
JP 6054751 B2 2016.12.27

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　拡張可能な医療器具を形成する方法であって、
　（ａ）複数開口部を有する複数の支柱が形成された略円筒形状の拡張可能な医療用のデ
バイス本体を形成する工程と、
　（ｂ）第１の有益な薬剤、第１のポリマー・キャリアーおよび溶剤の第１の溶液を作る
工程と、
　（ｃ）前記第１の溶液を前記開口部に与える工程と、
　（ｄ）前記第１の有益な薬剤および第１のポリマー・キャリアーの固体層を形成するた
めに前記第１の溶剤を蒸発させる工程と、
　（ｅ）前記（ｃ）及び（ｄ）の工程を繰り返す工程と、
　（ｆ）前記第１の有益な薬剤と異なる第２の有益な薬剤、第２のポリマー・キャリアー
、および第２の溶剤の第２の溶液を作る工程と、
　（ｇ）前記拡張可能な医療器具の内向き表面側から当該第２の溶液を前記第１の有益な
薬剤の層に接するように前記開口部に与える工程と、
　（ｈ）前記第２の有益な薬剤および前記第２のポリマー・キャリアーの第２の固体層を
形成するために前記第２の溶剤を蒸発させる工程と、
　（ｉ）バリア材料を前記第２の固体層に接するように前記開口部に与えて該開口部にバ
リア層を形成する工程と
を順次行うことを特徴とする拡張可能な医療器具を形成する方法。
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【請求項２】
　前記有益な薬剤は、活性薬剤であることを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記有益な薬剤は、抗増殖性部物質であることを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記有益な薬剤は、抗炎症剤であることを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記有益な薬剤は、閉塞性動脈硬化症剤であることを特徴とする、請求項１に記載の方
法。
【請求項６】
　前記有益な薬剤は、蛋白質薬であることを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１の有益な薬剤は血小板凝集阻害薬である、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１の有益な薬剤はパクリタキセルである、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１の有益な薬剤はラパマイシンである、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１の有益な薬剤はヘパリンである、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第１の有益な薬剤は抗血栓症剤であり、前記第２の有益な薬剤は抗豚増殖性腸炎剤
である、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第１の有益な薬剤は抗豚増殖性腸炎剤であり、前記第２の有益な薬剤は抗炎症剤で
ある、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第１の有益な薬剤及び前記第２の有益な薬剤は、前記デバイス本体の第１の面に与
えられるように配置されている、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第１の有益な薬剤が前記開口部内に配置されて第１の放出プロファイルを達成し、
前記第２の有益な薬剤が前記開口部内に配置されて、前記第１の放出プロファイルとは異
なる第２の放出プロファイルを達成する、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記層の全ての厚さは２μｍから５０μｍである、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記開口部の面積は、少なくとも０．００３２ｍｍ２である、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記開口部の深さの合計は、１２５μｍから１４０μｍである、請求項１に記載の方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　（発明の分野）
　本発明は、組織を支持する医療器具に関するもので、より詳細には、臓器を支持して開
存性を維持するために、生きている動物またはヒトの体腔内に埋め込まれ、有益な薬剤を
介入部位に搬送でき、体腔内で拡張可能であり、体腔内に埋め込む器具に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　　（関連技術の概要）
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　これまで、身体通路の開存性を維持するために身体通路内に埋め込まれる、永久的また
は生分解性の器具が開発されてきた。これらの器具は、通常、経皮的に導入され、所望の
場所に位置決めされるまで経腔輸送される。次いで、これらの器具は、機械的に、例えば
装置内側に位置決めされたマンドレル(mandrel)またはバルーン(balloon)の拡張によって
拡張し、あるいは体内で作動して蓄積したエネルギーを放出することによって単独で拡張
する。ステント(stents)と呼ばれるこれらの器具は、管腔内で拡張した後、体組織内でカ
プセル化し、永久的に埋め込まれたまま残る。
【０００３】
　公知のステント設計には、単繊維巻線ステント（米国特許第４，９６９，４５８号）、
溶接金属ケージ（米国特許第４，７３３，６６５号、４，７７６，３３７号）が含まれ、
最も有名なものには、周囲に軸方向のスロットが形成された薄壁金属円筒（米国特許４，
７３３，６６５号、４，７３９，７６２号、４，７７６，３３７号）がある。ステントで
使用するための公知の構成材料には、ポリマー、有機織物、および生体適合性金属、例え
ば、ステンレス鋼、金、銀、タンタル、チタン、ニチノール（Nitinol）などの形状記憶
合金などが含まれる。
【０００４】
　米国特許第４，７３３，６６５号、４，７３９，７６２号、および４，７７６，３３７
号は、軸方向スロットによって部材を半径方向の外側に拡張させて身体通路に接触させる
ことのできる、薄壁管状部材の形態の拡張・変形可能な管腔内血管グラフトを開示してい
る。挿入後、管状部材は、その弾性限界を超えて機械的に拡張して、体内で永久的に固定
される。米国特許第５，５４５，２１０号は、前述のものと幾何学的に同様の、ニッケル
・チタン形状記憶合金（「ニチノール（Nitinol）」）で構築された薄壁管状ステントを
開示しており、この薄壁管状ステントは、弾性限度（elastaic limit）を超えることなく
、身体内に永久に固定することができる。前述のすべてのステントは、非常に重要な設計
特性を共有する。すなわち、各設計において、ステント拡張時に永久変形するフィーチャ
(feature)が角柱状である、すなわちこれらのフィーチャの断面積が一定のままか、また
はその活動長さ全体に沿って徐々に変化する。角柱状の構造は、永久変形が開始する前に
大きな弾性変形を与える理想的な構造として適しており、ステントの構成要素の安定性、
送出（delivery）カテーテルに関するステントの確保と迅速な操作性（radiopacity）を
含む重要な特性を達成する部分最適デバイス（sub-optimal device）を導出する。
【０００５】
　米国特許第６，２４１，７６２号は、先に説明したステントの性能の足りない部分を改
善する角柱状でないステントの設計を開示するものであり、この内容の全体は参考文献と
して組み込まれます。加えて、この特許の好ましい実施形態は、大きく変形しない支柱（
strut）とリンク要素を提供するものであり、支柱あるいはリンク要素、若しくは装置全
体の機械的特性を危険にさらすことがないような複数の穴を含むことができるものである
。さらに、これらの穴は、装置を注入する位置に様々な有益な薬剤を送るために広く保護
された貯蔵部分として役立たせることが可能である。
【０００６】
　有益な薬剤の局所的な送出における多くの問題のうち、最も重要なもののうちの１つは
再狭窄である。再狭窄は血管形成及びステントの注入のような管の介在に伴って発生し得
る主要な合併症である。簡単に定義すれば、再狭窄とは、瘢痕組織の形成によって血管腔
の直径を縮小させ、最終的には管腔の再閉塞をまねくことのある、創傷治癒プロセスであ
る。改善された外科技術、装置、および医薬品製剤の導入にもかかわらず、依然として、
全体的な再狭窄率が、血管形成処置後６～１２か月以内に２５％～５０％の範囲にあると
報告されている。この問題を修正するために、追加的な血管再生処置がしばしば必要とな
り、その結果患者への外傷および危険が増大する。
【０００７】
　再狭窄の問題に対処するために開発が進められているいくつかの技術が、傷害部位への
放射線照射、ならびに、外傷を負った血管腔に様々な有益な薬剤または医薬品製剤を搬送
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するためのステントの使用である。後者の場合、ステントは、しばしば有益な薬剤（たい
ていは薬物含浸ポリマー）で表面コーティングされ、血管形成部位に埋め込まれる。ある
いは、外部の薬物含浸ポリマー・シースを、ステントを覆って取り付け、血管内で併せて
展開させる。
【０００８】
　放射線療法による結果は急激なものであり一時的には有望であるが、長期的な結果では
、先に注入されたステント、いわゆる”in-stent”内において生じる再狭窄を減少させる
ことにとどまる。放射線療法は損傷中（de novo lesions）の再狭窄を防ぐことには有効
ではなかった。動脈や、主要な器官壁（vessel wall)へステントの支柱を挿入することは
、血管を封鎖する危険を有し、人間の臨床試験においてポリマー・サックは危険であるこ
とも証明されている。死亡に至る心臓発作あるいは繰り返し血管形成か冠状動脈バイパス
手術の必要性を含んでいる心臓疾患に関して、サックで覆われたステントの臨床試験は承
諾しがたいほど高いレベルの有害な作用をもたらすため（Major Adverse Cardiac Events
：MACE）、早期に終了した。
【０００９】
　様々な有益な薬剤の表面のコーティングを有する従来のステントは、対照的に、早期に
その結果を見込むことができるものとして開示されている。例えば、米国特許第５，７１
６，９８１号は、ポリマー・キャリアーおよびパクリタキセル化合物（paclitaxel：癌の
腫瘍の処理の中で一般に使用される、有名な合成物)を含む構成で表面が覆われるステン
トを開示する。その特許は、被覆自体の所望の特性の他、スプレーと薬浴のようにステン
ト表面を覆うための具体的な方法を提供するものであり、その被覆は、ステントを滑らか
に、平らに覆うべきであること、均一性と予測が可能であること、血管造影を妨げる要因
の放出を長引かせることを可能にする。しかしながら、表面のコーティングは、有益な薬
剤の放出動力学（release Kinetics）に対する実際の制御をほとんど提供することができ
ない。これらのコーティングは、典型的には５～８ミクロンの非常に薄いものが必要であ
る。ステントの表面積は比較的大きいものであり、これは周囲の組織に有益な薬剤の全体
を放出するための非常に短い拡散パスを有することになる。
【００１０】
　表面のコーティングの厚さを増加させることは、薬の放出をコントロールする能力を含
む薬剤の放出動力学を改善する有益な効果があり、また、表面のコーティングの厚さの増
加を許容することは、装荷する薬剤を増加させることになる。しかしながら、増加したコ
ーティング厚さは、ステントの全面的な厚さの増加に帰着する。このことは、注入時にお
いて、血管壁が損傷することを含む多くの理由のために不適当であり、注入後においては
、器官の横断面を縮小させることになり、拡張と注入の間においては、機械的な故障ある
いは損傷に増加させるという問題がある。コーティング厚さは、有益な薬剤の放出動力学
（release kinetics）に影響するいくつかの要因のうちの１つであり、また、厚さに対す
る限定は、放出レート（release rates）、保持（durations）、また同様の場合に再現で
いる範囲を制限する。
【００１１】
　部分最適の放出プロファイル（sub-optimal release profiles）に加えて、表面のコー
ティングを施したステントに関するさらなる問題もある。器具のコーティングにおいて典
型的に使用される固定マトリッス・ポリマー・キャリアー（fixed matrix polymer carri
ers）は、コーティングでの有益な薬剤のおよそ３０％を無期限に保持する。これらの有
益な薬剤はしばしば、高い割合で細胞毒素であるので、慢性の炎症、血栓症および不完全
な血管壁の治療のような副急性及び慢性疾患の問題が生じ得る。さらに、キャリアー・ポ
リマーはそれら自身、多くの場合、血管壁に対する組織にとても刺激を与えるものである
。他方では、ステント表面で生物分解性のポリマー・キャリアーを使用することは、「仮
想空間」の生成、すなわち、ステントと血管壁の組織の間の空間を生成することに帰着し
、ポリマー・キャリアーが分解した後に、ステントと隣接する組織の間でステントに差動
的な動きを許容する。この場合生じる得る問題としては、微細な摩滅および炎症、ステン
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トの横滑り（drift）および血管壁が破損（failure to reendothelialize)することを含
んでいる。
【００１２】
　他の重要な問題は、ステントの拡張が積層ポリマー・コーティングに負荷を与え、塑性
変形あるいは、コーティングの破損をもたらすことであり、このことは、薬剤の放出動力
学等に悪影響を及ぼすことになる。さらに、アテローム性動脈硬化の血管中にそのような
上塗り（コーティング）を施したステントの拡張は、ポリマー・コーティング上の円周方
向にせん断力を発生させることになり、この力はステントの表面の下層からコーティング
を分離するために作用し得る。そのような分離は、血管の閉塞をもたらすコーティング破
片の塞栓血症を含む不運な効果を再発させることになるかもしれない。
【００１３】
　　（発明の概要）
　従来技術の欠点に鑑みて、本発明は、ステントの有効壁厚を増加せず、ステントの機械
的拡張特性に悪影響を及ぼさずに、比較的体積の大きい有益な薬剤を、血管腔内の外傷を
負った部位に搬送できるステントを提供することが有利な点である。
【００１４】
　さらに、有益な薬剤リザーバ（reservoir）の利用可能性（available depth)も著しく
増加させるステントを提供することが有利な点である。
【００１５】
　さらに、種々の有益な薬剤あるいはその組み合わせを、深いリザーバに装填し、薬剤の
放出動力学を時間に関して制御することを提供することが利点である。
【００１６】
　本発明の一態様によれば、拡張可能な医療器具は、略円筒形で、拡張可能な医療用のデ
バイスと、前記医療用のデバイス内における複数の開口部であって、支柱の半径方向の最
も外側の面から、当該支柱の半径方向の最も内側の面において略一定の横断面を有し、前
記支柱を少なくとも部分的に貫通する開口部と、前記医療用のデバイスの第１側面から活
性な有益薬剤の送出を実質的に防ぐ一方で、当該医療用のデバイスの第２側面から活性な
有益薬剤が送出されることを許容するバリア層とを備える。
【００１７】
　本発明の一態様によれば、拡張可能な医療器具は、複数の支柱を有する拡張可能な円筒
形状のデバイスと、前記複数の支柱における貫通した複数の開口部で、各開口部は半径方
向の内周端と、外周端を有する開口部と、複数の分解可能な有益な薬剤の層において、前
記開口部に提供される有益な薬剤と、前記開口部の半径方向の内周端に提供されるバリア
層で、当該バリア層は前記有益な薬剤の層より遅く分解し、当該開口部からの流出を防止
するバリア層とを備える。
【００１８】
　本発明の一態様によれば、拡張可能な医療器具は、複数の支柱が形成された略円筒形状
の拡張可能な医療用のデバイス本体と、前記支柱内における複数の開口部と、前記開口部
において形成される複数の有益な薬剤層とを備え、前記複数の有益な薬剤層は、第１放出
プロファイルに従い薬剤を送出するために配置された第１活性薬剤と、第２放出プロファ
イルに従い薬剤を送出するために配置された第２活性薬剤とを含み、当該第１及び第２放
出プロファイルは異なる。
【００１９】
　本発明の一態様によれば、拡張可能な医療器具は、複数の支柱が形成された略円筒形状
の拡張可能な医療用のデバイス本体と、前記支柱内における複数の開口部と、前記開口部
において形成される複数の有益な薬剤層とを備え、前記複数の有益な薬剤層は、蛋白質薬
を含む。
【００２０】
　本発明の一態様によれば、拡張可能な医療器具を形成する方法であって、当該方法が、
（ａ）複数開口部を有する複数の支柱が形成された略円筒形状の拡張可能な医療用のデバ
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イス本体を形成する工程と、
（ｂ）有益な薬剤、ポリマー・キャリアーおよび溶剤の溶液を作る工程と、
（ｃ）前記溶液を前記開口部に与える工程と、
（ｄ）前記有益な薬剤およびキャリアーの固体層を形成するために前記溶剤を蒸発させる
工程と、
（ｅ）前記（ｃ）及び（ｄ）の工程を繰り返す工程と
を備える。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の第１の好ましい実施形態による組織支持器具の斜視図である。
【図２】組織支持器具の一部分の拡大側面図である。
【図３】本発明の他の好ましい実施形態による組織支持器具の拡大側面図である。
【図４】図３に示すステントの一部分の拡大側面図である。
【図５】開口部の拡大断面図である。
【図６】有益な薬剤が装填された開口部の拡大断面図である。
【図７】ステントの開口部に装填された有益な薬剤と、有益な薬剤の薄いコーティングと
を示す、開口部の拡大断面図である。
【図８】ステントの開口部に装填された有益な薬剤と、器具の異なる表面上の異なる有益
な薬剤の薄いコーティングとを示す、開口部の拡大断面図である。
【図９】複数の層において供給される有益な薬剤を例示する開口部の拡大断面図である。
【図１０】層内の開口部に装填されるバリア層（barrierlayer）と有益な薬剤を例示する
開口部の拡大断面図である。
【図１１Ａ】有益な薬剤、生物分解性のキャリアー、および層内の開口部に装填されるバ
リア層を例示する開口部の拡大断面図である。
【図１１Ｂ】図１１Ａの器具における放出動力学の特性を示す図である。
【図１２】異なる有益な薬剤、キャリアー、および開口部に装填されるバリア層を例示す
る開口部の拡大断面図である。
【図１３】異なる濃度の有益な薬剤が装填される開口部の拡大断面図である。
【図１４】異なるサイズのミクロスフェア（microspheres）層の開口部に有益な薬剤が装
填される開口部の拡大断面図である。
【図１５Ａ】開口部に有益な薬剤が装填されるテーパがつけられた開口部の拡大断面図で
ある。
【図１５Ｂ】有益な薬剤が外れた図１５Ａのテーパがつけられた開口部の拡大断面図であ
る。
【図１５Ｃ】図１５Ａと図１５Ｂの放出動力学の特性を示す図である。
【図１６Ａ】所要の薬剤送出プロファイル（profile）を達成するために形成された開口
部に薬剤が装填される開口部の拡大断面図である。
【図１６Ｂ】部分的に有益な薬剤が外れた状態を示す図１６Ａの開口部の拡大断面図であ
る。
【図１６Ｃ】図１６Ａと図１６Ｂの放出動力学の特性を示す図である。
【図１７Ａ】球形の開口部に有益な薬剤が装填される開口部の拡大断面図である。
【図１７Ｂ】図１７Ａの放出動力学の特性を示す図である。
【図１８Ａ】所要の薬剤送出プロファイルを達成する、複数の有益な薬剤の層とバリア層
を例示する開口部の拡大断面図である。
【図１８Ｂ】薬剤の放出が始まる薬剤層の状態を示す図１８Ａの開口部の拡大断面図であ
る。
【図１８Ｃ】更に薬剤の放出が進んだ薬剤層の状態を示す図１８Ａの開口部の拡大断面図
である。
【図１９】複数の円柱状の有益な薬剤の層の開口部を例示する拡大断面図である。
【発明を実施するための形態】
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【００２２】
　　（好ましい実施形態の詳細な説明）
　図１および図２を参照すると、本発明の好ましい一実施形態による組織支持器具が、参
照番号１０で示されている。組織支持器具１０は、Ｓ字形の架橋要素１４によって接続さ
れた複数の円筒管１２を含む。架橋要素１４は、脈管構造の曲がりくねった経路内を通過
して展開部位に到達させるときには、組織支持器具を軸方向に曲げ、支持すべき管腔の曲
率に合致させるのに必要なときには、装置を曲げる。各円筒管１２は、円筒管の端面から
反対側の端面に向かって延びる、複数の軸方向スロット１６を備える。
【００２３】
　スロット１６の間には、軸方向ストラット（strut：支柱）１８と連結部２２の網状体
が形成されている。軸方向ストラット１８と連結部２２は、有益な薬剤を受け取り、送出
するための開口部を提供する。以下に説明する図９から１７において説明されるように、
有益な薬剤は、時間に関する薬剤の放出動力学に対する制御を提供する層あるいは他の構
成における開口部に装填される。
【００２４】
　個々の各ストラット１８が、各端部に１つ、応力／ひずみ集中化機構（feature)として
働く１対の縮小部分２０を通じて、構造の他の部分に連結されることが好ましい。ストラ
ットの縮小部分２０は、円筒形構造中でヒンジとして機能する。応力／ひずみ集中化機構
は、概ね延性材料の塑性変形範囲内に作用するように設計されるので、延性ヒンジ２０と
呼ばれる。延性ヒンジ２０の詳細な構造に関しては、米国特許第６，２４１，７６２号に
おいて開示されているので、こちらを参照されたい。
【００２５】
　図面および記述に関しては、いずれの機構の幅も、円筒の円周方向の寸法として定義す
る。いずれの機構の長さも、円筒の軸方向寸法として定義する。いずれの機構の厚さも、
円筒の壁厚として定義する。
【００２６】
　延性ヒンジ２０が存在するので、組織支持器具の他のすべての機構（feature)の幅、あ
るいはそのそれぞれの矩形慣性モーメントの円周方向に配向する成分が増大し、その結果
、これらの機構の強度および剛性が大きく増加する。最終結果として、弾性変形およびそ
の後の塑性変形が始まり、延性ヒンジ２０内に広がってから、装置の他の構造要素が著し
く弾性変形する。組織支持器具１０を拡張させるのに必要な力は、装置構造全体ではなく
、延性ヒンジ２０の幾何学形状に応じて決まるようになり、任意に、事実上いずれの材料
の壁厚に関しても、ヒンジ幾何学形状を変更することによって小さい拡張力を指定するこ
とができる。ストラット１８と連結部２２の幅および厚さを増加させる能力は、薬剤を受
ける開口部に関する付加的なエリアと深さを提供する。
【００２７】
　図１および図２の好ましい実施形態では、延性ヒンジ２０の間の個々のストラット１８
の幅を、所与の直径、かつその直径周りに配置されるストラットの所与の数に関して、幾
何学的に可能な最大幅まで増大させることが望ましい。ストラット幅に対する唯一の幾何
学的な制限は、スロット１６の実際的な最小幅が、レーザ加工のために、約０．０５０８
ｍｍ（０．００２インチ）になることである。ストラット１８の横剛性が、ストラット幅
の３乗で増加するので、ストラット幅の比較的小さい増加で、ストラット剛性が顕著に増
加する。延性ヒンジ２０を挿入し、ストラット幅を増大させると、最終的に、ストラット
１８がもはや柔軟性のある板バネとしては働かず、延性ヒンジ間の本質的に剛性の梁とし
て働く。円筒形の組織支持器具１０の径方向のすべての拡張または圧縮は、ヒンジ機構（
features）２０内の機械的なひずみによって調整され、非常に小さい全体的な径方向の拡
張または圧縮で、ヒンジ内の降伏が始まる。
【００２８】
　図１および２において図示された延性ヒンジ２０は、応力／ひずみ集中化機構として機
能する好ましい構造の一例である。他の多くの応力／ひずみ集中化機構の構成も、例えば
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米国特許第６,２４１，７６２号に示され記載されるように、本発明で延性ヒンジとして
使用することができる。応力／ひずみ集中化装置または延性ヒンジ２０の幾何学的な詳細
は、正確な機械的拡張特性を特定の用途に必要とされるように調整するために、大きく変
更することができる。
【００２９】
　組織支持器具の構成は、延性ヒンジを含む図１において図示されているが、この内容は
、ステントの開口部に有益な薬剤を含む設計上のバリエーションとして、米国特許出願番
号（U. S. Provisional Patent Application Serial No.）６０/３１４,３６０号（２０
０１年８月２０日出願）及び米国特許出願番号０９/９４８、９８７号（２００１年９月
７日出願）により示されている。有益な薬剤開口部を組込む本発明も、他の既知のステン
トの設計と共に使用することができる。
【００３０】
　図１から４において示すように、ストラット１８の中立軸に沿って、少なくとも１つ、
より好ましくは一連の貫通開口部２４が、レーザ・ドリルまたは当業者に公知の任意の他
の手段によって間隔をあけて形成されている。同様に、少なくとも１つ、好ましくは一連
の貫通開口部２６が、連結部２２内の選択した場所に形成されている。ストラット１８お
よび連結部２２の両方で貫通開口部２４および２６を使用することが好ましいが、ストラ
ットおよび連結部の一方だけに貫通開口部を形成できることは、当業者には明らかである
。開口部は架橋要素１４において形成してもよい。図１および２の実施形態において、開
口部２４、２６は本質的に円形であり、組織支持器具１０の幅方向に延びる円筒状の穴を
形成する。ただし、本発明の範囲から逸脱することなく、任意の幾何学形状または構成の
貫通開口部を当然使用できることは、当業者には明らかである。さらに、器具の厚さより
も浅い深さの開口部を使用するようにしてもよい。
【００３１】
　曲げの際のストラット１８の挙動は、Ｉ字形梁またはトラスの挙動に類似している。ス
トラット１８の外縁要素３２は、Ｉ字形梁フランジに相当し、引張りおよび圧縮応力を支
えており、ストラット１８の内部要素３４は、せん断力を支え、面の座屈および皺形成（
wrinkling）を妨げるのに役立つ、Ｉ字形梁のウェブに相当する。大部分の曲げ荷重がス
トラット１８の外縁要素３２によって支えられるので、可能な限り多くの材料を中立軸か
ら離して集中させると、ストラットの屈曲を妨げる最も有効な部分になる。結果として、
ストラットの強度および剛性に悪影響を及ぼすことなく、貫通開口部２４、２６を形成す
るように、材料をストラットの軸に沿って取り除くことが賢明である。このようにして形
成されるストラット１８および連結部２２がステント拡張時に本質的に剛性のままである
ので、貫通開口部２４、２６も変形しない。
【００３２】
　ストラット１８内の貫通開口部２４、２６は、内皮細胞の再生を促進することによって
、介入部位の治癒を促進する。ストラット１８に貫通開口部２４、２６を設けることによ
って、ストラットの断面が、前述のように、ストラットの強度および完全性を低下させる
ことなく効果的に縮小される。結果として、内皮細胞の再生を起こさなければならない全
体的な距離が、約０．０６３５～０．０８８９ｍｍ（約０．００２５～０．００３５イン
チ）まで短縮される。これは、従来のステントの厚さの約半分である。さらに、拡張可能
な医療器具の挿入時に、内皮層由来の細胞が、貫通開口部２４、２６によって管腔内壁か
ら擦り取られ、埋込み後にもそこに留まることがあると考えられている。したがって、こ
のような内皮細胞が存在すると、管腔の治癒のための基盤が提供される。
【００３３】
　また、貫通開口部２４、２６には、組織支持器具１０を展開させる管腔に搬送するため
の、薬剤、最も好ましくは有益な薬剤を装填することもできる。
【００３４】
　用語「薬剤」及びここで使用される「有益な薬剤」は、考えられる最も広義の解釈を意
図しており、任意の治療用薬剤または薬物、ならびにバリア層またはキャリア層のような
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不活性な薬剤と同様に使用される。用語「薬物」および「治療用薬剤」は、交換可能に使
用され、所望の効果、普通は有益な効果を生むように生物の体腔に搬送される、治療的に
活性な任意の物質を指す。本発明は、特に、例えばパクリタキセルやラパマイシン、その
相似体、あるいは、その派生物などの抗増殖性物質（抗再狭窄剤）、ならびに、例えばヘ
パリンなどの抗トロンビンなどの相似体、あるいは派生した化合物の搬送に良く適してい
る。
【００３５】
　本発明において使用される有益な薬剤は、次のものに例示されるように、すべての主要
治療分野にある治療用薬剤が含まれ、これだけに限るものではないが、抗豚増殖性腸炎剤
（antiproliferatives），抗血栓症剤（antithrombins），血小板凝集阻害薬（antiplate
let）、抗脂質剤（antilipid）、抗炎症性（anti-inflammatory）、angiogenic、ビタミ
ン（vitamins）、ACE抑制剤 （ACE inhibitors）、血管に作用する物質（vasoactive sub
stances）、抗有糸分裂薬（antimitotics）、メテロ-プロテイナーゼ抑制剤 （metello-p
roteinase inhibitors）、酸化窒素ドナー（NO donors）、エストラジオール （estradio
ls）、抗硬化症薬剤（anti-sclerosing agents）等の単独、あるは、その組み合わせのも
のが含まれる。
【００３６】
　有益な薬剤は、更に、生物的な物質で薬剤と同様の効果を有する分子量レベルの物資を
含むことができるが、以下の物資に限定されるものではない。ペプチド（peptides）、脂
質（ lipids）、蛋白質薬（protein drugs）、酵素（enzymes）、オリゴヌクレオチド（o
ligonucleotides）、リボザイム（ribozymes）、遺伝物質（genetic material）、クジラ
ドリ（prions）、ウィルス（virus）、バクテリア（bacteria）、内皮細胞（endothelial
 cells）、単球/マクロファージあるいは血管の平滑筋細胞等のような真核細胞（eucaryo
tic cells）等が含まれる。
　他の有益な薬剤を含めてもよく、微小球状体（microspheres）、微小気泡体（microbub
bles）、リポソーム（liposomes）、放射性同位体（radioactive isotopes）、あるいは
光か超音波のエネルギー、あるいは体系的に処理することができる循環分子によって活性
化された薬剤のような物理的な薬剤に制限されるものではない。
【００３７】
　図１および図２に示す本発明の実施形態は、ストラットおよび連結部の貫通開口部内の
有益な薬剤の展開を最適化するように、有限要素解析および他の技術を用いてさらに改良
することができる。基本的には、ストラット１８の比較的高い強度および剛度を延性ヒン
ジ２０に関して維持しながら、貫通開口部２４、２６の形状および場所を、空隙の容積を
最大にするように修正することができる。
【００３８】
　図３は、本発明の他の好ましい一実施形態を示しており、類似のコンポーネントを示す
のに類似の参照番号を用いた。組織支持器具１００は、Ｓ字形の架橋要素１４によって接
続された複数の円筒管１２を含む。各円筒管１２は、円筒管の端面から反対側の端面に向
かって延びる、複数の軸方向スロット１６を有する。スロット１６の間には、軸方向スト
ラット１８と連結部２２の網状体が形成されている。個々の各ストラット１８が、各端部
に１つ、応力／ひずみ集中化機構（feature）として働く１対の延性ヒンジ２０を通じて
、構造の他の部分に連結されている。各延性ヒンジ２０は、弧状表面２８と凹状切欠き表
面２９の間に形成されている。
【００３９】
　ストラット１８の中立軸に沿って、少なくとも１つ、より好ましくは一連の貫通開口部
２４’が、レーザ・ドリルまたは当業者に公知の任意の他の手段によって間隔をあけて形
成されている。同様に、少なくとも１つ、好ましくは一連の貫通開口部２６’が、連結部
２２内の選択した場所に形成されている。ストラット１８および連結部２２の両方で貫通
開口部２４’および２６’を使用することが好ましいが、ストラットおよび連結部の一方
だけに貫通開口部を形成できることを、当業者には明らかにすべきである。図示した実施
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形態では、ストラット１８内の貫通開口部２４’が概ね長方形で、連結部２２内の貫通開
口部２６’が多角形である。ただし、本発明の範囲から逸脱することなく、任意の幾何学
形状または構成の貫通開口部を当然使用でき、貫通開口部２４、２４’の形を、貫通開口
部２６、２６’の形と同じまたは異なるものにできることを、当業者には明らかにすべき
である。詳細に前述したように、貫通開口部２４’、２６’には、組織支持器具１００を
展開させる管腔に搬送するための、薬剤、最も好ましくは有益な薬剤を装填することがで
きる。
【００４０】
　前述の比較的大きい保護された貫通開口部２４、２４’、２６、２６’により、本発明
の拡張可能な医療器具が、例えば、蛋白質／酵素、抗体、アンチセンスのオリゴヌクレオ
チド（antisense oligonucleotides）、リボザイム、遺伝子／ベクター構造物、細胞（こ
れだけに限るものではないが、患者自身の内皮細胞の培養物を含む）など、より内的な大
分子あるいは遺伝子または細胞性薬剤を有する薬剤を搬送するのに特に適したものになる
。これらのタイプの薬剤の多くは、生分解性または脆弱性であり、貯蔵可能期間が非常に
短いか、または貯蔵可能期間がなく、使用時に調製しなければならず、あるいは他のいく
つかの理由から、ステントなどの搬送用器具に、製造時に事前に装填することができない
。本発明の拡張可能な器具の大きい貫通開口部は、使用時にこのような薬剤を装填するの
を容易にし、搬送および埋込みの際に薬剤が磨耗し押し出されるのを防ぐために、保護さ
れた領域または受容部を形成する。
【００４１】
　開口部の使用により送出することができる有益な薬剤の量は、同じステントに対する適
用範囲の比率で比較した場合、５ミクロンのコーティング量に対して約３～１０倍大きい
ものである。より大きな有益な薬剤の容量がいくつかの利点を提供することになる。より
大きな容量は各々独立した放出プロファイル（profiles）と共に、薬剤を送出するために
改善された効果によって、複数の薬剤を組み合わせ（multi-drug combinations）て送出
することを可能にする。さらに、より大きな容量は即効性のない薬を大量に提供し、かつ
内皮の層の薬効を抑制して治療するようにして、薬の不適当な副作用のない臨床の効能を
達成するように使用することを可能にする。
【００４２】
　貫通した開口部は有益な薬剤の混合物を運ぶ、露出した血管壁表面エリアを減少させる
。有益な薬剤開口部を備えた典型的な器具に関して、コートされた（coated）ステント表
面との比較により露出は、約６：１から８：１の範囲に減少することになる。送出された
有益な薬剤の量を増加させるとともに、薬剤を放出するための放出動力学のコントロール
を改善する一方、炎症をもたらすポリマー・キャリアーおよび他の薬剤が血管壁組織に露
出する状態を劇的に縮小する。
【００４３】
　図４は、複数の開口部２４’を有する１対の延性ヒンジ２０の間に配置された器具１０
０のストラット１８のうちの１つの拡大図を示す。図５は、図４に示す開口部２４’の１
つの断面を示す。図６は、有益な薬剤３６をストラット１８の貫通開口部２４’に装填し
たときの同じ断面を示す。図７に模式的に示すように、貫通開口部２４’および／また２
６’に有益な薬剤３６を装填した後、任意で、ステントの外部表面全体を有益な薬剤３８
の薄い層でコーティングすることができ、この有益な薬剤３８は、有益な薬剤３６と同じ
または異なるものにすることができる。さらに、本発明の他の変形した形態は、図８に示
すように、ステントの外向き表面を第１の有益な薬剤３８でコーティングし、ステントの
内向き表面を異なる有益な薬剤３９でコーティングするものである。ステントの内向き表
面は、少なくとも、拡張後に内腔経路を形成するステント表面によって画定される。ステ
ントの外向き表面は、少なくとも、拡張後に管腔の内壁に接触してそれを直接的に支持す
るステント表面によって画定される。内部の表面上においてコーティングされた有益な薬
剤３９は有益な薬剤３６が血管のルーメンへ進み、かつ血液循環において押し流されるの
を防ぐバリア層になる。
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【００４４】
　図９は、個別の層５０の開口部２４に１つまたは複数の有益な薬剤が装填された状態を
示す開口部２４の拡大断面図である。そのような複数の層を生成する１つの方法は、開口
部へ有益な薬剤、ポリマー・キャリアーおよび溶剤を含む溶液を与え、キャリアーにおい
て有益な薬剤の薄い固体層を作成するために溶剤を蒸発させる方法が挙げられる。また、
この方法のほか、有益な薬剤を送出する他の方法も層を作成するために使用することがで
きる。層を作成する他の方法によれば、薬剤がキャリアーために必要がなく、器具の構造
上実行可能ならば、有益な薬剤は開口部に単独で装填されるかもしれない。その後、各開
口部が部分的にあるいは完全に満たされるまで、上述のプロセスが繰り返えされる。
【００４５】
　典型的な実施形態では、開口部２４の深さの合計が約１２５ミクロンから約１４０ミク
ロンであり、典型的な層の厚さは約２ミクロンから約５０ミクロンであり、好ましくは約
１２ミクロンである。典型的な各層は、表面コーティングを施したステントの２倍の厚さ
を有する。典型的な開口部には、有益な薬剤の厚さの合計が典型的な表面コーティングに
比べて約２５～２８倍の厚さを有する、少なくとも２つ、好ましくは約１０～１２の層が
形成されることが好ましい。本発明の好ましい実施形態の１つによると、開口部は、少な
くとも、０．００３２ｍｍ２（５×１０－６平方インチ）、好ましくは、０．００４５ｍ
ｍ２（少なくとも７×１０－６平方インチ）の面積を有する。
【００４６】
　各層が独立して形成されるので、化学成分および薬物動態学の特性（pharmacokinetic 
properties）の各々を各層に与えることができる。上述の多数層の有用な配列は、以下に
記述するように形成される。多数層の各々は、１つまたは複数の同一または異なる特性の
薬剤を各層ごとに含んでもよい。層は固体でもよく、あるいは多孔性（porous）のもので
もよく、他の薬剤あるいは補形薬（excipients）で充填してもよい。
【００４７】
　図９は、最も単純な層として、均一で、有益な薬剤の分布が同質となっている同一の層
５０を含む層の配置を示す図である。もしキャリアー・ポリマーが生物分解性の材料で構
成されれば、キャリアーを含んでいる有益な薬剤の浸食が開口部の両方の面で同時に生じ
ることになり、また、有益な薬剤はキャリアーの浸食割合に対応する時間に対してほぼ線
形の割合で放出される。この線形あるいは一定の放出割合は０（ゼロ）オーダー送出プロ
ファイルと呼ばれる（zero order delivery profile）。生物分解性のキャリアーを組み
合わせて使用することは、ステントの半径方向の最外表面と器壁の組織との間に仮想的な
空間（virtual spaces）あるいは、空孔（voids）を生成することなく所要の時間内に有
益な薬剤を１００％放出することを保証する。貫通した開口部内において、生物分解性の
物質が削除される場合、開口部はストラットで覆われた器壁と血液循環との間で循環経路
（communication）を提供する。そのような循環経路は器具による治療を加速し、血管壁
に接するステントをより徹底的にロックする細胞および細胞外の構成要素の内へ適用され
ることを許容する。いくつかの貫通した開口部は有益な薬剤を装填し、他の貫通した開口
部は装填されないまま残されるかもしれない。薬剤を装填する開口部が有益な薬剤を分配
する一方で、薬剤の装填されていない穴（unloaded holes)は、適所へステントをロック
するために、細胞および細胞外の構成要素の内へ拡張して直接的に病巣へ働きかけをする
ことができる。
【００４８】
　表面コーティングを施したステントに貫通した開口部を形成して使用する完全な浸食（
erosion）の利点は、ステントによる治療に新しい可能性を開くものである。例えば、持
続的及び発作的である心房細動、持続的な心室頻脈、リエントラント（reentrant）と転
位（ectopic）を含む極度の心室頻脈、膿漏頻脈（sinus tachycardia）などの心臓の不整
脈（cardiac arrhythmias）の治療では、肺静脈やその他の重要な部位において、瘢痕組
織の形成で望まない電気信号が伝播することに対するバリアを作るために、マイクロ波や
、一般的に無線周波数アブレーション（radio-frequency ablation）と呼ばれる様々なエ
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ネルギー源を使用して組織をアブレート（ablate）するための数多くの技術が試みられて
いる。これらの技術は、正確にコントロールすることが困難であることが立証されている
。永久的に貫通した開口部、生物分解性キャリアー及びここで説明した関連技術を利用し
た治療に基づくステントは、本質的に細胞毒素の除去をする薬剤のいずれもが、血管壁の
組織に接して永久的に抜き取られないことを保証する一方で、心房細動の治療のために特
定のエリアに対して、化学的作用によるアブレーション用の薬剤を明確かつ正確に送出す
ることができる。
【００４９】
　他方では、特別の治療に対する目標が長期的な結果を提供することである場合、開口部
に装填される有益な薬剤は表面コーティングを施した器具に対対して等しく劇的な長所が
ある。この場合、有益な薬剤および非生物分解性のキャリアーを含む構成は、好ましくは
、以下に説明するような拡散障壁層と結合して、貫通した開口部に装填される。心臓の不
整脈の例を継続するために、肺静脈（pulmonary veins）あるいは他の重要な部位の心門
（ostia）の近くに、長期的に薬を導入することは望ましいかもしれない。非生物分解性
キャリアー・マトリックスを介した有益な薬剤の過渡的な拡散挙動は、以下の式により示
されるＦｉｃｋ’ｓの第２法則により一般に記述することができる。
【００５０】
【数１】

【００５１】
　ここで、Ｃは横断面ｘにおける有益な薬剤の濃度であり、ｘは表面コーティングの厚さ
、あるいは貫通した開口部の深さであり、Ｄは拡散係数でありそしてｔは時間である。バ
リア層のある貫通した開口部に関する偏微分方程式の解法は、非線形化された予測積分（
probability integral）あるいはガウスの誤差関数（Gaussian Error Function）の形式
を有することになり、関数の引数としては、数２式で示される項を含む。
【００５２】
【数２】

【００５３】
　与えられた治療のレベルを保持するための時間間隔を、表面コーティングの場合と貫通
した開口部の場合とで比較するために、コーティングの最も内側と開口部とでそれぞれ等
しい濃度を達成するのに要求される時間を比較するためにＦｉｃｋ’ｓの第２法則を使用
することができる。すなわち、ｘとｔの値は、誤差関数の引数の関係と等しく、数３式で
与えられる。
【００５４】
【数３】

【００５５】
　比較可能な濃度を達成する拡散比率（ratio of diffusion times）は、このように、深
さの比率の２乗として変化する。典型的なコーティング厚さが約５ミクロンである一方、
典型的な開口部深さは約１４０ミクロンであり、この比率の２乗は７８４となる。このこ
とは、貫通した開口部に関する治療の有効的な持続は、同じ構成をとる表面コーティング
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の場合に比べて貫通した開口部の場合、潜在的に３桁のオーダーで大きいことを意味する
。薬剤の放出プロファイル（release profiles）の固有の非線形性は、貫通した開口部の
場合、以下に説明するように貫通した開口部内の有益な薬剤の濃度を変えることによって
、部分的に補償することができるが、薄い表面コーティングの場合はできない。有益な薬
剤の送出を持続することに関する大きな利点に加えて、貫通した開口部は、有益な薬剤の
送出量として３～１０倍の量の薬剤を持続した治療において患部に供給することを可能に
するという、決定的な利点があることは想起される。上述の拡散例は、固体状態の輸送メ
カニズムのより広い特性である、深さと拡散時間の一般的な関係を示すものである。
　拡張した器具の表面に面するルーメン（lumen）として知られている放射状の方向の最
も内側である、内向きの表面に放出される有益な薬剤は、急速に血流によって目標とされ
たエリアから運び去られるかもしれない。そのような状況では装填した薬剤の合計の半分
まで、血流によって運び去られることにより治療の効果は得られないことになる。恐らく
、これは図９の貫通した開口部の器具と同様にすべての表面コーティングを施したステン
トにあてはまることであろう。
【００５６】
　図１０は、層（layer)の内側表面が、円筒状の器具の内向きに面する表面（inwardly f
acing surface）５４と略共同平面（co-planar）であるような貫通開口部２４に、第１層
５２が装填される器具を示す。第１層５２は、血管ルーメン（vessel lumen）に向かう内
向きに面する方向に次の層の生物分解（biodegradation)を妨げたり、または遅らせたり
、および/または、その方向に有益な薬剤が拡散することを妨げたり、または遅らせたり
するバリア部材と呼ばれる部材を有する。その後、他の層の生物分解あるいは有益な薬剤
の拡散は、目標とされた血管壁組織と接触する器具の外向きに面する表面５６の方向にの
み進むことができる。バリア層５２は、さらに有益な薬剤の内側の層の水和（hydration
）を防ぎ、かつそのような層が吸湿性の材料から作られる場合、内側の層の膨潤を防ぐた
めに機能することができる。バリア層５２は更に、他の層における生物分解性の部材より
遥かに遅い速さで分解する生物分解性の部材を含むことも可能であり、その結果、開口部
内は完全にクリアされる。従って、貫通した開口部の最も内向きに面する表面にバリア層
５２を設けることは、血管壁内の目標アリアに対して有益な薬剤の全てを送出することを
保証するものである。開口部の無い表面コーティングを施した内向きの面にバリア層を設
けたとしても、同一の効果を得ることはできない点に注目するべきである。そのようなコ
ーティングにおいては有益な薬剤が、外部表面上の目標エリアに金属ステントを介して移
動することができないために、治療の効果も無く、器具の内径において閉じ込められたま
ま残ることになる。
【００５７】
　バリア層は更に精巧な方法で有益な薬剤の放出動力学をコントロールするために使用す
ることができる。前もって決められた分解時間（pre-determined degradation time）を
伴うバリア層５２は、両面から急速な生物分解に対する下地層（underlying layers）を
露出することにより、予め決められた時間において有益な薬剤による治療を確実に終了さ
せるために使用することができる。バリア層を分離した有益な薬剤は、体系的に適用され
る作用物（agent）によって活性化されるために特定される。そのように体系的に適用さ
れる作用物は、バリア層の孔隙率（ porosity）を変更し、および/またはバリア層あるい
は有益な薬剤のキャリア容積の生物分解の割合を変更することができる。各場合において
、有益な薬剤の放出は、体系的に適用される作用物の送出において、内科的により活性化
され得るものである。内科的により活性化される治療法の更なる一実施形態は、ミクロの
泡の中で、カプセルに入れられ、器具の開口部に装填された有益な薬剤を利用するもので
ある。貯蔵部（reservoirs）の外形に面する表面に対して拡散するために有益な薬剤を放
出して、所要の時間に泡を崩壊させるために身体の外部からの超音波のエネルギーを負荷
する方法が使用できるかもしれない。これらの活性化技術は、選択可能な時間で活発化さ
せ、および/または終了させる所要の薬剤放出プロファイルを達成するために、ここに記
述された放出動力学コントロール技術と共に使用することができる。
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【００５８】
　図１１Ａは、生物分解性のキャリアー材において、有益な薬剤の層５０が貫通した開口
部に設けられている層の配置を示す図であり、有益な薬剤の層５０は、活性な薬剤の装填
無しで、生物分解性のキャリアー材の層５８と単独で交互に配置され、そして、バリア層
５２は内向きの面の表面に設けられている。図１１Ｂの放出動力学の特性を示すグラフに
おいて示されるように、そのような配置は、段階的あるいは脈動的に変化する３つのプロ
グラム可能な送出プロファイルを示す。活性的な薬剤のないキャリアー材層の使用は、増
強された効能ために細胞（cell）の生化学のプロセスを伴う薬物の放出と同期する可能性
を与える。
【００５９】
　あるいは、図１２において示されるように、異なる層は、異なる時間で異なる有益な薬
剤を放出するための能力が生成されている、異なる有益な薬剤により構成され得る。例え
ば、図１２において、反血栓症（anti-thrombotic）の薬剤の層６０は、ステントの内向
きに面する表面に配置することができ、この層に続きバリア層５２と、抗増殖性物質の層
（antiproliferatives ）６２および抗炎症性の層（antiinflamatories） ６４の各層が
交互に配置される。この構成は、血管壁に対する抗炎症性（antiinflammatory）の薬剤に
ついてプログラムされた特性の変化を伴いつつ、ちりばめられた抗増殖性物質の緩やかな
放出を同時に提供する一方で、血流に抗血栓症（anti-thrombotic）の薬剤の初期的な放
出を提供することができる。これらの層の構成は、身体の様々な自然治癒プロセスで調整
された特定の時間で送出した薬剤の起爆（bursts）を達成するように設計することができ
る。
【００６０】
　更なる構成例は図１３に示される。ここで、同一の有益な薬剤の濃度は、任意の形状の
放出プロファイルを生成する能力を作り出すために層ごとに変えられる。外向きに面する
面５６からの距離の増加に伴い、層６６内で薬剤の濃度を次第に増加させることは、例え
ば、放出レートを次第に増加させる放出プロファイルを生成することになり、そのような
プロファイルは薄い表面コーティングを施すことで生成することは不可能である。
【００６１】
　有益な薬剤放出動力学をコントロールする他の一般的な方法は、時間の関数として薬剤
溶出源（drug elution sources）の表面積を変更することにより、有益な薬剤の流出を変
更することである。これは、瞬間的に発生する分子の流れが表面積に対して比例する関係
を示す、数４式のＦｉｃｋの第１法則に従うものである。
【００６２】
【数４】

【００６３】
　ここで、δＮ/δｔは、単位時間あたりの分子の数であり、Ａは瞬間的に溶出する薬剤
の表面積であり、Ｄは拡散係数であり、また、Ｃは濃度である。表面コーティングされた
ステントにおいて、薬剤が溶出する表面積は単にステント自体の表面積である。この表面
積は固定的なものなので、表面コーティングを施した器具に対して、放出動力学をコント
ロールするこの方法は利用できない。しかしながら、貫通した開口部は、時間の関数とし
て表面積を変化させるためのいくつかの可能性を提供する。
　図１４の実施形態では、有益な薬剤が、微小球状体（ミクロスフェア：microspheres）
、粒子あるいはその他同種のものの形により開口部２４に設けられている。これらの粒子
を含んでいる個々の層７０を生成することができ、更に、粒子のサイズは、各層ごとに変
えることができる。与えられた層のボリュームに関しては、より小さな粒子サイズが、そ
の層内の粒子表面積の合計を増加させ、各層ごとに有益な薬剤の表面積の合計を変化させ
る効果を有する。薬剤の分子の流出が表面積に比例するので、薬剤の流出の合計は粒子サ
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イズの変化によって調整され、ネット効果（net effect）は、層内において変化する粒子
サイズの変化により放出動力学を制御する。
【００６４】
　時間の関数として薬剤が溶出する表面積を変えるためのもう一つの方法は、開口部の軸
に沿って薬を運ぶ要素の形状または横断面の面積を変更することである。図１５Ａが示す
開口部７０は、ステント自体の部材が円錐形にカットされている。上述の方法で説明した
ように、開口部７０は、層内に有益な薬剤７２を充填することができる。この実施形態で
は、有益な薬剤７２が循環する血流へ進むのを防ぐために、バリア層７４が、開口部７０
の内向きの面に提供される。この例では、薬剤の溶出する表面積Ａｔは、生物分解性のキ
ャリアー部材が浸蝕するように連続的に縮小し(図１５Ａから図１５Ｂまで)し、図１５Ｃ
のような溶出パターンを与える。
【００６５】
　図１６Ａは、単純な円筒状の貫通開口部８０に有益な薬剤の円錐８２を逆に挿入した状
態を示す。ここで、貫通した開口部８０内で薬剤が充填されない残りの部分は、分解レー
トのより遅い生物分解性の物質８４あるいは非生物分解性の物質により円錐の後方（back
）が充填され、貫通開口部の内向きの面はバリア層８６でシールされる。この技術は、先
に説明した例に対して反対の特性を提供することになる。薬剤の溶出する表面積Ａｔは図
１６Ａと図１６Ｂとの間で時間とともに連続的に増加し、図１６Ｃのような溶出パターン
を与える。
【００６６】
　図１５Ａの開口部７０の横断面の変化と図１６Ａの非生物分解性の後方充填（backfill
ing）技術は、所要の放出プロファイル（desired release profiles）を達成するために
、図９～図１４の階層状の薬剤に関する実施形態のうちのいずれかと結合するかもしれな
い。例えば、図１５Ａの実施形態は、より正確に所要のプロファイルを放出カーブに合わ
せるために、図１３の薬剤濃度層の変化を用いることができるかもしれない。
【００６７】
　特別な形状に対する有益な薬剤プラグ（plug）８２を作り、貫通した開口部に挿入し、
そして、第２の部材で後方充填するプロセスは、より複雑な放出動力学による薬剤の放出
を可能にする。図１７Ａは、球状の有益な薬剤プラグ９２が挿入された、貫通した開口部
９０を示す。球体による生物分解（biodegradation）は、図１７Ｂにあるように、深さの
シヌソイド関数（sinusoidal function）により横断面の表面積は変化し、時間に関する
概略的なシヌソイド関数である流出密度（flux density）を生成する。他のプロファイル
によるその他の結果は当然に可能性のあるものであるが、一定の面積を薄く表面コーティ
ングするステントでは、これらの複雑なプロファイル特性を生成することができない。
【００６８】
　図１８Ａ～図１８Ｃの代替的な実施形態は、図１６Ｃの増加する薬剤解放プロファイル
を達成するために開口９６を有するバリア層５２’を使用する。図１８Ａに示すように、
開口部２４は内側のバリア層５２と図１０の実施形態における多数の有益な薬剤層５０を
提供し、付加的な外側のバリア層５２’には、血管壁に薬剤を送出するために、小さな穴
９６が設けられている。図１８Ｂ及び図１８Ｃに示すように、有益な薬剤を含んでいる層
５０は時間とともに半球のパターンに変化（degrade）し、その結果、薬剤を送出するた
めの表面積が増加し、薬剤の放出プロファイルが増加する。
【００６９】
　図１９は、組織支持器具内の開口部に有益な薬剤の円筒状の層が充填されている状態を
示す代替的な実施形態を例示する。図１９の器具を形成する一つの方法によると、器具の
全体は有益な薬剤に続く層１００、１０２、１０４、１０６で覆われる。器具の内側の表
面５４と外表面５６とは開口部の中の有益な薬剤の円筒状の層を残して、これら表面上の
有益な薬剤を除去するために取り除かれる。この実施形態においては、コーティング層が
配された後、組織支持器具の外表面５６と内表面５４の間の連絡を許容する中央の開口部
が残る。
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【００７０】
　図１９の実施形態においては、円筒状の層は連続して侵食されることになる。これは、
異なる有益な薬剤の脈動送出（pulsatile delivery）、有益な薬剤の異なる濃度の送出、
あるいは、同一薬剤の送出のために使用することが可能である。図１９に示すように、円
筒状の層１００、１０２、１０４、１０６の端部が露出される。これは露出した層の侵食
の間に、下地層（underlying layers）の低いレベルの侵食に起因するものである。代わ
りに、この低いレベルの連続的な侵食を防ぐために、バリア層で円筒状の層の端部が覆わ
れるかもしれない。円筒状の層の侵食割合は、層の表面を形成する輪郭によって更に制御
できるかもしれない。例えば、均一な表面積、すなわち半径方向の内側の層と外側の層の
間で均一な侵食割合（uniform erosion rate）を提供するために、その半径方向の内側の
層には、リブや星型のパターン（ribbed or star-shaped pattern ）が設けられるかもし
れない。侵食割合をコントロールするための補足的な変数（additional variable）を提
供するために、層の表面の輪郭が他の実施形態において使用されてもよい。
【００７１】
　本発明について、その好ましい実施形態に即して詳細に説明したが、本発明から逸脱す
ることなく、様々な変更および修正を実施でき、同等物を採用できることが、当業者には
明らかであろう。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１Ａ】

【図１１Ｂ】

【図１２】
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【図１３】

【図１４】

【図１５Ａ】

【図１５Ｂ】

【図１５Ｃ】

【図１６Ａ】

【図１６Ｂ】

【図１６Ｃ】

【図１７Ａ】

【図１７Ｂ】

【図１８Ａ】
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【図１８Ｂ】

【図１８Ｃ】
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