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(57)【要約】
本発明は、留置後の内膜形成を促進し、内膜形成されるまでの間に抗血栓性を維持できる
、長期開存可能な人工血管を提供することを目的としている。本発明は、極細繊維を含む
繊維層の内側に、繊維径が１０ｎｍ以上３μｍ以下の極細繊維からなる極細繊維層を備え
る筒状織物であり、ヘパリン以外の、高分子鎖を有する抗トロンビン剤が前記高分子鎖を
介して前記極細繊維と共有結合され、３７℃における繊維表面のトロンビン活性阻害比率
が６０％以上である、人工血管を提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　極細繊維を含む繊維層の内側に、繊維径が１０ｎｍ以上３μｍ以下の極細繊維からなる
極細繊維層を備える筒状織物であり、
　ヘパリン以外の、高分子鎖を有する抗トロンビン剤が前記高分子鎖を介して前記極細繊
維と共有結合され、
　３７℃における繊維表面のトロンビン活性阻害比率が６０％以上である、人工血管。
【請求項２】
　前記抗トロンビン剤の分子量は、３０００以下である請求項１記載の人工血管。
【請求項３】
　１２０ｍｍＨｇにおける透水性能が１００ｍＬ／ｃｍ２／ｍｉｎ以上４０００ｍＬ／ｃ
ｍ２／ｍｉｎ未満である請求項１又は２記載の人工血管。
【請求項４】
　３７℃の条件下、該人工血管１ｇ当たり１０ｍＬの生理食塩水に２４時間抽出した後に
おける抽出液中のトロンビン活性阻害比率は、５％未満である、請求項１～３のいずれか
一項記載の人工血管。
【請求項５】
　前記抗トロンビン剤は、グアニジノ基、グアニド基又はアミジノ基を有する、請求項１
～４のいずれか一項記載の人工血管。
【請求項６】
　前記高分子鎖が、ポリアルキレングリコール、ポリビニルアルコール又はポリビニルピ
ロリドンからなる高分子構造から選択される、請求項１～５のいずれか一項記載の人工血
管。
【請求項７】
　前記抗トロンビン剤は、下記の化学式（Ｉ）～（ＩＶ）から選択される、請求項１～６
のいずれか一項記載の人工血管。（ｎは１～５００までの整数とする。）
【化１】
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【化２】

【化３】

【化４】

【請求項８】
　前記繊維層は、前記極細繊維と、総繊度が１～６０デシテックスのマルチフィラメント
と、からなる、請求項１～７のいずれか一項記載の人工血管。
【請求項９】
　前記マルチフィラメントを構成する単糸の繊度は、０．５～１０．０デシテックスであ
る、請求項８記載の人工血管。
【請求項１０】
　血小板付着率が２０％未満である、請求項１～９のいずれか一項記載の人工血管。
【請求項１１】
　前記筒状織物は、ポリエステル繊維からなる、請求項１～１０のいずれか一項記載の人
工血管。
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【請求項１２】
　前記筒状織物の内径は、１ｍｍ以上１０ｍｍ未満である、請求項１～１１のいずれか一
項記載の人工血管。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、損傷等を受けた血管の再建、修復又は代替に使用される人工血管に関する。
【背景技術】
【０００２】
　高齢化やメタボリックシンドロームの人口増加によって、動脈硬化を煩う患者の数が増
加している。動脈硬化は動脈壁の異常であり、血液の高血糖状態や高脂質状態が血管壁を
変性させ、血管壁が脆弱になったり、肥厚したり、あるいは石灰化して硬く脆くなる。こ
のような血管の変性は体中の血管のいたる所で起こるが、特に末梢の血管ではその影響が
著しい。
【０００３】
　このような変性した血管の治療には、従来よりカテーテルを使ったバルーン拡張術やス
テント留置術などの低侵襲な血管内治療が行われているほか、損傷した血管を自己の血管
又は人工血管で置換する外科手術が行われている。
【０００４】
　しかしながら、人工血管を留置した際に生体はこれを異物として認識し、人工血管の血
液接触面では血液凝固反応が進行して血栓が形成される。
【０００５】
また、生体の血管は血液と接触する面に血管内皮細胞を有する内膜があり、血栓形成を阻
害する役割を担っているが、留置された人工血管でも、血管内皮細胞が人工血管の血液接
触面を被覆して内膜を形成する。しかしながら、この内膜が、内皮細胞に被覆されるまで
の間は、人工血管は異物として認識されるため、内膜が形成されるまで血栓形成を防ぐ手
段が必要となる。特に、細径の人工血管が使用される部位は血流量が少ないため血栓が沈
着しやすく、少量の血栓でも血管を塞ぎ易い。細径の人工血管は長期的な成績が良好でな
く臨床使用できるものが無いのが現状である。
【０００６】
　これらの問題を解決するため、従来から早期の内膜形成と抗血栓性の付与が、人工血管
の開発において重要なポイントであった。
【０００７】
　内膜形成を促進する方法として、細胞の増殖因子や誘導因子を人工血管に担持させるほ
かに、人工血管そのものの構造素材としてポリエステルなどの繊維の織物、編物あるいは
不織布が使用されてきた。とりわけ１０ミクロン未満の極細繊維を含有させた場合には、
極細繊維のサイズあるいは繊維間隙のサイズが細胞の増殖や浸潤に適していることが知ら
れている（特許文献１、２、３）。更に極細繊維は血小板の付着も促し、留置した際に血
管壁から血液が漏れるのを防止する効果もあることが知られている（特許文献４）。
【０００８】
　また、人工血管に抗血栓性を付与する方法としては、従来からヘパリンを担持する方法
が行われてきた。繊維自体にはヘパリンを担持する能力がないので、十分なヘパリンを担
持させるために、ヘパリンを含んだ、生分解性ポリマーやゼラチンなどからなるゲルを充
填させる方法や（特許文献５）、ヘパリンを共有結合で繊維表面に固定した人工血管が知
られている（特許文献６）。
【０００９】
　一方、ヘパリン以外の物質を使って抗血栓性を付与する方法としては、抗トロンビン剤
、あるいは抗トロンビン剤を含有するポリマーをγ線などの高エネルギー線を使って表面
に結合させる方法が知られている（特許文献７、８）。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特許第１８７５９９１号公報
【特許文献２】特許第１８７０６８８号公報
【特許文献３】特許第１３３８０１１号公報
【特許文献４】特許第４６２７９７８号公報
【特許文献５】特許第３７９９６２６号公報
【特許文献６】特表第２００９－５４５３３３号公報
【特許文献７】ＷＯ０８／０３２７５８号公報
【特許文献８】ＷＯ２０１１－０７８２０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、特許文献５に記載の人工血管のように、繊維間隙を充填してしまう場合
、細胞浸潤が妨げられて内膜が遅れるだけでなく、ゼラチンなどに血小板が付着して血栓
形成を却って助長してしまうという問題がある。また、特許文献６に記載の人工血管のよ
うに、ヘパリンを共有結合で繊維表面に固定する場合、ヘパリンの分子量が大きい故に、
表面に結合できる量には限度があり、長期的な効果がないという問題がある。更には、親
水性が極めて高いヘパリンを繊維表面に結合させるため、細胞接着性が低下するという問
題がある。
【００１２】
　さらに、特許文献７、８に記載されるように、抗トロンビン剤をγ線などの高エネルギ
ー線により表面に結合する方法があるが、抗トロンビン剤が変性して活性が低下し、十分
な抗血栓性能を発揮できないという問題がある。さらに、基材表面への固定化反応は水溶
液中で抗トロンビン剤を表面に吸着させた状態でγ線照射することによって達成されるが
、表面張力の高い水溶液は疎水性の高いポリエステル極細繊維の間隙には浸透せず、内部
の繊維表面まで均一に表面処理できないため、表面処理されていない部分が血栓形成反応
を誘導するという問題がある。また、親水性ポリマーはポリエステルに吸着しないため、
抗トロンビン剤自体がポリエステルと親和性を持たない限り吸着は起こらず、表面固定化
量を低下させる原因にもなる。更に、抗トロンビン剤が、スペーサーとなる親水性ポリマ
ーを介さずに表面に結合するため、空間的な自由度が無く、トロンビンと結合が制限され
るという問題もある。
【００１３】
　このように、従来の人工血管は、細胞親和性と抗血栓性との両立が達成されておらず、
特に、臨床で長期使用に耐えうる細径の人工血管は未だに世の中に無い。
【００１４】
　そこで本発明は、留置後の内膜形成を促進し、内膜形成されるまでの間に抗血栓性を維
持できる、長期開存可能な人工血管を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明者らは上記課題を解決するため鋭意検討した結果、ヘパリン以外の、高分子鎖を
有する抗トロンビン剤が高分子鎖部分を介して極細繊維に共有結合されることによって、
極細繊維からなる微細な構造を保持したまま抗血栓性を付与できること、すなわち細胞親
和性と抗血栓性の両立が実現できることを見出した。
【００１６】
　すなわち、本発明は、以下の（１）～（１２）の人工血管を提供するものである。
（１）極細繊維を含む繊維層の内側に、繊維径が１０ｎｍ以上３μｍ以下の極細繊維から
なる極細繊維層を備える筒状織物であり、ヘパリン以外の、高分子鎖を有する抗トロンビ
ン剤が前記高分子鎖を介して前記極細繊維と共有結合され、３７℃における繊維表面のト
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ロンビン活性阻害比率が６０％以上である、人工血管。
（２）上記抗トロンビン剤の分子量は、３０００以下である（１）記載の人工血管。
（３）１２０ｍｍＨｇにおける透水性能が１００ｍＬ／ｃｍ２／ｍｉｎ以上４０００ｍＬ
／ｃｍ２／ｍｉｎ未満である（１）又は（２）記載の人工血管。
（４）３７℃の条件下、該人工血管１ｇ当たり１０ｍＬの生理食塩水に２４時間抽出した
後における抽出液中のトロンビン活性阻害比率は、５％未満である、（１）～（３）のい
ずれか記載の人工血管。
（５）上記抗トロンビン剤は、グアニジノ基、グアニド基又はアミジノ基を有する、（１
）～（４）のいずれか記載の人工血管。
（６）上記高分子鎖は、ポリアルキレングリコール、ポリビニルアルコール又はポリビニ
ルピロリドンからなる高分子構造から選択される、（１）～（５）のいずれか記載の人工
血管。
（７）上記抗トロンビン剤は、下記の化学式（Ｉ）～（ＩＶ）から選択される、（１）～
（６）のいずれか記載の人工血管。（ｎは１～５００までの整数とする。）

【化１】

【化２】
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【化３】

【化４】

（８）上記繊維層は、上記極細繊維と、総繊度が１～６０デシテックスのマルチフィラメ
ントと、からなる、（１）～（７）のいずれか記載の人工血管。
（９）上記マルチフィラメントを構成する単糸の繊度は、０．５～１０．０デシテックス
である、（８）記載の人工血管。
（１０）血小板付着率が２０％未満である、（１）～（９）のいずれか記載の人工血管。
（１１）上記筒状織物は、ポリエステル繊維からなる、（１）～（１０）のいずれか記載
の人工血管。
（１２）上記筒状織物の内径は、１ｍｍ以上１０ｍｍ未満である、（１）～（１１）のい
ずれか記載の人工血管。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、留置後の内膜形成を促進し、内膜形成されるまでの間に抗血栓性を維
持できる、長期開存可能な人工血管を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の人工血管の繊維構造を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本発明でいう極細繊維とは、繊維径が１０ｎｍ以上、３μｍ以下の繊維を指す。極細繊
維を用いた人工血管は、繊維が極細であるが故に生体細胞が付着するに適した足場の数が
著しく増大し、細胞の浸潤にも優れ、内膜形成が極めて早期にかつ良好に行われるだけで
なく、血液の漏出も著しく低いという特徴がある。
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【００２０】
　極細繊維のみでは血圧や組織の動きに追従できる強度が発揮できないため、本発明の人
工血管の繊維構造は、図１に示すように、太い繊維で構成された粗い織目、編目等で形成
された基本組織の空隙に極細繊維１が散在する繊維層２と、繊維層２の内側に、極細繊維
１からなる極細繊維層３を備えた繊維構造となっている。本発明の人工血管は、この繊維
構造を筒状にすることで形成されている。
【００２１】
　粗い織目、編目等による基本組織の空隙に極細繊維が散在する繊維構造を形成する製法
として、一般的な極細繊維の製法を採用することができ、基本組織の強度に適したサイズ
の繊維と共に、海島構造等を有する多成分系繊維を用いて織り、編み、組紐や不織布等に
加工した後、アルカリなどを用いて多成分系繊維内の一部の繊維の海構造を溶解すること
で、極細化処理して基布中の極細繊維及び極細繊維層を作ることが好ましい。
【００２２】
　更に、極細化処理を行った後に、ウォータージェットやエアジェットなどで、基本組織
に極細繊維を交絡させることによってより細胞にとって好ましい間隙構造が達成される。
また、細胞親和性をより効果的に発揮する手段として、例えばヤスリ棒で血液接触面をこ
すって毛羽立たせる方法によって、血液接触面に極細繊維層をより形成させることができ
る。
【００２３】
　繊維素材としては、生体適合性を有するポリマーであれば特に限定されるものではない
。例えば、ポリエステル、ポリエチレン、ポリテトラフルオロエチレン、ポリウレタン、
ポリアミド、ナイロン等を用いることができる。これらの繊維素材の中でも、従来より人
工血管の素材として臨床使用され、強度に優れる点でポリエステル、特にポリエチレンテ
レフタレートが好ましい。
【００２４】
　繊維の形態としては、紡績糸、マルチフィラメント糸、モノフィラメント糸、フィルム
割繊糸といった如何なる形態でもよいが、強度や物性の均一性、及び柔軟性から、マルチ
フィラメント糸が優れている。また、無撚りであってもよいが、撚糸であっても問題は無
い。ある程度のケン縮加工が施されていてもよい。
【００２５】
　繊維の総繊度は１～６０デシテックス（Ｄｔｅｘ）であることが好ましく、１～４０デ
シテックスであることがより好ましい。総繊度の下限はより好ましくは５デシテックス以
上であり、最も好ましくは１０デシテックス以上である。総繊度の上限はより好ましくは
３５デシテックス以下であり、最も好ましくは２５デシテックス以下である。１デシテッ
クス以上であれば、基布に必要な強力を維持することができ、４０デシテックス以下であ
れば、基布の厚みを低減することができる。
【００２６】
　繊維の単糸繊度は０．５～１０デシテックス（Ｄｔｅｘ）であることが好ましく、０．
５～３．０デシテックスであることがより好ましい。単糸繊度の下限はより好ましくは１
デシテックス以上であり、単糸繊度の上限はより好ましくは２デシテックス以下である。
３デシテックス以上であると、柔軟性が損なわれ、０．５デシテックス以下であると、加
水分解速度が速く、強度劣化の問題が生じる。
【００２７】
　また、人工血管を形成する筒状織物において、布帛の形態は、寸法安定性と強度に優れ
る点で織物を用いる。
【００２８】
　また、繊維表面に固定化する抗トロンビン剤の量を拡大させるためには、上記布帛の一
部に極細単糸繊度マルチフィラメント糸を配することも効果的で、この極細単糸繊度マル
チフィラメント糸の単糸繊維直径は１０ｎｍ～２０μｍであることが好ましく、１０ｎｍ
～３μｍであることがより好ましく、０．８～１．２μｍであることが最も好ましい。
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【００２９】
　人工血管の繊維層及び極細繊維層における、繊維間隙のサイズと量は、１２０ｍｍＨｇ
の圧力下での透水性を指標として表すことができ、１００ｍＬ／ｃｍ２／ｍｉｎ以上４，
０００ｍＬ／ｃｍ２／ｍｉｎ以下であることが好ましい。人工血管の血液接触面に安定し
た血管内皮細胞層を含む内膜が形成されるためには、それを下支えするための血管平滑筋
や線維芽細胞を主体とする細胞層が重要であり、この細胞層中の細胞は、血管表面上を移
動する血管内皮細胞と共に、繊維間隙を通って吻合部から内部へと侵入する。また、血管
内皮細胞は吻合部から浸潤するだけでなく、人工血管外壁から繊維間隙を通して侵入して
きた毛細血管が人工血管内壁で開通した部位からも浸潤する。
【００３０】
　このことから、繊維間隙は、１００ｍＬ／ｃｍ２／ｍｉｎ以上であると、細胞や毛細血
管が繊維層の内部に浸潤することによる内膜形成が起きやすくなるため好ましい。また、
繊維間隙は、４，０００ｍＬ／ｃｍ２／ｍｉｎ以下であると、細胞の偽足が繊維層の内部
に届きやすくなり、間隙を塞いで漏血を防止するようになるため好ましい。
【００３１】
　本発明の人工血管のサイズは特に限定されるものではないが、内径が１ｍｍ以上、１０
ｍｍ未満の細径の人工血管において最も効果的である。
【００３２】
　本発明は、ヘパリン以外の、高分子鎖を有する抗トロンビン剤が、高分子鎖を介して基
本組織を構成する繊維及び極細繊維の表面に共有結合することによって、細胞親和性と抗
血栓性の両立を実現した。
【００３３】
　ヘパリン以外の、高分子鎖を有する抗トロンビン剤の中でも特に、低分子量の抗トロン
ビン剤を使用することが好ましい。具体的には、分子量が３０００以下の抗トロンビン剤
が好ましい。
【００３４】
　抗トロンビン剤として、一般的に知られているヘパリンは分子量が３０，０００～３５
，０００ダルトンと大きな分子であるため、表面に固定化できる量には限度がある。ヘパ
リンよりも分子量の小さい低分子量ヘパリンも臨床使用されているが、低分子ヘパリンで
さえも４，０００～６，０００の分子量であり、合成抗トロンビン物質の分子量の約１０
倍である。ヘパリンは、アンチトロンビンIIIおよびトロンビンと結合して初めてトロン
ビンの活性を阻害でき、アンチトロンビンIIIおよびトロンビンとの結合部位が分子内に
別々に存在するため、これらの結合サイトを最適な配置で表面に固定化するのは極めて制
御が難しく、表面固定化の反応効率が悪い原因にもなっている。また、ヘパリンの抗トロ
ンビン活性そのものは、合成抗トロンビン物質の１０分の１程度で、そもそもの活性が低
い。更に、ヘパリンに対して過剰なアレルギーを示す、ヘパリン起因性血小板減少症の患
者が世の中に少なからず存在することも知られており、社会的、倫理的な理由でヘパリン
が全く自由に使用できるわけではない。
【００３５】
　本発明に用いる高分子鎖を有する抗トロンビン活性物質としては、グアニジノ基、グア
ニド基又はアミジノ基を有する物質であることが好ましく、下記一般式の（Ｉ）～（ＩＶ
）から選ばれる物質がより好ましい。
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【化５】

【化６】

【化７】
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【化８】

【００３６】
　これらの高分子鎖を有する抗トロンビン剤は、高分子鎖末端の官能基を介して共有結合
で繊維表面に固定化されるため、溶出することが無く、表面で長期的な効果を持続するこ
とができる。抗トロンビン活性を維持しつつ、抗トロンビン剤を繊維表面に共有結合で固
定化する方法としては、抗トロンビン剤の活性部位と離れた、例えば高分子鎖を挟んだ箇
所に、固定化反応に用いる反応性官能基を導入して誘導体とし、縮合反応、付加反応やグ
ラフト重合反応などの化学反応で固定化するのが最も好ましい。抗トロンビン剤と繊維を
共存させた状態でγ線、電子線などの高エネルギー線を照射する方法や、繊維をプラズマ
処理した後に抗トロンビン剤と接触させる方法などは、反応性が高いラジカル種が活性部
位を失活させたり、抗トロンビン剤が最大活性を発揮できるように配向性を制御できない
ために使用できない。
【００３７】
　また、抗トロンビン剤を固定する際には、固定部位を活性部位とできるだけ離し、更に
固定化後の自由度を確保するために高分子鎖を介して反応性官能基を導入し固定化する方
法が好ましい。また、高分子鎖は、親水性を有していることが好ましい。親水性の高分子
鎖の構造は限定されるものではないが、親水性の血液中で特に効力を発揮するためには、
ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）、ポリプロピレングリコール（ＰＰＧ）、ポリエチレ
ングリコール／ポリプロピレングリコール共重合体（ＰＥＧ－ＰＰＧ）などのポリアルキ
レングリコール、ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）、ポリビニルピロリドン（ＰＶＰ）か
らなる高分子構造から選択されることが好ましい。親水性の高分子鎖の重合度ｎは特に限
定されるものではないが、高すぎると親水性が強くなり細胞接着性が低下することから、
１以上５００以下であることが好ましい。
【００３８】
　本発明の人工血管が有する抗血栓性及び細胞親和性について、透水性、抽出液中のトロ
ンビン活性阻害比率、繊維表面のトロンビン活性阻害比率、血小板付着率、細胞接着率及
び血栓付着の測定を用いて示す。それぞれの測定方法は以下に示す。
＜透水性＞
【００３９】
　人工血管から無作為に２箇所をサンプリングし、各サンプルに対し下記方法で２回測定
して、その相加平均を求める。人工血管を軸方向に沿って切り裂き、１ｃｍ角のサンプル
断片を作成した。直径０．５ｃｍの打ち抜きをした直径４ｃｍのドーナッツ状パッキン２
枚で、打ち抜き部分以外に通液のないよう、１ｃｍ角の織物試料を挟む。これを円形ろ過
フィルター用ハウジングに収納する。この円形ろ過フィルターに温度２５℃の逆浸透膜ろ
過水をサンプル断片が十分含水するまで２分以上通液する。温度２５℃、ろ過差圧１２０
ｍｍＨｇの条件下で、逆浸透膜ろ過水の外圧全ろ過を３０秒間行い、直径１ｃｍの部分を
透過する水の透過量（ｍＬ）を測定する。透過量は小数第１位を四捨五入して求める。そ
の透過量（ｍＬ）を単位時間（ｍｉｎ）及びサンプル断片の有効面積（ｃｍ２）あたりの
値に換算して、圧力１２０ｍｍＨｇにおける透水性能を測定する。
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【００４０】
　抗トロンビン剤固定化後の人工血管について、抗トロンビン剤の溶出がどれだけおきる
かを調べる方法としては、抽出液中のトロンビン活性阻害比率を以下の方法により測定す
ることができる。この抽出液中のトロンビン活性阻害比率について、抽出液の３７℃にお
けるトロンビン活性阻害比率は低い程よく、５％未満であることが好ましく、１％未満で
あることがより好ましい。
＜抽出液中のトロンビン活性阻害比率測定方法＞
【００４１】
　人工血管を横断面方向に輪切りにしたリング状サンプル１ｇを元の血管の長軸方向０．
１ｇずつ１０個の小片に分割し、サンプル１ｇ当たり１０ｍＬの生理食塩水で３７℃、２
４時間の条件で抽出する。サンプルを含まない生理食塩水とサンプル抽出液１０μＬに対
して、０．１Ｕ／ｍＬトロンビン（Ｈａｅｍａｔｏｌｏｇｉｃ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅ
ｓ社）水溶液０．５ｍＬ及び２００μＭのＳ２２３８（積水メディカル社）水溶液０．５
ｍＬを添加する。３７℃で４５分静置後、４０５ｎｍの吸光度をマイクロプレートリーダ
ー（コロナ電気株式会社、ＭＴＰ－３００）で測定し、パラニトロアニリンの波長３１６
ｎｍにおけるモル吸光係数（１．２７×１０４ｍｏｌ－１・Ｌ・ｃｍ－１）を用いて単位
時間あたりのＳ２２３８分解量、すなわち分解速度を算出した。以下の式１に示すように
、サンプルを含まない生理食塩水の分解速度を１００としたとき、抽出液の分解速度の割
合を求め、３７℃におけるトロンビン活性阻害比率を算出する。この式１を用いて抽出液
中のトロンビン活性阻害比率とする。
　トロンビン活性阻害比率（％）＝（１－抽出液の分解速度／生理食塩水の分解速度）×
１００・・・（式１）
【００４２】
　抗トロンビン剤固定化後の人工血管について、繊維表面の抗トロンビン能は、以下の繊
維表面のトロンビン活性阻害比率の測定方法により測定することができる。この繊維表面
の抗トロンビン活性阻害比率について、トロンビン活性阻害比率は高い程よく、６０％以
上であることが好ましく、８０％以上であることがより好ましい。
＜繊維表面のトロンビン活性阻害比率測定方法＞
【００４３】
　人工血管を横断面方向に輪切りにしたリング状サンプル１ｇを元の血管の長軸方向０．
１ｇずつ１０個の小片に分割し、サンプル１ｇ当たり０．１Ｕ／ｍＬトロンビン（Ｈａｅ
ｍａｔｏｌｏｇｉｃ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ社）水溶液５ｍＬ及び２００μＭのＳ２
２３８（積水メディカル社）水溶液０．５ｍＬを添加する。３７℃で４５分静置後、４０
５ｎｍの吸光度をマイクロプレートリーダー（コロナ電気株式会社、ＭＴＰ－３００）で
測定し、パラニトロアニリンの波長３１６ｎｍにおけるモル吸光係数（１．２７×１０４

ｍｏｌ－１・Ｌ・ｃｍ－１）を用いて単位時間あたりのＳ２２３８分解量、すなわち分解
速度を算出した。この分解速度から、以下の式２に示すように、サンプルを含まない生理
食塩水の分解速度を１００としたとき、繊維表面の分解速度の割合を求め、３７℃におけ
るトロンビン活性阻害比率を算出する。この式２を用いて繊維表面のトロンビン活性阻害
比率とする。
　トロンビン活性阻害比率（％）＝（１－繊維表面の分解速度／生理食塩水の分解速度）
×１００・・・（式２）
【００４４】
　抗トロンビン剤固定化後の人工血管について、繊維表面の血小板付着率は、下記の繊維
表面の血小板付着率測定方法により測定できる。この繊維表面の血小板付着率は低い程よ
く、２０％未満であることが好ましい。
＜繊維表面の血小板付着率測定方法＞
【００４５】
　人工血管を軸方向に沿って切り裂き、打抜ポンチで直径１２ｍｍの円板サンプルを打ち
抜く。細胞培養用の２４ウェル・マイクロプレート（住友ベークライト社）のウェルに血
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液接触面を上にして１枚入れ、上から肉厚３ｍｍの金属パイプ状錘を乗せる。別調整した
多血小板血漿を、血小板数が１ウェル当たり１０８個程度になるように添加する。３７℃
で２時間静置後、サンプルを取りだし、ＰＢＳ（－）（ニッスイ社）でリンスした後にＬ
ＤＨ Ｃｙｔｏｔｏｘｉｃｉｔｙ Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ ｋｉｔ（タカラバイオ社）に記載
のプロトコール通りに、血小板を破壊して生成したＬＤＨの活性を測定する。別に作成し
た検量線から付着した血小板数を求める。以下の式３に示すように、サンプル断片に接触
させる前の多血小板血漿の血小板数に対する、接触した血小板数の割合を求め、血小板付
着率とする。
　血小板付着率（％）＝（接触後の血小板付着数／多血小板血漿の血小板数）×１００・
・・（式３）
＜細胞接着性＞
【００４６】
　人工血管を軸方向に沿って切り裂き、打抜ポンチで直径１２ｍｍの円板サンプルを打ち
抜く。細胞培養用の２４ウェル・マイクロプレート（住友ベークライト社）のウェルに１
枚入れ、上から肉厚３ｍｍの金属パイプ状錘を乗せる。１０％ＦＣＳ含有ＤＭＥＭ培地に
懸濁した正常ヒト臍帯静脈内皮細胞（タカラバイオ社）を１ウェル当たり１０６個になる
ように添加する。３７℃で１２時間静置後、サンプルを取りだし、ＰＢＳ（－）（ニッス
イ社）でリンスした後に酵素処理で細胞を剥がした後、ＭＴＴアッセイキット（フナコシ
社）を用いて剥離した細胞数を測定する。以下の式４に示すように、サンプルに播種した
細胞数に対する、接着した細胞数の割合を求め、細胞接着率とする。
　細胞接着率（％）＝（接着した細胞数数／播種した細胞数）×１００・・・（式４）
＜血液循環における血栓付着＞
【００４７】
　人工血管を長さ４ｃｍに切り、人工血管と同じ内径のポリ塩化ビニル製チューブ３２ｃ
ｍと接続した。ヘパリンを終濃度０．５ＩＵ／ｍＬとなるよう添加したヒト新鮮血４．５
ｍＬをチューブ内に導入し、ただちに両端を閉じてループとした。これを予め３７℃に調
節した恒温恒湿乾燥機内で、回転速度１４ｒｐｍに調節したローテーターに貼り付けた枠
へ固定し、１２０分間回転させた。ループを取り出し、ポリ塩化ビニル製チューブを切断
して血液を除去しＰＢＳ（－）（ニッスイ社）でリンスした後、人工血管内の血栓形成の
有無を定量する。試験はＮ＝３で行う。陰性対照として、ヒト新鮮血の代わりにＰＢＳ（
－）を用いて同様の試験を行う。試験前と、血液を除去しリンス後の４ｃｍの人工血管の
乾燥重量をそれぞれ測定し、その差を血栓重量とし、平均値及び標準偏差を算出する。試
料の平均値が、陰性対照の（平均値＋３×標準偏差）以上であれば「＋」、未満であれば
「－」と判定する。循環中に人工血管を通して血液が漏れた場合には、量の如何を問わず
「漏出」として試験を止める。
【実施例】
【００４８】
　以下、本発明の人工血管の具体的な実施例について詳細に説明する。
（実施例）
【００４９】
　経糸５５Ｄｔｅｘ－４８ｆのポリエチレンテレフタレート、緯糸に２４５Ｄｔｅｘ－４
０ｆの高分子配列体繊維を用いて平織組織で筒状織物を作製した。この時用いた高分子配
列体繊維は海成分ポリスチレン２０部、島成分ポリエチレンテレフタレート８０部で島数
３６／ｆであった。この筒状織物を８０℃の水酸化ナトリウム水溶液で十分に処理した後
、トルエン中に浸漬し、次いで起毛機で起毛しさらにウォータージェットパンチを行った
。
【００５０】
　上記処理後の筒状織物を０．５％水酸化ナトリウム水溶液で処理した後、次いで５％過
マンガン酸カリウムで酸化処理した。続いて、一般式（Ｉ）～（ＩＶ）が有する親水性の
高分子鎖部分の末端にアミノ基を導入した一般式（Ｖ）～（ＶＩＩＩ）化合物をそれぞれ
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１～５０ｍｇ／ｍＬ溶液中に筒状織物を浸漬し、０．１％カルボジイミドの存在下で縮合
反応させ、生理食塩水により洗浄したものを人工血管として用いる抗血栓筒状織物とした
。
【化９】

【化１０】

【化１１】



(15) JP WO2014/168197 A1 2014.10.16

10

20

30

40

50

【化１２】

【００５１】
　それぞれの抗血栓筒状織物の、透水性、抽出液中のトロンビン活性阻害比率、繊維表面
のトロンビン活性阻害比率、血小板付着率、細胞接着率及び血栓付着の測定の性能評価結
果を表１に示す。
【００５２】
　ここで、一般式（Ｖ）の抗トロンビン剤１ｍｇ／ｍＬ中で処理した抗血栓筒状織物を実
施例１、一般式（Ｖ）の抗トロンビン剤２ｍｇ／ｍＬ中で処理した抗血栓筒状織物を実施
例２、一般式（Ｖ）の抗トロンビン剤５ｍｇ／ｍＬ中で処理した抗血栓筒状織物を実施例
３、一般式（Ｖ）の抗トロンビン剤１０ｍｇ／ｍＬ中で処理した抗血栓筒状織物を実施例
４、一般式（Ｖ）の抗トロンビン剤２０ｍｇ／ｍＬ中で処理した抗血栓筒状織物を実施例
５、一般式（Ｖ）の抗トロンビン剤５０ｍｇ／ｍＬ中で処理した抗血栓筒状織物を実施例
６、一般式（ＶＩ）の抗トロンビン剤５０ｍｇ／ｍＬ中で処理した抗血栓筒状織物を実施
例７、一般式（ＶＩＩ）の抗トロンビン剤５０ｍｇ／ｍＬ中で処理した抗血栓筒状織物を
実施例８、一般式（ＶＩＩＩ）の抗トロンビン剤５０ｍｇ／ｍＬ中で処理した抗血栓筒状
織物を実施例９とした。
（比較例）
【００５３】
　実施例１で得たものと同様の筒状織物を、それぞれ一般式（Ｉ）～（ＩＶ）の抗トロン
ビン剤５０ｍｇ／ｍＬ水溶液に浸漬し、その状態でコーガアイソトープにて５ｋＧｙγ線
照射を行った。Ｔｒｉｔｏｎ－Ｘ１００と水で洗浄して抗血栓筒状織物とした。
【００５４】
ここで、一般式（Ｉ）の抗トロンビン剤５０ｍｇ／ｍＬ中でγ線照射した抗血栓筒状織物
を比較例１、一般式（ＩＩ）の抗トロンビン剤５０ｍｇ／ｍＬ中でγ線照射した抗血栓筒
状織物を比較例２、一般式（ＩＩＩ）の抗トロンビン剤５０ｍｇ／ｍＬ中でγ線照射した
抗血栓筒状織物を比較例３、一般式（ＩＶ）の抗トロンビン剤５０ｍｇ／ｍＬ中でγ線照
射した抗血栓筒状織物を比較例４とした。それぞれの抗血栓筒状織物の、透水性、抽出液
中のトロンビン活性阻害比率、繊維表面のトロンビン活性阻害比率、血小板付着率、細胞
接着率及び血栓付着の測定の性能評価結果を表１に示す。
【００５５】
　経糸５５Ｄｔｅｘ－４８ｆのポリエチレンテレフタレート、緯糸に２４５Ｄｔｅｘ－４
０ｆの高分子配列体繊維を用いて高密度平織組織で筒状織物を作製した。この時用いた高
分子配列体繊維は海成分ポリスチレン２０部、島成分ポリエチレンテレフタレート８０部
で島数３６／ｆであった。この筒状織物を８０℃のＮａＯＨを添加した湯で十分に処理し
た後、トルエン中に浸漬し、次いで起毛機で起毛しさらにウォータージェットパンチを行
った。一般式（I）の抗トロンビン剤５０ｍｇ／ｍＬとなる水溶液に浸漬し、その状態で
コーガアイソトープにて５ｋＧｙγ線照射を行った。Ｔｒｉｔｏｎ－Ｘ１００と水で洗浄
して抗血栓筒状織物（比較例５）とした。抗血栓筒状織物の、透水性、抽出液中のトロン
ビン活性阻害比率、繊維表面のトロンビン活性阻害比率、血小板付着率、細胞接着率及び



(16) JP WO2014/168197 A1 2014.10.16

10

20

30

40

血栓付着の測定の性能評価結果を表１に示す。
【００５６】
　経糸５５Ｄｔｅｘ－４８ｆのポリエチレンテレフタレート、緯糸に２４５Ｄｔｅｘ－４
０ｆの高分子配列体繊維を用いて低密度平織組織で筒状織物を作製した。この時用いた高
分子配列体繊維は海成分ポリスチレン２０部、島成分ポリエチレンテレフタレート８０部
で島数３６／ｆであった。この筒状織物を８０℃のＮａＯＨを添加した湯で十分に処理し
た後、トルエン中に浸漬し、次いで起毛機で起毛しさらにウォータージェットパンチを行
った。一般式（I）の抗トロンビン剤５０ｍｇ／ｍＬとなる水溶液に浸漬し、その状態で
コーガアイソトープにて５ｋＧｙγ線照射を行った。Ｔｒｉｔｏｎ－Ｘ１００と水で洗浄
して抗血栓筒状織物（比較例６）とした。抗血栓筒状織物の、透水性、抽出液中のトロン
ビン活性阻害比率、繊維表面のトロンビン活性阻害比率、血小板付着率、細胞接着率及び
血栓付着の測定の性能評価結果を表１に示す。
【００５７】
　経糸、緯糸ともに５５Ｄｔｅｘ－４８ｆのポリエチレンテレフタレートを用いて平織組
織で筒状織物を作製した。一般式（I）の抗トロンビン剤５０ｍｇ／ｍＬとなる水溶液に
浸漬し、その状態でコーガアイソトープにて５ｋＧｙγ線照射を行った。Ｔｒｉｔｏｎ－
Ｘ１００と水で洗浄して抗血栓筒状織物（比較例７）とした。抗血栓筒状織物の、透水性
、抽出液中のトロンビン活性阻害比率、繊維表面のトロンビン活性阻害比率、血小板付着
率、細胞接着率及び血栓付着の測定の性能評価結果を表１に示す。
【００５８】
　一般式（ＩＸ）の化合物をジメチルホルムアミド溶液に、４Ｎ塩酸／１，４－ジオキサ
ン、（東洋化成社）を滴下し反応させ、一般式（ＩＸ）の塩酸塩を得た。該塩酸塩のジメ
チルホルムアミド溶液に、ジシクロヘキシルカルボジイミドおよび４－ヒドロキシベンゾ
トリアゾールをそれぞれ添加し、更にポリエーテル変性シリコーン（Ｘ－２２－３９３９
Ａ：信越シリコーン社）を添加して反応させた。反応液を透析チューブ（スペクトラポア
ＲＣ　ポア６　ＭＷＣＯ＝１０００）に入れ、反応液の１０倍体積の蒸留水中で透析した
。透析後の反応液を濾過し、濾液の溶媒を除去し、乾燥して親水性高分子化合物を得た。
得られた親水性高分子化合物５０ｍｇ／ｍＬとなる水溶液に浸漬し、その状態でコーガア
イソトープにて５ｋＧｙγ線照射を行った。Ｔｒｉｔｏｎ－Ｘ１００と水で洗浄して抗血
栓筒状織物（比較例８）とした。抗血栓筒状織物の、透水性、抽出液中のトロンビン活性
阻害比率、繊維表面のトロンビン活性阻害比率、血小板付着率、細胞接着率及び血栓付着
の測定の性能評価結果を表１に示す。
【化１３】

【００５９】
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【表１】

【００６０】
　表１に示すとおり、抗トロンビン剤を縮合反応で固定した場合には人工血管の繊維表面
の抗トロンビン活性が高く、循環しても血栓が形成されなかったのに対し、γ線照射によ
り固定した場合には表面抗トロンビン活性が低く、血栓が形成された。又、透水性が高す
ぎると循環において漏血した。更に、スペーサー無く固定化した場合にも血栓が形成され
た。抗トロンビン剤を縮合反応で固定した場合は抗トロンビン剤が繊維の微細構造の深く
まで表面処理され血栓形成抑制効果が高い。
【産業上の利用可能性】
【００６１】
　本発明は、抗血栓性と細胞親和性を両立し、留置後の内膜形成を促進し、内膜形成され
るまでの間に抗血栓性を維持し、長期開存可能な人工血管として用いることができる。
【符号の説明】
【００６２】
　１・・・極細繊維、２・・・繊維層、３・・・極細繊維層
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【国際調査報告】



(20) JP WO2014/168197 A1 2014.10.16

10

20

30

40



(21) JP WO2014/168197 A1 2014.10.16

10

20

30

40



(22) JP WO2014/168197 A1 2014.10.16

10

20

30

40



(23) JP WO2014/168197 A1 2014.10.16

10

20

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,TJ,T
M),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,R
S,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,
BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,H
R,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG
,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,
UA,UG,US

(72)発明者  門脇　功治
            滋賀県大津市園山１丁目１番１号　東レ株式会社　滋賀事業場内
(72)発明者  土倉　弘至
            滋賀県大津市大江１丁目１番１号　東レ株式会社　瀬田工場内
(72)発明者  山田　諭
            滋賀県大津市大江１丁目１番１号　東レ株式会社　瀬田工場内
Ｆターム(参考) 4C081 AB13  BA05  BA06  BA12  BA13  CA02  CA05  CA06  CA13  CA161
　　　　 　　        CA18  CA21  CA23  CE03  DA04  DB03 

（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法 
第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

