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(57)【要約】
【課題】ステント配置のための装置および方法を提供す
る。
【解決手段】この装置は、多孔質生体適合性材料に付着
されたステントを備え、このステントは、増殖中の内皮
細胞に対して透過性であるが、予め決定された大きさの
塞栓の解放に対しては透過性ではない。好ましいステン
ト設計、および好ましい製造技術が提供される。血管分
枝部において使用するための装置および方法がまた、提
供される。さらに、本発明の実施形態は、治療剤の局所
送達のために構成されたコーティングを含み得る。本発
明の実施形態は、増強した血栓保護、改善された力分散
、および改善された再交差可能性を提供し、同時に再狭
窄および血栓形成の危険性を低下させると予測される。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ステント配置のための装置であって、以下：
　近位端および遠位端、ならびに該近位端と遠位端との間に延びる管腔を有する、ステン
トであって、該ステントが、ウェブ構造体を有する壁を備える管状本体を有し、該ウェブ
構造体が、折り畳まれた送達配置から拡張した展開配置へと拡張するよう構成されている
、ステント、ならびに
　該近位端と該遠位端との間で該ステントの少なくとも一部に付着された、材料、
を備え、
　該ウェブ構造体が、複数の相互接続した近隣ウェブパターンを備え、各ウェブパターン
が、複数の隣接ウェブを有し、各隣接ウェブが、第１の横方向セクションと第２の横方向
セクションとの間に介在する中央セクションを備え、
　ここで、該中央セクションが、該折り畳まれた送達配置にある場合に、該ステントの長
手方向軸に対して実質的に平行であり、該第１の横方向セクションの各々が、第１の角度
で該中央セクションに接合し、該第２の横方向セクションの各々が、第２の角度で該中央
セクションに接合し、そして該近隣ウェブパターンの隣接するものが、交互の陥凹を有す
る、装置。
【請求項２】
　前記材料が、塞栓保護を増強し、そして再狭窄および血栓形成の危険性を低下させるよ
う配置された細孔を備える、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記ステントが、自己拡張ステントを備える、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記ステントが、バルーン拡張可能ステント、双安定セルステント、および金属メッシ
ュステントからなる群より選択される、請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記細孔が、約３０μｍ以上の最小幅を有し、これによって、再狭窄および血栓形成の
危険性を低下させる、請求項２に記載の装置。
【請求項６】
　前記細孔が、約１００μｍ以下の最大幅を有し、これによって、塞栓保護を増強する、
請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　前記細孔が、約８０μｍの平均幅を有する、請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　前記材料が、生体適合性ポリマー、変性熱可塑性ポリウレタン、ポリエチレンテレフタ
レート、ポリエチレンテトラフタレート、発泡ポリテトラフルオロエチレン、ポリプロピ
レン、ポリエステル、ナイロン、ポリエチレン、ポリウレタン、ホモロジー材料、自己由
来の静脈、非自己由来の静脈、生分解性材料、ポリラクテート、ポリグリコール酸、およ
びこれらの組み合わせからなる群より選択される、請求項１に記載の装置。
【請求項９】
　前記材料上に配置されたコーティングをさらに備える、請求項１に記載の装置。
【請求項１０】
　前記コーティングが、体腔に導入される場合に放出されるよう構成された治療剤を含む
、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記治療剤が、結合した活性基、放射線、遺伝子ベクター、医薬、およびトロンビンイ
ンヒビターからなる群より選択される、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記材料が、前記ステントの少なくとも外側表面の部分に配置される、請求項１に記載
の装置。
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【請求項１３】
　前記材料が、前記ステントの少なくとも内側表面の部分に配置される、請求項１に記載
の装置。
【請求項１４】
　前記材料が、前記ステントの少なくとも一部の開口部内に焼結されている、請求項１に
記載の装置。
【請求項１５】
　前記細孔が、該細孔を通って血液が流れることを可能にするよう構成されている、請求
項２に記載の装置。
【請求項１６】
　前記装置が、該装置によって付与される力または該装置に付与される力を、該装置の一
部にわたって分散するよう構成されている、請求項１に記載の装置。
【請求項１７】
　前記装置が、前記ステントが拡張した展開配置にある場合に、該ステントの管腔を再交
差させるために構成されている、請求項１に記載の装置。
【請求項１８】
　前記自己拡張ステントが、弾性ウィーブパターンを備える、請求項３に記載の装置。
【請求項１９】
　前記ステントが、変形可能な材料を含む、請求項４に記載の装置。
【請求項２０】
　前記変形可能な材料が、ステンレス鋼およびチタンからなる群より選択される、請求項
１９に記載の装置。
【請求項２１】
　放射線不透過特徴をさらに有する、請求項１に記載の装置。
【請求項２２】
　前記装置が、血管の側枝において配置されるように構成される、少なくとも１つの開口
を備える、請求項２に記載の装置。
【請求項２３】
　一部の前記細孔が、残りの前記細孔と比較して異なる多孔度を構成し、該一部の該細孔
が、血管の側枝に位置されて、血液が該側枝を通って流れることを確実にするように構成
される、請求項２に記載の装置。
【請求項２４】
　前記材料が、不連続な点に沿って前記ステントに付着されている、請求項１に記載の装
置。
【請求項２５】
　前記材料が、規定された面に沿って前記ステントに付着されている、請求項１に記載の
装置。
【請求項２６】
　前記規定された面が、長手方向の継目、螺旋状の継目、および円周状のバンドからなる
群より選択される、請求項２５に記載の装置。
【請求項２７】
　前記材料が、前記ステントに、前記ウェブ構造体の大部分に沿って付着されている、請
求項１に記載の装置。
【請求項２８】
　ステント配置のための装置であって、以下：
　近位端および遠位端、ならびに該近位端と遠位端との間に延びる管腔を有する、ステン
ト；ならびに
　該近位端と遠位端との間で、該ステントの少なくとも一部に付着された材料であって、
該材料が、該材料の全長に沿って細孔を有し、該細孔が、約３０μｍより大きく約１００
μｍより小さな直径を有する、材料、
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を備え、
　ここで、該材料が、該ステントに、不連続な点または規定された面に沿って付着されて
いる、装置。
【請求項２９】
　前記ステントが、ウェブ構造体を有する壁を備える管状本体をさらに備え、該ウェブ構
造体が、折り畳まれた送達配置から拡張した展開配置へと拡張するよう構成されており、
　該ウェブ構造体が、複数の相互接続した近隣ウェブパターンを備え、各ウェブパターン
が、複数の隣接ウェブを有し、各隣接ウェブが、第１の横方向セクションと第２の横方向
セクションとの間に介在する中央セクションを備え、
　ここで、該中央セクションが、該折り畳まれた送達配置にある場合に、該ステントの長
手方向軸に対して実質的に平行であり、該第１の横方向セクションの各々が、第１の角度
で該中央セクションに接合し、該第２の横方向セクションの各々が、第２の角度で該中央
セクションに接合し、そして該近隣ウェブパターンの隣接するものが、交互の陥凹を有す
る、請求項２８に記載の装置。
【請求項３０】
　ステント配置のための装置であって、以下：
　近位端および遠位端、ならびに該近位端と遠位端との間に延びる管腔を有する、ステン
ト；ならびに
　該ステントの少なくとも一部に、不連続な点または規定された面に沿って付着された材
料、
を備える、装置。
【請求項３１】
　前記材料が、該材料の全長に沿って細孔を有し、該細孔が、約３０μｍより大きく約１
００μｍより小さな直径を有する、請求項３０に記載の装置。
【請求項３２】
　前記ステントが、ウェブ構造体を有する壁を備える管状本体をさらに備え、該ウェブ構
造体が、折り畳まれた送達配置から拡張した展開配置へと拡張するよう構成されており、
　該ウェブ構造体が、複数の相互接続した近隣ウェブパターンを備え、各ウェブパターン
が、複数の隣接ウェブを有し、各隣接ウェブが、第１の横方向セクションと第２の横方向
セクションとの間に介在する中央セクションを備え、
　ここで、該中央セクションが、該折り畳まれた送達配置にある場合に、該ステントの長
手方向軸に対して実質的に平行であり、該第１の横方向セクションの各々が、第１の角度
で該中央セクションに接合し、該第２の横方向セクションの各々が、第２の角度で該中央
セクションに接合し、そして該近隣ウェブパターンの隣接するものが、交互の陥凹を有す
る、請求項３０に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ステントに関し、そしてより詳細には、増強した塞栓保護を提供するために
、そして再狭窄および血栓形成を軽減するために作製された拡張可能なウェブ構造を有す
るステント移植に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ステントは、通常、種々の血管内適用および非血管適用について示される（患者の血管
内での開存性の回復および／または維持を含む）。ステントはまた、拡張後の血管の再狭
窄を軽減するために使用されて、その結果、血管を通る適切な血流を保証する。以前に公
知のステントは、内皮細胞が、迅速に移動する開口部を有する、セル構造またメッシュ構
造から形成される。これらの内皮細胞は、ステントと血管を通る血流との間の相互作用を
制限するステントの一面に滑らかなコーティングを形成して、その結果、再狭窄および血
栓形成を最小化する。
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【０００３】
　多くの適用において、血管開存性の維持および再狭窄の制限に加えて、血管壁からの塞
栓性材料の遊離に対する保護が、所望される。血流中に遊離した塞栓が、下流に流れる場
合、これらは、流れを閉塞し得、そして患者に対して死、発作または他の持続性の傷害を
起こし得る。以前に公知のステントに隣接する細胞間の開口部は、適用に依存する、この
ような塞栓の遊離への道を提供する。
【０００４】
　塞栓保護に加えて、滑らかな表面（すなわち、開口部がない実質的に連続した表面）は
、ガイドワイヤ、バルーン、カテーテルなどとの妨げられない再交差能力（例えば、ステ
ントの管腔への）を許容すること、狭窄または再狭窄を圧迫し、そして管腔を開けること
、血管の幾何学的変化に適応するためにステントのサイズを変更することが所望される。
さらに、ステントによってか、またはステントに適用される力の平衡化は、血管切開を起
こすステントの危険性を低減し得る。開口部が原因で、以前の公知のステントは、制限さ
れた塞栓保護、再交差能力および同じ適用における力分散のみを提供し得る。
【０００５】
　カバーされたステントまたはステント移植片は、狭窄性塞栓に不浸透性である生物学的
適合性材料で、少なくとも部分的に外見をカバーされるか、内部を裏付けされるか、また
は焼結されるステントを含有する。通常のカバー材料としては、生物学的適合性ポリマー
（例えば、ポリエチレンテレフタラート（ＰＥＴＰまたは「ダクロン（Ｄａｃｒｏｎ）」
）または拡張性ポリテトラフルオロエチレン（ｅＰＴＦＥまたは「テフロン（登録商標）
」）が挙げられる。ステント移植片は、バルーン拡張可能か、または自己拡張かのいずれ
かであり得る。バルーン拡張可能な系は、血管の内部の輪郭に対応するインビボでの最適
な直径に拡張し得る。圧縮に関して、自己拡張の実施形態は、回復性のある様式において
、圧力がかからない展開配置に特徴的に戻り、従って、一時的に行なう蛇行状の解剖にお
いておよび血管における使用に好ましい。
【０００６】
　ステント移植片は、血管壁に対する塞栓を塞ぐことによって、および血管を通る血流か
ら塞栓を排除することによって塞栓の保護を提供する。さらに、ステント移植片の生物学
的適合性材料が、ステントのプロフィールを密接に探知するので、血管壁に衝突するによ
ってか、または血管壁に衝突することに適用される力は、より大きなステントの表面領域
にわたって分散される（すなわち、力は、ステントに開口部間に位置する「圧縮材」によ
って個別の点だけに適用されない）。さらに、生物学的適合性材料はまた、負荷を移し、
そしてステントの表面に負荷を分散する。さらに、ステント移植片は、特に、生物学的適
合性材料が、ステントの内部を裏付けるか、またはステントに焼結される場合、改善され
たか、または妨げられない移植片の管腔への再交差能力を許容する滑らかな表面を提供す
る。
【０００７】
　ステント移植片において使用された生体適合性材料が、塞栓放出に対して不透過性であ
り、そして塞栓放出に対する保護を提供する場合、これらの生体適合性材料は、代表的に
、迅速な内皮化を許容せず、同様に、これらの生体適合性材料はまた、血管の保護内膜層
を形成する内皮細胞（すなわち、約３０μｍより小さな孔を有する細胞）の内殖に不透過
性であるかまたは実質的に不透過性である。これらの細胞は、ステント移植片の開口端か
らステントの内部中へと移動しなければならない。移動は、血流および移植片によって提
供された足場を通って生じる。このような移動は緩徐であり、そして、裸の（すなわち、
覆われていない）ステントによって必要とされる数日から数週間という期間とは対照的に
、数ヶ月間かかり得る。
【０００８】
　暫定的には、恐ろしい結果を招く可能性で、血栓が移植片の管腔内に形成し得る。さら
なる欠点として、移植片の開口端を通る内皮の移動は、内皮のコーティングを不完全にさ
せ得る（すなわち、その移動は、移植片の中央部にかからない）。さらに、この内皮層は
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、しばしば、裸のステントで観察された内皮化よりも、より厚く、そしてより不規則であ
り、このことは、再狭窄や血栓形成の危険性を増大させる。
【０００９】
　多孔質で覆われたステントはまた、公知である。例えば、Ｓｏｌｏｖａｙの米国特許第
５，７６９，８８４号は、覆われたステントがそのステントの末端付近の領域に細孔を有
し、ここで、これらの孔が組織の内殖および内皮化を許容する大きさを備えることが記載
されている。このステントの中央領域は、損傷を受けた組織または疾患組織をカプセル化
して、組織の内殖を阻害するように、より少孔性であるかまたは非孔性であると記載され
る。
【００１０】
　Ｓｏｌｏｖａｙデバイスは、いくつかの欠点を有すると考えられる。第１に、ステント
末端領域は、１２０μｍと同じ大きさの好ましい孔直径を有すると記載される。しかし、
約１００μｍより大きな孔直径は、不適切な塞栓保護を提供し得る；従って、末端領域が
狭窄を加圧する場合、危険な塞栓形成が生じ得る。第に、ステントの中央領域が組織の内
殖を阻害するよう適合される場合、内皮細胞は末端領域および血流からこのステントの中
央領域中に移動しなければならない。先に議論されたように、このような移動は緩徐であ
り、内部の内皮層を提供する。
【００１１】
　以前から公知のデバイスのさらなる欠点は、多数のデバイスが血管の分岐部での使用の
ために構成されていないことである。血管の側枝を横切って配置された裸のステントは、
側枝中へ血流を分け、血栓形成を引き起こし得る乱れを生じることが期待される。逆に、
非孔質で覆われたステント／ステント移植片が分岐部を横切る配置は、移植片が血液に対
して実質的に不透過性であるものとして、血流から側枝を持続的に排除することが期待さ
れる。
【００１２】
　以前から公知のステントおよびステント移植片に関連する欠点を考慮して、以前から公
知のデバイスの欠点を克服するステント配置のための装置および方法を提供することが望
ましい。
【００１３】
　さらに、塞栓放出の危険性を低減する方法および装置を提供することが望ましく、一方
、また狭窄および血栓形成の危険性を低減する方法および装置を提供することもまた望ま
しい。
【００１４】
　装置の管腔中に再交差する能力を向上させ得るステント配置のための装置および方法と
提供することもまた望ましい。
【００１５】
　装置によってかまたはこれに対して加えられる力を分配するステント配置のための装置
および方法を提供することもまた望ましい。
【００１６】
　分岐された血管における使用に適切な装置および方法を提供することがさらになお望ま
しい。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　上記を考慮して、以前に知られた装置および方法の欠点を克服するステント配置のため
の装置および方法を提供することが、本発明の目的である。
【００１８】
　ステント配置の間、およびステント配置の後に塞栓放出の危険性を減少させ、そしてま
た、再狭窄および血栓形成の危険性を減少させることが、目的である。
【００１９】
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　この装置の管腔への邪魔にならない再交差を可能にする装置および方法を提供すること
が、本発明のなお別の目的である。
【００２０】
　この装置によってまたはこの装置に適用される力を分散するステント配置のための装置
および方法を提供することが、目的である。
【００２１】
　二股容器での使用に適した装置および方法を提供することが、目的である。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　本発明のこれらの目的および他の目的は、ステント（例えば、バルーン拡張可能ステン
ト、自己拡張ステント、双安定セルステント、または金属メッシュステント）を備える装
置を提供することによって達成される。生体適合性材料は、このステントの開口部の間に
少なくとも部分的にステント配置されるか、このステントの内部表面もしくは外部表面（
または両方）を覆う。以前に知られたステントグラフトのようではなく、本発明の実施形
態は、内皮細胞の内方増殖に対して透過性であり、そしてそれらの全長に沿った臨界サイ
ズの塞栓放出に対して透過性ではない。従って、本発明は、非多孔性ステントグラフトの
、血栓保護、力分散、および改善された再交差可能な特性を提供し、同時に裸のステント
の再狭窄および血栓形成の特性に対する保護をさらに提供する。
【００２３】
　１つの好ましい実施形態において、本発明の生体適合性材料は、織成、編成、または編
組みの堅さの関数として決定される、細孔サイズを有する、例えば、多孔質織成材料、編
成材料、または編組み材料を含む。細孔サイズは、内皮細胞の内方増殖を可能にするが、
予め決定されたサイズより大きな塞栓の放出を防止するように選択される。代替の実施形
態において、生体適合性材料は、化学的、物理学的、機械的にレーザー切断されるか、ま
たは他に、特定の直径、空間などを有する材料を介して作製される細孔を備える。細孔は
、均一または非均一な密度、サイズ、および／または形状を提供し得る。この細孔は、好
ましくは、内皮細胞の内方増殖を促進するに十分な大きさの最小幅、および塞栓の放出の
危険性を減少させるに十分小さな最大幅を有する。
【００２４】
　装置はまた、二股容器または分枝容器の使用のために使用される。本発明の多孔性生体
適合性材料は、血流に対して浸透性であるので、移植される場合に、側方分枝への流れが
、連続し続けることが期待される。ステント装置の直径と比較して、細孔の小さな直径に
より、乱流を最小にし、そして血栓のない血液が側方分枝に流れ得る格子を提供する。必
要に応じて、細孔の多孔度（すなわち、直径、密度、形状、および／または配列）は、側
方分枝の領域で変化し、適切な流れを保証し得る。
【００２５】
　あるいは、このステントおよび生体適合性は、半径方向の開口部を含み得る。二股容器
または分枝容器をステント配置する場合、半径方向の開口部は、分枝の開放度を維持する
ために側方分枝を有するラインに配置され得る。あるいは、複数の半径方向の開口部は、
この移植片の長さに沿って提供され、連続血流が複数の側方分枝を通過して流れることを
容易にする。
【００２６】
　本発明の装置と共に使用するためのステントは、好ましくは、収縮した送達配置から拡
張した展開配置へと拡張するよう構成されている、ウェブ構造体を有する壁を備える管状
本体を有する。ウェブ構造体は、ウェブに隣接している複数の近隣ウェブパターンを備え
る。各ウェブが、３個のセクションを有し、中央セクションは、縮小された送達配置に長
手軸と実質的に平行に配置され、そして２個の横方向セクションは、中央セクションの末
端に接合される。横方向セクションと中央セクションとの角度が、拡張の間に増加し、こ
れにより、拡張に起因して、ステントの長さの減少を減らすかまたは実質的に排除する一
方で、ステントの半径方向の堅さは、増加させる。
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【００２７】
　好ましくは、それぞれのウェブのそれぞれの３つの部分は、実質的に直線であり、外側
セクションは、好ましくは中央セクションと共に鈍角で定義され、そして３つの部分は互
いに関係して配置されて凹面構造または凸面構造を形成する。その送達配置が縮小される
場合、このウェブは積み重ねられるかまたは入れ子式の、ボウルもしくはプレートに似て
いる。この配置は、小型の送達プロフィールを提供する。なぜなら、このウェブは互いに
対してパックされ、積み重ねられたプレートの横に似たウェブのパターンを形成するから
である。
【００２８】
　近隣ウェブパターンは、直線状のセクションとして好ましく形成される接続エレメント
によって、好ましくは互いに接続される。好ましい実施形態において、この接続エレメン
トは、隣接のウェブパターンとの間から、ウェブパターン中の所定の隣接のウェブの間の
相互接続した近隣ウェブパターンまで伸長する。
【００２９】
　近隣ウェブパターンの対の接続エレメントの配向は、好ましくはこの対の間に配置され
る全ての接続エレメントについて同じである。しかし、接続エレメントのこの配向は、近
隣ウェブパターンの近隣の対の間で交替する。従って、例示的に平板化されそして平面と
して示されるステントは、近隣の対の間の接続エレメントの交替する配向：最初は上向き
、次いで下向き、次いで上向きなど、を提供する。
【００３０】
　当業者にとって明らかなように、接続エレメントおよび隣接ウェブの位置、分布密度お
よび厚さは変更され、特定の応用に合わせられた特徴を示すステントを提供する。応用に
は、例えば、冠状動脈または末梢動脈（例えば、腎動脈）における使用が挙げられ得る。
位置、密度および厚さは、ステントの長さに沿った剛性の特徴を柔軟にそして放射状に変
更するために、まさに個々のステントの長さに沿って変更し得る。
【００３１】
　本発明の開口部の使用についてのステントは、好ましくは送達配置において柔軟性であ
る。このような柔軟性は、患者の血管中の標的部位へステントを案内するための臨床医の
能力を有利に増大する。さらに、本発明のステントは、好ましくは高い放射状の剛性を展
開配置中に示す。従って、移植されたステントは、血管壁によって適用された圧縮する力
に抵抗し得、そして血管の開存性を維持し得る。本明細書中に記載されるこのウェブ構造
体は、送達配置における柔軟性の所望の組合わせおよび展開配置における放射状の剛性を
提供する。この組み合わせはさらに、例えばステントの第１部分において増大された壁の
厚さを有し、かつ隣接部分またはステントの部分においてより少ない接続エレメントと減
少した壁の厚さを有するステントを提供することによって、達成され得る。
【００３２】
　本発明の実施形態は、放射状の送達に局在化されるために構成された、コートするかま
たは付着される活性基、遺伝子治療、医薬、トロンビンインヒビター、または他の治療剤
を含み得る。さらに、実施形態はまた、血管中に正確に位置することを容易にする１つ以
上の放射線不透過性の特徴を含み得る。
【００３３】
　本発明の開口部を使用する方法もまた、提供される。
【００３４】
　本発明のさらなる特徴、その特性および様々な利点は、添付の図面と共に理解すると、
以下の好ましい実施形態の詳細な説明からより明らかになり、ここで、同じ参照番号は、
全体にわたって、同じ部品に当てはまる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の装置と共に使用するための好ましいステントの基本構造を示す、概略等
角図である。
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【図２】収縮した送達構成の、図１のステントの壁のウェブ構造体を示す概略図である。
【図３】拡張して配置した構成の、図１のステントのウェブ構造体を示す概略図である。
【図４】送達構成の、ウェブ構造体の拡大図である。
【図５】継目部分を有し、製造された構成として示された、図１のステントの代替のウェ
ブ構造体の概略図である。
【図６】Ａ～Ｃは、患者の血管内で拡張して配置された構成の従来技術の裸のステントの
断面図であり、それぞれ、塞栓保護、再交差性、および力分布に関する裸のステントの限
定を示す。
【図７】患者の血管内で拡張して配置された構成の従来技術の非多孔性ステント移植片の
断面図であり、非能率的な内皮細胞移動に起因する血栓形成および再狭窄の可能性を示す
。
【図８】ＡおよびＢは、本発明の第１の実施形態の断面図であり、それぞれ、収縮した送
達構成および配置された構成で示される。
【図９】Ａ～Ｄは、患者の血管内の図８の装置の断面図であり、本発明に従ってこの装置
を使用する方法を例示する。
【図１０】Ａ～Ｃは、患者の血管内の図８の装置の断面図であり、この装置の管腔内への
再導入の能力、およびこの装置の移植後の血管開存性を確立または回復するための方法を
例示する。
【図１１】患者の血管内の図８の装置の断面図であり、衝突している血管と相互作用した
場合の力の分配を例示する。
【図１２】血管の分岐点で使用している図８の装置の断面図である。
【図１３】血管の分岐点で使用している、半径方向開口部を含む本発明の装置の代替の実
施形態の断面図である。
【図１４】ＡおよびＢは、ステント／ステント被覆取付けスキームを例示している、断面
図である。
【図１５】Ａ～Ｄは、図１４Ｂの取付けスキームを提供する様式で、ステント被覆をステ
ントに取り付けるための様々な技術を例示している、等角図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　本発明は、拡張可能ウェブ構造体を有するステント移植片に関し、このステント移植片
は、増大した塞栓保護、ならびに再狭窄および血栓形成に対する改良された保護を提供す
るように構成される。これらの性質は、ステントに生体適合性材料（これは、塞栓に対し
て不透過性であるが、内皮細胞の内殖に対して透過性である）を取り付けることによって
達成される。この材料をステントに取り付けることはまた、装置に付与された力または装
置により付与される力を分散し、そしてガイドワイヤ、バルーンなどを用いる移植後の装
置の管腔への再交差を容易にする。従って、以前の公知の裸のステントとは異なり、本発
明は、塞栓放出に対する改良された保護、再交差のためのより滑らかな表面、および装置
に付与されたまたは装置により付与される力のより良い分配を提供する。さらに、以前の
公知の非多孔性ステント移植片とは異なり、本発明は、血栓形成および迅速な内皮化によ
る再狭窄に対する増大した保護を提供する。
【００３７】
　本発明の実施形態の詳細な提示の前に、このような実施形態に用いる用途についての好
ましいステント設計は、図１～５に示される。ステント１は、壁３を有する管状可撓性体
２を備えている。壁３は、図２～５に関して本明細書中の以下で記載されるようなウェブ
構造体を備えている。
【００３８】
　ステント１およびこのウェブ構造体は、収縮された送達配置から拡張された展開配置へ
と拡張可能である。製造材料に依存して、ステント１は、バルーンカテーテル使用の際に
、自己拡張的であるか、または拡張可能で有り得る。自己拡張的である場合、このウェブ
構造体は、好ましくは超弾性衝材料（例えば、ニッケル－チタンアロイ）から製造される
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。さらに、ステント１は、好ましくは生体適合性材料および／または生分解性材料から製
造される。これはまた、送達を促進するラジオパクで有り得、そして例えば、管内での血
栓形成または再狭窄を抑制する外部被覆Ｃを備える。あるいは、この被覆は、治療剤を患
者の血流の中に送達し得る。
【００３９】
　図２～４を参照すると、ステント１のこのウェブ構造体の第１の実施形態が記載されて
いる。図２～４において、ステント１の体２の壁３を、例示目的で平面へと平たく示す。
図２は、収縮された送達配置におけるウェブ構造体４を、ステントの長手の軸を示す線Ｌ
と共に示す。ウェブ構造体４は、交互に隣り合っている様式で配置される隣接するウェブ
パターン５および６を備える。従って、この図２で示されるウェブパターンは、５、６、
５、６、５、等のような順序で配置される。
【００４０】
　図２は、ウェブパターン５が、隣接ウェブ９（図２で上に凹んでいる）を備える一方、
ウェブパターン６は隣接ウェブ１０（図で上に凸）を備える。これらのウェブの各々は、
ステントが送達配置へ収縮した場合に、積層したプレート外観またはボウル様外観を与え
る凹形状または凸形状を有している。ウェブパターン５のウェブ９は、ウェブパターン６
のウェブ１０に関して１８０度回転したものであり、すなわち、凹形状と凸形状を交互に
する。ウェブ９およびウェブ１０の構造は、図４に関して明細書中の以下においてより詳
細に記載される。
【００４１】
　隣接したウェブパターン５およびウェブパターン６は、連結要素７により相互接続され
ている。複数の連結要素７および８を、ウェブパターン５とウェブパターン６の各対の間
に、長手方向に提供される。複数の連結要素７および８が、隣接するウェブ５とウェブ６
の間の円周方向に配置される。これら複数の連結要素の位置、分布密度、および厚さは、
本発明に従った特定の応用に適応するように変化し得る。
【００４２】
　連結要素７および８は、逆方向を示す。しかし、全連結要素７が好ましくは、同一の方
向を有しており、図２で示されるように、左側、底部から右側、頂部へ、伸長する。同様
に、全連結要素８が、好ましくは同一の方向を有しており、左側、頂部から右側、底部へ
と伸長する。連結要素７および８は、図２に示されるように、ウェブパターン５とウェブ
パターン６の間に交互にある。
【００４３】
　図３は、再度ウェブ構造体４を参照しながら、ステント１の拡張された展開配置を説明
している。ステント１が拡張された展開配置にある場合、ウェブ構造体４はステント１に
高い半径方向剛性を提供する。この剛性は、ステント１が拡張された配置でとどまること
を可能にし、その一方で、半径方向応力に影響下にある。ステント１が、例えば、再狭窄
領域の窪んだ管の中へ移植される場合、半径方向応力の適用を受け得る。
【００４４】
　図４は、ウェブ構造体４の拡大図であり、図２の収縮した送達配置中で配置されたウェ
ブ構造体の部分を詳説する。図４は、ウェブパターン５のウェブ９の各々が、３つのセク
ション９ａ、９ｂおよび９ｃを備え、そしてウェブパターン６のウェブ１０の各々が、３
つのセクション１０ａ、１０ｂおよび１０ｃを備える。好ましくは、セクション９ａ、９
ｂ、９ｃ、１０ａ、１０ｂおよび１０ｃの各々が、直線的な配置を有する。
【００４５】
　各ウェブ９が、横方向セクション９ａおよび９ｂに連結した中央セクション９ｂを備え
、従って、既述したボウル配置またはプレート様配置を形成する。セクション９ａおよび
９ｂは、鈍角αを含む。同様に中央セクション９ｂと横方向セクション９ｃは、鈍角βを
含む。各ウェブパターン６の各ウェブ１０のセクション１０ａ～１０ｂは、同様に配置さ
れるが、これは対応するウェブ９に関して１８０度回転したものである。２つのセクショ
ン９ａもしくは９ｃ、または１０ａもしくは１０ｃはお互いに隣接しており、第３の角γ
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が形成される（この角がゼロであるのは、図４で示されるように、このステントが完全に
収縮された位置にある場合である）。
【００４６】
　ステントが収縮した送達される配置にある場合、好ましくは、中央のセクション９ｂお
よび１０ｂは、管状ステントの長手方向軸Ｌに合わされる。各ウェブのセクション間の角
度は、最初は０または鋭角であるが、展開配置へ拡張する間に大きさが増大し（角度γは
除く）、ステント展開後には正しい角度に近づく。この増大は、展開の間のステント長の
短縮を減じて、半径方向の剛性を提供する。当業者によって理解されるように、ステント
の外形を取り巻いている、隣接ウェブの数は、好ましくはステントが移植される血管の直
径にしたがって選択される。
【００４７】
　図４は、以下を例示する：収縮した送達される配置にある配置されたステント１、それ
ぞれ交互に隣接し、それぞれが互いに重ねられたプレートのように配置されたウェブ９、
同様に隣接するウェブ１０。図４は、各ウェブのセクションの配置が、全てのウェブに適
用され、結合して、ステント１の管状構造体の壁３のウェブ構造４を形成することを例示
する。ウェブ９は、丸くなった接続セクション１２を経て、各ウェブパターン５において
相互接続される。この１つの接続セクション１２は、代表的に標識される。各近隣ウェブ
パターン６のウェブ１０は、同様に構成される。
【００４８】
　再び図４はまた、接続エレメント７および８の配置を例示する。接続エレメント７（ウ
ェブパターン５および近隣ウェブパターン６の間）は、配向Ａにおいて、ステントの長手
方向軸Ｌに対して斜め方向に展開され、これは、全ての接続エレメント７に対して同様で
ある。一般的に図４の左上から、右下へ伸びる直線によって配向Ｂが、例示される。同様
に、全ての接続エレメント８の配向は、一般的に図４の左下から、右上へ伸びる線Ｂによ
って例示される。したがって、（交互にＡ、Ｂ、Ａ、Ｂ、など）配向は、近隣ウェブパタ
ーン間の接続エレメントに対するウェブ構造４の全てにわたって得られる。
【００４９】
　接続エレメント７および８は、ウェブパターン５の接続セクション１１およびウェブパ
ターン６の接続セクション１１’を通る直線セクションとして、それぞれ配置される。こ
れは、接続セクション１１および１１’のそれぞれの間に拡張する接続エレメント７を用
いて、例示的に図４において示される。これは、全ての接続エレメント７および８につい
ての一般的な例を示すことが理解されるべきである。
【００５０】
　各ウェブが互いに角度αおよびβ（この角度は、好ましくは送達される配置において鈍
角である）を形成する３つの相互接続したセクションからなるので、図３の展開された配
置は、角度αおよびβの大きさを増大する。この角度の増大は、拡張した配置において半
径方向の剛性を増大するのに有用性を提供する。したがって、ステント１は、蛇行した解
剖学的構造を経て送達されるのを容易にする、収縮した送達される配置において可撓性で
あり得、そしてまた、狭窄領域において展開される場合であっても、血管開存性を保持に
するための拡張した配置において、十分な半径方向の剛性を呈し得る。角度の大きさの増
大はまた、拡張に依存するステントの長さの減少を実質的に減少し、そして無視しさえし
得る。したがって、これは、患者の血管内で展開後に、ステント１が完全に標的部位にか
からない可能性を減少する。
【００５１】
　例えば、ニッケル－チタンのような形状記憶合金から製品にする場合、図４のステント
は、自己拡張ステントとしての利用に、特によく適している。この場合、ウェブパターン
５および６は、好ましくはレーザー切断された管状部材によって形成され、隣接するウェ
ブ９および１０は、スリット型切断を用いて形成される。接続部材７および８の間の周囲
に位置する領域（図４における斜線部分）は、管状部材の領域の除去を必要とする。これ
らの領域はまた、レーザー切断技術を用いて管状部材から除去され得る。
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【００５２】
　ここで、図５を参照すると、ステント１のウェブ構造体の代替の実施形態が記載されて
いる。図５は、製造された配置の代替のウェブ構造体を示す。図５の実施形態の基本的な
パターンは、図２～４の実施形態のパターンに対応する。従って、この代替の実施形態も
また、収縮した送達配置から展開配置に拡張するよう配置されたウェブ構造体を有する壁
を持つ管状可塑性本体を有するステントに関する。
【００５３】
　同様に、このウェブ構造体も、複数の隣接するウェブパターンを含み、その中の２つが
図５において、ウェブパターン５および６として具体的に標識されている。ウェブパター
ン５および６もまた、それぞれ隣接ウェブ９および１０を提供される。ウェブ９および１
０のそれぞれは、３つのセクションに細分され、そして参照が、上述に、特に図４に関し
て提供される議論に対してなされる。言うまでもなく意図が当業者に理解されるように、
図５のステントは、送達のために収縮される（またはひだを作られる）場合、より小さな
直径を有し、そして血管内で展開される（または拡張される）場合、図５に示したものよ
りも大きな直径を有し得る。
【００５４】
　図５の実施形態は、ウェブパターン間の接続エレメントの欠損により、先の実施形態と
異なる。図５において、ウェブパターンは、移行セクション１３により隣接のウェブパタ
ーンと相互接続され、これは、セクション９ｃと１０ｃとの間に配置された統合移行セク
ション１３により示される。対称性の反転したウェブパターンは、それにより移行セクシ
ョン１３の領域において獲得される。剛性を増強するために、移行セクション１３は、好
ましくは、ウェブ９または１０の幅の２倍よりも大きい幅を有する。
【００５５】
　図５に示されるように、ウェブ９および１０の第３の隣接ペアのそれぞれは、統合移行
セクション１３により連結される。当業者に明らかであるように、移行セクション１３の
大きさおよび間隔は、本発明の原理に従って変化され得る。
【００５６】
　図５のウェブ構造体の利点は、送達配置における高度の可塑性および展開配置における
高い充填－保有能を有して連結された小型の構築物をステント１に提供することである。
さらに図５は、図４の接続エレメント７および８のように、移行セクション１３が交代性
の配向を有し、そしてステントの長手方向軸と比較して斜めに配置されている（参照線Ｌ
により示される）ことを示す。図５はまた、特に展開配置において、隣接ウェブセクショ
ンを有する移行セクション１３のＨ様配置が得られることを示す。
【００５７】
　図５のステントは、バルーン膨張可能なステントとしての使用に十分適しており、そし
てステンレス鋼合金から製造され得る。収縮送達配置で形成される図４のステントとは異
なり、好ましくは図５のステントは、レーザー切断または化学エッチング技術を用いてウ
ェブ９と１０との間の影付領域Ｄ’を除去することにより、部分的に展開配置で形成され
る。この場合、中央セクション９ｂおよび１０ｂは、ステントが、送達システムの膨張バ
ルーン上でひだを作られる場合、実質的にステントの長手軸Ｌと並べられる。
【００５８】
　当業者に明らかであるように、位置決め、分布密度、および接続エレメントの厚さ、な
らびに隣接ウェブは、特定の適用に合わせられた特性を示すステントを提供するよう変化
され得る。適用としては、例えば、冠動脈または末梢（例えば、腎臓）動脈における使用
が挙げられ得る。位置決め、密度および厚さは、可塑性およびステントの長さに沿った半
径方向の剛性を変化させるために個々のステントの長さに沿ってさえ変化し得る。
【００５９】
　好ましくは本発明のステントは、送達配置において可塑性である。このような可塑性は
、ステントを患者の血管内の標的部位に案内する医師の能力を有益に増加させる。さらに
、好ましくは本発明のステントは、展開配置のおいて高い半径方向の剛性を示す。従って
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移殖されたステントは、血管壁により適用される圧縮力に耐え得、そして血管の開放性を
維持する。上述のウェブ構造は、送達配置における可塑性と展開配置の半径方向の剛性の
所望組合せを提供する。この組合せはさらに、例えば、ステントの第１の位置において増
加した壁の厚さ、および１つまたは複数のステントの隣接位置において少数の接続エレメ
ントを有する減少した壁の厚さを有するステントを提供することにより達成され得る。
【００６０】
　今ここで図６および７を参照すると、本発明の実施形態の詳細な説明の前に、以前に公
知の装置の制限が記載される。図６Ａ～６Ｃにおいて、以前に公知の裸のステントの制限
が記載される。図６Ａに見られるように、ステント１４は、周知の技術を使用して、狭窄
Ｓを示す処置部位における患者の血管Ｖ内に移植されている。ステント１４は、管腔１５
を有し、そして、開口部１７を有する細胞または網状構造１６を含む。ステント１４は、
血管Ｖの壁面に対して狭窄Ｂを圧縮し、そして血管内の開存性を回復するために、例えば
、弾性的にかまたはバルーンを介してかのいずれかで、拡張して示される。狭窄Ｓの圧縮
の間、粒子は、狭窄から剥離し、塞栓Ｅを形成する。これらの塞栓は、ステント１４の開
口部１７を通って、血管壁面から逃避する。方向Ｄで血管Ｖを通って流れる血液は、下流
に放出された塞栓Ｅを保有し、ここで、この血栓は、流れを閉塞し、そして死亡、発作、
または患者に対する他の永久の傷害を引き起こす。従って、ステント１４は、不適切な塞
栓保護を提供し得、これは、特異的な適用に依存する。
【００６１】
　図６Ｂにおいて、ステント１４は、狭窄した領域を交差する血管Ｖにおいて、拡張した
期間移植されている。再狭窄Ｒは、ステント１４の管腔１５内で形成され、血管に対する
開存性を回復するためにさらなる再介入を必要とする。ステント１４の開口部１７は、移
植後に、ガイドワイヤ、血管形成用バルーンなどを用いて、ステントの再交差を複雑にす
る非均一表面をステントに提供する。
【００６２】
　図６Ｂにおいて、ガイドワイヤＧは、患者の脈管構造を通ってステント１４の管腔１５
に進行し、再狭窄Ｒを圧縮しそして血管Ｖを再開するための血管形成用バルーンの前進の
ためのガイドを提供する（示されていない）。ガイドワイヤＧの遠位端Ｔは、再交差の間
、ステント１４の構造１６内でもつれる。なぜなら、このワイヤは、開口部１７を不注意
に通過したからである。ガイドワイヤＧが、構造１６で捕獲される場合、ガイドワイヤを
除去するための緊急手術が必要であり得る。あるいは、ガイドワイヤＧの一部（または管
腔１５を通って移植後に挿入されそしてステント１４でもつれた任意の他のデバイスの一
部）は、ガイドワイヤから剥離し得、そして血管内に残ったままであり得、血栓形成また
は血管解剖の危険を示す。
【００６３】
　再狭窄の際に裸のステント１４を再交差することに関連した問題に加えて、ステント１
４が自己拡張性である場合、このステントは、移植の時期に血管狭窄を圧縮する不適切な
極端な力を提供し得る（示されていない）。次いで、バルーンカテーテルを用いて、ステ
ント１４の管腔１５を再交差することは、狭窄を圧縮し、そして十分に管腔を開放するた
めに必要であり得る（示されていない）。図６Ｂにおいて図示されるように、このような
再交差は、困難または不可能であり得る。
【００６４】
　図６Ｃにおいて、ステント１４は、例えば、隣接する筋肉との接触に起因して、結合部
の動きに起因して、または、血管に適用された外部圧力に起因して、一過的な変形に供さ
れる血管Ｖに移植されている。血管Ｖの壁面は、ステント１４の構造１６の単一のストラ
ット１８と衝突する。全ての力が、血管Ｖおよびストラット１８の衝突の位置に集中する
ので、ストラット１８は、位置Ｐで血管Ｖを穿刺する。あるいは、血管Ｖの一過的な変形
は、ストラット１８においてステント１４をねじれさせ得、従って、管腔１５を減少しそ
してステント１４の利用性を減少する（示されていない）。明らかに、これらの条件のい
ずれかは、患者の健康に対して重大な危険を与え得る。同様に、ステント１０は、まわり
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くどい解剖において移植される場合、血管壁面を解剖し得るかまたはねじれ得る（データ
は示されていない）。従って、ステント１４に適用される負荷をよりよく分散するために
、このステントを改変することが所望である。
【００６５】
　今ここで図７を参照すると、以前に公知の非多孔性のカバーされたステント、すなわち
ステント移植片の制限が記載される。ステント移植片２０は、管腔２３を有するバルーン
拡張可能または自己拡張ステント２２を含む。ステント２２は、開口部２６を有する細胞
または網状構造２４を含む。このステントは、ＰＴＦＥ、ＰＥＴＰ、またはホモロジー材
料のような生体適合性材料２８（これは、一般に生体適合性ポリマーを含む）でカバーさ
れている。生体適合性材料２８は、狭窄塞栓に対して有利に不浸透性であるが、内皮細胞
の内殖に対して不利益に不浸透性である。
【００６６】
　図７において、移植片２０は、血管Ｖ内に長期間（例えば、数ヶ月）埋め込まれている
。図６のステント１４とは異なり、内皮細胞は、ステント２２の開口部２６を通って迅速
に移動し得ず、そして内皮細胞の薄い均一の層（これは、移植片と血管を通って流れる血
液との間の相互作用を制限し、それによって、再狭窄および血栓形成を減少する）で移植
片２０を包囲し得ない。むしろ、生体適合性の材料２８は、血管の保護内層を形成する内
皮細胞の増殖に対して不透過性であり、これらの細胞は、移植片２０の開口端から管腔２
３の内側へ移動しなければならない。
【００６７】
　移動は、方向Ｄに血管Ｖを通って流れる血液を介してかつ移植片２０の本体によって提
供される足場を介して生じる。しかし、この移動は、ゆっくりであり、そして裸のステン
トの内皮形成に必要とされる数日～数週間とは対照的に、数ヶ月間かかる。さらに、図７
の内皮層Ｅによって示されるように、移植片２０の開口端を通る移動は、不完全な内皮層
（すなわち、移植片の中央部にかからない）を提供し得る。層Ｅはまた、裸のステントを
用いて得られる内皮層よりも厚くそして不規則であり得る。層Ｅにおけるギャップ、不規
則性および厚化、ならびに層Ｅの形成に必要な長い時間は、移植片２０の管腔２３内に血
栓Ｔまたは再狭窄を生じ得、これは、潜在的にひどい結果を伴う。従って、ステント移植
片２０は、再狭窄および血栓の形成に対する十分な保護を提供しないかもしれない。
【００６８】
　ここで図８Ａおよび８Ｂを参照して、本発明の装置の第１の実施形態を、より詳細に記
載する。装置３０は、管腔３３を有する、ステント３２を備える。ステント３２は、例え
ば、自己拡張し得るかまたはバルーン拡張可能であり得るか、あるいは、双安定セルまた
は金属メッシュ構造であり得る。ステント３２は、開口部３６を有するセルまたはメッシ
ュ構造３４を備える。好ましい実施形態において、ステント３２は、図１～５について本
明細書中上記に記載した、ステント１のデザインを備える。ステント３２はさらに、係留
特徴（例えば、フックまたはバーブ３５）を備え、血管壁への付着を容易にし得る。ある
いは、この係留特徴は、構造３４を含み得、この構造が、例えば、血管壁に対する圧迫ま
たはこの構造内への内皮細胞増殖によって血管壁と相互作用し、ステント３２を係留する
。細孔３９を有する生体適合性の材料３８は、ステント３２の少なくとも一部に付着され
得る。
【００６９】
　ステント移植片２０の材料２８とは異なり（そして、Ｓｏｌｏｖａｙに対する米国特許
第５，７６９，８８４号について本明細書中上記に記載した材料とは異なり）、装置３０
の材料３８は、その全長に沿って、内皮細胞増殖に対して透過性であり、かつ所定のサイ
ズ（例えば、約１００μｍより大きい）の塞栓放出に対して不透過性である。従って、図
７のステント移植片２０と同様に、装置３０は、増強された塞栓保護、改善された力分布
および改善された再交差能（ｒｅｃｒｏｓｓａｂｉｌｉｔｙ）を提供し；さらに、図６の
裸のステント１４と同様に、装置３０は、再狭窄および血栓形成に対する増強された保護
を提供する。
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【００７０】
　生体適合性の材料３８は、生体適合性ポリマー（例えば、改変熱可塑性ポリウレタン、
ポリエチレンテレフタラート、ポリエチレンテトラフタラート、発泡（ｅｘｐａｎｄｅｄ
）ポリテトラフルオロエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル、ナイロン、ポリエチレ
ン、ポリウレタン、またはそれらの組み合わせ）を含み得る。あるいは、生体適合性の材
料３８は、同種の（ｈｏｍｏｌｏｇｉｃ）材料（例えば、自己由来の血管または非自己由
来の血管）を含み得る。さらになお、材料３８は、生分解性材料（例えば、ポリ乳酸また
はポリグリコール酸）を含み得る。図８において、材料３８は、例示的に、ステント３２
の内部表面に配置されるが、あるいは、材料３８は、ステントの外側表面を覆い得るか、
ステント３２の開口部３６内に焼結され得るか、またはさもなければ、ステントに付着さ
れ得ることが理解される。
【００７１】
　材料３８は、好ましくは、織物材料、織物材料、または編み込み材料を含み、ここで、
孔３９の大きさは、この織物、織物、または編み込みの堅さに依存して決定される。次い
で、孔３９の大きさは、内皮細胞の内への伸長を可能にするが、臨界の危険な大きさより
も長い（例えば、１００μｍよりも長い）塞栓放出を回避するように特定され得る。代替
の実施形態において、生体適合性の材料は、化学的、物理的、機械的、レーザー切断によ
って作製されるか、または特定の直径、間隔などを有する材料３８を介して作製された孔
３９を含む。
【００７２】
　均質または非均質の密度、大きさ、および／または形状を有する孔３９が、提供され得
る。この孔は、好ましくは、わずか約３０μｍの小ささの最小幅を有し、そしてわずか約
１００μｍの長さの最大幅を有する。約３０μｍよりも小さい幅は、内因性細胞の内への
増殖を阻害することが予期されるが、約１００μｍよりも長い幅は、不適切な塞栓の保護
を提供することが予期され、すなわち、危険な大きさの塞栓が、血流に放出され得る。約
８０μｍの直径を有する実質的に不均質な丸い形を有するさらにより好ましい孔３９の各
々が、提供される。孔３９は、好ましくは、材料３８の全長に沿って配置される。
【００７３】
　ステント３２は、種々の材料から作製され得る。自己拡張（ｓｅｌｆ
ｅｘｐａｎｄｉｎｇ）する場合、ステントは、好ましくは、超弾性材料（例えば、ニッケ
ルチタン合金、ばね鋼、またはポリマー材料）を含む。あるいは、ステント３２は、弾力
のある編物または弾性材料（例えば、ステンレス鋼）の枝編み細工の織目を用いて作製さ
れ得る。バルーンによって拡張可能な金属メッシュ、または双安定のセルの場合、ステン
ト３２は、好ましくは、弾性材料（例えば、ステンレス鋼またはチタン）から作製される
。
【００７４】
　ステント３２の少なくとも１部は、好ましくは放射線不透過性であり、管内での装置３
０の適切な配置を容易にする。あるいは、装置３０または装置３０のための送達システム
（図９を参照のこと）は、放射線不透過性特徴を含み（例えば、追加の放射線不透過性マ
ーカーバンド４０）、配置を容易にする。マーカーバンド４０は、放射線不透過性材料（
例えば、金またはプラチナ）を含む。
【００７５】
　装置３０はまた、コーティングを含み得るか、または放射、遺伝子治療、薬物、トロン
ビンインヒビター、または他の治療剤の局在化した送達のために形成された活性Ｃ群を付
着する。コーティングまたは活性Ｃ群は、例えば、当該分野で周知である種々の技術を使
用して、表面上に吸収されても吸着されてもよいし、物理的、化学的、生物学的、静電気
的、共有結合的、もしくは疎水的に結合されてもよく、ヴァン・デル・ヴァールス力を介
して表面に結合されてもよく、またはこれらを組合わせて結合されてもよい。
【００７６】
　図８Ａにおいて、装置３０は、折り畳まれた送達構成で示されるが、図８Ｂにおいて、
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装置３０は、拡張されて配備された構成で示される。ステント３２が自己拡張する場合、
装置３０は、カイドワイヤまたは延長されたメンバーにわたる送達構成に折り畳まれ得、
次いで、この送達構成において装置を維持するためにシースを用いてカバーされる。周知
の経皮技術を用いて、装置３０は、患者の脈管構造を通して処置部位（ここで、このシー
スが引き出される）に進められ；ステント３２は、図８Ｂの配備された構成に劇的に自己
拡張する（図９を参照のこと）。ステント３２がバルーン拡張可能である場合、装置３０
は、処置部位への送達のために、バルーンカテーテル上で送達構成にマウントされ得る。
周知技術を用いた送達の際、バルーンカテーテルは、十分な圧力によって膨らまされ、配
備された構成への装置の不可逆的な拡張を容易にする（示さない）。
【００７７】
　図９Ａ～９Ｄを参照して、患者の脈管構造内で図８の装置を用いる方法が、より詳細に
記載される。図９において、装置３０のステント３２は、例証的な自己拡張である。しか
し、ステント３２が代替的に、本発明に従って、例えば、バルーン拡張可能であるか、双
安定のセルであるか、または金属メッシュであり得ることを、理解すべきである。
【００７８】
　図９Ａにおいて、血管Ｖは、方向Ｄの血流を乱す狭窄Ｓで部分的に閉塞される。周知の
技術を使用して、装置３０（これは、細長い部材５２にわたって折り畳まれた送達配置で
配置され、そして送達システム５０の鞘５４によってその配置が制限される）は、図９Ｂ
に示されるように、狭窄の点まで進められる。蛍光透視鏡下で見られる、ステント３２の
Ｘ線不透過性は、血管内の装置３０の適切な位置決めを容易にし得る。あるいは、Ｘ線不
透過性のマーカーバンド４０（これは、鞘５４上に例示的に配置される）は、位置決めを
容易にし得る。
【００７９】
　図９Ｃにおいて、鞘５４は、細長い部材５２に対して、近位方向に縮めされ、それによ
って、装置３０がその展開配置に動的に拡張することを可能にする。装置３０は、血管Ｖ
の壁に対して狭窄Ｓを圧縮しそして捕捉する。ステント３２の任意の棘またはフック３５
は、血管Ｖに対するステント３２のアンカリングを容易にする。装置３０の長さに沿う細
孔３９の制御されたサイズは、危険な塞栓（圧縮の間に狭窄Ｓから壊される）は、血管壁
から離れず、そして血流に入らないことを確実にする。装置３０は、移植のときに塞栓形
成しないように保護し、そして後の塞栓形成によって引き起こされる遅延した発作に対し
てさらに保護する。
【００８０】
　図９Ｄに見られるように、送達システム５０は、血管から取り除かれる。細孔３９は、
内皮細胞が、ステント３２の開口３６を通って、装置３０の内部に迅速に移動して、装置
３０の全体の上に内皮層Ｅを形成することを可能にする。層Ｅは、例えば、数日－～数週
間の期間で形成する。図７におけるステント移植片２０を被覆する内皮層とは異なり、装
置３０の内皮層Ｅは、急速に形成し、完全で、薄く、そして実質的に規則的であることが
期待される。層Ｅは、装置３０と患者との間の有害な相互作用を減少する保護層として作
用し、それによって、血栓形成および再狭窄の危険性を低下させる。従って、血管Ｖの開
通性を維持することに加えて、装置３０は、再狭窄および血栓形成の可能性の減少と関係
した塞栓保護を提供する。さらに、材料３８の任意のコーティングまたは付着した活性群
Ｃは、放射線、遺伝子治療、医薬品、血栓阻害剤、または他の治療的物質を、血管壁へま
たは直接血流中に送達し得る。
【００８１】
　装置３０は、血管Ｖの壁に対して狭窄Ｓを圧縮および密封し、それによって、狭窄から
の塞栓物質が、下流に流れることを防止する。あるいは血管形成術または他の適切な手段
を介して、狭窄Ｓは、装置３０の挿入の前に血管壁に対して圧縮され得、この場合に、装
置３０は、なおも後の塞栓形成によって引き起こされる遅延した発作に対して保護する。
図９の適用に加えて、装置３０は、種々の他の適用（血管内に欠陥点（動脈瘤、裂傷、切
開、穿刺など）をブリッジングすることが挙げられるが、これらに限定されない）のため
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に使用され得る。
【００８２】
　図９Ｄに対して議論されたような、装置３０の迅速な内皮形成は、再狭窄および血栓形
成の危険性を最小化するが、再狭窄は、なおも限定された数の患者において生じ得る。さ
らに、血管Ｖは、弛緩した状態になり得、そしてより大きな直径に拡張し得る。これらお
よび他の環境下で、介在機器を用いて、装置３０の管腔３３を再横断することが必要とな
り得る。これらの機器は、例えば、装置３０を調節し得るか、再狭窄の範囲における血管
Ｖの開通性を回復し得るか、装置３０に対して遠位の血管合併症を処置し得るか、または
種々の他の最小侵襲性手順のいずれかを容易にし得る。
【００８３】
　ここで、図１０Ａ～１０Ｃを参照して、装置３０を用いて再横断する性能が、記載され
る。図９と同様に、装置３０のステント３２は、図示されように、自己拡張可能である。
図１０Ａにおいて、ステント３２は、図９Ａ～図９Ｃに関して本明細書中上記に記載され
る技術を使用して、血管Ｖに移植されている。しかし、図９Ｃとは対照的に、ステント３
２は、血管Ｖの壁に対して狭窄Ｓを完全に圧縮しそして密封するには、不十分な半径方向
の強度を有する。ガイドワイヤＧは、その上で、管腔３３を通って進行されて、狭窄Ｓを
完全に圧縮するために、バルーンカテーテルの進行のためのガイドを提供する。装置３０
の生体適合性材料３８によって提供される滑らかな内部表面は、図６Ｂに関して本明細書
中上記に記載されるように、ガイドワイヤＧがステントに絡むことなく管腔３３を再横断
し得ることを確実にする。
【００８４】
　図１０Ｂにおいて、一旦ガイドワイヤＧが管腔３３を再交差すると、バルーンカテーテ
ル６０は、ガイドワイヤＧにわたって狭窄Ｓの位置まで前進する。カテーテル６０のバル
ーン６２は、狭窄Ｓを血管Ｖの壁に対して圧縮するのに十分な圧力で膨張され、そして装
置３０を完全に配置する。図１０Ｃを参照する場合、次いで、バルーン６２は収縮され、
そしてカテーテル６０は血管Ｖから取り除かれ、それによってこの血管に開通性を復興さ
せる。次いで、内皮層Ｅは、内皮セルを介してすばやく形成し、この内皮セルは、ステン
ト配置３２の開口部３６および材料３８の細孔３９を通って、装置３０の内部に移動する
。
【００８５】
　当業者に明らかであるように、装置３０の再交差は、図１０の装置に加えて、種々の用
途において示され得る。例えば、図６Ｂのベアステント配置１４で図示されるように、装
置３０は、血管内に形成された再狭窄を圧縮するために再横断され得る。さらに、装置３
０は、開口部のサイズを変更するために再交差され得、それによってこの装置は、血管の
配置に適合するか、または血管の変化を調整する。
【００８６】
　図１１を参照すると、装置３０は、血管Ｖ内に移植され、この血管は、例えば、隣接す
る筋肉との接触、関節の動きまたは血管に加えられる外圧に起因して、一時変形している
。血管Ｖの壁は、装置３０に突き当たる。図６Ｃのベアステント配置１４とは対照的に、
装置３０は、ステント配置３２の構造体３４の隣接セルを横切り、かつこの隣接セルに付
着した生体適合性材料３８の切断部分を横切る、血管Ｖによって加えられる荷重を分散す
る。従って、血管Ｖの圧迫された部分は、装置３０の管腔３３内部で折り畳まれていない
し、装置３０によって穴を開けられない。さらに、この荷重が分散されるために、装置３
０のステント配置３２はねじれず、かつ管腔３３は開出したままである。同様に、装置３
０は、蛇行状の解剖学的部分に移植される場合、安全にかつ適切に機能し続けることが予
測される。
【００８７】
　図１２を参照すると、装置３０は、分枝（ｂｒａｎｃｈｅｄ）血管および分枝（ｂｉｆ
ｕｒｃａｔｅｄ）血管の使用において示される。周知の技術を使用して、装置３０は、総
頚動脈（ＣＣＡ）および外頸動脈（ＥＣＡ）内部の展開配置に拡張される。内頸動脈（Ｉ



(18) JP 2009-254908 A 2009.11.5

10

20

30

40

50

ＣＡ）は、頸動脈から分岐する。内頸動脈（ＩＣＡ）によって示される側方分岐を通る、
連続的かつ阻害されない血流は、総頚動脈（ＣＣＡ）および外頸動脈（ＥＣＡ）において
ステント配置する場合、維持されなければならない。血流に浸透可能な装置３０に与えら
れる生体適合性材料３８の細孔３９のために、内頸動脈（ＩＣＡ）内の連続した血流は、
継続することが予測される。必要に応じて、直径、密度、形状および／または細孔３９の
パッキング配置は、側方分岐に十分な血液を連続的に送ることを確実にするために血管の
分岐領域を選択的に変化させ得る。
【００８８】
　血管分岐に移植されたベアステント配置は、流れを分割し、そして血栓形成に影響を受
け得る停滞領域を作製し得る。さらに、ベアステント配置は、いくつかの用途において不
適当な塞栓保護を提供し得る。ステント配置３２の開口部３６の直径と比較して小さい直
径の細孔３９は、乱流を減少させ、側方分岐内に血栓のない血液を流すのを可能にするこ
とが予測される格子を提供する。
【００８９】
　図１３を参照すると、本発明の代替の実施形態は、血管分岐での使用において示される
。装置７０は、図８～１２の装置３０と類似しているが、この装置７０は、橈側開口７６
を備え、この開口は、ステント配置の位置において、血管側方分岐に阻害されない血液を
流すのが可能であると予測される。装置７０は、管腔７３を有するバルーン拡張可能な、
または自己拡張のステント配置７２を備える。好ましくは、ステント配置７２の少なくと
も一部分は、ラジオパクである。細孔７５を有する生体適合性材料７４は、ステント７２
に付着される。橈側開口７６は、ステント配置７２および材料７４を通って拡張し、それ
によって管腔７３から血流のための側方経路を提供する。
【００９０】
　材料７４の細孔７５は、サイズ決定され、その結果、装置７０は予め決定されたサイズ
よりも大きい狭窄塞栓を通過させないが、内皮セルの急速な内殖を通過させる。好ましく
は、細孔７５は、約３０μｍの最小幅、および約１００μｍの最大幅を有し、そしてなお
さらに好ましくは、約８０μｍの平均幅を有する。また、装置３０について本明細書中に
記載されるように、装置７０は、必要に応じて、被覆物または付着された活性化群Ｃを備
える。
【００９１】
　図１３に示すように、装置７０は、総頸動脈ＣＣＡおよび外頸動脈ＥＣＡ内での展開し
た構成に拡張されている。装置７０の拡張の前に、半径方向開口７６は、内頸動脈ＩＣＡ
と整列して、中断されず妨害されない血液が側枝を通って流れることを確実にした。流れ
の維持に加えて、装置７０は、向上した塞栓保護を提供し、迅速な内皮化を容易にし、そ
して再狭窄および血栓の形成の危険を減少する。
【００９２】
　装置７０の拡張の前に、ステント７２の放射線不透過性または装置７０に関連する他の
放射線不透過性の特徴は、側枝を有する開口７６の整列を容易にし得る。あるいは、脈管
内超音波（「ＩＶＵＳ」）技術がイメージングおよび整列を容易にし得る。この場合、装
置７０に対する送達カテーテルはまた、ＩＶＵＳ能力を含み得るか、またはＩＶＵＳカテ
ーテルは、装置７０の拡張の前に脈管内に進み得る（図示しない）。あるいは、磁気共鳴
像（「ＭＲＩ」）または光学コヒーレント断層撮影（「ＯＣＴ」）、ならびに当業者に明
かな他のイメージング様式が使用され得る。
【００９３】
　本発明のさらなる実施形態は、複数の分枝を示す脈管における使用のために構成される
複数の半径方向開口を提供され得る。本発明は、頸動脈および大腿動脈における使用につ
いて特に示されることが期待されるが、実施形態はまた、冠状動脈および大動脈を含む他
の種々の脈管、ならびに非脈管管腔（例えば、胆管、呼吸器系、または尿管）における有
用性を見出し得る。
【００９４】
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　ここで、図１４および１５を参照して、本発明の装置３０を製造するための例示的な技
術が提供される。本発明の範囲内の他の技術は、当業者に明かである。
【００９５】
　生体適合性材料３８は、好ましくは、変性熱可塑性ポリウレタン、さらにより好ましく
はシロキサン変性熱可塑性ポリウレタンを含む。この材料は、好ましくは、約７０Ａ～６
０Ｄの範囲、さらにより好ましくは約５５Ｄの硬度を有する。他の材料および硬度は、当
業者に明かである。材料３８は、好ましくは、例えば、Ｗｏｎｇらの米国特許第４，４７
５，９７２号（本明細書中において参考として援用される）に記載されるように、紡績プ
ロセス（図示しない）によって形成される。材料３８は、加熱されて粘稠な液体溶液（シ
リンジ内に配置される）を形成する。この材料は、微細なノズルを通ってピストンまたは
プランジャーによって進められ、この微細なノズルにおいて、この材料は、回転するマン
ドレル上に微細な繊維として流れ出る。微細な繊維は、回転するマンドレル上に生体適合
性のカバー材料３８の繊維性のマットまたはカバーを形成する。材料３８が冷却される場
合、繊維は凝固し、そして隣接し接触する繊維は、互いに焼結する。回転するマンドレル
に適用される繊維の層の数を制御することによって、材料３８の多孔度に対する制御が提
供される。
【００９６】
　材料３８がステント３２に焼結される場合、これを、材料３８を置く前に、このステン
トをマンドレル上に配置することによって達成し得る（示さない）。材料３８をまた、ス
テント３２の内部表面または外部表面のいずれかに付着し得る。図１４および図１５は、
材料３８をこのステントの表面に付着させるための種々の付着スキームを提供する。
【００９７】
　図１４Ａにおいて、ステント３２の構造３４の全てまたはほとんどに沿って、ステント
３２を、接着剤８０で材料３８に付着する。例えば、接着剤８０は生体適合性材料３８に
類似であるが異なる融点を有する材料を含み得る。例えば、接着剤８０は、約８０Ａの硬
度を有する改変された熱可塑性ポリウレタンを含み得る。ステント３２を、この接着剤に
浸し、そして乾燥させる。次いで、ステント３２および材料３８を、互いにおよそ同軸状
に配置し、そしてこの複合装置を接着剤８０の融点より高いが生体適合性材料３８の融点
より低い温度に加熱する。次いで、材料３８がステント３２に融合したこの複合装置を冷
却し、それによって装置３０を形成する。
【００９８】
　図１４Ａの付着スキームの欠点は、装置３０の形成において使用される接着剤の量が、
この装置にかなりの量の材料を添加し得、その送達プロフィールおよび／またはその剛性
を増大させ得ることである。さらに、装置３０の折り畳みまたは拡張の間にゆるくなる接
着剤粒子の危険性が存在する。患者の静脈内に放出される場合、これらの粒子は塞栓とし
て作用し得る。
【００９９】
　図１４Ｂは、代替の付着スキームを提供する。材料３８を、分離した点８２で接着剤８
０によってステント３２に付着するか、または規定された面（例えば、円周状の帯、長手
方向の継目、またはらせん状の継目）に沿って付着する（図１５を参照のこと）。このよ
うな付着は、必要な接着剤の量を減少させ、次いで、剛性、送達プロフィール、および接
着剤粒子の塞栓化の危険性を減少させ得る。
【０１００】
　図１５を参照して、図１４Ｂの付着スキームを提供する様式で、ステント被覆をステン
トに付着するための種々の技術を提供する。図１５Ａ～１５Ｃにおいて、生体適合性材料
３８を、ステント３２の内部表面に沿った配置のために構成する。明らかに、この材料を
、このステントの外部表面についての配置のために代替的に調製し得る。
【０１０１】
　図１５Ａにおいて、生体適合性材料３８を、マンドレルＭ上で形成した。次いで、材料
３８を、接着剤８０の長手方向の継目８４で覆い、そしてステント３２を、この材料の上
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にロードする。接着剤８０は、継目８４に沿ってステント３２を材料３８に接合する。図
１５Ｂにおいて、材料３８に、接着剤８０のらせん状の継目８６を提供し、そして図１５
Ｃにおいて、材料３８に、接着剤８０の円周状の帯８８を提供する。図１５Ｄにおいて、
ステント３２に、分離した点８２で接着剤８０を提供する。点８２は、ステント３２の内
部表面または外部表面のいずれかに存在し得、そして生体適合性材料３８を、次いでそれ
ぞれ内部表面または外部表面のいずれかにロードする。さらに、接着剤の構成は、当業者
にとって明らかである。
【０１０２】
　本発明の好ましい例示的実施例を、本明細書中に上記するが、本発明から逸脱すること
なく、そこに種々の変更および改変がなされ得ることが、当業者にとって明らかである。
添付の特許請求の範囲は、本発明の真の精神および範囲内に収まるこのような変更および
改変の全てをカバーすると意図される。

【図１】 【図２】



(21) JP 2009-254908 A 2009.11.5

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】
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