
JP 5236819 B2 2013.7.17

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
医療用電気リード線であって、
　可撓性かつ長尺状の高分子リード線本体であって、前記リード線本体の中を通る少なく
とも１つの長手方向のルーメンを画成しているリード線本体、
　前記少なくとも１つのルーメンを通って伸びる導電性ワイヤ、
　リード線を移植式パルス発生装置に機械的かつ電気的に接続するための、リード線本体
に接続されたコネクタ、
　リード線本体の外側部分に配置された電極であって、導電性ワイヤに電気的に接続され
る電極、ならびに
　電極上に配置された多孔性コーティングであって、
　　ポリエーテルエーテルケトンを含む高分子ナノファイバーメッシュと、
　　ファイバーメッシュ上に配置されるとともにＴｉＯ２およびポリアクリル酸を含む第
１のコーティングと、
　　第１のコーティング上に配置されるとともにフルオロアルキルシランを含む第２のコ
ーティングとを含む多孔性コーティング
からなるリード線。
【請求項２】
第１のコーティングがＴｉＯ２の層およびポリアクリル酸の層を含む多層コーティングで
ある、請求項１に記載のリード線。
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【請求項３】
第１のコーティングがＴｉＯ２およびポリアクリル酸の交互に重なっている層を含む、請
求項２に記載のリード線。
【請求項４】
第１のコーティングがＴｉＯ２およびポリアクリル酸の交互に重なっている少なくとも５
つの層を含む、請求項２に記載のリード線。
【請求項５】
多孔性コーティングが細孔を含み、それぞれの細孔が１μｍ～５μｍの範囲の直径を有す
る、請求項１に記載のリード線。
【請求項６】
高分子ナノファイバーメッシュが静電紡糸法で作製された高分子ナノファイバーメッシュ
である、請求項１に記載のリード線。
【請求項７】
高分子ナノファイバーメッシュが微細に製織された高分子ナノファイバーメッシュである
、請求項１に記載のリード線。
【請求項８】
第２のコーティングが、式ＣＦ３（ＣＦ２）７（ＣＨ２）２Ｓｉ（ＯＣＨ３）３を有する
化合物、ヘプタデカフルオロ‐１，１，２，２‐テトラヒドロデシルトリエトキシシラン
、ヘプタデカフルオロ‐１，１，２，２‐テトラヒドロデシルトリメトキシシラン、ヘプ
タデカフルオロ‐１，１，２，２‐テトラヒドロデシルトリクロロシラン、トリデカフル
オロ‐１，１，２，２‐テトラヒドロオクチルトリクロロシラン、トリデカフルオロ‐１
，１，２，２‐テトラヒドロオクチルトリメトキシシラン、トリデカフルオロ‐１，１，
２，２‐テトラヒドロオクチルトリエトキシシラン、およびトリフルオロプロピルトリメ
トキシシランからなる群から選択されるフルオロアルキルシランを含む、請求項１に記載
のリード線。
【請求項９】
リード線本体と、前記リード線本体の中の少なくとも１つの導電性ワイヤとを有する種類
の医療用電気リード線のための電極を作製する方法であって、
　リード線本体上に電極を形成するステップと、
　電極の上に、ポリエーテルエーテルケトンを含む高分子ナノファイバーメッシュを配置
するステップと、
　高分子ナノファイバーメッシュに、ＴｉＯ２の層およびポリアクリル酸の層を含む第１
の多層コーティングを施すステップと、
　第１の多層コーティングに、フルオロアルキルシランを含む第２のコーティングを施す
ステップと
を含む方法。
【請求項１０】
電極の上に高分子ナノファイバーメッシュを配置するステップが、静電紡糸法により電極
の上に高分子ナノファイバーメッシュを作製する工程を含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
高分子ナノファイバーメッシュが微細に製織された高分子ナノファイバーメッシュからな
る、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
高分子ナノファイバーメッシュに第１の多層コーティングを施すステップは、
　電極および高分子ナノファイバーメッシュをＴｉＯ２の中でコーティングするステップ
と、
　電極および高分子ナノファイバーメッシュをポリアクリル酸の中でコーティングするス
テップと、
　これら２つのコーティングステップを交互に少なくとも５回繰り返すステップと
をさらに含む、請求項９に記載の方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、身体移植式医療用デバイスに関し、より具体的には、体組織中で電気インパ
ルスを感知するため、または、例えば心臓をペーシングするために臓器に電気刺激パルス
を送達するための、コーティング付きの移植可能な電極に関する。
【背景技術】
【０００２】
　心調律管理システムで使用するための多種類の医療用電気リード線が知られている。そ
のようなリード線は、典型的には、患者の心臓内部または心臓上の移植位置まで血管内を
伸ばされた後、心臓の電気的活性の感知、治療刺激の送達などのためパルス発生器または
他の移植式デバイスに接続される。リード線は、望ましくは自然な患者の動きに対応する
ために高い可撓性を有しつつ、なおも最小限にとどめた外形を有するように構築される。
同時に、リード線は、例えばヒトの筋肉系および骨格系、パルス発生器、他のリード線、
ならびに移植処置および外植処置の際に使用される外科用器具によって与えられる様々な
外力に曝される。改善されたリード線の設計が絶えず必要とされている。
【発明の概要】
【０００３】
　本明細書中で議論されるのは、移植式医療用電気リード線のための様々な多孔性コーテ
ィング、例えばファイバーメッシュと少なくとも１つのコーティングとを有する多孔性コ
ーティング、ならびにそのようなコーティングを備えた医療用リード線についてである。
【０００４】
　例１において、医療用電気リード線は、可撓性かつ長尺状の高分子リード線本体、少な
くとも１つのルーメンを通って伸びる導電性ワイヤ、リード線本体に接続されたコネクタ
、リード線本体の外側部分に配置された電極、および該電極上に配置された多孔性コーテ
ィングを含む。リード線本体は、該リード線本体の中を通る少なくとも１つの長手方向に
伸びるルーメンを画成し、コネクタは、リード線を移植式パルス発生装置に機械的かつ電
気的に接続する。電極は、導電性ワイヤに電気的に接続される。多孔性コーティングは、
高分子ナノファイバーメッシュと、該メッシュ上に配置された第１のコーティングと、第
１のコーティング上に配置された第２のコーティングとを含む。メッシュはポリエーテル
エーテルケトンを含み、第１のコーティングはＴｉＯ２およびポリアクリル酸を含み、第
２のコーティングはフルオロアルキルシランを含む。
【０００５】
　例２は、第１のコーティングがＴｉＯ２の層およびポリアクリル酸の層を含む多層コー
ティングである、例１の医療用電気リード線に関する。
　例３は、第１のコーティングがＴｉＯ２およびポリアクリル酸の交互に重なっている層
を含む、例２の医療用電気リード線に関する。
【０００６】
　例４は、第１のコーティングがＴｉＯ２およびポリアクリル酸の交互に重なっている少
なくとも５つの層を含む、例２の医療用電気リード線に関する。
　例５は、多孔性コーティングが細孔を含み、それぞれの細孔が約１μｍ～約５μｍの範
囲の直径を有する、例１の医療用電気リード線に関する。
【０００７】
　例６は、高分子ナノファイバーメッシュが静電紡糸法で作製された高分子ナノファイバ
ーメッシュである、例１の医療用電気リード線に関する。
　例７は、高分子ナノファイバーメッシュが微細に製織された高分子ナノファイバーメッ
シュである、例１の医療用電気リード線に関する。
【０００８】
　例８は、第２のコーティングが式ＣＦ３（ＣＦ２）７（ＣＨ２）２Ｓｉ（ＯＣＨ３）３

を有する化合物、ヘプタデカフルオロ‐１，１，２，２‐テトラヒドロデシルトリエトキ
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シシラン、ヘプタデカフルオロ‐１，１，２，２‐テトラヒドロデシルトリメトキシシラ
ン、ヘプタデカフルオロ‐１，１，２，２‐テトラヒドロデシルトリクロロシラン、トリ
デカフルオロ‐１，１，２，２‐テトラヒドロオクチルトリクロロシラン、トリデカフル
オロ‐１，１，２，２‐テトラヒドロオクチルトリメトキシシラン、トリデカフルオロ‐
１，１，２，２‐テトラヒドロオクチルトリエトキシシラン、およびトリフルオロプロピ
ルトリメトキシシランからなる群から選択されるフルオロアルキルシランを含む、例１の
医療用電気リード線に関する。
【０００９】
　例９では、医療用電気リード線は、可撓性かつ長尺状の高分子リード線本体、少なくと
も１つのルーメンを通って伸びる導電性ワイヤ、リード線本体に接続されたコネクタ、リ
ード線本体の外側部分に配置された電極、および電極上に配置された多孔性コーティング
を含む。リード線本体は、該リード線本体の中を通る少なくとも１つの長手方向のルーメ
ンを画成し、コネクタは、リード線を移植式パルス発生装置に機械的かつ電気的に接続す
る。電極は、導電性ワイヤに電気的に接続される。多孔性コーティングは、ポリテトラフ
ルオロエチレンを含むパターン化されたファイバーメッシュと、該ファイバーメッシュ上
に配置された、親水性組成物を含む第１のコーティングとを含む。
【００１０】
　例１０は、親水性組成物がカーボンコーティングを含む、例９の医療用電気リード線に
関する。
　例１１は、親水性組成物がＴｉＯ２およびポリアクリル酸を含む、例９の医療用電気リ
ード線に関する。
【００１１】
　例１２は、多孔性コーティングが細孔を含み、それぞれの細孔が約０．１μｍ～約１０
μｍの範囲の直径を有する、例９の医療用電気リード線に関する。
　例１３は、多孔性コーティングが細孔を含み、それぞれの細孔が約３μｍ未満の直径を
有する、例９の医療用電気リード線に関する。
【００１２】
　例１４は、パターン化されたファイバーメッシュが製織されたファイバーメッシュであ
る、例９の医療用電気リード線に関する。
　例１５は、パターン化されたファイバーメッシュが熱収縮性である、例９の医療用電気
リード線に関する。
【００１３】
　例１６は、パターン化されたファイバーメッシュが管状構造を有する、例９の医療用電
気リード線に関する。
　例１７では、リード線本体と少なくとも１つの導電性ワイヤとを有する種類の医療用電
気リード線のための電極を作製する方法は、リード線本体上に電極を形成するステップと
、電極の上に高分子ナノファイバーメッシュを配置するステップと、高分子ナノファイバ
ーメッシュに第１の多層コーティングを施すステップと、第１の多層コーティングに第２
のコーティングを施すステップとを含む。ナノファイバーメッシュはポリエーテルエーテ
ルケトンを含み、第１の多層コーティングはＴｉＯ２の層およびポリアクリル酸の層を含
み、第２のコーティングはフルオロアルキルシランを含む。
【００１４】
　例１８は、電極の上に高分子ナノファイバーメッシュを配置するステップが、静電紡糸
法により電極の上に高分子ナノファイバーメッシュを作製する工程を含む、例１７の方法
に関する。
【００１５】
　例１９は、高分子ナノファイバーメッシュが微細に製織された高分子ナノファイバーメ
ッシュからなる、例１７の方法に関する。
　例２０は、高分子ナノファイバーメッシュに第１の多層コーティングを施すステップが
、電極および高分子ナノファイバーメッシュをＴｉＯ２の中でコーティングするステップ
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、電極および高分子ナノファイバーメッシュをポリアクリル酸の中でコーティングするス
テップ、ならびにこれら２つのコーティングステップを交互に少なくとも５回繰り返すス
テップをさらに含む、例１７の方法に関する。
【００１６】
　例２１では、リード線本体と少なくとも１つの導電性ワイヤとを有する種類の医療用電
気リード線のための電極を作製する方法は、リード線本体上に電極を形成するステップと
、電極の上にパターン化されたファイバーメッシュを配置するステップと、パターン化さ
れたファイバーメッシュに第１のコーティングを施すステップとを含む。パターン化され
たファイバーメッシュはポリテトラフルオロエチレンを含み、第１のコーティングは親水
性組成物を含む。
【００１７】
　例２２は、２／１綾織り（2 over 1 weave）を使用してファイバーメッシュをパターン
化されたファイバーメッシュに製織するステップをさらに含む、例２１の方法に関する。
　例２３は、親水性組成物がカーボンコーティング、ＴｉＯ２およびポリアクリル酸、Ｂ
ｉｏＳｌｉｄｅ（商標）、またはプラズマ処理を含む、例２１の方法に関する。
【００１８】
　多数の実施形態が開示されるが、当業者には、本発明の実例となる実施形態を示しかつ
説明する以下の詳細な説明から、本発明のさらに別の実施形態が明白となるであろう。従
って、図面および詳細な説明は当然例示としてみなされるべきであり、限定的なものとみ
なされるべきではない。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】１つの実施形態による、患者の心臓に設置された１対の医療用電気リード線に接
続されたパルス発生器を含む心調律管理システムの概略図。
【図２】１つの実施形態による、図１に示されたリード線のうち一方の斜視図。
【図３】１つの実施形態による、多孔性コーティングを有する電極の概略図。
【図４】１つの実施形態による、ナノファイバーメッシュの拡大概略図。
【図５Ａ】１つの実施形態による、パターン化されたファイバーメッシュの拡大概略図。
【図５Ｂ】図５Ａのパターン化されたファイバーメッシュのさらなる拡大概略図。
【図６】別の実施形態による、パターン化されたファイバーメッシュの概略斜視図。
【図７】１つの実施形態による、多孔性コーティングの拡大概略図。
【図８Ａ】１つの実施形態による、多孔性コーティングを備えたリード線の作製方法のフ
ローチャート。
【図８Ｂ】１つの実施形態による、ナノファイバーを静電紡糸してメッシュにするための
典型的な装置の概略図。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　本明細書中に開示された様々な実施形態は、多孔性コーティングを有する電極を備える
医療用電気リード線、および該リード線を作製するための関連する方法に関する。本発明
の様々な実施形態によるリード線は、内因性の電気的活性の感知、および患者への治療的
な電気刺激の付与のうち少なくともいずれか一方に適している。典型的な用途には、限定
するものではないが、心調律管理（ＣＲＭ）システムおよび神経刺激システムが挙げられ
る。例えば、ペースメーカー、移植式除細動器、または心臓再同調療法（ＣＲＴ）デバイ
スを利用する典型的なＣＲＭシステムでは、本発明の実施形態による医療用電気リード線
は、心臓の電気的活性を感知して心臓内部の心組織に治療的電気刺激を与えるように、１
つ以上の心腔内に部分的に移植されるように構成された心内膜リード線であってよい。さ
らに、本発明の実施形態によって形成されたリード線は、ＣＲＴまたはＣＲＴ‐Ｄシステ
ムにおける両室ペーシングを容易にするように、心臓の左側に隣接している冠状静脈中に
配置するのに特に適切となりうる。さらに加えて、本発明の実施形態により形成されるリ
ード線は、心臓の外表面に固定されるように（すなわち心外膜リード線として）構成され
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てもよい。図１は、患者の心臓１８に設置された１対の医療用電気リード線１４，１６に
接続されたパルス発生器１２を含む心調律管理システム１０の概略図であり、心臓１８は
、右心房２０および右心室２２、左心房２４および左心室２６、右心房２０の中の冠状静
脈洞口２８、冠状静脈洞３０、ならびに冠状静脈洞３０から分かれた典型的な分枝血管３
２を含む様々な冠状静脈を有している。
【００２１】
　１つの実施形態によれば、図１に示されるように、リード線１４は、基端側部分４２お
よび先端側部分３６を備え、先端側部分３６は図のように右心房２０、冠状静脈洞口２８
および冠状静脈洞３０を通り、冠状静脈洞３０の分枝血管３２の中へ導入されている。先
端側部分３６はさらに先端３８および電極４０を備え、該先端および電極はいずれも分枝
血管３２の内部に配置されている。図示されたリード線１４の配置は、心臓１８の左側に
ペーシング刺激および除細動刺激のうち少なくともいずれかを送達するために使用可能で
ある。さらに、当然のことであるが、リード線１４は、心臓１８の左側または右側に治療
法を提供するために、冠状静脈系の他の領域、例えば大心臓静脈内または他の分枝血管内
に部分的に設置されてもよい。
【００２２】
　図示された実施形態では、電極４０は、内因性の電気的心律動の感知および分枝冠状静
脈３２の内部から左心室２６への比較的低電圧のペーシング刺激の送達のうち少なくとも
いずれかのために構成された比較的小さな低電圧電極である。様々な実施形態において、
リード線１４は、多極ペーシング用および選択的なペーシング部位設定用のうち少なくと
もいずれか一方のための、追加のペーシング電極／感知電極を備えることができる。
【００２３】
　さらに示されているように、図の実施形態では、リード線１６は、基端側部分３４と、
右心室２２に埋め込まれた先端側部分４４とを備えている。他の実施形態では、ＣＲＭシ
ステム１０は、さらなる追加のリード線、例えば右心房２０に埋め込まれたリード線を備
えていてもよい。先端側部分４４は、いずれも図の実施形態の右心室２２に移植された、
可撓性の高圧電極４６、比較的低電圧のリング電極４８、および低電圧のチップ電極５０
をさらに備えている。当然ながら、高圧電極４６はリング電極４８およびチップ電極５０
と比べて比較的大きな表面積を有し、従って除細動／電気除細動療法のために心組織へ比
較的高電圧の電気刺激を送達するために構成され、一方リング電極４８およびチップ電極
５０は比較的低電圧のペーシング電極／感知電極として構成される。電極４８，５０は双
極のペーシング／感知能力をリード線１６に提供する。
【００２４】
　様々な実施形態において、リード線１６は、多極の除細動／電気除細動能力を提供する
ように、リード線１６に沿って追加の除細動／電気除細動電極および追加のペーシング／
感知電極のうち少なくともいずれかを備えている。１つの典型的な実施形態では、リード
線１６は、移植時に右心房２０（および上大静脈のうち少なくともいずれか）の中に位置
するようにリード線１６に沿って配置された、電極４６以外の基端側高圧電極を備えてい
る。当然ながら、さらなる電極構成をリード線１６とともに利用することが可能である。
要するに、いかなる電極構成も、本発明の意図する範囲から逸脱することなくリード線１
６に使用することができる。
【００２５】
　パルス発生器１２は、典型的には、患者の胸部または腹部の移植位置または嚢状腔の内
部に皮下移植される。パルス発生器１２は、患者に治療的な電気刺激を送達するための、
当分野で既知または後に開発される任意の移植式医療用デバイスであってよい。様々な実
施形態において、パルス発生器１２は、ペースメーカー、移植式除細動器、両室ペーシン
グ用に構成された心臓再同調（ＣＲＴ）デバイスであるか、またはペーシング能力、ＣＲ
Ｔ能力および除細動能力の組み合わせを備えている。
【００２６】
　図２は、図１に示されたリード線１６の斜視図である。上記に議論されるように、リー
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ド線１６は心臓を刺激するための電気パルスを送達すること、および心臓を監視するため
の電気パルスを受信することのうち少なくともいずれか一方を行うように適合されている
。リード線１６は長尺状の高分子リード線本体５２を備え、該本体は、ポリウレタン、ポ
リアミド、ポリカーボネート、シリコーンゴムまたはその他この種類のリード線に使用す
るための任意の既知のポリマーのような、任意の高分子材料から形成可能である。
【００２７】
　１つの実施によれば、該高分子材料は少なくとも摂氏約１００度の温度で安定である。
すなわち、高分子材料は少なくとも約１００℃まではその完全性を維持するように構成さ
れる。１つの態様では、この熱安定性により、高分子材料は下記に記載されたコーティン
グ処理に耐えることが可能となる。別例として、高分子材料は少なくとも摂氏約７０度の
温度で安定である。
【００２８】
　さらに示されるように、リード線１６はリード線本体５２の基端と作動可能なように結
合されたコネクタ５４をさらに備えている。コネクタ５４は、リード線１６をパルス発生
器１２に機械的かつ電気的に接続するように構成され、任意の標準的な型、大きさまたは
形状であってよい。当然ながら、コネクタ５７は、リード線本体５２内部の１つ以上の導
電ワイヤ（図示せず）経由で電極４６，４８，５０に電気的かつ機械的に連結される。利
用される導電ワイヤは、必要な機能性を提供する任意の形状を呈することができる。例え
ば、当然ながら、電極４８および５０のうち少なくともいずれか一方をコネクタ５４に（
したがってパルス発生器１２に）接続する導電ワイヤは、リード線送達用のスタイレット
またはガイドワイヤを受け入れるための内部ルーメンを画成しているコイル状の導電体で
あってもよい。逆に、様々な実施形態において、高圧電極５３への導電ワイヤはマルチス
トランドケーブル導体であってもよい。
【００２９】
　本発明の様々な実施形態によれば、電極４６，４８，５０のうちの１つ以上、例えば高
圧電極４６は、電極表面への組織の内殖および付着のうち少なくともいずれか一方を抑制
する多孔性複合コーティングを備えている。１つの実施形態では、該コーティングは、コ
ーティングの孔径の結果として電極表面への血球の到達を防止することにより、組織の内
殖および付着のうち少なくともいずれか一方を抑制する。別例として、該コーティングは
、電極表面に対する組織の内殖および付着のうち少なくともいずれか一方を抑制すること
ができる疎水性の性質を有する。さらなる別例では、該コーティングは、電極表面への血
球の到達を制限する小さな細孔と、下層をなす電極への液体の到達を可能にして電極の有
効性を増強することができる親水性の性質とを組み合わせて有している。したがって、本
発明の様々な実施形態による電極構成は、電極表面への組織の接着および内殖を抑制する
ための既存の技術、例えばｅＰＴＦＥのコーティングまたは被膜の代替物を提供する。
【００３０】
　当然ながら、本発明の様々な実施形態による本明細書中に記載の電極構成は、冠状静脈
系への移植用に構成されたリード線１４（図１を参照）の電極用にも、右心房リード線お
よび心外膜リード線のような他のリード線の電極用にも利用可能である。
【００３１】
　図３は、多孔性コーティング６２を有する電極（図１および２の電極に類似）を備えた
リード線６０を概略的に示している。この実施形態では、多孔性コーティング６２は電極
を覆うかまたは電極の上に配置される。別例として、当然ながら多孔性コーティングは電
極上だけでなくリード線本体の他の部分の上に同様に配置されてもよい。１つの実施形態
では、多孔性コーティングは電極の上に配置され、さらには電極を越えてリード線本体の
ある程度の部分まで広がる。別例として、多孔性コーティングはリード線本体の長さ全体
の上に配置される。１つの実施形態によれば、電極および電極を越えたリード線本体の少
なくともある程度の部分を覆うか、またはその上に配置された多孔性コーティングは、リ
ード線本体の移行部分をマスキングすることができる。すなわち、ある種のリード線本体
は、異なる特徴を備えた２つの異なるセグメントが接する移行部分を有し、それらの移行
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部分は直径もしくは外側表面の変化またはその他の特徴を備える可能性があり、この変化
や特徴は、挿入または抜去の際に患者の組織の何らかの部分（例えば動脈または静脈の内
壁）と接触して損傷を与える可能性がある。多孔性コーティングは、そのような移行部分
を覆うことにより、挿入または抜去の際にそのような部分が原因で生じる可能性のある損
傷から患者を保護するために、使用することができる。
【００３２】
　１つの実施によれば、多孔性コーティング６２は、ファイバーメッシュと、該メッシュ
上に配置された第１のコーティングとを有する。別例として、多孔性コーティング６２は
、ファイバーメッシュ、該メッシュ上に配置された第１のコーティング、および第１のコ
ーティングの上に配置された第２のコーティングを有する。本願の目的に関して、「多孔
性コーティング」は、ファイバーメッシュを該メッシュ上に配置された少なくとも１つの
コーティングと組み合わせたものを意味するように意図される。「第１のコーティング」
および「第２のコーティング」は、メッシュに付与されるかまたはメッシュ上に配置され
るコーティングを意味するように意図される。
【００３３】
　１つの実施形態によれば、ファイバーメッシュはナノファイバーメッシュで構成される
。別例として、ファイバーメッシュはパターン化されたファイバーメッシュである。
　図４は、ナノファイバーメッシュの一実施形態の典型的なＳＥＭ像を示す。本願の目的
に関して、用語「ナノファイバーメッシュ」は、任意のファイバーメッシュであって、電
極コーティングの中に含められる非パターン化メッシュまたは不均一なメッシュに形成可
能な直径約１０ｎｍ～約１，０００ｎｍのファイバーを有するファイバーメッシュを意味
するように意図される。
【００３４】
　１つの実施において、ナノファイバーメッシュは、絡み合っているがパターン化されて
いない、高分子ナノファイバーの配置構成である。高分子ナノファイバー材料には、約１
０ｎｍ～約１，０００ｎｍの範囲の直径を有するファイバーが挙げられる。ナノファイバ
ーメッシュの基になる典型的な高分子材料にはポリエーテルエーテルケトン（「ＰＥＥＫ
」）が挙げられる。別例として、ナノファイバーは、ポリウレタン、ポリスチレン、ポリ
エチレンテレフタラート、ポリメタクリル酸メチル、ポリカーボネート、またはナノファ
イバーに使用可能なその他の既知の高分子で作られてもよい。下記に述べるように、一実
施形態によるメッシュは、ファイバーが紡糸されて絡み合った配置構成となる静電紡糸工
程を使用して作出され、次いで電極上に配置される。別例として、メッシュは最初に無作
為またはパターン化されていない方法で製織され、次いで電極上に配置される。
【００３５】
　上述のように、代替実施形態では、メッシュはパターン化されたファイバーメッシュで
ある。本願の目的に関して、用語「パターン化（された）メッシュ」または「パターン化
（された）ファイバーメッシュ」は、多孔性の電極コーティングに含めるための、織り合
わせまたは他の方法で形成されてパターン化または非無作為の配置構成に、例えば製織パ
ターンまたは他の種類のパターン化もしくは非無作為の配置構成になりうるファイバーを
有する任意のファイバーメッシュを意味するように意図される。
【００３６】
　１つの実施において、多孔性コーティングのパターン化メッシュは、図５Ａおよび５Ｂ
に最もよく示されているような、ファイバーの製織された配置構成であり、これらの図面
は、パターン化ファイバーメッシュの一実施形態の４０×拡大（図５Ａ）および１５０×
拡大（図５Ｂ）における典型的なＳＥＭ像を示している。この製織されたメッシュ中のフ
ァイバーは、約１本のファイバーから約１，０００束のファイバー束まで様々な数であっ
てよい。１つの実施形態では、製織メッシュは４８本のファイバーで構成される。１つの
実施形態では、ファイバーは、「２／１」の綾織りまたはパターンを使用して製織される
。別例として、任意の既知の非無作為の織り方またはパターンも使用可能である。さらな
る実施形態では、ファイバーは任意の既知のパターン化構造または非無作為の構造に形成
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されてもよい。ファイバーは、約０．０１μｍ～約１０μｍの範囲の直径を有することが
できる。
【００３７】
　１つの実施形態によれば、ファイバーは、ポリテトラフルオロエチレン（「ＰＴＦＥ」
）（最も一般的な商標のテフロン（Ｔｅｆｌｏｎ、登録商標）としても知られている）の
ような熱収縮性材料で作られる。別例として、熱収縮性材料はポリフッ化ビニリデン（「
ＰＶＤＦ」）である。さらなる代替例では、該材料は製織可能なファイバーに形成するこ
とができる任意の熱収縮性材料であってよい。熱収縮性材料は、１つの実施によれば、摂
氏約１２０度～約１５０度の範囲の熱を加えられたときに収縮可能であり、かつ該材料の
原寸の５％を超えて収縮することができる。１つの実施形態によれば、熱はリード線の中
心部まで熱が拡散するのを回避するべく迅速に加えられ、このことにより、熱を原因とし
てリード線に生じうる損傷が防止される。
【００３８】
　代替の実施によれば、ファイバーは、ポリ塩化ビニリデン（「ＰＶＤＣ」）のような非
熱収縮性の材料で作られてもよい。別例として、非熱収縮性の材料は、ポリエーテルエー
テルケトン（「ＰＥＥＫ」）もしくはカーボンファイバー、または製織可能なファイバー
に形成することができる任意の他の非熱収縮性の材料であってよい。
【００３９】
　パターン化メッシュ中のファイバーは、パターン化メッシュに形成可能な任意の材料（
熱収縮性、またはそうでないもの）で作製可能であることが理解される。
　図６に示される１つの実施形態によれば、パターン化メッシュ７０は、電極７４を覆う
ように配置可能な円筒状または管状構造物７２に形成される。１つの実施形態では、メッ
シュ７０は管状構造７２に形成され、電極７４の上に配置され、次いでメッシュ７０が電
極７４の上で熱収縮される。材料が熱収縮性ではない代替実施形態では、メッシュ７０は
下記に記載されるような他の方法を使用して電極７４に取り付けられてもよい。
【００４０】
　上述のように、本明細書中に開示された多孔性コーティングの様々な実施形態は第１の
コーティングを備えている。第１のコーティングは、ファイバーメッシュをコーティング
するか、またはその他の方法でファイバーメッシュ上に配置される。１つの実施形態では
、第１のコーティングはＴｉＯ２およびポリアクリル酸を含むコーティングである。さら
なる実施形態では、内側コーティングは、ＴｉＯ２の層およびポリアクリル酸の層を有す
る多層コーティングである。該内側コーティングは、ＴｉＯ２の約５つの層およびポリア
クリル酸の５つの層から、各成分の約３０の層までの範囲の、多数の交互に重なった層を
有することができる。
【００４１】
　別例として、第１のコーティングには、ＢｉｏＳｌｉｄｅ（商標）、すなわちミネソタ
州ミネアポリス所在のボストン・サイエンティフィック・サイムド社（Boston Scientifi
c SciMed）から市販されている親水性潤滑コーティングが挙げられる。１つの実施形態で
は、ＢｉｏＳｌｉｄｅ（商標）製品は第１のコーティング組成物の１００％を占める。別
例では、ＢｉｏＳｌｉｄｅ（商標）製品は第１のコーティング組成物の１００％未満を占
めることもできる。
【００４２】
　さらなる代替例では、第１のコーティングは非熱プラズマ処理であってよい。非熱プラ
ズマ処理は、参照により全体が本願に組み込まれる「Non‐thermal Plasma Treatment of
 Textiles」というタイトルの論文（Surface＆Coatings Technology 202（2008），3427
‐3449）にさらに詳細に記載されているように、イオン温度より高い電子温度を有する部
分的にイオン化された気体を適用する既知の処理法である。１つの実施において、非熱プ
ラズマ処理には、低圧周囲温度条件でのファイバーメッシュへの水素／アルゴンまたは水
／アルゴンのガスプラズマの適用が挙げられる。さらなる実施形態では、ファイバーメッ
シュはＰＴＦＥであり、水素／アルゴンまたは水／アルゴンのガスプラズマの適用はＰＴ
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ＦＥファイバーの湿潤性を増大させる。
【００４３】
　第１のコーティングは、別の実施によれば、ドイツ連邦共和国ラインブライトバッハ所
在のＮＴＴＦコーティングズ・ゲーエムベーハー（NTTF Coatings GmbH）から市販されて
いるｃａｒｄｉｅｎｔ（Ｒ）ＨｙｄｒｏＸのようなカーボンコーティングである。別例と
して、カーボンコーティングはダイヤモンドライクカーボン（「ＤＬＣ」）コーティング
であってよい。ある態様では、ＤＬＣコーティングは窒素またはリンでドープされている
。ある実施形態によれば、ＤＬＣコーティングは湿潤性を増大させることができる。カー
ボンコーティングは、第１のコーティング組成物の１００％を占めることができる。別例
として、カーボンコーティングは第１のコーティング組成物の１００％未満を占めること
もできる。
【００４４】
　１つの実施によれば、第１のコーティングは、得られる多孔性コーティングの親水性の
性質を提供または増強する親水性コーティングであってよい。
　本明細書中に開示された多孔性コーティングのある実施形態は、第１のコーティングの
みを有する。しかしながら、上述のように、別例の実施形態は第２のコーティングを備え
ることができる。第２のコーティングを有する実施形態では、第２のコーティングは、第
１のコーティングおよびファイバーメッシュのうち少なくともいずれか一方をコーティン
グするかまたはその上にコーティング以外の方法で配置される。１つの実施形態では、第
２のコーティングはフルオロアルキルシラン（「ＦＡＳ」）である。例えば、１つの実施
において、ＦＡＳは次式：ＣＦ３（ＣＦ２）７（ＣＨ２）２Ｓｉ（ＯＣＨ３）３を有する
。さらに典型的なフルオロアルキルシランには、ヘプタデカフルオロ‐１，１，２，２‐
テトラヒドロデシルトリエトキシシラン、ヘプタデカフルオロ‐１，１，２，２‐テトラ
ヒドロデシルトリメトキシシラン、ヘプタデカフルオロ‐１，１，２，２‐テトラヒドロ
デシルトリクロロシラン、トリデカフルオロ‐１，１，２，２‐テトラヒドロオクチルト
リクロロシラン、トリデカフルオロ‐１，１，２，２‐テトラヒドロオクチルトリメトキ
シシラン、トリデカフルオロ‐１，１，２，２‐テトラヒドロオクチルトリエトキシシラ
ン、およびトリフルオロプロピルトリメトキシシランが挙げられる。１つの実施によれば
、該外側コーティングは、多孔性コーティングの疎水性をさらに増強するのに十分に大き
な水接触角（ＷＣＡ）を作り出す。例えば、１つの典型的な実施形態におけるＷＣＡは１
５０度より大きく、その結果著しく疎水性の多孔性コーティングが得られる。
【００４５】
　ある特定の典型的な実施形態についてここで議論する。１つの典型的な実施形態では、
多孔性コーティングは、ナノファイバーメッシュ、第１のコーティング、および、図７の
典型的なＳＥＭ像に示されたものに類似の多孔性コーティングを生じる第２のコーティン
グを有する。様々な実施形態によれば、ナノファイバーメッシュと２つのコーティングと
を備えた多孔性コーティング６２は、約１μｍ～約５μｍの範囲の直径の細孔を有するこ
とができる。この孔径により、タンパク質および細胞、例えば赤血球またはその他の種類
の細胞が電極表面へ到達するのが抑制されるとともに、該表面へのイオンおよび水分の到
達が提供される。したがって、多孔性コーティング６２は、電極表面へのイオンおよび流
体の到達を可能にする、タンパク質および細胞反発性のコーティングである。別例として
、ナノファイバーメッシュを備えた多孔性コーティング６２は、電極表面へのイオンの到
達を可能にする疎水性コーティング（かつ、したがってタンパク質および細胞反発性）で
ある。
【００４６】
　多孔性コーティング６２がパターン化メッシュおよび第１のコーティングを有する別例
の典型的な実施によれば、多孔性コーティング６２は、約１～約５００μｍの範囲の厚さ
を有することができる。別例として、コーティングの厚さは１５０μｍ未満であってもよ
い。１つの実施形態によれば、パターン化メッシュおよび第１のコーティングを備えた多
孔性コーティング６２は、直径約０．１μｍ～約１０μｍの範囲の細孔を有する。別例と
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して、細孔は約３μｍ未満である。１つの実施において、細孔密度は、多孔性コーティン
グの表面積全体の約５％より大きい。
【００４７】
　別の実施は、上記に開示された様々な実施形態に類似の多孔性コーティングを有する電
極を作製する方法に関する。その製法は、以下に詳細に述べるような様々な実施形態によ
って電極本体をコーティングするステップを含むことができる。
【００４８】
　図８Ａは、一実施形態による、電極８０の上にファイバーメッシュを有する多孔性コー
ティングを形成する方法について述べている。ファイバーメッシュがナノファイバーメッ
シュである１つの変更形態では、ナノファイバーメッシュは、円筒ロッド上に（ブロック
８２）、または別例として直接電極本体の上に、ナノファイバーを静電紡糸することによ
り作出される。そのような静電紡糸工程を行なうための１つの装置が、図８Ｂに概略的に
示されている。別例として、ナノファイバーメッシュは、微細に製織されたナノファイバ
ーメッシュを形成することにより作出されてもよい。
【００４９】
　ファイバーメッシュがパターン化ファイバーメッシュである代替実施形態では、管状構
造を有するパターン化メッシュは、ファイバーを非無作為形態またはパターン化された形
態に配置構成することにより作出される。１つの実施によれば、ファイバーは、図５Ａお
よび５Ｂに示されるようなパターンに互いに織り合わされる。別例として、ファイバーは
任意の既知の非無作為な方式で配置構成されてもよい。
【００５０】
　図８Ａに戻ると、メッシュはその後円筒ロッドから取り外されて電極上に配置される（
ブロック８４）。熱収縮性の実施形態については、次に加熱または温度調整（tempering
）の工程が行われてメッシュが加熱され、これによりメッシュが電極上で収縮する（ブロ
ック８６）が、このことは電極にメッシュを固定または付着させる助けとなる。加熱は、
熱送風機、赤外線照射、１つまたは複数のレーザー、オーブン、または熱収縮性の材料を
収縮させるための任意の他の既知の熱源を利用して達成することができる。
【００５１】
　次に、電極およびメッシュは第１のコーティングで被覆される。１つの実施形態では、
電極およびメッシュはＴｉＯ２コロイド溶液中で浸漬コーティングされる（ブロック８８
）。別例として、電極およびメッシュは任意の既知のコーティング法によってＴｉＯ２の
中でコーティングされる。１つの実施形態によれば、コーティング工程は化学蒸着（「Ｃ
ＶＤ」）工程である。次に、電極およびメッシュはポリアクリル酸水溶液中で浸漬コーテ
ィングされる（ブロック９０）。別例として、電極およびメッシュは任意の既知のコーテ
ィング法によってポリアクリル酸の中でコーティングされる。
【００５２】
　この実施形態では、これらのコーティングステップは次いで各々複数回繰り返され（ブ
ロック９２）、その結果としてＴｉＯ２とポリアクリル酸との組み合わせを生じ、この組
み合わせは、ある実施形態では交互に重なっているＴｉＯ２の層およびポリアクリル酸の
層を生じることができる。１つの実施において、コーティングステップは、各々約３０回
繰り返されてもよい。別例として、コーティングステップは、各々約５～約３０回の範囲
の任意の回数で繰り返されてもよい。得られたコーティングはその後、８０℃で約２４時
間乾燥させる（ブロック９４）。別例として、コーティングは、約３０℃～約１２０℃の
範囲の温度で約１時間～約３０時間の範囲で乾燥させてもよい。
【００５３】
　別例の実施において、第１のコーティングは上述の任意のコーティングであってよい。
さらに、第１のコーティングは別例として原子層堆積（「ＡＬＤ」）工程を使用して施さ
れてもよい。別の実施形態では、外側コーティングは、デバイスに沿った、容易には到達
できない位置でのコーティングの堆積を可能にする任意の既知の処理工程を使用して施す
ことができる。
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　上述のように、本明細書中で考慮されるいくつかの代替実施形態は第２のコーティング
を有する。そのような実施形態の１つの実施において、上記で作出されたメッシュおよび
第１のコーティングは、第２のコーティングで被覆される。１つの実施形態では、第２の
コーティングはフルオロアルキルシラン（「ＦＡＳ」）である（ブロック９６）。得られ
た外側コーティングはその後、８０℃で約１時間乾燥および加熱される（ブロック８８）
。別例として、該コーティングは約３０℃～約１２０℃の範囲の温度で約１時間～約２４
時間の範囲で乾燥および加熱されてもよい。
【００５５】
　別例の実施形態では、コーティング工程は、メッシュおよび管状構造物のうち少なくと
もいずれか一方の形成に先立ってファイバー上で実施されてもよい。さらなる実施形態で
は、コーティング工程は、メッシュがリード線本体上の適切な位置に配置された後で該メ
ッシュ上において実施されてもよい。メッシュが熱収縮性である実施形態では、コーティ
ング工程は、後述のようにメッシュがリード線本体の上で収縮される前または後のいずれ
において実施されてもよい。
【００５６】
　メッシュが第１のコーティングで（また、別例の実施形態では第２のコーティングで）
被覆されると、得られた多孔性コーティングはリード線本体の上に配置可能である。メッ
シュが熱収縮性である実施形態によれば、多孔性コーティングはリード線本体上に配置さ
れ、次いでリード線上の所望の位置で該コーティングを収縮させるために、コーティング
に熱が加えられる。
【００５７】
　１つの実施形態によれば、熱は多孔性コーティングの長さ全体に沿って加えられる。別
例として、多孔性コーティングの長さに沿った特定の箇所（複数）にのみ熱が加えられて
もよく、それらの箇所における固定はリード線本体へのコーティングの付着を維持するの
に十分となりうる。例えば、多孔性コーティングがちょうど電極部分だけではなくリード
線本体のより多くの部分を覆う実施形態では、熱は、コーティングの両端部および電極自
体に加えられてよい。
【００５８】
　メッシュが熱収縮性ではない別例の実施において、多孔性コーティングは他の方法でリ
ード線本体に取り付け可能である。１つの実施形態では、コーティングは接着剤を用いて
リード線本体に取り付けられてもよい。別例として、コーティングは、該コーティングの
一部を覆って配置されるリングを使用して、該コーティングがリード線本体とリングとの
間に取り付けられるように、取り付けられてもよい。
【００５９】
　本発明の範囲は、冠状静脈内移植用のリード線への適用のみに限定されることは意図さ
れていない。開示された実施形態の適用は、右心系の徐脈もしくは頻脈用リード線、また
は心外膜リード線に対してなされてもよい。冠状静脈への適用については、開示された実
施形態はリード線本体の非電極部分に対しても利用可能である。
【００６０】
　議論された典型的な実施形態に対し、本発明の範囲から逸脱することなく様々な改変お
よび追加を加えることができる。例えば、上述の実施形態は特定の特徴を表しているが、
本発明の範囲には、様々な組み合わせの特徴を有する実施形態および記載された特徴を必
ずしも全て含んでいない実施形態も含まれる。従って、本発明の範囲は、特許請求の範囲
の範囲内にあるそのような全ての代替形態、改変形態および変更形態を、それらの等価物
全てとともに包含するように意図されている。
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