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(57)【要約】
【課題】拡張した後に硬化する止血材用スポンジを提供すること、及び、拡張した後に硬
化する止血材用スポンジの製造方法を提供すること。
【解決手段】ゲニピンと、ゼラチンと、を含む、止血材用スポンジ及びその製造方法。前
記ゼラチンの含有量は、止血材用スポンジの全質量に対し、５〜１０質量％であることが
好ましい。また、前記ゲニピンの含有量は、止血材用スポンジの全質量に対し、３質量％
〜２０質量％であることが好ましい。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ゲニピンと、ゼラチンと、を含む、止血材用スポンジ。
【請求項２】
前記ゼラチンの含有量が、止血材用スポンジの全質量に対し、５質量％〜１０質量％で
ある、請求項１に記載の止血材用スポンジ。
【請求項３】
前記ゲニピンの含有量が、止血材用スポンジの全質量に対し、３質量％〜２０質量％で
ある請求項１又は請求項２に記載の止血材用スポンジ。
【請求項４】
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止血材用スポンジの質量に対して、５倍の質量の純水に入れ、３７℃、２４時間静置し
た際の溶液のｐＨが、７．０〜８．０である、請求項１〜請求項３のいずれか１項に記載
の止血材用スポンジ。
【請求項５】
架橋率が５％〜３０％である、請求項１〜請求項４のいずれか１項に記載の止血材用ス
ポンジ。
【請求項６】
ゲニピン溶液と、ゼラチン溶液とを混合して混合溶液を調製する工程と、
前記混合溶液を凍結乾燥する工程と、を含む
止血材用スポンジの製造方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本開示は、止血材用スポンジ及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
肝動脈塞栓術とは、肝臓がんの切除不能な腫瘍に対し、抗癌剤を投与した後、止血材料
（血管塞栓材料）で血流を止めることで、腫瘍への栄養を遮断しつつ抗癌剤濃度を高く維
持することができる有用な低侵襲療法である。このような血管塞栓時における血管の閉塞
、血流制御、腫瘍への血流供給の遮断を可能とするには血管塞栓材料が不可欠となる。
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血管塞栓材料には永久塞栓材料と一時塞栓材がある。一時的塞栓材には、これまでゼラ
チンスポンジ、分解性デンプン粒子（ＤＳＭ）、ヨウ化ケシ油、架橋コラーゲン繊維、エ
チルセルロースマイクロカプセルなどが用いられているが、ゼラチンスポンジが最も一般
的に用いられている。
ゼラチンスポンジの止血材料（塞栓材料）は、造影剤を投与前に含ませるかあるいは分
散させた状態で、生体内に配置されたマイクロカテーテルを介して、マイクロシリンジな
どにより患部に向けて注入することで目的の腫瘍に導入することができる。
【０００３】
非特許文献１には、ゼラチンスポンジ細片（ジェルパート）を用いた動脈塞栓術が記載
されている。
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【０００４】
特許文献１には、ゼラチン及びゼラチンと架橋反応する水溶性化合物の水溶液を、水に
不溶性のエチルセルロースを水と相溶しない非極性有機溶剤に溶解させてなる分散媒体中
に分散させて架橋反応させることを特徴とするゼラチン球場ゲルの製造法が記載されてい
る。
【０００５】
非特許文献２及び非特許文献３には、ゼラチンの架橋方法として、グルタルアルデヒド
を用いた化学的架橋の方法が記載されている。
【０００６】
非特許文献４には、水溶性カルボジイミドをタンパク質、ペプチド合成の縮合剤として
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用いることが記載されている。
【０００７】
非特許文献５には、ゼラチンをはじめとするアミノ基を有する生体タンパク質の架橋剤
として、ゲニピンが記載されている。
【０００８】
非特許文献６には、ゲニピン等の架橋剤の毒性について記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
10

【特許文献１】特公昭６２−０３３２６３号公報
【非特許文献】
【００１０】
【非特許文献１】堺

幸正，日本ＩＶＲ学会総会「技術セミナー」(２００７)

ｐｐ．１

９０−１９４
【非特許文献２】Ｖａｎ Ｌｕｙｎ Ｍ Ｊ., Ｂｉｏｍａｔｅｒｉａｌｓ, １３（１４）,
ｐｐ.１０１７−１０２４（１９９２)
【非特許文献３】Ｖａｎ Ｌｕｙｎ Ｍ Ｊ., Ｊ.Ｂｉｏｍｅｄ., Ｍａｔｅｒ. Ｒｅｓ.,
２６（８）, ｐｐ.１０９１−１１１０(１９９２)
【非特許文献４】Ｈｕａｎｇ Ｌｅｅ ＬＬ., Ｊ.Ｂｉｏｍｅｄ., Ｍａｔｅｒ. Ｒｅｓ.,
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２４（９）, ｐｐ.１１８５−１２０１（１９９０）
【非特許文献５】Ｎｉｇｉ

ｅｔ

ａｌ．，Ｂｉｏｍａｔｅｒｉａｌｓ，２３（２４）,

ｐｐ．４８２７−４８３２（２００２）
【非特許文献６】Ｃｈａｎｇ

ｅｔ

ａｌ．，

Ｂｉｏｍａｔｅｒｉａｌｓ

２３，ｐｐ

．２４４７−２４５７（２００２）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
非特許文献１には、ゼラチンスポンジは塞栓材としての実績ともに優れた有用性がある
が、欠点として太い血管の塞栓には向かないことが明記されている。ゼラチンスポンジは
１ｍｍ角にカット後に使用し、粒状ゼラチンスポンジ（ジェルパート：特許文献１）は粒
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径が１ｍｍおよび２ｍｍで販売されているものを使用する。このジェルパートも粒径が不
均一と示されており、太い血管への塞栓は不可能とされている。
また、これらの材料は熱架橋という物理的架橋で作製されたゼラチンスポンジである。
物理的架橋は架橋剤を用いないため、安全性に優れた方法ではあるが、液中では拡張およ
び硬化しないことが知られている。
本発明者らは、ゼラチンスポンジに、吸水後の拡張性及び硬化性を付与することができ
れば、適用範囲が広がると考えた。
【００１２】
非特許文献２〜４には、ゼラチンを化学的に架橋する方法としてグルタルアルデヒドや
水溶性カルボジイミドを用いた架橋方法が記載されている。しかし、これらの架橋剤の多

40

くは生体適合性に欠け、それらの毒性が懸念されている。
【００１３】
非特許文献５〜６に記載のゲニピンは、上述のグルタルアルデヒドや、水溶性カルボジ
イミドと比較して、細胞毒性が極めて低いことが知られている。具体的には、最も毒性が
高いグルタルアルデヒドとゲニピンを比較すると細胞毒性が５，０００〜１０，０００倍
も低いことがわかっている。
【００１４】
本発明者らは、鋭意検討した結果、ゼラチンを含む止血材用スポンジに、ゲニピンを含
有させることにより、吸水後に架橋剤によりゼラチンの架橋が行われる、すなわち、止血
材用スポンジが拡張（膨潤）した後に硬化することを見出した。

50

(4)

JP 2018‑68723 A 2018.5.10

このような、拡張した後に硬化する止血材用スポンジは、拡張により、より太い血管の
塞栓が可能となる点、及び、硬化により止血材用スポンジの分解が抑制され、より長期間
の塞栓が可能となる点において、非常に有用であると考えられる。
例えば、上記のような拡張した後に硬化する止血材用スポンジを肝動脈塞栓術に用いる
ことにより、より長期間（硬化により止血材用スポンジの分解が抑制されるため）、より
広い範囲（止血材用スポンジの拡張により、より太い血管の塞栓が可能となるため）に抗
がん剤が滞留可能であると推測される。
また、上記未反応の架橋剤として、ゲニピンを選択することにより、生体への毒性が抑
制された止血材用スポンジが得られていると考えられる。
10

【００１５】
本発明の一実施形態が解決しようとする課題は、拡張した後に硬化する止血材用スポン
ジを提供することである。
本発明の他の一実施形態が解決しようとする課題は、拡張した後に硬化する止血材用ス
ポンジの製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
上記課題を解決するための手段には、以下の態様が含まれる。
＜１＞
ゲニピンと、ゼラチンと、を含む、止血材用スポンジ。
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＜２＞
前記ゼラチンの含有量が、止血材用スポンジの全質量に対し、５質量％〜１０質量％で
ある、＜１＞に記載の止血材用スポンジ。
＜３＞
前記ゲニピンの含有量が、止血材用スポンジの全質量に対し、３質量％〜２０質量％で
ある＜１＞又は＜２＞に記載の止血材用スポンジ。
＜４＞
止血材用スポンジの質量に対して、５〜１０倍の質量のリン酸緩衝生理食塩水又は純水
に入れ、３７℃、２４時間静置した際の溶液のｐＨが、７．０〜８．０である、＜１＞〜
＜３＞のいずれか１つに記載の止血材用スポンジ。
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＜５＞
架橋率が５％〜３０％である、＜１＞〜＜４＞のいずれか１つに記載の止血材用スポン
ジ。
＜６＞
ゲニピン溶液と、ゼラチン溶液とを混合して混合溶液を調製する工程と、
前記混合溶液を凍結乾燥する工程と、を含む
止血材用スポンジの製造方法。
【発明の効果】
【００１７】
本発明の一実施形態によれば、拡張した後に硬化する止血材用スポンジを提供すること
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ができる。
本発明の他の一実施形態によれば、拡張した後に硬化する止血材用スポンジの製造方法
を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】架橋率測定実験の結果である。
【図２】吸水量実験の結果である。
【図３】拡張比実験の結果である。
【図４】貯蔵粘弾性（Ｇ

）を測定した結果である。

【図５】ノーマルフォース（ＮＦ）を測定した結果である。
【発明を実施するための形態】
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【００１９】
以下、本開示について詳細に説明する。
なお、本開示において、「ｘｘ〜ｙｙ」の記載は、ｘｘ及びｙｙを含む数値範囲を表す
。
また、本開示において、２以上の好ましい態様の組み合わせは、より好ましい態様であ
る。
本明細書において「工程」との語は、独立した工程だけでなく、他の工程と明確に区別
できない場合であっても工程の所期の目的が達成されれば、本用語に含まれる。
以下、本開示を詳細に説明する。
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【００２０】
（止血材用スポンジ）
本実施形態に係る止血材用スポンジ（以下、単に「スポンジ」ともいう。）は、ゲニピ
ンと、ゼラチンと、を含む
本実施形態に係る止血材用スポンジは、ゲニピンを含むゼラチンが乾燥したものである
ことが好ましい。
本実施形態に係る止血材用スポンジは、血管内に留置された際に、血液等に含まれる水
分により吸水して拡張（膨潤）した後に、体温による加温の影響等によって、ゲニピンに
よりゼラチン同士が架橋され、ゲル状に硬化すると考えられる。
【００２１】

20

＜ゲニピン＞
本実施形態に係る止血材用スポンジは、スポンジの硬化性及び生体への毒性の観点から
、ゲニピンを、止血材用スポンジの全質量に対し、３質量％〜２０質量％含有することが
好ましく、３．５質量％〜１７．５質量％含有することがより好ましく、４質量％〜１０
質量％含有することが更に好ましい。
【００２２】
＜ゼラチン＞
本実施形態に用いられるゼラチンとしては、特に制限されず、公知のゼラチンを使用す
ることが可能である。
本実施形態に係る止血材用スポンジは、スポンジの硬化性の観点から、ゼラチンを、止
血材用スポンジの全質量に対し、５質量％〜１０質量％含有することが好ましく、５．５
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質量％〜８．０質量％含有することがより好ましく、６質量％〜７質量％含有することが
更に好ましい。
【００２３】
＜その他の成分＞
本実施形態に係る止血材用スポンジは、がん治療効果の観点から、抗がん剤を含有して
もよい。
また、本実施形態に係る止血材用スポンジは、スポンジ位置の確認をＸ線写真等により
可能とする観点から、造影剤を含有してもよい。
【００２４】
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＜止血材用スポンジの特性＞
〔架橋率〕
本実施形態に係る止血材用スポンジは、ゼラチンの一部がゲニピンにより架橋されてい
てもよく、架橋率が５％〜３０％であることが好ましく、５．５％〜１０％であることが
より好ましい。
架橋率を調整することにより、スポンジが硬化前に拡張する量（拡張比）を調製するこ
とが可能となる。
前記架橋率は、Ｇｅｎｉｐｉｎ ｃｒｏｓｓｌｉｎｋｉｎｇ ｅｌｅｖａｔｅｓ ｔｈｅ
ｓｔｒｅｎｇｔｈ ｏｆ ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌｌｙ
ｌａｇｅｎ

ｔｏ

ｔｈｅ

ｌｅｖｅｌ

ｏｆ

ａｌｉｇｎｅｄ

ｃｏｌ

ｔｅｎｄｏｎｓ. Ｊ Ｂｉｏｍｅｄ Ｍａ

ｔｅｒ Ｒｅｓ. ２０１２;１５，１７６−１８９に記載の方法により測定される。
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【００２５】
〔弾性率〕
硬化後の止血材用スポンジは、強固な塞栓材を得る観点から、動脈の弾性率１６ｋＰａ
よりも高い弾性率（ノーマルフォース）を有していることが好ましい。
【００２６】
〔ｐＨ〕
本開示に係る止血材用スポンジは、生体に適用しやすい観点から、止血材用スポンジの
質量に対して、５倍の質量の純水に入れ、３７℃、２４時間静置した際の溶液のｐＨが、
６．０〜９．０であることが好ましく、７．０〜８．０であることがより好ましい。
上記ｐＨはｐＨメータ（堀場製作所社製、商品名「ＮＡＶＩｈ Ｆ−７１」）を用いて
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測定される。
【００２７】
（止血材用スポンジの製造方法）
本実施形態に係る止血材用スポンジの製造方法は、ゲニピン溶液と、ゼラチン溶液とを
混合して混合溶液を調製する工程（混合工程）と、前記混合溶液を凍結乾燥する工程（乾
燥工程）と、を含む。
【００２８】
＜混合工程＞
混合工程においては、ゲニピン溶液と、ゼラチン溶液とを混合して混合溶液を調製する
20

。
混合方法は特に限定されず、公知の混合方法を用いればよい。
例えば、１０質量％のゼラチン水溶液と、リン酸緩衝液に２ｍｍｏｌ／Ｌの濃度でゲニ
ピンを溶解したゲニピン溶液とを混合することにより、混合溶液を調製することが可能で
ある。
【００２９】
〔ゲニピン溶液〕
ゲニピン溶液としては、特に限定されないが、生体に適用しやすい観点から、リン酸緩
衝液にゲニピンを溶解した溶液であることが好ましい。
上記リン酸緩衝液としては、リン酸ナトリウム緩衝液であることが好ましく、リン酸緩
衝生理食塩水であることがより好ましい。
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ゲニピン溶液のｐＨは、６．０〜９．０であることが好ましく、７．０〜８．０である
ことがより好ましい。
ゲニピン溶液中のゲニピンの濃度としては、１ｍｍｏｌ／Ｌ〜５ｍｍｏｌ／Ｌが好まし
く、２ｍｍｏｌ／Ｌ〜４ｍｍｏｌ／Ｌがより好ましい。
【００３０】
〔ゼラチン溶液〕
ゼラチン溶液としては、特に限定されず、超純水にゼラチンを溶解した溶液であっても
よい。
ゼラチン溶液中のゼラチンの含有量は、スポンジの硬化性の観点から、ゼラチン溶液の
全質量に対し、２質量％〜１０質量％であることが好ましく、３質量％〜６質量％である
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ことがより好ましい。
【００３１】
＜乾燥工程＞
乾燥工程は、混合溶液を乾燥し、止血材用スポンジを得る工程である。
乾燥方法は、特に限定されず、公知の乾燥方法により乾燥すればよいが、凍結乾燥によ
り行われることが好ましい。
乾燥工程において、同時に成形を行い、特定の形や大きさの止血材用スポンジを得るこ
ともできる。
【００３２】
＜架橋工程＞
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本実施形態に係る止血材用スポンジの製造方法は、混合工程と、乾燥工程との間に、ゼ
ラチンをゲニピンにより架橋する架橋工程を含むことが好ましい。
架橋工程において架橋を行うことにより、止血材用スポンジの架橋率を調整することが
可能である。
前記架橋は、例えば加温により行われる。架橋時の温度及び時間は特に限定されず、得
たい止血材用スポンジの架橋率に応じて調整すればよいが、例えば、３０℃において２〜
２４時間の架橋を行うことが可能である。
【実施例】
【００３３】
以下、実施例により本開示を詳細に説明するが、本開示はこれらに限定されるものでは

10

ない。
【００３４】
（実施例１〜４及び比較例１〜２）
＜ゼラチン溶液の準備＞
濃度１０質量％になるようゼラチンパウダー（ＭＰ Ｂｉｏｍｅｄｉｃａｌｓ社）を超
純水にて調整した後、７０℃の水浴で溶解した。これを１５ｍＬ遠心チューブにて小分け
し冷蔵庫（４℃）に保管した。
【００３５】
＜リン酸緩衝液（ＮＰＢ）の準備＞
濃度５０ｍｍｏｌ/Ｌのリン酸水素二ナトリウム水溶液（１４０ｍｍｏｌ/Ｌの塩化ナトリ

20

ウム含有）及び濃度５０ｍｍｏｌ/Ｌのリン酸二水素ナトリウム水溶液（１４０ｍｍｏｌ/
Ｌの塩化ナトリウム含有）を、超純水を溶媒として調製した。ｐＨメータ（堀場製作所社
製、商品名「ＮＡＶＩｈ Ｆ−７１」）によりｐＨを測定しながら、これらを撹拌、混合
し，ｐＨ７．０、１４０ｍｍｏｌ/Ｌ塩化ナトリウム含有５０ｍｍｏｌ/Ｌリン酸緩衝液を
調整し，これをＮＰＢとした。
【００３６】
＜ゲニピン溶液の準備＞
ゲニピン（和光純薬工業（株）製）をＮＰＢに溶解し，濃度２ｍｍｏｌ/Ｌのゲニピン
水溶液を調製した。これを５０ｍＬチューブに入れた後冷蔵庫に保管した。
30

【００３７】
＜吸水後硬化するゼラチンスポンジの作製＞
上記で準備した、１５ｍＬ遠心チューブに入ったゼラチン５ｇを３０℃で予備加温した
後にゲニピン溶液を同質量入れ、撹拌した。次いで遠心分離機（日立工機社製，商品名「
ｈｉｍａｃ

ＣＴ６Ｅ）を用いて４０００ｒｐｍ、３０秒間の条件で溶液を脱泡した後、

真鍮コンテナ（Φ１００ｍｍ×５０ｍｍ）上に設置したシリコンゴム（Φ１０×５ｍｍ）
内にゼラチン溶液を注入し、実施例１のゼラチンスポンジ用溶液を得た。また、３０℃の
恒温槽内（ＥＹＥＬＡ製，商品名「ＳＬＩ−４００」）で２０分間（０．３時間）、２、
２４時間架橋し、実施例２、実施例３及び実施例４のゼラチンスポンジ用溶液をそれぞれ
得た。
架橋したゼラチンは液体窒素を用いて凍結した。金属パレット内にゼラチンスポンジ用

40

溶液を載せた真鍮コンテナを設置した後、真鍮コンテナ下部のみに液体窒素を充填するこ
とで、下方から上方へゼラチンを一軸方向に凍結した。凍結したゼラチンはただちに凍結
乾燥機（ＥＹＥＬＡ製，商品名：ＦＤ−５Ｎ）にて２４時間凍結乾燥しスポンジ体（止血
材用スポンジ）を得た。なお、未架橋ゼラチンは遠心分離機で脱泡した後、ただちに上記
のように凍結乾燥した。
【００３８】
＜熱架橋したゼラチンスポンジの作製＞
上記で示した止血材用スポンジの比較対象として、熱架橋スポンジを作製した。１５ｍ
Ｌ遠心チューブに入ったゼラチン５ｇを３０℃で予備加温した後、同質量の超純水を入れ
、撹拌した。次いで遠心分離機（日立工機社製，商品名「ｈｉｍａｃ

ＣＴ６Ｅ」）を用
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いて４０００ｒｐｍ、３０秒間の条件で溶液の脱泡した後、上記と同様な手順で一軸凍結
、凍結乾燥しスポンジ体を得た。
このスポンジを真空オーブン（ＥＹＥＬＡ製、商品名「ＳＬＩ−４００」）を用いて真
空度７６０ｍｍＨｇ、１４０℃、１０時間の条件で熱架橋を実施した。
【００３９】
＜架橋率測定実験＞
架橋時間が異なるスポンジの架橋率の測定はＧｅｎｉｐｉｎ ｃｒｏｓｓｌｉｎｋｉｎ
ｇ ｅｌｅｖａｔｅｓ ｔｈｅ ｓｔｒｅｎｇｔｈ ｏｆ ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌ
ｌｙ

ａｌｉｇｎｅｄ

ｃｏｌｌａｇｅｎ

ｔｏ

ｔｈｅ

ｌｅｖｅｌ

ｏｆ

ｔｅｎｄ

ｏｎｓ. Ｊ Ｂｉｏｍｅｄ Ｍａｔｅｒ Ｒｅｓ. ２０１２;１５，１７６−１８９に記載の

10

方法で測定した。
【００４０】
＜吸水量実験＞
凍結乾燥したゼラチンスポンジをｐＨ７．４、リン酸緩衝生理食塩水（ＰＢＳ）を用い
て、スポンジの吸水量を測定した。
２４ウェルディッシュにスポンジをそれぞれ設置した後、３７℃のＰＢＳを２ｍＬずつ
注入し、３７℃恒温槽（ＥＹＥＬＡ製，商品名「ＳＬＩ−４００」）に設置した。吸水量
は２４時間測定した。
なお、給水量は下記式により算出した。
20

吸水量＝吸水後の重量−初期重量
【００４１】
＜拡張比実験＞
２４時間ＰＢＳに浸漬したスポンジの拡張比をデジタルカメラで撮影した形状の直径か
ら拡張の比を求めた。なお、拡張比は拡張後の直径／拡張後の直径で算出した。
【００４２】
＜動的粘弾性実験＞
スポンジについて動的粘弾性測定を行った。動的粘弾性装置として、サーモフィッシャ
ーサイエンティフィック社製の商品名「ＨＡＡＫＥ

ＭＡＲＳ

ＩＩＩ 」を用いた。ス

ポンジは常温（２３℃）のＰＢＳに浸漬し、その後１０分間ロータリーポンプにて真空引
30

きを行い、スポンジ内の浸透性を高めた。以下に測定条件を示す。
ジオメトリ：パラレルセンサー(内径１０ｍｍ)
測定プロファイル：ＣＤ（Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ Ｄｅｆｏｒｍａｔｉｏｎ）モードに
よるオシレーション測定において温度は３７℃で設定した。その後、スポンジをセンサー
に設置した後、アクリル樹脂の３７℃のＰＢＳを２５ｍＬ入れた後、貯蔵粘弾性（Ｇ

）

およびノーマルフォース（ＮＦ）を測定した。
【００４３】
下記表１に、各実施例及び比較例において用いたスポンジの形成時のゼラチン含有量、
架橋剤含有量、溶媒、架橋時間、架橋温度を記載した。
【００４４】
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【表１】

10

【００４５】
（実施例１）
表１の実施例１のスポンジを用いた、架橋率測定実験の結果を図１に示す。実施例１は
架橋率が最も低い５％を示した。これは、遠心分離機にて脱泡後、ただちに液体窒素にて
凍結したため、未架橋ゲニピンが多く存在しているためであると考えられる。
吸水量実験の結果を図２に示した。吸水時間と共にスポンジの吸水量が増加し、２４時

20

間で０．２９５ｇ吸水した。
拡張比実験の結果を図３に記載した。２４時間吸水した実施例１のスポンジは、１．３
８倍拡張することがわかった。
図４には、貯蔵粘弾性実験の結果を示した。測定開始後からＧ

が増加していることか

ら、スポンジ内の未反応ゲニピンがｉｎ ｓｉｔｕでゼラチンを架橋しており、最大７．
８ｋＰａを示した。
図５には、Ｆｎを示した。測定時間と共にＦｎが増加することがわかり、測定開始１５時
間で最大１８ｋＰａを示した。
【００４６】
（実施例２）

30

表１の実施例２のスポンジを用いた、架橋率測定実験の結果を図１に示す。実施例１の
スポンジよりも架橋時間が長いため、架橋率が高くなり１０％を示した。
吸水量実験の結果を図２に示した。実施例１のスポンジよりも架橋時間が長いため、ス
ポンジの吸水量が増加し、２４時間で０．３１３ｇ吸水した。
拡張比実験の結果を図３に記載した。２４時間吸水することで実施例２のスポンジは１
．２９倍拡張した。
【００４７】
（実施例３）
表１の実施例３のスポンジを用いた、架橋率測定実験の結果を図１に示す。実施例１及
び２のスポンジよりも架橋時間が長いため、架橋率は高くなり、２０％を示した。
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吸水量実験の結果を図２に示した。実施例１及び２よりも架橋時間が長いため、スポン
ジの吸水量が増加し、２４時間で最大０．３３３ｇ吸水し、若干ではあるが、実施例１及
び２のスポンジよりも高い値を示した。
拡張比実験の結果を図３に記載した。２４時間吸水した実施例３のスポンジは１．１
７倍拡張した。
【００４８】
（実施例４）
表１の実施例４のスポンジを用いた、架橋率測定実験の結果を図１に示す。実施例１、
２、３よりも架橋時間が長いため、架橋率が最も高い２５％を示した。
吸水量実験の結果を図２に示した。実施例１、２及び３よりも架橋時間が長いため、吸
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水量はこれらの実施例に中で最大の０．６９５ｇを示し、最も高い値であることがわかっ
た。
拡張比実験の結果を図３に記載した。２４時間吸水した実施例４のスポンジは１．４３
倍拡張し実施例１、２及び３と比較しても最も高い値を示した。
図４には、貯蔵粘弾性の結果を示した。測定開始後からＧ

が増加しており、１５時間の

測定で最大１１．８ｋＰａを示し、実施例１よりも高い値を示した。図５には、ＮＦを示
した。測定時間と共に増加することがわかり、測定開始１５時間で最大５６ｋＰａを示し
た。この値は実施例１よりも高い値を示した。
【００４９】
10

（比較例１）
表１の比較例１のスポンジを用いた、吸水量実験の結果を図２に示した。その結果、測
定２時間までは吸水したが、その後はＰＢＳ中に溶解した。
【００５０】
（比較例２）
表１の比較例２のスポンジを用いた、架橋率測定実験の結果を図１に示す。その結果、
架橋率１３％を示した。これは化学架橋よりも架橋点が少ないために低い値を示したと考
えられる。
吸水量実験の結果を図２に示した。測定開始２時間で０．２０５ｇ吸水したが、その後
は飽和傾向を示した。なおこの値は実施例１，２，３，４よりも低い値であった。
拡張比実験の結果を図３に記載した。比較例２のスポンジは殆ど拡張しないことがわか
り、この値も実施例１，２，３，４、よりも低い値を示した。これは熱架橋でゼラチンス
ポンジを架橋済みのため、殆ど拡張しないことを示している。
図４には、貯蔵粘弾性の結果を示した。測定開始３時間までＧ

が増加し最大５ｋＰａ

以下と実施１，４よりも低い値を示した。一般的に熱架橋したゼラチンスポンジはすでに
架橋済みにより形状が安定しているので、ｉｎ

ｓｉｔｕでのＧ

の増加は示さないと推

測される。
図５には、ノーマルフォース（ＮＦ）の測定結果を示した。図４と同様にノーマルフォ
ースは１０ｋＰａ以下から変化せず、１０時間〜１５時間経過時点において実施例１、４
よりも低い値を示した。
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【図３】

【図４】

【図５】
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