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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　埋め込み式装具用コーティングを形成する方法であって、
　埋め込み式装具表面の少なくとも一部分に、エチレンビニルアルコールコポリマーから
成り且つ有効成分を含まないプライマー層を形成するステップと、
　前記プライマー層の選択された少なくとも一部分に有効成分を含有する貯蔵層を形成す
るステップとを含む、
埋め込み式装具用コーティングを形成する方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法によって生成された埋め込み式装具用コーティング。
【請求項３】
　前記プライマー層が、埋め込み式装具の表面と前記貯蔵層との間に付着結合層を提供す
る請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　有効成分が貯蔵層から放出される速度を低減するために、貯蔵層の選択された少なくと
も一部分にバリア層を形成するステップをさらに含む請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記プライマー層を形成するステップが、
　溶媒に添加されたエチレンビニルアルコールコポリマーを含む組成物を、埋め込み式装
具の表面の選択された部分に塗布するステップと、
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　埋め込み式装具の前記表面の選択された部分に塗布された組成物を、前記エチレンビニ
ルアルコールコポリマーのガラス転移温度を超え、かつ融解温度未満の温度に加熱するス
テップと
を含む請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記プライマー層を形成するステップが、
　溶媒に添加されたエチレンビニルアルコールコポリマーを含む組成物を、埋め込み式装
具の表面の選択された部分に塗布するステップと、
　埋め込み式装具の表面の選択された部分に塗布された組成物を、前記エチレンビニルア
ルコールコポリマーのガラス転移温度を超える温度に加熱するステップと
を含む請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　貯蔵層が、エチレンビニルアルコールコポリマーから製造される請求項１に記載の方法
。
【請求項８】
　有効成分を放出するコーティングを含むプロテーゼであって、コーティングが、
　有効成分を含有する貯蔵層と、
　プロテーゼの表面と前記貯蔵層との間に位置した、エチレンビニルアルコールコポリマ
ーから成り且つ有効成分を含まないプライマー層と
を含んで成るプロテーゼ。
【請求項９】
　プロテーゼが、バルーン拡張式ステント、および自己拡張式ステントの群から選択され
る請求項８に記載のプロテーゼ。
【請求項１０】
　前記プライマー層が、プロテーゼによるコーティングの保持性を高める請求項８に記載
のプロテーゼ。
【請求項１１】
　前記プライマー層が、プロテーゼの金属表面と、貯蔵層を構成するポリマー材料との間
の中間結合層として作用する請求項８に記載のプロテーゼ。
【請求項１２】
　前記有効成分が、アクチノマイシンＤ、パクリタキセル、およびドセタキセルの群から
選択される請求項８に記載のプロテーゼ。
【請求項１３】
　前記有効成分が、血管平滑筋細胞の異常または不適切な移動または増殖を阻害する請求
項８に記載のプロテーゼ。
【請求項１４】
　前記有効成分が放出される速度を低減するために、前記貯蔵層の選択された少なくとも
一部分に位置するバリア領域をさらに含む請求項８に記載のプロテーゼ。
【請求項１５】
　前記バリア層が、無機粒子を含有するポリマー材料から製造される請求項１４に記載の
プロテーゼ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
相互参照
本出願は、１９９９年１２月２３日出願の米国特許出願第０９／４７０５５９号の一部継
続出願であり、本出願はまた、２０００年３月３１日出願の米国特許出願第０９／５４０
２４１号の一部継続出願である２０００年１１月１７日出願の米国特許出願番号（不明）
の一部継続出願である。
【０００２】
発明の背景
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発明の分野
本発明は、ステントなどの埋め込み式装具または管腔内プロテーゼのコーティング、およ
びそのコーティングを形成する方法に関する。
【０００３】
背景の説明
経皮経管冠状動脈形成術（percutaneous transluminal coronary angioplasty：ＰＴＡＣ
）は、心臓病を治療するための手法である。バルーン部分を有するカテーテル・アセンブ
リを、上腕または大腿動脈を通して患者の心血管系に経皮的に導入する。バルーン部分が
閉塞病変を横切って配置されるまで、冠血管系を通してカテーテル・アセンブリを進める
。病変を横切る所定の場所に配置されたら、バルーンを所定の大きさに膨らませ、管壁を
再建するために放射状に病変のアテローム斑に押しつける。その後、患者の血管系からカ
テーテルを取り出せるように、バルーンを小さい形に収縮する。
【０００４】
上述の手法に伴う問題には、バルーンが収縮した後に、崩壊し、導管を塞ぐ可能性のある
内膜弁または断裂動脈内壁の形成が含まれる。血管痙攣および脈管壁の反動も脈管を閉鎖
する恐れがある。さらに、処置後数ヶ月の間に、動脈の血栓症および再狭窄が生じること
があり、さらなる血管形成処置または外科的バイパス手術を必要とすることがある。動脈
内壁の崩壊による動脈の部分的または完全な閉塞を低減するために、かつ血栓症および再
狭窄の発生の可能性を低減するために、その一例としてステントを含む膨張可能な管腔内
プロテーゼを管腔に埋め込み、血管疎通を維持する。
【０００５】
ステントは、機械的介入としてだけでなく、生物学的療法を提供する媒介物としても用い
られる。機械的介入として、ステントは足場として働き、通路の壁を物理的に開いたまま
にし、必要であればそれを拡げる機能を果たす。典型的にステントは圧縮することができ
、そのためステントを、小さな管腔を通してカテーテルによって挿入し、所望の場所に配
置されたら、大きな直径に拡げることができる。ＰＴＣＡ手法にうまく適用されたステン
トを開示している特許文献の例は、Ｐａｌｍａｚに発行の米国特許第４７３３６６５号、
Ｇｉａｎｔｕｒｃｏに発行の米国特許第４８００８８２号、およびＷｉｋｔｏｒに発行の
米国特許第４８８６０６２号である。ステントによる機械的介入はバルーン血管形成術に
比べて再狭窄の割合を低減したが、再狭窄の割合は２０～４０％であり、依然として重要
な臨床上の問題である。ステント部分に再狭窄が起こる場合、バルーンで単独に処置され
た病巣に比べて臨床上の選択肢が限定されるので、その治療は難題となり得る。
【０００６】
生物学的療法は、ステントに薬剤を添加することによって行うことができる。薬剤添加ス
テントは、疾患部位に治療物質の局所投与を提供する。治療部位に有効濃度を提供するた
めに、そのような薬剤の全身投与はしばしば患者に有害または有毒な副作用を引き起こす
。全身投薬に比べて全量としては少量の薬剤が投与されるが、特定の部位に集中して投与
されるという点で、局所送致は好ましい治療方法である。このように、局所送致は副作用
が少なく、より好ましい結果が得られる。
【０００７】
ステントに薬剤を添加するために提案されたある方法は、ステントに内皮細胞を接種する
ことを開示している（Ｄｉｃｈｅｋ、Ｄ．Ａ．等、Ｓｅｅｄｉｎｇ　ｏｆ　Ｉｎｔｒａｖ
ａｓｃｕｌａｒ　Ｓｔｅｎｔｓ　Ｗｉｔｈ　Ｇｅｎｅｔｉｃａｌｌｙ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒ
ｅｄ　Ｅｎｄｏｔｈｅｌｉａｌ　Ｃｅｌｌｓ、Ｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ　１９８９、８０
：１３４７～１３５３）。簡潔に述べれば、内皮細胞をステンレス鋼のステントに接種し
、ステントが被覆されるまで増殖させる。これによって細胞を血管壁に送致することがで
き、細胞はそこで治療タンパク質を供給する。血管壁に治療物質を供給するために提案さ
れた別の方法にはヘパリンがコーティングされた金属ステントの使用が含まれる。ヘパリ
ン・コーティングはステントにイオン結合または共有結合している。前述の方法に伴う重
要な欠点には、ステントの送致および拡張中のステント本体からの治療物質の著しい損失
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、ステントからのタンパク質放出速度対照の完全な欠如、および用いることのできる治療
物質に関する固有の限界が含まれる。
【０００８】
他の提案された方法には、Ｂｅｒｇ他に発行の米国特許第５４６４６５０号に開示された
ステント表面に被覆されたポリマー担体の使用が含まれる。Ｂｅｒｇは、指定された溶媒
、その溶媒に溶解した指定されたポリマー、およびその混合物に分散した治療物質を含む
溶液をステント本体に塗布することを開示した。この溶液は蒸発し、ステント表面にポリ
マーおよびポリマーに含浸した治療物質のコーティングが残される。Ｂｅｒｇによって挙
げられた指定の適切なポリマーのなかで、実験結果は、特にポリ（カプロラクトン）およ
びポリ（Ｌ－乳酸）に関して提供された。相互適合性溶媒の好ましい選択には、アセトン
、またはクロロホルムが含まれた。Ｂｅｒｇに示されているとおり、ステントは溶液に１
２から１５回浸漬されるか、または２０回噴霧された。溶媒の蒸発によって、白色のコー
ティングが得られた。白色の着色は一般に、脆性コーティングを暗示している。コーティ
ング部分が典型的にステント拡張中に分離されるので、脆性コーティングは望ましくない
特性である。コーティングの分離は、治療物質の質が患者の有効な治療に十分である閾値
を下回る原因となる。
【０００９】
プロテーゼ、たとえばステントの表面に対するポリマー・コーティングの付着性または保
留性を向上させることが望ましい。さらに、不適切なコーティング付着性、またはコーテ
ィング厚の著しい増大など、コーティングの機械的特性を乱すことなく、ポリマー層によ
って運ばれる治療物質の量を増加できることが望ましい。
【００１０】
さらに、プロテーゼの表面から著しく分離することなく、プロテーゼと共に送致および拡
張することのできる改善されたポリマー・コーティングを提供することが望ましい。治療
物質の放出を大幅に対照できる改善されたポリマー・コーティングも必要とされている。
【００１１】
長期間にわたって治療上許容されるレベルに治療物質の濃度を維持することも有利である
可能性がある。標的とされる生理機能に応じて、治療物質は延長された期間にわたって標
的部位で放出される必要のある可能性がある。したがって、有効な期間、治療上有用な濃
度で物質の残留時間を維持できるコーティングを提供することが望ましい。
【００１２】
発明の概要
本発明の一態様によって、有効成分、たとえばアクチノマイシンＤ、またはタキソールを
含む貯蔵領域を有するコーティングを含む、バルーン拡張式ステントまたは自己拡張式ス
テントなどのプロテーゼが提供される。有効成分を含まないプライマー領域を、貯蔵領域
とプロテーゼ表面との間に配置することができる。このプライマーは、プロテーゼ表面と
貯蔵領域との間の中間結合層として機能する。プライマー領域および貯蔵領域は、同じポ
リマー材料、または異なるポリマー材料から製造することができる。プロテーゼはさらに
、有効成分が放出される速度を低減するために、貯蔵領域の選択された部分に配置された
バリア部を含むことができる。一実施態様において、このバリア層は無機粒子を含有する
。プライマー層に適切なポリマー材料の例には、ポリイソシアネート、不飽和ポリマー、
アミン含有ポリマー、アクリレート、高含量の水素結合基を含むポリマー、および無機ポ
リマーが含まれる。プライマー領域だけでなく、貯蔵領域にも生体適合性ポリマーを用い
ることができる。生体適合性ポリマーの一例には、エチレンビニルアルコールコポリマー
が含まれる。
【００１３】
本発明の他の態様によって、埋め込み式装具の表面の選択された少なくとも一部分にプラ
イマーを形成する段階、およびプライマーの選択された少なくとも一部分に有効成分を含
有する貯蔵領域を形成する段階を含む、埋め込み式装具用コーティングを形成する方法が
提供される。このプライマーは、埋め込み式装具の表面と貯蔵領域との間に付着結合層を
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提供することができる。一実施形態において、この方法はさらに、有効成分が貯蔵領域か
ら放出される速度を低減するために、貯蔵領域の選択された少なくとも一部分にバリア層
を形成する段階を含むことができる。
【００１４】
一実施態様において、プライマーを形成する行為は、溶媒に添加された熱可塑性ポリマー
を含む組成物を、埋め込み式装具の表面の選択された一部分に塗布する段階、および埋め
込み式装具に塗布された組成物をポリマーの約ガラス転移温度超、かつ約融解温度未満の
温度に加熱する段階を含む。
【００１５】
他の実施態様によれば、プライマーを形成する行為は、溶媒に添加された無機ポリマーを
含む組成物を、埋め込み式装具の表面の選択された一部分に塗布する段階、および溶媒を
大幅に除去してプライマーを形成する段階を含む。
【００１６】
他の実施態様によれば、プライマーを形成する行為は、溶媒に添加されたポリマーを含む
組成物を、埋め込み式装具の表面の選択された一部分に塗布する段階、および埋め込み式
装具の表面の選択された部分に塗布された組成物をポリマーのガラス転移温度を超える温
度に加熱する段階を含む。
【００１７】
他の実施態様によれば、プライマーを形成する行為は、プレポリマーおよび開始剤、たと
えばフリーラジカルまたはＵＶ開始剤を含む組成物を、埋め込み式装具の表面の選択され
た一部分に塗布する段階を含む。その後、この組成物をＵＶ照射または熱などの条件に暴
露して、プレポリマーを重合する。
【００１８】
本発明の他の態様によれば、第１有効成分および第２有効成分を含有し、第１有効成分の
放出速度が第２有効成分の放出速度より遅い、ステント用コーティングが提供される。こ
のコーティングは、エチレンビニルアルコールコポリマーなどのポリマー材料で製造する
ことができる。このコーティングは、第１および第２有効成分を含有する第１の領域、お
よび第１の領域とステント表面との間に位置する活性成分を含まない第２の領域を含むこ
とができる。第２の領域は、ステントによって保持されるコーティングの能力を高める。
【００１９】
実施形態の詳細な説明
プライマー層を形成するための組成物
プライマー層の組成物の実施形態は、すべての成分を合わせ、次いで混合する通常の方法
によって調製される。より詳細には、一実施形態によれば、既定量のポリマーまたはプレ
ポリマーを、既定量の溶媒または溶媒組み合わせに添加する。この混合物は、大気圧、無
水雰囲気下で調製することができる。必要であれば、プレポリマーの硬化または架橋を開
始するために、組成物にフリーラジカルまたはＵＶ開始剤を添加することができる。ポリ
マーを溶媒に溶解するために、加熱および攪拌および／または混合することができる。
【００２０】
「ポリマー」「ポリ」および「ポリマーの」という用語は、重合反応の生成物であって、
そのランダム、交互、ブロック、およびグラフト変型を含むホモポリマー、コポリマー、
ターポリマーなどを含む化合物と定義される。これらのポリマーは、ステントの金属表面
などの埋め込み式装具の表面に対して高い付着力を持っていなければならない。３１６Ｌ
などのステンレス鋼は、ステントを製造するために一般に用いられる材料である。ステン
レス鋼は、ステントを耐食性にし、主としてステントの生体適合性を付与する酸化クロム
表面層が含まれる。酸化クロム層は、オキシド、アニオン基、および極性のヒドロキシル
部分を提供する。したがって、極性置換基およびカチオン基を有するポリマー材料は、そ
の表面に付着することができる。適切なポリマー材料の代表的な例には、ポリイソシアネ
ート、不飽和ポリマー、アミン高含量ポリマー、アクリレート、高含量の水素結合基を含
むポリマー、シラン・カップリング剤、チタネート、およびジルコネートが含まれる。
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【００２１】
ポリイソシアネートの代表的な例には、トリイソシアヌレート、ヘキサメチレンジイソシ
アネートをベースとする脂肪族ポリイソシアネート樹脂、ジフェニルメタンジイソシアネ
ートをベースとする芳香族ポリイソシアネートプレポリマー、ジフェニルメタンジイソシ
アネートをベースとするポリイソシアネートポリエーテルポリウレタン、トルエンジイソ
シアネートをベースとするポリマーイソシアネート、ポリメチレンポリフェニルイソシア
ネート、およびポリエステルポリウレタンが含まれる。
【００２２】
不飽和ポリマーの代表的な例には、ポリエステルジアクリレート、ポリカプロラクトンジ
アクリレート、ポリエステルジアクリレート、ポリテトラメチレングリコールジアクリレ
ート、少なくとも２つのアクリレート基を有するポリアクリレート、ポリアクリレート化
ポリウレタン、およびトリアクリレートが含まれる。不飽和ポリマーを使用する場合、熱
またはＵＶ硬化または架橋プロセスのために、組成物にフリーラジカルまたはＵＶ開始剤
を添加することができる。熱硬化の場合、フリーラジカル開始剤の例は、過酸化ベンゾイ
ル、過酸化ビス（２，４－ジクロロベンゾイル）、過酸化ジクミル、２，５－ビス（ｔｅ
ｒｔ－ブチルペルオキシ）－２，５－ジメチルへキサン、過硫酸アンモニウム、および２
，２’－アゾビスイソブチロニトリルが含まれる。当分野の技術に理解されるとおり、そ
れぞれの開始剤は、分解を誘導するために異なる温度を必要とする。ＵＶ硬化の場合、開
始剤の例には、２，２－ジメトキシ－２－フェニルアセトフェノン、１－ヒドロキシシク
ロヘキシルフェニルケトン、ベンゾインエチルエーテル、およびベンゾフェノンが含まれ
る。これらの開始剤は、２５０から３５０ｎｍの波長を含む中圧Ｈｇバルブを用いる照明
によって活性化することができる。
【００２３】
アミン高含量ポリマーの代表的な例には、ポリエチレンアミン、ポリアリルアミン、およ
びポリリシンが含まれる。
【００２４】
アクリレートの代表的な例には、エチルアクリレート、メチルアクリレート、ブチルメタ
クリレート、メタクリル酸、アクリル酸、およびシアノアクリレートのコポリマーが含ま
れる。
【００２５】
水素結合基高含量ポリマーの代表的な例には、ポリエチレン－コ－ポリビニルアルコール
、アミン架橋剤によるビスフェノールＡのジグリシジルエーテルをベースとするエポキシ
ポリマー、ポリオールおよびルイス酸触媒によって硬化されたエポキシポリマー、エポキ
シフェノール、エポキシ－ポリスルフィド、エチレンビニルアセテート、メラミンホルム
アルデヒド、ポリビニルアルコール－コ－ビニルアセテートポリマー、レゾルシノール－
ホルムアルデヒド、尿素－ホルムアルデヒド、ポリビニルブチラール、ポリビニルアセテ
ート、アルキドポリエステル樹脂、アクリル酸変性エチレンビニルアセテートポリマー、
メタクリル酸変性エチレンビニルアセテートポリマー、アクリル酸変性エチレンアクリレ
ートポリマー、メタクリル酸変性エチレンアクリレートポリマー、無水物変性エチレンア
クリレートコポリマー、および無水物変性エチレンビニルアセテートポリマーが含まれる
。
【００２６】
シラン・カップリング剤の代表的な例には、３－アミノプロピルトリエトキシシラン、お
よび（３－グリジドキシプロピル）メチルジエトキシシランが含まれる。
【００２７】
チタネートの代表的な例には、テトライソプロピルチタネート、およびテトラ－ｎ－ブチ
ルチタネートが含まれる。
【００２８】
ジルコネートの代表的な例には、ｎ－プロピルジルコネート、およびｎ－ブチルジルコネ
ートが含まれる。
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【００２９】
プライマー材料に生体適合性ポリマーも用いることができる。生体適合性プライマーの例
には、ポリ（ヒドロキシバレレート）、ポリ（Ｌ－乳酸）、ポリカプロラクトン、ポリ（
ラクチド－コ－グリコリド）、ポリ（ヒドロキシブチレート）、ポリ（ヒドロキシブチレ
ート－コ－バレレート）、ポリジオキサノン、ポリオルトエステル、ポリ無水物、ポリ（
グリコール酸）、ポリ（Ｄ，Ｌ－乳酸）、ポリ（グリコール酸－コ－トリメチレンカーボ
ネート）、ポリホスホエステル、ポリホスホエステルウレタン、ポリ（アミノ酸）、シア
ノアクリレート、ポリ（トリメチレンカーボネート）、ポリ（イミノカーボネート）、コ
ポリ（エーテル－エステル）（たとえば、ＰＥＯ／ＰＬＡ）、ポリアルキレンオキサレー
ト、ポリホスファゼン、ならびに生体分子、たとえばフィブリン、フィブリノーゲン、セ
ルロース、デンプン、コラーゲン、およびヒアルロン酸などが含まれる。さらに、ポリウ
レタン、シリコーン、およびポリエステルを用いることができ、他のポリマーも、それら
が溶解され、ステント上で硬化または重合され得るならば用いることができ、たとえばポ
リオレフィン、ポリイソブチレン、およびエチレン－アルファオレフィンコポリマー、ア
クリルポリマーおよびコポリマー、ポリ塩化ビニルなどのハロゲン化ビニルポリマーおよ
びコポリマー、ポリビニルメチルエーテルなどのポリビニルエーテル、ポリフッ化ビニリ
デンおよびポリ塩化ビニリデンなどのポリハロゲン化ビニリデン、ポリアクリロニトリル
、ポリビニルケトン、ポリビニルスチレンなどのポリビニル芳香族化合物、ポリビニルア
セテートなどのポリビニルエステル、エチレン－メチルメタクリレートコポリマー、アク
リロニトリル－スチレンコポリマー、ＡＢＳ樹脂、およびエチレン－ビニルアセテートコ
ポリマーなどのビニルモノマーの互いのおよびオレフィンとのコポリマー、ナイロン６６
およびポリカプロラクタムなどのポリアミド、アルキド樹脂、ポリカーボネート、ポリオ
キシメチレン、ポリイミド、ポリエーテル、エポキシ樹脂、レーヨン、レーヨン－トリア
セテート、セルロース、セルロースアセテート、セルロースブチレート、セルロースアセ
テートブチレート、セロファン、セルロースナイトレート、セルロースプロピオネート、
セルロースエーテル、およびカルボキシメチルセルロースなどである。
【００３０】
エチレンビニルアルコールは、機能上非常に適切なポリマーの選択である。一般名ＥＶＯ
Ｈ、または商標名ＥＶＯＨとして一般に知られるエチレンビニルアルコールコポリマーは
、エチレンおよびビニルアルコールモノマー両方の残基を含むコポリマーを指す。当分野
の技術者は、エチレンビニルアルコールコポリマーが少量の追加のポリマー、たとえば約
５モルパーセント未満のスチレン、プロピレン、または他の適切なモノマーを含むような
ターポリマーであってもよいことを理解する。有用な実施形態において、コポリマーは、
約２７％から約４７％のモルパーセントのエチレンを含む。典型的に、４４モルパーセン
トのエチレンが適切である。エチレンビニルアルコールコポリマーは、Ａｌｄｒｉｃｈ　
Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ、Ｍｉｌｗａｕｋｅｅ、Ｗｉｓ．またはＥＶＯＨ　Ｃ
ｏｍｐａｎｙ　ｏｆ　Ａｍｅｒｉｃａ、Ｌｉｓｌｅ、ＩＬなどの会社から市販され入手可
能であり、あるいは当分野の技術者によく知られている通常の重合手法によって調製でき
る。このコポリマーは、ステントの表面、特にステンレス鋼表面に対して良好な付着性を
有し、ステントの表面から著しくコポリマーが分離することなくステントと共に拡張でき
ることが例証されている。
【００３１】
溶媒はポリマーと互いに相溶性であるべきであり、溶液中に所望の濃度でポリマーを溶解
することができるべきである。有用な溶媒はさらに、ステントの金属表面などの装具表面
との最大相互作用のために、ポリマー鎖を伸長できるべきである。溶媒の例には、これに
限定されるものではないが、ジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）、クロロホルム、アセト
ン、水（緩衝食塩水）、キシレン、アセトン、メタノール、エタノール、１－プロパノー
ル、テトラヒドロフラン、１－ブタノン、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド
、シクロヘキサノン、酢酸エチル、メチルエチルケトン、プロピレングリコールモノメチ
ルエーテル、イソプロパノール、Ｎ－メチルピロリドン、トルエン、およびそれらの混合
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物が含まれる。
【００３２】
例として、限定するものではないが、ポリマーは、組成物の全重量の約０．１重量％から
約３５重量％、より厳密には約２重量％から約２０重量％を占めることができ、溶媒は、
組成物の全重量の約６５重量％から約９９．９重量％、より厳密には約８０重量％から約
９８重量％を占めることができる。特定の重量比は、埋め込み式装具が製造される材料、
および装具の幾何学的構造などの要因によって決まる。
【００３３】
他の実施形態によれば、より均一にコーティングを塗布するために、流体を組成物に添加
して組成物の湿潤性を高めることができる。組成物の湿潤性を高めるために、適切な流体
は典型的に高い毛細管透過性を有する。毛細管透過性または湿潤性は、界面エネルギーに
よって駆動される固体基板上の流体の運動である。毛細管透過性は、固体表面上で平衡形
状となった流体相の小滴の接線における角度として定義される接触角によって定量化され
る。小さい接触角は、湿潤性の高い液体を意味する。適切に高い毛細管透過性は、接触角
約９０℃未満に相当する。図１Ａは、固体基板１２、たとえばステンレス鋼表面上の流体
小滴１０Ａを例示している。流体小滴１０Ａは、約９０℃未満の接触角Φ１に相当する高
い毛細管透過性を有する。対照的に、図１Ｂは、約９０℃を超える接触角Φ２に相当する
低い毛細管透過性を有する固体基板１２上の流体小滴１０Ｂを例示している。湿潤性流体
は、典型的に約５０センチポアズ以下、厳密には約０．３から約５センチポアズ、より厳
密には約０．４から約２．５センチポアズの粘性を有するべきである。したがって、湿潤
性流体は組成物に添加されたとき、組成物の粘性を低減する。
【００３４】
湿潤性流体はポリマーおよび溶媒と互いに適合性であるべきであり、ポリマーを沈殿させ
るべきではない。湿潤性流体は、溶媒として作用することもできる。湿潤性流体の有用な
例には、これに限定されるものではないが、テトラヒドロフラン（ＴＨＦ）、ジメチルホ
ルムアミド（ＤＭＦ）、１－ブタノール、酢酸ｎ－ブチル、ジメチルアセトアミド（ＤＭ
ＡＣ）、およびそれらの混合物および組み合わせが含まれる。例として、限定するもので
はないが、ポリマーは、組成物の全重量の約０．１重量％から約３５重量％、より厳密に
は約２重量％から約２０重量％を占めることができ、溶媒は、組成物の全重量の約１９．
９重量％から約９８．９重量％、より厳密には約５８重量％から約８４重量％を占めるこ
とができ、湿潤性流体は、組成物の全重量の約１重量％から約８０重量％、より厳密には
約５重量％から約４０重量％を占めることができる。湿潤性流体の特定の重量比は、用い
られる湿潤性流体の種類、ならびにポリマーおよび溶媒の種類および重量比によって決ま
る。より詳細には、湿潤性流体として用いられるテトラヒドロフランは、たとえば、溶液
の全重量の約１重量％から約４４重量％、より厳密には約２１重量％を占めることができ
る。湿潤性流体として用いられるジメチルホルムアミドは、たとえば、溶液の全重量の約
１重量％から約８０重量％、より厳密には約８重量％を占めることができる。湿潤性流体
として用いられる１－ブタノールは、たとえば、溶液の全重量の約１重量％から約３３重
量％、より厳密には約９重量％を占めることができる。湿潤性流体として用いられる酢酸
ｎ－ブチルは、たとえば、溶液の全重量の約１重量％から約３４重量％、より厳密には約
１４重量％を占めることができる。湿潤性流体として用いられるジメチルアセトアミドは
、たとえば、溶液の全重量の約１重量％から約４０重量％、より厳密には約２０重量％を
占めることができる。
【００３５】
ポリマー・マトリクス中の有効成分の存在は典型的に、そのマトリクスが装具の表面に有
効に付着する能力を妨げる。有効成分の量が増加すると、付着の有効性が低下する。たと
えばコーティング中１０～４０重量％という高い薬剤負荷量は、装具表面におけるコーテ
ィングの定着を著しく妨げる。プライマー層は、装具表面と有効成分含有または貯蔵コー
ティングとの間の機能上有用な中間層の役割を果たす。プライマー層は、貯蔵コーティン
グと装具との間に付着性結合を提供し、要するに装具の送致中、かつ該当する場合には装
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具の拡張中、貯蔵コーティングが有効に装具に含有される能力を損なうことなく、貯蔵コ
ーティング中の有効成分の量を増やすことも可能にする。エチレンビニルアルコールコポ
リマーは、金属表面、特にステンレス鋼製の装具に十分に付着する。このコポリマーは、
良好な弾性を有することが示されており、これによって装具の表面からコポリマーが著し
く分離することなく、コポリマーが装具と共に送致、かつ該当する場合には拡張すること
が可能となる。
【００３６】
表１は、プライマー組成に適した組み合わせのいくつかの例を示す。
【００３７】
【表１】

【００３８】
有効成分層を形成するための組成物
有効成分含有または貯蔵層の組成物の実施形態は、すべての成分を合わせ、次いで混合す
る通常の方法によって調製される。より詳細には、一実施形態によれば、既定量のポリマ
ー化合物を、既定量の互いに適合性の溶媒または溶媒組み合わせに添加する。ポリマー化



(10) JP 4236467 B2 2009.3.11

10

20

30

40

50

合物は、大気圧、無水雰囲気下で添加することができる。必要であれば、ポリマーを溶媒
に溶解するために、弱い加熱および攪拌および／または混合することができ、たとえば約
６０℃の水槽中で１２時間である。
【００３９】
ポリマーの選択は、生体適合性であり、装具が埋め込まれたときに血管壁への刺激を最小
にするポリマーでなければならない。ポリマーは、生体安定性ポリマー、または生体吸収
性ポリマーであってよい。用いることのできる生体吸収性ポリマーには、ポリ（ヒドロキ
シバレレート）、ポリ（Ｌ－乳酸）、ポリカプロラクトン、ポリ（ラクチド－コ－グリコ
リド）、ポリ（ヒドロキシブチレート）、ポリ（ヒドロキシブチレート－コ－バレレート
）、ポリジオキサノン、ポリオルトエステル、ポリ無水物、ポリ（グリコール酸）、ポリ
（Ｄ，Ｌ－乳酸）、ポリ（グリコール酸－コ－トリメチレンカーボネート）、ポリホスホ
エステル、ポリホスホエステルウレタン、ポリ（アミノ酸）、シアノアクリレート、ポリ
（トリメチレンカーボネート）、ポリ（イミノカーボネート）、コポリ（エーテル－エス
テル）（たとえば、ＰＥＯ／ＰＬＡ）、ポリアルキレンオキサレート、ポリホスファゼン
、ならびに生体分子、たとえばフィブリン、フィブリノーゲン、セルロース、デンプン、
コラーゲン、およびヒアルロン酸などが含まれる。さらに、ポリウレタン、シリコーン、
およびポリエステルなどの比較的に低い長期組織応答を有する生体安定性ポリマーを用い
ることができ、他のポリマーも、それらが溶解され、ステント上で硬化または重合され得
るならば用いることができ、たとえばポリオレフィン、ポリイソブチレン、およびエチレ
ン－アルファオレフィンコポリマー、アクリルポリマーおよびコポリマー、ポリ塩化ビニ
ルなどのハロゲン化ビニルポリマーおよびコポリマー、ポリビニルメチルエーテルなどの
ポリビニルエーテル、ポリフッ化ビニリデンおよびポリ塩化ビニリデンなどのポリハロゲ
ン化ビニリデン、ポリアクリロニトリル、ポリビニルケトン、ポリスチレンなどのポリビ
ニル芳香族化合物、ポリビニルアセテートなどのポリビニルエステル、エチレン－メチル
メタクリレートコポリマー、アクリロニトリル－スチレンコポリマー、ＡＢＳ樹脂、およ
びエチレン－ビニルアセテートコポリマーなどのビニルモノマーの互いのおよびオレフィ
ンとのコポリマー、ナイロン６６およびポリカプロラクタムなどのポリアミド、アルキド
樹脂、ポリカーボネート、ポリオキシメチレン、ポリイミド、ポリエーテル、エポキシ樹
脂、レーヨン、レーヨン－トリアセテート、セルロース、セルロースアセテート、セルロ
ースブチレート、セルロースアセテートブチレート、セロファン、セルロースナイトレー
ト、セルロースプロピオネート、セルロースエーテル、およびカルボキシメチルセルロー
スなどである。
【００４０】
エチレンビニルアルコールは、機能上非常に適切なポリマーの選択である。このコポリマ
ーは、有効成分の放出速度を良好に対照することを可能にする。通例、エチレンコモノマ
ーの含量が増加すると、コポリマー・マトリクスから放出される有効成分の速度が低下す
る。典型的にコポリマーの親水性が低くなるにつれて、有効成分の放出速度が低下する。
エチレンコモノマーの含量の増加は、特にビニルアルコールの含量が付随して低減される
とき、コポリマーの総体的な疎水性を高める。さらに、放出速度および放出される有効成
分の累積量は、コポリマー・マトリクス中のその成分の初期全含量に正比例することが知
られている。したがって、エチレンコモノマー含量および有効成分の初期量を変更するこ
とによって、広範囲の放出速度を得ることができる。
【００４１】
貯蔵層のポリマーの選択は、プライマー層のために選択されたポリマーと同一であるか、
あるいは異なっていてもよい。同じポリマーの使用は、２種の異なるポリマー層を使用し
た場合に存在する可能性のある、付着性結合または接着の欠如などの界面不適合性を著し
く低減または排除する。要するに、プライマー層および貯蔵層に同一のポリマー材料を用
いることによって、単一層コーティングが形成されると言うことができる。
【００４２】
溶媒は、溶液中に所望の濃度でポリマーを溶解できなければならない。溶媒の例には、こ
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れに限定されるものではないが、ＤＭＳＯ、クロロホルム、アセトン、水（緩衝食塩水）
、キシレン、アセトン、メタノール、エタノール、１－プロパノール、テトラヒドロフラ
ン、１－ブタノン、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、シクロヘキサノン、
およびＮ－メチルピロリドンが含まれる。エチレン低含量、たとえば２９モル％のエチレ
ンビニルアルコールコポリマーを使用する場合、適切な溶媒の選択は、水と混合したイソ
プロピルアルコール（ＩＰＡ）である。
【００４３】
十分な量の有効成分が、ポリマーと溶媒の混合組成物に分散される。有効成分は真溶液で
あるか、あるいは混合組成物に飽和しているべきである。組成物において有効成分が完全
には溶解性でない場合、残留物を均質にするために、混合、攪拌、および／またはかき混
ぜを含む操作を用いることができる。有効成分は、分散が微粒子であるように添加するこ
とができる。有効成分の過飽和は望ましくなく、有効成分の混合は、無水雰囲気、大気圧
、室温で行うことができる。
【００４４】
有効成分は、血管平滑筋細胞の活性を阻害するべきである。より詳細には、有効成分は、
平滑筋細胞の異常または不適切な移動および／または増殖を阻害することを目的とする。
【００４５】
「平滑筋細胞」には、血管外傷または損傷後に内膜過形成血管部位で増殖する脈管の中膜
および外膜層に由来する細胞が含まれる。光学顕微鏡検査において、平滑筋細胞の特徴に
は、核小体の存在する細胞の中心に位置する長円形の核および筋形質内の筋原線維を伴う
紡錘形状の組織形態が含まれる。電子顕微鏡検査において、平滑筋細胞は、核近傍にある
筋形質内の細長いミトコンドリア、少数の粗面小胞体の管状部分、および多数の遊離リボ
ソームの塊を有する。さらに小さなゴルジ複合体が、核の１つの極近くに位置する可能性
がある。
【００４６】
平滑筋細胞の「移動」は、ｉｎ　viｖｏにおける脈管中膜層から内膜へのそれらの細胞の
運動を意味し、ある位置から別の位置への細胞の動きを追うことによって、たとえば時間
差映画撮影またはビデオ・レコーダを用い、経時的に組織培養内の限定範囲から移動する
平滑筋細胞を手動でカウントすることによってｉｎ　viｔｒｏで研究することもできる。
【００４７】
平滑筋細胞の「増殖」は、細胞数の増加を意味する。
【００４８】
「異常」または「不適切」な増殖は、正常に機能している同じ型種の細胞で典型的に起こ
るものと比べて、急速に起こる、または著しく大規模に起こる細胞の分裂、増殖、または
移動、すなわち過剰増殖を意味する。
【００４９】
細胞の活性を「阻害する」とは、特に生物学的または機械的に媒介された血管損傷または
外傷後、あるいは哺乳動物がそのような血管損傷または外傷を受けやすい条件下で、平滑
筋細胞過形成、再狭窄、および血管閉塞を低減、遅延、または排除することを意味する。
本明細書では、「低減する」という用語は、平滑筋細胞増殖の刺激によって生じる内膜肥
厚を減少することを意味する。「遅延する」とは、過剰増殖性血管疾患の進行を遅らせる
こと、あるいはたとえば組織検査または血管造影検査によって観察される、可視内膜過形
成の発症までの時間を延ばすことを意味する。血管外傷または損傷後の再狭窄を「排除す
る」とは、もはや外科手術によって介入する必要のない、すなわちたとえば再血管形成術
、アテローム切除術、または冠状動脈バイパス手術によって脈管を通る適切な血流を回復
する必要のない程度にまで、患者の内膜過形成を完全に「低減する」かつ／または完全に
「遅延する」ことを意味する。再狭窄を低減、遅延、または排除する効果は、当分野の技
術者に知られている方法によって判定することができ、これに限定されるものではないが
、血管造影、血管内超音波、Ｘ線透視画像化、光ファイバー可視化、光コヒーレンス断層
撮影、血管内ＭＲＩ、または生体組織検査および組織学が含まれる。生物学的に媒介され
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た血管損傷には、これに限定されるものではないが、自己免疫疾患、同種免疫関連疾患、
内毒素、サイトメガロウイルスなどのヘルペスウイルスを含む感染症、アテローム性動脈
硬化症などの代謝性疾患による損傷またはそれに起因する損傷、ならびに低体温症および
放射線照射によって生ずる血管損傷が含まれる。機械的に媒介された血管損傷には、これ
に限定されるものではないが、経皮経管冠動脈形成術、血管手術、ステント配置、移植手
術、レーザー処置、および血管内膜または内皮の完全性を損なった他の破壊性手法などの
カテーテル法または血管掻爬法による血管損傷が含まれる。本発明の有効成分は、血管損
傷または外傷後の治療のための使用に限定されず、むしろ有効成分の有用性は、平滑筋細
胞の活性を阻害する、または再狭窄の発症を阻害する成分の能力によっても判定される。
【００５０】
有効成分にはさらに、本発明の実施において治療効果または予防効果を発揮する、ならび
に細胞外マトリクスの発現にポジティブな薬理学的効果を有することのできる任意の物質
が含まれる。この有効成分はまた、血管部位における創傷治癒を増強する、血管部位の構
造特性および弾性を改善するための成分であることができる。そのような有効成分の例に
は、抗増殖性物質、ならびに抗新生物薬、抗炎症薬、抗血小板物質、抗凝固薬、抗フィブ
リン、抗トロンビン、抗有糸分裂薬、抗生物質、抗酸化薬、およびそれらの合剤が含まれ
る。適切な抗増殖性物質の例には、アクチノマイシンＤ、またはその誘導体およびアナロ
グが含まれる（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ製、１００１　Ｗｅｓｔ　Ｓａｉｎｔ　Ｐａ
ｕｌ　Ａｖｅｎｕｅ、Ｍｉｌｗａｕｋｅｅ、ＷＩ５３２３３、またはＭｅｒｃｋから入手
可能なＣＯＳＭＥＧＥＮ）。
【００５１】
アクチノマイシンＤの類義語には、ダクチノマイシン、アクチノマイシンＩＶ、アクチノ
マイシンＩ１、アクチノマイシンＸ１、およびアクチノマイシンＣ１が含まれる。適切な
抗新生物薬の例には、パクリタキセル、およびドセタキセルが含まれる。適切な抗血小板
物質、抗凝固薬、抗フィブリン、および抗トロンビンの例には、ヘパリンナトリウム、低
分子量ヘパリン、ヒルジン、アルガトロバン、フォルスコリン、バピプロスト、プロスタ
サイクリンおよびプロスタサイクリン・アナログ、デキストラン、Ｄ－ｐｈｅ－ｐｒｏ－
ａｒｇ－クロロメチルケトン（合成抗トロンビン）、ジピリダモール、糖タンパク質ＩＩ
ｂ／ＩＩＩａ血小板膜受容体アンタゴニスト、組換えヒルジン、トロンビン阻害剤（Ｂｉ
ｏｇｅｎから入手可能）、および７Ｅ－３Ｂ（登録商標）（Ｃｅｎｔｏｃｏｒｅの抗血小
板薬）が含まれる。適切な抗有糸分裂剤の例には、メトトレキサート、アザチオプリン、
ビンクリスチン、ビンブラスチン、フルオロウラシル、アドリアミシン、およびムタマイ
シンが含まれる。適切な細胞増殖抑制剤または抗増殖性剤の例には、アンギオペプチン（
Ｉｂｓｅｎのソマトスタチン・アナログ）、アンギオテンシン変換酵素阻害薬、たとえば
ＣＡＰＴＯＰＲＩＬ（Ｓｑｕｉｂｂから入手可能）、ＣＩＬＡＺＡＰＲＩＬ（Ｈｏｆｆｍ
ａｎ－ＬａＲｏｃｈｅから入手可能）、またはＬＩＳＩＮＯＰＲＩＬ（Ｍｅｒｃｋから入
手可能）など、カルシウムチャネル遮断薬（ニフェジピンなど）、コルヒチン、線維芽細
胞増殖因子（ＦＧＦ）アンタゴニスト、魚油（オメガ３－脂肪酸）、ヒスタミン・アンタ
ゴニスト、ＬＯＶＡＳＴＡＴＩＮ（ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤、Ｍｅｒｃｋのコレス
テロール降下剤）、モノクローナル抗体（ＰＤＧＦ受容体など）、ニトロプルシド、ホス
ホジエステラーゼ阻害剤、プロスタグランジン阻害剤（Ｇｌａｚｏから入手可能）、セラ
ミン（ＰＤＧＦアンタゴニスト）、セロトニン遮断薬、ステロイド、チオプロテアーゼ阻
害剤、トリアゾロピリミジン（ＰＤＧＦアンタゴニスト）、および一酸化窒素が含まれる
。適切である可能性のある他の治療物質および薬剤には、アルファ・インターフェロン、
遺伝子操作上皮細胞、およびデキサメタゾンが含まれる。有効成分への組成物の暴露が、
有効成分の組成または特性を不利に変えることは許されない。したがって、特定の有効成
分は混合された組成物と相互適合性であるように選択される。
【００５２】
好ましい治療効果を生じるために必要とされる有効成分の用量または濃度は、その有効成
分が毒性作用を生じるレベルより低く、非治療的結果が得られるレベルより高くあるべき
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度は、患者特有の状況、外傷の性質、所望の治療の性質、投与される成分が血管部位に残
存する時間、ならびに他の生物活性物質が用いられる場合、その物質または物質組み合わ
せの性質および種類などの要因に応じて決定され得る。治療有効用量は、実験的に、たと
えば適切な動物モデル系の脈管に注入し、薬剤およびその効果を検出するために免疫組織
化学、蛍光、または電子顕微鏡検査法を用いることによって、あるいは適切なｉｎ　viｔ
ｒｏ研究を行うことによって決定することができる。用量を決定するための標準的な薬理
学試験法は、当分野の技術者に理解される。
【００５３】
例として、ポリマーは、組成物の全重量の約０．１重量％から約３５重量％、より厳密に
は約２重量％から約２０重量％を占めることができ、溶媒は、組成物の全重量の約５９．
９重量％から約９９．８重量％、より厳密には約７９重量％から約８７重量％を占めるこ
とができ、有効成分は、組成物の全重量の約０．１重量％から約４０重量％、より厳密に
は約１重量％から約９重量％を占めることができる。９重量％を超える有効成分は、装具
に対するコーティングの付着性などのポリマー・コーティングに望ましい特性に悪影響を
及ぼす可能性がある。プライマー層の使用によって、有効成分の９％を超える重量比が達
成される。ポリマーと溶媒の特定の重量比の選択は、これに限定されるものではないが、
装具が製造される材料、装具の幾何学的構造、ならびに用いられる有効成分の種類および
量などの要因によって決まる。組成物に混合される有効成分の特定の重量パーセントは、
放出される持続期間、放出される累積量、および所望の放出速度などの要因によって決ま
る。
【００５４】
任意選択で、組成物中の有効成分の溶解性を改善するために、および／または組成物の湿
潤性を高めるために、テトラヒドロフラン（ＴＨＦ）またはジメチルホルムアミド（ＤＭ
Ｆ）などの第２の流体または溶媒を用いることができる。組成物の湿潤性を高めることに
よって、より均一にコーティングが塗布されることがわかっている。第２流体または溶媒
を組成物に添加することができ、あるいは混合物との混合に先立って有効成分を第２溶媒
に添加することができる。
【００５５】
第２流体を用いる実施形態において、例として、ポリマーは、組成物の全重量の約０．１
重量％から約３５重量％、より厳密には約２重量％から約２０重量％を占めることができ
、溶媒は、組成物の全重量の約１９．８重量％から約９８．８重量％、より厳密には約４
９重量％から約７９重量％を占めることができ、第２溶媒は、組成物の全重量の約１重量
％から約８０重量％、より厳密には約５重量％から約４０重量％を占めることができ、有
効成分は、組成物の全重量の約０．１重量％から約４０重量％、より厳密には約１重量％
から約９重量％を占めることができる。ポリマー、溶媒、および第２溶媒の特定の重量比
の選択は、これに限定されるものではないが、埋め込み式装具が製造される材料、装具の
幾何学的構造、ならびに用いられる有効成分の種類および量などの要因によって決まる。
組成物に混合される有効成分の特定の重量パーセントは、放出される持続期間、放出され
る累積量、および所望の放出速度などの要因によって決まる。
【００５６】
表２は、本発明の様々な実施形態による適切な組み合わせ例の一覧である。
【００５７】
【表２】
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【００５８】
減速膜を形成するための組成物
減速膜または拡散バリア層の組成物の実施形態は、すべての成分を合わせる通常の方法に
よって調製される。粒子を使用する実施形態において、凝集塊または粒子フロックの形成
を回避するために、分散技法も用いられるべきである。
【００５９】
より詳細には、一実施形態によれば、貯蔵層の組成物の実施形態は、減速膜またはバリア
層を形成するために、貯蔵層の選択された領域に塗布することができる。バリア層は、放
出速度を低減する、または貯蔵層から有効成分が放出される時間を遅延することができる
。一実施形態において、血液適合性を最大にするために、ポリエチレングリコールまたは
ポリエチレンオキサイドを混合物に添加することもできる。エチレンビニルアルコールは
、機能上非常に適切なポリマーの選択である。このコポリマーは、有効成分の放出速度を
良好に対照することを可能にする。通例、エチレンコモノマーの含量が増加すると、コポ
リマー・マトリクスから放出される有効成分の速度が低下する。ポリマーの親水性が低く
なるにつれて、有効成分の放出速度は低下する。エチレンコモノマーの含量の増加は、特
にビニルアルコールの含量が付随して低減されるとき、コポリマーの総体的な疎水性を高
める。
【００６０】
有益には、バリア層のポリマーの選択は、貯蔵層のために選択されたポリマーと同一であ
ることができる。同じポリマーの使用は、いくつかの実施形態に関して記載したとおり、
２種の異なるポリマー層の使用において存在する可能性のある、付着性の欠如などの界面
不適合性を著しく低減または排除する。要するに、所望であればバリア層および貯蔵層に
同じポリマー材料を用いることによって、単一層のコーティングが形成されると言うこと
ができる。換言すると、同じポリマー材料を使用することによって、層の含量が多様であ
る、継ぎ目のない多層化コーティングがもたらされる。したがって、明確な界面の境界は
著しく低減または排除される。
【００６１】
他の実施形態によれば、無機または有機型の粒子が混合物に添加される。この粒子は、混
合物に分散されるべきである。分散は、凝集塊またはフロックではなく、個々の粒子とし
て存在する粒子と定義される。ある種のポリマー－溶媒混合物において、ある種の粒子は
通常の混合によって分散するであろう。そうでなければ、ボール・ミル、ディスク・ミル
、サンド・ミル、摩砕機、ロータ・ステータ混合機、超音波処理などの高剪断法によって
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組成物に分散することができ、そのような高剪断分散技法はすべて当分野の技術者によく
知られている。任意選択で、前述の湿潤性流体の１種を混合物に添加することもできる。
湿潤性流体は、攪拌の前、攪拌と同時、または攪拌後に添加できる。粒子の分散を助ける
ために、界面活性剤、乳化剤、または安定剤の形態の生体適合性分散剤を混合物に添加す
ることもできる。
【００６２】
粒子は、これに限定されるものではないが、蛇行性、排除体積、および吸収性などのバリ
ア型特性を有する任意の適切な材料から製造することができる。蛇行性とは、有効成分が
層から排出されるためにそれを通って、かつその周囲で有効成分が移動しなければならな
い蛇行通路または規定された空間を作り出すための、ポリマー・マトリクスにおける空間
の排除を指す。排除体積とは、他の状態では有効成分の分散のために利用可能である、粒
子によって置き換えられた体積を指す。吸収性とは、その粒子と組み合わせて用いられる
有効成分との相互作用によって決まるクロマトグラフィー効果を指す。有効成分は、シリ
カまたはヒュームド・カーボン粒子などの粒子の表面によって部分的に吸収され、かつ放
出されることができる。
【００６３】
一実施形態において、粒子は、ルチル形酸化チタン、アナターゼ形二酸化チタン、酸化ニ
オブ、酸化タンタル、酸化ジルコニウム、酸化イリジウム、または酸化タングステンなど
の金属酸化物から製造することができる。他の実施形態において、粒子は、シリカ（酸化
ケイ素）、またはアルミナ（酸化アルミニウム）などの主族元素酸化物から製造すること
ができる。金、ハフニウム、白金、イリジウム、パラジウム、タングステン、タンタル、
ニオビウム、ジルコニウム、チタン、アルミニウム、またはクロムなどの金属粒子も用い
ることができる。他の実施形態において、たとえばランプ・ブラック、ファーネス・ブラ
ック、カーボン・ブラック、ヒュームド・カーボン・ブラック、ガス・ブラック、チャン
ネル・ブラック、活性炭、ダイアモンド、ダイアモンド様カーボン、またはＣＶＤダイア
モンドから作られた炭素系粒子を用いることができる。さらに他の実施形態において、粒
子は、窒化チタン、窒化クロム、および窒化ジルコニウムなどの窒化物から製造すること
ができる。他の実施形態において、炭化タングステン、炭化ケイ素、または炭化チタンな
どの炭化物、ならびにヒドロキシアパタイト、ダーライト、ブラシュ石、リン酸三カルシ
ウム、硫酸カルシウム、および炭酸カルシウムなどのカルシウム塩を用いることができる
。他の無機粒子には、ケイ化物、チタン酸バリウム、およびチタン酸ストロンチウムから
製造された粒子を含むことができる。
【００６４】
他の実施形態において、粒子は、ポリオレフィン、ポリウレタン、セルロース誘導体（す
なわちセルロースから誘導されたマー単位を有するポリマー）、ポリエステル、ポリアミ
ド、ポリ（ヘキサメチレンイソフタルアミド／テレフタルアミド）（ＳＥＬＡＲ　ＰＡ（
商標）として市販され入手可能）、ポリ（エチレンテレフタレート－コ－ｐ－オキシベン
ゾエート）（ＰＥＴ／ＰＨＢ、たとえば約６０～８０モルパーセントのＰＨＢを有するコ
ポリマー）、ポリ（ヒドロキシアミドエーテル）、ポリアクリレート、ポリアクリロニト
リル、アクリロニトリル／スチレンコポリマー（ＬＯＰＡＣとして市販され入手可能）、
ゴム変性アクリロニトリル／アクリレートコポリマー（ＢＡＲＥＸとして市販され入手可
能）、ポリ（メチルメタクリレート）、液晶ポリマー（ＬＣＰ）（たとえば、Ｈｏｅｓｃ
ｈｔ－Ｃｅｌａｎｅｓｅから入手可能なＶＥＣＴＲＡ、ＤｕＰｏｎｔから入手可能なＺＥ
ＮＩＴＥ、およびＡｍｏｃｏ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓから入手可
能なＸＹＤＡＲ）、ポリ（フェニレンスルフィド）、ポリスチレン、ポリカーボネート、
ポリ（ビニルアルコール）、ポリ（エチレン－ビニルアルコール）（たとえば約２７から
約４７モルパーセントのエチレン含量を有するＥＶＯＨ）、アミン硬化によるビスフェノ
ールＡベースのジエポキシドからなるエポキシ、脂肪族ポリケトン（たとえば、Ｓｈｅｌ
ｌから入手可能なＣＡＲＩＬＯＮ、およびＢｒｉｔｉｓｈ　Ｐｅｔｒｏｌｅｕｍから入手
可能なＫＥＴＯＮＥＸ）、ポリスルホン、ポリ（エステル－スルホン）、ポリ（ウレタン
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－スルホン）、ポリ（カーボネート－スルホン）、ポリ（３－ヒドロキシオキセタン）、
ポリ（アミノエーテル）、ゼラチン、アミロース、パリレン－Ｃ、パリレン－Ｄ、パリレ
ン－Ｎのポリマーを含む適切なポリマーから製造することができる。
【００６５】
代表的なポリオレフィンには、約２から６個の炭素原子を有するアルファ－モノオレフィ
ンをベースとするポリオレフィン、およびハロゲン置換オレフィン、すなわちハロゲン化
ポリオレフィンが含まれる。例として、これに限定されるものではないが、低から高密度
ポリエチレン、本質的に無可塑化されたポリ（塩化ビニル）、ポリ（塩化ビニリデン）、
ポリ（フッ化ビニル）、ポリ（フッ化ビニリデン）、ポリ（テトラフルオロエチレン）（
テフロン（登録商標））、ポリ（クロロトリフルオロエチレン）（ＫＥＬ－Ｆ）、および
それらの混合物が適している。低から高密度ポリエチレンは、一般に、約０．９２ｇｃｍ
－３から約０．９６ｇｃｍ－３の密度を有すると理解されているが、しかしながら、密度
の分類には明確な線を引くことができず、密度は供給者に応じて多様であり得る。
【００６６】
代表的なポリウレタンには、保存または周囲温度を超えるガラス転移温度、たとえば少な
くとも４０℃から６０℃のガラス転移温度を有するか、あるいは炭化水素、シリコーン、
フルオロシリコーン、またはそれらの混合物を含む非極性ソフト・セグメントを有するポ
リウレタンが含まれる。たとえば、Ｅｌａｓｔｏｍｅｄｉｃ／ＣＳＩＲＯ　Ｍｏｌｅｃｕ
ｌａｒ　Ｓｃｉｅｎｃｅ製のＥＬＡＳＴ－ＥＯＮは、１，４－ブタンジオール、４，４’
－メチレンジフェニルジイソシアネート、ならびにポリ（ヘキサメチレンオキシド）（Ｐ
ＨＭＯ）およびビスヒドロキシエトキシプロピルポリジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）混
合物からなるソフト・セグメントから製造される非極性ソフト・セグメントを有するポリ
ウレタンである。有用な例は、ＰＨＭＯ２０重量％とＰＤＭＳ８０重量％の混合物を有す
る。
【００６７】
セルロース誘導体の代表的な例には、これに限定されるものではないが、約０．８超、ま
たは約０．６未満の置換度（ＤＳ）を有するセルロースアセテート、エチルセルロース、
セルロースナイトレート、セルロースアセテートブチレート、メチルセルロース、および
それらの混合物が含まれる。
【００６８】
代表的なポリエステルには、これに限定されるものではないが、ポリ（ブチレンテレフタ
レート）、ポリ（エチレン２，６－ナフタレンジカルボキシレート）（ＰＥＮ）、および
ポリ（エチレンテレフタレート）などの飽和または不飽和ポリエステルが含まれる。
【００６９】
代表的なポリアミドには、これに限定されるものではないが、ナイロン－６、ナイロン－
６，６、ナイロン－６，９、ナイロン－６，１０、芳香族ナイロンＭＸＤ６（Ｍｉｔｓｕ
ｂｉｓｈｉ　Ｇａｓ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ａｍｅｒｉｃａ　Ｉｎｃ．製）、およびそれら
の混合物などの結晶質または非晶質ポリアミドが含まれる。
【００７０】
代表的なポリアクリレートには、これに限定されるものではないが、ポリ（メチルメタク
リレート）、およびポリメタクリレートが含まれる。
【００７１】
一実施形態において、粒子は、前述のポリマーの混合物であることができる。たとえば、
ポリマーは、約７０重量％から約９９重量％のアクリロニトリル、および約３０重量％か
ら約１重量％のスチレンを含むことができる。同様に、塩化ビニル含量が約１から約３０
モルパーセントの塩化ビニルと塩化ビニリデンのコポリマー、ＰＨＢ含量が約６０から約
８０モルパーセントのＰＥＴ／ＰＨＢコポリマーは有効に機能する。
【００７２】
装具の例
上述の組成物と合わせて用いられる装具またはプロテーゼは、有効成分を放出するために
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拡張式ステント、ならびにステント・グラフト、およびグラフトが含まれる。装具の基底
構造は、実質的に任意の設計であり得る。装具は、金属材料または合金で製造することが
でき、これに限定されるものではないが、コバルト・クロム合金（ＥＬＧＩＬＯＹ）、ス
テンレス鋼（３１６Ｌ）、「ＭＰ３５Ｎ」、「ＭＰ２０Ｎ」、ＥＬＡＳＴＩＮＩＴＥ（ニ
チノール）、タンタル、ニッケル・チタン合金、プラチナ・イリジウム合金、金、マグネ
シウム、またはそれらの組み合わせなどである。「ＭＰ３５Ｎ」および「ＭＰ２０Ｎ」は
、Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｐｒｅｓｓ　Ｓｔｅｅｌ　Ｃｏ．Ｊｅｎｋｉｎｔｏｗｎ、ＰＡから
入手できるコバルト、ニッケル、クロム、およびモリブデンの合金の商品名である。「Ｍ
Ｐ３５Ｎ」は、コバルト３５％、ニッケル３５％、クロム２０％、およびモリブデン１０
％からなる。「ＭＰ２０Ｎ」は、コバルト５０％、ニッケル２０％、クロム２０％、およ
びモリブデン１０％からなる。生体適合性または生体安定性ポリマーから製造された装具
も、本発明の実施形態と共に用いることができる。ポリマー装具は、選択された組成物と
適合性であるべきである。しかしながら、エチレンビニルアルコールコポリマーは、金属
材料、より詳細にはステンレス鋼に非常によく付着する。
【００７３】
装具に組成物を塗布する方法
プライマー層を形成するために、装具またはプロテーゼの表面は清浄であるべきであり、
製造中に導入される可能性のある混入物を含むべきではない。しかしながら、プロテーゼ
の表面は、塗布されるコーティングを保持するための特別な表面処理を必要としない。ス
テントの金属表面は、たとえば当分野の技術者によく知られているアルゴン・プラズマ法
によって清浄にすることができる。組成物の塗布は、組成物をプロテーゼに噴霧する、ま
たは組成物中にプロテーゼを浸漬するなど、通常の任意の方法によることができる。より
均一なコーティングを得るために、ぬぐい取り、遠心、ブローイング、または他のウェブ
除去法などの操作を行うことができる。簡潔に述べると、ぬぐい取りとは、ステントの表
面から過剰なコーティングを物理的に除去することを指し、遠心とは、回転軸周囲でのス
テントの迅速な回転を指し、ブローイングとは、析出コーティングに選択された圧力で空
気を当てることを指す。過剰なコーティングは、装具の表面から真空除去することもでき
る。湿潤性流体の添加は、組成物のばらつきのない塗布をもたらし、さらにコーティング
をプロテーゼの表面に均一に付着させる。
【００７４】
エチレンビニルアルコールコポリマー、ポリカプロラクトン、ポリ（ラクチド－コ－グリ
コリド）、ポリ（ヒドロキシブチレート）などの熱可塑性ポリマーを用いる場合、付着し
たプライマー組成物は、選択されたポリマーの約ガラス転移温度（Ｔｇ）超、かつ約融解
温度（Ｔｍ）未満の範囲の温度で加熱処理するべきである。この温度範囲での組成物の処
理によって、予期しない結果、特にステントの金属表面へのコーティングの強力な付着ま
たは結合が見出された。装具は任意の適切な期間、加熱処理するべきであり、これによっ
て装具表面でのプライマー・コーティングの形成、および溶媒、または溶媒と湿潤性流体
との混合物の蒸発が可能となる。本質的にすべての溶媒および湿潤性流体が組成物から除
去されるが、痕跡または残渣がポリマーに混合されたままであり得ることが理解される。
【００７５】
表３は、本発明の実施形態で用いられるいくつかのポリマーのＴｇおよびＴｍを表にした
ものである。ポリマーのＴｇおよびＴｍは、当分野の技術者によって見出され得る。記載
の典型的な温度および暴露時間は、例示のために示されるものであって、限定するもので
はない。
【００７６】
【表３】
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【００７７】
前述の熱硬化性ポリマーの１種を用いる場合、開始剤の使用が必要とされる可能性がある
。例として、ビスフェノールＡ樹脂のジグリシジルエーテルからなるエポキシ系は、アミ
ン硬化剤で硬化することができ、熱硬化性ポリウレタンプレポリマーは、ポリオール、ポ
リアミン、または水（湿分）で硬化することができ、アクリル化ウレタンは、紫外線で硬
化することができる。実施例２７および２８は、例示的な説明を提供する。焼成される場
合、温度は選択されたポリマーのＴｇを超えることができる。
【００７８】
シラン、チタネート、ジルコネートなどの無機ポリマーを用いる場合、プレポリマーまた
は前駆体を含有する組成物を塗布し、溶媒を蒸発させる。実施例２９は簡単な説明を提供
する。
【００７９】
プライマー層の形成に続いて、有効成分を含有する組成物を、プライマー・コーティング
の指定された領域に塗布することができる。異なる有効成分を含有する組成物をプライマ
ー層の選択された領域に塗布するために、マスキング技法を実行することができる。した
がって、多様な有効成分の様々なカクテル配合物または組み合わせを有するステントを製
造できる。溶媒または溶媒と湿潤性流体との組み合わせは、溶媒または溶媒と湿潤性流体
との組み合わせを蒸発させることによって組成物から除去する。所定の温度で所定の時間
、装具を加熱することによって蒸発を誘発することができる。たとえば、装具を約６０℃
の温度で約１２時間から約２４時間加熱することができる。加熱は、無水雰囲気中、大気
圧で行うことができ、有効成分に悪影響を及ぼす温度を超えるべきではない。別法として
、加熱は真空条件下で行うことができる。本質的にすべての溶媒および湿潤性流体が組成
物から除去されるが、痕跡または残渣がポリマーに混合されたままであり得ることが理解
される。
【００８０】
拡散バリア層は、溶媒または溶媒／湿潤性流体の蒸発、および有効成分含有コーティング
のポリマーの乾燥に続いて、有効成分含有コーティングの指定された領域に付着させるこ
とができる。拡散バリア層は、装具に組成物を噴霧することによって、あるいは組成物に
装具を浸漬することによって塗布することもできる。拡散バリア層を形成するために、上
述の工程を同様に繰り返すことができる。
【００８１】
コーティング
本発明の様々な実施形態のいくつかを、図２Ａ～２Ｅ、３Ａ、および３Ｂに例示する。こ
れらの図は一定の縮尺で描かれたものではなく、様々な領域および層の深さおよび厚さが
図示の目的で拡大または縮小されている。
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【００８２】
図２Ａを参照すると、ステント２０の本体は、表面２２、たとえばステンレス鋼などの金
属表面を有することが示されている。コーティング２４は、表面２２上に配置されている
。コーティング２４は、有効成分を含有するコーティング２４の貯蔵部となる第１領域２
６を含む。有効成分を含まない第２領域２８は、コーティング２４のプライマー部である
。他の実施形態によれば、図２Ｂに図示したように、コーティング２４は、粒子を含まな
いバリア部である第３領域３０を含むことができる。第３領域３０は、図２Ｃに図示した
ように、粒子３２を含むこともできる。
【００８３】
図２Ａ～２Ｃのコーティング２４は、１種のみの前述のポリマー材料、たとえばＥＶＯＨ
から製造され、したがって第１領域２６、第２領域２８、および第３領域３０の間の界面
境界は、本質的に低減または排除されている。界面境界の排除は、異なるポリマー材料の
層を用いるときに起こり得る付着性などの不適合を本質的に低減または排除する。
【００８４】
例として、限定するものではないが、コーティング２４の貯蔵領域２６は、約０．５ミク
ロンから約１０ミクロンの厚さＴ１を有することができる。特定の厚さＴ１は、ステント
２０が用いられる手法の種類、および送致が所望される有効成分の量に基づく。プライマ
ー領域２８は、任意の適切な厚さＴ２を有することができ、その例は約０．１から約１０
ミクロン、より厳密には約０．１から約２ミクロンの範囲である。拡散バリア領域３０は
、任意の適切な厚さＴ３を有することができ、厚さＴ３は、これに限定されるものではな
いが、所望の放出速度または期間、およびステント２０が用いられる手法などのパラメー
タによって決まる。拡散バリア領域３０は、約０．１から約１０ミクロン、より厳密には
約０．２５から約２ミクロンの厚さＴ３を有することができる。粒子３２が用いられる場
合、平滑な外面のために、粒子３２の大きさは拡散バリア領域３０の厚さＴ３の約１０％
を超えるべきではない。さらに、粒子体積分率Ｘｐは、約０．７４を超えるべきでない。
充填密度または粒子体積分率Ｘｐは、以下の等式によって定義することができ、
Ｘｐ＝Ｖ粒子／（Ｖ粒子＋Ｖポリマー）
式中、Ｖは体積である。
【００８５】
さらに他の実施形態において、図２Ｄに示したとおり、貯蔵領域２６は、各々異なる有効
成分、たとえばそれぞれアクチノマイシンＤおよびタキソールを含有する第１および第２
の貯蔵部分２６Ａおよび２６Ｂを含むことができる。したがって、コーティング２４は、
持続送致のために少なくとも２種の異なる有効成分の組み合わせを有することができる。
第１および第２部分２６Ａおよび２６Ｂは、たとえば第２部分２６Ｂ上のプライマー領域
２８の範囲をマスキングし、第１の有効成分を含有する第１組成物を塗布して第１部分２
６Ａを形成することによって付着させることができる。第１部分２６Ａをマスキングし、
第２の有効成分を含有する第２組成物を塗布して、第２部分２６Ｂを形成することができ
る。この手順に従って、異なる有効成分を含有する任意の適切な数の領域を形成できる。
【００８６】
さらに他の実施形態によれば、図２Ｄに示したように、バリア領域３０を貯蔵部２６Ａお
よび２６Ｂ上に形成することができる。図２Ｅを参照すると、バリア領域３０は、第１有
効成分、たとえばアクチノマイシンＤを含有する第１貯蔵部２６Ａ上に配置された第１バ
リア部３０Ａを含むことができる。第２バリア部３０Ｂは、第２有効成分、たとえばタキ
ソールを含有する第２貯蔵部２６Ｂ上に形成される。第１バリア部３０Ａは粒子を含まず
、第２バリア部３０Ｂは粒子３２を含有する。その結果として、コーティング２４は、貯
蔵部２６Ａおよび２６Ｂに含有されたそれぞれの有効成分に関して２つの異なる放出パラ
メータを有する。
【００８７】
さらに他の実施形態によれば、界面適合性を有する異なるポリマー材料を用いて、コーテ
ィングのプライマー部分、貯蔵部分、および拡散バリア部分のための個別の異なる層を形
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成することができる。図３Ａを参照すると、コーティング３４は、第１ポリマー材料から
製造され、ステント２０の表面２２に形成されたプライマー層３６を有する。第２ポリマ
ー材料から製造された貯蔵層３８は、プライマー層３６の選択された範囲に付着する。第
３のポリマー材料から製造されたバリア層４０は、貯蔵層３８上に付着させることができ
る。
【００８８】
当分野の技術者は、多様なコーティングの組み合わせを本発明の実施によって提供できる
ことを理解する。たとえば、図３Ｂに示したように、コーティング３４は第１ポリマー材
料から製造されたプライマー層３６を含有する。第２ポリマー材料から製造された貯蔵層
３８が、プライマー層３６上に形成される。貯蔵層３８は、３８Ａおよび３８Ｂとして示
した第１および第２領域を含有する。第１および第２領域３８Ａ、３８Ｂは、それぞれ異
なる有効成分を含有する。第３ポリマー材料で製造されたバリア層４０を、貯蔵層３８上
に付着させることができる。バリア層４０は、貯蔵層３８の第１領域３８Ａ上に付着した
第１領域４０Ａを含む。バリア層４０はさらに、貯蔵層３８の第２領域３８Ｂ上に付着し
た第２領域４０Ｂを含む。第２領域４０Ｂは、粒子３２を含み、かつ／または第４のポリ
マー材料から製造され、多様な異なる放出パラメータを生じることができる。
【００８９】
界面適合性を有する異なるポリマー材料の例には、たとえばＥＶＯＨのプライマーとエチ
レンビニルアセテート貯蔵層、ポリ（ｎ－ブチルメタクリレート）のプライマーとＥＶＯ
Ｈの貯蔵層、ＥＶＯＨのプライマーとポリカプロラクトンの貯蔵層、ポリアミン硬化剤に
よって硬化されたビスフェノールＡのジグリシジルエーテルからなるエポキシのプライマ
ーとＥＶＯＨの貯蔵層が含まれる。他の組み合わせは、当分野の技術者によって誘導され
得る。
【００９０】
使用方法
上述の方法に従って、有効成分を、医療装具、たとえばステントに塗布し、ステントの送
致および拡張中ステント上に保持し、埋め込み部位において所望の調節速度で所定の期間
放出することができる。上述のコーティング層を有するステントは、例として、胆管、食
道、気管／気管支、および他の生体通路における腫瘍が原因の閉塞の治療を含む多様な医
療処置に有用である。上述のコーティングを有するステントは、平滑筋細胞の異常または
不適切な移動または増殖、血栓症、および再狭窄による血管の閉塞部位の治療に特に有用
である。ステントは、動脈および静脈両方の多様な血管に置くことができる。部位の代表
的な例には、腸骨、腎臓、および冠状動脈が含まれる。しかしながら、本発明の適用はス
テントに限定されるべきではなく、コーティングの実施形態は多様な医療基板と共に用い
ることができる。
【００９１】
簡潔に述べると、ステント治療の適切な位置決めを判断するために、血管造影が最初に行
われる。血管造影法は典型的に、Ｘ線写真が撮られるときに動脈または静脈に挿入された
カテーテルを通して放射線不透過性造影剤を注入することによって達成される。次いで、
病巣または治療予定部位を貫いてガイド・ワイヤーを進める。ガイド・ワイヤー上に送致
カテーテルを通し、これによって圧潰形状のステントを通路に挿入することができる。送
致カテーテルは経皮的に、または手術によって大腿動脈、上腕動脈、または上腕静脈に挿
入し、Ｘ線透視の誘導で脈管系を通してカテーテルを操縦することによって適切な血管に
進める。その後、上述のコーティング層を有するステントを、治療を所望する領域で拡張
させることができる。適切な位置決めを確認するために、挿入後血管造影を用いてもよい
。
【００９２】
実施例
本発明の実施形態を、以下に述べる実施例によって例示するが、これらは限定的なもので
はなく、例示的なものとして示される。すべてのパラメータおよびデータは、本発明の実
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施形態の範囲を不当に限定するものであると解釈されない。
【００９３】
実施例１
Ｍｕｌｔｉ－Ｌｉｎｋ（商標）ステント（Ｇｕｉｄａｎｔ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから
入手可能）を、イソプロピルアルコール溶液の超音波浴に１０分間入れることによって洗
浄した。ステントを乾燥し、プラズマ・チャンバでプラズマ洗浄した。ＥＶＯＨ１ｇおよ
びＤＭＳＯ７ｇでＥＶＯＨ溶液を作り、ＥＶＯＨ：ＤＭＳＯ比を１：７とした。この混合
物を、温水振盪浴に６０℃で２４時間入れた。溶液を冷却し、渦撹拌した。洗浄Ｍｕｌｔ
ｉ－Ｌｉｎｋ（商標）ステントをＥＶＯＨ溶液に浸漬し、その後、約６０℃の温度設定で
約３～５秒間熱板上を通過させた。被覆ステントをエアボックスで６時間加熱し、次いで
真空条件下で２４時間、６０℃のオーブンに入れた。被覆ステントを４．０ｍｍの血管形
成術用バルーン上で拡張した。コーティングはステント上で損なわれないままであった。
コーティングは透明で、Ｍｕｌｔｉ－Ｌｉｎｋ（商標）ステントに光沢様の輝きを付与し
た。
【００９４】
実施例２
Ｍｕｌｔｉ－Ｌｉｎｋ（商標）ステントを、イソプロピルアルコール溶液の超音波浴に１
０分間入れることによって洗浄した。ステントを乾燥し、プラズマ・チャンバでプラズマ
洗浄した。ＥＶＯＨ１ｇおよびＤＭＳＯ４ｇでＥＶＯＨ溶液を作り、ＥＶＯＨ：ＤＭＳＯ
比を１：４とした。１：４ＥＶＯＨ：ＤＭＳＯ溶液に、デキサメタゾンを添加した。デキ
サメタゾンは、溶液全重量の９重量％を占めた。この溶液を渦撹拌し、管に入れた。洗浄
Ｍｕｌｔｉ－Ｌｉｎｋ（商標）ステントをマンドレル・ワイヤーに取り付け、溶液に浸漬
した。被覆ステントを、約６０℃の温度設定で約３～５秒間熱板上を通過させた。被覆ス
テントをエアボックスで６時間硬化し、次いで６０℃で２４時間、真空オーブンに入れた
。上述のステップを２度繰り返した。コーティングの平均重量は０．０００３ｇであり、
デキサメタゾン推定含量はステント当たり７５μｇであった。被覆ステントを４．０ｍｍ
の血管形成術用バルーン上で拡張した。コーティングはステント上で損なわれないままで
あった。コーティングの被覆および物理的特性の確認は、走査型電子顕微鏡を用いて視覚
化した。コーティングは透明で、Ｍｕｌｔｉ－Ｌｉｎｋ（商標）ステントに光沢様の輝き
を付与した。
【００９５】
実施例３
Ｍｕｌｔｉ－Ｌｉｎｋ　Ｄｕｅｔ（商標）ステントを、イソプロピルアルコール溶液の超
音波浴に１０分間入れることによって洗浄する。ステントを乾燥し、プラズマ・チャンバ
でプラズマ洗浄する。ＥＶＯＨ１ｇおよびＤＭＳＯ４ｇでＥＶＯＨ溶液を作り、ＥＶＯＨ
：ＤＭＳＯ比を１：４とする。１：４ＥＶＯＨ：ＤＭＳＯ溶液に、デキサメタゾンを添加
する。デキサメタゾンは、溶液全重量の９重量％を占める。この溶液を渦撹拌し、管に入
れる。洗浄Ｍｕｌｔｉ－Ｌｉｎｋ（商標）ステントをマンドレル・ワイヤーに取り付け、
溶液に浸漬する。被覆ステントを、約６０℃の温度設定で約３～５秒間熱板上を通過させ
る。被覆ステントをエアボックスで６時間硬化し、次いで６０℃で２４時間、真空オーブ
ンに入れる。単層デキサメタゾン／ＥＶＯＨ被覆ステントを、デキサメタゾンを含まない
１：４のＥＶＯＨ：ＤＭＳＯ溶液に浸漬する。前述のとおりステントを、熱板上を通過さ
せ、硬化し、オーブンに入れる。トップ・コーティングは、薬剤被覆層からのデキサメタ
ゾンの放出を対照するバリア層を提供することになる。被覆ステントは、４．０ｍｍの血
管形成術用バルーン上で拡張できる。コーティングはステント上で損なわれないままであ
ることが予期される。コーティングは透明となり、Ｍｕｌｔｉ－Ｌｉｎｋ（商標）ステン
トに光沢様の輝きを付与する。
【００９６】
実施例４
Ｍｕｌｔｉ－Ｌｉｎｋ（商標）ステントを、イソプロピルアルコール溶液の超音波浴に１
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０分間入れることによって洗浄した。ステントを乾燥し、プラズマ・チャンバでプラズマ
洗浄した。ＥＶＯＨ１ｇおよびＤＭＳＯ７ｇでＥＶＯＨ溶液を作り、ＥＶＯＨ：ＤＭＳＯ
比を１：７とした。１：７ＥＶＯＨ：ＤＭＳＯ溶液に、ビンブラスチンを添加した。ビン
ブラスチンは、溶液全重量の２．５重量％を占めた。この溶液を渦撹拌し、管に入れた。
洗浄Ｍｕｌｔｉ－Ｌｉｎｋ（商標）ステントをマンドレル・ワイヤーに取り付け、溶液に
浸漬した。被覆ステントを、約６０℃の温度設定で約３～５秒間熱板上を通過させた。被
覆ステントをエアボックスで６時間硬化し、次いで６０℃で２４時間、真空オーブンに入
れた。上述の工程を２度繰り返し、合わせて３層とした。コーティングの平均重量は０．
００００５ｇであり、ビンブラスチン推定含量はステント当たり１２マイクログラムであ
った。いくつかのステントを電子ビーム照射によって滅菌した。滅菌ステント１個および
非滅菌ステント１個を５ｍｌのリン酸化食塩水（ｐＨ７．４）に回転させながら室温で入
れることによって、滅菌および非滅菌ビンブラスチン被覆ステントを２４時間の溶出時間
で試験した。溶出したビンブラスチンの量を、高性能液体クロマトグラフィー（ＨＰＬＣ
）分析によって評価した。本試験の結果は以下に示し、図４にプロットする。このデータ
は、電子ビーム照射処置がＥＶＯＨからのビンブラスチンの放出を妨げないことを示して
いる。
【００９７】
【表４】

【００９８】
【表５】
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【００９９】
実施例５
Ｍｕｌｔｉ－Ｌｉｎｋ（商標）ステントを、イソプロピルアルコール溶液の超音波浴に１
０分間入れることによって洗浄した。ステントを乾燥し、プラズマ・チャンバでプラズマ
洗浄した。ＥＶＯＨ１ｇおよびＤＭＳＯ７ｇでＥＶＯＨ溶液を作り、ＥＶＯＨ：ＤＭＳＯ
比を１：７とした。１：７ＥＶＯＨ：ＤＭＳＯ溶液に、セファロタキシンを添加した。セ
ファロタキシンは、溶液全重量の５重量％を占めた。この溶液を渦撹拌し、管に入れた。
洗浄Ｍｕｌｔｉ－Ｌｉｎｋ（商標）ステントをマンドレル・ワイヤーに取り付け、溶液に
浸漬した。被覆ステントを、約６０℃の温度設定で約３～５秒間熱板上を通過させた。被
覆ステントをエアボックスで６時間硬化し、次いで６０℃で２４時間、真空オーブンに入
れた。上述の工程を２度繰り返し、合わせて３層とした。コーティングの平均重量は０．
０００１３ｇであり、セファロタキシンの推定含量は３３μｇであった。ステントを電子
ビーム照射によって滅菌した。セファロタキシン／ＥＶＯＨ被覆ステント、および対照Ｅ
ＶＯＨ被覆ステントを、全体として「Ｒｅｓｔｅｎｏｓｉｓ　Ａｆｔｅｒ　Ｂａｌｌｏｏ
ｎ　Ａｎｇｉｏｐｌａｓｔｙ－Ａ　Ｐｒａｃｔｉｃａｌ　Ｐｒｏｌｉｆｅｒａｔivｅ　Ｍ
ｏｄｅｌ　ｉｎ　Ｐｏｒｃｉｎｅ　Ｃｏｒｏｎａｒｙ　Ａｒｔｅｒｉｅｓ」、Ｒｏｂｅｒ
ｔ　Ｓ．Ｓｃｈｗａｒｔｚ等、Ｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ　８２（６）：２１９０～２２０
０、Ｄｅｃ．１９９０、および「Ｒｅｓｔｅｎｏｓｉｓ　ａｎｄ　ｔｈｅ　Ｐｒｏｐｏｒ
ｔｉｏｎａｌ　Ｎｅｏｉｎｔｉｍａｌ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ　ｔｏ　Ｃｏｒｏｎａｒｙ　Ａ
ｒｔｅｒｙ　Ｉｎｊｕｒｙ：Ｒｅｓｕｌｔｓ　ｉｎ　ａ　Ｐｏｒｃｉｎｅ　Ｍｏｄｅｌ」
、Ｒｏｂｅｒｔ　Ｓ．Ｓｃｈｗａｒｔｚ等、Ｊ　Ａｍ　Ｃｏｌｌ　Ｃａｒｄｉｏｌ、１９
：２６７～７４、Ｆｅｂ．１９９２に記載の手法に従って、４頭のブタの冠状動脈に植え
込んだ。ブタの動脈研究の結果は、非被覆、ＥＶＯＨ被覆、およびセファロタキシン被覆
ステントの間で、動脈損傷によって生ずる新生内膜増殖の量に著しい相違がないことを示
した。
【０１００】
実施例６
Ｍｕｌｔｉ－Ｌｉｎｋ　Ｄｕｅｔ（商標）ステント（Ｇｕｉｄａｎｔ　Ｃｏｒｐｏｒａｔ
ｉｏｎから入手可能）を、イソプロピルアルコール溶液の超音波浴に２０分間入れること
によって洗浄し、風乾した。ＥＶＯＨ１ｇおよびＤＭＳＯ７ｇでＥＶＯＨ原液を作り、Ｅ
ＶＯＨ：ＤＭＳＯ比を１：７とした。この混合物を、温水振盪浴に６０℃で１２時間入れ
た。溶液を混合し、その後、室温に冷却した。Ｍｕｌｔｉ－Ｌｉｎｋ　Ｄｕｅｔ（商標）
ステントのストラットの湿潤を増進させるために、ＥＶＯＨ溶液に補助溶媒を添加した。
テトラヒドロフラン（ＴＨＦ）１ｇを、ＥＶＯＨ：ＤＭＳＯ溶液１．２ｇと混合した。洗
浄Ｍｕｌｔｉ－Ｌｉｎｋ　Ｄｕｅｔ（商標）ステントをマンドレル・ワイヤーに取り付け
、溶液に浸漬した。被覆ステントを、約６０℃の温度設定で約３～５秒間熱板上を通過さ
せた。その後、被覆ステントを９０℃で４時間、実験室用オーブンで加熱した。剥離また
はひび割れすることなく、薄いＥＶＯＨコーティングがステンレス鋼に付着した。ＥＶＯ
Ｈは、ステンレス鋼に十分に付着しない他のポリマーの優れたプライマー・ベースコート
を形成する。
【０１０１】
実施例７
Ｍｕｌｔｉ－Ｌｉｎｋ　Ｄｕｅｔ（商標）ステントを、イソプロピルアルコールの超音波
浴で２０分間洗浄し、風乾した。ＥＶＯＨ１ｇおよびＤＭＳＯ５ｇでＥＶＯＨ溶液を作り
、ＥＶＯＨ：ＤＭＳＯ比を１：５とした。この混合物を、温水振盪浴に６０℃で１２時間
入れた。溶液を混合し、その後、室温に冷却した。溶解ＥＶＯＨ：ＤＭＳＯ溶液を、ＴＨ
Ｆ２４．６ｇおよびＤＭＳＯ１９．５６ｇと混合した。溶液を混ぜ、空気圧噴霧器のリザ
ーバに入れた。Ｍｕｌｔｉ－Ｌｉｎｋ　Ｄｕｅｔ（商標）ステントを３０から１２０ｒｐ
ｍで回転しながら、ステントに噴霧した。噴霧時間は、噴霧器の流量に依存した。ステン
トが１から３０秒で噴霧されるためには、１から２０ｍｇ／秒の流量を必要とした。ポリ



(24) JP 4236467 B2 2009.3.11

10

20

30

40

50

マー被覆Ｍｕｌｔｉ－Ｌｉｎｋ　Ｄｕｅｔ（商標）ステントを、強制空気対流式オーブン
で１２時間加熱した。コーティングは透明であり、Ｍｕｌｔｉ－Ｌｉｎｋ　Ｄｕｅｔ（商
標）ステントに光沢様の輝きを付与した。
【０１０２】
実施例８
Ｍｕｌｔｉ－Ｌｉｎｋ　Ｄｕｅｔ（商標）ステントを、イソプロピルアルコールの超音波
浴で２０分間洗浄し、風乾した。ＥＶＯＨ：ＤＭＳＯ比１：４のＥＶＯＨ原液を作った。
この混合物を、温水振盪浴に６０℃で１２時間入れた。溶液を混合し、その後室温に冷却
した。どの補助溶媒がより厚いコーティングを促進するのかを判定するために、種々の補
助溶媒を試験した。補助溶媒は、ＴＨＦ、ＤＭＦ、１－ブタノール、および酢酸ｎ－ブチ
ルであった。補助溶媒の配合は以下のとおりであった。溶解ＥＶＯＨ：ＤＭＳＯ溶液３ｇ
を、ＴＨＦ０．９ｇと混合し、溶解ＥＶＯＨ：ＤＭＳＯ溶液３ｇを、ＤＭＦ０．３９ｇと
混合し、溶解ＥＶＯＨ：ＤＭＳＯ溶液３ｇを、１－ブタノール０．５ｇと混合し、溶解Ｅ
ＶＯＨ：ＤＭＳＯ溶液３ｇを、酢酸ｎ－ブチル０．６８ｇと混合した。マンドレル・ワイ
ヤーに取り付けた洗浄Ｍｕｌｔｉ－Ｌｉｎｋ　Ｄｕｅｔ（商標）ステントを、溶液に浸漬
した。被覆ステントを、約６０℃の温度設定で約３～５秒間熱板上を通過させた。被覆ス
テントを強制空気対流式オーブンで２４時間加熱した。上記と同じ方法でコーティングの
第２層を被覆Ｍｕｌｔｉ－Ｌｉｎｋ　Ｄｕｅｔ（商標）ステントに塗布し、ステントを加
熱した。種々の補助溶媒で被覆したステント間に相違は見られなかった（たとえば、コー
ティング重量の増加または外観）。すべての被覆ステントは透明であり、Ｍｕｌｔｉ－Ｌ
ｉｎｋ　Ｄｕｅｔ（商標）ステントに光沢様の輝きを付与した。被覆Ｍｕｌｔｉ－Ｌｉｎ
ｋ　Ｄｕｅｔ（商標）ステントのストラット間にコーティングの皮膜および架橋は見られ
なかった。コーティングの重量は、ステント当たり０．２から０．２７ｍｇであった。
【０１０３】
実施例９
Ｍｕｌｔｉ－Ｌｉｎｋ　Ｄｕｅｔ（商標）ステントを、イソプロピルアルコールの超音波
浴で２０分間洗浄し、その後風乾する。ＥＶＯＨ：ＤＭＳＯ比１：４のＥＶＯＨ原液を製
造する。この混合物を、温水振盪浴に６０℃で１２時間入れる。溶液を混合し、その後室
温に冷却する。９重量％のデキサメタゾン溶液を、以下のように配合する。ＥＶＯＨ：Ｄ
ＭＳＯ溶液２．９６ｇを、デキサメタゾン０．２９ｇと混合し、次いでＴＨＦ０．９ｇを
添加する。洗浄Ｍｕｌｔｉ－Ｌｉｎｋ　Ｄｕｅｔ（商標）ステントをマンドレル・ワイヤ
ーに取り付け、溶液に浸漬する。被覆ステントを、約６０℃の温度設定で約３～５秒間熱
板上を通過させる。被覆ステントを強制空気対流式オーブンで２時間硬化する。コーティ
ングの第２層を上記の方法で塗布し、硬化する。コーティングは透明となり、Ｍｕｌｔｉ
－Ｌｉｎｋ　Ｄｕｅｔ（商標）ステントに光沢様の輝きを付与することが予期される。
【０１０４】
実施例１０
Ｍｕｌｔｉ－Ｌｉｎｋ　Ｄｕｅｔ（商標）ステントを、イソプロピルアルコールの超音波
浴で２０分間洗浄し、その後風乾する。ＥＶＯＨ：ＤＭＳＯ比１：４のＥＶＯＨ原液を製
造する。この混合物を、温水振盪浴に６０℃で１２時間入れる。溶液を混合し、その後室
温に冷却する。９重量％のデキサメタゾン溶液を、以下のように配合する。ＥＶＯＨ：Ｄ
ＭＳＯ溶液２．９６ｇを、デキサメタゾン０．２９ｇと混合し、次いでＴＨＦ０．９ｇを
添加する。洗浄Ｍｕｌｔｉ－Ｌｉｎｋ　Ｄｕｅｔ（商標）ステントをマンドレル・ワイヤ
ーに取り付け、溶液に浸漬する。被覆ステントを、約６０℃の温度設定で約３～５秒間熱
板上を通過させる。被覆ステントを強制空気対流式オーブンで２時間硬化する。コーティ
ングの第２層を上記の方法で塗布し、硬化する。コーティングは透明となり、Ｍｕｌｔｉ
－Ｌｉｎｋ　Ｄｕｅｔ（商標）ステントに光沢様の輝きを付与することが予期される。
【０１０５】
実施例１１
Ｍｕｌｔｉ－Ｌｉｎｋ　Ｄｕｅｔ（商標）ステントを、イソプロピルアルコールの超音波
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浴で２０分間洗浄し、風乾した。ＥＶＯＨ：ＤＭＳＯ比１：４のＥＶＯＨ原液を作った。
この混合物を、温水振盪浴に６０℃で１２時間入れた。溶液を混合し、その後室温に冷却
した。４．７５重量％のアクチノマイシンＤ溶液を、以下のように配合した。ＥＶＯＨ：
ＤＭＳＯ溶液６００ｍｇを、アクチノマイシンＤ４０ｍｇと混合し、次いでＴＨＦ２００
ｍｇを添加した。洗浄Ｍｕｌｔｉ－Ｌｉｎｋ　Ｄｕｅｔ（商標）ステントをマンドレル・
ワイヤーに取り付け、溶液に浸漬した。被覆ステントを、約６０℃の温度設定で約３～５
秒間熱板上を通過させた。被覆ステントを強制空気対流式オーブンで２時間硬化した。コ
ーティングの第２層を上述の方法で塗布し、硬化した。
【０１０６】
実施例１２
Ｍｕｌｔｉ－Ｌｉｎｋ　Ｄｕｅｔ（商標）ステントを、イソプロピルアルコールの超音波
浴で２０分間洗浄し、風乾した。ＥＶＯＨ：ＤＭＳＯ比１：４のＥＶＯＨ原液を作った。
この混合物を、温水振盪浴に６０℃で１２時間入れた。溶液を混合し、その後室温に冷却
した。３．６０重量％のアクチノマイシンＤ溶液を、以下のように配合した。ＥＶＯＨ：
ＤＭＳＯ溶液６００ｍｇを、アクチノマイシンＤ４０ｍｇと混合し、次いでＤＭＦ４８０
ｍｇを添加した。洗浄Ｍｕｌｔｉ－Ｌｉｎｋ　Ｄｕｅｔ（商標）ステントをマンドレル・
ワイヤーに取り付け、溶液に浸漬した。被覆ステントを、約６０℃の温度設定で約３～５
秒間熱板上を通過させた。被覆ステントを強制空気対流式オーブンで２時間硬化した。コ
ーティングの第２層を上述の方法で塗布し、硬化した。
【０１０７】
実施例１３
Ｍｕｌｔｉ－Ｌｉｎｋ　Ｄｕｅｔ（商標）ステントを、イソプロピルアルコールの超音波
浴で２０分間洗浄し、風乾した。ＥＶＯＨ：ＤＭＳＯ比１：４のＥＶＯＨ原液を作った。
この混合物を、温水振盪浴に６０℃で１２時間入れた。溶液を混合し、その後室温に冷却
した。６．４５重量％のアクチノマイシンＤ溶液を、以下のように配合した。ＥＶＯＨ：
ＤＭＳＯ溶液６８０ｍｇを、アクチノマイシンＤ８０ｍｇと混合し、次いでＤＭＦ４８０
ｍｇを添加した。洗浄Ｍｕｌｔｉ－Ｌｉｎｋ　Ｄｕｅｔ（商標）ステントをマンドレル・
ワイヤーに取り付け、溶液に浸漬した。被覆ステントを、約６０℃の温度設定で約３～５
秒間熱板上を通過させた。被覆ステントを強制空気対流式オーブンで２時間硬化した。コ
ーティングの第２層を上述の方法で塗布し、硬化した。
【０１０８】
実施例１４
Ｍｕｌｔｉ－Ｌｉｎｋ　Ｄｕｅｔ（商標）ステントを、イソプロピルアルコールの超音波
浴で２０分間洗浄し、風乾する。ＥＶＯＨ：ＤＭＳＯ比１：４０のＥＶＯＨ原液を作る。
この混合物を、温水振盪浴に６０℃で１２時間入れる。溶液を混合し、その後室温に冷却
する。０．６０重量％のアクチノマイシンＤ溶液を、以下のように配合できる。ＥＶＯＨ
：ＤＭＳＯ溶液４９２０ｍｇを、アクチノマイシンＤ４０ｍｇと混合し、次いでＴＨＦ２
０００ｍｇを添加する。洗浄Ｍｕｌｔｉ－Ｌｉｎｋ　Ｄｕｅｔ（商標）ステントに、上述
の配合物を噴霧できる。被覆ステントを強制空気対流式オーブンで２時間硬化する。コー
ティングの第２層を上述の方法で塗布し、硬化する。
【０１０９】
実施例１５
アクチノマイシンＤによるＳＭＣ増殖の阻害
中膜平滑筋細胞（ＳＭＣ）をラット大動脈から単離し、当分野の技術者に知られている外
植法によって培養した。細胞を、トリプシン化を経て採取し、継代培養した。それらの特
徴的な山谷型増殖パターン、ならびにモノクローナル抗ＳＭＣα－アクチンによる間接蛍
光抗体法によって、細胞を血管ＳＭＣと同定した。研究は３～４世代の細胞で行った。Ｓ
ＭＣ単層を２４ウェル培養皿に確立させ、かき傷をつけ、アクチノマイシンＤ、マイトマ
イシン、およびドセタキセルで処理した。これらの細胞を異なる濃度の薬剤溶液に２時間
暴露し、その後、緩衝食塩水で洗浄した。細胞の増殖は、チミジン取り込みの標準的な技
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法によって定量化した。この研究の結果を図５に表で示す。
【０１１０】
アクチノマイシンＤのＩＣ５０（細胞の５０％が増殖を停止する濃度）は、マイトマイシ
ンの５×１０－５Ｍ、ドセタキセルの１０－６Ｍと比べて、１０－９Ｍであった。アクチ
ノマイシンＤは、他の薬剤と比べて、ＳＭＣの増殖を妨げるもっとも有効な薬剤であった
。
【０１１１】
実施例１６
ブタ冠状動脈モデルにおける再狭窄の低減
微孔性バルーン・カテーテル（１×１０６孔／ｍｍ２、寸法０．２～０．８ミクロン）に
よって送致されたアクチノマイシンＤによる、ブタのステント損傷モデルの冠状動脈にお
ける新生内膜形成の阻害程度を評価するために、ブタ冠状モデルを用いた。
【０１１２】
臨床前動物試験を、ＮＩＨ　Ｇｕｉｄｅ　ｆｏｒ　Ｃａｒｅ　ａｎｄ　Ｕｓｅ　ｏｆ　Ｌ
ａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ａｎｉｍａｌｓ（米国国立衛生研究所の実験動物の管理と使用に関
する指針）に従って行った。新生内膜形成の阻害に対する薬剤の効果を評価するために国
産ブタを用いた。フォローアップ・エンドポイントでの血管造影分析を除いて、各試験手
順は滅菌技法を用いて行った。この研究手順の間、適切な抗凝固を確保するために、定期
的に活性凝固時間（ＡＣＴ）をモニターした。処置の開始前に、各動物に関してベースラ
イン血液試料を採取した。脈管寸法を評価するために、定量的冠状動脈造影分析（ＱＣＡ
）および血管内超音波（ＩＶＵＳ）分析を用いた。
【０１１３】
送致部位の脈管は、バルーンと動脈比１：１にＰＴＣＡバルーンを膨張させ、バルーンを
前後に５回動かすことによってむき出しにする。ステントを配置する前に、微孔性バルー
ン・カテーテルを用いて、薬剤を露出部位に３．５ａｔｍ（３．６１ｋｇ／ｃｍ２）で２
分間送った。平均送量は、約３．３±１．２ｍｌであった。薬剤送致に続いて、ステント
と動脈の最終比が１．１：１になるように送致部位にステントを配置した。
【０１１４】
ステント配置の誘導に、ＱＣＡおよびＩＶＵＳ分析を用いた。バルーン（寸法）膨張圧を
求めるために、標的とした脈管部位における内腔寸法のステント前ＩＶＵＳ測定を行った
。ステント前、ステント後、フォローアップの最小内腔径、ステント・リコイル、および
バルーン／ステントと動脈の比を比較するために、ステント冠状動脈の定量分析を行った
。ステントの埋め込み、および最終血管造影に続いて、すべての装具を取り出し、傷を閉
じた。研究センターにおいて担当獣医師または動物管理専門家による管理のとおり、動物
を麻酔から回復させた。
【０１１５】
第２８日エンドポイントで実験室に戻ったときに、血管造影評価を行った。冠状動脈血流
を評価し、最小内腔径を求めるためにステントした脈管を評価した。エンドポイントでこ
の手順後に動物を安楽死させた。安楽死後、光学顕微鏡検査を含む組織分析および形態計
測のために、心臓をホルマリンで圧力潅流固定し、調製した。ステント動脈の形態計測分
析には、ステント・ストラットの位置の評価、ならびに脈管／内腔面積、狭窄率（％）、
損傷スコア、内膜および中膜面積、内膜／中膜比を求めることが含まれた。狭窄率は以下
の等式によって定量化する。、
１００（ＩＥＬ面積－内腔面積）／ＩＥＬ面積
式中、ＩＥＬは内弾性板である。
【０１１６】
対照群の動物は、薬剤の代わりに水の送致を受けた。試験群の動物は、２つの異なる濃度
１０－５Ｍおよび１０－４ＭでアクチノマイシンＤを与えられた。研究の結果は、表４に
示す。処置群の狭窄率（３２．３±１１．７）は、対照群（４８．８±９．８）に著しく
減少した。図６Ａおよび６Ｂは、それぞれ対照群および用量１群から得た冠血管の組織ス
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ライドの実例写真を示している。
【０１１７】
【表６】

【０１１８】
ｉｎ　viｔｒｏおよびｉｎ　viｖｏでの標準試験手順の結果は、アクチノマイシンＤが過
増殖性血管疾患の治療に有用であることを実証している。具体的には、アクチノマイシン
Ｄは、哺乳動物における平滑筋細胞過形成、再狭窄、および血管閉塞、特に機械的に媒介
された血管外傷および損傷後の閉塞を阻害するのに有用である。
【０１１９】
実施例１７
Ｍｕｌｔｉ－Ｌｉｎｋ　Ｄｕｅｔ（商標）ステント（長さ１３ｍｍ）を、イソプロピルア
ルコールの超音波浴で２０分間洗浄し、風乾した。ＥＶＯＨ：ＤＭＳＯ比１：４のＥＶＯ
Ｈ原液を作製した。この混合物を、温水振盪浴に６０℃で１２時間入れた。溶液を混合し
、その後室温に冷却した。５．０６重量％のアクチノマイシンＤ溶液を、以下のように配
合した。アクチノマイシンＤ４０ｍｇをＴＨＦ１５０ｍｇに溶解し、次いでＥＶＯＨ：Ｄ
ＭＳＯ６００ｍｇを添加した。洗浄Ｍｕｌｔｉ－Ｌｉｎｋ　Ｄｕｅｔ（商標）ステントを
マンドレル・ワイヤーに取り付け、溶液に浸漬した。被覆ステントを、約６０℃の温度設
定で約３～５秒間熱板上を通過させた。被覆ステントを６０℃で１時間、強制空気対流式
オーブンで硬化した。コーティングの第２層を上述の方法で塗布し、６０℃で４時間、強
制空気対流式オーブンで硬化した。コーティング平均重量約２６０μｇ、アクチノマイシ
ンＤ平均負荷量約６４μｇが得られた。
【０１２０】
実施例１８
Ｍｕｌｔｉ－Ｌｉｎｋ　Ｄｕｅｔ（商標）ステント（長さ１３ｍｍ）を、イソプロピルア
ルコールの超音波浴で２０分間洗浄し、風乾した。ＥＶＯＨ：ＤＭＳＯ比１：４のＥＶＯ
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Ｈ原液を作製した。この混合物を、温水振盪浴に６０℃で１２時間入れた。溶液を混合し
、その後室温に冷却した。３．７５重量％のアクチノマイシンＤ溶液を、以下のように配
合した。アクチノマイシンＤ６０ｍｇをＤＭＦ３１０ｍｇに溶解し、次いでＥＶＯＨ：Ｄ
ＭＳＯ１．２２ｇを添加した。洗浄Ｍｕｌｔｉ－Ｌｉｎｋ　Ｄｕｅｔ（商標）ステントを
マンドレル・ワイヤーに取り付け、溶液に浸漬した。被覆ステントを、約６０℃の温度設
定で約３～５秒間熱板上を通過させた。被覆ステントを６０℃で１時間、強制空気対流式
オーブンで硬化した。コーティングの第２層を上述の方法で塗布し、６０℃で４時間、強
制空気対流式オーブンで硬化した。コーティング平均重量約２７０μｇ、アクチノマイシ
ンＤ平均含量約５１μｇが得られた。
【０１２１】
実施例１９
Ｍｕｌｔｉ－Ｌｉｎｋ　Ｄｕｅｔ（商標）ステントを、イソプロピルアルコールの超音波
浴で２０分間洗浄し、風乾した。ＥＶＯＨ：ＤＭＳＯ比１：４のＥＶＯＨ原液を作製した
。この混合物を、温水振盪浴に６０℃で１２時間入れた。溶液を混合し、その後室温に冷
却した。６．１重量％のアクチノマイシンＤ溶液を、以下のように配合した。アクチノマ
イシンＤ１００ｍｇをＤＭＦ３１０ｍｇに溶解し、次いでＥＶＯＨ：ＤＭＳＯ１．２２ｇ
を添加した。洗浄Ｍｕｌｔｉ－Ｌｉｎｋ　Ｄｕｅｔ（商標）ステントをマンドレル・ワイ
ヤーに取り付け、溶液に浸漬した。被覆ステントを、約６０℃の温度設定で約３～５秒間
熱板上を通過させた。被覆ステントを６０℃で１時間、強制空気対流式オーブンで硬化し
た。コーティングの第２層を上述の方法で塗布し、６０℃で４時間、強制空気対流式オー
ブンで硬化した。コーティング平均重量約２５０μｇ、アクチノマイシンＤ平均負荷量約
７５μｇが得られた。
【０１２２】
実施例２０
Ｍｕｌｔｉ－Ｌｉｎｋ　Ｄｕｅｔ（商標）ステントを、イソプロピルアルコールの超音波
浴で２０分間洗浄し、風乾する。ＥＶＯＨ：ＤＭＳＯ比１：４０のＥＶＯＨ原液を作製す
る。この混合物を、温水振盪浴に６０℃で１２時間入れる。溶液を混合し、その後室温に
冷却する。０．６０重量％のアクチノマイシンＤ溶液を、以下のように配合できる。ＥＶ
ＯＨ：ＤＭＳＯ溶液４９２０ｍｇを、アクチノマイシンＤ４０ｍｇと混合し、次いでＴＨ
Ｆ２０００ｍｇを添加する。洗浄Ｍｕｌｔｉ－Ｌｉｎｋ　Ｄｕｅｔ（商標）ステントに、
上述の配合物を噴霧できる。被覆ステントを６０℃で１５分間、強制空気対流式オーブン
で硬化する。コーティングの追加の層を上述の方法で塗布し、硬化する。被覆ステントの
最終硬化ステップを、約４時間行う。
【０１２３】
実施例２１
ステンレス鋼ステントを、上述の実施例のいずれかに記載のＥＶＯＨおよび薬剤の配合物
で噴霧被覆することができる。拡散バリア組成物は、ジメチルスルホキシド２０ｇを混合
したＥＶＯＨ２ｇによって配合できる。ヒュームド・シリカ２．２ｇを添加し、高剪断法
で分散できる。連続して攪拌しながら、その混合物にテトラヒドロフラン５０ｇおよびジ
メチルホルムアミド３０ｇを混合する。ＥＶＯＨコーティングを有するステントを、拡散
バリア組成物に浸漬し、層を形成することができる。
【０１２４】
実施例２２
ステンレス鋼ステントを、上述の実施例のいずれかに記載のＥＶＯＨおよび薬剤の配合物
で噴霧被覆することができる。拡散バリア組成物を、ＥＶＯＨ８ｇをジメチルスルホキシ
ド３２ｇに溶解することによって製造できる。これにルチル形二酸化チタン１４ｇ、およ
びさらにジメチルスルホキシド７ｇを添加する。粒子を、ボール・ミルを用いて分散でき
る。連続して攪拌しながら、テトラヒドロフラン３９ｇをゆっくりと添加し、最終溶液を
希釈する。拡散バリアが、ステントからの薬剤の放出速度を低下することが予期される。
【０１２５】
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ステンレス鋼ステントを、上述の実施例のいずれかに記載のＥＶＯＨおよび薬剤の配合物
で被覆することができる。拡散バリア組成物を、ＥＶＯＨ８ｇをジメチルスルホキシド３
２ｇに溶解することによって製造できる。ヒドロキシアパタイト沈殿溶液１０．５ｇをそ
の混合物に添加できる。粒子を、ロータ・ステータ混合機を用いて分散できる。連続して
攪拌しながら、テトラヒドロフラン３０ｇを添加できる。ステントを、浸漬、それに続く
遠心法によって被覆できる。
【０１２６】
実施例２４
ステントを、上述の実施例のいずれかに記載のＥＶＯＨおよび薬剤の配合物で被覆するこ
とができる。ＥＶＯＨ８ｇにジメチルスルホキシド５０ｇを添加し、攪拌および加熱によ
ってポリマーを溶解することができる。ランプ・ブラック４ｇを添加し、ボール・ミルで
分散できる。攪拌しながら、ジメチルスルホキシド６０ｇ、およびテトラヒドロフラン１
１０ｇをゆっくりと添加する。このステントは、噴霧被覆することができる。
【０１２７】
実施例２５
ステントを、上述の実施例のいずれかに記載のＥＶＯＨおよび薬剤の配合物で被覆するこ
とができる。四塩化金酸を水溶液中クエン酸ナトリウムで還元することによって、金コロ
イドを調製できる。この溶液は、テトラヒドロフランで洗浄することによって交換できる
。ＥＶＯＨ８ｇを、ジメチルスルホキシド３２ｇに溶解できる。これにテトラヒドロフラ
ン３２ｇ中の金コロイド７７ｇ溶液を添加する。このステントは、浸漬被覆法によって被
覆できる。
【０１２８】
実施例２６
アクチノマイシンＤの適用によるポジティブ再建を示すｉｎ　viｖｏのデータが提供され
る。アクチノマイシンＤを含浸したＥＶＯＨで被覆されたステント、およびアクチノマイ
シンＤを含まないＥＶＯＨで被覆された対照群のステントを、ブタ冠状動脈に植え込んだ
。第２８日の終わりに動物を屠殺した。アクチノマイシンＤ負荷血管のＥＥＬ面積は、対
照血管のＥＥＬ面積に比べて、統計的有意に大きかった。再建指数は１．０７６（８．５
４／７．９４）であった。
【０１２９】
【表７】

【０１３０】
【表８】
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【表９】

【０１３２】
【表１０】
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【０１３３】
【表１１】

【０１３４】
図７Ａおよび７Ｂは、それぞれ対照群６４ＲＣＡ（右冠動脈群）およびアクチノマイシン
負荷ステント群６８ＬＡＤ（左前下降枝）から得た冠血管の組織スライドの実例写真を示
すものである。用いたステントは、Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｃａｒｄｉｏｖａｓｃｕｌａｒ　
Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｍｕｌｔｉ－Ｌｉｎｋ　Ｄｕｅｔ（商標）（ステンレス鋼）であった。
図７Ｂに示したように、アクチノマイシンの適用によるＥＥＬ５０のポジティブ再建は、
ステント・ストラット５２とＥＥＬ５０との間に間隙を作る。参照番号５４で示される血
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ティブ再建に応答してステントが自己拡張するので、ギャップの形成を排除する。したが
って、血栓沈着物が排除され得る。
【０１３５】
アクチノマイシンＤは、管壁のポジティブ再建を誘発し、より詳細には血管壁の外弾性板
（ＥＥＬ）のポジティブ再建を誘発する。ポジティブ再建は、一般に、内腔寸法を増大す
ることによって慢性刺激に構造的に適応する管壁の能力と定義される。ポジティブ再建さ
れた内腔壁は、再建作用を受けていない内腔壁に比べて大きい径または寸法を有する。し
たがって、他の状態ではたとえばプラーク堆積または細胞の移動および増殖によって低減
されていたであろう、再建部位を通る血液の流れが増加する。再建指数は、病変部位のＥ
ＥＬによって限局された面積と参照部位のＥＥＬによって限局された面積との比で定義さ
れる。ＥＥＬのポジティブ再建の結果として、内弾性板（ＩＥＬ）も応答して面積または
径を増大し得る。アクチノマイシンＤ、あるいはそのアナログまたは誘導体は、再狭窄を
もたらす可能性のある異常または不適切な平滑筋細胞の移動および／または増殖を阻害で
きるだけでなく、血管壁のポジティブ再建を誘発することができる。したがって、疾患領
域の拡張はより顕著になる。
【０１３６】
実施例２７
アクリレート末端ウレタン（Ｈｅｎｋｅｌ　１２８９２）２ｇを、ベンゾフェノン０．０
８ｇ、および１－ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン０．０８ｇを含む酢酸エチル
１８ｇに添加することができる。塗布後、ステントを中圧水銀ランプ下で５分間硬化する
ことができる。
【０１３７】
実施例２８
熱硬化系の場合、Ｅｐｏｎ８２８（Ｓｈｅｌｌ）樹脂１．６７ｇを、プロピレングリコー
ルモノメチルエーテル９８ｇ、およびＪｅｆｆａｍｉｎｅ　Ｔ－４３０（Ｈｕｎｔｓｍａ
ｎ）０．３３ｇに添加できる。塗布後、ステントを８０℃で２時間、さらに１６０℃で２
時間焼成することができる。
【０１３８】
実施例２９
テトラ－ｎ－ブチルチタネートの０．２５％（ｗ／ｗ）無水酢酸溶液を製造することがで
きる。この溶液を、ステンレス鋼ステントの表面に噴霧によって塗布できる。このステン
トを、１００℃で２時間加熱することができる。
【０１３９】
本発明の特定の実施形態を示し、述べてきたが、より広い形態にある本発明から逸脱する
ことなく変更および修正を加えられることが当分野の技術者には明らかであり、したがっ
て、添付の請求の範囲はそのようなすべての変更および修正を本発明の真の精神および範
囲に入るものとしてその範囲内に含むものとする。
【０１４０】
実施例３０
目的
コーティングの機械的完全性を試験するために、標的病変への模擬送致によって被覆ステ
ントを試験した。
【０１４１】
【表１２】
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【０１４２】
背景
この実験において、４種の異なる処理群を模擬送致および使用によって試験した。コーテ
ィングが除去され裸のステントまたはコーティングの下層が露出している場所を剥離欠損
と定義し、リング３、５、および７における剥離欠損の数を観察した。
【０１４３】
材料および装具
１．　８個、１３ｍｍＳｏｌｏステント（Ｇｕｉｄａｎｔ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから
入手可能）
２．　８個、３．０×３０ｍｍＤｕｅｔカテーテル
３．　１００％ＩＰＡ
４．　Ｔｏｍｉｎａｔｏｒ　Ｓｔｅｎｔ　Ｃｒｉｍｐｅｒ　Ｓ／Ｎ４００
５．　７Ｆ　ＪＬ４ガイディング・カテーテル
６．　０．０１４’’Ｂａｌａｎｃｅ　Ｍｉｄｄｌｅ　Ｗｅｉｇｈｔガイド・ワイヤー
７．　回転止血弁
８．　ＳＶＳ蛇行ツリー（内腔２．５ｍｍから１．５ｍｍに先細り）
【０１４４】
準備
Ｔｏｍｉｎａｔｏｒクリンパおよび以下の条件を用いて、カテーテル上にステントをクリ
ンプした。クリンプ３、６５ｐｓｉ、クリンプ間に回転。
【０１４５】
試験手順
１．蛇行を有し、満水の槽に含有された心臓モデルを用いて、シミュレーションを行った
。
ａ．以下の構成を介してステントを挿入した。ＲＨＦ、７Ｆ　ＪＬ４ガイディング・カテ
ーテル、ＳＶＳ蛇行ツリー（入口２．５ｍｍ、出口１．５ｍｍ）。
ｂ．ステントが蛇行の遠位開口部を通過したら、近位マーカーからわずかに遠位側でバル
ーンをカテーテルから切断した。
２．クリーン・ルーム（ＣＥＲ）でＬｅｉｃａ　ＭＺＦＬＩＩＩ顕微鏡を用いて、ステン
トを１００倍の倍率で検査した。
３．ステント・リング３、５、および７で、剥離欠損の数を記録した。ＯＤのみを剥離欠
損に関して検査した。
４．すべての試験試料は、薬剤含有ステントに適した人体保護具（ＰＰＥ）を用いて取り
扱った。
【０１４６】
データ概要および結果
【表１３】
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【０１４７】
考察
この試験は、病変を含まない蛇行への模擬送致後のコーティング完全性を観察するために
行った。プライマー層はステントに対するコーティング付着性を改善し、模擬使用後の欠
損数を減少させた。Ｂ群は多数の欠損を有した。Ｂ群のコーティング表面は最初は不良で
あったが、欠損は非常に重大なものではなかった。
【０１４８】
実施例３１
目的
２種の異なる表面処理を用いたステント上の０．６７％アクチノマイシンＤ（５％ＥＶＡ
Ｌ１：１ＴＨＦ：ＤＭＳＯ溶液）コーティングの付着性を対照試料と比較した。特定の表
面処理は、（１）アルゴン・プラズマ処理、（２）アルゴン・プラズマ処理、ならびに浸
漬回転法、すなわち遠心法、それに続く１２０℃で２時間および６０℃で１０時間の加熱
処理によって塗布した５％ＥＶＡＬ１：１ＤＭＳＯ：ＤＭＦ溶液のプライマー層からなる
。ステント上のコーティングの付着性を検査するために用いた試験法は湿式フロー試験で
あり、３７℃の水または食塩水のＴｅｃｏｆｌｅｘ管内でステントを拡張する。次いで、
ステントを通る血流を模擬するために、ステントに水または食塩水を１８時間流す。その
後、「ステント・キャッチャ」を用いてＴｅｃｏｆｌｅｘからステントを除去し、光学顕
微鏡で欠損を観察した。
【０１４９】
【表１４】

【０１５０】
材料および装具
１．　３０個、１３ｍｍ被覆Ｓｏｌｏステント、超音波でＩＰＡ中１５分間洗浄
２．　３０個、ステントを拡張するためのバルーン・カテーテルまたはサブアセンブリ（
３．０×２０ｍｍ　ＲＸ　Ｒｏｃｋｅｔ）
３．　５％ＥＶＡＬ１：１ＴＨＦ：ＤＭＳＯ溶液中０．６７％アクチノマイシンＤ
４．　１：１ＤＭＦ：ＤＭＳＯ中５％ＥＶＡＬ
５．　３．０ｍｍ、薄壁Ｔｅｃｏｆｌｅｘ管
６．　食塩水
７．　Ｌｉｎｔ　Ｆｒｅｅ　Ｗｉｐｅｓ　ＳＵ００１２６または同等物
８．　１００％ＩＰＡ
９．　オーブン
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１０．タイマ
１１．遠心分離機
１２．プラズマ・マシン（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｐｌａｓｍａ　Ｓｙｓｔｅｍから入手可能
）
１３．超音波洗浄機
１４．分解能０．１マイクログラムのＭｅｔｔｌｅｒ秤
１５．ファン・エア・キャップおよびＥＦＤディスペンサを備えた噴霧被覆器（ＥＦＤ　
Ｉｎｃ．Ｅａｓｔ　Ｐｒｏviｄｅｎｃｅ　ＲＩ）
【０１５１】
準備
１．ＩＰＡ中で１５分間ステントに超音波を当てた。
２．各ステントをマイクログラム単位で秤量した。
３．５つのステント試料を調製した。
Ａ．ＡおよびＤ群
ｉ．クリーン・ルームにおいて以下の条件で噴霧被覆工程を行った。３回、噴霧３秒、ブ
ローなし。
ii．最終噴霧の終わりに各試料をマイクログラム単位で秤量した。
iii.試料を６０℃で４時間焼成した。
iv.バルーン・カテーテルを用いてステントをＴｅｃｏｆｌｅｘ管に配置し、３７℃の食
塩水に浸漬させた。
Ｂ．ＢおよびＥ群
ｉ．試料を試料ホルダーに置いた。プラズマ・マシンを用いて、アルゴン・プラズマ処理
を行った。
ii．クリーン・ルームにおいて以下の条件で噴霧被覆工程を行った。３回、噴霧３秒、ブ
ローなし。
iii.最終噴霧の終わりに各試料をマイクログラム単位で秤量した。
iv．試料を６０℃で４時間焼成した。
ｖ．バルーン・カテーテルを用いてステントをＴｅｃｏｆｌｅｘ管に配置し、３７℃の食
塩水に浸漬させた。
Ｃ．ＣおよびＦ群
ｉ．試料を試料ホルダーに平らに置いた。アルゴン・プラズマ処理を行った。
ii．浸漬回転法を用いて、２％ＥＶＡＬプライマー層、１：１ＤＭＳＯ：ＤＭＦを塗布し
た。
iii.ステントを１２０℃で２時間焼成した。
iv.ステントを６０℃で１０時間焼成した。
ｖ．クリーン・ルームにおいて以下の条件で噴霧被覆工程を行った。３回、噴霧３秒、ブ
ローなし。
vi．最終噴霧の終わりに各試料をマイクログラム単位で秤量した。
vii.試料を６０℃で４時間焼成した。
viii．バルーン・カテーテルを用いてステントをＴｅｃｏｆｌｅｘ管に配置し、３７℃の
水に浸漬させた。
【０１５２】
試験手順
各群から３つの試料を試験した。湿式フロー試験。
１．３７℃食塩水中、３．０ｍｍＴｅｃｏｆｌｅｘ管内でステントを拡張した。
２．湿式フロー試験を１８時間行った。
３．ステント・キャッチャを用いてＴｅｃｏｆｌｅｘ管からステントを除去した。
４．以下のカテゴリに基づいて欠損をカウントした。欠損型、欠損寸法、欠損位置、リン
グ３、５、および７の剥離欠損。
５．ステント重量は、薬剤の損失および水の取り込みのため測定不能であった。
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６．すべての試験試料は、薬剤含有ステントに適したＰＰＥを用いて取り扱った。
【０１５３】
データ概要
【表１５】

【０１５４】
考察
剥離欠損は、コーティングがステントから分離した場所として定義される。剥離欠損数は
、リング３、５、および７のステントＯＤ／側壁でカウントした。フロー領域はステント
表面のＩＤであった。ＯＤ表面のいくつかの損傷はＴｅｃｏｆｌｅｘ管によって悪化した
可能性がある。ＣおよびＦ群（ＥＶＡＬプライマー）で観察された剥離欠損数は、流量に
関わらず、他の２つの試験群より明らかに少なかった。流量の増加は、剥離欠損の増加を
誘発しなかった。
【０１５５】
実施例３２
目的
この実験の目的は、ＥＶＡＬプライマー層を有するステンレス鋼ステント上のアクチノマ
イシンＤ含有コーティングの付着性を試験することであった。被覆ステントを、３７℃に
加熱した食塩水の湿式フロー試験条件で試験した。選択したいくつかのステント・リング
の「剥離欠損」数を観察した。「剥離欠損」は、コーティングの欠けた、すなわち１００
倍未満の光学倍率下で裸の金属またはコーティングの下層が可視であるステント表面の場
所として定義される。
【０１５６】
【表１６】

【０１５７】
材料および装具
１．　１０個、１３ｍｍＳｏｌｏステント、超音波でＩＰＡ中１５分間洗浄
２．　１０個、ステントを拡張するためのバルーン・カテーテルまたはサブアセンブリ
３．　１５％ＥＶＡＬ１：１ＤＭＦ：ＤＭＳＯ溶液
４．　アクチノマイシンＤ溶液、３：１ＥＶＡＬ：アクチノマイシンＤを含む１：１ＴＨ
Ｆ：ＤＭＳＯ
５．　Ｔｅｃｏｆｌｅｘ管
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６．　食塩水
７．　Ｌｉｎｔ　Ｆｒｅｅ　Ｗｉｐｅｓ　ＳＵ００１２６または同等物
８．　１００％ＩＰＡ
９．　オーブン
１０．タイマ
１１．プラズマ・マシン（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｐｌａｓｍａ　Ｓｙｓｔｅｍ）
１２．超音波洗浄機
１３．分解能０．１マイクログラムのＭｅｔｔｌｅｒ秤
【０１５８】
準備
１．ＩＰＡ中で１５分間ステントに超音波を当てた。
２．各ステントをマイクログラム単位で秤量した。
３．各群に関して５つのステント試料を調製した。
Ａ．Ａ群（対照）
ｉ．試料を試料ホルダーに平らに置いた。アルゴン・プラズマ処理を行った。
ii．浸漬回転法、すなわち１分間６０００ｒｐｍの遠心を用いて、ＥＶＡＬプライマー層
、１：１ＤＭＳＯ：ＤＭＦを塗布した。
iii.ステントを１４０℃で２時間、対流式オーブンで焼成した。
iv．各ステントの重量をマイクログラム単位で測定した。
ｖ．ステントを６０℃で２時間、真空オーブンで焼成した。
vi．各ステントの重量をマイクログラム単位で測定した。
vii.クリーン・ルームにおいて以下の条件で噴霧被覆工程を行った。３回、噴霧３秒、ブ
ローなし。
viii．最終噴霧の終わりに各試料をマイクログラム単位で秤量した。
ix．試料を６０℃で４時間焼成した。
ｘ．各ステントの重量をマイクログラム単位で測定した。
xi．バルーン・カテーテルを用いてステントをＴｅｃｏｆｌｅｘ管に配置し、３７℃の水
に浸漬させた。
Ｂ．Ｂ群
ｉ．試料を試料ホルダーに平らに置いた。アルゴン・プラズマ処理を行った。
ii．１分間６０００ｒｐｍの浸漬回転法を用いて、ＥＶＡＬプライマー層、１：１ＤＭＳ
Ｏ：ＤＭＦを塗布した。
iii.ステントを１２０℃で２時間、対流式オーブンで焼成した。
iv．各ステントの重量をマイクログラム単位で測定した。
ｖ．ステントを６０℃で１０時間、真空オーブンで焼成した。
vi．各ステントの重量をマイクログラム単位で測定した。
vii.クリーン・ルームにおいて以下の条件で噴霧被覆工程を行った。３回、噴霧３秒、ブ
ローなし。
viii．最終噴霧の終わりに各試料をマイクログラム単位で秤量した。
ix．試料を６０℃で４時間焼成した。
ｘ．各ステントの重量をマイクログラム単位で測定した。
xi．バルーン・カテーテルを用いてステントをＴｅｃｏｆｌｅｘ管に配置し、３７℃の水
に浸漬させた。
【０１５９】
試験手順
１．湿式フロー試験を一晩、約１８時間行った。
２．ステント・キャッチャを用いてＴｅｃｏｆｌｅｘ管からステントを除去した。
３．ステントＯＤ上のリング３、５、および７の剥離欠損数に基づいて欠損をカウントし
た。同じリングのＩＤ上の欠損をカウントする。
４．重量は、薬剤の損失および水の取り込みのため測定できなかった。
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５．すべての試験試料は、薬剤含有ステントに適したＰＰＥを用いて取り扱った。
【０１６０】
データ概要および結果
【表１７】

【０１６１】
実施例３３
目的
この研究の目的は、ＥＶＡＬプライマー層を有するステンレス鋼ステント上のアクチノマ
イシンＤ含有コーティングの付着性を試験することであった。被覆ステントを、３７℃に
加熱した食塩水の湿式フロー試験条件で試験した。選択したいくつかのステント・リング
の「剥離欠損」数を観察した。「剥離欠損」は、コーティングの欠けた、すなわち１００
倍以下の光学倍率下で裸の金属またはコーティングの下層が可視であるステント表面の場
所として定義される。
【０１６２】
【表１８】

【０１６３】
材料および装具
１．　２５個、１３ｍｍＳｏｌｏステント、超音波でＩＰＡ中１５分間洗浄
２．　２５個、ステントを拡張するためのバルーン・カテーテルまたはサブアセンブリ
３．　２％ＥＶＡＬ１：１ＤＭＦ：ＤＭＳＯ溶液
４．　アクチノマイシンＤ溶液、３：１ＥＶＡＬ：アクチノマイシンＤを含む１：１ＴＨ
Ｆ：ＤＭＳＯ
５．　３．０ｍｍＴｅｃｏｆｌｅｘ管
６．　食塩水
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７．　Ｌｉｎｔ　Ｆｒｅｅ　Ｗｉｐｅｓ　ＳＵ００１２６または同等物
８．　１００％ＩＰＡ
９．　対流式オーブン
１０．タイマ
１１．プラズマ・マシン
１２．超音波洗浄機
１３．分解能０．１マイクログラムのＭｅｔｔｌｅｒ秤
【０１６４】
準備
１．ＩＰＡ中で１５分間ステントに超音波を当てた。
２．各ステントをマイクログラム単位で秤量した。
３．各群に関して５つのステント試料を調製した。
Ａ．Ａ群（対照）
ｉ．クリーン・ルームにおいて以下の条件で噴霧被覆工程を行った。３回、噴霧３秒、ブ
ローなし。
ii．最終噴霧の終わりに各試料をマイクログラム単位で秤量した。
iii.試料を６０℃で４時間焼成した。
iv．各ステントの重量をマイクログラム単位で測定した。
ｖ．バルーン・カテーテルを用いてステントをＴｅｃｏｆｌｅｘ管に配置し、３７℃の水
に浸漬させた。
Ｂ．Ｂ群
ｉ．試料を試料ホルダーに平らに置いた。アルゴン・プラズマ処理を行った。
ii．浸漬回転法を用いて、ＥＶＡＬプライマー層、１：１ＤＭＳＯ：ＤＭＦを塗布した（
１分間６０００ｒｐｍ）。
iii.ステントを１４０℃で４時間、対流式オーブンで焼成した。
iv．各ステントの重量をマイクログラム単位で測定した。
ｖ．クリーン・ルームにおいて以下の条件で噴霧被覆工程を行った。３回、噴霧３秒、ブ
ローなし。
vi．最終噴霧の終わりに各試料をマイクログラム単位で秤量した。
vii.試料を６０℃で４時間焼成した。
viii．各ステントの重量をマイクログラム単位で測定した。
ix．バルーン・カテーテルを用いてステントをＴｅｃｏｆｌｅｘ管に配置し、３７℃の水
に浸漬させた。
Ｃ．Ｃ群
ｉ．浸漬回転法を用いて、ＥＶＡＬプライマー層、１：１ＤＭＳＯ：ＤＭＦを塗布した（
１分間６０００ｒｐｍ）。
ii．ステントを１４０℃で４時間、対流式オーブンで焼成した。
iii.各ステントの重量をマイクログラム単位で測定した。
iv．クリーン・ルームにおいて以下の条件で噴霧被覆工程を行った。３回、噴霧３秒、ブ
ローなし。
ｖ．最終噴霧の終わりに各試料をマイクログラム単位で秤量した。
vi．試料を６０℃で４時間焼成した。
vii.各ステントの重量をマイクログラム単位で測定した。
viii．バルーン・カテーテルを用いてステントをＴｅｃｏｆｌｅｘ管に配置し、３７℃の
水に浸漬させた。
Ｄ．Ｄ群
ｉ．試料を試料ホルダーに平らに置いた。アルゴン・プラズマ処理を行った。
ii．プライマー層（２％ＥＶＡＬ、１：１ＤＭＦ：ＤＭＳＯ）をステントに噴霧被覆した
。噴霧時間１．５秒、１～２回で、コーティング１０～４０マイクログラムを得た。
iii.ステントを１４０℃で４時間、対流式オーブンで焼成した。
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iv．各ステントの重量をマイクログラム単位で測定した。
ｖ．クリーン・ルームにおいて以下の条件で噴霧被覆工程を行った。３回、噴霧３秒、ブ
ローなし。
vi．最終噴霧の終わりに各試料をマイクログラム単位で秤量した。
vii.試料を６０℃で４時間焼成した。
viii．各ステントの重量をマイクログラム単位で測定した。
ix．バルーン・カテーテルを用いてステントをＴｅｃｏｆｌｅｘ管に配置し、３７℃の水
に浸漬させた。
Ｅ．Ｅ群
ｉ．プライマー層（２％ＥＶＡＬ、１：１ＤＭＦ：ＤＭＳＯ）をステントに噴霧被覆した
。噴霧時間１．５秒、１～２回で、コーティング１０～４０マイクログラムを得た。
ii．ステントを１４０℃で４時間、対流式オーブンで焼成した。
iii.各ステントの重量をマイクログラム単位で測定した。
iv．クリーン・ルームにおいて以下の条件で噴霧被覆工程を行った。３回、噴霧３秒、ブ
ローなし。
ｖ．最終噴霧の終わりに各試料をマイクログラム単位で秤量した。
vi．試料を６０℃で４時間焼成した。
vii.各ステントの重量をマイクログラム単位で測定した。
viii．バルーン・カテーテルを用いてステントをＴｅｃｏｆｌｅｘ管に配置し、３７℃の
水に浸漬させた。
【０１６５】
試験手順
１．湿式フロー試験を一晩、約１８時間行った。
２．ステント・キャッチャを用いてＴｅｃｏｆｌｅｘ管からステントを除去した。
３．ステントＯＤ上のリング１、３、５、および７の剥離欠損数に基づいて欠損をカウン
トした。同じリングのＩＤ上の欠損をカウントする。
４．ステント重量は、薬剤の損失および水の取り込みのため測定不能であった。
５．すべての試験試料は、薬剤含有ステントに適したＰＰＥを用いて取り扱った。
【０１６６】
データ概要および結果
【表１９】

【０１６７】
考察
非処理対照と比較したプライマー被覆ステントの剥離欠損
ＥＶＡＬプライマー層が塗布されたとき、剥離欠損数に基づいたＴｒｉ－Ｓｔａｒステン
トへの薬剤含有コーティングの付着性の改善が示される。４種の処理群はすべて、非処理
対照ステントに比べて、著しく少ないステント当たり剥離欠損数を示した。プライマーと
して噴霧被覆の２％ＥＶＡＬ１：１ＤＭＦ：ＤＭＳＯ溶液を使用することで、対照に比べ
て、アクチノマイシンＤ含有コーティングのＴｒｉ－Ｓｔａｒステントへの付着性が向上
した。噴霧被覆したプライマーは、浸漬回転で析出したプライマーに比べてわずかに多い
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剥離欠損数を生じた。
【０１６８】
実施例３４
目的
この実験の目的は、ＥＶＡＬプライマー層を有するステンレス鋼ステントに対するアクチ
ノマイシンＤ含有コーティングの付着性を試験することであった。より詳細には、この実
験は、異なる焼成時間が最終結果に及ぼす影響を例示することを試みた。被覆ステントを
、３７℃に加熱した食塩水の湿式フロー試験条件で試験した。選択したいくつかのステン
ト・リングの「剥離欠損」数を観察した。
【０１６９】
【表２０】

【０１７０】
材料および装具
１．　２５個、１３ｍｍＳｏｌｏステント、超音波でＩＰＡ中１５分間洗浄
２．　２５個、ステントを拡張するためのバルーン・カテーテルまたはサブアセンブリ
３．　２％ＥＶＡＬ１：１ＤＭＦ：ＤＭＳＯ溶液
４．　アクチノマイシンＤ溶液、３：１ＥＶＡＬ：アクチノマイシンＤを含む１：１ＴＨ
Ｆ：ＤＭＳＯ
５．　３．０ｍｍＴｅｃｏｆｌｅｘ管
６．　食塩水
７．　Ｌｉｎｔ　Ｆｒｅｅ　Ｗｉｐｅｓ　ＳＵ００１２６または同等物
８．　１００％ＩＰＡ
９．　対流式オーブン
１０．タイマ
１１．プラズマ・マシン
１２．超音波洗浄機
１３．分解能０．１マイクログラムのＭｅｔｔｌｅｒ秤
【０１７１】
準備
１．ＩＰＡ中で１５分間ステントに超音波を当てた。
２．各ステントをマイクログラム単位で秤量した。
３．各群に関して５つのステント試料を調製した。
Ａ．Ａ群（対照）
ｉ．クリーン・ルームにおいて以下の条件で噴霧被覆工程を行った。３回、噴霧３秒、ブ
ローなし。
ii．最終噴霧の終わりに各試料をマイクログラム単位で秤量した。
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iii.試料を５０℃で２４０分間焼成した。
iv．各ステントの重量をマイクログラム単位で測定した。
ｖ．バルーン・カテーテルを用いてステントをＴｅｃｏｆｌｅｘ管に配置し、３７℃の水
に浸漬させた。
Ｂ．Ｂ群
ｉ．試料を試料ホルダーに平らに置いた。アルゴン・プラズマ処理を行った。
ii．プライマー層（２％ＥＶＡＬ、１：１ＤＭＦ：ＤＭＳＯ）をステントに噴霧被覆した
。噴霧時間１．５秒、１～２回で、コーティング１０～４０マイクログラムを得た。
iii.ステントを１４０℃で１５分間、対流式オーブンで焼成した。
iv．各ステントの重量をマイクログラム単位で測定した。
ｖ．クリーン・ルームにおいて以下の条件で噴霧被覆工程を行った。３回、噴霧３秒、ブ
ローなし。
vi．最終噴霧の終わりに各試料をマイクログラム単位で秤量した。
vii.試料を５０℃で２４０分間焼成した。
viii．各ステントの重量をマイクログラム単位で測定した。
ix．バルーン・カテーテルを用いてステントをＴｅｃｏｆｌｅｘ管に配置し、３７℃の水
に浸漬させた。
Ｃ．Ｃ群
ｉ．試料を試料ホルダーに平らに置いた。アルゴン・プラズマ処理を行った。
ii．プライマー層（２％ＥＶＡＬ、１：１ＤＭＦ：ＤＭＳＯ）をステントに噴霧被覆した
。噴霧時間１．５秒、１～２回で、コーティング１０～４０マイクログラムを得た。
iii.ステントを１４０℃で３０分間、対流式オーブンで焼成した。
iv．各ステントの重量をマイクログラム単位で測定した。
ｖ．クリーン・ルームにおいて以下の条件で噴霧被覆工程を行った。３回、噴霧３秒、ブ
ローなし。
vi．最終噴霧の終わりに各試料をマイクログラム単位で秤量した。
vii.試料を５０℃で２４０分間焼成した。
viii．各ステントの重量をマイクログラム単位で測定した。
ix．バルーン・カテーテルを用いてステントをＴｅｃｏｆｌｅｘ管に配置し、３７℃の水
に浸漬させた。
Ｄ．Ｄ群
ｉ．試料を試料ホルダーに平らに置いた。アルゴン・プラズマ処理を行った。
ii．プライマー層（２％ＥＶＡＬ、１：１ＤＭＦ：ＤＭＳＯ）をステントに噴霧被覆した
。噴霧時間１．５秒、１～２回で、コーティング１０～４０マイクログラムを得た。
iii.ステントを１４０℃で６０分間、対流式オーブンで焼成した。
iv．各ステントの重量をマイクログラム単位で測定した。
ｖ．クリーン・ルームにおいて以下の条件で噴霧被覆工程を行った。３回、噴霧３秒、ブ
ローなし。
vi．最終噴霧の終わりに各試料をマイクログラム単位で秤量した。
vii.試料を５０℃で２４０分間焼成した。
viii．各ステントの重量をマイクログラム単位で測定した。
ix．バルーン・カテーテルを用いてステントをＴｅｃｏｆｌｅｘ管に配置し、３７℃の水
に浸漬させた。
Ｅ．Ｅ群
ｉ．試料を試料ホルダーに平らに置いた。アルゴン・プラズマ処理を行った。
ii．プライマー層（２％ＥＶＡＬ、１：１ＤＭＦ：ＤＭＳＯ）をステントに噴霧被覆した
。噴霧時間１．５秒、１～２回で、コーティング１０～４０マイクログラムを得た。
iii.ステントを１４０℃で１２０分間、対流式オーブンで焼成した。
iv．各ステントの重量をマイクログラム単位で測定した。
ｖ．クリーン・ルームにおいて以下の条件で噴霧被覆工程を行った。３回、噴霧３秒、ブ
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vi．最終噴霧の終わりに各試料をマイクログラム単位で秤量した。
vii.試料を５０℃で２４０分間焼成した。
viii．各ステントの重量をマイクログラム単位で測定した。
ix．バルーン・カテーテルを用いてステントをＴｅｃｏｆｌｅｘ管に配置し、３７℃の水
に浸漬させた。
【０１７２】
試験手順
１．湿式フロー試験を一晩、約１８時間行った。
２．ステント・キャッチャを用いてＴｅｃｏｆｌｅｘ管からステントを除去した。
３．ステントＯＤ上のリング３、５、および７の剥離欠損数に基づいて欠損をカウントし
た。同じリングのＩＤ上の欠損をカウントする。
４．ステント重量は、薬剤の損失および水の取り込みのため測定不能であった。
５．すべての試験試料は、薬剤含有ステントに適したＰＰＥを用いて取り扱った。
【０１７３】
データ概要および結果
【表２１】

【０１７４】
考察
プライマー層を含まない対照群は、プライマー層を含む処理群に比べて著しく多い剥離欠
損を有した。短い焼成時間（１５分および３０分）の群は、長い焼成時間の群より多い欠
損数を有した。
【０１７５】
実施例３５
目的
この実験の目的は、ＥＶＡＬプライマー層を有するステンレス鋼ステント上のアクチノマ
イシンＤ含有コーティングの付着性を試験することであった。より詳細には、異なる溶媒
系（たとえば、ＴＨＦおよびＤＭＦ）を評価した。被覆ステントを、３７℃に加熱した食
塩水の湿式フロー試験条件で試験した。選択したいくつかのステント・リングの「剥離欠
損」数を観察した。
【０１７６】
【表２２】
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【０１７７】
材料および装具
１．　２５個、１３ｍｍＳｏｌｏステント、超音波でＩＰＡ中１５分間洗浄
２．　２５個、ステントを拡張するためのバルーン・カテーテルまたはサブアセンブリ
３．　２％ＥＶＡＬ１：１ＤＭＦ：ＤＭＳＯ溶液
４．　２％ＥＶＡＬ１：１ＴＨＦ：ＤＭＳＯ溶液
５．　アクチノマイシンＤ溶液、３：１ＥＶＡＬ：アクチノマイシンＤを含む１：１ＴＨ
Ｆ：ＤＭＳＯ、２％ＥＶＡＬ
６．　３．０ｍｍＴｅｃｏｆｌｅｘ管
７．　食塩水
８．　Ｌｉｎｔ　Ｆｒｅｅ　Ｗｉｐｅｓ　ＳＵ００１２６または同等物
９．　１００％ＩＰＡ
１０．対流式オーブン
１１．タイマ
１２．プラズマ・マシン
１３．超音波洗浄機
１４．分解能０．１マイクログラムのＭｅｔｔｌｅｒ秤
【０１７８】
準備
１．ＩＰＡ中で１５分間ステントに超音波を当てた。
２．各ステントをマイクログラム単位で秤量した。
３．各群に関して５つのステント試料を調製した。
Ａ．Ａ群（対照）
ｉ．クリーン・ルームにおいて以下の条件で噴霧被覆工程を行った。３回、噴霧３秒、ブ
ローなし。
ii．最終噴霧の終わりに各試料をマイクログラム単位で秤量した。
iii.試料を５０℃で２４０分間焼成した。
iv．各ステントの重量をマイクログラム単位で測定した。
ｖ．バルーン・カテーテルを用いてステントをＴｅｃｏｆｌｅｘ管に配置し、３７℃の水
に浸漬させた。
Ｂ．Ｂ群
ｉ．試料を試料ホルダーに平らに置いた。アルゴン・プラズマ処理を行った。
ii．プライマー層（２％ＥＶＡＬ、１：１ＤＭＦ：ＤＭＳＯ）をステントに噴霧被覆した
。噴霧時間１．５秒、１～２回で、コーティング１０～４０マイクログラムを得た。
iii.ステントを１４０℃で１５分間、対流式オーブンで焼成した。
iv．各ステントの重量をマイクログラム単位で測定した。
ｖ．クリーン・ルームにおいて以下の条件で噴霧被覆工程を行った。３回、噴霧３秒、ブ
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ローなし。
vi．最終噴霧の終わりに各試料をマイクログラム単位で秤量した。
vii.試料を５０℃で２４０分間焼成した。
viii．各ステントの重量をマイクログラム単位で測定した。
ix．バルーン・カテーテルを用いてステントをＴｅｃｏｆｌｅｘ管に配置し、３７℃の水
に浸漬させた。
Ｃ．Ｃ群
ｉ．試料を試料ホルダーに平らに置いた。アルゴン・プラズマ処理を行った。
ii．プライマー層（２％ＥＶＡＬ、１：１ＤＭＦ：ＤＭＳＯ）をステントに噴霧被覆した
。噴霧時間１．５秒、１～２回で、コーティング１０～４０マイクログラムを得た。
iii.ステントを１４０℃で６０分間、対流式オーブンで焼成した。
iv．各ステントの重量をマイクログラム単位で測定した。
ｖ．クリーン・ルームにおいて以下の条件で噴霧被覆工程を行った。３回、噴霧３秒、ブ
ローなし。
vi．最終噴霧の終わりに各試料をマイクログラム単位で秤量した。
vii.試料を５０℃で２４０分間焼成した。
viii．各ステントの重量をマイクログラム単位で測定した。
ix．バルーン・カテーテルを用いてステントをＴｅｃｏｆｌｅｘ管に配置し、３７℃の水
に浸漬させた。
Ｄ．Ｄ群
ｉ．試料を試料ホルダーに平らに置いた。アルゴン・プラズマ処理を行った。
ii．プライマー層（２％ＥＶＡＬ、１：１ＤＭＦ：ＤＭＳＯ）をステントに噴霧被覆した
。噴霧時間１．５秒、１～２回で、コーティング１０～４０マイクログラムを得た。
iii.ステントを１４０℃で２４０分間、対流式オーブンで焼成した。
iv．各ステントの重量をマイクログラム単位で測定した。
ｖ．クリーン・ルームにおいて以下の条件で噴霧被覆工程を行った。３回、噴霧３秒、ブ
ローなし。
vi．最終噴霧の終わりに各試料をマイクログラム単位で秤量した。
vii.試料を５０℃で２４０分間焼成した。
viii．各ステントの重量をマイクログラム単位で測定した。
ix．バルーン・カテーテルを用いてステントをＴｅｃｏｆｌｅｘ管に配置し、３７℃の水
に浸漬させた。
Ｅ．Ｅ群
ｉ．試料を試料ホルダーに平らに置いた。アルゴン・プラズマ処理を行った。
ii．プライマー層（２％ＥＶＡＬ、１：１ＴＨＦ：ＤＭＳＯ）をステントに噴霧被覆した
。噴霧時間１．５秒、１～２回で、コーティング１０～４０マイクログラムを得た。
iii.ステントを１４０℃で６０分間、対流式オーブンで焼成した。
iv．各ステントの重量をマイクログラム単位で測定した。
ｖ．クリーン・ルームにおいて以下の条件で噴霧被覆工程を行った。３回、噴霧３秒、ブ
ローなし。
vi．最終噴霧の終わりに各試料をマイクログラム単位で秤量した。
vii.試料を５０℃で２４０分間焼成した。
viii．各ステントの重量をマイクログラム単位で測定した。
ix．バルーン・カテーテルを用いてステントをＴｅｃｏｆｌｅｘ管に配置し、３７℃の水
に浸漬させた。
【０１７９】
試験手順
１．湿式フロー試験を一晩、約１８時間行った。
２．ステント・キャッチャを用いてＴｅｃｏｆｌｅｘ管からステントを除去した。
３．ステントＯＤ上のリング３、５、および７の剥離欠損数に基づいて欠損をカウントし
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た。同じリングのＩＤ上の欠損をカウントする。
４．ステント重量は、薬剤の損失および水の取り込みのため測定不能であった。
５．すべての試験試料は、薬剤含有ステントに適したＰＰＥを用いて取り扱った。
【０１８０】
データ概要および結果
【表２３】

【０１８１】
実施例３６
目的
この実験の目的は、ステントに塗布されたＤＭＳＯ：ＴＨＦ溶液から製造されたＥＶＡＬ
プライマー層を有するステンレス鋼ステント上のアクチノマイシンＤ含有コーティングの
付着性を試験することであった。被覆ステントを、３７℃に加熱した食塩水の湿式フロー
試験条件で試験した。選択したいくつかのステント・リングの「剥離欠損」数を観察した
。
【０１８２】
【表２４】

【０１８３】
材料および装具
１．　１０個、１３ｍｍＳＯＬＯステント、超音波でＩＰＡ中１５分間洗浄
２．　２％ＥＶＡＬ１：１ＴＨＦ：ＤＭＳＯ溶液
３．　１０個、ステントを拡張するためのバルーン・カテーテルまたはサブアセンブリ
４．　アクチノマイシンＤ溶液、１：３アクチノマイシンＤ：ＥＶＡＬを含む１：１ＴＨ
Ｆ：ＤＭＳＯ、２％ＥＶＡＬ
５．　４．０ｍｍＴｅｃｏｆｌｅｘ管
６．　食塩水
７．　Ｌｉｎｔ　Ｆｒｅｅ　Ｗｉｐｅｓ　ＳＵ００１２６または同等物
８．　１００％ＩＰＡ
９．　対流式オーブン
１０．タイマ
１１．プラズマ・マシン
１２．超音波洗浄機
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１３．分解能０．１マイクログラムのＭｅｔｔｌｅｒ秤
１４．噴霧／焼成マンドレルおよびチップ
１５．流量計、Ｎ１４２９
１６．顕微鏡、最低倍率５０倍
１７．並進ステージを持たない噴霧装具を備えたＥＦＤコントローラ
１８．並進ステージを持つ噴霧装具を備えたＥＦＤコントローラ
【０１８４】
準備
１．ＩＰＡ中で１５分間ステントに超音波を当てた。
２．各ステントをマイクログラム単位まで秤量した。
３．各群に関してステント試料を調製した。
Ａ．プライマー被覆
ｉ．試料を試料ホルダーに置いた。アルゴン・プラズマ処理を行った。
ii．プライマー層（２％ＥＶＡＬ、１：１ＴＨＦ：ＤＭＳＯ）を、並進噴霧被覆器でステ
ントに噴霧した。噴霧時間１．５秒、速度７を用いて、１０～４０μｇのコーティングを
得た。
iii.ステントを１４０℃で指定の時間、対流式オーブンで焼成した。
iv．ステントを秤量し、測定値をマイクログラム単位で記録した。
Ｂ．薬剤被覆
ｉ．ステントに３：１ＥＶＡＬ：アクチノマイシンＤ、２％ＥＶＡＬ、１：１ＤＭＳＯ：
ＴＨＦ溶液を３回、１回当たり３秒噴霧した。各噴霧後、ステントを５０℃で１５分間、
対流式オーブンで乾燥した。
ii．ステントを秤量し、測定値を記録した。薬剤コートの重量が目標重量に一致した場合
、ステントを２４０分間オーブンに戻した。重量増加が一致しない場合、さらに噴霧被覆
を塗布するためにステントをグローブ・ボックスに戻した。その後の噴霧時間は、目標重
量を達成するように調節した。
４．湿式フロー試験試料の準備
Ａ．ステントをバルーン・カテーテルにクリンプした。
Ｂ．バルーン・カテーテルを用いてステントをＴｅｃｏｆｌｅｘ管内で４．０ｍｍに膨ら
ませ、３７℃の水に浸漬させた。
Ｃ．アクチノマイシンＤが混入した水を有害廃棄物として処分した。
【０１８５】
試験方法／手順
１．流量を５０ｍｌ／分に設定した。
２．湿式フロー試験を一晩、約１８時間行った。
３．ステント・キャッチャを用いてＴｅｃｏｆｌｅｘ管からステントを除去した。
４．ステントＯＤ上のリング１、３、５、７および１０の剥離欠損数に基づいて欠損をカ
ウントした。同じリングのＩＤ上の欠損をカウントした。
５．すべての試験試料は、薬剤含有ステントに適したＰＰＥを用いて取り扱った。
【０１８６】
データ概要および結果
【表２５】

【０１８７】
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本発明の特定の実施形態を示し、述べてきたが、より広い形態にある本発明から逸脱する
ことなく変更および修正を加えられることが当分野の技術者には明らかであり、したがっ
て、添付の請求の範囲はそのようなすべての変更および修正を本発明の真の精神および範
囲に入るものとしてその範囲内に含むものとする。
【図面の簡単な説明】
【図１Ａ】　接触角Φ１を有する固体基板上の流体を示す図である。
【図１Ｂ】　接触角Φ２を有する固体基板上の流体を示す図である。
【図２Ａ】　本発明の実施形態によるコーティングを示す図である。
【図２Ｂ】　本発明の実施形態によるコーティングを示す図である。
【図２Ｃ】　本発明の実施形態によるコーティングを示す図である。
【図２Ｄ】　本発明の実施形態によるコーティングを示す図である。
【図２Ｅ】　本発明の実施形態によるコーティングを示す図である。
【図３Ａ】　異なる層を有するコーティングを示す図である。
【図３Ｂ】　異なる層を有するコーティングを示す図である。
【図４】　実施例４に従って製造されたビンブラスチンを含浸するエチレンビニルアルコ
ールコポリマーのコーティングを有するステントの溶出プロファイルを示すグラフである
。
【図５】　平滑筋細胞増殖に対する、アクチノマイシンＤ、マイトマイシン、およびドセ
タキセルの影響を示す、実施例１５によるｉｎ　viｔｒｏの実験データを示すグラフであ
る。
【図６Ａ】　実施例１６による対照群から得られた冠血管の組織スライドの写真である。
【図６Ｂ】　実施例１６によるアクチノマイシンＤ群から得られた冠血管の組織スライド
の写真である。
【図７Ａ】　実施例２６による対照群から得られた冠血管の組織スライドの写真である。
【図７Ｂ】　実施例２６によるアクチノマイシンＤ群から得られた冠血管の組織スライド
の写真である。



(49) JP 4236467 B2 2009.3.11

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図２Ｃ】

【図２Ｄ】

【図２Ｅ】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図４】

【図５】
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【図７Ａ】
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