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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材および少なくとも１つのニードルを有するマイクロニードルアレイを提供する工程
と；
　マスキング層によって基材が少なくとも部分的に被覆され、そして少なくとも１つのニ
ードルが少なくとも部分的に暴露されたまま残るように、マイクロニードルアレイ上に取
り外し可能なマスキング層を提供する工程と；
　マイクロニードルアレイの暴露部分の少なくとも一部にコーティング材料を適用する工
程と
を含んでなる、医療デバイスとして使用されるマイクロニードルアレイのコーティング方
法。
【請求項２】
　マスキング層が、蒸発により取り除きうる流体である請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　コーティング材料が、キャリア流体を含んでなるコーティング溶液から適用され、そし
てキャリア流体を蒸発させて乾燥コーティングを提供する工程をさらに含んでなる請求項
２に記載の方法。
【請求項４】
　マスキング層の流体がフッ素化液体である請求項２に記載の方法。
【請求項５】
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　コーティング溶液が治療活性物質を含んでなる請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　コーティング溶液が、ワクチン、ワクチン補助剤またはそれらの混合物を含んでなる請
求項３に記載の方法。
【請求項７】
　コーティング材料がマイクロニードル上に、単位表面領域あたりの乾燥コーティングの
量がマイクロニードル上において基材上よりも大きな量で付着される請求項１に記載の方
法。
【請求項８】
　マイクロニードルアレイ上に取り外し可能なマスキング層を提供する工程の前に、マイ
クロニードルの表面の少なくとも一部が、表面官能性を変化させる目的でプラズマ処理に
供される請求項１～７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　マイクロニードルアレイ上に取り外し可能なマスキング層を提供する工程の前に、マイ
クロニードルの表面の少なくとも一部上に固体コーティングを提供する請求項１～７のい
ずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　マイクロニードルアレイの暴露部分の少なくとも一部にコーティング材料を適用する工
程の前に、蒸発速度の変更又は表面張力の調節を補助するため、溶媒がマスキング層に適
用される請求項１～７のいずれか１項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、その全体を本明細書に加入したものとする２００４年１１月１８日付けで出願
された米国仮特許出願第６０／６２９，２０９号明細書の優先権を主張する。
【０００２】
　本発明は、マイクロニードルアレイのコーティング方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　承認された化学エンハンサーを使ってさえも、実証された治療価値を有する分子の限定
された数のみが皮膚を通して輸送可能である。皮膚を通しての分子の輸送に対する主な障
壁は角質層（皮膚の最外層）である。
【０００４】
　比較的小さい構造の配列を含むデバイスは、マイクロニードルまたはマイクロピンと呼
ばれることがあり、これは皮膚および他の表面を通しての治療剤および他の物質の送達に
関連する使用に関して開示されている。このデバイスは、典型的に、治療剤および他の物
質が角質層を通り、そしてその下の組織へと通過するように角質層に穴を開ける目的のた
め、皮膚に押しつけられる。
【０００５】
　流体貯蔵器と、治療物質がそれを通して皮膚に送達される導管とを有するマイクロニー
ドルデバイスが提案されているが、流体流動のため確実に使用可能である非常に微細なチ
ャネルを作製する能力のような、かかる系に関して多くの難点が残っている。
【０００６】
　マイクロニードルアレイの表面上に乾燥コーティングを有するマイクロニードルデバイ
スは、流体貯蔵器デバイスと比較して、望ましい特徴を有する。このデバイスは一般的に
より単純であり、そしてマイクロニードルデバイスにおける非常に微細なチャネルを通し
ての流体流動の確実な制御を提供することを必要とせずに、直接的に皮膚に治療物質を注
射することができる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００７】
　マイクロニードルアレイ上で１つ以上の所望の位置において一貫したコーティングを提
供する能力は、乾燥コーティングを有するマイクロニードルデバイスのための重要な特徴
である。一般的に平面上で乾燥コーティングを提供する多数の周知の方法があるにもかか
わらず、マイクロニードルアレイのコーティングは、いずれの配列デザインにおいても固
有の高い表面不規則性のため、困難をもたらす。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　マイクロニードルアレイの基材をマスキングすることによって、コーティング流体の乾
燥速度およびコーティング位置を調節および制御できることがわかった。
【０００９】
　本発明は、なかんずく、基材および少なくとも１つのニードルを有するマイクロニード
ルアレイを提供する工程と；マスキング層によって基材が少なくとも部分的に被覆され、
そして少なくとも１つのニードルが少なくとも部分的に暴露されたまま残るように、マイ
クロニードルアレイ上に取り外し可能なマスキング層を提供する工程と；マイクロニード
ルアレイの暴露部分の少なくとも一部にコーティング材料を適用する工程とを含んでなる
マイクロニードルアレイのコーティング方法を提供する。
【００１０】
　本発明は、発明の詳細な説明および添付の特許請求の範囲を含む残りの開示内容を考慮
することによって、当業者にさらに理解されるであろう。
【００１１】
　本明細書で使用する場合、特定の用語は、以下に示される意味を有するものとして理解
されるであろう。
【００１２】
　「アレイ」は、治療剤の経皮送達または皮膚を通して、もしくは皮膚への流体のサンプ
リングを促進するために角質層に穴を開けることが可能である１つ以上の構造を含む、本
明細書に記載される医療デバイスを指す。
【００１３】
　「マイクロ構造」、「マイクロニードル」または「マイクロアレイ」は、治療剤の経皮
送達または皮膚を通しての流体のサンプリングを促進するために角質層に穴を開けること
が可能であるアレイと関連する特定の微細構造を指す。例として、マイクロ構造は、ニー
ドルまたはニードル様構造、ならびに角質層に穴をあけることが可能である他の構造を含
み得る。
【００１４】
　本発明の特徴および利点は、好ましい実施形態の詳細な説明ならびに添付の特許請求の
範囲を考慮することで理解されるであろう。本発明のこれらおよび他の特徴および利点は
、本発明の様々な実例となる実施形態と関連して以下に記載される。上述のような本発明
の要約は、本発明の開示された各実施形態または全ての実施を説明する意図はない。以下
の図面および詳細な説明は、特に、実例となる実施形態を例示するためのものである。
【００１５】
　本発明の好ましい実施形態について、添付の図面を参照して、以下にさらに詳細に説明
される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　本発明の方法の一実施形態を図１～図３に示す。図１は、基材２２０と、基材２２０か
ら突出するマイクロニードル２１０とを有するコーティングされてないマイクロニードル
アレイ２００を示す。マスキング流体２３０がマイクロニードルアレイ２００に適用され
（図２に示される）、それによって基材２２０がコーティングされる。次いで、コーティ
ング流体２３５が適用される（図３Ａに示される）。コーティング流体２３５は、それが
マスキング流体２３０を妨害しないように望ましく適用される。コーティング流体２３５
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は、マスキング流体２３０よりも上に望ましく別々の層を形成する。図３Ｂに示されるよ
うに、コーティング流体を部分的に蒸発させる。図３Ｃに示されるように、コーティング
流体を完全に蒸発させ、マイクロニードル２１０の先端部上に乾燥コーティング２４０が
残される。図３Ｄに示されるように、マスキング流体２３０を部分的に蒸発させる。図３
Ｅに示されるように、マスキング流体２３０を完全に蒸発させる。
【００１７】
　上記の連続的な蒸発は、かかる不連続で段階的な手法で行う必要がないことは理解され
なければならない。すなわち、コーティング流体の全てを蒸発させる前にマスキング流体
のレベルが図３Ｂに示されるように低下し得るように、コーティング流体およびマスキン
グ流体の両方を同時に蒸発させてもよい。同様に、図３Ｅに示される乾燥コーティングは
、多くの異なる形状のいずれかを取ってもよい。図示されるように、それは各マイクロニ
ードルの上部の薄層状コーティングであってもよいが、それは先端部においてより多くの
液滴形状を形成してもよく、または同様にマイクロニードルの下部を部分的にコーティン
グしてもよい。乾燥コーティングの位置を調節するために、マスキング流体およびコーテ
ィング流体の蒸発および／または混合の相対的な速度を調節することは望ましい。乾燥コ
ーティング部分は基材上に付着されてもよい。
【００１８】
　マスキング流体は、図２に示されるように基材を均一に被覆する必要はないが、図４に
示されるように、表面張力効果のためにメニスカスを形成してもよい。このメニスカスは
凹形形状として示されるが、凸面形状であってもよい。メニスカスの形状は、マスキング
流体の種類、基材およびマイクロニードルの材料の種類、マイクロニードルの大きさ、マ
イクロニードル間の間隔、ならびにマイクロニードルおよび／または基材のいずれの表面
処理を含む多くの要因によって調節されてもよい。
【００１９】
　一実施形態において（図示されず）、マスキング流体は、マイクロニードルの全部を被
覆するように最初に適用されてもよい。次いで、コーティング材料が適用されたマイクロ
ニードルが部分的に暴露されるように、マスキング流体を部分的に蒸発させるか、または
部分的に除去してもよい。その後、マイクロニードルが暴露された後にコーティング材料
が適用されてもよく、またはマスキング流体がマイクロニードルをまだ完全に被覆してい
る間に、コーティング材料がマスキング流体の上部に適用されてもよい。マスキング流体
が除去され、アレイが暴露されると、次いで、その後、コーティング材料はマイクロニー
ドルアレイの暴露部分に適用される。
【００２０】
　選択されるマスキング流体の種類は広範囲であり、そして基材およびマイクロニードル
の材料の種類、マイクロニードルの大きさ、マイクロニードル間の間隔、基材および／ま
たはマイクロニードルのいずれの表面処理、コーティング流体の種類、コーティング流体
内に含有されるいずれの治療剤、ならびに乾燥コーティングされたマイクロニードルアレ
イが意図される適用を含む多くの要因次第であり得る。
【００２１】
　一態様において、マスキング層の流体の密度はコーティング溶液の密度より高い。マイ
クロニードルアレイは典型的に、基材が下部から支持され、そしてコーティング流体が上
部から適用される配向で配置される。この場合、マスキング層の流体のより高い密度は、
マスキング流体およびコーティング溶液の混合を防止または最小化することを補助し得る
。一態様において、マスキング流体はコーティング流体と実質的に不混和性である。実質
的に不混和性によって、マスキング流体およびコーティング流体が完全に不混和性である
必要はないが、他方における一方の相対的な溶解性が比較的小さく、わずかであることは
理解されなければならない。例えば、コーティング流体中のマスキング流体の溶解性（ま
たはその逆）は約５重量％未満、好ましくは約１重量％未満である。一態様において、コ
ーティング流体内に含有される１つ以上の溶質は、マスキング流体内で実質的に不溶性で
ある。実質的に不溶性によって、１つ以上の溶質が完全に不溶性である必要はないが、１



(5) JP 4927751 B2 2012.5.9

10

20

30

40

50

つ以上の溶質の溶解性は比較的小さく、わずかであることは理解されなければならない。
例えば、マスキング流体中のコーティング流体溶質の溶解性は、コーティング流体中の溶
質の溶解性の１０％未満、そして好ましくは１％未満である。
【００２２】
　一態様において、マスキング流体は、望ましくはコーティング流体の蒸気圧より低い蒸
気圧を有する。すなわち、マスキング層の流体の揮発性はコーティング流体の揮発性より
低い。これは、マスキング流体が蒸発する前にコーティング流体を実質的に蒸発させるこ
とを補助し得る。一実施形態において、揮発性または蒸気圧は、マスキング流体およびコ
ーティング流体の両方が受ける乾燥温度において決定および比較されてよい。マスキング
流体および／またはコーティング流体の乾燥は、いずれの適切な温度で実行されてもよい
。例えば、乾燥は、典型的大気条件によって自然に提供される以外にも、本質的に蒸発へ
の制限のない条件で周囲条件（例えば約２０℃～２３℃）で実行されてよい。あるいは部
分的または完全にマスキング流体および／またはコーティング流体蒸気によって飽和され
た環境にアレイを保持することによって、乾燥速度を変更することもできる。これは、ア
レイの周囲環境に蒸気を直接的に添加することによって、またはアレイ周囲の領域で蒸気
を蓄積させるために部分的に閉鎖された環境にアレイを配置することによって実行され得
る。例えば、乾燥中、閉鎖されたペトリ皿にアレイを保持してもよい。なおもう１つの選
択肢において、乾燥速度を促進するように温度増加および／または空気流を組み合わせる
ことが可能な乾燥オーブンにアレイを保持してもよい。なおもう１つの選択肢において、
２つの流体の差異による蒸発を促進するために、コーティング流体とは異なる温度（例え
ば、より低い温度）においてマスキング流体を保持してもよい。１つの選択肢において、
コーティング流体とほぼ同時速度で、またはコーティング流体よりも速い速度で蒸発する
ように、マスキング流体の蒸気圧を調節することが望ましい。かかる調節は、例えば、マ
イクロニードルの全側面のコーティングまたは基材の部分的コーティングを可能にし、こ
れは、乾燥コーティングされたマイクロニードルアレイの意図された用途次第で望ましい
。もう１つの実施形態において、コーティング溶液を乾燥させた後、マスキング流体は単
に基材から除去されてもよい。
【００２３】
　フッ素化溶媒、例えばヒドロフルオロエーテル、ヒドロフルオロアルカン、ペルフルオ
ロアルカンおよび他のペルフッ素化化合物は比較的高い密度を有し、そして水および／ま
たは多くの従来の有機溶媒と比較的不混和性であるため、マスキング流体としての使用の
ために特に適切であり得る。適切なフッ素化溶媒の例としては、３－エトキシ－１，１，
１，２，３，４，４，５，５，６，６，６－ドデカフルオロ－２－トリフルオロメチル－
ヘキサン（３Ｍ　カンパニー（３Ｍ　Ｃｏ．）から３Ｍ（登録商標）ノベック（Ｎｏｖｅ
ｃ）（登録商標）エンジニアド　フルイド（Ｅｎｇｉｎｅｅｒｅｄ　Ｆｌｕｉｄ）ＨＦＥ
－７５００として入手可能）、エチルノナフルオロイソブチルエーテルおよびエチルノナ
フルオロブチルエーテル（３Ｍ　カンパニー（３Ｍ　Ｃｏ．）から３Ｍ（登録商標）ノベ
ック（Ｎｏｖｅｃ）（登録商標）エンジニアド　フルイド（Ｅｎｇｉｎｅｅｒｅｄ　Ｆｌ
ｕｉｄ）ＨＦＥ－７２００として入手可能である混合物）、ＦＣ－４３フルオリナート（
ＦＬＵＯＲＩＮＥＲＴ）（登録商標）エレクトロニック　リキッド（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉ
ｃ　Ｌｉｑｕｉｄ）（３Ｍ　カンパニー（３Ｍ　Ｃｏ．）から入手可能である第一級１２
炭素ペルフルオロ化合物の混合物）、ならびにＦＣ－５３１２フルオリナート（ＦＬＵＯ
ＲＩＮＥＲＴ）（登録商標）エレクトロニック　リキッド（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｌｉ
ｑｕｉｄ）（３Ｍ　カンパニー（３Ｍ　Ｃｏ．）から入手可能である第一級１５炭素ペル
フルオロ化合物の混合物）が挙げられる。例えば、コーティング溶液がヘキサンまたはヘ
プタンのような低密度有機溶媒を含んでなる場合、水はマスキング流体として適切であり
得る。
【００２４】
　コーティング溶液はキャリア流体または溶媒と、最終的にマイクロニードルアレイ上で
乾燥コーティングとなる少なくとも１種の溶解または分散されたコーティング材料とを含
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んでなる。キャリア流体または溶媒は、コーティングが意図される材料を溶解または分散
することができるように選択されなければならない。分散された材料は懸濁液の形態であ
ってもよく、すなわち、キャリア流体または溶媒中に分散または懸濁された粒子であって
よい。適切なキャリア流体または溶媒の例としては、水、エタノール、メタノール、イソ
プロパノール、酢酸エチル、ヘキサンおよびヘプタンが挙げられる。コーティング溶液は
、例えば、粘度変性剤、安定剤、界面活性剤および他の添加剤を含む追加的な賦形剤を含
有してもよい。適切な追加的な賦形剤の例としては、スクロース、トレハロース、ラフィ
ノース、ラクトース、オバルブミン、クエン酸カリウム、ポリビニールピロリドン、ポリ
オキシエチレンソルビタンエステル（すなわち、ポリソルベート）およびヒドロキシエチ
ルセルロースが挙げられる。一実施形態において、コーティング溶液は、好ましくはマス
キング層を湿潤し、すなわち、それはマスキング層を横切って比較的均一に延展する。か
かる延展は、コーティングされた材料のマイクロニードルアレイへの比較的均一な適用を
望ましく導く。あるいは、コーティング溶液および／またはマスキング流体の表面特性は
、コーティング溶液の延展量を制御し、それによって、マイクロニードルアレイ上の特定
の位置においてコーティング材料の制御された量の適用が可能となるように調節されても
よい。キャリア流体の蒸発は周囲条件で生じてよく、あるいはマイクロニードルアレイの
周囲雰囲気の温度または圧力を変更させることによって調節されてもよい。蒸発条件は、
コーティング材料の分解を避けるように望ましく選択される。
【００２５】
　マイクロニードルアレイへの第１のマスキング流体の添加後、第２のマスキング流体が
任意に添加されてもよい。例えば、ヒドロフルオロエーテルマスキング流体をアレイに添
加し、続いてエタノールが添加され、マスキング層を調製してもよい。次いで、その後、
コーティング溶液を前記の通り添加する。第２のマスキング流体は、相対的な蒸発速度の
変更または異なる流体間の表面張力の調節において補助となり得る。
【００２６】
　もう１つの実施形態において、スプレーコーティングの場合のように、コーティングは
固体として直接的に適用されてもよい。この場合、キャリア流体は任意であるか、または
不必要である。もう１つの実施形態において、マスキング層は固体または半固体層の形態
であってもよい。マスキングフィルム３００の形態のマスキング層を図５に示す。かかる
フィルムは、例えば薄ポリマーフィルムであってよい。これはマイクロニードルの先端部
のみが暴露されるように、マイクロニードルによって、予め決められた高さまで穿孔され
る。図６に示されるように、コーティング溶液はニードル先端部に適用されてよい。コー
ティング溶液は、図３Ａに示されるような連続層として適用されてもよい。
【００２７】
　乾燥コーティング材料をマイクロニードルアレイ上に付着させる。一実施形態において
、乾燥コーティング材料をマイクロニードル上に優先的に付着させる。優先的に付着させ
るとは、単位表面領域あたりの乾燥コーティングの量がマイクロニードル上において基材
上よりも大きいことを意味される。より好ましくは、乾燥コーティング材料はマイクロニ
ードル先端部上またはその付近で優先的に付着される。いくつかの場合、重量で半分より
多く、時には９０％より多く、そしてたまに９５％より多くの乾燥コーティング材料がマ
イクロニードル上で付着される。いくつかの場合、乾燥コーティングは、マイクロニード
ルの上部半分、すなわち基材から離れたマイクロニードル部分において優先的に配置され
る。一実施形態において、実質的に乾燥コーティング材料は基材上に付着されず、すなわ
ち、実質的に全ての乾燥コーティング材料はマイクロニードル上に付着される。一実施形
態において、実質的に全ての乾燥コーティング材料がマイクロニードルの上部半分上に付
着される。実質的に全てということによって、乾燥コーティング材料の微量、例えば、乾
燥コーティング材料の約５重量％未満、好ましくは約１重量％未満がマイクロニードルの
上部半分上に付着されないことが理解されなければならない。乾燥コーティング材料の厚
さは、マイクロニードルアレイの位置およびコーティングされたマイクロニードルアレイ
の意図された適用用途次第で異なってよい。典型的に乾燥コーティングの厚さは５０ミク
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ロン未満であり、しばしば２０ミクロン未満であり、そして１０ミクロン未満であること
もある。コーティングの厚さに関して、皮膚に有効に穴をあけるマイクロニードルの能力
を干渉しないように、マイクロニードル先端部付近でより小さいことが望ましい。
【００２８】
　一実施形態において、コーティング材料の異なる部分は、マイクロニードルアレイ上に
おいて異なる位置で優先的に付着されてよい。例えば、コーティング材料が薬学的に有効
な物質（例えば、抗原）を含んでなる場合、マイクロニードルの先端部上または付近で薬
学的に有効な物質を優先的に付着させることが望ましい。いくつかの場合、重量で半分よ
り多く、時には９０％より多く、そしてたまに９５％より多くの薬学的に有効な物質がマ
イクロニードル上で付着される。いくつかの場合、薬学的に有効な物質は、マイクロニー
ドルの上部半分、すなわち基材から離れたマイクロニードル部分において優先的に配置さ
れる。一実施形態において、薬学的に有効な物質は基材上に実質的に付着されず、すなわ
ち、実質的に全ての薬学的に有効な物質はマイクロニードル上に付着される。一実施形態
において、実質的に全ての薬学的に有効な物質は、マイクロニードルの上部半分に付着さ
れる。実質的に全てということによって、薬学的に有効な物質の微量、例えば、薬学的に
有効な物質の約５重量％未満、好ましくは約１重量％未満がマイクロニードルの上部半分
上に付着されないことが理解されなければならない。
【００２９】
　乾燥コーティング材料は、キャリア流体の除去後、固体または半固体のままである。し
かしながら、乾燥コーティング材料を指す場合、得られた乾燥コーティング材料にキャリ
ア流体および／またはマスキング流体の比較的少量が残り得ることは理解されなければな
らない。例えば、キャリア流体が水を含んでなる場合、得られた乾燥コーティングは、典
型的に、約０．１～３０重量％の水、しばしば約１重量％～２０重量％の水、そして時に
は約１～１０重量％の水を含有し得る。
【００３０】
　マスキングフィルムが利用される場合、それは望ましくは液体不浸透性フィルムであり
、そして好ましくはポリマーフィルムである。適切なポリマーフィルムの例としては、ポ
リプロピレン、ポリエチレンまたはポリエチレンテレフタレートが挙げられる。マスキン
グフィルムは、例えばシリコーンまたはフルオロケミカルリリースコーティングのような
表面コーティングを有してもよい。これは、マスキングフィルムから水性コーティング流
体を撥ね、そして暴露されたニードル先端部上においてコーティング溶液をビーズ状にさ
せる。あるいは、マスキングフィルムは親水性コーティングを有してもよい。これは、マ
スキングフィルムから有機コーティング流体を撥ね得る。
【００３１】
　一態様において、キャリア流体を蒸発させ、図３Ｅに示されるような乾燥コーティング
されたマイクロニードルアレイが残った後、マスキングフィルムが除去される。あるいは
、マスキングフィルムは適切な位置で残されてよく、そして図６Ｃに示されるようなマス
キングフィルムを有する乾燥コーティングされたマイクロニードルアレイを皮膚表面に直
接的に適用することができる。もう１つの選択肢において（図示されず）、キャリア流体
を蒸発させた後、フィルムを下方向に押して基材と接触させることができる。参照したこ
とにより本明細書に開示内容を加入したものとする米国特許出願公開第２００３／０１３
５１６１号明細書に記載されるように、マスキングフィルムによってコーティングされた
アレイはさらなる実用性を有し得る。力および超音波エネルギーの同時送達ならびに米国
特許出願公開第２００３／０１３５１６１号明細書に記載の他の方法を含むいずれかの適
切な方法によって、マイクロニードルアレイによってマスキングフィルムを穿孔すること
ができる。
【００３２】
　一実施形態において、２つの不混和性溶液を煽動または撹拌し、マイクロニードルアレ
イに適用可能な一時的に均一な乳濁液を形成してもよい。マイクロニードルアレイへの適
用後、次いで、乳濁液は相分離し、基材に対してマスキング層として機能する流体層と、
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コーティング溶液として機能する流体層を残し得る。これらの層を次いで蒸発させ、前記
のように乾燥コーティングフィルムを残してもよい。
【００３３】
　もう１つの実施形態において、マスキング層は、液体に変換され、その後除去され得る
半固体または固体層であってもよい。適切なマスキング層の例としては、温度反応性ゲル
、エレクトロレオロジー流体、可逆性ゲル、例えばｐＨまたはイオンのいずれかに感応性
であるシリカまたはポリマーゲル、あるいはいずれかの他の適切な一時的または可逆性ゲ
ルが挙げられる。
【００３４】
　マスキング層として有用である代表的な温度反応性ゲルは、プロピレンオキシド－エチ
レンオキシドブロックコポリマーから形成されるゲル、例えば、プルロニック（Ｐｌｕｒ
ｏｎｉｃ）（登録商標）Ｆ－７７（ＢＡＳＦから入手可能）である。温度反応性プロピレ
ンオキシド－エチレンオキシドブロックコポリマーの溶液を基材に適用し、次いでアレイ
を３４℃以上の温度まで加熱してゲルを形成することによって、約１％固体含量の水性ゲ
ルをマイクロニードルアレイ上に調製してもよい。コーティング溶液を暴露されたマイク
ロニードルに適用し、そしてその後乾燥させる。次いで、乾燥コーティングされたアレイ
を室温まで冷却し、それによってゲルを液体状態に戻し、これをアレイから除去してよい
。温度反応性ゲルの他の例は、参照することによりその内容を本明細書に加入したものと
する米国特許第４，４７４，７５１号明細書にも見られる。
【００３５】
　参照することにより本明細書に援用される米国特許第５，３４０，５７２号明細書およ
び同第５，１９２，５３５号明細書に記載されるような塩への暴露時にゲル化する低固体
含量ヒドロゲル溶液をマイクロニードルアレイ基材に適用し、マスキング層を提供しても
よい。次いで塩溶液をヒドロゲル溶液に添加し、ヒドロゲル溶液をゲル化させてもよい。
次いで、ゲル化されたマスキング層にコーティング溶液を適用し、そして乾燥させてもよ
い。それによって、マイクロニードルの暴露部分上に乾燥コーティングされたマイクロニ
ードルアレイが残る。次いで、ゲル化されたマスキング層のｐＨまたはイオン含量を変更
し、マイクロニードルアレイから容易に除去が可能な液体状態へとゲルを戻してよい。
【００３６】
　荷電コロイド状流体をマスキング層として適用してもよい。電場の適用時に、コロイド
状流体は、半固体マスキング層として機能することが可能であるゲルを形成し得る。次い
で、ゲル化されたマスキング層にコーティング溶液を適用し、そして乾燥させ、それによ
ってマイクロニードルの暴露部分上に乾燥コーティングされたマイクロニードルアレイが
残る。次いで電場を除去し、マスキング層を液体状態へと変換することができる。この液
体はアレイから除去することができ、そして／または蒸発させることができる。
【００３７】
　もう１つの実施形態において、マスキング層は、氷のような凍結流体を含んでなる固体
層であってもよい。コーティング溶液を適用し、そして乾燥させ、マイクロニードルの暴
露部分上に乾燥コーティングされたマイクロニードルアレイが残る。次いで、氷の層は加
温されて、いずれかの従来の手段によって除去することができる液体水となる。
【００３８】
　前記実施形態のいずれにおいても、マスキング流体をアレイ基材に適用するため、また
はコーティング溶液をマスキングされたマイクロニードルアレイに適用するために、浸漬
、ブラッシング、ドロップコーティング、精密容積計量分配（ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ　ｖｏ
ｌｕｍｅｔｒｉｃ　ｄｉｓｐｅｎｓｉｎｇ）、グラビアコーティングおよびスプレーコー
ティングを含む多くの従来のコーティング法のいずれが使用されてもよい。一実施形態に
おいて、アレイ基材にわたって延展される１滴以上の計量された量としてコーティング溶
液および／またはマスキング溶液を適用してよい。
【００３９】
　一実施形態において、図３Ｅに示されるマイクロニードルアレイは、図７でより詳細に
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示されるパッチの形態で皮膚表面に適用されてもよい。図７は、アレイ２２、感圧接着剤
２４およびバッキング２６の組み合せの形態でパッチ２０を含んでなるマイクロニードル
デバイスを示す。アレイ２２の一部には、マイクロニードル基材表面１４から突出してい
るマイクロニードル１０が示される。マイクロニードル１０はいずれかの所望のパターン
で配列されてよく、またはランダムにマイクロニードル基材表面１４上に分散されてもよ
い。示されるように、マイクロニードル１０は均一に間隔をあけた列に配列される。一実
施形態において、本発明のアレイは、約０．１ｃｍ2より大きく、約２０ｃｍ2未満の、好
ましくは約０．５ｃｍ2より大きく、約５ｃｍ2未満の末端が面する表面領域を有する。一
実施形態（図示せず）において、パッチ２０の基材表面１４の一部はパターン化されてい
ない。一実施形態において、パターン化されていない表面は、患者の皮膚表面に面するデ
バイス表面の全領域の約１パーセントより大きく、約７５パーセント未満の領域を有する
。一実施形態において、パターン化されていない表面は、約０．１０平方インチ（０．６
５ｃｍ2）より大きく、約１平方インチ（６．５ｃｍ2）未満の領域を有する。もう１つの
実施形態（図７に示される）において、マイクロニードルは、アレイ２２の実質的に全て
の表面領域上に配置される。
【００４０】
　本発明の様々な実施形態において有用なマイクロニードルデバイスは、参照により本明
細書に援用される以下の特許および特許出願に記載されるもののような様々な立体配置の
いずれかを含んでもよい。マイクロニードルデバイスのための１つの実施形態は、米国特
許出願公開第２００３／００４５８３７号明細書に開示される構造を含んでなる。この特
許出願において開示されたマイクロ構造は、各マイクロニードルの外側表面において形成
された少なくとも１つのチャネルを含むテーパー構造を有するマイクロニードルの形態で
ある。マイクロニードルは一方向において伸長された基部を有してよい。細長い基部を有
するマイクロニードル中のチャネルは、細長い基部の端部の一方からマイクロニードル先
端部の方向へと延在し得る。マイクロニードルの側面に沿って形成されたチャネルは、任
意にマイクロニードル先端部のぶん短く終了してもよい。マイクロニードルアレイは、マ
イクロニードルアレイが位置する基材の表面上で形成される導管構造を含んでもよい。マ
イクロニードルでのチャネルが、導管構造と流体連絡していてもよい。マイクロニードル
デバイスのもう１つの実施形態は、同時係属中の２００３年７月１７日出願の米国特許出
願第１０／６２１６２０号明細書において開示される構造を含んでなる。この特許は、先
端を切断されたテーパー形状および制御された縦横比を有するマイクロニードルを記載す
る。マイクロニードルデバイスのためのなおもう１つの実施形態は、米国特許第６，０９
１，９７５号明細書（ダッドナ（Ｄａｄｄｏｎａ）ら）に開示される構造を含んでなる。
この特許は、皮膚に穴をあけるためのブレード様マイクロ突出を記載する。マイクロニー
ドルデバイスのなおもう１つの実施形態は、米国特許第６，３１３，６１２号明細書（シ
ャーマン（Ｓｈｅｒｍａｎ）ら）に開示される構造を含んでなる。この特許は、中空の中
心チャネルを有するテーパー構造を記載する。マイクロアレイのなおもう１つの実施形態
は、国際公開第００／７４７６６号パンフレット（ガートスタイン（Ｇａｒｔｓｔｅｉｎ
）ら）に開示される構造を含んでなる。この特許は、マイクロニードル先端部の上部表面
において少なくとも１つの縦方向のブレードを有する中空マイクロニードルを記載する。
【００４１】
　マスキング層およびコーティング材料を適用する前に、マイクロニードルアレイの１つ
以上の表面をコーティングまたは表面一次処理によって変更してもよい。例えば、マスキ
ング層を適用する前に材料の薄層をアレイの全表面に適用してもよい。かかるコーティン
グはアレイの親水性または疎水性を変化させ、それによってアレイを湿潤させるマスキン
グ層および／またはコーティング溶液の能力に影響を及ぼし得る。キャリア溶媒が完全に
蒸発する前にコーティングがコーティング溶液に部分的または完全に溶解し、それによっ
てコーティング一次処理材料とその後に適用されるコーティング材料との乾燥混合物が残
るように、かかるコーティングはコーティング溶液と部分的または完全に混和性であって
もよい。かかるコーティングの例としては、ポリマーコーティング、乾燥粉末および非晶
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質ガラスが挙げられる。
【００４２】
　適切なポリマーコーティングの例としては、ポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコ
ール、ポリエチレングリコール、フルオロポリマーおよびそれらの混合物が挙げられる。
かかるポリマーコーティングは、ポリマー溶液（例えば、水溶液またはエタノール溶液）
をアレイに適用し、そして溶媒を蒸発させ、それによって乾燥ポリマーコーティングを背
後に残すことによってアレイ上に調製することができる。あるいは、例えば熱またはプラ
ズマ付着の使用によって、コーティングを固体材料として直接的に適用してもよい。乾燥
粉末の例としては、硫酸アルミニウムカリウム十二水和物、水酸化アルミニウム一水和物
、スクロース、トレハロースおよびラクトースが挙げられる。アレイ上へ硬化される材料
の薄層の例としては、米国特許第６，８８１，５３８号明細書（ハダド（Ｈａｄｄａｄ）
ら）に記載のもののようなプラズマ付着させられたダイヤモンドライクガラスフィルム、
米国特許第５，４４０，４４６号明細書（シャウ（Ｓｈａｗ）ら）に記載されるもののよ
うな紫外線重合アクリレート、プラズマ付着フルオロポリマー、あるいはスプレーコーテ
ィングまたはロールコーティングのような従来のコーティング法によって適用され、その
後いずれかの適切な放射線を使用して架橋されるいずれかの他の薄層が挙げられる。
【００４３】
　単純に表面の化学官能性を変化させる表面一次処理によってマイクロニードルの表面を
変化させてもよい。典型的な表面一次処理としては、表面官能性を変化させることが可能
な様々なプラズマ処理が挙げられる。例えば、ポリカーボネートは、アミド官能性を生じ
るように窒素プラズマでプラズマ処理されるか、またはカルボキシレート官能性を生じる
ように酸素プラズマでプラズマ処理されてもよい。混合表面官能性を与えるために、窒素
および酸素プラズマ処理の組み合せを使用してもよい。
【００４４】
　コーティング溶液は、１種以上の生物学的に活性な材料、薬学的に有効な物質および治
療活性物質を含んでもよい。一実施形態において、本発明における使用のために適切なマ
イクロニードルデバイスを、様々な経皮送達において皮膚を通して、または皮内もしくは
局所治療のために皮膚へと、ワクチンのような薬物（いずれの薬剤も含む）を送達するた
めに使用してもよい。一態様において、巨大分子量である薬物は経皮的に送達されてもよ
い。薬物の分子量を増加させることは、典型的に補助のない経皮送達における低下を生じ
る。本発明における使用のために適切なマイクロニードルデバイスは、受動的な経皮送達
によって送達することが通常困難である巨大分子の送達に関する実用性を有する。かかる
巨大分子の例としては、タンパク質、ペプチド、ヌクレオチド配列、モノクロナール抗体
、ＤＮＡワクチン、多糖類、例えばヘパリンおよび抗生物質、例えばセフトリアキソンが
挙げられる。
【００４５】
　もう１つの態様において、本発明における使用のために適切なマイクロニードルデバイ
スは、受動的な経皮送達によって送達するのが困難であるか、または不可能である小分子
の経皮送達を向上または可能にするための実用性を有し得る。かかる分子の例としては、
塩型；イオン分子、例えば、アレンドロン酸ナトリウムまたはパミドロン酸ナトリウムを
含むビスホスホネート；および受動的な経皮送達に貢献しない物理化学特性を有する分子
が挙げられる。
【００４６】
　もう１つの態様において、本発明における使用のために適切なマイクロニードルデバイ
スは、例えば、皮膚科治療、ワクチン送達において、またはワクチン補助剤の免疫応答増
加において、皮膚への分子送達を向上するための実用性を有し得る。適切なワクチンの例
としては、インフルエンザワクチン、ライム病ワクチン、狂犬病ワクチン、はしかワクチ
ン、おたふくかぜワクチン、水痘ワクチン、天然痘ワクチン、肝炎ワクチン、百日咳（ｐ
ｅｒｔｕｓｓｉｓ）ワクチン、風疹ワクチン、ジフテリアワクチン、脳炎ワクチン、黄熱
ワクチン、組換えタンパク質ワクチン、ＤＮＡワクチン、ポリオワクチン、治療癌ワクチ
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ン、ヘルペスワクチン、肺炎球菌ワクチン、髄膜炎ワクチン、百日咳（ｗｈｏｏｐｉｎｇ
 ｃｏｕｇｈ）ワクチン、破傷風ワクチン、腸チフスワクチン、コレラワクチン、結核ワ
クチンおよびそれらの組み合わせが挙げられる。従って、用語「ワクチン」は、限定され
ないが、タンパク質、多糖類、オリゴ糖類または弱化もしくは死滅ウイルスの形態の抗原
が挙げられる。適切なワクチンおよびワクチン補助剤の追加的な例は、参照することによ
りその開示内容が本明細書に援用される米国特許出願公開第２００４／００４９１５０号
明細書に記載されている。
【００４７】
　マイクロニードルデバイスは、それらが適用されて直ちに適用部位から除去されるか、
またはそれらが適切な位置で数分から長くて１週間の範囲の延長された期間で残されても
よい即時送達のために使用されてもよい。一態様において、送達の延長期間は、適用およ
び即時除去によって得られる場合よりも薬物の完全な送達を可能にするために１分～３０
分であってよい。もう１つの態様において、送達の延長期間は、薬物の除放をもたらすた
めに４時間～１週間であってよい。
【実施例】
【００４８】
高速液体クロマトグラフィー（ＨＰＬＣ）による破傷風トキソイド全アレイ含量
　５０ｍＭ過塩素酸カリウム、５０ｍＭクエン酸カリウム、２０ｍＭリン酸ナトリウム、
３７６ｍＭ塩化ナトリウムおよび１００μｇ／ｍＬウシ血清アルブミンを含有する試料抽
出溶媒を調製した。ＨＰＬＣ試料溶液は、ポリプロピレンカップにアレイを配置し、この
カップに１．０ｍＬの試料抽出溶媒を添加し、試料カップ上にキャップをはめ、そして３
０分間超音波処理することによって調製した。
【００４９】
　勾配溶出ＨＰＬＣ（移動相Ａ）：０．２％（ｖ／ｖ）過塩素酸；移動相Ｂ：１０％水、
８８％アセトニトリル、２％イソプロパノール、０．２％過塩素酸（７０％）；溶媒プロ
グラム：０．００分、２２％Ｂ、１．０ｍＬ／分；６．００分、５８％Ｂ、１．０ｍＬ／
分；６．０１分、１００％Ｂ、１．０ｍＬ／分；６．５０分、１００％Ｂ、０．５ｍＬ／
分；１０．０分、０％Ｂ、０．５ｍＬ／分；注射量：１００μＬ；カラム：ゾルバックス
（Ｚｏｒｂａｘ）３００ＳＢ－Ｃ８（５０×４．６ｍｍ、３．５ミクロン）を使用して、
ＨＰＬＣ試料溶液中の破傷風トキソイドの量を定量した。
【００５０】
　凍結乾燥されたＴＴ一次標準（リスト　バイオロジクス（Ｌｉｓｔ　Ｂｉｏｌｏｇｉｃ
ｓ））に対して、補助剤を含まない（Ｎｏｎ-ａｄｊｕｖａｎｔｅｄ）破傷風トキソイド
（ＴＴ）ワクチン（アベンティス（Ａｖｅｎｔｉｓ））を較正し、そして常用標準として
使用した。常用標準を使用し、約１μｇ－ＴＴ／ｍＬ～２８μｇ－ＴＴ／ｍＬまでの較正
曲線を得た。較正曲線の直線回帰に関する相関係数は、典型的に０．９９９より高かった
。破傷風トキソイド含量の結果は、６回および１０回の複数回の間の平均である。
【００５１】
高速液体クロマトグラフィー（ＨＰＬＣ）による破傷風トキソイド先端部含量
　それがＨＰＬＣ試料溶液中に抽出されないように、基材上およびマイクロニードルの下
部の適切な位置でトキシドを固定することによって、マイクロニードル先端部上の破傷風
トキソイド含量を測定した。マイクロニードルアレイは、針が上向きの状態で平坦な表面
上に配置され、そして１０μＬのオイルベースのポリウレタンコーティング溶液（ミンワ
ックス（Ｍｉｎｗａｘ）（登録商標）ファースト－ドライニング（Ｆａｓｔ－Ｄｒｙｉｎ
ｇ）ポリウレタン）をアレイに適用し、そしてアレイの基材をコーティングした。ポリウ
レタンを周囲条件で少なくとも３時間硬化させた。全含量の方法において記載されるよう
に、その後、アレイを抽出し、分析した。
【００５２】
誘導結合プラズマ（ＩＣＰ）によるアルミニウム含量
　ＩＣＰによるアルミニウム分析のため、ＨＰＬＣ試料溶液（前記）の０．５ｍＬアリコ
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ートを４％硝酸によって５．０ｍＬまで希釈した。１、２、４、５、６、８および１１μ
ｇ／ｍＬのアルミニウム標準を使用することによって、分析を較正した。較正曲線の直線
回帰に関する相関係数は、典型的に０．９９９より高かった。
【００５３】
酵素結合イムノソルバントアッセイ（ＥＬＩＳＡ）
　ウサギ血清からの抗破傷風トキソイドＩｇＧの定量決定をＥＬＩＳＡによって実行した
。破傷風トキソイドを固体相にコーティングし、そしてウサギ血清試料からの抗破傷風ト
キソイドＩｇＧを結合させる。プレートを洗浄し、そして抗ウサギＩｇＧ－ＨＲＰ抱合体
によってウサギＩｇＧを検出する。ＥＰ獣医標準のウサギ抗破傷風トキソイドＢＲＰバッ
チ（Ｂａｔｃｈ）１（ＥＤＱＭ－ヨーロピアン　ファーマコぺイア　コミッション（ＥＤ
ＱＭ－Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｐｈａｒｍａｃｏｐｅｉａ　Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ）カタログ
番号Ｃ２４２５６００）に対してアッセイを標準化した。このＥＬＩＳＡからの１０００
任意単位（ＡＵ）は、１国際単位（ＩＵ）と同等である。特記されない限り、抗破傷風ト
キソイドＩｇＧの結果は５回の繰り返しの幾何学平均として報告される。
【００５４】
マイクロニードルアレイ
　マイクロニードルアレイを以下のように調製した。ディスクの片側に集中した正方形（
１ｃｍ2）のマイクロニードルのアレイ（３７×３７）によって部分的にパターン化され
た円形ディスク（面積２ｃｍ2、厚さ１．０２ｍｍ）を調製した。ニードルは、正方形の
パターンにおいて隣接したニードル先端部間で２７５ミクロンの距離で規則正しく間隔を
あけられた。個々のニードルは、２５０ミクロンの高さおよび８３．３ミクロンの側長を
有する正方形基部のピラミッド形状であった。先端部は、５ミクロンの側長を有する平坦
な正方形のトップを有するように先端を切られた。アレイは、国際公開第０５／８２５９
６号パンフレットに提供される一般的な記述にしたがって射出成形され、ポリカーボネー
トから製造された（レクサン（Ｌｅｘａｎ）（登録商標）ＨＰＳ１Ｒ－１１２５、ＧＥ　
プラスチックス（ＧＥ　Ｐｌａｓｔｉｃｓ）、マサチューセッツ州、ピッツフィールド（
Ｐｉｔｔｓｆｉｅｌｄ，ＭＡ））。次いでディスクの中心をダイカットし、ディスクのパ
ターン側の表面の約９０％においてマイクロニードルを有するマイクロニードルアレイ（
面積＝１ｃｍ2）を提供した。マイクロニードルアレイは約１２００マイクロニードルを
有した。
【００５５】
実施例１
　６．０ｇの硫酸アルミニウムカリウム十二水和物（ペンタ（Ｐｅｎｔａ）、ＵＳＰグレ
ード）、０．２４ｇの水酸化アルミニウム一水和物および１００ｍＬの水のアルミニウム
混合物を調製し、溶液がほぼ透明になるまで超音波処理した。次いで、小容積の貯蔵器、
乱流発生装置およびアレイ保持器によって改造されたシックス－ジェット（Ｓｉｘ－Ｊｅ
ｔ）噴霧器（モデル９３０６、ＴＳＩ　インコーポレイテッド（ＴＳＩ　Ｉｎｃ．）、ミ
ネソタ州、ショレヴュー（Ｓｈｏｒｅｖｉｅｗ，ＭＮ））を使用して、アルミニウム混合
物をアレイ上へ１分間スプレーコーティングした。コーティング速度は、名目的には１分
あたりアルミニウム２０μｇであった。次いで、ニードルが上方を向いている平坦な表面
上にマイクロニードルアレイを配置した。ＨＦＥ－７５００　３Ｍ（登録商標）ノベック
（Ｎｏｖｅｃ）（登録商標）エンジニアド　フルイド（Ｅｎｇｉｎｅｅｒｅｄ　Ｆｌｕｉ
ｄ）、３－エトキシ－１，１，１，２，３，４，４，５，５，６，６，６－ドデカフルオ
ロ－２－トリフルオロメチル－ヘキサン（３Ｍカンパニー（３Ｍ　Ｃｏ．）、ミネソタ州
、セントポール（Ｓｔ．Ｐａｕｌ，ＭＮ））をマスキング流体として使用した。ピペット
を使用して、マスキング流体のアリコート（２５μＬ）をアレイの中心に適用し、そして
アレイにわたって延展させた。抗原コーティング配合物は、同一部の破傷風トキソイド（
スタテンス　シラム　インスティチュート（Ｓｔａｔｅｎｓ　Ｓｅｒｕｍ　Ｉｎｓｔｉｔ
ｕｔｅ）ロット９２－１、８８８Ｌｆ／ｍＬ）およびエタノールを混合することによって
調製された。ピペットを使用して、抗原コーティング配合物の１０μＬアリコートをアレ
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イ上でマスキング流体の中心に適用した。適用された抗原コーティング配合物中の破傷風
トキソイドの公称量は１６μｇであった。抗原コーティング配合物およびマスキング流体
を約３０分間、周囲条件で乾燥させ、アレイ上に乾燥した抗原コーティングを提供した。
走査電子顕微鏡法（ＳＥＭ）による抗原コーティングされたアレイの試験によって、マイ
クロニードル表面上に比較的滑らかなコーティングが示された。逆相ＨＰＬＣによって測
定された破傷風トキソイド全アレイ含量は１８．２μｇ（ｓｔ．ｄｅｖ．＝１．２μｇ）
であった。ＩＣＰによって測定された、コーティングされたアレイのアルミニウム含量は
４０μｇ（ｓｔ．ｄｅｖ．＝１０μｇ）であった。
【００５６】
実施例２
　抗原コーティング配合物を適用する前にアルミニウム混合物をアレイ上に３分間スプレ
ーコーティングし、そしてマスキング流体の１３μＬアリコートを使用したことを除き、
コーティングされたアレイを実施例１に記載の手順に従って調製した。走査電子顕微鏡法
（ＳＥＭ）による抗原コーティングされたアレイの試験によって、マイクロニードル先端
部またはその付近に材料の塊状物または球体が示された。逆相ＨＰＬＣによって測定され
た破傷風トキソイド全アレイ含量は１９．１μｇ（ｓｔ．ｄｅｖ．＝１．０μｇ）であっ
た。ＩＣＰによって測定された、コーティングされたアレイのアルミニウム含量は５７μ
ｇ（ｓｔ．ｄｅｖ．＝２１μｇ）であった。
【００５７】
実施例３
　以下の例外を除き、コーティングされたアレイを実施例１に記載の手順に従って調製し
た。１部の破傷風トキソイド、３部の水および４部のエタノールを混合することによって
、抗原コーティング配合物を調製した。マスキング流体の１３μＬアリコートを使用した
。適用された抗原コーティング配合物中の破傷風トキソイドの公称量は４μｇであった。
走査電子顕微鏡法（ＳＥＭ）による抗原コーティングされたアレイの試験によって、マイ
クロニードル表面上に比較的滑らかなコーティングが示された。逆相ＨＰＬＣによって測
定された破傷風トキソイド全アレイ含量は４．４μｇ（ｓｔ．ｄｅｖ．＝０．２μｇ）で
あった。ＩＣＰによって測定された、コーティングされたアレイのアルミニウム含量は１
３μｇ（ｓｔ．ｄｅｖ．＝６μｇ）であった。
【００５８】
実施例４
　抗原コーティング配合物を適用する前にアルミニウム混合物をアレイ上に５分間スプレ
ーコーティングしたことを除き、コーティングされたアレイを実施例３に記載の手順に従
って調製した。走査電子顕微鏡法（ＳＥＭ）による抗原コーティングされたアレイの試験
によって、マイクロニードル先端部またはその付近に材料の塊状物または球体が示された
。逆相ＨＰＬＣによって測定された破傷風トキソイド全アレイ含量は４．７μｇ（ｓｔ．
ｄｅｖ．＝０．４μｇ）であった。ＩＣＰによって測定された、コーティングされたアレ
イのアルミニウム含量は９４μｇ（ｓｔ．ｄｅｖ．＝１９μｇ）であった。
【００５９】
実施例５
　抗原コーティング配合物を適用する前にアルミニウム混合物をアレイ上に５分間スプレ
ーコーティングしたことを除き、コーティングされたアレイを実施例２に記載の手順に従
って調製した。走査電子顕微鏡法（ＳＥＭ）による抗原コーティングされたアレイの試験
によって、マイクロニードル表面上に比較的滑らかなコーティングが示された。逆相ＨＰ
ＬＣによって測定された破傷風トキソイド全アレイ含量は１７．９μｇ（ｓｔ．ｄｅｖ．
＝０．８μｇ）であった。ＩＣＰによって測定された、コーティングされたアレイのアル
ミニウム含量は６５μｇ（ｓｔ．ｄｅｖ．＝８μｇ）であった。
【００６０】
実施例６
　以下の例外を除き、コーティングされたアレイを実施例１に記載の手順に従って調製し
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た。抗原コーティング配合物を適用する前にアルミニウム混合物をアレイ上に３分間スプ
レーコーティングした。２部の破傷風トキソイド、２部の水および４部のエタノールを混
合することによって、抗原コーティング配合物を調製した。適用された抗原コーティング
配合物中の破傷風トキソイドの公称量は８μｇであった。走査電子顕微鏡法（ＳＥＭ）に
よる抗原コーティングされたアレイの試験によって、マイクロニードル表面上に比較的滑
らかなコーティングが示された。逆相ＨＰＬＣによって測定された破傷風トキソイド全ア
レイ含量は７．６μｇ（ｓｔ．ｄｅｖ．＝０．７μｇ）であった。ＩＣＰによって測定さ
れた、コーティングされたアレイのアルミニウム含量は２３μｇ（ｓｔ．ｄｅｖ．＝６μ
ｇ）であった。
【００６１】
実施例７
　以下の例外を除き、コーティングされたアレイを実施例１に記載の手順に従って調製し
た。６．０ｇの硫酸アルミニウムカリウム十二水和物（ペンタ（Ｐｅｎｔａ）、ＵＳＰグ
レード）、０．０６ｇの水酸化アルミニウム一水和物および１００ｍＬの水の比率でアル
ミニウム混合物を調製した。１部の破傷風トキソイドを１部の水と混合することによって
、抗原コーティング配合物を調製した。マスキング流体の１３μＬアリコートを使用した
。抗原コーティング配合物を適用する前に、ピペットを使用してマスキング流体の中心に
エタノール（１３μＬ）を適用した。次いで、エタノール上に抗原コーティング配合物を
適用した。適用された抗原コーティング配合物中の破傷風トキソイドの公称量は１６μｇ
であった。走査電子顕微鏡法（ＳＥＭ）による抗原コーティングされたアレイの試験によ
って、マイクロニードル表面上に滑らかなコーティングが示された。逆相ＨＰＬＣによっ
て測定された破傷風トキソイド全アレイ含量は１６．８μｇ（ｓｔ．ｄｅｖ．＝０．８μ
ｇ）であった。ＩＣＰによって測定された、コーティングされたアレイのアルミニウム含
量は１５μｇ（ｓｔ．ｄｅｖ．＝３μｇ）であった。
【００６２】
生体内抗破傷風トキソイドＩｇＧおよび破傷風トキソイド除去
　接着剤バッキングに実施例１～２に記載の抗原コーティングされたアレイを接着させる
ことによって、マイクロニードルデバイスを調製した。米国特許出願第６０／５７８，６
５１号明細書に一般的に記載されるようにアプリケーターを使用して、アレイをニュージ
ーランド　ホワイト（Ｎｅｗ　Ｚｅａｌａｎｄ　Ｗｈｉｔｅ）メスウサギ（Ｎ＝５）に適
用した。前記文献は参照により本明細書に援用される。アプリケーターピストン質量は２
．８８ｇであり、そしてデバイスは６．１９メートル／秒の速度で適用された。皮膚を刺
激しないように注意しながら、各ウサギの腹部領域を密接にクリップし、そして剃った。
１つのデバイスを各ウサギに適用し、そして除去の前に２０分間、適切な位置で維持させ
た。最初の適用から１４日後に各ウサギに第２のデバイス（第１のデバイスと同一コーテ
ィングを有するもの）を適用し、そして再び除去の前に２０分間、適切な位置で維持させ
た。最初の適用の２１日後に各ウサギから血清試料を採取し、そしてＥＬＩＳＡによって
抗破傷風トキソイドＩｇＧのレベルに関して分析した。結果を表１にまとめる。ウサギか
ら除去されたアレイの破傷風トキソイドの残量をＨＰＬＣによって試験した。アレイから
除去された破傷風トキソイドの量は、初期破傷風トキソイドレベルと残留破傷風トキソイ
ドレベルとの間で差異を計算することによって決定された。結果を表２にまとめる。
【００６３】
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【表１】

【００６４】
実施例８
　使用されたマスキング流体がＦＣ－４３フルオリナート（ＦＬＵＯＲＩＮＥＲＴ）（登
録商標）エレクトロニック　リキッド（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｌｉｑｕｉｄ）、第一級
１２炭素ペルフルオロ化合物の混合物（３Ｍ　カンパニー（３Ｍ　Ｃｏ．）、ミネソタ州
、セントポール）であり、そして適用されたマスキング流体の量が１５μＬであったこと
を除き、コーティングされたアレイを実施例１に記載の手順に従って調製した。逆相ＨＰ
ＬＣによって測定された、コーティングされたアレイの破傷風トキソイド含量は１７．６
μｇ（ｓｔ．ｄｅｖ．＝１．８μｇ）であった。マイクロニードルの先端部上の破傷風ト
キソイド含量は２．７μｇ（ｓｔ．ｄｅｖ．＝０．２μｇ）であると測定された。
【００６５】
実施例９
　ニードルが上方を向いている平坦な表面上にマイクロニードルアレイを配置した。ＦＣ
－４３フルオリナート（ＦＬＵＯＲＩＮＥＲＴ）（登録商標）エレクトロニック　リキッ
ド（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｌｉｑｕｉｄ）をマスキング流体として使用した。ピペット
を使用して、マスキング流体のアリコート（１５μＬ）をアレイの中心に適用し、そして
アレイにわたって延展させた。抗原コーティング配合物は、同一部の破傷風トキソイド（
スタテンス　シラム　インスティチュート（Ｓｔａｔｅｎｓ　Ｓｅｒｕｍ　Ｉｎｓｔｉｔ
ｕｔｅ）ロット９２－１、８８８Ｌｆ／ｍＬ）およびエタノールを混合することによって
調製された。ピペットを使用して、抗原コーティング配合物の１０μＬアリコートをアレ
イ上でマスキング流体の中心に適用した。適用された抗原コーティング配合物中の破傷風
トキソイドの公称量は１６μｇであった。抗原コーティング配合物およびマスキング流体
を約３０分間、周囲条件で乾燥させ、アレイ上に乾燥した抗原コーティングを提供した。
逆相ＨＰＬＣによって測定された破傷風トキソイド全アレイ含量は２３．６μｇ（ｓｔ．
ｄｅｖ．＝０．１μｇ）であった。破傷風トキソイド先端部含量は２１．７μｇ（ｓｔ．
ｄｅｖ．＝１．２μｇ）として測定された。
【００６６】
実施例１０
　２５ｍＬの水に８２５ｍｇのポリビニルピロリドン（ＰＶＰ）（プラスドン（Ｐｌａｓ
ｄｏｎｅ）（登録商標）Ｋ－２９／３２、ポビドンＵＳＰ（Ｐｏｖｉｄｏｎｅ　ＵＳＰ）
、ＩＳＰテクノロジーズ（ＩＳＰ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ）、ニュージャージー州、
ウェイン（Ｗａｙｎｅ，ＮＪ））を添加し、そしてＰＶＰが溶解するまで混合することに
よってＰＶＰ貯蔵液を調製した。２５ｍＬエタノールに５０ｍｇポリソルベート８０（ト
ウィーン（Ｔｗｅｅｎ）（登録商標）－８０、シグマ　ケミカル　カンパニー（Ｓｉｇｍ
ａ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．）、ミズーリ州、セントルイス（Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ
））を添加することによって貯蔵液を調製した。１８ｍＬエタノールに２ｍＬのポリソル
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ベート貯蔵液を添加することによって希釈貯蔵液を調製した。９ｍＬの希釈ポリソルベー
ト貯蔵液に１ｍＬのＰＶＰ貯蔵液を添加することによってＰＶＰプライミング溶液を調製
した。ニードルが上方を向いている平坦な表面上にマイクロニードルアレイを配置し、そ
してピペットを使用して３０μＬのＰＶＰプライミング溶液のアリコートをアレイの中心
に適用し、そしてアレイにわたって延展させた。ＰＶＰプライミング溶液を周囲条件で乾
燥させた。
【００６７】
　トウィーン（Ｔｗｅｅｎ）（登録商標）－８０（９０ｍｇ）を水（３０ｍＬ）に添加し
、３ｍｇ／ｍＬの濃度のトウィーン（Ｔｗｅｅｎ）（登録商標）－８０貯蔵液を調製した
。ＰＶＰ（１．８ｇ）を水（２０ｍＬ）に添加し、９０ｍｇ／ｍＬの濃度のＰＶＰ貯蔵液
を調製した。スクロース（１．８ｇ）を水（２０ｍＬ）に添加し、９０ｍｇ／ｍＬの濃度
のスクロース貯蔵液を調製した。クエン酸カリウム（１．８ｇ）を水（２０ｍＬ）に添加
し、９０ｍｇ／ｍＬの濃度のクエン酸カリウム貯蔵液を調製した。破傷風トキソイド（ス
タテンス　シラム　インスティチュート（Ｓｔａｔｅｎｓ　Ｓｅｒｕｍ　Ｉｎｓｔｉｔｕ
ｔｅ）ロット９２－１、８８８Ｌｆ／ｍＬ）を、トウィーン（Ｔｗｅｅｎ）（登録商標）
－８０、ＰＶＰ、スクロースおよびクエン酸カリウム貯蔵液のアリコートと混合すること
によって抗原コーティング配合物を調製した。
【００６８】
　ピペットを使用して、マスキング流体（ＦＣ－４３フルオリナート（ＦＬＵＯＲＩＮＥ
ＲＴ）（登録商標）エレクトロニック　リキッド（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｌｉｑｕｉｄ
））のアリコート（１５μＬ）をアレイの中心に適用し、そしてアレイにわたって延展さ
せた。ピペットを使用して、抗原コーティング配合物の１０μＬアリコートをアレイ上で
マスキング流体の中心に適用した。適用された抗原コーティング配合物中の破傷風トキソ
イドの公称量は１０μｇであった。適用された抗原コーティング配合物中のトウィーン（
Ｔｗｅｅｎ）（登録商標）－８０の公称量は６μｇであった。適用された抗原コーティン
グ配合物中のＰＶＰ、スクロースおよびクエン酸カリウムの公称量は１００μｇであった
。抗原コーティング配合物およびマスキング流体を約３０分間、周囲条件で乾燥させ、ア
レイ上に乾燥した抗原コーティングを提供した。逆相ＨＰＬＣによって測定された破傷風
トキソイド全アレイ含量は１１．９μｇ（ｓｔ．ｄｅｖ．＝０．５μｇ）であった。破傷
風トキソイド先端部含量は５．０μｇ（ｓｔ．ｄｅｖ．＝１．２μｇ）として測定された
。
【００６９】
実施例１１～１４
　表２に示されるようにＰＶＰ、スクロースおよびクエン酸カリウムの公称量が変更され
たことを除き、コーティングされたアレイを実施例１０に記載の手順に従って調製した。
逆相ＨＰＬＣによって測定された、コーティングされたアレイの破傷風トキソイド含量お
よびマイクロニードルの先端部上の破傷風トキソイド含量を測定した。結果を表２に示す
。
【００７０】
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【表２】

【００７１】
生体内破傷風トキソイド付着
　接着剤バッキングに実施例１０～１４に記載の抗原コーティングされたアレイを接着す
ることによってマイクロニードルデバイスを調製した。米国特許出願第６０／５７８，６
５１号明細書に一般的に記載のアプリケーターを使用して、アレイをヘアレスモルモット
に適用した。この文献は本明細書に援用される。アプリケーターピストン質量は５．０８
ｇであり、そしてデバイスは８．０７メートル／秒の速度で適用された。肋骨の下および
骨盤のちょうど上の腹部の軟質組織および腰部の筋肉の部位にデバイスを適用した。デバ
イスを適用する前に適用部位を７０％イソプロピルアルコールで清浄し、そして少なくと
も３０秒間空気乾燥させた。特定の時間にデバイス（Ｎ＝５）を除去し、そしてアレイの
上に残る破傷風トキソイド含量をＨＰＬＣで測定した。結果を表３にまとめる。
【００７２】
【表３】

【００７３】
実施例１５
　以下の通り、ポリビニルアルコールプライミング溶液を調製した。ある量（２５０ｍｇ
）のポリビニルアルコール（８０％加水分解、典型的なＭｗ＝９，０００～１０，０００
、ＣＡＳ　９００２－８９－５、アルドリッチ（Ａｌｄｒｉｃｈ）、ミズーリ州、セント
ルイス（Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ））を水（２５ｍＬ）に添加し、ポリビニルアルコール
貯蔵液を調製した。ポリビニルアルコール貯蔵液のアリコート（２ｍＬ）をエタノール（
１８ｍＬ）に添加し、ポリビニルアルコールプライミング溶液を調製した。ニードルが上
方を向いている平坦な表面上にマイクロニードルアレイを配置し、そしてピペットを使用
して３０μＬのポリビニルアルコールプライミング溶液のアリコートをアレイの中心に適
用し、そしてアレイにわたって延展させた。ポリビニルアルコールプライミング溶液を周
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囲条件で乾燥させた。次いで、ピペットを使用して、マスキング流体（ＦＣ－４３フルオ
リナート（ＦＬＵＯＲＩＮＥＲＴ）（登録商標）エレクトロニック　リキッド（Ｅｌｅｃ
ｔｒｏｎｉｃ　Ｌｉｑｕｉｄ））のアリコート（１５μＬ）をアレイの中心に適用し、そ
してアレイにわたって延展させた。ピペットを使用して、抗原コーティング配合物の１０
μＬアリコートをアレイ上でマスキング流体の中心に適用した。抗原コーティング配合物
は、実施例１０に記載の一般手順に従って調製された。適用された抗原コーティング配合
物中の破傷風トキソイドの公称量は１０μｇであった。適用された抗原コーティング配合
物中のトウィーン（Ｔｗｅｅｎ）（登録商標）－８０の公称量は６μｇであった。適用さ
れた抗原コーティング配合物中のＰＶＰ、スクロースおよびクエン酸カリウムの公称量は
１００μｇであった。抗原コーティング配合物およびマスキング流体を約３０分間、周囲
条件で乾燥させ、アレイ上に乾燥した抗原コーティングを提供した。逆相ＨＰＬＣによっ
て測定された破傷風トキソイド全アレイ含量は１０．４μｇ（ｓｔ．ｄｅｖ．＝０．７μ
ｇ）であった。破傷風トキソイド先端部含量は９．３μｇ（ｓｔ．ｄｅｖ．＝０．４μｇ
）として測定された。
【００７４】
実施例１６～２３
　表４に示されるようにＰＶＰ、スクロースおよびクエン酸カリウムの公称量が変更され
たことを除き、コーティングされたアレイを実施例１５に記載の手順に従って調製した。
逆相ＨＰＬＣによって測定された、コーティングされたアレイの破傷風トキソイド含量お
よびマイクロニードルの先端部上の破傷風トキソイド含量を測定した。結果を表４に示す
。
【００７５】
【表４】

【００７６】
実施例２４
　コーティングされたアレイを実施例１６に記載の手順に従って調製した。逆相ＨＰＬＣ
によって測定された破傷風トキソイド全アレイ含量は１０．７μｇ（ｓｔ．ｄｅｖ．＝０
．９μｇ）であった。破傷風トキソイド先端部含量は８．７μｇ（ｓｔ．ｄｅｖ．＝０．
６μｇ）として測定された。上記「生体内破傷風トキソイド付着」の項目に記載の通り、
ヘアレスモルモットにアレイを適用した。ヘアレスモルモットから除去後のアレイ上に残
る破傷風トキソイドの量をＨＰＬＣによって測定した。結果を表５にまとめる。
【００７７】
実施例２５
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　コーティングされたアレイを実施例１７に記載の手順に従って調製した。逆相ＨＰＬＣ
によって測定された破傷風トキソイド全アレイ含量は１１．４μｇ（ｓｔ．ｄｅｖ．＝０
．３μｇ）であった。破傷風トキソイド先端部含量は８．６μｇ（ｓｔ．ｄｅｖ．＝０．
５μｇ）として測定された。上記「生体内破傷風トキソイド付着」の項目に記載の通り、
ヘアレスモルモットにアレイを適用した。ヘアレスモルモットから除去後のアレイ上に残
る破傷風トキソイドの量をＨＰＬＣによって測定した。結果を表５にまとめる。
【００７８】
実施例２６
　コーティングされたアレイを実施例１８に記載の手順に従って調製した。逆相ＨＰＬＣ
によって測定された破傷風トキソイド全アレイ含量は１０．８μｇ（ｓｔ．ｄｅｖ．＝０
．３μｇ）であった。破傷風トキソイド先端部含量は６．８μｇ（ｓｔ．ｄｅｖ．＝０．
９μｇ）として測定された。上記「生体内破傷風トキソイド付着」の項目に記載の通り、
ヘアレスモルモットにアレイを適用した。ヘアレスモルモットから除去後のアレイ上に残
る破傷風トキソイドの量をＨＰＬＣによって測定した。結果を表５にまとめる。
【００７９】
実施例２７
　コーティングされたアレイを実施例２２に記載の手順に従って調製した。逆相ＨＰＬＣ
によって測定された破傷風トキソイド全アレイ含量は１１．７μｇ（ｓｔ．ｄｅｖ．＝０
．３μｇ）であった。破傷風トキソイド先端部含量は５．３μｇ（ｓｔ．ｄｅｖ．＝１．
０μｇ）として測定された。上記「生体内破傷風トキソイド付着」の項目に記載の通り、
ヘアレスモルモットにアレイを適用した。ヘアレスモルモットから除去後のアレイ上に残
る破傷風トキソイドの量をＨＰＬＣによって測定した。結果を表５にまとめる。
【００８０】
【表５】

【００８１】
実施例２８
　マイクロニードルアレイを前記のように調製し、そして以下のように処理した。アレイ
は、プラズマ－サーム（Ｐｌａｓｍａ－Ｔｈｅｒｍ）ＶＩＩ　７０００シリーズ　プラズ
マプロセッシングシステムを使用してプラズマ処理された。１５秒間適用された２０００
Ｗ　ＲＦパワーによる非圧縮プラズマにおいて、テトラメチルシラン（１５０標準立方セ
ンチメートル／分、ｓｃｃｍ）および酸素（２００ｓｃｃｍ）ガスの混合物を供給するこ
とによって、プラズマ付着によってダイヤモンド様ガラス薄フィルムを形成した。次いで
、アレイを６０秒間３００Ｗパワーで１５０ｍＴｏｒｒの圧力下で酸素プラズマ（４００
ｓｃｃｍ）によって処理し、表面原子層から元素および共有結合炭素を除去し、そして親
水性の表面を生じた。
【００８２】
　ピペットを使用して、マスキング流体（ＦＣ－４３フルオリナート（ＦＬＵＯＲＩＮＥ
ＲＴ）（登録商標）エレクトロニック　リキッド（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｌｉｑｕｉｄ
））のアリコート（１５μＬ）をアレイの中心に適用し、そしてアレイにわたって延展さ
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マスキング流体の中心に適用した。抗原コーティング配合物は、実施例１０に記載の一般
手順に従って調製された。適用された抗原コーティング配合物中の破傷風トキソイドの公
称量は１０μｇであった。適用された抗原コーティング配合物中のトウィーン（Ｔｗｅｅ
ｎ）（登録商標）－８０の公称量は６μｇであった。適用された抗原コーティング配合物
中のＰＶＰ、スクロースおよびクエン酸カリウムの公称量は１００μｇであった。抗原コ
ーティング配合物およびマスキング流体を約３０分間、周囲条件で乾燥させ、アレイ上に
乾燥した抗原コーティングを提供した。逆相ＨＰＬＣによって測定された破傷風トキソイ
ド全アレイ含量は１２．１μｇ（ｓｔ．ｄｅｖ．＝０．６μｇ）であった。破傷風トキソ
イド先端部含量は９．６μｇ（ｓｔ．ｄｅｖ．＝１．２μｇ）として測定された。上記「
生体内破傷風トキソイド付着」の項目に記載の通り、ヘアレスモルモットにアレイを適用
した。ヘアレスモルモットから除去後のアレイ上に残る破傷風トキソイドの量をＨＰＬＣ
によって測定した。結果を表７にまとめる。
【００８３】
実施例２９～３２
　表６に示されるようにＰＶＰ、スクロースおよびクエン酸カリウムの公称量が変更され
たことを除き、コーティングされたアレイを実施例２８に記載の手順に従って調製した。
逆相ＨＰＬＣによって測定された、コーティングされたアレイの破傷風トキソイド含量お
よびマイクロニードルの先端部上の破傷風トキソイド含量を測定した。結果を表６に示す
。上記「生体内破傷風トキソイド付着」の項目に記載の通り、ヘアレスモルモットにアレ
イを適用した。ヘアレスモルモットから除去後のアレイ上に残る破傷風トキソイドの量を
ＨＰＬＣによって測定した。結果を表７にまとめる。
【００８４】
【表６】

【００８５】
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【表７】

【００８６】
実施例３３
　１００ｍＬの水中でスクロース（１．０５３ｇ）およびトウィーン（Ｔｗｅｅｎ）（登
録商標）－８０（０．１０５３ｇ）を混合することによって貯蔵液を調製した。ある量（
１．０ｍＬ）の０．０２ミクロン蛍光性ビーズ（モレキュラー　プローブス　インコーポ
レイテッド（Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｐｒｏｂｅｓ，Ｉｎｃ．）、オレゴン州、ユージン（
Ｅｕｇｅｎｅ，Ｏｒｅｇｏｎ）からのフルオスフェイアズ（ＦｌｕｏＳｐｈｅｒｅｓ）カ
ルボキシレート変性ミクロスフィア、赤色蛍光（５８０／６０５）、２．０％固体）を１
９ｍＬのスクロース貯蔵液に添加し、コーティング配合物を調製した。スクロースの公称
濃度は１．０％（ｗ／ｖ）であり、トウィーン（Ｔｗｅｅｎ）（登録商標）－８０は０．
１％（ｗ／ｖ）であり、そして蛍光性ビーズは０．１％（ｗ／ｖ）であった。
【００８７】
　マイクロニードルアレイを前記のように調製し、そして以下のように処理した。アレイ
は、プラズマ－サーム（Ｐｌａｓｍａ－Ｔｈｅｒｍ）ＶＩＩ　７０００シリーズ　プラズ
マプロセッシングシステムを使用してプラズマ処理された。２分間適用された５００Ｗ　
ＲＦパワーによる３００ｍＴｏｒｒ圧力下のプラズマを形成するテトラメチルシラン（１
５０標準立方センチメートル／分、ｓｃｃｍ）および酸素（５００ｓｃｃｍ）ガスの混合
物を供給することによって、プラズマ付着によってダイヤモンド様ガラス薄フィルムを形
成した。次いで、アレイを２分間３００Ｗパワーで３００ｍＴｏｒｒの圧力下で酸素プラ
ズマ（５００ｓｃｃｍ）によって処理し、表面原子層から元素および共有結合炭素を除去
し、そして親水性の表面を生じた。平坦なポリカーボネートシートの同等の表面処理によ
って、室温で脱イオン水に対して８°の前進接触角を有する材料が得られた。
【００８８】
　処理されたマイクロニードルアレイを、ニードルが上方を向いている平坦な表面上に配
置した。ＦＣ－４３フルオリナート（ＦＬＵＯＲＩＮＥＲＴ）（登録商標）エレクトロニ
ック　リキッド（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｌｉｑｕｉｄ）をマスキング流体として使用し
た。ピペットを使用して、マスキング流体のアリコート（１５μＬ）をアレイの中心に適
用し、そしてアレイにわたって延展させた。ピペットを使用して、抗原コーティング配合
物の１０μＬアリコートをアレイ上でマスキング流体の中心に適用し、そして乾燥させた
。コーティング配合物およびマスキング流体を少なくとも１２時間、周囲条件で乾燥させ
、アレイ上に乾燥コーティングを提供した。顕微鏡によってアレイを観察し、そして乾燥
コーティングによって被覆されたマイクロニードルのパーセントを決定した。乾燥コーテ
ィングによって約１００パーセントのマイクロニードルが被覆された。
【００８９】
実施例３４
　テトラメチルシラン（５０ｓｃｃｍ）および酸素（５００ｓｃｃｍ）の混合物によって
ダイヤモンド様ガラス薄フィルムを形成したことを除き、実施例３３に記載の通りマイク
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ロニードルアレイをコーティングした。平坦なポリカーボネートシートの同等の表面処理
によって、室温で脱イオン水に対して前進接触角を有する材料が得られた。顕微鏡によっ
てアレイを観察し、そして乾燥コーティングによって被覆されたマイクロニードルのパー
セントを決定した。乾燥コーティングによって約２４パーセントのマイクロニードルが被
覆された。
【００９０】
実施例３５
　テトラメチルシラン（１５０ｓｃｃｍ）および酸素（５００ｓｃｃｍ）の混合物によっ
てダイヤモンド様ガラス薄フィルムを形成したことを除き、実施例３３に記載の通りマイ
クロニードルアレイをコーティングした。平坦なポリカーボネートシートの同等の表面処
理によって、室温で脱イオン水に対して４０°の前進接触角を有する材料が得られた。顕
微鏡によってアレイを観察し、そして乾燥コーティングによって被覆されたマイクロニー
ドルのパーセントを決定した。乾燥コーティングによって約２０パーセントのマイクロニ
ードルが被覆された。
【００９１】
実施例３６
　２５％（ｗ／ｖ）の公称スクロース濃度でコーティング配合物を調製したことを除き、
実施例３３に記載の通りマイクロニードルアレイをコーティングした。顕微鏡によってア
レイを観察し、そして乾燥コーティングによって被覆されたマイクロニードルのパーセン
トを決定した。乾燥コーティングによって約６１パーセントのマイクロニードルが被覆さ
れた。
【００９２】
実施例３７
　２５％（ｗ／ｖ）の公称スクロース濃度でコーティング配合物を調製したことを除き、
実施例３４に記載の通りマイクロニードルアレイをコーティングした。顕微鏡によってア
レイを観察し、そして乾燥コーティングによって被覆されたマイクロニードルのパーセン
トを決定した。乾燥コーティングによって約２７パーセントのマイクロニードルが被覆さ
れた。
【００９３】
実施例３８
　２５％（ｗ／ｖ）の公称スクロース濃度でコーティング配合物を調製したことを除き、
実施例３５に記載の通りマイクロニードルアレイをコーティングした。顕微鏡によってア
レイを観察し、そして乾燥コーティングによって被覆されたマイクロニードルのパーセン
トを決定した。乾燥コーティングによって約１９パーセントのマイクロニードルが被覆さ
れた。
【００９４】
　本発明はそれらのいくつかの実施形態を参照することによって説明されている。以上の
詳細な記述および例は明瞭な理解のみのため提供されており、それらから不必要な限定は
理解されない。本発明の精神および範囲から逸脱することなく、記載された実施形態を変
更することができることは当業者に明白であろう。従って、本発明の範囲は、本明細書に
記載された組成および構造の正確な詳細に限定されるべきではなく、むしろ特許請求の範
囲によって限定される。
【図面の簡単な説明】
【００９５】
【図１】コーティング前のマイクロニードルアレイの模式断面図である。
【図２】マスキング流体が基材に適用されたアレイの模式断面図である。
【図３Ａ】コーティング流体が適用されたアレイの模式断面図である。
【図３Ｂ】コーティング流体の一部を蒸発させたアレイの模式断面図である。
【図３Ｃ】乾燥コーティングが残るようにコーティング流体を蒸発させたアレイの模式断
面図である。
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【図３Ｄ】マスキング流体の一部を蒸発させたアレイの模式断面図である。
【図３Ｅ】ニードル先端部上に乾燥コーティングを有するアレイが残るようにマスキング
流体を蒸発させたアレイの模式断面図である。
【図４】マスキング流体が基材に適用されたマイクロニードルアレイのもう１つの実施形
態の模式断面図である。
【図５】マスキングフィルムが適用されたマイクロニードルアレイの模式断面図である。
【図６Ａ】コーティング流体が適用された図５のマイクロニードルアレイの模式断面図で
ある。
【図６Ｂ】コーティング流体が適用された図５のマイクロニードルアレイの模式平面図で
ある。
【図６Ｃ】乾燥コーティングが残るようにコーティングを蒸発させたアレイの模式断面図
である。
【図７】パッチマイクロニードルデバイスの模式斜視図である。

【図１】

【図２】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図３Ｃ】

【図３Ｄ】
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【図６Ｂ】

【図６Ｃ】
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