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(57)【要約】
　陽圧での適用に適合した、対象中の所望の部位で体液
を調節する治療用製剤、治療用製剤を含む吸収剤物品、
及び治療用製剤で被覆した抗感染性器具が開示され、前
記製剤は、約２５重量％～約９９重量％の液晶形成化合
物及び０重量％～約７５重量％の溶媒を含む。さらに、
対象中の所望の部位で体液を調節する方法、失血を調節
する方法、及び対象中の所望の部位で血管創傷又は切開
部位の有効な閉鎖を促進する方法を含めて、前記製剤を
使用する方法が開示され、その方法は本明細書に記載さ
れた液晶形成化合物及び溶媒を含む特定の製剤を投与す
るステップを含む。
【選択図】　図１１



(2) JP 2008-523149 A 2008.7.3

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　陽圧での適用に適合し、対象中の所望の部位で体液を調節するのに有効な治療用製剤で
あって、
　約２５重量％～約９９重量％の液晶形成化合物と、
　０重量％～約７５重量％の溶媒と
を含み、対象中の所望の部位で体液を有効に調節する治療用製剤。
【請求項２】
　溶媒が、極性溶媒、無極性溶媒、半極性溶媒及びそれらの組合せ、からなる群から選択
される、請求項１に記載の治療用製剤。
【請求項３】
　約９７％の液晶形成化合物及び約３％の生理食塩水を含む、請求項２に記載の治療用製
剤。
【請求項４】
　約６５％の液晶形成化合物及び約１５％の生理食塩水を含む、請求項２に記載の治療用
製剤。
【請求項５】
　約３５％の液晶形成化合物及び約６５％の生理食塩水を含む、請求項２に記載の治療用
製剤。
【請求項６】
　約９２．５％の液晶形成化合物、約５％の生理食塩水、及び約２．５％のヒアルロン酸
ナトリウムを含む、請求項２に記載の治療用製剤。
【請求項７】
　約９５％の液晶形成化合物及び約５％のミリスチン酸イソプロピルを含む、請求項２に
記載の治療用製剤。
【請求項８】
　約９５％の液晶形成化合物及び約５％の１９０プルーフエタノールを含む、請求項２に
記載の治療用製剤。
【請求項９】
　約８０％の液晶形成化合物及び約２０％の綿実油を含む、請求項２に記載の治療用製剤
。
【請求項１０】
　血小板、血小板に富む血漿、血漿又は全血を含む、請求項２に記載の治療用製剤。
【請求項１１】
　約９７％の液晶形成化合物及び約３％の全血を含む、請求項１０に記載の治療用製剤。
【請求項１２】
　約８０％の液晶形成化合物及び約９％の全血を含む、請求項１０に記載の治療用製剤。
【請求項１３】
　約６５％の液晶形成化合物及び約１５％の全血を含む、請求項１０に記載の治療用製剤
。
【請求項１４】
　約３５％の液晶形成化合物及び約２５％の全血を含む、請求項１０に記載の治療用製剤
。
【請求項１５】
　約９７％の液晶形成化合物及び約３％の血漿を含む、請求項１０に記載の治療用製剤。
【請求項１６】
　約６５％の液晶形成化合物及び約１５％の血漿を含む、請求項１０に記載の治療用製剤
。
【請求項１７】
　約３５％の液晶形成化合物及び約２５％の血漿を含む、請求項１０に記載の治療用製剤
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。
【請求項１８】
　（ａ）吸収層と、
　（ｂ）対象の体液を調節するのに有効な製剤と
を含む吸収剤物品であって、
　製剤が、約２５重量％～９９重量％の液晶形成化合物及び約０重量％～７５重量％の溶
媒を含み、その物品内又はその物品の少なくとも一部分の上に存在する吸収剤物品。
【請求項１９】
　吸収層が吸収性添加剤をさらに含む、請求項１８に記載の吸収剤物品。
【請求項２０】
　内部表面及び外部表面を有し、前記内部表面が吸収層の外部表面と本質的に同一の広が
りを有する液体浸透性及び水蒸気浸透性の外部層をさらに含む、請求項１８に記載の吸収
剤物品。
【請求項２１】
　内部表面及び外部表面を有し、前記内部表面が吸収層の外部表面と本質的に同一の広が
りを有する液体不浸透性及び水蒸気浸透性の外部層をさらに含む、請求項１８に記載の吸
収剤物品。
【請求項２２】
　内部表面及び外部表面を有し、前記内部表面が吸収層の外部表面と本質的に同一の広が
りを有する液体不浸透性及び水蒸気不浸透性の外部層をさらに含む、請求項１８に記載の
吸収剤物品。
【請求項２３】
　創傷に対して非接着性であるようにし、吸収層が液体浸透性のライナーと外部層の間に
位置するように吸収層の内部表面と実質的に同一の広がりを有する表面を有する液体浸透
性のライナーをさらに含む、請求項１８～２２のいずれか一項に記載の吸収剤物品。
【請求項２４】
　体液を調節するのに有効な組成物が、物品と体組織の間の抗接着物としての有用性をも
たらして、物品を置き、又は使用部位から物品を取り外す際の助けとなることによって前
記物品を適用し又は取り外すことによる外傷を減少させる、請求項１８に記載の吸収剤物
品。
【請求項２５】
　体液調節製剤を、噴霧被覆、熱溶解被覆、浸漬被覆、直接の移動、手動での適用、又は
それらの組合せによって物品に適用する、請求項１８に記載の吸収剤物品。
【請求項２６】
　物品が、創傷被覆材、医療用スポンジ、止血用物品、鼻の止血用物品、ガーゼ付絆創膏
、創傷充填材、内部血管閉鎖充填材、外部血管閉鎖被覆材、膨張性吸収剤物品、線維性創
傷充填材物品、又は婦人衛生用製品のいずれかである、請求項１８～２３のいずれか一項
に記載の吸収剤物品。
【請求項２７】
　液晶形成化合物が、脂肪酸、脂肪酸エステル、ポリエチレンオキシド、糖脂質、ポリエ
ステル、ポリエチレングリコール、又はそれらの組合せのいずれかである、請求項１８～
２３のいずれか一項に記載の吸収剤物品。
【請求項２８】
　脂肪酸エステルが、モノエステル、ジエステル、トリエステル、又はそれらの混合物で
ある、請求項２７に記載の吸収剤物品。
【請求項２９】
　モノエステルが、モノアラキドン酸グリセリル、モノラウリン酸グリセリル、モノリノ
ール酸グリセリル、モノリノレン酸グリセリル、モノミリスチン酸グリセリル、モノパル
ミトオレイン酸グリセリル、モノオレイン酸グリセリル、及びモノステアリン酸グリセリ
ル；モノアラキドン酸イソプロピル、モノラウリン酸イソプロピル、モノリノール酸イソ
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プロピル、モノリノレン酸イソプロピル、モノミリスチン酸イソプロピル、モノパルミト
オレイン酸イソプロピル、モノオレイン酸イソプロピル、及びモノステアリン酸イソプロ
ピル；モノアラキドン酸メチル、モノラウリン酸メチル、モノリノール酸メチル、モノリ
ノレン酸メチル、モノミリスチン酸メチル、モノパルミトオレイン酸メチル、モノオレイ
ン酸メチル、及びモノステアリン酸メチル；並びにモノアラキドン酸プロピレングリシル
、モノラウリン酸プロピレングリシル、モノリノール酸プロピレングリシル、モノリノレ
ン酸プロピレングリシル、モノミリスチン酸プロピレングリシル、モノパルミトオレイン
酸プロピレングリシル、モノオレイン酸プロピレングリシル、及びモノステアリン酸プロ
ピレングリシルからなる群から選択される、請求項２８に記載の吸収剤物品。
【請求項３０】
　約２５重量％～９９重量％の脂肪酸又は脂肪酸エステルを含む抗感染性製剤で処理され
る感染抵抗性器具であって、前記抗感染性製剤が、器具上又は隣接する組織中での病原体
の増殖の形成を阻害することにより、器具に対して感染抵抗性が付与される感染抵抗性器
具。
【請求項３１】
　抗感染性製剤が約０％～７５％の溶媒をさらに含み、脂肪酸又は脂肪酸エステルが液晶
形成化合物である、請求項３０に記載の感染抵抗性器具。
【請求項３２】
　液晶の形成後に、抗感染性製剤が液晶の形成によって体組織内又は体組織上での移動度
を小さくし、器具が置かれた部位、あるいは器具が対象内に置かれた場所に隣接し又は近
い部位からの製剤の排除を減少させる、請求項３１に記載の感染抵抗性器具。
【請求項３３】
　液晶製剤が、製剤からの分解産物の徐放性送達系として作用し、前記分解産物がさらな
る抗感染効果をもたらす、請求項３２に記載の感染抵抗性器具。
【請求項３４】
　急性又は慢性の創傷の治療に有効である、請求項３３のいずれかに記載の感染抵抗性器
具。
【請求項３５】
　急性の創傷が、
　擦過傷、火傷、裂傷、穿刺傷及び切傷
からなる群から選択される、請求項３４に記載の感染抵抗性器具。
【請求項３６】
　急性の創傷が、脚の潰瘍、褥瘡、真菌性潰瘍、糖尿病性潰瘍、胃潰瘍、足の潰瘍、仙骨
潰瘍及び無痛潰瘍からなる群から選択される潰瘍化である、請求項３４に記載の感染抵抗
性器具。
【請求項３７】
　外傷、疾患又は外科的処置により生じた組織の空隙の充填剤として有効である、請求項
３２のいずれかに記載の感染抵抗性器具。
【請求項３８】
　噴霧被覆、熱溶解被覆、浸漬被覆又はそれらの組合せによって使用前に抗感染性製剤で
処理される、請求項３０に記載の感染抵抗性器具。
【請求項３９】
　有機物質、無機物質、又はそれらの組合せから構成される、請求項３０～３８のいずれ
か一項に記載の感染抵抗性器具。
【請求項４０】
　月経用吸収器具、コンドーム、予防薬、医療用スポンジ、外科用被覆材、創傷被覆材、
ガーゼ付絆創膏又はそれらの組合せからなる群から選択される、請求項３９に記載の器具
。
【請求項４１】
　人工装具、インプラント、又はそれらの組合せからなる群から選択される、請求項３９
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に記載の器具。
【請求項４２】
　人工装具又はインプラントの型が、脊髄用、整形外科用、歯科用、心臓用、神経用及び
整容的な人工装具若しくはインプラントの型、あるいはそれらの組合せからなる群から選
択される、請求項４１に記載の器具。
【請求項４３】
　整形外科用の人工装具又はインプラントが、人工関節、骨折修復用金属製品、人工軟骨
、プレート、ねじ、釘、及び針金、又はそれらの組合せからなる群からさらに選択される
、請求項４２に記載の器具。
【請求項４４】
　歯科用の人工装具又はインプラントが、歯根型、下顎枝フレーム、経骨インプラント、
ブレード型、骨折修復用金属製品、人工装具、一般的金属製品、プレート、ねじ、釘、及
び針金、又はそれらの組合せからなる群からさらに選択される、請求項４２に記載の器具
。
【請求項４５】
　心臓用の人工装具又はインプラントが、ペースメーカー、除細動器、心臓弁、及び人工
血管、又はそれらの組合せからなる群からさらに選択される、請求項４２に記載の器具。
【請求項４６】
　整容的な人工装具又はインプラントが、乳房インプラント、皮膚充填剤、組織空隙充填
剤、臀部インプラント、及び顔面インプラント、又はそれらの組合せからなる群からさら
に選択される、請求項４２に記載の器具。
【請求項４７】
　抗感染性製剤が、重量で約２５％～９９％の液晶形成化合物、約０％～５０％の脂肪酸
及び０％～５０％の溶媒を含む、請求項３９に記載の器具。
【請求項４８】
　抗感染性製剤が、重量で約９０％の液晶形成化合物、約５％のラウリン酸及び約５％の
溶媒を含む、請求項４７に記載の器具。
【請求項４９】
　抗感染性製剤が、重量で約６５％の液晶形成化合物、約１０％のミリスチン酸及び約２
５％の溶媒を含む、請求項４７に記載の器具。
【請求項５０】
　抗感染性製剤が、重量で約３５％の液晶形成化合物、約１５％のパルミチン酸、及び約
４０％の溶媒を含む、請求項４７に記載の器具。
【請求項５１】
　対象中の所望の部位で出血を調節するのに有効な止血用製剤であって、
　２５重量％～約９９重量％の液晶形成化合物と、
　０重量％～約７５重量％の溶媒と
を含み、組織上又は組織内における陽圧での適用に適合し、止血を実施し、約１５分以内
に所望の部位で局所効果を誘導することによって出血を調節する止血用製剤。
【請求項５２】
　止血を実施し、適用してから約１０分以内に適用部位で局所効果を誘導する、請求項５
１に記載の止血用製剤。
【請求項５３】
　止血を実施し、適用してから約５分以内に適用部位で局所効果を誘導する、請求項５１
に記載の止血用製剤。
【請求項５４】
　止血を実施し、適用してから約２分以内に適用部位で局所効果を誘導する、請求項５１
に記載の止血用製剤。
【請求項５５】
　止血を実施し、適用してから約３０秒以内に適用部位で局所効果を誘導する、請求項５
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１に記載の止血用製剤。
【請求項５６】
　前記溶媒が、アルコール、ポリエチレングリコール、プロピレングリコール、ポリプロ
ピレングリコール、水、等張水溶液、体液、尿、唾液、漿液、滑液、胃分泌液、脳脊髄液
、硝子体液、リンパ液、創傷滲出液、コレステロール、生理的緩衝系又はそれらの組合せ
のいずれかで良い、請求項５１に記載の止血用製剤。
【請求項５７】
　前記液晶形成化合物が、
　脂肪酸、脂肪酸モノエステル、脂肪酸ジエステル、脂肪酸トリエステル、又は不飽和炭
素間結合を少なくとも１つ含むそれらの組合せ
のいずれかで良い、請求項５１に記載の止血用製剤。
【請求項５８】
　前記液晶形成作用物質が、グリセリルのモノエステル、ジエステル、トリエステル、又
はそれらの組合せである、請求項５７に記載の止血用製剤。
【請求項５９】
　前記液晶形成作用物質がモノオレイン酸グリセリルである、請求項５８に記載の止血用
製剤。
【請求項６０】
　約２５～９９重量％の液晶形成化合物及び約０％～７５重量％の溶媒からなるトロンビ
ン阻害製剤であって、対象中の所望の部位への陽圧での適用に適合するトロンビン阻害製
剤。
【請求項６１】
　液晶形成化合物が脂肪酸エステルである、請求項６０に記載のトロンビン阻害製剤。
【請求項６２】
　外傷、疾患又は外科的処置によって生じるような組織空隙の充填剤として有効である、
請求項６０に記載のトロンビン阻害製剤。
【請求項６３】
　神経保護剤でもある、請求項６０に記載のトロンビン阻害製剤。
【請求項６４】
　対象中の所望の部位において軟組織を模倣するのに有効な整容的製剤であって、
　約２５重量％～９９重量％の液晶形成化合物と、
　約０％～約７５重量％の溶媒と、
必要に応じて、軟組織を模倣するのに有効な粘性及び質感をもたらす他の化合物と
を含む整容的製剤。
【請求項６５】
　さらに抗酸化剤を含む、請求項６４に記載の整容的製剤。
【請求項６６】
　抗酸化剤が、水溶性又は油溶性の抗酸化剤である、請求項６５に記載の整容的製剤。
【請求項６７】
　抗酸化剤が、ビタミンＣ、重硫酸ナトリウム、亜硫酸ナトリウム、メタ重亜硫酸ナトリ
ウム、塩酸システイン、チオグリコール酸、二酸化硫黄、アスコルビン酸パルミテート、
ブチルヒドロキシアニソール、ブチルヒドロキシトルエン、レシチン、プロピルガレート
、ビタミンＤ、又はその任意の組合せのいずれかで良い、請求項６６に記載の整容的製剤
。
【請求項６８】
　増大作用物質、薬物又はそれらの組合せをさらに含む、請求項１、５１、６０又は６４
のいずれか一項に記載の製剤。
【請求項６９】
　増大作用物質又は薬物が、
　止血物質；凝固増大作用物質；血管作用薬；組織増殖刺激薬；治癒促進剤；抗感染剤；
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接着増強剤；膨張剤；増粘剤；麻酔薬；溶媒；共溶媒；低粘調化剤；充填剤；抗瘢痕化剤
；抗炎症剤；生理的に適合する一価イオン、二価イオン、三価イオン、及びその塩；歯白
化剤、過酸化物を含めた漂白剤；種々の薬物；徐放性増大物質；塞栓増大物質；又はその
任意の組合せ
のいずれかである、請求項６８に記載の製剤。
【請求項７０】
　製剤中に増大作用物質又は薬物を懸濁又は溶解する、請求項６９に記載の製剤。
【請求項７１】
　徐放性送達構成成分をさらに含む、請求項６９に記載の製剤。
【請求項７２】
　徐放性送達構成成分が生体分解性ポリマーである、請求項７１に記載の製剤。
【請求項７３】
　膨張増強剤が、デンプン、天然ゴム、セルロースポリマー、ピロリドンポリマー、ポリ
アクリル酸、又はそれらの組合せからなる群から選択される、請求項６９に記載の製剤。
【請求項７４】
　液体、ゲル、又は半固体である、請求項１、５１、６０、６４又は６８のいずれか一項
に記載の製剤。
【請求項７５】
　適用の後に立方相を形成する、請求項７４に記載の製剤。
【請求項７６】
　適用の前に立方相を形成する、請求項７４に記載の製剤。
【請求項７７】
　液晶形成化合物が疎水性及び／又は両親媒性である、請求項７４に記載の製剤。
【請求項７８】
　生体適合性及び／又は生体分解性である、請求項７４に記載の製剤。
【請求項７９】
　対象中の所望の部位で体液を有効に調節する方法であって、
　所望の部位で体液を調節するのに有効なしばらくの間、液晶形成化合物を含む有効量の
治療用製剤を所望の部位に陽圧によって投与するステップ
を含む方法。
【請求項８０】
　対象中の所望の部位で体液を有効に調節する方法であって、
　所望の部位で体液を調節するのに有効なしばらくの間、請求項１～１０又は請求項５１
～７８のいずれか一項に記載の有効量の製剤を投与するステップ
を含む方法。
【請求項８１】
　製剤が、液体、ゲル、又は半固体である、請求項８０に記載の方法。
【請求項８２】
　部位への適用の後に製剤が立方相を形成する、請求項８１に記載の方法。
【請求項８３】
　部位への適用の前に製剤が立方相を形成する、請求項８１に記載の方法。
【請求項８４】
　体液を有効に調節することが
　所望の部位での止血を促進するステップ
をさらに含む、請求項８１に記載の方法。
【請求項８５】
　体液を有効に調節することが
　所望の部位での凝固を促進するステップ
をさらに含む、請求項８１に記載の方法。
【請求項８６】
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　体液を有効に調節することが
　所望の部位での局所効果を誘導することにより治癒を促進するステップ
をさらに含む、請求項７９又は８０に記載の方法。
【請求項８７】
　治癒を促進するステップが
　所望の部位での湿度を維持するステップ
をさらに含み、所望の部位が火傷である、請求項８６に記載の方法。
【請求項８８】
　製剤が、増大作用物質又は薬物あるいはそれらの組合せをさらに含む、請求項８１に記
載の方法。
【請求項８９】
　体液を有効に調節することが
　組織充填剤として製剤を供給し、所望の部位での又は所望の部位の近傍での滞留時間を
延長させた結果、製剤が身体からの排除に抵抗するステップ
をさらに含む、請求項８１又は８８に記載の方法。
【請求項９０】
　滞留時間の延長をもたらすステップが、液晶製剤を形成させ投与することによって所望
の部位内及び所望の部位の周囲での移動度を小さくした結果、所望の部位での滞留時間が
延長するステップをさらに含む、請求項８９に記載の方法。
【請求項９１】
　組織充填剤が、皮膚充填剤、骨充填剤、脳充填剤、滑液充填剤又は筋肉充填剤である、
請求項８９に記載の方法。
【請求項９２】
　皮膚充填剤を唇の増大に使用する、請求項９１に記載の方法。
【請求項９３】
　皮膚充填剤を使用して皮膚の見かけの張りを調整し又はしわの外観を和らげる、請求項
９１に記載の方法。
【請求項９４】
　滑液充填剤を滑液代替媒体として使用する、請求項９１に記載の方法。
【請求項９５】
　組織充填剤を針の到達により部位に注射する、請求項９１に記載の方法。
【請求項９６】
　体液を有効に調節することが、
　所望の部位での保護シーラントを形成した結果、体液の流動及び交換が調節され、所望
の部位での保護シーラント障壁の形成により組織の密封が促進されるステップ
をさらに含む、請求項８１に記載の方法。
【請求項９７】
　製剤が組織再増殖のための治癒用基盤をもたらす、請求項８１に記載の方法。
【請求項９８】
　組織が、対象の上皮、結合、骨格、腺、筋肉又は神経組織部位で良い、請求項９６又は
９７に記載の方法。
【請求項９９】
　所望の部位が、骨組織、硬膜組織、血管組織、脊髄組織、胃組織又は肝組織で良い、請
求項９８に記載の方法。
【請求項１００】
　体液を有効に調節することが、
　外科的癒着の形成を遅延させた結果、外科的介入の部位で又は外科的介入の部位に隣接
して生じる可能性がある手術後の所望されない瘢痕組織の形成が阻害されるステップ
をさらに含む、請求項７９又は８０に記載の方法。
【請求項１０１】
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　外科的癒着の形成を遅延させるステップが、
　製剤を投与した結果、製剤が内部組織を被覆し、部位の瘢痕化の生理的な刺激物質を含
む体液の密接な接触及び交換を妨げることによって、任意の外科的組織癒着の発生を遅延
させるステップ
をさらに含む、請求項１０１に記載の方法。
【請求項１０２】
　投与時に、製剤が液晶系を形成することによって体組織内又は体組織上での移動度を小
さくし、形成された液晶系の接着、粘性及び粘着を介して適用部位からの製剤の排除を減
少させる、請求項１０２に記載の方法。
【請求項１０３】
　投与するステップが、瘢痕組織増殖阻害剤を含む製剤を投与して、内部の外科的瘢痕組
織癒着の形成をさらに遅延させるステップをさらに含む、請求項１０２又は１０３に記載
の方法。
【請求項１０４】
　瘢痕組織増殖阻害剤が、抗腫瘍剤、抗炎症剤、抗生剤又はそれらの組合せからなる群か
ら選択される、請求項１０４に記載の方法。
【請求項１０５】
　外科手術領域又は部位を、噴霧被覆、熱溶解被覆、直接の移動、手動での適用、又はそ
れらの組合せによって製剤で処置する、請求項１０１に記載の方法。
【請求項１０６】
　体液が、
　血液、尿、唾液、漿液、滑液、胃分泌液、脳脊髄液、汗、涙、胆汁、硝子体液、糜粥、
粘液、リンパ液又は創傷滲出液
のいずれかで良い、請求項７９又は８０に記載の方法。
【請求項１０７】
　所望の部位が、膣、子宮、子宮頚部を含む女性の婦人科領域の一部である、請求項７９
又は８０に記載の方法。
【請求項１０８】
　体液を有効に調節することが、
　治癒を促進するために所望の部位に局所効果を誘導するステップ
をさらに含む、請求項７９又は８０に記載の方法。
【請求項１０９】
　体液を有効に調節することが、
　増大作用物質又は薬物、あるいはそれらの組合せを含む製剤を投与するステップ
をさらに含む、請求項１０９に記載の方法。
【請求項１１０】
　部位が急性外傷の創傷又は慢性の創傷である、請求項１０９に記載の方法。
【請求項１１１】
　急性外傷の創傷が、擦過傷、火傷、裂傷、穿刺傷及び切傷からなる群から選択される、
請求項１１１に記載の方法。
【請求項１１２】
　慢性の創傷が、脚の潰瘍、褥瘡、真菌性潰瘍、糖尿病性潰瘍、胃潰瘍、足の潰瘍、仙骨
潰瘍及び無痛潰瘍からなる群から選択される、請求項１１１に記載の方法。
【請求項１１３】
　有効に調節することが、
　軟膏剤、ゲル剤、浣腸剤若しくは座剤の適用により大腸、直腸又は肛門腔へと製剤を送
達するステップ
をさらに含む、請求項８１に記載の方法。
【請求項１１４】
　体液を有効に調節することが、
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　外傷、疾患又は外科的処置により生じた組織の空隙を充填するステップ
をさらに含む、請求項８１に記載の方法。
【請求項１１５】
　投与するステップが、融解状態で製剤を投与するステップをさらに含む、請求項８１の
いずれかに記載の方法。
【請求項１１６】
　投与するステップが、陽圧下での連続的又は断続的投与をさらに含む、請求項８１のい
ずれかに記載の方法。
【請求項１１７】
　投与するステップが、
　腹腔鏡検査法、灌注、連続的噴霧、断続的噴霧、連続的流動、断続的流動、洗浄、圧注
、浣腸、座剤、インプラント、沈着、手動での直接若しくは間接投与又は医療用物品中へ
の組み込みにより部位へと投与するステップ
をさらに含む、請求項８１に記載の方法。
【請求項１１８】
　医療用物品が、
　創傷被覆材、スポンジ、鼻用物品、ガーゼ付絆創膏、創傷充填材、内部血管閉鎖充填材
、外部血管閉鎖被覆材、膨張性吸収剤物品、線維性創傷充填材、又は婦人衛生用物品
で良い、請求項１１８に記載の方法。
【請求項１１９】
　投与するステップが、圧注、座剤、浣腸、灌注、噴霧、流動、手動での適用、洗浄、又
は医療用物品の含浸により投与するステップをさらに含む、請求項７９～１１６のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項１２０】
　手動での直接投与を、手による直接移動、又は手によって制御される器具により行って
良い、請求項１１８に記載の方法。
【請求項１２１】
　手動での間接適用を、部位への製剤の移動の助けとなる製剤用の担体又は製剤を含浸さ
せた器具を利用することにより行って良い、請求項１１８に記載の方法。
【請求項１２２】
　移動が、組織部位上及び／又は組織部位中に手動で製剤をこすり、塗り又は保持するス
テップを含む、請求項１２１又は１２２に記載の方法。
【請求項１２３】
　対象中の部位で失血を調節する方法であって、
　対象中の失血部位に請求項６０～６３のいずれか一項に記載のトロンビン阻害製剤を投
与するステップ
を含み、製剤が血液凝固を促進することによって部位で失血が調節される方法。
【請求項１２４】
　製剤が、増大作用物質又は薬物あるいはそれらの組合せをさらに含む、請求項１２４に
記載の失血を調節する方法。
【請求項１２５】
　失血が、月経、分娩後出血、生殖器系の管の出血のいずれか、あるいは水を含む任意の
体液又は滲出液の放出である、請求項１２４又は１２５に記載の失血を調節する方法。
【請求項１２６】
　失血が内部又は外部の失血である、請求項１２６に記載の失血を調節する方法。
【請求項１２７】
　投与するステップが、
　外傷、疾患若しくは外科的処置により生じた組織の空隙を充填するステップ
をさらに含む、請求項１２４又は１２５に記載の方法。
【請求項１２８】



(11) JP 2008-523149 A 2008.7.3

10

20

30

40

50

　投与するステップが、
　陽圧下での連続的又は断続的投与
をさらに含む、請求項１２４～１２８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２９】
　投与するステップが、融解状態で製剤を投与するステップをさらに含む、請求項１２４
に記載の方法。
【請求項１３０】
　投与するステップが、
　腹腔鏡検査法、灌注、連続的噴霧、断続的噴霧、連続的流動、断続的流動、洗浄、圧注
、浣腸、インプラント、沈着、手動での直接若しくは間接適用又は医療用物品中への組み
込みにより部位へと投与するステップ
をさらに含む、請求項１２４～１３０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３１】
　医療用物品が、
　創傷被覆材、スポンジ、鼻用物品、ガーゼ付絆創膏、創傷充填材、内部血管閉鎖充填材
、外部血管閉鎖被覆材、膨張性吸収剤物品、線維性創傷充填材、又は婦人衛生用物品
のいずれかで良い、請求項１３１に記載の方法。
【請求項１３２】
　対象中の血管到達部位において静脈又は動脈組織に製剤を直接投与するステップ
を含む、請求項１～１０又は５１～７８のいずれか一項に記載の治療用製剤を投与する方
法。
【請求項１３３】
　対象中の血管到達部位に隣接する組織と接触するように製剤を投与するステップ
を含む、請求項１～１０又は５１～７８のいずれか一項に記載の治療用製剤を投与する方
法。
【請求項１３４】
　製剤が、増大作用物質、薬物又はそれらの組合せをさらに含む、請求項１３３又は１３
４に記載の方法。
【請求項１３５】
　投与するステップが、血管到達部位から表皮まで製剤で到達用の管を埋め戻すステップ
をさらに含む、請求項１３３に記載の方法。
【請求項１３６】
　投与するステップが、静脈又は動脈到達部位の表在組織に製剤を局所送達するステップ
をさらに含む、請求項１３４に記載の方法。
【請求項１３７】
　投与するステップが、製剤を含浸している投与用インプラント物品を利用するステップ
をさらに含む、請求項１３３～１３７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３８】
　物品が、コラーゲン、ゼラチン、キトサン、キチン、ポリ乳酸・グリコール酸共重合体
（ＰＬＧＡ）、ポリｎ－アセチルグルコサミン又はそれらの組合せを含む、請求項１３７
に記載の方法。
【請求項１３９】
　投与するステップが、到達部位から針、鞘又は到達用カテーテルを抜く間又は抜いた直
後の治療用製剤の適用をさらに含む、請求項１３３～１３８のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項１４０】
　対象中の所望の組織部位に請求項１～１０又は５１～７８のいずれか一項に記載の治療
用製剤を投与する方法であって、所望の組織部位に製剤を投与して組織密封を実施するス
テップを含み、組織が、上皮、結合、骨格、腺、筋肉及び神経組織からなる群から選択さ
れる方法。
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【請求項１４１】
　製剤が、増大作用物質又は薬物あるいはそれらの組合せをさらに含む、請求項１４０に
記載の方法。
【請求項１４２】
　投与するステップが、神経組織に投与して麻痺の進行を阻害するステップをさらに含む
、請求項１４０又は１４１に記載の方法。
【請求項１４３】
　製剤が溶媒として脳脊髄液を含む、請求項１４２に記載の方法。
【請求項１４４】
　脳脊髄液が対象から得られる、請求項１４３に記載の方法。
【請求項１４５】
　投与するステップが、骨組織部位に製剤を投与して骨の開口部を密封することによって
体液の喪失を阻害し開口部に保護障壁をもたらすステップをさらに含む、請求項１４０又
は１４１に記載の方法。
【請求項１４６】
　製剤が、溶媒として全血、血漿、血小板に富む血漿、又は血小板を含む、請求項１４５
に記載の方法。
【請求項１４７】
　全血又は血漿が対象から得られる、請求項１４６に記載の方法。
【請求項１４８】
　投与するステップが骨の再生を促進するステップをさらに含む、請求項１４５又は１４
６に記載の方法。
【請求項１４９】
　組織密封を実施するステップが、
　外傷、疾患又は外科的処置により生じた組織の空隙を充填するステップ
をさらに含む、請求項１４０又は１４１に記載の方法。
【請求項１５０】
　投与するステップが、
　陽圧下での連続的又は断続的投与
をさらに含む、請求項１４０又は１４１に記載の方法。
【請求項１５１】
　投与するステップが、融解状態で製剤を投与するステップをさらに含む、請求項１４０
又は１４１に記載の方法。
【請求項１５２】
　投与するステップが、
　腹腔鏡検査法、灌注、連続的噴霧、断続的噴霧、連続的流動、断続的流動、洗浄、圧注
、浣腸、インプラント、沈着、手動での直接適用又は医療用物品中への組み込みにより部
位へと投与するステップ
をさらに含む、請求項１４０又は１４１に記載の方法。
【請求項１５３】
　医療用物品が、
　創傷被覆材、スポンジ、鼻用物品、ガーゼ付絆創膏、創傷充填材、内部血管閉鎖充填材
、外部血管閉鎖被覆材、膨張性吸収剤物品、線維性創傷充填材、又は婦人衛生用物品
のいずれかで良い、請求項１５２に記載の方法。
【請求項１５４】
　対象中の所望の部位で血管創傷又は切開部位の有効な閉鎖を促進する方法であって、
　血管創傷部位又は切開部位に生体適合性生体分解性治療用製剤を有効量投与するステッ
プであり、製剤が約２５重量％～１００重量％の液晶形成化合物及び約０重量％～約７５
重量％の溶媒を含むステップ
を含み、
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　製剤が、血流を物理的に止めることによって止血を行い、液を吸収し、部位に投与して
から約１０分以内に部位で局所効果を誘導することによって血管創傷又は切開の有効な閉
鎖が促進される方法。
【請求項１５５】
　製剤が血流を物理的に止め、液を吸収し、約５分以内に局所効果を誘導する、請求項１
５４に記載の有効な閉鎖を促進する方法。
【請求項１５６】
　製剤が血流を物理的に止め、液を吸収し、約１分以内に局所効果を誘導する、請求項１
５４に記載の有効な閉鎖を促進する方法。
【請求項１５７】
　製剤が血流を物理的に止め、液を吸収し、約３０秒以内に局所効果を誘導する、請求項
１５４に記載の有効な閉鎖を促進する方法。
【請求項１５８】
　注射により所望の部位に製剤を送達するステップ
を含む、対象中の所望の部位に請求項１～１０又は５１～７８のいずれか一項に記載の製
剤を送達する方法。
【請求項１５９】
　製剤が、増大作用物質、薬物又はそれらの組合せをさらに含む、請求項１５８に記載の
方法。
【請求項１６０】
　対象の循環系内に直接注射することにより製剤を投与するステップをさらに含む、請求
項１５７～１５９のいずれか一項に記載の製剤を投与する方法。
【請求項１６１】
　ワイヤーガイドカテーテルなどの到達用器具を介して注射するステップをさらに含む、
請求項１６０に記載の製剤を投与する方法。
【請求項１６２】
　注射するステップが、塞栓治療法用の製剤を送達するステップをさらに含む、請求項１
５７～１６１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１６３】
　塞栓治療法が腫瘍の治療である、請求項１６２に記載の方法。
【請求項１６４】
　治療法が出血の治療である、請求項１６２のいずれかに記載の方法。
【請求項１６５】
　医療用物品への組織癒着を阻害する方法であって、前記医療用物品を請求項１～１０又
は５１～７８のいずれか一項に記載の製剤で被覆することによって、前記物品への組織癒
着が阻害され、医療用物品の適用及びその後の除去時の痛み及び外傷が減少するステップ
を含む方法。
【請求項１６６】
　医療用物品が、創傷被覆材、火傷被覆材、線維性充填材、ガーゼ付絆創膏、鼻出血の止
血用物品、対象について意図された植え込み可能な医療用物品又は医療用金属製品である
、請求項１６５に記載の組織癒着を阻害する方法。
【請求項１６７】
　請求項１～１０又は５１～７８のいずれか一項に記載の製剤又は前記製剤を含む器具を
滅菌する方法であって、
　使用前の製剤又は製剤を含む器具を滅菌ろ過するステップ、蒸留するステップ、熱にさ
らすステップ、電離放射線にさらすステップ、無菌的に処理するステップ、加圧下で蒸気
を伴って加熱するステップ、又はガスにさらすステップ
を含む方法。
【請求項１６８】
　約１５分以内に対象中の出血部位での止血を行う止血緊急キットであって、
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　請求項１～１０又は５１～７８のいずれか一項に記載の滅菌製剤と、
　製剤を出血部位に適用する手段と
を含むキット。
【請求項１６９】
　適用する手段が、陽圧灌注器具、スワブ、噴霧アプリケーター、シリンジ、点眼容器、
創傷被覆材、ガーゼ付絆創膏、圧搾バルブ、ピペット、浣腸、座剤、開封後出血部位に直
接適用するための密封容器、又は前記製剤の適用に適した任意の他の手段のいずれかであ
る、請求項１６８に記載のキット。
【請求項１７０】
　対象中の所望の部位において軟部体組織を有効に模倣する方法であって、
　請求項６４～６７のいずれか一項に記載の有効量の製剤を所望の部位の内部に投与する
ステップ
を含む方法。
【請求項１７１】
　製剤が液体、ゲル又は半固体のいずれかである、請求項１７０に記載の方法。
【請求項１７２】
　製剤が、整容的及び／又は再建的インプラント器具用の充填媒体としての使用に適合す
る、請求項１７０に記載の方法。
【請求項１７３】
　器具を充填した後に立方相を形成する、請求項１７２に記載の製剤。
【請求項１７４】
　器具を充填する前に立方相を形成する、請求項１７２に記載の製剤。
【請求項１７５】
　インプラント器具が乳房インプラント、組織空隙インプラント、臀部インプラント、顔
面インプラント又は胸部インプラントのいずれかである、請求項１７２に記載の方法。
【請求項１７６】
　インプラントが対象の皮膚の直下に位置するとき、製剤充填媒体を、インプラントへの
到達部位を介して増加、減少又は交換することができる、請求項１７２に記載の方法。
【請求項１７７】
　インプラント器具が、媒体を保持する複数の区画から構築され、区画が区画間での媒体
の移動を許容し、区画が開口部によってつながり、開口部のサイズが区画間での媒体の移
動の速度に影響を及ぼす、請求項１７２に記載の方法。
【請求項１７８】
　インプラント器具が、媒体を保持する複数の区画から構築され、区画が区画間の媒体の
移動を許容しない、請求項１７２に記載の方法。
【請求項１７９】
　複数の区画が楔形を有し、各区画が中心点から伸張し、円グラフと同様に中心点を中心
として区画が接触する、請求項１７７又は１７８に記載の方法。
【請求項１８０】
　投与するステップが、陽圧により投与するステップをさらに含む、請求項１５４に記載
の方法。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
[技術分野]
　本発明は、疎水性又は両親媒性である組成物及び液晶製剤、並びにそれを外科的補助療
法、止血剤として、また硬組織及び軟組織の創傷についての第一の治療法としても整容的
医療器具の基礎としても使用する方法に関する。
【０００２】
[背景技術]
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　止血剤及び止血用器具の使用は、現代の外科手術において一般的に実施されることであ
る。その全体的な分野は、収斂剤（アルミニウム及びマグネシウム塩）、加水分解したゼ
ラチン（Ｇｅｌｆｏａｍ（登録商標）－Ｐｈａｒｍａｃｉａ）や酸化セルロース（Ｓｕｒ
ｇｉｃｅｌ（登録商標）－Ｊｏｈｎｓｏｎ＆Ｊｏｈｎｓｏｎ）など物理的に存在すること
により局所作用を示す作用物質の使用から、トロンビン及びフィブリンに基づく系などの
生理的機構を利用しようとする製品に及ぶ。しかし、その分野は、有効性の限られた製剤
、及び最終的に患者を有害な免疫応答の高いリスクにさらす系で苦慮している。様々な身
体状態に適用して二次的な免疫応答のリスクを伴わずに止血を迅速確実に確立することが
できる製剤が非常に望ましく、商業的関心が大きいはずである。
【０００３】
[発明の概要]
　本発明の第１の実施形態では、陽圧での適用に適合し、対象中の所望の部位で体液を調
節するのに有効な治療用製剤が提供され、その製剤は、約２５重量％～約９９重量％の液
晶形成化合物及び０重量％～約７５重量％の溶媒を含み、その製剤は、対象中の所望の部
位で体液を有効に調節する。関連する実施形態では、溶媒は、極性溶媒、無極性溶媒、半
極性溶媒又はそれらの組合せでも良く、特定の製剤は、約９７％の液晶形成化合物及び約
３％の生理食塩水；約６５％の液晶形成化合物及び約１５％の生理食塩水；約３５％の液
晶形成化合物及び約６５％の生理食塩水；約９２．５％のヒアルロン酸塩；約９５％の液
晶形成化合物及び約５％のミリスチン酸イソプロピル；約９５％の液晶形成化合物及び約
５％の１９０プルーフエタノール；又は約８０％の液晶形成化合物及び約２０％の綿実油
を含んでも良い。
【０００４】
　他の特定の実施形態は、上記で言及した溶媒に加えて、又はその代わりに、血小板、血
小板に富む血漿、血漿又は全血を含んで良い。従って、いくつかの特定の実施形態は、約
９７％の液晶形成化合物及び約３％の全血；約８０％の液晶形成化合物及び約９％の全血
；約６５％の液晶形成化合物及び約１５％の全血；約３５％の液晶形成化合物及び約２５
％の血漿；約９７％の液晶形成化合物及び約３％の血漿；約６５％の液晶形成化合物及び
約１５％の血漿；又は約３５％の液晶形成化合物及び約２５％の血漿を含んでも良い。
【０００５】
　他の実施形態では、吸収層、及びヒト又は獣医学的対象の体液を調節するのに有効な製
剤を含む吸収剤物品が提供され、その製剤は、約２５重量％～９９重量％の液晶形成化合
物及び約０重量％～７５重量％の溶媒を含み、その物品内又はその物品の少なくとも一部
分の上に存在する。関連する実施形態は、吸収性付加剤をさらに含む吸収層；内部表面及
び外部表面を有し、その内部表面が吸収層の外部表面と本質的に同一の広がりを有する液
体浸透性及び水蒸気浸透性の外部層；内部表面及び外部表面を有し、その内部表面が吸収
層の外部表面と本質的に同一の広がりを有する液体不浸透性及び水蒸気浸透性の外部層；
内部表面及び外部表面を有し、その内部表面が吸収層の外部表面と本質的に同一の広がり
を有する液体不浸透性及び水蒸気不浸透性の外部層をさらに含む吸収剤物品；創傷に対し
て非接着性であるようにし、吸収層が液体浸透性のライナーと外部層の間に位置するよう
に吸収層の内部表面と実質的に同一の広がりを有する表面を有する液体浸透性のライナー
；又はその任意の組合せを含んでも良い。
【０００６】
　他の実施形態では、物品中における、体液を調節するのに有効な組成物は、物品と体組
織の間の抗接着物としての有用性をもたらして、物品を置き、又は使用部位からそれを取
り外す際の助けとなり、それによって前記物品を適用し又は取り外すことによる外傷を減
少させ、体液調節製剤は、噴霧被覆、熱溶解被覆、浸漬被覆、直接の移動、手動での適用
、又はそれらの組合せによって物品に適用することができる。特定の実施形態は物品を提
供し、その物品は、創傷被覆材、医療用スポンジ、止血用物品、鼻の止血用物品、ガーゼ
付絆創膏、創傷充填材、内部血管閉鎖充填材、外部血管閉鎖被覆材、膨張性吸収剤物品、
線維性創傷充填材物品、又は婦人衛生用製品のいずれかで良く、液晶形成化合物は、脂肪
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酸エステル、ポリエチレンオキシド、糖脂質、ポリエステル、ポリエチレングリコール、
又はそれらの組合せのいずれかで良い。関連する実施形態では、脂肪酸エステルは、モノ
エステル、ジエステル、トリエステル、又はそれらの混合物で良く、モノエステルは、モ
ノアラキドン酸グリセリル、モノラウリン酸グリセリル、モノリノール酸グリセリル、モ
ノリノレン酸グリセリル、モノミリスチン酸グリセリル、モノパルミトオレイン酸グリセ
リル、モノオレイン酸グリセリル、及びモノステアリン酸グリセリル；モノアラキドン酸
イソプロピル、モノラウリン酸イソプロピル、モノリノール酸イソプロピル、モノリノレ
ン酸イソプロピル、モノミリスチン酸イソプロピル、モノパルミトオレイン酸イソプロピ
ル、モノオレイン酸イソプロピル、及びモノステアリン酸イソプロピル；モノアラキドン
酸メチル、モノラウリン酸メチル、モノリノール酸メチル、モノリノレン酸メチル、モノ
ミリスチン酸メチル、モノパルミトオレイン酸メチル、モノオレイン酸メチル、及びモノ
ステアリン酸メチル；並びにモノアラキドン酸プロピレングリシル、モノラウリン酸プロ
ピレングリシル、モノリノール酸プロピレングリシル、モノリノレン酸プロピレングリシ
ル、モノミリスチン酸プロピレングリシル、モノパルミトオレイン酸プロピレングリシル
、モノオレイン酸エステル、及びモノステアリン酸プロピレングリシル、又はそれらの組
合せで良い。
【０００７】
　他の特定の実施形態は、感染抵抗性器具を提供し、その器具は、約２５重量％～９９重
量％の脂肪酸又は脂肪酸エステルを含む抗感染性製剤で処理され、前記抗感染性製剤は、
器具上又は隣接する組織中での病原体増殖物の形成を阻害し、それにより、器具に対して
感染抵抗性が付与される。関連する実施形態では、抗感染性製剤は、約０％～７５％の溶
媒をさらに含み、脂肪酸又は脂肪酸エステルは液晶形成化合物で良く、いくつかの実施形
態では、液晶の形成後に、抗感染性製剤はそれによって体組織内又は体組織上での移動度
を小さくし、器具が置かれた部位、あるいは器具が対象内に置かれた場所に隣接し又は近
い部位からの製剤の排除を減少させる。さらに他の実施形態では、液晶製剤は、製剤から
の分解産物の徐放性送達系として作用することができ、前記分解産物はさらなる抗感染効
果をもたらす。
【０００８】
　関連する実施形態は、急性又は慢性の創傷の治療に有効である器具を提供し、急性の創
傷は、擦過傷、火傷、裂傷、穿刺傷又は切傷で良く、慢性の創傷は、脚の潰瘍、褥瘡、真
菌性潰瘍、糖尿病性潰瘍、胃潰瘍、足の潰瘍、仙骨潰瘍又は無痛潰瘍を含めた潰瘍で良い
。他の実施形態では、器具は、外傷、疾患又は外科的処置により生じた組織の空隙の充填
剤として有効である可能性があり、さらに他の実施形態では、器具は、噴霧被覆、熱溶解
被覆、浸漬被覆又はそれらの組合せによって使用前に抗感染性製剤で処理することができ
る。いくつかの実施形態では、器具は、有機物質、無機物質、又はそれらの組合せから構
成されるものでも良く、さらに他の実施形態では、器具は、月経用吸収器具、コンドーム
、予防薬、医療用スポンジ、外科用被覆材、創傷被覆材、ガーゼ付絆創膏又はそれらの組
合せで良い。あるいは、器具は、人工装具、インプラント、又はそれらの組合せでも良い
。関連する実施形態では、人工装具又はインプラントの型は、脊髄用、整形外科用、歯科
用、心臓用、神経用又は整容的な人工装具又はインプラントの型、あるいはそれらの組合
せで良い。特定の実施形態では、整形外科用の人工装具又はインプラントは、人工関節、
骨折修復用金属製品、人工軟骨、プレート、ねじ、釘、針金、又はそれらの組合せで良く
、歯科用の人工装具又はインプラントは、歯根型、下顎枝フレーム、経骨インプラント、
ブレード型、骨折修復用金属製品、人工装具、一般的金属製品、プレート、ねじ、針金、
又はそれらの組合せで良く、心臓用の人工装具又はインプラントは、ペースメーカー、除
細動器、心臓弁、人工血管、又はそれらの組合せで良く、整容的な人工装具又はインプラ
ントは、乳房インプラント、皮膚充填剤、組織空隙充填剤、臀部インプラント、顔面イン
プラント、又はそれらの組合せで良い。
【０００９】
　さらに他の実施形態は、感染抵抗性器具を提供し、その器具は抗感染性製剤で処理され
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、抗感染性製剤は、重量で約２５％～９９％の液晶形成化合物、約０％～５０％の脂肪酸
及び約０％～５０％の溶媒；重量で約９０％の液晶形成化合物、約５％のラウリン酸及び
約５％の溶媒；重量で約６５％の液晶形成化合物、約１０％のミリスチン酸及び約２５％
の溶媒；又は重量で約３５％の液晶形成化合物、約１５％のパルミチン酸、及び約４０％
の溶媒を含む。
【００１０】
　他の実施形態は、ヒト又は獣医学的対象中の所望の部位で出血を調節するのに有効な止
血用製剤を提供し、その組成物は、２５重量％～約９９重量％の液晶形成化合物及び０重
量％～約７５重量％の溶媒を含み、その止血用製剤は、組織上又は組織内における陽圧で
の適用に適合し、止血を実施し、約１５分以内に所望の部位で局所効果を誘導し、それに
よって出血を調節する。より具体的には、止血を実施し、適用してから約１０分以内に、
さらにより具体的には適用してから約５分以内に、さらにより具体的には適用してから約
２分以内に、さらにより具体的には適用してから約３０秒以内に、その部位で局所効果を
誘導することができる。
【００１１】
　止血用製剤に関連する実施形態では、溶媒は、アルコール、ポリエチレングリコール、
プロピレングリコール、ポリプロピレングリコール、水、等張水溶液、体液、生理的緩衝
系、尿、唾液、漿液、滑液、胃分泌液、脳脊髄液、硝子体液、リンパ液、創傷滲出液、コ
レステロール、生理的緩衝系又はそれらの組合せのいずれかで良く、液晶形成化合物は、
脂肪酸、脂肪酸モノエステル、脂肪酸ジエステル、脂肪酸トリエステル、又は不飽和炭素
間結合を少なくとも１つ含むそれらの組合せのいずれかで良い。より具体的には、液晶形
成薬剤は、グリセリルのモノエステル、ジエステル、トリエステル、又はそれらの組合せ
でも良く、さらにより具体的には、液晶形成化合物はモノオレイン酸グリセリルで良い。
【００１２】
　さらに他の実施形態は、約２５～９９重量％の液晶形成化合物及び約０％～７５重量％
の溶媒からなるトロンビン阻害製剤を提供し、その製剤は、対象中の所望の部位への陽圧
での適用に適合する。関連する実施形態では、液晶形成化合物は脂肪酸エステルで良い。
より具体的には、トロンビン阻害製剤は、外傷、疾患又は外科的処置によって生じるよう
な組織空隙の充填剤として有効である可能性があり、より具体的には、トロンビン阻害製
剤はまた神経保護剤でも良い。
【００１３】
　他の実施形態は、対象中の所望の部位において軟組織を模倣するのに有効な整容的製剤
を提供し、その製剤は、約２５重量％～９９重量％の液晶形成化合物と、約０％～約７５
重量％の溶媒と、必要に応じて、軟組織を模倣するのに有効な粘性及び質感をもたらす他
の化合物とを含む。関連する実施形態では、整容的製剤はさらに抗酸化剤を含み、抗酸化
剤は、ビタミンＣ、重硫酸ナトリウム、亜硫酸ナトリウム、メタ重亜硫酸ナトリウム、塩
酸システイン、チオグリコール酸、二酸化硫黄、アスコルビン酸パルミテート、ブチルヒ
ドロキシアニソール、ブチルヒドロキシトルエン、レシチン、プロピルガレート、ビタミ
ンＤ、又はその任意の組合せのいずれかを含めて、水溶性の抗酸化剤でも良く、あるいは
油溶性の抗酸化剤でも良い。
【００１４】
　本発明の実施形態はまた、止血物質；凝固増大作用物質；血管作用薬；組織増殖刺激薬
；治癒促進剤；抗感染剤；接着増強剤；膨張剤；増粘剤；麻酔薬；溶媒；共溶媒；低粘調
化剤；充填剤；抗瘢痕化剤；抗炎症剤；生理的に適合する一価イオン、二価イオン、三価
イオン、及びそれらの塩；歯白化剤、過酸化物を含めた漂白剤；種々の薬物；徐放性増大
物質；塞栓増大物質；又はそれらの任意の組合せを含めた、増大作用物質又は治療用薬剤
をさらに含み得るいずれかの開示された製剤をも提供する。さらに、任意の開示された製
剤において、製剤中に増大作用物質又は薬物を懸濁又は溶解することができ、徐放性送達
構成成分は生体分解性ポリマーで良く、膨張増強剤は、デンプン、天然ゴム、セルロース
ポリマー、ピロリドンポリマー、ポリアクリル酸、又はそれらの組合せで良い。さらに、
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任意の開示された製剤は液体、ゲル、又は半固体で良く、それは適用の前後に立方相を形
成することができ、液晶形成化合物は疎水性及び／又は両親媒性で良く、任意の開示され
た製剤は、好ましくは生体適合性及び／又は生体分解性である。
【００１５】
　製剤の特定の実施形態では、増大作用物質又は治療用薬剤は、エピネフリンなどのカテ
コールアミン、リン脂質、ゼラチン、コラーゲン、キトサン、ｎ－アセチルグルコサミン
などのグルコサミン、酵素、酵素阻害剤、脂肪酸、ホルモン、シリコーン化合物、ベント
ナイト、ヒュームドシリカ、コロイドシリカ、微粉化シリカ、ケイソウ土、滑石、二酸化
チタン、硫酸カリウム、硫酸アルミニウム、塩化アルミニウム、塩化アンモニウム、硫酸
第二鉄、塩基性硫酸鉄、硫酸銅、収斂剤、全血、血漿、（ａ）血小板、（ｂ）プロトロン
ビン、（ｃ）トロンビン、（ｄ）フィブリン、（ｅ）フィブリノーゲン、（ｆ）トロンボ
プラスチン、（ｇ）凝固因子などの血液産物、（ａ）臭化カルシウム、（ｂ）酸化カルシ
ウム、（ｃ）塩化カルシウムなどの発熱性化合物を含めた止血物質及び凝固増大作用物質
；あるいは血管収縮薬、コリン様作用薬、抗コリン作用薬、コリン作用遮断薬、交感神経
作用物質、抗アドレナリン作用薬、アドレナリン作用遮断薬、免疫原性作用物質、バソプ
レッシンなどのホルモン、収斂剤、血漿、（ａ）血小板、（ｂ）プロトロンビン、（ｃ）
トロンビン、（ｄ）フィブリン、（ｅ）フィブリノーゲン、（ｆ）トロンボプラスチン、
（ｇ）凝固因子などの血液産物、酵素、酵素阻害剤を含めた血管作用薬；あるいはゼラチ
ン、コラーゲン、全血、血漿、（ａ）血小板、（ｂ）プロトロンビン、（ｃ）トロンビン
、（ｄ）フィブリン、（ｅ）フィブリノーゲン、（ｆ）トロンボプラスチン、（ｇ）凝固
因子などの血液産物、インスリン様成長因子、血管内皮増殖因子、ホルモン、ヒドロキシ
アパタイト、血小板増殖因子、酵素、酵素阻害剤、幹細胞、ホルモン、トロンビン阻害剤
、ペプシンを含めた組織増殖及び治癒刺激物質；あるいはティーツリー油、過酸化物、ア
ンピシリンなどの抗生物質、脂肪酸、抗真菌薬、抗ウイルス薬、免疫原性作用物質を含め
た抗感染薬；あるいは天然ポリマー、合成ポリマー、セルロースポリマー、カルボキシメ
チルセルロース、ポリエチレングリコール又はＰＥＧ誘導体、ポリブチレンテレフタレー
ト又はＰＢＴ誘導体、ポリエチレンオキシド又はＰＥＯ誘導体、ポリアクリル酸、ポリメ
チルビニルエーテル／無水マレイン酸コポリマー、ポリメチルビニルエーテル／マレイン
酸コポリマー、マレイン酸ポリビニルメチルエーテル、ポリエチレンオキシド、カチオン
性ポリアクリルアミドポリマー、アルギン酸誘導体、キトサン、ｎ－アセチルグルコサミ
ンなどのグルコサミン、天然又は合成タンパク質、グルテン、ゼラチン、コラーゲン、ア
ンピシリン、ゴム、カラヤゴム、セルロースゴム、リン脂質、脂肪酸、ベントナイト、ヒ
ュームドシリカ、コロイドシリカ、微粉化シリカ、ケイソウ土、滑石、二酸化チタンを含
めた接着増強剤；あるいは天然又は合成の膨張性ポリマー、カラヤゴム、セルロースゴム
、アルギン酸誘導体、ゼラチン、キトサン、ｎ－アセチルグルコサミンなどのグルコサミ
ンを含めた膨張剤；あるいは天然ポリマー、合成ポリマー、セルロースポリマー、カルボ
キシメチルセルロース、ポリエチレングリコール又はＰＥＧ誘導体、ポリブチレンテレフ
タレート又はＰＢＴ誘導体、ポリエチレンオキシド又はＰＥＯ誘導体、ポリメチルビニル
エーテル／無水マレイン酸コポリマー、ポリメチルビニルエーテル／マレイン酸コポリマ
ー、マレイン酸ポリビニルメチルエーテル、ポリエチレンオキシド、カチオン性ポリアク
リルアミドポリマー、アルギン酸誘導体、キトサン、ｎ－アセチルグルコサミンなどのグ
ルコサミン、天然又は合成タンパク質、グルテン、ゼラチン、コラーゲン、アンピシリン
、ゴム、カラヤゴム、セルロースゴム、リン脂質、脂肪酸、多粒子、ポリ乳酸・グリコー
ル酸共重合体（ＰＬＧＡ）多粒子、ベントナイト、ヒュームドシリカ、コロイドシリカ、
微粉化シリカ、ケイソウ土、滑石、二酸化チタン、油脂性軟膏基剤、吸収性軟膏基剤、エ
マルジョン軟膏基剤を含めた増粘剤；あるいはチョウジ油－オイゲノール、ティーツリー
油、ベンゾカイン、リドカイン、ジブカイン、プラモキシン、ジクロニンを含めた麻酔薬
；あるいはドデカン、過酸化物、リン脂質、脂肪酸、ポリエチレングリコール又はＰＥＧ
誘導体、ポリエチレンオキシド又はＰＥＯ誘導体、ポリブチレンテレフタレート又はＰＢ
Ｔ誘導体、全血、血漿を含めた溶媒及び／又は共溶媒；あるいは天然又は合成ポリマー、
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極性又は無極性溶媒、エタノール、ドデカン、リン脂質、脂肪酸、ポリエチレングリコー
ル又はＰＥＧ誘導体、（ａ）臭化カルシウム、（ｂ）酸化カルシウム、（ｃ）塩化カルシ
ウムなどの発熱性化合物を含めた低粘調化剤；あるいはヒアルロン酸、脂肪酸、ポリエチ
レングリコール又はＰＥＧ誘導体、ポリエチレンオキシド又はＰＥＯ誘導体、コラーゲン
、全血、血漿、血液産物を含めた充填剤；あるいはタマネギ抽出物、ＵＶ照射遮断薬、ス
テロイド、非ステロイド性抗炎症薬、油脂性軟膏基剤、吸収性軟膏基剤、エマルジョン軟
膏基剤、酵素、酵素阻害剤、組織増殖阻害剤を含めた抗瘢痕化剤／抗炎症剤／治癒促進剤
；あるいはカルシウム誘導体、カリウム誘導体、硫酸塩誘導体、塩化物誘導体、フッ化物
誘導体、硫酸アルミニウムカリウム、塩化アルミニウム、塩化アンモニウム、硫酸第二鉄
、塩基性硫酸鉄、硫酸銅を含めた生理的に適合する一価イオン、二価イオン又は三価イオ
ン、及びそれらの塩；あるいは歯白化剤、過酸化物を含めた漂白剤；あるいはボツリヌス
毒素を含めた種々の薬物；あるいは多粒子、薬物を含む多粒子、ポリ乳酸・グリコール酸
共重合体（ＰＬＧＡ）多粒子を含めた徐放性増大物質；あるいは多粒子、薬物を含む多粒
子、ポリ乳酸・グリコール酸共重合体（ＰＬＧＡ）多粒子を含めた塞栓増大物質；あるい
はそれらの任意の組合せのいずれかで良い。
【００１６】
　他の実施形態は、対象中の所望の部位で体液を有効に調節する方法を提供し、その方法
は、有効量の、約２５重量％～１００重量％の液晶形成化合物及び約０重量％～約７５重
量％の溶媒を含む治療用製剤を、目的の部位の体液を調節するのに有効なしばらくの間、
所望の部位に投与するステップを含む。関連する実施形態では、対象中の所望の部位で体
液を有効に調節する方法が提供され、その方法は、所望の部位で体液を調節するのに有効
なしばらくの間、上記で開示された有効量の任意の製剤を投与するステップを含む。その
ような実施形態では、その方法は、所望の部位での止血を促進すること；所望の部位での
凝固を促進すること；所望の部位での局所効果を誘導することにより治癒を促進すること
；及び／又は特に所望の部位が火傷であるときに所望の部位での湿度を維持することによ
って体液をさらに有効に調節することができる。
【００１７】
　さらに他の実施形態は、上記で開示された任意の製剤を供給することによって対象中の
所望の部位で体液を有効に調節する方法を提供し、その製剤は組織充填剤を含み、所望の
部位又はその近傍での滞留時間を延長させ、その結果、その製剤が身体からの排除に抵抗
する。関連する実施形態では、滞留時間の延長をもたらすことはさらに液晶製剤の投与を
含み、それによって所望の部位内及びその周囲での移動度を小さくし、その結果、その部
位での滞留時間が延長する。そのような方法では、組織充填剤は皮膚充填剤、骨充填剤、
脳充填剤、滑液充填剤又は筋肉充填剤でも良く、皮膚充填剤は唇の増大に使用することが
でき、あるいはそれを使用して皮膚の見かけの張りを調整し又はしわの外観を和らげるこ
ともでき、滑液充填剤を滑液代替媒体として使用することができ、組織充填剤を針の到達
により部位に注射することができる。
【００１８】
　さらに他の実施形態は、上記で開示された任意の製剤を供給することによって対象中の
所望の部位で体液を有効に調節する方法を提供し、体液を有効に調節することは、所望の
部位での保護シーラントを形成し、その結果、体液の流動及び交換が調節され、その部位
での保護シーラントの形成により組織の密封が促進されるステップをさらに含む。関連す
る実施形態では、その製剤は、組織再増殖のための治癒用基盤をもたらすことができ、そ
の組織は、対象の上皮、結合、骨格、腺、筋肉又は神経組織部位で良く、所望の部位は、
骨組織、硬膜組織、血管組織、脊髄組織、又は肝組織で良い。
【００１９】
　他の特定の実施形態は、上記で開示された任意の製剤を供給することによって対象中の
所望の部位で体液を有効に調節する方法を提供し、体液を有効に調節することは、外科的
癒着の形成を遅延させ、その結果、手術後の期間中に外科的介入の部位又はそれに隣接し
た部位において生じる可能性がある所望されない瘢痕組織の形成が阻害されるステップを
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さらに含む。関連する実施形態では、外科的癒着の形成を遅延させるステップは、製剤を
投与し、その結果、その製剤が内部組織を被覆し、部位の瘢痕化の生理的な刺激物質を含
む体液の密接な接触及び交換を妨げ、それによって、任意の外科的組織癒着の発生を遅延
させるステップをさらに含む。より具体的な実施形態では、その製剤は液晶系を形成し、
それによって体組織内又は体組織上での移動度を小さくし、形成された液晶系の接着、粘
性及び粘着を介して適用部位からの製剤の排除を減少させ、投与するステップは、瘢痕組
織増殖阻害剤を含む製剤を投与して、内部の外科的瘢痕組織癒着の形成をさらに遅延させ
るステップをさらに含んでも良く、瘢痕組織増殖阻害剤は、抗腫瘍剤、抗炎症剤、抗生剤
又はそれらの組合せでも良い。
【００２０】
　さらに他の関連する実施形態では、外科手術領域又は部位を、噴霧被覆、熱溶解被覆、
直接の移動、手動での適用、又はそれらの組合せによって製剤で処置することができ、体
液は、血液、尿、唾液、漿液、滑液、胃分泌液、脳脊髄液、汗、涙、胆汁、硝子体液、糜
粥、粘液、リンパ液又は創傷滲出液のいずれかで良く、所望の部位は、膣、子宮又は子宮
頚部を含む女性の婦人科領域の一部でも良い。
【００２１】
　対象中の所望の部位で体液を有効に調節することについて開示された方法のいずれかで
は、体液を有効に調節することは、治癒を促進するために所望の部位に局所効果を誘導す
るステップ、増大作用物質又は薬物、あるいはそれらの組合せを含む製剤を投与するステ
ップをさらに含んでも良く、その部位は、急性外傷の創傷又は慢性の創傷で良く、急性外
傷の創傷は、擦過傷、火傷、裂傷、穿刺傷又は切傷で良く、慢性の創傷は、脚の潰瘍、褥
瘡、真菌性潰瘍、糖尿病性潰瘍、胃潰瘍、足の潰瘍、仙骨潰瘍又は無痛潰瘍で良い。
【００２２】
　関連する実施形態では、有効に調節することは、軟膏剤、ゲル剤、浣腸剤若しくは座剤
の適用により大腸、直腸又は肛門腔へと製剤を送達するステップ；外傷、疾患若しくは外
科的処置により生じた組織の空隙を充填するステップ；融解状態で製剤を投与するステッ
プ；陽圧下での連続的若しくは断続的投与により製剤を投与するステップ；及び／又は腹
腔鏡検査法、灌注、連続的噴霧、断続的噴霧、連続的流動、断続的流動、洗浄、圧注、浣
腸、インプラント、沈着、手動での直接投与若しくは医療用物品中への組み込みにより部
位へと製剤を投与するステップをさらに含んでも良い。医療用物品中への組み込みにより
製剤を投与する実施形態では、医療用物品は、創傷被覆材、スポンジ、鼻用物品、ガーゼ
付絆創膏、創傷充填材、内部血管閉鎖充填材、外部血管閉鎖被覆材、膨張性吸収剤物品、
線維性創傷充填材、又は婦人衛生用物品で良い。関連する実施形態では、投与するステッ
プは、圧注、座剤、浣腸、灌注、噴霧、流動、手動での適用、洗浄、又は医療用物品の含
浸により投与するステップをさらに含んでも良く、手動での直接投与は、手による直接移
動、又は手によって制御される器具により行って良く、手動での間接適用は、部位への製
剤の移動の助けとなる製剤用の担体又は製剤を含浸させた器具を利用することにより行っ
て良く、移動は、組織部位上及び／又は組織部位中に手動で製剤をこすり、塗り又は保持
するステップを含む。
【００２３】
　他の特定の実施形態では、対象中の部位で失血を調節する方法が提供され、その方法は
、対象中の失血部位に上記で開示されたトロンビン阻害製剤を投与するステップを含み、
その製剤は血液凝固を促進し、それによってその部位で失血が調節される。関連する実施
形態では、失血は、月経、分娩後出血、生殖器系の管の出血のいずれか、あるいは水を含
む任意の体液又は滲出液の放出であり、失血は内部でも良く、あるいは外部でも良い。そ
のような実施形態では、投与するステップは、外傷、疾患若しくは外科的処置により生じ
た組織の空隙を充填するステップ；陽圧下での連続的若しくは断続的投与により投与する
ステップ；融解状態で製剤を投与するステップ；又は腹腔鏡検査法、灌注、連続的噴霧、
断続的噴霧、連続的流動、断続的流動、洗浄、圧注、浣腸、インプラント、沈着、手動で
の直接適用若しくは医療用物品中への組み込みによりその部位へと投与するステップをさ
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らに含んでも良い。特定の関連する実施形態では、医療用物品は、創傷被覆材、スポンジ
、鼻用物品、ガーゼ付絆創膏、創傷充填材、内部血管閉鎖充填材、外部血管閉鎖被覆材、
膨張性吸収剤物品、線維性創傷充填材、又は婦人衛生用物品のいずれかで良い。
【００２４】
　さらに他の特定の実施形態は、上記に記載された任意の治療用製剤を投与する方法を提
供し、その方法は、対象中の血管到達部位において静脈若しくは動脈組織に製剤を直接投
与するステップ；対象中の血管到達部位に隣接する組織と接触するように製剤を投与する
ステップ；血管到達部位から表皮まで製剤で到達用の管を埋め戻すことによって投与する
ステップ；静脈若しくは動脈到達部位の表在組織に製剤を送達するステップ；及び／又は
製剤を含浸している投与用インプラント物品を利用するステップを含む。そのような実施
形態では、その物品は、コラーゲン、ゼラチン、キトサン、キチン、ポリ乳酸・グリコー
ル酸共重合体（ＰＬＧＡ）、ポリｎ－アセチルグルコサミン又はそれらの組合せを含んで
良く、投与するステップは、到達部位から針、鞘又は到達用カテーテルを抜く間又は抜い
た直後の治療用製剤の適用をさらに含んで良い。
【００２５】
　他の特定の実施形態は、対象中の所望の組織部位に上記に記載された任意の治療用製剤
を投与する方法を提供し、その方法は、所望の組織部位に製剤を投与して組織密封を実施
するステップを含み、組織は、上皮、結合、骨格、腺、筋肉及び神経組織からなる群から
選択される。関連する実施形態では、投与するステップは、神経組織に投与して麻痺の進
行を阻害するステップをさらに含んで良く、製剤は、溶媒として脳脊髄液を含み、脳脊髄
液は対象から得られる。他の関連する実施形態は、骨組織部位に製剤を投与して開口部を
密封し、それによって体液の喪失を阻害し開口部に保護障壁をもたらすステップをさらに
含んで良く、製剤は、溶媒として全血、血小板、血小板に富む血漿、又は血漿を含み、全
血あるいは血小板、血小板に富む血漿、又は血漿は対象から得られ、投与するステップは
骨の再生を促進するステップをさらに含む。
【００２６】
　関連するより具体的な実施形態では、対象中の所望の組織部位に上記に記載された任意
の治療用製剤を投与して組織密封を実施する方法が提供され、組織密封を実施するステッ
プは、外傷、疾患若しくは外科的処置により生じた組織の空隙を充填するステップをさら
に含み、投与するステップは、陽圧下での連続的又は断続的投与；融解状態で製剤を投与
するステップ；及び／又は腹腔鏡検査法、灌注、連続的噴霧、断続的噴霧、連続的流動、
断続的流動、洗浄、圧注、浣腸、インプラント、沈着、手動での直接適用若しくは医療用
物品中への組み込みによりその部位へと投与するステップをさらに含んでも良い。そのよ
うな実施形態では、医療用物品は、創傷被覆材、スポンジ、鼻用物品、ガーゼ付絆創膏、
創傷充填材、内部血管閉鎖充填材、外部血管閉鎖被覆材、膨張性吸収剤物品、線維性創傷
充填材、又は婦人衛生用物品のいずれかで良い。
【００２７】
　さらに他の特定の実施形態は、対象中の所望の部位で血管創傷又は切開部位の有効な閉
鎖を促進する方法を提供し、その方法は、場合によっては陽圧により、血管創傷部位又は
切開部位に生体適合性生体分解性治療用製剤を有効量投与するステップを含み、その製剤
は約２５重量％～１００重量％の液晶形成化合物及び約０重量％～約７５重量％の溶媒を
含み、その製剤は、血流を物理的に止めることによって止血を行い、液を吸収し、その部
位に投与してから約１０分以内にその部位で局所効果を誘導し、それによって血管創傷又
は切開の有効な閉鎖が促進される。関連する特定の実施形態では、その製剤は血流を物理
的に止め、液を吸収し、約５分以内に、より具体的には約１分以内に、さらにより具体的
には約３０秒以内に局所効果を誘導する。
【００２８】
　さらに他の特定の実施形態は、対象中の所望の部位に上記に記載された任意の製剤を送
達する方法を提供し、その方法は、注射により所望の部位に製剤を送達するステップを含
み、より具体的には、対象の循環系内に直接注射することにより製剤を投与するステップ



(22) JP 2008-523149 A 2008.7.3

10

20

30

40

50

を含み、さらにより具体的にはワイヤーガイドカテーテルなどの到達用器具を介して注射
するステップを含み、さらにより具体的には注射しそれによって塞栓治療法用の製剤を送
達するステップを含む。そのような実施形態では、塞栓治療法は腫瘍の治療、又は出血の
治療である。
【００２９】
　他の特定の実施形態は、医療用物品との組織癒着を阻害する方法を提供し、その方法は
、前記医療用物品を上記に記載された任意の製剤で被覆し、それによって、前記物品との
組織癒着が阻害され、医療用物品の適用及びその後の除去時の痛み及び外傷が減少するス
テップを含む。特定の関連する実施形態では、医療用物品は、創傷被覆材、火傷被覆材、
線維性充填材、ガーゼ付絆創膏、鼻出血の止血用物品、ヒト又は獣医学的対象用に意図さ
れた植え込み可能な医療用物品又は医療用金属製品である。
【００３０】
　さらに他の特定の実施形態は、上記に記載された任意の製剤又はそのような製剤を含む
器具を滅菌する方法を提供し、その方法は、使用前に製剤又は製剤を含む器具の滅菌ろ過
を行うステップ、製剤又は製剤を含む器具を蒸留するステップ、熱にさらすステップ、電
離放射線にさらすステップ、無菌的に処理するステップ、加圧下で蒸気を伴って加熱する
ステップ、加圧を伴って加熱するステップ、又はガスにさらすステップを含む。
【００３１】
　他の特定の実施形態は、約１５分以内に対象中の出血部位での止血を行う止血緊急キッ
トを提供し、そのキットは、上記に記載された任意の滅菌製剤、及びその製剤を出血部位
に適用する手段を含む。関連するより具体的な実施形態では、製剤を適用する手段は、陽
圧灌注器具、スワブ、噴霧アプリケーター、シリンジ、点眼容器、創傷被覆材、ガーゼ付
絆創膏、圧搾バルブ、ピペット、浣腸、座剤、開封後出血部位に直接適用するための密封
容器、又は前記製剤の適用に適した任意の他の手段のいずれかである。
【００３２】
　他の関連する実施形態では、キットは、上記で開示された体液を調節する方法、治癒を
促進する方法、火傷を治療する方法、創傷を被覆する方法、組織を密封する方法などの他
の治療方法用に調製することができ、前記キットは、適当な滅菌製剤及びそのような製剤
を適用する手段を供給する。関連する実施形態はさらに、包帯、ガーゼ、栓、縫合糸、清
浄物質などの創傷被覆材物品を含んで良く、それらはすべて必要な治療用の滅菌製剤で処
理され又はそれを含み、キットは使用しやすい容器に構築されている。
【００３３】
　他の特定の実施形態は、対象中の所望の部位において軟部体組織を有効に模倣する方法
を提供し、その方法は、上記で開示された有効量の整容的製剤を所望の部位の内部に投与
するステップを含む。関連する実施形態では、その製剤は液体、ゲル又は半固体のいずれ
かであり、その製剤は、整容的再建的インプラント器具用の充填媒体としての使用に適合
することができ、その製剤は、その器具を充填した後に立方相を形成することができ、そ
の製剤は、その器具を充填する前に立方相を形成することができる。他の関連する実施形
態では、インプラント器具は乳房インプラント、組織空隙インプラント、臀部インプラン
ト、顔面インプラント又は胸部インプラントであり、インプラントが対象の皮膚の直下に
位置するとき、製剤充填媒体を、インプラントへの到達部位を介して増加、減少又は交換
することができ、インプラント器具は、媒体を保持する複数の区画から構築することがで
き、その区画は区画間での媒体の移動を許容し、区画は開口部によってつながり、その開
口部のサイズが区画間での媒体の移動の速度に影響を及ぼし；インプラント器具は、媒体
を保持する複数の区画から構築することができ、その区画は区画間の媒体の移動を許容せ
ず；又は複数の区画が楔形を有し、各区画が中心点から伸張し、円グラフと同様にその点
を中心として区画が接触する。
【００３４】
　以下の本発明の特徴は、添付した図面を参照しながら、下記の詳細な説明を参照するこ
とによって、より容易に理解されるであろう。
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【００３５】
[具体的な実施形態の詳細な説明]
　定義。本記載及び添付する特許請求の範囲で使用するとき、下記の用語は、文脈上別の
解釈を要する場合でない限り、示した意味を有するものとする：
【００３６】
　本明細書において「液晶」とは、その物理的状態の１つとして液晶の状態を有する任意
の物質を意味する。液晶は通常中程度のサイズの有機分子であるが、それは大きい可能性
もあり（すなわち、ポリマー）、長く伸び長方形の形状となる傾向があるが、様々な他の
形状も同様にあり得る。その長く伸びた形状のため、適当な条件下でその分子は配向秩序
を示すことができ、その結果、すべての軸が特定の方向に整列する。その結果、大量での
その秩序はその物質の物理化学的特性及びその物質の作用の仕方に深い影響を及ぼす。例
えば、配向性の方向が空間中で変化する場合、光の配向性（すなわち、偏光）は、この変
化に従う可能性がある。この現象の有名な適用例は、至る所に存在する液晶ディスプレイ
である。他の状況下で、その分子は、一方向に沿って大量の層を形成することがあるが、
層内では（並進秩序の欠如の点から）液体様のままである。系がこれらの相の１つから他
の相に変化するとき、感受性や熱容量などの様々な物理的パラメーターが「転移前挙動」
を示す。もっぱら対称性に基づいて、この挙動は、超電導、磁気や超流動など他の物理系
と関係する可能性があり、これが、この相転移のいわゆる「普遍性」である。本明細書に
おいて、「液晶」はまた、（事実上等方性であり、光学的に、磁気的に、電気的になど、
どの視点からも同じようにみえる通常の流体と対照的に）異方性の巨視的挙動が生じる大
きなクラスの高度に非等軸な分子をも包含し、それは、通常でなく、魅力的であり、潜在
的、技術的かつ生物学的に重要な挙動を引き起こす。そのような分子の例には、ポリマー
、ミセル、マイクロエマルジョン、及び脂肪酸、ＤＮＡや膜などの生物学的に重要な物質
がある。本明細書において、液晶形成化合物を含む開示された製剤は、液体、ゲル又は半
固体で良く、それは適用の前後に立方相を形成することができ、液晶形成化合物は疎水性
及び／又は両親媒性で良い。さらに、液晶形成化合物を含む開示された製剤は、好ましく
は生体適合性及び／又は生体分解性である。
【００３７】
　本明細書において「モノオレイン酸グリセリル」は、モノオレイン酸グリセロールを包
含し、その２つを同義的に使用して、オレイン酸とグリセロールの反応の間に形成される
同じモノエステルを表す。従って、本明細書において、「ＧＭＯ」とは、モノオレイン酸
グリセリル又はモノオレイン酸グリセロールを表し、その２つは１つの同じ化合物である
ことが理解される。すべての製剤では、液晶形成化合物、特にモノオレイン酸グリセリル
の正確な百分率は、その化合物の供給元又は供給業者に応じて様々であり得るが、それは
市販されている試薬のすべてが同一ではなく、正確な純度が様々であり得るからである。
例えば、ＧＭＯの商業的供給元の１つは、モノオレイン酸グリセリル８０％以上として純
度を記載している。
【００３８】
　本明細書において「陽圧」とは、噴霧又はポンプ装置、手動で、直接的又は間接的に適
用される物理的圧力、器具の手動又は自動での使用による力の適用を介するものであるか
どうかを問わず、既存の大気、重力又は生物の体系的な力のみによって存在する力より大
きな圧力を生じさせる力の使用を意味する。「陽圧の適用」などで、適用と併せて使用す
る語句は、スワブ、噴霧アプリケーター、シリンジ、点眼容器、創傷被覆材、ガーゼ付絆
創膏、圧搾バルブ、ピペット、浣腸、座剤、開封後出血部位に直接適用するための密封容
器や、直接的又は間接的な力の使用と併せての製剤の適用に適した任意の他の手段などの
陽圧灌注器具を使用することによる、本明細書で開示された製剤、又は本明細書で開示さ
れた製剤を含む器具の適用を含む。例えば、静脈又は動脈の創傷で、心臓からのポンプ作
用によって失血が悪化する場合、陽圧とは、失血に寄与する心臓からの力より大きい程度
の、開示された製剤又はそのような製剤からなる器具を適用するための、その部位での力
の使用を意味する。陽圧の他の例には、火傷など所望の部位への開示された製剤の噴霧又
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はパルス流動での適用によって生じた力の使用があり、その結果、重力より大きい力を使
用して製剤が所望の部位に誘導される。
【００３９】
　本発明の特定の一実施形態は、粘性の異なる流体の形態又は流体でない形態で製剤する
ことができる液晶製剤を作製する方法を提供し、その形態をヒト又は動物中の損傷部位又
は組織破壊部位に適用して、血液又は体液の喪失を遅くし又は停止させることができる。
その方法は、液晶前駆物質、例えばモノオレイン酸グリセリル（ＧＭＯ）を水和又は溶媒
和することによって液晶製剤を作製するステップを含んで良い。モノオレイン酸グリセリ
ルの液晶製剤は、水性溶媒系を添加して物質を加熱して融解することによって作製する。
結晶前駆物質への添加に適した水性溶媒系の特定の例は塩化ナトリウム溶液（食塩水溶液
）である。流体として又は液体の状態で製剤される液晶製剤の例は、約５％ｗ／ｗの生理
食塩水を含む（ＮａＣｌの終濃度約０．０４５重量％）、ＧＭＯに基づく製剤であり、粘
性約８０～３００センチポアズの製剤が生じる。半固体の流体として製剤される液晶製剤
の例は、約１０％の食塩水を含む、ＧＭＯに基づく製剤であり、粘性約１０００～５００
０センチポアズの製剤が生じる。流体でない製剤として製剤される液晶製剤のさらなる例
は、約３０％の食塩水を含む、ＧＭＯに基づく製剤であり、粘性が約１，２００，０００
センチポアズを上回る製剤が生じる。適用方法の例には、シリンジ又は他の類似する器具
により行われる加圧灌注がある。
【００４０】
　本発明の他の実施形態は、ヒト又は動物中の損傷部位又は組織破壊部位に適用して、血
液又は体液の喪失を遅くし又は停止させることができる、粘性の異なる流体の形態又は流
体でない形態で製剤することができる液晶製剤を作製する方法であり、その方法は、液晶
前駆物質を水和又は溶媒和することによって液晶製剤を作製するステップを含む。液晶前
駆物質の例はモノオレイン酸グリセリル（ＧＭＯ）である。モノオレイン酸グリセリルの
液晶製剤は、非水性溶媒製剤を添加して物質を加熱して融解することによって作製する。
非水性溶媒系の例はミリスチン酸イソプロピルである。流体又は液体の状態として製剤さ
れる液晶製剤の例は、約１０％のミリスチン酸イソプロピルを含む、ＧＭＯに基づく製剤
であり、粘性約８０～５００センチポアズの製剤が生じる。
【００４１】
　本発明の他の実施形態は、ヒト又は動物中の損傷部位又は組織破壊部位に適用して、血
液又は体液の喪失を遅くし又は停止させることができる、粘性の異なる流体の形態又は流
体でない形態で製剤することができる液晶製剤を作製する方法であり、その方法は、液晶
前駆物質を水和又は溶媒和することによって液晶製剤を作製するステップを含む。液晶前
駆物質の例はモノオレイン酸グリセリル（ＧＭＯ）である。モノオレイン酸グリセリルの
液晶製剤は、非水性半極性溶媒系を添加して物質を加熱して融解することによって作製す
る。非水性半極性溶媒系の例はポリエチレングリコール２００である。流体又は液体の状
態として製剤される液晶製剤の例は、約１０％のポリエチレングリコールを含む、ＧＭＯ
に基づく製剤であり、粘性約８０～５００センチポアズの製剤が生じる。
【００４２】
　本発明の他の実施形態は、ヒト又は動物中の損傷部位又は組織破壊部位に適用して、血
液又は体液の喪失を遅くし又は停止させることができる、粘性の異なる流体の形態又は流
体でない形態で製剤することができる液晶製剤を作製する方法であり、その方法は、液晶
前駆物質を水和又は溶媒和することによって液晶製剤を作製するステップを含む。液晶前
駆物質の例はモノオレイン酸グリセリル（ＧＭＯ）である。モノオレイン酸グリセリルの
液晶製剤は、水性及び非水性溶媒系の混合物を添加して物質を加熱して融解することによ
って作製する。流体又は液体の状態として製剤される液晶製剤の例は、約５％の生理食塩
水及び約５％のエタノールを含む、ＧＭＯに基づく製剤であり、粘性約８０～５００セン
チポアズの製剤が生じる。
【００４３】
　（増大作用物質／治療用薬剤を含むＬＣＳを作製する方法）
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　他の実施形態は、ヒト又は動物中の損傷部位又は組織破壊部位に適用して、血液又は体
液の喪失を遅くし又は停止させることができる、液晶形成化合物及び増大作用物質又は治
療用薬剤を含む医薬品製剤を提供する。より具体的には、その製剤は、液晶製剤の作製前
に水性溶媒系中に治療用薬剤又は増大作用物質を溶解、懸濁又は分散させた、溶媒和又は
水和液晶製剤を含む。水性溶媒系の例は精製水である。増大作用物質又は治療用薬剤の例
は、グルコン酸カルシウムや塩化カルシウムなどの可溶性のカルシウム塩である。
【００４４】
　他の実施形態は、ヒト又は動物中の損傷部位又は組織破壊部位に適用して、血液又は体
液の喪失を遅くし又は停止させることができる、増大作用物質／治療用薬剤を含む液晶製
剤を作製する方法を提供し、その製剤は、液晶製剤の作製前に水性溶媒系中に１つ又は複
数の治療用薬剤を溶解又は分散させた、溶媒和又は水和液晶製剤を含む。水性溶媒系の例
は精製水である。治療用薬剤の例はコロイド状二酸化ケイ素である。
【００４５】
　他の実施形態は、ヒト又は動物中の損傷部位又は組織破壊部位に適用して、血液又は体
液の喪失を遅くし又は停止させることができる、治療用薬剤を含む液晶製剤を作製する方
法を提供し、その製剤は、液晶製剤の作製前に非水性溶媒系中に１つ又は複数の治療用薬
剤を溶解又は分散させた、溶媒和又は水和液晶製剤を含む。非水性溶媒系の例はエタノー
ルである。治療用薬剤の例はベンゾカインである。
【００４６】
　他の実施形態は、ヒト又は動物中の損傷部位又は組織破壊部位に適用して、血液又は体
液の喪失を遅くし又は停止させることができる、治療用薬剤を含む液晶製剤を作製する方
法を提供し、その製剤は、液晶製剤の作製前に非水性溶媒系中に１つ又は複数の治療用薬
剤を懸濁、溶解又は分散させた、溶媒和又は水和液晶製剤を含む。非水性溶媒系の例は綿
実油である。治療用薬剤の例は硫酸アルミニウムカリウムである。
【００４７】
　他の実施形態は、ヒト又は動物中の損傷部位又は組織破壊部位に適用して、血液又は体
液の喪失を遅くし又は停止させることができる、増大作用物質／治療用薬剤を含む液晶製
剤を作製する方法を提供し、その製剤は、液晶製剤の作製前に液晶前駆物質中に１つ又は
複数の増大作用物質／治療用薬剤を溶解又は分散させた、溶媒和又は水和液晶製剤を含む
。増大作用物質／治療用薬剤の例はホスファチジルセリンである。
【００４８】
　他の実施形態は、ヒト又は動物中の損傷部位又は組織破壊部位に適用して、血液又は体
液の喪失を遅くし又は停止させることができる、増大作用物質／治療用薬剤を含む液晶製
剤を作製する方法を提供し、その製剤は、液晶製剤の作製前に液晶前駆物質中に１つ又は
複数の増大作用物質／治療用薬剤を懸濁又は分散させた、溶媒和又は水和液晶製剤を含む
。増大作用物質／治療用薬剤の例はコラーゲンである。
【００４９】
　（ＬＣＳの適用／送達方法）
　本発明の他の実施形態は、二次汚染の可能性を低下させる、損傷部位又は組織破壊部位
への送達の改良法を提供する。その送達の改良法は、初期パッケージング容器（最終的に
滅菌）による製剤の重力誘導性流動（ｓｔｒｅａｍ又はｆｌｏｗ）を含む。
【００５０】
　本発明の他の実施形態は、二次汚染の可能性を低下させる、損傷部位又は組織破壊部位
への送達の改良法を提供する。その送達の改良法は、プランジャー又はピストン型の系な
どのような機械的加圧による製剤の誘導性加圧噴霧又は流動を含む。
【００５１】
　本発明の他の実施形態は、二次汚染の可能性を低下させる、損傷部位又は組織破壊部位
への送達の改良法を提供する。その送達の改良法は、圧搾容器型の系などのような機械的
加圧による製剤の誘導性加圧噴霧又は流動を含む。
【００５２】
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　本発明の他の実施形態は、二次汚染の可能性を低下させる、損傷部位又は組織破壊部位
への送達の改良法を提供する。その送達の改良法は、エアロゾル型の系などのようなガス
噴射による製剤の誘導性加圧噴霧又は流動を含む。
【００５３】
　（二次的医療用構造物内又はその上のＬＣＳの適用／送達方法）
　本発明の他の実施形態は、損傷部位又は組織破壊部位への送達方法を提供する。その送
達方法は、外科用ガーゼなどの医療用構造物内又はその上での運搬を介する製剤の送達を
含む。
【００５４】
　本発明の他の実施形態は、損傷部位又は組織破壊部位への送達方法を提供する。その送
達方法は、綿スワブ器具などの医療用構造物内又はその上での運搬を介する製剤の送達を
含む。
【００５５】
　本発明の他の実施形態は、損傷部位又は組織破壊部位への送達方法を提供する。その送
達方法は、初期密封型又は非密封型包帯などの医療用構造物内又はその上での運搬を介す
る製剤の送達を含む。
【００５６】
　（ＬＣＳの適用／送達方法－血管閉鎖）
　本発明の他の実施形態は、静脈又は動脈到達部位の周囲にある組織への送達方法を提供
する。その送達方法は、針又は到達用カテーテルを抜いた後の、到達用の管中への直接的
な注射又は点滴注入による製剤の送達を含む。
【００５７】
　本発明の他の実施形態は、静脈又は動脈到達部位の周囲にある組織への送達方法を提供
する。その送達方法は、到達用の管の埋め戻しに使用する複数管バルーンカテーテル系を
介した注射又は点滴注入による製剤の送達を含む。そのカテーテル系は、本発明を置いた
後に抜く。
【００５８】
　本発明の他の実施形態は、静脈又は動脈到達部位の表在組織への送達方法を提供する。
その送達方法は、針又は到達用カテーテルを抜く間又はその直後の、表在する到達用の管
への直接適用による製剤の送達を含む。本発明は、その部位に単独で置いても良く、ある
いは密封型若しくは非密封型被覆材又は圧迫用被覆材と組み合わせて置いても良い。
【００５９】
　（ＬＣＳの適用／送達方法－塞栓治療法）
　本発明の他の実施形態は、塞栓治療法のための循環系への送達方法を提供する。その送
達方法は、ワイヤーガイドカテーテルなどの静脈内又は動脈内到達方法を介した注射によ
る製剤の送達を含む。
【００６０】
　（ＬＣＳの適用／送達方法－婦人衛生）
　本発明の他の実施形態は、女性生殖管への送達方法を提供する。その送達方法は、タン
ポンや女性用ナプキン又はパッドなどの、女性生殖管内又はその上での月経用製品内又は
その上での運搬を介する製剤の送達を含む。
【００６１】
　本発明の他の実施形態は、女性生殖管への送達方法を提供する。その送達方法は、圧注
の形での運搬を介する製剤の送達を含む。
【００６２】
　本発明の他の実施形態は、女性生殖管への送達方法を提供する。その送達方法は、座剤
又は膣座剤の形での運搬を介する製剤の送達を含む。
【００６３】
　（ＬＣＳの適用／送達方法－下部ＧＩ～直腸）
　本発明の他の実施形態は、大腸、直腸及び肛門構造物への送達方法を提供する。その送
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達方法は、浣腸の形での運搬を介する製剤の送達を含む。
【００６４】
　本発明の他の実施形態は、大腸、直腸及び肛門構造物への送達方法を提供する。その送
達方法は、座剤の形での運搬を介する製剤の送達を含む。
【００６５】
　本発明の他の実施形態は、大腸、直腸及び肛門構造物への送達方法を提供する。その送
達方法は、半固体の軟膏剤の形での運搬を介する製剤の送達を含む。
【００６６】
　（潤滑剤）
　本発明の他の実施形態は、体内に器具又は構造物を置き、又は取り外す際の助けとなる
持続性潤滑化の方法を提供する。その方法は、外科用鼻出血ガーゼや鼻用充填材などの器
具又は構造物内又はその上での製剤の適用を含む。液晶製剤は、組織と器具又は構造物と
の間に物理的な不溶性障壁をもたらし、それは、挿入し又は適用部位から取り外すための
表面の向きを変え、及びそれを潤滑化することを容易にする。
【００６７】
　（整容手術）
　本発明の他の実施形態は、組織の直接の整容的増大のための実用的方法を提供する。そ
の方法は、組織の体積を増大させて美的特徴を向上させる身体の組織中への製剤の注射を
含む。
【００６８】
　本発明の他の実施形態は、乳房や臀部のインプラントなどの植え込み可能な整容的増大
器具における実用的方法を提供する。その方法は、所望の脂肪又は筋肉組織の硬度を有す
る製剤の作製、及びその後のポリマー性又はエラストマー性の植え込み用外被中への組み
込みを含む。
【００６９】
　（生体用金属製品）
　本発明の他の実施形態は、細菌のバイオフィルム感染症の形成を減少又は消失させる植
え込み可能な人工装具用金属製品の適用方法を提供する。その方法は、植え込み前又はそ
の時点での噴霧被覆、熱溶解被覆又は浸漬被覆の方法による、金属製器具又は構造物の内
部又はその上での製剤の適用を含む。液晶製剤は、物理的な不溶性障壁をもたらし、それ
は、バイオフィルム感染症を生じさせることができる細菌の接着又は沈着に抵抗する。
【００７０】
　（創傷治癒）
　本発明の他の実施形態は、褥瘡などの軟組織の慢性創傷への適用方法を提供する。その
方法は、清浄又は創面切除後の創床への製剤の適用を含む。液晶製剤は、物理的な不溶性
障壁をもたらし、それは、汚染に抵抗するだけでなく、障壁下の有利な湿度の均衡をも維
持する。
【００７１】
　（癒着）
　本発明の他の実施形態は、外科的癒着の形成を減少又は消失させる方法を提供する。そ
の方法は、外科的操作部位の近傍又はその上で製剤を適用するステップを含む。液晶製剤
は、操作した組織間に物理的な不溶性障壁をもたらし、それは、組織癒着につながる過形
成性瘢痕化の傾向を低下させる。
【００７２】
（実施例１）
　精製水ＵＳＰ　５％
　モノオレイン酸グリセリル　９５％
　精製水ＵＳＰを約４０℃まで加熱した。モノオレイン酸グリセリル（ＧＭＯ）を加熱し
て融解させた。精製水をＧＭＯと混合した。得られた系を十分に混ぜ、そのままの状態で
周囲温度まで戻した。得られた混合物から、粘性約８０～５００センチポアズである濁り
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を帯びた液体製剤が生じた。
【００７３】
　本実施例は、表在又は内部の創傷、及び罹患組織に対する洗浄又は灌注並びに加圧送達
方法による送達用製剤中での止血、流体調節及び／又は創傷治癒作用物質としてそれを実
施可能にする特徴を有する。その製剤はまた、様々な程度の火傷治療用の創傷被覆材物品
で使用して、火傷表面を微生物への曝露から保護しそれにより感染を阻止し、流体（滲出
）を調節し、擦過傷や被覆材の交換時の組織の新たな損傷／喪失から火傷表面を保護する
こともできる。
【００７４】
（実施例２）
　注射用生理食塩水ＵＳＰ　５％
　モノオレイン酸グリセリル　９５％
　注射用生理食塩水ＵＳＰを約４０℃まで加熱した。モノオレイン酸グリセリル（ＧＭＯ
）を加熱して融解させた。生理食塩水をＧＭＯと混合した。得られた系を十分に混ぜ、そ
のままの状態で周囲温度まで戻した。得られた混合物から、粘性約８０～５００センチポ
アズである濁りを帯びた液体製剤が生じた。
【００７５】
　本実施例は、表在又は内部の創傷、及び罹患組織に対する洗浄又は灌注並びに加圧送達
方法による送達用製剤中での止血、流体調節及び／又は創傷治癒作用物質としてそれを実
施可能にする特徴を有する。その製剤はまた、様々な程度の火傷治療用の創傷被覆材物品
で使用して、火傷表面を微生物への曝露から保護しそれにより感染を阻止し、流体（滲出
）を調節し、擦過傷や被覆材の交換時の組織の新たな損傷／喪失から火傷表面を保護する
こともできる。
【００７６】
（実施例３）
　１９０プルーフエタノール　５％
　モノオレイン酸グリセリル　９５％
　閉じた容器中で９５％エタノールを約４０℃まで加熱した。モノオレイン酸グリセリル
（ＧＭＯ）を加熱して融解させた。エタノールをＧＭＯと混合した。得られた系を十分に
混ぜ、そのままの状態で周囲温度まで戻した。得られた混合物から、粘性約８０～５００
センチポアズである濁りを帯びた液体製剤が生じた。
【００７７】
　本実施例は、表在又は内部の創傷、及び罹患組織に対する洗浄又は灌注並びに加圧送達
方法による送達用製剤中での止血、流体調節及び／又は創傷治癒作用物質としてそれを実
施可能にする特徴を有する。その製剤はまた、様々な程度の火傷治療用の創傷被覆材物品
で使用して、火傷表面を微生物への曝露から保護しそれにより感染を阻止し、流体（滲出
）を調節し、擦過傷や被覆材の交換時の組織の新たな損傷／喪失から火傷表面を保護する
こともできる。
【００７８】
（実施例４）
　１９０プルーフエタノール　５％
　注射用生理食塩水ＵＳＰ　５％
　モノオレイン酸グリセリル　９０％
　閉じた容器中でエタノール及び生理食塩水を完全に混ぜ、それを約４０℃まで加熱した
。モノオレイン酸グリセリル（ＧＭＯ）を加熱して融解させた。エタノール／生理食塩水
混合物をＧＭＯと混合した。得られた系を十分に混ぜ、そのままの状態で周囲温度まで戻
した。得られた混合物から、粘性約８０～５００センチポアズである濁りを帯びた液体製
剤が生じた。
【００７９】
　本実施例は、表在又は内部の創傷、及び罹患組織に対する洗浄又は灌注並びに加圧送達
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方法による送達用製剤中での止血、流体調節及び／又は創傷治癒作用物質としてそれを実
施可能にする特徴を有する。その製剤はまた、様々な程度の火傷治療用の創傷被覆材物品
で使用して、火傷表面を微生物への曝露から保護しそれにより感染を阻止し、流体（滲出
）を調節し、擦過傷や被覆材の交換時の組織の新たな損傷／喪失から火傷表面を保護する
こともできる。
【００８０】
（実施例５）
　プロピレングリコールＵＳＰ　５％
　モノオレイン酸グリセリル　９５％
　プロピレングリコールＵＳＰを約４０℃まで加熱した。モノオレイン酸グリセリル（Ｇ
ＭＯ）を加熱して融解させた。プロピレングリコールをＧＭＯと混合した。得られた系を
十分に混ぜ、そのままの状態で周囲温度まで戻した。得られた混合物から、粘性約８０～
２００センチポアズである透明な液体製剤が生じた。
【００８１】
　本実施例は、表在又は内部の創傷、及び罹患組織に対する洗浄又は灌注並びに加圧送達
方法による送達用製剤中での止血、流体調節及び／又は創傷治癒作用物質としてそれを実
施可能にする特徴を有する。その製剤はまた、様々な程度の火傷治療用の創傷被覆材物品
で使用して、火傷表面を微生物への曝露から保護しそれにより感染を阻止し、流体（滲出
）を調節し、擦過傷や被覆材の交換時の組織の新たな損傷／喪失から火傷表面を保護する
こともできる。
【００８２】
（実施例６）
　綿実油ＮＦ　２０％
　モノオレイン酸グリセリル　８０％
　綿実油ＮＦを約４０℃まで加熱した。モノオレイン酸グリセリル（ＧＭＯ）を加熱して
融解させた。綿実油をＧＭＯと混合した。得られた系を十分に混ぜ、そのままの状態で周
囲温度まで戻した。得られた混合物から、粘性約８０～２００センチポアズである透明な
液体製剤が生じた。
【００８３】
　本実施例は、表在又は内部の創傷、及び罹患組織に対する洗浄又は灌注並びに加圧送達
方法による送達用製剤中での止血、流体調節及び／又は創傷治癒作用物質としてそれを実
施可能にする特徴を有する。その製剤はまた、様々な程度の火傷治療用の創傷被覆材物品
で使用して、火傷表面を微生物への曝露から保護しそれにより感染を阻止し、流体（滲出
）を調節し、擦過傷や被覆材の交換時の組織の新たな損傷／喪失から火傷表面を保護する
こともできる。本実施例での無極性溶媒の使用により、その系の特徴だけでなく最終的な
液晶状態への転換の速度をも変化させることができた。この場合、転換の速度は遅くなっ
て終了に２～５分を要する過程となり、最終状態の粘性が低下した。
【００８４】
（実施例７）
　ホスファチジルセリン２０％粉末　１０％
　注射用生理食塩水ＵＳＰ　５％
　モノオレイン酸グリセリル　８５％
　ホスファチジルセリン２０％（ＰＳ）粉末を注射用生理食塩水ＵＳＰ中に分散させ、そ
れで水和させた。モノオレイン酸グリセリル（ＧＭＯ）を加熱して融解させた。ＰＳ混合
物をＧＭＯと混合し、それを十分に混ぜた。得られた混合物から、粘性約８００～２００
０センチポアズである茶色がかった黄色のゲル製剤が生じた。
【００８５】
　本実施例は、適用の正確さ、及びその領域中又は周囲組織へのその系の潜在的な移動度
の低下が所望される場合に、表在又は内部の創傷、及び罹患組織に対する洗浄又は灌注並
びに加圧送達方法による送達用製剤中での止血作用物質としてそれを実施可能にする特徴
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を有する。ホスファチジルセリンの添加は、正常な凝固カスケードにおける潜在的な媒介
物質として補助的な役割を果たす。
【００８６】
（実施例８）
　ホスファチジルセリン２０％粉末　１０％
　注射用生理食塩水ＵＳＰ　５％
　モノオレイン酸グリセリル　８５％
　モノオレイン酸グリセリル（ＧＭＯ）を加熱して融解させた。ホスファチジルセリン２
０％（ＰＳ）粉末を融解ＧＭＯ中に分散させた。次いで注射用生理食塩水ＵＳＰで融解混
合物を混合しながら水和した。ＰＳ混合物をＧＭＯと混合し、それを十分に混ぜた。得ら
れた混合物から、粘性約６０～２００センチポアズである茶色がかった黄色の液体製剤が
生じた。
【００８７】
　本実施例は、表在又は内部の創傷、及び罹患組織に対する洗浄又は灌注並びに加圧送達
方法による送達用製剤中での止血作用物質としてそれを実施可能にする特徴を有する。ホ
スファチジルセリンの添加は、正常な凝固カスケードにおける潜在的な媒介物質として補
助的な役割を果たす。
【００８８】
（実施例９）
　注射用アンピシリン２５０ｍｇ粉末
　モノオレイン酸グリセリル　ｑｓ　１ｍｌ
　モノオレイン酸グリセリル（ＧＭＯ）を加熱して融解させた。再構成用アンピシリン２
５０ｍｇ粉末を融解ＧＭＯ中に分散させた。得られた混合物から、粘性の高い接着性弾性
塊が生じた。
【００８９】
　本実施例により、静脈うっ血及び糖尿病性の足の潰瘍によって生じる創床中に挿入しそ
の上に接着させる治療用被覆系として実施可能な接着性弾性製剤が生じた。その製剤は治
癒を促進し、それを使用してこれらの状態にしばしば伴う二次的な細菌感染を防止し又は
治療することができる。その製剤はまた、様々な程度の火傷治療用の創傷被覆材物品で使
用して、感染を調節し、流体（滲出）を調節し、擦過傷や被覆材の交換時の組織の新たな
損傷／喪失から火傷表面を保護することもできる。
【００９０】
（実施例１０）
　塩化カリウム溶液１ｍｅｑ／ｍＬ　１０％
　モノオレイン酸グリセリル　９０％
　濃縮塩化カリウム（ＫＣｌ）２ｍｅｑ／ｍＬを、注射用水ＵＳＰを使用して濃度１ｍｅ
ｑ／ｍＬに希釈した。この希釈液を約４０℃まで加熱した。モノオレイン酸グリセリル（
ＧＭＯ）を加熱して融解させた。ＫＣｌ溶液をＧＭＯと混合し、それを十分に混ぜた。得
られた混合物から、粘性が約１２０万センチポアズを超える透明な固体製剤が生じた。
【００９１】
（実施例１１）
　塩化カリウム溶液１ｍｅｑ／ｍＬ　５％
　モノオレイン酸グリセリル　９５％
　塩化カリウム（ＫＣｌ）２ｍｅｑ／ｍＬを、注射用水ＵＳＰを使用して濃度１ｍｅｑ／
ｍＬに希釈した。この希釈液を約４０℃まで加熱した。モノオレイン酸グリセリル（ＧＭ
Ｏ）を加熱して融解させた。ＫＣｌ溶液をＧＭＯと混合し、それを十分に混ぜた。得られ
た混合物から、粘性約８０～２００センチポアズである濁りを帯びた液体製剤が生じた。
【００９２】
　本実施例は、表在又は内部の創傷、及び罹患組織に対する洗浄又は灌注並びに加圧送達
方法による送達用製剤中での止血作用物質としてそれを実施可能にする特徴を有する。
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【００９３】
（実施例１２）
　コレステロールＵＳＰ　１０％
　注射用生理食塩水ＵＳＰ　５％
　モノオレイン酸グリセリル　８５％
　モノオレイン酸グリセリル（ＧＭＯ）を加熱して融解させた。コレステロールＵＳＰ粉
末を融解ＧＭＯ中に分散させた。次いで注射用生理食塩水ＵＳＰで融解混合物を混合しな
がら水和した。得られた混合物から、粘性約６０～２００センチポアズである白色の液体
製剤が生じた。
【００９４】
　本実施例は、表在又は内部の創傷、及び罹患組織に対する洗浄又は灌注並びに加圧送達
方法による送達用製剤中での止血作用物質として、又は創傷治癒作用物質としてそれを実
施可能にする特徴を有する。コレステロールの添加は、最終相への転換の速度を遅くする
だけでなく、最終相が硬くなることを遅くするのにも役立つ。
【００９５】
（実施例１３）
　クロスポビドンＮＦ　１０％
　注射用生理食塩水ＵＳＰ　５％
　モノオレイン酸グリセリル　８５％
　モノオレイン酸グリセリル（ＧＭＯ）を加熱して融解させた。クロスポビドンＮＦ粉末
を融解ＧＭＯ中に分散させた。次いで注射用生理食塩水ＵＳＰで融解混合物を混合しなが
ら水和させた。得られた混合物から、粘性約１０，０００～３０，０００センチポアズで
ある堅い白色のゲル製剤が生じた。本実施例は、適用の正確さ、及びその領域中又は周囲
組織へのその系の潜在的な移動度の低下が所望される場合に、表在又は内部の創傷、及び
罹患組織に対する洗浄又は灌注並びに加圧送達方法による送達用製剤中での止血作用物質
としてそれを実施可能にする特徴を有する。クロスポビドンの添加は、血液又は体液を吸
収し、その後調節可能な形で膨張して、治療した領域に二次的な物理的圧力をさらにかけ
ることができる膨張剤として補助的な役割を果たす。
【００９６】
（実施例１４）
　クロスポビドンＮＦ　１０％
　注射用生理食塩水ＵＳＰ　５％
　モノオレイン酸グリセリル　８５％
　モノオレイン酸グリセリル（ＧＭＯ）を加熱して融解させた。ポビドンＫ２９／３２、
ＮＦ粉末を融解ＧＭＯ中に分散させた。次いで注射用生理食塩水ＵＳＰで融解混合物を混
合しながら水和した。得られた混合物から、粘性約２０００～５０００センチポアズであ
る濃い不透明な絹様のゲル製剤が生じた。
【００９７】
　本実施例は、適用の正確さ、及びその領域中又は周囲組織へのその作用物質の潜在的な
移動度の低下が所望される場合に、洗浄又は灌注並びに加圧送達方法による、表在又は内
部の創傷、及び罹患組織に対する送達用製剤中での止血作用物質又は治療用創傷治癒作用
物質としてそれを実施可能にする特徴を有する。その製剤はまた、様々な程度の火傷治療
用の創傷被覆材物品で使用して、火傷表面を微生物への曝露から保護しそれにより感染を
阻止し、流体（滲出）を調節し、擦過傷や被覆材の交換時の組織の新たな損傷／喪失から
火傷表面を保護することもできる。クロスポビドンの添加は、組織接着を増大させる作用
物質として補助的な役割を果たす。
【００９８】
（実施例１５）
　Ｐｅｍｕｌｅｎ（登録商標）ＴＲ２　１％
　注射用生理食塩水ＵＳＰ　５％
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　モノオレイン酸グリセリル　８５％
　モノオレイン酸グリセリル（ＧＭＯ）を加熱して融解させた。Ｐｅｍｕｌｅｎ（登録商
標）ＴＲ２、ＮＦ粉末を融解ＧＭＯ中に分散させた。次いで注射用生理食塩水ＵＳＰで融
解混合物を混合しながら水和させた。得られた混合物から、粘性約１００，０００～３０
０，０００センチポアズである接着性弾性ゲル製剤が生じた。本実施例で、他のメタクリ
ル酸コポリマー及びその誘導体とＰｅｍｕｌｅｎ（登録商標）ＴＲ２を交換できることが
理解される。本実施例は、適用の正確さ、及びその領域中又は周囲組織へのその作用物質
の潜在的な移動度の低下が所望される場合に、洗浄又は灌注並びに加圧送達方法による、
表在又は内部の創傷、及び罹患組織に対する送達用製剤中での止血作用物質又は治療用創
傷治癒作用物質としてそれを実施可能にする特徴を有する。
【００９９】
（実施例１６）
　ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）４００、ＮＦ　１０％
　ポリエチレングリコール（ＰＥＧ２００、ＮＦ　５％
　モノオレイン酸グリセリル　８５％
　ＰＥＧ４００、ＮＦ及びＰＥＧ２００、ＮＦを混ぜ、それを約４０℃まで加熱した。モ
ノオレイン酸グリセリル（ＧＭＯ）を加熱して融解させた。ＰＥＧ混合物をＧＭＯと混合
した。得られた系を十分に混ぜ、そのままの状態で周囲温度まで戻した。得られた混合物
から、粘性約８０～２００センチポアズである透明な液体製剤が生じた。本実施形態では
、他のＭＷのＰＥＧも同様に有用である可能性があり、それを上記に記載のものと交換し
て、そのような製剤を止血作用物質として実施可能にする同様の特性を有する代替の製剤
を作製することができる。
【０１００】
　本実施例は、表在又は内部の創傷、及び罹患組織に対する洗浄又は灌注並びに加圧送達
方法による送達用製剤中での止血、流体調節及び／又は創傷治癒作用物質としてそれを実
施可能にする特徴を有する。その製剤はまた、様々な程度の火傷治療用の創傷被覆材物品
で使用して、火傷表面を微生物への曝露から保護しそれにより感染を阻止し、流体（滲出
）を調節し、擦過傷や被覆材の交換時の組織の新たな損傷／喪失から火傷表面を保護する
こともできる。
【０１０１】
（実施例１７）
　ミリスチン酸イソプロピルＮＦ　５％
　モノオレイン酸グリセリル　９５％
　ミリスチン酸イソプロピルＮＦ（ＩＰＭ）を約４０℃まで加熱した。モノオレイン酸グ
リセリル（ＧＭＯ）を加熱して融解させた。ＩＰＭをＧＭＯと混合した。得られた系を十
分に混ぜ、そのままの状態で周囲温度まで戻した。得られた混合物から、粘性約８００～
３０００センチポアズである濁りを帯びたゲル製剤が生じた。
【０１０２】
　本実施例は、適用の正確さ、及びその領域中又は周囲組織へのその系の潜在的な移動度
の低下が所望される場合に、表在又は内部の創傷、及び罹患組織に対する洗浄又は灌注並
びに加圧送達方法による送達用製剤中での止血作用物質としてそれを実施可能にする特徴
を有する。
【０１０３】
（実施例１８）
　グルコン酸カルシウム１０％溶液　５％
　モノオレイン酸グリセリル　９５％
　グルコン酸カルシウム溶液を約４０℃まで加熱した。モノオレイン酸グリセリル（ＧＭ
Ｏ）を加熱して融解させた。グルコン酸カルシウムをＧＭＯと混合した。得られた系を十
分に混ぜ、そのままの状態で周囲温度まで戻した。得られた混合物から、粘性約８０～２
００センチポアズである濁りを帯びた液体製剤が生じた。
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【０１０４】
　本実施例は、表在又は内部の創傷、及び罹患組織に対する洗浄又は灌注並びに加圧送達
方法による送達用製剤中での止血作用物質としてそれを実施可能にする特徴を有する。カ
ルシウムイオンの添加は、正常な凝固カスケードを補う生理的な媒介物質として補助的な
役割を果たした。
【０１０５】
（実施例１９）
　ヒアルロン酸ナトリウム　２．５％
　注射用生理食塩水ＵＳＰ　５％
　モノオレイン酸グリセリル　９２．５％
　ヒアルロン酸ナトリウムを生理食塩水中に溶解し、それを約３５℃まで加熱した。モノ
オレイン酸グリセリル（ＧＭＯ）を加熱して融解させた。ヒアルロン酸ナトリウム溶液を
ＧＭＯと混合した。得られた系を十分に混ぜ、そのままの状態で周囲温度まで戻した。得
られた混合物から、粘性約１０００～３０００センチポアズである濁りを帯びた液体製剤
が生じた。
【０１０６】
　本実施例は、適用の正確さ、及びその領域中又は周囲組織へのその系の潜在的な移動度
の低下が所望される場合に、表在又は内部の創傷、及び罹患組織に対する洗浄又は灌注並
びに加圧送達方法による送達用製剤中での止血作用物質としてそれを実施可能にする特徴
を有する。その製剤はまた、様々な程度の火傷治療用の創傷被覆材物品で使用して、火傷
表面を微生物への曝露から保護しそれにより感染を阻止し、流体（滲出）を調節し、擦過
傷や被覆材の交換時の組織の新たな損傷／喪失から火傷表面を保護することもできる。ヒ
アルロン酸塩の添加は、治癒の生理的過程で助けとなる補助物質として働く。
【０１０７】
（実施例２０）
　ヒアルロン酸ナトリウム　２．５％
　注射用生理食塩水ＵＳＰ　５％
　モノオレイン酸グリセリル　９２．５％
　モノオレイン酸グリセリル（ＧＭＯ）を加熱して融解させた。ヒアルロン酸ナトリウム
をＧＭＯ中で撹拌しながら分散させた。生理食塩水をＧＭＯ混合物と混合した。得られた
系を十分に混ぜ、そのままの状態で周囲温度まで戻した。得られた混合物から、粘性約１
０００～３０００センチポアズである濁りを帯びた液体製剤が生じた。
【０１０８】
　本実施例は、適用の正確さ、及びその領域中又は周囲組織へのその系の潜在的な移動度
の低下が所望される場合に、表在又は内部の創傷、及び罹患組織に対する洗浄又は灌注並
びに加圧送達方法による送達用製剤中での止血作用物質としてそれを実施可能にする特徴
を有する。その製剤はまた、様々な程度の火傷治療用の創傷被覆材物品で使用して、火傷
表面を微生物への曝露から保護しそれにより感染を阻止し、流体（滲出）を調節し、擦過
傷や被覆材の交換時の組織の新たな損傷／喪失から火傷表面を保護することもできる。ヒ
アルロン酸塩の添加は、治癒の生理的過程で助けとなる補助物質として働く。
【０１０９】
（実施例２１）
　水素化レシチン　５％
　注射用生理食塩水ＵＳＰ　５％
　モノオレイン酸グリセリル　９０％
　水素化レシチンを生理食塩水中に分散させ、それを約４０℃まで加熱した。モノオレイ
ン酸グリセリル（ＧＭＯ）を加熱して融解させた。水素化レシチン溶液をＧＭＯと混合し
た。得られた系を十分に混ぜ、そのままの状態で周囲温度まで戻した。得られた混合物か
ら、粘性約５０，０００～１００，０００センチポアズである濁りを帯びた液体製剤が生
じた。
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【０１１０】
　本実施例は、適用の正確さ、及びその領域中又は周囲組織へのその系の潜在的な移動度
の低下が所望される場合に、表在又は内部の創傷、及び罹患組織に対する洗浄又は灌注並
びに加圧送達方法による送達用製剤中での止血作用物質としてそれを実施可能にする特徴
を有する。レシチンの添加は、宿主の正常な凝固カスケードを強める生理的なリン脂質中
間体の供給源として働く。
【０１１１】
（実施例２２）
　水素化レシチン　５％
　注射用生理食塩水ＵＳＰ　５％
　モノオレイン酸グリセリル　９０％
　モノオレイン酸グリセリル（ＧＭＯ）を加熱して融解させた。水素化レシチンをＧＭＯ
中で撹拌しながら分散させた。生理食塩水をＧＭＯ混合物と混合した。得られた系を十分
に混ぜ、そのままの状態で周囲温度まで戻した。得られた混合物から、粘性約１０００～
３０００センチポアズである濁りを帯びた液体製剤が生じた。
【０１１２】
　本実施例は、適用の正確さ、及びその領域中又は周囲組織へのその系の潜在的な移動度
の低下が所望される場合に、表在又は内部の創傷、及び罹患組織に対する洗浄又は灌注並
びに加圧送達方法による送達用製剤中での止血作用物質としてそれを実施可能にする特徴
を有する。レシチンの添加は、宿主の正常な凝固カスケードを強める生理的なリン脂質中
間体の供給源として働く。
【０１１３】
（実施例２３）
　プロピレングリコールＵＳＰ　５％
　注射用水ＵＳＰ　２．５％
　エタノールＵＳＰ　２．５％
　モノオレイン酸グリセリル　９０％
　モノオレイン酸グリセリル（ＧＭＯ）を加熱して融解させた。プロピレングリコール、
注射用水及びエタノールを混合し、良く混ぜて均質な溶液にした。融解ＧＭＯ及びＰＧ／
水／エタノール溶液を勢い良く混ぜながら混合した。得られた系をそのままの状態で周囲
温度まで戻した。得られた混合物から、粘性約８０～２００センチポアズである透明な～
濁りを帯びた液体製剤が生じた。
【０１１４】
　本製剤は、低圧及び高圧での送達方法による止血での適用に十分適するものである。製
造後、その製剤を圧縮空気エアロゾル系に入れた。その製剤は、細かい霧から勢い良く進
む噴霧にわたる速度で適用することが容易である。この送達方法により、広い表面積にわ
たる都合の良いかつ均一な適用が可能となる。本実施例は、火傷への直接噴霧での適用で
、又は様々な程度の火傷治療用の創傷被覆材物品で使用して、火傷表面を微生物への曝露
から保護しそれにより感染を阻止し、流体（滲出）を調節し、擦過傷や被覆材の交換時の
組織の新たな損傷／喪失から火傷表面を保護する製剤中での流体調節、及び／又は創傷治
癒作用物質としてそれを特に実施可能にする特徴を有する。
【０１１５】
（実施例２４）
　プロピレングリコールＵＳＰ　２．５６％
　注射用水ＵＳＰ　５．１％
　モノオレイン酸グリセリル　９２．３％
　モノオレイン酸グリセリル（ＧＭＯ）を加熱して融解させた。プロピレングリコール及
び注射用水を混合し、良く混ぜて均質な溶液にした。融解ＧＭＯ及びＰＧ／水溶液を勢い
良く混ぜながら混合した。得られた系をそのままの状態で周囲温度まで戻した。得られた
混合物から、粘性約３０００～５０００センチポアズである透明な～濁りを帯びた液体製
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剤が生じた。
【０１１６】
　本製剤は、低圧及び高圧での送達方法による止血での適用に十分適するものである。製
造後、その製剤をポンプ型噴霧用ビンに入れた。その製剤は、弱い流動及び勢い良く進む
噴霧として適用することが容易である。この送達方法により、特定の組織表面領域に対す
る都合の良いかつ誘導性の適用が可能となる。本実施例は、火傷への直接噴霧での適用で
、又は様々な程度の火傷治療用の創傷被覆材物品で使用して、火傷表面を微生物への曝露
から保護しそれにより感染を阻止し、流体（滲出）を調節し、擦過傷や被覆材の交換時の
組織の新たな損傷／喪失から火傷表面を保護する製剤中での流体調節、及び／又は創傷治
癒作用物質としてそれを特に実施可能にする特徴を有する。
【０１１７】
（実施例２５）
　トロンビン　１０００Ｕ／ｇ
　注射用生理食塩水ＵＳＰ　５％
　モノオレイン酸グリセリル　９５％
　注射用生理食塩水ＵＳＰを約４０℃まで加熱した。モノオレイン酸グリセリル（ＧＭＯ
）を加熱して融解させた。生理食塩水をＧＭＯと混合した。得られた系を十分に混ぜ、そ
のままの状態で周囲温度まで戻した。トロンビンを系中で穏やかに混ぜながら分散させた
。得られた混合物から、粘性約８０～５００センチポアズである濁りを帯びた液体製剤が
生じた。
【０１１８】
　本実施例は、表在又は内部の創傷、及び罹患組織に対して、洗浄又は灌注並びに加圧送
達方法によって送達する止血作用物質としてそれを実施可能にする低粘性を有する。トロ
ンビンの添加は、正常な凝固カスケードを補う生理的な媒介物質として補助的な役割を果
たした。
【０１１９】
（実施例２６Ａ）
　血漿、血小板、血小板に富む血漿、又は全血　約１～約４５重量％
　モノオレイン酸グリセリル　約３５～約９９重量％
【０１２０】
（実施例２６Ｂ）
　血漿、血小板、血小板に富む血漿、又は全血　約６重量％
　モノオレイン酸グリセリル　約９４重量％
　治療する患者又は他の許容できる血液供与源に由来する、疾患を有さず薬物を含まない
血小板、血小板に富む血漿、血漿又は全血を約４０℃まで加熱した。モノオレイン酸グリ
セリル（ＧＭＯ）を加熱して融解させた。次いで血小板、血小板に富む血漿、血漿又は全
血をＧＭＯと混合した。得られた系を十分に混ぜ、そのままの状態で周囲温度まで戻した
。得られた混合物から、粘性が比較的低い液体製剤が生じた。
【０１２１】
　本実施例は、表在又は内部の創傷、及び罹患組織に対する洗浄又は灌注並びに加圧送達
方法による送達用製剤中での止血、流体調節及び／又は創傷治癒作用物質としてそれを実
施可能にする特徴を有する。
【０１２２】
　上記の実施例１～２５で明記した他の製剤のほとんどではないとしてもその多くを、記
載された溶媒の代わりに、又はそれに加えて供与者級の血小板、血小板に富む血漿、血漿
又は全血で調合して、様々な止血、流体調節及び／又は創傷治癒の目的に適した製剤を作
製できることが想像される。
【０１２３】
（実施例２７－吸収剤物品）
　一実施形態では、内部表面及び外部表面を有する液体不浸透性及び水蒸気浸透性の外部
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層を含む吸収層が提供され、その内部表面は、吸収層の外部表面と本質的に同一の広がり
を有する。液体浸透性のライナーは、吸収層が液体浸透性のシートと外部層の間に位置す
るように吸収層の内部表面と実質的に同一の広がりを有する表面を有しても良い。さらに
、その物品は、外部層の内部表面と同一の広がりを有する反対側の液体浸透性のライナー
の少なくとも一部の表面上に生体適合性生体分解性の疎水性組成物を有し、その組成物は
、約５０重量％～９９重量％の液晶形成化合物及び約０重量％～５０重量％の溶媒を含む
。吸収用器具を創傷被覆材として使用する場合、それで創傷を覆い、吸収層を創傷に隣接
させることができる。次いで、例えばテープ又は接着性のラップによってその器具を創傷
の周りの皮膚に接着させることができる。
【０１２４】
　他の実施形態では、吸収層及び外部層は実質的に同一の広がりを有さず、他の層が吸収
層の外辺部の少なくとも一部を越えて延長して、上部及び下部表面を有する延長部分を形
成する。延長部分の下部表面は吸収層と隣接し、下部表面の少なくとも一部は、創傷の周
りの皮膚への吸収剤物品の接着に使用することができる接着層を有する。場合によっては
、この実施形態はさらに、外部層と実質的に同一の広がりを有し、接着層により液体浸透
性のライナーと接着する開放用ライナーを含むこともできる。次いで、創傷又は適用部位
への物品の適用前に、吸収剤物品から開放用ライナーを取り外す。
【０１２５】
　液体浸透性の層は、創傷又は治療部位から吸収層中への液体、例えば滲出液の通過を可
能にし、好ましくは、物品の適用部位への吸収層の接着を防止する。水性媒体吸収用器具
はしばしば、実質的に水性媒体不浸透性及び水蒸気浸透性の外部層を含み、その層は、ポ
リエチレン、ポリプロピレンやポリウレタンなどの任意の適切な物質を含んで良く、その
厚さは吸収物質内に流体を保持する助けとなるように約０．０２ｍｍである。外部層はま
た、撥水物質で処理された織物を含んでも良い。外部層はまた、米国特許第４，７２６，
９８９号明細書に記載されているような水蒸気浸透性の接着性被覆フィルムでも良い。
【０１２６】
　液体浸透性の層は、ポリエステル、ポリオレフィン、レーヨンなど、実質的に多孔性で
あり、それを介して水性媒体をその下にある吸収剤中心部へと容易に通過させる任意の物
質を含んで良い。接着層に適した接着剤の例には、ＨＬ－１６８５－ＸやＨＬ－１７１０
－Ｘを含めた熱融解噴霧接着剤などの任意の非細胞傷害性接着剤があり、それらはどちら
も、Ｈ．Ｂ．Ｆｕｌｌｅｒ　Ｃｏ．、ミネソタ州Ｓｔ．Ｐａｕｌから市販されている。熱
融解接着剤は、Ｎｏｒｄｓｏｎ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ、ジョージア州Ｄｕｌｕｔｈか
ら市販されているものなどのらせん型噴霧接着系を使用して適用することができる。その
ような系を使用した典型的な接着適用程度は、約６～１０ｇ／ｍ２である。吸収層はまた
、木材パルプ、セルロース、綿、レーヨン、再生セルロース、細断されたセルローススポ
ンジ及びバインダーや、細断されたケラチンなど、通常使用される物質と混合して吸収性
の織物又はバットを調製する繊維を含んでも良い。通常、吸収層の厚さは約０．５～１０
ｍｍである。開放用ライナーは、開放用ライナーとして有用な、当技術分野で知られてい
る任意のポリマーフィルム、紙又は箔からなるもので良い。有用なライナーの例には、Ｄ
ａｙ　Ｃｅｄｅｘ、仏国から入手可能な坪量５０ｇ／ｍ２のＳＣ５０１ＦＭ４０白色Ｓｏ
ｐａｌ　Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｐａｃｋａｇｉｎｇがある。
【０１２７】
　記載された実施形態は、無菌条件下で調製され、創傷又は他の所望の部位で直接使用す
るための無菌パッケージ中に予め包装されている、接着剤を添加した又は単にその物品単
独の、包帯、ガーゼ被覆材、スポンジ被覆材、又は任意の他の吸着剤物品で良い。
【０１２８】
（実施例２８－止血系としての有用性－ネズミモデルでの肝裂傷）
　動物＃１－成体げっ歯類に麻酔をかけ、次いで尾部を完全に引き裂いて３７℃食塩水中
に激しい動脈出血を生じさせた。遅れる又は中断することなく２分後に、尾部を食塩水か
ら取り出し、製剤＃２を１滴適用した。出血は停止し、その約１分後、遅い滲出が始まっ
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た。この二次的出血は、２回目の適用で完全に停止した。
【０１２９】
　動物＃２－動物＃１と同様に尾部の出血を誘導した。３７℃食塩水に入れて１０秒後、
激しく出血している尾部を食塩水から取り出し、１滴の製剤＃２で被覆した。これにより
、動脈圧からの突破をいくらか伴う出血が非常に遅くなった。２回目及び３回目の滴下で
出血は大部分調節されたが、完全には調節されなかった。側腹切開を行って腹腔を露出し
た。肝を露出する過程で、大血管（特定せず）の意図していない創傷からの出血が起こっ
た。この創傷からの出血は、２滴の製剤＃２で完全に調節された。
【０１３０】
　動物＃３－麻酔状態の段階を確立し、側腹切開を行った後、肝を引き裂き、３０秒間ガ
ーゼ上で自由に出血させ、そのときに裂傷の表面及び周囲の領域を製剤＃２でたっぷりと
満たした。出血は即座に調節された。１分後に過剰な製剤＃２の付いたガーゼを取り除き
、次いで引き裂いた臓器の下に２枚目のガーゼを置いた。最小限の血液が創傷部位から２
枚目のガーゼ上に沈着した。動物＃１と同様に尾部の出血を誘導し、次いで２滴の製剤＃
２でそれは完全に調節された。
【０１３１】
　ｉｎ　ｖｉｖｏ出血実験に関する全体的な結論－製剤＃２の適用により、毛細血管及び
小血管に由来する出血はうまく調節される。大動脈の出血には、機械的な強化のためＧＭ
Ｏを浸透させた基盤が必要である可能性がある。
【０１３２】
（実施例２９－止血系としての有用性－ネズミモデルでの肝裂傷）
　雄Ｓｐｒａｇｕｅ－Ｄａｗｌｅｙラット（４００～４５０ｇ）８匹に、ケタミン９０ｍ
ｇ／ｋｇ及びキシラジン１０ｍｇ／ｋｇを使用してｉ．ｐ．で麻酔をかけた。麻酔状態の
誘導後、側腹切開を行って肝を露出した。初めに中葉の切開を行ってその葉の約２５％の
量を除去し、その後治療し、２回目の損傷は、その葉の約５０％の量を除去する中葉の切
断であった。灌注及び陽圧噴霧技術で行った、実施例２で提供された製剤の適用により、
５～１０分以内にモデル損傷から放血させた対照動物と比較して、すべての動物（ｎ＝８
）における出血を２０秒以内（範囲１０～４５秒）で調節することができた。出血の調節
を３０分間にわたって確認し、その後動物を安楽死させた。
【０１３３】
（実施例３０－止血系としての有用性－ネズミモデルでの伏在静脈切断）
　雄Ｓｐｒａｇｕｅ－Ｄａｗｌｅｙラット（４００～４５０ｇ）８匹に、ケタミン９０ｍ
ｇ／ｋｇ及びキシラジン１０ｍｇ／ｋｇを使用してｉ．ｐ．で麻酔をかけた。麻酔状態の
誘導後、鼠径部を切開して表在する伏在静脈を露出した。単一の垂直の切り込みによりそ
の静脈を切断した。灌注及び陽圧噴霧技術で行った、実施例２で提供された製剤の適用に
より、６～１０分以内にモデル損傷から放血させた対照動物と比較して、すべての動物（
ｎ＝８）における出血を１０～４５秒以内で調節することができた。出血の調節を３０分
間にわたって確認し、その後動物を安楽死させた。
【０１３４】
（実施例３１－止血系としての有用性－ブタモデルでの肝裂傷）
　約３０ｋｇの飼育ブタ１匹に麻酔をかけ、側腹切開を行って肝を露出した。外側の縁か
ら約２．５ｃｍで肝を切断して、治療せず放置した場合約１０分以内に放血する損傷とな
る広汎な毛細血管床の損傷を生じさせた。その損傷を、Ｒｙｌｏ　ＭＧ１９（Ｄａｎｉｓ
ｃｏ　Ｃｏｒｐ．）９４．５％、ドデカン５％及びエピネフリン０．５％からなる灌注で
治療した。約１０ｍｌを１回適用した後、出血は十分に調節され、損傷した床中に滲出が
少量認められた。外縁から約５ｃｍで肝の葉の一部を除去することにより、続いての損傷
を加えた。この損傷は、支持的治療及び調節を行わないと５分以内に死亡する複数の小動
脈の切断を伴う広範囲の毛細血管床の損傷となった。Ｒｙｌｏ／ドデカン／エピネフリン
製剤の再度の灌注により、毛細血管の出血の十分な調節が維持された。それは、動脈の損
傷には十分でなかった。しかし、Ｒｙｌｏ／ドデカン／エピネフリンを浸透させたガーゼ
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を損傷に適用した。その適用により、置いている間の毛細血管及び動脈の出血の十分な調
節が維持された。ガーゼを取り除いた後、毛細血管床内で止血は維持されたが、動脈の損
傷は十分に調節されなかった。
【０１３５】
（実施例３２－止血系としての有用性－外傷性頬部裂傷）
　４歳白人女性被験者が遊び場での落下に伴って右下の小臼歯の隣接部に外傷性裂傷を起
こした。約５分間圧力をかけ冷湿布をあてた試みの後、その裂傷から多量に出血した。実
施例＃２で開示された製剤約１ｍｌをその損傷に適用した。３０秒以内に止血が確立され
、その後の治療をさらには必要としなかった。
【０１３６】
　２歳白人女性被験者が他の小児との不注意による衝突に伴って下切歯の隣接部に外傷性
裂傷を起こした。約３～５分間圧力をかけ冷湿布をあてた試みの後、その裂傷から多量に
出血した。実施例＃２で開示された製剤約１ｍｌをその損傷に適用した。３０秒以内に止
血が確立され、その後の治療をさらには必要としなかった。
【０１３７】
（実施例３３－止血系としての有用性－イヌのかみつき）
　３８歳白人男性が、左親指の末節骨の前方に爪床まで伸びている長さ約１．５ｃｍの単
一の刺創及び裂傷を起こし、それは直接圧力をかけたにも関わらず自由に出血した。その
後、実施例＃２で開示された製剤約０．５ｍｌをその損傷に適用した。その最初の適用に
より刺創部位上にゲルが形成されたが、出血は完全には調節されなかった。その後、予め
形成したゲルを刺創部位内に向けて圧力をかけながら適用した。２回目の適用により、３
０～４５秒以内に止血が確立され、損傷後２～４日間にわたって創傷の滲出は少量しか伴
わなかった。
【０１３８】
（実施例３４－止血系としての有用性－鼻出血治療）
　過去に病歴のない３７歳白人男性が急性の突発性鼻出血を起こした。従来の治療を行い
、圧力をかけても、５～１０分後に利点を示さなかった。綿スワブを使用して、実施例＃
５で開示された製剤約０．２５ｍｌの適用を行った。適用後、鼻孔を約１０秒間つまんで
鼻腔中に物質を分散させた。単回の適用後、さらなる出血を伴わずに即座に止血が実現さ
れた。
【０１３９】
（実施例３５－治療的／保護的創傷治癒系としての有用性－イヌの足蹠潰瘍化）
　過去に糖尿病及び発作性疾患の病歴を有する９歳のＹｏｒｋｓｈｉｒｅ　Ｔｅｒｒｉｅ
ｒが、４肢すべてに広範な足蹠潰瘍化を起こし、それによって歩行が次第に困難になった
。その動物の左前肢及び右後肢の足蹠創傷は１日おきに実施例＃２及び２６Ｂでそれぞれ
開示された製剤で清浄及び被覆を行い、右前肢及び左後肢の足蹠は単に清浄及び被覆を行
い治療はしなかった。３０日間にわたって、治療した足蹠の潰瘍化は、改善されたとして
もわずかしか改善しなかった、治療しなかった足蹠より著しく急速に改善し治癒した。治
療した足蹠は、３０日の期間内に潰瘍化の消散を示した。さらに、治療しなかった潰瘍の
一方は３０日の期間が終了する前に感染を起こした。他方の治療しなかった潰瘍は、３０
日の期間後の週中に感染を起こした。治療したどちらの潰瘍も感染の徴候を示さずに治癒
した。
【０１４０】
（実施例３６－保護的創傷治癒系としての有用性－連鎖球菌性咽頭炎）
　３６歳白人男性に、急性扁桃炎及びＡ型連鎖球菌感染に伴う口咽頭領域中に深在性の疼
痛が起こった。綿スワブを使用して、ＧＭＯ８５％及びＰＥＧ４００、１０％及びＰＥＧ
２００、５％からなる製剤を適用した。その系は炎症領域上に保護的ゲル被覆を形成し、
約４時間の疼痛の緩和及び液体の消費を可能にした。
　記載された本発明の実施形態は単に例示的であるものとし、多数の変更形態及び改変形
態が当業者には明らかとなるであろう。特定の成分について異なる銘柄品を使用すること
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ができ、類似した物理化学的特性を有する他の化合物を記載のものと交換して、所望の止
血、創傷治癒、流体吸収、抗菌及び／又は疼痛緩和の特徴を有する代替の製剤を得ること
ができる。そのような変更形態及び改変形態はすべて、添付した特許請求の範囲で定義さ
れる本発明の範囲内にあるものとする。
【０１４１】
（実施例３７－治療的／保護的創傷治癒系としての有用性－火傷）
　第２度及び第３度の火傷に苦しむ患者を、実施例２７に記載されたように吸収剤物品で
治療し、創傷被覆材物品、特に実施例１～６、９、１１、１６、１９、２０、２３及び２
４に記載された創傷治癒、流体吸収用製剤を注入し又はそれで被覆したその物品の表面を
、清浄後に火傷領域に適用する。記載された製剤を含む滅菌吸収剤物品での火傷表面の清
浄及び被覆を１日おきに、毎日、又は必要に応じてより頻繁に行う。対照として、同程度
の火傷領域を、他の従来の創傷被覆材物品及び火傷治療用製剤で同時に、対照領域と本明
細書に記載された製剤で治療する火傷領域のどちらについても同一な火傷領域の清浄及び
被覆の手順で治療する。本明細書で開示された製剤を注入し又はそれで被覆した吸収剤物
品で治療した火傷領域は、従来の創傷被覆材物品及び火傷治療用製剤で治療した領域より
著しく速い速度で改善し治癒する。さらに、上記に記載された製剤が創傷被覆材物品の材
料中又は表面上に存在する、本明細書で開示された吸収剤物品及び創傷被覆材物品を使用
するとき、被覆材交換時の組織の剥離が著しく少なく、速い治癒が認められ、滲出及び感
染症が少ない。
【０１４２】
　あるいは、火傷領域は、実施例１～６、９、１１、１９、２０、２３又は２４の製剤で
、火傷領域上に製剤を直接噴霧し、被覆し、それに浸し、又はその他の形で適用すること
によって治療し、本明細書で開示された製剤の適用後に従来のガーゼや他の包帯などの創
傷被覆材料を適用することもできる。
【０１４３】
（実施例３８－保護的創傷治癒系としての有用性－開放性潰瘍）
　褥瘡、剥離性火傷、腐食性火傷や、開放性滲出性潰瘍を生じさせる類似の創傷などの開
放性潰瘍に苦しむ患者を、実施例２７に記載されたように吸収剤物品で治療し、創傷被覆
材物品、上記の実施例に記載された創傷治癒、流体吸収用製剤を注入し又はそれで被覆し
たその物品の表面を、清浄後に開放性潰瘍領域に適用する。記載された製剤を含む滅菌吸
収剤物品での潰瘍表面の清浄及び被覆を１日おきに、毎日、又は必要に応じてより頻繁に
行う。対照として、同程度の火傷領域を、他の従来の創傷被覆材物品及び開放性潰瘍治療
用製剤で同時に、対照領域と本明細書に記載された製剤で治療する火傷領域のどちらにつ
いても同一な潰瘍領域の清浄及び被覆の手順で治療する。本明細書で開示された製剤を注
入し又はそれで被覆した吸収剤物品で治療した開放性潰瘍領域は、従来の創傷被覆材物品
及び開放性潰瘍治療用製剤で治療した領域より著しく速い速度で改善し治癒する。さらに
、上記に記載された製剤が創傷被覆材物品の材料中又は表面上に存在する、本明細書で開
示された吸収剤物品及び創傷被覆材物品を使用するとき、被覆材交換後の組織の剥離が著
しく少なく、速い治癒が認められ、滲出及び感染症が少ない。
【０１４４】
　あるいは、開放性潰瘍領域は、上記に記載された実施例の製剤で、開放性潰瘍領域上に
製剤を噴霧し、被覆し、それに浸し、又はその他の形で直接適用することによって治療す
ることもでき、本明細書で開示された製剤の適用後に従来のガーゼや他の包帯などの創傷
被覆材料を適用する。
【０１４５】
　記載された本発明の実施形態は単に例示的であるものとし、多数の変更形態及び改変形
態が当業者には明らかとなるであろう。特定の成分について異なる銘柄品を使用すること
ができ、類似した物理化学的特性を有する他の化合物を記載のものと交換して、所望の止
血、創傷治癒、流体吸収、抗菌及び／又は疼痛緩和の特徴を有する代替の製剤を得ること
ができる。そのような変更形態及び改変形態はすべて、添付した特許請求の範囲で定義さ
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れる本発明の範囲内にあるものとする。
【図面の簡単な説明】
【０１４６】
【図１】図１Ａは左から右の順に、それぞれ液体、より粘性のある液体又は堅い半固体で
ある、本発明による止血用組成物の３種の物理的状態を示す写真である。
【図２】図２Ａ、２Ｂ及び２Ｃは左から右の順に、それぞれ噴霧することができる低粘性
の液体、シリンジから押し出すことができる粘性のゲル、又は堅い半固体である本発明に
よる止血用組成物を表す一連の写真である。
【図３Ａ】図３Ａ及び３Ｂはラット尾部切断部位に適用される従来技術の止血剤（Ａ）及
び出血の調節の失敗（Ｂ）を示す図である。
【図３Ｂ】図３Ａ及び３Ｂはラット尾部切断部位に適用される従来技術の止血剤（Ａ）及
び出血の調節の失敗（Ｂ）を示す図である。
【図４Ａ】図４Ａ及び４Ｂはラット尾部切断部位に適用すると、灌注直後の止血（Ａ）及
び出血の全体的調節（Ｂ）が生じる、本発明による止血剤を示す図である。
【図４Ｂ】図４Ａ及び４Ｂはラット尾部切断部位に適用すると、灌注直後の止血（Ａ）及
び出血の全体的調節（Ｂ）が生じる、本発明による止血剤を示す図である。
【図５Ａ】図５Ａ及び５Ｂはラット伏在静脈裂傷への本発明による止血剤の適用（Ａ）、
その後の灌注後止血及び出血の調節（Ｂ）を示す図である。
【図５Ｂ】図５Ａ及び５Ｂはラット伏在静脈裂傷への本発明による止血剤の適用（Ａ）、
その後の灌注後止血及び出血の調節（Ｂ）を示す図である。
【図６Ａ】図６Ａ及び６Ｂはブタ肝の葉に対する（ラット肝葉の５０％及び２５％の切除
での）放血性損傷の数秒後の、本発明による止血剤のパルス圧力流動による適用（Ａ）、
その後の灌注直後止血及び出血の全体的調節（Ｂ）を示す図である。
【図６Ｂ】図６Ａ及び６Ｂはブタ肝の葉に対する（ラット肝葉の５０％及び２５％の切除
での）放血性損傷の数秒後の、本発明による止血剤のパルス圧力流動による適用（Ａ）、
その後の灌注直後止血及び出血の全体的調節（Ｂ）を示す図である。
【図７Ａ】図７Ａ及び７Ｂはブタ肝に対する１０分で放血する損傷（２ｃｍの切り込み）
の数秒後の、本発明による止血剤の最適でない注ぐ技術を使用した適用（Ａ）、不適切な
技術の適用にも関わらず生じた、その後の灌注直後止血及び出血の調節（Ｂ）を示す図で
ある。
【図７Ｂ】図７Ａ及び７Ｂはブタ肝に対する１０分で放血する損傷（２ｃｍの切り込み）
の数秒後の、本発明による止血剤の最適でない注ぐ技術を使用した適用（Ａ）、不適切な
技術の適用にも関わらず生じた、その後の灌注直後止血及び出血の調節（Ｂ）を示す図で
ある。
【図８】図８Ａ及び８Ｂはブタ肝の葉に対する放血性損傷の数秒後の、本発明による止血
剤の最適でない注ぐ技術を使用した適用（Ｂ）と比較した、ブタ肝の葉に対する放血性損
傷の数秒後の、本発明による止血剤のパルス圧力流動による適用（Ａ）を示す図である。
【図９Ａ】図９Ａ及び９Ｂはブタ肝葉に対する５分で放血する損傷（３ｃｍの切り込み）
での、本発明による止血剤のパルス陽圧流動技術を使用した適用（Ａ）、その後の灌注後
止血、本発明による止血製剤で処理したガーゼを使用した出血の調節、及び出血のきれい
な即時調節（Ｂ）を示す図である。
【図９Ｂ】図９Ａ及び９Ｂはブタ肝葉に対する５分で放血する損傷（３ｃｍの切り込み）
での、本発明による止血剤のパルス陽圧流動技術を使用した適用（Ａ）、その後の灌注後
止血、本発明による止血製剤で処理したガーゼを使用した出血の調節、及び出血のきれい
な即時調節（Ｂ）を示す図である。
【図１０Ａ】図１０ＡからＥは、ヒト親指でのイヌのかみつきに適用した、本発明による
止血剤の適用（Ａ）、その後の灌注後止血及び出血の調節（Ｂ）、１２時間後の止血の継
続（Ｃ）、並びに損傷部位の組織の外観が損なわれた状態及び瘢痕化が最小限であること
（Ｄ及びＥ）を示す図である。
【図１０Ｂ】図１０ＡからＥは、ヒト親指でのイヌのかみつきに適用した、本発明による
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止血剤の適用（Ａ）、その後の灌注後止血及び出血の調節（Ｂ）、１２時間後の止血の継
続（Ｃ）、並びに損傷部位の組織の外観が損なわれた状態及び瘢痕化が最小限であること
（Ｄ及びＥ）を示す図である。
【図１０Ｃ】図１０ＡからＥは、ヒト親指でのイヌのかみつきに適用した、本発明による
止血剤の適用（Ａ）、その後の灌注後止血及び出血の調節（Ｂ）、１２時間後の止血の継
続（Ｃ）、並びに損傷部位の組織の外観が損なわれた状態及び瘢痕化が最小限であること
（Ｄ及びＥ）を示す図である。
【図１０Ｄ】図１０ＡからＥは、ヒト親指でのイヌのかみつきに適用した、本発明による
止血剤の適用（Ａ）、その後の灌注後止血及び出血の調節（Ｂ）、１２時間後の止血の継
続（Ｃ）、並びに損傷部位の組織の外観が損なわれた状態及び瘢痕化が最小限であること
（Ｄ及びＥ）を示す図である。
【図１０Ｅ】図１０ＡからＥは、ヒト親指でのイヌのかみつきに適用した、本発明による
止血剤の適用（Ａ）、その後の灌注後止血及び出血の調節（Ｂ）、１２時間後の止血の継
続（Ｃ）、並びに損傷部位の組織の外観が損なわれた状態及び瘢痕化が最小限であること
（Ｄ及びＥ）を示す図である。
【図１１】図１１ＡからＤは、対象中の出血部位に本発明による止血剤を適用してから２
秒後（Ａ）、１分後（Ｂ）、５分後（Ｃ）及び１０分後（Ｄ）の走査型電子顕微鏡（ＳＥ
Ｍ）の画像である。（Ａ）で認められるように、血小板が２秒で無作為にでなくその部位
で並び、多数の血小板が１分の間にその部位に集まり（Ｂ）、第３の証拠である凝固／治
癒が５分後に明らかとなり（Ｃ）、凝固／治癒の継続が適用の１０分後に明らかとなる（
Ｄ）。
【図１２Ａ】図１２Ａ及び１２Ｂは、立方的液晶相中にモノオレイン酸グリセリル及び全
血を含む、本発明による止血製剤を示す図であり、ゆがんだ全赤血球が液晶ＧＭＯ製剤に
結合して認められ、２０秒での活性化した血小板及びフィブリンの薄い網目（Ａ）も、製
剤と結合した活性化血小板の拡大写真（Ｂ）も認められる。
【図１２Ｂ】図１２Ａ及び１２Ｂは、立方的液晶相中にモノオレイン酸グリセリル及び全
血を含む、本発明による止血製剤を示す図であり、ゆがんだ全赤血球が液晶ＧＭＯ製剤に
結合して認められ、２０秒での活性化した血小板及びフィブリンの薄い網目（Ａ）も、製
剤と結合した活性化血小板の拡大写真（Ｂ）も認められる。
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【図８】 【図９Ａ】

【図９Ｂ】 【図１０Ａ】
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【図１０Ｄ】 【図１０Ｅ】
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【手続補正書】
【提出日】平成19年8月16日(2007.8.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　陽圧での適用に適合し、対象中の所望の部位で体液を調節するのに有効な治療用製剤で
あって、約２５重量％～約９９重量％の液晶形成化合物；及び０重量％～約７５重量％の
溶媒、脂肪酸又はそれらの組合せの群から選択される増大作用物質又は治療用作用物質を
含み、対象中の所望の部位で体液を有効に調節する治療用製剤。
【請求項２】
　対象の所望の部位に配置する感染抵抗性器具であって、約２５重量％～約９９重量％の
液晶形成化合物；及び０重量％～約７５重量％の溶媒、脂肪酸又はそれらの組合せの群か
ら選択される増大作用物質又は治療用作用物質を含む抗感染性製剤を用いて設計され、前
記抗感染性製剤が、器具上又は隣接する組織中での病原体の増殖の形成を阻害することに
より、感染抵抗性が付与される感染抵抗性器具。
【請求項３】
　急性又は慢性の創傷の治療に有効である、請求項２に記載の感染抵抗性器具。
【請求項４】
　出血を調節するのに有効であり対象中の所望の部位で止血をもたらす請求項１に記載の
製剤であって、組織上又は組織内における陽圧での適用に適合し、止血を実施し、約１５
分以内に所望の部位で局所効果を誘導することによって出血を調節する製剤。
【請求項５】
　前記液晶形成化合物が、脂肪酸、脂肪酸モノエステル、脂肪酸ジエステル、脂肪酸トリ
エステル、又はそれらの組合せのいずれかでよく、少なくとも１つの不飽和炭素－炭素結
合をさらに含む、請求項４に記載の製剤。
【請求項６】
　前記液晶形成作用物質が、グリセリルのモノエステル、ジエステル、トリエステル、又
はそれらの組合せである、請求項５に記載の製剤。
【請求項７】
　前記液晶形成作用物質がモノオレイン酸グリセリルである、請求項６に記載の製剤。
【請求項８】
　対象中の所望の部位で出血を調節するのに有効な止血用製剤であって、組成物が約２５
重量％～約９９重量％の液晶形成化合物であるモノオレイン酸グリセリル；及び０重量％
～約７５重量％の溶媒、脂肪酸又はそれらの組合せの群から選択される増大作用物質又は
治療用作用物質を含み、組織上又は組織内における陽圧での適用に適合し、止血を実施し
、約１５分以内に所望の部位で局所効果を誘導することによって出血を調節する止血用製
剤。
【請求項９】
　約２５重量％～９９重量％のモノオレイン酸グリセリル、モノエルカ酸グリセリル又は
それらの組合せ、及び約０重量％～約７５重量％の溶媒、脂肪酸又はそれらの組合せの群
から選択される増大作用物質又は治療用作用物質からなるトロンビン阻害製剤であって、
対象中の所望の部位への陽圧での適用に適合するトロンビン阻害製剤。
【請求項１０】
　神経保護剤である、請求項９に記載のトロンビン阻害製剤。
【請求項１１】
　吸収性の医療用又は衛生用物品又は器具であって、物品又は器具の少なくとも一部分内
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又は一部分上に存在する請求項１、８又は９のいずれか一項に記載の製剤を有する物品又
は器具。
【請求項１２】
　対象中の所望の部位において軟組織を模倣するのに有効な整容的製剤であって、約２５
重量％～９９重量％の液晶形成化合物；約１％～約７５重量％の溶媒；及び必要に応じて
、軟組織を模倣するのに有効な粘性及び質感をもたらす他の化合物を含む整容的製剤。
【請求項１３】
　対象中の所望の部位で体液を有効に調節する方法であって、所望の部位で体液を調節す
るのに有効なしばらくの間、請求項１、８又は９のいずれか一項に記載の有効量の治療用
製剤を所望の部位に陽圧によって投与するステップを含む方法。
【請求項１４】
　体液を有効に調節することが、所望の部位での止血を促進するステップをさらに含む、
請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　体液を有効に調節することが、所望の部位での凝固を促進するステップをさらに含む、
請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　体液を有効に調節することが、所望の部位での局所効果を誘導することにより治癒を促
進するステップをさらに含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１７】
　局所効果が、所望の部位での湿度を維持するステップをさらに含む、請求項１６に記載
の方法。
【請求項１８】
　体液を有効に調節することが、組織充填剤として製剤を供給し、所望の部位での又は所
望の部位の近傍での滞留時間を延長させた結果、製剤が身体からの排除に抵抗するステッ
プをさらに含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１９】
　体液を有効に調節することが、所望の部位での保護シーラントを形成した結果、体液の
流動及び交換が調節され、所望の部位での保護障壁の形成により組織の密封が促進される
ステップをさらに含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項２０】
　体液を有効に調節することが、外科的癒着の形成を遅延させた結果、外科的介入の部位
又は外科的介入の部位に隣接して生じる可能性がある手術後の所望されない瘢痕組織の形
成が阻害されるステップをさらに含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項２１】
　対象中の部位で失血を調節する方法であって、対象中の失血部位に請求項９に記載のト
ロンビン阻害製剤を投与するステップを含み、製剤が血液凝固を促進することによって部
位で失血が調節される方法。
【請求項２２】
　製剤を投与する方法であって、対象中の静脈又は動脈組織の血管到達部位に請求項１、
８又は９のいずれか一項に記載の製剤を直接投与するステップを含む方法。
【請求項２３】
　対象中の所望の組織部位に製剤を投与する方法であって、所望の組織部位に請求項１、
８又は９のいずれか一項に記載の有効量の製剤を直接投与して組織密封を実施するステッ
プを含み、組織が、上皮、結合、骨格、腺、筋肉及び神経組織からなる群から選択される
方法。
【請求項２４】
　所望の部位が神経組織であることにより、神経の体液の流動が調節されて麻痺の進行が
阻害される、請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
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　所望の部位が骨組織であり、製剤を投与して骨を密封することによって体液の喪失を阻
害し開口部に保護障壁をもたらす、請求項２３に記載の方法。
【請求項２６】
　治療的塞栓を誘導する方法であって、請求項１、８又は９のいずれか一項に記載の製剤
を投与するステップを含み、対象の循環系内に直接注射することにより製剤を投与するこ
とによって塞栓治療法のための手段をもたらすステップをさらに含む方法。
【請求項２７】
　対象中の所望の部位において軟部体組織を有効に模倣する方法であって、請求項１２に
記載の有効量の製剤を所望の部位の内部に投与して軟組織を模倣するステップを含む方法
。
【請求項２８】
　製剤が、整容的及び／又は再建的インプラント器具用の充填媒体としての使用に適合す
る、請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　対象の所望の部位に配置する器具における感染抵抗性を付与する方法であって、約２５
重量％～約９９重量％の液晶形成化合物；及び０重量％～約７５重量％の溶媒、脂肪酸又
はそれらの組合せの群から選択される増大作用物質又は治療用作用物質を含む抗感染性製
剤を用いて器具を設計するステップを含み、前記抗感染性製剤が、器具上又は隣接する組
織中での病原体の増殖の形成を阻害することにより、感染抵抗性が付与される方法。
【請求項３０】
　急性又は慢性の創傷の治療に有効である、請求項２９に記載の感染抵抗性器具。
【請求項３１】
　対象中の部位で治療滞留時間を延長する方法であって、請求項１、８又は９のいずれか
一項に記載の製剤を投与するステップを含み、製剤が、粘性のある液晶状態を形成するこ
とにより滞留時間の延長及び所望の部位からの排除の減少をもたらすことによって、より
流動性のある状態が所望の部位から除去される傾向を低下させる方法。
【請求項３２】
　対象中の部位に治療的分解産物を送達する方法であって、請求項１、８又は９のいずれ
か一項に記載の製剤を投与するステップを含み、液晶製剤が液晶形成化合物の分解産物の
徐放性送達系として機能し、前記分解産物が抗感染効果をもたらす方法。
【請求項３３】
　対象中の部位で組織の空隙を充填する方法であって、請求項１、８又は９のいずれか一
項に記載の製剤を投与するステップを含み、製剤が、外傷、疾患又は外科的処置により生
じるような組織の空隙の充填剤として有効である方法。
【請求項３４】
　完全な被覆剤であり、あるいは適用直前に製剤を組織に適用して、体組織と医療用物品
又は器具の癒着を阻害することによって適用又は取り外しによる外傷を減少させる、請求
項１、８又は９のいずれか一項に記載の製剤。
【請求項３５】
　擦過傷、火傷、裂傷、穿刺傷、切傷、外科的創傷、潰瘍化、脚の潰瘍、褥瘡、真菌性潰
瘍、糖尿病性潰瘍、足の潰瘍、仙骨潰瘍、無痛潰瘍又はそれらの組合せを含めた急性又は
慢性の創傷の治療薬として働く、請求項１、８又は９のいずれか一項に記載の製剤。
【請求項３６】
　直接的な又は間接的な灌注、連続的噴霧、断続的噴霧、連続的流動、断続的流動、洗浄
、圧注、浣腸、植え込み、注射、沈着、手動での投与又は医療用物品を用いた組み込みに
よって投与される、請求項１、８又は９のいずれか一項に記載の製剤。
【請求項３７】
　創傷被覆材、医療用スポンジ、止血用物品、鼻洞用物品、包帯、創傷充填材、内部血管
閉鎖充填材、外部血管閉鎖被覆材、膨張性吸収剤物品、線維性創傷充填材物品、植え込み
可能な医療用物品、又は婦人衛生用製品のいずれかである、請求項２又は１１のいずれか
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一項に記載の医療用物品又は器具。
【請求項３８】
　液体、ゲル、又は半固体である、請求項１、８又は９のいずれか一項に記載の製剤。
【請求項３９】
　生体適合性及び／又は生体分解性である、請求項１、８又は９のいずれか一項に記載の
製剤。
【請求項４０】
　液晶形成化合物が、脂肪酸、脂肪酸エステル、糖脂質、リン脂質、ポリエチレンオキシ
ド、ポリエステル、ポリエチレングリコール、又はそれらの組合せの群から選択される、
請求項１又は９のいずれか一項に記載の製剤。
【請求項４１】
　脂肪酸エステルが、モノアラキドン酸グリセリル、モノリノール酸グリセリル、モノリ
ノレン酸グリセリル、モノパルミトオレイン酸グリセリル、モノオレイン酸グリセリル、
グリセリルモノコラゲネート（ｇｌｙｃｅｒｙｌ　ｍｏｎｏｃｏｌｌａｇｅｎａｔｅ）、
モノエルカ酸グリセリル、モノリノール酸グリセリル、モノリノレン酸グリセリル、モノ
ペンタデカン酸グリセリル、モノポリアクリル酸グリセリル、モノ牛脂脂肪酸グリセリル
、モノアラキドン酸イソプロピル、モノリノール酸イソプロピル、モノリノレン酸イソプ
ロピル、モノパルミトオレイン酸イソプロピル、モノオレイン酸イソプロピル；モノアラ
キドン酸メチル、モノリノール酸メチル、モノリノレン酸メチル、モノパルミトオレイン
酸メチル、モノオレイン酸メチル、モノアラキドン酸プロピレングリシル、モノリノール
酸プロピレングリシル、モノリノレン酸プロピレングリシル、モノパルミトオレイン酸プ
ロピレングリシル、モノオレイン酸プロピレングリシル、又はそれらの組合せの群から選
択される、請求項１又は９のいずれか一項に記載の製剤。
【請求項４２】
　溶媒が、水、体液を含めた任意の水性液体、種々のアルカノール、ポリエチレングリコ
ール、プロピレングリコール、ポリプロピレングリコール、グリコール、グリセリン、等
張水溶液、生理的緩衝系又はそれらの組合せの群から選択される極性溶媒である、請求項
１、８又は９のいずれか一項に記載の製剤。
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