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(57)【要約】
　
【課題】生来の表面の間の接着を達成し組織の増強を達成する
【解決手段】架橋ポリマー組成物は、共有結合により複数の求電子性基を有する第２の合
成ポリマーに結合される複数の求核性基を含む第１の合成ポリマーを含む。第１の合成ポ
リマーは、好ましくは、複数の求核性基を含むように修飾された、合成ポリペプチドまた
はポリエチレングリコールである。第２の合成ポリマーは、親水性または疎水性合成ポリ
マーであってもよく、これは、２個以上の求電子性基を含むか、または含むように誘導体
化されている。本組成物は、さらに、他の成分を含み得る。また、架橋ポリマー組成物を
使用することにより、第１の表面と第２の表面との間の接着を達成する方法、組織増強を
達成する方法、外科的接着の形成を防止する方法、および合成インプラントの表面をコー
ティングする方法も開示される。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　明細書に記載の発明。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（相互参照）
　本出願は、米国特許出願第０８／５７３，７９９号（１９９５年１２月１８日出願）の
一部継続出願である。この出願は、そのすべてにおいて本明細書中において参考として援
用される。そしてこの出願に基づいて、本出願人は、米国特許法第１２０条による優先権
を主張する。
【０００２】
　（発明の分野）
　本発明は、一般的に、複数の求電子性基を含む第２の合成ポリマーを用いて架橋した複
数の求核性基を含む第１の合成ポリマーを含む架橋ポリマー組成物、ならびにそのような
組成物を、生物接着剤として使用する方法、組織増強のために使用する方法、外科的接着
の防止に使用する方法、および合成インプラントの表面のコーティングのために使用する
方法、薬物送達マトリックスとして使用する方法、ならびに眼科的用途のために使用する
方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　（発明の背景）
　Ｒｈｅｅら、および本発明の譲受人に共有される米国特許第５，１６２，４３０号（１
９９２年１１月１０日発行）は、コラーゲンを合成親水性ポリマー（例えば、ポリエチレ
ングリコールの様々な誘導体）に共有結合させることにより調製されるコラーゲン合成ポ
リマー結合体を開示する。
【０００４】
　Ｒｈｅｅらに共有される米国特許第５，３２４，７７５号（１９９４年６月２８日発行
）は、合成、非免疫原性、親水性ポリエチレングリコールポリマーに共有結合した、様々
な挿入、天然に存在する、生体適合性ポリマー（例えば、ポリサッカライド）を開示する
。
【０００５】
　Ｒｈｅｅらに共有される米国特許第５，３２８，９５５号（１９９４年７月１２日発行
）は、ポリエチレングリコールの様々な活性化形態およびコラーゲンを生成するのに使用
され得る様々な結合－ある範囲の物理的および化学的特性を有する合成ポリマー結合体を
開示する。
【０００６】
　共有される、同時係属中の米国特許出願第０８／４０３，３５８号（１９９５年３月１
４日出願）は、疎水性架橋剤または親水性架橋剤と疎水性架橋剤との混合物を用いて調製
される架橋生物材料組成物を開示する。好ましい疎水性架橋剤は、２個以上のスクシンイ
ミジル基を含むかまたは含むように化学的に誘導体化され得る任意の疎水性ポリマーを含
む。
【０００７】
　共有される、同時係属中の米国特許出願第０８／４０３，３６０号（１９９５年３月１
４日出願）は、基質材料および抗接着結合剤（ａｎｔｉ－ａｄｈｅｓｉｏｎ　ｂｉｎｄｉ
ｎｇ　ａｇｅｎｔ）を含む、外科的接着の防止に有用な組成物を開示する。ここで、当該
基質材料は、好ましくは、コラーゲンおよび結合剤を含み、好ましくは、少なくとも１つ
の組織反応性官能基および少なくとも１つの基質反応性官能基を含む。
【０００８】
　Ｒｈｅｅらに共有される米国特許出願第０８／４７６，８２５号（１９９５年６月７日
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出願）は、多官能性に活性化された合成親水性ポリマーを用いて架橋されたコラーゲンを
含む、生物接着剤組成物、ならびにそのような組成物を用いて、第１の表面と第２の表面
との間の接着を達成する方法（ここで、第１の表面および第２の表面のうちの少なくとも
１つは、好ましくは、生来の組織表面である）を開示する。
【０００９】
　日本国特許公報第０７０９０２４１号は、材料を加工デバイスに取り付けるため、レン
ズ材料の支持体への仮の接着に使用される組成物を開示する。この組成物は、１０００～
５０００の範囲の平均分子量を有するポリエチレングリコール、および３０，０００～２
００，００００の範囲の平均分子量を有するポリ－Ｎ－ビニルピロリドンの混合物を含む
。
【００１０】
　ＷｅｓｔおよびＨｕｂｂｅｌｌ、Ｂｉｏｍａｔｅｒｉａｌｓ　（１９９５）　１６：１
１５３～１１５６は、光重合したポリエチレングリコール－コ－乳酸ジアクリレートヒド
ロゲルおよび物理的に架橋したポリエチレングリコール－コ－ポリプロピレングリコール
ヒドロゲル、Ｐｏｌｏｘａｍｅｒ　４０７（登録商標）を使用する手術後（ｐｏｓｔ－ｏ
ｐｅｒａｔｉｖｅ）接着の防止を開示する。
【００１１】
　上記および本明細書中で引用したそれぞれの刊行物は、それが引用された主題を記載し
そして開示するために、その全体が本明細書中に参考として援用される。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明者らは、ここで本発明の好ましい実施態様の詳細な説明を開示する。本発明の好
ましい実施態様は、複数の求電子性基を含む合成ポリマーを用いて架橋された、複数の求
核性基を含む合成ポリマーを含む架橋ポリマー組成物と、第１の表面および第２の表面（
ここで、第１の表面および第２の表面のうちの少なくとも１つは、好ましくは、生来の表
面である）の間の接着を達成するため、または組織の増強を達成するため、あるいは外科
的接着を防止するため、あるいは合成インプラントの表面をコーティングするため、ある
いは薬物もしくは他の活性な薬剤を送達するため、あるいは眼的用途のためのこれらの組
成物の使用方法を含む。
【００１３】
　本発明によると、以下の項目１～６５が提供され、上記目的が達成される。
【００１４】
　（項目１）求核性基を有する第１の合成ポリマーおよび求電子性基を有する第２の合成
ポリマーを含む組成物であって、ここで、該求核性基および該求電子性基が反応し得るこ
とにより該第１の合成ポリマーと該第２の合成ポリマーとの間に共有結合を形成し得、そ
の結果として３次元マトリックスの形成をもたらす、組成物。
【００１５】
　（項目２）前記第１の合成ポリマーがｍ個の求核性基を有し、そして前記第２の合成ポ
リマーがｎ個の求電子性基を有し、ここで、ｍおよびｎがそれぞれ２以上であり、そして
ｍ＋ｎが５以上である、項目１に記載の組成物。
【００１６】
　（項目３）ｍが２以上であり、そしてｎが２である、項目２に記載の組成物。
【００１７】
　（項目４）ｍが２であり、そしてｎが２以上である、項目２に記載の組成物。
【００１８】
　（項目５）ｍおよびｎがそれぞれ３以上である、項目２に記載の組成物。
【００１９】
　（項目６）前記第１の合成ポリマーが、１級アミノ基およびチオール基から選択される
、２個以上の求核性基を含む合成ポリペプチドである、項目１に記載の組成物。
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【００２０】
　（項目７）前記第１の合成ポリマーが、２個以上のリジン残基を含む合成ポリペプチド
である、項目６に記載の組成物。
【００２１】
　（項目８）前記合成ポリペプチドがポリ（リジン）である、項目７に記載の組成物。
【００２２】
　（項目９）前記第１の合成ポリマーが、２個以上のシステイン残基を含む合成ポリペプ
チドである、項目６に記載の組成物。
【００２３】
　（項目１０）前記第１の合成ポリマーが、１級アミノ基およびチオール基から選択され
る２個以上の求核性基を含むように修飾されているポリエチレングリコールである、項目
１に記載の組成物。
【００２４】
　（項目１１）前記第２の合成ポリマーが、２個以上の求電子性基を含む合成親水性ポリ
マーである、項目１に記載の組成物。
【００２５】
　（項目１２）前記合成親水性ポリマーが２個以上のスクシンイミジル基を含む、項目１
０に記載の組成物。
【００２６】
　（項目１３）前記合成親水性ポリマーがポリエチレングリコール誘導体である、項目１
０に記載の組成物。
【００２７】
　（項目１４）前記第２の合成ポリマーが、２個以上のスクシンイミジル基を含む合成疎
水性ポリマーである、項目１に記載の組成物。
【００２８】
　（項目１５）前記合成疎水性ポリマーが、ジスクシンイミジルスベレート、ビス（スル
ホスクシンイミジル）スベレート、ジチオビス（スクシンイミジルプロピオネート）、ビ
ス（２－スクシンイミドオキシカルボニルオキシ）エチルスルホン、３，３’－ジチオビ
ス（スルホスクシンイミジルプロピオネート）、ならびにそれらのアナログおよび誘導体
からなる群から選択される、項目１１に記載の組成物。
【００２９】
　（項目１６）前記合成疎水性ポリマーが、２個以上のスクシンイミジル基を含むように
化学的に誘導体化されている、項目１３に記載の組成物。
【００３０】
　（項目１７）前記疎水性ポリマーがポリ酸である、項目１５に記載の組成物。
【００３１】
　（項目１８）前記ポリ酸が、トリメチロールプロパンベースのトリカルボン酸、ジ（ト
リメチロールプロパン）ベースのテトラカルボン酸、ヘプタン二酸、オクタン二酸、およ
びヘキサデカン二酸からなる群から選択される、項目１６に記載の組成物。
【００３２】
　（項目１９）ポリサッカライドまたはタンパク質をさらに含む、項目１に記載の組成物
。
【００３３】
　（項目２０）前記ポリサッカライドがグリコサミノグリカンである、項目１８に記載の
組成物。
【００３４】
　（項目２１）前記グリコサミノグリカンが、ヒアルロン酸、キチン、コンドロイチン硫
酸Ａ、コンドロイチン硫酸Ｂ、コンドロイチン硫酸Ｃ、ケラチン硫酸、ケラト硫酸、ヘパ
リン、およびそれらの誘導体からなる群から選択される、項目１９に記載の組成物。
【００３５】
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　（項目２２）前記タンパク質がコラーゲンまたはその誘導体である、項目１８に記載の
組成物。
【００３６】
　（項目２３）１級アミノ基を有する第１のポリエチレングリコール、およびスクシンイ
ミジル基を有する第２のポリエチレングリコールを含む組成物。
【００３７】
　（項目２４）前記第１のポリエチレングリコールが、ｍ個の１級アミノ基を有し、そし
て前記第２のポリエチレングリコールがｎ個のスクシンイミジル基を有し、ここで、ｍお
よびｎはそれぞれ２以上であり、そしてｍ＋ｎが５以上である、項目２３に記載の組成物
。
【００３８】
　（項目２５）ｍが３より大きく、そしてｎが２である、項目２４に記載の組成物。
【００３９】
　（項目２６）ｍが２であり、そしてｎが３以上である、項目２４に記載の組成物。
【００４０】
　（項目２７）ｍおよびｎがそれぞれ３以上である、項目２４に記載の組成物。
【００４１】
　（項目２８）天然のポリサッカライドまたは天然のタンパク質をさらに含む、項目２３
に記載の組成物。
【００４２】
　（項目２９）前記天然のポリサッカライドがグリコサミノグリカンである、項目２８に
記載の組成物。
【００４３】
　（項目３０）前記グリコサミノグリカンが、ヒアルロン酸、キチン、コンドロイチン硫
酸Ａ、コンドロイチン硫酸Ｂ、コンドロイチン硫酸Ｃ、ケラチン硫酸、ケラト硫酸、ヘパ
リン、およびそれらの誘導体からなる群から選択される、項目２９に記載の組成物。
【００４４】
　（項目３１）前記天然のタンパク質がコラーゲンまたはその誘導体である、項目２８に
記載の組成物。
【００４５】
　（項目３２）第１の表面の第２の表面への非外科的な付着を達成するための方法であっ
て、以下の工程を包含する、方法：
　求核性基を含む第１の合成ポリマーおよび求電子性基を含む第２の合成ポリマーを提供
する工程；
　該第１の合成ポリマーおよび該第２の合成ポリマーを混合して架橋を開始する工程；
　実質的な架橋が起こる前に、該混合物を第１の表面に塗布する工程；および
　該第１の表面を第２の表面に接触させて、該第１の表面と該第２の表面との間の接着を
達成する工程。
【００４６】
　（項目３３）前記第１の合成ポリマーがｍ個の求核性基を有し、そして前記第２の合成
ポリマーがｎ個の求電子性基を有し、ここで、ｍおよびｎがそれぞれ２以上であり、そし
てｍ＋ｎが５以上である、項目３２に記載の方法。
【００４７】
　（項目３４）前記第１の表面および前記第２の表面のうちの１つが生来の組織表面であ
り、そして該第１の表面および該第２の表面のうちの他方が非生来の組織表面および合成
インプラントの表面から選択される、項目３２に記載の方法。
【００４８】
　（項目３５．前記第１の表面および前記第２の表面の両方が生来の組織表面である、項
目３２に記載の方法。
【００４９】
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　（項目３６）架橋合成ポリマー組成物を哺乳動物検体の体内の組織中に導入するための
方法であって、以下の工程を包含する、方法：　求核性基を含む第１の合成ポリマーおよ
び求電子性基を含む第２の合成ポリマーを提供する工程；
　該第１の合成ポリマーおよび該第２の合成ポリマーを同時に組織に投与する工程；およ
び
　該第１の合成ポリマーおよび該第２の合成ポリマーをインサイチュで架橋させる工程。
【００５０】
　（項目３７）前記第１の合成ポリマーがｍ個の求核性基を有し、そして前記第２の合成
ポリマーがｎ個の求電子性基を有し、ここで、ｍおよびｎがそれぞれ２以上であり、そし
てｍ＋ｎが５以上である、項目３６に記載の方法。
【００５１】
　（項目３８）前記組織が柔組織である、項目３６に記載の方法。
【００５２】
　（項目３９）前記組織が硬組織である、項目３６に記載の方法。
【００５３】
　（項目４０）前記第１の合成ポリマーおよび前記第２の合成ポリマーが、２区画シリン
ジの別々の円筒部に含まれ、そして該２区画シリンジから投与される、項目３６に記載の
方法。
【００５４】
　（項目４１）前記第１の合成ポリマーおよび前記第２の合成ポリマーを投与の前に混合
することにより混合物を形成するさらなる工程を含み、ここで、該混合物が混合後６０秒
以内に投与される、項目３６に記載の方法。
【００５５】
　（項目４２）第１の組織および第２の組織の接着を防止する方法であって、以下の工程
を包含する、方法：
　求核性基を含む第１の合成ポリマーおよび求電子性基を含む第２の合成ポリマーを提供
する工程；
　該第１の合成ポリマーおよび該第２の合成ポリマーを混合することにより混合物を形成
して、架橋を開始する工程；
　実質的な架橋が起こる前に該混合物を該第１の組織に塗布する工程；および
　該第１の合成ポリマーおよび該第２の合成ポリマーをインサイチュで架橋させ続ける工
程。
【００５６】
　（項目４３）前記第１の合成ポリマーがｍ個の求核性基を有し、そして前記第２の合成
ポリマーがｎ個の求電子性基を有し、ここで、ｍおよびｎがそれぞれ２以上であり、そし
てｍ＋ｎが５以上である、項目４２に記載の方法。
【００５７】
　（項目４４）合成インプラントの表面をコーティングする方法であって、以下の工程を
包含する、方法：
　求核性基を含む第１の合成ポリマーおよび求電子性基を含む第２の合成ポリマーを提供
する工程；
　該第１の合成ポリマーおよび該第２の合成ポリマーを混合することにより混合物を形成
して、架橋を開始する工程；
　該混合物を合成インプラントの表面に塗布する工程；および
　該第１の合成ポリマーおよび該第２の合成ポリマーを該合成インプラントの表面上で互
いに架橋させる工程。
【００５８】
　（項目４５）前記第１の合成ポリマーがｍ個の求核性基を有し、そして前記第２の合成
ポリマーがｎ個の求電子性基を有し、ここで、ｍおよびｎがそれぞれ２以上であり、そし
てｍ＋ｎが５以上である、項目４４に記載の方法。
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【００５９】
　（項目４６）前記合成インプラントが、人工血管、人工心臓弁、血管グラフト、血管ス
テント、血管ステント／グラフトの組み合わせ、外科用膜、外科用メッシュ、および胸部
インプラントからなる群から選択される、項目４４に記載の方法。
【００６０】
　（項目４７）前記混合物が中性の正味電荷を有する、項目４４に記載の方法。
【００６１】
　（項目４８）負に帯電した化合物の哺乳動物検体への送達に有用な、負に帯電した化合
物を含有するマトリックスを調製する方法であって、以下の工程を包含する、方法：
　求核性基を含む第１の合成ポリマーおよび求電子性基を含む第２の合成ポリマーを提供
する工程；
　該第１の合成ポリマーおよび該第２の合成ポリマーを混合することにより混合物を形成
して、架橋を開始する工程であって、ここで、該第１の合成ポリマーは、該第２の合成ポ
リマーに比較してモル過剰で該混合物中に存在する、工程；
　該第１の合成ポリマーおよび該第２の合成ポリマーを架橋させ続けて正に帯電した架橋
合成ポリマーマトリックスを形成する工程；および
　該マトリックスを該負に帯電した化合物と反応させる工程。
【００６２】
　（項目４９）前記第１の合成ポリマーがｍ個の求核性基を有し、そして前記第２の合成
ポリマーがｎ個の求電子性基を有し、ここで、ｍおよびｎがそれぞれ２以上であり、そし
てｍ＋ｎが５以上である、項目４８に記載の方法。
【００６３】
　（項目５０）前記第１の合成ポリマーが、ポリエチレングリコールであり、そして前記
求核性基が、１級アミノ基およびチオール基から選択される、項目４８に記載の方法。
【００６４】
　（項目５１）前記第２の合成ポリマーがポリエチレングリコール誘導体であり、そして
前記求電子性基がスクシンイミジル基である、項目４８に記載の方法。
【００６５】
　（項目５２）前記負に帯電した化合物がスクシニル化コラーゲンである、項目４８に記
載の方法。
【００６６】
　（項目５３）前記負に帯電した化合物が、ヒアルロン酸ナトリウム、ケラタン硫酸、ケ
ラト硫酸、コンドロイチン硫酸Ａナトリウム、デルマタン硫酸Ｂナトリウム、コンドロイ
チン硫酸Ｃナトリウム、ヘパリン、エステル化コンドロイチン硫酸Ｃ、エステル化ヘパリ
ン、およびそれらの組み合わせからなる群から選択される、負に帯電したグリコサミノグ
リカン誘導体である、項目４８に記載の方法。
【００６７】
　（項目５４）正に帯電した化合物の哺乳動物検体への送達に有用な、正に帯電した化合
物を含有するマトリックスを調製する方法であって、以下の工程を包含する、方法：
　求核性基を含む第１の合成ポリマーおよび求電子性基を含む第２の合成ポリマーを提供
する工程；
　該第１の合成ポリマーおよび該第２の合成ポリマーを混合することにより混合物を形成
して、架橋を開始する工程であって、ここで、該第２の合成ポリマーは、該第２の合成ポ
リマーに比較してモル過剰で該混合物中に存在する、工程；
　該第１の合成ポリマーおよび該第２の合成ポリマーを架橋させ続けて負に帯電した架橋
合成ポリマーマトリックスを形成する工程；および
　該マトリックスを該正に帯電した化合物と反応させる工程。
【００６８】
　（項目５５）前記第１の合成ポリマーがｍ個の求核性基を有し、そして前記第２の合成
ポリマーがｎ個の求電子性基を有し、ここで、ｍおよびｎがそれぞれ２以上であり、そし
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てｍ＋ｎが５以上である、項目５４に記載の方法。
【００６９】
　（項目５６）前記第１の合成ポリマーが、ポリエチレングリコールであり、そして前記
求核性基が、１級アミノ基およびチオール基から選択される、項目５４に記載の方法。
【００７０】
　（項目５７）前記第２の合成ポリマーがポリエチレングリコールであり、そして前記求
電子性基がスクシンイミジル基である、項目５４に記載の方法。
【００７１】
　（項目５８）前記正に帯電した化合物がメチル化コラーゲンである、項目５４に記載の
方法。
【００７２】
　（項目５９）前記正に帯電した化合物が、エステル化脱アセチル化ヒアルロン酸、エス
テル化脱アセチル化脱硫酸化コンドロイチン硫酸Ａ、エステル化脱アセチル化脱硫酸化コ
ンドロイチン硫酸Ｃ、脱アセチル化脱硫酸化ケラチン硫酸、脱アセチル化脱硫酸化ケラト
硫酸、エステル化脱硫酸化ヘパリン、キトサン、およびそれらの組み合わせからなる群か
ら選択される、グリコサミノグリカン誘導体である、項目５４に記載の方法。
【００７３】
　（項目６０）合成レンズの作成方法であって、以下の工程を包含する、方法：
　求核性基を含む第１の合成ポリマーおよび求電子性基を含む第２の合成ポリマーを提供
する工程；
　該第１の合成ポリマーおよび該第２の合成ポリマーを混合することにより混合物を形成
して、架橋を開始する工程；
　該混合物をレンズ形状の型の中に、または目の表面上に配置する工程；および
　該第１の合成ポリマーおよび該第２の合成ポリマーを架橋させ続けて透明なレンズを形
成する工程。
【００７４】
　（項目６１）前記第１の合成ポリマーがｍ個の求核性基を有し、そして前記第２の合成
ポリマーがｎ個の求電子性基を有し、ここで、ｍおよびｎがそれぞれ２以上であり、そし
てｍ＋ｎが５以上である、項目６０に記載の方法。
【００７５】
　（項目６２）前記第１の合成ポリマーが、ポリエチレングリコールであり、そして前記
求核性基が、１級アミノ基およびチオール基から選択される、項目６０に記載の方法。
【００７６】
　（項目６３）前記第２の合成ポリマーがポリエチレングリコール誘導体であり、そして
前記求電子性基がスクシンイミジル基である、項目６０に記載の方法。
【００７７】
　（項目６４）さらにタンパク質を含む、項目６０に記載の方法。
【００７８】
　（項目６５）前記タンパク質がコラーゲンまたはその誘導体である、項目６４に記載の
方法。
【００７９】
　（発明の要旨）
　本発明は、２個以上の求核性基を含む第１の合成ポリマーおよび２個以上の求電子性基
を含む第２の合成ポリマーを含み、これらが互いに共有結合して３次元マトリックスを形
成し得る、架橋ポリマー組成物を開示する。
【００８０】
　本発明の好ましい組成物は、第１の合成ポリマーとしての、２個以上の１級アミノ基を
含むポリエチレングリコールと、第２の合成ポリマーとしての、２個以上のスクシンイミ
ジル基（本明細書中で－Ｎ（ＣＯＣＨ２）２として表される５員環構造）を含むポリエチ
レングリコールとを含む。
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【００８１】
　負に帯電した化合物（例えば、タンパク質または薬物）を送達するための組成物を調製
する一般的な方法において、２個以上の求核性基を含む第１の合成ポリマーは、２個以上
の求電子性基を含む第２の合成ポリマーと反応する。ここで第１の合成ポリマーは、第２
の合成ポリマーと比較してモル過剰で存在し、正に帯電したマトリックスを形成し、次い
で負に帯電した化合物と反応する。正に帯電した化合物を送達するためのマトリックスを
調製する一般的な方法において、２個以上の求核性基を含む第１の合成ポリマーは、２個
以上の求電子性基を含む第２の合成ポリマーと反応する。ここで第２の合成ポリマーは、
第１の合成ポリマーと比較してモル過剰で存在し、負に帯電したマトリックスを形成し、
次いで正に帯電した化合物と反応する。
【００８２】
　第１の表面の第２の表面への非外科的な付着を達成するための一般的な方法において、
２個以上の求核性基を含む第１の合成ポリマーは、２個以上の求電子性基を含む第２の合
成ポリマーと混合されて反応混合物を提供し；反応混合物は、実質的な架橋が起こる前に
、第１の表面に塗布され；そして第１の表面は、第２の表面に接触させられて、２つの表
面の間の接着を達成する。
【００８３】
　哺乳動物検体の体内の柔組織または硬組織を増強する一般的な方法において、２個以上
の求核性基を含む第１の合成ポリマーおよび２個以上の求電子性基を含む第２の合成ポリ
マーは、増強が必要とされる組織部位に同時に投与され、そして反応混合物は、インサイ
チュで架橋させられて組織の増強を達成する。あるいは、第１の合成ポリマーおよび第２
の合成ポリマーは、架橋反応の主要部がインビボで進行するように、組織部位に投与され
る直前に混合され得る。
【００８４】
　手術後の接着の形成を防止する一般的な方法において、２個以上の求核性基を含む第１
の合成ポリマーは、２個以上の求電子性基を含む第２の合成ポリマーと混合されて反応混
合物を提供し；求核性基と求電子性基との間の実質的な架橋が起こる前に、反応混合物は
、手術部位を含む、手術部位を囲む、もしくは手術部位に隣接する組織に塗布され；反応
混合物は、架橋の平衡が達成されるまで、インサイチュでの架橋を継続させられ；そして
手術部位は、従来の方法により閉じられる。
【００８５】
　合成インプラントの表面をコーティングする一般的な方法において、２個以上の求核性
基を含む第１の合成ポリマーは、２個以上の求電子性基を含む第２の合成ポリマーと混合
されて反応混合物を提供し；　反応混合物は、合成インプラントの表面に塗布され；そし
て反応混合物の成分は、インプラントの表面上で互いに架橋させられる。
【００８６】
　本発明の特徴は、架橋ポリマー組成物が光学的に透明であり、本発明の組成物および方
法が、光学的透明度が要求される眼的用途における使用に特に適切になることである。さ
らに、本発明の組成物は、生体適合性、非免疫原性成分で構成され、投与される組織部位
において毒性の、潜在的に炎症性または免疫原性の反応産物を残さない。
【００８７】
　本発明の別の特徴は、架橋ポリマー組成物が高い圧縮強度および高い膨潤性（ｓｗｅｌ
ｌａｂｉｌｉｔｙ）を有すること、すなわち、乾燥された組成物は、再水和の際にその乾
燥サイズの３倍（またはそれ以上）に膨潤すること、およびより「弾性的」であることで
ある。これらのポリマーは、一般的に非常に親水性であるので、これらは、より容易に注
射される。すなわち、架橋組成物は、細いゲージ（ｇａｇｕｅ）（２７～３０ゲージ）の
針を通して注射される際、「粘着性の塊」として存在する。
【００８８】
　本発明のさらに別の特徴は、第１の合成ポリマーの求核性基が、投与の組織部位でコラ
ーゲン分子のリジン残基上の１級アミノ基に共有結合し得、事実上、組成物を宿主組織に
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「生物学的に固着（ａｎｃｈｏｒ）させる」ことである。
【００８９】
　本発明の１つの特徴は、組成物の成分が非免疫原性であり、そして処置を開始する前に
、現在利用可能な異種間のコラーゲン組成物（例えば、ウシの皮膚から製造されるもの）
において行われているように「皮膚試験」をする必要がないことである。
【００９０】
　本発明の別の特徴は、コラーゲンと異なり、本発明の組成物が、マトリックスメタロプ
ロテイナーゼ（例えば、コラゲナーゼ）により酵素的切断に供されないことであり、そし
てそれゆえに、インビボにおいて容易に分解せず、従来技術のコラーゲン組成物よりもイ
ンビボにおいて、非常に長期の持続性を有することが期待されることである。
【００９１】
　さらに別の特徴は、利用されるポリマーのそれぞれの基が反応してアミド結合を形成す
る際に、本発明の組成物の製造が、高度に制御され得、より均一な製品の品質となること
である。
【００９２】
　（発明の好ましい実施態様の詳細な説明）
　本発明によれば、２個以上の求核性基を含む第１の合成ポリマーを、第１の合成ポリマ
ーの求核性基と共有結合し得る２個以上の求電子性基を含む第２の合成ポリマーと反応さ
せることにより、架橋ポリマー組成物が調製される。
【００９３】
　本発明の組成物は、非免疫原性であり、そして例えば、異種間コラーゲンのような、処
置開始前の「皮膚試験」を必要としない。また、コラーゲンと異なり、本発明の組成物は
、マトリックスメタロプロテイナーゼ（例えば、コラゲナーゼ）による酵素的切断に供さ
れず、そしてそれゆえ、現在利用可能なコラーゲン組成物よりも、インビボにおいて、非
常に長期の持続性を有することが期待される。
【００９４】
　本発明の背景の概念は、複数の求核性基（以下「Ｘ」として表される）を含む合成ポリ
マーが複数の求電子性基（以下「Ｙ」として表される）を含む合成ポリマーと反応して、
結果として以下のような共有結合ポリマーネットワークが得られることである。
【００９５】
　　ポリマー－Ｘｍ　＋　ポリマー－Ｙｎ　→　ポリマー－Ｚ－ポリマー
　ここで、ｍ＞２、ｎ＞２であり、そしてｍ＋ｎ＞５であり；
　Ｘは、－ＮＨ２、－ＳＨ、－ＯＨ、－ＰＨ２、－ＣＯ－ＮＨ－ＮＨ２などであり、そし
て同じであってもよくまたは異なってもよく；
　Ｙは、－ＣＯ２Ｎ（ＣＯＣＨ２）２、－ＣＯ２Ｈ、－ＣＨＯ、－ＣＨＯＣＨ２、－Ｎ＝
Ｃ＝Ｏ、－ＳＯ２ＣＨ＝ＣＨ２、－Ｎ（ＣＯＣＨ）２）、－Ｓ－Ｓ－（Ｃ５Ｈ４Ｎ）など
であり、そして同じであってもよくまたは異なってもよく；そして
　Ｚは、求核性基（Ｘ）および求電子性基（Ｙ）の結合から得られる官能基である。
【００９６】
　上記のように、ＸおよびＹは、同じであってもよくまたは異なってもよく、すなわち、
ポリマーは、２個の異なる求電子性基を有してもよく、または２個の異なる求核性基を有
してもよい（例えば、グルタチオンのように）こともまた本発明により意図される。
【００９７】
　各ポリマーの骨格は、好ましくは、アルキレンオキサイドであり、特に、エチレンオキ
サイド、プロピレンオキサイド、およびそれらの混合物である。２官能性アルキレンオキ
サイドの例は、以下で表される：
　Ｘ－ポリマー－Ｘ　　　Ｙ－ポリマー－Ｙ
　ここでＸおよびＹは、上記の通りであり、そして用語「ポリマー」は、
－（ＣＨ２ＣＨ２Ｏ）ｎ－　または　－（ＣＨ（ＣＨ３）ＣＨ２Ｏ）ｎ－　または　－（
ＣＨ２ＣＨ２Ｏ）ｎ－（ＣＨ（ＣＨ３）ＣＨ２Ｏ）ｎ－　を表す。
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【００９８】
　必要な官能基ＸまたはＹは、結合基（以下「Ｑ」として表される）により共通してポリ
マー骨格にカップリングされ、それらの多くは、公知であるか、または可能である。様々
な官能性化ポリマーを調製する多くの方法がある。そのいくつかを以下に示す：
　ポリマー－Ｑ１－Ｘ　＋　ポリマー－Ｑ２－Ｙ　→　ポリマー－Ｑ１－Ｚ－Ｑ２－ポリ
マー－
　　ここで
【００９９】
【数１】

　ここでｎは、それぞれの場合において１～１０であり；
　　Ｒ１は、Ｈ、ＣＨ３、Ｃ２Ｈ５などであり；
　　Ｒ２は、ＣＨ２、ＣＯ－ＮＨ－ＣＨ２ＣＨ２である。
Ｑ１およびＱ２は、同じであってもよく、または異なってもよい。
【０１００】
　例えば、Ｑ２がＯＣＨ２ＣＨ２であり（この場合Ｑ１はない）；Ｙが－ＣＯ２Ｎ（ＣＯ
ＣＨ２）２であり；そしてＸが－ＮＨ２、－ＳＨ、または－ＯＨである場合、得られる反
応およびＺ基は、以下の通りである：
ポリマー－ＮＨ２　＋　ポリマー－ＯＣＨ２ＣＨ２ＣＯ２－Ｎ（ＣＯＣＨ２）２　→
　　ポリマー－ＮＨ－ＯＣＨ２ＣＨ２ＣＯ－ポリマー
　　（アミド）
ポリマー－ＳＨ　＋　ポリマー－ＯＣＨ２ＣＨ２ＣＯ２－Ｎ（ＣＯＣＨ２）２　→
　　ポリマー－Ｓ－ＯＣＨ２ＣＨ２ＣＯ－ポリマー
　　（チオエステル）
ポリマー－ＯＨ　＋　ポリマー－ＯＣＨ２ＣＨ２ＣＯ２－Ｎ（ＣＯＣＨ２）２　→
　　ポリマー－Ｏ－ＯＣＨ２ＣＨ２ＣＯ－ポリマー
　　（エステル）
　架橋ポリマー組成物のインビボでの分解を増加させるために（例えば、薬物送達用途の
使用のため）、さらなる基（以下に「Ｄ」と表す）が、ポリマーと結合基との間に挿入さ
れ得る。
【０１０１】
　ポリマー－Ｄ－Ｑ－Ｘ　＋　ポリマー－Ｄ－Ｑ－Ｙ　→　
　ポリマー－Ｄ－Ｑ－Ｚ－Ｑ－Ｄ－ポリマー－
いくつかの有用な生分解性基「Ｄ」は、ラクチド、グリコリド、ε－カプロラクトン、ポ
リ（α－ヒドロキシ酸）、ポリ（アミノ酸）、ポリ（酸無水物）、および様々なジ－ペプ
チドもしくはトリ－ペプチドを含む。
【０１０２】
　（合成ポリマー）
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　本発明の組成物を調製するために、１級アミノ酸またはチオール基のような、２個以上
の求核性基を有する第１の合成ポリマー、およびその合成ポリマー上の求核性基と共有結
合する能力のある２個以上の求電子性基を含む第２の合成ポリマーを提供する必要がまず
ある。
【０１０３】
　本明細書中で使用される用語「ポリマー」は、とりわけポリアルキル、ポリアミノ酸お
よびポリサッカライドをいう。加えて、外用および経口用のためにはポリマーはポリアク
リル酸またはカルボポールであり得る。
【０１０４】
　本明細書中で使用される用語「合成ポリマー」は、天然には存在せず、化学合成を経て
生成されるポリマーをいう。そのようなものとして、コラーゲンのような天然のタンパク
質およびヒアルロン酸のような天然のポリサッカライドは特別に除外される。合成コラー
ゲン、および合成ヒアルロン酸、およびその誘導体が包含される。求核性基または求電子
性基のいずれかを含む合成ポリマーはまた、本明細書中で「多官能性に活性化された合成
ポリマー」といわれる。用語「多官能性に活性化された（または、単に「活性化」）は、
互いに反応させて（すなわち、求核性基が求電子性基と反応する）共有結合を形成し得る
２個以上の求核性基または求電子性基を有するか、または有するように化学的に修飾され
た合成ポリマーのことをいう。多官能性に活性化された合成ポリマーのタイプは２官能性
に活性化された、４官能性に活性化された、および星状ポリマーを含む。
【０１０５】
　本発明での使用のための多官能性に活性化された合成ポリマーは、複数の求核性基を含
む合成ポリマー（すなわち「多求核性ポリマー」）との三次元架橋ネットワークを形成す
るためには、少なくとも２個の、より好ましくは、少なくとも３個の官能基を含まなけれ
ばならない。言い換えるならば、それらは、少なくとも２官能性に活性化されねばならず
、そして、より好ましくは３官能性か４官能性に活性化される。第１の合成ポリマーが２
官能性活性化合成ポリマーである場合、３次元架橋ネットワークを形成するためには、第
２の合成ポリマーは、３個以上の官能基を含まなければならない。最も好ましくは、第１
および第２の合成ポリマーの両方は少なくとも３個の官能基を含む。
【０１０６】
　（複数の求核性基を含む合成ポリマー）
　複数の求核性基を含む合成ポリマーはまた、本明細書中では一般的に「多求核性ポリマ
ー」といわれる。本発明における使用のために、多求核性ポリマーは少なくとも２個、よ
り好ましくは少なくとも３個の求核性基を含まなければならない。２個しか求核性基を含
まない合成ポリマーを使用する場合、３次元架橋ネットワークを得るためには、３個以上
の求電子性基を含む合成ポリマーを使わなければならない。
【０１０７】
　本発明の組成物および方法での使用のために好ましい多求核性ポリマーは、複数の１級
アミノ基およびチオール基のような求核性基を含むか、あるいは含むように修飾された合
成ポリマーを含む。好ましい多求核性ポリマーは以下のものを含む：（ｉ）２個以上の１
級アミノ基またはチオール基を含むように合成された合成ポリペプチド；および（ｉｉ）
２個以上の１級アミノ基またはチオール基を含むように修飾されたポリエチレングリコー
ル。一般的に、チオール基と求電子性基の反応は１級アミノ基と求電子性基の反応よりも
遅く進行する傾向がある。
【０１０８】
　好ましい多求核性ポリペプチドは、１級アミノ基を含むアミノ酸（例えば、リジン）お
よび／またはチオール基を含むアミノ酸（例えば、システイン）を組み込むように合成さ
れた合成ポリペプチドである。アミノ酸リジン（分子量１４５）で合成したポリマーであ
るポリリジンは特に好まれる。ポリリジンは任意の場所に６～約４０００の１級アミノ基
、分子量で約８７０～約５８０，０００に相当するものを有するように調製された。
【０１０９】
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　本発明での使用のためのポリリジンは好ましくは、約１，０００～約３００，０００の
範囲の分子量を有し、より好ましくは、約５，０００～約１００，０００の範囲であり；
最も好ましくは、約８，０００～約１５，０００の範囲である。多様な分子量のポリリジ
ンは、商業的に、Ｐｅｎｉｎｓｕｌａ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ，　Ｉｎｃ．（Ｂｅｌ
ｍｏｎｔ，　ＣＡ）から入手可能である。
【０１１０】
　ポリエチレングリコールは、例えば、Ｐｏｌｙ（ｅｔｈｙｌｅｎｅ　Ｇｌｙｃｏｌ）　
Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ：　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｂｉｏｍｅｄｉｃａｌ　Ａ
ｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ，　Ｊ　Ｍｉｌｔｏｎ　Ｈａｒｒｉｓ編、Ｐｌｅｎｕｍ　Ｐｒｅ
ｓｓ，　ＮＹ（１９９２）の第２２章に記載された方法に従って複数の１級アミノ基また
はチオール基を含むように化学的に修飾され得る。２個以上の１級アミノ基を含むように
修飾されたポリエチレングリコールを、本明細書中では「多アミノＰＥＧ」という。２個
以上のチオール基を含むように修飾されたポリエチレングリコールは、本明細書中では「
多チオールＰＥＧ」といわれる。本明細書中で使用される用語「ポリエチレングリコール
」は、修飾および／または誘導体化されたポリエチレングリコールを包含する。
【０１１１】
　多アミノＰＥＧの多様な形態は、Ｓｈｅａｒｗａｔｅｒ　Ｐｏｌｙｍｅｒｓ　（Ｈｕｎ
ｔｓｖｉｌｌｅ，　ＡＬ）およびＴｅｘａｃｏ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ　（
Ｈｏｕｓｔｏｎ，　ＴＸ）から、「Ｊｅｆｆａｍｉｎｅ」という名称で商業的に入手可能
である。本発明で有用な多アミノＰＥＧはＴｅｘａｃｏ社のＪｅｆｆａｍｉｎｅジアミン
（「Ｄ」シリーズ）およびトリアミン（「Ｔ」シリーズ）を含み、これらはそれぞれ１分
子当たり２個または３個の１級アミノ基を含む。Ｊｅｆｆａｍｉｎｅジアミンおよびトリ
アミンの一般構造式は図３に示される。
【０１１２】
　エチレンジアミン（Ｈ２Ｎ－ＣＨ２ＣＨ２－ＮＨ２）、テトラメチレンジアミン（Ｈ２

Ｎ－（ＣＨ２）４－ＮＨ２）、ペンタメチレンジアミン（カダベリン）（Ｈ２Ｎ－（ＣＨ

２）５－ＮＨ２）、ヘキサメチレンジアミン（Ｈ２Ｎ－（ＣＨ２）６－ＮＨ２）、ビス（
２－ヒドロキシエチル）アミン（ＨＮ－（ＣＨ２ＣＨ２ＯＨ）２）、ビス（２－アミノエ
チル）アミン（ＨＮ－（ＣＨ２ＣＨ２ＮＨ２）２）、およびトリス（２－アミノエチル）
アミン（Ｎ－（ＣＨ２ＣＨ２ＮＨ２）３）のようなポリアミンもまた、複数の求核性基を
含む合成ポリマーとして使用され得る。
【０１１３】
　（複数の求電子性基を含む合成ポリマー）
　複数の求電子性基を含む合成ポリマーもまた、ここでは「多求電子性ポリマー」といわ
れる。本発明での使用のために、多官能性に活性化された合成ポリマーは、多求核性ポリ
マーとの３次元架橋ネットワークを形成するためには、少なくとも２個、より好ましくは
、少なくとも３個の求電子性基を含まなければならない。
【０１１４】
　本発明の組成物における使用のために好ましい多求電子性ポリマーは、２個以上の、他
の分子の求電子性基と共有結合を形成し得るスクシンイミジル基を含むポリマーである。
スクシンイミジル基は、多アミノＰＥＧ、ポリリジン、またはコラーゲンのような１級ア
ミノ基（－ＮＨ２）を含有する材料と反応性が高い。スクシンイミジル基は、多チオール
ＰＥＧまたは複数のシステイン残基を含む合成ポリペプチドのようなチオール基を含む材
料とは僅かに反応性が低い。
【０１１５】
　本明細書中で用いられる用語「２個以上のスクシンイミジル基を含む」は、２個以上の
スクシンイミジル基を含む市販されているポリマー、ならびに２個以上のスクシンイミジ
ル基を含むように化学的に誘導体化されるべきポリマーを包含することを意味する。本明
細書中で用いられる用語「スクシンイミジル基」は、スルホスクシンイミジル基および他
の「総称的な」スクシンイミジル基の変形を包含するように意図される。スルホスクシン
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イミジル基の亜硫酸ナトリウム部分の存在がポリマーの可溶性の増加に寄与する。
【０１１６】
　（親水性ポリマー）
　親水性ポリマーおよび、特に、多様なポリエチレングリコールは、本発明の組成物にお
ける使用について好まれる。本明細書中で用いられる用語「ＰＥＧ」は、（ＯＣＨ２ＣＨ

２）ｎの繰り返し構造を有するポリマーをいう。
【０１１７】
　特定の４官能性に活性化されたいくつかのＰＥＧの構造は、４官能性活性化ＰＥＧと多
アミノＰＥＧとを反応させて得られた一般的な反応生成物として図４～１３に示される。
図に示したように、スクシンイミジル基は、－Ｎ（ＣＯＣＨ２）２で表される５員環であ
る。図４～１３で、記号＾＾＾は開結合を示す。
【０１１８】
　図４は、本明細書中でＳＧ－ＰＥＧとした、４官能性活性化ＰＥＧスクシンイミジルグ
ルタレートと多アミノＰＥＧとの反応ならびにそれによって得られる反応生成物を示す。
【０１１９】
　別のＰＥＧの活性化形態は、ＰＥＧスクシンイミジルプロピオネートといわれる（ＳＥ
－ＰＥＧ）。４官能性活性化ＳＥ－ＰＥＧ、および多アミノＰＥＧと反応することによっ
て得られる反応生成物の構造式を図５に示す。この化合物の一般構造式では、下付きの３
をｍで置き換える。図４の実施様態では、ｍが３であり、そこではＰＥＧのどちらかの側
にＣＨ２基が３回繰り返して存在する。
【０１２０】
　図５の構造は、加水分解を受けにくい「エーテル」結合を含む結合体を示す。これは、
図４で示された結合体とは異なっていて、ここではエステル結合が提供される。エステル
結合は生理的条件下では加水分解を受ける。
【０１２１】
　さらに別の官能性に活性化された形態のポリエチレングリコールで、ｍが２の場合のも
のを、４官能性活性化ＰＥＧと多アミノＰＥＧとを反応させることによって形成した結合
体として図６に示す。
【０１２２】
　　ｍが１の場合には、図５および６の化合物に類似した別の官能性に活性化されたＰＥ
Ｇが提供される。４官能性活性化ＰＥＧの構造式、および活性化ＰＥＧを多アミノＰＥＧ
と反応させて得られた結合体を図７に示す。この結合体はエーテル結合およびペプチド結
合の両方を含むことを言及しておく。これらの結合は生理的条件下で安定である。
【０１２３】
　別の官能性に活性化された形態のＰＥＧは、ＰＥＧスクシンイミジルスクシンアミド（
ＳＳＡ－ＰＥＧ）といわれる。この化合物の４官能性に活性化された形態の構造式、およ
び多アミノＰＥＧと反応することによって得られた反応生成物を図８に示す。図８に示さ
れた構造式はｍが２であり；しかし、ｍが１またはｍが３～１０の関連化合物の場合もま
た、本発明の組成物において使用され得る。
【０１２４】
　図８の構造式は前述のエーテル結合のように加水分解しにくく、従ってエステル結合以
上に安定であるアミド結合を含む結合体を示す。
【０１２５】
　ｍが０の場合に、さらに別のＰＥＧの活性化された形態が提供される。この化合物はＰ
ＥＧスクシンイミジルカルボネート（ＳＣ－ＰＥＧ）として参照される。４官能性活性化
ＳＣ－ＰＥＧの構造式、および多アミノＰＥＧと反応することによって得られた結合体を
図９に示す。
【０１２６】
　以上に議論したように、本発明における使用のための好ましい活性化ポリエチレングリ
コール誘導体は、反応基としてのスクシンイミジル基を含む。しかし、異なる活性基がＰ
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ＥＧ分子の長さに沿った部位に結合し得る。例えば、ＰＥＧは官能性に活性化されたＰＥ
Ｇプロピオンアルデヒド（Ａ－ＰＥＧ）を、すなわち図１０で示した４官能性に活性化さ
れた形態を形成するように誘導体化され得る。これは、結合体がＡ－ＰＥＧと多アミノＰ
ＥＧとの反応によって形成されるためである。図１０に示された結合は、ｍが１０の場合
の－（ＣＨ２）ｍ－ＮＨ－結合として参照される。
【０１２７】
　さらに別の形態の活性化ポリエチレングリコールは、官能性に活性化されたＰＥＧグリ
シジルエーテル（Ｅ－ＰＥＧ）であり、図１１で示したように４官能性に活性化された化
合物である。これは、結合体が多アミノＰＥＧとそのように反応して形成したからである
。
【０１２８】
　ポリエチレングリコールの別の活性化誘導体は、官能性に活性化されたＰＥＧ－イソシ
アネート（Ｉ－ＰＥＧ）であり、これは、多アミノＰＥＧとの反応により形成された結合
体と共に、図１２に示される。
【０１２９】
　ポリエチレングリコールの別の活性化誘導体は、官能性に活性化されたＰＥＧ－ビニル
スルホン（Ｖ－ＰＥＧ）であり、これは、多アミノＰＥＧとの反応により形成された結合
体と共に、図１３の下部に示される。
【０１３０】
　本発明の組成物における使用のための好ましい多官能性に活性化されたポリエチレング
リコールは、スクシンイミジル基を含むポリエチレングリコール、例えば、ＳＧ－ＰＥＧ
およびＳＥ－ＰＥＧ（図４～７に示される）であり、好ましくは、３官能性または４官能
性の活性化形態である。
【０１３１】
　上記の活性化形態のポリエチレングリコールの多くは、Ｓｈｅａｒｗａｔｅｒ　Ｐｏｌ
ｙｍｅｒｓ，　Ｈｕｎｔｓｖｉｌｌｅ，　Ａｌａｂａｍａ、およびＵｎｉｏｎ　Ｃａｒｂ
ｉｄｅ，　Ｓｏｕｔｈ　Ｃｈａｒｌｅｓｔｏｎ，　Ｗｅｓｔ　Ｖｉｒｇｉｎｉａから、現
在市販されている。
【０１３２】
　（疎水性ポリマー）
　疎水性ポリマーもまた、本発明の組成物を調製するために使用され得る。本発明におけ
る使用のための疎水性ポリマーは、好ましくは２個以上の求電子性基（例えば、スクシン
イミジル基）、最も好ましくは２個、３個、または４個の求電子性基を含むか、または含
むように誘導体化され得る。本明細書中で使用される用語「疎水性ポリマー」は、相対的
に小さな割合の酸素原子または窒素原子を含むポリマーをいう。
【０１３３】
　既に２個以上のスクシンイミジル基を含む疎水性ポリマーには、以下が挙げられるがこ
れらに限定されない：ジスクシンイミジルスベレート（ＤＳＳ）、ビス（スルホスクシン
イミジル）スベレート（ＢＳ３）、ジチオビス（スクシンイミジルプロピオネート）（Ｄ
ＳＰ）、ビス（２－スクシンイミドオキシカルボニルオキシ）エチルスルホン（ＢＳＯＣ
ＯＥＳ）、および３，３’－ジチオビス（スルホスクシンイミジルプロピオネート）（Ｄ
ＴＳＰＰ）、ならびにそれらのアナログおよび誘導体。上記参照のポリマーは、Ｐｉｅｒ
ｃｅ（Ｒｏｃｋｆｏｒｄ，　ＩＬ）から、それぞれ、カタログナンバー２１５５５、２１
５７９、２２５８５、２１５５４、および２１５７７によって入手可能である。上記参照
のポリマーの構造式、ならびにこれらのポリマーの各々とアミノＰＥＧとの反応により得
られる一般化された反応生成物の構造式は、それぞれ、図１４～１８の下部に示される。
【０１３４】
　本発明における使用のための好ましい疎水性ポリマーは、一般的に、約１４炭素原子を
越えない炭素鎖を有する。実質的に１４炭素原子よりも長い炭素鎖を有するポリマーは、
一般的に、水溶液中での溶解度が非常に乏しく、そしてそのために、複数の求核性基を含
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む合成ポリマーの水溶液と混合される場合、反応時間が非常に長い。
【０１３５】
　（官能基を含むためのポリマーの誘導体化）
　特定のポリマー（例えば、ポリ酸）は、２個以上の官能基（例えば、スクシンイミジル
基）を含むように誘導体化され得る。本発明における使用のためのポリ酸には、以下が挙
げられるがこれらに限定されない：トリメチロールプロパンベースのトリカルボン酸、ジ
（トリメチロールプロパン）ベースのテトラカルボン酸、ヘプタン二酸、オクタン二酸（
スベリン酸）、およびヘキサデカン二酸（タプシン酸）。これらのポリ酸の多くは、Ｄｕ
Ｐｏｎｔ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙから市販されている。
【０１３６】
　一般的な方法に従って、ポリ酸は、Ｎ，Ｎ’－ジシクロヘキシルカルボジイミド（ＤＣ
Ｃ）の存在下で、適切なモル量のＮ－ヒドロキシスクシンイミド（ＮＨＳ）との反応によ
り、２個以上のスクシンイミジル基を含むように化学的に誘導体化され得る。
【０１３７】
　ポリアルコール（例えば、トリメチロールプロパンおよびジ（トリメチロールプロパン
））は、共有に係る同時出願の米国特許出願第０８／４０３，３５８号に記載のように、
種々の方法を使用してカルボン酸形態へと変換され得、次いで、ＤＣＣの存在下で、ＮＨ
Ｓとの反応によってさらに誘導体化されて、それぞれ、３官能性または４官能性の活性化
ポリマーを生成し得る。ポリ酸（例えば、ヘプタン二酸（ＨＯＯＣ－（ＣＨ２）５－ＣＯ
ＯＨ）、オクタン二酸（ＨＯＯＣ－（ＣＨ２）６－ＣＯＯＨ）、およびヘキサデカン二酸
（ＨＯＯＣ－（ＣＨ２）１４－ＣＯＯＨ））は、スクシンイミジル基の付加によって誘導
体化されて、２官能性の活性化ポリマーを形成し得る。
【０１３８】
　ポリアミン（例えば、エチレンジアミン（Ｈ２Ｎ－ＣＨ２ＣＨ２－ＮＨ２）、テトラメ
チレンジアミン（Ｈ２Ｎ－（ＣＨ２）４－ＮＨ２）、ペンタメチレンジアミン（カダベリ
ン）（Ｈ２Ｎ－（ＣＨ２）５－ＮＨ２）、ヘキサメチレンジアミン（Ｈ２Ｎ－（ＣＨ２）

６－ＮＨ２）、ビス（２－ヒドロキシエチル）アミン（ＨＮ－（ＣＨ２ＣＨ２ＯＨ）２）
、ビス（２－アミノエチル）アミン（ＨＮ－（ＣＨ２ＣＨ２ＮＨ２）２）、およびトリス
（２－アミノエチル）アミン（Ｎ－（ＣＨ２ＣＨ２ＮＨ２）３））は、ポリ酸へと化学的
に誘導体化され得、次いでこれは、米国特許出願第０８／４０３，３５８号に記載のよう
に、ＤＣＣの存在下で、適切なモル量のＮ－ヒドロキシスクシンイミドとの反応により、
２個以上のスクシンイミジル基を含むように誘導体化され得る。これらのポリアミンの多
くは、ＤｕＰｏｎｔ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙから市販されている。
【０１３９】
　（架橋ポリマー組成物の調製）
　本発明の架橋ポリマー組成物を調製するための一般的方法において、複数の求核性基を
含む第１の合成ポリマーは、複数の求電子性基を含む第２の合成ポリマーと混合される。
３次元架橋ネットワークの形成が、第１の合成ポリマー上の求核性基と第２の合成ポリマ
ー上の求電子性基との間の反応の結果として生じる。
【０１４０】
　以下、用語「第１の合成ポリマー」は、２個以上の求核性基を含む合成ポリマーをいう
ように使用され、そして用語「第２の合成ポリマー」は、２個以上の求電子性基を含む合
成ポリマーをいうように使用される。本発明の組成物を調製するために使用される、第１
の合成ポリマーおよび第２の合成ポリマーの濃度は、使用される特定の合成ポリマーの種
類および分子量、ならびに所望の最終の使用目的を含む、多数の因子に依存して変化する
。
【０１４１】
　一般的に、本発明者らは、第１の合成ポリマーとして多アミノＰＥＧを使用する場合、
それが好ましくは最終組成物の約０．５～約２０重量％の範囲の濃度において使用され、
一方で第２の合成ポリマーが最終組成物の約０．５～約２０重量％の範囲の濃度において
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使用されることを見出した。例えば、１グラム（１０００ミリグラム）の総重量を有する
最終組成物は、約５～約２００ミリグラムの多アミノＰＥＧ、および約５～約２００ミリ
グラムの第２の合成ポリマーを含む。
【０１４２】
　第１および第２の両合成ポリマーのより高い濃度の使用は、より密な架橋ネットワーク
の形成を生じ、より硬くより強固なゲルを生成する。そのために、組織増強における使用
が意図される組成物は、好ましい濃度範囲の上限へと向かう第１および第２の合成ポリマ
ー濃度を一般的に使用する。生物接着剤としての使用、または接着防止における使用が意
図される組成物は、堅固である必要はなく、従ってより低いポリマー濃度を含み得る。
【０１４３】
　複数の求電子性基を含むポリマーは水とも反応するので、第２の合成ポリマーは、加水
分解による架橋能力の喪失（これは典型的に、そのような求電子性基の水性媒体への曝露
によって生じる）を防ぐために、一般的に無菌の乾燥形態で貯蔵されそして使用される。
無菌の乾燥形態の複数の求電子性基を含む親水性合成ポリマーを調製するための方法は、
１９９５年６月３０日に出願された、共有に係る同時出願中の米国特許出願第０８／４９
７，５７３号に記載される。例えば、乾燥合成ポリマーは、薄いシートまたは膜へと圧縮
成型され、次いでこれはγ線を使用して、または好ましくは電子線を使用して、滅菌され
得る。得られた乾燥膜またはシートは、所望のサイズへと切断され得るか、あるいはより
小さなサイズの粒子へと刻まれ得る。
【０１４４】
　複数の求電子性基を含むポリマーは、一般的に水と反応性ではなく、従って水溶液中に
貯蔵され得る。
【０１４５】
　架橋ポリマー組成物はまた、Ｘ線または１９Ｆ－ＭＲＩをそれぞれ介する投与後の組成
物の可視化を助けるために、様々な造影剤（例えば、ヨウ素もしくは硫酸バリウム、また
はフッ素）を含むように調製され得る。
【０１４６】
　（架橋合成ポリマーへの他の成分の組み込み）
　天然のタンパク質（例えば、コラーゲン）、および種々の天然のポリサッカライドの誘
導体（例えば、グリコサミノグリカン）が、本発明の組成物にさらに組み込まれ得る。ま
た、これらの他の成分が合成ポリマー上の官能基と反応する官能基を含む場合、第１およ
び第２の合成ポリマーの混合の間および／または架橋の間のそれらの存在は、架橋合成ポ
リマー－天然のポリマーのマトリックスの形成を生じる。特に、天然のポリマー（タンパ
ク質またはポリサッカライド）がまた、求核性基（例えば、１級アミノ基）を含む場合、
第２の合成ポリマー上の求電子性基は、これらの成分上の１級アミノ基、ならびに第１の
合成ポリマー上の求核性基と反応し、これらの他の成分がポリマーマトリックスの一部に
なるようにする。
【０１４７】
　一般的に、グリコサミノグリカンは、合成ポリマー分子上の求電子性基との反応に利用
可能な１級アミノ基を含むように、脱アセチル化、脱硫酸化、またはその両方によって化
学的に誘導体化されなければならない。前述の方法のいずれかまたはその両方に従って誘
導体化され得るグリコサミノグリカンには、以下が挙げられる：ヒアルロン酸、コンドロ
イチン硫酸Ａ、コンドロイチン硫酸Ｂ（デルマタン硫酸）、コンドロイチン硫酸Ｃ、キチ
ン（キトサンに誘導体化され得る）、ケラタン硫酸、ケラト硫酸、およびヘパリン。脱ア
セチル化および／または脱硫酸化によるグリコサミノグリカンの誘導体化、ならびに得ら
れたグリコサミノグリカンの親水性合成ポリマーとの共有結合は、１９９３年１１月３日
に出願された、共有に係る許可された米国出願第０８／１４６，８４３号に、さらに詳細
に記載される。
【０１４８】
　同様に、第２の合成ポリマー上の求電子性基は、特定の天然のタンパク質の、リジン残
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基上の１級アミノ基またはシステイン残基上のチオール基と反応する。リジンの豊富なタ
ンパク質（例えば、コラーゲンおよびその誘導体）は、合成ポリマー上の求電子性基と特
に反応的である。本明細書中で使用される用語「コラーゲン」は、任意の供給源に由来す
る任意の種類のコラーゲンを含むことが意図され、これには以下が挙げられるが、これら
に限定されない：組織から抽出されたコラーゲンまたは組換え的に生成されたコラーゲン
、コラーゲンアナログ、コラーゲン誘導体、修飾されたコラーゲン、および変性されたコ
ラーゲン（例えば、ゼラチン）。コラーゲンの親水性合成ポリマーへの共有結合は、１９
９２年１１月１０日にＲｈｅｅらに発行された、共有に係る米国特許第５，１６２，４３
０号に詳細に記載される。
【０１４９】
　一般的に、任意の供給源由来のコラーゲンは、本発明の組成物において使用され得る；
例えば、コラーゲンは、ヒトまたは他の哺乳動物（例えば、ウシまたはブタの真皮および
ヒトの胎盤）の供給源から抽出され、そして精製され得、または組換え的にもしくは別の
方法で産生され得る。ウシの皮膚由来の、精製された実質的に非抗原的なコラーゲンの溶
液の調製は、当該分野で周知である。共有に係る米国特許第５，４２８，０２２号（１９
９５年６月２７日に発行された、Ｐａｌｅｆｓｋｙら）は、ヒトの胎盤由来のコラーゲン
の抽出および精製方法を開示する。共有に係る同時継続中の米国特許出願番号第０８／１
８３，６４８号（１９９４年１月１８日に出願された）は、トランスジェニック動物（ト
ランスジェニックウシを含む）の乳中の組換えヒトコラーゲンの産生方法を開示する。本
明細書中で使用する用語「コラーゲン」または「コラーゲン材料」は、コラーゲンの全て
の形態（処理され、または別の方法で修飾されたコラーゲン含む）を言う。
【０１５０】
　任意のタイプのコラーゲン（タイプＩ、ＩＩ、ＩＩＩ、ＩＶ、またはそれらの任意の組
合せを含むが、これらに限定されない）は、本発明の組成物において使用され得るが、タ
イプＩが一般的に好ましい。アテロペプチド含有コラーゲンまたはテロペプチド含有コラ
ーゲンのいずれかが使用され得る；しかし、異種間の供給源由来のコラーゲン（例えば、
ウシのコラーゲン）が使用される場合、テロペプチド含有コラーゲンと比較して低減され
た免疫原性のために、アテロペプチドコラーゲンが一般的に好ましい。
【０１５１】
　あらかじめ熱、照射、または化学的架橋剤のような方法により架橋されていないコラー
ゲンが、本発明の組成物における使用に好ましいが、あらかじめ架橋したコラーゲンも使
用され得る。非架橋アテロペプチド原繊維性コラーゲンは、Ｃｏｌｌａｇｅｎ　Ｃｏｒｐ
ｏｒａｔｉｏｎ（Ｐａｌｏ　Ａｌｔｏ，ＣＡ）により、３５ｍｇ／ｍｌおよび６５ｍｇ／
ｍｌのコラーゲン濃度で、それぞれＺｙｄｅｒｍ（登録商標）Ｉ　Ｃｏｌｌａｇｅｎおよ
びＺｙｄｅｒｍ　ＩＩ　Ｃｏｌｌａｇｅｎの商標の下で市販される。グルタルアルデヒド
架橋アテロペプチド原繊維性コラーゲンは、Ｃｏｌｌａｇｅｎ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
により、３５ｍｇ／ｍｌのコラーゲン濃度で、Ｚｙｐｌａｓｔ（登録商標）　Ｃｏｌｌａ
ｇｅｎの商標で市販される。
【０１５２】
　本発明における使用のためのコラーゲンは、一般的に約２０ｍｇ／ｍｌ～約１２０ｍｇ
／ｍｌの間の濃度の懸濁水溶液である；好ましくは、約３０ｍｇ／ｍｌ～約９０ｍｇ／ｍ
ｌの間である。
【０１５３】
　インタクトなコラーゲンが好ましいが、変性コラーゲン（一般的に、ゼラチンとして知
られる）がまた、本発明の組成物において使用され得る。ゼラチンは、コラーゲンよりも
より早く分解性であるさらなる利点を有し得る。
【０１５４】
　その付着性の（ｔａｃｋｙ）コンシステンシーのために、非原繊維性コラーゲンは、一
般的に、生物接着剤としての使用が意図される本発明の組成物における使用に好ましい。
用語「非原繊維性コラーゲン」は、コラーゲンの懸濁水溶液の光学的透明度（ｏｐｔｉｃ
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ａｌ　ｃｌａｒｉｔｙ）により示されるように、ｐＨ７で実質的に非原繊維性の形態であ
る、任意の修飾または未修飾のコラーゲン材料を言う。
【０１５５】
　既に非原繊維性の形態のコラーゲンは、本発明の組成物において使用され得る。本明細
書中で使用する用語「非原繊維性コラーゲン」は、自然の形態が非原繊維性であるコラー
ゲンのタイプ、ならびに化学的に修飾されて中性のｐＨまたはその付近で非原繊維性の形
態となるコラーゲンを含むことが意図される。自然の形態で非原繊維性（または微小原繊
維性）であるコラーゲンのタイプは、タイプＩＶ、ＶＩ、およびＶＩＩを含む。
【０１５６】
　中性のｐＨで非原繊維性の形態である化学的に修飾されたコラーゲンは、スクシニル化
されたコラーゲンおよびメチル化されたコラーゲンを含み、その両方は、米国特許第４，
１６４，５５９号（１９７９年８月１４日に発行された、Ｍｉｙａｔａら、その全体を本
明細書中で参考として援用する）に記載された方法に従って調製され得る。共有に係る米
国特許出願番号第０８／４７６，８２５号において開示されるように、その固有の接着性
により、メチル化されたコラーゲンが、生物接着剤組成物における使用のために特に好ま
しい。
【０１５７】
　本発明の架橋ポリマー組成物における使用のためのコラーゲンは、原繊維性の形態で出
発し、次いで１つ以上の繊維分解剤の添加により非原繊維性を与えられた。繊維分解剤は
、上記のように、ｐＨ７でコラーゲンに実質的に非原繊維性を与えるために十分な量で存
在しなければならない。本発明における使用のための繊維分解剤は、限定はされないが、
種々の生体適合性のアルコール、アミノ酸、無機塩、および炭水化物を含み、生体適合性
のアルコールが特に好ましい。好ましい生体適合性のアルコールは、グリセロールおよび
プロピレングリコールを含む。非生体適合性のアルコール（例えば、エタノール、メタノ
ール、およびイソプロパノール）は、それらを受けた患者の体における潜在的に有害な効
果のために、本発明における使用のために好ましくない。好ましいアミノ酸は、アルギニ
ンを含む。好ましい無機塩は、塩化ナトリウムおよび塩化カリウムを含む。炭水化物（例
えば、スクロースを含む種々の糖）は本発明の実施において使用され得るが、それらはイ
ンビボで細胞毒性の効果を有するので、他のタイプの繊維分解剤と同様に好ましくない。
【０１５８】
　原繊維性コラーゲンは不透明であり、そして非原繊維性コラーゲンよりも付着性が弱い
ので、原繊維性コラーゲンは生物接着剤の組成物における使用のためにあまり好ましくな
い。しかし、共有に係る米国特許出願番号第０８／４７６，８２５号において開示される
ように、原繊維性コラーゲンまたは非原繊維性コラーゲンと原繊維性コラーゲンとの混合
物は、光学的透明度が必要ではない場合に、インビボでの長期間の持続性を意図された接
着剤組成物における使用のために好ましくあり得る。
【０１５９】
　組織増強における使用を意図された組成物について、原繊維性コラーゲンが好ましい。
なぜなら、非原繊維性コラーゲンを使用して調製したゲルよりも、インビボでのより長期
間の持続性を有する、より強い架橋ゲルを形成する傾向があるからである。
【０１６０】
　一般的に、コラーゲンは、第１の合成ポリマーに添加され、次いでコラーゲンおよび第
１の合成ポリマーを徹底的に混合して均一な組成物を得る。次いで、第２の合成ポリマー
を、コラーゲン／第１の合成ポリマー混合物に添加し、そして混合する。ここで、それは
、第１の合成ポリマー上の１級アミノ基またはチオール基、およびコラーゲン上の１級ア
ミノ基に共有結合して、均一な架橋ネットワークの形成を生じる。種々の脱アセチル化さ
れたおよび／または脱硫酸化されたグリコサミノグリカン誘導体は、コラーゲンについて
の上記の方法のような類似の方法で組成物に組み込まれ得る。
【０１６１】
　以下で議論されるような組織接着における使用について、細胞接着を促進するために、
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タンパク質（例えば、アルブミン、フィブリン、またはフィブリノーゲン）を架橋ポリマ
ー組成物内に組み込むことがまた望ましくあり得る。
【０１６２】
　さらに、親水コロイド（例えば、カルボキシメチルセルロース）の導入は、組織接着お
よび／または膨張能力を促進し得る。
【０１６３】
　（架橋合成ポリマー組成物の投与）
　本発明の組成物は、第１および第２の合成ポリマーの架橋の前、その間、またはその後
に投与され得る。組織増強のような特定の使用（以下により詳細に記載される）は、組成
物が投与の前に架橋されることを必要とする。それに対して、他の適用（例えば、組織接
着）は、架橋が「平衡」に達する前に組成物が投与されることを必要とする。架橋が平衡
に達する点は、組成物がもはや接触に対して付着性または粘着性を感じなくなる点として
本明細書中で定義される。
【０１６４】
　組成物を架橋の前に投与するために、第１の合成ポリマーおよび第２の合成ポリマーは
、２区画シリンジの別々の円筒部内に含まれ得る。この場合において、２つの合成ポリマ
ーは、２つのポリマーがシリンジの針の先端部から患者組織に押し出される点まで実際に
混合しない。これは、大多数の架橋反応がインサイチュで起こることを可能にし、これは
、２つの組成物をあまりに早く混合した場合、およびシリンジの針からの送達の前に２つ
の組成物間の架橋が既にあまりに進行した場合に一般的に生じる針の封鎖の問題を回避す
る。上記のように、２区画シリンジの使用はより小さい直径の針の使用を可能にし、これ
は、繊細な顔面組織（例えば、目の周辺の組織）における柔組織増強を実施する場合に有
利である。
【０１６５】
　あるいは、第１の合成ポリマーおよび第２の合成ポリマーは、組織部位への送達の前に
上記の方法に従って混合され得、次いで混合後に直ちに（好ましくは、約６０秒以内）所
望の組織部位に注入される。
【０１６６】
　本発明の別の実施態様では、第１の合成ポリマーおよび第２の合成ポリマーは混合され
、次いで押し出され、そしてシートまたは他の固体形状に架橋される。次いで、架橋固体
は脱水され実質的に全ての結合していない水が除去される。生じた乾燥固体は、粒子に擦
り砕かれるかまたは粉砕され得、次いで非水性の液体のキャリア（限定はされないが、ヒ
アルロン酸、デキストラン硫酸、デキストラン、スクシニル化された非架橋コラーゲン、
メチル化された非架橋コラーゲン、グリコーゲン、グリセロール、ブドウ糖、マルトース
、脂肪酸のトリグリセリド（例えば、トウモロコシ油、ダイズ油、およびゴマ油）、なら
びに卵黄のリン脂質）に再懸濁され得る。粒子の懸濁液は、小ゲージ針を介して組織部位
へ注入され得る。組織内では、架橋ポリマー粒子は再水和し、そして少なくとも５倍のサ
イズで膨張する。
【０１６７】
　（帯電した化合物を送達するための架橋合成ポリマーの使用）
　帯電した化合物（例えば、タンパク質または薬物）の送達のためのマトリックスを調製
するために、第１の合成ポリマーおよび第２の合成ポリマーの相対的なモル量を変化させ
ることにより、生じる架橋ポリマー組成物の正味の電荷を変更することが可能である。こ
のような場合、帯電したタンパク質または薬物の送達（通常、中性のキャリアのマトリッ
クスから迅速に拡散する）は、制御され得る。
【０１６８】
　例えば、複数の求核性基を含むモル過剰の第１の合成ポリマーが使用される場合、得ら
れたマトリックスは正の正味電荷を有し、そして負に帯電した化合物とイオン結合して、
これらを送達するために使用され得る。これらのマトリックス由来であり得る負に帯電し
た化合物の例は、種々の薬剤、細胞、タンパク質、およびポリサッカライドを含む。負に
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帯電したコラーゲン（例えば、スクシニル化されたコラーゲン）およびグリコサミノグリ
カン誘導体（例えば、ヒアルロン酸ナトリウム、ケラタン硫酸、ケラト硫酸、コンドロイ
チン硫酸Ａナトリウム、デルマタン硫酸Ｂナトリウム、コンドロイチン硫酸Ｃナトリウム
、ヘパリン、エステル化されたコンドロイチン硫酸Ｃ、およびエステル化されたヘパリン
）は、上記のように、架橋ポリマーのマトリックスに効率的に組み込まれ得る。
【０１６９】
　複数の求電子性基を含むモル過剰の第２の合成ポリマーが使用される場合、得られるマ
トリックスは負の正味電荷を有し、正に帯電した化合物とイオン結合して、これらを送達
するために使用され得る。これらのマトリックス由来であり得る正に帯電した化合物の例
は、種々の薬剤、細胞、タンパク質、およびポリサッカライドを含む。正に帯電したコラ
ーゲン（例えば、メチル化されたコラーゲン）およびグリコサミノグリカン誘導体（例え
ば、エステル化され脱アセチル化されたヒアルロン酸、エステル化され脱アセチル化され
脱硫酸化されたコンドロイチン硫酸Ａ、エステル化され脱アセチル化され脱硫酸化された
コンドロイチン硫酸Ｃ、脱アセチル化され脱硫酸化されたケラタン硫酸、脱アセチル化さ
れ脱硫酸化されたケラト硫酸、エステル化され脱硫酸化されたヘパリン、およびキトサン
）は、上記のように、架橋ポリマーのマトリックスに効率的に組み込まれ得る。
【０１７０】
　（生物学的に活性な薬剤を送達するための架橋合成ポリマーの使用）
　本発明の架橋ポリマー組成物もまた、様々な薬物および他の生物学的に活性な薬剤の局
所的な送達のために使用され得る。生物学的に活性な薬剤（例えば、増殖因子）が、組織
治癒および再生を容易にするために、組成物から局所の組織部位へ送達され得る。
【０１７１】
　本明細書中で使用される用語「生物学的に活性な薬剤」または「活性な薬剤」は、イン
ビボで生物学的効果を発揮する有機分子をいう。活性な薬剤の例は、酵素、レセプターア
ンタゴニストまたはアゴニスト、ホルモン、増殖因子、自己骨髄、抗生物質、抗菌剤、お
よび抗体を含むが、これらに限定されない。用語「活性薬剤」はまた、本発明の組成物に
組み込まれ得る種々の細胞種および遺伝子を含むことが意図される。用語「活性薬剤」は
また、先に定義された２つ以上の活性薬剤の組合せまたは混合物を含むことが意図される
。
【０１７２】
　本発明の組成物における使用のための好ましい活性な薬剤は、増殖因子（例えば、トラ
ンスフォーミング増殖因子（ＴＧＦ）、線維芽細胞増殖因子（ＦＧＦ）、血小板由来増殖
因子（ＰＤＧＦ）、上皮増殖因子（ＥＧＦ）、結合組織活性化ペプチド（ＣＴＡＰ）、骨
芽細胞形成因子、およびそのような増殖因子の生物学的に活性なアナログ、フラグメント
、ならびに誘導体を含む。多機能性調節タンパク質であるトランスフォーミング増殖因子
（ＴＧＦ）スーパー遺伝子ファミリーのメンバーは、特に好ましい。ＴＧＦスーパー遺伝
子ファミリーのメンバーは、トランスフォーミング増殖因子β（例えば、ＴＧＦ－β１、
ＴＧＦ－β２、ＴＧＦ－β３）；骨形態形成タンパク質（例えば、ＢＭＰ－１、ＢＭＰ－
２、ＢＭＰ－３、ＢＭＰ－４、ＢＭＰ－５、ＢＭＰ－６、ＢＭＰ－７、ＢＭＰ－８、ＢＭ
Ｐ－９）；ヘパリン結合増殖因子（例えば、線維芽細胞増殖因子（ＦＧＦ）、上皮増殖因
子（ＥＧＦ）、血小板由来増殖因子（ＰＤＧＦ）、インスリン様増殖因子（ＩＧＦ））、
インヒビン（例えば、インヒビンＡ、インヒビンＢ）；増殖分化因子（例えば、ＧＤＦ－
１）、およびアクチビン（例えば、アクチビンＡ、アクチビンＢ、アクチビンＡＢ）を含
む。
【０１７３】
　増殖因子は、自然のまたは生来の供給源から（例えば、哺乳動物細胞から）単離され得
るかまたは合成的に（例えば、組換えＤＮＡ技術によってまたは種々の化学的プロセスに
よって）調製され得る。さらに、これらの因子のアナログ、フラグメント、または誘導体
が、もしそれらが生来の分子の少なくともいくらかの生物学的活性を示すならば、使用さ
れ得る。例えば、アナログは、部位特異的突然変異誘発または他の遺伝子工学技術によっ
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て改変された遺伝子の発現によって調製され得る。
【０１７４】
　生物学的に活性な薬剤は、混合によって架橋合成ポリマー組成物に組み込まれ得る。あ
るいは、薬剤は、合成ポリマー上に官能基を有するこれらの薬剤を結合することによって
、上記のように架橋ポリマーマトリックスに組み込まれ得る。官能性に活性化されたポリ
エチレングリコールを使用する、生物学的に活性な薬剤（例えば、増殖因子）を共有結合
するためのプロセスは、一般に譲渡された１９９２年１１月１０日に発行の米国特許第５
，１６２，４３０号（Ｒｈｅｅら）に記載される。好ましくは、このような組成物は、容
易に生分解され得る結合を含む。例えば、酵素的な分解の結果として生分解され得、これ
は標的組織への活性な薬剤の放出を生じ、ここでそれはその所望の治療上の効果を発揮す
る。
【０１７５】
　求核性基を含有する生物学的に活性な薬剤を架橋ポリマー組成物へ組込むための単純な
方法は、第２の合成ポリマーを添加する工程の前に第１の合成ポリマー（または第１の合
成ポリマー／コラーゲン混合物）と活性な薬剤を混合する工程を包含する。この手順は、
架橋ポリマー組成物への活性な薬剤の共有結合を生じ、これは、非常に効果的な徐放組成
物を生成する。
【０１７６】
　使用される活性な薬剤の種類および量は、他の因子の中でも、治療すべき特定の部位お
よび症状ならびに選択された活性な薬剤の生物学的な活性および薬物動態に依存する。
【０１７７】
　（細胞または遺伝子を送達するための架橋合成ポリマーの使用）
　本発明の架橋ポリマー組成物はまた、新たな組織を形成するために、種々の種類の生存
細胞または遺伝子を所望の投与部位へ送達するために使用され得る。本明細書中で使用さ
れる用語「遺伝子」は、天然供給源からの遺伝的物質、合成核酸、ＤＮＡ、アンチセンス
－ＤＮＡ、およびＲＮＡを含むことが意図される。
【０１７８】
　細胞を送達するために使用される場合、例えば、間葉幹細胞が、それらが送達される組
織と同じ種類の細胞を産生するように送達され得る。間葉幹細胞は、分化しておらず、従
って、活性な薬剤の存在または局所組織環境の効果（化学的、物理的など）によって、種
々の種類の新たな細胞を形成するように分化し得る。間葉幹細胞の例は、骨芽細胞、軟骨
細胞、および線維芽細胞を含む；骨芽細胞は、新たな骨を産生するために骨欠損の部位に
送達され得る；軟骨細胞は、新たな軟骨を産生するために軟骨欠損の部位に送達され得る
；線維芽細胞は、新たな結合組織が必要とされる任意の部位へコラーゲンを産生するため
に送達され得る；神経外胚葉細胞は、新たな神経組織を形成するために送達され得る；上
皮細胞は、新たな上皮性組織（例えば、肝臓、膵臓など）を形成するために送達され得る
。
【０１７９】
　細胞および遺伝子は、起源において同種または異種のいずれかであり得る。例えば、組
成物は、遺伝的に改変された他の種由来の細胞または遺伝子を送達するために使用され得
る。本発明の組成物はインビボで容易に分解されず、架橋ポリマー組成物内に包括された
細胞および遺伝子は、患者自身の細胞から隔離されるので、それ自身では患者内で免疫応
答をもたらさない。細胞および遺伝子を、架橋ポリマーマトリックス内に包括するために
、第１のポリマーおよび細胞または遺伝子は、前もって混合され得、次いで第２のポリマ
ーが、第１のポリマー／細胞または遺伝子の混合物に混合されて架橋マトリックスを形成
し、それによってマトリックス内に細胞または遺伝子を包括する。
【０１８０】
　生物学的に活性な薬剤について上記で議論したように、細胞または遺伝子を送達するた
めに使用される場合、好ましくは、合成ポリマーはまた、送達を意図する部位に細胞また
は遺伝子の制御された放出を補助するために生分解性基を含む。
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【０１８１】
　（生物接着剤としての架橋合成ポリマーの使用）
　本発明者らは、本発明の好ましい組成物が、著しく高い粘性を有する傾向があり、これ
は、組成物を生物接着剤としての使用、特に外科手術における使用に適切にすることを見
出した。本明細書中で使用される用語「生物接着剤」、「生物学的接着剤」、および「外
科用接着剤」は、相互交換可能に使用され、二つの生来の組織の表面間または生来の組織
表面と非生来の組織表面もしくは、合成インプラント表面間の一時的または持続的付着を
もたらし得る生体適合性組成物をいう。
【０１８２】
　第１の表面の第２の表面への付着を達成するための一般的な方法において、第１の合成
ポリマーおよび第２の合成ポリマーは、第１の表面に塗布され、次いで第１の表面は、第
２の表面に接触され、第１の表面と第２の表面間の接着を達成する。好ましくは、第１の
合成ポリマーおよび第２の合成ポリマーはまず混合されて架橋を開始し、次いで、第１の
合成ポリマー上の求核性基と第２の合成ポリマー上の求電子性基との間で実質的な架橋が
生じる前に第１の表面に送達される。次いで第１の表面は、第２の表面に接触（好ましく
は直ちに）され、二つの表面間の接着を達成する。好ましくは、第１および第２の表面の
少なくとも１つは、生来の組織表面である。
【０１８３】
　例えば、第１の合成ポリマーおよび第２の合成ポリマーは、一般に、別々のシリンジで
提供される。次いで、その内容物は、第１の表面に送達される直前にシリンジからシリン
ジへの（ｓｙｒｉｎｇｅ－ｔｏ－ｓｙｒｉｎｇｅ）混合技術を使用して混合される。好ま
しくは、第１の合成ポリマーおよび第２の合成ポリマーは、適切な混合を確実にするため
に最少２０回のパス（好ましくは、２０～１００回；より好ましくは、３０～６０回）で
混合される。一般的に、二つの合成ポリマー上の対応する反応基間の架橋は、混合工程の
間に開始するので、反応混合物を、混合後可能な限り速やかに第１の表面に送達すること
が重要である。
【０１８４】
　反応混合物は、シリンジの開口部または他の適切な押出デバイスから、第１の表面に押
し出され得る。塗布後、押し出された反応混合物は、必要ならばスパーテルを使用して第
１の表面に広げられ得る。あるいは、第１の合成ポリマーおよび第２の合成ポリマーは、
適切な混合シャーレまたは容器中で一緒に混合され得、次いでスパーテルを使用して第１
の表面に塗布され得る。
【０１８５】
　反応混合物を調製するための別の方法において、第１の合成ポリマーおよび第２の合成
ポリマーは、スプレイ缶もしくはノズルを有するボトルまたは他の適切なスプレイ用デバ
イスの別々のチャンバーに収容される。このシナリオにおいて、第１および第２のポリマ
ーは、スプレイ用デバイスのノズルから一緒に吹き出されるまで、実際に混合しない。反
応混合物のコラーゲン含有表面への塗布の後、第１の表面は、第２の表面に接触される。
もし実質的な架橋が合成ポリマーと架橋剤との間で起こる前に、二つの表面が接触される
ならば、架橋剤上の反応基はまた、表面のいずれかかまたは両方に存在するコラーゲン分
子のリジン残基上の１級アミノ基に共有結合し、これは向上した接着を提供する。
【０１８６】
　反応が完了するまでの間、二つの表面は、手で共に保持され得るかまたは他の適切な手
段を使用して共に保持され得る。第１の合成ポリマーおよび第２の合成ポリマーの混合の
後、架橋は、典型的には５～６０分内に完了する。しかし、完全な架橋が起こるために必
要とされる時間は、多くの因子（これは、二つの合成ポリマーの種類および分子量を含み
、最も詳細には二つの合成ポリマーの濃度（すなわち、より高濃度は、より速い架橋時間
を生じる）を含む）に依存する。
【０１８７】
　好ましくは、第１の表面および第２の表面の少なくとも一つは、生来の組織の表面であ
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る。本明細書に使用される用語「生来の組織」は、治療される特定の患者の体に対して生
来である生物学的な組織をいう。本明細書に使用される用語「生来の組織」は、移植のた
めにある患者の体の一部から取り出されたかまたは同一の患者の体の別の部分へ移した（
例えば、骨自己移植、皮膚切片自己移植など）生物学的な組織を含むことが意図される。
例えば、火傷患者の場合のように、本発明の組成物は、患者の体のある部分の皮膚片を体
の別の部分へ接着するために使用され得る。
【０１８８】
　他の組織表面は、生来の組織表面、非生来の組織表面、または合成インプラントの表面
であり得る。本明細書中で使用される「非生来の組織」は、移植のためのドナー患者（レ
シピエント患者以外の同種かまたは異種であり得る）の体からレシピエント患者の体へ移
された生物学的な組織をいう（例えば、組織移植および器官移植）。例えば、本発明の架
橋ポリマー組成物は、レシピエント患者の眼へドナー角膜を接着するために使用され得る
。
【０１８９】
　本明細書に使用される用語「合成インプラント」は、生来の組織および非生来の組織に
ついての上記の定義によって含まれない患者の体への移植について意図される任意の生体
適合性の材料をいう。例えば、合成インプラントは、人工血管、心臓弁、人工器官、骨プ
ロテーゼ、移植可能なレンズ核、血管グラフト、ステント、およびステント／グラフトの
組合せなどを含む。
【０１９０】
　（眼科分野における架橋合成ポリマーの使用）
　コラーゲンを含まない本発明の架橋ポリマー組成物は、光学的に透明なので、眼科分野
での使用に、特によく適している。例えば、視力矯正用の合成水晶体が、本発明の方法を
用いて、患者の眼の角膜のボーアン層に付着され得る。同一人に譲渡されたＲｈｅｅらに
よる特許された米国出願番号０８／１４７，２２７（１９９３年１１月３日出願）に開示
のように、ｐＨ７で実質的に非原繊維性化学的修飾コラーゲン（例えば、スクシニル化ま
たはメチル化コラーゲン）は、合成親水性ポリマーを用いて、架橋し、次に所望の水晶体
形状に成形し、そして完全に架橋し得る。得られる架橋コラーゲン水晶体は、次に本発明
の方法を用いて、患者の眼の非上皮化角膜のボーマン層に付着し得る。第１および第２の
合成ポリマーからなる反応混合物を角膜の前部の表面に塗布し、次に実質的な架橋が起こ
る前に、角膜の前部の表面を水晶体の後部の表面と接触させることによって、第２の合成
ポリマー上の求電子性基はまた、角膜組織および水晶体の両方のコラーゲン分子と共有結
合し、水晶体を適所に固定する。（代わりに、反応混合物を、最初に水晶体の後部の表面
に塗布し、次に角膜の前部の表面に接触させることができる。）
　本発明の組成物はまた、、硝子体液の代替物における使用に適している。
【０１９１】
　（組織増強における架橋合成ポリマー組成物の使用）
　本発明の架橋ポリマー組成物はまた、哺乳動物検体の体内の柔または硬組織の増強のた
めに使用され得る。それらはより免疫原性でなくおよびより持続性なので、それらは柔組
織増強のための現状の市販のコラーゲンベース材料の製品よりも良いものであり得る。柔
組織増強の適用の例は、括約筋（例えば、泌尿器、肛門、食道）、括約筋増強、ならびに
しわおよび傷跡の処置を含む。硬組織増強の適用の例は、骨および／または軟骨組織の修
復および／または置換を含む。
【０１９２】
　本発明の組成物は、特に、骨関節炎の関節における骨液流体の置換材料としての使用に
適している。ここで、架橋ポリマー組成物は、関節中の軟質ヒドロゲルネットワークを修
復することによって、関節痛の低減および関節機能の改良を供する。架橋ポリマー組成物
はまた、、損傷した椎間板の髄核用の置換材料として使用され得る。損傷した椎間板の髄
核は、最初、除かれ、次に架橋ポリマー組成物が椎間板の中心に注入されるか、あるいは
導入される。組成物は、椎間板への導入の前に架橋されても良いし、またその場で架橋さ
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れても良い。
【０１９３】
　哺乳動物検体の体内の組織増強をもたらすための通常の方法では、第１のおよび第２の
合成ポリマーは、増強が必要とされる組織部位に小さいゲージ（例えば、２５～３２ゲー
ジ）の針を介して同時に注入される。一旦、患者の体内に入ると、第１の合成ポリマー上
の求核性基および第２の合成ポリマー上の求電子性基は、互いに反応して、その場で架橋
ポリマーネットワークを形成する。第２の合成ポリマー上の求電子性基はまた、、患者自
身の組織内のコラーゲン分子のリジン残基上の１級アミノ基と反応し得、組成物と宿主組
織との「生物学的固着」を与える。
【０１９４】
　（架橋合成ポリマー組成物の接着防止のための使用）
　本発明の架橋ポリマー組成物の他の用途は、内部組織または器官への外科手術または傷
害に続く接着の形成を防ぐため、組織をコーティングすることである。外科手術後の接着
の形成を防ぐために、組織をコーティングする通常の方法において、第１のおよび第２の
合成ポリマーは混合されて、次に、第１の合成ポリマー上の求核性基および第２の合成ポ
リマー上の求電子性基の間に実質的な架橋が起こる前に、反応混合物の薄層が、手術部位
を含む、それを取り囲むおよび／またはそれに隣接する組織に塗布される。反応混合物の
組織部位への塗布は、押出し、刷毛塗り、スプレイ（上記のような）によって、また、任
意の他の簡便な手段によってなされ得る。
【０１９５】
　反応混合物の手術部位への塗布に続き、架橋が外科切開の縫合の前にその場で続けられ
得る。一旦、架橋が平衡に達すると、コーティングされた組織に接触するようになる組織
は、コーティングされた組織に貼り付かない。この時点で、手術部位は、通常の方法（縫
合など）を用いて閉じられ得る。
【０１９６】
　通常、比較的短時間内（すなわち、第１の合成ポリマーおよび第２の合成ポリマーの混
合後５～１５分）で、完全な架橋に到達した組成物が、外科接着の防止における使用に好
ましく、手術部位は、外科手術手順の完了後、比較的まもなく閉じられ得る。
【０１９７】
　（架橋合成ポリマーのコーティングインプラントへの使用）
　本発明の架橋ポリマー組成物の他の用途は、合成インプラントのためのコーティング材
料としてである。合成インプラントの表面をコーティングするための通常の方法では、第
１のおよび第２の合成ポリマーが混合され、次に、第１の合成ポリマー上の求核性基と第
２の合成ポリマー上の求電子性基との間に、実質的な架橋が起こる前に、反応混合物の薄
層が、インプラントの表面に塗布される。コーティングされたインプラントへの細胞の反
応および繊維状の反応を最小にするために、反応混合物は、好ましくは中性の正味電荷を
有するように調製される。反応混合物のインプラント表面への塗布は、押出し、刷毛塗り
、スプレイ（上記のように）によって、あるいは、任意の他の簡便な手段によってなされ
得る。反応混合物のインプラント表面への塗布に続いて、完全な架橋が達成されるまで、
架橋が続けられ得る。
【０１９８】
　この方法は、任意のタイプの合成インプラントの表面をコーティングするのに使用され
得るが、血栓形成の減少が重要な考慮すべき事柄であるインプラント用（例えば、人工血
管、人工心臓弁、血管グラフト、血管ステントおよびステント／グラフトの組合せ）に特
に有用である。該方法はまた、移植可能な外科用膜（例えば、ポリプロピレンのモノフィ
ラメント）またはメッシュ（例えば、ヘルニア修復用途）のコーティングに使用され得る
。胸部インプラントはまた、、莢膜収縮筋を最小化するために、上記の方法を用いてコー
テイングされ得る。
【０１９９】
　本発明の組成物はまた、天然または人工ポリマーのどちらかからなる水晶体をコーティ
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ングするために使用され得る。
【０２００】
　（架橋合成ポリマーの動脈瘤の処置への使用）
　本発明の架橋ポリマー組成物は、ひもまたはコイルの形状に、押出しまたは成形し、次
に脱水し得る。得られる脱水ひもまたはコイルは、血管閉塞および完全に奇形を修復する
目的で、カテーテルを経由して、血管奇形（例えば、動脈瘤）の部位に送達され得る。脱
水ひもまたはコイルは縮小サイズで送達され得、そして血管内で再水和し、その脱水状態
と比較して、大きさは数倍に膨潤し、一方、その本来の形状を維持する。
【０２０１】
　（架橋合成ポリマーの他の使用）
　同一人に譲渡された、同時係属中の出願番号０８／５７４，０５０（１９９５年１２月
１８日出願）（これは、本明細書中で、参考として援用する）で論じているように、本発
明の架橋ポリマー組成物は、哺乳動物検体の体内の種々の管腔および空隙を塞ぎあるいは
充填するのに使用され得る。組成物はまた、組織または構造体（例えば管）内の割れ目、
または裂を封止するバイオシーラント（ｂｉｏｓｅａｌａｎｔ）または、血液、または他
の生物学的流体の漏れを防ぐための隣接する組織または構造体間の継ぎ目として使用され
得る。
【０２０２】
　架橋ポリマー組成物はまた、外科手術または、放射線手順の間に、例えば、骨盤への放
射線の計画過程の間に腸を保護するための、体腔における器官置換用の大きい空間充填デ
バイスとして使用され得る。
【０２０３】
　本発明の架橋ポリマー組成物はまた、生理学的管腔（例えば血管または輸卵管）の内表
面上にコーティングされ、それによって、医学処置後の管腔の再狭窄を防ぐシーラントと
して供され得る（例えば、血管の内表面から動脈プラーク付着物を除くためのバルーンカ
テーテル化あるいは、輸卵管内部からの傷跡組織または子宮内膜組織の除去）。反応混合
物の薄層は好ましくは、第１のおよび第２の合成ポリマーの混合に続いて直ちに、管の内
部表面に（例えば、カテーテルを経由して）塗布される。本発明の組成物は、インビボで
は、容易に分解され得ないので、コーティングの分解による再狭窄の可能性は最小化され
る。中性の正味電荷を有する架橋ポリマー組成物の使用はさらに再狭窄の可能性を最小化
する。
【実施例】
【０２０４】
　以下の実施例は、当業者に結合体、組成物、およびデバイスの好ましい実施態様の実施
方法の完全な開示および記載を提供するために示され、そして、本発明者が本発明とみな
す範囲を限定する意図はない。使用する数字（例えば、量、温度、分子量など）に関して
は、正確性を確保するように努力したが、いくらかの実験誤差および偏差は考慮されるべ
きである。特に示さない限り、部は重量部、分子量は重量平均分子量、温度は摂氏の度、
および圧力は大気圧またはその付近である。
【０２０５】
　（実施例１）
　（架橋多アミノＰＥＧ組成物の調製）
　水２５０ｕｌ中、ジアミノＰＥＧ（３４００ＭＷ，Ｓｈｅａｒｗａｔｅｒ　Ｐｏｌｙｍ
ｅｒｓ，Ｈｕｎｔｓｖｉｌｌｅ，ＡＬから入手）０．１５ｇを、シリンジからシリンジへ
の混合を用いて、３官能に活性化されたＳＣ－ＰＥＧ（５０００ＭＷ，同様にＳｈｅａｒ
ｗａｔｅｒ　Ｐｏｌｙｍｅｒｓから入手）０．１ｇと混合した。反応混合物をペトリ皿上
に押出し、そして室温で軟質ゲルを形成した。水２５０μｌ中、ジアミノＰＥＧ　０．１
５ｇを、シリンジからシリンジへの混合を用いて、４官能性に活性化されたＳＥ－ＰＥＧ
（同様にＳｈｅａｒｗａｔｅｒ　Ｐｏｌｙｍｅｒｓから入手）０．１ｇと混合した。反応
混合物をペトリ皿上に押出し、そして室温で軟質ゲルを形成した。
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【０２０６】
　（実施例２）
　（架橋多アミノＰＥＧ組成物の調製）
　以下の種々のジアミノＰＥＧの貯蔵溶液を調製した：
　Ｊｅｆｆａｍｉｎｅ　ＥＤ－２００１（Ｔｅｘａｃｏ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａ
ｎｙ，Ｈｏｕｓｔｏｎ，ＴＸから入手）１０ｇを水９ｍｌに溶解した。
【０２０７】
　Ｊｅｆｆａｍｉｎｅ　ＥＤ－４０００（同様にＴｅｘａｃｏ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ
ｍｐａｎｙから入手）１０ｇを水９ｍｌに溶解した。
【０２０８】
　ジアミノＰＥＧ（３４００ＭＷ，Ｓｈｅａｒｗａｔｅｒ　Ｐｏｌｙｍｅｒｓ，Ｈｕｎｔ
ｓｖｉｌｌｅ，ＡＬから入手）０．１ｇを水３００μｌに溶解した。
【０２０９】
　以下の表１で示すように、上記で調製した３種のジアミノＰＥＧ溶液それぞれを、３官
能性に活性化されたＳＣ－ＰＥＧ（ＴＳＣ－ＰＥＧ，５０００ＭＷ，同様にＳｈｅａｒｗ
ａｔｅｒ　Ｐｏｌｙｍｅｒｓから入手）の水溶液と混合した。
【０２１０】
【表１】

　ジアミノＰＥＧおよびＴＳＣ－ＰＥＧの溶液をシリンジからシリンジへの混合を用いて
混合した。各々の材料を、シリンジから押出し、そして３７℃で１時間保持した。各々の
材料は、ゲルを形成した。一般に、ゲルは、水含有量が増加するにつれて、より柔らかく
なる；最も少ない量の水性溶媒（水またはＰＢＳ）を含むゲルが最も硬い。
【０２１１】
　（実施例３）
　（架橋多アミノＰＥＧ組成物の特徴付け）
　０．５ｍｌ　ＰＢＳ中の５０ｍｇのテトラアミノＰＥＧ（１０，０００ＭＷ、Ｓｈｅａ
ｒｗａｔｅｒ　Ｐｏｌｙｍｅｒｓ，　Ｈｕｎｔｓｖｉｌｌｅ，　ＡＬより得た）を、シリ
ンジからシリンジへの混合を用いて、０．５ｍｌ　ＰＢＳ中５０ｍｇの４官能性に活性化
されたＳＥ－ＰＥＧ（「テトラＳＥ－ＰＥＧ」、１０，０００ＭＷ、これもまたＳｈｅａ
ｒｗａｔｅｒ　Ｐｏｌｙｍｅｒｓから得た）または３官能性に活性化されたＳＣ－ＰＥＧ
（「トリＳＣ－ＰＥＧ」、５０００ＭＷ、これもまたＳｈｅａｒｗａｔｅｒ　Ｐｏｌｙｍ
ｅｒｓから得た）と共に混合した。
【０２１２】
　２つの混合物の各々を含むシリンジを３７℃で約１６時間インキュベートした。両組成
物とも弾性のあるゲルを形成した。ゲルをシリンジから押出し、下記のような圧縮および
膨潤試験に使用するために、５ｍｍの直径を有する５～６ｍｍの厚さのディスクに薄く切
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った。
【０２１３】
　２つのゲルのずれに対する圧縮力を、上記のように調製した２つのゲルのディスクを用
いて、２ｍｍ／分の圧縮速度で、Ｉｎｓｔｒｏｎ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｓｔｅｒ，
　Ｍｏｄｅｌ　４２０２で測定した。ゲルのずれ（ｍｍ）に対する圧縮力（単位ニュート
ン）を、テトラＳＥ－ＰＥＧおよびトリＳＣ－ＰＥＧの各々を用いて調製したゲルについ
て、図１および２に示した。
【０２１４】
　３０～３５ニュートン程度の高さの圧縮力下では、ゲルは破壊せず、弾性を維持してい
た。
【０２１５】
　上記のように調製した２つのゲルの各々のディスクを、重さを量り、寸法（直径および
長さ）を測定した。次いでディスクをＰＢＳ中に浸し、３７℃でインキュベートした。３
日間インキュベートした後、ディスクをＰＢＳから取り出し、重さを量り、寸法を測定し
た。膨潤試験の結果を以下の表２に示す。
【０２１６】
【表２】

　上に示したように、ゲルは重量の２～３倍に膨潤し、同時に直径および厚さの両方で平
均して約５０％膨潤した。
【０２１７】
　（実施例４）
　（架橋ポリ（リジン）組成物の調製）
　０．１ｍｌリン酸緩衝液（０．２Ｍ，ｐＨ＝６．６）中の１０ｍｇのポリ－Ｌ－リジン
臭化水素酸（８，０００ＭＷ，Ｐｅｎｉｎｓｕｌａ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ，　Ｂｅ
ｌｍｏｎｔ，　ＣＡから得た）を０．１ｍｌ　ＰＢＳ中の１０ｍｇの４官能性に活性化さ
れたＳＥ－ＰＥＧ（１０，０００ＭＷ，　Ｓｈｅａｒｗａｔｅｒ　Ｐｏｌｙｍｅｒｓ，　
Ｈｕｎｔｓｖｉｌｌｅ，　ＡＬから得た）と共に混合した。組成物はほとんど即時に軟ら
かいゲルを形成した。
【０２１８】
　（実施例５）
　（架橋多アミノＰＥＧ組成物の調製および機械的試験）
　テトラアミノＰＥＧ（１０，０００ＭＷ，　Ｓｈｅａｒｗａｔｅｒ　Ｐｏｌｙｍｅｒｓ
，　Ｈｕｎｔｓｖｉｌｌｅ，　ＡＬから得た）および１～４％（重量）の４官能性に活性
化されたＳＥ－ＰＥＧ（「テトラＳＥ－ＰＥＧ」，１０，０００ＭＷ，これもまたＳｈｅ
ａｒｗａｔｅｒ　Ｐｏｌｙｍｅｒｓ　から得た）を含むゲルを、テトラアミノＰＥＧ（水
中の濃度２５ｍｇ／ｍｌ）とテトラＳＥ－ＰＥＧ（ＰＢＳ中）とをペトリ皿で混合するこ
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とによって調製した。得られたテトラアミノＰＥＧ／ＳＥ－ＰＥＧ混合物を３７℃で１６
時間インキュベートした。
【０２１９】
　１％ＳＥ－ＰＥＧ含有混合物は、ＳＥ－ＰＥＧ濃度が低いためゲルを形成しなかった。
２％ＳＥ－ＰＥＧ含有混合物は、１６時間のインキュベーション期間の間、いくつかの所
でゲルを形成した。３および４％ＳＥ－ＰＥＧ含有混合物は、混合して約４～６分のうち
にゲルを形成した。２％ＳＥ－ＰＥＧ含有ゲルは、３０ゲージ針を通じて容易に押出され
得た；３％ＳＥ－ＰＥＧ含有ゲルは２７ゲージ針を通じて押出され得た。
【０２２０】
　ゲル形成における温度上昇効果を評価した。テトラアミノＰＥＧおよび２．５％（重量
）テトラＳＥ－ＰＥＧを含むゲルを調製し、温度３７℃および４０～５０℃でインキュベ
ートした。温度上昇は、ゲル化時間に顕著な影響を有することが見い出された：３７℃で
インキュベートしたテトラアミノＰＥＧ／ＳＥ－ＰＥＧ混合物は、約２０～２５分以内に
ゲルを形成したが、一方、４０～５０℃でインキュベートした混合物は、約５分以内にゲ
ルを形成した。両方のゲルは２７ゲージ針を通じて押出され得た。
ゲル形成におけるｐＨ効果を評価した。テトラアミノＰＥＧおよび２．５％（重量）テト
ラＳＥ－ＰＥＧを含むゲルを以下の表３に示すように調製した。
【０２２１】
【表３】

　２７ゲージ針を通じての押出しを、テトラアミノＰＥＧおよび１～３％（重量）テトラ
ＳＥ－ＰＥＧを含むゲルについて評価した。ゲルを、１ｃｃシリンジ内に入れた。５ｃｍ
／分の速度でシリンジプランジャーを押し下げるために必要な力を、Ｉｎｓｔｒｏｎ　Ｕ
ｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｓｔｅｒ，　Ｍｏｄｅｌ　４２０２を用いて測定した。押出し試
験の結果を以下の表４に示す。
【０２２２】
【表４】
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　１００Ｎ以下の押出し力が、シリンジ補助器具の補助なしで手動注入に対して受容可能
であると判断される。
【０２２３】
　テトラアミノＰＥＧおよび２．５、５、および１０％（重量）テトラＳＥ－ＰＥＧを含
む厚さ３ｍｍのゲルの引っ張り強さ（すなわち弾性）を、　Ｉｎｓｔｒｏｎ　Ｕｎｉｖｅ
ｒｓａｌ　Ｔｅｓｔｅｒ，　Ｍｏｄｅｌ　４２０２を用いて測定した。種々の初期長さの
ゲルを１０ｍｍ／分の速度で伸張させた。各々のゲルの長さ、破損時のひずみ（初期長さ
の％とした長さの変化）、および破損時の力を以下の表５に示す。
【０２２４】
【表５】

　５および１０％テトラＳＥ－ＰＥＧを含むゲルは、破断前では約２倍の長さになった。
２．５％ＳＥ－ＰＥＧを含むゲルは、破断前では約３倍の長さになったが、しかしより高
度に架橋されたゲルよりかなり弱かった（すなわち、破損時の力がより低い）。
【０２２５】
　（実施例６）
　（テトラアミノＰＥＧ／テトラＳＥ－ＰＥＧ処方物のゲル形成におけるｐＨの影響）
　ｐＨ６，７および８で、様々な濃度のテトラアミノＰＥＧおよびテトラＳＥ－ＰＥＧを
含むゲルをペトリ皿で調製した。テトラアミノＰＥＧおよびテトラＳＥ－ＰＥＧを混合し
た後、皿を繰り返し傾けた；ゲル化時間は、処方物の流動が止まった点と見なした。様々
なテトラアミノＰＥＧ／テトラＳＥ－ＰＥＧ処方物の、室温でのゲル化時間におけるｐＨ
の影響を以下の表６に示す。
【０２２６】
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【表６】

　ゲル形成に必要な時間は、ｐＨの上昇およびテトラアミノＰＥＧならびにテトラＳＥ－
ＰＥＧ濃度の上昇に伴って短縮した。
【０２２７】
　（実施例７）
　（架橋多アミノＰＥＧマトリックスにおける細胞培養）
　３０ｍｇのテトラアミノＰＥＧ（１０，０００ＭＷ、　Ｓｈｅａｒｗａｔｅｒ　Ｐｏｌ
ｙｍｅｒｓ，　Ｈｕｎｔｓｖｉｌｌｅ，　ＡＬから得た）を、０．６ｍｌ　ＰＢＳ中に溶
解し、次いで滅菌濾過した。３０ｍｇの４官能性に活性化されたＳＥ－ＰＥＧ（「テトラ
ＳＥ－ＰＥＧ」、１０，０００ＭＷ、これもまたＳｈｅａｒｗａｔｅｒ　Ｐｏｌｙｍｅｒ
ｓから得た）を０．６ｍｌのＰＢＳ中に溶解し、次いで滅菌濾過した。
【０２２８】
　テトラアミノＰＥＧおよびテトラＳＥ－ＰＥＧ溶液を、ヒト上皮線維芽（［ＨＳＦ］）
細胞（ＣＲＬ＃１８８５，第４継代、Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｔｉｓｓｕｅ　Ｔｙｐｅ　Ｃｕ
ｌｔｕｒｅ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ，　Ｒｏｃｋｖｉｌｌｅ，　ＭＤから得た）を含むペ
レットと共に混合した。２５０μｌの得られた細胞含有テトラアミノＰＥＧ／テトラＳＥ
－ＰＥＧ（ＰＥＧ－ＰＥＧ）溶液を、４８ウェル培養プレート上の各々２つのウェルへ分
配し、室温に約５分間おいてゲル化させた。１ｍｌのダルベッコ改変イーグル培地（１０
％ウシ胎児血清、Ｌ－グルタミン、ペニシリン－ストレプトマイシン、および非必須アミ
ノ酸を追加）を各々２つのウェルへ添加した。細胞濃度を、テトラアミノＰＥＧ／テトラ
ＳＥ－ＰＥＧ溶液１ｍｌあたり、約３×１０５細胞または１ウェルあたり７．５×１０５

細胞とした。
【０２２９】
　コントロールの調製のため、ＨＳＦ細胞のペレットを１．２ｍｌの完全培地へ懸濁した
。２５０μｌのコントロール混合物を、上記で用いたような同じ４８ウェル培養プレート
上の各々３つのウェルへ分配した。各々のウェルは、約７．５×１０５細胞を含むと推定



(32) JP 2009-35744 A 2009.2.19

10

20

30

40

50

された。各々のウェルへ、１日おきに新鮮な培地を与えた。
【０２３０】
　最初、細胞含有テトラアミノＰＥＧ／テトラＳＥ－ＰＥＧゲルは透明で、細胞は、密度
が高く、回転楕円面形態であるように見られた。このことは、細胞とＰＥＧ／ＰＥＧゲル
との間の接着がほとんどなかったことを示す（細胞は、例えば、処理されたプラスティッ
ク組織培養プレートのような基質に接着している場合、通常平らで、紡錘体形態であると
考えられ得る）。３日間３７℃でインキュベートした後、ＰＥＧ／ＰＥＧゲルを含有する
ウェル中の培地は、明るく色付いたようであり（ダルベッコ改変イーグル培地は通常赤色
である）、このことは培地中のｐＨが変化したことを示す。これは、細胞が活動状態であ
り、かつ摂食していることを示していた。３７℃で７日間のインキュベートでは、細胞は
依然として回転楕円面形態のまま（ゲルへの接着が欠如していることを示す）であり、そ
して培地はさらに明るくなった。これは、細胞がまだ生存可能であり、かつ摂食を続けて
いたことを示す。
【０２３１】
　７日目、組織学的評価のために、各ウェルの中身を１０％ホルマリン溶液中に入れた。
組織学的評価によると、ＰＥＧ／ＰＥＧゲルを含むウェル中の細胞の推定７５％が生存し
ていたようであるが、再生はしていないようであった。
【０２３２】
　実験の結果は、ＨＳＦ細胞は、テトラアミノＰＥＧ／テトラＳＥ－ＰＥＧ架橋ゲル中で
生存可能であるが、しかしゲルへは接着しないようであり、ゲルマトリックス中に包括さ
れている間は再生していないようであったことを示している。上記のように、細胞の基質
材料への接着および非接着は、細胞の形態に影響を与え得る。特定の型の細胞では、細胞
形態が、次々に、特定の細胞機能に影響を与え得る。それゆえ、細胞のＰＥＧ－ＰＥＧゲ
ルマトリックスへの非接着は、機能が細胞の形態により影響を受ける特定の細胞型の送達
に有利であり得る。例えば、細胞外マトリックス材料を産生するための軟骨細胞の能力は
、細胞の形態によって影響される：細胞が平らで紡錘体構成の場合、細胞は再生モード（
ｍｏｄｅ）となる；細胞が回転楕円面構成の場合、再生は止まり、細胞は細胞外マトリッ
クス成分を産生し始める。
【０２３３】
　ＰＥＧ－ＰＥＧゲルはインビボで容易に分解しないので、このゲルは、細胞が長時間マ
トリックス中に包括されたままであることが望ましい場合の細胞送達の適用に特に有用で
あり得る。
【図面の簡単な説明】
【０２３４】
【図１】図１は、４官能性活性化ＳＥ－ＰＥＧ（１０，０００　ＭＷ）を用いて架橋した
テトラ－アミノＰＥＧ（１０，０００　ＭＷ）を含む架橋ポリマー組成物のディスク（お
よその寸法：５ｍｍ厚み×５ｍｍ直径）についての、Ｉｎｓｔｒｏｎ　Ｕｎｉｖｅｒｓａ
ｌ　Ｔｅｓｔｅｒ、Ｍｏｄｅｌ　４２０２を用いて、毎分２ｍｍの圧縮速度で測定した圧
縮力対ずれを示す。
【図２】図２は、３官能性活性化ＳＣ－ＰＥＧ（５，０００　ＭＷ）を用いて架橋したテ
トラ－アミノＰＥＧ（１０，０００　ＭＷ）を含む架橋ポリマー組成物のディスク（およ
その寸法：５ｍｍ厚み×５ｍｍ直径）についての、Ｉｎｓｔｒｏｎ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ
　Ｔｅｓｔｅｒ、Ｍｏｄｅｌ　４２０２を用いて、毎分２ｍｍの圧縮速度で測定した圧縮
力対ずれを示す。
【図３】図３は、２つの市販の、複数の１級アミノ基を含むポリエチレングリコールの化
学構造を示す。
【図４】図４は、親水性ポリマーからの、様々な架橋合成ポリマー組成物の形成を示す。
【図５】図５は、親水性ポリマーからの、様々な架橋合成ポリマー組成物の形成を示す。
【図６】図６は、親水性ポリマーからの、様々な架橋合成ポリマー組成物の形成を示す。
【図７】図７は、親水性ポリマーからの、様々な架橋合成ポリマー組成物の形成を示す。
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【図８】図８は、親水性ポリマーからの、様々な架橋合成ポリマー組成物の形成を示す。
【図９】図９は、親水性ポリマーからの、様々な架橋合成ポリマー組成物の形成を示す。
【図１０】図１０は、親水性ポリマーからの、様々な架橋合成ポリマー組成物の形成を示
す。
【図１１】図１１は、親水性ポリマーからの、様々な架橋合成ポリマー組成物の形成を示
す。
【図１２】図１２は、親水性ポリマーからの、様々な架橋合成ポリマー組成物の形成を示
す。
【図１３】図１３は、親水性ポリマーからの、様々な架橋合成ポリマー組成物の形成を示
す。
【図１４】図１４は、疎水性ポリマーからの、様々な架橋合成ポリマー組成物の形成を示
す。
【図１５】図１５は、疎水性ポリマーからの、様々な架橋合成ポリマー組成物の形成を示
す。
【図１６】図１６は、疎水性ポリマーからの、様々な架橋合成ポリマー組成物の形成を示
す。
【図１７】図１７は、疎水性ポリマーからの、様々な架橋合成ポリマー組成物の形成を示
す。
【図１８】図１８は、疎水性ポリマーからの、様々な架橋合成ポリマー組成物の形成を示
す。

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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【図１５】

【図１６】

【図１７】
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