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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　８５～９９.８wt.%の沸点９５℃以上１７０℃未満のメチルシロキサン溶剤と、
　０．１～５wt.%の沸点１７０℃以上の、油相溶性でかつ粘着剤溶解性の油剤と、
　０．１～１０wt.%の非イオン性界面活性剤とを含む、皮膚粘着剤用剥離剤組成物であっ
て、
　前記メチルシロキサン溶剤は、ヘキサメチルジシロキサン（ＨＭＤＳ）、オクタメチル
トリシロキサン（ＯＭＴＳ）、ヘキサメチルシクロトリシロキサン（ＨＭＣＴＳ）からな
る群より選ばれる少なくとも一以上の溶剤であり、
　前記油相溶性でかつ粘着剤溶解性の油剤は、脂肪酸トリグリセリドを含む、
皮膚粘着剤用剥離剤組成物。
【請求項２】
　前記脂肪酸トリグリセリドは、トリカプリル酸グリセリンエステル（トリカプリリン）
である、請求項１記載の剥離剤組成物。
【請求項３】
　前記メチルシロキサン溶剤は、ヘキサメチルジシロキサン（ＨＭＤＳ）である、請求項
１又は２に記載の剥離剤組成物。
【請求項４】
　前記非イオン性界面活性剤は、ソルビタンエステル及びポリオキシエチレンソルビタン
エステルからなる群より選ばれる、請求項１記載の剥離剤組成物。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は皮膚粘着剤用剥離剤組成物に関する。本発明は、より詳細には、サージカルテ
ープ、ドレッシングフィルムや、それらを利用した生体電極、対極板、その他の医療用セ
ンサー類の様な医療機器用の剥離剤及び該剥離剤を含む製品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　サージカルテープやドレッシングフィルムなどの皮膚用粘着剤塗布物品は、皮膚に貼り
付けて使用している間には接着力が十分強いことが望まれる。しかし、強い接着力を持つ
サージカルテープなどは剥離時に皮膚を損傷させ又は皮膚に刺激を与えるなどの問題があ
った。そのため、使用時には十分な接着力を有するが、使用後の剥離時には皮膚損傷や刺
激なしに、皮膚から容易に剥離できることが望まれている。粘着剤塗布物品の剥離の際に
接着力を低減させることができる剥離剤は知られており、現在幾つかの剥離剤が医療用途
に提案されている。
【０００３】
　特許文献１（特開昭５６－３８３７０号公報）は、揮発性メチルシロキサン溶剤類を皮
膚上の粘着剤に対して塗布し、粘着剤を皮膚から除去する方法を開示している。揮発性メ
チルシロキサンとしては、ヘキサメチルジシロキサン（ＨＭＤＳ）などが挙げられている
。しかしながら、ヘキサメチルジシロキサン（ＨＭＤＳ）のような低分子量メチルシロキ
サンは、非常に揮発性が高いため、 サージカルテープ等の粘着剤塗布物品が完全に剥離
される前に、素早く蒸発し、乾燥してしまうため、剥離中に剥離強度（剥離するために必
要な力）が増加し、それにより糊残りや皮膚損傷が生じる場合がある。揮発性メチルシロ
キサンの剥離効果はサージカルテープやドレッシングフィルムに利用されている粘着剤の
種類に依存し、アクリル系粘着剤には剥離効果は十分でない。
【０００４】
　特許文献２（特許第３５１０９１０号公報）は、エタノールやイソプロピルアルコール
などの沸点90℃以下のアルコール類、アセトンなどの有機溶剤と、ＲＣＯＯＲ’（式中、
Ｒ及びＲ’は少なくとも一方が炭素数１１～１６であり、両アルキル基の合計炭素数は２
４以下である）の脂肪酸エステルを含む粘着テープ剥離剤組成物を記載している。脂肪酸
エステルは皮膚の乾燥を防ぎ、湿潤状態を維持するとしている。しかし、エタノールやイ
ソプロピルアルコールなどのアルコール類、アセトンは損傷皮膚を刺激する。通常、サー
ジカルテープやドレッシングフィルムは傷、創や皮膚炎のような損傷された皮膚または粘
膜の周辺に貼り付けられる。そのため、この種の剥離剤組成物を剥離剤として使用するこ
とは望ましくない。
【０００５】
　また、オレンジオイルの主成分であるＤ－リモネン(１－メチル－４－イソプロペニル
－１－シクロヘキセン)、鉱物油、その他の添加剤を使った剥離剤ナプキンが数社から供
給されている。Ｄ－リモネン(１－メチル－４－イソプロペニル－１－シクロヘキセン)は
粘着剤自体を強力に溶解させる。そのため、この種の製品は人工肛門用品の転写接着剤に
適している。しかし、サージカルテープなどの基材フィルム上に粘着剤を塗布した物品の
場合には、粘着剤層が溶解して基材フィルムから剥離し、皮膚に完全に転写され、そして
、転写された粘着剤が作業者の指に強力に付着しやすい。また、多量のＤ－リモネンの匂
いは非常に強い。これらの問題のために、作業者である患者、医者、看護師、介護者等が
この種の剥離剤製品を扱うのは快適でなくかつ容易でない。
【０００６】
【特許文献１】特開昭５６－３８３７０号公報
【特許文献２】特許第３５１０９１０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００７】
　上述のとおり、皮膚に接着されたサージカルテープやドレッシングフィルムなどの皮膚
用粘着剤塗布物品を皮膚損傷や刺激なしに低剥離力で剥離させることができる剥離剤組成
物を提供することが望まれている。
　また、粘着剤塗布物品の粘着剤層自体を過度に溶解させずに、また、皮膚に粘着剤を残
留させずに、サージカルテープやドレッシングフィルムを容易に剥離することができる剥
離剤組成物を提供することが望まれている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の1つの態様によると、８５～９９.８wt.%の沸点９５℃以上１７０℃未満のメチ
ルシロキサン溶剤、０．１～５wt.%の沸点１７０℃以上の油相溶性でかつ粘着剤溶解性の
油剤及び０．１～１０wt.%の非イオン性界面活性剤を含む、皮膚粘着剤用剥離剤組成物が
提供される。
　なお、本明細書中において、沸点が１７０℃未満のメチルシロキサン溶剤を「揮発性メ
チルシロキサン溶剤」、沸点が１７０℃以上の油剤を「難揮発性油剤」又は「不揮発性油
剤」などと呼ぶ。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の剥離剤組成物は、スプレーまたはナプキン等に含ませて拭き取る場合に、損傷
皮膚に刺激が少なく、剥離力が強すぎず、再接着しにくく、低臭気である等の利点を有す
る。
　また、本発明の剥離剤組成物は、粘着剤に対する適度な溶解力を有するので、皮膚上へ
の糊残りを起こさずに、サージカルテープやドレッシングフィルム自体を剥離させること
ができる。
　本発明の剥離剤組成物は、アクリル系粘着剤、合成ゴムをベースとする粘着剤、その他
の粘着剤のような多くの種類の粘着剤に対して、選択性なしに十分な剥離効果を発揮する
ことができる。
　したがって、本発明の剥離剤組成物を含む製品は、サージカルテープやドレッシングフ
ィルムだけでなく、人工肛門用品の転写接着剤、生体電極、対極板といった医療部材、粘
着剤を使ったその他の医療物品に対しても幅広く利用できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明の剥離剤組成物は、沸点９５℃以上１７０℃以下の揮発性メチルシロキサン溶剤
と、沸点１７０℃以上の難揮発性の油相溶性でかつ粘着剤溶解性の油剤と、非イオン性界
面活性剤を含む。本発明の剥離剤組成物の主成分は、沸点９５℃以上１７０℃以下のメチ
ルシロキサン溶剤である。この種の溶剤は損傷皮膚に対して、刺激が無いため、剥離剤組
成物の主溶剤としては適切である。また、メチルシロキサン溶剤は、好ましくは、ヘキサ
メチルジシロキサン（ＨＭＤＳ）、オクタメチルトリシロキサン（ＯＭＴＳ）、ヘキサメ
チルシクロトリシロキサン（ＨＭＣＴＳ）及びそれらの混合物から選ばれ、ヘキサメチル
ジシロキサン（ＨＭＤＳ）は最も適切である。これらのメチルシロキサン溶剤は、例えば
日本の信越化学工業社、ダウコーニング社やその他のシリコーン製造会社から市販されて
いる。揮発性メチルシロキサン溶剤は本発明の剥離剤組成物の重量を基準として８５～９
９.８wt.%の量で含まれる。
【００１１】
　ヘキサメチルジシロキサン（ＨＭＤＳ）の様な低分子メチルシロキサンは、それを単独
で剥離剤として用いる場合、粘着剤を良く溶解するが、非常に揮発性が高いため、サージ
カルテープなどの粘着剤塗布物品が完全に剥離される前に、素早く乾燥して、粘着剤塗布
物品が再付着されてしまう。そのため、剥離作業中に剥離に必要な強度、すなわち剥離強
度が増加し、糊残りや皮膚損傷の問題があった。本発明では、沸点が１７０℃以上の難揮
発性の油相溶性でかつ粘着剤溶解性の油剤を少量で添加することで、剥離剤組成物の乾燥
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を抑制でき、剥離強度の途中増加、糊残りや皮膚損傷の問題が解消される。
【００１２】
　難揮発性の油相溶性でかつ粘着剤溶解性の油剤は揮発性メチルシロキサン溶剤を助ける
働きをし、それ自体が粘着剤を軟化、溶解させる。このような難揮発性油剤は、本発明の
剥離剤組成物の重量を基準として、０．１～５wt.%の量で含まれる。難揮発性油剤がこれ
より多すぎると、皮膚がベトベトになり、操作性が悪くなるため、上記の範囲の少量で添
加される。このような場合に、剥離剤組成物の主成分であるメチルシロキサン溶剤が揮発
した後でも、難揮発性油剤の薄層が粘着剤と皮膚界面に留まり、粘着剤の軟化状態を維持
させ、粘着剤の再接着を防止できる。
【００１３】
　油相溶性と粘着剤溶解性を持つ難揮発性の油剤としては、テルペン類、脂肪族化合物、
脂肪酸エステル、ある種の脂肪酸が利用できる。これらのうち、粘着剤を軟化、溶解させ
る効果が高いものとしてテルペン類、脂肪族化合物がある。テルペン類はオレンジオイル
やテレピン油などがあるが、皮膚刺激性などの安全性の点から最も適する難揮発性油剤の
テルペン類はオレンジオイルの主成分であるＤ－リモネンである。少量のＤ－リモネン(
１－メチル－４－イソプロペニル－１－シクロヘキセン)　をメチルシロキサン溶剤、特
にヘキサメチルジシロキサン（ＨＭＤＳ）に添加されることが好ましい。Ｄ－リモネンは
オレンジなどの柑橘類から抽出される天然洗浄剤である。Ｄ－リモネンは、例えば日本の
ヤスハラケミカル社やUSAのフロリダケミカル社から市販されている。Ｄ－リモネンは粘
着剤に対して強い溶解力と強い臭気を有する。このため、大量のＤ－リモネンをメチルシ
ロキサン溶剤に添加した場合、剥離剤組成物は、粘着剤自体を良く溶解するので、サージ
カルテープにおいて粘着剤層が基材フィルムから剥離して皮膚上に完全に転写され、皮膚
上に糊残りとして残ってしまう。剥離力を低下させるための十分であるが、粘着剤自体を
過度に溶解しない適切な添加範囲は、剥離剤組成物の重量を基準（１００wt.%）として０
．１wt.%～５wt.%であり、最も適切な範囲は１wt.% ～４．５wt. %である。５wt.%を超え
る添加は、糊残りや強い臭気といった幾つかの困難を作り出し、そのことは患者、医者、
看護師、介護者がこの種の製品を扱うには快適ではなくなってしまう。Ｄ－リモネンを難
揮発性油剤として用いる場合には、本発明の剥離剤組成物中において、Ｄ－リモネンは室
温では安定に溶解しているが、５０℃以上の温度ではメチルシロキサン溶剤から分離しや
すくなる傾向がある。
【００１４】
　油相溶性と粘着剤溶解性を持つ難揮発性の油剤の他の好ましい例として脂肪族化合物が
挙げられる。脂肪族化合物としては植物性脂肪の使用が好ましく、脂肪酸トリグリセリド
類から選択されるものが、粘着剤を軟化、溶解させる効果が高く、かつ、メチルシロキサ
ン溶剤に配合させた場合、５０℃においても安定に存在する。粘着剤を軟化、溶解させる
効果を持ち、生体に安全な脂肪酸トリグリセリド類として、例えば、日本の花王からココ
ナードの商標で販売されている、トリカプリリン（Tricaprylin） （トリカプリル酸グリ
セリンエステル）、トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリンエステル、トリ（カプリ
ル酸／カプリン酸／ラウリン酸）グリセリンエステル等がある。例えば、最も適する難揮
発性油剤のための脂肪酸トリグリセリドは日本の花王からココナード　RKの商標で販売さ
れているトリカプリリン（Tricaprylin）である。適切な添加範囲は０．１ wt.% ～５wt.
%で、最も適切な範囲は１wt.% ～４．５wt. %である。５wt.%を超える量での添加は、糊
残りや皮膚に強いベタツキを与えるといった幾つかの困難を作り出してしまう。これらの
素材は無臭であるため、患者、医者、看護師、介護者等の作業者は快適にこの種の製品を
扱うことができる。
【００１５】
　なお、オクタメチルシクロテトラシロキサン（ＯＭＣＴＳ）、デカメチルシクロペンタ
シロキサン（ＤＭＣＳ）の様な沸点１７０℃以上の難揮発性のメチルシロキサン類は、本
発明で用いる難揮発性の油相溶性でかつ粘着剤溶解性の油剤としては適切でない。という
のは、揮発性メチルシロキサン溶剤との相溶性はよいが、粘着剤溶解性が低く、剥離力は
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改善されず、特に、ある種のアクリル系粘着剤に対しては十分な性能が発揮されないから
である。
【００１６】
　本発明の剥離剤組成物は、メチルシロキサン溶剤及び油相溶性と粘着剤溶解性を持つ難
揮発性油剤の他に、非イオン性界面活性剤を、剥離剤組成物の重量を基準として０．１～
１０wt.%の量で含む。難揮発性油剤の添加により、ある粘着剤に対しては剥離の際の剥離
力が低下するが、その他の粘着剤に対しては、剥離力が剥離開始時は低いが、 完全に剥
がされる前に剥離力が上昇してしまう。したがって、難揮発性油剤の添加だけでは、メチ
ルシロキサン溶剤、特にヘキサメチルジシロキサン(ＨＭＤＳ)の乾燥を十分には抑制でき
ず、また再接着を防止できない。剥離剤組成物中に非イオン性界面活性剤を含ませること
により、剥離剤組成物の乾燥速度を遅延させ、再接着を防止することができる。このこと
は、理論に拘束されるつもりはないが、皮膚上にある粘着剤に対して、本発明の剥離剤組
成物を塗布すると、難揮発性油剤を含む剥離性バリアー層が粘着剤と皮膚の間に素早く形
成されるためであると考えられる。非イオン性界面活性剤の添加は、皮膚と粘着剤表面に
対する剥離剤組成物の濡れ性を改善させ、さらに、難揮発性油剤と界面活性剤からなる剥
離性バリアー層が粘着剤と皮膚の間に素早く形成させられるものと思われる。この剥離性
バリアー層は、メチルシロキサン溶剤、特に、ヘキサメチルジシロキサン(ＨＭＤＳ)の乾
燥速度を遅延させ、粘着剤と皮膚の再接着を阻害する。
【００１７】
　剥離剤組成物は皮膚に使用されるので、利用される界面活性剤は皮膚に対して安全であ
る必要がある。そのため、本発明の剥離剤組成物では非イオン性界面活性剤を使用する。
適切な非イオン性界面活性剤としては、ソルビタンエステル型界面活性剤（ICI社のSpan
　シリーズ）、ポリオキシエチレンソルビタンエステル型界面活性剤（ICI社のTween　シ
リーズ）、ポリエトキシレート化アルキルフェノール類（TritonX35、X102等）、ポリエ
チレングリコール脂肪酸モノエステル類（ポリエチレングリコール４００モノラウエート
、ポリエチレングリコール４００モノオレート等）が利用できる。界面活性剤の適切な添
加範囲は、０．１～１０wt.%である。生体適合性を考慮すると、添加量が少ないことが好
ましい。より好ましい範囲は０．５～２wt.%である。非イオン性界面活性剤のうち、親水
度が高いポリオキシエチレンソルビタンエステルを添加した場合、混合物は不透明な液体
となり、長期間の経過後には界面活性剤が分離してしまう傾向がある。そのため、使用前
には再度振る必要がある。難揮発性油剤とポリオキシエチレンソルビタンエステルの剥離
性バリアー層は、親水性表面への親和力が強いので、主に皮膚表面に形成され、皮膚表面
に容易に残る。
【００１８】
　非イオン性界面活性剤のうち疎水度が高いある種のソルビタンエステルを添加した場合
、混合物は透明溶液となり、長期間にわたって界面活性剤が分離することは無い。難揮発
性油剤とソルビタンエステルのバリアー層は、疎水性表面への親和力が強いので、主に粘
着剤表面に形成され、粘着剤表面に容易に残る。ソルビタンエステルの限定しない例とし
てUSA　ICI社から市販されているスパン（Span）20, スパン（Span）40, スパン（Span）
60, スパン（Span）65, スパン（Span） 80, スパン（Span）85がある。透明溶液が形成
される好ましい界面活性剤は、ソルビタンモノオレエート（スパン(Span)80）とソルビタ
ントリオレエート（スパン(Span)85）である。これらは日本では化粧品原料と食品添加物
として登録されているので、生体適合性があり、安全である。最も好ましい界面活性剤は
、ソルビタンモノオレエート（スパン(Span)80）である。スパン（Span）80 を利用した
剥離剤組成物は、多くの種類のサージカルテープに対して十分低い剥離力を有している。
【００１９】
　本発明の剥離剤組成物は液状であるため、専用容器に入れ、スプレーすることで、ある
いは滴下することで使用できる。例えばスプレーとしては、液化石油ガス（LPG）などの
噴射剤を使用したエアゾールスプレー缶や、ガスを使用しないハンドスプレーボトルなど
で適用することができる。また、滴下は、スクイズボトル、ハンドポンプ、ドロッパー容
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器を使用できる。また、液供給口にローラが付いたロールオン塗布容器や、液供給口に発
砲ラバーを付けた発泡ラバー塗布容器等よって、サージカルテープやドレッシングフィル
ムが貼られた患部に直接塗布してもよい。さらに、剥離剤組成物を浸透させたナプキンま
たはワイプによっても適用することができる。
　このように、製品としての形態としては、容器に該剥離組成物を入れた態様か、ナプキ
ン、またはワイプに剥離組成物を含浸させた態様かいずれをも採用することができるが、
コスト及び環境に対する影響の観点から、ガスを使用しない塗布容器等である。
【００２０】
　本発明の剥離剤組成物は、多くの種類のサージカルテープ類やドレッシングフィルム類
、さらに、ある種の粘着剤を使用した医療部材に対して適用することができる。本発明の
剥離剤組成物で剥離を行なうことができる粘着剤は、たとえば、アクリル系粘着剤、合成
ゴムをベースとする粘着剤、シリコーン粘着剤、その他の粘着剤のような多くの種類の粘
着剤であることができる。
　本発明は、別の態様によると、皮膚粘着剤の剥離方法を提供する。本発明は、例えば、
剥離剤組成物を、皮膚粘着剤に対して塗布し、次いで粘着剤を剥離することを含む、皮膚
粘着剤の皮膚からの剥離方法を提供する。かかる、塗布は、剥離剤組成物のスプレーもし
くは滴下、又は、剥離剤組成物が含浸されたナプキンもしくはワイプからの適用によるこ
とができる。
　不織布基材や多孔性基材を利用したサージカルテープ類では、剥離剤の浸透が容易で速
いため、剥離剤組成物を滴下、塗布または、スプレーすることで、容易に剥離できる。不
織布基材や多孔性基材を利用しないサージカルテープ類、ドレシングフィルムやその他の
医療物品に対しては、まず、皮膚上のサージカルテープ類やその他の製品の端部を引き剥
がすための処置を行うことが望ましい。端部の剥離の後に、サージカルテープ類やその他
の製品は、剥離された新しい端部に連続的に滴下または、スプレー等の塗布を続けること
で、剥離させることができる。この様な処置により、多くの種類のサージカルテープ類、
ドレッシングフィルム類、粘着剤を使用した医療物品は低い剥離力で、皮膚に刺激と損傷
なしに、極めて容易に剥離させることができる。
【実施例】
【００２１】
　以下の実施例及び比較例において、剥離剤組成物を幾つかの項目について評価した。
１．評価項目
１．１．臭気及び外観
　透明ボトルに入れた剥離剤組成物（液体）の分離の有無及び色を観察し、ボトルを開け
たときに感じる臭気を記録した。
１．２．皮膚の評価
　ポリエステル製スパンレース不織布と溶剤塗布により塗布されたアクリル系粘着剤から
なる1 inch（25.4ｍｍ）幅のサージカルテープであるメディポア（Medipore (商品名)（
住友３Ｍ社製））を被験者の前腕に貼り付け、該サージカルテープの周囲に試験対象とな
る剥離剤組成物をスプレーまたはワイプで塗布した。サージカルテープを３０秒以内に剥
離角１８０度、6 inch/min（2.54ｍｍ/sec）の剥離速度の条件で剥離試験機により剥離し
、皮膚細胞の脱離を評価した。なお、皮膚細胞の脱離は1wt.% ジェンティアンバイオレッ
ト（Gentian Violet）と 0.5wt.% ブリリアントグリーン（Brilliant Green）水溶液で、
剥離したサージカルテープの粘着剤表面に貼りついている脱離皮膚細胞を染色して、顕微
鏡で観察して評価した。さらに、紙ヤスリで擦って形成した損傷皮膚に対して剥離剤組成
物を接触させて、剥離剤組成物の損傷皮膚に対する刺激についても評価した。
【００２２】
１．３．剥離剤組成物の剥離性能
１．３．１．フェノール樹脂製試験板に対する剥離力及び糊残り
　サージカルテープを被着体に貼り付け、該テープを剥離する際の剥離剤組成物の性能を
調べた。まず、サージカルテープをフェノール樹脂製試験板に貼り付け、その後、３０秒
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以内に剥離を行なった。剥離は、剥離角１８０度、6 inch/min（2.54ｍｍ/sec）の剥離速
度の条件で剥離試験機により行なった。得られた剥離力を「フェノール板での初期剥離力
（剥離剤なし）」と呼ぶ。次に、サージカルテープをフェノール樹脂製試験板に貼り付け
、その後、３０秒以内に剥離を行なったが、剥離の前に、サージカルテープの周囲に試験
対象となる剥離剤組成物をスプレーまたはワイプで塗布した。得られた剥離力を「フェノ
ール板での初期剥離力（剥離剤あり）」と呼ぶ。また、剥離時に糊残りがあるか否かも観
察した。
　サージカルテープとしては、ポリエステル製スパンレース不織布と溶剤塗布により塗布
されたアクリル系粘着剤からなる1 inch（25.4ｍｍ）幅のサージカルテープであるメディ
ポア（Medipore (商品名)（住友３Ｍ社製））、及び、レーヨンとポリエステル繊維から
なる不織布基材と、ホットメルト塗布によるアクリル系粘着剤からなる1 inch（25.4ｍｍ
）幅のサージカルテープであるトランスポアホワイト（Transpore White (商品名)（住友
３Ｍ社製））を用いた。
　なお、皮膚への接着力は個人差、貼り付け部位の差、貼り付け時間の差等、誤差要因が
大きいため、客観的に効果の差を把握するために、標準板としてフェノール樹脂製試験板
を用いた初期剥離力で評価を行なっている。剥離剤組成物の効果は、皮膚に対する剥離力
だけでなく、フェノール樹脂製試験板での効果が確認されれば、剥離信頼性が高いものと
評価される。
【００２３】
１．３．２．皮膚に対する剥離力
　上述の「１．３．１．フェノール樹脂製試験板に対する剥離力」と同様に試験を行なっ
たが、フェノール樹脂製試験板の代わりに、人の前腕の皮膚を用いた。得られた剥離力を
、剥離剤組成物を用いない場合に「皮膚での初期剥離力（剥離剤なし）」、剥離剤組成物
を用いた場合に「皮膚での初期剥離力（剥離剤あり）」と呼ぶ。また、剥離時に糊残りが
あるか否かも観察した。
　また、サージカルテープを皮膚に貼り付けて、その後、２時間放置した後に、同様に剥
離力を測定した。得られた剥離力を、剥離剤組成物を用いない場合に「皮膚での２時間後
剥離力（剥離剤なし）」、剥離剤組成物を用いた場合に「皮膚での２時間後剥離力（剥離
剤あり）」と呼ぶ。また、剥離時に糊残りがあるか否かも観察した。
【００２４】
２．評価
　剥離力試験に望まれる性能は、接着中は皮膚に１００g/inch（39g/cm）以上でしっかり
接着でき、剥離処置後は、皮膚刺激、皮膚反応、皮膚損傷、糊残りを起こさずに、より低
い剥離力、好ましくは５０g/inch（20g/cm）以下で剥離できることである。
【００２５】
比較例Ａ～Ｃ
　比較例として、幾つかの剥離剤製品を評価した。アルコール類を使った剥離剤製品とし
て、エチルアルコールとイソプロピルアルコールを主成分としたリムーバースプレー（比
較例Ａ：商品Ａ）、イソプロピルアルコールに保湿剤、鉱物油等を添加した剥離ワイプ（
比較例Ｂ：商品Ｂ）、さらにＤ－リモネン、鉱物油及びその他の添加剤からなる剥離ワイ
プ（比較例Ｃ：商品Ｃ）を評価した。表１に評価結果を示す。
【００２６】
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【表１】

【００２７】
　エチルアルコールとイソプロピルアルコールを主成分としたリムーバースプレー（商品
Ａ）は、通常、スポーツテープに用いられる。剥離剤スプレーはトランスポアホワイト（
Transpore White） 以外に対して有効であった。2時間後は多くの糊残りを生じていた。
また、この剥離剤はアルコールを含んでいるので、損傷皮膚には刺激があることがあった
。
【００２８】
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　イソプロピルアルコールに保湿剤、鉱物油等を添加した剥離ワイプ(商品Ｂ)は、通常、
サージカルテープやドレシングフィルムに用いられる。剥離剤はイソパラフィン、プロピ
ルアルコール、ジプロピレングリコールメチルエーテル、アロエ抽出物と香料からなる混
合物である。この剥離液はメディポア（Medipore）に対して粘着剤を溶解させる強力な効
果を持っていた。そのため、不織布基材は粘着剤から剥離し、糊残りとして、ベタベタの
粘着剤が多量に皮膚に残ってしまった。皮膚上の糊残りはワイプで拭き取れるが、皮膚に
はタックがありオイル状となり、さらに強い臭気のため、処置は快適ではなかった。剥離
剤はイソプロピルアルコールを含んでいるため、損傷皮膚には少し刺激があった。また、
トランスポアホワイト（Transpore White） に対する剥離効果も十分でなかった。剥離処
置後の接着力は少し高く、初期において多くの糊残りを生じた。
【００２９】
　Ｄ－リモネン、鉱物油及びその他の添加剤を含む剥離ワイプ(商品Ｃ)はメディポア（Me
dipore）に対して粘着剤を溶解させる強力な効果を持っていた。そのため、不織布基材は
粘着剤から剥離し、糊残りとして、ベタベタの粘着剤が多量に皮膚に残ってしまった。皮
膚上の糊残りはワイプで拭き取れるが、皮膚にはタックがありオイル状となり、さらに強
い臭気のため、処置は快適ではなかった。損傷皮膚に対する刺激はないが、トランスポア
ホワイト（Transpore White） に対する剥離効果は十分でなかった。剥離処置後の接着力
は少し高かった。
【００３０】
　粘着剤が皮膚に転写されずに剥離された粘着剤表面に接触していた皮膚から脱離した少
しの皮膚細胞が全てのサージカルテープ片から観察された。
【００３１】
比較例Ｄ～Ｇ
　メチルシロキサン類及びそれらの混合物からなる剥離剤組成物を評価した。各種剥離剤
組成物はハンドスプレーによりサージカルテープの周囲に塗布した。評価は上述の評価手
順により行なった。表2に結果を示す。
【００３２】
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【表２】

【００３３】
　なお、表中、ＨＭＤＳはヘキサメチルジシロキサンであり、ＯＭＴＳはオクタメチルト
リシロキサンであり、ＤＭＣＳはデカメチルシクロペンタシロキサンである。配合比は重
量基準である。ＨＭＤＳ１００wt%の比較例Ｄは、メディポア（Medipore）には剥離効果
があったが、トランスポアホワイト（Transpore White）には剥離効果がなかった。ＨＭ
ＤＳの乾燥速度が速すぎて、ＨＭＤＳが乾燥する前に剥離することが出来ないためのよう
であった。皮膚と粘着剤層の再接着により、剥離力は上昇し、糊残りを生じてしまった。
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【００３４】
　ＨＭＤＳの速い乾燥を抑制するために、沸点が２１０℃のデカメチルシクロペンタシロ
キサン（ＤＭＣＳ）を５wt.%ＨＭＤＳに添加した比較例Ｅでは、かえって、ＤＭＣＳの添
加は性能を悪化させてしまった。ＤＭＣＳの添加は、乾燥速度を抑制しなかった。
【００３５】
　沸点が１５３℃のオクタメチルトリシロキサン（ＯＭＴＳ）１００wt.%の比較例Ｆは、
皮膚に対する剥離力は低く押さえられているが、トランスポアホワイト（Transpore Whit
e）に対するフェノール樹脂板からの剥離力は非常に高くなり、剥離力の安定性及び信頼
性に問題を生じた。比較例Ｆは、粘着剤に対する溶解効果が十分でないため、平板に密着
している場合、剥離剤の浸透が悪いため、増加してしまった。粘着剤に対する溶解効果を
改善するために、ヘキサメチルジシロキサン（ＨＭＤＳ）７．７５wt.%をオクタメチルト
リシロキサン（ＯＭＴＳ）に添加して比較例Ｇとしたが、改善は少なかった。
【００３６】
比較例Ｈ～Ｋ
　メチルシロキサン類だけでは、皮膚および標準フェノール樹脂板からの剥離力性能を満
足できないため、日本のヤスハラケミカル社のＤ－リモネンを特定量で難揮発性油剤とし
て、ヘキサメチルジシロキサン(ＨＭＤＳ)に添加し、比較例Ｈ～Ｊとした。また、Ｄ－リ
モネンと界面活性剤との混合物を比較例Ｋとした。各剥離剤をハンドスプレーにより、サ
ージカルテープ周辺に塗布した。評価は上記評価手順により行なった。表3に結果を示す
。
【００３７】
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【表３】

【００３８】
　Ｄ－リモネンの大量添加は粘着剤自体を溶解させるため、糊残りと指にベタベタの粘着
剤が付いてしまうなどの問題を生じた。Ｄ－リモネンの適切範囲は1から 5wt.%であった
。しかし、ヘキサメチルジシロキサン（ＨＭＤＳ）の乾燥速度は速すぎて、Ｄ－リモネン
はヘキサメチルジシロキサン（ＨＭＤＳ）の乾燥を抑制できなかった。10wt.%のツイーン
（Tween）80 (ポリオキシエチレンソルビタンモノオレエート) を添加したＤ－リモネン
はメディアポア（Medipore）の粘着剤層を完全に溶解させたが、トランスポアホワイト（
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Transpore White）の粘着剤層は溶解させなかった。
【００３９】
比較例１及び２
　十分な剥離剤の効果を得るために、剥離剤組成物である、メチルシロキサン溶剤、難揮
発性油剤及び非イオン性界面活性剤の混合物を製造した。難揮発性油剤としてＤ－リモネ
ン、非イオン性界面活性剤としてはポリオキシエチレンソルビタンエステル類であるツイ
ーン（Tween）８０を用いた。表4は幾つかの試作剥離液の配合と評価結果を示した。各剥
離剤はハンドスプレーによりサージカルテープ周辺に塗布した。評価手順は上述の比較例
と同様である。
【００４０】
【表４】

【００４１】
　ツイーン（Tween）80 (ポリオキシエチレンソルビタンモノオレエート)を添加した場合
、混合液は白色不透明液となった。しかし、各混合液は安定でなく、長期保存により、界
面活性剤が分離した。そのため、使用前には再度振り混ぜ、白色不透明液を得る必要があ
った。4.5wt.%のＤ－リモネンと0.5wt.% ツイーン（Tween）80 (ポリオキシエチレンソル
ビタンモノオレエート)のヘキサメチルジシロキサン(ＨＭＤＳ)への添加（比較例１）は
トランスポアホワイト（Transpore White）の剥離剤としても十分に効果的であった。シ
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ロキサン溶剤をヘキサメチルジシロキサン(ＨＭＤＳ)から オクタメチルトリシロキサン
（ＯＭＴＳ）に変更した例（比較例２）では粘着剤に対して十分な溶解効果が得られず、
剥離信頼性が悪化した。
【００４２】
比較例３～５
　安定で透明かつトランスポアホワイト（Transpore White）に対しても、さらに良い剥
離効果を得る剥離剤組成物を開発した。HLB (親水性－疎水性バランス)が小さいソルビタ
ンエステル型界面活性剤Span類をヘキサメチルジシロキサン（ＨＭＤＳ）及びＤ－リモネ
ンの混合物に添加した。ソルビタンエステル型界面活性剤としてスパン（Span）20 (ソル
ビタンモノラウレート), スパン（Span）60(ソルビタンモノステアレート), スパン（Spa
n）65 (ソルビタントリステアレート)を添加した剥離液は不透明液になった。スパン（Sp
an）20 (ソルビタンモノラウレート)とスパン（Span）60(ソルビタンモノステアレート)
を添加した剥離液は、容易に分離してしまったが、スパン（Span）65 (ソルビタントリス
テアレート)を添加した剥離液は、長時間安定であった。さらに、スパン（Span）80 (ソ
ルビタンモノオレエート) とスパン（Span）85 (ソルビタントリオレエート) を添加した
剥離液は、透明溶液となり、長期間安定であった。表５に幾つかの試作剥離剤組成物の配
合と評価結果を示した。各剥離液はハンドスプレーによりサージカルテープ周辺に塗布さ
れた。評価方法は上述の比較例と同様である。
【００４３】
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【表５】

【００４４】
　９５wt.% のＨＭＤＳ、４．５wt.% のＤ－リモネン、０．５wt.%の スパン（Span）80 
(ソルビタンモノオレエート)の混合物である比較例３は、メディアポア（Medipore）とト
ランスポアホワイト（Transpore White）に対して、皮膚だけでなく、標準フェノール樹
脂板に対しても優れた剥離効果を持っていた。剥離処置後の皮膚での剥離力は、全ての条
件で50g/inch（20g/cm）以下であった。糊残りが無く、損傷皮膚への刺激も無く、皮膚細
胞の脱離も少なかった。さらに、混合物の臭気も強くなく、芳香剤の心地よいレベルであ
った。界面活性剤をスパン（Span）85 (ソルビタントリオレエート)に変更した比較例４
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と比較すると、比較例３は剥離剤組成物の浸透性がより良好であった。また、シロキサン
溶剤をヘキサメチルジシロキサン(ＨＭＤＳ)からオクタメチルトリシロキサン(ＯＭＴＳ)
に変更した比較例５と比較すると、比較例３は粘着剤に対して十分な溶解効果があり、標
準フェノール樹脂板での剥離力も優れていた。
【００４５】
比較例６
　比較例３を異なる基材類と粘着剤類から構成される多くの種類のサージカルテープに対
して試験した。表６にサージカルテープと評価結果を示し、サージカルテープは全て３M
カンパニー社製の製品であり、商品名で示している。使用された粘着剤の多くは、アクリ
ル系であるが、各粘着剤は異なる配合、製造方法、塗布方法で製造された種々の粘着剤で
ある。皮膚に接着させた各サージカルテープが比較例３の剥離剤組成物のハンドスプレー
塗布で瞬間的に剥離可能となるかを確認するために、サージカルテープの一端を部分的に
剥離し、５０ｇの錘をクリップで粘着剤面が裏返り上面になるように吊り下げた。
【００４６】
　不織布基材や多孔性基材を利用したサージカルテープでは剥離剤組成物の浸透が容易で
速いため、剥離剤組成物のハンドスプレーにより容易に剥離できた。不織布基材や多孔性
基材を利用しないサージカルテープ類に対しては、剥離スプレーを皮膚上のサージカルテ
ープ類の端部に対して行なった。サージカルテープ類は剥離された新しい端部に連続的に
スプレーを続けることで、５０ｇの錘の吊り下げで剥離させることができた。剥離処置前
は全ての サージカルテープ類は５０ｇの錘の吊り下げでは皮膚より剥離することはでき
なかった。
【００４７】
　ハンドスプレー容器に入れた比較例３の剥離剤組成物をスプレーすることで、試験され
た全てのサージカルテープを全く低い剥離力で、皮膚に対して刺激も損傷もなく、全く容
易に瞬間的に剥離することができた。剥離された粘着剤層の表面に貼りついている脱離さ
れた皮膚細胞のレベルはサージカルテープの種類にやや依存したが、未処理に比べて、脱
離された皮膚細胞レベルは少なかった。
【００４８】
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【表６】

【００４９】
実施例７～９
　その他の難揮発性油剤として、日本の花王社からココナード RKとして市販されている
、脂肪酸トリグリセリドであるトリカプリリン(Tricaprylin）を、ヘキサメチルジシロキ
サン(ＨＭＤＳ)又はオクタメチルトリシロキサン（ＯＭＴＳ）とスパン（Span）８０の混
合液に混ぜ合わせた。表７に実施例７～９の配合と評価結果を示した。剥離剤組成物は透
明で安定な液体であった。剥離剤組成物はハンドスプレーによりサージカルテープ周辺に
塗布した。評価方法は上述の比較例と同様である。
【００５０】
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【表７】

【００５１】
　混合液は透明な溶液となり、長期間分離することは無かった。剥離剤組成物は剥離処置
後、低い剥離力となり、Ｄ－リモネンを利用した剥離剤とほぼ同等の特性を有していた。
この剥離剤組成物は、臭いが殆どなく、処置が快適であった。剥離処置後、ハンドスプレ
ーした残留物はティッシュで軽く拭き取ることで、少々の粘着剤の残留物も除去されるた
めベタツキもなく、快適であったまた、シロキサン溶剤をヘキサメチルジシロキサン(Ｈ
ＭＤＳ)からオクタメチルトリシロキサン(ＯＭＴＳ)に変更した実施例９と比較すると、
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実施例７は粘着剤に対して十分な溶解効果があり、標準フェノール樹脂板での剥離力も優
れていた。
【００５２】
実施例１０
　実施例８を異なる基材類と粘着剤類から構成される多くの種類のサージカルテープに対
して試験した。表８にサージカルテープと評価結果を示し、サージカルテープは全て３M
カンパニー社製の製品であり、商品名で示している。使用された粘着剤の多くは、アクリ
ル系であるが、各粘着剤は異なる配合、製造方法、塗布方法で製造された種々の粘着剤で
ある。皮膚に接着させた各サージカルテープが実施例８の剥離剤組成物のハンドスプレー
塗布で瞬間的に剥離可能となるかを確認するために、サージカルテープの一端を部分的に
剥離し、５０ｇの錘をクリップで粘着剤面が裏返り上面になるように吊り下げた。
【００５３】
　不織布基材や多孔性基材を利用したサージカルテープでは剥離剤組成物の浸透が容易で
速いため、剥離剤組成物のスプレーにより容易に剥離できた。不織布基材や多孔性基材を
利用しないサージカルテープ類に対しては、剥離スプレーを皮膚上のサージカルテープ類
の端部に対して行なった。サージカルテープ類は剥離された新しい端部に連続的にスプレ
ーを続けることで、５０ｇの錘の吊り下げで剥離させることができた。剥離処置前は全て
の サージカルテープ類は５０ｇの錘の吊り下げでは皮膚より剥離することはできなかっ
た。
【００５４】
　ハンドスプレー容器に入れた実施例８の剥離剤組成物をスプレーすることで、試験され
た全てのサージカルテープを全く低い剥離力で、皮膚に対して刺激も損傷もなく、全く容
易に瞬間的に剥離することができた。剥離された粘着剤層の表面に貼りついている脱離さ
れた皮膚細胞のレベルはサージカルテープの種類にやや依存したが、未処理に比べて、脱
離された皮膚細胞レベルは少なかった。
【００５５】
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【表８】



(21) JP 5005916 B2 2012.8.22

10

フロントページの続き

(74)代理人  100082898
            弁理士　西山　雅也
(72)発明者  高貴　俊輔
            神奈川県相模原市南橋本３丁目８－８　スリーエムヘルスケア株式会社内

    審査官  馬場　亮人

(56)参考文献  特表２００２－５３６３９７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭５６－０３８３７０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－３３１９２７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｌ　　１５／５８　　　　
              Ａ６１Ｆ　　１３／０２　　　　
              Ａ６１Ｋ　　　８／３７　　　　
              Ａ６１Ｋ　　　８／８９１　　　
              Ａ６１Ｑ　　１９／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	overflow

