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(57)【要約】
本発明の例示的実施形態は、抗癒着性及び組織固着特性
を有する癒着障壁を提供する。癒着障壁は脂肪酸ベース
のフィルムから形成される。脂肪酸ベースのフィルムは
、脂肪酸由来の生体材料から形成することができる。フ
ィルムは、組織固着材料でコーティングされて、又は組
織固着材料を含んで、癒着障壁を生成することができる
。癒着障壁は、体による忍容性が良好であり、抗炎症特
性を有し、組織によく固着し、術後癒着を防止するのに
十分な残存時間を有する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　組織抗癒着性を有する脂肪酸ベースの材料、及び
　該脂肪酸ベースの材料の表面の上又は周囲に配置された親水性組織固着材料
を含む、癒着障壁であって、
　該癒着障壁が非炎症性であって、組織にインビボで１０日間を超える持続期間にわたっ
て固着するように、該脂肪酸ベースの材料及び該組織固着材料が該癒着障壁を形成する、
癒着障壁。
【請求項２】
　前記脂肪酸ベースの材料が、架橋された脂肪酸由来の生体材料から誘導される、請求項
１に記載の癒着障壁。
【請求項３】
　前記脂肪酸ベースの材料が魚油から製造される、請求項１に記載の癒着障壁。
【請求項４】
　前記組織固着材料がカルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）を含む、請求項１に記載の
癒着障壁。
【請求項５】
　前記組織固着材料が、カルボキシメチルセルロースナトリウム（Ｎａ－ＣＭＣ）、ポリ
（エチレングリコール）、ポリ（エチレンオキシド）、ポリ（ＨＥＭＡ）、ポリ（Ｎ－ビ
ニルピロリドン）、ポリ（アクリル酸）、カルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）及びキ
トサンの群のうちの一つを含む、請求項１に記載の癒着障壁。
【請求項６】
　前記脂肪酸ベースの材料が脂肪酸ベースのフィルムであり、前記組織固着材料が前記脂
肪酸ベースのフィルムの一面のみに配置される、請求項１に記載の癒着障壁。
【請求項７】
　前記組織固着材料がポリアニオン性多糖である、請求項１に記載の癒着障壁。
【請求項８】
　前記脂肪酸ベースの材料が、前記脂肪酸ベースのフィルムが存在しない場合に前記組織
固着材料に付随する炎症を低減する、請求項１に記載の癒着障壁。
【請求項９】
　前記癒着障壁に可塑剤を添加することを更に含む、請求項１に記載の癒着障壁。
【請求項１０】
　前記可塑剤が、グリセリン、プロピレングリコール、ポリエチレングリコール、トリア
セチンシトラート及びトリアセチンの群のうちの一つを含む、請求項９に記載の癒着障壁
。
【請求項１１】
　脂肪酸由来の生体材料から誘導されるフィルム、及び
　該フィルム全体に配置される組織固着材料
を含む、癒着障壁であって、
　該癒着障壁が非炎症性であって、組織にインビボで１０日間を超える持続期間にわたっ
て固着するように、該フィルム及び該組織固着材料が該癒着障壁を形成する、癒着障壁。
【請求項１２】
　前記組織固着材料が、前記フィルムを包囲する組織固着コーティングを含む、請求項１
１に記載の癒着障壁。
【請求項１３】
　前記組織固着材料が前記フィルムの一部として設けられる、請求項１１に記載の癒着障
壁。
【請求項１４】
　前記フィルムがオメガ３脂肪酸ベースのフィルムである、請求項１１に記載の癒着障壁
。
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【請求項１５】
　前記脂肪酸由来の生体材料が架橋される、請求項１１に記載の癒着障壁。
【請求項１６】
　前記脂肪酸由来の生体材料が魚油を含む、請求項１１に記載の癒着障壁。
【請求項１７】
　前記組織固着材料がポリアニオン性多糖を含む、請求項１１に記載の癒着障壁。
【請求項１８】
　前記組織固着材料がカルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）を含む、請求項１１に記載
の癒着障壁。
【請求項１９】
　前記組織固着材料がカルボキシメチルセルロースナトリウム（Ｎａ－ＣＭＣ）を含む、
請求項１１に記載の癒着障壁。
【請求項２０】
　前記脂肪酸由来の生体材料が、前記脂肪酸ベースのフィルムが存在しない場合に前記組
織固着材料に付随する炎症を抑制する、請求項１１に記載の癒着障壁。
【請求項２１】
　前記癒着障壁が術後癒着を防止するのに十分な残存時間を有する、請求項１１に記載の
癒着障壁。
【請求項２２】
　可塑剤を更に含む、請求項１１に記載の癒着障壁。
【請求項２３】
　前記可塑剤が、グリセリン、プロピレングリコール、ポリエチレングリコール、トリア
セチンシトラート及びトリアセチンの群のうちの一つを含む、請求項２２に記載の癒着障
壁。
【請求項２４】
　癒着障壁が非炎症性であって、組織にインビボで１０日間を超える持続期間にわたって
固着するように、組織抗癒着特性を有する脂肪酸ベースのフィルム及び親水性組織固着材
料で形成された癒着障壁を調製する方法であって、
　該脂肪酸ベースのフィルムを提供すること、
　該組織固着材料を提供すること、及び
　該脂肪酸ベースのフィルムを該組織固着材料と組み合わせて該癒着障壁を形成すること
を含む、方法。
【請求項２５】
　前記脂肪酸ベースのフィルムが、架橋された脂肪酸由来の生体材料から誘導される、請
求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　前記脂肪酸ベースのフィルムが魚油から製造される、請求項２４に記載の方法。
【請求項２７】
　前記組織固着材料がカルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）を含む、請求項２４に記載
の方法。
【請求項２８】
　前記組織固着材料が、カルボキシメチルセルロースナトリウム（Ｎａ－ＣＭＣ）、ポリ
（エチレングリコール）、ポリ（エチレンオキシド）、ポリ（ＨＥＭＡ）、ポリ（Ｎ－ビ
ニルピロリドン）、ポリ（アクリル酸）、カルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）及びキ
トサンの群のうちの一つを含む、請求項２４に記載の方法。
【請求項２９】
　前記脂肪酸ベースのフィルムが配置された外科的部位から移動しない、請求項２４に記
載の方法。
【請求項３０】
　前記組織固着材料が前記脂肪酸ベースのフィルムの一面のみに配置される、請求項２４
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に記載の方法。
【請求項３１】
　前記組織固着材料が前記脂肪酸ベースのフィルムの１面よりも多くの面の前記脂肪酸ベ
ースのフィルムをコーティングする、請求項２４に記載の方法。
【請求項３２】
　前記組織固着材料が前記脂肪酸ベースのフィルム全体に配置される、請求項２４に記載
の方法。
【請求項３３】
　前記組織固着材料がポリアニオン性多糖である、請求項２４に記載の方法。
【請求項３４】
　前記脂肪酸ベースのフィルムが、前記脂肪酸ベースのフィルムが存在しない場合に前記
組織固着材料に付随する炎症を低減する、請求項２４に記載の方法。
【請求項３５】
　可塑剤を前記コーティングに添加することを更に含む、請求項２４に記載の方法。
【請求項３６】
　前記可塑剤が、グリセリン、プロピレングリコール、ポリエチレングリコール、トリア
セチンシトラート及びトリアセチンの群のうちの一つを含む、請求項３５に記載の方法。
【請求項３７】
　脂肪酸由来の生体材料から誘導される脂肪酸ベースの粒子、及び
　組織密着性材料を含む乳濁液基剤
を含む、癒着障壁であって、
　該脂肪酸ベースの粒子が該乳濁液基剤と混合されて、該癒着障壁が非炎症性であって、
組織にインビボで１０日間を超える持続期間にわたって密着するように、該癒着障壁を形
成する、癒着障壁。
【請求項３８】
　前記脂肪酸ベースの粒子が、前記乳濁液基剤と混合される前に、治療薬に浸漬される、
請求項３７に記載の癒着障壁。
【請求項３９】
　前記脂肪酸ベースの粒子の平均粒径が約１ミクロンと約５０ミクロンとの間である、請
求項３７に記載の癒着障壁。
【請求項４０】
　前記脂肪酸ベースの粒子の平均粒径が約１ミクロンと約１０ミクロンとの間である、請
求項３９に記載の癒着障壁。
【請求項４１】
　前記脂肪酸ベースの粒子が約１～２０μｍのサイズ分布を有する、請求項３７に記載の
癒着障壁。
【請求項４２】
　前記脂肪酸ベースの粒子が約２１～４０μｍのサイズ分布を有する、請求項３７に記載
の癒着障壁。
【請求項４３】
　前記脂肪酸ベースの粒子が約４１～１５０μｍのサイズ分布を有する、請求項３７に記
載の癒着障壁。
【請求項４４】
　前記脂肪酸ベースの粒子がオメガ３脂肪酸ベースの粒子である、請求項３７に記載の癒
着障壁。
【請求項４５】
　前記脂肪酸由来の生体材料が架橋される、請求項３７に記載の癒着障壁。
【請求項４６】
　前記脂肪酸由来の生体材料が魚油を含む、請求項３７に記載の癒着障壁。
【請求項４７】
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　前記組織密着性材料がポリアニオン性多糖を含む、請求項３７に記載の癒着障壁。
【請求項４８】
　前記組織密着性材料がカルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）を含む、請求項３７に記
載の癒着障壁。
【請求項４９】
　前記組織密着性材料がカルボキシメチルセルロースナトリウム（Ｎａ－ＣＭＣ）を含む
、請求項３７に記載の癒着障壁。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願
　本出願は、２００９年１０月１９日に出願された米国出願第１２／５８１，５８２号（
これは、２００５年９月２８日に出願された「Ｂａｒｒｉｅｒ　Ｌａｙｅｒ」との表題の
米国特許出願第１１／２３７，４２０号；２００５年９月２８日に出願された「Ａ　Ｓｔ
ａｎｄ－Ａｌｏｎｅ　Ｆｉｌｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｍａｋｉｎｇ　ｔｈ
ｅ　Ｓａｍｅ」との表題の米国特許出願第１１／２３７，２６４号：２００７年１０月３
０日に出願された「Ｃｏａｔｅｄ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｍｅｓｈ」との表題の米国特許出
願第１１／９７８，８４０号；および２００９年３月１０日に出願された「Ｆａｔｔｙ－
Ａｃｉｄ　Ｂａｓｅｄ　Ｐａｒｔｉｃｌｅｓ」との表題の米国特許出願第１２／４０１，
２４３号の一部継続出願である）に対する優先権を主張し、その利益を主張する。上記特
許出願の内容は、本明細書中に参考として援用される。
【０００２】
　発明の分野
　本発明は、一般に、組織を分離する癒着障壁に関する。
【背景技術】
【０００３】
　背景
　医療用フィルムは、外科的介入又は鈍的切開後に、ある種の器官を隣接する組織及び医
療機器から分離して手術後の癒着形成を最小化するのに役立つ物理的障壁として外科的状
況でしばしば使用される。例えば、マサチューセッツ州ケンブリッジのＧｅｎｚｙｍｅ　
Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎの製品であるＳＥＰＲＡＦＩＬＭ（登録商標）（化学修飾糖で構
成されたフィルム）は、異なる組織及び器官と移植可能な医療デバイス（例えば、軟部組
織支持膜及びメッシュ、または非吸収性材料とメッシュとの組合せなど）との間での手術
後の癒着形成の発生率、程度及び重症度を低下させるように意図された移植可能な処理と
して、腹部又は骨盤の手術に使用される。
【０００４】
　医療用フィルムの一例は、特許文献１に記載されている。特許文献１のフィルムは、ヒ
アルロン酸（「ＨＡ」）、ポリアニオン性多糖及び活性化剤の反応生成物を含む、水不溶
性ゲルから形成される。特許文献１に記載のゲルは、シリンジに組み込むのに適切な膜又
は組成物などの癒着防止組成物の形で提供することができる。ゲルは、シート形状に注型
（ｃａｓｔ）し、押し出し成型し、圧縮し、又は脱水して平坦なシートにすることによっ
て、フィルムに成形される。多糖で修飾すると、生分解性フィルムは、脱水した生体溶解
可能な単層シートとして市販される上記ＳＥＰＲＡＦＩＬＭ（登録商標）癒着制限又は癒
着障壁製品を形成する。
【０００５】
　移植可能な医療用フィルムは、手術中に、例えば２つの組織間の、目標部位に配置する
ことができる。手術後の癒着形成を防止又は制限するために、フィルムは目標部位に必要
な期間残留すべきである。例えば、幾つかの情報源は、障壁機能は手術後３日間から１０
日間必要であるとしている（非特許文献１参照）。この障壁機能を得るために、生分解性
フィルムは、目標部位の適所に残留すべきであり、癒着が形成される手術後に障壁機能を
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発揮するのに十分な期間にわたって体に吸収されるべきである。
【０００６】
　しかし、従来の医療用フィルムは、余りにも速く体に再吸収され、手術後の癒着形成が
典型的に発生する時間の間にわたって有効な障壁機能を発揮することができない。例えば
、多数の架橋カルボキシメチルセルロース（「ＣＭＣ：ｃａｒｂｏｘｙｍｅｔｈｙｌｃｅ
ｌｌｕｌｏｓｅ」）ベースのフィルムは、インビボで７日間以内に吸収され得る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】米国特許第５，０１７，２２９号明細書
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】Ｐｅｒｉｔｏｎｅａｌ　Ｓｕｒｇｅｒｙ　ｂｙ　Ｇｅｒｅ．Ｓ．ＤｉＺ
ｅｒｅｇａ，Ａｌａｎ　Ｈ．ＤｅＣｈｅｒｎｅｙ，Ｐｕｂｌｉｓｈｅｄ　ｂｙ　Ｓｐｒｉ
ｎｇｅｒ，２０００，２１ページ
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　概要
　以下でより詳細に記述するように、カルボキシメチルセルロース（「ＣＭＣ」）または
Ｎａ－ＣＭＣなどの固着材料で構築された、魚油製フィルムなどの脂肪酸ベースのフィル
ムは、フィルムを固着させてフィルムの移動を防止するために設けることができる。ＣＭ
Ｃの炎症性の特徴、並びにＣＭＣ及びＮａ－ＣＭＣの急速な再吸収性にもかかわらず、癒
着障壁は体による忍容性が良好であり、非炎症性であり、目標部位から移動せず、ＣＭＣ
の架橋を必要としない。本発明の癒着障壁は、許容される移植後持続期間（例えば、７日
間を超える）まで再吸収を効果的に遅延させる。脂肪酸ベースのフィルムとＣＭＣまたは
Ｎａ－ＣＭＣなどの固着材料との組合せは、予想外の相乗効果をもたらす。特に、脂肪酸
ベースのフィルムの存在下の非架橋ＣＭＣは、脂肪酸の存在下ではない架橋ＣＭＣほど急
速には体に吸収されない。その結果、癒着障壁の固着部分は、別のＣＭＣベースのフィル
ムよりもはるかに遅い速度で体に吸収されて、癒着が形成される可能性がある期間にわた
って障壁機能が発揮される。
【００１０】
　本発明の一部の例示的実施形態においては、癒着障壁は乳濁液の形である。乳濁液は、
乳濁液基剤に浸漬された脂肪酸ベースの粒子を含むことができる。脂肪酸ベースの粒子は
、低温液体と会合した脂肪酸由来の生体材料を細分化することによって形成することがで
きる。乳濁液基剤としては、ＣＭＣなどの固着材料と、水、食塩水または乳酸リンゲル液
などの（ただしそれだけに限定されない）水性溶液（ａｑｕｅｏｕｓ－ｂａｓｅｄ　ｓｏ
ｌｕｔｉｏｎ）との混合物が挙げられ得る。
【００１１】
　本発明の例示的実施形態は、癒着障壁、及び癒着障壁を処方する方法を提供する。本発
明の一例示的実施形態によれば、癒着障壁は脂肪酸ベースのフィルム組成物の形を取る。
癒着障壁は、架橋された脂肪酸由来の生体材料から誘導された脂肪酸ベースのフィルム、
及び脂肪酸ベースのフィルムを包囲する材料から形成された組織固着コーティングを含む
。組織固着コーティングは、当該技術分野で公知の任意の手段によって適用することがで
きる。
【００１２】
　本発明の態様によれば、脂肪酸由来の生体材料はオメガ３脂肪酸である。脂肪酸由来の
生体材料は架橋されてもされなくてもよい。脂肪酸由来の生体材料は、少なくとも１種類
の脂質又はオメガ３脂肪酸を含むことができる。例えば、脂肪酸由来の生体材料は魚油で
あってもよい。魚油は更にビタミンＥを含むことができる。
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【００１３】
　一例示的実施形態によれば、密着性材料は、カルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）な
どのポリアニオン性多糖であってもよい。別の一例示的実施形態によれば、密着性材料は
、カルボキシメチルセルロースナトリウム（Ｎａ－ＣＭＣ）などのＣＭＣの塩を含む。
【００１４】
　本発明のさらなる態様によれば、脂肪酸由来の生体材料は、固着材料に付随する炎症を
低減することができる。一部の実施形態においては、癒着障壁は配置した手術部位から移
動せず、更なる実施形態においては、癒着障壁は術後癒着を防止するのに十分な残存時間
を有する。
【００１５】
　本発明の上記及び他の態様、実施形態、目的、特徴及び利点は、添付図面と併せて以下
の記述からより十分に理解することができる。図面においては、同様の参照文字は、一般
に、種々の図を通して同様の特徴及び構造要素を指す。図面は、必ずしも一定の縮尺で縮
尺されておらず、その代わりに本発明の原理の説明に重点が置かれている。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１は、本発明の一例示実施形態による癒着障壁を示す。
【図２】図２は、本発明の一例示実施形態によって例示的癒着障壁を作製する一例示的方
法を示すフローチャートである。
【図３】図３は、本発明の一例示実施形態による癒着障壁を示す。
【図４】図４は、本発明の一例示実施形態による癒着障壁を示す。
【図５】図５は、本発明の一例示実施形態による乳濁液として作製された癒着障壁を示す
。
【図６】図６は、図５に示した例示的癒着障壁を作製する一例示的方法を示すフローチャ
ートである。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　詳細な説明
　本発明の例示的態様及び実施形態は、脂肪酸ベースのフィルム又は脂肪酸ベースの粒子
から形成された癒着障壁を提供する。癒着障壁は、ＣＭＣベースのフィルムなどの材料の
固着特性を有し、さらに予想外の相乗効果を有し、癒着障壁の組織固着部分が吸収される
速度をＣＭＣ成分の架橋を必要とせずにかなり低下させる。
【００１８】
　従来のフィルム
　一部の従来製品においては、ポリ（エチレングリコール）、ポリ（エチレンオキシド）
、ポリ（ＨＥＭＡ）、ポリ（Ｎ－ビニルピロリドン）、ポリ（アクリル酸）、カルボキシ
メチルセルロース（ＣＭＣ）、キトサンなどの親水性組織固着成分を使用して、フィルム
を固着させる。この固着は、フィルム易動度又は移動の問題に対処することができる。し
かし、これらの親水性材料は、かなりの異物反応及び炎症を示すおそれがあり、これらは
望ましくない特性である（例えば、欧州特許出願第２００２００８０４０４号参照）。
【００１９】
　さらに、これら従来の組織固着成分の製造は、さらなる難題を引き起こす。特に、上記
組織固着成分は、官能性末端基修飾によって、又は化学架橋剤の使用によって、化学的に
架橋して、取扱いに適切な機械的完全性、及び湿潤環境における不溶性を付与しなければ
ならない。グルタルアルデヒドまたはアジリジンなどの化学架橋剤の使用は、これらの化
合物が所望のヒドロゲル材料よりも生体適合性に劣ることが多いので、過剰の架橋剤を洗
浄又は浸漬によって除去する追加のステップを必要とする。これらの追加のステップは、
製造プロセスの費用及び困難を増す。
【００２０】
　上述したように、フィルムは、ポリアニオン性多糖及びヒアルロン酸で作製することが
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できる。’２２９特許に記載のフィルムの作製に使用される一つの好ましいポリアニオン
性多糖はＣＭＣである。’２２９特許のフィルムは、ＨＡ及びＣＭＣ（「ＨＡ／ＣＭＣ」
）で形成される。しかし、このタイプのフィルムを調製する方法は、調製時に生成する生
物学的に有毒な材料を除去する手順のために問題になり得ることが着目されている（例え
ば、米国特許出願公開第２００３／０１２４０８７号参照）。’０８７出願は、ＨＡ／Ｃ
ＭＣ調製における水和プロセスが処理及び操作時に難点を生じるおそれがあることに着目
している。
【００２１】
　ＨＡ／ＣＭＣの一代替はカルボキシメチルセルロースナトリウム（「Ｎａ－ＣＭＣ」）
である。Ｎａ－ＣＭＣは、抗癒着剤としては有効であるが、癒着障壁として有効であるに
は体内で余りにも速く吸収されるので、Ｎａ－ＣＭＣを抗癒着障壁として適用することは
困難である。ＣＭＣベースのフィルムが体内に速く吸収されることは、フィルムが有効な
癒着障壁として作用することができる前に再吸収されるので問題である。例えば、ＨＡ／
ＣＭＣフィルムは７日間で吸収され得るが、上述したように、障壁機能は手術後３日間か
ら１０日間の間に必要となり得る。ある場合には最高８週間の障壁機能が必要である。
【００２２】
　さらに、Ｎａ－ＣＭＣなどのＣＭＣの塩でできたフィルムは、製造が困難か、又は問題
となり得る。これらのフィルムの製造は、ＣＭＣの固定化、又は架橋による安定化を必要
とし得る。なぜなら、ＮａとＣＭＣとは水性媒体中で容易に解離し、ＣＭＣを溶解させる
からである。架橋は、２個以上の分子を化学結合によって化学的に連結するプロセスであ
る。ＣＭＣの架橋は、例えば、ＣＭＣを照射することによって実施することができる（例
えば、Ｆｅｉ　ｅｔ　ａｌ．，Ｈｙｄｒａｇｅｌ　ｏｆ　Ｂｉｏｄｅｇｒａｄａｂｌｅ　
Ｃｅｌｌｕｌｏｓｅ　Ｄｅｒｉｖａｔｉｖｅ．Ｉ．Ｒａｄｉａｔｉｏｎ－Ｉｎｄｕｃｅｄ
　Ｃｒｏｓｓｌｉｎｋｉｎｇ　ｏｆ　ＣＭＣ，Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ａｐｐｌｉｅｄ　
Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｓｃｉｅｎｃｅ，ｖｏｌ．７８，ｐｐ．２７８－２８３（２０００）参
照）。
【００２３】
　架橋によるＣＭＣの固定化又は安定化なしでは、固体から液体への遷移によって、Ｎａ
－ＣＭＣフィルムが有効な障壁保護を提供する能力がかなり低下する。架橋ＣＭＣはさら
なる問題を生じる。放射線によって誘導される非修飾ＣＭＣの架橋は、巨大分子を動員し
て集合を可能にする水などの媒体の存在を必要とする。ＣＭＣの固相照射は、グリコシド
結合の切断によって材料の分解を招く。
【００２４】
　架橋ＣＭＣフィルムは、インビボで急速に、すなわち７日以内に、再吸収されるという
限界も有する。さらに、ＣＭＣフィルムは、炎症を引き起こすことが知られており、接着
性及び親和性を欠く場合もある（例えば、’０８７出願の段落［０００９］～［００１３
］参照）。
【００２５】
　例示的実施形態
　従来の癒着障壁とは対照的に、本発明の実施形態は、障壁機能を発揮するに十分な時間
にわたって目標部位に存在し、ＣＭＣ成分を架橋する必要がなく、著しい炎症反応を誘発
しない、癒着障壁を提供する。本発明の例示的実施形態によれば、脂肪酸由来の生体材料
で構成された脂肪酸ベースのフィルム又は脂肪酸ベースの粒子は、再吸収可能な、組織を
分離する癒着障壁材料として使用される。オメガ３脂肪酸及びオメガ６脂肪酸は、例えば
魚油から得ることができる脂肪酸の例である。オメガ３脂肪酸としては、エイコサペンタ
エン酸（ＥＰＡ：ｅｉｃｏｓａｐｅｎｔａｅｎｏｉｃ　ａｃｉｄ）、ドコサヘキサエン酸
（ＤＨＡ：ｄｏｃｏｓａｈｅｘａｎｏｉｃ　ａｃｉｄ）及びアルファ－リノレン酸（ＡＬ
Ａ：ａｌｐｈａ－ｌｉｎｏｌｅｎｉｃ　ａｃｉｄ）が挙げられる。
【００２６】
　脂肪酸由来の生体材料で構成された脂肪酸ベースの障壁は、隣接組織表面を効果的に分
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離し、体による忍容性が良好であり、他の再吸収可能な持続性移植片材料に典型的な炎症
反応を示さない。ＣＭＣベースのフィルムは組織に十分付着するが、ＣＭＣベースのフィ
ルムは水性媒体において約７日間で容易に溶解する。
【００２７】
　本明細書に記載のように脂肪酸ベースのフィルム又は粒子を固着材料と組み合わせるこ
とによって、固着特性及び抗炎症特性を有する有効な抗癒着障壁が得られる。さらに、こ
れら２つのタイプの材料を組み合わせることによって、予想外の相乗的結果も得られ、特
に、ＣＭＣと脂肪酸ベースのフィルム又は脂肪酸ベースの粒子との組合せから形成された
癒着障壁は、処置部位に残り、ＣＭＣの架橋なしに、７日間を超えて最高２８日間以上に
わたって障壁機能を発揮する。これは、手術後の障壁機能を効果的に発揮するのに十分な
残存時間である。
【００２８】
　本発明の態様を記述する前に、本明細書で使用する場合、「生体適合性」という用語は
、生きた組織との適合性（例えば、有毒でも有害でもない）を意味することに留意された
い。生体適合性化合物は、非炎症性成分に加水分解することができ、続いて周囲組織によ
って生体吸収される。生体適合性化合物を本明細書では「生体材料」とも称する。
【００２９】
　フィルムは、ゲルを圧縮することによって、又はゲルを脱水させるか、若しくは脱水す
ることによって、又は種々の方法で加熱及び／又は光を使用してゲルを硬化させることに
よって、形成された物質を包含する。さらに、フィルムは、当業者に公知のプロセスに従
って化学的に形成することができる。
【００３０】
　フィルムに加えて、本発明の例示的実施形態は乳濁液を含む。乳濁液は、２種類以上の
非混和性液体の溶液である。一例示的実施形態においては、乳濁液は、脂肪酸ベースの粒
子と混合された乳濁液基剤から形成される。脂肪酸ベースの粒子は、脂肪酸ベースのフィ
ルムから誘導することができる。
【００３１】
　本明細書で使用する場合、脂肪酸ベースの材料は、フィルム及び粒子を含めて、脂肪酸
が取り得る任意の形態の材料を包含するものとする。
【００３２】
　例示的フィルム実施形態
　図１は、本発明の一実施形態による癒着障壁１００を示す。癒着障壁１００は、脂肪酸
ベースのフィルム１１０を含む。脂肪酸ベースのフィルム１１０は、当該技術分野で公知
の方法のいずれかによって形成することができる。一実施形態においては、架橋された脂
肪酸由来の生体材料は、天然であり得る、又は合成供給源から誘導され得る、油を含み、
脂肪酸ベースのフィルム１１０の形成に使用される。架橋された脂肪酸由来の生体材料は
、魚油を含めて、少なくとも１種類の脂質又はオメガ３脂肪酸を含む油などの生物学的油
を含むことができる。生体材料は、さらに、ビタミンＥを含むことができる。
【００３３】
　癒着障壁１００は、固着材料から形成された組織固着コーティング１２０も含む。一実
施形態においては、固着材料はポリアニオン性多糖である。別の一実施形態においては、
固着材料は、カルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）を含む。更に別の一実施形態におい
ては、固着材料は、カルボキシメチルセルロースナトリウム（Ｎａ－ＣＭＣ）を含む。
【００３４】
　図２は、癒着障壁１００を作製する一例示的方法を示すフローチャートである。ステッ
プ２１０では、脂肪酸ベースのフィルム１１０を当該技術分野で公知の方法の一つによっ
て調製する。例えば、米国特許出願第１１／２３７，４２０号に記載のように、魚油を加
熱及び／又はＵＶ照射に曝露して、ゲルなどの架橋された脂肪酸由来の生体材料を形成す
ることができる。ゲルをさらに圧縮又は脱水して、フィルムを形成することができる。当
業者は、別の方法を利用して、脂肪酸ベースのフィルム１１０を形成できることを認識す



(10) JP 2013-508033 A 2013.3.7

10

20

30

40

50

るであろう。本発明は、上記出願又は特許に記載の特定の方法に決して限定されない。
【００３５】
　油成分は、他の公知の方法に加えて、’４２０出願に記載のように硬化させることもで
きる。硬化のステップとしては、固化（ｈａｒｄｅｎｉｎｇ）、又はＵＶ光、熱若しくは
酸素の導入などによる硬化（ｃｕｒｉｎｇ）、化学硬化、又は他の硬化若しくは固化方法
が挙げられ得る。固化又はキュアリングの目的は、フィルムを所望のとおりに曲げること
及び巻きつけることができる十分な柔軟性を維持しながら、より液状の粘稠度の油成分又
は油組成物をより固形のフィルムに転移させることである。
【００３６】
　一部の実施形態においては、油成分は、コーティング前にプラズマ処理などの表面処理
に供される。
【００３７】
　ステップ２２０では、脂肪酸ベースのフィルム１１０を必要に応じて適切なサイズに切
断する。切断された脂肪酸ベースのフィルム１１０の最終寸法は、具体的用途に応じて決
まるであろう。
【００３８】
　ステップ２３０では、組織固着材料のコーティング溶液を調製する。本発明の一例示的
実施形態によれば、コーティング溶液は、脱イオン水、無菌注射用水（ＳＷＦＩ）などの
水溶液中の置換度０．６５～０．８５の０．１％～５％（重量／体積）非架橋高分子量Ｎ
ａ－ＣＭＣで構成される（しかし、０．６５未満及び理論的限界の３までの置換度も許容
される）。場合によっては、コーティング溶液は、グリセリン、プロピレングリコール、
ポリエチレングリコール、トリアセチンシトラート、トリアセチンなどの可塑剤を含むこ
とができる。
【００３９】
　約５％よりも高い重量／体積濃度では、溶液は、固体様ゲルとなり、加工が困難になり
得る。一般に、濃度５％未満のほとんどの溶液は、物理的に加工可能であるが、例えばフ
ィルム表面へのＮａ－ＣＭＣの付加質量に注意すべきである。Ｎａ－ＣＭＣが少なすぎる
場合、癒着障壁の不十分な組織固着を招くであろう。Ｎａ－ＣＭＣ濃度が低いと、所望の
付加量を達成するためにコーティングを多数回塗布する必要があり得る。一実施形態にお
いては、２％の重量／体積濃度が使用される。本発明者らは、インビボで適度の組織固着
を達成するために最小乾燥付加量１．０ｍｇ／ｃｍ２を使用できることを見いだした。
【００４０】
　例えば７００，０００の高分子量のＮａ－ＣＭＣを組織固着材料に使用することができ
る。キトサンの別々の評価では、本発明者らは、組織固着が分子量とともに増加すると思
われることを見いだした。
【００４１】
　実験観察に基づいて、理論に拘泥せずに、組織固着はコーティングの吸湿性に起因する
。吸湿性は置換度の増加とともに増加するので、すべての実用範囲の置換度が本発明にお
いて許容される。０．６５～１．２の間の置換度は、実用的で容易に利用できる一範囲で
ある。
【００４２】
　ステップ２４０では、浸漬コーティング、スプレーコーティング、刷毛塗り、キャステ
ィング、またはスピンコーティングなどの任意の標準コーティング方法を使用して、コー
ティング溶液を脂肪酸ベースのフィルム１１０に塗布する。ステップ２５０では、コーテ
ィングを適切な時間、例えば２～２４時間にわたって乾燥させる。あるいは、（水性又は
ゼラチン質のコーティングをもたらす）コーティング溶液の温度が高くなりすぎない限り
、装置を使用して種々の公知の方法によって乾燥を加速することができる。例えば、フィ
ルムを減圧乾燥することができる。
【００４３】
　脂肪酸ベースのフィルムを固着材料でコーティングする代わりに、フィルムを形成する



(11) JP 2013-508033 A 2013.3.7

10

20

30

40

50

前の最初の油又はゲルに固着材料を導入することができる。かかる実施形態による癒着障
壁の一例を図３に示す。図示したように、癒着障壁３００は脂肪酸ベースのフィルム３１
０で形成される。癒着障壁３００は、さらに、Ｎａ－ＣＭＣなどの固着材料から形成され
た固着粒子３２０を含む。かかる実施形態は、例えば、プレス粒子方法（ｐｒｅｓｓｅｄ
　ｐａｒｔｉｃｌｅ　ｍｅｔｈｏｄ）によって形成することができ、この方法では、Ｏ３
ＦＡなどの脂肪酸の粒子が形成され、固着材料の粒子が形成される。次いで、２つのタイ
プの粒子を合わせて混合し、プレスして、癒着障壁を形成する。当業者は、２種類の材料
を組み合わせて、混ざり合った複合材タイプの材料を形成する別の方法を認識するであろ
う。かかる方法はすべて、本明細書で考察する材料に適合する範囲で本発明において企図
される。
【００４４】
　図４は、本発明の別の一代替実施形態を示す。図４に示した癒着障壁においては、癒着
障壁４００は脂肪酸ベースのフィルム４１０から形成される。脂肪酸ベースのフィルム４
１０は、固着コーティング４２０で一面のみがコーティングされている。かかる癒着障壁
は、例えば、固着コーティング４２０を脂肪酸ベースのフィルム４１０の一面のみに刷毛
塗り又は噴霧することによって形成することができる。脂肪酸ベースのフィルム４１０を
一面にコーティングする別の手段は、本開示に照らして当業者に明白になるであろう。あ
るいは、脂肪酸ベースのフィルム４１０を完全に包囲せずに、脂肪酸ベースのフィルム４
１０の２つ以上の表面をコーティングすることができる。したがって、組織固着は、脂肪
酸ベースのフィルムの一面又は両面で実施することができる。
【００４５】
　例示的乳濁液実施形態
　図５は、本発明の別の一代替実施形態を示す。図５に示す癒着障壁５００は、ＣＭＣと
水との混合物などの乳濁液基剤５２０と混合された脂肪酸ベースの粒子５１０の乳濁液で
ある。
【００４６】
　脂肪酸ベースの粒子５１０は、架橋された脂肪酸由来の生体材料を低温液体と会合させ
、脂肪酸粒子が形成されるように生体材料／低温液体組成物を細分化することによって、
形成することができる。一実施形態においては、架橋された脂肪酸由来の生体材料の供給
源は魚油、例えば魚油の脂肪酸の一部又はすべてを架橋するために加熱されたか又はＵＶ
照射に曝された魚油である。
【００４７】
　一実施形態においては、架橋された脂肪酸由来の生体材料と低温液体との会合は、架橋
された脂肪酸由来の生体材料の、懸濁、浸漬及び包囲を包含する。別の一実施形態におい
ては、低温液体は液体窒素を含む。架橋された脂肪酸由来の生体材料／低温液体組成物は
、グラインディング、せん断、衝撃、シャタリング、顆粒化、微粉砕、シュレッディング
、クラッシング、均質化処理、超音波処理、振動及び／又はミリングの１つ以上を使用し
て細分化することができる。低温液体は、細分化前又は粒子形成後に、蒸発によって実質
的に除去することができる。
【００４８】
　架橋された脂肪酸由来の生体材料は、油を含むことができ、この油は天然であり得るか
又は合成供給源から誘導され得る。架橋された脂肪酸由来の生体材料は、魚油などの少な
くとも１種類の脂質又はオメガ３脂肪酸を含む油などの生物学的油を含むことができる。
魚油は、ビタミンＥをさらに含むことができる。本明細書に記載のように、魚油は、加熱
及び／又はＵＶ照射に曝されて、架橋された脂肪酸由来の生体材料（例えば、ゲル）を形
成する。一実施形態においては、低温液体と会合される前には、架橋材料はフィルムの形
である。別の一実施形態においては、フィルムは、低温液体と会合される前に粗くグライ
ンディングされる。
【００４９】
　架橋された脂肪酸由来の生体材料がフィルムの形であるときには、治療薬は、粒子形成
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前、粒子形成中又は粒子形成後に、フィルム中に加えることができる。更に別の一実施形
態においては、フィルムは治療薬／溶媒混合物でコーティングされる。治療薬は、メタノ
ールまたはエタノールなどの溶媒に溶解させることができ、治療薬／溶媒混合物は、例え
ば浸漬又は噴霧によって、フィルムに塗布することができる。
【００５０】
　一旦調製されたら、脂肪酸ベースの粒子５１０は、ヘキサン、アイソパー（Ｉｓｏｐａ
ｒ）、水、エタノール、メタノール、Ｐｒｏｇｌｙｍｅ、塩化メチレン、アセトニトリル
、アセトンまたはＭＥＫなどの溶媒に溶解した治療薬に浸漬することができ、溶媒を実質
的に除去して、治療薬が会合した脂肪酸粒子を得ることができる。
【００５１】
　治療薬は、抗酸化剤、抗炎症剤、抗凝固剤、脂質代謝を変える薬物、抗増殖剤、抗腫瘍
薬、組織増殖刺激薬、機能性タンパク質／因子送達剤、抗感染薬、画像化剤、麻酔剤、化
学療法剤、組織吸収促進剤、抗癒着剤、殺菌薬（ｇｅｒｍｉｃｉｄｅ）、鎮痛薬、防腐剤
（ａｎｔｉｓｅｐｔｉｃ）、又は薬学的に許容されるその塩、エステル若しくはプロドラ
ッグの１種類以上であり得る。特定の実施形態においては、治療薬は、ラパマイシン、マ
ーカイン（Ｍａｒｃａｉｎｅ）、シクロスポリンＡ（本明細書では「ＣＳＡ」と称する）
、ＩＳＡ２４７（本明細書では「ＩＳＡ」と称する）及びリファンピシンからなる群から
選択される。
【００５２】
　一実施形態においては、脂肪酸ベースの粒子５１０の平均粒径は、約１ミクロンから約
５０ミクロン、例えば１ミクロンから約１０ミクロンの範囲である。別の一実施形態にお
いては、粒子のサイズ分布は、約１～２０μｍ（ｖ、０．１）、２１～４０μｍ（ｖ、０
．５）及び４１～１５０μｍ（ｖ、０．９）である。
【００５３】
　乳濁液基剤５２０は、混合したときに脂肪酸ベースの粒子５１０と合わさらない液体又
は水性ベースの溶液である。一例では、乳濁液基剤はＣＭＣと水との混合物である。別の
適切な乳濁液基剤としては、食塩水溶液及び乳酸リンゲル液が挙げられるが、それだけに
限定されない。乳濁液基剤は、組織密着性材料を含むことができる。
【００５４】
　図６は、図５の癒着障壁を作製する一例示的方法を示すフローチャートである。ステッ
プ６１０では、乳濁液基剤溶液を調製する。一例では、ＣＭＣと水との混合物（４．２％
ｗ／ｗ）を含む乳濁液基剤溶液をＳｉｌｖｅｒｓｏｎホモジナイザー（８ｋＲＰＭ）を使
用して調製し、室温で一晩膨潤させた。
【００５５】
　ステップ６２０では、脂肪酸ベースのフィルム粒子を上述したように調製する。具体的
には、脂肪酸ベースの粒子は、（ａ）架橋された脂肪酸由来の生体材料（例えば、架橋魚
油）と治療薬とを組み合わせて第１の組成物を形成し、（ｂ）組成物を低温液体に浸漬し
、包囲し、又は懸濁し、（ｃ）組成物を細分化し、（ｄ）場合によっては、分散媒を除去
することによって形成することができる。
【００５６】
　分散媒は、治療薬又は架橋された脂肪酸由来の生体材料を溶解しない溶媒を含むことが
できる。更に別の一実施形態においては、溶媒は、ヘキサン、アイソパー（Ｉｓｏｐａｒ
）、水、エタノール、メタノール、Ｐｒｏｇｌｙｍｅ、塩化メチレン、アセトニトリル、
アセトン、ＭＥＫ、液体窒素、及び治療薬を完全には溶解しない他の溶媒である。別の一
実施形態においては、架橋された脂肪酸由来の生体材料はフィルムの形にある。別の一実
施形態においては、フィルムは、治療薬と会合される前に粗くグラインディングされる。
【００５７】
　出発材料は、磁気的に作動される棒で出発材料に衝撃を与えることによって固体粒子に
細分化することができる。例えば、Ｓｐｅｘ　Ｃｅｒｔｉｐｒｅｐ　Ｃｒｙｏｍｉｌｌ（
モデル６７５０）を使用して、固体材料を粒子に細分化することができる。組成物を封入
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されたバイアルに入れることができ、棒状インパクターをバイアルに封入する。バイアル
を極低温で維持し、棒をバイアル中で磁石によって急速に振動させる。
【００５８】
　一例では、魚油をある程度硬化させ、次いで厚さ６ミル（０．００６”）の薄膜に注型
した。薄膜を１５分間ＵＶ硬化させ、オーブン中で、９３℃にて２４時間熱硬化させ、次
いで２４時間冷却した。硬化魚油フィルムを液体窒素の存在下で乳鉢及び乳棒でグライン
ディングした。薄膜粒子を低温グラインダーで更に８サイクル、グラインディングした。
８サイクルの各々において、低温グラインダーを速度１５で２分間稼動させ、２分間停止
した。粒子を－２０℃で貯蔵した。
【００５９】
　ステップ６３０では、脂肪酸ベースの溶液を形成するために、粒子を脂肪酸と一緒に均
質化する。一例示的実施形態においては、粒子１グラムを魚油８グラムと一緒にＳｉｌｖ
ｅｒｓｏｎホモジナイザー（８ｋＲＰＭ）を使用して、すべての粒子が均一に分散するま
で均質化した。
【００６０】
　ステップ６４０では、乳濁液基剤を脂肪酸ベースの溶液と混合して、乳濁液を形成する
。一例では、Ｓｉｌｖｅｒｓｏｎホモジナイザー（８ｋＲＰＭ）を使用して脂肪酸ベース
の溶液を（膨潤後の）４．２％ＣＭＣゲル３１グラムと混合した。
【００６１】
　ステップ６５０では、乳濁液を滅菌する。例えば、乳濁液を２３ｋＧｙの線量で電子線
滅菌することができる。
【００６２】
　例示的乳濁液をステップ６１０～６５０に従って調製した。生成した乳濁液の粘度は、
５０，０００～７５，０００ｃＰの範囲であった。
【００６３】
　使用時、本発明の癒着障壁は目標部位、例えば手術部位に適用される。癒着障壁は、２
つの対象領域の間、例えば、組織、器官、メッシュ又は別の非吸収性材料の間に適用する
ことができる。癒着障壁の固着特性は、障壁が目標部位から移動しないように、癒着障壁
を対象領域に固着させる。
【００６４】
　手術後、外科的切開を閉じ、目標部位を治癒させる。癒着障壁を使用しない通常の状態
では、癒着が対象領域間に形成し始める。例えば、組織間及び器官間で手術後３から１０
日で線維帯が形成し得る。癒着障壁が目標部位に存在すると、癒着障壁は癒着の形成を防
止する。癒着障壁は対象領域に十分固着するので、さらに、癒着障壁は体に比較的ゆっく
り吸収されるので、癒着障壁は、障壁がなければ癒着が形成される時点で目標部位の所定
の位置にある。
【００６５】
　障壁機能がもはや必要でなくなると、癒着障壁は体に吸収される。
【００６６】
　例示的な説明のための実施形態を以下に記述する。
【実施例】
【００６７】
　実施例１
　実験台上での剥離力－非滅菌試料
　脱イオン水中の置換度０．６５の２％（ｗ／ｖ）非架橋高分子量Ｎａ－ＣＭＣ（Ｓｉｇ
ｍａ）で構成されたコーティング溶液を１５枚の１平方インチの脂肪酸ベースのフィルム
に塗布し、乾燥させて、本発明の実施形態による癒着障壁を形成した。試験前に水道水で
すすいだ新たに屠殺されたウシの腸に癒着障壁を置いた。癒着障壁を組織上に試験前に３
分間放置した。Ｃｈａｔｉｌｌｏｎゲージを使用して、癒着障壁と組織との間の癒着面に
平行な方向の剥離力を測定した。Ｃｈａｔｉｌｌｏｎゲージで測定された各試料の最大力
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を収集した。１５枚のコーティングされていない脂肪酸ベースのフィルムを参照用に測定
した。コーティングされていないフィルムの平均剥離力は０．０８ｌｂｆであった。それ
に対して、本発明の実施形態による癒着障壁を形成するコーティングされたフィルムの平
均剥離力は０．５４ｌｂｆであった。
【００６８】
　実施例２
　組織間の癒着を最小限にする脂肪酸－ＣＭＣフィルムのインビボでの結果
　本発明の例示的実施形態による癒着障壁の試験試料を実施例１の上記方法によって作製
した。ＣＭＣは架橋を増強するように改変されず、架橋促進剤も使用されなかった。試験
試料を癒着防止のウサギ側壁モデルに移植した。試料を２２．５ｋＧｙの線量で電子線を
使用して滅菌した。盲腸を十分に擦過して、点状出血させ、腹膜の３×５ｃｍ切片を切り
出した。このモデルは、未処理の動物では高密度の癒着を生じる。ＣＭＣでコーティング
された４×６ｃｍのＯ３ＦＡフィルムを腹膜の欠損部上にコーティング側を側壁に直接接
触させて配置した。移植から２８日後に、ウサギを屠殺し、癒着面積を等級分けした。
【００６９】
　４匹のウサギを無処理対照群として保持した。５匹のウサギを癒着障壁で処理した。４
匹の対照の被験体においては、平均癒着面積は１００％であった。癒着障壁を有する実験
被験体においては、平均癒着面積は８％であった。
【００７０】
　上述のとおり、架橋促進剤はこの実施例では使用されなかった。電子線は、先の固体Ｃ
ＭＣフィルムを分解し、インビボでのより速い吸収を招くことが知られている。しかし、
電子線滅菌の使用にもかかわらず、実施例２の結果によって、癒着障壁は、少なくとも２
８日間組織に密着したままであったことが示される。
【００７１】
　実施例３
　放射線曝露による架橋は、ＣＭＣ水性組成物のインビボでの残存時間を増加させるのに
使用することができる方法である。乾燥ＣＭＣフィルムに対する放射線曝露の効果を評価
するために、ＳＷＦＩ中の置換度０．７の２％（ｗ／ｖ）Ｎａ－ＣＭＣ（Ｈｅｒｃｕｌｅ
ｓ）で構成された溶液をＳＷＦＩで溶液：ＳＷＦＩ比５：２に希釈した。希薄溶液をＴｅ
ｆｌｏｎ（登録商標）でコーティングされたウェルプレートに注ぎ、室温で２４時間乾燥
させて、ＣＭＣの薄い固体フィルムを得た。フィルムを幾つかの四角い小片に切断し、別
々に包装した。幾つかの小片を、１０ＭｅＶ電子線源を使用して２２．５ｋＧｙの線量で
照射した。照射試料及び非照射試料を別々のアルミニウムパンの脱イオン水に浸漬し、溶
解度、及び構造の維持／喪失を評価した。ＣＭＣフィルムが放射線曝露によって架橋され
た場合、フィルムは水和すると、最初の四角形状を維持しながらやや膨潤するはずである
。それに対して、照射フィルムおよび非照射フィルムの両方とも膨潤し、約１０分以内に
構造を失い、３０分でもはや固体としてもゲルとして検出できなかった。これは、両方の
試料においてＣＭＣが十分に移動性である（架橋も他の方法での化学結合による固定もさ
れない）ことを示す。パンのＣＭＣ溶液を周囲室温で４８時間蒸発させると、パン底面に
丸いパン形状に合わせてＣＭＣの均一に薄い固体フィルムが生成した。曝露と非曝露のＣ
ＭＣフィルムの完全に等しい溶解度は、電子線曝露がＣＭＣ材料の移動性を構造上制限（
すなわち架橋）しなかったことの証拠である。
【００７２】
　Ｏ３ＦＡの存在下でＣＭＣに対する放射線架橋の効果を更に評価するために、本発明の
例示的実施形態による癒着障壁の２個の試験試料を実施例１の上記方法により作製した。
癒着障壁１を１０ＭｅＶ電子線源に２２．５ｋＧｙの線量で曝露した。癒着障壁２は電子
線照射に曝露されなかった。癒着障壁を計量し、脱イオン水２００ｍＬに曝露し、２、５
及び６９時間で視覚評価した。次いで、癒着障壁を２５ｍＴｏｒｒで２時間にわたって減
圧乾燥させた。測定及び観察結果を下記表１に示す。
【００７３】
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【表１】

【００７４】
　著者らは、この使用したコーティング方法がコーティング質量密度２．２８＋／－０．
１１ｍｇ／ｃｍ２（平均＋／－１σ、ｎ＝１２）を与えることを以前に決定した。両方の
癒着障壁は質量減少があり（それぞれ２．１７及び２．１４ｍｇ／ｃｍ２）、このことは
、コーティングがＤＩ水に十分可溶性であり、したがって架橋も他の方法で固定もされな
いという結論を支持する。視覚による観察はこの結論を支持する。
【００７５】
　Ｏ３ＦＡの存在下でＣＭＣはＤＩ水に完全溶解するのに５から６９時間かかったのに対
して、ＣＭＣのみのフィルムは３０分で完全に溶解した。Ｏ３ＦＡの存在は、ＤＩ水への
ＣＭＣの溶解を遅らせると思われる。これは、電子線照射と無関係である。
【００７６】
　実施例４
　ＳＷＦＩ中の置換度０．７の２％（ｗ／ｖ）Ｎａ－ＣＭＣ（Ｈｅｒｃｕｌｅｓ）及び１
％グリセリンで構成されたコーティング溶液を調製した。コーティング溶液を幾つかの脂
肪酸ベースのフィルムに塗布し、乾燥させて癒着障壁を形成した。コーティングは十分可
塑化されたので、癒着障壁は優れた取扱い性を示した。癒着障壁を２２．５ｋＧｙの線量
の電子線で滅菌し、癒着のウサギ側壁モデルに移植した。盲腸を十分に擦過して、点状出
血させ、腹膜の３×５ｃｍ切片を切り出した。ＣＭＣでコーティングされた４×６ｃｍフ
ィルムを腹膜の欠損部上にコーティング側を側壁に直接接触させて配置した。移植から２
８日後に、ウサギを屠殺し、癒着面積を等級分けした。
【００７７】
　４匹のウサギを無処理対照群として保持した。５匹のウサギを癒着障壁で処理した。４
匹の対照の被験体においては、平均癒着面積は１００％であった。癒着障壁を有する実験
被験体においては、平均癒着面積は８％であった。
【００７８】
　この結果は、この試験では、癒着障壁は処理部位から移動しなかったので可塑剤の添加
は、Ｏ３ＦＡ－ＣＭＣフィルムを含む癒着障壁の効力に影響しなかったことを示す。この
試験の結果は、可塑化された癒着障壁は、少なくとも２８日間にわたって組織に固着した
ことを示す。
【００７９】
　実施例５
　組織固着キトサンコーティングを有するＯ３ＦＡフィルム
　１％酢酸溶液中の４％（ｗ／ｖ）ＣｈｉｔｏＰｈａｒｍ　Ｓ（ＭＷ＝５０，０００～１
，０００，０００、Ｃｏｇｎｉｓ）で構成されたコーティング溶液を、分子量カットオフ
３，５００のＦｉｓｈｅｒｂｒａｎｄ再生セルロース透析管膜を使用して透析した。最終
コーティング溶液のｐＨは６．２７であった。コーティングを幾つかの４×６ｃｍ　Ｏ３
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ＦＡフィルムに塗布し、癒着防止のウサギ側壁モデルにおいて評価した。試料を２２．５
ｋＧｙの線量で電子線を使用して滅菌した。盲腸を十分に擦過して、点状出血させ、腹膜
の３×５ｃｍ切片を切り出した。このモデルは、未処理の動物では高密度の癒着を生じる
。キトサンでコーティングされた４×６ｃｍフィルムを腹膜の欠損部上にコーティング側
を側壁に直接接触させて配置した。移植から２８日後に、ウサギを屠殺し、癒着面積を等
級分けした。結果を下表に示す。
【００８０】
【表２】

【００８１】
　実施例６
　乳濁液
　図５に示した乳濁液の形の癒着障壁を図６に記載の手順に従って調製した。乳濁液の試
料を試験まで４℃で貯蔵した。
【００８２】
　乳濁液の試験試料をウサギ側壁モデルにおいて試験して、癒着防止を評価した。盲腸を
十分に擦過して、点状出血させ、腹膜の３×５ｃｍ切片を切り出した。このモデルは、未
処理の動物では高密度の癒着を生じる。乳濁液１０ｍＬを腹膜及び側壁の損傷に塗布した
。移植から２８日後に、ウサギを屠殺し、癒着面積を等級分けした。
【００８３】
　結果は、試験した６匹の動物のうち３匹は癒着が形成されなかったことを示す（面積＝
０％）。癒着を形成した残りの３匹は、粘着力（ｔｅｎａｃｉｔｙ）がわずか１にすぎず
、癒着が軽度であり、容易に切開できることを示している。平均癒着被覆面積は２８．３
％であり、平均粘着力スコアは０．５であった。これらの結果は、下表に詳述するように
、対照未処理動物のそれとは対照的である。
【００８４】
【表３】

【００８５】
　生体適合性及びインビボでの性能
　本発明によって記述される脂肪酸ベースの生体材料を製造するプロセスは、油の酸化に
関する文献の伝統的な科学報告に鑑みて、幾つかの予想外の化学プロセス及び特性をもた
らしたｓ（Ｊ．Ｄｕｂｏｉｓ　ｅｔ　ａｌ．ＪＡＯＣＳ．１９９６，Ｖｏｌ．７３，Ｎｏ
．６．，ｐｇｓ７８７－７９４．Ｈ．Ｏｈｋａｗａ　ｅｔ　ａｌ．，Ａｎａｌｙｔｉｃａ
ｌ　Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，１９７９，Ｖｏｌ．９５，ｐｇｓ３５１－３５８．；Ｈ
．Ｈ．Ｄｒａｐｅｒ，２０００，Ｖｏｌ．２９，Ｎｏ．１１，ｐｇｓ１０７１－１０７７
）。油酸化は、伝統的に、生体適合性であるとは考えられないヒドロペルオキシドおよび
アルファ－ベータ不飽和アルデヒドなどの反応性副生物の形成という理由から油硬化手順
の関心事である。（Ｈ．Ｃ．Ｙｅｏ　ｅｔ　ａｌ．Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｉｎ　Ｅｎｚｙｍｏ
ｌｏｇｙ．１９９９，Ｖｏｌ．３００，ｐｇｓ７０－７８．；Ｓ－Ｓ．Ｋｉｍ　ｅｔ　ａ
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ｌ．Ｌｉｐｉｄｓ．１９９９，Ｖｏｌ．３４，Ｎｏ．５，ｐｇｓ４８９－４９６）。しか
し、油及び脂肪に由来する脂肪酸の酸化は、インビボでの生化学プロセスの制御において
自然であり、重要である。例えば、炎症の促進又は抑制などのある生化学的経路の調節は
、様々な脂質酸化生成物によって制御される（Ｖ．Ｎ．Ｂｏｃｈｋｏｖ　ａｎｄ　Ｎ．Ｌ
ｅｉｔｉｎｇｅｒ，Ｊ．Ｍｏｌ　Ｍｅｄ．２００３；Ｖｏｌ．８１，ｐｇｓ６１３－６２
６）。さらに、オメガ３脂肪酸は、ヒトの健康に重要であることが知られており、特にＥ
ＰＡ及びＤＨＡはインビボでの抗炎症性を有する。しかし、ＥＰＡ及びＤＨＡはそれ自体
抗炎症性ではないが、それらが生化学的に変換された酸化副生物は、インビボで抗炎症効
果を示す（Ｖ．Ｎ．Ｂｏｃｈｋｏｖ　ａｎｄ　Ｎ．Ｌｅｉｔｉｎｇｅｒ，２００３；Ｌ．
Ｊ．Ｒｏｂｅｒｔｓ　ＩＩ　ｅｔ　ａｌ．Ｔｈｅ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｂｉｏｌｏｇ
ｉｃａｌ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ．１９９８；Ｖｏｌ．２７３，Ｎｏ．２２，ｐｇｓ１３６
０５－１３６１２）。従って、生体適合性ではないある種の油酸化生成物が存在するが、
ポジティブな生化学的性質をインビボで有する幾つかの別のものも存在する（Ｖ．Ｎ．Ｂ
ｏｃｈｋｏｖ　ａｎｄ　Ｎ．Ｌｅｉｔｉｎｇｅｒ，２００３；Ｆ．Ｍ．Ｓａｃｋｓ　ａｎ
ｄ　Ｈ．Ｃａｍｐｏｓ．Ｊ　Ｃｌｉｎ　Ｅｎｄｏｃｒｉｎｏｌ　Ｍｅｔａｂ．２００６；
Ｖｏｌ．９１，Ｎｏ．２，ｐｇｓ３９８－４００；Ａ．Ｍｉｓｈｒａ　ｅｔ　ａｌ．Ａｒ
ｔｅｒｉｏｓｃｌｅｒ　Ｔｈｒｏｍｂ　Ｖａｓｃ　Ｂｉｏｌ．２００４；ｐｇｓ１６２１
－１６２７）。したがって、適切なプロセス条件を選択することによって、好都合な生物
学的性能をインビボで有する最終化学プロファイルを含む油酸化の化学的性質を利用して
、油から誘導された架橋疎水性生体材料を生成し、制御することができる。
【００８６】
　本発明による油から誘導された疎水性非重合性生体材料を製造するプロセスは、生体適
合性であり、癒着形成を最小化し、組織を分離する障壁として作用し、材料の化学的性質
並びにインビボでの加水分解及び体内吸収によって産生された産物に関して非炎症性であ
る、最終化学プロファイルをもたらす。これらの諸性質は、本発明の実施形態における脂
肪酸由来の生体材料の幾つかの独特の特性に帰因する。
【００８７】
　本発明の一態様は、（グルタルアルデヒドなどの）有毒な短鎖架橋剤を使用せずに、油
から誘導された生体材料、したがって本発明の癒着障壁を形成することである。短鎖架橋
剤は、生分解性ポリマーの加水分解中に溶出して、局所的組織炎症を引き起こし得ること
が以前に文献で示された。油から誘導された生体材料を製造するプロセスは、油が油自動
酸化又は光酸化化学反応によって硬化してコーティングになるので、架橋剤を含まない。
酸化プロセスは、油から誘導された生体材料が極めて急速に水和し、滑りやすくなるのを
許容し、それにより移植中及び移植後の摩擦傷害をかなり減少させ、及び／又は除くこと
を許容する、カルボキシル官能基及びヒドロキシル官能基の形成をもたらす。本発明の実
施形態に記載の油から誘導された生体材料を製造する方法は、コーティング中に存在する
脂肪酸、グリセリド及び他の脂質副生物のアルキル鎖を不規則にして、柔軟なコーティン
グを形成し、移植時の材料の取扱いを容易にする。
【００８８】
　インビボで認められた生体適合性及び低～非炎症反応に役立つ本発明の材料の幾つかの
個々の化学成分がある。本発明の例示的実施形態の一態様は、本明細書に記載の癒着障壁
の形成に使用される油から誘導された生体材料を製造するプロセスが、アルデヒドなどの
生体適合性の懸念のある、少量から検出不可能な量の酸化脂質副生物を生じることである
。これらの生成物は、本発明の例示的実施形態に記載のように、硬化プロセス中にほぼ完
全に反応又は揮発する。油から誘導された生体材料を製造するプロセスは、未変性油トリ
グリセリドのエステルを主として保存し、生体適合性であるエステル及び／又はラクトン
架橋を形成する（Ｋ．Ｐａｒｋ　ｅｔ　ａｌ．，１９９３；Ｊ．Ｍ．Ａｎｄｅｒｓｅｎ，
１９９５）。
【００８９】
　その生体適合性に役立つ、油から誘導された生体材料の一般的化学的性質に加えて、ポ
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ジティブな生物学的特性を有する特定の化学成分も存在する。別の一態様は、油から誘導
された生体材料の製造によって生成する脂肪酸の化学的性質が、組織の脂肪酸の化学的性
質に類似していることである。したがって、脂肪酸が癒着障壁から溶出したときに、それ
は体によって「異質」とみなされず、炎症反応を起こさない。実際に、癒着障壁中に存在
するＣ１４脂肪酸（ミリスチン酸）及びＣ１６脂肪酸（パルミチン酸）は、炎症性サイト
カインα－ＴＮＦの生成を抑制することが文献に示されている。α－ＴＮＦの発現は、ヘ
ルニア修復後の腹腔において炎症を「開始」し、次いで異常な治癒及び癒着形成をもたら
し得る原因である重要なサイトカインの一つとして確認された（Ｙ．Ｃ．Ｃｈｅｏｎｇ　
ｅｔ．ａｌ．，２００１）。α－ＴＮＦは、ステント配置中に生じる血管外傷などの血管
外傷及び炎症における重要なサイトカインでもある（Ｄ．Ｅ．Ｄｒａｃｈｍａｎ　ａｎｄ
　Ｄ．Ｉ．Ｓｉｍｏｎ，２００５；Ｓ．Ｅ．Ｇｏｌｄｂｌｕｍ，１９８９）。今詳述した
脂肪酸に加えて、抗炎症特性を有することが確認された別の酸化脂肪酸もある。本明細書
に記載の脂肪酸由来の生体材料から特定された別の成分はデルタラクトン（すなわち、６
員環環式エステル）である。デルタラクトンは、抗腫瘍特性を有することが確認された（
Ｈ．Ｔａｎａｋａ　ｅｔ．ａｌ．Ｌｉｆｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ　２００７；Ｖｏｌ．８０
，ｐｇｓ１８５１－１８５５）。
【００９０】
　出発油の組成及び／又はプロセス条件の変更は脂肪酸及び／又は酸化副生物のプロファ
イルを常に変えるので、本明細書で特定する成分は、本発明の範囲を限定することを意味
するものではなく、必要に応じて脂肪酸由来の生体材料の意図された目的及び適用部位に
応じて調節することができる。
【００９１】
　要約すると、本明細書に記載の癒着障壁を形成する脂肪酸由来の生体材料の生体適合性
及び認められたインビボでの性能は、移植及び治癒中の材料の加水分解中の脂肪酸の溶出
に帰因し、材料の脂肪酸組成が天然の組織に類似している（すなわち、生物学的「ステル
ス」コーティング）という理由からインビボでの異物反応の防止に有益なだけでなく、コ
ーティングから溶出した特定の脂肪酸及び／又は別の脂質酸化成分は、異物反応の防止及
び炎症の抑制又は解消に役立ち、患者の結果を改善する。さらに、癒着障壁の脂肪酸ベー
スのフィルムを形成する脂肪酸由来の生体材料から溶出した脂肪酸及びグリセリド成分は
、局部組織によって吸収されることができ、例えばクエン酸回路において、細胞によって
代謝されることができる（Ｍ．Ｊ．Ｃａｍｐｅｌｌ，”Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ：Ｓｅ
ｃｏｎｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ．”１９９５，ｐｇｓ３６６－３８９）。したがって、本発明
によって記述される脂肪酸由来の生体材料は生体吸収性でもある。
【００９２】
　癒着障壁を使用した処置方法
　一般に、４つのタイプの軟部組織：上皮組織（例えば、皮膚ならびに血管及び多数の器
官の内層）、結合組織（例えば、腱、じん帯、軟骨、脂肪、血管及び骨）、筋肉（例えば
、骨格（横紋筋）、心筋又は平滑筋）、並びに神経組織（例えば、脳、脊髄及び神経）が
ヒトに存在する。本発明による癒着障壁は、これらの軟部組織領域の傷害の処置に使用す
ることができる。したがって、一実施形態においては、本発明の癒着障壁は、創傷治癒の
ための軟部組織の増殖の促進に使用することができる。さらに、急性外傷後、軟部組織は
、治癒及びリハビリプロセスの結果として、変化し、順応することができる。かかる変化
としては、ある種の組織がその組織では正常でない形態に変換されることである化生、組
織の異常な発達である異形成、正常な組織配置にある正常細胞の過剰増殖である過形成、
並びに細胞死及び再吸収又は細胞増殖低下に帰因する組織サイズの減少である萎縮が挙げ
られるが、それだけに限定されない。したがって、本発明の脂肪酸由来の生体材料は、軟
部組織における急性外傷に付随又は起因する少なくとも１つの症候の縮小又は軽減に使用
することができる。
【００９３】
　本発明の一例示的実施形態によれば、以下に示すように、癒着障壁は、組織癒着の防止
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に使用することができる。組織癒着は、例えば、鈍的切開の結果であり得る。鈍的切開は
、一般に、切断せずに自然な割線に沿って組織を分離することによって成し遂げられる切
開と記述することができる。鈍的切開は、当業者によって理解されるように、多くの異な
る切れ味の鈍い手術道具を使用して実施される。鈍的切開は、とりわけ、心血管、結腸直
腸、泌尿器科、婦人科、上部胃腸管及び形成外科用途でしばしば実施される。
【００９４】
　鈍的切開によって所望の組織を別個の領域に分離した後、その組織の分離を維持する必
要がしばしば存在する。実際に、術後癒着はほぼあらゆるタイプの手術後に起こって、重
篤な術後合併症を生じ得る。外科的癒着の形成は、複雑な炎症過程であり、ここでは体内
で通常は分離したままの組織が、外科的外傷の結果として、互いに物理的に接触し、互い
に付着する。
【００９５】
　癒着は、損傷を受けた組織からの血漿タンパク質の放出及び漏出が腹腔中に堆積し、フ
ィブリン性滲出物と呼ばれるものを形成するときに形成されると考えられる。損傷した組
織を修復するフィブリンは粘着性であり、その結果、フィブリン性滲出物は腹部の隣接す
る解剖学的構造に付着し得る。フィブリン沈着は局所的炎症に対する一様な宿主反応であ
るので、外傷後の又は連続した炎症は、このプロセスを悪化させる。フィブリン性滲出物
は組織型プラスミノゲン活性化因子（ｔ－ＰＡ）に代表されるフィブリン溶解性因子の放
出から引き起こされる酵素分解を受けるので、この付着は、傷害後の最初の数日間は可逆
的であるように思われる。ｔ－ＰＡとプラスミノゲン活性化因子阻害剤との間には一定の
役割がある。外科的外傷は、通常、ｔ－ＰＡ活性を低下させ、プラスミノゲン活性化因子
阻害剤を増加させる。これが起きると、フィブリン性滲出物中のフィブリンはコラーゲン
で置換される。血管が形成され始めると、これは癒着の発生をもたらす。これが一度起き
ると、癒着は不可逆的であると考えられる。したがって、外傷後の最初の数日間のフィブ
リン沈着と分解との間のバランスは、癒着の発生に重要である（Ｈｏｌｍｄａｈｌ　Ｌ．
Ｌａｎｃｅｔ　１９９９；３５３：１４５６－５７）。正常なフィブリン溶解活性を維持
できるか、又は急速に回復できる場合、線維沈着物は溶解され、恒久的な癒着を回避する
ことができる。癒着は、組織の薄いシート又は厚い線維帯として出現し得る。
【００９６】
　炎症反応は、移植された医療デバイスなどのインビボでの異物によってもしばしば誘発
される。体はこの移植片を異物と認識し、炎症反応は、異物を遮断する細胞反応である。
この炎症は、移植された装置に癒着形成をもたらし得る。したがって、炎症反応をほとん
ど又は全く引き起こさない材料が望ましい。
【００９７】
　したがって、本発明の癒着障壁は、組織を分離したままに保ち、癒着（例えば外科的癒
着）の形成を回避する障壁として使用することができる。癒着防止の適用例としては、腹
部手術、脊髄修復、整形手術、腱及びじん帯修復、婦人科及び骨盤の手術、並びに神経修
復への適用が挙げられる。癒着障壁は、外傷部位上に適用し、又は組織若しくは器官のま
わりを包んで、癒着形成を制限することができる。これらの癒着防止用途に使用される脂
肪酸由来の生体材料に治療薬を添加することは、疼痛緩和、感染の最小化などの更なる有
益な効果に利用することができる。癒着障壁の別の外科的適用としては、硬膜パッチとし
ての独立型フィルム、支柱形成材料、（移植吻合部などの）内部創傷治療及び内部薬物送
達システムの使用が挙げられ得る。癒着障壁は、経皮、創傷治癒及び非手術分野における
適用に使用することもできる。癒着障壁は、熱傷または皮膚潰瘍の治療などの外部創傷治
療に使用することができる。癒着障壁は、清浄な、非透過性、非接着性、非炎症性、抗炎
症性の包帯として、治療薬なしで使用することができ、又は癒着障壁は、更なる有益な効
果のために１種類以上の治療薬と一緒に使用することができる。癒着障壁は、脂肪酸由来
の生体材料に１種類以上の治療薬を添加又はコーティングして、経皮薬物送達パッチとし
て使用することもできる。
【００９８】



(20) JP 2013-508033 A 2013.3.7

10

20

30

　創傷治癒プロセスは、傷害に応じた組織修復を含み、これは上皮の増殖及び分化、線維
組織の生成及び機能、血管新生、並びに炎症を含めて、多数の異なる生物学的プロセスを
包含する。したがって、癒着障壁は、創傷治癒用途に適切な優れた材料を与える。
【００９９】
　脂肪酸ベースのフィルムを組織固着材料と組み合わせることによって、固着特性及び抗
炎症特性を有する有効な癒着障壁が得られる。生成した癒着障壁は、体による忍容性が良
好であり、手術後の癒着を減少させ、フィルムの固着特性に起因して目標部位から移動し
ない。さらに、癒着障壁は、従来のＣＭＣベースのフィルムに比べて比較的ゆっくり体に
吸収され、その結果、癒着障壁と処置部位との間の組織接着を最高２８日間促進する。こ
れは、手術後の障壁機能を効果的に発揮するのに十分な残存時間である。さらに、脂肪酸
ベースのフィルムを組織固着材料と組み合わせることによって、組織固着材料を架橋する
必要性を回避することができ、フィルム製造のコスト及び複雑さを低減することができる
。
【０１００】
　本発明の多数の改変及び代替実施形態が、上記記述に鑑みて当業者に明白になるであろ
う。したがって、この記述は、単なる説明にすぎないと解釈すべきであり、本発明を実施
するための最良の形態を当業者に教示することが目的である。構造の詳細は、本発明の精
神から逸脱することなく実質的に変わり得る。添付の特許請求の範囲内にあるすべての改
変の排他的な使用は確保される。本発明は、添付の特許請求の範囲及び適用可能な法規範
によって必要とされる程度にのみ限定されることが意図される。
【０１０１】
　特許、特許出願、論文、本、専門書、学位論文及びウェブページを含めて、本願で引用
される文献及び類似資料はすべて、かかる文献及び類似資料の形式にかかわらず、その全
体が参照により明確に援用される。定義された用語、用語の使用方法、記述された技術な
どを含めて、援用された文献及び類似資料の１つ以上が本願と異なる又は矛盾する場合、
本願が支配する。
【０１０２】
　本明細書で使用した項目見出しは、単なる構成上の目的のためにすぎず、記述された主
題を限定するものと決して解釈すべきではない。
【０１０３】
　本発明を種々の実施形態及び実施例に関連して記述したが、本教示はかかる実施形態又
は実施例に限定されるものではない。そうではなく、本発明は、当業者には理解されるよ
うに、種々の代替物、改変及び等価物を包含する。
【０１０４】
　特許請求の範囲は、その旨述べられていない限り、記述された順又は要素に限定して解
釈すべきではない。形態及び詳細の種々の変更が添付の特許請求の範囲から逸脱すること
なくなされ得ることを理解すべきである。したがって、以下の請求項の範囲及び精神内に
入るすべての実施形態及びその等価物が請求される。



(21) JP 2013-508033 A 2013.3.7

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図５】



(22) JP 2013-508033 A 2013.3.7

【図６】



(23) JP 2013-508033 A 2013.3.7

10

20

30

40

【国際調査報告】



(24) JP 2013-508033 A 2013.3.7

10

20

30

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,T
M),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,R
S,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,
BG,BH,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,I
D,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO
,NZ,OM,PE,PG,PH,PL,PT,RO,RS,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,
ZA,ZM,ZW

(74)代理人  100113413
            弁理士　森下　夏樹
(72)発明者  スワニック，　トーマス　エム．
            アメリカ合衆国　ニューハンプシャー　０３２４４，　ヒルズボロー，　ソーミル　ロード　６０
(72)発明者  ビーンキーウィック，　ジョー
            アメリカ合衆国　マサチューセッツ　０１８８６，　ウエストフォード，　パーカー　サークル　
            ３
(72)発明者  フェラーロ，　ジョセフ
            アメリカ合衆国　ニューハンプシャー　０３０５３，　ロンドンデリー，　シェアウッド　ロード
            　３６
(72)発明者  マータコス，　ポール
            アメリカ合衆国　ニューハンプシャー　０３０７６，　ペラム，　レジス　ドライブ　１
(72)発明者  ファウチャー，　キース　エム．
            アメリカ合衆国　ニューハンプシャー　０３０５５，　ミルフォード，　アルパイン　ストリート
            　３６
(72)発明者  デール，　アリシア
            アメリカ合衆国　ニューハンプシャー　０３０５１，　ハドソン，　ウェントワース　ドライブ　
            ５
Ｆターム(参考) 4C081 AA02  AC03  BA12  BB04  CA062 CA082 CA182 CD022 CD092 CD31 
　　　　 　　        CD34  CE07  DA02  DB07  DC03 
　　　　 　　  4C206 AA01  AA02  DA05  KA18  MA03  MA05  MA52  MA83  NA14  ZB11 
　　　　 　　        ZC80 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

