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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）第１の電位を有する析出電極によって第１の電界を提供する工程と；
　（ｂ）前記析出電極に対して第２の電位にある補助電極によって規定される第２の電界
を提供する工程と；
　（ｃ）第１の液化ポリマーを前記析出電極上にエレクトロスピニングすることにより、
所定の第１の多孔率を有する第１の層を提供する工程と；
　（ｄ）第２の液化ポリマーを前記析出電極上にエレクトロスピニングすることにより、
前記所定の第１の多孔率より大きい所定の第２の多孔率を有する第２の層を提供する工程
と；
　（ｅ）第２の液化ポリマーをエレクトロスピニングする工程の前に、少なくとも１つの
さらに別の液化ポリマーを前記析出電極上にエレクトロスピニングすることにより、前記
第１の層と前記第２の層の間に介在された少なくとも１つの中間層を提供する工程と
を含む脈管プロテーゼの製造方法であって、前記第２の電界は第１の電界に変更を加える
ためのものであり、前記補助電極は、前記析出電極上に形成されるポリマー繊維シェルの
繊維配向を制御する役目を果たすことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記析出電極は回転心棒である請求項１の方法。
【請求項３】
　請求項１の方法であって、前記エレクトロスピング工程のそれぞれは：
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　（ｉ）前記液化ポリマーに荷電して、それによって荷電された液化ポリマーを得ること
と；
　（ｉｉ）前記荷電された液化ポリマーを第１の電界に供することと；
　（ｉｉｉ）前記第１の電界内で前記荷電された液化ポリマーを前記析出電極の方向に分
散させることと
を含んでいる方法。
【請求項４】
　（ａ）第１の電位を有する析出電極によって第１の電界を提供する工程と；
　（ｂ）前記析出電極に対して第２の電位にある補助電極によって規定される第２の電界
を提供する工程と；
　（ｃ）第１の液化ポリマーを前記析出電極上にエレクトロスピニングすることにより、
所定の第１の多孔率を有する第１の層を提供する工程と；
　（ｄ）第２の液化ポリマーを前記析出電極上にエレクトロスピニングすることにより、
所定の第２の多孔率を有する第２の層を提供する工程と；
　（ｅ）第２の液化ポリマーをエレクトロスピニングする工程の前に、少なくとも１つの
さらに別の液化ポリマーを前記析出電極上にエレクトロスピニングすることにより、前記
第１の層と前記第２の層の間に介在された少なくとも１つの中間層を提供する工程と；
　（ｆ）前記第１の層、前記第２の層および前記少なくとも１つの中間層のうちの少なく
とも１つの少なくとも一方の周囲にフィラメントを巻き付けて、少なくとも１つのコイル
模様を含む少なくとも１つの層を提供する工程と
を含む脈管プロテーゼの製造方法であって、前記第２の電界は第１の電界に変更を加える
ためのものであり、前記補助電極は、前記析出電極上に形成されるポリマー繊維シェルの
繊維配向を制御する役目を果たすことを特徴とする方法。
【請求項５】
　前記巻き付け工程と、少なくとも１つの前記エレクトロスピニング工程とが同時に行わ
れる請求項４の方法。
【請求項６】
　前記フィラメントの前記巻き付け工程に先だって、ポリウレタン溶液によって前記フィ
ラメントをコーティングする工程をさらに含む請求項４の方法。
【請求項７】
　前記第１の電界は、前記析出電極と、前記析出電極に対して第１の電位にある分散電極
との間に規定される請求項３の方法。
【請求項８】
　前記補助電極は、前記第１の電界における不均一性を低減する役目を果たす請求項４の
方法。
【請求項９】
　前記補助電極は、前記析出電極上に形成される前記ポリマー繊維シェルの繊維配向を制
御する役目を果たす請求項４の方法。
【請求項１０】
　前記第１の層が内層であり、前記第２の層が外層である請求項１の方法。
【請求項１１】
　前記第１の層および前記第２の層のそれぞれが、独立して管状構造を有する請求項１の
方法。
【請求項１２】
　前記フィラメントはポリマー繊維押し出し機によって形成される請求項４の方法。
【請求項１３】
　前記ポリマーフィラメント押し出し機は、溶融ポリマーを収容する浴槽を含む請求項１
２の方法。
【請求項１４】
　前記溶融ポリマーは生体適合性溶融ポリマーである請求項１３の方法。
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【請求項１５】
　前記生体適当性溶融ポリマーの少なくとも一部は溶融ポリウレタンを含む請求項１４の
方法。
【請求項１６】
　前記ポリマー繊維押し出し機の退出時に空気流によって前記フィラメントを冷却する工
程をさらに含む請求項１３の方法。
【請求項１７】
　前記コーティング工程は、前記フィラメントを前記ポリウレタン溶液に浸漬することを
含む請求項６の方法。
【請求項１８】
　前記フィラメントの前記巻き付け工程の前、最中または後に前記フィラメントを加熱す
る工程をさらに含む請求項４の方法。
【請求項１９】
　（ａ）第１の電位を有する回転心棒の形の析出電極によって第１の電界を提供する工程
と；
　（ｂ）前記析出電極に対して第２の電位にある補助電極によって規定される第２の電界
を提供する工程と；
　（ｃ）第１の液化ポリマーを前記回転心棒上にエレクトロスピニングすることにより、
所定の第１の多孔率を有する第１の層を提供する工程と；
　（ｄ）第２の液化ポリマーを前記回転心棒上にエレクトロスピニングすることにより、
所定の第２の多孔率を有する第２の層を提供する工程と；
　（ｅ）第２の液化ポリマーをエレクトロスピニングする工程の前に、少なくとも１つの
さらに別の液化ポリマーを前記回転心棒上にエレクトロスピニングすることにより、前記
第１の層と前記第２の層の間に介在された少なくとも１つの中間層を提供する工程と
を含む脈管プロテーゼの製造方法であって、前記第２の電界は第１の電界に変更を加える
ためのものであり、前記補助電極は、前記析出電極上に形成されるポリマー繊維シェルの
繊維配向を制御する役目を果たすこと、および前記方法は、前記エレクトロスピニング工
程の前、最中または後に前記心棒を加熱する工程をさらに含むことを特徴とする方法。
【請求項２０】
　前記心棒の前記加熱は、外部加熱と内部加熱からなる群より選ばれる請求項１９の方法
。
【請求項２１】
　前記外部加熱は、少なくとも１つの赤外線放熱器によるものである請求項２０の方法。
【請求項２２】
　前記少なくとも１つの赤外線放熱器は、赤外線ランプである請求項２０の方法。
【請求項２３】
　前記内部加熱は内蔵加熱器によるものである請求項２２の方法。
【請求項２４】
　前記内蔵加熱器はオーミック内蔵加熱器である請求項２３の方法。
【請求項２５】
　前記フィラメントは、ポリプロピレンフィラメントとポリウレタンフィラメントからな
る群より選ばれる請求項４の方法。
【請求項２６】
　前記フィラメントは、円形断面、楕円形断面、多角形断面、および不規則模様断面から
なる群より選ばれる断面を有している請求項４の方法。
【請求項２７】
　前記少なくとも１つの中間層は、前記第１の層と前記コイル模様との間、前記コイル模
様と前記第２の層との間、および２つの調和したコイル模様間に交互に介在された複数の
接着サブ層を含む請求項４の方法。
【請求項２８】



(4) JP 4145143 B2 2008.9.3

10

20

30

40

50

　前記接着サブ層は不透水性接着サブ層である請求項２７の方法。
【請求項２９】
　前記接着サブ層はエレクトロスピニングにより作成されたポリマー繊維から形成される
請求項２８の方法。
【請求項３０】
　前記少なくとも１つの中間層は所定の多孔率を有する請求項１の方法。
【請求項３１】
　前記第１の液化ポリマーおよび前記第２の液化ポリマーのそれぞれが、独立して生体適
合性である請求項１の方法。
【請求項３２】
　前記第１の液化ポリマー、前記第２の液化ポリマー、および前記少なくとも１つのさら
に別の液化ポリマーのそれぞれが、独立して生体適合性である請求項１の方法。
【請求項３３】
　前記第１の液化ポリマー、前記第２の液化ポリマー、および前記少なくとも１つのさら
に別の液化ポリマーのそれぞれが、独立して、ポリエチレンテレフタレート繊維およびポ
リウレタン繊維からなる群より選ばれる請求項１の方法。
【請求項３４】
　（ａ）第１の電位を有する析出電極によって第１の電界を提供する工程と；
　（ｂ）前記析出電極に対して第２の電位にある補助電極によって規定される第２の電界
を提供する工程と；
　（ｃ）第１の液化ポリマーを前記析出電極上にエレクトロスピニングすることにより、
所定の第１の多孔率を有する第１の層を提供する工程と；
　（ｄ）第２の液化ポリマーを前記析出電極上にエレクトロスピニングすることにより、
所定の第２の多孔率を有する第２の層を提供する工程と；
　（ｅ）第２の液化ポリマーをエレクトロスピニングする工程の前に、少なくとも１つの
さらに別の液化ポリマーを前記析出電極上にエレクトロスピニングすることにより、前記
第１の層と前記第２の層の間に介在された少なくとも１つの中間層を提供する工程と；
　（ｆ）体脈管系内への脈管プロテーゼの移植中または移植後に少なくとも１つの薬剤を
体脈管系内に送達するために、少なくとも１つの薬剤を、前記第１の液化ポリマー、前記
第２の液化ポリマー、および前記少なくとも１つのさらに別の液化ポリマーのうちの少な
くとも１つに組み込む工程と
を含む脈管プロテーゼの製造方法であって、前記第２の電界は第１の電界に変更を加える
ためのものであり、前記補助電極は、前記析出電極上に形成されるポリマー繊維シェルの
繊維配向を制御する役目を果たすこと、および前記第１の液化ポリマー、前記第２の液化
ポリマー、および前記少なくとも１つのさらに別の液化ポリマーのそれぞれが、独立して
、生体分解性液化ポリマーと生体安定性液化ポリマーとの組み合わせであることを特徴と
する方法。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
発明の分野および背景
　本発明は改良型脈管プロテーゼに関し、より詳細には改良された生物学的、物理的およ
び機械的特性と改良された薬剤送達性を有する不織脈管プロテーゼに関する。
【０００２】
　管状プロテーゼは、損傷または病変した静脈および動脈を交換またはバイパスする脈管
移植片として用いられる。血管の交換時に移植片は、当該血管を流れる血液の脈圧を受け
ての引裂きと崩壊に耐えるのに十分な径方向引張り強さを有していなければならない。移
植片の弾性特性は体の複雑な幾何学に対する立体構造をとらせるために重要である。それ
とともに、移植片は連続した血流を確保するために、破断したりキンキングすることなく
屈曲できなければならない。
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【０００３】
　人工血管および脈管プロテーゼは技術上周知である。特に、典型的には微孔性構造を示
すポリマー材料からなるプロテーゼ装置は、健常な組織成長と細胞内皮形成を可能にする
ことにより長期間にわたる治癒およびプロテーゼの開通性に寄与している。十分な多孔構
造を有した移植片は、組織内殖および細胞内皮形成をその内面に沿って促しやすい。脈管
移植片の多孔性を増加させると、移植中ならびに移植後の血液の透過性が高くなる。移植
中における激しい血液漏出を回避するための典型的な方法は、患者の血液またはアルブミ
ン、ゼラチン、コラーゲンまたはフィブリンなどの生分解性成分によって移植前に移植片
を凝塊させておくことである。多孔性の高い脈管移植片の別の欠点としては、移植片の機
械的および引張り強さが有意に減少し、結果として移植片が体脈管系の内側の適切な位置
に留まる能力が弱くなることである。さらに、機械的および引張り強さが小さいと、移植
片が引き裂かれてしまうことすらある。多孔性の高い移植片としては、例えば、織布地ま
たは編布地として製造されたポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）脈管プロテーゼが挙
げられ、その一例として、米国特許第５５２７３５３号、第４４４１２１５号、４６９５
２８０号および第５５８４８７５号に開示されたものが挙げられる。
【０００４】
　天然の動脈組織において、血管の直径は、血圧の関数として最大１５％まで変化しうる
。コンプライアンスと呼ばれるこの天然の血管の性質は、人工血管を製造する際に非常に
重要である。コンプライアンスを有する壁は、収縮期にはエネルギーを吸収し、拡張期に
はエネルギーを放出する弾性リザーバとして機能する。堅固な血管壁は拡張期反跳の脈動
成分を減少させることにより、遠位灌流に利用できるエネルギーを減少させる。脈管移植
片と宿主動脈のコンプライアンスが適合しないと移植片の性能に対して好ましくないこと
が実験的に証明されている［Ｂａｉｒｄ　Ｒ．Ｎ．，Ａｂｂｏｔｔ　Ｗ．Ｍ．“Ｐｕｌｓ
ａｔｉｌｅ　ｂｌｏｏｄ－ｆｌｏｗ　ｉｎ　ａｒｔｅｒｉａｌ　ｇｒａｆｔｓ”，Ｔｈｅ
　Ｌａｎｃｅｔ　１９７６；３０；９４８－９；Ａｂｂｏｔｔ　Ｗ．Ｍ．，Ｍｅｇｅｒｍ
ａｎ　Ｊ．Ｍ．ら“Ｅｆｆｅｃｔ　ｏｆ　ｃｏｍｐｌｉａｎｃｅ　ｍｉｓｍａｔｃｈ　ｕ
ｐｏｎ　ｖａｓｃｕｌａｒ　ｇｒａｆｔ　ｐａｔｅｎｃｙ”，Ｊ．Ｖａｓｃ．Ｓｕｒｇ．
１９８７，５；３７６－８２］。
【０００５】
　長年にわたり、ヒトの動脈と同様のコンプライアンスを有するプロテーゼ移植片を製造
しようという努力が続けられている［Ｒｅｅｄ　Ａ，Ｍ，，Ｐｏｔｔｅｒ　Ｊ，Ｓｚｙｃ
ｈｅｒ　Ｍ．，“Ａ　ｓｏｌｕｔｉｏｎ　ｇｒａｄｅ　ｂｉｏｓｔａｂｌｅ　ｐｏｌｙｕ
ｒｅｔｈａｎｅ　ｅｌａｓｔｏｍｅｒ：Ｃｈｒｏｎｏｆｌｅｘ　ＡＲ”Ｊｏｕｒｎａｌ　
ｏｆ　Ｂｉｏｍａｔｅｒｉａｌｓ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ　１９９４；８：２１０－
３６；Ｅｄｗａｒｄｓ　Ａ，Ｃａｒｓｏｎ　Ｒ．Ｊ，Ｂｏｗａｌｄ　Ｓ．，“Ｄｅｖｅｌ
ｏｐｍｅｎｔ　ｏｆ　ｍｉｃｒｏｐｏｒｏｕｓ　ｓｍａｌｌ　ｂｏｒｅ　ｖａｓｃｕｌａ
ｒ　ｇｒａｆｔ”，Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｂｉｏｍａｔｅｒｉａｌｓ　Ａｐｐｌｉｃａ
ｔｉｏｎｓ　１９９５；１０：１７１－８７］。したがって、多くの脈管移植片が市販さ
れているか、現在開発されているところである［Ｂｒｅｗｓｔｅｒ　Ｄ．Ｃ．，Ｒｕｔｈ
ｅｒｆｏｒｄ　Ｒ．Ｂ．，“Ｐｒｏｓｔｈｅｔｉｃ　Ｇｒａｆｔｓ”，Ｖａｓｃｕｌａｒ
　Ｓｕｒｇｅｒｙ　４ｔｈ　ｅｄ．Ｐｈｉｌａｄｅｌｐｈｉａ；Ｓａｕｎｄｅｒｓ　Ｗ．
Ｂ．，１９９５：４９２－５２１；Ｑｕｉｎｏｎｅｓ－Ｂａｌｄｒｉｃｈ　Ｗ．Ｊ．，Ｂ
ｕｓｕｔｉｌｌ　Ｒ．Ｗ．，Ｂａｋｅｒ　Ｉ．Ｄ．ら“Ｉｓ　ｔｈｅ　ｐｒｅｆｅｒｅｎ
ｔｉａｌ　ｕｓｅ　ｏｆ　ＰＴＦＥ　ｇｒａｆｔｓ　ｆｏｒ　ｆｅｍｏｒｏｐｏｐｌｉｔ
ｅａｌ　ｂｙｐａｓｓ　ｊｕｓｔｉｆｉｅｄ？”，Ｊ．Ｖａｓｃ．Ｓｕｒｇ．１９８８；
２１９－２２８］。しかしながら、満足なコンプライアンスを有した移植材料は知られて
いない。
【０００６】
　大きい径や中くらいの径を有する脈管プロテーゼは典型的には延伸ポリテトラフルオロ
エチレン（ｅＰＴＦＥ）から、押し出し、延伸および焼結プロセスによって多孔性の壁を
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有したチューブに製造される。ｅＰＴＦＥからなる移植片およびその製造方法については
、例えば、米国特許第５６２８７８６号、第４３０６３１８号、および第５０６１２７６
号に記載されている。脈管移植片の機械的強度の向上については、様々なｅＰＴＦＥ移植
片が提案されており、その一例としては、複数の層を有した移植可能な多孔性ｅＰＴＦＥ
脈管プロテーゼに関する米国特許第６００１１２５号が挙げられる。さらなる例としては
、移植片の径方向の拡張を可能にするとともに、長手方向の圧縮に対して移植片を安定化
する強化構造を有したｅＰＴＦＥからなる脈管移植片を開示した米国特許第５６２８７８
６号が挙げられる。しかしながら、ｅＰＴＦＥは本質的にコンプライアンスが低いために
、脈管移植片の製造にｅＰＴＦＥを使用するのには限界がある。
【０００７】
　繊維ポリウレタンを利用することにより、高いコンプライアンスと高い多孔性の両方を
有した移植片を提供しようという試みも行われている。しかしながら、ポリカーボネート
ソフトセグメントを主成分とするものを含む、多くのポリウレタンは、長期間生体安定性
が不十分である。最近、シロキサンを主成分とする芳香族ポリウレタンが開発され、これ
は薄い繊維に対してさえ許容される生体安定性を有している［Ｉｎ　Ｖｉｖｏ　Ｄｅｇｒ
ａｄａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｐｏｌｙｕｒｅｔｈａｎｅｓ：Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ＦＴ
ＩＲ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｉｃ　Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｐｏｌｙｕ
ｒｅｔｈａｎｅｓ　Ｓｅｃｔｉｏｎｅｄ　ｂｙ　Ｃｒｙｏｍｉｃｒｏｓｃｏｐｙ．ＭａＣ
ａｒｔｈｙ　Ｓ．Ｊ．ら，Ｂｉｏｍａｔｅｒｉａｌｓ，１８，１３８７（１９９７）；Ｐ
ｏｌｙｄｉｍｅｔｈｙｌｓｉｌｏｘａｎｅ（ｐｏｌｙｅｔｈｅｒ－ｍｉｘｅｄ　ｍａｃｒ
ｏｄｉｏｌ－ｂａｓｅｄ　ｐｏｌｙｍｅｔｈａｎｅ　ｅｌａｓｔｏｍｅｒｓ）ｂｉｏｓｔ
ａｂｉｌｉｔｙ，ＭａｒｔｉｎＤ．Ｊ．ら．，Ｂｉｏｍａｔｅｒｉａｌｓ，２１，１０２
１－１０２９（２０００）；ＰＣＴ　ＡＵ９１／００２７０；ＰＣＴ／ＡＵ９９／００２
３６；ＰＣＴＡＵ９８／００４９７；ＰＰ９９１７］。
【０００８】
　エレクトロスピニングは、技術的操作の数を減らすとともに製造される製品の特性の安
定性を高める極薄合成繊維の製造方法である。脈管プロテーゼに関しては、エレクトロス
ピニングおよびエレクトロスピニング同様の製造方法が、例えば、米国特許第４５６２７
０７号、第４６４５４１４号、第５６３９２７８号、第５７２３００４号、および第５９
４８０１８号に開示されている。エレクトロスピニング法によれば、ポリマー溶液が電気
力作用下に毛細孔から流れてレセプタ上に落下して不織ポリマー材料を形成する間に所定
の長さの繊維が形成されるが、該繊維の基本的特性は効果的に変更することができる。荷
電中、繊維は孔径のばらつきを最小にするようにしてレセプタ上に落下する。上述のよう
に、多孔性が大きいと、移植片の機械的および引っ張り強さに影響を及ぼすことがある。
【０００９】
　したがって、上述の限界を欠いた脈管プロテーゼおよびその製造方法の必要性が広く認
識されており、またこれらを得ることは非常に有益であるに違いない。
【００１０】
発明の要約
　本発明の１つの態様に従えば、所定の第１多孔率を有した第１の層と、所定の第２多孔
率を有した第２の層とを含む脈管プロテーゼであって、第１の層および第２の層はそれぞ
れ第１および第２のエレクトロスピニングにより作成されたポリマー繊維からなることを
特徴とする脈管プロテーゼが提供される。
【００１１】
　本発明の別の態様に従えば、少なくとも１つの生体適合性材料からなる脈管プロテーゼ
が提供され、該脈管プロテーゼは以下の（ａ）～（ｆ）からなる群から選ばれる少なくと
も２つの特性を有している。（ａ）哺乳類の血液系に特徴的な脈圧下において少なくとも
５％拡大可能な内径を有している。（ｂ）内径の２倍の屈曲径での屈曲時に内径を維持す
ることができる。（ｃ）少なくとも６０％の多孔率を有する。（ｄ）通過する血液の漏出
を防止する。（ｅ）哺乳類への移植後少なくとも１０日以内に脈管プロテーゼの少なくと
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も９０％にわたって、組織内殖および細胞内皮形成が認められる。（ｆ）穿刺後の血液の
漏出を最小限にするための自己封止特性を有する。
【００１２】
　本発明のさらに別の態様に従えば、血管の一部の交換方法であって、本発明に記載の脈
管プロテーゼを提供する工程と、血管の一部を切除することにより一対の血管端部を作成
する工程と、前記脈管プロテーゼを、該脈管プロテーゼ内を血液が流れるように前記一対
の血管端部に連結する工程とを含む方法が提供される。
【００１３】
　本発明のさらに別の態様に従えば、血管の閉塞部分のバイパス方法であって、本発明に
記載の脈管プロテーゼを提供する工程と、閉塞の上流と下流の血管に一対の孔を形成する
工程と、前記脈管プロテーゼを、該脈管プロテーゼ内を血液が流れるように前記一対の孔
に連結する工程とを含む方法が提供される。
【００１４】
　本発明のさらなる態様に従えば、一対の血管を接続する方法であって、本発明に記載の
脈管プロテーゼを提供する工程と、前記一対の血管に一対の孔を形成する工程と、前記脈
管プロテーゼ内を血液が流れるように前記一対の孔に脈管プロテーゼを連結することによ
り、前記一対の血管を接続する工程とを含む方法が提供される。
【００１５】
　後述する本発明の好ましい実施形態におけるさらなる特徴に従えば、血管は、末梢血管
、静脈および冠状動脈からなる群より選択される。
【００１６】
　本発明のさらに別の態様に従えば、脈管プロテーゼの製造方法であって、第１の液化ポ
リマーを析出電極上にエレクトロスピニングすることにより、所定の第１の多孔率を有し
た第１の層を提供する工程と、第２の液化ポリマーを析出電極上にエレクトロスピニング
することにより、所定の第２の多孔率を有した第２の層を提供する工程とを含む方法が提
供される。
【００１７】
　後述する本発明の好ましい実施形態におけるさらなる特徴に従えば、前記析出電極は回
転心棒である。
【００１８】
　前記好ましい実施形態におけるさらなる特徴に従えば、前記方法は、第２の液化ポリマ
ーをエレクトロスピニングする工程の前に、少なくとも１つのさらに別の液化ポリマーを
析出電極上にエレクトロスピニングすることにより、第１の層と第２の層に介在された少
なくとも１つの中間層を提供する工程をさらに含む。
【００１９】
　前記好ましい実施形態におけるさらなる特徴に従えば、前記エレクトロスピング工程の
それぞれは、（ａ）液化ポリマーに荷電して、荷電された液化ポリマーを得ることと、（
ｂ）荷電された液化ポリマーを第１の電界に供することと、（ｃ）第１の電界内で荷電さ
れた液化ポリマーを析出電極の方向に分散させることとを含んでいる。
【００２０】
　前記好ましい実施形態におけるさらなる特徴に従えば、前記第１の電界は、前記析出電
極と、該析出電極に対して第１の電位にある分散電極との間に規定される。
【００２１】
　前記好ましい実施形態におけるさらなる特徴に従えば、前記方法は、前記析出電極に対
して第２の電位にある補助電極によって規定される第２の電界を提供することをさらに含
み、前記第２の電界は第１の電界に変更を加える。
【００２２】
　前記好ましい実施形態におけるさらなる特徴に従えば、補助電極は、第１の電界におけ
る不均一性を低減する役目を果たす。
【００２３】
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　前記好ましい実施形態におけるさらなる特徴に従えば、補助電極は、析出電極上に形成
されるポリマー繊維シェルの繊維配向を制御する役目を果たす。
【００２４】
　前記好ましい実施形態におけるさらなる特徴に従えば、前記方法は、第１の層と第２の
層の少なくとも一方の周囲にフィラメントを巻き付けて、少なくとも１つのコイル模様を
含む少なくとも１つの層を提供する工程をさらに含む。
【００２５】
　前記好ましい実施形態におけるさらなる特徴に従えば、前記フィラメントはポリマー繊
維押し出し機によって形成される。
【００２６】
　前記好ましい実施形態におけるさらなる特徴に従えば、前記ポリマーフィラメント押し
出し機は、溶融ポリマーを収容する浴槽を含む。
【００２７】
　前記好ましい実施形態におけるさらなる特徴に従えば、前記溶融ポリマーは生体適合性
溶融ポリマーである。
【００２８】
　前記好ましい実施形態におけるさらなる特徴に従えば、前記生体適当性溶融ポリマーの
少なくとも一部が溶融ポリウレタンを含む。
【００２９】
　前記好ましい実施形態におけるさらなる特徴に従えば、前記方法はポリマー繊維押し出
し機の退出時に空気流によってフィラメントを冷却する工程をさらに含む。
【００３０】
　前記好ましい実施形態におけるさらなる特徴に従えば、巻き付け工程と、少なくとも１
つのエレクトロスピニング工程とが同時に行われる。
【００３１】
　前記好ましい実施形態におけるさらなる特徴に従えば、前記方法は、フィラメントの巻
き付け工程に先だって、ポリウレタン溶液によってフィラメントをコーティングする工程
をさらに含む。
【００３２】
　前記好ましい実施形態におけるさらなる特徴に従えば、前記コーティング工程は、フィ
ラメントをポリウレタン溶液に浸漬することを含む。
【００３３】
　前記好ましい実施形態におけるさらなる特徴に従えば、前記方法は、フィラメントの巻
き付け工程の前、最中または後にフィラメントを加熱する工程をさらに含む。
【００３４】
　前記好ましい実施形態におけるさらなる特徴に従えば、前記方法は、エレクトロスピニ
ング工程の前、最中または後に心棒を加熱する工程をさらに含む。
【００３５】
　前記好ましい実施形態におけるさらなる特徴に従えば、心棒の加熱は、外部加熱と内部
加熱からなる群より選択される。
【００３６】
　前記好ましい実施形態におけるさらなる特徴に従えば、外部加熱は少なくとも１つの赤
外線放熱器によるものである。
【００３７】
　前記好ましい実施形態におけるさらなる特徴に従えば、少なくとも１つの赤外線放熱器
は、赤外線ランプである。
【００３８】
　前記好ましい実施形態におけるさらなる特徴に従えば、内部加熱は内蔵加熱器によるも
のである。
【００３９】
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　前記好ましい実施形態におけるさらなる特徴に従えば、内蔵加熱器はオーミック内蔵加
熱器である。
【００４０】
　前記好ましい実施形態におけるさらなる特徴に従えば、前記方法は、前記少なくとも１
つの中間層のうちの少なくとも１つの周囲にフィラメントを巻き付ける工程をさらに含み
、したがって、少なくとも１つのコイル模様を有する少なくとも１つの層を提供する。
【００４１】
　前記好ましい実施形態におけるさらなる特徴に従えば、第１の液化ポリマー、第２の液
化ポリマー、および少なくとも１つのさらに別の液化ポリマーのそれぞれが、独立して生
体適合性である。
【００４２】
　前記好ましい実施形態におけるさらなる特徴に従えば、第１の液化ポリマー、第２の液
化ポリマー、および少なくとも１つのさらに別の液化ポリマーのそれぞれが、独立して、
ポリエチレンテレフタレート繊維およびポリウレタン繊維からなる群より選ばれる。
【００４３】
　前記好ましい実施形態におけるさらなる特徴に従えば、前記方法は、体脈管系内への脈
管プロテーゼの移植中または移植後に少なくとも１つの薬剤を体脈管系内に送達するため
に、該少なくとも１つの薬剤を、第１の液化ポリマー、第２の液化ポリマー、および少な
くとも１つのさらに別の液化ポリマーのうちの少なくとも１つに組み込む工程をさらに含
む。
【００４４】
　前記好ましい実施形態におけるさらなる特徴に従えば、第１の液化ポリマー、第２の液
化ポリマー、および少なくとも１つのさらに別の液化ポリマーのそれぞれが、独立して、
生体分解性液化ポリマーと生体安定性液化ポリマーとの組み合わせである。
【００４５】
　前記好ましい実施形態におけるさらなる特徴に従えば、第１および第２のエレクトロス
ピニングにより作成されたポリマー繊維は同じポリマーからなる。
【００４６】
　前記好ましい実施形態におけるさらなる特徴に従えば、第１および第２のエレクトロス
ピニングにより作成されたポリマー繊維は異なるポリマーからなる。
【００４７】
　前記好ましい実施形態におけるさらなる特徴に従えば、第１の層が内層であり、第２の
層が外層である。
【００４８】
　前記好ましい実施形態におけるさらなる特徴に従えば、第１の層および第２の層のそれ
ぞれが、独立して管状構造を有する。
【００４９】
　前記好ましい実施形態におけるさらなる特徴に従えば、脈管プロテーゼは、第１の層と
第２の層との間に介在される少なくとも１つの中間層をさらに含む。
【００５０】
　前記好ましい実施形態におけるさらなる特徴に従えば、前記少なくとも１つの中間層は
少なくとも１つのコイル模様を有する。
【００５１】
　前記好ましい実施形態におけるさらなる特徴に従えば、前記コイル模様は巻き付けられ
たフィラメントにより形成される。
【００５２】
　前記好ましい実施形態におけるさらなる特徴に従えば、前記コイル模様は第１の層内に
具現される。
【００５３】
　前記好ましい実施形態におけるさらなる特徴に従えば、前記コイル模様は第２の層内に
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具現される。
【００５４】
　前記好ましい実施形態におけるさらなる特徴に従えば、前記巻き付けられたフィラメン
トは、巻き付けられたポリプロピレンフィラメントと巻き付けられたポリウレタンフィラ
メントからなる群より選ばれる。
【００５５】
　前記好ましい実施形態におけるさらなる特徴に従えば、巻き付けられたフィラメントは
ポリウレタン溶液によってコーティングされる。
【００５６】
　前記好ましい実施形態におけるさらなる特徴に従えば、巻き付けられたフィラメントは
、円形断面、楕円形断面、多角形断面、および不規則模様断面からなる群より選ばれる断
面を有している。
【００５７】
　前記好ましい実施形態におけるさらなる特徴に従えば、前記少なくとも１つの中間層は
、第１の層とコイル模様との間、コイル模様と第２の層との間、および２つの調和したコ
イル模様間に交互に介在された複数の接着サブ層を含む。
【００５８】
　前記好ましい実施形態におけるさらなる特徴に従えば、接着サブ層は不透水性接着サブ
層である。
【００５９】
　前記好ましい実施形態におけるさらなる特徴に従えば、エレクトロスピニングにより作
成されたポリマー繊維から形成される。
【００６０】
　前記好ましい実施形態におけるさらなる特徴に従えば、前記少なくとも１つの中間層は
所定の多孔率を有する。
【００６１】
　前記好ましい実施形態におけるさらなる特徴に従えば、前記少なくとも１つの中間層は
第３のエレクトロスピニングにより作成されたポリマー繊維からなる。
【００６２】
　前記好ましい実施形態におけるさらなる特徴に従えば、前記第１および第２のエレクト
ロスピニングにより作成されたポリマー繊維は生体適合性である。
【００６３】
　前記好ましい実施形態におけるさらなる特徴に従えば、前記第１、第２および第３のエ
レクトロスピニングにより作成されたポリマー繊維はそれぞれ独立して生体適合性である
。
【００６４】
　前記好ましい実施形態におけるさらなる特徴に従えば、前記第１、第２および第３のエ
レクトロスピニングにより作成されたポリマー繊維のそれぞれは独立して、ポリエチレン
テレフタレート繊維およびポリウレタン繊維からなる群より選ばれる。
【００６５】
　前記好ましい実施形態におけるさらなる特徴に従えば、第１および第２のエレクトロス
ピニングにより作成されたポリマー繊維は、ポリエチレンテレフタレート繊維およびポリ
ウレタン繊維からなる群より選ばれる。
【００６６】
　前記好ましい実施形態におけるさらなる特徴に従えば、体脈管系内への脈管プロテーゼ
の移植中または移植後に少なくとも１つの薬剤を体脈管系内に送達するために、前記第１
の層および第２の層のそれぞれには独立して、該少なくとも１つの薬剤が組み込まれてい
る。
【００６７】
　前記好ましい実施形態におけるさらなる特徴に従えば、前記第１のポリマー繊維は、生
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体分解性ポリマーと生体安定性ポリマーとの組み合わせからなる。
【００６８】
　前記好ましい実施形態におけるさらなる特徴に従えば、体脈管系内への脈管プロテーゼ
の移植中または移植後に少なくとも１つの薬剤を体脈管系内に送達するために、前記少な
くとも１つの中間層には、該少なくとも１つの薬剤が組み込まれている。
【００６９】
　前記好ましい実施形態におけるさらなる特徴に従えば、前記第２のポリマー繊維は、生
体分解性ポリマーと生体安定性ポリマーとの組み合わせからなる。
【００７０】
　本発明は、脈管プロテーゼおよびその製造方法を提供することにより、現在知られてい
る構成の短所にうまく取り組み、本発明の脈管プロテーゼは従来技術をはるかにこえる機
械的および生物学的特性を享有している。
【００７１】
図面の簡単な説明
　本発明を添付の図面を参照しながら説明するが、説明は例示にすぎない。ここで具体的
に参照する詳細の図面に関して、示した特定部分は例示として示されており、本発明の好
ましい実施形態を図解で検討することのみを目的としており、最も有用かつ本発明の原理
および概念的局面が容易に理解される説明であると思われるものを提供するために示した
ものであることを強調しておく。この点に関して、本発明の基本的理解に対して必要なも
の以上に本発明の構造的詳細をより詳細に示す努力は一切行っておらず、説明は図面と合
わせて当業者に対して本発明のいくつかの形態が実務上どのように具現されるかを明確に
するものである。
　図１ａは、本発明に従う第１の層および第２の層を有する脈管プロテーゼの長手方向断
面図である。
　図１ｂは、本発明に従う中間層をさらに含む脈管プロテーゼの長手方向断面図である。
　図１ｃは、本発明に従うコイル層をさらに含む脈管プロテーゼの長手方向断面図である
。
　図１ｄは、本発明に従う複数の接着サブ層をさらに含む脈管プロテーゼの長手方向断面
図である。
　図２は、本発明の教示に従う多孔層の典型的な構造である。
　図３は、典型的な従来技術のエレクトロスピニング装置である。
　図４は、本発明に従う補助電極をさらに含むエレクトロスピニング装置である。
　図５は、本発明に従う巻き付け工程において用いられるフィラメントを浸漬するための
装置である。
　図６は、本発明に従う巻き付け工程のためのフィラメント生成に用いられるポリマーフ
ィラメント押し出し機である。
　図７は、本発明に従うコイル模様を与えるために使用してもよい断面形状を示す図であ
る。
　図８は、強化脈管移植片である。
　図９は、ポリマー支持体の種類に対する細胞増殖反応効率のプロットである。
　図１０ａは、本発明の教示に従う、上皮細胞植種の電子顕微鏡画像である。
　図１０ｂは、本発明の従来技術の教示に従う上皮細胞植種の電子顕微鏡画像である。
　図１１は、組織検査の結果を示す。
　図１２ａは、本発明の教示に従う移植片の血管造影の結果を示す。
　図１２ｂは、従来技術の教示に従う移植片の血管造影の結果を示す。
　図１３ａ（ｉ）～（ｉｖ）は、本発明の教示に従う血管内超音波画像検査（ＩＶＵＳ）
の結果を示す。
　図１３ｂ（ｉ）～（ｉｖ）は、従来技術の教示に従うＩＶＵＳ画像検査の結果を示す。
【００７２】
好ましい実施態様の記述
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　本発明は、哺乳類に移植可能な、向上した生物学的、物理学的および機械的特性を有す
る脈管プロテーゼの発明である。具体的には、本発明は、例えば冠状動脈、末梢血管、尿
路などの血管や体の他の流体輸送管の交換、バイパスまたは接続のために用いることがで
きる。
【００７３】
　本発明に従う脈管プロテーゼの原理および動作は、図面および付随する説明を参照して
よりよく理解されるであろう。
【００７４】
　本発明の少なくとも１つの実施形態を詳細に説明する前に、本発明は、以下の説明に列
挙または図面に図示した構成要素の構造および構成の詳細に限定されずに適用されること
を理解されたい。本発明は他の実施形態も可能であり、様々な様式で実施または実行する
ことができる。また、本明細書中で用いる言い回しや用語は、説明を目的としたものであ
って限定的であるとみなされないことを理解されたい。
【００７５】
　ここで図面を参照すると、図１ａ～ｄは、本発明の教示に従って構成および製造された
脈管プロテーゼの長手方向断面図を示す。図１ａに示されるように、脈管プロテーゼは所
定の第１の多孔率を有した第１の層１２と、所定の第２の多孔率を有した第２の層１４と
を含み、第１の層１２および第２の層１４はそれぞれ第１および第２のエレクトロスピニ
ングにより作成されたポリマー繊維からなる。本発明の好ましい実施形態に従えば、第１
の層１２が内層であり、第２の層１４が外層である。
【００７６】
　第１の層１２は好ましくは実質的に比較的多孔率の低い平滑面として製造される。第１
の層１２は、出血を防止して、移植後の数時間まで高い割合で起こる前凝固を防止するた
めの封止層として機能する。さらに、脈管プロテーゼの寿命を通じて、第１の層１２は抗
トロンビン形成特性と、脈管プロテーゼの内面の十分な内皮形成を確保する。第１の層１
２の典型的な厚みは、約４０μｍ～約８０μｍである。
【００７７】
　本発明の好ましい実施形態に従えば、第２の層１４は脈管プロテーゼに必要な機械的特
性、具体的には、高いコンプライアンスと高い破断強さを提供するものであり、したがっ
て第２の層の厚みは好ましくは第１の層１２の厚みよりも大きい。第２の層１４の典型的
な厚みは約５０μｍ～約１０００μｍである。さらに、第２の層１４の所定の多孔率は、
好ましくは第１の層１２の所定の多孔率よりも大きい。多孔構造は、周囲の組織の内殖を
促進することが知られており、このことは脈管プロテーゼの迅速な一体化と長期間の開通
性にとって非常に重要である。第２の層１４の多孔構造の一例が図２に示されている。
【００７８】
　高いコンプライアンスと高い破断強さの両方を達成する方法について以下により詳細に
説明する。
【００７９】
　本発明の現時点で好ましい実施形態に従えば、脈管プロテーゼは、第１の層１２と第２
の層１４との間に介在された少なくとも１つの中間層１３（図１ｂに示されている）をさ
らに含み、該層１３のそれぞれは第３のエレクトロスピニングにより作成されたポリマー
繊維からなり、所定の多孔率を有している。本発明の現時点で好ましい実施形態において
、多孔率レベルは、脈管プロテーゼの中心から当該層までの距離の減少関数であるが、他
の実施形態において任意の所定の多孔率分布を用いることができるものとする。多層脈管
プロテーゼは、例えば、体脈管系内外に流体を輸送するためのチャンネルとして機能する
シャントの移植後の高度な出血障害の場合に使用することができる。
【００８０】
　体脈管系への薬剤送達は、体脈管系内への脈管プロテーゼの移植中または移植後に実施
することができる。したがって、本発明の好ましい実施形態に従えば、第１の層１２、第
２の層１４、または任意の中間層１３のそれぞれには、例えば徐放メカニズムなどによっ
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て体脈管系に輸送するために、少なくとも１つの薬剤を組み込んでもよい。組み込まれる
薬剤ならびにプロテーゼへの組み込み濃度および方法は、交換する血管の種類や、患者の
それぞれの病状に応じたものである。
【００８１】
　ここで、本発明の別の好ましい実施形態を示す脈管プロテーゼの長手方向断面図である
図１ｃを参照する。したがって、脈管プロテーゼは、脈管プロテーゼの強化、特に耐キン
キング性を強化する役割を果たす少なくとも１つのコイル模様１６を含んでいてもよい。
強化された脈管プロテーゼは、例えば、長い移植片を体脈管系内に移植時など、移植片が
宿主の複雑な幾何学構造に適合しなければならない場合に用いることができる。強化移植
片の一例が図８に示されている（後述の実施例においてさらに説明する）。
【００８２】
　本発明の現時点で好ましい実施形態に従えば、コイル模様１６は巻き付けられたフィラ
メントから形成され、該巻き付けられたフィラメントは、例えば巻き付けられたポリプロ
ピレンフィラメントまたは巻き付けられたポリウレタンフィラメントである。巻き付けら
れたフィラメントの横断面は、脈管プロテーゼの機械的特性を増大するように選ばれる。
【００８３】
　図１ｃに示すように、巻き付けられたフィラメントは三角形の断面を有するが、多角形
（三角形以外）断面、円形断面、楕円形断面および不規則模様断面などの任意の他の横断
面を選択することができる。本発明の現時点で好ましい実施形態に従う好ましい断面は、
図７に示されており、後でさらに詳細に説明する。
【００８４】
　次に、これも脈管プロテーゼの長手方向断面図である図１ｄを参照する。脈管プロテー
ゼは、第１の層１２とコイル模様１６との間、コイル模様１６と第２の層１４との間、お
よび２つの調和したコイル模様の間（２つ以上のコイル模様が存在する場合）に交互に介
在された複数の接着サブ層１８をさらに含んでいる。接着サブ層１８は、様々な層を互い
に接着する働きをし、不透水性であっても透水性であってもよい。図１ｄは、コイル模様
１６（図１ｄに円形断面で示されている）を一方の面で第２の層１４に、他方の面でエレ
クトロスピニングにより作成されたポリマー繊維からなる中間層２０に接着する、接着サ
ブ層１８を示している。
【００８５】
　ただし、本発明のいくつかの好ましい実施形態において接着サブ層１８は、以下に詳述
する製造プロセスが脈管プロテーゼの安定性を確保するのに必要でないことを理解された
い。
【００８６】
　本発明は、ＡＶ－シャントとしても知られている既存の脈管アクセス移植片（ＶＡＧ）
の問題にうまく対処している。上述の従来の周辺移植片の要件に加えて、ＶＡＧは特殊な
構造的特徴を有していなければない。何度も内部にアクセスされることから、ＶＡＧは原
理的には、穿刺後の血液漏出を最小限に抑え、透析針穿刺などの穿刺の度に通常起こる血
腫を防止するために、機械的特性とともに自己封止特性の保存性を併せ持っていなければ
ならない。さらに、ＶＡＧは特別な準備操作を行うことなく、迅速な移植および穿刺に適
していなければならない。
【００８７】
　従来のＶＡＧの穿刺では、材料の弾性によって相当な出血が起こることが往々にしてあ
る。現在知られているＶＡＧのすべてについて、穿刺の後には「治癒しない」刺し傷の実
質的な痕跡が残り、これが長時間のあいだに穿刺の繰り返しによりＶＡＧの機械的特性を
阻害することになる。この痕跡は、典型的には比較的大きな径（２ｍｍまで）の透析針が
ＶＡＧ壁を貫通して不可逆的に破裂させることが原因である。
【００８８】
　したがって、本発明の好ましい実施形態に従えば、内層と、中間層と、外層とを有する
３層ＶＡＧが提供される。内層と外層はそれぞれ、約５０％～約７０％の所定の多孔率を
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有した主に横方向（極）配向を有する粗繊維から形成される。一方、中間層は、約８０％
～約９０％の所定多孔率を有した薄くランダムに配向された繊維で形成される。好ましく
は、中間層は全ＶＡＧ壁厚の約７０％を構成している。本発明の現時点で好ましい実施形
態に従えば、内層および外層は中間層を支持する働きをする。
【００８９】
　穿刺時には、針は繊維を引き離すことにより中間層を通過するため破裂は起こらない。
繊維の高い弾性と、繊維間の多数の空所と少数の接着部の組み合わせにより引き裂きが防
止される。針がＶＡＧから引き抜かれると、繊維の弾性と、内層および外層によってかけ
られる圧力との両方によって、元の繊維ウェブが再構成される。このようにして、高いレ
ベルの移植片封止または再封着が達成される。
【００９０】
　ＶＡＧ強度特性は、内層と外層によって確保される。外層および内層における穿刺損傷
は、一定距離をおいて広がるため、壁の強度への穿刺の影響が最小限に抑えられる。
【００９１】
　本発明の好ましい実施形態に従えば、ＶＡＧのキンキングおよび圧縮耐性、ならびに自
己封止特性は、例えば内層および外層の少なくともいずれか一方内で具現されるコイル模
様をもつ層を含むことにより、著しく向上させることができる。２つのコイル模様を含め
る場合には、コイルは好ましくは逆配向にする。
【００９２】
　脈管プロテーゼの層は任意の既知の生体適合性ポリマーから作製してもよく、その例と
しては特に限定されないが、ポリエチレンテレフタレート繊維またはポリウレタン繊維が
挙げられる。脈管プロテーゼが移植中または移植後に体脈管系に薬剤を送達するために少
なくとも１つの薬剤を組み込んでいる好ましい実施形態において、当該層を形成している
ポリマー繊維は生体分解性ポリマーと生体安定性ポリマーとの組み合わせである。
【００９３】
　したがって、本発明の好ましい実施形態に従えば、様々な物理的、機械的および生物学
的特性を有した脈管プロテーゼが提供され、該特性は、以下の（ａ）～（ｆ）の任意の組
み合わせである。（ａ）哺乳類の血液系に特徴的な脈圧下において少なくとも１０％拡大
可能な内径を有している。（ｂ）内径の２倍の屈曲径での屈曲時に内径を維持することが
できる。（ｃ）少なくとも６０％の多孔率を有する。（ｄ）通過する血液の漏出を防止す
る。（ｅ）哺乳類への移植後少なくとも１０日以内に脈管プロテーゼの少なくとも９０％
にわたって、組織内殖および細胞内皮形成が認められる。（ｆ）穿刺後の血液の漏出を最
小限にするための自己封止特性を有する。
【００９４】
　脈管プロテーゼの機械的特性の組み合わせ、すなわち高い破断強度と、許容されるコン
プライアンスレベルおよび多孔性は、後述するエレクトロスピニングによる製造方法に起
因する。エレクトロスピニングは大きな径のシェルを生成するために効果的に用いること
ができるが、エレクトロスピニングプロセスの本質は、脈管移植片などの小径の製品を効
率的に生成することを妨げる。特に、小径の移植片をエレクトロスピニングによって製造
すると、繊維が主に軸方向に配向してしまい、径方向よりも軸方向に強度が有意に優先し
てしまうことになる。
【００９５】
　本発明を実用化するにあたって、実質的に薄くて強い繊維を軸方向に配置し、実質的に
薄くて高い弾性を有する繊維を横（極）方向に配置した場合に、適切なコンプライアンス
と同時に向上した機械的性質を実現することができる。
【００９６】
　したがって、本発明に従えば、脈管プロテーゼの製造方法が提供される。本方法は、第
１の液化ポリマーを析出電極上にエレクトロスピニングして、所定の第１の多孔率を有し
た第１の層１２（図１ａに示される）を提供する工程を含む。本方法は、第２の液化ポリ
マーを析出電極上にエレクトロスピニングして、所定の第２の多孔率を有した第２の層１
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４（図１ａに示される）を提供する工程をさらに含む。脈管プロテーゼをその上に生成さ
せるための析出電極は、例えば、製造すべき脈管プロテーゼの大きさに応じて、均一また
は変化する半径を有する回転心棒であってもよい。
【００９７】
　上述のように、本発明の好ましい実施形態において、脈管プロテーゼは第１の層１２と
第２の層１４との間に介在された少なくとも１つの中間層１３を含んでいる。その場合、
本方法は、少なくとも１つの追加の液化ポリマーを第２の液化ポリマーのエレクトロスピ
ニング工程に先立って、析出電極上へエレクトロスピニングして、第１の層１２と第２の
層１４との間に介在された少なくとも１つの中間層１３を提供する工程をさらに含む。
【００９８】
　エレクトロスピニング工程は、技術上知られている任意のエレクトロスピニング装置を
用いて実施することができる。ここでもう一度図面を参照するに、図３は、ポンプ２０と
、電源２３に接続された析出電極２２と、分散電極２４とを含む典型的なエレクトロスピ
ニング装置を示している。ポンプ２０は、液体ポリマーをシリンジ（図示せず）を介して
分散電極２４に引き上げる働きをする。析出電極２２および分散電極２４は第１の電位差
下に保持されて、該電極間に第１の電界を発生する。エレクトロスピニング法によれば、
液化されたポリマーが荷電されて分散電極２４に引きつけられてから、第１の電界にかけ
られて、析出電極２２の方向へ分散される。電極間空所を高速で移動する間に、液化され
たポリマーの噴流が蒸発して、繊維を形成し、これが析出電極２２の表面上に回収される
。このようにして形成される繊維の典型的な厚みは、５０ｎｍ～５０μｍである。
【００９９】
　次に、本発明の別の好ましい実施形態に従って脈管プロテーゼの製造に用いられるエレ
クトロスピニング装置を示した図４を参照する。したがって、本発明は、析出電極２２に
対して第２の電位差に維持される補助電極２６によって規定される第２の電界を与えるこ
とをさらに含んでいてもよい。第２の電界（および補助電極２６）の目的は、脈管プロテ
ーゼの形成時に所定の繊維配向を確保するために第１の電界に変更を加えることである。
前述のように、そのような所定の配向は、上記構造的特性を兼ね備えた脈管プロテーゼを
提供するためには非常に重要である。
【０１００】
　脈管プロテーゼを製作するためのエレクトロスピニング法を用いる利点は、ポリマーの
種類と繊維の厚みを柔軟に選択できることにより、本明細書に記載した強度と、弾性およ
び他の特性の必要な組み合わせを有した最終製品を提供できることである。さらに、それ
ぞれに異なる配向を有した繊維からなる層の順序を変えることにより、脈管プロテーゼの
壁厚に沿った多孔性分布の性質を決定することができる。さらに、エレクトロスピニング
法は、薬剤などの様々な化学成分を該薬剤をエレクトロスピニング前に液化ポリマーに溶
解することにより、繊維内に組み込むことを可能にするという利点も有している。
【０１０１】
　したがって、本発明の好ましい実施形態に従えば、本方法は、移植中または移植後に体
脈管系に薬剤を送達する目的で、少なくとも１つの薬剤を液化ポリマーのうちの少なくと
も１つに組み込むことをさらに含んでいてもよい。好ましくは、径方向の強度特性に必ず
しも寄与しない軸方向に配向された繊維を、生体分解性ポリマーで作製して、これに薬剤
を装填することができる。このように薬剤を組み込むと、繊維の生体分解時に薬剤が徐放
されることになる。
【０１０２】
　本発明の好ましい実施形態に従えば、本方法は、フィラメント１６を少なくとも１つの
層に該層がエレクトロスピニング形成された後に巻き付けて、少なくとも１つのコイル模
様を有する少なくとも１つの層を与えることをさらに含んでいてもよい。巻き付け工程と
エレクトロスピニング工程は同時に行ってもよい。巻き付け工程は、上述のように脈管プ
ロテーゼを強化する働きをする。フィラメント１６の直径は、脈管プロテーゼの直径およ
び要求されるコンプライアンスに応じて、約０．２ｍｍ～約０．５ｍｍの間で変えること



(16) JP 4145143 B2 2008.9.3

10

20

30

40

50

ができる。典型的な巻き付けピッチは、約０．３ｍｍ～約１．５ｍｍである。巻き付け時
にフィラメント１６に与えられる典型的な張力は約０．１Ｎ～約０．５Ｎである。
【０１０３】
　本発明の好ましい実施形態に従えば、本方法は、移植片の構成要素同士、すなわちコイ
ル模様をエレクトロスピニングにより形成された層に接触するために、少なくとも１つの
接着サブ層を形成する工程をさらに含んでいてもよい。接着は、後述するように二方法以
上を採用してもよい。
【０１０４】
　したがって、本発明の好ましい実施形態に従えば、第１の接着方法は、コイル模様を形
成すべき層を、高度な弾性を有するポリマー繊維の層でコーティングすることを含んでい
る。コーティングは、高沸点溶媒に溶解された液化ポリマーをエレクトロスピニングして
、接着特性を有する実質的に不透水性の層を形成することによって達成される。接着サブ
層が形成されたところで、巻き付け工程を行った後、さらなる接着サブ層が塗布される。
このようにして、本発明の好ましい実施形態に従えば、各コイル模様は２つの接着サブ層
間に挟まれる。このような接着サブ層はフィラメントにしっかりと接着し、移植片の壁の
透水性を実質的に低下させる。
【０１０５】
　第２の接着方法が図５に示されている。コイル模様を形成するために用いられるフィラ
メント１６を、巻き付け工程に先立って、ポリウレタン溶液４４中に浸漬し、フィラメン
トに対して結着コートを与える。フィラメント１６は、余分な結着コートを除去するため
にスクレーパ４６を通過し、好ましくは脈管プロテーゼの第１の層１２の周囲に巻き付く
。結着コートはフィラメントを確実に層に結合させる。
【０１０６】
　第３の接着方法が図６に示されている。フィラメント１６は、溶融ポリマーを収容する
浴槽５４と、生成されたフィラメントを析出電極２２の方向に押し出すための毛細管５６
とを含むポリマーフィラメント押し出し機５２によって作成される。この技術の利点は、
種々のポリウレタン組成物を含む広範囲の生体適合性ポリマーを用いることができること
にある。ポリマーフィラメント押し出し機５２を用いるさらなる利点が、フィラメント１
６に対して使用できる断面形状を示した図７に示されている。ポリマーフィラメント押し
出し機５２は、フィラメント１６に対してあらゆる所望の断面形状を与えることができる
が、荷重分布を最適化するために台形または三角形の断面が好ましい。特に限定はされな
いが、円形断面、楕円形断面または他の不規則模様断面などの他の断面もフィラメント１
６に対して用いることができる。
【０１０７】
　第４の接着方法は、フィラメントを約１２０℃～約１３５℃の温度まで加熱して、フィ
ラメントの外面を溶融させて、脈管プロテーゼの壁に溶融結合することを含んでいる。
【０１０８】
　本発明を実施するにあたって、析出電極２２上に形成される層を加熱することにより、
構造中の多孔性が増加することが発見された。繊維構造多孔性への効果に加えて、加熱プ
ロセスは、残留溶媒の量を減らすとともに、心棒から最終製品、特に壁厚の薄い移植片を
除去する際のより良好な形状保存性を促す。本発明の現時点で好ましい実施形態に従えば
、加熱プロセスは、例えば、ランプまたは様々に設計されたＩＲ放射器によって外部から
行ってもよいし、あるいは、例えばオーミック加熱器によって析出電極２２を加熱するこ
とにより内部で行ってもよい。典型的な加熱温度は約５０℃～約１００℃である。
【０１０９】
　明確化のために別個の実施形態の文脈中に記載した本発明の個々の特徴は、１つの実施
形態において組み合わせて与えられてもよい。反対に、簡潔さのために１つの実施形態の
文脈中に記載した本発明の様々な特徴は、別個に与えられてもよいし、あるいは適当なサ
ブコンビネーションとして与えられてもよい。
【０１１０】
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　本発明のさらなる目的、利点および新規の特徴は、限定を意図していない以下の実施例
を吟味することにより、当業者には明らかになるであろう。さらに、上述および請求項に
記載の本発明の様々な実施形態および態様のそれぞれについては、以下の実施例において
実験的な支持が見つけられる。
【０１１１】
実施例
　次に実施例を参照するが、実施例は上述の説明とともに、本発明を非限定的に説明する
ものである。
【０１１２】
材料、装置および方法
　シリコンポリカーボネートウレタンコポリマーＣａｒｂｏＳｉｌ２０は、Ｐｏｌｙｍｅ
ｒ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｇｒｏｕｐ　Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｅｄより購入し、移植片
製造のために用いた。このポリマーは優れた繊維生成能力を有し、生体適合性があり、親
油性薬剤の取り込みが可能である。すべての実験において、ジメチルホルムアミドとトル
エンの１：１～１：２混合物を溶媒として用いた。接着サブ層の形成には、ポリカーボネ
ートウレタンＣｈｒｏｎｏｆｌｅｘ８０Ａを用いた。
【０１１３】
　ポンプはＨａｒｖａｒｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓから購入し、エレクトロスピニング装置
において使用した。分散電極には、２０ｍｍの高さ間隔で積み重ねられた３つの同時作動
紡糸口金を用いた。紡糸口金の内径は０．５ｍｍであった。紡糸口金のそれぞれの流速は
、１ｍＬ／時間～５ｍＬ／時間とした。分散電極はアースし、析出電極は約５０ｋＶの電
位に保った。研磨ステンレス鋼からなる心棒は、１秒あたり０．５～５回転の角速度で回
転させた。
【０１１４】
　分散電極は、析出電極から２５ｃｍ～３５ｃｍの位置に配置し、可撓性ポリテトラフル
オロエチレンチューブでポンプに接続した。心棒の長軸に沿って１分間につき２÷３回の
頻度で分散電極の往復運動を行わせた。長手方向運動振幅は、製造される移植片の振幅を
１０÷１５％超えるものとした。
【０１１５】
実施例１
２層移植片
　直径６ｍｍ、長さ２００ｍｍの脈管プロテーゼを製造した。直径６ｍｍ、長さ３００ｍ
ｍの棒を心棒として用い、その中央２００ｍｍ部分を室温（２４℃）にてコーティングし
た。ポンプ生産性は３ｍＬ／時間とした。
【０１１６】
　ＣａｒｂｏＳｉｌ２０ポリウレタン溶液を用いて、それぞれ８０μｍと７２０μｍの厚
みを有し、したがって全壁厚が８００μｍとなる、内層および外層の両方を形成した。内
層において、溶液の粘度は４５０ｃＰであり導電率は０．４５μＳ、外層においては粘度
は６８０ｃＰであり導電率は１．８μＳであった。移植片を心棒から除去し、脱イオン水
で繰り返し洗浄し、乾燥、滅菌した。
【０１１７】
結果
　ＩＳＯ７１９８：１９９８（Ｅ）に従う移植片の機械的パラメータは以下の通りであっ
た。全多孔率６８％、キンキング径３０ｍｍ、動的コンプライアンス９％。
【０１１８】
実施例２
溶液の粘度の効果
　内層と外層に対して同一の粘度（４５０ｃＰ）および同一の導電率（０．４５μＳ）の
溶液を用いたこと以外は、直径６ｍｍ、長さ２００ｍｍの脈管プロテーゼを実施例１と同
様にして製造した。加えて、ポンプ生産性は５ｍＬ／時間に上げた。



(18) JP 4145143 B2 2008.9.3

10

20

30

40

50

【０１１９】
結果
　上記の変更により全多孔率の値はわずかに上昇したが、耐キンキング強度とコンプライ
アンスは低下した。ＩＳＯに従う移植片の機械的パラメータは以下の通りであった。全多
孔率７０％、キンキング径３５ｍｍ、動的コンプライアンス８％。
【０１２０】
実施例３
所定の繊維配向の効果
　移植片の径方向の強度を高めるために、外層を横方向（極）配向に配置された繊維から
形成し、直径６ｍｍ、長さ２００ｍｍの脈管プロテーゼを実施例２と同様にして製造した
。加えて、外層の厚みを５２０μｍとして、全壁厚を６００μｍに減じた。
【０１２１】
結果
　上記の変更により、全多孔率を犠牲にすることなく、耐キンキング性と動的コンプライ
アンスのどちらも向上した。ＩＳＯに従う移植片の機械的パラメータは以下の通りであっ
た。全多孔率７０％、キンキング径３２ｍｍ、動的コンプライアンス１０％。
【０１２２】
実施例４
加熱の効果
　以下に記載のように加熱プロセスを実施し、直径６ｍｍ、長さ２００ｍｍの脈管プロテ
ーゼを実施例３と同様にして製造した。内層を形成した後、内部の内蔵オーミック加熱器
を用いて心棒と内層を７０℃に加熱した。心棒は外層形成プロセスの間中、この温度に維
持した。
【０１２３】
結果
　内層の形成後に心棒を加熱すると、残留溶媒が約１２００ｐｐｍから２０ｐｐｍへと低
下した。プロセスの間の質量増加が小さいことにより、心棒と外層とを確実に同じ温度に
できた。加熱プロセスにより、多孔率、動的コンプライアンス、および耐キンキング性が
増大した。ＩＳＯに従う移植片の機械的パラメータは以下の通りであった。全多孔率７８
％、キンキング径１６ｍｍ、動的コンプライアンス１４％。
【０１２４】
実施例５
コイル模様組み込みの効果
　さらなるコイル模様を移植片内に形成して、直径６ｍｍ、長さ２００ｍｍの脈管プロテ
ーゼを実施例３と同様にして製造した。コイル模様は、０．３ｍｍの厚みのＲＩ　Ｃａｒ
ｂｏＳｉｌ２０フィラメントを、１．１ｍｍの巻き付けピッチで、０．１Ｎの張力下で巻
き付けることにより形成した。巻き付けプロセスは、総層厚が５００μｍに達したところ
で開始し、コイル模様の厚みは１００μｍとした。
【０１２５】
結果
　ここで強化移植片を示した図８を参照する。図８は強化移植片の耐キンキング性を示し
ている。ＩＳＯに従う移植片の機械的パラメータは以下の通りであった。全多孔率６４％
、キンキング径１６ｍｍ、動的コンプライアンス８％。
【０１２６】
実施例６
さらなるコイル模様を有する多層移植片
　直径６ｍｍ、長さ２００ｍｍの脈管プロテーゼを製造した。直径６ｍｍ、長さ３００ｍ
ｍの棒を心棒として用い、その中央２００ｍｍ部分を室温にてコーティングした。ポンプ
生産性は３ｍＬ／時間とした。
【０１２７】
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　ＣａｒｂｏＳｉｌ２０ポリウレタン溶液を用いて、８０μｍの厚みの内層を形成した。
溶液の粘度４５０ｃＰ、導電率は０．４５μＳであった。内層が形成されたところで、低
硬度で高弾性のポリウレタンＣｈｒｏｎｏｆｌｅｘ８０Ａからなる１６μｍの第１の中間
層を塗布した。次に、０．３ｍｍポリプロピレン手術用糸を１５００ｃＰの粘度のＣｈｒ
ｏｎｏｆｌｅｘ８０Ａ溶液の浴槽に通すことにより、約１ｍｍの厚みの半固体のポリウレ
タンフィラメントを作成した。次に、コーティングしたフィラメントを中間層の周りに、
４．４ｍ／分の巻き付け速度、２Ｎの巻き付け張力、および１．１ｍｍの巻き付けピッチ
で巻き付けた。
【０１２８】
　巻き付けプロセスが終了したところで、第１の中間層と同一の第２の中間層を塗布した
。６８０ｃＰの粘度と１．８μＳの導電率とを有するＣａｒｂｏＳｉｌ２０ポリウレタン
溶液を用いて、７２０μｍの厚みの外層を塗布した。
【０１２９】
結果
　糸を完全にコートしたため、コイルの巻戻りを防止するのに十分な接着ボンドが形成さ
れた。ＩＳＯに従う移植片の機械的パラメータは以下の通りであった。全多孔率６４％、
キンキング径１２ｍｍ、動的コンプライアンス５％。
【０１３０】
実施例７
ポリマー繊維押し出し機使用の効果
　フィラメントを作成するためにポリマーフィラメント押し出し機を使用し、浸漬プロセ
スを行わなかったことを除いては、実施例６と同様にして直径６ｍｍ、長さ２００ｍｍの
脈管プロテーゼを製造した。ポリマー繊維押し出し機のための溶解生成物としてはＣａｒ
ｂｏＳｉｌ２０を用い、０．３２ｍｍの直径を有する完全に円形のフィラメントを作成し
た。フィラメントは最初は１９５℃の温度で作成し、その後、空気流によって冷却すると
、フィラメントは１３０℃の温度で移植片と接触し、これにより確実にフィラメントを移
植片に接着した。この実施例においては、巻き付けピッチは１．４ｍｍとした。
【０１３１】
結果
　ポリマーフィラメント押し出し機を用いることにより、他のパラメータを変化させない
まま、移植片の動的コンプライアンスが向上した。したがって、ＩＳＯに従う移植片の機
械的パラメータは以下の通りであった。全多孔率６４％、キンキング径１２ｍｍ、動的コ
ンプライアンス１０％。
【０１３２】
　上述の実施例の機械的パラメータを下記表１および図９にまとめる。
【０１３３】
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【表１】

【０１３４】
実施例８
生体外生物学的特性
　本実施例は、電子カップリング試薬の存在下で可溶性ホルマザン塩を生産する活性ミト
コンドリアによるテトラゾリウム塩の開裂に基づいている。したがって、この変換のみが
起こるのは生存細胞のみである。
【０１３５】
　したがって、９６ウェル組織培養プレート中で培養した細胞を、塩混合物とともに３時
間インキュベートした。インキュベーション期間に続いて、生成されたホルマザン染料を
、細胞数の直接計数を行える走査マルチウェルスペクトロフォトメータを用いて定量した
。
【０１３６】
　ここで、様々なタイプの基体に対する３時間細胞増殖反応の効果を示したグラフである
図９を参照する。
【０１３７】
　グラフ中、標本番号１および２は、約４０ｎｍ～６０ｎｍの直径を有する繊維で形成さ
れた、４０～５０μｍの厚みと約６５％の多孔率を有した第１の層に相当する。
【０１３８】
　標本番号３～６は、約５０ｎｍ～１５０ｎｍの直径を有する繊維で形成された、４０～
８０μｍの厚みと約５０％の多孔率を有した第１の層に相当する。
【０１３９】
　標本番号７および８は、１μｍまでの直径を有するかなり粗い繊維で形成された、１０
０～１２０μｍの厚みと約６０～８０％の多孔率を有した第１の層に相当する。
【０１４０】
　標本番号９～１２の構造は、標本３～６の構造と類似しているが、標本９の厚みは１２
０μｍ、標本１１の厚みは２０μｍ、標本１２の厚みは１０μｍである。
【０１４１】
　さらに、Ｗ．Ｌ．Ｇｏｒｅ　Ｃｏｍｐａｎｙより購入したεＰＴＦＥ基体を用いて、上
記すべての標本との比較を行った。
【０１４２】
　ここで図１０ａ～ｂを参照する。これらの図は、標本４に付着した上皮細胞（図１０ａ
）の電子顕微鏡画像を、Ｗ．Ｌ．Ｇｏｒｅ　Ｃｏｍｐａｎｙより購入した標準εＰＴＦＥ
基体（図１０ｂ）の場合と比較したものである。
【０１４３】
　図１０ａにおいては多数の付着上皮細胞が見られるのに対して、図１０ｂにおいては付
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着上皮細胞数がはるかに少ないことから、本発明の基体の有益性が分かる。
【０１４４】
実施例９
生体内生物学的特性
　実施例４に記載されたようにして製造した脈管移植片をイヌの大腿動脈に移植した。移
植片は移植から３０日後に組織学的処理のために取り出した。
【０１４５】
　ここで脈管移植片の組織切片を示した図１１を参照する。図面から明らかなように、移
植片の内面は内皮によって覆われていた。内皮は不規則な薄い組織層に沿って移動し、こ
れにより移植片の内面を覆った。層は組織化塞栓のすべての成分を有していた。
【０１４６】
　移植片の内層は、全体的なプロテーゼ開通性を確保する際に重要な役割を果たす。移植
直後、平滑な弾性な面を有する密な構造を有するナノ繊維層が血流と接触し、出血と血小
板新生を防止する。続く２～３週間の間には、層の特性が効果的な内皮形成を確保する。
【０１４７】
実施例１０
生体内生物学的特性
　実施例４に記載されたようにして製造した脈管移植片をイヌの右脚動脈に移植した。比
較のために、εＰＴＦＥ移植片をイヌの左脚動脈に移植しておく。移植された移植片を、
移植から６週間後に撮影した。
【０１４８】
　ここで、それぞれ移植された移植片の血管造影画像およびＩＶＵＳ画像を示した図１２
ａ～ｂおよび図１３ａ（ｉ）～１３ｂ（ｉｖ）を参照する。図１２ａは本発明に従って製
造された脈管移植片の血管造影画像を示し、図１２ｂはεＰＴＦＥ移植片の血管造影画像
を示す。図１２ａにおいては、狭窄または塞栓による閉塞は見られず、管腔はその全長に
わたって開いている。図１２ｂにおいては、εＰＴＦＥ移植片の基端側接続部において、
移植片の狭窄および／または約３０～５０％の塞栓による閉塞が見られる。
【０１４９】
　次に、図１３ａ～ｂを参照して、基端側接続部から先端側接続部までの各移植片の管腔
における、４枚のＩＶＵＳ画像が示されている。これらの画像は、本発明の移植片に対し
てはＲ１～Ｒ４のマークを付け、εＰＴＦＥ移植片に対してはＬ１～Ｌ４のマークを付け
ている。管腔の狭窄は、εＰＴＦＥ移植片において鮮明に見られるが、本発明に従って製
造された移植片の管腔は開いている。
【０１５０】
　本発明を具体的な実施形態と組み合わせて説明してきたが、当業者にとっては多数の代
替、変更および変形が明らかであることは明白である。したがって、添付の請求項の精神
および範囲におさまるそうした全ての代替、変更および変形を包含するものとする。本明
細書において記載したすべての出版物、特許および特許出願は、いまここに、個々の出版
物、特許または特許出願が具体的かつ個々に本願に参照により組み込まれることが示され
たのと同程度に、その全体が参照により本明細書に組み込まれる。さらに、本願における
すべての参照文献に引用または識別は、当該参照文献が本発明に対する先行技術として利
用可能であるということを認めるものと解釈されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【０１５１】
【図１ａ】本発明に従う第１の層および第２の層を有する脈管プロテーゼの長手方向断面
図である。
【図１ｂ】本発明に従う中間層をさらに含む脈管プロテーゼの長手方向断面図である。
【図１ｃ】本発明に従うコイル層をさらに含む脈管プロテーゼの長手方向断面図である。
【図１ｄ】本発明に従う複数の接着サブ層をさらに含む脈管プロテーゼの長手方向断面図
である。
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【図２】本発明の教示に従う多孔層の典型的な構造である。
【図３】典型的な従来技術のエレクトロスピニング装置である。
【図４】本発明に従う補助電極をさらに含むエレクトロスピニング装置である。
【図５】本発明に従う巻き付け工程において用いられるフィラメントを浸漬するための装
置である。
【図６】本発明に従う巻き付け工程のためのフィラメント生成に用いられるポリマーフィ
ラメント押し出し機である。
【図７】本発明に従うコイル模様を与えるために使用してもよい断面形状を示す図である
。
【図８】強化脈管移植片である。
【図９】ポリマー支持体の種類に対する細胞増殖反応効率のプロットである。
【図１０ａ】本発明の教示に従う、上皮細胞植種の電子顕微鏡画像である。
【図１０ｂ】本発明の従来技術の教示に従う上皮細胞植種の電子顕微鏡画像である。
【図１１】組織検査の結果を示す。
【図１２ａ】本発明の教示に従う移植片の血管造影の結果を示す。
【図１２ｂ】従来技術の教示に従う移植片の血管造影の結果を示す。
【図１３ａ】本発明の教示に従う血管内超音波画像検査（ＩＶＵＳ）の結果を示す。
【図１３ｂ】従来技術の教示に従うＩＶＵＳ画像検査の結果を示す。

【図１ａ】

【図１ｂ】

【図１ｃ】

【図１ｄ】



(23) JP 4145143 B2 2008.9.3

【図２】 【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】



(24) JP 4145143 B2 2008.9.3

【図９】 【図１０ａ】

【図１０ｂ】

【図１１】 【図１２ａ】

【図１２ｂ】



(25) JP 4145143 B2 2008.9.3

【図１３ａ】 【図１３ｂ】



(26) JP 4145143 B2 2008.9.3

10

フロントページの続き

(31)優先権主張番号  09/982,017
(32)優先日　　　　  平成13年10月19日(2001.10.19)
(33)優先権主張国　  米国(US)

    審査官  川端　修

(56)参考文献  米国特許第０５０２４６７１（ＵＳ，Ａ）
              米国特許第０４７４３２５２（ＵＳ，Ａ）
              特開平１１－０９９１６３（ＪＰ，Ａ）
              国際公開第９８／０３１３０５（ＷＯ，Ａ１）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              A61F   2/06
              A61L  27/00


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

