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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移植可能なステントであって、
　（ａ）管腔外側表面および管腔内側表面を有する管状のステント側壁構造；
　（ｂ）外側表面を有するコーティングであって、
　　（ｉ）ステントの管腔外側表面の少なくとも一部に配置されると共に無機酸化物、セ
ラミック酸化物、金属および不活性炭素のいずれかを含んでなる第１のコーティング材料
であって、第１のコーティング材料の内部に点在する細孔と、細孔の少なくともいくつか
に配置された第１の治療薬とをさらに含んでなる、第１のコーティング材料と；
　　（ｉｉ）第１のコーティング材料の内部に形成されると共にコーティングの外側表面
に開口し、さらに、第１のコーティング材料の細孔とは異なる、かつ、細孔よりも寸法が
大きい複数のリザーバと、複数のリザーバの少なくとも１つは、コーティングの外側表面
の近くでは比較的狭く、かつ、ステントの管腔外側表面の近くでは比較的広い部分を有し
；
　　（ｉｉｉ）リザーバが形成された後でリザーバの少なくとも１つの内部に配置された
、ポリマーおよび第２の治療薬を含んでなる第２のコーティング材料と
を含んでなるコーティング；を備え、
　ステントの管腔内側表面にはコーティングがほとんどないことを特徴とする、ステント
。
【請求項２】
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　側壁構造は該側壁構造内に複数のストラットと開口部とを含んでなり、少なくとも１つ
のストラットが管腔外側表面および管腔外側表面の反対側の管腔内側表面を含んでなるこ
とを特徴とする、請求項１に記載のステント。
【請求項３】
　無機酸化物およびセラミック酸化物の一方はイリジウム酸化物を含んでなる、請求項１
に記載のステント。
【請求項４】
　金属は、金、白金およびチタンのいずれかを含んでなる、請求項１に記載のステント。
【請求項５】
　コーティングは厚さ１マイクロメートル～７０マイクロメートルである、請求項１に記
載のステント。
【請求項６】
　複数のリザーバは相互に接続されていることを特徴とする、請求項１に記載のステント
。
【請求項７】
　複数のリザーバはコーティングの外側表面と連通していることを特徴とする、請求項１
に記載のステント。
【請求項８】
　複数のリザーバはコーティングの外側表面とステントの管腔外側表面との間に伸びてい
ることを特徴とする、請求項１に記載のステント。
【請求項９】
　複数のリザーバの平均直径は５マイクロメートル～８０マイクロメートルである、請求
項１に記載のステント。
【請求項１０】
　複数のリザーバは、異なる形状および大きさを有することを特徴とする、請求項１に記
載のステント。
【請求項１１】
　ポリマーは生物学的に安定である、請求項１に記載のステント。
【請求項１２】
　ポリマーは生体吸収性である、請求項１に記載のステント。
【請求項１３】
　ポリマーは、スチレン‐イソブチレンコポリマー、ポリ乳酸グリコール酸、およびメチ
レンビスアクリルアミドを含んでなる、請求項１に記載のステント。
【請求項１４】
　第１および第２の治療薬の一方は、抗血栓形成剤、抗血管新生剤、抗増殖剤、抗生物質
、再狭窄抑制剤、成長因子、免疫抑制薬および放射性化学物質のいずれかを含んでなる、
請求項１に記載のステント。
【請求項１５】
　第１および第２の治療薬の一方はパクリタキセルを含んでなる、請求項１に記載のステ
ント。
【請求項１６】
　第１および第２の治療薬の一方は、シロリムス、タクロリムス、ピメクロリムスおよび
エベロリムスのいずれかを含んでなる、請求項１に記載のステント。
【請求項１７】
　血管内ステントであって、
　（ａ）管腔外側表面および管腔内側表面を有する管状のステント側壁構造であって、該
構造内に複数の開口部を有する側壁構造；
　（ｂ）コーティングであって、
　　（ｉ）管腔外側表面に配置されると共に金および白金の一方を含んでなる第１のコー
ティング材料であって、第１のコーティング材料の内部に点在する細孔と、細孔の少なく



(3) JP 5581059 B2 2014.8.27

10

20

30

40

50

ともいくつかに配置された治療薬とをさらに含んでなる、第１のコーティング材料と；
　　（ｉｉ）第１のコーティング材料の内部に形成されると共にコーティングの外側表面
に開口し、さらに、第１のコーティング材料の細孔とは異なる、かつ、細孔よりも寸法が
大きい複数のリザーバと、複数のリザーバの少なくとも１つは、コーティングの外側表面
の近くでは比較的狭く、かつ、ステントの管腔外側表面の近くでは比較的広い部分を有し
；
　　（ｉｉｉ）リザーバが形成された後でリザーバの少なくとも１つの内部に配置された
、ポリマーおよび再狭窄抑制剤を含んでなる第２のコーティング材料と
を含んでなるコーティング；を備え、
　ステントの管腔内側表面にはコーティングがほとんどないことを特徴とする、ステント
。
【請求項１８】
　ステントであって、
　（ａ）管状のステント側壁構造であって該側壁構造内に複数のストラットおよび開口部
を含んでなり、かつ、少なくとも１つのストラットが管腔外側表面および管腔外側表面の
反対側の管腔内側表面を含んでなることを特徴とする側壁構造；
　（ｂ）外側表面を有するコーティングであって、
　　（ｉ）管腔外側表面の少なくとも一部に配置されると共に金および白金の一方を含ん
でなる第１のコーティング材料であって、第１のコーティング材料の内部に点在する細孔
と、細孔の少なくともいくつかに配置された第１の治療薬とをさらに含んでなる、第１の
コーティング材料と；
　　（ｉｉ）第１のコーティング材料の内部に形成されると共にコーティングの外側表面
に開口し、さらに、第１のコーティング材料の細孔とは異なる、かつ、細孔よりも寸法が
大きい複数のリザーバと、複数のリザーバの少なくとも１つは、コーティングの外側表面
の近くでは比較的狭く、かつ、ステントの管腔外側表面の近くでは比較的広い部分を有し
；
　　（ｉｉｉ）リザーバが形成された後でリザーバの少なくとも１つの内部に配置された
、ポリマーおよび再狭窄抑制剤を含んでなる第２のコーティング材料と
を含んでなるコーティング；を備え、
　ストラットの管腔内側表面にはコーティングがほとんどないことを特徴とする、ステン
ト。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は概して、患者の体組織に治療薬を送達するための移植可能な医療用デバイス、
およびそのような医療用デバイスの製造方法に関する。特に、本発明は、無機酸化物もし
くはセラミック酸化物、金属または不活性炭素と、そのような材料中に設けられた、治療
薬を包含する複数のリザーバとを含んでなるコーティングを有する、血管内ステントのよ
うな移植可能な医療用デバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　医療用デバイスは、患者の体組織に局所的に治療薬を送達するために使用されてきた。
例えば、治療薬を含んでなる血管内ステントは、血管に局所的に治療薬を送達するために
使用されてきた。そのような治療薬は多くの場合、再狭窄を予防するために使用されてき
た。治療薬を含んでなるステントの例には、血管に送達するための治療薬を含むコーティ
ングを備えたステントが挙げられる。治療薬を含むコーティングを有するステントが再狭
窄の治療または予防に有効であることは、研究から示されている。
【０００３】
　治療薬を含むコーティングを有する医療用デバイスは再狭窄の治療または予防に有効で
はあるが、多くのコーティング付き医療用デバイスは、該医療用デバイスを治療薬でコー
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ティングするため、または治療薬の放出速度を制御するために、さらにポリマーを含んで
いる。そのようなポリマーの使用により、ある種の制限が生じる場合がある。
【０００４】
　例えば、ポリマーコーティングの中には、医療用デバイスの表面に実際には付着せず、
その代わりに該コーティングがデバイス表面をカプセル式に封入するので、医療用デバイ
スの装荷、展開および移植の際に該ポリマーコーティングが変形および損傷しやすいもの
がある。ポリマーコーティングに何らかの損傷があれば薬物放出プロファイルが変化する
可能性があり、薬物放出速度の不適当かつ危険な増減をもたらす可能性がある。
【０００５】
　例えば、バルーン拡張型ステントは、体腔に送達される前に非拡張状態または「圧縮（
ｃｒｉｍｐｔｅｄ）」状態にしなければならない。圧縮処理はコーティングを断裂させる
可能性もあれば、コーティングをステントから完全に剥離させる原因となる可能性もある
。圧縮状態になると、ポリマーコーティングはストラットのような隣接したステント表面
を互いに付着させる可能性がある。さらに、コーティングがステントの内側表面に施され
る場合、拡張時にバルーンが内側表面と接触する時にコーティングがバルーンに粘着する
場合もある。そのような支障により、医療用デバイスの展開配置の成功が妨げられる場合
がある。
【０００６】
　バルーン拡張型ステントと同様に、自己拡張型ステント上のポリマーコーティングも、
展開機構を妨害する可能性がある。自己拡張型ステントは通常、シース引き戻しシステム
を使用して展開される。該システムがステントを展開させるために駆動されると、シース
が引き戻されてステントを露出させ、ステントがひとりでに拡張できるようになる。シー
スが引き戻されるとき、シースはステントの外側表面の上を摺動する。ステントの外側表
面に配置されたポリマーコーティングは、シースが引き戻されるときにシースに付着し、
ステントの展開を妨害する可能性がある。
【０００７】
　多くのポリマーコーティングは医療用デバイスの表面を単にカプセル式に封入するだけ
なので、そのようなコーティングは変形しやすいだけでなく、医療用デバイスをカプセル
式に封入するために医療用デバイスの表面全体を被覆しなければならない。治療薬／ポリ
マーコーティングで表面全体を被覆することは、過剰量の治療薬が医療用デバイスに付与
されるという結果をもたらす可能性がある。ある場合には、医療用デバイスの、体腔と接
触する表面だけが治療薬でコーティングされることが望ましい。しかしながら、治療薬が
コーティング組成物中で分散状態にあり、該コーティング組成物が医療用デバイスの表面
全体に付与される場合は、治療薬も医療用デバイスの表面全体に付与される。そのような
過剰な治療薬の使用には費用がかかる。
【０００８】
　医療用デバイスの表面のコーティングまたはカプセル式封入の代替法は、医療用デバイ
スの表面に穴部を形成し、この穴部に治療薬を配置することである。穴部に治療薬を配置
することにより、治療薬が医療用デバイスの表面全体ではなく必要な場所に配置されるた
め、過剰量の治療薬で医療用デバイスをコーティングすることに伴う無駄および危険が低
減される。しかしながら、医療用デバイスに穴部を形成することは、医療用デバイスの構
造上の完全性に悪影響を及ぼす可能性がある。例えば、穴部がステント・ストラットに形
成される場合、ステント・ストラットの構造上の完全性が低下し、その結果ストラットが
脆弱化する可能性がある。ストラットが脆弱であると、ステントが適切な拡張に失敗する
ことも考えられるし、あるいは一度は移植されても虚脱し、その結果体腔の再閉塞を引き
起こすことも考えられる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　従って、医療用デバイスの表面上への治療薬の配置についてより優れた制御を可能にす
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る、医療用デバイスのためのコーティング、ならびに、特に医療用デバイスの装荷、展開
または移植の際に容易に変形または破損することのないコーティングが必要とされている
。さらに、医療用デバイスの構造上の完全性に影響を及ぼさない、医療用デバイスコーテ
ィングおよび該コーティングの付与方法が必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記およびその他の目的は本発明によって成し遂げられる。本発明は、一実施形態では
、血管内ステントのような医療用デバイスのためのコーティングを提供する。該コーティ
ングは、無機酸化物もしくはセラミック酸化物、金属または不活性炭素を含んでなり、そ
の中に複数のリザーバを有することを特徴とする第１のコーティング材料と、該リザーバ
内に配置された、治療薬およびポリマーを含んでなる第２のコーティング材料とを含んで
なる。
【００１１】
　該コーティングは、現行の薬物放出コーティングの代替物であり、また正確な量の治療
薬を移植可能な医療用デバイスの表面に配置させることを可能にすることによって、現行
の薬物放出コーティングの限界を克服する。本発明のコーティングはさらに、医療用デバ
イス自体の構造上の完全性を低下させることなく医療用デバイスの表面上に治療薬を的確
に配置することも可能にする。治療薬が第１のコーティング材料の無機酸化物もしくはセ
ラミック酸化物、金属または不活性炭素の中のリザーバに配置されるので、リザーバは医
療用デバイスの表面に掘削されるのではなく、従って医療用デバイスの構造上の完全性が
維持される。
【００１２】
　本発明によって企図される一実施形態は、移植可能なステントであって、（ａ）管腔外
側表面および管腔内側表面を有する管状のステント側壁構造；（ｂ）外側表面を有するコ
ーティングであって、無機酸化物もしくはセラミック酸化物、金属または不活性炭素を含
んでなる、ステントの管腔外側表面の少なくとも一部に配置された第１のコーティング材
料と；第１のコーティング材料の内部に形成された複数のリザーバと；リザーバ内に配置
された、ポリマーおよび第１の治療薬を含んでなる第２のコーティング材料とを含んでな
るコーティング、を備えたステントである。ある実施形態では、ステントの管腔内側表面
にはコーティングがほとんどない。
【００１３】
　ステント側壁が側壁構造内に複数のストラットと開口部とを含んでなり、少なくとも１
つのストラットが管腔外側表面および管腔外側表面の反対側の管腔内側表面を含んでなる
ことも、本発明によって企図される。ある実施形態では、開口部が維持されるように、コ
ーティングがステント側壁構造に形状一致することができる。
【００１４】
　本発明に従って使用することができるステントには、バルーン拡張型の血管内ステント
および自己拡張型の血管内ステントが含まれる。
　本発明のステントの管腔外側表面の少なくとも一部をコーティングすることに加えて、
第１のコーティング材料が側壁構造の管腔内側表面にさらに配置され、かつ側壁構造の管
腔内側表面に配置された第１のコーティング材料が複数のリザーバを含んでなることも可
能である。
【００１５】
　本発明に従って使用される第１のコーティング材料は放射線不透過性であってもよい。
本発明のコーティングにおいて使用される無機酸化物またはセラミック酸化物には、金属
酸化物が挙げられる。例えば、無機酸化物またはセラミック酸化物はイリジウム酸化物で
あってもよい。本発明のコーティングにおいて使用される金属には、限定するものではな
いが、金、白金またはチタンが挙げられる。
【００１６】
　ある実施形態では、コーティングは厚さ約１マイクロメートル～約７０マイクロメート
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ルである。さらに、第１のコーティング材料は、第１の治療薬とは異なる第２の治療薬を
さらに含むことができる。
【００１７】
　本発明のある実施形態では、リザーバは相互に接続されてもよい。さらに、リザーバは
コーティングの外側表面と連通していてもよい。リザーバはさらに、コーティングの外側
表面とステントの管腔外側表面との間に伸びていてもよい。リザーバの平均直径は約５マ
イクロメートル～約８０マイクロメートルであってよい。
【００１８】
　コーティング中で使用されるポリマーは生物学的に安定であってもよいし、生体吸収性
であってもよい。本発明のコーティング中で使用されるポリマーは、スチレン‐イソブチ
レンコポリマー、ポリ乳酸グリコール酸、およびメチレンビスアクリルアミドであってよ
い。
【００１９】
　適切な治療薬には、限定するものではないが、抗血栓形成剤、抗血管新生剤、抗増殖剤
、抗生物質、再狭窄抑制剤、成長因子、免疫抑制薬、放射性化学物質、またはこれらの組
み合わせが挙げられる。ある実施形態では、治療薬は再狭窄抑制剤を含んでなる。治療薬
は、パクリタキセル、シロリムス、タクロリムス、ピメクロリムスまたはエベロリムスを
含んでなるものであってよい。
【００２０】
　本発明はまた、血管内ステントであって、（ａ）管腔外側表面および管腔内側表面を有
する管状のステント側壁構造であって、該構造内に複数の開口部を有する側壁構造；（ｂ
）管腔外側表面に配置された、金または白金を含んでなる第１のコーティング材料と；第
１のコーティング材料の内部に形成された複数のリザーバと；リザーバの内部に配置され
た、ポリマーおよび再狭窄抑制剤を含んでなる第２のコーティング材料とを含んでなるコ
ーティング、を含んでなるステントに関する。
【００２１】
　本発明はさらに、ステントであって、（ａ）管状のステント側壁構造であって該側壁構
造内に複数のストラットおよび開口部を含んでなり、かつ少なくとも１つのストラットが
管腔外側表面および管腔外側表面の反対側の管腔内側表面を含んでなることを特徴とする
側壁構造；（ｂ）外側表面を有するコーティングであって、金または白金を含んでなる、
管腔外側表面の少なくとも一部に配置された第１のコーティング材料と；第１のコーティ
ング材料の内部に形成された複数のリザーバと；リザーバの内部に配置された、ポリマー
および再狭窄抑制剤を含んでなる第２のコーティング材料とを含んでなるコーティング、
を含んでなるステントに関する。
【００２２】
　本発明はさらに、管腔外側表面および管腔内側表面を有する移植可能なステントをコー
ティングする方法であって、（ａ）ステントの管腔外側表面または管腔内側表面の少なく
とも一部に第１のコーティング材料を配置する工程であって、第１のコーティングは無機
酸化物もしくはセラミック酸化物、不活性炭素または金属を含んでなることを特徴とする
工程と；（ｂ）第１のコーティング材料中に複数のリザーバを形成する工程と；（ｃ）リ
ザーバ内に第２のコーティング材料を配置する工程であって、第２のコーティングはポリ
マーおよび治療薬を含んでなることを特徴とする工程と、からなる方法も企図している。
本発明の方法のある実施形態では、ステントの管腔内側表面には第１のコーティングがほ
とんど無くてもよい。
【００２３】
　ある実施形態では、リザーバはステントの管腔外側表面にのみ形成されて、ステントの
管腔内側にはリザーバがほとんど無いままであってもよい。別例として、リザーバがステ
ントの管腔外側および管腔内側表面に形成されてもよい。リザーバは、掘削、化学エッチ
ングまたはレーザーアブレーションによって形成可能である。
【００２４】
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　本発明に従って使用される第１のコーティング材料は放射線不透過性であってもよい。
本発明のコーティングに使用される無機酸化物またはセラミック酸化物は、金属酸化物で
あってよい。例えば、無機酸化物またはセラミック酸化物はイリジウム酸化物であってよ
い。本発明のコーティングに使用される金属としては、限定するものではないが、金、白
金またはチタンが挙げられる。
【００２５】
　本発明のコーティングに使用される治療薬は、限定するものではないが、抗血栓形成剤
、抗血管新生剤、抗増殖剤、抗生物質、再狭窄抑制剤、成長因子、免疫抑制薬、放射性化
学物質、平滑筋細胞の増殖を抑制する薬剤またはこれらの組み合わせであってよい。ある
実施形態では、治療薬は再狭窄抑制剤を含んでなる。治療薬はパクリタキセル、シロリム
ス、タクロリムス、ピメクロリムスまたはエベロリムスを含むものであってよい。
【００２６】
　本発明の方法において使用されるポリマーは、生物学的に安定であってもよいし、生体
吸収性であってもよい。適切なポリマーの例には、限定するものではないが、スチレン‐
イソブチレンコポリマー、ポリ乳酸グリコール酸、およびメチレンビスアクリルアミドが
挙げられる。
【００２７】
　本発明はさらに、管腔外側表面および管腔内側表面を有する移植可能なステントをコー
ティングする方法であって、（ａ）ステントの管腔内側表面または管腔外側表面の一部を
マスキング材料でマスキングする工程と；（ｂ）管腔内側表面または管腔外側表面のマス
キングされていない部分に第１のコーティングを配置する工程であって、第１のコーティ
ングは無機酸化物もしくはセラミック酸化物、金属または不活性炭素を含んでなることを
特徴とする工程と；（ｃ）複数のリザーバを形成させるためにマスキング材料を除去する
工程と；（ｄ）リザーバの内部に第２のコーティング材料を配置する工程であって、第２
のコーティングはポリマーおよび治療薬を含んでなることを特徴とする工程と、からなる
方法も企図している。
【００２８】
　ある実施形態では、リザーバはステントの管腔外側表面にのみ形成されて、ステントの
管腔内側にはリザーバがほとんど無いままであってもよい。別例として、リザーバは、ス
テントの管腔外側表面および管腔内側表面に形成されてもよい。リザーバは、掘削、化学
エッチングまたはレーザーアブレーションによって形成可能である。
【００２９】
　本発明に従って使用される第１のコーティング材料は放射線不透過性であってもよい。
本発明のコーティングに使用される無機酸化物またはセラミック酸化物は、金属酸化物で
あってよい。例えば、無機酸化物またはセラミック酸化物はイリジウム酸化物であってよ
い。本発明のコーティングに使用される金属としては、限定するものではないが、金、白
金またはチタンが挙げられる。
【００３０】
　本発明のコーティングに使用される治療薬は、平滑筋細胞の増殖を抑制する薬剤を含ん
でなるものであってよい。その他の適切な治療薬には、限定するものではないが、抗血栓
形成剤、抗血管新生剤、抗増殖剤、抗生物質、再狭窄抑制剤、成長因子、免疫抑制薬、放
射性化学物質、またはこれらの組み合わせが挙げられる。ある実施形態では、治療薬は再
狭窄抑制剤を含んでなる。治療薬はパクリタキセル、シロリムス、タクロリムス、ピメク
ロリムスまたはエベロリムスを含むものであってよい。
【００３１】
　本発明の方法において使用されるポリマーは、スチレン‐イソブチレンコポリマー、ポ
リ乳酸グリコール酸、およびメチレンビスアクリルアミドを含むものであってよい。
　本発明について、添付の図面を参照しながら説明する。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
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【図１】本発明で使用するのに適した医療用デバイスの例を示す図。
【図２】管腔外側表面にコーティングが配置されたステントの実施形態の断面図。
【図３】管腔外側表面にコーティングが配置された医療用デバイスの実施形態の断面図。
【図４】管腔外側表面および管腔内側表面にコーティングが配置された医療用デバイスの
実施形態の断面図。
【図５】医療用デバイスの少なくとも一部にコーティングが配置された別の実施形態の断
面図。
【図６】医療用デバイスの少なくとも一部にコーティングが配置されたさらに別の実施形
態の断面図。
【図７】医療用デバイスの少なくとも一部にコーティングが配置されたさらに別の実施形
態の断面図。
【図８】医療用デバイスの少なくとも一部にコーティングが配置されたさらに別の実施形
態の断面図。
【図９】医療用デバイスの少なくとも一部にコーティングが配置されたさらに別の実施形
態の断面図。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　一実施形態では、本発明の医療用デバイスは、コーティングが配置された表面を含んで
なる。該コーティングは、無機酸化物もしくはセラミック酸化物、金属または不活性炭素
を含んでなる第１のコーティング材料であって、該材料内に複数のリザーバが形成されて
いることを特徴とする第１のコーティング材料と、該リザーバ内に配置された、治療薬お
よびポリマーを含んでなる第２のコーティング材料とを含んでなる。
【００３４】
　コーティングは、医療用デバイスの任意の表面に配置することができる。図１は、本発
明で使用するのに適した医療用デバイスの例を示す。この図は、側壁２０を含んでなり、
側壁２０の中に複数のストラット３０および少なくとも１つの開口部４０を含む移植可能
な血管内ステント１０を示す。一般に、開口部４０は、隣りあったストラット３０の間に
配置される。さらに、側壁２０は、第１の側壁表面２２と、図１には示されていない反対
側の第２の側壁表面とを有することができる。第１の側壁表面２２は、ステントが移植さ
れた時に体腔壁に面する外側、すなわち管腔外側の側壁表面であってもよいし、体腔壁か
ら離れた側を向く内側、すなわち管腔内側の側壁表面であってもよい。同様に、第２の側
壁表面は、管腔外側の側壁表面であってもよいし、管腔内側の側壁表面であってもよい。
【００３５】
　ある実施形態では、ステント側壁構造内に開口部を有するステントにおいて、ステント
に施されたコーティングがステントの表面に形状一致して、その結果側壁ステント構造の
開口部が維持されるように、例えば、開口部がコーティング材料で完全にまたは部分的に
閉鎖されることのないようにすることが望ましい。
【００３６】
　図２は、複数のストラット６０を有するステント５０の断面図を示す。ストラットはそ
れぞれ管腔外側表面６２および管腔内側表面６４を有する。この実施形態では、コーティ
ング７０はステント５０の管腔外側表面６２に配置されている。
【００３７】
　ある実施形態では、図２に示すように、コーティングは、医療用デバイスの表面のうち
体腔と接触する部分である管腔外側表面６２に配置される。体腔と接触する表面だけをコ
ーティングすることにより、治療薬のような物質の過剰な使用が低減されることになる。
【００３８】
　図３は、管腔外側表面６２および管腔内側表面６４を有するステント・ストラット６０
の断面図を示す。管腔外側表面６２の少なくとも一部に配置されるのは、外側表面７２を
有するコーティング７０である。コーティング７０は、内部にリザーバ７６を有する無機
酸化物もしくはセラミック酸化物、金属または不活性炭素を含んでなる第１のコーティン
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グ材料７４と、リザーバ７６の中に配置された、ポリマー８２および治療薬９０を含んで
なる第２のコーティング材料８０とを含んでなる。本発明に従えば、リザーバ７６はスト
ラット６０の表面６２までは伸びず、従って、医療用デバイスの構造上の完全性を低下さ
せることはない。
【００３９】
　他の実施形態では、コーティングは、医療用デバイスの表面の、体腔と接触する部分よ
り広い部分を覆うことができる。表面の、体腔と接触する部分より広い部分が覆われてい
るそのような実施形態は、体腔への治療薬の投与に加えて、血流中にも治療薬を導入する
ことが有益な場合に、役立つことができる。例えば、管腔外側表面および管腔内側表面を
有する血管内ステントは、管腔外側表面および管腔内側表面の両方に本発明のコーティン
グを有することができる。管腔外側表面上のコーティングは体腔に治療薬を投与すること
が可能であり、管腔内側表面上のコーティングは血流中に治療薬を導入することができる
。
【００４０】
　図４は、ステント・ストラット６０の断面図を示す。ステント・ストラット６０は管腔
外側表面６２および管腔内側表面６４を有する。この実施形態では、外側表面７２を有す
るコーティング７０が、管腔外側表面６２および管腔内側表面６４の少なくとも一部に配
置されている。コーティング７０は、無機酸化物もしくはセラミック酸化物、金属または
不活性炭素を含んでなり、その中に複数のリザーバ７６を有する第１のコーティング材料
７４と、リザーバ７６の中に配置された、ポリマー８２および治療薬９０を含んでなる第
２のコーティング材料８０とを含んでなる。
【００４１】
　コーティングがステントの管腔外側表面および管腔内側表面の両方に配置される場合、
管腔外側表面に配置されるコーティングは、ステントの管腔内側表面に配置されるコーテ
ィングと同じであってもよいし、異なっていてもよい。同様に、管腔外側および管腔内側
のコーティングのリザーバ内に配置される治療薬は、同じであっても異なっていてもよい
。さらに、いくつかの実施形態では、コーティングは医療用デバイスの表面全体に配置さ
れてもよい。別例として、第１のコーティング材料は医療用デバイスの表面全体に配置さ
れて、リザーバは医療用デバイスの体腔と接触する部分にのみ配置されてもよい。
【００４２】
　図３および図４に示されるように、リザーバ７６は第１のコーティング材料７４の全体
にわたって分布していてもよい。ある実施形態では、リザーバは個別的であってもよいし
、パターンをなして配置されてもよい。パターンは無作為であってもよいし、一様であっ
てもよい。
【００４３】
　図５は、ステント１００の断面図を示す。ステント１００は、管腔外側表面１０２およ
び管腔内側表面１０４、ならびに前端部１０６および後端部１０８を有する。管腔外側表
面１０２の少なくとも一部にコーティング１１０が配置されている。ステントが複数のス
トラットを含んでなる、ある種の実施形態では、ストラットの管腔外側表面がステントの
管腔外側表面を構成し、ストラットの管腔内側表面がステントの管腔内側表面を構成する
。管腔外側表面１０２の少なくとも一部に、外側表面１１２を有するコーティング１１０
が配置されている。コーティング１１０は、無機酸化物もしくはセラミック酸化物、金属
または不活性炭素を含んでなり、その中に複数のリザーバ１１６を有する第１のコーティ
ング材料１１４と、ポリマー１２２および治療薬１３０を含んでなる第２のコーティング
材料１２０とを含んでなる。この実施形態では、リザーバ１１６は、ステント１００の前
端部１０６および後端部１０８においてコーティング中に配置されている。ステントが複
数のストラットを含んでなる実施形態では、リザーバをステントの端部のストラットに配
置することができる。
【００４４】
　さらに、コーティング中のリザーバのうちの一部またはすべてがコーティングの外側表
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面と連通してもよい。例えば、図３および図４では、リザーバ７６はコーティング７０の
外側表面７２と連通している。外側表面とのそのような連通により、医療用デバイスから
の治療薬の放出を促進することができる。
【００４５】
　いくつかの実施形態では、リザーバは、さらに医療用デバイスの表面と接していてもよ
い。図３のリザーバはコーティング７０の外側表面７２と連通しているだけでなく、スト
ラット５０の表面６２とも接している。
【００４６】
　別の実施形態では、リザーバは医療用デバイスの表面と接していなくてもよい。図６は
、管腔外側表面６２および管腔内側表面６４を有するストラット６０の断面図を示す。管
腔外側表面６２の少なくとも一部の上にコーティング７０が配置されている。コーティン
グ７０は、無機酸化物もしくはセラミック酸化物、金属または不活性炭素を含んでなる第
１のコーティング材料７４を含んでなり、第１のコーティング材料７４はその中に複数の
リザーバ７６を有し、リザーバ７６は様々な大きさであるが、コーティングを通り抜けて
ストラット６２の表面まで伸びることはない。コーティング７０はさらに、リザーバ７６
の内部に配置された、ポリマー８２および治療薬９０を含んでなる第２のコーティング材
料８０を含んでなる。
【００４７】
　さらに、コーティング中のリザーバの一部またはすべてが他のリザーバと相互に連結し
ていてもよい。図７は、管腔外側表面６２および管腔内側表面６４を有するステント・ス
トラット６０の断面図を示す。コーティング７０が、表面６２の少なくとも一部の上に配
置されている。コーティング７０は、無機酸化物もしくはセラミック酸化物、金属または
不活性炭素を含んでなる第１のコーティング材料７４を含んでなり、第１のコーティング
材料はその中に複数のリザーバ７６を有し、リザーバ７６は相互に連結している。コーテ
ィング７０は、リザーバ７６の内部に配置された、ポリマー８２および治療薬９０を含ん
でなる第２のコーティング材料８０をさらに含んでなる。
【００４８】
　さらに、無機酸化物もしくはセラミック酸化物、金属または不活性炭素の中のリザーバ
は任意の形状であってよい。例えば、リザーバは円筒状、円形状または半球状に形作られ
てもよい。リザーバはさらに、形状が非円形であってもよいし、様々な形状の混合物であ
ってもよい。リザーバはまた、管路、チャネルまたは空洞の経路のように形作られてもよ
い。この細孔の形状の変更を利用して、医療用デバイスの表面に装荷可能な治療薬の量を
最大化または最適化することができる。ある実施形態では、リザーバは上部すなわちコー
ティングの表面近くでは狭く、次いで医療用デバイスの表面近くでは広くなってもよい。
【００４９】
　例えば、図８は、管腔外側表面６２および管腔内側表面６４を有するステント・ストラ
ット６０の断面図を示す。管腔外側表面６２の少なくとも一部にコーティング７０が配置
されている。コーティング７０は、無機酸化物もしくはセラミック酸化物、金属または不
活性炭素を含んでなる第１のコーティング材料７４を含んでなり、第１のコーティング材
料７４は複数のリザーバ７６を有し、リザーバ７６はコーティングの表面７２の近くでは
狭く、ステント・ストラット６０の表面６２の近くでは広い。コーティング７０はさらに
、リザーバ７６の内部に配置された、ポリマー８２および治療薬９０を含んでなる第２の
コーティング材料８０を含んでなる。
【００５０】
　さらに、第１のコーティング材料の中のリザーバは、任意の大きさまたは大きさの範囲
を有することができる。いくつかの例では、リザーバはマイクロサイズのリザーバであっ
てもよいし、ナノサイズのリザーバであってもよい。さらに、一部の実施形態では、リザ
ーバの平均幅または平均直径が約１ｎｍ～約１０μｍであることが望ましい場合もある。
好ましくは、平均幅または平均直径は約３マイクロメートル～約７０マイクロメートルで
ある。
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【００５１】
　リザーバの大きさを、治療薬の放出速度を制御するために使用することができる。例え
ば、平均幅がより大きなリザーバは、平均幅がより小さなリザーバよりも速く治療薬が放
出されるのを可能にする。さらに、第１のコーティング材料の中のリザーバの数を調節し
て、治療薬の放出速度をより十分に制御することができる。例えば、第１のコーティング
材料の単位体積または単位重量あたりに存在するリザーバがより多ければ、より少ないリ
ザーバを有する材料よりも高い治療薬放出速度が可能となる。
【００５２】
　第１のコーティング材料は、無機酸化物もしくはセラミック酸化物、金属または不活性
炭素であってよい。第１のコーティング材料はさらに、放射線不透過性であるかまたはＭ
ＲＩ適合性であるかのうち少なくともいずれかであってもよい。ある実施形態では、第１
のコーティング材料は無機酸化物またはセラミック酸化物を含んでなる。無機酸化物また
はセラミック酸化物の例には、限定するものではないが、酸化白金、酸化タンタル、酸化
チタン、酸化タンタル、酸化亜鉛、酸化鉄、酸化マグネシウム、酸化アルミニウム、酸化
イリジウム、酸化ニオブ、酸化ジルコニウム、酸化タングステン、酸化ロジウム、酸化ル
テニウム、二酸化ケイ素のようなシリコン酸化物；チタン・ポリ［（オリゴエチレングリ
コール）ジヒドロキシチタナート］のような無機・有機ハイブリッド、またはこれらの組
み合わせが挙げられる。他の実施形態では、無機酸化物またはセラミック酸化物は金属酸
化物である。ある実施形態では、好適な無機酸化物またはセラミック酸化物には、限定す
るものではないが、酸化イリジウムおよび酸化チタンが挙げられる。
【００５３】
　本発明のある実施形態では、第１のコーティング材料は金属を含んでなる。適切な金属
には、アルカリ金属、アルカリ土類金属、遷移金属、金属合金および半金属が挙げられる
。金属の例には、限定するものではないが、チタン、スカンジウム、ステンレス鋼、タン
タル、ニッケル、ケイ素、クロム、コバルト、クロム、マンガン、鉄、白金、イリジウム
、ニオブ、バナジウム、ジルコニウム、タングステン、ロジウム、ルテニウム、金、銅、
亜鉛、イットリウム、モリブデン、テクネチウム、パラジウム、カドミウム、ハフニウム
、レニウムおよびこれらの組み合わせが挙げられる。ある実施形態では、好適な金属とし
て、限定するものではないが、白金、金、チタンおよびステンレス鋼が挙げられる。
【００５４】
　他の実施形態では、第１のコーティング材料は不活性炭素を含んでなることができる。
不活性炭素の適切な形態には、限定するものではないが、熱分解炭素および多孔質ガラス
状炭素が挙げられる。多孔質炭素の使用は、血栓症の予防および血管内皮細胞の増殖促進
を支援することができる。
【００５５】
　いくつかの実施形態では、無機酸化物もしくはセラミック酸化物、金属または不活性炭
素は、コーティングの重量の少なくとも５％、少なくとも１０％、少なくとも２０％、少
なくとも３０％、少なくとも４０％、少なくとも５０％、少なくとも６０％、少なくとも
７０％、少なくとも８０％、少なくとも９０％、少なくとも９５％、少なくとも９７％、
少なくとも９９％またはそれ以上を占めることができる。好ましくは、無機酸化物もしく
はセラミック酸化物、金属または不活性炭素は、コーティングの重量の約２０％～約７０
％である。
【００５６】
　第２のコーティング材料が配置されるリザーバに加えて、第１のコーティング材料は追
加の細孔をさらに含むことができる。その追加の細孔の中に、第２の治療薬を配置するこ
とができる。例えば、図９は、管腔外側表面６２および管腔内側表面６４を有するステン
ト・ストラット６０の断面図を示す。管腔外側表面６２の少なくとも一部にコーティング
７０が配置されている。該コーティングは第１のコーティング材料７４を含んでなり、第
１のコーティング材料７４はその性質から予めその中に複数の細孔７８を有している。例
えば、複数の細孔を有した炭素を含んでなる第１のコーティング材料を使用することがで
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きる。第１のコーティング材料７４の中の細孔７８に加えて、複数のリザーバ７６を第１
のコーティング材料７４の中に形成することができる。ポリマー８２および第１の治療薬
９０を含んでなる第２のコーティング材料８０は、リザーバ７６のうちの少なくともいく
つかの中に配置され、第２の治療薬９２は細孔７８のうちのいくつかの中に配置される。
【００５７】
　コーティングは任意の厚さであってよい。いくつかの実施形態では、コーティングは約
１～約１０マイクロメートルの厚さであることが好ましい。一部の例では、より多数のリ
ザーバおよびより大量の治療薬を包含するように、比較的厚い被膜が好まれる場合もある
。
【００５８】
　Ａ．医療用デバイス
　本発明に適した医療用デバイスには、限定するものではないが、ステント、外科用ステ
ープル、移植蝸牛刺激装置、中心静脈カテーテルおよび動脈カテーテルのようなカテーテ
ル、ガイドワイヤ、カニューレ、心臓ペースメーカーのリードまたはリードチップ、除細
動器のリードまたはリードチップ、移植可能な血管アクセスポート、血液保存用バッグ、
血液回路、血管グラフトまたは他のグラフト、大動脈内バルーンポンプ、心臓弁、心臓血
管の縫合材、完全人工心臓および心室補助心臓、体外デバイス、例えば血液酸素付加装置
、血液フィルタ、血液透析ユニット、血液灌流ユニットまたは血漿交換ユニット、が挙げ
られる。
【００５９】
　本発明に特に適した医療用デバイスには、当業者に周知の、医療目的のための任意のス
テントが挙げられる。適切なステントには、例えば、自己拡張型ステントおよびバルーン
拡張型ステントのような血管内ステントが挙げられる。自己拡張型ステントの例は、ウォ
ルステン（Ｗａｌｌｓｔｅｎ）の米国特許番号第４，６５５，７７１号および同第４，９
５４，１２６号、ならびにウォルステン（Ｗａｌｌｓｔｅｎ）らの同第５，０６１，２７
５号明細書に例証されている。適切なバルーン拡張型ステントの例は、ピンチャシク（Ｐ
ｉｎｃｈａｓｉｋ）らの米国特許第５，４４９，３７３号明細書に示されている。好まし
い実施形態では、本発明に適したステントはＥｘｐｒｅｓｓステントである。より好まし
くは、Ｅｘｐｒｅｓｓステントは、Ｅｘｐｒｅｓｓ（商標）ステント、またはＥｘｐｒｅ
ｓｓ２（商標）ステント（米国マサチューセッツ州ナティック所在のボストン・サイエン
ティフィック社（Ｂｏｓｔｏｎ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ，Ｉｎｃ．））である。
【００６０】
　適切なステントのフレームワークは、当分野で周知の様々な方法によって形成可能であ
る。フレームワークは、溶接、鋳造、レーザー切削、電鋳されてもよいし、連続的な構造
を形成するために相互に巻き付けまたは編組がなされたフィラメントまたはファイバーで
構成されてもよい。
【００６１】
　本発明に適した医療用デバイスは、金属材料、セラミック材料、ポリマー材料もしくは
複合材料、またはこれらの組み合わせから製作することができる。好ましくは、該材料は
生物学的適合性を有する。金属材料がより好ましい。適切な金属材料には、チタン系の金
属および合金（ニチノール、ニッケル‐チタン合金、熱記憶合金材など）；ステンレス鋼
；タンタル、ニッケル‐クロム；またはＥｌｇｉｌｏｙ（登録商標）およびＰｈｙｎｏｘ
（登録商標）のようなコバルト‐クロム‐ニッケル合金を含む、ある種のコバルト合金；
ＰＥＲＳＳ（白金強化型ステンレス鋼（Ｐｌａｔｉｎｕｍ　ＥｎＲｉｃｈｅｄ　Ｓｔａｉ
ｎｌｅｓｓ　Ｓｔｅｅｌ））およびニオブ、が挙げられる。金属材料としてはさらに、国
際公開公報第９４／１６６４６号パンフレットに開示されているもののようなクラッド複
合フィラメントも挙げられる。
【００６２】
　適切なセラミック材料には、限定するものではないが、チタン、ハフニウム、イリジウ
ム、クロム、アルミニウムおよびジルコニウムのような遷移元素の酸化物、炭化物または
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窒化物が挙げられる。シリカのようなシリコン系材料を使用することもできる。
【００６３】
　医療用デバイスの形成に適したポリマーは生物学的に安定であるとよい。さらに、ポリ
マーは生物分解性であってもよい。適切なポリマーには、限定するものではないが、スチ
レン‐イソブチレン‐スチレン、ポリエーテルオキシド、ポリビニルアルコール、ポリグ
リコール酸、ポリ乳酸、ポリアミド、ポリ‐２‐ヒドロキシブチラート、ポリカプロラク
トン、ポリ乳酸グリコール酸、およびＴｅｆｌｏｎ（登録商標）が挙げられる。
【００６４】
　本発明における医療用デバイスの形成に使用可能なポリマーには、限定するものではな
いが、イソブチレン系ポリマー、ポリスチレン系ポリマー、ポリアクリラートおよびポリ
アクリラート誘導体、酢酸ビニル系ポリマーおよびそのコポリマー、ポリウレタンおよび
そのコポリマー、シリコーンおよびそのコポリマー、エチレン酢酸ビニル、ポリエチレン
テレフタラート、熱可塑性エラストマー、ポリ塩化ビニル、ポリオレフィン、セルロース
誘導体、ポリアミド、ポリエステル、ポリスルホン、ポリテトラフルオロエチレン、ポリ
カーボネート、アクリロニトリル‐ブタジエン‐スチレンコポリマー、アクリル樹脂、ポ
リ乳酸、ポリグリコール酸、ポリカプロラクトン、ポリ乳酸‐ポリエチレンオキシドコポ
リマー、セルロース、コラーゲン、ならびにキチンが挙げられる。
【００６５】
　医療用デバイスの材料として有用な他のポリマーには、限定するものではないが、ｄａ
ｃｒｏｎ（登録商標）ポリエステル、ポリ（エチレンテレフタラート）、ポリカーボネー
ト、ポリメチルメタクリラート、ポリプロピレン、ポリアルキレンオキサラート、ポリ塩
化ビニル、ポリウレタン、ポリシロキサン、ナイロン、ポリ（ジメチルシロキサン）、ポ
リシアノアクリラート、ポリホスファゼン、ポリ（アミノ酸）、エチレングリコールＩジ
メタクリラート、ポリ（メタクリル酸メチル）、ポリ（２‐ヒドロキシエチルメタクリラ
ート）、ポリテトラフルオロエチレン　ポリ（ＨＥＭＡ）、ポリヒドロキシアルカノアー
ト、ポリテトラフルオロエチレン、ポリカーボネート、ポリ（グリコリド‐ラクチド）コ
ポリマー、ポリ乳酸、ポリ（γ‐カプロラクトン）、ポリ（γ‐ヒドロキシブチラート）
、ポリジオキサノン、ポリ（γ‐エチルグルタメート）、ポリイミノカーボネート、ポリ
（オルトエステル）、ポリ無水物、アルギナート、デキストラン、キチン、綿、ポリグリ
コール酸、ポリウレタン、またはこれらの誘導体、すなわち、例えば結合部位もしくは架
橋基（例えばＲＧＤ）を含むように修飾されたポリマーであって、細胞およびタンパク質
、核酸などのような分子の結合が可能であると同時に該ポリマーの構造上の完全性を維持
しているポリマー、が挙げられる。
【００６６】
　医療用デバイスは非ポリマーで製造されてもよい。有用な非ポリマーの例には、コレス
テロール、スチグマステロール、β‐シトステロール、およびエストラジオールのような
ステロール；ステアリン酸コレステリルのようなコレステリルエステル；Ｃ１２‐Ｃ２４

脂肪酸、例えばラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、アラキジン酸
、ベヘン酸、およびリグノセリン酸；Ｃ１８‐Ｃ３６のモノ‐、ジ‐およびトリアシルグ
リセリド、例えばグリセリルモノオレアート、グリセリルモノリノレアート、グリセリル
モノラウラート、グリセリルモノドコサノアート、グリセリルモノミリスタート、グリセ
リルモノデセノアート、グリセリルジパルミタート、グリセリルジドコサノアート、グリ
セリルジミリスタート、グリセリルジデセノアート、グリセリルトリドコサノアート、グ
リセリルトリミリスタート、グリセリルトリデセノアート、グリセロールトリステアラー
トおよびこれらの混合物；スクロースジステアラートおよびスクロースパルミタートのよ
うなスクロース脂肪酸エステル；ソルビタンモノステアラート、ソルビタンモノパルミタ
ートおよびソルビタントリステアラートのようなソルビタン脂肪酸エステル；セチルアル
コール、ミリスチルアルコール、ステアリルアルコールおよびセトステアリルアルコール
のようなＣ１６‐Ｃ１８脂肪族アルコール；パルミチン酸セチルおよびパルミチン酸セテ
アリルのような脂肪族アルコールおよび脂肪酸のエステル；ステアリン酸無水物のような
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脂肪酸の無水物；ホスファチジルコリン（レシチン）、ホスファチジルセリン、ホスファ
チジルエタノールアミン、ホスファチジルイノシトール、およびこれらのリゾ化誘導体を
含むリン脂質；スフィンゴシンおよびその誘導体；ステアリル、パルミトイル、およびト
リコサニルスフィンゴミエリンのようなスフィンゴミエリン；ステアリルセラミドおよび
パルミトイルセラミドのようなセラミド；スフィンゴ糖脂質；ラノリンおよびラノリンア
ルコール；ならびにこれらの組み合わせおよび混合物、が挙げられる。非ポリマーには、
移植に先立って医療用デバイスに播種することが可能な、幹細胞のような生体材料も挙げ
ることができる。好ましい非ポリマーには、コレステロール、グリセリルモノステアラー
ト、グリセロールトリステアラート、ステアリン酸、ステアリン酸無水物、グリセリルモ
ノオレアート、グリセリルモノリノレアート、およびアセチル化モノグリセリドが挙げら
れる。
【００６７】
　Ｂ．治療薬
　本発明で使用される用語「治療薬」は、薬物、遺伝物質および生体物質を包含し、「生
物学的活性を有する物質」と互換的に使用することができる。一実施形態では、治療薬は
再狭窄抑制剤である。他の実施形態では、治療薬は平滑筋細胞の増殖、収縮、移動または
活動過多を抑制する。適切な治療薬の非限定的な例には、ヘパリン、ヘパリン誘導体、ウ
ロキナーゼ、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（
ＰＰａｃｋ）、エノキサプリン（ｅｎｏｘａｐｒｉｎ）、アンギオペプチン、ヒルジン、
アセチルサリチル酸、タクロリムス、エベロリムス、ラパマイシン（シロリムス）、ピメ
クロリムス、アムロジピン、ドキサゾシン、グルココルチコイド、ベタメタゾン、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、スルファサラジン、ロシグ
リタゾン、ミコフェノール酸、メサラミン、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、メトトレキサート、アザチ
オプリン、アドリアマイシン、ｍｕｔａｍｙｃｉｎ（登録商標）、エンドスタチン、アン
ギオスタチン、チミジンキナーゼ阻害剤、クラドリビン、リドカイン、ブピバカイン、ロ
ピバカイン、Ｄ‐Ｐｈｅ‐Ｐｒｏ‐Ａｒｇクロロメチルケトン、血小板受容体拮抗薬、抗
トロンビン抗体、抗血小板受容体抗体、アスピリン、ジピリダモール、プロタミン、ヒル
ジン、プロスタグランジン阻害剤、血小板阻害剤、トラピジル、ｌｉｐｒｏｓｔｉｎ（Ｔ
Ｍ）、ダニ抗血小板ペプチド、５‐アザシチジン、血管内皮細胞増殖因子、成長因子受容
体、転写活性化因子、翻訳プロモーター、抗増殖剤、成長因子阻害剤、成長因子受容体拮
抗薬、転写リプレッサー、翻訳リプレッサー、複製阻害剤、遮断抗体、成長因子に対する
抗体、成長因子と細胞毒とで構成されている二官能分子、抗体と細胞毒とで構成されてい
る二官能分子、コレステロール低下剤、血管拡張剤、内因生の血管作動性機構を阻害する
薬剤、酸化防止剤、プロブコール、抗生物質、ペニシリン、セホキシチン、オキサシリン
、トブラナイシン（ｔｏｂｒａｎｙｃｉｎ）、血管新生物質、繊維芽細胞成長因子、エス
トロゲン、エストラジオール（Ｅ２）、エストリオール（Ｅ３）、１７‐βエストラジオ
ール、ジゴキシン、β遮断薬、カプトプリル、エナロプリル（ｅｎａｌｏｐｒｉｌ）、ス
タチン、ステロイド、ビタミン、パクリタキセル（ならびにその誘導体、アナログ体また
はタンパク質結合型のパクリタキセル（例えばＡｂｒａｘａｎｅ（商標））、２’‐スク
シニルタキソール、２’‐スクシニルタキソールトリエタノールアミン、２’‐グルタリ
ルタキソール、２’‐グルタリルタキソールトリエタノールアミン塩、Ｎ‐（ジメチルア
ミノエチル）グルタミンとの２’‐Ｏ‐エステル、Ｎ‐（ジメチルアミノエチル）グルタ
ミド塩酸塩との２’‐Ｏ‐エステル、ニトログリセリン、亜酸化窒素、一酸化窒素、抗生
物質、アスピリン、ジギタリス、エストロゲン、エストラジオールおよびグリコシド、が
挙げられる。一実施形態では、治療薬は平滑筋細胞阻害剤または抗生物質である。好まし
い実施形態では、治療薬はタキソール（例えばＴａｘｏｌ（登録商標））またはそのアナ
ログ体もしくは誘導体である。別の好ましい実施形態では、治療薬はパクリタキセルまた
はそのアナログ体もしくは誘導体である。さらに別の好ましい実施形態では、治療薬は、
エリスロマイシン、アンフォテリシン、ラパマイシン、アドリアマイシンなどのような抗
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生物質である。
【００６８】
　用語「遺伝物質」は、限定するものではないが以下に述べる有用タンパク質をコードす
るＤＮＡ／ＲＮＡを含むＤＮＡまたはＲＮＡであって、ウイルスベクターおよび非ウイル
スベクターを含めて人体に挿入することが意図されたＤＮＡまたはＲＮＡを意味する。
【００６９】
　用語「生体物質」は、細胞、酵母、細菌、タンパク質、ペプチド、サイトカインおよび
ホルモンを含む。ペプチドおよびタンパク質の例には、血管内皮細胞増殖因子（ＶＥＧＦ
）、形質転換増殖因子（ＴＧＦ）、繊維芽細胞成長因子（ＦＧＦ）、表皮増殖因子（ＥＧ
Ｆ）、軟骨成長因子（ＣＧＦ）、神経成長因子（ＮＧＦ）、ケラチノサイト成長因子（Ｋ
ＧＦ）、骨格成長因子（ＳＧＦ）、骨芽細胞由来成長因子（ＢＤＧＦ）、肝細胞増殖因子
（ＨＧＦ）、インスリン様成長因子（ＩＧＦ）、サイトカイン成長因子（ＣＧＦ）、血小
板由来増殖因子（ＰＤＧＦ）、低酸素誘導因子１（ＨＩＦ‐１）、幹細胞由来の因子（Ｓ
ＤＦ）、幹細胞成長因子（ＳＣＦ）、血管内皮細胞増殖サプリメント（ＥＣＧＳ）、顆粒
球マクロファージ・コロニー刺激因子（ＧＭ‐ＣＳＦ）、増殖分化因子（ＧＤＦ）、イン
テグリン修飾因子（ＩＭＦ）、カルモデュリン（ＣａＭ）、チミジンキナーゼ（ＴＫ）、
腫瘍壊死因子（ＴＮＦ）、成長ホルモン（ＧＨ）、骨形態形成タンパク質（ＢＭＰ）（例
えば、ＢＭＰ‐２、ＢＭＰ‐３、ＢＭＰ‐４、ＢＭＰ‐５、ＢＭＰ‐６（Ｖｇｒ‐１）、
ＢＭＰ‐７（ＰＯ‐１）、ＢＭＰ‐８、ＢＭＰ‐９、ＢＭＰ‐１０、ＢＭＰ‐１１、ＢＭ
Ｐ‐１２、ＢＭＰ‐１４、ＢＭＰ‐１５、ＢＭＰ‐１６など）、マトリックスメタロプロ
テアーゼ（ＭＭＰ）、マトリックスメタロプロテアーゼの組織阻害因子（ＴＩＭＰ）、サ
イトカイン、インターロイキン（例えばＩＬ‐１、ＩＬ‐２、ＩＬ‐３、ＩＬ‐４、ＩＬ
‐５、ＩＬ‐６、ＩＬ‐７、ＩＬ‐８、ＩＬ‐９、ＩＬ‐１０、ＩＬ‐１１、ＩＬ‐１２
、ＩＬ‐１５など）、リンホカイン、インターフェロン、インテグリン、コラーゲン（全
種類）、エラスチン、フィブリリン、フィブロネクチン、ビトロネクチン、ラミニン、グ
リコサミノグリカン、プロテオグリカン、トランスフェリン、サイトタクチン、細胞結合
ドメイン（例えばＲＧＤ）、およびテネイシン、が含まれる。現時点で好ましいＢＭＰは
、ＢＭＰ‐２、ＢＭＰ‐３、ＢＭＰ‐４、ＢＭＰ‐５、ＢＭＰ‐６、ＢＭＰ‐７である。
これらの二量体タンパク質は、ホモダイマー、ヘテロダイマーまたはこれらの組み合わせ
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。細胞は、ヒト由来（自
己または同種異型）でも、動物供給源由来（異種）でもよく、移植部位に対象タンパク質
を送達するために、必要に応じて遺伝子操作されてもよい。送達媒体は、細胞の機能およ
び生存力を維持するための必要に応じて調製することができる。細胞には、前駆細胞（例
えば内皮前駆細胞）、幹細胞（例えば、間充織幹細胞、造血幹細胞、ニューロン幹細胞）
、間質細胞、実質細胞、未分化細胞、繊維芽細胞、マクロファージおよび衛星細胞が含ま
れる。
【００７０】
　その他の非遺伝子の治療薬には：
　・　抗血栓形成剤、例えばヘパリン、ヘパリン誘導体、ウロキナーゼおよび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）；
【００７１】
　・　抗増殖剤、例えばエノキサプリン（ｅｎｏｘａｐｒｉｎ）、アンギオペプチン、ま
たは平滑筋細胞の増殖を阻止することができるモノクローナル抗体、ヒルジン、アセチル
サリチル酸、タクロリムス、エベロリムス、アムロジピンおよびドキサゾシン；
【００７２】
　・　抗炎症薬、例えばグルココルチコイド、ベタメタゾン、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、ロシグリタ
ゾン、ミコフェノール酸およびメサラミン；
【００７３】
　・　抗新生物剤／抗増殖剤／抗有糸分裂剤、例えばパクリタキセル、５‐フルオロウラ
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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、メトトレキサート
、アザチオプリン、アドリアマイシンおよびｍｕｔａｍｙｃｉｎ（登録商標）；エンドス
タチン、アンギオスタチンおよびチミジンキナーゼ阻害剤、クラドリビン、タキソールお
よびそのアナログ体もしくは誘導体；
【００７４】
　・　麻酔薬、例えばリドカイン、ブピバカインおよびロピバカイン；
　・　抗凝血剤、例えばＤ‐Ｐｈｅ‐Ｐｒｏ‐Ａｒｇクロロメチルケトン、ＲＧＤペプチ
ド含有化合物、ヘパリン、抗トロンビン化合物、血小板受容体拮抗薬、抗トロンビン抗体
、抗血小板受容体抗体、アスピリン（アスピリンは鎮痛薬、解熱薬および抗炎症薬として
も分類される）、ジピリダモール、プロタミン、ヒルジン、プロスタグランジン阻害剤、
血小板阻害剤、トラピジルもしくはｌｉｐｒｏｓｔｉｎ（ＴＭ）のような抗血小板剤なら
びにダニの抗血小板ペプチド；
【００７５】
　・　ＤＮＡ脱メチル化剤、例えば５‐アザシチジン（５‐アザシチジンは、細胞増殖を
阻害し、ある種のがん細胞においてアポトーシスを引き起こすＲＮＡまたはＤＮＡ代謝産
物としても分類される）；
【００７６】
　・　血管細胞成長促進物質、例えば成長因子、血管内皮細胞増殖因子（ＶＥＧＦ、ＶＥ
ＧＦ‐２を含む全種類）、成長因子受容体、転写活性化因子および翻訳プロモーター；
　・　血管細胞成長阻害剤、例えば抗増殖剤、成長因子阻害剤、成長因子受容体拮抗薬、
転写リプレッサー、翻訳リプレッサー、複製阻害剤、遮断抗体、成長因子に対する抗体、
成長因子と細胞毒素とで構成される二官能分子、抗体と細胞毒素とで構成される二官能分
子；
【００７７】
　・　コレステロール低下薬、血管拡張剤、および内因性の血管作動性機構を阻害する薬
剤；
　・　酸化防止剤、例えばプロブコール；
　・　抗生物質、例えばペニシリン、セホキシチン、オキサシリン、トブラナイシン（ｔ
ｏｂｒａｎｙｃｉｎ）、ラパマイシン（シロリムス）；
【００７８】
　・　抗血管新生物質、例えば酸性および塩基性の線維芽細胞成長因子、エストラジオー
ル（Ｅ２）、エストリオール（Ｅ３）および１７‐βエストラジオールを含むエストロゲ
ン；
【００７９】
　・　心不全のための医薬、例えばジゴキシン、β遮断薬、カプトプリルおよびエナラプ
リルを含むアンギオテンシン転換酵素（ＡＣＥ）阻害剤、スタチン類および関連化合物；
ならびに
【００８０】
　・　マクロライド剤、例えばシロリムスまたはエベロリムス、が含まれる。
　好ましい生体物質には、ステロイドのような抗増殖剤、ビタミン、および再狭窄抑制剤
が挙げられる。好ましい再狭窄抑制剤には、Ｔａｘｏｌ（登録商標）、パクリタキセル（
すなわちパクリタキセル、パクリタキセルアナログまたはパクリタキセル誘導体、および
これらの混合物）のような微小管安定化剤が挙げられる。例えば、本発明での使用に適し
た誘導体には、２’‐スクシニル‐タキソール、２’‐スクシニル‐タキソールトリエタ
ノールアミン、２’‐グルタリル‐タキソール、２’‐グルタリル‐タキソールトリエタ
ノールアミン塩、Ｎ‐（ジメチルアミノエチル）グルタミンとの２’‐Ｏ‐エステル、お
よびＮ‐（ジメチルアミノエチル）グルタミド塩酸塩との２’‐Ｏ‐エステルが挙げられ
る。
【００８１】
　他の適切な治療薬として挙げられるのは、タクロリムス；ハロフジノン；ゲルダナマイ
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シンのようなＨＳＰ９０熱ショックタンパク質阻害剤；エポチロンＤのような微小管安定
化剤；クリオスタゾール（ｃｌｉｏｓｔａｚｏｌｅ）のようなホスホジエステラーゼ阻害
剤；Ｂａｒｋｃｔ阻害剤；ホスホランバン阻害剤；ならびにＳｅｒｃａ２遺伝子／タンパ
ク質である。
【００８２】
　他の好ましい治療薬には、ニトログリセリン、亜酸化窒素、一酸化窒素、アスピリン、
ジギタリス、エストラジオールのようなエストロゲン誘導体、およびグリコシドがある。
　一実施形態では、治療薬は細胞の代謝を変化させることができるか、またはタンパク質
合成、ＤＮＡ合成、紡錘糸形成、細胞増殖、細胞移動、微小管形成、微小フィラメント形
成、細胞外マトリックス合成、細胞外マトリックス分泌、もしくは細胞の体積増大のよう
な細胞活性を抑制することができる。別の実施形態では、治療薬は細胞増殖または細胞移
動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。
【００８３】
　ある実施形態では、本発明の医療用デバイスにおいて使用される治療薬は、当業者に良
く知られた方法によって合成することができる。別例として、治療薬は化学薬品会社およ
び製薬会社から購入することもできる。
【００８４】
　一部の実施形態では、治療薬は、第２のコーティング材料の重量の少なくとも５％、少
なくとも１０％、少なくとも２０％、少なくとも３０％、少なくとも４０％、少なくとも
５０％、少なくとも６０％、少なくとも７０％、少なくとも８０％、少なくとも９０％、
少なくとも９５％、少なくとも９７％、少なくとも９９％またはそれ以上を占める。好ま
しくは、治療薬は第２のコーティング材料の重量の約５～約１５％である。より好ましく
は、治療薬は該治療薬を含むコーティングの重量の約８～約１０％である。ある実施形態
では、治療薬は該治療薬を含むコーティングの重量の約８．８％である。
【００８５】
　Ｃ．ポリマー
　第２のコーティング材料を形成するのに有用なポリマーは、特に体内にデバイスを挿入
または移植する間は生体適合性を有し、かつ体組織を刺激しないポリマーでなければなら
ない。そのようなポリマーの例としては、限定するものではないが、ポリウレタン、ポリ
イソブチレンおよびそのコポリマー、シリコーン、ならびにポリエステルが挙げられる。
他の適切なポリマーには、ポリオレフィン、ポリイソブチレン、エチレン‐αオレフィン
コポリマー、アクリルポリマーおよびアクリルコポリマー、ポリ塩化ビニルのようなハロ
ゲン化ビニルのポリマーおよびコポリマー、ポリビニルメチルエーテルのようなポリビニ
ルエーテル、ポリフッ化ビニリデンおよびポリ塩化ビニリデンのようなポリハロゲン化ビ
ニリデン、ポリアクリロニトリル、ポリビニルケトン、ポリスチレンのようなポリビニル
芳香族、ポリ酢酸ビニルのようなポリビニルエステル；ビニルモノマーのコポリマー、エ
チレンメチルメタクリラートコポリマーのような、ビニルモノマーとオレフィンとのコポ
リマー、アクリロニトリル‐スチレンコポリマー、ＡＢＳ樹脂、エチレン‐酢酸ビニルコ
ポリマー、ナイロン６６およびポリカプロラクトンのようなポリアミド、アルキド樹脂、
ポリカーボネート、ポリオキシエチレン、ポリイミド、ポリエーテル、エポキシ樹脂、ポ
リウレタン、レーヨン‐トリアセテート、セルロース、酢酸セルロース、酪酸セルロース
、酢酸酪酸セルロース、セロハン、ニトロセルロース、プロピオン酸セルロース、セルロ
ースエーテル、カルボキシメチルセルロース、コラーゲン、キチン、ポリ乳酸、ポリグリ
コール酸、ならびにポリ乳酸‐ポリエチレンオキシドコポリマーが挙げられる。
【００８６】
　ある実施形態では、疎水性ポリマーを使用することができる。適切な疎水性のポリマー
またはモノマーの例としては、限定するものではないが、ポリオレフィン、例えばポリエ
チレン、ポリプロピレン、ポリ（１‐ブテン）、ポリ（２‐ブテン）、ポリ（１‐ペンテ
ン）、ポリ（２‐ペンテン）、ポリ（３‐メチル‐１‐ペンテン）、ポリ（４‐メチル‐
１‐ペンテン）、ポリ（イソプレン）、ポリ（４‐メチル‐１‐ペンテン）、エチレン‐
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プロピレンコポリマー、エチレン‐プロピレン‐ヘキサジエンコポリマー、エチレン‐酢
酸ビニルコポリマー、２以上のポリオレフィンのブレンド、ならびに２以上の異なる不飽
和モノマーから調製されたランダムコポリマーおよびブロックコポリマー；スチレンポリ
マー、例えばポリ（スチレン）、スチレン‐イソブチレンコポリマー、ポリ（２‐メチル
スチレン）、約２０モルパーセント未満のアクリロニトリルを有するスチレン‐アクリロ
ニトリルコポリマー、およびスチレン‐２，２，３，３，‐テトラフルオロプロピルメタ
クリラートコポリマー；ハロゲン化炭化水素ポリマー、例えばポリ（クロロトリフルオロ
エチレン）、クロロトリフルオロエチレン‐テトラフルオロエチレンコポリマー、ポリ（
ヘキサフルオロプロピレン）、ポリ（テトラフルオロエチレン）、テトラフルオロエチレ
ン、テトラフルオロエチレン‐エチレンコポリマー、ポリ（トリフルオロエチレン）、ポ
リ（フッ化ビニル）、およびポリ（フッ化ビニリデン）；ビニルポリマー、例えばポリ（
酪酸ビニル）、ポリ（デカン酸ビニル）、ポリ（ドデカン酸ビニル）、ポリ（ヘキサデカ
ン酸ビニル）、ポリ（ヘキサン酸ビニル）、ポリ（プロピオン酸ビニル）、ポリ（オクタ
ン酸ビニル）、ポリ（ヘプタフルオロイソプロポキシエチレン）、ポリ（ヘプタフルオロ
イソプロポキシプロピレン）、およびポリ（メタクリロニトリル）；アクリルポリマー、
例えばポリ（ｎ‐酢酸ブチル）、ポリ（アクリル酸エチル）、ポリ（１‐クロロジフルオ
ロメチル）テトラフルオロエチルアクリラート、ポリジ（クロロフルオロメチル）フルオ
ロメチルアクリラート、ポリ（１，１‐ジヒドロヘプタフルオロブチルアクリラート）、
ポリ（１，１‐ジヒドロペンタフルオロイソプロピルアクリラート）、ポリ（１，１‐ジ
ヒドロペンタデカフルオロオクチルアクリラート）、ポリ（ヘプタフルオロイソプロピル
アクリラート）、ポリ５‐（ヘプタフルオロイソプロポキシ）ペンチルアクリラート、ポ
リ１１‐（ヘプタフルオロイソプロポキシ）ウンデシルアクリラート、ポリ２‐（ヘプタ
フルオロプロポキシ）エチルアクリラート、およびポリ（ノナフルオロイソブチルアクリ
ラート）；メタクリル酸ポリマー、例えばポリ（ベンジルメタクリラート）、ポリ（ｎ‐
ブチルメタクリラート）、ポリ（イソブチルメタクリラート）、ポリ（ｔ‐ブチルメタク
リラート）、ポリ（ｔ‐ブチルアミノエチルメタクリラート）、ポリ（ドデシルメタクリ
ラート）、ポリ（エチルメタクリラート）、ポリ（２‐エチルヘキシルメタクリラート）
、ポリ（ｎ‐ヘキシルメタクリラート）、ポリ（フェニルメタクリラート）、ポリ（ｎ‐
プロピルメタクリラート）、ポリ（オクタデシルメタクリラート）、ポリ（１，１‐ジヒ
ドロペンタデカフルオロオクチルメタクリラート）、ポリ（ヘプタフルオロイソプロピル
メタクリラート）、ポリ（ヘプタデカフルオロオクチルメタクリラート）、ポリ（１‐ヒ
ドロテトラフルオロエチルメタクリラート）、ポリ（１，１‐ジヒドロテトラフルオロプ
ロピルメタクリラート）、ポリ（１‐ヒドロヘキサフルオロイソプロピルメタクリラート
）、およびポリ（ｔ‐ノナフルオロブチルメタクリラート）；ポリエステル、例えばポリ
（エチレンテレフタラート）およびポリ（ブチレンテレフタラート）；縮合型ポリマー、
例えばポリウレタンおよびシロキサン‐ウレタンコポリマー；ポリオルガノシロキサン、
すなわちシロキサン基の繰り返しを特徴とするポリマーであり、代表的なものとしてＲａ
ＳｉＯ４－ａ／２（Ｒは１価の置換または非置換炭化水素基であり、ａの値は１または２
）；ならびにゴムのような天然の疎水性ポリマー、が挙げられる。
【００８７】
　他の実施形態では、親水性ポリマーを使用することもできる。適切な親水性のポリマー
またはモノマーの例としては、限定するものではないが、（メタ）アクリル酸、またはそ
のアルカリ金属塩もしくはアンモニウム塩；（メタ）アクリルアミド；メチレンビスアク
リルアミド；（メタ）アクリロニトリル；ポリ乳酸；ポリグリコール酸；ポリ乳酸グリコ
ール酸；マレイン酸およびフマル酸のような不飽和二塩基酸もしくはこれらの不飽和二塩
基酸のハーフエステル、またはこれらの二塩基酸もしくはハーフエステルのアルカリ金属
塩もしくはアンモニウム塩、が付加されたポリマー；不飽和スルホン酸、例えば２‐アク
リルアミド‐２‐メチルプロパンスルホン酸、２‐（メタ）アクリロイルエタンスルホン
酸、またはこれらのアルカリ金属塩もしくはアンモニウム塩、が付加されたポリマー；な
らびに２‐ヒドロキシエチル（メタ）アクリルラートおよび２‐ヒドロキシプロピル（メ
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タ）アクリルラート、が挙げられる。
【００８８】
　ポリビニルアルコールも親水性ポリマーの一例である。ポリビニルアルコールは、ヒド
ロキシル、アミド、カルボキシル、アミノ、アンモニウムまたはスルホニル（‐ＳＯ３）
のような親水基を複数含む場合がある。親水性ポリマーには、限定するものではないが、
デンプン、多糖類および関連するセルロースポリマー；ポリアルキレングリコール、およ
びポリエチレンオキシドのようなポリアルキレンオキシド；アクリル酸、メタクリル酸お
よびマレイン酸のようなエチレン系不飽和カルボン酸およびこれらの酸に由来する部分エ
ステルならびにアルキレングリコールのような多価アルコールのポリマー；アクリルアミ
ド由来のホモポリマーおよびコポリマー；ならびにビニルピロリドンのホモポリマーおよ
びコポリマー、が挙げられる。
【００８９】
　さらなる適切なポリマーには、限定するものではないが、熱可塑性エラストマー全般、
ポリオレフィン、ポリイソブチレン、エチレン‐αオレフィンコポリマー、アクリルポリ
マーおよびアクリルコポリマー、ポリ塩化ビニルのようなハロゲン化ビニルのポリマーお
よびコポリマー、ポリビニルメチルエーテルのようなポリビニルエーテル、ポリフッ化ビ
ニリデンおよびポリ塩化ビニリデンのようなポリハロゲン化ビニリデン、ポリアクリロニ
トリル、ポリビニルケトン、ポリスチレンのようなポリビニル芳香族、ポリ酢酸ビニルの
ようなポリビニルエステル、ビニルモノマーのコポリマー、エチレンメチルメタクリラー
トコポリマーのようなビニルモノマーとオレフィンとのコポリマー、アクリロニトリル‐
スチレンコポリマー、ＡＢＳ（アクリロニトリル‐ブタジエン‐スチレン）樹脂、エチレ
ン酢酸ビニルコポリマー、ナイロン６６およびポリカプロラクトンのようなポリアミド、
アルキド樹脂、ポリカーボネート、ポリオキシメチレン、ポリイミド、ポリエーテル、ポ
リエーテルブロックアミド、エポキシ樹脂、レーヨン・トリアセテート、セルロース、酢
酸セルロース、酪酸セルロース、酢酸酪酸セルロース、セロハン、ニトロセルロース、プ
ロピオン酸セルロース、セルロースエーテル、カルボキシメチルセルロース、コラーゲン
、キチン、ポリ乳酸、ポリグリコール酸、ポリ乳酸‐ポリエチレンオキシドコポリマー、
ＥＰＤＭ（エチレン‐プロピレン‐ジエン）ゴム、フルオロポリマー、フルオロシリコー
ン、ポリエチレングリコール、多糖類、リン脂質、ならびに先述のものの組み合わせ、が
挙げられる。
【００９０】
　使用可能なその他のポリマーには、水または有機溶媒に容易に溶解することができるか
、第１のコーティング材料のリザーバ内で硬化または重合させることができるか、比較的
低い融点を有するか、治療薬とブレンドすることができるかのうち少なくともいずれかで
あるポリマーが挙げられる。さらに、ポリマーが身体に吸収されるにつれて治療薬が放出
される、生体吸収性ポリマーが使用されてもよい。生体吸収性材料を使用するさらなる利
点は、ポリマーが吸収されると、空のリザーバが、血栓症を予防し血管内皮細胞の増殖を
促進する助けとなりうることである。
【００９１】
　ある実施形態では、好適なポリマーには、限定するものではないが、スチレン‐イソブ
チレンコポリマー、ポリ乳酸グリコール酸、およびメチレンビスアクリルアミドが挙げら
れる。
【００９２】
　Ｄ．コーティングを作製する方法
　本発明の医療用デバイスコーティングは、医療用デバイスの表面の少なくとも一部に、
無機酸化物もしくはセラミック酸化物、金属または不活性炭素を含んでなる第１のコーテ
ィング材料を配置することと；第１のコーティング材料の中に複数のリザーバを形成する
ことと；リザーバの中に、ポリマーおよび治療薬を含んでなる第２のコーティングを配置
することと、によって作製することができる。
【００９３】
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　第１のコーティング材料は、任意の適切な方法、例えば、限定するものではないが、浸
漬法、吹き付け法、塗装、電気めっき、蒸発、プラズマ蒸着、陰極アーク堆積法、スパッ
タリング、イオン注入、静電的方法、電気めっき、電気化学的方法、上記の組み合わせ、
などによって、医療用デバイスの表面の少なくとも一部に配置することができる。
【００９４】
　第１のコーティング組成物中のリザーバも同様に、当分野で周知の任意の方法によって
形成することができる。これらの方法には、限定するものではないが、レーザーアブレー
ション、掘削、または化学エッチング、マイクロコンタクトプリンティング、インクジェ
ットプリンティング、スクリーン印刷、レプリカモールディング法、マイクロトランスフ
ァーモールディング法、キャピラリー中でのマイクロモールディング法、溶媒に支援され
たマイクロモールディング法、プロキシマルプローブリソグラフィ、フォトリソグラフィ
、走査型プローブリソグラフィ、およびエンボス加工技術が含まれる。
【００９５】
　さらに、リザーバは第１のコーティング材料から副次材料を除去することにより形成す
ることができる。材料を除去するための技法には、限定するものではないが、脱合金化法
または陽極酸化法が挙げられる。本発明のコーティングで医療用デバイスをコーティング
するためには、第１のコーティング材料および副次材料を医療用デバイスの表面の一部に
配置する。第１のコーティング材料は、無機酸化物もしくはセラミック酸化物、金属また
は不活性炭素を含んでなる。副次材料は、第１のコーティング材料から除去可能であれば
任意の材料でよい。例えば、副次材料は、第１の金属よりも電気化学的活性が高いもので
よい。好ましくは、副次材料は金属である。適切な金属には、限定するものではないが、
銀、金、タンタル、白金、ビスマス、イリジウム、ジルコニウム、ヨウ素、チタン、およ
びバリウムが挙げられる。第１のコーティング組成物および副次材料を医療用デバイスの
表面に配置した後、副次材料を除去することにより第１のコーティング組成物中に複数の
リザーバを形成させる。
【００９６】
　副次材料は、副次材料の選択的溶解のような脱合金化処理によって第１のコーティング
材料から除去することができる。この方法では、第１のコーティング材料および副次材料
を、副次金属を除去する酸に対して曝露する。したがって、第１のコーティング材料は酸
に曝露されても溶解しない材料であり、副次金属は溶解する材料であることが好ましい。
第２の金属を除去するために任意の適切な酸を使用することができる。当業者であれば、
第２の金属の除去に使用するための適切な濃度および反応条件が分かるであろう。
【００９７】
　別例として、副次材料を陽極処理により除去することもできる。例えば、銀は、陽極を
めっきしたステント、陰極を白金として、最大１５％の硝酸を含む稀硝酸浴液を用いて陽
極処理により除去することができる。最大で１０ＶのＤＣ電圧を両電極にかけることがで
きる。浴液の化学的性質、温度、印加電圧および処理時間を変化させて、コーティング膜
の幾何学的形状、分布および深さを変化させることができる。別例では、Ｔｅｃｈｎｉｃ
　Ｅｎｖｉｒｏｓｔｒｉｐ（登録商標）Ａｇ、９２９．０３０４平方センチメートル（１
平方フィート）当たり１０～２０アンペアを、ステンレス鋼の陰極と共に使用してもよい
。
【００９８】
　第１のコーティング材料中にリザーバが形成されたら、リザーバ内に第２のコーティン
グ材料を配置する。第２のコーティング材料はポリマーおよび治療薬を含んでなる。第２
のコーティング材料は、当分野で既知の任意の適切な方法で、第１のコーティング組成物
のリザーバ内に配置することができる。そのような方法には、限定するものではないが、
インクジェットプリンティングまたは真空含浸法が挙げられる。さらなる方法には、第２
のコーティング材料で医療用デバイスをコーティングし、過剰分を除去することが挙げら
れる。例えば、第２のコーティング材料を、浸漬法、吹き付け法、塗装、ロールコーティ
ングまたはこれらの組み合わせのような方法と、その後の過剰分の除去とによって、医療
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【００９９】
　リザーバ内に第２のコーティング材料を配置しやすくするために、ポリマーおよび治療
薬を一緒に予め混合してから付与してもよいし、ポリマーおよび治療薬を有機溶媒または
水性溶媒中に溶解または懸濁させることにより該ポリマーおよび治療薬の溶液または懸濁
液を形成し、次いで医療用デバイスの表面の一部をコーティングするために使用してもよ
い。
【０１００】
　別の実施形態では、治療薬とモノマーとを一緒に混合し、リザーバ内に配置することが
できる。さらに、このモノマーおよび治療薬に重合開始剤を加えることができる。リザー
バ内に配置済みであれば、紫外線または熱への曝露のような方法によってモノマーを重合
化させることもできる。使用される重合度、モノマーおよび重合開始剤は、所望の治療薬
放出速度によって決定されることになる。
【０１０１】
　別の実施形態では、医療用デバイスをコーティングする方法は、マスキング材料を用い
て、ステントのような医療用デバイスの表面の一部をマスキングすることと；医療用デバ
イスの表面上に、金属、無機酸化物もしくはセラミック酸化物、または不活性炭素を含ん
でなる第１のコーティングを配置することと；マスキング材料を除去して複数のリザーバ
を作成することと；リザーバ内に、ポリマーおよび治療薬を含んでなる第２のコーティン
グを配置することと、からなる。
【０１０２】
　第１のコーティング材料が医療用デバイスの表面の一部に配置される前に、医療用デバ
イスの表面の一部にポリマーの小滴を付与して、該表面の、リザーバを構成することにな
る部分をマスキングすることもできる。ポリマーの小滴は、インクジェットプリンティン
グおよびリソグラフィのような方法によって付与することができる。第１のコーティング
材料が医療用デバイスの表面に配置されたら、ポリマーを除去して複数のリザーバを形成
させる。上述の方法を用いて第２のコーティング材料をリザーバ内に配置する。
【０１０３】
　本発明の医療用デバイスおよびステントは任意の適切な医学的処置に使用することがで
きる。該医療用デバイスの送達は、当業者に良く知られた方法を用いて行うことができる
。
【０１０４】
　本明細書中の記載は例示を目的とするものであり、限定を目的とするものではない。記
載の実施形態に対して変更および修正を施すことも可能であり、該変更および修正は依然
として本発明の範囲内にある。更に、当業者には、明白な変更、修正または変形が想起さ
れるであろう。また、上記に引用された参照文献はすべて、本開示と関係するすべての目
的に関して、該文献全体が本願に組み込まれる。
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