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(57)【要約】
抗菌剤を含有するポリマー産物を調製する方法であって
、分散性ポリマーと、繊維化ポリマーと、１または複数
の抗菌剤とを含むディスパージョンをエレクトロスピニ
ングすることを含む方法が提供される。エレクトロスピ
ニングした材料を加熱して、溶媒および繊維化ポリマー
を除去し、その中に抗菌剤を組み込んだ不織布ポリマー
材料をもたらす。材料は、例えば、不織布シート、不織
布チューブ、または不織布被覆の形態でありうる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１または複数の抗菌剤を含む不織布マットを作製する方法であって、
　　フッ素化ポリマー、
　　繊維化ポリマー、
　　１または複数の抗菌剤、および
　　溶媒
を含むディスパージョンを用意することと；
　前記ディスパージョンをエレクトロスピニングして、マット前駆体をもたらすことと；
　前記マット前駆体を、前記溶媒および前記繊維化ポリマーを除去するのに十分な温度で
十分な時間にわたり加熱して、不織布マットを形成することと
を含む方法。
【請求項２】
　前記エレクトロスピニングすることが、
　電荷源、および前記電荷源から一定の距離だけ離れた所に設けた標的を含む装置を用意
することと；
　前記電荷源において第１の電荷を創出し、かつ前記標的において反対の電荷を創出する
電圧源であって、前記電荷源との接触により前記ディスパージョンが静電的に帯電される
電圧源を用意することと；
　前記静電的に帯電したディスパージョンを前記標的上に収集することと
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　１または複数の抗菌剤が、銀、銀化合物、金属酸化物、金属硫化物、およびこれらの混
合物からなる群から選択される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　１または複数の抗菌剤が銀ナノ粒子を含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　金属酸化物および金属硫化物が、二酸化チタン、硫化セレニウム、酸化カドミウム、酸
化亜鉛、およびこれらの混合物から選択される、請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記不織布マットが、１または複数の抗菌剤を、約１０ｐｐｍ～約１０，０００ｐｐｍ
の量で含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記不織布マットが、１または複数の抗菌剤を、約１，０００ｐｐｍ～約５，０００ｐ
ｐｍの量で含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記フッ素化ポリマーが、重量で約５０％～約８０％のポリマー固体を含む樹脂の形態
で用意される、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記フッ素化ポリマーが約０．１μｍ～約０．３μｍの平均粒子サイズを有する、請求
項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記フッ素化ポリマーがポリテトラフルオロエチレンを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記フッ素化ポリマーが、フッ素化エチレンプロピレン（ＦＥＰ）、フッ化ポリビニリ
デン（ＰＶＤＦ）、パーフルオロアルコキシ（ＰＦＡ）、テトラフルオロエチレンと、ヘ
キサフルオロプロピレンと、フッ化ビニリデンとのコポリマー（ＴＨＶ）、ポリ（エチレ
ン－ｃｏ－テトラフルオロエチレン）（ＥＴＦＥ）、エチレンクロロトリフルオロエチレ
ン（ＥＣＴＦＥ）、ＰＣＴＦＥ（ポリクロロトリフルオロエチレン）、ならびにこれらの
コポリマー、ブレンド、および誘導体からなる群から選択される、請求項１に記載の方法
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。
【請求項１２】
　繊維化ポリマーの量が、重量でフッ素化ポリマーの量の約３．０～約５．５パーセント
である、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記繊維化ポリマーが、室温で約０．５重量パーセントを超える前記溶媒中の溶解度を
有する、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記繊維化ポリマーが酸化ポリエチレンである、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　酸化ポリエチレンが約５０，０００ａｍｕ～約４，０００，０００ａｍｕの数平均分子
量を有する、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記溶媒が水である、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記ディスパージョンが５０，０００ｃＰを超える粘度を有する、請求項１に記載の方
法。
【請求項１８】
　粘度が約７０，０００ｃＰ～約１５０，０００ｃＰである、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　電圧が約２，０００～約１００，０００ボルトである、請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
　加熱することを約３５０℃～約４８５℃で実施する、請求項１に記載の方法。
【請求項２１】
　１または複数の抗菌剤を含む、不織布のポリテトラフルオロエチレン・マットを作製す
る方法であって、
　　ポリテトラフルオロエチレン、
　　酸化ポリエチレン、
　　銀、銀化合物、金属酸化物、金属硫化物、およびこれらの混合物からなる群から選択
される１または複数の抗菌剤、ならびに
　　溶媒
を含むディスパージョンを用意することと；
　前記ディスパージョンをエレクトロスピニングして、ポリテトラフルオロエチレン・マ
ット前駆体をもたらすことと；
　前記ポリテトラフルオロエチレン・マット前駆体を、前記溶媒および酸化ポリエチレン
を除去するのに十分な温度で十分な時間にわたり加熱して、不織布のポリテトラフルオロ
エチレン・マットを形成することと
を含む方法。
【請求項２２】
　少なくとも１つの抗菌剤が包埋されている、不織布のポリテトラフルオロエチレンを含
む材料。
【請求項２３】
　少なくとも１つの抗菌剤が、銀、銀化合物、金属酸化物、金属硫化物、およびこれらの
混合物からなる群から選択される、請求項２２に記載の材料。
【請求項２４】
　少なくとも１つの抗菌剤が銀ナノ粒子を含む、請求項２３に記載の材料。
【請求項２５】
　金属酸化物および金属硫化物が、二酸化チタン、硫化セレニウム、酸化カドミウム、酸
化亜鉛、およびこれらの混合物から選択される、請求項２４に記載の材料。
【請求項２６】



(4) JP 2013-520584 A 2013.6.6

10

20

30

40

50

　抗菌剤が約１０ｐｐｍ～約１０，０００ｐｐｍの量で存在する、請求項２２に記載の材
料。
【請求項２７】
　抗菌剤が約１，０００ｐｐｍ～約５，０００ｐｐｍの量で存在する、請求項２６に記載
の材料。
【請求項２８】
　材料が、シート、チューブ、または被覆の形態である、請求項２２に記載の材料。
【請求項２９】
　請求項２２に記載の材料を含む濾過デバイス。
【請求項３０】
　医用適用または軍用適用で用いるのに適合している、請求項２９に記載の濾過デバイス
。
【請求項３１】
　請求項２２に記載の材料を含む個人防護具。
【請求項３２】
　手術用マスク、抗菌ワイプ、衣服、および呼吸デバイスからなる群から選択される、請
求項３１に記載の個人防護具。
【請求項３３】
　請求項２２に記載の材料を含む創傷包帯。
【請求項３４】
　請求項２２に記載の材料を含む植込み式医用品。
【請求項３５】
　組織スキャフォールド、ステント、グラフト、および閉塞デバイスからなる群から選択
される、請求項３４に記載の植込み式医用品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、その内容が参照によりその全体において本明細書に組み込まれる、２０１０
年１０月１４日を出願日とする米国仮出願第６１／３９３，１２８号に基づき、これに対
する優先権を主張する。
【０００２】
　本出願は、ポリマー基質への抗菌剤の組込み、およびこれにより作製される材料を対象
とする。
【背景技術】
【０００３】
　抗菌剤は、材料に、微生物の増殖を防止および／または阻害する能力を賦与するので、
各種の材料への抗菌剤の組込みは有益である。各種の抗菌剤が知られている。例えば、銀
は、多様な微生物（すなわち、細菌、ウイルス、酵母、および真菌）の細胞における求核
基への銀イオンの不可逆的な結合を介して作用すると考えられる、スペクトルの広範な抗
菌剤である。この結合が細胞の増殖を破壊する結果、微生物の死がもたらされる。したが
って、銀（例えば、特定の銀および銀被覆）および各種の銀化合物（例えば、イオン性銀
化合物）が、各種の創傷ケア産物に組み込まれている。それがイオン形態へと転換されう
る場合には、銀金属を用いることができる。例えば、水溶液と接触した銀は、酸化銀を形
成し、これは、水中で若干可溶性であり、銀イオンを形成しうる。
【０００４】
　銀および銀化合物に加え、無機ナノ粒子もまた、抗菌剤として、多大な関心を惹き起こ
している。ナノ構造材料は、とりわけ、生物学的適用および薬学的適用において、特異的
な作用過程および選択性を達成する可能性を有する。特定の無機ナノ粒子は、それらのナ
ノスケールサイズのために、新規で改善された物理的特性、化学的特性、および生物学的
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特性、ならびに新規で改善された物理的機能性、化学的機能性、および生物学的機能性を
呈示することが示されている。例えば、各種の金属酸化物によるナノ粒子は、良好な抗菌
活性を有することが示されている。抗菌特性を呈示することが報告されている特定の無機
粒子には、ナノ銀、ナノ材料の各種の酸化物および硫化物（二酸化チタン、硫化セレニウ
ム、酸化カドミウム、および酸化亜鉛を含めた）が含まれる。このようなナノ粒子の抗菌
作用方式は、ヒドロキシル基を介して細胞組織（ｃｅｌｌｕｌａｒ　ｆａｂｒｉｃ）を標
的とすることである可能性があり、これにより、透過性を増大させ、代謝、老廃物の排泄
、および組織の安定性を破壊する。場合によって、金属酸化物によるナノ粒子は、費用と
いう考慮すべき点で、ナノ銀より好ましい場合がある。さらに、酸化カドミウムおよび二
酸化チタンはいずれも、非毒性であり、高温に対する曝露下で化学的に安定であり、光触
媒性酸化が可能である。
【０００５】
　ポリ（テトラフルオロエチレン）、すなわち、ＰＴＦＥとは、高温および腐食性環境に
対する例外的な耐性をもたらす熱可塑性物質である。不活性かつ非毒性であるため、ＰＴ
ＦＥは、医用インプラントに用いられることが多い。ＰＴＦＥは、多数の適用に有用であ
るが、従来の溶融ポリマー法では加工が困難である。ＰＴＦＥを加工しうる１つの方法は
、材料をペーストとして押し出し、次いで、このペーストを、各種の形態へと引き延ばし
て、繊維、リボン、布、またはチューブを作製することを介する。このようにして作製さ
れるＰＴＦＥを「引き延ばしＰＴＦＥ」または「ｅＰＴＦＥ」と称する。ＰＴＦＥを加工
するさらなる方法の１つは、ＰＴＦＥディスパージョンを繊維形成ポリマーと組み合わせ
ることである。次いで、この混合物をエレクトロスピニングして、ナノ繊維に基づく不織
布、不織布被覆、不織布バット、または不織布複合材料を作製することができる。これら
のＰＴＦＥの形態は一般に、少なくとも部分的に、高温で焼結させて、所望の機械的特性
を発生させる。ｅＰＴＦＥおよびエレクトロスピニングしたＰＴＦＥのいずれについても
、高表面積を伴う多孔性構造が創出される。
【０００６】
　静電スピニングは、例えば、それらの各々が参照によりそれらの全体において本明細書
に組み込まれる、Ｆｏｒｍｈａｌｓによる米国特許第２，１５８，４１６号；Ｍａｒｔｉ
ｎらによる同第４，０４３，３３１号；Ｍａｒｔｉｎらによる同第４，０４４，４０４号
；Ｓｉｍｍらによる同第４，１４３，１９６号；Ｇｕｉｇｎａｒｄによる同第４，２８７
，１３９号；Ｂｏｒｎａｔによる同第４，３２３，５２５号；Ｌｏｇａｎによる同第４，
４３２，９１６号；Ｂｏｒｎａｔによる同第４，６８９，１８６号；およびＫｌｅｉｎｍ
ｅｙｅｒらによる同第６，６４１，７７３号；ならびにＡｎｎｅａｕｘらによる米国特許
出願公開第２０１０／０１９３９９９号において例示されている通り、既知の工程である
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】Ｆｏｒｍｈａｌｓ、米国特許第２，１５８，４１６号
【特許文献２】Ｍａｒｔｉｎら、米国特許第４，０４３，３３１号
【特許文献３】Ｍａｒｔｉｎら、米国特許第４，０４４，４０４号
【特許文献４】Ｓｉｍｍら、米国特許第４，１４３，１９６号
【特許文献５】Ｇｕｉｇｎａｒｄ、米国特許第４，２８７，１３９号
【特許文献６】Ｂｏｒｎａｔ、米国特許第４，３２３，５２５号
【特許文献７】Ｌｏｇａｎ、米国特許第４，４３２，９１６号
【特許文献８】Ｂｏｒｎａｔ、米国特許第４，６８９，１８６号
【特許文献９】Ｋｌｅｉｎｍｅｙｅｒ、米国特許第６，６４１，７７３号
【特許文献１０】Ａｎｎｅａｕｘら、米国特許出願公開第２０１０／０１９３９９９号
【特許文献１１】Ｃｈｕｎｇら、米国特許第６，７４３，２７３号
【特許文献１２】Ｇｒｅｅｎら、米国特許第７，８１５，４２７号
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【特許文献１３】Ｉｇｎａｔｉｏｕｓら、米国特許出願公開第２００３／００１７２０８
号
【特許文献１４】Ｐｅｔｒａｓら、米国特許出願公開第２００８／０３０７７６６号
【特許文献１５】Ｇｒｅｅｎら、米国特許出願公開第２００９／０１２７７４７号
【特許文献１６】Ｇｒｅｅｎら、米国特許出願公開第２００９／０１９９７１７号
【特許文献１７】Ｂｒａｎｈａｍら、米国特許出願公開第２０１０／００１８６４１号
【特許文献１８】Ｐｅｐｐｅｒら、米国特許出願公開第２０１１／０１１１０１２号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　医用適用および他の適用においてＰＴＦＥが広範に適用されているため、抗菌剤をＰＴ
ＦＥ内に組み込んで、材料に抗菌特性を賦与すれば有用であろう。ＰＴＦＥ製品の外側を
、イオン性銀または銀金属と共に浸漬するか、またはこれらでコーティングすることによ
り、有機抗菌剤および無機抗菌剤のいずれもが、ＰＴＦＥ製品内に既に組み込まれている
。しかし、このようなコーティングは適用が困難であり、産物寿命も比較的短い。したが
って、抗菌剤をＰＴＦＥ内に有効かつ容易に組み込みうる手段が必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、ディスパージョンの形態で用意することが可能なポリマー（例えば、ＰＴＦ
Ｅ）に１また複数の抗菌剤を組み込む方法、およびこれにより作製される、抗菌剤を含有
するポリマー産物に関する。特定の実施形態では、抗菌剤が、作製される製品の一部とな
るように、方法が、加工（例えば、エレクトロスピニング）時に抗菌剤を材料へと組み込
むことを含む。
【００１０】
　特定の態様では、本発明は、１または複数の抗菌剤をその中に組み込んだ不織布材料を
調製する方法を提供する。例えば、方法は、オリフィスベースのスピニング装置または開
放浴液槽、遊離表面ベースのスピニング装置を用いて、抗菌剤を含むディスパージョンを
静電スピニングし（すなわち、エレクトロスピニングまたは「ｅスピニング」し）、その
後、結果として得られる材料を加熱することを含みうる。このような技法のための例示的
な装置には、ワイヤー、シリンダー、スパイク、シャープエッジ、または類似の形態のス
ピニング電極が含まれるがこれらに限定されない。
【００１１】
　特定の態様では、本発明は、１または複数の抗菌剤を含む不織布マットを作製する方法
であって、フッ素化ポリマー、繊維化ポリマー、１または複数の抗菌剤、および溶媒を含
むディスパージョンを用意することと；前記ディスパージョンをエレクトロスピニングし
て、マット前駆体をもたらすことと；不織布マットを形成する目的で、前記マット前駆体
を、前記溶媒および前記繊維化ポリマーを除去するのに十分な温度で十分な時間にわたり
加熱することとを含む方法を提供する。一部の実施形態では、前記エレクトロスピニング
することが、電荷源、および前記電荷源から所定の距離だけ離れた所に設けた標的を含む
装置を用意することと；前記電荷源において第１の電荷を創出し、かつ前記標的において
反対の電荷を創出する電圧源であって、前記電荷源との接触により前記ディスパージョン
が静電的に帯電される電圧源を用意することと；前記静電的に帯電したディスパージョン
を前記標的上に収集することとを含む。
【００１２】
　一部の態様では、本発明は、１または複数の抗菌剤を含むＰＴＦＥマットを作製する方
法であって、ＰＴＦＥ、繊維化ポリマー、１または複数の抗菌剤、および溶媒を含むディ
スパージョンを用意することと；電荷源と、前記電荷源から一定の距離離れて設けた標的
とを含む装置を用意することと；前記電荷源において第１の電荷を創出し、かつ前記標的
において反対の電荷またはアースを創出する電圧源であって、前記電荷源との接触により
前記ディスパージョンを静電的に帯電させる電圧源を用意することと；前記静電的に帯電



(7) JP 2013-520584 A 2013.6.6

10

20

30

40

50

したディスパージョンを前記標的上に収集して、マット前駆体を形成することと；前記マ
ット前駆体を加熱して、前記溶媒および前記繊維化ポリマーを除去し、これにより、前記
ＰＴＦＥマットを形成することとを含む方法を提供する。
【００１３】
　特定の実施形態では、１または複数の抗菌剤が、銀、銀化合物、金属酸化物、金属硫化
物、およびこれらの混合物からなる群から選択される。例えば、１または複数の抗菌剤が
、銀、銀化合物、金属酸化物、金属硫化物、およびこれらの混合物からなる群から選択さ
れる。例えば、１または複数の抗菌剤が、銀ナノ粒子、二酸化チタン、硫化セレニウム、
酸化カドミウム、および／または酸化亜鉛を含みうる。１または複数の抗菌剤の含量は変
化させることができる；一部の実施形態では、マットが、１または複数の抗菌剤を、約１
０ｐｐｍ～約１０，０００ｐｐｍ（例えば、約１，０００ｐｐｍ～約５，０００ｐｐｍ）
の量で含む。
【００１４】
　一部の実施形態では、フッ素化ポリマーが、重量で約５０％～約８０％のポリマー固体
を含む樹脂（例えば、水中ディスパージョン（ｄｉｓｐｅｒｓｉｏｎ　ｉｎ　ｗａｔｅｒ
））の形態で用意される。フッ素化ポリマーの粒子サイズは変化させることができる。一
部の実施形態では、フッ素化ポリマーが、約０．１μｍ～約０．３μｍの平均粒子サイズ
を有する。特定の実施形態では、フッ素化ポリマーを、フッ素化エチレンプロピレン（Ｆ
ＥＰ）、フッ化ポリビニリデン（ＰＶＤＦ）、パーフルオロアルコキシ（ＰＦＡ）、テト
ラフルオロエチレンと、ヘキサフルオロプロピレンと、フッ化ビニリデンとのコポリマー
（ＴＨＶ）、ポリ（エチレン－ｃｏ－テトラフルオロエチレン）（ＥＴＦＥ）、エチレン
クロロトリフルオロエチレン（ＥＣＴＦＥ）、ＰＣＴＦＥ（ポリクロロトリフルオロエチ
レン）、ならびにこれらのコポリマー、ブレンド、および誘導体からなる群から選択する
ことができる。特定の実施形態では、フッ素化ポリマーが、ポリテトラフルオロエチレン
を含む。溶媒も変化させうるが、特定の実施形態では、溶媒が水である。フッ素化ポリマ
ーに対する繊維化ポリマーの重量比も変化させることができ、例えば、一部の実施形態で
は、繊維化ポリマーの量が、重量でフッ素化ポリマーの量の約３．０～約５．５パーセン
トである。特定の実施形態では、繊維化ポリマーが、室温で約０．５重量パーセントを超
える前記溶媒中の溶解度を有する。本発明による１つの例示的な繊維化ポリマーは、酸化
ポリエチレンである。繊維化ポリマーの分子量も、変化させることができる。例えば、特
定の実施形態では、繊維化ポリマー（例えば、酸化ポリエチレン）が、約５０，０００ａ
ｍｕ～約４，０００，０００ａｍｕの数平均分子量を有する。
【００１５】
　ディスパージョンは、特定の粘度を有するように調製することができる。例えば、一部
の実施形態では、ディスパージョンが、５０，０００ｃＰを超える（約７０，０００ｃＰ
～約１５０，０００ｃＰの範囲内が含まれるがこれらに限定されない）粘度を有する。印
加する電圧も変化させることができ、特定の実施形態では、電圧が約２，０００～約１０
０，０００ボルトである。特定の実施形態では、加熱することを約３５０℃～約４８５℃
で実施する。
【００１６】
　本発明の別の態様では、１または複数の抗菌剤を含む、不織布のフッ素化ポリマー・マ
ットを作製する方法が提供される。例えば、特定の実施形態では、本発明は、１または複
数の抗菌剤を含む、不織布のポリテトラフルオロエチレン・マットを作製する方法であっ
て、ポリテトラフルオロエチレン；酸化ポリエチレン；銀、銀化合物、金属酸化物、金属
硫化物、およびこれらの混合物からなる群から選択される１または複数の抗菌剤；ならび
に溶媒を含むディスパージョンを用意することと；前記ディスパージョンをエレクトロス
ピニングして、ＰＴＦＥマット前駆体をもたらすことと；不織布のＰＴＦＥマットを形成
する目的で、前記ＰＴＦＥマット前駆体を、前記溶媒および酸化ポリエチレンを除去する
のに十分な温度で十分な時間にわたり加熱することとを含む方法を提供する。
【００１７】
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　本発明のさらなる態様では、抗菌剤を埋め込んだ、不織布のＰＴＦＥを含む材料が提供
される。特定の実施形態では、不織布のＰＴＦＥ材料が、シート、チューブ、または被覆
の形態である。このような不織布のＰＴＦＥ材料は、広範な適用が可能である。一部の実
施形態では、不織布のＰＴＦＥを含む、濾過デバイス（例えば、医用適用または軍用適用
のための）、個人防護具（例えば、手術用マスク、抗菌ワイプ、衣服、および呼吸デバイ
ス）、創傷包帯、および／または植込み式医用品（例えば、組織スキャフォールド、ステ
ント、グラフト、および閉塞デバイス）が提供される。
【００１８】
　包含される図面を参照する本明細書の残りの部分では、当業者を対象とする、その最良
の方式を含めた完全かつ可能な開示をより具体的に提示する。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明により用いられうる、オリフィス（ニードル）ベースのエレクトロスピニ
ング装置についての概略図である。
【図２】オリフィス（ニードル）ベースの装置からエレクトロスピニングされた、約２５
００ｐｐｍの活性銀（Ｓｍａｒｔｓｉｌｖｅｒ（登録商標）ＡＳ）を含有するＰＴＦＥ繊
維についての低解像度ＳＥＭ顕微鏡写真である。
【図３】オリフィス（ニードル）ベースの装置からエレクトロスピニングされた、約２５
００ｐｐｍの活性銀（Ｓｍａｒｔｓｉｌｖｅｒ（登録商標）ＡＳ）を含有するＰＴＦＥ繊
維についての高解像度ＳＥＭ顕微鏡写真である。
【図４】遊離表面ベースの装置からエレクトロスピニングされた、約２５００ｐｐｍの活
性銀（Ｓｍａｒｔｓｉｌｖｅｒ（登録商標）ＡＳ）を含有するＰＴＦＥ繊維についてのＳ
ＥＭ顕微鏡写真である。
【図５】オリフィス（ニードル）ベースの装置からエレクトロスピニングされた、約２５
００ｐｐｍの活性銀（Ｓｍａｒｔｓｉｌｖｅｒ（登録商標）ＷＳ）を含有するＰＴＦＥ繊
維についてのＳＥＭ顕微鏡写真である。
【図６】遊離表面ベースの装置からエレクトロスピニングされた、約２５００ｐｐｍの活
性銀（Ｓｍａｒｔｓｉｌｖｅｒ（登録商標）ＷＳ）を含有するＰＴＦＥ繊維についてのＳ
ＥＭ顕微鏡写真である。
【図７】遊離表面ベースの装置からエレクトロスピニングされた、約１０００ｐｐｍの銀
元素ナノ粒子を含有するＰＴＦＥ繊維についてのＳＥＭ顕微鏡写真である。
【図８】遊離表面ベースの装置からエレクトロスピニングされた、約４％の二酸化チタン
を含有するＰＴＦＥ繊維についてのＳＥＭ顕微鏡写真である。
【図９】遊離表面ベースの装置からエレクトロスピニングされた、約１０％の二酸化チタ
ンを含有するＰＴＦＥ繊維についてのＳＥＭ顕微鏡写真である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　ここで、本明細書の以下では、本発明のすべての実施形態ではないが、一部の実施形態
が示されている付属の図面を参照しながら、本発明をより完全な形で説明する。実際、本
発明は、多くの異なる形態で実施することができ、本明細書で示される実施形態に限定さ
れるものとしてみなされるべきではない；むしろ、これらの実施形態は、本開示が関連法
規の要求事項を満たすように示されている。本明細書の全体において、同じ番号は、同じ
要素を指す。
【００２１】
　本発明は、ポリマー材料への１または複数の抗菌剤の封入を提供する。一般的には、１
または複数の抗菌剤とポリマー材料とを組み合わせ、次いで、結果として得られる混合物
を、エレクトロスピニングまたは類似の技法（すなわち、遠心分離によるスピニング、溶
液のブローイング、テンプレーティングなど）により加工し、不織布材料を作製する。不
織布材料は、エレクトロスピニングした（本明細書ではまた、「ｅスピニングした」とも
称する）、ポリマー材料（例えば、ＰＴＦＥが含まれるがこれに限定されない）であるこ
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とが好ましい。本発明の特定の態様では、１または複数の抗菌剤を含む、エレクトロスピ
ニングしたＰＴＦＥを調製する方法が提供される。好ましい実施形態では、それらが、作
製される製品の一部となるように、１または複数の抗菌剤を、加工中のＰＴＦＥへと組み
込む。方法は一般に、ＰＴＦＥと１または複数の抗菌剤とを含むディスパージョンを、エ
レクトロスピニングすることを含む。水性ディスパージョンおよび他のディスパージョン
から、ＰＴＦＥを加工および静電スピニングすることに関する情報は、例えば、参照によ
りそれらの全体において本明細書に組み込まれる、Ｂｏｒｎａｔによる米国特許第４，３
２３，５２５号およびＭａｒｔｉｎらによる米国特許第４，０４４，４０４号において提
供されている。特定の実施形態では、本発明により用いられるエレクトロスピニング工程
は、少なくとも部分的には、参照によりその全体において本明細書に組み込まれる、Ａｎ
ｎｅａｕｘらによる米国特許出願公開第２０１０／０１９３９９９号において説明されて
いる工程に基づいている。
【００２２】
　本説明は、ＰＴＦＥに焦点を絞るが、本明細書で説明される方法および材料は、他の種
類のポリマーにも適用することができる。例えば、特定の実施形態では、本明細書で詳述
される方法におけるＰＴＦＥの代わりに、ディスパージョン形態で用意することが可能な
任意のポリマーを用いることができる。例えば、一部の実施形態では、ポリエーテルエー
テルケトン（ＰＥＥＫ）を用いる。一部の特定の実施形態では、ポリマーが、フッ素化ポ
リマーを含む。例えば、本発明による、抗菌剤と共にエレクトロスピニングされうる例示
的なポリマーには、フッ素化エチレンプロピレン（ＦＥＰ）、フッ化ポリビニリデン（Ｐ
ＶＤＦ）、パーフルオロアルコキシ（ＰＦＡ）、テトラフルオロエチレンと、ヘキサフル
オロプロピレンと、フッ化ビニリデンとのコポリマー（ＴＨＶ）、ポリ（エチレン－ｃｏ
－テトラフルオロエチレン）（ＥＴＦＥ）、エチレンクロロトリフルオロエチレン（ＥＣ
ＴＦＥ）、ＰＣＴＦＥ（ポリクロロトリフルオロエチレン）、ならびにこれらのコポリマ
ー、ブレンド、および誘導体が含まれるがこれらに限定されない。所望の材料を作製する
には、本明細書で説明される方法のパラメータを若干改変することが必要とされる場合が
あると理解される。当業者は、他のパラメータにもまして、ディスパージョンの濃度、繊
維化ポリマーの種類、エレクトロスピニングの時間、加熱時間および加熱温度などのパラ
メータを調整して、本明細書で説明されるＰＴＦＥ材料に類似する、抗菌剤を含有するポ
リマー材料による不織布を容易に作製することができるであろう。
【００２３】
　ＰＴＦＥは、ディスパージョン（本明細書では、「ＰＴＦＥ樹脂」と称する）として提
供されることが典型的であり、緊密に混合されたディスパージョンであることが典型的で
ある。ＰＴＦＥ樹脂の固体含量は、重量で約５０％～約８０％であることが好ましく、重
量で約５５～約６５％であることがより好ましい。本発明により有用とされる特定のＰＴ
ＦＥ樹脂は、市販されているか、またはディスパージョンを作製するように、ＰＴＦＥを
、１もしくは複数の溶媒と混合することにより調製することができる。市販される例示的
なＰＴＦＥディスパージョンの１つは、Ｄａｉｋｉｎ　Ｄ２１０　ＰＴＦＥであり、これ
は、約５９～６１重量％のＰＴＦＥ固体（ＡＳＴＭ　Ｄ　４４４１により測定）、６．０
～７．２重量％の界面活性剤を含み、２５℃でのｐＨが８．５～１０．５であり、比重が
１．５０～１．５３であり、ブルックフィールド粘度の最大値が３５ｃＰである。ＰＴＦ
Ｅの特性（例えば、分子量、多分散性指数、粒子サイズ、粒子サイズの分布）は変化させ
ることができる。一部の実施形態では、ＰＴＦＥの平均粒子サイズが、約０．０５μｍ～
約１μｍ（例えば、約０．１μｍ～約０．３μｍ）でありうる。一部の実施形態では、平
均粒子サイズが、約０．５μｍ未満、約０．４μｍ未満、または約０．３μｍ未満である
。例えば、特定の実施形態では、平均粒子サイズが、約０．１４μｍ、約０．１６μｍ、
約０．２２μｍ、または約０．２５μｍでありうる。特定の実施形態では、ＰＴＦＥの粒
子サイズ分布が狭い。溶媒は、水溶液またはアルコール溶液（例えば、メタノール溶液、
エタノール溶液、またはイソプロパノール溶液）が含まれるがこれらに限定されない、デ
ィスパージョンを創出するのに適する任意の溶媒でありうる。



(10) JP 2013-520584 A 2013.6.6

10

20

30

40

50

【００２４】
　ディスパージョンは一般に、１または複数の繊維化ポリマーをさらに含む。繊維化ポリ
マーとは、不織布ウェブの形成を容易にするのに十分であり、ＰＴＦＥベースの材料をも
たらすエレクトロスピニング工程の後に除去されうることが好ましい、任意のポリマーで
ある。繊維化ポリマーは、ディスパージョンの溶媒における溶解度が高くなるように選択
することが典型的である。例えば、溶媒が水である場合、任意の水溶性ポリマーを、繊維
化ポリマーとして用いることができる。代替的に、溶媒がアルコールの場合は、任意のア
ルコール可溶性ポリマーを用いることができる。特定の実施形態では、例えば、繊維化ポ
リマーを、多糖（例えば、デンプン、キトサン、Ｎ－［（３’－ヒドロキシ-２’，３’
－ジカルボキシ）エチル］キトサン、デキストラン、ならびにセルロースエーテル、イソ
プロピルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、酢
酸セルロース、硝酸セルロース、セルロースエチルエーテル、セルロースエチルヒドロキ
シエチルエーテル、およびセルロースメチルヒドロキシエチルエーテルを含めたセルロー
スポリマー）；ガム（例えば、グアルガム化合物、コンジャックグルコマンナン、プルラ
ン、キサンタンガム、ｉ－カラギーナン、アルギン酸、アルギン酸アンモニウム塩）、ポ
リアクリレート（例えば、ポリアクリル酸、ポリ（メタクリル酸）、ポリ（２－ヒドロキ
シエチルアクリレート）、ポリ（２－（ジメチルアミノ）エチルメタクリレート－ｃｏ－
アクリルアミド）、ポリ（１－グリセロールメタクリレート）、ポリ（２－ヒドロキシエ
チルメタクリレート／メタクリル酸）９０：１０、ポリ（２－ヒドロキシプロピルメタク
リレート）、ポリ（２－メタクリルオキシエチルトリメチルアンモニウムブロミド）、ポ
リ（アクリル酸エチル／アクリル酸）、ポリ（ｎ－ブチルアクリレート／２－メタクリル
オキシエチルトリメチルアンモニウムブロミド）、ポリ（３－クロロ－ヒドロキシプロピ
ル－２－メタクリルオキシエチルジメチルアンモニウムクロリド、第四級ジメチルスルフ
ェート、およびポリ（エチレン／アクリル酸）９２：８）、ポリアクリルアミドおよび加
水分解したポリアクリルアミド（例えば、ポリ（Ｎ－イソプロピルアクリルアミド）、ポ
リ（２－アクリルアミド－２－メチル－１－プロパンスルホン酸）８０：２０、ポリ（ア
クリルアミド／アクリル酸）、ポリ（アクリルアミド／２－メタクリルオキシエチルトリ
メチルアンモニウムブロミド）、ポリ（Ｎ－イソ－プロピルアクリルアミド）、ポリ（ジ
メチルドデシル（２－アクリルアミドエチリル）アンモニウムブロミド））、ポリアミン
（ポリ（ビニルアミン）、ポリ（４－アミノ－スルホ－アニリン）、ポリエチレンイミン
、ポリ（アリルアミンヒドロクロリド）、ポリアニリン、）、ポリ（ｇ－グルタミン酸）
、ポリ（２－Ｎ－メチルピリジニウムメチレンヨージド）、ポリ（２－エチル－２－オキ
サゾリン）、ポリ［Ｎ－（ｐ－スルホフェニル）アミノ－３－ヒドロキシメチル－１，４
－フェニレンイミノ－１，４－フェニレン）］、ポリ（ベンジルトリメチルアンモニウム
クロリド）、およびポリ（ｌ－リシンヒドロブロミド））；ビニルポリマーおよびビニル
ピリジンポリマー（例えば、ポリビニルアルコール、ポリ（ビニルアルコール）（１２％
）アセチル、ポリビニルピロリドン、ポリ（ビニルスルホキシド）、ポリ（Ｎ－ビニルピ
ロリドン－ｃｏ－酢酸ビニル）、ポリ（２－ビニルピリジン）、ポリ（４－ビニルピリジ
ンＮ－オキシド）、ポリ（４－ビニルピリジン）、ポリ（２－ビニルピリジン－Ｎ－オキ
シド）、ポリ（ビニルメチルエーテル）、ポリ（ビニルアミン）ヒドロクロリド、ポリ（
ビニルホスホン酸）、ポリ（ビニルスルホン酸）ナトリウム塩、ポリ（２，４－ジメチル
－６－トリアジニルエチレン）、ポリ（３－モルホリニルエチレン）、ポリ（Ｎ－ｌ，２
，４－トリアゾイルエチレン）、ポリ（メトキシエチレン）、ポリ（Ｎ－ビニルピロリド
ン／２－ジメチルアミノエチルメタクリレート）が含まれるがこれらに限定されない、ビ
ニルモノマーから調製されうるビニルポリマーおよびビニルピリジンポリマー）；ポリ（
Ｎ－プロパノイルイミノエチレン）、ポリ（Ｎ－メチルピリジニウム－２，５－ジイルエ
テニレン）、ポリ（Ｎ－ビニルピロリドン／酢酸ビニル）、ポリ（２－ビニル－１－メチ
ルピリジニウムブロミド）、ポリ（ジアリルジメチルアンモニウムクロリド）、ポリ（オ
キシエチレン）ソルビタンモノラウレート、ポリ（４－Ｎ－ブチルピリジニウムエチレン
ヨウ化物）、ポリ（スチレンスルホン酸）、Ｎ－メチル－４（４’－ホルミルスチリル）
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ピリジニウム、メトスルフェートアセタール、ポリ（アリルアンモニウムクロリド）、ポ
リ（アリルアンモニウムホスフェート）、ポリ（イタコン酸）、ポリ（ジアリルジメチル
アンモニウムクロリド）、ポリ（マレイン酸）、ポリ（ブタジエン／マレイン酸））；ポ
リエーテル（例えば、酸化ポリエチレン、ポリ（エチレングリコール）ビス（２－アミノ
エチル）、ポリ（エチレングリコール）モノメチルエーテル、ポリ（エチレングリコール
）－ビスフェノールＡジグリシジルエーテル付加物、およびポリ（エチレンオキシド－ｂ
－プロピレンオキシド））；ならびにこれらのコポリマー、誘導体、およびブレンドから
なる群から選択することができる。特に好ましい繊維化ポリマーの１つは、酸化ポリエチ
レンである。
【００２５】
　繊維化ポリマーの分子量は変化させることができるが、約５０，０００ａｍｕを超える
ことが典型的である。有用なポリマーの分子量は、ポリマーの化学的組成に応じて変化さ
せることができる。具体的な一実施形態では、繊維化ポリマーが、分子量を約５０，００
０～４，０００，０００ａｍｕ（例えば、約２００，０００ａｍｕ～６００，０００ａｍ
ｕ）とする酸化ポリエチレンである。特定の実施形態では、酸化ポリエチレンによる繊維
化ポリマーの数平均分子量が、約２００，０００ａｍｕ、約３００，０００ａｍｕ、約４
００，０００ａｍｕ、約５００，０００ａｍｕ、または約６００，０００ａｍｕである。
繊維化ポリマーの水（または他の分散媒）中の溶解度は高いことが好ましく、溶解度は室
温で約０．５重量％を超えることが好ましい。繊維化ポリマーの灰分含量は、約３８５℃
で焼結させた場合に約５重量％未満であることが好ましく、なおより低量であることがよ
り好ましい。
【００２６】
　ディスパージョン中に存在させる繊維化ポリマーの量は変化させることができる；例え
ば、特定の実施形態では、ディスパージョンが、重量で約１％～約１０％の繊維化ポリマ
ーを含む。特定の実施形態では、ＰＴＦＥに対する繊維化ポリマーの重量比が変化する。
例えば、繊維化ポリマーの量は、重量で、ディスパージョンにおけるＰＴＦＥの量の約３
．０％～約５．５％でありうる。本発明により必要とされる繊維化ポリマーの量は、ポリ
マーの化学的組成に応じて変化しうる。
【００２７】
　ディスパージョンは、当技術分野で知られる任意の方法により形成することができる。
一部の実施形態では、ＰＴＦＥ樹脂を、水溶液中で繊維化ポリマーと混合してディスパー
ジョンを形成し、次いで、これを、ホモジナイズさせることが好ましい。一般には水性混
合物を用いるが、本発明から逸脱しない限りにおいて、他の溶媒も用いうることが留意さ
れる。特定の好ましい実施形態では、ディスパージョンの溶媒が、ＰＴＦＥ樹脂における
溶媒と同じ溶媒である。ディスパージョンを形成するための混合時間は、変化させること
ができる。一般に、ポリマーディスパージョンは、高せん断を回避するように調製される
。好ましい一方法では、ポリマーディスパージョンを、かき混ぜることなくゆっくりと形
成させた（例えば、ゲル層の形成が明らかとなる時点までの数日間にわたり）後、ポリマ
ーディスパージョンのジャーを一定の速度でさらに数日間にわたり回転させるジャーロー
ラーへと移す。ジャーローラーとは、ジャーを回転させて、均一に混合した材料を調製し
、かつ／またはこれを維持するための手段であり、この場合、ジャーは、材料が適切な形
で混合されることを確保されるよう調整しうることが典型的な回転速度で持続的に回転さ
せる。例示的なジャーローラーは、例えば、Ｄｉｅｍａｔ，Ｉｎｃ．、Ｍｉｋｒｏｎｓ（
登録商標）グループ、Ｐａｕｌ　Ｎ．Ｇａｒｄｎｅｒ　Ｃｏｍｐａｎｙ、Ｄｅｔｒｏｉｔ
　Ｐｒｏｃｅｓｓ　Ｍａｃｈｉｎｅｒｙ、およびＰａｕｌ　Ｏ．Ａｂｂｅから市販されて
いる。目視により一般に均一であり、粘度が適切である材料を結果としてもたらすポリマ
ーディスパージョンを作製する任意の方法を用いることができる。ディスパージョンにお
いては、ある程度の一様性の欠如が許容されることが留意される；特定の実施形態では、
スピニングする前にポリマーディスパージョンを濾過する。ディスパージョン中の溶媒量
を変化させて、所望の稠度または粘度を得ることができる。
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【００２８】
　本明細書で説明される工程の任意の段階で、１または複数の抗菌剤を添加する。ポリマ
ーディスパージョンを形成した後、１または複数の抗菌剤を混合物に添加することが典型
的である。一般に、ポリマーディスパージョンを形成した後に、１または複数の抗菌剤を
添加し、ディスパージョンを混合して（例えば、既に説明したジャーローラーにより回転
させることにより）、１または複数の抗菌剤をディスパージョン全体に分布させる。抗菌
剤は、固体形態で添加することもでき、溶液または懸濁液の形態で添加することもできる
。抗菌剤を添加する前にポリマーディスパージョンを形成することが一般的であるが、特
定の実施形態では、抗菌剤を、工程の早期の時点で添加しうることが留意される。例えば
、一部の実施形態では、抗菌剤を繊維化ポリマーと混合することが所望される場合もあり
、繊維化ポリマーとＰＴＦＥとを組み合わせる前に、抗菌剤をＰＴＦＥと混合することが
所望される場合もある。
【００２９】
　ディスパージョンに添加される抗菌剤の種類および量は、変化させることができる。本
発明によれば、抗菌能を示すことが可能である（すなわち、微生物の増殖を緩徐化するか
、または微生物を死滅させることが可能である）ことが知られるか、または抗菌能を示す
ことが可能であると考えられる任意の薬剤を用いることができる。抗菌剤には、抗真菌剤
、抗ウイルス剤、抗生剤、および抗寄生虫剤が含まれる。例えば、特定の抗菌剤には、銀
、銀イオン、銀化合物、金属酸化物（例えば、二酸化チタン、酸化亜鉛、および酸化カド
ミウム）、金属硫化物（例えば、硫化セレニウム）、およびこれらの混合物が含まれるが
これらに限定されない。
【００３０】
　１または複数の抗菌剤の量は、ある程度の抗菌活性を示すのに十分な量であることが典
型的である。ある程度の抗菌活性をもたらすのに必要とされる抗菌剤の量は、選択される
特定の抗菌剤に応じて変化することが典型的である。一部の実施形態では、ポリマーディ
スパージョンが、ディスパージョン重量で約０．００１％～約２０％の量の抗菌剤を含む
。例えば、約１００～７，５００ｐｐｍ、約５００～５，０００ｐｐｍ、または約１，０
００～５，０００ｐｐｍ（例えば、本発明により提供される利点の一部を裏付けるには、
約２５，００～約５，０００ｐｐｍが十分である）など、約１０～１０，０００ｐｐｍで
、銀をＰＴＦＥの内部へ、またはＰＴＦＥの表面へと組み込むことができる。
【００３１】
　好ましい実施形態では、ディスパージョンの粘度が、それにより均一で一様な繊維の形
成を可能とするのに所望のある範囲内にある。例えば、本開示は、粘度が約５０，０００
ｃＰを超えるディスパージョンを用いて、均一かつ一様な繊維の形成、ならびにより迅速
な構築をもたらすことを意図する。例えば、一部の実施形態では、粘度が、約５０，００
０ｃＰ～約３００，０００ｃＰ（例えば、約７０，０００ｃＰ～約１５０，０００ｃＰ）
である。粘度は、例えば、Ｂｒｏｏｋｆｉｅｌｄ　Ｖｉｓｃｏｍｅｔｅｒにより測定する
ことができる。ディスパージョンに所望される粘度は、実施されるエレクトロスピニング
法に応じて変化しうる。例えば、オリフィス（ニードル）ベースの装置は、遊離表面ベー
スの装置よりある程度高い粘度を必要としうる。
【００３２】
　結果として得られる粘度の高い混合物中にほとんどまたはまったく空気が捕捉されるこ
とのない均一の溶液を創出することが好ましい。ディスパージョンは、エレクトロスピニ
ングする前に、ある形で処理することができる。例えば、特定の好ましい実施形態では、
抗菌剤を含有するディスパージョンを、比較的均一な稠度となるまで混合し、濾過して、
凝集塊またはゲルを除去する。
【００３３】
　抗菌剤を含有するディスパージョンは、エレクトロスピニングする。例えば、特定の実
施形態では、ディスパージョンを、電荷源として作用する固定型導電性エレメントを伴う
制御型送液デバイスへと投入する。一実施形態では、導電性エレメントが、１または複数
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のオリフィスを有するエレメントであり、この場合、オリフィスを介してディスパージョ
ンを標的へと放出し、オリフィスと標的とが反対の電荷を帯びている（または標的が接地
されている）とする。本発明により用いられうる装置に関するさらなる詳細については、
例えば、参照によりその全体において本明細書に組み込まれる、Ａｎｎｅａｕｘらによる
米国特許出願公開第２０１０－０１９３９９９号において示されている。
【００３４】
　特定の実施形態では、エレクトロスピニング装置は、図１に示す通りである。図１では
、レザバー１０にディスパージョンを投入する。送達システム１１（例えば、送液デバイ
ス）により、ディスパージョンを、レザバーから、オリフィスでありうる電荷源１２へと
送達する。送液デバイスからの駆出容量は、作製される形態および所望の繊維径に依存す
る、所定の速度に設定する。オリフィスベースのシステムを用いる場合は、オリフィスの
サイズを、直径約０．０１ｍｍ～約３．０ｍｍとすることが好ましいが、これらに限定さ
れない。標的１５は、電荷源１２からある程度の距離に設置する。ＰＴＦＥを含有するデ
ィスパージョン１４が、標的と反対に帯電するように、ＤＣ電源を含めた（しかし、これ
に限定されない）電源１６が、電荷源と標的との電荷差を確立する。電荷源は、高精度Ｄ
Ｃ電源の陽極側と接続することが好ましい。電源の陰極側は、収集表面または標的と接続
することが好ましい。好ましいわけではないが、特定の実施形態では、極性を逆にするこ
ともできる。また、標的を接地することも可能である。ＰＴＦＥを含有するディスパージ
ョンは、静電的に標的へと誘引され、その上に沈着する。標的は、静止させることもでき
、動かすこともできる（例えば、標的は、移送ローラー１７上において動かすことなどに
より、インパクトゾーン全体を移動する連続材料の場合もあり、連続材料に近い場合もあ
る）。限定することを意図するものではないが、例えば、それらのすべてが参照によりそ
れらの全体において本明細書に組み込まれる、Ｃｈｕｎｇらによる米国特許第６，７４３
，２７３号、およびＧｒｅｅｎらによる同第７，８１５，４２７号；Ｉｇｎａｔｉｏｕｓ
らによる米国特許出願公開第２００３／００１７２０８号、Ｐｅｔｒａｓらによる同第２
００８／０３０７７６６号、Ｇｒｅｅｎらによる同第２００９／０１２７７４７号、Ｇｒ
ｅｅｎらによる同第２００９／０１９９７１７号、Ｂｒａｎｈａｍらによる同第２０１０
／００１８６４１号、およびＰｅｐｐｅｒらによる同第２０１１／０１１１０１２号では
、各種のエレクトロスピニング法が説明されている。
【００３５】
　収集表面は、例えば、ドラム（すなわち、その周りに材料を巻きつけるシリンダー）の
場合もあり、シートの場合もある。沈着させる間、ドラムは回転することが典型的であり
、結果として得られる三次元の材料を、この「チューブ」型の形態で用いることもでき、
これを切断して、エレクトロスピニングした材料をシート形態でもたらすこともできる。
シートとは、個別の寸法を有する平坦な収集表面である。一部のさらなる実施形態では、
収集表面が、コーティング、すなわち、被覆が可能な任意の材料である。被覆する材料の
外形、サイズ、および形状は、変化させることができる。例えば、収集表面は、植込み式
医用デバイス（例えば、組織スキャフォールド、ステント、グラフト、および閉塞デバイ
ス）が含まれるがこれらに限定されないデバイスでありうる。このような実施形態では、
ＰＴＦＥを含有するディスパージョンでデバイスを被覆するように、エレクトロスピニン
グを実施する。このような実施形態では、エレクトロスピニングされる材料が、デバイス
上で被覆層を形成するように、エレクトロスピニングする前に別の材料でデバイスを被覆
することもでき、デバイスを直接被覆することもできる。表面は、任意の金属、セラミッ
ク、またはポリマー材料とすることが可能であるが、特に好ましい材料は、ステンレス鋼
、コバルトクローム、ニッケルチタン（例えば、ニチノール）、およびマグネシウム合金
から選択することができる。電源における電圧は、ポリマー／ＰＴＦＥディスパージョン
を均一に送出するのに所望される電圧まで増大させる。印加される電圧は変化させうるが
、約２，０００～約１００，０００ボルトであることが典型的である。電源を接続するこ
とにより誘導される電荷は、帯電したポリマーを、電荷源から遠ざけ、収集表面へと引き
寄せる。収集標的は、ポンプおよびオリフィスによるシステムに対して垂直に設置し、表
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面全体が、標的へと送出された繊維で均一に被覆されるように、少なくとも１つの方向に
動かす。特定の実施形態では、収集表面を回転させて、収集表面上のすべての側面を被覆
することを確保することができる（例えば、この場合、収集表面が、ドラムまたは３次元
デバイスを含む）。
【００３６】
　代替的な実施形態では、開放浴液槽によるエレクトロスピニング装置を用いて、ＰＴＦ
Ｅディスパージョンをエレクトロスピニングする（例えば、繊維シートへと）。例えば、
装置は、ワイヤー、シリンダー、スパイク、シャープエッジ、または類似の形状のスピニ
ング電極を含みうる。開放浴液槽ユニットの場合、駆出容量は、ディスパージョンの粘度
、ディスパージョンの導電性、ディスパージョンの表面張力、浴液槽から標的までの距離
、および電圧に依存する。これらの因子はまた、繊維の太さ、および所望される繊維の直
径にも影響を与えるので、これらのパラメータを最適化することが必要とされる。電荷源
は、高精度ＤＣ電源の陽極側と接続することが好ましい。電源の陰極側は、収集表面と接
続することが好ましい。代替的に、収集表面を接地することもできる。極性を逆にするこ
ともできるが、これは好ましくない。印加される電圧は変化させることができるが、約４
０，０００～１００，０００ボルトであることが典型的である。電源を接続することによ
り誘導される電荷は、帯電したポリマーを、電荷源から遠ざけ、収集表面へと引き寄せる
。開放浴液槽では、収集表面がシートであることが典型的である。シート表面は、任意の
金属またはポリマー材料でありうるが、ステンレス鋼が特に好ましい材料である。電源に
おける電圧は、ポリマー／ＰＴＦＥ溶液を均一に送出するのに所望される電圧まで増大さ
せる。収集標的は、浴液槽の上部に設置し、表面全体が均一に被覆されるように、少なく
とも１つの方向に動かす。
【００３７】
　収集表面が、本明細書で説明される方法のうちのいずれかにより十分に被覆されたら、
材料を加熱することが好ましい。材料は、その場で加熱する（すなわち、収集表面全体を
オーブン内に入れることにより）こともでき、加熱する前に、エレクトロスピニングした
材料を、収集表面から取り去り、エレクトロスピニングした遊離材料をオーブン内に入れ
ることにより加熱することもできる。加熱ステップは、多数の目的に用いることができる
。加熱ステップは、材料を乾燥させるのに用いることができる（例えば、エレクトロスピ
ニングした産物から溶媒を除去することにより）。加熱ステップはまた、繊維化ポリマー
を揮発させ除去するのにも用いることができる。加熱ステップは、加えて、ＰＴＦＥ粒子
の焼結も結果としてもたらしうる。
【００３８】
　材料を加熱する時間および温度は、変化させることができる。例えば、典型的な実施形
態では、オーブンの温度を、約３５０℃～約４８５℃とする。材料を加熱する時間は、部
分的には、オーブンの温度に依存する。時間はまた、材料の厚さにも依存する場合があり
、より厚い材料は、乾燥および／または焼結により長い時間を必要とする。特定の実施形
態では、材料を１時間以下にわたり加熱するが、本発明から逸脱しない限りにおいて、よ
り長い加熱時間を用いることもできる。
【００３９】
　乾燥、揮発化、および焼結は、同時に生じさせることもでき、一連のステップで生じさ
せることもできる。理論により制約されることを意図するものではないが、一部の乾燥（
すなわち、溶媒の除去）は、エレクトロスピニングが完了したときに行いうると考えられ
ている。あるわずかな程度の繊維の再構成は、この時点で行いうるとさらに考えられてい
る。
【００４０】
　次いで、材料を加熱したら、溶媒および繊維化ポリマーの大半（例えば、約８０％を超
え、好ましくは約９０％または９５％を超え、最も好ましくは約９８または９９％を超え
る）をＰＴＦＥ材料から除去することが好ましい。当業者には、ｅスピニングした繊維を
加熱すると収縮することがよく知られている。理論に制約されるものではないが、収縮は
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、２つのステップ：初期の乾燥およびエレクトロスピニング工程の後において繊維を再構
成するステップ、ならびに加熱により溶媒および繊維化ポリマーを除去するステップで生
じると考えられている。
【００４１】
　上記で言及した通り、加熱はまた、焼結も結果としてもたらしうる。焼結とは、個々の
ＰＴＦＥ粒子を融合させて、ＰＴＦＥベースの不織布材料を生成させることを指す。材料
の焼結は一般に、より強固で耐久性のある材料を結果として形成させる。焼結のレベルは
、変化させることができる。加熱時には、各種の方法（例えば、熱量測定）により、材料
をモニタリングして、焼結レベルを評価することができる。加熱は一般的に、例えば、目
視により評価しうる物理的変化を材料に受けさせる。例えば、材料が目視により粘着性（
ｓｔｉｃｋｙ）であり、さらに粘着性（ｓｔｉｌｌ　ｔａｃｋｙ）である場合、これは一
般に、この材料をより長時間にわたり加熱すべきことを示唆する。材料の変色（例えば、
黄色化）が見られる場合は一般に、繊維化ポリマーの存在（すなわち、分解の不完全）を
示唆し、これもまた、材料をより長時間にわたり加熱すべきことを示唆する。
【００４２】
　本明細書で説明される工程による産物は、１または複数の抗菌剤を含むＰＴＦＥ材料で
ある。特定の実施形態では、材料が白色である。抗菌剤は、ＰＴＦＥ材料の構成部分（ｉ
ｎｔｅｇｒａｌ　ｐａｒｔ）であることが好ましい。理論に制約されるものではないが、
抗菌剤は、封入材料として、または表面への結合材料として、ＰＴＦＥ内に組み込まれる
。特定の実施形態では、抗菌剤を、不織布のＰＴＦＥ材料内に埋め込む。例えば、材料全
体にわたり、ある程度均一な形で、抗菌剤を埋め込むことができる。抗菌剤は、ＰＴＦＥ
材料内の離散した位置に存在させることが典型的である（すなわち、非連続的な形で）。
したがって、言い換えると、これらの材料は、材料内で抗菌剤のある程度均一な層を有す
る材料とは容易に識別可能である。ｅスピニングした材料は、繊維性であり、不織布材料
として説明しうることが好ましい。特定の実施形態では、ＰＴＦＥ布が連続である。特に
好ましいｅスピニングした繊維の直径は、少なくとも０．１μｍである。特に好ましい実
施形態では、焼結後の産物が、それらの接点間の距離を約０．１μｍ～約５０μｍの範囲
とするような密度で、繊維を沈着させる。特定の実施形態では、接点間の距離のうち、少
なくとも９０％、少なくとも９５％、少なくとも９８％、少なくとも９９％、少なくとも
９９．９％、または１００％が、この範囲内に収まる。しかし、一部の実施形態では、接
点間の距離が、著明に短い場合もあり、かつ／または著明に長い場合もある（すなわち、
接点間が約０．１μｍより短い場合もあり、かつ／または５０μｍより長い場合もある）
ことが留意される。距離は、走査電子顕微鏡により観察される繊維間の距離を推定するこ
とにより評価することができる。留意される通り、材料は、ある範囲の異なる形態（例え
ば、不織布シート、不織布チューブ、または不織布被覆）を含む可能性があり、多種多様
な適用において有用でありうる。
【００４３】
　抗菌剤を含有する、エレクトロスピニングしたＰＴＦＥは、多種多様な適用に有用な材
料を表わす。限定を意図するものではないが、本明細書では、潜在的な使用のうちで、特
定の例示的な領域を強調する。例えば、抗菌剤を含有する、エレクトロスピニングしたＰ
ＴＦＥは、微生物活性が、有効な分離を妨害または阻止しうる、濾過デバイス；病院、ク
リーンルーム、軍隊、核兵器保護システム、生物兵器保護システム、および化学兵器保護
システムなど、バイオバーデンすなわち生物汚染度および微生物汚染が、空気の純度につ
いての憂慮事となる、濾過デバイス；感染に対する医療従事者および救命従事者の保護に
不可欠である手術用マスク、抗菌ワイプ、衣服、および呼吸デバイス（とりわけ、一部の
緊急状況においては、清浄なマスクおよびガウンへの交換が常に可能とは限らないので）
；大表面積にわたる、エレクトロスピニングしたＰＴＦＥが、多大な抗菌活性の供給可能
性をもたらす、創傷ケアのための外用医療適用；抗菌活性が、製品または植込み部位を、
製品上または植込み時に導入された微生物から保護する内用医療適用（例えば、創傷包帯
、組織スキャフォールド、ステント、グラフト、閉塞デバイス、および／もしくは他のｅ
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スピニングした植込み式ＰＴＦＥ、またはｅスピニングしたＰＴＦＥを含有する複合デバ
イス）において用いると有利でありうる。
【００４４】
　ｅスピニングしたＰＴＦＥに加えて、またはこれと組み合わせて、他の多くの適切な材
料をｅスピニングすることができる。一部の実施形態では、複数のポリマー（抗菌剤を含
有する場合もあり、抗菌剤を含有しない場合もある）を、本明細書で示す方法によるディ
スパージョンからｅスピニングして、例えば、多層複合材料をもたらすこともできる。本
明細書では、ディスパージョンからｅスピニングされうる例示的なポリマーに言及する。
代替的に、または加えて、本明細書で説明される、抗菌剤を含有するディスパージョンは
、従来の溶液からｅスピニングした材料に加えて、またはこれと組み合わせてｅスピニン
グすることもできる。当技術分野で知られている通り、溶液中に入れることができるポリ
マーは、ｅスピニングされる可能性を有する。本開示に従い、ナイロン、ポリウレタン（
ＰＵ）、ポリエステルなどが含まれるがこれらに限定されないポリマーのエレクトロスピ
ニングを、本明細書で説明される方法と組み合わせて用いることができる。また、エレク
トロスピニングされる材料は、当技術分野において知られる、複合材料をもたらす他の方
法により調製される、各種の材料による層と組み合わせることもできる。本開示は、以下
の例を参照することにより、よりよく理解することができる。
【００４５】
実施例
　ｅスピニングしたＰＴＦＥによる実施形態では、ＰＴＦＥに対する繊維化ポリマー（例
えば、ＰＥＯ）の比を変化させずに、ディスパージョンに水を添加するか、またはディス
パージョンから水を除去することにより、ディスパージョンの粘度を変化させることがで
きる。
【００４６】
　すべての例では、まず、Ｓｍａｒｔｓｉｌｖｅｒ（登録商標）ＡＳを、撹拌バーにより
４００ＲＰＭでかき混ぜながら、６０℃の水３０ｍＬ中に分散させた。これは、少量（０
．２５ｇ）のＳｍａｒｔｓｉｌｖｅｒ（登録商標）ＡＳを、３０ｍＬの水に添加すること
により行った。各添加の後、後続の添加を行う前に材料を分散させることを、合計５ｇの
Ｓｍａｒｔｓｉｌｖｅｒ（登録商標）ＡＳを添加するまで行った。溶液は、暗緑色のスラ
リーであり、肉眼では暗色の凝集物が確認されなかった。次いで、溶液を、７０ｍＬの冷
水で希釈し、最終濃度を５％（ｗ／ｖ）とするＳｍａｒｔｓｉｌｖｅｒ（登録商標）ＡＳ
溶液を、合計約１００ｍＬ作製した。次いで、この溶液を、分子量３００Ｋの酸化ポリエ
チレン（ＰＥＯ）４０グラムを伴うＤａｉｋｉｎ　Ｄ－２１０　ＰＴＦＥディスパージョ
ン１０００ｍＬからなる、エレクトロスピニングしたＰＴＦＥディスパージョンに添加し
た。組み合わせたディスパージョンを４８時間にわたり回転させ、十分に混合された、グ
レーの粘性溶液をもたらした。これらの条件では、最終産物が、約２５００ｐｐｍの活性
銀を含有することになる。この混合物の結果として得られる粘性を、Ｂｒｏｏｋｆｉｅｌ
ｄ　ＬＶ　Ｖｉｓｃｏｍｅｔｅｒに取り付けた＃２５スピンドルを用いて２５℃、２．５
ＲＰＭで測定したところ、約７４，０００ｃＰと決定された。
【００４７】
　Ｓｍａｒｔｓｉｌｖｅｒ（登録商標）ＡＳは、Ｎａｎｏｈｏｒｉｚｏｎｓ，Ｉｎｃ．（
Ｓｔａｔｅ　Ｃｏｌｌｅｇｅ、ＰＡ）により提供される、アルコール可溶性分散性銀ナノ
粒子材料であり、純粋な銀および生理学的に不活性な安定化剤（その構造が商標機密とし
て保護されているポリマー）だけを含有する。銀含量は、５１．９±２．６ｗ／ｗ％であ
る。Ｓｍａｒｔｓｉｌｖｅｒ（登録商標）ＷＳとは、これもまたＮａｎｏｈｏｒｉｚｏｎ
ｓ，Ｉｎｃにより提供されている、水溶性ポリマーにより安定化させた銀ナノ粒子を含む
水溶性粉末である。
【００４８】
　本明細書で言及されるすべての値は、「活性銀」の量、すなわち、実際に添加された銀
の量に関し、添加された化合物中に含有される銀の百分率について補正されている。
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【実施例１】
【００４９】
　オリフィス（ニードル）ベースのエレクトロスピニング装置を用いて、繊維を作製した
。ステンレス鋼製の基質をマンドレルに装填し、これを、回転アームに取り付け、２０Ｒ
ＰＭで回転させた。収集距離を、約７インチに設定した。エレクトロスピニングするのに
用いる電圧は、１０～２０ｋＶとした。シリンジを、ＫＤ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　７８
０２００Ｌ型シリンジポンプに取り付け、送液速度を０．５ｍｌ／時間に設定した。回転
ドラムアセンブリーから約７インチの位置に、ニードルを配置した。ドラムアセンブリー
の回転は、約６０ｒｐｍとした。トラバースを用いて、ドラムの長さに沿って、ｅスピニ
ングニードルを、３．０ｍｍ／秒の移動速度で移動させた。次いで、この材料を、３８５
℃で約５分間にわたり焼結させた。焼結後における、２５００ｐｐｍの活性銀を含有する
、ｅスピニングしたＰＴＦＥ布についての走査電子顕微鏡（ＳＥＭ）画像を、図２および
３に示す。平均繊維径は、１．１５μｍ±０．２４１μｍと決定された。
【実施例２】
【００５０】
　ワイヤー法またはトラフ法と類似の遊離表面エレクトロスピニングによってもまた、２
５００ｐｐｍのＳｍａｒｔＳｓｉｌｖｅｒ（登録商標）ＡＳを含有する、エレクトロスピ
ニングしたＰＴＦＥ繊維布を作製した。溶液を浴液槽へと投入し、そこで、円筒形のロー
ラーを帯電電極として用い、これを、前述の溶液で被覆した。０．００２インチ厚のステ
ンレス鋼製のフォイルシート（１５．５インチ×１７．５インチ）を、導電性布の上に取
り付けた。ステンレスフォイルを、ｅスピニングチャンバー内に入れ、そこで、複合ＰＴ
ＦＥ布を沈着させた。用いる収集距離は、約２３０ｃｍとし、用いる電圧は６０～７０ｋ
Ｖとした。約５フィート／分で、基質に帯電電極上を複数回にわたり通過させることを用
いて、シートを収集し、約１．２ミリ厚のＰＴＦＥ／ＳｍａｒｔＳｓｉｌｖｅｒ（登録商
標）ＡＳシートを作製した。図４は、ｅスピニングにより誘導されたＰＴＦＥ布を示す。
試料に対して実行した特徴づけ法の概要を、以下の表１に示す。
【００５１】
【表１】

【実施例３】
【００５２】
　４０ｇのＰＥＯを含有する１０００ｍＬのＤａｉｋｉｎ　Ｄ－２１０　ＰＴＦＥディス
パージョンを含有するエレクトロスピニングディスパージョンに、Ｓｍａｒｔｓｉｌｖｅ
ｒ（登録商標）ＷＳを直接投入した。最終的な繊維試料が、約２５００ｐｐｍの活性銀を
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含有するように、Ｓｍａｒｔｓｉｌｖｅｒ（登録商標）ＷＳを投入した。ジャーローラー
内で４８時間超にわたり最終溶液を回転させて、粘性の灰緑色溶液をもたらした。この混
合物の結果として得られる粘性を、Ｂｒｏｏｋｆｉｅｌｄ　ＬＶ　Ｖｉｓｃｏｍｅｔｅｒ
に取り付けた＃２５スピンドルを用いて２５℃、２．５ＲＰＭで測定したところ、約６９
，０００ｃＰと決定された。
【００５３】
　２５００ｐｐｍのＳｍａｒｔｓｉｌｖｅｒ（登録商標）ＷＳを含有するＰＴＦＥディス
パージョンを、オリフィスベースのエレクトロスピニングシステムで用いて、ｅスピニン
グしたＰＴＦＥ布を作製した。１０ｍＬのシリンジに所望量のスピニング溶液を投入し、
シリンジポンプに取り付け、流速を０．２ｍｌ／時間に設定した。ステンレス鋼製の基質
をマンドレルに装填し、これを、回転アームに取り付け、６０ＲＰＭで回転させた。収集
距離を、約７インチに設定した。エレクトロスピニングするのに用いる電圧は、１３～１
５ｋＶとした。焼結後における試料のＳＥＭ画像を、図５に示す。平均繊維径は、０．８
３７μｍ±０．１１７μｍと決定された。
【実施例４】
【００５４】
　ワイヤー法またはトラフ法を用いる遊離表面エレクトロスピニングによってもまた、２
５００ｐｐｍのＳｍａｒｔｓｉｌｖｅｒ（登録商標）ＷＳを含有する、エレクトロスピニ
ングしたＰＴＦＥ繊維を作製した。溶液を浴液槽へと投入し、そこで、円筒形のローラー
を帯電電極として用い、これを、前述の溶液で被覆した。用いる工程は、実施例２で論じ
た工程と同様とした。収集電極は鋼製ワイヤーとし、基質は、ステンレス鋼製シートとし
た。用いる収集距離は、約１４０～１８０ｃｍとし、用いる電圧は６０～８０ｋＶとした
。基質に帯電電極上を複数回にわたり通過させることを用いて、シートを収集した。焼結
後における試料のＳＥＭ画像を、図６に示す。平均繊維径は、０．４０８μｍ±０．０８
６μｍと決定された。
【実施例５】
【００５５】
　硝酸銀（ＡｇＮＯ３）を、溶液中のＰＥＯと反応させることにより、銀ナノ粒子（ＳＮ
）を作製することができる。まず、ＰＥＯ（４０ｇ）を脱イオン化水（１００ｍｌ）中に
溶解させ、室温で２４時間にわたり回転させるかまたは撹拌して、黄色で粘性の混合物を
もたらすことにより、これらのナノ粒子を作製した。次いで、ＰＥＯ／水混合物に硝酸銀
を添加し、少なくとも２４時間にわたり反応させたところ、溶液は、時間と共に、徐々に
暗色化した。反応が完了した後、混合物は、暗灰～黒色で粘性の混合物となる。次いで、
ＰＥＯ／ＳＮ／水混合物を、１０００ｍｌのＤ－２１０　ＰＴＦＥディスパージョンに添
加する。硝酸銀の銀元素への完全な転換を仮定して、最終的な繊維試料が、約１０００ｐ
ｐｍのＳＮを含有するように、ＳＮを投入した。最終溶液を４８時間超にわたり回転させ
、粘性で灰緑色の溶液をもたらした。この混合物の結果として得られる粘性を、Ｂｒｏｏ
ｋｆｉｅｌｄ　ＬＶ　Ｖｉｓｃｏｍｅｔｅｒに取り付けた＃２５スピンドルを用いて２５
℃、２．５ＲＰＭで測定したところ、約１０４，０００ｃＰと決定された。
【００５６】
　ワイヤー法またはトラフ法を用いる遊離表面エレクトロスピニングによって、１０００
ｐｐｍの銀ナノ粒子を含有する、エレクトロスピニングしたＰＴＦＥ繊維を作製した。溶
液を浴液槽へと投入し、そこで、円筒形のローラーを帯電電極として用い、これを、前述
の溶液で被覆した。用いる工程は、実施例２で論じた工程と同様とした。収集電極は鋼製
ワイヤーとし、基質は、ステンレス鋼製シートとした。用いる収集距離は、約１４０～１
８０ｃｍとし、用いる電圧は６０～８０ｋＶとした。基質に帯電電極上を複数回にわたり
通過させることを用いて、シートを収集した。焼結後における試料のＳＥＭ画像を、図７
に示す。平均繊維径は、０．３８４μｍ±０．０５９μｍと決定された。
【実施例６】
【００５７】
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　Ｎａｎｏｓｔｒｕｃｔｕｒｅｄ　ａｎｄ　Ａｍｏｒｐｈｏｕｓ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　
Ｉｎｃ．製の二酸化チタン（ＴｉＯ２）（ルチル）を水中に分散させ（固体を４０％とし
）、粒子サイズを３０～５０ｎｍとした。ＴｉＯ２スラリーを、Ｄａｉｋｉｎ　Ｄ－２１
０　ＰＴＦＥディスパージョンに直接添加した。最終的な繊維試料が、約４～１０重量％
のＴｉＯ２を含有するように、ＴｉＯ２を投入した。最終溶液を４８時間超にわたり回転
させ、粘性でベージュ色の溶液をもたらした。この混合物の結果として得られる粘性を、
Ｂｒｏｏｋｆｉｅｌｄ　ＬＶ　Ｖｉｓｃｏｍｅｔｅｒに取り付けた＃２５スピンドルを用
いて２５℃、２．５ＲＰＭで測定したところ、約８３，０００ｃＰ（４％）および６７，
０００ｃＰ（１０％）と決定された。
【００５８】
　ワイヤー法またはトラフ法を用いる遊離表面エレクトロスピニングによって、４および
１０％のＴｉＯ２を含有する、エレクトロスピニングしたＰＴＦＥ繊維布を作製した。デ
ィスパージョンを浴液槽へと投入し、そこで、円筒形のローラーを帯電電極として用い、
これを、前述の溶液で被覆した。用いる工程は、実施例２で論じた工程と同様とした。収
集電極は鋼製ワイヤーとし、基質は、ステンレス鋼製シートとした。用いる収集距離は、
約１４０～１８０ｃｍとし、用いる電圧は６０～８０ｋＶとした。基質に帯電電極上を複
数回にわたり通過させることを用いて、シートを収集した。焼結後における４および１０
％のＴｉＯ２を含有する、ｅスピニングしたＰＴＦＥ布のＳＥＭ画像を、それぞれ、図８
および９に示す。試料に対して実行した特徴づけ法の概要を、４％のＴｉＯ２を含有する
試料については表２に示し、１０％のＴｉＯ２を含有する試料については表３に示す。
【００５９】

【表２】

【００６０】
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【実施例７】
【００６１】
　ＡＡＴＣＣ試験法１００－２００４：「繊維材料の抗菌仕上げ」を用いて、これらのド
ーピングしたＰＴＦＥ不織布材料を、それらの抗菌効果について調べた。処理布および非
処理布の材料見本を、直径４．８±１ｃｍの円板型に切り取り、これに１～２×１０５ｃ
ｆｕ／ｍｌの濃度の被験生物１ｍｌを接種した。各スタックを、ネジ式栓の滅菌ジャーへ
と無菌的に移し、３５０±２℃でインキュベートした。また、接種物を伴わない、処理試
料および非処理試料も、対照として準備した。０時間後、および研究の実施責任者により
指定された時点において、処理材料見本および非処理材料見本のセットをインキュベータ
ーから取り出し、１００ｍｌの中和剤で中和した。ＡＡＴＣＣ試験法１００規格による各
生物についての要求基準に従い、プレートカウントを実施し、インキュベーションを行っ
た。各場合の被験生物は、Ｅｓｃｈｅｒｉｃｉａ　ｃｏｌｉ（Ｅ．ｃｏｌｉ）であった。
結果を表４に示す。
【００６２】
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【００６３】
　抗菌試験による結果は、２４時間の曝露時間後において、Ｅ．Ｃｏｌｉをいくらかでも
低減するには、少なくとも２５０ｐｐｍのＳｍａｒｔｓｉｌｖｅｒ（登録商標）ＷＳ投入
量が必要であったことを示唆する。加えて、Ｓｍａｒｔｓｉｌｖｅｒ（登録商標）ＷＳの
投入量を増大させたところ、観察時間内により多くの細菌が死滅した。銀ナノ粒子（ＳＮ
）を投入したＰＴＦＥは、Ｓｍａｒｔｓｉｌｖｅｒ（登録商標）ＷＳより有効であること
がわかり、２４時間後に、＞９９．９９％のＥ．Ｃｏｌｉ菌を死滅させた。
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