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(57)【要約】
　よじれ耐性を有する自己封止血管移植片が記載されて
いる。血管移植片は、いくつかの材料層を含むことがで
きる自己封止領域を有する、ＰＴＦＥであってもよい基
体を備えている。血管移植片の中心部は、移植片の締付
の後によじれ耐性を与えるために、周囲の自己封止領域
とは異なるように構成することができる。また、一端部
または両端部に取り付けられたフレア状カフを備えた移
植片が記載されており、取付または遷移領域は補強ビー
ドを備えている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　近接端部、遠位端部、および近接端部と遠位端部の間に位置決めされた中心部を含むほ
ぼ管状のｅＰＴＦＥ基体であって、近接端部、中心部、および遠位端部の少なくとも１つ
が自己封止領域を含んでいる基体と、
　中心部の少なくとも一部に沿ってｅＰＴＦＥ基体の表面に連続している第１のビードと
を備えている、自己封止血管移植片。
【請求項２】
　中心部が、約５ｃｍから約１２ｃｍまでの範囲内の長さを有する、請求項１に記載の血
管移植片。
【請求項３】
　封止剤層が、約１０ミクロンから３００ミクロンの範囲内の厚さを有する、請求項１か
ら２のいずれかに記載の血管移植片。
【請求項４】
　ビードが、表面の周りで螺旋状に位置決めされている、請求項１から３のいずれかに記
載の血管移植片。
【請求項５】
　螺旋状に位置決めされたビードの隣接する巻線間の間隙が、約１ｍｍから約２ｍｍの範
囲内である、請求項４に記載の血管移植片。
【請求項６】
　近接端部、遠位端部および中心部が、発泡体層を画定するポリウレタンマトリックス層
を含んでいる、請求項１から５のいずれかに記載の血管移植片。
【請求項７】
　近接部および中心部の一方が第２のビードを備え、第１のビードがｅＰＴＦＥ基体に連
続している部分を備えている、請求項１から６のいずれかに記載の血管移植片。
【請求項８】
　第１および第２のビードの少なくとも一方が、基本的に硫酸バリウム、次炭酸ビスマス
、三酸化ビスマス、タングステン、またはタンタル、およびその組み合わせからなる群か
ら選択された放射線不透過性材料を含んでいる、請求項７に記載の血管移植片。
【請求項９】
　第１のビードが第１の断面積を備えており、第２のビードが第１の断面積と異なる第２
の断面積を備えている、請求項７に記載の血管移植片。
【請求項１０】
　第２の断面積が第１の断面積より小さい、請求項８に記載の移植片。
【請求項１１】
　第１および第２のビードの少なくとも一方が、基本的に形状記憶材料、超弾性金属、ス
テンレス鋼、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ＰＴＦＥ、またはｅＰＴＦＥ、お
よびその組み合わせからなる群から選択された材料を含んでいる、請求項１から１０のい
ずれかに記載の血管移植片。
【請求項１２】
　近接端部、遠位端部、および中心部が外側ｅＰＴＦＥ部材を備えている、請求項１から
１１のいずれかに記載の血管移植片。
【請求項１３】
　遠位および近接端部の一方が、外側ｅＰＴＦＥ部材の少なくとも一部を囲んでいる別の
ｅＰＴＦＥ部材を備えている、請求項１２に記載の移植片。
【請求項１４】
　ｅＰＴＦＥ基体、発泡体層、および外側ｅＰＴＦＥ部材の少なくとも１つが、基本的に
硫酸バリウム、次炭酸ビスマス、三酸化ビスマス、タングステン、またはタンタル、およ
びその組み合わせからなる群から選択された放射線不透過性材料を含んでいる、請求項１
から１３のいずれかに記載の血管移植片。
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【請求項１５】
　長手軸を画定するほぼ管状のｅＰＴＦＥ基体と、
　ｅＰＴＦＥ基体周りに配置されたポリウレタンマトリックス層と、
　ポリウレタンマトリックス内に配置された第１のビードとを備えている、血管移植片。
【請求項１６】
　第１のビードが、ｅＰＴＦＥ基体の周りで螺旋状に位置決めされている、請求項１５に
記載の血管移植片。
【請求項１７】
　螺旋状に位置決めされたビードの隣接する巻線間の間隙が、約１ｍｍから約２ｍｍの範
囲内である、請求項１６に記載の血管移植片。
【請求項１８】
　さらに第２のビードを備えている、請求項１５から１７のいずれかに記載の血管移植片
。
【請求項１９】
　第１および第２のビードの少なくとも一方が、基本的に硫酸バリウム、次炭酸ビスマス
、三酸化ビスマス、タングステン、またはタンタル、およびその組み合わせからなる群か
ら選択された放射線不透過性材料を含んでいる、請求項１８に記載の血管移植片。
【請求項２０】
　第１のビードが第１の断面積を備えており、第２のビードが第１の断面積と異なる第２
の断面積を備えている、請求項１８に記載の血管移植片。
【請求項２１】
　第２の断面積が第１の断面積より小さい、請求項２０に記載の移植片。
【請求項２２】
　第１および第２のビードの少なくとも一方が、基本的に形状記憶材料、超弾性金属、ス
テンレス鋼、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ＰＴＦＥ、またはｅＰＴＦＥ、お
よびその組み合わせからなる群から選択された材料を含んでいる、請求項１５から２１の
いずれかに記載の血管移植片。
【請求項２３】
　ｅＰＴＦＥ基体およびポリウレタンマトリックスの少なくとも一方が、基本的に硫酸バ
リウム、次炭酸ビスマス、三酸化ビスマス、タングステン、またはタンタル、およびその
組み合わせからなる群から選択された放射線不透過性材料を含んでいる、請求項１５から
２２のいずれかに記載の血管移植片。
【請求項２４】
　近接端部、遠位端部、および近接端部と遠位端部の間に位置決めされた中心部を含むほ
ぼ管状のｅＰＴＦＥ基体を提供するステップと、
　第１のビードを中心部の少なくとも一部に沿ってｅＰＴＦＥ基体の表面に結合させるス
テップとを含む、よじれ耐性血管移植片を作るための方法。
【請求項２５】
　第１のビードが、基本的に硫酸バリウム、次炭酸ビスマス、三酸化ビスマス、タングス
テン、またはタンタル、およびその組み合わせからなる群から選択された放射線不透過性
材料を含んでいる、請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　第１のビードが、基本的に形状記憶材料、超弾性金属、ステンレス鋼、ポリエステル、
ナイロン、ポリウレタン、ＰＴＦＥ、またはｅＰＴＦＥ、およびその組み合わせからなる
群から選択された材料を含んでいる、請求項２４から２５のいずれかに記載の方法。
【請求項２７】
　結合させるステップが、ビードをｅＰＴＦＥ基体に接触させる前に、ＴＨＦを含む溶液
を通して第１のビードを移動させるステップを含んでいる、請求項２４から２６のいずれ
かに記載の方法。
【請求項２８】
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　結合させるステップが、張力を加えてビードを螺旋状に包むステップを含んでいる、請
求項２４から２７に記載の方法。
【請求項２９】
　さらに、近接端部、遠位端部および中心部の少なくとも一部の上に第１の高分子発泡体
層を配置するステップを含んでいる、請求項２４から２８のいずれかに記載の方法。
【請求項３０】
　さらに、近接端部および遠位端部内でｅＰＴＦＥ基体の周りに第２のビードを位置決め
するステップを含んでいる、請求項２９に記載の方法。
【請求項３１】
　さらに、血管移植片の全体の壁面厚さが約１ｍｍから約２ｍｍまでの範囲内であるよう
に、第１の高分子発泡体層の上に第２の高分子発泡体層を配置するステップを含んでいる
、請求項２９から３０のいずれかに記載の方法。
【請求項３２】
　配置するステップが、第１および第２の高分子発泡体層の一方内にビードの一部を配置
するステップを含んでいる、請求項３１に記載の方法。
【請求項３３】
　さらに、テープの隣接する巻線の縁部が重なるように、第２の高分子発泡体層の上で高
分子テープを螺旋状に包むステップを含んでいる、請求項３２に記載の方法。
【請求項３４】
　さらに、高分子テープ周りで第３のビードを包むステップと、第３のビードを第２のほ
ぼ管状のｅＰＴＦＥ部材で覆うステップとを含んでいる、請求項３３に記載の方法。
【請求項３５】
　高分子テープがｅＰＴＦＥを含んでおり、テープを螺旋状に包むステップがテープにＴ
ＨＦを塗布するステップを含んでいる、請求項３３に記載の方法。
【請求項３６】
　高分子テープがｅＰＴＦＥを含んでおり、テープを螺旋状に包むステップがテープに張
力を加えるステップを含んでいる、請求項３３から３５のいずれかに記載の方法。
【請求項３７】
　さらに、ｅＰＴＦＥ基体、第１の高分子発泡体層、および第２の高分子発泡体層の少な
くとも１つに１つまたは複数の生体活性剤を組み込むステップを含んでいる、請求項２４
から３６のいずれかに記載の方法。
【請求項３８】
　さらに、フレア状の血管カフを基体の端部に結合させるステップを含んでいる、請求項
２４から３７のいずれかに記載の方法。
【請求項３９】
　ほぼ管状のｅＰＴＦＥ基体と、
　その第１と第２の端部の間でほぼ管状の基体の長さに沿って延びており、封止剤層およ
び発泡体層の少なくとも一方を含む自己封止領域と、
　自己封止領域の少なくとも一部に位置決めされた外側ｅＰＴＦＥ部材と、
　自己封止領域に隣接した第１の端部で基体上に位置決めされた第１のビードであって、
外側ｅＰＴＦＥ部材が第１のビードの少なくとも一部の上に延びている第１のビードと、
　自己封止領域に隣接した第１の端部で外側ｅＰＴＦＥ部材の上に位置決めされた第２の
ビードと、
　第１および第２のビードの少なくとも一部に位置決めされた近接端を有するフレア状の
血管カフとを備えた、自己封止血管カフ移植片。
【請求項４０】
　第１のビードが基体の外側表面と接触する、請求項３９に記載の自己封止血管カフ移植
片。
【請求項４１】
　第１のビードが基体の周りで螺旋状に包まれている、請求項３９から４０のいずれかに
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記載の自己封止血管カフ移植片。
【請求項４２】
　第２のビードが、外側ｅＰＴＦＥ部材の周りで螺旋状に包まれている、請求項３９から
４１のいずれかに記載の自己封止血管カフ移植片。
【請求項４３】
　第２のビードの各巻線が、第１のビードの隣接する巻線の間に位置決めされている、請
求項４１から４２のいずれかに記載の自己封止血管カフ移植片。
【請求項４４】
　第１および第２のビードの少なくとも一方が、第１の端部の長さに沿って間隔を置いて
配置された複数のリングを備えている、請求項３９から４０のいずれかに記載の自己封止
血管カフ移植片。
【請求項４５】
　隣接するビード巻線またはリングが、約１．２ｍｍから約２．８ｍｍの範囲内の距離で
互いに離れている、請求項３９から４４のいずれかに記載の自己封止血管カフ移植片。
【請求項４６】
　第２のビードが、約０．５ｃｍから約１．５ｃｍの範囲内の長さだけ延びている、請求
項３９から４５のいずれかに記載の自己封止血管カフ移植片。
【請求項４７】
　第１および第２のビードが円形断面積を有する、請求項３９から４６のいずれかに記載
の自己封止血管カフ移植片。
【請求項４８】
　第１および第２のビードの断面積はほぼ同じである、請求項３９から４７のいずれかに
記載の自己封止血管カフ移植片。
【請求項４９】
　自己封止領域が、第１および第２のビードの両方より大きな断面積を有する第３のビー
ドを備えている、請求項３９から４８のいずれかに記載の自己封止血管カフ移植片。
【請求項５０】
　ｅＰＴＦＥ部材がある長さのｅＰＴＦＥテープを含んでいる、請求項３９から４９のい
ずれかに記載の自己封止血管カフ移植片。
【請求項５１】
　自己封止領域が、第１の発泡体層および第２の発泡体層を備えている、請求項３９から
５０のいずれかに記載の自己封止血管カフ移植片。
【請求項５２】
　第３のビードが第１および第２の発泡体層の両方と接触する、請求項５１のいずれかに
記載の自己封止血管カフ移植片。
【請求項５３】
　長手軸周りに第１の断面積を有するｅＰＴＦＥ基体の遠位部を通して延びている長手軸
を画定するほぼ管状のｅＰＴＦＥ基体と、
　ｅＰＴＦＥ基体が基体の遠位部を約２０ミリ以下の直径を有するほぼ円形のピンに接触
させるように湾曲しているので、ｅＰＴＦＥは第２の断面積が円形のピンの外側表面から
約２０ミリに配置されている場合に、第１の断面積の少なくとも約５０％のｅＰＴＦＥ基
体の第２の断面積を含んでいるように、ｅＰＴＦＥ基体の周りに配置されたエラストマー
部材とを備えた、血管移植片。
【請求項５４】
　第２の断面積が、第１の断面積の約６６％である、請求項５３に記載の血管移植片。
【請求項５５】
　エラストマー部材がポリウレタン材料を含んでいる、請求項５４に記載の血管移植片。
【請求項５６】
　その第１と第２の端部の間でほぼ管状の基体の長さに沿って延びている自己封止領域を
含むほぼ管状のｅＰＴＦＥ基体を提供するステップと、
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　自己封止領域に隣接した第１の端部で基体上に第１のビードを位置決めするステップと
、
　自己封止領域および第１のビードの少なくとも一部の上に外側ｅＰＴＦＥ部材を配置す
るステップと、
　自己封止領域に隣接した第１の端部で外側ｅＰＴＦＥ部材の上に第２のビードを位置決
めするステップと、
　第１および第２のビードの少なくとも一部の上で基体にフレア状の管状カフを取り付け
るステップとを含んでいる、自己封止血管カフ移植片を作るための方法。
【請求項５７】
　第１のビードを位置決めするステップは、ビードが基体の外側表面に接触するようにビ
ードを螺旋状に包むステップを含んでいる、請求項５６に記載の方法。
【請求項５８】
　第２のビードを位置決めするステップが、外側ｅＰＴＦＥ部材の周りでビードを螺旋状
に包むステップを含んでいる、請求項５６から５７のいずれかに記載の方法。
【請求項５９】
　第２のビードを位置決めするステップが、第１のビードの隣接する巻線の間に第２のビ
ードの各巻線を位置決めするステップを含んでいる、請求項５６から５８のいずれかに記
載の方法。
【請求項６０】
　第１および第２のビードを位置決めするステップが、約１．２ｍｍから約２．８ｍｍの
範囲内の距離で隣接するビード巻線を互いに離すステップを含んでいる、請求項５６から
５９のいずれかに記載の方法。
【請求項６１】
　第２のビードを位置決めするステップが、約０．５ｃｍから約１．５ｃｍの範囲内の長
さにわたって第２のビードを延ばすステップを含んでいる、請求項５６から６０のいずれ
かに記載の方法。
【請求項６２】
　外側ｅＰＴＦＥ部材がある長さのｅＰＴＦＥテープを含んでおり、ｅＰＴＦＥテープを
配置するステップがｅＰＴＦＥテープを溶剤に接触させるステップを含んでいる、請求項
５６から６１のいずれかに記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２００５年８月３０日出願の国際特許出願第ＰＣＴ／ＵＳ０５／３１１８６
号の一部継続出願であり、米国特許法第１１９条（ｅ）に基づき、２００５年６月１７日
出願の米国仮特許出願第６０／６９２，１７２号の優先権を主張するものであり、それぞ
れ本明細書に全体が記載されているように参照として本出願に援用する。
【背景技術】
【０００２】
　低下した腎機能または腎不全に苦しむ患者はしばしば、血液透析治療を行なわなければ
ならない。透析中、血液は患者から引き抜かれ、血液透析機械を通して循環される。機械
は有毒な排泄物を取り除き、浄化した血液を患者に戻す。普通、透析治療は腎臓移植手術
が行なわれない限り、患者の人生の期間にわたって１週間に３回行なわれる。血液透析治
療を上手く行なうためには、血液は約３～４時間の間、１５０から６００ｍｌ／分以上の
流量で血液透析機械を通して循環させなければならない。静脈系からの血流は、所要の流
量を満たすのには不適当であると考えられ、大動脈の繰返しの穿刺は実行可能ではない。
したがって、血液透析機械に血流アクセスを提供するために、元々の瘻孔がしばしば作り
出される。
【０００３】
　元々の瘻孔が血液透析に利用可能ではない、または使用することができない場合、普通
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は拡張ポリテトラフルオロエチレン（ｅＰＴＦＥ）管でできている血管移植片は、動脈と
静脈の間に外科的に定置される（ｅＰＴＦＥ　ＡＶ移植片）。この処置は、前腕内のより
伝統的な主要な元々の瘻孔の構成を支持する血管を有していない患者に特に有用である。
押出成形されたｅＰＴＦＥ　ＡＶ移植片は、ｅＰＴＦＥ移植片に与えられた結節および原
線維を特徴とする独自のミクロ構造を含むいくつかの理由により、織られた、接合された
、編み込まれた、あるいは形成された織物ＡＶ移植片の上で好ましく、それによって血液
が流れることができる流体密導管を同時に提供しながら組織の内部成長を簡単にし、必要
な強度特徴を維持しながら比較的薄い壁面を備えた移植片を提供することができることを
容易にする。
【０００４】
　拡張ポリテトラフルオロエチレンＡＶ移植片は、少なくとも部分的に（ポリウレタンな
ど）他の材料を凌ぐｅＰＴＦＥ材料の血液適合性の利点により、ＡＶブリッジ瘻孔などの
血液透析治療に幅広く使用される。しかし、ｅＰＴＦＥ　ＡＶ移植片を使用する際の１つ
の潜在的な欠点は、約１４日間の着床後まで、血液透析のために血液を抜き取るために安
全に使用することができないということである。これは、穿刺の際に自己封止することが
できない、ｅＰＴＦＥの非エラストマー性によるものであると考えられる。したがって、
しばらくの間、他の透析手段を利用しなければならない（例えば、血液透析カテーテルな
ど）。１４日間の後、普通は封止剤層として働くようにｅＰＴＦＥ表面内への十分な組織
内部成長があり、したがって、移植片は透析針の除去によって作り出された穿刺外傷を封
止することができる。しかし、このような封止は圧力および止血の組み合わせが必要であ
り、このような処置中に存在する多くの変数（透析技術者／看護師の技術レベル、手術条
件など）による不均一性に役に立たない。したがって、止血およびこれに付随する変数に
左右されず、追加の透析方法を利用する必要がないように移植の際にすぐに封止するｅＰ
ＴＦＥ血管移植片用の封止機構を有することが好ましい。
【０００５】
　したがって、エラストマー封止剤の層をｅＰＴＦＥ、および複合構造上に定置すること
などの様々な封止技術が、ｅＰＴＦＥ　ＡＶ移植片に迅速な自己封止性状を提供するため
に示されているまたは記載されている。様々なタイプのエラストマー封止剤、ｅＰＴＦＥ
移植片、自己封止移植片、および複合移植片の例としては、それぞれを本明細書に全体が
記載されているように参照として援用する以下の米国特許および出願公開に開示されたも
のが挙げられる。米国再発行特許第３１，６１８号、同４，６０４，７６２号；同４，６
１９，６４１号；同４，７３１，０７３号；同４，７３９，０１３号；同４，７４３，２
５２号；同４，８１０，７４９号；同４，８１６，３３９号；同４，８５７，０６９号；
同４，９５５，８９９号；同５，０２４，６７１号；同５，０６１，２７６号；同５，１
１６，３６０号；同５，１３３，７４２号；同５，１５２，７８２号；同５，１９２，３
１０号；同５，２２９，４３１号；同５，３５４，３２９号；同５，４５３，２３５号；
同５，５２７，３５３号；同５，５５６，４２６号；同５，６０７，４７８号；同５，６
０９，６２４号；同５，６２０，７６３号；同５，６２８，７８２号；同５，６４１，３
７３号；同５，６６５，１１４号；同５，７００，２８７号；同５，７１６，３９５号；
同５，７１６，６６０号；同５，８００，５１０号；同５，８００，５１２号；同５，８
２４，０５０号；同５，８４０，２４０号；同５，８４３，１７３号；同５，８５１，２
２９号；同５，８５１，２３０号；同５，８６６，２１７号；同５，８９７，５８７号；
同５，９０４，９６７号；同５，９１０，１６８号；同５，９３１，８６５号；同５，９
７６，１９２号；同６，００１，１２５号；同６，０３６，７２４号；同６，０３９，７
５５号；同６，０４２，６６６号；同６，０５６，９７０号；同６，０８０，１９８号；
同６，０９９，５５７号；同６，２０３，７３５号；同６，２６１，２５７号；同６，２
６７，８３４号；同６，２８７，３３７号；同６，３１９，２７９号；同６，３６８，３
４７号；同６，４１６，５３７号；同６，４２８，５７１号；同６，５３４，０８４号；
同６，５４７，８２０号；同６，５８９，４６８号；同６，７１２，９１９号；同６，７
１６，２３９号；同６，７１９，７８３号；同６，７９０，２２６号；同６，８１４，７
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５３号；同６，８２７，７３７号；同６，８６３，６８６号；同６，９２６，７３５号；
および米国特許出願公開第２００３／０００４５５９号；同２００３／００２７７７５号
；同２００３／０１００８５９号；同２００３／０１３９８０６号；同２００４／００３
３３６４号；同２００４／００４９２６４号；同２００４／００５４４０６号；同２００
４／０１２２５０７号；同２００４／０１８２５１１号；同２００４／０１９３２４２号
；および同２００４／０２１５３３７号。
【０００６】
　血液透析のためにｅＰＴＦＥ　ＡＶ移植片にアクセスする前に、皮膚の表面に優しく触
ることによって移植片を通して脈を感じることによって、移植片を通した血流検査が普通
行なわれる。移植片を通して脈を感じる能力は普通、「触知可能性」として定義される。
最も商業的なｅＰＴＦＥ血管移植片は優れた触知可能性を提供するが、エラストマー封止
剤の層をｅＰＴＦＥ基体の表面上に定置すると、移植片の触知可能性は層が厚すぎる場合
に損なわれる場合がある。血液透析のためにｅＰＴＦＥ　ＡＶ移植片を使用する際の別の
潜在的な欠点は、移植した場合に、移植片がループ部位によじれを形成する傾向があると
いうことである。普通のループ部位の例が、図１Ａ（上腕動脈から尺側皮静脈までの前腕
ループＡＶ移植片２）、および１Ｂ（大腿動脈から大腿静脈までの大腿部ループＡＶ移植
片４）に示されている。ループ部位での移植片のよじれは血流を塞ぐ可能性があり、この
場合、迅速な医療的介入が必要である。明らかに、このような介入は不都合な結果の可能
性が大きくなるにつれて、強く疎んじられる。運の悪いことに、エラストマー封止剤で被
覆された、あるいは封止の問題に対処するように形成されたｅＰＴＦＥ移植片は、おそら
くループ部位での移植片の剛性により簡単によじれを形成する可能性があることが発見さ
れた。
【０００７】
　ｅＰＴＦＥ材料を利用する際の他の１つの潜在的な欠点は、元々の血管と比べて径方向
に不適合であり、元々の血管をそこを通る血流の脈動と共に膨張および収縮させる血液の
波動伝播が、ｅＰＴＦＥ移植片を通して前進するときに消えるということである。このよ
うに脈動が消えることは、宿主血管に対するコンプライアンス不一致などの、様々な合併
症につながる可能性がある。運の悪いことに今まで、元々の血管のコンプライアンスを模
倣する径方向に適合するｅＰＴＦＥ移植片が上手く開発されていなかったと考えられる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　したがって、上記欠点の一部または全てを克服する自己封止ｅＰＴＦＥ移植片の必要が
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　したがって、有利な性状を提供する血管移植片、より詳細にはｅＰＴＦＥ移植片および
ｅＰＴＦＥ　ＡＶ移植片が、本明細書に記載されている。本発明の一態様では、自己封止
血管移植片は、第１の表面および第１の表面から間隔を置いて配置された第２の表面を有
すると共に、高い多孔性の移植片、薄い壁面の移植片およびその組み合わせからなる群か
ら選択されたほぼ管状のｅＰＴＦＥ基体と、基体の第１および第２の表面の一方の上に配
置された封止剤層とを含んでいる。本発明の別の態様では、自己封止移植片は、高い多孔
性の移植片、薄い壁面の移植片またはその組み合わせのいずれかである管状のｅＰＴＦＥ
基体と、基体の少なくとも一部の上に配置された封止剤層とを含んでいる。本発明のさら
に別の態様では、ＡＶ瘻孔などの移植用移植片は、管状のｅＰＴＦＥ基体と、基体の少な
くとも一部の上に配置され、その長さに沿って間隔を置いて配置された複数の溝付部分を
有する封止剤層とを含んでいる。
【００１０】
　本発明の別の態様では、血管移植片は、基体および基層を囲む外側ポリマー封止剤層と
、基体と外側ポリマー層の間に分散された複数の発泡体層とを含んでいる。本発明の代替
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実施形態によれば、血管移植片は第１の厚さを有し基体を囲むポリマーの内側封止剤層と
、内側封止剤層を囲み第１の厚さの１．５倍の第２の厚さを有するポリウレタンの発泡体
層とを含んでいる。本発明のさらに別の態様では、血管移植片は、外側壁面を含む基体と
、基体の長さにわたって配置された、ポリマー封止剤を含む、封止基層と、基層の長さに
わたって配置されたポリマー発泡体材料からなる第１の発泡体層と、第１の発泡体層内に
少なくとも部分的に埋め込まれたビードと、第１の発泡体層およびビードの長さにわたっ
て配置されたポリマー発泡体材料からなる第２の発泡体層と、ポリマーからなる外側層と
を含んでいる。
【００１１】
　本発明の代替態様では、径方向に適合した移植片を形成する方法は、ｅＰＴＦＥ基体を
提供するステップと、基体を径方向に拡張させるステップと、エラストマー材料層を径方
向に拡張させた基体上に配置して被覆した基体を提供するステップと、被覆した基体を加
熱するステップとを含んでいる。本発明の別の態様では、血管移植片を形成する方法は、
ｅＰＴＦＥ基体を提供するステップと、第１のポリウレタン層を基体の長さにわたって塗
布するステップと、基体を長手方向に圧縮するステップと、第２のポリウレタン層を第１
のポリウレタン層にわたって塗布するステップと、ｅＰＴＦＥテープの層でポリウレタン
被覆基体の周りを包むステップと、ｅＰＴＦＥテープをある量の溶液がｅＰＴＦＥテープ
に塗布されるように溶液を最初に通過するステップとを含んでいる。本発明のさらに別の
態様では、自己封止血管カフ移植片を作る方法は、ｅＰＴＦＥ基体の第１の端部上にカフ
のネック部を位置決めするステップと、基体をその第２の端部からカフのネック部まで封
止材料に浸漬させるステップと、基体およびカフのネック部を封止材料に浸漬させるステ
ップとを含んでいる。本発明のさらに別の態様では、よじれ耐性自己封止血管移植片を作
る方法は、ほぼ管状のｅＰＴＦＥ基体を提供するステップと、封止剤層を基体の外側表面
の少なくとも一部に配置するステップと、封止剤層内に溝付部を作り出すステップとを含
んでいる。
【００１２】
　本発明のさらなる態様では、自己封止血管移植片は、第１の表面および第１の表面から
間隔を置いて配置された第２の表面を有するほぼ管状のｅＰＴＦＥ基体と、第１および第
２の表面の一方の上に配置され、封止層を通した穿刺部材の挿入の際に塑性変形に対する
耐性を有する高分子材料からなる封止剤層とを含んでいる。本発明の別の態様では、自己
封止血管移植片は、ほぼ管状のｅＰＴＦＥ基体と、基体の少なくとも一部に配置された封
止剤層と、基体および封止剤の一方の表面周りに配置されたビードとを含んでいる。
【００１３】
　本発明のさらに別の態様では、よじれ耐性自己封止血管移植片を作る方法は、ほぼ管状
のｅＰＴＦＥ基体を提供するステップと、基体の外側表面の少なくとも一部に封止剤層を
配置するステップと、封止剤層の少なくとも一部にビードを位置決めするステップと、カ
フ移植片を血管移植片に結合させるステップとを含んでいる。本発明の別の態様では、自
己封止血管カフ移植片を作る方法は、長手軸に沿って延びる第１の端部および第２の端部
を有するほぼ管状のｅＰＴＦＥ基体周りにほぼ螺旋状に配置されたビードを取り付けるス
テップと、第１および第２の端部の一方にフレア状の血管カフを結合させるステップと、
結合させた血管カフおよびほぼ管状のｅＰＴＦＥ基体を結合させるステップとを含んでい
る。本発明の別の態様では、自己封止血管移植片を作る方法は、ｅＰＴＦＥ基体の外側表
面の長さにわたってエラストマー封止剤層を提供するステップと、封止剤層の少なくとも
一部にわたって発泡体層を配置するステップであって、発泡体層の厚さは基体の壁面の厚
さより実質的に大きいステップとを含んでいる。本発明の別の代替形態によれば、自己封
止血管移植片を作る方法は、ｅＰＴＦＥ基体の表面上にポリウレタン材料の少なくとも１
層を分散させるステップと、ｅＰＴＦＥ部材に溶剤を加えることによってポリウレタン材
料にｅＰＴＦＥ部材を結合させるステップとを含んでいる。
【００１４】
　一実施形態では、自己封止血管移植片は、近接端部、遠位端部、および近接端部と遠位
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端部の間に位置決めされた中心部を含むほぼ管状のｅＰＴＦＥ基体と、自己封止領域を含
む近接端部、中心部、および遠位端部の少なくとも１つと、中心部の少なくとも一部に沿
ってｅＰＴＦＥ基体の表面に連続している第１のビードとを含んでいる。別の実施形態で
は、血管移植片は、長手軸を画定するほぼ管状のｅＰＴＦＥ基体と、ｅＰＴＦＥ基体周り
に配置されたポリウレタンマトリックス層と、ポリウレタンマトリックス内に配置された
第１のビードとを含んでいる。
【００１５】
　さらに別の実施形態では、自己封止血管カフ移植片は、ほぼ管状のｅＰＴＦＥ基体と、
その第１と第２の端部の間でほぼ管状の基体の長さに沿って延びており、封止剤層および
発泡体層の少なくとも一方を含む自己封止領域と、自己封止領域の少なくとも一部に位置
決めされた外側ｅＰＴＦＥ部材と、自己封止領域に隣接した第１の端部で基体上に位置決
めされた第１のビードであって、外側ｅＰＴＦＥ部材が第１のビードの少なくとも一部の
上に延びている第１のビードと、自己封止領域に隣接した第１の端部で外側ｅＰＴＦＥ部
材の上に位置決めされた第２のビードと、第１および第２のビードの少なくとも一部に位
置決めされた近接端を有するフレア状の血管カフとを含んでいる。
【００１６】
　さらに別の実施形態では、血管移植片は、長手軸周りに第１の断面積を有するｅＰＴＦ
Ｅ基体の遠位部を通して延びている長手軸を画定するほぼ管状のｅＰＴＦＥ基体と、ｅＰ
ＴＦＥ基体が基体の遠位部を約２０ミリ以下の直径を有するほぼ円形のピンに接触させる
ように湾曲しているので、ｅＰＴＦＥは第２の断面積が円形のピンの外側表面から約２０
ミリに配置されている場合に、第１の断面積の少なくとも約５０％のｅＰＴＦＥ基体の第
２の断面積を含んでいるように、ｅＰＴＦＥ基体の周りに配置されたエラストマー部材と
を含んでいる。
【００１７】
　一実施形態では、よじれ耐性血管移植片を作る方法は、近接端部、遠位端部および近接
端部と遠位端部の間に中心部を含むほぼ管状のｅＰＴＦＥ基体を提供するステップと、中
心部の少なくとも一部に沿ってｅＰＴＦＥ基体の表面に第１のビードを結合させるステッ
プとを含んでいる。
【００１８】
　別の実施形態では、自己封止血管カフ移植片を作る方法は、その第１と第２の端部の間
でほぼ管状の基体の長さに沿って延びている自己封止領域を含むほぼ管状のｅＰＴＦＥ基
体を提供するステップと、自己封止領域に隣接した第１の端部で基体上に第１のビードを
位置決めするステップと、自己封止領域および第１のビードの少なくとも一部の上に外側
のｅＰＴＦＥ部材を配置するステップと、自己封止領域に隣接した第１の端部で外側ｅＰ
ＴＦＥ部材の上に第２のビードを位置決めするステップと、第１および第２のビードの少
なくとも一部の上で基体にフレア状の管状カフを取り付けるステップとを含んでいる。
【００１９】
　本発明のこれらおよび他の実施形態、特性および利点は、最初に簡単に説明した添付の
図面と合わせて、本発明の以下のより詳細な説明を参照すれば、当業者にはより明らかに
なるだろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下の詳細な説明は、異なる図面において同様の要素は同一の番号が付してある図面を
参照して読むべきである。必ずしも等尺度ではない図面は、選択した実施形態を示してお
り、本発明の範囲を制限することを意図したものではない。詳細な説明は、限定ではなく
例として、本発明の原則を示している。この説明は、明らかに当業者が本発明を行ない使
用することを可能にし、本発明を行なう最良の形態であると現時点で考えられるものを含
む、発明のいくつかの実施形態、適応形態、変更形態、代替形態および使用を記載してい
る。
【００２１】
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　本明細書に含まれる例は、ｅＰＴＦＥ基体を利用している。当業界で知られているよう
に、ｅＰＴＦＥ基体は、例えば、管（シームレス）の押出加工、管（１つまたは複数のシ
ーム）内に連続して形成されたシートの押出加工、マンドレル（例えば、多数のシーム、
または好ましくは単一の螺旋状シーム）周りのｅＰＴＦＥテープの螺旋状包装などを含む
、いくつかの方法で製造することができる。本発明のｅＰＴＦＥ基体を形成するのに使用
された好ましい方法は管を押出成形することであるが、他の成形方法が可能であり、本発
明の範囲内にあることを理解すべきである。さらに、ｅＰＴＦＥを基体層の選択材料とし
て述べているが、当業者は、例えばポリエステル、ポリウレタン、およびペルフルオロエ
ラストマーなどのフルオロエラストマーを含む、他の材料も基体としての使用に適切であ
ることが分かるだろう。
【００２２】
　さらに、本明細書に記載した移植片の自己封止性状はそこからの針の取り外しによる失
血を参照して作られているが、自己封止性状は移植中に移植片内に作り出された縫合糸孔
による失血にも及ぶことを理解すべきである。さらに、封止剤層に関する本明細書の特定
のポリウレタン材料の説明は単に例示的なものであり、本発明を限定するために利用され
るべきものではないことを理解すべきである。より詳細には、多くの異なるタイプのポリ
ウレタン材料が、非ポリウレタンエラストマー封止材料と同様に、本発明の範囲内にある
。本明細書で使用されるように、エラストマー、エラストマー封止剤などの用語は、ほと
んどの例で、それに封止性状を与えることができるが、穿刺の際に自己封止する必要がな
い基体上に分散または配置されたほぼ可撓性のある材料の１つまたは複数の層のことを言
及するために交換可能に使用されている。
【００２３】
　加えて、生体活性剤を（１つまたは複数の）材料に組み込んで、本明細書に記載する血
管移植片を形成することができる。生体活性剤は、移植片の内外腔面の少なくとも一方内
に合成非金属材料（例えば、Ｄａｃｒｏｎ（登録商標）、ポリエステル、ＰＴＦＥ、ｅＰ
ＴＦＥ、ポリウレタン、ポリウレタン尿素、シクロヘキサン、およびその組み合わせ）と
組み合わせることができ、移植片の合成非金属材料全体を通して分散させることができ、
その上に被覆することができ、その上に噴霧被覆することができ、移植片をその中に浸漬
させることができ、その上に蒸着させることができ、その上にスパッタリング蒸着させる
ことができ、または移植片上に放射線不透過性表面を形成するのに使用することができる
。使用される材料または材料の組み合わせ（例えば、Ｄａｃｒｏｎ（登録商標）、ポリエ
ステル、ＰＴＦＥ、ｅＰＴＦＥ、ポリウレタン、ポリウレタン尿素、シクロヘキサン、お
よびその組み合わせ）は、表面改質添加物または他の材料を含むことができる。
【００２４】
　基体、生体活性剤、封止剤層、発泡体層、その他の層および他の設計パラメータの構造
または構成の変更は、本明細書に記載した移植片で利用されるものであることを強調すべ
きである。例えば、移植片内の生体活性剤の重量パーセントは、約０．１パーセントから
約９０パーセントまで、最も好ましくは約１０から約６０パーセントまで変わることがで
き、生体活性剤の平均粒径は約２０ナノメートルから約１００ミクロンまで、最も好まし
くは約０．１ミクロンから約５ミクロンまでにわたることができ、生体活性剤粒子は特定
の構造では多孔質で、他の構造では非多孔質であってもよく、生体活性剤は移植片の内外
腔面の１００パーセントを構成することができ、移植片本体全体を通して均質に分配する
ことができ、生体活性剤はまた約１０ミクロンから約１０００ミクロンの接着フィルムを
構成することもできる。
【００２５】
　生体活性剤は、これに限らないが、炭素粒子、銀粒子、黒鉛粒子、抗生物質（アメトプ
リンリファンピンまたはゲンタマイシン）、マクロライド抗生物質、ステロイド剤または
抗炎症剤（例えば、エストラジオール）、抗腫瘍薬、抗真菌剤、抗ウィルス剤、抗体、遺
伝子配列剤、成長因子阻害剤、血管形成剤、抗血管形成剤、プロテイナーゼ阻害剤、抗増
殖化合物または細胞周期調整剤（ラパマイシン、シロリムス、またはパクリタキセルなど
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）などの化合物を含むことができる。他の生体活性剤はまた、これに限らないが、例えば
、ビンカアルカロイド（すなわち、ビンブラスチン、ビンクリスチン、およびビノレルビ
ン）、パクリタキセル、エピディポドフィロトキシン（ｅｐｉｄｉｐｏｄｏｐｈｙｌｌｏ
ｔｏｘｉｎｓ）（すなわち、エトポシド、テニポシド）、抗生物質（ダクチノマイシン（
アクチノマイシンＤ）ダウノルビシン、ドキソルビシンおよびイダルビシン）、アントラ
サイクリン、ミトキサントロン、ブレオマイシン、プリカマイシン（ミトラマイシン）お
よびミトマイシン、酵素（Ｌ－アスパラギンを全身的に代謝させ、独自のアスパラギンを
合成する能力を有していない細胞を派生するＬ－アスパラギナーゼ）などの天然生成物を
含む抗増殖／抗有糸分裂剤、Ｇ（ＧＰ）ＩＩｂ／ＩＩＩａ阻害剤およびビトロネクチン受
容体拮抗薬などの抗血小板薬、ナイトロジェンマスタード（メクロレタミン、シクロホス
ファミドおよび類似体、メルファラン、クロラムブシル）、エチレンイミンおよびメチル
メラミン（ヘキサメチルメラミンおよびチオテパ）、アルキルスルホン酸ブスルファン、
ニトロソウレア（カルムスチン（ＢＣＮＵ）および類似体、ストレプトゾシン）、トラゼ
ンデカルバアジニン（ｄｅｃａｒｂａｚｉｎｉｎｅ）（ＤＴＩＣ）、葉酸類似体（メトト
レキサート）、ピリミジン類似体（フルオロウラシル、フロクスウリジン、およびシタラ
ビン）、プリン類似体および関連阻害剤（メルカプトプリン、チオグアニン、ペントスタ
チンおよび２－クロロデオキシアデノシン（クラドリビン））などの抗増殖／抗有糸分裂
性代謝拮抗物質、白金配位錯体（シスプラチン、カルボプラチン）、プロカルバジン、ヒ
ドロキシウレア、ミトタン、アミノグルテチミド、ホルモン（すなわち、エストロゲン）
、抗凝血剤（ヘパリン、合成ヘパリン塩およびトロンビンの他の阻害剤）、線維素溶解薬
（組織プラスミノゲン活性化因子、ストレプトキナーゼ、およびウロキナーゼなど）、ア
スピリン、ジピリダモール、チクロピジン、クロピドグレル、アブキシマブ、抗遊走薬、
抗分泌薬（ブレベルジン）、副腎皮質ステロイド（コルチゾール、コルチゾン、フルドロ
コルチゾン、プレドニゾン、プレドニゾロン、６α－メチルプレドニゾロン、トリアムシ
ノロン、ベタメタゾン、およびデキサメタゾン）、非ステロイド剤（サリチル酸誘導体、
すなわちアスピリン、パラアミノフェノール誘導体、すなわちアセトミノフェン、インド
ールおよびインデン酢酸（インドメタシン、スリンダク、およびエトドラク）、ヘテロア
リール酢酸（トルメチン、ジクロフェナク、およびケトロラク）、アリールプロピオン酸
（イブプロフェンおよび誘導体）、アントラニル酸（メフェナム酸、およびメクロフェナ
ム酸）、エノール酸（ピロキシカム、テノキシカム、フェニルブタゾン、およびオキシフ
ェンタトラゾン）、ナブメトン、金化合物（オーラノフィン、アウロチオグルコース、金
チオリンゴ酸ナトリウム）などの抗炎症剤、免疫抑制薬（シクロスポリン、タクロリムス
（ＦＫ－５０６）、シロリムス（ラパマイシン）、アザチオプリン、ミコフェノール酸モ
フェチル）、血管形成剤、すなわち血管内皮増殖因子（ＶＥＧＦ）、線維芽細胞増殖因子
（ＦＧＦ）、アンギオテンシン受容体遮断薬、酸化窒素供与体、アンチセンスオリゴヌク
レオチドおよびその組み合わせ、細胞周期阻害剤、ｍＴＯＲ阻害剤、および成長因子受容
体シグナル変換キナーゼ阻害剤、レテノイド、サイクリン／ＣＤＫ阻害剤、ＨＭＧコエン
ザイムレダクターゼ阻害剤（スタチン）、およびプロテアーゼ阻害剤などの物質を含むこ
とができる。
【００２６】
　これらの物質は、ヒドロキシアパタイト（ＨＡ）、またはこれに限らないが、第二リン
酸カルシウム、リン酸三カルシウム、リン酸テトラカルシウム、およびリン酸カルシウム
またはカルボン酸カルシウム系の他の化合物を含む他の生体適合性カルシウム塩などの他
の物質を結合させることができる。記載したカルシウム塩のグループの部材のいずれかを
、塩が移植片内で実質的に骨誘導性（すなわち、骨形成性）でない限り、利用することが
できる。また、ナノサイズの炭素管、炭酸カルシウム、および遺伝子またはウィルス材料
などのセラミック材料も、本明細書に記載する移植片材料の少なくとも１つと組み合わせ
ることができる。
【００２７】
　ＨＡまたは他の生体適合性カルシウム塩の利用に関して、当業者に知られている様々な
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方法または技術を使用して、薬剤または生体活性化合物を中に組み込むことができる。例
えば、ＨＡ移植片合成物を作った後に薬剤を加えることができる。有機または水溶液ベー
スの技術を使用して、ＨＡ粒子内に薬剤または他の生体活性剤を拡散させることができる
。別の方法では、ＨＡ粒子は最初に、薬剤または他の生体活性剤を装填し、その後、移植
片内に組み込むことができる。薬剤または他の生体活性剤は、６０分以内に迅速に放出す
ることができる、または数日から２年間まで制御した方法で放出することができる。ＨＡ
粒子上の追加の高分子コーティングまたはセラミックコーティングを使用して、薬剤また
は他の生体活性剤の放出を制御することができる。
【００２８】
　加えて、ｅＰＴＦＥがＨＡと合わせて使用される場合、合成ＨＡ－ｅＰＴＦＥ移植片は
、異なる多孔性および結節／原線維構造を有することができる。ｅＰＴＦＥの多孔性は、
約５ミクロンから約１００ミクロンの範囲にあってもよく、好ましい多孔性または結節間
距離は約１０ミクロンから約４０ミクロンの範囲である。拡張比、潤滑剤レベル、ＰＴＦ
Ｅ樹脂粒径、および他のｅＰＴＦＥ処理パラメータを制御することによって、異なる多孔
性の領域をもつＨＡ結合移植片を与えるために様々な多孔性を有する移植片を作ることが
できる。ＨＡ結合移植片はまた、多数の層のｅＰＴＦＥ移植片管を使用して作ることもで
きる。ＨＡベース移植片はまた、開通性を良くする１つまたは複数のカフ、よじれ耐性を
良くするビード、および移植または他の外科的処置中に助けとなるような可視配向線など
の、本明細書に記載された追加の特性を有することができる。ＨＡまたは他の生体適合性
カルシウム塩を組み込んだ移植片のこれらおよび他の態様は、本明細書に全体が記載され
ているように、参照として援用する、「無機生体適合カルシウム塩を有する移植片および
ステント移植片」という名称の２００５年６月８日出願の米国仮特許出願第６０／６８９
，０３４号に記載されている。
【００２９】
　封止剤層
　自己封止移植片の好ましい一実施形態では、利用される封止剤層材料は、低い程度のク
リープまたは応力緩和を示すと考えられているものである。材料のクリープまたは応力緩
和は、好ましい実施形態の内容では、長い時間の材料を通した針の挿入により起こる可能
性がある、その塑性変形により起こる。封止剤層の適切な材料の例としては、これに限ら
ないが、芳香族ポリカーボネートポリウレタン、ポリエーテルウレタン、ポリエーテル／
ポリアミドブロック共重合体、ポリジメチルシクロヘキサンエラストマー、他のシリコン
エラストマーなどが挙げられる。より詳細には、低い程度のクリープまたは応力緩和を示
す好ましいポリウレタンとしては、芳香族ポリウレタンが挙げられる。さらに、封止剤層
の封止反応は、封止剤層により示されるクリープまたは応力緩和の低下につながる加熱に
よって、および／または本明細書に全体が記載されているように参照として援用する、「
よじれ耐性を有する自己封止ＰＴＦＥ移植片」という名称の２００５年８月３０日出願の
ＰＣＴ／ＵＳ０５／３１１８６に詳細に記載されたように、ポリウレタンテレフタラート
（ポリエステル）を含む粒子を封止材料に加えることによって、ポリマーの操作により良
くすることができる。また、封止剤の濃さが移植片の封止反応に影響を与え、移植片特徴
は、移植片の封止反応を良くすることに関して上に述べた処理／方法（すなわち、選択し
た封止剤のタイプ、加熱処理、粒子添加など）に加えて、封止剤の濃さを変えることによ
り操作することができる。
【００３０】
　自己封止ｅＰＴＦＥ移植片
　本明細書に記載するような自己封止移植片としては、共同して譲渡され、本明細書に完
全に記載されているように参照として援用する、Ｋｏｗｌｉｇｉ他の米国特許第５，１５
２，７８２号に記載されているように、封止剤層を上に備えたｅＰＴＦＥ基体が挙げられ
る。より詳細には、高い多孔性の移植片または薄い壁面の移植片のいずれかとして当業者
に分類されたｅＰＴＦＥ基体は、封止剤層で被覆され、封止剤層を備えた通常の壁面の移
植片、および封止剤層のない上記タイプの移植片と比較される。本明細書で使用される「
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高い多孔性の移植片」という用語は、約３０から約１００ミクロンまでの範囲内の結節間
距離（ＩＮＤ）を有する移植片のことを言う。本明細書で使用される「薄い壁面の移植片
」という用語は、約５００ミクロン未満の壁面厚さ、より好ましくは約２００から約５０
０ミクロンまでの範囲の厚さを有する移植片のことを言う。薄い壁面の移植片または高い
多孔性の移植片のいずれか（または、その組み合わせ）であるｅＰＴＦＥ基体を提供する
ことによって、ｅＰＴＦＥ基体の壁面内を適切に貫通するように上に配置された封止剤層
（例えば、ポリウレタンなどのエラストマー封止剤）は、本明細書に全体が記載されてい
るように参照として援用する、「よじれ耐性を有する自己封止ＰＴＦＥ移植片」という名
称の２００５年８月３０日出願のＰＣＴ／ＵＳ０５／３１１８６に詳細に記載されたよう
に、針を取り除く際のクロージャ反応を支配する傾向がある。
【００３１】
　ｅＰＴＦＥ　ＡＶ移植片
　封止剤で被覆したｅＰＴＦＥ移植片は、有利な自己封止性状を示すことに加えて、移植
片のよじれ耐性をかなり低下させるという付随した欠点を有する可能性がある。したがっ
て、封止層だけで被覆されたｅＰＴＦＥ基体の実施形態は、ｅＰＴＦＥ　ＡＶ移植片が移
植片中に屈曲が必要ないように移植された場合に好ましい可能性がある。ｅＰＴＦＥ　Ａ
Ｖ移植片が移植のために屈曲を必要とする場合（図１ＡおよびＢの例に示すように）、移
植片によじれ耐性を与えるために、追加の処理ステップが必要である可能性がある。
【００３２】
　移植片に長手方向のコンプライアンスも加える、被覆したｅＰＴＦＥ移植片内のよじれ
耐性を大きくするための処理ステップの第１の例は、共同して譲渡され、本明細書に完全
に記載されているように参照として援用する、Ｄｅｌｌａ　Ｃｏｒｎａ他の米国特許第４
，９９５，８９９号に示され記載されたように、封止剤でｅＰＴＦＥ移植片を被覆するス
テップの前にｅＰＴＦＥ移植片を長手方向に圧縮するステップである。ｅＰＴＦＥ移植片
の圧縮は、例えば、ｅＰＴＦＥ移植片を円筒形マンドレルの上に配置し、その長手軸に沿
って圧縮力を加えることによって達成することができる。被覆前のｅＰＴＦＥ移植片の圧
縮は、屈曲部の外径上で移植片を伸ばすことを可能にすることによってよじれ耐性を大き
くし、屈曲部の内径の上で圧縮するように働く。ｅＰＴＦＥ　ＡＶ移植片では、封止剤層
での被覆前のｅＰＴＦＥ移植片の長手方向圧縮は普通、別の処理ステップを利用するかど
うかに関わらず、利用される。
【００３３】
　被覆したｅＰＴＦＥ移植片内のよじれ耐性を大きくするための処理ステップの第２の例
は、移植片の外側表面周りでビードを包むステップである。ビードが上に配置された被覆
したｅＰＴＦＥ移植片の仕様（例えば、移植片の材料性状、移植片の寸法、封止剤の材料
性状、封止剤層の寸法、移植片の意図する使用、移植片の意図する定置位置など）によっ
て、いくつかのビードパラメータが可能である。例えば、ビードの厚さ、ビード材料のタ
イプ、ビードの硬度、ビードの巻線間の間隙、ビードの断面形状、およびビードの巻線角
度は全て、ｅＰＴＦＥ　ＡＶ移植片の意図する性能、より詳細にはそのよじれ耐性を達成
するように変えることができる。さらに、放射線不透過性顔料をビード内に組み込んで、
放射線コントラストに放射線不透過性を与えることができる。ビード内に組み込まれる放
射線不透過性材料の例としては、これに限らないが、硫酸バリウム、次炭酸ビスマス、三
酸化ビスマス、タングステン、タンタルなどが挙げられる。一実施形態では、ビードは放
射線不透過性を示す金属材料を含んでいる。ビードはｅＰＴＦＥの周りで包まれた細長い
部材として示されているが、ビードは別個の部材（例えば、複数のリング）としてｅＰＴ
ＦＥの周りで包まれた、または直接あるいは中間部材により互いに連結された個別の細長
い部材を含んでいることに留意すべきである。
【００３４】
　被覆したｅＰＴＦＥ移植片内のよじれ耐性を大きくするための処理ステップの第３の例
は、移植片表面上の封止材料の選択蒸着のステップである。このような選択蒸着は、部分
レーザ切除によって、あるいは被覆したｅＰＴＦＥ移植片の長さの少なくとも一部の上に
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離れた間隔で封止材料に溝を付けることによって達成することができる。溝付けは、ｅＰ
ＴＦＥ基体に封止剤層を通して精密溝を切り込むことが可能な、ＣＯ２レーザまたは他の
器具を使用して達成することができる。溝は、あらゆる角度または深さで封止剤層内に切
り込むことができ、あらゆる長さで間隔を置いて配置することができる。さらに、溝の角
度および／または溝間の長さは、選択した長さに沿って変えることができる。処理ステッ
プとしての被覆したｅＰＴＦＥ移植片への溝付けは、それだけで、または前に説明した処
理ステップ、および／または被覆したｅＰＴＦＥ移植片内のよじれ耐性を大きくするよう
な本明細書では特に記載していないあらゆる処理ステップと組み合わせて使用することが
できる。加えて、被覆したｅＰＴＦＥ移植片の選択した長さのみに溝を付けることができ
る（例えば、移植片が移植の際に屈曲される場合、被覆したｅＰＴＦＥ移植片の中間部）
。
【００３５】
　被覆したｅＰＴＦＥ移植片内のよじれ耐性を大きくするための処理ステップの第４の例
は、被覆したｅＰＴＦＥ移植片の上に発泡体層を配置するステップである。発泡体は、ポ
リマー材料を含むことができ、被覆したｅＰＴＦＥ移植片の外側表面上に配置することが
できる（それだけで、または組み合わせて、上記処理ステップのいずれかを行なうことが
できる）。ポリマー発泡体を被覆したｅＰＴＦＥ移植片の外側表面上に配置することがで
きる方法の例が、本明細書に全体が記載されているように参照として援用する、「よじれ
耐性を有する自己封止ＰＴＦＥ移植片」という名称の２００５年８月３０日出願のＰＣＴ
／ＵＳ０５／３１１８６に詳細に与えられている。
【００３６】
　被覆したｅＰＴＦＥ移植片はさらに、ｅＰＴＦＥテープなどの多孔質材料の外側層で包
むことによって、ｅＰＴＦＥ　ＡＶ移植片として使用するために準備することができる。
外側ラップの追加は、移植片を身体組織内に固定するようにｅＰＴＦＥ　ＡＶ移植片内へ
の組織内部成長を良くし、また（１つまたは複数の）ポリウレタン層への組織液露出を少
なくすると考えられている。外側ラップの厚さおよび密度は、よじれ耐性および処理が悪
い影響を受けないように選択することができる。ｅＰＴＦＥテープをポリウレタンなどの
下にある非ＰＴＦＥ材料に接着することに関して、ＴＨＦなどの溶剤の同時の使用は、下
にある材料にｅＰＴＦＥテープを結合させるように働くことが発見された。ＴＨＦまたは
他の溶剤は、テープを移植片に塗布した（すなわち、螺旋状に包んだ）後に噴霧すること
によって、または包装の前に溶剤中にテープを浸すことによってｅＰＴＦＥテープに塗布
することができる。
【００３７】
　好ましい一実施形態では、ｅＰＴＦＥテープは、溶剤分配装置の上またはこれを通して
最初に通過した後に、ポリウレタンなどの封止剤層の上で包まれる。例えば、ｅＰＴＦＥ
テープがスプールまたはプーリシステムから供給される時にマンドレル上の移植片を回転
させることができ、ｅＰＴＦＥテープはマンドレルとプーリシステムの間に位置決めされ
た分配装置の上を通過する。分配装置は、様々な構成をとることができるが、一実施形態
では、分配される溶剤を入れたリザーバ、圧力制御装置、および調整装置に連結された１
つまたは複数の開口部、スリット、または他の開口を中に備えた加圧管である。処置の開
始の際に、溶剤で飽和されたスポンジまたは同様に機能する物体が、分配管の（１つまた
は複数の）開口部上に位置決めされている。ｅＰＴＦＥテープがプーリシステム上のスプ
ールからマンドレル上の移植片まで供給されると、分配管スポンジ上を通過し、それによ
って均一な量の溶剤がｅＰＴＦＥテープに塗布される。
【００３８】
　図２～９は、上記処理ステップの１つまたは複数を組み込んだ、被覆されたｅＰＴＦＥ
移植片の図である。図２は、中間部１６までつながっているが、中間部１６を含んでいな
い、その長さの一部にわたってポリウレタンコーティング１４を有するｅＰＴＦＥ基体１
２を示しており、螺旋状に包まれたＰＴＦＥビード１８がその上に配置されている。図３
は、図２のｅＰＴＦＥ移植片上のポリマー発泡体層２２を示しており、図４はｅＰＴＦＥ
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　ＡＶ移植片２６を作り出すように、図３の発泡体層２２の周りに螺旋状に巻かれたｅＰ
ＴＦＥテープ層２４の外側ラップを示している。図５は、極めて小さな半径で優れたよじ
れ耐性を示す、ループ状構造の（すなわち、中間部１６に沿って屈曲している）図４の移
植片２６を示している。図６は、その全体の長さにわたってポリウレタンコーティングを
有するｅＰＴＦＥ基体を含む移植片２８を示しており、コーティングは移植片の長手軸と
ほぼ垂直な角度で中に切り込まれた溝３２を有する。移植片２８はまた、その長さに沿っ
て長手方向に延びている１対の平行な配向線を有する。図７は、溝３２によって与えられ
るよじれ耐性を示すように、ループ状構造の図６の移植片２８を示している。図８は、移
植片２８と同様であるが、中間部４２にいかなる封止層を備えておらず、代わりに螺旋状
に包まれたＰＴＦＥビード１８を備えている（図２と同様）移植片３８を示している。図
９は、また極めて小さな半径で優れたよじれ耐性を示す、ループ状構造の発泡体層４４を
備えた移植片３８を示している。
【００３９】
　図１０は、本明細書に記載するようなｅＰＴＦＥ　ＡＶ移植片用の異なる材料層を示し
ている。図１０の層の配置は、異なるタイプの層を例示するものであり、必ずしも互いに
対する層の順序を反映しているものではないことを理解すべきである。上に述べたような
薄い壁面の移植片または高い多孔性の移植片を含むことができるｅＰＴＦＥ管状基体１０
は、ポリウレタンベースコート２０によって囲まれている。一実施形態ではｅＰＴＦＥ基
体１０の全長にわたって配置されたこのベースコート２０は、ポリウレタンなどの材料で
作ることができる。ベースコートの一部は、移植片の壁面を貫通する。封止剤層３０は、
ベースコート２０の上に配置され、また移植片壁面厚さ、封止剤のタイプなどの様々な要
因に左右される厚さを有する、ポリウレタン（または、上に述べるような他のタイプの材
料）で作ることもできる。しかし普通は、封止剤層およびベースコートの厚さは、約１０
～４００ミクロンの範囲、ベースコート２０では好ましくは約２０ミクロンから約４０ミ
クロン、封止剤層およびベースコートでは合計約１００ミクロンの範囲にある。封止剤層
３０は移植片の全長にわたって配置することができるが、一実施形態では、移植片の端部
または移植片の中間部のいずれの上にも位置決めされていない。上に述べるように、封止
剤層３０はよじれ耐性を助けるように、移植片の選択した長さに沿って溝を付けることが
できる。発泡体層４０が、封止剤層３０上に位置決めされ、ビード層５０、別の発泡体層
６０および外側ラップ層７０が続く。
【００４０】
　図１１～１４は、ｅＰＴＦＥ　ＡＶ移植片の他の好ましい実施形態の例を示しており、
それぞれ図１０に示す層の一部または全てを組み込んでいる。図１１は、ｅＰＴＦＥ　Ａ
Ｖ移植片１００の断面図であり、ｅＰＴＦＥ基体１０はベース層２０によってその長さに
沿って被覆されている。封止剤層３０が、軸方向に間隔を置いた位置でベース層２０の上
にあり、発泡体層４０は発泡体層４０が封止剤層３０を実質的に有していない領域内でベ
ース層２０と接触するように封止剤層３０上に配置されている。発泡体層４０の上では、
ビードが移植片１００の中間部の周りで螺旋状になっておりビード層５０を作り出し、別
の発泡体層６０が塗布される。発泡体層６０の周りでは、ラップ層７０は、螺旋状に包む
ことができる、（上に述べるような）ｅＰＴＦＥテープなどの材料を包むことによって位
置決めされている。図１２は、ｅＰＴＦＥ　ＡＶ移植片１００と同様のｅＰＴＦＥ　ＡＶ
移植片２００の断面図であり、違いは、ビード層５０は、ビードが間隙が封止剤層３０内
に存在する位置に位置決めされる（すなわち、ビードが封止剤層３０を含む移植片２００
の長さに重ならない）ように、移植片２００の中間部の間隔を置いた長さにわたって螺旋
状になっているビードを備えていることである。この実施形態の１つの利点は、吻合まで
の移植片のよじれ耐性を維持しながら、吻合中に移植片端部の縫合を可能するために、外
科医が一端部からあらゆる所望の長さまで移植片のビードをほぐすことが可能であるとい
うことである。
【００４１】
　図１３は、ｅＰＴＦＥ基体１０上にベース層２０を有するｅＰＴＦＥ　ＡＶ移植片３０
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０の断面図である。この実施形態では、ベース層２０上に位置決めされた封止剤層３０は
、ベース層２０まで切断された「Ｖ」字形の溝付部３２を備えた移植片３００の中間部に
沿って続いている。図示するように、溝付部３２は３つの小さな間隔で離され、１つの長
い間隔が続く。しかし、このような間隔は、移植片３００の所望の可撓性およびよじれ耐
性を得るために、いくつかの異なる方法でパターン化することができる。発泡体層４０は
、封止剤層３０の上に配置され、ラップ層７０が続く。図１４は、図１３と同様の封止剤
層３０を有するｅＰＴＦＥ　ＡＶ移植片の断面図であるが、移植片３００の中間部の封止
剤３０の長い間隔の代わりに、ビード層５０が移植片４００の中間部に位置決めされてい
る。
【００４２】
　上記各移植片はまた、移植中に適切な位置合わせ（ねじれのないこと）を保証するよう
に、その外側表面に沿って１つまたは複数の長手配向線（例えば、１つまたは複数の青い
ストライプ）を組み込むことができることを理解すべきである。１つまたは複数の配向線
はまた、（例えば、非均質特徴を備えた移植片を避けるために）回転マンドレルなどの上
に取り付けられた場合に移植片がねじれないことを保証するのを製造中に助けることがで
きる。例えば、本明細書で述べる自己封止血管移植片用のｅＰＴＦＥ基体は、１つまたは
複数の色付き（例えば、黒色、青色など）線で作ることができ、それによって（例えば、
自己封止血管移植片を構築する際の別の処理ステップのために）基体が上に配置されるマ
ンドレル上の線の位置合わせにより、移植片がねじれていないという視覚的確認が製造者
に与えられる。１つまたは複数の配向線は、標準的な共押し出し過程を使用して基体上に
組み込むことができる。１つまたは複数の好ましい配向線は、黒色、青色または緑色の生
体適合性顔料または染料でできている。最も好ましい色は青である。自己封止血管移植片
の外側表面上に組み込まれた１つまたは複数の配向線に関して、印刷過程を行なうことが
できる。移植片の基体または外側表面上の１つまたは複数の線は、移植片の中心を示す、
または移植片の異なる領域（カニューレ挿入領域など）を示すように、実線、点線、また
はその組み合わせであってもよい。また、１つまたは複数の線の代わりに、英数字識別子
、または（１つまたは複数の）線および（１つまたは複数の）英数字識別子の組み合わせ
を、ｅＰＴＦＥ表面上に印刷あるいは配置することができることに留意すべきである。
【００４３】
　自己封止血管移植片の外側表面がｅＰＴＦＥを含んでいる場合、ｅＰＴＦＥ表面上への
１つまたは複数の線の接着を保証するために、特殊インク配合が必要である。一実施形態
では、ｅＰＴＦＥ表面に対する配向線用のインク配合は、ｅＰＴＦＥ表面に十分付着する
適切な高分子結合剤、生体適合性染料または顔料、および高分子結合剤を溶解する溶剤を
含んでいる。加えて、インク配合は、（インク陰影を調節するために）二酸化チタンなど
の無機白色固体物、および粘度調整剤を含むことができる。配向線を作るために多くの顔
料または染料を使用することができるが、人体移植の長い歴史を有する顔料または染料が
最も好ましい。インク中の好ましい色化合物としては、これに限らないが、（フタロシア
ニナト（２－））銅、Ｄ＆Ｃ青色９号、Ｄ＆Ｃ緑色５号、クロロフィリン銅錯体、油溶性
物、酸化クロムコバルトアルミニウム、クエン酸第二鉄アンモニウム、Ｄ＆Ｃ青色５号、
ＦＤ＆Ｃ青色２号、Ｄ＆Ｃ緑色６号、二酸化チタン、炭素、酸化鉄などが挙げられる。（
フタロシアニナト（２－））銅は、最も好ましい青色化合物である。インクの色（例えば
、黒色、青色など）は、約６５００°Ｋの温度を有する光の下で見ることによって判断す
ることができる。
【００４４】
　提供された説明により作られたｅＰＴＦＥ　ＡＶ移植片の１つの好ましい例を次に説明
する。炭素線を有する内側表面を備えたｅＰＴＦＥ基体は、（炭素でできている）配向線
で押し出し加工され、最終結節間距離（ＩＮＤ）が約１０ミクロンから約４０ミクロンま
でであり、壁面厚さが約２００ミクロンから約３００ミクロンまで、好ましくは約２６０
ミクロンであるように長手方向に膨張される。ｅＰＴＦＥ基体は、（例えば、約６．３ｍ
ｍの直径を有する）マンドレル上に位置決めされており、マンドレルは２パスのポリカー
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ボネートポリウレタンが塗布されるときに回転される。ポリウレタンは、約１ｍｍ未満の
ノズル開口直径を有するＢｉｎｋｓ（登録商標）　Ｍｏｄｅｌ　２００１スプレーガンを
使用して塗布され、ポリウレタン、および（非酸化剤タイプの抑制剤を備えた）ＴＨＦな
どの溶剤は、スプレーガンの上部から加圧され、ポリウレタンがスプレーガンのノズルか
ら噴霧されたときに外気（しかし、一実施形態では、空気の代わりに窒素が使用される）
と混合する。スプレーガンは、約２インチから約１５インチ、好ましくは３インチ未満だ
けｅＰＴＦＥ基体から離れており、ポリウレタンは基体上に噴霧される。第１のパスでは
、マンドレルは約１５０ｒｐｍから約２６０ｒｐｍまで回転され、第２のパスでは、マン
ドレルは約３５０ｒｐｍから約６７５ｒｐｍまで、好ましくは約４３５ｒｐｍで回転され
る。これにより、好ましくは約１００ミクロンの厚さを有する、移植片上の封止剤層また
はコーティングが形成される。
【００４５】
　所望の粘度に到達するまで上に記載するように溶剤中に最初に溶解される（ポリウレタ
ンストランドの長さは粘度によって変わる、より高い粘度がより長いストランドにつなが
る）、ポリウレタンの第１のパスが、約２０ミクロンから約４０ミクロンまでの厚さを有
するポリウレタンのベースコートが塗布されるまで（外壁内に貫通するある程度のポリウ
レタンを備えた）基体の外壁に塗布される。いくつかの状況では、ポリカーボネートポリ
ウレタンなどのポリウレタンは、溶剤に溶解するために、最初に加熱すべきであることに
留意すべきである。得られる構造（基体およびポリウレタンの第１のパス）はその後、長
手方向に（例えば、手によって）圧縮され、第２のパスが加えられ、ポリウレタン封止剤
層の合計厚さが約１００ミクロンになるまで（厚さを確認するのにレーザミクロメータが
使用される）、ポリウレタンの追加のコートが同じ方法で（しかし、マンドレルのより速
い回転で）基体およびポリウレタンのベースコート上に塗布される。
【００４６】
　ポリウレタン発泡体層はその後、約７００ミクロンの厚さを有するポリウレタン封止剤
層の上に塗布され、それによって発泡体層の塗布の後の移植片構造の合計壁面厚さは、約
１ｍｍから約１．１ｍｍである。好ましい一実施形態では、発泡体層はｅＰＴＦＥ基体の
厚さと同じ厚さを有し、より好ましい実施形態では、発泡体層はｅＰＴＦＥ基体の厚さの
２倍の厚さを有し、最も好ましい実施形態では、発泡体層はｅＰＴＦＥ基体の厚さの２倍
より大きい厚さを有する。発泡体層は、ポリカーボネートポリウレタンを約１２～２０イ
ンチの距離、好ましくは約１５インチの距離で封止剤層の上に噴霧することによって塗布
される。発泡体層の塗布の後に、移植片構造は約１時間から約２４時間の間、約５０℃か
ら約７０℃の空気温度に、好ましくは約１５時間の間、約５０℃の空気温度に設定された
炉内に置かれ、硬化させるために（すなわち、破壊された水素結合を再び確立するために
）その後、硫酸バリウムを有するポリウレタンのビード（視覚化のために放射線不透過性
を提供する）は、硬化させた移植片構造の上で螺旋状に包まれている。ビードは、円形、
楕円形などを含む様々な断面形状を有することができるが、好ましい一実施形態では、ビ
ードは矩形形状を有する。
【００４７】
　より詳細には、好ましい一実施形態では、ビードは、Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｅｎｇｉｎｅｅ
ｒｉｎｇ　Ｇｒｏｕｐ，Ｔｅｍｐｅ，ＡＺによって供給される２０％硫酸バリウム充填剤
（剛性を増すため）を有するＣａｒｂｏｔｈａｎｅ　ＰＣ－３５（７２ショアＤの硬度）
でできており、長辺が約１ｍｍであり短辺が約５００ミクロンである矩形の断面形状を有
し、長辺は移植片の外側表面に対して位置決めされている。移植片にビードを塗布する好
ましい方法では、溶剤の溶液を通して、約１ｍｍから約２ｍｍ離れているビードの隣接す
る巻線を有する移植片の外側表面周りで巻かれているので、ビードは約５００グラムの力
の張力の下に置くことによって予め負荷が加えられる。包装は、ビードが発泡体層内に埋
め込まれるように張力をかけて行なわれる。次に、別の発泡体層が塗布されて、約１ｍｍ
から約５ｍｍの全壁面厚さにつながり、最も好ましくは、カニューレ挿入される領域上の
ビード間隙は約４ｍｍであり、中心曲げビードは約２ｍｍである。この発泡体層上に、縁
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部がいくらか重なるように螺旋状に包まれることが好ましいｅＰＴＦＥテープが塗布され
る。ｅＰＴＦＥテープ包装は、基体と同じＩＮＤ（すなわち、約１０ミクロンから約１０
０ミクロン）を有するが、約９０ミクロンから約３００ミクロンのはるかに薄い壁面を有
する。ｅＰＴＦＥ移植片の最終厚さは、約１ｍｍから約２ｍｍまで、好ましくは約１．５
ｍｍである。
【００４８】
　ｅＰＴＦＥテープが包まれるときに、テープを発泡体に結合させるのを助けるように溶
剤が同時に塗布される（ＴＨＦまたは他の非プロトン性溶剤がポリウレタンを溶解すると
考えられ、それによって包装過程中に少量が塗布される場合、機械的結合がその間に展開
される）。張力（例えば、約１００グラムの力から約２００グラムの力）が包装過程中に
加えられ、それによってポリウレタンが結合を助けるようにｅＰＴＦＥミクロ構造内に侵
入することになる。この例では、ｅＰＴＦＥテープの重なり領域は互いに結合せず、代わ
りに、長手方向コンプライアンスを可能にすることができる下にあるポリウレタン発泡体
に結合する。しかし、別の実施形態では、テープの重なり領域は互いに付着される。張力
を加えてのビードおよび／またはテープの包装は、移植片の封止反応を大きくすると考え
られる。任意の配向線はその後、移植片の長さにわたって長手方向に加えられる。この時
点では被覆されていないままである移植片の端部は次に、必要に応じて埋め込んだビード
層に影響を与えることなく臨床医がビードを取り除くことができるようにこの段階で塗布
された、ビードの螺旋状ラップの後のポリウレタン層で被覆される。ビードは、結合を助
けるように溶剤が塗布される。
【００４９】
　そうでないと記されていない限り上記の処理方法および器具が利用される、別の好まし
い実施形態を次に説明する。炭素線を有する内側表面を備えたｅＰＴＦＥ基体は、（炭素
でできている）配向線で押し出し加工され、最終結節間距離（ＩＮＤ）が約１０ミクロン
から約４０ミクロンまでであり、壁面厚さが約１００ミクロンから約５００ミクロンまで
、好ましくは約２００ミクロンであるように長手方向に膨張される。ｅＰＴＦＥ基体は、
マンドレル上に位置決めされており、マンドレルは２パスの溶剤を伴うポリカーボネート
ポリウレタンが基体の全長に塗布されるときに回転される。第１のパスの後に、基体は長
手方向に約２０％圧縮され、第２のパスが基体の全長に塗布される間この長さで維持され
、それによって基体はポリウレタンの影響によりその元の長さの約８０％に留まる。２パ
スのポリウレタンにより、約１０ミクロンから約１５０ミクロン、好ましくは約１００ミ
クロンの厚さを有する、移植片上の封止剤層が形成される。
【００５０】
　第１のポリウレタン発泡体層はその後、上に記載するようにポリウレタン封止剤層の上
に塗布される。この第１の発泡体層は、基体の中間部にのみ塗布され、それによって基体
の各端部は第１の発泡体層がない。基体の各端部の縁部から第１の発泡体層までの距離は
、最大約５ｃｍである。第１の発泡体層の塗布の後に、硫酸バリウムを備えたポリウレタ
ンの第１のビードの長さが、第１の発泡体層を含む基体の中間部上で（上に記載するよう
に張力を加えて）螺旋状に包まれている。第１のビードは、約２００ミクロンから６００
ミクロンの高さ、および２００ミクロンから１２００ミクロンの幅の範囲の寸法を有する
楕円形断面形状を有する。蒸発（例えば、大気温度による、または熱による）は、ビード
の包装のほぼ前に溶剤を取り除くために行なわれる。次に、第２のビードの長さは、基体
の縁部から約５ｃｍから基体の縁部から約６ｃｍまでの、第１の発泡体層の各端部上で（
上に記載するように張力を加えて）螺旋状に包まれている。この第２のビードはまた、楕
円形の断面形状（楕円の２つの中心が同じである場合円形となる）を有するが、第１のビ
ードより小さい断面積（例えば、約１００ミクロンの直径）を有する。第２のビードの塗
布の後に、第２の発泡体層が基体の中間部に沿って第１の発泡体層およびビードの上に塗
布され、第２の発泡体層は第１の発泡体層を越えて長手方向に延びることなく、第１の発
泡体層を実質的に覆う。第１および第２の発泡体層の合計組み合わせ厚さは、約３００ミ
クロンから約１５００ミクロン、好ましくは約７００ミクロンである。



(20) JP 2009-501027 A 2009.1.15

10

20

30

40

50

【００５１】
　ｅＰＴＦＥ部材、好ましくはある長さのｅＰＴＦＥテープはその後、張力を加えて組み
合わせた発泡体層の周りで包まれており、組み合わせた発泡体層とテープが接触する前に
、テープに溶剤を塗布する分配装置の上をまたはこれを通して通過する。テープの縁部は
いくらか重なっていることが好ましい。ｅＰＴＦＥテープは、基体と同じＩＮＤ（すなわ
ち、約１０ミクロンから約４０ミクロン）を有するが、約１００ミクロンから約３００ミ
クロン、好ましくは約２６０ミクロンのはるかに薄い壁面を有する。別の長さの第２のビ
ードはその後、基体のほぼ縁部からｅＰＴＦＥテープのほぼ縁部まで（組み合わせた発泡
体層上にある）基体の各端部上で、または基体の各端部上で約６ｃｍの距離にわたって螺
旋状に包まれている。基体の２つの端部（すなわち、各端部から約６ｃｍの長さ）はその
後、溶剤に急速に浸漬される。約６ｃｍの長さをそれぞれ有する２つのｅＰＴＦＥのほぼ
管状のスリーブが準備され、第２のビードが全体的に覆われ、スリーブがｅＰＴＦＥテー
プの縁部の上に部分的に延びるまで、基体の端部の上に「ねじ込まれる」（すなわち、ス
リーブが基体の中間部に向かう方向に移動するように加えられた力で回転され、第２のビ
ードは「ねじ山」として働く）。スリーブ付端部はその後、溶剤内に急速に浸漬され、移
植片は約１４時間から約１６時間の範囲の時間だけ約５０℃の空気温度に設定された炉内
に置かれる。
【００５２】
　図１６Ａ～１６ＥはｅＰＴＦＥ　ＡＶ移植片の実施形態を示しており、図１６Ａおよび
図１６Ｃはそれぞれ、現時点で好ましい中間部および端部設計を示している。図１６Ｂお
よび１６Ｄは、ｅＰＴＦＥ　ＡＶ移植片の前の好ましい中間部および端部設計を示してい
る。図１６Ａおよび１６Ｂを最初に参照すると、中間部はｅＰＴＦＥ基体８０を備えてお
り、その上に封止層８２（本明細書に記載するように１つまたは複数の層を含むことがで
きる）が配置され、その上に発泡体層８４（また、本明細書に記載するように１つまたは
複数の層を含むことができる）が配置／形成される。ビード８６が発泡体層８４内に埋め
込まれ（すなわち、ビード８６がポリウレタンマトリックス内に配置され）、発泡体層８
４の表面に付着され、発泡体層８４を覆っているのはｅＰＴＦＥ部材８８である。図１６
Ａの移植片は、少なくとも以下のように図１６Ｂの移植片と異なる。１）ビード厚さは約
１６％小さくなる。２）封止剤層８２の厚さは、約６７％だけ小さくなる。３）ビード８
６は約４４％封止剤層８２に近くなるように移動される。４）発泡体層の厚さは約２６％
小さくなる。５）ビードの回転の間の間隙は、約１８％大きくなる。これらの変化は、移
植片の機能を改善させた小さな輪郭の移植片につながった。
【００５３】
　図１６Ｃおよび１６Ｄに関して、ｅＰＴＦＥ　ＡＶ移植片の端部設計はまた、移植片の
機能および性能を改良するように変えられた。図１６Ｄに示す前の端部設計では、第１の
封止剤層９２は、ｅＰＴＦＥ基体９０の上に分配され、ｅＰＴＦＥテープ層９４が続き、
第２の封止剤層９６はｅＰＴＦＥテープ層９４の上に配置された。ビード９８はその後、
第２の封止剤層９６の上で包まれ、そこに付着された。図１６Ｃに示す新規の設計では、
ビード９８より小さい断面積のビード９９が、ｅＰＴＦＥ基体９０の直接上で包まれ、本
明細書で記載された方法および過程によってそこに付着される。ｅＰＴＦＥテープラップ
ではなくｅＰＴＦＥスリーブ１０２はその後、ビード９９の上で押されるまたはねじ込ま
れ、移植片の端部に対するはるかに低いプロファイルにつながる。ｅＰＴＦＥ基体９０へ
のｅＰＴＦＥスリーブ１０２の付着はまた、基体９０をビード９９で螺旋状に包み、ビー
ド９９の上にスリーブ１０２を配置し、溶剤が外側スリーブ１０２を通してビード９９の
上を貫通し、それによってビード９９のポリウレタン部分が軟化し、スリーブ１０２およ
び基体９０両方との結合を形成するように、ＴＨＦなどの適切な溶剤をスリーブ１０２の
外側表面上に噴霧することによって達成することができる。この技術により、基体に溶剤
を噴霧する必要なく、またはビード９９を溶剤に浸漬する必要なく、基体９０からのスリ
ーブ１０２の剥離の際の実質的な減少が可能になると考えられる。
【００５４】
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　図１６Ａに示された実施形態では、封止剤またはベース層８２は約０．０４ｍｍの厚さ
であり、発泡体層８４は約０．６ｍｍの第１の発泡体層を噴霧し、合計発泡体層８４が約
１．２ｍｍであるように第２の発泡体層を噴霧する前にこの第１の発泡体層を乾燥させる
ことによって形成される。図１６Ｃに示された実施形態では、ビード９０は約２ｍｍにわ
たって間隔を置いた約０．２ｍｍの平均直径を有し、外側スリーブ１０２が約５００ミク
ロンである場合に基体９０と外側スリーブ１０２の間のインターフェイスに近接して配置
されている。
【００５５】
　図１６Ｅは、ｅＰＴＦＥ　ＡＶ移植片の現時点で好ましい中間部または中心部を示して
いる。特定の状況では、外科医は移植片を通る流体流を防ぐように、移植片の上に締付機
構を置くことによって移植片を締め付けたい可能性がある。この締付動作は、図１６Ａ～
Ｄに記載したものなどのｅＰＴＦＥ　ＡＶ移植片の特定の性状に悪影響を与える可能性が
ある。図１６Ｅでは、ｅＰＴＦＥ　ＡＶ移植片の中心部１０４は、移植片の自己封止領域
の残りとは異なるように構成されている。中心部１０４では、比較的大きな断面積を有す
るビード８６が、封止剤層を介在させることなく、ｅＰＴＦＥ基体８０の外側表面に対し
て直接位置決めされている。一実施形態では、ビードは約３００ミクロンから約７００ミ
クロンの高さ、および約２００ミクロンから約１２００ミクロンの幅の範囲の寸法を有す
る楕円形断面形状を有する。好ましい一実施形態では、ビード８６は、上に詳細に説明し
たように、ＴＨＦなどの溶剤を含む槽を通過した後に、ｅＰＴＦＥ基体８０の表面の上で
螺旋状に包まれている。発泡体層は、上に記載したように、ビードの上のｅＰＴＦＥ基体
上に配置される。一実施形態では、封止剤層は、発泡体層の蒸着の前に、ビードの上のｅ
ＰＴＦＥ基体の上に配置される。
【００５６】
　自己封止カフ移植片
　本明細書に記載した様々な移植片構成はまた、血管への取付を助けるように設けられた
１つまたは複数のカフを有することができる。カフを備えた血管移植片、カフ構成、およ
び血管に取り付けるためにこのようなカフおよびカフ移植片を作る方法および装置が、そ
れぞれ共同して譲渡され、本明細書に完全に記載されているように参照として援用する、
Ｓｃｈｏｌｚ他の米国特許第６，２７３，９１２号、Ｓｃｈｏｌｚ他の米国特許第６，７
４６，４８０号、Ｓｃｈｏｌｚ他の米国特許出願公開第２００４／０２１０３０２号、Ｒ
ａｎｄａｌｌ他の米国特許第６，１９０，５９０号、Ｅｄｗｉｎ他の米国特許第６，２０
３，７３５号、Ｈａｒｒｉｓ他の米国特許第５，８６１，０２６号、Ｈａｒｒｉｓ他の米
国特許第６，２２１，１０１号、Ｈａｒｒｉｓ他の米国特許第６，５８９，２７８号、お
よびＨａｒｒｉｓ他の米国特許出願公開第２００４／００６４１８１号に記載されている
。
【００５７】
　カフは、ｅＰＴＦＥ、およびシリコンまたはポリウレタンなどの他の材料から作ること
ができ、シリコン、ポリウレタンまたは他の材料基体を有するｅＰＴＦＥ　ＡＶ移植片ま
たは移植片に結合させることができる。移植片に取り付けるカフの一例が図１７に示され
ており、カフ１１０の背面図はカフ部１１２およびネック部１１４を示しており、ネック
部１１４はその長さの少なくとも一部に沿って離れており、したがって移植片の一端部上
へのカフの定置が容易になる。カフ１１０はその後、それぞれの材料性状によって、移植
片に結合させることができる。例えば、カフおよびカフを取り付ける移植片表面がｅＰＴ
ＦＥである場合、カフは当業者に知られているように、加熱により取り付けることができ
る。上に記載したｅＰＴＦＥ　ＡＶ移植片の実施形態に関して、カフは様々な製造段階で
移植片の一端部または両端部上に定置することができる。一実施形態では、ｅＰＴＦＥテ
ープラップの塗布と同様に、ｅＰＴＦＥカフは、その上に塗布されたポリウレタン層（例
えば、ベース層、発泡体など）を有する移植片の端部上に定置される。例えば、ジメチル
アセトアミド（ＤＭＳＥ）、ジメチルホルムアミド、ＴＨＦ、またはその混合物を含む非
プロトン性溶剤などの適切な溶剤はその後、ネック部の下にあるポリウレタンを溶解する
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ようにカフのネック部に塗布され、その結果カフが移植片に結合する。本明細書で述べて
いるように、ビードまたは他の処理ステップがその後、カフ／移植片結合部の上で可能で
ある。
【００５８】
　別の実施形態では、カフ移植片は、本明細書に記載されるように、ｅＰＴＦＥ　ＡＶ移
植片とは別個に形成される。カフ移植片の管状部はその後、管状部の開口端部の壁面を（
例えば、拡張器具の使用により）伸ばし、ｅＰＴＦＥ　ＡＶ移植片の端部の一方の上で摺
動することによって、ｅＰＴＦＥ　ＡＶ移植片に取り付けられる。一実施形態では、ｅＰ
ＴＦＥ　ＡＶ移植片は外部ビードを有し、カフ移植片の管状部の開口端部は、管状部がｅ
ＰＴＦＥ　ＡＶ移植片の外部ビード部に到達するまで、ｅＰＴＦＥ　ＡＶ移植片の上で摺
動し、この地点で、カフ移植片の管状部は外部ビードの上で回転されるまたは「ねじ込ま
れる」。カフ移植片の管状部の内側表面は、結合を助けるようにその上に接着剤を有する
ことができる、または別の結合を必要に応じて初期取付ステップの後に行なうことができ
る。
【００５９】
　別の実施形態では、自己封止カフ移植片は、ポリウレタンまたは同様のポリマーを当業
者に知られているような真空蒸着、スプレー被覆、または浸漬被覆処理によって、ｅＰＴ
ＦＥカフ移植片のミクロ構造内に含浸させることによって作り出すことができる。ポリウ
レタンまたは同様のポリマーが導入されると、ポリウレタンをｅＰＴＦＥの結節と原線維
の間の間隙に形成することができるように、あらゆる余分なポリマーが移植片の外部から
取り除かれる。別の実施形態は、本明細書で述べるようにポリマーおよび溶剤の組み合わ
せでｅＰＴＦＥカフ移植片をスプレー被覆し、ｅＰＴＦＥ／ポリマー／ｅＰＴＦＥ積層物
を作り出すようにその上にｅＰＴＦＥテープまたはパッチを塗布することを含んでいる。
別の実施形態では、自己封止カフ移植片は、ネック部を有するカフを移植片に連結させ、
移植片とカフのネック部の間の連結点まで移植片を封止材料（例えば、ポリウレタン）内
に移植片を浸漬被覆させ、移植片およびネック部を封止材料に（カフまで）浸漬被覆し、
ビードを移植片およびネック部の長さにわたって封止材料の周りで螺旋状に包み、ビード
付移植片およびネック部を封止材料内に（カフまで）浸漬被覆することによって作り出さ
れる。
【００６０】
　さらに別の実施形態では、ｅＰＴＦＥカフ移植片の管状本体は、移植片に自己封止、よ
じれ耐性などを与えるように、本明細書に記載された様々な処理ステップに対してｅＰＴ
ＦＥ基体として利用される。ｅＰＴＦＥカフ移植片のカフ部は、移植片の一端部または両
端部上にあってもよく、上に塗布された封止剤層を有することができる、または処理され
ていないままにすることができる。例えば、カフ部はカフ形状を維持するように、ポリウ
レタンコーティングを有することができる。カフ部が上に塗布された封止剤層を有する場
合、封止材料（例えば、ポリマー）はパターンで塗布することができる。一実施形態では
、（カフを備えた）ｅＰＴＦＥ　ＡＶ移植片のカフ部に塗布されるポリマーは、図１８に
示すように、カフの上部の「隆線」のパターンでそのように行なわれる。カフ１２０の隆
線部１２２の例えば、ポリウレタンなどのポリマーは、臨床医が、血管への取付の際に、
縫合糸孔出血を緩和するまたは防ぐような縫合糸領域を提供する。これらの隆線部は例え
ば、ポリマーを塗布する前にカフの上にマスクを置くことによって、またはカフに塗布さ
れた場合に隆線をポリマー内にレーザ切り込みすることによって作り出すことができる。
隆線部は、当業者が分かるように、様々な構成をとることができ、様々な角度に設定する
ことができる。さらに、一実施形態では、隆線を作り出すのに使用される材料は、ｅＰＴ
ＦＥカフの縁部が手術中に簡単に特定することができるように中に組み込まれた放射線不
透過性物質を有する。
【００６１】
　別の実施形態では、ｅＰＴＦＥカフ移植片は、図１９に示すように第１および第２のビ
ードが端部の上に位置決めされた後に、カフの近接端をｅＰＴＦＥ　ＡＶ移植片の端部の
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上に位置決めすることによって作り出される。この実施形態では、ｅＰＴＦＥ基体とカフ
の間の遷移を補強するように二重のビード層が利用されている。ｅＰＴＦＥカフ移植片１
３０は、ｅＰＴＦＥ基体１３２の上に配置された封止剤またはベース層１３４を含む自己
封止領域１３１を備えており、その上に第１の発泡体層１３６が配置され、続いてビード
１３９および第２の発泡体層１３８が配置されている。他の実施形態では、封止剤層１３
４、第１の発泡体層１３６、第２の発泡体層１３８、およびビード１３９の１つまたは複
数は、自己封止領域１３１内に含まれていない。基体１３２の外側表面と接触するビード
１４２が、ｅＰＴＦＥ基体１３２の端部で自己封止領域１３１に隣接して位置決めされて
いる。上に述べるように、ビードがポリウレタンを含んでいる一実施形態では、ビードは
最初に、基体１３２へのビード１４２の付着を助けるように、ＴＨＦなどの溶剤で処理ま
たは被覆することができる。ビードは例えば、張力を加えて基体１３２の周りで螺旋状に
包まれた連続した長さのビード、または基体１３２の端部の長さに沿って間隔を置いて配
置された複数のビードリングを備えることができる。一実施形態で隣接するビードリング
または螺旋状に包まれたビードの巻線の間の距離は、約１．２ｍｍから約２．８ｍｍまで
の範囲である。
【００６２】
　ｅＰＴＦＥ部材１４０はその後、自己封止領域１３１およびビード１４２の一部の両方
の上に位置決めされる。一実施形態では、上に詳細に説明するように、ｅＰＴＦＥ部材１
４０は、第２の発泡体層１３８およびビード１４２の一方または両方にｅＰＴＦＥテープ
を結合させるのを助けるように、ＴＨＦなどの溶剤の槽を最初に通過することができる、
ある長さのｅＰＴＦＥテープである。ビード１４４はその後、自己封止領域１３１に隣接
してビード１４２を覆うある長さのｅＰＴＦＥ部材１４０の周りに位置決めされている。
ビード１４２と同様に、ビード１４４は最初に溶剤で処理または被覆することができる、
および／または張力を加えてｅＰＴＦＥ部材１４０の周りで螺旋状に包むことができる。
好ましい一実施形態では、ビード１４４は、ビード１４４の隣接するリングまたは巻線が
図１９に示すようにビード１４２の隣接するリングまたは巻線の間に配置されるように、
移植片の端部に沿って位置決めされている。一実施形態では、ビード１４２は、約０．５
ｃｍから約１．５ｃｍまでの範囲内の長さに対してｅＰＴＦＥ部材１４０の上に延びてい
る。ビード１４４がｅＰＴＦＥ部材１４０の上に位置決めされると、カフ１５０の近接端
１５２は、ｅＰＴＦＥ　ＡＶカフ移植片１３０を形成するように、ｅＰＴＦＥ　ＡＶ移植
片の端部の上に配置され、それに結合される。カフ１５０は、上に述べた方法のいずれか
を使用して、移植片に結合することができる。好ましい一実施形態では、ビード１４２お
よび１４４は、互いにほぼ同じであるが自己封止領域内のビード１３９より小さい断面積
を有する円形断面形状を有する。
【００６３】
　ｅＰＴＦＥ基体の周りに配置されたエラストマービードの利用により、血管移植片に利
用可能であったのより大きいよじれ耐性を提供することが、出願人によって発見された。
さらに、ポリウレタンマトリックス（例えば、ポリウレタン発泡体層）の厚さを効果的に
大きくするように、ｅＰＴＦＥ基体と接触するポリウレタンのベース層を取り除くことに
より、血管移植片が、移植片へのあらゆる外部締付の悪影響を少なくしながら、基本的に
同じレベルのよじれ耐性を備えたその自己封止性を維持することが可能になる。移植片の
「よじれ耐性」または可撓性は、図２０Ａ、２０Ｂおよび２０Ｃに関する以下のプロトコ
ルを利用することによって決めることができる。
【００６４】
　このプロトコルでは、血管移植片は、所定の直径Ｄを有するほぼ円形のピンの周りで湾
曲している。移植片の外側表面は、検査ピン上の２つの接線位置でピンに接触するように
構成されており、それによって移植片はピンの最も近い表面から頂点までの距離Ｌで移植
片の外側表面と一致する曲線の頂点を備えた曲線を画定し、ＬはＤとほぼ同じである（図
２０Ａ）。よじれない移植片はしたがって、ピンの周りで湾曲していない移植片の第１の
断面積と基本的に同じである頂点に近接した断面積を維持する（図２０Ｂ）。よじれはし
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たがって、ほぼ直線構成（すなわち、湾曲していない）の移植片と比較して頂点に近接し
た断面積の変化として規定される（図２０Ｃ）。移植片がより可撓性があればあるほど、
移植片はよりよじれ耐性が大きくなると考えられる。よじれによる断面積の損失が移植片
を通る流れを逆に少なくする閾値は、第１の断面積の約５０％、好ましくは検査ピンの所
与の直径に対して湾曲していない移植片の第１の断面積の約６６％より小さい断面積とし
て規定される。断面積は、円形領域に対する式を使用して移植片の内径（定数ｐｉの径自
乗倍）を利用することによって、円形断面移植片内で測定することができることを留意す
べきである。しかし、計算を簡単にするために、移植片の外径を代わりに使用することが
できる。
【００６５】
　本明細書に記載された移植片のいくつかの実施形態は、６０ミリ、５０ミリ、２０ミリ
および１５ミリで始まるピン直径Ｄを備えた上記プロトコルを使用して検査された。移植
片は、６０ｍｍ、５０ｍｍ、２０ｍｍおよび１５ｍｍの少なくともピンの約５０％の断面
積を維持することを可能にした。これまで、移植片が上に述べた検査プロトコルと合わせ
て２０ｍｍおよび１５ｍｍの検査ピン直径で少なくとも約５０％の断面流れ面積を維持す
ることが可能であるという点において、よじれ耐性があるエラストマービードを備えたｅ
ＰＴＦＥ血管移植片を出願人が最初に提供していると考えられる。さらに、移植片が２０
ｍｍおよび１５ｍｍの検査ピン直径で少なくとも約５０％の断面流れ面積を維持すること
が可能であるという点において、よじれ耐性があるｅＰＴＦＥ基体およびエラストマービ
ードを有する自己封止血管移植片を出願人が最初に提供していると考えられる。
【００６６】
　移植片が普通は締め付けられ、したがってよじれの影響性を大きくする場合に移植片の
臨床使用をさらにシミュレーションするために、このような移植片は、４５分間歯付クラ
ンプで締め付けられ、約５秒間の間円形断面積に向かって手によってマッサージされ、締
付の約１０分間内で検査された。図１６Ｅに関して記載および図示した血管移植片の実施
形態は、２０ｍｍおよび１５ｍｍの検査ピン直径に対して、湾曲していない移植片内の元
の断面積の少なくとも５０％のその断面積流れ面積を維持することによってそのよじれ耐
性を維持することが可能であった。
【００６７】
　好ましい実施形態を、Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｇｒｏｕｐから市販さ
れているＣａｒｂｏｔｈａｎｅ　ＰＣ－２５８５に関して記載したが、例えばＢｉｏｎａ
ｔｅ、９３ショアＡの硬度を有するＣｈｒｏｎｏｆｌｅｘ　Ｃ（Ｃａｒｄｉｏｔｅｃｈ）
、ポリカーボネートジオール（１，６－ヘキサンジオール）、１，４－ブタンジオール／
ジメチルシレートを備えた１４，４－メチレンビスフェノールジイソシアネートウレタン
（約１０００から約３０００までのポリウレタンの軟質部分の分子重量）などの他の適切
なポリウレタンも利用できる。適切なポリウレタン（すなわち、ポリマー全体）に対する
重量平均分子重量（ＭＷ）は、約２５，０００ｇ／モルから約５００，０００ｇ／モルの
範囲、好ましくは約４０，０００ｇ／モルから約１５０，０００ｇ／モルの範囲である。
好ましい一実施形態では、重量平均分子重量は約５０，０００ｇ／モルである。最後に、
本明細書に記載するような（例えば、その剛性性状）移植片上のビードは、透析針または
導入装置シースをビードとの接触の際にビードから、また移植片内に偏向させると考えら
れていることに留意する。
【００６８】
　本発明を説明し、本発明の特定の例を描写した。本発明を特定の変更形態および例示的
な図に関して説明したが、当業者は本発明は記載した変更形態または図に限るものではな
いことが分かるだろう。例えば、ｅＰＴＦＥテープまたはラップは、血管移植片の自己封
止機能を得るために、発泡体層で利用する必要はない。さらに、本明細書に記載および図
示したようなポリウレタンの噴霧は、例えば、被覆したステントを作り出すためのステン
ト上へのポリウレタンの噴霧、カプセル封入したステントを作り出すためのステントの両
方の表面上へのポリウレタンの噴霧、フィルタを作り出すためのフレーム上へのポリウレ
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タンなどの材料の噴霧などの、移植片基体上へのポリウレタンの塗布以外の応用例に利用
することができる。例示的な一実施形態として、血栓材料が発泡体層に組み込まれている
。別の実施形態では、移植片を作り出すために本明細書に記載されている方法、過程およ
び材料が、縫合糸孔出血を少なくするために、頸動脈応用例用のパッチに適用されている
。さらに別の実施形態では、本明細書に記載および図示した特性は、例えば、被覆したス
テント、ステント移植片、または部分的に被覆したステントなどの自己封止移植片以外の
移植可能人工器官に適用可能である。
【００６９】
　加えて、上に記載した方法およびステップが特定の順序で起こる特定の事象を示す場合
、当業者は特定のステップの順序を変えることができ、このような変更は本発明の変更形
態によるものであることが分かるだろう。加えて、特定のステップを可能な場合、並列過
程で同時に行なうことができ、また上に記載したように連続して行なうことができる。し
たがって、開示の精神内にある、または特許請求の範囲で見られる発明と同等である本発
明の変更形態がある程度において、本特許はこれらの変更形態も含んでいることを意図し
ている。最後に、本明細書内で引用した刊行物および特許出願は全て、各個別の刊行物ま
たは特許出願が本明細書に特におよび個別に記載されているように、全体に参照として援
用する。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１Ａ】患者の前腕に移植したループＡＶ移植片を示す図である。
【図１Ｂ】患者の大腿に移植したループＡＶ移植片を示す図である。
【図２】その周りに螺旋状になっているビードを有する、中間部のいずれか側に封止剤層
を備えたｅＰＴＦＥ基体を有するｅＰＴＦＥ移植片を示す図である。
【図３】発泡体層が封止剤層およびビードの上に配置された、図２の移植片の図である。
【図４】ｅＰＴＦＥテープが発泡体層の周りで包まれている、図３の移植片の図である。
【図５】屈曲構成で示した、図４の移植片の図である。
【図６】その中に離れた間隔で切り込まれた溝付部を有するその長さにわたる封止剤層を
備えたｅＰＴＦＥ基体を有するｅＰＴＦＥ移植片の図である。
【図７】屈曲構成で示した、図６の移植片の図である。
【図８】その周りに螺旋状になっているビードを有し、その中に離れた間隔で切り込まれ
た溝付部を有する、中間部のいずれか側に封止剤層を備えたｅＰＴＦＥ基体を有するｅＰ
ＴＦＥ移植片の図である。
【図９】屈曲構成で示した、発泡体層が封止剤層およびビードの上に配置された、図８の
移植片の図である。
【図１０】多数の材料層を備えた、本発明によるｅＰＴＦＥ　ＡＶ移植片の図である。
【図１１】本発明によるｅＰＴＦＥ　ＡＶ移植片の一実施形態の図である。
【図１２】本発明によるｅＰＴＦＥ　ＡＶ移植片の別の実施形態の図である。
【図１３】本発明によるｅＰＴＦＥ　ＡＶ移植片のさらに別の実施形態の図である。
【図１４】本発明によるｅＰＴＦＥ　ＡＶ移植片のさらに別の実施形態の図である。
【図１５】本発明による別のｅＰＴＦＥ　ＡＶ移植片の図である。
【図１６Ａ】ｅＰＴＦＥ　ＡＶ移植片の第１の好ましい実施形態の中間部の長手断面図で
ある。
【図１６Ｂ】ｅＰＴＦＥ　ＡＶ移植片の第２の好ましい実施形態の中間部の長手断面図で
ある。
【図１６Ｃ】ｅＰＴＦＥ　ＡＶ移植片の第１の好ましい実施形態の端部設計の長手断面図
である。
【図１６Ｄ】ｅＰＴＦＥ　ＡＶ移植片の第２の好ましい実施形態の端部設計の長手断面図
である。
【図１６Ｅ】ｅＰＴＦＥ　ＡＶ移植片の別の実施形態の中間部または中心部の長手断面図
である。
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【図１７】取付可能なカフの背面斜視図である。
【図１８】カフを備えたｅＰＴＦＥ　ＡＶ移植片のカフ部の正面斜視図である。
【図１９】ｅＰＴＦＥ　ＡＶカフ移植片の端部の一実施形態の端部の長手断面図である。
【図２０Ａ】よじれ耐性を測定するプロトコルを示すために、ほぼ円形のピン周りで湾曲
した血管移植片の側面図である。
【図２０Ｂ】ピン周りでの屈曲の際によじれなかった移植片を示す、線２０Ｂ－２０Ｂに
沿った図２０Ａの断面図である。
【図２０Ｃ】ピン周りでの屈曲の際のよじれによる、図２０Ａの移植片の断面積の変化を
示す、図２０Ａの断面図である。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図２】 【図３】

【図４】 【図５】
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【図６】 【図７】

【図８】 【図９】
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【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】
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【図１４】 【図１５】

【図１６Ａ】

【図１６Ｂ】

【図１６Ｃ】

【図１６Ｄ】

【図１６Ｅ】
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【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０Ａ】 【図２０Ｂ】

【図２０Ｃ】
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【手続補正書】
【提出日】平成20年2月15日(2008.2.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　近接端部、遠位端部、および近接端部と遠位端部の間に位置決めされた中心部を含むほ
ぼ管状のｅＰＴＦＥ基体であって、近接端部、中心部、および遠位端部の少なくとも１つ
が自己封止領域を含んでいる基体と、
　中心部の少なくとも一部に沿ってｅＰＴＦＥ基体の表面に連続している第１のビードと
を備えている、自己封止血管移植片。
【請求項２】
　中心部が、約５ｃｍから約１２ｃｍまでの範囲内の長さを有する、請求項１に記載の血
管移植片。
【請求項３】
　自己封止領域が、約１０ミクロンから約３００ミクロンの範囲内の厚さを有する封止剤
層を含む、請求項１に記載の血管移植片。
【請求項４】
　近接端部、遠位端部および中心部が、発泡体層を画定するポリウレタンマトリックス層
を含んでいる、請求項１に記載の血管移植片。
【請求項５】
　近接部および中心部の一方が第２のビードを備えている、請求項１に記載の血管移植片
。
【請求項６】
　第１のビードが第１の断面積を備えており、第２のビードが第１の断面積と異なる第２
の断面積を備えている、請求項５に記載の血管移植片。
【請求項７】
　第２の断面積が第１の断面積より小さい、請求項６に記載の血管移植片。
【請求項８】
　近接端部、遠位端部、および中心部が外側ｅＰＴＦＥ部材を備えている、請求項１に記
載の血管移植片。
【請求項９】
　遠位および近接端部の一方が、外側ｅＰＴＦＥ部材の少なくとも一部を囲んでいる別の
ｅＰＴＦＥ部材を備えている、請求項８に記載の血管移植片。
【請求項１０】
　基本的に硫酸バリウム、次炭酸ビスマス、三酸化ビスマス、タングステン、またはタン
タル、およびその組み合わせからなる群から選択された放射線不透過性材料をさらに含ん
でいる、請求項１に記載の血管移植片。
【請求項１１】
　長手軸を画定するほぼ管状のｅＰＴＦＥ基体と、
　ｅＰＴＦＥ基体周りに配置されたポリウレタンマトリックス層と、
　ポリウレタンマトリックス内に配置された第１のビードとを備えている、血管移植片。
【請求項１２】
　さらに第２のビードを備えている、請求項１１に記載の血管移植片。
【請求項１３】
　第１のビードが第１の断面積を備えており、第２のビードが第１の断面積と異なる第２
の断面積を備えている、請求項１２に記載の血管移植片。
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【請求項１４】
　第２の断面積が第１の断面積より小さい、請求項１３に記載の移植片。
【請求項１５】
　近接端部、遠位端部、および近接端部と遠位端部の間に位置決めされた中心部を含むほ
ぼ管状のｅＰＴＦＥ基体を提供するステップと、
　第１のビードを中心部の少なくとも一部に沿ってｅＰＴＦＥ基体の表面に結合させるス
テップとを含む、よじれ耐性血管移植片を作るための方法。
【請求項１６】
　結合させるステップが、ビードをｅＰＴＦＥ基体に接触させる前に、ＴＨＦを含む溶液
を通して第１のビードを移動させるステップを含んでいる、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　さらに、近接端部、遠位端部および中心部の少なくとも一部の上に第１の高分子発泡体
層を配置するステップを含んでいる、請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　さらに、近接端部および遠位端部内でｅＰＴＦＥ基体の周りに第２のビードを位置決め
するステップを含んでいる、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　さらに、血管移植片の全体の壁面厚さが約１ｍｍから約２ｍｍまでの範囲内であるよう
に、第１の高分子発泡体層の上に第２の高分子発泡体層を配置するステップを含んでいる
、請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
　配置するステップが、第１および第２の高分子発泡体層の一方内にビードの一部を配置
するステップを含んでいる、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　さらに、テープの隣接する巻線の縁部が重なるように、第２の高分子発泡体層の上で高
分子テープを螺旋状に包むステップを含んでいる、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　さらに、高分子テープ周りで第３のビードを包むステップと、第３のビードを第２のほ
ぼ管状のｅＰＴＦＥ部材で覆うステップとを含んでいる、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　高分子テープがｅＰＴＦＥを含んでおり、テープを螺旋状に包むステップがテープにＴ
ＨＦを塗布するステップを含んでいる、請求項２１に記載の方法。
【請求項２４】
　さらに、ｅＰＴＦＥ基体、第１の高分子発泡体層、および第２の高分子発泡体層の少な
くとも１つに１つまたは複数の生体活性剤を組み込むステップを含んでいる、請求項１９
に記載の方法。
【請求項２５】
　さらに、フレア状の血管カフを基体の端部に結合させるステップを含んでいる、請求項
１５に記載の方法。
【請求項２６】
　ほぼ管状のｅＰＴＦＥ基体と、
　その第１と第２の端部の間でほぼ管状の基体の長さに沿って延びており、封止剤層およ
び発泡体層の少なくとも一方を含む自己封止領域と、
　自己封止領域の少なくとも一部に位置決めされた外側ｅＰＴＦＥ部材と、
　自己封止領域に隣接した第１の端部で基体上に位置決めされた第１のビードであって、
外側ｅＰＴＦＥ部材が第１のビードの少なくとも一部の上に延びている第１のビードと、
　自己封止領域に隣接した第１の端部で外側ｅＰＴＦＥ部材の上に位置決めされた第２の
ビードと、
　第１および第２のビードの少なくとも一部に位置決めされた近接端を有するフレア状の
血管カフとを備えた、自己封止血管カフ移植片。
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【請求項２７】
　第１のビードが基体の外側表面と接触する、請求項２６に記載の自己封止血管カフ移植
片。
【請求項２８】
　第２のビードの各巻線が、第１のビードの隣接する巻線の間に位置決めされるように、
第１および第２のビードが螺旋状に巻かれている、請求項２６に記載の自己封止血管カフ
移植片。
【請求項２９】
　第１および第２のビードの少なくとも一方が、第１の端部の長さに沿って間隔を置いて
配置された複数のリングを備えている、請求項２６に記載の自己封止血管カフ移植片。
【請求項３０】
　自己封止領域が、第１および第２のビードの両方より大きな断面積を有する第３のビー
ドを備えている、請求項２６に記載の自己封止血管カフ移植片。
【請求項３１】
　自己封止領域が、第１の発泡体層および第２の発泡体層を備えている、請求項２６に記
載の自己封止血管カフ移植片。
【請求項３２】
　第３のビードが第１および第２の発泡体層の両方と接触する、請求項３１に記載の自己
封止血管カフ移植片。
【請求項３３】
　長手軸周りに第１の断面積を有するｅＰＴＦＥ基体の遠位部を通して延びている長手軸
を画定するほぼ管状のｅＰＴＦＥ基体と、
　ｅＰＴＦＥ基体が基体の遠位部を約２０ミリ以下の直径を有するほぼ円形のピンに接触
させるように湾曲しているので、ｅＰＴＦＥは第２の断面積が円形のピンの外側表面から
約２０ミリに配置されている場合に、第１の断面積の少なくとも約５０％のｅＰＴＦＥ基
体の第２の断面積を含んでいるように、ｅＰＴＦＥ基体の周りに配置されたエラストマー
部材とを備えた、血管移植片。
【請求項３４】
　その第１と第２の端部の間でほぼ管状の基体の長さに沿って延びている自己封止領域を
含むほぼ管状のｅＰＴＦＥ基体を提供するステップと、
　自己封止領域に隣接した第１の端部で基体上に第１のビードを位置決めするステップと
、
　自己封止領域および第１のビードの少なくとも一部の上に外側ｅＰＴＦＥ部材を配置す
るステップと、
　自己封止領域に隣接した第１の端部で外側ｅＰＴＦＥ部材の上に第２のビードを位置決
めするステップと、
　第１および第２のビードの少なくとも一部の上で基体にフレア状の管状カフを取り付け
るステップとを含んでいる、自己封止血管カフ移植片を作るための方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本出願は、２００５年８月３０日出願の国際特許出願第ＰＣＴ／ＵＳ２００５／０３１
１８６号の一部継続出願であり、米国特許法第１１９条（ｅ）に基づき、２００５年６月
１７日出願の米国仮特許出願第６０／６９２，１７２号の優先権を主張するものである、
２００５年１２月２８日出願の国際特許願第ＰＣＴ／ＵＳ２００５／０４６７６３号の米
国特許法第３７１条の米国国内段階出願であり、それぞれ本明細書に全体が記載されてい
るように参照として本出願に援用する。
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