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(57)【要約】
　マイクロニードルを生体に突き刺さり易くする。
　マイクロニードル（１２１）は、長さ方向に配列した
第１端部（１２１ａ）及び第２端部（１２１ｂ）を含み
、キチン及び／又はキトサンを含んだ生体適合性及び生
分解性材料からなる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長さ方向に配列した第１及び第２端部を具備し、キチン及び／又はキトサンを含んだ生
体適合性及び生分解性材料からなるマイクロニードル。
【請求項２】
　前記マイクロニードルはその一端から他端へ向けて先細りしている請求項１に記載のマ
イクロニードル。
【請求項３】
　前記マイクロニードルは前記長さ方向と平行な対称軸を有している請求項２に記載のマ
イクロニードル。
【請求項４】
　前記第１端部は錐体形状を有しており、前記第２端部は柱体形状を有している請求項２
に記載のマイクロニードル。
【請求項５】
　前記第１端部は直錐体形状を有しており、前記第２端部は直柱体形状を有している請求
項３に記載のマイクロニードル。
【請求項６】
　前記マイクロニードルは錐体形状を有している請求項１に記載のマイクロニードル。
【請求項７】
　前記マイクロニードルは直錐体形状を有している請求項１に記載のマイクロニードル。
【請求項８】
　前記生体適合性及び生分解性材料におけるキチン含量及びキトサン含量の和は５０質量
％以上である請求項１に記載のマイクロニードル。
【請求項９】
　前記生体適合性及び生分解性材料は生物活性物質を更に含んだ請求項１に記載のマイク
ロニードル。
【請求項１０】
　前記マイクロニードルは前記長さ方向に延びた貫通孔又は凹部が設けられている請求項
１に記載のマイクロニードル。
【請求項１１】
　第１及び第２主面を有する支持層と、各々が前記第１主面から延びた複数のマイクロニ
ードルとを具備し、前記複数のマイクロニードルの各々は、請求項１乃至１０の何れか１
項に記載のマイクロニードルであり、前記第２端部の端で前記第１主面に支持されたマイ
クロニードルパッチ。
【請求項１２】
　前記第１及び第２端部の少なくとも一方の表面に支持された生物活性物質を更に具備し
た請求項１１に記載のマイクロニードルパッチ。
【請求項１３】
　前記第１主面はキチン及び／又はキトサンを含んだ請求項１２に記載のマイクロニード
ルパッチ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、生体の表面に適用されるマイクロニードルパッチに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、生体への皮膚を介した薬物の投与は、その薬物を含んだ液体又は粘体を皮膚に
塗布することによって行われている。しかしながら、塗布した薬物は、発汗や接触などに
よって皮膚表面から除去され易い。加えて、塗布した薬物を皮膚の内層に浸透させる場合
、その浸透度を制御することは難しい。
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【０００３】
　これに対し、薬物の投与にマイクロニードルアレイを使用することが提案されている。
マイクロニードルアレイは、基板上に複数のマイクロニードルを配置した構造を有してい
る。例えば、特開２００３－２３８３４７号公報には、ポリメチルメタクリレート基板と
、その上に形成されたマルトースからなる複数のマイクロニードルとを含んだマイクロニ
ードルアレイが記載されている。
【０００４】
　マイクロニードルアレイによる薬物の投与には、例えば、マイクロニードルが薬物を含
有したマイクロニードルアレイを使用する。具体的には、そのようなマイクロニードルア
レイを皮膚に押し当てて、マイクロニードルを生体に突き刺す。マイクロニードルが薬物
を含有している場合には、マイクロニードルを生体内に残留させることにより、発汗や接
触などによって薬物が生体から除去されるのを防止できる。また、薬物の浸透度は、例え
ば、マイクロニードルの長さ及び／又は密度に応じて制御できる。
【０００５】
　マイクロニードルアレイには、マイクロニードルが生体に確実に突き刺さることが要求
される。しかしながら、本発明者は、本発明をするに際し、動物実験によって、以下の事
実を見出している。即ち、マルトースを主成分として含有したマイクロニードルは、生体
に突き刺さり難い。
【発明の開示】
【０００６】
　本発明の目的は、生体に突き刺さり易いマイクロニードルを提供することにある。
【０００７】
　本発明の第１側面によると、長さ方向に配列した第１及び第２端部を具備し、キチン及
び／又はキトサンを含んだ生体適合性及び生分解性材料からなるマイクロニードルが提供
される。
【０００８】
　本発明の第２側面によると、第１及び第２主面を有する支持層と、各々が前記第１主面
から延びた複数のマイクロニードルとを具備し、前記複数のマイクロニードルの各々は、
第１側面に係るマイクロニードルであり、前記第２端部の端で前記第１主面に支持された
マイクロニードルパッチが提供される。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の一態様に係るマイクロニードルパッチを概略的に示す斜視図。
【図２】図１に示すマイクロニードルパッチに保護部材を取り付けた状態を概略的に示す
斜視図。
【図３】図１に示すマイクロニードルパッチの一部を概略的に示す斜視図。
【図４】図３に示す構造が含んでいるマイクロニードルを概略的に示す斜視図。
【図５】マイクロニードルの変形例を概略的に示す斜視図。
【図６】マイクロニードルの変形例を概略的に示す斜視図。
【図７】マイクロニードルの変形例を概略的に示す斜視図。
【図８】マイクロニードルの変形例を概略的に示す斜視図。
【図９】マイクロニードルの変形例を概略的に示す斜視図。
【図１０】マイクロニードルの変形例を概略的に示す斜視図。
【図１１】マイクロニードルの変形例を概略的に示す斜視図。
【図１２】マイクロニードルの変形例を概略的に示す斜視図。
【図１３】マイクロニードルの変形例を概略的に示す斜視図。
【図１４】マイクロニードルパッチの製造方法の一例を示すフローチャート。
【図１５】例１においてマイクロニードルに採用した構造を概略的に示す断面図。
【図１６】例１においてマイクロニードルに採用した構造を概略的に示す断面図。
【図１７】例１においてマイクロニードルに採用した構造を概略的に示す断面図。
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【図１８】例１においてマイクロニードルに採用した構造を概略的に示す断面図。
【図１９】例１においてマイクロニードルに採用した構造を概略的に示す断面図。
【図２０】例１においてマイクロニードルに採用した構造を概略的に示す断面図。
【図２１】例２においてマイクロニードルに採用した構造を概略的に示す断面図。
【図２２】例２においてマイクロニードルに採用した構造を概略的に示す断面図。
【図２３】インスリン含量とマイクロニードルの強度との関係の例を示すグラフ。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明の態様について説明する。なお、全ての図を通じて、同様又は類似した機
能を発揮する構成要素には同一の参照符号を付し、重複する説明は省略する。
【００１１】
　図１は、本発明の一態様に係るマイクロニードルパッチを概略的に示す斜視図である。
図２は、図１に示すマイクロニードルパッチに保護部材を取り付けた状態を概略的に示す
斜視図である。図３は、図１に示すマイクロニードルパッチの一部を概略的に示す斜視図
である。図４は、図３に示す構造が含んでいるマイクロニードルを概略的に示す斜視図で
ある。
【００１２】
　なお、図１乃至図４において、Ｘ方向及びＹ方向はマイクロニードルパッチの主面に平
行であり且つ互いに直交する方向である。また、Ｚ方向は、Ｘ方向及びＹ方向と直交する
方向である。
【００１３】
　図１に示すマイクロニードルパッチ１は、支持層１１とマイクロニードルアレイ１２と
を含んでいる。支持層１１は、第１及び第２主面を有している。第１主面は、マイクロニ
ードルアレイ１２を支持している。
【００１４】
　このマイクロニードルパッチ１の使用前には、例えば、図２に示すように保護部材２を
用いてマイクロニードルアレイ１２を保護する。図２に示す保護部材２は、マイクロニー
ドルアレイ１２に対応した部分が凹んだ板状の成形品であって、接着剤層３を介して支持
層１１に貼り付けられている。マイクロニードルパッチ１を使用する際には、これを保護
部材２から引き剥がす。そして、マイクロニードルパッチ１を、そのマイクロニードルア
レイ１２が突き刺さるように生体に押し当てる。
【００１５】
　次に、マイクロニードルパッチ１の構成要素について、更に詳しく説明する。　
　図１及び図３に示す支持体１１は、単層構造又は多層構造を有している。支持層１１は
、硬質であってもよく、可撓性であってもよい。支持層１１の材料としては、例えば、プ
ラスチックなどの有機高分子、金属、ガラス又はそれらの混合物を使用することができる
。支持層１１に多層構造を採用した場合には、その一部は、布又は紙であってもよい。
【００１６】
　典型的には、支持層１１のマイクロニードルアレイ１２側の主面は、キチン及び／又は
キトサンを含んだ材料からなる。なお、キトサンは、キチンの脱アセチル化物である。ま
た、「キチン及び／又はキトサン」は、キチン及びキトサンの少なくとも一方を意味し、
典型的には、キトサン又はキチンとキトサンとの混合物である。以下、「キチン及び／又
はキトサン」を「キチン／キトサン」と略記する。
【００１７】
　マイクロニードルアレイ１２は、図３に示すように、複数のマイクロニードル１２１か
らなる。これらマイクロニードル１２１は、支持層１１の第１主面から延びている。
【００１８】
　各マイクロニードル１２１は、図４に示すように、長さ方向に配列した第１端部１２１
ａ及び第２端部１２１ｂを含んでいる。なお、図４において、一点鎖線で示す平面は、第
１端部１２１ａと第２端部１２１ｂとの境界面を示している。
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【００１９】
　第１端部１２１ａは、略四角錐（quadrangular pyramid）形状を有している。第２端部
１２１ｂは、略四角錐台（truncated quadrangular pyramid）形状を有している。第１端
部１２１ａと第２端部１２１ｂとは、側面の傾斜角が等しい。そして、第１端部１２１ａ
の側面と第２端部１２１ｂの側面とは、面一である。即ち、各マイクロニードル１２１は
、底面がＸ方向及びＹ方向に平行な略四角錐形状を有している。
【００２０】
　これらマイクロニードル１２１は、キチン／キトサンを含んだ生体適合性及び生分解性
材料からなる。
【００２１】
　キチン／キトサンは、下記表１に示すように、十分に大きなヤング率及び引張強度を有
している。なお、以下の表１において、「ＰＬＡ」はポリ乳酸を示し、「ＰＬＧＡ」はポ
リ乳酸とグルコースとの共重合体を示している。また、下記表１に示す数値は一例であっ
て、分子量などに応じて若干の変動を生じる可能性がある。

【表１】

【００２２】
　生体の皮膚は、弾性を有している。例えば、ヒトの表皮、真皮及び皮下組織のヤング率
は、それぞれ約０．１４ＭＰａ、約０．０８０ＭＰａ及び約０．０３４ＭＰａである。
【００２３】
　表皮に針を突き刺すためには、表皮のヤング率よりも大きな力が必要である。そして、
表皮に針を確実に突き刺すためには、この力は、表皮のヤング率の約１００倍以上である
ことが必要であり、約１０００以上であることが望ましい。また、突き刺した針を円滑に
引き抜くためには、針の引張強度は、例えば５ＭＰａ以上であることが必要であり、５０
ＭＰａ以上であることが望ましい。
【００２４】
　上記表１に示すように、キチン／キトサンは、十分なヤング率を有している。それゆえ
、キチン／キトサンを含んだマイクロニードル１２１は、生体に容易に突き刺さる。従っ
て、例えば、予めマイクロニードル１２１の表面に所定量の供給物質を支持させておいた
場合、この供給物質をほぼ設計通りの量で生体内に供給することができる。
【００２５】
　加えて、上記表１に示すように、キチン／キトサンは、十分な引張強度を有している。
従って、キチン／キトサンを含んだマイクロニードル１２１は、生体から引き抜く際に折
れ難い。
【００２６】
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　また、マイクロニードル１２１は、生体適合性及び生分解性材料からなる。そして、上
記表１に示すように、キチン／キトサンは、生体内で速やかに分解する。それゆえ、折れ
たマイクロニードル１２１が生体内に残留した場合、このマイクロニードル１２１が、マ
イクロニードルパッチ１を押し当てることによって生体表面に生じた傷の治癒を妨げるこ
とはない。
【００２７】
　しかも、キチン及び／又はキトサンは止血効果及び殺菌効果を有している。従って、マ
イクロニードル１２１は、マイクロニードルパッチ１を押し当てることによって生体表面
に生じた傷口を速やかに塞いで生体内へのウイルスの侵入を防止するとともに、生体内で
のウイルスの増殖を抑制する。即ち、生体内に残留したマイクロニードル１２１は、マイ
クロニードルパッチ１を押し当てることによって生体表面に生じた傷の治癒を促進する。
【００２８】
　上述した供給物質としては、例えば、生体の構成要素に作用する生物活性物質、生体の
構成要素に作用しない生物不活性物質、又はそれらの混合物を使用することができる。生
物活性物質としては、例えば、薬物のように生体に投与したときに生体に生理的変化を生
じさせ得る１つ以上の物質を使用することができる。この薬物としては、例えば、インス
リン、ケタミン、ニトログリセリン、硝酸イソソルビト、エストラジオールツロプテロー
ル、ニコチンスコラポン又は塩酸クロニジンを使用することができる。生物不活性物質と
しては、例えば、色素及び保湿剤などの化粧品に使用されている１つ以上の物質を使用す
ることができる。
【００２９】
　生体適合性及び生分解性材料は、キチン及び／又はキトサンに加え、他の物質を更に含
むことができる。生体適合性及び生分解性材料が含み得る他の物質としては、例えば、上
述した生物活性物質、生物不活性物質、又はそれらの１つ以上を含んだ混合物を使用する
ことができる。
【００３０】
　生体適合性及び生分解性材料におけるキチン含量及びキトサン含量の和は、例えば、５
０質量％以上とする。キチン含量及びキトサン含量の和が小さい場合、マイクロニードル
１２１のヤング率及び／又は引張強度が不十分となる可能性がある。
【００３１】
　ＸＹ平面に垂直な平面へのマイクロニードル１２１の射影において、第１端部１２１ａ
の先端が為す角度の最小値は、例えば約９°乃至約５３°の範囲内にあり、典型的には約
１５°乃至約２０°の範囲内にある。この角度が小さいと、マイクロニードルアレイ１２
又はマイクロニードルパッチ１の搬送時及びマイクロニードルパッチ１の生体への適用時
に、マイクロニードル１２１の破損を生じ易い。この角度が大きいと、この角度が小さい
場合と比較して、マイクロニードル１２１の生体表面への突き刺しにより大きな圧力が必
要となる。即ち、先の角度が大きい場合、マイクロニードル１２１の生体表面への円滑な
突き刺し難しくなる。
【００３２】
　マイクロニードル１２１のＺ方向の寸法は、例えば、約２０μｍ乃至約１．４ｍｍの範
囲内にある。この寸法は、例えば、以下に説明するように、マイクロニードルパッチ１の
用途に応じて決定することができる。
【００３３】
　ヒトの皮膚は、表皮、真皮及び皮下組織の３層構造を有している。表皮の厚さは、約０
．０７ｍｍ乃至約０．２ｍｍの範囲内にある。角質層の厚さは、約０．０２ｍｍである。
表皮と真皮とからなる皮膚の厚さは、約１．５ｍｍ乃至約４ｍｍの範囲内にある。
【００３４】
　生物活性物質などの供給物質は、真皮に到達しない限り、体内に十分に浸透しない。従
って、このような用途を考えた場合には、マイクロニードル１２１のＺ方向の寸法は、例
えば約０．０２ｍｍ以上とし、典型的には約０．２ｍｍ以上とする。マイクロニードル１



(7) JP WO2008/020632 A1 2008.2.21

10

20

30

40

50

２１を表皮に確実に貫通させるためには、マイクロニードル１２１のＺ方向の寸法は、例
えば約０．３ｍｍ以上とする。そして、マイクロニードル１２１を皮膚に確実に貫通させ
るためには、マイクロニードル１２１のＺ方向の寸法は、例えば約４ｍｍ以上とする。
【００３５】
　マイクロニードル１２１のＸＹ平面に平行な最大寸法は、例えば、約３００μｍ以下で
ある。この寸法は、例えば、マイクロニードル１２１が生体に与える痛みを考慮して決定
することができる。
【００３６】
　太さが０．２ｍｍの注射針は、痛みを感じさせない針として市販されている。ヒトに痛
みを感じさせないためには、マイクロニードル１２１のＸＹ平面に平行な最大寸法は、例
えば約０．１５ｍｍ以下とし、典型的には約０．０５ｍｍ乃至約０．０７ｍｍの範囲内と
する。
【００３７】
　これらマイクロニードル１２１には、様々な変形が可能である。　
　図４に示すマイクロニードル１２１において、第１端部１２１ａは、略四角錐形状を有
している。第１端部１２１ａは、他の形状を有していてもよい。例えば、第１端部１２１
ａは、円柱（circular cylinder）、楕円柱（elliptic cylinder）及び角柱（prism）な
どの柱体（cylinder）であってもよい。柱体は、直柱体（right cylindrical body）であ
ってもよく、斜柱体（oblique cylindrical body）であってもよく、斜切柱体（truncate
d cylindrical body）であってもよい。但し、第１端部１２１ａには、典型的には、その
第２端部１２１ｂ側の一端から他端へ向けて先細りした構造を採用する。この場合、第１
端部１２１ａは、例えば、円錐（circular cone）、楕円錐（elliptic cone）及び角錐（
pyramid）などの錐体（cone）であってもよい。錐体は、直錐体（right cone）であって
もよく、斜錐体（oblique cone）であってもよく、直錐台（right truncated cone）であ
ってもよく、斜錐台（oblique truncated cone）であってもよい。
【００３８】
　図４に示すマイクロニードル１２１において、第２端部１２１ｂは、略四角錐台形状を
有している。第２端部１２１ｂは、他の形状を有していてもよい。例えば、第２端部１２
１ｂは、円柱、楕円柱及び角柱などの柱体であってもよい。或いは、第２端部１２１ｂは
、その第１端部１２１ａ側の一端から他端へ向けて先細りしていてもよい。この場合、第
２端部１２１ｂは、例えば、円錐台（circular truncated cone）、楕円錐台（elliptic 
truncated cone）及び角錐台（truncated pyramid）などの錐台（truncated cone）であ
ってもよい。錐台は、直錐台であってもよく、斜錐台であってもよい。但し、第２端部１
２１ｂには、典型的には、その支持層１１側の一端から他端へ向けて先細りした構造を採
用する。この場合、第２端部１２１ｂは、例えば、円錐台、楕円錐台及び角錐台などの錐
台であってもよい。錐台は、直錐台であってもよく、斜錐台であってもよい。
【００３９】
　図４に示すマイクロニードル１２１において、マイクロニードル１２１は、底面がＸ方
向及びＹ方向に平行な略四角錐形状を有している。マイクロニードル１２１は、他の形状
を有していてもよい。マイクロニードル１２１は、例えば、第１端部１２１ａについて例
示した形状と第２端部１２１ｂについて例示した形状との組み合わせにより得られるどの
ような形状を有していてもよい。但し、マイクロニードル１２１には、典型的には、支持
層１１側の一端から他端へ向けて先細りした構造を採用する。この場合、マイクロニード
ル１２１は、例えば、円錐、楕円錐及び角錐などの錐体であってもよい。錐体は、直錐体
であってもよく、斜錐体であってもよく、直錐台であってもよく、斜錐台であってもよい
。或いは、マイクロニードル１２１は、錐体形状の第１端部１２１ａと柱体形状の第２端
部１２１ｂとが組み合わされた形状を有していてもよい。
【００４０】
　マイクロニードル１２１の少なくとも１つは、その長さ方向と平行な対称軸を有してい
てもよい。このようなマイクロニードル１２１は、マイクロニードルパッチ１を生体表面
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に押し当てたときに折れ難い。
【００４１】
　マイクロニードル１２１の少なくとも１つは、非対称形であってもよい。例えば、マイ
クロニードル１２１の少なくとも１つは、その長さ方向と平行な対称軸を有していなくて
もよい。この場合、マイクロニードル１２１がＺ方向と平行な対称軸を有している場合と
比較して、Ｚ方向と交差する或る方向に力を加えたときにマイクロニードル１２１が折れ
易い。
【００４２】
　図５乃至図１３は、マイクロニードルの変形例を概略的に示す斜視図である。　
　図５に示すマイクロニードル１２１は、支持層１１側の一端から他端へ向けて先細りし
た構造を有している。第１端部１２１ａは四角錐形状を有している。第２端部１２１ｂは
、四角錐台形状を有している。そして、第１端部１２１ａの側面がＺ方向に対して為す角
度は、第２端部１２１ｂの側面がＺ方向に対して為す角度よりも小さい。
【００４３】
　このように、第１端部１２１ａと第２端部１２１ｂとは、側面の傾斜角が異なっていて
もよい。第１端部１２１ａの側面がＺ方向に対して為す角度が、第２端部１２１ｂの側面
がＺ方向に対して為す角度よりも小さい構造を採用すると、生体表面に突き刺し易く、第
２端部１２１ｂの位置で折れ難いマイクロニードルが得られる。第１端部１２１ａの側面
がＺ方向に対して為す角度が、第２端部１２１ｂの側面がＺ方向に対して為す角度よりも
大きい構造を採用すると、全長に亘って折れ難いマイクロニードルが得られる。
【００４４】
　また、図５に示すマイクロニードル１２１は、第１端部１２１ａと第２端部１２１ｂと
の間に、中間部１２１ｃを更に含んでいる。この中間部１２１ｃは、四角錐台形状を有し
ている。そして、中間部１２１ｃの側面がＺ方向に対して為す角度は、第１端部１２１ａ
の側面がＺ方向に対して為す角度と比較してより大きく、第２端部１２１ｂの側面がＺ方
向に対して為す角度と比較してより小さい。
【００４５】
　このように、マイクロニードル１２１は、第１端部１２１ａ及び第２端部１２１ｂとは
側面の傾斜角が異なる錐台又は柱体形状の中間部１２１ｃを更に含んでいてもよい。中間
部１２１ｃの側面の傾斜角が、第１端部１２１ａの側面の傾斜角と、第２端部１２１ｂの
側面の傾斜角との間にある場合、マイクロニードル１２１の物理的性質をＺ方向について
なだらかに変化させることができる。図５に示す構造を採用すると、第２端部１２１ｂ及
びその近傍の強度を高くすることができる。従って、マイクロニードル１２１が第２端部
１２１ｂ又はその近傍で折れるのを抑制できる。
【００４６】
　Ｚ方向に対する中間部１２１ｃの側面の傾きは、第１端部１２１ａの側面の傾き及び第
２端部１２１ｂの側面の傾きと比較してより小さくてもよい。例えば、第１端部１２１ａ
が錐体又は錐台であり、第２端部１２１ｂが錐台であり、中間部１２１ｃが柱体であって
もよい。この構造は、マイクロニードル１２１が第２端部１２１ｂの位置で折れるのを抑
制するのに有利であり、加えて、マイクロニードル１２１の先端を生体表面からの距離が
遠い位置まで到達させる必要がある場合に有用である。
【００４７】
　図６に示すマイクロニードル１２１は、支持層１１側の一端から他端へ向けて先細りし
た構造を有している。第１端部１２１ａは四角錐形状を有している。第２端部１２１ｂは
、四角柱形状を有している。このように、第１端部１２１ｂが柱体形状を有しているマイ
クロニードル１２１は、その先端を生体表面からの距離が遠い位置まで到達させる必要が
ある場合に有用である。
【００４８】
　図７に示すマイクロニードル１２１では、第１端部１２１ａは、第２端部１２１ｂ側の
一端から他端へ向けて先細りした構造を有している。第２端部１２１ｂは、第１端部１２
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１ａ側の一端から他端へ向けて先細りした構造を有している。具体的には、第１端部１２
１ａは、斜四角錐形状を有している。第２端部１２１ｂは、四角錐台形状を有している。
【００４９】
　このような構造を採用した場合、例えば、図４に示す構造を採用した場合と比較して、
突き刺したマイクロニードル１２１を生体から抜け難くすることができる。加えて、この
ような構造を採用した場合、例えば、図４に示す構造を採用した場合と比較して、マイク
ロニードル１２１を生体に突き刺した状態で折り易くすることができる。従って、この構
造は、マイクロニードル１２１を生体内に残留させる場合に適している。マイクロニード
ル１２１が薬物を含んでいる場合には、マイクロニードル１２１を生体内に残留させるこ
とにより、その薬効を長期に亘って持続させることができる。
【００５０】
　図８に示すマイクロニードル１２１は、支持層１１側の一端から他端へ向けて先細りし
た構造を有している。第１端部１２１ａは斜切円柱形状を有している。第２端部１２１ｂ
は、円柱形状を有している。このように、第１端部１２１ａが斜切柱体である場合、鋭い
先端を形成することが比較的容易である。
【００５１】
　図９及び図１０に示すマイクロニードル１２１は、支持層１１側の一端から他端へ向け
て先細りし、長さ方向に延びた貫通孔が設けられた構造を有している。これらマイクロニ
ードル１２１では、第１端部１２１ａは、その高さ方向に延びた貫通孔が設けられた四角
錐台形状を有している。図９に示すマイクロニードル１２１では、第２端部１２１ｂは、
その高さ方向に延びた貫通孔が設けられた四角錐台形状を有している。図１０に示すマイ
クロニードル１２１では、第２端部１２１ｂは、その高さ方向に延びた貫通孔が設けられ
た四角柱形状を有している。
【００５２】
　図１１及び図１２に示すマイクロニードル１２１は、支持層１１側の一端から他端へ向
けて先細りし、長さ方向に延びた貫通孔が設けられた構造を有している。図１１に示すマ
イクロニードル１２１では、第１端部１２１ａは、その高さ方向に延びた貫通孔が設けら
れた斜切四角柱形状を有しており、第２端部１２１ｂは、その高さ方向に延びた貫通孔が
設けられた直四角柱形状を有している。図１２に示すマイクロニードル１２１では、第１
端部１２１ａは、その高さ方向に延びた貫通孔が設けられた斜切円柱形状を有しており、
第２端部１２１ｂは、その高さ方向に延びた貫通孔が設けられた直円柱形状を有している
。
【００５３】
　図１３に示すマイクロニードル１２１は、支持層１１側の一端から他端へ向けて先細り
し、長さ方向に延びた貫通孔が設けられた構造を有している。第１端部１２１ａは、その
高さ方向に延びた貫通孔が設けられた三角錐形状を有している。第２端部１２１ｂは、そ
の高さ方向に延びた貫通孔が設けられた三角錐台形状を有している。図１３に示すマイク
ロニードル１２１において、貫通孔の一方の開口は三角錐の底面内に位置し、他方の開口
は、三角錐の頂点の位置ではなく、三角錐の側面内に位置している。
【００５４】
　図９乃至図１３に示すようにマイクロニードル１２１に貫通孔を設けた場合、この貫通
孔に、例えば、生体活性物質などの供給物質を充填することができる。従って、この場合
、貫通孔を設けない場合と比較して、より多量の供給物質を生体内に供給することができ
る。
【００５５】
　なお、マイクロニードル１２１には、貫通孔を設ける代わりに、凹部を設けてもよい。
この凹部には、例えば、生体活性物質などの供給物質を充填することができる。従って、
この場合も、貫通孔を設けない場合と比較して、より多量の供給物質を生体内に供給する
ことができる。
【００５６】
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　マイクロニードル１２１に設けた貫通孔は、生体内から生体外又は生体外から生体内へ
の物質移動の経路として利用することも可能である。例えば、血液採取又は瀉血を行う場
合には、この貫通孔を、生体内から生体外への血液移動の経路として利用することができ
る。或いは、この貫通孔を介して、生体外から生体内へと液状の物質を移送することがで
きる。このような目的で貫通孔を利用する場合、支持層１１に、貫通孔とマイクロニード
ルパッチ１の外部とを連絡する流路を設けてもよい。
【００５７】
　このマイクロニードルパッチ１は、例えば、以下の方法により製造することができる。
【００５８】
　図１４は、マイクロニードルパッチの製造方法の一例を示すフローチャートである。　
　この方法では、まず、複数の凸部が設けられた原版を作製する。これら凸部は、マイク
ロニードル１２１とほぼ等しい形状に形成すると共に、マイクロニードル１２１に対応し
て配置する。
【００５９】
　次に、この原版を用いて、その凸パターンに対応した凹パターンを有する版を作製する
。続いて、この版を用いて、その凹パターンに対応した凸パターンを有する複製版を作製
する。
【００６０】
　次いで、この複製版をマイクロニードル１２１の原料からなるフィルム又はシートの裏
面に押し当て、更に、このフィルム又はシートを加熱する。これにより、このフィルム又
はシートの表面に、先の凸パターンを生じさせる。フィルム又はシートは、十分に冷えた
後に複製版から剥離する。
【００６１】
　次に、成形したフィルム又はシートを適当な寸法に裁断する。これにより、マイクロニ
ードルパッチ１を得る。なお、通常は、１枚のフィルム又はシートから多数のマイクロニ
ードルパッチ１を製造する。
【００６２】
　その後、これらマイクロニードルパッチ１の検査を行う。以上のようにして、マイクロ
ニードルパッチ１の製造を終了する。
【００６３】
　この方法では、フィルム又はシートへのパターン形成に使用する版として、凸パターン
を有する版を用いている。その代わりに、フィルム又はシートへのパターン形成に使用す
る版として、凹パターンを有する版を用いてもよく、凸パターンを有する版と凹パターン
を有する版との双方を用いてもよい。
【００６４】
　マイクロニードル１２１の表面に供給物質を支持させる場合、例えば、先の製造プロセ
スは、供給物質を含んだ流体をマイクロニードルアレイ１２に向けて噴霧する工程を更に
含んでいてもよい。また、支持層１１に多層構造を採用する場合、先の製造プロセスは、
フィルム又はシートに凸パターンを転写する工程の後に、フィルム又はシートに他の層を
貼り付ける工程、及び／又は、フィルム又はシート上に他の層を形成する工程を更に含ん
でいてもよい。
【００６５】
　この方法で使用するフィルム又はシートは、例えば、以下の方法により製造することが
できる。まず、カルシウム化合物のメタノール溶液にキチンを溶解させる。次に、この溶
液に、大量の水を添加して、キチンを沈殿させる。次いで、この沈殿物から透析によって
カルシウムを除去する。これにより、キチン含量が４乃至５％程度の白色ゲルを得る。そ
の後、このゲルを蒸留水と混合して懸濁液を調製し、この懸濁液を用いて紙漉を行う。更
に、層状の生成物をプレス及び乾燥することにより、キチン含量が１００％のフィルム又
はシートを得る。
【００６６】
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　このマイクロニードルパッチ１は、他の方法で製造することも可能である。例えば、フ
ォトリソグラフィを利用してマイクロニードルアレイ１２を形成してもよい。この場合、
例えば、マイクロニードル１２１に対応して遮光部が島状に設けられたフォトマスクを使
用することができる。
【００６７】
　次に、本発明の例を説明する。　
　（例１）
　図１５乃至図２０は、例１においてマイクロニードルに採用した構造を概略的に示す断
面図である。図１５乃至図２０に示すマイクロニードル１２１の各々は、一端から他端へ
向けて先細りした形状を有しており、Ｚ方向に垂直な全ての断面が円形である。図１５乃
至図１７に示すマイクロニードル１２１の各々は、Ｚ方向に平行な対称軸を有している。
他方、図１８乃至図２０に示すマイクロニードル１２１の各々は、Ｚ方向に平行な対称軸
を有していない。
【００６８】
　本例では、各々が図１に示す構造を有しており且つマイクロニードル１２１の構造が互
いに異なる複数のマイクロニードルパッチ１を、図１４を参照しながら説明した方法によ
り製造した。具体的には、マイクロニードルパッチ１の材料として、キチン／キトサンと
インスリンとの混合物を使用した。この混合物におけるキチン含量とキトサン含量との和
は７０質量％とし、インスリン含量は３０質量％とした。これらマイクロニードルパッチ
１において、マイクロニードル１２１には図１５乃至図２０に示す構造を採用した。各マ
イクロニードルパッチ１において、第１端部１２１ａの先端が為す角度の最小値は２０°
に設定した。
【００６９】
　また、キチン／キトサンとインスリンとの混合物の代わりに、マルトースとインスリン
との混合物を使用したこと以外は上記と同様のマイクロニードルパッチを製造した。
【００７０】
　次に、これらマイクロニードルパッチの各々について、引張圧縮試験機ＴＥＮＳＩＬＯ
Ｎ（登録商標）を用いてマイクロニードルの性能を調べた。具体的には、ラットの皮膚を
間に挟んでシリコーンゴム層とマイクロニードルパッチとを重ね合わせ、この積層体を引
張圧縮試験機に搭載した。ラットの皮膚は、日本チャールズリバー社から購入した。
【００７１】
　試験結果を、以下の表２に纏める。なお、表２において、「穿刺」は、ラットの皮膚に
突き刺すことができたマイクロニードルの割合を示している。「折れ」は、折れたマイク
ロニードルの割合を示している。「強度」は、キチン／キトサンを使用し且つ図１５の構
造を採用した場合の強度を１００とした強度の相対値を示している。
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【表２】

【００７２】
　表２から分かるように、キチン／キトサンは、マルトースと比較して、より優れた性能
を達成した。
【００７３】
　図１５の構造を採用したパッチは、図１８の構造を採用したパッチと比較して、穿刺、
折れ及び強度の全ての性能に優れていた。この結果から、長さ方向と平行な対称軸を有し
ているマイクロニードルは、そのような対称軸を有していないマイクロニードルと比較し
て、穿刺、折れ及び強度の全てに優れた性能を達成し得ることが分かる。
【００７４】
　また、マルトースを使用した場合には、マイクロニードルの構造を図１５の構造から図
１６の構造へと変更することにより、穿刺、折れ及び強度は、それぞれ１０％、１０％及
び５％向上した。これに対し、キチン／キトサンを使用した場合には、マイクロニードル
の構造を図１５の構造から図１６の構造へと変更することにより、穿刺、折れ及び強度は
、それぞれ４０％、２０％及び５０％向上した。この結果から分かるように、キチン／キ
トサンと図１６の構造との組み合わせは相乗効果を奏する。また、このキチン／キトサン
とマイクロニードルの構造とが奏する相乗効果は、マイクロニードルの構造を図１５の構
造から図１９の構造へと変更した場合にも確認することができる。以上から、キチン／キ
トサンを使用した場合には、マイクロニードルは錐体であることが有利であることが分か
る。
【００７５】
　（例２）
　図２１及び図２２は、例２においてマイクロニードルに採用した構造を概略的に示す断
面図である。図２１及び図２２に示すマイクロニードル１２１の各々は、一端から他端へ
向けて先細りした形状を有しており、Ｚ方向に垂直な全ての断面が円形である。これらマ
イクロニードル１２１の各々には、Ｚ方向に平行な方向に延びた貫通孔が設けられている
。図２１に示すマイクロニードル１２１は、Ｚ方向に平行な対称軸を有している。他方、
図２２に示すマイクロニードル１２１は、Ｚ方向に平行な対称軸を有していない。
【００７６】
　本例では、マイクロニードルに図２１及び図２２の構造を採用したこと以外は、例１と
同様の方法により、キチン／キトサンとインスリンとの混合物からなるマイクロニードル
パッチを製造した。これらマイクロニードルパッチについて、例１で説明したのと同様の
試験を行った。その結果、マイクロニードルに図２１の構造を採用した場合には、例１に
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おいてキチン／キトサンを使用し且つ図１７の構造を採用した場合と類似の性能を達成す
ることができた。また、マイクロニードルに図２２の構造を採用した場合には、例１にお
いてキチン／キトサンを使用し且つ図１９の構造を採用した場合と類似の性能を達成する
ことができた。
【００７７】
　（例３）
　本例では、例１で説明したのと同様の方法により、インスリン含量が異なる複数のマイ
クロニードルパッチを製造した。そして、これらマイクロニードルパッチの各々について
、マイクロニードルの強度を例１で説明したのと同様の方法により調べた。その結果を図
２３に示す。
【００７８】
　図２３は、インスリン含量とマイクロニードルの強度との関係の例を示すグラフである
。図中、横軸はインスリン含量を示し、縦軸はマイクロニードルの強度を示している。
【００７９】
　図２３に示すように、キチン／キトサンを使用し且つインスリン含量が約５０％以下の
場合、１３５％以上の強度を達成できた。そして、この場合、マルトースを使用した場合
と比較して著しく高い性能を達成でき、相乗効果を奏することを確認できた。
【００８０】
　また、インスリンの代わりに麻酔薬であるケタミンを使用して、同様の試験を行った。
その結果、キチン／キトサンを使用し且つケタミン含量が３０％以下である場合、１４０
％以上の強度を達成することができた。そして、キチン／キトサンを使用し且つインスリ
ンの代わりにワクチンを使用した場合にも、同様の結果を得ることができた。
【００８１】
　更なる利益及び変形は、当業者には容易である。それゆえ、本発明は、そのより広い側
面において、ここに記載された特定の記載や代表的な態様に限定されるべきではない。従
って、添付の請求の範囲及びその等価物によって規定される本発明の包括的概念の真意又
は範囲から逸脱しない範囲内で、様々な変形が可能である。
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