
JP 2014-176740 A 2014.9.25

10

(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】改良された分解性の移植可能な医療装置を提供
する。
【解決手段】臨床的に関連する期間にわたって分解性の
移植可能な医療装置のための装置および方法が提供され
る。前記医療装置は、インプラント、グラフトインプラ
ント、血管インプラント、非血管インプラント、創縫合
インプラント、縫合糸、薬物送達インプラント、生物学
的送達インプラント、尿道インプラント、子宮内インプ
ラント、臓器インプラント、骨プレートを含む骨インプ
ラント、骨ねじ、歯科インプラント、椎間板、または同
種のものの形態を取ってもよい。好適な実施態様では、
移植可能な医療装置１０は、血管ステント、非血管ステ
ント、およびステントグラフトなどの移植可能な管腔プ
ロテーゼを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
明細書に記載の発明。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　１．発明の分野
本発明は、医療装置および医療方法に関する。特に、本発明は、移植可能な管腔プロテー
ゼおよび生体内環境で分解するその他の医療装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　２．背景技術の説明
冠動脈疾患は、世界中の先進工業国において主要死亡原因となっている。当該疾患は、心
臓へ血液を供給する主要な動脈の壁におけるアテローム硬化性の堆積物の蓄積として始ま
る。堆積物が蓄積すると、心臓への正常な血流が制限される。心臓は、そのような減少し
た血流をある程度埋め合わせることができるいくつかの代償機構を有する。これらの代償
機構以外にも、定評ある多数の薬品治療が、軽度から中程度の冠動脈疾患を持つ患者にお
ける症状および死亡率の両方を改善することを示している。しかしながら、疾患が進行す
るにつれて、薬物治療にもかかわらず、その症状はより明白になる。特に運動時またはス
トレス時、心臓に十分な血液が得られない場合、進行性冠動脈疾患が消耗性胸痛または狭
心症として現れる。現時点では、心臓へ流れる血液の量を増加させるために、機械的イン
ターベンションが必要である。
【０００３】
　血管形成術は、進行性冠動脈疾患に対する最も一般的なインターベンション療法の１つ
である。経皮経管冠動脈形成術（Ｐｅｒｃｕｔａｎｅｏｕｓ　Ｔｒａｎｓｌｕｍｉｎａｌ
　Ｃｏｒｏｎａｒｙ　Ａｎｇｉｏｐｌａｓｔｙ；ＰＴＣＡ）処置を最初に行ったのは、Ａ
ｎｄｒｅａｓ　Ｇｒｕｎｔｚｉｇである。彼は、小型バルーンを持つカテーテルを、大動
脈を介して、部分閉塞のある冠動脈内へ進入させた。続いて、バルーンを膨張させ、血小
板を動脈壁に対して圧迫し、心臓への血流を回復させた。
【０００４】
　ＰＴＣＡは急速に成長し、血管形成カテーテルが小型化してより操作しやすくなったた
め、インターベンショナル心臓内科医が、より困難な冠閉塞にアクセスすることが可能に
なった。しかしながら、ＰＴＣＡは、再狭窄または治療病変の再閉塞に悩まされてきた。
一般に、全患者の３０～４０％がＰＴＣＡ後に再狭窄を起こしている。
【０００５】
　冠状動脈ステントは、再狭窄を防止するために、１９９０年代半ばに導入された。ステ
ントは、冠動脈に留置された、小型金属コイル、スロット付きチューブ、メッシュ、また
は、骨格構造である。ステントは、ＰＴＣＡ後に冠動脈内に残存する、永久インプラント
である。ステントは、動脈を広げ、血流を改善し、冠動脈疾患の症状を軽減する。冠状動
脈ステントは、再狭窄を低減し、再狭窄率を１５～２０％に低下させることが証明された
初めての装置である。以来、ステントはＰＴＣＡ処置の大部分において使用されている。
【０００６】
　従来のステントは、バルーン拡張型ステントおよび自己拡張型ステントという２つの形
態を取っていた。一般に、いずれも金属材料で作られており、生体適合被膜を含んでよい
。そのようなステントは、それらを展開することによって、または、カテーテルを通じて
、人体に永久に埋め込まれる。そのような永久移植は、内膜過形成の量、血栓症、または
その他の医療悪影響を増加させ得る。冠状動脈ステントは、処置後により高い早期内径獲
得を維持した結果、ＰＴＣＡ単独の場合と比較して、血管形成術後の１５～２０％の低再
狭窄率を達成するものである。
【０００７】
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　ラパマイシンおよびパクリタキセル等の薬物を溶出する薬剤溶出ステントは、ステント
による内膜過形成率をさらに低減するように設計されていた。そのような薬剤溶出ステン
トは、金属または金属合金を、薬物の放出を制御する分解性または非分解性のポリマーと
組み合わせたものである。そのような薬物を使用することにより、ステント単独の場合と
比較して、再狭窄率をさらに低減させた。
【０００８】
　従来のステントおよび薬剤溶出ステントの両方に使用される金属または金属合金は、生
物学的に安定しており、後で周囲組織とともに外科的に除去されない限り、患者の生涯に
わたって体内に残存するように意図されている。したがって、これらのステントは、患者
および執刀医にステントを除去するための第二の処置に取り掛かる準備ができていない限
り、体内への一時的留置は許可されておらず、ほとんどの場合、困難または不可能である
。
【０００９】
　ステント植込み術の主要な機能の一つは、血管壁に機械的支持を提供することおよび血
流のための内腔を保つことであるが、管壁が治癒すると、ステントは継続的な目的をほと
んど、または全く果たさなくなる。さらに、機械的に硬質のままであるステントの存在は
、場合によっては患者に合併症を引き起こしかねない。したがって、血管の治癒中もしく
は直後、またはその後で、溶解または分解するステントを提供することが望まれてきた。
【００１０】
　ポリ乳酸（Ｐｏｌｙ‐Ｌａｃｔｉｃ　Ａｃｉｄｓ；ＰＬＡ）等の生分解性のポリマー材
料からステントを作製するために、いくつかの試みが行われてきた。しかしながら、その
ようなポリマーステントは、管壁に提供する機械的支持が弱い傾向があるため、同程度の
金属ステントよりも実質的に厚くなくてはならない。その厚さによって、有効な血流腔を
低減し、望ましくない生物学的反応を引き起こす場合がある。
【００１１】
　例えば特許文献１および特許文献２に記載されているように、近年、体内で分解する金
属ステントを作製するための試みが行われている。ＵＳ２００４／００９８０８および特
許文献３も参照されたい。しかしながら、そのような分解性の金属ステントは、強度、プ
ロファイル、および、従来の金属ステントに見られるその他の望ましい性質を損なってい
る場合が多い。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】米国特許第６，２８７，３３２号明細書
【特許文献２】米国特許第６，８５４，１７２号明細書
【特許文献３】国際公開第０２／０５３２０２号パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　これらの理由により、物理的および機械的性質を改善した分解性の装置を提供すること
が望ましいであろう。特に、血管の治癒中および／もしくは治癒時、またはその後に分解
可能であり、且つ、血管への損傷または再狭窄のリスクを低減するための機構を有する、
ステントまたはその他の管腔プロテーゼを提供することが望ましいであろう。ステント、
または、ステントによって治療している場所にある、血管およびその他の身体構造を治療
するためのその他の装置から、薬理作用のある物質の局所的且つ制御された放出を提供す
ることも望ましいであろう。そのような薬理作用のある物質は、再狭窄、ならびに、ステ
ントまたはその他の装置に対するあらゆる炎症反応およびそれらの分解産物の両方を最小
限に抑え得る。これらの目的の少なくともいくつかが、本発明の側面によって満たされる
であろう。
【課題を解決するための手段】
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【００１４】
　（発明の要旨）
　医療装置および医療方法は、臨床的に関連する期間にわたって分解性の本体を備える移
植可能な構造体を利用する。本体は、様々な形態を取ってよく、様々な医学療法において
使用され得る。好適な実施態様では、本体は、ステント、特に、冠動脈疾患の治療におい
て使用される種類の血管ステントの形態を取る。本体は、装置に望ましい物理的および機
械的属性を提供する材料を含む、または、それらの材料から形成もしくは構成される。好
適な実施態様では、本体は、金属（純粋なもの、または不純物を持つもの）、金属合金、
またはその組み合わせを含む。以下で使用する場合、「金属」という用語は、金属ならび
に２つ以上の金属および金属合金の組み合わせに加えて、そのような純粋および不純な金
属を含むものとする。移植可能な本体は、生理環境において、少なくとも部分的に分解性
である。好ましくは、移植可能な構造体の材料は、以下で論じるように、臨床的に関連す
る期間の後に構造体が残存しないよう完全に分解可能であり、生理学的に良性の、好まし
くは、生体内環境において自然発生する種類である分解副産物を生み出す。より好ましく
は、移植可能な構造体の本体は、一般に生理環境内に存在するよりも少ない量の、分解副
産物を生み出す。移植可能な構造体の分解速度は、個別に様々な性状において、またはそ
の組み合わせにおいて、制御され得る。典型的な生理環境としては、血管腔ならびに尿管
および尿道を含むその他の体腔、固形組織、脳組織等が挙げられる。
【００１５】
　本発明の第一の側面において、移植可能な構造体の本体の分解速度は、インプラント材
料の組成の選択によって制御される。インプラント材料は、約１ヶ月から５年、通常は４
ヶ月から２年、また多くの場合、６ヶ月から１年の範囲の、臨床的に関連する期間中に分
解することができる、金属もしくは金属合金またはその組み合わせから選択される。した
がって、移植可能な構造体の重量または体積は、一般に、約０．０５％から３％、通常は
一日当たり約０．１％から０．７５％、より一般的には、一日当たり０．２５％から０．
５％の範囲のパーセンテージずつ、毎日減少することになる。
【００１６】
　移植可能な構造体の、金属、合金、または組み合わせ材料は、通常、０．０００１ａｍ
ｐｓ／ｃｍ２から０．１ａｍｐｓ／ｃｍ２、通常、一般に０．００１ａｍｐｓ／ｃｍ２か
ら０．０１ａｍｐｓ／ｃｍ２、および、通常０．００２５ａｍｐｓ／ｃｍ２から０．００
８ａｍｐｓ／ｃｍ２の範囲で、腐食電流（Ｉｃｏｒｒ）を有するであろう。腐食電流は腐
食速度に比例するため、より高いＩｃｏｒｒ値を持つ材料は、血管またはその他の生理環
境において、より迅速に腐食することになる。Ｉｃｏｒｒは、インプラントの材料特性、
形状、および表面性質によって、ならびに、その他の要因のうち、生理環境によっても可
変する。Ｉｃｏｒｒ値は、一般に、本体全体または本体の任意部分の平均値を表すものと
なる。
【００１７】
　第二の側面において、移植可能な構造体の分解速度は、その形状を変更することにより
、少なくとも一部分で制御される。そのような形状変更は、表面積対体積の比を含んでよ
い。例えば、構造体の分解速度を制御するために使用され得る体積を実質的に増加させず
に、表面積を増加させるために、孔、貯留槽、溝他等の属性を本体に組み込むことができ
る。支柱を有するステントを移植可能な本体が備える場合、変更される形状は、支柱の幅
と支柱の厚さの比を含み得る。
【００１８】
　本発明の第三の側面において、移植可能な構造体の分解速度は、腐食誘発機構の追加に
より、少なくとも一部分で制御される。例えば、いくつかの実施態様では、移植可能な構
造体は、少なくとも一つの面を有する移植可能な本体と、制御された分解速度で前記構造
体の少なくとも一部を分解させる、前記少なくとも一つの面における少なくとも一つの腐
食誘発機構と、を備える。好適な実施態様では、移植可能な本体は、金属、金属合金、ま
たはその組み合わせを含む。いくつかの実施態様では、腐食誘発機構は、くぼみ、細孔、
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部分孔、空隙、またはこれらの組み合わせを備える。その他の実施態様では、腐食誘発機
構は、表面の凹凸、擦り傷、筋、隆線、隆起、ざらつき、多孔性焼結金属もしくは合金、
粗面またはこれらの組み合わせを備える。さらに他の実施態様では、腐食誘発機構は、孔
、部分的もしくは完全な焼結細孔、またはこれらの組み合わせを備える。さらに、いくつ
かの実施態様では、移植可能な本体は、前記本体の第一の結合部分を伴う第一の面と、前
記本体の第二の結合部分を伴う第二の面と、を有し、前記第一の面は、前記第一の結合部
分を前記第二の結合部分とは異なる速度で分解させる密度および／または構成で存在する
腐食誘発機構を有する。
【００１９】
　典型的な金属は、鉄、コバルト、タングステン、モリブデン、銀等を含む。これらの金
属は、実質的に純粋であってよく、一般に、約９０重量％、多くの場合９５重量％超、お
よび、頻繁に９９．５重量％超の純度を有する。あるいは、これらの金属を、合金として
その他の金属または材料と組み合わせてよい。典型的な合金として、ＡＩＳＩ‐１０００
シリーズの炭素鋼、ＡＩＳＩ‐１３００シリーズのマンガン鋼、ＡＩＳＩ‐４０００シリ
ーズのモリブデン鋼、ＡＩＳＩ‐４１００シリーズのクロムモリブデン鋼、ＡＩＳＩ‐４
３００シリーズおよびＡＩＳＩ‐８６００シリーズのニッケルクロムモリブデン鋼、ＡＩ
ＳＩ‐４６００シリーズのニッケルモリブデン鋼、ＡＩＳＩ‐５１００シリーズのクロム
鋼、ＡＩＳＩ‐６１００シリーズのクロムバナジウム鋼、ＡＩＳＩ‐９２００シリーズの
ケイ素鋼等の鉄含有合金が挙げられる。その他の鉄含有合金は、少なくとも２５％の鉄、
好ましくは５０％の鉄、より好ましくは７５％の鉄、および多くの場合９０％の鉄、９５
％の鉄、もしくは９９％の鉄、またはそれ以上の重量を有するであろう。鉄合金は、０．
０５重量％から３重量％、好ましくは０．０５重量％から１．０重量％、より好ましくは
０．１重量％から０．６重量％の範囲で炭素を包含してよい。銀、スズ、コバルト、タン
グステン、モリブデン等の合金は、通常、少なくとも２５重量％、通常少なくとも５０重
量％、多くの場合少なくとも７５重量％、および時々９０重量％、９５重量％、もしくは
９８重量％、またはそれ以上の純金属を有するであろう。
【００２０】
　本発明の第四の側面において、移植可能な構造体の分解速度は、インプラント構造体内
における腐食強化元素および／または腐食抵抗元素の操作によって、少なくとも一部分で
制御される。したがって、腐食に対する金属または金属合金の抵抗を下げる原子または化
合物を、追加、または、すでにこれらの材料中に存在する場合には、増加してよい。さら
に、一つ以上の腐食抵抗元素が消耗され得る。そのような元素の操作は、金属または合金
の腐食を制御するために、インプラント構造体の表面上に、インプラント構造体の至ると
ころに、または、金属もしくは合金の粒界に隣接して、発生し得る。
【００２１】
　本発明の第五の側面において、移植可能な構造体の分解速度は、腐食制御剤の添加によ
って、少なくとも一部分で制御される。そのような剤は、酸性化合物、塩化ナトリウム、
塩化カルシウム、塩化マグネシウム、塩酸、クエン酸、アミノ酸、ヒドロキシアパタイト
、過酸化水素、水酸化カリウム等の塩基性化合物、酸性および塩基性医薬品、または、酸
性もしくは塩基性副産物を持つポリマー他等の、合成物質または生物製剤、またはその組
み合わせであってよい。
【００２２】
　本発明の第六の側面において、移植可能な構造体の分解速度は、ガルバニ電池の作成に
よって、少なくとも一部分で制御される。いくつかの実施態様では、金属または合金粒子
は、流体または組織中で、インプラント構造体に隣接して送達される。これらの粒子は、
インプラントに接触する流体中にあり、腐食誘発ガルバニ電池を作成する。ガルバニ電池
は、例えば、電解生理環境において合金を酸化させるために電流を生成することができる
ように、異なる電気化学ポテンシャルを有する金属を合金にすることによって作成され得
る。
【００２３】
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　本発明の第七の側面において、移植可能な構造体の分解速度は、材料の層化によって、
少なくとも一部分で制御される。いくつかの実施態様では、移植可能な構造体は、第一の
分解速度で分解する第一層と、第一の速度とは異なる第二の分解速度で分解する第二層と
を有する移植可能な本体を備える。第一層および第二層は、金属、金属合金、またはその
組み合わせを含み、それらの層は制御された分解速度で構造体の少なくとも一部を分解さ
せる。第一層および第二層は、異なる不動態を有してよい。第一層および第二層は、電気
化学系列が異なっていてよい。代替的に、または追加で、分解期間および／または分解速
度は、層の異なる厚さのために異なっていてよい。
【００２４】
　本発明の第八の側面において、移植可能な構造体の分解速度は、防護層を組み込むこと
、または操作することによって、少なくとも一部分で制御される。いくつかの実施態様で
は、移植可能な構造体は、分解速度を有する金属、金属合金、またはその組み合わせを含
む移植可能な本体と、前記移植可能な本体の少なくとも一部を覆う層とを備え、移植可能
な本体の分解速度を制御する層の性状が制御される。防護層は、不動態化層またはコーテ
ィングを備えてよい。そのようなコーティングは、ポリマー、金属、金属合金、治療剤、
腐食剤、放射線不透過性物質、またはこれらの組み合わせを含んでよい。防護層のそのよ
うな性状は、移植可能な構造体の厚さ、化学組成、化学浸透性、耐久性、被覆率の量、ま
たはその組み合わせを含んでよく、防護層のそのような性状は、耐食性酸化物の量を含ん
でよい。任意で、防護層は、移植可能な本体の基底部分を見せる開口部を有してよく、前
記開口部は前記移植可能な本体の前記分解速度を制御することを補助する。
【００２５】
　本発明のさらなる側面において、制御された速度で分解する少なくとも一部を有する金
属、金属合金、またはその組み合わせを含み、前記制御された分解速度は少なくとも二段
階の異なる分解速度を有する体内埋め込み本体を備える、移植可能な構造体が提供される
。いくつかの実施態様では、前記少なくとも二段階は、後の分解速度よりも遅い最初の分
解速度を備える。その他の実施態様では、前記少なくとも二段階は、後の分解速度よりも
速い最初の分解速度を備える。
【００２６】
　本発明の別の側面において、金属、金属合金、またはその組み合わせを含み、その構造
によって可変する制御された分解速度で分解する少なくとも一部を有する移植可能な本体
を備える、移植可能な構造体が提供される。好適な実施態様では、移植可能な本体はステ
ントを備える。
【００２７】
　本発明のさらに別の側面において、制御された分解速度を有する金属、金属合金、また
はその組み合わせを含む移植可能な本体と、移植可能な構造体から溶出する少なくとも一
つの治療剤と、を備える移植可能な構造体が提供される。いくつかの実施態様では、治療
剤は、抗癌剤、抗炎症薬、免疫抑制物質、抗増殖性物質、抗血小板物質、またはこれらの
組み合わせを含むがこれらに限定されない、薬理作用のある物質を含む。別の側面におい
て、移植可能な構造体は、移植可能な本体を少なくとも部分的に覆う、少なくとも一枚の
コーティングをさらに備える。治療剤は、コーティング内に包含されていてもよいし、コ
ーティングに隣接していてもよい。コーティングは、金属、ポリマー、セラミック；合成
もしくは天然；およびまたはその組み合わせであってよい。コーティングは、分解性、部
分的に分解性、非分解性、およびまたはその組み合わせであってよい。その他の実施態様
では、治療剤は、分解の一段階において溶出する一つの治療剤と、分解の別の段階におい
て溶出するもう一つの治療剤とを備える。さらに、その他の実施態様では、治療剤は、少
なくとも部分的に腐食誘発機構内に包含される。
【００２８】
　本発明のその他の目的および利点は、添付の図面とともに、以下の詳細な説明から明ら
かになるであろう。
　例えば、本願発明は以下を提供する。



(7) JP 2014-176740 A 2014.9.25

10

20

30

40

50

（項目１）
少なくとも一つの面を有する移植可能な本体と、上記少なくとも一つの面における少なく
とも一つの腐食誘発機構であって、生理環境において、上記機構がない場合の速度よりも
速い速度で、上記本体の少なくとも一部を分解させる腐食誘発機構と、
を備える、分解性の移植可能な構造体。
（項目２）
上記移植可能な本体は、金属、金属合金、またはその組み合わせを含む、項目１に記載の
構造体。
（項目３）
上記金属、金属合金、またはその組み合わせは、コバルト、タングステン、ビスマス、銀
、銅、鉄、亜鉛、マグネシウム、ジルコニウム、ニオブ、イリジウム、インジウム、ビス
マス、スズ、ニッケル、およびその合金のうち少なくとも一つを含む、項目２に記載の構
造体。
（項目４）
上記少なくとも一つの腐食誘発機構は、くぼみ、細孔、部分孔、空隙、またはこれらの組
み合わせを備える、項目１に記載の構造体。
（項目５）
上記少なくとも一つの腐食誘発機構は、表面の凹凸、切り込み線、擦り傷、筋、隆線、隆
起、ざらつき、多孔性焼結金属または合金、粗面、またはこれらの組み合わせを備える、
項目１に記載の構造体。
（項目６）
上記少なくとも一つの腐食誘発機構は、孔、貫通孔、貫通焼結細孔、またはこれらの組み
合わせを備える、項目１に記載の構造体。
（項目７）
上記移植可能な本体は、上記本体の第一の結合部分を伴う第一の面と、上記本体の第二の
結合部分を伴う第二の面と、を有し、上記第一の面は、上記第一の結合部分を上記第二の
結合部分とは異なる速度で分解させる密度で存在する腐食誘発機構を有する、項目１に記
載の構造体。
（項目８）
上記移植可能な本体は、ステントを備える、項目１に記載の構造体。
（項目９）
第一の分解速度で分解する第一層であって、金属、金属合金、またはその組み合わせを含
む第一層と、
上記第一の速度とは異なる第二の分解速度で分解する第二層であって、金属、金属合金、
またはその組み合わせを含む第二層と、
を有する移植可能な本体を備え、上記層は生理環境において少なくとも一部の上記構造体
を分解させる、分解性の移植可能な構造体。
（項目１０）
上記第一層および第二層は、異なる不動態を有する、項目９に記載の構造体。
（項目１１）
上記第一層および第二層は、電気化学的状態において異なっている、項目９に記載の構造
体。
（項目１２）
上記分解速度は、上記層の異なる厚さのために異なっている、項目９に記載の構造体。
（項目１３）
上記移植可能な本体はステントを備える、項目９に記載の構造体。
（項目１４）
分解速度を有する金属、金属合金、またはその組み合わせを含む移植可能な本体と、上記
移植可能な本体の少なくとも一部を覆う層と、
を備え、上記層は上記移植可能な本体の上記分解速度を制御する、分解性の移植可能な構
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造体。
（項目１５）
上記層は、不動態化層を備える、項目１４に記載の構造体。
（項目１６）
上記分解速度を制御するために、上記不動態化層の移植可能な構造体の厚さ、化学組成、
耐久性、被覆率の量のうち少なくとも一つが選択される、項目１５に記載の構造体。
（項目１７）
上記分解速度を制御するために、上記不動態化層内に存在する耐食性酸化物の量が選択さ
れる、項目１６に記載の構造体。
（項目１８）
上記層は、セラミック、ポリマー、金属、金属合金、治療剤、腐食剤、放射線不透過性物
質、またはこれらの組み合わせを含む、項目１４に記載の構造体。
（項目１９）
上記層は、上記移植可能な本体の基底部分を見せる開口部を有し、上記開口部は上記移植
可能な本体の上記分解速度を制御することを補助する、項目１８に記載の構造体。
（項目２０）
上記移植可能な本体はステントを備える、項目１４に記載の構造体。
（項目２１）
ある分解速度で分解する部分を少なくとも有する金属、金属合金、またはその組み合わせ
を含み、上記分解速度は少なくとも二相の異なる分解速度を有する移植可能な本体を備え
る、分解性の移植可能な構造体。
（項目２２）
上記少なくとも二相は、後の分解速度よりも遅い最初の分解速度を備える、項目２１に記
載の構造体。
（項目２３）
上記少なくとも二相は、後の分解速度よりも速い最初の分解速度を備える、項目２１に記
載の構造体。
（項目２４）
上記移植可能な本体はステントを備える、項目２１に記載の構造体。
（項目２５）
金属、金属合金、またはその組み合わせを含み、長さによって可変する分解速度で分解す
る部分を少なくとも有する移植可能な本体を備える、分解性の構造体。
（項目２６）
上記移植可能な本体はステントを備える、項目２５に記載の構造体。
（項目２７）
金属、金属合金、またはその組み合わせを含み、その形状が分解速度に影響を及ぼす移植
可能な本体を備える、分解性の構造体。
（項目２８）
上記形状は、表面積対体積の比を備える、項目２７に記載の構造体。
（項目２９）
上記移植可能な本体はステントを備える、項目２７に記載の構造体。
（項目３０）
上記ステントは支柱の幅および支柱の厚さを有する支柱を含み、上記形状は、１．４対１
を超える、支柱の幅対支柱の厚さ、または支柱の厚さ対支柱の幅の比を備える、項目２９
に記載の構造体。
（項目３１）
分解速度を有する金属、金属合金、またはその組み合わせを含む移植可能な本体と、
移植可能な構造体から溶出する少なくとも一つの治療剤と、を備える分解性の構造体。
（項目３２）
上記少なくとも一つの治療剤は、抗血小板剤、抗増殖剤、免疫抑制剤、薬理学的な因子、
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抗癌剤、抗炎症剤、医薬品、またはこれらの組み合わせを含む、項目３１に記載の構造体
。
（項目３３）
上記移植可能な本体を少なくとも部分的に覆うコーティングをさらに備える、項目３１に
記載の構造体。
（項目３４）
上記少なくとも一つの治療剤は、上記コーティングから溶出する、項目３３に記載の構造
体。
（項目３５）
上記少なくとも一つの治療剤は、一相の分解において溶出する一つの治療剤と、もう一方
の相の分解において溶出するもう一方の治療剤と、を含む、項目３１に記載の構造体。
（項目３６）
上記少なくとも一つの治療剤は、少なくとも部分的に腐食誘発機構内に含まれる、項目３
１に記載の構造体。
（項目３７）
生理環境において、１ヶ月から５年の間の期間で溶解する速度に近い速度で分解する部分
を少なくとも有する、金属、金属合金、またはその組み合わせを含む移植可能な本体
を備える、分解性の構造体。
（項目３８）
金属から構成され、構造体を有する本体を備え、上記金属および構造体は、上記本体が生
理環境において１ヶ月から５年までの期間で分解されることを可能にするために選択され
る、分解性のインプラント。
（項目３９）
上記金属および構造体は、上記本体が４ヶ月から２年までの期間で分解されることを可能
にするために選択される、項目３８に記載のインプラント。
（項目４０）
上記金属および構造体は、上記構造体が６ヶ月から１２ヶ月までの期間で分解されること
を可能にするために選択される、項目３８に記載のインプラント。
（項目４１）
上記金属および構造体は、上記本体が一日あたり平均で０．０５％から３％まで質量を損
失しながら分解されることを可能にするために選択される、項目３８に記載のインプラン
ト。
（項目４２）
上記金属および構造体は、上記本体が一日あたり平均で０．１％から０．７５％まで質量
を損失しながら分解されることを可能にするために選択される、項目３８に記載のインプ
ラント。
（項目４３）
上記金属および構造体は、上記本体が一日あたり平均で０．２５％から０．５％まで質量
を損失しながら分解されることを可能にするために選択される、項目３８に記載のインプ
ラント。
（項目４４）
上記金属および構造体は、上記本体が一日あたり平均で０．０５％から３％まで体積を損
失しながら分解されることを可能にするために選択される、項目３８に記載のインプラン
ト。
（項目４５）
上記金属および構造体は、上記本体が一日あたり平均で０．１％から０．７５％まで体積
を損失しながら分解されることを可能にするために選択される、項目３８に記載のインプ
ラント。
（項目４６）
上記金属および構造体は、上記本体が一日あたり平均で０．２５％から０．５％まで体積
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を損失しながら分解されることを可能にするために選択される、項目３８に記載のインプ
ラント。
（項目４７）
上記金属は、鉄、コバルト、タングステン、モリブデン、銀、銅、およびジルコニウム、
インジウム、ビスマス、スズ、ニッケルより成る群から選択される、項目３８に記載のイ
ンプラント。
（項目４８）
上記金属は、少なくとも９０％の純度を有する、項目４７に記載のインプラント。
（項目４９）
上記純度は、少なくとも９５％である、項目４７に記載のインプラント。
（項目５０）
上記純度は、少なくとも９９．５％である、項目４７に記載のインプラント。
（項目５１）
上記金属は、鉄合金である、項目３８に記載のインプラント。
（項目５２）
上記鉄合金は、少なくとも２５％の鉄を含む、項目５１に記載のインプラント。
（項目５３）
上記鉄合金は、少なくとも５０％の鉄を含む、項目５１に記載のインプラント。
（項目５４）
上記鉄合金は、少なくとも７５％の鉄を含む、項目５１に記載のインプラント。
（項目５５）
上記鉄合金は、少なくとも９０％の鉄を含む、項目５１に記載のインプラント。
（項目５６）
上記鉄合金は、少なくとも９９％の鉄を含む、項目５１に記載のインプラント。
（項目５７）
上記鉄合金は、炭素鋼である、項目５１に記載のインプラント。
（項目５８）
上記炭素鋼は、少なくとも０．０５％から３％の炭素を含む、項目５７に記載のインプラ
ント。
（項目５９）
上記炭素鋼は、少なくとも０．０５％から１％の炭素を含む、項目５７に記載のインプラ
ント。
（項目６０）
上記炭素鋼は、少なくとも０．１％から０．６％の炭素を含む、項目５７に記載のインプ
ラント。
（項目６１）
上記炭素鋼は、１０００シリーズの炭素鋼である、項目５７に記載のインプラント。
（項目６２）
上記鉄合金は、１３００シリーズのマンガン鋼である、項目５１に記載のインプラント。
（項目６３）
上記鉄合金は、４０００シリーズのモリブデン鋼である、項目５１に記載のインプラント
。
（項目６４）
上記鉄合金は、４１００シリーズのクロムモリブデン鋼である、項目５１に記載のインプ
ラント。
（項目６５）
上記鉄合金は、４３００シリーズのクロムモリブデン鋼である、項目５１に記載のインプ
ラント。
（項目６６）
上記鉄合金は、８６００シリーズのクロムモリブデン鋼である、項目５１に記載のインプ
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ラント。
（項目６７）
上記鉄合金は、４６００シリーズのニッケル・クロムモリブデン鋼である、項目５１に記
載のインプラント。
（項目６８）
上記鉄合金は、５１００シリーズのクロム鋼である、項目５１に記載のインプラント。
（項目６９）
上記鉄合金は、６１００シリーズのクロムバナジウム鋼である、項目５１に記載のインプ
ラント。
（項目７０）
上記鉄合金は、９２００シリーズのケイ素鋼である、項目５１に記載のインプラント。
（項目７１）
上記鉄合金は、少なくとも８０％の鉄を包含する鋳鉄である、項目５１に記載のインプラ
ント。
（項目７２）
上記金属合金は、銀を含む、項目５１に記載のインプラント。
（項目７３）
上記銀は、少なくとも２５重量％存在する、項目７２に記載のインプラント。
（項目７４）
上記銀は、少なくとも５０重量％存在する、項目７２に記載のインプラント。
（項目７５）
上記銀は、少なくとも７５重量％存在する、項目７２に記載のインプラント。
（項目７６）
上記銀は、少なくとも９０重量％存在する、項目７２に記載のインプラント。
（項目７７）
上記銀は、少なくとも９５重量％存在する、項目７２に記載のインプラント。
（項目７８）
上記銀は、少なくとも９８重量％存在する、項目７２に記載のインプラント。
（項目７９）
上記金属は、スズを含む、項目３８に記載のインプラント。
（項目８０）
上記スズは、少なくとも２５重量％存在する、項目７９に記載のインプラント。
（項目８１）
上記スズは、少なくとも５０重量％存在する、項目７９に記載のインプラント。
（項目８２）
上記スズは、少なくとも７５重量％存在する、項目７９に記載のインプラント。
（項目８３）
上記スズは、少なくとも９０重量％存在する、項目７９に記載のインプラント。
（項目８４）
上記スズは、少なくとも９５重量％存在する、項目７９に記載のインプラント。
（項目８５）
上記スズは、少なくとも９８重量％存在する、項目７９に記載のインプラント。
（項目８６）
上記金属は、コバルトを含む、項目３８に記載のインプラント。
（項目８７）
上記コバルトは、少なくとも２５重量％存在する、項目８６に記載のインプラント。（項
目８８）
上記コバルトは、少なくとも５０重量％存在する、項目８６に記載のインプラント。
（項目８９）
上記コバルトは、少なくとも７５重量％存在する、項目８６に記載のインプラント。
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（項目９０）
上記コバルトは、少なくとも９０重量％存在する、項目８６に記載のインプラント。
（項目９１）
上記コバルトは、少なくとも９５重量％存在する、項目８６に記載のインプラント。
（項目９２）
上記コバルトは、少なくとも９８重量％存在する、項目８６に記載のインプラント。
（項目９３）
上記金属は、タングステンを含む、項目３８に記載のインプラント。
（項目９４）
上記タングステンは、少なくとも２５重量％存在する、項目９３に記載のインプラント。
（項目９５）
上記タングステンは、少なくとも５０重量％存在する、項目９３に記載のインプラント。
（項目９６）
上記タングステンは、少なくとも７５重量％存在する、項目９３に記載のインプラント。
（項目９７）
上記タングステンは、少なくとも９０重量％存在する、項目９３に記載のインプラント。
（項目９８）
上記タングステンは、少なくとも９５重量％存在する、項目９３に記載のインプラント。
（項目９９）
上記タングステンは、少なくとも９８重量％存在する、項目９３に記載のインプラント。
（項目１００）
上記金属は、モリブデンを含む、項目３８に記載のインプラント。
（項目１０１）
上記モリブデンは、少なくとも２５重量％存在する、項目１００に記載のインプラント。
（項目１０２）
上記モリブデンは、少なくとも５０重量％存在する、項目１００に記載のインプラント。
（項目１０３）
上記モリブデンは、少なくとも７５重量％存在する、項目１００に記載のインプラント。
（項目１０４）
上記モリブデンは、少なくとも９０重量％存在する、項目１００に記載のインプラント。
（項目１０５）
上記モリブデンは、少なくとも９５重量％存在する、項目１００に記載のインプラント。
（項目１０６）
上記モリブデンは、少なくとも９８重量％存在する、項目１００に記載のインプラント。
（項目１０７）
上記金属は、０．０００１ａｍｐｓ／ｃｍ２から０．１ａｍｐｓ／ｃｍ２までの範囲の腐
食電流（Ｉｃｏｒｒ）値を有する、項目３８に記載のインプラント。
（項目１０８）
上記Ｉｃｏｒｒ値は、０．００１ａｍｐｓ／ｃｍ２から０．０１ａｍｐｓ／ｃｍ２までの
範囲である、項目１０７に記載のインプラント。
（項目１０９）
上記Ｉｃｏｒｒ値は、０．００２５ａｍｐｓ／ｃｍ２から０．００８ａｍｐｓ／ｃｍ２ま
での範囲である、項目１０７に記載のインプラント。
（項目１１０）
上記金属は、生物学的に適合した分解産物に分解する、項目３８に記載のインプラント。
（項目１１１）
上記分解産物は、自然の状態で人体中に存在する物質と化学的に同じものである、項目１
１０に記載のインプラント。
（項目１１２）
上記金属は、延性である、項目３８に記載のインプラント。
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（項目１１３）
上記金属は、破壊前、少なくとも１．２倍に引き伸ばされることができる、項目１１２に
記載のインプラント。
（項目１１４）
上記金属は、破壊前、少なくとも１．３倍に引き伸ばされることができる、項目１１２に
記載のインプラント。
（項目１１５）
上記金属は、破壊前、少なくとも１．４倍に引き伸ばされることができる、項目１１２に
記載のインプラント。
（項目１１６）
上記金属は、破壊前、少なくとも１．６倍に引き伸ばされることができる、項目１１２に
記載のインプラント。
（項目１１７）
送達のための縮小幅および移植のための拡張幅を有する、引き伸ばし可能なプロテーゼを
備える、項目３８に記載のインプラント。
（項目１１８）
上記プロテーゼは、複数の支柱を備える、項目１１７に記載のインプラント。
（項目１１９）
上記支柱は、０．００４インチ以下の厚さを有する、項目１１８に記載のインプラント。
（項目１２０）
上記支柱は、０．００３インチ以下の厚さを有する、項目１１８に記載のインプラント。
（項目１２１）
上記支柱は、０．００２インチ以下の厚さを有する、項目１１８に記載のインプラント。
（項目１２２）
上記支柱は、０．００１５インチ以下の厚さを有する、項目１１８に記載のインプラント
。
（項目１２３）
上記支柱は、０．００１インチ以下の厚さを有する、項目１１８に記載のインプラント。
（項目１２４）
上記支柱は、幅対厚さの比が少なくとも１．４対１である、項目１１８に記載のインプラ
ント。
（項目１２５）
上記支柱は、幅対厚さの比が少なくとも２対１である、項目１１８に記載のインプラント
。
（項目１２６）
上記支柱は、幅対厚さの比が少なくとも３対１である、項目１１８に記載のインプラント
。
（項目１２７）
上記支柱は、幅対厚さの比が少なくとも４対１である、項目１１８に記載のインプラント
。
（項目１２８）
上記支柱は、厚さ対幅が少なくとも１．４対１である、項目１１８に記載のインプラント
。
（項目１２９）
上記支柱は、厚さ対幅が少なくとも２対１である、項目１１８に記載のインプラント。
（項目１３０）
上記支柱は、厚さ対幅が少なくとも３対１である、項目１１８に記載のインプラント。
（項目１３１）
上記支柱は、厚さ対幅が少なくとも４対１である、項目１１８に記載のインプラント。
（項目１３２）
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生理環境において１ヶ月間分解した後の上記支柱は、その初期の強度の少なくとも２５％
を依然として維持している、項目１１８に記載のインプラント。
（項目１３３）
生理環境において１ヶ月間分解した後の上記支柱は、その初期の強度の少なくとも５０％
を依然として維持している、項目１１８に記載のインプラント。
（項目１３４）
生理環境において１ヶ月間分解した後の上記支柱は、その初期の強度の少なくとも６０％
を依然として維持している、項目１１８に記載のインプラント。
（項目１３５）
上記金属および構造体は、その暴露された表面にわたって実質的に均一に分解するために
選択される、項目３８に記載のインプラント。
（項目１３６）
上記金属および構造体は、その暴露された表面にわたって非均一に分解するために選択さ
れる、項目３８に記載のインプラント。
（項目１３７）
上記インプラント構造体は、腐食を促進する上記インプラントの暴露された表面において
少なくとも一つの機構を備える、項目３８に記載のインプラント。
（項目１３８）
上記機構は、くぼみ、細孔、空隙、焼結、隆起、隆線、および切り込み線のうちの一つ以
上を含む、項目１３７に記載のインプラント。
（項目１３９）
上記機構は、上記機構のないインプラントと比較して少なくとも１０％、生理環境におい
て重量での分解速度を増加させる、項目１３７に記載のインプラント。
（項目１４０）
上記機構は、上記機構のないインプラントと比較して少なくとも２０％、生理環境におい
て重量での分解速度を増加させる、項目１３７に記載のインプラント。
（項目１４１）
上記機構は、上記機構のないインプラントと比較して少なくとも４０％、生理環境におい
て重量での分解速度を増加させる、項目１３７に記載のインプラント。
（項目１４２）
上記機構は、少なくとも１００ｎｍの平均表面粗度を提供する、項目１３７に記載のイン
プラント。
（項目１４３）
上記機構は、少なくとも４００ｎｍの平均表面粗度を提供する、項目１３７に記載のイン
プラント。
（項目１４４）
上記機構は、少なくとも１０００ｎｍの平均表面粗度を提供する、項目１３７に記載のイ
ンプラント。
（項目１４５）
上記インプラントの暴露された表面の少なくとも一部は、材料でコーティングされている
、項目３８に記載のインプラント。
（項目１４６）
上記コーティング材料は、生理環境において分解性である、項目１４５に記載のインプラ
ント。
（項目１４７）
上記材料は、上記本体のものより速い分解速度を有する、項目１４６に記載のインプラン
ト。
（項目１４８）
上記材料は、上記本体のものより遅い分解速度を有する、項目１４６に記載のインプラン
ト。
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（項目１４９）
上記コーティング材料は、生理環境において非分解性である、項目１４５に記載のインプ
ラント。
（項目１５０）
上記コーティングは、上記本体の生理環境への暴露を制御するためにパターン化される、
項目１４５に記載のインプラント。
（項目１５１）
上記コーティングは、多孔性である、項目１４５に記載のインプラント。
（項目１５２）
上記コーティングは、非多孔性である、項目１４５に記載のインプラント。
（項目１５３）
上記コーティングは、金属性である、項目１４５に記載のインプラント。
（項目１５４）
上記コーティングは、非金属性である、項目１４５に記載のインプラント。
（項目１５５）
上記コーティングは、セラミックである、項目１４５に記載のインプラント。
（項目１５６）
上記コーティングは、ポリマーを含む、項目１４５に記載のインプラント。
（項目１５７）
上記コーティングは、治療剤を含む、項目１４５に記載のインプラント。
（項目１５８）
上記ポリマーは、多孔率制御剤を含む、項目１５７に記載のインプラント。
（項目１５９）
上記多孔率制御剤は、塩および発泡剤より成る群から選択され、上記剤は、移植後少なく
とも部分的に浸出する、項目１５８に記載のインプラント。
（項目１６０）
２つ以上のコーティング材料を含む、項目１４５に記載のインプラント。
（項目１６１）
上記２つ以上のコーティング材料は、異なる分解速度を有する、項目１６０に記載のイン
プラント。
（項目１６２）
上記２つ以上のコーティング材料は、重ねられる、項目１６０に記載のインプラント。
（項目１６３）
上記２つ以上のコーティング材料は、上記暴露された表面の異なる領域にわたってコーテ
ィングされる、項目１６０に記載のインプラント。
（項目１６４）
上記ポリマーコーティング材料は、０．１μｍから１００μｍまでの範囲で上記本体にわ
たって厚さを有する、項目１５６に記載のインプラント。
（項目１６５）
上記ポリマーコーティング材料は、１μｍから５０μｍまでの範囲で上記本体にわたって
厚さを有する、項目１５６に記載のインプラント。
（項目１６６）
上記ポリマーのコーティング材料は、５μｍから２５μｍまでの範囲で上記本体にわたっ
て厚さを有する、項目１５６に記載のインプラント。
（項目１６７）
上記金属製コーティング材料は、０．１ｎｍから１００μｍまでの範囲で上記本体にわた
って厚さを有する、項目１５３に記載のインプラント。
（項目１６８）
上記コーティング材料は、１ｎｍから５０μｍまでの範囲で上記本体にわたって厚さを有
する、項目１５４に記載のインプラント。
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（項目１６９）
上記コーティング材料は、５ｎｍから２５μｍまでの範囲で上記本体にわたって厚さを有
する、項目１５４に記載のインプラント。
（項目１７０）
上記コーティングは、治療剤を含む、項目１４５に記載のインプラント。
（項目１７１）
上記剤は、１ｎｇ／ｃｍ２から１０００μｇ／ｃｍ２までの量で上記本体上に存在する、
項目１７０に記載のインプラント。
（項目１７２）
上記剤は、１ｎｇ／ｃｍ２から５００μｇ／ｃｍ２までの量で上記本体上に存在する、項
目１７０に記載のインプラント。
（項目１７３）
上記剤は、１０ｎｇ／ｃｍ２から４００μｇ／ｃｍ２までの量で上記本体上に存在する、
項目１７０に記載のインプラント。
（項目１７４）
上記治療剤は、生理環境において一日あたり１ｎｇ／ｃｍ２から１０００μｇ／ｃｍ２ま
での速度で放出される、項目１７０に記載のインプラント。
（項目１７５）
上記治療剤は、生理環境において一日あたり１μｇ／ｃｍ２から２００μｇ／ｃｍ２まで
の速度で放出される、項目１７０に記載のインプラント。
（項目１７６）
上記治療剤は、生理環境において一日あたり５ｍｃｇ／ｃｍ２から１００ｍｃｇ／ｃｍ２

までの速度で放出される、項目１７０に記載のインプラント。
（項目１７７）
上記治療剤は、生理環境において１日から３年までの範囲の期間にわたって上記本体から
放出される、項目１７０に記載のインプラント。
（項目１７８）
上記治療剤は、生理環境において２週間から１年までの範囲の期間にわたって上記本体か
ら放出される、項目１７０に記載のインプラント。
（項目１７９）
上記治療剤は、生理環境において１ヶ月から６ヶ月までの範囲の期間にわたって上記本体
から放出される、項目１７０に記載のインプラント。
（項目１８０）
上記治療剤は、抗増殖剤を含む、項目１７０に記載のインプラント。
（項目１８１）
上記治療剤は、免疫抑制剤を含む、項目１７０に記載のインプラント。
（項目１８２）
上記治療剤は、抗新生物薬を含む、項目１７０に記載のインプラント。
（項目１８３）
上記治療剤は、抗炎症剤を含む、項目１７０に記載のインプラント。
（項目１８４）
上記治療剤は、抗血小板剤を含む、項目１７０に記載のインプラント。
（項目１８５）
上記治療剤は、シロリムスおよびそのアナログを含む、項目１７０に記載のインプラント
。
（項目１８６）
上記治療剤は、パクリタキセルおよびそのアナログを含む、項目１７０に記載のインプラ
ント。
（項目１８７）
上記金属は鉄を含み、上記化合物は鉄種である、項目１１１に記載のインプラント。
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（項目１８８）
上記金属は、原則的に、鉄または鉄合金から成る、項目１８７に記載のインプラント。
（項目１８９）
上記化合物は、自然の状態で人体中に存在する量の１０倍未満の量で生成される、項目１
８８に記載のインプラント。
（項目１９０）
上記化合物は、自然の状態で人体中に存在する量の５倍未満の量で生成される、項目１８
８に記載のインプラント。
（項目１９１）
上記化合物は、自然の状態で人体中に存在する量の２倍未満の量で生成される、項目１８
８に記載のインプラント。
（項目１９２）
上記化合物は、自然の状態で人体中に存在する量以下の量で生成される、項目１８８に記
載のインプラント。
（項目１９３）
上記機構は、上記暴露された表面にわたって均一に分布する、項目１３７に記載のインプ
ラント。
（項目１９４）
上記機構は、上記暴露された表面にわたって非均一に暴露される、項目１３７に記載のイ
ンプラント。
（項目１９５）
上記機構は、１ｎｍから１ｍｍの範囲で、直径、奥行き、幅、および長さから選択される
寸法を有する、項目１３７に記載のインプラント。
（項目１９６）
上記機構は、１０ｎｍから１００マイクロメートルの範囲で、直径、奥行き、幅、および
長さから選択される寸法を有する、項目１３７に記載のインプラント。
（項目１９７）
上記機構は、１００ｎｍから１マイクロメートルの範囲で、直径、奥行き、幅、および長
さから選択される寸法を有する、項目１３７に記載のインプラント。
（項目１９８）
上記機構は、１／ｃｍ２から１０１４／ｃｍ２までの範囲の表面密度を有する、項目１３
７に記載のインプラント。
（項目１９９）
上記機構は、１００／ｃｍ２から１０８／ｃｍ２までの範囲の表面密度を有する、項目１
３７に記載のインプラント。
（項目２００）
上記機構は、１０００／ｃｍ２から１０６／ｃｍ２までの範囲の表面密度を有する、項目
１３７に記載のインプラント。
（項目２０１）
機構でコーティングされた表面積のパーセンテージは、０．１％から９９．９％までの範
囲である、項目１３７に記載のインプラント。
（項目２０２）
機構でコーティングされた表面積のパーセンテージは、５％から７５％までの範囲である
、項目１３７に記載のインプラント。
（項目２０３）
機構でコーティングされた表面積のパーセンテージは、１０％から５０％までの範囲であ
る、項目１３７に記載のインプラント。
（項目２０４）
上記コーティングは、治療剤を含むか、それに隣接する、項目１４５に記載のインプラン
ト。
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（項目２０５）
上記コーティングは、上記分解するインプラントから周囲組織を保護する、項目１４５に
記載のインプラント。
（項目２０６）
上記コーティングは、分解産物を周囲組織または血液から選択的に離れた方向へ導く、項
目１４５に記載のインプラント。
（項目２０７）
上記コーティングは、分解産物を周囲組織または血液の方へ選択的に近づける方向へ導く
、項目１４５に記載のインプラント。
（項目２０８）
上記コーティングは、分解産物を中和する、項目１４５に記載のインプラント。
（項目２０９）
上記コーティングの厚さ、化学組成、耐久性、および／または移植可能な構造体の被覆率
のうちの少なくとも一つは、分解速度を制御するために選択される、項目１４に記載の構
造体。
（項目２１０）
上記多孔率制御剤は、塩および発泡剤より成る群から選択され、移植前少なくとも部分的
に浸出する、項目１５８に記載のインプラント。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】図１は、本発明によるインプラントの実施形態の例を、ステントの形態で図示し
ている。
【図２Ａ】図２Ａは、金属および金属合金分解データの例を示す。
【図２Ｂ】図２Ｂは、ステンレス鋼と比較した、いくつかの金属および金属合金インプラ
ント材料の経時的な重量損失を表すデータを図示している。
【図３】図３は、その上に腐食誘発機構の例を有するステント本体の一部を図示している
。
【図４】図４は、ステント本体上にある腐食誘発機構の例の拡大図を提供している。
【図５】図５は、その中に伸長する腐食誘発機構の例を有するステント本体の支柱の断面
を図示している。
【図６】図６は、表面からインプラントへ伸長する、各種形状およびサイズの腐食誘発機
構の例を有するインプラントの表面を図示している。
【図７】図７は、表面から伸長してインプラント内で交差または接合する腐食誘発機構の
例を持つ、インプラント本体の断面を図示している。
【図８】図８は、表面から伸長し、インプラント内に側枝を含む、腐食誘発機構の例を図
示している。
【図９】図９は、表面からインプラント内へ伸長し、表面から外側へ伸長する少なくとも
一つの突起を含む、腐食誘発機構の例を図示している。
【図１０】図１０は、腐食誘発機構の例を、擦り傷の形態で図示している。
【図１１】図１１は、梨地状表面の形態で腐食誘発機構の例を有するインプラントの表面
を図示している。
【図１２】図１２は、インプラントを通って伸長する孔の形態で腐食誘発機構の例を有す
るインプラントの、一部の断面を図示している。
【図１３】図１３は、複数の側枝を含む孔の例を図示している。
【図１４】図１４は、インプラントの表面全体にわたって実質的に均一に分布された、腐
食誘発機構の例を図示している。
【図１５】図１５は、インプラントの表面全体にわたって不均一に分布された、図１４の
腐食誘発機構の例を図示している。
【図１６】図１６は、腐食誘発機構の例を、インプラントの表面全体にわたって実質的に
均一に分布された筋の形態で図示している。
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【図１７】図１７は、インプラントの表面全体にわたって不均一に分布された、図１６の
腐食誘発機構の例を図示している。
【図１８】図１８は、インプラントに隣接する流体または組織中の粒子の例を図示してい
る。
【図１９】図１９は、三つの層を有するインプラントの断面図の例を図示している。
【図２０】図２０は、腐食誘発機構の例を持ついくつかの金属および合金の分解速度を示
すプロットを提供している。
【図２１】図２１は、腐食誘発機構の例を持ついくつかの金属および合金の分解速度を示
すプロットを提供している。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　（発明の詳細な説明）
　本発明の装置は、様々な形態を取ってよく、様々な医学療法において使用され得る。好
適な実施態様では、当該装置は、血管疾患の治療において使用される血管ステントの形態
を取る。ステントは、動脈、静脈、胆管、または食道等の様々な体腔において使用され得
ることが十分に理解できる。
【００３１】
　その他の実施態様では、本発明の装置は、グラフトインプラント、血管インプラント、
非血管インプラント、移植可能な管腔プロテーゼ、創縫合インプラント、薬物送達インプ
ラント、縫合糸、生物学的送達インプラント、尿道インプラント、子宮内インプラント、
臓器インプラント、骨プレートを含む骨インプラント、骨ねじ、歯科インプラント、椎間
板等、様々なインプラントの形態を取る。当該装置は一般に、過剰増殖性疾患、再狭窄、
循環器疾患、創傷治癒、癌、動脈瘤、糖尿病疾患、腹部大動脈瘤、高カルシウム血症、虚
血、細動、不整脈他の治療のために、臓器、血管、導管、または骨に対し、支持すること
、包含すること、共に保持すること、取り付けること、埋めること、閉じること、薬物を
送達すること、生物製剤を送達することのうち一つ以上を可能にする。
【００３２】
　したがって、以下の詳細な説明では、本発明を説明する手段の一例としてステントを利
用し、これは本発明の範囲を限定することを意図するものではない。
【００３３】
　（ステントとしてのインプラント）
　好適な実施態様では、インプラントはステントの形態を取る。ステントの設計は、いく
つか例を挙げると、コイル、スロット付きチューブ、波形リング、シート、圧延シート、
締め付け設計、およびステントグラフトを含む。図１は、ステント１０の実施形態を拡張
状態で図示するものである。示されているように、ステント１０は、第一端１２と、第二
端１４と、中心内腔１６とを有する。ステント本体１８は、第一端１２から第二端１４へ
伸長している。本体１８は、格子状構造を形成する支柱２０を有する。支柱２０は、円形
、長方形またはその他の形状の断面を有し得る。一般に、支柱の厚さは、約０．０００５
インチから０．０１０インチ、好ましくは約０．００１インチから０．００４インチ、よ
り好ましくは約０．００１５インチから０．００３インチの範囲である。支柱の幅は、一
般に、約０．００１インチから０．００８インチ、好ましくは約０．００２インチから０
．００４インチの範囲である。
【００３４】
　ステント１０は、自己拡張型またはバルーン拡張型であってよい。ステントの拡張前の
直径は、一般に、約０．３ｍｍから１０ｍｍ、好ましくは約０．５ｍｍから４ｍｍ、より
好ましくは約０．８ｍｍから２ｍｍの範囲である。ステントの拡張後の直径は、一般に、
約１．５ｍｍから３５ｍｍ、好ましくは約２ｍｍから１０ｍｍ、より好ましくは約２ｍｍ
から５ｍｍの範囲である。ステント１０が形成される材料に応じて、当該材料は一般に、
約５％から１００％、好ましくは約１５％から７０％、より好ましくは約２０％から５０
％の範囲の伸び率を有する。
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【００３５】
　（インプラントの分解）
　上述したように、本発明の装置は、生物環境において分解性である。分解、微生物分解
、溶解、生物吸収、吸収、融食、腐食、浸食、生物浸食、侵食性、生物侵食性、および崩
壊という用語は、別段の定めがない限り、化学的、生物学的、電気的、機械的、またはそ
の他任意の手段によって質量、体積、または機能におけるそのような劣化を表現するその
他の用語と、同義で使用されることが十分に理解され得る。
【００３６】
　本発明に関連するような分解は、約１ヶ月から５年等、臨床的に関連する期間内での分
解と考えられていることも、十分に理解され得る。一般的な金属または合金は、材料の固
有特性および環境条件に応じて、最大１０００年以上の範囲までのはるかに長期間で腐食
することができるが、そのような金属または金属合金は、臨床現場では非分解性であると
考えられている。好適な実施態様では、本発明の装置は、生体内環境において、約１ヶ月
から５年、好ましくは約４ヶ月から２年、より好ましくは約６ヶ月から１年の範囲で実質
的に分解する。いくつかの実施態様では、当該装置は、生体内環境において、数週間、１
週間、数日、１日、数時間、１時間以下等、１ヶ月未満で少なくとも部分的に分解する。
例えば、当該装置は、１ヶ月または１ヶ月以内で溶解する速度に近いように制御された分
解速度で分解する少なくとも一部を有し得る。分解を生じる生体内環境は、一般に、約３
から１０、通常は約５から９、一般に約６から８の範囲の局部組織ｐＨを有する。
【００３７】
　本発明の装置の分解は、一つの段階ではより遅い分解速度、別の段階ではより速い分解
速度等、複数の段階で発生し得る。いくつかの実施態様では、当該装置は、初期段階では
より遅い速度、後期段階ではより速い速度で分解する。その他の実施態様では、当該装置
は、初期段階ではより速い速度、後期段階ではより遅い速度で分解する。さらに、分解は
、構造体に沿って均一であってもよいし、構造体に沿って可変であってもよい。平均質量
または体積率損失は、一日あたり約３％から一日あたり０．０５％、好ましくは、一日あ
たり約０．７５％から一日あたり０．１％、より好ましくは、一日あたり約０．５％から
一日あたり０．２５％の範囲であってよい。
【００３８】
　インプラントが金属または金属合金から構成される場合、インプラントの分解は、金属
イオン、塩、または錯体等の副産物を生み出す。好ましくは、これらの副産物は生体内環
境内における自然発生的要素であるか、重大な悪影響を引き起こさないものである。より
好ましくは、移植可能な構造体は、一般に生体内環境内に存在するより少ない量の分解副
産物を生み出す。さらに、インプラントの分解の速度は、分解副産物からのあらゆる負の
生物学的反応の可能性を最小限に抑えるように制御され得る。現在、急性血栓症または遅
発性血栓症を防止するため、ステント等の従来の非分解性装置の永久移植を受けている患
者には、長期抗血小板物質治療が推奨されている。全身抗血小板物質治療は、内出血等の
副作用を有する。本発明の分解性のインプラントが使用される場合、インプラントが溶解
してしまえば血栓症のリスクが低減されるため、長期抗血小板物質治療は必須ではない。
これにより、処置に関連するコストを下げ、薬物の服用量についての患者コンプライアン
スに関連するリスクを最小限に抑えることもできる。一例として、インプラントが鉄また
は鉄合金を備える、または本質的にそれらから成る場合、分解産物は、人体において自然
発生する種類の酸化鉄種等、生体適合鉄種を含み得る。分解速度を制御することにより、
これらの種の濃度を、正常量の１０倍未満、好ましくは５倍未満、より好ましくは２倍未
満、最も好ましくは体内に自然に存在する以下の水準に保つことができる。特に好適な金
属は炭素鋼であり、その場合、分解された種には、主として、または排他的に鉄と炭素の
化合物が含まれることになる。
【００３９】
　（金属および金属合金）
　好適な実施態様では、本発明の装置は、少なくとも部分的に分解性の金属、金属合金、
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またはその組み合わせを含む。
【００４０】
　金属の例として、コバルト、タングステン、ビスマス、銀、銅、鉄、亜鉛、マグネシウ
ム、ジルコニウム、モリブデン、インジウム、スズ、またはその他の金属が挙げられる。
いくつかの実施態様では、インプラント金属の純度は、約９０重量％から１００重量％、
好ましくは約９５重量％から９９．９９％、より好ましくは約９９．５から９９．９重量
％の範囲である。
【００４１】
　金属合金の例は、いくつか例を挙げると、１）銀含有合金（銀スズ合金等）、２）コバ
ルト含有合金（コバルト鉄合金等）、３）鉄含有合金（８０‐５５‐０６グレードの延性
鋳鉄、その他の延性鋳鉄、ＡＩＳＩ‐１０１０鋼、ＡＩＳＩ‐１０１５鋼、ＡＩＳＩ‐１
４３０鋼、ＡＩＳＩ‐８６２０鋼、ＡＩＳＩ‐５１４０鋼、またはその他の鋼他等）、４
）タングステン含有合金、５）溶融合金（４０％ビスマス‐６０％スズ、５８％ビスマス
‐４２％スズ、ビスマス‐スズ‐インジウム合金他等）、６）マグネシウム合金、７）亜
鉛合金、８）形状記憶または超弾性合金、および、９）その他の合金を含む。
【００４２】
　いくつかの実施態様では、本発明の装置は、一つを超える金属または金属合金から構成
される。金属＋金属インプラントの例としては、コバルト＋タングステン、タングステン
＋鉄、マグネシウム＋鉄、銀＋亜鉛他が挙げられる。金属＋合金インプラントの例として
は、タングステン＋８６２０鋼、チタン＋低炭素鋼、マグネシウム＋１０１５鋼合金、銀
＋ビスマス‐スズ合金他が挙げられる。合金＋合金インプラントの例としては、８６２０
鋼＋銀‐スズ、１０１５鋼＋ビスマス‐スズ他が挙げられる。
【００４３】
　金属および金属合金の分解データの例を、図２Ａに示す。図２Ｂは、ステンレス鋼と比
較した、いくつかの金属および金属合金インプラント材料の経時的な重量損失を表すデー
タを図示している。
【００４４】
　金属の分解を一般的に腐食と称し、本明細書では、「分解」および「腐食」という用語
は、すべての材料について同義で使用される。ほとんどの金属腐食は、生体内環境内に見
られるような、金属と電解質溶液との間の界面における電気化学反応によって発生する。
腐食は一般に、陽極および陰極反応の結果として発生する。
【００４５】
　金属の電位は、陽極および陰極反応がバランスを保つための手段である。金属への電気
的接続がない場合、金属によって想定される平衡電位を、開路電位（Ｏｐｅｎ　Ｃｉｒｃ
ｕｉｔ　Ｐｏｔｅｎｔｉａｌ、Ｅｏｃ）と呼ぶ。Ｅｏｃにおける陽極または陰極電流のい
ずれかの値を、腐食電流（Ｃｏｒｒｏｓｉｏｎ　Ｃｕｒｒｅｎｔ、Ｉｃｏｒｒ）と呼ぶ。
Ｉｃｏｒｒおよび腐食速度（Ｃｏｒｒｏｓｉｏｎ　Ｒａｔｅ）は、金属の種類、溶液組成
、温度、溶液移動、金属過程およびその他多数を含む多くのシステム変数の関数である。
【００４６】
　温度３７℃の食塩水中のインプラントでは、以下の式より、腐食電流磁束（Ｉｃｏｒｒ
）は腐食速度（ＣＲ）に比例している。
ＣＲ＝（Ｉｃｏｒｒ×Ｋ×ＥＷ）／ｄ
ＣＲ　　　　　腐食速度（ｍｍ／年）
Ｉｃｏｒｒ　　腐食電流（ａｍｐｓ／ｃｍ２）
Ｋ　　　　　　ファラデー定数＝３２７２（ｍｍ／（ａｍｐ‐ｃｍ‐年））
ＥＷ　　　　　当量（グラム／等価物）
ｄ　　　　　　密度（グラム／ｃｍ３）。
【００４７】
　生理学的条件下で分解する本発明の一般的なインプラントは、約０．０００１ａｍｐｓ
／ｃｍ２から０．１ａｍｐｓ／ｃｍ２；好ましくは約０．００１ａｍｐｓ／ｃｍ２から０
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．０１ａｍｐｓ／ｃｍ２、より好ましくは約０．００２５ａｍｐｓ／ｃｍ２から０．００
８ａｍｐｓ／ｃｍ２の範囲のＩｃｏｒｒ（腐食電流）を有するであろう。
【００４８】
　いくつかの実施態様では、分解の１ヵ月後、金属または金属合金は、移植前の強度と比
較して約２５％を超える強度、好ましくは約５０％を超える、より好ましくは約６０％を
超える強度を維持している。これらの、またはその他の実施態様では、分解の２ヵ月後、
金属および金属合金インプラントは、移植前の強度と比較して約２５％を超える強度、好
ましくは約５０％を超える、より好ましくは約６０％を超える強度を維持している。これ
らの、またはその他の実施態様では、分解の４ヵ月後、金属および金属合金インプラント
は、移植前の強度と比較して約２５％を超える強度、好ましくは約５０％を超える、より
好ましくは約６０％を超える強度を維持している。
【００４９】
　いくつかの実施態様では、インプラントは、（腐食前の本体の重量に基づいて、）０．
０１重量％を超える、好ましくは０．１重量％を超える、より好ましくは１重量％を超え
る腐食量で、移植前に腐食する。いくつかの実施態様では、移植前の腐食は、生理環境に
露出される本体の表面積の１％を超える、好ましくは表面積の５％を超える、より好まし
くは表面積の１０％を超える面積を覆うことができる。そのような場合において、腐食は
、前治療に起因する場合もあるし、例えば酸素およびいくらかの水分等の酸化性雰囲気を
伴う無菌環境内で装置が梱包された結果である場合もある。
【００５０】
　いくつかの実施態様では、インプラントは、５質量％未満、好ましくは１質量％未満、
より好ましくは０．０１質量％未満だけ、移植前に腐食する場合がある。いくつかの実施
態様では、インプラントは、表面積の１０％未満、好ましくは表面積の１％未満、より好
ましくは表面積の０．１％未満だけ、移植前に腐食する場合がある。
【００５１】
　分解速度の制御
　１）形状の変更
　いくつかの実施態様では、インプラントの分解速度は、表面積対体積の比を最大にする
ことによって増加される。例えば、インプラントがステントの形態である場合、ステント
の支柱の厚さと幅、または幅と厚さの比が１．４：１を超える、好ましくは２：１を超え
る、より好ましくは３：１を超えるものであってよい。好適な実施態様では、ステントの
支柱の厚さは、約１００ミクロン未満、好ましくは約７０ミクロン未満、より好ましくは
約５０ミクロン未満である。これにより、必要とされる分解の絶対深度を最小にし、腐食
副産物の局所化を最小限に抑える。一般に、インプラント表面積／長さは、約０．００１
ｃｍ２／ｍｍから０．７５ｃｍ２／ｍｍ、好ましくは約０．００５ｃｍ２／ｍｍから０．
２５ｃｍ２／ｍｍ、最も好ましくは０．０１から０．１ｃｍ２／ｍｍの範囲である。
【００５２】
　その他の実施態様では、体積を実質的に増加させずに表面積を増加させるために、孔、
貯留槽、溝他等の属性がインプラントに組み込まれ得る。
【００５３】
　２）腐食誘発機構の追加
　いくつかの実施態様では、分解を誘発または補助するために、本発明のインプラントの
本体に、腐食誘発機構が含まれる。少なくとも一つの露出面に存在する腐食誘発機構の例
として、くぼみ、細孔、部分孔、空隙、表面の凹凸、擦り傷、筋、隆線、隆起、ざらつき
、多孔性焼結金属もしくは合金、引っ掻き傷、粗面、孔、貫通孔、貫通焼結細孔、または
その他の幾何学的特徴もしくはランダム特徴、またはその組み合わせが挙げられる。腐食
誘発機構は、インプラントが大きな孔、貯留槽、溝他を有する例を含む様々な形状または
設計構成の面を含む、インプラントの任意の表面に存在し得る。そのような表面特徴は、
一般に、重量に基づき１０％以上、多くの場合、重量に基づき２０％以上、頻繁に、重量
に基づき４０％以上分だけ、分解速度を増加させるであろう。１００ｎｍを超える、多く
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の場合４００ｎｍを超える、頻繁に１０００ｎｍ（１μｍ）以上の平均表面粗さ（ＲＡ）
を提供するために、いくつかの表面特徴が選択されるであろう。表面特徴は、インプラン
トの露出表面積全体に設けられてもよいし、その他の場合には分解速度を増加させるよう
に設計された露出面の一部分のみに設けられてもよい。表面特徴の不均一な分解は、多く
の場合、インプラントにおける不均一な分解プロファイルをもたらすであろうことが十分
に理解されるであろう。
【００５４】
　いくつかの実施態様では、腐食誘発機構を持つインプラントの重量損失率は、機構を持
たない同じインプラントよりも、少なくとも１０％、好ましくは２０％、より好ましくは
４０％大きい。さらに、いくつかの実施態様では、機構を持つインプラントの寸法縮小率
は、機構を持たない同じインプラントよりも、少なくとも１０％、好ましくは２０％、よ
り好ましくは４０％大きい。
【００５５】
　図３は、その上に腐食誘発機構３０の例を有するステント本体１８（図１のステント本
体１８等）の一部を図示している。図４は、ステント本体１８上にある様々な腐食誘発機
構３０の拡大図を提供している。図示するように、機構３０は、いくつか例を挙げると、
円形、楕円形、正方形、長方形、五角形、および多角形を含む様々な形状を有してよい。
【００５６】
　図５は、図３に示すステント本体１８の支柱２０の断面を図示している。この実施態様
では、支柱２０は、正方形の断面を有する。支柱２０は、ステント１０の内腔１６の方を
向いた内腔縁３２と、動脈壁等の体腔の壁の方を向いた外縁３４とを含む。支柱２０は、
ステント本体１８のその他の部分（すなわち、その他の支柱）の方を向いた側縁３６をさ
らに含む。ここで、支柱２０は、内腔縁３２、外縁３４、および側縁３６のそれぞれの上
に、腐食誘発機構３０を有する。これらの腐食誘発機構３０は、くぼみ、細孔、部分孔、
空隙、表面の凹凸他を含む。図６は、表面１７からステント本体１８へ伸長する、各種形
状およびサイズの腐食誘発機構３０を有するステント本体１８の表面１７を図示している
。図７は、表面１７から伸長してステント本体１８内で交差または接合する腐食誘発機構
３０を図示している。図８は、表面１７から伸長し、ステント本体１８内に側枝３０ａを
含む、腐食誘発機構３０を図示している。図９は、表面１７からステント本体１８へ伸長
し、ステント本体１８の表面１７から外側へ伸長する少なくとも一つの突起３０ｂを含む
、腐食誘発機構３０を図示している。
【００５７】
　図１０は、擦り傷の形態で腐食誘発機構３０を有するステント本体１８の表面の上面図
を提供している。擦り傷または筋は、任意の長さ、深さ、幅、配向、または形状を有して
よい。形状の例は、いくつか挙げると、直線、曲線、対角線、重複線、交差線、ジグザグ
線を含む。
【００５８】
　図１１は、梨地状表面の形態で腐食誘発機構３０を有するステント本体１８の表面を図
示している。結果として生じる表面仕上げを、平均粗さ（Ａｖｅｒａｇｅ　Ｒｏｕｇｈｎ
ｅｓｓ；Ｒａ）で表現することができる。平均粗さは、粗さプロファイルとその平均線と
の間の面積、または、評価長さを超える粗さプロファイル高さの絶対値を積分したもので
ある。そのような腐食誘発機構を有する本発明のインプラントの表面は、約１００ナノメ
ートルを超えるＲａ、好ましくは約４００ナノメートルを超えるＲａ、より好ましくは約
１０００ナノメートルを超えるＲａを有し得る。
【００５９】
　図１２は、外面３４と内腔面３２とを有する、ステント本体１８の一部の断面を図示し
ている。本体１８を通って外面３４から内腔面３２へ伸長する、孔の形態の腐食誘発機構
３０が示されている。孔は、いくつか例を挙げると、平滑な、ギザギザの、直線状の、対
角線状の、曲線状の、接続された、または交差しているものであってよい。さらに、いく
つかの実施態様では、少なくとも一つの突起３０ｂが、ステント本体１８の面３２、３４
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から外側へ伸長していてよい。図１３は、ステント本体１８の外面３４から内腔面３２へ
伸長する孔の形態で腐食誘発機構３０を図示しており、当該孔は複数の側枝３０ａを含む
。
【００６０】
　２ａ）腐食誘発機構の作成
　上述した腐食誘発機構のいくつかは、インプラント金属もしくは合金またはその組み合
わせを、塩酸、フッ化水素酸、硝酸、リン酸、酢酸、クエン酸、ギ酸、乳酸、シュウ酸、
王水、発煙硫酸、様々な状態の他のもの、またはその組み合わせ等であるがこれらに限定
されない化学物質に暴露することによって形成され得る。
【００６１】
　腐食誘発機構は、インプラント金属もしくは合金またはその組み合わせを、塩水噴霧、
水酸化ナトリウム等の強アルカリ性溶液、水酸化カリウム、ナトリウム、炭酸カリウム、
およびリン酸塩等の塩を包含する溶液、または、様々な状態のその他の塩基に暴露するこ
とによって形成されることもできる。あるいは、当該機構は、食塩水、塩化ナトリウム、
塩化第二鉄もしくはその他の塩水、Ｆｅｒｒｏｌｙｔｅ（Ｓｔａｒｌｉｇｈｔ　Ｃｈｅｍ
ｉｃａｌｓ，Ｉｎｃ．、イリノイ州シカゴ）、または、様々な状態の他のものに対するイ
ンプラントの暴露によって形成され得る。そのような機構を作成するその他の化学物質は
、ＡｌＣｌ３、ＭｇＣｌ２を伴うＣａＣｌ３、ＣｕＳＯ４、ＨｇＣｌ２、Ｈ２ＳｉＦ６、
Ｋ２ＣＯ３、Ｎａ２ＣＯ３、Ｎａ２ＨＳＯ３、ＮａＯＣｌ、Ｎａ３ＰＯ４、ＮＨ４Ｃ１、
ＮＨ２ＳＯ３Ｈ、ＮＩ（ＮＯ３）２、ＺｎＣｌ４、臭素、Ｈ２Ｏ２、酸素のような気体酸
化剤、窒素、塩素、もしくは様々な状態の他のもの、またはその組み合わせを含む。
【００６２】
　別の実施態様では、腐食誘発機構は、様々な状態の液体金属に対するインプラント材料
の暴露によって形成される。そのような液体金属は、ビスマス、ガリウム、リチウム、ナ
トリウム、カリウム、および、ナトリウムカリウム合金、トリウムマグネシウム、亜鉛他
、またはその組み合わせを含む。
【００６３】
　別の実施態様では、腐食誘発機構は、電子誘起エッチング、グロー放電プラズマエッチ
ング、レーザー支援エッチング、化学支援イオンビームエッチング、レーザー誘起光化学
ドライエッチング、パルスプラズマ放電、スパッタビーム、放射線への暴露、正イオンビ
ーム、繰り返し動電位分極、イオン衝撃、もしくはその他の方法、またはその組み合わせ
等であるがこれらに限定されない方法によって形成される。
【００６４】
　別の実施態様では、腐食誘発機構は、貴金属を伴う電解質中に、望ましい腐食誘発機構
を形成するのに十分な時間、インプラント材料を留置することによって形成される。
【００６５】
　擦り傷または筋等のいくつかの腐食誘発機構は、剃刀刃、針、ピンセット、鋭く尖った
圧子、エングレーバー、メス、外科用メス、毛ブラシ、鋼綿、ローレット工具、ヤスリ、
カーバイドバー、尖ったピック、砥石、チューブカッター、チゼル、スクレーパー、レー
ザー、放電加工（Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｄｉｓｃｈａｒｇｅ　Ｍａｃｈｉｎｉｎｇ；ＥＤＭ）
、もしくはその他の道具等の道具、またはその組み合わせを使用することによって作るこ
とができる。
【００６６】
　隆線、隆起、ざらつき、または粗面等の腐食誘発機構を得るために、様々な方法を使用
することができる。方法の例として、サンドブラスト、ビーズブラスト、化学エッチング
、レージング、プラズマエッチング、イオンビーム衝撃、放電加工（ＥＤＭ）インプリン
ティング、成形、焼結、化学気相成長法（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉ
ｔｉｏｎ；ＣＶＤ）、スパッタリング、電気メッキ、もしくはその他の方法、またはその
組み合わせが挙げられる。
【００６７】
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　焼結細孔、孔、および貫通孔等、いくつかの腐食誘発機構は、レージング、放電加工、
くぼみ、部分孔、および空隙の準備に使用される化学物質を用いた化学エッチング、放射
線もしくはイオンビームへの暴露、金属射出成形、金属もしくは合金のビーズまたはその
他の形状の焼結、またはその他の方法、またはその組み合わせによって作ることができる
。
【００６８】
　腐食誘発機構は、製造プロセス中または移植前の任意の時点で形成され得る。当該機構
は、ロータブレーダー、カッティングバルーン等の道具または装置、またはその他の技術
、またはその他の機械的、電気的、化学的手段、またはその組み合わせを使用して、ｉｎ
‐ｓｉｔｕでも形成され得る。
【００６９】
　２ｂ）腐食誘発機構の寸法および分布
　腐食誘発機構は、任意の適切なサイズ、直径、幅、長さ、深さ、外周、または寸法等を
有してよい。いくつかの実施態様では、インプラント表面にある当該機構の平均直径、幅
、または長さは、約１ｎｍから１ｍｍ、好ましくは約１０ｎｍから１００マイクロメート
ル、より好ましくは約１００ｎｍから１マイクロメートルの範囲である。筋および擦り傷
等の線形特徴の長さは、これよりも長くてよい。いくつかの実施態様では、インプラント
表面にある当該機構の平均深さは、約１ｎｍから１０ｍｍ、好ましくは約１０ｎｍから１
ｍｍ、より好ましくは約１００ｎｍから１マイクロメートルの範囲である。当該機構は、
同様の寸法のものであってもよいし、サイズまたは形状が可変してもよい。機構は、その
他の機構内に包含されてもよいし、部分的に包含されてもよい。
【００７０】
　腐食誘発機構は、インプラント表面上に、均一または不均一に分布され得る。図１４は
、ステントの支柱２０等、インプラントの表面全体にわたって実質的に均一に分布された
、腐食誘発機構３０を図示している。ここでは、機構３０は、くぼみ、細孔、孔、空隙、
または表面の凹凸を含む。図１５は、ステントの支柱２０等、インプラントの表面全体に
わたって不均一に分布された、これらの腐食誘発機構３０を図示している。同様に、図１
６は、ステントの支柱２０等、インプラントの表面全体にわたって実質的に均一に分布さ
れた、腐食誘発機構３０を図示している。ここでは、機構３０は筋を含む。図１７は、ス
テントの支柱２０等、インプラントの表面全体にわたって不均一に分布された、これらの
腐食誘発機構３０を図示している。
【００７１】
　腐食誘発機構は、インプラント表面を部分的または完全に覆っていてよい。当該機構は
、外面、内腔面、縁、またはその他の面等、インプラントの一つ以上の面にあってよい。
当該機構は、インプラントが分解するのに望ましい一つ以上のエリアに限定されることが
でき、その他のエリアは無傷のままである、または、分解しない。当該機構は、インプラ
ントの表面上の異なる場所に、可変の密度で存在することができる。一つ以上のエリアは
、その他のエリアよりも速く分解することができる。したがって、インプラントの分解速
度は、長手方向、円周方向、またはその他の方向に制御され得る。例として、管腔内ステ
ントの近位端および遠位端は、それらの間にある区域よりも前に分解することができる。
【００７２】
　インプラントの表面にある、くぼみ、細孔、部分孔、貫通孔、空隙、または表面の凹凸
等の腐食誘発機構の表面密度は、約１／ｃｍ２から１×１０１４／ｃｍ２、好ましくは約
１００／ｃｍ２から１×１０８／ｃｍ２、より好ましくは約１０００／ｃｍ２から１×１
０６／ｃｍ２の範囲であってよい。機構のないインプラント表面のパーセンテージは、約
０％から９９．９％、好ましくは約５％から７５％、より好ましくは約１０％から５０％
の範囲であってよい。
【００７３】
　３）腐食強化／抵抗元素　の操作
　腐食誘発機構の代替として、またはそれに加えて、本発明のインプラントは、金属また
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は金属合金等、一つ以上の腐食強化元素の濃縮を有する材料から構成されてよい。したが
って、腐食に対する金属もしくは金属合金またはその組み合わせの抵抗を下げる原子また
は化合物を、追加、または、すでにこれらの材料中に存在する場合には、増加してよい。
例えば、合金中の炭素、鉄、銅、シリコン、カルシウム、硫黄、硫化マグネシウム、ケイ
酸塩、もしくはその他の元素のような元素を濃縮するために、または、クロム、ニッケル
、モリブデン、もしくはその他の腐食抵抗元素のようなある種の元素を消耗するために、
合金を処理してよい。いくつかの実施態様では、腐食強化元素は、約０．１％を超える、
好ましくは約１％を超える、より好ましくは約５％を超える組成を有するように追加され
得る。さらに、一つ以上の腐食抵抗元素が消耗され得る。
【００７４】
　そのような元素の操作は、合金の腐食を制御するために、インプラントの表面上に、イ
ンプラントの至るところに、または、合金の粒界に隣接して、発生し得る。いくつかの実
施態様では、金属または金属合金は、約０．０１％を超える、好ましくは約１％を超える
、より好ましくは約１０％を超える重量組成の腐食誘発元素を有する。例えば、鋼は、約
０．０３重量％を超える、好ましくは約０．３％を超える、より好ましくは約３重量％を
超えるパーセンテージで、炭素を包含し得る。いくつかの実施態様では、金属または金属
合金は、腐食誘発元素の重量の約０．０１％を超える、好ましくは約５％を超える、より
好ましくは腐食誘発元素の重量の約１０％を超える表面組成で、インプラントの表面上に
おける腐食誘発元素の選択的分布を有する。
【００７５】
　さらに、いくつかの実施態様では、金属または金属合金は、約１５％未満、好ましくは
約５％未満、より好ましくは約１％未満の重量組成で、表面腐食防護要素を有する。例え
ば、鋼等のインプラント合金は、約１２％未満、好ましくは約５％未満、より好ましくは
１％未満である、クロムの表面組成率表面組成率を有し得る。
【００７６】
　４）腐食制御剤の添加
　上述した機構および元素の代替として、またはそれに加えて、本発明のインプラントは
、インプラントの分解を制御する腐食制御剤を含んでよい。当該剤は、酸性化合物、塩化
ナトリウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、塩酸、クエン酸、アミノ酸、ヒドロキ
シアパタイト、過酸化水素、水酸化カリウム等の塩基性化合物、酸性および塩基性医薬品
、または、酸性もしくは塩基性副産物を持つポリマー他等の、合成物質または生物製剤、
またはその組み合わせであってよい。インプラントにある剤の量は、約１ナノグラム／ｃ
ｍ２から１０００ナノグラム／ｃｍ２、好ましくは約１から５００ナノグラム／ｃｍ２、
より好ましくは約１０から４００ナノグラム／ｃｍ２の範囲であってよい。
【００７７】
　一実施態様では、当該剤は、移植前は実質的にインプラントの腐食を誘発しない。
【００７８】
　別の実施態様では、当該剤は、カテーテル、注入バルーン、シリンジ、シリンジと針、
またはその他の方法等、いくつかの手段によって、ｉｎ‐ｓｉｔｕでインプラントに隣接
する組織に送達される。
【００７９】
　５）腐食誘発ガルバニ電池の作成
　いくつかの実施態様では、金属または合金粒子は、流体または組織中で、インプラント
に隣接して送達される。これらの粒子は、インプラントに接触する流体中にあり、腐食誘
発ガルバニ電池を作成する。そのようなガルバニ電池は、インプラントの腐食を制御する
。図１８は、ステント本体１８等、インプラントに隣接する流体または組織４２中の粒子
４０を図示している。これらの粒子は、通常、インプラントよりも不動態である金属また
は合金から作られる。その他の実施態様では、腐食を誘発するために、インプラントに隣
接して非金属粒子が送達される。これらの粒子は、それらに対する組織応答を最小にする
ように、約１ナノメートルから１ミリメートルの範囲のサイズ、好ましくは０．１マイク
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ロメートルから１０マイクロメートルの範囲のサイズであってよい。それらは、カテーテ
ル、注入バルーン、シリンジ、シリンジと針、またはその他の方法等の手段によって、イ
ンプラントに隣接して送達され得る。
【００８０】
　図１９は、流体または組織４２に隣接するインプラント４６の断面図を図示している。
インプラント４６は３つの層を有し、ここで、中間層４８は非導電性材料から構成され、
外層５０は金属または合金等の導電性材料から構成されて、ガルバニ電池を形成する。任
意の数の層が存在し得る。層化について、以下でさらに説明する。
【００８１】
　６）材料の層化
　いくつかの実施態様では、本発明のインプラントは、金属または合金の２つ以上の層か
ら形成される。一実施態様では、これらの金属または合金は、異なる電気化学系列の、ま
たは／および異なる不動態の、異なる材料から作られてよい。例えば、一層がタングステ
ンから作られ、他の層がクロムから作られる。別の例において、一層が鉄含有合金から作
られ、他の層が銀から作られる。一実施態様では、これらの層は、移植時または移植後に
物理的接触または流体接触してよい。一実施態様では、これらの層は、ポリマー、半導体
、もしくは誘電体被覆等の層またはコーティングによって隔てられているが、移植時に、
またはコーティングの分解が発生するにつれて最終的に、流体接触する。層の厚さ、表面
積、被覆率は、望ましい腐食速度に応じて可変し得る。
【００８２】
　７）防護層の操作
　腐食する際、多くの金属はその表面に酸化物層を形成する。その酸化層がさらなる腐食
を阻止すると、当該金属は不動態化すると言われている。この状態の金属および金属合金
は、耐食性であると考えられている。耐食性金属合金の例として、３１６、３１６Ｌ、４
３０、３０４、１７‐７、またはその他のステンレス鋼、コバルトクロム合金（Ｌ‐６０
５等）、ＭＰ３５Ｎ、Ｈａｖａｒ、コバルト‐２０クロム‐１５タングステン‐１０ニッ
ケル合金、ＮｉＴｉ合金他が挙げられる。
【００８３】
　これらの金属合金の分解は、制御状態で防護不動態化層を排除する、または部分的に排
除することによって、または、表面酸化層の形成を防止することによって、促進または制
御され得る。さらに、酸化物層等の防護層の、存在、被覆率、厚さ、化学組成、化学浸透
性、耐久性、またはその他の性状を制御することによって、インプラント分解の開始、均
一性、または速度を制御することができる。例えば、低酸素濃度環境または酸素枯渇環境
でインプラントを梱包することにより、インプラントは、その表面上に酸化物層等の防護
層を形成しないように保護されることができる。これにより、酸素がパッケージの内側に
入ること、および、インプラントの早過ぎる腐食を引き起こすことを最小限に抑える。一
実施態様では、インプラント含有製品は、真空下でパウチ内に密封される。別の実施態様
では、パウチは、窒素、アルゴン、またはその他の不活性ガスでパージされる。別の実施
態様では、パッケージ内の有効な酸素含有量を最小にするために、脱酸素剤が使用される
。また、防護層の性状は、化学エッチング、ビーズブラスト、電解研磨、レージング、ま
たはその他の手段によって等、化学的、機械的、電気的、熱的手段によって制御され得る
。酸化物層等の防護層は、製造プロセス中または移植前に、制御状態で形成、除去、また
は部分的に除去されることができる。当該層は、ロータブレーダー、カッティングバルー
ン等の道具または装置、またはその他の技術、またはその他の機械的、電気的、化学的手
段、またはその組み合わせを使用して、ｉｎ‐ｓｉｔｕでも制御され得る。表面組成、性
質、および防護／不動態層の程度、厚さ、場所、または耐久性に制御可能なように作用す
るために、その他の手段を使用してもよい。
【００８４】
　不動態化層を改質するために、様々な技術が使用され得る。一実施態様では、インプラ
ントは、スケール除去され、電解研磨される、または部分的に電解研磨されるが、不動態
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化されない。別の実施態様では、インプラントは、スケール除去されるが電解研磨も不動
態化もされない。別の実施態様では、インプラントは、スケール除去も電解研磨も不動態
化もされない。
【００８５】
　一実施態様では、不動態化層の厚さは、制御された分解を提供するために、１ｎｍ未満
、好ましくは０．５ｎｍ未満、より好ましくは０．１ｎｍ未満に限定される。別の実施態
様では、当該層は、分解を制御するために、インプラントの表面を部分的にのみ覆ってい
る。この部分的な被覆率は、インプラントの一つ以上の面におけるものであってもよいし
、ステントの支柱等、インプラントの全長に沿って均一に分布、または、不均一に分布さ
れてもよい。例えば、分解を制御するために、防護層中にある酸化クロム等の耐食性酸化
物の量および／または酸化鉄等の低耐食性酸化物の量を制御することができる。一実施態
様では、防護層組成は、約１ヶ月から５年、好ましくは４ヶ月から２年、より好ましくは
６ヶ月から１年でインプラントが分解するようなものである。
【００８６】
　いくつかの実施態様では、本発明のインプラントは、分解性または非分解性のコーティ
ングで部分的にまたは完全に被覆され得る。コーティング材料は、ポリマー、金属、金属
合金、セラミック、治療剤、腐食剤、もしくは放射線不透過性物質、またはその組み合わ
せであってよい。コーティングは、疎水性コーティング、親水性コーティング、多孔性、
非多孔性、水膨潤性コーティング、酸素障壁、ガス透過性障壁、半透過性障壁他またはそ
の組み合わせであってよい。インプラントは、一枚以上のコーティングを有し得る。いく
つかの実施態様では、ポリマーコーティングは、剤（塩、小分子、発泡剤等）をポリマー
に組み込み、コーティング後または移植後に当該剤を浸出させることによって、強化され
た多孔性を有し得る。コーティングは、組織壁に分解するインプラントからの防護を提供
し、分解産物を選択的に方向付けること、分解産物を包含すること、分解産物を中和する
こと、治療、腐食、もしくはその他の目的の剤を放出することによってインプラント分解
を制御し、放射線不透過性他、またはその組み合わせを提供することができる。
【００８７】
　一実施態様では、コーティングは、覆われていない区域に隣接する、または当該区域に
あるインプラントの腐食を開始するために、インプラント表面区域の少なくとも一部分を
覆っていてよい。例えば、分解性のコーティングは、インプラント分解産物を血管組織か
ら選択的に離れた方向へ導くために、血管ステントの内腔から離れた面を選択的に覆う。
別の例において、コーティングは、インプラントの分解速度を制御するために、血管ステ
ントの内腔面を選択的に覆う。
【００８８】
　別の例において、コーティングは、インプラントの分解速度を制御するために、インプ
ラント金属もしくは合金またはその組み合わせを電解質または流体に接続する開口部をそ
の表面上に有する。一実施態様では、開口部の平均直径、幅、または長さは、約１ｎｍか
ら１０ｍｍ、好ましくは約１００ｎｍから１ｍｍ、より好ましくは約１マイクロメートル
から１００マイクロメートルの範囲であってよい。開口部の長さは、インプラントの長さ
およびサイズに基づいてさらに可変し得る。開口部のサイズおよび形状は、円、正方形、
楕円形、多角形、またはその他の均一なもしくはランダムな形状、またはその組み合わせ
等、いかなる形状であってもよい。インプラントのコーティング上にある開口部の表面密
度は、約１／ｃｍ２から１×１０９／ｃｍ２、好ましくは約１０／ｃｍ２から１×１０６

／ｃｍ２、より好ましくは約１００／ｃｍ２から１×１０３／ｃｍ２の範囲であってよい
。
【００８９】
　一実施態様では、コーティングは、インプラント金属もしくは合金またはその組み合わ
せよりも遅い速度で分解する。これにより、インプラント金属もしくは合金またはその組
み合わせの分解の速度は、分解前のより長いインプラント寿命を実現するように制御され
る。別の実施態様では、コーティングは、インプラント金属もしくは金属合金またはその
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組み合わせよりも速く分解する。これにより、最初の期間、インプラントの分解を遅延さ
せる。別の実施態様では、コーティングは、３日超、好ましくは１ヶ月超、より好ましく
は４ヶ月超、インプラントの分解を遅延させる。別の実施態様では、コーティングは、生
体内環境において、３日から３年、好ましくは１ヶ月から２年、より好ましくは４ヶ月か
ら１年の範囲で分解する。さらに別の態様では、コーティングは、インプラントの分解速
度に実質的に影響を及ぼすことなく、インプラントより速くまたは遅く分解することがで
きる。任意の一つの装置に、２つ以上のコーティング材料が提供され得る。コーティング
材料は、一般に、生理環境において異なる分解速度および／または異なる特性を有するよ
うに選択されることになる。多くの場合、一方の層が他方の層よりも速く分解するよう、
２つ以上のコーティング材料が、一方を他方に重ねる形で層化されることになる。あるい
は、当該２つ以上のコーティング材料を、通常は異なる速度であるが、同時に分解するこ
とが多くなるように、露出面の異なる領域上に被覆してもよい。異なる治療剤およびその
他の活性剤を担持するために異なるコーティング材料を使用してもよく、この場合、以下
でさらに詳細に説明するように、異なる放出速度を有することが望ましい。
【００９０】
　コーティングの厚さは、約０．１ｎｍから１００マイクロメートル、好ましくは１マイ
クロメートルから２５マイクロメートル、より好ましくは５マイクロメートルから１０マ
イクロメートルの範囲であってよい。いくつかのポリマーコーティングについて、厚さは
、約０．１マイクロメートルから１００マイクロメートル、好ましくは約１マイクロメー
トルから５０マイクロメートル、より好ましくは約５マイクロメートルから２５マイクロ
メートルの範囲であってよい。いくつかの金属または金属合金コーティングについて、厚
さは、約０．１ｎｍから１００マイクロメートル、好ましくは約１ｎｍから５０マイクロ
メートル、より好ましくは約１マイクロメートルから２５マイクロメートルの範囲であっ
てよい。
【００９１】
　適切な非分解性または遅分解性のコーティングは、ポリウレタン、ポリエチレンイミン
、酢酸酪酸セルロース、エチレンビニルアルコール共重合体、シリコーン、Ｃ‐ｆｌｅｘ
、ナイロン、ポリアミド、ポリイミド、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、パリ
レン、パリラスト、ポリ（メタクリル酸メチルブチラート）、ポリ‐Ｎ‐ブチルメタクリ
レート、ポリ（エチレンビニルアセテート）を持つポリブチルメタクリレート共重合体、
ポリ（メチルメタクリレート）、ポリ２‐ヒドロキシエチルメタクリレート、ポリエチレ
ングリコールメタクリレート、ポリ塩化ビニル、ポリ（ジメチルシロキサン）、ポリエチ
レンビニルアセテート、ポリカーボネート、ポリアクリルアミドゲル、ポリ無水マレイン
酸、ステアリルアンモニウムクロリドおよびベンジルアンモニウムクロリドを含む第四ア
ンモニウム化合物、その他の合成もしくは天然重合物質を含む酢酸酪酸セルロース（Ｃｅ
ｌｌｕｌｏｓｅ　Ａｃｅｔａｔｅ　Ｂｕｔｙｒａｔｅ；ＣＡＢ）等；混合物、共重合体、
またはその組み合わせを含むがこれらに限定されない。
【００９２】
　適切な生分解性のコーティングは、ポリ（乳酸）、ポリラクテート、ポリ（グリコール
酸）、ポリグリコレートおよび共重合体および異性体、ポリジオキサノン、ポリ（エチル
グルタメート）、ポリ（ヒドロキシブチレート）、ポリヒドロキシバレレートおよび共重
合体、ポリカプロラクトン、ポリアンヒドリド、ポリ（オルトエステル）；ポリ（エーテ
ルエステル）、ポリ（イミノカーボネート）、炭酸ポリエチレン等のポリアルキレンカー
ボネート、ポリトリメチレンカーボネート、デンプン系ポリマー、ポリエステルアミド、
ポリエステルアミン、ポリシアノアクリレート、ポリホスファゼン、ポリエチレングリコ
ール、ポリエチレンオキシド、Ｎ‐ビニル‐２‐ピロリドン、共重合体およびその他の脂
肪族ポリエステル、または、ポリ乳酸の共重合体（ポリ‐Ｄ‐乳酸、ポリ‐Ｌ‐乳酸、ポ
リ‐ＤＬ‐乳酸等）およびポリ‐ε‐カプロラクトンを含むその適切な共重合体；混合物
、共重合体、またはその組み合わせを含むがこれらに限定されない。
【００９３】
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　適切な天然コーティングは、フィブリン、アルブミン、コラーゲン、ゼラチン、グリコ
スアミノグリカン、オリゴ糖とポリサッカリド、コンドロイチン、コンドロイチン硫酸、
リン脂質、ホスホリルコリン、糖脂質、タンパク質、セルロース、および混合物、共重合
体、またはその組み合わせを含む。
【００９４】
　適切な金属コーティングは、タングステン、マグネシウム、コバルト、亜鉛、鉄、ビス
マス、タンタル、金、プラチナ、３１６Ｌ、３０４等のステンレス鋼、チタン合金、炭素
等の半金属、ナノ多孔性コーティング、またはその組み合わせを含む。
【００９５】
　コーティングは、噴霧、ディッピング、インクジェット散布、プラズマ蒸着、イオン注
入、スパッタリング、蒸発、気相蒸着、熱分解、電気メッキ、グロー放電コーティング他
、またはその組み合わせを含むがこれらに限定されない方法によって、塗布され得る。
【００９６】
　コーティングは、塩化ナトリウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウム等の塩、塩酸、
クエン酸、アミノ酸、過酸化水素等の酸性化合物、水酸化カリウム等の塩基性化合物、ヒ
ドロキシアパタイト、医薬品、酸性もしくは塩基性副産物を持つポリマー他等の、合成物
質または生物製剤、またはその組み合わせである、インプラントまたはコーティングの分
解を制御することができる剤から構成されるか、それらを包含するか、またはそれらに隣
接してよい。コーティングに隣接して包含された剤は、約１ナノグラム／ｃｍ２から１０
００マイクログラム／ｃｍ２、好ましくは約１から５００マイクログラム／ｃｍ２、より
好ましくは約１０から４００マイクログラム／ｃｍ２の範囲であってよい。
【００９７】
　一例において、当該剤は、インプラントの表面の上部をコーティングで覆う。別の例に
おいて、当該剤は、コーティングと混合され、インプラント上に噴霧される。別の例にお
いて、コーティングは当該剤である。
【００９８】
　一実施態様では、当該剤は、移植前はインプラントの移植を誘発しない。別の実施態様
では、当該剤は、移植前は実質的にインプラントの腐食を誘発しない。
【００９９】
　本発明のインプラントは、分解性または非分解性の、放射線不透過性の材料もしくはマ
ーカー、または放射線不透過性のコーティングを包含してよい。
【０１００】
　治療剤の溶出
　本発明のインプラントは、免疫賦活剤、抗癌剤、抗増殖剤、抗炎症剤、抗血栓症薬剤、
抗血小板剤、抗真菌剤、抗糖尿病剤、抗脂質異常剤、抗血管形成剤、血管形成剤、降圧剤
、避妊薬、抗抑制剤、抗発作剤、疼痛管理剤、抗依存性薬剤、治癒促進剤、排卵促進剤、
代謝管理剤などの薬理学的な因子、または薬剤もしくはその組み合わせにおけるその他の
薬効分類を含んでもよい。実例となる免疫賦活剤は、ラパマイシン、エベロリムス、ＡＢ
Ｔ　５７８、ＡＰ２０８４０、ＡＰ２３８４１、ＡＰ２３５７３、ＣＣＩ－７７９、重水
素化ラパマイシン、ＴＡＦＡ９３、タクロリムス、シクロスポリン、ＴＫＢ６６２、ミリ
オシン、それらのアナログ、プロドラッグ、塩、その他、またはその組み合わせを含むが
それらに限定されない。
【０１０１】
　実例となる抗癌剤は、以下を含む。アシビシン、アクラルビシン、アコダゾール、アク
ロニシン、アドゼレシン、アラノシン、アルデスロイキン、アロプリノールナトリウム、
アルトレタミン、アミノグルテチミド、アモナフィド、アンプリゲン、アムサクリン、ア
ンドロゲン、アンギジン（Ａｎｇｕｉｄｉｎｅ）、グリシン酸アフィジコリン、アサレー
（Ａｓａｌｅｙ）、アスパラギナーゼ、５－アザシチジン、アザチオプリン、バシルス・
カルメット・ゲラン（ＢＣＧ）、（可溶性）ベイカーズアンチフォル、β－２’－デオキ
シチオグアノシン、ビサントレンＨＣＬ、硫酸ブレオマイシン、ブスルファン、ブチオニ
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ンスルフォキシミン、ＢＷＡ　７７３Ｕ８２、塩酸ＢＷ　５０２Ｕ８３、メシル酸ＢＷ　
７Ｕ８５、カラセミド、カルベチマー、カルボプラチン、カルムスチン、クロラムブシル
、クロロキノキサリン‐スルホンアミド、クロロゾトシン、クロモマイシンＡ３、シスプ
ラチン、クラドリビン、コルチコステロイド、コリネバクテリウムパルブム、ＣＰＴ－１
１、クリスナトール、シクロシチジン、シクロホスファミド、シタラビン、シテンベナ（
Ｃｙｔｅｍｂｅｎａ）、マレイン酸ＤＡＢＩＳ、ダカルバジン、ダクチノマイシン、塩酸
ダウノルビシン、デアザウリジン（Ｄｅａｚａｕｒｉｄｉｎｅ）、デクスラゾキサン、ジ
アンヒドロガラクチトール、ジアジコン、ジブロモズルシトール、ダイデムニンＢ、ジエ
チルジチオカルバミン酸、ジグリコールデヒド、ジヒドロ－５－アザシチジン、ドキソル
ビシン、エチノマイシン、エダトレキセート、エデルホシン、エフロルニチン、エリオッ
ト溶剤、エルサミトルシン、エピルビシン、エソルビシン、リン酸エストラムスチン、エ
ストロゲン、エタニダゾール、エチオホス、エトポシド、ファドロゾール、ファザラビン
、フェンレチニド、フィルグラスチム、フィナステリド、酢酸フラボン、フロクスウリジ
ン、リン酸フルダラビン、５－フルオロウラシル、フルオゾール（登録商標）、フルタミ
ド、硝酸ガリウム、ゲムシタビン、酢酸ゴセレリン、ヘプスルファム、ヘキサメチレンビ
スアセトアミド、ホモハリントニン、硫酸ヒドラジン、４－ヒドロキシアンドロステジオ
ン、ヒドロキシ尿素、塩酸イダルビシン、イホスファミド、インターフェロンα、インタ
ーフェロンβ、インターフェロンγ、インターロイキン－１αおよびβ、インターロイキ
ン－３、インターロイキン－４、インターロイキン－６、４－イポメアノール、イプロプ
ラチン、イソトレチノイン、ロイコボリンカルシウム、酢酸ロイプロイド、レバミゾール
、ダウノルビシンリポソーム、リポソーム封入ドキソルビシン、ロムスチン、ロニダミン
、メイタンシン、塩酸メクロレタミン、メルファラン、メノガリル、メルバロン、６－メ
ルカプトプリン、メスナ、バシルス・カルメット・ゲランのメタノール抽出残渣、メトト
レキサート、Ｎ－メチルホルムアミド、ミフェプリストン、ミトグアゾン、マイトマイシ
ン‐Ｃ、ミトタン、塩酸ミトザントロン、単球／マクロファージ、コロニー刺激因子、ナ
ビロン、ナフォキシジン、ネオカルチノスタチン、酢酸オクトレオチド、オルマプラチン
、オキサリプラチン、パクリタキセル、パラ、ペントスタチン、ピペラジンジオン、ピポ
ブロマン、ピラルビシン、ピリトレキシム、塩酸ピロキサントロン、ＰＩＸＹ－３２１、
プリカマイシン、ポルフィマーナトリウム、プレドニムスチン、プロカルバジン、プロゲ
スチン、ピラゾフリン、ラゾキサン、サルグラモスチム、セムスチン、スピロゲルマニウ
ム、スピロムスチン、ストレプトニグリン、ストレプトゾシン、スロフェヌル、スラミン
ナトリウム、タモキシフェン、タキソテール、テガフール、テニポシド、テレフタラミジ
ン（Ｔｅｒｅｐｈｔｈａｌａｍｉｄｉｎｅ）、テロキシロン、チオグアニン、チオテパ、
チミジン注射、チアゾフリン、トポテカン、トレミフェン、トレチノイン、塩酸トリフロ
ペラジン、トリフルリジン、トリメトレキサート、腫瘍壊死因子、ウラシルマスタード、
硫酸ビンブラスチン、硫酸ビンクリスチン、ビンデシン、ビノレルビン、ビンゾリジン、
Ｙｏｓｈｉ　８６４、ゾルビシン、ＱＰ－２、エポチロンＤ、エポチロンＣ、パクリタキ
セル、ドセタキセルなどのタキソール、ＡＢＪ８７９、パツピロン、ＭＮ－０２９、ＢＭ
Ｓ２４７５５０、ＥＴ－７４３などのエクチナサイジン、テトラヒドロイソキノリンアル
カロイド、シロリムス、アクチノマイシン、メトトレキサート、アンチオペプチン、ビン
クリスチン、マイトマイシン、２－クロロデオキシアデノシン、など、カスポファンギン
、ファルネシル化ジベンゾジアゼピノン、ＥＣＯ－４６０１、フルコナゾール、などの抗
真菌剤、フォリスタチン、レプチン、ミッドカイン、アンジオジェニン、アンジオポエチ
ン－１、ベカプレルミン、レグラネクス、などの血管形成剤、カンスタチン、アンジオス
タチン、エンドスタチン、レチノイド、ツミスタチン（Ｔｕｍｉｓｔａｔｉｎ）、バスキ
ュロスタチン、アンジオアレスチン、バソスタチン、ベバシズマブ、プリノマスタット、
などの抗血管形成剤、メトホルミンなどの抗糖尿病剤、カンデサルタン、ディオバン、ジ
ルチアゼム、アテノロール、アダラート、などの血圧降下剤、ラノラジン、硝酸イソソル
ビド、などの抗虚血薬。
【０１０２】
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　実例となる抗炎症剤は、以下のような標準的な非ステロイド系の抗炎症剤（ＮＳＡＩＤ
Ｓ）を含む。アスピリン、ジクロフェナク、インドメタシン、スリンダク、ケトプロフェ
ン、フルルビプロフェン、イブプロフェン、ナプロキセン、ピロキシカム、テノキシカム
、トルメチン、ケトロラク、オキサプロシン、メフェナム酸、フェノプロフェン、ナブメ
トン（レラフェン）、アセトアミノフェン（Ｔｙｌｅｎｏｌ（登録商標））、およびその
混合物、など、ニメスリド、ＮＳ－３９８、フロスリド、Ｌ－７４５３３７、セレコキシ
ブ、ロフェコキシブ、ＳＣ－５７６６６、ＤｕＰ－６９７、パレコキシブナトリウム、Ｊ
ＴＥ－５２２、バルデコキシブ、ＳＣ－５８１２５、エトリコキシブ、ＲＳ－５７０６７
、Ｌ－７４８７８０、Ｌ－７６１０６６、ＡＰＨＳ、エトドラク、メロキシカム、Ｓ－２
４７４、およびその混合物、などのＣＯＸ－２抑制剤、ヒドロコルチゾン、コルチゾン、
プレドニゾン、プレドニゾロン、メチルプレドニゾロン、メプレドニゾン、トリアムシノ
ロン、パラメタゾン、フルプレドニソロン、ベタメタゾン、デキサメサゾン、フルドロコ
ルチゾン、デスオキシコルチコステロン、プロピオン酸フルチカゾン、ピロキシカム、セ
レコキシブ、メフェナム酸、トラマドール、メロキシカム、メチルプレドニゾン、疑似プ
テロシン、などのグルココルチコイド、ゾレドロン酸、アレンドロネート、などの高カル
シウム血症薬、プラビックス、ヘパリン、アリクストラ、およびフラキシパリン、など、
またはその混合物のような抗血栓症薬剤。
【０１０３】
　アナログ、プロドラッグ、誘導体、前駆体、フラグメント、塩、または医薬品のその他
変化体もしくは変異体の使用は、すべて含まれる。
【０１０４】
　アナログ、誘導体、プロドラッグ、塩、これらの医薬品の合成または生物学的同等物は
、過剰増殖性の疾患、狭窄、創傷治癒、癌、動脈瘤、糖尿病、腹部大動脈瘤、血管形成、
高カルシウム血症、虚血、細動、不整脈など、必要とされる治療の種類に応じて、前記分
解性のインプラントから放出されることができる。
【０１０５】
　前記剤は、非分解性のコーティング、部分的に分解性のコーティング、完全に分解性の
コーティング、または組み合わせを用いて、前記インプラントから放出されることができ
る。コーティングの、これらの種類における実例となる例は、上記にて議論済みである。
前記剤は、前記コーティングでの充填剤として組み入れられることができ、または前記イ
ンプラントに適用された上で、速度を制限する障壁として前記コーティングで覆われるこ
とができ、または前記薬剤は前記インプラントの面に対して直接コーティングされること
ができる。一実施例において、剤放出の前記速度は、前記インプラントの前記分解速度ま
たは前記インプラント環境内における生物学的反応事象に対応した、ある時間帯で、およ
びある持続期間中に、放出されるように構成できる。たとえば、抗炎症剤、抗増殖剤、ま
たは免疫賦活剤、またはこれらの組み合わせは、分解期間の全体において放出されるよう
に作成できる。複合的な薬品は、前記コーティングの前記分解速度および／または前記イ
ンプラントの分解速度を適合させるように放出されることができる。抗血小板剤または抗
血栓症薬剤は、初期段階において放出されることができ、抗炎症剤または抗増殖剤または
免疫抑制剤は、同時にまたはより後の段階で放出されることができる。
【０１０６】
　一実施例において、前記剤は、くぼみ、孔、貫通孔、筋、擦り傷、細孔、ざらつき、そ
の他、またはその組み合わせなどの機構に包含される、または部分的に包含される。別の
実施例において、前記剤は、保有宿主、溝、孔、貫通孔、流路、隆線間、その他、または
その組み合わせ、または前述からの一つ以上の組み合わせなどの、前記インプラント属性
に包含される。別の実施例において、前記剤は、前記インプラントの前記面に保護膜とし
て適用される。
【０１０７】
　前記インプラントにおける治療剤またはその他の剤の量は、約１ナノグラム／ｃｍ２か
ら１０００マイクログラム／ｃｍ２、好ましくは約１から５００マイクログラム／ｃｍ２
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、より好ましくは約１０から４００マイクログラム／ｃｍ２まで変動することができる。
前記剤は、一日あたり約１ナノグラム／ｃｍ２から１０００マイクログラム／ｃｍ２、好
ましくは一日あたり約１マイクログラム／ｃｍ２から２００マイクログラム／ｃｍ２、よ
り好ましくは一日あたり約５ｍｃｇ／ｃｍ２から１００ｍｃｇ／ｃｍ２までに及ぶ割合で
前記インプラントから放出されてもよい。前記インプラントの周囲の組織における前記剤
の取り込みは、約０．００１ｎｇｍ／ｇｍの組織から１０００マイクログラム／ｇｍの組
織、好ましくは約１ｎｇｍ／ｇｍの組織から１００マイクログラム／ｇｍの組織、より好
ましくは約１００ｎｇ／ｇｍの組織から１０マイクログラム／ｇｍの組織までに及ぶこと
ができる。
【０１０８】
　いくつかの実施例において、前記剤は、１日から３年、好ましくは２週間から１年、よ
り好ましくは１ヶ月から６ヶ月の範囲の期間にわたって前記インプラントから放出される
。他の実施例において、前記剤は、１日より長い、好ましくは２週間より長い、より好ま
しくは１ヶ月より長い、より好ましくは４ヶ月より長い期間にわたって前記インプラント
から放出される。
【０１０９】
　前記剤は、前記ステントまたはインプラントと組み合わせられる、腐食可能なまたは腐
食不可能なフィラメントまたは複数のフィラメント内に包含され得ると理解できる。
【０１１０】
　前記インプラントまたはコーティングの分解は、身体環境において炎症反応を引き起こ
す場合がある。炎症は、全身治療または局部的治療によって提供される、薬理療法によっ
て抑えることができる。実例となる抗炎症剤は、以下のような標準的な非ステロイド系の
抗炎症剤（ＮＳＡＩＤＳ）を含む。アスピリン、ジクロフェナク、インドメタシン、スリ
ンダク、ケトプロフェン、フルルビプロフェン、イブプロフェン、ナプロキセン、ピロキ
シカム、テノキシカム、トルメチン、ケトロラク、オキサプロシン、メフェナム酸、フェ
ノプロフェン、ナブメトン（レラフェン）、アセトアミノフェン（Ｔｙｌｅｎｏｌ（登録
商標））、およびその混合物、ニメスリド、ＮＳ－３９８、フロスリド、Ｌ－７４５３３
７、セレコキシブ、ロフェコキシブ、ＳＣ－５７６６６、ＤｕＰ－６９７、パレコキシブ
ナトリウム、ＪＴＥ－５２２、バルデコキシブ、ＳＣ－５８１２５、エトリコキシブ、Ｒ
Ｓ－５７０６７、Ｌ－７４８７８０、Ｌ－７６１０６６、ＡＰＨＳ、エトドラク、メロキ
シカム、Ｓ－２４７４、およびその混合物などのＣＯＸ－２抑制剤、ヒドロコルチゾン、
コルチゾン、プレドニゾン、プレドニゾロン、メチルプレドニゾロン、メプレドニゾン、
トリアムシノロン、パラメタゾン、フルプレドニソロン、ベタメタゾン、デキサメサゾン
、フルドロコルチゾン、デスオキシコルチコステロン、ラパマイシン、などのグルココル
チコイド、またはこれらの剤のアナログ、またはその組み合わせ。前記抗炎症剤は、前記
インプラント上にコーティングされるか、または組み込まれることができ、または、好ま
しくは前記インプラントもしくはコーティングが身体環境において溶解するにつれて全身
的に提供される。
【０１１１】
　前記溶解性のインプラントからの前記金属イオンは、前記組織内部および／または全身
的に提供されてもよく、非常に長い期間がかかる可能性があるが最終的にはシステムから
排出される。キレート化のような追加的治療は、前記金属イオンを身体から排出するまた
は身体内部で再分配する速度を加速させるために使用できる。エチレンジアミン四酢酸（
ＥＤＴＡ）のようなキレート剤は、経口で、または静脈注射で、または前記インプラント
もしくはインプラントコーティングによって包含されるような局部的手段、またはその他
の手段によって投与できる。金属イオン封鎖剤は、金属または金属合金またはその組み合
わせを身体から排出するまたは身体内部で再分配する速度を加速させるためにも使用でき
る。実例となる金属イオン封鎖剤の例は、オルトリン酸塩、オルトケイ酸塩、その他、ま
たはその組み合わせを含むがそれらに限定されない。一実施例において、前記キレート剤
または金属イオン封鎖剤は、前記インプラントのある部位に供給され、または前記インプ
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ラントもしくはコーティング内に組み込まれ、または前記インプラントの前記面の上に適
用される。別の実施例において、前記キレート剤または金属イオン封鎖剤は、前記インプ
ラント上で分解性または非分解性のコーティングによって制御放出される。これらの剤は
、前記金属イオンが再分配されるか前記システムから排出されるということを確実にする
ために、前記金属インプラントに基づいて選択できる。前記剤は、前記剤が成分を前記金
属イオンと交換する際、前記インプラントのある部位で溶着され得る成分を用いても取り
入れることができる。
【実施例】
【０１１２】
　実施例１
　ＥＤＭドリルまたはＳｗｉｓｓスクリューを用いて、直径５ｍｍのコバルト棒の中心に
直径１．５２ｍｍの孔を開ける。続いて、外径が１．６３ｍｍになるまで、棒をセンター
レス研削盤にかける。結果として生じたコバルトチューブを、摂氏８５０度で１時間、真
空オーブン中で焼き戻す。チューブをレーザー切断し、長さ１８ｍｍの冠状動脈ステント
とする。化学処置でスラグおよびスケールを除去した後、直径０．０２０インチの金属マ
ンドレルにステントを留置し、回転させる。３６０メッシュの酸化アルミニウム吹き付け
加工媒体を持つサンドブラスター（Ｅｃｏｎｏｌｉｎｅ社、ミシガン州グランドヘブン）
のエラーノズルをステントに方向付け、１０秒間空気作動させて、コバルトステントのす
べての面に梨地状表面を作成する。温水を入れたビーカーに数回浸漬し、その後、１００
％イソプロパノールを入れたビーカーに浸漬して、ステントを清浄する。続いて、１００
％イソプロパノールを満たしたビーカー中に、ステントを入れる。このビーカーを超音波
浴（Ｂｒａｎｓｏｎ　Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ、コネチカット州
ダンベリー）に入れ、当該浴中でステントを５分間清浄する。乾燥後、３．０×２０ｍｍ
ステント送達カテーテルのバルーンにステントを圧着する。ステント送達システムをパウ
チ内に密封し、ＥｔＯで滅菌する。
【０１１３】
　ガイドワイヤに沿わせて、ステントが右冠動脈の病変内に入るまで、ステント送達シス
テムを挿入する。ステントが展開され、コバルト金属は、ある期間にわたってその大部分
を溶解し始める。
【０１１４】
　実施例２
　送達カテーテルに圧着する前に、実施例１で作製した冠状動脈ステントを３３％ラパマ
イシンおよび６６％ポリエチレン‐ビニルアルコール共重合体を含む基質で被覆する。乾
燥後、ステント送達カテーテルのバルーンにステントを圧着する。ステント送達システム
をパウチ内に密封し、ＥｔＯで滅菌する。
【０１１５】
　ガイドワイヤに沿わせて、ステントが左回旋動脈の病変内に入るまで、ステント送達シ
ステムを挿入する。病変にステントが展開され、コバルト金属は、ある期間にわたってそ
の大部分を溶解し始め、その間、薬物が放出される。
【０１１６】
　実施例３
　１．６ｍｍのＯＤおよび０．６ｍｍのＩＤタングステン棒から冠状動脈ステントを作製
する。ＥＤＭドリルで孔を１ｍｍまで拡大する。続いて、外径が１．１１ｍｍになるまで
、棒をセンターレス研削盤にかける。結果として生じたタングステンチューブを、摂氏１
４００度で１時間、真空オーブン中で焼き戻す。長さ２５ｍｍのステントパターンが形成
されるような掘削機ＥＤＭでスロットを切断して、チューブとする。ＥＤＭで切断してい
ないほうの端部を除去する。化学処置でスラグおよびスケールを除去した後、摂氏４５度
に加熱した２Ｎ塩酸で６時間ステントをエッチングして、その表面上に腐食くぼみ特徴を
誘発する。
【０１１７】
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　温水を入れたビーカーに数回浸漬し、その後、１００％エタノールを入れたビーカーに
浸漬して、ステントを清浄する。続いて、１００％エタノールを満たしたビーカー中に、
ステントを入れる。このビーカーを超音波浴（Ｂｒａｎｓｏｎ　Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　
Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ、コネチカット州ダンベリー）に入れ、当該浴中でステントを５
分間清浄する。乾燥後、３．５×２７ｍｍステント送達カテーテルのバルーンにステント
を圧着する。ステント送達システムをパウチ内に密封し、ＥｔＯで滅菌する。滅菌後、パ
ウチを金属箔パウチ内に入れる。箔パウチを不活性窒素ガスでパージし、空気を抜いた後
、密封する。
【０１１８】
　ガイドワイヤに沿わせて、ステントが左回旋動脈の病変内に入るまで、ステント送達シ
ステムを挿入する。病変にステントが展開され、タングステン金属は、ある期間にわたっ
てその大部分を溶解し始める。
【０１１９】
　実施例４
　銀ハイポチューブを切断し、８ｍｍの冠状動脈ステントとする。化学処置でスラグおよ
びスケールを除去した後、２０Ｎ塩酸中にステントを留置し、摂氏２００度になるまで１
時間加熱すると、腐食ピット表面特徴が生じる。熱湯を入れたビーカーに数回浸漬し、そ
の後、１００％イソプロパノールを入れたビーカーに浸漬して、ステントを清浄する。続
いて、１００％イソプロパノールを満たしたビーカー中に、ステントを入れる。このビー
カーを超音波浴（Ｂｒａｎｓｏｎ　Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ、コ
ネチカット州ダンベリー）に入れ、当該浴中でステントを５分間清浄する。乾燥後、２．
５×１０ｍｍステント送達カテーテルのバルーンにステントを圧着する。プラスチックに
脱酸素剤を埋入して作製したシースを、圧着されたステントの上に置く。ステント送達シ
ステムを金属パウチ内に密封し、ガンマ線滅菌で滅菌する。
【０１２０】
　ガイドワイヤに沿わせて、ステントがＬＡＤ冠動脈の病変内に入るまで、ステント送達
システムを挿入する。病変にステントが展開され、銀金属は、ある期間にわたってその大
部分を溶解し始める。
【０１２１】
　実施例５
　実施例４と同じ手法で作製した１８ｍｍの冠状動脈ステントを、２００μｇのエポチロ
ンＤで被覆する。乾燥後、３．２５×２０ｍｍステント送達カテーテルのバルーンにステ
ントを圧着する。ステント送達システムを金属パウチ内に密封し、ＥｔＯで滅菌する。
【０１２２】
　ガイドワイヤに沿わせて、ステントが右冠動脈の病変内に入るまで、ステント送達シス
テムを挿入する。病変にステントが展開され、銀金属は、薬物が放出される間、ある期間
にわたってその大部分を溶解し始める。
【０１２３】
　実施例６
　実施例４と同じ手法で作製した１３ｍｍの尿道ステントを、タキソール、続いてポリジ
オキサノンのコーティングで被覆する。乾燥後、３．０×１５ｍｍステント送達カテーテ
ルのバルーンにステントを圧着する。ステント送達システムをパウチ内に密封し、ＥｔＯ
で滅菌する。
【０１２４】
　尿道の閉塞区域にステント送達システムを挿入し、展開する。展開後、ステント金属は
、薬物が放出される間、ある期間にわたってその大部分を隣接する組織および尿中に溶解
し始める。
【０１２５】
　実施例７
　マグネシウムハイポチューブをレーザー切断し、１８ｍｍの冠状動脈ステントとする。
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化学処置でスラグおよびスケールを除去した後、続いて、１００％イソプロパノールを満
たしたビーカー中に、ステントを入れる。このビーカーを超音波浴（Ｂｒａｎｓｏｎ　Ｕ
ｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ、コネチカット州ダンベリー）に入れ、当
該浴中でステントを５分間清浄する。スパッタリングにより、ステントを１オングストロ
ームのクロムのコーティングで被覆する。清浄および乾燥後、２．５×２０ｍｍステント
送達カテーテルのバルーンにステントを圧着する。ステント送達システムをパウチ内に密
封し、ＥｔＯで滅菌する。
【０１２６】
　ガイドワイヤに沿わせて、ステントが左冠動脈回旋枝の病変内に入るまで、ステント送
達システムを挿入する。病変にステントが展開され、マグネシウムは、ある期間にわたっ
てその大部分を隣接する組織および血中に溶解し始める。
【０１２７】
　実施例８
　タングステンハイポチューブをレーザー切断し、長さ２８ｍｍの気管支ステントとする
。化学処置でスラグおよびスケールを除去した後、タングステン蒸気の化学気相成長法に
よって、その表面に多くの小さなヒロックを蒸着させる。ヒロックは、４００ｎｍＲａの
間隔で密集していた。温水を入れたビーカーに数回浸漬し、その後、１００％イソプロパ
ノールを入れたビーカーに浸漬して、ステントを清浄する。乾燥後、３５×３０ｍｍステ
ント送達カテーテルのバルーンにステントを圧着する。ステント送達システムをパウチ内
に密封し、ＥｔＯで滅菌する。
【０１２８】
　ガイドワイヤに沿わせて、癌のある左主気管支にステント送達システムを挿入する。ス
テントを展開させ、腫瘍による気道閉塞を開いて保持し、その間に薬物が癌を治療し、合
金は、ある期間にわたって隣接する組織にその大部分を溶解し始める。
【０１２９】
　実施例９
　４０％ビスマス‐６０％スズチューブを回転固定具内に固着させる。チューブを曲げ、
チューブの外面全体に傷がつくまで、チューブの表面に剃刀刃で傷をつける。腐食擦り傷
特徴が不均一に分布される。次に、フェムト秒レーザーを使用してチューブをレーザー切
断し、長さ１４ｍｍの動脈瘤ステントパターンとする。化学処置でスラグおよびスケール
を除去した後、温水を入れたビーカーに数回浸漬し、その後、１００％イソプロパノール
を入れたビーカーに浸漬して、ステントを清浄する。乾燥後、２．５×１５ｍｍステント
送達カテーテルのバルーンにステントを圧着する。ステント送達システムをパウチ内に密
封し、ＥｔＯで滅菌する。
【０１３０】
　ガイドワイヤに沿わせて、ステントが脳動脈瘤内に入るまで、ステント送達システムを
挿入する。ステントが動脈瘤に展開され、合金は、ある期間にわたって隣接する組織およ
び血中にその大部分を溶解し始める。
【０１３１】
　実施例１０
　純タングステン金属から長方形の骨プレートを作製する。沸騰した２０Ｎ塩酸にプレー
トを１０分間浸して腐食くぼみ特徴を作成し、続いて、熱湯、その後１００％イソプロパ
ノール中における超音波清浄によって清浄する。清浄後、骨プレートを梱包し、２５キロ
グレイのガンマ放射線で滅菌する。骨プレートを骨折部の片側にある骨折した大腿骨に固
定して、一時的な足場を作成する。骨プレートは、ある期間にわたって隣接する組織にそ
の大部分を溶解し始める。
【０１３２】
　実施例１１
　異なる処置を施した後の、コバルト、４０％ビスマス‐６０％インジウム合金タングス
テン、および３１６Ｌステンレス鋼から作製した平らな切り取り試片を、個別に秤量した
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。各切り取り試片を、生理食塩水を満たしたバイアル中に入れた。バイアルを摂氏３７度
まで加熱し、１２ｒｐｍで回転させた。時間をおいて、切り取り試片をバイアルから除去
し、温水で洗浄した後、１００％イソプロパノールを満たしたディッシュに浸した。ディ
ッシュを超音波浴中に５分間置いた。金属および合金からの速度損失の量を示したプロッ
トを、図２０～２１に示す。
【０１３３】
　実施例１２
　１０１０炭素鋼チューブをレーザー切断し、長さ１４ｍｍの冠状動脈ステントとする。
７５０℃で９０分間、ステントを炉内で焼き戻す。続いてステントを清浄し、回転固定具
内に固着させる。スラグおよびスケールが除去されてステントの表面が４００ｎｍＲａの
粗さのざらついた状態となるまで、２０ミクロンの酸化アルミニウム媒体を用いてステン
トをサンドブラストする。清浄後、３０％ラパマイシンアナログを包含する１０ミクロン
の炭酸ポリエチレンでステントを被覆し、３．５×１５ｍｍステント送達カテーテルのバ
ルーンに圧着する。ステント送達システムをパウチ内に密封し、電子線で滅菌する。
【０１３４】
　ガイドワイヤに沿わせて、ステントが冠動脈内に入るまで、ステント送達システムを挿
入する。ステントが冠動脈に展開され、合金は、ある期間にわたって隣接する組織および
血中にその大部分を溶解し始める。
【０１３５】
　実施例１３
　コバルト箔をレーザー切断し、２５ｍｍのフラットパターンの冠状動脈ステントとする
。７００℃で９０分間、当該箔を真空炉内で焼き戻す。ステントは次にＨＣｌでスケール
除去し、清浄する。清浄後、パターン箔の片側（内腔側）を厚さ１ミクロンのＰＬＬＡで
被覆する。次に、ステントを管状ステント内に溶接する。清浄後、４０％ラパマイシンア
ナログを包含する厚さ５ミクロンの炭酸ポリエチレンでステントを完全に被覆し、３．０
×２６ｍｍステント送達カテーテルのバルーンに圧着する。ステント送達システムをパウ
チ内に密封する。パウチを冷却容器内に置き、当該容器を電子線に暴露して、ステント送
達システムを滅菌する。
【０１３６】
　ガイドワイヤに沿わせて、ステントが冠動脈に入るまで、ステント送達システムを挿入
する。ステントが冠動脈に展開され、合金は、ある期間にわたって隣接する組織および血
中にその大部分を溶解し始める。
【０１３７】
　実施例１４
　１０１０炭素鋼チューブをレーザー切断し、長さ１４ｍｍの冠状動脈ステントとする。
７５０℃で９０分間、ステントを炉内で焼き戻す。続いてステントを清浄し、回転固定具
内に固着させる。スラグおよびスケールが除去されてステントの表面が４００ｎｍの粗さ
（Ｒａ）のざらついた状態となるまで、２０ミクロンの酸化アルミニウム媒体を用いてス
テントをサンドブラストする。清浄後、ステントを１５０マイクログラムのラパマイシン
アナログで被覆し、３．５×１５ｍｍステント送達カテーテルのバルーンに圧着する。ス
テント送達システムをパウチ内に密封し、電子線で滅菌する。
【０１３８】
　ガイドワイヤに沿わせて、ステントが冠動脈内に入るまで、ステント送達システムを挿
入する。ステントが冠動脈に展開され、合金は、ある期間にわたって隣接する組織および
血中にその大部分を溶解し始める。
【０１３９】
　本出願の様々な実施態様、実施例、および構成要素は、本出願全体を通して、別々に適
用してもよいし、互いに組み合わせて適用してもよい。
【０１４０】
　本明細書において引用したすべての出版物および特許出願は、個別の出版物または特許
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出願が具体的にまたは個別に参照することにより組み込まれることを示唆しているように
、参照することにより本書に組み込まれる。
【０１４１】
　前述の発明について、明瞭な理解を目的として、図示および実施例を用いてある程度詳
細に説明したが、様々な代替形態、変更形態、および均等物を使用することができ、上記
の説明は添付の特許請求の範囲によって定義される本発明の範囲を限定するものとして解
釈されるべきではないことが明らかになるであろう。
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