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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パッチであって、
　静電的性質を有した支持体の形態とされ、
　その支持体の周縁部が、接着性材料によってコーティングされ、
　前記支持体の非接着性表面の全部または一部が、粒子の形態とされた少なくとも１つの
生物学的活性物質によって直接的に被覆され、
　前記粒子が、静電力の結果として、前記支持体の前記非接着性表面に対しての接触状態
に維持されていることを特徴とするパッチ。
【請求項２】
　請求項１記載のパッチにおいて、
　剥離可能とされていて皮膚に対しての適用前には取り外すことを意図したラベルを、前
記支持体の反対側の面に備えていることを特徴とするパッチ。
【請求項３】
　請求項１または２記載のパッチにおいて、
　前記支持体が、ガラスから構成されている、あるいは、セルロースプラスチック（ＣＡ
、ＣＰ）とポリ塩化ビニル（ＰＶＣｓ）とポリプロピレンとポリスチレンとポリカーボネ
ートとポリアクリル酸とからなるグループの中から選択されたポリマーから構成されてい
ることを特徴とするパッチ。
【請求項４】
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　請求項１～３のいずれか１項に記載のパッチにおいて、
　前記支持体の背面が、剥離可能なラベルによってカバーされていることを特徴とするパ
ッチ。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載のパッチにおいて、
　前記支持体が、前記接着性材料によってコーティングされていない領域に、空所をなす
凹所を有していることを特徴とするパッチ。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載のパッチにおいて、
　前記活性物質が、アレルゲンの形態とされていることを特徴とするパッチ。
【請求項７】
　請求項６記載のパッチにおいて、
　前記アレルゲンが、凍結乾燥処理、または、低温殺菌処理、または、イオン化処理を受
けたものとされていることを特徴とするパッチ。
【請求項８】
　請求項６または７記載のパッチにおいて、
　前記アレルゲンが、アレルゲンの中の精製成分の形態とされていることを特徴とするパ
ッチ。
【請求項９】
　請求項６～８のいずれか１項に記載のパッチにおいて、
　前記支持体が、アレルゲンマーキングデバイスを備え、
　このアレルゲンマーキングデバイスが、前記パッチが取り外されたときに皮膚表面に一
時的に痕跡を残すような前記支持体の背面上にプリントされたマーキングの形態とされて
いる、あるいは、前記パッチが取り外されたときに前記支持体の前記接着性表面上に維持
される自己接着性ディスクの形態とされていることを特徴とするパッチ。
【請求項１０】
　請求項６～９のいずれか１項に記載のパッチにおいて、
　前記接着性領域にあるいは前記非接着性領域に、陽性反応によって誘起された局所的炎
症反応の過程で皮膚に残されたｐＨの局所的変化に感受性を有した着色インジケータの形
態とされたデバイスを具備していることを特徴とするパッチ。
【請求項１１】
　請求項６～１０のいずれか１項に記載のパッチにおいて、
　前記支持体が、静電的性質を有した複数の領域を備え、
　それら各領域が、様々なアレルゲンによって被覆され、
　それら各静電領域が、非静電的領域によって互いに隔離されていることを特徴とするパ
ッチ。
【請求項１２】
　パッチキットであって、
　請求項１～１１のいずれか１項に記載されたパッチを複数個備えているとともに、
　各パッチが、次第に増量された量のアレルゲンを含有していることを特徴とするパッチ
キット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表皮に対して生物学的活性物質を適用し得るような、新規な形態のパッチに
関するものである。本発明は、特に、アレルゲンに対しての被験者の感作状態をスクリー
ニングすることを意図したパッチに関するものである。本発明は、また、そのようなパッ
チの使用に関するものであり、特に、アレルゲンに対しての被験者の感作状態をスクリー
ニングするためのそのようなパッチの使用に関するものである。
【０００２】
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　以下においては、『生物学的に活性な物質』という用語は、診断や治療や化粧や予防（
例えば、ワクチン）といった目的のための物質を意味しており、互いに個別化された粒子
の形態や、あるいは、凝集させた粒子の形態とすることができる。
【０００３】
　本発明は、診断の目的のための物質として上述した意味でのアレルゲンに関して、より
詳細に説明される。すなわち、与えられたアレルゲンに対しての被験者の感作状態をスク
リーニングするための物質という意味でのアレルゲンに関して、より詳細に説明される。
【０００４】
　以下においては、『接触アレルゲン』という表現は、被験者の身体に対してアレルゲン
が接触させるに際して、距離をおいて反応させるのではなく、皮膚に対しての直接接触に
よってアレルゲンが反応を引き起こし得ることを意味している。このタイプのアレルゲン
は、ある種の天然製品および合成製品において見出されており、被験者の皮膚に対して接
触した際には、『接触』アレルギーを引き起こし、例えば発疹やそう痒や水疱の発生や湿
疹といったような様々な現象によって特徴づけられるような局所的皮膚反応を引き起こす
。そのようなアレルゲンは、当業者には全体的に公知であり、文献において詳細に記載さ
れており、特に、米国特許第４，８３６，２１７号明細書に詳細に記載されている。多く
の接触アレルゲンが公知であり、特に、例えば時計バンドに含まれたニッケルやセメント
内に含まれたクロムといったような金属に対してのアレルギーが公知である。しかしなが
ら、また、香料に対するアレルギーや、化粧用製品の中に含まれたラノリンに対するアレ
ルギーや、ある種の医療製品に含まれた例えばネオマイシンやフラビンといったような活
性物質に対するアレルギー、なども公知である。
【０００５】
　本発明は、接触アレルギーだけではなく、アレルゲンに対する接触時の皮膚反応以外の
ものも含めたすべてのアレルギー的兆候にも関するものであり、さらに、例えばアナフィ
ラキシーショックや下痢や副鼻腔炎や喘息や全身性湿疹やじんましん等といったようなア
レルゲンに対しての接触サイトから離間した場所でのある種の兆候にも関するものである
。このことは、アカダニや花粉や動物の毛髪や様々な食品や植物起源のまたは動物起源の
様々な物質に対するアレルギーに対しても、当てはまる。多くのアレルゲンは、時に『呼
吸』アレルゲンとも称されるようなアカダニや花粉や動物の毛髪や羽毛等に関連しており
、鼻炎や喘息といったタイプの呼吸症状を引き起こす。同様に、時に『食品』アレルゲン
とも称されるような落花生や卵やミルクや小麦が、摂取によって、例えば子供の慢性下痢
といったような消化性病状や、例えばアナフィラキシーショックといったようなアナフィ
ラキシー的病状、を引き起こす。また、ラテックスに対するアレルギーも、全体的に公知
であり、アナフィラキシー的な病状をもたらし、潜在的に深刻な手術リスクを患者にもた
らす。これらアレルゲンの大部分は、欧州特許出願公開第１０７８３２号明細書に詳細に
記載されている。
【背景技術】
【０００６】
　診断アレルギーに対する手段は、皮膚試験における最前線をなすバッテリテストをベー
スとしている。アレルゲンに対しての接触時の皮膚活性は、外観的に、局所的炎症皮膚反
応をもたらす。このような局所的炎症皮膚反応は、紅斑（炎症反応の第１臨床状況）とい
う形態の、あるいは、局所的水腫（炎症反応の他の症状）の存在を示すような丘疹という
形態の、中程度のものである。接触アレルゲン以外のアレルゲンの皮膚反応は、血液内を
免疫学的成分が一定に循環し、これにより、呼吸器官や消化器官を介して体内に侵入しま
た皮膚下に存在したアレルゲンに対して、リンパ球が感作することによって説明される。
【０００７】
　今日、接触アレルゲンと呼吸アレルゲンと食品アレルゲンとのそれぞれに関しての個別
的な感作状態を検出するために、いくつかの皮膚試験が提供されている。
【０００８】
　中でも、“Prick Test（針試験）”と称される試験が、特に公知である。この試験は、
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すべてのアレルゲンに関するものであって、食品アレルゲンや呼吸アレルゲンに対して、
即時的な皮膚反応をトリガーすることができる。この試験に際しては、アレルゲンを含有
した溶液を、皮膚上に滴下し、その後に、ニードルによって穿孔することにより真皮の浅
部にまで溶液を侵入させ、それによって、アレルゲンを免疫成分に対して接触させるよう
にする。 Prick Test においては、真皮とアレルゲンとの接触から、３０分後に読取を行
う。言い換えれば、上述したように、この試験により、即座の反応を検出することができ
る。一般的には、ＩｇＥ依存の反応、すなわち、タイプＥの免疫グロブリンに依存した反
応を検出することができる。読取は、例えばヒスタミンといったような陽性の対照例と、
生理的食塩水やアレルゲンを希釈するために使用される溶媒といったような陰性の対照例
と、を比較することによって行われる。この Prick Test の欠点は、第１に、ニードルに
よって真皮にまで穿孔を行うことのために本来的に苦痛を伴うことであり、第２に、重大
なことに、即時反応性だけしか検出できないことである。
【０００９】
　今日では、ある種のアレルギー反応が、数時間から数日といったような期間といったよ
うに遅延的な態様でまたは半遅延的な態様で、起こっているように思われる。さらに、皮
膚に対してのアレルゲンの単なる接触は、見かけの全身反応を引き起こすものであること
に、注意されたい。したがって、アレルゲンが遅延反応をトリガーするのと同じ意味合い
で、アレルゲンが即時反応をトリガーし得るようにして、アレルゲンが皮膚を通して拡散
することが結論づけられる。
【００１０】
　この観測に基づき、皮膚を通してのアレルゲンの侵入を可能として皮膚反応をトリガー
し得るよう、皮膚に対して長期にわたって継続的に接触状態に維持されることを意図した
支持体上にアレルゲンを配置することが提案された。２つの主要なタイプの試験が開発さ
れていて、『パッチ試験』という一般名称で公知である。
【００１１】
　第１のパッチは、 FINN CHAMBERS（登録商標）という名称で公知である。このパッチは
、約１ｃｍという直径の小さな複数の金属製吸盤が連結された接着性支持体を備えている
。深さが２～３ｍｍとされたこれら吸盤は、希釈されたアレルゲンを受領する。希釈され
たアレルゲンは、吸盤上にではなく、セルロース支持体上に配置される。このような混合
体は、そのままの製品からすなわち懸濁状態のアレルゲンから即興で調製される。セルロ
ース支持体は、吸盤の底部に配置され、その後、吸盤が、患者の皮膚に対して取り付けら
れる。試験の読取は、材料を取り外し皮膚をクリーニングしさらに約３０分程度の短時間
にわたって待機した後に、４８時間後に行われる。これにより、皮膚上に対しての吸盤エ
ッジからの圧力に関連した特定の局所的現象、および、接着剤の存在に関連した特定の局
所的現象、を消失させることができる。陽性反応は、接触箇所における紅斑と水腫と発疹
とを組み合わせる。陰性対照実験（単に水を含浸させたセルロース支持体）との比較が行
われる。観察は、通常、容易なものである。しかしながら、反応は、厳密には定量的では
ない。 FINN CHAMBERS（登録商標）を使用することにより、接触アレルゲンや他のアレル
ゲンにかかわらず、すべてのカテゴリーのアレルゲンを試験することができる。特に、即
興で調製されたアレルゲン／セルロース支持体混合体は、例えば、食品アレルギーを検査
し得るよう食品を含有することができ、呼吸アレルギーを検査し得るよう花粉を含有する
ことができ、また、接触アレルギーを検査し得るよう色素や金属を含有することができる
。
【００１２】
　この方法は、無限の種類のアレルゲンを使用することができるけれども、しかしながら
、使用が困難であるという欠点を有している。より詳細には、ある種のエラーが、例えば
次のようなことに基づいて、発生し得る。
　－セルロース支持体が、配置された位置からずれてしまうこと。
　－アレルゲン混合体の量が多すぎると、近隣のキャビティを汚染してしまうこと。
　－アレルゲンの濃度が薄すぎる場合には、アレルギー反応を引き起こし得ないこと。
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　－使用されるアレルゲンの量が、一定せず、試験を規格化することができないこと。
【００１３】
　さらに、いくつかのアレルゲンの検出のためにこの試験が使用されたときには、使用す
るアレルゲンを接着性支持体上において正確に位置指定できないことのために、観察時に
混乱が生じるというリスクが存在する。これに加えて、重大なことに、このタイプの試験
は、アレルゲンが新鮮な状態であることあるいはアレルゲンが懸濁状態であることを必要
とする。アレルゲンを、即興的にすなわち皮膚に対しての適用直前に、溶媒中に溶解させ
たりあるいは分散させたりする必要がある。
【００１４】
　結論として、必要とされるすべての操作が、この試験に対して擾乱をもたらすとともに
、熟練した操作者を有した特定機関に限定させる。その結果、このタイプの試験を通常的
に使用することは、特定の医療機関に対してのみ、限定される。
【００１５】
　 LEUKOTEST（登録商標）という名称で公知のパッチは、上述した FINN CHAMBERS（登録
商標）と同様の原理に従って製造される。相違点は、ＰＶＣチャンバが、接着性支持体内
に設けられていることであり、接着性支持体に対して連結されていないことである。さら
に、ＰＶＣチャンバは、セルロースを含有しており、このセルロースは、移動不可能とさ
れている。しかしながら、吸盤に対して取り付けられたままである。
【００１６】
　上述したように、この試験は、新鮮なあるいは懸濁状態とされた待受状態のアレルゲン
を使用して即興的に行われる。 FINN CHAMBERS（登録商標）よりも使用が容易ではあるも
のの、多くの取扱いエラーというリスクが存在している。以下の点に注意されたい。
　－各チャンバ内に導入されるアレルゲンの量を制御することができないこと。
　－プラスチック製支持体上において使用されるアレルゲンの性質に関する表示が欠如し
ていること。
　－アレルゲンを、セルロース支持体上に適用するのに適切であるような形態としておく
必要があること。
【００１７】
　第２タイプのパッチは、 TRUE TEST（登録商標）という名称で公知であり、米国特許第
４，８３６，２１７号明細書において詳細に開示されている。 TRUE TEST（登録商標）は
、複数の金属製吸盤の存在を区切っており、内部にアレルゲンが組み込まれるゲルによっ
て代用しており、ゲルが、接着性ストリップ上に直接的に適用される。接触アレルゲンだ
けとされるアレルゲンを、様々な態様でゲル内に組み込むことができる。ここで、アレル
ゲンが、ゲル内に組み込まれた溶媒内に可溶性であれば、そのアレルゲンは、ゲル内に直
接的に組み込まれる。そうではなく、アレルゲンが不溶性であれば、ゲル内において直接
的にかつできるだけ一様となるように、アレルゲンを分散させる必要がある。このタイプ
のパッチの主要な欠点は、アレルゲンと相互作用し得るセルロース支持体またはゲルを使
用する必要があることであり、また、有機物起源のアレルゲンを反応可能状態に維持する
ことを保証し得ないことである。
【特許文献１】米国特許第４，８３６，２１７号明細書
【特許文献２】欧州特許出願公開第１０７８３２号明細書
【特許文献３】米国特許第４，８３６，２１７号明細書
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　より詳細には、アレルゲンの適用に際し、本発明が解決しようとする第１の課題は、す
べてのアレルゲンを試験し得るとともに、加えて、有機アレルゲンが反応可能状態に維持
されることを保証し得るような、パッチを提供することである。
【００１９】
　本発明が解決しようとする第２の課題は、使用待受状態とされたパッチを提供すること
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である、すなわち、アレルゲンの即興的調製を必要としないようなパッチを提供すること
である。
【００２０】
　本発明が解決しようとする第３の課題は、皮膚に対して接触した状態で、パッチごとに
一定であるような所定量のアレルゲンを含有して搬送し得るようなパッチを提供すること
である。このことは、試験の信頼性と再現性とを格別に保証することができる。
【００２１】
　上記目的を達成するために、本発明においては、パッチであって、静電的性質を有した
支持体の形態とされ、その支持体の周縁部が、接着性材料によってコーティングされ、支
持体の非接着性表面の全部または一部が、粒子の形態とされた少なくとも１つの生物学的
活性物質によって直接的に被覆され、粒子が、静電力の結果として、支持体の非接着性表
面に対しての接触状態に維持されていることを特徴とするパッチを提供する。
【００２２】
　好ましい実施形態においては、生物学的活性物質は、アレルゲンの形態とされる。
【００２３】
　したがって、本発明によるパッチは、純粋な状態でもって粒子の形態とされたあるいは
変換処理後において粒子の形態とされたアレルゲンを使用することを可能とする。これに
より、粘度に無関係にまた新鮮な状態でのアレルゲンの形態に無関係に、すべてのアレル
ゲンを含有することができる。さらに、純粋（pure）な状態でアレルゲンを使用すること
は、また、天然のままで（native）アレルゲンを使用することは、また、全体的な形態ま
たは成分という形態でアレルゲンを使用することは、つまり、ゲルや溶媒や支持物質とい
った補助物体を必要とすることなく、反応可能な起源状態でもってアレルゲンを使用する
ことは、アレルゲンの性質を変性させないパッチをもたらすだけでなく、適用に際して皮
膚の準備ができればすぐに使用できるようなパッチがもたらされる。
【００２４】
　さらに、有利な実施形態においては、支持体は、皮膚に対しての適用時にまたはパッチ
の取外し時に使用者がエラーを起こすことがないようにし得るために、アレルゲンマーキ
ングデバイスを備えている。このアレルゲンマーキングデバイスは、パッチが取り外され
たときに皮膚表面に一時的に痕跡を残すような支持体の背面上にプリントされたマーキン
グの形態とすることができる、あるいは、パッチが取り外されたときに支持体の接着性表
面上に維持される自己接着性ディスクの形態とすることができる。
【００２５】
　新鮮な状態でのアレルゲンの形態に関しては、３つの前提があり得る。第１の前提にお
いては、天然アレルゲンは、粉末の形態とされている、すなわち、既に個別的な粒子の形
態とされている。この場合には、粒子自体のサイズを小さくするという変換処理以外には
、アレルゲンを、必ずしも変換処理する必要がない（例えば、小麦粉）。
【００２６】
　第２の前提においては、アレルゲンは、いささか大きな固体の形態とされている。この
場合、アレルゲンを、個別的な粒子へと低減化する必要がある。付加的には、変性を防ぐ
ための保存性を高める目的の変換処理を行った後に、個別的な粒子へと低減化する必要が
ある。これは、例えば、食品アレルギーに関してのピーナッツや落花生の場合である。
【００２７】
　第３の前提においては、天然アレルゲンは、液体の形態とされている。これは、例えば
、食品アレルギーに関しての、ミルクの場合である。このような場合には、粉末の形態の
アレルゲンが得られるよう、凍結乾燥を行う必要がある。場合によっては、試験用アレル
ゲンの１つの精製成分だけを使用する必要があることもあり得る。これは、例えば、卵の
タンパク質成分や、牛乳のアルブミンの場合や、牛乳から抽出されたラクトセラムだけか
らなるタンパク質の場合でさえ、ある。
【００２８】
　液体アレルゲンの場合、粉末化された形態は、例えば凍結乾燥処理（真空下での凍結お
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よび析出）や加熱や噴霧といったような公知技術や、これら技術の選択、によって得るこ
とができる。特に、微粉化の程度は、対象をなすアレルゲンの物理化学的性質の関数とし
て、当業者が予め設定することができる。
【００２９】
　パッケージング状態におけるパッチの保存性を確保するために、特に、雰囲気エアによ
るアレルゲンの変性を防止するために、粒子は、例えば凍結乾燥処理や低温殺菌処理やイ
オン化処理といったような特定の処理を受ける。より詳細には、当業者には公知の任意の
処理を受ける。含有される生物学的活性物質にかかわらず、パッチは、真空下で調製され
る、および／または、真空下で保存される。パッチは、剥離可能とされていて皮膚に対し
ての適用前には取り外すことを意図したラベルを、支持体の反対側の面に備えている。
【００３０】
　本発明の本質的な特徴点においては、本発明によるパッチは、静電的性質を有した支持
体を備えている。
【００３１】
　以下においては、また、特許請求の範囲においては、『静電的支持体』という用語は、
静電電荷を蓄積することができるとともにそれら静電電荷を保存できるような材料から形
成された任意の支持体を意味している。そのため、静電的支持体は、特に摩擦や加熱やイ
オン化や当業者には公知の他の任意の技術によって、静電力を維持することができる。支
持体の一方の面上にまたは他方の面上に現れる電荷は、支持体を構成している材質に応じ
てまた静電電荷の生成手段に応じて、正電荷とも負電荷ともすることができる。すべての
場合において、支持体の表面上に分散した正電荷または負電荷は、導電性材料または非導
電性材料に対して、引力を引き起こす。この場合には、個別化された粒子または凝集した
粒子の形態とされたアレルゲンに対して、引力を引き起こす。また、粒子がイオン化され
た場合にも、同じタイプの静電的引力を、粒子と支持体との間に引き起こすことができる
。よって、本発明によるパッチの１つの利点は、アレルゲンの、より一般的には、生物学
的活性物質の、表面質量を正確に計量できることである。アレルゲンの質量は、
　－第１に、支持体の選択の関数として、および、支持体表面上への電荷蓄積能力の関数
として；
　－アレルゲン粒子のタイプの関数として；
　－第２に、支持体の非接着性表面上へのアレルゲンの配置ステップ時における粒子搬送
の関数として；
バッチごとに一定である。
【００３２】
　実用的には、必要とされた静電的性質を有している限りにおいては、支持体として、任
意の材料を使用することができる。特に、支持体は、ガラスから構成される、あるいは、
セルロースプラスチック（ＣＡ、ＣＰ）とポリ塩化ビニル（ＰＶＣｓ）とポリプロピレン
とポリスチレンとポリカーボネートとポリアクリル酸とからなるグループの中から選択さ
れたポリマーから構成される。特に、ポリ（メチルメタクリレート）（ＰＭＭＡ）や、フ
ッ素系ポリマー（例えば、ＰＴＦＥ）から構成される。これら例示は、何らの限定をもた
らすものではない。アレルギー誘発性の小さな支持体が要望された場合には、ガラスを選
択することが有利である。
【００３３】
　したがって、支持体は、構成材料に応じて、剛直なものともまたフレキシブルなものと
もすることができ、また、親水性のものとすることもまたそうではないものともすること
ができ、また、不透明なものとすることもまたそうではないものともすることができる。
ガラスの場合には、支持体は、ガラスに対してプラスチックシートを貼り合わせることに
よって、破損しないものとすることができる。
【００３４】
　有利な実施形態においては、透明な支持体が選択される。このような透明な支持体は、
適切である場合には、パッチを取り外す必要なく、反応の直接的な観察を可能とする。
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【００３５】
　炎症反応の検出をさらに良好なものとするために、本発明によるパッチは、接着性領域
にあるいは非接着性領域に、陽性反応によって誘起された局所的炎症反応の過程で皮膚に
残された物理的化学的反応に感受性を有したデバイスを具備する。このようなデバイスは
、例えば、ｐＨの局所的変化に感受性を有した着色インジケータとすることができる。こ
の場合、局所的反応に関係なく、観察を容易とする読取システムを想定することができる
。
【００３６】
　支持体の表面における静電力を活性化することによって、適用直前における支持体に対
しての特にアレルゲンといったような生物学的活性物質の結合力を増強するために、支持
体の背面は、剥離可能なラベルによってカバーすることができる。このラベルは、適用時
には剥がされる。このラベルは、また、アレルゲンを暗状態に保存することができる。
【００３７】
　パッチ内においてこのようにして貯蔵されたアレルギー性分子の搬送は、パッチによっ
て限定された領域内において皮膚から滲み出した汗によって確保され、この汗と一緒にア
レルギー性分子が搬送される。パッチの有効性は、したがって、パッチの感度は、アレル
ゲンが溶液または懸濁液とされている液相の生成によって大いに調整される。これにより
、ポアを通しての貫通を促進することができる。したがって、パッチは、以下の２つの課
題を解決し得るような特性を有していなければならない。
　－汗の蒸発を防止すること。
　－汗の循環を可能とすること。
【００３８】
　汗の蒸発という課題に関しては、第１に、支持体の不透過性によって解決することがで
き、第２に、周縁接着領域が、気密領域を形成することによって、皮膚と支持体との間の
密閉空間を気密に維持することによって、解決することができる。
【００３９】
　汗の循環という課題を解決するため、支持体は、有利には、接着性材料によってコーテ
ィングされていない領域に、空所をなす凹所を有している。この凹所は、高温条件または
低温条件下で形成することによって得られ、空所内にアレルゲンを配置することを可能と
する。これにより、アレルゲンは、皮膚に対して押圧されることがなく、対象領域におけ
る血液循環を阻害しない。この凹所は、また、皮膚に対してパッチを適用する前に剥がさ
れる層に対してアレルゲンが接触することを防止することができる。有利には、空所によ
って規定される領域は、真空状態に維持される。
【００４０】
　言い換えれば、静電力によって支持体上に可逆的に元々の状態で維持されるアレルゲン
は、そのようにして得られたキャビティ内に全体的に解放される。これにより、汗に対し
ての混合が行われる。汗は、局所的発熱のためにまたそれによる血管活性化のために、よ
り容易に発汗される。したがって、皮膚のポアを貫通してのアレルゲンの侵入が容易に行
われ、血管活性化が、免疫性成分の灌流を可能とする。読取は、接着性材料によって引き
起こされる紅斑の影響を除去するために、プラスチック製支持体を除去した後に、十分な
時間が経過してから、行われる。
【００４１】
　皮膚反応のトリガーを可能とするために、粒子は、使用するアレルゲンに依存した量で
もって、支持体上にわたって分散配置される。上述したように、本発明によるパッチの利
点は、与えられた所定量のアレルゲンを含有したデバイスを提供する点である。所定量の
アレルゲンの全体が適用されることにより、パッチを規格化することができる。例えばミ
ルクの場合には、粒子は、支持体上にわたって、０．００１～１ｇ／ｃｍ２ という量で
もって配置される。
【００４２】
　本発明は、また、パッチキットに関するものであって、上述したようなパッチを複数個
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備えているとともに、各パッチが、次第に増量された量のアレルゲンを含有している。こ
れにより、脱感作処置時にわたって、アレルゲンのドーズ量を増大することができる。
【００４３】
　支持体に対して直接的に取り付けられた粒子の形態で、かつ乾燥状態で、アレルゲンを
使用することは、さらに、以下の複数の利点を有している。
【００４４】
　まず最初に、皮膚に対して接触する分子を制限することにより、アレルギー反応を妨害
したりアレルギー反応の診断を妨害したりしかねないようなすべての化学的相互作用やす
べての反応を、防止することができる。さらに、粒子の形態でアレルゲンを使用している
ことにより、アレルゲンを、適切なパッケージング状態で保存することができる。このた
め、即興的な（使用時にその場で）調製を行う必要がない。最後に、皮膚から滲み出した
汗と粒子とが接触することにより、非常に濃縮された溶液を得ることができ、表皮を通し
ての分子の迅速な侵入を促進することができる。
【００４５】
　当然のことながら、本発明によるパッチは、特に、与えられたアレルゲンに対しての感
作状態をスクリーニングすることができる。また、一度に複数のアレルゲンに関して、感
作状態をスクリーニングすることができる。後者の場合、支持体は、静電的性質を有した
複数の領域を備えている。有利には、空所の形態とされた、静電的性質を有した複数の領
域を備えている。それら各領域は、互いに異なる様々な試験用アレルゲンによって被覆さ
れているとともに、それら各静電領域は、非静電的領域によって互いに隔離されている。
【００４６】
　他の実施形態においては、パッチは、一連をなす複数の与えられたアレルゲンに対して
の被験者の感作状態をスクリーニングし得るよう、同一領域内に複数のアレルゲンからな
る混合体を有している。この実施形態は、例えば、一連をなす複数の食品アレルゲンに対
しての被験者の感作状態を決定する場合に、有利である。互いに個別とされた複数の静電
的支持体上に配置されるにしてもまた同一支持体上において混合されるにしても、複数の
アレルゲンの組合せの場合には、複数のアレルゲンの選択は、文献からのデータに従った
最も標準的な病理学に関するアレルゲンリストに依存する。この選択は、主要な年令区分
の各々における各病理学に特定の組合せを形成するように、行われる。さらに、アレルゲ
ンリストは、食習慣に応じて、また、パッチが配置される特定の環境条件に応じて、変更
することができる。場合によっては、複数のアレルゲンは、保健機関によって発行された
リストに基づいて選択することができる。
【００４７】
　本発明は、また、アレルゲンに対しての被験者の感作状態をスクリーニングするに際し
ての、上述したパッチの使用に関するものであり、この使用においては、皮膚に対してパ
ッチを適用し、その後、パッチを取り外した後に、皮膚反応の有無を検出する。
【００４８】
　有利な実施形態においては、パッチは、牛乳や卵や小麦やピーナッツからなるグループ
の中から選択された製品内に含有されている食品アレルゲンに対しての被験者の感作状態
をスクリーニングするに際して、使用される。
【００４９】
　他の実施形態においては、パッチは、ラテックス内に含有されているアレルゲンに対し
ての被験者の感作状態をスクリーニングするに際して、使用される。
【００５０】
　さらに、本発明によるパッチは、１つまたは複数の与えられたアレルゲンに対しての被
験者の脱感作を行うに際して、使用することができる。この場合、パッチは、供給すべき
アレルゲン量に応じた所定時間にわたって、皮膚に対して適用される。含有されているア
レルゲン量が次第に増加しているような複数のパッチを使用することができる。パッチか
らのアレルゲンのプログラムされた放出を、有利には、想定することができる。
【００５１】
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　本発明によるパッチは、ゲルや吸取紙や溶媒を使用することなく皮膚に対して任意の接
触アレルゲンを接触させることにより、接触アレルギーの診断を行うに際して使用するこ
とができる。
【００５２】
　本発明によるパッチは、また、治療作用（医療製品）や予防作用（ワクチン）や化粧作
用を得るという目的で、任意の生物学的活性物質を適用するために使用することができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５３】
　本発明およびその利点は、添付図面を参照しつつ、以下の説明を読むことにより、明瞭
となるであろう。
【００５４】
［実験例１］
　図１は、本発明によるパッチを、全体的に符号（１）によって示している。第１の特徴
点においては、このパッチは、酢酸セルロース製の支持体（２）から構成されている。こ
の支持体（２）の周縁部（３）は、接着性材料によってコーティングされている。支持体
（２）の背面は、剥離可能とされたラベル（４）によって、カバーされている。図１に示
すように、アレルゲン（５）が、酢酸セルロース製支持体（２）の非接着領域（６）の全
体にわたって、微粉の形態で配置されている。
【００５５】
　図２に示すように、酢酸セルロース製支持体（２）は、非接着性表面の全体にわたって
、凹所（７）を有している。この凹所（７）内に、個々の粒子が配置されている。このパ
ッチ（１）は、さらに、剥離可能とされた第２ラベル（８）を備えている。この第２ラベ
ル（８）は、酢酸セルロース製支持体からなるアセンブリに対向するとともに、フィルム
コーティング（４）を隔離することを意図している。当然のことながら、このシート（第
２ラベル）（８）は、パッチ（１）を対象領域に対して適用するに先立って、剥がすこと
ができる。
【００５６】
［実験例２］
　この例においては、本発明によるパッチの有効性を、従来技術による FINN CHAMBERS（
登録商標）タイプのパッチと比較する。
【００５７】
＜１－手段および方法＞
　本発明によるパッチを、１５人の子供の背中に適用した。これら子供は、牛乳タンパク
質（cow's milk proteins,ＣＭＡ）に対するアレルギーが疑われるような兆候を示してい
た。
【００５８】
　パッチは、２つの領域を有している。すなわち、接着性支持体からなる第１の上側領域
であって、その接着性支持体上に、他の関連成分を有していない粉末スキムミルクからな
る錠剤が配置されているような、本発明によるパッチに対応した上側領域と；接着性支持
体からなる下側領域であって、その接着性支持体上に吸盤が取り付けられ、その吸盤の底
部が、希釈したスキムミルクを吸収させた FINN CHAMBERS（登録商標）タイプのセルロー
ス支持体によって充填されているような、下側領域と；を有している。
【００５９】
　接着剤を剥がした後に４８時間経過後に、読取を行った。紅斑すなわち斑点作用の存在
が、陽性を示した。
【００６０】
＜２－結果＞
　５週間という年令～１１才３ヶ月という年令の１５人の子供に関して、二重パッチを使
用して、牛乳アレルギーに関して調査した。得られた反応は、パッチの適用から４８時間
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経過後において評価された。
【００６１】
　従来的治療手段に対して（９例）、湿疹に対して（６例）、嘔吐に対して（２例）、慢
性腹痛に対して（２例）、慢性下痢に対して（３例）、説明不可能な疼痛の兆候に対して
（４例）、全体的体調不良感に対して（１例）、といったようにして、すべての子供が、
ＲＧＯ牛乳タンパク質に対する陽性アレルギーを示す医学的兆候を示した。
【００６２】
　３例については、双方の試験において陽性であり、１０例については、双方の試験にお
いて陰性であった。１つの例については、 FINN CHAMBERS（登録商標）において陽性であ
りかつ本発明によるパッチで陰性であった。逆に、１つの例については、 FINN CHAMBERS
（登録商標）において陰性でありかつ本発明によるパッチで陽性であった。
【００６３】
＜３－結論＞
　牛乳タンパク質に対する食品アレルギーが疑われた１５人の子供に関して、本発明によ
るパッチが、 FINN CHAMBERS（登録商標）法と同程度の感度であることがわかった。双方
の場合において、結果が同等であり、２つの方法を差別化することはできない。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】本発明の好ましい実施形態を概略的に示す図である。
【図２】図１の断面を示す図である。
【符号の説明】
【００６５】
１　パッチ
２　支持体
３　周縁部
４　ラベル
５　アレルゲン
６　非接着領域
８　第２ラベル
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