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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生分解性ポリマー領域を有する植え込み可能または挿入可能な結晶性フラグメントを含
まない医療デバイスであって、前記生分解性ポリマー領域が、（ａ）１０００から２００
０ダルトンの範囲の数平均分子量（Ｍｎ）を有するポリ（エチレングリコール）ブロック
を含む３７°Ｃを下回るガラス転移温度を示す非結晶性ポリマーブロック、および（ｂ）
ポリ（ｄ，ｌラクチド）ブロックを含む３７°Ｃを超えるガラス転移温度を示す非結晶性
生分解性ポリマーブロック、を有する生分解性ブロックコポリマーを含む、植え込み可能
または挿入可能な医療デバイス。
【請求項２】
　前記医療デバイスが、ステント、ステントグラフト、血管グラフト、ガイドワイヤ、バ
ルーン、大静脈フィルタ、大脳動脈瑠フィラーコイル、心筋プラグ、心臓弁、血管弁およ
び組織工学スカフォルドから選択される、請求項１に記載の植え込み可能または挿入可能
な医療デバイス。
【請求項３】
　前記生分解性ブロックコポリマーが、３７°Ｃを下回るガラス転移温度を示す複数の前
記非結晶性ポリマーブロックを含む、請求項１に記載の植え込み可能または挿入可能な医
療デバイス。
【請求項４】
　前記生分解性ブロックコポリマーが、３７°Ｃを超えるガラス転移温度を示す複数の前
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記非結晶性生分解性ポリマーブロックを含む、請求項１に記載の植え込み可能または挿入
可能な医療デバイス。
【請求項５】
　前記生分解性ブロックコポリマーが、（ａ）３７°Ｃを下回るガラス転移温度を示す単
一の非結晶性ポリマーブロック、および（ｂ）３７°Ｃを超えるガラス転移温度を示す２
つの非結晶性生分解性ポリマーブロック、を含むトリブロックコポリマーである、請求項
１に記載の植え込み可能または挿入可能な医療デバイス。
【請求項６】
　複数の前記生分解性ポリマー領域を有する、請求項１に記載の植え込み可能または挿入
可能な医療デバイス。
【請求項７】
　前記生分解性ポリマー領域が、繊維の形態である、請求項１に記載の植え込み可能また
は挿入可能な医療デバイス。
【請求項８】
　前記生分解性ポリマー領域が、医療デバイス基板の上に配置される生分解性ポリマー層
の形態である、請求項１に記載の植え込み可能または挿入可能な医療デバイス。
【請求項９】
　前記生分解性ポリマー領域の下、またはその中に配置された治療剤をさらに有する、請
求項１に記載の植え込み可能または挿入可能な医療デバイス。
【請求項１０】
　前記生分解性ポリマー領域が、生分解性ポリマー層の形態であり、前記ポリマー層が、
治療剤を有する領域の上に配置される、請求項１に記載の植え込み可能または挿入可能な
医療デバイス。
【請求項１１】
　前記生分解性ポリマー領域が、生分解性ポリマー層の形態であり、前記ポリマー層が治
療剤を有する、請求項１に記載の植え込み可能または挿入可能な医療デバイス。
【請求項１２】
　前記生分解性ポリマー領域が、溶剤および前記生分解性ブロックコポリマーを含む溶液
からの溶剤の蒸発または分散によって形成される、請求項１に記載の植え込み可能または
挿入可能な医療デバイス。
【請求項１３】
　前記生分解性ポリマー領域が、前記生分解性ブロックコポリマーを含む溶融物を冷却す
ることによって形成される、請求項１に記載の植え込み可能または挿入可能な医療デバイ
ス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に医療デバイスに関し、より詳細には、生分解性ポリマー領域を含む植
え込み可能または挿入可能な医療デバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　体内へ植え込むまたは挿入するための多くのポリマーベースの医療デバイスが、開発さ
れている。例えば、近年では、Ｂｏｓｔｏｎ Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ社（ＴＡＸＵＳ）、
Ｊｏｈｎｓｏｎ ＆ Ｊｏｈｎｓｏｎ（ＣＹＰＨＥＲ）、およびその他から商業的に入手可
能な薬剤溶離冠状動脈ステントが、血管開通を維持するのに標準的な治療となっている。
これらの既存の製品は、制御された速度および全投与量で、抗増殖剤を解放する生体安定
性ポリマーコーティングを備えた金属製のバルーン拡張型ステントに基づいている。
【０００３】
　薬剤溶離ポリマーコーティング用の生体安定性ポリマーの具体例は、例えば、Ｐｉｎｃ
ｈｕｋ等の米国特許第６，５４５，０９７号に記載される、ポリスチレンーポリイソブチ
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レンーポリスチレントリブロックコポリマー（ＳＩＢＳコポリマー）などの、ポリイソブ
チレンおよびポリスチレンのブロックコポリマーを含み、これは、その優れた弾性、強度
、および生体適合性を含めた多様な理由のために、植え込み可能および挿入可能な医療デ
バイスにおいて有益であることが証明されている。Ｐｉｎｃｈｕｋ等に記載されるように
、ＳＩＢＳコポリマー系からのパクリタキセルなどの治療剤の放出プロフィール特性は、
これらのコポリマーが、生体内の部位に治療剤を提供するための有効な薬剤送達系である
ことを証明する。
【０００４】
　一方、生分解性ポリマーは、それらが経時的に代謝されることから、生体安定性ポリマ
ーに関連し得るいずれの長期間の影響（例えば、異物作用など）も減少または消滅させる
利点を提供することができる。
【０００５】
　生分解性ポリマーコーティングを含む、金属冠状動脈ステントのポリマーコーティング
は、ひび割れたり、元に戻せない程変形することなく、ステントの配置／拡張時に受ける
変形歪力に耐えることができなければならない。これは、典型的にはエラストマーである
、破損するまでの変形歪力値が高い材料を必要とするが、これはさらに、生体内で３７°
Ｃでの高圧（例えば、９気圧より大きい）でのバルーン拡張に関連する応力に耐えるため
の適切な膜強度および結合性を有する。
【０００６】
　残念なことに、植え込み可能および挿入可能な医療デバイスで使用する多くの生分解性
ポリマーは、（ａ）３７°Ｃを超えるガラス転移温度（Ｔｇ）を有する単一相の系を形成
し、したがって硬質であり実質的に非弾性であり、ステント拡張に関連するものなど高い
変形歪力を受ける際、重大なひび割れおよび／または変形につながるか、または（ｂ）弾
性であるが、低い降伏強度を有する３７°Ｃを下回るＴｇを有する単一相の系を形成する
か、のいずれかである。
【０００７】
　多相の系を形成し、３７°Ｃを超えるＴｇ（一般に、「ハードブロック」と称される）
および３７°Ｃを下回るＴｇ（一般に、「ソフトブロック」と称される）を共に示すポリ
マーブロックを有するブロックコポリマーが知られており、これは弾性かつ強靭である傾
向があり、これにより上記の単一相の系の欠点を克服する。しかしながら、既存の生分解
性ブロックコポリマー、例えば、ポリ（ブチルテレフタレート）をベースとするブロック
コポリマーは、１つまたは複数の結晶性ハードブロックを含み、後の段階の分解時に結晶
分裂片につながり、これは、血管インプラントにおいて強力かつマイナスの反応となるこ
とが示されている。
【０００８】
　上記のおよび他の欠点は、本発明によって対処される。
【特許文献１】米国特許第６，５４５，０９７号
【発明の開示】
【０００９】
　本発明の一態様により、１つまたは複数の生分解性ポリマー領域を含む、植え込み可能
または挿入可能な医療デバイスが提供される。これらの生分解性ポリマー領域は、１つま
たは複数のポリマーを含み、少なくともその１つが、（ａ）３７°Ｃを下回るＴｇを示す
１つまたは複数の非結晶ポリマーブロック、および（ｂ）３７°Ｃを超えるＴｇを示す１
つまたは複数の非結晶ポリマーブロックを含む生分解性コポリマーである。
【００１０】
　本発明の利点は、生分解性であり、強靭かつ弾性の医療デバイス（またはその一部）を
提供することができることである。
【００１１】
　本発明の別の利点は、生分解性であるが、後の段階のポリマー分解時に、結晶分裂片を
生じない、医療デバイス（またはその一部）を提供することができることである。
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【００１２】
　本発明のこれらのおよび他の態様、実施形態および利点は、以下の詳細な記載および特
許請求の範囲を吟味すれば、当業者にはすぐに明白になるであろう。
〔詳細な記載〕
【００１３】
　本発明の一態様によると、１つまたは複数の生分解性ポリマー領域から成る、またはこ
れを含む、植え込み可能または挿入可能な医療デバイスが提供される。これらの生分解性
ポリマー領域は、１つまたは複数のポリマーを含み、少なくともその１つが、（ａ）３７
°Ｃを下回るＴｇを示す１つまたは複数の非結晶ポリマーブロック、および（ｂ）３７°
Ｃを超えるＴｇを示す１つまたは複数の非結晶ポリマーブロックを含む生分解性コポリマ
ーである。
【００１４】
　いくつかの実施形態において、植え込み可能または挿入可能な医療デバイスは、生分解
性ポリマー領域上、その中またはその下に配置され得る任意選択の治療剤を含む。医療デ
バイスの植え込みまたは挿入後、少なくとも１つの治療剤が生体内で放出されてよい。
【００１５】
　本発明と併せて使用する生分解性ポリマー領域は、例えば、デバイス（ステント、グラ
フト、組織工学スカフォルド、尿道バルキングビーズなど）全体に対応することができる
。
【００１６】
　一方、それらは、例えば、医療デバイスの一部のみに対応することもできる。
【００１７】
　例えば、生分解性ポリマー領域は、医療デバイス内に組み込まれる１つまたは複数の繊
維の形態であってよい。
【００１８】
　他の実施例において、生分解性ポリマー領域は、下層医療デバイス基板全体、またはそ
の一部のみの上に形成される１つまたは複数の生分解性ポリマー層の形態であってよく、
それらはまた、事前に形成され下層医療デバイス基板に装着された１つまたは複数の生分
解性ポリマー層の形態などであってよい。本明細書で使用されるように、所与の材料の「
層」は、その長さおよび幅の両方と比較して厚みが小さい、その材料の領域である。本明
細書で使用されるように、層は平坦である必要はなく、例えば、下層基板の輪郭をたどる
。層は、非連続的（例えば、パターン形成される）であってよい。用語「膜」、「層」お
よび「コーティング」は、本明細書で互換可能に使用されてよい。
【００１９】
　本発明による生分解性ポリマー層は、多様な場所および多様な形状で下層基板上に設け
ることができる。下層医療デバイス基板として使用する物質は、セラミック、金属および
ポリマー基質を含む。
【００２０】
　例えば、ステントなどの管状デバイス（例えば、レーザまたは機械的切断管、１つまた
は複数の組まれた、織られた、または編まれたフィラメントなどを有することができる）
の場合、生分解性ポリマー層は、管腔面上、非管腔面上、管腔面と非管腔面の間の側面上
などに設けることができる。さらに、治療剤を含まない、同一の治療剤を含む、または異
なる治療剤を含む複数の生分解性ポリマー層を設けることができる。したがって、例えば
、同一の治療剤を、同一のまたは異なる速度で、医療デバイスの異なる場所から放出する
ことが可能である。また、医療デバイスの異なる場所から異なる治療剤を放出することが
可能である。例えば、第１治療剤（例えば、抗血栓剤）を含む第１領域をその内側、すな
わち管腔面に有し、および第２治療剤（例えば、抗増殖剤）を含む第２領域をその外側、
すなわち非管腔面に有する管状医療デバイス（例えば、血管ステント）を実現することが
可能である。
【００２１】
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　本発明が適用可能な医療デバイスの例は、例えば、中でも、カテーテル（例えば、バル
ーンカテーテルなどの腎臓または血管カテーテル、および種々の中心静脈カテーテル）、
ガイドワイヤ、バルーン、フィルタ（例えば、大静脈フィルタ）、ステント（冠状動脈血
管ステント、末梢血管ステント、脳性、尿道、尿管、胆管、気管、胃腸管および食道ステ
ントを含む）、ステントグラフト、血管グラフト、血管アクセスポート、大脳動脈瑠フィ
ラーコイルを含めた塞栓形成デバイス(例えばＧｕｇｌｉｌｍｉ着脱式コイルおよび金属
コイル）、心筋プラグ、パッチ、ペースメーカおよびペースメーカリード、左心室補助心
臓およびポンプ、完全人工心臓、心臓弁、血管弁、吻合クリップおよびリング、組織バル
キングデバイス、および軟骨、骨、皮膚および他の生体内組織再生用の組織工学スカフォ
ルドなどの多様な植え込み可能または挿入可能な医療デバイスを含める。
【００２２】
　本発明の医療デバイスは、全身治療に使用される、および哺乳類のいずれかの組織また
は器官の局所治療に使用される植え込み可能および挿入可能な医療デバイスを含める。非
制限的な例は、腫瘍；心臓、冠状動脈および末梢血管系（全体的に「血管構造」と称され
る）を含めた器官、腎臓、膀胱、尿道、尿管、前立線、膣、子宮および卵巣を含めた尿生
殖器系、目、肺、気管、食道、腸管、胃、脳、肝臓およびすい臓、骨格筋、平滑筋、胸部
、皮膚組織、軟骨、歯および骨を含める。
【００２３】
　本明細書で使用されるように「治療」は、疾病または病状の予防、疾病または病状に関
連する症状の緩和または排除、あるいは疾病または病状の実質的なまたは完全な排除を指
す。好ましい被験体（「患者」とも称される）は、脊椎動物被験体であり、より好ましく
は哺乳類被験体であり、より好ましくはヒト被験体である。
【００２４】
　本明細書で使用されるように「ポリマー領域」は、１つまたは複数のポリマー、例えば
、５０重量パーセント以上、７５重量パーセント以上、９０重量パーセント以上、または
さらに９５重量パーセント以上のポリマーを含有する領域である。
【００２５】
　生分解性ポリマー領域は、植え込みまたは挿入後、例えば、一定期間の日数、週、月、
またはさらに年数にわたって、生体内で分解または溶解するものである。
【００２６】
　本明細書で使用されるように「ポリマー」は、通常モノマーと称される１つまたは複数
の構成単位の複数の（典型的には５、１０、１００、１０００またはそれ以上）コピーを
含む分子である。本明細書で使用されるように「ホモポリマー」は、単一の構成単位の複
数のコピーを含む。「コポリマー」は、少なくとも２つの異なる構成単位の複数のコピー
を含むポリマーである。
【００２７】
　先に示したように、本発明の生分解性ポリマー領域は、１つまたは複数のポリマーを含
み、少なくともその１つが、（ａ）高Ｔｇを示す１つまたは複数の非結晶ポリマーブロッ
ク、および（ｂ）低Ｔｇを示す１つまたは複数の非結晶ポリマーブロックを含む生分解性
ブロックコポリマーである。
【００２８】
　本明細書で使用されるように、ポリマー「ブロック」は、例えば、１０、２５、５０、
１００、２５０、５００、１０００またはさらにそれ以上の単位の構成単位の群に対応す
るポリマーの一部である。ブロックは、分岐または非分岐であってよい。ブロックは、単
一のタイプの構成単位（本明細書では「ホモポリマーブロック」とも称される）、または
、例えば、ランダム、統計学的、グラジエント、および反復的（例えば、交互の）配置で
設けられてよい複数のタイプの構成単位（本明細書では「コポリマーブロック」とも称さ
れる）を含むことができる。「鎖」は、構成単位の線形（非分岐）の群（すなわち線形ブ
ロック）である。
【００２９】
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　本明細書で定義されるように、「高Ｔｇ」を示すブロックは、３７°Ｃを超える（例え
ば、４０°Ｃから５０°Ｃまで、７５°Ｃまで、１００°Ｃまで、１２５°Ｃまで）Ｔｇ
を示すものであり、「低Ｔｇ」を示すブロックは、３７°Ｃを下回る（例えば、－５０°
Ｃから－２５°Ｃまで、０°Ｃまで、２５°Ｃまで、３５°Ｃまで）Ｔｇを示すものであ
る。
【００３０】
　生分解性コポリマー内のポリマーブロックのガラス転移温度は、示差走査熱量測定法（
ＤＳＣ）または当分野で既知の他の手段によって容易に測定することができる。
【００３１】
　ポリマーブロックが非結晶性であっても、またはそうでなくとも、当分野で知られるよ
うに、ＤＳＣまたはＸ線回析を使用して、測定することができる。
【００３２】
　非結晶性高Ｔｇ生分解性ポリマーブロックの具体例は、（ａ）アモルファスポリ（ｄ、
ｌ－ラクチド）ブロックなど１つまたは複数のポリ（ヒドロキシ酸）を含む好適なアモル
ファスホモポリマーブロックまたはコポリマーブロック、および（ｂ）米国、ニュージャ
ージー州、ニューブルンスウィック、ＴｙＲｘ Ｐｈａｒｍａ社より入手可能な２，２－
チロシンポリアリレートなど、好適なアモルファスチロシンベースポリアリレートブロッ
クを含む。
【００３３】
　非結晶性低Ｔｇ生分解性ポリマーブロックの具体例は、（ａ）ポリ（イプシロン－カプ
ロラクトン）ブロックなどアモルファスポリカプロラクトンブロックを含む、１つまたは
複数のポリ（ヒドロキシ酸）を有する、好適なアモルファスホモポリマーブロックまたは
コポリマーブロック、（ｂ）ポリ（１，４ジオキサン－２－オン）ブロックとしても知ら
れるポリ（ｐ－ジオキサノン）ブロックなど１つまたは複数のポリ（エステル－エーテル
）を有する好適なアモルファスホモポリマーブロックまたはコポリマーブロック、および
（ｃ）ポリ（エチレングリコール）ブロックなど１つまたは複数のアルキレンオキシドを
有する好適なアモルファスホモポリマーブロックまたはコポリマーブロックを含める。
【００３４】
　本発明の生分解性ポリマー領域内で使用する生分解性ブロックコポリマーは、例えば、
環状、線形および分岐構造から選択され得るいくつかの構造をとることができる。分岐構
造は、星形構造（例えば３つ以上の鎖が、単一の分岐位置から発生する）、櫛形構造(例
えば、１つの主鎖および複数の側鎖を有する構造）デンドリティック構造（例えば、樹枝
状およびハイパーブランチポリマー）などを含む。
【００３５】
　線形、非結晶性高Ｔｇ生分解性ポリマーブロック「Ｈ」、および線形、非結晶性低Ｔｇ
生分解性ポリマーブロック「Ｌ」を含むコポリマーに関するいくつかの例を以下に記載す
る。上記に記載するように、これらのブロックは、ホモポリマーブロックまたはコポリマ
ーブロック（例えば、ランダム、周期的反復などの構成単位を含むコポリマーブロック）
であってよい。例は、以下の構造を有する生分解性ブロックコポリマーを含む：（ａ）Ｈ
ＬｎまたはＬＨｎ、ｎは整数であり、例えばＨＬ（ジブロック）、ＨＬＨまたはＬＨＬ（
トリブロックコポリマー）、ＨＬ３またはＬＨ３（３本のアームの星形コポリマー）など
。他の例は、（ＨＬ）ｎ、Ｌ（ＨＬ）ｎ、（ＬＨ）ｎまたはＨ（ＬＨ）ｎなど交互の構造
を含める。例えば、トリブロックコポリマーＬＨＬとして一般に指定されるＬＨ－Ｘ－Ｈ
Ｌに関して、ブロックコポリマーの記載において小規模Ｘ（例えば、シード分子、結合基
など）の存在を無視することが一般的であることに留意されたい。
【００３６】
　例示の実施形態は、ＨＬＨトリブロックコポリマーを利用し、ここでは、「Ｈ」ブロッ
クは、約６５°ＣのＴｇを有するアモルファスポリ（ｄ，ｌ－ラクチド）を有し、「Ｌ」
ブロックは、約－１０°Ｃから０°ＣのＴｇを有するポリジオキサノンを有する。Ｈブロ
ックの数平均分子量（Ｍｎ）は、それぞれ約５０００から２５０００ダルトンの範囲であ
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ってよく、ソフトブロックのＭｎは、約１０００から２５０００ダルトンの範囲であって
よい。
【００３７】
　別の例示の実施形態は、ＨＬＨトリブロックコポリマーを利用し、ここでは、「Ｈ」ブ
ロックは、約６５°ＣのＴｇを有するアモルファスポリ（ｄ，ｌ－ラクチド）を有し、「
Ｌ」ブロックは、約－２０°ＣのＴｇを有するポリエチレングリコールを有する。Ｈブロ
ックのＭｎは、それぞれ約５０００から２００００ダルトンの範囲であってよく、Ｌブロ
ックのＭｎは、約１０００から２０００ダルトンの範囲であってよい。約２０００ダルト
ンを超えるポリ（エチレングリコール）ブロックの長さで、処理中の結晶化が生じる可能
性があり、これは本発明とは相反する。
【００３８】
　第３の例示の実施形態は、ＨＬＨトリブロックコポリマーを利用し、ここでは、「Ｈ」
ブロックは、約６５°ＣのＴｇを有するアモルファスポリ（ｄ，ｌ－ラクチド）を有し、
「Ｌ」ブロックは、約－５０°ＣのＴｇを有するポリカプロラクトンを有する。ポリマー
の結晶化を防ぐために熱的クエンチ処理が利用され、および／または２０００ダルトン未
満までポリカプロラクトンブロックの長さを制限する。
【００３９】
　上記のものなどトリブロックコポリマーは、リングオープン重合技法など、生分解性ポ
リマー分野で教示されるものなどの重合法を使用して、重合されてよい。あるいは、トリ
ブロックを形成するための適切なカップリング反応を使用して、モノ－エンド－官能性ポ
リ（ｄ，ｌ－ラクチド）が、ジ－エンド－官能性ポリジオキサノン、ポリ（エチレングリ
コール）またはポリカプロラクトンと共有結合されてよい。
【００４０】
　他の例は、主鎖として、１つの、線形、非結晶性高Ｔｇ生分解性ポリマーブロックと、
側鎖として（すなわち、ブロックコポリマーが櫛形構造を有する）、多くの線形、非結晶
性低Ｔｇ生分解性ポリマーブロックを含有するまたはその逆のコポリマーを含める。
【００４１】
　本発明の医療デバイス中に１つまたは複数の治療剤が含まれる場合、例えば、治療剤を
生分解性ポリマー領域の表面に設けることによって、治療剤を生分解性ポリマー領域の中
に設けることによって（この場合、ポリマー領域は「キャリア領域」と称されてよい）、
治療剤を生分解性ポリマー領域の下に設けることによって（この場合、ポリマー領域は「
バリア領域」と称されてよい）など、いくつかの方法で治療剤を組み込むことができる。
【００４２】
　例えば、いくつかの実施形態において、生分解性キャリア領域は、医療デバイス全体を
構成してよい。他の実施形態において、例えば、層の形態で医療デバイスの基板全体、ま
たはその一部の上に配置されるなど、デバイスの一部のみに対応する生分解性キャリア領
域が設けられてよい。いくつかの実施形態において、治療剤の供給源を囲繞する生分解性
バリア領域が設けられてよい。他の実施形態において、生分解性バリア領域は、治療剤の
供給源の上に設けられてよく、さらにこれは、医療デバイス基板全体または一部の上に配
置される。
【００４３】
　本発明の医療デバイスと併用して広範な治療剤装填量を使用することができ、治療に効
果的な量は、当業者によって容易に決定され、最終的には、例えば処置されるべき病状、
患者の年齢、性別および状態、治療剤の性質、医療デバイスの性質、生分解性ポリマー領
域の性質などによる。
【００４４】
　キャリア領域およびバリア領域からの治療剤放出は、領域内での拡散による放出、領域
の生分解による放出などを含めた多様な現象から起こり得る。例えば、基本的に治療剤の
全てが、ポリマー領域の生分解に先立つ拡散によって放出され得る、（例えば、ポリマー
領域内の相当量の剤の拡散による）、基本的に治療剤の全てが、ポリマー領域が分解する
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際放出され得る（例えば、ポリマー領域内の最小限の量の剤の拡散による）、またはこの
２つの組み合わせ（例えば、ポリマー分解と共にのみ放出されるように、一部の剤はデバ
イスから拡散し、一部の剤は、ポリマー領域内またはその下で捕捉される）がある。
【００４５】
　本発明の生分解性ポリマー領域に関連する放出プロフィールは、組成、分子量および／
または生分解性ポリマー領域を形成するポリマーブロックの構造の変更を含めた、いくつ
かの方法で改変されてよい。
【００４６】
　本発明の生分解性ポリマー領域に関連する放出プロフィールはまた、生分解性ポリマー
領域のサイズを変更する（例えば、層が採用される場合、層の表面領域および／または厚
みを変えることによって）、生分解性ポリマー領域の数を変更する、生分解性ポリマー領
域を互いに積み重ねるなどによって改変されてよい。
【００４７】
　放出プロフィールを改変するために、例えば、他の多くの可能性の中でも、（ａ）バリ
ア層をキャリア層の上に配置することができる、（ｂ）同一のまたは異なる内容物（例え
ば、異なるポリマーおよび／または治療剤内容物）のいずれかの複数のキャリア層を、バ
リア層が介入して、またはバリア層が介入することなく、互いの頂部に重ねることができ
る、および（ｃ）異なる組成の複数のキャリア層を、互いに対して水平に配置することが
できるなど、複数の生分解性ポリマー領域を採用することができる。
【００４８】
　治療剤は、本発明の医療デバイス内で、単一でまたは組み合わせて使用されてよい。「
薬剤」、「治療剤」、「薬学的活性剤」、「薬学的活性物質」および他の関連用語は、本
明細書において互換可能に使用されてよい。これらの用語は、遺伝子治療剤、非遺伝子治
療剤および細胞を含む。
【００４９】
　本発明と併せて使用するための例示的な非遺伝子治療剤には、（ａ）ヘパリン、ヘパリ
ン誘導体、ウロキナーゼ、ＰＰａｃｋ（デキストロフェニルアラニンプロリンアルギニン
クロロメチルケトン）などの抗血栓剤、（ｂ）デキサメタゾン、プレドニゾロン、コルチ
コステロン、ブデソニド、エストロゲン、スルファサラジン、メサラミンなどの抗炎症剤
、（ｃ）パクリタキセル、５－フルオロウラシル、シスプラチン、ビンブラスチン、ビン
クリスチン、エポチロン、エンドスタチン、アンギオスタチン、アンギオペプチン、平滑
筋細胞増殖を阻止することが可能なモノクローナル抗体、チミジンキナーゼ阻害剤などの
抗悪性腫瘍剤／抗増殖剤／抗縮瞳剤（ａｎｔｉ-ｍｉｏｔｉｃ ａｇｅｎｔｓ）、（ｄ）リ
ドカイン、ブピバカイン、ロピバカインなどの麻酔剤、（ｅ）Ｄ－Ｐｈｅ－Ｐｒｏ－Ａｒ
ｇクロロメチルケトン、ＲＧＤペプチド含有化合物、ヘパリン、ヒルジン、抗トロンビン
化合物、血小板受容体拮抗剤、抗トロンビン抗体、抗血小板受容体抗体、アスピリン、プ
ロスタグランジン阻害剤、血小板阻害剤、マダニ抗血小板ペプチド（ｔｉｃｋ ａｎｔｉ
ｐｌａｔｅｌｅｔ ｐｅｐｔｉｄｅｓ）などの抗凝固剤、（ｆ）成長因子、転写活性化因
子、翻訳促進因子などの血管細胞成長促進因子、（ｇ）成長因子阻害剤、成長因子受容体
拮抗剤、転写抑制因子、翻訳抑制因子、複製阻害剤、阻害抗体、成長因子に対する抗体、
成長因子と細胞毒素とから成る二機能性分子、抗体と細胞毒素とから成る二機能性分子な
どの血管細胞成長阻害剤、（ｈ）プロテインキナーゼおよびチロシンキナーゼ阻害剤（例
えば、チロホスチン、ゲニステイン、キノキサリン）、（ｉ）プロスタサイクリン類似体
、（ｊ）コレステロール降下剤、（ｋ）アンジオポエチン、（ｌ）トリクロサン、セファ
ロスポリン、アミノグリコシド、ニトロフラントインなどの抗菌剤、（ｍ）細胞毒性剤、
細胞静止剤（ｃｙｔｏｓｔａｔｉｃ ａｇｅｎｔｓ）、および細胞増殖作用因子、（ｎ）
血管拡張剤、（ｏ）内在性血管作動性機構に干渉する剤、（ｐ）モノクローナル抗体など
白血球動員の阻害剤、（ｑ）サイトカイン、（ｒ）ホルモン、（ｓ）ゲルダナマイシンを
含めたＨＳＰ９０タンパク質の阻害剤（すなわち、分子シャペロンまたはハウスキーピン
グタンパクであり、細胞の成長および生存に関与する他のクライアントタンパク質／シグ
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ナル伝達タンパク質の安定性および機能に必要とされる熱ショックタンパク質）、（ｔ）
ベータ遮断薬、（ｕ）ｂＡＲＫｃｔ阻害剤、（ｖ）ホスホランバン（ｐｈｏｓｐｈｏｌａ
ｎｂａｎ）阻害剤、（ｗ）Ｓｅｒｃａ ２遺伝子／タンパク質、（ｘ）アミノキノリン、
例えばレシキモドおよびイミキモドなどイミダゾキノリンを含む免疫反応改変剤、（ｙ）
ヒト・アポリオタンパク（例えば、Ａｌ、ＡＩＩ、ＡＩＩＩ、ＡＩＶ、ＡＶなど）を含む
。
【００５０】
　好ましい非遺伝的治療剤は、中でも、パクリタキセル（例えば、アルブミン結合パクリ
タキセルナノ粒子、例えばＡＢＲＡＸＡＮＥなどタンパク質結合パクリタキセル粒子など
、その微粒子形態を含めた）、シロリムス、エベロリムス、タクロリムス、Ｅｐｏ Ｄ、
デキサメタゾン、エストラジオール、ハロフジノン、シロスタゾール、ゲルダナマイシン
、ＡＢＴ－５７８（Ａｂｂｏｔｔ Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ）、トラピジル、リプロス
チン、アクチノマイシンＤ、Ｒｅｓｔｅｎ－ＮＧ、Ａｐ－１７、アブシキシマブ、クロピ
ドグレル、リドグレル、ベータ遮断剤、ｂＡＲＫｃｔ阻害剤、フォスフォランバン阻害剤
、Ｓｅｒｃａ２遺伝子／タンパク質、イミキモド、ヒト・アポリオプロテイン（例えばＡ
Ｉ－ＡＶ）、成長因子（例えばＶＥＧＦ－２）ならびに上記の誘導体を含む。
【００５１】
　本発明と併せて使用するための例示の遺伝的治療剤は、アンチセンスＤＮＡおよびＲＮ
Ａ、ならびに様々なタンパク質をコードするＤＮＡ（ならびに、タンパク質それ自体）を
含む：（ａ）アンチセンスＲＮＡ、（ｂ）欠陥のあるまたは欠損した内因性分子を置換す
るｔＲＮＡまたはｒＲＮＡ、（ｃ）酸性および塩基性の線維芽細胞成長因子、血管内皮成
長因子、内皮分裂促進成長因子、上皮成長因子、形質転換成長因子αおよびβ、血小板由
来内皮成長因子、血小板由来成長因子、腫瘍壊死因子α、肝細胞成長因子ならびにインス
リン様成長因子などの成長因子を含めた血管新生および他の因子、（ｄ）ＣＤ阻害剤を含
めた細胞周期阻害剤、および（ｅ）チミジンキナーゼ（「ＴＫ」）、および細胞増殖の干
渉に有用な他の剤。また、ＢＭＰ－２、ＢＭＰ－３、ＢＭＰ－４、ＢＭＰ－５、ＢＭＰ－
６（Ｖｇｒ－１）、ＢＭＰ－７（ＯＰ－１）、ＢＭＰ－８、ＢＭＰ－９、ＢＭＰ－１０、
ＢＭＰ－１１、ＢＭＰ－１２、ＢＭＰ－１３、ＢＭＰ－１４、ＢＭＰ－１５、およびＢＭ
Ｐ－１６を含めた骨形成タンパク質（「ＢＭＰ」）のファミリーをコードするＤＮＡも対
象となる。現在のところ好ましいＢＭＰは、ＢＭＰ－２、ＢＭＰ－３、ＢＭＰ－４、ＢＭ
Ｐ－５、ＢＭＰ－６およびＢＭＰ－７のいずれかである。これらの二量体タンパク質は、
ホモ二量体、ヘテロ二量体、またはその組合せとして、単独でまたは他の分子と一緒に提
供することができる。あるいはまたは付加的に、ＢＭＰの上流または下流の効果を誘導す
ることができる分子を提供することもできる。そのような分子には、任意の「ヘッジホッ
グ」タンパク質、またはそれらをコードするＤＮＡを含む。
【００５２】
　遺伝子治療薬剤を送達するベクターには、アデノウイルス、ｇｕｔｔｅｄアデノウイル
ス、アデノ随伴ウイルス、レトロウイルス、アルファウイルス（Ｓｅｍｌｉｋｉ Ｆｏｒ
ｅｓｔ、Ｓｉｎｄｂｉｓなど）、レンチウイルス、単純ヘルペスウイルス、自己複製能を
有するウイルス（例えば、ＯＮＹＸ－０１５）やハイブリッドベクターなどのウイルスベ
クター；ならびに人工染色体およびミニ染色体、プラスミドＤＮＡベクター（例えば、ｐ
ＣＯＲ）、カチオン性ポリマー（例えば、ポリエチレンイミン、ポリエチレンイミン（Ｐ
ＥＩ））、グラフトコポリマー（例えば、ポリエーテル－ＰＥＩおよびポリ酸化エチレン
－ＰＥＩ）、中性ポリマーＰＶＰ、ＳＰ１０１７（ＳＵＰＲＡＴＥＫ）、カチオン性脂質
などの脂質、リポソーム、リポプレックス（ｌｉｐｏｐｌｅｘ）、ナノ粒子や微小粒子な
どの非ウイルスベクターがあり、タンパク質導入ドメイン（ＰＴＤ）などの標的配列を有
するもの、および有さないものを含む。
【００５３】
　本発明と併せて使用する細胞は、全骨髄、骨髄由来の単核細胞、前駆細胞（例えば、内
皮前駆細胞）、幹細胞（例えば、間葉、造血、神経）、多能性幹細胞、線維芽細胞、筋芽
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細胞、衛星細胞、周皮細胞、心筋細胞、骨格筋細胞またはマクロファージを含めたヒト由
来の細胞（自己または同種異系）、あるいは動物、細菌または菌類源由来の細胞（異種）
を含め、所望であれば、対象とするタンパク質を送達するようにそれを遺伝子操作するこ
とができる。
【００５４】
　上記に列挙したものを除外する必要はないが、多くの治療剤は、例えば再狭窄を標的と
する剤として、血管治療計画のための候補として特定されている。そのような剤は、本発
明を実施するのに有用であり、以下の１つまたは複数を含む：（ａ）ジルチアゼムやクレ
ンチアゼムなどのベンゾチアザピン（ｂｅｎｚｏｔｈｉａｚａｐｉｎｅｓ）、ニフェジピ
ン、アムロジピン、ニカルダピン（ｎｉｃａｒｄａｐｉｎｅ）などのジヒドロピリジン、
およびベラパミルなどのフェニルアルキルアミンを含めたＣａチャネル遮断剤、（ｂ）ケ
タンセリンやナフチドロフリルなどの５－ＨＴ拮抗剤、ならびにフルオキセチンなどの５
－ＨＴ取込み阻害剤を含めたセロトニン経路調節剤、（ｃ）シロスタゾールやジピリダモ
ールなどのホスホジエステラーゼ阻害剤、フォルスコリンなどのアデニル酸／グアニル酸
シクラーゼ刺激剤、ならびにアデノシン類似体を含めた環状ヌクレオチド経路剤、（ｄ）
プラゾシンやブナゾシンなどのα拮抗剤、プロプラノロールなどのβ拮抗剤、およびラベ
タロールやカルベジロールなどのα／β拮抗剤を含めたカテコールアミン調節剤、（ｅ）
エンドセリン受容体拮抗剤、（ｆ）ニトログリセリン、二硝酸イソソルビド、亜硝酸アミ
ルなどの有機硝酸エステル／亜硝酸エステル、ニトロプルシドナトリウムなどの無機ニト
ロソ化合物、モルシドミンやリンシドミンなどのシドノンイミン、ジアゼニウムジオラー
ト（ｄｉａｚｅｎｉｕｍ ｄｉｏｌａｔｅｓ）やアルカンジアミンのＮＯ付加体などのノ
ノエート（ｎｏｎｏａｔｅｓ）、低分子量のＳ－ニトロソ化合物（例えば、カプトプリル
、グルタチオン、およびＮ－アセチルペニシラミンのＳ－ニトロソ誘導体）および高分子
量のＳ－ニトロソ化合物（例えば、タンパク質、ペプチド、オリゴ糖、多糖類、合成ポリ
マー／オリゴマー、および天然ポリマー／オリゴマーのＳ－ニトロソ誘導体）を含めたＳ
－ニトロソ化合物、ならびにＣ－ニトロソ化合物、Ｏ－ニトロソ化合物、Ｎ－ニトロソ化
合物、およびＬ－アルギニンを含めた酸化窒素供与体／放出分子、（ｇ）シラザプリル、
フォシノプリル、エナラプリルなどのアンジオテンシン変換酵素（ＡＣＥ）阻害剤、（ｈ
）サララシンやロサルチン（ｌｏｓａｒｔｉｎ）などのＡＴＩＩ－受容体拮抗剤、（ｉ）
アルブミンやポリエチレンオキシドなどの血小板粘着阻害剤、（ｊ）シロスタゾール、ア
スピリン、およびチエノピリジン（チクロピジン、クロピドグレル）、ならびにアブシキ
シマブ、エピチフィバチド（ｅｐｉｔｉｆｉｂａｔｉｄｅ）、チロフィバンなどのＧＰ 
ＩＩｂ／ＩＩＩａ阻害剤を含めた血小板凝集阻害剤、（ｋ）ヘパリン、低分子量ヘパリン
、硫酸デキストランおよびβ－シクロデキストリンテトラデカサルフェート（β－ｃｙｃ
ｌｏｄｅｘｔｒｉｎ ｔｅｔｒａｄｅｃａｓｕｌｆａｔｅ）などのヘパリノイド、ヒルジ
ン、ヒルログ、ＰＰＡＣＫ（Ｄ－ｐｈｅ－Ｌ－プロピル－Ｌ－ａｒｇ－クロロメチルケト
ン）、アルガトロバンなどのトロンビン阻害剤、アンチスタチン（ａｎｔｉｓｔａｔｉｎ
）やＴＡＰ（マダニ抗凝固ペプチド：ｔｉｃｋ ａｎｔｉｃｏａｇｕｌａｎｔ ｐｅｐｔｉ
ｄｅ）などのＦＸａ阻害剤、ワルファリンなどのビタミンＫ阻害剤、ならびに活性化プロ
テインＣを含めた凝固経路調節剤、（ｌ）アスピリン、イブプロフェン、フルルビプロフ
ェン、インドメタシン、スルフィンピラゾンなどのシクロオキシゲナーゼ経路阻害剤、（
ｍ）デキサメタゾン、プレドニゾロン、メトプレドニゾロン（ｍｅｔｈｐｒｅｄｎｉｓｏ
ｌｏｎｅ）、ヒドロコルチゾンなどの天然および合成コルチコステロイド、（ｎ）ノルジ
ヒドログアイレチン酸（ｎｏｒｄｉｈｙｄｒｏｇｕａｉｒｅｔｉｃ ａｃｉｄ）やコーヒ
ー酸などのリポキシゲナーゼ経路阻害剤、（ｏ）ロイコトリエン受容体拮抗剤、（ｐ）Ｅ
－セレクチンおよびＰ－セレクチンの拮抗剤、（ｑ）ＶＣＡＭ－１およびＩＣＡＭ－１相
互作用の阻害剤、（ｒ）ＰＧＥ１やＰＧＩ２などのプロスタグランジン、およびシプロス
テン、エポプロステノール、カルバサイクリン、イロプロスト、ベラプロストなどのプロ
スタサイクリン類似体を含めたプロスタグランジンおよびそれらの類似体、（ｓ）ビスホ
スホネートを含むマクロファージ活性化抑制剤、（ｔ）ロバスタチン、プラバスタチン、
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フルバスタチン、シンバスタチン、セリバスタチンなどのＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤
、（ｕ）魚油およびω－３脂肪酸、（ｖ）プロブコール、ビタミンＣおよびＥ、エブセレ
ン、トランス－レチノイン酸、ＳＯＤ模倣体などのフリーラジカル捕捉剤／酸化防止剤、
（ｗ）ｂＦＧＦ抗体やキメラ融合タンパク質などのＦＧＦ経路剤、トラピジルなどのＰＤ
ＧＦ受容体拮抗剤、アンギオペプチンやオクレオチド（ｏｃｒｅｏｔｉｄｅ）などのソマ
トスタチン類似体を含むＩＧＦ経路剤、ポリアニオン性剤（ヘパリン、フコイジン）、デ
コリン、ＴＧＦ－β抗体などのＴＧＦ－ベータ経路剤、ＥＧＦ抗体、受容体拮抗剤および
キメラ融合タンパク質などのＥＧＦ経路剤、サリドマイドやそれらの類似体などのＴＮＦ
－α経路剤、スロトロバン、バピプロスト、ダゾキシベンおよびリドグレルなどのトロン
ボキサンＡ２（ＴＸＡ２）経路調節剤、ならびにチロホスチン、ゲニステイン、キノキサ
リン誘導体などのタンパク質チロシンキナーゼ阻害剤を含む様々な成長因子に影響を及ぼ
す剤、（ｘ）マリマスタット、イロマスタット、メタスタットなどのＭＭＰ経路阻害剤、
（ｙ）サイトカラシンＢなどの細胞運動阻害剤、（ｚ）プリン類似体（例えば、塩素化プ
リンヌクレオシド類似体である、６－メルカプトプリンまたはクラドリビン）、ピリミジ
ン類似体（例えば、シタラビンおよび５－フルオロウラシル）、メトトレキセートなどの
抗代謝剤、ナイトロジェンマスタード、スルホン酸アルキル、エチレンイミン、抗生物質
（例えば、ダウノルビシン、ドキソルビシン）、ニトロソ尿素、シスプラチン、微小管動
態に影響を及ぼす剤（例えば、ビンブラスチン、ビンクリスチン、コルヒチン、ＥｐｏＤ
、パクリタキセルおよびエポチロン）、カスパーゼ活性化剤、プロテアソーム阻害剤、血
管形成阻害剤（例えば、エンドスタチン、アンギオスタチン、およびスクアラミン）、ラ
パマイシン、セリバスタチン、フラボピリドールおよびスラミンを含めた抗増殖／抗悪性
腫瘍剤、（ａａ）ハロフジノンまたは他のキナゾリノン誘導体およびトラニラストなどの
マトリックス付着／形成経路阻害剤、（ｂｂ）ＶＥＧＦおよびＲＧＤペプチドなどの内皮
化促進因子、および（ｃｃ）ペントキシフィリンなどの血液レオロジー調節因子。
【００５５】
　本発明を実施するのに有用な他の付加的治療剤はまた、参照によりその全開示が組み込
まれる、ＮｅｏＲｘ社に譲渡された米国特許第５，７３３，９２５号に開示される。
【００５６】
　本発明の医療デバイスを形成するために、種々の技術を利用することができる。
【００５７】
　例えば、生分解性ポリマー領域を形成するポリマーが、熱可塑特性を有する実施形態に
おいて、多様な形状の生分解性ポリマー領域を形成するために、圧縮成形、射出成形、ブ
ロー成形、スピニング、真空形成およびカレンダリング、ならびにシート、繊維、ロッド
、管および多様な長さの他の断面形状への押出し成形を含めた、種々の標準的熱可塑処理
を使用することができる。これらのおよび他の熱可塑処理技術を使用して、製品全体また
はその一部を作成することができる。
【００５８】
　他の実施形態において、多様な形状の生分解性ポリマー領域を形成するために、溶剤に
よる技法が使用される。これらの技法を使用して、最適な溶剤およびポリマーを含有する
溶液を提供することによって、生分解性ポリマー領域を形成することができる。最終的に
選択された溶剤は、一般に生分解性ポリマー領域を形成するポリマーを溶解する能力、な
らびに乾燥率、表面張力など他の要因に基づいて選択された、１つまたは複数の溶剤種を
含有する。一般に、どれが、最良の特性を有する生分解性ポリマー領域を形成するかを見
るために、いくつかの溶剤がテストされる。溶剤技法は、これに限定するものではないが
、溶剤キャスト法、スピンコーティング法、ウェブコーティング法、溶剤噴霧法、ディッ
ピング法、空気懸濁を含む機械懸濁によるコーティングを含めた技法、インクジェット法
、静電法およびこれらの工程の組み合わせを含む。
【００５９】
　本発明の種々の実施形態において、所望の領域を形成するために、溶液（溶剤による処
理が採用される場合）または溶融物（熱可塑処理が採用される場合）が基板に塗布される



(12) JP 5340913 B2 2013.11.13

10

20

。例えば、基板は、層が適用される医療製品の表面全体またはその一部に対応することが
できる。基板はまた、例えば、凝固後領域がそこから除去される鋳型などテンプレートで
あってよい。他の実施形態において、例えば、押出しまたは共押出し法は、基板の助けな
しで、１つまたは複数のポリマー領域を形成することができる。
【００６０】
　薬剤および／または他の任意選択の剤が処理条件下で安定である限り、それらは、キャ
リア領域を形成するために、溶液または溶融物の中に提供されてよい。あるいは、薬剤お
よび／または他の任意選択の剤は、場合により、生分解性ポリマー領域の形成後導入され
てよい。例えば、いくつかの実施形態において、薬剤および／または他の任意選択の剤は
、溶媒中で溶解または分散されてよく、結果として生じる溶液が、先に形成された（例え
ば、ディッピング、噴霧など上記に記載の１つまたは複数の塗布技法を使用して）生分解
性ポリマー領域に接触する。
【００６１】
　本発明のいくつかの実施形態において（例えば、生分解性ポリマー領域がバリア領域と
して作用する場合）、生分解性ポリマー領域は、治療剤含有領域の上に形成される。これ
らの実施形態において、例えば生分解性ポリマー領域を、例えば、上記に記載の溶剤技法
または熱可塑技法の１つを使用して形成されたものなど、治療剤含有領域の上に形成する
ことができる。あるいは、先に形成された生分解性ポリマー領域を、治療剤含有領域の上
に付着させてもよい。
【００６２】
　本明細書において、種々の実施形態が具体的に示され記載されるが、本発明の修正形態
および変形形態は、上記の教義に包含され、本発明の精神および目的とする範囲から逸脱
することなく、添付の特許請求の範囲内にあることを理解されたい。
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