなわち５３ミクロン）未満、３２５メッシュ（すなわち４４ミクロン）未満
、４００メッシュ（すなわち３７ミクロン）未満である。本明細書で記載する粒子の直径
の範囲は、本発明で用途を見出している（たとえばある実施形態で使用されるように、１
００～３００ミクロン）。たとえばある実施形態において、粒子は１０～８００ミクロン
のサイズ範囲を有する。たとえばある実施形態において、粒子は３０～４００ミクロンの
サイズ範囲を有する。なお他の実施形態において、粒子は４０～３９０ミクロン、５０～
３８０ミクロン、６０～３７０ミクロン、７０～３６０ミクロン、８０～３５０ミクロン
、９０～３４０ミクロン、１００～３３０ミクロン、１１０～３２０ミクロン、１２０～
３１０ミクロン、１３０～３００ミクロン、１４０～２９０ミクロン、１５０～２８０ミ
クロン、１６０～２７０ミクロン、１７０～２６０ミクロン、１８０～２５０ミクロン、
１９０～２４０ミクロン、２００～２３０ミクロンなどでありうる。
【００７０】
　粉末は、微粉砕、粉砕、スプレー乾燥などを含む、当分野で既知の、または本明細書で
開示されるいずれかの手段によって形成されうる。
【００７１】
　「プラスチック」という用語は、ポリマーを含み、３次元構築物および２次元構築物、
たとえばフィルム、シート、積層体、フィラメントおよび同様の構造物へ作製されうる、
いずれかの物質、たとえば有機、合成、および／または処理材料を指す。たとえば米国特
許第６，１４３，２９３号を参照。本明細書で使用するように、「硬質プラスチック」と
いう用語は、十分な変形に応答して破断する傾向があり、それゆえ、狭い塑性および／ま
たは弾性変形範囲を有するプラスチックを指す。これに対して「軟質プラスチック」とい
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う用語は、応力下で破断せずに、ただちに変形し、それゆえ、広い塑性および／または弾
性変形範囲を有するプラスチックを指す。例示的な実施形態において、構造物は相互に積
み重ねることができる。このような積み重ねがフィルムまたはシートであるとき、構造物
は積層化される。本明細書で使用するように、「積層化された」という用語は、層を有す
る構造物を指す。
【００７２】
　「最小侵襲手術」、すなわち「ＭＩＳ」という用語は、処置に関連する身体的外傷の量
を減少させるために特別に開発された外科用および診断用器具を使用する、患者の体の１
つ以上の領域の治療、診断および／または検査のための外科処置を指す。一般にＭＩＳは
、生来のまたは外科的に形成された小径の開口を介して体内のその使用位置まで通過され
うる器具を包含するので、患者に課されるストレスが大幅に少なく、たとえば全身麻酔を
用いずに、検査および小規模の外科的介入が可能である。ＭＩＳは、可視化方法、たとえ
ば光ファイバまたは顕微鏡手段を使用して達成されうる。ＭＩＳの例としては、たとえば
、関節鏡視下手術、腹腔鏡下手術、内視鏡下手術、胸部手術、神経手術、膀胱手術、消化
管手術などが挙げられる。
【００７３】
　「核酸」という用語は、リボヌクレオチドまたはデオキシリボヌクレオチドのどちらか
のヌクレオチドのポリマー形あるいはヌクレオチドのどちらかの種類の改変形を指す。該
用語はまた、同等物としてヌクレオチド類似物質から作製されたＲＮＡまたはＤＮＡのど
ちらかの類似物質を、そして記載される実施形態に適用できるように、単鎖（たとえばセ
ンスまたはアンチセンス）および２本鎖ポリヌクレチオチドを含むと理解されるべきであ
る。
【００７４】
　「重合する」という用語は、複数のサブユニットの凝集体を形成することを意味し、こ
こで凝集体のサブユニットの正確な数は凝集体自体の特性によって正確に制御されない。
たとえば「重合する」は、一貫して６量体として設計される６量体酵素複合体の形成を指
さない。しかしながら、たとえばフィブリンまたはアクチンの６量体の形成は重合である
。ポリマーは一般に細長いが、球状凝集体を含むいずれの形状でもよい。本明細書で使用
するように、重合は、たとえばイソペプチド結合と呼ばれるポリマーの同様のサブユニッ
ト間でのペプチド結合の形成（たとえばタンパク質中のリジンおよび／または１級アミン
によるアミド結合およびシッフ塩基形成）、ジスルフィド結合形成、またはポリマーサブ
ユニットが結合されうるいずれかの他の機構を含む、いずれかの手段によって発生しうる
。
【００７５】
　「ポリペプチド」という用語、ならびに本明細書で互換的に使用される「タンパク質」
および「ペプチド」という用語は、アミノ酸のポリマーを指す。
【００７６】
　「対象」は、通常は脊椎動物、そして最も通例は哺乳類、たとえばヒトまたは非ヒト哺
乳類であるが、本質的にいずれかの生物である。
【００７７】
　「治療的有効量」という用語は、このような治療が必要な対象に投与するとき、治療を
実施するのに十分である修飾薬、薬物または他の分子の量を指す。治療的有効量は、治療
される対象および疾患状態、対象の体重および年齢、疾患状態の重症度、投与方法などに
応じて変化し、それは当業者によってただちに決定されうる。
【００７８】
　本明細書で使用するように、「組織」という用語は、特定の機能の実行において一体化
した同様に特殊化された細胞の凝集体を指す。組織は、結合組織（たとえば硬質形、たと
えば骨様組織または骨）、ならびに他の筋肉または骨格組織を含む、硬組織および軟組織
の両方を含む、あらゆる種類の生体組織を含むものとする。
【００７９】
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　「ベクター」という用語は、核酸であって、それが結合されている別の核酸を運搬する
ことができる核酸を指す。本明細書で使用されうるベクターの１つの種類は、エピソーム
、すなわち染色体外複製が可能である核酸である。他のベクターとしては、自己複製およ
びそれらが結合する核酸の発現が可能であるベクターが挙げられる。ベクターが動作可能
に結合する遺伝子の発現を指示できるベクターは本明細書では、「発現ベクター」と呼ば
れる。一般に組換えＤＮＡ技法で有用な発現ベクターは、そのベクター形では染色体に結
合されない円形２本鎖ＤＮＡ分子を指す、プラスミドの形であることが多い。本明細書に
おいて、「プラスミド」および「ベクター」は互換的に使用され、プラスミドはベクター
の最も一般的に使用される形である。しかしながら、本開示は、同等の機能を果たし、本
明細書にて当分野で続いて既知となる、発現ベクターのこのような他の形を含むものとす
る。
【００８０】
　本明細書で開示する組成物は、ハイドロゲルを形成するために水または他の分子を捕捉
する３次元開格子構造へと（たとえば凝集、凝固、疎水性相互作用、または架橋によって
）ゲル化、または重合、または固化されうる天然または合成有機ポリマーを含みうる。構
造物は単一のポリマーおよび２つ以上のポリマーを含みうる。加えて、２つ以上のポリマ
ーは、ポリマー混合物を形成するために共沈着または混合されうる。使用されるポリマー
は、生体適合性、生分解性、および／または生侵食性でありうるバイオポリマーであり、
細胞に対して接着性基質として作用しうる。例示的な実施形態において、本明細書で開示
するポリマーは、複合体形状に加工しやすく、インビボ条件下で所望の形状を維持するの
に適切な剛性および力学的強度を有する。
【００８１】
　ある実施形態において、本明細書で開示する構造物は、大半の水を除去されて、次に可
塑剤（たとえばグリコール）によって処理されたプラスチックから形成される。最終構造
物へのプラスチック前駆物質は、たとえば本明細書に開示され、当分野で既知である方法
などによる、たとえばインクジェット印刷による固体自由形状製造、押し出し、または鋳
造などを含む各種の方法によって作製されうる。プラスチック前駆物質を金型で押し出す
ことによって構造物を形成することも可能である。金型は制限なく、多くの形状を有しう
るので、押し出しプラスチックはチューブ、フィラメント、ロッド、またはシート様に成
形される。押し出しは比較的低圧および低温にて達成されうる。ある加工条件下では、プ
ラスチックは押し出しプロセスによって部分的にまたは完全に脱水されうる。十分な脱水
の後に、浸透膜および／または凍結乾燥の使用を伴って、または伴わずに、押し出し材料
は可塑化され、場合により架橋されうる。押し出しは多くの例で、プラスチック内での構
成分子の整列、すなわち異方性を生じ、そしてある特性、たとえば靭性を最終エラストマ
ー性および／または柔軟性材料に与えることが予想される。所望ならば、そしてパターン
形成が重要でないならば、成長因子、薬物、抗原、トレーサ、または他のこのような分子
を加工前にバルクプラスチック材料、たとえば混合物またはスラリーに添加することがで
きる。
【００８２】
　ある実施形態において、本発明の組成物は、ハイドロゲルから液体を押し出すために圧
力を使用することによって、またはハイドロゲルから液体を除去するための濃度勾配およ
び半透性浸透膜の使用によってのどちらかで生成されうる。いったん水がハイドロゲルか
ら本質的に除去されると、水は可塑剤によって置換されうる。（ある実施形態において、
１つ以上の浸透膜の使用などにより、同時にハイドロゲルから水を除去して、ハイドロゲ
ルに可塑剤を添加することができる）。構造物を形成するために他のプロセスが使用され
うる。一実施形態において、スラリーは薄い場合により加熱されたスリットを通じて押し
出されうる押し出しはさらに、押し出し方向に沿った分子の配列によって改善された生体
力学特性を付与しうる。
【００８３】
　ある実施形態において、ハイドロゲルの含水量は、真空乾燥によって、すなわちハイド
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ロゲルを脱水するように真空および／または温度を制御することによって制御されうる。
このような真空処理技法は特に、大規模処理に有用である。なお他の実施形態において、
ハイドロゲルの含水量は標準気圧下で水を蒸発させることによって制御される。蒸発プロ
セスはいずれの温度でも実施されうる。ある他の実施形態において、水を蒸発させるため
に使用される温度は、ポリマーマトリクスに包含された分子が変性する温度よりも低い。
これは、ポリマーマトリクスに存在する包含物の臨界未満圧および／または温度と呼ばれ
る。このような処理技法は、包含された物質の生物活性の損失なしに、本明細書で開示す
るポリマーマトリクスを含む、いずれの種類のプラスチックのポリマーマトリクスも物質
を装填され、次に構造物、たとえばフィルムに形成されるようにする。たとえばゲルは、
感熱性化学薬品および温度の分解または変性を防止する各種の温度にて、たとえば７５℃
、７０℃、６５℃、６０℃、５５℃、５０℃、４５℃、４０℃、３５℃、３０℃、２５℃
、または室温の温度にて、それゆえ７０℃未満、６５℃未満、６０℃未満、５５℃未満、
５０℃未満、４５℃未満、４０℃未満、３５℃未満、３０℃未満、２５℃未満、または室
温未満、またはそれ未満の範囲内で脱水されうる。室温未満またはなお４℃未満さえの温
度の使用、たとえばハイドロゲルの凍結乾燥なども可能である。乾燥プロセスの間に圧力
も調節されうる。圧力は、真空源に連結されたゲル乾燥機の使用を含む、いずれかの手段
によって標準気圧以下に低下させられうる。真空圧力は、１００ミリバール未満、５０ミ
リバール未満、２５ミリバール未満、２０ミリバール未満、１５ミリバール未満、１０ミ
リバール未満、５ミリバール未満、１ミリバール未満でありうるか、またはなお低い。当
業者は、圧力を低下させることおよび／または温度を上昇させることによって乾燥時間が
減少されうることを認識するであろう。それゆえ、乾燥は、いずれの期間にわたっても、
たとえば１時間、２時間、４時間、８時間、１６時間、２４時間またはそれ以上にわたっ
て行われうる。その上、乾燥時間はゲルが一部水和されたままにするために変更されうる
。すなわち、そこではゲル中の捕捉水のすべてが除去されているわけではない。
【００８４】
　ある実施形態において、ゲルは実質的に平面上で乾燥可能であり、それゆえ、実質的に
平面のフィルムが作製される。乾燥プロセス中の実質的に平面のフィルムの湾曲または変
形を防止するために、ゲルはフレーム内に配置されうる、および／または形状を保持する
材料のシート、たとえばプラスチックシート間で圧縮されうる。なお他の実施形態におい
て、ゲルは形成型の上で乾燥され、それゆえ、型から取り外しされうる形成されたフィル
ムが作製される。なお他の実施形態において、ゲルは構造物または表面上で直接乾燥され
て、取り外しできず、それにより構造物または表面上にフィルムコーティングが作製され
る。
【００８５】
　ある実施形態において、処理工程は、成分材料、たとえばフィブリンのフィラメントを
整列させることによって材料の次の生体力学特性を改変するために、引張荷重条件下で実
施されうる。たとえばハイドロゲルの長方形切片を対向する側面で締め付けて、凍結乾燥
させると、マイクロおよびナノスケールでのフィルムの成分の配向が生じうる。可塑剤を
得られた材料に添加したとき、材料の成分の配向は、血管、腱および靭帯組織を含む軟組
織修復のための移植片代用物としての利用のために、改善された力学的特性を示しうる。
線維の配向および／または絡まりが材料の柔軟性を維持しながら本発明の組成物の所望の
強度を提供しうるので、線維状材料、たとえばフィブリンは形成生体適合性構造物として
の使用に特に良好に適していることが認識されるであろう。
【００８６】
　ある実施形態において、たとえば１つ以上の物質の持続放出用に設計されたカプセルに
よって、時間濃度勾配が作成されうる。他の実施形態において、時間濃度勾配は、足場の
空間パターン形成または構造設計によって作成されうる。たとえば時間濃度勾配は、１つ
以上の物質をパターン内の足場に（たとえば直接、または中間体を介してのどちらかで吸
収または化学架橋によって）固定することによって作成されうる。この方法では、物質と
の相互作用のタイミングは、細胞が足場に固定された物質と直接接触するのにかかる時間
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に基づいて制御されるであろう。別の例では、時間濃度勾配は、１つ以上の物質を遠隔位
置にまたは足場内に包含することによって、固定された多孔性を有する足場内で作成され
うる。この方法では、物質との相互作用は、細胞が足場に侵入して、足場内の遠隔位置に
到達するのにかかる期間中に遅延されるであろう。あるいは、時間勾配は、足場内への細
胞侵入の速度を制御するために、可変多孔性を使用して足場内に作成されうる。細胞がよ
り高い多孔性環境に遭遇すると、侵入速度は低下され、それゆえ、より高い多孔性を有す
る範囲に位置する１つ以上の物質との相互作用を遅延させる。なお別の実施形態において
、時間勾配は生分解性または生吸収性足場を使用して作成されうる。時間が経つにつれて
足場が分解すると、足場の多孔性が低下し、それゆえ、より迅速な速度での細胞侵入を可
能にする。あるいは足場の分解は、足場内の前にアクセスできなかった範囲を露出させう
る。
【００８７】
　開示により、固体自由形状製造（ＳＦＦ）プロセスおよび装置は、増加性物質沈着およ
び薄い断面層の融着によって形状を蓄積する積層製造プロセスで使用される。ある実施形
態において、構造物はエキソビボで生成され、次に患者に投与される（たとえば創傷、骨
折などの宿主生物に外科的に植え込みまたは付着される）。なお他の実施形態において、
本明細書で開示した製造品は、使用するためのキットをさらに構成し、このようなキット
の使用目的のための包装および指示をさらに含みうる。
【００８８】
　ある実施形態において、構造物は、宿主生物中への短期、長期または永久植え込みのた
めに設計される生体適合性材料から製造されうる。たとえば移植片は、損傷組織を修復ま
たは置換するために使用されうるか、あるいは疾患または損傷臓器（たとえば肝臓、骨、
心臓など）を置換するために人工臓器が使用されうる。あるいは、構造物は、一時的構造
を形成するために生分解性材料から製造されうる。たとえば骨折は、宿主の細胞による生
体再構築と同時に発生する制御された生分解を受ける生分解性構造によって、一時的に修
復されうる。
【００８９】
　ある実施形態において、構造物の３次元構造はＳＦＦを使用して直接製造されうる。た
とえば磁気共鳴画像法（ＭＲＩ）またはコンピュータ化体軸断層撮影法（ＣＡＴ）を使用
して、修復または置換すべきインビボでの構造物の３次元形状が決定されうる。次にコン
ピュータ支援設計（ＣＡＤ）またはコンピュータ支援製造（ＣＡＭ）を使用して、本明細
書に記載されるようなＳＦＦを使用する３次元製造を促進する。あるいは本明細書で開示
される方法および装置を使用して非特異的３次元構造物（たとえばブロックまたは立方体
）が生成でき、３次元構造物は次に所望の形状に切断または成形される（たとえばレーザ
、ソー、ブレードなどを使用して）。
【００９０】
　加えて、本明細書に開示される方法および装置を使用して、構造物が天然型組織の解剖
学的および生力学的特徴、または生物学的に影響を及ぼされる技術設計を有するように、
特異的な微小構造組織を有する構造物が生成されうる。微小構造組織は、挿入された材料
（たとえば生物学的応答調節物質、抗原、薬物、ホルモン、トレーサ、または標識化合物
）の空間濃度、構造物の多孔性度、および／または改善された細胞侵入、血管新生、およ
び栄養拡散のための３次元構造物を通過するチャネルを含む。
【００９１】
　ある実施形態において、水がいったんハイドロゲルから除去されると、得られた材料に
可塑剤が添加されうる（そしてある他の実施形態において、水および可塑剤の添加が同時
に発生しうる）。ある実施形態において、可塑剤の添加は脱水された材料を可塑剤浴に浸
漬することによって達成されうる。本目的に使用されうる生体適合性可塑剤としては、こ
れに限定されるわけではないが、ポリアルコール、たとえばグリセロールならびに水およ
びグリセロールの混合物、ならびに当分野で既知であり、本明細書で開示される他の可塑
剤が挙げられる。



(21) JP 5475283 B2 2014.4.16

10

20

30

40

50

【００９２】
　他の実施形態において、材料の強度および靭性は、中間工程としての、または材料をそ
の最終配置に形成した後のどちらかでの、架橋によって向上されうる。当分野で既知の、
または本明細書で開示されるいずれの架橋剤も使用されうる。
【００９３】
　ある他の実施形態において、材料が主に単一の前駆物質材料（たとえばフィブリンまた
はキトサン）より構成される場合でも、改善された特性は、明確で独自の最終材料を生成
するために、他の成分、たとえばフィブロネクチン、コラーゲン、ゼラチン、ヒアルロン
酸、ホルモン、生物学的応答調節物質、充填剤、トレーサ、薬物および／または微粒子、
たとえばリン酸カルシウム（たとえばヒドロキシアパタイト）などを包含することによっ
て得られる。このような調合は、エラストマー性および／または柔軟性材料へ添加される
材料に応じて、材料の物理的特性、力学的特性、および生物学的特性（すなわち分解速度
、細胞付着、創傷部位への利用）を変化させるのに有用でありうる。上記のように追加の
生物活性材料は、パターン形成が必要ない場合には、ポリマー材料にバルクで添加されう
る。しかしながら、パターン形成が所望である場合は、３次元空間パターン、たとえば勾
配を含む複合体構築物は、ホルモンまたは他の生物活性材料のパターンを製造済みの材料
上に生成するために、参照によりその全体が本明細書に組み入れられている、２００３年
３月１８日に出願された米国特許第１０／３９１，４５８号および２００４年１０月１５
日に出願された米国仮特許第６０／６１９，１９２号に開示されているバイオプリンティ
ング技術の使用によって、あるいは生物活性剤が材料内に包含されるように材料に直接印
刷することによって、生成されうる。このような印刷プロセスは単独で使用されうるか、
あるいはさらなる処理工程、たとえばこのような印刷済みエラストマー性および／または
柔軟性材料の巻き付け、折り畳み、または積み重ねを利用してはるかに複雑な構築物が製
造されうる。
【００９４】
　生分解のさらなる制御を与えるために生体適合性ポリマーの中または表面に包含されう
る材料には、薬物、トレーサ、ホルモン、抗原、生物学的応答調節物質など、たとえばプ
ロテアーゼインヒビターがある。バイオポリマー源に応じて、内在性因子が材料中にすで
に存在しうることに注目する。しかしながら、このような例では、外来性物質をバイオポ
リマーに添加することによって、さらなる利点が得られる。例示的な手法としては、プロ
テアーゼインヒビターの添加、そしてある他の実施形態では、バイオポリマーマトリクス
内へのインヒビターの固定化が挙げられる。インヒビターの非固定化形は、機能的ではあ
るが、ハイドロゲルの脱水中におよび／またはいったん組織植え込み部位に適用されると
抽出を受けやすい。基本的な未変性の結合（すなわちプラスミノゲンアクチベータインヒ
ビター）によるインヒビターの固定化または固相インヒビター（すなわちアプロチニン）
を設計することは、インヒビターの保持を改善するために使用されうる方法である。この
ような方法は本発明で開示され、当分野で既知である。
【００９５】
　ある実施形態において、トレーサ、および／または標識化合物がポリマーマトリクス中
に包含されうる。ある実施形態において、トレーサおよび／または標識は蛍光分子、たと
えばフルオロフォアまたは量子ドットである。このような化合物が使用される場合、標識
またはトレーサの運動が検知され、たとえばレーザまたは標識化合物の構造物からの分解
、拡散などが証明される。一実施形態において、蛍光化合物は、これに限定されるわけで
はないが、小型分子フルオロフォア、たとえばフルオレセイン（たとえばフルオレセイン
イソチオシアナート（（ＦＩＴＣ））、パシフィックブルー、カスケードブルー、シアニ
ン染料（たとえばＣｙ３、Ｃｙ５、Ｃｙ５．５、およびＣｙ７）、アレクサ染料など；大
型蛍光タンパク質、たとえばフィコビリタンパク質、Ｒ－フィコエリトリン（Ｒ－ＰＥ）
、緑色蛍光タンパク質、およびアロフィコシアニン（ＡＰＣ）；タンデム染料（すなわち
フィコビリタンパク質に共有結合された小型分子フルオロフォア、たとえばＰＥ－ＴＲ、
ＰＥ－Ｃｙ５、ＰＥ－Ｃｙ５．５、ＰＥ－Ｃｙ７、ＡＰＣ－Ｃｙ７、ＰｅｒＣＰなど）；
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およびこのような染料に化学的に結合した物質を含む蛍光化合物である。別の実施形態に
おいて、量子ドットは植え込まれた構造物の生分解のトレーサとして使用されうる。量子
ドットは、量子ドットの水溶解度を向上させる無機「シェル」によってカプセル化された
ナノ結晶半導体材料である。エネルギー源、たとえばレーザなどによって励起されたとき
に、量子ドットは蛍光を放つ。量子ドットはフルオロフォアであるが、伝統的なフルオロ
フォア、たとえば有機蛍光染料および天然蛍光タンパク質とは異なる。それらは、半導体
材料（しばしばセレンまたはテルルと混合されたカドミウム）の数百～数千個の原子を含
有するナノメートルスケールの原子クラスタであり、材料の光学特性を改善するために追
加の半導体シェル（たとえば硫化亜鉛）によってコーティングされている。伝統的なフル
オロフォアとは異なり、π→π＊電子遷移はなく、それゆえ量子ドットをいずれのスペク
トルにわたっても蛍光を発するように「同調」させることができ、多色検知研究用の複数
のレーザの必要がなくなる。加えて、量子ドットは長期にわたって明るく蛍光を発し、そ
れらはタイムゲート研究のために有用となっている。ある実施形態において、量子ドット
はタンパク質に結合し、在来の染料結合系においてと同様であるが、改善された性能特徴
を備えた検出を可能にする。本発明の組成物中または組成物上でのフルオロフォアの包含
は、外科手術を必要とせずに、リアルタイムでインビボでの植え込み構造物の監視を可能
にする。蛍光を検知する方法および各種の光検知機器は当分野で既知である。
【００９６】
　本明細書に開示されるようにフィルムに印刷された材料（たとえばフィブリンフィルム
に印刷された骨形成タンパク質）は、印刷された材料上で少なくとも１週間は持続しうる
。図４を参照。ある実施形態において、生体適合性および制限された血管新生は、標準ニ
ワトリＣＡＭアッセイを使用して証明されうる（たとえばＲｉｂａｔｔｉ，Ｄ．ら、Ｉｎ
ｔ．Ｊ．Ｄｅｖ．Ｂｉｏｌ．，４０，１１８９－１１９７．（１９９６）Ｒｉｂａｔｔｉ
，Ｄら、Ｐａｔｈｏｌ　Ｒｅｓ　Ｐｒａｃｔ，１９２：１０６８－１０７６（１９９６）
，およびＲｉｂａｔｔｉ，Ｄ．ら、Ａｎａｔ　Ｒｅｃ，２６４：３１７－３２４（２００
１）を参照、そのすべては参照により本明細書に組み入れられている）。
【００９７】
　ある実施形態において、ポリマーフィルムの複数の層が相互の上に積み重ねされる。こ
のような構造物において、生物活性材料の勾配および／または孔は、それぞれ生物活性材
料の所望量を各層表面の中または上に含むフィルムの層を生成して、次に各種の層を要望
通りに積み重ねることによって生成されうる。このような構造物は、参照により本明細書
に組み入れられている、２０００年１２月２６日に発行された米国特許第６，１６５，４
８６号に開示された方法で生成されうる。このような配置は、たとえば頭蓋空隙を充填す
るための構造物を生成するときに特に有用である。
【００９８】
　ある実施形態において、ポリマーフィルムはシート、チューブ、ロッド、またはフィラ
メントに形成される。このような構造物は、たとえば腱、骨、または靭帯の代替物として
特に有用であり、長骨および非長骨修復への用途を有する。成長因子またはタンパク同化
ホルモンおよび／または薬物をさらに包含することは、組織修復に関連付けられた生物応
答を改善しうる。チューブベース構造物も、たとえば血管移植片および神経ガイドに用途
を見出す。加えて、フィルムは、組織を保護して、組織接着を防止するバリアとしての用
途を見出す。本明細書で開示する組成物、たとえばフィブリン系エラストマー性フィルム
は、組織および創傷修復の促進に著しい利点をもたらす。
【００９９】
　構造物、たとえば管状構造物を形成する方法は、図２に示すように、次に鋳型内へ鋳造
されるハイドロゲルを生成することを含む。次にハイドロゲルから水が除去されて（たと
えば管状構造物が鋳型から除去された後、または鋳型の表面として浸透膜を使用すること
によって）、可塑剤によって置換されうる。代わりの実施形態において、本発明で開示さ
れるシートは組成物のシート、中空管状構造物を生成するためにたとえばマンドレルに巻
き付けられる。他の実施形態において、ハイドロゲル前駆物質は管状配置に押し出されう
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る。
【０１００】
　なお他の実施形態において、円筒状非中空断面を有することが所望される場合、本明細
書で開示するように実質的に平面の組成物をそれ自体に巻き付けることができ、この場合
にはマンドレルは不要である。ある他の実施形態において、円筒形がいったん得られたら
、エラストマーは管形状を維持するために架橋および／またはステープル止めされ、融着
温度まで加熱されるか、あるいはそうでなければ管状配置内に保持される。
【０１０１】
　他の実施形態において、構造物、たとえば本明細書で開示されるような構造物の完全性
は、生体適合性メッシュ、たとえばチタン、ＮＹＬＯＮ（商標）、またはＤＡＣＲＯＮ（
商標）を含めることによって向上させることができる。メッシュは、実質的に平面状の材
料の層に、それを管状構造物に巻き付ける前に、またはそれが管状構造物の外層を形成し
うる前に添加されうる。代わりの実施形態において、本明細書で開示された材料は、生体
適合性メッシュ材料上に印刷、鋳造、または押し出されうる。当業者は、メッシュ材料の
使用が管形状または円筒形状以外の配置の構造完全性を向上させるために使用されうるこ
とを認識している。
【０１０２】
　ある実施形態において、構造物はイオン性ハイドロゲル、たとえばイオン性ポリサッカ
ライド、たとえばアルギナートまたはキトサンから形成されうる。イオン性ハイドロゲル
は、アルギン酸のアニオン性塩、すなわち海藻から単離された炭水化物ポリマーをイオン
、たとえばカルシウムカチオンによって架橋することによって生成されうる。ハイドロゲ
ルの強度は、カルシウムイオンまたはアルギナートのどちらかの濃度上昇と共に向上する
。たとえば米国特許第４，３５２，８８３号は、ハイドロゲルマトリクスを形成するため
の、水中、室温での２価カチオンによるアルギナートのイオン性架橋について記載してい
る。一般にこれらのポリマーは、水溶液、たとえば水、または帯電側鎖基、またはその１
価イオン性塩を有するアルコール水溶液に少なくとも部分的に溶解性である。カチオンと
反応しうる酸性側鎖基を有するポリマーの多くの例、たとえばポリ（ホスファゼン）、ポ
リ（アクリル酸）、およびポリ（メタクリル酸）がある。酸性基の例としては、カルボン
酸基、スルホン酸基、およびハロゲン化（好ましくはフッ素化）アルコール基が挙げられ
る。アニオンと反応しうる塩基性側鎖基を有するポリマーの例としては、ポリ（ビニルア
ミン）、ポリ（ビニルピリジン）、およびポリ（ビニルイミダゾール）が挙げられる。
【０１０３】
　ポリホスファゼンは、交互の単結合および二重結合によって隔離された窒素およびリン
原子より成る主鎖を有するポリマーである。各リン原子は２本の側鎖に共有結合している
。使用されうるポリホスファゼンは、酸性であり、２価または３価カチオンと塩橋を形成
しうる多数の側鎖を有する。酸性側鎖の例としては、カルボン酸基およびスルホン酸基が
挙げられる。
【０１０４】
　生侵食性ポリホスファゼンは、少なくとも２つの異なる種類の側鎖、多価カチオンと塩
橋を形成できる酸性側鎖と、インビボ条件下で加水分解する側鎖、たとえばイミダゾール
基、アミノ酸エステル、グリセロール、およびグルコシル基を有する。生侵食性または生
分解性ポリマー、すなわち所望の用途（通例はインビボでの治療）で許容される期間内に
溶解または分解するポリマーは、いったん約２５℃～約３８℃の温度を有するｐＨ６～８
の生理的溶液に曝露されたら、約５年未満で、または約１年未満で分解するであろう。側
鎖の加水分解は、ポリマーの侵食を生じる。加水分解側鎖の例としては、側鎖がアミノ結
合を通じてリン原子に結合されている非置換および置換イミダゾールおよびアミノ酸エス
テルが挙げられる。
【０１０５】
　各種の種類のポリホスファゼンの合成および分析方法は、米国特許第４，４４０，９２
１号、第４，４９５，１７４号、および第４，８８０，６２２号に記載されている。上記
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の他のポリマーの合成方法は、当分野で既知である。たとえばＣｏｎｃｉｓｅ　Ｅｎｃｙ
ｃｌｏｐｅｄｉａ　ｏｆ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｐｏｌｙｍｅｒｉ
ｃ　Ａｍｉｎｅｓ　ａｎｄ　Ａｍｍｏｎｉｕｍ　Ｓａｌｔｓ，Ｅ．Ｇｏｅｔｈａｌｓ，編
集（Ｐｅｒｇａｍｅｎ　Ｐｒｅｓｓ，Ｅｌｍｓｆｏｒｄ，Ｎ．Ｙ．１９８０）を参照。多
くのポリマー、たとえばポリ（アクリル酸）、アルギナート、およびＰＬＵＲＯＮＩＣＳ
（商標）は市販されている。
【０１０６】
　ある実施形態において、バイオポリマーマトリクスは、混合物として固体成分を調製す
ることと、次にポリマーマトリクスの形成を誘発するために該混合物に圧力をかけること
とによって製造されうる。たとえば一実施形態において、バイオポリマー、たとえばタン
パク質、フィブリン、フィブリノゲン、コラーゲン、ゼラチン、エラスチン、細胞外マト
リクス構成要素、ポリサッカライド、ヒアルロン酸、および同様のこのようなポリマーは
粉末化され（たとえば微粉砕、粉砕、スプレー乾燥など）、次に圧縮される。他の実施形
態において、粉末は物質、たとえば可塑剤、架橋剤、充填剤、微粒子、ポロゲン、生物学
的応答調節物質、抗原、薬物、ホルモン、トレーサ、ＲＮＡ、ＤＮＡ、または標識化合物
、その組合せなどと圧縮前に混合される。ある実施形態において、混合物は、生物学的応
答調節物質などの感熱性化合物が変性しない、または生物活性を失わない温度にて圧縮さ
れる。たとえば一実施形態において、感熱性タンパク質は、タンパク質の変性温度または
融点より低い温度にて圧縮可能であり、それゆえ圧縮後にポリマーマトリクスにおける生
物活性が維持される。圧縮されたバイオポリマーは、３次元構造物および２次元構造物、
たとえばシート、ロッド、およびフィラメントを含むいずれの形状にも作製されうる。バ
イオポリマー構造物は、各種の手法（たとえば鋳造、冷間圧縮、射出成形、金型押し出し
など）を使用して調製可能であり、ここで印加された圧力の量はバイオポリマー構造物の
厚さおよび密度を制御する。
【０１０７】
　ある実施形態において、構造物、たとえばバイオプラスチックペレットは、固化された
バイオポリマーを１５０ミクロン以下（たとえば少なくとも１００メッシュ標準ふるい）
の粒径の粉末に粉砕することによってバイオポリマーから形成される。ある他の実施形態
において、可塑剤はバイオポリマーにたとえば、１２．５重量％、１９重量％、２１重量
％、２５重量％、３５重量％および５０重量％可塑剤で添加される。なお他の実施形態に
おいて、粉末（および混合物中のいずれかの追加成分）は、たとえばグリセリンと混合さ
れ、均質になるまで混合される。他のある実施形態において、本明細書で開示されるバイ
オポリマー組成物が次に圧縮される。当業者は、圧縮がたとえばペレットプレスの使用を
含むいずれの手段によっても達成されうることを認識するであろう。圧縮はいずれの適切
な圧力でも、たとえば１０００ポンド、２０００ポンド、３０００ポンド、４０００ポン
ド、５０００ポンド、６０００ポンド、７０００ポンド、８０００ポンドの圧力で行われ
うる。当業者は、このような圧力がＰＳＩ、トル、バールまたは他のいずれかの適切な測
定尺度への相互変換を含むいずれの方法でも報告されうる。ある他の実施形態において、
離型剤、たとえばレシチンを使用して、圧縮されたバイオポリマーのプレスまたは型から
の除去を促進する。ある他の実施形態において、バイオポリマーは、バイオポリマーマト
リクスを形成するために適切な温度（たとえば６０℃、６６℃、７０℃、８０℃）および
適切な圧力（たとえば５０００ポンド～７０００ポンド）にて、適切な時間（たとえば１
、５、１０、２０、３０、４０、５０、６０分以上）にわたって圧縮される。ある他の実
施形態において、型圧は最大化され、約２０分間にわたって一定（たとえば約７０００ポ
ンドの圧力にて）のままである。なお他の実施形態において、型温度は、約８０℃の初期
値から約２７℃（室温）の最終安定値に達するまで低下する。
【０１０８】
　上で議論したように、バイオポリマー混合物は、ポリマー粉末と混合された追加成分、
たとえばポロゲンを含みうる。このようなポロゲンは、バイオポリマー粉末内に均一に、
または不均一に分散されうる。ポロゲンの不均一分散を使用して、構造物の生分解性、力
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学的特性などを調節するために最終形成構造物内での孔勾配および／または分布を導入す
ることができる。加えて、他の成分は、このような方法で均一または不均一に包含されて
、たとえばポリマーマトリクス内に物質の生化学勾配を導入しうる。
【０１０９】
　ある実施形態において、帯電側鎖を含む水溶性ポリマーは、ポリマーを対立する電荷の
多価イオン、ポリマーが酸性側鎖基を有する場合には多価カチオン、またはポリマーが塩
基性側鎖を含有する場合には多価アニオンのどちらかを含有する水溶液と反応させること
によって架橋されうる。ハイドロゲルを形成するために、酸性側鎖基を有するポリマーを
架橋するためのカチオンとしては、２価および３価カチオン、たとえば銅、カルシウム、
アルミニウム、マグネシウム、およびストロンチウムが挙げられる。これらのカチオンの
塩の水溶液は、軟質の高度に膨潤したハイドロゲルおよび膜を形成するためにポリマーに
添加されうる。ハイドロゲルを形成するためのポリマーを架橋するためのアニオンは、低
分子量ジカルボン酸イオン、テレフタレートイオン、硫酸イオン、および炭酸イオンなど
の２価および３価アニオンを含む。これらのアニオンの塩の水溶液は、カチオンに関して
記載されたように、軟質の高度に膨潤したハイドロゲルおよび膜を形成するためにポリマ
ーに添加されうる。
【０１１０】
　また各種のポリカチオンを使用して複合体化させ、それによりポリマーを半透過性表面
膜内へ安定化させることができる。ポリカチオンの例としては、ポリ－Ｌ－リジンはもち
ろんのこと、天然ポリカチオン、たとえばポリサッカライド、キトサンが挙げられる。
【０１１１】
　ある実施形態において、ポリマー、たとえば当分野で既知であり、本明細書で開示され
るポリマーは、化学架橋剤を使用して架橋されうる。なお他の実施形態において、化学架
橋剤は固体である。ある他の実施形態において、固体架橋剤は水の存在下で活性となる。
それゆえある実施形態において、固体架橋剤は乾燥ポリマーと混合されうるか、そうでな
い場合は脱水ポリマーマトリクス（たとえばフィブリン、ゼラチンなど）に包含されうる
。いずれの作用の機構または理論によって縛られることなく、驚くべきことに、たとえば
ポリマーが残留水および／またはアミノ基を含有する場合には、固体架橋剤は水和の前で
すら活性でありうることが発見されている。それゆえ固体架橋剤が使用される場合、固体
架橋剤は水和の前に、または別の方法では水への露出前に活性でありうる。たとえば一実
施形態において、固体架橋剤のゲニピンはポリマー混合物中に包含され、次にポリマー中
にすでに存在する、および／または次に形成されるポリマーマトリクスが水浴中に配置さ
れたときに吸収されている、どちらかの水によって活性化される。水は、すでにマトリク
スに存在している（たとえば圧縮のために）か、または迅速にポリマーマトリクス（たと
えばバイオポリマーマトリクス）中に拡散するかのどちらかであるために、架橋はゲル全
体で迅速および均一に発生する。本方法は、液体架橋剤でしばしば見られる問題であって
、該架橋剤がゲル内に拡散するにつれて架橋して硬い外側シェルを生成し、同時にゲルの
内側部分は、架橋剤の低速の拡散のために架橋剤に露出されていないために水で膨潤して
いないという問題を防止する。このような不均一性は、構造内で圧力を生じ、場合により
ひび割れおよび変形をもたらしうる。
【０１１２】
　それゆえある実施形態において、ゲニピンなどの固体架橋剤が使用されうる。ゲニピン
（シクロペンタ（ｃ）ピラン－４－カルボン酸、１，４ａ－α，５，７ａ－α－テトラヒ
ドロ－１－ヒドロキシ－７－（ヒドロキシメチル）－，メチルエステル４）は、ゲニポシ
ドのピラン加水分解生成物であり、アミンとの架橋を形成しうる。ゲニピンは非毒性架橋
剤であり、グルタルアルデヒドなどの多くの他の架橋剤が細胞に対して毒性であることが
示されているため、多くの生物医学用途での使用に良好に適している。加えて、ゲニピン
結合は青色および蛍光性に変わり、それゆえリアルタイムでの架橋の程度および位置の目
視監視が可能となる。ある他の実施形態において、固体架橋剤はたとえば、ホルムアルデ
ヒド亜硫酸水素ナトリウムである。ある実施形態において、カルボン酸のＮＨＳエステル
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は、固体架橋剤として使用される。
【０１１３】
　当業者は、ポリマーマトリクス内での分子の保持は、マトリクスが選択的に透過性であ
る、すなわちマトリクスがより大きな分子でなく、より小さな分子の拡散を可能にする場
合に向上されうることを認識している。たとえば抗体および３０，０００Ｄを超える分子
量を有する他のタンパク質のマトリクスへの通過を防止するが、細胞成長および代謝に必
須の栄養素の通過を可能にするために、マクロマー／ポリマーの有用な浸透率はたとえば
１０，０００Ｄ～３０，０００Ｄの範囲内にある。より小さいマクロマーは、より低い分
子量のカットオフを有する、より高密度のポリマーマトリクスを生じる。
【０１１４】
　生侵食性または生分解性ポリマーから生成された足場の侵食速度もポリマーの分子量に
関連付けられる。より高い分子量の（たとえば平均分子量９０，０００以上の）ポリマー
は、その構造完全性を長期間にわたって維持する足場を生成するのに対して、より低い分
子量の（たとえば平均分子量３０，０００以下の）ポリマーは、はるかに迅速に侵食する
足場を生成する。
【０１１５】
　ある実施形態において、骨誘導成長を促進するために機械加工、微粉砕、粉砕などによ
って、さらなる特徴、たとえば粗面化したスポット、孔、穴などが足場に導入されうる。
細胞はただちに移動してこのような粗面化された表面に付着する。
【０１１６】
　本発明の組成物への孔の導入は、本明細書で開示する組成物の浸透率、分解率、および
力学的特性を調節するためにも使用されうる。たとえば孔は力学的または化学的にポリマ
ーマトリクス内へ導入される。ある実施形態において、孔は、フィルムに穴を機械加工（
たとえばパンチング）することによって力学的に導入され、フィルムは次に本明細書に記
載されるように積み重ねされるか、または巻き付けられる。ある他の実施形態において、
孔は、ポロゲンをポリマー中に包含させて、続いていったんポリマーマトリクスが形成さ
れたらポロゲンを除去することによって化学的に導入される。ある実施形態において、ポ
ロゲンは水性または有機溶媒に溶解性である。溶解性ポロゲンを含むポリマーマトリクス
が溶媒と接触して配置されるとき、ポロゲンはポリマーから放散されて、孔を残す。ある
実施形態において、ＮａＣｌ粒子はポロゲンとして溶媒としての水と共に使用されうる。
他の実施形態において、ポロゲンが有機相に溶解性である場合、ポリウレタン、ポリ乳酸
、乳酸－グリコール酸コポリマー、またはポリカプロラクトンは有機溶媒、たとえばクロ
ロホルムなどと併せて使用されうる。有機溶解性ポロゲンをポリマーマトリクス中で使用
することが、有機溶媒中に配置されたときにこれらがポリマーマトリクスから放散されな
いから、ポリマーマトリクスが追加の水溶性物質、たとえば生物学的応答調節物質などを
含む場合に好都合であろう。ある実施形態において、残留ＮａＣｌがある実施形態におい
て浸出後にポリマーマトリクス中に残存することが観察されているので、有機相系が水相
系よりも効率的に作用しうる。
【０１１７】
　なお他の実施形態において、ポロゲンは昇華ポロゲンでありうる。昇華ポロゲンは、適
切な温度および圧力下で気相中に直接昇華して、それゆえ、溶媒浸出の必要が全くなくな
る。ある実施形態において、昇華ポロゲンはたとえば、酢酸アンモニウム、塩化アンモニ
ウム、重炭酸アンモニウム、炭酸アンモニウム、またはトリフルオロ酢酸ピリジニウムで
ありうる。当業者は、物質が昇華する温度および圧力が相図から三重点として既知である
ことを認識する。それゆえ、昇華を使用して孔を導入するために、温度および圧力はポロ
ゲンのこの三重点よりも低くなければならない。このようなものとして、三重点が既知で
あるか、または決定されうる、実質的にいずれの物質も本発明の方法および組成物におけ
る昇華ポロゲンとして使用されうる。追加の実施形態において、昇華ポロゲンは生体適合
性であり、いずれかの残留ポロゲンがポリマーマトリクス中に残存している場合に、植え
込みまたは使用時に生物に対して毒性でないことを意味する。なお他の実施形態において
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、昇華ポロゲンは、ポリマーマトリクスに含まれるいずれかの追加の物質、たとえば感熱
性タンパク質または薬物が昇華プロセス中に変性または分解されない十分に緩和な条件（
たとえば低い温度および圧力）下で；たとえば８０℃未満、７０℃未満、６５℃未満、６
０℃未満、５５℃未満、５０℃未満、４５℃未満、４０℃未満、３５℃未満、３０℃未満
、または室温で除去される。ある実施形態において、昇華ポロゲンは、減圧、たとえば真
空を使用して、除去される。真空圧力は、１００ミリバール未満、５０ミリバール未満、
２５ミリバール未満、２０ミリバール未満、１５ミリバール未満、１０ミリバール未満、
５ミリバール未満、１ミリバール未満でありうるか、またはより低い。なお他の実施形態
において、昇華ポロゲンは、たとえば上で議論したように真空下でゲルを乾燥させて、そ
れゆえ水およびポロゲンを本明細書で開示した乾燥温度および圧力にて除去することによ
って、水と共に除去される。
【０１１８】
　導入の方法にもかかわらず、孔は閉鎖（すなわち他の孔または表面との連続空間を形成
しない孔）または相互連結されうる（すなわち他の孔または表面との連続空間を形成する
孔）。ある実施形態において、本発明の組成物は相互連結孔を含む。このような相互連結
孔は、ポロゲン残留物がポリマーマトリクス内に捕捉されにくく、それゆえ構築物がより
生体適合性になりやすいので、生物用途には好都合である。
【０１１９】
　他の実施形態において、本明細書で開示した組成物は、温度依存性または感熱性ハイド
ロゲルでありうる。これらのハイドロゲルは、いわゆる「逆ゲル化」特性を有する必要が
ある、すなわちそれらは室温以下では液体であり、より高い温度、たとえば体温まで加温
されたときにゲルである。それゆえ、これらのハイドロゲルは、室温以下では液体として
容易に利用でき、体温まで加温されたときに半固体ゲルを自動的に形成する。このような
温度依存性ハイドロゲルは、ＰＬＵＲＯＮＩＣＳ（商標）（ＢＡＳＦ－Ｗｙａｎｄｏｔｔ
ｅ）、たとえばポリオキシエチレン－ポリオキシプロピレンＦ－１０８、Ｆ－６８、およ
びＦ－１２７、ポリ（Ｎ－イソプロピルアクリルアミド）、およびＮ－イソプロピルアク
リルアミドコポリマーである。
【０１２０】
　当業者は、ポリマーがその物理的特性、たとえば多孔性、分解率、転移温度、および剛
性度に影響を及ぼすように操作されうることを認識する。たとえば塩の存在下および非存
在下での低分子量サッカライドの添加は、代表的な感熱性ポリマーの下部臨界溶解温度（
ＬＣＳＴ）に影響を及ぼす。加えてこれらのゲルが５～２５％（Ｗ／Ｖ）の範囲の濃度で
分散により４℃にて調製されるとき、粘度およびゲル－ゾル（ゲル－溶解）転移温度が影
響を及ぼされ、ゲル－ゾル転移温度は濃度と逆に関連付けられる。これらのゲルは、細胞
を生存させ、栄養供給できる拡散特徴を有する。たとえば米国特許第４，１８８，３７３
号は、熱ゲル化水性系を提供するために水性組成物中でＰＬＵＲＯＮＩＣ（商標）ポリオ
ールを使用することについて記載している。米国特許第４，４７４，７５１号、第４，４
７４，７５２号、第４，４７４，７５３号、および第４，４７８，８２２号は、熱硬化性
ポリオキシアルキレンゲルを利用する薬物送達システムについて記載している；これらの
システムでは、ゲル転移温度および／またはゲルの剛性の両方が、ｐＨおよび／またはイ
オン強度の調整、ならびにポリマーの濃度によっても調節されうる。
【０１２１】
　なお他の実施形態において、本明細書で開示する構成は、ｐＨ依存性ハイドロゲルであ
る。これらのハイドロゲルは特定のｐＨ値より下または上で液体であり、特定のｐＨ、た
とえば人体内の細胞外流体の正常なｐＨ範囲である７．３５～７．４５に露出させたとき
にゲルである。それゆえこれらのハイドロゲルは、体内で液体として容易に利用可能であ
り、体のｐＨに露出されたときに自動的に半固体ゲルを形成しうる。このようなｐＨ依存
性ハイドロゲルの例は、ＴＥＴＲＯＮＩＣＳ（商標）（ＢＡＳＦ－Ｗｙａｎｄｏｔｔｅ）
、エチレンジアミンのポリオキシエチレン－ポリオキシプロピレンポリマー、ポリ（ジエ
チルアミノエチルメタクリレート－ｇ－エチレングリコール）、およびポリ（２－ヒドロ
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キシメチルメタクリレート）である。このようなコポリマーは、その物理的特性に影響を
及ぼす標準技法によって操作されうる。
【０１２２】
　ある実施形態において、本明細書で開示される構造物は、たとえば可視光または紫外光
のどちらかによって固化された光固化プラスチックを含みうる。ある実施形態において、
たとえば米国特許第５，４１０，０１６号に記載されているように、ハイドロゲルは、水
溶性領域、生分解性領域、および少なくとも２つの重合性領域を含むマクロマーより成っ
ている。たとえばハイドロゲルは、コアと、コアの各端の伸長と、各伸長のエンドキャッ
プとを含む、生分解性重合性マクロマーから開始しうる。コアは親水性ポリマーであり、
伸長は生分解性ポリマーであり、エンドキャップは可視または紫外光、たとえば長波長紫
外光への露光時にマクロマーを架橋できるオリゴマーである。
【０１２３】
　このような光固化ポリマーの例としては、ポリエチレンオキシドブロックコポリマー、
アクリレート末端基を有するポリエチレングリコールポリ乳酸コポリマー、両端にてアク
リレートによってキャップされた１０，０００Ｄポリエチレングリコール－グリコリドコ
ポリマーが挙げられる。ＰＬＵＲＯＮＩＣ（商標）ハイドロゲルと同様に、これらのハイ
ドロゲルを含むコポリマーは、その物理的特性、たとえば分解率、結晶性の相違、および
剛性度を調節するために、当業者に既知の技法によって操作されうる。
【０１２４】
　他の実施形態において、構造物、たとえば本明細書で開示される構造物は、生侵食性ま
たは生分解性合成ポリマーでありうる。適切なポリマーとしては、たとえば生侵食性ポリ
マー、たとえばポリ乳酸（ＰＬＡ）、ポリグリコール酸（ＰＧＡ）、ポリラクチド－ｃｏ
－グリコリド（ＰＬＧＡ）、ポリカプロラクトン、ポリカーボネート、ポリアミド、ポリ
無水物、ポリアミノ酸、ポリオルトエステル、ポリアセタール、ポリシアノアクリレート
および分解性ポリウレタン、および非侵食性ポリマー、たとえばポリアクリレート、エチ
レン－ビニルアセテートポリマー、および他のアシル置換セルロースアセテート、および
その誘導体、非侵食性ポリウレタン、ポリスチレン、ポリビニルクロライド、ポリビニル
フルオリド、ポリ（ビニルイミダゾール）、クロロスルホン化ポリオレフィン、ポリエチ
レンオキシド、ポリビニルアルコール、テフロン（商標）、およびナイロンが挙げられる
。例示的な実施形態において、構造物は生分解性であるＰＬＡ／ＰＧＡコポリマーを含む
。
【０１２５】
　本明細書では、所望の位置に植え込まれうる足場を作製および使用するのに有用なシス
テム、組成物、および方法が開示される。本明細書で開示される足場は、その必要がある
いずれかの哺乳類の足場を作製するのに使用されうる。興味のある哺乳類としては、ヒト
、イヌ、ウシ、ブタ、ネコ、ヒツジ、ウマなど、好ましくはヒトが挙げられる。
【０１２６】
　本明細書で開示される方法、組成物、および装置を使用して、異種移植片、同種移植片
、人工臓器、または他の細胞移植治療として利用されうる各種の足場が作製されうる。足
場を使用して、宿主と関連付けられたいずれかの損傷組織が修復および／または置換され
うる。本明細書で開示される足場は、他の用途にも、たとえば糖尿病、甲状腺機能障害、
成長ホルモン欠損症、先天性副腎過形成、およびパーキンソン病などの状態に罹患してい
る欠陥のある個体のための、ホルモン生成または組織生成インプラントにも適しうる。同
様に本明細書で開示される装置および方法は、たとえば生物活性および遺伝子治療生成物
を供給する植え込み型送達システムを含む治療用途に適切な足場を生成するのに有用であ
りうる。たとえば本明細書で開示される足場は、糖尿病治療用のインスリンを分泌する細
胞の源、変性コリン作動性ニューロンの欠損を防止するためのヒト神経成長因子を分泌す
る細胞、心筋再生のための衛星細胞、ハンチントン舞踏病のための線条体脳組織、肝細胞
、骨髄細胞、ドーパミンが豊富な脳細胞、およびパーキンソン病のための細胞、アルツハ
イマー病のためのコリン作用性が高い神経系細胞、中枢神経系に鎮痛剤を送達するための
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副腎クロム親和細胞、皮膚移植片のための培養上皮、および筋萎縮性側索硬化症のための
繊毛様神経栄養因子を放出する細胞などを供給するための、中枢神経系の治療に有用であ
りうる。例示的な実施形態において、本明細書で開示される足場を使用して損傷部位への
血管形成を誘発することによって、骨損傷を修復し、その治癒を誘発することができる。
【０１２７】
　他の例示的な実施形態において、本明細書で開示される方法、組成物、および装置を使
用して、空間および／または時間組織化治療を宿主の所望の位置に供給できる３次元足場
を生成できる。このような実施形態において、足場は、宿主内で予測可能な組織化された
方法で作用する、治療および／または診断剤、たとえば生物学的応答調節物質、抗原、薬
物、ホルモン、トレーサ、または標識化合物の３次元パターンを含有する。たとえば足場
は、構造物にわたって変化する１つ上の成長因子の勾配、たとえば構造物の中心から周囲
へ低下する濃度勾配、構造物の片側から反対側への勾配などを無数の各種の考えられる配
置で有しうる。空間勾配に加えて、上記の時間放出機構を使用して時間勾配も操作されう
る。このような空間および／または時間勾配を使用して、１つ以上の治療因子の組織化さ
れた用量がその必要がある生物に供給されうる。たとえばこのような空間および時間治療
を使用して、宿主の所望の位置に組織化された新血管新生を誘発することができる。創傷
治癒の間、血管新生因子が損傷部位にて生成されて、損傷部位から離れて低下する濃度勾
配を生じる。しかしながら、血管新生を誘発する伝統的な手法は、通例は非組織化された
血管形成すなわち血管腫をもたらす血管新生因子の均一な適用を含む。本明細書で開示さ
れる足場は、宿主の所望の位置における組織化され方向付けられた新血管新生の形成をも
たらす天然型創傷治癒応答信号を模倣する、３次元空間および／または時間配置での血管
新生因子の濃度勾配を供給するように操作されうる。
【０１２８】
　別の実施形態において、足場は１つ以上の細胞種に対して特異性である接着分子の３次
元パターンを含有しうる。たとえば接着分子の３次元パターンは、特定の細胞種を所望の
３次元アーキテクチャで足場に誘引および接着させるように構成されうる。これらの足場
を使用して、規定された位置において細胞付着／組織形成の所望の配置を誘起することが
できる。足場は永久または長期インプラントであり、宿主の本来の細胞が足場を置換する
ときに時間が経つにつれて分解しうる。例示的な実施形態において、異なる細胞結合特異
性を有する２個以上の接着分子は、２つ以上の所望の細胞種を特異的な３次元パターンに
固定するために足場上でパターン化される。本例示的実施例を実行するにあたって、各種
の技法を使用して、足場への２つ以上の細胞種の選択的細胞接着を促進することができる
。たとえば接着タンパク質、たとえばコラーゲン、フィブロネクチン、ゼラチン、ＩＶ型
コラーゲン、ラミニン、エンタクチン、およびグリコサミノグリカンを含む他の基底タン
パク質、たとえば硫酸ヘパリン、ＲＧＤペプチド、ＩＣＡＭ、Ｅ－カドヘリン、および細
胞表面タンパク質（たとえばインテグリン、ＩＣＡＭ、セレクチン、またはＥ－カドヘリ
ン）を結合する抗体。局在化タンパク質吸着、オルガノシラン表面修飾、アルカンチオー
ル自己組織化単層表面修飾、３次元基質を生成するための湿潤および乾燥エッチング、高
周波修飾、およびイオン注入などの方法も想定される（Ｌｏｒｎら、１９９３，Ｊ．Ｎｅ
ｕｒｏｓｃｉ．Ｍｅｔｈｏｄｓ　５０：３８５－３９７；Ｂｒｉｔｔｌａｎｄら、１９９
２，　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｐｒｏｇｒｅｓｓ　８：１５５－１６０；Ｓｉｎｇ
ｈｖｉら、１９９４，　Ｓｃｉｅｎｃｅ　２６４：６９６－６９８；Ｓｉｎｇｈｖｉら、
１９９４，Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ａｎｄ　Ｂｉｏｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　４３
：７６４－７７１；Ｒａｎｉｅｒｉら、１９９４，Ｉｎｔｌ．Ｊ．Ｄｅｖｅｌ．Ｎｅｕｒ
ｏｓｃｉ．１２（８）：７２５－７３５；Ｂｅｌｌａｍｋｏｎｄａら、１９９４，Ｂｉｏ
ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ａｎｄ　Ｂｉｏｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　４３：５４３－５５４
；およびＶａｌｅｎｔｉｎｉら、１９９３，Ｊ．Ｂｉｏｍａｔｅｒｉａｌｓ　Ｓｃｉｅｎ
ｃｅ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　５（１／２）：１３－３６）。
【０１２９】
　なお他の実施形態において、本明細書で開示される治療用バイオインクは、１つ以上の
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細胞種の３次元細胞アーキテクチャを直接播種するために使用されうる細胞でありうる。
これらの手法の組合せ、たとえば細胞および成長因子の３次元パターンも想定される。他
の実施形態において、細胞を使用して、器具の大きいまたは小さい表面積、創傷ドレッシ
ングまたは体の範囲をコーティングすることができる。このようなコーティングは、器具
に直接施用され、そして所望の位置に施用されうる。各種の実施形態において、細胞は個
別にまたは集団の分割量として施用されうる。本明細書で開示されるいずれの構造物も、
幹細胞を含む治療用途の細胞を播種されうる。
【０１３０】
　ある実施形態において、本明細書に記載した装置、方法、および組成物を使用して、相
互貫入ポリマーネットワーク（ＩＰＮ）を生成することができる。ＩＰＮは、それぞれ架
橋３次元ネットワークである２つ以上のポリマー成分の混合または合金である。個々のポ
リマー成分ネットワークは、ＩＰＮ内の他のポリマーネットワークと多かれ少なかれ物理
的に絡み合っているが、共有結合はしていない。ＩＰＮの特徴は、ＩＰＮが通常は両立し
ない２つのポリマーそれぞれによる好都合な特性の組合せを可能にすることである。たと
えば疎水性－親水性系では、可撓性および構造完全性は疎水性ポリマーによって付与され
、潤滑性は親水性ポリマーによって付与される。ＩＰＮは、ポリマーのそれぞれがネット
ワークを通じて連続マトリクスを形成する両連続系でありうる。
【０１３１】
　別の実施形態において、本明細書で開示される装置、方法、組成物および生成物は、低
侵襲外科技法と組合せて使用されうる。たとえば足場はインサイチューで生成されうるか
、または事前に製造されて、患者内へ低侵襲技法を使用して所望の位置に植え込まれうる
。ある実施形態において、低侵襲外科技法を使用して、焦点範囲に組織シーラントを供給
すること、および／またはたとえば細胞、ポリペプチド、ポリヌクレオチド、成長因子、
薬物などを含む治療剤の短期および／または長期投与を供給することができる。例示的な
一実施形態において、低侵襲技法を使用して、可動関節および半関節における硝子軟骨お
よび／または線維軟骨を修復する足場を供給することができる。別の例示的な実施形態に
おいて、血管の内側または外側の選択された部位に足場を製造または送達するための血管
形成処置に際して、吸収性血管創傷ドレッシングが送達されうる。血管創傷ドレッシング
は、管状、柔軟性、自己拡張型、薄型、生体適合性、血液適合性、および／または生吸収
性でありうる。ある実施形態において、このような創傷ドレッシングは、血管形成後の血
管再閉鎖のリスクを防止または実質的に低減しうる。他の実施形態において、血管創傷ド
レッシングは、たとえば抗血小板剤、たとえばアスピリンなど、抗血液凝固剤、たとえば
クマジン、抗生剤、抗血栓沈着剤、たとえばヘパリン、硫酸コンドロイチン、ヒアルロン
酸などを含むポリアニオン性ポリサッカライド、ウロキナーゼ、ストレプトキナーゼ、プ
ラスミノゲンアクチベータなど、創傷治癒剤、たとえば形質転換成長因子ベータ（ＴＧＦ
ベータ）など、糖タンパク質、たとえばラミニン、フィブロネクチンなど、多様な種類の
コラーゲンを含む、血管創傷の治療のための治療剤を用いて製造されうる。
【０１３２】
　別の実施形態において、本明細書で開示される装置、方法、組成物および生成物は、生
吸収性ドレッシングまたはバンドエイドを生成するために使用されうる。創傷ドレッシン
グは、創傷治癒ドレッシング、組織シーラント（すなわち組織または臓器からの、組織ま
たは臓器内への流体または気体、血液、尿、空気などの暴露を防止するために組織または
臓器を密封すること）、および／または細胞成長足場として使用されうる。各種の実施形
態において、創傷ドレッシングは、損傷組織を保護し、湿潤環境を維持して、水透過性で
あり、施用が容易であり、頻繁な交換が不要であり、非毒性であり、非抗原性であり、微
生物制御を維持して、および／または創傷部位に有効な治癒剤を送達することができる。
【０１３３】
　本明細書に記載された装置、方法、および組成物に基づいて使用される生吸収性シーラ
ントおよび接着剤の例としては、たとえばＦｏｃａｌによって生産されたＦＯＣＡＬＳＥ
ＡＬ（商標）；Ａｄｖｅｎｔｉｓ－Ｂｅｒｉｎｇによって生産されたＢＥＲＩＰＬＡＳＴ
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（商標）；ＣｏｎｖａＴｅｃ（Ｂｒｉｓｔｏｌ－Ｍｅｙｅｒｓ－Ｓｑｕｉｂｂ）によって
生産されたＶＩＶＯＳＴＡＴ（商標）；Ｂａｘｔｅｒによって生産されたＳＥＡＬＡＧＥ
Ｎ（商標）；　ＣｙｏＬｉｆｅによって生産されたＦＩＢＲＸ（商標）；Ｂａｘｔｅｒに
よって生産されたＴＩＳＳＥＥＬ（商標）およびＴＩＳＳＵＣＯＬ（商標）；Ｏｍｒｉｘ
　Ｂｉｏｐｈａｒｍによって生産されたＱＵＬＸＩＬ（商標）；Ｃｏｈｅｓｉｏｎ（Ｃｏ
ｌｌａｇｅｎ）によって生産されたＰＥＧ－コラーゲン結合；Ｄａｖｉｓ　＆　Ｇｅｅｋ
によって生産されたＨＹＳＴＯＡＣＲＹＬ　ＢＬＵＥ（商標）；Ｃｌｏｓｕｒｅ　Ｍｅｄ
ｉｃａｌ（ＴｒｉＰｏｉｎｔ　Ｍｅｄｉｃａｌ）によって生産されたＮＥＸＡＣＲＹＬ、
ＮＥＸＡＢＯＮＤ、ＮＥＸＡＢＯＮＤ　Ｓ／Ｃ（商標）、およびＴＲＡＵＭＡＳＥＡＬ（
商標）；Ｄｅｒｍａｂｏｎｄ（Ｅｔｈｉｃｏｎ）によって生産されたＯＣＴＹＬ　ＣＮＡ
（商標）；Ｍｅｄｉ－Ｗｅｓｔ　Ｐｈａｒｍａによって生産されたＴＩＳＳＵＥＧＬＵ（
商標）；および３Ｍによって生産されたＶＥＴＢＯＮＤ（商標）が挙げられる。
【０１３４】
　創傷ドレッシングは、整形外科用途、たとえば骨粗鬆症および他の骨疾患のための骨充
填／癒合、関節炎および他の関節疾患のための軟骨修復、腱修復と併せて；神経修復、臓
器修復、皮膚修復、血管修復、筋肉修復、および眼科用途を含む軟組織修復のために使用
されうる。例示的な実施形態において、創傷ドレッシングは、表面、たとえば気道の表面
、髄膜、体の滑膜腔、腹膜、心膜、腱および関節の滑液、腎被膜および他の漿膜、真皮お
よび表皮、吻合部位、縫合糸、ステープル、穿刺、切開、裂傷、または組織並置、尿管ま
たは尿道、腸、食道、膝蓋骨、腱または靭帯、骨または軟骨、胃、胆管、膀胱、動脈およ
び静脈を治療するために使用されうる。
【０１３５】
　例示的な実施形態において、創傷ドレッシングは、組織のコーティングまたは密封を必
要とするいずれかの病状に関連して使用されうる。たとえば肺組織は、術後の空気漏れに
対して密封されうる；血液、血清、尿、脳脊髄液、空気、粘液、涙液、腸内容物、または
他の体液が停止または最小化されうる；骨盤および腹部、心膜、脊髄および硬膜、腱およ
び腱鞘の術後接着を含む、術後接着を防止するためにバリアが施用されうる。創傷ドレッ
シングは、切開、擦過、火傷、炎症、および体の外面にコーティングの施用を必要とする
他の状態の修復および治癒において、露出した皮膚を治療するためにも有用である。創傷
ドレッシングは、他の体表面、たとえば血管を含む中空臓器の内側または外側にコーティ
ングを施用するためにも有用である。血管または他の通路の再狭窄も治療されうる。
【０１３６】
　創傷ドレッシングのための使用範囲としては、心臓血管手術用途、血管縫合線からの出
血の防止；血管移植片付着の補助；多孔性血管移植片の事前凝固の促進；びまん性拡散性
非特異性出血の止血；特にバイパス手術における冠動脈の吻合；心臓弁置換の補助；中隔
欠損を補正するためのパッチの密封；胸骨切開術後の出血；および動脈閉塞；気管支胸膜
皮膚瘻の密封、縦隔出血の低減、食道吻合の密封、および肺ステープルまたは縫合線の密
封を含む胸部手術用途；硬膜修復、微小血管手術、および末梢神経修復を含む神経外科用
途；腸吻合、肝臓切除、胆管修復、膵臓手術、リンパ節切除、漿液腫の低減および血腫形
成、内視鏡誘発出血、外套針切開の閉塞および密封、ならびに特に緊急処置における一般
外傷の修復を含む一般外科用途；皮膚移植片、火傷、痂皮の挫滅組織切除、および眼瞼形
成術（まぶた修復）を含む形成外科用途；鼻タンポン、耳小骨連鎖再建、声帯再建および
鼻修復を含む耳鼻咽喉科学（ＥＮＴ）用途；角膜裂傷または潰瘍、および網膜剥離を含む
眼科用途；腱修復、欠損の充填を含む骨修復、および半月板修復を含む整形外科用途；筋
切開の治療、癒着切離後の修復、および接着の防止を含む婦人科／産科用途；損傷管の密
封および修復、ならびに腎部分切除術後の治療および潜在的な使用を含む泌尿器科用途；
歯周病の治療および抜歯後の修復を含む口腔外科用途；腹腔鏡検査または他の内視鏡処置
のために作られた切開の、ならびに外科目的および他の用途で作られた開口の修復；疾患
状態の治療、たとえば血友病患者のびまん性出血の止血；ならびに治癒中の摩擦による損
傷を防止するための組織の隔離も挙げられる。いずれの場合においても、適切な治療剤が
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創傷ドレッシングに含まれうる。
【０１３７】
　ある実施形態において、創傷ドレッシングは、たとえば抗感染薬、たとえば抗生剤、抗
真菌剤、または抗ウィルス剤、抗炎症剤、細胞成長および／または分化を刺激するマイト
ジェン、損傷部位への細胞移動を刺激する薬剤、成長因子、骨、軟骨、皮膚、および肝臓
組織をそれぞれ復元または置換するための細胞、たとえば骨芽細胞、軟骨細胞、ケラチノ
サイト、および肝細胞を含む創傷部位での治療剤の送達を供給する治療用バイオインクを
用いて製造されうる。あるいは治療剤を製造後に創傷ドレッシングに、治療剤をドレッシ
ングに浸漬、噴霧、塗装、またはそうでなければ施用することによって添加することがで
きる。
【０１３８】
　各種の実施形態において、創傷ドレッシングは所望の位置にて直接製造されうるか、ま
たは事前に製造されて、創傷に施用されうる。創傷ドレッシングは、創傷部位を被覆する
ために組織に接着されうる平面フィルムの形でありうるか、または３次元構造物、たとえ
ばプラグまたはクサビの形でありうる。ある実施形態において、たとえば金属などの別の
材料の内側、周囲、付近に配置して組織の接着および内殖を促進するための、人工組織イ
ンタフェースが操作されうる。事前に製造された創傷ドレッシングは、各種の創傷への施
用に適した標準配置で供給され、そのまま施用されうるか、あるいは特定の創傷への施用
前に切断、造形、またはそうでなければ成形されうる。あるいは事前に製造された創傷ド
レッシングは、特定の創傷または創傷タイプに合せた配置で生成されうる。一実施形態に
おいて、創傷ドレッシングは、創傷へすぐに施用できる湿潤材料として供給される。別の
実施形態において、創傷ドレッシングは、創傷への施用時または施用前に再水和されうる
乾燥材料として供給される。
【０１３９】
　別の実施形態において、本明細書で開示される装置、方法、組成物、および生成物は、
体内でまたは体液に接触して使用される器具、たとえば医療器具、外科用器械、診断用器
械、薬物送達器具、および人工インプラントなどのコーティングを製造するために使用さ
れうる。コーティングは、このような物体上で直接製造されうるか、またはシート、フィ
ルム、ブロック、プラグ、または他の構造物で事前に製造され、器具に施用／接着されう
る。このようなコーティングは、組織工学足場として、拡散膜として、インプラントを組
織に接着させる方法として、治療剤の送達方法として、および／またはインプラントに対
する宿主からの免疫応答を防止または抑制することによってインプラント安定性を延長す
る方法として有用でありうる。各種の実施形態において、コーティングは植え込み型器具
、たとえばペースメーカー、除細動器、ステント、整形外科用インプラント、泌尿器科用
インプラント、歯科用インプラント、胸部インプラント、組織増大、心臓弁、人工角膜、
骨補強、および顎顔面再建；器具、たとえば経皮カテーテル（たとえば中心静脈カテーテ
ル）、経皮カニューレ（たとえば補助人工心臓）、カテーテル、導尿カテーテル、経皮電
気ワイヤ、オストミー器具、電極（表面および植え込み）、および支持材料、たとえば開
口を密封または再建するために使用されるメッシュ；および他の組織－非組織インタフェ
ースに施用されうる。
【０１４０】
　例示的な実施形態において、本発明の組成物は血流を封鎖するために浸出創傷内に配置
されうる。このような創傷プラグまたは血液凝固用途はたとえば、戦場での用途に特に有
用である。
【０１４１】
　ある実施形態において、創傷ドレッシングは治療剤の所望の位置への送達を供給するた
めに製造されうる。治療剤は、医療処置の付属物として（たとえば抗生剤）、または処置
の主目的として（たとえば局所送達される遺伝子）コーティング内に含まれうる。受動機
能材料、たとえばヒアルロン酸はもちろんのこと、活性剤、たとえば成長ホルモンを含む
、各種の治療剤が使用されうる。たとえば細胞、タンパク質（酵素、成長因子、ホルモン
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、および抗体を含む）、ペプチド、有機合成分子、無機化合物、天然抽出物、核酸（遺伝
子、アンチセンスヌクレオチド、リボザイム、および三重鎖形成剤を含む）、脂質および
ステロイド、炭水化物（ヘパリンを含む）、糖タンパク質、およびその組合せを含む、多
種多様の治療剤が使用されうる。包含される薬剤、たとえば血管作用薬、神経活性剤、ホ
ルモン、抗凝固剤、免疫調節剤、細胞毒性剤、抗生剤、抗ウィルス剤は各種の生物活性を
有し、またはたとえばアンチセンス核酸、抗原、抗体、抗体断片、またはレセプターは特
異的結合活性を有しうる。
【０１４２】
　例示的な他の実施形態において、本明細書で開示される方法、組成物、および装置は、
抗生剤、抗ウィルス剤、ステロイド性および非ステロイド性の両方の抗炎症剤、抗悪性腫
瘍薬、チャネルブロッカを含む鎮痙、細胞成長インヒビターおよび抗接着性分子を含む細
胞－細胞外マトリクス相互作用の調節剤、酵素および酵素インヒビター、抗凝固剤および
／または抗血栓剤、成長因子、ＤＮＡ、ＲＮＡ、ＤＮＡ、ＲＮＡまたはタンパク質合成の
インヒビター、細胞移動、増殖および／または成長を調節する化合物、血管拡張剤、なら
びに組織への損傷を治療するために一般に使用される他の薬物を含む治療剤を送達する３
次元カプセル剤、錠剤、構造物、およびマトリクスを生成するために使用されうる。これ
らの化合物の具体例としては、アンギオテンシン変換酵素インヒビター、プロスタサイク
リン、ヘパリン、サリチラート、ニトレート、カルシウムチャネル遮断薬、ストレプトキ
ナーゼ、ウロキナーゼ、組織プラスミノゲンアクチベータ（ＴＰＡ）およびアニソイル化
プラスミノゲンアクチベータ（ＴＰＡ）およびアニソイル化プラスミノゲン－ストレプト
キナーゼアクチベータ複合体（ＡＰＳＡＣ）、コルヒチンおよびアルキル化剤、ならびに
アパタマーが挙げられる。細胞相互作用の調節剤の具体例としては、インターロイキン、
血小板由来成長因子、酸性および塩基性線維芽細胞成長因子（ＦＧＦ）、形質転換成長因
子ベータ（ＴＧＦ－ベータ）、上皮成長因子（ＥＧＦ）、インスリン様成長因子、および
それに対する抗体が挙げられる。核酸の具体例としては、遺伝子およびｃＤＮＡコードタ
ンパク質、発現ベクター、アンチセンスおよび他のオリゴヌクレオチド、たとえば遺伝子
発現を調節または防止するために使用されうるリボザイムが挙げられる。他の生物活性剤
の具体例としては、修飾細胞外マトリクス成分またはそのレセプター、ならびに脂質およ
びコレステロール封鎖剤が挙げられる。
【０１４３】
　さらなる実施形態において、本発明の組成物および方法と併せて使用されうる治療剤と
しては、タンパク質、たとえばサイトカイン、インターフェロンおよびインターロイキン
を含む生物学的応答調節物質、タンパク質、ならびにコロニー刺激因子が挙げられる。炎
症を阻害するためにセレクチンのレセプターに結合することが示されているシアル化ルイ
ス抗原を含む炭水化物。成長因子、サイトカイン、インターフェロン、インターロイキン
、タンパク質、コロニー刺激因子、ジベレリン、オーキシン、およびビタミンを含むとし
て；ペプチド断片または上の他の活性断片をさらに含むとして；形質転換または一時的発
現のどちらかにより、標的細胞においてこのような因子を合成可能であるベクター、すな
わち核酸構築物をさらに含むとして；天然シグナル分子、アンチセンスおよび三重鎖核酸
を含む、組織においてこのような因子の合成を刺激または抑制する因子などをさらに含む
として、幅広く解釈される、細胞または組織の成長因子である、「送達可能成長因子等価
物（ｄｅｌｉｖｅｒａｂｌｅ　ｇｒｏｗｔｈ　ｆａｃｔｏｒ　ｅｑｕｉｖａｌｅｎｔ）」
（ＤＧＦＥ）が使用されうる。例示的なＤＧＦＥは、ＶＥＧＦ、ＥＣＧＦ、ｂＦＧＦ、Ｂ
ＭＰ、ならびにそれらをコードするＰＤＧＦ３およびＤＮＡである。例示的な血餅溶解剤
は、組織プラスミノゲンアクチベータ、ストレプトキナーゼ、ウロキナーゼ、およびヘパ
リンである。
【０１４４】
　他の実施形態において、たとえば接着の防止において有用である、抗酸化活性を有する
（すなわち活性酸素の形成を破壊または防止する）薬物が使用されうる。例としては、ス
ーパーオキシドジスムターゼが挙げられ、または他のタンパク質薬物としては、カタラー
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ゼ、ペルオキシダーゼ、および一般的なオキシダーゼまたは酸化酵素、たとえばチトクロ
ームＰ４５０、グルタチオンペルオキシダーゼ、および他の未変性または変性ヘモタンパ
ク質が挙げられる。
【０１４５】
　なお他の実施形態において、哺乳類ストレス応答タンパク質または熱ショックタンパク
質、たとえば熱ショックタンパク質７０（ｈｓｐ７０）およびｈｓｐ９０、またはストレ
ス応答タンパク質または熱ショックタンパク質発現を阻害または低下するように作用する
刺激、たとえばフラボノイドも使用されうる。
【０１４６】
　上記のように、本発明の過活動膀胱のための製薬組成物または治療剤は、調製物が各活
性成分、化合物（Ｉ）またはその製薬的に許容される塩および抗コリン剤を含有するよう
に調合される限り、単一の調製物または調製物の組合せで使用、投与または生成されうる
。好ましくは、過活動膀胱のための製薬組成物または治療剤は、経口投薬に適した単位投
薬形、たとえば錠剤またはカプセル剤を有するか、あるいは非経口投与に適した単位投薬
形、たとえば注射剤を有する。調製物が調製物の組合せとして使用または投与されるとき
に、それらは共に、または間隔を置いて別個に使用または投与されうる。
【０１４７】
　ある実施形態において、本発明の組成物は、治療剤または診断剤の経口または非経口送
達に適した錠剤、カプセル剤、または生分解性インプラントを形成するポリマーマトリク
スを含む。このような組成物は、カプセル剤またはマトリクスの分解が局所的な細胞また
は生理学的環境、たとえば温度、ｐＨ、炎症および／または壊死の部位に応答する場合に
特に有用である。それゆえある実施形態において、本発明の組成物は、治療剤または診断
剤に加えて、希釈剤、賦形剤、崩壊剤、潤滑剤、バインダ、界面活性剤、水、生理的食塩
水、植物油、可溶化剤、等張化剤、保存料、抗酸化剤などを含みうる。錠剤およびカプセ
ル剤はたとえば、ラクトースなどの賦形剤、デンプンなどの崩壊剤、ステアリル酸マグネ
シウムなどの潤滑剤、ヒドロキシプロピルセルロースなどのバインダ、脂肪酸エステルな
どの界面活性剤、およびグリセリンなどの可塑剤を含みうる。
【０１４８】
　本明細書で開示される構造物は、力学的特性、たとえばインストロン試験機を使用する
引張強度に関して、ゲル透過クロマトグラフィー（ＧＰＣ）による分子量、示差走査熱量
測定（ＤＳＣ）によるガラス転移温度、および赤外（ＩＲ）分光法による結合構造につい
て、エームズ検定およびインビトロでの催奇形性アッセイを含む初期スクリーニング試験
による毒物学、ならびに免疫原性、炎症、放出、および分解研究のための動物での植え込
み研究に関して特徴付けられうる。
【０１４９】
　例示的な実施形態において、本明細書で開示されるプロセスおよび組成物を使用して、
血管新生を制御するための組織操作構築物をインサイチューまたは生体外で製造すること
ができる。プロセスは、組換えヒト線維芽細胞成長因子－２（ＦＧＦ－２）を含むフィブ
リンのバイオミメティック細胞外マトリクス（ｂＥＣＭ）を製造するために使用されうる
。
【０１５０】
　一般にＦＧＦ－２を含むｂＥＣＭを使用して、制御された血管新生を誘発することがで
きる。特に血管新生を目標とするＦＧＦ－２の勾配を用いた、または用いないフィブリン
ベースｂＥＣＭ設計は、骨組織工学で使用されうる。血管新生は、骨形成および組織操作
骨移植片包含の成功のための前提条件である。各種の組織をも目標とする広範囲のバイオ
ポリマー材料および成分が利用されうる。
【０１５１】
　操作された組織構築物における血管新生に対処する複数の方法がある。ほとんどの場合
、成長因子（ＧＦ）、たとえば骨形成タンパク質、細胞または両方のｂＥＣＭ送達は、細
胞付着のための構造支持体、キュー、および表面を供給する。例としては、ＥＣおよび他
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の細胞、たとえば幹細胞とのｂＥＣＭの播種および培養、肝細胞および他の細胞種とのチ
ャネルのネットワークを有する構造化ｂＥＣＭのインビトロでの播種および培養、インビ
トロで培養され、得られた層が３次元構造物に折り畳まれる、微細加工分岐チャネル内へ
のＥＣおよび他の細胞のインビトロでの播種；ＶＥＧＦをコードする組換えレトロウィル
スを移入された細胞とのｂＥＣＭの播種；ならびに捕捉、吸収、マイクロキャリアまたは
共有結合によるマトリクスへの固定化によるｂＥＣＭへのＶＥＧＦ－Ａ　１６５またはＦ
ＧＦ－２の包含が挙げられる。例示的な実施形態において、足場を形成するプロセスは、
フィブリンｂＥＣＭをＦＧＦ－２と共に包含することを含む。本プロセスは、制御された
予測可能な血管形成応答を与える。
【０１５２】
　細胞、ＧＦ、およびＥＣＭは基本的な組織ブロックである。恒常性および創傷修復にお
けるこれらのブロックそれぞれの機能上の役割は、組織工学設計を誘導する。血管新生は
、恒常性および創傷修復において再三発生するテーマである。血管新生が創傷修復に対し
て有する強力な役割の結果として、本明細書で開示される装置、組成物、および方法は、
組織操作療法を提供する。血管新生を伴わないと、数立方ミリメートルを超える体積の組
織は、栄養素および酸素の拡散によって生存できない。
【０１５３】
　血管新生は、特定の空間および時間制御の下で起こる。ＶＥＧＦおよび血小板由来成長
因子－ＢＢ（ＰＤＧＦ－ＢＢ）のｂＥＣＭからの時間放出が新血管形成を効果的に向上さ
せることが示唆されてきた。ＶＥＧＦが化学誘引、有糸分裂誘発、および内皮細胞の分化
を促進することと、ＰＤＧＦが新血管形成のための平滑筋細胞の発生を強化することが考
えられている。
【０１５４】
　本明細書で開示される方法および装置を使用して、血管新生因子を送達して、それゆえ
創傷修復を補助するための複数の生物学的基準を満たすｂＥＣＭが構築されうる。血管新
生因子は、ｂＥＣＭによる制御および予測可能な方法によって、空間的に局在、保護、お
よび送達されうる。
【０１５５】
　ＶＥＧＦ、ＦＧＦ－２およびＰＤＧＦなどの血管新生因子は通例、溶解形で内在的に送
達される。その上、因子を「ウォッシュアウト」および希釈する創傷植え込み部位におけ
る拡散および対流は回避されるべきである。投与された用量を増加させることは、このよ
うな効果を緩和できるが、潜在的な全身性副作用のために問題をはらんでいる。したがっ
て因子は、薬物動態が十分に予測可能な血管形成と、それに続く組織修復となるように、
ｂＥＣＭ内に係留または捕捉すべきである。
【０１５６】
　血管新生の速度および量に加えて、新生血管ネットワークの品質およびトポロジーが重
要である。送達された血管新生分子およびＥＣは、血管腫および他の異常な血管構造を含
む血管病理の病原体として関与している。本明細書で開示される方法、組成物および装置
によって発生されたｂＥＣＭ／ＦＧＦ－２は、正常な血管形成のための組織化された機能
性プラットフォームを供給する。本明細書で開示される勾配、孔、および構造形を使用し
て、ＦＧＦ－２は、ｂＥＣＭ全体に包含可能であり、ＦＧＦ－２の放出はたとえば空間濃
度勾配によって調節されうるか、および／または細胞内殖および生分解中に放出されうる
。したがって新血管形成が方向付けおよび組織化される。
【０１５７】
　例示的な実施形態において、本明細書で開示される方法、組成物および装置は骨組織工
学で使用されうる。血管新生および骨形成は関連しているので、レシピエント部位の血管
分布と骨移植片の生存能との間には強力な相関がある。ＶＥＧＦに関するノックアウトマ
ウスによる最近の研究は、血管新生と骨との間の相互関係を強調している。骨移植片治癒
の初期段階は、フィブリン血餅内の血管新生を指示する走化性およびケモキネシスシグナ
ル（たとえばＶＥＧＦ、ＰＤＧＦ、ＦＧＦ－２）を含む。その上、血管新生および骨形成
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に必要とされるＧＦの空間および時間パターンも、有糸分裂誘発、細胞形状、運動分化、
タンパク質分泌、およびアポトーシスを調節するために必要とされる。
【０１５８】
　骨再生中の比較的予測可能で組織化された一連の細胞および分子事象は、骨組織工学の
ためにｂＥＣＭ内に血管新生因子の制御された空間勾配を生成するための機構を与える。
たとえば骨折が生じたときに、部位の局所性の血管が破壊され、創傷およびすぐ周囲の範
囲が無血管性となり、局在する低酸素症およびアシドーシスを引き起こす。常在する内皮
細胞（ＥＣ）が低酸素およびアシドーシス環境に応答して、ＶＥＧＦおよびＦＧＦを分泌
する。これらの血管新生因子の局在する空間濃度勾配がフィブリン血餅全体に生成されて
、骨形成に先立って組織化された新生血管応答がもたらされる。したがってＦＧＦ－２を
含むｂＥＣＭは、創傷部位にて根本的な生物応答を提供するであろう。
【０１５９】
　各種の実施形態において、フィブリン系ｂＥＣＭは、たとえばＦＧＦ－２およびＰＤＧ
Ｆを含む２個以上の血管新生分子を含みうる。ＦＧＦ－２およびＰＤＧＦを含むこのよう
なｂＥＣＭは、たとえば臨界サイズ欠陥（ＣＳＤ）の治癒を再生するのに有用である。あ
る実施形態において、頭蓋冠ＣＳＤの組織操作設計は、構造物の底部から上部にかけて上
昇する勾配を有する。このような構造物がＣＳＤ欠陥内に配置されたとき、勾配はより高
い成長因子濃度を有する領域へ向かう上方向への細胞の移動を促進する。細胞の時間移動
も、底部から上部への多孔性勾配（たとえば上部は底部より多孔性が低い）を低下させる
ことを使用して制御されうる。細胞が足場のより高い密度／より低い多孔性範囲に遭遇す
ると、その移動は遅くなるであろう。ある例において、ある方向への細胞移動を防止する
ために、足場の１つ以上の範囲における濃厚または非孔性層を有することが所望でありう
る。このような層は、規定の形状または軸に沿った組織の形成のためのガイドとして作用
する。
【０１６０】
　他の実施形態において、頭蓋冠ＣＳＤの組織操作設計は、ｂＥＣＭの中心でより高く、
制御された新血管形成を誘導する化学誘引物質および細胞分裂促進効果を最適化するため
に中心から周囲に向かって低下する濃度を有する、固定化ＦＧＦ－２の勾配を有する。ｂ
ＥＣＭの中心におけるＰＤＧＦは、新血管を安定化させるために平滑筋細胞の補充を促進
する。それゆえ時間制御は、ＰＤＧＦおよびＦＧＦ－２の空間配置によって達成されうる
。さらにフィブリン多孔性の空間的変化も時間パターンを調節する。フィブリン微小構造
は、３次元マトリクスの屈曲度を決定し、屈曲度の操作はｂＥＣＭの力学的特性、侵入細
胞の移動速度、タンパク質分解、および成長因子の有効性に影響を及ぼす。フィブリンコ
ンプライアンスの上昇は、インビトロでのＥＣ分化を促進する。
【０１６１】
　勾配設計の濃度範囲、方向、および形状は、創傷の生物学的特性によって決定されうる
。ＣＳＤ研究は、末梢骨の骨形成原細胞、硬膜、および皮下細胞源の著しい定量的相違に
ついて報告している。
【０１６２】
　原型的な血管新生誘発剤は、ＶＥＧＦおよびＦＧＦファミリである。ＶＥＧＦは、血管
新生、および血管拡張調節、血管透過性、および脈管形成のための強力な調節剤である。
形質転換成長因子－ベータ（ＴＧＦ－β）、腫瘍壊死因子－α（ＴＮＦ－α）、ＰＤＧＦ
、およびインスリン様成長は、追加の血管新生誘発族である。例示的な実施形態において
、ＦＧＦ－２は血管新生性および骨形成性であるので使用されうる。
【０１６３】
　９つの構成要素を超える成長ファミリであるＦＧＦは、胚発生、血管新生、再生、およ
び創傷治癒に関与する分裂促進ポリペプチドである。各種の実施形態において、酸性およ
び塩基性ＦＧＦ、ＦＧＦ－１、およびＦＧＦ－２が血管新生および骨形成のための治療用
途に使用される。その上、これらのアイソフォームは、細胞内カルシウム－一酸化窒素ル
ープによっておそらく媒介される血管拡張効果を促進する。この有益な血行力学効果はも
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ちろんのこと、ＦＧＦの血管新生能力も、組織操作療法の血管新生因子としての熱意に値
する。ある実施形態において、ＦＧＦ－２は、骨形成および骨折治癒に対するＦＧＦ－２
のプラスの影響のために使用されうる。
【０１６４】
　分解性ポリマーミクロスフェアによる生物因子のマイクロカプセル化は、組織工学にお
いて一般的な手法である。したがってある実施形態において、マイクロカプセル化を使用
して、時間に対して拡散性分子の放出を制御して、細胞応答を調節するために一時的な拡
散勾配を生成することができる。他の実施形態において、ＦＧＦ－２は、組織トランスグ
ルタミナーゼ（ｔＴＧ）によって固定化されうる。ＦＧＦ－２のｂＥＣＭへの特異的結合
（すなわち固相中のＦＧＦ－２）は、空間パターンの維持を供給する。多くのＧＦは、特
異的結合パターンを通じて未変性ＥＣＭでの常在を維持している。本明細書で開示する方
法は、バルク製造技法はもちろんのこと、空間パターン化の方法も提供する。結合相互作
用は、ＧＦ有効性を決定し、レセプター結合に影響を及ぼし、したがって細胞応答に著し
く影響を及ぼす。
【０１６５】
　例示的な実施形態において、ハイドロゲルを前駆物質として使用して、構造足場を形成
することができる。適切なハイドロゲルとしては、架橋、ｐＨ、イオン濃度を調節する第
２成分の補助によって、あるいは光重合、または体との接触による温度上昇によって、沈
着およびゲル化されうる、たとえばフィブリン、キトサン、コラーゲン、アルギナート、
ポリ（Ｎ－イソプロピルアクリルアミド）、およびヒアルロナートが挙げられる。例示的
な実施形態において、フィブリンが使用されうる。創傷治癒の間、フィブリンは創傷治癒
および血管新生のための基礎となる基層を供給する。フィブリンは、循環血漿フィブリノ
ゲンが創傷に局在化するときに発生し、一連の凝固事象の後にトロンビンによって最終的
にタンパク質分解により開裂されて、不溶性フィブリンネットワーク中へ自己組織化する
。このゲル化事象の後、相互連結フィブリン線維は、トランスグルタミナーゼ第ＸＩＩＩ
因子（ＦＸＩＩＩ）によって触媒された原線維間架橋によって安定化される。血漿および
血小板脱顆粒から、一連のＧＦ、細胞付着分子、プロテアーゼ、および血液細胞成分はフ
ィブリンマトリクス内に固定化および捕捉されるようになる。フィブリン特性は、分解率
および多孔性について制御されうる。加えて、フィブリンｂＥＣＭは、臨床的な多用性を
拡張するために、ＧＦ、骨誘導性バイオセラミック、およびプラスミドによって修飾され
うる。フィブリンはＦＧＦ－２に高い親和性で結合することが既知である。フィブリンは
、臨床用途において優れた生体適合性を証明した。他の実施形態において、他のハイドロ
ゲルまたはこれらのハイドロゲルの成分が使用されうる。
【０１６６】
　フィブリンポリマーのゲル化速度、構造、および材料特性は、フィブリノゲンおよびト
ロンビンの相対濃度、ｐＨ、イオン強度、およびフィブリン重合中に存在する他の生物物
理学的パラメータによって決定される。たとえばフィブリノゲン濃度は、またフィブリン
をプラスミンタンパク質分解から保護して、それゆえｂＥＣＭ分解を調節する、ＦＸＩＩ
Ｉによるフィブリンゲルの架橋と同様に、フィブリンゲル強度に直接影響を及ぼす。フィ
ブリンゲルの得られた３次元微小構造特性は、ＥＣ移動、増殖、および血管形態形成にお
いて決定的な役割を果たす。通例、移動のＦＧＦ－２およびＶＥＧＦ刺激は、より剛性の
、またはより多孔性の低いフィブリンゲルによって強化されるのに対して、毛細血管形態
形成は、より剛性の低い、またはより多孔性のゲルによって強化される。
【０１６７】
　例示的な実施形態において、フィブリノゲン、トロンビン、ＦＧＦ－２、組織トランス
グルタミナーゼ（ｔＴＧ）、および希釈緩衝液を合せて、バイオポリマーマトリクスを形
成する。ある実施形態において、ｐＨおよびイオン強度は、１５０ｍＭ　ＮａＣｌおよび
５ｍＭ　ＣａＣｌを含有する１００ｍＭ　Ｔｒｉｓ緩衝液、ｐＨ７．０において一定に維
持される。他の実施形態において、バイオポリマーマトリクスはその最も単純な形でフィ
ブリノゲンおよびトロンビンより成る。これらの２つの成分は、未変性血栓形成および市
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販のフィブリン接着剤の両方のベースを形成する。ＴＧ架橋フィブリン原線維の添加を使
用して、フィブリンポリマーを安定化させて、それにより力学的特性を改善することがで
きる。ＴＧは、ポリペプチド鎖間のγ－グルタミル－ε－リジン架橋の形成によって、タ
ンパク質の翻訳後修飾を触媒するＣａ２＋依存性酵素である。血漿ＦＸＩＩＩは、トロン
ビンによって活性化され、主にフィブリン原線維の共有架橋に関連付けられる。ＦＸＩＩ
Ｉによってより強力な血餅が生成される。ｔＴＧは、細胞および組織に広範囲に分布され
ており、タンパク質分解活性化を必要としない。ＴＧは、α２－抗プラスミンのフィブリ
ン原線維への架橋によって、そしてフィブリン－α－および／またはγ－鎖の架橋によっ
て、耐線維分解性を与える。ＴＧは、フィブリノゲン／フィブリン、フィブロネクチン、
プラスミノゲン、アクチベータインヒビター－２、α２－抗プラスミン、ＩＧＦ結合タン
パク質－１、オステオネクチン、β－カゼイン、コラーゲン、ラミニン、およびビトロネ
クチンを含む広範囲の基質タンパク質を含む。ＴＧ間には、差別的な基質特異性がある。
ｔＴＧは、トロンビン活性化を必要とせず、ただちに利用可能であり、骨形成の因子であ
るために好ましい。
【０１６８】
　ヒトプラスミノゲンを含まないフィブリノゲンおよびヒトトロンビンはＥｎｚｙｍｅ　
Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ（Ｓｏｕｔｈ　Ｂｅｎｄ
，　Ｉｎｄ．）から、ｔＴＧはＳｉｇｍａ（Ｓｔ　Ｌｏｕｉｓ，Ｍｏ．）から、そしてヒ
ト組換えＦＧＦ－２はＲｅｐｒｏＴｅｃｈ，Ｉｎｃ．（Ｒｏｃｋｙ　Ｈｉｌｌ，ＮＪ．）
から購入できる。このような材料は、ＧＭＰ施設およびＦＤＡ承認供給元からも入手でき
る。ある実施形態において、フィブリノゲンは、４～７５ｍｇ／ｍｌの範囲の濃度で調製
されうる。４ｍｇ／ｍｌは未変性フィブリン血餅の濃度であり、最大１３０ｍｇ／ｍｌが
市販のフィブリン接着剤調合物、たとえばＴＩＳＳＥＥＬ（商標）が使用される。１～５
０ＮＩＨ単位／ｍｌのトロンビン濃度は、ゲル化時間、フィブリン原線維直径および多孔
性を調節するために試験されうる。ある実施形態において、バイオポリマーは、１～１２
ｎｇ／ｍｌのＦＧＦ－２濃度より成りうる。
【０１６９】
　温度は、バイオポリマー成分の安定性およびフィブリンゲル化の速度に重要な役割を果
たす。ある実施形態において、バイオポリマー形成は、２３℃にて生じうる。タンパク質
ベース組成物は、生存能を維持するために使用前には－７０℃で貯蔵されるか、または凍
結乾燥されうる。
【０１７０】
　成長因子を含むバイオポリマーを検証する。バイオポリマーは、当分野で既知であり、
本明細書に記載される方法を使用して形成されうる。たとえばＦＧＦ－２を含むフィブリ
ンマトリクスでは、システムは免疫組織化学的染色ならびにＳＥＭおよび／または蛍光顕
微鏡法を使用して検証されうる。ＦＧＦ－２の持続性は、バイオポリマーマトリクス中に
包含された蛍光標識ＦＧＦ－２および１２５Ｉ標識ＦＧＦ－２標識を使用して検証されう
る。
【０１７１】
　蛍光共焦点レーザ顕微鏡法では、フィブリノゲンバイオポリマーは、Ｃｙ５に結合され
て、未標識フィブリノゲンと混合されうる（未標識フィブリノゲンに対して５％体積／体
積）。同様にＦＧＦ－２は、Ｃｙ３に結合されて、未標識ＦＧＦ－２と混合されうる（未
標識ＦＧＦ－２に対して５％体積／体積）。続いての共焦点顕微鏡法は、５ｍＷ　Ａｒ　
４８８／５１４ｎｍおよび５ｍＷ　Ｈｅ／Ｎｅ　６３３ｎｍレーザを装備したＺｅｉｓｓ
共焦点ＬＳＭｌ０顕微鏡を使用して実施できる。Ｚｅｉｓｓ　Ｐｌａｎ－Ｎｅｏｆｌｕａ
ｒ　２０ｘ０．５　ＮＡ水浸対物レンズを使用して、１μｍまたはそれ以上の増分で切片
を造影できる。画像はＺｅｉｓｓ　ＬＳＭソフトウェアを使用して処理されうる。
【０１７２】
　ＦＧＦ－２の持続性は、０．０２％アジ化ナトリウムを含有する過剰のリン酸緩衝生理
食塩水、ｐＨ７．４（ＰＢＳ）中に、２３℃にて各種の時間（０、０．５、１、４、８、
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２４、７２時間）にわたり、時間０を対照として使用して、構築物をただちに固定または
配置することによって測定されうる。他の実験では、放射性標識１２５Ｉ－ＦＧＦ－２が
使用されうる。
【０１７３】
　ＦＧＦ－２生物活性の決定のため、ＦＧＦ－２を含むバイオポリマーを３Ｈ－チミジン
アッセイのために２４ウェル組織培養プレートに配置できる。ヒト臍帯ＥＣ（ＨＵＶＥＣ
）をＣｌｏｎｅｔｉｃｓ（ＢｉｏＷｈｉｔｔａｋｅｒ，Ｉｎｃ．，Ｗａｌｋｅｒｓｖｉｌ
ｌｅ，Ｍｄ．）から購入して、供給者の指示に従って維持しうる。細胞を次に７０％コン
フルエントまで培養して、バイオポリマー上に無血清培地中で２０，０００細胞／ウェル
にて播種しうる。４８時間の培養の後、０．５μＣｉ３Ｈ－チミジンをウェルに添加しう
る。一晩の培養の後、バイオポリマーをトリプシン処理してバイオポリマーマトリクスを
溶解させ、細胞をＰＢＳで洗浄しうる。続いて、成長中の細胞への３Ｈ－チミジンの包含
は、当分野で既知の標準プロトコルによって決定されうる。
【０１７４】
　代表的な解析は、有意水準ｐ＜０．０５を用いて、複数回の分散分析（ＡＮＯＶＡ）お
よび複数の比較解析のためのＴｕｋｅｙの事後検定を使用して実施されうる。
【０１７５】
　フィブリンマトリクスの堅さはフィブリノゲン濃度と共に低下するので、より低いフィ
ブリノゲン濃度ではスランピングが生じうる。ｐＨおよびイオン濃度の変更は、フィブリ
ノゲン濃度を維持しながら力学的特性を変化させる１つの方法である。あるいは、表面に
接着されたプラスチックリングを使用して、バイオポリマーの側方支持も供給されうる。
リング寸法はバイオポリマー構築物と同じであるべきである。
【０１７６】
　構造物の微小構造（多孔性、原線維直径）は、走査電子顕微鏡法（ＳＥＭ）および蛍光
共焦点顕微鏡法を使用して特徴付けられうる。治療因子のパターンおよび濃度は、直接蛍
光標識および免疫蛍光法を使用して蛍光顕微鏡法によって決定されうる。
【０１７７】
　ＦＧＦ－２がバイオポリマーマトリクスに架橋される実施形態において、ＦＧＦ－２の
ｔＴＧ架橋が使用されうる。フィブリノゲン／フィブリン、フィブロネクチン、プラスミ
ノゲン、アクチベータインヒビター－２、α２－抗プラスミン、ＩＧＦ結合タンパク質－
１、オステオネクチン、β－カゼイン、コラーゲン、ラミニン、およびビトロネクチンを
含む、ＦＸＩＩＩおよびｔＴＧのための広範囲の基質タンパク質が同定されている。基質
特異性の相違を説明するために、異なるＴＧまたはＦＸＩＩＩが使用されうる。あるいは
ＦＧＦ－２は、調合前にフィブリノゲンの希釈溶液に架橋されうる。
【０１７８】
　ＦＧＦ－２は、Ｐｉｅｒｃｅ（Ｒｏｃｋｆｏｒｄ，Ｉｌｌ．）からのＢＳ３（水溶性ビ
ス（スルホスクシンイミジル）スベラート）を使用して標準反応によってフィブリノゲン
を特異的に結合する。この架橋剤は、ＩＧＦ－Ｔを金属表面に固定化するために使用でき
、生体適合性である。ｂＥＣＭがより高いＦＧＦ－２濃度を必要とする場合、オリゴグル
タミン部分はＢＳ３を介してＦＧＦ－２に結合されうる。さらに結合領域の正確な性質は
、その反応性を最大化するために調整されうる；たとえば鎖長および組成が改変されうる
。グルタミンと促進アミノ酸の両方が豊富である各種のオリゴペプチドが合成されうる。
ＴＧ基質配列を使用してヘパリンをフィブリノゲンまたは融合ペプチドに架橋することが
利用されうる。操作ペプチド、融合タンパク質、および他のこのような分子は、治療剤、
たとえば薬物、成長因子などのマトリクス成分への付着を、融合タンパク質（すなわちプ
ロテアーゼ開裂部位を含まないＴＧ基質成分との成長因子）または操作ペプチド（たとえ
ばヘパリン結合ドメインを含有するタンパク質の一般的なバインダとして作用するために
ヘパリンを固定化するのに使用されるＴＧ基質配列との、ヘパリン結合ドメイン配列）の
どちらかとして直接、促進するためにも使用されうる。
【０１７９】
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　製造の後、構造物は、５０μｇ／ｍｌ　ＢＳＡ（インスリンＲＩＡグレード、Ｓｉｇｍ
ａ，Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，Ｍｏ．）および１μｇ／ｍｌアプロチニンを含有する２３℃の無
血清培地中に構築物を直接配置することによって、インビトロでまたはＣＡＭモデルによ
ってアッセイされうる。これらのサンプルは、ＦＧＦ－２などの未結合成長因子を除去す
るために、培地交換によってインキュベートされうる。２３℃での温度維持およびプロテ
アーゼインヒビター、たとえばアプロチニンの添加は、バイオポリマー構造物の安定化を
補助する。
【０１８０】
　組織操作構築物の有効性は、当分野ではインビボでの評価の前にインビトロで評価され
ることが多い。インビトロでの結果は、インビボでの結果に直接移すことができない。し
かしながら、インビボでの実験と比較して、インビトロでの実験は、費用削減、実験回転
率の向上、および関連付けられた変数のより選択的な制御と結び付けられる。これらの考
慮事項は、組織工学設計プロセスでのインビトロでの実験を支持する。
【０１８１】
　動物モデルの科学的に許容される代替手段は、絨毛尿膜（ＣＡＭ）モデルである。ＣＡ
Ｍは、発生中のニワトリ卵の胚と卵殻との間に位置する血管胚体外膜である。血管新生お
よびＣＡＭは、創傷修復および血管発生のための治療をスクリーニングするインビボでの
生物学的アッセイにおいて重要となっている。ＣＡＭを使用して、フィブリン／ＦＧＦ－
２設計に応答する血管新生が評価されるであろう。構築物のＣＡＭへの固定を確認するた
めに、切断器具を使用して卵の水平中心に直径１７ｍｍの穴を開ける。光学的に透明なプ
ラスチック挿入物（１５ｍｍ　ＯＤ×１０ｍｍ　ＩＤ）を使用して、集中処置用途および
続いてのインサイチュー評価のための窓が作製されうる。挿入物よりも小さいサイズのサ
ンプル構築物を配置すると、方向付けられた血管内殖のインサイチュー観察を可能にする
観察窓内に、構築物を包囲する境界領域が与えられる。
【０１８２】
　ＣＡＭアッセイは、受精したホワイトレグホンの卵を３７．８℃、相対湿度６０％で孵
化させることより成る。第３日に、切断器具の中水平向きを使用して卵を開く。切断前に
卵の太いほうの端からアルブミン０．５ｍｌの除去によって、胚を切断部位から落とし、
胚を振動および外科的外傷から保護する。穴の上に配置した多孔性医療用テープは蒸発に
よる損失を最小限に抑え、汚染を防止する。第８日に、穴を通じて窓挿入物を配置して、
ＣＡＭ上に直接静止させた。
【０１８３】
　第１０日に構築物をＣＡＭ内に配置できる。インサイチュー造影により、第１日～第８
日の画像処理のためのデジタル記録が作製できる。ＣＡＭ挿入物中に配置された構築物は
この時点で回収され、血管新生の組織学的分析用に調製されうる。胚、膜、および構築物
は、卵内にてブアン固定液で固定されうる。窓／ＣＡＭ範囲は次に除去され、水和されて
、パラフィンに埋め込まれる。ＣＡＭ表面に水平な面で連続切片が作製されうる。切片は
０．５％トルイジンブルーを使用して染色されうる。血管新生は、Ｚｅｉｓｓ造影ソフト
ウェアを用いた画像解析システムと連動したＺｅｉｓｓ　Ａｘｉｏｐｈｏｔ顕微鏡を用い
て評価されうる。定量的データは、有意水準ｐ＜０．０５で、複数回の分散分析（ＡＮＯ
ＶＡ）および複数の比較解析のためのＴｕｋｅｙの事後検定によって解析されうる。
【０１８４】
　次の実施例は、本明細書で記載される特定の実施形態に限定されることなく、本発明を
さらに例証するものである。
【実施例】
【０１８５】
　実施例１
　フィブリン処理
　１ｍＬバッチ用のフィブリン調合物は、４０ｍｇ／ｍＬ　Ａｖｅｎｔｉｓまたはｄｉａ
Ｐｈａｒｍａフィブリノゲン２５０μＬ（それぞれＺＢＬ　Ｂｅｈｒｉｎｇ，Ｋｉｎｇ　
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ｏｆ　Ｐｒｕｓｓｉａ，ＰＡ；またはｄｉａＰｈａｒｍａ，Ｗｅｓｔ　Ｃｈｅｓｔｅｒ，
ＯＨより市販）、滅菌水２３０μＬ、１Ｍ　ＮａＣｌ　３００μＬ（Ｓｉｇｍａ，Ｓｔ．
Ｌｏｕｉｓ，　ＭＯ）、２００ｍＭビシン、ｐＨ８．０　２００μＬ（Ｓｉｇｍａ）、１
００Ｕ／ｍＬ　第ＸＩＩＩ因子１０μＬ（ＺＢＬ　Ｂｅｈｒｉｎｇ，Ｋｉｎｇ　ｏｆ　Ｐ
ｒｕｓｓｉａ，ＰＡ）、および１０ｍｇ／ｍＬ骨形成タンパク質２（ＢＭＰ－２）１０μ
Ｌ（Ｒ＆Ｄ　Ｓｙｓｔｅｍｓ，Ｍｉｎｎｅａｐｏｌｉｓ，ＭＮ）を含む溶液を混合するこ
とによって調製した。フィブリノゲン調合物を続いて３７℃にて３０分間インキュベート
して、成長因子を溶液中のフィブリノゲンと結合させた。
【０１８６】
　１ｍＬバッチ用のトロンビン調合物は、１００Ｕ／ｍＬトロンビン１００μＬ（Ｅｎｚ
ｙｍｅ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｌａｂｓ，Ｓｏｕｔｈ　Ｂｅｎｄ，ＩＮ）および５００ｍＭ
　ＣａＣｌ２　１０μＬ（Ｓｉｇｍａ）を含む別の溶液を混合することによって調製した
。
【０１８７】
　フィブリンゲルは、トロンビン溶液１５μＬを１．５ｍＬ微量遠心管に添加し、フィブ
リノゲン溶液３５０μＬを微量遠心管に添加し、混合溶液をゲル型にすぐに移すことによ
って調製した。次にゲル溶液をゲル型内で２０～３０分間固化させて、完全にゲル化させ
た。ゲル溶液が完全に固化した２０～３０分後に、型を分解して、生じたフィブリンフィ
ルムを取り外した。
【０１８８】
　ゲル型は４個の部品：底部ピース、０．７５ｍｍ上部ピース、１．５ｍｍ上部ピース、
および標準バインダクリップより組み立てられる。「底部ピース」は、２．５ｃｍ×２．
５ｃｍ×０．６３ｃｍテフロン（商標）セグメントを含みうる；「０．７５ｍｍ上部ピー
ス」は、１２．５ｍｍ×１２．５ｍｍ正方形セグメントが中央から切り取られて取り外さ
れた、２．５ｃｍ×２．５ｃｍ×０．０７５ｃｍテフロン（商標）正方形セグメントを含
む；そして「１．５ｍｍ上部ピースは、１２．５ｍｍ×１２．５ｍｍ正方形セグメントが
中央から切り取られて取り外された、２．５ｃｍ×２．５ｃｍ×０．１５ｃｍテフロン（
商標）正方形セグメントを含む。ゲル型は、１．５ｍｍ上部ピース１個を下部ピースの上
に配置することと、０．７５ｍｍ上部ピース１個を該１．５ｍｍ上部ピース１個の上にセ
グメントの端を揃えて配置することとによって組み立てた。セグメントはバインダクリッ
プによって共に締め付けた。ゲル型アセンブリを、ウェットティッシュ（Ｋｉｍｂｅｒｌ
ｙ－Ｃｌａｒｋ，Ｒｏｓｗｅｌｌ，ＧＡより市販）と共に、加湿チャンバを作るための閉
じられた蓋を備えた１００ｍｍペトリ皿内に配置した。
【０１８９】
　フィブリンゲル構造物（すなわちフィブリン原線維形成）は、ｐＨ、ＮａＣｌ濃度、Ｃ
ａＣｌ２濃度、およびフィブリノゲン濃度に大きく依存することが見出された。したがっ
て初期ゲル調合物のこれらの濃度および体積の変更は、最終フィルムに異なる特性を付与
した。したがって当業者は、なお本発明の範囲および精神内にありながら、その特定のゲ
ル用途に適切である構造物および特徴を備えたフィルムを調製するために、初期ゲル調合
物を変更することができる。
【０１９０】
　実施例２
　フィブリンゲルの真空脱水
　ゲル型から取り外したときに、水を除去してフィブリンゲルフィルムの厚さを２．２５
ｍｍから約１００μｍに縮小させるために、完全水和フィブリンゲルを凍結乾燥させた。
凍結乾燥はゲル乾燥機（ＢｉｏＲａｄ，Ｈｅｒｃｕｌｅｓ，ＣＡより市販）で実施した。
ゲル乾燥機の蓋を開いて、シリコンゴムガスケットを引き剥がした。Ｓｐｅｃｔｒａｐｏ
ｒ　１透析チューブ（６－８ｋ　ＭＷＣＯ，Ｓｐｅｃｔｒｕｍ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅ
ｓ，Ｒａｎｃｈｏ　Ｄｏｍｉｎｇｕｅｚ，ＣＡ）をＰＢＳに浸漬して、片側に沿って切り
、チューブをシート状に広げた。開いたチューブは、それを３ｃｍ×３ｃｍ片に切断され
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た。得られた透析「シート」をゲル乾燥機上に配置した。フィブリンゲルを透析シートの
中心に配置した。中心に２０ｍｍ×２０ｍｍの正方形切欠きのある２．５ｃｍ×２．５ｃ
ｍ×３ｃｍテフロン（商標）セグメントをゲル周囲に配置した。２．５ｃｍ×２．５ｃｍ
×０．０７５ｃｍテフロン（登録商標）セグメントを２．５ｃｍ×２．５ｃｍ×３ｃｍテ
フロン（商標）セグメントの上に配置した。シリコンゴムガスケットを慎重に再度位置決
めして、ゲル乾燥機の蓋を閉じた。凍結乾燥機ユニット（Ｌａｂｃｏｎｃｏ，Ｋａｎｓａ
ｓ　Ｃｉｔｙ，ＭＯ）を作動させて、減圧および温度に到達させた。凍結乾燥機ユニット
を次にゲル乾燥機に連結した。２つのどちらかの方法の１つを使用して、ゲルをフィルム
まで乾燥させた：（１）ゲル乾燥機を５０℃にて２～２．５時間運転した、または（２）
ゲルを室温にて８～１０時間運転した。
【０１９１】
　フィブリンフィルムが付着した透析シートを慎重に取り出し、１０単位／ｍＬペニシリ
ンＧナトリウム、１０μｇ／ｍＬ硫酸ストレプトマイシン溶液（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ，
Ｃａｒｌｓｂａｄ，ＣＡ）、および１０μＭ　Ｄ－Ｐｈｅ－Ｐｒｏ－Ａｘｇ－クロロメチ
ルケトン（ＰＰＡＣＫ）トロンビンインヒビター（ＢＩＯＭＯＬ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏ
ｎａｌ，　Ｐｌｙｍｏｕｔｈ　Ｍｅｅｔｉｎｇ，ＭＡ）と共に３ｍＬ　ＰＢＳを含有する
６ウェル型マイクロウェルプレートにただちに配置した。凍結乾燥フィルムを４℃にて２
４時間静置した。２４時間おきに緩衝液を新しい滅菌ＰＢＳと交換したが、最大で合計２
回のみの緩衝液交換であった。さらなる処理または分析が実施されるまで、フィルムを４
℃で貯蔵した。
【０１９２】
　凍結乾燥プロセスは、外観が透明から半透明であり、図１Ｂに示すようなエラストマー
特性を有するフィルムを生成した。
【０１９３】
　実施例３
　フィブリンゲルの浸透圧脱水
　実施例２で開示した方法の代わりの方法も使用して、ゲル化およびゲル型からの取り出
し時にフィブリンゲルを処理した。本方法では、浸透圧脱水プロセスを使用した（Ｍｕｌ
ｌｅｒ　ａｎｄ　Ｆｅｒｒｙ，米国特許第４，５４８，７３６号の方法に基づく）。フィ
ブリンゲルは実施例１の方法と同じに調製した。フィブリンゲルを６０ｍｍペトリ皿内の
カバースリップ上に配置した。３５％高分子量ポリビニルアルコール溶液約５００μＬを
、ＰＢＳに浸漬したＳＰＥＣＴＲＡＰＯＲ－１（商標）（６～８，０００ＭＷＣＯ）透析
膜チューブの約３インチのセグメントの内側に添加した。チューブの端はクランプ固定し
た。チューブを、ポリビニルアルコール溶液がゲル全体の上に直接静止し、ゲル全体と完
全に接触するようにしてゲルの上に配置し、ゲルから水が均等に拡散して、浸透勾配にそ
ってチューブ内に侵入するようにした。ペトリ皿に蓋をかぶせて、それを室温で２４時間
インキュベートした。得られたフィブリンフィルムを皿から取り出し、５０％グリセロー
ル溶液に室温にて２４時間浸漬して、続いてＰＢＳ溶液中で４℃にて貯蔵した。
【０１９４】
　本方法は、均等な浸透圧の場合による不足のために、より長い処理時間およびフィルム
厚の場合による不均等性を伴っていた。しかしながら本方法は、フィルムの比較的軽度の
処理に関して、そしてフィルムが完全に干からびることがないために好都合であった。
【０１９５】
　実施例１および実施例２または３のどちらかに記載された方法によって製造されたフィ
ブリンフィルムは、外観が透明から半透明であり、エラストマー特性を保持していた。
【０１９６】
　実施例４
　フィブリンフィルム生体適合性アッセイ
　実施例１および２、ならびに実施例１および３に記載した方法に従って製造したフィブ
リンフィルムを１２日齢ニワトリ胚に配置して、ニワトリ絨毛尿膜（ＣＡＭ）アッセイを
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使用して生体適合性を試験した。試験したフィルムは、不適合性のいかなる客観的な徴候
も示さなかった。フィブリンフィルム下のＣＡＭ血管は、蛍光量子ドット（ＱＤ）の生体
内注射によって視覚化した。フィルム配置の２日後、胚に６５５ｎｍ発光量子ドットを注
射して、血管蛍光は１．６倍対物（１倍ズーム）、Ｒｅｔｉｇａ　Ｅｘｉ　ＣＣＤカメラ
、および（Ｅｘ：Ｅｍ）４５０ｓｐｕｖ：６５５／２０フィルタセットを用いたＭ２ＢＩ
Ｏステレオスコープで撮影した。フィルムは、下にある血管上で観察可能な病的影響を誘
発しなかった。
【０１９７】
　実施例５
　フィブリンフィルム生体適合性アッセイ
　フィブリンゲルは、１０ｍｇ／ｍＬ　ｄｉａＰｈａｒｍａフィブリノゲン（ｄｉａＰｈ
ａｒｍａ，Ｗｅｓｔ　Ｃｈｅｓｔｅｒ，ＯＨより市販）、３００ｍＭ　ＮａＣｌ、４０ｍ
ＭビシンｐＨ８．０によって、そしてさらに１０ｎｇ／ｍＬ線維芽細胞成長因子２（ＦＧ
Ｆ－２）を含めて調製して、実施例１、ならびに実施例２または３のどちらかに記載した
ようにフィルムへ加工した。これらのフィルムを１０日齢ニワトリＣＡＭ上に配置した。
２４時間後、フィルム下の血管周囲に出血が見られた。理論に縛られることなく、観察さ
れた出血は、凍結乾燥時に観察されたゲル厚の約２０分の１への縮小の結果としての、Ｆ
ＧＦ－２の非常に高い濃度のためである可能性が高かった。フィルム中の最終ＦＧＦ－２
濃度は、約２００ｎｇ／Ｌと概算された。これは、フィブリン円板下でＣＡＭ血管出血を
引き起こすことが報告された、フィブリン円板中の血管内皮成長因子（ＶＥＧＦ１６５）
の同量である（Ｗｏｎｇ　Ｃ．ら、Ｔｈｒｏｍｂ．Ｈａｅｍｏｓｔ．８９：５７３－５８
２（２００３））。より低濃度のＦＧＦ－２は出血を引き起こさないはずである。
【０１９８】
　実施例６
　２次元インクジェット組織印刷システムおよびフィブリンフィルム上でのＢＭＰ－２層
化
　フィブリンフィルムは、１１ｍｇ／ｍＬ　ｄｉａＰｈａｒｍａフィブリノゲン、１Ｕ／
ｍＬ　第ＸＩＩＩ因子、３００ｍＭ　ＮａＣｌ、および４０ｍＭ　ビシン、ｐＨ８．０に
よって調製した。２次元インクジェット組織印刷システムを使用して、Ｃｙ３標識ＢＭＰ
－２の４つの正方形パターンをフィルムの上に図４に示すような格子パターンで印刷した
。フィルムをＰＢＳに浸漬して、４℃にて貯蔵した。培地を毎日交換して、フィルムはＣ
ｙ３蛍光について１週間の期間にわたって、１．６倍対物（１倍ズーム）、Ｒｅｔｉｇａ
　Ｅｘｉ　ＣＣＤカメラ、および標準Ｃｙ３フィルタセットを備えたＭ２ＢＩＯ実体顕微
鏡を使用して撮影した。フィルムは、評価の７日間にわたって蛍光のわずかな消失を示し
、フィルム内への安定したＢＭＰ－２の包含が示された。
【０１９９】
　実施例７
　フィブリンフィルムの走査電子顕微鏡法（ＳＥＭ）
　フィブリンゲルは、１１ｍｇ／ｍＬ　ｄｉａＰｈａｒｍａフィブリノゲン、１Ｕ／ｍＬ
　第ＸＩＩＩ因子、３００ｍＭ　ＮａＣｌ、および４０ｍＭ　ビシン、ｐＨ８．０）によ
って調製して、フィルムに加工した。これらのフィルムを４分の１に切断して、走査電子
顕微鏡法（ＳＥＭ）用に処理した。試験片をＰＢＳ中の１％グルタルアルデヒドおよび３
％パラホルムアルデヒドで一晩固定した。次にＰＢＳでの３回の洗浄後、試験片をＰＢＳ
で緩衝させた１％　ＯｓＯ４で１時間固定させた。ｄｄＨ２Ｏによる３回の５分間の洗浄
によってＯｓＯ４を除去して、エタノールの上昇系列（５０％、７０％、８０％、９０％
、および１００％で３回交換）による脱水を続けた。サンプルを各エタノール洗浄液中で
１０分間保持して、次に１００％エタノール中で一晩保持した。試験片をＰｅｌｃｏ　Ｃ
ＰＤ２臨界点乾燥機（Ｃｌｏｖｉｓ，ＣＡ）でＣＯ２を使用して、１２００ｐｓｉおよび
４２℃にて乾燥させた。乾燥させた試験片は、両面テープを使用してＳＥＭスタブに取り
付け、Ｐｅｌｃｏ　ＳＣ－６スパッタコーターを使用して金でコーティングした。Ｈｉｔ
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ａｃｈｉ　２４６０Ｎ　Ｓｃａｎｎｉｎｇ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ（
Ｐｌｅａｓａｎｔｏｎ，ＣＡ）を使用して、試験片を検査した。Ｑｕａｒｔｚ　ＰＣＩ画
像ソフトウェア（Ｖａｎｃｏｕｖｅｒ，ＢＣ，Ｃａｎａｄａ）を使用して、デジタル画像
を得た。
【０２００】
　図５は、フィルム表面および断面のＳＥＭ画像を示す。表面図は、高密度の線維様充填
のやや平滑な表面を示す（図５Ｂ）。一部の表面のひび割れおよびしわは、固定および臨
界点乾燥工程で誘発される（図５Ａ、５Ｃ）。断面図は、これを確認している。フィブリ
ン原線維が見え、フィルム処理が未変性のフィブリン構造物を破壊しないことを示す（図
５Ｄ～Ｆ）。原線維の高密度は、実施例２または３それぞれの凍結乾燥または浸透圧脱水
処理の結果としての、フィブリンハイドロゲルの厚さの２０分の１の縮小の結果であった
。
【０２０１】
　実施例８
　フィブリンフィルムの透過型電子顕微鏡法（ＴＥＭ）
　フィブリンゲルは、１１ｍｇ／ｍＬ　ｄｉａＰｈａｒｍａフィブリノゲン、１Ｕ／ｍＬ
　第ＸＩＩＩ因子、３００ｍＭ　ＮａＣｌ、および４０ｍＭ　ビシン、ｐＨ８．０）によ
って調製して、フィルムに加工した。これらのフィルムを４分の１に切断して、透過型電
子顕微鏡法（ＴＥＭ）用に処理した。試験片をＰＢＳ中の１％グルタルアルデヒドおよび
３％パラホルムアルデヒドで一晩固定させた。ＰＢＳでの３回の洗浄後、試験片をＰＢＳ
で緩衝させた１％　ＯｓＯ４で１時間固定させた。オスミウム固定の後、ｄｄＨ２Ｏを３
回交換して切片を洗浄し、エタノールの上昇系列（５０％、７０％、８０％、９０％、お
よび１００％）によって脱水した。プロピレンオキシドを移行溶媒として使用して、試験
片にＬＲ　Ｗｈｉｔｅ（Ｌｏｎｄｏｎ　Ｒｅｓｉｎ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｒｅａｄｉｎｇ，
Ｂｅｒｋｓｈｉｒｅ，Ｅｎｇｌａｎｄ）を浸透させた。ＬＲ　Ｗｈｉｔｅを６０℃にて４
８時間重合した。薄い（１００ｎｍ）切片を、ダイヤモンドナイフを使用してＲｅｉｃｈ
ｅｒｔ－Ｊｕｎｇ　Ｕｌｔｒａｃｕｔ　Ｅウルトラミクロトーム（Ｌｅｉｃａ，Ｗｅｔｚ
ｌａｒ，Ｇｅｒｍａｎｙ）上で切断し、銅格子上に配置して、酢酸ウラニルおよびクエン
酸鉛によって染色した。５０ｋＶで動作するＨｉｔａｃｈｉ　Ｈ－７１００透過型電子顕
微鏡（Ｐｌｅａｓａｎｔｏｎ，ＣＡ）で格子を観察した。ＡＭＴ　Ａｄｖａｎｔａｇｅ　
１０　ＣＣＤカメラシステム（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｙ　Ｔｅｃｈｎｉ
ｑｕｅｓ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ，Ｄａｎｖｅｒｓ，ＭＡ）およびＮＩＨ画像ソフトウ
ェア（Ｂｅｔｈｅｓｄａ，ＭＤ）を使用して、デジタル画像を得た。
【０２０２】
　図６は、フィブリンフィルムのＴＥＭ顕微鏡写真を示す。フィブリンはランダムで均質
のように見える。孔径は非常に小さくナノメートル範囲であり、フィルム内の高いフィブ
リン密度の結果として予想される。
【０２０３】
　実施例９
　リン酸三カルシウムをさらに含むフィブリンフィルム調合物
　フィブリンゲルフィルムは、実施例１および２に記載された方法によって調製され、リ
ン酸三カルシウム（フィブリン溶液４００ｕＬ当たりＴＣＰ粉末０．４ｍｇ）の添加をさ
らに含んでいた。フィルムは処理特性に関して定性的に評価され、良好に処理されること
が見出された。［発明者：観察または試験された特性について記載してください］ＴＣＰ
を含む薄膜は、骨組織工学用途への可能性を有する。
【０２０４】
　実施例１０
　フィブリンフィルム上へのＭＤ－６３骨肉腫細胞の播種
　フィブリンゲルフィルムは実施例２に記載した方法によって、１１ｍｇ／ｍＬ　ｄｉａ
Ｐｈａｒｍａフィブリノゲン、１Ｕ／ｍＬ第ＸＩＩＩ因子、３００ｍＭ　ＮａＣｌ、およ
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び４０ｍＭビシン、ｐＨ８．０によって調製し、フィルムに加工した。血清を添加した変
法イーグル試薬Ｆ－１２（ＭＥＭ　Ｆ－１２）中のＭＧ－６３骨肉腫細胞はこれらのフィ
ルム上で接着または延展しなかった。細胞はフィルムに結合したが、丸まったままであっ
た。理論に縛られることなく、水和前にゲル中に残存していたトロンビンが濃縮されて、
フィルムがいったんインビトロ条件下に配置されるとタンパク質分解活性を通じて細胞付
着を実際に阻害した。
【０２０５】
　実施例１１
　フィブリンフィルム中への細胞外マトリクスの包含
　ゲルは実施例１および２に記載された方法に従って１１ｍｇ／ｍＬ　ｄｉａＰｈａｒｍ
ａフィブリノゲン、１Ｕ／ｍＬ第ＸＩＩＩ因子、３００ｍＭ　ＮａＣｌ、および４０ｍＭ
ビシン、ｐＨ８．０によって調製し、さらに凍結乾燥および粉末化細胞外マトリクス（Ｅ
ＣＭ）調製物を含んでいた。たとえばＧｉｌｂｅｒｔ　ＴＷら、Ｂｉｏｍａｔｅｒｉａｌ
ｓ　２６：１４３１－５（２００５）を参照。肝臓由来ＥＣＭ粉末または膀胱ＥＣＭを含
有するゲル（フィブリノゲン溶液４００μＬ当たり粉末１５～２０μＬ）のフィルムへの
加工が成功した。ＭＧ－６３骨肉種細胞はこれらのフィルムに付着しなかった。
【０２０６】
　実施例１２
　フィルム処置および細胞播種
　ゲルは実施例１および２に記載した方法によって、１１ｍｇ／ｍＬ　ｄｉａＰｈａｒｍ
ａフィブリノゲン、１Ｕ／ｍＬ第ＸＩＩＩ因子、３００ｍＭ　ＮａＣｌ、および４０ｍＭ
ビシン、ｐＨ８．０によって調製し、フィルムに加工した。フィルムは続いて次の方法の
１つで処理した：（１）２６μＭ　ＰＰＡＣＫトロンビンインヒビターまたは（２）２６
μＭ　ＰＰＡＣＫを含有する２０％ホルムアミド溶液。これらのフィルムを次にＰＢＳま
たは１ｍｇ／ｍＬフィブリノゲンに浸漬して、続いて１Ｕ／ｍＬトロンビンに浸漬し、フ
ィルム表面に追加のフィブリン層を形成した。ＭＧ－６３骨肉種細胞を、血清を添加した
ＭＥＭ－Ｆ１２培地を含有する６ウェルマイクロプレート内のこれらのフィルムの上に配
置した。結果は次の通りであった：
１．ＰＰＡＣＫのみ－ごくわずかな細胞がフィルム上に延展した。大半は付着したが、な
お丸まっていた。
２．ホルムアミド／ＰＰＡＣＫ－播種細胞の大部分は付着して、フィルム上に延展した。
３．ＰＰＡＣＫおよびフィブリノゲン／トロンビン－播種細胞の大部分は付着して、フィ
ルム上に延展した。
４．ホルムアミド／ＰＰＡＣＫおよびフィブリノゲン／トロンビン－播種細胞の大部分は
付着して、フィルム上に延展した。
【０２０７】
　実施例１３
　フィブリノゲン供給源試験
　フィブリンゲルは実施例１および２に記載した方法に従って、１０ｍｇ／ｍＬ　Ａｖｅ
ｎｔｉｓフィブリノゲン、１Ｕ／ｍＬ第ＸＩＩＩ因子、３００ｍＭ　ＮａＣｌ、および４
０ｍＭビシン、ｐＨ８．０によって調製し、フィルムに加工した。次にフィルムをＰＢＳ
のみまたは２３μＭ　ＰＰＡＣＫ、１０単位／ｍＬペニシリンＧナトリウム、および１０
μｇ／ｍＬストレプトマイシンを含有するＰＢＳのどちらかによって後処理した。フィル
ムは、ＰＢＳまたは１ｍｇ／ｍＬフィブリノゲンのどちらかと、続いて１Ｕ／ｍＬトロン
ビンでさらに後処理した。ＭＧ－６３細胞を、血清および抗生剤を添加したＭＥＭ－Ｆ１
２を含有する６ウェルマイクロプレート内のフィルム上に配置した。セルは両方のフィル
ムのセットに付着および延展した。実施例１０および１２の結果と組合せたこれらの結果
により、Ａｖｅｎｔｉｓフィブリノゲンはフィブリノゲンのより良好な供給源であること
が判定され、ホルムアミドはこれらの実験で任意の後処理であることが判定された。
【０２０８】
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　実施例１４
　播種フィブリンフィルム上での細胞分化
　フィブリンゲルは、１０ｍｇ／ｍＬ　Ａｖｅｎｔｉｓフィブリノゲン、１Ｕ／ｍＬ第Ｘ
ＩＩＩ因子、３００ｍＭ　ＮａＣｌ、および４０ｍＭビシン、ｐＨ８．０、および２．５
ｎｇ／ｍＬ　ＢＭＰ－２によって調製した。ゲルを実施例１および２に記載された方法に
従ってフィルムに加工した。最終ＢＭＰ－２濃度は約５０ｎｇ／ｍＬで概算された。フィ
ルムはＢＭＰ－２なしでも作製した。フィルムを６ウェルマイクロプレート内に配置した
。ＡＵウェルは、血清および抗生剤ならびにアプロチニンを１μｇ／ｍＬで添加したダル
ベッコ変法イーグル培地（ＤＭＥＭ）３ｍＬを含有していた。ウェルは次のように占有さ
れた：
ウェル１（負の対照）：Ｃ２Ｃ１２マウス筋芽細胞のみ
ウェル２（正の対照）：培地に５０ｎｇ／ｍＬ　ＢＭＰ－２が添加されたＣ２Ｃ１２マウ
ス筋芽細胞
ウェル３：ＢＭＰ－２を含有しないフィブリンフィルム上のＣ２Ｃ１２マウス筋芽細胞
ウェル４：ＢＭＰ－２を含有するフィブリンフィルム上のＣ２Ｃ１２マウス筋芽細胞
　３日後、アルカリホスファターゼ（ＡＬＰ）活性を、製造者のプロトコルに従って比色
染色キット（Ｓｉｇｍａ）によって評価した。正のＡＬＰ活性は、青色に戦勝された細胞
を生じた。ウェル２および４の細胞は青色に染色されたのに対して、ウェル１および３の
細胞は染色をほとんど～全く示さなかった。これらの結果は、アルカリホスファターゼ活
性によって測定されるように、フィルム加工後にＢＭＰ－２が活性を保持したことと、Ｂ
ＭＰ－２を含むフィルムがＣ２Ｃ１２マウス筋芽細胞の骨芽細胞系統への分化を補助する
ことを示す。
【０２０９】
　実施例１５
　タンパク質ベースゴム様～硬質プラスチック調合物
　市販のプレス装置を使用して、ゼラチン、フィブリン、フィブリノゲンおよび細胞外マ
トリクスプラスチックを高さ約０．５ｃｍ×直径１．３ｃｍの円板（以下「ペレット」）
の形に製造した。ある実験において、続いてペレットを真空下で凍結乾燥させた。ゼラチ
ンプラスチックは粉末化ゼラチン、グリセリン、可塑剤を含み、そしてある実験において
は、ＦＧＦ－２、ＢＭＰ－２、量子ドット、ＮａＣｌ、ポリ乳酸、ヒドロキシアパタイト
、酢酸アンモニウム、重炭酸アンモニウム、炭酸アンモニウムおよび／またはピリジニウ
ムＴＦＡをさらに含んでいた。フィブリンプラスチックは重合フィブリン（粉末を形成す
るために粉砕）、グリセリン、可塑剤、そしてある実験においては、ＦＧＦ－２、ＢＭＰ
－２、量子ドットをさらに含んでいた。フィブリノゲンプラスチックは、粉末化フィブリ
ノゲン、グリセリン、可塑剤、そしてある実験においては、ＦＧＦ－２、ＢＭＰ－２、量
子ドット、ＮａＣｌ、ポリ乳酸、ヒドロキシアパタイト、水、または酢酸アンモニウムを
さらに含んでいた。ＥＣＭプラスチックは粉末化膀胱（ＵＢ）由来ＥＣＭ、そしてある実
験においては、ＦＧＦ－２、ＢＭＰ－２、量子ドットはもちろんのこと、さらなる実験で
は水もさらに含んでいた。特定の調合物を十分にまとまった均質ペレットに形成して、さ
らなる後処理および試験に使用した。
【０２１０】
　実施例１６
　可塑剤としてのグリセリンによるゼラチンプラスチック－低温圧縮ペレット加工
　ゼラチンペレットは、濃度が０％、１２．５％、１９％、２１％、２５％、３６％、４
０％および５０％の可塑剤添加物としてのグリセリンとの圧縮によって調製した。約４０
％のパーセンテージが特に有用な力学的特性を与えた。プラスチックペレットは、固化ゼ
ラチンを１５０ミクロン以下の粒径の粉末（１００メッシュ標準ふるいを通過する粉末）
に粉砕することによって形成した。粉砕ゼラチン粉末のサンプルはグリセリン可塑剤と、
場合により実施例１５に記載した物質と、得られるプラスチックの所望の濃度を達成する
のに適切な量で混合した。すべての調製物において、５０ｍＬ三角プラスチック製遠心管
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内でゼラチン粉末およびいずれの追加の成分もグリセリンと混合して、混合物を確実に適
正に均質するために５～１０分間にわたって３回、手動で徹底的に混合して、少なくとも
２時間放置してインキュベートした。次に均質混合物を標準ペレットプレス装置に装填し
た。プレス型は混合物装填の前に、内面を潤滑してプレスされたペレットが望ましくない
固着なしに型から容易に除去されるようにするために、レシチン離型剤で２回コーティン
グした。プレス型に満杯の約３／４までグリセリン湿潤ゼラチン粉末を装填した。次にプ
レスを５０℃～１２５℃の温度および５０００ポンド～７０００ポンドの範囲の圧力に設
定して、プレスを２０～６０分間動作させ、ここで特定の動作パラメータは得られるプラ
スチックの所望の特性に基づいて設定した。プレスの動作パラメータプロフィールは、代
表的なペレット形成のための２０および６０分動作それぞれについてであった。型圧を最
大化して、約７０００ポンドの圧力にて２０分間一定に維持して、型温度は一般に約８０
℃の初期値から、約４０分から６０分のプロセスで約２７℃（室温）の最終定常値に達す
るまで低下させた。６０分間のペレット形成プロセス後、得られたプラスチックペレット
を型から取り外し、余分なプラスチックを切り取り、４℃にて乾燥状態で貯蔵した。ゼラ
チンプラスチック調合物を十分にまとまった均質ペレットに形成して、さらなる後処理お
よび試験に使用した。圧縮プラスチックの硬度は、圧縮前に粉砕した粉末に添加した可塑
剤の量の関数であった。可塑剤パーセントを上昇させると、さらなるゴム様プラスチック
が生じた。
【０２１１】
　実施例１７
　ゼラチンプラスチックにおけるポロゲンとしての塩化ナトリウム
　固体塩化ナトリウム（ＮａＣｌ）を実施例１６で記載したように調製したゼラチンプラ
スチック中でポロゲンとして評価した。固体ＮａＣｌ結晶を圧縮処理前にゼラチン粉末に
添加するか、あるいはプレス型内のゼラチンペレットの上または底のどちらかに導入して
、プラスチック中に物理的にプレスした。埋め込まれたＮａＣｌは、プレス済みのペレッ
トを水中に配置して、固体ＮａＣｌを溶液中に溶解させ、プラスチックに穴を残して浸出
させることによって除去した。上部プレスまたは底部プレスＮａＣｌ埋め込みポロゲンの
どちらも孔すら生じなかった。事前混合ＮａＣｌによって形成されたプラスチックは、開
放孔構造を示さなかった。
【０２１２】
　実施例１８
　ゼラチンプラスチック架橋を伴うポロゲンとしてのＮａＣｌ
　固体ＮａＣｌを実施例１７に記載したようにゼラチンプラスチック中に導入した。プレ
スした円板を２．５％または５％グルタルアルデヒド溶液のどちらかによって同時に架橋
およびＮａＣｌ浸出させた。ゼラチン円板はペレットの中心で顕著な膨潤を、ペレットの
円形表面にわたってひび割れを、ＧＡ反応による顕著な褐色変色を示した。ＳＥＭ画像法
は、固体ＮａＣｌのいずれも架橋マトリクスから浸出しなかったことを確認した。
【０２１３】
　実施例１９
　ゼラチンプラスチックにおけるポロゲンとしてのポリ乳酸（ＰＬＡ）
　粉砕ポリ乳酸（ＰＬＡ）（１００～１５０ミクロン径の粒子）をゼラチンプラスチック
調合物中に導入して、実施例１６に記載されたように材料を処理した。プラスチックペレ
ットをクロロホルム（ＣＨＣｌ３）に浸漬して、ゼラチンマトリクス内に捕捉された固体
ＰＬＡを溶液に溶解させて、開放孔を残して材料から浸出させた。図９は、物理的に捕捉
されたＰＬＡの浸出によるゼラチンマトリクス中の孔の形成を示す顕微鏡写真である。
【０２１４】
　実施例２０
　ゼラチンプラスチック押し出し加工
　ゼラチン（１９％体積：体積）を実施例１６に記載したように調製および加工した。透
明プラスチックペレットを押し出しによってさらに加工した。ゼラチンプラスチックを６
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０℃～１１７℃にわたる一連の温度（すなわち６０℃、７０℃、７８℃、８０℃、９０℃
、１００℃、１１０℃、および１１７℃）にて押し出した。従来のプラスチックプレス工
程にかかわらず、押し出されたゲルプラスチックは気泡を形成し、押し出し後に膨張した
。押し出されたゼラチンプラスチックの冷間回転はひび割れを生じた。
【０２１５】
　実施例２１
　ゼラチンプラスチック中へのヒドロキシアパタイトの包含
　ヒドロキシアパタイト（ＨＡ）をゼラチンプラスチック調合物に導入して、材料を実施
例１６に記載されたように加工した。得られたゼラチン円板は、マトリクス全体に均質に
分散された５％ＨＡを含んでいた。
【０２１６】
　実施例２２
　ゼラチンプラスチックの機械加工性
　実施例１６に記載された方法に従って調製されたゼラチンプラスチックは、グリセリン
可塑剤の各種の濃度によって示された機械加工性を有する。プラスチックの相対硬度は、
機械加工技法へのその適合性を決定した。プラスチックは一般に、機械加工後の約２１５
ミクロン正方形の精密な形成、図１０および図１１によって示されるように、優れた機械
加工性を示す。より高濃度のグリセリン可塑剤から生じたより軟質のプラスチックは、定
性的により粗く機械加工された表面、図１０を形成したが、これに対してより低濃度のグ
リセリン可塑剤から生じたより硬質のプラスチックは、より整った機械加工表面、図１１
を形成した。
【０２１７】
　実施例２３
　ゼラチンプラスチックのシートへのプレス
　実施例１６に記載した方法によって調製したゼラチンプラスチックは、薄いシートをプ
レスする点で優れた成形性を有する。ゼラチンプラスチックから形成されたシートは薄く
、部分的に透明であり、可撓性で、靭性である。一般に得られたプラスチック形状は、そ
れが形成された特定の型の関数であった。シートは、特別に構築された長方形形状型によ
ってプレスされたゼラチン粉末および２３％（体積：体積）グリセリンを含んでいた。
【０２１８】
　実施例２４
　グリセリン可塑剤を用いたフィブリンおよびフィブリノゲン・プレス・プラスチック
　実施例１に記載されているが、ブタフィブリンを使用したフィブリン調合物を粉末化し
て、グリセリンおよびまたは水可塑剤の添加によってさらに修飾して、実施例１６に記載
するようにプラスチック円板に加工した（すなわち８０℃、８７℃および１２１℃の温度
にて圧縮されたフィブリノゲン；および７９℃および１０１℃の温度にて圧縮されたフィ
ブリン）。非重合フィブリノゲンをグリセリンおよび水と混合して、実施例１６に記載す
るようにプラスチック円板に加工した。水を含む１２．５％（体積：体積）グリセリン可
塑剤および非重合フィブリノゲンの使用は、試験したすべての温度にて軟質の柔軟性プラ
スチックを生じた。しかしながら、フィブリノゲン基材は１２１℃まで加熱したときに熱
分解したが、それとは対照的に、ゼラチン基材はその温度に接近するときに溶融する傾向
があった。グリセリンのみを２１重量％で使用して作製したフィブリンプラスチックは硬
質で半透明であった。
【０２１９】
　実施例２５
　ＥＣＭベースプレスプラスチック製造
　粉末膀胱細胞外マトリクス（ＵＢ　ＥＣＭ）を実施例１６に記載するようにプラスチッ
クペレットへとプレスした。詳細には、第１ペレットはグリセリンなしで作製して、１０
２℃にて処理した。第２ペレットは２１％グリセリンを用いて作製して、７７℃にて処理
した。第２ペレットは２１％グリセリンを用いて作製して、１００℃にて処理した。
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【０２２０】
　実施例２６
　成長因子包含および量子ドットによる分布視覚化
　タンパク質粉末のプラスチックへの圧縮プレスのためのより低い温度（６０℃）の使用
は、初期圧縮プロセス中の成長因子および類似の生物製剤のプラスチック中への包含を可
能にした。実験はＢＭＰ－２およびＦＧＦ－２の包含によって実行した。ＢＭＰ－２およ
び量子ドット（８００ｎｍ発光、８μＭ）をそのタンパク質粉末への添加前に、グリセリ
ンと事前混合した。対象として、タンパク質粉末およびグリセリン可塑剤のみを用いてプ
ラスチックを形成した。追加のプラスチックは、量子ドットおよびＢＭＰ－２を用いて形
成した（すなわち７７℃で処理された、２５％グリセロールを含むゼラチン、または７８
℃で処理された、３６％グリセロールを含むフィブリン、または７８℃で処理された、３
６％グリセロールを含む、Ｂ－ＥＣＭ）。２５％グリセロールを含むゼラチンは６６℃に
てプレスして、３６％グリセロールを含むフィブリンは６６℃にてプレスして、４３％グ
リセロールを含むＥＣＭは７６℃にてプレスした。
【０２２１】
　量子ドット添加はプラスチック中の量子ドットの分布の視覚化を可能にして、プラスチ
ック内での成長因子の分布を示すために使用された。図１２は、蛍光下でモニタリングさ
れた量子ドットを含むプラスチックの代表的なサンプルを示す。Ａと表示されたサンプル
は、量子ドットを含まない対照群であった。ＢおよびＣと表示されたサンプルは量子ドッ
トおよびＢＭＰ－２を含有し、Ｄと表示されたサンプルは、示されたプラスチックからの
サンプルＣによる断面ペレットシートであった。Ｅと表示されたサンプルは、ゼラチンプ
ラスチックのカットフィルムの可視顕微鏡写真である。蛍光は、調査したすべての調合物
および処理パラメータについてプラスチック全体で観察され、このことは量子ドットおよ
びＢＭＰ－２の均質な分布を示した。
【０２２２】
　実施例２７
　インビボでの分解を監視するためのＥＣＭプラスチックへの量子ドットの包含
　非侵襲性蛍光によってペレット分解を監視するために、フィブリン系プラスチックは実
施例１６に記載の方法に従って調製され、さらにカルボキシルコート（８．０μＭ）８０
０ｎｍ量子ドットを含んでいた。量子ドットの添加は、たとえば患者に植え込まれている
ときには皮膚を通じて、プラスチックのインビボでの分解の非侵襲性監視を可能にする。
プラスチックの分解は、植え込み部位の蛍光の消失によって評価する。インビトロでの結
果は、実施例４に記載した方法と同様に実施されたニワトリＣＡＭモデルにおける広範囲
の血管新生の誘発によって証明されるように、プラスチック中に包含されたＢＭＰ－２の
生物活性の保持を示した。図１３は、３種類のタンパク質系プラスチックそれぞれでの血
管新生の代表的な蛍光画像を示す。
【０２２３】
　実施例２８
　ポロゲンとしてのアンモニウム化合物
　各種のアンモニウム化合物は室温および大気圧にて固体であり、減圧にて気相への昇華
を受けることが既知である。その上、これらのアンモニウム塩は当分野で生体適合性であ
ることが既知である。市販の化合物はそれゆえ、その昇華能力について試験した。これら
のデータに基づいて、ゼラチンプラスチックは実施例１６に記載された方法に従って処理
され、酢酸アンモニウムを含んでいた。酢酸アンモニウムは実施例１６に記載したように
プラスチックマトリクスに物理的に包含させて、ペレットへ形成した。次にペレットを真
空に暴露して酢酸アンモニウムを昇華させて、それによりプラスチックマトリクスに開放
孔が残った。孔形成は、真空処理の間に残った質量のパーセントとして定量した、図１４
。アンモニウム塩微粒子の凍結乾燥は、ゼラチンプラスチック中の相互連結多孔性の広範
囲にわたるネットワークの生成をもたらした。図１５は、昇華後のゼラチンプラスチック
の得られた微小孔性のＳＥＭ画像を示す。相互連結孔はただちに識別可能であり、プラス
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チックペレット全体に広がっている。酢酸アンモニウムは最も迅速な昇華および最も効率
的な孔の形成を与えることがさらに発見された。
【０２２４】
　実施例２９
　プラスチックの分解試験
　プラスチック分解試験は、実施例１６に記載した方法に従って処理した非架橋材料なら
びにグルタルアルデヒドおよびゲニピンを用いた架橋によってさらに処理した同じプラス
チックに対して実施した。分解試験は、３つの溶液中のゼラチン、フィブリン、およびＥ
ＣＭ系プラスチックペレットに対して実施した：ＰＢＳのみ（φ）、０．６％ゲニピンＰ
ＢＳ溶液（ＧＰ）、および０．６％グルタルアルデヒドＰＢＳ溶液（ＧＡ）。溶液を調製
して、溶液ごとに３本の１５ｍｌ試験管、合計で９本の試験管に移した。サンプルを３つ
のセット、すなわちゼラチン｛φ，ＧＰ，ＧＡ｝、フィブリン｛φ，ＧＰ，ＧＡ｝、ＥＣ
Ｍ｛φ，ＧＰ，ＧＡ｝に分けた。適切なプラスチックペレットを各皿に配置して、２３℃
にて２１．５時間にわたって揺動して架橋させた。ゲニピン含有サンプルの３つすべてが
わずか５０分後にすべて青色に変化したことが観察された。２１．５時間後、溶液をウェ
ルから真空吸引して、サンプルをＰＢＳで３回洗浄した。各プラスチックペレットは最初
の面積および最初の質量を測定した。プラスチックサンプルを次に新しいウェルに移し、
０．１％Ｎａアジド、および１％ストレプトマイシン／ペニシリンを含有するＤＭＥＭ－
Ｆ１２溶液に浸漬して、実験用フィルムで密封して、３７℃および５％　ＣＯ２にてイン
キュベートした。
【０２２５】
　プラスチックペレットの面積は、測定値がｍｍ×ｍｍでただちに得られるようにミリメ
ートル目盛りの付いた相互に垂直の定規を内側の端に配置して、定規をテープで固定する
ことによって測定した。焦点が両方の軸のできるだけ多くを含むように、目盛りを顕微鏡
レンズの下に配置した。目盛りを顕微鏡のステージに固定した。面積を測定しているとき
に、ペレットをできるだけ多く溶液中に残し、好ましくはウェル中に浸漬させた。このこ
とは溶液による回折をすべての測定値で確実に一致させた。ペレットを、その端の２つが
上記の軸と同一平面上になるように整列させた。必要ならばペレットを一軸移動させて側
面を測定し、次に反対の端を別に測定した。試験の間に、ペレットを操作するための器具
としてピペット先端を使用した。顕微鏡の対物レンズを通じてペレットおよび目盛りを参
照して、ペレットのサイズを目に見える目盛りから読み取った。
【０２２６】
　プラスチックペレットの質量は、適切な精度（少なくとも０．０２ｍｇの精度）の標準
実験用天秤を使用して測定した。ペレットを溶液から取り出し、２回拭き取って過剰な溶
液を除去した。質量を天秤で測定して、チップをただちにウェルに戻した。面積および質
量測定の間に新しい培地溶液を各ウェルに添加して、同時にペレットをウェルから出した
。
【０２２７】
　測定値を２４時間ごとに４５日まで記録して、ペレットを密閉マルチウェル皿内で３７
℃および５％　ＣＯ２にてインキュベートした。
【０２２８】
　実施例３０
　外部架橋によるプラスチック分解試験
　実施例２８に記載されたプラスチック分解試験方法を実施した。図１６、図１７、およ
び図１８はこれらのデータをグラフで示す。非架橋ゼラチンプラスチックは面積（図１６
Ａ）および質量（図１６Ｂ）の両方によって測定されたように約６倍に膨潤し、その後、
サンプルを迅速に溶解させて、インキュベーション開始の２４時間後までに本質的に消え
た。グルタルアルデヒド（ＧＡ）架橋またはゲニピン（ＧＰ）架橋のどちらかの架橋サン
プルは約２倍に膨潤して、次に４５日間の試験期間を通じて面積および質量の両方を維持
した。グルタルアルデヒドおよびゲニピンは、同様の架橋化学的性質を有するが、ゲニピ
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ンははるかに低い生物毒性を有すると報告された植物系分子である。
【０２２９】
　同様の分離実験は、非架橋および架橋サンプルの両方を使用して、フィブリンおよび膀
胱ＥＣＭ（ＵＢＥＣＭ）の両方にも実施した。架橋はゼラチンベースプラスチックでは上
記のように実施した。非架橋フィブリンは、面積（図１７）または質量（図１８）手段の
どちらかによって約１４０％まで膨潤し、これに対してＧＡまたはＧＰ架橋フィブリンは
著しい膨潤を示さなかった。架橋フィブリンサンプルでは、質量の約２０％の損失が観察
された。非架橋フィブリンサンプルは、面積に基づいて分解しなかったが、４５日までに
約５０％の質量が失われた。架橋フィブリンサンプルでは、面積または質量のどちらにも
著しい変化はなかった。非架橋ＵＢＥＣＭは面積判定（図１７）によって約２００％まで
、質量判定（図１８）によって約１８０％まで膨潤した。ＧＡまたはＧＰのどちらも架橋
ＵＢＥＣＭの膨潤は、面積および質量判定それぞれによって約１５０％および１３０％ま
で減少した。いったん膨潤が起こると、非架橋または架橋ＵＢＥＣＭのどちらについても
、４５日の期間を通じて面積または質量のどちらも変化がなかった。非架橋フィブリンお
よびＵＢＥＣＭは、非架橋ゼラチンよりもはるかに安定である。
【０２３０】
　プラスチック形成中の架橋の誘発は、分解の制御を維持しながら膨潤を制御した。図１
６で観察されるように、事前に形成されたプラスチックの架橋中にゼラチンの著しい膨潤
が発生した。ゼラチンプラスチックのペレット全体が架橋剤によって処理されたとき、ペ
レットのひび割れをもたらす膨潤が生じた。理論に縛られずに、これはおそらく架橋剤の
ペレット中への拡散速度によるものと思われた。架橋反応はペレットの外側からその中心
に向かって発生するので、架橋剤のペレット中への拡散は制限された値となり、ペレット
表面にゼラチンの架橋「剛性シェル」を生じさせた。膨潤は円板の内側で継続して、最終
的にペレットをひび割れさせる十分な力を印加した。
【０２３１】
　実施例３１
　内部架橋によるプラスチック分解試験
　圧縮前のＧＰとタンパク質粉末との混合は圧縮されたプラスチック全体でのＧＰの均一
分布を生じることが提唱された。理論に縛られることなく、いったん水溶液中に配置され
ると、ＧＰは水がプラスチック中に迅速に拡散されるときに架橋を開始することが提唱さ
れた。この提唱を評価するために、圧縮前に粉砕ゼラチン粉末にＧＰを２％（重量／重量
）混合した。ＧＰ－ゼラチン粉末には４０％グリセリンを可塑剤として混合して、５００
０ポンドの圧力で圧縮した。圧縮の温度および圧力条件下での粉末中および／またはグリ
セロール中の微量の水が明らかに、圧縮中の架橋を引き起こした。サンプルは実施例２９
に記載されているように、インビトロでの血清分解条件下に置いた。質量および面積の変
化を図１９に示す。
【０２３２】
　非架橋ゼラチンサンプルは、実施例３０に示した実験と同様に膨潤した。しかしながら
、外部架橋ゼラチンサンプルでの約２００％の膨潤と比較して、内部架橋ＧＰゼラチンに
よって膨潤は起こらなかった。外部架橋ＧＰゼラチンサンプルと同様に、内部架橋ＧＰゼ
ラチンは分解しなかった。これは内部ＧＰ架橋タンパク質を使用した、分解の制御だけで
なく、形状保持も可能にする著しい進歩を示す。
【０２３３】
　実施例３２
　内部架橋によるプラスチック分解試験
　実施例３１でゼラチンについて記載した方法でフィブリン系プラスチックに内部ＧＰ架
橋を適用した。図２０は、質量の変化を示し、内部ＧＰ架橋フィブリンが時間と共に膨潤
、分解せず、それがインプラントなどの生物医学用途に特に有用になることを証明した。
【図面の簡単な説明】
【０２３４】
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【図１】図１Ａは、生物活性材料、この場合は成長因子によってパターン化された薄型平
面構造物を示す。図１Ｂは、円筒の軸に近づくにつれ、半径方向に上昇する成長因子の勾
配でロッド形態へ巻かれた後の同じ平面構造物を示す。
【図２】本開示に従って作製された材料の管状構造物を鋳造するのに使用されうる管状鋳
型を示す。
【図３】押し出し機に挿入または押し出し機内で形成され、次に、ハイドロゲルが下部の
金型を通じて押し出し機から出るように、ピストンを下方に押込むことによって押し出さ
れる、ハイドロゲルを示す。
【図４】ｃｙ３標識骨形成タンパク質－２がインプリントされたフィブリンエラストマー
を示す。細胞培養条件での７日後に、４つの濃度が示されている。
【図５】６枚のＳＥＭ画像を示し、３枚はフィブリンフィルム表面（図５Ａ～Ｃ）であり
、３枚はフィブリンフィルムの断面（図５Ｄ～Ｆ）である。フィルム表面はフィブリン原
線維の存在を示し（図５Ａ～Ｃ）、それは断面画像で確認される（図５Ｄ）。断面も高密
度のフィブリンを示す（図５Ｅ～Ｆ）。
【図６】フィブリンフィルムのＴＥＭ画像を示す。画像中に明瞭なパターンがないのは、
フィブリン原線維のフィルム内へのランダムな充填を証明している。
【図７】圧縮プレスでのゼラチンプラスチックペレット形成での２０分間の操作サイクル
の時間－圧力および時間－温度プロフィールを示す。時間に対する表示した圧力および温
度データは、２０分間のペレット圧縮システムの代表である。
【図８】圧縮プレスでのゼラチンプラスチックペレット形成での６０分間の操作サイクル
の時間－圧力および時間－温度プロフィールを示す。表示した時間に対する圧力および温
度データは、６０分間のペレット圧縮システムの代表である。
【図９】ゼラチンマトリクスからのポリ乳酸ポロゲンのクロロホルム浸出による、ゼラチ
ンプラスチックのマトリクスに形成された孔のＳＥＭ画像を示す。
【図１０】３０倍の倍率（図１０Ａ）および６０倍の倍率（図１０Ｂ）での、グリセリン
可塑剤を有する圧縮後ゼラチンプラスチックの機械加工表面のＳＥＭ画像を示す。
【図１１Ａ】３３倍の倍率（図１１Ａ）、５０倍の倍率（図１１Ｂ）および１００倍の倍
率（図１１Ｃ）での、グリセリン可塑剤を有さない圧縮後ゼラチンプラスチックの機械加
工表面のＳＥＭ画像を示す。
【図１１Ｂ】３３倍の倍率（図１１Ａ）、５０倍の倍率（図１１Ｂ）および１００倍の倍
率（図１１Ｃ）での、グリセリン可塑剤を有さない圧縮後ゼラチンプラスチックの機械加
工表面のＳＥＭ画像を示す。
【図１１Ｃ】３３倍の倍率（図１１Ａ）、５０倍の倍率（図１１Ｂ）および１００倍の倍
率（図１１Ｃ）での、グリセリン可塑剤を有さない圧縮後ゼラチンプラスチックの機械加
工表面のＳＥＭ画像を示す。
【図１２】蛍光下で見られる、量子ドットおよび骨形成タンパク質（ＢＭＰ－２）を包含
するプラスチックを示す。Ａと示されたサンプルは、量子ドットを含まない対照群である
。ＢおよびＣと示されたサンプルは、量子ドットおよびＢＭＰ－２を含有する。Ｄと示さ
れたサンプルは、Ｃと示されたプラスチックから切り取られた断面シートである。Ｅと示
されたサンプルは、単に蛍光なしで描出された、Ｄで示したのと同じゼラチンサンプルで
ある。
【図１３】ニワトリ絨毛尿膜（ＣＡＭ）アッセイでの、量子ドットおよびＢＭＰ－２を包
含する３種類のタンパク質系プラスチックそれぞれの血管新生の代表的な蛍光画像を示す
。
【図１４】ゼラチンマトリクスに包含され、真空条件下での昇華を受けた、アンモニウム
塩ポロゲンを含むゼラチンプラスチックの真空曝露中の時間依存性の残存した質量パーセ
ントを示す。
【図１５】酢酸アンモニウムがマトリクス中に包含され、真空下での昇華によって除去さ
れた、ゼラチンプラスチック中に形成された多孔性マトリクスのＳＥＭ画像である。昇華
後のゼラチンプラスチックの得られた連続的で広範囲の微小孔性は、ただちに識別できる
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【図１６】３７℃の血清含有培地中でのゼラチンプラスチックサンプル上でのインビトロ
での分解実験による結果を示すグラフのセットである。分解は、残存する面積平均パーセ
ント（図１６Ａ）および質量平均パーセント（図１６Ｂ）として定量された。サンプルは
架橋されなかったか、あるいは０．６％グルタルアルデヒド（ＧＡ）または０．６％ゲニ
ピン（ＧＰ）により架橋されたかのどちらかであった。記号は、３通りの決定での平均±
ＳＤを示す。
【図１７】残存するサンプルの面積平均パーセントとして示される、３７℃における血清
含有培地中のフィブリンおよび膀胱ＥＣＭ（ＵＢＥＣＭ）プラスチックサンプル上でのイ
ンビトロでの分解実験による結果を示すグラフである。サンプルは架橋されなかったか、
あるいは０．６％グルタルアルデヒド（ＧＡ）または０．６％ゲニピン（ＧＰ）により架
橋されたかのどちらかであった。記号は、３通りの決定での平均±ＳＤを示す。
【図１８】残存するサンプルの質量平均パーセントとして示される、３７℃における血清
含有培地中のフィブリンおよび膀胱ＥＣＭ（ＵＢＥＣＭ）プラスチックサンプル上でのイ
ンビトロでの分解実験による結果を示すグラフである。サンプルは架橋されなかったか、
あるいは０．６％グルタルアルデヒド（ＧＡ）または０．６％ゲニピン（ＧＰ）により架
橋されたかのどちらかであった。記号は、３通りの決定での平均±ＳＤを示す。
【図１９】３７℃の血清含有培地中のゼラチンプラスチックサンプル上でのインビトロで
の分解実験による結果を示すグラフのセットであり、ゼラチンプラスチックはプラスチッ
ク形成中にゲニピン（２％ｗ／ｗ）で架橋された。図１９Ａのグラフは、残存するサンプ
ルの面積平均パーセントを示し、図１９Ｂのグラフは、残存するサンプルの質量平均パー
セントを示す。記号は、３通りの決定での平均±ＳＤを示す。
【図２０】３７℃の血清含有培地中のフィブリンプラスチックサンプル上でのインビトロ
での分解実験による結果を示すグラフのセットであり、フィブリンプラスチックはプラス
チック形成中にゲニピン（２％ｗ／ｗ）で架橋された。図２０Ａのグラフは、残存するサ
ンプルの面積平均パーセントを示し、図２０Ｂのグラフは、残存するサンプルの質量平均
パーセントを示す。記号は、３通りの決定での平均±ＳＤを示す。
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