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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ビニルピロリドン、アクリル酸およびアクリル酸Ｎ－ヒドロキシスクシンイミドエステ
ルの三元共重合体。
【請求項２】
　前記アクリル酸のカルボキシル基の２分の１が誘導体化されてＮ－ヒドロキシスクシン
イミドエステル基を形成し、それにより前記アクリル酸Ｎ－ヒドロキシスクシンイミドエ
ステルが形成された、請求項１に記載の三元共重合体。
【請求項３】
　前記ビニルピロリドンの前記アクリル酸および前記アクリル酸Ｎ－ヒドロキシスクシン
イミドエステルに対するモル比率が５０：５０である、請求項１または２に記載の三元共
重合体。
【請求項４】
　数平均分子量が２，０００～５，０００である、請求項１～３のいずれか１項に記載の
三元共重合体。
【請求項５】
　重量平均分子量が１０，０００～３０，０００である、請求項１～４のいずれか１項に
記載の三元共重合体。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の三元共重合体と接合しているヒドロキシプロピル
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セルロース。
【請求項７】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の三元共重合体の作製方法であって、
（ａ）ビニルピロリドン／アクリル酸共重合体を作製する工程と、
（ｂ）前記アクリル酸のカルボキシル基の少なくともいくつかを誘導体化してＮ－ヒドロ
キシスクシンイミドエステル基を形成する工程と、を含む方法。
【請求項８】
　前記共重合体における前記ビニルピロリドンの前記アクリル酸に対するモル比率が５０
：５０である、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記工程（ｂ）において、前記アクリル酸のカルボキシル基の２分の１が誘導体化され
てＮ－ヒドロキシスクシンイミドエステル基を形成する、請求項７または８に記載の方法
。
【請求項１０】
　均質な膜を含み、使用時に少なくとも一方の表面が露出する組織接着シートであって、
該膜が１種以上の重合体から形成される予め成形および架橋されたマトリックスを含み、
該重合体の少なくとも１種が合成重合体であり且つ請求項１～５のいずれか１項に記載の
三元共重合体である、組織接着シート。
【請求項１１】
　さらに１種以上の可塑剤を含む、請求項１０に記載のシート。
【請求項１２】
　前記可塑剤が、ショ糖、グリセロール、ポリ（エチレングリコール）、α，ω－ジ－Ｎ
－ヒドロキシスクシンイミドエステル官能性ポリ（エチレングリコール）およびクエン酸
Ｎ－ヒドロキシスクシンイミドエステルからなる群より選択される、請求項１１に記載の
シート。
【請求項１３】
　１０ｗ／ｗ％未満のヒトまたは動物由来の材料を含有する、請求項１０～１２のいずれ
か１項に記載のシート。
【請求項１４】
　前記シートの全体の厚みが０．０１～１ｍｍである、請求項１０～１３のいずれか１項
に記載のシート。
【請求項１５】
　水分含有量が１０％ｗ／ｗ未満である、請求項１０～１４のいずれか１項に記載のシー
ト。
【請求項１６】
　一方の表面が、ポリエチレングリコール、ポリラクチドおよびポリ（ＤＬ－ラクチド－
コ－グリコライド）からなる群より選択される非接着性材料で被覆されている、請求項１
０～１５のいずれか１項に記載のシート。
【請求項１７】
　前記マトリックスが所定の比率で以下の成分から構成される、請求項１０～１６のいず
れか１項に記載のシート。
ａ）２０～８０％ｗ／ｗの、前記少なくとも１種の三元共重合体
ｂ）０～３０％ｗ／ｗの、少なくとも１種の、前記少なくとも１種の三元共重合体以外の
合成重合体
ｃ）０～３０％ｗ／ｗの、少なくとも１種の可塑剤
ｄ）０～１０％ｗ／ｗの、少なくとも１種の、アミン化および／またはチオール化重合体
ｅ）０～１０％ｗ／ｗの、少なくとも１種の非接着性膜形成重合体。
【請求項１８】
　適切な溶媒に前記マトリックスの成分を溶解または分散させ、得られた溶液を適切な型
、または適切な平板上に流し入れ、乾燥させて該溶媒を除去し、硬化させて所望の程度に
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架橋させることを含む、請求項１０～１７のいずれか１項に記載のシートを製造する方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、架橋重合体マトリックスを含む柔軟性シートに関し、該シートは、組織接着
剤および封止剤としての使用に適しており、治療目的のために、体の内外表面に局所塗布
することを目的としている。本発明は、さらに、このようなシートの製造方法およびその
使用方法にも関する。特に、本発明は、弱体化した組織の創傷治癒、結合、密封および補
強等の治療目的ならびに薬剤投与のために使用されうる自己接着性、生体適合性および水
和性の重合体シート、該シートの製造方法、および使用方法に関する。本発明は、さらに
、該シートのそれと類似の材料から形成される三次元物品、およびそのような材料で被覆
された移植可能な医療デバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　種々の手術その他の治療用途において、生物学的組織に接着する材料の使用、例えば、
縫合糸、ステープルなどのような機械的固定具の使用に対する代替物の使用に、大きな関
心が寄せられている。これまで提案されてきたこのような材料の配合剤は、その形態で製
造されるか、または使用の直前に成分を混合して調合されるかのいずれかである粘性溶液
またはゲルを含む。そして、該配合剤は、シリンジ等の適当な塗布具を用いて、組織表面
に塗布される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上述のタイプの配合剤は、多くの欠点を有している。配合剤の粘度が低いと、塗布領域
からそれが広がる可能性があり、したがって、組織の所望の領域に正確に塗布することが
困難となる可能性がある。他方で、配合剤の粘性が大きいと、調合が困難となる可能性が
ある。いずれの場合にも、これらの配合剤は、水和物の形態で製造されるために、寿命が
限られており、早期に硬化しうる。したがって、配合剤の全量が一度に使用されるか、あ
るいは廃棄されねばならない可能性がある。さらに、使用直前に成分を混合して配合剤を
調合するには、言うまでもなく労力と時間を要する。これらの欠点に加えて、これらの配
合剤による組織表面の間の接着の程度は、所望のものよりも低い可能性がある。
【０００４】
　組織接着材料の配合剤は、組織表面に貼り付けるのに好適な支持体にも塗布されてきた
。シート、パッチまたはフィルムの形態で体の内部または外部器官に局所的に用いられる
治療用材料の使用は、広範な医療用途について十分に立証されている。しかし、これまで
提案された製品の欠点は、特に長期間使用される場合、下部組織への接着の度合いが不十
分でありうることである。初期接着が十分であっても、次いでしばしばたった数秒または
数分の後に、例えば、貼付けた後にシートが水和した結果として、組織から剥がれ始める
ことがある。さらに、これらの製品は、それらが貼付けられる表面に十分に適合するだけ
の柔軟性を十分に有しておらず、そのことがこれらの接着力に不利な影響を与えることも
ある。
【０００５】
　これらの製品の接着力が不十分であると、結果として、縫合糸やステープルなどによる
機械的接着が必要となる場合がある。あるいは、上記接着性配合剤と下部組織との科学的
結合を開始させ、それによって組織表面同士を結合させるために、エネルギー（例えば光
または熱エネルギー）が付与される場合もある。明らかに、このようなアプローチによっ
て、さらに不利益が持ち込まれる。縫合糸やステープルのような機械的固定具の使用は、
しばしば、上述した製品を用いることによって代替または回避することが意図される、ま
さにそのものなのである。これら固定具の使用はさらなる組織衰退領域を生じるため、こ
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れらの使用は、完全に有効（例えば、肺の上など）でも、望ましくもない場合が少なくな
い。外部エネルギーの使用は、このようなエネルギー源の準備と操作を必要とする。この
ようなエネルギー源は高価であり、特に、手術室やそれに類似した環境という制約の下で
操作するのは困難な場合がある。さらに、接着を目的とした外部エネルギーの使用は、時
間を要し、（場合によっては）十分なエネルギーが与えられて、下部組織を損なわずに接
着が達成された時点をみきわめるために、きわめて注意深い判断が医師に要求される。
【０００６】
　国際公開公報００／０２５３９号には、非ステロイド性抗リューマチ剤の形態で活性剤
を有する局所プラスターが開示されている。このプラスターは、上記活性剤を含有しポリ
アクリル性接着剤を基とする自己接着剤マトリックス層が塗布された、不活性裏打層より
構成される。
【０００７】
　国際公開公報０２／３４３０４号には、体の内外表面の両方に、局所的に貼付ける多重
積層シートが開示されている。このシートは、架橋可能な材料、および生体接着性を有す
る合成重合体を含む。
【０００８】
　国際公開公報２００４／０８７２２７号には、組織反応性官能基を含む顆粒状材料と顆
粒状架橋材料との混合剤を含む、組織接着性配合剤が開示されている。この配合剤をコア
材料に塗布することによって、体に貼付けられるのに適当なシートが形成される。
【０００９】
　国際公開公報０３／２０８２４号には、ポリアクリル酸の架橋剤としてビニルピロリド
ンのホモ重合体または共重合体を含む、自己接着性のポリアクリル酸系ゲルマトリックス
が開示されている。
【００１０】
　これまで、上に示したような一般的なタイプの組織接着性シートその他、および組織接
着材料の関連する用途に対して、先行技術の上述した欠点および／または他の欠点を克服
または実質的に緩和する改良が案出されてきた。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の第一の態様によれば、　使用時に少なくとも一方の表面が露出する均質な膜を
含み、前記膜が、１種以上の重合体から形成される予め成形および架橋されたマトリック
スを含み、該重合体の少なくとも１種が合成重合体であって第一形態の付属官能基を有し
ており、該マトリックスの架橋は前記第一形態の官能基の一部を介しており、前記第一形
態の官能基の残りは遊離している、組織接着シートが提供される。
【００１２】
　ある実施態様では、前記第一形態の官能基は、前記合成重合体（または、マトリックス
が第一形態の官能基を有する１種以上の合成重合体を含む場合は、該１種以上の合成重合
体）中に存在する、唯一の付属基である。
【００１３】
　他の実施態様では、前記合成重合体（または、マトリックスが第一形態の官能基を有す
る１種以上の合成重合体を含む場合、該１種以上の合成重合体）は、さらに、第一形態の
官能基と異なる別の付属基を包含しうる。
【００１４】
　ある実施態様では、前記マトリックスが１種以上の合成重合体を含む場合、該１種以上
の合成重合体上に存在する第一形態の官能基と異なる別の付属基は、全て同じであっても
、異なっていてもよく、すなわち、前記別の付属基は、１つ以上のタイプの基であってよ
い。
【００１５】
　本発明では、第一形態の官能基の一部がマトリックスの架橋に関与する一方で、残りは
遊離している。このことは、それらの官能基の一部は、わずかであるが、製造中に配合剤
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中に存在する他の官能基と反応して架橋マトリックスを形成し、一方で、第一形態の官能
基の残りは製造中に架橋に関与せずに、最終製品中に未反応形態で存在することを意味す
る。第一形態の官能基の一部のみしかマトリックスの架橋に関与しないようにすることを
確実にする方法は、当業者に容易かつ明らかであり、そのような方法の一つとして、適切
な化学量の成分を混合することが挙げられる。
【００１６】
　第一形態の官能基は、配合剤中の１種以上の成分と反応して、マトリックスの架橋を生
じることができれば、いずれの官能基であってもよい。
【００１７】
　マトリックスの架橋は、共有結合によるものであることが最も好ましい。
【００１８】
　第一形態の官能基は、シートに生体接着性を付与するものであることが好ましい。この
ことは、材料が、それが貼付けられる生体組織に対して優れた初期接着性を示すことを意
味する。このような特性を示す重合体は、通常、ヒドロキシル、カルボキシル、アミド、
ラクタム、エーテルおよびエステル基などの高いイオン密度を示す化学基およびその塩を
含有しており、イオンおよび水素結合の形成や双極子－双極子相互作用、ファンデルワー
ルス力などを介して、組織と共同して相互作用する。
【００１９】
　したがって、第一形態の官能基は、ヒドロキシル、カルボキシル、アミド、ラクタム、
エーテルおよびエステル基より構成される群から選択されることが好ましい。特に好まし
い第一形態の官能基は、ヒドロキシルまたはカルボキシル基である。
【００２０】
　上記合成重合体またはその各々に存在する第一形態の官能基の一部は、マトリックスの
架橋に関与する。このような架橋は、組織へのシートの貼付後（その後、所定の量の追加
的な架橋が続いて起こりうることは可能であるが）よりもむしろ、シートの製造時に起こ
る。第一形態の官能基の残りは、遊離している。本発明のある実施態様では、第一形態の
遊離官能基の内の少なくともいくつかは、組織反応性官能基、すなわち、シートが使用時
に貼付けられる組織に対して化学的に反応性であるか、または組織に対する反応性が増大
する基を形成するように、誘導化または活性化された形態にある。例えば、第一形態の官
能基がカルボキシル基である場合、遊離カルボン酸基のある部分は、反応性エステル、具
体的にはＮ－ヒドロキシスクシンイミド（ＮＨＳ）エステル基に変換することができる。
【００２１】
　本発明の他の実施態様では、第一形態の遊離官能基の少なくとも一部を、組織反応性官
能基を含む別の部分、例えば重合体部分に結合させる。
【００２２】
　本発明によるシートの主たる利点は、それが組織に有効に結合し、それによって多様な
医療用途に用いることが可能となっている点にある。好ましい実施態様では、上記シート
は、それが貼付けられる組織に対して優れた初期接着を示し（したがって、「自己接着性
」と称されうる）、そしてさらに、長期にわたって組織に対する良好な接着が維持される
。いかなる理論にも拘束されるものではないが、シートの組織への初期接着は、シートの
組織への電子的結合に起因すると考えられ、そしてこれは、配合剤中の組織反応性官能基
と組織との間、具体的には、組織表面上のアミンおよび／またはチオール基と、シートの
組織反応性基との間の化学的結合によって、補完されるかあるいは置き換えられるものと
考えられる。
【００２３】
　上記シートは、組織表面に対して、シートと組織表面との間のファンデルワールス力お
よび／または水素結合によると思われる優れた初期接着を示す。組織表面と接触するとシ
ートは水和し、それによって、組織反応性官能基と、その下にある組織表面との間に反応
を生じる。組織反応性官能基とその下にある組織との間のこのような反応は、シートと組
織表面との間に強固な接着を生じる。このシートは、（滲出性の組織表面に貼付けた際の
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結果として）生理液体や、貼付後にシートを水和させるために使用される追加的な液体（
このような液体は、外科的洗浄で一般に使用される溶液でありうる）を吸収でき、組織表
面によりよくなじみ、接着性が増し、それによって、接着性封止材、止血および空気漏れ
防止（ｐｎｅｕｍｏｓｔａｔｉｃ）機能を供しうる。
【００２４】
　上記シートの使用によって、組織への機械的に固定する追加的な手段（例えば、縫合糸
またはステープル）の必要性、あるいは熱や光の形態で外部エネルギーを付与して、シー
トとその下にある組織との接着をもたらすことの必要性が減少するか、または必要でなく
なる。本発明によるシートの他の利点は、使用の直前に材料の混合によって製造されるの
ではなく、予め成形された物品として組織に貼付けられることである。
【００２５】
　さらに、上記シートは、組織表面との接触時および接触後に水和するまでは、基本的に
不活性である固形状態で構成されるので、早発的な反応を生じにくく、結果として、その
保管寿命は相当程度、例えば室温で適切に保存された場合６ヶ月よりも長いものとなりう
る。
【００２６】
　「シート」という用語は、その厚みが他の寸法よりも相当に小さい物品のことを指す。
あるいは、このような物品を、パッチまたは膜と称することもできる。
【００２７】
　予め成形され、架橋されたマトリックスが均質であるということは、それが多重積層構
造を有していたり、不連続な物理的ドメイン、例えば粒子から構成されている場合よりも
、その全面に渡って連続的かつ均質な組成を有することを意味する。すなわち、このシー
トは、従来のシートよりも改善された柔軟性を示し、脆さが低い可能性がある。
【００２８】
　ある実施態様では、特定の用途において、膜の機械的強度および／または柔軟性を増大
するために、シートに支持体を組込むことが必要、あるいは望ましい場合がある。したが
って、本発明の別の態様では、均質で、１種以上の重合体から形成される予め成形および
架橋されたマトリックスであって、該重合体の少なくとも１種が合成重合体であって第一
形態の付属官能基を有しており、前記第一形態の官能基の一部を介して架橋しており、前
記第一形態の官能基の残りは遊離しているマトリックスが支持体材料に塗布されている、
組織接着性シートが提供される。
【００２９】
　適切な支持体は、生体適合性および生体分解性を有する材料より構成されることが好ま
しい。支持体は、シート形状であり、その片面または両面に、均質で、予め成形され、架
橋されたマトリックスが塗布されていることが好適である。このような場合の製品は、多
層形態を示す。支持体は、連続的であっても、開口していてもよく、せん孔を有すること
がより好ましい。特に好ましい実施態様では、支持体シートは、せん孔が配列されて形成
されており、該シートの片面または両面に、均質な膜が塗布されている。
【００３０】
　本発明の他の実施態様は、体に移植可能な三次元の物品の形態を示す。したがって、本
発明の別の態様では、均質で、１種以上の重合体から形成される予め成形および架橋され
たマトリックスであって、該重合体の少なくとも１種が合成重合体であって第一形態の付
属官能基を有しており、前記第一形態の官能基の一部を介して架橋しており、前記第一形
態の官能基の残りは遊離しているマトリックスを含む、三次元の移植可能な物品が提供さ
れる。
【００３１】
　このような形態の三次元の物品は、例えば、プラグ、ペレット、ガーゼの形態を有する
。
【００３２】
　本発明は、移植可能な医療デバイスに対する接着性被覆材の適用においても見出しうる
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。したがって、本発明のさらに別の態様では、１種以上の重合体から形成される架橋され
たマトリックスであって、該重合体の少なくとも１種が合成重合体であって第一形態の付
属官能基を有しており、前記第一形態の官能基の一部を介して架橋しており、前記第一形
態の官能基の残りは遊離しているマトリックスを含む被覆材を、外表面の少なくとも一部
に担持している、移植可能な医療デバイスが提供される。
【００３３】
　本発明の以下の詳細な説明では、主に、シートの形態を示す本発明の実施態様について
述べる。しかし、同様の説明が、適宜、支持体、三次元の移植可能な物品、または移植可
能なデバイス上の被覆材を含む本発明の実施態様に適用されるものとみなされたい。
【００３４】
　別の観点では、本発明によれば、本発明の第一の態様によるシートを組織表面に貼付す
ることを含む方法であって、組織表面を別の組織と結合する方法、または組織表面を密封
する方法も提供される。
【００３５】
　本発明によるシートは、シートが貼付けられている部位に、１種以上の治療効果のある
物質を投与するために使用されてもよい。このような場合には、前記物質は、例えば、シ
ートの製造に用いられる他の成分と混合することによって、シートに組込むことができる
。あるいは、前記物質を、配合剤の成分と共有結合によって結合させてもよい。しかし、
他の実施態様においては、シートは、治療効果のある物質を含まない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
略称
ＡＡｃ　アクリル酸
ＡＩＢＮ　アゾ－イソ－ブチロニトリル
ＣＭＣ　カルボキシメチルセルロース
ＤＣＣ　ジシクロヘキシルカルボジイミド
ＤＣＵ　ジシクロヘキシルウレア
ＤＥＡＥ－デキストラン　ジエチルアミノエチル－デキストラン
ＤＭＦ　ジメチルホルムアミド
ＥＮＴ　耳、鼻および喉
ＨＥＭＡ　ヒドロキシエチルメタクリレート
ＨＰＣ　ヒドロキシプロピルセルロース
ＨＰＣ－三元重合体　ＰＥＧジカルボン酸で架橋され、ポリ（ＶＰ－ＡＡｃ－ＡＡｃ（Ｎ
ＨＳ））部分に結合されたＨＰＣの接合体
ＨＰＭＣ　ヒドロキシプロピルメチルセルロース
Ｍn　数平均分子量
Ｍw　重量平均分子量
ＤＰｎ　重合度
ＮＨＳ　Ｎ－ヒドロキシスクシンイミド
ＰＣＬ　ポリカプロラクトン
ＰＥＥＫ　ポリエーテルケトン
ＰＥＧ　ポリエチレングリコール
ＰＴＦＥ　ポリテトラフルオロエチレン
ＰＨＢＶ　ポリヒドロキシブチラート－ヴァレレート
ＰＬＧ　ポリ（ＤＬ－ラクチド－コ－グリコライド）
ポリ（ＶＰ－ＡＡｃ）　ビニルピロリドンとアクリル酸の共重合体
ポリ（ＶＰ－ＡＡｃ（ＮＨＳ））　ビニルピロリドンとアクリル酸ＮＨＳエステルの共重
合体
ポリ（ＶＰ－ＡＡｃ－ＡＡｃ（ＮＨＳ））　ビニルピロリドン、アクリル酸およびアクリ
ル酸ＮＨＳエステルの三元重合体
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ＰＶＯＨ　ポリビニルアルコール
【００３７】
１種以上の重合体の特性
　シートは、（製造中に）架橋されて、マトリックスを形成する１種以上の重合体を含む
。少なくとも１種の重合体は、合成であり、第一形態の付属官能基を含む。
【００３８】
　第一形態の官能基は、マトリックス中で３つの役割を満たす。
ａ）第一形態の官能基の一部は、架橋に関与する。
ｂ）第一形態の官能基の残りうち、少なくとも一部は遊離したままであり、それによって
シートと、シートが貼り付けられた組織との間に優れた接触接着（すなわち、生物接着特
性）がもたらされうる。
ｃ）マトリックスと、それが貼付けられる組織の表面との間の共有結合の形成を促進する
ために、第一形態の遊離官能基の一部は、組織反応性基を構成および／または組織反応性
基を含有する他の部分に結合されうるように、誘導体化または活性化した形態であってよ
い。
【００３９】
　水酸またはカルボン酸基は、上述の３つの役割の全てを満たすことができるため、第一
形態の官能基を有する合成重合体またはその各々が、付属水酸基または付属カルボキシル
基を有することが、非常に好ましい。
【００４０】
　本発明で使用される付属水酸基を有する好ましい合成重合体は、合成多糖体であり、好
ましくはセルロース誘導体、さらに好ましくはセルロースエーテルである。付属水酸基を
有する最も好ましい合成重合体は、ヒドロキシプロピルセルロース（ＨＰＣ）である。
【００４１】
　本発明で使用される付属カルボン酸基を有する合成重合体の好ましい例としては、ポリ
（アクリル酸）、ポリ（メタクリル酸）およびポリ（ＶＰ－ＡＡｃ）が挙げられる。
【００４２】
　ポリ（アクリル酸）は、本発明において使用される合成重合体のうち、特に好ましいも
のの一つである。好適な等級のポリ（アクリル酸）は、カルボポール（Ｃａｒｂｏｐｏｌ
）の商標名で入手可能である。
【００４３】
　分子量が２５０，０００よりも大きいポリ（アクリル酸）は、特に良好な接着性を示す
ことが明らかとなった。カルボポール９０７（およそ５００，０００の分子量Ｍwを示す
）として市販されている等級のポリ（アクリル酸）を含む配合剤を用いた初期研究では、
簡単な製造方法によって、すぐれた接着性、弾力性および柔軟性を有するシートが作成さ
れた。しかし、多くの用途、特に、シートを体の内部で使用する用途においては、比較的
分子量の低いポリ（アクリル酸）を含む材料、あるいは分解して比較的分子量の低いポリ
（アクリル酸）を生成する材料を使用することが好ましい場合もある。
【００４４】
　このような材料は、例えば、以下の２つの一般形態のうちの１つをとりうる。
１）生体分解性結合によって結合される比較的分子量の低い部分を含む、高分子量ポリ（
アクリル酸）重合体。
２）生物分解性結合を介して重合体骨格に連結される比較的分子量の低いポリ（アクリル
酸）鎖を含む、高分子量重合体。
【００４５】
　一般に、このような材料に組み込まれるポリ（アクリル酸）の部分または鎖は、１０，
０００より少なく、さらに好ましくは５，０００より少ない、例えば約２，０００の分子
量Ｍwを有する。
【００４６】
　ある方法では、アルキレンジエステル連鎖を介して結合される低分子量（例えば、Ｍw
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≦２，０００）のポリ（アクリル酸）より構成される第一の一般形態の材料は、ポリ（ア
クリル酸）上の酸部分を保護し、ジアシルクロリドと反応させ、その後、保護基を除去す
ることによって合成されうる。
【００４７】
　別の方法では、アクリル酸Ｎ－ヒドロキシスクシンイミドエステルは（例えば、ワコー
・ケミカルズ社（Ｗａｋｏ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ）製のＶＡ－０８６のような水酸官能性
開始剤を使用して）重合されて、α，ω－ジヒドロキシル官能性重合体を生成しうる（図
１を参照。ここで、Ｒ－ＯＨは、使用される開始剤に由来する残基、例えば、ＶＡ－０８
６の場合には－Ｃ（ＣＨ3）2ＣＯＮＨＣＨ2ＣＨ2ＯＨを表し、ｎは、広範な値を示しうる
）。次いで、これをスクシニルクロリドと反応させて、骨格に沿って、加水分解の影響を
受けうる連鎖を有する重合体を得ることができる（図２、ｍは、通常は１００～１５０で
ある）。塩基加水分解によってＮＨＳ基を除去することで、生体分解性連鎖を介して結合
したポリ（アクリル酸）単位より構成される重合体が得られる（図３）。重合体の分子量
は、２５０，０００以上であることが好ましい。
【００４８】
　ポリ（アクリル酸）鎖が重合体骨格に対して生物分解性連鎖を介して連結される第二の
一般形態の材料は、グラフト共重合体を介して合成されうる。
【００４９】
　好適な合成方法のひとつとして、水酸官能性基に隣接する炭素原子上のプロトンがセリ
ウム（ＩＶ）を用いて引き抜かれ、遊離ラジカルの成長のための部位を供給してもよい（
図４、ｍは、広範な値を示す）。正確な化学量のアクリル酸の添加は、ヒドロキシル官能
性材料にグラフトされたしたポリ（アクリル酸）を生成する。これは、水に溶解性のあら
ゆる重合体で起こり得て、例えば、ポリ（アクリル酸）をポリ（ＨＥＭＡ）骨格にグラフ
トすることができる。使用できるヒドロキシル官能性材料の他の例としては、α，ω－ジ
ヒドロキシＰＥＧや、ＨＰＣ、ＣＭＣ、ＨＰＭＣ、キトサン、ＰＶＯＨなどの多糖体が挙
げられる。さらに、α，ω－ジメトキシＰＥＧなどのポリエーテル中の酸素原子に隣接す
る炭素原子上に、同様の反応を用いて、ポリ（アクリル酸）鎖をグラフトすることも可能
である。
【００５０】
　図４で示される生成物では、エステル基がポリ（アクリル酸）鎖を重合体骨格に連結し
ている。これらの連結基は、加水分解の影響を受けやすく、したがって図５に示すように
、これらの官能性材料は生体分解性を示すことができる。
【００５１】
　第二の一般形態の生物分解可能なポリ（アクリル酸）含有材料を生成する別の方法は、
図６に概説される。
【００５２】
　第一に、適切な分子量（Ｄｐｎ≦３０）を有するヒドロキシル官能性ポリ（アクリル酸
－ＮＨＳ）の合成は、図１で示されるとおり行うことができる。その後、ＤＣＣなどのカ
ルボキシル基アクチベーターを用いて、この反応の生成物を、カルボン酸官能性重合体（
例えば、ＨＰＣスクシネート、ＰＶＯＨ－スクシネート、ポリ（アクリル酸）など）に結
合することができる（図６、段階Ａを参照）。ＮＨＳは、十分に加水分解されて（図６、
段階Ｂ）、加水分解性連鎖を介して不活性または非毒性重合体骨格に結合したポリ（アク
リル酸）を遊離する。
【００５３】
　上記第二の一般形態の材料は、ポリ（ビニルアルコール）などの付属水酸基を含む重合
体に酸官能性を導入することによっても合成することができる。酸官能性は、これらの重
合体に、カルボキシル基中で終止する鎖伸長基を添加することによって導入することがで
きる。これは、ピリジンまたは４－ジメチルアミノピリジンのような塩基の存在下で、コ
ハク酸無水物などの環状無水物とポリ（ビニルアルコール）とを反応することにより達成
することができる。



(10) JP 4876073 B2 2012.2.15

10

20

30

40

50

【００５４】
　架橋マトリックスを形成するために使用される合成重合体（１種以上である場合には、
複数の合成重合体）は、第一形態の官能基に加えて、さらに別の付属基を含みうる。この
ような合成重合体の１つの例としては、アクリル酸から誘導される単位のモル比が、好ま
しくは０．２０と０．８０の間であり、したがって、ビニルピロリドンから誘導される単
位のモル比が０．８０と０．２０の間である、ポリ（Ｎ－ビニル－２－ピロリドン－コ－
アクリル酸）共重合体、ポリ（ＶＰ－ＡＡｃ）、である。前記共重合体中のアクリル酸か
ら誘導される単位とビニルピロリドンから誘導される単位のモル比は、ともに０．３５か
ら０．６５までの範囲内にあることが最も好ましい。
【００５５】
　このような場合には、上記の別の付属基は、マトリックスの生体接着特性に寄与しうる
。例えば、マトリックスが、誘導ＰＶＰ、またはアクリル酸などの他のモノマーとビニル
ピロリドンとの誘導化共重合体を含む場合、付属ピロリドン基は、即時的な接触接着に寄
与する（上述したように、水素および／またはファンデルワールス結合によるものと思わ
れる）。
【００５６】
　マトリックスが形成される合成重合体の全体的な分子量Ｍwは、一般には１００，００
０を超え、さらに通常には２００，０００を超え、３００，０００を超える場合もある。
【００５７】
組織反応性基
　上述のとおり、本発明の好ましい実施態様では、水酸またはカルボン酸基である第一形
態の遊離官能基のいくつかは（それらが組織反応性基でない場合）、組織反応性官能基に
変換されうる。
【００５８】
　「組織反応性官能基」とは、組織表面に存在する他の官能基と反応する能力があり、配
合剤と組織との間に共有結合を形成するような官能基を意味する。一般に、組織は、その
一部がチオールおよび一級アミン部分を通常含むタンパク質より構成される。イミドエス
テル、ｐ－ニトロフェニルカーボネート、ＮＨＳエステル、エポキシド、イソシアネート
、アクリレート、ビニルスルホン、オルトピリジル－ジスルフィド、マレイミド、アルデ
ヒド、ヨードアセタミド、およびその他のような多くの官能基は、チオールまたは一級ア
ミンと反応でき、したがって、「組織反応性官能基」を構成する。
【００５９】
　ここで使用されるＮＨＳまたはＮＨＳエステルという用語は、Ｎ－ヒドロキシスクシン
イミドそれ自身のみならず、スクシンイミジル環が置換されたそれの誘導体も包含するこ
とを意図している。このような誘導体の例としては、Ｎ－ヒドロキシスルホスクシンイミ
ジルおよびその塩、特に組織反応性材料の溶解性を増大しうるナトリウム塩が挙げられる
。
【００６０】
　本発明の役に立ちうる組織反応性官能基は、組織表面に存在する官能基との反応（配合
剤が組織に貼付時の状態が、一般的な条件下、すなわち、水性環境であり、かつ熱その他
の外部エネルギーが実質的な量で用いられていない条件で）の能力のある、いずれの官能
基であってもよい。後者に分類される官能基としては、チオールおよびアミン基が挙げら
れ、したがって、組織反応性官能基としては、チオールおよび／またはアミン基に反応性
のある基が挙げられる。例としては、
イミドエステル、
ｐ－ニトロフェニルカーボネート、
ＮＨＳエステル、
エポキシド、
イソシアネート、
アクリレート、
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ビニルスルホン、
オルトピリジル－ジスルフィド、
マレイミド、
アルデヒド、および
ヨードアセタミドが挙げられる。
【００６１】
　ＮＨＳエステルは、特に好ましい組織反応性官能基である。
【００６２】
　第一形態の官能基の一部のみが活性化されて、組織反応性官能基を形成することが好ま
しい。
【００６３】
　本発明の他の実施態様では、遊離している第一形態の官能基の少なくとも一部は、組織
反応性官能基を含有する１種以上の別の材料に結合される。このような別の材料としては
、付属組織反応性官能基を含む重合体（「組織反応性重合体」）が好ましく挙げられる。
ＮＨＳエステルは、組織反応性官能基として特に好ましく、したがって、組織反応性重合
体としては、ＮＨＳエステルに富む重合体が特に好ましい。特に好ましい組織反応性重合
体は、ポリ（ＶＰ－ＡＡｃ（ＮＨＳ））およびポリ（ＶＰ－ＡＡｃ－ＡＡｃ（ＮＨＳ））
三元重合体である。
【００６４】
　ここで、「官能化」という用語は、第一形態の遊離官能基の一部が活性化されて組織反
応性官能基を形成するか、または組織反応性官能基を含む別の材料、例えば組織反応性重
合体と反応している合成重合体について述べるときに用いられる。
【００６５】
　マトリックスの反応性官能基が組織に結合する程度は、誘導体化されて組織反応性基を
形成する、および／または組織反応性重合体（類）に対する反応を介して連結される第一
形態の官能基の割合を変えることによって、制御することができる。
【００６６】
　近年最も好まれる官能化合成重合体は、ＨＰＣ－三元重合体（ポリ（ＶＰ－ＡＡｃ－Ａ
Ａｃ（ＮＨＳ））と架橋したＨＰＣの接合体）であり、その１つの合成例が、実施例Ｍで
示される。
【００６７】
　シートの接着特性は、配合剤中に、第一形態の官能基を含む官能化重合体に加えて、１
種以上の組織反応性材料、特に組織反応性重合体を含有させることによって増大させるこ
とができる。このような、追加的な組織反応性重合体中に存在する組織反応性基は、配合
剤中のいずれかの官能化合成重合体中に存在する組織反応性基と同じであっても、異なっ
ていてもよい。好ましい追加的な組織反応性重合体としては、ポリ（ＶＰ－コ－ＡＡｃ（
ＮＨＳ））およびポリ（ＶＰ－ＡＡｃ－ＡＡｃ（ＮＨＳ））三元重合体が挙げられる。
【００６８】
　生体接着性重合体（類）による組織に対するシートの初期接着の充足度は、例えば、接
着強度試験を行うことによって、インビトロで定量的に測定することができる。この試験
では、シートを（定位置に固定された）適当な支持体に接着させる一方で、シート自身は
、別個の地点で、せん断試験装置の荷重に物理的に接着され、試験の前にはシートは荷重
がかからないように配置される。この荷重セルは、支持体がそれに沿って配置されている
軸に対して、実質的に垂直な軸に沿って移動可能である。試験は、シートが支持体から剥
がれるまで、所定の一定速度で、支持体から荷重セルが離れるように移動することを含む
。試験の結果は、そのシートの接着エネルギーの定量的測定値、すなわち、シートとそれ
が接着される支持体との間の相互作用を破壊するために必要とされるエネルギーの集積量
である。本発明によるシートの接着の適切な集積エネルギーは、０．５ｍＪ以上である。
【００６９】
　第一形態の官能基がカルボキシル基である本発明のある実施態様では、好ましい官能化
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重合体は、ポリ（ＶＰ－ＡＡｃ－ＡＡｃ（ＮＨＳ））三元重合体である。ポリ（ＶＰ－Ａ
Ａｃ）上のカルボキシル基は、ＤＣＣの存在下でＮＨＳと反応させることにより、ＮＨＳ
エステルに変換することができる（実施例Ｋを参照）。ポリ（ＶＰ－ＡＡｃ）の酸含有量
が（モルで）決まれば、変換率は、所望のモルパーセントのＨＮＳを添加することによっ
て制御することができる。
【００７０】
　第一形態の官能基がヒドロキシル基である場合、好ましい官能化重合体は、ＨＰＣスク
イネート－ＮＨＳである。この場合には、ヒドロキシル基のいくつかは、コハク酸連鎖を
介してＮＨＳにより活性化される（実施例Ｌを参照）。
【００７１】
　第一形態の官能基を有する合成重合体がヒドロキシプロピルセルロースである特に好ま
しい実施態様では、重合体が、ポリ（ＶＰ－ＡＡｃ－ＡＡｃ（ＮＨＳ））三元重合体（こ
の場合には、組織反応性重合体を構成する）で官能化されていることが特に好ましい。最
も好ましいＨＰＣ－三元重合体接合体は、ＰＥＧ二酸を用いてＨＰＣを架橋し、続いて三
元重合体上の酸基と、ＨＰＣ上のヒドロキシル基の一部とを反応させることによって形成
される。特に好適なＰＥＧ二酸は、α，ω－ジカルボン酸官能性ＰＥＧであり、最も好ま
しくは、ポリ（エチレングリコール）ビス（カルボキシメチル）エーテルである。
【００７２】
　本発明のシートは、第一形態の官能基を有する、１種以上の合成重合体を含むことがで
きる。第一形態の官能基を有する別の合成重合体は、必ずしも官能化されていなくてもよ
い。したがって、好ましい実施態様では、シートは、第一の官能化合成重合体（第一形態
の官能基を有し、その一部が誘導体化されて組織反応性基を形成する）および官能化され
ていない第一形態の官能基を有する第二の合成重合体を含む。
【００７３】
　第二の非官能化合成重合体上の第一形態の官能基は、生体組織に対するある程度の初期
接着性を付与する目的で選択されてもよいが、非官能化重合体の主たる役割は、マトリッ
クスの架橋にあり、したがって、シートに構造的一体性を付与する点にある。
【００７４】
　組織反応性シートの特性は、その他の重合体や添加剤を含有させることによって、最適
化してもよい。
【００７５】
可塑剤
　場合によっては、１種以上の可塑剤を添加することにより、本発明の組織接着性シート
の柔軟性および／または湿潤強度を改善することが望ましい。具体的には、グリセロール
のような低分子量種、および低分子量ポリ（エチレングリコール）（好ましくは、Ｍw＝
２００～６００）を配合剤に組込んで、柔軟性を増大させることができる。このような材
料を、シートを構成する成分の３０重量％までの水準で添加すると、シートの柔軟性を増
大させることができる。しかし、このような材料を高水準で含有させると、シートの接着
性能に悪影響を及ぼす場合がある。
【００７６】
　この欠点を相殺するためには、組織接着に関与しうるα，ω－ジ－ＮＨＳエステル官能
性ポリ（エチレングリコール）およびクエン酸ＮＨＳエステルのような、組織反応性基を
含む機能性材料が、可塑剤として好適である。
【００７７】
アミン化またはチオール化重合体
　好ましくは、本発明によるシートは、全体的に合成、または実質的に合成のものであり
、ヒトまたは動物、特に哺乳類由来の材料を含まないか、または実質的に含まない。この
ことは、１０％未満、さらに好ましくは５％ｗ／ｗ未満、１％ｗ／ｗ未満、または０．１
％ｗ／ｗ未満のこのような材料が、シートに含有されることを意味する。
【００７８】
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　しかし、１種以上のアミン化および／またはチオール化重合体を少量添加することによ
って、特に水和したときに、本発明の組織接着性シートの構造的一体性が改善され、組織
に対する柔軟性および接着が改善されうることが明らかとなった。このような重合体のい
くつかは、天然由来のものであるか、または天然に生じる材料から誘導される。天然起源
の好適なアミン化重合体には、ある種の多糖体およびタンパク質が含まれる。アルブミン
は、好適なタンパク質の一例である。しかし、病原体の伝播に関連した危険あるいはその
ような恐れのある危険のため、非タンパク質性のアミン化重合体が好ましい。
【００７９】
　適切な多糖体材料の好ましい例としては、ジエチルアミノエチル－デキストラン（ＤＥ
ＡＥ－デキストラン）、さらに好ましくはキトサンまたはキトサンオリゴ糖（これらは、
止血特性も示す場合がある）が挙げられる。アミンおよび／またはチオール基で官能化さ
れたＰＥＧ等のＰＥＧ誘導体も好適でありえ、ポリビニルアミンおよびポリアリルアミン
もまた、それらが生体適合性である場合に、有効でありうる。
【００８０】
　配合剤中のアミン化（またはチオール化）重合体の好ましい百分率は、重合体中のアミ
ン（またはチオール）基の濃度に依存する。しかし、アミン化またはチオール化重合体は
、好ましくは、そのシートを構成する成分の１０重量％未満の水準で存在する。
【００８１】
　アミン化（またはチオール化）重合体（類）は、組織表面との反応に利用可能な基の数
を減少させ、シートの生体接着性を低下させないように、シートの製造時に配合剤中の組
織反応性基と反応させないことが望ましい。したがって、特に好ましいアミン化重合体は
、製造工程で、配合剤中の他の成分を溶解するために使用される溶媒に不溶である（最も
好適には、適当な溶媒中にマトリックスの成分を溶解または分散させ、得られた溶液を、
適切な型、または適切な平板上に流し込むことによって、マトリックスを製造しうる）。
【００８２】
　例えば、微細に破砕されたキトサン、キトサンオリゴ糖、ジエチルアミノエチルデキス
トラン、およびアルブミンは、１５／４ｖ／ｖジクロロメタン／メタノール中の微細懸濁
液を形成し、このような懸濁液は、ＮＨＳエステル材料を含有する溶液と、短期には反応
性がない。
【００８３】
緩衝液
　本発明のシート上の官能基と、組織表面上の官能基との間の反応は、ｐＨによって異な
りうる。したがって、使用直前に組織表面を緩衝することが好ましい場合があり、または
配合剤中に緩衝液を含むことがさらに好ましい場合がある。実験的研究によれば、ｐＨ１
０．５のリン酸／炭酸緩衝液を用いて組織表面を緩衝することによって、外植されたブタ
肝臓に対する本発明による所定のシートの接着の平均仕事量が改善されることが示された
（図７および実施例Ｐ）。
【００８４】
　さらに好ましくは、緩衝液は、必要に応じて、おそらくは緩衝溶液からアミン化重合体
を凍結乾燥させることによって、配合剤に組込まれる。
【００８５】
他の添加剤
　シートの柔軟性および強度を改善するために、非接着性の添加剤が含有されていてもよ
い。生体適合性および生体分解性を有する、あらゆる膜形成性の重合体が、好適であるこ
とが予想される。好ましい添加剤としては、ビオポール（Ｂｉｏｐｏｌ、登録商標）の商
品名で市販されているＰＨＢＶ、およびＰＣＬが挙げられる。しかし、この特性を有する
最も好ましい添加剤は、ＰＬＧである。
【００８６】
　このような添加剤は、本発明の生体接着シートを構成する成分の０および１０重量％の
間の濃度で含まれることが好ましい。さらに好ましくは、このような添加剤の濃度は、成
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分の約３重量％である。
【００８７】
製造中のマトリックスの架橋
　マトリックスは、主に、合成重合体（類）の分子が第一形態の官能基の部分を介して連
結することによって架橋される。このような架橋によってマトリックスの物理的強度が増
大し、これは、シートの特性を最適化するように、特にシートが貼付られた後のシートの
生体分解に要する時間の観点から、調整することができる。
【００８８】
　マトリックスの架橋は、種々の手段によって生じさせることができる。しかし、最も好
ましくは、シートが作成される配合剤中に、マトリックスが形成される合成重合体（類）
上に存在する第一形態の官能基と反応する能力のある２種以上の官能基を含む成分が少な
くとも１種含まれる。したがって、この成分は、架橋剤として作用することになる。好ま
しくは、架橋剤は、少なくとも２つの同じ形態の官能基を含有する。したがって、架橋剤
は、ホモ二官能性またはホモ多官能性架橋剤であることが最も好ましい。
【００８９】
　上に述べたとおり、第一形態の官能基の好ましいタイプは、水酸基またはカルボン酸基
である。エステル結合を形成する水酸およびカルボン酸基の間の縮合反応は、本発明によ
るマトリックスを形成する架橋成分として、特に好適である。
【００９０】
　第一形態の官能基がカルボン酸基である本発明のある実施態様では、架橋は、好ましく
は、配合剤中の１以上の成分における水酸基とカルボン酸基との反応によって生じうる。
この場合に、ポリアルコール類は、特に好ましい架橋剤である。このようなポリアルコー
ル架橋剤の例としては、可塑剤としてのそれらの用途について上述した、ショ糖、クリセ
ロールおよびＰＥＧを挙げることができる。
【００９１】
　シートの特性を最適化するために、架橋剤を組み合せることによってシートが製造され
ることが、特に有益でありうる。よって、シートの特性は、異なる架橋剤（例えば、種々
の分子量のＰＥＧ）、比率の異なる二官能性架橋剤（例えば、ＰＥＧとグリセロール）、
および多官能性架橋剤（例えば、ショ糖）の使用によって変わりうる。
【００９２】
　第一形態の官能基が水酸基である他の好ましい実施態様では、架橋は、好ましくは、配
合剤中の１種以上の成分におけるカルボン酸基と水酸基との反応によって生じる。水酸基
が第一形態の官能基である配合剤の特に好ましい成分の一つは、ポリ（ＶＰ－ＡＡｃ－Ａ
Ａｃ（ＮＨＳ））三元重合体である。配合剤中の官能化合成重合体は、ポリ（ＶＰ－ＡＡ
ｃ－ＡＡｃ（ＮＨＳ））三元重合体基を含んでもよく、および／または、ポリ（ＶＰ－Ａ
Ａｃ－ＡＡｃ（ＮＨＳ））三元重合体は、追加的な組織反応性重合体として配合剤中に存
在してもよい。
【００９３】
シートの物理的形状
　シートの全厚みは、一般に０．０１ｍｍから１ｍｍまで、通常は０．０１から０．５ｍ
ｍまで、さらに一般には０．０２から０．４ｍｍまで、例えば約５０μｍ、１００μｍま
たは２００μｍでありうる。
【００９４】
　シートは、数平方ミリメートルから数十平方センチメートルまでの寸法で、あるいは後
で切断することによって、製造することができる。
【００９５】
　必要に応じて、使用時に組織に接着させたくないシートの表面は、非接着性材料で被覆
されていてもよい。最も好ましくは、このような材料は、合成重合体である。好適な重合
体の例としては、ＰＥＧ、ポリラクチドおよびＰＬＧが挙げられる。このような非接着性
被覆を有するシートは、目的の組織（シートの下面がそれに貼付られる）にのみ接着し、
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周囲の組織（例えば、胸膜または腹膜壁）には接着しない。このような非接着性被覆の厚
みは、通常、１０～５０μｍとなる。非接着性被覆材は、シートの非組織接触表面の認識
を可能にするように、可視光線を吸収する発色団を含んでいてもよい。適切な発色団の例
としては、メチルチオニウムクロリドが挙げられる。
【００９６】
　上述したように、ある実施態様では、支持体材料を含むことによって、特定の用途のシ
ートの機械的強度および／または柔軟性を改善するか、またはシートの特定の部分を補強
することが望ましい場合がある。支持体は、シート上に裏張りまたは被覆材として、また
はマトリックスによって包まれた中心コアとしてあってよい。好適な支持体は、せん孔を
有していてもいなくてもよいが、好ましくはせん孔を有している。好ましい支持体材料と
しては、ポリビニルアルコール、ポリエステル、ＰＴＦＥ、ＰＥＥＫ、およびポリラクチ
ド（ただし、架橋マトリックスの製造時に、合成重合体（類）および他の成分を溶解する
ために用いられる溶媒に不溶である場合）が挙げられる。
【００９７】
シートの製造
　最も好適には、マトリックスは、適当な溶媒中にマトリックスの成分を溶解または分散
させ、得られた溶液を、適切な型または適切な平板の上に流し入れることによって製造す
ることができる。最も好ましくは、引き続いて、溶媒を除去するために乾燥させ、所望の
程度の架橋を達成するまで硬化させる。最も好ましくは、高温の付与（通常は、６０℃超
の温度で数時間）を延長することによって、硬化が促進される。
【００９８】
　本発明によるシートは、製造され、かつ使用前の状態で、通常１０％ｗ／ｗ未満、さら
に一般的には５％ｗ／ｗ未満の水分含量を示す。
【００９９】
　三次元物品は、液体状の配合剤を型に充填することによって、同様に製造することがで
きる。
【０１００】
　構造支持体を含むシートは、支持体上に液体配合剤を流し込むことによるか、液体配合
剤中に支持体を浸漬することによるか、または支持体の上に配合剤を噴霧することによっ
て製造されうる。支持体が、シートの一方の側に裏張りとして必要である場合、それは、
硬化工程の間または後に付け加えることができる。
【０１０１】
　同様に、被覆材は、デバイス上に配合剤を注ぐか、液体配合剤中にデバイスを浸漬する
か、またはデバイスに液体配合剤を噴霧することによって、医療デバイスに設けることが
できる。
【０１０２】
　本発明によるシートおよび他の配合剤は、通常、下記に示す比率の下記に示す成分から
構成されうる。
【０１０３】
　第一形態の官能基を有する合成重合体：好ましくは２０～８０％ｗ／ｗ、さらに好まし
くは２０～７０％ｗ／ｗ、３０～６０％ｗ／ｗまたは４０～６０％ｗ／ｗ。
【０１０４】
　他の追加的合成重合体（類）：好ましくは０～３０％ｗ／ｗ、さらに好ましくは０～２
０％ｗ／ｗまたは５～２０％ｗ／ｗ。
【０１０５】
　可塑剤（類）：好ましくは０～３０％ｗ／ｗ、さらに好ましくは１０～３０％ｗ／ｗま
たは１０～２０％ｗ／ｗ。
【０１０６】
　アミン化および／またはチオール化重合体（類）：好ましくは０～１０％ｗ／ｗ、さら
に好ましくは２～８％ｗ／ｗ。
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【０１０７】
　非接着性膜形成重合体（類）：好ましくは０～１０％ｗ／ｗ、さらに好ましくは０～５
％ｗ／ｗ。
【０１０８】
シートの治療用途
　本発明によるシートは、体の内外表面の両方への使用に好適である、すなわち、それは
、体の外側に（例えば、皮膚に）、または、従来および低侵襲性の手術を含む外科的処置
の間に露出した内部臓器表面のような内部表面に、局所的に貼り付けることができる。
【０１０９】
　本発明によるシートは、以下の分野での外科的用途に特に適している。
胸部／心臓血管科
一般外科
耳鼻咽喉科
泌尿器科
口腔／顎顔面科
整形外科
神経科
消化器科
眼科
産婦人科／産科
【０１１０】
　以下、使用可能な用途について、さらに詳細に述べる。
【０１１１】
創傷治療
　シートの分解可能な特性は、それが、内部および局所的処置の両方において、創傷治療
をサポートおよび促進しうることを意味する。シートが分解し始めると、線維芽細胞が入
り込み、細胞外マトリックス成分を沈着し始める。したがって、シートは、内部または外
部における包帯として使用することができる。さらに、治療処置を促進するために、皮膚
細胞の増殖を促進することが知られている成長因子およびｃＡＭＰのような因子を、配合
剤に添加してもよい。シートは、水分および感染性因子の伝播を制御するように設計され
ているため、火傷の処置に特に有用である。
【０１１２】
皮膚閉鎖
　シートを局部に貼付けて、創傷閉鎖を（縫合糸に対する代替物として）促進することが
できる。これは、瘢痕化を低減することができるという点で有益な効果を示すことができ
、したがって、配合剤およびシートは、軽度の手術（例えば、事故救急部門で）の間、美
容目的に有用でありうる。シートの自己接着特性は、迅速な塗布を容易にする。
【０１１３】
ヘルニア治療
　シートは、ヘルニア治療処置における補強材として使用することができる。自己接着性
の付着は、すでに弱体化した領域に対して縫合やステープリングを必要とする、従来の手
術用補強メッシュ製品により直面する潜在的な問題を克服する。このような処置のための
シートは、必要とされる組織修復の程度によって、短期または長期的な耐久性を示すよう
に設計されうる。シートは、ステープルの使用に耐えうるものであってもよい。本発明は
、ヘルニアメッシュデバイスに対する接着性被覆材の供給にも適用されうる。
【０１１４】
吻合
　自己接着性シートは、血管、血管および膀胱移植片、および胃腸管のような接続された
管構造における密閉を迅速化し、漏入を回避するための手段を提供する。シートの組織修
復を支持する能力は、特に神経修復で使用される場合において真価を発揮する。
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【０１１５】
大面積の組織閉鎖
　シートの優れた密封力および取扱い性は、その接着特性および大面積を覆う能力と相ま
って、切除された組織表面、特にびまん性出血が問題となるもの（例えば、肝臓）を密封
する上で、特に有用でありうることを意味する。シートは、このような部位での組織修復
のための、理想的な支持体マトリックスも提供する。これは、神経系の手術後に、脳脊椎
液の漏れを制限するためにも適用することができる。
【０１１６】
空気漏れの密封
 上述したパッチ特性に加えて、そのシートの高い引張強度および優れた固有弾性力（組
織反応性官能基の水和および反応の後）は、肺における空気漏れの密閉、特に肺の切除後
のそれにおいて、特に好適である。さらに、密閉効果を発揮した後、シートは、このよう
な部位における組織修復のための理想的な支持体マトリックスを提供する。
【０１１７】
止血
　シートは、出血している領域に貼付けられ、物理的な防壁として作用することができる
。シート中の組織反応性材料は、タンパク質を固定し、それによって止血を促進すること
ができる。
【０１１８】
治療剤投与
　薬剤および他の治療剤（成長因子、さらには細胞や細胞成分のような生物学的に活性な
物質）を、シートの成分を形成するために使用される溶液（類）に添加してもよく、また
はシートの製造時において、それらの成分の使用前にそれらの成分と共有結合で結合して
もよい。シートが所望の部位に貼付けられて配置されると、薬剤は拡散するか、または、
シートが時間をかけて分解し、薬剤が放出されるように設計することによって、ゆっくり
と放出される。放出の速さは、シートを適宜設計することにより制御することができる。
したがって、シートは、全身に、または正確な場所に、既知量の薬剤を投与する手段も提
供することができる。薬剤は、配合剤の成分に直接的に結合されてもよく、または配合剤
中に単に分散されていてもよい。
【０１１９】
術後癒着の防止
　隣接する組織間で好ましからぬ結合組織を形成する術後癒着は、重度の術後合併症を生
じうる、重大な問題である。例えば、腸捻転を引起す可能性のある腸の手術では、さらな
る外科的医療行為が必要となる場合があり、特に問題である。本発明による自己接着性を
有するシート材料を外科的処置を受けた組織に貼り付けることによって、その組織と隣接
する組織との間の術後癒着を有効に防止しうる。
【０１２０】
低侵襲性処置
　生検による組織サンプルの採取、デバイスの挿入、治療剤の投与、外科的処置への低侵
襲性技術の使用は、従来の「開く」手術に対する代替選択肢として急速に開発されている
。低侵襲性手段は、一般に、患者にとって痛みや瘢痕化が少なく、回復時間が早く、術後
合併症が少なく、そして、医療経費の削減をもたらす。処置は、小さな鍵穴大の切開を通
して挿入される、特殊な設計の装置を用いて行われる。シートは、既存の特殊設計の低侵
襲性手術具やトロカールシステムを介して体内に導入することができ、またシートは、適
当なサイズおよび形態に形作るか、または製造することができる。配合剤のフォーマット
は、粉末、錠剤、ペレット、テープ／ストリップ／ガーゼ（ｐｌｅｇｅｔ）および他の三
次元マトリックスの供給を可能にするように改質することもできる。自己接着性配合剤の
使用は、アクセスが限られている組織の取り扱い、閉鎖、および修復に関連する技術的困
難を著しく減少させる。加えて、シートの特性は、それらが、空気、血液または流動体の
漏れの封止、または治療剤の投与に特に好適なものとする。本発明による薄く、柔軟な形
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せうる。
【０１２１】
好ましい実施態様の説明
　以下、例示のみによって、以下の実施例に関連して本発明をさらに詳細に説明する。
【実施例】
【０１２２】
実施例Ａ　官能化ＨＰＣを用いた生体接着シートの製造の一般的方法
【表１】

【０１２３】
　上記の配合剤を用いて製造されたシートは、アミン化重合体を除いた成分を１５／４ｖ
／ｖジクロロメタン／メタノール（ＤＣＭ／ＭｅＯＨ）中に溶解させることによって製造
される。十分に混合した後、それらを同じ溶媒中でアミン化重合体の懸濁液と合わせる。
シートを、およそ４０℃で乾燥するまで、次いで、９０℃で３～４時間、真空下で乾燥さ
せて、構成成分の重合体中に存在するアルコール官能性基と酸官能性基との縮合を介して
、さらに架橋を生じさせる。使用可能な特定の材料には、以下のものが含まれる。
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【表２】

【０１２４】
実施例Ｂ－Ｄ　ポリ（アクリル酸）を用いた、生体接着シートの作成用の好ましい配合剤
　以下の成分を、下記に示す濃度で、１００ｍｌのアセトン：水が５０：５０の液中に分
散させて、本発明によるシートを製造した。

【表３】

【０１２５】
*　アクリル酸カルボキシル基のおよそ１／２が活性化して反応性ＮＨＳエステル基を形
成する、アクリル酸とＮ－ビニルピロリドンとの５０：５０共重合体（実施例Ｋを参照）
**　相対分子量がおよそ２００のポリエチレングリコール
【０１２６】
　上記の溶液を、ＰＴＦＥで内側を覆ったペトリ皿に注ぐか、またはＰＴＦＥ平板上に注
いで、１６時間、４０℃で加熱してアセトンを除去した。続いて、シートを、９０℃で４
時間（実施例ＢおよびＣ）または９０℃で８時間（実施例Ｄ）かけて硬化させた。
【０１２７】
　切り取ったブタ肝臓の上に１５ｍｍ×１５ｍｍのサンプルを載せて、ブタ肝臓へのシー
トの付着力を測定した。５分後、サンプルをＤｕｌｂｅｃｃｏ社性のリン酸緩衝生理食塩
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水にさらに５分間浸漬し、その後、Ｚｗｉｃｋ社製の万能試験機を用いて取出した。これ
を、３０分間の浸漬と９０分間の浸漬においても繰り返した。
【０１２８】
　各配合剤の接着力の平均エネルギーは以下のとおりであった。
【表４】

【０１２９】
　どんな理論にも拘束されるべきではないが、実施例Ｄの接着力が減少したことは、比較
的多量の多官能性架橋剤（ショ糖）が存在するために、その重合体の最適な程度よりも架
橋の度合いが高く、非接着性可塑剤（ショ糖およびＰＥＧ）の濃度が最適な程度よりも高
いことに起因しうると考えられる。結果として、高比率のカルボキシル基が、それぞれ組
織と反応して初期接触接着および長期接着を供しうる、対応してその数が減少したカルボ
キシルおよび百分率が減少したＮＨＳエステル基と、架橋に関与する可能性がある。
【０１３０】
実施例Ｅ－Ｉ　非官能化合成重合体であるカルボポール９０７への直接置換として、上記
実施例Ｂ～Ｄで示される配合剤に組込まれうるポリ（アクリル酸）含有材料
　各場合において、ポリ（アクリル酸）を、ポリ（アクリル酸）の分子量が合わせて２５
０，０００以上となるように、主たる重合体骨格上に分解可能な結合を介してグラフトす
る。
【０１３１】
　実施例ＥおよびＦの合成方法は、表面プラズモン共鳴免疫センサーの界面認識層を作製
する方法（Ｄｉｓｌｅｙ　Ｄ．Ｍ．ら、Ｂｉｏｓｅｎｓｏｒｓ　ａｎｄ　Ｂｉｏｅｌｅｃ
ｔｒｏｎｉｃｓ）（１９９８年）、１３巻３～４号、３８３～３９６頁）である、ポリ（
ビニルアルコール）－ポリ（アクリル酸）グラフト重合体への免疫グロブリンＧの共有結
合を一部変更したものである。
【０１３２】
　図４は、酸化物質であるセリウム（ＩＶ）の存在下でのＰＶＯＨとアクリル酸との間の
反応を示す。
【０１３３】
実施例Ｅ　高分子量ＰＶＯＨ上へのアクリル酸のグラフト重合
　９９～９９．８％水和した１４５，０００分子量のＰＶＯＨ１ｇを、５００ｍｌの蒸留
水に溶解させる。この水を、酸素不含の窒素を少なくとも３０分間通気して、脱酸素化す
る。２４．５ｇ（０．３４モル）のアクリル酸を重合体溶液に添加し、さらに５分間、窒
素を溶液に通気させる。１３．３ｇ（０．０２３モル）の硝酸アンモニウムセリウム（Ｉ
Ｖ）を、３０ｍｌの１．０Ｍ硝酸に溶解させ、高速攪拌しながら重合体／アクリル酸溶液
に添加する。反応液を、１８時間室温で、窒素ブランケット下で放置する。溶液を濾過し
て、触媒残渣を除去し、減圧下で凍結乾燥させて、重合体を単離する。
【０１３４】
実施例Ｆ　低分子量ＰＶＯＨ上へのアクリル酸のグラフト重合
　８０％水和した９～１０，０００分子量のＰＶＯＨ１ｇを、５００ｍｌの蒸留水中に溶
解させる。この水を、酸素を含まない窒素を少なくとも３０分間通気することによって、
脱酸素化する。３６．３２ｇ（０．５０モル）のアクリル酸を、重合体溶液に添加し、さ
らに５分間、窒素を溶液に通気させる。９．８６ｇ（０．０１８モル）の硝酸アンモニウ
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ムセリウム（ＩＶ）を、３０ｍｌの１．０Ｍ硝酸に溶解させ、高速攪拌しながら重合体／
アクリル酸溶液に添加する。反応液を、１８時間室温で、窒素ブランケット下で放置する
。溶液を濾過して、触媒残渣を除去し、減圧下で凍結乾燥させて、重合体を単離する。
【０１３５】
実施例Ｇ　キトサン上へのアクリル酸のグラフト重合
（資料：キトサン－ｇ－ポリ（アクリル酸）共重合体の分解挙動における研究。Ｍｉｎｇ
－Ｄｏｎら、Ｔａｍｋａｎｇ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｅｎｇ
ｉｎｅｅｒｉｎｇ、１５巻４号、２３５～２４０号（２００２年））
【０１３６】
　１ｇのキトサンを、１００ｍｌの脱酸素化蒸留水と１３．７ｍｌ（０．１９モル）のア
クリル酸に溶解させる。該溶液を、水浴中で７０℃に加熱し、５ｍｌの１．０Ｍ硝酸中に
硝酸アンモニウムセリウム（ＩＶ）３．７３ｇ（０．００７モル）を溶解したものを、高
速攪拌しながら重合体／アクリル酸溶液に添加する。該溶液を、７０℃で一晩放置し、過
剰の触媒を透析により除去する。共重合体を、減圧下での凍結乾燥により単離する。
【０１３７】
実施例Ｈ　ＰＥＧ上へのアクリル酸のグラフト重合
　この手法では、セリウム（ＩＶ）は、ＰＥＧエーテル酸素に隣接する炭素原子からプロ
トンを引き抜くことができる。これは、α，ω－ジヒドロキシル官能性ＰＥＧ、さらに、
ジメトキシ末端ＰＥＧを使用して行われた。
【０１３８】
　分子量が１０，０００のＰＥＧを、５００ｍｌの蒸留水に溶解させた。この水を、酸素
不含の窒素を少なくとも３０分間かけて通気することによって、脱酸素化した。４６．４
ｇ（０．６４モル）のアクリル酸を重合体溶液に添加し、そしてさらに５分間、窒素を溶
液に通気させる。１３．４ｇ（０．０２４モル）の硝酸アンモニウムセリウム（ＩＶ）を
、３０ｍｌの１．０Ｍ硝酸に溶解させ、高速攪拌しながら重合体／アクリル酸溶液に添加
する。反応液を、１８時間室温で、窒素ブランケット下で放置する。溶液を濾過して、触
媒残渣を除去し、減圧下で凍結乾燥させて、重合体を単離する。
【０１３９】
実施例Ｉ　ポリ（ＨＥＭＡ）上へのアクリル酸のグラフト重合
　ポリ（２－ヒドロキシエチルメタクリレート）（Ｍwおよそ２０，０００）１ｇを、１
５．４ｇ（０．００８モル）のアクリル酸を含有する脱酸素化水５００ｍｌに溶解させる
。全ての固形物が完全に溶解されるまで、酸素不含の窒素を、溶液に通気させる。すべて
の固形物が完全に溶解したら、０．００８モル（４．２ｇ）の硝酸アンモニウムセリウム
（ＩＶ）を、１．０Ｍ硝酸８ｍｌに溶解させる。その溶液を１８時間、２５℃で攪拌し、
濾過し、減圧下で凍結乾燥させて、ｐ（ＨＥＭＡ）－ｇ－Ｐ（ＡＡｃ）を単離する。
【０１４０】
実施例Ｊ　ポリ（ＶＰ－ＡＡｃ（ＮＨＳ））の作成
　３０分間、溶媒に酸素不含の窒素を通気しながら、６００ｍｌのトルエンを、水浴中で
８０℃まで加熱して、溶存酸素を除去する。６４．８８ｇ（０．５８モル）のＮ－ビニル
ピロリドンと１０．１１ｇ（０．１４モル）のアクリル酸を、トルエンに添加し、続いて
直後に、３ｍｌのトルエンに溶解した０．１４４ｇ（８．８×１０-4モル）のＡＩＢＮを
添加する。窒素ブランケット下で、１７～１９時間、反応温度を８０℃に維持する。重合
体を、３０００ｍｌの１：１ｖ／ｖヘキサン／ジエチルエーテルから沈殿させ、続いて減
圧下で濾過することによって単離する。６００ｍｌのジエチルエーテルを用いて重合体を
３回洗浄した後、４０℃で７２時間、減圧下で乾燥させる。
【０１４１】
　重合体のアクリル酸含有量を、１．０ＭのＮａＯＨに対する滴定によって測定する。０
．１０モルのアクリル酸を含有する５０ｇのポリ（ＶＰ－ＡＡｃ）を、４００ｍｌのＮ，
Ｎ’－ジメチルホルムアミドに溶解する。０．１０モル（１１．５８ｇ）のＮ－ヒドロキ
シスクシンイミドをこの溶液に添加し、すべての固形分が完全に溶解したら、２５ｍｌの
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ＤＭＦに溶解した０．ｌ０モル（２０．７４ｇ）のＤＣＣを、その反応液に添加する。溶
液を、２５℃で少なくとも９６時間攪拌してから後、濾過して、反応副生成物であるジシ
クロヘキシルウレアを除去する。重合体を、３２００ｍｌの５：１ｖ／ｖヘキサン／イソ
プロパノールから沈殿させ、減圧下で濾過することによって単離する。さらに、４２５ｍ
ｌのジエチルエーテルで３回連続して洗浄し、その後４０℃で７２時間、減圧下で乾燥す
ることにより、重合体を精製する。
【０１４２】
　抽出溶媒としてイソプロパノールを使用したソキセレットの抽出によって、溶媒、未反
応単量体ＤＣＣおよびＤＣＵのような残量の混入物を除去する。
【０１４３】
実施例Ｋ　ポリ（ＶＰ－ＡＡｃ－ＡＡｃ（ＮＨＳ））三元重合体の合成
　８０℃に設定されたサーモスタット付水浴器を使用して、５００ｍｌ丸底フラスコ中の
４００ｍｌのトルエンを加熱する。３０分間、溶媒に酸素不含の窒素を通気することによ
って、トルエンを脱酸素化する。３１．６ｇ（０．２８モル）のＮ－ビニルピロリドンお
よび２０．６ｇ（０．２８モル）を、トルエンに添加し、その直後に０．１ｇ（６．１×
１０-4モル）の２，２’－アゾビス（２－メチルプロピオニトリル）を添加する。反応液
を、８０℃で１７～１９時間放置する。重合体を、２０００ｍｌの１／１ｖ／ｖヘキサン
／ジエチルエーテル中で沈殿させ、続いて減圧下で濾過することによって単離する。重合
体を、３００ｍｌのジエチルエーテルで３回洗浄し、最後に、４０℃、真空下で乾燥させ
る。
【０１４４】
　ポリ（ＶＰ－ＡＡｃ）共重合体の酸含有量を、１．０Ｍ水酸化ナトリウムに対する滴定
によって測定する。ＤＣＣの存在下でＮＨＳと反応させることにより、５０モル％の酸基
を、ＮＨＳエステルに変換する。簡潔には、０．７７モルのアクリル酸官能性と４４．５
４ｇ（０．３８モル）のＮＨＳを含有する１３３．７ｇのポリ（ＶＰ－ＡＡｃ）を、２５
℃で１０００ｍｌのＮ，Ｎ’－ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）に溶解させる。７９．７
７ｇ（０．３８モル）のＤＣＣを、１３７ｍｌのＤＭＦに溶解させ、重合体溶液に添加し
、そして反応液を９６時間、２５℃で攪拌する。１０～１６μｍの焼結ガラス漏斗を用い
て、減圧下で濾過し、反応副生成物のジシクロヘキシルウレアを除去する。１２５０ｍｌ
のイソプロパノールに添加し、その後５０００ｍｌのジエチルエーテルから沈殿させ、次
いで濾過することによって、重合体を単離する。重合体を、１０００ｍｌのジエチルエー
テル中で３回洗浄し、その後、４０℃、減圧下で乾燥させる。
【０１４５】
　多数の公知の方法、例えば、ソックスレー抽出、透析、あるいはイソプロパノールのよ
うな適切な溶媒を用いた洗浄などによって、さらに、重合体を精製して、微量の混入物を
除去してもよい。さらに、高温減圧下で乾燥することによって、微量の溶媒および他の揮
発性物質を除去してもよい。
　およその分子量Ｍn＝２～５，０００、Ｍw＝１０～３０，０００。
【０１４６】
実施例Ｌ　ＨＰＣコハク酸ＮＨＳの合成
　１０ｇのヒドロキシプロピルセルロース（Ｍwおよそ３７０，０００）を、サーモスタ
ット付水浴器中、８０℃、３５０ｍｌの無水Ｎ－メチルピロリドンに溶解させる。１．４
ｇ（０．０１４モル）のコハク酸無水物を、１．７１ｇ（０．０１４モル）の４－ジメチ
ルアミノピリジンとともに、溶液に溶解させる。反応液を、８０℃で一晩放置する。溶液
を、室温まで冷却し、４００ｍｌのイソプロパノールを添加する。重合体を、３０００ｍ
ｌのジエチルエーテルから沈殿させ、濾過し、続いて３００ｍｌのジエチルエーテルで洗
浄する。最後に、４０℃、真空下で重合体を乾燥させる。
【０１４７】
　その後、この重合体を、ＤＭＦに溶解させ、ＤＣＣの存在下でＮＨＳと反応させて、ア
ミンおよびチオール反応性ＮＨＳエステル化合物を形成する。
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【０１４８】
実施例Ｍ　ＨＰＣ三元重合体接合体の製造
　５ｇのヒドロキシプロピルセルロースおよび実施例Ｋで示される１８ｇの三元重合体を
、２００ｍｌのＤＭＦに溶解させる。２．３ｇのポリ（エチレングリコール）ビス（カル
ボキシルメチル）エーテル（構造は下に示される）を添加し、続いて５０ｍｌのＤＭＦ中
に溶解した１．３ｇのＤＣＣを添加する。反応液を、２５℃で１０日間攪拌し、続いて、
副生成物のＤＣＵを濾過により除去する。重合体溶液を、５００ｍｌのイソプロパノール
で希釈し、５００ｍｌの高速で攪拌されたジエチルエーテルから沈殿させ、その後、減圧
下で濾過することにより単離する。重合体を、５００ｍｌのジエチルエーテルを用いて３
回洗浄し、その後、４０℃、減圧下で乾燥させる。
【０１４９】
ポリ（エチレングリコール）ビス（カルボキシメチル）エーテルの構造
【化１】

【０１５０】
実施例ＮおよびＯ　反応性可塑剤
【０１５１】
実施例Ｎ　α，ω－ジ－ＮＨＳエステル官能性ＰＥＧ
　０．０６７モルのカルボン酸部分を含有する２０ｇのポリ（エチレングリコール）ビス
（カルボキシメチル）エーテルを、２００ｍｌのＤＭＦに溶解する。７．７ｇ（０．０６
７モル）のＮ－ヒドロキシスクシンイミドを容器に添加し、続いて１３．７ｇ（０．０６
７モル）のジシクロヘキシルカルボジイミドを加える。反応液を、２４時間、２５℃で攪
拌して、副生成物のジシクロヘキシルウレアを減圧下で濾過することにより除去する。回
転蒸散（ロータリーエバポレーション）によって、ＤＭＦを除去し、そして生成物を、さ
らに、連続にジエチルエーテルで洗浄することによって精製し、麦わら色に着色した粘性
液体を得る。これを、４０℃、真空下で乾燥させて、微量のジエチルエーテルを除去する
。
【０１５２】
実施例Ｏ　クエン酸ＮＨＳエステル
　（合成方法は、「クエン酸誘導体およびコラーゲンより構成される新規組織接着剤を使
用した柔軟組織の結合（Ｂｏｎｄｉｎｇ　ｏｆ　ｓｏｆｔ　ｔｉｓｓｕｅｓ　ｕｓｉｎｇ
　ａ　ｎｏｖｅｌ　ｔｉｓｓｕｅ　ａｄｈｅｓｉｖｅ　ｃｏｎｓｉｓｔｉｎｇ　ｏｆ　ａ
　ｃｉｔｒｉｃ　ａｃｉｄ　ｄｅｒｉｖａｔｉｖｅ　ａｎｄ　ｃｏｌｌａｇｅｎ）、Ｔａ
ｇｕｃｈｉら、Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ
　Ｃ、２４巻、７７５～７８０頁、２００４年）」に記載の方法を一部変更したものであ
る）。
　０．１４３モルのカルボン酸基および１６３４ｇ（０．１４３モル）のＮＨＳを含有す
る１０ｇのクエン酸を３５０ｍｌのＤＭＦに溶解する。完全に溶解したら、２９．４ｇ（
０．１４３モル）のＤＣＣを、その反応液に添加する。ＤＣＵの沈殿物が急速に現れ、続
いて、透明から黄色、オレンジ色を経て、深い赤／茶色まで色が変化する。２４時間後、
１６～４０μｍの焼結ガラス漏斗を使用して減圧下で濾過することにより、ＤＣＵを除去
した。回転蒸散（ロータリーエバポレーション）によってＤＭＦの量を減らし、深赤色の
液体を残した。
【０１５３】
実施例Ｐ　アミン化重合体を用いて、または用いずに配合された、本発明の組織接着性シ
ートの外植したブタ肝臓に対する接着力の平均仕事量の要約
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【表５】

【０１５４】
　実験研究によれば、外植されたブタ肝臓に対する本発明によるシートの接着力の平均仕
事量は、ｐＨ１０．５リン酸／カルボン酸緩衝液で組織表面を緩衝することによって向上
することが示された。これは、接着試験を開始する前に、組織表面を緩衝液で湿らせるこ
とによって達成された。図７および表２は、アミン化重合体を用いた、または用いない配
合剤において、ｐＨ１０．５リン酸／炭酸緩衝液で組織表面を緩衝することの接着力に対
する効果を示す。
【図面の簡単な説明】
【０１５５】
【図１】アクリル酸Ｎ－ヒドロキシスクシンイミドエステルの重合によってヒドロキシ官
能性重合体が得られることを示す図。
【図２】塩化スクシニルとの反応による、図１のヒドロキシル官能基のカップリング。
【図３】塩基加水分解による、図２のカップリングした重合体からのＮＨＳ基の除去。
【図４】セリウム（ＩＶ）を用いたヒドロキシル－官能性重合体へのアクリル酸のグラフ
ト重合。
【図５】図４のグラフト共重合体が、インビボで分解しうる機構。
【図６】ポリ（アクリル酸）に基づいた生体分解性重合体の合成の概要。
【図７】本発明の組織接着性シートの、ブタ肝臓移植片に対する接着力の平均仕事量のプ
ロット。
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