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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　休止状態から伸長状態に長手方向に拡張できる植込み可能な管状プロテーゼであって、
伸長長さ及び収縮直径を有する伸長状態に長手方向に拡張可能な休止直径及び休止長さを
有する半径方向に収縮可能であり長手方向に拡張可能な管状ステントを有し、伸長長さは
、休止長さよりも大きく、収縮直径は休止直径よりも小さく、前記ステントは、伸長状態
から休止状態に弾性的に戻ることができ、前記プロテーゼは、周方向に配置されていて、
休止状態の前記ステントに固定可能に取り付けられた丸編管状グラフトを更に有し、前記
グラフトは、前記グラフトの弾性長手方向伸長及び伸長状態への弾性半径方向収縮を可能
にし、更に休止状態における柔順性をもたらすよう１平方センチメートル当たり少なくと
も約４００ステッチを有し、１平方センチメートル当たり約９００以下のステッチを有す
る編パターンでステッチの状態に織り交ぜられたヤーンのパターンを有しており、前記編
パターンは、内面及び外面を有するテキスタイル層を形成するヤーンの縦編パターンであ
り、内側ヤーンは、内面を有し、前記プロテーゼの長手方向にループを形成し、外側ヤー
ンは、外面を有し、内側ヤーンに係合する前に前記プロテーゼの幅に沿って交互のパター
ンをなす内側ヤーンのうち２以上の上で斜めにシフトされ、内側ヤーンは、係合状態の外
側ヤーンと交互に織り交ぜられて、内側ヤーンがそれ自体の上に交差しない開放ループ及
び内側ヤーンがそれ自体の上に交差する閉鎖ループを形成していることを特徴とするプロ
テーゼ。
【請求項２】
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　伸長長さは、休止長さの少なくとも５０％増しであり、更に、伸長長さは、休止長さの
約２００％以下増しであることを特徴とする請求項１記載のプロテーゼ。
【請求項３】
　前記グラフトは、１平方センチメートル当たり少なくとも５００のステッチを有し、更
に、前記グラフトは、１平方センチメートル当たり約７００以下のステッチを有している
ことを特徴とする請求項１または２記載のプロテーゼ。
【請求項４】
　伸長長さは、休止長さの少なくとも１００％増しであり、更に、伸長長さは、休止長さ
の約１４０％以下増しであることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項記載のプロテ
ーゼ。
【請求項５】
　前記グラフトは、休止状態では実質的に流体密であることを特徴とする請求項１～４の
いずれか１項記載のプロテーゼ。
【請求項６】
　前記編パターンは、アトラス（Atlas）又は改造アトラス編パターンであることを特徴
とする請求項１～５のいずれか１項記載のプロテーゼ。
【請求項７】
　前記内側ヤーンと前記外側ヤーンは、シングルステッチに織り交ぜられており、前記シ
ングルステッチは、複数のステッチ繰り返しパターンに配置され、第１のステッチが、２
以上の針位置により斜めに横切って延びる繰り返しパターンを有し、第２のステッチが、
３以上の針位置により、次に１つの針位置により斜めに交互に横切って延びる繰り返しパ
ターンを有していることを特徴とする請求項１～６のいずれか１項記載のプロテーゼ。
【請求項８】
　前記グラフトは、織り交ぜられたヤーンの単一層であることを特徴とする請求項１～７
のいずれか１項記載のプロテーゼ。
【請求項９】
　前記グラフトの壁の厚さは、少なくとも約０．３ミリメートルであり、前記グラフトの
壁の厚さは、約０．４ミリメートル以下であることを特徴とする請求項１～８のいずれか
１項記載のプロテーゼ。
【請求項１０】
　前記グラフトは、前記ステントの長さに沿って中間位置に固定可能に取り付けられてい
ることを特徴とする請求項１～９のいずれか１項記載のプロテーゼ。
【請求項１１】
　前記グラフトは、前記ステントに周方向に当接するよう伸長状態から休止状態に非膨出
的に収縮することを特徴とする請求項１０記載のプロテーゼ。
【請求項１２】
　前記ステントは、周方向内面を有し、更に、前記グラフトは、前記内面に周方向内面に
対し、周方向に設けられていることを特徴とする請求項１～１１のいずれか１項記載のプ
ロテーゼ。
【請求項１３】
　前記ステントは、周方向外面を有し、更に、前記グラフトは、前記外面に対し周方向に
設けられていることを特徴とする請求項１～１２のいずれか１項記載のプロテーゼ。
【請求項１４】
　周方向に設けられていて、前記ステントに固定可能に取り付けられたｅＰＴＦＥの管状
層を更に有していることを特徴とする請求項１～１３のいずれか１項記載のプロテーゼ。
【請求項１５】
　ｅＰＴＦＥの前記管状層は、前記ステントと前記グラフトとの間に周方向に設けられて
いることを特徴とする請求項１４記載のプロテーゼ。
【請求項１６】
　前記ステントは、ワイヤステントであることを特徴とする請求項１～１５のいずれか１
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項記載のプロテーゼ。
【請求項１７】
　前記ヤーンは、モノフィラメントヤーン、マルチフィラメントヤーン、紡績タイプヤー
ン、フラットヤーン、撚り糸、捲縮嵩高糸及びこれらの組合せから成る群から選択されて
いることを特徴とする請求項１～１６のいずれか１項記載のプロテーゼ。
【請求項１８】
　前記ヤーンは、ポリエステル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリウレタン、ポリテ
トラフルオロエチレン又はこれらの組合せから選択された材料の群から選択されているこ
とを特徴とする請求項１～１７のいずれか１項記載のプロテーゼ。
【請求項１９】
　前記ポリエステルは、ポリエチレンテレフタレートポリエステルを含むことを特徴とす
る請求項１８記載のプロテーゼ。
【請求項２０】
　前記ヤーンは、少なくとも約３０のデニールを有するポリエチレンテレフタレートポリ
エステルの捲縮嵩高糸であり、更に、前記ポリエチレンテレフタレートポリエステルの捲
縮嵩高糸のデニールは、約１００以下であることを特徴とする請求項１～１９のいずれか
１項記載のプロテーゼ。
【請求項２１】
　前記パターンは、前記プロテーゼの長手方向において１センチメートル当たり少なくと
も約２０のステッチを有し、更に、前記パターンは、前記プロテーゼの長手方向において
１センチメートル当たり約３０以下のステッチを有していることを特徴とする請求項１～
２０のいずれか１項記載のプロテーゼ。
【請求項２２】
　前記パターンは、前記プロテーゼの幅に沿って１センチメートル当たり少なくとも約２
０のステッチを有し、更に、前記パターンは、前記プロテーゼの幅に沿って１センチメー
トル当たり約３０以下のステッチを有していることを特徴とする請求項１～２１のいずれ
か１項記載のプロテーゼ。
【請求項２３】
　植込み可能な管状グラフトであって、
　丸編管状グラフトを有し、前記グラフトは、前記グラフトの弾性長手方向伸長及び伸長
状態への弾性半径方向収縮を可能にし、更に休止状態における柔順性をもたらすよう１平
方センチメートル当たり少なくとも約４００～９００ステッチを有し、１平方センチメー
トル当たり約９００以下のステッチを有する編パターンでステッチの状態に織り交ぜられ
たヤーンのパターンを有し、前記編パターンは、内面及び外面を有するテキスタイル層を
形成するヤーンの縦編パターンであり、内側ヤーンは、内面を有し、前記プロテーゼの長
手方向にループを形成し、外側ヤーンは、外面を有し、内側ヤーンに係合する前に前記プ
ロテーゼの幅に沿って交互のパターンをなす内側ヤーンのうち２以上の上で斜めにシフト
され、内側ヤーンは、係合状態の外側ヤーンと交互に織り交ぜられて、内側ヤーンがそれ
自体の上に交差しない開放ループ及び内側ヤーンがそれ自体の上に交差する閉鎖ループを
形成していることを特徴とするグラフト。
【請求項２４】
　前記内側ヤーンと前記外側ヤーンは、シングルステッチに織り交ぜられており、前記シ
ングルステッチは、複数のステッチ繰り返しパターンに配置され、第１のステッチが、２
以上の針位置により斜めに横切って延びる繰り返しパターンを有し、第２のステッチが、
３以上の針位置により、次に１つの針位置により斜めに交互に横切って延びる繰り返しパ
ターンを有していることを特徴とする請求項２３記載のプロテーゼ。
【請求項２５】
　前記ヤーンは、少なくとも約３０のデニールを有するポリエチレンテレフタレートポリ
エステルの捲縮嵩高糸であり、更に、前記ポリエチレンテレフタレートポリエステルの捲
縮嵩高糸のデニールは、８０以下であることを特徴とする請求項２３または２４記載のプ
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ロテーゼ。
【請求項２６】
　編成医用ファブリックであって、単一の層状壁を構成するヤーンの単一層を有する編成
構造から成り、前記ヤーンは、前記グラフトの弾性長手方向伸長及び伸長状態への弾性半
径方向収縮が可能であり、前記構造について柔順性をもたらすよう１平方センチメートル
当たり少なくとも約４００ステッチを有し、更に１平方センチメートル当たり約９００以
下のステッチを有する編パターンでステッチの状態に織り交ぜられ、前記編パターンは、
内面及び外面を有するテキスタイル層を形成するヤーンの縦編パターンであり、内側ヤー
ンは、主として内面を有していて前記プロテーゼの長手方向にループを形成し、外側ヤー
ンは、主として外面を有していて内側ヤーンに係合する前に前記プロテーゼの幅に沿って
交互のパターンをなして内側ヤーンのうち２以上の上で斜めにシフトされ、内側ヤーンは
、係合状態の外側ヤーンと交互に織り交ぜられて、内側ヤーンがそれ自体の上に交差しな
い開放ループ及び内側ヤーンがそれ自体の上に交差する閉鎖ループを形成していることを
特徴とするグラフト。
【請求項２７】
　前記第１及び第２のヤーンは、シングルステッチから織り交ぜられた内側ヤーンと外側
ヤーンから成り、前記シングルステッチは、複数のステッチ繰り返しパターンに配置され
、第１のステッチが、２以上の針位置により斜めに横切って延びる繰り返しパターンを有
し、第２のステッチが、３以上の針位置により、次に１つの針位置により斜めに交互に横
切って延びる繰り返しパターンを有していることを特徴とする請求項２６記載のプロテー
ゼ。
【請求項２８】
　前記ヤーンは、少なくとも約３０のデニールを有するポリエチレンテレフタレートポリ
エステルの捲縮嵩高糸であり、更に、前記ポリエチレンテレフタレートポリエステルの捲
縮嵩高糸のデニールは、約１００以下であることを特徴とする請求項２７記載の医用ファ
ブリック。
【請求項２９】
　休止状態から第２の状態に長手方向に伸縮できる植込み可能な管状プロテーゼを製造す
る方法において、少なくとも２つのヤーンを選択する工程と、管状ファブリック層を形成
でき、更に、弾性的に長手方向に伸縮できる前記ヤーンの編パターンを選択する工程とを
有し、前記編パターンは、内面及び外面を有するテキスタイル層を形成するヤーンの縦編
パターンであり、内側ヤーンは、内面を有し、前記プロテーゼの長手方向にループを形成
し、外側ヤーンは、外面を有し、内側ヤーンに係合する前に前記プロテーゼの幅に沿って
交互のパターンをなす内側ヤーンのうち２以上の上で斜めにシフトされ、内側ヤーンは、
係合状態の外側ヤーンと交互に織り交ぜられて、内側ヤーンがそれ自体の上に交差しない
開放ループ及び内側ヤーンがそれ自体の上に交差する閉鎖ループを形成しており、前記方
法は、１平方センチメートル当たり少なくとも４００のステッチであるが、１平方センチ
メートル当たり約９００以下のステッチで編成して前記編パターンについて柔順性をもた
らす工程を更に有していることを特徴とする方法。
【請求項３０】
　前記管状ファブリック層をヒートセットして管状グラフトを形成する工程を更に有して
いることを特徴とする請求項２９記載の方法。
【請求項３１】
　弾性的に長手方向に伸縮可能な管状ステントを選択し、前記管状ファブリック層を前記
ステントの長さに沿って中間位置で前記ステントに固定可能に取り付けることができる工
程を更に有していることを特徴とする請求項２９または３０記載の方法。
【請求項３２】
　前記ヤーンは、モノフィラメントヤーン、マルチフィラメントヤーン、紡績タイプヤー
ン、フラットヤーン、撚り糸、捲縮嵩高糸及びこれらの組合せから成る群から選択されて
いることを特徴とする請求項２９～３１のいずれか１項記載の方法。
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【請求項３３】
　前記ヤーンは、ポリエステル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリウレタン、ポリテ
トラフルオロエチレン又はこれらの組合せから選択された材料の群から選択されているこ
とを特徴とする請求項２９～３２のいずれか１項記載の方法。
【請求項３４】
　前記ポリエステルは、ポリエチレンテレフタレートポリエステルから選択されているこ
とを特徴とする請求項３３記載の方法。
【請求項３５】
　前記ヤーンは、少なくとも約３０のデニールを有するポリエチレンテレフタレートポリ
エステルの捲縮嵩高糸であり、更に、前記ポリエチレンテレフタレートポリエステルの捲
縮嵩高糸のデニールは、約８０以下であることを特徴とする請求項２９～３４のいずれか
１項記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般に、編成テキスタイル構造を有する管状の植込み可能なプロテーゼに関す
る。本発明は特に、長手方向伸長性が増大した編成テキスタイル構造を備えた体内プロテ
ーゼに関する。
【背景技術】
【０００２】
　管腔内プロテーゼは、疾患のある血管の治療に用いられる医用器具である。管腔内プロ
テーゼは、典型的には、疾患のある又は損傷した血管を修復し、置換し又は矯正するのに
用いられる。動脈又は静脈は、多種多様な仕方で疾患を生じる場合がある。したがって、
プロテーゼは、多種多様な欠陥、例えば血管の狭窄、血栓症、閉塞又は動脈瘤を防止し又
は治療するのに用いられる場合がある。種々の体内血管の疾患の修復に用いられる管腔内
プロテーゼの一形式は、ステントである。ステントは、体内の種々の管腔を開いてこれを
支持するのに有用な生体適合性材料で作られた全体として長手方向の管状器具である。例
えば、ステントは、血管系、尿道、胆管並びに体内の種々の他の用途に用いることができ
る。血管内ステントは、種々の血管の狭窄、狭窄症及び動脈瘤の治療に広く用いられるよ
うになっている。これら器具は、潰れている又は部分的に閉塞した血管の部分を開くと共
に（或いは）補強するよう血管内に植え込まれる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ステントは一般に、開放した可撓性の形態を有する。この形態により、ステントを湾曲
した血管中に挿入することができる。さらに、この形態により、ステントを管腔内へのカ
テーテルによる植込みのために半径方向に圧縮した状態に形作ることができる。ステント
をいったん損傷した血管に隣接して正しく位置決めすると、これを半径方向に拡張させて
血管を支持すると共にこれを補強する。ステントの半径方向拡張は、カテーテルに取り付
けられたバルーンを膨らませることによって達成でき、或いはステントは、いったん配備
されると半径方向に拡張する自己拡張性のものであってもよい。管腔内血管グラフトとし
て用いられている構造としては、コイル状ステンレス鋼ばね、感熱性材料で作られた螺旋
巻きコイルばね、ステンレス鋼ワイヤでジグザグパターンに形成された拡張性ステンレス
鋼ステントが挙げられる。種々の形態のステントの例は、ドッターに付与された米国特許
第４，５０３，５６９号明細書、パルマズに付与された第４，７３３，６６５号明細書、
ヒルステッドに付与された第４，８５６，５６１号明細書、ジアンチュルコに付与された
第４，５８０，５６８号明細書、ウォルステンに付与された第４，７３２，１５２号明細
書、ウィクターに付与された第４，８８６，０６２号明細書に示されており、これら米国
特許明細書の記載内容全体を本明細書の一部を形成するものとしてここに引用する。
【０００４】
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【特許文献１】米国特許第４，５０３，５６９号
【特許文献２】米国特許第４，７３３，６６５号
【特許文献３】米国特許第４，８５６，５６１号
【特許文献４】米国特許第４，５８０，５６８号
【特許文献５】米国特許第４，７３２，１５２号
【特許文献６】米国特許第４，８８６，０６２号
【０００５】
　グラフトは、種々の体内血管を修復したり置換するのに用いられる別の一般に知られた
形式の管腔内プロテーゼである。グラフトは、血管を流通させることができるルーメンを
提供する。さらに、グラフトは、植込み状態のグラフトの安定化のために細胞の内方成長
を可能にする多孔度を有するよう構成されると共にこれを通る血液の実質的な漏れを阻止
するよう血液に対して全体として不浸透性である場合が多い。グラフトは典型的には、種
々の材料で形成できる管状器具であり、かかる材料としては、テキスタイル材料及び非テ
キスタイル材料が挙げられる。
　ステントとグラフトは、これらの特徴を組み合わせるようステント－グラフト体内プロ
テーゼの状態に組み合わせることができる。しかしながら、グラフトは、ステント－グラ
フト体内プロテーゼの状態では、植込み部位への配置を行うことができるようステントを
潰すこと及びかかる場所での固定のためにステントを拡張させることを含む場合の多いス
テントの植込み要件に適合する必要がある。非拡張又は押しつぶし状態から拡張状態への
長手方向及び（又は）半径方向の寸法変化に容易には対応できないグラフトは、ステント
－グラフトの植込みを複雑にする場合が多い。例えば、グラフトの中には、押しつぶし又
は非拡張状態で折り畳まれ、その後、これを広げて拡張ステントを受け入れなければなら
ないものがある。しかしながら、グラフトを広げることは、ステント上へのグラフトの配
置及びステント－グラフトそれ自体の植込みを複雑にする場合が多い。変形例として、非
隣接グラフトが拡張可能なステント－グラフトと共に用いられている。しかしながら、ス
テントの拡張時、非隣接グラフトの部分は、互いに分離してステントの拡張に順応する場
合が多い。この分離の後にグラフト構造中に隙間が生じ、それによりこれら隙間を通る血
液の漏れが生じる。
【０００６】
  かくして、ステント－グラフト体内プロテーゼの拡張可能なステントの植込みを補完す
るグラフトが要望されている。特に、拡張状態と非拡張状態の両方においてステント又は
グラフトの機械力学を複雑にしないでステントに固定可能に取り付けられるグラフトが要
望されている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、第１の直径を有すると共に第１の直径とは異なる第２の直径を達成するよう
長手方向に伸縮できる半径方向に拡張可能な管状ステント構造及び周方向に設けられてい
て、ステントに固定可能に取り付けられた丸編管状グラフトを有する植込み可能な管状プ
ロテーゼを提供する。グラフトは、ステントの長手方向伸縮と実質的に一致したグラフト
の長手方向伸縮を可能にする縦編パターンをなす互いに織りまぜられたウェールとコース
ヤーンのパターンを有する。
　本発明のプロテーゼは、休止状態から５０～２００％の長さ長手方向に拡張できる。変
形例として、本発明のプロテーゼは、非拡張状態から実質的に休止状態を達成するよう５
０～２００％の長手方向における長さを縮小できる。さらに、本発明のテキスタイルグラ
フトは、その休止状態では実質的に流体密である。
　かかる度合いの長手方向伸縮を達成するため、テキスタイルグラフトは、伸縮性の編パ
ターンを有する。このパターンは、互いに係合するヤーン相互間にループを形成するよう
１以上のヤーン上に斜めにシフトされた１組のヤーンを有する縦編パターンである。さら
に、相互に係合するヤーンは、相互係合ヤーンがそれ自体の上に交差しない開放ループ及
び相互係合ヤーンがそれ自体の上に交差する閉鎖ループを交互に形成している。かかる編
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パターンは一般に、アトラス（Atlas ）又は改造アトラス編パターンと称されている。か
かるパターンは、本発明のテキスタイルグラフトに高度の可撓性及び伸縮性を与える。
　編パターンは、シングルステッチから形成された複数の表側ヤーンと裏側ヤーンを更に
有し、シングルステッチは、複数のステッチ繰り返しパターンに配置される。第１のステ
ッチが、２以上の針位置により斜めに横切って延びる繰り返しパターンを有し、第２のス
テッチが、３以上の針位置により、次に１つの針位置により斜めに交互に横切って延びる
繰り返しパターンを有する。
【０００８】
　本発明の一特徴では、休止状態から伸長状態に長手方向に拡張できる植込み可能な管状
プロテーゼが提供される。プロテーゼは、伸長長さ及び収縮直径を有する伸長状態に長手
方向に拡張可能な休止直径及び休止長さを有する半径方向に収縮可能であり長手方向に拡
張可能な管状ステントを有し、伸長長さは、休止長さよりも大きく、収縮直径は休止直径
よりも小さく、ステントは、伸長状態から休止状態に弾性的に戻ることができる。プロテ
ーゼは、周方向に配置されていて、休止状態のステントに固定可能に取り付けられた丸編
管状グラフトを更に有する。グラフトは、グラフトの弾性長手方向伸長及び伸長状態への
弾性半径方向収縮を可能にする編パターンでステッチの状態に織り交ぜられたヤーンのパ
ターンを有する。さらに、グラフトは、休止状態における柔順性をもたらすよう１平方セ
ンチメートル当たり４００～９００のステッチを有する。
【０００９】
　本発明の別の特徴では、休止状態から伸長状態に長手方向に拡張できる植込み可能な管
状プロテーゼが、上述したような半径方向に収縮可能であり長手方向に拡張可能な管状ス
テント及び内面及び外面を有するテキスタイル層を形成するヤーンの縦編パターンを備え
た丸編管状グラフトを有し、内側ヤーンは、主として内面を有していてプロテーゼの長手
方向にループを形成し、外側ヤーンは、主として外面を有していて内側ヤーンに係合する
前にプロテーゼの幅に沿って交互のパターンをなして内側ヤーンのうち２以上の上で斜め
にシフトされている。内側ヤーンは、係合状態の外側ヤーンと交互に織り交ぜられて、内
側ヤーンがそれ自体の上に交差しない開放ループ及び内側ヤーンがそれ自体の上に交差す
る閉鎖ループを形成する。
　本発明の別の特徴では、休止状態から伸長状態に長手方向に拡張できる植込み可能な管
状プロテーゼが、半径方向に収縮可能であり長手方向に拡張可能な管状ステント及び周方
向に配置されていて、休止状態のステントに固定可能に取り付けられた丸編管状グラフト
を有し、グラフトの柔順性をもたらすようその編パターンに１平方センチメートル当たり
３５０以上のステッチを有し、プロテーゼは、長さが５０～２００パーセント増しの長手
方向拡張を行なうことができる。
【００１０】
　本発明の更に別の特徴では、休止状態から伸長状態に長手方向に拡張できる植込み可能
な管状プロテーゼが、半径方向に収縮可能であり長手方向に拡張可能な管状ステント及び
周方向に配置されていて、休止状態のステントに固定可能に取り付けられた丸編管状グラ
フトを有する。グラフトは、１平方センチメートル当たり約３５０以上のステッチを有し
、しかも約０．３～約０．４ミリメートルの厚さを有する編パターンを有する。
　本発明の更に別の特徴では、休止状態から伸長状態に長手方向に拡張できる植込み可能
な管状プロテーゼが、半径方向に収縮可能であり長手方向に拡張可能な管状ステント及び
周方向に配置されていて、休止状態のステントに固定可能に取り付けられた丸編管状グラ
フトを有し、ステントとグラフトは、休止状態と伸長状態との間で弾性的に変形可能であ
り、更に、グラフトは、ステントに周方向に当接するよう伸長状態から休止状態に非膨出
的に収縮する。
　本発明の更に別の特徴では、休止状態から半径方向拡張状態に半径方向に拡張できる植
込み可能な管状プロテーゼが、半径方向に拡張可能であり長手方向に収縮可能な管状ステ
ント及び周方向に配置されていて、休止状態のステントに固定可能に取り付けられた丸編
管状グラフトを有する。グラフトは、伸長状態へのグラフトの弾性半径方向収縮及び弾性
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長手方向収縮を可能にする編パターンでステッチの状態に織り交ぜられたヤーンのパター
ンを有すると共に休止状態における柔順性をもたらすよう１平方センチメートル当たり４
００～９００のステッチを有する。
【００１１】
　本発明の他の特徴では、非テキスタイル層、望ましくはｅＰＴＦＥ層が、本発明の体内
プロテーゼを備える。さらに、弾性的に伸長可能であり、１平方センチメートル当たり４
００～９００ステッチを有するテキスタイルグラフトが提供される。さらに、植込み可能
な医用ファブリックが提供される。医用ファブリックは、ファブリックを形成するのにア
トラス及び改造アトラスステッチが用いられているので高度の伸縮性を備えた編成テキス
タイルである。高伸縮編成プロテーゼ器具を製造する方法もまた提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　本発明は、従来技術のステント－グラフト体内プロテーゼと関連した問題に取り組んで
いる。本発明のステント－グラフト体内プロテーゼは、拡張状態と収縮状態の両方におい
て拡張可能なステントを補完するグラフトを提供することにより現在利用できるステント
－グラフトの欠点を解決する。さらに、本発明のグラフトは、望ましくない半径方向拡張
を止め、しかも従来型の編成又は製織テキスタイルグラフトよりも長手方向伸長性が高い
編成テキスタイルグラフトである。さらに、本発明の編成テキスタイルグラフトは、植え
込まれた体内プロテーゼの安定化のために細胞の内方成長を可能にする多孔度を有し、し
かも血液の実質的な漏れを通さないようにするよう不浸透性である。
【００１３】
　図１は、本発明のステント－グラフト１０の略図である。ステント－グラフト１０は、
体液を通すことができる開放端部１６，１８を備えた全体として管状の構造として示され
ている。ステント－グラフト１０は、テキスタイルグラフト１２及びステント１４を有し
ている。テキスタイルグラフト１２は、ステント１４の周りに周方向に延びている。テキ
スタイルグラフト１２は、ステント１４に固定可能に取り付けられている。テキスタイル
グラフト１２をステント１４に取り付けることは、テキスタイルグラフト１２及びステン
ト１４を互いに機械的に固定し又は結合することによって達成できる。機械的固定法とし
ては、縫合糸、繋留棘部、テキスタイルカフス等を用いることが挙げられるが、これらに
は限定されない。結合としては、化学的結合、例えば接着剤による結合、熱による結合等
が挙げられるが、これらには限定されない。
　図１に示すように、テキスタイルグラフト１２は、ステント外面２０の周りに周方向に
延びている。しかしながら、本発明は、これには限定されず、他の構成のステント－グラ
フトも本発明に用いるのに適している場合がある。例えば、テキスタイルグラフト１２を
ステント１４の内面に沿って周方向に位置決めしてもよい。さらに、ステント１４及びテ
キスタイルグラフト１２の長手方向の長さは、図１に示すように実質的に同一の長さには
限定されない。例えば、テキスタイルグラフト１２は、テキスタイルグラフト１２によっ
て被覆されず、ステント１４の一部を残した状態にステント１４よりも短くてもよい。
【００１４】
　図２は、体内管腔（図示せず）内への固定後における本発明のステント－グラフト１０
を寸法関係が分かるように示し、図３は、固定前におけるステント－グラフト１０′の寸
法関係が分かるように示している。ステント－グラフトを体内管腔内でナビゲートさせる
ため、ステント－グラフト１０′の呼称直径Ｄ2　は、ステント－グラフト１０の直径Ｄ1

　よりも小さい。それに対応して、ステント－グラフト１０′の長さＬ2　は、ステント
－グラフト１０の長さＬ1　よりも大きい。テキスタイルグラフト１２とステント１４は
共に、体内管腔内でのステント－グラフト１０のナビゲーション及び固定を行うことがで
きるよう、これら全体的な寸法を表す図示の例に一致している。テキスタイルグラフト１
２は、細長いステント－グラフト１０′を受け入れるよう細長くされ又は延伸されている
。それに対応して、テキスタイルグラフト１２は、図２のステント－グラフト１０を受け
入れるよう実質的に休止状態にある。
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　本発明では、種々のタイプ及び構成のステントを用いることができる。有用なステント
としては、自己拡張性ステントやバルーンで拡張可能なステントが挙げられるが、これら
には限定されない。ステントは、半径方向に伸縮でき、この場合、半径方向又は周方向に
拡張可能又は変形可能なものとして最もよく説明できる。自己拡張性ステントは、ステン
トを半径方向に拡張させるばねのような作用を持つステント又は或る特定の温度で特定の
形状についてステント材料の形状記憶性により拡張するステントを含む。ニチノールは、
ばね様モードと温度に基づく形状記憶モードの両方にある状態で良好に働くことができる
１つの材料である。当然のことながら、他の材料、例えば、ステンレス鋼、プラチナ、金
、チタン及び他の生体適合性のある材料並びにポリマーステントも本発明の範囲に含まれ
る。
【００１５】
　ステント１４の形態は、任意適当な幾何学的形状のものであってよい。図４に示すよう
に、ワイヤステント２２は、ワイヤストランド２４を“Ｚ”又は“ジグザグ”パターンと
して説明できる状態に配置することによって形成された中空管状構造である。ワイヤスト
ランド２４を形成するのに例えば、これをマンドレル状に編組し又は紡糸するのがよい。
変形例として、ワイヤステント２２を２本以上のワイヤストランドから形成してもよい。
　ワイヤステント２２は、体内管腔内への植込みのために図５に示すようなワイヤステン
ト２２′を生じさせるよう半径方向に圧縮可能であり、且つ長手方向に伸長可能である。
延びの度合いは、ワイヤステント２２の構造及び材質で決まり、極めてばらつきがある。
例えば、ワイヤステント２２′の長さは、ワイヤステント２２の長さの約５０％～約２０
０％である。ワイヤステント２２′の直径も又、ワイヤステント２２の直径の最高数分の
一である。
　本発明の別の特徴では、スロット付きステント２６も又、ステント－グラフト１０の一
部として有用である。図６に示すように、スロット付きステント２６は、体内管腔（図示
せず）内への植込みを行うことができるような適当な形状になっている。スロット付きス
テント２６を所望の体内部位のところに位置決めすると、スロット付きステント２６を半
径方向に拡張させると共に長手方向に引っ込めて所望の部位への固定を行う。拡張状態の
スロット付きステント２６′が図７に示されている。スロット付きステント２６′は、ス
ロット付きステント２６と比べて半径方向寸法が約５０％～約２００％である。
【００１６】
　半径方向に拡張可能な他の有用なステントが、図８、図９及び図１０に示されている。
図８に示すように、ステント２８は、半径方向拡張状態（図示せず）を達成できる螺旋コ
イルである。図９に示すような、ステント２９は、互いにオーバーラップしていない起伏
した巻線の波形部によって示されるような細長いあらかじめ螺旋状にコイル巻きされた形
態を有している。ステント２９は、図１０に示すように拡張ステント２９′の状態に半径
方向に拡張可能である。これら螺旋コイル巻き又はあらかじめ螺旋にコイル巻きされたス
テントも又、本発明の実施に有用である。
　テキスタイルグラフト１２は、編成テキスタイルグラフトである。編成を行うには、ヤ
ーンをループの垂直列（ウェール（縦目））及び水平行（コース（横目））中へ編成し又
は縫い込んで編成ファブリック（編物）構造を形成する必要がある。縦編は、本発明のテ
キスタイルグラフト１２に関し、特に有用である。縦編では、ループをテキスタイル長さ
に沿って、即ちテキスタイルのウェール又はたて糸方向に形成する。管状テキスタイル、
例えばテキスタイルグラフト１２の場合、管状テキスタイルの軸方向又は長手方向のステ
ッチは、コースと呼ばれ、管状テキスタイルの周囲に沿って延びるステッチは、ウェール
と呼ばれている。
【００１７】
　従来型編管状グラフトは、可撓性管状構造、即ち長手方向伸縮性を備えた構造を得るた
めに１インチ当たりのコースの数を減少させ又は制限しなければならない場合が多かった
。しかしながら、１インチ当たりのコースの数を減少させると、テキスタイルの微孔質構
造が開く。微孔質テキスタイル構造は、グラフトとして望ましくない。というのは、かか
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る構造は、流体密構造ではなく、即ち、血液がグラフトを通って流れることになるからで
ある。これと同様に、単位長さ当たりのウェールの数が少なすぎると、グラフトは、血液
の流れを封止しない。単位長さ当たりのウェールの数が多すぎると、グラフトは時間の経
過につれて拡張する恐れがある。かくして、従来型ステントは、１インチ当たりのコース
及びウェールの総数によって制限され、かかる総数は、１平方インチ当たりのよこ糸の本
数又はよこ糸サイズと呼ばれている。
　例えば、縦編又はアトラスニットのテキスタイル管状プロテーゼは典型的には、長手方
向に伸縮性の管状構造を提供するよう１センチメートル当たり４～１６のコース（１イン
チ当たり１０～４０のコース）及び１センチメートル当たり約４～１６のウェール（１イ
ンチ当たり１０～４０のウェール）に制限された。これら伸縮性のプロテーゼのピックサ
イズは、１平方センチメートル当たり約１６～６２のステッチ（１平方インチ当たり１０
０～４００のステッチ）に制限された。本発明のテキスタイルグラフト１２は、このよう
には限定されない。というのは、より従来型の編パターン、例えばトリコット、ロックニ
ット等又は従来使用されているアトラスニットと比べて、グラフトを形成するのに新規な
編パターンが用いられているからである。
【００１８】
　さらに、グラフトは、グラフトを曲げた場合のキンクを減少させる傾向のある折りじわ
又は折り目とクリンプ（けん縮）される場合がある。キンクは又、グラフトの或る程度の
延びを可能にするが、かかるクリンプグラフトは一般に、ステントとクリンプグラフトと
の間に結果的に隙間が生じるので、ステント－グラフトとしては有用ではない。
　テキスタイルグラフト１２は、高度の伸縮性を有するよう構成されている。本明細書で
用いる「伸縮性」及びその派生語は、休止状態と引き伸ばし状態との間に実質的に可逆性
の伸びを生じることができるテキストを意味している。望ましくは、テキスタイルグラフ
ト１２の伸縮性は、上述したように拡張状態と非拡張又は収縮状態の両方を有する拡張可
能なステントと関連した寸法変化と実質的に適合性がある。さらに、テキスタイルグラフ
ト１２は、クリンプグラフトではなく、伸長状態から休止状態に膨出しないで収縮する。
テキスタイルグラフト１２は、ステントから分離せず又は膨出しないで、ステントの周方
向部分と長手方向部分の両方に沿ってステントに実質的に当接する。
　所望の伸縮性を提供するのに有用な編成パターンとしては、織り交ぜの度合いが高くは
ない編成パターン、例えば、それぞれ隣り合う後のヤーンと前のヤーンを織り交ぜたパタ
ーンが挙げられる。織り交ぜの度合いが高く且つ一般に知られた編パターンの一例が、ト
リコット（Tricot）又はジャージー（Jersey）パターンである。これとは対照的に、本発
明の編成パターンは、とりわけ拡張可能なステントに用いられるテキスタイルグラフトの
伸縮性をもたらすうえで高度には織り交ぜられていない。
　図１１は、テキスタイルグラフト１２の一部３０の１１－１１線矢視図である。編成部
分３０は、縦編アトラスパターンとしての特徴を有している。図１１では、コース方向、
即ちベクトル５１の方向における針位置は、要素番号３２ａ～３２ｈによって示され、ウ
ェール方向、即ちベクトル５３の方向における針位置は、要素番号３４ａ～３４ｉで示さ
れている。ヤーンは、隣りのヤーンと交互に織り交ざる前にコース方向に１針位置及びウ
ェール方向に１針位置を動く。針位置は、ドット５８で示されている。例えば、ヤーン３
６ｃは、コース方向に針位置３２ｄから針位置３２ｅに、針位置３２ｅから針位置３２ｄ
に、旗位置３２ｄから針位置３２ｃに、針位置３２ｃから針位置３２ｄに動き、次にこの
交互のパターンを繰り返す。ヤーン３６ｃがコース方向に動くと、全体としてウェール方
向にも動く。隣り合うウェールと隣り合うコースが相互にループ状にされて縦編アトラス
パターンが形成される。図１２及び図１３を参照してこのパターンにつき以下に更に説明
する。
【００１９】
　編成部分３０は、図１１においては単一の編成層として記載されているが、本発明のテ
キスタイルグラフト１２は、このようには制限されない。例えば、編成部分３０は、２以
上の相互に連結されたヤーンの２以上の層を有するのがよい。かかる多層編成テキスタイ
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ルでは、ヤーンは、１つの層からのヤーンは、別の層のヤーンと編成されて多層編成テキ
スタイルを形成することが多い。
　テキスタイルグラフト１２は、横編管状構造であり、かかる横編管状構造を形成するた
め、２つの部分３０は、相互編成されて互いに連結され、ボーダヤーンによって互いに接
合される。
　図１２は、表側及び裏側ヤーンを互いに分離して個々のヤーン編パターン及びもしあれ
ばこれら個々のヤーン編パターンが繰り返していることを明確に示すことにより図１１の
ヤーンパターンを示している。図１２に示すように、表側ヤーン５０ｆは、約１０回繰り
返され、次に表側ヤーン５４ｆが編成され、そして次に表側ヤーン５４ｆがもう一度編成
されている。この１０－１－１パターンを繰り返すとテキスタイルグラフト１２の技巧的
表側又は外面が得られる。テキスタイルグラフト１２の技巧的裏側パターンは、裏側ヤー
ン５４ｂを４回繰り返し、裏側ヤーン５２ｂ，５４ｂ，５２ｂを繰り返し、次に裏側ヤー
ン５０ｂを４回繰り返すことにより図１２に示されている。この裏側パターンを繰り返す
と、本発明のテキスタイルグラフト１２の技巧的裏側又は内面が得られる。
　表側及び裏側ヤーンに関する編成パターンが図１３に更に示されている。表側及び裏側
ヤーンは、比較的ルーズなパターンの状態に織り交ぜられている。このパターンは一般に
、アトラス（Atlas）パターンと呼ばれている。縦編アトラスパターンは一般に、１組の
ヤーンが数個のコースについて１コース当たり１以上のウェール、斜めにシフトし、次に
元の位置に戻る縦編テキスタイルとしての特徴を備えている。図１３では、コース方向は
、ベクトル５１として示され、ウェール方向は、ベクトル５３として示されている。本発
明の編パターンは、斜めにシフトしたヤーンの多数のパターンを有している。かかるパタ
ーンにより、テキスタイルグラフト１２に伸縮性が与えられ、更に、テキスタイルグラフ
トがその引き伸ばし状態からその休止状態に実質的に戻るようにする弾性が得られる。
【００２０】
　図１３に示すように、表側ヤーン５０ｆと裏側ヤーン５０ｂは、閉鎖ループ織り交ぜ構
造と開放ループ織り交ぜ構造を交互になして２つの針位置だけ斜めにシフトしている。残
りの表側及び裏側ヤーンも又、閉鎖ループ織り交ぜ構造と開放ループ織り交ぜ構造を交互
に且つ繰り返して有しているが、互いに異なる針のオフセットを有している。例えば、裏
側ヤーン５２ｂは、３－１の針シフトで斜めにシフトされた閉鎖ループと開放ループ、次
に１－１の針シフトで閉鎖ループ、次に開放ループについては３－１の針シフト、次に１
－１の針シフトの閉鎖ループを有している。本明細書で用いる「開放ループ」という用語
は、ループ形成の際、表側ヤーン又は裏側ヤーンがそれ自体の上で交差しない織り交ぜ状
態のヤーンを意味している。本明細書で用いる「閉鎖－ループ」という用語は、ループの
形成の際、表側ヤーン又は裏側ヤーンがそれ自体の上で交差する織り交ぜヤーンを意味し
ている。本発明の実施において有用な他のパターンが図１３に示されている。種々のパタ
ーンは全て、パターンが斜めに交互に且つ繰り返されているのでアトラス又は改造アトラ
スニットステッチと通称されている。
　本発明に有用なテキスタイルパターンを編成するため、多数のビーム又は案内バーを備
えた二重針バー縦編機が、横編シームレス管状構造を形成するために用いられる。各案内
バーのスレッディング又は縫い（threading）パターンが、表１に以下に示され、案内バ
ーについての各針の配置状態が、表２に以下に示されている。
〔表１〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表１
　　　　　　　　　　　　　案内バースレッディングの詳細
　　案内バー　　ｙ－スレッデッド（threaded）／ｎ－非スレッデッド設定値
　　　１　　　　　　ｙ　ｙ　ｙ　ｙ　ｙ　ｙ　ｙ　ｙ　ｙ　ｙ　ｎ　ｎ
　　　２　　　　　　ｎ　ｎ　ｎ　ｎ　ｎ　ｎ　ｎ　ｎ　ｎ　ｎ　ｙ　ｎ
　　　３　　　　　　ｙ　ｎ　ｎ　ｎ　ｎ　ｎ　ｎ　ｎ　ｎ　ｎ　ｎ　ｎ
　　　４　　　　　　ｎ　ｎ　ｎ　ｎ　ｎ　ｎ　ｎ　ｎ　ｎ　ｎ　ｎ　ｙ
　　　５　　　　　　ｙ　ｎ　ｎ　ｎ　ｎ　ｎ　ｎ　ｎ　ｎ　ｎ　ｎ　ｎ
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　　　６　　　　　　ｙ　ｙ　ｙ　ｙ　ｙ　ｙ　ｙ　ｙ　ｙ　ｙ　ｎ　ｎ
〔表２〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表２
　　　　　　　　　　　　　　　　　案内バー位置
    案内バー　　　　　　　　　　　　　位置
   　 １　     　   4-6/4-4/4-2/2-2/2-0/2-2/2-4/4-4/（繰り返し１回）
　　　２　　　　　　2-4/2-2/2-2/2-0/0-2/0-0/0-0/0-2/（繰り返し１回）
　　　３　　　　　　2-2/2-0/2-4/4-4/4-4/4-2/4-2/2-2/（繰り返し１回）
　　　４　　　　　　0-0/0-2/0-2/2-2/2-2/2-4/2-0/0-0/（繰り返し１回）
　　　５　　　　　　4-2/4-4/4-4/4-2/2-0/2-2/2-2/2-4/（繰り返し１回）
　　　６　　　　　　2-2/2-0/2-2/2-4/4-4/4-6/4-4/4-2/（繰り返し１回）
【００２１】
　本発明の編成テキスタイルグラフトは、望ましくは１４バー型二重針バーラッセル編機
を用いる縦編機（図示せず）で作られる。縦編向きの１センチメートル当たりの針の有用
な本数は、約７～約１４（１インチ当たり約１８～約３６針）である。１センチメートル
当たり約１１の針（インチ当たり約２８の針）が特に適している。テキスタイルグラフト
は通常、番手が３０～３００デニールのヤーンから作られる。望ましくは、ヤーン密度範
囲は、約３０～約８０デニールである。特に適したヤーン番手は、約４０デニールである
。さらに、ヤーンは、シングルプライ、ダブルプライ又はマルチプライである。本明細書
で用いる「マルチプライ」という用語は、３以上のプライを意味している。
　さらに、本発明の編成テキスタイルグラフトは、グラフトの柔順性（コンプライアンシ
ー）をもたらすよう１平方センチメートル当たり３５０以上のステッチ、例えば１平方セ
ンチメートル当たり約４００～約９００ステッチ（１平方インチ当たり約２，５００～約
６，０００ステッチ）を有している。望ましくは、本発明は、１平方センチメートル当た
り約５００～約７００ステッチ（１平方インチ当たり約３，２００～約４，５００ステッ
チ）を有している。さらに、本発明の編成テキスタイルグラフトは、グラフトの柔順性を
もたらすよう１センチメートル当たり約２０～約３０コース又はウェール（１インチ当た
り約５０～約８０コース又はウェール）を有している。望ましくは、本発明は、１センチ
メートル当たり約２２～約２７コース又はウェール（１インチ当たり約５７～約６７コー
ス又はウェール）を有する。
【００２２】
　本発明の一特徴では、編成テキスタイルグラフトは、２段アトラス運動方式の単一層の
ニット構造である。単一の層の構造になっているので、テキスタイル肉厚は、低プロフィ
ール編成テキスタイルグラフトを生じさせるよう最小限に抑えられている。テキスタイル
壁の厚さは、約０．３ミリメートル～約０．４ミリメートルである。望ましくは、テキス
タイルの壁厚は、約０．３３ミリメートル～約０．３６ミリメートルである。さらに、本
発明の編成テキスタイルグラフトの破裂強さは、約１０ｋｇ／ｃｍ2　～約１７キｋｇ／
ｃｍ2　（約１５０ｐｓｉ～約２４０ｐｓｉ）である。望ましくは、本発明の編成テキス
タイルグラフトの破裂強さは、約１２ｋｇ／ｃｍ2　～約１４ｋｇ／ｃｍ2　（約１７０ｐ
ｓｉ～約２００ｐｓｉ）である。編成テキスタイルグラフトの伸縮性は、１キログラムの
荷重で５０～２００％である。１キログラム荷重において約７５～１８０％の伸縮性を持
つ編成テキスタイルグラフトも又有用である。さらに、１キログラム荷重で約１００～約
１４０％の伸縮性を持つ編成テキスタイルグラフトも又有用である。
　典型的な縦編法では、裏側ヤーンを２つの内側ビームから送り、これらビームは各々、
複数の端部を保持したスプールである。外側ビームを内側ビームと関連して用いるのがよ
く、外側ビームは、表側ヤーンを送るのに用いられる。各外側ビームは、複数の端部を更
に有している。しかしながら、内側ビームを表側ヤーンを送るのに用い、外側ビームを裏
側ヤーンを送るのに用いてもよいことは注目されるべきである。何れのビームを用いるか
とは無関係に、捲縮嵩高フラットヤーンが一般に、表側ヤーンと裏側ヤーンの両方につい
て用いられる。本発明のテキスタイルグラフトを製造する際に用いられるビームの最小数
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は、２である。しかしながら、これよりも多くの数のビームが、特定の用途に有用である
ことが判明している。６つの案内ビーム又は案内バーが、本発明の実施に特に有用である
ことが判明した。
【００２３】
　任意形式のテキスタイル製品を本発明の編成テキスタイルグラフト用のヤーンとして用
いることができる。本発明の編成ファブリックプロテーゼを形成するのに特に有用なのは
、例えば合成ポリマーのような合成材料である。本発明に用いるのに適した合成ヤーンと
しては、ＰＥＴポリエステルを含むポリエステル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリ
ウレタン及びポリテトラフルオロエチレンが挙げられるが、これらには限定されない。ヤ
ーンは、モノフィラメント、マルチフィラメント、紡績タイル又はこれらの組合せのもの
であるのがよい。ヤーンは又、フラットヤーン、撚り糸又は捲縮嵩高糸であってもよく、
高度、低度又は中程度の収縮特性又はこれらの組合せを有しているのがよい。
　本発明のテキスタイルグラフトを形成するのに用いられるヤーンは、フラットヤーン、
撚り糸、捲縮嵩高糸又はこれらの組合せであってよい。さらに、ヤーンは、高度、低度又
は中程度の収縮特性又は互いに異なる収縮特性の組合せを有していてもよい。加うるに、
ヤーンタイプ及びヤーンデニールは、プロテーゼについて望ましい特定の性質、例えば多
孔度及び柔軟性に合致するよう選択されたものであるのがよい。ヤーンデニールは、ヤー
ンの線密度（グラム質量を９，０００メートルの長さで割った数）を示している。かくし
て、デニールの小さなヤーンは非常に細いヤーンに相当し、デニールの大きなヤーン、例
えば１，０００のヤーンは、太いヤーンに相当する。本発明で用いられるヤーンのデニー
ルは、約２０～約２００、好ましくは約３０～約１００である。好ましくは、ヤーンは、
ポリエステル、例えばポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、より好ましくは、ヤーン
は、１プライ、４０デニール、２７フィラメントのフラット及び捲縮嵩高ポリエステルで
ある。
【００２４】
　編成後、本発明のテキスタイルグラフトを温かい水、例えば約５０℃～約６０℃（約１
２０゜Ｆ～約１５０゜Ｆ）の塩基性溶液及び洗浄剤で洗浄し又は磨くが、このようにする
かどうかは任意である。次に、テキスタイルを濯ぎ洗いして残存している洗浄剤を除く。
　テキスタイルグラフトを任意的に磨いた後、グラフトを圧縮し又は収縮させてグラフト
の多孔度を部分的に減少させて制御する。編成材料の多孔度は、ウェソロフスキー（Weso
lowski）の尺度及びウェソロフスキーの手順で測定される。ウェソロフスキー試験では、
ファブリック試験片を平らな状態でクランプし、これに約１２０ｍｍＨｇの圧力を加える
。ファブリックの各１平方センチメートルを１分当たりに通る水のミリメートルの数を表
す読みが得られる。ゼロの読みは、水の絶対不浸透性を示し、約２０，０００の値は、ほ
ぼ自由な流体の流れを表している。
　テキスタイルグラフト１２の多孔度は、二重針バーラッセル（Raschel ）編機で編成し
た後ではウェソロフスキー尺度で約７，０００～約１５，０００の場合が多い。これより
も望ましい多孔度は、ウェソロフスキー尺度で約３０～約５，０００であり、テキスタイ
ルグラフトは、望ましい多孔度を得るのにウェール方向に圧縮され又は収縮される。有機
成分、例えばヘキサフルオロイソプロパノール又はトリクロロ酢酸及びハロゲン化脂肪族
炭化水素、例えば塩化メチレンの溶液が、テキスタイルグラフトを約１５℃～約１６０℃
の温度で最高３０分間溶液中に浸漬させることによりテキスタイルグラフトを圧縮するの
に用いられる。他の圧縮溶液、例えば、米国特許第３，８５３，４６２号明細書及び第３
，９８６，８２８号明細書に開示されているような圧縮溶液を適当に用いるのがよく、こ
れら米国特許明細書の開示内容全体を本明細書の一部を形成するものとしてここに引用す
る。
【００２５】
　上述したように、好ましくは、本発明の管状変性グラフトは、ヒートセットプロセス中
、縮むことができるポリエステルで構成されている。例えば、かかるグラフトは代表的に
は、管状形態にフラット編み（横編み）されるフラット編みプロセスの性質に起因して、
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管状グラフトは一般に、編成後は形状はフラットである。しかしながら、かかるグラフト
は、収縮性ポリエステルヤーンで構成されている場合、マンドレル上でヒートセットして
全体として円の形を形成することができる。
　かかるヒートセットプロセスは、まず最初にグラフトをヒートセット又はこれに類似し
たプロセス中に収縮することができる材料からシームレス管状形態に編成することによっ
て達成される。グラフトを、マンドレル上に配置される前にあらかじめ収縮させてもよい
。予備収縮は、織りグラフトに適度な温度、例えば９０℃～約２０５℃（約１９０゜Ｆ～
約４００゜Ｆ）の温度を与えることによって達成できる。通常、グラフトは、予備収縮可
能な媒体中に配置される。かかる媒体としては、温水、化学的流体、例えば塩化メチレン
又はガス、例えば空気又は二酸化炭素が挙げられるが、これらには限定されない。しかし
ながら、本発明のグラフトは、ヤーンのかかる予備収縮を行わないで適当に作ることがで
きる。
【００２６】
　グラフトを編成し又は編成と予備収縮を交互に行った後、グラフトをマンドレル上に配
置し、グラフトのヤーンがマンドレルの形状及び直径に合わせてヒートセットするように
することができる温度及び時間をかけてオーブン内で加熱する。好ましくは、ポリエステ
ルヤーンが用いられ、ヒートセットは、この材料について適した時間温度で達成される。
例えば、ヒートセットを、約１時間未満の期間にわたり約９０℃～約２２５℃（約１９０
゜Ｆ～約４３７゜Ｆ）で達成するのがよい。約１３０℃～約２２０℃（約２６０゜Ｆ～約
４２８゜Ｆ）の範囲の温度も有用である。望ましくは、約１５０℃～約２１５℃（約３０
０゜Ｆ～約４１９゜Ｆ）の温度も又有用である。望ましくは、約５分～約３０分の期間が
有用である。より望ましくは、約１０分～約２０分の期間が有用である。当該技術分野で
知られている他のヒートセット法を用いてもよい。かかるヒートセットプロセス後、グラ
フトを全体として円形の内側ルーメンを有する植込みに望ましい形状に形成するのがよい
。
　本発明の別の特徴では、ステント－グラフト１０は、図１４に示すように非テキスタイ
ル層１３を更に有している。非テキスタイル層は、テキスタイルグラフト１２とステント
１４との間に周方向に設けられ、これらの間に固定可能に取り付けられている。特に有用
な非テキスタイル材料の一形式は、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）である。Ｐ
ＴＦＥは、優れた生体適合性及び低血栓形成性を示し、これにより、血管の補修又は置換
の際の血管グラフト材料として特に有用である。望ましくは、非テキスタイル層は、発泡
ポリテトラフルオロエチレン（ｅＰＴＦＥ）から作られた管状構造である。ｅＰＴＦＥ材
料は、互いに間隔を置いた状態で細長いフィブリルによって互いに連結されたノードによ
って構成される繊維状態を有している。フィブリルによって橋渡しされたノード表面相互
間の空間は、ノード間距離として定義される。「発泡」という用語がＰＴＦＥを説明する
ために用いられる場合、これはノード間距離及び同時多孔度を増大させる技術に従って延
伸されたＰＴＦＥを説明するものである。延伸は、一軸、二軸又は多軸であってよい。ノ
ードは、発泡方向において延伸状態のフィブリルによって互いに間隔を置いて位置してい
る。
【００２７】
　望ましくは、ｅＰＴＦＥ材料は、線寸法を基準として最高６００％の軸方向伸長性及び
半径方向拡張性が高められた物理的に改造されたｅＰＴＦＥ管状構造である。物理的に改
造されたｅＰＴＦＥ管状構造を細長くし又は拡張させることができ、次に、これらの中に
弾性力が存在しなければその元の状態に戻ることができる。かかる物理的に改造されたｅ
ＰＴＦＥ管状構造は、ステント－グラフト１０のワイヤステント２２と関連して用いられ
ると有利である。
　図１６は、従来通り長手方向に拡張されたｅＰＴＦＥ管状構造の顕微鏡写真である。管
は、方向を示す矢印１０２で示された長手方向に延伸され、後に、方向を示す矢印１０４
によって示される周方向で周方向に差し向けられたノードが後に残されている。フィブリ
ル１０６は、方向を示す矢印２で示された長手方向に一様に配向されているものとして示
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されている。ノード１０８が図示されていて、周方向１０４に一様に配向されている。
　図１７は、周方向に配向されたノード及び長手方向に横断するフィブリルを備えた物理
的に改造されたｅＰＴＦＥ管状構造の顕微鏡写真図である。ノード１１０は、第１の端部
１１２及び第２の端部１１４が取り付けられた１組のフィブリルを備えた状態で顕微鏡写
真図に示されている。第１の端部１１２及び第２の端部１１４を有するフィブリルが、ヒ
ンジ動作可能に回転した位置で示されていて、したがって、フィブリルは、図１３の実質
的に長手方向に配向した互いに平行なフィブリル構造と比較して、方向を示す矢印１０２
によって示された方向には実質的に長手方向には配向されていないようになっている。本
明細書で用いる「ヒンジ留め状態で回転した」という用語及びその派生語は、あらかじめ
一様に差し向けられた線分又はセグメントが、固定状態のままである各セグメントの他端
部に対して各線セグメントの一端部（即ち、他端部が回転する中心となる「ヒンジ」）の
位置の変化により再配向されることを意味する。再配向は、線セグメントの寸法の実質的
な変化を生じさせないで起こる。物理的に改造されたｅＰＴＦＥ及びその製造方法に関す
る詳細は、本願と同日に出願された共通譲受人の出願（発明の名称：ePTFE Graft With A
xial Elongation Properties）（代理人事件番号４９８－２５６）に見ることができ、か
かる出願明細書の記載内容を本明細書の一部を形成するものとしてここに引用する。
【００２８】
　図１５は、本発明の別の特徴である植込み可能な医用ファブリック４０の部分斜視図で
ある。医用ファブリック４０は、上述したようなアトラス及び改造アトラスパターンを有
する縦編テキスタイルファブリックである。医用ファブリック４０は、上述のテキスタイ
ルグラフト１２の特徴、例えば、高度の伸縮性を有している。本発明の医用ファブリック
４０は、管腔内用途、例えばヘルニア再建に有用である。
　本発明の内容は、以下の非限定的な実験例を参照すると更に理解できよう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　実験例
　　　　　実験例１：２段アトラス運動方式の単一層ニット管状グラフト
　以下の仕様は、本発明の単一編成プロテーゼを製作するために用いられている。
ヤーンタイプ：捲縮嵩高ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ），４０デニール，２７フ
ィラメント
案内バーの数：６
案内バースレッディングの詳細：（ｙ－スレッデッド／ｎ－非スレデッド）
　　案内バー第１番：ｙ／ｙ／ｙ／ｙ／ｙ／ｙ／ｙ／ｙ／ｙ／ｙ／ｎ／ｎ
　　案内バー第２番：ｎ／ｎ／ｎ／ｎ／ｎ／ｎ／ｎ／ｎ／ｎ／ｎ／ｙ／ｎ
　　案内バー第３番：ｙ／ｎ／ｎ／ｎ／ｎ／ｎ／ｎ／ｎ／ｎ／ｎ／ｎ／ｎ
　　案内バー第４番：ｎ／ｎ／ｎ／ｎ／ｎ／ｎ／ｎ／ｎ／ｎ／ｎ／ｎ／ｙ
　　案内バー第５番：ｙ／ｎ／ｎ／ｎ／ｎ／ｎ／ｎ／ｎ／ｎ／ｎ／ｎ／ｎ
　　案内バー第６番：ｙ／ｙ／ｙ／ｙ／ｙ／ｙ／ｙ／ｙ／ｙ／ｙ／ｎ／ｎ
案内バーの位置の詳細：
    案内バー第１番：4-6/4-4/4-2/2-2/2-0/2-2/2-4/4-4/（繰り返し１回）
　　案内バー第２番：2-4/2-2/2-2/2-0/0-2/0-0/0-0/0-2/（繰り返し１回）
　　案内バー第３番：2-2/2-0/2-4/4-4/4-4/4-2/4-2/2-2/（繰り返し１回）
　　案内バー第４番：0-0/0-2/0-2/2-2/2-2/2-4/2-0/0-0/（繰り返し１回）
　　案内バー第５番：4-2/4-4/4-4/4-2/2-0/2-2/2-2/2-4/（繰り返し１回）
　　案内バー第６番：2-2/2-0/2-2/2-4/4-4/4-6/4-4/4-2/（繰り返し１回）
グラフトの加工：
　テキスタイルグラフトの編成に続き、材料を温水（例えば、約６５℃又は約１５０゜Ｆ
）と洗浄剤の塩基性溶液で洗浄する。次に、これを濯ぎ洗いして、洗浄剤を除去する。次
に、グラフトを高温で、例えば約１７０℃又は約２２４゜Ｆで短い期間にわたり、例えば
３分間塩化メチレンで圧縮する。
　次に、プロテーゼをステンレス鋼マンドレル上でヒートセットして最終の所望の内径を
達成する。代表的には、マンドレルの外径は、部分的に高伸縮性及び低拡張性をテキスタ



(16) JP 4335673 B2 2009.9.30

10

20

イルグラフトに与えるよう代表的には２０～４０％大き目になっている。ヒートセットは
、約１０分間かけて約２１２℃（約４１４゜Ｆ）で対流式オーブン内で行うことができる
。
  本発明の例示の実施形態を添付の図面を参照して説明したが、本発明は、これら実施形
態そのものには限定されず、当業者であれば本発明の範囲又は精神から逸脱することなく
種々の他の変更例及び改造例を想到できる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】共に長手方向に伸縮できるステントとグラフトを有する本発明の体内プロテーゼ
の部分切除斜視図である。
【図２】図１のステント－グラフトの２－２線矢視断面図である。
【図３】長手方向に拡張した長さを有する図２のステント－グラフトを示す図である。
【図４】本発明の拡張状態にあるワイヤステントを示す図である。
【図５】非拡張状態にある図５のワイヤステントを示す図である。
【図６】本発明の休止状態にあるスロット付きステントを示す図である。
【図７】拡張状態にある図６のスロット付きステントを示す図である。
【図８】単一の巻きワイヤで形成された螺旋コイルの斜視図である。
【図９】細長いあらかじめ螺旋状にコイル巻きされた形態を有するステントの斜視図であ
る。
【図１０】半径方向拡張状態にある図９のステントの斜視図である。
【図１１】図１のグラフトのテキスタイル部分の１１－１１線矢視図である。
【図１２】図８のテキスタイル部分についてのヤーンパターンを示す図である。
【図１３】図８のテキスタイル部分についてのヤーンパターンを示す図である。
【図１４】ｅＰＴＦＥの層を更に有する本発明の断面図である。
【図１５】本発明の編成医用ファブリック（医用編物）の部分斜視図である。
【図１６】長手方向に拡張したｅＰＴＦＥ構造を示す顕微鏡写真図である。
【図１７】図１６のｅＰＴＦＥ構造と比較して伸長性が高められた物理的に改造されたｅ
ＰＴＦＥ構造の顕微鏡写真図である。
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