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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　(a) コラーゲン、変性コラーゲン、およびそれらの混合物からなる群から選択される、
50～90重量％の1つまたは複数のタンパク質と、
(b) ポリエチレングリコール、ポリ-L-リジン、アルギネート、キトサン、ヒアルロン酸
、硫酸コンドロイチン、およびそれらの混合物からなる群から選択される、10～40重量％
の1つまたは複数の生体適合性ポリマーと、
(c) 0.5～5重量％のジグリシジルエーテルと
を含む、非接着性の弾性タンパク質マトリックスであって、
前記マトリックスは成分(c)の添加後に凍結乾燥されることにより、創傷、組織および器
官に非接着であって24時間後に除去可能である、マトリックス。
【請求項２】
　1つまたは複数の可塑剤をさらに含む、請求項1に記載のマトリックス。
【請求項３】
　前記マトリックスが0重量％を超えるが10重量%未満の水分含量を含む、請求項1に記載
のマトリックス。
【請求項４】
　前記可塑剤が、前記マトリックスの0重量％を超えるが最大で10重量%の量で提供される
、請求項2に記載のマトリックス。
【請求項５】
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　フィルム、シート、チューブ、またはスポンジとして提供される、請求項1に記載のマ
トリックス。
【請求項６】
　ポリマーシート、ポリマーフィルム、糸、シリコーン膜、シリコーンメッシュ、ポリウ
レタン、ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート、ナイロン、絹、セルロース、およ
びそれらの組合せからなる群から選択される材料と一緒に提供される、請求項1に記載の
マトリックス。
【請求項７】
　創傷包帯、創傷バリア、組織被覆、または血管被覆として提供される、請求項1に記載
のマトリックス。
【請求項８】
　滲出液を吸収する、請求項1に記載のマトリックス。
【請求項９】
　湿潤環境を助勢する、請求項1に記載のマトリックス。
【請求項１０】
　非接着性の弾性タンパク質マトリックスの製造方法であって、順に、以下の工程：
(a) コラーゲン、変性コラーゲン、またはそれらの混合物を溶液中で混合し、前記溶液を
加熱する工程；
(b) ポリエチレングリコール、ポリ-L-リジン、アルギネート、キトサン、ヒアルロン酸
、硫酸コンドロイチン、またはそれらの混合物を工程(a)の溶液に加える工程；
(c) 溶液状態を維持しながらタンパク質の架橋を誘導する条件下で、1-[3-(ジメチルアミ
ノ)プロピル]-3-エチルカルボジイミド(EDC)、N-ヒドロキシスクシンイミド(NHS)、ホル
ムアルデヒド、グルタルアルデヒド、ポリアジリジン、またはジグリシジルエーテル、ま
たはそれらのいずれかの組み合わせを工程(b)の溶液に加える工程；
(d) むらのないゲルが形成されるまで工程(c)で得られた溶液を混合する工程；
(e) 工程(d)で得られたゲルを冷却する工程；および
(f) 工程(e)の冷却ゲルを凍結乾燥して、非接着性の弾性タンパク質マトリックスを形成
させる工程
を含み、
ここで、前記非接着性の弾性タンパク質マトリックスは、
‐ 50～90重量％の、コラーゲン、変性コラーゲン、またはそれらの組み合わせ；
‐ 10～40重量％の、ポリエチレングリコール、ポリ-L-リジン、アルギネート、キトサン
、ヒアルロン酸、硫酸コンドロイチンまたはそれらのいずれかの組み合わせ；
‐ 0.5～5重量％の、1-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]-3-エチルカルボジイミド(EDC)、N
-ヒドロキシスクシンイミド(NHS)、ホルムアルデヒド、グルタルアルデヒド、ポリアジリ
ジン、またはジグリシジルエーテル、またはそれらのいずれかの組み合わせ
を含み、かつ、前記マトリックスは創傷、組織および器官に非接着であって24時間後に除
去可能である、
方法。
【請求項１１】
　1つまたは複数の可塑剤を、工程(b)の溶液および/または工程(c)の溶液、またはそれら
の両方に加える、請求項10に記載の方法。
【請求項１２】
　1つまたは複数の架橋剤がジグリシジルエーテルを含む、請求項10に記載の方法。
【請求項１３】
　非接着性の弾性タンパク質マトリックスの製造方法であって、順に、以下の工程：
(a) 0.5～30重量%のコラーゲンまたは変性コラーゲン；0重量％を超えるが10重量％未満
の1つまたは複数の生体適合性ポリマー；0.1～2重量%の1つまたは複数の架橋剤；50～99
重量%の溶媒；および場合により0重量％を超えるが5重量%未満の可塑剤を、溶液中で、む
らのないゲルが形成されるまで混合する工程；
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(b) 工程(a)のゲルを冷却する工程；および
(c) 工程(b)の冷却ゲルを凍結乾燥して、創傷、組織および器官に非接着であって24時間
後に除去可能な、非接着性の弾性タンパク質マトリックスを形成させる工程
を含む、方法。
【請求項１４】
　1つまたは複数の架橋剤がジグリシジルエーテルを含む、請求項13に記載の方法。
【請求項１５】
　非接着性の弾性タンパク質マトリックスの製造方法であって、順に、以下の工程：
(a) コラーゲン、変性コラーゲン、またはそれらの組み合わせを溶液中で混合し、前記溶
液を加熱する工程；
(b) ポリエチレングリコール、ポリ-L-リジン、アルギネート、キトサン、ヒアルロン酸
、硫酸コンドロイチン、またはそれらのいずれかの組み合わせを工程(a)の溶液に加える
工程；
(c) 1-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]-3-エチルカルボジイミド(EDC)、N-ヒドロキシスク
シンイミド(NHS)、ホルムアルデヒド、グルタルアルデヒド、ポリアジリジン、およびジ
グリシジルエーテル、またはそれらのいずれかの組み合わせからなる群から選択される1
つまたは複数の架橋剤を工程(b)の溶液に加える工程；
(d) 工程(c)で得られた溶液を冷却する工程；および
(e) 工程(d)の冷却溶液を凍結乾燥して、創傷、組織および器官に非接着であって24時間
後に除去可能な、非接着性の弾性タンパク質マトリックスを形成させる工程
を含む方法。
【請求項１６】
　1つまたは複数の架橋剤がジグリシジルエーテルを含む、請求項15に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、非接着性の弾性マトリックスに関する。より詳細には、本発明は、非接着性
の架橋弾性ゼラチンマトリックス、およびその作製方法に関する。このマトリックスは、
創傷包帯、創傷バリア、組織および血管被覆に限らず様々な形態において提供できる。こ
のマトリックスに、様々な医薬品、化学薬品、および他の薬剤を組み込ませることもでき
る。さらに、本発明の非接着性の弾性マトリックスは、単独で、または他の材料と連携し
て使用できる。
【背景技術】
【０００２】
　ゼラチンシート、コラーゲンシート、およびスポンジは、医学分野において広く使用さ
れている一群のバイオマテリアルである。それらは、乾燥しており、大量の水を吸収およ
び保持する。このグループのバイオマテリアルは、生体適合性および生分解性であり、ほ
とんどまたは全く炎症を引き起こさない。これらのバイオマテリアルは、創傷包帯、人工
皮膚足場、および治療用薬物デリバリデバイスとして有用であり、本出願人の米国特許第
6475516号に例示するように、このバイオマテリアルは、治療薬を保持し、そうした治療
薬を適切な細胞、および組織に送達できる。
【０００３】
　従来技術により提供されるのと同様なゼラチンおよびコラーゲンシートは、通常、非弾
性であり、毒性を有する場合がある。例えば、米国特許第3491760号には、空気泡を使用
して「発泡」させられ、可塑剤(グリセロール)により処理され、4%グルタルアルデヒド溶
液により架橋され、得られたゲルフィルムが接着被覆層により被覆されているコラーゲン
、またはゼラチンからなる、しなやかであるが非弾性の接着性多層創傷被覆が記載されて
いる。一般に知られているように、グルタルアルデヒドにより架橋されたコラーゲンおよ
びゼラチンマトリックスには残留毒性がある。
【０００４】
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　ゼルフォーム（Gelfoam）(登録商標)など、ゼラチンスポンジ材料も周知である。これ
らの材料は、吸収性であり、無菌であり、水に不溶であり、手術中の出血を調整するのに
使用され、粉末の形態で提供することもできる。この材料は非弾性である。現在使用され
ている他の非弾性ゼラチンスポンジは、Surgifoam(登録商標)である。ゼルフィルム（Gel
film）(登録商標)は、ホルムアルデヒド架橋ゼラチン溶液から得られる非弾性材料である
。
【０００５】
　ゼラチンとも呼ばれる加水分解されたコラーゲンは、本出願人の米国特許第6132765号
および第6228393号に記載されているように、カテーテルやステントなどのチューブ状医
療器具の表面に共有結合した場合に、治療薬の送達用の媒体として使用されている。この
材料は、水和しており、最小の弾性しかない。
【０００６】
　例えば、米国特許第4703108号、第4970298号、第5550187号、第5744545号、第6132765
号など、数種の特許には、架橋非弾性コラーゲン材料が記載されている。
【０００７】
　SehalおよびVijay(Anal.Biochem.、218(1994)、87～91頁)には、1-エチル-3-[3-ジメチ
ルアミノプロピルカルボジイミド(EDC)/N-ヒドロキシスクシンイミド(NHS)を使用して水
溶性カルボジイミド媒介によるアミド化を行うための方法が記載されている。この方法は
、コラーゲン、ゼラチン、および他のタンパク質を架橋することが周知である。しかし、
得られたマトリックスは、弾性でない。
【０００８】
　Choiら(Biomaterials、20(1999)、409～41頁)には、ゼラチンおよびアルギネートを含
み、EDCにより架橋されているゼラチン含有人工皮膚の製造が記載されている。可溶性ス
ポンジを20～100mgEDCを含むアセトン:水(容積で9:1)溶液中に浸漬し、24時間架橋させた
。EDCは、水中に溶解すると、脱活性化され、その架橋能力を速やかに失うといわれてお
り、したがってEDCは、90%アセトン中に溶解した。生成したマトリックス材料は本質的に
非弾性である。
【０００９】
　医薬品業界では、柔軟な弾性ゼラチンカプセルまたは「ソフトゲル」は、プロピレング
リコール、ソルビトール、グリセリン、または他の承認された混合物により可塑化された
ゼラチン溶液から作製される。しかし、ソフトゲルカプセル中のゼラチンは、摂取時カプ
セルに可溶性を保持させる目的で、架橋されていない。さらに、ソフトゲルカプセルは、
弾性、ならびに温度の上昇やマイルドな酵素作用などの分解プロセスの作用に対する耐性
が欠如している。
【特許文献１】米国特許第6475516号
【特許文献２】米国特許第3491760号
【特許文献３】米国特許第6132765号
【特許文献４】米国特許第6228393号
【特許文献５】米国特許第4703108号
【特許文献６】米国特許第4970298号
【特許文献７】米国特許第5550187号
【特許文献８】米国特許第5744545号
【特許文献９】国際出願PCT CA第02/002464号
【非特許文献１】SehalおよびVijay、Anal.Biochem.、218(1994)、87～91頁
【非特許文献２】Choiら、Biomaterials、20(1999)、409～41頁
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　弾性であり、十分な引張り強度があるものの固くて脆くはなりにくいゼラチン材料を製
造する必要性がある。
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【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、様々な臨床用途のための実質的に非接着性のタンパク質性弾性マトリックス
を提供する。より詳細には、本発明は、限定されないが、創傷バリア、創傷包帯、手術包
帯、ラップなど、様々な用途における使用、および治療用薬物および/または化学薬品送
達における使用のための実質的に非接着性の弾性ゼラチンマトリックスを提供する。本発
明は、本発明の非接着性の弾性ゼラチンマトリックスを作製するための新規な方法をも提
供する。
【００１２】
　本発明の一態様によれば、非接着性の弾性ゼラチンマトリックスである。このマトリッ
クスは、非接着性であり、弾性であるために可撓性である。このマトリックスは、実質的
な量の溶媒を含まないように凍結乾燥され、コラーゲンもしくは変性コラーゲンと、生体
適合性ポリマーと、架橋剤と、任意選択の可塑剤との混合物を含む。
【００１３】
　本発明の他の態様によれば、凍結乾燥された非接着性の弾性ゼラチンマトリックスであ
る。
【００１４】
　本発明の他の態様によれば、非接着性の弾性タンパク質マトリックスであって、コラー
ゲンおよび/またはゼラチンを含むタンパク質と、生体適合性ポリマーと、1つまたは複数
の架橋剤との混合物を含むマトリックスである。いくつかの態様では、この混合物は、1
つまたは複数の可塑剤をさらに含むことができる。他の態様では、この混合物は、凍結乾
燥される。
【００１５】
　いくつかの態様では、コラーゲンもしくは変性コラーゲン、即ちゼラチンは、マトリッ
クスのタンパク質成分として単独で使用される。代替の態様では、コラーゲン、およびゼ
ラチンは、マトリックスのタンパク質成分として組み合わせて使用される。
【００１６】
　本発明の他の態様によれば、非接着性の弾性ゼラチンマトリックスであって、コラーゲ
ンおよび/またはゼラチンを含むタンパク質と;アルギネートと、ポリエチレングリコール
と、ポリ-L-リジンとを含む生体適合性ポリマーとの混合物を含み、前記ポリマーが、1つ
または複数の架橋剤により架橋され、前記混合物が凍結乾燥されているマトリックスであ
る。いくつかの態様では、この混合物は、1つまたは複数の可塑剤をさらに含むことがで
きる。
【００１７】
　いくつかの態様では、コラーゲンは、単独で使用でき、あるいは変性コラーゲン、即ち
ゼラチンは、単独、または組合せで使用できる。
【００１８】
　本発明の他の態様によれば、非接着性の弾性ゼラチンマトリックスを作製するための方
法であって、少なくとも1つのタンパク質と、少なくとも1つの生体適合性ポリマーと、少
なくとも1つの架橋剤とを含む凍結溶液を、溶媒を実質的に除去するのに有効な時間凍結
乾燥するステップを含む方法が提供される。いくつかの態様では、この溶液は、可塑剤を
も含む。
【００１９】
　本発明のさらなる他の態様によれば、非接着性の弾性ゼラチンマトリックスを作製する
ための方法であって、
(a)タンパク質溶液を加熱するステップと、
(b)1つまたは複数の生体適合性ポリマーを(a)に加えるステップと、
(c)少なくとも1つの架橋剤を(b)に加えるステップと、
(d)(c)を冷却し、凍結乾燥するステップとを含む方法である。
【００２０】
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　本発明の態様では、(a)のタンパク質は、ゼラチンであり、他の態様では、ゼラチンと
コラーゲンの混合物である。可塑剤は、(b)および/または(c)にさらに添加できる。さら
に、1つまたは複数の医薬物質、化学物質、または他の物質は、ステップ(c)の架橋反応の
前および/または後で添加できる。例えば、銀イオン、金属銀、または銀塩は、火傷、ま
たは他の外傷を治療するためのマトリックスに添加して感染を最小化、および/または阻
害することができる。このマトリックスは、創傷バリア、創傷包帯、血管ラップ、および
それらの組合せなどの被覆として作製できる。このマトリックスは、スポンジとしても作
製できる。さらに本発明のマトリックスは、使用して慢性炎症を縮小し、滲出液を吸収し
、および/または創傷の湿潤環境を助勢することができる。本発明のマトリックスは、哺
乳動物における表皮剥奪、および加齢関連状態の治療の内の少なくとも1つのために、所
望の組織に送達される化学薬品または他の薬剤をその中に組み込むこともできる。
【００２１】
　本発明の態様では、非接着性の弾性ゼラチンマトリックスは、クモの巣またはフィブリ
ル状サポートの周りに形成できる。本発明のさらなる他の態様では、本発明のゼラチンマ
トリックスは、ポリマーシート、フィルム、糸、またはシリコーン膜およびシリコーンメ
ッシュ、ポリウレタン、ポリエチレン、ダクロン（Dacron）(登録商標)、ナイロン、絹、
セルロース、およびそれらの混合物と連携して使用できる。
【００２２】
　本発明の他の態様では、非接着性の弾性ゼラチンマトリックスは、閉鎖構造と、実質的
に非接着性のゼラチンマトリックスとを含む閉鎖デバイスとして提供することができ、こ
のマトリックスは、そのマトリックスの表面の一方の表面がこの閉鎖構造の1つの表面に
貼られ、そのマトリックスの表面の他方の表面が組織を被覆し、組織と接触するように適
合化された相対する表面を有する。こうした態様では、この閉鎖デバイスは、例えば、プ
ラスチックフィルムでよい。
【００２３】
　本発明の他の特徴および利点は、以下の詳細な説明から明らかになるであろう。しかし
、詳細な説明および具体的な実施例は、本発明の実施形態を示すものではあるが、例示の
ためにのみ提供されることを理解されたい。というのは、本発明の趣旨および範囲内の様
々な変化および改変は、この詳細な説明により当業者には明白になるはずであるからであ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　本発明は、生体適合性である、新規な実質的に非接着性の弾性タンパク質含有マトリッ
クスである。本発明の実施形態では、このマトリックスは、それが様々な臨床条件におい
て必要とされる様々な方式に合う形態をとり得るように、その弾性を保持する弾性ゼラチ
ンマトリックスである。そういうものとして、本発明の弾性ゼラチンマトリックスは、可
撓性であり、様々な状態を治療するための様々な臨床用途を有する。さらに、本発明のマ
トリックスは、様々なフォーマットに合う形態にすることができ、他のデバイスまたは構
造と連携して使用できる。本発明のマトリックスは、様々な臨床用途用として望まれるの
に応じて、マトリックス中に組み込まれている様々な医薬品、化学薬品、および/または
他の薬剤をも含むことができる。本発明のゼラチンマトリックスには、そのマトリックス
が、創傷、組織(限定されないが、皮膚、血管、および骨など)、および器官に実質的に接
着しない実質的に非接着という意義がある。最後に、本発明のマトリックスは、生体内お
よび生体外で安定な吸収剤であり、所望の臨床用途に対して必要とされる引張り強度およ
び弾性を備えて作製することができる。
【００２５】
　本発明の弾性マトリックスは、タンパク質もしくはタンパク質の混合物と、生体適合性
ポリマー(複数可)と、架橋剤(複数可)と、溶媒(複数可)と、任意選択の可塑剤(複数可)と
を含む溶液から作製される。本発明において使用するためのタンパク質は、さらに1つま
たは複数の生体適合性ポリマーと一緒に混合されるコラーゲン、変性コラーゲン(即ち、
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の溶液を凍結乾燥して本質的に全ての溶媒を除去し、本発明の非接着性の弾性ゼラチンマ
トリックスを提供する。
【００２６】
　本発明の態様では、本発明において使用するための生体適合性ポリマーは、ポリエチレ
ングリコール(PEG)、ポリ-L-リジン、ポリ-D-リジン、アルギネート、キトサン、ヒアル
ロン酸、硫酸コンドロイチン、およびそれらの混合物からなる群から選択される。
【００２７】
　本発明の態様では、本発明において使用するための架橋剤は、1-[3-(ジメチルアミノ)
プロピル]-3-エチルカルボジイミド(EDC)、N-ヒドロキシスクシンイミド(NHS)、ホルムア
ルデヒド、グルタルアルデヒド、ポリアジリジン、ジグリシジルエーテル、およびそれら
の混合物からなる群から選択される。いくつかの実施形態では、EDCおよびNHSは、架橋剤
として組み合わせて使用される。
【００２８】
　本発明の態様では、本発明において使用するための任意選択の可塑剤は、グリセロール
、プロピレングリコール、ソルビトール、およびそれらの混合物からなる群から選択され
る。
【００２９】
　本発明の態様では、本発明において使用するための溶媒は、水、メタノール、エタノー
ル、イソプロパノール、硫化ジメチル(DMS)、およびそれらの混合物からなる群から選択
される。本発明の態様では、溶媒は、水、あるいは、極性有機溶媒に加えて使用される場
合、溶媒比は通常、最終混合物中で水:極性有機溶媒、約9:1である。
【００３０】
　コラーゲンおよび/またはゼラチンと生体適合性ポリマー、架橋剤、任意選択の可塑剤
、および溶媒とを一緒にした溶液は、混合され、凍結され、次いでフリーズ-ドライされ
る(即ち、凍結乾燥される)。そのようにして生成したマトリックスは、実質的に非接着性
であり、弾性である。
【００３１】
　組成物溶液中、および凍結乾燥最終組成物中における、タンパク質(コラーゲンまたは
ゼラチン)の量、生体適合性ポリマーの量、溶媒の量、および任意選択の可塑剤の量の範
囲は、下記の通りであり得る:
【００３２】
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【表１】

【００３３】
　本発明の非接着性の弾性ゼラチンマトリックスは、適切な溶媒中のタンパク質溶液、生
体適合性ポリマー溶液、および架橋剤溶液を合わせることにより作製される。実施例中に
おいて説明されたマトリックスの様々な成分の溶液は、水性であるが、本発明の態様では
、生体適合性ポリマー、および架橋剤を、限定されないが、メタノール、エタノール、イ
ソプロパノール、ジメチルスルホキシド(DMSO)などの極性有機溶媒中に最初に溶解でき、
こうした場合、最終混合物の溶媒比は、通常、水の方が多く、9:1である。
【００３４】
　本発明の態様では、タンパク質溶液、および生体適合性ポリマー溶液を混合し、タンパ
ク質が凝固、即ちゲルを形成しないような温度である時間インキュベートする。約55℃の
温度が、そうしたインキュベーションに適している。生体適合性ポリマーとしてポリエチ
レングリコール(PEG)を使用する場合、PEGは通常、混合およびインキュベート中のタンパ
ク質溶液に添加される。次いで、架橋剤溶液を加え、得られた混合物を、むらのないゲル
が形成されるまで、ある一定期間混合する。次いで、ゲルを適切な型中に注ぎ、室温で約
10分間保持し、続いて約4℃で、約30分～最大約12時間の範囲の期間冷却する。混合物を
洗浄して、残留PEGや架橋剤などの可溶性成分を除去し、非接着性の弾性ゼラチンマトリ
ックスの最終水分含量が、約10%未満になるまで約24時間以上の期間凍結乾燥する。得ら
れたマトリックス(凍結乾燥されたマトリックス)の最終水分含量は、マトリックスの最大
約10重量%までの任意の値に調節できることは、当業者には理解されよう。
【００３５】
　本発明の非接着性の弾性ゼラチンマトリックスは、限定されないが、皮膚、組織裂傷;
皮膚、組織、および器官の手術創傷、血管、ならびに骨を含めての、組織、および器官に
対する薬物溶離ができるように発展させることができる。この実施形態では、マトリック
スは、医薬品、化学薬品、および/または他の薬剤をその中に組み込ませるように作製で
きる。一態様では、医薬品、化学薬品、および/または他の薬剤は、最初の配合段階のも
のの中に約0.1%～約10%の量で、または、乾燥後約1.0%～約25%で組み込むことができる。
他の態様では、凍結乾燥マトリックスは、所望の医薬品、化学薬品、および/または他の
薬剤の溶液中に浸漬でき、次いでマトリックスは凍結乾燥できる。本発明と連携して使用
するための望ましい薬剤には、限定されないが、銀イオン、金属銀、または銀塩、クロル
ヘキシジン、トリクロサン、ポビドン-ヨウ素;銅、白金、金、ビスマス系化合物などの他
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の抗菌金属;リドカインなどの麻酔剤;抗生物質、免疫抑制剤、抗増殖剤、抗炎症剤、抗ウ
イルス剤、およびそれらの組合せが含まれる。本発明のマトリックスとともに使用するた
めの薬剤の選択は、その最終用途で決まる。例えば、加齢関連の状態を治療するために使
用する場合、抗老化剤を凍結乾燥の前および/または後でマトリックスに提供できる。こ
うした抗老化剤は、例えば、微細な線、しわ、および皮膚の脱色を治療するために選択で
きる。この態様では、適切な抗老化剤は、剥奪剤、ビタミンA、ビタミンCなどから選択で
きる。かっぱん病、または脱色を治療するために使用する場合、ハイドロキノンなどの薬
剤が、マトリックス中への組込みとして適している。
【００３６】
　本発明の非接着性の弾性ゼラチンマトリックスは、フィルム、シート、チューブ、スポ
ンジなど、様々な形態で作製できる。本発明のマトリックスは、例えば、限定されないが
、創傷バリア、創傷包帯、血管ラップ、およびそれらの組合せとして使用できる。本発明
のマトリックスは、慢性炎症を縮小し、滲出液を吸収し、および/または創傷の湿潤環境
を助勢するためにも使用できる。本発明のマトリックスは、限定されないが、ポリマーシ
ート、フィルム、糸、シリコーン膜またはシリコーンメッシュ、ポリウレタン、ポリエチ
レン、ダクロン（Dacron）(登録商標)、ナイロン、絹、セルロース、およびそれらの組合
せなどの他の材料と連携したデバイスとしても作製できる。これは、γ線照射、プラズマ
、またはコロナ放電、および/またはUV光の方法により他の材料の表面を化学的に改変し
て反応基を材料の表面上に導入することにより行うことができる。次いで、この反応基は
、本出願人の国際出願PCT CA第02/00246号(その開示は、その全体が参照により本明細書
に組み込まれている)に記載の方法により本発明の非接着性の弾性マトリックス上に存在
する相補的な反応基と共有結合することができる。
【００３７】
　上記の開示は、本発明を一般的に説明するものである。以下の具体的な実施例を参照す
ることにより、より完全に理解することができる。これらの実施例は、例示のためにのみ
説明されるのであり、本発明の範囲を限定しようとするものではない。状況により方策が
示唆、または提供される場合は、形態の変化、および等価物の置換が企図される。本明細
書では特定の用語が用いられるが、そうした用語は、説明的意味においての使用を意図す
るものであり、限定を意図するものではない。
【００３８】
(実施例)
　範囲を限定する意図を有するものではなく、以下の実施例は、本発明の様々な実施形態
を例示する役割を有する。
【００３９】
　材料
　ゼラチンは、Vyse Gelatin Company(5010 North Rose St., Schiller Park, IL60176)
から購入した。ゼラチン(300Bloom)は、ブタ源:動物の皮膚、白色連結組織、および骨か
ら誘導されたコラーゲンを部分的に加水分解することにより得られ、加工処理されて医薬
級のゼラチンが生成した。Macrocystis pyriferaからのアルギン酸ナトリウム(ナトリウ
ム塩)(高粘度であり、25℃の2%溶液で約14,000cps)は、Sigma Co. (St. Louis, MO)から
購入した。ポリエチレングリコール(平均Mn=3,400)、1-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]-3
-エチルカルボジイミド塩酸(EDC)、およびN-ヒドロキシスクシンイミド(NHS)、および乳
酸銀は、Aldrich Co. (Milwaukee, WI53201)から購入した。
【００４０】
(実施例1)
　(ゼラチン+アルギネート+PEG3400)包帯
　原料溶液:
　ゼラチン:　　　　20%(w/v)
　アルギネート:　　3.12%(w/v)
　PEG3400:　　　　 63%(w/v)
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　EDC/NHS:　　　　 それぞれ、40%(w/v)および6%(w/v)、(モル比:4/1)
【００４１】
　水飽和マトリックスの組成
　ゼラチン:　　　10%(w/w)
　アルギネート:　1.1%(w/w)
　PEG:　　　　　 7.2%(w/w)
【００４２】
　マトリックス合成(例えば、約200mlのゲルを形成するため)
　ゼラチン溶液(100mL)とアルギネート溶液(71.2mL)を混合して、55℃で30分間インキュ
ベートした。次いで、PEG3400溶液30mLを加えて、混合した。その後、新鮮なEDC/NHS溶液
5mLを30秒間の混合中に上記混合物に加えた。ゲル約200mlを型内に注ぎ、室温で10分間保
持し、続いて4℃で30分間冷却した。マトリックスを終夜水中で洗浄してPEGや架橋剤など
の可溶性成分を除去した。最後に、マトリックスを凍結乾燥した。通常、ゲル混合物0.32
mLから1cm2のマトリックス表面積が得られる。
【００４３】
(実施例2)
　(ゼラチン+アルギネート+PEG3400+グリセロール)包帯
　原料溶液:
　ゼラチン:　　　　20%(w/v)
　アルギネート:　　3.12%(w/v)
　PEG3400:　　　　 63%(w/v)
　EDC/NHS:　　　　 それぞれ、40%(w/v)および6%(w/v)、(モル比:4/1)
　グリセロール:　　10%(w/v)
【００４４】
　水飽和マトリックスの組成
　ゼラチン:　　　10%(w/w)
　アルギネート:　1.1%(w/w)
　PEG: 　　　　　7.2%(w/w)
　ポリ-リジン: 　0.1%(w/w)
【００４５】
　マトリックス合成(例えば、ゲル200ml)
　ゼラチン溶液(100mL)とアルギネート溶液(71.2mL)を混合して、55℃で30分間インキュ
ベートした。次いで、PEG3400溶液30mLを加えて、混合した。その後、新鮮なEDC/NHS溶液
5mLを30秒間の混合中に上記混合物に加えた。ゲル約200mlを型内に注ぎ、室温で10分間保
持し、続いて4℃で30分間冷却した。マトリックスを終夜水中で洗浄してPEGや架橋剤など
の可溶性成分を除去した。通常、ゲル混合物0.32mLから1cm2のマトリックス表面積が得ら
れる。マトリックスを10%グリセロール2.85L(ゲル1cm2につきグリセロール4.4ml)中に浸
漬した。最後に、マトリックスを凍結乾燥した。
【００４６】
(実施例3)
　(ゼラチン+アルギネート+PEG3400+ポリ-L-リジン)包帯
　原料溶液:
　ゼラチン:　　　　20%(w/v)
　アルギネート:　　3.12%(w/v)
　PEG3400:　　　　 63%(w/v)
　ポリ-L-リジン:　 2%(w/v)
　EDC/NHS:　　　　 それぞれ、40%(w/v)および6%(w/v)、(モル比:4/1)
【００４７】
　水飽和マトリックスの組成
　ゼラチン:　　　10%(w/w)
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　アルギネート:　1.1%(w/w)
　PEG: 　　　　　7.2%(w/w)
　ポリ-リジン: 　0.1%(w/w)
【００４８】
　マトリックス合成
　ゼラチン溶液とアルギネート溶液をこれまでの実施例と同様に混合した。次いで、2%ポ
リ-L-リジン10mlを混合しながら加えた。30mlのPEG3400を混合物に加えて混合した。最終
マトリックスを得るための残りの手順は、これまでの実施例と同一であった。
【００４９】
(実施例4)
　(ゼラチン+アルギネート+PEG3400+ポリ-L-リジン+グリセロール)包帯
　原料溶液:
　ゼラチン:　　　　20%(w/v)
　アルギネート:　　3.12%(w/v)
　PEG3400:　　　　 63%(w/v)
　ポリ-L-リジン:　 2%(w/v)
　EDC/NHS: 　　　　それぞれ、40%(w/v)および6%(w/v)、(モル比:4/1)
　グリセロール:　　10%(w/v)
【００５０】
　水飽和マトリックスの組成
　ゼラチン:　　　10%(w/w)
　アルギネート:　1.1%(w/w)
　PEG:　　　　　 7.2%(w/w)
　ポリ-L-リジン: 0.1%(w/w)
【００５１】
　マトリックス合成
　ゼラチン溶液とアルギネート溶液をこれまでの実施例と同様に混合した。次いで、2%ポ
リ-L-リジン10mlを混合しながら加えた。30mlのPEG3400を混合物に加えて混合した。水和
および洗浄マトリックスを得るための残りの手順は、これまでの実施例と同一であった。
最後に、マトリックスを10%グリセロール2.85L(ゲル1cm2につきグリセロール4.4ml)中に
浸漬し、次いで凍結乾燥した。
【００５２】
(実施例5)
　(ゼラチン+アルギネート)包帯
　原料溶液:
　ゼラチン:　　　　1%(w/v)
　アルギネート:　　1%(w/v)
　EDC/NHS: 　　　　それぞれ、40%(w/v)および6%(w/v)、(モル比:4/1)
【００５３】
　水飽和マトリックスの組成
　ゼラチン:　　　0.9%(w/w)
　アルギネート:　0.1%(w/w)
【００５４】
　マトリックス合成(例えば、ゲル200ml)
　ゼラチン溶液(180mL)とアルギネート溶液(20mL)を混合して、55℃で30分間インキュベ
ートした。その後、新鮮なEDC/NHS溶液1.4mlを1分間の混合中に上記混合物に加えた。混
合物を型内に注ぎ(面積20cm2につき10ml)、次いで-20℃で終夜凍結した。最後に、マトリ
ックスを凍結乾燥した。
【００５５】
　実施例1～5におけるのと同様の様々なマトリックスは、実施例1～5のマトリックス内に
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薬剤などの添加された物質を含んでも含まなくてもよい、限定されないが、ポリマーシー
ト、フィルム、糸、シリコーン膜またはシリコーンメッシュ、ポリウレタン、ポリエチレ
ン、ダクロン（Dacron）(登録商標)、ナイロン、絹、セルロース、およびそれらの組合せ
などの他の材料上に直接(上記で要約したような改変なしで)注ぐことができる(最初の冷
却/凍結ステップの前に)。
【００５６】
(実施例6)
　ゼラチンスポンジのコラゲナーゼによる生体外分解
　細菌性コラゲナーゼを使用して、架橋ゼラチン系材料の分解を調査した。本調査で使用
されたコラゲナーゼは、Clostridium(EC 3.4.24.3)からのものであり、活性が362U/mg固
体であった。試料(50mg)は、0.005M CaCl2および0.05mg/mLアジ化ナトリウムを含む0.1M
トリス-HCL緩衝液中(pH=7.4)で濃度15.35U/mgを有するコラゲナーゼ溶液10ml中37℃でイ
ンキュベートした。各インキュベーション間隔の後、試料を脱イオン水で注意深く3回洗
浄し、終夜凍結乾燥した。分解度を、分解後残っている重量%として表した。
【００５７】
　本発明によるゼラチン系の包帯の生物分解は、予期されたようにコラゲナーゼの存在下
において速やかであった。ほとんど全てのマトリックスについて、ゼラチンスポンジの約
80%が最初の24時間で分解した。ゼラチンおよびアルギネートを含むゼラチンマトリック
スは、コラゲナーゼの作用の影響がより少ないように見えた(表1)。
【００５８】

【表２】

【００５９】
(実施例7)
　水取込み能力の決定
　包帯の水取込み能力を求めるために、約40mgの包帯を20mlガラスビン中に入れ、水また
はPBS(0.01M、pH=7.4)15mlを加えた。室温で5分間水和した後、試料の重量を測定し、次
いで37℃で4時間および24時間インキュベートした。試料の重量を両方のインキュベーシ
ョン間隔で測定した。水取込み能力は、乾燥包帯に対する吸収水の重量比で表される(表2
)。特に可塑剤のないマトリックスは、全て非常に吸収性が大きく、約24時間でそれ自体
の最大約30～35倍の重量の水を吸収できる。
【００６０】
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【表３】

【００６１】
(実施例8)
　水に対する溶解度の決定
　包帯の水に対する溶解度を求めるために、既知の重量を有する試料をガラスビン内に置
き、水15mlを加えた。これを40℃で24時間インキュベートし、次いで水を除去し、試料を
2回水で洗浄した。次いで、恒量まで100℃のオーブンで乾燥し、次いで再秤量した。水に
対する溶解度は、通常、水処理後失われた量のパーセンテージで表される(表3)。マトリ
ックスは、良好な水に対する溶解度を示したが、これにより臨床で長寿命であることが示
された。より低い溶解度は、体温でのより安定なマトリックスをもたらした。したがって
、こうしたマトリックスは、例えば1枚のシートとして24時間以上経過しても患者に与え
る不快感が最小で創傷から除去できる。マトリックスは全て良好な安定性を示したが、可
塑剤のないものはもっと安定であった。
【００６２】
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【表４】

【００６３】
(実施例9)
　機械特性の決定
　0.01M、pH=7.4のPBS緩衝溶液中に室温で1時間浸漬しておいた水和ゼラチンマトリック
ス(4.5cm×1cm)を破壊した時の引張り強度および伸びを求めて機械特性を決定した。0.5k
gロードセルを延伸速度5mm/minで使用した(表4)。この実施例は、マトリックスの引張り
強度および弾性を、マトリックス成分の量の変更および組合せにより調整できることを示
す。これは、人工皮膚や創傷包帯など、様々な臨床用途のためのマトリックスを提供する
上で重要である。
【００６４】
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【表５】

【００６５】
(実施例10)
　シロリムスのゼラチン系包帯への添加
　実施例1～5は、組織および器官の表面へ送達するための、抗増殖および抗炎症薬物シロ
リムス(ラパマイシン)などの様々な薬物用のキャリアとして使用できるレンジ材料の製造
を対象とする。この実施例では薬物シロリムスを使用するが、他の薬剤を単独または組合
せで使用して組織および器官の表面へ送達できることに留意されたい。
【００６６】
　原料溶液:
　ゼラチン: 　　水に対して1%
　アルギネート: 0.05N NaOHに対して1%
　EDC/NHS:10mM Mes生理食塩水(pH=4.5)1mlあたり400mg/60mg
　グリセロール: 1%(水中)
【００６７】
　マトリックス中の配合
　ゼラチン:　　0.9%(w/v)
　アルギネート:0.1%(w/v)
　水
【００６８】
　手順
　原料溶液の調製
　溶液1:ゼラチン2gを水180mlに加えた;ゼラチンが水中で完全に水和した後、混合物を50
℃でインキュベートしてゼラチンを溶解した。
　溶液2:アルギネート0.2gを0.05N NaOH20ml中に加え、50℃でインキュベートしてアルギ
ネートを溶解した。
　溶液3:EDC400mg+NHS60mgを10mM Mes生理食塩水(pH=4.5)1ml中に加えた。
　溶液4:グリセロール2gを水200ml中に加えた。
【００６９】
　マトリックス合成(例えば、ゲル200ml)
　1.溶液1および溶液2を混合し、55℃で30分間インキュベートした。その後、新鮮なEDC/
NHS溶液1.379mlを1分間攪拌しながら混合物に加えた。この混合物を型中に注ぎ(20cm2に
つき9ml)、次いで-20℃で終夜凍結した。
　2.架橋ゲルをマトリックスあたり500mlのMilli-Q水で4回洗浄した(1時間ごとに新鮮な
水);このマトリックスを室温で再凍結し、ゲル20cm2あたり1%グリセロール9ml中に浸漬し
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た。次いで-20℃で再凍結し、凍結乾燥した。このマトリックスを薄いフィルムとして調
製することもできる。
【００７０】
　上記のマトリックス(または実施例1～5の任意のマトリックス)を1×4cm正方形に切断し
た。その後、薬物溶液(1mg/80μlエタノール)80μlを材料の表面上に添加し、または材料
を薬物溶液中に浸漬した。フィルム中に薬物を装填した後、そのフィルムを乾燥させ、薬
物装填フィルムを8時間(25KGy)γ線照射した。
【００７１】
　生体外薬物放出の調査
　手順
　1.試料の調製
　1)1つのマトリックスを等しい3片に切断した。
　2)薬物1mgをエタノール90μl中に溶解した。
　3)薬物溶液30μlをステップ1の各マトリックス片中に加えた。
　4)エタノールを蒸発させた。
　2.薬物放出調査
　1)15ml Falcon管中に試料を入れた。
　2)各管にPBS(10mM、pH=7)5mlを加えた。
　3)管を37℃で10日間インキュベートした。
　4)3時間、1日、3日、5日、7日、9日の間隔で試料2.5mlを取り出し、取り出した試料の
代わりに新鮮なPBS2.5mlで置き換えた。
　5)試料をHPLC分析した。
　カラム:Hypersil ODS、100×2.1mm
　流速:0.2ml/分
　検出:UV、278nm
　移動相:600mlアセトニトリルおよび水400ml
　温度:50℃
　注射容積:10μl
　シロリムス標準液:0μg/ml、1μg/ml、2.5μg/ml、5μg/ml、10μg/ml
　分析:各試料を分析のために2回注射した。
　各データの点は、6回の反復試験の平均である。
【００７２】
【表６】

【００７３】
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【表７】

【００７４】
【表８】

【００７５】
　本発明の好ましい実施形態を本明細書中で詳細に説明したが、本発明の趣旨、または添
付の特許請求の範囲の範囲を逸脱することなく、それらの変形形態が作成できることは当
業者には理解されよう。
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