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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送達ルーメンを含むカテーテル；および
　繊維芽細胞促進剤を内包するミクロ粒子、コラーゲンの沈着を誘導することができる表
面を有するミクロ粒子および心室においてコラーゲンを架橋することができるミクロ粒子
から選択されるミクロ粒子の形態にある構造的補強剤；
を含むキットであって、
　前記構造的補強剤は、心室内においてマトリックス生成物を形成できる前記キット。
【請求項２】
　カテーテルが少なくとも二つの送達ルーメンを含み；
　構造的補強剤が第一の材料を含み、キットが前記第一の材料と異なる第二の材料を含む
、請求項１に記載のキットであって、
　前記第一の材料および前記第二の材料が最終生成物の成分であり、前記最終生成物を心
室内で形成できる、前記キット。
【請求項３】
　繊維芽細胞促進剤を内包するミクロ粒子、コラーゲンの沈着を誘導することができる表
面を有するミクロ粒子および心室においてコラーゲンを架橋することができるミクロ粒子
から選択されるミクロ粒子の形態にあるポリマー剤を含有する第一の生体適合性成分；お
よび
　過フッ化部分を含有する第二の生体適合性成分；
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を含む組成物であって、
　前記第一の成分と前記第二の成分が一緒になって、心室内でマトリックス生成物を形成
できる前記組成物。
【請求項４】
　送達ルーメンを含むカテーテル；
　前記送達ルーメンから送達される薬剤；
　繊維芽細胞促進剤を内包するミクロ粒子、コラーゲンの沈着を誘導することができる表
面を有するミクロ粒子および心室においてコラーゲンを架橋することができるミクロ粒子
から選択されるミクロ粒子の形態にあるポリマー形成剤を含む第一の生体適合性成分；お
よび
　過フッ化部分を含有する第二の生体適合性成分と
を含むキットであって、
　前記第一の成分および前記第二の成分が一緒になって、心室内においてマトリックス生
成物を形成できる、前記キット。
【請求項５】
　構造的補強剤が、少なくとも一つの繊維芽細胞促進剤を内包するミクロ粒子を含む、請
求項１に記載のキット。
【請求項６】
　繊維芽細胞促進剤を含む生分解性ミクロ粒子；
　生体適合性の官能性アクリレート；および
　還元されたチオール含有化合物；
を含む組成物であって、
　患者の心室において生分解性マトリックスを形成できる、前記組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　心筋梗塞、更に特定すれば、一つの態様では心腔（heart chamber）の梗塞領域の壁の
補強および／または心腔の梗塞領域の壁が薄くなること(薄化)の阻止に関する。
【背景技術】
【０００２】
　虚血性心疾患は、典型的には、心筋血流と心筋の代謝要求との間の不均衡から生じる。
増大する冠動脈閉塞を伴った進行性アテローム硬化症は、冠動脈血流の減少を導く。低灌
流、血管痙攣または血栓症を導く循環系の変化のような追加の事象によって、血流は更に
減少する可能性がある。
　心筋梗塞は、全死亡例の約２０％を占めている。それは成人における突然死の主要な原
因である。
　心筋梗塞（ＭＩ）は、屡々、酸素および他の栄養成分の突然の供給不足から生じる心疾
患の一つの形態である。血液供給の不足は、心臓の筋肉の特定部分に栄養分を与える冠動
脈の閉鎖の結果である。この現象の原因は、一般には動脈硬化、すなわち冠動脈血管にお
ける「動脈の硬化」によって生じる。
　以前、ＭＩは例えば９５％から１００％への閉塞の緩徐な進行から引き起こされると信
じられていたが、ＭＩはもっと小さい閉塞の結果である可能性もあり、この場合、例えば
動脈内での血液凝固を生じるコレステロールプラークの破裂が存在する。従って、血流が
阻止されて、下流の細胞の損傷が生じる。この損傷は、たとえ残りの筋肉が充分な量の血
液をポンピングするのには充分に丈夫であっても、不規則な律動を生じる可能性があり、
これは致死的であり得る。この心臓組織への障害の結果として、当然ながら瘢痕組織が生
じ易い。
　ＡＣＥ阻害剤およびβブロッカーのような、ＭＩを治療するための比較的有効な全身性
薬物が存在するが、広範囲のＭＩを経験した人々の大部分が、最終的には心不全を発症す
る。心不全への進行において重要な構成要素は、左心室における不均一なストレスおよび
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歪み分布を生じる機械的な力に起因する心臓のリモデリングである。ＭＩが生じると、心
臓のリモデリングが開始する。リモデリング事象の主な構成要素としては、心筋細胞の死
、浮腫および炎症、続く繊維芽細胞浸潤およびコラーゲン沈着、最終的には瘢痕形成が含
まれる。瘢痕の主成分はコラーゲンである。成人の成熟心筋細胞は再生されないので、梗
塞領域は顕著な薄化を受ける。心筋細胞の喪失は、壁の薄化および心腔拡張の主要な病理
学的要因であり、それらは最終的には心筋症の進行を導く可能性がある。心筋細胞の細胞
死が、可能性として且つ実際に生じる。他の領域においては、離れた領域に肥大（肥厚）
が生じて、左心室の全体的な拡大をもたらす。これは、リモデリングカスケードの最終結
果である。心臓におけるこれらの変化は、患者のライフスタイル、並びに歩行および運動
の能力に変化を生じさせる。これらの変化はまた、血圧の上昇ならびに収縮および拡張の
性能の悪化をもたらす生理学的変化と相関している。
【０００３】
　図１Ａ～図１Ｃは、動脈の縦方向横断面図を描くことによって血流を図示している。図
１Ａは、正常な、閉塞していない動脈を図示している。図１Ｂは、引裂きまたは攣縮に起
因する動脈の損傷を示している。この図は、内壁に対する小さい損傷を示している。図１
Ｃは、プラークの集積を有する動脈を図示しており、アテローム硬化塊の上の遮断された
血液細胞によって示されるように、これは血流を低下させる。脂肪およびコレステロール
が損傷部位に蓄積する。この塊は、ＥＣＧ、ＳＰＥＣＴ、ＭＲＩ、血管造影図等の現在利
用可能な方法によって検出することができる。
　図２Ａ～図２Ｂは、ひとたびプラークの集積が梗塞を引き起こした場合の心臓損傷の進
行を図示している。この疾患の最も一般的な病因は閉塞性の冠動脈内血栓であり、この場
合、血栓が、潰瘍化した狭窄性プラークを覆っている。これは、約９０％の壁内急性心筋
梗塞を引き起こす。その他可能性があるＭＩの引き金は、冠動脈アテローム硬化症を伴う
かまたは伴わない血管攣縮であり、血小板凝集と関連する可能性もある。別の可能性のあ
る引き金は、左側壁在血栓症由来の塞栓形成、増殖性心内膜炎、または卵円孔開存（pate
nt foramen ovale）による心臓右側由来の奇異性塞栓症である。図２Ａは、指摘した原因
の何れかにより、遮断および制限された血流が生じ得る部位を図示している。図２Ｂは、
血液によって心臓の左心室下方領域に運ばれる酸素および栄養素の流れが不足した結果で
あり得る、左心室への広範な損傷を示している。この領域は、リモデリングを受け易く、
最終的には瘢痕が形成し、また機能しない領域（収縮しない領域）が存在することになる
であろう。
【０００４】
　顕著なアテローム硬化性集積は、動脈内腔を減少させ、血流を低下させる可能性がある
。この集積物は破裂して、動脈の全体的または部分的な閉塞を生じ得る。完全な冠動脈閉
塞は、急性ＭＩをもたらすであろう。こうして、Ｔ細胞、血小板、フィブリンならびに他
の複数の因子および細胞は、血流を介しての前進を妨害され、その結果は、上記で見てき
たような不充分な血管による供給である。これは心筋細胞の死を導く。コラーゲン沈着の
形態の繊維症に加えて、心筋細胞の死は、左心室の障害をもたらし、残る心筋細胞に過剰
な負担をかけ得る。この過程は、残る心筋細胞の肥厚（拡大）を生じる補償作用によって
、更に複雑化される。このような補償作用は、左心室を拡大させる可能性があり、またこ
ういったサイクルが継続すれば、最終的な心不全を生じる可能性がある。
　ＭＩ後の梗塞した心臓組織の形態学的外観は変動し得る。壁内梗塞は、心内膜から心外
膜までの左心室の壁の厚さ全体を巻き添えにする。壁内梗塞は、前方の自由壁および後方
の自由壁へ広がる場合もある。この損傷は、右心室壁への広がりを含む場合もある。心内
膜下梗塞は複数の病巣領域を有する場合もあり、また壊死領域が左心室壁の内部１／３～
１／２にとどまっている場合もある。心内膜下梗塞における漸進的変化は、壁内ＭＩの場
合と同様には展開しない。
　ＭＩ後の形態的変化は、ゆっくり時間をかけて生じる。約７週間に亘って生じる全体の
形態学的変化は、損傷領域を中心として、蒼白な心筋が幾らか充血し、次いで黄色化が始
まる。約１５日目には、この領域は殆ど黄色であり、柔らかい血管縁(vascular margin)
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を有する。この領域は、最終的には繊維症から白に戻る。微視的レベルでは、初期の検査
によって、波状の心筋繊維が現れる。横紋の喪失と共に凝固および壊死が生じ、続いて収
縮帯、浮腫、出血、および好中球浸潤が生じる。２４～７２時間以内には、核および横紋
が全て喪失し、重度の好中球浸潤が生じる。次いで、マクロファージおよび単核球の浸潤
が開始され、血管結合組織の応答をもたらす。この血管結合組織の応答が起きると、次に
組織の顕著な肉芽形成が続く。このようにして最終的には繊維症がもたらされ、ＭＩ後の
約７週間で瘢痕が形成される。
【０００５】
　図３Ａ～図３Ｂは、ＭＩをもたらし得る血管の閉塞を図示している。図３Ａは、閉塞し
ていない内腔(３０１)を有する正常な冠動脈の横断面を図示している。この正常な動脈壁
(３０２)は、内膜層(３０３)、中膜層(３０４)および外膜層(３０５)でできている。動脈
内腔において、内膜は血液の流れに直接接触している。この領域は、大部分が内皮細胞で
できている。中膜層は、大部分が平滑筋細胞および細胞外基質タンパク質である。最後に
、外膜層は、主にコラーゲン、神経、血管およびリンパ管でできている。図３Ｂは、アテ
ローム硬化症の冠動脈を示している。この例において、当該動脈は約５０％閉塞されてい
る（動脈内腔の５０％だけが閉塞していない）。このように、閉塞された動脈は、ＭＩ患
者の心室で観察される損傷をもたらすだろう。
　ＭＩが起った後には、組織の三つの層を識別することができる。梗塞領域は、（１）顕
著な壊死／アポトーシス組織の領域と、（２）広範に集中するアポトーシス組織および壊
死組織ならびに生存組織とからなる境界ゾーンと、（３）主に生存組織からなる冒されて
いない領域とを有している。境界ゾーンにおいて、細胞は、ＭＩからの損傷のために、酸
素が欠乏した状態で存在する。
　図３Ｃ～図３Ｊは、心室のＭＩ後リモデリングの詳細を図示している。ＭＩ後の心不全
の進行は、梗塞後の心臓のリモデリングの結果である。このリモデリング過程は心臓の梗
塞領域を伸展させ、薄くさせて、左心室直径を増大させる。心臓がリモデリングを継続す
るにつれて、心臓に対するストレスは増大する。図３Ｃは、細胞レベルでの、正常な心筋
を図示している。図３Ｃは、健康な心筋細胞集団の横紋(３０６)および中心核(３０７)を
示している。
【０００６】
　図３Ｄ～図３Ｊは、ＭＩ後の心室リモデリングの進行を描いている。図３Ｄは、初期の
急性ＭＩを図示している。ここには、参照番号３０８で示されている顕著なピンクの収縮
バンドが存在する。図３Ｅは、横紋および幾つかの収縮バンドの喪失の増大を図示してい
る。この図の核は、核溶解を受けている（細胞核の断片化を含む細胞死の段階）。核は、
損傷したクロマチンの小さな暗色の玉(３０９)に分解される。加えて、損傷を受けた心筋
領域に、好中球が浸潤している。図３Ｆは、急性ＭＩを図示している。核の喪失および横
紋の喪失が明らかである。梗塞境界上には広範な出血(３１０)が存在する。図３Ｇは、顕
著な壊死および出血(３１０)、並びに好中球浸潤(３１１)を図示している。その後、充血
性の境界に囲まれている壊死および浸潤を伴う損傷領域内に、黄色がかった中心が形成さ
れている。ＭＩの３～５日後に、壊死および浸潤は広範になる。この時点では、破裂の可
能性がある。図３Ｈは、組織における鉄の長期保存物(貯蔵形態)であるヘモシデリン(３
１２)で満たされている毛細血管、繊維芽細胞およびマクロファージと共に、ＭＩの約１
週間後を図示している。２～３週間では、肉芽形成が最も顕著に観察される特徴である。
図３Ｉは、２週間後に見られる広範なコラーゲン沈着(３１３)を図示している。コラーゲ
ンの瘢痕が、遠く離れた心筋梗塞領域の心内膜下の位置に生じる。図３Ｊは、ＭＩ後の数
週間の治癒後の心筋細胞(３１４)を図示している。これらの心筋細胞は、肥大しており、
大きな暗色の核(３１５)および間質性繊維症(３１６)を有する。これらの拡大した細胞が
、左心室の拡大に寄与する。
　ＭＩの合併症は、左心室壁において隆起の様に見える動脈瘤である。この動脈瘤は、収
縮不能な機能的でない組織からできている。従って、心臓の拍出および１回拍出量は低下
する。更に、この塊の一部は、剥がれ落ちて全身循環を閉塞する壁性血栓を形成する可能
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性がある。
【発明の開示】
【０００７】
［概要］
　心室の心筋梗塞を治療するための組成物および方法について説明する。一つの態様では
、心室壁を補強することができ且つ当該領域を安定化するために天然の細胞集団を補充す
る薬剤を放出できる組成物について説明する。もう一つの態様では、心室のコンプライア
ンスを増大させる方法について説明する。治療剤は、送達デバイスを介して梗塞領域へ進
められる。幾つかの態様において、１又は２以上の治療剤を正確に送達する送達デバイス
について説明する。幾つかの態様において、該治療剤は、複数の小容積を介して当該領域
へと送達される。これらの送達方法は、心室壁の画像化を使用して、梗塞ゾーンの部位へ
ゲル形成剤のような治療剤の沈着を導いてもよい。他の態様において、治療剤は血管新生
を誘導してもよい。
　もう一つの態様において、ある方法は、繊維芽細胞の維持および／または梗塞ゾーンへ
の補充を含む。他の態様において、ある方法は、梗塞ゾーンにおけるＭＩ後初期の繊維芽
細胞の補充およびその後の維持を含む。成長因子および繊維芽細胞促進剤のような治療剤
は、梗塞ゾーンへと送達されて、周囲の繊維芽細胞を当該エリアへと補充する。これらの
治療剤は、該治療剤を内包するミクロ粒子によって、または該治療剤の直接送達によって
、梗塞領域へ送達されてもよい。新たな繊維芽細胞を当該領域へと補充することに加えて
、梗塞領域に浸潤している天然に存在する繊維芽細胞を刺激して、増殖させてもよい。他
の態様においては、トランスフォーミング成長因子β１のような成長因子を梗塞領域に送
達することによって、これらの繊維芽細胞が、非収縮性細胞から筋肉細胞への変換を助長
されてもよい。当該梗塞ゾーンにおける該繊維芽細胞の維持は、当該領域を補強すること
および心室壁の薄化の過程を阻止することに適する。
　心室壁における梗塞領域の薄化防止に向けられた他の態様も本発明に含まれる。梗塞領
域に存在するコラーゲンを架橋できる治療剤について説明する。架橋されたコラーゲンは
、梗塞領域において構造的に補強する壁を形成して、梗塞ゾーンを嵩高くし、薄化の効果
を低減するであろう。
　もう一つの態様において、一つの方法は、梗塞ゾーンの多成分療法を含んでいる。ある
多成分療法は、繊維芽細胞の付着を容易にするため且つ成長因子および他の治療剤を送達
するための、足場の形成を含んでいる。加えて、該足場を形成するミクロ粒子による血管
新生因子の持続的な放出によって、新たな毛細血管の内部伸長(in-growth)が促進される
。そのような治療剤は、２ケ月以下のあいだ放出されてもよい。この技術は、生存可能な
組織の再生に最大の恩恵を提供するであろう。
【０００８】
　もう一つの態様において、別な梗塞ゾーンの多成分治療は、細胞増殖を容易にし且つＭ
Ｉ後のリモデリング事象を阻止するマトリックスを提供する足場系を導入する。加えて、
当該治療には、当該組織の再酸素添加を増強する過フッ化化合物が含まれる。
　もう一つの態様において、梗塞領域に迅速に浸透する血液は、凝固させられてもよい。
例えばフィブリン糊のような種々の薬剤による血液の凝固は、塊を生じるであろう。この
凝固もまた、壁の補強と薄化過程の防止とを提供するであろう。この凝固による薄化過程
の介入は、ＭＩ後４時間以内に起こされなければならないが、梗塞ゾーンの初期の構造的
補強を提供するであろう。
　もう一つの態様では、心室内の部位に溶液が送達される。該溶液は、当該領域の補強の
ために、ある領域において沈殿し得る薬剤を含んでいる。別の溶液は１又は２以上の薬剤
を含み、その薬剤は心室内のある領域に送達されて当該領域に残留するが、一方、その支
持溶液は周囲の組織の中に分散する。
　一つの態様において、提案される治療は、梗塞の後、如何なるときに行ってもよい。も
う一つの態様において、提案される治療は、ＭＩ事象後数週間以内に（または、心筋細胞
の置換に先立って）行ってもよい。もう一つの態様において、提案される治療はＭＩ事象
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後２週間以内に生じてよい。
　更なる態様においては、キットが開示される。このようなキットの一例は、治療域に導
入されるとゲルを形成する特性を有する、注射組成物を含むキットである。このゲルは、
１または２以上の環境的変化に起因して形成されてもよく、あるいは１または２以上の内
部成分に対する応答に起因して形成されてもよい。
【０００９】
［定義］
　「容器」－カートン、カン、バイアル、チューブ、ボトル、またはジャーなど、その中
で物質が保存または担持される、容器(貯蔵所)。
　「心筋細胞様の」－心筋細胞に変換され得る細胞、または心筋細胞の様に機能できる細
胞若しくは構成成分。
　「ポリマー形成性」－単独または組合せてゼラチン様材料を形成できる、いずれかの薬
剤または薬剤類。
　「送達デバイス」－溶液、粉末、濃縮物、単一の試薬および／または複数の試薬を堆積
させ得る、装置またはシステム。
　「繊維芽細胞促進(pro-fibroblastic)」剤－繊維芽細胞の維持、繊維芽細胞の増殖の誘
導、および／または繊維芽細胞の補充を行うことのできる１又は２以上の化合物。
　「コンプライアンス」－血管または心腔が、圧力の変化に応答してその容積を変化させ
る能力は、重要な生理学的意味を有する。物理的に言えば、容積の変化（ΔＶ）と圧力の
変化（ΔＰ）との間の関係がコンプライアンス（Ｃ）と称され、このときＣはΔＶ／ΔＰ
（Ｃ＝ΔＶ／ΔＰ）である。従って、コンプライアンスは、与えられた圧力の変化が容積
の変化を生じる容易さに関係する。生物組織において、ΔＶとΔＰとの間の関係は直線的
ではない。コンプライアンスは、容積および圧力を関連付ける直線の傾斜であり、これは
高い容積および圧力では減少する。これを考察するための別のやり方は、心腔または血管
壁の「剛性」が、高い容積および圧力では増大するということである。コンプライアンス
の変化は、心腔および血管における重要な生理学的作用を有する。
【００１０】
［発明の詳細な説明］
　種々の態様を完全に詳細に述べるために、以下の節では幾つかの態様、例えばプロセス
、組成物、装置および方法が説明される。しかし、当業者であれば、種々の態様の実施は
、ここに概説する具体的な詳細の全部（または幾つかですら）を用いる必要がないことを
明らかに理解するであろう。時には、種々の態様を不必要に覆い隠すことを防止するため
に、周知の方法または成分は、ここでの説明に挙げられていない。
　心筋梗塞（ＭＩ）後に、心室を治療するための方法および組成物が開示される。一つの
態様において、梗塞領域または梗塞損傷を有する心室のエリアは、単独でまたは他の療法
と組合せて治療され得る。そのような治療の一つの利益は、対象範囲外の健康な心臓組織
に対して僅かしか、または全く影響しないで、損傷領域を標的化し得ることである。加え
て、そのような治療の別の利益は、当該治療が、正常なリモデリングおよび瘢痕形成手続
に起因する損傷領域の機能喪失を防止して、梗塞領域を回復させ得ることである。もう一
つの利益は、当該治療が心室のコンプライアンスを増大させ得ることである。更にもう一
つの利益は、梗塞ゾーンにおける心室壁の薄化の低減である。次の記載では、心室の梗塞
領域の構造的補強について説明する。大部分の心筋梗塞は左心室において起きるので、大
部分の説明が左心室修復に向けられるであろう。しかし、右心室の治療も同様な様式で達
成し得ることが理解できる。
　梗塞領域のリモデリングが、瘢痕形成および心室壁の最終的な薄化の前に改変され得る
ならば、機能的組織は救われ得る。瘢痕形成の阻害および生存細胞の誘導再生は、薄化お
よび肥大した心筋細胞の代りに、壁強度の増加およびコラーゲン沈着の減少をもたらす。
更に、壁薄化の可能性を低減することおよび繊維芽細胞のような構造成分の流入を強化す
ることは、現在のＭＩの治療、即ち、疾患ではなく症状を治療するために全身性薬物に継
続的に露出することよりも、有益且つ好ましいであろう。もう一つの利点は、本明細書中
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の治療法の何れかは、心室のコンプライアンスの増大をもたらし得ることである。従って
、本発明の治療法の何れか一つ以上の組合せは、梗塞領域の治癒と更なる合併症の予防と
の可能性を提供することができる。
【００１１】
　他の態様においては、キット（例えば、予め製造されたパッケージ）が開示される。適
切なキットは、少なくとも一つの薬剤と、該薬剤を収容するルーメン(lumen)とを含む。
該薬剤は、梗塞領域の弾性係数（引張り強度、「剛性」）を増大し、心室のコンプライア
ンスを増大し、および／またはリモデリングにより引き起こされる薄化を防止または低減
する特性を有する。当該キットは、一例として、説明される方法に適している。
　〔心臓のマッピング〕
　本明細書に記載する方法のそれぞれでは、いずれか組込まれる方法の適用について、心
臓の特定のエリアを標的とし得ることが理解され、従って、梗塞領域を標的化するのに使
用できる先に説明した技術が存在することが理解される。梗塞ゾーンのような特定の領域
を標的化する一例では、心臓のマッピングとして知られる技術（米国特許第６,４４７,５
０４号明細書）を使用する。データは、心臓の中に進められる１又は２以上のカテーテル
を使用することによって得られる。これらのカテーテルは、通常は、それらの遠位先端(d
istal tip)に電気的な位置センサを有している。カテーテルの幾つかは、三次元構造上に
複数の電極を有しており、他のカテーテルは表面エリアに上に分布した複数の電極を有し
ている。後者のカテーテルの一例は、互いに間隔を空けて平面内に置かれている、先端(d
istal end)部分の一連の外周上に分布したセンサ電極であってもよい。これらの技術は、
心臓組織の電位、電気化学的マッピング、超音波マッピングを使用して幾つかの状況にあ
る心臓の状態を特徴付けて、心臓の生存領域および非生存領域、例えば左心室および梗塞
ゾーンを位置付けるための方法を提供する。加えて、超音波を使用すれば、超音波信号を
分析してチャンネルの深さを決定することにより、例えば心臓組織の特徴を検知するよう
なプローブの近傍での心臓組織の厚さを決定できる。生存可能性マッピングとして知られ
ている別の方法（例えばＳＰＥＣＴ、ＭＲＩ、ＰＥＴ）を使用してもよい。生存可能性マ
ッピングは、虚血ではあるが未だ生存している心臓のエリア、並びに、梗塞により生存可
能性を喪失してしまったエリアを特定するために使用することができる。これらのマップ
は、心臓組織を通る活性化信号の流れを示す電気生理学的データに基づいている。加えて
、データは、生物医学的および／または機械的データ、例えば、心臓周期の心収縮段階と
心拡張段階との間での心臓壁の厚さの変動であってもよい。また、マッピングにより心臓
を分析するのに使用されるデータは、梗塞領域をより正確に位置付けて標的化するために
、電気生理学的データおよび生物医学的データの組合せであってもよい。生存可能性マッ
ピング装置がない場合、無活動領域または活動不足領域の位置を特定し得るＬＶ血管造影
法またはエコー法によって梗塞の位置を評価できることは理解されよう。
【００１２】
　〔送達システム〕
　本発明の態様の何れか一つまたは複数の成分を梗塞領域エリアに送達するために、何れ
か１または２以上のカテーテルを使用してもよい。薬剤を心臓内の損傷領域、例えば梗塞
領域に正確に送達するために、幾つかのカテーテルが設計されている。これらカテーテル
の幾つかは既に記載されている（米国特許第6,102,926号、同第6,120,520号、同第6,251,
104号、同第6,309,370号、同第6432,119号、同第6,485,481号）。これらの送達デバイス
は、心臓内で位置決めするためのセンサと、所望の薬剤および量を位置センサの部位で投
与する送達手段とを含む心臓内薬物投与のための装置(apparatus)を含んでいてもよい。
この装置は、例えば、血管を行き来することができるカテーテル本体と、該カテーテル本
体に連結されており且つ基部壁(proximal wall)を有するバルーンを備えた拡張可能なバ
ルーンアセンブリーとを含んでいてもよい。カテーテル本体内には、ニードルが配置され
ていてもよく、またニードルを中に通して前進させるのに適した直径を有するルーメンを
含んでいてもよい。ニードル本体は、バルーンの基部壁に連結された末端を含む。装置は
また、カテーテル本体内に配置されている撮像体を含んでおり、また撮像デバイスの一部
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を中に通して前進させるのに適した直径を有するルーメンを含んでいる。該装置は更に、
心室内における梗塞領域の撮像信号を発生させるように適合された、前記撮像体内に配置
された撮像デバイスの一部を含んでいる。このような機器は、治療剤を所望の治療部位に
正確に導入するのに適し得る。
【００１３】
　もう一つの態様において、心室（例えば梗塞領域）に薬剤を送達するために使用される
針カテーテルは、ニードル挿入の侵入深度(penetration depth)および位置をマッピング
するためのフィードバックセンサを含むように構成されてもよい。フィードバックセンサ
の使用は、注射位置を正確に標的化するという利点を提供する。投与される薬剤の種類に
応じて、該薬剤を送達するための標的位置は変動してもよい。例えば、ある薬剤が梗塞領
域内において複数回の少量の注射を必要とし、その注射は２回以上同じ部位を貫通するこ
とがない場合もある。
　他の態様において、カテーテルアセンブリーは操作し易い器具を含んでもよい。このカ
テーテルアセンブリーには、可撓性アセンブリーが含まれる。該カテーテルアセンブリー
は、撓めることができ(deflectable)てもよく、また第一のカテーテル、第二のカテーテ
ルおよび第三のカテーテルを含んでよい。第二のカテーテルは、第一のカテーテル内に同
軸的に嵌合される。第一のカテーテルおよび第二のカテーテルの少なくとも一方は撓める
ことができる部分を含んで、そのカテーテルの第一の位置から第二の位置への撓みを可能
にし、また第一のカテーテルおよび第二のカテーテルの他方は、予め形作られた部分（例
えば、角をなす部分の二つのセグメントによって形成される屈曲部分）を含んでいる。第
三のカテーテルは、鞘および該鞘内に配置される医療器具を有している。この第三のカテ
ーテルは、第二のカテーテル内に同軸的に嵌合される。もう一つの実施例では、ドーナツ
型バルーンのようなスタビライザが、第三のカテーテルの末端部分に連結される。各カテ
ーテルは、他のカテーテルに対して、縦方向および半径方向に自由に移動できる。該カテ
ーテルアセンブリーは、細胞療法のために使用される細胞、繊維芽細胞を維持するための
１以上の成長因子、遺伝子療法のための遺伝子を含むベクターのような生物薬剤(bioagen
t)を、左心室に局部送達するために使用できるが、これだけに限定されるものではない。
一つの態様において、記載するカテーテルアセンブリーは、心不全のための細胞療法を送
達する際に、または虚血状態にある心臓の１または２以上の部分を治療するために使用し
てよい。該カテーテルアセンブリーは、左心室のような身体器官内の異なる標的位置に医
療機器を位置付けるために、同軸的に伸縮自在の望遠鏡式の複数のカテーテル（その少な
くとも１以上が撓めることができる）を使用する。該カテーテルアセンブリーは、身体器
官の輪郭に従って曲がるように充分に可撓性であってよい。このカテーテルアセンブリー
は、該カテーテルアセンブリーが、医療処置が必要とすることに従って設定された角度を
達成し得る点において可撓性であればよい。該カテーテルアセンブリーは、角度変化にお
いて幾らか可撓性であるだけでなく、三つの座標系において、カテーテルアセンブリーの
第二のカテーテルの動作部分に対するオペレータのより大きな制御を可能にし、また第三
のカテーテルの遠位先端が数多くの位置に選択的且つ制御可能に配置されることを可能に
するように移動する。或いは、前記撓めることができる部分が第二のカテーテル上にあっ
てもよく、また前記予め形作られた部分が第一のカテーテル上にあってもよいことが理解
されるであろう。
【００１４】
　更なる態様においては、一つの装置が開示される。一態様において、該装置は、第一の
環状部材（該第一の環状部材の長さ回りに(about a length)配置された第一のルーメンを
有する）と、該第一の環状部材に結合された第二の環状部材（該第二の環状部材の長さ回
りに配置された第二のルーメンを有する）とを含んでおり、総体的に、前記第一の環状部
材および第二の環状部材は、哺乳動物の身体内における治療部位に配置するために適した
直径を有する。典型的には、第一の環状部材および第二の環状部材の先端は、互いに、第
一の環状部材および第二の環状部材のそれぞれを通して導入される治療剤の混合を可能に
するように配置されて、治療部位で治療剤を併用することを可能にする。このような装置
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は、多成分ゲル材料（例えば、それぞれの環状部材を通る個々の成分が心室の梗塞領域内
で生分解性ゲルを形成する）を送達するために特に適している。
【００１５】
　本明細書に記載する態様では、物質送達設備と物質を送達するための方法とが開示され
る。該送達設備および方法は、治療剤組成物（複数の治療剤を含み得る、および/または
徐放性組成物であり得る）がニードル送達を介して哺乳動物ホスト内の治療部位へと導入
される局部的薬物送達に特に適しているが、これに限定されるものではない。治療剤組成
物のキットもまた開示される。送達設備の適切な用途の一つは、ニードル送達系を含むカ
テーテル設備の用途である。適切な治療法としては、動脈再狭窄の治療、治療的血管新生
、または癌治療の薬物／薬剤の送達が挙げられるが、これらに限定されない。
　他の態様においては、例えば約２ｍＬ～約２５０ｍＬといった、静脈内逆注入、動脈内
注入および針カテーテルシステム（Invigor）並びに剣状突起下（subxyphoid）アプロー
チのような何れか１以上の送達デバイスを必要とし得る幅広い用量の治療剤を考慮するこ
とができる。
【００１６】
　本明細書に記載される種々の装置類（設備）および方法は、開心術（例えば冠動脈バイ
パス移植（ＣＡＢＧ））などのような、心臓のエリアが治療的血管新生に効果を挙げるた
めに例えば成長因子で治療される外科的手術の際に、独立型(stand-alone)注入ニードル
／カテーテルとして使用することができ、または経皮経管腔冠動脈形成術（ＰＴＣＡ）で
一般的に使用される位置にアクセスするための、カテーテルをベースとするシステムに組
込まれていてもよい。これらの装置類（設備）および方法は、癌関連手術（例えば脳、腹
部、または大腸の癌の形成術又は外科手術）のような他の外科手術においても同様に使用
されてよい。加えて、本明細書に記載する種々の装置類（設備）および方法は、特定の薬
物または成長因子を組織に送達するために一般には最小侵襲を必要とする、種々のカテー
テル関連手術または内視鏡手術と組合せて使用することができる。このような手術には、
関節（例えば膝）の関節鏡手術、腹部の腹腔鏡手術、および胸部損傷に関連する胸腔鏡手
術または治療が含まれるが、これらに限定されない。
【００１７】
　何等かの治療剤組成物を導入する場合の関心事の一つは、治療的血管新生に効果を挙げ
るために血管に隣接するか、腫瘍増殖を阻害するために腫瘍に隣接するか、または関節鏡
手術におけるコラーゲン増殖を誘導もしくは刺激するかにかかわらず、所望の治療期間（
またはその治療期間の一部）の間、該組成物が治療部位にとどまるかということである。
このような方法では、正確な投与量を治療部位に配置することができ、該治療剤が消失し
、恐らくは深刻な結果を伴うという懸念は低い。一つの態様においては、治療剤を治療部
位（注射部位）に保持するための組成物および技術が記載される。一つの態様においては
、治療剤および生分解性ゲルまたは非生分解性ゲルもしくは粒子が、治療部位（注射部位
）に導入されてもよい。ゲルまたは粒子は、治療剤の前もしくは後、または治療剤と同時
に導入されてもよい。好ましい態様において、当該ゲルまたは粒子は、代表的には、治療
部位をシールすることまたは治療剤を治療部位にシールすることによって、治療剤を治療
部位に保持するように働く。治療剤と共にゲルもしくは粒子を使用することは、治療剤の
注射部位からの逆流量を低減することができ、また治療部位における治療剤の添加(load)
要求量を低減することができる。例えば、ゲルまたは粒子のような生分解性生成物は局部
圧力を減少させ、それによって、更に逆流の低減をもたらし得る。非生分解性生成物も、
局部圧力を減少させて、より永続的な方法で逆流を低減することができ、同時にコンプラ
イアンスの増大をもたらし得る。
【００１８】
　上で述べた技術を使用して、造影剤補助(contrast-assisted)蛍光スコープのような画
像診断療法が加えられてよく、これは、心臓病専門医が、心腔内におけるカテーテル先端
または他の器具の配置を観察することを可能にする。造影剤補助蛍光スコープは、心腔の
中に注射され得る造影剤を利用して、当該エリアがスコープによる検査下で観察されるの



(10) JP 5063108 B2 2012.10.31

10

20

30

40

50

で、当該領域は、トポグラフィーが更に容易に観察され、更に容易に治療され得る（米国
特許第６，３８５，４７６号、および同第６，３６８，２８５号）。適切な撮像技術には
、超音波撮像、光学的撮像、および磁気共鳴撮像、例えばエコー、ＥＣＧ、ＳＰＥＣＴ、
ＭＲＩ、血管造影図が含まれるが、これらに限定されない。従って、心臓のマッピングは
、以下の態様において提案する技術と組み合わせて使用し得る一つの技術である。一つの
態様においては、エコー血管造影法が行われて、梗塞領域の存在および位置を確認しても
よい。もう一つの態様においては、ＣＡＴ・Ｓｃａｎが行われて、ＭＩが起きたことおよ
び該梗塞領域の位置を確認してもよい。もう一つの態様においては、ＥＫＧが行なわれて
、梗塞の発生および位置を特定してもよい。
　もう一つの態様において、当該方法は、徐放性組成物の形態の治療剤を導入することを
含んでよい。一以上の薬剤を徐放する好ましい期間は、１～１２週間、好ましくは２～８
週間の期間である。徐放性薬剤を局部送達するための方法には、経皮デバイス、例えば心
室内（冠血管）デバイスまたは血管内（冠血管および末梢血管）デバイスが含まれるが、
これらに限定されない。
【００１９】
　〔Ａ．繊維芽細胞の維持および補充用薬剤〕
　１．薬剤
　図４は、左心室の梗塞領域を治療する方法の一つの態様を説明している。これは、模式
図を例示するだけであり、何れかの治療を平行して（例えば同時に）もしくは逐次的に使
用してもよく、または如何なる療法の組合せで使用してもよい。図４に示した方法に従え
ば、心筋梗塞は、撮像プロセス、例えば磁気共鳴撮像、光学的撮像、または超音波撮像、
例えばエコー、ＥＣＧ、ＳＰＥＣＴ、ＭＩＲ、血管造影図によって検出され得る(４１０)
。次に、左心室のエリアが、周囲の繊維芽細胞の維持または補充によって補強される(４
２０)。図４において、梗塞ゾーンの繊維芽細胞の占有を促進する一つの選択肢としては
、梗塞ゾーンに送達される膨潤性材料(４３０)の使用が挙げられる。図４に要約される繊
維芽細胞の梗塞ゾーンへの占有を促進するもう一つの方法(４４０)としては、トロポエラ
スチンを当該部位に送達することが挙げられる。繊維芽細胞の瘢痕領域中への注射は、末
期的に損傷した心臓の構造的健全性を改善し得ることが、ウサギモデルにおいて示されて
いる（Hutcheson et al. "Comparison of benefits on myocardial performance of cell
ular cardiomyoplasty with skeletal myoblasts and fibroblasts", Cell Transplant 2
000 9 (3) 359-68参照）。繊維芽細胞は、治癒過程において当然に瘢痕に浸潤するから、
梗塞領域内において繊維芽細胞を多数引寄せまたは繊維芽細胞の増殖を促進して、繊維芽
細胞が当該領域に長期的にまたは永続的に残留するのを促すことは有益であろう。加えて
、繊維芽細胞を梗塞領域に維持することの更なる利益は、非収縮性細胞から筋肉細胞への
変換に影響を与えるような、繊維芽細胞の表現型を変換することであってもよい。この変
換は、成長因子、例えばＴＧＦ－β１（トランスフォーミング成長因子β１）の存在下に
おいて促進される。従って、梗塞領域は、繊維芽細胞の維持および補充を促す薬剤で治療
されてもよい。繊維芽細胞を改変または補充する適切な治療剤には、アンジオテンシンII
、繊維芽細胞成長因子（ＦＧＦ塩基性および酸性）、インスリン成長因子（ＩＧＦ）、Ｔ
ＧＦ-βのアイソフォームの何れも、血管内皮成長因子（ＶＥＧＦ）のアイソフォームの
何れも、腫瘍壊死因子-α（ＴＮＦ-α）、血小板由来の成長因子-ＢＢ（ＰＤＧＦ-ＢＢ）
、アンジオゲニン、アンジオポエチン-１、Ｄｅｌ-１、フォリスタチン、顆粒球コロニー
刺激因子（Ｇ－ＣＳＦ）、プレイオトロフィン（ＰＴＮ）、プロリフェリン、トランスフ
ォーミング成長因子-α（ＴＧＦ-α）、血管透過性因子（ＶＰＦ）、ＬＩＨ（白血病阻害
因子）、これらのタンパク質をコードする遺伝子、これらのタンパク質の遺伝子を有する
トランスフェクトされた細胞、補充特性を有する小分子およびプロタンパク質も含まれる
が、これらに限定されない。 
【００２０】
　一つの態様において、塩基性繊維芽細胞成長因子は、記載された方法の少なくとも一つ
によって梗塞領域に導入されてよい。一つの態様において、記載された何れの薬剤も、約
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１μＬ～１ｍＬの容量にて１又は２回以上の投与で導入されてよい。もう一つの態様にお
いて、何れの記載された薬剤も、約１μＬ～３００μＬの容量にて１又は２回以上の投与
で導入されてよい。もう一つの態様において、記載された何れの薬剤も、約１μＬ～１０
０μＬの容量にて１又は２回以上の投与で導入されてよい。好ましい態様では、記載され
た何れかの薬剤が、約１μＬ～５０μＬの容量にて１又は２回以上の投与で導入され得る
。
　別の態様において、処置容量はもっと大きくてよい（例えば、静脈加圧潅流（ＩＶ）経
路）。前記容量は、約２ｍＬ～約２５０ｍＬに亘ってよい。或いは、前記容量は、約２ｍ
Ｌ～約１００ｍＬに亘ってよい。他の態様において、前記容量は、約２ｍＬ～約３０ｍＬ
に亘ってよい。
　２．治療の順序
　図４は、繊維芽細胞を維持および補充することによってＭＩを治療するためのプロセス
のフローチャートを示している。図５Ａ～図５Ｅは、繊維芽細胞の維持および補充の導入
および作用を示している。急性の心筋壊死の検出は、ＥＣＧ（心電図）を使用して行われ
てもよく、またはもっと現代的な技術によって行われてもよい。例えば、ピロリン酸99m

テクネチウムまたは111Ｉｎ抗ミオシン抗体撮像のような技術が、最近になって米国食品
医薬品局により承認された。これら二つの両トレーサーを用いると、急性梗塞の後２４～
４８時間でのみ結果が得られ、従って、これら技術の臨床的有用性は限定されている。グ
ルクロン酸99mＴｃと呼ばれるもう一つの新しい薬剤が存在し、これは急性心筋梗塞後１
時間以内に結果を出す（Iskandrian, AS, Verani MS, Nuclear Cardiac Imaging: Princi
ples and Applications, Philadelphia, F. A. Davis1996）。ＭＩが検出されたら、磁気
共鳴撮像を使用して梗塞の正確な位置を特定し、次いで補強剤(５０１)によって心室梗塞
領域を治療すればよい。薬剤(５２０)（例えばトロポエラスチン）が梗塞領域(５１０)に
導入される。一つの方法において、該薬剤は、カテーテルを使用して経皮的に当該エリア
に導入されてよい。カテーテルの先端は、梗塞ゾーン(５３０，５４０または５５０)へと
進められ、薬剤(５２０)が放出される。次いで、繊維芽細胞(５６０)が当該部位に補充さ
れ、または維持される(５７０)。図５Ｅは、梗塞エリアの繊維芽細胞による補強を図示し
ている。
【００２１】
　３．幾つかの利用可能な治療剤および送達の説明
　ａ．トロポエラスチン
　図５Ａ～５Ｅは、繊維芽細胞の維持および梗塞領域への移動の促進と、例えばトロポエ
ラスチン(５２０)の添加との組合せについて説明している。エラスチンは、非常に柔軟な
細胞外タンパク質である。in vivoでは、エラスチンは通常、架橋された不溶性の状態に
ある。トロポエラスチンと称される直線状の架橋されていない可溶性前駆体が利用可能で
ある。トロポエラスチン(５２０)は組換え法によって生産することができ、商業的に入手
可能である。トロポエラスチンは約７０ｋＤａのタンパク質であり、交互の疎水性領域（
弾性の原因）および架橋ドメインからなっている。加えて、それは親水性のカルボキシ末
端配列で終端しており、該配列は二つだけのシステイン残基を含んでいる。トロポエラス
チンは、幼児の皮膚に顕著なタンパク質であり、成人ではこのタンパク質が作られる量は
次第に少なくなる。トロポエラスチンは、心臓損傷に続いて血流中に放出されるので、と
きにはＭＩのような幾つかの心臓症状の重要なマーカーとして使用される。細菌系での組
換えトロポエラスチンの生産は、トロポエラスチンの入手可能性を非常に容易にした。加
えて、それはヒト・トロポエラスチンを得るための価値ある手段を提供する。ヒト大動脈
からの精製は、組織抽出法と比較して大きく単純化されたが、得られる収率は比較的低か
った。大動脈からの精製は、ポリペプチドの分解の可能性を提示した。最近、ヒト・トロ
ポエラスチンｃＤＮＡもまた、インフルエンザＮＳ１タンパク質との融合体として細菌中
で発現されている（Indik, Z., Abrams, W. R., Kucich, U., Gibson, C. W., Mecham, R
. P. and Rosenbloom, J. (1990) Production of recombinant human tropoelastin: cha
racterization and demonstration of immunologic and chemotactic activity Arch. Bi
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ochem. Biophys. 280,80-86）。トロポエラスチンのこのアイソフォーム（エキソン２６
Ａおよびシグナルペプチドを含む）は、研究のために得られるヒト・トロポエラスチンの
最初の形態であった。トロポエラスチンの極端なアミノ酸使用を考慮して、Ｅ．ｃｏｌｉ
での発現を最適化するように設計されたコドンを含む、合成ヒト・トロポエラスチン遺伝
子が構築された（Martin, S. L., Vrhovski, B. and Weiss, A. S. (1995) Total synthe
sis and expression in Escherichia coli of a gene encoding human tropoelastin Gen
e 154,159-166）。この合成遺伝子は、グルタチオンＳトランスフェラーゼとの融合体と
しても、直接に成熟ポリペプチドとしても、何れも可溶性形態で高レベルに発現される。
或いは、アルコール可溶化を使用し且つ臭化シアン（ＣＮＢｒ）処理の必要性を無くした
単純化精製スキームは、顕著に高い収率をもたらした。従って、精製されたまたは遺伝子
的に操作されたトロポエラスチンが入手可能である。組換え型のトロポエラスチンは、組
織由来のトロポエラスチンに対する価値ある代替物であることが証明されている。組換え
トロポエラスチンはエラスチン抗体と反応し、化学走性物質であり、コアセルベーション
能力を示し、天然に存在するトロポエラスチンに類似した幾つかの特性（例えば、円二色
性）を有する。
　一つの態様において、記載された何れの薬剤も、約１μＬ～１ｍＬの容量において１又
は２回以上の投与で導入されてよい。もう一つの態様において、記載された何れの薬剤も
、約１μＬ～３００μＬの容量において１又は２回以上の投与で導入されてよい。もう一
つの態様において、記載された何れの薬剤も、約１μＬ～１００μＬの容量において１又
は２回以上の投与で導入されてよい。好ましい態様において、記載された何れかの薬剤が
、約１μＬ～５０μＬの容量において１又は２回以上の投与で導入され得る。
【００２２】
　ｂ．ミクロ粒子および成長因子の送達
　記載した方法に適した組成物の一つの態様は、上で述べた１又は２以上の成長因子を内
包する生分解性ミクロ粒子の使用を含んでいる。生分解性ミクロ粒子は、ポリ（ラクチド
－コ－グリコリド）のような生分解性ポリマーからなっていてよい。この生分解性ポリマ
ーの組成物は、１～２週間にわたって成長因子を放出するように制御される。生分解性ミ
クロ粒子、例えばポリ（ラクチド－コ－グリコリド）がオリゴヌクレオチドを制御放出で
きることは、既に示されている。前記ミクロ粒子は、多重エマルジョン－溶媒蒸発技術に
よって調製された。ポリヌクレオチドのミクロ粒子中への取込みを増大させるために、ポ
リエチレンイミン（ＰＥＩ）が生分解性ミクロ粒子に加えられた。ＰＥＩは、前記ミクロ
粒子をより多孔質にする傾向もあり、従って、該粒子からのオリゴヌクレオチドの送達を
容易にする（De Rosa et al. "Biodegradable microparticles for the controlled deli
very of oligonucleotides", lnt. J. Pharm. 2002 Aug 21;242 (1-2): 225を参照された
い）。組成物の一つの好ましい態様において、生分解性ミクロ粒子は、カルボン酸末端基
を有するＰＬＧＡポリマー５０：５０であってよい。ＰＬＧＡは、薬物（即ち、抗前立腺
癌剤のような抗癌薬）の制御放出および医療用インプラント材料にしばしば使用されるベ
ースポリマーである。制御放出用の一般的な二つの送達形態としては、マイクロカプセル
およびミクロ粒子（例えばミクロスフィア）が挙げられる。ポリマーおよび薬剤が混合さ
れ、通常は加熱されて、対象部位に送達される前にミクロ粒子が形成される（Mitsui Che
micals, Inc.）。ミクロ粒子が分解するときに(５６０)、梗塞領域にミクロ粒子組成物の
多孔質ネットワークが形成され(５７０)、制御された孔サイズを持ったマトリックスを生
じる(５８０)。多孔質ネットワークが形成されるときに、少なくとも一つの血管新生因子
および／または繊維芽細胞促進因子が放出されて、新たな毛細血管の内殖を促進する。一
つの態様において、生分解性ポリマーは、成長因子ＴＧＦ－β１を内包している。一つの
態様において、緩やかな放出のために、カルボン酸末端基を有するＰＬＧＡポリマー５０
：５０がＴＧＦ－β１を内包している。各ミクロ粒子は、その内容物の少なくとも２０％
、より好ましくはその内容物の約９０％を放出し得るのが好ましい。一つの態様において
、少なくとも一つの血管新生および／または繊維芽細胞促進剤を内包するミクロ粒子は、
緩やかに分解してこれら因子をゆっくり時間をかけて放出するか、または当該部位に繊維
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芽細胞を迅速に補充するために、梗塞領域と接触したときに直ちにこれら因子を放出する
であろう。もう一つの態様において、該ミクロ粒子は、制御放出ミクロ粒子と即時放出ミ
クロ粒子との組合せであってよい。送達された因子の好ましい沈着速度は、治療を受けて
いる患者の状態に依存して変化するであろう。
【００２３】
　記載した方法に適した組成物のもう一つの態様は、１又は２以上の上述した成長因子を
内包できる非生分解性ミクロ粒子の使用を含む。成長因子は、制御放出または迅速放出に
よって、前記ミクロ粒子から放出されてよい。前記ミクロ粒子は、梗塞領域に直接的に配
置されてよい。当該粒子を梗塞領域に直接配置することによって、それらは補強のための
領域にバルクを提供することができる。この非生分解性ミクロ粒子は、アクリルをベース
とするミクロ粒子、例えばトリスアクリルミクロスフェア（Biosphere Medicalにより提
供される）のような非生分解性ポリマーからなっていてよい。一つの態様において、非生
分解性ミクロ粒子は、単独で使用されてもよく、或いは繊維芽細胞を補充しおよび／また
は繊維芽細胞の増殖を刺激する薬剤と組合せて使用されてもよい。加えて、非生分解性ミ
クロ粒子は、心室のコンプライアンスを増大し且つ心室の梗塞領域に繊維芽細胞を補充す
るために使用されてよい。
　一つの態様において、梗塞ゾーンの補強に適する本発明の治療剤組成物は、当該粒子組
成物に対するオプソニンタンパク質の吸収を阻害することによって、食作用に対して抵抗
性にされる。この点に関して、徐放担体を含む治療剤組成物は、約１０マイクロメートル
までの平均直径を有する粒子を含むことが考えられる。他の状況において、粒子サイズは
約１ｍｍ～約２００ｍｍに亘ってよい。一定の場合には、マクロファージの欲求不満を回
避し、また治療部位における慢性炎症を回避するために、より大きなサイズの粒子を考え
てもよい。必要なときには、治療部位へのマクロファージ流入による慢性炎症を回避する
ために、本発明の態様の何れかについて、２００ｍｍまでの粒子サイズが考慮されて、心
室内カテーテルまたは逆行性静脈カテーテルを介して導入されてもよい。
【００２４】
　治療剤のオプソニン化およびそれに続く迅速な食作用を阻止する一つの方法は、キャリ
ア（例えば徐放性キャリア）と共に配置された治療剤を含有する組成物を形成し、該キャ
リアをオプソニン阻害剤でコーティングすることである。一つの適切なオプソニン阻害剤
としてはポリエチレングリコール（ＰＥＧ）が挙げられ、これはオプソニン作用に対する
ブラシ様の立体的バリアを形成する。或いは、ＰＥＧはキャリアを構成するポリマーの中
に混合されてもよく、またはキャリアを構成するポリマーの分子構造の中に組み込まれて
、共重合体をなし、キャリアを食作用に対して抵抗性にしてもよい。オプソニン阻害化ミ
クロ粒子を調製する例としては、以下のものが挙げられる。
　封入ポリマーについては、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）、ポリプロピレン－１，
２－グリコールまたはポリプロピレン－１，３－グリコールのようなポリアルキレングリ
コールのブレンドが、キャリア形成プロセスの間に、封入ポリマーと共に一般的な有機溶
媒中に共溶解される。ＰＥＧ／封入ポリマーブレンド中のＰＥＧのパーセンテージは、５
質量パーセント～６０質量パーセントである。ポリアルキレングリコールの代りにポリビ
ニルピロリドン、ポリビニルアルコールまたはポリオキシエチレン－ポリオキシプロピレ
ン共重合体のような他の親水性ポリマーを使用することができるが、一般には、ポリアル
キレングリコール、特にポリエチレングリコールが好ましい。
　或いは、封入ポリマー、例えばポリ（Ｌ－ラクチド）、ポリ（Ｄ，Ｌ－ラクチド）また
はポリ（ラクチド－コ－グリコリド）とポリアルキレングリコールとのジブロック共重合
体またはトリブロック共重合体が調製されてもよい。ジブロック共重合体は、（ｉ）封入
ポリマーを、１つの保護されたヒドロキシ基および封入ポリマーと反応できる１つの基を
有するＰＥＧのようなモノメトキシポリアルキレングリコールと反応させることにより、
（ｉｉ）封入ポリマーを、１つの保護されたヒドロキシ基および封入ポリマーと反応でき
る１つの基を有するＰＥＧのようなモノメトキシポリアルキレングリコール上で重合させ
ることにより、または（ｉｉｉ）封入ポリマーを、アミノ官能性末端を有するＰＥＧのよ
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うなポリアルキレングリコールと反応させることにより、調製することができる。トリブ
ロック共重合体は、反応させない基を保護した分岐ポリアルキレングリコールを使用して
、上述するように調製することができる。オプソニン化抵抗性のキャリア（ミクロ粒子／
ナノ粒子）は、上述する技術を使用して、これら共重合体で徐放性キャリア（ミクロ粒子
／ナノ粒子）を形成して、調製することができる。
【００２５】
　オプソニン作用を阻害する第二の方法は、生体模倣的アプローチである。例えば、「糖
衣」として知られている細胞膜の外側領域は、他の分子および細胞の非特異的付着を妨げ
るグリコシル化された分子が多数を占める。表面活性剤ポリマーは、可撓性ポリ（ビニル
アミン）骨格と、該ポリマー骨格を基体に平行に横たえるように拘束するランダムなデキ
ストランおよびアルカノイル（ヘキサノイルまたはラウロイル）側鎖からなっている。水
和したデキストラン側鎖は水相の中に突出し、糖衣様の単層コーティングを形成するが、
これは外来体の表面上への血漿タンパク質の沈着を抑制する。糖衣を模倣するために、糖
衣様分子は、キャリア（たとえばナノ粒子またはミクロ粒子）をコーティングすることが
でき、またはキャリアを構成するポリマーの中にブレンドされて、治療剤をオプソニン化
に対して抵抗性にすることができる。別の生体模倣的アプローチは、ホスホリルコリン又
はホスファチジルコリンの合成疑似体で、キャリアをコーティングし、またはキャリアを
構成するポリマー中にブレンドすることである。
【００２６】
　カテーテル送達のために、治療剤を含有するキャリア（例えばナノ粒子またはミクロ粒
子の形態の組成物）は、ニードルを通して送達するための液体中に、約１％重量～約２０
重量％の濃度で懸濁させてよい。一つの態様において、キャリア中への治療剤の添加量は
、当該組成物の約０．５重量％～約３０重量％である。タンパク質または低分子治療剤と
共に、組織内に注射したときに当該キャリア中の治療剤の生物学的半減期を延長させる安
定剤を、同時封入することができ得る。この安定剤はまた、封入の際の安定性を付与する
ために治療剤に添加されてもよい。ＰＥＧのような親水性ポリマー、または生体模倣的ブ
ラシ様デキストラン構造体、またはホスホリルコリンがキャリア表面にコーティングされ
、キャリア表面にグラフトされ、キャリアを構成するポリマー中にブレンドされ、または
キャリアを構成するポリマーの分子構造の中に組込まれて、標的組織部位へ注射するに際
して、キャリアを食作用に対して抵抗性にする。
　何れか１以上のカテーテルを使用して、当該態様の何れか１または複数の成分を当該梗
塞領域へ送達してよい。心臓内の損傷領域、例えば梗塞領域へと薬剤を正確に送達するた
めに、幾つかのカテーテルが設計されて来た。これらカテーテルの幾つかが既に記載され
ている（米国特許第６，３０９，３７０号；同第６，４３２，１１９号；同第６，４８５
，４８１号）。この送達デバイスは、心臓内薬物投与のための装置（心臓内での位置決め
のためのセンサ、該位置センサの部位で所望の薬剤を所望の量で投与するための送達デバ
イスを含む）を含んでよい。
【００２７】
　〔血管新生〕
　ＭＩの後、梗塞組織ならびに境界ゾーンおよび遠隔ゾーンが、リモデリングを開始する
。肉芽形成がコラーゲンで置換されて、瘢痕の薄化および伸展を生じるにつれて、梗塞領
域内に瘢痕組織が形成される。この領域における灌流は、典型的には健康なゾーンの１０
％であり、活性な毛細血管の数を減少させる。毛細血管の数を増加することは、血液を充
満させることにより、心室のコンプライアンスの増大を導くことができる。梗塞領域への
血流を増大させることの他の利点は、幹細胞を循環させて、梗塞領域内で播種および増殖
させるための経路を提供することである。血管新生はまた、梗塞領域内の生存している細
胞の島のための増大した酸素供給を導き、またはそれに続く心筋再生のための細胞移植の
ために、当該梗塞領域をプライミングすることができる。境界ゾーンにおいても、生存細
胞は、血管新生過程による血液供給の増大から利益を得るであろう。心臓細胞が肥厚しや
すく且つある種の介入型繊維症で囲まれ易い遠隔ゾーンにおいては、細胞が酸素を受取る
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能力（従って完全な能力で機能する能力）が損なわれる；従って、血管新生はこれらの領
域においても同様に有益であろう。一つの態様において、血管新生は、血管新生促進因子
の送達を介して、心臓の何れの領域（梗塞、境界または遠隔領域）においても刺激される
。これらの因子の例には、ＶＥＧＦのアイソフォーム類（例えばＶＥＧＦ１２１）、ＦＧ
Ｆ（例えば　ｂ－ＦＧＦ）、Ｄｅｌ１、ＨＩＦ１－α（低酸素症誘導因子）、ＰＲ３９、
ＭＣＰ－１（単球走化性タンパク質）、ニコチン、ＰＤＧＦ（血小板由来成長因子）、Ｉ
ＧＦ（インスリン成長因子）、ＴＧＦα（トランスフォーミング成長因子）、ＨＧＦ（肝
細胞成長因子）、エストロゲン、フォリスタチン（Follistatin）、プロリファリン（Pro
liferin）、プロスタグランジンＥ１，Ｅ２、ＴＮＦ-α（腫瘍壊死因子）、Ｉｌ－８（イ
ンターロイキン８）、造血成長因子、エリスロポエチン、Ｇ-ＣＳＦ（顆粒球コロニー刺
激因子）、ＰＤ-ＥＣＧＦ（血小板由来内皮成長因子）、アンジオゲニンが含まれるが、
これらに限定されない。他の態様において、これらの因子は、本出願に記載した何れかの
ゲル成分またはマイクロ粒子成分を用いて、独立な因子として、または他の因子もしくは
適切な遺伝子ベクターと組合せて、徐放型製剤で供給されてもよい。
【００２８】
　ｃ．ミクロ粒子ならびに血管新生材および繊維芽細胞促進剤：　ミクロ粒子は、血管新
生および／または繊維芽細胞促進剤を内包したミクロ粒子として調製されてよい。他方、
該ミクロ粒子を調製し、次いで梗塞領域への導入に先立って、例えば拡散により、血管新
生および／または繊維芽細胞促進剤をミクロ粒子中に導入してもよい。後者の例において
は、ミクロ粒子を当該因子でコーティングしてもよく、これが梗塞領域に導入されると、
該因子は直ちに繊維芽細胞を当該エリアに補充する。加えて、当該ミクロ粒子／因子の組
成物は、上記で述べた治療剤の如何なる組合せからなっていてもよい。他の態様において
は、血管新生剤または繊維芽細胞促進剤の分解を防止するための少なくとも一つの薬学的
に許容可能な阻害剤を、当該ミクロ粒子に加えることが必要としてもよい。
　ｄ．ミクロ粒子成分：　図４は、梗塞領域を構造的に補強する方法を説明している。こ
の方法は、血管新生剤および／または繊維芽細胞補充剤（例えば成長因子）を梗塞領域に
補充して、このゾーンへの繊維芽細胞の移動を維持および／または促進することを記載し
ている何れかの方法と組み合わされてよい。液体を取込むことができるミクロ粒子が梗塞
領域に導入できる。これらのミクロ粒子の例には、膨潤性の非生物学的粒子または合成し
た生物学的粒子が含まれる。該ミクロ粒子は梗塞ゾーンに導入されて、組織内にトラップ
されるに至る。該ミクロ粒子は直ちに膨潤を開始する傾向にある。膨潤されたミクロ粒子
は該組織中に留まったまま残り、心室壁に対する補強を提供し、また薄化している梗塞領
域に対して厚みを加える。
　梗塞ゾーンの寸法は、梗塞領域に導入されるミクロ粒子のサイズ範囲およびミクロ粒子
の数を決定し得る。このことは、最適な水和後ミクロ粒子塊が達成されることを保証する
であろう。一つの態様は、約２００μm以下の直径のミクロ粒子に関する。もう一つの態
様において、該ミクロ粒子は直径が約２０μm以下であってよい。好ましい態様において
、該粒子サイズは約５～１０μｍの直径であってよい。約２０μm以下の粒子はまた、オ
プソニン化阻害剤（先に述べたもの）を含んでもよい。この膨潤可能なミクロ粒子は、梗
塞領域に導入される寸法範囲であってよい。一つの態様において、この膨潤性の非生物学
的材料が、ヒドロゲルミクロスフェア材料であってもよい。これらのミクロ粒子は商業的
に入手可能である（A. P. Pharma、またはBioSphere Medical）。これらのミクロ粒子は
非特異的吸収に対して抵抗性であり、且つ生体安定性である。
【００２９】
　他の態様において、ヒドロゲルは、心筋梗塞のための治療剤として使用されてよい。ヒ
ドロゲルの例は、高分子量ポリアクリルアミドまたは高分子量ポリビニルピロリドン（Ｐ
ＶＰ）である。典型的には、ジビニルベンゼン、エチレングリコールジメチルアクリレー
ト、またはビスアクリルアミドアセテートのような二官能性モノマーを含むモノマーがこ
れら生成物中に供給され、水性環境での溶解に抵抗する架橋ネットワークの形成をもたら
し、または制御された大きさの血管新生応答を刺激する。これらの成分は、ミクロスフェ
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アを生じさせるために使用してよい。或いは、二官能性ポリマーは、ヒドロゲルミクロス
フェアを合成するために使用してもよい。
【００３０】
　本発明の一つの態様において、生合成ゲルの第一の成分は、（アクリルアミドメチル）
セルロースアセテート・プロピオネートであってよく、第二の成分は、ジチオール官能性
のポリエチレングリコールポリマー（例えば、Shearwater Polymers社により販売されて
いるようなもの）であってよい。もう一つの実施例では、生物的合成ポリマーゲルの第一
の成分は（アクリルアミドメチル）セルロースアセテートプロピオネートであってよく、
第二の成分は還元されたペプチド配列であってよい。更なる態様において、この還元され
たペプチド配列は、アミノ酸配列、グリシン-システイン-チロシン-リジン-アスパラギン
-アルギニン-アスパラギン酸-システイン-グリシンのような、生物由来のものであること
ができる。二重内腔ニードルシステムは、両方の成分を梗塞ゾーンに別々に一度に、また
は同時に送達してよい。チオール含有成分のチオール基は、第一の成分のアクリルアミド
官能基に求核付加を受ける。これにより、エラストマー的な構造的補強ゲルが形成される
。
　他の態様において、上記の非生物的または合成ゲルの送達は、梗塞領域における繊維芽
細胞の保持および移動のために最適な速度で両薬剤を放出できるミクロ粒子を利用して、
血管新生剤および／または繊維芽細胞補充剤と組み合わされてもよい。
　一つの態様においては、生理食塩水のような溶液中に懸濁されたトロポエラスチンが、
心室壁の構造的補強のために梗塞領域に導入される。もう一つの態様は、銅イオンの存在
下での、生理食塩水中に懸濁されたトロポエラスチンの導入を含んでいる。もう一つの態
様は、変換酵素の存在下でのトロポエラスチンの導入を含んでいる。もう一つの態様は、
リジルオキシダーゼの存在下でのトロポエラスチンの導入を含んでいる。梗塞ゾーンに導
入されると、当該溶液は、リジン残基の酸化を介した架橋によりエラスチンを形成する。
架橋されたエラスチンは、梗塞領域に残留して組織を強化し、弾性係数（壁強度／伸び＝
弾性係数）を高める。
【００３１】
　[４．導入方法および作用]
　図５Ａ～図５Ｅは、細胞成長のために繊維芽細胞を補充するための、繊維芽細胞促進剤
の梗塞領域への導入および作用を示している。該繊維芽細胞促進剤は、最小侵襲法(５１
０)によって当該部位(５００)に導入されてよい。当該溶液は、開胸手術(５２０)の間に
梗塞ゾーン中に注射してよい。繊維芽細胞促進剤の導入には以下の方法の一つが含まれる
：剣状突起下（sub-xiphoid）導入および経皮導入(５３０)。経皮的注射による繊維芽細
胞促進剤の導入様式は、心室内（冠血管）カテーテル、経血管針（transvascular needle
）カテーテル、ＩＣ注入および逆行性静脈灌流からなるもののうちの一つを含んでいる。
カテーテルのための一つの経皮経路は大腿動脈を通るものであり、これは大腿動脈を移動
して、次いで大動脈弓を横断して左心室の中へと入る。撮像技術は、梗塞領域へと該カテ
ーテルを案内することができる。梗塞領域は、例えばＭＩＲ技術を使用して健康な組織と
識別することができる。インポートされたＭＲＩデータを有するカテーテルは、次いで梗
塞領域へと直接的に案内されてよい。薬剤(５４０)が梗塞領域(５１０)の全体に分布され
たら、繊維芽細胞(５６０)は、化学走性応答によって当該エリアに引寄せられることがで
きる。当該エリアに浸潤する繊維芽細胞は、当該エリアにおいて増殖することができる。
該繊維芽細胞が増殖すると、それらは当該領域に対する補強塊を形成して、損傷部位(５
１０)を強化する。本発明のこの側面における繊維芽細胞は、梗塞ゾーン(５７０)におけ
る構造的補強剤として作用することができる。これらの細胞は、当該エリアに対して嵩高
さを加え、通常は梗塞領域壁の薄化を導く劣化した心筋細胞を置換する。次いで、生きた
繊維芽細胞は、梗塞ゾーンの更なる補強のために、他の細胞を当該領域に補充できる因子
を放出する。
【００３２】
　一つの態様において、何れの記載した薬剤も、約１μＬ～１ｍＬの容積において１又は
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２回以上の投与で導入されてよい。もう一つの態様において、何れの記載した薬剤も、約
１μＬ～３００μＬの容積において１又は２回以上の投与で導入されてよい。もう一つの
態様において、何れの記載した薬剤も、約１μＬ～１００μＬの容積において１又は２回
以上の投与で導入されてよい。好ましい態様において、何れの記載した薬剤も、約１μＬ
～５０μＬの容積において１又は２回以上の投与で導入されてよい。薬剤がＩＶ経路およ
びＩＣ経路を介して導入されるならば、その容積は約１ｍＬ～約５００ｍＬに亘ってよい
。
　上記態様の１以上の成分を送達するために、１以上のカテーテルが使用されてよい。心
臓内の損傷領域、例えば梗塞領域へと正確に薬剤を送達するために、幾つかのカテーテル
が設計されてきた。これらカテーテルの幾つかは既に記載されている（米国特許第６，３
０９，３７０号；同第６，４３２，１１９号；同第６，４８５，４８１号）。該送達デバ
イスは、心臓内薬物投与のための装置（心臓内での位置決めのためのセンサ、該位置セン
サの部位で所望の薬剤を所望の量で投与するための送達デバイスを含む）を含んでよい。
【００３３】
　〔Ｂ．梗塞再建のための多成分系〕
　[１．成分１]
　心不全を防止するために、梗塞領域に心筋細胞を直接導入して、種々の起源（胚細胞お
よび成体幹細胞を含む）の心臓機能細胞を修復できることが提案されてきた。心筋梗塞ゾ
ーンについての組織操作の実行可能性は、酸素および栄養素の供給が容易に利用可能であ
ることと、細胞代謝に由来する老廃物を除去するための様式とを必要とする。また、これ
らエリアにおける細胞は、付着のための支持構造体も必要とする。先に述べた血管新生剤
および／または繊維芽細胞補充剤を伴った生分解性ゲルは、後者の支持構造体を提供する
。文献においては、１０μm未満のサイズの穴をもった足場の導入は、毛細血管の内殖に
乏しい緻密な繊維性の封入された足場をもたらすことが知られている。他方、図６および
図９に示すように、足場の穴の直径が約２０μmであれば、該足場系の細胞封入は、毛細
血管の内殖によって充分に灌流され、繊維の乏しく細胞に富んだ領域をもたらす。一つの
態様は、梗塞ゾーン(６１０，９１０)に導入され、機械的補強材として作用する足場を含
んでいる。梗塞領域において、力はより均一に分配され(９９０)、心室のリモデリングが
防止される。
【００３４】
　一つの態様においては、上記で述べたようなネットワークを提供するために別の成分が
含められる。一つの例が図６に記載されている。多成分組成物は、先に例示した生分解性
マトリックスまたは足場(６３０，９９０)を含んだ、第一の成分を含んでいる。この特定
の組成物において、該マトリックス（第一の成分）は、毛細血管の内殖を高めるための多
孔質の足場を提供する。第一の成分のミクロ粒子は約２０μmであってよい。もう一つの
態様において、当該組成物の第一の成分は、経皮的導入等の最小侵襲法(９６０)で導入さ
れてもよい。カテーテルの先端は梗塞ゾーン(９１０)へと進められ、生分解性ミクロ粒子
(９２０)が放出される。更なる態様において、当該組成物の第一の成分は、心室内ニード
ルデバイス(９３０)を介して梗塞領域へと導入されてよい。更なる態様において、梗塞領
域に複数の注射剤を導入することを含む心室内ニードルデバイスが、当該組成物の第一の
成分を導入してよい。該第一の成分は、一つの側面において、細胞成長を促進するための
ドメインとして働くことができる。加えて、毛細血管の内殖を導くように、多孔性が制御
されてよい。第一の成分(９２０)は、成長因子および血管新生能力を備えた生分解性ミク
ロ粒子であってよい。該因子または他の薬剤は、１～２週間の期間に亘って放出されてよ
い。一つの態様は、第一の成分が、カルボン酸末端基を備えたＰＬＧＡ５０：５０（先に
述べたようなもの）を含むものであってよい。第一の成分によって提供される前記ドメイ
ンへの毛細血管の内殖は、血管新生因子(９８０)の放出によって促進され得る。一つの態
様は、梗塞領域に導入された後に迅速に放出される血管新生因子(９８０)を含有したミク
ロ粒子を含む。このようなミクロ粒子は、迅速な血管新生応答をもたらし易い。
　生体材料は、天然に起こる現象（例えば、健康な個体での創傷治癒における組織再生な
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ど）を実行および促進させるために；通常は存在しないかもしれない細胞応答、例えば病
気の個体における治癒、またはその後の細胞移植を受けるための新たな血管床の発生など
を誘導するために；また、他の種からの細胞移植の免疫拒絶反応、または特定の状況下で
瘢痕形成を刺激する成長因子シグナルの伝達などのような天然の現象を阻止するために、
用いられている。
【００３５】
　[２．成分２]
　当該発明の多成分組成物の第二の成分(６４０)は、生体適合性のアクリル化剤であって
よい。第二の成分は、一つの側面において、境界ゾーンをも含み得る全体の梗塞ゾーンに
亘って更に均一な足場を形成するために、第一の成分を分散させるように働く。それは、
生体適合性成分に基づくオリゴマー性の二（多）官能性アクリル化剤(９３０)であっても
よい。二成分組成物の態様は、ジアクリロイルポリエチレングリコール、テトラアクリロ
イルポリエチレングリコール（ＰＥＧ）、または（アクリルアミドメチル）セルロースア
セテートプロピオネートを含む第二の成分を含有してよい。このアクリルアミド官能性の
セルロース成分を溶解させるためには、エタノールまたは生体適合性が必要とされる。第
二の成分(９３０)は微小粒子(９７０／９９０)を分散させ、懸濁媒質として作用する。Ｐ
ＥＧでコーティングされたミクロ粒子(９９０)は、炎症性が低く、また繊維症応答を誘起
しないように見えることが知られている。従って、一つの側面において、ＰＥＧでコーテ
ィングされたミクロ粒子は抗オプソニン化剤として働き得る。こうして、第二の成分は、
該ミクロ粒子を梗塞領域へ導入するについての、免疫系からのカモフラージュとして働く
。一つの態様は、二重内腔ニードルを使用して、成長因子を含むミクロ粒子および足場形
成マトリックス（アクリロイル官能性マクロマー）の両方を注射することを含んでいる。
図９Ｄは、足場ゲル(９１５)の最終形成を示している。二つの溶液を同時に導入すること
により、殆ど瞬時（約１０秒）に、足場内に埋設されたミクロ粒子網を有するゲルの形成
を生じる（図９１５）。ミクロ粒子(９２５)が分解すると共に成長因子が放出されて、該
マトリックス内での毛細管形成を促進する。加えて、細胞が梗塞エリア内で成長を始める
(９３５)。これらの細胞はプロテアーゼを放出し、該プロテアーゼは足場を分解して、最
終的には細胞の内殖のための更なるエリアを作ることができる。加えて、これらの細胞は
それら自身の細胞外マトリックスを分泌し、該ポリマーは分解し、得られた組織は、最終
的には完全に天然の環境になることができる。毛細管の再成長が生じ得るので、この分解
産物は腎臓のシステムによって当該エリアから除去され得る。
【００３６】
　[３．成分３]
　多成分組成物のもう一つの成分および方法が、６５０および９０５に図示されている。
第三の成分は、以下のうちの一つを含んでいる：チオール含有ペプチド、またはジチオ－
ＰＥＧのような二官能性もしくは多官能性の生体適合性物質。チオール含有ペプチド(９
０５)の一例は、ポリシステインオリゴマーであってよい。この一例は、保護された形態
のポリシステインオリゴマー、即ち、ポリ－Ｓ－ＣＢＺ－Ｌ－システイン、またはポリ－
Ｓ－ベンジル－Ｌ－システイン（それぞれSigma Chemical P0263およびP7639）である。
これらの薬剤は、標準の有機化学プロトコールを使用して脱保護することができる（Berg
er et. al. "Poly-L-cysteine"J. Am. Chem. Soc 78,4483 (1956)）。これらのチオール
含有薬剤の調製については周知である（Zervas, L. et. al. "On Cysteine and Cystine 
Peptides", J. Am. Chem. Soc. 85:9 1337-1341,(1963)）。多成分組成物の第三の成分と
して機能し得る追加の薬剤は、天然に存在するペプチドであってよい。一つの態様におい
て、多成分足場の第三の成分は、ポリ－Ｓ－ＣＢＺ－Ｌ－システインおよびポリ－Ｓ－ベ
ンジル－Ｌ－システインからなるものの一つであってよい。多成分組成物のもう一つの態
様において、多成分足場の第三の成分は、天然に存在するペプチドであってよい。多成分
組成物の更なる態様において、多成分足場の第三の成分は、天然に存在するペプチドであ
るグリシン－システイン－チロシン－リジン－アスパラギン－アルギニン－アスパラギン
酸－システイン－グリシンのペプチド配列であり得る。該第三の成分は、好ましくは少な
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くとも二つのチオール基を含んでいる。図９Ａ～図９Ｆは、ＭＩを治療するための、三成
分の梗塞領域への導入を示している。一つの態様は、第一の成分および第二の成分(９２
０／９２０)の二重内腔ニードルによる導入と、次いでチオールを含有する第三の成分(９
０５)の第二のニードルによる導入であってよい。図９Ｄは、引続き繊維芽細胞成長(９３
５)および毛細管(９４５)の梗塞領域への内殖を補充する最終構造体(９１５)の概略図で
ある。チオール含有成分(９０５)は、足場の分解速度を低下させるため、またはミクロ粒
子の繊維芽細胞補充成分の放出を制御するために、使用することもできる。
【００３７】
　当該態様の何れか一つまたは複数の成分を梗塞領域エリアに送達するために、１以上の
カテーテルを使用してよい。心臓内の損傷領域、例えば梗塞領域へと薬剤を正確に送達す
るために、幾つかのカテーテルが設計されて来た。これらカテーテルの幾つかが既に記載
されている（米国特許第６，３０９，３７０号；同第６，４３２，１１９号；同第６，４
８５，４８１号）。送達デバイスは、心臓内薬物投与のための装置（心臓内での位置決め
のためのセンサ、該位置センサの部位で所望の薬剤を所望の量で投与するための送達装置
を含む）を含んでよい。
　〔梗塞の再構築および梗塞の再酸素添加のための多成分系〕
　ＭＩ後の心不全の進行は、梗塞後の心臓のリモデリングの結果である。リモデリング過
程において、継続的な心臓拍出量を維持するために、心臓拍出量の減少に応答して、心臓
はより薄くなり、直径は増大する。この薄化の過程は、心臓の半径の増大をもたらし、ま
た心臓に対するストレスは増大する。
　ペルフルオロカーボン化合物は、ガス（例えば二酸化炭素および酸素）に対する高い親
和性を有することが示されてきた。比較可能な容積の各成分において、ペルフルオロカー
ボンの酸素を運搬する能力は、血漿よりも約８倍大きい。加えて、酸素添加／酸素除去の
半減期は、数多くのペルフルオロ化合物について、ヘモグロビンと比較して約３．５倍で
あることが示された。従って、ペルフルオロ化合物は、梗塞領域のような患部領域の再酸
素添加を補助するために、組織において使用してよい。患者における生体適合性を立証す
る幾つかの例が、表１で確認されている。表１は、生体適合性の過フッ化化合物の幾つか
の例を示している。
【００３８】
　図７は、多成分系をフローチャートで示している。心筋梗塞の位置が突止められる(７
２０)。次いで、先に説明した方法による最小侵襲法および／またはカテーテル送達を介
して、当該成分が当該領域に送達される。アシロイル官能基（図６の成分２）のような電
子不足の二重結合の存在下に、チオール官能基（図６の成分３）を添加すると、マイケル
付加を起こすことが以前に開示された。塩基性条件下においてチオール官能基は非常に求
核性であり、アクリロイル官能基をもった二重結合を迅速に（＜１０秒）形成する（図１
０参照）。図６に示すように、梗塞の拡大および／または嵩高くなるのを防止して、心不
全を導き得る心臓のリモデリングを防止するために、ゲルが形成されてよい。図７の７３
０は、生分解性ゲルを含む第一の成分を示しており、また７４０は、組織の酸素添加を高
める第二の成分としてフッ化化合物を伴ったゲルを示している。該ゲルは、三成分系によ
って形成される。第一の成分は、多官能性のスペーサ基を備えた、先に説明した生体適合
性ポリマーを含んでいる(７３０)。第二の成分(７４０)は、二官能性または多官能性の過
フッ化分子(８１０)を含んでいる。第三の成分(７５０)は、スペーサ基の一方の側には反
応性官能基を備え、他方の末端には先に説明したペプチド配列のような細胞結合性ペプチ
ド配列を備えたヘテロ官能性分子を含んでいる。ペプチド配列の一例としては、ＲＧＤ配
列が挙げられる。図８は、図７の三成分系の一つの化合物(８３０)を形成するための、チ
オール化合物(８００)とアシロイル官能基(８２０)との反応を概略的な様式で示している
。この三性分系は、薬剤の投与に先立って心臓のマッピングにより導かれ得るような、図
６の方法について説明したのと同様の最小侵襲法により、梗塞領域に導入されてよい。こ
の三成分系の例については、実施例の節において述べる。
【００３９】
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　〔補強のための膨潤剤系〕
　図１１Ａ～図１１Ｆは、梗塞領域の構造的補強および／またはバルクのための、膨潤性
の非生物学的材料の導入を示している。図１１Ａは、梗塞領域(１１１０)へのミクロ粒子
(１１３０)の導入を示している。ミクロ粒子(１１３０)は、梗塞ゾーン内の左心室の部位
で塊に集積した状態で示されている。ミクロ粒子を導入(１１２０)するための一つの方法
は、カテーテル(１１３０)を使用した経皮的導入である。該カテーテルの先端が梗塞領域
(１１１０)にまで進められ、ミクロ粒子(１１３０)が放出される。このミクロ粒子は梗塞
組織の中に滞留するに至る(１１４０)。図１１Ｂは、膨潤(１１６０／１１７０)に必要な
周囲の液体(１１５０)を取込むミクロ粒子(１１３０)を示している。一つの態様は、梗塞
領域において、当該領域を構造的に補強するために液体を取込むことができるミクロ粒子
ビーズの使用を含んでいる。該粒子は、約５～１０μmの範囲の寸法であり得る。完全に
膨潤した粒子が当該部位の中に留まるためには（１１８０）が、当該エリアにおける障害
になるほど大き過ぎないためには、該ミクロ粒子は１０μm未満であろう。加えて、この
膨潤したミクロ粒子は、死滅および退化した心筋細胞を置き換えることによって、損傷を
受けたエリアに機械的強度および厚みを提供する。
　［１．物質］
　ａ．ヒドロゲルスフェア：　例には、架橋ポリアクリルアミドまたは架橋ＰＶＰで構成
されたヒドロゲルスフェアが含まれる。これら生成物のモノマー形態は、ジビニルベンゼ
ン、エチレングリコールジメチルアクリレート、またはビスアクリルアミド酢酸のような
、二官能性モノマーを含むであろう。これらの物質は、水性の系での溶解に抵抗性の架橋
ネットワークを形成する。
【００４０】
　ｂ．商業的製品：　A. P. PharmaまたはBiosphere Medicalから得られるミクロ粒子の
ような、使用し得る幾つかの商業的製品が入手可能である。これらのミクロ粒子は、非特
異的タンパク質吸収に抵抗し、生体安定性の骨格結合を有している。これらミクロ粒子は
、生分解性または生体吸収性ではない。図１１Ｅは、当該領域に滞留されるに至る（図１
１Ｆ）まで周囲の液体を取り込んで膨潤する、梗塞領域に分散されたミクロ粒子を示して
いる。
【００４１】
　〔構造的補強組成物および材料〕
　図１２は、ＭＩ患者の梗塞領域の心室壁を補強するための、幾つかの可能な方法を示し
ている。心外膜ポリマーメッシュを縫合することにより、梗塞ゾーンを補強することが以
前に示された（Kelley et al., Circ., 1999; 135-142）。この技術の性質のため、前記
メッシュを組織中に直接縫合することが必要であった。これは更なる損傷を生じ得る。こ
の方法は侵襲的手術を必要とする。加えて、ポリマーメッシュは経時的に分解せず、これ
もまた問題となり得る。補強剤を最小侵襲法により直接患部エリアに注射することによっ
て、侵入的な縫合プロトコールは回避される。該溶液は、開胸手術の間に梗塞ゾーンに注
射されてよい。一つの態様において、該補強溶液の導入は、剣状突起下（subxyphoid）導
入および経皮導入からなる方法を含むものである。もう一つの態様において、経皮的注射
による補強溶液の導入の様式は、心室内カテーテル、経血管針カテーテルおよび逆行性静
脈灌流からなるうちの一つを含むものである。
【００４２】
　１．単一成分系：　図１２の１２１０／１２２０／１２３０は、補強剤による介入に先
立つ、ＭＩ領域の特定および補強を示している。図１２の１２１０は、梗塞領域中に注射
される単一成分の使用を記載している。この例は、梗塞領域の壁にゲル様の補強を形成で
きる、単一の擬似塑性材料またはチキソトロピー性材料を構成している。これら材料の幾
つかの例が存在する。一つの態様において、当該構造的補強剤は、ヒアルロン酸、ウシコ
ラーゲン、超純粋高分子量ポリアクリルアミドおよびポリビニルピロリドンからなるうち
の一つを含んでいる。
　本発明の一つ具体的な態様において、構造的補強のための単一の成分は、ＰＭＭＡ（ポ
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リメチルメタクリレート）ビーズが分散しているウシコラーゲンを含むものである。これ
らビーズは、ＡＲＴＥＣＯＬＬ（Rofil Medical International, Breda, The Netherland
s）の商品名の下で製造されているものでもよい。ＰＭＭＡは、幾つかの架橋ミクロ粒子
または高度に不溶性のミクロ粒子の一つである。ＰＭＭＡは１９００年代初めに発見され
、歯科補綴学において最初に使用された。最近、それは顎および股関節部（hip）の骨置
換において使用されている。加えて、それは人工眼レンズ、ペースメーカーおよび義歯の
ために使用されている。ＡＲＴＥＣＯＬＬTMは、主に、顔面の襞および皺の充填、唇の増
強、不規則な鼻の矯正に使用されている。
【００４３】
　おそらく、不溶性ミクロ粒子の最も重要な特徴の一つは、該ミクロ粒子の表面が、コラ
ーゲンの沈着を誘導するように平滑でなければならないことである。粗い表面は、マクロ
ファージの活性を増進する一方、コラーゲンの沈着を防止する。当該方法は、平滑表面粒
子の使用を組込んでいる。当該成分は、内因性コラーゲン沈着のための基体として作用し
得る。補強ゲルが分解するにつれて、高度に安定で且つ平滑な粒子が、当該部位を占める
繊維芽細胞集団に曝され得る。このことは、コラーゲンの産生を始動させて、分解してい
る該ゲルを置換する。従って、梗塞ゾーンは、一時的なゲルのコラーゲン置換によって補
強され得る。一つの態様において、分散する材料は、ＰＭＭＡ（ポリメチルメタクリレー
ト）、Ｐ（ＭＭＡ－ｃｏ－ＢＭＡ）（ポリメチルメチルアクリレート－コ－ブチルメタク
リレート）、炭素ミクロ粒子（Durasphere）、ポリスチレン、架橋アクリルヒドロゲルお
よびＰＬＧＡからなるミクロ粒子材料の群のうちの一つを含んでいる。もう一つの態様に
おいて、架橋アクリルヒドロゲルは、ＨＥＭＡ（２－ヒドロキシエチルメタクリレート）
、ＡＡ（アクリル酸）、ＡＭＰＳ（アクリルアミド－メチル－プロパンスルホネート）、
アクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド、ジアセトンアクリルアミド、スチレ
ンスルホネートおよび二官能性もしくは三官能性モノマーを含んでもよい。二官能性もし
くは三官能性モノマーは、ＥＧＤＭＡ（エチレングリコールジメタクリレート）およびＤ
ＶＢ（ジビニルベンゼン）であってもよい。加えて、高度に結晶性（且つ加水分解耐性）
のＰＬＧＡミクロ粒子の使用は、キャリアゲルよりも長持ちし、またコラーゲン沈着のた
めの有用な基体を提供し得る。
【００４４】
　梗塞ゾーンに導入されるもう一つの単一の溶液は、水中のナトリウム塩に溶解されたヒ
アルロン酸である。これは、皮膚増強ゲルとして販売されている工業的に製造されたゲル
（ＲＥＳＴＹＬＡＮＥTM）である。ヒアルロン酸ヒドロゲルはまた、創傷部位における治
療剤の送達を制御するために、ペースト状態で使用されてきた（Luo, Y. et al. "Cross-
linked hyaluronic acid hydrogel films : new biomaterials for drug delivery"Journ
al of Controlled Release (2000) 69: 169-184）。他の可能な単一の導入される成分に
は、ウシコラーゲン（ＺＹＤＥＲＭTMまたはＺＹＰＬＡＳＴTM）、即ち、Collagen Corp
によって開発されたもう一つの皮膚増強ゲルが含まれる。水中の(in water)超純粋な高分
子量ポリアクリルアミドは、他の皮膚増強ゲルであるＦＯＲＭＡＣＲＹＬTMまたはＢＩＯ
ＦＯＲＭTMであってよい。該ウシコラーゲンは、ＰＭＭＡ製品のＡＲＴＥＣＯＬＬTMによ
って分散されてよい。ＡＲＴＥＣＯＬＬTMは、再生のための生体適合性皮膚増強ゲルとし
て、その成功が最も良く知られている。ＲＥＳＯＰＬＡＳＴTM（Rofil Medical Internat
ional, Breda, The Netherlands）もまた、単一成分ゲルとして使用してよい。
【００４５】
　図１２の１２２０は、単一成分系を使用して、心室の梗塞ゾーンを補強するもう一つの
方法を示している。この例は、内因性成分と反応した後にゲルを形成する単一成分の導入
を利用する。一つのこのような成分は、トロポエラスチン（先に詳述した）であってよい
。エラスチンは、大きな動脈、気管、気管支および靭帯の結合組織にみられる、高張力の
不溶性弾性タンパク質である。トロポエラスチン（未架橋型）として内因的に認められる
のは稀であり、トロポエラスチンは、in vivoに導入されるときに、酵素のリジルオキシ
ダーゼによる酸化的脱アミノ化の過程において迅速にリジン残基が架橋される。先に述べ
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たように、トロポエラスチンは、組換え細菌産物として商業的に入手可能である。水中で
加熱されると、トロポエラスチンはコアセルベートを形成し、これは梗塞領域に注射され
てよく、前記梗塞領域ではリジルオキシダーゼが酸化的脱アミノ化プロセスによるリジン
架橋を誘導する。一つの態様において、トロポエラスチンは梗塞領域に導入されてよい。
もう一つの態様において、トロポエラスチンは、上記で述べた高度に不溶性のミクロ粒子
の導入後に、梗塞領域に導入されてよい。もう一つの反応性の単一成分は、シアノアクリ
レート接着剤であってよい。これは、広範に使用されるプラスチック接合剤である。一つ
の態様において、該シアノアクリレートは、オクチルシアノアクリレートであってよい。
該オクチルシアノアクリレートは、ダーマボンドTM（DermabondTM；Johnson and Johnson
）と呼ばれる工業的に製造された製品であってよい。この製品は、最近、創傷閉鎖用の組
織接着剤として使用が認可された。オクチルシアノアクリレートは、液体として梗塞領域
に導入されてよい。それは、梗塞領域に接触すると、その水分への露出に起因して固化す
る。もう一つの態様において、オクチルシアノアクリレートは、上記で述べた高度に不溶
性の安定なミクロ粒子の導入後に、梗塞領域に導入されてもよい。
【００４６】
　もう一つの態様において、反応性の単一成分には、温度感受性の成分が含まれる。これ
は、図１２の１２３０に示されている。このタイプの成分の一例は、室温では液体で、且
つ体温にほぼ等しい温度に露出されるとゲル化し得る成分である。より具体的な成分には
、絹タンパク様サブユニットと、エラスチン様のサブユニットとのブロック共重合体を導
入することが含まれる。このブロック共重合体合成タンパク質の一例は、プロラスチン（
ProLastin；PPTI, Protein Polymer Technologies）である。これらの成分は、非共有結
合相互作用（絹様サブユニットの水素結合および結晶化）に起因して、例えば体温にほぼ
等しい上昇した温度でゲル化する。温度変化によるゲルの形成は、添加剤を使用して調節
されてよい。これらの添加剤には、塩化ナトリウム、ジグライム（diglyme）［ジエチレ
ングリコールジメチルエーテル；２－メトキシエチルエーテル；ビス（２－メトキシエチ
ルエーテル）］、およびエタノールが含まれるが、これらに限定されない。
　数多くの熱的に可逆性の材料を、心筋組織の補強のために使用できる。一般的に、熱的
に可逆性の成分は、約３７℃以下の温度では液体または軟質ゲルである。温度が３７℃以
上に移行すると、該熱的に可逆性の成分は硬化する傾向にある。一つの態様において、該
温度感受性の構造的補強成分は、トリブロックのポリ（ラクチド－コ－グリコリド）－ポ
リエチレングリコール共重合体であってよい。これは商業的に入手可能である（ＲＥＧＥ
ＬTM；Macromed, Utah）。もう一つの態様において、温度感受性の構造的補強成分は、ポ
リ（Ｎ－イソプロピルアクリルアミド）、およびポリアクリル酸とポリ（Ｎ－イソプロピ
ルアクリルアミド）との共重合体からなるものを含んでよい。もう一つの商業的に入手可
能な温度感受性の構造的補強成分は、ＰＬＵＲＯＮＩＣＳTM［ＰＥＯ－ＰＰＯ－ＰＥＯ（
ポリ(エチレンオキシド)－ポリ(プロピレンオキシド)－ポリ(エチレンオキシド)トリブロ
ック共重合体； BASF, N. J.）（Huang, K. et al. "Synthesis and Characterization o
f Self-Assembling Block copolymers Containing Bioadhesive End Groups" Biomacromo
lecules 2002, 3, 397-406）である。もう一つの態様は、梗塞領域を構造的に補強するた
めに、二以上の単一成分を組合せることを含んでいる。例えば、絹エラスチン、コラーゲ
ンおよびラミニンを、系の一部分として使用してよい。この絹エラスチンは、絹ブロック
に起因して、おそらくin situで架橋結合を形成するであろう。
【００４７】
　もう一つの態様において、反応性の単一成分にはｐＨ感受性の成分が含まれる。該成分
は、それが充分にプロトン付加されても液体状態のまま残り、ゲル化を防止する。もう一
つの態様では、当該成分は、最初は低いｐＨ（例えばｐＨ３．０）に維持され、後で治療
エリアに導入されて、環境の生理学的ｐＨに起因して当該成分のゲル化をもたらす。この
一つの例が実施例３において議論される。幾つかの可能なカチオン材料は、低いｐＨにお
いてプロトン付加されたままである以下のカチオン材料、即ち、ポリ（アリルアミン）、
ＤＥＡＥ－デキストラン、エトキシ化ポリ（エチレンイミン）、およびポリ（リジン）の
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うちの一つであってよいが、これらに限定されない。他の例は、以下のアニオン材料、例
えば、硫酸デキストラン、カルボキシメチルデキストラン、カルボキシメチルセルロース
、ポリスチレンスルホナート、および硫酸コンドロイチンのうちの一つであってよいが、
これらに限定されない。
　加えて、これらミクロ粒子成分は何れも、１以上の造影剤および／または当該領域の治
療のための適切な薬剤を伴ってよい。該造影剤または治療剤は、梗塞領域への導入に先立
って、構造成分に結合されるか、またはその中に溶解される。補強成分に随伴してよいこ
れらの薬剤には、血管新生剤、ＡＣＥ阻害剤、アンジオテンシン受容体ブロッカー、ＳＲ
ＣＡ（筋小胞体カルシウムポンプ）ポンプ増加剤、ホスホランバン阻害剤および抗アポト
ーシス薬が含まれるが、これらに限定されない。これらの薬剤は、小分子、ペプチド、タ
ンパク質または遺伝子産物の形態であってよい。小分子は、補強成分の組織への接着を改
善するために、場合により、溶液の成分に結合されても、溶液中に分散されても、または
溶液中に溶解されてもよい。一つの態様は、接着過程を媒介する保存された領域を有する
ペプチドと結合させることである。ペプチドの保存された領域は、タンパク質ファミリー
において経時的に保存されてきた、特別な同定の機能を有するアミノ酸配列であってよい
。もう一つの態様は、補強成分の存在下において、保存されたＲＧＤ（アルギニン（Ｒ）
－グリシン（Ｇ）－アスパラギン（Ｄ））モチーフと結合された特定のペプチドの使用を
含んでいる。更なる態様において、ＲＧＤモチーフペプチドは、フォンビルブラント因子
、オステオポンチン、フィブロネクチン、フィブリノーゲン、ビトロネクチン、ラミニン
およびコラーゲンを含んでよい。一つの態様は、梗塞領域のリモデリングの間の薄化を最
小限にしようとするものである。従って、ＭＩ後の梗塞領域を嵩高くし且つ補強すること
は、心室の形状を保存し得るであろう。
【００４８】
　当該態様の何れか一つまたは複数の成分を梗塞エリアに送達するために、何れか１以上
のカテーテルを使用してよい。これらカテーテルの幾つかは既に記載されている（米国特
許第６，３０９，３７０号、同第６，４３２，１１９号、同第６，４８５，４８１号）。
この送達デバイスは、心臓内で位置決めするためのセンサ、該位置決めセンサの部位にお
いて望ましい薬剤および量を投与するための送達デバイスを含む、心臓内薬物投与のため
の装置を含んでいてよい。
【００４９】
　２．二成分系：　図１２の１２４０は、梗塞領域に適用する構造的補強ゲルを形成のた
めの二成分系を示している。最初に、先に述べた撮像方法によって、梗塞領域が特定され
る(１３００)。図１３の１３３０／１３４０／１３５０／１３６０／１３７０／１３８０
／１３９０は、梗塞領域において構造的補強ゲルを形成する図１３の二成分系(１３２０)
を更に説明するフローチャートを示している。一つの例(１３３０)において、二つの成分
は、生理学的ｐＨ付近で梗塞ゾーンにおいて混合される。生理学的ｐＨ付近において、成
分１は主としてアニオン溶液であり、第二の成分は主としてカチオン溶液である。二つの
成分が梗塞ゾーンにおいて一緒に混合されると、迅速且つ不可逆的にゲルが形成される。
一つの態様において、二成分系は、図１３の１３３０に示すように、第一の成分としての
ポリ（アクリル酸）および第二の成分としてのポリ（アリルアミン）を含んでよい。もう
一つの態様において、二成分系は、二重注射ルーメンを備えたカテーテルによって送達さ
れ得る第一の成分としてポリ（アクリル酸）および第二の成分としてポリ（アリルアミン
）を含んでよい。梗塞領域において構造的に補強するゲルを形成する他の二成分系は、第
一の成分としてエラスチンおよび第二の成分としてリジルオキシダーゼ(１３４０)；第一
の成分としてアルギン酸ナトリウムおよび第二の成分として塩化カルシウムの水性溶液(
１３５０)；第一の成分としてトロポエラスチンおよびコラーゲン、並びに第二の成分と
して架橋剤リジルデヒドロゲナーゼを含んでもよく、またこの組合せに後でラミニン(１
３９５)を加えてもよい。各成分の組成は、最終的な架橋系の機械的性質に依存するであ
ろう。架橋するために使用されるグルタルアルデヒドおよび／または光活性化可能な架橋
剤（例えば青色色素）のような、リジルデヒドロゲナーゼを置換でき又はその架橋能力を
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補完できる他の物質が使用されてもよいであろう。加えて、これらの二成分系は、ＡＶＩ
ＴＥＮＥTM（ミクロフィブリルコラーゲン止血剤）、ＳＵＧＩＣＥＬ（吸収性止血剤、Jo
hnson & Johnson）、ＧＥＬＦＯＡＭTM、ＦＬＯＳＥＡＬTM（Baxter, matrix hemostatic
 sealant with a granular physicalstructure and thrombin）、ＦＯＣＡＬ　ＳＥＡＬT

M（Focal, Inc.）またはＦＩＢＲＩＮ　ＳＥＡＬTMのような、他の個々の系と組み合わさ
れてもよい。ＦＬＯＳＥＡＬTMは、注射可能なコラーゲン由来の粒子および局所トロンビ
ンを構成するゲルである。それは、血管シーリングを含む用途について認可されている。
他の幾つかの可能なカチオン材料は、低いｐＨにおいてプロトン付加されたまま残る以下
のカチオン材料、即ち、ポリ（アリルアミン）、ＤＥＡＥ－デキストラン、エトキシ化ポ
リ（エチレンイミン）、およびポリ（リジン）のうちの一つであってよいが、これらに限
定されない。他の例は、以下のアニオン材料、例えば硫酸デキストラン、カルボキシメチ
ルデキストラン、カルボキシメチルセルロース、ポリスチレンスルホナート、および硫酸
コンドロイチンのうちの一つであってよいが、これらに限定されない。好ましい態様にお
いて、第一の材料がＤＥＡＥデキストランで、第二の材料がポリスチレンスルホナートで
あり得る。
【００５０】
　図１３の１３７０は、もう一つの二成分系、ＤＯＰＡ（３，４－ジヒドロキシフェニル
－Ｌ－アラニン）、即ち、伝導性条件(conductive condition)においてヒドロゲルを形成
できる、筋肉接着性タンパク質の主要な原因成分の使用を示している。詳細に言えば、酸
化プロセスがＤＯＰＡをｏ－キノンに変換した後に、スターブロックとして知られるＤＯ
ＰＡ－ブロック－ＰＥＧがin situで架橋を受け、ヒドロゲルを形成する。この過程はin 
situで安定なヒドロゲルを形成する。図１３の１３８０は、構造的補強のために梗塞領域
に注射される、アクリレートマクロマーおよびジチオール溶液の使用を含んでいる。これ
らの成分は、梗塞部位で混合されるときに架橋反応を受けて、ヒドロゲルの形成に導く。
特定の態様は、先に述べた二重ルーメン針システムを介して梗塞ゾーンに導入される、第
一の成分としてのＰＥＧトリアクリレートおよび第二の成分としてのＰＥＧチオールの使
用を包含するものである。図１３の１３９０では、糊状成分系が用いられてよい。一つの
態様は、梗塞ゾーンに導入され得る構造的補強剤としてのＧＲＦ糊の使用を含んでおり、
これはゼラチン、レゾルシノールおよびホルムアルデヒド（ＧＲＦ）からなっている。こ
れを達成するために、梗塞ゾーンにおいて成分の混合時に架橋を誘導するために、二成分
系が使用されてよい。他の態様では、ＧＲＦと共に、ポリグルタミン酸、ポリリジンおよ
びＷＳＣ（水溶性カルボジイミド）からなる群より選択されるような構造的補強成分を加
えてよい。
　図１４は、構造的補強のための、梗塞領域への単一成分または二成分の導入および作用
を示している。図１４は、先に述べた方法による心室(１４００)の梗塞領域(１４１０)の
特定、およびその後に行われる損傷部位に対する別々の成分の複数回注射(１４２０)を示
している。二成分系においては、二つの成分(１４３０／１４４０)が当該部位において相
互に接触し、補強構造的足場を形成する(１４３０／１４４０)。図１５Ｂにおいては、単
一の擬似塑性剤またはチキソトロピー剤が、多回注射(１４５０)により当該エリアに導入
されて、壁(１４６０)を構造的に補強する。これらの薬剤は最終の形態で導入され、追加
の薬剤を必要としない。図１４は、それぞれ異なる部位での多回注射による(１４０５／
１４１５)、少なくとも一つの薬剤の添加(１４３０／１４４０／１４５０／１４８０)を
示しており、前記薬剤は、構造的補強形態(１４５０／１４７０／１４９５)へ変換するた
めに内因性成分または温度変化(１４６０／１４９０)を必要とする。該構造的補強剤は、
先に述べた最小侵襲法を介して梗塞領域に局化在される。
【００５１】
　更に、例示した何れかの単一成分系または他成分系と組合せて、生体適合性の増粘剤（
例えば１型ゲル）を加えてもよい。例えば、梗塞ゾーンに導入されたときの天然の分解に
対する活性剤の耐性を増大させるために、ヒアルロン酸またはＰＶＰを使用してもよい。
一つの態様において、治療剤の粘度は約０～１００センチポアズであってよい。もう一つ
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の態様において、治療剤の粘度は約０～５０センチポアズであってよい。好ましい態様に
おいて、治療剤の粘度は約２５～４０センチポアズであってよい。好ましい態様において
、治療剤の粘度は約３５センチポアズである。
　一つの態様において、記載した薬剤は何れも、約１μＬ～１ｍＬの容量において１又は
２回以上の投与で導入されてよい。もう一つの態様において、記載した薬剤は何れも、約
１μＬ～３００μＬの容量において１又は２回以上の投与で導入されてよい。もう一つの
態様において、記載した薬剤は何れも、約１μＬ～１００μＬの容量において１又は２回
以上の投与で導入されてよい。好ましい態様において、記載した薬剤は何れも、約１μＬ
～５０μＬの容量において１又は２回以上の投与で導入されてよく、また大きな治療剤容
積（例えば約２ｍＬ～約２５０ｍＬ）を含むＩＣ経路が必要とされるかもしれない。
　何れかの方法で梗塞領域内における成分を追跡するために、記載した何れかの態様の何
れかの単一成分または成分の組合せに対して、生体適合性色素を添加してよい。他の色素
を、例えばラットの心臓における何れかの薬剤の沈着を追跡する実験目的のために、添加
してもよい。これら色素の幾つかの例には、スーダン赤Ｂ、ファット茶（Fat Brown）Ｒ
Ｒ、エオシンＹおよびトルイジン青が含まれるが、これらに限定されない。
【００５２】
　他方、組織接着剤成分はまた、図１２、図１３および図１４に例示した何れかの単一も
しくは二成分系と組合せて添加されてもよい。例えば、有効成分の組織保持性を増大させ
るために、ラミニン－５、ポリアクリル酸、キトサンおよび水溶性キトサンを使用しても
よい。ラミニン－５は、上皮細胞、繊維芽細胞、ニューロンおよび白血球を含む広範な細
胞型において、接着および移動のための付着基体を提供する基底膜細胞外マトリックスマ
クロ分子である。キトサンは、脱アセチル化キチンから得られる唯一の天然の陽イオン性
多糖類である。キトサンは分解性、良好な膜形成状態、生体適合性、抗心筋および抗腫瘍
機能を有する。キトサンは優れた粘度、圧縮性および流動性を有する。
【００５３】
　〔送達媒質中に懸濁されている単一成分〕
　図１５は、梗塞領域のリモデリングおよび最終的な薄化を防止するための、他の方法を
記載したフローチャートを示している。先に述べた方法の幾つかと同様に、これらの方法
は、梗塞領域に対して嵩増加剤または構造的補強剤を与える。図１５の１５１０において
は、先に述べたように、梗塞領域の特定の後に、溶液中にミクロ粒子を含む薬剤（分散液
）が梗塞領域に導入される。このミクロ粒子は、約１～２００μmの予め定められた範囲
であってよい。一つの態様において、ミクロ粒子は２０μｍ以下である。好ましい態様に
おいて、ミクロ粒子は１０μｍ以下である。梗塞領域に送達されるミクロ粒子サイズは、
使用する送達方法によって決定されてよい。例えば、塞栓形成の危険を回避し得る２００
μｍ以下の粒子を送達するために、心室内カテーテルを使用してよい。ミクロ粒子のため
の一つの懸濁溶液は水であってよい。他方、この懸濁溶液はまた、溶媒、例えばジメチル
スルホキシド（ＤＭＳＯ）またはエタノールアジュバントであってよい。一つの態様にお
いては、ミクロ粒子と共に懸濁溶液を懸濁液として拘束領域に導入してよく、溶液が周囲
組織の中に消失するときに、ミクロ粒子は当該領域に残留する。従って、ミクロ粒子は、
構造的に補強するバルクを当該領域に与える。これは、梗塞後の心筋に対するストレス低
下をもたらし得る。それはまた、コラーゲン沈着のための更なる部位の基体として働くこ
とができる。一つの態様において、分散液（上記で述べたもの）は、最小侵襲法を介して
、開胸手術の際に梗塞ゾーンに注入されてよい。もう一つの態様において、この最小侵襲
法は、少なくとも一つの剣状突起下（subxyphoid）導入および経皮的導入を含む。もう一
つの態様において、梗塞ゾーンへの経皮的導入は、心室内ニードル、経血管カテーテルお
よび逆行性静脈灌流のうちの一つを含んでよい。
【００５４】
　図１５の１５２０は、ミクロ粒子が溶液（分散液）から沈殿することを除き、図１５の
１５１０と同様の、付加的な方法のフローチャートを示している。図１５の１５２０にお
いて、溶液（分散液）中にミクロ粒子を含む薬剤が梗塞領域に導入される。このミクロ粒
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子は、０～２００μmの予め定められたサイズであってよい。好ましい態様において、該
ミクロ粒子は１０μｍ以下である。一つの態様において、ミクロ粒子を含む懸濁溶液が梗
塞領域に導入されてよく、該ミクロ粒子は当該領域において懸濁液から沈殿する。こうし
て、ミクロ粒子は、当該領域に対して構造的に補強するバルクを提供する。これは、梗塞
後の心筋に対するストレスの低下をもたらし得る。それはまた、コラーゲン沈着のための
更なる部位の基体として働くことができる。一つの態様において、分散液（上記で述べた
もの）は、最小侵襲法を介して、開胸手術の際に梗塞ゾーンに注入してよい。もう一つの
態様においては、剣状突起下（subxyphoid）導入および経皮導入を含む最小侵襲法が用い
られてよい。もう一つの態様において、梗塞ゾーンへの経皮的導入は、心室内ニードル、
経血管カテーテルおよび逆行性静脈灌流のうちの一つを含んでよい。
　図１５の１５１０、および図１５の１５２０におけるミクロ粒子の幾つかの例が、図１
６に示されている。図１６の１６１０は、粘性液状のスクロースアセテートイソブチレー
ト（ＳＡＩＢ）を示している。ＳＡＩＢは水溶性である。ＳＡＩＢは、溶媒または溶媒の
組合せ、例えばエタノール、ジメチルスルホキシド、乳酸エチル、酢酸エチル、ベンジル
アルコール、トリアセチン、２－ピロリドン、Ｎ－メチルピロリドン、炭酸プロピレン、
またはグリコフロール（glycofurol）の中に溶解されてよい。これらの溶媒は、ニードル
またはルーメンを通しての該薬剤の導入を容易にするために、ＳＡＩＢの粘度を減少させ
る。一つの態様において、ＳＡＩＢは溶媒を伴って梗塞領域に導入されてよく、該溶媒は
当該部位で消失して、後には粘性のＳＡＩＢが当該領域に残される。
　他の生体適合性ポリマー系が、梗塞ゾーンに導入されてもよい（図１６の１６２０）。
これら薬剤の幾つかは、生体適合性であるだけでなく、ＳＡＩＢと同様に実質的には水不
溶性である。梗塞ゾーンへの導入を容易にするために、溶媒または溶媒混合物を使用して
該ポリマーを溶解してよい。一つの態様において、生体適合性の水不溶性ポリマーは、ポ
リラクチド類、ポリグリコリド類、ポリカプロラクトン類、ポリアンヒドリド類、ポリア
ルキレンオキセート類（polyalkylene oxates）、ポリアミド類、ポリウレタン類、ポリ
エステルアミド類、ポリジオキサノン類、ポリヒドロキシバレレート類、ポリアセタール
類、ポリケタール類、ポリカーボネート類、ポリオルトエステル類、ポリホスファゼン類
、ポリヒドロキシブチレート類、ポリアルキレンスクシネート類、およびポリ（アミノ酸
）からなる一つを含んでよい。これら不溶性ポリマーの何れの一つも、溶媒、例えばジグ
ライム、ジメチルイソソルビド、Ｎ－メチル－２－ピロリドン、２－ピロリドン、グリセ
ロール、プロピレングリコール、エタノール、テトラグリコール、ジエチルスクシネート
、酢酸エチル、乳酸エチル、酪酸エチル、マロン酸ジブチル、クエン酸トリブチル、アセ
チルクエン酸トリ－ｎ－ヘキシル、グルタル酸ジエチル、マロン酸ジエチル、クエン酸ト
リエチル、トリアセチン、トリブチリン、炭酸ジエチル、炭酸プロピレン、アセトン、メ
チルエチルケトン、ジメチルスルホキシド、ジメチルスルホン、テトラヒドロフラン、カ
プロラクタム、Ｎ，Ｎ－ジエチル－ｍ－トルアミド、１－ドデシルアザシクロヘプタン－
２－オン、１，３－ジメチル－３，４，５，６－テトラヒドロ－２（１Ｈ）－ピリミジノ
ン、および正規のグリセロールに溶解されて、注射可能なポリマー溶液を形成し得る。当
該分散液は心臓の梗塞領域の中に導入されてよく、そこでは溶媒が消失し、ポリマーが分
散液から沈殿して梗塞領域壁を構造的に補強する。一つの態様において、開示されたポリ
マーは、梗塞領域に導入される二以上のポリマーの共重合体のような、何れかの組合せに
おいて使用されてよい。
【００５５】
　図１６の１６３０は、ビニルポリマーおよびアクリレート生体適合性ポリマー系の使用
を記載したフローチャートを示している。梗塞ゾーンに注射されると、ビニルポリマー／
アクリレート剤は水に接触し、ポリマーが沈殿して梗塞領域の周囲の組織を補強する。一
つの態様において、該ビニルポリマー／アクリレート剤には、ポリビニルブチラール、Ｐ
ＢＭＡ－ＨＥＭＡ、ＰＥＭＡ－ＨＥＭＡ、ＰＭＭＡ－ＨＥＭＡ、並びにエタノール、アセ
トンおよびＩ－ＰＡ中に溶解する他のアクリレート共重合体が含まれる。もう一つの態様
において、梗塞領域に導入される該ビニルポリマー／アクリレート剤は、固相または溶融
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相の形成プロセスを有するＥＶＡＬTMであってよい。ＥＶＡＬTM樹脂は、高度の結晶性構
造を有している。熱成形等級のＥＶＡＬTM樹脂は単斜晶系構造を有するのに対して、殆ど
のポリオレフィンは六方晶系または斜方晶系のタイプの構造を有している。この特徴は、
その熱成形能力内での可撓性を提供する。もう一つの態様において、梗塞領域に導入され
るビニルポリマー／アクリレート剤は、ＢＵＴＶＡＲTM（ポリビニルブチラール）であっ
てよい。一つの態様において、当該薬剤はジグライム中のＰ（ＢＭＡ－コ－ＭＭＡ）（Al
drich Chem.）であってよい。もう一つの態様において、該薬剤はＥＶＡＬTM、即ち、ジ
メチルアセタミド中のエチレンおよびビニルアルコールの共重合体（EVAL Co. of Americ
a, Houston, TX）であってよい。もう一つの態様において、該ポリマーは、ジグライム中
のＰＬＧＡ［ポリ(ラクチド－コ－グリコリド)］（Birmingham Polymers, Birmingham, A
labama）であってよい。
【００５６】
　他の成分は、内因性コラーゲン沈着のための基体として作用し、また図１６に記載した
沈殿または残存したミクロ粒子を、分解から保護する可能性がある。補強ゲルが分解する
につれて、高度に安定且つ平滑なミクロ粒子は、当該部位を占有している繊維芽細胞に露
出される。これはコラーゲンの産生をトリガーして、分解するゲルを置換する。従って、
梗塞ゾーンは、暫定的ゲルのコラーゲン置換によって補強され得る。分散される材料には
、ＰＭＭＡ、Ｐ（ＭＭＡ－コ－ＢＭＡ）、炭素ミクロ粒子（Durasphere）、ポリスチレン
、架橋アクリルヒドロゲル、およびＰＬＧＡからなるミクロ粒子の群が含まれる。もう一
つの態様において、架橋アクリルヒドロゲルは、例えばＨＥＭＡ、ＡＡ、ＡＭＰＳ、アク
リルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド、ジアセトンアクリルアミド、スチレンス
ルホネート、および二官能性もしくは三官能性モノマーを含んでよい。この二官能性もし
くは三官能性モノマーは、ＥＧＤＭＡおよびＤＶＢであってよい。耐久性ミクロ粒子のも
う一つの例には、熱分解性の炭素コーティングされたミクロ粒子が含まれる。熱分解性炭
素コーティングされたミクロ粒子の一例は、最初は尿失禁のために製造された（Carbon M
edical Technologies）、塞栓形成粒子として使用するためのトリスアクリルゼラチンミ
クロ粒子である（Biosphere）。加えて、高度に結晶性の（且つ加水分解抵抗性の）ＰＬ
ＧＡミクロ粒子の使用は、キャリアゲルを長持ちさせ、またコラーゲン沈着のための有用
な基体を提供することができる。
【００５７】
　１以上の造影剤(１５４０)および／または適切な治療剤(１５５０)が、梗塞領域の治療
剤として、先に詳述した成分に随伴されてよい。該造影剤または治療剤は、梗塞エリアに
導入される前に構造成分に結合されてよく、またはこれに溶解されてよい。該造影剤は、
Ｘ線またはＭＲ分析における検出のために使用されてよい。補強成分に随伴し得る薬剤に
は、血管新生剤、ＡＣＥ阻害剤、アンジオテンシン受容体ブロッカー、ＳＲＣＡポンプ（
筋小胞体カルシウムポンプ）増加剤、ホスホランバン阻害剤および抗アポトーシス薬が含
まれるが、これらに限定されない。これらの薬剤は、小分子、ペプチド、タンパク質また
は遺伝子産物の形態であってよい。小分子は任意に、補強成分の組織への付着を改善する
ために、溶液の成分に結合されてよく、溶液中に分散されてよく、溶液に溶解されてよい
。一つの態様は、ペプチドを、付着プロセスを媒介する保存された領域に結合させるもの
である。もう一つの態様は、補強成分の存在下に、ＲＧＤ（アルギニン－グリシン－アス
パラギン）モチーフとの特定のペプチド結合体の使用を含むものである。更なる態様にお
いて、該ＲＧＤモチーフペプチドは、フォンビルブラント因子、オステオポンチン、フィ
ブロネクチン、フィブリノーゲン、ビトロネクチン、ラミニンおよびコラーゲンを含んで
よい。
　一つの態様においては、何れの記載された薬剤も、約１μＬ～１ｍＬの容量において１
又は２回以上の投与で導入されてよい。もう一つの態様において、記載された何れの薬剤
も、約１μＬ～３００μＬの容量において１又は２回以上の投与で導入されてよい。もう
一つの態様においては、記載された何れの薬剤も、約１μＬ～１００μＬの容量において
１又は２回以上の投与で導入されてよい。好ましい態様において、何れの記載された薬剤
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も、約１μＬ～５０μＬの容量において１又は２回以上の投与で導入されてよい。
【００５８】
　〔構造的補強のためのコラーゲン架橋剤〕
　図１７は、心室の梗塞領域を構造的に補強する方法(１７１０)を記載したフローチャー
トを図示している。先に述べたように、薄化は、梗塞領域のリモデリングに続く事象のカ
スケードにおいて重要な因子である。薄化に寄与する一つの因子は、ＭＭＰ（マトリック
スメタロプロテイナーゼ）によるコラーゲン分解および血行力学的ストレスに起因するコ
ラーゲンヘリックスの滑りである。コラーゲンの滑りは、更なるリモデリングおよび遠隔
ゾーンの肥厚をもたらす梗塞瘢痕の拡大を生じる。コラーゲンの滑りを防止するための先
の発明は、縫合術を含む（Kelley et al., Circ., 1999 ; 99: 135-142）。この方法は、
心外膜ポリマーメッシュを該領域に直接縫合することを含む。一つの態様によると、薬剤
は、コラーゲン滑りを防止するように、最小侵襲法によって当該領域に導入されるであろ
う。一つの態様において、薬剤または分散液は複数回の注射によって梗塞ゾーンに導入さ
れ、次いで、該薬剤はコラーゲン瘢痕と反応してそれを架橋するであろう。これにより、
局所壁に対して滑りの防止および強度をもたらす。一つの態様において、当該薬剤（上記
で詳述したもの）は、開胸手術の間に最小侵襲法によって梗塞ゾーンに注射されてよい。
もう一つの態様において、最小侵襲法は、剣状突起下（subxyphoid）注射および経皮注射
を含んでよい。もう一つの態様において、梗塞ゾーン中への経皮的導入は、心室内ニード
ル、経血管針カテーテルおよび逆行性静脈灌流のうちの一つを含んでよい。
　造影剤または治療剤は、梗塞エリアに導入されるに先立って、構造成分に結合されても
、または構造成分中に溶解されてもよい。該薬剤については詳述した。
　幾つかの可能な架橋剤が図１８に示されており、コラーゲンの滑りを防ぐ（１７３０）
ための可能な薬剤(１７２０)を示している。梗塞領域に注射されたこの薬剤は、多官能性
であってよい（ヘテロポリマーまたはホモポリマー）。架橋剤のもう一つの重要な特徴は
、コラーゲン（Ｉ型およびＩＩＩ型）のアミノ酸の側鎖に架橋する該架橋剤の能力である
。一つの態様において、当該薬剤は、生体適合性の水混和性溶媒に可溶であって、心筋中
に存在する水溶液により分散系から抽出されることができる。これは、該架橋剤が梗塞領
域の中に沈殿することを可能にし、当該エリア外への架橋剤の移動を最小化する。もう一
つの態様において、架橋剤の存在下で使用される前記生体適合性の溶媒は、ジグライムお
よびジメチルイソソルビドであってよい。コラーゲンは、多数のリジン残基およびヒドロ
キシプロリン残基でできており、これら残基は、それぞれ一級アミン基およびヒドロキシ
ル基の反応性側鎖基を有している。以下の例において、架橋剤はこれら側鎖基の少なくと
も一つと反応する。図１８の１８１０は、コラーゲンを架橋するために、ポリエポキシ官
能樹脂を使用する方法を記載したフローチャートを示している。一つの態様では、ポリエ
ポキシ官能樹脂が梗塞領域に導入されてよい。もう一つの態様では、ポリエポキシ官能樹
脂は、ビスフェノールＡエポキシ（Shell 828）、エポキシ－ノボラック樹脂（Ciba1138 
及び1139, Dow 431）、グリシジルメタクリレートのホモポリマー（ＧＭＡ）、またはＧ
ＭＡと他のアクリレートとの共重合体を含んでよい。もう一つの態様において、ポリエポ
キシ官能樹脂は多官能性エポキシドを含んでよい。もう一つの態様において、ポリエポキ
シ官能樹脂はアクリレートを含んでよい。後の樹脂、即ち、多官能性エポキシドおよびア
クリレートは、八つのエポキシドまたはアクリレート官能基をもったキュービックシリコ
ーン（silsesquioxanes）に基づくものである。もう一つの態様において、該ポリエポキ
シ官能樹脂は、四官能性エポキシドシリコーンを含んでよい。もう一つの態様において、
該ポリエポキシ官能樹脂は、二官能性エポキシドシリコーンを含んでよい。
【００５９】
　図１８の１８２０は、架橋剤としてのポリイソシアネートの使用を記載したフローチャ
ートを示している。一つの態様において、コラーゲンを架橋するために使用される該架橋
剤は、ポリイソシアネートを含んでいてよい。もう一つの態様において、該ポリイソシア
ネートは、ヘキサメチレンジイソシアネートのビューレット、およびヘキサメチレンジイ
ソシアネートのイソシアヌレートを含んでよい。これら生成物の両者は、それぞれ、ＤＥ
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ＳＭＯＤＵＲ　Ｎ　１００およびＤＥＳＭＯＤＵＲ　３３００の下で商業的に製造される
（バイエル社から商業的に入手可能）。図１８の１８３０は、可能なコラーゲン架橋剤と
しての芳香族ハロゲン化化合物の使用を説明するフローチャートを示している。一つの態
様において、コラーゲンを架橋して滑りを防止し、梗塞領域を構造的に補強するために使
用される該架橋剤は、ハロゲン化された化合物を含んでよい。もう一つの態様において、
コラーゲンを架橋するために使用されるハロゲン化合物は、１，５－ジフルオロ－２，４
－ジニトロベンゼン（ＤＦＮＢ）を含んでよい。
　植物性タンニンのようなポリヒドロキシ芳香族（レゾルシノール基）化合物が、動物獣
皮を皮革に加工するためコラーゲンの架橋に使用されてきた。図１８は、コラーゲン架橋
のためのレゾルシノール基の使用を記載したフローチャートを示している。溶媒可溶性の
レゾルシノール－ホルムアルデヒド樹脂は、多くのレゾルシノール基を含んでいる。メチ
レンブリッジおよび／またはエーテルブリッジが、レゾルシノール基を連結する。レゾル
シノール(RESORCINOL商標)はコラーゲンを架橋できるが、一つの問題は、モノマー形態で
は腐蝕性且つ水混和性であることである。一つの態様において、コラーゲンを固めて梗塞
領域を構造的に補強する架橋剤は、レゾルシノール－ホルムアルデヒド樹脂であってよい
。
【００６０】
　図１８の１８５０は、梗塞領域におけるコラーゲンの滑りを防いで心室壁を構造的に補
強する可能な架橋剤としての、アクリレート基で終端する薬剤の使用を説明するフローチ
ャートを示している。このようなアクリレート終端剤は、コラーゲンの一級アミン基と反
応して、安定化架橋を形成する。一つの態様において、該架橋剤はアクリレート終端剤で
あってよい。もう一つの態様において、コラーゲンを架橋するのに使用されるアクリレー
ト終端剤は、水不溶性架橋剤であるウレタン－アクリレート類およびエポキシ－アクリレ
ート類のうちの一つであってもよい。これらの化合物は商業的に入手可能である（Cognis
 Corp, OH）。架橋剤のもう一つの例が、図１８のフローチャートの１８６０に示されて
いる。リジルオキシダーゼは先に述べたように、単独または他の物質と組合せて、コラー
ゲンを架橋してコラーゲンの滑りを防止し、梗塞領域における構造的補強剤として使用す
ることができる。リジルオキシダーゼは、リジン側鎖基を酸化的に脱アミノ化して、コラ
ーゲンとの強い架橋結合を形成できる反応性アルデヒド基を形成する酵素である。一つの
態様においては、存在するコラーゲンを架橋して滑りを防止するために、リジルオキシダ
ーゼが梗塞領域に導入されてよい。
　図１８の最後のフローチャート例において、１８７０は、梗塞領域においてコラーゲン
を架橋および安定化するための、ミクロ粒子の使用を記載したフローチャートを示してい
る。一つの例としては、表面活性剤フリーの狭いサイズ分布のスチレンラテックス粒子の
使用が挙げられ、該粒子は、クロロメチル、エポキシおよびアルデヒドを有する表面官能
基も含んでいる。この表面のアルデヒド基は密に充填されてよく、従って、安定な結合の
ためのホウ化水素還元は不要であろう。クロロメチル基は一級および二級アミンと反応し
て、安定な架橋を形成する。他の可能な反応性官能基としては、スクシンイミジルエステ
ル、ベンゾトリアゾールカーボネートおよびｐ－ニトロフェニルカーボネートが挙げられ
得る。他の可能な官能基が使用されてもよい。一つの態様において、ミクロ粒子のサイズ
限界は、マイクロメートル未満ないし１桁台のマイクロメートルサイズを含むものであっ
てよい。このサイズ範囲は、当該部位から逆流するミクロ粒子が塞栓の危険を生じるのを
防止する。他の態様において、架橋剤は、表面活性剤フリー且つ官能性を持たせたスチレ
ンラテックスミクロ粒子であってよい。これらスチレンミクロ粒子の幾つかの例が存在す
る。商業的に入手可能なスチレンミクロ粒子の例は、インターフェイシャル・ダイナミッ
ク・コーポレーション（Interfacial Dynamics Corporation）社およびマグスフィア（Ma
gsphere）社によって製造されているものである。
【００６１】
　加えて、図１７および図１８に示されたこれら薬剤の何れか一つは、１以上の造影剤(
１７４０)、および／または当該領域の治療のための適切な薬剤(１７５０)を伴ってもよ
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い。この造影剤または治療剤は、梗塞エリアに導入される前に、構造成分に結合または溶
解されてもよい。そのように補強成分に付随し得る薬剤としては、血管新生剤、ＡＣＥ阻
害剤、アンジオテンシン受容体ブロッカー、ＡＲＣＡポンプ増加剤、ホスホランバン阻害
剤および抗アポトーシス薬が挙げられるが、これらに限定されない。これら薬剤は、小分
子、ペプチド、タンパク質または遺伝子産物の形態であってよい。小分子は、補強成分の
組織への付着を改善するために、溶液の成分に結合されても、溶液中に分散されても、ま
たは溶液中に溶解されてもよい。一つの態様は、ペプチドを、接着プロセスを媒介する保
存された領域と結合させることである。もう一つの態様としては、補強成分の存在下にお
いてＲＧＤ（アルギニン（Ｒ）－グリシン（Ｇ）－アスパラギン（Ｄ））モチーフと特異
的に結合するペプチドの使用が挙げられる。更なる態様において、ＲＧＤモチーフペプチ
ドは、フォンビルブラント因子、オステオポンチン、フィブロネクチン、フィブリノーゲ
ン、ビトロネクチン、ラミニンおよびコラーゲンを含む。
【００６２】
　〔心筋浮腫の防止および梗塞領域を「セメンテーションすること（cementing）」〕
　図１９は、ＭＩ直後(１９００)の、凝固因子の導入を説明するフローチャートを示して
いる。ＭＩ後プロセスの初期応答の一つは、心筋浮腫である。この浮腫は、梗塞後数時間
内に認められる血管外遊出した血液からなる。それに続いて、次の数時間以内に浮腫が解
消する。ＭＩ直後に起こる過程は、梗塞領域壁が厚くなり、次いで薄化することである。
図１９に示した本発明は、１以上の凝固因子を当該領域に導入し、それによって凝固した
ばかりの血液を「セメンテーションすること」により壁を補強し、且つ壁を厚くする(１
９１０)。図１９の１９２０／１９３０は、二重溶液技術を使用して血液を凝固させる一
つの方法を示している。一つの態様においては、第一の溶液(１９２０)が、塩化カルシウ
ムおよびトロンビンを含んでおり、第二の溶液(１９３０)は、フィブリノーゲンおよびト
ラネキサム酸（transexamic acid）を含んでいる。トラネキサム酸は、抗フィブリン分解
剤である。これら二つの溶液の梗塞領域への導入は、引続き局部的な血液の凝固を生じ、
該凝固は当該領域内において構造的補強塊(１９４０)を形成し、梗塞部位の薄化を防止す
る。もう一つの態様では、凝固誘導溶液を梗塞ゾーンに送達するために、静脈内加圧灌流
を使用してよい。これは、動脈循環の中への凝血塊の放出の可能性を防止する。図１９の
１９５０は、局部的な凝血を誘導するための、剪断活性化された血小板画分の使用を記載
したフローチャートを示している。この血小板画分は、ＭＩ患者自身の血液または他の供
給源から単離されてよい。図１９の１９６０は、凝血カスケードの、他のイニシエータの
フローチャートを示している。これらの因子は、内因性因子および外因性因子と呼ばれる
複数の因子を包含する。内因性因子は、外傷の不存在下でも凝血を開始させる。外因性因
子は、外傷によって生じる凝血を開始させる。一つの態様において、心筋浮腫を停止して
梗塞ゾーンの心室壁を補強するために使用される凝結因子は、フォンビルブラント因子（
ｖＷＦ）、高分子量キニノゲン（ＨＭＷＫ）、フィブリノーゲン、プロトロンビン、およ
び組織因子ＩＩＩ－Ｘを含んでよい。本発明のもう一つの態様では、梗塞領域壁に増大し
た引張り強度を与え得るような、先に述べた凝血因子の何れかの組合せを使用してもよい
。
【００６３】
　〔梗塞領域で使用される、マトリックスメタロプロテイナーゼ阻害剤〕
　ＭＩ外傷が生じた後に、マクロファージが梗塞領域に浸潤する傾向がある。該マクロフ
ァージは、マトリックスメタロプロテイナーゼ類（ＭＭＰ）を放出する。亜鉛含有エンド
プロテイナーゼファミリーのメンバーとして、ＭＭＰは構造的類似性を有するが、各々の
酵素は異なる細胞によって産生された異なる基質特異性を有しており、また異なる誘導能
を有している。これらの酵素は、当該梗塞ゾーンにおいて破壊を起こさせる。ＭＭＰによ
って破壊される一つの重要な構造的成分は、細胞外マトリックス（ＥＣＭ）である。ＥＣ
Ｍは細胞を取囲んで支持する複雑な構造的実体であり、哺乳類組織内に見られる。ＥＣＭ
は、結合組織と称されることが多い。ＥＣＭは、三つの主要な分類の生体分子で構成され
る：即ち、構造タンパク質、例えば、コラーゲンおよびエラスチン；特殊化されたタンパ
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ク質、例えばフィブリン、フィブロネクチン、およびラミニン；およびプロテオグリカン
である。これらはタンパク質コアで構成されており、これに、グリコサミノグリカン類（
ＧＡＧ）と称するＥＣＭの極めて複雑な高分子量成分を形成する長鎖の反復二糖類単位が
結合されている。コラーゲンはＥＣＭの主要な成分であり、ＭＭＰは、ＥＣＭ分解を誘導
してコラーゲン沈着を生じさせる。ＭＭＰの阻害剤が存在し(１９７０)、これら阻害剤の
幾つかは組織特異的である。ＭＭＰの急性薬理学的阻害、または幾つかの場合にはＭＭＰ
－９の欠乏、左心室拡張が、マウスの梗塞心臓において減衰されることが以前に立証され
ている（Creemers, E.et. al. "Matrix Metalloproteinase Inhibition After Myocardia
l Infarction", A New Approach to Prevent Heart Failure? Circ Res. Vol 89 No. 5,2
315-2326, 1994）。このＭＭＰの阻害剤は、メタロプロテイナーゼの組織阻害剤（ＴＩＭ
Ｐ）と称される。合成形のＭＭＰＩ、例えばＢＢ－９４、ＡＧ３３４０、Ｒｏ３２－３５
５ｂ、およびＧＭ６００１も存在する。ＭＭＰＩは、壁の薄化を減少させることによって
左心室におけるリモデリングを低減することが、以前に示された。これらの実験は、ウサ
ギに対して行われた。加えて、この研究は、ＭＭＰＩが心内膜下における新血管新生を減
少するのではなく、増大させることをも示した（Lindsey et. al. "Selective matrix me
talloproteinase inhibitors reduce left ventricle remodeling but does not inhibit
 angiogenesis aftermyocardial infarction, "Circulation 2002 Feb. 12; 105 (6): 75
3-8）。一つの態様において、ＭＭＰＩは、繊維芽細胞の移動およびコラーゲンの沈着を
低減することにより、リモデリングプロセスを遅延させ、またＥＣＭ分解を防止し、白血
球流入を減少させ、壁ストレスを低減するために、梗塞領域に導入されてよい。一つの実
施例において、ＭＭＰＩは、記載した構造的補強剤の何れかを梗塞領域に導入することと
組合せて、梗塞領域に導入されてもよく、ＴＩＭＰを含んでもよく、これにはＴＩＭＰ－
１、ＴＩＭＰ－２、ＴＩＰＭ－３およびＴＩＭＰ－４が含まれるがこれらに限定されない
。もう一つの態様においては、組換えＴＩＭＰの外因性の投与により、天然に存在するＭ
ＭＰＳの阻害剤が増大されてもよい。もう一つの態様において、ＭＭＰＩは、記載した構
造的補強剤の何れかを梗塞領域に導入すると共に梗塞領域に導入される、合成的に誘導さ
れたＭＭＰＩを含んでもよい。梗塞領域に導入される合成的に誘導されたＭＭＰＩを含ん
でもよい。ＭＭＰＩの梗塞ゾーンへの導入は、幾つかの異なる方法で達成されてよい。重
要なことは、これらＭＭＰＩ剤の導入が、最小侵襲技術によって達成されることである。
一つの態様において、ＭＭＰＩ剤は、ＥＣＭ分解を防止するために最小侵襲法によって当
該領域に導入されるであろう。薬剤または懸濁液は、一つの態様においては、梗塞領域へ
の多回注射によって導入されるであろう。これはＥＣＭ分解の防止、および局所壁に対す
る増大した強度をもたらす。一つの態様において、ＭＭＰＩ剤は、最小侵襲法を介して、
開胸手術の際に梗塞ゾーンに注入してよい。もう一つの態様において、この最小侵襲法は
、剣状突起下（subxyphoid）的および経皮的注射のうちの一つを含んでよい。もう一つの
態様において、梗塞ゾーンへの経皮的導入は、心室内ニードル、経血管カテーテルおよび
逆行性静脈灌流のうちの一つを含んでよい。加えて、ＭＭＰＩ剤は、懸濁液または、例え
ば図６の三成分系において詳述したミクロ粒子に導入された、徐放処方を介して導入され
てよい。一つの態様において、ＭＭＰＩの導入は、コラーゲンの滑りを防止する何れかの
架橋事象後に行ってもよい。もう一つの態様において、架橋剤は、ＭＭＰＩの導入の前に
、ターゲッティングされる梗塞エリアから除去されてもよい。
【００６４】
　ＭＩの後に心筋が顕著に冒されて、組織の一部に無動性または運動障害をもたらす可能
性がある。これは、閉塞した左下降性動脈によってＭＩが生じるときに屡々生じる。組織
の２０～４０％が冒される中程度の梗塞は、減少した心臓出力を生じ、神経ホルモン系の
活性化をもたらす［ＲＡＡＳ（レニン－アンジオテンシン－アルドステロン系）を介して
］。従って、この神経ホルモンの活性化が血圧の増大を生じさせ、心筋に対して更なるス
トレスをもたらす。この誘導された壊死は炎症性の応答を生じ、これは壊死組織の部位を
除去して最終的には心筋の薄化を導く。このサイクルは心筋に対するストレスの増大を伴
って継続し、最終的には心不全をもたらす可能性がある。
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　〔誘導可能なゲル系による梗塞ゾーンの構造的補強〕
　図２０は、梗塞ゾーンの構造的補強のための、光重合性ヒドロゲルの梗塞領域への導入
（２０００）を記載したフローチャートを示している。ヒドロゲルは、組織エンジニアリ
ング適用において以前に使用されている。これらのゲルは生体適合性であり、血栓症また
は組織損傷を起こさない。これらのヒドロゲルは、紫外線（ＵＶ）または可視光の存在に
おいて、光開始系に依存してin vivoおよびin vitroで光重合されてよい。光重合する材
料は、重合速度によって空間的かつ時間的に制御され得る。これらのヒドロゲルは非常に
迅速な硬化速度を有する。モノマーまたはマクロマー形態のヒドロゲルは、光開始剤と共
に、増強のために梗塞ゾーンに導入されてよい。これらヒドロゲル材料の例には、ＰＥＧ
アクリレート誘導体、ＰＥＧメタクリレート誘導体、または改変多糖が含まれる。
【００６５】
　可視光(２０３０／２１６０)を使用して、開始剤、例えばＱｕａｎｔｉｃａｒｅ　ＱＴ
Ｘの存在下に、ＰＥＧ８０００に基づくポリオキシエチレングリコール（ＰＥＧ）－コ－
ポリ（α－ヒドロキシ酸）共重合体(２１００)の界面光重合を開始してよい。開始剤であ
る塩化２－ヒドロキシ－３－［３，４－ジメチル－９－オキソ－９Ｈ－チオキサンテン－
２－イルオキシ］－Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチル－１－プロパニウム光開始剤は、Ｑｕａｎｔ
ｉｃａｒｅ　ＱＴＸとして入手すればよい。これは、紫外線および／または可視光線を吸
収して励起状態を形成し、その後に該励起状態が電子供与性部位と反応して、遊離基を発
生し得る特異的な水可溶性の光開始剤である。この技術は、ブタ大動脈組織に付着して、
導入領域に順応したヒドロゲルバリアをもたらすことを示すために使用されてきた。得ら
れたマトリックスはin vitroで最適化されて、厚さが５～１００μmのバリアの形成を生
じた（Lyman, MD et. al., "Characterization of the formation of interfacially pho
topolymerized thin hydrogels in contact with arterial tissue Biomaterials", 1996
 Feb. 17(3): 359-64）。足場(２００４／２１３０)は、先に述べた最小侵襲法を用いて
、心室の望ましいエリアのみに向けられてよい。構造的補強剤は、それが除去または分解
されるまで、その場所に残留できるであろう。
【００６６】
　一つの態様は、ベンゾイン誘導体、ヒドロキシアルキルフェノン類、ベンジケタール類
およびアセトフェノン誘導体、または同様の化合物の梗塞ゾーンへの導入を含んでいる。
これらの光開始剤は、ＵＶ光に露出されると、光開裂または水素引き抜きによってラジカ
ルを形成し、反応を開始させる。図２１Ａ～図２１Ｅ参照。ＵＶまたは可視光の光源は、
図２１Ｃに示したカテーテル(２１６０)（例えば、光ファイバーチップカテーテル）また
はカテーテル上のリードによって、または経皮的に供給されてよい。図２２Ａ～図２２Ｂ
は、感光性材料を送達するために使用し得るカテーテルアセンブリーを示している。カテ
ーテル(２２１０)は、一以上の薬剤(２２３０)のための少なくとも一つのルーメン、およ
び送達された薬剤の改変のための光源(２２２０)を備えた送達デバイスを提供するように
設計される。カテーテルコントローラ(２２４０)は、光源(２２２０)のためのスイッチ(
２２５０)および薬剤送達のためのコントローラ(２２６０)を収容してよい。もう一つの
態様において、光開始剤であるカンファーキノンが使用されてよい。カンファーキノンは
、歯科用途に広範に使用されており、４６７ナノメータのλmaxを有する。例えば、この
薬剤は、カテーテルのチップ上のＧａＮ青色ＬＥＤによって活性化されることができる。
一つの態様は、感光性開始剤の存在下において重合事象を導入するために、送達カテーテ
ル末端での可視光の使用を含んでいる。もう一つの態様は、光開始剤であるカンファーキ
ノンの使用を含んでおり、これは梗塞領域内においてカテーテルチップ上の光によるヒド
ロゲルの架橋を容易にする。もう一つの態様は、感光性開始剤の存在下で重合事象を誘導
するための、ＵＶＡ光源を備えたカテーテルの使用を含んでいる。可視群における他の重
合開始剤には、水溶性遊離ラジカル開始剤である塩化２－ヒドロキシ－３－［３，４－ジ
メチル－９－オキソ－９Ｈ－チオキサンテン－２－イルオキシ］－Ｎ，Ｎ，Ｎ－とリメチ
ル－１－プロパニウムが含まれる。このカスケード事象は、梗塞領域内において、水性形
態での適切なビニルモノマーまたはプレポリマーの重合を開始させるために必要な環境を
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提供する（Kinart et. al. "Electrochemical studies of 2-hydroxy-3-(3, 4-dimethyl-
9-oxo-9H-thioxanthen-2-yloxy)-N,N,N-trimethyl-l-propanium chloride", J. Electroa
nal. Chem 294 (1990) 293-297）。
【００６７】
光重合性物質を梗塞領域へ導入する一つの可能性な方法が、図２１Ａ～図２１Ｅに示され
ている。一つの態様において、光重合性材料は、最小侵襲法を介して、開胸手術の際に梗
塞ゾーンに導入される(２１３０)。もう一つの態様において、この最小侵襲法は、剣状突
起下（subxyphoid）的導入および経皮的導入を含む。もう一つの態様において、梗塞ゾー
ンへの経皮的導入は、心室内ニードル、経血管カテーテルおよび逆行性静脈灌流のうちの
一つを含んでよい。単一内腔針カテーテル(２１２０)を使用して、光重合性材料(２１４
０)を梗塞ゾーンへ導入してもよい。該薬剤が当該領域に導入されたら、幾つかの心臓拍
動が、過剰な薬剤を心室の中へと除去し(２１５０)、この過剰な薬剤は心臓領域から除去
される。過剰な物質が除去されたら、重合(２１７０)を誘導するために光源(２１６０)が
導入されてよい。こうして、構造的補強剤は、組織増強が必要とされる局部的損傷エリア
に限定される。図２０に示したように、足場は、抵抗性材料または生分解性材料で造られ
てよい(２０５０)。生分解性材料の幾つかの例には、ＰＥＧ－コ－ポリ（α－ヒドロキシ
酸）ジアクリレートマクロマー、該共重合体におけるα－ヒドロキシ酸セグメントの長さ
および組成が変化する該材料の誘導体、ポリ（フマル酸プロピレン）－コ－エチレングリ
コール、およびヒアルロン酸誘導体が含まれる。該ポリマーの分解速度は、該材料が梗塞
領域内に残留することが必要とされる最適時間長に従って変化してよい。これらゲルの分
解速度は、オリゴ（α－ヒドロキシ酸）の適切な選択により、１日の短期間から４ヶ月の
長期間までに亘って改変することができる（Sawhney, A. S. et. al., Bioerodible Hydr
ogels Based on Photopolymerized Poly(ethylene glycol)-co-poly(a-hydroxy acid) Di
acrylare Macromers. Macromolecules (1993) 26,581-587）。これらポリマー鎖は何れも
、Ｑｕａｎｔｉｃａｒｅ　ＱＴＸのような光開始剤および光源の存在下で形成されてよい
。
【００６８】
　図２１Ａ～図２１Ｅは、梗塞ゾーンへの、潜在的光重合性材料の導入プロセスを示して
いる。図２１Ａおよび図２１Ｂは、当該部位(２１００および２１１０)への材料の導入を
示している。図２１Ｃは、過剰の材料を心室(２１５０)の中へ除去することを示している
。次いで、図２１Ｃにおいては、該材料を重合させるために、カテーテルを介して光源が
導入されてよい(２１６０)。該材料は、それが分解するときまで、または使用される材料
に依存せずに、構造的補強として当該部位(２１７０)に残留する。
　一つの態様においては、何れの記載した薬剤も、約１μＬ～１ｍＬの容積において１又
は２回以上の投与で導入されてよい。もう一つの態様において、何れの記載した薬剤も、
約１μＬ～１ｍＬの容積において１又は２回以上の投与で導入されてよい。もう一つの態
様において、何れの記載した薬剤も、約１μＬ～３００μＬの容積において１又は２回以
上の投与で導入されてよい。もう一つの態様においては、何れの記載した薬剤も、約１μ
Ｌ～１００μＬの容積において１又は２回以上の投与で導入されてよい。好ましい態様に
おいては、何れの記載した薬剤も、約１μＬ～５０μＬの容積において１又は２回以上の
投与で導入されてよい。
【００６９】
　図２４Ａおよび図２４Ｂは、二成分組成物を送達するために使用し得るカテーテルアセ
ンブリーを示している。図２４Ａにおいて、成分１（１２４０）および成分２（１４２０
）は、送達デバイスの別々のルーメンに収容されている(２４３０)。これら成分の送達は
、当該装置の基部において、ハンドル(２４７０)によって制御される。ハンドル(２４７
０)が回転されて一つのニードルが延出され、次いで他方が延出される。一度には一方の
ニードルだけが連動する。図２４Ｂに示された断面図は、第一のニードルポート(２４５
０)および第二のニードルポート(２４６０)、並びにニードルの延出を制御する中央腱(２
４８０)を示している。当該装置の先端(２４９０、図２４Ｃ)においてハンドルが回転さ
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れ、ニードルが延出する一方、他のニードルは引込められる。一つの態様において、この
カテーテル装置は、左心室心筋内の梗塞領域へと成分を送達するために使用されてよい。
もう一つの態様においては、当該カテーテル装置を使用して第一の成分を当該エリアに送
達し、ときには過剰の第一の成分を洗い流した後に、第二の成分を送達してもよい。
　図２５Ａ～図２５Ｄは、正確に同じ部位に薬剤を注射する可能性を回避しながら、図２
４のカテーテル装置を使用して、二成分を梗塞領域へ導入することを示している。図２４
の送達デバイスを使用して、当該成分を梗塞領域へと送達する。該梗塞は、心内膜と新外
膜の間の領域として図示されている。該装置(２５４０)がこの部位へと進められて、ニー
ドル１（２５５０）を延出することによって第一の成分が送達され、該成分(２５６０)が
梗塞エリアに撒布される。次いで、このニードル(２５５０)が引込められる一方、第二の
ニードル(２５７０)が延出される。第二の成分(２５８０)が撒布される。当該エリアへの
二つの成分の送達により、ゲル(２５９０)を形成することができる。
【００７０】
　図２６は、図２４および図２５に示したカテーテル装置の送達を示している。両方の成
分が、カテーテル（例えばバルーンカテーテル）のルーメン(２６３０／２６４０)を通し
て同時に送達される。例えば、第一の成分(２６５０)は、静脈ルート(２６１０)を通して
送達されてよく、また第二の成分(２６６０)は、動脈ルート(２６２０)を通して送達され
てよい。この方法は、該成分を微小循環内に含めるために適切な圧力バランスを保証する
。これは、静脈側または動脈側への漏れを回避する。静脈側についての駆動圧力は、１０
０ｍｍＨｇよりも大きく（ΔＰ２６７０は毛細管レベル内での当該成分の閉じ込めを保証
するように計算される）、動脈側は外圧勾配を必要としない。動脈側は、注入によって達
成されてよい。一つの態様において、当該カテーテルは、静脈ツリーを通して第一の成分
を送達し、次いで動脈ツリーを通して第二の成分を送達するために使用してよい。この装
置は、先に詳述した態様において説明した、何れかの成分組合せ法を送達するために使用
されてよい。
　〔心室プラグ〕
　心室の損傷壁を補強するためのもう一つの方法は、固体物質の損傷エリアへの導入を含
んでよい。該固体物質は、該固体物質のプラグを当該部位に導入することによって、当該
領域を充填または嵩高くするために使用してよく、また心室のコンプライアンスを増大さ
せてよい。これら材料は、有機ポリマーまたはシリコーンをベースとするポリマー、生分
解性ポリマー、操作された生体材料(engineered biomaterial)および／または金属ででき
ている。一つの態様において、該プラグは、該物質を当該エリアに留め、それがそこに残
留するのを保証するために、顎部または尖った端部を有してよい。他の態様において、シ
ール剤またはプラグは、心筋梗塞後の薄化する壁に対して嵩高さを加えることができる。
これは、損傷エリアにおける弾性係数の増大をもたらし得る。他の態様において、該シー
ル剤またはプラグは、梗塞領域に対する炎症応答を引き起こす場合もある。この炎症応答
は、繊維芽細胞の補充および活性化を生じることができる血管新生応答の増大をもたらし
、これは追加のコラーゲンを沈着して、薄化する梗塞領域を嵩高くし、この領域の弾性係
数を増大させるであろう。更に他の態様は、心室の損傷領域へのプラグの添加を含んでお
り、これは壁に強度を付加し、また該領域に対する炎症応答を生じさせる。
【００７１】
　一つの態様において、心室の損傷領域に供給されるプラグは、生体適合性の有機成分を
含んでよい。他の態様において、心室の損傷領域に供給されるプラグは、生体適合性のシ
リコーンベースのポリマーを含んでよい。他の態様において、心室の損傷領域に供給され
るプラグは、生体適合性の生分解性ポリマー、例えば、ＰＬＧＡ、ポリ（ヒドロキシバレ
レート）およびポリオルトエステルなどを含んでよい。他の態様において、心室の損傷領
域に供給されるプラグは、生体適合性の非生分解性材料、例えばポリプロピレンおよびＰ
ＭＭＡを含んでよい。更なる態様において、心室の損傷領域に供給されるプラグは、生体
適合性の金属化合物、例えば３１６Ｌ、Ｃｏ－Ｃｒ合金、タンタルおよびチタン等を含ん
でよい。問題の領域に直接インプラントされるプラグを使用することのもう一つの利点は
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、側鎖基のような追加の表面成分をプラグに追加することであり得る。これらの側鎖基は
、外因的に供給されたコラーゲンまたは内因性コラーゲン、例えばＩ型コラーゲンおよび
ＩＩＩ型コラーゲンと反応する反応性側鎖基を含んでよい。コラーゲンは有意な数のリジ
ンおよびヒドロキシプロリン残基を含むので、これらの残基は、他の部分と反応できる一
級アミノ基およびヒドロキシ基を有する。一つの態様において、心室の損傷領域に供給さ
れるプラグは、コラーゲンにおけるリジンの一級アミンと反応できる表面アルデヒド基を
含んでよい。
【００７２】
　プラグのサイズおよび形状は、状況に応じて変化してよい。例えば、先に述べたポリマ
ープラグは機械加工、射出成形、押出し成形または溶液キャスト成形してよい。一つの態
様において、カテーテル装置による送達を容易にするために、プラグの形状は細長く且つ
薄くてよい。これらのプラグはまた、プラグが心室の損傷部位に導入されたときに、それ
が当該部位から滑落するのを防止するように、顎部または側方突起を有してよい。他の態
様において、該プラグはネジまたは螺旋に類似した形状に作製されてよい。一つの態様に
おいて、該プラグはポリマー材料であってよい。他の態様において、該プラグはＳＳアン
カーを備えたポリマー材料、例えば、プラグを問題の部位の中に埋設するために、アンカ
ーを有するステンレススチール帯を備えたプラグであってよい。プラグのサイズもまた変
化してよい。一つの態様において、該プラグの直径は約０．１ｍｍ～約５ｍｍであってよ
い。他の態様において、該プラグの直径は約０．２ｍｍ～約３ｍｍであってよい。他の態
様において、該プラグの長さは約１ｍｍ～約２０ｍｍであってよい。他の態様において、
該プラグの長さは約２ｍｍ～約１２ｍｍであってよい。プラグのサイズおよび形状に加え
て、心室内の領域に供給されるプラグの数もまた、患者の損傷および症状の範囲に応じて
変化してよい。一つの態様において、当該領域に供給されるプラグの数は、約１～約２０
０であってよい。他の態様において、当該領域に供給されるプラグの数は、約５～約５０
であってよい。更なる態様において、当該領域に供給されるプラグの数は約２～約２０で
あってよい。
　好ましい態様において、該プラグは、加工された生体適合性の生体材料であってよい。
この生体材料は、細胞を損傷領域に補充して、当該部位に追加の強度を与えるために適し
ている。生体材料の一つの例は、ＳＩＳと称される、ブタ由来の小腸粘膜下組織である。
この操作された生体材料は、ＤｅＰｕｙ・ＩｎｃおよびＣｏｏｋ・Ｇｒｏｕｐから供給さ
れ得る。それはステンレススチールの中に収納した状態で入手可能である。ＳＩＳは、細
胞除去された本来の構成の細胞外マトリックス（ＥＣＭ）を含む、完全な小腸粘膜下組織
である。それはまた、外マトリックスに付着した重要な内因性成長因子を含んでいる。Ｓ
ＩＳは、ＳＩＳに付着する多能性骨髄由来の幹細胞を補充し、治癒を誘導することが以前
に示されている。ＳＩＳは、以前に、回旋腱板損傷、糖尿病性足潰瘍、および股関節を修
復するために使用された。ＳＩＳは、約３～４月の期間の後に再吸収することが示されて
いる。再吸収の後、治癒した生存組織が該マトリックスを置換する。一つの態様において
、ＳＩＳの小ディスクが心室内の領域（例えば梗塞領域）に共有されてよい。該ＳＩＳデ
ィスクは、損傷した心筋の中へ同様の細胞補充を提供する。これら細胞は、次いで生存可
能な筋肉組織に変形し、収縮性の心筋細胞を形成する。
【００７３】
　説明した何れかのプラグを導入するために使用してよい幾つかの方法が存在する。プラ
グの導入のための最適なアプローチには、心臓切開手術の際に梗塞領域および／または梗
塞領域の境界ゾーンに導入すること；または最小侵襲法、例えば剣状突起下導入および経
皮的導入［例えば心室内カテーテルまたは経血管カテーテル（静脈または動脈）］を介し
ての導入が含まれるが、これらに限定されない。プラグを梗塞領域に導入するための一つ
の態様は、心臓切開手術の際にプラグを当該部位に直接導入することを含んでよい。
　１以上の造影剤および／または適切な治療剤が、先に詳述した成分に随伴してもよい。
この造影剤または治療剤は、梗塞領域に導入される前のプラグ成分の中に分散され、結合
され、または溶解されてよい。該造影剤は、Ｘ線分析またはＭＲ分析における検出のため
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に使用されてよい。補強成分に随伴してよい薬剤には、血管新生剤、ＡＣＥ阻害剤、アン
ジオテンシン受容体ブロッカー、ＳＲＣＡ（筋小胞体カルシウムポンプ）ポンプ増加剤、
ホスホランバン阻害剤および抗アポトーシス薬が含まれるが、これらに限定されない。こ
れらの薬剤は、小分子、ペプチド、タンパク質または遺伝子産物の形態であってよい。こ
れらの薬剤は、生物学的効果（例えばインプラントの接着を改善し、細胞を補充し、治癒
を促進する）を引出すために、プラグを形成する樹脂混合物の成分に最適に結合されてよ
く、プラグを形成する前にプラグ溶液中に分散されてよく、プラグを形成する前にプラグ
溶液中に溶解されてよく、またはプラグ中に加工されたポケットまたは貯蔵所の中に充填
されてよい。一つの態様は、ペプチドを、接着プロセスを媒介する保存された領域と結合
させることである。もう一つの態様は、補強成分の存在下において、保存されたＲＧＤ（
アルギニン（Ｒ）－グリシン（Ｇ）－アスパラギン（Ｄ））モチーフとの特定のペプチド
結合体、例えばＤＤＭ（アスパラギン酸－アスパラギン酸－メチオニン）の使用を含んで
いる。更なる態様において、ＲＧＤモチーフペプチドは、フォンビルブラント因子、オス
テオポンチン、フィブロネクチン、フィブリノーゲン、ビトロネクチン、ラミニンおよび
コラーゲンを含んでよい。
　上述する本発明の好ましい実施態様は、具体的には、以下の通りである。
（実施態様１）
　患者の心室内の梗塞領域を特定すること；および
　前記梗塞領域に少なくとも一つの構造的補強剤を送達すること；
を含む方法。
（実施態様２）
　少なくとも一つの構造的補強剤を送達することが、梗塞領域の弾性係数を増大させる、
実施態様１の方法。
（実施態様３）
　少なくとも一つの構造的補強剤を送達することが、心室の薄化を防止する、実施態様１
の方法。
（実施態様４）
　少なくとも一つの構造的補強剤の送達が、心筋梗塞（ＭＩ）後2週間以内に行われる、
実施態様１の方法。
（実施態様５）
　ＭＩの患者が、少なくとも20パーセントの心室損傷を示している、実施態様１の方法。
（実施態様６）
　構造的補強剤が擬似塑性特性を有する、実施態様１の方法。
（実施態様７）
　擬似塑性特性を有する構造的補強剤が、ヒアルロン酸、ウシコラーゲン、水中の超純粋
高分子量ポリアクリルアミド、分散状態のウシコラーゲン、および高分子量ポリビニルピ
ロリドン（ＰＶＰ）の群の少なくとも一つからなる、実施態様６の方法。
（実施態様８）
　構造的補強剤は材料を液相で梗塞領域に送達することを含み、前記材料は送達されると
内因性物質の存在下で固相に移行できる、実施態様１の方法。
（実施態様９）
　構造的補強剤が、トロポエラスチン、シアノアクリル酸オクチル、および局所トロンビ
ンと一緒になったコラーゲン由来の粒子の少なくとも一つからなる、実施態様８の方法。
（実施態様１０）
　更に、少なくとも一つのマトリックスメタロプロテイナーゼ阻害剤（ＭＭＰＩ）を心室
に送達することを含む、実施態様１の方法。
（実施態様１１）
　構造的補強剤を送達することが、処置によって構造的補強剤を心室に導入することを含
む、実施態様１の方法。
（実施態様１２）
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　心室領域への処置が、剣状突起下的、経皮的（カテーテルをベースとする）のような少
なくとも一つの最小侵襲法または冠動脈バイパス移植（ＣＡＢＧ）と組合された開胸手術
のような外科的アプローチから選択される、実施態様１１の方法。
（実施態様１３）
　構造的補強剤の心室への経皮的導入が、冠動脈注入、心室内カテーテル、静脈加圧灌流
、経血管針カテーテルおよび逆行性静脈灌流からなる少なくとも一つの様式を含む、実施
態様１２の方法。
（実施態様１４）
　構造的補強剤を送達することは、溶液中に懸濁された組成物を送達することを含む、実
施態様１の方法。
（実施態様１５）
　組成物がポリメタクリレート組成物を含む、実施態様１４の方法。
（実施態様１６）
　溶液中に懸濁された組成物は、更に、ジエチレングリコールジメチルエーテル（ジグラ
イム）中に懸濁されたポリ（メタクリル酸ｎ-ブチル－コ－メタクリル酸メチル）を含む
、実施態様１４の方法。
（実施態様１７）
　溶液中に懸濁された組成物は、ポリ（ラクチド－コ－グリコリド）５０／５０を含む、
実施態様１４の方法。
（実施態様１８）
　溶液中に懸濁された組成物は、更に、ジエチレングリコールジメチルエーテル中に懸濁
されたポリ（ラクチド－コ－グリコリド）を含む、実施態様１４の方法。
（実施態様１９）
　少なくとも一つの構造的補強剤を梗塞領域に送達することは、心室のコンプライアンス
を増大することができる、実施態様１の方法。
（実施態様２０）
　送達ルーメン；
　前記送達ルーメンから送達される薬剤；および
　構造的補強剤を含む少なくとも一つの薬剤；
を含むキットであって、
　前記構造的補強剤は、心室内においてマトリックス生成物を形成できる前記キット。
（実施態様２１）
　更に、心室の梗塞領域内においてマトリックス生成物を形成することを含む、実施態様
２０のキット。
（実施態様２２）
　更に、送達デバイスを含む、実施態様２０のキット。
（実施態様２３）
　構造的補強剤が液相の材料を含み、前記材料は、梗塞領域に送達されると、内因性物質
の存在下で固相に移行することができる、実施態様２０のキット。
（実施態様２４）
　送達ルーメン；および
　前記送達ルーメンから送達される薬剤；
を含むキットであって、
　前記薬剤は心室のコンプライアンスを増大することができる、前記キット。
（実施態様２５）
　更に、送達デバイスを含む、実施態様２４のキット。
（実施態様２６）
　液相の構造的補強剤を心室に送達することを含む方法であって、
　前記構造的補強剤は、環境温度が哺乳動物患者の体温に近い場合に固体に移行できる、
前記方法。
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（実施態様２７）
　液相の構造的補強剤を心室に送達することが、液相の構造的補強剤を心室の梗塞領域へ
送達することを含む、実施態様２６の方法。
（実施態様２８）
　構造的補強剤は、ポリ（エチレンオキシド）－ポリ（プロピレンオキシド）－ポリ（エ
チレンオキシド）（ＰＥＯ100－ＰＰＯ65－ＰＥＯ100、ＰＥＯ78ＰＰＯ30ＰＥＯ78、ＰＥ
Ｏ96－ＰＰＯ69－ＰＥＯ96（プルロニクスＦ１２７）、トリブロックポリ（ラクチド－コ
－グリコリド）－ポリエチレングリコール共重合体、ポリ（Ｎ－イソプロピルアクリルア
ミド）（ＮＩＰＡＭ）、ポリアクリル酸とポリ（Ｎ－イソプロピルアクリルアミド）との
共重合体（９９／１）、並びに絹エラスチン、コラーゲンおよびラミニンタンパク質の組
合せのうちの少なくとも一つを含む、実施態様２６の方法。
（実施態様２９）
　第一の材料と、それと異なる第二の材料を心室に送達することを含む方法であって、
　前記第一の材料および前記第二の材料は、最終生成物の成分である前記方法。
（実施態様３０）
　第一の材料はポリアニオン材料を含み、第二の材料はポリカチオン材料を含む、実施態
様２９の方法。
（実施態様３１）
　第一の材料はポリスチレンスルファナートを含み、第二の材料はＤＥＡＥデキストラン
を含む、実施態様３０の方法。
（実施態様３２）
　最終生成物が心室の薄化を防止する、実施態様２９の方法。
（実施態様３３）
　少なくとも二つの送達ルーメン；
　各送達ルーメンから送達される薬剤；および
　第一の材料と、それと異なる第二の材料；
を含むキットであって、
　前記第一の材料および前記第二の材料が最終生成物の成分であり、前記最終生成物を心
室内で形成できる、前記キット。
（実施態様３４）
　第一の材料および第二の材料が別々のルーメン内に収容されている、実施態様３３のキ
ット。
（実施態様３５）
　心室の梗塞領域内で最終生成物を形成することを更に含む、実施態様３３のキット。
（実施態様３６）
　送達デバイスを更に含む、実施態様３３のキット。
（実施態様３７）
　送達デバイスが、第一の材料および第二の材料のための別々のチャンバを含んでいるデ
ュアルチャンバ送達デバイスを含む、実施態様３６のキット。
（実施態様３８）
　構造的補強剤を心室に送達することを含む方法であって、
　前記構造的補強剤が、光源および光開始剤に曝された場合に相転移できる光重合性材料
を含む、前記方法。
（実施態様３９）
　重合性材料が、ＰＥＧアクリレート誘導体、ＰＥＧメタクリレート誘導体および改変多
糖類のうちの少なくとも一つを含む、実施態様３８の方法。
（実施態様４０）
　光開始剤が、ベンゾイン誘導体、ヒドロキシアルキルフェノン類、ベンジルケタール類
およびアセトフェノン誘導体のうちの少なくとも一つを含む、実施態様３８の方法。
（実施態様４１）
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　光源に曝された場合とは、光源を備えたカテーテルによって光源に曝されることを含む
、実施態様３８の方法。
（実施態様４２）
　構造的補強剤を心室の梗塞領域に送達することを更に含む、実施態様３８の方法。
（実施態様４３）
　構造的補強剤が心室のコンプライアンスを増大できる、実施態様３８の方法。
（実施態様４４）
　構造的補強剤が心室の薄化を防止できる、実施態様３８の方法。
（実施態様４５）
　送達ルーメン；および
　前記送達ルーメンから送達される材料；
を含むキットであって、
　前記材料が、光源に曝された場合に相転移できる少なくとも一つの光重合性材料と、光
開始剤とを含む前記キット。
（実施態様４６）
　更に、送達デバイスを含む、実施態様４５のキット。
（実施態様４７）
　送達デバイスは、少なくとも一つの送達ルーメンと少なくとも一つの光源とを備えた装
置を含む、実施態様４５のキット。
（実施態様４８）
　心室送達用の装置であって、
　少なくとも一つの送達ルーメンに接続されている少なくとも一つの送達ポート；
　少なくとも一つの薬剤の送達を制御するために、前記送達ルーメンに接続されている少
なくとも一つの制御機構；
　光源を収容している少なくとも一つの第二のポート；および
　前記光源の照明を制御するために、前記光源に接続されている少なくとも一つの制御機
構；
を含む前記装置。
（実施態様４９）
　光源を収容している第二のポートは、少なくとも一つの送達ルーメンに隣接している、
実施態様４８の装置。
（実施態様５０）
　光源を収容する第二のポートは、少なくとも一つの送達ポートを取り囲んでいる、実施
態様４８の装置。
（実施態様５１）
　更に、手動または自動の制御機構を含む、実施態様４８の装置。
（実施態様５２）
　心室の梗塞領域に、前記領域で血液を凝固させることができる薬剤を送達することを含
む方法。
（実施態様５３）
　梗塞領域に前記領域で血液を凝固させることができる薬剤を送達することが、心筋梗塞
後４時間以内に行われる、実施態様５２の方法。
（実施態様５４）
　血液を凝固させることが心室の薄化を防止する、実施態様５２の方法。
（実施態様５５）
　梗塞領域内で血液を凝固させることができる薬剤が、フィブリン糊、剪断活性化された
血小板画分、内因性凝固カスケードイニシエータおよび外因性凝固カスケードイニシエー
タからなる群のうちの少なくとも１つからなる、実施態様５２の方法。
（実施態様５６）
　フィブリン糊が二成分系を使用することを含む、実施態様５５の方法。
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（実施態様５７）
　二成分系が、更に、塩化カルシウム溶液およびトロンビン溶液の少なくとも一つの溶液
と、フィブリノーゲンおよびトラネキサム酸の第二の溶液とを含む、実施態様５６の方法
。
（実施態様５８）
　送達ルーメン；および
　前記送達ルーメンから送達される薬剤；
を含むキットであって、
　前記薬剤は、心室の梗塞領域で血液を凝固させることができる前記キット。　
（実施態様５９）
　送達デバイスを更に含む、実施態様５８のキット。
（実施態様６０）
　ポリマー剤を含有する第一の生体適合性成分；および
　過フッ化部分を含有する第二の生体適合性成分；
を含む組成物であって、
　前記第一の成分と前記第二の成分が一緒になって、心室内でマトリックス生成物を形成
できる前記組成物。
（実施態様６１）
　更に、心室の梗塞領域内でマトリックス生成物を形成することを含む、実施態様６０の
組成物。
（実施態様６２）
　第一の生体適合性ポリマー剤が、多官能性スペーサ基を有するポリマーを含む、実施態
様６０の組成物。
（実施態様６３）
　多官能性スペーサ基を有するポリマーが、更に、少なくとも一つのチオール部分を含む
、実施態様６２の組成物。
（実施態様６４）
　多官能性スペーサ基を備えたポリマーが、更に、少なくとも一つのアクリロイル部分を
含む、実施態様６２の組成物。
（実施態様６５）
　過フッ化部分が、少なくとも一つの二官能性過フッ化成分を含む、実施態様６０の組成
物。
（実施態様６６）
　少なくとも一つの二官能性過フッ化部分が、少なくとも一つのチオール官能基を含む、
実施態様６５の組成物。
（実施態様６７）
　少なくとも一つの二官能性過フッ化成分が、少なくとも一つのアクリロイル官能基を含
む、実施態様６５の組成物。
（実施態様６８）
　過フッ化部分が、少なくとも一つのエチレン部分を含む、実施態様６０の組成物。
（実施態様６９）
　スペーサ基を含有するヘテロ官能成分を更に含む実施態様６０の組成物であって、前記
スペーサ基は、その第一の側に反応性官能基を有し、かつその第二の側に細胞結合性ペプ
チド配列を有する、前記組成物。
（実施態様７０）
　細胞結合性ペプチド配列が、ポリエチレングリコール部分を含有する薬剤を更に含む、
実施態様６９の組成物。
（実施態様７１）
　ポリエチレングリコール部分が、少なくとも２つの他の結合成分の立体障害を最小にす
るのに充分な長さを含む、実施態様７０の組成物。
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（実施態様７２）
　細胞性成分を更に含む、実施態様６９の組成物。
（実施態様７３）
　細胞性成分が、心筋細胞様の細胞に分化できる細胞を含む、実施態様７２の組成物。
（実施態様７４）
　過フッ化部分がペルフルオロカーボン化合物を含む、実施態様６０の組成物。
（実施態様７５）
　ペルフルオロカーボン化合物が、１，２－ビス（ペルフルオロブチル）エタン、（１－
ペルフルオロプロパン－２－ペルフルオロヘキシル）エタンおよびペルフルオロデカリン
からなる群の少なくとも一つを含む、実施態様７４の組成物。
（実施態様７６）
　生体適合性ポリマー形成剤を含む第一の成分を送達すること；および
　生体適合性過フッ化部分を含有する第二の成分を送達すること；
を含む方法であって、
　前記第一の成分および前記第二の成分が一緒になって、心室内でマトリックス生成物を
形成できる、前記方法。
（実施態様７７）
　心室内でマトリックス生成物を形成することが、前記心室の梗塞領域内においてマトリ
ックス生成物を形成することを含む、実施態様７６の方法。
（実施態様７８）
　生体適合性の官能性過フッ化薬剤が、ペルフルオロカーボン化合物を含む、実施態様７
７の方法。
（実施態様７９）
　生体適合性ポリマー形成剤が、多官能性スペーサ基を有するポリマー形成剤を含む、実
施態様７６の方法。
（実施態様８０）
　スペーサ基を含有するヘテロ官能成分を送達することを更に含む実施態様７６の方法で
あって、
　前記スペーサ基は、その第一の側には反応性官能基を有し、その第二の側には細胞結合
性ペプチド配列を有する、前記方法。
（実施態様８１）
　細胞性成分を送達することを更に含む、実施態様７６の方法。
（実施態様８２）
　生体適合性成分を送達することが、第一の成分および第二の成分のための別々のチャン
バを備えた送達デバイスによる送達を含む、実施態様７６の方法。
（実施態様８３）
　生体適合性ポリマー形成化合物を送達することおよび生体適合性の過フッ化部分を心室
に送達することが、処置によって第一および第二の成分を導入することを含む、実施態様
７６の方法。
（実施態様８４）
　心室領域への処置は、剣状突起下的若しくは経皮的（カテーテルをベースとする）のよ
うな最小侵襲法、または冠動脈バイパス移植（ＣＡＢＧ）と組合せた開胸手術のような外
科的アプローチの少なくとも一つから選択される、実施態様８３の方法。
（実施態様８５）
　心室への経皮的導入は、冠動脈内注入、心室内カテーテル、静脈加圧灌流、経血管針カ
テーテルおよび逆行性静脈灌流からなる様式のうちの少なくとも一つを含む、実施態様８
４の方法。
（実施態様８６）
　心室の梗塞領域内にマトリックス生成物を形成することは、前記心室の薄化を防止する
ことができる、実施態様７７の方法。
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（実施態様８７）
　心室の梗塞領域内にマトリックス生成物を形成することは、前記心室のコンプライアン
スを増大することができる、実施態様７７の方法。
（実施態様８８）
　送達ルーメン；
　前記送達ルーメンから送達される薬剤；
　ポリマー形成剤を含む第一の生体適合性成分；および
　過フッ化部分を含有する第二の生体適合性成分と
を含むキットであって、
　前記第一の成分および前記第二の成分が一緒になって、心室内においてマトリックス生
成物を形成できる、前記キット。
（実施態様８９）
　心室の梗塞領域内でマトリックス生成物を形成することを更に含む、実施態様８８のキ
ット。
（実施態様９０）
　第一の成分および第二の成分が別々のチャンバ内に収容されている、実施態様８８のキ
ット。
（実施態様９１）
　送達デバイスを更に含む、実施態様８８のキット。
（実施態様９２）
　送達デバイスは、第一の成分および第二の成分のための別々のチャンバを含有するデュ
アルチャンバ送達デバイスを含む、実施態様９１のキット。
（実施態様９３）
　心室送達用の装置であって、
　少なくとも二つの薬剤送達ルーメンＡおよびＢ；
　一つは動脈送達用ルーメンＡに一つは静脈送達用ルーメンＢにそれぞれ接続されている
、少なくとも二つの送達ポート；ならびに
　前記送達ルーメンに接続されており、Ａの送達を制御する一方で送達ポートＢを引込め
、また逆にＢの送達を制御する一方で送達ポートＡを引込めさせる、少なくとも一つの制
御機構；
を含む前記装置。
（実施態様９４）
　装置が、静脈を通して一つの薬剤を送達し、動脈を通して第二の薬剤を送達することを
更に含む、実施態様９３の装置。
（実施態様９５）
　心室送達は、心室の梗塞領域への送達を含む、実施態様９３の装置。
（実施態様９６）
　手動または自動の制御機構を更に含む、実施態様９２の装置。
（実施態様９７）
　患者の心室内における梗塞領域を特定すること；および
　少なくとも一つの構造的補強剤を、前記梗塞境界ゾーン領域に送達すること；
を含む方法。
（実施態様９８）
　梗塞領域の弾性係数を増大させる少なくとも一つの構造的補強剤が送達される、実施態
様９７の方法。
（実施態様９９）
　少なくとも一つの構造的補強剤の送達は、心筋梗塞（ＭＩ）後２週間以内に行われる、
実施態様９７の方法。
（実施態様１００）
　ＭＩの患者が少なくとも２０％の心室損傷を示している、実施態様９７の方法。
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（実施態様１０１）
　梗塞境界ゾーン領域に少なくとも一つの構造的補強剤を送達することが、梗塞領域に少
なくとも一つの構造的補強剤を送達することと組合される、実施態様９７の方法。
（実施態様１０２）
　構造的補強剤を心室に送達することを含む方法であって、
　前記構造的補強剤は、前記心室のコンプライアンスを増大できる１または２以上の固体
材料を含む、前記方法。
（実施態様１０３）
　構造的補強剤を心室の梗塞領域に送達することを更に含む、実施態様１０２の方法。
（実施態様１０４）
　構造的補強剤は、梗塞領域の弾性係数を増大できる、実施態様１０３の方法。
（実施態様１０５）
　構造的補強剤は、心室の薄化を防止できる、実施態様１０２の方法。
（実施態様１０６）
　固体材料は、有機ポリマー、シリコーンをベースとするポリマー、生分解性ポリマー、
非生分解性ポリマー、金属、および操作された生体材料からなる群から選択される少なく
とも一つの材料を含む、実施態様１０２の方法。
（実施態様１０７）
　固体のポリマーは、操作された生体材料を含む、実施態様１０６の方法。
（実施態様１０８）
　操作された生体材料は、ブタ由来の小腸粘膜下組織（ＳＩＳ）を含む、実施態様１０７
の方法。
（実施態様１０９）
　更に、少なくとも一つの改変された固体材料を含む、実施態様１０２の方法。
（実施態様１１０）
　改変が、穿孔付属物、１または複数の保存キャビティー、表面基、保存マトリックス、
およびアンカー付属物からなるうちの少なくとも一つを含む、実施態様１０９の方法。
（実施態様１１１）
　アンカー付属物は、固体材料をある部位に固定する、実施態様１１０の方法。
（実施態様１１２）
　保存キャビティーは、少なくとも一つの固体材料を伴う、加工されたポケットおよび貯
蔵所の少なくとも一つを含む、実施態様１１０の方法。
（実施態様１１３）
　保存キャビティーが更に、薬物を保存することを含む、実施態様１１０の方法。
（実施態様１１４）
　薬物は、小分子、ペプチド、タンパク質および遺伝子産物を含む、実施態様１１３の方
法。
（実施態様１１５）
　表面基は、内因性分子と相互作用できる表面基を含む、実施態様１１０の方法。
（実施態様１１６）
　少なくとも一つの固体材料は、造影剤、薬物、バリウム化合物が混合したＰＬＧＡ、お
よび成長因子からなる群より選択される混合物から生成する固体材料を含む、実施態様１
０２の方法。
（実施態様１１７）
　構造的補強剤を心室の梗塞領域に送達することは、処置によって構造的補強剤を導入す
ることを含む、実施態様１０３の方法。
（実施態様１１８）
　心室領域への処置が、剣状突起下的、経皮的（カテーテルをベースとする）のような少
なくとも一つの最小侵襲アプローチ、または冠動脈バイパス移植（ＣＡＢＧ）と組合され
た開胸手術のような外科的アプローチから選択される、実施態様１１７の方法。
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（実施態様１１９）
　構造的補強剤の心室への経皮的導入は、冠動脈注入、心室内カテーテル、静脈加圧灌流
、経血管針カテーテル、および逆行性静脈灌流からなる様式の少なくとも一つを含む、実
施態様１１８の方法。
（実施態様１２０）
　構造的補強剤を心室の梗塞領域に送達することは、少なくとも一つの固体材料の１回ま
たは２回以上の投与量を送達することを含む、実施態様１０３の方法。
（実施態様１２１）
　投与量が、所定のサイズおよび形状の固体プラグを含む、実施態様１１９の方法。
（実施態様１２２）
　形状が、ディスク、スフェアまたはロッドの少なくとも一つを含む、実施態様１２１の
方法。
（実施態様１２３）
　送達ルーメン；
　前記送達ルーメンから送達される少なくとも一つの薬剤；および
　構造的補強剤を含有する少なくとも一つの薬剤；
を含むキットであって、
前記構造的補強剤は、心室に送達される少なくとも一つの固体材料を含む前記キット。
（実施態様１２４）
　更に、心室の梗塞領域へ送達される少なくとも一つの固体材料を含む、実施態様１２３
のキット。
（実施態様１２５）
　更に、送達デバイスを含む、実施態様１２３のキット。
（実施態様１２６）
　送達デバイスがカテーテルを含む、実施態様１２５のキット。
（実施態様１２７）
　更に、１または２以上の薬物を含む、実施態様１２３のキット。
（実施態様１２８）
　薬剤は、操作された生体材料を含む実施態様１２３のキット。
（実施態様１２９）
　操作された生体材料は、ブタ由来の小腸粘膜下組織（ＳＩＳ）を含む、実施態様１２８
の方法。
（実施態様１３０）
　生分解性および／または非生分解性の粒子を心室に送達することを含む方法であって、
前記粒子は少なくとも一つの繊維芽細胞促進剤を担持する、前記方法。
（実施態様１３１）
　粒子を心室に送達することは、粒子を心室の梗塞領域に送達することを含む、実施態様
１３０の方法。
（実施態様１３２）
　粒子が２００μm以下の寸法を含む、実施態様１３０の方法。
（実施態様１３３）
　繊維芽細胞促進剤が、塩基性繊維芽細胞成長因子（ｂ－ＦＧＦ）、白血球阻害因子（Ｌ
ＩＦ）、血管内皮成長因子（ＶＥＧＦ）、腫瘍壊死因子α（ＴＮＦ－α）、血小板由来成
長因子－ＢＢ（ＰＤＧＦ－ＢＢ）、アンジオゲニン、アンジオポエチン－１、Ｄｅｌ－１
、フォリスタチン、顆粒球コロニー刺激因子（Ｇ－ＣＦＳ）、プレイオトロフィン（ＰＴ
Ｎ）、プロリフェリン、トランスフォーミング成長因子α（ＴＧＦ－α）、および血管透
過性因子（ＶＰＦ）の少なくとも一つから選択される、実施態様１３０の方法。
（実施態様１３４）
　繊維芽細胞促進剤が、ｂＦＧＦ、ＬＩＦおよびＰＤＧＦ－ＢＢのうちの少なくとも一つ
を含む、実施態様１３３の方法。
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（実施態様１３５）
　非生物学的材料を梗塞領域に送達することを更に含む、実施態様１３０の方法であって
、
前記非生物学的材料は液体を取込むことができる、前記方法。
（実施態様１３６）
　更に、トロポエラスチンおよびトロポエラスチン前駆体の一方を梗塞領域に送達するこ
とを含む、実施態様１３０の方法。
（実施態様１３７）
　更に、分散剤を梗塞領域に送達することを含む、実施態様１３０の方法。
（実施態様１３８）
　分散剤が、オリゴマー官能性アクリレートのマクロマー溶液を含む、実施態様１３７の
方法。
（実施態様１３９）
　オリゴマー官能性アクリレートのマクロマー溶液が、ジアクリロイルポリエチレングリ
コール（ジアクリロイルＰＥＧ）、テトラアクリロイルポリエチレングリコール、および
（アクリルアミドメチル）セルロースアセテートプロピオネートからなる群の少なくとも
一つを含む、実施態様１３８の方法。
（実施態様１４０）
　オリゴマー官能性アクリレートの溶液がジアクリロイルＰＥＧを含む、実施態様１３８
の方法。
（実施態様１４１）
　更に、チオール含有成分を送達することを含む、実施態様１４０の方法であって、前記
チオール含有成分は少なくとも二つのチオール基を含む、前記方法。
（実施態様１４２）
　チオール含有成分は、多結晶オリゴマーおよび天然に存在するペプチドの少なくとも１
つを含む、実施態様１４１の方法。
（実施態様１４３）
　オリゴマー官能性アクリレートおよびチオール含有成分は、分解に対して抵抗性のエス
テル結合を形成するように選択される、実施態様１４１の方法。
（実施態様１４４）
　更に、少なくとも一つのマトリックスメタロプロテイナーゼ阻害剤（ＭＭＰＩ）を局部
的に送達することを含む、実施態様１３０の方法。
（実施態様１４５）
　粒子を送達することは、最小侵襲処置を介して前記粒子を梗塞領域に導入することを含
む、実施態様１３０の方法。
（実施態様１４６）
　梗塞領域への最小侵襲処置が、剣状突起下的冠動脈内注入、経皮的冠動脈内注入、およ
び冠動脈バイパス移植（ＣＡＢＧ）と組合された開胸手術のうちの少なくとも一つから選
択される、実施態様１４５の方法。
（実施態様１４７）
　梗塞領域への粒子の経皮的導入は、心室内カテーテル、経血管針カテーテル、および逆
行性静脈灌流からなる様式の少なくとも一つを含む、実施態様１４６の方法。
（実施態様１４８）
　心室へ粒子を送達することが、心室のコンプライアンスを増大できる、実施態様１３０
の方法。
（実施態様１４９）
　心室へ粒子を送達することが、心室の薄化を防止できる、実施態様１３０の方法。
（実施態様１５０）
　心室に足場を送達することを含む方法であって、
前記足場は少なくとも一つの成長因子を担持する前記方法。
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（実施態様１５１）
　更に、足場を心室の梗塞領域に送達することを含む、実施態様１５０の方法。
（実施態様１５２）
　成長因子は、塩基性繊維芽細胞成長因子（ｂ－ＦＧＦ）、白血球阻害因子（ＬＩＦ）、
血管内皮成長因子（ＶＥＧＦ）、腫瘍壊死因子α（ＴＮＦ－α）、血小板由来成長因子－
ＢＢ（ＰＤＧＦ－ＢＢ）、アンジオゲニン、アンジオポエチン－１、Ｄｅｌ－１、フォリ
スタチン、顆粒球コロニー刺激因子（Ｇ－ＣＦＳ）、プレイオトロフィン（ＰＴＮ）、プ
ロリフェリン、トランスフォーミング成長因子α（ＴＧＦ－α）、および血管透過性因子
（ＶＰＦ）からなる群のうちの少なくとも一つを含む、実施態様１５０の方法。
（実施態様１５３）
　足場が生分解性の足場を含む、実施態様１５０の方法。
（実施態様１５４）
　更に、心室の梗塞領域に送達される足場を含む、実施態様１５０の方法。
（実施態様１５５）
　送達ルーメン；および
　前記送達ルーメンから心室へ送達される薬剤；
を含むキットであって、
　少なくとも一つの前記薬剤は、少なくとも一つの繊維芽細胞促進剤を担持する粒子を含
む前記キット。
（実施態様１５６）
　送達ルーメンから送達される薬剤は、心室の梗塞領域に送達される、実施態様１５５の
キット。
（実施態様１５７）
　繊維芽細胞促進剤は、塩基性繊維芽細胞成長因子（ｂ－ＦＧＦ）、白血球阻害因子（Ｌ
ＩＦ）、血管内皮成長因子（ＶＥＧＦ）、腫瘍壊死因子アルファ（ＴＮＦ－α）、血小板
由来成長因子－ＢＢ（ＰＤＧＦ－ＢＢ）、アンジオゲニン、アンジオポエチン－１、Ｄｅ
ｌ－１、フォリスタチン、顆粒球コロニー刺激因子（Ｇ－ＣＦＳ）、プレイオトロフィン
（ＰＴＮ）、プロリフェリン、トランスフォーミング成長因子アルファ（ＴＧＦ－α）、
および血管透過性因子（ＶＰＦ）からなる群のうちの少なくとも一つを含む、実施態様１
５５のキット。
（実施態様１５８）
　更に、送達デバイスを含む、実施態様１５５のキット。
（実施態様１５９）
　生分解性ミクロ粒子；
　生体適合性の官能性アクリレート；および
　還元されたチオール含有化合物；
を含む組成物であって、
　患者の心室において生分解性マトリックスを形成できる、前記組成物。
（実施態様１６０）
　分解性ミクロ粒子がＰＬＧＡ５０：５０を含む、実施態様１５９の組成物。
（実施態様１６１）
　生体適合性アクリレートがジアクリロイルポリエチレングリコールを含む、実施態様１
５９の組成物。
（実施態様１６２）
　還元されたチオール含有化合物がポリ－ｓ－ベンジル－Ｌ－システインを含む、実施態
様１５９の組成物。
（実施態様１６３）
　更に、患者の心室の梗塞領域内において生分解性マトリックスを形成することを含む、
実施態様１５９の組成物。
（実施態様１６４）
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　少なくとも一つの薬剤を心室へ送達することを含む方法であって、
前記薬剤が心室領域においてコラーゲンを架橋できる、前記方法。
（実施態様１６５）
　少なくとも一つの薬剤を心室へ送達することが、少なくとも一つの薬剤を梗塞領域へ送
達することを含む、実施態様１６４の方法。
（実施態様１６６）
　少なくとも一つのコラーゲン架橋剤の送達が、心筋梗塞（ＭＩ）後２週間以内に行われ
る、実施態様１６４の方法。
（実施態様１６７）
　コラーゲンを架橋できる薬剤が心室の薄化を防止できる、実施態様１６４の方法。
（実施態様１６８）
　心室内でコラーゲンを架橋できる薬剤は、ポリエポキシ官能樹脂、ポリイソシアネート
、芳香族ハロゲン化化合物、レゾルシノール－ホルムアルデヒド樹脂、アクリレート終端
材料、リジルオキシダーゼ、および官能性を持たせたミクロ粒子からなる群の少なくとも
一つを含む、実施態様１６４の方法。
（実施態様１６９）
　更に、治療剤を含む、実施態様１６４の方法。
（実施態様１７０）
　治療剤が、血管新生因子、ＡＣＥ阻害剤、アンジオテンシン受容体ブロッカー、ＳＲＣ
Ａポンプ誘導剤、ホスホランバン阻害剤、および抗アポトーシス剤からなる群の少なくと
も一つを含む、実施態様１６９の方法。
（実施態様１７１）
　治療剤が、小分子、ペプチド、タンパク質または遺伝子からなる群のうちの少なくとも
一つを含む、実施態様１６９の方法。
（実施態様１７２）
　治療剤が、ＲＧＤモチーフ（Ａｒｇ－Ｇｌｙ－Ａｓｐ）を含有するタンパク質、フォン
ビルブラント因子、オステオポンチン、フィブロネクチン、フィブリノーゲン、ビトロネ
クチン、ラミニン、およびコラーゲンからなるタンパク質の少なくとも一つを含む、実施
態様１７１の方法。
（実施態様１７３）
　構造的補強剤を送達することが、最小侵襲処置によって前記構造的補強剤を心室に導入
することを含む、実施態様１６９の方法。
（実施態様１７４）
　更に、構造的補強剤を、最小侵襲処置によって心室の梗塞領域に導入することを含む、
実施態様１７３の方法。
（実施態様１７５）
　送達ルーメン；および
　前記送達ルーメンから送達される薬剤；
を含むキットであって、
　前記薬剤は心室内でコラーゲンを架橋できる、前記キット。
（実施態様１７６）
　更に、心室内に梗塞領域を含む、実施態様１７５のキット。
（実施態様１７７）
　更に、送達デバイスを含む、実施態様１７５のキット。
（実施態様１７８）
　薬剤が、ポリエポキシ官能樹脂、ポリイソシアネート、芳香族ハロゲン化化合物、レゾ
ルシノール－ホルムアルデヒド樹脂、アクリレート終端材料、リジルオキシダーゼ、およ
び官能性を持たせたミクロ粒子からなる群の少なくとも一つを含む、実施態様１７５のキ
ット。
（実施態様１７９）
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　生分解性および／または非生分解性の粒子を心室に送達することを含む方法であって、
前記粒子が少なくとも一つの血管新生促進剤を担持する、前記方法。
（実施態様１８０）
　心室に粒子を送達することが、心室の梗塞領域および／または境界ゾーン領域に粒子を
送達することを含む、実施態様１７９の方法。
（実施態様１８１）
　粒子が２００μm以下の寸法を含む、実施態様１７９の方法。
（実施態様１８２）
　血管新生促進剤は、ＶＥＧＦのアイソフォーム類（例えば、ＶＥＧＦ１２１）、ＦＧＦ
（例えば、ｂ－ＦＧＦ）、Ｄｅｌ－１、ＨＩＦ１－α（低酸素症誘導因子）、ＰＲ３９、
ＭＣＰ－１（単球走化性タンパク質）、ニコチン、ＰＤＧＦ（血小板由来成長因子）、Ｉ
ＧＦ（インスリン成長因子）、ＴＧＦα（トランスフォーミング成長因子）、ＨＧＦ（肝
細胞成長因子）、エストロゲン、フォリスタチン、プロリファリン、プロスタグランジン
Ｅ１、プロスタグランジンＥ２、ＴＮＦ-α（腫瘍壊死因子）、Ｉｌ－８（インターロイ
キン８）、造血成長因子、エリスロポエチン、Ｇ-ＣＳＦ（顆粒球コロニー刺激因子）、
ＰＤ-ＥＣＧＦ（血小板由来内皮成長因子）、およびアンジオゲニンの何れか一つから選
択される、実施態様１７９の方法。
（実施態様１８３）
　血管新生促進剤が、ｂ－ＦＧＦおよびＶＥＧＦのうちの少なくとも一つを含む、実施態
様１８２の方法。
　上記の明細においては、特定の例示的態様を参照して態様を説明してきた。しかし、特
許請求の範囲に詳述した本発明のより広義の精神および範囲を逸脱することなく、種々の
改変および変更がなされ得ることは明らかであろう。従って、本明細書および図面は、限
定的意味ではなく例示とみなされるべきである。
【実施例】
【００７４】
　（実施例１）
　実施例１は、心筋梗塞を治療するための、図７に記載した一つの可能な三成分系を示し
ている。図２２におけるようなエチレン官能基を備えたフッ素化された分子から出発して
、架橋性官能基を合成することができる。フッ素化された分子(２３００)に臭素(２３１
０)が付加される。還元されたチオールが迅速に臭素基を置換して、二官能性チオール成
分(２３２０)を形成する。次いで、この二官能性チオール(２３３０)を、何れもチオール
官能基およびＲＧＤ(２３８０)ペプチド配列を備えたテトラアクリロイル（ポリエチレン
グリコール）(２３４０)、および二官能性ポリエチレングリコールと反応させることがで
きる。該テトラアクリロイル（ポリエチレングリコール）は、特別なポリマー（製品番号
ＯＪＯＯＯＯＤ０４；Ｍ1＝２，０００、各アームは５００ｇ／モルの分子量、または～
１５ＰＥＧ配列長を有する）として、シアウオーター・ポリマー社（Shearwater Polymer
s）から得ることができる。それは、三級アミンの存在下で、テトラヒドロキシ末端ポリ
エチレングリコールおよびアクリロイルの反応によって発生される。
　第三の成分は、ポリエチレングリコール官能基を備えたペプチド結合性配列(２３５０)
である。ポリエチレングリコールスペーサ(２３７０)は、マトリックス成分の立体障害を
防止して、ペプチド結合性配列の生体利用性を保証するために、他の二つの成分のスペー
サ官能基よりも長くなければならない。これら三つの成分の混合物において、望ましいゲ
ル形成を保証するために、平均の官能基は２以上でなければならない
　ＭＩの治療にこの成分系を使用するために、アクリロイル官能基のアリコートは、好ま
しくは塩基性ｐＨの水中に希釈される。次いで、該アリコートは、二重内腔ニードルにお
ける内腔に供給するためのシリンジに加えられる。アクリロイル官能基及びチオール官能
基を備えたこれら二つの成分は、二重内腔システムまたはカテーテルを通して、梗塞領域
に同時に加えられる。これら成分は、当該部位において相互に接触するに至り、高い酸素
担持能力を持ったゲルネットワークを形成する。
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【００７５】
　（実施例２）
　実施例２は、追加の成分と共に、実施例１の全ての成分を組み込んでいる。心筋細胞へ
と分化できる成人皮膚細胞が、第二の成分（過フッ化化合物）に加えられる。この細胞は
、過フッ化されたチオールと共に注射されてよい。これは、当該細胞の酸素要求性をサポ
ートできるヒドロゲルの形成をもたらすであろう。加えて、該ゲルは、細胞のための栄養
素を提供する液体を取込むことによって膨潤し、また細胞の老廃物を除去できると共に、
繊維芽細胞の沈着用の細胞性足場として働くことができるであろう。送達および生存でき
るであろう他の細胞供給源は、成人、胎児および胚の幹細胞（例えば間葉細胞、骨格筋芽
細胞等）を含んでよいが、これらに限定されない。
　（実施例３）
　実施例３は、死亡したラット心臓の梗塞領域へのゲル導入の使用を例示するものである
。ex vivoでラット心臓を得て、梗塞領域について該心臓をマッピングした。３０マイク
ロリットル未満の材料を梗塞領域に注射した。１０％ポリ（アリルアミン）塩酸塩３．１
グラム＋３５％ポリ（アクリル酸）０．７グラムの系をプロトン付加させ、得られた安定
な水溶液を、カテーテルが標的エリアに到達するまで該カテーテル内でｐＨ３．０に維持
した。この溶液を、リン酸緩衝食塩水中の１０％ゼラチンゲルの中に注入した。注入物は
即座にゲル化する。この同じ注入物を、ex vivoのラット心臓に対して使用した。注入物
は、梗塞領域において即座にゲル化した。
【００７６】
　（実施例４）
　スプラグ・ドウリー系ラットを、開胸手術、ＬＡＤ上での結紮により梗塞させた。瘢痕
形成させるために７日間生存させ、次いで屠殺した。心臓を除去し、氷冷したＰＢＳ中に
パッキングした。
　１ｃｃのシリンジ（３０ゲージニードル）によって、心臓の梗塞領域に注射した。該梗
塞領域において以下のポリマーを使用した。
　１．ＰＬＧＡ（ポリ酪酸－コ－グリコール酸ポリマー、Birmingham Polymers）、ジグ
ライム中の２０％溶液、１％脂肪ブラウンＲＲ（Fat Brown RR）を含む。梗塞壁の中に注
射された。組織は直ちに膨潤し、次いで該溶液は梗塞領域内で沈殿する。
　２．ポリ（メタクリル酸ブチル－コ－メタクリル酸メチル）、Ｍｒ＝　１００，０００
ダルトン（Aldrich）、ジグライム中の２０％溶液、１％脂肪ブラウンＲＲ（Fat Brown R
R）を含む。梗塞壁の中に注射した。組織は直ちに膨潤し、次いで溶液は梗塞領域内で沈
殿する。
　３．ポリアリルアミン（Aldrich）１０％溶液の３．１グラムアリコートを、水中の３
５％ポリ（アクリル酸）０．７グラムと混合した。加えて、該溶液に１％トルイジン青を
加えた。この組成物を梗塞壁に注射した。組織は直ちに膨潤し、溶液は沈殿を生じる。
　組織切片（１０μmにスライスされたもの）は、染色されたポリマーが、梗塞領域にお
ける梗塞組織内で沈殿したことを示した。
　限定としてでなく一例として、以下の添付図面の各図において、当該方法および組成物
を例示する。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１Ａ】縦方向に切断された、健康な動脈およびその中の血流を図示している。
【図１Ｂ】縦方向に切断された、引裂きまたは攣縮により損傷を受けた動脈を図示してい
る。
【図１Ｃ】縦方向に切断された、脂肪およびコレステロールの集積により閉塞された動脈
を図示している。
【図２Ａ】心臓への血液および酸素の流れの制限を生じ得る、動脈内のプラーク集積を図
示している。
【図２Ｂ】ＭＩを導く動脈内プラーク集積の結果としての、心臓への損傷を図示している
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。
【図３Ａ】正常な動脈を図示している。
【図３Ｂ】ＭＩを導く可能性のある動脈硬化（５０％閉塞）を伴った動脈を図示している
。
【図３Ｃ】正常な心筋を図示している。
【図３Ｄ】初期の急性心筋梗塞における心筋の一例を図示している。
【図３Ｅ】初期の心筋梗塞における心筋の一例を図示しており、そこでの心筋は増大する
横紋喪失を示す。
【図３Ｆ】急性心筋梗塞における心筋、並びに横紋および核の喪失の一例を図示している
。
【図３Ｇ】好中球浸潤および壊死をもたらす、急性心筋梗塞における心筋の一例を図示し
ている。
【図３Ｈ】心筋梗塞が生じて約１週間後の、急性心筋梗塞における心筋の一例を図示して
いる。毛細血管、繊維芽細胞およびマクロファージがヘモシデリンで満たされている。
【図３Ｉ】心筋梗塞の２週間後の心筋の一例を図示している。多くのコラーゲンが損傷部
位に沈着されている。
【図３Ｊ】心筋梗塞の数週間後の心筋の一例を図示している。多くの生存心筋細胞が肥厚
しているように見え、それらの核は暗い色である。介入性の繊維症も観察される。
【図４】梗塞領域への繊維芽細胞の保持および補充、膨潤可能な補強材料の送達、および
／または追加のトロポエラスチンの導入を介して、梗塞領域のリモデリングを再構成する
ための種々の方法を図示している。
【図５】図５Ａ～図５Ｅは、梗塞ゾーンへの繊維芽細胞促進剤の導入、および構造的足場
の形成を図示している。
【図６】梗塞領域を構造的に補強するための多成分法を示している。
【図７】梗塞領域を構造的に補強するため、および／または梗塞領域の酸素添加を容易に
するための、多成分法を図示している。
【図８】図７における第一および第二の成分の一般的構造を示している。
【図９】図９Ａ～図９Ｆは、例えば図６および／または図７の梗塞領域に対する構造的補
強のための、多成分法の導入および作用を図示している。
【図１０】図７および図８に図示した態様の、少なくとも二つの成分により形成されたエ
ステル結合を図示している。
【図１１】図１１Ａ～図１１Ｆは、膨潤性ミクロ粒子の形態での、梗塞ゾーンへの構造的
補強の導入を図示している。
【図１２】梗塞領域に導入し得る幾つかの可能な構造補強剤のフローチャートを図示して
いる。
【図１３】可能な二成分系を開示した図１２における１２４０の拡張を図示している。
【図１４】図１３のフローチャートに示された方法の、梗塞領域への導入および作用を図
示している。
【図１５】ある領域を嵩高くすることにより、梗塞ゾーンを構造的に補強するための二つ
の可能な方法を図示している。
【図１６】梗塞領域を構造的に補強し得る嵩増加剤（バルキング剤）の例を図示している
。
【図１７】梗塞ゾーンにおけるコラーゲンの架橋による安定化を図示している。
【図１８】梗塞領域におけるコラーゲンを架橋し得る種々の物質を図示している。
【図１９】ＭＩ後の梗塞領域において、血液を凝固させる種々の態様を示している。
【図２０】感光性成分を使用して、梗塞領域を補強する種々の方法を示している。
【図２１】図２１Ａ～図２１Ｅは、梗塞領域への、図２０の光重合性成分を使用した態様
の導入を示す断面図を示している。
【図２２Ａ】光源および少なくとも一つの成分ルーメンを有するカテーテル装置の縦方向
の図を示している。
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【図２２Ｂ】光源および少なくとも一つの成分ルーメンを有するカテーテル装置の横断面
図を示している。
【図２３】梗塞領域を補強し、および／または梗塞領域に酸素を再添加する多成分法の一
例を図示している。
【図２４Ａ】第二の成分の前に一つの成分を送達するための、二つの送達ポートおよび制
御機構を有するカテーテル装置の縦方向の図を示している。
【図２４Ｂ】二つの送達ポートを備えたカテーテル装置の先端の正面図を示している。
【図２４Ｃ】カテーテル装置の先端を示しており、ここでは一つの送達ポートが延出され
るのに対して、第二のポートはカテーテルのハウジングに閉じ込められ得る。
【図２５】図２５Ａ～図２５Ｄは、引込み可能な二重送達ポートを備えたカテーテルを使
用することによる、心室の梗塞領域への二つの別々の成分の導入、および梗塞領域におけ
る構造的補強組成物の形成を図示している。
【図２６】引込み可能な二重送達ポートを備えたカテーテルを使用することにより、一つ
の成分は静脈を通して、また第二の成分は動脈を通して導入することを図示している。

【図１】 【図２】
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