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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面上にグラフトされたポリマー鎖を有する複数のバイオセラミック粒子を備える放射
線不透過性材料から少なくとも部分的に製作されるステントであって、
　放射線不透過性官能基が前記グラフトされたポリマー鎖に化学的に結合されている、
　ステント。
【請求項２】
　前記ステントは、骨格表面の上に配置されたコーティングを持つ前記骨格を備え、
　前記コーティングは、前記放射線不透過性材料を備える、
　請求項１に記載のステント。
【請求項３】
　前記放射線不透過性官能基は、前記グラフトされたポリマー鎖の幹に化学結合されるか
、もしくは前記グラフトされたポリマー鎖の末端基に化学結合されるか、またはその両方
である、
　請求項１または請求項２に記載のステント。
【請求項４】
　前記放射線不透過性材料は、マトリックスポリマーとブレンドされ、
　前記バイオセラミック粒子は、前記マトリックスポリマー内に分散される、
　請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載のステント。
【請求項５】
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　バイオセラミック／ポリマーの複合材から少なくとも部分的に形成されるステントであ
って、
　前記複合材は、マトリックスポリマー内に分散させた複数のバイオセラミック粒子を有
し、
　前記バイオセラミック粒子は、前記バイオセラミック粒子の表面にグラフトされた放射
線不透過性官能基、または、前記バイオセラミック粒子の表面にグラフトされたポリマー
鎖に化学的に結合した放射線不透過性官能基を備え、
　前記放射線不透過性官能基は、ステントが蛍光透視法により可視的であることを可能に
する、
　ステント。
【請求項６】
　前記ステントは、骨格表面の上に配置されたコーティングを持つ前記骨格を備え、
　前記コーティングは、前記複合材を備える、
　請求項５に記載のステント。
【請求項７】
　前記放射線不透過性官能基は、ヨウ素、トリヨードベンゾイルクロリド、トリヨード安
息香酸からなる群から選択される、
　請求項１乃至請求項６のいずれか１項に記載のステント。
【請求項８】
　前記バイオセラミック粒子は、ヒドロキシルアパタイトおよび硫酸カルシウムからなる
群から選択される、
　請求項１乃至請求項７のいずれか１項に記載のステント。
【請求項９】
　前記グラフトされたポリマー鎖は、前記マトリックスポリマーと混和性である、
　請求項４に記載のステント。
【請求項１０】
　前記マトリックスポリマーおよび前記グラフトされたポリマー鎖は、ＰＬＬＡまたはＰ
ＬＧＡを備える、
　請求項４または請求項９に記載のステント。
【請求項１１】
　前記マトリックスポリマーは、生体分解性である、
　請求項４乃至請求項１０のいずれか１項に記載のステント。
【請求項１２】
　前記マトリックスポリマーは、ＰＬＬＡ、ＰＬＧＡ、ＰＤＬＡ、ＰＣＬ、ＰＧＡ、ＰＬ
ＬＡ－ｃｏ－ＰＣＬ、生体分解性ポリウレタン、ポリ（エステルアミド）、ポリ酸無水物
、およびポリカーボネートからなる群から選択される、
　請求項４乃至請求項１１のいずれか１項に記載のステント。
【請求項１３】
　放射線不透過性層および非放射線不透過性層を含むチューブを共押出する工程であって
、前記放射線不透過性層は、第１の生体吸収性ポリマー内に混合された放射線不透過性バ
イオセラミック粒子を備え、前記非放射線不透過性層は、第２の生体吸収性ポリマーから
形成される、共押出する工程と；
　骨格を備えるステントを形成するために、チューブにステントパターンをカットする工
程であって、前記ステント骨格は、非放射線不透過性層および放射線不透過性層を含んで
おり、前記非放射線不透過性層骨格は、非放射線不透過性層チューブから形成され、前記
放射線不透過性層骨格は、放射線不透過性層チューブから形成される、カットする工程と
を備え；
　前記放射線不透過性バイオセラミック粒子は、前記バイオセラミック粒子の表面上にグ
ラフトされたポリマー鎖を備え、
　放射線不透過性官能基が、前記グラフトされたポリマー鎖に化学結合され、
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　前記放射線不透過性官能基は、前記ステントが蛍光透視法により可視的であることを可
能にする、
　ステントを製作する方法。
【請求項１４】
　放射線不透過性層および非放射線不透過性層を含むチューブを共押出する工程であって
、前記放射線不透過性層は、第１の生体吸収性ポリマー内に混合された放射線不透過性バ
イオセラミック粒子を備え、前記非放射線不透過性層は、第２の生体吸収性ポリマーから
形成される、共押出する工程と；
　骨格を備えるステントを形成するために、チューブにステントパターンをカットする工
程であって、前記ステント骨格は、非放射線不透過性層および放射線不透過性層を含んで
おり、前記非放射線不透過性層骨格は、非放射線不透過性層チューブから形成され、前記
放射線不透過性層骨格は、放射線不透過性層チューブから形成される、カットする工程と
を備え；
　前記放射線不透過性バイオセラミック粒子は、前記バイオセラミック粒子の表面にグラ
フトされた放射線不透過性官能基を備え、
　前記放射線不透過性官能基は、前記ステントが蛍光透視法により可視的であることを可
能にする、
　ステントを製作する方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、埋込み型医療機器、および、埋込み型医療機器を製作する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本発明は、体内の管腔への埋込みに適した、径方向に拡張可能な内部人工器官に関する
。「内部人工器官」は、体内に設置される人工の機器（デバイス）を指す。「管腔」とは
、血管などの管状器官の空洞を指す。
【０００３】
　ステントはそのような内部人工器官の一例である。ステントは、一般的に円柱状の形状
をした機器で、血管、または、尿路および胆管などの他の解剖学的管腔の一部分（セグメ
ント）を開いた状態に保持し、時には拡張するよう機能する。ステントは、血管中のアテ
ローム硬化型狭窄の治療によく使用される。「狭窄」は、体内の導管または開口部の直径
が、狭小化または収縮することを指す。そのような治療においてステントは、身体の血管
を補強し、血管系における血管形成の後の再狭窄を阻止する。「再狭窄」は、（例えば、
バルーン血管形成、ステントによる治療または弁形成によって）一見して成功裏に治療を
受けた後の、血管内または心臓弁における狭窄の再発を指す。
【０００４】
　ステントを用いた患部または病変の治療は、ステントの送達および展開の両方を含む。
「送達」は、体内の管腔を通して、治療を要する血管内の病変部のような領域にステント
を導入および輸送することを指す。「展開」は、治療領域において管腔内でステントを拡
張することを指す。ステントの送達および展開は、カテーテルの一端部の回りにステント
を配置すること、皮膚を通して体内の管腔へカテーテルの端部を挿入すること、体内の管
腔内のカテーテルを所望の治療位置へ進めること、治療位置でステントを拡張すること、
および管腔からカテーテルを除去すること、によって成し遂げられる。ステントが放射線
不透過性材料を含む場合、送達および展開の間に、Ｘ線透視法を用いてステントを可視化
してもよい。
【０００５】
　バルーン拡張型ステントの場合、ステントは、カテーテル上に配置したバルーンの周囲
に設置される。ステントの設置は、典型的にはステントをバルーンに圧着するか、または
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縮みしわを付けるように押し付けることを含む。次いでバルーンを膨らませることによっ
て、ステントを拡張する。次いでバルーンを収縮させ、カテーテルを引き抜く。自己拡張
型ステントの場合には、ステントは、引込み式シースまたはソックス状のカバーのような
拘束部材を介してカテーテルに固定してもよい。ステントが体内の所望の位置にある時点
で、シースを引き抜いて、ステントを自己拡張させることができる。
【０００６】
　ステントは、いくつかの機械的要件を満たすことができなければならない。ステントは
、構造上の負荷、すなわちステントが血管の壁を支えることによりステントにかけられる
径方向の圧縮力に耐えることができなければならない。したがって、ステントには適切な
径方向の強度がなくてはならない。径方向の強度は、径方向の圧縮力に耐えるステントの
性能であり、ステントの周方向の強度および剛性に起因する。それ故、径方向の強度およ
び剛性は、フープ強度および剛性、または、周方向強度および剛性ということもできる。
【０００７】
　鼓動する心臓が誘発する周期的な負荷を含む、様々な荷重がステントにかかることにな
るが、ステントは、一度拡張されれば、そのサイズおよび形状を耐用年数の間十分に維持
しなくてはならない。例えば、径方向の荷重は、ステントを内向きに後退させてしまうこ
とがある。一般的に、後退は最小限にすることが望ましい。加えて、ステントは、圧着、
拡張、および周期的負荷を許容するのに十分な可撓性を持っていなくてはならない。ステ
ントを、蛇行した血管通路を通じて送達し、線状でない、もしくは湾曲しやすい展開部位
に適合できるようにするために、長手方向の可撓性が重要となる。また、最終的には、有
害な血管反応を誘発しないように、ステントは生体適合性を有さねばならない。
【０００８】
　ステントの構造は、典型的には、業界でしばしばストラット（支柱）あるいはバーアー
ム（棒腕）と呼ばれる、相互接続する構造要素の、パターンまたは網目を含む骨格により
構成される。骨格は、ワイヤ、チューブ、または円柱形状に巻かれたシートから形成する
ことができる。骨格は、ステントを径方向に圧縮（圧着可能なように）および径方向に拡
張（展開可能なように）できるように設計されている。従来のステントは、あるパターン
を持つ個別の構造要素の相互間の動作を介して、拡張および収縮できるようになっている
。
【０００９】
　さらに、薬剤入りのステントは、金属骨格またはポリマー骨格のいずれかの表面に、活
性薬剤、生理活性薬剤、あるいは薬剤を含むポリマー担体をコーティングすることにより
製作するものとしてもよい。ポリマー骨格は、活性薬剤または薬剤の担体として使用する
こともできる。
【００１０】
　上述された機械的要件を満たすことに加えて、ステントがＸ線下で蛍光透視法により可
視的であるように、十分に放射線不透過性であることが望ましい。正確なステント留置は
、ステント送達のリアルタイムな可視化によって促進される。心臓病専門医または介入放
射線医は、患者の血管を通して送達するカテーテルを追跡し、ステントを病変部位に正確
に配置できる。このことは、典型的には、蛍光透視法または類似のＸ線可視化手順によっ
て遂行される。ステントが蛍光透視法により可視的であるためには、周囲の組織よりもＸ
線を吸収しなければならない。ステント中の放射線不透過性材料によって、ステントの直
接的な可視化が可能であってもよい。
【００１１】
　さらに、ステントが生体分解性であることが望ましいといえる。多くの治療への適用に
おいては、例えば、血管の開路維持および／または薬剤の送達等の意図された機能を果た
し終えるまでの期間に限って、ステントが体内に存在することが必要とされる。したがっ
て、生体吸収性ポリマーなどの生体分解性材料、生体吸収性材料、および／または生体侵
食性材料から作製されたステントは、それらの臨床的必要性が終了した後にのみ、完全に
侵食されるように構成すべきである。
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【００１２】
　ステントなどのポリマーの埋込み型医療機器に関する潜在的な問題には、不十分な靭性
、遅い分解速度、ならびに物理的劣化および応力緩和に起因する有効期限の限界が含まれ
る。ポリマーステントに関する別の問題は、ポリマーが放射線透過性になりやすいので、
Ｘ線透視法により可視化できないことである。
【発明の概要】
【００１３】
　本発明の様々な実施の形態は、バイオセラミック／ポリマー複合材から少なくとも部分
的に形成されるステントを含み、その複合材は、マトリックスポリマー内に分散させた複
数のバイオセラミック粒子を有し、バイオセラミック粒子はバイオセラミック粒子の表面
にグラフトされた放射線不透過性官能基を備え、放射線不透過性官能基によって、ステン
トが蛍光透視法により可視的となる。
【００１４】
　本発明のさらなる実施の形態は、バイオセラミック粒子の表面にグラフトされたポリマ
ー鎖を有するバイオセラミック粒子を備える放射線不透過性材料から少なくとも部分的に
製作されるステントを含み、放射線不透過性官能基は、グラフトされたポリマー鎖に化学
的に結合される。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、ステントの立体図である。
【図２】図２は、ポリマーマトリックスの全体にわたって分散させたバイオセラミック粒
子を示す、複合材のミクロ構造の概略図である。
【図３】図３は、マトリックスポリマーに組み込まれた放射線不透過性バイオセラミック
粒子の実施の形態の概略図である。
【図４】図４は、マトリックスポリマーに組み込まれた放射線不透過性バイオセラミック
粒子の別の実施の形態の概略図である。
【図５】図５Ａ～Ｂは、放射線不透過性層および非放射線不透過性層を備えた構造要素の
断面図である。
【図６Ａ】図６Ａは、２層から成る壁を備えたチューブの斜視図である。
【図６Ｂ】図６Ｂは、図６Ａのチューブの半径方向の断面図である。
【図６Ｃ】図６Ｃは、図６Ａのチューブの壁の断面図である。
【図７】図７は、図６Ａのチューブからカットされたステント骨格の半径方向の断面図で
ある。
【図８】図８は、２つの円形オリフィスを有するダイを示す図である。
【図９】図９Ａ～Ｂは、本体部分を覆う放射線不透過性コーティング層を備えたステント
の構造要素の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明の実施の形態は、ステントに適用でき、より一般的には、自己拡張型ステント、
バルーン拡張型ステント、ステントグラフト、血管グラフト、または一般的なチューブ状
の埋込み型医療機器などであるが、これらに限定されない埋込み型医療機器に適用できる
。
【００１７】
　特定の実施の形態においては、埋込み可能な医療機器は、治療剤の局所的送達のために
デザインすることができる。薬剤入りの埋込み可能な医療機器は、治療剤を含むコーティ
ング材料により機器をコーティングすることによって構成してもよい。機器の基材もまた
治療剤を含むものとしてもよい。
【００１８】
　図１は、ステント１００の立体図を示す。いくつかの実施の形態においては、ステント
は、構造要素１１０を相互に接続するパターンまたはネットワークを有するものとするこ
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とができる。ステント１００はチューブ（不図示）から形成されてもよい。ステント１０
０は、構造要素１１０のパターンを有し、構造要素１１０は、様々なパターンを呈するこ
とができる。機器の構造的なパターンは、実質的には任意のデザインでありえる。本明細
書において開示される実施の形態は、図１で示されるステントまたはステントパターンに
限定されない。実施の形態は、他のパターンおよび他の機器に対して容易に適用可能であ
る。パターンの構造的変更は、実質的に無制限である。ステント１００などのステントは
、レーザーカッティングまたは化学エッチングなどの技術を用いたパターンの形成によっ
て、チューブから製作することができる。
【００１９】
　埋込み可能な医療機器の幾何学的構造または形状は、その構造の全体にわたって変形す
ることにより、半径方向の拡張および圧縮を可能にすることができる。パターンは、直線
状または略直線状の構造要素またはストラットの部分を有することができ、実施例では部
分１２０に示されている。さらに、パターンは、部分１３０、部分１４０および部分１５
０などの湾曲または屈曲した部分を有する構造要素またはストラットを有することができ
る。
【００２０】
　埋込み型医療機器は、生体分解性ポリマー、生体吸収性ポリマー、または生体安定性ポ
リマーからも、部分的にまたは完全に作製できる。埋込み型医療機器の製作で使用される
ポリマーは、生体安定性、生体吸収性、生体分解性または生体侵食性であり得る。生体安
定性は、生体分解性でないポリマーを指す。生体分解性、生体吸収性、および生体侵食性
などの用語は、同義で用いられ、血液などの体液に暴露される際に、完全に分解および／
または侵食可能であり、徐々に身体によって再吸収、吸収、および／または排泄され得る
ポリマーを指す。ポリマーの分解プロセスおよび吸収プロセスは、例えば、加水分解プロ
セスおよび代謝プロセスによって起こり得る。
【００２１】
　ステントなどの埋込み型医療機器にとって重要な複数の特徴は、高い半径方向の強度、
優れた破壊靭性、迅速な分解、および放射線不透過性である。埋込み型医療機器での使用
に適した一部のポリマーは、１つまたは複数のこれら特徴（特に、破壊靭性）に関して潜
在的な欠点を有している。ガラス質であるか、または体温より高いＴｇを有する結晶性ポ
リマーまたは半結晶性ポリマーの一部は、それらの強度および剛性によりステント材料と
して特に魅力的である。かかるポリマーの靭性は、特に、ステントへの適用における使用
のためには、所望されるよりも低くなり得る。例えば、ＰＬＬＡなどのポリマーは剛性お
よび強度があるが、生理学的条件下で脆性の傾向がある。生理学的条件とは、インプラン
トが人体内で暴露される条件を指す。生理学的条件は、人体温度（およそ３７℃）を含む
が、これに限定されない。
【００２２】
　これらのポリマーは、破損の前に塑性変形がほとんどないかまたはまったくないこれら
の条件で、脆性破壊機構を呈し得る。この結果として、かかるポリマーから製作されたス
テントは、ステントの使用範囲に関して十分な靭性を有さない。特に、ステントなどの埋
込み型医療機器の特定の領域は、機器が使用中の応力下にある場合に、高度の応力および
歪みを受ける。例えば、ステントがクリンプされ展開される場合、部分１３０、１４０、
および１５０などの湾曲または屈曲領域は、破壊を招き得る極度の歪みを有し得る。
【００２３】
　さらに、一部の生体分解性ポリマーは、特定のステント治療に所望されるよりも遅い分
解速度を有する。この結果として、かかるポリマーから作製されるステントの分解時間は
、所望されるよりも長くなり得る。例えば、ＰＬＬＡなどの半結晶性ポリマーから作製さ
れたステントは、約２～３年の分解時間を有し得る。ある治療状況においては、より短い
分解時間、例えば、６か月未満または１年未満が望ましい。
【００２４】
　さらにポリマーは、一般的には、蛍光透視法によって容易に画像化されるのに十分な放
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射線造影密度を保持しない。ステントなどの機器は特定の機械的要件も有するので、画像
化するために十分な放射線不透過性をポリマーステントに与えることが、その機械的挙動
に顕著な影響を与えないことが重要である。
【００２５】
　本発明の実施の形態は、靭性、分解速度、および放射線不透過性に関して、埋込み型医
療機器に使用されるポリマーの欠点に対処する。本発明の様々な実施の形態は、バイオセ
ラミック／ポリマー複合材から部分的または完全に形成されたステントを含む。複合材は
、ポリマー内に分散させた複数の放射線不透過性バイオセラミック粒子を含む。バイオセ
ラミック粒子は、バイオセラミック粒子のセラミック表面にグラフトされた放射線不透過
性官能基（複数可）を有する分子により放射線不透過性である。放射線不透過性官能基は
、トリヨードベンゾイルクロリド、トリヨード安息香酸、またはその組み合わせを含むヨ
ウ素置換化合物から形成できるが、これらに限定されない。かかる実施の形態において、
放射線不透過性官能基によって、ステントを蛍光透視法により可視的にできる。
【００２６】
　本発明の特定の実施の形態において、バイオセラミック粒子は、機器の複合材の破壊靭
性およびモジュラスを増加させる。一般には、破壊靭性が高いほど、材料は亀裂の伝播に
対してより耐性がある。いくつかの実施の形態において、バイオセラミック粒子を、生理
学的条件では脆性であるマトリックスポリマー内に分散できる。特に、かかるポリマーは
体温を上回るＴｇを有することができる。
【００２７】
　バイオセラミック粒子は、材料のより大きな体積にわたって歪みを分散させて歪みの集
中を低下させることによって、破壊靭性を増加できると考えられている。粒子は負荷応力
に起因するエネルギーを吸収し、バイオセラミック／ポリマー複合材のより大きな体積に
ついてエネルギーを分散させることができる。したがって、バイオセラミック複合材から
製作される機器の応力および歪みは、非常に集中されることよりもむしろ、多数の個別粒
子が関与する多くの小さな相互作用へと分割される。材料に亀裂が生じ、複合材に伝わり
始める際、亀裂は、粒子の相互作用によってさらに微細な亀裂に分離する。このように、
粒子は、負荷応力によって機器に与えられるエネルギーを放散する傾向がある。
【００２８】
　ポリマーの靭性を増加させるためには、ナノ粒子の使用が有利である。複合材の不連続
相または補強相としてナノ粒子を使用することによって、ポリマー材料の破壊靭性を改善
できることが示されている。Ｊ．　ｏｆ　Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｓｃｉｅｎ
ｃｅ，　９４　（２００４）　７９６－８０２。
【００２９】
　以下に詳細に記述するように、複合材はステントなどの機器の製作において様々な方法
で使用できる。いくつかの実施の形態において、ステント体は、図１で示すような複合材
から形成できる。他の実施の形態において、複合材はステント体の構造要素の層になり得
る。さらに他の実施の形態において、複合材はステント体を覆うコートになり得る。図２
は、ポリマーマトリックス１６５の全体にわたって分散させたバイオセラミック粒子１６
０を示す、複合材のミクロ構造の概略図を示す。
【００３０】
　いくつかの実施の形態において、ステントは、バイオセラミック粒子のセラミック表面
にグラフトされた放射線不透過性官能基を備えたバイオセラミック粒子を含むバイオセラ
ミック／ポリマー複合材から、少なくとも部分的に形成可能である。かかる実施の形態に
おいて、イオン置換化合物などの放射線不透過性化合物は、粒子のセラミック表面と反応
して、セラミック表面へ放射線不透過性化合物をグラフトしてもよい。かかる実施の形態
において、放射線不透過性化合物は、セラミック表面上のヒドロキシル基と反応できる。
かかる化合物は、セラミック表面でヒドロキシル基のエステル化反応によって反応しても
よい。
【００３１】
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　図３は、マトリックスポリマー２０５に組み込まれたバイオセラミック粒子２００の実
施の形態の概略図を示す。マトリックスポリマーのポリマー鎖は、明瞭にするために示さ
れてはいない。粒子２００は、部位２１５で粒子２００の表面にグラフトまたは結合され
た放射線不透過性官能基２１０を有する。粒子２００は、グラフトされた放射線不透過性
基を有さない反応部位２２０をさらに含む。
【００３２】
　グラフトされた放射線不透過性官能基を備えるバイオセラミック粒子は、放射線不透過
性化合物を含む溶媒中にバイオセラミック粒子を配置することによって作製できる。例示
的な実施の形態において、ヒドロキシルアパタイト粒子は、放射線不透過性化合物として
トリエチルアミン（ＴＥＡ）およびトリヨードベンゾイルクロリドを含有するクロロホル
ム（溶媒）中に配置される。トリヨードベンゾイルクロリドとヒドロキシルアパタイトの
ヒドロキシル基との間にエステル化反応が生じる結果、トリヨードベンゾイルモイエティ
（部分）がセラミック表面にグラフトされる。ＴＥＡを使用して、溶液のｐＨ値を中和さ
せる。トリヨードベンゾイルクロリドは、ナノバイオセラミックのヒドロキシル基と反応
する際に、ＨＣＬを遊離する。
【００３３】
　他のセットの実施の形態において、ステントは、バイオセラミック粒子のセラミック表
面上にグラフトされたポリマー鎖を有するバイオセラミック粒子を備えるバイオセラミッ
ク／ポリマー複合材から少なくとも部分的に形成可能である。かかる実施の形態において
、放射線不透過性官能基は、グラフトされたポリマー鎖に化学的に結合される。これらの
実施の形態において、放射線不透過性ポリマー鎖は、バイオセラミック粒子のセラミック
表面上で、ヒドロキシル基などの反応基にグラフトまたは結合されてもよい。
【００３４】
　いくつかの実施の形態において、グラフトされたポリマーを備えたバイオセラミック粒
子を含む複合材を、マトリックスポリマー内に分散できる。かかる実施の形態において、
グラフトされたポリマーは、マトリックスポリマーと混和性であってもよい。実施の形態
において、グラフトされたポリマーの化学組成は、マトリックスポリマーと同一、または
実質的に同一であってよい。かかるグラフトされたポリマーは、ポリマーの表面からポリ
マーマトリックス内に延在し、マトリックス中の粒子を安定化させると考えられる。他の
実施の形態において、複合材は、グラフトされたポリマー内に分散させたバイオセラミッ
ク粒で主としてまたは完全に構成される。
【００３５】
　例示的なグラフト化ポリマーは、ＰＬＬＡ、ポリ（４－ヒドロキシ酪酸）（ＰＨＢ）、
ポリ（トリメチレンカーボネート）（ＰＴＭＣ）、ポリジオキサノン（ＰＤＯ）、および
他の結晶性または半結晶性の加水分解により分解可能なポリマーなどのホモポリマーを含
む。グラフト化ポリマーは、ポリ（Ｌ－ラクチド－コ－グリコリド）（ＰＬＧＡ）、ＰＬ
ＬＡ－ｃｏ－ＰＣＬ、およびＰＬＬＡ－ｂ－ＰＣＬなどのランダムコポリマー、交互コポ
リマーおよびブロックコポリマーも含むことができる。例示的な実施の形態において、グ
ラフト化ポリマーはＰＬＬＡ、ＰＬＧＡであり、マトリックスポリマーはＰＬＬＡまたは
ＰＬＧＡであり得る。
【００３６】
　いくつかの実施の形態において、放射線不透過性官能基を、グラフトされたポリマーの
末端に結合できる。かかる実施の形態において、以下でさらに詳細に記述するように、放
射線不透過性官能基を、エステル化反応を介して脂肪族ポリエステルの末端に結合できる
。かかる反応において、ヒドロキシル末端基のプロトンを放射線不透過性基に置換する。
【００３７】
　さらなる実施の形態において、放射線不透過性基は、いくつかの脂肪族ポリエステルの
幹に共有結合できる。Ｂｉｏｍａｔｅｒｉａｌｓ，　２７　（２００６）　４９４８－４
９５４。エステルカルボニルのα位におけるメチレン基のプロトンの除去によって、ＰＣ
Ｌの幹にヨウ素を追加できることが示されている。一般的には、かかるメチレン基を有す
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る脂肪族ポリエステルに、かかるスキームを適用できると考えられている。それらはＰＴ
ＭＣ、ＰＨＢおよびＰＤＯを含むが、それらに限定されない。例示的な合成スキームは本
明細書において提供される。
【００３８】
　図４は、マトリックスポリマー２３５に組み込まれたバイオセラミック粒子２３０の別
の実施の形態の概略図を示す。マトリックスポリマーのポリマー鎖は、明瞭にするために
示されてはいない。ポリマー幹２４２を備える放射線不透過性ポリマー鎖２４０は、部位
２４５で粒子２３０の表面にグラフトまたは結合される。粒子２３０は、グラフトされた
ポリマー鎖を備えない反応部位２５０をさらに含む。ポリマー２４０は、幹２４２に沿う
放射線不透過性基２５５と、幹２４２をエンドキャップする放射線不透過性基２６０を有
する。
【００３９】
　一般に、複合材料中における、連続相またはマトリックスと、不連続相または補強相と
の間の優れた結合は、複合材の機械的性能の改善を促進する。このように、特定の実施の
形態において、グラフトされたポリマーは、複合材のマトリックスポリマーへのバイオセ
ラミック粒子の接着を促進することができる。
【００４０】
　一般には、バイオセラミック粒子を、生体分解性ポリマー全体にわたって均一に分散さ
せることが望ましい。例えば、均一な分散により、靭性およびモジュラスの均一な増加、
ならびに分解速度の改善が得られる。しかしながら、バイオセラミック粒子は、凝集する
か、または複合材内での粒子の分散を困難にするクラスターを形成する傾向がある。複合
材中により大きなクラスターが存在することにより、材料性能が低下する。かかるより大
きなクラスターは、亀裂の発生および破損の優先部位である、複合機器内の空隙の形成を
もたらす可能性がある。バイオセラミック粒子の凝集は、粒子間の表面エネルギーを低下
させて複合材中の粒子の分散を改善することによって減少できる。いくつかの実施の形態
において、グラフトされたポリマーは、凝集を低下できる粒子間の表面エネルギーを低下
させることができる。
【００４１】
　他の実施の形態において、非反応性表面修飾因子で粒子を処理することによって、凝集
を減少できる。バイオセラミック粒子を処理するための非反応性表面修飾因子の代表的な
例には、ステアリン酸、ポリエチレンオキシド－ｂ－ポリプロピレンオキシド－ｂ－ポリ
エチレンオキシド（ＰＥＯ－ｂ－ＰＰＯ－ｂ－ＰＥＯ）、およびポリエチレンオキシド－
ｂ－ポリラクチドが含まれるが、これらに限定されない。
【００４２】
　さらなる実施の形態において、マトリックスポリマーおよび放射線不透過性バイオセラ
ミック粒子の溶融混合を介して、複合材を形成できる。１つの実施の形態において、マト
リックスポリマーおよび放射線不透過性バイオセラミック粒子を、バッチ（一括）で溶融
混合できる。他の実施の形態において、マトリックスポリマーおよび放射線不透過性粒子
を押出機で混合できる。押出機の代表的な例には、単軸スクリュー押出機、噛み合いの同
方向回転二軸スクリュー押出機および異方向回転二軸スクリュー押出機、ならびに他の多
軸スクリュー咬合押出機が含まれるが、これらに限定されない。
【００４３】
　上述したように、グラフトされたポリマーは、溶融混合プロセスの間に粒子の凝集を低
減または阻害できる。１つの実施の形態において、凝集がさらに低減されるように、バイ
オセラミック粒子のクラスターの破壊強度以上の剪断応力に複合材をさらすことができる
。例えば、マトリックスポリマーと粒子の混合物は、処理されたバイオセラミック粒子の
凝集が低減するような方法で、二軸スクリュー押出機または捏和機により処理され得る。
【００４４】
　特定の実施の形態において、放射線不透過性基によりグラフトされたポリマーを備えた
バイオセラミック粒子を、懸濁液状での溶液重合を介して調製できる。「懸濁液」は、粒
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子が液体中に懸濁または分散された混合物である。かかる実施の形態において、グラフト
化ポリマーの溶媒でもあり得る液体中に溶解されたグラフト化ポリマーのモノマーを含有
する液体を含む溶液中に、バイオセラミック粒子を分散させることができる。溶液はさら
に触媒を含むことができ、重合反応を促進できる。モノマーは重合することができ、形成
されたポリマーの少なくとも一部が反応基の部位でバイオセラミック粒子の表面に結合ま
たはグラフトされ得る。
【００４５】
　次に、放射線不透過性化合物および開始剤を懸濁液に追加して、放射線不透過性化合物
をグラフトされたポリマーの末端に共有結合できる。例示的な実施の形態において、脂肪
族ポリエステルはグラフト化ポリマーであり得る。かかる実施の形態において、開始剤と
してトリエチルアミンを、および放射線不透過性化合物としてトリヨードベンゾイルクロ
リドを、懸濁液に追加する。トリヨードベンゾイルクロリドとグラフトされたポリマーの
端部のヒドロキシル基の間でエステル化反応が生じ、トリヨードベンゾイルのモイエティ
が、その結果としてグラフトされたポリマーの末端へグラフトされる。さらに、放射線不
透過性化合物は、上述のように、表面のヒドロキシル基とも反応して、表面と直接結合で
きる。
【００４６】
　いくつかの実施の形態において、次に液体または溶媒を分離または除去して、放射線不
透過性バイオセラミック粒子／グラフトされたポリマーの混合物を形成する。１つの実施
の形態において、混合物は、グラフトされたポリマーの非溶媒中で、粒子の沈殿を介して
形成できる。この実施の形態において、グラフトされたポリマーを備えたバイオセラミッ
ク粒子を含有する溶液を、グラフトされたポリマーと共に沈殿するように粒子を誘導する
、グラフトされたポリマーにとっての非溶剤に加えることができる。別の実施の形態にお
いて、グラフトされたポリマーを備えるバイオセラミック粒子は、懸濁液から液体または
溶媒を蒸発させることによって溶液から除去できる。例えば、液体または溶媒は、高真空
オーブン中で除去できる。
【００４７】
　さらに、または代替的に、放射線不透過性側基を、次に、グラフトされたポリマーの幹
に追加できる。例示的な実施の形態において、ＰＣＬセグメントを有する放射線不透過性
バイオセラミック／グラフトされたポリマーの混合物を、テトラヒドロフラン（ＴＨＦ）
中のリチウムジイソプロピルアミド溶液と混合する。次にヨウ素を溶液に追加することに
より、ＰＣＬ幹に沿ったヨウ素側基が形成される。溶液をグラフトされたポリマーにとっ
ての非溶剤に加えて、放射線不透過性バイオセラミック／グラフトされたポリマーの混合
物を沈殿させる。
【００４８】
　以下にさらに詳細に記述するように、放射線不透過性バイオセラミック／グラフトされ
たポリマーの混合物を、ステントなどの機器の製作において、様々な方法で使用してもよ
い。ステント体は、混合物をマトリックスポリマーに溶融混合することによって形成でき
る。混合物とマトリックスポリマーの混合物、またはブレンドを、ステント体の構造要素
の層またはステント体を覆うコートの層として使用できる。いくつかの実施の形態におい
て、グラフトされたポリマーの分子量は、２ｋＤ乃至５０ｋＤであり得る。他の実施の形
態において、分子量は２ｋＤ未満または５０ｋＤ以上であり得る。
【００４９】
　上述したように、本明細書で記述する放射線不透過性粒子を、ステントなどの機器の製
作において、様々な方法で使用できる。実施の形態の第１のセットにおいて、放射線不透
過性バイオセラミック粒子を含む複合材からステント体を形成できる。実施の形態の第２
のセットにおいて、ステント骨格またはステント骨格の構造要素は、放射線不透過性バイ
オセラミック粒子を含む放射線不透過性層を有することができる。実施の形態の第３のセ
ットにおいて、ステント体またはステント骨格は、放射線不透過性バイオセラミック粒子
を含むコートを有することができる。
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【００５０】
　実施の形態の第１のセットにおいて、図１に図示したようなステント体またはステント
骨格を、マトリックスポリマーにブレンドまたは混合された放射線不透過性バイオセラミ
ック粒子を含む複合材から形成できる。かかる実施の形態において、放射線不透過性バイ
オセラミック粒子を、例えば、上述の押出機により、マトリックスポリマーに混合または
ブレンドできる。複合材から作製されたチューブは、押出プロセスによって形成可能であ
る。
【００５１】
　一般的に、押出は、押出機を通してポリマーを送り、押出機から吐出されるポリマーを
選択した形状に仕上げるダイにポリマー溶融物を強制的に通すプロセスを指す。チューブ
押出の事例において、ダイを強制的に通したポリマー溶融物（押出物）は、チューブ形状
の円筒フィルムを形成する。フィルムを冷却し、軸方向に延伸して、最終チューブ製品を
形成する。次に、レーザー加工などのプロセスによりステントパターンを複合材チューブ
にカットし、複合材のステント体またはステント骨格を形成してもよい。いくつかの実施
の形態において、カット前にチューブを半径方向に拡張して、チューブの半径方向の強度
を改善してもよい。ブロー成形などの方法によって、チューブを半径方向に拡張してもよ
い。ステントパターンは、拡張した状態でチューブにカットすることができる。
【００５２】
　かかる実施の形態において、マトリックスポリマーは、生理的温度を上回るＴｇを有す
る半結晶性ポリマーであり得る。放射線不透過性バイオセラミック粒子のグラフトされた
ポリマーは、かかるマトリックスポリマーと混和性であってもよく、同一もしくは類似の
化学組成を有してもよく、またはその両方であってもよい。例示的な実施の形態において
、マトリックスポリマーはＰＬＬＡであり、グラフトされたポリマー鎖はＰＬＬＡである
。別の例示的な実施の形態において、マトリックスポリマーはＰＬＧＡであり、グラフト
されたポリマー鎖はＰＬＧＡである。
【００５３】
　複合材は、十分な量の放射線不透過性粒子を有して、ステントを蛍光透視法により可視
的にできる。放射線不透過性材料の量を調節して、所望される程度の放射線不透過性が得
られる。例示的な実施の形態において、バイオセラミック粒子は、複合材の体積の５％未
満、５～１０％、１０～２０％、または２０％以上であり得る。バイオセラミック粒子は
、低濃度では靭性を改善するが、極めて高い濃度ではポリマーの機械的特性に悪影響を及
ぼし得る。したがって、ステント体の機械的特性に悪影響を及ぼさないように、バイオセ
ラミック粒子の濃度を制限することができる。
【００５４】
　実施の形態の第２のセットにおいて、ステントは、放射線不透過性層および非放射線不
透過性ポリマー層を有するステント体またはステント骨格を含むことができる。かかる実
施の形態において、放射線不透過性層は、放射線不透過性バイオセラミック粒子を含む。
非放射線不透過性層は、放射線不透過性粒子を含まない、または実質的に含まない。「実
質的に含まない」とは、１体積％未満の放射線不透過性バイオセラミック粒子の濃度、ま
たはステントを蛍光透視法により可視的にするのに不十分な濃度を指すことができる。こ
れらの実施の形態において、放射線不透過性層は、管腔反対側の層、管腔側の層、または
管腔側の層と管腔反対側の層の間の層であり得る。
【００５５】
　いくつかの実施の形態において、放射線不透過性層は、マトリックスポリマー中に混合
または分散させた放射線不透過性バイオセラミック粒子を含むことができる。マトリック
スポリマーは、非放射線不透過性層のポリマーと同一であっても、それとは異なってもよ
い。他の実施の形態において、放射線不透過性層は、ブレンドされたマトリックスポリマ
ーを備えず、グラフトされたポリマーを備える放射線不透過性バイオセラミック粒子を含
む組成物を含むことができる。
【００５６】
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　例示的な実施の形態は、ＰＬＬＡまたはＰＬＧＡなどの、体温を上回るＴｇを備える半
結晶性ポリマーから形成された非放射線不透過性層を含むことができる。例示的な実施の
形態において、放射線不透過性層のマトリックスポリマーは、ＰＬＬＡまたはＰＬＧＡな
どの半結晶性ポリマーでもあり得る。あるいは、放射線不透過性層のマトリックスポリマ
ーは、エラストマーポリマーであり得るか、またはエラストマーセグメント、例えばＰＣ
Ｌ、ＰＤＯ、ＰＬＬＡ－ｃｏ－ＰＣＬ、ＰＬＬＡ－ｂ－ＰＣＬを含むことができる。かか
るエラストマーポリマーまたはエラストマーセグメントは、体温以下のＴｇを有し得る。
かかるグラフトされたポリマーを備えるバイオセラミック粒子のグラフトされたポリマー
は、実施の形態のこれら２つの例示的なセットでもあり得る。
【００５７】
　特定の実施の形態において、非放射線不透過性層は、機械的支持の提供および血管の開
通の維持に、主としてまたは完全に関与し得る。かかる実施の形態において、放射線不透
過性層における放射線不透過性バイオセラミック粒子の濃度は、体積で５％未満、５～１
０％、１０～２０％、２０～３０％、または３０％以上であり得る。放射線不透過性層を
不要とする、または支持するためにのみ部分的に必要とする実施の形態において、放射線
不透過性バイオセラミック粒子の濃度は、粒子が機械的特性に悪影響を及ぼすレベルであ
ってもよい。
【００５８】
　他の実施の形態において、放射線不透過性層は、支持層による開通維持を補助できる。
かかる実施の形態において、バイオセラミック粒子の濃度を制限でき、したがってステン
ト体の機械的特性には悪影響が及ばない。
【００５９】
　放射線不透過性層を備えるステント体の様々な構造的な実施の形態が検討され、本明細
書において記述および例証される。図５Ａ～Ｂは、放射線不透過性層を備えたステント骨
格のストラット（支柱）または構造要素３００の例示的な実施の形態を示す。図５Ａは、
管腔反対側の表面３１０Ａ、管腔側の表面３１０Ｂ、および側壁表面３１０Ｃを備えた構
造要素３００の縦軸３０５に対して直角の断面図を示す。図５Ｂは、構造要素３００の軸
方向の断面図を示す。構造要素３００は、非放射線不透過性層３２０を覆い、かつこれに
接触して配置された放射線不透過性層３１５を有する。他の実施の形態において、１つま
たは複数の層を、放射線不透過性層３１５と非放射線不透過性層３２０との間に配置でき
る。図示するように、放射線不透過性層３１５は管腔反対側の層であるが、代替の実施の
形態において、放射線不透過性層３１５は管腔側の層であり得る。
【００６０】
　図５Ａ～Ｂに示すように、放射線不透過性層３１５は半径方向の厚みＴｒを有し、非放
射線不透過性層３２０は半径方向の厚み（Ｔｎｒ）を有している。いくつかの実施の形態
において、放射線不透過性層の半径方向の厚みを調節して、所望される程度の蛍光透視に
よる可視性を提供できる。さらに、ステントの展開した直径の５０％未満、５０～６０％
、６０～８０％、または８０％以上など、ステントが、所望される程度の管腔の開通を維
持するように、非放射線不透過性層の厚みを調節できる。例示的な実施の形態において、
放射線不透過性層の厚みは、１０μｍ未満、１０～３０μｍ、または３０μｍ以上であり
得る。さらに、例示的な実施の形態において、非放射線不透過性層は放射線不透過性層よ
りも２倍未満、２～５倍、または５倍以上厚い。
【００６１】
　上で示されるように、ステント体またはステント骨格は、ステントパターンをチューブ
にカットすることによって形成できる。特定の実施の形態において、放射線不透過性層お
よび非放射線不透過性層を備えるステントは、かかる層を有するチューブから製作できる
。以下で詳細に記述するように、かかるチューブを共押出で形成できる。かかる実施の形
態において、ステントパターンを多層チューブにカットして、ステント骨格を形成する。
ステント骨格は、チューブの非放射線不透過性層から形成された非放射線不透過性層、お
よびチューブの放射線不透過性層から形成された放射線不透過性層を含むことができる。
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【００６２】
　図６Ａは、外側表面３５２および円筒軸３５４を備えるチューブ３５０の斜視図を示す
。チューブ３５０の壁は、２つの同心または実質的に同心の層である、外側層３５６およ
び内側層３５８を有する。外側層３５６（外側半径Ｒｒを有する）は放射線不透過性層で
あり、内側層３５８は厚みＲｎｒを備える非放射線不透過性層である。図６Ｂはチューブ
３５０の半径方向の断面図を示し、図６Ｃはチューブ３５０の軸３５４に平行なチューブ
３５０の壁の断面図を示す。
【００６３】
　図７は、チューブ３５０からカットされたステント骨格３６０の半径方向の断面図を示
す。ステント骨格３６０は、管腔反対側の放射線不透過性層３６４および管腔側の非放射
線不透過性層３６６を有する構造要素３６２を有する。放射線不透過性層３６４はチュー
ブ３５０の外側層３５６から形成され、非放射線不透過性層３６６はチューブ３５０の内
側層３５８から形成される。さらなる実施の形態において、２つ以上の層を有するステン
ト骨格は、２つ以上の半径方向の層を有するチューブから形成できる。
【００６４】
　特定の実施の形態において、放射線不透過性層および非放射線不透過性層を備えるチュ
ーブを、共押出によって形成できる。かかる実施の形態において、チューブは、放射線不
透過性層および非放射線不透過性層を有するように共押出できる。
【００６５】
　押出機は、一般的にはポリマー溶融物が入口から吐出ポートへ送られるバレルを含む。
ポリマーは、溶融物として、またはその融解温度未満の固体形態で押出機バレルに送り込
むことができる。固体のポリマーは、バレルを通して送られる際に溶融される。押出機バ
レル内のポリマーは、ポリマーの融解温度（Ｔｍ）を上回る温度に加熱され、周囲圧力を
超える圧力に暴露される。バレル内のポリマーは、例えば、回転スクリューの使用によっ
て混合される。
【００６６】
　特定の実施の形態において、放射線不透過性層を形成するための押出物には、放射線不
透過性バイオセラミック粒子と混合したポリマー溶融物を含むことができる。いくつかの
実施の形態において、まず混合物を形成し、次に多層チューブを形成する押出機に送り込
むことができる。他の実施の形態において、ポリマーおよび放射線不透過性ポリマーは、
押出機に個別に送り込まれ、押出機内で混合または調合可能である。１つの実施の形態に
おいて、放射線不透過性層を形成するための押出物には、マトリックスポリマーを備えず
、グラフトされたポリマーを備えるバイオセラミック粒子を含むことができる。
【００６７】
　ポリマー溶融物は、押出機バレルの端部に配置されたダイに向けて押出機から吐出され
る。ダイは、一般的には、特定の形状または設計形状を有するオリフィスを有し、押出機
から吐出されたポリマー溶融物に形状を与える装置を指す。チューブ押出の事例において
、ダイは、ダイから吐出されるポリマー溶融物に円筒形状を与える円形状のオリフィスを
有する。ダイの機能は、オリフィスにポリマー溶融物を送ることによってポリマー溶融物
の形状を制御することである。ポリマー溶融物を、一定の速度、温度、および圧力で送る
ことができる。
【００６８】
　共押出は、個別のオリフィスからの押出物が、冷却または冷蔵前に薄層状の構造へと融
合し共に溶接されるように調整された２つまたはそれ以上のオリフィスを備えた単一のダ
イを通して、２つまたはそれ以上の材料を押出すプロセスを指す。各々の材料は、個別の
押出機からダイに送り込むことができるが、各々の押出機が同一素材の２つまたはそれ以
上の層を提供するようにオリフィスを調整してもよい。チューブの共押出の事例において
、ダイは異素材が吐出される同心の円形のスリットを含んで、２つまたはそれ以上の層を
備えるチューブを形成できる。
【００６９】
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　本発明のいくつかの実施の形態において、放射線不透過性バイオセラミック粒子を含む
押出物が、１台の押出機で形成され、多層チューブを形成するために２つまたはそれ以上
の円形オリフィスを備えるダイに送り込まれる。例示的な実施の形態において、図８は、
２つの円形オリフィス（外側オリフィス４０２および内側オリフィス４０４）を有するダ
イ４００を示す。バイオセラミック粒子およびポリマー材料を含む押出物は、矢印４０６
で示すように、外側オリフィス４０２を介して吐出され得るが、非放射線不透過性層に対
応する押出物は、矢印４０８で示すように、内側オリフィス４０４を介して吐出され得る
。押出物は、矢印４１０の方向に、ダイ４００を通して送られる。吐出押出物は融合し共
に溶接され、冷却されてチューブを形成する円筒状の多層フィルムを形成する。
【００７０】
　他の実施の形態において、チューブの表面を覆うコーティング層を形成することによっ
て、放射線不透過性層を含む多層チューブを製作できる。コーティングは、内側表面、外
側表面、または両方を覆って形成できる。コーティングには、放射線不透過性バイオセラ
ミック粒子およびポリマーを含むことができる。チューブは、内部に放射線不透過性材料
を埋め込まないポリマーから形成できる。次に、ステントパターンをコーティングしたチ
ューブにカットして、放射線不透過性層および非放射線不透過性層を備えるステント骨格
を形成できる。
【００７１】
　かかる実施の形態において、コーティング材料は、噴霧または浸漬などの当技術分野に
おいて公知の方法によってチューブに塗布できる。コーティング材料は、溶媒中に溶解さ
れたポリマーを含む溶液であり得る。コーティング材料は、溶媒中に懸濁された放射線不
透過性バイオセラミック粒子をさらに含むことができる。いくつかの実施の形態において
、コーティング材料は、溶媒中に溶解されているグラフトされたポリマーを備えるバイオ
セラミック粒子を含む。いくつかの実施の形態において、ポリマー溶液は、溶液中に分散
させた薬物も含み、放射線不透過性層が治療用層として機能できる。ステントをコーティ
ング材料中に浸漬することによって、ステント上に材料を噴霧してコーティングを滴下す
ることによって、または当技術分野において公知の他の方法によって、コーティング材料
をステントに塗布できる。次に溶液中の溶媒を、例えば、蒸発によって除去し、ステント
表面上にバイオセラミック粒子およびポリマー、ならびにいくつかの実施の形態において
は薬物を備えた、ポリマーコーティングを残す。
【００７２】
　本発明のさらなる実施の形態は、２つまたはそれ以上の放射線不透過性層を備えたステ
ントを含むことができる。ステントの追加の実施の形態は、さらに２つまたはそれ以上の
非放射線不透過性層を含むことができる。かかるステントの実施の形態は、上述した方法
によって製作できる。特に、選択された数の層を有するチューブは、共押出によって形成
でき、ステントはそれから製作される。
【００７３】
　実施の形態の第３のセットにおいて、ステントは、ステント体もしくはステント骨格の
表面またはステント体もしくはステント骨格の構造要素、の一部分もしくはすべてを覆う
放射線不透過性コーティングを有することができる。かかる実施の形態において、ステン
ト体またはステント骨格を、バイオセラミック粒子がないか、または実質的にないポリマ
ーから形成できる。他の実施の形態において、ステント体またはステント骨格は、ポリマ
ーと混合されたバイオセラミック粒子から形成できる。骨格中の粒子の濃度（例えば、５
ｖｏｌ％未満、または５～１０ｖｏｌ％）は、コーティング中の粒子の濃度（例えば、１
０～２０ｖｏｌ％、または２０％以上）未満であってもよい。骨格は、体温を上回るＴｇ
を備える半結晶性ポリマーであり得る。
【００７４】
　いくつかの実施の形態において、放射線不透過性コーティングは、マトリックスポリマ
ー中に混合または分散させた放射線不透過性バイオセラミック粒子を含むことができる。
マトリックスポリマーは、ステント体またはステント骨格のポリマーと同一、または異な
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る物であり得る。他の実施の形態において、放射線不透過性コーティングは、ブレンドさ
れたマトリックスポリマーを備えず、グラフトされたポリマーを備える放射線不透過性バ
イオセラミック粒子を含む組成物を含むことができる。
【００７５】
　例示的な実施の形態は、ＰＬＬＡまたはＰＬＧＡなどの体温を上回るＴｇを備える半結
晶性ポリマーから形成されたステント体を含むことができる。例示的な実施の形態におい
て、コーティング層のマトリックスポリマーは、ＰＬＬＡまたはＰＬＧＡなどの半結晶性
ポリマーでもあり得る。あるいは、コーティング層のマトリックスポリマーは、エラスト
マーポリマーであり得るか、またはエラストマーセグメント（例えばＰＣＬ、ＰＤＯ、Ｐ
ＬＬＡ－ｃｏ－ＰＣＬ、ＰＬＬＡ－ｂ－ＰＣＬ）を含むことができる。かかるエラストマ
ーポリマーまたはエラストマーセグメントは、体温未満のＴｇを有し得る。かかるグラフ
トされたポリマーを備えるバイオセラミック粒子のグラフトされたポリマーは、実施の形
態のこれら２つの例示的なセットでもあり得る。
【００７６】
　いくつかの実施の形態において、放射線不透過性層の放射線不透過性バイオセラミック
粒子の濃度は、体積で５％未満、５～１０％、１０～２０％、２０～３０％、または３０
％以上である。放射線不透過性コーティングは支持を提供するためには必要とされないの
で、いくつかの実施の形態において、層の機械的特性に対するバイオセラミック粒子の高
濃度の悪影響を考慮せずに、放射線不透過性材料の濃度を増加させることができる。
【００７７】
　図９Ａは、管腔反対側の表面４６０Ａ、管腔側の表面４６０Ｂ、および側壁表面４６０
Ｃを備えた構造要素４５０の縦軸４５５に対して直角の断面図を示す。図９Ｂは、構造要
素４５０の軸方向の断面図を示す。構造要素４５０は、本体部分４７０を覆い、かつ接触
して配置された放射線不透過性コーティング層４６５を備える本体部分４７０を含む。図
示のように、放射線不透過性コーティング層４６５は本体部分４７０の全周囲を覆って配
置される。
【００７８】
　他の実施の形態において、放射線不透過性コーティング層を、選択的に管腔反対側の層
、管腔側の層、またはその両方を覆って配置できる。いくつかの実施の形態において、薬
物を放射線不透過性コーティング層中に含むことができる。あるいは、またはさらに、薬
物含有層は放射線不透過性層の上に、または放射線不透過性層と本体部分との間に配置で
きる。
【００７９】
　さらに、放射線不透過性コーティング層は、本体または骨格にコーティング材料を塗布
することによって形成できる。上述するように、コーティング材料は、噴霧または浸漬な
ど当技術分野において公知の方法によってステントに塗布することができる。コーティン
グ材料は、溶媒中で溶解されたポリマーを含む溶液であり得る。コーティング材料は、溶
媒中に懸濁された放射線不透過性バイオセラミック粒子をさらに含むことができる。いく
つかの実施の形態において、コーティング材料は、グラフトされたポリマーを備えるバイ
オセラミック粒子を含み、グラフトされたポリマーは溶媒中に溶解されている。いくつか
の実施の形態において、ポリマー溶液には、溶液中に分散させた薬物も含むことができる
。コーティング材料は、コーティング材料にステントを浸漬することによって、ステント
上に材料を噴霧してコーティングを滴下することによって、または当技術分野において公
知の他の方法によって、ステントに塗布されてもよい。次に溶液中の溶媒を、例えば蒸発
によって除去し、ステント表面上に放射線不透過性コーティング層を残す。
【００８０】
　バイオセラミックは、反応性のヒドロキシル基またはアミン基を備えた人体と適合性の
ある任意のセラミック材料を含むことができる。より一般的には、バイオセラミック材料
は、反応性のヒドロキシル基またはアミン基を備えた、任意のタイプの適合性のある無機
材料または無機／有機ハイブリッド材料を含むことができる。バイオセラミック材料は、
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アルミナ、ジルコニア、アパタイト、リン酸カルシウム、石英系ガラス、またはガラスセ
ラミック、および熱分解炭素を含むことができるが、これらに限定されない。バイオセラ
ミック材料は、生体吸収性および／または活性があり得る。生理学的プロセスに積極的に
関与するならば、バイオセラミックは活性がある。バイオセラミック材料は「不活性」で
もありえ、材料が人体の生理学的条件下で吸収または分解されず、積極的に生理学的プロ
セスに関与しないことを意味する。
【００８１】
　アパタイトおよび他のリン酸カルシウムの例示的な例は、ヒドロキシルアパタイト（Ｃ
ａ１０（ＰＯ４）６（ＯＨ）２）、フロロアパタイト（Ｃａ１０（ＰＯ４）６Ｆ２）、炭
酸アパタイト（Ｃａ１０（ＰＯ４）６ＣＯ３）、リン酸三カルシウム（Ｃａ３（ＰＯ４）

２）、リン酸オクタカルシウム（Ｃａ８Ｈ２（ＰＯ４）６－５Ｈ２Ｏ）、ピロリン酸カル
シウム（Ｃａ２Ｐ２Ｏ７－２Ｈ２Ｏ）、リン酸四石灰（Ｃａ４Ｐ２Ｏ９）、およびリン酸
カルシウム無水物（ＣａＨＰＯ４－２Ｈ２Ｏ）を含むが、これらに限定されない。
【００８２】
　用語バイオセラミックには、ＳｉＯ２、Ｎａ２Ｏ、ＣａＯおよびＰ２Ｏ５などの化合物
からなる生体活性ガラスセラミックスである生体活性ガラスを含むこともできる。例えば
、市販の生体活性ガラス（Ｂｉｏｇｌａｓｓ（米国登録商標））は、ＳｉＯ２－Ｎａ２Ｏ
－Ｋ２Ｏ－ＣａＯ－ＭｇＯ－Ｐ２Ｏ５システムの特定の組成物から派生する。市販の生体
活性ガラスの一部は、以下のものを含むが、これらに限定されない。
　４５Ｓ５：４６．１ｍｏｌ％ＳｉＯ２、２６．９ｍｏｌ％ＣａＯ、２４．４ｍｏｌ％Ｎ
ａ２Ｏ、および２．５ｍｏｌ％Ｐ２Ｏ５；
　５８Ｓ：６０ｍｏｌ％ＳｉＯ２、３６ｍｏｌ％ＣａＯ、および４ｍｏｌ％Ｐ２Ｏ５；な
らびに
　Ｓ７０Ｃ３０：７０ｍｏｌ％ＳｉＯ２、３０ｍｏｌ％ＣａＯ。
　他の市販のガラスセラミックはＡ／Ｗである。
【００８３】
　様々なサイズのバイオセラミック粒子を複合材に使用できる。例えば、バイオセラミッ
ク粒子は、ナノ粒子および／またはミクロ粒子を含むことができるが、これらに限定され
ない。ナノ粒子は、約１ｎｍ乃至約１，０００ｎｍの範囲の特徴的な長さ（例えば直径）
を備えた粒子を指す。ミクロ粒子は、１，０００ｎｍを超え約１０ミクロメーター未満の
範囲の特徴的な長さを備えた粒子を指す。さらに、バイオセラミック粒子は、球体および
繊維を含むが、これらに限定されない、様々な形状であり得る。
【００８４】
　いくつかの実施の形態において、バイオセラミック粒子は、粒子とポリマーマトリック
スとの間の接着を改善する接着促進剤を含んでもよい。１つの実施の形態において、接着
促進剤はカップリング剤を含むことができる。カップリング剤は、複合材材料のバイオセ
ラミック粒子およびポリマーマトリックスの両方と反応可能な化学物質を指す。カップリ
ング剤は、ポリマーとバイオセラミック粒子との間の界面として作用して、接着を促進す
るように二者の間の化学的架橋を形成する。
【００８５】
　接着促進剤は、シランカップリング剤および非シランカップリング剤を含むが、これら
に限定されない。例えば、接着促進剤は、３－アミノプロピルトリメトキシシラン、３－
アミノプロピルトリエトキシシラン、アミノプロピルメチルジエトキシシラン、有機トリ
アルコキシシラン、チタナート、ジルコナート、および有機酸－塩化クロム配位錯体を含
むことができる。特に、３－アミノプロピルトリメトキシシランは、ポリ（Ｌ－ラクチド
）とバイオガラスとの間の接着を促進することが示されている。Ｂｉｏｍａｔｅｒｉａｌ
ｓ　２５　（２００４）　２４８９－２５００。
【００８６】
　埋込み型医療機器を製作するために使用され得るポリマーの代表例には、ポリ（Ｎ‐ア
セチルグルコサミン）（キチン）、キトサン、ポリ（ヒドロキシバレレート）、ポリ（ラ
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クチド－コ－グリコリド）、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）、ポリオルトエステル、ポリ酸無水物、ポリ（グリコール酸）、ポ
リ（グリコリド）、ポリ（Ｌ－乳酸）、ポリ（Ｌ－ラクチド）、ポリ（Ｄ，Ｌ－乳酸）、
ポリ（Ｌ－ラクチド－コ－グリコリド）；ポリ（Ｄ，Ｌ－ラクチド）、ポリ（カプロラク
トン）、ポリ（トリメチレンカーボネート）、ポリエチレンアミド、ポリエチレンアクリ
レート、ポリ（グリコール酸－コ－トリメチレンカーボネート）、コ－ポリ（エーテル－
エステル）（例えばＰＥＯ／ＰＬＡ）、ポリホスファゼン、生体分子（フィブリン、フィ
ブリノーゲン、セルロース、デンプン、コラーゲンおよびヒアルロン酸など）、ポリウレ
タン、シリコーン、ポリエステル、ポリオレフィン、ポリイソブチレンおよびエチレン－
アルファオレフィンコポリマー、ポリアクリレート以外のアクリルポリマーおよびアクリ
ルコポリマー、ハロゲン化ビニルポリマーおよびハロゲン化ビニルコポリマー（ポリ塩化
ビニルなど）、ポリビニルエーテル（ポリビニルメチルエーテルなど）、ポリハロゲン化
ビニリデン（ポリ塩化ビニリデンなど）、ポリアクリロニトリル、ポリビニルケトン、ポ
リビニル芳香族化合物（ポリスチレンなど）、ポリビニルエステル（ポリ酢酸ビニルなど
）、アクリロニトリル－スチレンコポリマー、ＡＢＳ樹脂、ポリアミド（ナイロン６６お
よびポリカプロラクタムなど）、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、ポリウレタン、レーヨン、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、硝酸セルロース、プロピ
オン酸セルロース、セルロースエーテル、ならびにカルボキシメチルセルロースが含まれ
るが、これらに限定されない。
【００８７】
　本明細書で開示する方法に従う埋込み型医療機器の製作での使用に特によく適している
ポリマーのさらなる代表的な例には、エチレンビニルアルコールコポリマー（一般的には
一般名ＥＶＯＨまたは商標名ＥＶＡＬで公知である）、ポリ（ブチルメタクリレート）、
ポリ（フッ化ビニリデン－コ－ヘキサフルオロプロペン）（例えば、ＳＯＬＥＦ　２１５
０８、Ｓｏｌｖａｙ　Ｓｏｌｅｘｉｓ　ＰＶＤＦ社から入手可能、ソロフェア、ニュージ
ャージー州）、ポリフッ化ビニリデン（もしくはＫＹＮＡＲとして公知であり、ＡＴＯＦ
ＩＮＡ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ社から入手可能、フィラデルフィア、ペンシルバニア州）、
エチレン酢酸ビニルコポリマー、ならびにポリエチレングリコールが含まれる。
【００８８】
　本発明について、以下の用語および定義を適用する。
【００８９】
　「ガラス転移温度」（Ｔｇ）は、大気圧で脆性のガラス状態から剛性の変形可能または
延性状態に、ポリマーの非晶性ドメインが変化する温度である。言いかえれば、Ｔｇは、
ポリマーの鎖中のセグメント運動開始が生じる温度に相当する。非晶性ポリマーまたは半
結晶性ポリマーを温度上昇に暴露する場合、温度が上昇するにつれて、膨張係数およびポ
リマーの熱容量は共に増加し、このことは分子運動の増加を示す。温度が上昇してもサン
プル中の実際の分子容は一定のままであり、そのためより高い膨張係数は、システムに関
連する自由容積の増加、およびそれ故の分子が移動できる増加した自由度を指し示す。熱
容量の増加は、運動を介する熱放散の増加に対応する。与えられたポリマーのＴｇは、加
熱速度に依存し、およびポリマーの熱履歴に影響を受け得る。さらに、ポリマーの化学構
造は、流動性に影響を与えることによって、ガラス転移に大きな影響を及ぼす。
【００９０】
　「応力」は、平面内の小さい領域を通して作用する力におけるような、単位面積当たり
の力を指す。応力は、それぞれ垂直応力および剪断応力と呼ばれる、平面に対し垂直およ
び平行な成分に分割することができる。真応力とは、力と面積が同時に測定される応力の
ことをいう。引張りおよび圧縮試験に適用される公称応力は力を当初のゲージ長さで除し
たものである。
【００９１】
　「強さ（強度）」とは、物質が破壊の前に耐えるであろう、軸に沿った最大応力を指す
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。極限強度は、試験中に加えられる最大負荷を当初の断面積で割って算出する。
【００９２】
　「弾性率」は、物質に加えられた単位面積当たりの力すなわち応力の成分を、加えられ
た力により生じる、加えられた力の軸に沿ったひずみで割った比率と定義される。例えば
、物質は引張弾性率と圧縮弾性率の両方を有している。比較的高い弾性率を持つ物質は堅
いか、または剛性である傾向がある。逆に、比較的低い弾性率を持つ物質は柔軟である傾
向がある。物質の弾性率は、分子の組成および構造、物質の温度、変形量、ならびにひず
み速度または変形速度に依存する。例えば、ポリマーは、そのＴｇ未満では高弾性率で脆
性の傾向がある。ポリマーの温度が、そのＴｇ未満からそのＴｇを超えて増加するにつれ
て、その弾性率は減少する。
【００９３】
　「ひずみ」とは、所与の応力または負荷において物質に発生する伸び（伸長）または圧
縮の量を指す。
【００９４】
　「伸び」は、応力を受けたときに生じる物質の長さの増加と定義される。伸びは典型的
には当初の長さに対するパーセンテージとして表される。
【００９５】
　「靭性」は、破壊の前に吸収されるエネルギーの量であり、すなわちある材料（物質）
を破壊するために必要な仕事量と同等である。靭性の一つの基準は、応力－ひずみ曲線の
下の、ひずみゼロから破壊ひずみまでの領域に示される面積である。したがって、脆性材
料は、比較的低い靭性を有する傾向がある。
【００９６】
　「溶媒」は、１つ以上の他の物質を溶解または分散させるか、あるいは、少なくとも物
質の一部を溶解または分散させ、分子またはイオンの大きさのレベルで均一に分散した溶
液を形成することが可能な物質と定義される。溶媒は、１ｍｌの溶媒あたり少なくとも０
．１ｍｇのポリマーを溶解可能であるべきで、より狭い範囲としては、大気温度および大
気圧において１ｍｌあたり０．５ｍｇを溶解可能であるべきである。
【００９７】
　以下に説明される実施例、および実験的データセットは、説明の目的のみのためのもの
であり、本発明を限定する意味を一切有しない。以下の実施例は、本発明の理解を支援す
るために示されるが、本発明が実施例の特定の材料または手順に限定されないことが理解
されるべきである。
【実施例】
【００９８】
［実施例１．放射線不透過性ヒドロキシルアパタイトのナノ粒子の調製］
　　工程１：１０ｇのヒドロキシルアパタイト、１００ｍｌのクロロホルム、４０ｇのト
リヨードベンゾイルクロリドおよび２０ｍｌのトリエチルアミンを、５００ｍｌの三つ口
ガラスびんに加えて、反応溶液を形成する。反応溶液を、エステル化反応が終了するまで
４時間撹拌した。
　　工程２：形成された放射線不透過性ヒドロキシルアパタイトナノ粒子を反応溶液から
５０００ｒｐｍで２０分間遠心分離する。
　　工程３：得られた放射線不透過性ヒドロキシルアパタイトナノ粒子に１００ｍｌのク
ロロホルムを加えて、１０分間撹拌し、次に再び遠心分離して、精製された最終生成物を
得る。
　　工程４：真空オーブン中の７０℃で最終生成物を一定の重量まで乾燥させる。
【００９９】
［実施例２．ＰＬＬＡ／実施例１の放射線不透過性ヒドロキシルアパタイトナノ粒子のブ
レンドからのステント調製］
　　工程１：ＰＬＬＡ／放射線不透過性ヒドロキシルアパタイトナノ粒子のブレンド（体
積で８０：２０）の押出を介して、チューブを形成する。押出チューブの内径（ＩＤ）お
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よび外径（ＯＤ）を、０．０２インチおよび０．０８インチに設定する。
　　工程２：押出チューブを半径方向に拡張し、レーザーでチューブにステントパターン
をカットする。
【０１００】
［実施例３．共押出を介する、ＰＬＬＡ／実施例１の放射線不透過性ヒドロキシルアパタ
イトナノ粒子のブレンドからのステント調製］
　　工程１：２層チューブを、内側層としてのＰＬＬＡと、外側層としてのＰＬＬＡ－ｃ
ｏ－ＰＣＬ／放射線不透過性ヒドロキシルアパタイトナノ粒子（体積で７０：３０）のブ
レンドとの共押出を介して形成する。内側層および放射線不透過性外側層の厚みを、０．
０５インチおよび０．０２インチにそれぞれ設定する。押出チューブのＩＤおよびＯＤを
０．０２インチおよび０．０９インチに設定する。
　　工程２：押出チューブを半径方向に拡張して、レーザーでチューブにステントパター
ンをカットする。
【０１０１】
［実施例４．放射線不透過性末端基を含むグラフトされたＰＬＬＡ鎖を備えた放射線不透
過性ヒドロキシルアパタイト粒子の調製］
　　工程１：１０ｇのナノヒドロキシルアパタイト、０．０１ｇのオクチル酸第一錫触媒
、５ｇのＬ－ラクチド（ＬＬＡ）を、５０ｍｌのキシレンと共に反応装置（リアクター）
に加える。反応を１２０℃で４８時間進行させる。次に室温まで冷却する。
　　工程２：２０ｇのトリヨードベンゾイルクロリドおよび１０ｍｌのトリエチルアミン
を加え、エステル化反応が終了するまで４時間溶液を撹拌する。
　　工程３：４００ｍｌのメタノール中に最終生成物を沈殿させ、真空オーブンで最終生
成物を一定の重量まで乾燥させる。
【０１０２】
［実施例５．放射線不透過性末端基および側基を含むＰＣＬ－ｃｏ－ＰＬＬＡ鎖によりグ
ラフトされた放射線不透過性ヒドロキシルアパタイト粒子の調製］
　　工程１：１０ｇのナノヒドロキシルアパタイト粒子、０．０１ｇのオクチル酸第一錫
触媒、２．５ｇのカプロラクトン（ＣＬ）および５０ｍｌのキシレンを、湿気および酸素
のない反応装置（リアクター）に加える。反応を１２０℃で２４時間進行させる。
　　工程２：２．５ｇのＬＬＡを加え、反応をさらに２４時間進行させる。
　　工程３：１０ｍｌのトリエチルアミンおよび２０ｇのトリヨードベンゾイルクロリド
を加え、エステル化反応が終了するまで４時間撹拌する。
　　工程４：４００ｍｌのメタノール中に最終生成物を沈殿させ、真空オーブンで最終生
成物を一定の重量まで乾燥させる。
　　工程５：５０ｍｌのＴＨＦ（２Ｍ／Ｌ）中のリチウムジイソプロピルアミド溶液と、
工程４において作製された放射線不透過性末端基を有する１０ｇの生成物を混合する。混
合物を１時間撹拌する。
　　工程６：１５ｇのヨウ素（２０ｍｌのＴＨＦ中）を反応装置（リアクター）に加え、
混合物を２時間撹拌する。
　　工程７：ＰＣＬブロック幹に沿って形成されたヨウ素側基を備えた最終生成物を、３
００ｍｌのメタノール中に沈殿させ、濾過により除去し、８０℃の真空下で一定の重量ま
で乾燥させる。
【０１０３】
［実施例６．ＰＬＬＡ／実施例４または５の放射線不透過性ヒドロキシルアパタイトナノ
粒子のブレンドからのステント調製］
　　工程１：ＰＬＬＡ／放射線不透過性ヒドロキシルアパタイトナノ粒子のブレンド（体
積で８０：２０）の押出を介して、チューブを形成する。押出チューブの内径（ＩＤ）お
よび外径（ＯＤ）を、約０．０２インチおよび０．０８インチにそれぞれ設定する。
　　工程２：押出チューブを半径方向に拡張し、レーザーでチューブにステントパターン
をカットする。
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【０１０４】
［実施例７．共押出を介する、ＰＬＬＡ／実施例４または５の放射線不透過性ヒドロキシ
ルアパタイトナノ粒子のブレンドからのステント調製］
　　工程１：２層チューブを、内側層としてのＰＬＬＡと、外側層としてのＰＬＬＡ－ｃ
ｏ－ＰＣＬ／放射線不透過性ヒドロキシルアパタイトナノ粒子（体積で６０：４０）のブ
レンドとの共押出を介して形成する。内側層および放射線不透過性外側層の厚みを、０．
０５インチおよび０．０２インチにそれぞれ設定する。押出チューブのＩＤを約０．０２
インチに、およびＯＤを約０．０９インチに設定する。
　　工程２：押出チューブを半径方向に拡張して、レーザーでチューブにステントパター
ンをカットする。
【０１０５】
　本発明の特定の実施の形態を示し、記述してきたが、本発明のより広い態様を逸脱しな
い限り、変更および変形を施すことも可能であることは当業者にとって自明であろう。し
たがって、添付の請求項はその範囲において本発明の真の精神および範囲に含まれる全て
の変更および変形を包含する。

【図１】 【図２】

【図３】
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