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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　親水性コーティングを表面に有するシリコーンハイドロゲルコンタクトレンズの製造方
法であって、
（ａ）少なくとも１つのシリコーン含有ビニルモノマー又はマクロマーと、アズラクトン
含有ビニルモノマー又はマクロマーとを含む重合性（又はレンズ形成）組成物を、成形型
中で重合させて、これにより、コンタクトレンズのポリマーマトリクス上に共有結合した
アズラクトン部分を有するシリコーンハイドロゲルコンタクトレンズを形成する工程（こ
こで、アズラクトン含有ビニルモノマー又はマクロマーは、重合性組成物中に、０．５重
量％～５．０重量％の量で存在する）；
（ｂ）コンタクトレンズを、ペンダント第一級又は第二級アミノ基を有するアンカー親水
性ポリマーの溶液と、コンタクトレンズ上にプライムコーティングを形成するために十分
な時間接触させる工程（ここで、プライムコーティングは、コンタクトレンズの表面又は
表面近くの１つのアズラクトン部分とアンカー親水性ポリマーの１つのペンダント第一級
又は第二級アミノ基間でそれぞれ形成される１つ以上の共有結合を介して、コンタクトレ
ンズの表面に共有結合したアンカー親水性ポリマーの層を含み、アンカー親水性ポリマー
は、ポリビニルアルコールの誘導体であるポリヒドロキシルポリマーであって、式Ｉ：
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【化７】

［式中、Ｒ５は、水素、Ｃ１－Ｃ６アルキル基又はシクロアルキル基であり；Ｒ６は、最
大８個の炭素原子を有する直鎖又は分岐鎖アルキレンであり；そして、Ｒ７は、式Ｎ＋Ｈ

２（Ｒ’）Ｘ－（式中、Ｒ’は、水素又はＣ１－Ｃ４アルキルラジカルであり、Ｘは、Ｈ
ＳＯ４

－、Ｆ－、Ｃｌ－、Ｂｒ－、Ｉ－、ＣＨ３ＣＯＯ－、ＯＨ－、ＢＦ－、又はＨ２Ｐ
Ｏ４

－からなる群より選択されるカウンターイオンである）で表される第一級又は第二級
アミノ基である］
のユニットを、ポリビニルアルコールにおけるヒドロキシル基数あたり、０．５％～８０
％有するポリヒドロキシルポリマーである）；
（ｃ）プライムコーティングの上部にトップコーティングを適用して、プライムコーティ
ングに対して表面の親水性及び／又は耐久性が増加した親水性コーティングを形成する工
程（ここで、トップコーティングは、（ｉ）カルボン酸含有親水性ポリマーの層、及び（
ｉｉ）アゼチジニウム含有ポリマーの層を含み、カルボン酸含有親水性ポリマーの層は、
プライムコーティングを表面に有するコンタクトレンズをカルボン酸含有親水性ポリマー
の溶液と接触させることにより形成され、アゼチジニウム含有ポリマーの層は、表面にプ
ライムコーティング、及びカルボン酸含有親水性ポリマーの層を有するコンタクトレンズ
を、アゼチジニウム含有ポリマーの溶液と接触させることにより形成され、カルボン酸含
有親水性ポリマーの層及び／又はアゼチジニウム含有ポリマーの層は、アンカー親水性ポ
リマーの層に化学的及び／又は物理的に結合する）を含む、方法。
【請求項２】
　アズラクトン含有ビニルモノマー又はマクロマーが、２－ビニル－４，４－ジメチル－
１，３－オキサゾリン－５－オン、２－イソプロペニル－４，４－ジメチル－１，３－オ
キサゾリン－５－オン、２－ビニル－４－メチル－４－エチル－１，３－オキサゾリン－
５－オン、２－イソプロペニル－４－メチル－４－ブチル－１，３－オキサゾリン－５－
オン、２－ビニル－４，４－ジブチル－１，３－オキサゾリン－５－オン、２－イソプロ
ペニル－４－メチル－４－ドデシル－１，３－オキサゾリン－５－オン、２－イソプロペ
ニル－４，４－ジフェニル－１，３－オキサゾリン－５－オン、２－イソプロペニル－４
，４－ペンタメチレン－１，３－オキサゾリン－５－オン、２－イソプロペニル－４，４
－テトラメチレン－１，３－オキサゾリン－５－オン、２－ビニル－４，４－ジエチル－
１，３－オキサゾリン－５－オン、２－ビニル－４－メチル－４－ノニル－１，３－オキ
サゾリン－５－オン、２－イソプロペニル－４－メチル－４－フェニル－１，３－オキサ
ゾリン－５－オン、２－イソプロペニル－４－メチル－４－ベンジル－１，３－オキサゾ
リン－５－オン、２－ビニル－４，４－ペンタメチレン－１，３－オキサゾリン－５－オ
ン、２－ビニル－４，４－ジメチル－１，３－オキサゾリン－６－オン、及びその組み合
わせを含むアズラクトン含有ビニルモノマーからなる群より選択され、アズラクトン含有
ビニルモノマー又はマクロマーが、重合性組成物中に、０．６重量％～２．５重量％の量
で存在する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　アンカー親水性ポリマーが、分子量５００，０００～５，０００，０００ダルトンを有
する、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　アンカー親水性ポリマーの溶液が、アンカー親水性ポリマーを、水と１つ以上の有機溶
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媒の混合物、有機溶媒又は１つ以上の有機溶媒の混合物に溶解させることにより調製され
る、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　カルボン酸含有親水性ポリマーが、カルボキシメチルセルロース、ヒアルロン酸アルデ
ヒド、直鎖ポリアクリル酸、分岐鎖ポリアクリル酸、ポリメタクリル酸、少なくとも１つ
の親水性ビニルモノマーを有する（メタ）アクリル酸のコポリマー、マレイン酸もしくは
フマル酸コポリマー、又はその組み合わせである、請求項１～４のいずれか一項に記載の
方法。
【請求項６】
　カルボン酸含有親水性ポリマーが、カルボキシメチルセルロース、ヒアルロン酸アルデ
ヒド、又はその組み合わせである、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　シリコーンハイドロゲルコンタクトレンズのポリマーマトリクスに共有結合した親水性
コーティングを有するシリコーンハイドロゲルコンタクトレンズの製造方法であって、
（ａ）少なくとも１つのシリコーン含有ビニルモノマー又はマクロマーと、アズラクトン
含有ビニルモノマー又はマクロマーとを含む重合性組成物を、成形型中で重合させて、こ
れにより、コンタクトレンズのポリマーマトリクス上に共有結合したアズラクトン部分を
有するシリコーンハイドロゲルコンタクトレンズを形成する工程（ここで、アズラクトン
含有ビニルモノマー又はマクロマーは、重合性組成物中に、０．５重量％～５．０重量％
の量で存在する）；
（ｂ）コンタクトレンズを、ペンダント第一級又は第二級アミノ基を有するアンカー親水
性ポリマーの溶液と、コンタクトレンズ上にプライムコーティングを形成するために十分
な時間接触させる工程（ここで、プライムコーティングは、コンタクトレンズの表面又は
表面近くの１つのアズラクトン部分とアンカー親水性ポリマーの１つのペンダント第一級
又は第二級アミノ基間でそれぞれ形成される１つ以上の共有結合を介して、コンタクトレ
ンズの表面に共有結合したアンカー親水性ポリマーの層を含む）；
（ｃ）プライムコーティングの上部にトップコーティングを適用して、プライムコーティ
ングに対して表面の親水性及び／又は耐久性が増加した親水性コーティングを形成する工
程（ここで、トップコーティングは、アルデヒド基を含むカルボン酸含有親水性ポリマー
の少なくとも１つの層を含み、その層は、プライムコーティングを表面に有するコンタク
トレンズをカルボン酸含有親水性ポリマーの溶液と接触させることにより形成され、カル
ボン酸含有親水性ポリマーの層は、アンカー親水性ポリマーの層に化学的及び／又は物理
的に結合する）
を含む、方法。
【請求項８】
　アズラクトン含有ビニルモノマー又はマクロマーが、２－ビニル－４，４－ジメチル－
１，３－オキサゾリン－５－オン、２－イソプロペニル－４，４－ジメチル－１，３－オ
キサゾリン－５－オン、２－ビニル－４－メチル－４－エチル－１，３－オキサゾリン－
５－オン、２－イソプロペニル－４－メチル－４－ブチル－１，３－オキサゾリン－５－
オン、２－ビニル－４，４－ジブチル－１，３－オキサゾリン－５－オン、２－イソプロ
ペニル－４－メチル－４－ドデシル－１，３－オキサゾリン－５－オン、２－イソプロペ
ニル－４，４－ジフェニル－１，３－オキサゾリン－５－オン、２－イソプロペニル－４
，４－ペンタメチレン－１，３－オキサゾリン－５－オン、２－イソプロペニル－４，４
－テトラメチレン－１，３－オキサゾリン－５－オン、２－ビニル－４，４－ジエチル－
１，３－オキサゾリン－５－オン、２－ビニル－４－メチル－４－ノニル－１，３－オキ
サゾリン－５－オン、２－イソプロペニル－４－メチル－４－フェニル－１，３－オキサ
ゾリン－５－オン、２－イソプロペニル－４－メチル－４－ベンジル－１，３－オキサゾ
リン－５－オン、２－ビニル－４，４－ペンタメチレン－１，３－オキサゾリン－５－オ
ン、２－ビニル－４，４－ジメチル－１，３－オキサゾリン－６－オン、及びその組み合
わせを含むアズラクトン含有ビニルモノマーからなる群より選択され、アズラクトン含有
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ビニルモノマー又はマクロマーが、重合性組成物中に、０．６重量％～２．５重量％の量
で存在する、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　アンカー親水性ポリマーが、Ｃ１－Ｃ４アミノアルキル（メタ）アクリルアミドのホモ
ポリマー、Ｃ１－Ｃ４アミノアルキル（メタ）アクリレートのホモポリマー、少なくとも
１つの親水性ビニルモノマーを有するＣ１－Ｃ４アミノアルキル（メタ）アクリルアミド
のコポリマー、少なくとも１つの親水性ビニルモノマーを有するＣ１－Ｃ４アミノアルキ
ル（メタ）アクリレートのコポリマー、ポリエチレンイミン、ポリアリルアミン塩酸塩ホ
モポリマー、ポリアリルアミン塩酸塩コポリマー、ペンダント第一級及び／又は第二級ア
ミノ基を有するポリビニルアルコール、及びその組み合わせからなる群より選択される、
請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　カルボン酸含有親水性ポリマーが、ヒアルロン酸アルデヒドである、請求項７、８又は
９に記載の方法。
【請求項１１】
　トップコーティングが、アゼチジニウム含有ポリマーの少なくとも１つの層を含む、請
求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　トップコーティングが、１つのカルボン酸含有親水性ポリマーの１層及びアゼチジニウ
ム含有ポリマーの１層からなる少なくとも１つの二層を含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　カルボン酸含有親水性ポリマー又はアゼチジニウム含有ポリマーの最終層を、レンズパ
ッケージ中で、コンタクトレンズ上へ適用し、密封して、１１５～１２５℃の温度で１５
分間～９０分間オートクレーブする工程を含む、請求項１～１２のいずれか一項に記載の
方法。
【請求項１４】
　親水性コーティングを表面に有するシリコーンハイドロゲルコンタクトレンズの製造方
法であって、
（ａ）少なくとも１つのシリコーン含有ビニルモノマー又はマクロマーと、アズラクトン
含有ビニルモノマー又はマクロマーとを含む重合性（又はレンズ形成）組成物を、成形型
中で重合させて、これにより、コンタクトレンズのポリマーマトリクス上に共有結合した
アズラクトン部分を有するシリコーンハイドロゲルコンタクトレンズを形成する工程（こ
こで、アズラクトン含有ビニルモノマー又はマクロマーは、重合性組成物中に、０．５重
量％～５．０重量％の量で存在する）；
（ｂ）コンタクトレンズを、ペンダント第一級又は第二級アミノ基を有するアンカー親水
性ポリマーの溶液と、コンタクトレンズ上にプライムコーティングを形成するために十分
な時間接触させる工程（ここで、プライムコーティングは、コンタクトレンズの表面又は
表面近くの１つのアズラクトン部分とアンカー親水性ポリマーの１つのペンダント第一級
又は第二級アミノ基間でそれぞれ形成される１つ以上の共有結合を介して、コンタクトレ
ンズの表面に共有結合したアンカー親水性ポリマーの層を含み、アンカー親水性ポリマー
は、ポリビニルアルコールの誘導体であるポリヒドロキシルポリマーであって、式Ｉ：
【化８】
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［式中、Ｒ５は、水素、Ｃ１－Ｃ６アルキル基又はシクロアルキル基であり；Ｒ６は、最
大８個の炭素原子を有する直鎖又は分岐鎖アルキレンであり；そして、Ｒ７は、式Ｎ＋Ｈ

２（Ｒ’）Ｘ－（式中、Ｒ’は、水素又はＣ１－Ｃ４アルキルラジカルであり、Ｘは、Ｈ
ＳＯ４

－、Ｆ－、Ｃｌ－、Ｂｒ－、Ｉ－、ＣＨ３ＣＯＯ－、ＯＨ－、ＢＦ－、又はＨ２Ｐ
Ｏ４

－からなる群より選択されるカウンターイオンである）で表される第一級又は第二級
アミノ基である］
のユニットを、ポリビニルアルコールにおけるヒドロキシル基数あたり、０．５％～８０
％有するポリヒドロキシルポリマーである）；
（ｃ）プライムコーティングの上部にトップコーティングを適用して、プライムコーティ
ングに対して表面の親水性及び／又は耐久性が増加した親水性コーティングを形成する工
程（ここで、トップコーティングは、カルボン酸含有親水性ポリマーの層、又はアゼチジ
ニウム含有ポリマーの層を含み、カルボン酸含有親水性ポリマーの層は、プライムコーテ
ィングを表面に有するコンタクトレンズをカルボン酸含有親水性ポリマーの溶液と接触さ
せることにより形成され、アゼチジニウム含有ポリマーの層は、表面にプライムコーティ
ングを有するコンタクトレンズを、アゼチジニウム含有ポリマーの溶液と接触させること
により形成され、カルボン酸含有親水性ポリマーの層又はアゼチジニウム含有ポリマーの
層は、アンカー親水性ポリマーの層に化学的及び／又は物理的に結合する）を含む、方法
。
【請求項１５】
　アズラクトン含有ビニルモノマー又はマクロマーが、２－ビニル－４，４－ジメチル－
１，３－オキサゾリン－５－オン、２－イソプロペニル－４，４－ジメチル－１，３－オ
キサゾリン－５－オン、２－ビニル－４－メチル－４－エチル－１，３－オキサゾリン－
５－オン、２－イソプロペニル－４－メチル－４－ブチル－１，３－オキサゾリン－５－
オン、２－ビニル－４，４－ジブチル－１，３－オキサゾリン－５－オン、２－イソプロ
ペニル－４－メチル－４－ドデシル－１，３－オキサゾリン－５－オン、２－イソプロペ
ニル－４，４－ジフェニル－１，３－オキサゾリン－５－オン、２－イソプロペニル－４
，４－ペンタメチレン－１，３－オキサゾリン－５－オン、２－イソプロペニル－４，４
－テトラメチレン－１，３－オキサゾリン－５－オン、２－ビニル－４，４－ジエチル－
１，３－オキサゾリン－５－オン、２－ビニル－４－メチル－４－ノニル－１，３－オキ
サゾリン－５－オン、２－イソプロペニル－４－メチル－４－フェニル－１，３－オキサ
ゾリン－５－オン、２－イソプロペニル－４－メチル－４－ベンジル－１，３－オキサゾ
リン－５－オン、２－ビニル－４，４－ペンタメチレン－１，３－オキサゾリン－５－オ
ン、２－ビニル－４，４－ジメチル－１，３－オキサゾリン－６－オン、及びその組み合
わせを含むアズラクトン含有ビニルモノマーからなる群より選択され、アズラクトン含有
ビニルモノマー又はマクロマーが、重合性組成物中に、０．６重量％～２．５重量％の量
で存在する、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　アンカー親水性ポリマーが、分子量５００，０００～５，０００，０００ダルトンを有
する、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　アンカー親水性ポリマーの溶液が、アンカー親水性ポリマーを、水と１つ以上の有機溶
媒の混合物、有機溶媒又は１つ以上の有機溶媒の混合物に溶解させることにより調製され
る、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　カルボン酸含有親水性ポリマーが、カルボキシメチルセルロース、ヒアルロン酸アルデ
ヒド、直鎖ポリアクリル酸、分岐鎖ポリアクリル酸、ポリメタクリル酸、少なくとも１つ
の親水性ビニルモノマーを有する（メタ）アクリル酸のコポリマー、マレイン酸もしくは
フマル酸コポリマー、又はその組み合わせである、請求項１４～１７のいずれか一項に記
載の方法。
【請求項１９】
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　カルボン酸含有親水性ポリマーが、カルボキシメチルセルロース、ヒアルロン酸アルデ
ヒド、又はその組み合わせである、請求項１８に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的に、シリコーンハイドロゲルコンタクトレンズ上へ親水性ポリマーの
コーティングを適用して、親水性及び潤滑性を向上させるための費用効率的及び時間効率
的方法に関する。さらに、本発明は、良好な無傷性及び耐久性を備えた親水性コーティン
グを有するシリコーンハイドロゲルコンタクトレンズを提供する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、高い酸素透過度及び快適性からソフトシリコーンハイドロゲルコンタクトレンズ
の人気が高まっている。しかしながら、シリコーンハイドロゲル材料は、典型的には、疎
水性（非湿潤性）である表面又はその表面の少なくともいくつかの領域を有する。疎水性
の表面又は表面領域が、眼の環境から脂質又はタンパク質を取り込み、眼に付着する可能
性がある。従って、シリコーンハイドロゲルコンタクトレンズは、一般的に、表面修飾を
必要とする。
【０００３】
　比較的疎水性のコンタクトレンズ材料の親水性を改変するための公知のアプローチは、
プラズマ処理を利用するものであり、例えば、Focus NIGHT & DAY（商標）及びO2OPTIX（
商標）（CIBA VISION）ならびにPUREVISION（商標）（Bausch & Lomb）などの市販のレン
ズである。プラズマコーティングの利点は、その耐久性、比較的高い親水性（又は良好な
湿潤性）ならびに脂質及びタンパク質の沈着及び吸着を起こし難いことである。しかし、
シリコーンハイドロゲルコンタクトレンズのプラズマ処理は、製造されたコンタクトレン
ズをプラズマ処理の前に乾燥させる必要があり、そして、プラズマ処理装置に比較的高い
設備投資が必要なため、費用効率的とはいえない。
【０００４】
　シリコーンハイドロゲルコンタクトレンズの表面の親水性を改変するための別のアプロ
ーチは、米国特許第6,367,929、6,822,016、7,052,131及び7,249,848号に提案されている
ように、シリコーンハイドロゲルコンタクトレンズを製造するために、レンズ調製物へ湿
潤剤（親水性ポリマー）を組み込むことである。この方法は、シリコーンハイドロゲルコ
ンタクトレンズのキャスト成形後に、レンズの表面親水性を改変するための後続のプロセ
スが要求されなくてもよい。しかしながら、湿潤剤は、レンズ調製物のシリコーン成分と
適合することができず、その不適合により得られるレンズは不透明になる可能性がある。
さらに、このような表面処理は、脂質沈着及び吸着を起こし易い可能性がある。また、こ
のような表面処理では、連続装用のための耐久性表面を提供することができない。
【０００５】
　比較的疎水性のコンタクトレンズ材料の親水性を改変するためのさらなるアプローチは
、一層ずつ（ＬｂＬ）ポリイオン性物質を重ねる技術である（例えば、米国特許第US 6,4
51,871、US 6,717,929、US 6,793,973、US 6,884,457、US 6,896,926、US 6,926,965、US
 6,940,580及びUS 7,297,725号ならびに米国特許出願公報第US 2007/0229758A1、US 2008
/0174035A1及びUS 2008/0152800A1号を参照）。この技術は、シリコーンハイドロゲル材
料を湿潤性にするための費用効率的プロセスを提供することができる。しかしながら、こ
のようなＬｂＬコーティングは、プラズマコーティングよりも耐久性が低く、市販のいく
つかのレンズケア溶液中の保存料と適合できないという理由から、連続装用には適さない
可能性がある。
【０００６】
　比較的疎水性のコンタクトレンズ材料の親水性を改変するためのさらに別のアプローチ
は、親水性ポリマーを様々な機構に従ってコンタクトレンズに結合させることである（例
えば、US 6,099,122、US 6,436,481、US 6,440,571、US 6,447,920、US 6,465,056、US 6
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,521,352、US 6,586,038、US 6,623,747、US 6,730,366、US 6,734,321、US 6,835,410、
US 6,878,399及びUS 6,923,978号を参照）。例えば、U.S. 6,436,481号には、アズラクト
ン、アミン、ヒドロキシル、カルボン酸などの反応性基を有するプライムコーティングを
形成するためのプラズマ誘導グラフト重合の使用が開示されている。親水性ポリマー又は
材料からなる二次コーティングは、表面の親水性及び湿潤性を向上させるためにプライム
コーティングに結合させる。シリコーンハイドロゲル材料を湿潤性にするためにこれらの
技術を使用することができるが、これらは、典型的に、ポリマー親水性コーティングを得
るために、比較的長期間及び／又は困難な多工程を必要とするため、大量生産環境の実施
には費用効率的及び／又は時間効率的ではない可能性がある。
【０００７】
　別の例においては、US 6,440,571号には、生体適合性又は親水性を増加させるために、
親水性ポリマー上の反応性官能基間の反応を用いて（官能基が医療デバイスの表面又は表
面近くの反応性官能基に相補的である）、デバイスを親水性ポリマーでコーティングする
ことにより、医療デバイス（コンタクトレンズを含む）の表面を改変するための方法が開
示されている。US 6,4400,571号には、実際の例は提示しないが、コンタクトレンズの表
面又は表面近くの官能基が、アズラクトン含有ビニルモノマーなどのレンズ調製物を共重
合させて導入されるアズラクトン基であることができることが開示されている。しかしな
がら、それには、レンズ調製物及びその後に得られるレンズ中に存在するアズラクトン含
有ビニルモノマーの量が、得られるレンズに二重の効果、アズラクトン基の開環加水分解
の際のコンタクトレンズの膨張度合及び親水性ポリマーコーティングを共有結合させる際
の効率に影響することが開示及び認識されていない。レンズ調製物中に存在するアズラク
トン含有ビニルモノマーの量が高いほど、レンズの膨張を大きくし、レンズの表面をより
湿潤性にする（レンズ表面への親水性ポリマーのコーティングの共有結合の効率が高いた
め）。対照的に、レンズ調製物中に存在するアズラクトン含有ビニルモノマーの量が低い
ほど、レンズの膨張を小さくし、レンズの表面の湿潤性を低下させる（レンズ表面への親
水性ポリマーのコーティングの共有結合の効率が低いため）。同様に、US 6,440,571号に
開示される方法は、大きなレンズ膨張を引き起こすことない湿潤性表面を有するシリコー
ンハイドロゲルを提供することができないため、シリコーンハイドロゲルコンタクトレン
ズの表面湿潤性の改変に有用ではない可能性がある。
【０００８】
　上記を考慮すると、湿潤性及び耐久性のコーティング（表面）を有するシリコーンハイ
ドロゲルコンタクトレンズを費用効率的及び時間効率的に製造する方法が求められている
。
【０００９】
発明の概要
　本発明は、一態様においては、シリコーンハイドロゲルコンタクトレンズ上へ親水性コ
ーティングを適用する方法を提供し、本発明の方法は、（ａ）少なくとも１つのシリコー
ン含有ビニルモノマー又はマクロマーと、アズラクトン含有ビニルモノマー又はマクロマ
ーとを含む重合性（又はレンズ形成）組成物を、成形型中で重合させて、これにより、コ
ンタクトレンズのポリマーマトリクス上に共有結合したアズラクトン部分を有するシリコ
ーンハイドロゲルコンタクトレンズを形成すること（ここで、アズラクトン含有ビニルモ
ノマー又はマクロマーは、レンズ調製物中に、約０．５％～約５．０重量％の量で存在す
る）；（ｂ）コンタクトレンズを、ペンダント第一級もしくは第二級アミノ基又はチオー
ル基を有するアンカー親水性ポリマーの溶液と、コンタクトレンズ上にプライムコーティ
ング（prime coating）を形成するために十分な時間接触させること（ここで、プライム
コーティングは、コンタクトレンズの表面又は表面近くの１つのアズラクトン部分とアン
カー親水性ポリマーの１つのペンダント第一級もしくは第二級アミノ基又はチオール基と
の間でそれぞれ形成される１つ以上の共有結合を介して、コンタクトレンズの表面に共有
結合したアンカー親水性ポリマーの層を含む）；（ｃ）プライムコーティングの上部にト
ップコーティングを適用して、プライムコーティングに対して表面の親水性及び／又は耐
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久性が増加した親水性コーティングを形成すること（ここで、トップコーティングは、カ
ルボン酸含有親水性ポリマーの少なくとも１つの層及び／又はアゼチジニウム含有ポリマ
ーの少なくとも１つの層を含み、カルボン酸含有親水性ポリマーの層は、プライムコーテ
ィングを表面に有するコンタクトレンズをカルボン酸含有親水性ポリマーの溶液と接触さ
せることにより形成され、アゼチジニウム含有ポリマーの層は、表面にプライムコーティ
ング、及び場合によりカルボン酸含有親水性ポリマーの層を有するコンタクトレンズを、
アゼチジニウム含有ポリマーの溶液と接触させることにより形成され、カルボン酸含有親
水性ポリマーの層及び／又はアゼチジニウム含有ポリマーの層は、アンカー親水性ポリマ
ーの層に化学的及び／又は物理的に結合する）を含む。
【００１０】
　別の態様においては、本発明は、シリコーンハイドロゲルコンタクトレンズを提供する
。本発明のコンタクトレンズは、核シリコーンハイドロゲル材料及び親水性コーティング
を含み、核シリコーンハイドロゲル材料は、核シリコーンハイドロゲル材料を製造するた
めのレンズ形成材料に含有されるアズラクトン含有ビニルモノマー又はマクロマーから直
接誘導されるアズラクトン部分を含み、親水性コーティングは、プライムコーティング及
びトップコーティングを含み、プライムコーティングは、第一級もしくは第二級基又はチ
オール基を有するアンカー親水性ポリマーの層であり、そして、コンタクトレンズの表面
又は表面近くの１つのアズラクトン部分と１つの第一級もしくは第二級アミノ基又はチオ
ール基との間でそれぞれ形成される共有結合を介して、核シリコーンハイドロゲル材料に
直接共有結合しており、トップコーティングは、カルボン酸含有親水性ポリマーの少なく
とも１つの層及び／又はアゼチジニウム含有ポリマーの少なくとも１つの層を含み、カル
ボン酸含有親水性ポリマーの層及び／又はアゼチジニウム含有ポリマーの層は、アンカー
親水性ポリマーの層に化学的及び／又は物理的に結合しているシリコーンハイドロゲルコ
ンタクトレンズであって、シリコーンハイドロゲルコンタクトレンズが、少なくとも４０
barrerの酸素透過度、約１００度以下の水接触角を特徴とする表面湿潤性及びデジタル摩
擦試験に耐えることを特徴とする良好なコーティング耐久性を有する。
【００１１】
　これらの及び他の本発明の態様は、本発明の好ましい実施態様の下記説明から明らかと
なるであろう。詳細な説明は、単に本発明を説明するためのものであり、添付の特許請求
の範囲及びその等価物により定義される本発明の範囲を限定するものではない。当業者に
明らかであるように、本発明の多くの変形及び改変は、本開示の新しい概念の精神及び範
囲から逸脱することなく影響を受けうる。
【００１２】
発明の実施態様の詳細な説明
　ここで、本発明の実施態様について詳細に説明する。当業者であれば、本発明において
、本発明の範囲又は精神から逸脱することなく、様々な改変及び変更を実施することがで
きることが明らかであろう。例えば、一実施態様の一部として例示又は記載される特徴を
別の実施態様に使用して、なおさらなる実施態様を与えることができる。従って、添付の
特許請求の範囲及びその等価物の範囲内となるように、本発明がこのような改変及び変形
を包含することが意図される。本発明の他の目的、特徴及び態様が、以下の詳細な説明に
おいて開示されるか、又はそこから明らかである。当業者であれば、本発明の考察が、単
に典型的な実施態様を記載するものであり、本発明のより広範な態様を限定するものでは
ないことが理解されるであろう。
【００１３】
　特に規定しない限り、本明細書において使用される全ての技術及び科学用語は、本発明
が属する技術分野の当業者に一般的に理解されるものと同一の意味を有する。一般的に、
本明細書において使用される命名法及び実験手順は、当技術分野においてよく知られてお
り、一般的に用いられている。当技術分野及び様々な一般参考文献において提供されるも
のと同様に、従来の方法がこれらの手順で使用される。用語が単数形で提供される場合、
本発明者等はその用語の複数形も考慮する。本明細書において使用される命名法及び下記
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の実験手順は、当技術分野においてよく知られており、一般的に用いられている。
【００１４】
　「コンタクトレンズ」は、装着者の目の表面又は内部に配置することができる構造物を
指す。コンタクトレンズは、使用者の視力を矯正、改善又は変更することができるが、そ
うである必要はない。コンタクトレンズは、当技術分野で知られている又は今後開発され
る任意の適切な材料からなることができ、そして、ソフトレンズ、ハードレンズ又はハイ
ブリッドレンズであることができる。「シリコーンハイドロゲルコンタクトレンズ」は、
シリコーンハイドロゲル材料を含むコンタクトレンズを指す。
【００１５】
　「シリコーンハイドロゲル」は、完全に水和した場合に少なくとも１０重量％の水を吸
収することができ、少なくとも１つのシリコーン含有ビニルモノマー又は少なくとも１つ
のシリコーン含有マクロマー又は少なくとも１つの架橋性シリコーン含有プレポリマーを
含む重合性組成物を共重合することにより得られるシリコーン含有ポリマー材料を指す。
【００１６】
　本明細書において使用される「ビニルモノマー」は、エチレン性不飽和基を有し、化学
線又は熱で重合することが可能な低分子量化合物を指す。低分子量は、典型的には、７０
０ダルトン未満の平均分子量を意味する。
【００１７】
　用語「オレフィン性不飽和基」又は「エチレン性不飽和基」は、本明細書において広い
意味で使用され、少なくとも１つの＞Ｃ＝Ｃ＜基を含有する任意の基を包含することを意
図する。典型的なエチレン性不飽和基には、

【化１】

スチレニル又は他のＣ＝Ｃ含有基が含まれるが、これらに限定されない。
【００１８】
　用語「（メタ）アクリルアミド」は、メタクリルアミド及び／又はアクリルアミドを指
す。
【００１９】
　用語「（メタ）アクリレート」は、メタクリレート及び／又はアクリレートを指す。
【００２０】
　本明細書において使用される「化学線による」は、重合性組成物又は材料の硬化又は重
合に関して、硬化（例えば、架橋及び／又は重合）が、例えば、ＵＶ照射、電離放射線（
例えば、ガンマ線又はＸ線照射）、マイクロ波照射などの化学線照射により行われること
を意味する。熱硬化又は化学線硬化の方法は、当業者によく知られている。
【００２１】
　本明細書において使用される「親水性ビニルモノマー」は、ホモポリマーとして、典型
的には、水溶性であるか、又は少なくとも１０重量％の水を吸収することができるポリマ
ーを生じるビニルモノマーを指す。
【００２２】
　本明細書において使用される「疎水性ビニルモノマー」は、ホモポリマーとして、典型
的には、非水溶性であり、１０重量％未満の水を吸収することができるポリマーを生じる
ビニルモノマーを指す。
【００２３】
　「マクロマー」又は「プレポリマー」は、さらなる重合及び／又は架橋反応を受けるこ
とが可能な官能基を含有する、中分子量及び高分子量の化合物又はポリマーを指す。中分
子量及び高分子量は、典型的には、７００ダルトン超の平均分子量を意味する。好ましく
は、マクロマーは、エチレン性不飽和基を含有し、化学線又は熱で重合することができる
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。
【００２４】
　「ポリマー」は、１つ以上のモノマー又はマクロマーを重合／架橋することにより形成
される材料を意味する。
【００２５】
　「開始剤」は、フリーラジカル反応を開始する化学物質を表すことを意図し、光開始剤
であっても、熱開始剤であってもよい。
【００２６】
　「光開始剤」は、光を使用してラジカル架橋及び／又は重合反応を開始する化学物質を
指す。
【００２７】
　「熱開始剤」は、熱エネルギーを使用してラジカル架橋及び／又は重合反応を開始する
化学物質を指す。
【００２８】
　「化学線の空間的制限」は、光線の形態のエネルギー放射を、例えば、マスク、スクリ
ーン又はその組み合わせにより方向付けて、周辺境界が明確に規定された領域に空間制限
的に衝突させる作用又はプロセスを指す。ＵＶ照射の空間的制限は、米国特許第6,800,22
5号（図１～１１）ならびに第6,627,124号（図１～９）、第7,384,590号（図１～６）及
び第7,387,759号（図１～６）（これらの全ては、参照によりその全体が組み込まれる）
で図示されるように、放射線（例えば、ＵＶ）透過性領域、放射線透過性領域に囲まれた
放射線（例えば、ＵＶ）不透過性領域、並びに放射線不透過性及び放射線透過性領域間の
境界線である投射輪郭を有するマスク又はスクリーンを使用することにより得られる。マ
スク又はスクリーンは、マスク又はスクリーンの投射輪郭により規定される断面プロフィ
ールを有する、放射線（例えば、ＵＶ照射）ビームの空間的投影を可能にする。放射線（
例えば、ＵＶ／可視光線）の投影されたビームは、成形型の第一の成形面から第二の成形
面までの投影されたビーム経路に位置するレンズ形成材料上への放射線（例えば、ＵＶ／
可視光線）衝突を制限する。得られるコンタクトレンズは、第一の成形面により規定され
る前面、第二の成形面により規定される反対の後面、及び投影されたＵＶビームの断面プ
ロフィール（即ち、放射線の空間的制限）により規定されるレンズエッジを含む。架橋に
使用される放射線は、放射エネルギー、特に、ＵＶ／可視光線、ガンマ線、電子線又は熱
放射であり、放射エネルギーは、好ましくは、良好な制限を達成し、また一方でエネルギ
ーの効率的使用を達成するために、実質的に平行光線の形態である。
【００２９】
　従来のキャスト成形プロセスにおいて、成形型の第一及び第二成形面は、互いに押し付
けられて、得られるコンタクトレンズのエッジを規定する円周接触線を形成する。成形面
を密接に接触させることにより、成形面の光学的品質に損害を与える可能性があるため、
成形型は再利用することはできない。対照的に、Lightstream Technology（商標）におい
ては、得られるコンタクトレンズのエッジは、成形型の成形面の接触により規定されない
代わりに放射線の空間的制限により規定される。成形型の成形面を全く接触させることな
く、成形型を繰り返し使用して、再現性の高い高品質なコンタクトレンズを製造すること
ができる。
【００３０】
　「可視着色」は、レンズに関して、使用者が、レンズの保存、消毒又は洗浄容器内の透
明な溶液中でレンズを容易に見つけることができるようにするための、レンズの染色（又
は着色）を意味する。染料及び／又は顔料をレンズの可視着色に使用することができるこ
とは、当技術分野においてよく知られている。
【００３１】
　本明細書において使用される用語「流体」は、材料が液体のように流動することができ
ることを指す。
【００３２】
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　「水接触角」は、少なくとも３個のコンタクトレンズの測定値の平均をとることにより
得られる水接触角を指す（Sessile Drop法により測定される）。
【００３３】
　「ＵＶ吸収剤」は、２００～４００nmの範囲でＵＶ照射を吸収又は遮断することができ
る紫外線吸収（「ＵＶ吸収」）部分を含む化合物を指す。
【００３４】
　本明細書において使用される「デジタル摩擦試験に耐える」又は「耐久性試験に耐える
」は、コンタクトレンズのコーティングに関して、実施例１に記載の手順に従ってレンズ
をデジタル摩擦した後のデジタル摩擦したレンズの水接触角が、依然として、約１００度
以下、好ましくは、約９０度以下、より好ましくは、約８０度以下、最も好ましくは、約
７０度以下であることを意味する。
【００３５】
　材料固有の「酸素透過度」Ｄｋは、酸素が材料を透過する割合である。本発明によれば
、用語「酸素透過度（Ｄｋ）」は、材料又はコンタクトレンズに関して、見掛けの酸素透
過度を意味し、これは、実施例で記載の電量分析法に従って測定される面積の平均厚が９
０又は１００ミクロンの試料（膜又はレンズ）を用いて測定される。酸素透過度は、従来
よりbarrer単位で表され、「barrer」は、［（cm3酸素）（mm）／（cm２）（秒）（mmHg
）］×１０－１０として定義される。
【００３６】
　レンズ又は材料の「酸素伝達率」Ｄｋ／ｔは、酸素が、測定される面積の平均厚がｔ［
mm単位］の特定のレンズ又は材料を透過する割合である。酸素伝達率は、従来より、barr
er/mm単位で表され、「barrer/mm」は、［（cm3酸素）／（cm２）（秒）（mmHg）］×１
０－９として定義される。
【００３７】
　レンズを透過する「イオン透過度」は、イオノフラックス拡散係数と相関する。イオノ
フラックス拡散係数Ｄ（［mm2／分］単位）は、以下のように、Fickの法則を適用するこ
とにより求められる：
Ｄ＝－ｎ’／（Ａ×ｄｃ／ｄｘ）
式中、ｎ’＝イオン輸送率［mol／分］；Ａ＝レンズの曝露領域［mm2］；ｄｃ＝濃度差［
mol/L］；ｄｘ＝レンズ厚［mm］
【００３８】
　本発明は、一般的に、耐久性の親水性コーティングを有するシリコーンハイドロゲルコ
ンタクトレンズを製造するための費用効率的及び時間効率的方法に関する。本発明のコン
タクトレンズ上への耐久性の親水性コーティングは、コンタクトレンズの表面又は表面近
くの１つのアズラクトン部分とアンカー親水性ポリマーの１つの第一又は第二基との間で
それぞれ形成される１つ以上の共有結合を介して、コンタクトレンズの表面に共有結合し
たアンカー親水性ポリマーの層；カルボン酸含有親水性ポリマーの少なくとも１つの層及
び／又はアゼチジニウム含有ポリマーの少なくとも１つの層を含む「多層構造」を有する
。ここで、カルボン酸含有親水性ポリマーの層及び／又はアゼチジニウム含有ポリマーの
層は、アンカー親水性ポリマーの層に化学的及び／又は物理的に結合する。
【００３９】
　用語「層構造」は、本明細書において、広い意味で用いられ、コーティング材料を一層
ずつ連続適用することにより形成されるコーティング構造を包含することを意図する。コ
ーティング材料の層がコーティングで互いに結びつくことができることを理解すべきであ
る。
【００４０】
　本明細書において、親水性ポリマーの層を共有結合するために、アズラクトン基をコン
タクトレンズにおけるアンカー部位として使用することができるが、レンズにこれらが存
在すると、レンズをオートクレーブする過程でアズラクトンが開環加水分解されるために
、望まない副作用、レンズの膨張を生じることが見出される。このような副作用を最小限
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にするために、レンズにおけるアズラクトン基の量を最小限にする必要がある。しかしな
がら、レンズにおけるアズラクトン基の量を最小限にすることは、得られるコンタクトレ
ンズの表面又は表面近くの親水性ポリマーと接触可能なアズラクトン基の数を大きく減少
させることになり、これにより、得られるコーティングは好ましくない親水性及び／又は
好ましくない耐久性を有するであろう。本発明は、アズラクトン基を介してレンズ表面に
共有結合したプライムコーティングとプライムコーティングに結合したトップコーティン
グを組み合わせることによりこの問題を解決する。
【００４１】
　本発明は、生じるレンズ膨張をわずかにするのに十分に低いが、レンズの表面又は表面
近くに十分なアンカー部位を提供するのに十分に高い量のアズラクトン含有ビニルモノマ
ーを使用することにより、そして、ペンダント第一級もしくは第二級アミノ基を有する直
鎖又は（好ましくは）分岐鎖状の親水性ポリマーを使用することにより、耐久性の親水性
コーティングを形成するために必要なプライムコーティングを形成することができること
、そして、親水性ポリマーの１つ以上の層をプライムコーティング上へ連続的に結合させ
ることにより、トップコーティングを形成することができる予期しない発見に一部基づい
ている。
【００４２】
　本発明は、以下の利点を提供することができる。第一に、全プロセスが湿式化学に基づ
いており、そのため、コンタクトレンズを乾燥する必要がない。第二に、例えば、コンタ
クトレンズを、連続したコーティング溶液浴で、それぞれ約５分未満の時間で連続して浸
漬することにより、コーティングプロセスを達成することができる。このようなプロセス
は、完全自動の大量生産環境で容易に実施することができる。第三に、本発明の方法に従
って得られるコーティングは、耐久性及び親水性である。第四に、本発明の方法に従って
得られるコーティングは、レンズケア溶液で広く使用される抗菌剤であるポリヘキサメチ
レンビグアニド（ＰＨＭＢ）を最小限取り込むか、又は全く取り込まない。ビグアニドの
濃度がより高いと、角膜炎症及び他の眼組織の炎症を引き起こす可能性がある。コンタク
トレンズのコーティングがＰＨＭＢを最小取り込むか、又は全く取り込まないことが望ま
れる。
【００４３】
　本発明は、一態様においては、シリコーンハイドロゲルコンタクトレンズ上へ親水性コ
ーティングを適用する方法を提供し、本発明の方法は、（ａ）少なくとも１つのシリコー
ン含有ビニルモノマー又はマクロマーと、アズラクトン含有ビニルモノマー又はマクロマ
ーとを含む重合性（又はレンズ形成）組成物を、成形型中で重合させて、これにより、コ
ンタクトレンズのポリマーマトリクス上に共有結合したアズラクトン部分を有するシリコ
ーンハイドロゲルコンタクトレンズを形成すること（ここで、アズラクトン含有ビニルモ
ノマー又はマクロマーは、レンズ調製物中に、約０．５％～約５．０重量％の量で存在す
る）；（ｂ）コンタクトレンズを、ペンダント第一級もしくは第二級アミノ基又はチオー
ル基を有するアンカー親水性ポリマーの溶液と、コンタクトレンズ上にプライムコーティ
ングを形成するために十分な時間接触させること（ここで、プライムコーティングは、コ
ンタクトレンズの表面又は表面近くの１つのアズラクトン部分とアンカー親水性ポリマー
の１つのペンダント第一級もしくは第二級アミノ基又はチオール基との間でそれぞれ形成
される１つ以上の共有結合を介して、コンタクトレンズの表面に共有結合したアンカー親
水性ポリマーの層を含む）；（ｃ）プライムコーティングの上部にトップコーティングを
適用して、プライムコーティングに対して表面の親水性及び／又は耐久性が増加した親水
性コーティングを形成すること（ここで、トップコーティングは、カルボン酸含有親水性
ポリマーの少なくとも１つの層及び／又はアゼチジニウム含有ポリマーの少なくとも１つ
の層を含み、カルボン酸含有親水性ポリマーの層は、プライムコーティングを表面に有す
るコンタクトレンズをカルボン酸含有親水性ポリマーの溶液と接触させることにより形成
され、アゼチジニウム含有ポリマーの層は、表面にプライムコーティングを、場合により
カルボン酸含有親水性ポリマーの層を有するコンタクトレンズを、アゼチジニウム含有ポ
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／又はアゼチジニウム含有ポリマーの層は、アンカー親水性ポリマーの層に化学的及び／
又は物理的に結合する）を含む。
【００４４】
　任意の適切なシリコーン含有ビニルモノマー又はマクロマーを本発明において使用する
ことができる。好ましいシリコーン含有ビニルモノマーの例には、Ｎ－［トリス（トリメ
チルシロキシ）シリルプロピル］－（メタ）アクリルアミド、Ｎ－［トリス（ジメチルプ
ロピルシロキシ）－シリルプロピル］－（メタ）アクリルアミド、Ｎ－［トリス（ジメチ
ルフェニルシロキシ）シリルプロピル］（メタ）アクリルアミド、Ｎ－［トリス（ジメチ
ルエチルシロキシ）シリルプロピル］（メタ）アクリルアミド、Ｎ－（２－ヒドロキシ－
３－（３－（ビス（トリメチルシリルオキシ）メチルシリル）プロピルオキシ）プロピル
）－２－メチルアクリルアミド；Ｎ－（２－ヒドロキシ－３－（３－（ビス（トリメチル
シリルオキシ）メチルシリル）プロピルオキシ）プロピル）アクリルアミド；Ｎ，Ｎ－ビ
ス［２－ヒドロキシ－３－（３－（ビス（トリメチルシリルオキシ）メチルシリル）プロ
ピルオキシ）プロピル］－２－メチルアクリルアミド；Ｎ，Ｎ－ビス［２－ヒドロキシ－
３－（３－（ビス（トリメチルシリルオキシ）メチルシリル）プロピルオキシ）プロピル
］アクリルアミド；Ｎ－（２－ヒドロキシ－３－（３－（トリス（トリメチルシリルオキ
シ）シリル）プロピルオキシ）プロピル）－２－メチルアクリルアミド；Ｎ－（２－ヒド
ロキシ－３－（３－（トリス（トリメチルシリルオキシ）シリル）プロピルオキシ）プロ
ピル）アクリルアミド；Ｎ，Ｎ－ビス［２－ヒドロキシ－３－（３－（トリス（トリメチ
ルシリルオキシ）シリル）プロピルオキシ）プロピル］－２－メチルアクリルアミド；Ｎ
，Ｎ－ビス［２－ヒドロキシ－３－（３－（トリス（トリメチルシリルオキシ）シリル）
プロピルオキシ）プロピル］アクリルアミド；Ｎ－［２－ヒドロキシ－３－（３－（ｔ－
ブチルジメチルシリル）プロピルオキシ）プロピル］－２－メチルアクリルアミド；Ｎ－
［２－ヒドロキシ－３－（３－（ｔ－ブチルジメチルシリル）プロピルオキシ）プロピル
］アクリルアミド；Ｎ，Ｎ－ビス［２－ヒドロキシ－３－（３－（ｔ－ブチルジメチルシ
リル）プロピルオキシ）プロピル］－２－メチルアクリルアミド；Ｎ，Ｎ－ビス［２－ヒ
ドロキシ－３－（３－（ｔ－ブチルジメチルシリル）プロピルオキシ）プロピル］アクリ
ルアミド；３－メタクリルオキシプロピルペンタメチルジシロキサン、トリス（トリメチ
ルシリルオキシ）シリルプロピルメタクリレート（ＴＲＩＳ）、（３－メタクリルオキシ
－２－ヒドロキシプロピルオキシ）プロピルビス（トリメチルシロキシ）メチルシラン）
、（３－メタクリルオキシ－２－ヒドロキシプロピルオキシ）プロピルトリス（トリメチ
ルシロキシ）シラン、３－メタクリルオキシ－２－（２－ヒドロキシエトキシ）－プロピ
ルオキシ）プロピルビス（トリメチルシロキシ）メチルシラン、Ｎ－２－メタクリルオキ
シエチル－Ｏ－（メチル－ビス－トリメチルシロキシ－３－プロピル）シリルカルバメー
ト、３－（トリメチルシリル）プロピルビニルカルボネート、３－（ビニルオキシカルボ
ニルチオ）プロピル－トリス（トリメチルシロキシ）シラン、３－［トリス（トリメチル
シロキシ）シリル］プロピルビニルカルバメート、３－［トリス（トリメチルシロキシ）
シリル］プロピルアリルカルバメート、３－［トリス（トリメチルシロキシ）シリル］プ
ロピルビニルカルボネート、ｔ－ブチルジメチル－シロキシエチルビニルカルボネート；
トリメチルシリルエチルビニルカルボネート、及びトリメチルシリルメチルビニルカルボ
ネートが含まれるが、これらに限定されない。式（１）で表される最も好ましいシロキサ
ン含有（メタ）アクリルアミドモノマーは、Ｎ－［トリス（トリメチルシロキシ）シリル
プロピル］アクリルアミド、ＴＲＩＳ、Ｎ－［２－ヒドロキシ－３－（３－（ｔ－ブチル
ジメチルシリル）プロピルオキシ）プロピル］アクリルアミドである。
【００４５】
　好ましいシリコーン含有ビニルモノマー又はマクロマーの種類は、ポリシロキサン含有
ビニルモノマー又はマクロマーである。「ポリシロキサン含有ビニルモノマー又はマクロ
マー」は、少なくとも１つのエチレン性不飽和基及び下記式：
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【化２】

［式中、Ｒ１及びＲ２は、独立して、一価のＣ１－Ｃ１０アルキル、一価のＣ１－Ｃ１０

アミノアルキル、一価のＣ１－Ｃ１０ヒドロキシアルキル、Ｃ１－Ｃ１０エーテル、Ｃ１

－Ｃ１０フルオロアルキル、Ｃ１－Ｃ１０フルオロエーテル又はＣ６－Ｃ１８アリールラ
ジカル、－ａｌｋ－（ＯＣＨ２ＣＨ２）ｍ－ＯＲ３である（式中、ａｌｋは、Ｃ１－Ｃ６

アルキレン二価ラジカルであり、Ｒ３は、水素又はＣ１－Ｃ６アルキルであり、そして、
ｍは、１～１０の整数であり；ｎは、３以上の整数である）］で表される二価ラジカルを
含有するビニルモノマー又はマクロマーを指す。このようなビニルモノマー又はマクロマ
ーの例は、様々な分子量のモノメタクリル化又はモノアクリル化ポリジメチルシロキサン
（例えば、モノ－３－メタクリルオキシプロピル末端、モノ－ブチル末端ポリジメチルシ
ロキサン又はモノ－（３－メタクリルオキシ－２－ヒドロキシプロピルオキシ）プロピル
末端、モノ－ブチル末端ポリジメチルシロキサン）；様々な分子量のジメタクリル化又は
ジアクリル化ポリジメチルシロキサン；ビニルカルボネート末端ポリジメチルシロキサン
；ビニルカルバメート末端ポリジメチルシロキサン；様々な分子量のビニル末端ポリジメ
チルシロキサン；メタクリルアミド末端ポリジメチルシロキサン；アクリルアミド末端ポ
リジメチルシロキサン；アクリレート末端ポリジメチルシロキサン；メタクリレート末端
ポリジメチルシロキサン；ビス－３－メタクリルオキシ－２－ヒドロキシプロピルオキシ
プロピルポリジメチルシロキサン；Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラキス（３－メタクリルオ
キシ－２－ヒドロキシプロピル）－α，ω－ビス－３－アミノプロピルポリジメチルシロ
キサン；ポリシロキサニルアルキル（メタ）アクリルモノマー；US 5,760,100号（参照に
よりその全体が本明細書に組み込まれる）に記載のマクロマーＡ、マクロマーＢ、マクロ
マーＣ及びマクロマーＤからなる群より選択されるシロキサン含有マクロマー；グリシジ
ルメタクリレートとアミノ官能基ポリジメチルシロキサンとの反応生成物；ヒドロキシル
官能基化シロキサン含有ビニルモノマー又はマクロマー；米国特許第4,136,250、4,153,6
41、4,182,822、4,189,546、4,343,927、4,254,248、4,355,147、4,276,402、4,327,203
、4,341,889、4,486,577、4,543,398、4,605,712、4,661,575、4,684,538、4,703,097、4
,833,218、4,837,289、4,954,586、4,954,587、5,010,141、5,034,461、5,070,170、5,07
9,319、5039,761、5,346,946、5,358,995、5,387,632、5,416,132、5,451,617、5,486,57
9、5,962,548、5,981,675、6,039,913及び6,762,264号（参照によりその全体が本明細書
に組み込まれる）に開示のポリシロキサン含有マクロマー；米国特許第4,259,467、4,260
,725及び4,261,875号（参照によりその全体が本明細書に組み込まれる）に開示のポリシ
ロキサン含有マクロマーである。ポリジメチルシロキサンとポリアルキレンオキシドから
なるジ－及びトリブロックマクロマーも有用であろう。例えば、メタクリレートで末端キ
ャップしたポリエチレンオキシド－ブロック－ポリジメチルシロキサン－ブロック－ポリ
エチレンオキシドを使用して、酸素透過度を向上させることもできる。適切な単官能基の
ヒドロキシル官能基化シロキサン含有ビニルモノマー／マクロマー及び適切な多官能基の
ヒドロキシル官能基化シロキサン含有ビニルモノマー／マクロマーが、Gelest, Inc, Mor
risville, PAから市販されている。
【００４６】
　別の種類の好ましいシリコーン含有マクロマーは、親水性部分及び疎水性部分を含むシ
リコーン含有プレポリマーである。親水性部分及び疎水性部分を有する任意の適切なシリ
コーン含有プレポリマーを、本発明において使用することができる。このようなシリコー
ン含有プレポリマーの例には、所有者が同じ米国特許第6,039,913、7,091,283、7,268,18
9及び7,238,750、7,521,519号；所有者が同じ米国特許出願公報第US 2008-0015315 A1、U
S 2008-0143958 A1、US 2008-0143003 A1、US 2008-0234457 A1、US 2008-0231798 A1な



(15) JP 5877793 B2 2016.3.8

10

20

30

40

50

らびに所有者が同じ米国特許出願第61/180,449及び61/180,453号に記載のものが含まれる
。これらの全てが、参照によりその全体が本明細書に組み込まれる。
【００４７】
　本発明によれば、アズラクトン含有ビニルモノマー又はマクロマーは、ビニルモノマー
又はマクロマーが、下記式：
【化３】

［式中、ｐは、０又は１であり；Ｒ３及びＲ４は、独立して、１～１４個の炭素原子を有
するアルキル基、３～１４個の炭素原子を有するシクロアルキル基、５～１２個の環原子
を有するアリール基、６～２６個の炭素及び０～３個の硫黄、窒素及び／又は酸素原子を
有するアレニル基であるか、あるいは、Ｒ３及びＲ４は、これらが結合する炭素と一緒に
なって、４～１２個の環原子を含有する炭素環を形成することができる］
で表される一価ラジカルである少なくとも１つのアズラクトン部分（又は基）を含むこと
を意味する。
【００４８】
　任意の適切なアズラクトン含有ビニルモノマーを、本発明において使用することができ
る。アズラクトン含有ビニルモノマーの例には、２－ビニル－４，４－ジメチル－１，３
－オキサゾリン－５－オン、２－イソプロペニル－４，４－ジメチル－１，３－オキサゾ
リン－５－オン、２－ビニル－４－メチル－４－エチル－１，３－オキサゾリン－５－オ
ン、２－イソプロペニル－４－メチル－４－ブチル－１，３－オキサゾリン－５－オン、
２－ビニル－４，４－ジブチル－１，３－オキサゾリン－５－オン、２－イソプロペニル
－４－メチル－４－ドデシル－１，３－オキサゾリン－５－オン、２－イソプロペニル－
４，４－ジフェニル－１，３－オキサゾリン－５－オン、２－イソプロペニル－４，４－
ペンタメチレン－１，３－オキサゾリン－５－オン、２－イソプロペニル－４，４－テト
ラメチレン－１，３－オキサゾリン－５－オン、２－ビニル－４，４－ジエチル－１，３
－オキサゾリン－５－オン、２－ビニル－４－メチル－４－ノニル－１，３－オキサゾリ
ン－５－オン、２－イソプロペニル－４－メチル－４－フェニル－１，３－オキサゾリン
－５－オン、２－イソプロペニル－４－メチル－４－ベンジル－１，３－オキサゾリン－
５－オン、２－ビニル－４，４－ペンタメチレン－１，３－オキサゾリン－５－オン、及
び２－ビニル－４，４－ジメチル－１，３－オキサゾリン－６－オンが含まれる。好まし
いアズラクトン含有ビニルモノマーには、２－ビニル－４，４－ジメチル－１，３－オキ
サゾリン－５－オン（ＶＤＭＯ）及び２－イソプロペニル－４，４－ジメチル－１，３－
オキサゾリン－５－オン（ＩＰＤＭＯ）が含まれる。
【００４９】
　本発明によれば、アズラクトン含有ビニルモノマー又はマクロマーは、レンズ調製物（
即ち、重合性組成物）あたり、約０．５％～約５．０重量％、好ましくは、約０．５５％
～約３．５重量％、より好ましくは、約０．６％～約２．５重量％、さらにより好ましく
は、約０．８％～約１．８重量％、最も好ましくは、約１．０％～約１．５重量％の量で
存在する。
【００５０】
　重合性組成物は、また、親水性ビニルモノマーを含むことができる。ほとんどの親水性
ビニルモノマーを本発明において使用することができる。適切な親水性ビニルモノマーは
、ヒドロキシル置換低級アルキル（Ｃ１－Ｃ６）アクリレート及びメタクリレート、ヒド
ロキシル置換低級アルキルビニルエーテル、Ｃ１－Ｃ６アルキルアクリルアミド、Ｃ１－
Ｃ６アルキルメタクリルアミド、ジ－（Ｃ１－Ｃ６アルキル）アクリルアミド、ジ－（Ｃ

１－Ｃ６アルキル）メタクリルアミド、Ｎ－ビニルピロール、Ｎ－ビニル－２－ピロリド
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ン、２－ビニルオキサゾリン、２－ビニル－４，４’－ジアルキルオキサゾリン－５－オ
ン、２－及び４－ビニルピリジン、合計３～６個の炭素原子を有するオレフィン性不飽和
カルボン酸、アミノ（低級アルキル）－（ここで、用語「アミノ」は、第４級アンモニウ
ムも含む）、モノ（低級アルキルアミノ）（低級アルキル）及びジ（低級アルキルアミノ
）（低級アルキル）アクリレート及びメタクリレート、アリルアルコール、Ｎ－ビニルア
ルキルアミド、Ｎ－ビニル－Ｎ－アルキルアミドなどであるが、これらに限定されない。
【００５１】
　好ましい親水性ビニルモノマーの例は、Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド（ＤＭＡ）、
Ｎ，Ｎ－ジメチルメタクリルアミド（ＤＭＭＡ）、２－アクリルアミドグリコール酸、３
－アクリロイルアミノ－１－プロパノール、Ｎ－ヒドロキシエチルアクリルアミド、Ｎ－
［トリス（ヒドロキシメチル）メチル］－アクリルアミド、Ｎ－メチル－３－メチレン－
２－ピロリドン、１－エチル－３－メチレン－２－ピロリドン、１－メチル－５－メチレ
ン－２－ピロリドン、１－エチル－５－メチレン－２－ピロリドン、５－メチル－３－メ
チレン－２－ピロリドン、５－エチル－３－メチレン－２－ピロリドン、１－ｎ－プロピ
ル－３－メチレン－２－ピロリドン、１－ｎ－プロピル－５－メチレン－２－ピロリドン
、１－イソプロピル－３－メチレン－２－ピロリドン、１－イソプロピル－５－メチレン
－２－ピロリドン、１－ｎ－ブチル－３－メチレン－２－ピロリドン、１－tert－ブチル
－３－メチレン－２－ピロリドン、２－ヒドロキシエチルメタクリレート（ＨＥＭＡ）、
２－ヒドロキシエチルアクリレート（ＨＥＡ）、ヒドロキシプロピルアクリレート、ヒド
ロキシプロピルメタクリレート（ＨＰＭＡ）、２－ヒドロキシプロピルメタクリレートト
リメチルアンモニウム塩酸塩、アミノプロピルメタクリレート塩酸塩、ジメチルアミノエ
チルメタクリレート（ＤＭＡＥＭＡ）、グリセロールメタクリレート（ＧＭＡ）、Ｎ－ビ
ニル－２－ピロリドン（ＮＶＰ）、アリルアルコール、ビニルピリジン、１５００までの
重量平均分子量を有するＣ１－Ｃ４－アルコキシポリエチレングリコール（メタ）アクリ
レート、メタクリル酸、Ｎ－ビニルホルムアミド、Ｎ－ビニルアセトアミド、Ｎ－ビニル
イソプロピルアミド、Ｎ－ビニル－Ｎ－メチルアセトアミド、アリルアルコール、Ｎ－ビ
ニルカプロラクタム及びその混合物である。
【００５２】
　シリコーンハイドロゲルレンズを製造するための重合性組成物は、また、疎水性モノマ
ーを含むことができる。特定量の疎水性ビニルモノマーを重合性液体組成物に含有させる
ことにより、得られるポリマーの機械的性質（例えば、弾性係数）を向上させることがで
きる。ほとんどの疎水性ビニルモノマーを使用することができる。好ましい疎水性ビニル
モノマーの例には、メチルアクリレート、エチルアクリレート、プロピルアクリレート、
イソプロピルアクリレート、シクロへキシルアクリレート、２－エチルへキシルアクリレ
ート、メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、プロピルメタクリレート、酢酸ビ
ニル、プロピオン酸ビニル、酪酸ビニル、吉草酸ビニル、スチレン、クロロプレン、塩化
ビニル、塩化ビニリデン、アクリロニトリル、１－ブテン、ブタジエン、メタクリロニト
リル、ビニルトルエン、ビニルエチルエーテル、ペルフルオロへキシルエチル－チオ－カ
ルボニル－アミノエチル－メタクリレート、イソボルニルメタクリレート、トリフルオロ
エチルメタクリレート、ヘキサフルオロ－イソプロピルメタクリレート、ヘキサフルオロ
ブチルメタクリレートが含まれる。
【００５３】
　シリコーンハイドロゲルレンズを製造するための重合性組成物は、また、１つ以上の架
橋剤（即ち、２つ以上のアクリル基又は３つ以上のチオールもしくはエン含有基を有し、
７００ダルトン未満の分子量を有する化合物）を含むことができる。好ましい架橋剤の例
には、テトラエチレングリコールジアクリレート、トリエチレングリコールジアクリレー
ト、エチレングリコールジアクリレート、ジエチレングリコールジアクリレート、テトラ
エチレングリコールジメタクリレート、トリエチレングリコールジメタクリレート、エチ
レングリコールジメタクリレート、ジエチレングリコールジメタクリレート、トリメチロ
プロパントリメタクリレート、ペンタエリスリトールテトラメタクリレート、ビスフェノ
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ールＡジメタクリレート、ビニルメタクリレート、エチレンジアミンジメチルアクリルア
ミド、エチレンジアミンジアクリルアミド、グリセロールジメタクリレート、トリアリル
イソシアヌレート、トリアリルシアヌレート、アリルメタクリレート、アリルメタクリレ
ート、１，３－ビス（メタクリルアミドプロピル）－１，１，３，３－テトラキス（トリ
メチルシロキシ）ジシロキサン、Ｎ，Ｎ’－メチレンビスアクリルアミド、Ｎ，Ｎ’－メ
チレンビスメタクリルアミド、Ｎ，Ｎ’－エチレンビスアクリルアミド、Ｎ，Ｎ’－エチ
レンビスメタクリルアミド，１，３－ビス（Ｎ－メタクリルアミドプロピル）－１，１，
３，３－テトラキス－（トリメチルシロキシ）ジシロキサン、１，３－ビス（メタクリル
アミドブチル）－１，１，３，３－テトラキス（トリメチルシロキシ）－ジシロキサン、
１，３－ビス（アクリルアミドプロピル）－１，１，３，３－テトラキス（トリメチルシ
ロキシ）ジシロキサン、１，３－ビス（メタクリルオキシエチルウレイドプロピル）－１
，１，３，３－テトラキス（トリメチルシロキシ）ジシロキサン、及びその組み合わせが
含まれるが、これらに限定されない。好ましい架橋剤は、テトラ（エチレングリコール）
ジアクリレート、トリ（エチレングリコール）ジアクリレート、エチレングリコールジア
クリレート、ジ（エチレングリコール）ジアクリレート、メチレンビスアクリルアミド、
トリアリルイソシアヌレート、又はトリアリルシアヌレートである。使用される架橋剤の
量は、全ポリマーに対する重量含有量で表され、好ましくは、約０．０５％～約４％の範
囲、より好ましくは、約０．１％～約２％の範囲である。
【００５４】
　シリコーンハイドロゲルレンズを製造するための重合性組成物が、また、例えば、重合
開始剤（例えば、光開始剤又は熱開始剤）、可視着色剤（例えば、染料、顔料、又はその
混合物）、重合性ＵＶ吸収剤、重合性潜在性ＵＶ吸収剤、抗菌剤（例えば、好ましくは、
銀ナノ粒子）、生物活性剤、浸出性潤滑剤などの当業者に知られている様々な成分を含む
ことができることを理解すべきである。
【００５５】
　好ましい実施態様においては、重合性組成物は、重合性ＵＶ吸収剤又は重合性潜在性Ｕ
Ｖ吸収剤を含む。モノマー混合物中に重合性ＵＶ吸収剤又は重合性潜在性ＵＶ吸収剤を有
することで、ＵＶ吸収能を有するシリコーンハイドロゲルレンズを得ることができる。こ
のようなレンズは、角膜の紫外線（「ＵＶ」）照射による損傷をある程度保護することが
できる。
【００５６】
　任意の適切な重合性ＵＶ吸収剤を、本発明において使用することができる。好ましくは
、重合性ＵＶ吸収剤は、ベンゾトリアゾール部分又はベンゾフェノン部分を含む。好まし
い重合性ＵＶ吸収剤の例には、２－（２－ヒドロキシ－５－ビニルフェニル）－２Ｈ－ベ
ンゾトリアゾール、２－（２－ヒドロキシ－５－アクリリルオキシフェニル）－２Ｈ－ベ
ンゾトリアゾール、２－（２－ヒドロキシ－３－メタクリルアミドメチル－５－tert－オ
クチルフェニル）ベンゾトリアゾール、２－（２’－ヒドロキシ－５’－メタクリルアミ
ドフェニル）－５－クロロベンゾトリアゾール、２－（２’－ヒドロキシ－５’－メタク
リルアミドフェニル）－５－メトキシベンゾトリアゾール、２－（２’－ヒドロキシ－５
’－メタクリルオキシプロピル－３’－ｔ－ブチル－フェニル）－５－クロロベンゾトリ
アゾール、２－（２’－ヒドロキシ－５’－メタクリルオキシエチルフェニル）ベンゾト
リアゾール、２－（２’－ヒドロキシ－５’－メタクリルオキシプロピルフェニル）ベン
ゾトリアゾール、２－ヒドロキシ－４－アクリルオキシアルコキシベンゾフェノン、２－
ヒドロキシ－４－メタクリルオキシアルコキシベンゾフェノン、アリル－２－ヒドロキシ
ベンゾフェノン、２－ヒドロキシ－４－メタクリルオキシベンゾフェノンが含まれるが、
これらに限定されない。
【００５７】
　重合性潜在性ＵＶ吸収剤は、当業者に知られている任意の方法に従って、上述の重合性
ＵＶ吸収剤から調製することができる。例えば、ベンゾトリアゾール部分又はベンゾフェ
ノン部分を、保護した不安定な基と反応させて、ＵＶ吸収部分を潜在性ＵＶ吸収部分に変
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換することができる。
【００５８】
　ベンゾトリアゾール型のＵＶ吸収剤の場合、ベンゾトリアゾール部分におけるフェノー
ル部分のヒドロキシルラジカルを、保護不安定基で置き換えて、その吸収剤を本質的に非
ＵＶ吸収性にすることができる（即ち、吸収剤が２８０～４００nmの範囲で強く吸収しな
いように、保護基が化合物の吸収特性を本質的に変化させる）。保護不安定な基の例には
、アセチルラジカル、アセチルアルキルシラン、アルキルエーテル、及びアルキルエステ
ルが含まれるが、これらに限定されない。これらの保護基は、レンズを硬化した後に、任
意の公知の方法に従ってヒドロキシルラジカルに変換し戻すことができ、レンズをＵＶ吸
収性にすることができる。例えば、保護不安定基の除去は、硬化したレンズを飽和重炭酸
溶液中に浸漬させて、加熱することにより実施することができる。
【００５９】
　同様に、ベンゾフェノン部分のフェノールラジカルの少なくとも１つのヒドロキシルラ
ジカルを、前述の保護不安定な基の１つで置き換えて、潜在性ＵＶ吸収部分を生成するこ
とができる。潜在性ＵＶ吸収部分は、保護不安定基を除去することにより、ＵＶ吸収部分
に変換することができる。
【００６０】
　重合性ＵＶ吸収剤又は重合性潜在性ＵＶ吸収剤は、一般的に、重合性組成物の硬化から
得られ、必要であれば、処理して潜在性ＵＶ吸収部分に変換されるコンタクトレンズが、
レンズに影響を与える約２８０nm～約３７０nmの範囲でＵＶ光の少なくとも約８０％を吸
収するようになる十分量で重合性組成物中に存在する。当業者であれば、重合性組成物に
使用される特定量のＵＶ吸収剤が、ＵＶ吸収剤の分子量及び約２８０～約３７０nmの範囲
におけるその吸光係数に依存することが理解されるであろう。本発明によれば、重合性組
成物は、約０．２％～約５．０重量％、好ましくは、約０．５％～約２．５重量％のＵＶ
吸収剤を含む。
【００６１】
　光開始剤は、光を使用してフリーラジカル重合及び／又は架橋を開始することができる
。適切な光開始剤は、ベンゾインメチルエーテル、ジエトキシアセトフェノン、ベンゾイ
ルホスフィンオキシド、１－ヒドロキシシクロへキシルフェニルケトンならびにDarocur
及びIrgacur型、好ましくはDarocur 1173（登録商標）及びDarocur 2959（登録商標）で
ある。ベンゾイルホスフィン開始剤の例には、２，４，６－トリメチルベンゾイルジフェ
ニルホスフィンオキシド；ビス－（２，６－ジクロロベンゾイル）－４－Ｎ－プロピルフ
ェニルホスフィンオキシド；及びビス－（２，６－ジクロロベンゾイル）－４－Ｎ－ブチ
ルフェニルホスフィンオキシドが含まれる。例えば、マクロマーに含有させるか、又は特
別なモノマーとして使用することができる反応性光開始剤もまた適切である。反応性光開
始剤の例は、EP 632 329（参照によりその全体が本明細書に組み込まれる）に開示される
ものである。次に、重合を、化学線、例えば、光、特に、適切な波長のＵＶ光により引き
起こすことができる。必要であれば、適切な光増感剤を添加して、スペクトル条件を適宜
制御することができる。
【００６２】
　重合性組成物が重合性ＵＶ吸収剤を含むとろこでは、ベンゾイルホスフィンオキシド光
開始剤が、本発明において、光開始剤として好ましく使用される。好ましいベンゾイルホ
スフィンオキシド光開始剤には、２，４，６－トリメチルベンゾイルジフェニルホスフィ
ンオキシド；ビス－（２，６－ジクロロベンゾイル）－４－Ｎ－プロピルフェニルホスフ
ィンオキシド；及びビス－（２，６－ジクロロベンゾイル）－４－Ｎ－ブチルフェニルホ
スフィンオキシドが含まれるが、これらに限定されない。ベンゾイルホスフィンオキシド
開始剤以外の任意の光開始剤を本発明において使用することができることを理解されい。
【００６３】
　好ましい顔料の例には、医療デバイスで許容され、ＦＤＡで承認される任意の着色剤、
例えば、Ｄ＆Ｃ青６号、Ｄ＆Ｃ緑６号、Ｄ＆Ｃ紫２号、カルバゾールバイオレット、特定
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の銅錯体、特定の酸化クロム、様々な酸化鉄、フタロシアニングリーン、フタロシアニン
ブルー、二酸化チタンなどが含まれる。本発明で使用することができる着色剤のリストは
、Marmiom DM Handbook of U.S. Colorantsを参照されたい。顔料のより好ましい実施態
様には、青色では、フタロシアニンブルー（ピグメントブルー１５：３、C.I.74160）、
コバルトブルー（ピグメントブルー３６、C.I.77343）、Toner cyan BG（Clariant）、Pe
rmajet blue B2G（Clariant）；緑色では、フタロシアニングリーン（ピグメントグリー
ン７、C.I.74260）及び三二酸化クロム；黄色、赤色、褐色及び黒色では、様々な酸化鉄
；PR122、PY154、紫色では、カルバゾールバイオレット；黒色では、Monolith black C-K
（CIBA Specialty Chemicals）が含まれるが、これらに限定されない（Ｃ．Ｉ．は、カラ
ーインデックス番号である）。
【００６４】
　ポリマーマトリクス中に含有させる生物活性剤は、眼の病気を予防し、眼の病気の症状
を軽減することができる任意の化合物である。生物活性剤は、薬物、アミノ酸（例えば、
タウリン、グリシンなど）、ポリペプチド、タンパク質、酢酸、又はその組み合わせであ
ることができる。本明細書において有用な薬物の例には、レバミピド、ケトチフェン、オ
ラプチジン、クロモグリコラート、シクロスポリン、ネドクロミル、レボカバスチン、ロ
ドキサミド、ケトチフェン、又はその薬学的に許容しうる塩もしくはエステルが含まれる
が、これらに限定されない。生物活性剤の他の例には、２－ピロリドン－５－カルボン酸
（ＰＣＡ）、α－ヒドロキシル酸（例えば、グリコール酸、乳酸、リンゴ酸、酒石酸、マ
ンデル酸及びクエン酸ならびにその塩など）、リノール酸及びγ－リノール酸ならびにビ
タミン類（例えば、Ｂ５、Ａ、Ｂ６など）が含まれる。
【００６５】
　浸出性潤滑剤の例には、ムチン様材料（例えば、ポリグリコール酸）及び非架橋性親水
性ポリマー（即ち、エチレン性不飽和基を有さない）が含まれるが、これらに限定されな
い。
【００６６】
　エチレン性不飽和基を全く有さない任意の親水性ポリマー又はコポリマーを、浸出性潤
滑剤として使用することができる。非架橋性親水性ポリマーの好ましい例には、ポリビニ
ルアルコール（ＰＶＡ）、ポリアミド、ポリイミド、ポリラクトン、ビニルラクタムのホ
モポリマー、１つ以上の親水性ビニルコモノマーの存在下又は非存在下での少なくとも１
つのビニルラクタムのコポリマー、アクリルアミド又はメタクリルアミドのホモポリマー
、アクリルアミド又はメタクリルアミドと１つ以上の親水性ビニルモノマーのコポリマー
、ポリエチレンオキシド（即ち、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ））、ポリオキシエチ
レン誘導体、ポリ－Ｎ－Ｎ－ジメチルアクリルアミド、ポリアクリル酸、ポリ－２－エチ
ルオキサゾリン、ヘパリン多糖類、多糖類及びその混合物が含まれるが、これらに限定さ
れない。
【００６７】
　非架橋性親水性ポリマーの平均分子量Ｍｗは、好ましくは、５，０００～５００，００
０、より好ましくは、１０，０００～３００，０００、さらにより好ましくは、２０，０
００～１００，０００である。
【００６８】
　本発明によれば、重合性組成物は、約２０℃～約８５℃の温度で溶液又は溶融物である
ことができる。好ましくは、重合性組成物は、全ての所望の成分を適切な溶媒又は適切な
溶媒の混合物に溶かした溶液である。
【００６９】
　重合性組成物は、所望の成分の全てを、当業者に知られている任意の適切な溶媒（使用
する溶媒が、アズラクトン含有ビニルモノマー又はマクロマーのアズラクトン部分と有意
に反応しない限り）に溶解させて調製することができる。好ましい溶媒の例には、テトラ
ヒドロフラン、トリプロピレングリコールメチルエーテル、ジプロピレングリコールメチ
ルエーテル、エチレングリコールｎ－ブチルエーテル、ケトン（例えば、アセトン、メチ
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ルエチルケトンなど）、ジエチレングリコールｎ－ブチルエーテル、ジエチレングリコー
ルメチルエーテル、エチレングリコールフェニルエーテル、プロピレングリコールメチル
エーテル、酢酸プロピレングリコールメチルエーテル、酢酸ジプロピレングリコールメチ
ルエーテル、プロピレングリコールｎ－プロピルエーテル、ジプロピレングリコールｎ－
プロピルエーテル、トリプロピレングリコールｎ－ブチルエーテル、プロピレングリコー
ルｎ－ブチルエーテル、ジプロピレングリコールｎ－ブチルエーテル、トリプロピレング
リコールｎ－ブチルエーテル、プロピレングリコールフェニルエーテル、ジプロピレング
リコールジメチルエーテル、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、酢酸
エチル、酢酸ブチル、酢酸アミル、乳酸メチル、乳酸エチル、乳酸ｉ－プロピル、塩化メ
チレン、２－ブタノール、１－プロパノール、２－プロパノール、メントール、シクロヘ
キサノール、シクロペンタノール及びエクソノルボルネオール、２－ペンタノール、３－
ペンタノール、２－ヘキサノール、３－ヘキサノール、３－メチル－２－ブタノール、２
－ヘプタノール、２－オクタノール、２－ノナノール、２－デカノール、３－オクタノー
ル、ノルボルネオール、tert－ブタノール、tert－アミルアルコール、２－メチル－２－
ペンタノール、２，３－ジメチル－２－ブタノール、３－メチル－３－ペンタノール、１
－メチルシクロヘキサノール、２－メチル－２－ヘキサノール、３，７－ジメチル－３－
オクタノール、１－クロロ－２－メチル－２－プロパノール、２－メチル－２－ヘプタノ
ール、２－メチル－２－オクタノール、２－２－メチル－２－ノナノール、２－メチル－
２－デカノール、３－メチル－３－ヘキサノール、３－メチル－３－ヘプタノール、４－
メチル－４－ヘプタノール、３－メチル－３－オクタノール、４－メチル－４－オクタノ
ール、３－メチル－３－ノナノール、４－メチル－４－ノナノール、３－メチル－３－オ
クタノール、３－エチル－３－ヘキサノール、３－メチル－３－ヘプタノール、４－エチ
ル－４－ヘプタノール、４－プロピル－４－ヘプタノール、４－イソプロピル－４－ヘプ
タノール、２，４－ジメチル－２－ペンタノール、１－メチルシクロペンタノール、１－
エチルシクロペンタノール、１－エチルシクロペンタノール、３－ヒドロキシ－３－メチ
ル－１－ブテン、４－ヒドロキシ－４－メチル－１－シクロペンタノール、２－フェニル
－２－プロパノール、２－メトキシ－２－メチル－２－プロパノール、２，３，４－トリ
メチル－３－ペンタノール、３，７－ジメチル－３－オクタノール、２－フェニル－２－
ブタノール、２－メチル－１－フェニル－２－プロパノール及び３－エチル－３－ペンタ
ノール、１－エトキシ－２－プロパノール、１－メチル－２－プロパノール、ｔ－アミル
アルコール、イソプロパノール、１－メチル－２－ピロリドン、Ｎ，Ｎ－ジメチルプロピ
オンアミド、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、ジメチルプロピオンアミド
、Ｎ－メチルピロリジノン、ならびにその混合物が含まれるが、これらに限定されない。
【００７０】
　コンタクトレンズを製造するためのレンズ成形型は、当業者によく知られており、例え
ば、キャスト成形又はスピンキャスティングにおいて使用される。例えば、成形型（キャ
スト成形の場合）は、一般的に、少なくとも２つの成形型部位（又は部分）又は成形型半
部、即ち、第一及び第二の成形型半部を含む。第一の成形型半部は、第一の成形（又は光
学）面を規定し、第二の成形型半部は、第二の成形（又は光学）面を規定する。第一及び
第二の成形型半部は、第一の成形面と第二の成形面の間にレンズ形成キャビティが形成さ
れるように互いを合わせるように構成される。成形用型半部の成形面は、成形用型のキャ
ビティ形成表面であり、レンズ形成材料と直接接触している。
【００７１】
　コンタクトレンズをキャスト成形するための成形型部位を製造する方法は、一般的に、
当業者によく知られている。本発明のプロセスは、任意の特定の成形型形成方法に限定さ
れない。実際に、成形型を形成する任意の方法を、本発明において使用することができる
。第一及び第二の成形型半部は、射出成形又は旋盤加工などの様々な技術により形成する
ことができる。成形型半部を形成するための適切なプロセスの例は、米国特許第4,444,71
1号（Schad）；第4,460,534号（Boehm等）；第5,843,346号（Morrill）；及び第5,894,00
2号（Boneberger等）に開示されており、これらは、また、参照により本明細書に組み込
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まれる。
【００７２】
　実質的には、当技術分野で知られている成形用型を製造するための全ての材料を使用し
て、コンタクトレンズを作製するための成形用型を製造することができる。例えば、ポリ
エチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、ＰＭＭＡ、Topas（登録商標）ＣＯＣグレー
ド８００７－Ｓ１０（エチレンとノルボルネンの透明な非晶質コポリマー、Ticona GmbH 
of Frankfurt, Germany and Summit, New Jersey製）などのポリマー材料を使用すること
ができる。石英ガラス及びサファイアなどのＵＶ光透過性の他の材料を使用してもよい。
【００７３】
　好ましい実施態様においては、再利用可能な成形型が使用され、シリコーンハイドロゲ
ルレンズ形成組成物を空間的に制限した化学線下で化学線により硬化させて、シリコーン
ハイドロゲルコンタクトレンズを形成する。好ましい再利用可能な成形型の例は、参照に
よりその全体が組み込まれる、米国特許出願第08/274,942号（１９９４年７月１４日出願
）、第10/732,566号（２００３年、１０月１０日出願）、第10/721,913号（２００３年１
１月２５日出願）及び米国特許第6,627,124号に開示されるものである。再利用可能な成
形型は、石英、ガラス、サファイア、ＣａＦ２、環状オレフィンコポリマー（例えば、To
pas（登録商標）ＣＯＣグレード８００７－Ｓ１０（エチレンとノルボルネンの透明な非
晶質コポリマー）（Ticona GmbH of Frankfurt, Germany and Summit, New Jersey製）、
Zeonex（登録商標）及びZeonor（登録商標）（Zeon Chemicals LP, Louisville, KY製）
）、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）、DuPont製のポリオキシメチレン（Delrin）
、G.E. Plastics製のUltem（登録商標）（ポリエーテルイミド）、PrimoSpire（登録商標
）などからなることができる。
【００７４】
　本発明によれば、プライムコーティングは、内部及び／又は表面にアズラクトン基を有
する成形したシリコーンハイドロゲルコンタクトレンズを、ペンダント第一級もしくは第
二級アミノ基又はチオール基を有するアンカー親水性ポリマーの溶液と接触させることに
より形成される。コンタクトレンズとアンカー親水性ポリマーの溶液との接触は、コーテ
ィング溶液に浸漬するか、又はコーティング溶液でスプレーすることにより行うことがで
きる。ある接触プロセスでは、アンカー親水性ポリマーの溶液浴中にコンタクトレンズを
単独で一定期間浸漬させるか、あるいは、連続したアンカー親水性ポリマーの溶液浴に、
各浴より短い時間帯でコンタクトレンズを連続して浸漬させることを包含する。別の接触
プロセスは、アンカー親水性ポリマーの溶液を単独でスプレーすることを包含する。しか
しながら、当業者は、スプレー及び浸漬工程の様々な組み合わせを包含する多くの変形型
を設計することができる。
【００７５】
　コンタクトレンズとアンカー親水性ポリマーの溶液との接触時間は、最大約１０分、好
ましくは、約５～約３６０秒、より好ましくは、約５～約２５０秒、さらにより好ましく
は、約５～２００秒間続けてもよい。
【００７６】
　本発明によれば、アンカー親水性ポリマーは、ペンダント第一級及び／又は第二級アミ
ノ基を有する直鎖又は分岐鎖ポリマー又はコポリマーであることができる。好ましくは、
アンカー親水性ポリマーは、ペンダント第一級アミノ基又はチオール基（－ＳＨ）を有す
る。第一級アミノ基のアズラクトン基との反応性は、第二級アミノ基よりも高いものとす
る。ヒドロキシル基を含むペンダント求核性基を有する親水性ポリマーは、また、表面及
び／又は内部にアズラクトン基を有するシリコーンハイドロゲルコンタクトレンズ上にプ
ライムコーティングを形成するために、本発明において使用することができることを理解
すべきである。しかしながら、ヒドロキシル基とアズラクトン基との反応速度は遅い場合
があり、触媒を使用してもよい。
【００７７】
　ペンダント第一級及び／又は第二級アミノ基を有する任意の親水性ポリマーを、シリコ
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ーンハイドロゲルコンタクトレンズ上にプライムコーティングを形成するためのアンカー
親水性ポリマーとして使用することができる。このような親水性ポリマーの例には、アミ
ノ－Ｃ１－Ｃ４アルキル（メタ）アクリルアミド又はアミノ－Ｃ１－Ｃ４アルキル（メタ
）アクリレートのホモポリマー、アミノ－Ｃ１－Ｃ４アルキル（メタ）アクリルアミド又
はアミノ－Ｃ１－Ｃ４アルキル（メタ）アクリレートと１つ以上の親水性ビニルモノマー
とのコポリマー（例えば、上述の任意の親水性ビニルモノマー）、ポリエチレンイミン（
ＰＥＩ）、ポリアリルアミン塩酸塩（ＰＡＨ）ホモ又はコポリマー、ポリビニルアミンホ
モ又はコポリマー、ペンダント第一級及び／又は第二級アミノ基を有するポリビニルアル
コールが含まれるが、これらに限定されない。好ましくは、本発明のプライムコーティン
グを形成するための親水性ポリマーは、ポリエチレンイミン（ＰＥＩ）、ポリアリルアミ
ン塩酸塩（ＰＡＨ）ホモ又はコポリマー、ポリビニルアミンホモ又はコポリマー、ペンダ
ント第一級又は第二級アミノ基を有するポリビニルアルコールである。
【００７８】
　ペンダント第一級及び／又は第二級アミノ基を有する好ましいポリビニルアルコールは
、ポリ（ビニルアルコール）の誘導体であるポリヒドロキシルポリマーであって、式Ｉ：
【化４】

［式中、
　Ｒ５は、水素、Ｃ１－Ｃ６アルキル基又はシクロアルキル基であり；
　Ｒ６は、最大１２個の炭素原子、好ましくは、最大８個の炭素原子を有するアルキレン
であり、直鎖又は分岐鎖であってもよく；そして
　Ｒ７は、式Ｎ＋Ｈ２（Ｒ’）Ｘ－（式中、Ｒ’は、水素又はＣ１－Ｃ４アルキルラジカ
ルであり、Ｘは、カウンターイオン、例えば、ＨＳＯ４

－、Ｆ－、Ｃｌ－、Ｂｒ－、Ｉ－

、ＣＨ３ＣＯＯ－、ＯＨ－、ＢＦ－、又はＨ２ＰＯ４
－である）で表される第一級又は第

二級アミノ基である］
のユニットを、ポリ（ビニルアルコール）中のヒドロキシル基数あたり、約０．５％～約
８０％有するポリヒドロキシルポリマーである。
 
【００７９】
　適切なＲ６の例には、オクチレン、へキシレン、ペンチレン、ブチレン、プロピレン、
エチレン、メチレン、２－プロピレン、２－ブチレン及び３－ペンチレンが含まれる。Ｒ

６は、好ましくは、メチレン又はブチレンである。好ましいラジカルＲ７は、－ＮＨ２、
－ＮＨ－ＣＨ３、－ＮＨ（Ｃ２Ｈ５）、又はその組み合わせである。
【００８０】
　式Ｉのユニットを含むこのようなポリヒドロキシルポリマーは、米国特許第5,583,163
及び6,303,687号（参照によりその全体が本明細書に組み込まれる）に開示の方法と同様
の公知の方法で調製することができる。例示するように、このようなポリヒドロキシルポ
リマーは、ポリビニルアルコールをアセタール（例えば、アミノブチルアルデヒド－ジエ
チルアセタールなど）と反応させることにより調製することができる。
【００８１】
　本発明のプライムコーティングを形成するためのアンカー親水性ポリマーの分子量Ｍｗ

は、少なくとも約１０，０００ダルトン、好ましくは、少なくとも約５０，０００ダルト
ン、より好ましくは、少なくとも約１００，０００ダルトン、さらにより好ましくは、約
５００，０００～５，０００，０００ダルトンである。
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【００８２】
　本発明によれば、プライムコーティングを形成するためのアンカー親水性ポリマーの溶
液との接触の前に、内部及び／又は表面にアズラクトン基を有するシリコーンハイドロゲ
ルコンタクトレンズを、当業者に公知のように、抽出溶媒を用いて抽出して、未重合成分
を成形したレンズから取り除くことができる。あるいは、プライムコーティングをシリコ
ーンハイドロゲルコンタクトレンズ上に形成した後に、抽出工程を実施することができる
。
【００８３】
　アンカー親水性ポリマーの溶液は、アンカー親水性ポリマーを、水、水と水に混和性の
有機溶媒の混合物、有機溶媒又は１つ以上の有機溶媒の混合物に溶解させて調製すること
ができる。好ましくは、アンカー親水性ポリマーは、水と１つ以上の有機溶媒の混合物、
有機溶媒又は１つ以上の有機溶媒の混合物に溶解させる。少なくとも１つの有機溶媒を含
有する溶媒系が、シリコーンハイドロゲルコンタクトレンズを浸漬することができると考
えられるが、その理由としては、シリコーンハイドロゲルコンタクトレンズ中により多く
のアズラクトン基があると、アンカー親水性ポリマーのペンダントアミノ基により接触し
易くなり、そして、プライムコーティングが、コンタクトレンズの表面により強く結合す
ることができるためである。メタノール、エタノール及び上述の他のものを含む任意の有
機溶媒を、アンカー親水性ポリマーの溶液の調製で使用することができる。
【００８４】
　シリコーンハイドロゲルコンタクトレンズを製造するための重合性組成物が、約０．５
％～約５．０重量％、特に、約０．６％～約２．５重量％のアズラクトン含有ビニルモノ
マー又はマクロマーを含む場合では、得られるコンタクトレンズの表面又は表面近くのア
ズラクトン基の量は、耐久性及び／又は親水性コーティングを形成するためには十分では
ない。このような欠陥は、プライムコーティングと比較し表面の親水性が増加した親水性
コーティングを形成するために、プライムコーティングを表面に有するコンタクトレンズ
を１つ以上の異なるコーティング材料の溶液と接触させることにより、プライムコーティ
ングの上部にトップコーティングを適用して解決することができる。本明細書において使
用されるように、プライムコーティングに対して表面の親水性が増加することは、プライ
ムコーティングと該プライムコーティング上部のトップコーティングを有するコンタクト
レンズが、プライムコーティングを有するがトップコーティングのないコンタクトレンズ
と比較して、より小さい水接触角を有することを意味する。
【００８５】
　一実施態様においては、トップコーティングは、カルボン酸含有親水性ポリマーの少な
くとも１つの層を含み、プライムコーティングを表面に有するコンタクトレンズをカルボ
ン酸含有親水性ポリマーの溶液に接触させることにより形成することができる。カルボン
酸含有親水性ポリマーは、第二の親水性ポリマーのカルボン酸基とアンカー親水性ポリマ
ーのアミノ基間の静電相互作用及び／又は水素結合を介して、アンカー親水性ポリマーの
層に結合することができる。
【００８６】
　好ましくは、カルボン酸含有親水性ポリマーはアルデヒド基をさらに含む。カルボン酸
含有親水性ポリマーがアルデヒド基を有する場合、静電相互作用及び水素結合の他にアル
デヒド基とアンカー親水性ポリマーのアミノ基間で形成される共有結合を介してアンカー
親水性ポリマーに強く結合することができ、これにより、親水性コーティングがデジタル
摩擦試験に耐えることを特徴とする良好な耐久性を有する。
【００８７】
　適切なカルボン酸含有親水性ポリマーの例には、カルボキシメチルセルロース、ヒアル
ロン酸アルデヒド（即ち、アルデヒド基を有するヒアルロン酸）（ＨＡＡ）、直鎖ポリア
クリル酸（ＰＡＡ）、分岐鎖ポリアクリル酸、ポリメタクリル酸（ＰＭＡ）、ポリアクリ
ル酸又はポリメタクリル酸コポリマー、マレイン酸又はフマル酸コポリマーが含まれるが
、これらに限定されない。この文脈において、分岐鎖ポリアクリル酸は、適切な（小）量
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の二－又は多ビニル化合物の存在下でアクリル酸を重合させることにより得ることができ
るポリアクリル酸を意味するものと理解されたい。分岐鎖ポリアクリル酸の例には、Good
rich Corp製のCarbophil（登録商標）又はCarbopol（登録商標）型が含まれる。（メタ）
アクリル酸のコポリマーの例には、アクリル酸又はメタクリル酸と、例えば、アクリルア
ミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド又はＮ－ビニルピロリドンを含むビニルモノマー
との共重合生成物が含まれる。
【００８８】
　最も好ましくは、カルボン酸含有親水性ポリマーは、カルボキシメチルセルロース又は
ヒアルロン酸アルデヒド又はその組み合わせである。
【００８９】
　別の実施態様においては、トップコーティングは、アゼチジニウム含有ポリマーの少な
くとも１つの層を含み、プライムコーティングを表面に有するコンタクトレンズをアゼチ
ジニウム含有ポリマーの溶液と接触させることにより形成することができる。
【００９０】
　本願で使用されるアゼチジニウム含有ポリマーは、式：
【化５】

で表されるアゼチジニウム基を含むポリカチオン性ポリマーである。アゼチジニウムイオ
ンは、スキームＩに示されるように、アンカー親水性ポリマーのアミノ基と反応して、共
有結合を形成することができる。
【００９１】

【化６】

【００９２】
　さらなる実施態様においては、トップコーティングは、カルボン酸含有親水性ポリマー
の少なくとも１つの層及びアゼチジニウム含有ポリマーの少なくとも１つの層を含む。こ
のようなトップコーティングは、プライムコーティングを表面に有するコンタクトレンズ
を、任意の順序で、カルボン酸含有親水性ポリマーの溶液とアゼチジニウム含有ポリマー
の溶液と連続して接触させることにより形成することができるが、最初にカルボン酸含有
親水性ポリマーの溶液と、そして、アゼチジニウム含有ポリマーの溶液と接触させること
を包含するプロセスが好ましい。コーティング材料の層がコーティングにおいて互いに結
びつくことができるので、トップコーティングをプライムコーティングに化学結合させる
ために、アゼチジニウム含有ポリマーのアゼチジニウムイオンが、スキームＩに示される
反応により、カルボン酸基及びアミノ基と共有結合を形成することができることが考えら
れる。
【００９３】
　好ましい実施態様においては、トップコーティングは、少なくとも２つの二重層を含み
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、それぞれが、カルボン酸含有親水性ポリマーの１つの層とアゼチジニウム含有ポリマー
の少なくとも１つの層からなる。
【００９４】
　トップコーティングがプライムコーティングに共有結合しているため、本発明の親水性
コーティングは、デジタル摩擦試験に耐えることを特徴とする良好な耐久性を有する。さ
らに、アゼチジニウム含有ポリマーのアゼチジニウムイオンによるコーティングにおいて
、負電荷基のカルボン酸が消費されるため、本発明の親水性コーティングは、レンズケア
溶液からＰＨＭＢを取り込む傾向が低い。
【００９５】
　本発明によれば、カルボン酸含有親水性ポリマー又はアゼチジニウム含有ポリマーの溶
液は、好ましくは、水溶液である。
【００９６】
　アゼチジニウム含有ポリマーは、ポリアミンポリマー又は第一級もしくは第二級アミノ
基を含有するポリマーのエピクロルヒドリン官能基化から調製することができる。例えば
、アミノアルキル（メタ）アクリレートのホモポリマー又はコポリマー、モノ－アルキル
（メタ）アクリレート、アミノアルキル（メタ）アクリルアミド又はモノ－アルキル（メ
タ）アクリルアミドをエピクロルヒドリンと反応させて、、アゼチジニウム含有ポリマー
を形成することができる。ポリアミンポリマーのアゼチジニウム官能基化の反応条件は、
EP1465931（参照によりその全体が本明細書に組み込まれる）に教示される。好ましいア
ゼチジニウム含有ポリマーは、ポリアミノアミド－エピクロルヒドリン（ＰＡＥ）（又は
ポリアミド－ポリアミン－エピクロルヒドリンもしくはポリアミド－エピクロルヒドリン
）、例えば、Hercules製のKymene（登録商標）樹脂である。
【００９７】
　好ましい実施態様においては、トップコーティングは、ポリカチオン性ポリマーの１つ
以上の層をさらに含む。ポリカチオン性ポリマーの例には、ポリアリルアミン（ＰＡＨ）
、ポリエチレンイミン（ＰＥＩ）、ポリビニルアミン、ポリ（ビニルベンジル－トリ－Ｃ

１－Ｃ４－アルキルアンモニウム塩）、ポリ（ビニルピリジニウム塩）、ポリクォート（
polyquat）が含まれるが、これらに限定されない。前述のポリマーは、特に規定されなけ
れば、いずれの場合も、遊離アミン、その適切な塩ならびに任意の第四級形態を含む。
【００９８】
　一般的に、コンタクトレンズを、コーティング材料、例えば、アンカー親水性ポリマー
、カルボン酸含有親水性ポリマー、アゼチジニウム含有ポリマー又はポリカチオン性ポリ
マーの溶液と接触させる工程は、約１０℃～約１２５℃、好ましくは、約２０℃～約８０
℃、より好ましくは、約２５℃～約６０℃の温度で実施することができる。
【００９９】
　好ましい実施態様においては、カルボン酸含有親水性ポリマー又はアゼチジニウム含有
ポリマーの最終層を、レンズパッケージ中で、コンタクトレンズ上に適用して、これを、
密封して、約１１５℃～１２５℃の温度で約１５分間～約９０分間オートクレーブする。
【０１００】
　別の態様においては、本発明は、シリコーンハイドロゲルコンタクトレンズを提供する
。本発明のコンタクトレンズは、核シリコーンハイドロゲル材料及び親水性コーティング
を含み、核シリコーンハイドロゲル材料は、核シリコーンハイドロゲル材料を製造するた
めのレンズ形成材料に含有されるアズラクトン含有ビニルモノマー又はマクロマーから直
接誘導されるアズラクトン部分を含み、親水性コーティングは、プライムコーティング及
びトップコーティングを含み、プライムコーティングは、第一級もしくは第二級基又はチ
オール基を有するアンカー親水性ポリマーの層であり、そして、コンタクトレンズの表面
又は表面近くの１つのアズラクトン部分と１つの第一級もしくは第二級アミノ基又はチオ
ール基との間でそれぞれ形成される共有結合を介して、核シリコーンハイドロゲル材料に
直接共有結合しており、トップコーティングは、カルボン酸含有親水性ポリマーの少なく
とも１つの層及び／又はアゼチジニウム含有ポリマーの少なくとも１つの層を含み、カル
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ボン酸含有親水性ポリマーの層及び／又はアゼチジニウム含有ポリマーの層は、アンカー
親水性ポリマーの層に化学的及び／又は物理的に結合し、シリコーンハイドロゲルコンタ
クトレンズは、少なくとも４０barrerの酸素透過度、約１００度以下の水接触角を特徴と
する表面湿潤性及びデジタル摩擦試験に耐えることを特徴とする良好なコーティング耐久
性を有する。
【０１０１】
　本発明のシリコーンハイドロゲルコンタクトレンズは、約１００度以下、好ましくは、
約９０度以下、より好ましくは、約８０度以下、さらにより好ましくは、約７０度以下、
最も好ましくは、約６０度以下の平均水接触角を有することを特徴とする湿潤性の表面を
有する。
【０１０２】
　本発明のシリコーンハイドロゲルコンタクトレンズは、好ましくは、少なくとも約４０
barrer、より好ましくは、少なくとも約５０barrer、さらにより好ましくは、少なくとも
約６０barrerの酸素透過度を有する。本発明によれば、酸素透過度は、実施例に記載の手
順による、見掛けの（約１００ミクロン厚を有する試料を用いて試験する場合に直接測定
される）酸素透過度である。本発明のシリコーンハイドロゲルコンタクトレンズは、約３
０～約２００ミクロン、より好ましくは、約４０～約１５０ミクロン、さらにより好まし
くは、約５０～約１２０ミクロン、最も好ましくは、約６０～約１１０ミクロンの中心厚
を有する。
【０１０３】
　本発明のシリコーンハイドロゲルコンタクトレンズは、さらに、約１．５MPa以下、好
ましくは、約１．２MPa以下、より好ましくは、約１．０MPa以下、さらにより好ましくは
、約０．３MPa～約１．０MPaの弾性係数を有する。
【０１０４】
　本発明のシリコーンハイドロゲルコンタクトレンズは、さらに、好ましくは、少なくと
も約１．５×１０－６mm2／分、より好ましくは、少なくとも約２．６×１０－６mm2／分
、さらにより好ましくは、少なくとも約６．４×１０－６mm2／分のイオノフラックス拡
散係数Ｄを有する。
【０１０５】
　本発明のシリコーンハイドロゲルコンタクトレンズは、完全に水和したときに、さらに
、好ましくは、約１８％～約７０重量％、より好ましくは、約２０％～約６０重量％の水
分含有量を有する。シリコーンハイドロゲルコンタクトレンズの水分含有量は、US 5,849
,811号に開示のBulk技術に従って測定することができる。
【０１０６】
　コーティング材料、重合性組成物、プライムコーティング及びトップコーティングの上
記の様々な実施態様ならびに好ましい実施態様を、本発明のこの態様において使用するこ
とができる。
【０１０７】
　先の開示により、当業者は本発明を実施することができるであろう。読者が特定の実施
態様及びその利点をより理解できるようにするため、以下の実施例を参照することを提案
する。
【実施例】
【０１０８】
実施例１
酸素透過度の測定
　レンズの酸素透過度及びレンズ材料の酸素伝達率は、米国特許第5,760,100号及びWinte
rton等の論文（The Cornea: Transactions of the World Congress on the Cornea 111, 
H.D. Cavanagh Ed., Raven Press: New   York 1988, pp273-280）に記載の技術と類似の
技術に従って決定され、これら両方は、参照によりその全体が本明細書に組み込まれる。
湿潤セル中（即ち、ガス流を相対湿度約１００％に維持した）、３４℃で、Ｄｋ１０００
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装置（Applied Design and Development Co., Norcross, GAから入手可能）又は類似の分
析装置を用いて酸素フラックス（Ｊ）を測定する。既知の酸素％（例えば、２１％）を有
する気流を、約１０～２０cm3／分の速度でレンズの一方に通し、レンズの反対側に窒素
流を約１０～２０cm3／分の速度で通す。測定の前に、既定の試験温度で少なくとも３０
分間（但し、４５分以下）、試料を試験媒体（即ち、生理食塩水又は蒸留水）で平衡化す
る。オーバーレイヤーとして使用される任意の試験媒体を、測定の前に、既定の試験温度
で少なくとも３０分間（但し、４５分以下）平衡化する。撹拌モーターの速度を、ステッ
ピングモーターコントローラーの表示設定４００±１５に対応する１２００±５０rpmに
設定する。周囲系の大気圧Ｐ測定を測定する。試験で曝露される領域のレンズ厚（ｔ）を
、Mitotoya micrometer VL-50又は類似の装置を用いて約１０箇所測定することにより決
定し、測定値の平均をとる。窒素流の酸素濃度（即ち、レンズを通って拡散する酸素）を
、ＤＫ１０００装置を用いて測定する。レンズ材料の見掛けの酸素透過度Ｄｋａｐｐを下
記式から決定する： 
Ｄｋａｐｐ＝Ｊｔ／（Ｐ酸素）
［式中、Ｊ＝酸素フラックス［Ｏ２μl/cm2－分］
　　　　　Ｐ酸素＝（Ｐ測定－Ｐ水蒸気）＝（気流中のＯ２％）［mmHg］＝気流中の酸素
の分圧
　Ｐ測定＝大気圧（mmHg）
　Ｐ水蒸気＝３４℃で０mmHg（乾燥セル中）（mmHg）
　Ｐ水蒸気＝３４℃で４０mmHg（湿潤セル中）（mmHg）
　　　　　ｔ＝曝露試験領域のレンズの平均厚（mm）
　Ｄｋａｐｐは、barrer単位で表される］
　材料の酸素伝達率（Ｄｋ／ｔ）は、酸素透過度（Ｄｋａｐｐ）をレンズの平均厚（ｔ）
で割って算出することができる。
【０１０９】
イオン透過度の測定
　レンズのイオン透過度は、米国特許第5,760,100号（参照によりその全体が本明細書に
組み込まれる）に記載の手順に従って測定される。以下の実施例において示されるイオン
透過度の値は、標準材料であるレンズ材料Alsaconに対する相対イオノフラックス拡散係
数（Ｄ／Ｄｒｅｆ）である。Alsaconは、イオノフラックス拡散係数０．３１４×１０－

３mm2／分を有する。
【０１１０】
水接触角の測定
　コンタクトレンズ上の水接触角は、コンタクトレンズの表面の親水性（又は湿潤性）の
一般的な測定である。特に、水接触角が小さいことは、表面がより親水性であることに相
当する。コンタクトレンズの平均接触角（Sessile Drop）は、Boston, Massachusettsに
あるAST, Inc.製のVCA 2500 XE接触角測定装置を使用して測定される。この装置は、接触
角又は固定（静的）接触角の前進又は後進を測定することができる。測定は、完全に水和
したコンタクトレンズで、下記のようにブロット乾燥の後直ちに実施される。弱く結合し
たパッケージング添加剤をレンズ表面から取り除くために、コンタクトレンズをバイアル
から取り出して、～２００mlの新しいＤＩ水で３回洗浄する。次に、レンズを清潔で糸く
ずのない布（Alpha Wipe TX1009）上に置き、軽くたたいてよく表面の水を取り除き、接
触角測定台に載せ、乾燥空気を送風して風乾して、最後に、製造業者により提供されるソ
フトウェアを用いて液滴接触角を自動測定する。接触角の測定に使用するＤＩ水は抵抗率
＞１８MΩcmを有し、使用する液滴容量は２μlである。典型的には、未コートのシリコー
ンハイドロゲルレンズ（オートクレーブ後）は、ほぼ１２０度の液滴接触角を有する。コ
ンタクトレンズを接触させる前に、ピンセットと台をイソプロパノールで十分に洗浄し、
ＤＩ水でリンスする。
【０１１１】
水崩壊（Water Break-up）時間（ＷＢＵＴ）試験
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　また、レンズ（オートクレーブ後）の湿潤性を、レンズ表面で水膜が崩壊し始めるのに
必要な時間を測定することにより評価する。簡単には、弱く結合したパッケージング添加
物をレンズ表面から取り除くために、レンズをバイアルから取り出して、～２００mlの新
しいＤＩ水で３回洗浄する。レンズを溶液から取り出し、強い光源にかざす。水膜が崩壊
（脱湿潤）し、下層のレンズ材料が曝されるのに必要な時間が目で確認される。未コーテ
ィングレンズは、典型的には、ＤＩ水を除去するとすぐさま崩壊し、これをＷＢＵＴ０秒
間とする。ＷＢＵＴ≧５秒間を示すレンズは、湿潤性であると考えられ、眼に適切な湿潤
性（涙液膜を維持する能力）を示すと期待される。
【０１１２】
コーティング耐久性試験
　コーティングの耐久性（コーティング効果喪失に対する耐久能力）は、試料を手動で２
分間摩擦することにより評価される。ニトリルグローブを着けて、片方の手のひらにある
レンズをもう片方の人差し指で摩擦する。水接触角は、上述の手順を用いて、耐久性試験
の前後にレンズ上で実施する。良好なコーティング耐久性を示すレンズは、摩擦の後、接
触角がわずかに増加し、また、極めて良好な湿潤性（ＷＢＵＴ≧５秒）を維持する。
【０１１３】
ＰＨＭＢ（ポリヘキサメチレンビグアニド）の取り込み測定
　５つのレンズをパッケージから取り出し、ふき取り、１２５mlのポリプロピレンナルゲ
ンボトルに入れる。次に、１００mlのAquify MPS溶液を添加し、ボトルに蓋をし、溶液中
、室温（２５±２℃）で７日間レンズを回転させる。溶液のＰＨＭＢ　ＨＣｌを分析する
。室温で、ポリプロピレン容器中１００mlのAquify MPS溶液を含有する、レンズなしの対
照溶液に関しても、ＰＨＭＢ　ＨＣｌ濃度を分析した。試験レンズのＰＨＭＢの取り込み
を対照溶液に対するＰＨＭＢ　ＨＣｌ濃度の減少に基づいて決定する。
【０１１４】
実施例２
末端メタクリレート基を有する鎖伸長ポリジメチルシロキサンビニルマクロマー（ＣＥ－
ＰＤＭＳマクロマー）の調製
　第一の工程において、脱水メチルエチルケトン（ＭＥＫ）１５０ｇ中、ジブチルチンジ
ラウレート（ＤＢＴＤＬ）０．０６３ｇの存在下で、α，ω－ビス（２－ヒドロキシエト
キシプロピル）－ポリジメチルシロキサン４９．８５ｇとイソホロンジイソシアネート（
ＩＰＤＩ）１１．１ｇを反応させて、α，ω－ビス（２－ヒドロキシエトキシプロピル）
－ポリジメチルシロキサン（Ｍｎ＝２０００、Shin-Etsu、KF-6001a）を、イソホロンジ
イソシアネートでキャッピングする。反応物を、４０℃で４．５時間維持して、ＩＰＤＩ
－ＰＤＭＳ－ＩＰＤＩを生成する。第二の工程において、α，ω－ビス（２－ヒドロキシ
エトキシプロピル）－ポリジメチルシロキサン（Ｍｎ＝３０００、Shin-Etsu、KF-6002）
１６４．８ｇと脱水ＭＥＫ５０ｇの混合物を、追加のＤＢＴＤＬ０．０６３ｇを添加した
ＩＰＤＩ－ＰＤＭＳ－ＩＰＤＩ溶液に滴下する。反応容器を、４０℃で４．５時間保持し
て、ＨＯ－ＰＤＭＳ－ＩＰＤＩ－ＰＤＭＳ－ＩＰＤＩ－ＰＤＭＳ－ＯＨを生成する。次に
、減圧下でＭＥＫを除去する。第三の工程において、イソシアナトエチルメタクリレート
（ＩＥＭ）７．７７ｇ及び追加のＤＢＴＤＬ０．０６３ｇを添加して、末端ヒドロキシル
基を、第三の工程で、メタクリロイルオキシエチル基でキャッピングして、ＩＥＭ－ＰＤ
ＭＳ－ＩＰＤＩ－ＰＤＭＳ－ＩＰＤＩ－ＰＤＭＳ－ＩＥＭを生成する。
【０１１５】
末端メタクリレート基を有するＣＥ－ＰＤＭＳマクロマーの代替調製
　２４０．４３ｇのKF-6001を、撹拌器、温度計、クライオスタット、滴下漏斗及び窒素
／真空吸気アダプターを備えた１Lの反応容器に添加した後、高真空下（２×１０－２mBa
r）で乾燥させる。次に、乾燥窒素雰囲気下で、蒸留ＭＥＫ３２０ｇを反応容器に添加し
、混合物を十分に撹拌する。ＤＢＴＤＬ０．２３５ｇを反応容器に添加する。反応容器を
４５℃に温めた後、適度に撹拌しながら、ＩＰＤＩ４５．８６ｇを添加漏斗で１０分間か
けて反応容器に添加する。反応物を６０℃で２時間維持する。次に、蒸留ＭＥＫ４５２ｇ
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に溶解させた６３０ｇのKF-6002を添加し、均一な溶液が得られるまで撹拌する。ＤＢＴ
ＤＬ０．２３５ｇを添加し、反応容器を、乾燥窒素ブランケット下、５５℃で一晩維持す
る。翌日、ＭＥＫをフラッシュ蒸留により除去する。反応容器を冷却した後、ＩＥＭ２２
．７ｇ、その後、ＤＢＴＤＬ０．２３５ｇを反応容器に加える。３時間後、追加のＩＥＭ
３．３ｇを添加し、反応を一晩進行させる。翌日、反応混合物を１８℃に冷却して、ＣＥ
－ＰＤＭＳマクロマーを得る。
【０１１６】
実施例３
レンズ調製物の調製
　実施例２で調製したＣＥ－ＰＤＭＳマクロマー及び表１に列挙する他の成分を酢酸エチ
ルに溶解させて、３種類のレンズ調製物を調製する。注記：下記の全ての成分を最初に添
加し、溶解させる。ＶＤＭＡを調製物に添加し、～１時間回転させ、直ちに成型する。
【０１１７】
【表１】

【０１１８】
レンズの調製
　ポリプロピレンレンズ成形型の雌型部位に、上記で調製したレンズ形成材料約７５μl
を充填して、成形型をポリプロピレンレンズ成形型の雄型部位（ベースカーブ成形型）で
閉じる。最高光強度約３．６１mW/cm2及び最低光強度約３．５４mW/cm2のフィリップスラ
イト（４０ワット、Ｆ４０５）を備える両面ＵＶ硬化ボックス中で、閉じた成形型を約５
分間硬化させて、コンタクトレンズを得る。
【０１１９】
コーティング溶液の調製
　ＰＥＩ（ポリエチレンイミン、Ｍｗ５０，０００～１００，０００）コーティング溶液
は、１－プロパノール（１－ＰｒＯＨ）８０mlに３０％ストック水溶液２０ｇを添加して
調製する。ＣＭＣ（カルボキシメチルセルロースナトリウム塩、Ｍｗ２５０，０００）、
Kymene（polycup 8210、ポリアミド－エピクロルヒドリン樹脂）及びＨＡＡ（アルデヒド
基を生成するためにカスタムに開環したヒアルロン酸（kwl-080415-001））のコーティン
グ溶液は、適切な濃度のポリマーをＤＩ水に添加し、１０mM酢酸（緩衝剤）を添加し、そ
して、１Ｎ　ＮａＯＨ溶液を使用して最終ｐＨを５に調整して調製する。０．１％Kymene
（polycup 8210、ポリアミド－エピクロルヒドリン樹脂）コーティング溶液は、製造業者
から供給されるKymene溶液（～２１ｗｔ％溶液として発送される）０．１ｇをＤＩ水１０
０mlに添加し、１０mM酢酸（緩衝剤）を添加し、そして、１Ｎ　ＮａＯＨ溶液を使用して
最終ｐＨを５に調整して調製する。
【０１２０】
レンズのコーティング
　下記の３つのプロセスを、コンタクトレンズ上へのコーティングの適用に使用する。注
記：全ての浸漬工程は室温で実施する。
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【０１２１】
　コーティングＩ．　上記で調製したコンタクトレンズを：（１）ＰＥＩコーティング溶
液に３分間浸漬；（２）ＤＩ水に５５秒間浸漬；（３）ＥｔＯＡｃで５分間抽出；（４）
ＤＩ水に３分間浸漬；（５）リン酸緩衝生理食塩水（ＰＢＳ、ｐＨ？）又は０．１重量％
ＨＡＡを含むＰＢＳを含有するバイアルにパッケージング；そして、（６）約１２１℃で
３０分間オートクレーブする。
【０１２２】
　コーティングＩＩ．　上記で調製したコンタクトレンズを：（１）ＰＥＩコーティング
溶液に３分間浸漬；（２）ＤＩ水に５５秒間浸漬；（３）ＥｔＯＡｃで５分間抽出；（４
）ＤＩ水に３分間浸漬；（５）０．１％ＣＭＣコーティング溶液（ｐＨ５）に５５秒間浸
漬；（６）ＤＩ水に３０秒間浸漬；（７）０．１％Kymeneコーティング溶液（ｐＨ５）に
５５秒間浸漬；（８）ＤＩ水に３０秒間浸漬；（９）０．１％ＣＭＣコーティング溶液（
ｐＨ５）に５５秒間浸漬；（１０）ＤＩ水に３０秒間浸漬；（１１）０．１％Kymeneコー
ティング溶液（ｐＨ５）に５５秒間浸漬；（１２）リン酸緩衝生理食塩水（ＰＢＳ、ｐＨ
？）又は０．１重量％ＨＡＡを含むＰＢＳを含有するバイアルにパッケージング；そして
、（１２）約１２１℃で３０分間オートクレーブする。
【０１２３】
　コーティングＩＩＩ．　上記で調製したコンタクトレンズを：（１）ＰＥＩコーティン
グ溶液に３分間浸漬；（２）ＤＩ水に５５秒間浸漬；（３）ＥｔＯＡｃで５分間抽出；（
４）ＤＩ水に３分間浸漬；（５）０．１％ＨＡＡコーティング溶液（ｐＨ５）に５５秒間
浸漬；（６）ＤＩ水に３０秒間浸漬；（７）０．１％Kymeneコーティング溶液（ｐＨ５）
に５５秒間浸漬；（８）ＤＩ水に３０秒間浸漬；（９）０．１％ＨＡＡコーティング溶液
（ｐＨ５）に５５秒間浸漬；（１０）ＤＩ水に３０秒間浸漬；（１１）０．１％Kymeneコ
ーティング溶液（ｐＨ５）に５５秒間浸漬；（１２）リン酸緩衝生理食塩水（ＰＢＳ、ｐ
Ｈ？）又は０．１重量％ＨＡＡを含むＰＢＳを含有するバイアルにパッケージング；そし
て、（１２）約１２１℃で３０分間オートクレーブする。
【０１２４】
　コーティングレンズの直径、水接触角（ＷＣＡ）、湿潤性を測定して、表２に報告する
。
【表２】

【０１２５】
実施例４
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レンズの調製
　レンズ調製物を以下の組成を有するように調製する：実施例２で調製したＣＥ－ＰＤＭ
Ｓマクロマー（３０．９％）、Ｔｒｉｓ－Ａｍ（２３．８％）、ＤＭＡ（１８％）、ＤＣ
１１７３（１．０％）、ＶＤＭＡ（２．５％）、メチレンビスアクリルアミド（ＭＢＡ、
０．４％）及びtert－アミルアルコール（２３．２％）。対照レンズ調製物（即ち、ＶＤ
ＭＡなし）は、上記調製物にＶＤＭＡを添加せずに調製する。コンタクトレンズは、実施
例３に記載の手順に従って調製する。
【０１２６】
コーティング溶液の調製
　コーティング溶液は、実施例３に記載の手順に従って調製する。本実施例において、分
子量２０００kDaのＰＥＩ溶液（Lupasol SK、～２５ｗｔ％、ＢＡＳＦ製）は、１－Ｐｒ
ＯＨを約２０重量％濃度を有するようにＰＥＩストック溶液に添加して調製する（実施例
３で調製したＰＥＩ溶液と区別するために２０％Lupasol SK溶液とする）。０．１％Lupa
sol SK水溶液は、製造業者から供給されるLupasol SK溶液０．１ｇをＤＩ水１００mlに添
加し、１０mM酢酸（緩衝剤）を添加し、そして、１Ｎ　ＮａＯＨ溶液を使用して最終ｐＨ
を５に調整して調製する。
【０１２７】
レンズのコーティング
　下記の３つのプロセスを、コンタクトレンズ上へのコーティングの適用に使用する。
【０１２８】
　コーティングＩ．　上記で調製したコンタクトレンズを：（１）メチルエチルケトン（
ＭＥＫ）で５分間抽出；（２）ＤＩ水に５５秒間浸漬；（３）ＰＥＩ溶液（２０重量％、
１－ＰｒＯＨ中）に３分間浸漬；（４）ＤＩ水に３分間浸漬；（５）０．１％ＨＡＡ水溶
液（ｐＨ５）に５５秒間浸漬；（６）ＤＩ水に３０秒間浸漬；（７）０．１％Kymene水溶
液（ｐＨ５）に５５秒間浸漬；（８）ＤＩ水に３０秒間浸漬；（９）０．１％ＨＡＡ水溶
液（ｐＨ５）に５５秒間浸漬；（１０）ＤＩ水に３０秒間浸漬；（１１）０．１％Kymene
水溶液（ｐＨ５）に５５秒間浸漬；（１２）リン酸緩衝生理食塩水（ＰＢＳ、ｐＨ７．４
）又は０．１重量％ＨＡＡを含むＰＢＳを含有するバイアルにパッケージング；そして、
（１２）約１２１℃で３０分間オートクレーブする。
【０１２９】
　コーティングＩＩ．　上記で調製したコンタクトレンズを：（１）Lupasol SK溶液（２
０重量％、１－ＰｒＯＨ中）に３分間浸漬；（２）ＤＩ水に５５秒間浸漬；（３）ＭＥＫ
で５分間抽出；（４）ＤＩ水に３分間浸漬；（５）０．１％ＨＡＡ水溶液（ｐＨ５）に５
５秒間浸漬；（６）ＤＩ水に３０秒間浸漬；（７）０．１％Kymene水溶液（ｐＨ５）に５
５秒間浸漬；（８）ＤＩ水に３０秒間浸漬；（９）０．１％ＨＡＡ水溶液（ｐＨ５）に５
５秒間浸漬；（１０）ＤＩ水に３０秒間浸漬；（１１）０．１％Kymene水溶液（ｐＨ５）
に５５秒間浸漬；（１２）０．１重量％ＨＡＡを含むＰＢＳを含有するバイアルにパッケ
ージング；そして、（１２）約１２１℃で３０分間オートクレーブする。
【０１３０】
　コーティングＩＩＩ．　上記で調製したコンタクトレンズを：（１）ＰＥＩ溶液（２０
重量％、１－ＰｒＯＨ中）に３分間浸漬；（２）ＤＩ水に５５秒間浸漬；（３）ＥｔＯＡ
ｃで５分間抽出；（４）ＤＩ水に３分間浸漬；（５）０．１％ＨＡＡ水溶液（ｐＨ５）に
５５秒間浸漬；（６）ＤＩ水に３０秒間浸漬；（７）０．１％Lupasol SK水溶液（ｐＨ５
）に５５秒間浸漬；（８）ＤＩ水に３０秒間浸漬；（９）０．１％ＨＡＡ水溶液（ｐＨ５
）に５５秒間浸漬；（１０）ＤＩ水に３０秒間浸漬；（１１）０．１％Lupasol SK水溶液
（ｐＨ５）に５５秒間浸漬；（１２）０．１重量％ＨＡＡを含むＰＢＳを含有するバイア
ルにパッケージング；そして、（１２）約１２１℃で３０分間オートクレーブする。
【０１３１】
　コーティングレンズの直径、水接触角（ＷＣＡ）、湿潤性を測定して、表３に報告する
。
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【０１３２】
【表３】

【０１３３】
実施例５
レンズの調製
　レンズ調製物を以下の組成を有するように調製する：実施例２で調製したＣＥ－ＰＤＭ
Ｓマクロマー（３０．９％）、Ｔｒｉｓ－Ａｍ（２３．８％）、ＤＭＡ（１８％）、ＤＣ
１１７３（１．０％）、ＶＤＭＡ（２．５％）、メチレンビスアクリルアミド（ＭＢＡ、
０．４％）及びtert－アミルアルコール（２３．２％）。コンタクトレンズは、実施例３
に記載の手順に従って調製する。
【０１３４】
コーティング溶液の調製
　コーティング溶液は、実施例３及び４に記載の手順に従って調製する。本実施例におい
て、分子量７００kDaを有するＣＭＣ（Acros Organics製、Product # AC332641000、置換
度（ＤＳ）＝０．９）は、０．１％ＣＭＣ水溶液の調製で使用される。
【０１３５】
レンズのコーティング
　下記の３つのプロセスを、コンタクトレンズ上へのコーティングの適用に使用する。
【０１３６】
　コーティングＩ．　上記で調製したコンタクトレンズを：（１）Lupasol SK溶液（１０
重量％、１－ＰｒＯＨ中）に３分間浸漬；（２）ＤＩ水に５５秒間浸漬；（３）ＭＥＫで
５分間抽出；（４）ＤＩ水に３分間浸漬；（５）０．１％ＨＡＡ水溶液（ｐＨ５）に５５
秒間浸漬；（６）ＤＩ水に３０秒間浸漬；（７）０．１％Kymene水溶液（ｐＨ５）に５５
秒間浸漬；（８）ＤＩ水に３０秒間浸漬；（９）０．１％ＨＡＡ水溶液（ｐＨ５）に５５
秒間浸漬；（１０）ＤＩ水に３０秒間浸漬；（１１）０．１％Kymene水溶液（ｐＨ５）に
５５秒間浸漬；（１２）０．１重量％ＨＡＡを含むＰＢＳを含有するバイアルにパッケー
ジング；そして、（１２）約１２１℃で３０分間オートクレーブする。
【０１３７】
　コーティングＩＩ．　上記で調製したコンタクトレンズを：（１）Lupasol SK溶液（２
０重量％、１－ＰｒＯＨ中）に３分間浸漬；（２）ＤＩ水に５５秒間浸漬；（３）ＭＥＫ
で５分間抽出；（４）ＤＩ水に３分間浸漬；（５）０．１％ＣＭＣ（７００kDa）水溶液
（ｐＨ５）に５５秒間浸漬；（６）ＤＩ水に３０秒間浸漬；（７）０．１％Kymene水溶液
（ｐＨ５）に５５秒間浸漬；（８）ＤＩ水に３０秒間浸漬；（９）０．１％ＣＭＣ（７０
０kDa）水溶液（ｐＨ５）に５５秒間浸漬；（１０）ＤＩ水に３０秒間浸漬；（１１）０
．１％Kymene水溶液（ｐＨ５）に５５秒間浸漬；（１２）０．１重量％ＨＡＡを含むＰＢ
Ｓを含有するバイアルにパッケージング；そして、（１２）約１２１℃で３０分間オート
クレーブする。
【０１３８】
　コーティングＩＩＩ．　上記で調製したコンタクトレンズを：（１）Lupasol SK溶液（
２０重量％、１－ＰｒＯＨ中）に３分間浸漬；（２）ＤＩ水に５５秒間浸漬；（３）Ｅｔ
ＯＡｃで５分間抽出；（４）ＤＩ水に３分間浸漬；（５）０．１％ＣＭＣ（７００kDa）
水溶液（ｐＨ５）に５５秒間浸漬；（６）ＤＩ水に３０秒間浸漬；（７）０．１％Lupaso
l SK水溶液（ｐＨ５）に５５秒間浸漬；（８）ＤＩ水に３０秒間浸漬；（９）０．１％Ｃ
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ＭＣ（７００kDa）水溶液（ｐＨ５）に５５秒間浸漬；（１０）ＤＩ水に３０秒間浸漬；
（１１）０．１％Lupasol SK水溶液（ｐＨ５）に５５秒間浸漬；（１２）０．１重量％Ｈ
ＡＡを含むＰＢＳを含有するバイアルにパッケージング；そして、（１２）約１２１℃で
３０分間オートクレーブする。
【０１３９】
　コーティングＩＶ．　上記で調製したコンタクトレンズを：（１）ＰＥＩ溶液（２０重
量％、１－ＰｒＯＨ中）に３分間浸漬；（２）ＤＩ水に５５秒間浸漬；（３）ＥｔＯＡｃ
で５分間抽出；（４）ＤＩ水に３分間浸漬；（５）０．０１％ＨＡＡ水溶液（ｐＨ５）に
５５秒間浸漬；（６）ＤＩ水に３０秒間浸漬；（７）０．１％Kymene水溶液（ｐＨ５）に
５５秒間浸漬；（８）ＤＩ水に３０秒間浸漬；（９）０．０１％ＨＡＡ水溶液（ｐＨ５）
に５５秒間浸漬；（１０）ＤＩ水に３０秒間浸漬；（１１）０．１％Kymene水溶液（ｐＨ
５）に５５秒間浸漬；（１２）０．１重量％ＨＡＡを含むＰＢＳを含有するバイアルにパ
ッケージング；そして、（１２）約１２１℃で３０分間オートクレーブする。
【０１４０】
　コーティングレンズの直径、水接触角（ＷＣＡ）、湿潤性及び耐久性を測定して、表４
に報告する。
【表４】

【０１４１】
実施例６
レンズの調製
　２つのレンズ調製物を、下記の表５に示す組成を有するように調製する。コンタクトレ
ンズは、実施例３に記載の手順に従って調製する。

【表５】

【０１４２】
コーティング溶液の調製
　コーティング溶液は、実施例３～５に記載の手順に従って調製する。
【０１４３】
レンズのコーティング
　下記の３つのプロセスを、コンタクトレンズ上へのコーティングの適用に使用する。
　コーティングＩ．　上記で調製したコンタクトレンズを：（１）Lupasol SK溶液（２０
重量％、１－ＰｒＯＨ中）に３分間浸漬；（２）ＤＩ水に５５秒間浸漬；（３）ＭＥＫで
５分間抽出；（４）ＤＩ水に３分間浸漬；（５）０．１％ＣＭＣ（７００kDa）水溶液（
ｐＨ５）に５５秒間浸漬；（６）ＤＩ水に３０秒間浸漬；（７）０．１％Kymene水溶液（
ｐＨ５）に５５秒間浸漬；（８）ＤＩ水に３０秒間浸漬；（９）０．１％ＣＭＣ（７００
kDa）水溶液（ｐＨ５）に５５秒間浸漬；（１０）ＤＩ水に３０秒間浸漬；（１１）０．
１％Kymene水溶液（ｐＨ５）に５５秒間浸漬；（１２）０．１重量％ＨＡＡを含むＰＢＳ
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を含有するバイアルにパッケージング；そして、（１２）約１２１℃で３０分間オートク
レーブする。
【０１４４】
　コーティングＩＩ．　上記で調製したコンタクトレンズを：（１）Ｌupasol SK溶液（
２０重量％、１－ＰｒＯＨ中）に３分間浸漬；（２）ＤＩ水に５５秒間浸漬；（３）ＭＥ
Ｋで５分間抽出；（４）ＤＩ水に３分間浸漬；（５）０．１％ＣＭＣ（７００kDa）水溶
液（ｐＨ５）に５５秒間浸漬；（６）ＤＩ水に３０秒間浸漬；（７）０．１％Kymene水溶
液（ｐＨ５）に５５秒間浸漬；（８）ＤＩ水に３０秒間浸漬；（９）０．１％ＣＭＣ（７
００kDa）水溶液（ｐＨ５）に５５秒間浸漬；（１０）ＤＩ水に３０秒間浸漬；（１１）
０．１％Kymene水溶液（ｐＨ５）に５５秒間浸漬；（１２）０．１重量％ＣＭＣ（７００
kDa）を含むＰＢＳを含有するバイアルにパッケージング；そして、（１２）約１２１℃
で３０分間オートクレーブする。
【０１４５】
　コーティングＩＩＩ．　上記で調製したコンタクトレンズを：（１）Lupasol SK溶液（
２０重量％、１－ＰｒＯＨ中）に３分間浸漬；（２）ＤＩ水に５５秒間浸漬；（３）ＭＥ
Ｋで５分間抽出；（４）ＤＩ水に３分間浸漬；（５）０．１％ＨＡＡ水溶液（ｐＨ５）に
５５秒間浸漬；（６）ＤＩ水に３０秒間浸漬；（７）０．１％Kymene水溶液（ｐＨ５）に
５５秒間浸漬；（８）ＤＩ水に３０秒間浸漬；（９）０．１％ＨＡＡ水溶液（ｐＨ５）に
５５秒間浸漬；（１０）ＤＩ水に３０秒間浸漬；（１１）０．１％Kymene水溶液（ｐＨ５
）に５５秒間浸漬；（１２）０．１重量％ＨＡＡを含むＰＢＳを含有するバイアルにパッ
ケージング；そして、（１２）約１２１℃で３０分間オートクレーブする。
【０１４６】
　コーティングＩＶ．　上記で調製したコンタクトレンズを：（１）Lupasol KS溶液（２
０重量％、１－ＰｒＯＨ中）に３分間浸漬；（２）ＤＩ水に５５秒間浸漬；（３）ＭＥＫ
で５分間抽出；（４）ＤＩ水に３分間浸漬；（５）０．１％ＨＡＡ水溶液（ｐＨ５）に５
５秒間浸漬；（６）ＤＩ水に３０秒間浸漬；（７）０．１％Kymene水溶液（ｐＨ５）に５
５秒間浸漬；（８）ＤＩ水に３０秒間浸漬；（９）０．１％ＨＡＡ水溶液（ｐＨ５）に５
５秒間浸漬；（１０）ＤＩ水に３０秒間浸漬；（１１）０．１％Kymene水溶液（ｐＨ５）
に５５秒間浸漬；（１２）０．１重量％ＣＭＣ（７００kDa）を含むＰＢＳを含有するバ
イアルにパッケージング；そして、（１２）約１２１℃で３０分間オートクレーブする。
【０１４７】
　コーティングレンズの直径、水接触角（ＷＣＡ）、湿潤性及び耐久性を測定して、表６
に報告する。
【表６】

【０１４８】
実施例７
　レンズ調製物を以下の組成を有するように調製する：実施例２で調製したＣＥ－ＰＤＭ
Ｓマクロマー（３１．５％）、Ｔｒｉｓ－Ａｍ（２２．３％）、ＤＭＡ（１２．２％）、
ＤＣ１１７３（１．０％）、ＶＤＭＡ（９．３％）及びＥｔＯＡｃ（２３．７％）。コン
タクトレンズは、実施例３に記載の手順に従って調製する。
【０１４９】
　上記で成形したレンズを以下の順序の処理工程に付す：１－プロパノール中の５ｗｔ％
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ＰＥＩ（ポリエチレンイミン、Mw５０，０００～１００，０００）に３分間浸漬する；Ｄ
Ｉ水に１分間浸漬する；ＥｔＯＡｃに５分間浸漬する；ＤＩ水に３分間浸漬する；ＰＢＳ
生理食塩水にパッケージングし、約１２１℃で約３０分間オートクレーブする。オートク
レーブ後の最終レンズは、顕微鏡により１２．７×倍率で測定したところ、直径１６．９
mmであった。
【０１５０】
　１．２％、２．５％及び５％ＶＤＭＡを含有する調製物から調製したレンズの直径デー
タは、それぞれ、実施例６（４＿８＿２）、実施例４及び実施例３（２－１００－１）で
得られる。異なる濃度（１．２％、２．５％、５％及び９．３％）のＶＤＭＡを含有する
４種類のレンズ調製物から調製したレンズのレンズの直径データの分析から、レンズ調製
物中のＶＤＭＡ量とオートクレーブ後のレンズの最終膨張との間で良好な直線相関が得ら
れる。レンズ直径（mm）＝０．３１８３［ＶＤＭＡ　ｗｔ％］＋１３．７８７（Ｒ２＝０
．９８６７）
【０１５１】
実施例８
　レンズ調製物を以下の組成を有するように調製する：実施例２で調製したＣＥ－ＰＤＭ
Ｓマクロマー（３０．９％）、Ｔｒｉｓ－Ａｍ（２４．３％）、ＤＭＡ（１８．５％）、
ＤＣ１１７３（１．０％）、ＶＤＭＡ（１．３％）、ＭＢＡ（０．２％）及びｔ－アミル
アルコール（２３．２％）。コンタクトレンズは、実施例３に記載の手順に従って調製す
る。
【０１５２】
　上記で成形したレンズを以下の順序の処理工程に付す：水と１－プロパノールの混合物
中の２０ｗｔ％Lupasol SK溶液（２０００kDa、ＰＥＩ溶液）に３分間浸漬する；ＤＩ水
に４５秒間浸漬する；ＭＥＫに５分間浸漬する；ＤＩ水に２分間浸漬する；０．１％７０
０kDaＣＭＣ溶液（ｐＨ５、緩衝剤として１０mM酢酸）に４５秒間浸漬する；ＤＩ水に４
５秒間浸漬する；０．１％Kymene 8210（ｐＨ５、緩衝剤として１０mM酢酸）に４５秒間
浸漬する；ＤＩ水に４５秒間浸漬する；０．１％７００kDaＣＭＣ溶液（ｐＨ５、緩衝剤
として１０mM酢酸）に４５秒間浸漬する；ＤＩ水に４５秒間浸漬する；０．１％Kymene 8
210（ｐＨ５、緩衝剤として１０mM酢酸）に４５秒間浸漬する；ＤＩ水に４５秒間浸漬す
る；０．１％７００kDaＣＭＣを含有するＰＢＳ生理食塩水にパッケージングする；そし
て、約１２１℃で約３０分間オートクレーブする。
【０１５３】
　コーティングコンタクトレンズが、弾性係数約１．１MPa、破断伸び率約３１１％、Als
aconに対してイオン透過度１．６、見掛けのＤｋ約１１２barrer（固有のＤｋ約２００ba
rrer）、直径１４．９mm（Optispecで測定）、１５．８μg／レンズのＰＨＭＢ取り込み
（コーティングを行わない対照レンズが、約１７．７μg／レンズのＰＨＭＢ取り込みを
有する）を有することが決定される。これは、レンズコーティングがわずかにＰＨＭＢを
取り込むことを示している。
【０１５４】
　コーティングコンタクトレンズの平均水接触角（Sessile Dropにより測定）は、６５度
である。RepleniSH（登録商標）による１０回の模擬洗浄サイクル（デジタル摩擦を伴う
）の後のコーティングレンズの水接触角は、約８３度である。ReNu（登録商標）による１
０回の模擬洗浄サイクル（デジタル摩擦を伴う）の後のコーティングレンズの水接触角は
、約６８度である。
【０１５５】
　コーティングレンズの細胞増殖抑制試験（ＣＧＩ）は８％であり、これにより、コーテ
ィングレンズが非細胞毒性であると考えられる。コーティングレンズについてのパッケー
ジング生理食塩水の改変USP Elution試験は、グレード０－０－０を示し、これは、パッ
ケージング生理食塩水が非細胞毒性であることを示している。
【０１５６】
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実施例９
レンズの調製
　３種類の調製物を下記のように調製する。コンタクトレンズは、実施例３に記載の手順
に従って調製する。
【表７】

【０１５７】
レンズのコーティング
　上記で成形したレンズを以下の順序の処理工程に付す：ＭＥＫに５分間浸漬する；ＤＩ
水に４５秒間浸漬する；水と１－プロパノールの混合物中の２０ｗｔ％Lupasol SK溶液（
２０００kDa、ＰＥＩ溶液）に３分間浸漬する；ＤＩ水に２分間浸漬する；０．１％７０
０kDaＣＭＣ溶液（ｐＨ５、緩衝剤として１０mM酢酸）に５６秒間浸漬する；ＤＩ水に３
０秒間浸漬する；０．１％Kymene 8210（ｐＨ５、緩衝剤として１０mM酢酸）に５６秒間
浸漬する；ＤＩ水に３０秒間浸漬する；０．１％７００kDaＣＭＣ溶液（ｐＨ５、緩衝剤
として１０mM酢酸）に５６秒間浸漬する；ＤＩ水に３０秒間浸漬する；０．１％Kymene 8
210（ｐＨ５、緩衝剤として１０mM酢酸）に５６秒間浸漬する；ＤＩ水に３０秒間浸漬す
る；０．１％７００kDaＣＭＣを含有するＰＢＳ生理食塩水にパッケージングする；そし
て、約１２１℃で約３０分間オートクレーブする。
【０１５８】
レンズ特性
　限定的な摩擦及びリンス（レンズの質的取扱い性から）の後のレンズの水接触角（ＷＣ
Ａ）及び湿潤性（即ち、コーティングの耐久性の指標）を測定し、以下に報告する。

【表８】

【０１５９】
実施例１０
レンズの調製
　レンズ調製物を以下の組成を有するように調製する：実施例２で調製したＣＥ－ＰＤＭ
Ｓマクロマー（３０．９％）、Ｔｒｉｓ－Ａｍ（２５．３％）、ＤＭＡ（１７．５％）、
ＤＣ１１７３（１．０％）、ＶＤＭＡ（１．３％）、ＭＢＡ（０．２％）及びtert－アミ
ルアルコール（２３．８％）。コンタクトレンズは、実施例３に記載の手順に従って調製
する。
【０１６０】
コーティング溶液の調製
　ＣＭＣ（カルボキシメチルセルロースナトリウム塩、Mw７００，０００）及びKymene（
polycup172、ポリアミド－エピクロルヒドリン樹脂）のコーティング溶液は、適切な濃度
のポリマーをＤＩ水に添加し、１０mM重炭酸ナトリウム（緩衝剤）を添加し、１Ｎ　Ｎａ
ＯＨ溶液を使用して最終ｐＨを９に調整して調製される。
【０１６１】
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レンズのコーティング
工程１．ＭＥＫ、３２４秒間
工程２．ＤＩ水、５６秒間
工程３．１－プロパノール中の２０ｗｔ％Lupasol SK（ＰＥＩ溶液）、１８０秒間
工程４．ＤＩ水、１１２秒間
工程５．０．０１％ＣＭＣ水溶液、５６秒間
工程６．ＤＩ水、５６秒間
工程７．０．０１％Kymene水溶液、５６秒間
工程８．ＤＩ水、５６秒間
工程９．０．０１％ＣＭＣ水溶液、５６秒間
工程１０．ＤＩ水、５６秒間
工程１１．０．０１％Kymene水溶液、５６秒間
【０１６２】
　対照Ｉ　レンズは、ＶＤＭＡを差し引いた上記のレンズ調製物から製造し、抽出／コー
ティング処理工程（即ち、工程１～１１）に付して、パッケージング／オートクレーブす
る。
【０１６３】
　対照ＩＩ　レンズは、ＶＤＭＡを差し引いた上記のレンズ調製物から製造し、抽出及び
水和のみ（即ち、工程１～２）に付して、パッケージング／オートクレーブする。
【０１６４】
　試料１　レンズは、ＶＤＭＡを差し引いた上記のレンズ調製物から製造し、抽出及び水
和のみ（即ち、工程１～２）に付して、パッケージング／オートクレーブする。
【０１６５】
　試料２　レンズは、上記のレンズ調製物から製造し、抽出／コーティング処理工程１～
４に付して、パッケージング／オートクレーブする。
【０１６６】
　試料３　レンズは、上記のレンズ調製物から製造し、抽出／コーティング処理工程１～
６に付して、パッケージング／オートクレーブする。
【０１６７】
　試料４　レンズは、上記のレンズ調製物から製造し、抽出／コーティング処理工程１～
８に付して、パッケージング／オートクレーブする。
【０１６８】
　試料５　レンズは、上記のレンズ調製物から製造し、抽出／コーティング処理工程１～
１０に付して、パッケージング／オートクレーブする。
【０１６９】
　試料６　レンズは、上記のレンズ調製物から製造し、抽出／コーティング処理工程１～
１１に付して、パッケージング／オートクレーブする。
【０１７０】
　試料７　レンズは、上記のレンズ調製物から製造し、抽出／コーティング処理工程１～
１１に付して、０．１％ＣＭＣ　ＰＢＳパッケージング溶液にパッケージングして、オー
トクレーブする。
【０１７１】
　試料８　レンズは、上記のレンズ調製物から製造し、工程５及び９を差し引いた（ＣＭ
Ｃ曝露なし）、抽出／コーティング処理工程１～１１に付して、パッケージング／オート
クレーブする。
【０１７２】
　注記：明示しない限り、上記の全ての試料は、ＰＢＳ（ｐＨ＝７．４）でパッケージン
グした。
【０１７３】
レンズ特性
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　対照レンズの３種類の試料について、液滴接触角、視覚による湿潤性（質的）及び取扱
い性（質的）を分析する。取扱い中に試料が互いにくっつく場合に、これらを「粘着性」
と特徴づける。
【０１７４】
　試料１～６のレンズの３種類の試料の各々において、液滴接触角、視覚による湿潤性（
質的）及び取扱い性（質的）をオートクレーブの前／後の両方で分析する。
【０１７５】
　結果を表７に示す。
【表９】

【０１７６】
実施例１１
レンズの調製
　レンズ調製物を以下の組成を有するように調製する：実施例２で調製したＣＥ－ＰＤＭ
Ｓマクロマー（３０．９％）、Ｔｒｉｓ－Ａｍ（２５．３％）、ＤＭＡ（１７．５％）、
ＤＣ１１７３（１．０％）、ＶＤＭＡ（１．３％）、ＭＢＡ（０．２％）及びtert－アミ
ルアルコール（２３．８％）。コンタクトレンズは、実施例３に記載の手順に従って調製
する。
【０１７７】
コーティング溶液の調製
　ＣＭＣ（カルボキシメチルセルロースナトリウム塩、Mw７００，０００）及びKymene（
polycup172、ポリアミド－エピクロルヒドリン樹脂）のコーティング溶液は、適切な濃度
のポリマーをＤＩ水に添加し、１０mMの適切な緩衝剤を添加し、１Ｎ　ＮａＯＨ又は１Ｎ
　ＨＣｌ溶液を添加して最終ｐＨに調整して調製される。ｐＨ＝５のコーティング溶液を
調製する場合は、酢酸を緩衝剤として使用し、ｐＨ＝７の場合は、リン酸水素二ナトリウ
ムを使用し、そして、ｐＨ＝９の場合は、重炭酸ナトリウムを使用した。
【０１７８】
レンズのコーティング
工程１．ＭＥＫ、３２４秒間
工程２．ＤＩ水、５６秒間
工程３．１－プロパノール中の２０ｗｔ％Lupasol SK（ＰＥＩ溶液）、１８０秒間
工程４．ＤＩ水、１１２秒間
工程５．ＣＭＣ水溶液、５６秒間
工程６．ＤＩ水、５６秒間
工程７．Kymene水溶液、５６秒間
工程８．ＤＩ水、５６秒間
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工程１０．ＤＩ水、５６秒間
工程１１．Kymene水溶液、５６秒間
【０１７９】
レンズ特性
　結果を表８に示す。最初の二段は、コーティング水溶液のｐＨと使用するポリマー（Ky
mene及びＣＭＣ）の濃度を示している。例えば、試料７１＿５３Ｂでは、工程５、７、９
及び１１のコーティング水溶液は、ｐＨ５で維持し、使用するポリマーの濃度は０．０１
ｗｔ％とした。結果は、コーティング条件がレンズコーティングの耐久性に影響すること
を明らかに実証している。
【表１０】

【０１８０】
　本発明の様々な実施態様を特定の用語、機器及び方法を用いて説明しているが、このよ
うな説明は、単に例示することが目的である。使用される語は、限定よりむしろ説明のた
めの語である。当業者により、以下の特許請求の範囲で説明される本発明の精神及び範囲
を逸脱することなく変更及び変形が行われてもよいことを理解されたい。さらに、好まし
い実施態様を含む様々な実施態様の態様を、全体又は部分的に置き換えてもよく、あるい
は、任意の方法で組み合わせて、そして／又は、一緒に用いることができることを理解す
べきである。従って、添付の特許請求の範囲の精神及び範囲は、本明細書に包含される好
ましい形態の説明に限定すべきではない。
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