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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ラクチド（ＬＡ）、グリコリド（ＧＡ）及びポリエチレングリコール（ＰＥＧ）から誘
導されるポリマーを含むコーティングを自己上に配置する埋込型デバイスであって、
　前記ＬＡは、Ｄ，Ｌ－ラクチド（ＤＬＬＡ）、Ｌ－ラクチド（ＬＬＡ）、Ｄ－ラクチド
（ＤＬＡ）、メソ－ラクチド（ｍＬＡ）又はこれらの組合せであり、
　前記ポリマーは、９０ｋＤａ～２２０ｋＤａの重量平均分子量、９重量％～５５重量％
のＧＡ含量、及び、４．５重量％～５５重量％のＰＥＧ含量を有し、
　前記コーティングは、生理学的環境に暴露されると１２ヶ月以内に完全に吸収され得る
ものである、埋込型デバイス。
【請求項２】
　前記ポリマーは、ポリ（ＤＬＬＡ－ｃｏ－ＧＡ）、ポリ（ＬＬＡ－ｃｏ－ＧＡ）、ポリ
（ＤＬＡ－ｃｏ－ＧＡ）及びポリ（ｍＬＡ－ｃｏ－ＧＡ）から選択されるブロックを含む
、請求項１に記載の埋込型デバイス。
【請求項３】
　前記ブロックは、９９／１～１／９９のＬＡ／ＧＡ比を有する、請求項２に記載の埋込
型デバイス。
【請求項４】
　前記ブロックは、９０／１０～１０／９０のＬＡ／ＧＡ比を有する、請求項２に記載の
埋込型デバイス。
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【請求項５】
　前記ブロックは、７０／３０～３０／７０のＬＡ／ＧＡ比を有する、請求項２に記載の
埋込型デバイス。
【請求項６】
　前記ＰＥＧ含量は、少なくとも２０重量％である、請求項１に記載の埋込型デバイス。
【請求項７】
　前記ＰＥＧ含量は、２７重量％～３３重量％、又は、３６重量％～４４重量％である、
請求項１に記載の埋込型デバイス。
【請求項８】
　前記ポリマーは、前記コーティングが生学理的環境に曝露されると、フラグメントに分
解する、請求項１に記載の埋込型デバイス。
【請求項９】
　前記コーティングは、生物活性薬を更に含む、請求項１に記載の埋込型デバイス。
【請求項１０】
　前記生物活性薬は、パクリタキセル、ドセタキセル、エストラジオール、１７－β－エ
ストラジオール、一酸化窒素供与体、スーパーオキシドジスムターゼ、４－アミノ－２，
２，６，６－テトラメチルピペリジン－１－オキシル（４－アミノ－ＴＥＭＰＯ）、バイ
オリムス、タクロリムス、デキサメタゾン、ラパマイシン、４０－Ｏ－（２－ヒドロキシ
）エチル－ラパマイシン（エベロリムス）、４０－Ｏ－（３－ヒドロキシ）プロピル－ラ
パマイシン、４０－Ｏ－［２－（２－ヒドロキシ）エトキシ］エチル－ラパマイシン、４
０－Ｏ－テトラゾール－ラパマイシン、４０－エピ－（Ｎ１－テトラゾリル）－ラパマイ
シン（ＡＢＴ－５７８）、γ－ヒリダン、クロベタゾール、ピメクロリムス、イマチニブ
メシレート、ミドスタウリン、フェノフィブラート、及びこれらの組合せから選択される
、請求項９に記載の埋込型デバイス。
【請求項１１】
　ステントである、請求項１に記載の埋込型デバイス。
【請求項１２】
　生体吸収性ステントである、請求項１に記載の埋込型デバイス。
【請求項１３】
　埋込型デバイス上にコーティングを配置するステップを備え、
　前記コーティングは、ラクチド（ＬＡ）、グリコリド（ＧＡ）及びポリ（エチレングリ
コール）（ＰＥＧ）から誘導されるポリマーを含み、
　前記ＬＡは、Ｄ，Ｌ－ラクチド（ＤＬＬＡ）、Ｌ－ラクチド（ＬＬＡ）、Ｄ－ラクチド
（ＤＬＡ）、メソ－ラクチド（ｍＬＡ）又はこれらの組合せであり、
　前記ポリマーは、９０ｋＤａ～２２０ｋＤａの重量平均分子量（Ｍｗ）、９重量％～５
５重量％のＧＡ含量、及び、４．５重量％～５５重量％のＰＥＧ含量を含み、
　前記コーティングは、生学理的環境に曝露されると１２カ月以内に完全に吸収され得る
ものである、埋込型デバイスの製造方法。
【請求項１４】
　前記ポリマーは、ポリ（ＤＬＬＡ－ｃｏ－ＧＡ）、ポリ（ＬＬＡ－ｃｏ－ＧＡ）、ポリ
（ＤＬＡ－ｃｏ－ＧＡ）及びポリ（ｍＬＡ－ｃｏ－ＧＡ）から選択されるブロックを含む
、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ブロックは、９９／１～１／９９のＬＡ／ＧＡ比を有する、請求項１４に記載の方
法。
【請求項１６】
　前記ブロックは、９０／１０～１０／９０のＬＡ／ＧＡ比を有する、請求項１４に記載
の方法。
【請求項１７】
　前記ブロックは、７０／３０～３０／７０のＬＡ／ＧＡ比を有する、請求項１４に記載
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の方法。
【請求項１８】
　前記ＰＥＧ含量は、少なくとも２０重量％である、請求項１３に記載の方法。
【請求項１９】
　前記ＰＥＧ含量は、２７重量％～３３重量％、又は、３６重量％～４４重量％である、
請求項１３に記載の方法。
【請求項２０】
　前記ポリマーは、前記コーティングが生学理的環境に曝露されると、フラグメントに分
解する、請求項１３に記載の方法。
【請求項２１】
　前記ポリマー性マトリックスは、生物活性薬を更に含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項２２】
　前記生物活性薬が、パクリタキセル、ドセタキセル、エストラジオール、１７－β－エ
ストラジオール、一酸化窒素供与体、スーパーオキシドジスムターゼ、４－アミノ－２，
２，６，６－テトラメチルピペリジン－１－オキシル（４－アミノ－ＴＥＭＰＯ）、バイ
オリムス、タクロリムス、デキサメタゾン、ラパマイシン、４０－Ｏ－（２－ヒドロキシ
）エチル－ラパマイシン（エベロリムス）、４０－Ｏ－（３－ヒドロキシ）プロピル－ラ
パマイシン、４０－Ｏ－［２－（２－ヒドロキシ）エトキシ］エチル－ラパマイシン、４
０－Ｏ－テトラゾール－ラパマイシン、４０－エピ－（Ｎ１－テトラゾリル）－ラパマイ
シン（ＡＢＴ－５７８）、γ－ヒリダン、クロベタゾール、ピメクロリムス、イマチニブ
メシレート、ミドスタウリン、フェノフィブラート、及びこれらの組合せから選択される
、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　アテローム性動脈硬化症、血栓症、再狭窄、出血、血管剥離又は血管穿孔、動脈瘤、不
安定プラーク、慢性完全閉塞、卵円孔開存症、跛行、血管及び人工グラフトにおける吻合
部増殖、胆管障害、尿管閉鎖、腫瘍性閉塞、及びこれらの組合せからなる群から選択され
る障害を有する患者に埋め込まれる、請求項１に記載の埋込型デバイス。
【請求項２４】
　前記ポリマーは、ポリ（Ｄ，Ｌ－ラクチド－ｃｏ－グリコリド－ｂ－エチレングリコー
ル－ｂ－Ｄ，Ｌ－ラクチド－ｃｏ－グリコリド）トリブロックコポリマー（ＰＬＧＡ－Ｐ
ＥＧ－ＰＬＧＡ）である、請求項１に記載の埋込型デバイス。
【請求項２５】
　ポリ（Ｄ，Ｌ－ラクチド－ｃｏ－グリコリド－ｂ－エチレングリコール－ｂ－Ｄ，Ｌ－
ラクチド－ｃｏ－グリコリド）トリブロックコポリマー（ＰＬＧＡ－ＰＥＧ－ＰＬＧＡ）
を含むコーティングを自己上に配置する埋込型デバイスであって、
　前記トリブロックコポリマーは、
　Ｄ，Ｌ－ラクチド／グリコリドのモル比が５／１～３／２であり、
　ＰＥＧのモル濃度が５～４０％であり、
　重量平均分子量が９０ｋＤａ～２２０ｋＤａである、埋込型デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、可溶性コーティングを有する医療用デバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　生物材料研究の現在の目標は、医療用デバイス及び医療用デバイスのためのコーティン
グ等の医療用品を生み出す組成物を改良することである。そのような医療用品の一例は、
埋込型医療用デバイスである。
【０００３】
　様々な医学的手技、例えば、経皮経管冠動脈形成術（ＰＴＣＡ）等では、ステントは重
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要な役割を演じる。ステントは、物理的に開通性を維持するための、また望むならば、対
象の流路を広げるための機械的な介入として機能する。しかし、血栓症及び再狭窄が、特
定の手技後に、数カ月にわたり発症する可能性があり、これらは、ステントの使用に関連
する問題に属し、更なる血管形成術、又は外科的バイパス手術の必要性を生み出す可能性
がある。
【０００４】
　このような問題に対処するために、ステントは、薬剤の局所送達を実現するように開発
されている。局所送達する方法には、医療用品、例えばステントの表面をポリマー性担体
でコーティングするステップ、及びポリマー性担体に薬剤を結合させるステップ、又はポ
リマー性担体と薬剤を混合するステップが含まれる。このような薬剤は、単独で、又は他
の適当な薬剤と併用して使用可能である。しかし、薬物送達デバイスにおいて使用するた
めの、新規なポリマーコーティングが常に必要とされている。
【０００５】
　以下に記載する実施形態は、上記において識別された必要性、及び問題点を対象として
いる。
【発明の概要】
【０００６】
　本発明は、可溶性コーティング、又は可溶性ポリマー性マトリックスを含む埋込型デバ
イスに関する。埋め込まれると、埋込み部位の生学理的環境により、ポリマー性マトリッ
クスは、例えばポリマーが分解して、溶解消失が可能となる。いくつかの実施形態では、
可溶性コーティングは、Ｄ，Ｌ－ラクチド／グリコリドのモル比が５／１～３／２の範囲
、及びＰＥＧのモル濃度が５～４０％の範囲である、ポリ（Ｄ，Ｌ－ラクチド－ｃｏ－グ
リコリド－ｂ－エチレングリコール－ｂ－Ｄ，Ｌ－ラクチド－ｃｏ－グリコリド）トリブ
ロックコポリマー（ＰＬＧＡ－ＰＥＧ－ＰＬＧＡ）を含む。
【０００７】
　本明細書で用いる場合、表示の基材、例えば、ステント又は別の層の「上に配置される
」層として記載される材料とは、表示の基材の実質的に全ての露出表面に直接塗布される
材料の比較的薄いコーティングを指す。但し、用語「上に配置される」は、基材に塗布さ
れた中間層に、材料の薄い層を塗布することも意味することがあり、この場合、中間層が
存在しなかったならば、材料は基材の実質的に全ての露出表面を被覆するであろう方法で
塗布される。本明細書で用いる場合、用語「ポリマー性マトリックス」は、用語「ポリマ
ー性コーティング」、又は「コーティング」と交換可能に用いられる。
【０００８】
　いくつかの実施形態では、ポリマー性マトリックスは、任意の非分解性ポリマー若しく
は材料、又は生体耐久性ポリマー若しくは材料を含むことができる。
【０００９】
　いくつかの実施形態では、ポリマー性マトリックスは、治療用物質又は治療用薬物等の
生物活性薬を含むことができる。生物活性薬のいくつかの例には、内皮細胞の移動を阻害
するｓｉＲＮＡ及び／又はその他のオリゴヌクレオチドが含まれる。生物活性薬は、リゾ
ホスファチジン酸（ＬＰＡ）又はスフィンゴシン－１－ホスフェート（Ｓ１Ｐ）であって
もよい。ＬＰＡは、多種多様な正常細胞種及び悪性細胞種において、増殖因子様活性を発
揮することができる、「生物活性な」リン脂質である。ＬＰＡは、創傷治癒等の正常な生
学理的プロセス、及び血管緊張、血管壁統合性、又は再生において、重要な役割を果たし
ている。他のいくつかの典型的な生物活性薬は、パクリタキセル、ドセタキセル、エスト
ラジオール、１７－β－エストラジオール、一酸化窒素供与体、スーパーオキシドジスム
ターゼ、スーパーオキシドジスムターゼ模倣体、４－アミノ－２，２，６，６－テトラメ
チルピペリジン－１－オキシル（４－アミノ－ＴＥＭＰＯ）、バイオリムス、タクロリム
ス、デキサメタゾン、ラパマイシン、ラパマイシン誘導体、４０－Ｏ－（２－ヒドロキシ
）エチル－ラパマイシン（エベロリムス）、４０－Ｏ－（３－ヒドロキシ）プロピル－ラ
パマイシン、４０－Ｏ－［２－（２－ヒドロキシ）エトキシ］エチル－ラパマイシン、及
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び４０－Ｏ－テトラゾール－ラパマイシン、４０－エピ－（Ｎ１－テトラゾリル）－ラパ
マイシン（ＡＢＴ－５７８）、γ－ヒリダン、クロベタゾール、ピメクロリムス、イマチ
ニブメシレート、ミドスタウリン、これらのプロドラッグ、これらのコドラッグ、及びこ
れらの組合せである。
【００１０】
　ポリマー性マトリックス、又はポリマー性コーティングは、ステント等の埋込型デバイ
ス上に形成可能で、この埋込型デバイスは、血管の病状を治療、予防、緩和、又は低減す
るために、又は治癒促進効果をもたらすために患者に埋込み可能である。このような状態
の例として、アテローム性動脈硬化症、血栓症、再狭窄、出血、血管剥離又は血管穿孔、
動脈瘤、不安定プラーク、慢性完全閉塞、跛行、吻合部増殖（血管及び人工グラフトにお
ける）、胆管障害、尿管閉鎖、腫瘍性閉塞、又はこれらの組合せが挙げられる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１Ａ】異なった分子量及び比のポリ（エチレングリコール）（ＰＥＧ）を有する本発
明のポリマーＰＬＧＡ－ＰＥＧ－ＰＬＧＡから形成されたコーティングの走査電子顕微鏡
（ＳＥＭ）像である。
【図１Ｂ】異なった分子量及び比のポリ（エチレングリコール）（ＰＥＧ）を有する本発
明のポリマーＰＬＧＡ－ＰＥＧ－ＰＬＧＡから形成されたコーティングの走査電子顕微鏡
（ＳＥＭ）像である。
【図１Ｃ】異なった分子量及び比のポリ（エチレングリコール）（ＰＥＧ）を有する本発
明のポリマーＰＬＧＡ－ＰＥＧ－ＰＬＧＡから形成されたコーティングの走査電子顕微鏡
（ＳＥＭ）像である。
【図２】異なった分子量及び比のＰＥＧを有する本発明のポリマーから形成されたコーテ
ィングからのエベロリムスの溶出プロファイルを示す図である。
【図３】異なった分子量及び比のＰＥＧを有する本発明のポリマーから形成されたコーテ
ィングの膨潤試験結果を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明は、可溶性コーティング、又は可溶性ポリマー性マトリックスを含む埋込型デバ
イスに関する。埋め込まれると、埋込み部位の生学理的環境により、ポリマー性マトリッ
クスは、例えばポリマーが分解して、溶解消失が可能となる。いくつかの実施形態では、
可溶性コーティングは、Ｄ，Ｌ－ラクチド／グリコリドのモル比が５／１～３／２の範囲
、及びＰＥＧのモル濃度が５～４０％の範囲である、ポリ（Ｄ，Ｌ－ラクチド－ｃｏ－グ
リコリド－ｂ－エチレングリコール－ｂ－Ｄ，Ｌ－ラクチド－ｃｏ－グリコリド）トリブ
ロックコポリマー（ＰＬＧＡ－ＰＥＧ－ＰＬＧＡ）を含む。
【００１３】
　本明細書で用いる場合、表示の基材、例えば、ステント又は別の層の「上に配置される
」層として記載される材料とは、表示の基材の実質的に全ての露出表面に、直接的に塗布
される材料の比較的薄いコーティングを指す。但し、用語「上に配置される」は、基材に
塗布された中間層に、材料の薄い層を塗布することも意味することがあり、この場合、中
間層が存在しなかったならば、材料は、基材の実質的に全ての露出表面を被覆するであろ
う方法で、材料は塗布される。本明細書で用いる場合、用語「ポリマー性マトリックス」
は、用語「ポリマー性コーティング」、又は「コーティング」と交換可能に用いられる。
【００１４】
　いくつかの実施形態では、ポリマー性マトリックスは、任意の非分解性ポリマー若しく
は材料、又は生体耐久性ポリマー若しくは材料を含むことができる。
【００１５】
　いくつかの実施形態では、ポリマー性マトリックスは、治療用物質又は治療用薬物等の
生物活性薬を含むことができる。生物活性薬のいくつかの例には、内皮細胞の移動を阻害
するｓｉＲＮＡ及び／又はその他のオリゴヌクレオチドが含まれる。生物活性薬は、リゾ
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ホスファチジン酸（ＬＰＡ）又はスフィンゴシン－１－ホスフェート（Ｓ１Ｐ）であって
もよい。ＬＰＡは、多種多様な正常細胞種及び悪性細胞種において、増殖因子様活性を発
揮することができる、「生物活性な」リン脂質である。ＬＰＡは、創傷治癒等の正常な生
学理的プロセス、及び血管緊張、血管壁統合性、又は再生において、重要な役割を果たし
ている。他のいくつかの典型的な生物活性薬は、パクリタキセル、ドセタキセル、エスト
ラジオール、１７－β－エストラジオール、一酸化窒素供与体、スーパーオキシドジスム
ターゼ、スーパーオキシドジスムターゼ模倣体、４－アミノ－２，２，６，６－テトラメ
チルピペリジン－１－オキシル（４－アミノ－ＴＥＭＰＯ）、バイオリムス、タクロリム
ス、デキサメタゾン、ラパマイシン、ラパマイシン誘導体、４０－Ｏ－（２－ヒドロキシ
）エチル－ラパマイシン（エベロリムス）、４０－Ｏ－（３－ヒドロキシ）プロピル－ラ
パマイシン、４０－Ｏ－［２－（２－ヒドロキシ）エトキシ］エチル－ラパマイシン、及
び４０－Ｏ－テトラゾール－ラパマイシン、４０－エピ－（Ｎ１－テトラゾリル）－ラパ
マイシン（ＡＢＴ－５７８）、γ－ヒリダン、クロベタゾール、ピメクロリムス、イマチ
ニブメシレート、ミドスタウリン、これらのプロドラッグ、これらのコドラッグ、及びこ
れらの組合せである。
【００１６】
　ポリマー性マトリックス、又はポリマー性コーティングは、ステント等の埋込型デバイ
ス上に形成可能で、この埋込型デバイスは、血管の病状を治療、予防、緩和、又は低減す
るために、又は治癒促進効果をもたらすために患者に埋込み可能である。このような状態
の例として、アテローム性動脈硬化症、血栓症、再狭窄、出血、血管剥離又は血管穿孔、
動脈瘤、不安定プラーク、慢性完全閉塞、跛行、吻合部増殖（血管及び人工グラフトにお
ける）、胆管障害、尿管閉鎖、腫瘍性閉塞、又はこれらの組合せが挙げられる。
【００１７】
　定義
　適用可能な場合は常に、本発明の説明全体を通じて用いられる、以下に記載するような
いくつかの用語に対する定義を適用するものとする。
【００１８】
　本明細書で用いる場合、用語「生体安定性」は、用語「生体耐久性」と交換可能に用い
られる。生体安定性ポリマー、又は生体安定性コーティングとは、以下に定義する生分解
性ではないポリマー、又はコーティングを指す。
【００１９】
　用語「生物学的に分解可能」（又は、「生分解性」）、「生物学的に侵食可能」（又は
「生体侵食性」）、「生物学的に吸収可能」（又は、「生体吸収性」）、及び「生物学的
に再吸収可能」（又は、「生体再吸収性」）は、ポリマー及びコーティングに関する場合
には、交換可能に用いられ、生学理的条件に曝露された場合には、やがて完全に、又は実
質的に完全に分解、溶解、及び／又は侵食される能力があり、また身体によって徐々に再
吸収、吸収及び／又は排除可能であり、又は動物（例えば、ヒト）の腎臓膜を通過できる
断片、例えば、約４０，０００ダルトン（４０ｋＤａ）以下の分子量を有する断片に分解
可能なポリマー及びコーティングを指す。ポリマー又はコーティングが分解し、最終的に
吸収、排除されるプロセスは、例えば、加水分解、代謝プロセス、酸化、酵素的プロセス
、バルク侵食又は表面侵食等に起因し得る。
【００２０】
　「生物学的に分解可能」、「生物学的に侵食可能」、「生物学的に吸収可能」、及び「
生物学的に再吸収可能」なステントコーティング、又はそのようなステントコーティング
を形成するポリマーに言及する場合は常に、分解、侵食、吸収、及び／又は再吸収のプロ
セスが完了し、又は実質的に完了した後には、ステント上にコーティングが全く存在しな
い、又は実質的にほとんどコーティングが存在しないと理解される。本出願において、用
語「分解可能」、「生分解可能」、又は「生物学的に分解可能」が用いられる場合は常に
、これらの用語は、生物学的に分解可能な、生物学的に侵食可能な、生物学的に吸収可能
な、及び生物学的に再吸収可能なポリマー又はコーティングを幅広く含むように意図され
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ている。
【００２１】
　「生学理的条件」とは、インプラントが、動物（例えば、ヒト）の体内において曝露さ
れる条件を指す。生学理的条件には、その動物種の「正常」体温（ヒトの場合、約３７℃
）、並びに生学理的なイオン強度、ｐＨ、及び酵素の水性環境が含まれるが、但し、これ
らに限定されない。場合によっては、特定の動物の体温は、その動物種の「正常」体温と
みなされる温度よりも高い、又は低い可能性がある。例えば、ヒトの体温は、場合によっ
ては、約３７℃よりも高い、又は低い可能性がある。本発明の範囲には、ある動物の生学
理的条件（例えば、体温）が、「正常」とはみなされない場合が含まれる。血液に接触す
る埋込型デバイスの場合、「治癒促進性」薬物又は薬剤とは、動脈管の再内皮化を促進又
は増強して、血管組織の治癒を促進する特性を有する薬物又は薬剤を指す。治癒促進性薬
物又は薬剤を含む埋込型デバイス（例えば、ステント）の（１つ又は複数の）部分は、内
皮細胞（例えば、内皮前駆細胞）を引き付け、これと結合し、最終的には内皮細胞によっ
て取り囲まれ得る。細胞を引き付け、これと結合し、またこれにより包埋されると、ステ
ントが十分に包埋されなかった場合に生ずる可能性のある、機械的特性の喪失に起因した
塞栓形成又は血栓形成が低減又は防止される。再内皮化を強化することにより、ステント
の機械特性が失われる速度よりも速い速度で、内皮化を促進することができる。
【００２２】
　治癒促進性薬物又は薬剤を生体吸収性ポリマー基材又は足場の本体内に分散させること
ができる。治癒促進性薬物又は薬剤を埋込型デバイス（例えば、ステント）表面上の生体
吸収性ポリマーコーティング内に分散させることも可能である。
【００２３】
　「内皮前駆細胞」とは、血流に侵入し、血管損傷部位に到達して損傷部の修復を支援す
ることができる、骨髄内で生成する原始細胞を指す。内皮前駆細胞は、成人ヒト末梢血に
おいて循環し、サイトカイン、増殖因子、及び虚血状態により、骨髄から動員される。血
管の損傷は、血管新生機構、及び脈管形成機構の両方により修復される。循環性内皮前駆
細胞は、主に脈管形成機構により、損傷血管を修復するのに寄与する。
【００２４】
　本明細書で用いる場合、用語「コドラッグ」とは、特定の薬理効果を実現するために、
別の薬物と共に、同時に又は連続的に投与される薬物である。効果は、全身的でもあれば
、また特異的でもあり得る。コドラッグは、他の薬物とは異なる効果を発揮することがで
き、又は他の薬物の効果を促進、強化、又は増強することができる。
【００２５】
　本明細書で用いる場合、用語「プロドラッグ」とは、化学的な部分又は生物学的な部分
により、活性が低減された薬剤を指し、当該部分は、ｉｎ　ｖｉｖｏで代謝され、又は加
水分解を受けてプロドラッグ由来の薬物又は活性成分を形成する。用語「プロドラッグ」
は、「プロエージェント（ｐｒｏａｇｅｎｔ）」、「潜在化薬物（ｌａｔｅｎｔｉａｔｅ
ｄ　ｄｒｕｇｓ）」、「生可逆的誘導体（ｂｉｏｒｅｖｅｒｓｉｂｌｅ　ｄｅｒｉｖａｔ
ｉｖｅｓ）」、及び「同族体（ｃｏｎｇｅｎｅｒｓ）」等の用語と交換可能に使用可能で
ある。Ｎ．Ｊ．Ｈａｒｐｅｒ、Ｄｒｕｇ　ｌａｔｅｎｔｉａｔｉｏｎ、Ｐｒｏｇ　Ｄｒｕ
ｇ　Ｒｅｓ．、第４巻：２２１～２９４ページ（１９６２）；Ｅ．Ｂ．Ｒｏｃｈｅ、Ｄｅ
ｓｉｇｎ　ｏｆ　Ｂｉｏｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ　ｔｈｒ
ｏｕｇｈ　Ｐｒｏｄｒｕｇｓ　ａｎｄ　Ａｎａｌｏｇｓ、Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ，ＤＣ：
Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ（１９７７
）；Ａ．Ａ．Ｓｉｎｋｕｌａ及びＳ．Ｈ．Ｙａｌｋｏｗｓｋｙ、Ｒａｔｉｏｎａｌｅ　ｆ
ｏｒ　ｄｅｓｉｇｎ　ｏｆ　ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌｌｙ　ｒｅｖｅｒｓｉｂｌｅ　ｄｒｕ
ｇ　ｄｅｒｉｖａｔｉｖｅｓ：ｐｒｏｄｒｕｇｓ、Ｊ．Ｐｈａｒｍ．Ｓｃｉ．、第６４巻
：１８１～２１０ページ（１９７５）。用語「プロドラッグ」を使用する場合、活性薬物
分子のいくつかの塩の形態を特徴付けるために、この用語を用いる著者もいるが、通常は
、薬物と化学的な部分との間の共有結合を意味する。プロドラッグそのものについて、厳
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密で普遍的な定義は存在せず、定義は著者によって異なり得るが、プロドラッグは、一般
的に、薬理学的により低活性な化学誘導体であって、治療、予防、又は診断上の効果を発
揮する活性な、又はより活性な薬物分子に、ｉｎ　ｖｉｖｏで酵素的又は非酵素的に変換
され得る化学誘導体として定義され得る。Ｓｉｎｋｕｌａ及びＹａｌｋｏｗｓｋｙ、前出
；Ｖ．Ｊ．Ｓｔｅｌｌａら、Ｐｒｏｄｒｕｇｓ：Ｄｏ　ｔｈｅｙ　ｈａｖｅ　ａｄｖａｎ
ｔａｇｅｓ　ｉｎ　ｃｌｉｎｉｃａｌ　ｐｒａｃｔｉｃｅ？、Ｄｒｕｇｓ、第２９巻：４
５５～４７３ページ（１９８５）。
【００２６】
　用語「ポリマー」、及び「ポリマー性」とは、重合反応生成物である化合物を指す。こ
れらの用語には、ホモポリマー（すなわち、１種類のモノマーを重合させることにより得
られるポリマー）、コポリマー（すなわち、２種類以上の異なる種類のモノマーを重合さ
せることにより得られるポリマー）、ターポリマー等が含まれ、ランダム状、交互型、ブ
ロック型、グラフト型、樹枝状、架橋型、及びこれらのその他のあらゆる変形物が含まれ
る。
【００２７】
　本明細書で用いる場合、用語「埋込み可能」とは、哺乳動物（例えば、ヒト又は患者）
に埋込み可能な特性であって、デバイスが指示する通りに使用するとき、デバイスが安全
且つ有効であるように、法律、及び政府当局（例えば、米国ＦＤＡ）の規則により規定さ
れる、デバイスの機械的、物理的、化学的、生物学的、及び薬理学的要求事項を満たす特
性を指す。本明細書で用いる場合、「埋込型デバイス」は、ヒト又はヒトではない動物に
埋め込まれ得る、あらゆる適した基材であり得る。埋込型デバイスの例として、自己拡張
型ステント、バルーン拡張型ステント、冠状動脈ステント、末梢血管ステント、ステント
－グラフト、カテーテル、様々な体内の管腔、又は腔孔用のその他の拡張型管状デバイス
、グラフト、血管グラフト、動脈－静脈グラフト、バイパスグラフト、ペースメーカー及
び除細動器、前出デバイス用のリード線及び電極、人工心臓弁、吻合クリップ、動脈閉鎖
デバイス、卵円孔開存閉鎖デバイス、髄液シャント、及び粒子（例えば、薬物溶出性粒子
、微粒子、及びナノ粒子）が挙げられるが、但し、これらに限定されない。ステントは、
体内の任意の管腔を対象とすることができ、これには、神経、頸動脈、静脈移植血管、冠
動脈、大動脈、腎臓、腸骨、大腿骨、膝窩血管系、及び尿道に関する流路が含まれる。
【００２８】
　本明細書で用いる場合、用語「埋込型デバイス」は、用語「医療用デバイス」と交換可
能に用いられる。
【００２９】
　埋込型デバイスは、治療薬の局所送達用として設計することができる。薬物処理された
埋込型デバイスは、部分的に、例えば、治療薬を含むコーティング材料でデバイスをコー
ティングすることにより、構築可能である。デバイス本体も、治療薬を含むことができる
。
【００３０】
　埋込型デバイスは、生分解性／生体吸収性／生体侵食性ポリマー、生体安定性ポリマー
、又はこれらの組合せを部分的に、又は全体的に含むコーティングを用いて作製可能であ
る。埋込型デバイスそのものも、生分解性／生体吸収性／生体侵食性ポリマー、生体安定
性ポリマー、又はこれらの組合せから、部分的に又は全体的に作製可能である。
【００３１】
　本明細書で用いる場合、表示の基材（例えば、埋込型デバイス）の「上に配置される」
層、又はフィルム、（例えば、コーティング）として記載される材料とは、例えば、基材
の表面上の少なくとも一部分上に直接的又は間接的に配置される材料のコーティングを指
す。直接的に配置するとは、コーティングを基材の露出表面に直接塗布することを意味す
る。間接的に配置するとは、コーティングを基材上に直接的又は間接的に配置された中間
層に塗布することを意味する。いくつかの実施形態では、用語「層」又は「フィルム」か
らは、非埋込型デバイス上に形成されたフィルム、又は層が除外される。
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【００３２】
　ステントの場合、「送達」とは、ステントを身体の管腔経由で治療を必要とする管内の
部位、例えば病変部等に導入、及び輸送することを指す。「留置」とは、管腔内の治療部
位でステントを拡張させることに対応する。ステントの送達及び留置は、カテーテルの一
端近くにステントを配置し、皮膚を経由してカテーテルの一端を身体管腔内に挿入し、身
体管腔内においてカテーテルを所望の治療部位まで前進させ、治療部位でステントを拡張
させ、及びカテーテルを管腔から抜去することにより達成される。
【００３３】
　可溶性コーティング
　本明細書で用いる場合、用語「水に溶解可能」とは、本出願に記載する材料又はポリマ
ーの水溶性としての特性を指す。この用語には、水が、アニオンでも、またカチオンでも
あり得るイオンを含む場合に、水溶性となる材料の特性も含まれる。このようなイオンの
例としては、生学理的環境に存在するイオン、例えば、Ｎａ＋、Ｋ＋、Ｃａ＋２、Ｍｇ＋

２、Ａｌ＋３、Ｃｌ－、　ＳＯ４
－２、又はリン酸イオン等であるが、但し、これらに限

定されない。用語「可溶性」とは、周囲温度（２０℃）において、水１００ｃｃ（又はｍ
Ｌ）当たり、少なくとも１ｇの材料を含む濃度を有する溶液を形成することができる材料
の特性を指す。
【００３４】
　本明細書で用いる場合、用語「低速溶解」とは、水又は生学理的環境と接触すると、す
ぐには水又は生学理的環境に完全には溶解せず、むしろ長期にわたり、例えば、１日～最
大２年、例えば、約２日～約２年、約４日～約２０カ月、約７日～約１８カ月、約１４日
～約１６カ月、約３０日～約１４カ月、約２カ月～約１２カ月、又は約６カ月の期間、生
学理的環境に溶解する、材料又はポリマーの特性を指す。いくつかの実施形態では、用語
「低速溶解」は、最大、約２年、約１年、約６カ月、約３カ月、約２カ月、約１カ月、約
２週間、約１週間、約２日、又は約１日の期間に、５０質量％（半減期）溶解することが
できるポリマー性マトリックスの特性であり得る。
【００３５】
　いくつかの実施形態では、コーティングは、ＰＬＧＡ－ＰＥＧ－ＰＬＧＡトリブロック
コポリマーを含むことができる。本明細書で用いる場合、用語ＰＬＧＡは、ポリ（Ｄ，Ｌ
－乳酸－ｃｏ－グリコール酸）であり、ＰＥＧは、ポリ（エチレングリコール）である。
【００３６】
　ＰＬＧＡ－ＰＥＧ－ＰＬＧＡトリブロックコポリマーでは、ＰＥＧブロックは、生学理
的環境等の水性環境にすばやく溶解し、したがってポリマーに溶解性を付与する。更に、
ＰＬＧＡブロックは、ポリマーに疎水性を付与し、またＰＥＧブロックはポリマーに親水
性を付与する。したがって、トリブロックコポリマー中のＰＥＧの濃度を変化させること
により、最適な溶解速度を有するＰＬＧＡ－ＰＥＧ－ＰＬＧＡブロックコポリマーを作製
することができる。
【００３７】
　いくつかの実施形態では、ＰＬＧＡ－ＰＥＧ－ＰＬＧＡトリブロックコポリマーは、様
々な分子量のＰＬＧＡブロック及びＰＥＧブロックから形成可能である。一般的に、ＰＥ
Ｇブロックは、約４０ＫＤ未満の重量平均分子量（Ｍｗ）を有し得る。いくつかの実施形
態では、ＰＥＧブロックは、約３００Ｄ～約４０ＫＤのＭｗを有し得る。例えば、ＰＥＧ
ブロックは、約５００Ｄ、約１ＫＤ、約２ＫＤ、約５ＫＤ、約８ＫＤ、約１０ＫＤ、約１
５ＫＤ、約２０ＫＤ、約３０ＫＤ、約３５ＫＤ、又は約４０ＫＤのＭｗを有し得る。本明
細書で用いる場合、用語「約」とは、表示の値から１０％以内のばらつきを指す。ＰＬＧ
Ａブロックは、所望の溶解速度に応じて、約５ＫＤ～約１００ＫＤのＭｗを有し得る。Ｐ
ＬＧＡブロックについて適切な分子量範囲を選択する際には、いくつかある要因のうち、
下記要因について検討される：（１）ラクチド（ＬＡ）ユニットは、一般的に疎水性であ
り、したがって、ＬＡユニットの割合（％）を高めれば、ポリマーの溶解速度が低減する
ように、ポリマーの吸水能力を低めることができ、（２）ポリマー中のＰＥＧブロックの
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割合（％）を高めれば、一般的に、ポリマーの溶解速度が増加するように、ポリマーの吸
水能力が高まり、及び（３）グリコリド（ＧＡ）ユニットは、ラクチドユニットよりも速
い分解速度をもたらす。いくつかの実施形態では、ポリマーは、約１０％～約９０％ｗ／
ｗのＰＬＧＡブロックを有することができる。いくつかの実施形態では、ポリマーは、重
量にして、約２０％、約４０％、約５０％、約６０％、約７０％、約８０％、又は約９０
％のＰＬＧＡブロックを有し得る。いくつかの実施形態では、ポリマーは、重量にして約
３０％のＧＡユニット、又はＧＡ濃度を有し得る。
【００３８】
　ＰＬＧＡブロック内のＬＡ／ＧＡ比も変化し得る。例えば、ＬＡ／ＧＡ比は、約５／９
５～約１０／９０、約２０／８０、約３０／７０、約４０／６０、約５０／５０、約６０
／４０、約７０／３０、約８０／２０、約９０／１０、又は約９５／５ｗ／ｗであり得る
。ＬＡユニット及びＧＡユニットにおける溶解速度の違いにより、ＰＬＧＡ内のＧＡの比
が高くなるほど、一般的に、高い溶解速度を有するＰＬＧＡ－ＰＥＧ－ＰＬＧＡブロック
コポリマーを生成する。
【００３９】
　ＬＡユニットは、Ｌ－乳酸（ＬＬＡ）、Ｄ－乳酸（ＤＬＡ）、Ｄ，Ｌ－乳酸（ＤＬＬＡ
）、又はメソ－乳酸（ｍＬＡ）より形成可能である。ＬＡユニットが、ＬＬＡ又はＤＬＡ
からの場合には、ＰＬＧＡ－ＰＥＧ－ＰＬＧＡトリブロックコポリマーは、半結晶性ポリ
マーであり得る。ＬＡユニットが、ＤＬＬＡからの場合には、ＰＬＧＡ－ＰＥＧ－ＰＬＧ
Ａトリブロックコポリマーは、非結晶性ポリマーであり得る。一般的に、非結晶性のＰＬ
ＧＡ－ＰＥＧ－ＰＬＧＡブロックコポリマーは、より高い溶解速度を有することができ、
また、薬物を含むコーティングを形成することにより、薬物の制御放出に用いられる場合
には、コーティングは、バースト型放出のプロファイルを含み得る薬物放出プロファイル
を有することができる。バースト型放出は、半結晶性ポリマーを用いることにより制御可
能である。半結晶性ＰＬＧＡ－ＰＥＧ－ＰＬＧＡトリブロックコポリマーも、同一の組成
物を有する非結晶性ポリマーと比較して、より遅い溶解速度を有し得る。
【００４０】
　ＰＬＧＡ－ＰＥＧ－ＰＬＧＡトリポリマーは、約４０ＫＤ～約１０００ＫＤの全体分子
量（Ｍｗ）を有し得る。いくつかの実施形態では、ポリマーは、約５０ＫＤ～約５００Ｋ
Ｄ、例えば、約６０ＫＤ、約７０ＫＤ、約８０ＫＤ、約９０ＫＤ、約１００ＫＤ、約１２
０ＫＤ、約１３０ＫＤ、約１４０ＫＤ、約１５０ＫＤ、約１６０ＫＤ、約１７０ＫＤ、約
１８０ＫＤ、約１９０ＫＤ、約２００ＫＤ、約２５０ＫＤ、約３００ＫＤ、約３５０ＫＤ
、約４００ＫＤ、又は約４５０ＫＤの全体Ｍｗを有し得る。
【００４１】
　いくつかの実施形態では、ポリマー性マトリックス又はポリマー性コーティングは、天
然ポリマー、例えば、キトサン、アルギネート、フィブリン、フィブリノゲン、セルロー
ス、デンプン、デキストラン、デキストリン、ヒアルロン酸の断片及び誘導体、ヘパリン
、ヘパリンの断片及び誘導体、グリコサミノグリカン（ＧＡＧ）、ＧＡＧ誘導体、多糖類
、キトサン、アルギネート等、又はこれらの組合せを含むことができる。
【００４２】
　本明細書に記載するコーティングは、医療用デバイスの表面であり得る基材（例えば、
ステントの金属表面）、又は生体安定性ポリマー性基材の上に配置され得る。生体安定性
ポリマー性基材は、生体安定性ポリマー又は材料を含み得る。そのような生体安定性ポリ
マー性基材は、任意の生体安定性ポリマーを含み得る。
【００４３】
　そのような生体安定性ポリマーのいくつかの例として、ポリエステル、ｃｏ－ポリエス
テル、ポリエーテル、ポリオレフィン、ポリイソブチレンとエチレン－α－オレフィンと
のコポリマー、アクリル酸ポリマー及び同コポリマー、ポリ塩化ビニル等のハロゲン化ビ
ニルポリマー及び同コポリマー、ポリビニルメチルエーテル等のポリビニルエーテル、ポ
リ塩化ビニリデン等のポリハロゲン化ビニリデン、ポリビニルケトン、ポリスチレン等の
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ポリビニル芳香族、ポリビニルアルコール（ＰＶＯＨ）、ポリ酢酸ビニル（ＥＶＡＬ）等
のポリビニルエステル、エチレン－メチルメタクリレートコポリマー等の、ビニルモノマ
ー同士、及びビニルモノマーとオレフィンとのコポリマー、アクリロニトリル－スチレン
コポリマー、ＡＢＳ樹脂、及びエチレン－酢酸ビニルコポリマー、ナイロン６６、及びポ
リカプロラクタム等のポリアミド、アルキド樹脂、ポリエーテル又はエステルブロックア
ミド（Ｐｅｂａｘ）等のｃｏ－ポリアミド、ポリオキシメチレン、ポリイミド、ポリ（プ
ロピレンフマレート）、ポリ（ｎ－ブチルメタクリレート）、ポリ（ｓｅｃ－ブチルメタ
クリレート）、ポリ（イソブチルメタクリレート）、ポリ（ｔｅｒｔ－ブチルメタクリレ
ート）、ポリ（ｎ－プロピルメタクリレート）、ポリ（イソプロピルメタクリレート）、
ポリ（エチルメタクリレート）、ポリ（メチルメタクリレート）、エポキシ樹脂、ポリウ
レタン、レーヨン、レーヨン－トリアセテート、酢酸セルロース、酪酸セルロース、酢酸
酪酸セルロース、セロファン、硝酸セルロース、プロピオン酸セルロース、セルロースエ
ーテル、カルボキシメチルセルロース、ポリ（エチレングリコール）（ＰＥＧ）等のポリ
エーテル、ポリ（エチレンオキシド）、ポリ（プロピレンオキシド）等のポリアルキレン
オキシド、コリン又はホスホリルコリンを有するモノマーのポリマー及びコポリマー、２
－ヒドロキシエチルメタクリレート（ＨＥＭＡ）、ヒドロキシプロピルメタクリレート（
ＨＰＭＡ）、ヒドロキシプロピルメタクリルアミド等の水酸基を有するモノマーのポリマ
ー及びコポリマー、ＰＥＧアクリレート（ＰＥＧＡ）、ＰＥＧメタクリレート、２－メタ
クリロイルオキシエチルホスホリルコリン（ＭＰＣ）及びｎ－ビニルピロリドン（ＶＰ）
、メタクリル酸（ＭＡ）、アクリル酸（ＡＡ）、アルコキシメタクリレート、アルコキシ
アクリレート、及び３－トリメチルシリルプロピルメタクリレート（ＴＭＳＰＭＡ）等の
カルボン酸を有するモノマー、ポリ（スチレン－イソプレン－スチレン）－ＰＥＧ（ＳＩ
Ｓ－ＰＥＧ）、ポリスチレン－ＰＥＧ、ポリイソブチレン－ＰＥＧ、ポリカプロラクトン
－ＰＥＧ（ＰＣＬ－ＰＥＧ）、ＰＬＡ－ＰＥＧ、ポリ（メチルメタクリレート）－ＰＥＧ
（ＰＭＭＡ－ＰＥＧ）、ポリジメチルシロキサン－ｃｏ－ＰＥＧ（ＰＤＭＳ－ＰＥＧ）、
プルロニック（ＰＬＵＲＯＮＩＣ）（商標）界面活性剤（ポリプロピレンオキシド－ｃｏ
－ポリエチレングリコール）、ポリ（テトラメチレングリコール）、水酸基機能性ポリ（
ビニルピロリドン）、又はこれらの組合せが挙げられるが、但し、これらに限定されない
。いくつかの実施形態では、生体安定性ポリマーは、フルオロ－オレフィンからのポリマ
ー又はコポリマーである。そのようなポリマーのいくつかの例は、ポリ（ビニリデンフル
オリド）（ＰＶＤＦ）、又はポリ（ビニリデンフルオリド－ｃｏ－ヘキサフルオロプロペ
ン）（ＰＶＤＦ－ＨＦＰ）等の、ソレフ（Ｓｏｌｅｆ）（商標）ポリマーである。
【００４４】
　いくつかの実施形態では、本明細書に記載するコポリマーからは、上記ポリマーのいず
れか１つ又は複数が除外され得る。
【００４５】
　生物活性薬
　このような生物活性薬は、治療薬、予防薬、又は診断薬である任意の薬剤であり得る。
これらの薬剤は、抗増殖特性、又は抗炎症特性を有することも可能で、また抗腫瘍性、抗
血小板性、抗凝固性、抗フィブリン性、抗トロンビン性、抗有糸分裂性、抗生性、抗アレ
ルギー性、又は抗酸化性の特性等の、その他の特性を有することも可能である。
【００４６】
　このような薬剤は細胞増殖抑制薬、内皮の治癒を促進する薬剤（ＮＯの放出又は生成に
よる以外）、又は、平滑筋細胞の増殖を抑えつつ、内皮細胞の付着、移動、及び増殖を促
進する薬剤であり得る。適する治療薬、及び予防薬の例として、治療、予防、又は診断活
性を有する、合成無機化合物及び合成有機化合物、タンパク質及びペプチド、多糖類及び
その他の糖類、脂質、並びにＤＮＡ及びＲＮＡ核酸配列が挙げられる。核酸配列としては
、遺伝子、転写を阻害するように相補的ＤＮＡに結合するアンチセンス分子、及びリボザ
イムが挙げられる。生物活性薬のその他のいくつかの例として、抗体、受容体リガンド、
酵素、接着性ペプチド、血液凝固因子、ストレプトキナーゼ及び組織プラスミノゲン活性
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化因子等の阻害剤又は血栓溶解剤、予防接種用抗原、ホルモン及び成長因子、アンチセン
スオリゴヌクレオチド等のオリゴヌクレオチド、及びリボザイム、及び遺伝子療法に用い
られるレトロウイルスベクターが挙げられる。抗増殖薬の例として、ラパマイシン、及び
その機能的誘導体又は構造的誘導体、４０－Ｏ－（２－ヒドロキシ）エチル－ラパマイシ
ン（エベロリムス）、及びその機能的誘導体又は構造的誘導体、パクリタキセル及びその
機能的誘導体又は構造的誘導体、が挙げられる。ラパマイシン誘導体の例として、ＡＢＴ
－５７８、４０－Ｏ－（３－ヒドロキシ）プロピル－ラパマイシン、４０－Ｏ－［２－（
２－ヒドロキシ）エトキシ］エチル－ラパマイシン、及び４０－Ｏ－テトラゾール－ラパ
マイシン、が挙げられる。パクリタキセル誘導体の例として、ドセタキセルが挙げられる
。抗腫瘍薬及び／又は抗有糸分裂薬の例として、メトトレキサート、アザチオプリン、ビ
ンクリスチン、ビンブラスチン、フルオロウラシル、ドキソルビシン塩酸塩（例えば、Ｐ
ｈａｒｍａｃｉａ　＆　Ｕｐｊｏｈｎ、Ｐｅａｐａｃｋ　Ｎ．Ｊ．のアドリアマイシン（
Ａｄｒｉａｍｙｃｉｎ）（登録商標））、及びマイトマイシン（例えば、Ｂｒｉｓｔｏｌ
－Ｍｙｅｒｓ　Ｓｑｕｉｂｂ　Ｃｏ．、Ｓｔａｍｆｏｒｄ、Ｃｏｎｎ．のムタマイシン（
Ｍｕｔａｍｙｃｉｎ）（登録商標））が挙げられる。そのような抗血小板薬、抗凝固薬、
抗フィブリン薬、及び抗トロンビン薬の例としてヘパリンナトリウム、低分子量ヘパリン
、ヘパリノイド、ヒルジン、アルガトロバン、フォルスコリン、バピプロスト、プロスタ
サイクリン、及びプロスタサイクリン類似体、デキストラン、Ｄ－ｐｈｅ－ｐｒｏ－ａｒ
ｇ－クロロメチルケトン（合成抗トロンビン）、ジピリダモール、糖タンパク質ＩＩｂ／
ＩＩＩａ血小板膜受容体拮抗薬抗体、組換えヒルジン、アンジオマックス（Ａｎｇｉｏｍ
ａｘ）（Ｂｉｏｇｅｎ，Ｉｎｃ．、Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ、Ｍａｓｓ．）等のトロンビン阻
害剤、カルシウムチャンネル遮断薬（例えば、ニフェジピン）、コルヒチン、線維芽細胞
増殖因子（ＦＧＦ）拮抗薬、魚油（ω３－脂肪酸）、ヒスタミン拮抗薬、ロバスタチン（
ＨＭＧ－ＣｏＡリダクターゼの阻害剤、コレステロール低下薬、Ｍｅｒｃｋ　＆　Ｃｏ．
，Ｉｎｃ．、Ｗｈｉｔｅｈｏｕｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ、ＮＪのブランド名メバコール（Ｍ
ｅｖａｃｏｒ）（登録商標））、モノクローナル抗体（例えば、血小板由来増殖因子（Ｐ
ＤＧＦ）受容体に特異的なもの）、ニトロプルシド、ホスホジエステラーゼ阻害剤、プロ
スタグランジン阻害剤、スラミン、セロトニン遮断薬、ステロイド、チオプロテアーゼ阻
害剤、トリアゾロピリミジン（ＰＤＧＦ拮抗薬）、スーパーオキシドジスムターゼ、スー
パーオキシドジスムターゼ模倣体、４－アミノ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジ
ン－１－オキシル（４－アミノ－ＴＥＭＰＯ）、エストラジオール、抗がん剤、種々のビ
タミン等の栄養補助食品、及びこれらの組合せが挙げられる。ステロイド系、及び非ステ
ロイド系抗炎症薬を含む抗炎症薬の例として、バイオリムス、タクロリムス、デキサメタ
ゾン、クロベタゾール、コルチコステロイド、又はこれらの組合せが挙げられる。そのよ
うな細胞増殖抑制物質の例として、アンジオペプチン、カプトプリル等のアンジオテンシ
ン転換酵素阻害剤（例えば、Ｂｒｉｓｔｏｌ－Ｍｙｅｒｓ　Ｓｑｕｉｂｂ　Ｃｏ．、Ｓｔ
ａｍｆｏｒｄ、Ｃｏｎｎ．のカポテン（Ｃａｐｏｔｅｎ）（登録商標）及びカポジド（Ｃ
ａｐｏｚｉｄｅ）（登録商標））、シラザプリル又はリシノプリル（例えば、Ｍｅｒｃｋ
＆Ｃｏ．，Ｉｎｃ．、Ｗｈｉｔｅｈｏｕｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ、ＮＪのプリニビル（Ｐｒ
ｉｎｉｖｉｌ）（登録商標）及びプリンジド（Ｐｒｉｎｚｉｄｅ）（登録商標））が挙げ
られる。抗アレルギー薬の例として、ペルミロラストカリウムが挙げられる。適当と考え
られるその他の治療用の物質又は薬剤として、α－インターフェロン、ピメクロリムス、
イマチニブメシレート、ミドスタウリン、及び遺伝子工学による上皮細胞が挙げられる。
上記物質は、それらのプロドラッグ又はコドラッグの形態で用いることも可能である。上
記物質には、それらの代謝物、及び／又は代謝物のプロドラッグも含まれる。上記物質は
、例示目的で掲載されており、限定することを意味しない。現在入手可能な、又は将来開
発される可能性のあるその他の活性薬も、同様に適用可能である。
【００４７】
　いくつかの実施形態では、本明細書に記載するコーティングに含まれ得る生物活性薬か
らは、上記で識別された薬物又は薬剤の任意の１つ又は複数が、特別に除外され得る。
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【００４８】
　好ましい治療効果を発揮するために必要な生物活性薬の用量又は濃度は、生物活性薬が
毒性効果を発現するレベルより低く、且つ治療結果が全く得られないレベルよりも高くあ
るべきである。この生物活性薬の用量又は濃度は、患者の具体的な状況、外傷の性質、所
望の療法の性質、投与された成分が血管部位に留まる期間、及び、他の活性薬も用いられ
る場合には、当該物質の性質及び種類、又はこれらの物質の組合せ等の要因に依存し得る
。治療有効用量は、実験的に、例えば、適当な動物モデル系の血管に輸液し、薬剤及びそ
の効果を検出するための免疫組織化学法、蛍光分析法、又は電子顕微鏡検査法を用い、又
は適当なｉｎ　ｖｉｔｒｏ試験を実施することにより決定可能である。用量を決定するた
めの標準的な薬理学試験手順は、当業者により、理解されている。
【００４９】
　埋込型デバイスの例
　本明細書で用いる場合、埋込型デバイスは、ヒト又は動物患者に埋込み可能なあらゆる
適する医療用基材であり得る。そのような埋込型デバイスの例として、自己拡張型ステン
ト、バルーン拡張型ステント、ステント－グラフト、グラフト（例えば、大動脈グラフト
）、心臓弁人工器官（例えば、人工心臓弁）又は血管グラフト、脳脊髄液シャント、ペー
スメーカーの電極、カテーテル、心内膜リード線（例えば、Ｇｕｉｄａｎｔ　Ｃｏｒｐｏ
ｒａｔｉｏｎ、Ｓａｎｔａ　Ｃｌａｒａ、ＣＡから入手可能なＦＩＮＥＬＩＮＥ及びＥＮ
ＤＯＴＡＫ）、及び吻合コネクター等の吻合を容易にするデバイスが挙げられる。デバイ
スの基底構造は、事実上、いかなる設計であってもよい。デバイスは、コバルトクロム合
金（ＥＬＧＩＬＯＹ）、ステンレス鋼（３１６Ｌ）、高窒素ステンレス鋼、例えばＢＩＯ
ＤＵＲ１０８、コバルトクロム合金Ｌ－６０５、「ＭＰ３５Ｎ」、「ＭＰ２０Ｎ」、ＥＬ
ＡＳＴＩＮＩＴＥ（Ｎｉｔｉｎｏｌ）、タンタル、ニッケル－チタン合金、白金イリジウ
ム合金、金、マグネシウム、又はこれらの組合せ等の金属材料又は合金から作製すること
ができるが、但し、これらに限定されない。「ＭＰ３５Ｎ」及び「ＭＰ２０Ｎ」は、Ｓｔ
ａｎｄａｒｄ　Ｐｒｅｓｓ　Ｓｔｅｅｌ　Ｃｏ．、Ｊｅｎｋｉｎｔｏｗｎ、ＰＡ．から入
手可能なコバルト、ニッケル、クロム及びモリブデンの合金の商標名である。「ＭＰ３５
Ｎ」は、３５％のコバルト、３５％のニッケル、２０％のクロム、及び１０％のモリブデ
ンからなる。「ＭＰ２０Ｎ」は、５０％のコバルト、２０％のニッケル、２０％のクロム
、及び１０％のモリブデンからなる。生体吸収性ポリマー、又は生体安定性ポリマーから
作製されたデバイスも、本発明の実施形態と共に使用可能であり得る。このデバイスは、
例えば生体吸収性のステントであり得る。
【００５０】
　使用方法
　本明細書に記載するデバイス（例えば、ステント）は、様々な医学的手技に有用であり
、これには、例示目的として、胆管、食道、気管／気管支、及びその他の生物学的流路内
の、腫瘍によって引き起された閉塞の治療が含まれる。上記コーティングを有するステン
トは、平滑筋細胞の異常、又は不適切な移動及び増殖に起因する血管閉塞部位の治療、血
栓症、及び再狭窄の治療に特に有用である。ステントは、動脈及び静脈の両方を含む様々
な血管の内部に配置することができる。部位の代表例として、腸骨動脈、腎臓動脈、及び
冠状動脈が挙げられる。
【００５１】
　ステントを埋め込む際には、まず、ステント治療を行うために適切な位置を決定するた
めに、血管造影が実施される。血管造影は、一般的に、Ｘ線撮影する際に、動脈又は静脈
内に挿入されたカテーテルを経由して、Ｘ線造影剤を注入することにより達成される。次
に、ガイドワイヤーを病変又は治療候補部位を通過するまで前進させる。このガイドワイ
ヤー上を送達カテーテルが通過し、同カテーテルは、つぶれた形状にあるステントが流路
内に挿入されるのを可能にする。送達カテーテルは、経皮的又は外科的、いずれかの方法
により、大腿動脈、上腕動脈、大腿静脈、又は上腕静脈に挿入され、蛍光透視鏡による誘
導に従い、血管系を通じてカテーテルを操縦することにより、適切な血管に至る。上記コ
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できる。挿入後血管造影も、適切な位置を確認するために利用可能である。
【実施例】
【００５２】
　以下の実施例は、上述した本発明の種々の実施形態を説明するために提供されるもので
あり、本発明の範囲を限定するものと解釈するべきではない。
【００５３】
　３種の異なった組成のＰＤＬＧＡ－ＰＥＧ－ＰＤＬＧＡから形成されたコーティングを
模擬使用試験に供し、続いて走査電子顕微鏡（ＳＥＭ）解析、膨潤試験、及び薬剤放出プ
ロファイル解析を行った。ポリマーの３種の組成は、Ｄ，Ｌ－ラクチド／グリコリド７０
：３０及びＰＥＧ１３質量％、３０質量％、及び４０質量％である。
【００５４】
　図１Ａに、ＰＥＧ１３質量％で１０ｋＤのＰＥＧを有する上記ポリマーから形成された
コーティングのＳＥＭ像を示す。図１Ｂに、ＰＥＧ３０質量％で２０ｋＤのＰＥＧを有す
る上記コポリマーから形成されたコーティングのＳＥＭ像を示す。図１Ｃに、ＰＥＧ４０
質量％で２０ｋＤのＰＥＧを有する上記コポリマーから形成されたコーティングのＳＥＭ
像を示す。ＰＥＧ３０質量％を有する上記コポリマーから形成されたコーティングはコー
ティング一体性が良好であり、ＰＥＧ４０質量％を有する上記コポリマーから形成された
コーティングも同様である。ＰＥＧ１３質量％を有する上記コポリマーから形成されたコ
ーティングは、高応力領域において亀裂の兆候を示す。これは、コポリマーのＰＥＧ含量
が比較的低く、全Ｍｗ（７９，０００ダルトン）が比較的低いためであろう。２０ｋＤの
ＰＥＧブロックを有するブロックコポリマーにおいては、溶解（表面侵食）の兆候もある
。
【００５５】
　ブタ血清中、１～３日後の薬剤放出プロファイル解析も実施した。結果を図２に示す。
ＰＥＧ含量の高いポリマーから形成されたコーティングはバースト放出があり、１日後に
９９％超の薬剤が放出された。ＰＥＧ１３質量％を有するポリマーから形成されたコーテ
ィングも初期放出速度が高いが、薬剤放出は、より高いＰＥＧ含量を有する２種よりも制
御されている。
【００５６】
　これらのポリマーについて、薄いフィルムを作成し、これらのフィルムを３７℃のリン
酸緩衝溶液に一定時間浸漬することによって、上記コポリマーから形成されたコーティン
グの膨潤試験を行った。膨潤結果を以下の図３に示す。ＰＥＧ含量が高い２種の材料にお
ける大量の膨潤は、これら２種の材料でバースト放出があることを説明している。更に、
ＰＥＧ３０％及びＰＥＧ４０％の材料のフィルムは柔軟で、そのグラフの終点において小
片に分解した（ＰＥＧ４０％の材料は２時間後に分解した）。
【００５７】
　本発明の特定の実施形態を示し、記述したが、そのより広い態様において本発明から逸
脱することなく変更及び改良をなし得ることは当業者には明らかであろう。したがって、
添付した特許請求の範囲は、本発明の真の精神及び範囲に含まれる全ての変更及び改良を
その範囲の中に包含するためのものである。



(15) JP 5732659 B2 2015.6.10

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図１Ｃ】

【図２】 【図３】



(16) JP 5732659 B2 2015.6.10

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  トロールサス，　ミカエル，　オー
            アメリカ合衆国，　カリフォルニア州，　サン　ノゼ，　ホスタ　レーン　５９８９
(72)発明者  ゴー，　マイケル，　ハイ
            アメリカ合衆国，　カリフォルニア州，　サン　ノゼ，　ヴィラ　センター　ウェイ　７０４
(72)発明者  シャーマン，　デイビッド，　ジェイ．
            アメリカ合衆国，　カリフォルニア州，　ターザナ，　チミニアス　アヴェニュー　５７１９
(72)発明者  ホセイニー，　シド　エフ．　エー．
            アメリカ合衆国，　カリフォルニア州，　ヘイワード，　ベロウ　ヴュー　２９８８５

    審査官  鈴木　洋昭

(56)参考文献  特開２００７－１９０３６９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００２－５１６９１０（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００６／０２６２０１（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２００４－５５９（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００７／１０９０６９（ＷＯ，Ａ２）　　
              欧州特許出願公開第１８９１９９３（ＥＰ，Ａ２）　　
              米国特許出願公開第２００６／０２４６１０８（ＵＳ，Ａ１）　　
              国際公開第２００６／１１８８０８（ＷＯ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｆ　　　２／８２　　　　
              ＷＰＩ


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

