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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スポンジ材料を含む、重篤な出血の抑制用圧縮スポンジ組成物であって、該スポンジ材
料はキトサンを含み、該スポンジ材料は、機械的圧力の適用によって、０．０１ｇ／ｃｍ
３から０．０３５ｇ／ｃｍ３までの密度を有するスポンジへと、２０ｍｍ／分以下の圧縮
速度で圧縮されている、組成物。
【請求項２】
　前記スポンジ材料は、１２ｍｍ／分以下の圧縮速度で圧縮されている、請求項１に記載
の圧縮スポンジ組成物。
【請求項３】
　前記圧縮スポンジが、活性成分をさらに含む、請求項１または２に記載の組成物。
【請求項４】
　前記活性成分が、カルシウム、トロンビン、第ＶＩＩａ因子、第ＸＩＩＩ因子、トロン
ボキサンＡ２、プロスタグランジン－２ａ、上皮増殖因子、血小板由来増殖因子、フォン
・ウィルブランド因子、腫瘍壊死因子（ＴＮＦ）、ＴＮＦ－α、形質転換増殖因子（ＴＧ
Ｆ）、ＴＧＦ－α、ＴＧＦ－β、インスリン様増殖因子、線維芽細胞増殖因子、ケラチノ
サイト増殖因子、神経成長因子、ペニシリン、アンピシリン、メチシリン、アモキシシリ
ン、クラバモックス、クラブラン酸、アモキシシリン、アズトレオナム、イミペネム、ス
トレプトマイシン、カナマイシン、トブラマイシン、ゲンタマイシン、バンコマイシン、
クリンダマイシン、エリスロマイシン、ポリミキシン、バシトラシン、アムホテリシン、
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ナイスタチン、リファンピシン、テトラサイクリン、ドキシサイクリン、クロラムフェニ
コールおよびそれらの組み合わせよりなる群から選択される、請求項３に記載の組成物。
【請求項５】
　ポリマー材料の裏地支持層をさらに含む、請求項１または２に記載の組成物。
【請求項６】
　前記スポンジ材料の内部および／または該スポンジ材料表面に１つまたは複数の湿潤可
能なポリマーマトリクスをさらに含む、請求項１または２に記載の組成物。
【請求項７】
　前記湿潤可能なポリマーマトリックスが、不織マット類、織マット類、成形ポリマーメ
ッシュおよび低密度スポンジ類よりなる群から選択される、請求項６に記載の組成物。
【請求項８】
　前記湿潤可能なポリマーマトリクスが、キチン、アルギネート、中和キトサン、再アセ
チル化キトサン、ポリ（グリコール酸）、ポリ（乳酸）、ポリ（ｅ－カプロラクトン）、
ポリ（β－ヒドロキシ酪酸）、ポリ（β－ヒドロキシ吉草酸）、ポリジオキサノン、ポリ
（エチレンオキシド）、ポリ（リンゴ酸）、ポリ（タルトロン酸）、ポリホスファゼン、
ポリエチレン、ポリプロピレン、メタロセンポリマー、ポリウレタン、ポリ塩化ビニルポ
リマー、ポリエステル、ポリアミドおよびそれらの組み合わせよりなる群から選択される
、請求項７に記載の組成物。
【請求項９】
　請求項１に記載される圧縮スポンジを備える、重篤な出血を処置するための包帯キット
。
【請求項１０】
　重篤な出血の抑制用圧縮スポンジであって、
　キトサンを含むスポンジ材料を調製する工程；および
　機械的圧力の適用によって、該スポンジ材料を、０．０１ｇ／ｃｍ３から０．０３５ｇ
／ｃｍ３までの密度を有するスポンジへと、２０ｍｍ／分以下の圧縮速度で圧縮する工程
、
によって製造される、出血制御用圧縮スポンジ。
【請求項１１】
　前記スポンジ材料は、１２ｍｍ／分以下の圧縮速度で圧縮されている、請求項１０に記
載の圧縮スポンジ。
【請求項１２】
　前記スポンジ材料の機械的牽引が、該スポンジ材料の面を、マクロテクスチャー化面に
対して加圧することによって改善される、請求項１０または１１に記載の圧縮スポンジ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、２００３年１２月１５日に出願された、米国特許出願番号が付与されていない
、Ｗｏｕｎｄ　Ｄｒｅｓｓｉｎｇ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｉｎ
ｇ　Ｓｅｖｅｒｅ　Ｌｉｆｅ－Ｔｈｒｅａｔｅｎｉｎｇ　Ｂｌｅｅｄｉｎｇについての出
願の、米国特許法第１．５３条第（ｂ）項の下での一部継続出願である。この米国特許出
願は、２００２年６月１６日に出願された、国際出願番号ＰＣＴ／ＵＳ０２／１８７５７
の、米国特許法第３７１条の下での国際段階移行であった。
【０００２】
　（発明の分野）
　本発明は、出血抑制創傷被覆材、およびこのような被覆材の使用方法ならびに製造方法
に関する。対象の創傷被覆材は、重篤な出血を抑制するために、非哺乳動物から構成され
る。重篤な出血を抑制するための創傷被覆材は、キトサンおよび／または他の親水性ポリ
マーを含む生体材料から形成される。あるいは該材料は、ポリアクリル酸またはポリアク
リル酸と他のポリマーとの組み合わせを含み得る。本発明で考慮されている重篤な命にか
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かわる出血の種類は、典型的には、通常のガーゼ創傷被覆材を通常の圧力で創傷に適用し
た場合に止血され得ないタイプのものである。該創傷被覆材は、創傷部位に接着し、創傷
を密封し、創傷部位における凝血塊の形成を促進し、創傷部位における凝血塊の形成を補
強し、創傷部位からの出血を防止し、創傷部位からの血液の流出を実質的に妨げることに
よって、創傷からの命にかかわる出血の流れを実質的に止めることができる。
【背景技術】
【０００３】
　（発明の背景）
　新型出血抑制包帯およびその適用は、利用可能な実質的に増強された止血方法になると
考えられる。今まで、ガーゼ包帯と共に連続的に圧力をかけることが、血流、特に、重篤
な出血創傷からの血流を止めるために用いられる好ましい主な処置となっている。しかし
、この方法は、重篤な血流を止めるのに、効果的でもないし安全でもない。このことは、
創傷からの重篤な命にかかわる出血の場合の生存上の主な問題であったし、今も問題であ
り続けている。
【０００４】
　さらに、重篤な出血は、戦場での創傷による死亡の主要な原因であり、そのような死亡
のおよそ５０％を占めている。これらの死亡の三分の一は、改良された出血抑制方法およ
び装置によって防止できると予想されている。また、このような改良された出血抑制は、
非軍事的な場、例えば、出血が外傷後死亡の第二の主要原因である病院および獣医診療所
においてきわめて有用であることも実証される。
【０００５】
　現在利用可能なコラーゲン創傷被覆材または乾燥フィブリントロンビン創傷被覆材は、
外科手術適用における使用に限られており、高血流における分解に対する抵抗性が十分で
はない。また、それらは、重篤な血流の止血において何らかの実際的な目的に役立つ十分
な接着性を有していない。また、これらの現在利用可能な外科用止血包帯は、抵抗力が弱
く、圧力による屈曲または負荷によって損傷すれば失敗する傾向がある。それらはまた、
易出血性出血において分解し易い。これらの包帯のこのような分解および崩壊は、創傷へ
の接着減損を引き起こし、出血を弱めずに続行させる可能性があるため、破局的となり得
る。
【０００６】
　キトサンおよびキトサン被覆材に関して先行技術が存在する。例えば、Ｍａｌｌｅｔｔ
ｅらに対して発行された特許文献１では、マイクログラム／ｍＬの量の血液を凝集させる
ために、液体または粉末形態のキトサンを使用している。また、Ｍａｌｌｅｔｔｅらに対
して発行された特許文献２は、キトサンを血管に直接注入することにより血管を治療的に
閉塞する方法に関するものである。さらに、Ｍａｌｌｅｔｔｅらに対して発行された特許
文献３は、組織創傷にキトサン溶液または水溶性キトサンを接触させて配置することによ
り線維増殖を阻害し、組織再生を促進する止血に関する。該キトサン形態は、出血を防止
する凝塊を形成する。
【０００７】
　Ｖｏｕｒｎａｋｉｓらに対して発行された特許文献４は、珪藻由来の医用グレード、高
精度のキチンおよびキチン誘導体（該特許における分析によっては実証されていないが、
いわゆるタンパク質の無い）を作成する方法に関する。いわゆるタンパク質の無いキチン
／キトサン材料の提案された利点は、それらが、現在のエビおよびカニ由来のキチン材料
よりも有意に抗原性が少ないと考えられることである。
【０００８】
　非特許文献１には、転相法によって製造された非対称キトサン膜の製造および創傷治癒
機能が記載されている。
【０００９】
　非特許文献２には、ブタ脾臓皮膜剥ぎ取り試験に典型的な中等度の血流および浸出下で
のキチン／キトサン止血パッチの試験が記載されている。
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【００１０】
　非特許文献３には、ブタ脾臓皮膜剥ぎ取り試験における止血物質試験が記載されている
。
【００１１】
　ＷＡＴＥＲ　ＳＯＬＵＢＬＥ　ＰＯＬＹＭＥＲＳ，ＳＹＮＴＨＥＳＩＳ，ＳＯＬＵＴＩ
ＯＮ　ＰＲＯＰＥＲＴＩＥＳ　ＡＮＤ　ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮＳ、ＡＣＳ　Ｓｅｒｉｅ
ｓ４６７（Ｗ．Ｓ．Ｓｈａｌａｂｙら編集、ＡＣＳ、ワシントンＤＣ、１９９１年、Ｃｈ
２８、４３１－４４５頁）におけるＳａｎｄｆｏｒｄ，Ｓｔｅｉｎｎｅｓ　Ａ．、「Ｂｉ
ｏｍｅｄｉｃａｌ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｈｉｇｈ　Ｐｕｒｉｔｙ　Ｃｈｉｔ
ｏｓａｎ」。これは、キトサンスポンジに関するキトサンの使用法を記載している一般的
なレビュー論文である。
【００１２】
　Ｍａｌｌｅｔｔｅ，Ｗ．Ｇ．ら、「Ｃｈｉｔｏｓａｎ：Ａ　Ｎｅｗ　Ｈｅｍｏｓｔａｔ
」Ａｎｎａｌｓ　ｏｆ　Ｔｈｏｒａｃｉｃ　Ｓｕｒｇｅｒｙ３６（１）：５５－５８頁、
（１９８３）。上記のＭａｌｅｔｔｅに関するコメントを参照されたい。
【００１３】
　Ｏｌｓｅｎ，Ｒ．ら、Ｉｎ　ＣＨＩＴＩＮ　ＡＮＤ　ＣＨＩＴＯＳＡＮ　、ＳＯＵＲＣ
ＥＳ，ＣＨＥＭＩＳＴＯＲＹ，ＢＩＯＣＨＥＭＩＳＴＯＲＹ，ＰＨＹＳＩＣＡＬ　ＰＲＯ
ＰＥＲＴＩＥＳ　ＡＮＤ　ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮＳ，Ｅｌｓｅｖｉｅｒ　Ａｐｐｌｉｅ
ｄ　Ｓｃｉｅｎｃｅ、ロンドンおよびニューヨーク、１９８９年、８１３－８２８頁。こ
の論文は、キトサンの凝集効率に関する。
【００１４】
　特許文献５は、改善されたタックを有するキトサン医用バンドを扱っている。特許文献
６は、外部止血適用のための、または創傷保護のための水不溶性および２％酢酸不溶性の
キトサンスポンジを記載している。
【００１５】
　特許文献７は、少なくとも１つの生理学的試剤および少なくとも１つの下部構造を用い
る凍結乾燥法によって形成された、創傷被覆材および／またはインプラント適用のための
コラーゲン基材の構造的に非均一なスポンジを記載している。
【００１６】
　特許文献８は、血液または他の流体の流れの停止に効率の高い凍結乾燥したスポンジ構
造に関する。この特許は、コラーゲンスポンジの調製を記載している。
【００１７】
　特許文献９は、キトサンおよびアルギネートのブレンドまたは混合物から形成された創
傷被覆材を含む。
【特許文献１】米国特許第４，３９４，３７３号明細書
【特許文献２】米国特許第４，４５２，７８５号明細書
【特許文献３】米国特許第４，５３２，１３４号明細書
【特許文献４】米国特許第５，８５８，３５０号明細書
【特許文献５】特許第６０１４２９２７号公報
【特許文献６】特公昭６３－０９０５０７号公報
【特許文献７】米国特許第５，７００，４７６号明細書
【特許文献８】米国特許第２，６１０，６２５号明細書
【特許文献９】米国特許第５，８３６，９７０号明細書
【非特許文献１】Ｍｉ，Ｆ．Ｌ．ら、「Ｆａｂｒｉｃａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｈａｒａｃ
ｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　ａ　Ｓｐｏｎｇｅ－Ｌｉｋｅ　Ａｓｓｙｍｅｔｒｉｃ　Ｃ
ｈｉｔｏｓａｎ　Ｍｅｍｂｒａｎｅ　ａｓ　ａ　Ｗｏｕｎｄ　Ｄｒｅｓｓｉｎｇ」、Ｂｉ
ｏｍａｔｅｒｉａｌｓ、２００１年、２２（２）：ｐ．１６５－１７３
【非特許文献２】Ｃｈａｎ，Ｍ．Ｗ．ら、「Ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ　ｏｆ　Ｐｏｌｙ－Ｎ
－ａｃｅｔｙｌ　Ｇｌｕｃｏｓａｍｉｎｅ（Ｐ－ＧｌｃＮＡｃ）ｗｉｔｈ　Ａｂｓｏｒｂ
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ａｂｌｅ　Ｃｏｌｌａｇｅｎ（Ａｃｔｉｆｏａｍ），ａｎｄ　Ｆｉｂｒｉｎ　Ｓｅａｌａ
ｎｔ（Ｂｏｌｈｅａｌ）ｆｏｒ　Ａｃｈｉｅｖｉｎｇ　Ｈｅｍｏｓｔａｓｉｓ　ｉｎ　ａ
　Ｓｗｉｎｅ　Ｍｏｄｅｌ　ｏｆ　Ｓｐｌｅｎｉｃ　Ｈｅｍｏｒｒｈａｇｅ」、Ｊ．Ｔｒ
ａｕｍａ　Ｉｎｊｕｒｙ，Ｉｎｆｅｃｔｉｏｎ，ａｎｄ　Ｃｒｉｔｉｃａｌ　Ｃａｒｅ，
２０００年、４８（３）：ｐ．４５４－４５８
【非特許文献３】Ｃｏｌｅ，Ｄ．Ｊ．ら、「Ａ　Ｐｉｌｏｔ　Ｓｔｕｄｙ　Ｅｖａｌｕａ
ｔｉｎｇ　ｔｈｅ　Ｅｆｆｉｃａｃｙ　ｏｆ　ａ　Ｆｕｌｌｙ　Ａｃｅｔｙｌａｔｅｄ　
ｐｏｌｙ－Ｎ－ａｃｅｔｙｌ　ｇｌｕｃｏｓａｍｉｎｅ　Ｍｅｍｂｒａｎｅ　Ｆｏｒｍｕ
ｌａｔｉｏｎ　ａｓ　ａ　Ｔｏｐｉｃａｌ　Ｈｅｍｏｓｔａｔｉｃ　Ａｇｅｎｔ」、Ｓｕ
ｒｇｅｒｙ、１９９９年、１２６（３）：５１０：ｐ．５１７
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　したがって、重篤な血流を止めることができ、圧力による屈曲または負荷の際に失敗し
ない改良された止血包帯に対する必要性が存在している。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　（発明の要旨）
　本発明は、重篤な命にかかわる出血を抑制するための救急処置／第一次処置用創傷被覆
材に関する。現在、重篤な命にかかわる出血の抑制に好適な低コストの創傷被覆材は無い
。特に、典型的には全死亡の５０％が重篤な出血の即時抑制不能に関連している戦場にお
いて、このタイプの被覆材に対する必要性が存在している。本発明の創傷被覆材は、創傷
部位に接着し、創傷を密封し、創傷部位における凝血塊の形成を促進し、創傷部位におけ
る凝血塊の形成を補強し、創傷部位からの出血を防止し、創傷部位からの血液の流出を実
質的に妨げることによって、創傷からの命にかかわる血液の流れを実質的に止めることが
できる。
【００２０】
　一実施形態において、圧縮されたスポンジが、約０．６ｇ／ｃｍ３から０．１５ｇ／ｃ
ｍ３の圧縮スポンジ密度を有する、親水性ポリマーを含む、出血抑制用の圧縮スポンジが
提供される。親水性ポリマーは、アルギネート、キトサン、親水性ポリアミン、キトサン
誘導体、ポリリジン、ポリエチレンイミン、キサンタン、カラゲナン、第四級アンモニウ
ムポリマー、硫酸コンドロイチン、澱粉、修飾セルロースポリマー、デキストラン、ヒア
ルロナンまたはそれらの組み合わせであり得る。澱粉は、アミラーゼ、アミロペクチンお
よびアミロペクチンとアミラーゼの組み合わせであり得る。親水性ポリマーは、キトサン
であることが好ましい。キトサンは、少なくとも約１００ｋＤａの重量平均分子量を有す
ることが好ましい。キトサンは、少なくとも約１５０ｋＤａの重量平均分子量を有するこ
とがより好ましい。キトサンは、少なくとも約３００ｋＤａの重量平均分子量を有するこ
とが最も好ましい。
【００２１】
　キトサンは、スピンドルＬＶ１の３０ｒｐｍで、酢酸（ＡＡ）の１％溶液中、２５℃に
おいて、約１００センチポアズから約２０００センチポアズの粘度を有することが好まし
い。キトサンは、スピンドルＬＶ１の３０ｒｐｍで、酢酸（ＡＡ）の１％溶液中、２５℃
において、約１２５センチポアズから約１０００センチポアズの粘度を有することがより
好ましい。キトサンは、スピンドルＬＶ１の３０ｒｐｍで、酢酸（ＡＡ）の１％溶液中、
２５℃において、約１５０センチボアズから約５００センチボアズの粘度を有することが
最も好ましい。
【００２２】
　該圧縮スポンジは、活性成分をさらに含み得る。該活性成分としては、限定はしないが
、カルシウム、トロンビン、第ＶＩＩａ因子、第ＸＩＩＩ因子、トロンボキサンＡ２、プ
ロスタグランジン－２ａ、上皮増殖因子、血小板由来増殖因子、フォン・ウィルブランド
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因子、腫瘍壊死因子（ＴＮＦ）、ＴＮＦ－α、形質転換増殖因子（ＴＧＦ）、ＴＧＦ－α
、ＴＧＦ－β、インスリン様増殖因子、線維芽細胞増殖因子、ケラチノサイト増殖因子、
神経成長因子、ペニシリン、アンピシリン、メチシリン、アモキシシリン、クラバモック
ス、クラブラン酸，アモキシシリン、アズトレオナム、イミペネム、ストレプトマイシン
、カナマイシン、トブラマイシン、ゲンタマイシン、バンコマイシン、クリンダマイシン
、エリスロマイシン、ポリミキシン、バシトラシン、アムホテリシン、ナイスタチン、リ
ファンピシン、テトラサイクリン、ドキシサイクリン、クロラムフェニコールおよびそれ
らの組み合わせが挙げられる。
【００２３】
　他の実施形態において、親水性ポリマースポンジ、およびスポンジの内部におよび／ま
たはスポンジ表面に１つの、または複数の湿潤可能なポリマーマトリクスを含む出血抑制
用の圧縮複合スポンジが提供される。親水性ポリマーとしては、アルギネート、親水性ポ
リアミン、キトサン誘導体、ポリリジン、ポリエチレンイミン、キサンタン、カラゲナン
、第四級アンモニウムポリマー、硫酸コンドロイチン、澱粉、修飾セルロースポリマー、
デキストラン、ヒアルロナンまたはそれらの組み合わせを挙げることができる。澱粉は、
アミラーゼ、アミロペクチンおよびアミロペクチンとアミラーゼの組み合わせであり得る
。
【００２４】
　湿潤可能なポリマーとしては、不織マット類、織マット類、成形ポリマーメッシュおよ
び低密度スポンジ類を挙げることができる。湿潤可能なポリマーとしては、限定はしない
が、キチン、アルギネート、中和キトサン、再アセチル化キトサン、ポリ（グリコール酸
）、ポリ（乳酸）、ポリ（ｅ－カプロラクトン）、ポリ（β－ヒドロキシ酪酸）、ポリ（
β－ヒドロキシ吉草酸）、ポリジオキサノン、ポリ（エチレンオキシド）、ポリ（リンゴ
酸）、ポリ（タルトロン酸）、ポリホスファゼン、ポリエチレン、ポリプロピレン、メタ
ロセンポリマー、ポリウレタン、ポリ塩化ビニルポリマー、ポリエステル、ポリアミドお
よびそれらの組み合わせを挙げることができる。親水性ポリマーはキトサンであることが
好ましい。
【００２５】
　キトサンは、少なくとも約１００ｋＤａの重量平均分子量を有することが好ましい。キ
トサンは、少なくとも約１５０ｋＤａの重量平均分子量を有することがより好ましい。キ
トサンは、少なくとも約３００ｋＤａの重量平均分子量を有することが最も好ましい。キ
トサンは、酢酸（ＡＡ）の１％溶液中、２５℃で約１００センチポアズから約２０００セ
ンチポアズの粘度を有することが好ましい。キトサンは、酢酸（ＡＡ）の１％溶液中、２
５℃で約１２５センチポアズから約１０００センチポアズの粘度を有することがより好ま
しい。キトサンは、酢酸（ＡＡ）の１％溶液中、２５℃で約１５０センチボアズから約５
００センチボアズの粘度を有することが最も好ましい。
【００２６】
　該スポンジは、親水性ポリマーを含浸させた糸を含み得る。該糸は親水性ポリマーを含
浸させる。該親水性ポリマーはキトサンであることが好ましい。また、該親水性ポリマー
として、限定はしないが、アルギネート、親水性ポリアミン、キトサン誘導体、ポリリジ
ン、ポリエチレンイミン、キサンタン、カラゲナン、第四級アンモニウムポリマー、硫酸
コンドロイチン、澱粉、修飾セルロースポリマー、デキストラン、ヒアルロナンまたはそ
れらの組み合わせを挙げることもできる。
【００２７】
　該湿潤可能なメッシュは、不織メッシュであり得る。該スポンジは、約１５ミクロンか
ら約３００ミクロンの孔径の細孔を含有することが好ましい。該スポンジは、約３０ミク
ロンから約２５０ミクロンの孔径の細孔を含有することがより好ましい。該スポンジは、
約１００ミクロンから約２２５ミクロンの孔径の細孔を含有することがより好ましい。該
スポンジは、約１２５ミクロンから約２００ミクロンの孔径の細孔を含有することがより
好ましい。該スポンジは、約１５０ミクロンから約１７５ミクロンの孔径の細孔を含有す
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ることが最も好ましい。該スポンジは、スポンジ基材表面当たり、１ｃｍ２当たり約１０
０ｃｍ２から１ｃｍ２当たり約１０００ｃｍ２の利用可能な血液接触表面積を有すること
が好ましい。該圧縮複合スポンジは、スポンジ基材表面当たり、１ｃｍ２当たり約２００
ｃｍ２から１ｃｍ２当たり約８００ｃｍ２の利用可能な血液接触表面積を有することがよ
り好ましい。該スポンジは、スポンジ基材表面当たり、１ｃｍ２当たり約３００ｃｍ２か
ら１ｃｍ２当たり約５００ｃｍ２の利用可能な血液接触表面積を有することが最も好まし
い。創傷表面積当たりの利用可能なキトサン生体材料の平均質量は、約０．０２ｇ／ｃｍ
２から約１．０ｇ／ｃｍ２であることが好ましい。創傷表面積当たりの利用可能なキトサ
ン生体材料の平均質量は、約０．０４ｇ／ｃｍ２から約０．５ｇ／ｃｍ２であることがよ
り好ましい。創傷表面積当たりの利用可能なキトサン生体材料の平均質量は、約０．０６
ｇ／ｃｍ２から約０．１ｇ／ｃｍ２であることが最も好ましい。
【００２８】
　該圧縮複合スポンジは、裏地支持層をさらに含み得る。該裏地支持層は、ポリマー材料
の層であり得る。該ポリマー材料は、合成非生分解性材料であっても天然生分解性ポリマ
ーであってもよい。合成生分解性材料としては、ポリ（グリコール酸）、ポリ（乳酸）、
ポリ（ｅ－カプロラクトン）、ポリ（β－ヒドロキシ酪酸）、ポリ（β－ヒドロキシ吉草
酸）、ポリジオキサノン、ポリ（エチレンオキシド）、ポリ（リンゴ酸）、ポリ（タルト
ロン酸）、ポリホスファゼン、ポリエチレンのコポリマー類、ポリプロピレンのコポリマ
ー類、前記ポリマー類の合成に用いられるモノマー類のコポリマー類またはそれらの組み
合わせを挙げることができる。天然ポリマー類は、キチン、アルギン、澱粉、デキストラ
ン、コラーゲン、アルブメンおよびそれらの組み合わせを挙げることができる。合成ポリ
マー類としては、ポリエチレン、ポリプロピレン、メタロセンポリマー、ポリウレタン、
ポリ塩化ビニルポリマー、ポリエステル、ポリアミドおよびそれらの組み合わせを挙げる
ことができる。
【００２９】
　該圧縮複合スポンジは、創傷部位に対して、約４０ｋＰａから約５００ｋＰａの接着度
を有することが好ましい。該圧縮複合スポンジは、創傷部位に対して、約６０ｋＰａから
約２５０ｋＰａの接着度を有することがより好ましい。該圧縮複合スポンジは、創傷部位
に対して、約１００ｋＰａから約２００ｋＰａの接着度を有することが最も好ましい。
【００３０】
　該圧縮複合スポンジは、創傷被覆材－血液界面において、前記創傷からの血流と組み合
わせて接着材料を形成することができる。該接着材料はキトサン接着材料であることが好
ましい。該キトサン材料は、創傷が密封されている場合、約６．３以下のｐＨを有するこ
とが好ましい。該キトサン材料は、創傷が密封されている場合、好ましくは、約４．５以
下のｐＨを有することがより好ましい。該キトサン材料は、創傷が密封されている場合、
約４．０以下のｐＨを有することが最も好ましい。
【００３１】
　該接着材料は、酢酸、ギ酸、乳酸、アスコルビン酸、塩酸およびクエン酸よりなる群か
ら選択される酸を含み得る。該圧縮複合スポンジは、約３．０ｍｍ以上で約８ｍｍ以下の
厚さを有することが好ましい。該圧縮複合スポンジは、約３．５ｍｍ以上で約７ｍｍ以下
の厚さを有することがより好ましい。該圧縮複合スポンジは、約４．０ｍｍ以上で約６ｍ
ｍ以下の厚さを有することが最も好ましい。該圧縮複合スポンジは、約０．１Ｍｐａから
約１０Ｍｐａの極限引張応力を有することが好ましい。該圧縮複合スポンジは、約０．１
５Ｍｐａから約０．８Ｍｐａの極限引張応力を有することがより好ましい。該圧縮複合ス
ポンジは、約０．２５Ｍｐａから約０．５Ｍｐａの極限引張応力を有することが最も好ま
しい。
【００３２】
　該圧縮複合スポンジは、約５％の極限伸び率を有することが好ましい。該圧縮複合スポ
ンジは、約１０％の極限伸び率を有することがより好ましい。該圧縮複合スポンジは、約
１５％の極限伸び率を有することが最も好ましい。
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【００３３】
　他の実施形態において、（ａ）低密度スポンジの凍結／凍結乾燥調製；および（ｂ）１
分当たり、約１０ｍｍの好ましい速度、および８０℃の好ましい制御温度において、該低
密度スポンジを圧縮し、それによって約０．１ｇ／ｃｍ３から約０．２ｇ／ｃｍ３の密度
を有する圧縮スポンジを得ることを包含する出血抑制用圧縮スポンジを調製するプロセス
が提供される。
【００３４】
　他の実施形態において、（ａ）　低密度スポンジの凍結／凍結乾燥調製以外の方法によ
る低密度スポンジの調製；および（ｂ）引き続いて、１分当たり、約１０ｍｍの好ましい
速度、および約８０℃の好ましい制御温度において、該低密度スポンジを圧縮し、それに
よって約０．１ｇ／ｃｍ３から約０．２ｇ／ｃｍ３の密度を有する圧縮スポンジを得るこ
とを包含する出血抑制用圧縮スポンジを調製するプロセスが提供される。該低密度スポン
ジは、約０．０１ｇ／ｃｍ３から約０．０３５ｇ／ｃｍ３の密度を有することが好ましい
。該圧縮スポンジは、約０．１ｇ／ｃｍ３から約０．１５ｇ／ｃｍ３の密度を有すること
が好ましい。
【００３５】
　他の実施形態において、ａ）キトサン生体材料溶液を加熱することによってキトサン生
体材料を脱気し、それに減圧を適用すること；ｂ）キトサン生体材料溶液を凍結させるこ
と；ｃ）キトサン生体材料中の水分が固相から気相内へ通るように、凍結キトサン生体材
料の構造的完全性を損傷することなく、凍結キトサン生体材料の内部から水分を除去する
こと；ｄ）１分当たり、約１０ｍｍの好ましい速度でキトサン生体材料を圧縮し、それに
よって、約０．１ｇ／ｃｍ３から約０．２ｇ／ｃｍ３の密度を有する圧縮スポンジを得る
こと；およびｅ）８０℃で３０分間、圧縮キトサンスポンジを焼成することを包含する出
血抑制用圧縮スポンジを調製するプロセス。ステップ（ｂ）のキトサン生体材料の凍結時
、温度は、予め決められた時間をかけて徐々に低下させることが好ましい。
【００３６】
　ステップ（ｂ）の温度は、約－２５℃以下の最終凍結温度であることが好ましい。ステ
ップ（ｂ）の処理は、約－３５℃以下の最終凍結温度を含むことがより好ましい。ステッ
プ（ｂ）の温度は、約－４５℃以下の最終凍結温度であることが最も好ましい。水分除去
は、凍結したキトサン生体材料の凍結乾燥によって実施できる。この処理は、凍結前に、
脱気キトサン溶液にアルゴン、窒素およびヘリウムを添加するステップをさらに含むこと
ができる。
【００３７】
　該圧縮スポンジは滅菌できる。該圧縮スポンジはγ線照射によって滅菌することが好ま
しい。
【００３８】
　他の実施形態において、圧縮スポンジまたは圧縮複合スポンジを投与することを包含す
る、被験体における重篤な出血を防止するプロセスが提供される。該被験体は哺乳動物で
あることが好ましい。該哺乳動物はヒトであることがより好ましい。該被験体は、もし、
出血が抑制されないままであれば、２０分から３０分以内に、全血液容量の約３０～４０
％の損失が生じるような重篤な出血を被っていることが好ましい。該圧縮スポンジまたは
圧縮複合スポンジは、出血外傷部上に直接、約６０ｋＰａから８０ｋＰａの圧力で適用さ
れ、そのまま３分から５分保持してから、放し、覆って巻き付けることが好ましい。
【００３９】
　他の実施形態において、重篤な出血を処置するための、圧縮スポンジまたは圧縮複合ス
ポンジ、覆い用ガーゼロールおよび創傷巻き付け用Ａｃｅ包帯を備える包帯キットが提供
される。
【００４０】
　他の実施形態において、マクロテクスチャー加工面に該スポンジの組織接触面を押し付
けることを包含する、圧縮スポンジまたは複合圧縮スポンジの機械的接合およびかみ合わ
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せのプロセスが提供される。マクロテクスチャー加工面としては、化学的エッチングによ
って調製された面、イオンビーム表面削摩によって調製された面、機械的切断によって調
製された面およびレーザー削摩によって調製された面を挙げることができる。
【００４１】
　他の実施形態において、マクロテクスチャー加工面に該スポンジの組織接触面を押し付
けることを包含する、圧縮スポンジまたは圧縮複合スポンジの機械的牽引力を改善するプ
ロセスが提供される。マクロテクスチャー加工面は、化学的エッチングによって調製され
た面、および粒子吹きつけ法によって調製された面よりなる群から選択されることが好ま
しい。
【００４２】
　他の実施形態において、スポンジ表面をポリマーフィルム、ポリマープレート、高所プ
ラスチックプレートまたは水分不浸透性通気性膜フィルムで覆うことを包含する、複合ス
ポンジまたは圧縮複合スポンジの表面上に粗い外被が形成されることを制限するかまたは
阻止するプロセスが提供される。
【００４３】
　他の実施形態において、約０．０５ｇ／ｃｍ３未満の開始密度で、スポンジが約０．０
８ｇ／ｃｍ３未満の密度に達するまで、該スポンジを圧縮することによって該スポンジが
形成される低密度スポンジ。該スポンジは、凍結または凍結乾燥以外の方法によって形成
することができる。該スポンジは、転相法、予め形成されたマトリクスに対する活性成分
の共有結合によって作成されたスポンジ、および発泡法よりなる群から選択される方法を
用いて形成されることが好ましい。
【００４４】
　他の実施形態において、該圧縮スポンジ　および圧縮複合スポンジは、少なくとも１つ
のさらなる親水性ポリマーをさらに含み得る。さらなる親水性ポリマーとしては、限定は
しないが、アルギネート、キトサン、親水性ポリアミン、キトサン誘導体、ポリリジン、
ポリエチレンイミン、キサンタン、カラゲナン、第四級アンモニウムポリマー、硫酸コン
ドロイチン、澱粉、修飾セルロースポリマー、デキストラン、ヒアルロナンまたはそれら
の組み合わせを挙げることができる。澱粉としては、限定はしないが、アミラーゼ、アミ
ロペクチンおよびアミロペクチンとアミラーゼの組み合わせを挙げることができる。該親
水性ポリマーは、キトサンであることが好ましい。
【００４５】
　他の実施形態では、圧縮スポンジが約０．６ｇ／ｃｍ３から０．１５ｇ／ｃｍ３の圧縮
スポンジ密度を有し、疎水性ポリマーがポリアクリル酸であり得る親水性ポリマーを含む
出血抑制用圧縮スポンジが提供される。該圧縮スポンジは、活性成分をさらに含み得るこ
とが好ましい。該活性成分としては、限定はしないが、カルシウム、トロンビン、第ＶＩ
Ｉａ因子、第ＸＩＩＩ因子、トロンボキサンＡ２、プロスタグランジン－２ａ、上皮増殖
因子、血小板由来増殖因子、フォン・ウィルブランド因子、腫瘍壊死因子（ＴＮＦ）、Ｔ
ＮＦ－α、形質転換増殖因子（ＴＧＦ）、ＴＧＦ－α、ＴＧＦ－β、インスリン様増殖因
子、線維芽細胞増殖因子、ケラチノサイト増殖因子、神経成長因子、ペニシリン、アンピ
シリン、メチシリン、アモキシシリン、クラバモックス、クラブラン酸、アモキシシリン
、アズトレオナム、イミペネム、ストレプトマイシン、カナマイシン、トブラマイシン、
ゲンタマイシン、バンコマイシン、クリンダマイシン、エリスロマイシン、ポリミキシン
、バシトラシン、アムホテリシン、ナイスタチン、リファンピシン、テトラサイクリン、
ドキシサイクリン、クロラムフェニコールおよびそれらの組み合わせを挙げることができ
る。
【００４６】
　他の実施形態において、疎水性ポリマーがポリアクリル酸である、親水性ポリマースポ
ンジおよび該スポンジの内部および／または該スポンジ表面に１つまたは複数の湿潤可能
なポリマーマトリクスを含む出血抑制用圧縮複合スポンジが提供される。該湿潤可能なポ
リマーマトリクスとしては、不織マット類、織マット類、成形ポリマーメッシュおよび低
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密度スポンジ類を挙げることができる。該湿潤可能なポリマーマトリクスとしては、キチ
ン、アルギネート、中和キトサン、再アセチル化キトサン、ポリ（グリコール酸）、ポリ
（乳酸）、ポリ（ｅ－カプロラクトン）、ポリ（β－ヒドロキシ酪酸）、ポリ（β－ヒド
ロキシ吉草酸）、ポリジオキサノン、ポリ（エチレンオキシド）、ポリ（リンゴ酸）、ポ
リ（タルトロン酸）、ポリホスファゼン、ポリエチレン、ポリプロピレン，メタロセンポ
リマー、ポリウレタン、ポリ塩化ビニルポリマー、ポリエステル、ポリアミドまたはそれ
らの組み合わせを挙げることができる。
【００４７】
　該スポンジは、親水性ポリマーに含浸させた糸をさらに含み得る。該糸は、疎水性ポリ
マーがポリアクリル酸である親水性ポリマーに含浸させることが好ましい。該湿潤可能な
ポリマーマトリクスは不織メッシュであることが好ましい。
【００４８】
　該スポンジは、約１５ミクロンから約３００ミクロンの孔径を有する細孔を含有するこ
とが好ましい。該スポンジは、約３０ミクロンから約２５０ミクロンの孔径を有する細孔
を含有することがより好ましい。該スポンジは、約１００ミクロンから約２２５ミクロン
の孔径を有する細孔を含有することがより好ましい。該スポンジは、約１２５ミクロンか
ら約２００ミクロンの孔径を有する細孔を含有することがより好ましい。該スポンジは、
約１５０ミクロンから約１７５ミクロンの孔径を有する細孔を含有することが最も好まし
い。該スポンジは、スポンジ基材表面当たり、１ｃｍ２当たり、約１００ｃｍ２から１０
００ｃｍ２の利用可能な血液接触表面積を有することが好ましい。該スポンジは、スポン
ジ基材表面当たり、１ｃｍ２当たり、約２００ｃｍ２から８００ｃｍ２の利用可能な血液
接触表面積を有することがより好ましい。該スポンジは、スポンジ基材表面当たり、１ｃ
ｍ２当たり、約３００ｃｍ２から５００ｃｍ２の利用可能な血液接触表面積を有すること
が最も好ましい。
【００４９】
　該圧縮複合スポンジは、裏地支持層をさらに含み得る。該裏地支持層は、ポリマー材料
の層であり得ることが好ましい。該ポリマー材料は、合成非生分解性材料かまたは天然生
分解性ポリマーであることが好ましい。合成生分解性材料としては、限定はしないが、ポ
リ（グリコール酸）、ポリ（乳酸）、ポリ（ｅ－カプロラクトン）、ポリ（β－ヒドロキ
シ酪酸）、ポリ（β－ヒドロキシ吉草酸）、ポリジオキサノン、ポリ（エチレンオキシド
）、ポリ（リンゴ酸）、ポリ（タルトロン酸）、ポリホスファゼン、ポリエチレンのコポ
リマー類、ポリプロピレンのコポリマー類、前記ポリマー類の合成に用いられるモノマー
類のコポリマー類またはそれらの組み合わせを挙げることができる。天然ポリマーとして
は、限定はしないが、キチン、アルギン、澱粉、デキストラン、コラーゲン、卵白、また
はそれらの組み合わせを挙げることができる。合成ポリマーとしては、限定はしないが、
ポリエチレン、ポリプロピレン、メタロセンポリマー、ポリウレタン、ポリ塩化ビニルポ
リマー、ポリエステル、ポリアミドまたはそれらの組み合わせを挙げることができる。
【００５０】
　該圧縮複合スポンジは、創傷部位に対して、約４０ｋＰａから５００ｋＰａの接着度を
有することが好ましい。該圧縮複合スポンジは、創傷部位に対して、約６０ｋＰａから２
５０ｋＰａの接着度を有することがより好ましい。該圧縮複合スポンジは、創傷部位に対
して、約１００ｋＰａから２００ｋＰａの接着度を有することが最も好ましい。
【００５１】
　該圧縮複合スポンジは、創傷被覆材－血液界面において、前記創傷からの血流と組み合
わせて接着材料を形成する能力があり得る。該接着材料は、創傷が密封されている場合、
好ましくは、約５．５以上のｐＨを有することが好ましい。該接着材料は、創傷が密封さ
れている場合、好ましくは、約６．５以下のｐＨを有することがより好ましい。該接着材
料は、創傷が密封されている場合、好ましくは、約７．５以下のｐＨを有することが最も
好ましい。該接着材料は、酢酸、ギ酸、乳酸、アスコルビン酸、塩酸、およびクエン酸よ
りなる群から選択される酸を含むことが好ましい。該圧縮複合スポンジは、約３．０ｍｍ
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以上で約８ｍｍ以下の厚さを有することが好ましい。該圧縮複合スポンジは、約３．５ｍ
ｍ以上で約７ｍｍ以下の厚さを有することがより好ましい。該圧縮複合スポンジは、約４
．０ｍｍ以上で約６ｍｍ以下の厚さを有することが最も好ましい。該圧縮複合スポンジは
、約０．１ＭＰａから約１０ＭＰａの極限引張応力を有することが好ましい。該圧縮複合
スポンジは、約０．１５ＭＰａから約０．８ＭＰａの極限引張応力を有することがより好
ましい。該圧縮複合スポンジは、約０．２５ＭＰａから約０．５ＭＰａの極限引張応力を
有することが最も好ましい。
【００５２】
　該圧縮複合スポンジは、約５％の極限伸び率を有することが好ましい。該圧縮複合スポ
ンジは、約１０％の極限伸び率を有することがより好ましい。該圧縮複合スポンジは、約
１５％の極限伸び率を有することが最も好ましい。
【００５３】
　他の実施形態において、（ａ）低密度スポンジの凍結／凍結乾燥調製ステップ；および
（ｂ）該低密度スポンジを、１分当たり、１０ｍｍの好ましい速度および８０℃の好まし
い制御温度で圧縮することによって、約０．１ｇ／ｃｍ３から約０．２ｇ／ｃｍ３の密度
を有する圧縮スポンジを得るステップ、を包含する、請求項１の出血抑制用圧縮スポンジ
を調製するプロセスが提供される。
【００５４】
　他の実施形態において、（ａ）低密度スポンジの凍結／凍結乾燥調製以外の方法により
低密度スポンジを調製するステップ；および（ｂ）引き続き、該低密度スポンジを、１分
当たり、１０ｍｍの速度および８０℃の好ましい制御温度で圧縮することによって、約０
．１ｇ／ｃｍ３から約０．２ｇ／ｃｍ３の密度を有する圧縮スポンジを得るステップ、を
包含する、出血抑制用圧縮スポンジを調製するプロセスが提供される。該低密度スポンジ
は、約０．０１ｇ／ｃｍ３から約０．０３５ｇ／ｃｍ３の密度を有することが好ましい。
該圧縮スポンジは、約０．１ｇ／ｃｍ３から約０．１５ｇ／ｃｍ３の密度を有することが
好ましい。
【００５５】
　他の実施形態において、ａ）生体材料溶液を加熱し、それに減圧を適用することによっ
て生体材料溶液を脱気こと；ｂ）該生体材料溶液を凍結させること；ｃ）該生体材料中の
水分が固相から気相内へ通るように、凍結生体材料の構造的完全性を損傷することなく、
凍結生体材料の内部から水分を除去すること；ｄ）１分当たり、約１０ｍｍの好ましい速
度で該生体材料を圧縮し、それによって、約０．１ｇ／ｃｍ３から約０．２ｇ／ｃｍ３の
密度を有する圧縮スポンジを得ること；およびｅ）８０℃で３０分間、圧縮スポンジを焼
成することを包含する出血抑制用圧縮複合スポンジを調製するプロセスが提供される。ス
テップ（ｂ）の該生体材料の凍結時、温度は、予め決められた時間をかけて徐々に低下さ
せることが好ましい。ステップ（ｂ）の温度は、約－５℃以下の最終凍結温度であること
が好ましい。ステップ（ｂ）の温度は、約－３５℃以下の最終凍結温度であることがより
好ましい。ステップ（ｂ）の温度は、約－２５℃以下の最終凍結温度であることが最も好
ましい。水分除去は、凍結した該生体材料の凍結乾燥によって実施することが好ましい。
この処理は、凍結前に、脱気キトサン溶液にアルゴン、窒素およびヘリウムを添加するス
テップをさらに含むことができる。該スポンジは、滅菌できる圧縮スポンジであり得る。
該圧縮スポンジはγ線照射によって滅菌することが好ましい。
【００５６】
　他の実施形態において、圧縮スポンジまたは圧縮複合スポンジを投与することを包含す
る、被験体における重篤な出血を防止するプロセスが提供される。該被験体は哺乳動物で
あることが好ましい。該哺乳動物はヒトであることがより好ましい。該被験体は、もし、
出血が抑制されないままであれば、２０分から３０分以内に、全血液容量の約３０～４０
％の損失が生じるような重篤な出血を被っていることが好ましい。該圧縮スポンジまたは
圧縮複合スポンジは、出血外傷部上に直接、約６０ｋＰａから８０ｋＰａの圧力で適用さ
れ、剥離、填塞および巻き付け前に３分から５分、正しい場所に保持されることが好まし



(12) JP 4854084 B2 2012.1.11

10

20

30

40

50

い。
【００５７】
　他の実施形態において、圧縮スポンジまたは圧縮複合スポンジを投与することを包含す
る、被験体における重篤な出血を防止するプロセスが提供される。該被験体は哺乳動物で
あることが好ましい。該哺乳動物はヒトであることがより好ましい。該被験体は、もし、
出血が抑制されないままであれば、２０分から３０分以内に、全血液容量の約３０～４０
％の損失が生じるような重篤な出血を被っていることが好ましい。該圧縮スポンジまたは
圧縮複合スポンジは、出血外傷部上に直接、約６０ｋＰａから８０ｋＰａの圧力で適用さ
れ、そのまま３分から５分保持してから、放し、覆って巻きつけることが好ましい。
【００５８】
　他の実施形態において、重篤な出血を処置するための、圧縮スポンジまたは圧縮複合ス
ポンジ、覆い用ガーゼロールおよび創傷巻き付け用Ａｃｅ包帯を備える包帯キットが提供
される。
【００５９】
　他の実施形態において、マクロテクスチャー加工面に該スポンジの組織接触面を押し付
けることを包含する、圧縮スポンジまたは複合圧縮スポンジの機械的接合およびかみ合わ
せのプロセスが提供される。マクロテクスチャー加工面としては、化学的エッチングによ
って調製された面、イオンビーム表面削摩によって調製された面、機械的切断によって調
製された面およびレーザー削摩によって調製された面を挙げることができる。
【００６０】
　他の実施形態において、マクロテクスチャー加工面に該スポンジの組織接触面を押し付
けることを包含する、圧縮スポンジまたは圧縮複合スポンジの機械的牽引力を改善するプ
ロセスが提供される。マクロテクスチャー加工面は、化学的エッチングによって調製され
た面、および粒子吹きつけ法によって調製された面よりなる群から選択されることが好ま
しい。
【００６１】
　他の実施形態において、スポンジ表面をポリマーフィルム、ポリマープレート、高所プ
ラスチックプレートまたは水分不浸透性通気性膜フィルムで覆うことを包含する、複合ス
ポンジまたは圧縮複合スポンジの表面上に粗い外被が形成されることを制限するかまたは
阻止するプロセスが提供される。
【００６２】
　他の実施形態において、約０．０５ｇ／ｃｍ３未満の密度で、該スポンジが約０．０８
ｇ／ｃｍ３未満の密度に達するまで、該スポンジを圧縮することによって該スポンジが形
成され、および該スポンジが、凍結または凍結乾燥以外の方法によって形成される低密度
スポンジが提供される。該スポンジは、転相法、予め形成されたマトリクスに対する活性
成分の共有結合によって作成されたスポンジ、および発泡法よりなる群から選択される方
法を用いて形成されることが好ましい。
【００６３】
　他の実施形態において、ポリアクリル酸と組み合わせて親水性ポリマーをさらに含む圧
縮スポンジおよび圧縮複合スポンジが提供される。該親水性ポリマーとしては、限定はし
ないが、アルギネート、キトサン、親水性ポリアミン、キトサン誘導体、ポリリジン、ポ
リエチレンイミン、キサンタン、カラゲナン、第四級アンモニウムポリマー、硫酸コンド
ロイチン、澱粉、修飾セルロースポリマー、デキストラン、ヒアルロナンまたはそれらの
組み合わせを挙げることができる。澱粉としては、限定はしないが、アミラーゼ、アミロ
ペクチンおよびアミロペクチンとアミラーゼの組み合わせを挙げることができる。該親水
性ポリマーは、キトサンであることが好ましい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６４】
　（好ましい実施形態の詳細な説明）
　（Ａ．　圧縮スポンジおよび圧縮複合スポンジ）
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　本発明は、重篤な命にかかわる出血を抑制するための救急処置／第一次処置創傷被覆材
に関する。このような出血は、衝撃外傷および重篤な動脈裂傷において致命的であり得る
。特に、典型的には全死亡の５０％が重篤な出血の即時抑制不能に関連している戦場にお
いて、このタイプの被覆材に対する緊急の必要性が存在している。
【００６５】
　重篤な命にかかわる出血を抑制するための新型創傷被覆材は、以下の性質を有すること
が好ましい：
　ｉ）　　　パッケージからの取り出し後、１ステップで容易に速やかに適用される；
　ｉｉ）　　迅速で強力な血液凝固；
　ｉｉｉ）　迅速で強力な組織接着；
　ｉｖ）　　強力な内部凝集性；
　ｖ）　　　迅速で強力な創傷密封；
　ｖｉ）　　強い血流下での耐分解性；
　ｖｉｉ）　外傷との良好な適合性；
　ｖｉｉｉ）滑りを止めるため、制御された組織接触面テクスチャーによる組織上への包
帯の良好な初期機械的取り付け；および
　ｉｘ）　　有効性を損なうことなく、手荒に扱える能力。
【００６６】
　この目的で、本発明は、新型出血抑制創傷被覆材、およびこのような創傷被覆材の使用
方法および製造方法に関する。本発明で考慮されている重篤な命にかかわる出血の種類は
、典型的には、通常のガーゼ創傷被覆材を通常の圧力で被験体の創傷に適用した場合に止
血され得ないタイプのものである。あるいは、重篤な命にかかわる出血の性質は、通常の
ガーゼ創傷被覆材を通常の圧力で創傷に適用した場合に止血されず、もし、他の手段で抑
制されなければ、その人が低血圧の状態に陥る結果になると考えられるようなものである
。言い換えると、重篤な命にかかわる出血は、一般的に、通常のガーゼ創傷被覆材を通常
の圧力で創傷に適用した場合に止血することができず、その人の収縮期血圧が、約９０ｍ
ｍＨｇ未満のレベルに低下する結果になると考えられるものである。
【００６７】
　また、重篤な命にかかわる出血は、７０ｋｇのヒト男性から、約２０分に、全血液の約
４０％超の容量が失われると考えられる出血で、その血液容量の損失により、その人の生
存可能性が大きく低下すると考えられるような、１分当たり、約９０ｍＬ超の血液損失と
いう定常的な高血流として記述することもできる。このタイプの出血が５～１０分以内に
止められなければ、負傷した人は動脈血圧が６０ｍｍＨｇ未満に低下するような低血圧状
態に陥り得る。多くの場合、重篤な出血は、衝撃弾丸傷または鋭い穿孔傷または鈍端外傷
によって生じる。他の場合、重篤な出血は、凝血異常または内部外傷または手術外傷、自
動車外傷、農業事故などによって生じる。
【００６８】
　本発明の創傷被覆材は、少なくとも約９０ｍＬ／分の血流速度を有する実質的な動脈創
傷または実質的な静脈創傷によって生じる前記の重篤な出血を止めることができ、および
約５分以下の時間、創傷被覆材への直接的な圧力を適用することによって創傷部位に接着
することができる。また、該創傷被覆材は、速やかに作用して創傷を密封し、相当の創傷
部位からの重篤な出血の凝固および凝集を助け、創傷被覆材への直接的圧力の一時的適用
によって重篤な出血を止める。該創傷被覆材は、高血流において抗分解性を有し、良好な
内部凝集性を有する。それは、外傷に適合する上で十分な柔軟性および手荒な取り扱いに
抗する靭性を有する。
【００６９】
　重篤な出血を抑制するための該対象被覆材は、生体材料から形成される。該生体材料は
非哺乳動物材料を含むことが好ましい。該非哺乳動物材料は、より一般的にはキトサンと
称されるポリ〔β－（１→４）－２－アミノ－２－デオキシ－Ｄ－グルコピラノース〕で
ある。
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【００７０】
　該創傷被覆材は、中間構造体の使用または形体生成ステップにより、スポンジ様または
織形態へと形成される。該生体材料は、相互接続開放多孔性構造、および／または配向開
放ラメラ構造、および／または開放菅状構造、および／または蜂巣状構造、および／また
は糸状構造を含む。該創傷被覆材は約１５ミクロンから約３００ミクロン；約３０ミクロ
ンから約２５０ミクロン；約１００ミクロンから約２２５ミクロン；約１２５ミクロンか
ら約２００ミクロン；最も好ましくは、約１５０ミクロンから約１７５ミクロンの細孔を
有する相互接続自由空間領域または細孔を有する。該創傷被覆材は、前記創傷被覆材の基
材表面当たり、好ましくは１ｃｍ２当たり、少なくとも約１００ｃｍ２、より好ましくは
１ｃｍ２当たり、少なくとも約２００ｃｍ２、最も好ましくは１ｃｍ２当たり、少なくと
も約３００ｃｍ２の平均血液接触表面積を有する。創傷表面積当たりのキトサン生体材料
の平均質量は、約０．０２ｇ／ｃｍ２から約１．０ｇ／ｃｍ２であることが好ましく；創
傷表面積当たりのキトサン生体材料の平均質量は、約０．０４ｇ／ｃｍ２から約０．５ｇ
／ｃｍ２であることがより好ましく；創傷表面積当たりのキトサン生体材料の平均質量は
、約０．０６ｇ／ｃｍ２から約０．１ｇ／ｃｍ２であることが最も好ましい。
【００７１】
　「基材表面当たり」とは、例えば、一般的に血液と接触する１ｃｍ×１ｃｍの基材面を
考えた場合、開放スポンジ構造のため、血液は、少なくとも１００ｃｍ２のキトサン表面
積に接触することが予測されることを意味する。
【００７２】
　スポンジ類は、限定はしないが、転相法、凍結、凍結乾燥、予め形成されたマトリクス
に対する活性成分の共有結合、および発泡法などの方法により調製できる。
【００７３】
　さらに、該創傷被覆材は、約３７℃の温度で前記創傷部位に接着している場合、前記創
傷被覆材の基材表面積につき、好ましくは１ｃｍ２当たり、１分当たり、約０．００８グ
ラム以下、より好ましくは１ｃｍ２当たり、１分当たり、約０．００５グラム以下、最も
好ましくは１ｃｍ２当たり、１分当たり、約０．００２グラム以下の平均分解速度を有す
る。
【００７４】
　対象の創傷被覆材は、好ましくは少なくとも約０．０５ｇ／ｃｍ３，より好ましくは少
なくとも約０．０７ｇ／ｃｍ３，最も好ましくは少なくとも約０．１１ｇ／ｃｍ３の密度
を有する。それは、好ましくは少なくとも約０．０５ｇ／ｃｍ３までの、より好ましくは
少なくとも約０．０７ｇ／ｃｍ３までの，最も好ましくは少なくとも約０．０９５ｇ／ｃ
ｍ３までの，かつ好ましくは約０．２ｇ／ｃｍ３以下の圧縮負荷を有し得る。
【００７５】
　本発明の創傷被覆材は、少なくとも約５０ｋＤａ、好ましくは少なくとも約７５ｋＤａ
、より好ましくは少なくとも約１００ｋＤａ、最も好ましくは少なくとも約１５０ｋＤａ
の数平均分子量（ｐＨ５．５、０．０１Ｍ酢酸ナトリウム中、ポリエチレングリコール標
準に対し、ゲルろ過クロマトグラフィーによって決定された分子量）を有するキトサンを
典型的に含有する。該キトサン接着材料は、創傷が密封されている場合、約６．３以下の
ｐＨを有することが好ましい。該キトサン接着材料は、創傷が密封されている場合、約４
．５以下のｐＨを有することがより好ましい。該キトサン接着材料は、創傷が密封されて
いる場合、約４．０以下のｐＨを有することが最も好ましい。
【００７６】
　親水性ポリマーがポリアクリル酸である被覆材に関しては、該接着材料は、創傷が密封
されている場合、約５．５以上のｐＨを有することが好ましい。該接着材料は、創傷が密
封されている場合、約６．５以上のｐＨを有することがより好ましい。該接着材料は、創
傷が密封されている場合、約７．５以上のｐＨを有することが最も好ましい。
【００７７】
　該キトサンはまた、好ましくは少なくとも約１００ｋＤａ、より好ましくは少なくとも
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約１５０ｋＤａ、最も好ましくは少なくとも約３００ｋＤａの重量平均分子量（ｐＨ５．
５、０．０１Ｍ酢酸ナトリウム中、ポリエチレングリコール標準に対し、ゲルろ過クロマ
トグラフィーによって決定された分子量）を有する。該創傷被覆材中のキトサンはまた、
単スピンドルの約３０ｒｐｍで、１％酢酸（ＡＡ）溶液中、２５℃において、好ましくは
約１００センチポアズから約２０００センチポアズ、より好ましくは約１２５センチポア
ズから約１０００センチポアズ、最も好ましくは約１５０センチポアズから約５００セン
チポアズのブルックフィールドＬＶ　ＤＶ－ＩＩ＋粘度を有する。該スピンドルは、スピ
ンドルＬＶ１、ＬＶ２、ＬＶ３、またはＬＶ４であることが好ましい。上記の分子量およ
び粘度は、実質的に純粋なキトサン創傷被覆材およびキトサンの吸着表層によって形成さ
れた創傷被覆材に関するものである。キトサンの共有結合表層を含有する創傷被覆材の場
合は、より低粘度および低分子量のキトサンが好ましいと考えられる。
【００７８】
　本発明の創傷被覆材は、組織接着および組織密封を促進するために、カチオン性キトサ
ン塩を含み得る。好ましくはカチオン性キトサン塩としては、限定はしないが、ギ酸キト
サン、酢酸キトサン、乳酸キトサン、キトサン塩化物、アスコルビン酸キトサンおよびク
エン酸キトサンを挙げることができる。キトサンあ、典型的には、少なくとも約７０％、
好ましくは少なくとも約７５％、より好ましくは少なくとも約８０％、最も好ましくは少
なくとも約８５％の脱アセチル化度を有する。
【００７９】
　中等密度スポンジ（０．１ｇ／ｃｍ３＞密度＞０．５ｇ／ｃｍ３固体体積）またはすで
に好ましい密度における中等密度スポンジを圧縮するよりも、低密度スポンジ（密度＜０
．０３ｇ／ｃｍ３固体）を０．１５ｇ／ｃｍ３に近接した最適密度へと圧縮するほうが好
ましい。これは、低密度スポンジにおけるスポンジ形成法により、中等密度スポンジおよ
び高密度スポンジにおけるスポンジ細孔間の壁厚よりもかなり薄い壁厚が生じるからであ
る。また、これらの高密度スポンジは、スポンジ剛度を増加させ、亀裂に対する耐性を低
下させる、より相互接続的な構造を有することが多い。低密度スポンジにおける複数の薄
壁により、より高密度に圧縮された場合、より相互接続的な構造、ならびにより厚い、し
たがってより硬い気泡壁を有して製造される中等密度スポンジおよび高密度スポンジより
も、より柔軟で強靭なスポンジが考慮されている。
【００８０】
　スポンジ高密度化は、一定の温度において、制御された圧縮速度の単一方向性または二
方向性適用によって達成できる。好ましいスポンジ高密度化は、８０℃において、約２重
量％と５重量％との間のスポンジ水分含量で、単一方向性圧縮によって達成される。単一
軸圧縮の一例としては、１０．０ｃｍ（ｘ方向）、×１０．０ｃｍ（ｙ方向）×１．７０
ｃｍ（ｚ方向）が、Ｇｅｏ　Ｋｎｉｇｈｔ３９４－ＴＳシャトルプレスにおいて、４０ｐ
ｓｉで、平らな、水平定方位（ｘｙ平面）、６３．５ｃｍ×５０．８ｃｍのアルミニウム
圧盤間のｚ方向に１０．０ｍｍ／分で圧縮された。圧縮速度は、設定圧力およびＰａｒｋ
ｅｒ　ＳＰＦ２００Ｂニードルバルブの使用によって制御された。
【００８１】
　０．５５ｃｍの最終スポンジ厚を、５０ｃｍ×２ｃｍ×０．５５ｃｍの少なくとも２つ
のスペーサーバーを用いて制御した。スポンジの初期密度は０．０３３ｇ／ｃｍ３であっ
た。加圧後のスポンジ密度は０．１０ｇ／ｃｍ３であった。０．１５ｃｍ高、０．３５ｃ
ｍ高および０．４５ｃｍ高などの他のスペーサー制御を、それぞれ、０．３７５ｇ／ｃｍ
３、０．１６ｇ／ｃｍ３および０．１２５ｇ／ｃｍ３のスポンジを得るために用いている
。５ｃｍ×５ｃｍ×１．７ｃｍｍのスポンジを２．５ｃｍ×２．５ｃｍ×０．５５ｃｍの
スポンジへと縮小するために、二方向性圧縮（ｚおよびｘまたはｙ方向における圧盤圧縮
）を実施できる。スポンジ表面を密閉プラスチックフィルムで包み、減圧の適用によって
、スポンジとプラスチックフィルムジャッケット内部から制御レベルまで空気を除去する
減圧バギング法を用いて、複雑な形状を圧縮できる。スポンジリボンおよび他のスポンジ
形材を圧縮するために、加熱ローラープレスを使用することもできる。ローラープレスを
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用いてそれらに加圧する場合は、このようなスポンジリボンおよび形材を、内部複合メッ
シュによって補強することが好ましい。連続複合スポンジフィラメントの圧縮の好ましい
実施形態は、完全圧縮で、２．５ｍｍに近接した直径から０．６７ｍｍ直径までの入口制
御テーパーで、加熱Ｔｅｆｌｏｎ（商標）コーティングした棒押出ダイ（８０℃）により
フィラメントを引くものである。
【００８２】
　延性圧縮を最適化する一方、スポンジの脆性圧壊を最少化するために、制御された水分
、加熱および圧縮速度の条件が選択される。スポンジの脆性圧壊は、亀裂によるスポンジ
の機械的完全性の損失をもたらす。微細な相互接続域への最適なスポンジ圧縮は、均一な
相互接続球状（例えば、十二面体）細孔を有するスポンジにおいて最も良好に達成される
。非圧縮スポンジの孔径は、３０ミクロンから１２０ミクロンの間、ポリマー壁厚は１ミ
クロンから２０ミクロンが最適である。ラメラ構造または蜂巣様構造を有するスポンジの
場合、その構造が単一軸圧縮の垂直方向から３０度から４０度近く、均一に方向づけされ
ていることが最良である。熱勾配の方向に垂直なシャーストレスを適用することによって
凍結時にこのような均一構造を得ることが可能である。凍結方向に均一負荷、および熱損
失に垂直な方向に減少負荷を適用することによって、このようなシャーが達成される。
【００８３】
　垂直に近い構造は、脆性破壊およびランダムなチャネル形成の無い圧縮をしにくい。実
際、開放成形における凍結時に、上表層氷核に由来する層垂直構造は、容易に圧縮されな
いスポンジ内垂直外殻層となり、スポンジに硬さが生じ、または水溶液に接触した際、急
速に分解する。また、垂直構造は、大量において弾性圧縮され、表面に細孔相互接続に損
失があるため望ましくない。
【００８４】
　また、ラメラタイプまたは蜂巣様スポンジでは、壁構造がちりめん皺表面または繊毛表
面を有することが望ましい。ラメラまたは蜂巣壁上のこのような表面は、氷および親水性
ポリマーの凍結制御相分離時に特定の条件下で達成される。通常、ちりめん皺または繊毛
は、ラメラ表面または蜂巣表面に垂直であり、薄壁、「歯」、「蜂巣板」として、または
３ミクロンから１０ミクロンの円柱、およびちりめん皺の場合は、３～１０ミクロンの長
さ、または繊毛の場合は、２～３ミクロンの直径で、表面から突出している。それらはラ
メラまたは蜂巣壁上に分布しており、迷路様の規則性を有することが多く、１つの壁は他
の壁と５～１０ミクロン離れて、常に離れて隣接している。ちりめん皺の程度は、ポリマ
ーの分子量、その分子量分布、相分離前または相分離時の細長いロッド様の溶液特性の程
度および冷却法によって制御されると思われる。高密度化の際、これらのちりめん皺は、
ラメラが互いに圧縮される際、所望の制御されたラメラ間隔を、少なくとも約５ミクロン
から１０ミクロンへと扶壁することによって細孔の接続を維持するように作用する。
【００８５】
　表面の繊毛およびちりめん皺はまた、機械的固定および表面合せを助けることによって
、接着において重要な役割を演じている。したがって、高密度化時、ちりめん皺／繊毛構
造の表面テクスチャーは最良に保存される。これは、ポジのスポンジ表面をネガの基材表
面内へ圧縮することによって達成できる。この基材表面のテクスチャーはちりめん皺／繊
毛表面の解放ネガであることが理想的である。したがって、最少の負荷適用で、第１の表
面は第２の表面内にちょうど入りこみ、２つの表面間に最大表面面積の接触が提供される
。また、第２の表面から第１の表面を取り外す際にも、必然的に、有意な表面損傷または
損失なしに、表面は良好に取り外されることになる。加圧時のこの表面微小入れ込みと同
様に、圧縮ステップ時にスポンジが押し付けられる指定鋳型表面の適用によって、スポン
ジ表面におけるマクロパターンの作成も可能である。このようなパターンとしては、組織
外傷への第一次止血包帯を補助すると考えられる滑り止めパターンがあげられる。
【００８６】
　角形態、円柱形態、球形態、複雑形態および複合形態を、出血を抑制するための最適な
密度に圧縮できる。スポンジ類は複合形態によって調製できる。典型的な角形複合形態は
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、スポンジ内に不溶性であるが湿潤可能な不織または織メッシュを含み得る。これは典型
的には、前スポンジ溶液内に存在するメッシュにより、スポンジ形成相分離処理を行うこ
とによって実施されると考えられる。不織メッシュ材料はスポンジ圧縮処理により適合性
があり、高密度化時にスポンジの引き裂きがより生じにくいため好ましい。他の実施形態
では、０．２５％から１％のキトサン溶液からキトサンスポンジへ、凍結／凍結乾燥する
ことにより低密度キトサンスポンジを形成した。次いでこのスポンジを、室温で９９％無
水酢酸に少なくとも２４時間浸漬することによってキチンスポンジ形態へと再アセチル化
する。次に、この再アセチル化スポンジをキトサン成形溶液（１％から２％）の上または
中に適用でき、該キトサン溶液を凍結／凍結乾燥によってスポンジへと形成する。次いで
、キチンスポンジによって補強された複合キトサンスポンジを、引き続き最適密度へと加
圧する。複合形態の他の実施形態では、キトサンスポンジを、最も好ましくは凍結／凍結
乾燥法によって形成した。次いで、このキトサンスポンジを、０．１Ｍ　ＮａＯＨ溶液中
で洗浄することによって中和してから、水中ですすいで、残っているナトリウム塩および
水酸化ナトリウムを除く。次に、中和したキトサンスポンジ（水および血液に不溶性にな
った）を好適な鋳型内の親水性ポリマー塩溶液（ｐＨ≧７）の水溶液上または水溶液内に
置く。この鋳型を凍結／凍結ドライヤー内において、中和キトサンスポンジによって補強
された親水性スポンジを製造する。引き続き複合スポンジを適切な厚さに加圧する。
【００８７】
　きわめて好ましい円柱状スポンジ複合形態では、該スポンジが湿った糸または布内に形
成される。該スポンジおよび糸の直径は典型的には、１～２ｍｍと考えられる。圧縮軸に
垂直なこの糸の圧縮により、出血を抑制するために、内部出血外傷およびオーバーレイを
必要とする外傷に投与し複数の裂傷箇所を処置するための強力な適合性の医療用包帯テー
プへと織ることのできる、直径０．２ｍｍから０．５ｍｍの柔軟なキトサン含浸糸が生成
される。このようなテープは、易出血性のものを含めた種々の重症度の創傷に重ねる上で
きわめて便利であると考えられる。テープ内の含浸ポリマーは、局所の凝固ならびに組織
への堅固な接着を促進する。このタイプのキトサン含浸糸により、血友病およびショック
状態の人などの正常な血小板凝固が損なわれている個人における凝固促進が提供される。
【００８８】
　本発明のスポンジは、機械的手段を用いてマット化され、メッシュ化できる。特に、使
用の際に被験体の創傷および組織に接触するスポンジ面を、ミクロテクスチャー化面に対
して加圧できる。ミクロテクスチャー化面としては、限定はしないが、機械的切断によっ
て調製された面およびレーザー削摩によって調製された面を挙げることができる。使用の
際に被験体の創傷および組織に接触するスポンジ面を、マクロテクスチャー化面に対して
加圧することによって、該スポンジの機械的牽引力もまた改善できる。マクロテクスチャ
ー化面としては、限定はしないが、化学的エッチングによって調製された面、および粒子
吹きつけ法によって調製された面を挙げることができる。
【００８９】
　該スポンジは、親水性ポリマーに含浸させた糸を含み得る。該糸は、親水性ポリマーを
吸収できる合成または天然の任意の材料であり得る。例えば、外糸は植物ベースの材料で
あり得る。該糸は多フィィメント化されていることが好ましい。
【００９０】
　該スポンジ創傷被覆材は、取り扱いおよび機械的特性の改善を提供し助ける、該スポン
ジ創傷被覆材に付着させた裏地支持層を有し得る。この裏地支持層は、キトサンの上層に
よる、または３Ｍ９９４２アクリレート皮膚接着剤による直接的な接着によって該被覆材
に付着または結合できるか、またはフィブリン接着剤もしくはシアノアクリレート接着剤
が使用できる。この裏地支持層はまた、実質的に血液に不溶性であることが好ましい。該
裏地支持層はまた、実質的に血液に不浸透性であることが好ましい。該裏地支持層はまた
、実質的に生分解性であることが好ましい。該裏地支持層は、適用時の該包帯の確かな取
り扱い、および一旦包帯が適用されたら、手に付着しないことが考慮された材料であるこ
とが好ましい。
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【００９１】
　該裏地支持層を形成する材料は、ポリマー材料の層であることが好ましい。好ましい裏
地材料の例としては、合成および天然ポリマーの低弾性率メッシュ類、および／または薄
膜類および／または織り物が挙げられる。合成生分解性材料としては、限定はしないが、
ポリ（グリコール酸）、ポリ（乳酸）、ポリ（ｅ－カプロラクトン）、ポリ（β－ヒドロ
キシ酪酸）、ポリ（β－ヒドロキシ吉草酸）、ポリジオキサノン、ポリ（エチレンオキシ
ド）、ポリ（リンゴ酸）、ポリ（タルトロン酸）、ポリホスファゼン、ポリエチレンのコ
ポリマー、ポリプロピレンのコポリマー、および上記ポリマーの合成に用いられるモノマ
ーのコポリマーまたはそれらの組み合わせが挙げられる。天然生分解性ポリマーとしては
、限定はしないが、キチン、アルギン、澱粉、デキストラン、コラーゲンおよび卵白が挙
げられる。一時的な外部創傷適用のための非生分解性ポリマーとしては、ポリエチレン、
ポリプロピレン、メタロセンポリマー、ポリウレタン、ポリ塩化ビニルポリマー、ポリエ
ステル、ポリアミドおよびそれらの組み合わせを挙げることができる。
【００９２】
　本発明の創傷被覆材は、創傷部位に対して、好ましくは少なくとも約４０ｋＰａ，より
好ましくは、少なくとも約６０ｋＰａ，最も好ましくは少なくとも約１００ｋＰａの接着
度を有する。また、該創傷被覆材は、好ましくは約３．０ｍｍ以上、より好ましくは約３
．５ｍｍ以上、最も好ましくは約４．０ｍｍ以上、かつ、好ましくは約８．０ｍｍ以下、
より好ましくは約７．０ｍ以下、最も好ましくは約６．５ｍｍ以下の厚さを有する。本発
明の創傷被覆材（２．５ｃｍ幅）は、好ましくは１ｋｇ以上、より好ましくは少なくとも
１．５ｋｇ、最も好ましくは少なくとも２．２５ｋｇの極限引張破壊負荷を有する。この
同じ被覆材は、好ましくは少なくとも５％、より好ましくは少なくとも１０％、最も好ま
しくは少なくとも１５％の極限伸び率を有する。この被覆材のヤング係数は、好ましくは
１０ＭＰａ未満、より好ましくは３ＭＰａ未満、最も好ましくは１ＭＰａ未満である。
【００９３】
　該創傷被覆材は、かなりの量の表面血液を含む創傷部位に創傷被覆材を適用する上で特
に有用な補助牽引面を含むことが好ましい。該補助牽引面は、典型的には、使用中、創傷
部位から離れた方向に創傷被覆材が滑ることを避けるために、創傷部位を把持する少なく
とも１つの外面を含むことができる。該補助牽引面は、トレッドデザインの形態であるこ
とが好ましい。
【００９４】
　対象の創傷被覆材は、創傷被覆材－血液界面において、前記創傷からの血流と組み合わ
せて接着材料を形成することができる。この場合、創傷が密封されている時、キトサン接
着材料は、好ましくは約５．５以下、より好ましくは約４．５以下、最も好ましくは約４
以下のｐＨを有する。キトサン創傷被覆材のｐＨを調整する目的で用いられる典型的な酸
は以下のものである：酢酸、ギ酸、乳酸、アスコルビン酸、塩酸およびクエン酸。上記の
レベルにｐＨを調整するためのキトサンカチオン／アニオン対におけるグルコサミン官能
基に対する酸アニオンのモル比は、好ましくは約０．９０、より好ましくは約０．７５、
最も好ましくは約０．６０である。
【００９５】
　該創傷被覆材は、創傷にかみ合って接触するように、および重篤な命にかかわる出血の
流れを止めることを促進するために、創傷の形状に適合させることができる。より具体的
に言うと、創傷被覆材は創傷の間隙に導入される。該創傷被覆材は、管の形状に適合させ
ることができることが好ましい。次いで、再形状化された創傷被覆材が創傷内に挿入され
る。
【００９６】
　本発明はまた、ある人の創傷部位における創傷からの重篤な命にかかわる出血を抑制す
る方法を考慮している。該方法は、キトサンを含む生体材料から形成された創傷被覆材を
提供すること、前記創傷被覆材を創傷部位に接着させ、前記創傷からの重篤な命にかかわ
る出血の流れを実質的に止めることを包含する。創傷は密封され、前記創傷部位からの出
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血流出が防止されることが好ましい。また、前記創傷部位内への、および／または前記創
傷部位外への出血および他の体液の流れが防止されることが好ましい。本発明の被覆材は
、赤血球を凝集させることによって、出血部位に強力な凝血塊を速やかに生じさせるよう
に作用する。それはまた、通常の血小板凝固経路を加速することによって凝固を促進でき
る。
【００９７】
　一定の適用において、対象の創傷被覆材の分解速度は、凝集速度に比べて比較的遅かっ
たが、高速での凝集は分解を停止させるため、このバランスは良好な結果をもたらす。こ
のことは、創傷被覆材の内部構造および表面構造の均一性が重要であることを示している
。きめの境界または小さい亀裂によって生じたチャンネルなど、創傷被覆材にかなりの欠
損が存在する場合、その欠損部に沿ってかなりの血流をその経路に集中させ、きわめて望
ましくない出血通過状態を生み出し、それらが形成するより狭い低粘度凝集領域を押し流
す可能性がある。また、ウェーハ表面上の圧力下でのかなりの血流は、先行技術の創傷被
覆材の創傷接着性に悪影響を及ぼすと考えられるが、本発明の創傷被覆材の創傷接着性に
悪影響を及ぼすとは考えられない。
【００９８】
　本発明の創傷被覆材の重要な好ましい属性は、キトサンを血液と組み合わせる一方、そ
の結果生じる「凝血塊」の機械的保全を達成し、外傷に直に隣接した面に該凝血塊を結合
させる手段である。対象の創傷被覆材は、創傷部位における凝血塊形成を加速し、創傷部
位における凝血塊形成を補強し、創傷部位からの出血流出を防ぐ。それはまた、創傷部位
内への、および／または創傷部位外への血液および他の体液の流れを実質的に防止する。
【００９９】
　本発明の創傷被覆材は、凝血および創傷部位への接着の二重の能力を保持する一方、極
端な環境において、高レベルの弾性も示す。この創傷被覆材の顕著な弾性は、該被覆材の
尋常ではない物理的性質によって示される。対象の創傷被覆材は、以前記載された先行技
術製品とは違って、創傷の形状に適合する一方、構造的弾性を維持する顕著な能力を有し
ている。この構造的弾性により、該創傷被覆材は、変形後、機械的性質の実質的な損失な
しに好ましい形状をとることができる。
【０１００】
　本発明の出血抑制被覆材は、使用中の該被覆材の滑りを実質的に避けるために、創傷領
域を把持する面を含むことが好ましい。典型的には、該被覆材のこの非滑り面は、牽引面
を含む。対象の出血抑制被覆材は、牽引面などの効果的な非滑り面を有することから利益
を与え得る。対象の出血抑制被覆材は、滑らかなおよび粗い面を有し得る。より粗い面も
また良好な接着性を示すならば、そのより粗い面は、組織または出血面の側であることが
好ましい。
【０１０１】
　牽引面は、十分に潤滑な表面（重篤な出血の場合に存在する表面など）上の表面接触（
良好な牽引）の安定性増加を提供することによって、急速な動脈出血を抑制する被覆材の
能力を改善できる。このような牽引面は、接着動態に悪影響を及ぼすことなく、血液を運
ぶことを助ける一方、被覆材適用の危険な時期の間、より制御された安定な組織接触を考
慮している。例えば、該包帯の組織側は、トレッドデザインの形態の牽引面を有し得る。
このトレッドは、被覆材が創傷への適用を受ける際、創傷から離れる方向に牽引損失を受
けることを防ぎ得る。
【０１０２】
　該抑制被覆材の非滑り面は、非接続的または互いに隠されたリッジによって製造できる
。このようにして、今度は、リッジ間に形成されたチャンネルが互いに完全にまたは部分
的に隠され、したがって、創傷領域内への、または創傷領域外への血流抑制を提供すると
考えられる接続の抑制が提供される。被覆材適用領域における血流抑制は、出血抑制被覆
材におけるリッジまたは特定のタイプの応答ゲートによって維持できる。出血抑制被覆材
を製造するための鋳型の底部上リッジは、非滑り面を可能にするタイプの、例えば対象の
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被覆材におけるリッジなどの牽引抑制物の形態におけるくぼみを含み得る。
【０１０３】
　このように、牽引面などの少なくとも１つの非滑り面を有する出血抑制被覆材が製造で
きる。また、このような被覆材を製造する方法も提供し得る。最後に、出血抑制被覆材を
製造する鋳型を製造できる。
【０１０４】
　接着性の基材および上面が有利である場合の重篤な出血を処置するため、接着および凝
固が両面に必要とされる際に容易に剥がすことができるように支持の裏地をデザインする
ことが可能である。
【０１０５】
　広範囲の可能なタイプの出血創傷を扱うために、被覆材の多数の出血抑制形状がある。
外傷を受けた人が第一の応答者によって処置され得るか、または場合によっては外傷を受
けた本人によって処置され得るように、異なった形状のいくつかの包帯を携行することが
必要であると考えられる（例えば、戦場の状況下）。本発明の被覆材は、多量の物理的誤
用を許容し、依然として出血抑制活性なプラットホームのままであり得る。
【０１０６】
　該被覆材は、限局性の血管出血ならびに小さな局所的創傷の処置に理想的である。それ
はまた、出血部位が容易に圧縮できない複雑な侵入創傷内に充填するのにも十分に適して
いる。
【０１０７】
　本発明により、一旦出血抑制が達成されたら、四肢創傷を安定化させること、創傷端を
接近させることおよび汚染を防ぐ耐久性被覆材を作出すること、および最終的修復のため
に外傷者を後送することが、一般市民および戦場の出血抑制被覆材に関する主な要件であ
る。該出血抑制被覆材の１つの予想される形状は、周囲および末端にしっかりと付着でき
、それ自体に対するはがし返し面を介して、永久接着性接着剤などの固定タブによって固
定できる柔軟性、弾性の裏地を有する１０インチ×１８インチの被覆材である。この形状
によって、創傷面が接近し、血流を遠位末端へと損失させることのない出血抑制が付加さ
れると考えられ、第一の応答者によって、またはいくつかの場合には、外傷を受けた兵士
によって適用でき、歩行または輸送中の四肢の動きの下で安定であると考えられる。該包
帯は、創傷または皮膚への有害な接着なしに切り離すことによって除去されることが予想
される。
【０１０８】
　（Ｂ．　圧縮スポンジおよび圧縮複合スポンジの作製方法）
　人の創傷部位における創傷からの重篤な命にかかわる出血を抑制することのできる創傷
被覆材を製造する方法が提供される。このような方法は、上記のキトサン生体材料を提供
するステップを包含する。
【０１０９】
　該構造または形態を製造するステップは、典型的には、溶液から実施され、凍結（相分
離を生じさせる）、非溶媒ダイ押出し（フィラメントを製造する）、電気スピニング（フ
ィラメントを製造する）、非溶媒（透析およびフィルター膜の製造に典型的に用いられる
）または前形成されたスポンジ様製品または織製品上にコーティングする溶液による転相
および沈殿などの方法を用いて達成できる。凍結により２つ以上の異なる相が形成される
凍結（典型的には、キトサン生体材料が分離固体相に分別される、水の氷への凍結）の場
合、凍結溶媒（典型的には、氷）を除去し、したがって、凍結構造を乱すことなく、創傷
被覆材を製造するもう１つのステップが必要とされる。これは、凍結乾燥および／または
凍結置換ステップによって達成できる。該フィラメントは、不織紡糸法によって不織スポ
ンジ様メッシュに形成できる。あるいは、該フィラメントは、従来の紡糸および製織法に
よってフェルト化織物へと製造できる。前記生体材料のスポンジ様製品を作成するために
用いることができる他の方法としては、固体キトサンマトリクスからの付加ポロゲンの分
解または前記マトリクスからの材料の穿孔が挙げられる。
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【０１１０】
　該キトサン生体材料は、一般的大気気体を脱気することが好ましい。典型的には、脱気
は、キトサン生体材料から十分に残留気体を除去するため、引き続き凍結操作を受けた際
に気体がもれて対象の創傷被覆製品に望ましくない大きな空隙や大きな捕捉気体の泡を形
成したりすることがない。脱気ステップは、典型的には、溶液形態におけるキトサン生体
材料を加熱し、次いでそれに減圧を適用することによって実施できる。例えば、脱気は、
該キトサン溶液を攪拌しながら約５００ｍＴｏｒｒで約５分間、減圧を適用する直前に、
該キトサン溶液を約６０℃に加熱することによって実施できる。
【０１１１】
　親水性ポリマー生体材料スポンジ溶液処理の一実施形態は、最初の脱気後に、該溶液に
一定の気体を再び添加するものである。このような気体としては、限定はしないが、アル
ゴン、窒素およびヘリウムが挙げられる。このステップの利点は、これらの気体の分圧を
含有する溶液が、凍結時に微小空隙を形成することである。次いで、この微小空隙は、氷
表面が進行するにつれ、スポンジを通って運ばれる。これによってスポンジの細孔相互接
続を補助する十分に規定され制御されたチャンネルが残される。
【０１１２】
　次に、典型的には、溶液形態にあるキトサン生体材料を凍結ステップに供する。凍結は
、キトサン生体材料溶液を冷却し、溶液温度を、室温から凍結点以下の最終温度まで低下
させることにとって実施することが好ましい。この方法で創傷被覆材製品好ましい構造が
作成できる。最終凍結温度は、好ましくは約－１０℃以下、より好ましくは約－２０℃以
下、最も好ましくは約－３０℃以下である。該温度は、予め決められた時間をかけて徐々
に低下させることが好ましい。例えば、キトサン生体材料溶液の凍結温度は、約９０分間
から約１６０分間に、約－０．４℃／分と約－０．８℃／分との間の一定の温度冷却ラン
プの適用によって、室温から－４５℃まで低下できる。
【０１１３】
　次いで、凍結キトサン生体材料は、該凍結材料の間隙内からの水分除去を受けることが
できる。この水分除去ステップは、凍結キトサン生体材料の構造的完全性を損なうことな
く達成できる。これは、最終的な創傷被覆材の構造的配置を乱す恐れのある実質的液相を
生成させることなく達成できる。したがって、キトサン生体材料は、中間体液層を実質的
に形成することなく固体凍結相から気相へと移る。
【０１１４】
　水分除去を実施する好ましい方法は、凍結乾燥ステップを用いることによる。該凍結キ
トサン生体材料の凍結乾燥は、該凍結キトサン生体材料をさらに凍結させることによって
行うことができる。次いで、典型的には、減圧が適用される。次に、減圧排気した凍結キ
トサン材料を加熱する。次いで、前記の加熱し、減圧排気し、凍結したキトサン材料を乾
燥させることが好ましい。
【０１１５】
　より具体的にいうと、該凍結キトサン生体材料を、少なくとも約１時間、より好ましく
は少なくとも約２時間、最も好ましくは少なくとも約３時間の好ましい時間、好ましくは
約－１５℃、より好ましくは約－２５℃、最も好ましくは約－４５℃で、引き続く凍結に
供することができる。このステップに引き続き、冷却器を、約－４５℃未満、より好まし
くは約－６０℃、最も好ましくは約－８５℃に冷却できる。次いで、好ましくは多くて約
１５０ｍＴｏｒｒ、より好ましくは多くて約１００ｍＴｏｒｒ、最も好ましくは少なくと
も約５０ｍＴｏｒｒの量の減圧を適用できる。次いで、減圧排気した凍結キトサン材料を
、少なくとも約１時間、より好ましくは少なくとも約５時間、最も好ましくは少なくとも
約１０時間の好ましい時間、好ましくは約－２５℃、より好ましくは約－１５℃、最も好
ましくは約－１０℃に加熱できる。最後に、少なくとも約３６時間、より好ましくは少な
くとも約４２時間、最も好ましくは少なくとも約４８時間の好ましい時間、好ましくは約
２０℃、より好ましくは約１５℃、もっとも好ましくは、約１０℃の温度で乾燥を行うこ
とができる。
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【０１１６】
　引き続いて、前記創傷被覆材の厚さを減少させ、密度を増加させるために、例えば、加
熱圧締盤を用いることによって、キトサン生体材料を圧縮できる。圧縮温度は、好ましく
は約６０℃以上、より好ましくは約７０℃以上、かつ約８５℃以下である。次いで、該加
圧キトサン生体材料を、好ましくは約７５℃までの温度に、より好ましくは約８０℃まで
の温度に、最も好ましくは約８５℃までの温度に加熱することによって予備調整すること
が好ましい。予備調整は、典型的には、約０．２５時間まで、より好ましくは約０．３５
時間まで、より好ましくは約０．４５時間まで、最も好ましくは約０．５０時間までの時
間で行って、これによって、先に上記で述べたように、前記創傷被覆材の接着の強度およ
び耐分解性を増加させる。
【０１１７】
　次いで、処理された創傷被覆材を、滅菌ステップに供することができる。該被覆材は、
多くの方法により滅菌できる。例えば、好ましい方法は、γ線照射などの照射によるもの
であり、これによってさらに、該創傷被覆材の耐血液分解性、引張り特性および接着性を
増加させることができる。該照射は、少なくとも約５ｋＧｙ、より好ましくは少なくとも
約１０ｋＧｙ、最も好ましくは少なくとも約１５ｋＧｙのレベルで実施できる。滅菌した
創傷被覆材は、引き続いてアルゴンまたは窒素気体などの不活性気体によってパージした
熱密封ポーチに貯蔵するためにパッケージ化できる。
【０１１８】
　引き続いて、創傷部位に該創傷被覆材を接着させることにより、創傷からの重篤な命に
かかわる出血を実質的に止めることのできるキトサン生体材料から創傷被覆材を製造でき
る。該創傷被覆材は、前記創傷部位に密封し、重篤な出血の凝固または凝集を利用して、
前記創傷部位に前記創傷被覆材を接着させることによって、前記創傷部位からの出血を防
ぐことが好ましい。この創傷被覆材は、好ましくは、創傷部位に強力に接着する一方、創
傷周囲からの赤血球を凝固および凝集させる結果、好ましくは、必要な圧力が使用される
のは、適用の最初の５分間のみである。本発明の一形態において、専門的医療処置が可能
になるまで、負傷した人の生存を維持するために、該装置は、非熟練実施者によってでも
適用される一時的被覆材であるようにデザインされる。
【０１１９】
　（Ｃ．　圧縮スポンジに使用される活性剤）
　圧縮スポンジはさらに活性剤を含み得る。該活性成分は、創傷の性質または患者の医学
的状態に依って、限定はしないが、ヒト血清アルブミン、カルシウム、ウシトロンビン、
ヒトトロンビン（ｈトロンビン）、ｒｈトロンビン、第ＶＩＩａ因子、第ＸＩＩＩ因子、
組換え第ＸＩＩＩ因子（第ＸＩＩＩγ因子）、トロンボキサンＡ２、プロスタグランジン
－２ａ、上皮増殖因子、血小板由来増殖因子、フォン・ウィルブランド因子、腫瘍壊死因
子（ＴＮＦ）、ＴＮＦ－α、形質転換増殖因子（ＴＧＦ）、ＴＧＦ－α、ＴＧＦ－β、イ
ンスリン様増殖因子、線維芽細胞増殖因子、ケラチノサイト増殖因子、神経成長因子、ペ
ニシリン、アンピシリン、メチシリン、アモキシシリン、クラバモックス、クラブラン酸
、アモキシシリン、アズトレオナム、イミペネム、ストレプトマイシン、カナマイシン、
トブラマイシン、ゲンタマイシン、バンコマイシン、クリンダマイシン、エリスロマイシ
ン、ポリミキシン、バシトラシン、アムホテリシン、ナイスタチン、リファンピシン、テ
トラサイクリン、ドキシサイクリン、クロラムフェニコールまたはそれらの組み合わせで
あり得る。例えば、軍事的状況において受けた創傷は、抗生物質、抗真菌剤、および凝固
因子を含み得る。手術における癌患者は、活性剤の種々の組み合わせを受けることができ
る。
【実施例】
【０１２０】
　（実施例１：出血抑制試験）
　表１には、出血抑制試験のために入手された主なキトサン材料のリストが提供されてい
る。ブタ脾臓実験用のＧｅｌｆｏａｍ（商標）＋トロンビン、およびＳｕｒｇｉｃｅｌ（
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商標）対照およびブタ大動脈穿孔用のＪｏｈｎｓｏｎ　ａｎｄ　Ｊｏｈｎｓｏｎ４インチ
×４インチガーゼ対照以外、本明細書に記載された被覆材材料は全てキトサン基材であっ
た。
【０１２１】
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【表１】

＊　許容限度以下の鉛、水銀、ビスマス、アンチモン、スズ、カドミウム、銀、銅および
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モリブデン。ＮＡ＝得られず。
【０１２２】
　１リットルの清浄な滅菌Ｐｙｒｅｘフラスコ中、Ａｍｅｔｅｋ、限外ろ過（ＵＦ）水お
よび乾燥キトサンから、水溶液（２．００重量％）を調製した。Ｃａｒｂｏｍｅｒ、Ｐｒ
ｉｍｅｘおよびＧｅｎｉｓキトサン材料の場合、１．０重量％または２．０重量％の氷酢
酸（Ａｌｄｒｉｃｈ９９．９９％）を水性混合物に加えた。該フラスコを、４０℃で１２
時間から４８時間震蕩することによって溶解を達成した。該溶液は、凍結直前に室温で、
５００ｍＴｏｒｒの減圧を適用することによって脱気した。
【０１２３】
　創傷被覆材は、キトサンの２％水溶液を、Ｔｅｆｌｏｎ（商標）コーティングしたアル
ミニウムまたはポリスチレンの鋳型に、少なくとも１．５ｃｍの深さに注ぎいれ、－４５
℃で３時間、－８０℃　Ｒｅｖｃｏフリーザー中で凍結させることによって調製した。あ
るいは、凍結は、Ｖｉｒｔｉｓ　Ｇｅｎｅｓｉｓ　３５ＥＬ凍結乾燥器無いの棚上で実施
した。該創傷被覆材において、多くて１０％の縮みがあり、最終的な凍結乾燥した創傷被
覆材の密度は、０．０３３ｇ／ｃｍ３近傍であった。２つのタイプの成形創傷被覆材の横
断面を図１および２（異なった凍結速度）に示してある。観察された構造（図３）は、バ
ルク溶液の冷却速度によって、および異なった表面において影響を受けた。引き続き、創
傷被覆材における構造は、製剤化、成形（サイズおよび形状）および凍結条件によって制
御された。最適な創傷被覆材の構造は、直径が５０ミクロンに近い均一な相互接続した細
孔からなる開放細孔または層であって、冷却面に垂直な六方構造のものである。これらの
構造は制御でき、効率が高く迅速な血液凝固のための広い特定の表面積を有する、柔軟で
あるが強力な創傷被覆材が得られる。典型的には、このような構造のための利用できる特
定の表面積は、５００ｃｍ２／ｇ超であった。図５における走査電子顕微鏡写真は、創傷
被覆材の基材表面の典型的な開放セル構造を示している。該創傷被覆材は、熱対流炉中、
８０℃±１℃で３０分間加熱して、構造および酢酸濃度分布を最適化した。このステップ
は、出血領域における創傷被覆材の接着性を最適化（典型的には、真皮に対する接着力＞
４０ｋＰａ）するために必須であった。
【０１２４】
　該創傷被覆材は、８０±５℃で、５０ｋＰａ近い負荷の下、１７ｍｍの厚さから５．５
±０．５ｍｍへ（密度が、およそ０．０３±０．００５ｇ／ｃｍ３から０．１２±０．０
２ｇ／ｃｍ３へ）、直ちに圧縮された。図４は、加熱および圧縮後の典型的な好ましいキ
トサン創傷被覆材の基材の外観を示している。
【０１２５】
　（実施例２：創傷被覆材の調製および評価）
　止血用創傷被覆材は以下のとおり調製された：
　ａ）８５％超の脱アセチル化度、２６ｐｐｍ未満の金属成分および９０％超の固体含量
を有する乾燥キトサン粉末またはフレークを、４０℃で、約２％または１％の酢酸（重量
／重量）を有する２％水溶液（重量／重量）に作成した。
【０１２６】
　ｂ）上記ａ）のキトサン溶液を、少なくとも５分間、攪拌下、約５００ｍＴｏｒｒまで
の減圧下で脱気し、１．７ｃｍの深さまで鋳型に注ぎ入れた。一定の低密度、フォーム構
造は、出血領域におけるそれらの分解のし易さによる問題を示した。これらの問題は、一
般に、該溶液の十分な脱気によって避けられた。
【０１２７】
　ｃ）該脱気キトサン溶液を含有する該鋳型を室温から－４５℃まで冷却することによっ
て凍結した。９０分間にわたって線形冷却ランプを用い、温度を、少なくとももう１時間
、－４５℃に維持した。
【０１２８】
　ｄ）次いで、凍結キトサンを、－７０℃以下の温度、および約１００ｍＴｏｒｒの減圧
における冷却器を用いて凍結乾燥した。棚温度を、－４５℃から－１５℃にランプし、そ
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のレベルで１０時間保持した。次いで、１０℃において、さらに３６～４８時間の凍結乾
燥を実施した。元の凍結プラーク質量の約２．８％近くに達するまで凍結乾燥を実施した
。
【０１２９】
　ｅ）元の質量の２．８％でその処理を停止させ、凍結乾燥創傷被覆材を鋳型から取り出
した。
【０１３０】
　ｆ）形成された生成物は、元の凍結体積から１０％収縮した酸緩衝、水溶性、高規定表
面積の創傷被覆材であった。該創傷被覆材の構造は、一般に、５０ミクロンから８０ミク
ロンの直径の相互接続細孔を有する均一な開放細孔構造であった。過冷却が影響を受けな
いわずかに異なった冷却法を用いて、層／六方構造（５ミクロン近い厚さの均一な薄いキ
トサンシートで、シート間が５０ミクロン近く離れている）を得た。
【０１３１】
　ｇ）次いで、該創傷被覆材を、６０±２０ｋＰａの圧力の適用下、８０±２℃に加熱し
た滑らかで平坦な圧締盤の間で圧縮した（１．７ｃｍから約０．５ｃｍの厚さへ）。
【０１３２】
　ｈ）次に、該被覆材を、８０±５℃に３０分間加熱することによって熱対流オーブン内
で調節した。
【０１３３】
　ｉ）次いで、各創傷被覆材を、ラベルを付けたＫａｐａｋ５３０熱密封ポーチ内に貯蔵
した。
【０１３４】
　ｊ）得られた創傷被覆材は、強靭で、柔軟で、止血性で、湿潤組織に接着性であり、血
流による分解に対して耐性であった。
【０１３５】
　ｋ）該創傷被覆材を、窒素雰囲気下、１５ｋＧｙのγ線照射に曝露させることによって
、分解性の改善、接着強度の改善および滅菌を達成することができた。
【０１３６】
　出血課題の増加した動物モデルにおいて、種々の組成および構造の出血抑制被覆材候補
の止血作用についてのインビボ評価をスクリーンした。簡単な再現性モデルにおいて多数
の被覆材候補スクリーンし、それらを従来の材料と比較することができるように、脾臓裂
傷モデルを利用した。これは出血課題のもっとも少ないモデル（約２～５ｍＬ／分の軽度
の浸出性出血）であるが、最初の創傷被覆材製剤はこの試験に失敗した。また、キトサン
のゲル、粉末もこの試験に失敗し、一方、薄膜類の性能は不良であった。
【０１３７】
　重篤な出血モデルにおける試験の前に、ブタを、全身静脈内ヘパリンによって抗凝血状
態にし、皮膜化剥ぎ取り脾臓モデル（１０～２０ｍＬ／分の強い浸出性出血）において、
より良好な材料を試験した。次いで、この試験を通ったわずかな材料を、抗凝血ブタにお
ける頚動脈裂傷モデル（約５０ｍＬ／分）で評価した。次に、この試験を通った材料候補
の創傷被覆材製剤を、胸部または腹部の大動脈に４ｍｍ直径の穿孔を施したブタ大動脈切
開モデルで試験した。これらの重篤な血管出血の課題モデル（１００ｍＬ／分の過剰出血
速度）を通る材料は、肝臓外傷の重篤な（グレードＶ）モデルでも試験した。
【０１３８】
　先に操作を受け、評価のため、殺処理が予定されている健康な動物について該試験を実
施した。実験は全て、１９９６年米国学術研究会議、「実験動物の管理および使用に関す
る指針」および適用できる連邦法にしたがって実施した。動物を同定後、筋肉内（ｉ．ｍ
．）Ｔｅｌａｚｏｌ　４～９ｍｇ／ｋｇによって麻酔を誘導した。イソフランをマスクに
より投与し、動物に挿管した。
【０１３９】
　裂傷および皮膜剥ぎ取り実験用のキトサンパッチは、３７ｍｍ直径の創傷被覆材から切
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断した等サイズの四分の一片、またはより大きな創傷被覆材から切断した１．５ｃｍ×１
．５ｃｍの創傷被覆材片のいずれかであった。
【０１４０】
　Ｇｅｌｆｏａｍ（商標）＋トロンビンまたはＳｕｒｇｉｃｅｌ（商標）の対照材料は、
１．５ｃｍ×１．５ｃｍ片から作成した。吸収性ゼラチン創傷被覆材のＧｅｌｆｏａｍ（
商標）サイズ１００は、Ｐｈａｒｍａｃｉａにより供給された。酸化セルロースのＳｕｒ
ｇｉｃｅｌ（商標）は、Ｅｔｈｉｃｏｎにより供給された。局所用トロンビン（ウシ源）
１０，０００Ｕ．Ｓ．単位は、Ｊｏｎｅｓ　Ｐｈａｒｍａにより供給された。Ｇｅｌｆｏ
ａｍ（商標）＋トロンビンは、使用前に、１．５ｃｍ×１．５ｃｍ×０．８ｃｍの創傷被
覆材を、トロンビン中、３０分間浸漬することにより作成した。
【０１４１】
　正中線腹側ラポラトミーを実施した。脾臓の上半分を肱置した（手術創のタオルクラン
プと並置して）。表面は、湿ったラップパッドからの滅菌生理食塩溶液の適用により湿潤
性を保たせた。
【０１４２】
　抗凝血のため、右大腿動脈を外科手術により単離し、６Ｆシースによりカニューレ挿入
し、血液サンプル採取を考慮した。５０００単位のヘパリンの静脈内投与前、ヘパリン投
与の１０分後、およびそれ以降は２０分おきに、活性凝固時間（ＡＣＴ）を測定した。Ａ
ＣＴレベルが２００秒未満の場合は、２０００単位のヘパリンを投与し、１０分後にＡＣ
Ｔを再測定した。該動物が抗凝血状態であることを確実にするため、ＡＣＴ＞２００秒ま
で、これを繰り返した。
【０１４３】
　脾臓試験領域は分画化し、タオルクランプおよび湿ったパッドを用いることによって湿
潤性を保たせ、最も直接した未試験面のみを露出させた。以下のとおり、試験パッチの適
用前に、１つの外傷を作成した：
　（ｉ）裂傷モデルにおいて、４ｍｍの刃が突き出るように直角鉗子に配置した＃１１外
科用刃を用いて、外傷（８ｍｍの長さ×４ｍｍの深さ）を作成した。
【０１４４】
　（ｉｉ）皮膜剥ぎ取りモデルにおいて、クランプ＃１１刃および一対の手術用はさみを
用いて、外傷（５ｍｍ×５ｍｍ×４ｍｍの深さ）を作成した。
【０１４５】
　外傷作成後、３０秒間、出血させた。表面の血液をガーゼで除いた後、一定の均一な圧
力を３０秒間用いて、試験パッチを外傷にデジタル的に適用した。次いで、デジタル圧力
を除去し、該パッチを２分間観察した。この段階で試験番号を記録した。観察可能な再出
血が生じた場合は、再出血する時間を記録し、次の試験（３０秒出血、ガーゼによる血液
の清掃、３０秒のデジタル圧力の後、２分まで観察）を開始した。試験パッチの試験は、
２分間の観察時間中に再出血が生じない時、または６試験の再出血が観察された時に完了
した。６試験期間の間、創傷の再出血が続いた場合は、失敗のパッチを除去し、Ｇｅｌｆ
ｏａｍ＋トロンビンパッチを適用した。新たな外傷を作成し、他のパッチを試験した。
【０１４６】
　頚動脈裂傷モデルの場合は、３７ｍｍ直径の圧縮創傷被覆材またはより大きな創傷被覆
材からキトサンパッチ（３７ｍｍ×２５ｍｍ）を切断した。適用を促進するため、創傷被
覆材のいくつかは、３Ｍ９９４２皮膚接着剤によりキトサンに付着させた３Ｍ９７８１発
泡医療用テープの上層を有した。Ｇｅｌｆｏａｍ（商標）＋トロンビンを対照として用い
た。
【０１４７】
　垂直切開を行って、１０ｃｍ長の頚動脈を露出させた。筋膜を引っ込め、動脈が組織の
平坦な基部上に支持されるまで周囲の軟組織を切り裂いた。両端を結んだ縫合糸を、露出
した動脈の近位および遠位に配置した。これらをクランプし、動脈の縦方向に、１．５ｃ
ｍの切開を作成した。
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【０１４８】
　抗凝血のため、右大腿動脈を外科手術により単離し、６Ｆシースによりカニューレ挿入
し、血液サンプル採取を考慮した。５０００単位のヘパリンの静脈内投与前、ヘパリン投
与の１０分後、およびそれ以降は２０分おきに、活性凝固時間（ＡＣＴ）を測定した。Ａ
ＣＴレベルが２００秒未満の場合は、２０００単位のヘパリンを投与し、１０分後にＡＣ
Ｔを再測定した。該動物が抗凝血状態であることを確実にするため、ＡＣＴ＞２００秒ま
で、これを繰り返した。
【０１４９】
　切開作成後、該動脈を２秒間出血させ、次いで、１分間圧縮した。圧縮を除去した後、
結び目を再クランプした。該領域を生理食塩水で洗い流した。結び目のクランプを２秒間
外してからパッチを適用した。パッチ上に均一に３秒間圧力を適用した。圧力適用後３０
分以内に出血が見られた場合は、もう３分間、圧力を再適用した。パッチが接着していな
かったら新しいパッチと取り替えた。圧力再適用、または同一タイプのパッチの取替えの
各々は、そのパッチタイプの試験期間として扱った。３０分間にパッチ周囲、またはパッ
チを通して出血が見られない場合、特定の創傷被覆材に対する試験は完了したと考えられ
た。３０分の止血（創傷からの出血が見られない）を達成するために用いられた試験の数
について、材料を評価した。
【０１５０】
　ブタ大動脈穿孔の場合、２．５ｃｍ直径片に切断した圧縮キトサン創傷被覆材のサンプ
ルパッチまたは４インチ×４インチ手術用ガーゼの対照を用いた。
【０１５１】
　腹部および胸部大動脈のいずれかまたは両方は、前者においては正中線垂直ラポラトミ
ー、後者においては胸骨切開によって露出させた。筋膜および胸骨をクランプし、結び目
を切開部位の近位および遠位に配置した。両端クランプを適用しながら、＃１１円刃刀を
用いて、大動脈壁を通して３ｍｍの切開を作成し、その切開を通して、４ｍｍ直径のＭｅ
ｄｔｒｏｎｉｃ（商標）の血管穿孔器を挿入し、大動脈に４ｍｍ直径の孔を作成した。該
穿孔器を除去し、該孔にデジタル圧力を適用して両端クランプを外した。
【０１５２】
　中指で大動脈孔に圧力をかけながら親指と示指との間に該パッチを保持した。この中指
からの圧力を１秒間解除してから創傷被覆材を出血領域に適用した。大動脈孔上のパッチ
に示指を介してしっかりと圧力を適用することによって、該創傷被覆材を適所に保持した
。パッチの適用中に創傷からもれ出てたまった血液は吸引除去した。デジタル圧力の３分
後、指を外し、出血の継続および接着不良の徴候に関して該パッチを観察した。最初の３
０分間に、出血の継続または再出血が見られた場合は、さらに３分間、圧力を適用した。
【０１５３】
　止血が依然として不完全であった場合は、同じ創傷被覆材の別のパッチを準備し、古い
パッチを除去し、新たな試験を開始させた。３０分間にパッチの周囲から、またはパッチ
を通して出血が見られない場合に、試験は完了したと考えた。３０分の止血（創傷からの
出血が見られない）を達成するために用いられた試験の数について、材料を評価した。試
験時、キトサン創傷被覆材と同じ方法でガーゼの対照サンプルを適用した。
【０１５４】
　動物は全て耳介血管を介してバルビツール酸塩（Ｅｕｔｈａｓｏｌ、１ｍＬ／１０ｌｂ
）の注入により麻酔下で安楽死させた。動物は、実験手順の最後に、または動物が何らか
の有害な作用を受けた場合は終了前に安楽死させた。
【０１５５】
　出血抑制を達成するまでに必要な試験の数および再出血する時間（脾臓試験の場合のみ
）にしたがって、試験を０．０から６．０にランク付けした。１つの試験のみが必要であ
って、再出血の無かった試験は０．０とランク付けした。第２の試験が必要で、第１の再
出血する時間が９０秒であった試験は：
【０１５６】
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【数１】

（脾臓の場合）または他のモデルの場合は１．０
　止血を達成するために４つの試験が必要であり、第３の試験において、脾臓再出血の時
間が３０秒であった試験は：
【０１５７】

【数２】

（脾臓の場合）または他のモデルの場合は３．０
　急速な分解、接着不足または出血非抑制によって、完全に失敗したサンプルは、６．０
＋とランク付けした。
【０１５８】
　要約すると、止血が不良になるほど、以下に定義されたランキングが高くなる：
　　Ｒ＝Г＋Λ
　式中、Г＝出血を停止させるための試験数－１
【０１５９】
【数３】

　　　　Ａ＝試験（一つまたは複数）の時間
　脾臓試験の結果は、表２、３および４にまとめてある。
【０１６０】
　表２は、組成および構造に関して、最適化されていなかったキトサン試験サンプルの挙
動を示している。これらの非最適化材料は、Ｓｕｒｇｉｃｅｌ（商標）陰性対照（表４）
よりも不良から、同等および部分的にのみより良好の範囲であった。リン酸緩衝溶液が存
在すると、Ｓｕｒｇｉｃｅｌ（商標）よりわずかに効果的であっただけの、接着不良で止
血の緩慢なパッチとなった。該キトサン薄膜は、中程度の接着性があり、出血に対して相
当な密封を提供するが、その透明な表面下の緩慢な血液浸出により明らかにされるように
、止血はきわめて緩慢であった。初期の試験では、成形創傷被覆材の上面における低密度
フォームの徴候が一般に示された。この低密度フォームは、分解し易く、創傷被覆材の上
面が出血領域に適用されると崩壊することが判明した。その後、このフォーム効果は、溶
液を凍結前に脱気することによって回避され得ることが発見された。低分子量キトサン創
傷被覆材（相対的１％溶液粘度＜５０ｃｐｓ）は、出血領域においてきわめて分解を受け
易く、パッチ適用には不適当となることが判明した。グルタミン酸塩対アニオンにより、
より柔軟な創傷被覆材が製造されたが、重篤な出血領域において容易に分解される創傷被
覆材が製造されるという犠牲を伴った。酢酸塩対イオンによる低密度創傷被覆材（０．０
５ｇ／ｃｍ３未満のもの）もまた、分解および崩壊により容易に損傷されることが判明し
た。
【０１６１】
　表３は、好ましい組成および構造の最適化キトサン創傷被覆材のランキング結果を示し
ている。これらの創傷被覆材は、高分子量（相対的１％溶液粘度が１００ｃｐｓ超）を有
するキトサンから成り、０．１２ｇ／ｃｍ３に近い創傷被覆材密度を有した。中程度出血
脾臓試験において、最適化創傷被覆材に関する結果は、ウィルコクソン順位和検定を用い
て、Ｇｅｌｆｏａｍ（商標）＋トロンビンの陽性対照と区別できないことが判明した（Ｚ
＝－０．５２７、ｐ＝０．５９８）。同じ統計的方法を用いて、該創傷被覆材は、性能不
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９６、ｐ＝０．０００１）。
【０１６２】
　図６は、脾臓表面に対する最適化キトサン創傷被覆材パッチの密接した接着性ならびに
外傷に直に近接した赤血球の凝集を示している（Ｈ＆Ｅ染色組織学的切片により）。
【０１６３】
　頚動脈外傷モデルに関するランキングは表５にまとめてある。このモデルにおいて、最
適化キトサンパッチは、試験３、５および６において、きわめて良好な性能であった。最
初の試験１および２での性能の改善は、該創傷被覆材の直接上層への支持裏地（３Ｍ９７
８１フォーム包帯）の適用によるものであった。この裏地により、創傷被覆材上により均
一な圧力の適用が可能となり、また、該被覆材を適用する人が、パッチ表面が粘着するこ
となく、および創傷からのパッチ剥離を引き起こすことなく、パッチ表面から容易に指を
放すことが考慮されている。頚動脈モデルは、脾臓外傷モデルであり得るよりも重篤な動
脈出血条件を調べるために用いられた。可能な陽性対照として、Ｇｅｌｆｏａｍ（商標）
＋トロンビンを調べたが、高出血領域では分解することが判明した。
【０１６４】
　表６は、大動脈外傷モデルの結果をまとめている。対照包帯としてガーゼ包帯（４イン
チ×４インチ）を用いた。対照は全ての試験期間において、重篤な出血を止めることがで
きないが、一方、最適化キトサン大動脈パッチは、この創傷に見られたきわめて高レベル
の出血を、該パッチのわずか１回または２回の適用後に迅速に止め、引き続き凝固させる
能力があることが判明した。サンプルと対照とのランキングの間に違いが無いという可能
性について、正確な有意性（両側検定、ｐ＝０．００２）を測定した。創傷が最初の試行
で止血された場合、平均して、パッチ適用後の血液損失は、最少（＜５０ｍＬ）であった
。第２の試行が必要とされた場合、パッチ適用後の血液損失は、１００ｍＬ超だが３００
ｍＬ未満であった。キトサン創傷被覆材の場合、パッチ適用後に、平均して、１５０ｍＬ
の血液が失われたが、一方、３つのガーゼ対照試験の場合、各動物につき、１リットル超
の血液が失われた。キトサン創傷被覆材試験の場合、生存率は１００％であったが、ガー
ゼ試験の場合は、生存した動物はいなかった（０％）。該キトサンパッチは、３０分の試
験期間にわたって、および、一般に１時間から２時間後に動物を殺処理するまで、継続し
た止血有効性を示した。図７は、重篤な胸部創傷を密封している典型的なキトサンパッチ
を示している。図７のパッチにより密封された切除大動脈の管腔側（外傷を見せて）が、
図８に示されている。図９は、図７および８の外傷を通って採取された組織学的染色切片
の顕微鏡写真を示している。動物殺処理時、大動脈の除去および検査の際、外傷部位に強
力な凝血の証拠が見出され（図９）、また、試験番号１６の場合、生きている動物でパッ
チを取り除いた後（適用後、３０分超）、引き続く再出血は無かった。
【０１６５】
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【表２】

高密度タイプ＝高密度創傷被覆材（約０．１２ｇ／ｃｍ３）
ＰＢＳ処理＝リン酸緩衝生理食塩溶液中に浸漬することにより中和化した創傷被覆材
ＬＤタイプ＝低密度創傷被覆材（約０．０３ｇ／ｃｍ３）
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ＦＦタイプ＝高速凍結創傷被覆材
薄膜タイプ＝溶媒注型薄膜（５００ミクロン）。
【０１６６】
【表３】
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【０１６７】
【表４】

【０１６８】
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【表５】

高密度タイプ＝高密度創傷被覆材（約０．１２ｇ／ｃｍ３）。
【０１６９】
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【表６－１】

【０１７０】
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【表６－２】

【０１７１】
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【表６－３】

　高密度タイプ＝高密度創傷被覆材（約０．１２ｇ／ｃｍ３）。
【０１７２】
　（実施例３：ブタ肝臓モデルにおける肝臓出血抑制）
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　戦場における出血抑制の必要性を推進するために、米国陸軍科学技術目標（ＳＴＯ）の
出血抑制が２０００年に制定された。ＳＴＯの一般的な戦略目標は、戦場傷害における出
血による死亡数を減少させる製品および方法の開発として要約することができる。したが
って、出血抑制製品および方法の要件は次のように述べられた：
　それらは、以下の１者以上による使用にとって実行可能でなければならない：自身（負
傷戦闘員）、戦友（負傷兵士を援助する非医療用戦友）、戦闘人命救助者、戦闘医療隊員
、医師助手、および大隊軍医。それらは、凹凸地、限定された視界、および極端な環境な
どの再前線の戦場条件における使用にとって実行可能でなければならない。製品および方
法は、外部の電源を必要とするものであってはならない。全ての装置は、人が携帯可能で
あって耐久性のあるものでなければならない。最前線で使用可能な製品および方法は、よ
り高い医療段階においても使用されることが期待される。ＳＴＯの特別戦略目標の一つは
、最前線戦場条件下で圧縮性出血に使用するための、新規の、または改善された止血用物
質の開発である。圧縮性および非圧縮性部位に使用するための単一製品が望まれている。
【０１７３】
　ＳＴＯの一部として、本発明の出血抑制包帯を用いて、テキサス州、サンアントニオ、
フォートサムヒューストンの米国陸軍外科学研究所（ＩＳＲ）において、ブタ肝臓モデル
における肝臓出血抑制の試験が行われた。ブタにおける重篤な静脈出血および肝臓外傷の
標準化モデルにおいて、血液損失および生存率に及ぼすキトサン出血抑制包帯の効果を判
定するために、該試験が行われた。このモデルは、米国陸軍ＩＳＲにおいて、他の多数の
止血用包帯を試験するために用いられてきた。
【０１７４】
　本試験には、品種間交雑種の市販ブタを用いた。国際実験動物管理の評価および認定協
会によって認定された施設において維持された。本試験は、テキサス州、フォートサムヒ
ューストンの米国陸軍外科学研究所の施設内動物管理および使用委員会により承認された
。動物は、実験動物の管理および使用に関する指針（アメリカ国立衛生研究所刊行物８６
－２３、１９９６年改訂）にしたがって、人の管理を受けた。
【０１７５】
　動物は、キトサン包帯かガーゼスポンジのいずれかを受けるように無作為に割り当てら
れた（表７を参照）。手術準備は、以下のことから成った：動物は手術操作の３６～４８
時間前は絶食させ、水は自由に取らせた。グリコピラレートおよびチレタミンＨＣｌとゾ
ラゼパンＨＣｌの組み合わせ（Ｔｅｌａｚｏｌ（登録商標）、アイオワ州、フォートドッ
ジ、フォートドッジ研究所）による前投薬後、５％イソフランを用いてマスクにより麻酔
を誘導した。該ブタに挿管し、人工呼吸器に配置し、イソフランにより維持した。頚動脈
および頚静脈血管カテーテルを、手術により配置した。開腹術を実施し、脾臓摘出術およ
び膀胱カテーテル配置を完了させた。さらなる実験操作の前に、３７．０℃と３９．０℃
との間の直腸温度および１５分間の安定した平均動脈圧（ＭＡＰ）を必要とした。連続的
データ回収システム（Ｍｉｃｒｏ－Ｍｅｄ（登録商標）、ケンタッキー州、ルイスビル）
を用いて、試験期間を通して１０秒おきに、血圧および心拍を記録した。各動物からベー
スラインの動脈血液サンプルを採取し、各動物が、正常な血小板数、プロトロンビン時間
、活性部分的トロンボプラスチン時間、および血漿フィブリノーゲン濃度を示すことを確
認した。
【０１７６】
　肝臓外傷を生じさせた。この方法は以下のことを含んだ。肝臓を手動で引っ込ませ、左
右の中葉を持ち上げて十分に露出させた。次に、「Ｘ」の形態に構成された２つの４．５
ｃｍ先鋭化スズを有する、特別にデザインされたクランプを、肝臓の横隔膜面上に、中心
を、左右中葉の交点に約２－３ｃｍ背側にして配置した。内臓面上、方形葉の下に、器具
のベースプレートを配置した。該スズが、器具のベースプレートの対応する溝にはまるよ
うに、２つの中葉の実質組織および基底の血管を通して器具のスズをクランプすることに
よって外傷を生じさせた。肝臓の第１の穿孔後、該器具を開放し、スズを引っ込め、第２
の適用が第１のものと５０パーセント重なるようにして該動物に再配置した。この再配置
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にしたがって、肝臓を２回穿孔した。実験期間の終結時に、肝臓の切除および検査によっ
て肝臓外傷の文書化を達成した。この外傷は、中心に小さな島状物を有する大きな星形創
傷の外観を呈し、およそ１０×８×４ｃｍと測定された。該外傷は、左中葉血管、右中葉
血管、および門脈肝臓血管と共に、完全に切り裂かれていた。
【０１７７】
　外傷の３０秒後、全ての動物において、温（３８℃）乳酸加リンガー溶液による救急蘇
生を開始した。救急蘇生の目標は、ベースラインＭＡＰに戻すことであった。液体は、２
６０ｍＬ／分で投与した。この救急蘇生法を、目標が達成されるまで続け、６０分の試験
時間中を通じてＭＡＰが低下した場合は再び開始した。救急蘇生の開始（外傷３０秒後）
と同時に、以下の処置を適用した。１つの被覆材を、方形葉の表面に適用して穿孔外傷を
覆い、他の２つの被覆材を、横隔膜の側から創傷内に詰めた。背腹方向に６０秒間、圧縮
を適用した。６０秒後、外傷を検査し、止血が達成されたかどうかを判定した。次に、ア
プリケーターの手を再配置し、側腹－内側方向に６０秒間、圧力を適用し、止血に関して
観察を行った。この手順を繰り返し、合計４回の６０秒間圧縮を行った。圧縮後に止血が
完了していた場合は、さらなる圧縮は実施しなかった。止血は、外傷部位からの肉眼で検
出できる出血が無いこととして定義した。
【０１７８】
　処置適用の完了後、腹部を閉じ、外傷後６０秒間または死亡まで、どちらかが初めに来
た時まで、動物をモニターした。６０秒より前の死亡は、心拍が０として定義した。６０
秒時に生存している動物は、ペントバルビタールの過量により安楽死させた。
【０１７９】
　外傷導入直後血液は、処置適用開始まで腹腔から連続的に吸引された。この容量を測定
し、前処置血液損失として称した。試験期間の最後に、各腹部を開き、液体および腹腔内
凝固血液を吸引し、測定した。これは処置後血液損失と称した。さらに、全蘇生液体の使
用を記録した。外傷前の動物血液容量を、以前に報告されているとおり（Ｐｕｓａｔｅｒ
ｉら、Ｍｉｌ．Ｍｅｄ．１６６、２１７－２２２頁、（２００１））推定した。
【０１８０】
　体重、推定血液容量、裂傷血管数、ベースラインＭＡＰ、生存時間、前外傷ＭＡＰ、前
処置血液損失、および包帯接着スコアを、ＳＡＳのＧＬＭ法を用いて分散分析により分析
した。データは、最小二乗法の最小二乗平均値±標準誤差として報告される。データを、
分散および非正規形の不均質性に関して検討した。これらの条件を、処置後血液損失およ
び液体使用データに関して探知した。したがって、血液損失および液体使用データは、解
析前に対数変換された。変換データを、分散分析により分析した。これらのデータは、逆
変換手段および９５％信頼区間（９５％ＣＩ）として表される。メスとオスの分布、止血
、および生存データを、ＳＡＳのＦＲＥＱ法を用いてフィッシャー正確度試験（Ｆｉｓｈ
ｅｒｓ　Ｅｘａｃｔ　Ｔｅｓｔ）により分析した。データは、比率またはパーセンテージ
として報告された。両側検定を全ての比較に用いられた。
【０１８１】
　動物の体重、推定血液容量、動物の性別分布、ベースラインＭＡＰ、外傷前ＭＡＰ、肝
外傷内の裂傷を受けた主要裂傷血管数、または前処置血液損失において処置群間で差異は
なかった（表８および表９を参照）。
【０１８２】
　処置後の血液損失は、ガーゼ創傷被覆材の対照と比較して、キトサン群において減少し
た（ｐ＝０．０１）。液体の使用における有意差は見られなかった。生存パーセンテージ
は、キトサン群において増加した（ｐ＝０．０４）。止血は、外傷後３，４分でキトサン
群でより頻繁に生じた（ｐ＝０．０３）。生存時間は、キトサン群における高レベル生存
率のため、統計的に比較できなかった（表１０を参照）。
【０１８３】
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【表７】

【０１８４】

【表８】

【０１８５】
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【表９】

【０１８６】

【表１０】

　この米国陸軍ＩＳＲ試験（Ｐｕｓａｔｅｒｉら、Ｊ．Ｔｒａｕｍａ、５４、１７７－１
８２頁、（２００３））により、独立した試験において、標準的４インチ×４インチガー
ゼよりもキトサン創傷被覆材の有意に改善された性能が証明される。米国陸軍ＩＳＲは、
本発明クレームの被覆材の場合および赤十字により開発されている乾燥フィブリントロン
ビン創傷被覆材の場合においてのみ、重篤な血流の止血において４インチ×４インチガー
ゼよりも有意に改善された性能が証明できた。赤十字の包帯は、高価であるとともに抵抗
力が弱く、破損しやすい。
【０１８７】
　（実施例４：包帯の照射）
　３Ｍ　９７８１多孔性フォーム裏地を有する高分子量４インチ×４インチキトサン出血
抑制被覆材は、アイスランドのエビ源（Ｇｅｎｉｓロット番号ＳＯ１１１５－１）から調
製された。これらは、無菌キトサン包帯の大型ロット（ロット番号ＯＭＬＣ　２ＳＭ１１
４）を調製するために市販用の凍結乾燥会社を用い２％酢酸と２％キトサン溶液により調
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り強度、破裂強さ、血液吸着、水吸着ならびに無菌性について試験した。ブタの大動脈穿
孔を、腹腔外傷および胸部外傷における非γ線照射サンプル上で実施した。７枚のパッチ
が用いられた。パッチ適用後の平均血液損失は、＜５０ｍＬであった。全てのパッチは、
最初の適用の際に接着性、創傷密封性および止血性があった（７　ｘ　０ランキング）。
動物は全て生存した。
【０１８８】
　γ線照射および非照射包帯（ロット番号ＯＭＬＣ　２ＳＭ１１４）を、オレゴン州ポー
トランド所在のＯｒｅｇｏｎ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｌａｓｅｒ　Ｃｅｎｔｅｒで開発された
インビトロ破裂圧試験により試験した。破裂試験を実施するために、包帯の２５ｍｍ直径
の円形試験片を、クエン酸塩添加全血に１０秒間浸す。次いで試験片を中心に置き、５０
ｍｍ直径ＰＶＣパイプの側面で４ｍｍ直径の穿孔の際、デジタル圧でしっかりと保持する
。この最初の付着後、パイプ内の液体圧を４．５±０．５ｋＰａ．ｓ－１でランプさせ、
０．１秒間隔で圧力と時間を記録する。破損前に記録された最大圧としての破裂圧を記録
する。包帯の試験部位への相対的接着性を評価するために接着破損ランキングを定める。
該ランキングシステムは、破損の３つの異なる様式に分類される。ランキング１は、キト
サンの接着が保たれずにＰＶＣ面から容易に分離される試験片に与えられる。ランキング
２は、試験片の分離がそれほど容易ではなく、幾らかのキトサンが試験部位に付着したま
まである場合に当てられる。ランキング３は、ＰＶＣ面にしっかりと固定されたままにな
っている基本構造から創傷被覆材本体の粘着性の分離によってのみ試験片が取り外しでき
る場合に当てられる。
【０１８９】
　湿潤媒体として血液を用いてＰＶＣ基材に対するγ線照射および非照射キトサン包帯の
平均破裂圧（平均±ＳＤ、ｎ＝６）は、それぞれ１２２±１．９ｋＰａおよび８６±２０
ｋＰａであった。この結果は、Ｔ－検定を用いて統計的に解析された（ｐ＝０．００７）
。湿潤媒体として血液を用いてＰＶＣ基材に対するγ線照射および非照射キトサンα包帯
の平均接着性破裂ランキング（平均±ＳＤ、ｎ＝６）は、両方とも３±０であった。図１
０は、粘着性破損がキトサン構造内で生じている高ランキング破損の形を示している。
【０１９０】
　被覆材（ロット番号ＯＭＬＣ　２ＳＭ１１４）の血液および水の吸着性を、試験小片（
約０．０２ｇ）を血液または水に３．０秒間浸漬することにより判定した。浸漬前後の質
量の差異を記録した。湿潤媒体として血液または水を用いて創傷被覆材に３秒間吸着され
た媒体の１グラム当りの平均質量を、γ線照射および非照射キトサンサンプル（ｎ＝４）
に関して測定した（図１１を参照）。この結果は、Ｔｕｋｅｙ－ＨＳＤ検定による一方向
ＡＮＯＶＡを用いて統計的に解析された、ｐ＝０．００１。γ線照射は、非照射材料の場
合、水の過剰な吸着を有意に減少させた。このような過剰の水の吸着は、引き続く接着お
よび構造的破損による創傷被覆材の崩壊（ゲルへと）を引き起こすと考えられる。
【０１９１】
　キトサン被覆材（ロット番号ＯＭＬＣ　２ＳＭ１１４）の引張り用試験片を、５ｋｇ荷
重計を具備した単軸Ｃｈａｔｉｌｌｏｎ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　Ｔｅｓｔｉｎｇ　Ｖｉｔ
ｒｏｄｙｎｅ　Ｖ１０００を用いて評価した。サンプルを犬骨片（１５±１ｍｍ×６．５
±０．５ｍｍ×５±０．５ｍｍのガーゼ×厚さ×幅）に切断し、２本のクランプ間に保持
した。クロスヘッド速度は、１０ｍｍ．ｓ－１であった。荷重および押しのけ量を、０．
１秒間隔で記録した。
【０１９２】
　被覆材全体の引張り結果は、表１１に示している。応力および伸び率に関してγ線照射
および非照射サンプル間で有意差はなかった。１５ｋＧｙでの照射によりヤング係数が少
し増加した。
【０１９３】
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【表１１】

＊２．５ｃｍ幅の包帯について算出。
【０１９４】
　５２枚の４インチ×４インチ創傷被覆材（ロット番号ＯＭＬＣ　２ＳＭ１１４）を清浄
に調製した。これら４インチ×４インチ創傷被覆材のうち、４６枚を二重パック包内に包
装し、１４ｋＧｙから１５ｋＧｙの間の認定線量でのγ線照射のためにカリフォルニア州
オンタリオ所在のＩｓｏＭｅｄｉｘ施設に送付した。創傷被覆材２ＳＭ１１４番号１から
切断された、黄色ブドウ球菌（ＡＴＣＣ２９２１３）でドープされた８枚のキトサン創傷
被覆材試験片（１インチ×０．２１インチ×０．２１インチ）のセットをこれらのサンプ
ルと共に箱詰めした。各試験片を、１００マイクロリットルの０．５マクファラン接種に
より接種した。黄色ブドウ球菌は、活性であることが示された対照培地からかき出した。
ブドウ球菌のない４枚の試験片の対照セットもまた含まれた。γ線照射処置をしない対照
サンプルは、加熱密封包内の小型無菌容器に、室温、暗所で保持した（対照の要約に関し
ては表１２を参照）。
【０１９５】

【表１２】

　４６枚の照射された創傷被覆材パッケージを、無菌扱い、すなわちエチレンオキシド無
菌による無菌条件下で開封し、接着剤被覆フォーム裏地（３Ｍ　９７８１テープ）を付着
させ、各創傷被覆材および裏地の小切片（約１．２インチ×０．２×０．１２インチ）を
、個々の創傷被覆材滅菌試験のために取り出し、創傷被覆材を、加熱密封により元の内部
パック内に再度包装した。これらの創傷被覆材のうち４０枚に、ロット番号および創傷被
覆材番号のラベルを付け、評価のために送付した。該切片および対照片を、無菌性試験の
ためにセントビンセントのＰＨＳにある微生物学施設に供した。
【０１９６】
　該切片および対照片は、チオグリコレートに富む増殖培地を含有するラベルの付きサン
プル容器（０．６インチ直径×５インチ）に無菌的に入れ、３５℃で好気的に温置した。
培養培地は、増殖徴候を７日目、１４日目および２１日目に調べた。該サンプルを、５％
ヒツジ血液と共にトリプシン大豆寒天中で副次培養し、３５℃で温置し、４８時間後増殖
を調べた。
【０１９７】
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　個々の培養物を、濁度試験および副次培養のかき取りにより分析した。全ての培養物お
よび７日目、１４日目および２１日目の全ての副次培養物において、非照射および黄色ブ
ドウ球菌を投与された培養物でも増殖の無いことが示された。個別の培養物のグラム陽性
染色により、これらの知見が確認された。
【０１９８】
　（実施例５：スポンジの調製）
　表１３は、試験用に入手された親水性ポリマー類を掲げている。さらなる親水性ポリマ
ー類としては、ポリリジン、硫酸コンドロイチン、澱粉およびヒアルロナンが挙げられる
。限外ろ過水の水溶液（２．００重量％および８．００重量％）（Ａｍｅｔｅｋ）および
親水性粉末を、清浄な１リットルのビン（Ｎａｌｇｅｎｅ）に調製した。キトサン不織マ
ット（ＰｏｌｙＭｅｄ社）を、室温で４８時間にわたり無水酢酸（Ａｌｄｒｉｃｈ　９９
％）に曝すことによってキチン不織マットに変換させた。残留した無水酢酸を、限外ろ過
水の複数回洗浄を用いてマットから洗浄した。アセチル化マットをＮａＯＨ（０．５Ｍ）
に６時間曝すことにより、炭素－２位のアセチルアミドを加水分解することなく３グルコ
ピラノース炭素および５グルコピラノース炭素のアセチルエステルを加水分解した（ＦＴ
ＩＲ分析により確認）。撚れた（１／ｃｍ）超微細（４ミクロンの直径）多繊維（＞５０
）ポリエステル糸（２０Ｎ荷重下で２００ミクロン）を得た（Ｍｕｌｔｉｃｒａｆｔ　Ｐ
ｌａｓｔｉｃｓ、オレゴン州ポートランド）。
【０１９９】
【表１３】

　氷酢酸（Ａｌｄｒｉｃｈ　９９．９９％）を、水の２重量％および４重量％でそれぞれ
２重量％および８重量％のキトサン水溶液に加えた。親水性ポリマー溶液の溶解は、ロー
タリーベッド撹拌機上、室温で２４時間までのビンの緩やかな軸回転により達成された。
２％溶液は全て、２５℃、２０００ｃｐｓ未満での２号および３号スピンドルでＬＶＴＢ
ｒｏｏｋｆｉｅｌｄ粘度計により測定された最高粘度を有して容易に溶液となった。キト
サン、アルギン酸およびアクリル酸の８％溶液は、Ｂｒｏｏｋｆｉｅｌｄ粘度計による測
定にとって高すぎる粘度を有した。これらの場合における極めて高粘度の液体溶液により
、これら溶液の注ぎが妨がれた。その代わり、これら溶液を、プラスチックビンから搾り
出し、引張り、すくい出して鋳型に装填した。これら後者の極めて高粘度の液体は、製造
環境において容易に処理することができなかった。
【０２００】
　２％水溶液の場合は１．７ｃｍの深さ、８％の場合は０．４５～０．７０ｃｍの深さの
アルミニウム鋳型内のＴｅｆｌｏｎ（商標）被覆された１０．８ｃｍ×１０．８ｃｍ×２
．０ｃｍウェルに、水溶液を注ぐ／入れることによってスポンジを形成した。最初室温に
おける溶液は、実験室（０．６５ｍ２）Ｖｉｒｔｉｓまたは（３．７２ｍ２または１６．
６３ｍ２）Ｈｕｌｌ凍結乾燥機中、－２５℃と－４５℃との間の温度でアルミニウム鋳型
を冷却棚上に置くことによりプラークに凍結された。プラークからの水の昇華による親水
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性ポリマースポンジの製造は、２００ｍＴｏｒｒ未満の圧で－８０℃の冷却機を用い、４
８時間から６０時間かけて－４５℃から１８℃に徐々に棚温度をランプして凍結乾燥する
ことにより達成された。
【０２０１】
　２％キトサン溶液のサンプルの場合、凍結中２％キトサン溶液における、望ましくない
クラスト（上面氷核）形成を防ぐために４つの方法を試験した。１つの方法は、鋳型の上
面にポリマー薄膜を乗せて、凍結のための冷却棚に乗せる前にポリマー溶液の表面と密接
な湿潤接触させることであった。溶液がプラークに凍結された後（約１～２時間）、保護
ポリマー薄膜を除去する。ガラス転移温度が－４５℃以下であるため、塩化ポリビニリデ
ン薄膜（例えば、Ｓａｒａｎ（商標）ラップ）が特に有用である。この薄膜は、上部の過
冷却親水性ポリマー溶液面上への沈殿および凍結面のクラスト核形成により、凍結機／凍
結乾燥機内の冷却表面に形成された樹枝状氷を防ぐ働きをする。このクラスト層を防ぐ第
２のアプローチは、鋳型の直ぐ上に置かれる高架状（２５０ｍｍ×６ｍｍ×５ｍｍスペー
サーバーを用いて）の薄い（例えば、３ｍｍ）アクリル製プレートの使用であった。これ
は、接触する保護ポリマー薄膜を除去するための凍結／凍結乾燥サイクルを中断する必要
がないため、薄膜法よりも有利であった。実施例７に詳述された第３の方法では、注がれ
た鋳型溶液の上面に持続的浸透性キチン不織マット裏地適用が用いられた。実施例１１に
詳述された第４のアプローチは、凍結時の溶液封じ込めとして親水性溶液で満たされた加
熱密封されたフォイル裏打ちポーチを使用することであった。
【０２０２】
　凍結乾燥の終了時に（＞４８時間）、スポンジを乾燥機から取り出し、秤量し、加熱密
封されたフォイル裏打ちポーチに保存した。スポンジは、１．７ｃｍの深さに注がれた溶
液の場合、１０ｃｍ×１０ｃｍ×１．７ｃｍであり、０．４５～０．７０ｃｍの深さに注
がれたスポンジの場合、１０ｃｍ×１０ｃｍ×０．４３ｃｍであった。Ａｒｉｚｏｎａ　
ＩｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓＶａｐｏｒ　Ｐｒｏ水分分析器を用いる水分分析により、スポン
ジ質量の１％から４％の間の残存水分％を示した。キトサンスポンジ中の残存酢酸は、Ｍ
ｅｔｔｌｅｒ　ＤＬ５３オートタイトレーターおよび２７％と２２％との間のスポンジ質
量で０．０１０Ｍ　ＮａＯＨを用いて測定された。２％および８％溶液のキトサンスポン
ジに関する平均スポンジ密度は、それぞれ０．０３１±００２ｇ／ｃｍ３および０．１０
３±０．０１４ｇ／ｃｍ３であった。他の親水性スポンジに関する平均スポンジ密度は、
２％スポンジについては０．０２４８±．００３６ｇ／ｃｍ３であり８％スポンジについ
ては０．０７２７±．００２３ｇ／ｃｍ３であった。キトサンスポンジと他の親水性スポ
ンジとの間の平均２９％の密度差は、主としてキトサンスポンジ中の酢酸および非キトサ
ンスポンジを秤量する際に考慮に入れなかった少量フラクションの揮発成分により生じる
。
【０２０３】
　種々の親水性試験ポリマー類全てから２％スポンジは、適合性を有した、同様の外観お
よび構造で全て良好に形成された。全てが８％近くで幅および長さが収縮した。アルギネ
ートおよびキトサンスポンジは、非常に良好な粘着性、操作による引き裂きおよび亀裂に
抵抗性を有した。デキストラン、カルボキシメチルセルロースおよびポリアクリル酸スポ
ンジは、より粘着性が低く、操作により容易に亀裂および引き裂きを生じた。－３０℃近
辺で凍結された２％スポンジの典型的な外観を、図１２に示している。この端部は、滑ら
かな外観を呈し、規則的なモザイク構造模様が付いている。スポンジの上面は、中心が僅
かにドーム状であった。唯一の外見上の特徴は、規則的な０．５ｍｍ直径×０．５ｍｍ深
さの面あばたきずであった。ベース面（すなわち、Ｔｅｆｌｏｎ（商標）鋳型ベースと接
触する面）は、結晶粒界により分離された面生地および明白な「大型単結晶」領域を示し
た。片側安全かみそりの刃を用いた横断面の切断（図１３）により、内部構造を示してい
る。ベース面内の結晶粒界は、種々の方向に配向された微細なラメラ領域を区分し、鋳型
面における種々の不均質な核形成事象から生じやすい境界線として見ることができる。ス
ポンジの内部構造は、スポンジ内に拡がり、スポンジの厚さの６０％近辺まで含む微細な
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ラメラ（各々２～５ミクロンの厚さ）のベース層により説明できる。ベースラメラの直ぐ
上部は、上部コース層からベースの微細層を分離している薄い境界面（＜１０ミクロン）
である。このコース層は、上部溶液温度が０℃以下に低下する際に上面溶液と接触する外
来の樹枝状氷から生じる。この層におけるラメラは、１０ミクロン以上の厚さであり、一
般に上面に垂直に配向されている。これらのコース、垂直ラメラは、スポンジの平面に対
して直角の圧縮に耐える。樹枝状氷による核形成から上面を保護することによって形成さ
れたキトサンスポンジは、上部クラスト構造を有さなかった。これらのスポンジは、耐亀
裂性に関して機械的性能が改善されており、上面保護することなく形成されたスポンジと
比較して適合性（可撓性）が改善された。
【０２０４】
　２％スポンジの全面は、血液または水を容易に吸着した。全ての非圧縮スポンジは、短
時間（すなわち、５秒以上）で過剰の水または血液と接触した場合、ゲルに極めて崩壊し
易かった。
【０２０５】
　８％スポンジは、２％スポンジよりもかなり硬い。閉鎖され、滑らかな外観のスポンジ
ベースにおいて微細構造を容易に見ることはできなかった。これらのスポンジは、血液お
よび水を圧縮２％スポンジほど容易には吸着しなかった。これらのスポンジの横断面を切
断すると、内部構造が、２％スポンジのものと違っていることが観察された：コース上部
垂直構造は、２％スポンジと同じ相対的深さの近辺に（すなわち、３０～４０％）存在し
、ベース層は、直角から３０°近くに配向され、微細な結晶粒界により区分されたラメラ
の高コンパクトゾーンから構成されている。
【０２０６】
　２％溶液からのスポンジは、Ｔｅｆｌｏｎ（商標）被覆平行プレート圧締盤を８０℃に
加熱し、１２００ｍｍ／分から５ｍｍ／分ｍの間の一定速度で圧締盤を一緒に一定のスペ
ーサー距離（典型的には０．５５ｃｍ）にすることにより典型的にプレスされた。０．４
５ｃｍにプレスされた１．７０ｃｍ厚さのスポンジ密度は、凡そ０．１０ｇ／ｃｍ３であ
った。８０℃未満で、および／または２００ｍｍ／分以上の圧縮速度でプレスされたスポ
ンジは、結晶粒界での亀裂により、および脆性破損により、機械的破損を受け易かった。
これは、２％、６０ｍｍ／分以上でプレスされた１．７ｃｍ厚みのキトサンスポンジの場
合に見られた。８６４枚のスポンジの中で、２６０枚以上のスポンジが、脆性崩壊および
破損により廃棄された。圧縮速度が、２０ｍｍ／分に調整した場合、８６４枚のうちから
スポンジから４３枚のみ廃棄された。圧縮速度を、１０ｍｍ／分に調整した場合、９枚未
満が廃棄された。
【０２０７】
　低速度（＜１２ｍｍ／分）でプレスされたスポンジ構造の変化を、図１３に示す。垂直
に対して２０°と４０°との間に配向された微細ベースラメラは、均一なベース層に容易
に高密度化（７５％圧縮）されるが、垂直のコース上層は、部分的にのみ高密度化（約５
５％圧縮）されることを見ることができる。低圧縮速度での結晶粒界領域は、密接したま
まである。より高い圧縮速度（＞２０ｍｍ／分）での結晶粒界領域は、より分離し易くな
る。
【０２０８】
　（親水性スポンジに関して観察）圧縮スポンジは、水または血液によって容易には濡れ
にくく、両媒体中の分解に対してより抵抗があった。圧縮された２％スポンジは、血液に
より十分に濡れたが、分解しなかった。濡れた圧縮スポンジの接着強度は、ＰＡＡ＞キト
サン＞ＣＭＣ＞アルギン酸と等級分けされた。
【０２０９】
　効果的なスポンジの極めて重要な決定因子は、ラメラ表面に対して正規直交するミクロ
ンサイズのちりめん皺（図１４）の存在である。これらのちりめん皺は、小型の「歯」と
してラメラ表面から３ミクロンから１０ミクロン突出している。理想的には、ラメラの少
なくとも１つの面上に規則的に分布させるべきである。これらの構造は、ラメラが垂直方
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向に対して３０°以上のラメラ成長の配向で形成する制御条件下で最も一般的である。ま
た、それらは、－２５℃で凍結する最初の３０分から６０分後に凍結プラークを－４５℃
以下に急速冷却する能力によって制御されると考えられる。プレス後、試験キトサンスポ
ンジを、一定温度の熱対流オーブン中、８０℃で３０分間焼成して残存する応力をアニー
ルさせ、残存遊離酢酸を除去した。
【０２１０】
　（実施例６：２％キトサンスポンジの調製）
　Ａ．　２％キトサンスポンジの２つのサンプル（Ｎ＝３）：１つのサンプルは、２０ｍ
ｍ／分で１．７ｃｍから０．５５ｃｍにプレスし、他のサンプルはプレスしなかった。両
サンプルを、８０℃で３０分間焼成した。四角の試験片（５ｃｍ×５ｃｍ）を各スポンジ
から切断した。試験片を、室温で血液中１０秒間浸すことによってクエン酸添加ブタ全血
で濡らした。それを、デジタル圧（２００～３００ｍｍＨｇ）により３分間、１２ｍｍ厚
さの清浄なＰＶＣ（４００グリットの湿った紙および乾いた紙を用いて粗くした）の１０
ｃｍ×１０ｃｍの表面に４ｍｍ直径の穿孔を中心にして付着させた。穿孔下の貯留層中、
室温でブタ全血を加圧ランプさせた（５０ｍｍＨｇ／秒近辺）。圧変換器を貯留層に取付
けて破損時の最大圧を測定した。
【０２１１】
　プレスしたスポンジ試験片（Ｎ＝３）を、５００ｍｍＨｇ以上の圧力に保持した。これ
らのスポンジにおける破損は、ＰＶＣに結合している接着剤の損失によるものであった。
プレスしなかったスポンジ試験片（Ｎ＝３）は、５００ｍｍＨｇ未満で破損し、破損は血
液中のスポンジ崩壊および分解によるものであった。
【０２１２】
　Ｂ．　１０ｍｍ／分で１．７ｃｍから０．５５ｃｍにプレスされた２パーセント溶液キ
トサンスポンジ（Ｎ＝５）を、８０℃で３０分間焼成し、フォーム化ＰＶＣテープと共に
焼成し、γ線照射（１５ｋＧｙ）により滅菌した。試験片（５ｃｍ×５ｃｍ）を、室温で
１０分間ブタ全血中に浸した。次にこの試験片を、平坦なＰＶＣ表面の４ｍｍ直径の穿孔
を中心にして付着させ、荷重圧（６００ｍｍＨｇ近辺）で３分間保持した。この時間終了
時に、穿孔下のブタ全血を室温で３００ｍｍＨｇまでの圧力に３分間ランプしてから（５
０ｍｍＨｇ／秒近く）、付着させた試験片が破損するまで再度同様の速度でランプした。
試験片の破損は、血圧が１８００ｍｍＨｇ以上である場合に生じた。破損は、粘着性の破
壊、クラスト上層の分解またはＰＶＣに対する接着剤の結合損失のいずれかによるもので
あった。
【０２１３】
　Ｃ．　８％溶液から調製されたキトサンスポンジ試験片（４ｃｍ×４ｃｍ×０．５ｃｍ
）は、４ｍｍ直径の急性ブタ大動脈穿孔出血を止める効果がある（平均動脈圧７０ｍｍＨ
ｇ；包帯試験片の３０分間以上の止血性）ことが判明した。しかしながら、８％キトサン
溶液からのスポンジは、非可撓性であり、創傷に容易に適合させることができなかった。
一方、２％キトサン溶液から形成されたが、１．７ｃｍから０．４５ｃｍにプレスされた
同密度のスポンジは、この大動脈穿孔外傷での出血を止める効果があるのみならず、容易
に適合性があり、出血創傷に対して配置された時間でより適合性となった。
【０２１４】
　Ｄ．　クラストの無いスポンジから形成された、徐々に圧縮された（１．７０ｃｍから
０．４５ｃｍへ）最初２％溶液のキトサン包帯から１インチ直径の試験片（Ｎ＝１２）を
、１２匹の麻酔を受けたブタの穿孔（４ｍｍ直径）大動脈に付着させた（最初の自由流動
出血に対する３分間のデジタル圧、平均７０ｍｍＨｇ動脈圧）。全ての試験片は、最初の
適用時に出血を止め、少なくとも３０分にわたり止血した。比較として、クラスト層を有
する包帯から形成されたキトサン包帯（Ｎ＞１００）は、同じ時間にわたり出血を止める
ために、平均０．５回から１．５回の圧力の再適用を要した。
【０２１５】
　Ｅ．　高速プレス（＞５０ｍｍ／分）の２％キトサンスポンジの楕円形（３．８ｃｍ×
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３．２ｃｍ）試験片（Ｎ＝１０）を、ブタ全血中に室温で１０秒間浸した。次に試験片を
、平坦なＰＶＣの表面に４ｍｍ直径の穿孔を中心にして付着させ、デジタル圧（６００ｍ
ｍＨｇ近辺）で３分間保持した。この時間終了時に、穿孔下のブタ全血を３００ｍｍＨｇ
までの圧力に３分間加圧（５０ｍｍＨｇ／秒近辺）してから、試験片が破損するまで再度
ランプした（約５０ｍｍＨｇ／秒）。到達した最大圧、試験固定具に対する最終接着性、
破損後のバルクスポンジの粘着性について破損をランク付けした。この結果を、徐々にプ
レスした（圧縮速度＜１５ｍｍ／分）２％キトサンスポンジの２０枚の試験片の同様な試
験結果と比較した。最終破裂ランキングおよび接着ランキングは同様であった。しかし６
０％の高速プレススポンジは、グロスクラスト分解およびゲル化のためにあり得る中で最
低の粘着ランキングを有した一方、徐々にプレスされた２０枚の包帯全ては、最高の粘着
ランキングを有した。
【０２１６】
　Ｆ．　２セットの２％キトサンスポンジを調製した。１セットは、実質的なラメラ面ち
りめん皺を有し、別のセットは、ラメラ面にちりめん皺を有さなかった。両セットのスポ
ンジを、０．１０ｇ／ｃｍ３密度近辺の緩やかなプレス速度でプレスした。スポンジを８
０℃で３０分間焼成し、ＰＶＣフィーム薄膜により裏打ちした。ブタ大動脈穿孔実験にお
いて、ちりめん皺化ラメラを有するスポンジセットは、全ての場合に（Ｎ＝１２）におい
て重篤な大動脈出血を止血するのに有効であった。ちりめん皺化ラメラのないスポンジ（
Ｎ＝６）において、試験片は、出血を止血するのに有効ではなかった。
【０２１７】
　（実施例７：キチンメッシュ補強によるキトサンスポンジの調製）
　水に浸漬したキチン不織メッシュを、吸収性ワイプ（Ｋｉｍｗｉｐｅ（商標））に対し
置き、不織キチンマット中の水含量を減少させた。このマットを１０ｃｍ×１０ｃｍの四
角に切断した。次いでそれを、１０．８ｃｍ×１０．８ｃｍ×２ｃｍの深さのアルミニウ
ム鋳型ウェルに注いだ２％キトサン溶液の面上に置いた。残されたマットはキトサン面で
懸濁し、表面でマット内へのキトサンの吸着がいくらかあることが見られた。キトサン溶
液およびマットを、実験室用（Ｖｉｒｔｉｓ）凍結乾燥機内に置いた。この溶液を凍結し
、水を昇華させるとスポンジ表面にしっかりと付着させた織マットを有するスポンジが現
れた。キチンマットを有するスポンジを、キチンマットのないスポンジと同じ速度で乾燥
した。キチン裏地スポンジの切片を横断面で切断すると、１．５ｍｍの深さ近くまでマッ
トへのキトサンの部分的湿潤が明らかになった。しかしながら、切片はまた、マット面の
上部１ｍｍには、キトサンが無いことを明らかにした。キチンマット複合面を有するスポ
ンジは、８０±２℃に加熱された平行プレート圧締盤間で２０ｍｍ／分で１．８ｃｍから
０．４５ｃｍの厚さにプレスした。プレス後のスポンジを通る横断面は、キチンマットと
スポンジとの間の界面が、プレスにより損傷されず、マットおよびスポンジの両方が、共
にしっかりと固定されていることを示した。また、キチンマットの存在は、スポンジ適合
性および耐分解性スポンジに影響を及ぼし得るスポンジクラスト（上面から下部へのコー
ス氷核形成）の形成を防いだ。このスポンジを、ブタの４ｍｍ直径の急性動脈穿孔モデル
において試験した。この外傷における出血は、標準的なキトサン包帯片では止血されず、
キチンマット裏打ち試験片が、３分間デジタル圧を保持することにより適用された。２．
５ｃｍ直径の試験片の適用を行っている外科医は、この試験片は特に適合性があり、キチ
ン裏地に粘着することなく指を離すことができたと述べている。この試験片は、プロトコ
ルの試験時間に要求される３０分間以上外傷部位を密封した。それは、外傷部位に良好な
接着を保持し、たとえこの包帯と共に通常は適用される保護非浸透性裏地を有していなく
ても分解の兆候を示さなかった。また、この包帯は、該包帯の可撓性により脈拍を診るこ
とができたので、該包帯が外傷に適合性であることが観察された。
【０２１８】
　（実施例８：キトサン含浸糸）
　０．５ｍｍ直径のポリエステル多繊維を２％キトサン溶液に浸し、直径を約２ｍｍに拡
張させた。次に室温で浸漬したキトサン糸を、拡張された糸から溶液を引き出すことなく
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、－２５℃でＶｉｒｔｉｓ凍結乾燥機の棚に置き、凍結させた。凍結乾燥によって糸から
氷を除くと０．０３３ｇ／ｃｍ３でキトサンスポンジで含浸させた２ｍｍ直径の拡張糸が
残った。拡張糸に対して１０Ｎ近辺の引張り力の適用および糸表面に対して直角にテーパ
ニトリルゴムを介した約５００ｍｍＨｇの圧力の適用により、２ｍｍから約０．７ｍｍ直
径の糸に圧縮した。この糸は、良好な適合性を示し、ガーゼ様包帯の製織用に調製された
。糸の一部を８０℃に１０分間焼成した。次にそれを、血液中に１０秒間浸し、清浄な試
験ＰＶＣ表面に対し３分間しっかりと保持した。それは良好な接着性を示した。
【０２１９】
　（実施例９：圧縮低密度スポンジと非プレス高密度スポンジとの間の撓みの比較）
　ここに供された高密度化法により、厚さ、幅および／または半径において制御された縮
小により、適合性の高い低密度の相互接続スポンジの容積が縮小される。親水性ポリマー
の適合性は、グルタミン酸またはグリセロールなどの可塑剤で修飾しないことが好ましい
。なぜならば、この修飾が、重篤な出血下でスポンジをより分解し易くさせ、スポンジ崩
壊し易くさせるためである。本実施例は、低密度スポンジのより高密度スポンジへの圧縮
により、化学的に同一のより高密度のスポンジを高密度化なしで形成された場合よりも、
より低い弾性率のスポンジが生ずることを示している。
【０２２０】
　弾性率（Ｅ）を測定するために、水平面からの撓みを、単独の片持梁実験において判定
した。矩形梁を、プレスされた２％スポンジおよび非プレスの８％スポンジから切断した
。梁は、９ｃｍの長さで２．５４ｃｍの幅であった。６．７ｃｍだけの梁が、平坦な水平
面の縁から延伸するように固定した。固定点から６．５ｃｍの梁チップ上に２０ｇ重量ま
たは３０ｇ重量を載せた。水平面から直角の梁の６．５ｃｍ点の撓みを、荷重３秒後に測
定した。弾性率（Ｅ）を、式：
　　Ｅ＝Ｐ．Ｌ３／（３ｙ．Ｉ）
から算出した。式中Ｉ＝ｗ．ｈ３／１２であり、Ｐ＝荷重（Ｎ）であり；Ｌ＝自由梁長（
ｍ）であり；ｙ＝水平面からの梁撓み（ｍ）であり；ｗ＝梁幅（ｍ）であり；ｈ＝垂直面
の梁高さ（ｍ）であり；Ｉ＝慣性モーメント（ｍ４）である。
【０２２１】
　梁の厚さは、デジタルカリパーを用いて測定された。梁の撓みを測定後、梁を２．５４
ｃｍ×２．５４ｃｍの四角に切断し、秤量し、密度を測定した。この試験結果は、表２に
示している。８％サンプルは全て、２％サンプルよりも撓みに対して抵抗性であることを
見ることができる。圧縮２％スポンジに関する平均弾性率（ＭＰａ）は、キトサン、ポリ
アクリル酸、カルボキシメチルセルロースおよびアルギン酸に関してそれぞれ、６．４３
±３．３、１．７５、３．５および２．９±０．４である。８％スポンジに関する平均弾
性率（ＭＰａ）は、キトサン、ポリアクリル酸、カルボキシメチルセルロースおよびアル
ギン酸に関してそれぞれ、１０．６±３．３、１２．４、４．５４および５．７±２．１
である。圧縮２％スポンジに対する８％スポンジの平均弾性率比は、キトサン、ポリアク
リル酸、カルボキシメチルセルロースおよびアルギン酸に関してそれぞれ、０．６１、０
．１４、０．７７および０．５１である。
【０２２２】



(50) JP 4854084 B2 2012.1.11

10

20

30

40

50

【表１４】

ＰＡＡ＝ポリアクリル酸、ＣＭＣ＝カルボキシメチルセルロース、ＡＡ＝アルギン酸。
【０２２３】
　（実施例１０）
　プレスされた２パーセント溶液、複合ポリアクリル酸スポンジ（Ｎ＝２）試験片（５ｃ
ｍ×５ｃｍ）を、ブタ全血中、室温で１０秒間浸した。次に該試験片を、平坦なＰＶＣ表
面に４ｍｍ直径の穿孔を中心にして付着させ、荷重圧（７５０ｍｍＨｇ）で３分間保持し
た。この時間終了時に、穿孔下のブタ全血を室温で３００ｍｍＨｇまでの圧力に３分間ラ
ンプし、加圧（５０ｍｍＨｇ／秒近辺）してから、付着した試験片が破損するまで同様な
速度で再度ランプした。試験片の破損は、血圧が２３００ｍｍＨｇ以上であった場合に生
じた。破損は、スポンジの粘着性破壊によるものであった。
【０２２４】
　（実施例１１）
　凍結棚と極めて良好な熱的接触を達成し、凍結時のコースクラスト形成を防ぐため、ま
た成長する垂直ラメラに対して直角の制御されたレベルの剪断応力を適用するためのアプ
ローチを記載する。加熱密封されたフォイル裏打ちポーチ（１５ｃｍ×２３ｃｍ）に、２
００ｇの２％キトサン溶液を充填した。全ての空気を、最終的密封前にポーチから除去し
た。－２５℃で実験室用のＶｉｒｔｉｓ凍結乾燥機内の平行プレート棚間にポーチを入れ
、少なくとも１８０分間凍結させた。Ｖｉｒｔｉｓ乾燥機は、上部棚を下部棚上に下げる
ことができる「ストッパリング」装置を有したため、下部棚上のスペーサー間に置かれた
キトサン充填のフォイルポーチにしっかりと接触させ、荷重をかけることができた。上部
棚が最下部の棚に下がった場合、上部棚が、溶液の充填されたポーチの上面にしっかりと
留まるようなレベルにポーチを充填した。ポーチ上の圧力の程度は、上部棚の空の重量お
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よび２つの棚間に留まっているポーチ数により制御できた。本実施例において、１．７ｃ
ｍスペーサーバーが用いられ、２つのポーチだけが棚間に置かれ、ポーチに対する荷重は
１０ｋｇ近辺であった。凍結乾燥前に、ストッパー付きの棚を上昇させ；凍結プラークを
ポーチから除去し、冷却凍結乾燥機の棚に置いた。凍結の際のポーチ内の膨張は、加熱密
封の部分的な内部引き裂きにより調整された。引き続きプラークを、スポンジに凍結乾燥
した。該スポンジを通る横断面は、該スポンジの上面および底面から成長し、中間部で交
わる均一なラメラ構造を示した。上部構造は、底部構造の鏡像体であった。ラメラは、垂
直に対して２０°から３０°の間で、該スポンジの中心から縁への方向で全て均一に配向
されていた。該スポンジは、結晶粒界が無いことを示した。該スポンジを１．７ｃｍから
０．５５ｃｍの厚さまでプレスした。引張り強度、適合性、および過酷な曲げに対する耐
引裂き性または耐断裂性に関して優れた機械特性を有した。該スポンジを焼成し、ＰＶＣ
フォーム裏地により裏打ちし、γ線を１５ｋＧｙで照射した。
【０２２５】
　単一の楕円形試験片を、急性ブタモデルにおける大動脈穿孔に対して適用した。これは
、３０分の試験時間にわたり動脈出血を止血するのに有効であった。外科医は、該サンプ
ルが極めて良好な適合性を有したことを述べた。
【０２２６】
　（実施例１２）
　簡単な陽性テクスチャー加工表面を、１０ｃｍ×１０ｃｍ×１．７ｃｍのキトサンスポ
ンジ上に創製した。これは、陰性パターン化された１０ｃｍ×１０ｃｍ×０．２５ｃｍの
アルミニウムカードを用いて達成された。このパターンは、平坦なアルミニウム面上で４
００グリットの湿った紙および乾いた紙を操作することにより作製した。この表面を、非
持続性の赤色染料で被覆し、その大部分を、乾いた布で拭くことにより表面の上部から除
いた。この表面に対して圧縮されたキトサンスポンジは、アルミニウムカードの赤色染料
により明らかとなった陽性の表面パターン化を示した。
【０２２７】
　上記に検討された全ての引用文献は、全ての目的のために参照としてそれらの全体が本
明細書に組み込まれている。本発明は、それらの好ましい実施形態を参照にして具体的に
示され、記載されているが、形態および詳細における種々の変形が、添付の請求項により
定義されている本発明の精神および範囲から逸脱することなく作製し得ることが当業者に
より解される。
【図面の簡単な説明】
【０２２８】
【図１】図１は、初期非圧縮創傷被覆材を通る横断面のフォトデジタル像を示している。
【図２】図２は、非圧縮創傷被覆材における配向層構造を通る横断面のフォトデジタル像
を示している。
【図３】図３は、基材に対して垂直に切断した相互接続多孔性キトサン創傷被覆材構造の
光学顕微鏡写真を示している。
【図４】図４は、加熱および圧縮後のキトサン生体材料創傷被覆材の写真を示している。
【図５】図５は、圧縮キトサン創傷被覆材の典型的な基材表面の走査電子光学顕微鏡を示
している。高倍率の差込図（棒線＝１００ミクロン）。
【図６】図６は、キトサン／脾臓外傷部位および隣接脾臓面を通る組織学的染色断面を示
している。パッチと脾臓との間のフィブリン／血小板の豊富な凝血塊（Ｂ）による凝集凝
血塊応答（Ａ）。図は、脾臓とキトサンとの間の極めて良好な接着を証明している。
【図７】図７は、キトサンによって密封された胸部大動脈の写真を示している。
【図８】図８は、穿孔外傷を示す固定胸部大動脈を示している。
【図９】図９は、胸部大動脈外傷を通る染色組織学的断面を示している。
【図１０】図１０は、強力に接着した被覆材におけるインビトロの破壊圧不成功の写真を
示している。
【図１１】図１１は、γ線照射サンプルおよび非照射（すなわち、非滅菌）サンプルに関
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する水分および血液吸着結果の棒グラフを示している。
【図１２】図１２は、典型的なキトサンスポンジ外観の詳細図である。図１２Ａは、側縁
部およびスポンジの上部を示す、スポンジの側面平面図であり、図１２Ｂは、このスポン
ジの中央領域を通る横断面（１２ｃｍ×１．７ｃｍ）であり、そして図１２Ｃは、異なる
結晶粒界によって隔てられた、異なる表面ラメラ方向の領域の違いを示す、このスポンジ
基材の平面図である。
【図１３】図１３は、平行な面の間で８０℃にて１０ｍｍ／分で、１７ｍｍから５ｍｍの
厚さに圧縮された典型的な２％溶液切断スポンジに見られる、スポンジ内部構造に及ぼす
圧縮の効果を示している。図１３Ａは、圧縮前の、垂直に配向するラメラ上部の「表皮」
層Ｃおよび微細な「毛羽立った」ラメラ基材層Ｂを示し、そして図１３Ｂは、圧縮後の、
部分的に圧縮された「表皮」層Ｃおよび非常に圧縮された基材層Ｂを示す。
【図１４】図１４は、表面ちりめん皺を示す単一ラメラの詳細図を示している。
【図１５】図１５は、ラメラ表面の詳細図を示している。
【図１６】図１６は、ラメラの上面に隆起しているちりめん皺構造の走査型電子顕微鏡（
ＳＥＭ）画像を示している。図１６（ａ）～１６（ｇ）は、種々の倍率におけるちりめん
皺を示している。
【図１７】図１７は、ミクロかん子を用いてキトサン基材近辺から除去した単一ラメラの
側方照明による光学顕微鏡画像を示している。微細なちりめん皺構造がラメラの上面に垂
直に隆起しているのを見ることができる。

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】

【図１６Ａ】

【図１６Ｂ】

【図１６Ｃ】

【図１６Ｄ】 【図１６Ｅ】
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【図１７】
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