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(57)【要約】
　患者の組織と接触して適用されるための組織ドレッシ
ング材料と、前記組織ドレッシング材料を前記組織から
除去するための剥離溶媒とを含むキット。患者の組織を
治療する方法であって、前記患者の組織と接触して水溶
性組織ドレッシング材料を適用する工程と、前記組織ド
レッシング材料を前記組織から除去するために前記組織
ドレッシング材料へ酸性剥離溶媒を適用する工程とを含
む方法。患者の組織を治療する方法であって、前記患者
の組織と接触して液体組織ドレッシング材料を適用する
工程と、前記組織ドレッシング材料を前記組織から除去
するために前記組織ドレッシング材料へ剥離溶媒を適用
する工程とを含む方法。患者の組織を治療する方法であ
って、前記患者の組織と接触して水溶性組織ドレッシン
グ材料を適用する工程と、前記水溶性組織ドレッシング
材料を中性ｐＨでは非水溶性である形態に転換させる工
程とを含む方法。および、ポリマー塩およびグリセロー
ルを含む固体材料であって、前記グリセロール含有量は
、ヒトまたは動物の組織を治療する方法において使用す
るために、前記ポリマー塩含有量の少なくとも１０重量
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　キットであって、前記キットの部品として、
　患者の組織と接触して適用されるための組織ドレッシング材料と、
　前記組織ドレッシング材料を前記組織から除去するための剥離溶媒と
を含むキット。
【請求項２】
　前記組織から前記組織ドレッシング材料を除去するための前記剥離溶媒は、水性剥離溶
媒であることを特徴とする、請求項１に記載のキット。
【請求項３】
　前記組織から前記組織ドレッシング材料を除去するための前記剥離溶媒は、酸性である
ことを特徴とする、請求項２に記載のキット。
【請求項４】
　前記患者の前記組織と接触して適用されるための前記組織ドレッシング材料は、固体ま
たはゲル状であることを特徴とする、請求項１～請求項３のいずれかに記載のキット。
【請求項５】
　前記患者の前記組織と接触して適用されるための前記組織ドレッシング材料は、水溶性
であることを特徴とする、請求項４に記載のキット。
【請求項６】
　前記患者の前記組織と接触して適用されるための前記組織ドレッシング材料の主要成分
は、ポリマー塩であることを特徴とする、請求項４または請求項５に記載のキット。
【請求項７】
　前記患者の前記組織と接触して適用されるための前記組織ドレッシング材料は、液体で
あることを特徴とする、請求項１～請求項３のいずれかに記載のキット。
【請求項８】
　前記キットは、前記固体またはゲル状組織ドレッシング材料および前記剥離溶媒に加え
て液体組織ドレッシング材料を含むことを特徴とする、請求項４～請求項７のいずれかに
記載のキット。
【請求項９】
　前記液体組織ドレッシング材料は、水溶液であることを特徴とする、請求項７または請
求項８に記載のキット。
【請求項１０】
　前記患者の前記組織上に前記液体組織ドレッシング材料を噴霧するためのスプレー装置
をさらに含むことを特徴とする、請求項７～請求項９のいずれかに記載のキット。
【請求項１１】
　前記組織ドレッシング材料は、前記組織ドレッシング材が適用される前記組織の部位で
のｐＨを視覚的に示すｐＨ感受性色素を含むことを特徴とする、請求項１～請求項１０の
いずれかに記載のキット。
【請求項１２】
　前記組織ドレッシング材料は、前記組織に適用される時点で透明であることを特徴とす
る、請求項１～請求項１１のいずれかに記載のキット。
【請求項１３】
　患者の組織を治療する方法であって、
　液体組織ドレッシング材料または水溶性固体もしくは水溶性ゲル状組織ドレッシング材
料を前記患者の組織と接触して適用する工程と、
　前記組織ドレッシング材料を前記組織から除去するために前記組織ドレッシング材料へ
酸性剥離溶媒を適用する工程と
を含む方法。
【請求項１４】
　前記組織ドレッシング材料は、前記剥離溶媒の適用前には水溶性組織ドレッシング材料
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を含み、前記水溶性組織ドレッシング材料は中性ｐＨでは水に不溶性である形態へ転換さ
せられることを特徴とする、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　患者の組織を治療する方法であって、
　水溶性固体もしくは水溶性ゲル状組織ドレッシング材料を前記患者の組織と接触して適
用する工程と、
　前記水溶性組織ドレッシング材料を中性ｐＨでは非水溶性である形態に転換させる工程
と
を含む方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、患者の組織と接触して適用されるための組織ドレッシング（ｄｒｅｓｓｉｎ
ｇ；被覆）材料を含むキットに関する。本発明はさらに、患者の組織を治療する方法であ
って、組織ドレッシング材料が該患者の組織と接触して適用される方法に関する。また本
発明は、ヒトまたは動物の組織を治療する方法において使用するための固体材料に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　多糖類であるキトサンは、キチンの少なくとも部分的にＮ－脱アセチル化された誘導体
である。キチンは、節足動物の外骨格、ゲル、甲殻類および昆虫類の角皮内で広く見いだ
すことができる。キチンは、通常はそのような天然源に由来する。キトサンは、一般には
キチンの加水分解によって合成的に作製されるが、例えば、その中で発生する所定の真菌
類から自然に直接的に引き出すこともできる。希酸中でのキチンおよびキトサンの相違す
る溶解度は、一般にこれら２つの多糖類を識別するために使用される。可溶性形にあるキ
トサンは、加工処理条件、分子量、および溶媒特性などのパラメーターに依存して０％か
ら上限である約６０％の間のアセチル化度（ＤＡ）を有する可能性がある。キトサンは、
酸性水性媒体中で可溶性であるが、６．３より高いｐＨでは沈降する。
【０００３】
　キチンおよびキトサンはどちらも、生体適合性、生分解性およびグリコサミノグリカン
類との構造類似性のために、生物医学的用途にとって有望なポリマーである。キチンおよ
びキトサンの潜在的用途に関する包括的概説については、例えばＳｈｉｇｅｍａｓａ　ａ
ｎｄ　Ｍｉｎａｍｉ，「Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ　ｏｆ　ｃｈｉｔｉｎ　ａｎｄ　ｃｈ
ｉｔｏｓａｎ　ｆｏｒ　ｂｉｏｍａｔｅｒｉａｌｓ」，Ｂｉｏｔｅｃｈ．Ｇｅｎｅｔｉｃ
．Ｅｎｇ．Ｒｅｖ．１９９６，１３，３８３；Ｋｕｍａｒ，「Ａ　ｒｅｖｉｅｗ　ｏｆ　
ｃｈｉｔｉｎ　ａｎｄ　ｃｈｉｔｏｓａｎ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ」，Ｒｅａｃｔ．
Ｆｕｎｃｔ．Ｐｏｌｙｍ．２０００，４６（１），１；およびＳｉｎｇｈ　ａｎｄ　Ｒａ
ｙ，「Ｂｉｏｍｅｄｉｃａｌ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ　ｏｆ　ｃｈｉｔｉｎ，ｃｈｉ
ｔｏｓａｎ　ａｎｄ　ｔｈｅｉｒ　ｄｅｒｉｖａｔｉｖｅｓ」，Ｊ．Ｍａｃｒｏｍｏｌ．
Ｓｃｉ．２０００，Ｃ４０（１），６９を参照されたい。
【０００４】
　キチンおよびキトサンは、創傷治癒用途において特に有望であると考えられ、この主題
に関する初期の科学報告書は、Ｐｒｕｄｄｅｎ　ｅｔ．ａｌ．が「Ｔｈｅ　ｄｉｓｃｏｖ
ｅｒｙ　ｏｆ　ａ　ｐｏｔｅｎｔ　ｐｕｒｅ　ｃｈｅｍｉｃａｌ　ｗｏｕｎｄ－ｈｅａｌ
ｉｎｇ　ａｃｃｅｌｅｒａｔｏｒ」，Ａｍ．Ｊ．Ｓｕｒｇ．１９７０，１１９，５６０に
おいてヒトの創傷にキチン粉末を適用して成功したことについて報告した、１９７０年に
さかのぼる。創傷治癒を加速させる際の主要な要素は、新鮮創および回復期創傷において
豊富に利用できるリゾチームによる酵素分解に起因して、キチンから遊離されるＮ－アセ
チル－Ｄ－グルコサミンの存在にあると報告された（Ｄ－グルコサミンとは著しく相違す
る）。
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【０００５】
　ポリ（Ｎ－アセチル－Ｄ－グルコサミン）、すなわちキチンの創傷治癒促進剤としての
使用は、米国特許第３，６３２，７５４号明細書に開示されている。米国特許第４，５３
２，１３４号明細書は、キトサンの溶液、粉末、フィルム、およびマットの創傷への適用
について開示している。この明細書で主張された方法は、キトサンが４２～１００％脱ア
セチル化されることを要求している。７８～９２％脱アセチル化キトサンを使用した動物
実験は、これらの材料がイヌの創傷に適用された場合に許容できる結果を示すことを開示
しているが、この材料がラットの創傷を被覆するために使用された場合には初期創傷治癒
の妨害が観察されている。
【０００６】
　米国特許第５，９０２，７９８号明細書および米国特許出願第２００１／００５６０７
９号明細書は、２５％未満のアセチル化度が要求されている。１６％アセチル化キトサン
を適用する実験では、ヒト皮膚を使用したインビトロモデルにおいて、キトサン／ヘパリ
ン材料に比較して細胞増殖および創傷治癒の刺激が劣ることが見いだされた。
【０００７】
　英国特許第２３５８３５４（Ｂ）号明細書は、１２％～３０％のアセチル化度を備える
少なくとも８０重量％のキトサンを含む可撓性ポリマーフィルムについて教示している。
治療されていない創傷と比較して、創傷治癒速度がわずかに速いことが見いだされた。エ
ピクロロヒドリン架橋剤またはシリコーンコーティングの使用を必要とする比較的弱い機
械的特性は、この先行技術材料の不利点となる可能性がある。この文献は、創傷の治癒後
に食塩溶液でフィルムを洗い落とすことも提案している。
【０００８】
　Ａｚａｄ　ｅｔ．ａｌ．，「Ｃｈｉｔｏｓａｎ　ｍｅｍｂｒａｎｅｓ　ａｓ　ａ　ｗｏ
ｕｎｄ－ｈｅａｌｉｎｇ　ｄｒｅｓｓｉｎｇ：Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ　ａｎ
ｄ　ｃｌｉｎｉｃａｌ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ」，Ｊ．Ｂｉｏｍｅｄ．Ｍａｔｅｒ．Ｒ
ｅｓ．２００４，６９Ｂ，２１６は、フィルムおよびメッシュ（有孔フィルム）を作製す
るための２５％アセチル化キトサンの使用を開示している。この著者らは、キトサンフィ
ルムが血餅形成の結果としての皮膚移植術を受けた患者においてフィルムの下方での創傷
治癒傷害を誘発するが、メッシュの使用は血液のより効率的な除去をもたらし、良好な上
皮形成を伴って瘢痕形成を伴わないより迅速な治癒を生じさせることを見いだした。
【０００９】
　米国特許第７，４８２，５０３号明細書では、キトサン酢酸塩フォームが、大量出血の
ための出血制御創傷ドレッシング材としての使用について記載されている。キトサンは少
なくとも７０％脱アセチル化されることが要求され、実施例では８５％～９３％の脱アセ
チル化度が使用されている。
【００１０】
　米国特許出願第２００５／０４２２６５（Ａ１）号明細書は、皮膚修復のためのヒドロ
ゲルを開示し、該ヒドロゲルは最高５％キトサンを含有する。キトサンのアセチル化度は
、４０％以下であることが要求され、特に２％～６％である。最後に、国際特許出願公開
第２００８／１２８５６７（Ａ１）号パンフレットは、少なくとも部分的にキトサンから
作製された創傷ドレッシング材を含む医療製品を開示している。開示された最低アセチル
化度は、３％である。
【００１１】
　独国特許出願第１０２００７０３８１２５（Ａ１）号明細書は、生体組織を接着または
固定するための接着剤組成物を開示している。この組成物は、５０％～９８％脱アセチル
化された多糖類、例えばキトサンを含んでいる。この組成物のまた別の成分は、官能化オ
リゴラクトンである。これら２つの成分は、スプレー装置の別個のチャンバー内へ提供さ
れる。
【００１２】
　国際特許出願公開第２００８／１１２８５６７号パンフレットは、希酸中での医療用具
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の少なくとも一部の生体内溶解を開示している。この医療用具の一部は、３％より高く２
５％未満のアセチル化度を備えるＮ－アセチルキトサンから作製されている。この用具の
一部の生体内溶解は、この用具のＮ－アセチルキトサン部分と接触する水性媒体のｐＨを
６．０以下の数値に調整することによって制御される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明の目的は、患者の組織の治療を改良するためのキットであって、該キットは該患
者の組織と接触して適用される組織ドレッシング材料を含むキットを提供することである
。本発明はさらに、患者の組織を治療するための改良された方法を提供することを目的と
する。なおさらに、本発明は、ヒトまたは動物の組織を治療する方法において使用するた
めの新規な材料を提供することを目指している。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明によると、この課題は、患者の組織と接触して適用されるための組織ドレッシン
グ材料と、該組織ドレッシング材料を該組織から除去するための剥離溶媒とを含むキット
を提供することによって解決される。
【００１５】
　この課題は、患者の組織を治療する方法であって、該患者の組織と接触して水溶性組織
ドレッシング材料を適用する工程と、該組織ドレッシング材料を該組織から除去するため
に該組織ドレッシング材料へ酸性剥離溶媒を適用する工程とを含む方法によっても解決さ
れる。この課題はさらに、患者の組織を治療する方法であって、該患者の組織と接触して
液体組織ドレッシング材料を適用する工程と、該組織ドレッシング材料を該組織から除去
するために該組織ドレッシング材料へ剥離溶媒を適用する工程とを含む方法によって解決
される。さらに、この課題は、患者の組織を治療する方法であって、該患者の組織と接触
して水溶性組織ドレッシング材料を適用する工程と、該水溶性組織ドレッシング材料を中
性ｐＨでは非水溶性である形態に転換させる工程とを含む方法によって解決される。最後
に、この課題は、ポリマー塩およびグリセロールを含む固体材料を提供することによって
解決されるが、該グリセロール含量は、ヒトまたは動物の組織を治療する方法において使
用するためには、該ポリマー塩含量の少なくとも１０重量％である。
【００１６】
　本発明の文脈では、「剥離溶媒」は、固体もしくはゲル状状態にある場合に組織ドレッ
シング材料へ適用できる、および該組織ドレッシング材料の該組織からの剥離を、好まし
くは該組織ドレッシング材料を少なくとも部分的に溶解させる、および／または膨潤させ
る工程によって促進できる液体である。好ましい剥離溶媒は、該組織ドレッシング材料の
該組織への粘着を減少させることができる。したがって、剥離溶媒を用いると、該組織が
該組織ドレッシング材料の除去中に損傷することを回避することができ、特に該組織ドレ
ッシング材料が除去されるときに、該組織ドレッシング材料へ粘着するその下方にある組
織の部分が引き剥がされることを回避することができる。その他の事例では、これは該組
織ドレッシング材料が創傷ドレッシング材料として創傷に適用される場合に、創傷組織が
機械的応力に対して極めて感受性であるので、大きな利点となる可能性がある。そのため
本発明を用いると、除去される創傷ドレッシング材料への粘着に起因する再生中の組織の
刺激または損傷を回避することができる。
【００１７】
　ポリマーと関連した用語「溶解する」および「溶解」は、水性環境における溶解性に起
因する分子量減少を伴わない（すなわち、ポリマー鎖長の減少を伴わない）固体もしくは
ゲル状状態にあるポリマー形の質量損失の過程を意味することが意図されている。この用
語は、ポリマーの解重合に起因する分子量減少の過程である「分解」とは区別されなけれ
ばならない。有利には溶解および／または膨潤は、組織ドレッシング材料の除去を促進す
ることができる。本発明を用いて、組織ドレッシング材料が部分的または全体的にさえ溶



(6) JP 2013-503656 A 2013.2.4

10

20

30

40

50

解可能であることを達成できる。
【００１８】
　本発明者らは、キット内に組織ドレッシング材料を剥離溶媒と一緒に提供することが、
患者が事前に剥離溶媒を適用せずに組織ドレッシング材料を組織から分離しようとするこ
とはあまりないという意味において、コンプライアンスを相当大きく改良できることを見
いだした。本発明によるキットは、使用者がまた別の、適合しない、または場合により有
害でさえある溶媒を適用することも防ぐことができる。
【００１９】
　本発明の文脈における用語「水溶性」は、中性ｐＨで水溶性である組織ドレッシング材
料の状態を意味する。１つの態様では、本発明は、一部の液体組織ドレッシング材料、例
えばキトサン溶液、ならびに一部の水溶性であるが固体もしくはゲル状組織ドレッシング
材料、例えばキトサン塩は、患者の組織に適用されると、それらが酸性液体溶媒中でのみ
可溶性である固体もしくはゲル状状態に転換できるという本発明者らの所見を活用する。
この転換は、例えば、組織ドレッシング材料が空気と接触すると、組織ドレッシング材料
の構成成分の蒸発に起因して発生することができる。この転換は、組織ドレッシング材料
と体液および／または組織自体との相互作用の結果である場合もある。例えば、血液の比
較的高いｐＨおよび／または血液中に存在するタンパク質の組織ドレッシング材料への付
着がこの転換を誘発することができる。または、もしくは追加して、転換は、転換媒体、
例えば水性アルカリ性溶液を組織ドレッシング材料へ適用することによって達成できる。
有利には、転換後に、組織ドレッシング材料は正常条件下では、例えば組織が水道水（中
性ｐＨ）下で洗浄される場合、または石鹸（アルカリ性）が適用される場合は定位置に残
留し、剥離溶媒の適用後にのみ剥離されることを達成できる。さらに、転換の結果として
、組織ドレッシング材の組織への接着を減少させ、剥離溶媒を用いた後の除去を促進する
ことができる。さらに、組織ドレッシング材料の吸水（ｗａｔｅｒ　ｕｐｔａｋｅ）能力
は、転換の結果として減少させることができ、これは所定の用途では望ましい。
【００２０】
　本発明者らは、組織治療のための固体材料中のグリセロールの存在が、該材料が水溶性
状態から酸性液体溶媒中でのみ可溶性である状態への転換を加速させることができること
を見いだした。例えば、ポリマー塩としての天然キトサン塩の場合には、転換はおよそ１
カ月からたった１週間へ加速させることができる。本発明を特定の理論に限定せずに、本
発明者らは、この加速の原因がグリセロールがポリマー塩の結晶構造を崩壊させる作用に
ある可能性があると考えている。有利には、より迅速な転換は、転換の有益な効果（すな
わち、例えば、転換後に組織ドレッシング材料は組織が水道水下で洗浄された場合は定位
置に留まること）がより早期に始まることを可能にする。
【００２１】
　本発明によるキット、方法、および固体材料は、有利には患者の組織の限局性抗菌治療
のために使用できる。それにより、組織ドレッシング材料が適用される、したがって抗生
物質活性が発生する部位は、抗生物質活性の局所的存在のみを達成するために十分に制御
できることを活用できる。
【００２２】
　本発明によるキット、方法および固体材料は、有利には急性創傷、慢性創傷、および火
傷または他の種類の創傷を治療するために使用できる。本発明によるキット、方法および
固体材料は、皮膚病、例えばスポーツ選手の食物疾患および乾癬によって影響を受ける組
織を治療するためにも使用できる。本発明によるキットの組織ドレッシング材料および方
法は、創傷被覆材、例えばバンドエイド類、ガーゼ類、フィルム材およびフォーム材にお
いて、ならびにサポートエイド類、例えば包帯類、サポートタイツ類およびギプス包帯類
中に適用できる。本発明は、有利には一般に切り傷や擦過傷、鼻血、重度の出血創傷、な
らびに外傷および内傷を治療するために使用できる。したがって、本発明は、手術が患者
に実施される場合に役立つことができる。本発明はまた、座瘡、剃刀負けおよび虫刺され
を治療するため、ならびに化粧用途、例えばフェイスマスクおよびピーリング剤において
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有利には適用できる。好ましくは、組織ドレッシング材料は、治療対象の組織だけではな
く、治療対象の組織を取り囲む組織にも接触する。
【００２３】
　本発明は、好ましくは外傷に対して使用されるが、本発明は内傷にも適用できる。好ま
しい方法では、本発明は、手術中の出血を制御するための止血剤として体内で使用される
、または本発明は内出血を誘発する傷害または疾患の治療において適用される。また別の
好ましい方法では、本発明は、ポリマー抗生物質としての脱アセチル化天然キトサンの潜
在能力を活用することによって、感染症を予防または制限するために体内で使用される。
また別の好ましい方法では、本発明によるキットおよび方法の創傷ドレッシング材料は、
到達もしくは治療するのが困難である身体の領域、例えば開口部、生殖器部、または創傷
治癒が大気への限られた曝露に起因して遅延させられる可能性がある身体部分において使
用される。特に好ましい方法では、創傷ドレッシング材料は、異物材料および従来型創傷
ドレッシング材料の適用に感受性である領域、例えば粘膜に適用される。この材料は、創
傷内または創傷上に適用することができる。本発明の文脈における患者は、ヒトまたは動
物であり得る。
【００２４】
本発明の好ましい実施形態
　単独または組み合わせて適用できる本発明の好ましい特徴については、従属請求項およ
び以下の説明において考察する。
【００２５】
　好ましくは、組織ドレッシング材料を組織から除去するための剥離溶媒は、水性剥離溶
媒である。好ましい剥離溶媒には、蒸留水、イオン性化合物の水溶液、例えば塩化ナトリ
ウム水溶液、緩衝液、例えば酢酸／酢酸塩緩衝液、ならびに非イオン性化合物の水溶液、
例えばグルコース水溶液が含まれる。有利には、溶媒としての水は、皮膚にとって多数の
有機溶媒よりも低刺激性である。原則としては、本発明による水性剥離溶媒は水に加えて
水以外の１つ以上の共溶媒、例えば有機共溶媒、例えばイソプロパノールもしくはまた別
のアルコールを含むことができるが、好ましい剥離溶媒は、アルコール類、エステル類、
アルカン類、ハロゲン化溶媒、アミン類、アミド類を含む有機溶媒を含んでいない。しか
し、水性剥離溶媒は、有機酸を含有することが多い。有機酸は、本発明の文脈においては
有機溶媒とは見なされない。
【００２６】
　組織ドレッシング材料を組織から除去するための剥離溶媒は、特に溶解によって除去さ
れなければならない場合は、好ましくは酸性である。本発明のこの実施形態は、少なくと
も組織ドレッシング材料の特定の状態では、組織ドレッシング材料の溶解性がｐＨ依存性
であり得るという事実を活用する。したがって有利には、剥離溶媒のｐＨは、組織ドレッ
シング材料が組織ドレッシング材料を組織から剥離させるために溶解性である範囲から選
択することができる。剥離溶媒の好ましいｐＨは、７より低い、より好ましくは６．５よ
り低い、より好ましくは６．３より低い。有利には、６．３より低いｐＨでは、好ましい
創傷ドレッシング材料の１つである天然キトサンの塩基形は、水性媒体中で溶解性である
。より好ましくは、剥離溶媒のｐＨは、６より低い、より好ましくは５．５より低い、よ
り好ましくは５より低い。剥離溶媒のｐＨは、好ましくは３．５より高い。それにより、
有利には、剥離溶媒の高度の酸性度に起因する組織の刺激は回避することができる。より
好ましくは、剥離溶媒のｐＨは、４より高い、より好ましくは４．５より高い。
【００２７】
　好ましい剥離溶媒は、界面活性剤、例えばポリソルベート、例えばＴｗｅｅｎを含んで
いる。または、もしくは加えて、好ましい剥離溶媒は、置換もしくは非置換ポリアルキレ
ンオキシド、例えばポリエチレングリコールまたはポリエチレングリコールエステルを含
むことができる。そのような添加物の存在は、固体、ゲル状または固化液組織ドレッシン
グ材料の剥離を相当大きく促進できる。
【００２８】
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　キット内に提供される剥離溶媒の量は、キット内に提供された水またはキトサン以外の
組織ドレッシング材料の構成成分の量の、少なくとも５重量倍、より好ましくは少なくと
も５０重量倍である。十分量の剥離溶媒を提供することによって、組織ドレッシング材料
溶液のｐＨが所定閾値を下回ることを回避できる。適用するために、剥離溶媒は、スプレ
ーもしくはブラシで塗布することができる、またはスポンジ、スパチュラ、ピペットまた
はガーゼによって適用できる。したがって、好ましいキットは、剥離溶媒を適用するため
のスポンジ、ブラシ、スパチュラ、ピペットまたはガーゼを含有している。剥離溶媒は、
例えば密封ボトルもしくはディスポーザブルピペットに入れて、または剥離溶媒を浸漬さ
せたガーゼ、スポンジもしくはゲルによって提供することができる。剥離溶媒はまた、ス
プレー装置内で提供することができる。好ましいスプレー装置は、剥離溶媒を貯蔵するた
めの容器を含んでいる。このスプレー装置はまた、剥離溶媒を吐出するための加圧ガスを
含むことができる。
【００２９】
　以下に記載する組織ドレッシング材料の好ましい調製物、特性および特徴に関連してそ
れらが固体、ゲル状または液体組織ドレッシング材料のいずれに関しているかが規定され
ない場合は、それらをそのような材料のいずれにも同等に適用できると想定すべきである
。好ましい組織ドレッシング材料は、好ましくは多糖類、例えばキトサン、例えば天然キ
トサンを含む、またはそれからなるポリマーもしくはコポリマーである。
【００３０】
　本発明の文脈における用語「天然キトサン」は、ポリ（Ｎ－アセチル－Ｄ－グルコサミ
ン－コ－Ｄ－グルコサミン）コポリマーまたはポリ（Ｄ－グルコサミン）ホモポリマーで
ある規定された化学物質キトサンを意味する。任意の架橋またはさもなければ化学修飾キ
トサンは、天然キトサンとは相違する特性を有するキトサン誘導体であると考えられる。
本発明の文脈における用語「天然キトサン」は、キトサン塩基、および溶解した、または
溶解していないキトサン塩の形態にあるキトサンの両方を含む。本発明の文脈において一
般に「キトサン」について言及される場合、これは天然キトサン、または架橋および／ま
たはさもなければ修飾されたポリ（Ｎ－アセチル－Ｄ－グルコサミン－コ－Ｄ－グルコサ
ミン）コポリマーまたはポリ（Ｄ－グルコサミン）ホモポリマーの任意の誘導体の任意の
形態、塩または塩基であり得る。好ましいキトサンは、天然キトサンである。天然キトサ
ンの利点の１つは、高度の生体適合性および生物活性である。好ましい組織ドレッシング
材料は、本質的に非分解性であり得るが、これは例えば以下に規定する脱アセチル化キト
サンと同様である、または部分的もしくは完全に分解性、例えば生分解性であり得る。
【００３１】
　好ましい組織ドレッシング材料は、抗菌特性を有する。それにより、有利には、局所的
抗菌治療を達成することができるので、全身性抗菌活性、すなわちそのような治療が必要
とされない、および／または所望ではない患者の身体の領域の抗菌治療を回避することが
できる。したがって本発明は、副作用を減少させ、患者の迅速な回復に寄与することがで
きる。抗菌特性を備える適切な組織ドレッシング材料は、キトサン、特に天然キトサンで
ある。
【００３２】
　有利には、組織ドレッシング材料または組織ドレッシング材料の構成成分としてキトサ
ンを用いると、本質的に毒性化合物を含んでいない組織ドレッシング材料を提供すること
ができる。本発明は、全身的活性ではなく局所的活性のみを備える天然ポリマー抗生物質
としてのキトサン、特に天然キトサンの抗生物質としての性質を活用することによって、
創傷感染症のリスクを減少させることができる。好ましくは、本組織ドレッシング材料は
、追加の保存料を含まない。本発明者らは、キトサンの抗菌特性が製品の満足できる貯蔵
寿命を提供するために十分であることを見いだした。これは液体組織ドレッシング材にお
いて特に有利であるが、それは市場で入手できる多数の液体組織ドレッシング材は、毒性
作用を有する可能性があり、組織刺激またはアレルギー反応を誘発する可能性がある保存
料を含有するからである。
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【００３３】
　好ましいキトサンは、４０％以下、好ましくは２０％以下、好ましくは１０％以下のア
セチル化度（ＤＡ）を有する。好ましくは、キトサンは脱アセチル化されている。好まし
くは、これは本組織ドレッシング材料の唯一のキトサン成分である。本発明の文脈におけ
る用語「脱アセチル化キトサン」は、キトサンのＤＡが２．５％未満であることを意味す
る。本発明のこの実施形態は、創傷治癒の有意に加速された速度が、脱アセチル化された
、すなわち本質的にＮ－アセチル－Ｄ－グルコサミンサブユニットを含まない天然キトサ
ン材料を適用することによって達成できるという本発明者らの所見を活用している。この
所見は、例えば上記の米国特許第３，６３２，７５４号明細書に記載されたように、創傷
治癒用途におけるＤ－グルコサミンのＮ－アセチル化形に起因する重要性を考えると驚く
べきことである。さらに、例えば、Ｃｈｉｔｉｎ　ａｎｄ　ｃｈｉｔｏｓａｎ，Ａｍｓｔ
ｅｒｄａｍ　１９８９，６５３の中のＩｚｕｍｅ　ｅｔ．ａｌ．，「Ａ　ｎｏｖｅｌ　ｃ
ｅｌｌ　ｃｕｌｔｕｒｅ　ｍａｔｒｉｘ　ｃｏｍｐｏｓｅｄ　ｏｆ　ｃｈｉｔｏｓａｎ　
ａｎｄ　ｃｏｌｌａｇｅｎ　ｃｏｍｐｌｅｘ」において、極めて低いアセチル化度のキト
サンは、極度に高い細胞接着に起因して細胞増殖を阻害するので、むしろ細胞増殖抑制特
性を有する可能性があることが提言されている。
【００３４】
　ＤＡは、例えばＬａｖｅｒｔｕ　ｅｔ　ａｌ．，「Ａ　ｖａｌｉｄａｔｅｄ　１Ｈ　Ｎ
ＭＲ　ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｄ
ｅｇｒｅｅ　ｏｆ　ｄｅａｃｅｔｙｌａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｃｈｉｔｏｓａｎ」，Ｊ．Ｐｈ
ａｒｍ．Ｂｉｏｍｅｄ．Ａｎａｌ．２００３，３２，１１４９において開示されているよ
うに、１Ｈ　ＮＭＲ分光法によって得ることができる。本発明の文脈における「脱アセチ
ル化天然キトサン」は、上記の規定にしたがって天然および脱アセチル化の両方であるキ
トサンを意味する。本発明による好ましい組織ドレッシング材料では、脱アセチル化キト
サンまたは脱アセチル化天然キトサンのＤＡは、２％以下、好ましくは１．５％以下、よ
り好ましくは１％以下、より好ましくは０．５％以下である。有利には、そのような極め
て低いアセチル化度は、本発明の創傷治癒特性をさらに改良することができる。さらに、
生分解をいっそう阻害できるので、組織ドレッシング材料の組織内方成長および過度の粘
着が回避される。さらに、脱アセチル化天然キトサンの低ＤＡによって、本組織ドレッシ
ング材料は、組織内方成長および増殖中の組織へのポリマーマトリックスの望ましくない
接着を防止することに寄与できる、特に非リゾチーム生分解性形態で適用することができ
る。
【００３５】
　好ましくは、キトサン、より好ましくは天然キトサンは、本組織ドレッシング材料の主
要成分である。本発明の文脈における、本組織ドレッシング材料およびキトサンの種類（
例えば、一般にキトサン、脱アセチル化キトサン、天然キトサンまたは脱アセチル化天然
キトサン）に関する表現「主要成分」は、各種類のキトサンが本組織ドレッシング材料の
少なくとも５０重量％を構成することを意味する。したがって、例えば本組織ドレッシン
グ材料が組織に適用される固体またはゲル状フィルムとして提供される場合、このフィル
ムは少なくとも５０重量％の各種類のキトサンから構成される必要がある。液体組織ドレ
ッシング材料の場合には、水性混合液中の水以外の成分に関する表現「主要成分」は、水
以外の全構成成分の組み合わせの少なくとも５０重量％が各種類のキトサンでなければな
らないことを意味する。さらに、以下で詳細に考察するように、本組織ドレッシング材は
、本組織ドレッシング材料から形成される層である第１層、およびまた別の材料から形成
されるまた別の層を含むことができ、このまた別の層は支持体として作用する。そのよう
な場合には、上記の定義に従うと、少なくとも５０重量％までが各種類のキトサンから構
成される必要があるのは第１層であって支持体層ではないことになる。本組織ドレッシン
グ材料が組織から取り込む物質、例えば創傷からの滲出液は、本組織ドレッシング材料の
成分であるとは見なされないことに留意されたい。
【００３６】
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　本発明の１つの実施形態では、本組織ドレッシング材料は、固体またはゲル、好ましく
はヒドロゲルである。好ましくは、本組織ドレッシング材料は、フィルムの形態にある。
好ましいフィルムは、好ましくは１μｍ（マイクロメートル）以下、より好ましくは０．
３μｍ以下、より好ましくは０．１μｍ以下の平均粗さＲａを備える平滑な表面を有する
。有利には、平滑な表面は組織への機械的固着の形成を減少させ、それによりさらに本組
織ドレッシング材料の除去を促進することができる。典型的には、乾燥したフィルムの厚
さは０．５μｍ～５００μｍ、好ましくは１０μｍ～１００μｍである。乾燥したフィル
ムは、治療対象の組織、例えば創傷、および好ましくはさらに周囲組織の一部を被覆する
ために十分な表面積を有する。好ましくは、少なくとも７０重量％、より好ましくは少な
くとも９０重量％、より好ましくは少なくとも９５重量％の固体またはゲル状組織ドレッ
シング材料は、キトサン、好ましくは天然キトサンである。
【００３７】
　患者の組織と接触して適用されるために好ましい固体またはゲル状組織ドレッシング材
料は、少なくとも部分的に水溶性である。言い換えると、それが患者の組織に適用するた
めに提供される時点で、天然ｐＨでは水に少なくとも部分的に溶解することができる。本
組織ドレッシング材料は、例えばポリマー塩、例えばキトサン塩などの多糖類の塩、例え
ば天然キトサンまたはキトサン誘導体の塩であり得る。本組織ドレッシング材料が組織に
しっかりと接着することは、本発明のこの実施形態が達成できる利点である。それにより
、本組織ドレッシング材料が組織から早期に剥離することを回避できる。本発明のこの実
施形態は、有利には、キトサン塩が中性ｐＨの水性溶媒中では可溶性であるという事実を
活用する。したがって、湿潤した、または事前に湿潤させた組織は本組織ドレッシング材
料の表面を液化し、組織との恒久的接触を提供する。好ましい塩は、ポリマー、好ましく
はキトサン、例えば天然キトサンの無機酸、例えば塩酸、または２個～１２個の炭素原子
、および１～５の第１ｐＫａ値を有する一塩基もしくは多塩基有機酸、例えば酢酸、クエ
ン酸、乳酸、リンゴ酸、コハク酸、マンデル酸、シュウ酸、酒石酸、アスコルビン酸など
の群から選択される有機酸中での溶解から誘導される塩である。本発明のまた別の実施形
態では、各種類のポリマーは、キトサン塩基の形態で存在する。
【００３８】
　好ましい固体組織ドレッシング材料は、全体としてキトサン、好ましくは天然キトサン
からなる。好ましくは、ポリマー塩、例えば多糖塩、好ましくはキトサン塩、好ましくは
天然キトサンの塩は、本固体またはゲル状組織ドレッシング材料の主要成分を構成する。
より好ましくは、少なくとも７０重量％、より好ましくは少なくとも９０重量％、より好
ましくは少なくとも９５重量％の本固体またはゲル状組織ドレッシング材料は、ポリマー
塩、例えば多糖塩、好ましくはキトサン塩、好ましくは天然キトサンの塩である。好まし
い固体組織ドレッシング材料は、全体として、ポリマー塩、例えば多糖塩、好ましくはキ
トサンの塩、好ましくは天然キトサンの塩からなる。
【００３９】
　好ましい実施形態では、本組織ドレッシング材料は、キトサン塩、例えば天然キトサン
塩などのポリマー塩に加えてグリセロールを含む。グリセロール含有量は、好ましくは本
固体組織ドレッシング材料のポリマー塩含有量、より好ましくはキトサン塩含有量の少な
くとも１０重量％、より好ましくは少なくとも１５重量％、より好ましくは少なくとも２
０重量％を構成する。グリセロールは、好ましくは１０重量％より高い、より好ましくは
１５重量％より高い、より好ましくは２０重量％より高い濃度で存在する。グリセロール
は、好ましくは６０重量％未満、より好ましくは４５重量％未満、より好ましくは３０重
量％未満の濃度で存在する。
【００４０】
　本発明のまた別の好ましい実施形態では、患者の組織と接触して適用されるための本組
織ドレッシング材料は、液体である。一般に、適用後には、本液体組織ドレッシング材料
は、固化する、すなわち、固体またはゲル、例えばヒドロゲルに変化する。本発明の一部
の実施形態では、適用された時点に液体組織ドレッシング材料中に存在した溶媒の除去、
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好ましくは蒸発は、固化を誘発する、または少なくとも固化に寄与する。追加して、もし
くはまたは、固化は、他の因子、例えば本組織ドレッシング材料のポリマー成分の化学的
または物理的架橋結合によって誘発する、または帰せることができる。
【００４１】
　好ましくは、本液体組織ドレッシング材料は、水性混合液、例えば分散液もしくは懸濁
液、より好ましくは溶液であり、すなわち本液体組織ドレッシング材料は混合媒体もしく
は溶媒として水のそれぞれを含む。さらに、本液体組織ドレッシング材料は、共溶媒、例
えばイソプロパノールなどのアルコール類を含むことができる。これは、溶媒のより迅速
な蒸発という利点を有することができ、これは次により迅速な固化をもたらす。
【００４２】
　溶質、またはより一般的には混合媒体が本液体組織ドレッシング材料の固化後に除去さ
れると残留する混合液の構成成分は、好ましくは塩、より好ましくはポリマー塩、例えば
天然キトサンの塩またはキトサン誘導体の塩などのキトサン塩を含む、より好ましくはそ
れからなる。好ましい塩は、ポリマー、好ましくはキトサン、例えば天然キトサンの無機
酸、例えば塩酸、または２個～１２個の炭素原子、および１～５の第１ｐＫａ値を有する
一塩基もしくは多塩基有機酸、例えば酢酸、クエン酸、乳酸、リンゴ酸、コハク酸、マン
デル酸、シュウ酸、酒石酸、アスコルビン酸などの群から選択される有機酸中での溶解か
ら誘導される塩である。
【００４３】
　好ましくは、キトサン、より好ましくは天然キトサンは、本液体組織ドレッシング材料
の水以外の主要成分である。好ましくは、混合液の水以外の少なくとも７０重量％の構成
成分は、ポリマー、好ましくは多糖類、例えばキトサン、好ましくは天然キトサンである
。特に好ましい混合液は、本質的にポリマー、好ましくは多糖類、例えばキトサン、好ま
しくは天然キトサン、および水のみからなる。好ましい混合液は、酸性である。ポリマー
の濃度は、好ましくは１５重量％未満、より好ましくは１０重量％未満、より好ましくは
５重量％未満、より好ましくは２重量％未満である。
【００４４】
　適用するために、本液体組織ドレッシング材料は、好ましくは組織上に噴霧され、混合
媒体または溶媒は、引き続いて蒸発されて固体またはゲル状フィルムが形成される。典型
的には、フィルムの厚さは０．１μｍ～５０μｍ、好ましくは１μｍ～２０μｍである。
フィルムは、治療対象の組織、例えば創傷、および好ましくはさらに周囲組織の一部を被
覆するために十分な表面積を有する。したがって、液体組織ドレッシング材料を含む本発
明による好ましいキットは、患者の組織上に液体組織ドレッシング材料を噴霧するための
スプレー装置をさらに含んでいる。好ましいスプレー装置は、本液体組織ドレッシング材
料を貯蔵するための容器を含んでいる。このスプレー装置はまた、液体組織ドレッシング
材料を吐出するための加圧ガスを含むことができる。本組織ドレッシング材料は、本液体
組織ドレッシング材料の組織への適用前または適用中に短時間混合される２つ以上の液体
成分中に提供することができる。この場合には、本スプレー装置は、数個の容器を含むこ
とができ、および／または本キットは各々が液体成分の１つを含有する数個のスプレー装
置を含むことができる。または、本液体組織ドレッシング材料は、ブラシで組織上に塗布
することができ、またはスポンジ、スパチュラ、ピペットまたはガーゼによって適用でき
る。したがって、好ましいキットは、液体組織ドレッシング材料または液体ドレッシング
材料の少なくとも１つの構成成分を組織に適用するためのスポンジ、ブラシ、スパチュラ
、ピペットまたはガーゼを含有する。
【００４５】
　本液体組織ドレッシング材料または固体もしくはゲル状水溶性組織ドレッシング材料が
組織と接触させられた後、および液体組織ドレッシング材の場合には固化中または固化後
に、好ましくは非水溶性形に、例えばキトサン塩基に転換させられる。これは、組織ドレ
ッシング材料を大気へ曝露させることによって、または転換媒体、例えば水性アルカリ溶
液を適用することによって達成できる。それにより有利には、転換後に、組織ドレッシン
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グ材料は正常条件下では、例えば組織が水道水（中性ｐＨ）下で洗浄された場合、または
石鹸（アルカリ性）が適用された場合は定位置に残留し、剥離溶媒の適用後にのみ剥離さ
れることを達成できる。引き続いて、組織ドレッシング材料が、例えば交換するため、ま
たは治療の終了時に除去されなければならない場合は、剥離溶媒は、組織ドレッシング材
料の組織からの剥離を促進するために適用される。好ましいキットは、組織ドレッシング
材料および剥離溶媒に加えて転換媒体をさらに含んでいる。
【００４６】
　好ましい組織ドレッシング材料、特に好ましい液体組織ドレッシング材料は、有機溶媒
、例えばアルコール類、エステル類、アルカン類、ハロゲン化溶媒、アミン類、アミド類
を含んでいない。しかし、組織ドレッシング材料は有機酸を含有することが多い。有機酸
は、本発明の文脈においては有機溶媒とは見なされない。
【００４７】
　本発明による好ましいキットは、固体またはゲル状および液体組織ドレッシング材料の
両方を含んでいる。本発明による好ましい方法では、最初に液体および引き続いて固体ま
たはゲル状組織ドレッシング材料が患者の組織に適用される。好ましくはこの方法では、
固体またはゲル状組織ドレッシング材料は、液体組織ドレッシング材料が固化する前に適
用される。本発明者らは、液体組織ドレッシング材料が固体またはゲル状組織ドレッシン
グ材料の標的組織への接着を促進できることを見いだしている。これは特に、水溶性の固
体またはゲル状組織ドレッシング材料について、および水溶性の固体またはゲル状組織ド
レッシング材料が付着前に水で湿潤させられる代替法に比較して当てはまる。これは後者
の方法が固体またはゲル状組織ドレッシング材料の望ましくない変形をもたらすことが多
いことが見いだされているためであり、この変形は固体またはゲル状組織ドレッシング材
料を付着させるための液体組織ドレッシング材料の適用によって回避できる。好ましくは
本キットおよび方法では、本液体組織ドレッシング材料は、本明細書に記載した好ましい
液体組織ドレッシング材料の１つである。同様に、本キットおよび方法では、本固体また
はゲル状組織ドレッシング材料は、本明細書に記載した好ましい固体またはゲル状組織ド
レッシング材料の１つである。好ましくは、本液体組織ドレッシング材料および／または
本固体もしくはゲル状組織ドレッシング材料および剥離溶媒は、別個の容器内に提供され
る。
【００４８】
　本発明の一部の実施形態における固体、ゲル状または液体の組織ドレッシング材料は、
数種の構成成分、液体組織ドレッシング材料の場合には、好ましくは水以外の数種の構成
成分を含む混合液または複合材料である。好ましくは、本組織ドレッシング材料は、水お
よびキトサン以外の少なくとも１つの構成成分を含んでいる。１つの実施形態では、本組
織ドレッシング材料は、グリセロールを含んでいる。これは、有利には本組織ドレッシン
グ材料の水溶性から酸性媒体中でのみ可溶性である形態への転換を促進することができる
。
【００４９】
　１つの好ましい実施形態では、本組織ドレッシング材料は、キトサン以外の少なくとも
１つの医薬的活性および／または生物活性構成成分を含んでいる。適切な生物活性構成成
分は、例えばタンパク質、ペプチドもしくはそれらの誘導体、核酸もしくはそれらの誘導
体、薬物として活性である低分子量化合物、例えば抗生物質もしくは抗炎症薬、または先
天性免疫系のアゴニストもしくはアンタゴニスト、または少なくとも１つのサブタイプの
細胞の増殖を刺激もしくは分化させるための刺激因子もしくは分化成長因子、または創傷
表面から抽出されなければならない所定の成分に対する親和性を備える樹脂、または装飾
機能、例えば光吸収、蛍光もしくはリン光もしくは光反射粒子を備える溶解もしくは分散
化合物もしくはポリマーであり得る。または、もしくは追加して、本組織ドレッシング材
料は、生体細胞を含むことができる。
【００５０】
　本発明の１つの好ましい実施形態では、本組織ドレッシング材料（固体、ゲル状および
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／または液体）は、本組織ドレッシング材料が適用される組織の部位でのｐＨを視覚的に
示すｐＨ感受性色素を含んでいる。ｐＨは、本創傷ドレッシング材料によって被覆される
組織の状態を示すための代用物として使用できる。例えば、創傷内のｐＨは、創傷治癒過
程中の創傷の現在の状態を示すことができることは公知である。
【００５１】
　本発明の好ましい実施形態では、本組織ドレッシング材料は、６．３より低い、好まし
くは６より低い、特に好ましくはほぼ５～５．５のｐＨを有する。好ましいｐＨは、４．
０より高く、より好ましくは４．５より高い。ｐＨが健常な皮膚の表面のｐＨに近く、そ
れによってそれに本組織ドレッシング材料が付着される組織への刺激または損傷が回避さ
れることは、本発明のこの実施形態の達成可能な利点である。本発明のこの実施形態は、
好ましくは本組織ドレッシング材料の外用に適用される。
【００５２】
　本発明の好ましい実施形態では、本組織ドレッシング材料は、８．５より低い、好まし
くは８より低い、特に好ましくはほぼ７～７．５のｐＨを有する。好ましいｐＨは、６．
０より高く、より好ましくは６．５より高い。ｐＨが健常な組織のｐＨと近く、それによ
ってそれに本組織ドレッシング材料が付着される組織への刺激または損傷が回避されるこ
とは、本発明のこの実施形態が達成可能な利点である。本発明のこの実施形態は、好まし
くは本組織ドレッシング材料の内用に適用される。
【００５３】
　好ましい組織ドレッシング材料は、１，５００重量％未満、より好ましくは１００重量
％未満、より好ましくは８０重量％未満の吸水能力を有する。それにより有利には、創傷
治癒のために好都合である湿度が創傷部位に適用される組織ドレッシング材料下で維持す
ることが達成できる。好ましくは、固体またはゲル状形にある本組織ドレッシング材料は
、２５％より高い、より好ましくは５０％より高い吸水能力を有する。有利には、本発明
のこの実施形態は、滲出液および毒性物質を吸収するために適合する。本発明の特に好ま
しい実施形態では、本組織ドレッシング材料の吸水能力は、６５％～７５％である。
【００５４】
　本発明の好ましい実施形態では、本組織ドレッシング材料は、特に固体、ゲル状または
固化形では透明である。固体またはゲル状および液体組織ドレッシング材料の両方を含む
キット内では、固化後の好ましくは固体またはゲル状組織ドレッシング材料および液体組
織ドレッシング材料の両方が透明である。有利には、これは医師が、特にそれが創傷組織
である場合は、組織ドレッシング材料を用いて治療された組織を検査することを容易にす
ることができる。一部の実施形態では、この材料は、透明な固体フィルムである。他の実
施形態では、この材料は、組織に適用されると透明なフィルムを形成する混合液、例えば
分散液、懸濁液または溶液である。さらに、本組織ドレッシング材料がｐＨ感受性色素を
含む場合には、色素の色は組織ドレッシング材料の透明性に起因して判定することができ
る。
【００５５】
　本発明の好ましい実施形態では、本組織ドレッシング材料は、本組織ドレッシング材料
から形成される層である第１層、およびまた別の材料から形成される少なくともまた別の
層を含む組織ドレッシング材の一部であり、このまた別の層は支持体として作用する。特
に、支持体は、有利には組織ドレッシング材料の組織からの早期の剥離を防止するのに役
立つことができる。支持体は、好ましくは組織と接触している側とは反対側の組織ドレッ
シング材料の層の側に位置する。好ましくは、支持体は、組織ドレッシング材料に隣接す
る。本発明による支持体は、各種類のキトサン、好ましくは脱アセチル化天然キトサンが
キトサン塩基の形態で組織ドレッシング材料内に提供されている場合に特に有利であるが
、それはキトサン塩基は一般に組織ドレッシング材料を含有するキトサン塩よりも弱く組
織に接着するからである。支持体は、例えば、織物、フォームまたは有孔フィルムであり
得る。支持体は、例えば天然材料、例えば綿または天然もしくは合成ポリマーででき得る
。適切なポリマーには、生分解性ポリマー、例えばポリエステル類、ポリオルトエステル
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類、ポリカーボネート類、ポリ無水物類、ポリウレタン類、ポリホスファゼン類、ポリホ
スホエステル類、多糖類、ポリペプチド、ならびにこれらのポリマーをベースとする誘導
体、コポリマー、およびブレンドが含まれる。適切なポリマーには、生体溶解性ポリマー
、例えばポリビニルアルコール、ポリビニルアセテート、ポリ－Ｎ－ビニルピロリドン、
ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、多糖類、ポリペプチド類、ならび
にこれらのポリマーをベースとする誘導体、コポリマー、およびブレンドがさらに含まれ
る。さらに、支持体は、非生分解性／非生体溶解性ポリマー、例えばシリコーン類、ポリ
ウレタン類、ポリエチレンテレフタレート、ポリテトラフルオルエチレン（ｐｏｌｙｔｅ
ｔｒａｆｌｕｏｒｅｔｈｙｌｅｎｅ）、ポリスルホン類、ポリエーテルスルホン類、ポリ
エーテルエーテルケトン類、ポリカーボネート類、ポリメタクリレート類、多糖類、ポリ
ペプチド類、ならびにこれらのポリマーをベースとする誘導体、コポリマー、およびブレ
ンドからなり得る。
【００５６】
　本発明による好ましい組織ドレッシング材は、本組織ドレッシング材料から形成される
層である第１層、およびまた別の材料から形成されるまた別の層を含み、このまた別の層
は少なくとも部分的水分バリアとして作用する。言い換えると、また別の層は、本発明に
よる組織ドレッシング材料を用いた組織の治療中の、組織ドレッシング材料内での水の蒸
発を防止または少なくとも遅延させることができる。これは、組織ドレッシング材が乾燥
創傷に適用された場合は特に利点である可能性がある。また別の層は、好ましくは組織と
接触している側とは反対側の組織ドレッシング材料の層の側に位置する。好ましくは、ま
た別の層は、組織ドレッシング材料に隣接する。本発明は、支持体層および少なくとも部
分的水分バリアとして作用するまた別の層の両方を有する組織ドレッシング材も含んでい
る。当然ながら、支持体および少なくとも部分的水分バリアの両方の機能は、単一の他の
層によって果たすこともできる。また別の層は、例えば、シリコーンまたは上記に列挙し
たポリマー群からのまた別のポリマーもしくはポリマー組成物であり得る。典型的には、
また別の層の厚さは、１０μｍ～１，０００μｍ、好ましくは５０μｍ～５００μｍであ
る。本発明の一部の実施形態では、また別の層は穿孔されている。孔の直径は、典型的に
は１０μｍ～１，５００μｍ、好ましくは５０μｍ～１，０００μｍである。本発明の代
替実施形態では、水分バリアの代わりに、液体、例えば創傷滲出液を吸収することのでき
る層が提供される。適切な材料は、例えば多糖類をベースとするヒドロゲルもしくはセル
ロース誘導体を含むヒドロコロイド、またはポリウレタンフォームであり得る。これは、
組織ドレッシング材が湿潤創傷に適用された場合は特に利点である可能性がある。
【００５７】
　本発明の好ましい実施形態では、組織ドレッシング材料、好ましくは組織ドレッシング
材料全体が、容器内に存在し、キットの保管寿命が切れていない限りは、組織ドレッシン
グ材料がその液体もしくは水溶性状態からその非水溶性状態への転換を防止できる容器内
に提供される。好ましくは、容器は防湿性である、より好ましくは本質的に気密性である
。
【００５８】
　さらに、本発明の一部の実施形態では、患者の組織と接触して適用されることが企図さ
れる側の組織ドレッシング材料は、剥離性カバーシートで被覆される。カバーシートは防
湿性、より好ましくは空気不透過性である。これは、組織ドレッシング材料のその液体も
しくは水溶性状態からその非水溶性状態への、患者の組織へ適用される前の早期の転換を
防止することに寄与できる。
【００５９】
　本発明による組織ドレッシング材料は、特に、以下の有利な特性の内の１つまたは組み
合わせを示すことができる。その有利な特性とは、透明性、臭気の中性、それが適用され
る組織への接着、ガス、特に酸素の透過性、抗生物質特性が局所に限定されること、止血
特性、湿度の調節、および穏当なｐＨでの溶解性である。本組織ドレッシング材料は、非
細胞毒性、非細胞増殖抑制性および非炎症性であり得る。この材料は、治療される組織の
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細胞の成長を阻害する、または促進することができる。この材料は、治療される組織の内
側および外側からの細菌感染から防御するためのバリアとして、および機械的保護として
も作用することもできる。特に、この材料は、感染、および火傷のリスクがある表在性創
傷、病変、擦傷を保護および被覆することができる。本発明による組織ドレッシング材料
および組織ドレッシング材は、従来型創傷ドレッシング材が無効である、または少なくと
もあまり効果的ではないことが分かった場合、例えば潰瘍性組織、ウイルスによって誘発
された潰瘍になる傾向がある創傷、粘膜組織、生殖器領域、および体腔の治療において保
護を提供することができる。この材料は、滅菌に適している可能性がある。この材料は色
素で着色することができる。
【００６０】
　創傷ドレッシング材料、特に本発明による液体創傷ドレッシング材料は、無菌物質、酸
化防止剤および界面活性剤を含んでいなくてよいので、それにより毒性またはアレルギー
反応のリスクを低下させることができる。本創傷ドレッシング材料は、４～６、好ましく
はほぼ５．５のｐＨを示し、皮膚にとってｐＨ中性であり得る。本創傷ドレッシング材料
は、吸入またはこの材料を注入または嚥下することによる体内適用にも適している可能性
がある。
【００６１】
　特に、本発明による液体組織ドレッシング材料は、以下の有利な特性の内の１つまたは
組み合わせを示すことができる。その有利な特性とは、水をベースとして、有機溶媒を含
んでいなくてよいことや、フィルム形成特性を有することができることや、水溶液を用い
て除去することができることである。本液体組織ドレッシング材料は、ヒトまたは動物の
身体の到達するのが困難である領域、またはフィルムのような固体材料を適用するのが困
難である領域に適用することができる。
【００６２】
　以下では、下記の図面を参照しながら本発明をより詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】購入した天然キトサンの１Ｈ　ＮＭＲスペクトルを示す図である。
【図２】さらなる加水分解工程後の本質的に脱アセチル化した天然キトサンの１Ｈ　ＮＭ
Ｒスペクトルを示す図である。
【図３】組織培養ポリスチレンコントロール（ＰＳ＝１００％）に比較した、様々なアセ
チル化度を備えるキトサン材料上のケラチン生成細胞の細胞生存率を示す図である。
【図４】酢酸緩衝液を浸漬させたガーゼを適用することによる、本発明による組織ドレッ
シング材料の制御された溶解を示す図である。
【図５】剥離溶媒の適用前（５ａ）、適用中（５ｂ）、および適用後（５ｃ）の、本発明
による組織ドレッシング材料を含む組織ドレッシング材を示す図である。
【図６】本発明による液体組織ドレッシング材料が適用されている創傷を示す略図である
。
【図７】本発明による固体組織ドレッシング材料が適用されている創傷を示す略図である
。
【図８】本発明による非有孔創傷ドレッシング材が適用されている創傷を示す略図である
。
【図９】本発明による有孔創傷ドレッシング材が適用されている創傷を示す略図である。
【発明を実施するための形態】
【００６４】
＜１．１Ｈ　ＮＭＲ分光法＞
　以下の実施例において出発材料として使用したキトサンは、Ｃｏｇｎｉｓ（独国）から
微細フレークの形態で入手した。アセチル化度（ＤＡ）は、１Ｈ　ＮＭＲ分光法によって
決定した。図１は、この市販のキトサンから入手した１Ｈ　ＮＭＲスペクトルを示してい
る。図２は、以下で詳細に説明するように、市販製品に適用されたさらなる加水分解工程
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後に脱アセチル化したキトサンから入手した対応する１Ｈ　ＮＭＲスペクトルを示してい
る。どちらの場合も、キトサンは、Ｄ２Ｏ中でおよそ０．５％（ｗ／ｖ）のキトサン濃度
にある０．２５％　ＤＣｌの混合液中で分析した。スペクトルは、Ｂｒｕｋｅｒ　ＡＣ２
００分光計を使用して記録した。ＮＭＲ化学シフト（δ、単位ｐｐｍ）をＨＤＯ（δ＝４
．８ｐｐｍ）のシグナルと比較した。Ｄ－グルコサミンサブユニットのＨ２－Ｈ６と関連
付けたピーク下の積分面積をメチル基のそれと比較することによって計算したＤＡは、購
入した天然キトサンについては１４．５％、および脱アセチル化天然キトサンについては
１．５％であると決定された。
【００６５】
＜２．低ＤＡキトサンの合成＞
　さらなる加水分解のために、供給業者であるＣｏｇｎｉｓから入手したキトサンフレー
ク５０ｇ（グラム）をガラス容器に入れ、５００ｇの４５％水酸化ナトリウム水溶液を加
えた。構成成分を混合するためにガラス容器をよく振とうし、１００℃のオーブン内に２
時間にわたり入れた。次にこれをオーブンから取り出し、５００ｍＬ（ミリリットル）の
蒸留水を加えた。この混合液をガラスフリットに通して濾過した。次に、濾液のｐＨが６
．５に達するまでキトサンを蒸留水で洗浄し、１００℃で４ｈ（時間）にわたり乾燥させ
た。次いでこの加水分解処理を繰り返すと、１Ｈ　ＮＭＲ分光法で決定した１．５％のＤ
Ａを有する脱アセチル化天然キトサン４２ｇが生じた。
【００６６】
＜３．低ＤＡキトサン上の細胞生存率＞
　ヒトＨａＣａＴケラチン生成細胞は、０．２ｎｇ／ｍＬ（ナノグラム／ミリリットル）
のｒＥＧＦおよび２５μｇ／ｍＬ（マイクログラム／ミリリットル）のウシ下垂体抽出物
を補給した無血清培地（Ｇｉｂｃｏ）中で培養した。カルシウム濃度を０．０２ｍＭ、お
よびｐＨを７．２～７．４へ調整した。細胞は培地２０ｍＬ当たり１×１０６個（細胞）
の密度で播種し、１０％　ＣＯ２を含有する３７℃の大気中でインキュベートした。細胞
は週に１回継代培養し、分析には２０～２５継代を使用した。
【００６７】
　各々１．５％、４．０％、および１４．５％のＤＡを有するキトサンフィルムを２４ウ
エル細胞培養プレート内に置き、ヒトＨａＣａＴケラチン生成細胞を１ｃｍ２当たり５×
１０４個（細胞）の密度で播種し、２日間にわたり培養した。細胞生存率は、ＭＴＳアッ
セイ（Ｐｒｏｍｅｇａ）を使用して決定した。細胞を用いた４時間にわたるＭＴＳインキ
ュベーション後、４９０ｎｍでの吸光度をＥＬＩＳＡプレートリーダーによって測定し、
コントロール（細胞無含有）の吸光度から差し引くと、補正吸光度が得られた。各ＤＡの
５つのサンプルについて試験した。図３ａは、３つのサンプルおよびポリスチレン（ＰＳ
）を用いたコントロールについての４９０ｎｍ（ＰＳ＝１００％）での相対吸光度αを示
している。
【００６８】
＜４．組織ドレッシング材料（材料Ａ）の溶液の調製＞
　このようにして得られた１．５％のＤＡを有する天然キトサン７．５ｇを、２４時間に
わたり緩徐に振とうすることによって、５００ｍＬの０．５％酢酸水溶液中に溶解させた
。この溶液の一部分を最初にガラス繊維フィルター（孔径：約１μｍ）に通して濾過し、
次に滅菌のために０．２２μｍフィルターに通すと、全体として脱アセチル化天然キトサ
ンから本質的になる組織ドレッシング材料の溶液が生じた。以下では、この材料を組織ド
レッシング材料Ａと称する。
【００６９】
＜５．固体フィルム型組織ドレッシング材料（材料Ｂ）の第１実施例の調製＞
　上記のように調製した各１４４ｍＬの脱アセチル化天然キトサンの非濾過溶液の２つの
部分をサイズが２４×２４ｃｍ２（平方センチメートル）の２つの正方形の型内に注入し
、室温で乾燥させるために無塵環境に放置した。生じたフィルムを第１の型から取り出し
、１０ｋＧｙ（キログレイ）電子線を使用して滅菌した。全体として脱アセチル化天然キ
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トサン酢酸塩から本質的になる組織ドレッシング材料の厚さおよそ８０μｍの透明フィル
ムが得られた。以下では、この材料を組織ドレッシング材料Ｂと称する。
【００７０】
＜６．固体フィルム型組織ドレッシング材料（材料Ｃ）の第２実施例の調製＞
　第２の型からの乾燥フィルムを、メタノール／水（９０／１０（ｖ／ｖ））中の１．５
％アンモニア溶液を含有する浴中に２時間にわたり入れた。次にこのフィルムを浴から取
り出し、室温で保管することによって乾燥させた。このフィルムは１０ｋＧｙ電子線を使
用して滅菌した。全体として脱アセチル化天然キトサン塩基から本質的になる組織ドレッ
シング材料の厚さおよそ８０μｍの透明フィルムが得られた。以下では、この材料を組織
ドレッシング材料Ｃと称する。
【００７１】
＜７．固体フィルム型組織ドレッシング材料（材料Ｄ１）の第３実施例の調製＞
　上記のように調製した１４４ｍＬの脱アセチル化キトサンの濾過溶液を、サイズが２４
×２４ｃｍ２の正方形の型内に注入し、室温で乾燥させるために無塵環境に放置した。３
日間の貯蔵後、生じたフィルムを型から取り外し、ポリ袋内に移し、次にこれを密封し、
２５ｋＧｙ（キログレイ）電子線を使用して滅菌した。全体として脱アセチル化キトサン
酢酸塩から本質的になる組織ドレッシング材料の厚さおよそ８０μｍの透明フィルムが得
られた。以下では、この材料を組織ドレッシング材料Ｄ１と称する。
【００７２】
＜８．固体フィルム型組織ドレッシング材料（材料Ｄ２）の第４実施例の調製＞
　手順をわずかに修正して、正方形の型内に注入する前に脱アセチル化キトサンの濾過溶
液に４％（ｗ／ｗ）グリセロールを加えた。組織ドレッシング材料Ｄ１について上述した
その後の処置により、全体として脱アセチル化キトサン酢酸塩およびグリセロールの混合
液から本質的になる組織ドレッシング材料の透明フィルムが生じた。以下では、この材料
を組織ドレッシング材料Ｄ２と称する。
【００７３】
＜９．固体フィルム型組織ドレッシング材料（材料Ｄ３）の第５実施例の調製＞
　手順をさらに修正して、脱アセチル化キトサンのグリセロール含有溶液を正方形の型内
に注入し、これをポリウレタン／ポリエチレン（Ｐｌａｔｉｌｏｎ　Ｕ０７３　ＰＥ、Ｅ
ｐｕｒｅｘ、ボムリッツ／独国）からなる２層フィルムで、ポリウレタン側を上にし、ポ
リエチレン側を型の底部に固定させて被覆した。組織ドレッシング材料Ｄ１について上述
したその後の処置により、ポリウレタン／ポリエチレンサポートフィルムに付着している
全体として脱アセチル化キトサン酢酸塩およびグリセロールの混合液から本質的になる組
織ドレッシング材料の透明フィルムが生じた。以下では、この材料を組織ドレッシング材
料Ｄ３と称する。使用時には、ポリエチレン層は除去する。残留しているポリウレタン層
はガス透過性である。
【００７４】
＜１０．固体フィルム型キトサン（キトサンＤ４）の第６実施例の調製＞
　キトサンフィルムＤ２の調製をわずかに修正した手順で、正方形の型内に注入する前に
濾過溶液に１％（ｗ／ｗ）グリセロールを加えた。キトサンＤ１について上述したその後
の処置により、全体として脱アセチル化キトサン酢酸塩およびグリセロールの混合液から
本質的になる透明フィルムが生じた。以下では、この材料をキトサンＤ４と称する。
【００７５】
＜１１．より高いＤＡを備える固体フィルム型組織ドレッシング材料の２つの実施例の調
製（材料Ｅ１およびＦ１）＞
　組織ドレッシング材料のさらに２つの実施例は、１つの場合には４％のＤＡ（材料Ｅ１
）を生じさせるために加水分解工程を短縮した、およびもう１つの場合には１６％のＤＡ
（材料Ｆ１）を生じさせるために加水分解工程を完全に省略した、修飾のみを加えた材料
Ｄ１を生じさせる手順によって製造した。
【００７６】



(18) JP 2013-503656 A 2013.2.4

10

20

30

40

＜１２．組織ドレッシング材料Ｃの吸水＞
　上記の実施例に記載したように製造した組織ドレッシング材料Ｃを計量し、次に蒸留水
中に１５分間入れた。湿潤フィルムの重量を乾燥フィルムの重量と比較し、吸水は７２重
量％であると決定された。
【００７７】
＜１３．キトサンＤ４の吸水＞
　上記の実施例に記載したように製造したキトサンＤ４を計量し、次に蒸留水中に６０分
間入れた。湿潤フィルムの重量を乾燥フィルムの重量と比較し、吸水はフィルム調製の７
日後には１，２１７重量％、およびフィルム調製の１４日後には４７５重量％であると決
定された。
【００７８】
＜１４．組織ドレッシング材料Ａ、ＢおよびＣの適用＞
　以下の表１には、組織ドレッシング材料Ａ、ＢおよびＣを用いた患者の治療結果を詳述
する。材料Ａは創傷上に直接噴霧し、その後溶媒が大気中に容易に蒸発するように被覆せ
ずに放置した。材料ＢおよびＣは、フィルム状材料の小さな切り傷として創傷と直接接触
して適用された。材料Ｂの場合は、皮膚は、材料の適用前に事前に湿潤させた。全実施例
で、材料は適用後は被覆せずに放置した。
【００７９】
【表１】

【００８０】
＜１５．キトサン組織ドレッシング材の溶解＞
　組織ドレッシング材料ＢおよびＣの制御された溶解について、蒸留水、０．９％塩化ナ
トリウム水溶液、および０．５％酢酸／酢酸塩緩衝液各々を用いた溶解実験において試験
した。溶液のｐＨは、適切な量の１Ｎ塩酸または水酸化ナトリウム溶液を使用して、表２
に指示した数値に調整した。材料ＢおよびＣは、各々５ｍｇ～１０ｍｇの乾燥重量を有す
る長方形のサンプルに切断した。フィルムの乾燥重量に対して体積当たり１００倍過剰な
各溶液を浸漬させたガーゼを各サンプルフィルムに適用し、フィルムが完全に溶解するた
めの時間を記録した。
【００８１】
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【表２】

【００８２】
　組織ドレッシング材料Ｃおよび０．５％酢酸／酢酸ナトリウムの混合液を用いた対照溶
解実験（表２の右列）は、図４に示した。この材料は、より明確に視認するために、１時
間にわたり０．０１％インジゴカルミン水溶液中に貯蔵することによって染色した。完全
な溶解は、ｐＨ４．０および４．５では３０分後、ｐＨ５．０では２時間後、およびｐＨ
５．５では４時間後のそれぞれで観察された。
【００８３】
＜１６．水溶性組織ドレッシング材料の非水溶性組織ドレッシング材料へのインサイチュ
ー転換＞
　組織ドレッシング材料Ａ、Ｄ１、Ｄ２、Ｄ３、およびＤ４各々のサンプルを室温および
湿度２０％～４０％の大気中に密封せずに放置した。これらの条件下で、組織ドレッシン
グ材Ａは数時間以内に固体フィルムへ乾燥した。蒸留水中の完全溶解を３、７、および１
４日後に分析した。結果は、表３に要約する。
【００８４】

【表３】

【００８５】
　同様に、創傷ドレッシング材Ａ、Ｄ１、Ｄ２、Ｄ３、およびＤ４各々の水溶性から非水
溶性形への転換は、ヒト皮膚上の創傷ドレッシング材の適用後にも観察された。Ｄ３の場
合には、創傷ドレッシング材をキトサン側を皮膚に向けて適用した。創傷ドレッシング材
Ａ、Ｄ１、Ｄ２、Ｄ３、およびＤ４各々の水溶性から非水溶性形への転換は、アルカリ処
理またはアルカリ性環境内での貯蔵後にも観察された。
【００８６】
＜１７．組織ドレッシング材料の剥離溶媒を用いた溶解＞
　組織ドレッシング材料Ｄ１、Ｅ１およびＦ１を、２％酢酸／酢酸塩緩衝液中での貯蔵に
よって溶解させた。溶液のｐＨは、適切な量の１０％水酸化ナトリウム溶液を使用して、
表４に指示した数値に調整した。様々なアセチル化度（ＤＡ）を備えるキトサンから作製
されたフィルムＤ１、Ｅ１およびＦ１を、非水溶性形へ転換させるために１４日間にわた
り大気中に放置し、１×１ｃｍ２のサイズの矩形サンプルに切断し、およそ１０ｍＬの各
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溶液中に貯蔵し、完全なフィルム溶解時間を記録した。
【００８７】
【表４】

【００８８】
　また別の溶解実験では、創傷ドレッシング材料フィルムＣ（３×１ｃｍ２）を市販の有
孔バンドエイド（５×２ｃｍ）の内側に固定し、次にこれをペトリ皿上に固定した。創傷
ドレッシング材料フィルムが溶解することを誘発するために、バンドエイドの孔を通して
酢酸／酢酸塩緩衝液（ｐＨ５．５）を滴下した。組織ドレッシング材料フィルムを含む組
織ドレッシング材の側面は、溶液の適用前については図５ａ、および溶液の適用後につい
ては図５ｃに示す。溶液の創傷ドレッシング材のバンドエイド側への適用については、図
５ｂに示す。
【００８９】
　図６には、創傷２を含む組織１が略図で示されている。より具体的に示すために、図５
～図８は縮尺通りには描出されていない。本発明による液体組織ドレッシング材料は組織
２に適用され、構成成分の水は蒸発させられ、創傷３を含む組織２をドレッシングするフ
ィルム３が後に残されている。一般に、フィルム３は厚さ約１０μｍ～２０μｍである。
有利には、フィルム３は、創傷表面５を含む組織表面４に密接に添う。
【００９０】
　図７は、創傷２を含む組織１に適用される固体フィルム６の形態にある組織ドレッシン
グ材料を略図で示している。固体フィルムは、厚さ約８０μｍである。組織１と組織ドレ
ッシング材料６との間の空洞７、８は、水または滲出液で満たすことができる。
【００９１】
　図８では、第１層としての図７の組織ドレッシング材料６および第２層としてのシリコ
ーンフィルム１０を含む組織ドレッシング材９が、創傷２を含む組織１に適用されている
。シリコーンフィルム１０は、厚さ約５０μｍである。同様に、組織１と組織ドレッシン
グ材料６との間の空洞７、８は、水または滲出液で満たすことができる。最後に、図９は
、創傷２を含む組織１に適用された組織ドレッシング材１１を示し、該組織ドレッシング
材１１は図８に記載の組織ドレッシング材９とは、シリコーンフィルム１０が、創傷ドレ
ッシング材料６を通して組織１と周囲との間の空気の交換を可能にするために穿孔されて
いる点が相違する。孔は、５０～１００μｍの直径を有する。
【００９２】
＜１８．液体型組織ドレッシング材料の実施例の調製＞
　１，０００ｍＬの組織ドレッシング材料Ａは、１，０００ｍＬの無菌蒸留水の添加によ
って希釈すると、０．７５％のキトサン、０．２５％の酢酸および９９％の水からなる液
体型組織ドレッシング材料が生じた。機械的ディスペンサーを使用して、２０ｍＬの溶液
を各々ガラス瓶に満たし、次にこれらにポンプヘッドを取り付けると、ガス無含有のキト
サンをベースとする創傷スプレーが生じた。同様に、液体型ドレッシング材料は、加圧ガ
スを含有するスプレー装置に入れた。
【００９３】
　上記の説明、特許請求の範囲および図面に記載した特徴は、あらゆる組み合わせで本発
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明と関連する可能性がある。特許請求の範囲に記載の参照番号は、特許請求の範囲の理解
を容易にするためにのみ導入されているもので、決して限定することを意図していない。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５ａ】 【図５ｂ】
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【図５ｃ】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【手続補正書】
【提出日】平成24年11月5日(2012.11.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　キットであって、前記キットの部品として、
　患者の組織と接触して適用されるための組織ドレッシング材料と、
　前記組織ドレッシング材料を前記組織から除去するための剥離溶媒と
を含むキット。
【請求項２】
　前記組織から前記組織ドレッシング材料を除去するための前記剥離溶媒は、水性剥離溶
媒であることを特徴とする、請求項１に記載のキット。
【請求項３】
　前記組織から前記組織ドレッシング材料を除去するための前記剥離溶媒は、酸性である
ことを特徴とする、請求項２に記載のキット。
【請求項４】
　前記患者の前記組織と接触して適用されるための前記組織ドレッシング材料は、固体ま
たはゲル状であることを特徴とする、請求項１～請求項３のいずれかに記載のキット。
【請求項５】
　前記患者の前記組織と接触して適用されるための前記組織ドレッシング材料は、水溶性
であることを特徴とする、請求項４に記載のキット。
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【請求項６】
　前記患者の前記組織と接触して適用されるための前記組織ドレッシング材料の主要成分
は、ポリマー塩であることを特徴とする、請求項４または請求項５に記載のキット。
【請求項７】
　前記患者の前記組織と接触して適用されるための前記組織ドレッシング材料は、液体で
あることを特徴とする、請求項１～請求項３のいずれかに記載のキット。
【請求項８】
　前記キットは、前記固体またはゲル状組織ドレッシング材料および前記剥離溶媒に加え
て液体組織ドレッシング材料を含むことを特徴とする、請求項４～請求項７のいずれかに
記載のキット。
【請求項９】
　前記液体組織ドレッシング材料は、水溶液であることを特徴とする、請求項７または請
求項８に記載のキット。
【請求項１０】
　前記患者の前記組織上に前記液体組織ドレッシング材料を噴霧するためのスプレー装置
をさらに含むことを特徴とする、請求項７～請求項９のいずれかに記載のキット。
【請求項１１】
　前記組織ドレッシング材料は、前記組織ドレッシング材が適用される前記組織の部位で
のｐＨを視覚的に示すｐＨ感受性色素を含むことを特徴とする、請求項１～請求項１０の
いずれかに記載のキット。
【請求項１２】
　前記組織ドレッシング材料は、前記組織に適用される時点で透明であることを特徴とす
る、請求項１～請求項１１のいずれかに記載のキット。
【請求項１３】
　患者（ヒトを除く）の組織を治療する方法であって、
　液体組織ドレッシング材料または水溶性固体もしくは水溶性ゲル状組織ドレッシング材
料を前記患者の組織と接触して適用する工程と、
　前記組織ドレッシング材料を前記組織から除去するために前記組織ドレッシング材料へ
酸性剥離溶媒を適用する工程と
を含む方法。
【請求項１４】
　前記組織ドレッシング材料は、前記剥離溶媒の適用前には水溶性組織ドレッシング材料
を含み、前記水溶性組織ドレッシング材料は中性ｐＨでは水に不溶性である形態へ転換さ
せられることを特徴とする、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　患者（ヒトを除く）の組織を治療する方法であって、
　水溶性固体もしくは水溶性ゲル状組織ドレッシング材料を前記患者の組織と接触して適
用する工程と、
　前記水溶性組織ドレッシング材料を中性ｐＨでは非水溶性である形態に転換させる工程
と
を含む方法。
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