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(57)【要約】
【課題】本発明は、長期間の徐放や局所的な徐放を可能とし、かつ低浸襲に体内に留置す
ることを可能とする新たなドラッグデリバリーシステム（ＤＤＳ）を提供することを目的
とする。
【解決手段】薬物を含浸させた徐放性担体が包埋された高分子シートを含んでなる、薬物
徐放デバイス。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
薬物を含浸させた徐放性担体が包埋された高分子シートを含んでなる、薬物徐放デバイ
ス。
【請求項２】
徐放性担体がコラーゲンである、請求項１に記載の薬物徐放デバイス。
【請求項３】
コラーゲンがコラーゲン微粒子の形態である、請求項２に記載の薬物徐放デバイス。
【請求項４】
高分子シートがポリエチレングリコールからなる、請求項１〜３のいずれか１項に記載
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の薬物徐放デバイス。
【請求項５】
ポリエチレングリコールが、ポリエチレングリコールジメタクリレート（ＰＥＧＤＭ）
、ポリエチレングリコールメタクリレート（ＰＥＧＭＡ）およびポリエチレングリコール
ジアクリレート（ＰＥＧＤＡ）からなる群から選択される、請求項４に記載の薬物徐放デ
バイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、長期間の徐放や局所的な徐放を可能とし、かつ低浸襲に体内に留置すること
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を可能とするドラッグデリバリーシステム（ＤＤＳ）に関する。
【０００２】
より詳細には、本発明は、薬物を含浸させた徐放性担体が包埋された高分子シートを含
んでなる薬物徐放デバイスに関する。
【背景技術】
【０００３】
近年のバイオ医薬品の研究開発の進歩に伴い、多くのタンパク質製剤や核酸医薬品が開
発され、従来では治療が困難であった様々な疾患の治療に利用されている。しかし、タン
パク質製剤は分子量が非常に大きく、消化管で分解されてしまうために経口摂取すること
ができない。また、核酸医薬品の場合は短時間のうちに酵素により分解されてしまう。そ
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のため、バイオ医薬品においては患部への送達方法が課題として存在している。
【０００４】
また、生活習慣病など慢性的に病気を抱えながら生きていかなければならない場合や、
長期療養を必要とする疾患、消耗の激しい疾患においては患者への侵襲が激しい治療を継
続することにより社会的にみて「人間らしい生活」が実現されない。そのため、医学的・
社会学的観点からＱＯＬ（Ｑｕａｌｉｔｙ

ｏｆ

ｌｉｆｅ）の向上が求められている。

【０００５】
これら様々な要因から、薬剤を効率的に患部に送達でき、長期間使用可能なドラッグデ
リバリーシステム（ＤＤＳ）が注目を集めている。
【０００６】
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これまでに様々な形態のＤＤＳが開発されており、例えば、ＤＤＳ微粒子、ＤＤＳシー
ト等が挙げられる。
【０００７】
ＤＤＳ微粒子は、生体分解性の高分子からなる微粒子に薬剤を封入してなり、注射針に
よって血管内に送達することができるために消化管での吸収率が低い薬剤、消化管で分解
されてしまうようなタンパク質製剤や核酸医薬品の送達に有効に利用することができる（
非特許文献１−３）。しかしながら、ＤＤＳ微粒子は患部への集積方法が限られているた
め、局所徐放性が低いという問題がある。また、投与後の初期バーストにより一定速度の
薬剤放出を維持することができない場合があり、血中・組織中濃度の制御が必要な薬物に
は使用することができない。さらに、長期間の徐放が難しく、継続的に投与する必要があ
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るなどの課題を有する。
【０００８】
ＤＤＳシートは、生体分解性の高分子からなるシートに薬剤を搭載してなり、患部に直
接貼り付ける（体内留置する）ことができるため、局所徐放性に非常に優れており、薬剤
を無駄なく治療に使用することを可能とし、徐放の長期化が可能である（非特許文献４−
６）。また、患部以外に薬剤が送達されにくいため、副作用を最小限に抑えることができ
る。しかしながら、ＤＤＳシートは、シート内に複数の薬剤を封入することが難しく、ま
た、体内留置に際して切開・縫合等の手術を要するため、投与する際の侵襲性が高いとい
う課題を有する。
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【０００９】
したがって、当該分野においては依然として、長期間の徐放や局所的な徐放を可能とし
、かつ低浸襲に体内に留置することが可能なＤＤＳが切望されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１０】
【非特許文献１】Ｋａｋｉｎｏｋｉ
ａｌ

ｏｆ

Ｓａｃｈｉｒｏら、Ｅｕｒｏｐｅａｎ

ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃｓ

ａｎｄ

ｊｏｕｒｎ

ｂｉｏｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃｓ

５５．２（２００３）：１５５−１６０．
【非特許文献２】Ｚｈａｎｇ

Ｘｉａｎ−Ｚｈｅｎｇら、Ｂｉｏｍａｔｅｒｉａｌｓ

２
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６．１６（２００５）：３２９９−３３０９．
【非特許文献３】Ｚｈｕ
ｌｙｍｅｒ

Ａｉ

ｓｃｉｅｎｃｅ

Ｍｅら、Ｊｏｕｒｎａｌ

ｏｆ

ａｐｐｌｉｅｄ

ｐｏ

１２０．４（２０１１）：２３７４−２３８０．

【非特許文献４】Ｍ．Ｔｏｂｅら、ｔｈｅ

Ａｍｅｒｉｃａｎ

Ｓｏｃｉｅｔｙ

ｏｆ

Ａｎｅｓｔｈｅｓｉｏｌｏｇｉｓｔ，１１２，１４７３−１４８１（２０１０）
【非特許文献５】Ｙ．Ｔａｂａｔａら、Ｔｉｓｓｕｅ

Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，２，１

２７−１３８（１９９９）
【非特許文献６】Ｍ．Ｙａｍａｍｏｔｏら、Ｂｉｏｍａｔｅｒｉａｌｓ，２４，４３７５
−４３８３（２００３）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１１】
本発明は、長期間の徐放や局所的な徐放を可能とし、かつ低浸襲に体内に留置すること
を可能とする新たなＤＤＳを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
本発明者らは上記課題を解決すべく鋭意検討した結果、徐放性担体に薬物を含侵させ、
これを高分子シートに包埋することによって得られたシート状のデバイスが、投与後の初
期バーストを生じることなく、薬剤を長期間にわたって放出することが可能であること、
また当該デバイスは、折り畳む等することにより、例えば、注射針やカテーテル等で吸引
・放出することができ低侵襲にて体内に送達することでき、体内に送達された後は液中（
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例えば、体液中）でシート状に展開することによって、所定の部位に局所的に薬物を送達
できることを見出した。
【００１３】
本発明は、これらの知見に基づくものであり、以下の特徴を有する。
［１］

薬物を含浸させた徐放性担体が包埋された高分子シートを含んでなる、薬物徐放

デバイス。
［２］

徐放性担体がコラーゲンである、［１］の薬物徐放デバイス。

［３］

コラーゲンがコラーゲン微粒子の形態である、［２］の薬物徐放デバイス。

［４］

高分子シートがポリエチレングリコールからなる、［１］〜［３］のいずれかの

薬物徐放デバイス。

50

(4)
［５］

JP 2016‑222595 A 2016.12.28

ポリエチレングリコールが、ポリエチレングリコールジメタクリレート（ＰＥＧ

ＤＭ）、ポリエチレングリコールメタクリレート（ＰＥＧＭＡ）およびポリエチレングリ
コールジアクリレート（ＰＥＧＤＡ）からなる群から選択される、［４］の薬物徐放デバ
イス。
【発明の効果】
【００１４】
本発明によれば、長期間の徐放や局所的な徐放を可能とし、かつ低浸襲に体内に留置す
ることを可能とするＤＤＳを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
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【図１】図１は薬剤徐放デバイスの作製方法を示す模式図である。
【図２】図２は作製した薬剤徐放デバイスを示す写真図である。各薬剤徐放デバイスは薬
剤含浸ＣＯＬｓを１００ｍｇ／ｍＬ（ａ）、３００ｍｇ／ｍＬ（ｂ）、及び５００ｍｇ／
ｍＬ（ｃ）の濃度にて含む。
【図３】図３は、薬剤徐放デバイスの折りたたんだ状態（（ａ）、（ｃ）及び（ｅ））、
ならびにＰＢＳ中にて展開しシート状に戻った状態（（ｂ）、（ｄ）及び（ｆ））を示す
写真図である。各薬剤徐放デバイスは薬剤含浸ＣＯＬｓを１００ｍｇ／ｍＬ（（ａ）及び
（ｂ））、３００ｍｇ／ｍＬ（（ｃ）及び（ｄ））、及び５００ｍｇ／ｍＬ（（ｅ）及び
（ｆ））の濃度にて含む。
【図４】図４は、薬剤含浸ＣＯＬｓ濃度を５００ｍｇ／ｍＬとする薬剤徐放デバイスの電
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子顕微鏡による観察結果を示す写真図である。ＰＥＧＤＭに包埋された薬剤含浸ＣＯＬｓ
がＰＥＧＤＭ表面から、粒状に部分的に露出していることが示される。
【図５】図５は、各薬剤徐放デバイスの位相差顕微鏡による光学観察（左パネル）及び蛍
光観察（右パネル）の結果を示す写真図である。各薬剤徐放デバイスは薬剤含浸ＣＯＬｓ
を１００ｍｇ／ｍＬ（ａ）、３００ｍｇ／ｍＬ（ｂ）、及び５００ｍｇ／ｍＬ（ｃ）の濃
度にて含む。
【図６】図６は、薬剤徐放デバイスの薬剤含浸ＣＯＬｓ濃度と当該ＣＯＬｓ表面密度との
関係を示すグラフ図である。
【図７】図７は、各薬剤徐放デバイスの共焦点顕微鏡によるＺ軸方向の薬剤含浸ＣＯＬｓ
分布の観察結果を示す写真図である。各薬剤徐放デバイスは当該ＣＯＬｓを１００ｍｇ／
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ｍＬ（ａ）、３００ｍｇ／ｍＬ（ｂ）、及び５００ｍｇ／ｍＬ（ｃ）の濃度にて含む。
【図８】図８は、薬剤含浸ＣＯＬｓのみの徐放試験の結果を示すグラフ図である。
【図９】図９は、ＰＥＧＤＭシートによる徐放試験の結果を示すグラフ図である。
【図１０】図１０は、薬剤徐放デバイスによる徐放試験の結果を示すグラフ図である。
【図１１】図１１は、薬剤含浸ＣＯＬｓ濃度を１００ｍｇ／ｍＬとする、当該ＣＯＬｓの
み、ＰＥＧＤＭシート及び薬剤徐放デバイスの徐放速度の比較結果を示すグラフ図である
。
【図１２】図１２は、２つ折り、４つ折り、及び捲回状態からの高分子シートの展開速度
を示すグラフ図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１６】
本発明の薬物徐放デバイスは、薬物を含浸させた徐放性担体と、当該徐放性担体が包埋
された高分子シートを含んでなるか、当該徐放性担体が包埋された高分子シートからなる
。
【００１７】
本発明において「徐放性担体」とは、それに含浸させた薬物を徐々に放出する（徐放す
る）ことが可能なものであればよく、例えば、コラーゲン、ゼラチン、フィブリン、アル
ブミン等のタンパク質や、ポリ乳酸、ポリグリコール酸、ポリヒドロキシ酪酸、ポリカプ
ロラクトン、ポリブチレンサクシネート、ポリジオキサノン、ポリジメチルシロキサン、
ポリメチルメタクリレート、ポリスチレン、ポリ酢酸ビニル、ポリ（３，４−エチレンジ
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オキシチオフェン）等の高分子や、キトサン、アルギン酸、ヒアルロン酸、コンドロイチ
ン硫酸、セルロース等の多糖類を利用することができる。好ましくは徐放性担体は生体分
解性高分子からなる。徐放性担体は高分子シートに包埋できる限り、任意の形状とするこ
とができ、粒子（微粒子）状、ゲル状、フィルム状、ブロック状等、適宜選択することが
できる。
【００１８】
好ましくは本発明において、徐放性担体はコラーゲンを含むか、コラーゲンよりなる。
コラーゲンはあらゆる型のコラーゲンを用いることができ、例えばＩ型〜ＶＩＩＩ型の
コラーゲンを用いることができる。コラーゲンの由来も限定されず、哺乳類、鳥類、魚類
等の由来のコラーゲンを用いることができる。またリコンビナントのヒトコラーゲンも用
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いることができる。例えば、工業的な利用という観点から、収量の多いＩ型コラーゲンあ
るいはそれを主成分とするコラーゲンが好ましい。本発明に用いられるコラーゲンは、分
子構造について特に限定されるものではない。線維化能を有するものや有さないものも使
用できる。コラーゲン分子の両末端には非らせん領域のテロペプチドを有し抗原性を有す
るという報告がある。用途によっては除去されるべき場合があるが、テロペプチドが除去
されていても除去されていなくてもよい。
【００１９】
また本発明で用いるコラーゲンはその変性について特に限定されるものではない。一度
変性させたコラーゲンでも、部分的にコラーゲンらせん構造を回復することが知られてい
る。らせん率は旋光度計で測定した比旋光度より求められるが、そのらせん率は特に限定
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されることはない。
【００２０】
コラーゲンは主に酸性水溶液で抽出される酸可溶化コラーゲンと、アルカリ水溶液で抽
出されるアルカリ可溶化コラーゲンに分けられる。特に限定されないが、酸可溶化コラー
ゲンの方が好ましい。コラーゲン溶液の溶媒としては、酸性溶媒の場合、最終用途から見
て、安全で工業用として広く使用されている水、あるいは塩酸、酢酸、クエン酸、フマル
酸等の水溶液が好ましい。中性からアルカリ性の場合は、上記と同様の理由から、水、あ
るいはリン酸塩、酢酸塩、Ｔｒｉｓ等の水溶液が好ましい。
【００２１】
本発明で用いるコラーゲンは、微粒子状又はゲル状の形態にて用いることができる。以
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下に、薬物を含浸させたコラーゲン微粒子及びコラーゲンゲルの調製方法の一例を記載す
る。なお、本明細書においてコラーゲン微粒子のことを「コラーゲンマイクロビーズ」又
は「ＣＯＬｓ」と記載する場合があるが、これらの用語は相互互換的に用いることができ
る。
【００２２】
（薬物を含浸させたコラーゲン微粒子の調製方法）
薬物を含浸させたコラーゲン微粒子は、コラーゲン溶液中に薬物を添加し、乳化し薬物
を内部に含む油中水型エマルジョンを形成させ、該エマルジョン中の球状コラーゲンを架
橋することによって調製することができる。あるいは、薬物の添加を除いた以外は同様の
方法でコラーゲン微粒子を作製した後に、薬物溶液にコラーゲン微粒子を含浸して調製す
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ることもできる。薬物の含浸効率が良いのは、コラーゲン微粒子を作製した後に薬物溶液
に含浸する架橋後含浸である。
【００２３】
乳化時のｐＨは特に限定されず、使われるコラーゲン原料の製造方法に応じて適宜選択
することができる。用いられるコラーゲン溶液が酸可溶化コラーゲンの場合、乳化時のｐ
Ｈは２〜６が好ましい。ｐＨ２以下の場合、コラーゲン分子が加水分解を受ける場合があ
る。一方、用いられるコラーゲン溶液がアルカリ可溶化コラーゲンの場合、ｐＨは５．５
〜１０であることが好ましい。ｐＨが５．５より低い場合、コラーゲンが十分に可溶化さ
れない場合がある。ｐＨ１０より高い場合はコラーゲン分子が加水分解を受ける場合があ
る。
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【００２４】
乳化時のコラーゲン溶液の濃度としては、コラーゲン溶解性、溶液の粘性という観点か
ら適宜選択することが可能であり、例えば０．０１〜１０％（ｗ／ｖ）、好ましくは０．
５〜２％（ｗ／ｖ）の範囲より選択することができる。
【００２５】
乳化の際、薬物及びコラーゲンを含む溶液に油性液状有機化合物及び乳化剤を添加して
混合することができる。油性液状有機化合物（いわゆる油）としては、一般に水と混じら
ない可燃性の物質であり、植物性、動物性、あるいは鉱物性のものがあるが、本発明にお
いては特に限定されず、流動パラフィン、木ロウ、密ロウ、米ぬかロウ、マイクロクリス
タリンワックス、ポリオレフィンワックス、カルバナワックス等を用いることができ、こ

10

の中でも流動パラフィンが好ましい。乳化剤は、いわゆる界面活性剤のことを言い、両親
媒性分子であれば特に限定されず、アニオン性界面活性剤やカチオン性界面活性剤、両面
界面活性剤、ノニオン性界面活性剤等を用いることができる。本発明においては、ソルビ
タンエステル類、ポリソルベート類等の界面活性剤を用いることができ、好適にはソルビ
タンモノラウレート（Ｓｐａｎ２０）を用いることができる。
【００２６】
乳化によりできたコラーゲン微粒子は、架橋剤を用いて架橋させることができる。架橋
剤としてはタンパク質を架橋でき、水溶性を有するものであればよく、特に限定されない
が、例えば、アルデヒド系、カルボジイミド系、エポキシド系およびイミダゾール系架橋
剤が経済性、安全性、および操作性の観点から好ましく用いることができる。好適な架橋

20

剤として例えば、１−エチル−３−（３−ジメチルアミノプロピル）カルボジイミド・塩
酸塩、１−シクロヘキシル−３−（２−モルホリニル−４−エチル）カルボジイミド・ス
ルホン酸塩等の水溶性カルボジイミドを挙げることができる。
【００２７】
利用する架橋剤の濃度は特に限定されるものではないが、架橋剤濃度によってコラーゲ
ンの生分解性速度や徐放速度が変化する場合があるため、用途に応じて適宜濃度を決定す
ることができる。例えば、終濃度として、０．０１ｍＭ〜１Ｍの範囲より選択される量に
て利用することができる。
【００２８】
乳化時にはコラーゲンの線維化を惹起する溶媒を混ぜておいてもよい。例えば、工業用

30

として利用されているリン酸塩、酢酸塩、炭酸塩、Ｔｒｉｓ等の緩衝能を有する塩水溶液
をあらかじめ混ぜておいても良い。
【００２９】
乳化時の温度は、利用するコラーゲン原料の変性温度に応じて適宜選択することが可能
であり。例えば、ウシやブタのコラーゲンは変性温度が３７〜４０℃であるため、それ以
下の温度で乳化することができる。
【００３０】
薬物を含浸させたコラーゲン微粒子の平均粒径は０．０１〜２００μｍ、好ましくは５
〜１０μｍとすることができる。
40

【００３１】
本発明の一態様において、コラーゲン微粒子は水性溶媒にコラーゲンを溶解したものを
用いて油中水滴エマルション（Ｗａｔｅｒ

ｉｎ

Ｏｉｌ

Ｅｍｕｌｓｉｏｎ：Ｗ／Ｏエ

マルション）を調製し、これを架橋することによって調製することができる。
【００３２】
乳化時のコラーゲンは、１〜５０％（ｗ／ｖ）、好ましくは１０〜２０％（ｗ／ｖ）、
油性液状有機化合物は５０〜９９％（ｗ／ｖ）、好ましくは８０〜９０％（ｗ／ｖ）、乳
化剤は０．０１〜１０％（ｗ／ｖ）、好ましくは０．１〜２％（ｗ／ｖ）、の濃度で用い
ることができる。また、薬物の添加量は、薬物の種類や用量に応じて適宜決定することが
できる。
【００３３】
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（薬物を含浸させたコラーゲンゲルの調製方法）
コラーゲンゲルを作る方法はコラーゲンが流動性を失ってゲル化するような処理方法で
あれば特に限定されないが、例えば、コラーゲン溶液に対して架橋剤を含む溶媒を混ぜる
方法と、コラーゲンの線維化を惹起する溶媒を混ぜる方法を利用することができる。コラ
ーゲン溶液に架橋剤を入れるとコラーゲン分子同士が架橋されてコラーゲン溶液はゲル化
する。また、コラーゲン溶液に緩衝能を有するバッファーを混ぜてｐＨを中性付近にする
と、コラーゲン分子が自己組織化してコラーゲン線維を形成し、ハイドロゲルを形成する
。コラーゲンがゲル化するときに薬物を混ぜておくことで薬物含浸コラーゲンゲルを作る
ことができる。このとき、薬物は粉末でもよいし溶液でもよい。溶液の場合、ゲル化に使
う溶媒に溶解しておくと良い。

10

【００３４】
コラーゲンゲルのコラーゲン濃度は特に限定されず、例えば、０．００１％（ｗ／ｖ）
から５０％（ｗ／ｖ）の範囲より適宜選択することができる。コラーゲン濃度が高いほど
溶媒の拡散速度が遅くなるため、薬物の徐放を遅くすることができる。
【００３５】
コラーゲンのゲル化に使うバッファーは、コラーゲンの線維化を惹起する溶媒であれば
特に限定されない。しかし、医療用材料を最終用途として考慮すると、細胞毒性が無いか
あるいは低く、工業用として広く使用されているリン酸塩、酢酸塩、炭酸塩、Ｔｒｉｓ等
の緩衝能を有する塩水溶液を用いることが好ましい。コラーゲンの線維化に適するｐＨは
、コラーゲンの種類によって変化するが、ｐＨ５〜９の範囲である場合が多く、その範囲

20

で高い緩衝能を有するリン酸塩が特に好ましく用いられる。
【００３６】
コラーゲンを線維化するときの温度は、使用されるコラーゲンの変性温度より低い温度
で行えばよい。変性温度より高い温度で行うとコラーゲンが変性して線維化を起こさない
場合がある。特にウシやブタなどの哺乳類由来のコラーゲンは３７℃前後で線維化を起こ
しやすく、２０℃より低い温度では線維化を起こしにくい。従って、薬物を均一にコラー
ゲンゲルに含浸するために、２０℃以下で薬物を混ぜてから、３７℃のインキュベーター
に入れてゲル化させるとよい。
【００３７】
コラーゲン溶液の架橋に使う架橋剤は、上記した架橋剤を利用することができる。架橋
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剤の濃度は特に限定されるものではないが、架橋剤濃度によってコラーゲンの生分解性速
度や徐放速度が変化する場合があるため、用途に応じて濃度を適宜決定することができる
。例えば、終濃度として、０．０１ｍＭ〜１Ｍの範囲より選択される量にて利用すること
ができる。
【００３８】
薬物を含浸させたコラーゲンゲルの形状や大きさは特に限定されないが、その最も長い
対角線（例えば、直径）の平均が０．０１〜２００μｍ、好ましくは５〜１０μｍとなる
大きさとすることができる。また、薬物の添加量は、薬物の種類や用量に応じて適宜決定
することができる。
【００３９】

40

本発明において「高分子シート」とは、およそ０．１〜２００μｍ、より好ましくはお
よそ１０〜５０μｍ程度の厚みを有するシートとすることができる。
【００４０】
高分子シートは高分子からなり、例えば、ポリエチレングリコール（例えば、ポリエチ
レングリコールジメタクリレート（ＰＥＧＤＭ）、ポリエチレングリコールメタクリレー
ト（ＰＥＧＭＡ）、ポリエチレングリコールジアクリレート（ＰＥＧＤＡ）等の光硬化性
のポリエチレングリコール）、ポリ乳酸、ポリグリコール酸、ポリ乳酸‑グリコール酸共
重合体（ＰＬＧＡ）、ポリヒドロキシ酪酸、ポリカプロラクトン、ポリブチレンサクシネ
ート、ポリジオキサノン、ポリジメチルシロキサン、ポリメチルメタクリレート、ポリス
チレン、ポリ酢酸ビニル、ポリ（３，４−エチレンジオキシチオフェン）、タンパク質（
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コラーゲン、ゼラチン、ラミニン、ファイブロネクチン、エラスチン）、多糖類（キトサ
ン、アルギン酸、ヒアルロン酸、コンドロイチン硫酸、セルロース）、核酸（ＤＮＡ、Ｒ
ＮＡ）及びそれらの共重合体等より選択される適当なものを利用して作製することができ
る。好ましくは高分子シートは生体分解性高分子からなる。
【００４１】
高分子シートは、上記薬物を含浸させた徐放性担体を包埋して保持する。高分子シート
に包埋された一部又は全ての徐放性担体は、その一部分が高分子シートの表面より露出し
た状態にあり、これにより徐放性担体からの薬剤放出に局所性をもたせることができ、長
期の徐放を可能とする。
【００４２】

10

薬物を含浸させた徐放性担体が包埋された高分子シートの調製は、高分子シートを形成
する従来公知の一般的な手法に準じて行うことができ特に限定はされないが、例えば、以
下の手法により調製することができる。上記高分子又はその構成要素（例えば、高分子の
構成要素であるところのモノマー等）（以下、「高分子等」と記載する。）を適当な溶媒
（例えば、ジクロロメタン、クロロホルム、アセトン、酢酸エチル等）中に０．１ｍｇ／
ｍＬ〜１００ｍｇ／ｍＬ、好ましくは１ｍｇ／ｍＬ〜５０ｍｇ／ｍＬの濃度で溶解し、こ
の高分子等の溶液中に薬物を含浸させた徐放性担体を１０ｍｇ／ｍＬ〜１０００ｍｇ／ｍ
Ｌ、好ましくは５０〜５００ｍｇ／ｍＬ、より好ましくは１００〜５００ｍｇ／ｍＬ、さ
らに好ましくは１００〜３００ｍｇ／ｍＬにて混合する。含浸させた薬物の種類及び／又
は徐放性担体の種類が異なる、複数種の「薬物を含浸させた徐放性担体」を含めても良い

20

。溶液中には必要に応じてさらに、架橋剤や光重合開始剤を加えても良い。次いで、得ら
れた溶液を適当な基板表面上に所望の厚みをもたせて広げ、硬化させることにより、目的
の薬物を含浸させた徐放性担体が包埋された高分子シートを得ることができる。基板表面
への溶液の展開は、キャスト法、スピンコート法、スタンプ法等、任意の手段を用いて行
うことができる。硬化の手段は、用いた高分子等に応じて適宜選択することが可能であり
、乾燥、ＵＶ光照射等の手段を利用することができる。
【００４３】
高分子シートには、磁性体からなる粒子を担持させることができる。磁性体からなる粒
子を高分子シートに担持させることによって、当該高分子シートを磁力を用いて移動／集
合させることができ操作性を高めることができる。磁性体からなる粒子は１ｎｍ〜１μｍ

30

、好ましくは、１ｎｍ〜５００ｎｍ、好ましくは１ｎｍ〜５０ｎｍ程度の粒子径とするこ
とができるが、特に限定はされない。磁性体からなる粒子は、上記高分子等の溶液中に含
め、高分子等と共に基板表面上に展開することにより最終生成物である高分子シートに担
持させることができる。磁性体からなる粒子は高分子等の溶液中に０．１ｍｇ／ｍＬ〜５
０ｍｇ／ｍＬ、好ましくは１ｍｇ／ｍＬ〜２５ｍｇ／ｍＬの濃度で含めることができる。
【００４４】
本発明の一態様において、薬物を含浸させた徐放性担体が包埋された高分子シートは、
上記薬物を含浸させたコラーゲン微粒子が包埋されたポリエチレングリコールジメタクリ
レート（ＰＥＧＤＭ）シートからなる。当該シートは、薬物を含浸させたコラーゲン微粒
子、ＰＥＧＤＭおよび光重合開始剤を混合し、鋳型となる容器に入れＵＶ光を照射し硬化

40

させることにより調製することができる。ＰＥＧＤＭの分子量は特に限定されないが、コ
ラーゲン微粒子に含浸させた薬物が高分子である場合には３００〜６０００、好ましくは
５００〜１０００であり、当該薬物が低分子である場合には５０〜６０００、好ましくは
１００〜１０００とすることができる。なお、光硬化性のポリエチレングリコールであれ
ば、ＰＥＧＤＭに代えて、ポリエチレングリコールメタクリレート（ＰＥＧＭＡ）、ポリ
エチレングリコールジアクリレート（ＰＥＧＤＡ）等を使用してもよい。ＰＥＧＤＭ溶液
と薬物を含浸させたコラーゲン微粒子を混合するとき、例えば、０．１〜１０ｍｇ／ｍＬ
、好ましくは１ｍｇ／ｍＬのＰＥＧＤＡと１〜１００μｇ／ｍＬ、好ましくは１０μｇ／
ｍＬの光重合開始剤の溶液を調製し、この溶液に薬物を含浸させたコラーゲン微粒子を５
０〜５００ｍｇ／ｍＬ、好ましくは１００〜３００ｍｇ／ｍＬの量にて混合することがで
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きる。この際、当該コラーゲン微粒子の濃度を高くするほど、微粒子密度が大きくなり、
得られるシートの柔軟性や透明性を低下させ得る。光重合開始剤としては、例えば、２−
ヒドロキシ−２−メチル−プロピオフェノン、４

−イソプロピル−２−ヒドロキシ−２

−メチル−プロピオフェノン、１−ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、２，２−
ジエトキシアセトフェノン、ベンジルメチルケタール、ベンジル−β−メトキシエチルア
セタール、ベンゾイン（２−フェニル−２−ヒドロキシアセトフェノン）、ベンゾインア
ルキルエーテル等を挙げることができる。硬化の際に用いるＵＶ光の強度は、１〜２０ｍ
Ｗ／ｃｍ２とすることができ、照射は１〜５分間程度行なえばよい。
【００４５】
本発明において「薬物」とは、核酸（ＤＮＡ、ＲＮＡ、ＤＮＡ／ＲＮＡハイブリッド等

10

）、タンパク質やペプチド、高分子化合物や低分子化合物からなるものを利用することが
でき特に限定はされないが、好ましくは疾患の治療及び／又は予防に用いられる薬物であ
る。「疾患」は特に限定されないが、体内に持続的な薬物投与が望まれる疾患、特に局所
的に持続的な投与が望まれる疾患が挙げられる。このような疾患として、癌、炎症性疾患
、変性疾患等が挙げられるが、これらに限定はされない。本発明において利用できる薬物
としては例えば、成長／増殖因子（例えば、線維芽細胞増殖因子（ＦＧＦ）、上皮成長因
子（ＥＧＦ）、骨形成タンパク質（ＢＭＰ）、神経成長因子（ＮＧＦ）、脳由来神経栄養
因子（ＢＤＮＦ）等）、眼圧降下剤、神経保護剤、抗生物質、抗炎症剤、抗真菌剤、抗癌
剤等が挙げられるが、これらに限定はされない。
20

【００４６】
本発明の薬物徐放デバイスは柔軟性を有し、折り畳む、捲回等することができ、適当な
サイズを有する細管（例えば、注射針やカテーテル等）で吸引することができ、また当該
細管より放出することができる。これにより本発明の薬物徐放デバイスは、細管を用いて
低侵襲にて体内に送達することができる。また、折り畳む等された本発明の薬物徐放デバ
イスは液中（例えば、体液中）に放出することにより、平面形状（シート状）に展開する
ことができる。これにより本発明の薬物徐放デバイスは、上記のとおり細管を用いて体内
に送達された後、体内で平面形状に展開して薬物放出を開始することができる。さらに、
本発明の薬物徐放デバイスにおいては、薬物を含浸させた徐放性担体が高分子シートに包
埋された状態にあり、当該徐放性担体が高分子シートより露出している面積が限定されて
いる。これにより当該徐放性担体より薬物が放出される面積を限定することができ、初期
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バーストを回避又は低減した薬物の長期間の徐放を行うことを可能とする。例えば、本発
明の薬物徐放デバイスを用いることにより、０．０１〜１００ｍｇの薬物を長期間（例え
ば、少なくとも１ヶ月、好ましくは少なくとも３ヶ月、さらに好ましくは少なくとも６ヶ
月、さらに好ましくは少なくとも１年等、これらに限定はされない）にわたって投与する
ことができる。
【００４７】
本発明はまた、本発明の薬物徐放デバイスを体内に移植し、生体内で当該薬物徐放デバ
イスより治療用薬物を徐放させることにより、患者における疾患を治療する方法も包含す
る。
40

【００４８】
本発明を以下の実施例によって具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例によって
限定されるものではない。
【実施例】
【００４９】
実施例１：薬剤徐放デバイスの作製
＜１．試薬＞
ポリエチレングリコールジメタクリラート（ｐｏｌｙｅｔｈｌｅｎｇｌｙｃｏｌ

ｄｉ

ｍｅｔｈａｃｌｙｌａｔｅ；ＰＥＧＤＭ，Ｍｗ＝７５０，Ｓｉｇｍａ−Ａｌｄｒｉｃｈ）
、２−ヒドロキシ−２−メチルプロピオフェノン（Ｓｉｇｍａ−Ａｌｄｒｉｃｈ）、豚腱
由来コラーゲンＴｙｐｅＩ−Ａ水溶液（新田ゼラチン）、水溶性カルボジイミド（ＷＳＣ
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，ＤＯＪＩＮＤＯ）、ソルビタンモノラウレート（和光純薬）、流動パラフィン（和光純
薬）、ＦＩＴＣ−Ｄｅｘｔｒａｎ（４０ｋＤａ，和光純薬）、ならびにその他全ての試薬
は市販のされているものを使用した。なお、リン酸バッファー（ＰＢＳ）は今後特に断り
のない場合はＰＢＳ（−）（ｐＨ７．４；２．６８ｍＭ
ＰＯ４、１３６．９ｍＭ

ＮａＣｌ、８．０６ｍＭ

ＫＣＬ、１．４７ｍＭ

ＫＨ２

Ｎａ２ＨＰＯ４）を使用した。

【００５０】
＜２．コラーゲンマイクロビーズ（ＣＯＬｓ）の作製＞
ＣＯＬｓは、乳化法（Ｗａｔｅｒ−ｉｎ−Ｏｉｌ法（Ｗ／Ｏ法））に従って、以下の手
法にて作製した。
（１）２００ｍＬビーカーに０．６％コラーゲン水溶液を１０ｍＬ用意し、そこに流動パ
ラフィンを５０ｍＬとソルビタンモノラウレートＳｐａｎ２０（５％

ｉｎ
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流動パラフ

ィン）を３ｍＬ入れて、軽く混合した。
（２）次いで、室温でこのビーカーを設置し、６００ｒｐｍに設定した撹拌機で１５分間
撹拌した。
（３）さらに、５０％水溶性カルボジイミド水溶液（ＷＳＣ水溶液）を２ｍＬ添加し、１
時間撹拌した。
（４）５０％（ｖ／ｖ）エタノール水溶液を１００ｍＬ注ぎ、５分間撹拌した。
（５）次いで、Ｏｉｌ（流動パラフィン）相とＷａｔｅｒ（５０％エタノール）相が完全
に分離するまで静置した。
（６）相分離後、スポイトを使用してＯｉｌ層を除去し、残ったＷａｔｅｒ（５０％エタ
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ノール）相を遠心分離し（３５００ｒｐｍ、５分間）、粒子を回収した。
（７）回収後、ＰＢＳを用いて３回遠心分離によって洗浄した。
【００５１】
得られたＣＯＬｓは、平均粒径が８μｍであり、含水率が９８％以上のハイドロゲルで
あった。
【００５２】
＜３．薬剤徐放デバイスの作製＞
薬剤含浸ＣＯＬｓを含有するシート型の薬剤徐放デバイスを、以下の作製方法に従って
、光重合反応にて作製した。また、作製方法の模式図を図１に示す。
（１）ＣＯＬｓを充分量の５０ｍｇ／ｍＬ

ＦＤ−４０（デキストラン）水溶液に２４時

30

間浸漬し、ＣＯＬｓ内の水分を薬剤水溶液で置換した。
（２）得られた薬剤含浸ＣＯＬｓを遠心分離（１０，０００ｒｐｍ、５分間）で回収し、
ＰＢＳを用いて３回遠心分離（１０，０００ｒｐｍ、５分間）によって洗浄した。
（３）ＰＥＧＤＭに２−ヒドロキシ−２−メチルプロピオフェノンを１０ｖ／ｖ％混合し
て得られた溶液を１０分間窒素バブリングし、脱気した。
（４）脱気したＰＥＧＤＭ溶液に薬剤含浸ＣＯＬｓを懸濁し、デバイス作製用のプレポリ
マー溶液を作製した（図１の（１））。プレポリマー溶液は当該ＣＯＬｓ濃度を１００ｍ
ｇ／ｍＬ、３００ｍｇ／ｍＬ、及び５００ｍｇ／ｍＬとし、ＣＯＬｓ濃度の異なる３種類
のプレポリマー溶液を調製した。
（５）スライドガラス上にサランラップ（厚さ１１μｍ、旭化成）を敷き、サランラップ

40

を２２ｍｍ四方の正方形に切り抜きスペーサーとし、切り抜かれたスペーサー内にプレポ
リマー溶液２００μＬを流し込んだ（図１の（２））。
（６）シラン化されたスライドガラスで蓋をした。なお、シラン化処理はスライドガラス
をＣｏｒｏｎａ

Ｓｕｒｆａｃｅ

Ｔｒｅａｔｅｒ−ＢＤ−２０Ａを用いて５分間プラズ

マ処理を施した後に、１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ−パーフルオロオクチルトリクロロシラン
を用いて気相中で行った。これをＵＶ露光機（ＨＡＭＡＭＡＴＳＵ
ＵＶＬＩＧＨＴ

Ｐｈｏｔｏｎｉｃｓ

ＣＵＲＥ，１１．５ｍＷｃｍ

２

）で６０秒間露光することでプレポリ

マーを重合し、デバイスを得た（図１の（３）、（４））。
【００５３】
＜４．作製した薬剤徐放デバイスの特性＞

50

(11)

JP 2016‑222595 A 2016.12.28

（４−１）作製した薬剤徐放デバイス
図２に作製した薬剤徐放デバイスを示す。薬剤含浸ＣＯＬｓ濃度を１００ｍｇ／ｍＬ又
は３００ｍｇ／ｍＬとしたデバイス（図２（ａ）及び（ｂ））は無色透明であったのに対
して、当該ＣＯＬｓ濃度を５００ｍｇ／ｍＬとしたデバイス（図２（ｃ））は白く濁って
おり、透明ではなかった。また、当該ＣＯＬｓ濃度が高いデバイスほど（特に、当該ＣＯ
Ｌｓ濃度を５００ｍｇ／ｍＬとしたデバイスにおいて）裂けやすく、シートの形状を保っ
たままのハンドリングが困難となることが確認された。これらは当該ＣＯＬｓの占める体
積の割合が増えるに従い（当該ＣＯＬｓ濃度を５００ｍｇ／ｍＬとしたデバイスにおいて
はその体積の６割が当該ＣＯＬｓである）、ＰＥＧＤＭの薄膜としての性質が失われるこ
とに起因すると考えられる。
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【００５４】
（４−２）薬剤徐放デバイスの展開性
含有する薬剤含浸ＣＯＬｓ濃度に関わらず、作製した薬剤徐放デバイスはいずれも高い
柔軟性を有しており、小さく折りたたむことが可能であった（図３（ａ）、（ｃ）及び（
ｅ））。また、折りたたまれた薬剤徐放デバイスをＰＢＳに浸漬すると即座に展開し、シ
ートの形状に戻ることが確認された（図３（ｂ）、（ｄ）及び（ｆ））。これはＰＥＧＤ
Ｍの膨潤によるものであると考えられる。当該ＣＯＬｓ濃度を１００ｍｇ／ｍＬとする薬
剤徐放デバイスは他のものと比べて特に高い柔軟性を有し、繰り返し折りたたんでも破損
すること無く展開することができた。
【００５５】
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（４−３）薬剤徐放デバイス内の薬剤含浸ＣＯＬｓの分布
作製した薬剤徐放デバイスにおいて薬剤含浸ＣＯＬｓがＰＥＧＤＭから露出しているこ
とを確認するために電子顕微鏡（ＳＥＭ，ＶＥ−９８００，ＫＥＹＥＮＣＥ）による観察
を行った。結果、作製した薬剤徐放デバイスにおいて、ＰＥＧＤＭに包埋された当該ＣＯ
ＬｓがＰＥＧＤＭ表面から部分的に露出していることが確認され（図４）、ＣＯＬｓから
の薬剤徐放に局所性を持たせることが可能であることが確認された。
【００５６】
次いで、プレポリマーにおける当該ＣＯＬｓ濃度と薬剤徐放デバイスが含有する当該Ｃ
ＯＬｓ量の関係を明らかにすることを目的として、位相差顕微鏡による光学観察及び蛍光
観察を各ＣＯＬｓ濃度の薬剤徐放デバイスで行った。観察された当該ＣＯＬｓをカウント
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することで濃度と表面密度の関係を得た。さらに、共焦点顕微鏡を用いてＺ軸方向の当該
ＣＯＬｓ分布を観察した。
【００５７】
位相差顕微鏡による光学観察及び蛍光観察の結果を図５に示す。プレポリマーにおける
当該ＣＯＬｓ濃度が上昇すると、薬剤徐放デバイス内に含まれる当該ＣＯＬｓ量も増加し
ていることが確認された。特に、当該ＣＯＬｓ濃度を５００ｍｇ／ｍＬとする薬剤徐放デ
バイス（図５（ｃ））においては多くの部分を当該ＣＯＬｓが占めており、また当該ＣＯ
Ｌｓが凝集していることが確認された。
【００５８】
次いで、これらの画像から得られた当該ＣＯＬｓ濃度と表面密度との関係を求めた。結
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果を図６に示す。この結果より、当該ＣＯＬｓ濃度と表面密度とは比例関係にあることが
確認された。薬剤徐放デバイス内の当該ＣＯＬｓ量は線形的に変化するため、多剤徐放を
行う際には複数種類の薬剤含浸微粒子を徐放したい薬剤の割合で混合させて薬剤徐放デバ
イスを作製すれば良いことが示唆される。
【００５９】
さらに、共焦点顕微鏡によるＺ軸方向の当該ＣＯＬｓ分布の観察結果を図７に示す。こ
の結果より、薬剤徐放デバイス内においてＺ軸断面図を見ると全てのＣＯＬｓ濃度におい
てＣＯＬｓはＺ軸方向に均一に分布していることが確認された。ＣＯＬｓ分布がＺ軸方向
の均一であるために、徐放速度を一定にできることが示唆された。
【００６０】
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（４−４）薬剤徐放特性評価
［方法］
＜検量線の作製＞
５００μｇ／ｍＬ、１００μｇ／ｍＬ、５０μｇ／ｍＬ、１０μｇ／ｍＬ、５μｇ／ｍ
Ｌ、及び１μｇ／ｍＬのＦＤ−４０溶液、ならびにＰＢＳを、吸光度計にて計測した。Ｆ
Ｄ−４０溶液の計測値からＰＢＳの計測値を減算した値をプロットし、近似直線を求め検
量線を作製した。本実験においては、この検量線を用いてＦＤ−４０濃度を算出した。
【００６１】
＜薬剤含浸ＣＯＬｓのみ（薬剤含浸ＣＯＬｓ自体）＞
１００ｍｇ／ｍＬ溶液を２４時間以上撹拌し、薬剤含浸ＣＯＬｓをＰＢＳ中に均一に分
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散させた。次いで、１００μＬ、３００μＬ、５００μＬをそれぞれ１ｍＬマイクロチュ
ーブに回収し、各チューブにＰＢＳを９００μＬ、７００μＬ、５００μＬ加えて、当該
ＣＯＬｓ濃度をそれぞれ１００ｍｇ／ｍＬ相当、３００ｍｇ／ｍＬ相当、５００ｍｇ／ｍ
Ｌ相当とした。サンプルは３７℃、５％ＣＯ２の環境下で保管し、遠心分離（７５００ｒ
ｐｍ、５分間）にて当該ＣＯＬｓを沈殿させ、上澄み液を回収した。
【００６２】
＜薬剤担持ＰＥＧＤＭシート＞
薬剤担持ＰＥＧＤＭシートはデバイスにおける薬剤含浸ＣＯＬｓを同体積の５０ｍｇ／
ｍＬ

ＦＤ−４０溶液で置換し、ＰＥＧＤＭを混ぜあわせて光重合にて作製した。作製し

たＰＥＧＤＭシートを６ウェルプレートに敷き、３ｍＬのＰＢＳを滴下した。液中に保つ
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ために金属メッシュでＰＥＧＤＭシートを挟み込んで徐放試験を行った。サンプルは３７
℃、５％ＣＯ２の環境下で保管した。
【００６３】
＜薬剤徐放デバイス＞
上記にて作製した薬剤徐放デバイスを６ウェルプレートに敷き、３ｍＬのＰＢＳを滴下
した。液中に保つために金属メッシュで薬剤徐放デバイスを挟み込んで徐放試験を行った
．サンプルは３７℃、５％ＣＯ２の環境下で保管した。
【００６４】
［結果］
＜薬剤含浸ＣＯＬｓのみ（薬剤含浸ＣＯＬｓ自体）＞
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図８に、薬剤含浸ＣＯＬｓのみの徐放試験結果を示す。薬剤含浸ＣＯＬｓのみからの徐
放ではいずれの濃度においても、投与直後における薬剤の放出速度が大きいこと（初期バ
ースト）が観測された。徐放速度は３日程度で一定となり、５日目以降においては、１０
０ｍｇ／ｍＬ相当のものではほとんど徐放が確認されなかった。
【００６５】
＜薬剤担持ＰＥＧＤＭシート＞
図９に、薬剤担持ＰＥＧＤＭシートによる徐放試験の結果を示す。なお、５００ｍｇ／
ｍＬ薬剤含浸ＣＯＬｓ相当の薬剤担持ＰＥＧＤＭシートは機械的強度の不足からシートの
形状を保ったままの徐放試験を行うことができなかったため、結果からは除外した。
【００６６】
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薬剤担持ＣＯＬｓのみの結果と比較すると低減はされているものの、初期バーストが認
められた。１日目以降において、徐放速度は一定となった。
【００６７】
ＰＥＧＤＭ中のＦＤ−４０の拡散係数は０．０４５μｍ２ｓ−１と非常に小さい。それ
にも関わらず、ＰＥＧＤＭよりかなり速い速度でＦＤ−４０が徐放されているのは、ＰＥ
ＧＤＭシートの作製過程でＦＤ−４０溶液が混合されているからだと考えられる。すなわ
ち、ＦＤ−４０はＰＢＳ中に溶解しているために、ＰＢＳによってＰＥＧＤＭの濃度が低
下する。これによりＰＥＧＤＭの網目構造が緩く、弱く形成されるためと考えられる。５
００ｍｇ／ｍＬ相当のＰＥＧＤＭシートが、シート形状を保ったまま徐放試験を行うこと
ができなかった理由も同様の理由によるものだと考えられる。
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【００６８】
＜薬剤徐放デバイス＞
図１０に、薬剤徐放デバイスによる徐放試験の結果を示す。いずれの濃度においても初
期バーストは観測されず、徐放速度は一定であった。
【００６９】
次に、薬剤含浸ＣＯＬｓ濃度を１００ｍｇ／ｍＬに相当する、薬剤含浸ＣＯＬｓのみ、
薬剤担持ＰＥＧＤＭシート及び薬剤徐放デバイスの徐放速度の比較を行った。結果を図１
１に示す。
【００７０】
薬剤徐放デバイスの徐放速度は、当該ＰＥＧＤＭシートの徐放速度よりも遅いことが確
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認された。これは当該ＰＥＧＤＭシートがシート全面から薬剤を徐放するのに対して、薬
剤徐放デバイスにおいてはＰＥＧＤＭシート表面に存在する薬剤含浸ＣＯＬｓより（すな
わち、限定された領域のみから）薬剤が放出されるためと考えられる。薬剤徐放デバイス
のＰＥＧＤＭは、薬剤担持ＰＥＧＤＭシートと異なり、ＰＢＳによって希釈されていない
ことから、ＣＯＬｓと比較すると非常に拡散係数が小さく、そのため薬剤はＣＯＬｓ部分
以外から放出されることはほとんどないと考えられる。また、薬剤徐放デバイスにおいて
、ＣＯＬｓのみと同じくＣＯＬｓ粒子からの徐放であるにも関わらず初期バーストが見ら
れないのは、薬剤担持ＣＯＬｓのみの場合、ＣＯＬｓ粒子が全周方向から薬剤を放出する
のに対して、薬剤徐放デバイスにおいては、ＰＥＧＤＭから露出しているＣＯＬｓ部分の
みから（すなわち、限定された領域のみから）薬剤を放出されるためであると考えられる
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。
【００７１】
以上の結果より、薬剤徐放デバイスを利用することにより、初期バーストを生じること
なく、血中・組織中濃度の制御が必要な薬剤を、長期間にわたって徐放できることが確認
された。
【００７２】
実施例２：展開性評価高分子シートの作製
＜１．試薬＞
ＰＥＧＤＭ（Ｍｗ＝７５０，Ｓｉｇｍａ−Ａｌｄｒｉｃｈ）、イルガキュア２９５９（
長瀬産業株式会社）、ならびにその他全ての試薬は市販のされているものを使用した。
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【００７３】
＜２．展開性評価高分子シートの作製＞
展開性の評価用高分子シートを以下の作製方法に従って、光重合反応にて作製した。
（１）ＰＥＧＤＭにイルガキュア２９５９を１ｗ／ｖ％混合して得られた溶液を１０分間
窒素バブリングし、脱気した。
（２）スライドガラス上にサランラップ（厚さ１１μｍ、旭化成）を敷き、サランラップ
を２２ｍｍ四方の正方形に切り抜きスペーサーとし、切り抜かれたスペーサー内に脱気し
たＰＥＧＤＭ溶液２００μＬを流し込んだ。
（３）シラン化されたスライドガラスで蓋をした。なお、シラン化処理は上記実施例１に
て記載したとおりに行った。これをＵＶ露光機（ＨＡＭＡＭＡＴＳＵ
ｓ

ＵＶＬＩＧＨＴ

Ｐｈｏｔｏｎｉｃ

40

ＣＵＲＥ，１１．５ｍＷｃｍ

２

）で６０秒間露光することでＰＥＧ

ＤＭを重合し、高分子シートを得た。
【００７４】
＜３．作製した高分子シートの展開性＞
［方法］
＜２つ折からの展開＞
作製した高分子シートを２２ｍｍ四方の正方形から横２２ｍｍ縦１１ｍｍとする長方形
型になるように２つに折りたたんだ。
【００７５】
ピンセットを用いて２つ折にした高分子シートを蒸留水で満たしたビーカー内に投入し
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た。高分子シートが水中に投入された時間を起点として高分子シートが完全に展開するま
での時間を計測した。
【００７６】
＜４つ折からの展開＞
作製した高分子シートを横２２ｍｍ縦１１ｍｍとする長方形型に折りたたみ、その後、
横１１ｍｍ縦１１ｍｍとする正方形型になるように４つに折りたたんだ。
【００７７】
ピンセットを用いて４つ折にした高分子シートを蒸留水で満たしたビーカー内に投入し
た。高分子シートが水中に投入された時間を起点として高分子シートが完全に展開するま
での時間を計測した。

10

【００７８】
＜捲回状態からの展開＞
作製した高分子シートを直径２ｍｍのガラス棒に角を起点として巻きつけた。高分子シ
ートが巻きつけられているガラス棒を蒸留水で満たしたビーカー内に浸漬させた。高分子
シートが水中に投入された時間を起点として高分子シートが完全に展開し、ガラス棒から
剥がれるまでの時間を計測した。
【００７９】
［結果］
結果を図１２に示す。
＜２つ折からの展開＞

20

水中にてピンセットから離すと、液面に浮上した。平均６４．２秒でシート状に完全に
展開した。
【００８０】
＜４つ折からの展開＞
水中にてピンセットから離すと、液面に浮上した。平均６７．９秒でシート状に完全に
展開した。４つ折の状態から２つ折の状態へは即座に展開した。
【００８１】
＜捲回状態からの展開＞
ガラス棒の重みのために水中にとどまり続けた。平均５６．６秒でシート状に完全に展
開した。展開後、液面に浮上するものとしないものとが存在した。
【００８２】
以上の結果より、高分子シートは液中において、折り畳まれた状態又は捲回状態等の変
形状態から、平面形状へ自力で展開できることが示された。
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【図４】

【図６】

【図７】
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【図１０】

【図１１】

【図２】

【図３】

【図１２】
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