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(57)【要約】
【課題】物品の表面の少なくとも一部への塗布用、また
は物品内への植え込み用の材料を提供する。
【解決手段】ヘパリンおよび他の抗血栓性部分を有する
生体分解性抗血栓性抱合体は、クリック化学によって修
飾したポリマーの主鎖に側鎖として導入される。種々の
生体吸収性モノマーおよびダイマー、例えばバレロラク
トンは、モノマー誘導、単独−および共−重合、ならび
にクリック化学による生物学的に活性な分子との抱合に
使用することができる。生体適合性かつ生体吸収性のポ
リマー抗血栓性抱合体を含むコーティングは、植え込み
可能な機器の表面での血栓症の形成を防止または低減す
るために、その植え込み可能な機器の少なくとも一部に
塗布される。そのコーティングの第１の層すなわち底層
は、ポリマー材料および生物学的に活性な薬剤を溶媒と
混合し、それにより、均質な溶液を形成することによっ
て調製される。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
抱合体材料において、
生体適合性かつ生体吸収性のポリマーと、
クリック化学プロセスを介して側鎖として付着された抗血栓薬と、
を含む、抱合体材料。
【請求項２】
請求項１に記載の抱合体材料において、
前記抗血栓薬は、ヘパリンである、抱合体材料。
【請求項３】
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請求項２に記載の抱合体材料において、
前記ヘパリンは、低分子量ヘパリンである、抱合体材料。
【請求項４】
請求項２に記載の抱合体材料において、
前記ヘパリンは、脱硫酸ヘパリンである、抱合体材料。
【請求項５】
請求項１に記載の抱合体材料において、
前記生体吸収性ポリマーは、ポリカプロラクトン（ＰＣＬ）、ポリ−Ｄ，Ｌ−乳酸（Ｄ
Ｌ−ＰＬＡ）、ポリ−Ｌ−乳酸（Ｌ−ＰＬＡ）、ポリ（グリコール酸）（ＰＧＡ）、ポリ
（乳酸−コ−グリコール酸）（ＰＬＧＡ）、ポリ（ヒドロキシブチレート）、ポリ（ヒド
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ロキシブチレート−コ−バレレート）、ポリジオキサノン、およびポリ（グリコール酸−
コ−トリメチレンカーボネート）からなる群から選択される、抱合体材料。
【請求項６】
請求項１に記載の抱合体材料において、
前記生体適合性ポリマーは、ポリバレロラクトン／ポリカプロラクトンコポリマーを含
み、
前記抗血栓薬は、ヘパリン分子を含み、
前記抱合体は、次の構造を有し：
【化１】
30

式中、ｎおよびｍは、各々、２〜５０００の整数である、抱合体材料。
【請求項７】
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コーティングにおいて、
表面に塗布された第１の生体吸収性ポリマーと、
前記第１の生体吸収性ポリマー内に含まれた薬剤と、
生体適合性かつ生体吸収性のポリマー、およびクリック化学プロセスを介して側鎖とし
て付着された抗血栓薬を含む抱合体材料と、
を含み、
前記抱合体材料は、前記第１の生体吸収性ポリマーの上面に塗布される、コーティング
。
【請求項８】
請求項７に記載のコーティングにおいて、
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前記抱合体の抗血栓性分子は、前記第１の生体吸収性ポリマー層から遠位に実質的に位
置する、コーティング。
【請求項９】
請求項７に記載のコーティングにおいて、
前記抗血栓性分子は、ヘパリンを含む、コーティング。
【請求項１０】
請求項７に記載のコーティングにおいて、
前記薬剤は、ラパマイシン、パクリタキセル、およびピメクロリムスからなる群から選
択される抗再狭窄薬である、コーティング。
【請求項１１】

10

請求項７に記載のコーティングにおいて、
前記第１の生体吸収性ポリマーは、第１のコポリマーを含み、
第２の生体吸収性ポリマーは、生体吸収性ポリマーであって、少なくとも１つの抗血栓
薬が、クリック化学プロセスによるトリアゾール結合を介して前記ポリマーの主鎖に抱合
されている、生体吸収性ポリマーを含む、コーティング。
【請求項１２】
請求項１１に記載のコーティングにおいて、
前記第１のコポリマーおよび第２のコポリマーは、同じであり、ポリカプロラクトン（
ＰＣＬ）、ポリ−Ｄ，Ｌ−乳酸（ＤＬ−ＰＬＡ）、ポリ−Ｌ−乳酸（Ｌ−ＰＬＡ）、ポリ
（グリコール酸）（ＰＧＡ）、ポリ（乳酸−コ−グリコール酸）（ＰＬＧＡ）、ポリ（ヒ
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ドロキシブチレート）、ポリバレレートポリ（ヒドロキシブチレート−コ−バレレート）
、ポリジオキサノン、およびポリ（グリコール酸−コ−トリメチレンカーボネート）から
なる群から選択される、コーティング。
【請求項１３】
請求項７に記載のコーティングにおいて、
前記第１の生体吸収性ポリマーは、ホモポリマーである、コーティング。
【請求項１４】
請求項７に記載のコーティングにおいて、
前記コーティングは、植え込み可能な医療機器に塗布される、コーティング。
【請求項１５】
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請求項１４に記載のコーティングにおいて、
前記医療機器は、ステントを含む、コーティング。
【請求項１６】
抗血栓性抱合体を形成するための方法において、
少なくとも１つの環状ラクトン分子を提供する工程と、
前記環状ラクトン分子のカルボニル基のα位にアルキン基を導入する工程と、
前記環状ラクトンを開環重合により重合する工程と、
抗血栓薬をアジド末端基により誘導体化する工程と、
前記アルキン基と前記アジド基との間でのクリック化学プロセスによるトリアゾール結
合を介して抗血栓性抱合体を形成する工程と、
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を含む、方法。
【請求項１７】
請求項１６に記載の方法において、
前記少なくとも１つの環状ラクトン分子は、グリコリドを含む、方法。
【請求項１８】
請求項１６に記載の方法において、
前記少なくとも１つの環状ラクトン分子は、カプロラクトンを含む、方法。
【請求項１９】
請求項１６に記載の方法において、
第２のラクトン分子を提供する工程、
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をさらに含む、方法。
【請求項２０】
請求項１６に記載の方法において、
前記クリック化学プロセスは、ポリエステルの側鎖とヘパリンとの間のトリアゾール結
合を介して行われる、方法。
【請求項２１】
複数の粒子を作製する方法において、
クリック化学プロセスを介して生体適合性かつ生体吸収性のポリマーと抗血栓薬との間
で抱合体を形成する工程と、
第１の溶液を形成するために治療薬およびポリマー抗血栓薬抱合体を少なくとも１種の
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溶媒に溶解する工程と、
エマルジョンを形成するために前記第１の溶液を、水および少なくとも１種の界面活性
剤を含む第２の水溶液と混合する工程と、
複数の粒子を形成するために前記エマルジョンから前記溶媒を除去する工程と、
を含む、方法。
【請求項２２】
請求項２１に記載の方法において、
前記抗血栓薬は、ヘパリンである、方法。
【請求項２３】
請求項２２に記載の方法において、
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前記ヘパリンは、低分子量ヘパリンである、方法。
【請求項２４】
請求項２２に記載の方法において、
前記ヘパリンは、脱硫酸ヘパリンである、方法。
【請求項２５】
請求項２１に記載の方法において、
前記生体吸収性ポリマーは、ポリカプロラクトン（ＰＣＬ）、ポリ（グリコール酸）（
ＰＧＡ）、ポリ（乳酸−コ−グリコール酸）（ＰＬＧＡ）、ポリ（乳酸−コ−カプロラク
トン）、ポリ（乳酸−コ−バレレート）、ポリ（乳酸−コ−ヒドロキシブチレート）、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）、および
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ポリ（グリコール酸−コ−トリメチレンカーボネート）からなる群から選択される、方法
。
【請求項２６】
請求項２１に記載の方法において、
前記生体適合性かつ生体吸収性のポリマーは、ポリバレロラクトン／ポリカプロラクト
ンコポリマーを含み、
前記抗血栓薬は、ヘパリン分子を含み、
前記抱合体は、次の構造を有し：
【化２】
40

式中、ｎおよびｍは、各々、２〜５０００の整数である、方法。
【請求項２７】
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請求項２１に記載の方法において、
前記生体適合性かつ生体吸収性のコポリマーは、バレロラクトン、ｄ，ｌ−ポリラクチ
ド、およびグリコリドのターポリマーを含み、
前記抗血栓薬は、ヘパリン分子を含む、方法。
【請求項２８】
請求項２１に記載の方法において、
前記生体適合性かつ生体吸収性のコポリマーは、バレロラクトン、ｄ，ｌ−ポリラクチ
ド、およびカプロラクトンのターポリマーを含み、
前記抗血栓薬は、ヘパリン分子を含む、方法。
【請求項２９】
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請求項２１に記載の方法において、
前記複数の粒子は、微粒子を含む、方法。
【請求項３０】
請求項２０に記載の方法において、
前記複数の粒子は、ナノ粒子を含む、方法。
【請求項３１】
装置において、
第１の直径から第２の直径まで拡張可能なフレームであって、前記フレームは、内表面
および外表面を有し、前記表面間の距離は、前記フレームの肉厚を定めている、フレーム
と、
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前記フレームに沿って配置された複数の構造的特徴部と、
前記複数の構造的特徴部とともに位置している複数の生体吸収性ポリマー抗血栓性抱合
体粒子と、
を含む、装置。
【請求項３２】
請求項３１に記載の装置において、
前記複数の構造的特徴部は、前記フレームの前記表面に配置された隆起を含む、装置。
【請求項３３】
請求項３１に記載の装置において、
前記複数の構造的特徴部は、前記フレーム内に形成された複数のウェルを含む、装置。
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【請求項３４】
請求項３１に記載の装置において、
前記ウェルは、前記外表面から前記内表面まで延びる、装置。
【請求項３５】
請求項３１に記載の装置において、
前記複数のウェルは、前記粒子で充填されている、装置。
【請求項３６】
請求項３１に記載の装置において、
前記複数のポリマー抗血栓性抱合体粒子は、治療薬の担体としての機能を果たす、装置
。
【発明の詳細な説明】
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【開示の内容】
【０００１】
〔発明の属する技術分野〕
本発明は、物品の表面の少なくとも一部への塗布用、または物品内への植え込み用の材
料に関する。特に、本発明は、生体吸収性ポリマーに関し、当該生体吸収性ポリマーは、
当該生体吸収性ポリマーと抱合された抗血栓性組成物を有し、ここで、抗再狭窄薬は、当
該生体吸収性ポリマーのポリマーマトリックス内に含まれ得る。本発明はまた、機器にも
関し、当該機器は、当該機器の表面にコーティングされるか、または当該機器自体の内部
に含まれた抱合体（conjugate）を有する。
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【０００２】
〔発明の背景〕
狭窄は、脂肪、コレステロール、および他の物質の経時的な蓄積による血管の狭小化ま
たは収縮である。重症例では、狭窄により血管が完全に閉塞する可能性がある。狭窄血管
を広げるためには、インターベンション処置が使用されてきた。インターベンション処置
の一例は、経皮経管冠動脈形成術（ＰＴＣＡ）すなわちバルーン冠動脈形成術である。こ
の処置では、閉塞を解くために、バルーンカテーテルを挿入し、血管の収縮部位で拡張さ
せる。ＰＴＣＡを受ける患者の約３分の１は、処置から約６ヶ月以内に、血管が再び閉塞
する再狭窄を患うため、再狭窄動脈は、２度目の血管形成術を受けなければならないかも
しれない。

10

【０００３】
再狭窄は、血管形成術の代わりに、または血管形成術に加えて、動脈の罹患領域にステ
ントを挿入することからなる一般的な処置によって抑制することができる。ステントは、
中実の壁（solid walls）またはメッシュ壁を有し得る金属またはプラスチック製のチュ
ーブである。使われている大部分のステントは、金属製であり、自己拡張するか、または
バルーン拡張可能である。ステント挿入処置を受ける決定は、動脈狭窄のある特定の特徴
に依存する。これらの特徴には、動脈のサイズおよび狭窄の位置が含まれる。ステントの
機能は、血管形成術を用いて最近広げられた動脈を強化することであり、または、血管形
成術を用いなかった場合には、動脈の弾性反跳を防止するためにステントが用いられてい
る。ステントは、一般にカテーテルを介して植え込まれる。バルーン拡張可能なステント
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の場合、ステントを小直径に折りたたみ、バルーンカテーテル上をスライドさせる。次い
で、患者の脈管構造を通して病変部位または最近広げられた領域までカテーテルを操作す
る。一度、適切な位置にくると、ステントを拡張し、所定位置に固定する。ステントは、
動脈内に持続的にとどまり、動脈を広げ、動脈を通る血流を改善し、症状（通常は胸痛）
を緩和する。
【０００４】
ステントは、植え込み部位での再狭窄を防止するのに完全に効果的であるというわけで
はない。再狭窄は、ステントの長さにわたって、かつ／またはステントの末端を越えて起
こり得る。医師は、最近、平滑細胞増殖（smooth cell proliferation）を阻害する薬物
を添加した薄いポリマーフィルムでコーティングされている新しいタイプのステントを使
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用している。このコーティングは、動脈への挿入の前に、溶媒蒸発技術などの当技術分野
で周知の方法を用いてステントに塗布される。この溶媒蒸発技術は、溶媒中でポリマーお
よび薬物を混合することを必要とする。その後、ポリマー、薬物、および溶媒を含む溶液
は、浸漬または吹き付けによりステントの表面に塗布され得る。次いで、ステントは、乾
燥処理を受け、その間に溶媒は蒸発され、中に分散された薬物を有するポリマー材料がス
テント上に薄膜層を形成する。
【０００５】
ポリマー材料からの薬物の放出機構は、ポリマー材料の性質および組み込まれるべき薬
物によって異なる。薬物は、ポリマーを通してポリマー−流体界面に、続いて流体内に拡
散する。また、放出は、ポリマー材料の分解を通じても起こり得る。ポリマー材料の分解
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は、加水分解または酵素消化プロセスを通じて起こる可能性があり、組み込まれた薬物の
周囲組織への放出につながる。
【０００６】
コーティングしたステントの使用について重視すべき事柄は、そのコーティングからの
薬物の放出速度である。有効な治療量の薬物が、血管形成処置またはステントの植え込み
後の生物学的プロセスの期間を包含するように適度に長い期間ステントから放出されるこ
とが望ましい。バースト放出（すなわち植え込み直後の高放出速度）は、望ましくなく、
なかなか解決しない問題である。一般には、患者に害を及ぼさないが、バースト放出は、
必要な有効量を数回放出することによって限られた供給量の薬物を「浪費し（wastes）」
、放出期間を短くする。バースト放出を低減しようとして、いくつかの技術が開発された
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。例えば、Yang他の米国特許第６，２５８，１２１号では、異なる放出速度を有する２種
のポリマーをブレンドし、それらのポリマーを単層に組み込むことによって放出速度を変
更する方法が開示されている。
【０００７】
薬剤溶出ステント（ＤＥＳ）の植え込みに伴う潜在的な不利益は、血栓症が植え込みま
たは配備後の異なる時間に起こり得るということである。血栓症は、血管中において込ま
れた機器上または付近で血栓が形成されることである。血栓は、通常、血液因子、主とし
て血小板およびフィブリンの凝集によって形成され、細胞成分が取り込まれる。血栓症は
、狭窄のように、血栓形成の際に血管閉塞をよく引き起こす。再狭窄および血栓症は、医
学的介入を必要とする、重篤で死に至る可能性がある２つの状態である。しかし、一方の
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状態を治療することで、もう一方の状態が起こることにつながる可能性がある。ステント
の表面での血栓形成は致命的である場合が多く、血管の血栓症に罹患している患者では２
０〜４０％間の高い死亡率に至っている。
【０００８】
ステント血栓症の形成に対処する１つの方法は、ヘパリンなどの抗凝固薬を使用するこ
とによる。ヘパリンはその抗凝固能力でよく知られている物質である。溶媒蒸発技術を用
いてステントの表面に、ヘパリンを添加した薄いポリマーコーティングを塗布することは
当技術分野では既知である。例えば、Ding他の米国特許第５，８３７，３１３号では、ヘ
パリンコーティング組成物を調製する方法が記載されている。しかしながら、ヘパリンを
使用することの不利益は、ヘパリンが再狭窄を防止する薬剤とともにうまく共存しないこ
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とである。例えば、ヘパリンがポリマーコーティング内で抗血栓薬と混合される場合には
、ヘパリンの親水性は抗再狭窄薬の所望の溶出プロフィールに干渉するであろう。例えば
、治療薬は溶媒処理によりポリマーコーティングのマトリックス中に埋め込まれる。抗凝
固薬もそのポリマーマトリックス中に埋め込まれる場合には、抗凝固薬は制御されていな
い形で水を引き寄せる。これは製造中に、もしくはコーティングした機器が植え込まれる
ときに起こり得、薬剤の安定性もしくは効力に悪影響を及ぼし、かつ／または所望の溶出
プロフィールに干渉するであろう。
【０００９】
それでもなお、植え込み可能な医療機器のコーティング内で抗血栓薬と治療薬を組み合
わせるためにいくつかのアプローチが提案されてきた。Whitbourneによる米国特許第５，
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５２５，３４８号では、医薬（ヘパリンを含む）を、第四アンモニウム成分または他のイ
オン性界面活性剤と複合体化し（complexing）、抗血栓性コーティング組成物としての水
不溶性ポリマーと結合する方法が開示されている。この方法は、本質的に異種であり、か
つ、植え込み部位で望ましくない炎症反応を引き起こし得る、セルロースなどの天然由来
のポリマー、またはそれらの誘導体が導入される可能性を被る。また、ヘパリンなどの抗
血栓薬と、逆帯電した担体ポリマーとの間のこれらのイオン性複合体は、コーティングの
統合にも悪影響を及ぼし得、さらなる医薬が存在する場合には、これらの医薬の保存安定
性および放出速度に影響を及ぼし得る。
【００１０】
Byunによる米国特許第６，７０２，８５０号、同第６，２４５，７５３号、および同第
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７，１２９，２２４号では、ヘパリンなどの抗血栓薬は、コーティング調合品に使用する
前に、ポリアリリック酸(polyarylic acid)などの非吸収性ポリマーに共有結合で抱合さ
れるという少し異なったアプローチが開示されている。これらの抱合体の全体の疎水性は
、オクタデシルアミン（長い炭化水素鎖を有するアミンである）などの疎水性物質を添加
することによりさらに調整される。このアプローチでは、ヘパリンが生体内で代謝された
後のポリアクリル酸の既知毒性などのいくつかの潜在的な欠点がある。また、疎水性アミ
ンの添加は、組織適合性および各工程の置換反応の再現についての懸念も生む。さらに、
コーティングの残りの成分は生体分解性ではない。
【００１１】
もう１つの抗血栓性コーティングアプローチがHolmerの米国特許第６，５５９，１３２
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号、Scholanderの同第６，４６１，６６５号、およびEketropの同第６，７６７，４０５
号に開示されており、そのアプローチによってキトサンなどの担体分子が医療機器の活性
金属表面に抱合される。その後、ヘパリンが中間分子に共有結合で抱合される。この処理
は、所望の抗血栓性層が得られるまで数回繰り返してよい。あるいは、このコーティング
はバッチ処理モードで行うことができる。しかしながら、このアプローチは、1種／複数
種の医薬を含有するポリマーコーティングでコーティングされる医療機器に容易には適用
できない。これらの成功した抗再狭窄薬のうちのいくつか（例えばシロリムス）は、これ
らの抱合処理、特に水性処理を伴うこれらの処理中に損傷を受ける可能性がある。
【００１２】
Stucke他によるＰＣＴ出願ＷＯ２００５／０９７２２３

Ａ１では、光活性架橋剤と抱

10

合されたヘパリンの混合物が、他の耐久性ポリマー（例えばポリ（ブチルメタクリレート
）およびポリ（ビニルピロリドン））で同じコーティング溶液中に溶解または分散され、
その溶液中またはコーティングが塗布された後にＵＶ光で架橋される、方法を開示してい
る。このアプローチの潜在的な欠点は、組み込まれた１種／複数種の薬物が架橋処理中に
高エネルギーＵＶ光によって悪影響を受ける可能性があり、さらに悪くは、その１種／複
数種の薬物が、ＵＶエネルギーによって活性化され得る官能基を有している場合には、そ
れらの薬物がマトリックスポリマーと架橋される可能性があることである。
【００１３】
全てHsu、Li‑Chienによる米国特許出願公開２００５／０１９１３３３
許出願公開２００６／０２０４５３３

Ａ１、およびＷＯ

Ａ１、米国特

２００６／０９９５１４

Ａ
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２、に開示されているように、もう１つの一般的なアプローチは、ヘパリンと対イオンと
の低分子量複合体（ステアリルコニウムヘパリン(stearylkonium heparin)）、または高
分子量多価電解質複合体、例えばデキストラン、ペクチンを用いて、抗血栓性存在物の複
合体形態を形成する。これらの抗血栓性複合体は、薬物をさらに含み得るポリマーマトリ
ックス中にさらに分散される。そのようなアプローチでは、薬物と親水性種のヘパリンの
異種マトリックスが作り出され、その異種マトリックスでは、親水性種が植え込み前後に
水を引き寄せて、薬物の安定性および放出速度に悪影響を及ぼす。さらに、ヘパリンおよ
び同様の薬剤の所望の抗血栓機能は、好ましくは、コーティングした医療機器の表面から
離れて溶出されるのではなく表面上に存在すべきである。
【００１４】
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よって、医療機器の少なくとも１つの表面に塗布するための、上記のような厳しい要件
を満たし得るコーティング材料であって、コーティング中に注入される感受性医薬または
治療薬に適合する処理により調製され得る、コーティング材料の必要性がまだある。これ
は、薬剤溶出ステントの外表面に塗布されると、再狭窄を処置し、かつ血栓症を防止する
コーティングの必要性を満たすのに役立つ。
【００１５】
〔発明の概要〕
本発明は、ヘパリンなどの生物学的に活性な分子を、クリック化学プロセスを介して生
体適合性かつ生体吸収性のポリエステルにグラフトする（grafts）。特に、クリック化学
プロセスを使用して、ペンダントの不飽和を利用し、変換におけるより少ない工程とより
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大きな汎用性を伴って、ヘパリン分子を介して抗血栓性特性などの機能性をブロックポリ
エステルの側鎖に導入する。一般に、クリック化学プロセスは、触媒剤の存在下でトリア
ゾールを形成するように末端アルキンとアジドとの反応を利用する。例えば、本明細書に
記載の方法では、トリアゾール結合を形成するようにアジドおよびアルキンのＣｕ（Ｉ）
触媒Ｈｕｉｓｇｅｎ１，３−双極性付加環化（Cu(I)‑catalyzed Huisgen 1,3‑dipolar cy
cloaddition）の段階的な類似体を使用してよい。
【００１６】
クリック化学は、トリアゾールの形成をもたらし、比較的穏やかな反応条件下でほとん
ど副生成物を伴わずに幅広い分子を部位特異的にカップリングするための方法を提供する
。クリック化学は、アジド基およびアルキン基を有機分子およびポリマー分子へと容易に
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導入し、多くの反応条件に対してこれらの基に安定性を与え、他の官能基の存在に対して
反応耐性を与える。よって、多くの従来型の有機変換およびカップリングに必要な条件に
対するポリエステル主鎖の感受性を考えると、脂肪族ポリエステルにクリック化学を適用
することは理想的である。例えば、本発明では、アジド末端生体分子、例えばヘパリン分
子を有するペンダントアセチレンを含む脂肪族ポリエステルのクリック反応を使用してよ
い。
【００１７】
また、本発明のポリエステルヘパリン抱合体が植え込み可能な医療機器の少なくとも一
部に塗布されるコーティングおよび同様の処理も開示されている。本発明は、開環重合プ
ロセスを介して作製されたほとんど全ての既知ポリエステルに適用されることから、幅広
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い適用を有している。アルキン官能基は、環状ラクトンのカルボニル基のα位に導入され
得る。これらの修飾ラクトンモノマーは、次いで、重合して、ペンダントアルキン側基を
有するホモポリマーポリエステルを生成し得る。ポリエステルは、一般に、それらの疎水
性および半結晶特性と、ポリマー主鎖沿いに官能基が不在であることから範囲が制限され
るが、そうでなければ、物理的および化学的特性を修飾し、生物活性部分を導入するため
に使用することができる。クリック化学によりポリマー鎖を修飾することにより官能基の
特異的な生物学的機能がポリエステルコポリマーに与えられる。さらに、アルキン側基の
密度は、修飾ラクトンモノマーと未修飾ラクトンモノマーとの比率を変更することによっ
て調整され得る。また、その修飾ラクトンモノマーは、それらのコポリマーの物理的およ
び化学的特性(the physical and chemistry properties)を調整するために、異なるラク
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トンモノマーまたはダイマー例えばラクチド、グリコリドなどと共重合され得る。
【００１８】
脂肪族ポリエステルのペンダント官能基は、官能化ラクトンの重合、重合後修飾、また
はこれらの２つのアプローチの組合せにより得ることができる。官能化ラクトンを重合す
る場合、官能基は、重合条件およびその後の任意の化学プロセスに適合していなければな
らない。官能基は、開環重合に干渉しないものであるべきであり、これらの全てのプロセ
スを乗り切るのに十分に強いものであるべきである。
【００１９】
ヘパリンと生体吸収性ポリマーとの抱合体、および当該抱合体を有する機器も提供され
、当該抱合体は、当該機器の表面に塗布されているか、または当該装置の構造内に埋め込
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まれている。コーティングの最も外側の層は本発明の抱合体を含み、これは血栓症の形成
を妨げ、当該コーティングの内部層に含まれている薬剤の放出速度を調節するのにも役立
つ。
【００２０】
前記コーティングの第１の層すなわち底層（sub‑layer）は、ポリマー材料および生物
学的に活性な薬剤を溶媒と混合し、それにより、均質な溶液を形成することによって調製
される。前記ポリマー材料は、幅広い合成材料から選択することができるが、１つの典型
的な実施形態では、ポリ（ラクチド−トゥ−グリコリド）(poly(lactide‑to‑glycolide))
（ＰＬＧＡ）が使用される。前記生物学的に活性な薬剤は、所望の治療結果に応じて選択
される。例えば、抗増殖薬（パクリタキセルなど）、免疫抑制薬（ラパマイシンなど）お
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よび／または抗炎症薬（デキサメタゾンなど）が前記内部層に含められ得る。一度調製さ
れれば、前記溶液は、浸漬または吹き付け処理により機器に塗布することができる。乾燥
中に前記溶媒が蒸発し、前記生物学的に活性な薬剤が添加されたポリマー材料の薄い層が
ステント上にコーティングされる。生物学的に活性な薬剤を含むさらなる層を提供するこ
とによって、１種以上の異なる生物学的に活性な薬剤を添加することができる。
【００２１】
第２の層すなわち外部層は、抗血栓性ヘパリン−生体吸収性ポリマー抱合体を含む。こ
のコーティングは、例えば、浸漬コーティング処理または吹き付けコーティング処理を用
いて前記内部薬物含有層上に塗布することができる。本発明の１つの典型的な実施形態で
は、前記外部層は、酢酸エチル（ＥＡ）およびイソプロパノール（ＩＰＡ）を含む混合溶
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媒系に溶解されていてよい抗血栓性ヘパリン−生体吸収性ポリマー抱合体を含む。次に前
記溶液は、上記のような薬剤含有層で既にコーティングされている機器の表面に吹き付け
られる。乾燥後、前記抗血栓性ヘパリン生体吸収性ポリマー抱合体は、前記コーティング
外部層に残り、前記内部層からの薬剤を、その外部層を通して溶出させる。
【００２２】
コーティングした機器は、機器の特性に応じた適当な手法を用いて体の患部、例えば、
冠動脈のような血管に植え込まれ得る。前記機器は、血管を広げるスキャフォールド、例
えば、ステントを含んでよい。前記生物学的に活性な薬剤は、前記第１の層から放出され
、それにより、平滑細胞増殖の阻害などの所望の治療結果をもたらす。前記最も外側の層
の前記抗血栓性ヘパリン−生体吸収性ポリマー抱合体は、部分的に水和した状態になり、
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前記機器の上および周囲での血液凝固を防止し、ゆえに血栓症および亜急性機器血栓症（
sub‑acute device thrombosis）を抑制する。加えて、前記最も外側の層の前記抗血栓性
ヘパリン−生体吸収性ポリマー抱合体は、前記内部薬物含有層からの前記生物学的に活性
な薬剤のバースト放出をさらに低減または防止し得、それにより比較的長期間にわたって
放出を起こすことができる。
【００２３】
もう１つの代替法は、前記ポリマーとヘパリンとの抱合体を、そのポリマーマトリック
ス内の治療薬の担体として利用して粒子を形成することである。この実施形態では、前記
薬剤は、前記ポリマーの疎水性コアと少し結合している。前記薬剤を、溶媒を用いて前記
抱合体と共溶解し、その溶媒を後に蒸発させて、コアに前記薬剤を含む粒子を作り出す。
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これらの粒子は、機器構造内での配置に理想的に適している。例えば、機器は、中に粒子
を有するウェル、くぼみ、折り目、またはチャネルなどの構造的特徴部を有していてよい
。これにより、異なる特性を有する粒子をその機器に沿った様々な位置に配置することが
可能になる。さらに、少なくとも２種の異なる薬剤を有する粒子を同じ構造的特徴部内に
置くことができる。薬剤は、前記粒子が崩壊するにつれて、前記構造的特徴部から放出さ
れる。同時に、ヘパリンが存在することにより前記機器の配置部位での血栓症を防止する
であろう。
【００２４】
本発明の特徴および利点は、次の詳細な説明により当業者には明らかであろう。
【００２５】
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〔発明の詳細な説明〕
次の定義は、本発明を容易に理解できるように示すが、本発明(then invention)の説明
を限定するものと解釈すべきではない。
【００２６】
本明細書において使用される、「ステント」とは、管腔を開いた状態に保ち、かつ狭窄
または外部圧迫による閉鎖を防止するために導管に挿入される、任意の生体適合性材料か
ら構築された一般に管状の構造物を意味する。
【００２７】
本明細書において、「生物学的に活性な薬剤（biologically active agent）」とは、
生物にとって治療的価値を有する薬物または他の物質を意味し、それらには、限定される
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ものではないが、抗血栓薬、抗癌薬、抗凝固薬、抗血小板薬、血栓溶解薬、抗増殖薬、抗
炎症薬、再狭窄を抑制する薬剤、平滑筋細胞阻害薬、抗生物質など、および／またはそれ
らの混合物および／または別の物質が生物に治療的価値を与える機能を果たす手助けをし
得る任意の物質が含まれる。
【００２８】
典型的な抗癌薬としては、アシビシン、アクラルビシン、アコダゾール（acodazole）
、アクロナイシン(acronycine)、アドゼレシン、アラノシン、アルデスロイキン、アロプ
リノールナトリウム、アルトレタミン、アミノグルテチミド、アモナフィド(amonafide)
、アンプリゲン(ampligen)、アムサクリン、アンドロゲン類、アングイジン(anguidine)
、アフィジコリングリシネート(aphidicolin glycinate)、アサリー(asaley)、アスパラ
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ギナーゼ、５−アザシチジン、アザチオプリン、カルメット・ゲラン菌(Bacillus calmet
te‑guerin)（ＢＣＧ）、Ｂａｋｅｒのアンチフォル(Baker's Antifol)（可溶性）、β−
２

−デオキシチオグアノシン(beta‑2'‑deoxythioguanosine)、ビサントレンｈｃｌ（bi

santrene hcl）、ブレオマイシン硫酸塩、ブスルファン、ブチオニンスルホキシミン、セ
ラセミド(ceracemide)、カルベチマー(carbetimer)、カルボプラチン、カルムスチン、ク
ロラムブシル、クロロキノキサリン−スルホンアミド(chloroquinoxaline‑sulfonamide)
、クロロゾトシン(chlorozotocin)、クロモマイシンＡ３、シスプラチン、クラドリビン
、コルチコステロイド類、コリネバクテリウムパルバム（Corynebacterium parvum）、Ｃ
ＰＴ−１１、クリスナトール（crisnatol）、シクロシチジン、シクロホスファミド、シ
タラビン、シテムベナ(cytembena)、デイビスマレエート(dabis maleate)、ダカルバジン
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、ダクチノマイシン、ダウノルビシンＨＣｌ、デアザウリジン(deazauridine)、デクスラ
ゾキサン、ジアンヒドロガラクチトール(dianhydrogalactitol)、ジアジクォン（diaziqu
one）、ジブロモズルシトール(dibromodulcitol)、ジデムニンＢ(didemnin B)、ジエチル
ジチオカルバメート、ジグリコアルデヒド(diglycoaldehyde)、ジヒドロ−５−アザシチ
ジン、ドキソルビシン、エキノマイシン、エダトレキサート、エデルホシン(edelfosine)
、エフロミチン(eflomithine)、エリオットの溶液(Elliott's solution)、エルサミトル
シン（elsamitrucin）、エピルビシン、エソルビシン、リン酸エストラムスチン、エスト
ロゲン類、エタニダゾール、エチオホス(ethiofos)、エトポシド、ファドラゾール(fadra
zole)、ファザラビン（fazarabine）、フェンレチニド、フィルグラスチム、フィナステ
リド、フラボン酢酸(flavone acetic acid)、フロクスウリジン、リン酸フルダラビン、
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５−フルオロウラシル、Fluosol（登録商標）、フルタミド、硝酸ガリウム、ゲムシタビ
ン、ゴセレリン酢酸塩、ヘプスルファム(hepsulfam)、ヘキサメチレンビスアセトアミド
、ホモハリングトニン(homoharringtonine)、ヒドラジン硫酸塩、４−ヒドロキシアンド
ロステンジオン、ヒドロジシウレア(hydrozyurea)、イダルビシンＨＣｌ、イホスファミ
ド、インターフェロンα、インターフェロンβ、インターフェロンγ、インターロイキン
−１αおよびβ、インターロイキン−３、インターロイキン−４、インターロイキン−６
、４−イポメアノール(4‑ipomeanol)、イプロプラチン（iproplatin）、イソトレチノイ
ン、ロイコボリンカルシウム、酢酸ロイプロリド、レバミゾール、リポソームダウノルビ
シン、リポソーム封入ドキソルビシン、ロムスチン、ロニダミン、マイタンシン、塩酸メ
クロレタミン、メルファラン、メノガリル、メルバロン(merbarone)、６−メルカプトプ
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リン、メスナ(mesna)、カルメット・ゲラン菌のメタノール抽出残渣、メトトレキサート
、Ｎ−メチルホルムアミド、ミフェプリストン、ミトグアゾン、マイトマイシン−Ｃ、ミ
トタン、ミトキサントロン塩酸塩、単球／マクロファージコロニー刺激因子、ナビロン、
ナホキシジン、ネオカルチノスタチン、オクトレオチド酢酸塩、オルマプラチン（ormapl
atin）、オキサリプラチン、パクリタキセル、パラ(pala)、ペントスタチン、ピペラジン
ジオン、ピポブロマン、ピラルビシン、ピリトレキシム（piritrexim）、ピロキサントロ
ン塩酸塩（piroxantrone hydrochloride）、ＰＩＸＹ−３２１、プリカマイシン、ポルフ
ィマーナトリウム、プレドニムスチン、プロカルバジン、プロゲスチン類、ピラゾフリン
(pyrazofurin)、ラゾキサン、サルグラモスチム、セムスチン、スピロゲルマニウム、ス
ピロムスチン、ストレプトニグリン、ストレプトゾシン、スロフェヌル（sulofenur）、

40

スラミンナトリウム(suramin sodium)、タモキシフェン、タキソテール、テガフール、テ
ニポシド、テレフタルアミジン(terephthalamidine)、テロキシロン、チオグアニン、チ
オテパ、チミジン注射薬(thymidine injection)、チアゾフリン、トポテカン、トレミフ
ェン、トレチノイン、塩酸トリフルオペラジン、トリフルリジン、トリメトレキサート、
腫瘍壊死因子、ウラシルマスタード、ビンブラスチン硫酸塩、ビンクリスチン硫酸塩、ビ
ンデシン、ビノレルビン、ビンゾリジン、Ｙｏｓｈｉ

８６４、ゾルビシン、およびそれ

らの混合物が含まれる。
【００２９】
典型的な抗炎症薬としては、古典的な非ステロイド系抗炎症薬（ＮＳＡＩＤＳ）、例え
ばアスピリン、ジクロフェナク、インドメタシン、スリンダク、ケトプロフェン、フルル
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ビプロフェン、イブプロフェン、ナプロキセン、ピロキシカム、テノキシカム、トルメチ
ン、ケトロラック、オキサプロジン(oxaprosin)、メフェナム酸、フェノプロフェン、ナ
ブメトン(nambumetone)（レリフェン(relafen)）、アセトアミノフェン（Tylenol（登録
商標））、およびそれらの混合物；ＣＯＸ−２阻害薬、例えばニメスリド、ＮＳ−３９８
、フロスリド(flosulid)、Ｌ−７４５３３７、セレコキシブ、ロフェコキシブ、ＳＣ−５
７６６６、ＤｕＰ−６９７、パレコキシブナトリウム、ＪＴＥ−５２２、バルデコキシブ
、ＳＣ−５８１２５、エトリコキシブ、ＲＳ−５７０６７、Ｌ−７４８７８０、Ｌ−７６
１０６６、ＡＰＨＳ、エトドラク、メロキシカム、Ｓ−２４７４、およびそれらの混合物
；グルココルチコイド類、例えばヒドロコルチゾン、コルチゾン、プレドニゾン、プレド
ニゾロン、メチルプレドニゾロン、メプレドニゾン、トリアムシノロン、パラメタゾン、
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フルプレドニゾロン、ベタメタゾン、デキサメタゾン、フルドロコルチゾン、デスオキシ
コルチコステロン、およびそれらの混合物；ならびにそれらの混合物が含まれる。
【００３０】
本明細書において使用される、「有効量」とは、無毒であるが、任意の医学的処置に伴
って妥当な効果／リスク比で所望の局所または全身効果および成果を与えるのに十分であ
る薬理学上活性な薬剤の量を意味する。
【００３１】
本発明によれば、ポリマー組成物の１以上の層は、医療機器にコーティングを提供する
ためにその医療機器に塗布されるか、またはその医療機器の構造的特徴部内に装填される
粒子に形成される。コーティングとして使用される場合、前記ポリマー組成物は異なる機
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能を果たす。例えば、１つの層はベースコートを含んでよく、そのベースコートは、その
ベースコートへ追加の層を接着可能にする。１つ（複数）の追加の層は、それらの層のポ
リマーマトリックス内に生物活性剤を有していてよい。あるいは、単一被覆を塗布してよ
く、前記ポリマー組成物は、その被覆が複数の機能（例えば前記機器への前記コーティン
グの接着を可能にすること、および血栓症を防止する薬剤を収容すること）を果たすよう
なものである。他の機能には、再狭窄を防止する薬剤を収容することが含まれる。
【００３２】
薬剤の化学的性質は、コーティングに含めてよい薬剤の数を制限し得る。例えば、抗血
栓薬は親水性である傾向があるが、一方、抗増殖薬は比較的疎水性である傾向がある。そ
のため、疎水性物質をポリマーコーティングのマトリックス内に封入して、水へのその曝
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露を制限し、マトリックスからのその溶出を制御することが望ましい。本発明は、異なる
特性を有する２種の薬剤を、ヘパリンなどの抗凝固薬と、遊離カルボキシル末端基を有す
る生体吸収性ポリマーとの抱合体を提供することによって、ごく接近して担持する。この
配置により、親水性ヘパリン薬剤は前記ポリマーマトリックス内に存在する疎水性物質か
ら実質的に離れて配向されることになるであろう。よって、医療機器に塗布される場合、
前記抱合体を有するコーティングにより、抗血栓薬は確実に、前記ポリマーマトリックス
内に含まれ得る任意の疎水性物質から実質的に離れて配向される。
【００３３】
図４は、表面２に塗布された本発明の１つ（複数）のコーティングの典型的な実施形態
を例示している。表面２は、例えば、植え込み可能な医療機器上に位置する。そのコーテ
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ィングは、例えば、平滑細胞増殖および移動を防止する生物学的に活性な薬剤を添加した
ポリマーフィルムの第１の層すなわち内部層４を含む。第１の層すなわちコーティング４
は２種以上の生物学的に活性な薬剤を含んでよい。
【００３４】
前記薬剤を前記ポリマーのマトリックス内に入れる１つの方法は、溶媒または溶媒の混
合物を使用することを伴い、それによって前記薬剤およびポリマーはその中で溶解される
。その混合物が乾燥するにつれて、その溶媒が除去され、前記ポリマーのマトリックス内
に封入された薬剤が残る。前記内部層／第１のポリマー層の作製に使用することができる
典型的なポリマーには、ポリウレタン類、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ＰＬ
ＬＡ−ポリ−グリコール酸（ＰＧＡ）コポリマー（ＰＬＧＡ）、ポリカプロラクトン（Ｐ
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ＣＬ）ポリ−（ヒドロキシブチレート／ヒドロキシバレレート）コポリマー(poly‑(hydro
xybutyrate/hydroxyvalerate) copolymer)（ＰＨＢＶ）、ポリ（ビニルピロリドン）（Ｐ
ＶＰ）、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ、Teflon（登録商標））、ポリ（２−ヒ
ドロキシエチルメタクリレート）（ポリ−ＨＥＭＡ）、ポリ（エーテルウレタン尿素）、
シリコ−ン類、アクリル樹脂、エポキシド類、ポリエステル類、ウレタン類、パルレン類
(parlenes)、ポリホスファゼンポリマー類、フルオロポリマー類、ポリアミド類、ポリオ
レフィン類、およびそれらの混合物が含まれる。前記内部フィルム／第１のポリマーフィ
ルムの作製に使用することができる典型的な生体吸収性ポリマーには、ポリカプロラクト
ン（ＰＣＬ）、ポリ−Ｄ，Ｌ−乳酸（ＤＬ−ＰＬＡ）、ポリ−Ｌ−乳酸（Ｌ−ＰＬＡ）、
ポリ（ヒドロキシブチレート）(poly(hydroxybutyrate))、ポリジオキサノン、ポリオル
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トエステル(polyorthoester)、ポリ酸無水物(polyanhydride)、ポリ（グリコール酸）、
ポリリン酸エステル(polyphosphoester)、ポリ（アミノ酸）、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）(poly(iminocarbonate))、ポリアルキレンオキサ
レート類、ポリホスファゼン類、および脂肪族ポリカーボネート類が含まれる。
【００３５】
第２の層すなわち最も外側の層６は、強力な抗凝固特性を有する抗血栓性ヘパリン‐生
体吸収性ポリマー抱合体を含み得る。抗血栓性ヘパリン−生体吸収性ポリマー抱合体の第
２の層は、前記第１の層すなわち内部層４に分散された前記生物学的に活性な薬剤のバー
スト放出を防止する効果をさらに有していてよく、結果的に、２種以上の生物学的に活性
な薬剤を含み得る前記層４の放出期間が比較的長くなる。さらに、前記抱合体６は、前記
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親水性ヘパリン８を前記疎水性内部層４から実質的に離れて配向する。
【００３６】
本発明を例示するためだけに、ステントなどの医療機器に塗布されている１つ（複数）
のコーティングを論じる。本発明のコーティングは、血栓症の形成を止め、かつ／または
適用部位を治療するために向けられる薬剤を送達することが望ましい場合、他の適用、例
えば血管グラフト、創傷パッチ、閉鎖機器、シャントまたは任意の他の機器、カバーなど
の上にも使用することができる。一般に、ステントは、金属例えばステンレス鋼またはコ
バルトクロム合金から製造されているものから作製されている。しかしながら、ステント
は、ポリマー材料からも製造することができる。任意の基体、医療機器、または有機流体
と接触しているそれらの一部などを本発明でコーティングすることができるということも
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理解すべきである。例えば、大静脈フィルターおよび吻合機器などの他の機器は、薬剤を
中に有しているコーティングを用いて使用することができるし、またはそれらの機器自体
を、薬物を中に含有しているポリマー材料を用いて製造することができる。本明細書に記
載のステントまたは他の医療機器はいずれも、局所または領域性の薬物送達に利用するこ
とができる。バルーン拡張可能なステントは、任意の数の血管または導管に利用すること
ができ、特に冠動脈での使用によく適している。一方、自己拡張型ステントは、特にクラ
ッシュ回復が重要な要素である血管、例えば、頚動脈での使用によく適している。
【００３７】
必須ではないが、前記第１のコーティングまたは層４、および第２のコーティングまた
は層６は、前記ステント表面２全体の少なくとも一部を覆うことが望ましい。前記第１の
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層４の塗布は、溶媒蒸発処理またはいくつかの他の既知の方法、例えば溶媒キャスト吹き
付けコーティング（solvent cast spray coating）によって行われる。その溶媒蒸発処理
は、前記ポリマー材料および前記生物学的に活性な薬剤をテトラヒドロフラン（ＴＨＦ）
などの溶媒と組み合わせることを必要とし、それらを攪拌して、混合物を形成する。前記
第１の層の例示的なポリマー材料はポリウレタンを含み、例示的な生物学的に活性な薬剤
はラパマイシンを含む。前記混合物は、前記溶液を前記ステント上に吹き付けること；ま
たは前記ステントを前記溶液に浸漬することにより前記ステントの表面２に塗布する。前
記混合物が塗布されたら、前記ステントは乾燥処理を受け、その間に、前記溶媒は蒸発し
、前記ポリマー材料および生物学的に活性な薬剤は前記ステント上に薄膜を形成する。あ
るいは、複数種の生物学的に活性な薬剤を前記第１の層４に添加してよい。
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【００３８】
前記ステントコーティングの前記第２の層すなわち最も外側の層６は、抗血栓性ヘパリ
ン−生体吸収性ポリマー抱合体を含む。この抗血栓性ヘパリン−生体吸収性ポリマー抱合
体は、有機溶媒または様々な極性の有機溶媒の混合物に溶解し得る。ヘパリン８は、未分
画ヘパリン(a unfracationated heparain)、分画ヘパリン、低分子量ヘパリン、脱硫酸ヘ
パリン（desulfated heparin）および様々な哺乳類起源のヘパリンを含み得る。典型的な
抗血栓薬には、ビタミンＫ拮抗薬、例えばアセノクマロール、クロリンジオン、ジクマロ
ール、ジフェナジオン、ビスクマ酢酸エチル、フェンプロクモン、フェニンジオン、チオ
クロマロール、ワルファリン；ヘパリン群抗血小板凝集抑制薬(Heparin group anti‑plat
elet aggregation inhibitor)、例えばアンチトロンビンIII、ベミパリン、ダルテパリン

10

、ダナパロイド、エノキサパリン、ヘパリン、ナドロパリン、パルナパリン、レビパリン
、スロデキシド、チンザパリン；他の血小板凝集抑制薬、例えばアブシキマブ、アセチル
サリチル酸（アスピリン）、アロキシプリン、ベラプロスト、ジタゾール、カルバサラー
トカルシウム、クロリクロメン、クロピドグレル、ジピリダモール、エプチフィバチド、
インドブフェン、イロプロスト、ピコタミド、プラスグレル、プロスタサイクリン、チク
ロピジン、チロフィバン、トレプロスチニル、トリフルサル；酵素抗凝固薬、例えばアル
テプラーゼ、アンクロッド、アニストレプラーゼ、ブリナーゼ、ドロトレコギンアルファ
、フィブリノリジン、タンパク質Ｃ、レテプラーゼ、サルプラーゼ、ストレプトキナーゼ
、テネクテプラーゼ、ウロキナーゼ；直接型トロンビン阻害薬、例えばアルガトロバン、
ビバリルジン、ダビガトラン（Dabigatran）、デシルジン、ヒルジン、レピルジン、メラ
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ガトラン、キシメラガトラン；および他の抗血栓薬、例えばダビガトラン、デフィブロチ
ド、デルマタン硫酸、フォンダパリヌクス、リバロキサバン（Rivaroxaban）：が含まれ
得る。
【００３９】
図１および図２に示されるように、典型的な抗血栓性ヘパリン‐生体適合性コポリマー
抱合体は次のように調製される。第１に、図１に示されるように、アセチレン基を環状モ
ノマーバレロラクトン(a cyclic monomer valeroclatone)のα位に導入し、それを錫触媒
Ｓｎ（ＯＴｆ）２、および開環開始剤としての所定量のエタノールの存在下でカプロラク
トンと共重合する。この開環重合により、ペンダントアセチレン基を有するポリ（バレロ
ラクトン−コ−カプロラクトン）(poly(valerolactone‑co‑caprolacone))のコポリマーポ
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リエステルが生成する。ポリマー鎖沿いのペンダントアセチレン基の密度は、重合処理に
使用される官能化バレロラクトンとカプロラクトンとの間の比率によって決まる。前記コ
ポリマーの分子量は、前記２つのモノマーの合計と開始剤のエタノールとの間の比率によ
って決まる。前記２つのモノマーの合計と開始剤のエタノールとの間の比率が高いほど、
最終的なコポリマーの分子量は高くなる。
【００４０】
本発明の一実施形態では、前記コポリマーのペンダントアセチレン基は、図２に示され
るスキームに従って調製されたアジド基を有するヘパリン分子とさらに反応される。トリ
アゾール結合を形成するためのＣｕ（Ｉ）触媒の存在下でのアセチレン基とアジド基との
間の反応は図３に示している。任意のヘパリン分子、組換えヘパリン、ヘパリン誘導体ま
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−２１

たはヘパリン類似体（好ましい重量１．６６×１０

ｇ（１，０００ダルトン）〜１

．６６×１０−１８ｇ（１，０００，０００ダルトン）を有している）を、最終的な抗血
栓性ヘパリン−生体吸収性ポリマー抱合体を作製するためにカップリング反応に使用して
よいが、前記反応のカップリング効率を高めるように脱硫酸ヘパリンを使用することが好
ましい。
【００４１】
一度、前記抗血栓性ヘパリン−生体吸収性ポリマー抱合体を調製したら、それを溶媒蒸
発法または他の適切な方法を用いて第１の層に直接塗布してよい。その溶媒が植え込み可
能な医療機器の表面から蒸発した後、前記抗血栓性ヘパリン−生体吸収性ポリマー抱合体
を含む薄膜が前記機器の最も外側の表面上に残る。
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【００４２】
次の実施例により、本発明の原理に従う前記抱合体の作製および使用を例示する。
【００４３】
実施例１：アセチレン含有バレロラクトンモノマーの調製
図１に示されるように、所定量のδ−バレロラクトン（Aldrich社(米国)製の工業用）
を、テトラヒドロフラン（ＴＨＦ）中、−７８℃でＮ，Ｎ−ジイソプロピルアミド（ＬＤ
Ａ、９９．５＋％、Aldrich, 米国）と反応させ、続いて、臭化プロパルギルのトルエン
溶液（８０重量％トルエン溶液、Aldrich, 米国）でクエンチを行う。この粗生成物を１
４０℃でクーゲルロール蒸留を行うことにより粘性ある無色の液体としてラクトン１を得
10

た。
【００４４】
実施例２：開始剤としてエタノールを用いた開環重合によるアセチレン側鎖を有するバ
レロラクトンのカプロラクトンとの共重合
実施例Ｉで作製した精製バレロラクトンモノマー(Purified valerolacone monomer)を
、磁気攪拌子を備えた乾燥した丸底ガラス反応器内で、開始剤としてのエタノール（無水
品、Aldrich, 米国）および開環触媒としてのＳｎ（ＯＴｆ）２を用いてε−カプロラク
トン（９９＋％、Aldrich, 米国）と共重合する。この反応スキームは図１に示している
。この開環重合は、希釈せずに（neat）、または溶媒としてトルエンを用いて、室温でま
たは昇温で行う。コポリマーの分子量は反応時間とともに増加し、オクタン酸第一錫など
のより一般的な錫系触媒に比べて、Ｓｎ（ＯＴｆ）２を使用することによって、最終的な

20

コポリマーの多分散性をより良く制御する。このブロックポリエステルコポリマー中のペ
ンダントアセチレン基の密度は、バレロラクトンモノマーとε−カプロラクトン（ＣＬ）
との間のモル比を変更することによって調整する。
【００４５】
同様に、官能化ポリエステルコポリマーの物理的特性を調整するために、共重合にラク
チド（ＬＡ）およびグリコリド（ＧＡ）などの他のラクトンモノマーを使用してよい。ア
セチレン基の最終的な取り込み率は、４．０３でのシグナル（モノマー１およびＣＬから
のポリマー主鎖のＣＨ２Ｏ）に対する２．０１でのＨ１−ＮＭＲスペクトルシグナル（モ
ノマー１からのアセチレンプロトン）の比率に基づいて算出することができる。
30

【００４６】
実施例３：ヘパリン分子へのアジド末端基の導入
アジド末端ヘパリンを図２に示される経路によって合成する。簡潔には、ブロモヘキサ
ン酸および１−ヒドロキシベンゾトリアゾール（ＨＯＢｔ、＜５％水、Aldrich, 米国）
の溶液を乾燥ＤＭＦに加える。その溶液にＮ、Ｎ

−ジイソプロピルカルボジイミド(N,

N'‑diisoporprylcarbodiimide)（ＤＩＣ、９９％、Aldrich, 米国）を滴加し、２０分間
攪拌する。この活性化溶液をＤＭＦ中ヘパリン溶液に加え、１時間攪拌する。次いで、こ
の反応物を濾過して、固体を除去する。続いて、この粗生成物を回転蒸発により濃縮し(c
oncentration)、エーテル中で沈殿させる。その後、この沈殿物をエーテルで３回洗浄し
、一晩真空乾燥させる。さらに、この臭化物末端ヘパリンをＤＭＳＯに溶かし、この溶液
にアジ化ナトリウムを加える。この反応を室温で１２時間進行させた後、溶液を濾過する

40

。ＤＭＳＯを除去するために回転蒸発およびクーゲルロール蒸留を行った後、粗生成物を
最少量のメタノールに溶かし、溶けない沈殿物を濾過により除去する。この残留溶液をジ
エチルエーテルから沈殿させ、濾過して、アジド末端ヘパリンを得る。
【００４７】
実施例４：クリック化学によるポリエステルコポリマーのアセチレン側鎖へのアジド末
端ヘパリンのグラフト。
クリック化学によるポリエステルコポリマーのアセチレン側鎖への、アジドでキャッピ
ングされたヘパリン分子のグラフトは、次の条件により実施する。ヘパリン−アジドを、
まず、反応槽内で水に溶かす。アセチレン側鎖を有するポリエステルコポリマーを最少量
のアセトンに溶かし、迅速に攪拌した反応混合物にシリンジにより加える。次いで、この
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反応槽にアスコルビン酸ナトリウムおよび硫酸銅（II）五水和物を加える。続いて、この
反応混合物を、アセトンの蒸発による泡立ちが終了するまで、８０℃に加熱する。その後
、この反応槽に凝縮装置を取り付け、加熱還流し、一晩攪拌する。次いで、この反応混合
物を室温まで冷却し、飽和ＮａＣｌ水溶液で希釈し、ＣＨ２Ｃｌ２で５回抽出する。続い
て、合わせた有機層をＭｇＳＯ４で乾燥させ、回転蒸発により濃縮する。その後、得られ
た生成物を真空下で一晩乾燥させて、最終的なポリマーヘパリン抱合体を得る。
【００４８】
実施例５：吸収性ポリエステル−ヘパリン抱合体を含む最も外側の層を備えた薬剤溶出
ステントのコーティング
図４に示されるように、コバルトクロムステントの表面１０を、例えば、ＰＬＧＡおよ

10

びラパマイシンを含有する酢酸エチル（ＥＡ）を含み得る薬物含有ポリマー溶液を用いて
吹き付けコーティングする。ＰＬＧＡとラパマイシンとの間の重量比は２：１である。こ
の薬物含有層２０を乾燥させた後、その第１の薬物含有層２０上に本発明の吸収性ポリエ
ステル−ヘパリン抱合体を含有するコーティング溶液を吹き付けコーティングする。この
層を乾燥させた後、最も外側の表面上に吸収性ポリエステル−ヘパリン抱合体を含有する
薄膜３０が形成する。
【００４９】
上記のもののようなコーティングは薄くてよく、一般に深さ５〜８μｍであってよい。
ステントなどの機器の表面積は、比較して非常に大きいため、有益な薬剤の全量が周囲組
織へと放出するための非常に短い拡散経路を有する。得られる累積薬物放出プロフィール

20

は、所望の「一様な持続放出」または線形放出ではなく、初期の大きなバーストの後、漸
近線へと急接近することを特徴とする。多くの場合、ステントなどの機器からの治療薬の
溶出パターンを変更することが望ましい。さらに、機器沿いの異なる位置における薬剤の
量を変更することも望ましい。これは、その機器の構造的特徴部内に薬剤を入れることに
よって成し遂げることができる。
【００５０】
図６に示されるように、拡張可能な機器は、その機器上への少なくとも１種の薬剤の配
置を容易にする複数の構造的特徴部を有する。図６に例示される拡張可能な医療機器１０
は、円筒型の拡張可能な機器を形成するための材料のチューブから切り取ることができる
。この拡張可能な医療機器１０は、複数のブリッジング要素１４によって相互連結された

30

複数の円筒型部分１２を含む。このブリッジング要素１４は、配備部位まで脈管構造の曲
がりくねった通路を通るときにはその機器が軸方向に曲がることを可能にし、管腔の湾曲
に合わせる必要があるときにはその機器が軸方向に曲がることを可能にする。延性ヒンジ
２０および外周の支柱２２によって相互連結された細長い支柱１８のネットワークは円筒
型チューブ１２を含んでいる。医療機器１０の拡張中に延性ヒンジ２０は変形するが、一
方、細長い支柱１８は変形しない。拡張可能な医療機器の例についてのさらなる詳細は、
米国特許第６，２４１，７６２号に記載されており、これは参照して本明細書にそのまま
組み入れられる。
【００５１】
細長い支柱１８および外周の支柱２２は、開口部３０などの構造的特徴部を含み、それ

40

らのいくつかには、拡張可能な医療機器が植え込まれる管腔への送達のために薬剤が選択
的に充填される。開口部３０の深さは支柱２２の厚さによって決まる。他の構造的特徴部
には、隆起部分またはくぼみ、スリット、細長い開口部、追加材料、および拡張可能な機
器上に配置されることが望ましい材料をとらえ得るかまたは含み得る任意の特徴部が含ま
れ得る。さらに、機器１０の他の部分、例えばブリッジング要素１４も構造的特徴部を含
み得る。図５に示される特定例では、機器１０の非変形部分、例えば細長い支柱１８に開
口部３０が備わっており、それらの開口部は変形せず、機器の拡張中の破砕、排出、ある
いは別様の損傷の危険性なしに薬剤が送達されるようになっている。有益な薬剤を開口部
３０内に装填し得る方法の一例のさらなる説明は、米国特許第６，７６４，５０７号に記
載されており、これは参照して本明細書にそのまま組み入れられる。
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【００５２】
図５に示されるような機器構造的特徴部内に１種の薬剤または複数種の薬剤を入れるこ
とを容易にするために、図４に示されるような、前記ポリマーとヘパリンとの抱合体を治
療薬の担体として利用して、粒子４０を作り出すことができる。この実施形態では、薬剤
４２は、櫛形ポリマー（comb polymer）４４の疎水性コア４６と少し結合している。薬剤
４２を、溶媒を用いてこの抱合体と共溶解し、その溶媒は後に蒸発して、コアに前記薬剤
を含む粒子を作り出す。これらの粒子は、図６に例示されているような機器構造内での配
置に理想的に適している。例えば、機器は、中に粒子を有するウェル、刻み目、折り目、
またはチャネルなどの構造的特徴部を有していてよい。これにより、異なる特性を有する
粒子をその機器に沿った様々な位置に配置することが可能になる。さらに、少なくとも２

10

種の異なる薬剤を有する粒子を同じ構造的特徴部内に置くことができる。薬剤は、前記粒
子が崩壊するにつれて、前記構造的特徴部から放出される。同時に、ヘパリンが存在する
ことにより前記機器の配置部位での血栓症を防止するであろう。
【００５３】
図７では、図５の機器１０における開口部５０の横断面図を例示している。複数の粒子
４０は２つの層５２と５４との間に配置されている。層５２および５４は、水環境への粒
子４０の曝露を制御するために組成および厚さを変更することができる。これにより、粒
子４０のコア内部からの薬剤の放出が制御される。さらに、それらの粒子を単一材料内で
ブレンドし、機器１０の開口部５０内に配置してよい。
【００５４】

20

機器の構造的特徴部上または内部へ配置するためのナノ粒子および微粒子の形成方法の
例を以下に示す。
【００５５】
実施例６：櫛型吸収性ポリマー−ヘパリンおよびパクリタキセルを用いたナノ粒子の形
成
２０ｍｇのパクリタキセルおよび２００ｍｇのポリ（ラクチド−トゥ−グリコリド）、
ＰＬＧＡ５０／５０をゆっくりと攪拌しながら１６ｍＬの塩化メチレンに溶かす。生成し
た溶液を、乳化剤として４％の（ポリビニルアルコール）（ＰＶＡ）を含有する水溶液２
５０ｍＬに移す。合わせた溶液をソニケーターのパルスモードにおいて出力５０ｍＷで９
０秒間超音波処理する。次いで、このエマルジョンを室温で一晩攪拌して、溶媒を除去す

30

る。これによりパクリタキセルを含有するナノスフェアが形成し、それらを１２０００ｒ
ｐｍで３０分間の遠心分離により集め、さらに脱イオン水で４回洗浄して、過剰な乳化剤
を除去する。さらに、この生成物を凍結乾燥した後適用する。
【００５６】
実施例７：櫛型吸収性ポリマー−ヘパリンおよびパクリタキセルを用いた微粒子の形成
２０ｍｇのパクリタキセルおよび２００ｍｇのポリ（ラクチド−トゥ−グリコリド）、
ＰＬＧＡ５０／５０をゆっくりと攪拌しながら１６ｍＬの酢酸エチル（ＥＡ）に溶かす。
８０ｍＬの水（注射用水）を５０℃まで加熱し、磁気攪拌プレートにより攪拌状態を保つ
。所定量の乳化剤（ＰＶＡ、０．４ｇ）を加えて、水溶液を形成する。次いで、この溶液
を常に攪拌しながら室温まで冷却する。この水溶液に酢酸エチル（３．２ｍＬ）をゆっく

40

りと攪拌しながら加える。続いて、５００ｒｐｍで攪拌しているこの乳化水溶液にパクリ
タキセルおよびＰＬＧＡ溶液を注ぐ。このエマルジョンを室温で４時間さらに攪拌して、
ミクロスフェアを固化する。その後、最終的なミクロスフェアを濾過により集め、ＷＦＩ
水で２回洗浄する。最終的なミクロスフェアを一晩凍結乾燥し、その後使用する。
【００５７】
図５では、図６に示される機器の開口部内に配置された、上記実施例に従って作製され
た粒子を示している。これらのような粒子は、乾燥粉末沈着法、例えば静電沈着処理によ
りこれらの開口部内に配置することができる。これらの粒子を含有する機器は、放出速度
をさらに調節するように溶媒吹き付け処理などの処理を用いて、前記薬物の放出速度を調
節するためにさらに処理してよく、さらに開口部も、前記薬物の放出速度を調節するよう
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にさらなるカバーによって覆ってよい。
【００５８】
本発明を特定の好ましい実施形態に関して記載してきたが、本発明の精神または本質的
特性を逸脱することなくこれらの設計に対して数多くの修飾および変更を行うことができ
るということは当業者には明らかであろう。よって、本発明の範囲を示すものとして、前
述の明細書ではなく添付の特許請求の範囲を参照すべきである。記述した説明は例示する
ためのものであって、本発明を制限することを意図するものではないし、使用範囲、分野
を制限するか、または排除についての明白な言葉を構成することを意図するものでもない
。
【００５９】

10

〔実施の態様〕
本発明の実施態様は以下の通りである。
（１）抱合体材料において、
生体適合性かつ生体吸収性のポリマーと、
クリック化学プロセスを介して側鎖として付着された抗血栓薬と、
を含む、抱合体材料。
（２）実施態様１に記載の抱合体材料において、
前記抗血栓薬は、ヘパリンである、抱合体材料。
（３）実施態様２に記載の抱合体材料において、
前記ヘパリンは、低分子量ヘパリンである、抱合体材料。

20

（４）実施態様２に記載の抱合体材料において、
前記ヘパリンは、脱硫酸ヘパリンである、抱合体材料。
（５）実施態様１に記載の抱合体材料において、
前記生体吸収性ポリマーは、ポリカプロラクトン（ＰＣＬ）、ポリ−Ｄ，Ｌ−乳酸（Ｄ
Ｌ−ＰＬＡ）、ポリ−Ｌ−乳酸（Ｌ−ＰＬＡ）、ポリ（グリコール酸）（ＰＧＡ）、ポリ
（乳酸−コ−グリコール酸）（ＰＬＧＡ）、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、およびポリ（グリコール酸−
コ−トリメチレンカーボネート）からなる群から選択される、抱合体材料。
【００６０】
（６）実施態様１に記載の抱合体材料において、

30

前記生体適合性ポリマーは、ポリバレロラクトン／ポリカプロラクトンコポリマーを含
み、
前記抗血栓薬は、ヘパリン分子を含み、
前記抱合体は、次の構造を有し：
【化１】

40

式中、ｎおよびｍは、各々、２〜５０００の整数である、抱合体材料。
（７）コーティングにおいて、
表面に塗布された第１の生体吸収性ポリマーと、
前記第１の生体吸収性ポリマー内に含まれた薬剤と、
生体適合性かつ生体吸収性のポリマー、およびクリック化学プロセスを介して側鎖とし
て付着された抗血栓薬を含む抱合体材料と、
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を含み、
前記抱合体材料は、前記第１の生体吸収性ポリマーの上面に塗布される、コーティング
。
（８）実施態様７に記載のコーティングにおいて、
前記抱合体の抗血栓性分子は、前記第１の生体吸収性ポリマー層から遠位に実質的に位
置する、コーティング。
（９）実施態様７に記載のコーティングにおいて、
前記抗血栓性分子は、ヘパリンを含む、コーティング。
（１０）実施態様７に記載のコーティングにおいて、
前記薬剤は、ラパマイシン、パクリタキセル、およびピメクロリムスからなる群から選
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択される抗再狭窄薬である、コーティング。
【００６１】
（１１）実施態様７に記載のコーティングにおいて、
前記第１の生体吸収性ポリマーは、第１のコポリマーを含み、
第２の生体吸収性ポリマーは、生体吸収性ポリマーであって、少なくとも１つの抗血栓
薬が、クリック化学プロセスによるトリアゾール結合を介して前記ポリマーの主鎖に抱合
されている、生体吸収性ポリマーを含む、コーティング。
（１２）実施態様１１に記載のコーティングにおいて、
前記第１のコポリマーおよび第２のコポリマーは、同じであり、ポリカプロラクトン（
ＰＣＬ）、ポリ−Ｄ，Ｌ−乳酸（ＤＬ−ＰＬＡ）、ポリ−Ｌ−乳酸（Ｌ−ＰＬＡ）、ポリ

20

（グリコール酸）（ＰＧＡ）、ポリ（乳酸−コ−グリコール酸）（ＰＬＧＡ）、ポリ（ヒ
ドロキシブチレート）、ポリバレレートポリ（ヒドロキシブチレート−コ−バレレート）
、ポリジオキサノン、およびポリ（グリコール酸−コ−トリメチレンカーボネート）から
なる群から選択される、コーティング。
（１３）実施態様７に記載のコーティングにおいて、
前記第１の生体吸収性ポリマーは、ホモポリマーである、コーティング。
（１４）実施態様７に記載のコーティングにおいて、
前記コーティングは、植え込み可能な医療機器に塗布される、コーティング。
（１５）実施態様１４に記載のコーティングにおいて、
前記医療機器は、ステントを含む、コーティング。

30

【００６２】
（１６）抗血栓性抱合体を形成するための方法において、
少なくとも１つの環状ラクトン分子を提供する工程と、
前記環状ラクトン分子のカルボニル基のα位にアルキン基を導入する工程と、
前記環状ラクトンを開環重合により重合する工程と、
抗血栓薬をアジド末端基により誘導体化する工程と、
前記アルキン基と前記アジド基との間でのクリック化学プロセスによるトリアゾール結
合を介して抗血栓性抱合体を形成する工程と、
を含む、方法。
（１７）実施態様１６に記載の方法において、

40

前記少なくとも１つの環状ラクトン分子は、グリコリドを含む、方法。
（１８）実施態様１６に記載の方法において、
前記少なくとも１つの環状ラクトン分子は、カプロラクトンを含む、方法。
（１９）実施態様１６に記載の方法において、
第２のラクトン分子を提供する工程、
をさらに含む、方法。
（２０）実施態様１６に記載の方法において、
前記クリック化学プロセスは、ポリエステルの側鎖とヘパリンとの間のトリアゾール結
合を介して行われる、方法。
【００６３】
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（２１）複数の粒子を作製する方法において、
クリック化学プロセスを介して生体適合性かつ生体吸収性のポリマーと抗血栓薬との間
で抱合体を形成する工程と、
第１の溶液を形成するために治療薬およびポリマー抗血栓薬抱合体を少なくとも１種の
溶媒に溶解する工程と、
エマルジョンを形成するために前記第１の溶液を、水および少なくとも１種の界面活性
剤を含む第２の水溶液と混合する工程と、
複数の粒子を形成するために前記エマルジョンから前記溶媒を除去する工程と、
を含む、方法。
（２２）実施態様２１に記載の方法において、

10

前記抗血栓薬は、ヘパリンである、方法。
（２３）実施態様２２に記載の方法において、
前記ヘパリンは、低分子量ヘパリンである、方法。
（２４）実施態様２２に記載の方法において、
前記ヘパリンは、脱硫酸ヘパリンである、方法。
（２５）実施態様２１に記載の方法において、
前記生体吸収性ポリマーは、ポリカプロラクトン（ＰＣＬ）、ポリ（グリコール酸）（
ＰＧＡ）、ポリ（乳酸−コ−グリコール酸）（ＰＬＧＡ）、ポリ（乳酸−コ−カプロラク
トン）、ポリ（乳酸−コ−バレレート）、ポリ（乳酸−コ−ヒドロキシブチレート）、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）、および
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ポリ（グリコール酸−コ−トリメチレンカーボネート）からなる群から選択される、方法
。
【００６４】
（２６）実施態様２１に記載の方法において、
前記生体適合性かつ生体吸収性のポリマーは、ポリバレロラクトン／ポリカプロラクト
ンコポリマーを含み、
前記抗血栓薬は、ヘパリン分子を含み、
前記抱合体は、次の構造を有し：
【化２】
30

式中、ｎおよびｍは、各々、２〜５０００の整数である、方法。
（２７）実施態様２１に記載の方法において、

40

前記生体適合性かつ生体吸収性のコポリマーは、バレロラクトン、ｄ，ｌ−ポリラクチ
ド、およびグリコリドのターポリマーを含み、
前記抗血栓薬は、ヘパリン分子を含む、方法。
（２８）実施態様２１に記載の方法において、
前記生体適合性かつ生体吸収性のコポリマーは、バレロラクトン、ｄ，ｌ−ポリラクチ
ド、およびカプロラクトンのターポリマーを含み、
前記抗血栓薬は、ヘパリン分子を含む、方法。
（２９）実施態様２１に記載の方法において、
前記複数の粒子は、微粒子を含む、方法。
（３０）実施態様２０に記載の方法において、
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前記複数の粒子は、ナノ粒子を含む、方法。
【００６５】
（３１）装置において、
第１の直径から第２の直径まで拡張可能なフレームであって、前記フレームは、内表面
および外表面を有し、前記表面間の距離は、前記フレームの肉厚を定めている、フレーム
と、
前記フレームに沿って配置された複数の構造的特徴部と、
前記複数の構造的特徴部とともに位置している複数の生体吸収性ポリマー抗血栓性抱合
体粒子と、
を含む、装置。
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（３２）実施態様３１に記載の装置において、
前記複数の構造的特徴部は、前記フレームの前記表面に配置された隆起を含む、装置。
（３３）実施態様３１に記載の装置において、
前記複数の構造的特徴部は、前記フレーム内に形成された複数のウェルを含む、装置。
（３４）実施態様３１に記載の装置において、
前記ウェルは、前記外表面から前記内表面まで延びる、装置。
（３５）実施態様３１に記載の装置において、
前記複数のウェルは、前記粒子で充填されている、装置。
【００６６】
（３６）実施態様３１に記載の装置において、

20

前記複数のポリマー抗血栓性抱合体粒子は、治療薬の担体としての機能を果たす、装置
。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】開始剤としてエタノールを用いた開環重合を介して官能化ポリエステルコポリマ
ーを形成するための、アセチレン官能基のラクトンモノマーへの導入およびその後のカプ
ロラクトンコモノマーとの共重合についての模式図である。
【図２】アジド末端基をヘパリン分子に導入する反応スキームである。
【図３】クリック化学によりポリ（バレロラクトン−コ−カプロラクトン）(poly(valero
lactone‑co‑caprolactone))の側鎖にヘパリン分子をグラフトする反応スキームである。
【図４】植え込み可能な医療機器の表面に塗布された本発明の生体分解性ポリエステルヘ
パリン抱合体を示す概略図である。
【図５】ナノ粒子またはミクロスフェアを形成するために薬物と組み合わされた本発明の
生体分解性ポリエステルヘパリン抱合体を示す概略図である。
【図６】拡張可能な医療機器の等角図であり、当該機器の構造的特徴部内に選択的に配置
された粒子を有する。
【図７】第１の複数の孔の内に本発明に従う粒子を有する拡張可能な医療機器の横断面図
である。

30

(22)
【図１】

【図３】

【図４】

【図２】

【図６】

【図７】

【図５】

JP 2009‑73811 A 2009.4.9

(23)

JP 2009‑73811 A 2009.4.9

フロントページの続き
(51)Int.Cl.

ＦＩ

テーマコード（参考）

Ａ６１Ｋ 31/337

(2006.01)

Ａ６１Ｋ 31/337

Ａ６１Ｋ 31/706

(2006.01)

Ａ６１Ｋ 31/706

Ａ６１Ｌ 31/00

(2006.01)

Ａ６１Ｌ 31/00

Ａ６１Ｋ

(2006.01)

Ａ６１Ｋ

9/00

Ｐ

9/00

(74)代理人 100157288
弁理士 藤田 千恵
(72)発明者 ジョナソン・ゼット・ザオ
アメリカ合衆国、０８５０２ ニュージャージー州、ベル・ミード、ブライアー・ヒル・コート
１２
Ｆターム(参考) 4C076 AA99 BB32 CC11 EE20 EE24 EE59
4C081 AC09 BA05 CA152 CA162 CE03 DA03 DC04
4C084 AA17 MA67 NA10 ZA541
4C086 AA01 BA02 CB22 EA04 EA27 MA01 MA04 MA67 NA10 ZA54

10

(24)
【外国語明細書】
2009073811000001.pdf

JP 2009‑73811 A 2009.4.9

