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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　宿主中に埋め込むための生分解性外科用インプラントであって、組織内殖生分解性の面
および付着抵抗生分解性の面を有し、非多孔性および液体に対する非透過性のいずれかの
特性あるいは両特性をもつ再吸収性ポリマー基材の実質上平坦な障壁膜を備え、前記組織
内殖生分解性の面および前記付着抵抗生分解性の面が、それぞれ、生分解性材料の第二の
層および生分解性材料の第一の層を含み、かつ表面の様相および表面の機能の両方で相異
なり、更に組織内殖生分解性の面と付着抵抗生分解性の面が実質的に同一の材料から形成
され、前記組織内殖生分解性の面および前記付着抵抗生分解性の面の一方が添加剤を含み
、前記添加剤が、前記組織内殖生分解性の面の生分解速度に比して前記付着抵抗生分解性
の面の生分解速度を増加させるか、前記付着抵抗生分解性の面の生分解速度に比して前記
組織内殖生分解性の面の生分解速度を低下させることを特徴とする、生分解性外科用イン
プラント。
【請求項２】
　前記組織内殖生分解性の面および前記付着抵抗生分解性の面の一方が、前記組織内殖生
分解性の面および前記付着抵抗生分解性の面のもう一方の第二の組成物に比して面の強度
または構造的完全さに影響を及ぼす第一の組成物を含む、請求項１に記載の生分解性外科
用インプラント。
【請求項３】
　前記第一の組成物は、前記組織内殖生分解性の面が仮に前記第二の組成物から形成され



(2) JP 4906723 B2 2012.3.28

10

20

30

40

50

たならば有したであろう強度よりも高い強度を前記組織内殖生分解性の面に与える、請求
項２に記載の生分解性外科用インプラント。
【請求項４】
　前記第一の組成物が強化用繊維および補強用繊維を含む、請求項３に記載の生分解性外
科用インプラント。
【請求項５】
　前記組織内殖生分解性の面が第一の組成物を含み、前記付着抵抗生分解性の面が第二の
組成物を含み、かつ前記付着抵抗生分解性の面が、仮に前記第一の組成物から形成された
ならばその付着抵抗生分解性の面によってもたらされたであろう付着抵抗性よりも大きい
付着抵抗性を備える、請求項１に記載の生分解性外科用インプラント。
【請求項６】
　前記第一の組成物が第一のポリマー組成物を含み、かつ前記第二の組成物が前記第一の
ポリマー組成物とは異なる第二のポリマー組成物を含む、請求項２～５のいずれか一項に
記載の生分解性外科用インプラント。
【請求項７】
　前記生分解性外科用インプラントが、実質的に均質な組成を有する再吸収性ポリマー基
材の単一層を含有し、前記再吸収性ポリマー基材の単一層の厚さが約５００ミクロンを超
える、請求項１に記載の生分解性外科用インプラント。
【請求項８】
　前記再吸収性ポリマー基材の単一層が非多孔性である、請求項７に記載の生分解性外科
用インプラント。
【請求項９】
　前記再吸収性ポリマー基材の単一層が、ポリラクチドポリマーと、２種類以上のポリラ
クチドのコポリマーとからなる群から選択される材料を含む、請求項７に記載の生分解性
外科用インプラント。
【請求項１０】
　前記再吸収性ポリマー基材がポリ（Ｌ－ラクチド－ｃｏ－Ｄ，Ｌ－ラクチド）である、
請求項７に記載の生分解性外科用インプラント。
【請求項１１】
　前記再吸収性ポリマー基材の単一層が流体透過性でない、請求項７に記載の生分解性外
科用インプラント。
【請求項１２】
　前記生分解性外科用インプラントの一方の面のみが、抗骨剤、細胞移動に影響を及ぼす
ような走化性物質、細胞移動に影響を及ぼすような抑制性物質、細胞増殖に影響を及ぼす
ような分裂成長因子、細胞分化に影響を及ぼすような成長因子、および血管形成を促進す
る因子のうちの少なくとも１種類を含浸される、請求項１に記載の生分解性外科用インプ
ラント。
【請求項１３】
　前記生分解性外科用インプラントが無菌包装材料中に密封される、請求項１に記載の生
分解性外科用インプラント。
【請求項１４】
　前記生分解性外科用インプラントが瘢痕形成を防止する、請求項１に記載の生分解性外
科用インプラント。
【請求項１５】
　前記生分解性外科用インプラントが組織の癒着を防止する、請求項１に記載の生分解性
外科用インプラント。
【請求項１６】
　前記生分解性外科用インプラントが、ポリラクチドポリマーと、少なくとも２種類のポ
リラクチドのコポリマーとを含む、請求項１に記載の生分解性外科用インプラント。
【請求項１７】
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　前記生分解性外科用インプラントが流体に対して不透過性である、請求項１に記載の生
分解性外科用インプラント。
【請求項１８】
　前記付着抵抗生分解性の面、および前記組織内殖生分解性の面が、異なる材料を含む、
請求項１に記載の生分解性外科用インプラント。
【請求項１９】
　前記第一および第二の層が非多孔性である、請求項１８に記載の生分解性外科用インプ
ラント。
【請求項２０】
　前記組織内殖生分解性の面が、（ａ）表面形態の形での表面の様相、および（ｂ）表面
組成の形での表面機能の１つまたは複数を用いて作製され、その様相または機能が前記付
着抵抗生分解性の面のものと異なり、かつ前記付着抵抗生分解性の面に比して前記宿主組
織中での強度、寿命、および実質的な線維芽細胞反応のうちの１つまたは複数を促進する
、請求項１に記載の生分解性外科用インプラント。
【請求項２１】
　前記組織内殖生分解性の面が表面形態を用いて作製され、その表面形態が前記付着抵抗
生分解性の面のものと異なり、かつ前記付着抵抗生分解性の面と比べて前記宿主組織中で
の強度、寿命、および実質的な線維芽細胞反応のうちの１つまたは複数を促進する、請求
項２０に記載の生分解性外科用インプラント。
【請求項２２】
　前記組織内殖生分解性の面および前記付着抵抗生分解性の面が、実質的に同一の材料か
ら形成される、請求項２１に記載の生分解性外科用インプラント。
【請求項２３】
　前記組織内殖生分解性の面および前記付着抵抗生分解性の面が、同一材料から形成され
る、請求項１または２１に記載の生分解性外科用インプラント。
【請求項２４】
　前記生分解性外科用インプラントが、前記組織内殖生分解性の面と前記付着抵抗生分解
性の面の両方を形成する再吸収性ポリマーの単一層を含有する、請求項１または２１に記
載の生分解性外科用インプラント。
【請求項２５】
　前記生分解性外科用インプラントが再吸収性ポリマー基材の単一層を含有し、前記組織
内殖生分解性の面が前記再吸収性ポリマー基材と一体に形成され、かつ前記付着抵抗生分
解性の面が前記再吸収性ポリマー基材と一体に形成される、請求項１または２１に記載の
生分解性外科用インプラント。
【請求項２６】
　前記組織内殖生分解性の面が、目の粗い、非平滑の、かつ造作に特徴のある表面を有す
るように形成される、請求項２１に記載の生分解性外科用インプラント。
【請求項２７】
　前記組織内殖生分解性の面が、胞および細孔のうちの１種類または複数種類を有するよ
うに形成される、請求項２６に記載の生分解性外科用インプラント。
【請求項２８】
　前記組織内殖生分解性の面が、前記組織内殖生分解性の面上に不規則に分布した胞およ
び細孔のうちの１種類または複数種類を有するように形成される、請求項２７に記載の生
分解性外科用インプラント。
【請求項２９】
　前記組織内殖生分解性の面が、不規則な仕方で分布しかつ裸眼で見える細孔を有するよ
うに形成される、請求項２７に記載の生分解性外科用インプラント。
【請求項３０】
　前記組織内殖生分解性の面が、前記宿主組織と前記組織内殖生分解性の面との間の組織
の乱れおよび炎症をひき起す亀裂のある、破れた、または剥げた表面の１種または複数種
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を有するように形成される、請求項２６に記載の生分解性外科用インプラント。
【請求項３１】
　前記付着抵抗生分解性の面が、（ａ）表面形態、および（ｂ）表面組成の１つまたは複
数を用いて作製され、その表面の形態または組成が前記組織内殖生分解性の面のものと異
なり、かつ前記組織内殖生分解性の面に比して前記生分解性外科用インプラントと前記宿
主組織の間の抗付着効果を促進する、請求項１に記載の生分解性外科用インプラント。
【請求項３２】
　前記付着抵抗生分解性の面が表面形態を用いて作製され、その表面形態が前記組織内殖
生分解性の面のものと異なり、かつ前記組織内殖生分解性の面に比して前記生分解性外科
用インプラントと前記宿主組織の間の抗付着効果を促進する、請求項３１に記載の生分解
性外科用インプラント。
【請求項３３】
　前記付着抵抗生分解性の面が実質上平滑な表面を備える、請求項３１に記載の生分解性
外科用インプラント。
【請求項３４】
　前記付着抵抗生分解性の面が生分解性材料の第一の層を備え、かつ前記組織内殖生分解
性の面が生分解性材料の第二の層を備える、請求項３１に記載の生分解性外科用インプラ
ント。
【請求項３５】
　前記付着抵抗生分解性の面が非多孔性の生分解性材料の第一の層を備え、かつ前記組織
内殖生分解性の面が非多孔性の生分解性材料の第二の層を備える、請求項３１に記載の生
分解性外科用インプラント。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
[関連出願の相互参照]
　本願は、２００４年８月１３日出願の「生分解性および非生分解性領域を有する外科用
補綴物（ＳＵＲＧＩＣＡＬ　ＰＲＯＳＴＨＥＳＩＳ　ＨＡＶＩＮＧ　ＢＩＯＤＥＧＲＡＤ
ＡＢＬＥ ＡＮＤ ＮＯＮＢＩＯＤＥＧＲＡＤＡＢＬＥ　ＲＥＧＩＯＮＳ）」という名称の
米国仮特許出願第６０／６０１，４１４号（代理人整理番号ＭＢ９８００ＰＲ）および２
００４年１０月２８日出願の「生分解性および非生分解性領域を有する外科用補綴物（Ｓ
ＵＲＧＩＣＡＬ　ＰＲＯＳＴＨＥＳＩＳ　ＨＡＶＩＮＧ　ＢＩＯＤＥＧＲＡＤＡＢＬＥ　
ＡＮＤ　ＮＯＮＢＩＯＤＥＧＲＡＤＡＢＬＥ　ＲＥＧＩＯＮＳ）」という名称の米国仮特
許出願第６０／６２３，５２４号（代理人整理番号ＭＢ９８２８ＰＲ）に関する利益を主
張するものであり、これら両出願の全内容を参照により本明細書中に援用する。本願は、
２００３年７月３１日出願の「吸収性薄膜（ＲＥＳＯＲＢＡＢＬＥ　ＴＨＩＮ　ＭＥＭＢ
ＲＡＮＥＳ）」という名称の米国特許出願第１０／６３１，９８０号（代理人整理番号Ｍ
Ａ９６０４Ｐ）および２００３年２月２７日出願の「骨成長の制御方法（ＭＥＴＨＯＤＳ
　ＯＦ　ＧＯＶＥＲＮＩＮＧ　ＢＯＮＥ　ＧＲＯＷＴＨ）」という名称の米国特許出願第
１０／３７５，４５１号（代理人整理番号ＭＡ９６０８Ｐ）の一部継続出願であり、これ
ら両出願の全内容を参照により本明細書中に援用する。
【０００２】
[技術分野]
　本発明は、腹部ヘルニアを治療するための外科用補綴物に関する。
【０００３】
[背景技術]
　ヘルニアは、腹部器官（例えば腸および／または網）をはみ出させる腹壁の丈夫なまた
は筋膜の層の欠陥として定義される。いったんそれらの正常な位置から脱するとそれらの
器官は、狭くなるかまたは捻られるようになる恐れがある。大部分の通常のヘルニアの症
状は、腹部の痛み、悪心、嘔吐、および見え隠れすることのある腹部の腫脹または腫瘤で
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ある。ヘルニアは、一般には先行する外科的切開によってひき起されるが、以前の手術が
なくても起こることもある。
【０００４】
　ヘルニアの治療は外科的修復である。組織を強化する可能性のある特別な運動も、服用
するどのような薬物もない。ヘルニアの修復は、腹壁の丈夫なまたは筋膜の層の欠陥部を
閉じることによって達成される。欠陥部の修復ではメッシュと呼ぶ特殊な人造材料が、追
加強度を与えるために一般に利用される。
【０００５】
　ヘルニアを修復するための通常の手順は、ヘルニア部位にわたり切開し、内臓を腹腔中
に押し戻し、一方の側をしっかり他方と一針縫合または連続縫合することによって開孔部
を閉じることを含む。別の手順は、切開し、ヘルニアの開孔部を覆って一片の編んだメッ
シュ材料を置き、このメッシュ材料を定位置にしっかり保持または縫合し、切開部を閉じ
ることを含む。
【０００６】
[発明の要約]
　本発明によるヘルニアの修復用補綴物は、付着抵抗生分解性領域と、対向する組織内殖
生分解性領域とを備える。この補綴物が患者中に埋め込まれると、付着抵抗生分解性領域
がヘルニアの筋膜の欠陥部を覆い、組織内殖生分解性領域は、実質上宿主の皮下組織（例
えば脂肪）層にのみ曝されている状態でこの付着抵抗生分解性領域上に配置される。この
位置づけは、組織内殖生分解性領域が宿主の体組織と堅固に合体するようになることを可
能にする。付着抵抗生分解性領域は、それら内部器官と対峙し、癒着および／または腸閉
塞の発生を低減させる。
【０００７】
　本発明の一態様によればこの付着抵抗生分解性領域は、組織内殖生分解性領域の生分解
速度よりも実質上速い生分解速度を備える。本発明の別の態様によれば付着抵抗生分解性
領域は、組織内殖生分解性領域の再吸収性ポリマー組成物とは異なる再吸収性ポリマー組
成物を含む。
【０００８】
　また、軟組織の欠陥部に隣接して本発明のいずれかの補綴物を外科的に埋め込むことに
よって患者のその軟組織の欠陥部を修復する方法も提供する。この方法の一実施形態では
付着抵抗生分解性領域と組織内殖生分解性領域が両方とも筋膜に外科的に取り付けられる
のに対し、別の実施形態では組織内殖生分解性領域は筋膜に外科的に取り付けられ、一方
、付着抵抗生分解性領域はその組織内殖生分解性領域に、そして任意選択で筋膜に取り付
けられる。
【０００９】
[発明の詳細な説明]
　本明細書の文脈、この詳細な説明、および当業者の知識から明らかであるような任意の
それらの組合せに含まれる特徴が互いに相反しないという条件で、本明細書に記載される
任意の特徴または特徴の組合せが本発明の範囲に包含される。さらに任意の特徴または特
徴の組合せを本発明の任意の実施形態からはっきり除外することもできる。本発明を要約
する目的で本発明の幾つかの態様、利点、および新規な特徴を本明細書中に記載する。も
ちろん、本発明のある特定の実施形態中では必ずしもこのようなすべての態様、利点、ま
たは特徴が具体的に表現されないことを理解されたい。
【００１０】
　これら図面は単純化された形状であり、正確な縮尺ではないことに留意されたい。本明
細書中の開示については添付図面に対して上部、下部、左方、右方、上方へ、下方へ、一
面に、より上へ、より下へ、真下に、後方へ、および前方へなどの方向を示す用語が便利
かつ明快にする目的でのみ用いられる。このような方向を示す用語はいかなる意味でも本
発明の範囲を限定するものと解釈されるべきではない。本明細書中の開示は、幾つかの例
示の実施形態を参照するが、これらの実施形態は例として提示され、限定するものとして
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ではないことを理解されたい。具体例としての実施形態について考察するが、下記の詳細
な説明の意図するところは本発明の趣旨および範囲に入るような実施形態のすべての修正
形態、代替形態、および等価形態を包含することにあると解釈されたい。
【００１１】
　より具体的には図面を参照すると、組織内殖生分解性領域１２および対向する付着抵抗
生分解性領域１４を備えた生分解性外科用補綴物１０を図１で示す。生分解性外科用補綴
物１０は、切開性ヘルニアまたは他のヘルニアに起因する軟組織の欠陥部および腫瘍摘出
手術に起因する軟組織の欠陥部などの軟組織の欠陥部の修復用に作製される。生分解性外
科用補綴物１０はまた、肢節を救うことを目的として四肢の肉腫にかかわる手術などの癌
手術に使用することもできる。本発明の生分解性外科用補綴物１０の他の用途には、鼠蹊
部の腹腔鏡を用いたまたは標準的なヘルニア修復、臍脱腸の修復、パラコロストミーヘル
ニアの修復、大腿ヘルニアの修復、腰部ヘルニアの修復、ならびに他の腹壁欠陥部、胸壁
欠陥部、および横隔膜ヘルニアと欠陥部の修復が挙げられる。
【００１２】
　組織内殖生分解性領域１２および付着抵抗生分解性領域１４のそれぞれは、例えば生分
解性、より好ましくは生体吸収性ポリヒドロキシ酸材料を含むことができる。幾つかの厳
密な定義によれば、現在好ましい生体吸収性ポリマーは、その副生物が無くなるかまたは
完全に生体内に吸収される生理学的環境において分解するが、本発明に関して用いること
ができる生分解性ポリマーは加水分解または酸化による分解のための微生物の酵素を必要
とする。一般に生体中で徐々にその重量を失うポリマーは、吸収性、再吸収性、生体吸収
性、またはさらに生分解性のポリマーと呼ぶことができる。この用語は、その分解様式に
は関係なく、つまり酵素による加水分解および酵素によらない加水分解の両方に適用され
る。再分解性ポリマーを含めて生分解性ポリマーは、天然に産するまたは合成のどちらか
としてそれらの出所に基づいて分類することができる。インプラント用の合成の再分解性
ポリマーのなかではポリヒドロキシ酸類が主要な位置を占める。個々にまたは組み合わせ
て使用して生分解性補綴物の全てまたは一部を形成することができるこれらそれぞれの非
限定的な例には、ポリ（Ｌ－ラクチド）と、ポリ（グリコリド）と、Ｌ－ラクチド、Ｌ／
ＤＬ－ラクチド、ＤＬ－ラクチド、グリコリド、炭酸トリメチル、ε－カプロラクトン、
ジオキサノン、およびこれらの物理的および化学的組合せから作られるポリマーまたはコ
ポリマーとが挙げられる。生分解性ポリマーの器具は、それらの意図する目的を果たした
後、加水分解による分解とその後の代謝によって体からなくなる。修正実施形態では、組
織内殖生分解性領域１２の任意の組合せにおいてその一部または全てが、例えば、（ａ）
例えばプロピレンのポリマーである様々な熱可塑性樹脂、（ｂ）ポリメタクリラート、（
ｃ）ポリメチルメタクリラート（ＰＭＭＡ）、あるいは（ｄ）これらの組合せのうちの１
種または複数種などの非生分解性ポリマーを含むかまたはそれらから構成される。
【００１３】
　本発明の態様によればこの組織内殖生分解性領域１２および付着抵抗生分解性領域１４
は、（Ａ）表面の様相および（Ｂ）表面の機能の両方が相異なることができる。例えば、
その組織内殖生分解性領域１２は、表面形態（様相）および表面組成（機能）の少なくと
も一方を用いて作製することができ、それらのどちらも、例えば付着抵抗生分解性領域１
４に比して宿主細胞中での強度、寿命、および／または実質的な線維芽細胞反応を促進す
ることができる。一方、その付着抵抗生分解性領域１４は、表面形態および表面組成の少
なくとも一方を用いて作製することができ、それらのどちらも組織内殖生分解性領域１２
に比してこの生分解性外科用インプラント１０と宿主細胞の間の抗付着効果を促進するこ
とができる。
【００１４】
Ａ．表面形態（様相）
　組織内殖生分解性領域１２を、例えば規則的または不規則に分布した胞および／または
細孔を含んだ目の粗い、非平滑の、および／または造作に特徴のある表面を有するように
形成することができる。さらなる実施形態では組織内殖生分解性領域１２を、これに加え
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てまたはその代わりに平坦でない（例えば、亀裂のある、破れた、ざらざらした、または
剥げた）表面を有するように形成することもでき、それは上記の場合と同様に、宿主組織
と組織内殖生分解性領域１２との間に組織の乱れ（例えば、潜在的な組織の炎症および／
または瘢痕）をひき起す可能性がある。
【００１５】
　組織内殖生分解性領域１２に関しては、時間が経つにつれて患者の線維および膠原組織
がその組織内殖生分解性領域１２にほぼ完全に覆いかぶさり、この組織内殖生分解性領域
１２を越えて成長し、それを組織に貼りつけることができる。一具体例では組織内殖生分
解性領域１２は裸眼で見える複数個の胞または孔を含み、それらを通ってまたは覆って宿
主組織が成長し、実質的な固定化を達成する。
【００１６】
　例としては、穴明けもしくは機械加工により、またはレーザーエネルギーを使用するこ
とにより細孔を組織内殖生分解性領域中に形成することができる。非平滑面は、例えば組
織内殖生分解性領域１２を比較的粗い面（例えば４０グリット、または好ましくはより高
グリットの研磨紙様の表面を有する）で研磨することによって形成することができ、また
は別法では非平滑面は、組織内殖生分解性領域１２をその軟化または溶融温度まで上げ、
それに鋳型で刻印する（同一例、すなわち研磨紙様の表面を使用するために）ことによっ
て生み出すこともできる。刻印は、例えば初期の形成工程の間に、またはその後の時点で
行うことができる。
【００１７】
　一方、付着抵抗生分解性領域１４は、塞がり、連続した、平滑な、および／または非多
孔性の表面を有するように形成することができる。例示的実施形態では、組織内殖生分解
性領域１２と宿主組織の間の接着の発現を弱めるために付着抵抗生分解性領域１４の少な
くとも一部分は平滑であり、隆起、胞、または脈管浸透性の細孔をまったく含まない。
【００１８】
　修正実施形態では、プレスの片面を上記で考察した組織内殖生分解性領域の表面のいず
れかを生成するように形成することができ、そのプレスのもう一方の面を上記で考察した
付着抵抗生分解性領域の表面を生成するように形成することができる。後に追加の特徴（
例えば、荒削りまたは孔を成形加工して）を加えて、例えば組織内殖生分解性領域の表面
の輪郭をさらにはっきりさせることもできる。押出の実施形態では組織内殖生分解性領域
を生成するようにアウトプットオリフィスの片側を成形加工（例えば、畝模様を付ける）
してもよく（その場合、後続の加工で横断する畝／フィーチャ、および／または胞を加え
るなどによりその表面の輪郭をさらにはっきりさせることができる）、付着抵抗生分解性
領域の表面を生成するようにオリフィスのもう一方の側を成形加工してもよい。一実施形
態では付着抵抗生分解性領域は平滑面を有するように押し出され、別の実施形態では付着
抵抗生分解性領域は押出の後にさらに加工（例えば平滑化）される。
【００１９】
Ｂ．表面組成（機能）
　現在実施されているように、組織内殖生分解性領域１２は第一の材料を含み、付着抵抗
生分解性領域１４は第一の材料とは異なる第二の材料を含む。修正実施形態では組織内殖
生分解性領域１２および付着抵抗生分解性領域１４が、同一または実質的に同一の材料を
含むことができる。他の実施形態では組織内殖生分解性領域１２および付着抵抗生分解性
領域１４は、例えばその組織内殖生分解性領域１２および付着抵抗生分解性領域１４の少
なくとも一方に導入された添加剤から得られる別の材料を含むことができる。
【００２０】
　付着抵抗生分解性領域１４は、「治療中の瘢痕組織を和らげるための生分解性バリヤー
ミクロメンブラン（ＢＩＯＤＥＧＲＡＤＡＢＬＥ ＢＡＲＲＩＥＲ ＭＩＣＲＯ－ＭＥＭＢ
ＲＡＮＥＳ　ＦＯＲ　ＡＴＴＥＮＵＡＴＩＯＮ　ＯＦ　ＳＣＡＲ　ＴＩＳＳＵＥ　ＤＵＲ
ＩＮＧ　ＨＥＡＬＩＮＧ）」という名称の、その全内容が参照により本明細書に援用され
ている米国特許第６，６７３，３６２号明細書に開示されている構造または寸法のいずれ
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かを有するように形成することができ、かつ／または弱い接着力（例えば接着しない）に
より好ましくは組織分離を促進するように、本明細書に記載した材料のいずれかで、また
はそれらのいずれかと組み合わせて形成することができる。
【００２１】
　本発明の具体例によれば付着抵抗生分解性領域１４は、宿主組織（例えば体内諸器官）
と生分解性外科用補綴物１０の接着の発現を最小限にするように作製される。再吸収性で
あるように形成する場合、付着抵抗生分解性領域１４は、それ自体接着をひき起さないよ
うに吸収されるとともに十分に非炎症性であるべきである。例えば、付着抵抗生分解性領
域１４の迅速すぎる体内への吸収は、局所的なｐＨレベルの望ましくない低下を生ずる結
果、場合によると例えば局所的な炎症、不快、および／または外来性の抗体反応を持ち込
み／高める恐れがある。組織内殖生分解性領域１２の機能から区別されるとおり、付着抵
抗生分解性領域１４の目的は、組織の乱れおよびいかなる付随する炎症（例えば腫脹）も
和らげることである。
【００２２】
　修正実施形態では、生分解性外科用補綴物１０の付着抵抗生分解性領域１４および組織
内殖生分解性領域１２を、機能的な観点から言えば同一の材料または相対的にあまり異な
らない材料で形成することができ、付着抵抗生分解性領域１４を、例えば生分解性外科用
補綴物１０の埋没時にその付着抵抗生分解性領域１４上に塗布される抗炎症ゲル剤と一緒
に使用することができる。他の一般的な実施形態によれば付着抵抗生分解性領域１４およ
び組織内殖生分解性領域１２（それら２つの領域が同一の材料層を共有する実施形態を含
めて）を、本明細書中で開示した任意の材料または材料の組合せ、またはそれらの実質的
な等効物で形成することができ、付着抵抗生分解性領域１４を、例えば生分解性外科用補
綴物１０の埋没時にその付着抵抗生分解性領域１４上に塗布される抗炎症ゲル剤と一緒に
使用することができる。
【００２３】
　組織内殖生分解性領域１２は、例えば宿主組織中で事実上の線維芽細胞反応をひき起す
ことによる強度、寿命、および／または直接的な術後細胞の定着を促進するように、上記
で述べたものと類似および／または異なる材料で形成することができる。例示の実施形態
では、組織内殖生分解性領域１２は、宿主組織中に実質上取り込まれるように、および／
または生分解性外科用補綴物１０の構造的完全さを実質的に増すように作製される。生分
解性外科用補綴物１０の埋没後、体組織（例えば皮下組織および／または外側筋膜）は組
織内殖生分解性領域１２中へそれら自体の組み込みを始める。これに限定されることは望
まないが、体は、本発明の組織内殖生分解性領域１２の存在を感じ取ると、その組織内殖
生分解性領域１２の中で、それを取り巻いて、かつ／またはそれを貫いて成長し、その組
織内殖生分解性領域１２と少なくとも部分的に絡み合う線維組織を送り出す気になると考
えられる。このようにして生分解性外科用補綴物１０は、宿主の体細胞にしっかり付着す
るようになることができる。
【００２４】
　本発明の態様によれば、様々な材料に関して組織内殖生分解性領域１２は、付着抵抗生
分解性領域１４の生分解性（例えば再吸収性）ポリマー組成物のものとは異なる１種また
は複数種の特性を有する生分解性（例えば再吸収性）ポリマー組成物を含むことができる
。これらの異なる特性には、（１ａ）添加剤によって影響を受ける生分解時間または速度
、（１ｂ）ポリマー構造／組成によって影響を受ける生分解時間または速度、（２）強度
または構造的完全さによって影響を受けるポリマー組成、および（３）線維芽細胞反応を
促進させる能力が挙げられる。
【００２５】
１．生分解時間または速度
　付着抵抗生分解性領域１４の生分解時間または速度は、組織内殖生分解性領域１２の生
分解速度よりも実質上大きい。この速度差は、例えば（ａ）添加剤および／または（ｂ）
ポリマー構造／組成の使用により実現することができる。
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【００２６】
ａ．生分解時間または速度に影響を及ぼす添加剤
　一具体例によればこの特性は、組織内殖生分解性領域１２および付着抵抗生分解性領域
１４の少なくとも一方に添加剤を取り込むことによって影響を受ける生分解の時間または
速度である。本発明の一具体例によれば付着抵抗生分解性領域１４の生分解速度は、組織
内殖生分解性領域１２の生分解速度よりも実質上大きい。この生分解速度を調整するため
に組織内殖生分解性領域１２および付着抵抗生分解性領域１４の一方または両方に促進剤
または遅延剤を与えることができる。
【００２７】
　典型的な実施形態においてこの添加剤は、（ｉ）ポリマーに加えられたとき、そのポリ
マーの生分解速度を遅らせるための遅延剤、および（ｉｉ）ポリマーに加えられたとき、
そのポリマーの生分解速度を速めるための促進剤の一方または両方を含むことができる。
本発明の一具体例によれば組織内殖生分解性領域１２に遅延剤を加える（例えば練り込む
）ことができ、かつ／または付着抵抗生分解性領域１４に促進剤を加える（例えば練り込
む）ことができる。
【００２８】
　本発明の遅延剤には、生分解速度を減ずる疎水性化合物（すなわち、水をはじく、水と
結合する傾向のない、または水に溶解することができない）が挙げられる。本発明による
遅延剤として役立つ可能性のある薬品には、非水溶性ポリマー、例えば高分子量のメチル
セルロースおよびエチルセルロース等および低水溶性有機化合物が挙げられる。本発明の
具体例の典型的な疎水性薬品は、周囲温度で水中の溶解度が約１００μｇ／ｍＬ未満の化
合物を含むことができる。本発明の一般的な態様によれば遅延剤には疎水性の任意の物質
を含めることができ、一具体例には少なくとも部分的に疎水性ポリマーから作られる粒子
、例えば粉末または顆粒が挙げられる。
【００２９】
　本発明の促進剤には、生分解速度を増す親水性化合物（すなわち、水に対して親和性を
有する、水を吸収しやすい、または水に溶解する）が挙げられる。本発明の促進剤は、生
理学的に不活性な水溶性ポリマー、例えば低分子量のメチルセルロースまたはヒドロキシ
プロピルメチルセルロース、ならびに糖類、例えばフルクトースおよびグルコースなどの
単糖類、ラクトースおよびスクロースなどの二糖類、またはセルロース、アミロース、お
よびデキストランなどの多糖類などであることができる。本発明の典型的な親水性化合物
は、周囲温度で水中の溶解度が最低約１００μｇ／ｍＬの化合物を含むことができる。本
発明の一具体例の一般的な態様によれば促進剤には、親水性の任意の物質を含めることが
でき、具体例には親水性ポリマーを含む粒子、例えば粉末または顆粒が挙げられる。
【００３０】
　典型的な実施形態では組織内殖生分解性領域１２および付着抵抗生分解性領域１４は両
方とも再吸収性組成物を含み、再吸収遅延剤（遅延剤）は組織内殖生分解性領域１２が比
較的遅い速度で生分解するようにその組織内殖生分解性領域１２中に施される。修正実施
形態ではその遅延剤をまた付着抵抗生分解性領域１４中に、例えば同一またはより低濃度
で施すこともできる。
【００３１】
　一具体例によれば組織内殖生分解性領域１２は、宿主組織がその組織内殖生分解性領域
１２によって占められた空間を覆っておよびそれに侵入して形成されるのに十分な時間を
与えるように比較的低速度で生分解する。例えば一態様によれば生分解性外科用補綴物１
０は、哺乳動物の体内にこのインプラントを最初に埋没してから約２４ヶ月以上の期間内
にその哺乳動物の体に生分解（例えば再吸収）される。一実施形態ではこの生分解性外科
用補綴物１０は、埋没時から１８ヶ月以内、好ましくは２４ヶ月以内、より好ましくは３
６または４８ヶ月あるいはそれを超える期間でその機械的強度を失う。
【００３２】
ｂ．生分解時間または速度に影響を及ぼすポリマー構造／組成
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　別の具体例によればその特徴は、組織内殖生分解性領域１２および付着抵抗生分解性領
域１４の少なくとも一方のポリマー組成である。組織内殖生分解性領域１２の生分解速度
は比較的遅い可能性があり、かつ／または付着抵抗生分解性領域１４の生分解速度よりも
遅い可能性がある。そのような生分解速度を得るにはその組織内殖生分解性領域１２を、
例えばより迅速に生分解するポリマーと比べて、かつ／または付着抵抗生分解性領域１４
と比べて主鎖に加水分解に安定な結合を有する合成ポリマーで形成することができる。組
織内殖生分解性領域１２の形成に適した一般的な化学官能基には、本明細書中ですでに述
べたものに加えてエステル類、酸無水物、オルトエステル類、およびアミド類を挙げるこ
とができる。ポリマー主鎖の化学構造によっては分解が表面浸食または全体浸食のいずれ
かにより起こることができる。表面浸食は、その浸食速度が組織内殖生分解性領域１２ま
たは付着抵抗生分解性領域１４のどちらかの大部分のポリマー中への水の浸透速度を超え
る場合に起こることができる。このタイプの分解は、例えばポリ（酸無水物）およびポリ
（オルトエステル）において得ることができる。本明細書中で述べる全分解生体吸収性ポ
リマーの加水分解は、一般には最初に分子量の減損、続いて第二段階で質量の減損によっ
て進行することができる。一般に加水分解（酵素が介在する加水分解を含め）は、生体内
でのヘテロ鎖ポリマーに対する好ましい分解機構である。例としてポリ（ε－カプロラク
トン）とポリ（ラクチド）などの関連ポリエステル類およびそのコポリマーの分解は、ま
ずカルボン酸末端基の生成によって自己触媒される、エステル結合の酵素によらない加水
分解、続いて質量の減損を伴う。
【００３３】
　本発明の態様によれば生体吸収性ポリマーの生体内で解消時間が延びるかどうかは、そ
のポリマーの化学結合の性質、分解生成物の溶解度、サイズ（例えば厚さ）、その領域ま
たは補綴物の形状および密度、薬品または添加剤の含量、ポリマーの分子量、ポリマーの
架橋度、および埋没部位のうちの１つまたは複数によって決まる可能性がある。例として
その領域または補綴物のサイズおよび形を、生分解時間および速度の少なくとも一方を調
節するために用いることができる。例えば、質量に対する表面のより小さな比を具現化し
て組織内殖生分解性領域１２の生分解速度を遅らせることができる。組織内殖生分解性領
域１２の比較的厚い構造は、同じ材料のより薄い補綴物の吸収時間または速度と比べてそ
の吸収時間または速度を減速させると考えられる。
【００３４】
　本発明の組織内殖生分解性領域１２は、約５００ミクロンを超える、または約１０００
ミクロンを超える、約１５００または３０００ミクロンさえ超える一様な厚さを有するこ
とができる。生分解性外科用補綴物１０の組織内殖生分解性領域１２は、加熱用アイロン
、熱空気、加熱したスポンジ、または熱水浴の方法を用いてその材料をそのガラス転移温
度まで上げることによって手術時に形を与えることができる。幾つかの実施形態ではあま
り厚いといくらか剛性または脆くなるポリラクチドは、ポリ－ε－カプロラクトンなどの
別のポリマーまたはコポリマーと一緒に成形加工することによって軟化することができる
。修正実施形態ではポリラクチド類（あるいは組織内殖生分解性領域１２の一部、大部分
、またはほぼ全体を形成する他の材料）は、別法でまたはこれに加えて、例えば（ａ）例
えばプロピレンのポリマーである様々な熱可塑性樹脂、（ｂ）ポリメタクリラート、（ｃ
）ポリメチルメタクリラート（ＰＭＭＡ）、または（ｄ）これらの組合せのうちの１種類
または複数種類などの１種または複数種の非生分解性ポリマーと組み合わせることもでき
る。より一般的には、組織内殖生分解性領域１２が、ラクチド（すなわちＬ、Ｄ、ＤＬ、
またはこれらの組合せ）、ε－カプロラクトン、およびグリコリドなどの１種または複数
種の環状エステルから誘導されるポリマー（例えばホモおよび／またはコポリマー）によ
り形成される例において組成物は、ε－カプロラクトン約１から９９％またはε－カプロ
ラクトン２０から４０％と、ポリ（Ｌ－ラクチド）などのラクチドの残部とを含むポリマ
ーを含むことができる。組織内殖生分解性領域１２が、１種または複数種の環状エステル
および／または他の材料から誘導されるポリマー（例えばホモおよび／またはコポリマー
）によって形成される修正実施形態においては、その組織内殖生分解性領域１２の一部ま
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たは全部が、例えば（ａ）例えばプロピレンのポリマーである様々な熱可塑性樹脂、（ｂ
）ポリメタクリラート、（ｃ）ポリメチルメタクリラート（ＰＭＭＡ）、または（ｄ）こ
れらの組合せのうちの１種類または複数種類などの１種または複数種の非生分解性ポリマ
ーを含むか、またはそれらから構成されることができる。
【００３５】
　さらなる実施形態では、他のラクトン類などの他の軟化性ポリマー（例えば低ガラス転
移温度を有する）をε－カプロラクトンと一緒に、またはその代りとして用いることがで
きる。またさらなる実施形態では、例えば（ａ）例えばプロピレンのポリマーである様々
な熱可塑性樹脂、（ｂ）ポリメタクリラート、（ｃ）ポリメチルメタクリラート（ＰＭＭ
Ａ）、または（ｄ）これらの組合せのうちの１種類または複数種類などの１種または複数
種の非生分解性ポリマーをε－カプロラクトンおよび／あるいは他の軟化性ポリマー類ま
たはラクトン類と一緒に、またはその代りとして用いることができる。
【００３６】
　組織内殖生分解性領域１２用のポリマーの好ましい形態は半結晶性ポリ（Ｌ－ラクチド
）であり、これは１２から１６ヶ月で分解するポリ（ＤＬ－ラクチド）と比べて３から５
年程度の分解時間を有することができる。ポリヒドロキシ酸は単量体の酸に分解し、その
後二酸化炭素と水に分解する。これらは呼吸経路および腎臓（クレブスサイクル）を介し
て体から除去される。興味のあるポリエステルにはＤ－乳酸、Ｌ－乳酸、ラセミ乳酸、グ
リコール酸、ポリカプロラクトン、およびこれらのコポリマー／組合せが挙げられる。修
正実施形態ではポリマー（例えばポリエステル）またはポリマー類の任意に組合せにおい
てその一部または全部が、例えば（ａ）例えばプロピレンのポリマーである様々な熱可塑
性樹脂、（ｂ）ポリメタクリラート、（ｃ）ポリメチルメタクリラート（ＰＭＭＡ）、ま
たは（ｄ）これらの組合せのうちの１種類または複数種類などの非生分解性ポリマーを含
むか、またはそれらから構成されることができる。Ｌ－乳酸エステルまたはＤ－乳酸エス
テルを使用することによって、例えばゆっくり分解するポリマーを組織内殖生分解性領域
１２について実現することができ、一方、付着抵抗生分解性領域１４ついてはラセミ化合
物により分解をかなり増進させることができる。
【００３７】
　乳酸とグリコール酸のコポリマー（ポリ（ラクチド－ｃｏ－グリコリド））は特に関心
を引く場合があり、その生分解速度はグリコール酸と乳酸の比によって調節することがで
きる。生物学的媒質中での乳酸および／またはグリコール酸ポリマーの分解は、もっぱら
非特異的加水分解の化学的仕組みによって起こる。この加水分解の生成物は代謝され、次
いでヒトの体により排泄される。このポリマーの化学的加水分解は完璧であり、その際そ
の非晶質特性が顕著であるほど、その分子質量が小さいほどこの分解はより迅速に行われ
る。したがって組織内殖生分解性領域１２は、例えば、あまり顕著でない非晶質特性およ
び／または大きな分子質量を有する少なくとも１種類のポリマーまたはコポリマーを用い
て形成することができる。最も速く分解されるコポリマーは、おおよそ等量のグリコール
酸と乳酸を有するが、そのどちらのホモポリマーも分解に対してより抵抗性であり、その
結果それを組織内殖生分解性領域１２の形成により適したものにする。したがって生分解
速度または時間は、組織内殖生分解性領域１２の形成の脈絡においては、例えばその混合
物の組成および／またはそのポリマーの分子質量を採用することによって下げることがで
きる。ポリ（ラクチド）およびポリ（ラクチド－ｃｏ－グリコリド）ポリマーの生体適合
性は、本発明の脈絡においてこれらを細胞成長および組織再生に適した支持体にする。他
の条件が同じならグリコール酸と乳酸の比もまた得られる生分解性外科用補綴物の脆性に
影響を及ぼす可能性があることもまた考慮されるべきである。
【００３８】
２．強度または構造的完全さに影響を及ぼすポリマー組成
　さらにその特徴は、例えば生分解性外科用補綴物１０の膨れ、しわ、および／またはカ
ールの影響を和らげることができる強度、構造的完全さ、または関連パラメータであるこ
とができる。本発明は生分解性外科用補綴物の強度および構造的完全さのかなり大きな部
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分を組織内殖生分解性領域１２に割り当てようと努めているので、強度または構造的完全
さを生分解性外科用補綴物１０に付け加える視点を組織内殖生分解性領域１２に向ける。
【００３９】
　組織内殖生分解性領域１２の機械的性能を改良するために本発明に従って調整すること
ができる性状は、モノマーの選択、重合、および工程条件、ならびに添加剤（例えば充填
剤）である。そして次にこれらの性状を、親水性、結晶化度、溶融およびガラス転移温度
、分子量、分子量分布、末端基、シーケンス分布（ランダム対ブロック）、および組織内
殖生分解性領域１２中の残留モノマーまたは添加剤の存在のうちの１つまたは複数に影響
を及ぼすように調整することができる。さらに、組み合わされたこれら性状の一部または
全部が、次いで組織内殖生分解性領域１２の生分解速度に影響を及ぼすことができる。
【００４０】
　ラクチドは乳酸の環状二量体であり、３種類の立体異性形、Ｌ－ラクチド、すなわち天
然に産する異性体と、Ｄ－ラクチドと、環中にＬ－ラクチル単位およびＤ－ラクチル単位
を含有するメソラクチドとが存在する。これに加えてＤＬ－ラクチドは、Ｌ－およびＤ－
ラクチドの等モル混合物である。本発明の具体例によればその組織内殖生分解性領域１２
はポリ（Ｌ－ラクチド）を含む。ポリ（Ｌ－ラクチド）は、高い引張強さおよび低い伸び
を示し、したがって高い弾性率を有することが分かっており、ヘルニアの補修および縫合
などの耐荷重用途に対してそれを多くの非晶質ポリマーよりも好適にする。ポリ（Ｌ－ラ
クチド）は、約１７０℃の融点および５５～６０℃の範囲のガラス転移温度を有する。ポ
リ（ＤＬ－ラクチド）は非晶質ポリマー（Ｔｇ４５～５５℃）であり、乳酸の両異性形の
ランダム分布を有し、結晶性の整然とした構造に配列する能力を欠く。ポリ（ＤＬ－ラク
チド）は、ポリ（Ｌ－ラクチド）より低い引張強さ、わずかに高い伸び、およびかなり速
い分解時間を有し、例えばそれを付着抵抗生分解性領域１４の作製に用いるのにより魅力
的にする。ポリ（ε－カプロラクトン）は延性の半結晶性ポリマーであり、５４～６４℃
の範囲で溶融する。その－６０℃のガラス転移温度はラクチドとの共重合によって上昇さ
せることができ、それはまたこのポリマーの生分解性を向上することができる。修正実施
形態では、例えば（ａ）例えばプロピレンのポリマーである様々な熱可塑性樹脂、（ｂ）
ポリメタクリラート、（ｃ）ポリメチルメタクリラート（ＰＭＭＡ）、または（ｄ）これ
らの組合せのうちの１種類または複数種類などの１種または複数種の非生分解性ポリマー
をこのポリ（ε－カプロラクトン）と組み合わせることができる。
【００４１】
　本発明の態様によれば生分解性外科用補綴物１０の組織内殖生分解性領域１２は、１種
類のポリマーまたはポリマーアロイを使用することによって生分解性ポリマーから製造す
ることができる。生分解性外科用補綴物１０は、再吸収性のポリマーまたはポリマーアロ
イから製造される繊維によって、あるいは、例えばその全開示内容が参照により本明細書
中に援用されるＥＰ１４６３９８号明細書に記載のリン酸β－三カルシウム繊維、バイオ
ガラス繊維、またはＣａＭ繊維などの生分解性ガラス繊維でその材料を補強することによ
って強化することができる。修正実施形態では生分解性外科用補綴物１０は、例えば（ａ
）例えばプロピレンのポリマーである様々な熱可塑性樹脂、（ｂ）ポリメタクリラート、
（ｃ）ポリメチルメタクリラート（ＰＭＭＡ）、または（ｄ）これらの組合せのうちの１
種類または複数種類などの非生分解性ポリマーから製造された、または一部または全体に
これらを含んで製造された繊維または他の要素を含める（例えば補強のために）ことによ
って改良（例えば強化）することができる。
【００４２】
　本発明の別の態様による組織内殖生分解性領域１２は、インプラントの剛性を改良する
、かつ／または加水分解のバリヤーとして働く表面層である少なくとも１枚の外層をさら
に備えるか、またはその代わりにそれから構成することができる。さらに生分解性外科用
補綴物１０の内部は、より堅いおよび／またはより強い層またはコアをさらに含むか、ま
たは代わりにそれから構成することができる。このような実施形態の例を準備するには、
その生分解性外科用補綴物を、その領域または補綴物のコアとは異なる化学的および機械
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的性質（例えば、加水分解および／または強度保持率）を有する外層で被覆（はけ塗り、
スプレイ塗装、接合、または浸漬塗装）することができる。このような一事例ではその生
分解性外科用補綴物の強度強化コアよりも高い耐加水分解性を有する外層を用いることが
でき、それによって補綴物（患者に挿入後）がそのような外側被膜または強化内部のない
場合よりも長期間にわたってその強度を保持し、生分解することが可能になる。
【００４３】
３．線維芽細胞反応を促進する能力
　本発明の別の具体例によればその特徴は、宿主組織中で線維芽細胞反応を促進する能力
を含むことができる。組織内殖生分解性領域１２は線維芽細胞反応を促進するように作製
することができ、一方、付着抵抗生分解性領域１４は好ましくは線維芽細胞反応をひき起
さない。組織内殖生分解性領域１２による線維芽細胞反応の促進は、上記で考察した特徴
（例えば、添加剤によって影響を受ける生分解時間または速度、ポリマーの構造／組成に
よって影響を受ける生分解時間または速度、および強度または構造的完全さによって影響
を受けるポリマー組成）の１つまたは複数に基づく可能性がある。何故ならば生分解性外
科用補綴物１０は、しっかりした把持力を獲得するように組織を反応させるためにはその
構造を十分長く保つ必要があるはずであるためである。
【００４４】
　一実施形態では本発明の組織内殖生分解性領域１２は、組織の内成長プロモーターであ
る少なくとも１枚の外層を備えるか、またはそれから構成される。別の実施形態では付着
抵抗生分解性領域１４を除く生分解性外科用補綴物１０の全てまたは実質上全てが組織の
内成長プロモーターを備える。
【００４５】
　それが、例えば隆起、胞、または細孔の少なくとも１種類を含むざらざらした組織内殖
生分解性領域１２に適用される場合、その生分解性外科用補綴物１０は内殖によって宿主
組織が入り込む間隙性空間を提供することができる。組織の内成長プロモーターは、化学
的および／または物理的に改良された表面特性を与えることにより、その間隙性空間をそ
の中での体組織の内部成長に対して導通性にする。
【００４６】
　本発明の一態様によれば組織内殖生分解性領域１２は、細胞移動に影響を及ぼすような
走化性物質、細胞移動に影響を及ぼすような抑制性物質、細胞増殖に影響を及ぼすような
分裂成長因子、細胞分化に影響を及ぼすような成長因子、および新生血管形成（新しい血
管の形成）を促進する因子のうちの少なくとも１つなどの細胞制御用の物質を含むことが
できる。
【００４７】
　特殊な具体例では、線維芽細胞成長因子、表皮成長因子、血小板由来成長因子、マクロ
ファージ由来成長因子、肺胞由来成長因子、単球由来成長因子、マガイニンなどの１種ま
たは数種の成長促進因子を組織内殖生分解性領域１２中または上に導入することができる
。
【００４８】
　さらに、成長または治癒過程を加速または有利に改変するものなどの１種または複数種
の医学外科的に有用な物質を、組織内殖生分解性領域１２中または上に取り込むことがで
きる。例えば組織内殖生分解性領域１２は、抗菌特性、修復もしくは再構築を促進する性
能、および／または新組織の成長のうちの１つまたは複数に対して、かつ／または特定の
症状に対して選択される１種または複数種の治療薬を担持する（例えば、形成、埋没、ま
たは塗布の間に混ぜ合わせることにより）ことができる。
【００４９】
　組織修復部位における臨床上または亜臨床上の感染症と戦い、こうして組織内殖生分解
性領域１２上および／または中への宿主組織の内部成長の促進を助けるために、広範なス
ペクトルの抗生物質（硫酸ゲンタマイシン、エリスロマイシン、または誘導体化グリコペ
プチド）などの抗菌剤を担持する（例えば、形成、埋没、または塗布の間に混ぜ合わせる
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ことにより）ことができる。例としては上記添加剤の１種または複数種を、生分解性外科
用補綴物１０の一部としての組織内殖生分解性領域１２を形成するのに先立って、例えば
適切な量をその組織内殖生分解性領域１２のポリマーに加えることによってそのポリマー
自体の中に取り込むことができ、その結果、そのポリマー粒子の製造工程の終りには組織
内殖生分解性領域１２の材料はこのような１種または複数種の物質の予め決められた量を
含有することになり、例えばそのポリマーが分解するにつれて徐々に放出されることにな
る。
【００５０】
　図２に示すように、本発明の方法に従って生分解性外科用補綴物１０を用いて、例えば
体の腹部領域のヘルニアの修復を助けることができる。図３は、生分解性外科用補綴物１
０の一方の面に付着抵抗生分解性領域１４および組織内殖生分解性領域１２の両方が部分
的に配置され、かつその第二の面に組織内殖生分解性領域１２が配置されている埋没生分
解性外科用補綴物１０を示す。腹壁は、外側の筋膜１６および内側の筋膜１９によって定
位置に囲い込まれ保持された筋肉１５を含む。腹膜２２と呼ばれる内側の層が、筋膜１９
の内側を覆っている。腹膜２２は、腸および他の内臓のための袋状の囲いを形成する柔軟
で曲げやすい組織層である。皮膚２５の層および皮下脂肪２８の層が外側の筋膜１６を覆
っている。
【００５１】
　軟組織の欠陥（例えばヘルニア）の外科的修復は、例えば通常の手法または高度な腹腔
鏡による方法を用いて実質上すべての軟組織の欠陥部を塞ぐことによって行うことができ
る。一具体例によれば皮膚２５および皮下脂肪２８を貫いて切開を行った後、その皮膚２
５および皮下脂肪２８を剥がし、続いてはみ出している内蔵（図示されない）をヘルニア
の内部の正しい位置に置く。幾つかの具体例では腹膜２２に切開を行い、続いて生分解性
外科用補綴物１０がヘルニアの開孔部の中央に位置づけられるようにヘルニアの開孔部に
その生分解性外科用補綴物１０を挿入することができる。組織内殖生分解性領域１２およ
び付着抵抗生分解性領域１４の一方または両方を腹壁のその同じ層、例えば比較的丈夫な
外側の筋膜１６に、例えば縫合することによって取り付けることができる。別法では付着
抵抗生分解性領域１４を筋膜１９および／または腹膜２２などの別の膜に取り付けること
もできる。図３では組織内殖生分解性領域１２は外側の筋膜１６に外科的に取り付けられ
、一方、付着抵抗生分解性領域は、例えば熱接着、縫合、および／または本明細書中で開
示した他の付着試験計画、もしくはこれらの実質的な等効方法を用いて組織内殖生分解性
領域１２に、かつ／または任意選択で外側の筋膜１６に取り付けられる。当業者ならば、
本発明の生分解性外科用補綴物１０を所定の大きさに作り／修正し／状況に適応させ／取
り付ける他の方法が、この特定の外科的手順の脈略に従って実施することができることを
認めるはずである。
【００５２】
　生分解性外科用補綴物１０のサイズは、一般にはその欠陥部の大きさによって決まるこ
とになる。無張力で閉鎖した状態で生分解性外科用補綴物１０を使用することは、痛みが
より少なく、かつ術後の液体の滞留の発生がより少ないことと関連する場合がある。具体
例としての縫合部３１および３４を図示のように実施して腹壁構造に生分解性外科用補綴
物を少なくとも部分的に固定することができる。縫合部３１および３４は、好ましくは横
からの張力が外側の筋膜１６および／または筋肉１５に少しも働かないように実施するこ
とができる。乱された場合、皮膚２５および脂肪２８は、例えばその皮膚２５および脂肪
２８の切開縁部が表面下の縫合などの適切な手段を用いて互いに固定され、それらの正常
な位置に戻ることができる。
【００５３】
　本発明の修正実施形態では、生分解性外科用補綴物１０の組織内殖生分解性領域１２と
付着抵抗生分解性領域１４の一方または両方を熱接着することができる（または或る修正
実施形態ではそうではなく縫合によって取り付けられる）。熱接着は、例えば二極電気焼
灼装置、超音波溶接、あるいは組織内殖生分解性領域１２と付着抵抗生分解性領域１４の
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間の、かつ／または直接周囲の組織との同様のヒートシールにより達成することができる
。このような装置は、その縁部および／または中央の点などの様々な場所で少なくともそ
のガラス転移温度を超える温度、好ましくはその軟化温度を超える温度にその生分解性外
科用補綴物１０を加熱するために用いることができる。この材料は、それら２つの構成部
分がそれらの境界面で接着するように、例えば隣接組織と共に加熱される。またこの熱接
着は、例えば組織内殖生分解性領域１２を付着抵抗生分解性領域１４に固定するために最
初に用いることもできる。組織内殖生分解性領域１２が耐荷重機能の一層多くの割合を受
け持つので、新しいタイプの実施形態ではこの領域を宿主組織に固定する唯一の手段とし
ての熱接着を除くことができる。他の実施形態では生分解性外科用補綴物１０をそれ自体
に、または体組織に熱接着するこの手法を高度固着用の別の取付け方法と組み合わせるこ
とができる。電気焼灼装置を使用して、例えば生分解性外科用補綴物１０を２点以上の熱
接着点を用いて正しい位置に一時的に貼りつけることができ、続いて（または、他の実施
形態ではその代わりに）縫合、ステープル、または糊をつけ足して生分解性外科用補綴物
１０をぴったり固定することができる。
【００５４】
　組織内殖生分解性領域１２および付着抵抗生分解性領域１４を２層以上または実質的に
１層を形成するように配置してもよく、あるいはこれら領域が両方が単一の一体に形成さ
れた層の一員であってもよい。例えば組織内殖生分解性領域１２および付着抵抗生分解性
領域１４は、それら領域の一方がもう一方の領域の上面および反対面に配置される２層に
配列することができる。
【００５５】
　一実施形態では組織内殖生分解性領域１２および付着抵抗生分解性領域１４は、これら
領域が生分解性外科用補綴物１０の一方の面上で互いに隣接した、例えば実質上１層の状
態で生分解性外科用補綴物１０の単一面上で結合されてもよい。わずかな変更として、本
明細書中で述べた手法のいずれかを用いてその少なくとも一方（好ましくは両方）の面上
に組織内殖生分解性領域を有する生分解性外科用補綴物を製造することができ、続いて組
織内殖生分解性領域の部分を適切な本明細書で開示の材料または適切な手法を用いて平滑
化する、充填する、あるいは加工する（例えば、液状または流動性ポリマー組成物を塗布
もしくは充填する、かつ／または機械的に平滑化する）ことにより付着抵抗生分解性領域
を、例えば一方の面上に形成することができ、それによって組織内殖生分解性領域の付着
抵抗性に比して複数の付着抵抗特性を有する付着抵抗生分解性領域を形成することができ
る。
【００５６】
　同様に、図３に描かれたように付着抵抗生分解性領域１４のパッチは、組織内殖生分解
性領域１２および周囲の宿主組織の少なくとも一方に直接埋め込む時に所定の大きさに作
り、貼り付ける（例えば二極電気焼灼装置を用いるなどで熱接着する、超音波溶接する、
または同様の方法で貼り付ける）ことができる。修正実施形態ではこの貼付けを、例えば
プレスまたは接着剤による接合、あるいは縫合を用いて行うことができる。さらなる実施
形態ではこの貼付けの少なくとも一部を包装の前の生分解性外科用補綴物１０の製造時に
行うことができる。別法では付着抵抗生分解性領域１４のパッチは、例えばその非外周ま
たは中央の部分を組織内殖生分解性領域１２の部分（例えば非外周または中央の部分）に
部分的に貼り付ける（例えばこの節で列挙した手法を用いて）こともでき、その結果、外
科医は埋込み時に付着抵抗生分解性領域１４を組織内殖生分解性領域１２に貼り付けると
きにその付着抵抗生分解性領域１４（および／または組織内殖生分解性領域１２）を切り
落とすことができる。例えば組織内殖生分解性領域１２が生分解性外科用補綴物１０の一
方の面上で付着抵抗生分解性領域１４を実質上取り囲むことができ、その生分解性外科用
補綴物１０のもう一方の面上には組織内殖生分解性領域１２のみが形成されてもよい。こ
のような具体例では軟組織の欠陥によって生じるいかなる開孔部も実質上覆うように生分
解性外科用補綴物１０の付着抵抗生分解性領域１４を所定の大きさに作りまた形づくるこ
とができ、組織内殖生分解性領域１２が生分解性外科用補綴物１０の少なくとも片面、好
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容易にする。
【００５７】
　修正実施形態では生分解性外科用補綴物１０のある所定の表面または幾つかの表面上の
組織内殖生分解性領域１２および付着抵抗生分解性領域１４のどちらか、あるいはその両
方は、それぞれ特定の軟組織の欠陥部に一致するように合わせた任意のサイズまたは形状
のものであることができる。生分解性外科用補綴物１０の所定の表面または幾つかの表面
の、例えば組織内殖生分解性領域１２および付着抵抗生分解性領域１４の両方またはその
いずれかは、楕円形、矩形、および様々な複雑なまたは他の形状の形を有してもよく、そ
のような各具体例についてはこれら２つの領域が互いに同一または相異なる比率および／
または寸法を本質的に有することができる。
【００５８】
　一般に１層または２層が組織内殖生分解性領域１２および付着抵抗生分解性領域１４を
画定している生分解性外科用補綴物１０を生産するために、一般に様々な手法を使用する
ことができる。有用な手法には当業者に周知の、溶剤蒸発法、相分離法、界面法、押出法
、成形法、射出成形法、加熱プレス法などが挙げられる。組織内殖生分解性領域１２およ
び付着抵抗生分解性領域１４は２枚の別個の層を含んでもよく、または１層として一体に
形成されてもよい。
【００５９】
　付着抵抗生分解性領域と、添加剤を含む組織内殖生分解性領域とを有する本発明の生分
解性外科用補綴物を作製するための具体例としての方法は、（ａ）米国特許第６，６７３
，３６２号明細書に記載のような付着抵抗生分解性領域を画定するためのポリマー層を形
成する工程、（ｂ）水で加水分解可能なポリマーを準備する工程、（ｃ）この加水分解性
ポリマーを成形加工して埋没可能な堅牢部分にする工程、および（ｄ）この埋没可能な堅
牢部分に上記ポリマー層を取り付け、それによってこの堅牢部分が組織内殖生分解性領域
を画定する工程を含む。この加水分解性ポリマーを成形加工して埋没可能な堅牢部分にす
る工程は、その加水分解性ポリマーに遅延剤を加えて混合物を形成し、続いてこの混合物
から層を形成し、その後この層を乾燥および精製して埋没可能な堅牢部分を形成するステ
ップを含むことができる。組織内殖生分解性領域１２および付着抵抗生分解性領域１４は
、部分的または実質上完全に一体形成されてもよく、または互いに接合されてもよい。接
合は、縫合による、または金属クリップ、例えばヘモクリップの使用によるなどの機械的
方法によって、あるいは化学的接着または熱接着などの他の方法によって達成することが
できる。
【００６０】
　これら上記の実施形態は例として提供され、本発明はこれらの例に限定されない。前述
の詳細な説明を検討したとき、互いに相容れないものではない限度で、当業者にはこれら
開示された実施形態の多数の変形形態および修正形態が思いつくはずである。さらに、本
明細書中の開示内容を考慮すると当業者には他の組合せ、省略、置換、および改変が明ら
かなはずである。したがって本発明はこれら開示された実施形態によって限定されるつも
りはない。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】本発明による生分解性外科用補綴物の実施形態の斜視図である。
【図２】本発明の生分解性外科用補綴物の実施形態を用いて修復された腹壁の断面図であ
る。
【図３】本発明の生分解性外科用補綴物の別の実施形態を用いて修復された腹壁の断面図
である。
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