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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　炭水化物層とタンパク質層とを含む複合積層材料であって、炭水化物対タンパク質の重
量比が、1:1.5から1:2.5の範囲内にあり、炭水化物層における炭水化物がキトサンであり
、かつタンパク質層におけるタンパク質が絹フィブロインであり、かつ炭水化物層がフィ
ルムである、前記複合積層材料。
【請求項２】
　炭水化物対タンパク質の重量比が1:2である、請求項1記載の複合積層材料。
【請求項３】
　前記炭水化物がキトサンであり、かつ前記タンパク質が絹フィブロインを含み、かつキ
トサン対絹フィブロインの重量比が1:1.5～1:2の範囲内にある、請求項1記載の複合積層
材料。
【請求項４】
　前記炭水化物層が、予め規定されたマイクロトポグラフィーを有する少なくとも1つの
表面を含み、かつ前記タンパク質が該表面に適用されている、請求項1～3のいずれか一項
記載の複合積層材料。
【請求項５】
　前記予め規定されたマイクロトポグラフィーが、前記炭水化物層に成形されている、請
求項4記載の複合積層材料。
【請求項６】
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　前記タンパク質層が、予め規定されたマイクロトポグラフィーを有する少なくとも1つ
の表面を含む、請求項1～5のいずれか一項記載の複合積層材料。
【請求項７】
　前記予め規定されたマイクロトポグラフィーが、前記タンパク質層に成形されている、
請求項6記載の複合積層材料。
【請求項８】
　第2の炭水化物層をさらに含む、請求項1～7のいずれか一項記載の複合積層材料。
【請求項９】
　前記第2の炭水化物層がキチンベースの基材である、請求項8記載の複合積層材料。
【請求項１０】
　カーボンファイバー、カーボンナノチューブ、ガラスファイバー、低分子、ポリマー、
タンパク質、ペプチド、ペプチド模倣体、核酸、有機化合物、無機化合物、結晶性化合物
、生物学的化合物、生物活性化合物、生物活性を有する化合物、および生物学的、薬学的
または治療的な作用物質、ならびにそれらの任意の組み合わせからなる群より選択される
分子を、炭水化物層またはタンパク質層の少なくとも一方の層中に含む、請求項1～9のい
ずれか一項記載の複合積層材料。
【請求項１１】
　前記分子が前記炭水化物層中に存在する、請求項10記載の複合積層材料。
【請求項１２】
　前記分子が、前記炭水化物層に共有結合により連結されている、請求項11記載の複合積
層材料。
【請求項１３】
　前記分子が前記タンパク質層中に存在する、請求項10記載の複合積層材料。
【請求項１４】
　前記分子が、前記タンパク質層に共有結合により連結されている、請求項13記載の複合
積層材料。
【請求項１５】
　前記結晶性化合物が炭酸カルシウムである、請求項10～14のいずれか一項記載の複合積
層材料。
【請求項１６】
　前記複合材料の少なくとも一部に対する撥水性コーティングをさらに含む、請求項1～1
5のいずれか一項記載の複合積層材料。
【請求項１７】
　パリレンで構成される、請求項16記載の複合積層材料。
【請求項１８】
　水性環境に曝露された場合に、前記複合材料の一部に対する撥水性コーティングの位置
に応じて変化する機械的特性を示す、請求項16～17のいずれか一項記載の複合積層材料。
【請求項１９】
　複合積層材料を形成する方法であって、
　炭水化物層を供給する工程であって、該炭水化物層における炭水化物がキトサンである
、工程、
　該炭水化物層を塩基性溶液で中和する工程、
　任意で、該炭水化物層を脱水する工程、
　該炭水化物層をタンパク質溶液と接触させて複合材料を生成する工程であって、該タン
パク質溶液におけるタンパク質が絹フィブロインである、工程、および
　該複合材料をアルコールベースの溶液で処理する工程であって、炭水化物対タンパク質
の重量比が1:1.5～1:2.5の範囲内にある、工程
を含む、方法。
【請求項２０】
　炭水化物対タンパク質の重量比が、1:2の範囲内にある、請求項19記載の方法。
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【請求項２１】
　組織または臓器に接着させる医学的移植デバイスの製造における請求項1～17のいずれ
か一項記載の複合積層材料の使用であって、該医学的移植デバイスが、有効量のトランス
グルタミナーゼを含む、前記使用。
【請求項２２】
　創傷被覆材を創傷に接触させることにより創傷治癒を促進するための医薬を調製するた
めのトランスグルタミナーゼの使用であって、該創傷被覆材が、請求項1～17のいずれか
一項記載の複合積層材料を含む、前記使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願
　本願は、35 U.S.C. §119(e)の下で、2010年8月30日出願の米国特許仮出願第61/378,05
6号の恩典を主張し、その内容全体を参照により本明細書に組み入れる。
【０００２】
発明の分野
　本発明は、炭水化物およびタンパク質から形成される有機複合材料に関する。より詳細
には、本発明は、優れた強度およびエネルギー消散特性を有する、キトサンおよびタンパ
ク質、例えばフィブロイン、の層から形成される複合生体適合性材料に関する。
【背景技術】
【０００３】
発明の背景
　キチンは、セルロースに次いで地球上で2番目に豊富なポリマーであり、海産物工場の
一般的な廃棄物であり、かつ（天然ポリマーとして）生分解性である。しかし、それを実
験室で製造しようとしても、機械的特性に乏しいヒドロゲル材料しか得られない。
【０００４】
　キチンは、自然界で広く用いられているポリマーである。これは、真菌の細胞壁、軟体
動物の殻皮および節足動物の外骨格において見られる。これは、その機械的特性ゆえに、
多くの構造上の用途を提供する。このポリマーを現在の合成プラスチックの代替物として
用いる試みが数多くなされているが；実験室でその特殊な天然の特性を再現することはで
きていない。成功に至らない理由は、天然構造内に存在するキチン関連タンパク質により
果たされる重要な構造上の役割に対する、および生物によって生成される天然物の積層微
小構造に対する理解の欠如である。
【０００５】
　軟体動物の殻皮および節足動物の外骨格の両方に存在し、殻皮の構造的完全性において
根幹的役割を果たしている主たるタンパク質は、絹フィブロインと類似のアミノ酸配列を
有する。
【０００６】
　先行技術におけるキチンとタンパク質（例えば、絹フィブロイン）のブレンドは、溶液
中での両材料の単なる混合によって製造されたものである。これらのプロセスは、溶液中
で両ポリマーを混合しその混合物をキャスティングすることにより、キチン/キトサンと
絹フィブロインの均一な混合物を製造することに集中している。そのアプローチは、混合
物の機械的特性をその構成成分よりも改善することはなく、典型的には相互の分子および
結晶構造に干渉する両ポリマーの相互作用によって脆弱化した材料すら生成される。
【０００７】
　絹フィブロインは、周知のポリマー材料である。絹は、その印象的な機械的特性、生体
適合性および生分解性ゆえに、生体材料および組織工学における重要な材料的選択肢を提
供する。絹ポリマーおよび絹フィブロインには、カイコフィブロインおよび昆虫またはク
モ絹タンパク質が含まれる（Lucas et al., Adv. Protein Chem 13: 107-242 (1958) (非
特許文献1)）。好ましくは、フィブロインは、溶解されたカイコ絹またはクモ絹糸(spide
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r silk)を含む溶液から得られる。概して、シルク由来のフィブロインポリマー（または
タンパク質）は、セリシンを実質的に除去するよう処理される。カイコ絹タンパク質は、
例えば、ボンビックス・モリ（Bombyx mori）から得られ、クモ絹糸は、例えば、ネフィ
ラ・クラビペス（Nephila clavipes）から得られる。あるいは、本発明において使用する
のに適した絹タンパク質は、遺伝子操作された絹、例えば細菌、酵母、哺乳動物細胞、ト
ランスジェニック動物またはトランスジェニック植物由来のもの、を含む溶液から得るこ
とができる。例えば、参照により本明細書に組み入れられるWIPO公報番号WO 1997/108315
(特許文献1)および米国特許第5,245,012号(特許文献2)を参照のこと。
【０００８】
　絹フィブロインは、優れたフィルム形成能を有し、ヒト体内での使用のために適合性も
ある。絹フィブロインフィルムは、ランダムコイルタンパク質構造が優勢であるために、
さらなる操作または処理がなされないと、水に溶解する。このタンパク質の構造的特徴は
、機械的ストレッチ、極性有機溶媒への浸漬または水蒸気中での硬化を含む様々な処理に
よって、ランダムコイルからβシート構造へと変換することができる。理論に拘束される
ことを望まないが、高濃度絹溶液の使用が、ランダムコイルからβシートへの転換を促進
することも公知である。この構造の転換は水に対する不溶性を与え、それによって生物医
学およびその他の用途の範囲でこの材料を使用する選択肢が提供される。いくつかの純粋
な絹フィブロインフィルムは、乾燥状態では、時間と共に堅く脆くなる傾向があるが、し
かし、延性は低いものの印象的な引張り強さを示す。さらに、溶解した絹フィブロインは
、粒子と混合することで、移植可能な構造物を形成することができる均質な混合物を生成
することができる。絹ポリマー構造および絹フィブロインフィルムを製造する方法は、両
方とも参照により本明細書に組み入れられる、WIPO公報番号WO 2009/0100280(特許文献3)
および同WO 2010/0042798(特許文献4)に示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】WO 1997/108315
【特許文献２】米国特許第5,245,012号
【特許文献３】WO 2009/0100280
【特許文献４】WO 2010/0042798
【非特許文献】
【００１０】
【非特許文献１】Lucas et al., Adv. Protein Chem 13: 107-242 (1958)
【発明の概要】
【００１１】
　本発明は、高度に制御された形状、トポグラフィーおよび物性を有する、炭水化物ポリ
マー、例えばオリゴ糖および多糖を含む複雑な3D構造物の形成のための方法、ならびに得
られる複合材料に関する。また、絹フィブロインを使用することによるおよび水和度の調
整のために耐水性コーティングで該材料の異なる領域をコーティングすることによる、特
定の特徴を改善するための、例えば該材料の機械的特性の制限のための、タンパク質を含
むそれらの構造物の連続的な改変に関する。得られる複合材料は、構成成分の材料のいず
れよりも有意に高くかつそれらから予想できない、強化された機械的強度特性を有する。
【００１２】
本発明を実施することにより、以下の能力の1つまたは複数が提供され得る。
【００１３】
　本発明の1つの目的は、炭水化物ベースのポリマーおよびタンパク質の層から形成され
る複合材料を製造する方法を提供することである。例えば、複合材料は、キチンベースの
材料およびタンパク質の層から形成される。
【００１４】
　本発明の別の目的は、炭水化物ベースのポリマーおよびフィブロインの層から形成され
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る複合材料を製造する方法を提供することである。例えば、キチンベースの材料およびフ
ィブロインの層から形成される複合材料を製造する方法である。
【００１５】
　本発明の別の目的は、炭水化物ベースのポリマーおよびタンパク質から形成された、そ
の構成成分の材料と比較して優れた機械的特性を有する複合材料を提供することである。
例えば、複合材料は、キチンベースの材料およびタンパク質から形成され、その構成成分
の材料と比較して優れた機械的特性を有する。
【００１６】
　本発明の別の目的は、キトサンおよびフィブロインから形成された、その構成成分の材
料と比較して優れた機械的特性を有する複合材料を提供することである。
【００１７】
　本発明の別の目的は、炭水化物ベースのポリマーおよびタンパク質から形成された、調
節可能な機械的特性を有する複合材料を提供することである。例えば、複合材料は、キチ
ンベースの材料およびタンパク質から形成され、調節可能な柔軟特性を有する。
【００１８】
　本発明の別の目的は、キトサンおよびタンパク質から形成された、調節可能な機械的特
性を有する複合材料を提供することである。
【００１９】
　本発明の別の目的は、キトサンおよびタンパク質から形成された、生体適合性かつ生分
解性であるが、湿気の存在下で安定的である複合材料を提供することである。
【００２０】
[本発明1001]
　炭水化物ベースの基材とタンパク質とを含む、複合積層材料。
[本発明1002]
　前記炭水化物ベースの基材が、フィルム、繊維、スポンジ、メッシュ、発泡体、または
ナノスケール構造物を含む、本発明1001の複合積層材料。
[本発明1003]
　炭水化物対タンパク質の比が10:1～1:10の範囲内にある、本発明1001または1002の複合
積層材料。
[本発明1004]
　炭水化物ベースの基材が、キチン、フルクトオリゴ糖、ガラクトオリゴ糖、マンナンオ
リゴ糖、グリコーゲン、デンプン（アミラーゼ、アミロペクチン）、グリコサミノグリカ
ン（例えば、ヒアルロン酸、コンドロイチン-4-硫酸、コンドロイチン-6-硫酸、デルマタ
ン硫酸、ケラチン硫酸、ヘパリン、および同様のもの）、セルロース、βグルカン（ザイ
モサン、レンチナン、シゾフィラン）、マルトデキストリン、イヌリンまたはレバンβ（
2→6）ベースの基材である、本発明1001～1003のいずれかの複合積層材料。
[本発明1005]
　前記炭水化物ベースの基材が、キトサンベースの基材である、本発明1001～1004のいず
れかの複合積層材料。
[本発明1006]
　前記タンパク質が、絹フィブロイン、パークリン(perculin)、アブダクチン、エラスチ
ン、レシリン、フィブロネクチン、フィブリノゲン、ケラチン、チチン、コラーゲン、ア
クチン、Arp2/3、コロニン、ジストロフィン、FtsZ、ミオシン、スペクトリン、タウ（タ
ンパク質）、チューブリン、F-スポンジン、ピカチュリン、それらの断片および類似体お
よび誘導体、ならびにそれらの任意の組み合わせからなる群より選択される、本発明1001
～1005のいずれかの複合積層材料。
[本発明1007]
　前記炭水化物がキトサンであり、かつ前記タンパク質が絹フィブロインを含み、かつキ
トサン対絹フィブロインの比が1:1.5～1:2の範囲内にある、本発明1001の複合積層材料。
[本発明1008]
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　前記炭水化物ベースの基材が、予め規定されたマイクロトポグラフィーを有する少なく
とも1つの表面を含み、かつ前記タンパク質が該表面に適用されている、本発明1001～100
7のいずれかの複合積層材料。
[本発明1009]
　前記予め規定されたマイクロトポグラフィーが、前記炭水化物ベースの基材に成形され
ている、本発明1008の複合積層材料。
[本発明1010]
　前記タンパク質が、予め規定されたマイクロトポグラフィーを有する少なくとも1つの
表面を含む、本発明1001～1009のいずれかの複合積層材料。
[本発明1011]
　前記予め規定されたマイクロトポグラフィーが、前記タンパク質に成形されている、本
発明1010の複合積層材料。
[本発明1012]
　第2の炭水化物ベースの基材をさらに含む、本発明1001～1011のいずれかの複合積層材
料。
[本発明1013]
　前記第2の炭水化物ベースの基材がキチンベースの基材である、本発明1012の複合積層
材料。
[本発明1014]
　カーボンファイバー、カーボンナノチューブ、ガラスファイバー、低分子、ポリマー、
タンパク質、ペプチド、ペプチド模倣体、核酸、有機化合物、無機化合物、結晶性化合物
、生物学的化合物、生物活性化合物、生物活性を有する化合物、および生物学的、薬学的
または治療的な作用物質、ならびにそれらの任意の組み合わせからなる群より選択される
分子を、炭水化物層またはタンパク質層の少なくとも一方の層中に含む、本発明1001～10
13のいずれかの複合積層材料。
[本発明1015]
　前記分子が前記炭水化物層中に存在する、本発明1014の方法。
[本発明1016]
　前記分子が、前記炭水化物層に共有結合により連結されている、本発明1015の方法。
[本発明1017]
　前記分子が前記タンパク質層中に存在する、本発明1014の方法。
[本発明1018]
　前記分子が、前記タンパク質層に共有結合により連結されている、本発明1017の方法。
[本発明1019]
　前記結晶性物質が炭酸カルシウムである、本発明1014～1018のいずれかの複合積層材料
。
[本発明1020]
　前記複合材料の少なくとも一部に対する撥水性コーティングをさらに含む、本発明1001
～1019のいずれかの複合積層材料。
[本発明1021]
　パリレンで構成される、本発明1020の複合積層材料。
[本発明1022]
　水性環境に曝露された場合に、前記複合材料の一部に対する撥水性コーティングの位置
に応じて変化する機械的特性を示す、本発明1020～1021のいずれかの複合積層材料。
[本発明1023]
　複合積層材料を形成する方法であって、
　炭水化物ベースの基材を供給する工程、および
　該炭水化物ベースの基材をタンパク質溶液と接触させる工程
を含む、方法。
[本発明1024]
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　前記炭水化物ベースの基材が、キチン、フルクトオリゴ糖、ガラクトオリゴ糖、マンナ
ンオリゴ糖、グリコーゲン、デンプン（アミラーゼ、アミロペクチン）、グリコサミノグ
リカン（例えば、ヒアルロン酸、コンドロイチン-4-硫酸、コンドロイチン-6-硫酸、デル
マタン硫酸、ケラチン硫酸、ヘパリン、および同様のもの）、セルロース、βグルカン（
ザイモサン、レンチナン、シゾフィラン）、マルトデキストリン、イヌリンまたはレバン
β（2→6）ベースの基材である、本発明1023の方法。
[本発明1025]
　前記炭水化物ベースの基材が、キトサンベースの基材である、本発明1023～1024のいず
れかの方法。
[本発明1026]
　前記タンパク質が、絹フィブロイン、パークリン、アブダクチン、エラスチン、レシリ
ン、フィブロネクチン、フィブリノゲン、ケラチン、チチン、コラーゲン、アクチン、Ar
p2/3、コロニン、ジストロフィン、FtsZ、ミオシン、スペクトリン、タウ（タンパク質）
、チューブリン、F-スポンジン、ピカチュリン、それらの断片および類似体および誘導体
、ならびにそれらの任意の組み合わせからなる群より選択される、本発明1023～1025のい
ずれかの方法。
[本発明1027]
　炭水化物対タンパク質の比が10:1～約1:10の範囲内にある、本発明1023～1026のいずれ
かの方法。
[本発明1028]
　炭水化物ベースの材料の溶液を脱水することによって、前記炭水化物ベースの基材を形
成する、本発明1023～1027のいずれかの方法。
[本発明1029]
　炭水化物ベースの材料の前記溶液が酸を含む、本発明1028の方法。
[本発明1030]
　前記酸が、イタコン酸、ポリイタコン（polyitaconic）酸、アコニット酸、尿酸、グル
クロン酸、ギ酸、酢酸、トリクロロ酢酸、プロピオン酸、ブタン酸、4-クロロブタン酸、
3-クロロブタン酸、2-ブロモブタン酸、2-クロロブタン酸、亜塩素酸、次亜塩素酸、クエ
ン酸、グルコン酸、乳酸、シュウ酸、酒石酸、アスコルビン酸、メルドラム酸、フッ化水
素酸、シアン化水素酸、硫化水素、オルトリン酸、亜硫酸、炭酸、弱塩基の共役酸、およ
びそれらの任意の組み合わせからなる群より選択される、本発明1029の方法。
[本発明1031]
　塩基性溶液を適用することによって、前記炭水化物ベースの材料を中和する工程
をさらに含む、本発明1029～1030のいずれかの方法。
[本発明1032]
　前記塩基性溶液が、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、水酸化カリウム、水酸化
カルシウム、水酸化マグネシウム、水酸化バリウム、水酸化ストロンチウム、水酸化リチ
ウム、水酸化ルビジウム、炭酸ナトリウムおよびアンモニアからなる群より選択される塩
基を含むか、または該塩基性溶液が高pH緩衝液である、本発明1030の方法。
[本発明1033]
　前記高pH緩衝液が炭酸緩衝液である、本発明1032の方法。
[本発明1034]
　炭水化物ベースの材料の溶液を凍結乾燥することによって、前記炭水化物ベースの基材
を形成する、本発明1023～1033のいずれかの方法。
[本発明1035]
　炭水化物ベースの材料の溶液に気泡を注入することによって、前記炭水化物ベースの基
材を形成する、本発明1023～1033のいずれかの方法。
[本発明1036]
　炭水化物ベースの溶液をスピニングして繊維を形成することによって、前記炭水化物ベ
ースの基材を形成する、本発明1023～1033のいずれかの方法。
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[本発明1037]
　キチンベースの溶液をエレクトロスピニングして繊維を形成することによって、前記炭
水化物ベースの基材を形成する、本発明1023～1033または1035のいずれかの方法。
[本発明1038]
　炭水化物ベースの溶液をロータリースピニングして繊維を形成することによって、前記
炭水化物ベースの基材を形成する、本発明1022～1032または1035のいずれかの方法。
[本発明1039]
　前記タンパク質のβ転移を誘導する工程
をさらに含む、本発明1023～1038のいずれかの方法。
[本発明1040]
　アルコール、有機溶媒、水溶液、または応力の印加、圧力の印加もしくは熱の印加を含
む因子のうちの1つまたは複数で前記タンパク質を処理することによって、前記β転移を
誘導する、本発明1039の方法。
[本発明1041]
　カーボンナノチューブ、ガラスファイバー、低分子、ポリマー、タンパク質、ペプチド
、ペプチド模倣体、核酸、有機化合物、無機化合物、結晶性物質、生物学的化合物、生物
活性化合物、生物活性を有する化合物、および生物学的、薬学的または治療的な作用物質
、ならびにそれらの任意の組み合わせからなる群より選択される保有材料を前記複合材料
に導入する工程
をさらに含む、本発明1023～1040のいずれかの方法。
[本発明1042]
　前記保有材料が、前記複合材料に共有結合により連結されている、本発明1040の方法。
[本発明1043]
　本発明1023～1042のいずれかの方法により形成される物質の組成物。
[本発明1044]
　本発明1023～1042のいずれかの方法により形成される物質の組成物を含む、補綴デバイ
ス。
[本発明1045]
　本発明1023～1042のいずれかの方法により形成される物質の組成物を含む、組織工学用
スキャホールド。
[本発明1046]
　本発明1023～1042のいずれかの方法により形成される物質の組成物を含む、薬物送達デ
バイス。
[本発明1047]
　本発明1023～1042のいずれかの方法により形成される物質の組成物を含む、移植可能材
料。
[本発明1048]
　本発明1023～1042のいずれかの方法により形成される物質の組成物を含み、該組成物が
鉱物または結晶性物質を含む、材料。
[本発明1049]
　本発明1023～1042のいずれかの方法により形成される物質の組成物を含む、薄い透明フ
ィルム。
[本発明1050]
　本発明1023～1042のいずれかの方法により形成される物質の組成物を含む、多層材料。
[本発明1051]
　本発明1023～1042のいずれかの方法により形成される物質の組成物を含み、該組成物が
、目的に合った機械的特性を提供するために追加の成分を含む、多層材料。
[本発明1052]
　本発明1023～1042のいずれかの方法により形成される物質の組成物を含み、該組成物が
撥水性コーティング材料を含む、材料。
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[本発明1053]
　本発明1023～1042のいずれかの方法により形成される物質の組成物を含み、該組成物が
、可変の柔軟性を有する領域を提供するために、撥水性コーティング材料の可変領域を含
む、材料。
[本発明1054]
　複合積層材料を形成する方法であって、
　キチンベースの材料を酸性溶液に溶解する工程、
　溶媒を蒸発させることによって、該キチンベースの材料のキチンベースの構造物を形成
する工程、
　該キチンベースの構造物を塩基性溶液で処理して、プロトン化されたアミノ基を中和す
る工程、
　該キチンベースの構造物を洗浄する工程、
　任意で、該キチンベースの構造物を脱水する工程、
　該キチンベースの構造物にタンパク質溶液を適用して、少なくとも1つのタンパク質層
を該キチンベースの構造物表面に有する複合材料を生成する工程、
　該キチンベースの構造物表面の該タンパク質層を乾燥させる工程、および
　該複合材料をアルコールベースの溶液で処理して、該タンパク質のβ転移を誘導する工
程
を含む、方法。
[本発明1055]
　キチンベースの材料対タンパク質の比が10:1～1:10の範囲内にある、本発明1054の方法
。
[本発明1056]
　前記キチンベースの材料がキトサンである、本発明1054～1055のいずれかの方法。
[本発明1057]
　前記タンパク質がフィブロインである、本発明1054～1056のいずれかの方法。
[本発明1058]
　前記酸性溶液が酢酸を含む、本発明1054～1057のいずれかの方法。
[本発明1059]
　前記塩基性溶液がNaOHを含む、本発明1054～1058のいずれかの方法。
[本発明1060]
　前記アルコールベースの溶液がメタノールを含む、本発明1054～1059のいずれかの方法
。
[本発明1061]
　本発明1054～1060のいずれかの方法により形成される物質の組成物。
[本発明1062]
　医学的移植デバイスを組織または臓器に接着させる方法であって、
　有効量のトランスグルタミナーゼを該組織または該臓器の表面に適用する工程、および
　該医学的移植デバイスを該組織の表面に接触させる工程
を含む、方法。
[本発明1063]
　前記医学的移植デバイスがトランスグルタミナーゼを含む、本発明1062の方法。
[本発明1064]
　医学的移植デバイスを組織または臓器に接着させる方法であって、
　有効量のトランスグルタミナーゼを含む該医学的移植デバイスを、該臓器と接触させる
工程
を含む、方法。
[本発明1065]
　前記有効量のトランスグルタミナーゼを前記組織の表面に適用する工程
をさらに含む、本発明1064の方法。
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[本発明1066]
　前記トランスグルタミナーゼが哺乳動物トランスグルタミナーゼである、本発明1062～
1065のいずれかの方法。
[本発明1067]
　前記トランスグルタミナーゼが微生物トランスグルタミナーゼ（mTgase）である、本発
明1062～1065のいずれかの方法。
[本発明1068]
　前記トランスグルタミナーゼがカルシウム非依存性トランスグルタミナーゼである、本
発明1062～1067のいずれかの方法。
[本発明1069]
　前記トランスグルタミナーゼが、第XIII因子A（フィブリン安定化因子）、1型トランス
グルタミナーゼ（ケラチノサイトトランスグルタミナーゼ）、2型トランスグルタミナー
ゼ（組織トランスグルタミナーゼ、tTgase）、3型トランスグルタミナーゼ（上皮トラン
スグルタミナーゼ）、4型トランスグルタミナーゼ（前立腺トランスグルタミナーゼ）、5
型トランスグルタミナーゼ（トランスグルタミナーゼX）、6型トランスグルタミナーゼ（
トランスグルタミナーゼY）、7型トランスグルタミナーゼ（トランスグルタミナーゼZ）
、およびそれらの任意の組み合わせからなる群より選択される、本発明1062～1068のいず
れかの方法。
[本発明1070]
　前記トランスグルタミナーゼが、溶液、エマルジョン、エアロゾル、発泡体、軟膏、ペ
ースト、ローション、粉末、ゲル、ヒドロゲル、親水コロイド、マイクロ粒子、ナノ粒子
、またはクリームとして製剤化される、本発明1062～1069のいずれかの方法。
[本発明1071]
　前記医学的移植デバイスが、人工組織、人工臓器、補綴デバイス、薬物送達デバイス、
創傷被覆材、フィルム、発泡体、スポンジ、止血材、およびそれらの任意の組み合わせか
らなる群より選択される、本発明1062～1070のいずれかの方法。
[本発明1072]
　前記医学的移植デバイスが、包帯、ガーゼ、テープ、メッシュ、ネット、ばんそうこう
、フィルム、メンブレン、パッチ、マイクロ粒子、ナノ粒子、およびそれらの任意の組み
合わせからなる群より選択される創傷被覆材である、本発明1071の方法。
[本発明1073]
　前記医学的移植デバイスが発泡体である、本発明1071の方法。
[本発明1074]
　前記医学的移植デバイスがタンパク質を含み、かつ該タンパク質がトランスグルタミナ
ーゼにより架橋可能である、本発明1062～1073のいずれかの方法。
[本発明1075]
　前記医学的移植デバイスが前記タンパク質でコーティングされている、本発明1074の方
法。
[本発明1076]
　前記タンパク質が絹フィブロインである、本発明1074～1075のいずれかの方法。
[本発明1077]
　前記トランスグルタミナーゼが、前記医学的移植デバイスの表面にコーティングされて
いる、本発明1062～1076のいずれかの方法。
[本発明1078]
　前記トランスグルタミナーゼが、前記医学的移植デバイスに非共有結合により連結され
ている、本発明1062～1077のいずれかの方法。
[本発明1079]
　トランスグルタミナーゼの前記有効量が、前記組織または前記臓器と前記医学的移植デ
バイスの間の接触表面積1cm2あたり約1μg～約100mgである、本発明1062～1078のいずれ
かの方法。
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[本発明1080]
　創傷治癒物質を投与する工程
をさらに含む、本発明1062～1079のいずれかの方法。
[本発明1081]
　前記創傷治癒物質が、デクスパンテノール；成長因子；酵素、ホルモン；ポビドンヨー
ド；脂肪酸；抗炎症剤；抗生物質；抗菌剤；消毒剤；サイトカイン；トロンビン；鎮痛剤
；オピオイド；アミノキシル；フロキサン；ニトロソチオール；ナイトレートおよびアン
トシアニン；ヌクレオシド、例えばアデノシン；ならびにヌクレオチド、例えばアデノシ
ン二リン酸（ADP）およびアデノシン三リン酸（ATP）；神経伝達物質/神経修飾物質、例
えばアセチルコリンおよび5-ヒドロキシトリプタミン（セロトニン/5-HT）；ヒスタミン
およびカテコールアミン、例えばアドレナリンおよびノルアドレナリン；脂質分子、例え
ばスフィンゴシン-1-リン酸およびリゾホスファチジン酸；アミノ酸、例えばアルギニン
およびリジン；ペプチド、例えばブラジキニン、サブスタンスPおよびカルシウム遺伝子
関連ペプチド（CGRP）；一酸化窒素；ならびにそれらの任意の組み合わせからなる群より
選択される、本発明1080の方法。
[本発明1082]
　前記医学的移植デバイスが、生体適合性で生分解性の材料から製造される、本発明1062
～1081のいずれかの方法。
[本発明1083]
　前記医学的移植デバイスが、本発明1001～1021のいずれかの複合材料から製造される、
本発明1062～1082のいずれかの方法。
[本発明1084]
　前記適用する工程が、宿主トランスグルタミナーゼの発現または活性を増加させること
を含む、本発明1062～1083のいずれかの方法。
[本発明1085]
　それを必要とする対象において創傷治癒を促進する方法であって、
　有効量のトランスグルタミナーゼを創傷表面に適用する工程、および
　本発明1001～1021のいずれかの複合材料を含む創傷被覆材を、該創傷に接触させる工程
を含む、方法。
[本発明1086]
　本発明1001～1021のいずれかの複合材料を含む発泡体を、前記創傷に適用する工程
をさらに含む、本発明1085の方法。
[本発明1087]
　前記創傷が、切傷および裂創、外科的切開、穿刺創、かすり傷、引っ掻き傷、圧迫傷、
擦傷、摩擦創傷、慢性創傷、潰瘍、熱作用による創傷、化学的創傷、病原体感染に起因す
る創傷、皮膚移植片/移植ドナーおよびレシピエント部位、免疫反応状態、口腔創傷、胃
または腸の創傷、損傷軟骨または損傷骨、切断部位、ならびに角膜病変からなる群より選
択される、本発明1085～1086のいずれかの方法。
[本発明1088]
　前記トランスグルタミナーゼが哺乳動物トランスグルタミナーゼである、本発明1085～
1087のいずれかの方法。
[本発明1089]
　前記トランスグルタミナーゼが微生物トランスグルタミナーゼ（mTgase）である、本発
明1085～1087のいずれかの方法。
[本発明1090]
　前記トランスグルタミナーゼがカルシウム非依存性トランスグルタミナーゼである、本
発明1085～1089のいずれかの方法。
[本発明1091]
　前記トランスグルタミナーゼが、第XIII因子A（フィブリン安定化因子）、1型トランス
グルタミナーゼ（ケラチノサイトトランスグルタミナーゼ）、2型トランスグルタミナー
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ゼ（組織トランスグルタミナーゼ）、3型トランスグルタミナーゼ（上皮トランスグルタ
ミナーゼ）、4型トランスグルタミナーゼ（前立腺トランスグルタミナーゼ）、5型トラン
スグルタミナーゼ（トランスグルタミナーゼX）、6型トランスグルタミナーゼ（トランス
グルタミナーゼY）、7型トランスグルタミナーゼ（トランスグルタミナーゼZ）、および
それらの任意の組み合わせからなる群より選択される、本発明1085～1090のいずれかの方
法。
[本発明1092]
　前記トランスグルタミナーゼが、溶液、エマルジョン、エアロゾル、発泡体、軟膏、ペ
ースト、ローション、粉末、ゲル、ヒドロゲル、親水コロイド、マイクロ粒子、ナノ粒子
、またはクリームとして製剤化される、本発明1085～1091のいずれかの方法。
[本発明1093]
　前記創傷被覆材が、包帯、ガーゼ、テープ、メッシュ、ネット、ばんそうこう、フィル
ム、メンブレン、パッチ、およびそれらの任意の組み合わせからなる群より選択される、
本発明1085～1092のいずれかの方法。
[本発明1094]
　前記トランスグルタミナーゼが前記創傷被覆材に結合されている、本発明1085～1093の
いずれかの方法。
[本発明1095]
　前記トランスグルタミナーゼが、前記創傷被覆材の表面にコーティングされている、本
発明1094の方法。
[本発明1096]
　前記トランスグルタミナーゼが、前記創傷被覆材に非共有結合により連結されている、
本発明1094～1095のいずれかの方法。
[本発明1097]
　トランスグルタミナーゼの前記有効量が、創傷面積1cm2あたり約1μg～約100mgである
、本発明1085～1096のいずれかの方法。
[本発明1098]
　創傷治癒物質を前記対象に投与する工程
をさらに含む、本発明1085～1097のいずれかの方法。
[本発明1099]
　前記創傷治癒物質が、デクスパンテノール；成長因子；酵素、ホルモン；ポビドンヨー
ド；脂肪酸；抗炎症剤；抗生物質；抗菌剤；消毒剤；サイトカイン；トロンビン；鎮痛剤
；オピオイド；アミノキシル；フロキサン；ニトロソチオール；ナイトレートおよびアン
トシアニン；ヌクレオシド；ヌクレオチド；神経伝達物質/神経修飾物質、例えばアセチ
ルコリンおよび5-ヒドロキシトリプタミン（セロトニン/5-HT）；ヒスタミンおよびカテ
コールアミン、例えばアドレナリンおよびノルアドレナリン；脂質分子、例えばスフィン
ゴシン-1-リン酸およびリゾホスファチジン酸；アミノ酸、例えばアルギニンおよびリジ
ン；ペプチド、例えばブラジキニン、サブスタンスPおよびカルシウム遺伝子関連ペプチ
ド（CGRP）；一酸化窒素；ならびにそれらの任意の組み合わせからなる群より選択される
、本発明1098の方法。
[本発明1100]
　前記適用する工程が、宿主トランスグルタミナーゼの発現または活性を増加させること
を含む、本発明1085～1099のいずれかの方法。
[本発明1101]
　前記適用する工程が、前記医学的移植デバイスまたは前記創傷被覆材の接触前、接触後
または接触中に行われる、本発明1085～1099のいずれかの方法。
　本発明自体とともに本発明のこれらおよびその他の能力は、以下の図面、詳細な説明お
よび特許請求の範囲を閲覧することでさらに深く理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
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【図１】図1Aは、昆虫のキューティクルおよび甲殻類の外骨格の天然の積層構造を模倣す
る、本発明にしたがう複合材料の図を示す。キトサンフィルム（青色）が、別個のフィブ
ロイン相（黄色）とマージされている。図1Bは、本発明にしたがう、「シュリルク（Shri
lk）」という名のキトサン・フィブロインフィルムの画像を示す（バーは2.3cmである）
。図1Cは、シュリルク複合積層材料（青色の線、キトサン：フィブロイン重量比1:2）、
キトサン単体（赤色の線）およびキトサン：フィブロインの1:2ブレンド（混合物）の代
表的な応力ひずみ曲線を示す。図1Dは、シュリルク複合材料、キトサン、フィブロインお
よびフィブロイン・キトサンブレンドの靭性係数（灰色、左側の縦軸）および破壊強さ（
黒色、右側の縦軸）のグラフを示す（SD誤差バー付き）。
【図２】図2Aは、本発明にしたがい製造された、異なるキトサン：フィブロイン比のシュ
リルク複合材料の破壊強さを示す。点線は、タンパク質非存在下でのキトサンフィルムの
破壊強さを表す。図2Bは、シュリルク積層物内のキトサン・フィブロイン接触面の走査電
子顕微鏡（SEM）画像を示す。色の濃い材料（上）はキトサン層に対応し、色の薄い方（
下）はフィブロイン層である（バーは20μmである）。図2Cは、フィブロイン：キトサン
含有量に対する水和試料重量のプロットを示す。線形フィッティングは、各相の吸収が独
立的であることを推定し、ポリマー層間の相互作用効果の不存在を示している。線形フィ
ッティングの勾配は8.20mgであり、y切片は18.89mgである。図2Dは、本発明にしたがい製
造された乾燥（赤色）および水飽和（青色）状態のシュリルク複合材料の破断点での機械
的ひずみのグラフを示す（SD誤差バー付き）。
【図３】図3Aは、本発明にしたがいマイクロ構造化されたキトサンフィルム上にタンパク
質層を堆積することによって製造されたシュリルク複合材料のトポグラフィーを示す（バ
ー = 100μm）。図3Bは、表面の一部がマイクロ構造化された複合材料のチューブを示す
。タンパク質層の一領域には傷があって、開口領域が形成されており（白色の矢印）、そ
のためその下のキトサン層が見えている（バー = 1mm）。図3Cは、シュリルクの表面のマ
イクロトポグラフィーを示しており、フィブロインタンパク質層に構造が形成されている
ことが示されている（バー = 50μm）。図3Dは、本発明にしたがい製造された、構造化さ
れた表面を、より高倍率でより詳細に示している（バー = 5μm）。図3Eは、本発明にし
たがい製造された、複数の反復するキトサンおよびフィブロインの層を含む多層材料を示
す（1、2および3は、キトサン・フィブロイン積層物の3つの連続する層を示している）。
【図４】図4Aは、キトサン（黒色）およびプロトン化されたキトサン（灰色）のFTIRスペ
クトルを示す。上部にある分子は、典型的なキトサン/キチン構造を表し、その中のアセ
チルグルコサミン（左）およびグルコサミン（右）モノマーが、それぞれ、キチンおよび
キトサンを表している。図4Bは、本発明にしたがい製造された複合積層材料のFTIRスペク
トルを示す。キトサンの強固な多糖構造（950～1850cm-1）ならびにフィブロイン由来の
アミドIおよびII（それぞれ1640および1536cm-1）の両方がはっきりと観察できる。図4C
は、フィブロイン（黒色）および本発明にしたがい製造された複合積層材料中のフィブロ
イン（灰色）のFTIRスペクトルを示す。
【図５】円筒形の形態の発泡体またはスポンジ構造物として製造されたシュリルク複合材
料とキトサン単体の比較の画像を示す。
【図６】図6Aは、本発明にしたがい製造された鉱化発泡複合材料構造物を示す。図6Bは、
図6Aの差し込み図の多孔質材料の拡大像を示す。
【図７】異なる創傷治癒アプローチに供された組織片を示す。組織は、発泡体、フィルム
またはその両方の組み合わせの使用により結合している。
【図８】切開部のある組織片を示す。
【図９】分離した組織片を結合するのに使用されたキトサンベースのフィルム（シュリル
ク）を示す。
【図１０】組織に対するトランスグルタミナーゼ（すなわち、白色の粉末）の堆積を示す
。
【図１１】トランスグルタミナーゼ処理した組織に対して図9のキトサンベースのフィル
ムを使用した、組織の閉鎖を示す。
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【図１２】3日後の図11の試料を示す。
【図１３】試料に高濃度の脂肪を加えたこと以外は図10～12と同じ手順に供した試料を示
す。
【図１４】図13の試料を横方向に切断したものを示し、同図においてフィルムをはっきり
と確認することができる。
【図１５】穴を開けた組織片を示す。
【図１６】トランスグルタミナーゼ処理し、キトサンベースの発泡体を上からかぶせた図
15の試料を示す。
【図１７】処理した空洞部へのキトサンベースの発泡体片の挿入を示す。
【図１８】図17の試料を（図9と同様の）キトサンベースのフィルムで覆ったものを示す
。架橋の促進のため、キトサンフィルム下の領域もトランスグルタミナーゼで処理した。
【図１９】図18と同じ試料であるが、3日後のものを示す。発泡体/組織の結合を観察する
ため、空洞部の直径に沿って試料を切断した。
【図２０】図19と同じ試料であるが、異なる角度から見たものを示す。
【図２１】発泡体と組織の間の接触面の近接像を示す。フィルムが発泡体に貼り付いてい
ることもはっきりと観察される。
【図２２】発泡体と組織の間の接触面の近接像を示す。フィルムが発泡体に貼り付いてい
ることもはっきりと観察される。
【図２３】生物学的組織に対するフィルムの接着強度の分析を示す。組織は、死後の家畜
豚（「スース・ドメスティクス（Sus domesticus）」）の腰部組織である。図23Aは、（
差し込み図にあるとおり）組織に酵素によって付着されたキトサン・フィブロインフィル
ムにより覆われた組織片の画像を示す。組織片内のトレンチは、フィルムが複雑な幾何学
形状を容易に追従できることを示すために作製した。図23Bは、フィルムの引っ張りによ
る除去（T字剥離試験（T-peel test））を示す。フィルムは、右から左に向かって除去さ
れている。差し込み図は、T字剥離試験の原理を示す。図23Cは、T字剥離試験から得られ
た測定値を示す。図23Dは、酵素接着によって組織に付着された1cm幅フィルム（Shr + tT
G）、プロモーターを用いず、組織の上にのせただけのフィルム（Shr）を剥離するのに要
する平均力、酵素接着により糊着されてひとつになった2つの組織片の接着力（tTg）、お
よびシアノアクリレートベースのグルー（aka「スーパーグルー」）によるフィルムの付
着力（Cyn）を示す棒グラフである。見てわかるとおり、酵素接着（Shr + tTG）は、天然
組織の接着力を明らかに上回るだけでなく、シアノアクリレートの接着力に非常に近く、
かつこの方法および材料は両方とも完全に適合性かつ生体吸収性である。
【図２４】パリレンコーティングが極限条件下でさえも有効な防湿壁であることを示す棒
グラフである。乾燥試料は、プレーンコーティングされたシュリルク（標準条件）に対応
し、「水和」は、水性環境と平衡状態にあるもの（24時間浸漬）である。その環境下およ
びわずか1マイクロメートル厚のコーティングの存在下で、試料の強度は、標準条件下の
強度の約80%（84MPa）である。
【図２５】真皮組織（ブタ）に対する接着を示す棒グラフである。上皮の最終層は角質化
によって生成され、角質化はトランスグルタミナーゼによるこの層の強い（天然の）処理
を伴うものである。したがって、この層は、対象において、トランスグルタミナーゼ処理
による結合に用いることができる基がない唯一の組織であり得る。このことは、トランス
グルタミナーゼによる結合が見られなかったという結果により確認された。しかし、最終
層がわずかな損傷を受け、第2層が露出した場合、トランスグルタミナーゼによる結合は
成功し、このことは、シュリルクが上皮ではなく真皮に結合した実験において実証された
。図25において、Tg-1～Tg-5：トランスグルタミナーゼ処理した試料；非Tg-2：トランス
グルタミナーゼ処理しなかった試料；および真皮 + Tg：トランスグルタミナーゼ存在下
での真皮への接着、である。これは、シュリルクが皮膚の処置における「パッチ」（例え
ば、包帯）として使用できることを示している。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
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発明の詳細な説明
　本発明は、炭水化物ポリマーおよび1つまたは複数のタンパク質から形成される、複合
材料、ならびにこれらの複合材料から有用な構造物を製造する方法に関する。本発明は、
構成成分の材料の層を含む複合材料に関する。本発明にしたがい、得られる複合材料から
、高度に制御された形状、トポグラフィーおよび物性を有する複雑な3D構造物を製造する
ことができる。
【００２３】
　いくつかの態様において、複合材料は、[(タンパク質層)x:[(炭水化物層)y:(タンパク
質層)z]m]nの構造を有し、m、n、yおよびzは、独立して、整数1または1より大きい整数で
あり；かつｘが0であるかまたは整数1または1より大きい整数である。
【００２４】
　概して、n、m、yおよびzは、独立して、1～106の整数である。例えば、m、n、yおよびz
は各々、独立して、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18
、19または20であり得る。同様に、xは0であるかまたは1～106の整数であり得る。例えば
、xは、0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19また
は20であり得る。
【００２５】
　いくつかの態様において、複合材料は、炭水化物層：タンパク質層を1層または複数層
含み、例えば、mは1であり、nは1～106であり、xは0であり、yは1でありかつzは1であり
、かつ複合材料は、[炭水化物層:タンパク質層]nの構造を有する。いくつかの態様におい
て、mは1であり；nは1、2、3、4、5、6、7、8または9であり；xは0であり；yは1であり；
かつzは1である。
【００２６】
　いくつかの態様において、複合材料は、1つの炭水化物層および1つのタンパク質層を含
み、例えば、m、n、yおよびzは1であり、xは0であり、かつ複合材料は炭水化物層:タンパ
ク質層の構造を有する。
【００２７】
　いくつかの態様において、複合材料は、3つの炭水化物層および3つのタンパク質層を含
み、例えば、m、yおよびzは1であり、xは0であり；nは3であり、かつ複合材料は[炭水化
物層:タンパク質層]3の構造を有する。
【００２８】
　いくつかの態様において、複合材料の最外層はタンパク質層であり、例えば、mは1～10
6であり、n、x、yおよびzはすべて1であり、かつ複合材料はタンパク質層:(炭水化物層:
タンパク質層)mの構造を有する。
【００２９】
　いくつかの態様において、複合材料は、1つの炭水化物層および2つのタンパク質層を含
み、例えばm、n、x、yおよびzはすべて1であり、かつ複合材料は、タンパク質層:炭水化
物層:タンパク質層の構造を有する。
【００３０】
　いくつかの態様において、複合材料は、1つの炭水化物層および2つまたはそれ以上のタ
ンパク質層を含み、例えば、mは1であり、nは1～106であり、xは0であり、yは1であり、z
は2～106であり、かつ複合材料は、[炭水化物層:(タンパク質層)z]nの構造を有する。い
くつかの態様において、nは1であり、xは0であり、yは1であり、zは2～106であり、かつ
複合材料は、炭水化物層:(タンパク質層)zの構造を有する。いくつかの態様において、z
は2、3、4、5、6、7、8、9または10である。
【００３１】
　いくつかの態様において、複合材料は、[(炭水化物層)p:[(タンパク質層)q:(炭水化物
層)r]t]uの構造を有し、p、q、r、tおよびuは、独立して、整数1または1より大きい整数
である。
【００３２】
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　概して、p、q、r、tおよびuは、独立して、1～106の整数である。いくつかの態様にお
いて、p、q、r、tおよびuは、独立して、1、2、3、4、5、4、5、6、7、8、9、10、11、12
、13、14、15、16、17、18、19または20である。
【００３３】
　いくつかの態様において、複合材料の最外層は炭水化物層であり、例えば、p、q、rお
よびuは1であり、tは1～106であり、かつ複合材料は、炭水化物層:[タンパク質層:炭水化
物層]tの構造を有する。いくつかの態様において、複合材料は、2つの炭水化物層および1
つのタンパク質層を含み、例えば、p、q、r、tおよびuはすべて1であり、かつ複合材料は
、炭水化物層:タンパク質層:炭水化物層の構造を有する。
【００３４】
　炭水化物層およびタンパク質層は、互いと同一の広がりを持つものまたは同一の広がり
を持たないものであり得る。別の言葉で言うと、炭水化物層の全表面をタンパク質層でコ
ーティングすることができるか、または、炭水化物層の表面の一部のみをタンパク質層で
コーティングすることできる。
【００３５】
　本発明の1つの態様にしたがい、構成成分である炭水化物ベースの材料の連続的改変、
およびタンパク質との複合構造の製造は、特定の特徴の改善を提供することができる。い
くつかの態様において、得られる複合材料は、構成成分のいずれよりも有意に高い機械的
強度特性を有する。いくつかの態様において、本発明の複合材料の機械的強度は、構成成
分の材料のいずれか1つの機械的強度よりも少なくとも2倍、少なくとも3倍、少なくとも4
倍、少なくとも5倍、少なくとも10倍、少なくとも15倍、少なくとも20倍、少なくとも25
倍、少なくとも30倍、少なくとも40倍、少なくとも50倍、少なくとも100倍、少なくとも2
00倍、少なくとも高い。
【００３６】
　いくつかの態様において、本発明の複合材料の機械的強度は、構成成分の材料の機械的
強度の合計よりも少なくとも1.2倍、少なくとも1.5倍、少なくとも10.75倍、少なくとも2
倍、少なくとも3倍、少なくとも4倍、少なくとも5倍、少なくとも10倍、少なくとも15倍
、少なくとも20倍、少なくとも25倍、少なくとも30倍、少なくとも40倍、少なくとも50倍
、少なくとも100倍、少なくとも200倍、少なくとも高い。
【００３７】
　さらに、本発明の複合材料は、非常に低い密度を有する。いくつかの態様において、複
合材料の密度は、2 g/cm3未満、1.9 g/cm3未満、1.8 g/cm3未満、1.7 g/cm3未満、1.6 g/
cm3未満、1.5 g/cm3未満、1.4 g/cm3未満、1.3 g/cm3未満、1.2 g/cm3未満、1.1 g/cm3未
満、1 g/cm3未満、0.9 g/cm3未満、0.8 g/cm3未満、0.7 g/cm3未満、0.6 g/cm3未満、0.5
 g/cm3未満、0.4 g/cm3未満、0.3 g/cm3未満、0.2 g/cm3未満、0.1 g/cm3未満、または0.
05 g/cm3未満である。
【００３８】
　複合材料の密度は、ASTM規格D792-00に記載されるとおりに算出することができる。AST
M標準規格D792-00にしたがい、複合材料のg/cm3の密度（ρ）は、

であり、式中、Waは、空中で吊るした場合の標本の重量であり；Wwは、部分的に浸漬させ
た標本保持ワイヤの重量であり；Wbは、部分的に浸漬させた標本保持ワイヤに加えて、蒸
留水に完全に浸漬させた場合の標本の重量であり；かつρ水は、試験温度下での蒸留水の
g/cm3の密度である（例えば、23℃で0.9975 g/cm3）。上記は水に関連するものであるが
、水の代わりにその他の液体を使用することもできる。上記の代わりにまたは上記に加え
て、ASTM規格D1505に記載されるとおり、プラスチックの密度を測定するための密度勾配
技術を用いることもできる。
【００３９】
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　複合材料の密度は、任意の適切な温度および圧力の下で測定することができる。いくつ
かの態様において、複合材料の密度は、0℃～25℃の範囲の温度で測定される。例えば、
密度は、0℃、5℃、10℃、15℃、20℃または25℃で測定することができる。いくつかの態
様において、複合材料の密度は、100 kPaまたは101.325 kPaの圧力の下で測定される。
【００４０】
　いくつかの態様において、複合材料の密度は、温度および圧力の標準条件下でのもので
ある。いずれにも限定されることはないが、温度および圧力の標準条件は、Internationa
l Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC)またはNational Institute of Standar
ds and Technology (NIST)により定義されたものであり得る。現行版のIUPAC標準は、0℃
の温度および100 kPaの絶対圧であり、NIST版は、20℃の温度および101.325 kPaの絶対圧
である。
【００４１】
　いくつかの態様において、密度は、0℃および100 kPaにおいて、0℃および101.325 kPa
において、15℃および101.325 kPaにおいて、20℃および101.325 kPaにおいて、25℃およ
び101.325 kPaにおいて、25℃および100 kPaにおいて、20℃および100 kPaにおいて、15
℃および100 kPaにおいて、または20℃および101.3 kPaにおいて測定される。
【００４２】
　いくつかの態様において、複合材料は、外面防水コーティングを含む。本明細書で使用
される場合、「防水」という用語は、液体および気体の両方の水に対する（すなわち、液
体の水および水蒸気の両方に対する）バリアを表す。通常、防水コーティングは、Water 
Vapor Transmission Test ASTME96による測定で1未満の透過性を有する。例示的な撥水性
材料には、パリレン、ポリジメチルシロキサン、ポリエチレン、ポリビニル、ポリプロピ
レン、ポリエステル、ラテックス、油、有機溶媒、ワックス、脂質、脂肪酸のエステル、
ステロールのエステル、長鎖アルコール、パルミチン酸ミリシル、パルミチン酸セチル、
ラノリン、キャンデリラワックス、オリキュリーワックス、サトウキビワックス、レタモ
（retamo）ワックス、ホホバ油、パラフィン、およびそれらの任意の組み合わせが含まれ
るが、これらに限定されない。
【００４３】
　複合材料は、複合材料を有機溶液（例えば、撥水性材料の溶液）に浸漬することによっ
て、および/または一部の領域を水和から保護して（例えば、撥水性ワックス材料のパタ
ーンを複合材料の表面上にマイクロコンタクトプリントすることによる）、それ以外にお
いて水和を可能にすることによって、防水層でコーティングすることができる。通常、有
機溶液は、炭水化物および/またはタンパク質層に対する親和性を有する。いくつかの態
様において、有機溶液は、ワックスまたはワックスおよびタンパク質を含む。あるいは、
複合材料は、複合材料の少なくとも1つの表面に防水性材料の層を堆積することによって
、防水処理され得る。いくつかの態様において、複合材料は、防水性材料の蒸着によって
コーティングされている。防水性材料は、複合材料の表面上の機械的特性および分解性が
変化する複合材料を形成するために、水との接触に対して感受性のない領域の隣に水との
接触に対して感受性のある領域を形成するよう、パターン化させることもできる。
【００４４】
　いくつかの態様において、複合材料の少なくとも1つの表面は、パリレンの外面コーテ
ィング（例えば、1つまたは複数の層）を含む。パリレンは、様々な化学蒸着ポリ（p-キ
シリレン）ポリマーの商品名であり、これらはUSP クラスVI生体適合性ポリマーである。
例示的なパリレンには、パリレンA、AF-4、AM、C、D、E、HT、N、SFおよびXが含まれるが
、これらに限定されない。3つの最も一般的なタイプのパリレン（C、DおよびN）の中で、
パリレンCが工業的に最も広く使用されている。パリレンを使用する利点には、その実証
された生体適合性、その強度および柔軟性（例えば、ヤング係数 = 4 GPa）、順応性があ
りピンホールフリーのその室温堆積、その低い誘電率（= 3）および高い体積抵抗率（> 1
016 Q-cm）、その透明性、ならびにその標準的微細加工技術による操作の容易性が含まれ
る。したがって、パリレンコーティングは、複合材料上に生体適合性で防水性のコーティ
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ングを形成するのに使用することができる。パリレンコーティングは、疎水性または生体
適合性の領域を非親水性または非生体適合性の領域の隣に形成するよう、パターン化させ
ることができる。理論に拘束されることを望まないが、これにより、複合材料の表面上の
生体適合性、機械的特性または分解性が変化する複合材料を、形成することができる。
【００４５】
炭水化物ポリマー
　本明細書で使用される場合、「炭水化物ベースのポリマー」という用語は、Cm(H2O)nの
式を有し、mおよびnが≧3でありかつmおよびnが同じであってもまたは異なっていてもよ
いモノマーを含むオリゴマーまたはポリマーを包含するが、これらに限定されない。好ま
しくは、mおよびnは、独立して、3、4、5、6または7である。炭水化物ベースのポリマー
には、オリゴ糖、多糖、糖タンパク質、糖脂質、および同様のものの化合物が含まれるが
、これらに限定されない。
【００４６】
　本発明のこのおよびその他の局面のいくつかの態様において、炭水化物ポリマーは、少
なくとも5個、少なくとも6個、少なくとも7個、少なくとも8個、少なくとも9個または少
なくとも10個の糖モノマーを含む。
【００４７】
　限定されることはないが、炭水化物ポリマーは、エリスロース、トレオース、リボース
、アラビノース、キシロース、リキソース、リブロース、キシルロース、アロース、アル
トロース、グルコース、マンノース、グロース、イドース、ガラクトース、ガラクトサミ
ン、N-アセチルガラクトース、グルコサミン、N-アセチルグルコサミン、シアル酸、タロ
ース、プシコース、フルクトース、ソルボース、タガトース、フコース、フクロース、ラ
ムノース、セドヘプツロース、オクトース、スルホキノボース、およびノノース（ノイラ
ミン酸）からなる群より独立して選択される糖モノマーを含み、これらの糖は任意で置換
されてもよい。限定されることはないが、各糖は、独立して、LまたはD配座を有し得る。
【００４８】
　2つの糖モノマーの間の連結は、独立して、αまたはβ構造を有し得る。さらに、2つの
糖の間の連結は、1→3、1→4、1→5または1→6であり得る。
【００４９】
　いくつかの態様において、糖モノマーの少なくとも1つ（例えば1、2、3または4つ）の
ヒドロキシルは、アミノ基で置換される。いくつかの態様において、糖モノマーの2位の
ヒドロキシルは、アミノ基で置換される。アミノ基は、任意で、C1～C6アルキルまたはア
シル基で置換され得る。好ましいC1～C6アルキル基には、メチル、エチル、プロピル、ブ
チルおよびt-ブチルが含まれる。1つの好ましいアシル基は、アセチルである。
【００５０】
　本発明のこのおよびその他の局面のいくつかの態様において、炭水化物ポリマーは、ス
クロース、ラクツロース、ラクトース、マルトース、トレハロース、セロビオース、コー
ジビオース、ニゲロース、イソマルトース、β,β-トレハロース、α,β-トレハロース、
ソホロース、ラミナリビオース、ゲンチビオース（gentibiose）、ツラノース、マルツロ
ース、パラチノース、ゲンチビウロース（gentibiulose）、マンノビオース、メリビオー
ス、ルチノース、ルチヌロース（rutinulose）、キシロビオース、ラフィノース、メレジ
トース、アカルボースおよびスタキオースからなる群より独立して選択される1つまたは
複数（例えば、1、2、3、4、5、6、7、8、9もしくは10個、またはそれ以上の）二糖モノ
マー、三糖モノマーまたは四糖モノマーを含む。
【００５１】
　本明細書で使用される場合、「オリゴ糖」という用語は、非限定的に、共有結合により
連結された数個（例えば、5～10個）の単糖単位を表す。本明細書で使用される場合、「
多糖」という用語は、非限定的に、共有結合により連結された多数個（例えば、11個また
はそれ以上）の糖単位を表す。多糖は、数百万ダルトンに及ぶ範囲の分子量を有し得る。
例示的なオリゴ糖および多糖には、フルクトオリゴ糖、ガラクトオリゴ糖、マンナンオリ
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ゴ糖、グリコーゲン、デンプン（アミラーゼ、アミロペクチン）、グリコサミノグリカン
（例えば、ヒアルロン酸、コンドロイチン-4-硫酸、コンドロイチン-6-硫酸、デルマタン
硫酸、ケラチン硫酸、ヘパリンおよび同様のもの）、セルロース、βグルカン（ザイモサ
ン、レンチナン、シゾフィラン）、マルトデキストリン、イヌリン、レバンβ（2→6）、
キチンおよびキトサンが含まれるが、これらに限定されない。
【００５２】
　本発明のこのおよびその他の局面のいくつかの態様において、炭水化物ポリマーは、キ
チンまたはその誘導体である。1つの好ましいキチン誘導体は、キトサン（α-(1-4)2-ア
ミノ-2-デオキシ-β-D-グルカン）およびその誘導体である。例示的なキトサン誘導体に
は、N-(アミノアルキル)キトサン、スクシニルキトサン、第4級アミノ化キトサン、N-ア
シル化キトサン（例えば、カプロイルキトサン、オクタノイルキトサン、ミリストイルキ
トサンおよびパルミトイルキトサン）、N-メチレンホスホン酸キトサン、N-ラウリル-N-
メチレンホスホン酸キトサン、N-ラウリル-カルボキシメチルキトサン、N-アルキル-O-硫
酸化キトサン、チオール化キトサン（例えば、キトサン-2-イミノチオラン、キトサン-4-
チオブチルアミジンおよびキトサン-チオグリコール酸）、ならびにリン酸化キトサンが
含まれるが、これらに限定されない。
【００５３】
　炭水化物ポリマーの合成に使用できる合成法は、当業者に十分に知られている。例えば
、その全内容が参照により本明細書に組み入れられる、Stick, R.V., Carbohydrates: Th
e Sweet Molecules of Life.; Academic Press, pp 113-177 (2002); Crich, D. and Dud
kin V., J. Am. Chem. Soc., 123:6819-6825 (2001); Garegg, P.J., Chemtracts-Org. C
hem., 5:389 (1992); Mayer, T.G., Kratzer, B. and Schmidt, R.R. Synthesis of a GP
I anchor of the yeast Saccharomyces cerevisiae. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 33, 
2177-2181 (1994); Seifert, J., Lergenmuller, M. and Ito, Y. Synthesis of an α-(
2,3)-sialylated complex-type undecasaccharide. Angew. Chem. Int. Ed. 39, 531-534
 (2000); Wang, Z.-G. et al. Toward fully synthetic homogeneous glycoproteins: a 
high mannose core containing glycopeptide containing carrying full H-type 2 huma
n blood group specifity. Angew. Chem. Int. Ed. 40, 1728-1732 (2001); Caruthers, 
M.H. Gene synthesis machines: DNA chemistry and its uses. Science 230, 281-285 (
1985); Sears, P. and Wong, C.-H. Toward automated synthesis of oligosaccharides 
and glycoproteins. Science 291, 2344-2350 (2001); Zhang, Z. et al. Programmable 
one-pot oligosaccharide synthesis. J. Am. Chem. Soc. 121, 734-753 (1999; Nishimu
ra, S. Automated glycosynthesizer 'Golgi' by mimicking biosynthetic process. Tan
pakushitsu Kakusan Koso 48, 1220-1225 (2003); Plante, O.J., Palmacci, E.R. and S
eeberger, P.H. Automated solid-phase synthesis & oligosaccharides. Science 291, 
1523-1527 (2001); Andrade, R.B., Plante, O.J., Melean, L.G. and Seeberger, P.H. 
Solid-phase oligosaccharide synthesis: preparation of complex structures using a
 novel linker and different glycosylating agents. Org. Lett. 1, 1811-1814 (1999)
; Love, K.R. and Seeberger, P.H. Automated solid-phase synthesis of protected tu
mor-associated antigen and blood group determinant oligosaccharides. Angew. Chem
. Int. Ed. 43, 602-605 (2004); およびSeeberger, P.H. and Werz, D.B. Synthesis an
d medical applications of oligosaccharides. Nature 446, 1046-1051 (2007)を参照の
こと。
【００５４】
タンパク質
　本発明の複合材料の製造には、秩序構造を形成するよう誘導され得る、例えばランダム
コイルおよび/またはヘリカル構造からβ-シートへと誘導され得るほぼすべてのタンパク
質を使用することができる。タンパク質は、加熱、機械的ストレッチ、有機溶媒、例えば
エタノール、メタノールへの浸漬および水蒸気中での硬化の処理によって、ランダムコイ
ルからβ-シート形態に変換され得る。例えば、その全内容が参照により本明細書に組み
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入れられる、Hu et al., 41 Macromolecules 3939-48 (2008); Jin and Kaplan, 424 Nat
ure 1057-61 (2003); Canetti et al., 28 Biopolymers - Peptide Sci.§ 1613-24 (198
9); およびJin et al., 15 Adv. Funct. Mat. 1241-47 (2005)を参照のこと。いくつかの
例において、高濃度タンパク質溶液を使用することによっても、ランダムコイルからβシ
ートへの転移が促進され得る。理論に拘束されることを望まないが、この構造の転移は、
水不溶性を与え、それによって、そのような材料を生物医学およびその他の用途、例えば
センサープラットフォーム、の範囲内で使用する選択肢を提供する。例えば、その内容が
参照により本明細書に組み入れられる、Zhang, 16 Biotechnol. Adv. 961-71 (1998)を参
照のこと。
【００５５】
　いくつかの態様において、タンパク質は、絹タンパク質またはその類似体もしくは誘導
体である。いくつかの態様において、絹タンパク質は、フィブロインである。絹タンパク
質は、天然に存在する絹タンパク質、例えば、カイコの繭から抽出された絹、または絹様
タンパク質もしくはポリマーであり得る。多くの絹様タンパク質およびポリマーが当技術
分野で公知であり、かつこれらは本発明に適合する。例えば、その全内容が参照により本
明細書に組み入れられる、Asakura et al., Production and characterization of a sil
k-like hybrid protein, based on the polyalanine region of Samia cynthia ricini s
ilk fibroin and a cell adhesive region derived from fibronectin, Biomaterials, 2
5(4): 617-624 (2004); Yang, M. and Kawamura, J. Development of silk-like materia
ls based on Bombyx mori and Nephila clavipes dragline silk fibroins, Polymer, 50
(1): 117-124 (2009); Barr, L.A., Fahnestock S.R., and Yang, J. Production and pu
rification of recombinant DP1B silk-like protein in plants, Molecular Breeding, 
13(4): 345-356 (2004); Anderson, J.P., Cappello, J., and Martin, D.C. Morphology
 and primary crystal structure of a silk-like protein polymer synthesized by gen
etically engineered Escherichia coli bacteria, Biopolymers, 34(8): 1049-1058 (20
04); Huang, J. Foo, C.W.P., and Kaplan, D.L. Biosynthesis and Applications of Si
lk-like and Collagen-like Proteins, Polymer Reviews, 47(1) 29-62 (2007); Yao, J.
 and Asakura, T. Synthesis and Structural Characterization of Silk-Like Material
s Incorporated with an Elastic Motif, J. Biochem. 133(1): 1147-1154 (2003); Yang
 et al., Silklike materials constructed from sequences of Bombyx mori silk fibro
in, fibronectin, and elastin, J. Biomed. Mater. Res. Part A, 84A(2): 353-363 (20
07); およびWerten et al., Biosynthesis of an Amphiphilic Silk-Like Polymer, Biom
acromolecules, 9(7): 1705-1711 (2008)を参照のこと。HardyおよびScheibleは、その内
容が参照により本明細書に組み入れられるHardy, J.G. and Scheibel, T.R. Biochem. So
c. Trans. 36: 677-681 (2009)において、絹から着想を得たポリマーおよびタンパク質の
総説を提供している。
【００５６】
　理論に拘束されることを望まないが、絹フィブロインは、優れたフィルム形成能を有し
、かつ生体適合性で、ヒト体内での使用を許容されるものでもある。Altman et al., 24 
Biomats. 401-16 (2003); Vepari and Kaplan, 32 Prog. Polym. Sci. 991-1007 (2007)
。絹フィブロインフィルムは、ヒトの皮膚と同様、湿性状態で溶存酸素透過性が良く、こ
のことは創傷被覆材および人工皮膚システムにおけるこれらのフィルムの潜在的用途を示
唆している。Minoura et al., 11 Biomats., 430-34 (1990); Minoura et al., 31 Polym
er, 265-69 (1990a)。しかし、絹フィブロインから形成されるフィルムは、ランダムコイ
ルタンパク質構造が優勢であるため、さらなる操作がなければ水に溶解する。
【００５７】
　さらに、絹フィブロインの構造的特徴は、加熱、機械的ストレッチ、有機溶媒、例えば
メタノール、エタノールへの浸漬および水蒸気中での硬化の処理により、ランダムコイル
からβ-シートの形態へと変換され得る。絹フィブロインはまた、高濃度フィブロイン溶
液を用いることによってβシートを形成するよう誘導され得る。
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【００５８】
　本明細書に記載される局面のいくつかの態様において、タンパク質は、パークリン（pe
rculin）、アブダクチン(abductin)、フィブリン、フィブロイン、エラスチン、レシリン
、フィブロネクチン、フィブリノゲン、ケラチン、チチン、コラーゲン、アクチン、Arp2
/3、コロニン、ジストロフィン、FtsZ、ミオシン、スペクトリン、タウ（タンパク質）、
チューブリン、F-スポンジン、ピカチュリン、それらのタンパク質断片、合成ペプチド、
タンパク質の遺伝子発現部分、断片およびそれらの任意の組み合わせからなる群より選択
される。
【００５９】
　複合材料の特徴は、絹タンパク質以外もしくは絹様タンパク質以外のタンパク質、タン
パク質の混合物を使用することによって、および/またはタンパク質層に非タンパク質分
子を組み込むことによって、調整すること、例えば強化することができる。例えば、弾性
を増加させるために、エラスチンまたはレシリンを、タンパク質層において使用すること
ができるか、または、炭水化物層および/もしくはタンパク質層に添加することができる
。同様に、鉱化を向上させるために、パールシンをタンパク質層において使用することが
できるか、または、炭水化物層および/もしくはタンパク質層に添加することができる。
【００６０】
　本明細書に記載される局面のいくつかの態様において、複合材料は、複合材料の炭水化
物層またはタンパク質層の少なくとも一方の層中に、カーボンファイバー、カーボンナノ
チューブ、ガラスファイバー、低分子、ポリマー、タンパク質、ペプチド、ペプチド模倣
体、核酸、有機化合物、無機化合物、結晶性化合物、生物学的化合物、生物活性化合物、
生物活性を有する化合物、および生物学的、薬学的または治療的な作用物質、ならびにそ
れらの任意の組み合わせからなる群より選択される分子を含む。
【００６１】
複合材料の合成
　本発明の複合材料は、適切な表面上に炭水化物層とタンパク質層を交互に調製すること
によって調製され得る。炭水化物ベースの基材、例えばフィルムは最初に、炭水化物溶液
（例えば、炭水化物ポリマー溶液）を乾燥させることによって調製し得る。いくつかの態
様において、炭水化物ベースの基材は、酸性溶液に含まれる。いくつかの例示的な酸には
、イタコン酸、ポリイタコン(polyitaconic)酸、アコニット酸、尿酸、グルクロン酸、ギ
酸、酢酸、トリクロロ酢酸、プロピオン酸、ブタン酸、4-クロロブタン酸、3-クロロブタ
ン酸、2-ブロモブタン酸、2-クロロブタン酸、亜塩素酸、次亜塩素酸、クエン酸、グルコ
ン酸、乳酸、シュウ酸、酒石酸、アスコルビン酸、メルドラム酸、フッ化水素酸、シアン
化水素酸、硫化水素、オルトリン酸、亜硫酸、炭酸、弱塩基の共役酸が含まれるが、これ
らに限定されない。限定されることはないが、溶液中の酸濃度は、約0.1% w/v～約10% w/
vの範囲であり得る。いくつかの態様において、溶液は、約1% w/v～約2% w/vの酸を含む
。いくつかの態様において、酸は、25℃で10-2未満の酸解離定数（Ka）を有する弱酸であ
る。いくつかの態様において、酸は、酢酸である。
【００６２】
　調製された炭水化物基材は、洗浄、さらに修飾および/または中和され得る。調製され
た基材の仕様に依存して、酸性または塩基性の溶液が、基材の修飾および/または中和に
使用され得る。例示的な塩基には、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、水酸化カリ
ウム、水酸化カルシウム、水酸化マグネシウム、水酸化バリウム、水酸化ストロンチウム
、水酸化リチウム、水酸化ルビジウム、炭酸ナトリウムおよびアンモニアが含まれるが、
これらに限定されない。限定されることはないが、中和溶液中の塩基濃度は、約0.1% w/v
～約10% w/vの範囲であり得る。いくつかの態様において、溶液は、約4% w/v～約6% w/v
の塩基を含む。いくつかの態様において、中和溶液は、pH緩衝液、例えば高pH炭酸緩衝液
である。高pH緩衝液は、pHが7、8、9、10、11もしくは12であるかまたはそれより高い緩
衝液を意味する。
【００６３】
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　必要な場合、炭水化物基材からあらゆる残留水分子を、その目的のために当業者に公知
の方法を用いて除去することができる。例えば、フィルムは、有機溶媒、例えばアルコー
ル、例えばメタノール、エタノール等で洗浄され得る。さらに、炭水化物フィルムを調製
する方法は、当技術分野で周知であり、かつそのようなフィルムを調製するのに使用する
ことができる。例えば、その内容が参照により本明細書に組み入れられる、Ito, R. and 
Matsuo, Y. Eds. Handbook of Carbohydrate Polymers: Development, Properties and A
pplications, Nova Science Pub. Inc. (2010); およびRichert et al., Langmuir, 20(2
): 448-58 (2004)を参照のこと。
【００６４】
　炭水化物基材は、次いで、それをタンパク質溶液に浸漬することによって、タンパク質
の層でコーティングされ得る。あるいは、炭水化物基材は、それにタンパク質溶液の層を
堆積することによって、タンパク質の層でコーティングされ得る。通常、任意のタンパク
質対炭水化物比、例えば重量比またはモル比が、複合材料の全体構成を調整するのに使用
され得る。いくつかの態様において、炭水化物対タンパク質比は、10:1～1:10である。い
くつかの態様において、炭水化物対タンパク質比は、5:1～1:5、2.5:1～1:2.5、1.15:1～
1:1.15である。いくつかの態様において、その比は、1:1.5～1:2.5である。いくつかの態
様において、その比は、1:2である。その比は、各層の形成のために溶液に添加された炭
水化物およびタンパク質の乾燥重量またはモル量に基づくものであり得る。
【００６５】
　概して、炭水化物溶液は、約1% w/v～約50% w/vの炭水化物ポリマーを含む。いくつか
の態様において、炭水化物溶液は、約1% w/v～約25% w/vの炭水化物を含む。いくつかの
態様において、炭水化物溶液は、約2% w/v～約6% w/vの炭水化物を含む。理論に拘束され
ることを望まないが、いくつかの態様においては、高濃度炭水化物溶液が使用される。例
えば、いくつかの態様において、炭水化物溶液は、約50% w/v～約95% w/vの炭水化物を含
む。いくつかの態様において、炭水化物溶液は、約75% w/v～約85% w/vの炭水化物を含む
。
【００６６】
　炭水化物溶液と同様、タンパク質溶液は、約1% w/v～約50% w/vのタンパク質を含む。
いくつかの態様において、タンパク質溶液は、約1% w/v～約25% w/vのタンパク質を含む
。いくつかの態様において、タンパク質溶液は、約2% w/v～約6% w/vのタンパク質を含む
。
【００６７】
　タンパク質層は、任意で、そのタンパク質構造の変化、例えば繊維性から結晶性へ、α
-ヘリカルからβ-シートへおよびこれらの逆、を誘導するよう処理することができる。例
えば、タンパク質層は、結晶構造の形成を誘導するよう処理することができる。いくつか
の態様において、タンパク質層は、β-シートまたは類似構造の形成を誘導するよう処理
することができる。いくつかの態様において、タンパク質層は、β転移を誘導するよう処
理される。タンパク質構造の変化を誘導する例示的な方法には、高濃度タンパク質溶液の
使用、加熱、凍結、機械的ストレッチ、圧力、有機溶媒、例えばエタノール、メタノール
を用いる浸漬または洗浄、および水蒸気中での硬化が含まれるが、これらに限定されない
。
【００６８】
　タンパク質層自体は、層単位で構築することができる。例えば、炭水化物基材を、第1
のタンパク質層でコーティングすることができる。そのようにコーティングされた炭水化
物を、その後に、第2の同一タンパク質または異なるタンパク質の層でコーティングする
ことができる。このプロセスは、タンパク質層が全体として適切な厚みに達するまで繰り
返すことができる。各タンパク質のコーティングの後、タンパク質層を、任意で、上記の
とおり、タンパク質構造の変化を誘導するよう処理することができる。
【００６９】
　概して、複合材料は、約1～約500μmの厚みを有する。いくつかの態様において、複合
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材料は、約1～約250μm、約1～約150μm、約1～約100μm、約1～約75、約1～約50μm、約
1～約25μm、約1～約20μm、約1～約15μm、約1～約10μmまたは約1～約5μmの厚みを有
する。
【００７０】
　複合材料中の炭水化物およびタンパク質層の各々の厚みは、独立して、数オングストロ
ーム～数ミリメートル、例えば、約1Å～約5mmの範囲であり得る。いくつかの態様におい
て、各炭水化物層の厚みは、独立して、約1～約250μmの範囲であり得る。いくつかの態
様において、各炭水化物層の厚みは、独立して、約1～約100μm、約1～約75μm、約1～約
50μm、約1～約40μm、約1～約30μm、約1～約25μm、約1～約20μm、約1～約15μm、約1
～約10μmおよび約1～約5μmからなる群より選択される。いくつかの態様においては、す
べての炭水化物層が、同じ厚みを有する。いくつかの態様においては、少なくとも2つの
炭水化物層が、異なる厚みを有する。
【００７１】
　同様に、複合材料中のタンパク質層の厚みもまた、独立して、数オングストローム～数
ミリメートル、例えば、約1Å～約5mmの範囲であり得る。いくつかの態様において、各タ
ンパク質層の厚みは、独立して、約1～約250μmである。いくつかの態様において、各タ
ンパク質層の厚みは、独立して、約1～約100μm、約1～約75μm、約1～約50μm、約1～約
40μm、約1～約30μm、約1～約25μm、約1～約20μm、約1～約15μm、約1～約10μmおよ
び約1～約5μmからなる群より選択される。いくつかの態様においては、すべてのタンパ
ク質層が、同じ厚みを有する。いくつかの態様においては、少なくとも2つのタンパク質
層が、異なる厚みを有する。
【００７２】
　いくつかの態様において、タンパク質層の厚みは、炭水化物層の厚みの約0.1×～約5×
である。いくつかの態様において、タンパク質層の厚みは、複合材料の炭水化物層の厚み
の約0.25×、約0.5×、約0.75×、約1×、約1.25×、約1.5×、約1.75×、約2×、約2.5
×または約5×である。
【００７３】
　いくつかの態様においては、複合材料のすべての層が、同じ厚みを有する。いくつかの
態様においては、複合材料の少なくとも2つの層が、異なる厚みを有する。異なる厚みを
有する少なくとも2つの層は、同じ構成成分の層（例えば、炭水化物層もしくはタンパク
質層）または少なくとも1つの炭水化物層および少なくとも1つのタンパク質層であり得る
。
【００７４】
　1つの非限定的な例において、複合材料は、キトサンフィルムを調製することによって
形成される。キトサンフィルムは、酸、例えば酢酸中のキトサン溶液を乾燥させ、かつそ
のフィルムを、例えばNaOHを用いて中和することによって調製することができる。キトサ
ンフィルムは、任意で、例えば分子間水分子の遊離を促進するメタノールを用いて脱水さ
れる。得られる乾燥キトサンフィルムは、水和性が低く、脆性が高くなり得る。しかし、
キトサンフィルムとタンパク質、例えばフィブロインのコーティングを、例えばキトサン
フィルムをフィブロイン水溶液に浸漬し得られる複合材料を乾燥させることにより、組み
合わせることで、有意に改善された強度特性を有する複合積層フィルムが生成される。本
発明の1つの態様にしたがい、キトサンフィルムがフィブロインと、およそ1:1～4:1（好
ましくは2:1.5～2:1）（w/w）の範囲内のフィブロイン：キトサン比で組み合わされる場
合、得られる複合材料は、キトサン単体よりも有意に高い強度特性を示す。
【００７５】
　本発明の代替の態様にしたがい、複合材料は、中間分子量キトサンから製造することが
できる。中間分子量および高い脱アセチル化度を有するキトサン材料（Sigma Aldrich）
は、1% v/v酢酸中に2% w/vで溶解し得る。得られる溶液6mlを9cm径ペトリ皿に注ぎ、その
溶媒を37℃で蒸発させることができる。プロトン化されたアミノ基を中和し、さらなる溶
解を避けるために、得られるフィルムを、5～15分の時間、例えば10分間、NaOH 4%（w/v
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）中に浸漬することができる。残留するNaOHを除去するために、得られるキトサンフィル
ムを、脱イオン（DI）水中で十分に洗浄し、その後に、任意で、37℃で乾燥させることが
できる。キトサンの最終的な厚みは、7～13μmの範囲内、例えば10μmであり得る。
【００７６】
キトサン・フィブロイン積層複合材の製造：
　本発明の1つの態様にしたがい、タンパク質層を形成するために、Mielke's Fiber Arts
（USA）から入手可能な既にセリシン除去されたボンビックス・モリ由来絹が使用される
。この絹をDI水中で数回洗浄した後に、80% (w/v)のLiBr中に10% w/vとなるよう、60℃で
6時間、溶解させることができる。溶解した絹は、12～14 kDaの分子量カットオフを有す
る透析チューブ（VWR Scientific, USA）において水に対して透析することができる。透
析は、一定間隔で水を交換しつつ、3、4または5日間実施することができる。フィブロイ
ンの最終濃度は、秤量（XS205, Mettler Toledo, USA）により測定することができる。得
られるフィブロイン濃度は、2～6%の範囲内、例えば約4%（w/v）であり得る。水性絹フィ
ブロイン溶液を作製する代替の方法は、参照により本明細書に組み入れられる、「Concen
trated Aqueous Silk Fibroin Solution and Use Thereof」という表題のWIPO公開番号WO
 2005/012606に詳細に記載されている。
【００７７】
　フィブロイン溶液を、9cm径のペトリ皿の底面に固定したキトサンフィルム上に堆積し
、かつ37℃で乾燥させることができる。得られる複合フィルムは、タンパク質のβ転移の
ために（およびさらなる溶解を防ぐために）、25～35分間、例えば30分間、メタノール中
に浸漬することができ、かつこれをDI水で洗浄することができる。他の態様において、β
転移は、アルコール、有機溶媒、水溶液、圧力の印加および/または熱の印加を含むその
他の誘導因子によって、誘導することもできる。
【００７８】
　図1Aおよび1Bは、本発明にしたがう複合材料の試料を示す。図1Aは、キトサンフィルム
（青色）をフィブロイン層（緑色）に結合している、本発明の1つの態様にしたがう複合
材料の図を示しており、これは、天然の積層構造を模倣し、昆虫のキューティクルおよび
甲殻類の外骨格をそれらの新規の機械的特性と共に提供するものである。図1Bは、複合積
層材料の画像を示しており、この実施例では薄い（15μm）透明なフィルムである（バー
は2.3cm）。
【００７９】
マイクロトポグラフィー
　本発明の態様にしたがい、得られる複合フィルムの予め規定されたマイクロトポグラフ
ィーは、タンパク質溶液をポリジメトキシシラン（PDMS）鋳型（構造化されたシリコン表
面上でのポリマーのキャスティングにより製造されたもの）と平面的な炭水化物層または
フィルムの間でキャスティングすることによって形成することができる。複合材料は、そ
の後、タンパク質構造の変化、例えば、繊維性から結晶性へ、α-ヘリカルからβ-シート
へおよびこれらの逆、を誘導するよう処理される。例えば、タンパク質層は、結晶構造の
形成を誘導するよう処理することができる。いくつかの態様において、タンパク質層は、
β-シートまたは類似構造の形成を誘導するよう処理することができる。いくつかの態様
において、タンパク質層は、β転移を誘導するよう処理される。複合材料は、乾燥させ、
鋳型から剥がすことができる。
【００８０】
　非限定的な例において、得られる複合フィルムの予め規定されたマイクロトポグラフィ
ーは、フィブロイン溶液をポリジメトキシシラン（PDMS）鋳型（構造化されたシリコン表
面上でのポリマーのキャスティングにより製造されたもの）と平面的なキトサンフィルム
の間でキャスティングすることによって形成することができる。水分は37℃で数時間かけ
て蒸発させることができ、複合材料を鋳型から剥がすことができる。非構造化複合材料の
場合と同様、試料をβ転換させるためにメタノール処理し、かつDI水で洗浄した。
【００８１】
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　本発明の態様にしたがい、得られる複合フィルムのマイクロトポグラフィーは、構造化
された炭水化物フィルム上にタンパク質を堆積することによって生成することができる。
炭水化物フィルムは、既知の方法によって、例えば、炭水化物の溶液をPDMS鋳型上で乾燥
させることによって、構造化させることができる。構造化された炭水化物フィルムは、そ
の後、本発明にしたがう構造化された複合材料を製造するため、本明細書に記載されると
おりにさらに処理することができる。
【００８２】
　1つの非限定的な例において、得られる複合フィルムのマイクロトポグラフィーは、構
造化されたキトサンフィルム上にフィブロインタンパク質を堆積することによって生成す
ることができる。キトサンフィルムは、既知の方法によって、例えば、溶液中のキトサン
をPDMS鋳型上で乾燥させることによって、構造化させることができる。構造化されたキト
サンは、本発明にしたがう構造化された複合材料を製造するため、本明細書に記載される
とおりにさらに処理することができる。
【００８３】
　図3は、本発明の態様にしたがうキャスティングを示している。図3Aは、構造化された
キトサンフィルム上にタンパク質相を堆積することによって本発明にしたがい形成された
複合材料のトポグラフィーを示す（バー = 100μm）。図3Bは、表面の一部が構造化され
表面の一部が構造化されていない本発明にしたがう複合材料のチューブを示す。白色の矢
印は、タンパク質層上の開口部を指し示しており、その開口部を通してその下のキトサン
層が見える（バー = 1mm）。図3Cは、フィブロイン上に構造化された表面が形成された、
本発明の態様にしたがい形成された複合材料のトポグラフィーを示す（バー = 50μm）。
図3Dは、図3Cの構造化された表面をより詳細に示している。壁面の水平方向の帯は、鋳型
のディープ反応性イオンエッチングマークの複製である（バー = 5μm）。図3Eは、本発
明の態様にしたがい形成された多層複合キトサン・フィブロイン材料の複数の層のSEM画
像を示す。線の間の数字は、3つの異なるキトサン層を表す（バー = 50μm）。
【００８４】
応力/ひずみの測定
　乾燥させた複合材料の試料を1.5cm幅・8cm長の細片に切断し、Instron 3342（500N, In
stron, USA）を用いて試験した。試料の厚みは、顕微鏡（Axio Observer, Zeiss, German
y）を用いて、そのフィルムの異なる5点の平均として測定した。厚みの測定はまた、SEM
分析に供した試料において裏付けをとった。
【００８５】
　図1Cは、本発明にしたがう複合材料と個々の構成成分を対比する応力ひずみ曲線を示す
。示されているとおり、本明細書で「シュリルク」と呼ばれている1:2比の複合キトサン
・フィブロイン積層材料の強度は、キトサンまたは共に液相中にあるキトサンとフィブロ
インを混合することによって製造された非積層キトサン・フィブロインブレンドよりもず
っと高い。フィブロインフィルムは、非常に脆く（データは図1Cに示されていない）、3.
14 MPaという低い破壊強さを有する（図1Cに示されている）。図1Dは、複合シュリルク材
料および構成成分の材料の靭性係数および破断点を示す。示されているとおり、複合積層
シュリルク材料の靭性係数および破断点は両方とも、キトサン、フィブロインまたは非構
造化キトサン・フィブロインブレンドのいずれよりもずっと高い。
【００８６】
　図2Aは、複合積層材料中のキトサン対フィブロイン比に関しての強度特性を示す。図2A
は、キトサン対フィブロイン比が1:2の場合に、複合材料の破壊強さが、キトサン単体の
破壊強さよりも有意に高いことを示している。図2Bは、積層複合材内のキトサン・フィブ
ロイン接触面のSEM画像を示す。
【００８７】
　上記のとおり、本発明にしたがい製造された複合材料は、ブレンドと同じ構成成分およ
び量を有するが、天然の構造（例えば、昆虫のキューティクルにおけるそれ）を模倣して
いる複合材料は、ほぼ10倍の強度である。さらに、驚くべきことに、特定構成の「シュリ



(26) JP 6053682 B2 2016.12.27

10

20

30

40

50

ルク」複合積層材料におけるキトサンおよびフィブロインの組み合わせは、最も強い構成
成分（すなわち、キトサン）のほぼ2倍の強度である。各材料が破断前に吸収することが
できる単位体積あたりのエネルギー（すなわち、靭性係数、図1D）は、本発明にしたがう
キチン/タンパク質複合材の予想外の特性をさらに説明している。キトサンに極めて脆い
材料、例えばフィブロインを添加するとキトサンよりも弱いがフィブロインよりも強い材
料（例えば、ブレンド）が生じることは予測できる可能性があるが、得られる「シュリル
ク」複合積層材料は、破断前にキトサンよりも1.5倍多くのエネルギーを吸収する。
【００８８】
　したがって、複合材料は、破断前に、構成要素の炭水化物のフィルムよりも少なくとも
1.2倍、少なくとも1.3倍、少なくとも1.4倍、少なくとも1.5倍、少なくとも2倍、少なく
とも3倍、少なくとも4倍、少なくとも5倍、少なくとも10倍、少なくとも50倍、少なくと
も100倍多くのエネルギーを吸収し得る。
【００８９】
　一般的な材料と比較すると、複合材料の120MPaという極限強さは、ナイロンのそれの2
倍であり、アルミニウムに匹敵するものである。しかし、この複合材料の密度はおよそ1.
46g/cm3なので、キトサン・フィブロイン複合「シュリルク」材料は、アルミニウム合金
およびその等価物と同等の機械的特徴を示すが、その重量は半分である。さらに、シュリ
ルクは、生体適合性かつ生分解性であり；特定の構成においては、光学的に透明でもある
。
【００９０】
　したがって、複合材料は、構成要素の炭水化物もしくはタンパク質単体またはそのブレ
ンドから形成される材料よりも少なくとも1.2倍、少なくとも1.3倍、少なくとも1.4倍、
少なくとも1.5倍、少なくとも2倍、少なくとも3倍、少なくとも4倍、少なくとも5倍、少
なくとも10倍、少なくとも50倍、少なくとも100倍またはそれ以上の強度を有し得る。い
くつかの態様において、複合材料は、少なくとも5 MPa、少なくとも10 MPa、少なくとも2
0 MPa、少なくとも30 MPa、少なくとも40 MPa、少なくとも50 MPa、少なくとも60 MPa、
少なくとも70 MPa、少なくとも80 MPa、少なくとも90 MPa、少なくとも100 MPaまたはそ
れ以上の強度を有する。
【００９１】
　シュリルクにおいて、複合材の最大強度は、キトサン：フィブロインの重量比がおよそ
1:2の場合に達成される（図2A）。一定の限度を超えてタンパク質の量を増加させてもそ
の結合効果を強化するとは考えられず；さらに、1:2比を超えてタンパク質を増加させる
とその設計の効果が打ち消され、機械的にフィブロインに近い材料が生じることが観察さ
れた。
【００９２】
　フィブロイン/キトサン接触面のSEM画像（図2B）において、その境界は、それらの材料
の異なる電気的特性によって明確に画定されるが、それ以外に区別する証拠はなく、この
ことから両構成成分の高い化学的親和性が確認される。
【００９３】
　複合材料はタンパク質層でコーティングされた炭水化物フィルムに関して議論されてい
るが、炭水化物層はフィルム以外の形態でもあり得る。したがって、いくつかの態様にお
いて、炭水化物層は、発泡体、スポンジ、繊維、メッシュまたはナノスケール構造物の形
態であり得る。
【００９４】
　本発明の態様にしたがう複合材料は、炭水化物溶液を乾燥させる際にこれに気泡を注入
することによって、または発泡体もしくはスポンジの形成後に溶解し得る浸出性物質（例
えば、塩の結晶）を使用することによって、発泡体様またはスポンジ様材料として製造す
ることができる。あるいは、発泡体またはスポンジ構造物は、炭水化物溶液を凍結乾燥す
ることによって形成することができる。溶媒の昇華は、発泡体またはスポンジの多孔質構
造を生成する気泡の核となる。孔のサイズを制御する方法は多数存在する。例えば、孔の
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サイズは、凍結乾燥時の温度を制御する、溶媒濃度を変える等により制御することができ
る。その後、形成された炭水化物発泡体またはスポンジを、タンパク質の溶液に浸漬して
またはそうでなければタンパク質溶液でコーティングして、発泡体様またはスポンジ様構
造の複合体を作製することができる。限定されることはないが、炭水化物ベースの発泡体
またはスポンジの一部のみまたはすべてが、タンパク質でコーティングされ得る。
【００９５】
　多孔質の炭水化物材料の形成に関するさらなる情報は、例えば、Madihally, S.V. and 
Matthew, H.W.T. Porous Chitosan scaffolds for tissue engineering. Biomaterials, 
20(12): 1133-1142(1999); およびXu, H.H.K and Simon, C.G. Fast setting calcium ph
osphate-Chitosan scaffold: mechanical properties and biocompatibility. Biomateri
als, 26(12): 1337-1348 (2005)において見出すことができ、両文献の内容は参照により
本明細書に組み入れられる。発泡体の形成に関する別の興味深い選択肢は、固形材料に対
する高圧CO2（すなわち、超臨界CO2）の使用である。これは、ほとんどの場合、圧力を、
通常は20Barの範囲に増加させ、分子構造内にCO2を導入することによるものである。その
圧力に達した場合、CO2は、材料のキャビテーションを引き起こす。この方法は評価が高
まっており、「グリーン（green）」と考えられている。
【００９６】
　得られる発泡体またはスポンジは、発泡体またはスポンジ構造の複合材料を結晶性物質
、例えば炭酸カルシウム、の過飽和溶液に浸漬しかつその表面上および空洞内で結晶を形
成させることで結晶性物質を導入することによって、鉱化させることができる。
【００９７】
　非限定的な例において、本発明の態様にしたがう複合材料は、キトサン溶液を乾燥させ
る際にこれに気泡を注入することによって、または発泡体もしくはスポンジの形成後に溶
解し得る浸出性物質（例えば、塩の結晶）を使用することによって、発泡体様またはスポ
ンジ様材料として製造することができる。本発明の態様にしたがい、キトサン発泡体スポ
ンジを、フィブロイン溶液に浸漬してまたそうでなければフィブロイン溶液でコーティン
グして、発泡体様構造の複合材料を作製することができる。得られる発泡体は、結晶性物
質を導入することによって、例えば、発泡体構造の複合材料を炭酸カルシウムの過飽和水
溶液に浸漬しかつ発泡体の表面上および空洞内で結晶を形成させることで炭酸カルシウム
を導入することによって、鉱化させることができる。本発明の1つの態様においては、任
意の多量のCaCO3を水に溶解し、これを1～3日間、20 psiのCO2に供する。圧力を解放した
後、溶解していないCaCO3を除去するために、得られる液体をろ過する。溶液が室温に戻
った後に、キトサン発泡体またはスポンジ（またはフィルム）をCaCO3溶液に浸漬するこ
とができる。
【００９８】
　別の非限定的な例において、発泡体またはスポンジ構造物は、溶液中に溶解させたキト
サンを凍結乾燥することによって形成することができる。溶媒の昇華は、発泡体またはス
ポンジの多孔質構造を生成する気泡の核となる。孔のサイズを制御する方法は多数存在す
る。例えば、孔のサイズは、凍結乾燥時の温度を制御することによって制御することがで
きる。あるいは、孔のサイズは、溶媒の濃度を変えることによって制御することができる
。図5および6に示される構造物では、キトサンフィルムの調製には2%の酢酸溶液を使用し
たのに対して、キトサンを1%の酢酸溶液に溶解させた。多孔質基材材料の形成に関するさ
らなる情報は、Madihally, S.V. and H.W.T. Matthew, Porous Chitosan scaffolds for 
tissue engineering. Biomaterials, 1999, 20(12): p.1133-1142; およびXu, H.H.K and
 C.G. Simon, Fast setting calcium phosphate-Chitosan scaffold: mechanical proper
ties and biocompatibility. Biomaterials, 2005, 26(12): p.1337-1348において見出す
ことができ、両文献は参照により本明細書に組み入れられる。
【００９９】
　図5は、本発明にしたがい発泡体として製造された複合材料の試料を、円筒形の形態の
キトサンベースの発泡体構造物と並べて示している。図6Aおよび6Bは、鉱化させた発泡体
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複合材料構造物を示す。図6Bは、図6Aの差し込み図の拡大像を示しており、同構造物の開
孔をはっきりと確認することができる。
【０１００】
　本発明の態様にしたがい、炭水化物は、エレクトロスピニングによって、つまり電荷を
用いて炭水化物溶液から炭水化物ポリマーの繊維を生成することによって、繊維にするこ
とができる。例えば、炭水化物の繊維は、炭水化物の溶液を第2の溶液に注入して炭水化
物を凝固させることによって、形成することができる。凝固物はその後、繊維の直径を制
御するため、小口径の開口部を通して押し出すことができる。例えば、炭水化物の酸溶液
を塩基性溶液に注入することができるか、またはその逆を行うことができる。あるいは、
凝固は、溶液の塩濃度を調整することによって、化学的および/または機械的手段、例え
ば圧力、加熱または冷却、振盪等によって、誘導することができる。繊維の形成に関する
さらなる情報は、例えば、Duan, B., C. Dong, X. Yuan, et al., Electrospinning of c
hitosan solutions in acetic acid with poly(ethylene oxide). Journal of Biomateri
als Science, Polymer Edition, 15(6): 797-811 (2004)およびOhkawa, K., D. Cha, H. 
Kim, et al., Electrospinning of Chitosan. Macromolecular Rapid Communications, 2
5(18): 1600-1605 (2004)において見出すことができ、両文献は参照により本明細書に組
み入れられる。本発明の代替の態様において、炭水化物は、参照により本明細書に組み入
れられる"Nanofiber assembly by rotary jet-spinning," Badrossamay MR, Mcllwee HA,
 Goss JA, Parker KK, Nano Lett. 2010 Jun 9;10(6):2257-6に記載されるロータリージ
ェットスピニングによって繊維にすることができる。
【０１０１】
　非限定的な例において、キトサンは、エレクトロスピニングによって、つまり、電荷を
用いてキトサン溶液からキトサンの繊維を生成することによって、繊維にすることができ
る。本発明の1つの態様にしたがい、繊維性のキトサンは、キトサンの酸（例えば、酢酸
）溶液を塩基性溶液（例えば、NaOH）に注入することによって、形成することができる。
キトサンは塩基性溶液との接触により凝固し、キトサンの繊維を生成する。凝固物は、繊
維の直径を制御するため、小口径の開口部を通して押し出すことができる。あるいは、そ
の他の繊維押し出し法、例えばロータリージェットスピニング、が用いられ得る（例えば
、Mohammad Reza Badrossamay, Holly Alice Mcllwee, Josue A. Goss, Kevin Kit Parke
r. Nanofiber Assembly by Rotary Jet-Spinning. Nano Lett., 2010, 10(6), pp 2257-2
261）。
【０１０２】
　本発明にしたがい、炭水化物層は、ナノスケールで規定されたトポグラフィーを有する
ように形成することができる。その後、この規定されたナノスケールトポグラフィー上に
、タンパク質相を適用することができる。理論に拘束されることを望まないが、等方性の
堆積およびこのトポグラフィーによって導入される物理的効果（例えば、毛細管現象）は
、画定された領域における構造を崩壊させる。例えば、キトサンは、ナノスケールで規定
されたトポグラフィーを有するように形成することができ、この構造化されたキトサンフ
ィルム上にタンパク質相を適用することができる。結果（図3A、これはBおよびCと同じト
ポグラフィーである）は、等方性の堆積およびこのトポグラフィーによって導入される物
理的効果（例えば、毛細管現象）が、非常に低いフィブロイン濃度の場合さえ、画定され
た領域における構造を崩壊させることを示している。
【０１０３】
　タンパク質も、ポリマーキャスティングによりマイクロ構造物を製造するために使用す
ることができる。したがって、マイクロ構造物は、予め形成されたマイクロ構造物表面に
おいてタンパク質層をキャスティングすることによって形成することができる。さらに、
得られる複合材料は、その複合材料を適切な形状表面において乾燥させることによって、
2次的形状でキャスティングすることができる。例えば、複合材料は、その複合材料を円
形固定具表面またはチューブ表面において乾燥させることによって、チューブ状にキャス
ティングすることができる。
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【０１０４】
　複合材料を、その限局的領域または全体のいずれかにおける水への曝露によって柔軟に
し、次いでこれを型枠表面または固定具表面に置いて乾燥させ、2次的形状を与えること
ができる。一部の領域を水和から保護して（例えば、撥水性ワックス材料のパターンを複
合材料の表面上にマイクロコンタクトプリントすることによって）、他の領域でそれを可
能にすることによって、同じ複合積層材料は、可変の物性を示すように、例えば、より多
い吸水およびより少ない吸収それぞれに基づく柔軟性のより高い領域およびより低い領域
を示すように、作製することができる。理論に拘束されることを望まないが、これは、節
足動物の外骨格がその可変の機械的特性を獲得するメカニズムを模倣するものである。
【０１０５】
　フィブロインも、ポリマーキャスティングによるマイクロ構造物の製造のための良い材
料となる。本発明の態様にしたがい、マイクロ構造物は、図3CおよびDに示されるとおり
、タンパク質層をキャスティングすることによって形成することができる。さらに、得ら
れる複合材料は、その複合材料を円形固定具表面またはチューブ表面において乾燥させる
ことによって、2次的形状、例えばチューブ状（図3B）にキャスティングすることができ
る。あるいは、複合材料を、その限局的領域または全体のいずれかにおける水への曝露に
よって柔軟にし、次いでこれを型枠表面または固定具表面に置いて乾燥させ、2次的形状
を与えることができる。一部の領域を水和から保護して（例えば、撥水性ワックス材料の
パターンをシュリルクの表面上にマイクロコンタクトプリントすることによって）、他の
領域でそれを可能にすることによって、同じ複合積層材料は、可変の物性を示すように、
例えば、より多い吸水およびより少ない吸収それぞれに基づく柔軟性のより高い領域およ
びより低い領域を示すように、作製されることができる。これは、節足動物の外骨格がそ
の可変の機械的特性を獲得するメカニズムを模倣するものである。
【０１０６】
　本発明にしたがい、構成成分間の親和性を用いて、別々の複合材料の層または構造化さ
れた構成成分を、それらをタンパク質、例えばフィブロインで「糊着（gluing）」するこ
とによってひとつにすることができる。このプロセスにより、多層複合材料を構築し、複
雑な三次元生体適合性構造物を製造することができる。いくつかの態様において、炭水化
物成分は、炭水化物成分の脱水された領域（または全表面）にタンパク質を適用し、次い
で、タンパク質構造を変化させることによって、例えばβ転換させることによって、糊着
してひとつにすることができる。
【０１０７】
　したがって、本発明の態様において、フィブロインを、キトサン構造物の「糊着」に使
用することができる。この態様において、キトサン成分は、キトサン成分の脱水された領
域（または全表面）にフィブロインを適用し、任意でこのタンパク質を例えばアルコール
の適用、圧力の印加または熱の印加によりβ転換させることによって、糊着してひとつに
することができる。
【０１０８】
　本発明の態様にしたがい、（第1の炭水化物層に接合された第1のタンパク質層を有する
）第1の複合材料層を、低濃度のタンパク質溶液（「糊着溶液」）を用いて「糊着」する
ことによって、（第2の炭水化物層に接合された第2のタンパク質層を有する）第2の複合
材料層に接合することができる。いくつかの態様において、糊着溶液は、1:2未満の炭水
化物対タンパク質比を提供する。いくつかの態様において、糊着溶液は、＜4% w/vのタン
パク質を含む。2つの複合材料層をプレスによってひとつにし、かつ気泡を、例えばスト
レートエッジまたはスキージを用いて除去することで、炭水化物層の間に実質的に均一な
タンパク質層を提供することができる。得られる多層複合材料は、例えば37℃で乾燥する
ことができる。異なるタイプの追加材料を糊層に追加し（例えば、カーボンファイバー、
カーボンナノチューブまたはその他の高強度の材料、粒子もしくは繊維）、積層材料の物
性をさらに向上させることまたは望ましい挙動を最適化することができる。
【０１０９】



(30) JP 6053682 B2 2016.12.27

10

20

30

40

50

　非限定的な例において、（第1のキトサン層に接合された第1のフィブロイン層を有する
）第1の複合材料層を、2:1未満のフィブロイン対キトサン比を提供する低濃度（＜4% w/v
）のフィブロイン溶液を用いて「糊着」することによって、（第2のキトサン層に接合さ
れた第2のフィブロイン層を有する）第2の複合材料層に接合することができる。2つの複
合材料層をプレスによってひとつにし、かつ気泡を、例えばストレートエッジまたはスキ
ージを用いて除去することで、キトサン層の間に実質的に均一なフィブロイン層を提供す
ることができる。得られる多層複合材料は、例えば37Cで乾燥することができる。図3Eは
、多層複合材料のSEM断面画像を示す。得られる構造物は、単層の複合材料フィルムの機
械的特徴（極限強さ = 116.7±12.3 MPa）を有する。上記のとおり、異なるタイプの追加
材料を糊層に追加し（例えば、カーボンファイバー、カーボンナノチューブまたはその他
の高強度の材料、粒子もしくは繊維）、積層材料の物性をさらに向上させるまたは望まし
い挙動を最適化することができる。
【０１１０】
シュリルクの組成：キトサン/タンパク質/水
　キトサンの厚みが一定でフィブロインの量が異なる一辺2cmの正方形のキトサン/タンパ
ク質複合材料の試料を秤量し、その後に37℃のDI水中に24時間浸漬した。図2Cの線形近似
は、両方の相が独立しており、複合材料試料の最終重量が、
　　　Wwet = Wcs Acs + Wfib Afib　　　　　（i）
によって与えられ、式中、Wwetは水和させた複合材料の重量であり、WcsおよびWfibは、
それぞれ、試料中のキトサンおよびフィブロインの乾燥重量であり、かつAcsおよびAfib
はそれらに関連する水分吸収であるという仮定の下で行った。
【０１１１】
　本発明者らはまた、複合材料の柔軟性を水分によって調整できることを見い出した。さ
らに、複合材料は、その含水量を調整することによって、日焼け（tanning）や組成等の
他の因子から独立して、非常に堅い材料（乾燥時）から柔軟なエラストマーまで可逆的に
変化させることができる。図2Cは、キトサン/タンパク質複合材料による水分の吸収を示
しており、水飽和した試料の重量のグラフがキトサン/フィブロイン比に対して表示され
ている。水飽和は、表面積ではなく体積に依存的であり、試料の最終重量は、両材料層の
個々の水分取り込みの和に非常によく一致しており（R2 = 0.99）；このことは、水分の
取り込みが、その接触面での構成成分間の相互作用に非依存的であることを示している。
キトサン相の水分吸収はフィブロインのそれよりも2.3倍大きいので、キトサンが多い試
料はより多くの水分を含み、その平衡状態の量は他の2つの構成成分の濃度に直接的に関
連する。
【０１１２】
　したがって、本明細書に記載される局面のいくつかの態様において、複合材料は、水和
される。本明細書で使用される場合、複合材料に関する「水和」という用語は、その複合
材料が水分を含むことを表す。したがって、いくつかの態様において、複合材料は水和さ
れ、約5%～約95%の水分を含む。水和された複合材料の含水量は、水和された複合材料の
総重量に対する複合材料中の水分の重量の比に基づくものであり得る。あるいは、水和さ
れた複合材料の含水量は、水和前の複合材料の重量に対する複合材料中の水分の重量の比
に基づくものであり得る。いくつかの態様において、複合材料の含水量は、複合材料中の
炭水化物またはタンパク質の総量を参照するものである。
【０１１３】
　複合材料の水飽和は、その複合材料の極限強さを、乾燥複合材料の極限強さと比較して
、少なくとも10%、少なくとも20%、少なくとも30%、少なくとも40%、少なくとも50%、少
なくとも60%、少なくとも70%、少なくとも80%、少なくとも90%、少なくとも95%、少なく
とも1分の1、少なくとも5分の1、少なくとも10分の1、少なくとも20分の1、少なくとも30
分の1、少なくとも40分の1、少なくとも50分の1、少なくとも100分の1、またはそれ以下
まで減少させ得る。
【０１１４】
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　本発明者らはまた、水飽和した複合材料と乾燥させた対応物の間の有意な違いは前者の
均質化にあり；それらの間に機械的な有意差はないことを見い出した。理論に拘束される
ことを望まないが、水分のために導入される変化が、他の種の相互作用を打ち消している
。さらに、複合材料、炭水化物およびタンパク質の水和フィルムの機械的特徴には目立っ
た違いはない。ここでも理論に拘束されることを望まないが、複合材料の傑出した機械的
特徴は、その構成成分の異なる機械的特徴に起因するものである。
【０１１５】
　1つの非限定的な例において、キトサン/フィブロイン複合材料の水飽和は、極限強さを
平均値3.5 Mpaまで減少させ、これは乾燥材料で得られるものの30分の1よりも低い。しか
し、その降伏前に吸収されるエネルギーは、2分の1に減少するのみであり；残りのエネル
ギーは、図2Dに示されるとおり、乾燥時の複合材料の2.7%に対してその元のサイズの最大
23%の終局ひずみという弾性の有意な増加として保存される。
【０１１６】
IRスペクトル
　IRスペクトルを、4000～500cm-1の間で2cm-1の解像度で取得し（Vertex 70, Bruker, G
ermany）、これをEssential FTIR（Operant LLC, USA）を用いて分析した。複合材料中の
フィブロインのFTIRデータは、フーリエ変換前にキトサンフィルムのシングルビームスペ
クトルをバックグラウンドシグナルとして用いて取得した。
【０１１７】
　分子的観点から、キチンは通常、各モノマーの1つのヒドロキシル基がアセチルアミン
基で置換されているセルロースと呼ばれる。図4は、キトサンフィルムのFTIR分析を示し
ており、キチンの不完全な脱アセチル化を示す、アミドのC=Oストレッチの特徴的な吸収
（アミドI、1658 cm-1）が確認される。グルコサミン残基あたりのアセチル基の比率（す
なわち、アセチル化度）は、メチル基バンド（1379cm-1）のロッキングの両側の吸収バン
ドの相対強度として算出され、これらは、図4に示されるとおり、1321および1417cm-1に
位置する。これらの実験において分析されたキトサンでは、20.3±0.7%のグルコサミン基
がアセチル化されていた。
【０１１８】
　図4Bに示されるとおり、複合シュリルク材料（キトサン対フィブロイン比1:2）は、キ
トサン（図4A、黒色）とフィブロイン（図4C、黒色）を足したものに非常によく似たIR吸
収スペクトルを示す。キトサンと比べてアミンIIバンドがシフトしており（1562から1536
cm-1へ）、これはフィブロイン層が非常に薄い場合でさえ見られる。このバンドは、アミ
ドおよびアミン由来のN-HベンディングモードとC-Nストレッチングモードの混在に関連す
る。したがって、両相間の中心的な相互作用は、キチン/キトサン糖環の2位の窒素原子に
よって生じると考えられる。
【０１１９】
　本明細書に示されるとおり、複合材料における異なる構成成分間の相互作用は、接触面
に限定されると考えられ、その新しい結合は、バルク材料のシグナルによってスクリーニ
ングされる。この新しい分子結合を詳細に調査するため、キトサンフィルムによって生じ
たシングルビームスペクトルをバックグランドとする複合材料中のフィブロインのスペク
トルを図4Cに灰色で示す。純粋なフィブロインフィルムとの比較から、3454cm-1付近の領
域（遊離のNHのストレッチング）に見かけ上の目減りがあることが確認され、これによっ
て、新しい結合が当初は遊離状態であったNHにおいて形成されているという仮説が支持さ
れる。さらに、上記の（1560cm-1における吸収バンドの目減りによる）アミドIIバンドの
変化に加えて、1417cm-1のバンドでも有意な低下が見られる。これらすべてのスペクトル
変化の特異点は、それらが、キトサン中のアミン基のプロトン化によって変化したのと同
じバンド（図4A、灰色）に位置することであり、このことは、複合積層材料中のタンパク
質とキトサンの間の結合がこれらの化学基を通じて特異的に形成されていることをさらに
示唆している。
【０１２０】
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　この観察はまた、キトサン：フィブロインブレンドの機械的な特徴がシュリルク積層体
と比較して極めて乏しいことを説明することもでき；窒素原子が、キトサンの場合は（グ
ルコサミンの6位における）分子間水素結合N-H←→O-Cを通じて、キチンの場合はC=O←→
H-N間の水素結合（バルク結晶においては遊離のOHおよびNH基はない）を通じて、その結
晶構造に直接的に取り込まれていると考えられる。したがってフィブロインとの相互作用
は、キトサンの分子間会合および結晶構造の形成と競合するプロセスである。
【０１２１】
　本発明にしたがい製造される複合材料は、生分解性かつ生体適合性の材料で構成され、
アルミニウム合金の強度を有するが、密度はその半分の、有機複合積層材料である。この
複合材料の強度は、元の構成成分よりもずっと高く、医学的および非医学的の両方の適用
を含む多くの用途のために作製することができ、それらに適合させることができる。さら
に、これは、天然構造の研究のための優れたモデルであり、動物学および材料科学に大い
に貢献するものである。複合材料中の水分量の制御により、該材料は、乾燥時の非常に堅
い複合材料（ヤング係数 = 5.75±0.48GPa）から水飽和時の極めて弾性的な材料（ヤング
係数 = 0.017±0.004GPa）まで、幅広い範囲の機械的特徴を提供することができる。
【０１２２】
複合材料の使用
　その生体適合性、高い強度およびその剛性の調整能のため、複合材料は、多くの生物医
学的適用において使用することができる。例えば、複合材料は、補綴デバイス、組織工学
用スキャホールド、創傷治癒デバイスおよびその構成部品、ならびにプラスチック材料お
よびその他の合成材料または無機材料の代用物として使用することができる。さらに、複
合材料中の含水量を制御することにより、材料の剛性または柔軟性は、それを、幅広い組
織型および機能の代用物として、例えばスキャホールドまたはその他の補綴用構成部品と
して使用できるようにする。さらに、発泡体およびスポンジ構造物の態様における多孔質
という性質のため、本発明の態様は、その製造プロセスの間または後に薬物の送達および
治療的作用物質をその孔に組み込むことにより該物質の送達のために使用することができ
る。
【０１２３】
　複合材料はまた、非医学的適用、例えば工業的適用においても使用することができる。
例えば、複合材料は、軽量の高強度材料を必要とするあらゆる場面で、例えば自動車（例
えば、ハイブリッド車、電気自動車およびレース用自動車）および航空工業において使用
することができる。複合材料はまた、例えば容器およびボトルのためなどの、食品工業に
おいて使用されるプラスチックの代わりに使用することもできる。複合材料は、保存容器
、手荷物用かばん、バックパック、テント、衣類および使い捨てゴミ袋を含むが、それら
に限定されない消費財を製造するのに使用することができる。複合材料のその他の例示的
な用途には、防弾窓、飛散防止窓、船舶用の帆、パラシュート、砲弾格納具、タイヤ、車
両用バンパー、ガードレールおよび道路補修用道具（例えば、パイロン）が含まれ得るが
、これらに限定されない。さらに、複合材料は、電化製品、例えばラップトップの構成部
品の製造に使用することができる。
【０１２４】
　本発明の複合材料は、例えば、薬物送達システム、組織工学的材料またはその他の生物
医学デバイスを含む多くの適用を有する。本明細書に記載される複合材はすべて、薬物、
抗生物質、細胞応答分子、色素、酵素およびその他の大小の分子で容易に機能化させるこ
とができ、機能を保持させることができる。
【０１２５】
　本発明の態様は、このように、これらの改変絹材料からの恩恵を受け得る欠陥部および
臓器の修復、臓器の置換または再生の目的で使用することができる組織工学的構築物に適
合し得る複合材を提供する。本発明の複合材は、脊椎円板、頭蓋組織、硬膜、神経組織、
肝臓、膵臓、腎臓、膀胱、脾臓、心筋、骨格筋、腱、靭帯、角膜組織および乳房組織を含
むがこれらに限定されない臓器の修復、臓器の置換または再生の目的で使用することがで
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きる。本発明の複合材は、欠陥部の修復、例えばヘルニアの修復および創傷の閉塞および
修復のために、医学的用途で使用することができる。複合材料は、完全または部分補綴物
としておよび形成外科適用で、例えば再構成を補助するためおよび瘢痕を減少させるため
に、使用することができる。ドナーから得られる、樹立された細胞培養株から得られる、
または分子遺伝子操作の前もしくは後のいずれかの、筋骨格系細胞、例えば軟骨細胞、線
維芽細胞、筋細胞および骨細胞、実質細胞、例えば肝細胞、膵細胞（膵島細胞を含む）、
腸内細胞、ならびにその他の細胞、例えば神経細胞、骨髄細胞、皮膚細胞、多能性細胞お
よび幹細胞（例えば、胚性幹細胞、成体幹細胞および人工多能性幹（iPS）細胞を含む）
、ならびにそれらの組み合わせを含む任意のタイプの細胞を、培養および将来の移植のた
めの組織工学的構築物に添加することができる。多くの異なる細胞型を単一構造物として
提供し得る組織片も使用することができる。
【０１２６】
　複合材は、少なくとも1つの活性作用物質を含むように改変することができる。該作用
物質は、複合材料の形成前に炭水化物および/もしくはタンパク質溶液と混合されるか、
またはその形成後に複合材料もしくはその一部に充填され得る。該作用物質はまた、炭水
化物またはタンパク質層に共有結合により連結させることができる。共有結合のために、
該作用物質は、複合材料の形成前に炭水化物またはタンパク質と連結させることができる
。あるいは、該作用物質は、複合材料の形成後に炭水化物またはタンパク質層に共有結合
により連結させることができる。したがって、該作用物質は、炭水化物またはタンパク質
層と、結合によりまたは中間リンカーを通じて直接的に連結させることができる。
【０１２７】
　本発明の複合材料と組み合わせて使用することができる活性作用物質の種類は広範囲に
及び、これらには低分子、ポリマー、タンパク質、ペプチド、ペプチド模倣体、核酸、有
機化合物、無機化合物、生物学的化合物、生物活性化合物、生物活性を有する化合物が含
まれ得る。例えば、活性作用物質は、治療的作用物質または生物学的作用物質、例えば細
胞（幹細胞を含む）、タンパク質、ペプチド、核酸（DNA、RNA、プラスミド、siRNA、ア
ンチセンスオリゴヌクレオチド、デコイオリゴヌクレオチド、マイクロRNA、アプタマー
およびリボザイム）、核酸類似体、ヌクレオチド、オリゴヌクレオチドもしくは配列、ペ
プチド核酸、抗体、ホルモン、ホルモンアンタゴニスト、成長因子または組み換え成長因
子ならびにそれらの断片およびバリアント、サイトカイン、もしくは酵素、抗生物質、ウ
イルス、抗ウイルス剤、毒素、プロドラッグ、化学療法剤、低分子、薬物ならびにそれら
の組み合わせであり得る。本発明の複合材料の改変に適したいくつかの例示的な活性作用
物質には、細胞（幹細胞を含む）、エリスロポエチン（EPO）、YIGSRペプチド、グリコサ
ミノグリカン（GAG）、ヒアルロン酸（HA）、インテグリン、セレクチンおよびカドヘリ
ン；鎮痛剤および鎮痛剤の組み合わせ；ステロイド；抗生物質；インスリン；インターフ
ェロンαおよびγ；インターロイキン；アデノシン；化学療法剤（例えば、抗癌剤）；腫
瘍壊死因子αおよびβ；抗体；細胞接着メディエーター、例えばRGDもしくはインテグリ
ン、またはその他の天然由来または遺伝子操作タンパク質、多糖、糖タンパク質、サイト
トキシン、プロドラッグ、免疫源もしくはリポタンパク質が含まれる。
【０１２８】
　その他の例示的な治療的作用物質には、Harrison's Principles of Internal Medicine
, 13th Edition, Eds. T.R. Harrison et al. McGraw-Hill N.Y., NY; Physicians Desk 
Reference, 50th Edition, 1997, Oradell New Jersey, Medical Economics Co.; Pharma
cological Basis of Therapeutics, 8th Edition, Goodman and Gilman, 1990; United S
tates Pharmacopeia, The National Formulary, USP XII NF XVII, 1990; Goodman and O
ilman's The Pharmacological Basis of Therapeuticsの現行版; およびThe Merck Index
の現行版において見出されるものが含まれるがこれらに限定されず、これらの文献すべて
の全内容が参照により本明細書に組み入れられる。
【０１２９】
　複合材料に埋め込まれるその他の物質には、遺伝子物質の送達のためのリポソームおよ
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び関連システム；細胞のシグナル伝達カスケードを活性化するペプチドおよびタンパク質
；鉱化または細胞由来の関連イベントを促進するペプチドおよびタンパク質；フィルム・
組織接触面を改善する接着ペプチドおよびタンパク質；抗菌ペプチド；タンパク質および
関連化合物；ならびに、例えばグリコサミノグリカンおよびプロテオグリカンを含む炭水
化物が含まれ得る。
【０１３０】
　上記のとおり、1つまたは複数の活性作用物質を、複合材料の改変に使用することがで
きる。したがって、本発明の複合材を細胞等の生物学的物質の支持のためのプラットフォ
ームとして使用する場合、該作用物質の成長を促進するために、該作用物質が複合材から
放出された後の該作用物質の機能化を促進するために、またはそのプロセス中に該作用物
質の生存能力または該作用物質の効能を維持する該作用物質の能力を向上させるために、
その他の物質を添加することが望ましいことがある。細胞の成長を促進することが公知の
例示的な物質には、細胞成長培地、例えばダルベッコ改変イーグル培地（DMEM）、ウシ胎
仔血清（FBS）、非必須アミノ酸および抗生物質、ならびに成長因子および形態形成因子
、例えば、線維芽細胞増殖因子（例えば、FGF 1～9）、トランスフォーミング成長因子（
TGF）、血管内皮増殖因子（VEGF）、上皮成長因子（EGF）、血小板由来成長因子（PDGF）
、インスリン様成長因子（IGF-IおよびIGF-II）、骨形態形成成長因子（例えば、BMP 1～
7）、骨形態形成様タンパク質（例えば、GFD-5、GFD-7およびGFD-8）、トランスフォーミ
ング成長因子（例えば、TGF-α、TGF-β I～III）、神経成長因子、ならびに関連因子が
含まれるが、これらに限定されない。成長因子は、当技術分野で公知であり、例えば、Ro
sen and Thies, Cellular & Mol. Basis Bone Formation & Repair (R.G. Landes Co.)を
参照されたい。
【０１３１】
細胞外マトリックスに対する酵素的結合
　別の局面において、本発明は、医学的移植デバイスを組織または臓器に付着させる方法
を提供する。この方法は、医学的移植デバイスを付着させる必要のある組織または臓器の
表面に有効量のトランスグルタミナーゼを適用する工程、および該医学的移植デバイスを
該組織の表面に接触させる工程、を含む。代わりにまたは加えて、トランスグルタミナー
ゼを医学的移植デバイスの表面に適用し、その医学的移植デバイスを組織の表面に接触さ
せることができる。さらに、別の態様においては、医学的移植デバイスを組織の表面に接
触させ、その後にトランスグルタミナーゼを適用することができる。
【０１３２】
　本明細書で使用される場合、トランスグルタミナーゼの適用に関する「適用」という用
語は、所望の部位においてトランスグルタミナーゼの量または活性を増加させることを表
す。したがって、「適用」という用語は、ある表面に対するトランスグルタミナーゼの局
所適用、付着部位における宿主トランスグルタミナーゼの発現の増加および/または付着
部位におけるトランスグルタミナーゼの活性の増加を包含する。理論に拘束されることを
望まないが、宿主トランスグルタミナーゼの発現または活性は、トランスグルタミナーゼ
の発現および/または活性を増加させる組成物を適用することによって増加させることが
できる。例えば、Davies et al. (J. Biol. Chem. (1985) 260:5166-5174)は、レチノイ
ン酸を用いるトランスグルタミナーゼ発現の誘導について記載している。例示的なトラン
スグルタミナーゼ活性化因子には、トロンビン、TIG3タンパク質、塩化カルシウム、およ
びスフィンゴシルホスホリルコリンが含まれるが、これらに限定されない。さらに、Sigm
a-Aldrich社は、トランスグルタミナーゼの活性化因子をスクリーニングするのに使用す
ることができるTransglutaminase Assay Kitを販売している。
【０１３３】
　本明細書で使用される場合、「トランスグルタミナーゼ」は、酵素委員会による酵素分
類（Enzyme Commission System of Classification）番号2.3.2.13（E.C. 2.3.2.13）に
より特定される酵素グループのメンバーを意味する。当業者は、トランスグルタミナーゼ
がペプチド鎖中のグルタミン残基のγ-カルボキサミド基のアシル転移反応を触媒する酵
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素であることを良く理解している。トランスグルタミナーゼは、タンパク質中のリジン残
基のε-アミノ基がアシル受容体の役割をする場合、タンパク質分子内およびタンパク質
分子間でε-(γ-Glu)-Lys架橋を形成する。トランスグルタミナーゼはまた、水がアシル
受容体の役割をする場合、グルタミン残基を脱アミノ化してグルタミン酸残基にすること
ができる。
【０１３４】
　そのようなトランスグルタミナーゼには、カルシウム非依存性トランスグルタミナーゼ
およびカルシウム依存性トランスグルタミナーゼが含まれる。前者には、微生物由来の酵
素（例えば、その内容全体が参照により本明細書に組み入れられるJP-A-1-27471を参照の
こと）が含まれ、後者には、モルモットの肝臓由来の酵素（その内容全体が参照により本
明細書に組み入れられるJP-B-150382を参照のこと）、魚由来の酵素（例えば、その内容
全体が本明細書に組み入れられるSeki Nobuo et al. Nihon Suisan Gakkaishi, vol.56, 
No.1, p.125 (1990)を参照のこと）、および同様のものが含まれる。さらに、遺伝子組み
換えによって生成された酵素（その内容全体が参照により本明細書に組み入れられるJP-A
-1-300889、JP-A-5-199883、JP-A-6-225775を参照のこと）も含まれる。
【０１３５】
　本発明の方法において使用するトランスグルタミナーゼは、天然供給源由来または合成
供給源由来、例えば組換え体であり得る。したがって、哺乳動物の組織試料から調製され
た（すなわち、抽出された）トランスグルタミナーゼおよび組換え手段によって発現され
た哺乳動物トランスグルタミナーゼが、本発明に包含される。さらに、天然に存在する哺
乳動物トランスグルタミナーゼのバリアントも包含される。
【０１３６】
　いくつかの態様において、トランスグルタミナーゼは、哺乳動物トランスグルタミナー
ゼである。哺乳動物トランスグルタミナーゼは、動物細胞および組織ならびに細胞生産物
から入手することができる。
【０１３７】
　いくつかの態様において、トランスグルタミナーゼは、組織トランスグルタミナーゼ（
tTgase）である。
【０１３８】
　いくつかの態様において、トランスグルタミナーゼは、微生物トランスグルタミナーゼ
である。微生物トランスグルタミナーゼは、ストレプトマイセス・ハイグロスコピカス（
Streptomyces hygroscopicus）株、ストレプトベルティシリウム・バルダッシイ（Strept
overticillium Baldaccii）、ストレプトベルティシリウム・モバラエンス（Streptovert
icillium mobaraense）またはエシェリキア・コリ（Escherichia Coli）の1つまたは複数
から単離することができる。例えば、その内容全体が参照により本明細書に組み入れられ
るCui L et al., Bioresource Technology (2008) 99(9): 3794-3800を参照のこと。
【０１３９】
　いくつかの態様において、トランスグルタミナーゼは、ヒトトランスグルタミナーゼで
ある。ヒトトランスグルタミナーゼは、ヒト組織または細胞から調製することができる。
例えば、ヒトトランスグルタミナーゼは、ヒト組織供給源、例えば肺、肝臓、脾臓、腎臓
、心筋、骨格筋、眼球水晶体、内皮細胞、赤血球、平滑筋細胞、骨およびマクロファージ
から抽出することができる。
【０１４０】
　あるいは、ヒトトランスグルタミナーゼは、当技術分野で周知の細胞培養法を用いて、
哺乳動物トランスグルタミナーゼを発現するヒト細胞の培養物から入手することができる
。そのようなトランスグルタミナーゼの好ましい細胞株供給源には、ヒト内皮細胞株ECV3
04（組織トランスグルタミナーゼ用）およびヒト骨肉腫細胞株MG63が含まれるが、これら
に限定されない。
【０１４１】
　いくつかの態様において、トランスグルタミナーゼは、カルシウム非依存性トランスグ
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ルタミナーゼである。いくつかの他の態様において、トランスグルタミナーゼは、カルシ
ウム依存性トランスグルタミナーゼである。
【０１４２】
　いくつかの例示的なトランスグルタミナーゼには、第XIII因子A（フィブリン安定化因
子）、1型トランスグルタミナーゼ（ケラチノサイトトランスグルタミナーゼ）、2型トラ
ンスグルタミナーゼ（組織トランスグルタミナーゼ）、3型トランスグルタミナーゼ（上
皮トランスグルタミナーゼ）、4型トランスグルタミナーゼ（前立腺トランスグルタミナ
ーゼ）、5型トランスグルタミナーゼ（トランスグルタミナーゼX）、6型トランスグルタ
ミナーゼ（トランスグルタミナーゼY）、および7型トランスグルタミナーゼ（トランスグ
ルタミナーゼZ）が含まれるが、これらに限定されない。
【０１４３】
　トランスグルタミナーゼの供給源は、医学的移植材料の個々の用途（例えば、移植部位
）に応じて選択され得ることが、当業者に理解されるであろう。例えば、医学的移植材料
が人工骨として使用される場合、その材料が骨由来トランスグルタミナーゼを含んでいる
ことが有益であり得る。したがって、本発明の方法においては、任意のトランスグルタミ
ナーゼを使用することができ、その起源および生産プロセスは限定されない。
【０１４４】
　トランスグルタミナーゼは、哺乳動物由来または微生物由来であり得る。さらに、ヒト
化組み換えトランスグルタミナーゼも使用することができる。
【０１４５】
　いくつかの市販の哺乳動物由来トランスグルタミナーゼ、例えば、モルモット肝臓由来
トランスグルタミナーゼ、ヤギ由来トランスグルタミナーゼおよびウサギ由来トランスグ
ルタミナーゼ、がOriental Yeast Co., Ltd.、Upstate USA Inc.およびBiodesign Intern
ationalから入手することができる。その他の市販のトランスグルタミナーゼ製品の非限
定的な例には、Ajinomoto Co.（Kawasaki, Japan）製のもの、例えばActiva TG-TI、Acti
va TG-FP、Activa TG-GS、Activa TG-RMおよびActiva MP；ならびにYiming Biological P
roducts Co.（Jiangsu, China）製のもの、例えばTG-BおよびTG-Aが含まれる。
【０１４６】
　トランスグルタミナーゼは、溶液、エマルジョン（水中油、油中水）、エアロゾル、発
泡体、軟膏、ペースト、ローション、粉末、ゲル、ヒドロゲル、親水コロイド、クリーム
、およびそれらの任意の組み合わせを含むが、これらに限定されない任意の適切な形態で
適用することができる。1つの態様において、トランスグルタミナーゼは、粉末形態で適
用される。
【０１４７】
　トランスグルタミナーゼは、任意で、薬学的に許容される組成物中に存在することがで
きる。薬学的に許容される組成物は、1つまたは複数の薬学的に許容される担体（添加物
）および/または希釈剤と共に製剤化されたトランスグルタミナーゼを含む。本明細書で
使用される場合、「薬学的に許容される」という用語は、確立された医学的判断の及ぶ範
囲で、ヒトおよび動物の組織と接触させて使用するのに適しており、過度の毒性、刺激、
アレルギー反応またはその他の問題もしくは合併症がなく、合理的なベネフィット/リス
ク比が保たれている、化合物、物質、組成物および/または剤形を表す。
【０１４８】
　概して、トランスグルタミナーゼの活性は、高い温度で強くなる。したがって、結合は
、任意の温度で実施され得る。いくつかの態様において、結合は、高い温度、例えば、30
℃もしくは30℃超、35℃もしくは35℃超、40℃もしくは40℃超、45℃もしくは45℃超、50
℃もしくは50℃超、55℃もしくは55℃超、または60℃もしくは60℃超で実施される。いく
つかの態様において、結合は、室温、例えば約15℃～約25℃で実施される。いくつかの態
様において、結合は、約20℃～約30℃の温度で実施される。
【０１４９】
　本明細書で使用される場合、「薬学的に許容される担体」という用語は、目的化合物を
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1つの臓器または身体の一部から別の臓器または身体の一部へと運搬または輸送するのに
関与する、物質を取り囲む薬学的に許容される物質、組成物もしくはビヒクル、例えば液
体もしくは固体の増量剤、希釈剤、賦形剤、製造補助剤（例えば、滑沢剤、タルクマグネ
シウム、カルシウムもしくはステアリン酸亜鉛、もしくはステアリン酸）、または溶媒を
意味する。各担体は、製剤の他の成分と適合し、患者にとって有害でないという意味で「
許容される」ものでなければならない。薬学的に許容される担体の役割を果たし得る物質
のいくつかの例には：（1）糖、例えばラクトース、グルコースおよびスクロース；（2）
デンプン、例えばトウモロコシデンプンおよびジャガイモデンプン；（3）セルロースお
よびその誘導体、例えばカルボキシメチルセルロースナトリウム、メチルセルロース、エ
チルセルロース、微結晶セルロースおよび酢酸セルロース；（4）トラガカント粉末；（5
）麦芽；（6）ゼラチン；（7）滑沢剤、例えばステアリン酸マグネシウム、ラウリル硫酸
ナトリウムおよびタルク；（8）賦形剤、例えば、ココアバターおよび坐薬用ワックス；
（9）油、例えばピーナツ油、綿実油、サフラワー油、ゴマ油、オリーブ油、トウモロコ
シ油およびダイズ油；（10）グリコール、例えばプロピレングリコール；（11）ポリオー
ル、例えばグリセリン、ソルビトール、マンニトールおよびポリエチレングリコール（PE
G）；（12）エステル、例えばオレイン酸エチルおよびラウリン酸エチル；（13）寒天；
（14）緩衝剤、例えば水酸化マグネシウムおよび水酸化アルミニウム；（15）アルギン酸
；（16）発熱物質非含有水；（17）等張食塩水；（18）リンガー溶液；（19）エチルアル
コール；（20）pH緩衝溶液；（21）ポリエステル、ポリカーボネートおよび/またはポリ
無水物；（22）充填剤、例えばポリペプチドおよびアミノ酸（23）血清成分、例えば血清
アルブミン、HDLおよびLDL；（22）C2～C12アルコール、例えばエタノール；ならびに（2
3）薬学的製剤で用いられる、その他の非毒性の適合性物質、が含まれる。湿潤剤、着色
剤、離型剤、コーティング剤、甘味剤、香味剤、芳香剤、保存剤および抗酸化物質も、製
剤に存在してよい。「賦形剤」、「担体」、「薬学的に許容される担体」、または同様の
ものなどの用語は、本明細書において置き換え可能に使用される。
【０１５０】
　薬学的に許容される組成物はまた、トランスグルタミナーゼのための任意の補因子、例
えば塩を含むことができる。
【０１５１】
　いくつかの態様において、トランスグルタミナーゼは、医学的移植デバイスを組織また
は臓器に取り付ける前に、医学的移植デバイスに結合されることができる。医学的移植デ
バイスおよびトランスグルタミナーゼとの関係で使用される場合、「結合された(associa
ted with)」という用語は、トランスグルタミナーゼが医学的移植デバイス上にコーティ
ングされるかまたはそうでなければ（共有結合または非共有結合により）連結されること
を意味する。いくつかの態様において、トランスグルタミナーゼは、医学的移植デバイス
を製造するのに使用される材料中に分散させることができる。いくつかの態様において、
トランスグルタミナーゼは、医学的移植デバイスの表面に共有結合により連結することが
できる。いくつかの態様において、トランスグルタミナーゼは、医学的移植デバイスの表
面に非共有結合により連結することができる。
【０１５２】
　いくつかの態様において、トランスグルタミナーゼは、医学的移植デバイスの製造後に
医学的移植デバイスに添加することができる。これは、例えば、製造された医学的移植デ
バイスをトランスグルタミナーゼの溶液に浸漬することによって達成することができる。
【０１５３】
　トランスグルタミナーゼを含む医学的移植デバイスの付着は、付着が起きる組織または
臓器の表面に対する任意の追加のトランスグルタミナーゼの適用を必要とする場合と必要
としない場合がある。
【０１５４】
　本明細書で使用される場合、「トランスグルタミナーゼの有効量」は、医学的移植デバ
イスを組織または臓器に連結するのに有効なトランスグルタミナーゼの量を意味する。し
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たがって、いくつかの態様において、トランスグルタミナーゼの有効量は、接触表面積1c
m2あたり約1μg～約100mgである。いくつかの態様において、トランスグルタミナーゼの
有効量は、1cm2あたり約1mg～約50mg、1cm2あたり約5mg～約40mg、1cm2あたり約10mg～約
30mg、1cm2あたり約15mg～約25mgまたは1cm2あたり約20mgからなる群より選択される。「
接触表面積」は、移植デバイスと接触する組織の表面積を意味する。創傷の場合、接触表
面積は、創傷のサイズおよび/または創傷の総露出面積を意味し得る。
【０１５５】
　本明細書で使用される場合、「医学的移植デバイス」という用語は、対象の体内に導入
するためのデバイスを表す。例示的な医学的移植デバイスには、人工組織、人工臓器、補
綴デバイス、薬物送達デバイス、創傷被覆材、繊維、ナノ粒子、マイクロ粒子、発泡体、
およびスポンジが含まれるが、これらに限定されない。限定されることはないが、医学的
移植デバイスは、3-Dスキャホールド、繊維、発泡体、スポンジ、フィルムおよびそれら
の任意の組み合わせを含むがこれらに限定されない任意の形態とすることができる。医学
的移植デバイスは、臓器（機能）の永久置換物として使用することができる。
【０１５６】
　いくつかの態様において、医学的移植デバイスは、発泡体またはスポンジである。
【０１５７】
　いくつかの態様において、医学的移植デバイスは、ナノ粒子またはマイクロ粒子を含む
。
【０１５８】
　1つの態様において、医学的移植デバイスは、創傷被覆材である。例示的な創傷被覆材
には、包帯、ガーゼ、テープ、メッシュ、ネット、ばんそうこう、フィルム、メンブレン
、およびパッチが含まれるが、これらに限定されない。いくつかの態様において、創傷被
覆材は、本明細書に記載される複合材料を含み得る。
【０１５９】
　いくつかの態様において、医学的移植デバイスは、ゲルではない。
【０１６０】
　いくつかの態様において、医学的移植デバイスは、トランスグルタミナーゼにより架橋
可能なタンパク質に結合されている。医学的移植デバイスとの関係で使用する場合、「結
合された」という用語は、トランスグルタミナーゼで連結可能なタンパク質でコーティン
グされたか、該タンパク質を包含するかまたは該タンパク質を含む、医学的移植デバイス
を表す。いくつかの態様において、医学的移植デバイスは、トランスグルタミナーゼで連
結可能なタンパク質でコーティングされる。「コーティングされた」は、トランスグルタ
ミナーゼで連結可能なタンパク質が医学的移植デバイスの表面に適用されることを意味す
る。したがって、医学的移植デバイスは、トランスグルタミナーゼで連結可能なタンパク
質を含む溶液を塗布または噴霧され得る。あるいは、医学的移植デバイスは、トランスグ
ルタミナーゼで連結な可能タンパク質溶液中に浸漬され得る。
【０１６１】
　トランスグルタミナーゼで連結可能なタンパク質は、共有結合または非共有結合により
、医学的移植デバイス、例えば医学的移植デバイスの外表面に結合されることができる。
一度医学的移植デバイスに結合されると、トランスグルタミナーゼで連結可能なタンパク
質は、医学的移植デバイスを組織または臓器に付着させる手段を提供する。
【０１６２】
　本明細書で使用される場合、「トランスグルタミナーゼにより架橋可能」という用語は
、トランスグルタミナーゼの基質として作用するタンパク質またはポリペプチドを表す。
【０１６３】
　したがって、トランスグルタミナーゼで架橋可能なタンパク質は、トランスグルタミナ
ーゼ基質であるかまたはそれを含むものである。本明細書で使用される場合、「トランス
グルタミナーゼ基質」という用語は、架橋のための適切なトランスグルタミナーゼ標的を
含むペプチドまたはポリペプチド配列を表す。限定されることはないが、トランスグルタ
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ミナーゼで連結可能なタンパク質は、アルドラーゼA、グリセルアルデヒド-3-リン酸デヒ
ドロゲナーゼ、ホスホリラーゼキナーゼ、クリスタリン、グルタチオンS-トランスフェラ
ーゼ、アクチン、ミオシン、トロポニン、β-チューブリン、タウ、rho、ヒストン、α-
オキソグルタル酸デヒドロゲナーゼ、β-ラクトグロブリン、シトクロム、赤血球バンドI
II、CD38、アセチルコリンエステラーゼ、コラーゲン、エンタクチン、フィブロネクチン
、フィブリン、絹、フィブロイン、フィブリノゲン、ビトロネクチン、オステオポンチン
、ニドゲン、ラミニン、LTBP-1、オステオネクチン、オステオポンチン、オステオカルシ
ン、トロンボスポンジン、サブスタンスP、ホスホリパーゼA2、ミッドカイン、コムギゼ
ラチン、乳漿タンパク質、カゼイン、ダイズタンパク質、エンドウレグミン、カンジダ・
アルビカンス（Candida albicans）表面タンパク質、HIVエンベロープ糖タンパク質gp120
およびgp41、HIVアスパルチルプロテイナーゼ、C型肝炎ウイルスコアタンパク質、トラン
スグルタミナーゼに結合することができるそれらの断片、ならびにそれらの組み合わせか
らなる群より選択されるトランスグルタミナーゼ基質であるものまたはそれを含むもので
ある。いくつかの態様において、トランスグルタミナーゼで連結可能なタンパク質は、絹
フィブロインまたはトランスグルタミナーゼにより架橋することができるその断片である
。
【０１６４】
　架橋のための適切なトランスグルタミナーゼ標的を含むペプチドおよびポリペプチド配
列は、当技術分野で公知である。そのようなペプチドの非限定的な例は、例えば、米国特
許第5,428,014号；同第5,939,385号；および同第7,208,171号に記載されており、これら
のすべての内容を参照により本明細書に組み入れる。米国特許第5,428,014号は、生体適
合性で生体接着性のトランスグルタミナーゼ架橋可能ポリペプチドを記載しており、トラ
ンスグルタミナーゼは、タンパク質に結合したグルタミニル残基のγ-カルボキサミド基
とLys残基のε-アミノ基の間のアシル転移反応を触媒し、ε-（γ-グルタミル）リジンイ
ソペプチド結合を形成することが公知であることが記載されている。米国特許第5,939,38
5号は、生体適合性で生体接着性のトランスグルタミナーゼ架橋可能ポリペプチドを記載
している。
【０１６５】
　米国特許第7,208,171号は、トランスグルタミナーゼ基質ペプチドの合理的設計につい
て記載している。この設計手法は、トランスグルタミナーゼ架橋に使用可能なアシル受容
体リジンペプチド基質とアシル供与体グルタミニルペプチド基質の数を最大化することに
基づくものであった。これ以降、LysおよびGlu基質ペプチドは、既知の生体高分子および
トランスグルタミナーゼの合成ペプチド基質の基本的特徴を有するように設計された。例
えば、Glu基質ペプチドは、このペプチドがGlu反復の長さの増加とともにより良いトラン
スグルタミナーゼ基質となること、および2つまたはそれ以上の隣接するGlu残基を含むタ
ンパク質が良い基質であることが知られているという証拠に基づき、2～5個の連続するGl
u残基を含むものとされた。Leu残基は、Glu特異性を有意に高めることが示されていたた
め、様々なペプチドにおいてC末端付近のGluに隣接して配置された。Lys基質ペプチドに
関しては、ペプチドおよびタンパク質基質におけるリジン残基に隣接するアミノ酸の組成
および配列が、アミン特異性に対する影響を有し得ることが示されていた。最後に、すべ
てのペプチドにおいて、Gly残基が、ペプチド・ポリマーコンジュゲートにおけるペプチ
ドとポリマーの間のスペーサーとして機能し、それによってコンジュゲート中のペプチド
が酵素により接近し易くなり得るよう、C末端側に追加された。
【０１６６】
　医学的移植デバイスは、任意の生体適合性材料から製造することができる。本明細書で
使用される場合、「生体適合性材料」という用語は、対象の生物学的組織に移植もしくは
その付近に設置された場合に、時間とともに、感知できる程度に劣化せず、かつ、有意な
免疫反応もしくは有害な組織反応、例えば毒性反応もしくは有意な刺激、を誘導しない、
または、それが血液と接触した場合に、血液凝固もしくは凝集を誘導しない、任意のポリ
マー材料を表す。適切な生体適合性材料には、ポリイミド、ポリ（エチレングリコール）
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、ポリビニルアルコール、ポリエチレンイミン、およびポリビニルアミン、ポリアクリレ
ート、ポリアミド、ポリエステル、ポリカーボネート、ならびにポリスチレンの誘導体お
よびコポリマーが含まれる。
【０１６７】
　いくつかの態様において、医学的移植デバイスは、炭水化物ポリマー、タンパク質、絹
フィブロイン、ポリジメチルシロキサン、ポリイミド、ポリエチレンテレフタレート、ポ
リメチルメタクリレート、ポリウレタン、塩化ポリビニル、ポリスチレンポリスルホン、
ポリカーボネート、ポリメチルペンテン、ポリプロピレン、フッ化ポリビニリデン、ポリ
シリコン、ポリテトラフルオロエチレン、ポリスルホン、アクリロニトリルブタジエンス
チレン、ポリアクリロニトリル、ポリブタジエン、ポリ（ブチレンテレフタレート）、ポ
リ（エーテルスルホン）、ポリ（エーテルエーテルケトン）、ポリ（エチレングリコール
）、スチレン-アクリロニトリル樹脂、ポリ（トリメチレンテレフタレート）、ポリビニ
ルブチラール、二フッ化ポリビニリデン、ポリ（ビニルピロリドン）およびそれらの任意
の組み合わせからなる群より選択される材料から製造される。
【０１６８】
　医学的移植デバイスは、生分解性材料、例えば生分解性ポリマーから製造することがで
きる。本明細書で使用される場合、「生分解性」という用語は、生理学的条件下で分解産
物に分解し得る材料を表す。そのような生理学的条件には、例えば、加水分解（加水性の
切断を通じた分解）、酵素触媒作用（酵素的分解）および機械的相互作用が含まれる。本
明細書で使用される場合、「生分解性」という用語はまた、生理学的条件下で、宿主生物
に生体吸収される、すなわち宿主生物の生化学的システムの代謝産物となる分解産物に分
解する物質を表す「生体吸収性」という用語を包含する。
【０１６９】
　「生分解性ポリマー」という用語は、本明細書で使用される場合、少なくともその一部
が生理学的条件下で分解するポリマーを表す。このポリマーは、したがって、生理学的条
件下で部分的に分解されるまたは完全に分解されるものであり得る。
【０１７０】
　例示的な生分解性ポリマーには、ポリ無水物、ポリヒドロキシ酪酸、ポリオルトエステ
ル、ポリシロキサン、ポリカプロラクトン、ポリ（乳酸-co-グリコール酸）、ポリ（乳酸
）、ポリ（グリコール酸）、およびこれらのポリマーのモノマーから調製されるコポリマ
ーが含まれるが、これらに限定されない。
【０１７１】
　いくつかの態様において、医学的移植デバイスは、生体適合性で生分解性の材料から製
造される。
【０１７２】
　医学的移植デバイスを製造するのに使用することができる適切なポリマーには、炭水化
物ポリマー；絹；グリコサミノグリカン；フィブリン；ポリエチレングリコール（PEG）
；C2～C4ポリアルキレングリコール（例えば、プロピレングリコール）；ポリヒドロキシ
エチルメタクリレート；ポリビニルアルコール；ポリアクリルアミド；ポリ（N-ビニルピ
ロリドン）；ポリグリコール酸（PGA）；ポリ乳酸-co-グリコール酸（PLGA）；ポリe-カ
プロラクトン（PCL）；ポリエチレンオキシド；ポリプロピレンフマレート（PPF）；ポリ
アクリル酸（PAA）；加水分解ポリアクリロニトリル；ポリメタクリル酸；ポリエチレン
アミン；ポリ無水物；ポリヒドロキシ酪酸；ポリオルトエステル；ポリシロキサン；ポリ
カプロラクトン；ポリ（乳酸-co-グリコール酸）；ポリ（乳酸）；ポリ（グリコール酸）
；アルギン酸；アルギン酸エステル；ペクチン酸；ペクチン酸エステル；カルボキシメチ
ルセルロース；ヒアルロン酸；ヒアルロン酸エステル；ヘパリン；ヘパリン硫酸；キトサ
ン；カルボキシメチルキトサン；キチン；プルラン；ジェラン；キサンタン；コラーゲン
；カルボキシメチルデンプン；カルボキシメチルデキストラン；コンドロイチン硫酸；カ
チオン性グアー；カチオン性デンプン、ならびにそれらの塩およびエステル、からなる群
より選択されるポリマーの1つまたは混合物が含まれるが、これらに限定されない。
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【０１７３】
　いくつかの態様において、医学的移植デバイスは、炭水化物ポリマーから製造される。
1つの態様において、炭水化物ポリマーは、キトサンまたはその誘導体である。
【０１７４】
　いくつかの態様において、医学的移植デバイスは、トランスグルタミナーゼで連結可能
なタンパク質から製造される。
【０１７５】
　いくつかの態様において、医学的移植デバイスは、本明細書に記載される複合材料から
製造される。
【０１７６】
　任意で、創傷治癒物質も、対象に投与され得る。いくつかの態様において、医学的移植
デバイスは、創傷治癒物質を含む。理論に拘束されることを望まないが、創傷治癒物質は
、時間と共に医学的移植デバイスから放出され得る。
【０１７７】
　本明細書で使用される場合、「創傷治癒物質」は、創傷治癒プロセスを能動的に促進す
る化合物または組成物である。例示的な創傷治癒物質には、デクスパンテノール；成長因
子；酵素、ホルモン；ポビドンヨード；脂肪酸；抗炎症剤；抗生物質；抗菌剤；消毒剤；
サイトカイン；トロンビン；鎮痛剤；オピオイド；アミノキシル；フロキサン；ニトロソ
チオール；ナイトレートおよびアントシアニン；ヌクレオシド、例えばアデノシン；なら
びにヌクレオチド、例えばアデノシン二リン酸（ADP）およびアデノシン三リン酸（ATP）
；神経伝達物質/神経修飾物質、例えばアセチルコリンおよび5-ヒドロキシトリプタミン
（セロトニン/5-HT）；ヒスタミンおよびカテコールアミン、例えばアドレナリンおよび
ノルアドレナリン；脂質分子、例えばスフィンゴシン-1-リン酸およびリゾホスファチジ
ン酸；アミノ酸、例えばアルギニンおよびリジン；ペプチド、例えばブラジキニン、サブ
スタンスPおよびカルシウム遺伝子関連ペプチド（CGRP）；一酸化窒素；ならびにそれら
の任意の組み合わせが含まれるが、これらに限定されない。
【０１７８】
　例示的な成長因子には、線維芽細胞増殖因子（FGF）、FGF-1、FGF-2、FGF-4、FGF-α、
FGF-β、血小板由来成長因子（PDGF）、インスリン結合性成長因子（IGF）、IGF-1、IGF-
2、ヘパリン結合性成長因子1、ヘパリン結合性成長因子2、上皮成長因子（EGF）、トラン
スフォーミング成長因子（TGF）、TGF-α、TGF-β、軟骨誘導因子AおよびB、類骨誘導因
子、オステオゲニン、血管内皮増殖因子、骨成長因子、コラーゲン増殖因子、インスリン
様成長因子、ならびにそれらの生物学的に活性な誘導体が含まれるが、これらに限定され
ない。
【０１７９】
　医学的移植デバイスを組織または臓器に付着させる方法は、創傷治癒のために使用する
こともできる。したがって、本発明は、それを必要とする対象において創傷治癒を促進す
る方法であって、トランスグルタミナーゼを創傷表面に接触させる工程、および創傷被覆
材を創傷に接触させる工程を含む、方法を提供する。創傷被覆材は、創傷を覆い、創傷を
塞ぐのに使用することができる。本明細書に記載される方法および組成物は、創傷の無縫
合閉塞のために使用することができる。
【０１８０】
　本明細書で使用される場合、「創傷」という用語は、物理的（例えば、機械的）な力、
生物学的（例えば、熱もしくは化学線の力）または化学的手段によって引き起こされる組
織構造の連続性または完全性の物理的崩壊を表す。特に、「創傷」という用語は、皮膚の
創傷を包含する。「創傷」という用語は、打撲傷、ならびに切創、刺創、裂創、開放創、
穿刺創、刺傷、擦傷、かすり傷、熱傷、凍傷、腐食、引き裂き、引っ掻き、圧迫および刺
咬によって引き起こされる創傷、ならびにその他のタイプの創傷も包含する。特に、この
用語は、潰瘍化（すなわち、潰瘍）、好ましくは皮膚の潰瘍を包含する。「創傷」という
用語は、外科創傷も包含する。
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【０１８１】
　本明細書で使用される場合、「創傷治癒」という用語は、創傷の閉塞を含む的確な時間
的および空間的治癒プログラムの誘導による再生プロセスおよび創傷の閉塞に関するプロ
セスを表す。「創傷治癒」という用語は、肉芽、新血管形成、線維芽細胞、内皮および上
皮細胞の遊走、細胞外マトリックスの蓄積、再上皮形成、ならびに再モデリングのプロセ
スを包含するが、これらに限定されない。「創傷治癒」という用語は、組織の完全性の回
復を包含する。これは組織の完全性の部分的または全体的な回復を表し得ることが理解さ
れるであろう。したがって創傷の処置は、創傷治癒プロセスに関連する1つまたは複数の
ステージまたはプロセスの促進、改善、進行、加速またはそれ以外の進展を表す。
【０１８２】
　本明細書で使用される場合、「創傷の閉塞」という用語は、創傷の側面を再接合して連
続的なバリア（例えば、無損傷の皮膚）を形成する創傷の治癒を表す。
【０１８３】
　本明細書で使用される場合、「肉芽」という用語は、小さく赤い粒様の隆起が治癒因子
として皮のむけた表面（創傷のそれ）に出現するプロセスを表す。
【０１８４】
　本明細書で使用される場合、「新血管形成」という用語は、酸素および栄養供給の改善
をもたらす血管の新たな成長を表す。同様に、「血管新生」という用語は、新たな毛細血
管の発展を伴う血管形成プロセスを表す。
【０１８５】
　本明細書で使用される場合、「細胞の遊走」という用語は、創傷部位への細胞（例えば
、線維芽細胞、内皮、上皮等）の移動を表す。
【０１８６】
　本明細書で使用される場合、「細胞外マトリックスの蓄積」という用語は、細胞による
繊維性要素（例えば、コラーゲン、エラスチン、レチクリン）、リンクタンパク質（例え
ば、フィブロネクチン、ラミニン）および空間充填分子（例えば、グリコサミノグリカン
）の分泌を表す。
【０１８７】
　本明細書で使用される場合、「再上皮形成」という用語は、露出した表面（例えば、創
傷）上での上皮の再形成を表す。
【０１８８】
　本明細書で使用される場合、「再モデリング」という用語は、肉芽組織の置換および/
または血管新生停止を表す。
【０１８９】
　創傷は、急性または慢性のものであり得る。本明細書で使用される場合、「慢性創傷」
という用語は、長期間（例えば、2～3ヶ月またはそれ以上）の経過後でさえも十分に治癒
しない創傷を表す。褥瘡、静脈性下肢潰瘍および糖尿病性足部潰瘍を含む慢性創傷は、単
純に、治癒されなかった創傷と説明することができる。慢性創傷の正確な分子病理は完全
には理解されていないが、それは多因子性のものであると考えられている。これらの創傷
は、急性損傷時の常在細胞および遊走細胞の正常な反応が損なわれることから、長期的な
炎症反応、不完全な創傷の細胞外マトリックス（ECM）の再モデリングおよび再上皮形成
の不良により特徴付けられる。
【０１９０】
　創傷は、内側の創傷、例えば皮膚の外面の構造完全性が維持されているもの、例えば打
撲もしくは内側の潰瘍、または外側の創傷、特に皮膚創傷であり得、そのため、組織は、
任意の内側または外側の身体組織であり得る。いくつかの態様において、組織は、皮膚（
例えば、ヒトの皮膚）である、すなわち、創傷は皮膚創傷、例えば真皮または上皮創傷で
ある。
【０１９１】
　創傷は、部分層創傷および全層創傷という2つの大まかな分類の一方に分類することが
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できる。部分層創傷は、上皮および表皮に限定され、真皮血管が損傷していないものであ
る。全層創傷は、真皮の崩壊を伴い、より深い組織層まで及んでおり、真皮血管の崩壊を
伴うものである。部分層創傷の治癒は、上皮組織の単純な再生により生じる。全層創傷に
おける創傷治癒は、より複雑である。
【０１９２】
　いくつかの態様において、創傷は、切傷および裂創、外科的切開または創傷、穿刺創、
かすり傷、引っ掻き傷、圧迫傷、擦傷、摩擦創傷（例えば、おむつかぶれ、摩擦による水
膨れ）、褥瘡性潰瘍（例えば、褥瘡もしく床擦れ）；熱作用による創傷（直接的もしくは
伝導、対流または放射を通じた低温源または高温源による火傷、および電気源による火傷
）、化学的創傷（例えば、酸もしくはアルカリによる火傷）または開口のあるもしくは閉
じたおでき、皮膚発疹、吹き出物およびにきびを含む病原体感染（例えば、ウイルス、細
菌もしくは真菌）、潰瘍、慢性創傷（糖尿病関連創傷、例えば下肢および足部潰瘍、静脈
性下肢潰瘍および褥瘡を含む）、皮膚移植片/移植ドナー部位およびレシピエント部位、
免疫反応状態、例えば乾癬および湿疹、胃および腸潰瘍、口の潰瘍を含む口腔創傷、損傷
軟骨もしくは損傷骨、切除創傷、角膜病変、ならびにそれらの任意の組み合わせからなる
群より選択される。
【０１９３】
　トランスグルタミナーゼを含む医学的移植デバイスは、大出血（hemorrhage）を処置し
、内出血または外出血を止めるのに使用することができる。したがって、本発明は、大出
血または内出血もしくは外出血を処置するか、止めるか、または減少させる方法であって
、該大出血部位または該出血部位に、トランスグルタミナーゼを含む医学的移植デバイス
を適用する工程を含む方法を提供する。
【０１９４】
スキャホールドの結合
　別の局面において、本発明は、2つのスキャホールド、例えば2つの異なるスキャホール
ドまたは1つの大きな構造の異なる部分、をひとつにして結合するまたは付着させる方法
を提供する。該方法は、第2のスキャホールドを付着させる必要のある第1のスキャホール
ドの表面に有効量のトランスグルタミナーゼを適用する工程、および該第1のスキャホー
ルドの表面に該第2のスキャホールドを接触させる工程、を含む。代わりにまたは加えて
、第1のスキャホールドを第2のスキャホールドと接触させ、その後にトランスグルタミナ
ーゼを適用することができる。いくつかの態様において、トランスグルタミナーゼは、第
1および第2のスキャホールドを接触させてひとつにする前に、それらの両方に適用される
。
【０１９５】
　いくつかの態様においては、トランスグルタミナーゼは、第2のスキャホールドと接触
させる前の第1のスキャホールドに結合されることができる。スキャホールドおよびトラ
ンスグルタミナーゼとの関係で使用される場合、「結合された」という用語は、トランス
グルタミナーゼが、スキャホールド上にコーティングされることまたはそうでなければ（
共有結合または非共有結合により）スキャホールドと連結されることを意味する。いくつ
かの態様において、トランスグルタミナーゼは、スキャホールドの製造に使用する材料の
中に分散させることができる。いくつかの態様において、トランスグルタミナーゼは、ス
キャホールドの表面に共有結合により連結することができる。いくつかの態様において、
トランスグルタミナーゼは、スキャホールドの表面に非共有結合により連結することがで
きる。いくつかの態様において、トランスグルタミナーゼは、第1のスキャホールドおよ
び第2のスキャホールドを接触させてひとつにする前に、これらに連携させることができ
る。
【０１９６】
　いくつかの態様において、トランスグルタミナーゼは、スキャホールドを製造した後に
、そのスキャホールドに添加することができる。これは、例えば、製造されたスキャホー
ルドをトランスグルタミナーゼの溶液に浸漬することによって達成することができる。ト
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ランスグルタミナーゼを含むスキャホールドの付着は、付着させたいスキャホールドの表
面に対する任意の追加のトランスグルタミナーゼの適用を必要とする場合と必要としない
場合がある。
【０１９７】
　2つのスキャホールドを付着させてひとつにする関係でいう「トランスグルタミナーゼ
の有効量」は、2つのスキャホールドをひとつに連結するのに有効なトランスグルタミナ
ーゼの量を意味する。この関係で、有効量は、接触表面積1cm2あたり約1μg～約100mgの
範囲であり得る。いくつかの態様において、トランスグルタミナーゼの有効量は、1cm2あ
たり約1mg～約50mg、1cm2あたり約5mg～約40mg、1cm2あたり約10mg～約30mg、1cm2あたり
約15mg～約25mgまたは1cm2あたり約20mgである。
【０１９８】
　本明細書で使用される場合、「スキャホールド」という用語は、任意の3次元的物体を
表す。例示的なスキャホールドには、人工組織、人工臓器、補綴デバイス、薬物送達デバ
イス、創傷被覆材（例えば、包帯、ガーゼ、テープ、メッシュ、ネット、ばんそうこう、
フィルム、メンブレン、パッチ、および同様のもの）、繊維、フィルム、発泡体、スポン
ジ、ナノ粒子、マイクロ粒子、およびそれらの任意の組み合わせが含まれるが、これらに
限定されない。
【０１９９】
　いくつかの態様において、スキャホールドは、トランスグルタミナーゼにより架橋可能
なタンパク質に結合されている。スキャホールドとの関係で使用される場合、「結合され
た」という用語は、トランスグルタミナーゼで連結可能なタンパク質でコーティングされ
たか、該タンパク質を包含するかまたは該タンパク質を含む、スキャホールドを表す。い
くつかの態様において、スキャホールドは、トランスグルタミナーゼ連結可能タンパク質
でコーティングされる。「コーティングされた」は、トランスグルタミナーゼで連結可能
なタンパク質がスキャホールドの表面に適用されることを意味する。したがって、スキャ
ホールドは、トランスグルタミナーゼで連結可能なタンパク質を含む溶液を塗布または噴
霧され得る。あるいは、スキャホールドは、トランスグルタミナーゼで連結可能なタンパ
ク質溶液中に浸漬され得る。
【０２００】
　トランスグルタミナーゼで連結可能なタンパク質は、共有結合または非共有結合により
、スキャホールド、例えばスキャホールドの外表面に結合されることができる。一度スキ
ャホールドに結合されると、トランスグルタミナーゼで連結可能なタンパク質は、そのス
キャホールドを第2のスキャホールドおよび/または組織もしくは臓器に付着させる手段を
提供する。
【０２０１】
　スキャホールドは、任意の生体適合性および/または生分解性の材料から製造すること
ができる。いくつかの態様において、スキャホールドは、炭水化物ポリマーから製造され
る。1つの態様において、スキャホールドは、キトサンまたはその誘導体から製造される
。いくつかの態様において、スキャホールドは、本明細書に記載の複合材料から製造され
る。
【０２０２】
　いくつかの態様において、スキャホールドは、トランスグルタミナーゼで連結可能なタ
ンパク質から製造される。
【０２０３】
定義
　それ以外の記述がない限りまたは文脈から暗示されていない限り、以下の用語およびフ
レーズは、以下に提供される意味を包含する。それ以外の明示の記述がない限りまたは文
脈から明白でない限り、以下の用語およびフレーズは、その用語およびフレーズがその属
する技術の分野において獲得している意味を排除しない。これらの定義は、個々の態様の
説明を補助するために提供されるものであり、特許請求の範囲に記載の発明を限定するこ
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とは意図されておらず、発明の範囲は特許請求の範囲によってのみ限定されるものである
。さらに、文脈がそれ以外のことを要求しない限り、単数形の用語はその複数形を包含し
、かつ複数形の用語はその単数形を包含する。
【０２０４】
　本明細書で使用される場合、「含む」または「包含する」という用語は、特定されてい
ない要素を、それが必須であろうがなかろうが含むことを許容する、本発明に必須の組成
物、方法およびその各構成成分を参照して使用される。「含む」および「包含する」とい
う用語は、「からなる」および「から本質的になる」という用語を包含する。
【０２０５】
　本明細書で使用される場合、「から本質的になる」という用語は、所定の態様に必要と
される要素を表す。この用語は、本発明の態様の基本的なかつ新規のまたは機能的な特徴
に実質的に影響しない追加の要素の存在を許容する。
【０２０６】
　「からなる」という用語は、その態様の説明の中で言及されていないあらゆる要素に対
して排他的である、本明細書に記載される組成物、方法およびその各構成成分を表す。
【０２０７】
　実施した実施例以外では、またはそうでないことが示されている場合以外では、本明細
書で使用される成分の量または反応条件を表すすべての数値は、すべての例において、「
約」という用語により修飾されることが理解されるべきである。「約」という用語は、百
分率に関連して使用される場合、±1%を意味し得る。
【０２０８】
　「1つの(a)」、「1つの(an)」および「その(the)」という単数形の用語は、文脈がそう
でないことを明確に示していない限り、複数の参照を包含する。同様に、「または」とい
う単語は、文脈がそうでないことを明確に示していない限り、「および」を包含すること
が意図されている。
【０２０９】
　この開示の実施または試験には本明細書に記載されているのと類似のまたは等価な方法
および材料を使用することができるが、以下では適切な方法および材料について説明され
ている。「包含する」という用語は、「含む」を意味する。「例えば（e.g.）」という略
語は、ラテン語のexempli gratiaを語源とするものであり、本明細書においては非限定的
な例を示すのに使用される。したがって、「例えば（e.g.）」という略語は、「例えば（
for example）」という用語と同義語である。
【０２１０】
　「減少」、「低下」または「阻害」という用語はすべて、本明細書において全体として
統計的に有意な量の減少の意味で使用される。しかし、疑問を解消するために言うと、「
減少」、「低下」または「阻害」は、参照レベルと比較して少なくとも10%の減少、例え
ば、少なくとも約20%、もしくは少なくとも約30%、もしくは少なくとも約40%、もしくは
少なくとも約50%、もしくは少なくとも約60%、もしくは少なくとも約70%、もしくは少な
くとも約80%、もしくは少なくとも約90%の減少、もしくは100%を含む最大100%の減少（例
えば、参照試料と比較して不存在のレベル）、または参照レベルと比較して10～100%の間
の任意の減少を意味する。
【０２１１】
　「増加」または「強化」または「活性化」という用語はすべて、本明細書において全体
として統計的に有意な量の増加の意味で使用され；疑問を解消するために言うと、「増加
」または「強化」または「活性化」という用語は、参照レベルと比較して少なくとも10%
の増加、例えば、少なくとも約20%、もしくは少なくとも約30%、もしくは少なくとも約40
%、もしくは少なくとも約50%、もしくは少なくとも約60%、もしくは少なくとも約70%、も
しくは少なくとも約80%、もしくは少なくとも約90%の増加、もしくは100%を含む最大100%
の増加、もしく参照レベルと比較して10～100%の間の任意の増加、または参照レベルと比
較して少なくとも約2倍、もしくは少なくとも約3倍、もしくは少なくとも約4倍、もしく
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は少なくとも約5倍、もしくは少なくとも約10倍の増加、もしくは2倍～10倍の間の任意の
増加、またはそれ以上の増加を意味する。
【０２１２】
　「統計的に有意」または「有意に」という用語は、統計的有意性を表し、全体として正
常なまたは低いマーカー濃度を2標準偏差（2SD）下回ることを意味する。この用語は、そ
こに差が存在するという統計的証拠を表す。これは、帰無仮説が実際に真であった場合に
その帰無仮説を却下する判定が為される蓋然性と定義される。この判定はしばしば、p値
を用いて為される。
【０２１３】
　本明細書で使用される場合、「有効」および「有効性」という用語は、薬理学的有効性
および生理学的安全性の両方を包含する。薬理学的有効性は、その処置が患者において所
望の生物学的効果をもたらす能力を表す。生理学的安全性は、処置の実施により引き起こ
される細胞、臓器および/または生物レベルでの毒性またはその他の有害な生理学的効果
のレベルを表す（しばしば副作用と称される）。「有効性が低い」は、その処置が治療的
に有意に低いレベルの薬理学的有効性および/または治療的に高いレベルの有害な生理学
的効果をもたらすことを意味する。
【０２１４】
　本明細書で使用される場合、「対象」は、ヒトまたは動物を意味する。通常、動物は、
脊椎動物、例えば霊長類、げっ歯類、家畜動物または狩猟動物である。霊長類には、チン
パンジー、カニクイザル、クモザルおよびマカク、例えばアカゲザルが含まれる。げっ歯
類には、マウス、ラット、ウッドチャック、フェレット、ウサギおよびハムスターが含ま
れる。家畜および狩猟動物には、ウシ、ウマ、ブタ、シカ、バイソン、バッファロー、猫
種、例えば家ネコ、犬種、例えばイヌ、キツネ、オオカミ、鳥種、例えばニワトリ、エミ
ュー、ダチョウ、ならびに魚、例えばマス、ナマズおよびサケが含まれる。患者または対
象には、上記の中の任意の部分集団、例えば1または複数のグループまたは種、例えばヒ
ト、霊長類またはげっ歯類を除く上記のすべて、が含まれる。本明細書に記載される局面
の特定の態様において、対象は、哺乳動物、例えば霊長類、例えばヒトである。「患者」
および「対象」という用語は、本明細書において置き換え可能に使用される。「患者」お
よび「対象」という用語は、本明細書において置き換え可能に使用される。対象は、雄ま
たは雌であり得る。
【０２１５】
　好ましくは、対象は、哺乳動物である。哺乳動物は、ヒト、非ヒト霊長類、マウス、ラ
ット、イヌ、ネコ、ウマまたはウシであり得るが、これらの例に限定されない。ヒト以外
の哺乳動物は、自己免疫疾患または炎症に関連する障害の動物モデルを表す対象として使
用できる点で有益であり得る。さらに、本明細書に記載される方法および組成物は、家畜
化された動物および/またはペットを処置するのに使用することができる。
【０２１６】
　本発明は、以下の番号が付された項のいずれかにより定義することができる。
1.　炭水化物ベースの基材と、タンパク質とを含む、複合積層材料。
2.　前記炭水化物ベースの基材が、フィルム、繊維、スポンジ、メッシュ、発泡体、また
はナノスケール構造物を含む、第1項記載の複合積層材料。
3.　炭水化物対タンパク質の比が10:1～1:10の範囲内にある、第1～2項のいずれか記載の
複合積層材料。
4.　炭水化物ベースの基材が、キチン、フルクトオリゴ糖、ガラクトオリゴ糖、マンナン
オリゴ糖、グリコーゲン、デンプン（アミラーゼ、アミロペクチン）、グリコサミノグリ
カン（例えば、ヒアルロン酸、コンドロイチン-4-硫酸、コンドロイチン-6-硫酸、デルマ
タン硫酸、ケラチン硫酸、ヘパリン、および同様のもの）、セルロース、βグルカン（ザ
イモサン、レンチナン、シゾフィラン）、マルトデキストリン、イヌリンまたはレバンβ
（2→6）ベースの基材である、第1～3項のいずれか記載の複合積層材料。
5.　前記炭水化物ベースの基材が、キトサンベースの基材である、第1～4項のいずれか記
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載の複合積層材料。
6.　前記タンパク質が、絹フィブロイン、パークリン、アブダクチン、エラスチン、レシ
リン、フィブロネクチン、フィブリノゲン、ケラチン、チチン、コラーゲン、アクチン、
Arp2/3、コロニン、ジストロフィン、FtsZ、ミオシン、スペクトリン、タウ（タンパク質
）、チューブリン、F-スポンジン、ピカチュリン、それらの断片および類似体および誘導
体、ならびにそれらの任意の組み合わせからなる群より選択される、第1～5項のいずれか
記載の複合積層材料。
7.　前記炭水化物がキトサンであり、かつ前記タンパク質が絹フィブロインを含み、かつ
キトサン対絹フィブロインの比が1:1.5～1:2の範囲内にある、第1項記載の複合積層材料
。
8.　前記炭水化物ベースの基材が、予め規定されたマイクロトポグラフィーを有する少な
くとも1つの表面を含み、かつ前記タンパク質が該表面に適用されている、第1～7項のい
ずれか記載の複合積層材料。
9.　前記予め規定されたマイクロトポグラフィーが、炭水化物ベースの基材に成形されて
いる、第8項記載の複合積層材料。
10.　前記タンパク質が、予め規定されたマイクロトポグラフィーを有する少なくとも1つ
の表面を含む、第1～9項のいずれか記載の複合積層材料。
11.　前記予め規定されたマイクロトポグラフィーが、前記タンパク質に成形されている
、第10項記載の複合積層材料。
12.　第2の炭水化物ベースの基材をさらに含む、第1～11項のいずれか記載の複合積層材
料。
13.　前記第2の炭水化物ベースの基材がキチンベースの基材である、第12項記載の複合積
層材料。
14.　カーボンファイバー、カーボンナノチューブ、ガラスファイバー、低分子、ポリマ
ー、タンパク質、ペプチド、ペプチド模倣体、核酸、有機化合物、無機化合物、結晶性化
合物、生物学的化合物、生物活性化合物、生物活性を有する化合物、および生物学的、薬
学的または治療的な作用物質、ならびにそれらの任意の組み合わせからなる群より選択さ
れる分子を、炭水化物層またはタンパク質層の少なくとも一方の層中に含む、第1～13項
のいずれか記載の複合積層材料。
15.　前記分子が、前記炭水化物層中に存在する、第14項記載の方法。
16.　前記分子が、前記炭水化物層に共有結合により連結されている、第15項記載の方法
。
17.　前記分子が、前記タンパク質層中に存在する、第14項記載の方法。
18.　前記分子が、前記タンパク質層に共有結合により連結されている、第17項記載の方
法。
19.　前記結晶性物質が炭酸カルシウムである、第14～18項のいずれか記載の複合積層材
料。
20.　前記複合材料の少なくとも一部に対する撥水性コーティングをさらに含む、第1～19
項のいずれか記載の複合積層材料。
21.　パリレンで構成される、第20項記載の複合積層材料。
22.　水性環境に曝露された場合に、前記複合材料の一部に対する撥水性コーティングの
位置に応じて変化する機械的特性を示す、第20～21項のいずれか記載の複合積層材料。
23.　複合積層材料を形成する方法であって、
　炭水化物ベースの基材を供給する工程、および
　該炭水化物ベースの基材をタンパク質溶液と接触させる工程
を含む、方法。
24.　前記炭水化物ベースの基材が、キチン、フルクトオリゴ糖、ガラクトオリゴ糖、マ
ンナンオリゴ糖、グリコーゲン、デンプン（アミラーゼ、アミロペクチン）、グリコサミ
ノグリカン（例えば、ヒアルロン酸、コンドロイチン-4-硫酸、コンドロイチン-6-硫酸、
デルマタン硫酸、ケラチン硫酸、ヘパリン等）、セルロース、βグルカン（ザイモサン、
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レンチナン、シゾフィラン）、マルトデキストリン、イヌリンまたはレバンβ（2→6）ベ
ースの基材である、第23項記載の方法。
25.　前記炭水化物ベースの基材が、キトサンベースの基材である、第23～24項のいずれ
か記載の方法。
26.　前記タンパク質が、絹フィブロイン、パークリン、アブダクチン、エラスチン、レ
シリン、フィブロネクチン、フィブリノゲン、ケラチン、チチン、コラーゲン、アクチン
、Arp2/3、コロニン、ジストロフィン、FtsZ、ミオシン、スペクトリン、タウ（タンパク
質）、チューブリン、F-スポンジン、ピカチュリン、それらの断片および類似体および誘
導体、ならびにそれらの任意の組み合わせからなる群より選択される、第23～25項のいず
れか記載の方法。
27.　炭水化物対タンパク質の比が10:1～約1:10の範囲内にある、第23～36項のいずれか
記載の方法。
28.　炭水化物ベースの材料の溶液を脱水することによって、前記炭水化物ベースの基材
を形成する、第23～27項のいずれか記載の方法。
29.　炭水化物ベースの材料の前記溶液が酸を含む、第28項記載の方法。
30.　前記酸が、イタコン酸、ポリイタコン酸、アコニット酸、尿酸、グルクロン酸、ギ
酸、酢酸、トリクロロ酢酸、プロピオン酸、ブタン酸、4-クロロブタン酸、3-クロロブタ
ン酸、2-ブロモブタン酸、2-クロロブタン酸、亜塩素酸、次亜塩素酸、クエン酸、グルコ
ン酸、乳酸、シュウ酸、酒石酸、アスコルビン酸、メルドラム酸、フッ化水素酸、シアン
化水素酸、硫化水素、オルトリン酸、亜硫酸、炭酸、弱塩基の共役酸、およびそれらの任
意の組み合わせからなる群より選択される、第29項記載の方法。
31.　塩基性溶液を適用することによって、前記炭水化物ベースの材料を中和する工程
をさらに含む、第29または30項のいずれか記載の方法。
32.　前記塩基性溶液が、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、水酸化カリウム、水
酸化カルシウム、水酸化マグネシウム、水酸化バリウム、水酸化ストロンチウム、水酸化
リチウム、水酸化ルビジウム、炭酸ナトリウムおよびアンモニアからなる群より選択され
る塩基を含むか、または該塩基性溶液が高pH緩衝液である、第30項記載の方法。
33.　前記高pH緩衝液が炭酸緩衝液である、第32項記載の方法。
34.　炭水化物ベースの材料の溶液を凍結乾燥することによって、前記炭水化物ベースの
基材を形成する、第23～33項のいずれか記載の方法。
35.　炭水化物ベースの材料の溶液に気泡を注入することによって、前記炭水化物ベース
の基材を形成する、第23～33項のいずれか記載の方法。
36.　炭水化物ベースの溶液をスピニングして繊維を形成することによって、前記炭水化
物ベースの基材を形成する、第23～33項のいずれか記載の方法。
37.　キチンベースの溶液をエレクトロスピニングして繊維を形成することによって、前
記炭水化物ベースの基材を形成する、第23～33項または第35項のいずれか記載の方法。
38.　炭水化物ベースの溶液をロータリースピニングして繊維を形成することによって、
前記炭水化物ベースの基材を形成する、第22～32項または第35項のいずれか記載の方法。
39.　前記タンパク質のβ転移を誘導する工程
をさらに含む、第23～38項のいずれか記載の方法。
40.　アルコール、有機溶媒、水溶液、または応力の印加、圧力の印加もしくは熱の印加
を含む因子のうちの1つまたは複数で前記タンパク質を処理することによって、前記β転
移を誘導する、第39項記載の方法。
41.　カーボンナノチューブ、ガラスファイバー、低分子、ポリマー、タンパク質、ペプ
チド、ペプチド模倣体、核酸、有機化合物、無機化合物、結晶性物質、生物学的化合物、
生物活性化合物、生物活性を有する化合物、および生物学的、薬学的または治療的な作用
物質、ならびにそれらの任意の組み合わせからなる群より選択される保有材料を前記複合
材料に導入する工程
をさらに含む、第23～40項のいずれか記載の方法。
42.　前記保有材料が、前記複合材料に共有結合により連結されている、第40項記載の方
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法。
43.　第23～42項記載の方法のいずれかにより形成される物質の組成物。
44.　第23～42項記載の方法のいずれかにより形成される物質の組成物を含む、補綴デバ
イス。
45.　第23～42項記載の方法のいずれかにより形成される物質の組成物を含む、組織工学
用スキャホールド。
46.　第23～42項記載の方法のいずれかにより形成される物質の組成物を含む、薬物送達
デバイス。
47.　第23～42項記載の方法のいずれかにより形成される物質の組成物を含む、移植可能
材料。
48.　第23～42項記載の方法のいずれかにより形成される物質の組成物を含み、該組成物
が鉱物または結晶性物質を含む、材料。
49.　第23～42項記載の方法のいずれかにより形成される物質の組成物を含む、薄い透明
フィルム。
50.　第23～42項記載の方法のいずれかにより形成される物質の組成物を含む、多層材料
。
51.　第23～42項記載の方法のいずれかにより形成される物質の組成物を含み、該組成物
が、目的に合った機械的特性を提供するために追加の成分を含む、多層材料。
52.　撥水性コーティング材料を含む、第23～42項記載の方法のいずれかにより形成され
る物質の組成物を含む、材料。
53.　第23～42項記載の方法のいずれかにより形成される物質の組成物を含み、該組成物
が、可変の柔軟性を有する領域を提供するために、撥水性コーティング材料の可変領域を
含む、材料。
54.　複合積層材料を形成する方法であって、
　キチンベースの材料を酸性溶液に溶解する工程、
　溶媒を蒸発させることによって、該キチンベースの材料のキチンベースの構造物を形成
する工程、
　該キチンベースの構造物を塩基性溶液で処理して、プロトン化されたアミノ基を中和す
る工程、
　該キチンベースの構造物を洗浄する工程、
　任意で、該キチンベースの構造物を脱水する工程、
　該キチンベースの構造物にタンパク質溶液を適用して、該キチンベースの構造物表面の
少なくとも1つのタンパク質層を有する複合材料を生成する工程、
　該キチンベースの構造物表面の該タンパク質層を乾燥させる工程、および
　該複合材料をアルコールベースの溶液で処理して、該タンパク質のβ転移を誘導する工
程
を含む、方法。
55.　キチンベースの材料対タンパク質の比が10:1～1:10の範囲内にある、第54項記載の
方法。
56.　前記キチンベースの材料がキトサンである、第54～55項のいずれか記載の方法。
57.　前記タンパク質がフィブロインである、第54～56項のいずれか記載の方法。
58.　前記酸性溶液が酢酸を含む、第54～57項のいずれか記載の方法。
59.　前記塩基性溶液がNaOHを含む、第534～58項のいずれか記載の方法。
60.　前記アルコールベースの溶液がメタノールを含む、第54～59項のいずれか記載の方
法。
61.　第54～60項記載の方法のいずれかにより形成される物質の組成物。
62.　医学的移植デバイスを組織または臓器に接着させる方法であって、有効量のトラン
スグルタミナーゼを該組織または該臓器の表面に適用する工程、および
　該医学的移植デバイスを該組織の表面に接触させる工程
を含む、方法。
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63.　前記医学的移植デバイスがトランスグルタミナーゼを含む、第62項記載の方法。
64.　医学的移植デバイスを組織または臓器に接着させる方法であって、
　有効量のトランスグルタミナーゼを含む該医学的移植デバイスを、該臓器と接触させる
工程
を含む、方法。
65.　前記有効量のトランスグルタミナーゼを前記組織の表面に適用する工程
をさらに含む、第65項記載の方法。
66.　前記トランスグルタミナーゼが哺乳動物トランスグルタミナーゼである、第62～65
項のいずれか記載の方法。
67.　前記トランスグルタミナーゼが微生物トランスグルタミナーゼ（mTgase）である、
第62～65項のいずれか記載の方法。
68.　前記トランスグルタミナーゼがカルシウム非依存性トランスグルタミナーゼである
、第62～67項のいずれか記載の方法。
69.　前記トランスグルタミナーゼが、第XIII因子A（フィブリン安定化因子）、1型トラ
ンスグルタミナーゼ（ケラチノサイトトランスグルタミナーゼ）、2型トランスグルタミ
ナーゼ（組織トランスグルタミナーゼ、tTgase）、3型トランスグルタミナーゼ（上皮ト
ランスグルタミナーゼ）、4型トランスグルタミナーゼ（前立腺トランスグルタミナーゼ
）、5型トランスグルタミナーゼ（トランスグルタミナーゼX）、6型トランスグルタミナ
ーゼ（トランスグルタミナーゼY）、7型トランスグルタミナーゼ（トランスグルタミナー
ゼZ）、およびそれらの任意の組み合わせからなる群より選択される、第62～68項のいず
れか記載の方法。
70.　前記トランスグルタミナーゼが、溶液、エマルジョン、エアロゾル、発泡体、軟膏
、ペースト、ローション、粉末、ゲル、ヒドロゲル、親水コロイド、マイクロ粒子、ナノ
粒子、またはクリームとして製剤化される、第62～69項のいずれか記載の方法。
71.　前記医学的移植デバイスが、人工組織、人工臓器、補綴デバイス、薬物送達デバイ
ス、創傷被覆材、フィルム、発泡体、スポンジ、止血材、およびそれらの任意の組み合わ
せからなる群より選択される、第62～70項のいずれか記載の方法。
72.　前記医学的移植デバイスが、包帯、ガーゼ、テープ、メッシュ、ネット、ばんそう
こう、フィルム、メンブレン、パッチ、マイクロ粒子、ナノ粒子、およびそれらの任意の
組み合わせからなる群より選択される創傷被覆材である、第71項記載の方法。
73.　前記医学的移植デバイスが発泡体である、第71項記載の方法。
74.　前記医学的移植デバイスがタンパク質を含み、かつ該タンパク質がトランスグルタ
ミナーゼにより架橋可能である、第62～73項のいずれか記載の方法。
75.　前記医学的移植デバイスが前記タンパク質でコーティングされている、第74項記載
の方法。
76.　前記タンパク質が絹フィブロインである、第74～75項のいずれか記載の方法。
77.　前記トランスグルタミナーゼが、前記医学的移植デバイスの表面にコーティングさ
れている、第62～76項のいずれか記載の方法。
78.　前記トランスグルタミナーゼが、前記医学的移植デバイスに非共有結合により連結
されている、第62～77項のいずれか記載の方法。
79.　トランスグルタミナーゼの前記有効量が、前記組織または前記臓器と前記医学的移
植デバイスの間の接触表面積1cm2あたり約1μg～約100mgである、第62～78項のいずれか
記載の方法。
80.　創傷治癒物質を投与する工程
をさらに含む、第62～79項のいずれか記載の方法。
81.　前記創傷治癒物質が、デクスパンテノール；成長因子；酵素、ホルモン；ポビドン
ヨード；脂肪酸；抗炎症剤；抗生物質；抗菌剤；消毒剤；サイトカイン；トロンビン；鎮
痛剤；オピオイド；アミノキシル；フロキサン；ニトロソチオール；ナイトレートおよび
アントシアニン；ヌクレオシド、例えばアデノシン；ならびにヌクレオチド、例えばアデ
ノシン二リン酸（ADP）およびアデノシン三リン酸（ATP）；神経伝達物質/神経修飾物質
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、例えばアセチルコリンおよび5-ヒドロキシトリプタミン（セロトニン/5-HT）；ヒスタ
ミンおよびカテコールアミン、例えばアドレナリンおよびノルアドレナリン；脂質分子、
例えばスフィンゴシン-1-リン酸およびリゾホスファチジン酸；アミノ酸、例えばアルギ
ニンおよびリジン；ペプチド、例えばブラジキニン、サブスタンスPおよびカルシウム遺
伝子関連ペプチド（CGRP）；一酸化窒素；ならびにそれらの任意の組み合わせからなる群
より選択される、第80項記載の方法。
82.　前記医学的移植デバイスが、生体適合性で生分解性の材料から製造される、第62～8
1項のいずれか記載の方法。
83.　前記医学的移植デバイスが、第1～21項のいずれか記載の複合材料から製造される、
第62～82項のいずれか記載の方法。
84.　前記適用する工程が、前記宿主トランスグルタミナーゼの発現または活性を増加さ
せることを含む、第62～83項のいずれか記載の方法。
85.　それを必要とする対象において創傷治癒を促進する方法であって、
　有効量のトランスグルタミナーゼを創傷表面に適用する工程、および
　第1～21項のいずれか記載の複合材料を含む創傷被覆材を、該創傷に接触させる工程
を含む、方法。
86.　第1～21項のいずれか記載の複合材料を含む発泡体を、前記創傷に適用する工程
をさらに含む、第85項記載の方法。
87.　前記創傷が、切傷および裂創、外科的切開、穿刺創、かすり傷、引っ掻き傷、圧迫
傷、擦傷、摩擦創傷、慢性創傷、潰瘍、熱作用による創傷、化学的創傷、病原体感染に起
因する創傷、皮膚移植片/移植ドナーおよびレシピエント部位、免疫反応状態、口腔創傷
、胃または腸の創傷、損傷軟骨または損傷骨、切断部位、ならびに角膜病変からなる群よ
り選択される、第85～86項のいずれか記載の方法。
88.　前記トランスグルタミナーゼが哺乳動物トランスグルタミナーゼである、第85～87
項のいずれか記載の方法。
89.　前記トランスグルタミナーゼが微生物トランスグルタミナーゼ（mTgase）である、
第85～87項のいずれか記載の方法。
90.　前記トランスグルタミナーゼがカルシウム非依存性トランスグルタミナーゼである
、第85～89項のいずれか記載の方法。
91.　前記トランスグルタミナーゼが、第XIII因子A（フィブリン安定化因子）、1型トラ
ンスグルタミナーゼ（ケラチノサイトトランスグルタミナーゼ）、2型トランスグルタミ
ナーゼ（組織トランスグルタミナーゼ）、3型トランスグルタミナーゼ（上皮トランスグ
ルタミナーゼ）、4型トランスグルタミナーゼ（前立腺トランスグルタミナーゼ）、5型ト
ランスグルタミナーゼ（トランスグルタミナーゼX）、6型トランスグルタミナーゼ（トラ
ンスグルタミナーゼY）、7型トランスグルタミナーゼ（トランスグルタミナーゼZ）、お
よびそれらの任意の組み合わせからなる群より選択される、第85～90項のいずれか記載の
方法。
92.　前記トランスグルタミナーゼが、溶液、エマルジョン、エアロゾル、発泡体、軟膏
、ペースト、ローション、粉末、ゲル、ヒドロゲル、親水コロイド、マイクロ粒子、ナノ
粒子、またはクリームとして製剤化される、第85～91項のいずれか記載の方法。
93.　前記創傷被覆材が、包帯、ガーゼ、テープ、メッシュ、ネット、ばんそうこう、フ
ィルム、メンブレン、パッチ、およびそれらの任意の組み合わせからなる群より選択され
る、第85～92項のいずれか記載の方法。
94.　前記トランスグルタミナーゼが前記創傷被覆材に結合されている、第85～93項のい
ずれか記載の方法。
95.　前記トランスグルタミナーゼが、前記創傷被覆材の表面にコーティングされている
、第94項記載の方法。
96.　前記トランスグルタミナーゼが、前記創傷被覆材に非共有結合により連結されてい
る、第94～95項のいずれか記載の方法。
97.　トランスグルタミナーゼの前記有効量が、創傷面積1cm2あたり約1μg～約100mgであ
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る、第85～96項のいずれか記載の方法。
98.　創傷治癒物質を対象に投与する工程
をさらに含む、第85～97項のいずれか記載の方法。
99.　前記創傷治癒物質が、デクスパンテノール；成長因子；酵素、ホルモン；ポビドン
ヨード；脂肪酸；抗炎症剤；抗生物質；抗菌剤；消毒剤；サイトカイン；トロンビン；鎮
痛剤；オピオイド；アミノキシル；フロキサン；ニトロソチオール；ナイトレートおよび
アントシアニン；ヌクレオシド；ヌクレオチド；神経伝達物質/神経修飾物質、例えばア
セチルコリンおよび5-ヒドロキシトリプタミン（セロトニン/5-HT）；ヒスタミンおよび
カテコールアミン、例えばアドレナリンおよびノルアドレナリン；脂質分子、例えばスフ
ィンゴシン-1-リン酸およびリゾホスファチジン酸；アミノ酸、例えばアルギニンおよび
リジン；ペプチド、例えばブラジキニン、サブスタンスPおよびカルシウム遺伝子関連ペ
プチド（CGRP）；一酸化窒素；ならびにそれらの任意の組み合わせからなる群より選択さ
れる、第98項記載の方法。
100.　前記適用する工程が、前記宿主トランスグルタミナーゼの発現または活性を増加さ
せることを含む、第85～99項のいずれか記載の方法。
101.　前記適用する工程が、前記医学的移植デバイスまたは前記創傷被覆材の接触前、接
触後または接触中に行われる、第85～99項のいずれか記載の方法。
【０２１７】
　ここまでに示されなかった範囲において、本明細書で説明され例示された様々な態様の
いずれか1つが、本明細書に開示されるその他の態様のいずれかに示されている特徴を取
り入れるようさらに改変され得ることが、当業者に理解されるであろう。したがって、他
の態様は、本発明の範囲内および本発明の精神の範囲内にある。さらに、上記の説明は本
発明に言及しているが、この説明には複数の発明が含まれ得る。
【実施例】
【０２１８】
　本明細書において概略的に説明されている本発明は、以下の実施例を参照することでよ
り容易に理解されるであろうが、ただし、これらの実施例は、本発明の特定の局面および
態様の例示の目的で含まれるものにすぎず、本発明を限定することは意図されていない。
【０２１９】
　粉末形態のトランスグルタミナーゼを約20mg/cm2で組織に適用し、かつこの組織を水和
させたフィルム（シュリルクまたはキトサンのいずれかのフィルム）でコーティングした
。室温における30分間の結合の後、試料を剥離試験に供した。剥離試験の結果を図23に示
す。本発明者らは、シュリルクフィルムのいずれ（炭水化物層またはタンパク質層）の側
も、結合のために組織と接触させることができることを見い出した。
【０２２０】
　真皮組織に対する結合を試験するため、同様の実験を行った。上皮の最終層は角質化に
より生成されるので、この層は、対象においてトランスグルタミナーゼ処理による結合に
使用できる基がない唯一の組織であり得る。このことは、トランスグルタミナーゼによる
結合が見られなかった結果により確認された。しかし、図25に示される、シュリルクが上
皮ではなく真皮に結合した実験で実証されているとおり、この最終層がわずかな損傷を受
け第2の層が露出している場合、トランスグルタミナーゼによる結合は成功する。このこ
とは、シュリルクが皮膚の処置のための「パッチ」（例えば、包帯）として使用できるこ
とを示している。
【０２２１】
　本明細書中で特定されているすべての特許およびその他の刊行物は、明示的に、すべて
の目的のために参照により本明細書に組み入れられる。これらの刊行物は、本願出願日以
前の開示物として提供されるにすぎない。これに関連するいかなる事情も、本発明者らが
、先行発明であるためまたは他の何らかの理由で、そのような開示物よりも先の日付を主
張する資格を有さないということを承認されるものとして解釈されるべきではない。日付
に関するすべての言及またはこれらの文献の内容に関する表示は、出願人が入手し得た情
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ならない。
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