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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
医療デバイスであって、以下：
　生分解性材料を含むほぼ管状の本体、
　第１高分子電解質を含む第１層であって、該第１層が、該ほぼ管状の本体によって支持
される第１層、および
　第２高分子電解質を含む第２層であって、該第２層が、該ほぼ管状の本体によって支持
される第２層、
を含み、ここで、該第１高分子電解質および該第２高分子電解質が、層が生体安定性であ
るように共有結合によって互いに架橋されている、医療デバイス。
【請求項２】
請求項１に記載の医療デバイスであって、該第１高分子電解質が、生分解性である、医療
デバイス。
【請求項３】
請求項１に記載の医療デバイスであって、前記第１高分子電解質がポリ酸を含む、医療デ
バイス。
【請求項４】
請求項３に記載の医療デバイスであって、前記ポリ酸が、ポリリン酸、ポリビニル硫酸、
ポリビニルスルホン酸、ポリビニルホスホン酸、およびポリアクリル酸からなる群より選
択される、医療デバイス。
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【請求項５】
請求項１に記載の医療デバイスであって、前記第１高分子電解質がポリ塩基を含む、医療
デバイス。
【請求項６】
請求項５に記載の医療デバイスであって、前記ポリ塩基が、ポリアリルアミン、ポリエチ
ルイミン、ポリビニルアミン、およびポリビニルピリジンを含む、医療デバイス。
【請求項７】
請求項１に記載の医療デバイスであって、前記第１高分子電解質がポリカチオンを含む、
医療デバイス。
【請求項８】
請求項７に記載の医療デバイスであって、前記ポリカチオンが、ポリ（アリルアミン）ポ
リカチオン、ポリエチレンイミンポリカチオン、ポリジアリルジメチルアンモニウムポリ
カチオン、プロタミンスルフェートポリカチオン、キトサンポリカチオン、ゼラチンポリ
カチオン、スペルミジンポリカチオン、ポリ（Ｎ－オクチル－４－ビニルピリジニウムヨ
ージド）ポリカチオン、およびアルブミンポリカチオンからなる群より選択される、医療
デバイス。
【請求項９】
請求項１に記載の医療デバイスであって、前記第１高分子電解質がポリアニオンを含む、
医療デバイス。
【請求項１０】
請求項９に記載の医療デバイスであって、前記ポリアニオンが、ポリ（スチレンスルホネ
ート）ポリアニオン、ポリアクリル酸ポリアニオン、アルギン酸ナトリウムポリアニオン
、ｅｕｄｒａｇｉｔポリアニオン、ゼラチンポリアニオン、ヒアルロン酸ポリアニオン、
カラゲナンポリアニオン、コンドロイチンスルフェートポリアニオン、およびカルボキシ
メチルセルロースポリアニオンからなる群より選択される、医療デバイス。
【請求項１１】
請求項１に記載の医療デバイスであって、前記第１高分子電解質が、ヘパリン、タンパク
質、ポリグリコール酸、ポリ乳酸、ポリアミド、ポリ－２－ヒドロキシ－ブチレート、ポ
リカプロラクトン、およびポリ（乳酸－ｃｏ－グリコール酸）からなる群より選択される
ポリマーを含む、医療デバイス。
【請求項１２】
請求項１に記載の医療デバイスであって、前記生分解性材料が金属を含む、医療デバイス
。
【請求項１３】
請求項１に記載の医療デバイスであって、前記生分解性材料が、アルカリ金属、アルカリ
土類金属、鉄、亜鉛、およびアルミニウムからなる群より選択される金属を含む、医療デ
バイス。
【請求項１４】
請求項１に記載の医療デバイスであって、前記生分解性材料が、鉄を含む、医療デバイス
。
【請求項１５】
請求項１に記載の医療デバイスであって、前記生分解性材料がマグネシウムを含む、医療
デバイス。
【請求項１６】
請求項１に記載の医療デバイスであって、前記生分解性材料が合金を含む、医療デバイス
。
【請求項１７】
請求項１に記載の医療デバイスであって、前記生分解性材料が、鉄合金を含む、医療デバ
イス。
【請求項１８】
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請求項１に記載の医療デバイスであって、前記生分解性材料が、マグネシウム合金を含む
、医療デバイス。
【請求項１９】
請求項１に記載の医療デバイスであって、前記生分解性材料が、マグネシウム、チタン、
ジルコニウム、ニオブ、タンタル、亜鉛、およびケイ素からなる群より選択される第１成
分、およびリチウム、ナトリウム、カリウム、カルシウム、鉄、およびマンガンからなる
群より選択される第２成分を含む、医療デバイス。
【請求項２０】
請求項１に記載の医療デバイスであって、前記生分解性材料が、非金属を含む、医療デバ
イス。
【請求項２１】
請求項１に記載の医療デバイスであって、前記生分解性材料が、ポリマーを含む、医療デ
バイス。
【請求項２２】
請求項１に記載の医療デバイスであって、前記第１層が、多くて約５００ナノメートルの
厚みを有する、医療デバイス。
【請求項２３】
請求項２２に記載の医療デバイスであって、前記第１層が、少なくとも約０．２ナノメー
トルの厚みを有する、医療デバイス。
【請求項２４】
請求項１に記載の医療デバイスであって、前記第１層が、少なくとも１つの開口部を規定
する、医療デバイス。
【請求項２５】
請求項１に記載の医療デバイスであって、前記第１層が、前記ほぼ管状の本体と接触する
、医療デバイス。
【請求項２６】
請求項１に記載の医療デバイスであって、前記医療デバイスが、複数の第１層および複数
の第２層を含む、医療デバイス。
【請求項２７】
請求項１に記載の医療デバイスであって、前記第２高分子電解質が、前記第１高分子電解
質とは異なる、医療デバイス。
【請求項２８】
請求項１に記載の医療デバイスであって、前記第１高分子電解質が、正に荷電され、前記
第２高分子電解質が、負に荷電されている、医療デバイス。
【請求項２９】
請求項１に記載の医療デバイスであって、前記医療デバイスが、複数の層を含む、医療デ
バイス。
【請求項３０】
請求項２９に記載の医療デバイスであって、前記医療デバイスの第１部分が、該医療デバ
イスの第２部分よりも多くの数の層を含む、医療デバイス。
【請求項３１】
請求項３０に記載の医療デバイスであって、前記第１部分が、少なくとも２０個の層を含
む、医療デバイス。
【請求項３２】
請求項３１に記載の医療デバイスであって、前記第２部分が、少なくとも１０個の層を含
む、医療デバイス。
【請求項３３】
請求項２９に記載の医療デバイスであって、前記複数の層が、多くて１５００ナノメート
ルの合計の厚みを有する、医療デバイス。
【請求項３４】
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請求項３３に記載の医療デバイスであって、前記複数の層が、少なくとも５ナノメートル
の合計の厚みを有する、医療デバイス。
【請求項３５】
請求項２９に記載の医療デバイスであって、前記医療デバイスが、少なくとも１０個の層
を含む、医療デバイス。
【請求項３６】
請求項３５に記載の医療デバイスであって、前記医療デバイスが、多くて３００個の層を
含む、医療デバイス。
【請求項３７】
請求項１に記載の医療デバイスであって、前記医療デバイスが、体内補綴物である、医療
デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（発明の分野）
　本発明は、医療デバイス（例えば、体内補綴物（ｅｎｄｏｐｒｏｓｔｈｅｓｅ））、お
よびこのデバイスを作製する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　（背景）
　身体は、種々の通路、例えば、動脈、他の血管、および他の身体管腔を備える。これら
の通路は、ときどき、閉塞されるかまたは弱くなる。例えば、この通路は、腫瘍によって
閉塞され得るか、プラークによって制限され得るか、または動脈瘤によって弱くなり得る
。これが生じる場合、通路は、医療用体内補綴物を用いて、再度開かれ得るか、または強
化され得るか、あるいは置換され得る。体内補綴物は、代表的に、体内の管腔に配置され
る管状部材である。体内補綴物の例としては、ステント、ステント－移植片、およびカバ
ー付きステントが挙げられる。
【０００３】
　体内補綴物は、体内補綴物が所望の位置に輸送されるとき、コンパクトなまたは減少し
たサイズの形態で体内補綴物を支持するカテーテルによって、体内に送達され得る。その
部位に達すると、体内補綴物は、例えば、拡張され、その結果、管腔の壁に接触し得る。
【０００４】
　拡張機構は、体内補綴物を半径方向に拡張することを包含し得る。例えば、拡張機構は
、バルーン拡張可能体内補綴物を有する、バルーンを有するカテーテルを備え得る。バル
ーンは、管腔壁と接して予め決められた位置で、膨張して変形し、拡張した体内補綴物を
固定し得る。次いで、バルーンは、へこんで、カテーテルが引き抜かれ得る。
【０００５】
　別の送達技術において、体内補綴物は、可逆的にコンパクトになり拡大し得る（例えば
、弾性的または材料相転移による）弾性材料から形成される。体内への導入の間、体内補
綴物は、コンパクトな状態で拘束される。所望の移植部位に達するとき、拘束具は、例え
ば、拘束デバイス（例えば、外側シース）を拘束し、体内補綴物をそれ自身の内部弾性回
復力によって自己拡張させることによって、除去される。
【０００６】
　通路を支持し、通路を開いて維持するために、体内補綴物は、ときどき、支柱またはワ
イヤに形成される、比較的強い材料（例えば、ステンレス鋼またはニチノール（ニッケル
－チタン合金））から作製される。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　１つの局面において、本発明は、１つ以上の生分解性材料を含む医療デバイス（例えば
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、体内補綴物）、およびこのデバイスを作製する方法を特徴とする。医療デバイスは、１
つ以上の生分解性材料から形成される少なくとも１つの領域を含み得るか、または全体的
に１つ以上の生分解性材料から形成され得る。医療デバイスの生分解性材料の分解は、制
御され得る。例えば、いくつかの実施形態において、医療デバイスは、生分解性材料の分
解を制御するために使用され得る、一種以上の高分子電解質を含み得る。特定の実施形態
において、高分子電解質は、層の形態であり得る。この層は、例えば、水分子および／ま
たは特定のイオン（例えば、体液内）が生分解性材料と接触することを制限するかまたは
妨げ得、それによって、生分解性材料の分解を遅延させ、そして／または遅らせる。いく
つかの実施形態において、この層は、水分子および／またはイオンの移動を制限し得、そ
して／または水分子および／またはイオンが生分解性材料にアクセスしそして接触する速
度を遅らせ得る。
【０００８】
　別の局面において、本発明は、生分解性材料を含むほぼ管状の本体、およびほぼ管状の
本体上の第１高分子電解質を備える医療デバイスを特徴とする。
【０００９】
　さらなる局面において、本発明は、生分解性材料を含む基材、およびこの基材によって
支持され、１つ以上の充填物を備える層を備える医療デバイスを特徴とする。
【００１０】
　さらなる局面において、本発明は、医療デバイスを作製する方法を特徴とし、この方法
は、生分解性材料を含むほぼ管状の本体上に第１層を形成する工程を包含する。第１の層
は、高分子電解質を備える。
【００１１】
　別の局面において、本発明は、医療デバイスを作製する方法を特徴とし、この方法は、
生分解性材料を含む基材上に層を形成する工程を包含する。この層は、１つ以上の充填物
を備える。
【００１２】
　さらなる局面において、生体安定材料を含むほぼ管状の本体、およびこのほぼ管状の本
体上の高分子電解質を含む医療デバイスを特徴とする。いくつかの実施形態において、医
療デバイスは、非高分子電解質生分解性コーティングをさらに備え得る。
【００１３】
　さらなる局面において、本発明は、生分解性材料を含むほぼ管状の本体、このほぼ管状
の本体上の高分子電解質、および非高分子電解質生分解性コーティングを含む医療デバイ
スを特徴とする。
【００１４】
　実施形態は、以下の特徴の１つ以上を含み得る。
【００１５】
　高分子電解質は、生分解性であり得る。
【００１６】
　いくつかの実施形態において、高分子電解質は、ポリ酸（例えば、ポリリン酸、ポリビ
ニル硫酸、ポリビニルスルホン酸、ポリビニルホスホン酸、またはポリアクリル酸）であ
り得る。特定の実施形態において、高分子電解質は、ポリ塩基（例えば、ポリアリルアミ
ン、ポリエチルイミン、ポリビニルアミン、またはポリビニルピリジン）であり得る。
【００１７】
　いくつかの実施形態において、高分子電解質は、ポリカチオン（例えば、ポリ（アリル
アミン）ポリカチオン、ポリエチレンイミンポリカチオン、ポリジアリルジメチルアンモ
ニウムポリカチオン、プロタミンスルフェートポリカチオン、キトサンポリカチオン、ゼ
ラチンポリカチオン、スペルミジンポリカチオン、ポリ（Ｎ－オクチル－４－ビニルピリ
ジニウムヨージド）ポリカチオン、またはアルブミンポリカチオン）であり得る。特定の
実施形態において、高分子電解質は、ポリアニオン（例えば、ポリ（スチレンスルホネー
ト）ポリアニオン、ポリアクリル酸ポリアニオン、アルギン酸ナトリウムポリアニオン、
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ポリスチレンスルホネートポリアニオン、ｅｕｄｒａｇｉｔポリアニオン、ゼラチンポリ
アニオン、ヒアルロン酸ポリアニオン、カラゲナンポリアニオン、コンドロイチンスルフ
ェートポリアニオン、またはカルボキシメチルセルロースポリアニオン）であり得る。
【００１８】
　高分子電解質は、ポリマー、例えば、ヘパリン、タンパク質、ポリグリコール酸、ポリ
乳酸、ポリアミド、ポリ－２－ヒドロキシ－ブチレート、ポリカプロラクトン、またはポ
リ（乳酸－ｃｏ－グリコール酸）が挙げられ得る
　層は、高分子電解質を含み得る。層は、生分解性または生体安定性であり得る。医療デ
バイスは、高分子電解質を含む第１層を有し得る。第１層は、ほぼ管状の本体によって支
持され得る。いくつかの実施形態において、第１層は、ほぼ管状の本体と接触し得る。第
１層は、多くて約５００ナノメートル（例えば、多くて約３００ナノメートル、多くて約
１００ナノメートル、多くて約５０ナノメートル、多くて約１０ナノメートル、多くて約
５ナノメートル、多くて約１ナノメートル、多くて約０．５ナノメートル）および／また
は少なくとも約０．２ナノメートル（例えば、少なくとも約０．５ナノメートル、少なく
とも約１ナノメートル、少なくとも約０．５ナノメートル、少なくとも約１ナノメートル
、少なくとも約５ナノメートル、少なくとも約１０ナノメートル、少なくとも約５０メー
トル、少なくとも約１００ナノメートル、少なくとも約３００ナノメートル）の厚みを有
し得る。いくつかの実施形態において、第１層は、その中に（例えば、第１層の壁に）少
なくとも１つ（例えば、少なくとも２個、少なくとも５個、少なくとも１０個）開口部を
有し得る。
【００１９】
　医療デバイスは、ほぼ管状の本体によって支持され得る第２層をさらに含み得る。いく
つかの実施形態において、第２層は、第１層と接触し得る。第２層は、第１層の高分子電
解質と同じであり得るかまたは異なり得る高分子電解質を含み得る。特定の実施形態にお
いて、医療デバイスの１つの層の高分子電解質は、正に荷電し得、医療デバイスの別の層
（例えば、隣接層）の高分子電解質は、負に荷電し得る。
【００２０】
　いくつかの実施形態において、医療デバイスは、複数の層（例えば、複数の第１層およ
び複数の第２層）を含み得る。特定の実施形態において、少なくとも２つの第１層は、１
つ以上の第２層によって互いに間隔を空けて配置され得る。
【００２１】
　特定の実施形態において、医療デバイスは、ほぼ管状の本体上に第２の高分子電解質を
含み得る。いくつかの実施形態において、第１の高分子電解質および第２の高分子電解質
は、互いに（例えば、少なくとも１つの共有結合によって）架橋され得る。
【００２２】
　特定の実施形態において、非高分子電解質生分解性コーティングは、高分子電解質の全
てまたは一部を覆い得る。
【００２３】
　いくつかの実施形態において、この方法は、第１層上に第２層を形成する工程を包含し
得る。第２層は、高分子電解質を含み得る。特定の実施形態において、この方法は、第１
層の高分子電解質を第２層の高分子電解質に（例えば、第１層および第２層に熱および／
またはＵＶ放射線を適用することによって）架橋する工程を包含し得る。特定の実施形態
において、この方法は、複数の第１層および複数の第２層を形成する工程を包含し得る。
【００２４】
　医療デバイスは、少なくとも１０個の層（例えば、少なくとも２０個の層、少なくとも
５０個の層、少なくとも１００個の層、少なくとも２００個の層）、および／または多く
て３００個の層（例えば、多くて２００個の層、多くて１００個の層、多くて５０個の層
、多くて２００個の層）を含み得る。複数の層は、多くて１５００ナノメートル（例えば
、多くて１０００ナノメートル、多くて５００ナノメートル、多くて１００ナノメートル
、多くて５０ナノメートル、多くて１０ナノメートル）、および／または少なくとも５ナ
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ノメートル（例えば、少なくとも１０ナノメートル、少なくとも５０ナノメートル、少な
くとも１００ナノメートル、少なくとも５００ナノメートル、少なくとも１００ナノメー
トル）の全厚みを有し得る。いくつかの実施形態において、医療デバイスの一部は、医療
デバイスの別の部分よりも多い数の層を含み得る。特定の実施形態において、医療デバイ
スの一部は、少なくとも１０個の層（例えば、少なくとも２０個の層、少なくとも３０個
の層、少なくとも４０個の層）を含み得、そして／または医療デバイスの別の部分は、少
なくとも２０個の層（例えば、少なくとも３０個の層、少なくとも４０個の層、少なくと
も５０個の層）を含み得る。いくつかの実施形態において、医療デバイスの一部は、１０
個の層を含み得、一方、医療デバイスの別の部分は、２０個の層を含み得る。
【００２５】
　医療デバイスは、体内補綴物、カテーテル、グラフト、またはフィルターであり得る。
生分解性材料は、金属、合金、および／または非金属であり得る。いくつかの実施形態に
おいて、生分解性材料は、アルカリ金属、アルカリ土類金属（例えば、マグネシウム）、
鉄、亜鉛、アルミニウム、または合金（例えば、鉄合金、マグネシウム合金）であり得る
。特定の実施形態において、生分解性材料は、１つの成分（例えば、マグネシウム、チタ
ン、ジルコニウム、ニオブ、タンタル、亜鉛、ケイ素）、および別の異なる成分（例えば
、リチウム、ナトリウム、カリウム、カルシウム、鉄、マンガン）を含み得る。いくつか
の実施形態において、生分解性材料は、ポリマーであり得る。
【００２６】
　実施形態は、以下の利点の１つ以上を含み得る。
【００２７】
　特定の実施形態において、医療デバイスは、被験体の身体に永久的に残ることなく、被
験体を一時的に処置するために使用され得る。例えば、いくつかの実施形態において、医
療デバイスは、特定の時間（例えば、被験体の管腔を支持するため）使用され得、次いで
、特定の時間の後、分解し得る。特定の実施形態において、医療デバイスが分解すると、
医療デバイスが配置される領域（例えば、体腔）の磁気共鳴画像（ＭＲＩ）視認性および
／またはコンピュータートモグラフィー（ＣＴ）視認性が向上し得る。
【００２８】
　医療デバイスが１つ以上の高分子電解質を含むいくつかの実施形態において、高分子電
解質は、医療デバイスの生分解性材料の分解（例えば、腐食）を制御するために使用され
得る。例えば、高分子電解質は、水分子および／または特定のイオンが生分解性材料にア
クセスすることを制限し得るかまたは妨げ得る層の形態であり得る。特定の実施形態にお
いて、高分子電解質は、生分解性材料が永久的に（例えば、標的部位への医療デバイスの
送達および／または展開の間）分解することを妨げ得る。
【００２９】
　医療デバイスが１つ以上の高分子電解質層を含む特定の実施形態において、医療デバイ
スの異なる領域は、異なる数の高分子電解質層を含み得る。いくつかの実施形態において
は、比較的多くの数の高分子電解質層を含む医療デバイスの領域の生分解性材料は、比較
的少ない数の高分子電解質層を含む医療デバイスの領域の生分解性材料の後、および／ま
たはよりゆっくり分解し始め得る。従って、医療デバイス上の高分子電解質層は、医療デ
バイスの異なる領域の生分解性材料の異なる分解速度を提供するために使用され得る。い
くつかの実施形態において、体内補綴物は、体内補綴物の端部の一方または両方が体内補
綴物の前で分解を開始し始める高分子電解質層の配置を含み得る。これは、分解の間に、
２つ以上の片に破断して分かれる医療デバイスの可能性を制限し得る。
【００３０】
　特定の実施形態において、体内補綴物は、互いに架橋される２つ以上の高分子電解質層
を含み得る。架橋高分子電解質層は、例えば、体内補綴物内に生分解性材料を制限するた
めに使用され得る。特定の実施形態において、生分解性材料のこの制限は、生分解性材料
の１つ以上の片が、使用の間、体内補綴物から破壊して離れ、標的部位以外の位置に移動
する可能性を制限し得る。
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【００３１】
　他の局面、特徴、および利点は、本明細書、図面、および特許請求の範囲にある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　図１は、生分解性材料を含む環状構造物２１の形態であるステント２０を示す。環状構
造物２１は、隣接するバンド間に延び、隣接するバンドを接続する複数のバンド２２およ
び複数のコネクタ２４によって規定される。環状構造物２１は、管腔２３を有する。図２
に示されるように、ステント２０（示されるように、バンド２２の一部）は、複数の第１
荷電層２７および複数の第２荷電層３０を含む複数層構造物２６と接触する。複数層構造
物２６は、（例えば、標的部位へのステント２０の送達および／または使用の間）環状構
造物２１の分解を遅延させ得、そして／または遅らせ得る。
【００３３】
　いくつかの実施形態において、層２７および／または３０は、１つ以上の高分子電解質
を含み得る。例えば、層２７は、荷電高分子電解質を含み得、そして層３０は、層２７内
の荷電高分子電解質との荷電バランスを維持するために、反対に荷電した高分子電解質を
含み得る。層２７および／または層３０のそれぞれは、１つのタイプの高分子電解質を含
み得るか、または複数の異なるタイプの高分子電解質を含み得る。理論によって束縛され
ることを望まないが、層２７および３０中の高分子電解質アニオン／カチオンは、水分子
および特定のイオン（例えば、塩素イオン、金属イオン）を結合し得、それによって、水
分子およびイオンの移動を制限するかまたは妨げ、そして／または水分子およびイオンが
ステント２０の管状構造２１に接触することを制限するかまたは妨げる。
【００３４】
　層２７および３０内の水分子およびイオンの移動、ならびに／あるいはステント２０の
管状構造２１と水分子およびイオンとの間の接触の程度は、任意の多くの異なる因子に依
存し得る。
【００３５】
　例として、特定の実施形態において、層２７および３０中のアニオン／カチオン対間の
静電引力が増加するので、水およびイオンを保持する結合の強さもまた増加し得る。結果
として、層２７および３０内の水分子およびイオンの移動は、減少し得、そして／または
ステント２０の管状構造２１は、水分子およびイオンとより接触しなくなり得る。高分子
電解質層中のアニオン／カチオン対間の相対静電引力は、例えば、１つの高分子電解質層
のゼータを測定し、次いで、第１高分子電解質層に形成される別の高分子電解質層のゼー
タ電位を測定することによって推定され得る。いくつかの実施形態において、隣接する高
分子電解質層中のアニオン／カチオン対間の静電引力は、比較的高くあり得、例えば、ア
ニオン高分子電解質層が、－４０ミリボルト未満のゼータ電位を有し、カチオン性高分子
電解質層は、４０ミリボルトより大きいゼータ電位を有する。高分子電解質のゼータ電位
は、レーザドップラー電気泳動（例えば、Ｂｒｏｏｋｈａｖｅｎ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ
ｓ　Ｃｏｒｐ．，Ｈｏｌｔｓｖｉｌｌｅ，ＮＹ製のＺｅｔａＰＡＬＳシステムを使用する
）を使用して測定され得る。
【００３６】
　別の例として、いくつかの実施形態において、ステント２０の周りの環境の温度が増加
する場合、層２７および３０内の水分子およびイオンの移動が増加し、そして／またはス
テント２０の管状構造２１は、水分子およびイオンとより接触しなくなり得る。層２７お
よび／または３０が生分解性であるいくつかの実施形態において、以下に記載されるよう
に、増加した温度が、層２７および／または３０のより高い分解速度を生じ得、水分子お
よびイオンがステント２０の管状構造２１にアクセスすることが増加し得る。
【００３７】
　さらなる例として、特定の実施形態において、ステント２０の周りの環境のｐＨが増加
する場合、層２７および３０内の水分子の移動が増加し得、そして／または水分子および
イオンとステント２０の管状構造２１との間の接触量は、増加し得る。ステント２０の周
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りの環境のｐＨは、例えば、管状構造２１内の生分解性材料が分解するときに、変化し得
る。例えば、ステント２０がマグネシウムを含むいくつかの実施形態において、マグネシ
ウムの酸化は、ステント２０の周りの環境のｐＨを増加させ得る。
【００３８】
　高分子電解質は、荷電（例えば、イオン的に分離可能）基を有するポリマーである。高
分子電解質におけるこれらの基の数は、イオン的に分離した形態（ポリイオンとも呼ばれ
る）にある場合、ポリマーが極性溶媒（水を含む）中に可溶であるように、大きくあり得
る。分離可能基のタイプに依存して、高分子電解質は、ポリ酸またはポリ塩基として分類
され得る。
【００３９】
　分離した場合、ポリ酸は、高分子電解質アニオン（ポリアニオン）を形成し、プロトン
が分離される。ポリ酸としては、無機物、有機物および生体ポリマーが挙げられる。ポリ
酸の例としては、ポリリン酸、ポリビニル硫酸、ポリビニルスルホン酸、ポリビニルホス
ホン酸、およびポリアクリル酸が挙げられる。対応する塩（ポリ塩と呼ばれる）の例とし
ては、ポリホスフェート、ポリビニルスルフェート、ポリビニルスルホネート、ポリビニ
ルホスホネートおよびポリアクリレートが挙げられる。
【００４０】
　ポリ塩基は、プロトンを受容し得る（例えば、酸との反応による）基を含み、塩が形成
される。それらの骨格および／または側鎖基内の分離可能な基を有するポリ塩基の例とし
ては、ポリアリルアミン、ポリエチレンイミン、ポリビニルアミンおよびポリビニルピリ
ジンが挙げられる。プロトンを受容することによって、ポリ塩基は、高分子電解質カチオ
ン（ポリカチオン）を形成する。
【００４１】
　いくつかの高分子電解質は、アニオン基およびカチオン基の両方を有するが、それにも
かかわらず、正味で正または負の電荷を有する。このような高分子電解質の例は、ゼラチ
ンである。アニオン基およびカチオン基の両方を有する高分子電解質が正味で正または負
の荷電を有するか否かは、例えば、高分子電解質の周りの環境のｐＨに依存し得る。
【００４２】
　いくつかの実施形態において、高分子電解質は、生体ポリマーに基づき得る。例として
は、アルギン酸、ｇｕｍｍｉ　ａｒａｂｉｃｕｒｎ、核酸、ペクチンおよびタンパク質、
化学的に改変された生体ポリマー（例えば、カルボキシメチルセルロースおよびリジンス
ルホネート）、ならびに合成ポリマー（例えば、ポリメタクリル酸、ポリビニルスルホン
酸、ポリビニルホスホン酸、およびポリエチレンイミン）が挙げられる。
【００４３】
　高分子電解質は、直線状または分枝状であり得る。ステント２０上の分枝状高分子電解
質の使用は、高い程度の壁多孔性を有するあまりコンパクトでない高分子電解質多層を導
き得る。いくつかの実施形態において、高分子電解質分子は、（例えば、アルデヒドを用
いるアミノ基の架橋によって）個々の高分子電解質層内および／または個々の高分子電解
質層間で架橋され得る。架橋は、高分子電解質層の安定性を向上し得る。
【００４４】
　特定の実施形態において、高分子電解質は、両親媒性であり得る。例えば、高分子電解
質は、部分的に高分子電解質特性を有する両親媒性のブロックまたはランダムコポリマー
を含み得る。両親媒性高分子電解質は、例えば、極性分子に対する浸透性に影響するよう
に使用され得る。いくつかの実施形態において、両親媒性高分子電解質を含む層は、極性
分子に対して、両親媒性でない高分子電解質を含む層よりも、浸透性であり得る。
【００４５】
　高分子電解質の他の例としては、低分子量高分子電解質（例えば、数百ドルトンの分子
量を有する高分子電解質）から巨大分子高分子電解質（例えば、通常、数百万ドルトンの
分子量を有する、合成起源または生物学的起源の高分子電解質）が挙げられる。
【００４６】
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　高分子電解質カチオン（ポリカチオン）の具体的な例としては、プロタミンスルフェー
トポリカチオン、ポリ（アリルアミン）ポリカチオン（例えば、ポリ（アリルアミン塩酸
塩）（ＰＡＨ））、ポリジアリルジメチルアンモニウムポリカチオン、ポリエチレンイミ
ンポリカチオン、キトサンポリカチオン、ゼラチンポリカチオン、スペルミジンポリカチ
オン、およびアルブミンポリカチオンが挙げられる。
【００４７】
　高分子電解質アニオン（ポリアニオン）の具体的な例としては、ポリ（スチレンスルホ
ネート）ポリアニオン（例えば、ポリ（ナトリウムスチレンスルホネート）（ＰＳＳ））
、ポリアクリル酸ポリアニオン、ナトリウムアルギネートポリアニオン、ｅｕｄｒａｇｉ
ｔポリアニオン、ゼラチンポリアニオン、ヒアルロン酸ポリアニオン、カラゲナンポリア
ニオン、コンドロイチンスルフェートポリアニオン、およびカルボキシメチルセルロース
ポリアニオンが挙げられる。
【００４８】
　いくつかの実施形態において、生分解性高分子電解質は、層２７および／または３０に
おいて使用され得る。本明細書中で使用される場合、「生分解性材料」は、生分解性材料
を含むデバイスが患者内の存在するように設計される期間にわたって、溶解、分解、吸収
、腐食、侵食、再吸収および／または他の分解プロセスを受ける材料である。層２７およ
び／または３０中の生分解性高分子電解質が分解する場合、これらは、ステント２０の管
状構造物に対してあまり保護を提供し得ない。結果として、管状構造物２１は、分解し始
めるかまたはより速い速度で分解し得る。
【００４９】
　生分解性高分子電解質の例としては、ヘパリン、ポリグリコール酸（ＰＧＡ）、ポリ乳
酸（ＰＬＡ）、ポリアミド、ポリ－２－ヒドロキシ－ブチレート（ＰＨＢ）、ポリカプロ
ラクトン（ＰＣＬ）、ポリ（乳酸－ｃｏ－グリコール酸）（ＰＬＧＡ）、プロタミンスル
フェート、ポリアリルアミン、ポリジアリルジメチルアンモニウム種（例えば、ポリジア
リルジメチルアンモニウムクロリド）（ＰＤＡＤＭＡ、Ａｌｄｒｉｃｈ））、ポリエチレ
ンイミン、キトサン、ｅｕｄｒａｇｉｔ、ゼラチン、スペルミジン、アルブミン、ポリア
クリル酸、アルギン酸ナトリウム、ポリ（スチレンスルホネート）（ＰＳＳ，Ｓｃｉｅｎ
ｔｉｆｉｃ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ）、ヒアルロン酸、カラゲナン、コンド
ロイチンスルフェート、カルボキシメチルセルロース、ポリペプチド、タンパク質、ＤＮ
Ａ、およびポリ（Ｎ－オクチル－４－ビニルピリジニウムヨージド）（ＰＮＯＶＰ）が挙
げられる。高分子電解質は、例えば、Ｔａｒｅｋ　Ｒ．Ｆａｒｈａｔ　ａｎｄ　Ｊｏｓｅ
ｐｈ　Ｂ．Ｓｃｈｌｅｎｏｆｆ，「Ｃｏｒｒｏｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｕｓｉｎｇ　
Ｐｏｌｙｅｌｅｃｔｒｏｌｙｔｅ　Ｍｕｌｔｉｌａｙｅｒ」、Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉ
ｃａｌ　ａｎｄ　Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｌｅｔｔｅｒ，５（４）Ｂ１３－Ｂ１５（２
００２）に記載される。
【００５０】
　いくつかの実施形態において、生分解性高分子電解質から形成される層は、少なくとも
約１秒間（例えば、少なくとも約１０秒間、少なくとも約３０秒間、少なくとも約１分間
、少なくとも約１０分間、少なくとも約１時間、少なくとも約５時間、少なくとも約１０
時間、少なくとも約１日間、少なくとも約２日間、少なくとも約４日間、少なくとも約６
日間）、ならびに／あるいは多くて約１週間（例えば、多くて約６日間、多くて約４日間
、多くて約２日間、多くて約１日間、多くて約１０時間、多くて約５時間、多くて約１時
間、多くて約１０分間、多くて約１分間、多くて約３０秒間、多くて約１０秒間）にわた
って崩壊し得る。
【００５１】
　特定の実施形態において、層中の生分解性高分子電解質は、別の層中の別の生分解性高
分子電解質に（例えば、熱および／またはＵＶ線を使用して）架橋され得る。いくつかの
実施形態において、異なる層中の高分子電解質間の架橋は、高分子電解質の分解をそうで
ない場合よりも遅くし得る。特定の実施形態において、架橋高分子電解質を含む層は、少
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なくとも約１週間（例えば、少なくとも約２週間、少なくとも約３週間、少なくとも約４
週間、少なくとも約６週間、少なくとも約８週間、少なくとも約１０週間、少なくとも約
１２週間、少なくとも約１４週間、少なくとも約１６週間、少なくとも約１８週間、少な
くとも約２０週間、少なくとも約２２週間）、および／または多くて約２４週間（例えば
、多くて、約２２週間、多くて約２０週間、多くて約１８週間、多くて約１６週間、多く
て約１４週間、多くて約１２週間、多くて約１０週間、多くて約８週間、多くて約６週間
、多くて約４週間、多くて約３週間、多くて約２週間）にわたって分解し得る。
【００５２】
　生分解性高分子電解質が分解する場合、管状構造２１の生分解性材料は、例えば、水に
よりされられるようになる。水に対するこの増加した曝露によって、管状構造物２１が、
分解し始めるかまたはより迅速に分解し得る。最終的に、管状構造物２１は、全体的に分
解し得る。
【００５３】
　特定の実施形態において、生分解性高分子電解質は、ステント２０の外側表面近くで使
用され得、治療剤を、被験体に、高分子電解質層の分解速度に依存した速度で放出し得る
。治療剤の例は、以下に記載される。
【００５４】
　いくつかの実施形態において、層２７および／または３０は、ステント２０の管状構造
物２１の生分解性材料よりも遅い速度で分解し得る生分解性高分子電解質を含み得る。管
状構造物２１が分解する場合、複数の片に分解し得る。層２７および／または３０が、管
状構造物２１の生分解性材料よりも遅い速度で分解する生分解性材料から形成されるので
、層２７および／または３０の少なくともいくらかは、これらの片が身体の他の場所に移
動することを制限するかまたは妨げ得、代わりに、片が体内の標的部位において分解し得
る。
【００５５】
　生分解性高分子電解質から形成される層が記載されているものの、いくつかの実施形態
において、医療デバイスの異なる層中の高分子電解質は、互いに十分に架橋されて、層を
生体安定性にし得る。本明細書中で使用される場合、「生体安定性材料」は、生体安定性
材料を含むデバイスが患者内にあるように設計される期間にわたって、実質的な溶解、分
解、腐食、再吸収および／または他の分解プロセスを受けない材料である。例えば、層２
７および３０が互いに架橋され、多層構造２６が生体安定性である場合、管状構造物２１
は、一定期間にわたって分解し得、一方多層構造２６は、被験体の体内に残る。
【００５６】
　例として、ジアゾニウムカチオンを含む高分子電解質層は、ＵＶ線または熱を使用して
、スルホネート基またはアクリル酸基を含む高分子電解質に共有結合的に架橋され得る。
別の例として、ジアゾ樹脂を含む高分子電解質は、ポリオキソメタレートを含む高分子電
解質に架橋され得る。さらなる例として、１つの高分子電解質層中のアンモニウム基は、
別の高分子電解質層中のカルボキシレート基に共有結合され得る。特定の実施形態におい
て、ポリ（アリルアミン塩酸塩）（ＰＡＨ）を含むポリ電解質層は、ポリ（アクリル酸）
（ＰＡＡ）を含む高分子電解質層に共有結合され得る。高分子電解質層の架橋は、例えば
、Ｚｈａｎｇら、Ｉｍｐｒｏｖｉｎｇ　ｍｕｌｔｉｌａｙｅｒ　ｆｉｌｍ　ｅｎｄｕｒａ
ｎｃｅ　ｂｙ　ｐｈｏｔｏｉｎｄｕｃｅｄ　ｉｎｔｅｒａｃｔｉｏｎ　ｂｅｔｗｅｅｎ　
Ｄａｗｓｏｎ－ｔｙｐｅ　ｐｏｌｙｏｘｏｍｅｔａｌａｔｅ　ａｎｄ　ｄｉａｚｏ　ｒｅ
ｓｉｎ」、Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ　Ｐｈｙｓｉｃｓ　９０（
２００５）、４７－５２、およびＺｈａｎｇら、「Ｗａｙｓ　ｆｏｒ　ｆａｂｒｉｃａｔ
ｉｎｇ　ｓｔａｂｌｅ　ｌａｙｅｒ－ｂｙ－ｌａｙｅｒ　ｓｅｌｆ－ａｓｓｅｍｂｌｉｅ
ｓ：ｃｏｍｂｉｎｅｄ　ｉｏｎｉｃ　ｓｅｌｆ－ａｓｓｅｍｂｌｙ　ａｎｄ　ｐｏｓｔ　
ｃｈｅｍｉｃａｌ　ｒｅａｃｔｉｏｎ」、Ｃｏｌｌｏｉｄｓ　ａｎｄ　Ｓｕｒｆａｃｅｓ
　Ａ：Ｐｈｙｓｉｃｏｃｈｅｍｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　Ａｓｐｅｃ
ｔｓ　１９８－２００（２００２）、４３９－４４２に記載される。
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【００５７】
　いくつかの実施形態において、医療デバイス上の頂部高分子電解質層の１つ以上が架橋
され得る。これは、例えば、身体内での医療デバイス上の高分子電解質層の溶解を制限し
得るかまたは妨げ得る。例えば、ポリアリルアミン塩酸塩（ＰＡＨ）およびポリアクリル
酸（ＰＡＡ）の多層は、複数の他の高分子電解質層上に堆積され得る。次いで、多層構造
全体は、ＰＡＨのアンモニウム基およびＰＡＡのカルボキシル基を架橋させてアミド結合
を形成するために、窒素雰囲気下で約１時間１３０℃に加熱され得る。液体に対して不浸
透性のナイロン様頂部フィルムが作製され得る。特定の実施形態において、この液体不浸
透性頂部フィルムは、後に（例えば、エキシマーアブレーションを使用して）除去され得
る。
【００５８】
　いくつかの実施形態において、液体不浸透性層（例えば、頂部層）は、生分解性医療デ
バイス、例えば、生分解性ステント（例えば、生分解性腹部大動脈瘤（ＡＡＡ）ステント
）、または生分解性脈管グラフトで形成され得る。例として、特定の実施形態において、
生分解性ステント（例えば、鉄またはマグネシウムから形成される生分解性ステント）は
、特定の所望の特性を有し得る。例えば、マグネシウムは、比較的小さな質量減衰係数を
有し、マグネシウムステントが配置される領域（例えば、体腔）のＣＴ視認性は、比較的
高くあり得る。従って、ステントが身体内で分解しないことが望ましくあり得る。液体不
浸透性層は、ステントの分解を制限するかまたは妨げるために、ステント上に形成され得
る。
【００５９】
　多層構造２６が生体安定性である特定の実施形態において、層２７および３０は、それ
らの中に１つ以上（例えば、２、３、４、５、１０、１５、２０、２５）の穴を有し得る
。いくつかの実施形態において、１つ以上の穴は、レーザを使用して層に添加され得る。
例えば、穴は、水および／またはイオンについて、管状構造物２１に対する制限されたア
クセスを提供し、それによって、管状構造物２１が分解するのを助ける。上記考察のよう
に、管状構造物２１が分解する場合、多数の片に分解し得る。多層構造物２６が生体安定
性であるので、多層構造２６は、身体内の他の場所へのこれらの片の移動を制限するかま
たは妨げ得、代わりに、片が身体内の標的部位で分解する。特定の実施形態において、そ
の層の少なくとも１つに１つ以上の穴を含む生体安定性多層構造物は、生分解性コーティ
ングでコーティングされ得る。例えば、生分解性コーティングは、生分解性コーティング
が実質的にまたは全体的に分解するまで、多層構造物の下にある構造物（例えば、管状構
造物２１）の腐食を制限するかまたは妨げるために使用され得る。
【００６０】
　いくつかの実施形態において、高分子電解質層の１つ以上の領域は、別の高分子電解質
層の１つ以上の領域に（例えば、高分子電解質層の特定の領域を選択的に照射することに
よって）架橋され得、一方高分子電解質層は、他の領域において互いに架橋されなくても
よい。
【００６１】
　いくつかの実施形態において、医療デバイスは、デバイスの分解のさらなる調節を提供
するために、架橋高分子電解質および生分解性高分子電解質の組み合わせを有する構造物
（多層構造物）を備え得る。
【００６２】
　特定の実施形態において、層２７および／または３０は、１つ以上のポリオキソメタレ
ート（層に負電荷を提供するために使用され得るアニオン）を含み得る。いくつかの実施
形態において、層２７および／または３０中のポリオキソメタレートの存在は、ステント
２０の管状構造物２１の管腔２３の材料のＭＲＩ視認性を向上し得る。特定の実施形態に
おいて、層２７および／または３０のポリオキソメタレートの存在は、ステント２０の管
状構造物２１のＸ線視認性を向上させ得る。ポリオキソメタレートは、厳密には、原子レ
ベルで不均一であり得る、ナノサイズの無機酸素クラスター（例えば、無機金属酸素クラ
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スター）である。クラスターは、無限拡張格子構造（ｉｎｆｉｎｉｔｅ，ｅｘｔｅｎｄｅ
ｄ　ｌａｔｔｉｃｅ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ）を有するナノサイズ粒子と対照的に、十分に
規定された分子式を有する別個の分子単位である。異なるタイプの非酸素原子の数に依存
して、ポリオキソメタレートは、イソポリアニオンまたはヘテロポリアニオンとして分類
され得る。イソポリアニオンは、式［ＭｘＯｙ］－ｐによって記載され得る；ヘテロポリ
アニオンは、式［ＸａＭｂＯｃ］－ｑ（ここで、ＭおよびＸは異なる金属である）によっ
て記載され得る。金属の例としては、ガドリニウム、ジスプロシウム、モリブデン、タン
グステン、バナジウム、ニオブ、タンタル、コバルト、鉄、ルテニウム、チタン、ニッケ
ル、クロム、白金、ジルコニウム、イリジウム、ケイ素、およびホウ素が挙げられる。い
くつかの実施形態において、ポリオキソメタレートは、磁性、例えば、強磁性、反磁性（
例えば、銅またはビスマスを含む）、常磁性、または超磁性（ｓｕｐｅｒｍａｇｎｅｔｉ
ｃ）である。ポリオキソメタレートの例としては、［Ｃｏ４（Ｈ２Ｏ）２（Ｐ２Ｗ９Ｏ３

４）２］１０－；［Ｃｏ４（Ｈ２Ｏ）２（Ｐ２Ｗ１５Ｏ５６）２］１６－；Ｋｅｇｇｉｎ
　ＰＯＭｓ（例えば［ＸＭ１２Ｏ４０］３－／４－、ここで、Ｘは、ＰまたはＳｉであり
得、そしてＭはＷ、Ｍｏ、Ｆｅ、Ｍｎ、Ｃｒ、Ｎｉ、またはＲｕであり得る）；Ｐｒｅｙ
ｓｓｌｅｒ　ＰＯＭｓ（例えば、［Ｍ（Ｈ２Ｏ）Ｐ５Ｗ３０Ｏ１１０］１４－／１２－、
ここで、Ｍは、ＮａまたはＥｕであり得る）；Ｌｉｎｄｑｖｉｓｔ　ＰＯＭｓ（例えば、
［Ｍ６Ｏ１９］２－；およびＡｎｄｅｒｓｏｎ　ＰＯＭｓ（例えば、［ＸＭ６Ｏ２４］ｍ

－）が挙げられる。ポリオキソメタレートの他の例は、例えば、Ｃａｓａｎ－Ｐａｓｔｏ
ｒら，Ｆｒｏｎｔｉｅｒｓ　ｉｎ　Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅ　９，１７５９－１７７０，Ｍ
ａｙ　１，２００４；Ｃｌｅｍｅｎｔｅ－Ｌｅｏｎら，Ａｄｖ．Ｍａｔｅｒ．２００１，
１３，Ｎｏ．８，Ａｐｒｉｌ　１８，５７４－５７７；Ｌｉｕら，Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ
　Ｃｌｕｓｔｅｒ　Ｓｃｉｅｎｃｅ，Ｖｏｌ．１４，Ｎｏ．３，Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ　２
００３，４０５－４１９；Ｈｕ　Ｃｈａｎｇｗｅｎら，「Ｐｏｌｙｏｘｏｍｅｔａｌａｔ
ｅ－ｂａｓｅｄ　Ｏｒｇａｎｉｃ－ｉｎｏｒｇａｎｉｃ　Ｈｙｂｒｉｄ　Ｍａｔｅｒｉａ
ｌｓ」Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｎ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ，Ｖｏｌ．３，Ｎｏ
．６，ｐａｇｅ　２２（Ｊｕｎｅ　１，２００１）；Ｋｕｒｔｈら，Ｃｈｅｍ．Ｍａｔｅ
ｒ．，２０００，１２，２８２９－２８３１；およびｔｈｅ　ｅｎｔｉｒｅ　ｉｓｓｕｅ
　ｏｆ　Ｃｈｅｍ．Ｒｅｖ．１９９８，９８，１．に記載される。１つ以上の層２７は、
１つのタイプの分子磁性クラスターまたは異なるタイプのクラスターを含み得る。ポリオ
キソメタレートはまた、例えば、２００４年１１月１０日に出願された、「Ｍｅｄｉｃａ
ｌ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｏｆ　Ｍａｋｉｎｇ　ｔｈｅ　Ｓａｍｅ
」と題された米国特許出願番号１０／９８５，２４２号に記載される。
【００６３】
　層２７は、層が静電気的に自己構築されるレイヤー－バイ－レイヤー（ｌａｙｅｒ－ｂ
ｙ－ｌａｙｅｒ）技術を使用して、層３０を用いて構築され得る。レイヤー－バイ－レイ
ヤー技術において、第１表面電荷を有する第１層は、下にある基材上に堆積され、続いて
、第１層の表面電荷と反対の第２表面電荷を有する第２層が堆積される。このように、外
側層上の電荷は、各連続する層の堆積において逆である。次いで、さらなる第１層および
第２層は、基材上に交互に堆積されて、所定の厚みまたは標的の厚みまで多層構造物２６
を構築し得る。レイヤー－バイ－レイヤー技術によって、構造物２６は、管状構造物２１
上に直接的に、そして／または管状構造物によって保持される、例えば可撓性スリーブ（
例えば、ポリマースリーブ）上に、形成され得る。結果として、構造物２６は、管状構造
物２１の分解を制御し得、一方ステント２０は、可撓性のままであり、ステント２０が移
植される脈管に適合性である。
【００６４】
　層２７は、同じ厚みまたは異なる厚みを有し得る。いくつかの実施形態において、層の
厚みは、層内に含まれる高分子電解質の分子量、および／または層中の他の材料（例えば
、ナノ粒子）の存在に依存し得る。例えば、比較的低分子量の高分子電解質（例えば、低
分子量のヘパリン（例えば、約１，０００ドルトン～約１０，０００ドルトンの分子量を
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有するヘパリン））を含む層は、比較的薄くあり得る。特定の実施形態において、層の厚
みは、層の堆積の間の状態（例えば、塩濃度および／またはｐＨ）に依存し得る。いくつ
かの実施形態において、個々の層２７および／または個々の層３０は、少なくとも約０．
２ナノメートル（例えば、少なくとも約０．５ナノメートル、少なくとも約１ナノメート
ル、少なくとも約５ナノメートル、少なくとも約１０ナノメートル、少なくとも約５０ナ
ノメートル、少なくとも約１００ナノメートル、少なくとも約３００ナノメートル）、お
よび／または多くて約５００ナノメートル（例えば、多くて約１００ナノメートル、多く
て約３００ナノメートル、多くて約１００ナノメートル、多くて約５０ナノメートル、多
くて約１０ナノメートル、多くて約５ナノメートル、多くて約１ナノメートル、多くて約
０．５ナノメートル）の厚みを有し得る。
【００６５】
　上記されるように、ステント２０の管状構造２１は、生分解性材料（例えば、生分解性
金属、生分解性合金、または生分解性非金属）から形成される。生分解性金属の例として
は、アルカリ金属、アルカリ土類金属（例えば、マグネシウム）、鉄、亜鉛、アルミニウ
ムが挙げられる。いくつかの実施形態において、生分解性金属は、焼結され得る。生分解
性合金の例としては、アルカリ金属合金、アルカリ土類金属合金（例えば、マグネシウム
合金）、鉄合金（例えば、鉄および７％までの炭素を含む合金）、亜鉛合金、およびアル
ミニウム合金が挙げられる。生分解性非金属の例としては、生分解性ポリマー（例えば、
ポリイミノカルボネート、ポリカルボネート、ポリアリーレート（ｐｏｌｙａｒｙｌａｔ
ｅ）、ポリラクチド、またはポリグリコールエステル）が挙げられる。
【００６６】
　特定の実施形態において、生分解性材料は、少なくとも１つの金属成分および少なくと
も１つの非金属成分、または少なくとも２つの異なる金属成分を含み得る。いくつかの実
施形態において、生分解性材料は、以下の少なくとも１つを含み得る：マンガン、コバル
ト、ニッケル、クロム、銅、カドミウム、鉛、スズ、トリウム、ジルコニウム、銀、金、
パラジウム、白金、ルテニウム、ケイ素、カルシウム、リチウム、アルミニウム、亜鉛、
鉄、炭素、および硫黄が挙げあられ得る。特定の実施形態において、生分解性材料は、マ
グネシウム、チタン、ジルコニウム、ニオブ、タンタル、亜鉛、またはケイ素、およびリ
チウム、ナトリウム、カリウム、カルシウム、鉄またはマンガン。
【００６７】
　特定の実施形態において、１つ以上の生分解性材料から形成される医療デバイスは、１
日当たり少なくとも約０．２ミクロン（例えば、１日当たり少なくとも約０．５ミクロン
、１日当たり少なくとも約１ミクロン、１日当たり少なくとも約２ミクロン、１日当たり
少なくとも約３ミクロン、１日当たり少なくとも約４ミクロン）および／または１日当た
り多くて約５ミクロン（例えば、１日当たり多くて約４ミクロン、１日当たり多くて約３
ミクロン、１日当たり多くて約２ミクロン、１日当たり多くて約１ミクロン、１日当たり
多くて約０．５ミクロン）の速度で分解し得る。いくつかの実施形態において、１つ以上
の生分解性材料から形成される医療デバイスは、少なくとも約５日（例えば、少なくとも
約１週間、少なくとも約２週間、少なくとも約３週間、少なくとも約４週間、少なくとも
約６週間、少なくとも約８週間、少なくとも約１２週間、少なくとも約１６週間、少なく
とも約２０週間、少なくとも約２４週間、少なくとも約１２ヶ月）の期間にわたって分解
し得る。
【００６８】
　生分解性材料は、例えば、Ｂｏｌｚ、米国特許第６，２８７，３３２号；Ｈｅｕｂｌｅ
ｉｎ、米国特許出願番号２００２／０００４０６０　Ａ１；Ｋｏｈｎら，米国特許第５，
５８７，５０７号；およびＫｏｈｎら，米国特許第６，４７５，４７７号に記載される。
【００６９】
　図３を参照して、レイヤー－バイ－レイヤー技術を使用するステント２０を作製する方
法４０の実施形態が、示される。方法４０は、開始ステントを提供する工程（工程４２）
、およびレイヤー－バイ－レイヤー堆積のために開始ステントを前処理する工程（工程４



(15) JP 5026970 B2 2012.9.19

10

20

30

40

50

４）を含む。次に、高分子電解質を含む荷電層２７は、開始ステント上に適用され得る（
工程４６）。次いで、高分子電解質を含む荷電層３０は、先に適用された荷電層２７に適
用され得る（工程４８）。次いで、工程４６および４８は、ステント２０を形成するため
に、所望の厚みの多層構造物２６を構築するために繰り返され得る。いくつかの実施形態
において、以下に記載されるように、多層構造物２６は、さらに、治療剤を含む１つ以上
の層、放射線不透過性材料を含む１つ以上の層、および／または構造物２６の機械的特性
を向上し得る１つ以上の層を含み得る。これらのさらなる層は、任意の組み合わせで、層
２７および／または層３０の間で適用され得る。レイヤー－バイ－レイヤー自己構築は、
例えば、Ｌｉら，Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｃｌｕｓｔｅｒ　Ｓｃｉｅｎｃｅ，Ｖｏｌ．１
４，Ｎｏ．３，Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ　２００３，４０５－４１９；およびＣａｒｕｓｏら
，Ｌａｎｇｍｕｉｒ　１９９８，１４，３４６２－３４６５に記載される。
【００７０】
　工程４２に従って提供される開始ステントは、製造され得るか、または開始ステントは
、市販で入手され得る。ステントを作製する方法は、例えば、Ｓａｕｎｄｅｒｓ、米国特
許第５，７８０，８０７号、およびＳｔｉｎｓｏｎ，米国出願公開ＵＳ　２００４／００
０００４６　Ａ１に記載される。ステントはまた、例えば、Ｂｏｓｔｏｎ　Ｓｃｉｅｎｔ
ｉｆｉｃ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから入手可能である。
【００７１】
　提供されるステントは、任意の生体適合性生分解性材料（例えば、ステント２０の管状
構造を参照して、上記の材料）から形成され得る。生体適合性材料は、例えば、バルーン
拡張可能ステントにおける使用に適切であり得る。
【００７２】
　ステントが提供された後、ステントは、前処理され得る（工程４４）。例えば、ステン
トは、多層構造物２６が形成され得る均一性に影響し得る表面夾雑物（例えば、オイル）
を除去するために、洗浄され得る。ステントは、例えば、アセトン、Ｈ２Ｏ２／ＨＣｌ、
ＨＣｌ／ＨＮＯ３、Ｈ２ＳＯ４／Ｋ２Ｃｒ２Ｏ７、Ｈ２Ｏ２／ＮＨ３、そして／またはＮ
ａＯＨ／ＮａＯＣｌのような混合物中で洗浄され得る。ステントはまた、１００℃で１５
分間、１０－２Ｍ　ＳＤＳ／０．１２Ｎ　ＨＣｌを含む溶液で前処理され得る。
【００７３】
　次に、特定のステント材料は、固有に荷電され得、従って、それら自体でレイヤー－バ
イ－レイヤーアセンブリとなり、特定の実施形態（例えば、ステントが固有の正味の表面
電荷を有さない実施形態）において、表面電荷がステントに提供され得る。例えば、コー
ティングされるステントが伝導性である場合、表面荷電は、ステントに電位を適用するこ
とによって提供され得る。一旦、第１電解質層がこの様式で適用されると、第１高分子電
解質層の表面荷電と反対の第２表面荷電を有する第２高分子電解質層などが適用され得る
。
【００７４】
　別の例として、ステントは、ステントに正電荷を有する官能基（例えば、アミン、イミ
ン、または他の塩基基）を共有結合することによって正の荷電を提供され得るか、または
ステントに負の荷電を有する官能基（例えば、カルボキシル、ホスホン、リン酸、硫酸、
スルホン酸、または他の官能基）を共有結合させることによって負に荷電を提供され得る
。
【００７５】
　さらなる例として、表面荷電は、ステントを荷電両親媒性物質に曝露することによって
提供され得る。両親媒性物質は、親水性基および疎水性基を有する任意の物質を含み得る
。いくつかの実施形態において、両親媒性物質は、ステント表面に正味の電荷を提供し得
る少なくとも１つの荷電基を含み得る。このような実施形態において、両親媒性物質はま
た、イオン両親媒性物質と呼ばれ得る。
【００７６】
　特定の実施形態において、両親媒性高分子電解質は、イオン両親媒性物質として使用さ
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れ得る。例えば、荷電基（親水性である）および疎水性基（例えば、ポリエチレンイミン
（ＰＥＩ）またはポリ（スチレンスルホネート）（ＰＳＳ））を含む高分子電解質が使用
され得る。カチオン界面活性およびアニオン界面活性剤はまた、いくつかの実施形態にお
いて、両親媒性物質として使用され得る。カチオン界面活性剤としては、第４級アンモニ
ウム塩（Ｒ４Ｎ＋Ｘ－）（ここで、Ｒは、有機ラジカルであり、Ｘ－は、カウンターアニ
オン（例えば、ハロゲニド）である）、例えば、ジドデシルジメチルアンモニウムブロミ
ド（ＤＤＤＡＢ）、アルキルトリメチルアンモニウムブロミド、例えば、ヘキサデシルト
リメチルアンモニウムブロミド（ＨＤＴＡＢ）、ドデシルトリメチルアンモニウムブロミ
ド（ＤＴＭＡＢ）、ミリスチルトリメチルアンモニウムブロミド（ＭＴＭＡＢ）、または
パルミチルトリメチルアンモニウムブロミド、またはＮ－アルキルピリジニウム塩、また
は第３級アミン（Ｒ３ＮＨ＋Ｘ－）、例えば、コレステリル－３β－Ｎ－（ジメチル－ア
ミノエチル）－カルバメートまたはこれらの混合物が挙げられる。アニオン界面活性剤と
しては、アルキルまたはオレフィンスルフェート（Ｒ－ＯＳＯ３Ｍ）、例えば、ドデシル
スルフェート、例えば、ナトリウムドデシルスルフェート（ＳＤＳ）、ラウリルスルフェ
ート、例えば、ナトリウムラウリルスルフェート（ＳＬＳ）、またはアルキルまたはオレ
フィンスルホネート（Ｒ－ＳＯ３Ｍ）、例えば、ナトリウム－ｎ－ドデシルベンゼンスル
ホネート、または脂肪酸（Ｒ－ＣＯＯＭ）、例えば、ドデカン酸ナトリウム塩、またはリ
ン酸またはコール酸またはフルオロ－有機物、例えば、リチウム－３－［２－ペルフルオ
ロアルキル）エチルチオ］プロピオネートまたはこれらの混合物（Ｒは、有機ラジカルで
あり、そしてＭは、カウンターカチオンである）が挙げられる。
【００７７】
　従って、表面荷電は、第１荷電層としてステント表面に、カチオン（例えば、プロタミ
ンスルフェート、ポリアリルアミン、ポリジアリルジメチルアンモニウム種、ポリエチレ
ンイミン、キトサン、ゼラチン、スペルミジン、および／またはアルブミン）を吸収させ
ることによって、またはアニオン（例えば、ポリアクリル酸、アルギン酸ナトリウム、ポ
リスチレンスルホネート、ｅｕｄｒａｇｉｔ、ゼラチン（調製方法に依存して両方のカテ
ゴリーに当てはまる両親媒性ポリマー）、ヒアルロン酸、カラゲナン、コンドロイチンス
ルフェート、および／またはカルボキシメチルセルロース）を吸収させることによって、
ステント上に提供され得る。例として、ポリエチレンイミン（ＰＥＩ、Ａｌｄｒｉｃｈ，
ＭＷ約２５ｋＤ）は、第１コーティングを適用するために、約０．５ｇ／Ｌの濃度で水に
溶解され得る。いくつかの実施形態において、１つより多い表面荷電層は、ステントの完
全な範囲を提供するために適用され得る。表面荷電層の適用は、例えば、「Ｍｕｌｔｉｌ
ａｙｅｒ　ｏｎ　Ｓｏｌｉｄ　Ｐｌａｎａｒ　Ｓｕｂｓｔｒａｔｅｓ」，Ｍｕｌｔｉ－　
ｌａｙｅｒ　Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍｓ，Ｓｅｑｕｅｎｔｉａｌ　Ａｓｓｅｍｂｌｙ　ｏｆ　
Ｎａｎｏｃｏｍｐｏｓｉｔｅ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ，Ｗｉｌｅｙ－ＶＣＨ　ＩＳＢＮ　３
－５２７－３０４４０－１，Ｃｈａｐｔｅｒ　１４；および「Ｓｕｒｆａｃｅ－Ｃｈｅｍ
ｉｓｔｒｙ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ｆｏｒ　Ｍｉｃｒｏｆｌｕｉｄｉｃｓ」，Ｈａｕ，
Ｗｉｎｋｙ　Ｌ．Ｗ．ら，Ｊ．Ｍｉｃｒｏｍｅｃｈ．Ｍｉｃｒｏｅｎｇ．１３（２００３
）２７２－２７８に記載される。
【００７８】
　表面電荷を確立するための種は、種々の技術によって、ステントに適用され得る。技術
の例としては、噴霧技術、浸積技術、ロールアンドブラシコーティング技術、機械的懸濁
（例えば、エアサスペンション）を介するコーティングを含む技術、インクジェット技術
、スピンコーティング技術、ウェブコーティング技術、マイクロスタンピング技術、およ
びこれらのプロセスの組み合わせが挙げられる。ポリジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）を
使用するマイクロスタンピング技術は、例えば、Ｌｉｎら，「Ｍｉｃｒｏｐａｔｔｅｎｉ
ｎｇ　ｐｒｏｔｅｉｎｓ　ａｎｄ　ｃｅｌｌｓ　ｏｎ　ｐｏｌｙｌａｃｔｉｃ　ａｃｉｄ
　ａｎｄ　ｐｏｌｙ（ｌａｃｔｉｄｅ－ｃｏ－ｇｌｙｃｏｌｉｄｅ）」，Ｂｉｏｍａｔｅ
ｒｉａｌｓ　２６（２００５），３６５５－３６６２に記載される。浸積技術および噴霧
技術（マスキング無し）は、例えば、これらの種をステント全体に適用するために使用さ



(17) JP 5026970 B2 2012.9.19

10

20

30

40

50

れ得る。ロールコーティング、ブラシコーティング、およびインクジェット印刷は、例え
ば、ステントの選択された部分のみに（例えば、パターンの形態で）これらの種を適用す
るために使用され得る。
【００７９】
　一旦、予め選択された荷電がステント上に提供されると、ステントは、反対の荷電の材
料の層でコーティングされ得る。層の各適用後、ステントは、過剰な材料を除くために洗
浄され得る。多層構造物２６は、例えば、正の高分子電解質で処理と負の高分子電解質で
の処理を交互にして、層２７および３０を構築する（工程４６および４８）ことによって
、反対の荷電の材料を交互にして繰り返し処理により形成され得る。層２７および３０は
、静電気レイヤー－バイ－レイヤー堆積によって自己構築し、このようにして、ステント
上に多層構造物２６を形成する。
【００８０】
　いくつかの実施形態において、多層構造物２６は、ナノ粒子を含み得る。ナノ粒子は、
例えば、構造物の機械的特性（例えば、強度）を向上させ得る。ナノ粒子は、１０００ナ
ノメートル未満（例えば、１００ナノメートル未満）の少なくとも１つの寸法（例えば、
ナノプレートの厚み、ナノスフェア、ナノシリンダーおよびナノチューブの直径）を有し
得る。ナノプレートは、１０００ナノメートル未満の少なくとも１つの寸法を有し得る；
ナノファイバーは、１０００ナノメートル未満の少なくとも２つの直交する寸法（例えば
、円柱形ナノファイバーの直径）を有し得る；そして他のナノ粒子は、１０００ナノメー
トル未満の３つの直交する寸法（例えば、ナノスフェアの直径）を有し得る。
【００８１】
　ナノ粒子の例としては、炭素、セラミックおよび金属ナノ粒子が挙げられ、これには、
ナノプレート、ナノチューブ、およびナノスフェア、ならびに他のナノ粒子が挙げられる
。ナノプレートの具体的な例としては、モンモリロナイト、ヘクトライト、ハイドロタル
サイト、バーミキュライトおよびラポナイト（ｌａｐｏｎｉｔｅ）のような、粘土および
マイカ（必要に応じて、インターカレートおよび／または剥離され得る）を含む合成また
は天然フィロシリケートが挙げられる。ナノチューブおよびナノファイバーの具体的な例
としては、一重壁および多重壁カーボンナノチューブ、例えば、フラーレンナノチューブ
、気相成長カーボンファイバー、アルミナナノファイバー、酸化チタンナノファイバー、
タングステンオキシドナノファイバー、タンタルオキシドナノファイバー、ジルコニウム
オキシドナノファイバー、およびシリケートナノファイバー（例えば、アルミニウムシリ
ケートナノファイバ）が挙げられる。ナノ粒子（例えば、１０００ナノメートル未満の３
つの直交する寸法を有するナノ粒子）の他の例としては、フラーレン（例えば、バッキー
ボール）、シリカナノ粒子、アルミニウムオキシドナノ粒子、チタンオキシドナノ粒子、
タングステンオキシドナノ粒子、タンタルオキシドナノ粒子、ジルコニウムオキシドナノ
粒子、デンドリマー、およびモノマーシリケート（例えば、多面体オリゴマーシルセキオ
キシラン（ＰＯＳＳ））（種々の官能基化ＰＯＳＳおよびポリマー化ＰＯＳＳを含む）が
挙げられる。カーボンナノチューブおよびカーボンナノファイバーは、０．５ｎｍ～２０
０ｎｍの範囲の直径を有し得る。ナノ粒子のさらに他の例としては、Ｖｒｂａｎｉｃら，
Ｎａｎｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　１５（２００４）６３５－６３８；Ｒｅｍｓｋａｒら，
Ｓｃｉｅｎｃｅ　２９２（２００１）４７９；およびＭｉｈａｉｌｏｖｉｃら，Ｐｈｙｓ
．Ｒｅｖ．Ｌｅｔｔ．９０（２００３）１４６４０１－１に記載される、Ｍｏ６Ｓ３Ｉ６

およびＭｏ３Ｓ６ＩのようなＭｏ－Ｓ－Ｉファミリーの組成物が挙げられる。Ｍｏ６Ｓ３

Ｉ６（例えば、ドープされる場合）は、大きな常磁性感受性を示し得、これは、さらに、
多層構造物の磁性遮蔽能力を向上し得る。
【００８２】
　特定の実施形態において、高分子電解質層は、１つ以上のナノ粒子、例えば、磁性ナノ
粒子（例えば、ＣｏＦｅ２Ｏ４）および本明細書中に記載されるものを包むために使用さ
れ得る。ポリマー／磁性ナノ粒子システムは、例えば、Ｓｉｎｇら，Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈ
ｉｍｉｃａ　Ａｃｔａ　４９（２００４）４６０５－４６１２に記載される。ポリマー／
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ナノ粒子は、例えば、構造物の機械的特性を向上させ得、そして／または磁性遮蔽効果を
向上させ得る。
【００８３】
　固有に荷電されていないナノ粒子に荷電を提供するために、種々の技術が使用され得る
。例えば、表面荷電は、正味で正の荷電または負の荷電を有するナノ粒子（例えば、荷電
両親媒性物質（例えば、両親媒性高分子電解質およびカチオン性およびアニオン性界面活
性剤（上記）））に種を吸収させるかまたはそれ以外で取り付けることによって、提供さ
れ得る。ナノ粒子が十分に安定である場合、表面電荷は、ときどき高度に酸性の条件に曝
露することによって確立され得る。例えば、カーボンナノ粒子（例えば、カーボンナノチ
ューブ）は、強酸中において還流することによって部分的に酸化されて、ナノ粒子上に、
カルボン酸基（負に荷電したカルボキシル基になるようにイオン化する）を形成し得る。
表面荷電をナノ粒子上に確立することはまた、少なくとも一部、静電安定化効果に起因し
て、比較的安定かつ均一なナノ粒子の懸濁物を提供し得る。ＳＷＮＴおよびポリマー材料
の交互層を形成するためのレイヤー－バイ－レイヤーアセンブリはまた、例えば、Ａｒｉ
ｆ　Ａ．Ｍａｍｅｄｏｖら，「Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｄｅｓｉｇｎ　ｏｆ　Ｓｔｒｏｎｇ
　Ｓｉｎｇｌｅｗａｌｌ　Ｃａｒｂｏｎ　Ｎａｎｏｔｕｂｅ／Ｐｏｌｙｅｌｅｃｔｒｏｌ
ｙｔｅ　Ｍｕｌｔｉｌａｙｅｒ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅｓ」，Ｎａｔｕｒｅ　Ｍａｔｅｒｉ
ａｌ，Ｖｏｌ．１，Ｎｏ．３，２００２，１９１－１９４頁に記載されている。ナノ粒子
は、正に荷電され得るかまたは負に荷電され得、そして両方のタイプのナノ粒子が、医療
デバイスにおいて使用され得る。医療デバイスは、ナノ粒子の１つの組成物またはナノ粒
子の異なる組成物を含み得る。
【００８４】
　上に示されるように、いくつかの実施形態において、多層構造物２６は、治療剤を含む
１つ以上の層、放射線不透過性材料を含む１つ以上の層、および／または構造物２６の機
械的特性を向上し得る１つ以上の層をさらに含み得る。
【００８５】
　例として、いくつかの実施形態において、医療デバイスは、１つ以上の治療剤を含む１
つ以上の非高分子電解質層を含み得る。非高分子電解質層は、生分解性または生体安定性
であり得る。非高分子電解質生分解性材料の例としては、ポリラクチド（ＰＬＡ）、ポリ
グリコリド（ＰＧＡ）、ポリ（ラクチド－ｃｏ－グリコリド）（ＰＬＧＡ）、ポリ無水物
、およびポリオルトエステルが挙げられる。例えば、ステントは、環状構造物およびこの
環状構造物上に配置される高分子電解質から形成される多層構造物を含み得る。ステント
は、さらに、１つ以上の非高分子電解質層をさらに含み得、これは、例えば、噴霧技術を
使用してステントに添加され得る。非高分子電解質層は、多層構造物の頂部に、そして／
または多層構造物の下に添加され得る。いくつかの実施形態において、ステントは、１つ
より多くの多層構造物を含み得、そして／または多層構造物の間に配置される１つ以上の
非高分子電解質層を含み得る。いくつかの実施形態において、非高分子電解質層は、多層
構造物において１つ以上の層よりも厚くあり得る。特定の実施形態において、非高分子電
解質層は、ステントの環状構造物の表面に対して、高分子電解質層よりも良い接着を示し
得る。
【００８６】
　別の例として、１つ以上の治療剤は、多層構造物２６上または多層構造物２６内に配置
され得、医療デバイスに、例えば、移植の際に薬物放出機能を与える。治療剤は、例えば
、それ自体荷電分子であるので、または荷電分子に親密に関連するので、荷電され得る。
荷電治療剤の例としては、イオン分離可能な基を含む低分子およびポリマー治療剤が挙げ
られる。治療剤が１つ以上の荷電基を有さないいくつかの実施形態において、それにもか
かわらず、例えば、荷電種と非共有結合的会合によって、荷電を提供され得る。非共有結
合的会合の例としては、水素結合、および親水性／親油性相互作用が挙げられる。例えば
、治療剤は、イオン両親媒性物質と会合し得る。
【００８７】
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　荷電治療剤が使用される特定の実施形態において、荷電治療剤の１つ以上の層は、多層
構造物２６を組み立てる過程の間に堆積され得る。例えば、治療剤は、高分子電解質（例
えば、治療剤がポリペプチドまたはポリヌクレオチドである場合）であり得、多層構造物
２６内に１つ以上の高分子電解質層を作製するために使用され得る。他の実施形態におい
て、荷電治療剤は、高分子電解質層でない（例えば、荷電低分子薬物であり得る）が、荷
電治療剤の１つ以上の層は、レイヤー－バイ－レイヤーアセンブリプロセスの間、同じ荷
電（すなわち、正または負）の１つ以上の層で置換され得る。
【００８８】
　なお他の実施形態において、治療剤は、荷電ナノカプセル内で提供され得、これは、例
えば、本明細書中に記載されるものおよび「Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ　Ｄｒｕｇ　Ｄｅｌｉｖ
ｅｒｙ　Ｕｓｉｎｇ　Ｄｒｕｇ－Ｌｏａｄｅｄ　Ｎａｎｏｃａｐｓｕｌｅｓ」と題された
同一人に譲渡された米国特許出願番号１０／７６８，３８８のレイヤー－バイ－レイヤー
技術を使用して、形成される。これらの実施形態において、荷電ナノカプセルの１つ以上
の層は、レイヤー－バイ－レイヤーアセンブリプロセスの過程の間に堆積され得る。
【００８９】
　なお他の実施形態において、多層構造物２６は、その形成の後に治療剤を装填される。
例えば、構造物２６の多孔性、従って浸透性は、例えば、Ａｎｔｉｐｏｖ，Ａ．Ａ．ら，
　「Ｐｏｌｙｅｌｅｃｔｒｏｌｙｔｅ　Ｍｕｌｔｉｌａｙｅｒ　Ｃａｐｓｕｌｅ　Ｐｅｒ
ｍｅａｂｉｌｉｔｙ　Ｃｏｎｔｒｏｌ」，Ｃｏｌｌｏｉｄｓ　ａｎｄ　Ｓｕｒｆａｃｅｓ
　Ａ．Ｐｈｙｓｉｃｏｃｈｅｉｎｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　Ａｓｐｅ
ｃｔｓ，１９８－２００（２００２）５３５－５４１頁に記載される、構造物に曝露され
るｐＨを改変することによって改変され得る。
【００９０】
　治療剤およびこの治療剤を組み込む方法の例は、２００４年５月２０日に出願された米
国特許出願番号１０／８４９，７４２；およびＫｕｎｚら、米国特許第５，７３３，９２
５号に記載される。治療剤のいつかの例としては、非遺伝治療剤、遺伝治療剤、遺伝治療
愛を送達するためのベクター、細胞、および例えば、再狭窄を標的とする薬剤のような脈
管処置レジメンのための候補物として同定された治療剤が挙げられる。
【００９１】
　ステント２０の放射線不透過性を向上させるために、放射線不透過性材料（例えば、金
ナノ粒子）は、多層構造物２６に組み込まれ得る。例として、金ナノ粒子は、例えば、「
ＤＮＡ　Ｍｅｄｉａｔｅｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｓｔａｔｉｃ　Ａｓｓｅｍｂｌｙ　ｏｆ　Ｇ
ｏｌｄ　Ｎａｎｏｐａｒｔｉｃｌｅｓ　ｉｎｔｏ　Ｌｉｎｅａｒ　Ａｒｒａｙｓ　ｂｙ　
ａ　Ｓｉｍｐｌｅ　Ｄｒｏｐｃｏａｔｉｎｇ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ」，Ｍｕｒａｌｉ　Ｓ
ａｓｔｒｙａ　ａｎｄ　Ａｓｈａｖａｎｉ　Ｋｕｍａｒ，Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃ
ｓ　Ｌｅｔｔｅｒｓ，Ｖｏｌ．７８，Ｎｏ．１９，７　Ｍａｙ　２００１に記載されるよ
うに、ナノ粒子にリジンの外側層を適用することによって、正に荷電され得る。他の放射
線不透過性材料としては、例えば、タンタル、白金、パラジウム、タングステン、イリジ
ウム、およびそれらの合金が挙げられる。
【００９２】
　レイヤー－バイ－レイヤーアセンブリは、選択された荷電基材（例えば、ステント）を
正味の荷電を交互にする種を含む溶液または懸濁液（荷電磁性クラスター、荷電高分子電
解質、ならびに必要に応じて荷電治療剤および／またはナノ粒子を含む溶液または懸濁液
を含む）に曝露することによって実行され得る。これらの溶液および懸濁液内の荷電種の
濃度（堆積される種のタイプに依存し得る）は、例えば、約０．０１ｍｇ／ｍｌ～約３０
ｍｇ／ｍｌの範囲であり得る。これらの懸濁液および溶液のｐＨは、磁性クラスター、高
分子電解質、ならびに任意の治療剤および／またはナノ粒子が荷電を維持するようであり
得る。緩衝システムは、荷電を維持するために使用され得る。
【００９３】
　荷電種を含む溶液および懸濁液（例えば、荷電治療剤および／または荷電ナノ粒子のよ
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うな磁性クラスター、高分子電解質、または他の任意の荷電種の溶液／懸濁液）は、種々
の技術を使用して、荷電基材表面に適用され得る。技術の例としては、噴霧技術、浸積技
術、ロールアンドブラシコーティング技術、機械的懸濁（例えば、エアサスペンション）
を介するコーティングを含む技術、インクジェット技術、スピンコーティング技術、ウェ
ブコーティング技術、マイクロスタンピング技術、およびこれらのプロセスの組み合わせ
が挙げられる。層は、基材全体（例えば、ステント）を荷電種を含む溶液または懸濁液中
に浸積することによって、または基材の半分を溶液または懸濁液中に浸積し、これをひっ
くり返し、基材の他の半分を溶液または懸濁液中に浸積してコーティングを完了させるこ
とによって、下にある基材上に適用され得る。いくつかの実施形態において、基材を、例
えば、外層の荷電を維持するｐＨを有する洗浄溶液を使用して、各荷電種層の適用後にリ
ンスされる。
【００９４】
　本明細書中に記載される技術を使用して、交互する荷電の複数の層は、下にある基材上
に適用され得る（１つ以上の荷電層２７の適用および１つ以上の層３０の適用を含む）。
各層の数および／または多層構造物２６の全体の厚みは、経験的に決定され得、例えば、
層の組成および医療デバイスのタイプの関数であり得る。例えば、所定の医療デバイスに
ついて、層の数、それらの配列および組成物、および／または多層構造物２６の全体の厚
みは、変更され得、多層構造物の有効性が試験され得る。有効な組み合わせが決定された
後、同じ組み合わせが繰り返され得る。いくつかの実施形態において、少なくとも１０個
の層（例えば、少なくとも２０個の層、少なくとも３０個の層、少なくとも５０個の層、
少なくとも１００個の層、少なくとも２００個の層）および／または多くて３００個の層
（例えば、多くて２００個の層、多くて１００個の層、多くて５０個の層、多くて３０個
の層、多くて２０個の層）は、基材上に適用され得る。多層構造物２６の全体の厚みは、
使用される材料（例えば、高分子電解質）の関数であり得る。いくつかの実施形態におい
て、多層構造物２６の全体の厚みは、少なくとも５ナノメートル（例えば、少なくとも１
０ナノメートル；少なくとも５０ナノメートル；少なくとも１００ナノメートル；少なく
とも５００ナノメートル；少なくとも１０００ナノメートル；少なくとも１５００ナノメ
ートル；少なくとも２０００ナノメートル；少なくとも５０００ナノメートル；少なくと
も１０，０００ナノメートル；少なくとも２０，０００ナノメートル；少なくとも３０，
０００ナノメートル）および／または多くて４０，０００ナノメートル（例えば、多くて
３０，０００ナノメートル；多くて２０，０００ナノメートル；多くて１０，０００ナノ
メートル；多くて５０００ナノメートル；多くて２０００ナノメートル；多くて１５００
ナノメートル；多くて１０００ナノメートル；多くて５００ナノメートル；多くて１００
ナノメートル）であり得る。
【００９５】
　使用において、ステント２０は、例えば、バルーンカテーテルまたは他のステント送達
システムを使用して送達され、拡大され得る。カテーテルシステムは、例えば、Ｗａｎｇ
、米国特許第５，１９５，９６９号、およびＨａｍｌｉｎ、米国特許第５，２７０，０８
６号に記載される。ステントおよびステント送達はまた、Ｂｏｓｔｏｎ　Ｓｃｉｅｎｔｉ
ｆｉｃ　Ｓｃｉｍｅｄ，Ｍａｐｌｅ　Ｇｒｏｖｅ，ＭＮから入手される、Ｒａｄｉｕｓ（
登録商標）またはＳｙｍｂｉｏｔ（登録商標）システムによって例示される。
【００９６】
　ステント２０は、任意の所望の形状およびサイズ（例えば、冠状ステント、大動脈ステ
ント、食道ステント、神経学的ステント）であり得る。適用に依存して、ステント２０は
、例えば、１ミリメートル～４６ミリメートルの間の直径を有し得る。特定の実施形態に
おいて、冠状ステントは、約２ミリメートル～約６ミリメートルの拡大直径を有し得る。
いくつかの実施形態において、周辺ステントは、約４ミリメートル～約２４ミリメートル
の拡大直径を有し得る。特定の実施形態において、胃腸ステントおよび／または泌尿器科
ステントは、約６ミリメートル～約３０ミリメートルの拡大直径を有し得る。いくつかの
実施形態において、神経学的ステントは、約１ミリメートル～約１２ミリメートルの拡大
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直径を有し得る。腹部大動脈瘤（ＡＡＡ）ステントおよび胸部動脈瘤（ＴＡＡ）ステント
は、約２０ミリメートル～約４６ミリメートルの直径を有し得る。ステント２０は、バル
ーン拡大可能、自己拡大可能、または両方の組み合わせを有し得る（例えば、Ａｎｄｅｒ
ｓｅｎら、米国特許第５，３６６，５０４号）。
【００９７】
　多くの実施形態が上に記載されているものの、本発明はこのように制限されない。
【００９８】
　例として、特定の実施形態において、医療デバイスの一部は、医療デバイスの別の部分
とは異なる数の層をそこに有し得る。例えば、図４は、複数のバンド１２２および隣接す
るバンドの間を延びてこれらを連結する複数のコネクタ１２４によって規定される生分解
性管状構造物１２１の形態のステント１２０を示す。図５に示されるように、ステント１
２０の一部（図示されるように、バンド１２２の一部）は、合計５個の生分解性層（３個
の荷電層１２７および２個の荷電層１３０）を含む多層構造物１２６でコーティングされ
ている。図６に示されるように、ステント１２０の別の部分（図示されるように、別のバ
ンド１２２の部分）は、合計１０個の生分解性層（５個の荷電層１２７および５個の荷電
層１３０）を含む多層構造物１５０でコーティングされている。従って、使用の間、多層
構造物１２６は、多層構造物１５０よりも迅速に分解する傾向がある。結果として、多層
構造物１２６の下の管状構造物１２１の部分は、多層構造物１５０の下にある管状構造物
１２１の部分よりも迅速に分解する傾向がある。
【００９９】
　１部分に１０個の層を含み、別の部分に１０個の層を含む医療デバイスが示されている
ものの、他の実施形態が可能である。例えば、いくつかの実施形態において、医療デバイ
スの一部は、少なくとも１０個の層（例えば、少なくとも２０個の層、少なくとも３０個
の層、少なくとも４０個の層）を含み得、医療デバイスの別の部分は、少なくとも２０個
の層（例えば、少なくとも３０個の層、少なくとも４０個の層、少なくとも５０個の層）
を有する多層構造物を含み得る。例えば、医療デバイスの一部は、１０個の層を有する多
層構造物を含み得、医療デバイスの別の部分は、４０個の層を有する多層構造物を含み得
る。特定の実施形態において、医療デバイスの一部の上の多層構造物は、医療デバイスの
別の部分の多層構造物よりも５～５０個多い層（例えば、１０～３０個多い層）を含み得
る。
【０１００】
　いくつかの実施形態において、医療デバイスの１つ以上の部分は、いずれの高分子電解
質も含み得ないか、または全く層を含み得ない。
【０１０１】
　いくつかの実施形態において、異なる数の層を有する部分をその上に有するステントは
、ステント一端（例えば、２／３）を浸積し、ステントを回転させ、そして別の材料にお
いてステントの他端（例えば、２／３）を浸積し、そしてこのプロセスを複数回繰り返す
ことによって形成され得る。この結果は、ステンの中間部（例えば、ステントの中間の１
／３）がステントいずれかの端部よりも多くの層を受けることとなる。特定の実施形態に
おいて、異なる数の層を有する部分をその上に有するステントは、他の技術（例えば、イ
ンクジェット技術、マイクロスタンピング、噴霧、ロールコーティング、またはブラシコ
ーティング）によって形成され得る。
【０１０２】
　別の例として、全体が生分解性材料から形成される管状構造物が記載されており、いく
つかの実施形態において、ステントの管状構造物は、１つ以上の生体安定性材料を、１つ
以上の生分解性材料を含むことに加えて、含み得る。例えば、ステントの管状構造物は、
生体安定性領域および生分解性領域を含み得、この生分解性領域は、ステントが標的部位
に送達された特定の時間の後に、生分解するように設計される。特定の実施形態において
、生分解性領域の分解は、ステントのＭＲＩ適合性を向上し得る。１つ以上の高分子電解
質は、ステントの生分解性領域の１つ以上の分解を制御するために、使用され得る（上記
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されるとおり）。高分子電解質は、ステントの生分解性領域および／または生体安定性領
域の上に層の形態であり得る。生体安定性材料の例としては、ニチノール（例えば、５５
％ニッケル、４５％チタン）およびステンレス鋼が挙げられる。生体適合性材料の具体的
な例は、例えば、Ｗｅｂｅｒら，米国特許出願公開番号ＵＳ　２００４／０２３０２９０
　Ａ１（２００４年１１月１８日公開）；Ｃｒａｉｇら，米国特許出願公開番号ＵＳ　２
００３／００１８３８０　Ａｌ（２００３年１月２３日公開）；Ｃｒａｉｇら，米国特許
出願公開番号ＵＳ　２００２／０１４４７５７　Ａｌ（２００２年１０月１０日公開）；
およびＣｒａｉｇら，米国特許出願公開番号ＵＳ　２００３／００７７２００　Ａｌ（２
００３年４月２４日公開）に記載される。生体安定性領域および生分解性領域を含むステ
ントは、例えば、「Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｏｆ　
Ｍａｋｉｎｇ　ｔｈｅ　Ｓａｍｅ」と題された２００４年１２月３日に出願された米国特
許出願番号１１／００４，００９に記載される。
【０１０３】
　さらなる例として、いくつかの実施形態において、ステントは、１つ以上の生体安定性
材料（例えば、ニチノール）から形成される管状構造物を含み得、生分解性材料を含まな
い。
【０１０４】
　さらなる例として、特定の実施形態において、多層構造物は、異なる材料（例えば、異
なる高分子電解質）から形成される少なくとも２つの正に荷電された層、および／または
異なる材料（例えば、異なる高分子電解質）から形成される少なくとも２つの負に荷電さ
れた層を含み得る。
【０１０５】
　さらなる例として、いくつかの実施形態において、医療デバイスの１つの部分は、多層
構造物でコーティングされ得、医療デバイスの別の部分は、その上に任意のコーティング
を含まないか、またはただ１つの層でコーティングされ得る。
【０１０６】
　別の例として、いくつかの実施形態において、多層構造物（例えば、多層構造物２６）
は、基材上に形成され得、基材から除去され得、引き続いて、医療デバイスに適用され得
る（例えば、接着剤を用いて）。基材は、それを破壊することによって（例えば、融解、
昇華、燃焼、および／または溶解によって）、フリーな多層構造物２６へと除去され得る
。例えば、歯科用ワックス（例えば、ＭＤＬ　Ｄｅｎｔａｌ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ，Ｉｎｃ
．，Ｓｅａｔｔｌｅ，ＷＡ，ＵＳＡから入手可能なもの）またはポリビニルアルコール（
ＰＶＯＨ）から形成された除去可能な基材が使用され得る。これらの材料は、それぞれ、
中程度の高温（例えば、６０℃）で融解され得、熱水中に溶解し得る。除去可能な基材を
使用する他の方法は、Ｓｕｋｈｏｒｕｋｏｖら，「Ｃｏｍｐａｒａｔｉｖｅ　Ａｎａｌｙ
ｓｉｓ　ｏｆ　Ｈｏｌｌｏｗ　ａｎｄ　Ｆｉｌｌｅｄ　Ｐｏｌｙｅｌｅｃｔｒｏｌｙｔｅ
　Ｍｉｃｒｏｃａｐｓｕｌｅｓ　Ｔｅｍｐｌａｔｅｄ　ｏｎ　Ｍｅｌａｍｉｎｅ　Ｆｏｒ
ｍａｌｄｅｈｙｄｅ　ａｎｄ　Ｃａｒｂｏｎａｔｅ　Ｃｏｒｅｓ，Ｍａｃｒｏｍｏｌ．」
，Ｃｈｅｍ．Ｐｈｙｓ．，２０５，２００４，５３０－５３５頁；および米国特許出願番
号１０／８４９，７４２に記載される。
【０１０７】
　さらなる例として、１つ以上の強化補助物は、その機械的特性を向上させるために、多
層構造物（例えば、多層構造物２６）に隣接しておよび／またはその中に提供され得る。
例えば、１つ以上の強化補助物は、基材に適用され得、続いて、一連の高分子電解質が適
用され得る。別の例として、第１のシリーズの高分子電解質層が提供され得、続いて、１
つ以上の強化補助物が適用され得、続いて、第２のシリーズの高分子電解質層が提供され
得る。強化補助物の例としては、金属繊維メッシュ、金属繊維編み物（ｂｒａｉｄ）、金
属繊維巻物、混合繊維（例えば、金属繊維、炭素繊維、高密度ポリエチレン繊維、液体ポ
リマー結晶）などのような繊維強化部材が挙げられる。強化補助物は、多層構造物２６上
へのまたは多層構造物２６内への強化補助物の組み込みを向上させるために表面荷電を備
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え得る。例えば、レイヤー－バイ－レイヤー技術は、強化補助物を包み、それによって、
それらに荷電外側層を提供し、反対の荷電の隣接する層（例えば、高分子電解質層）と強
化補助物との相互作用を向上させるために使用され得る。強化補助物の装填は、これらが
伝導性ループまたはソレノイドを形成するように装填され得る。
【０１０８】
　別の例として、特定の実施形態において、ステント２０のようなステントはまた、ステ
ント移植片またはカバーされたステントの一部であり得る。他の実施形態において、ステ
ント２０のようなステントは、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、伸張（ｅｘｔ
ｅｎｄｅｄ）ＰＴＦＥ、ポリエチレン、ウレタン、またはポリプロピレンから作製された
、生体適合性、非多孔性または半多孔性ポリマーを含み得、そして／またはこれらに接続
され得る。
【０１０９】
　さらなる例として、いくつかの実施形態において、多層構造物（例えば、多層構造物２
６）は、他のタイプの医療デバイスに適用され得る。例えば、多層構造物２６は、グラフ
ト、フィルターワイヤ、バルブ、フィルター（例えば、大静脈フィルター）、遠位保護デ
バイス、ガイドワイヤ、および他の移植可能デバイスに適用され得る。いくつかの実施形
態において、多層構造物（例えば、多層構造物２６）は、カテーテル（例えば、バルーン
カテーテルのような腎臓カテーテルまたは脈管カテーテル）に適用され得る。特定の実施
形態において、多層構造物（例えば、多層構造物２６）は、バルーンに適用され得る。い
くつかの実施形態において、多層構造物（例えば、多層構造物２６）は、コイル（例えば
、動脈瘤コイル）に適用され得る。コイルは、例えば、Ｔｗｙｆｏｒｄ，Ｊｒ．ら，米国
特許第５，３０４，１９５号に記載される。
【０１１０】
　さらなる例として、特定の実施形態において、医療デバイス上の生分解性層（例えば、
生分解性非高分子電解質層）は、１つ以上の他の層（例えば、１つ以上の高分子電解質お
よび／または１つ以上の生分解性層）でコーティングされ得る。
【０１１１】
　本出願において参照される全ての刊行物、出願、参考文献および特許は、その全体が参
考として本明細書中において援用される。
【０１１２】
　他の実施形態は、特許請求の範囲内である。
【図面の簡単な説明】
【０１１３】
【図１】図１は、体内補綴物の実施形態の斜視図である。
【図２】図２は、線２－２に沿った、図１の体内補綴物の詳細な断面図である。
【図３】図３は、医療デバイスを作製する方法の実施形態のフローチャートである。
【図４】図４は、体内補綴物の実施形態の斜視図である。
【図５】図５は、線５－５に沿った、図４の体内補綴物の詳細な断面図である。
【図６】図６は、線６－６に沿った、図４の体内補綴物の詳細な断面図である。
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