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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　薬剤溶出装置の少なくとも１つの表面上に堆積した金属触媒と、
　前記金属触媒から成長した複数のナノファイバーであって、当該ナノファイバーは、少
なくとも一つの半導体材料を含む、複数のナノファイバーと、
　前記複数のナノファイバーに結合した薬剤化合物と、
　を含む薬剤溶出装置。
【請求項２】
　前記薬剤溶出装置が、冠動脈ステントを含む請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記薬剤化合物が、パクリタキセル又はシロリムスを含む請求項１又は２に記載の装置
。
【請求項４】
　前記薬剤化合物が、前記薬剤溶出装置のナノファイバー表面に吸着されている請求項１
乃至３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項５】
　前記薬剤化合物が、１個以上のシラン基の使用によりナノファイバー表面に結合してい
る請求項１乃至３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項６】
　前記薬剤化合物が、１個以上のリンカー分子の使用によりナノファイバー表面に結合し
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ている請求項１乃至３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項７】
　前記薬剤化合物が、薬剤溶出装置のナノファイバー表面に共有又はイオン結合している
請求項１乃至３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項８】
　前記薬剤溶出装置が、冠動脈ステントを含み、前記薬剤化合物の送達が冠動脈内の病変
部位で薬剤化合物を溶出させることを含む請求項１乃至７のいずれか一項に記載の装置。
【請求項９】
　前記薬剤化合物が、前記冠動脈ステントの拡張後に病変部位で冠動脈内に溶出する請求
項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記薬剤化合物が、時間をかけてゆっくりと溶出するようにナノファイバー表面が構成
されている請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記ナノファイバーの耐久性を強化するように、複数の前記ナノファイバーが、ポリマ
ーコーティングに埋込まれている請求項１乃至１０のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１２】
　前記薬剤化合物が、デキサメタゾン、Ｍ－プレドニソロン、インターフェロン、レフル
ノミド、タクロリムス、ミゾリビン、スタチン、シクロスポリン、トラニラスト、又はバ
イオレストの抗炎症性免疫調節剤；タキソール、メトトレキセート、アクチノマイシン、
アンギオペプチン、ビンクリスチン、マイトマイシン、ＲｅｓｔｅｎＡＳＥ、又はＰＣＮ
Ａリボザイムの抗増殖性化合物；バチマスタット、プロリルヒドロキシラーゼ阻害剤、ハ
ロフギノン、Ｃ－プロテイナーゼ阻害剤、又はプロブコールの遊走抑制剤；並びにＶＥＧ
Ｆ、エストラジオール、抗体、ＮＯ供与剤、又はＢＣＰ６７１の治癒と再内皮細胞化を促
進する化合物の１種以上から選択される請求項１乃至１１のいずれか一項に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願とのクロスリファレンス）
　本願は米国仮特許出願第６０／５４９，７１１号（出願日２００４年３月２日）及び米
国特許出願第１０／９０２，７００号（出願日２００４年７月２９日）の優先権を主張す
る。本願は更に各々その開示内容全体を参考資料として本明細書に組込む米国特許出願第
１０／８２８，１００号（出願日２００４年４月１９日）の一部継続出願、米国特許出願
第１０／８３３，９４４号（出願日２００４年４月２７日）の一部継続出願、及び米国特
許出願第１０／７９２，４０２号（出願日２００４年３月２日）の一部継続出願である米
国特許出願第１０／８４０，７９４号（出願日２００４年５月５日）の一部継続出願とし
ての優先権も主張する。
（発明の技術分野）
【０００２】
　本発明は主にナノ構造の分野に関する。より詳細には、本発明はナノファイバーを含む
医療装置及び方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　例えば体内又は体外装置（例えばカテーテル）、一時的又は永久的インプラント、ステ
ント、血管グラフト、吻合装置、動脈瘤修復装置、塞栓装置、及び埋込型装置（例えば整
形外科用インプラント）等の医療装置は日和見細菌や他の感染性微生物に感染し易く、場
合によっては埋込型装置を取り外すことが必要になる。このような感染の結果、疾患、長
期入院、又は死に至ることもある。従って、留置カテーテル、整形外科用インプラント、
ペースメーカー、コンタクトレンズ、ステント、血管グラフト、塞栓装置、動脈瘤修復装
置及び他の医療装置のバイオフィルム形成及び感染を防止することは非常に望ましい。
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【０００４】
　生体材料の細菌増殖抵抗性の強化と生体材料表面の迅速な組織組込み及びグラフトの促
進はいずれも研究分野である。しかし、滅菌及び無菌法の進歩と生体材料の進歩にも拘わ
らず、細菌及び他の微生物感染は依然として医療インプラントの使用における深刻な問題
である。例えば、全院内感染の半数以上が移植医療装置に起因する。これらの感染は医療
インプラントの挿入部位に形成されるバイオフィルムに起因することが多い。残念ながら
、このような感染は生得免疫系応答と従来の抗生物質治療に耐性であることが多い。当然
のことながら、このような感染は人体治療のみならず、多数の他の生物の治療でも問題に
なる。
【特許文献１】米国特許第４，７３９，７６８号
【特許文献２】米国特許第４，８８４，５７５号
【非特許文献１】Ｐａｒｏｄｉら，Ａｎｎ．Ｖａｓｅ．Ｓｕｒｇ．１９９１；５：４９１
－４９９
【非特許文献２】Ｗｈｉｔｅら，Ｊ．Ｅｎｄｏｖａｓｃ．Ｓｕｒｇ．１９９４；１：１６
－２４
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　増大表面積をもつ医療装置及び前記表面積を含む構造／装置、並びに医療装置における
増大表面積の使用方法が開発されるならば望ましい。本発明はこれらの利点及び以下の記
載から自明となる他の利点を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の各種態様はナノファイバー増大表面を含むクランプ、弁、体内又は体外装置（
例えばカテーテル）、一時的又は永久的インプラント、ステント、血管グラフト、吻合装
置、動脈瘤修復装置、塞栓装置、及び埋込型装置（例えば整形外科用インプラント）等の
各種医療装置を含む。このような増大表面はこのような表面を使用する医療装置の多くの
属性を強化し、例えば生物汚染を防止／低減し、疎水性により流動性を増加し、接着性、
バイオインテグレーション等を増加する。
【０００７】
　本発明の第１の側面では、複数のナノ構造コンポーネントを結合した１個以上の表面を
もつ本体構造を含む医療装置が開示される。医療装置としては体内もしくは体外装置、一
時的もしくは永久的インプラント、ステント、血管グラフト、吻合装置、動脈瘤修復装置
、塞栓装置、埋込型装置、カテーテル、弁又は本発明の教示によるナノ構造表面の恩恵を
受ける他の装置が挙げられる。複数のナノ構造コンポーネントとしては例えば複数のナノ
ファイバー又はナノワイヤーが挙げられる。複数のナノ構造コンポーネントは装置の特定
用途に応じて患者の身体の１個以上の組織表面に対する装置の接着性、非接着性、摩擦性
、開存性、又はバイオインテグレーションの１種以上を強化することができる。医療装置
の表面のナノファイバー（又は他のナノ構造コンポーネント）は場合によりナノファイバ
ー表面をより頑丈にするために溶解速度の遅い生体適合性ポリマー（又は他の）マトリッ
クスに埋込むことができる。ポリマーマトリックスは各ナノファイバーの長さの殆どを保
護することができ、末端のみが損傷を受け易い。水溶性ポリマーの作製は多数の異なる方
法で実施することができる。例えば、モノマーと酸化剤から主に構成される希水溶液中で
ポリマー鎖をｉｎ　ｓｉｔｕ形成することができる。この場合には、ポリマーは実際に溶
液中で形成された後に約１０～２５０オングストロームを越える厚さ、より好ましくは１
０～１００オングストロームの厚さの均一な超薄膜としてナノファイバー表面に自然吸着
される。
【０００８】
　複数のナノファイバー又はナノワイヤーは例えば約１ミクロン～少なくとも約５００ミ
クロン、約５ミクロン～少なくとも約１５０ミクロン、約１０ミクロン～少なくとも約１
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２５ミクロン、又は約５０ミクロン～少なくとも約１００ミクロンとの平均長とすること
ができる。複数のナノファイバー又はナノワイヤーは例えば約５ｎｍ～少なくとも約１ミ
クロン、約５ｎｍ～少なくとも約５００ｎｍ、約２０ｎｍ～少なくとも約２５０ｎｍ、約
２０ｎｍ～少なくとも約２００ｎｍ、約４０ｎｍ～少なくとも約２００ｎｍ、約５０ｎｍ
～少なくとも約１５０ｎｍ、又は約７５ｎｍ～少なくとも約１００ｎｍの平均直径とする
ことができる。複数のナノファイバー又はナノワイヤーは医療装置の１個以上の表面の平
均密度を例えば約０．１１本／平方ミクロン～少なくとも約１０００本／平方ミクロン、
約１本／平方ミクロン～少なくとも約５００本／平方ミクロン、約１０本／平方ミクロン
～少なくとも約２５０本／平方ミクロン、又は約５０本／平方ミクロン～少なくとも約１
００本／平方ミクロンとすることができる。複数のナノファイバー又はナノワイヤーはシ
リコン、ガラス、石英、プラスチック、金属及び金属合金、ポリマー、ＴｉＯ、ＺｎＯ、
ＺｎＳ、ＺｎＳｅ、ＺｎＴｅ、ＣｄＳ、ＣｄＳｅ、ＣｄＴｅ、ＨｇＳ、ＨｇＳｅ、ＨｇＴ
ｅ、ＭｇＳ、ＭｇＳｅ、ＭｇＴｅ、ＣａＳ、ＣａＳｅ、ＣａＴｅ、ＳｒＳ、ＳｒＳｅ、Ｓ
ｒＴｅ、ＢａＳ、ＢａＳｅ、ＢａＴｅ、ＧａＮ、ＧａＰ、ＧａＡｓ、ＧａＳｂ、ＩｎＮ、
ＩｎＰ、ＩｎＡｓ、ＩｎＳｂ、ＰｂＳ、ＰｂＳｅ、ＰｂＴｅ、ＡｌＳ、ＡｌＰ、ＡｌＳｂ
、ＳｉＯ１、ＳｉＯ２、炭化ケイ素、窒化ケイ素、ポリアクリロニトリル（ＰＡＮ）、ポ
リエーテルケトン、ポリイミド、芳香族ポリマー、並びに脂肪族ポリマーから構成される
群から独立して選択される材料を含むことができる。
【０００９】
　ナノファイバー又はナノワイヤーは医療装置の本体構造の１個以上の表面にナノファイ
バー又はナノワイヤーを直接成長させることにより前記１個以上の表面に付着させてもよ
いし、ナノファイバー又はナノワイヤーは例えば１個以上の機能的部分を使用して本体構
造の１個以上の表面にナノファイバー又はナノワイヤーを（例えば共有結合により）結合
することにより前記１個以上の表面に付着させてもよい。医療装置の本体構造は各種材料
から構成することができ、場合により複数のナノ構造コンポーネントを本体構造の材料に
組込んでもよい。ナノファイバー（又は他のナノ材料）は剛性と強度を強化するために本
体構造の材料にナノファイバーを組込む前にナノファイバーを焼結（又は例えば化学的手
段により架橋）することにより補強することができる。医療装置は更に１個以上のナノ構
造表面に付設された１個以上の生体適合性又は生体活性コーティングを含むことができ、
及び／又はナノファイバー又はナノワイヤーはナノファイバー又はナノワイヤーの耐久性
を増加するためにマトリックス材料（例えばポリマー材料）に組込むことができる。
【００１０】
　本発明の別の側面では、ステントの１個以上の表面と結合した複数のナノ構造コンポー
ネントを含む血管ステントが開示される。複数のナノ構造コンポーネントとしては例えば
複数のナノファイバー又はナノワイヤーが挙げられる。複数のナノファイバー又はナノワ
イヤーは例えばシリコン、ガラス、石英、プラスチック、金属及び金属合金、ポリマー、
ＴｉＯ、ＺｎＯ、ＺｎＳ、ＺｎＳｅ、ＺｎＴｅ、ＣｄＳ、ＣｄＳｅ、ＣｄＴｅ、ＨｇＳ、
ＨｇＳｅ、ＨｇＴｅ、ＭｇＳ、ＭｇＳｅ、ＭｇＴｅ、ＣａＳ、ＣａＳｅ、ＣａＴｅ、Ｓｒ
Ｓ、ＳｒＳｅ、ＳｒＴｅ、ＢａＳ、ＢａＳｅ、ＢａＴｅ、ＧａＮ、ＧａＰ、ＧａＡｓ、Ｇ
ａＳｂ、ＩｎＮ、ＩｎＰ、ＩｎＡｓ、ＩｎＳｂ、ＰｂＳ、ＰｂＳｅ、ＰｂＴｅ、ＡｌＳ、
ＡｌＰ、ＡｌＳｂ、ＳｉＯ１、ＳｉＯ２、炭化ケイ素、窒化ケイ素、ポリアクリロニトリ
ル（ＰＡＮ）、ポリエーテルケトン、ポリイミド、芳香族ポリマー、並びに脂肪族ポリマ
ーから構成される群から独立して選択される材料を含むことができる。ナノファイバー又
はナノワイヤーはステントの１個以上の表面にナノファイバーを直接成長させるか、ある
いは例えば１個以上の機能的部分又は結合化学を使用することによりナノファイバー又は
ナノワイヤーを１個以上の表面に別個に共有結合することにより前記１個以上の表面に付
着させることができる。ステントはＮｉｔｉｎｏｌ、ニッケル合金、錫合金、ステンレス
鋼、コバルト、クロム、金、ポリマー、又はセラミックから選択される各種材料から作製
することができる。ステントはナノ構造表面に直接吸着させるかあるいは１個以上のシラ
ン基又は他の結合化学の使用により（例えば共有、イオン、ファン・デル・ワールス等の
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結合により）ナノ構造表面と結合した薬剤化合物を含むことができる。
【００１１】
　本発明の別の態様では、患者の体内で動脈瘤の領域に配置されるように構成されたグラ
フト部材を含む動脈瘤修復装置が開示され、グラフト部材はグラフト部材の１個以上の表
面と結合した複数のナノ構造コンポーネントを含む。複数のナノ構造コンポーネントは例
えば複数のナノファイバー又はナノワイヤーを含むことができる。複数のナノファイバー
は例えばシリコン、ガラス、石英、プラスチック、金属又は金属合金、ポリマー、ＴｉＯ
、ＺｎＯ、ＺｎＳ、ＺｎＳｅ、ＺｎＴｅ、ＣｄＳ、ＣｄＳｅ、ＣｄＴｅ、ＨｇＳ、ＨｇＳ
ｅ、ＨｇＴｅ、ＭｇＳ、ＭｇＳｅ、ＭｇＴｅ、ＣａＳ、ＣａＳｅ、ＣａＴｅ、ＳｒＳ、Ｓ
ｒＳｅ、ＳｒＴｅ、ＢａＳ、ＢａＳｅ、ＢａＴｅ、ＧａＮ、ＧａＰ、ＧａＡｓ、ＧａＳｂ
、ＩｎＮ、ＩｎＰ、ＩｎＡｓ、ＩｎＳｂ、ＰｂＳ、ＰｂＳｅ、ＰｂＴｅ、ＡｌＳ、ＡｌＰ
、ＡｌＳｂ、ＳｉＯ１、ＳｉＯ２、炭化ケイ素、窒化ケイ素、ポリアクリロニトリル（Ｐ
ＡＮ）、ポリエーテルケトン、ポリイミド、芳香族ポリマー、及び脂肪族ポリマーから構
成される群から独立して選択される材料を含むことができる。ナノファイバー又はナノワ
イヤーはグラフト部材の１個以上の表面にナノファイバーを直接成長させることにより前
記１個以上の表面に付着させてもよいし、あるいはナノファイバー又はナノワイヤーは例
えば共有、イオン、又は他の結合メカニズムによりグラフト部材の１個以上の表面にナノ
ファイバー又はナノワイヤーを結合することにより前記１個以上の表面に付着させてもよ
い。グラフト部材は処理済み天然組織、実験室で作製した組織、及び合成ポリマー繊維の
１種以上から作製することができ、前記ポリマー繊維としては限定されないが、Ｄａｃｒ
ｏｎ、Ｔｅｆｌｏｎ、金属もしくは合金メッシュ、セラミック又はガラス繊維から選択さ
れる合成ポリマーが挙げられる。グラフト部材はグラフト部材の１個以上のナノ構造表面
に付設された１個以上の生体適合性コーティングを含むことができる。１態様では、グラ
フト部材は患者の大動脈内の動脈瘤の領域に配置されるように構成される。グラフト部材
は脳の動脈瘤の領域に血液を供給するか又は前記領域から血液を供給する血管の側壁に近
接して配置されるように構成することもできる。
【００１２】
　本発明の別の態様では、端端又は端側吻合で第１の血管を第２の血管と結合することに
より患者に吻合を形成するための医療装置が提供され、前記装置は管状部材の１個以上の
表面と結合した複数のナノ構造コンポーネントを含む管状部材を含む。複数のナノ構造コ
ンポーネントは例えば複数のナノファイバー又はナノワイヤーを含むことができる。複数
のナノファイバー又はナノワイヤーはシリコン、ガラス、石英、プラスチック、金属、ポ
リマー、ＴｉＯ、ＺｎＯ、ＺｎＳ、ＺｎＳｅ、ＺｎＴｅ、ＣｄＳ、ＣｄＳｅ、ＣｄＴｅ、
ＨｇＳ、ＨｇＳｅ、ＨｇＴｅ、ＭｇＳ、ＭｇＳｅ、ＭｇＴｅ、ＣａＳ、ＣａＳｅ、ＣａＴ
ｅ、ＳｒＳ、ＳｒＳｅ、ＳｒＴｅ、ＢａＳ、ＢａＳｅ、ＢａＴｅ、ＧａＮ、ＧａＰ、Ｇａ
Ａｓ、ＧａＳｂ、ＩｎＮ、ＩｎＰ、ＩｎＡｓ、ＩｎＳｂ、ＰｂＳ、ＰｂＳｅ、ＰｂＴｅ、
ＡｌＳ、ＡｌＰ、ＡｌＳｂ、ＳｉＯ１、ＳｉＯ２、炭化ケイ素、窒化ケイ素、ポリアクリ
ロニトリル（ＰＡＮ）、ポリエーテルケトン、ポリイミド、芳香族ポリマー、及び脂肪族
ポリマーから構成される群から独立して選択される材料を含むことができる。ナノファイ
バー又はナノワイヤーは管状部材の１個以上の表面にナノファイバーを直接成長させるか
、あるいは例えば共有、イオン又は他の結合手段を使用して１個以上の表面にナノファイ
バーを結合することにより前記１個以上の表面に付着させることができる。管状部材は処
理済み天然組織、実験室で作製した組織、変性動物組織、ステンレス鋼、金属、合金、セ
ラミック又はガラス繊維、ポリマー、プラスチック、シリコーン、及び合成ポリマー繊維
の１種以上から作製することができる。１態様では、管状部材は端側吻合を実施するため
のＴチューブ又は端端吻合を実施するためのストレートチューブを含むことができる。管
状部材は管状部材の１個以上のナノ構造表面に付設された１個以上の生体適合性又は生体
活性コーティングを含むことができる。管状部材は例えば円形、半円形、楕円形、及び多
角形から選択される横断面形状をもつことができる。
【００１３】
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　本発明の別の態様では本体構造の１個以上の表面と結合した複数のナノ構造コンポーネ
ントを含む本体構造を含む埋込型整形外科用装置が開示される。埋込型整形外科用装置は
人工膝関節、人工股関節、軟骨を置換又は補強するものを含む足関節、肘関節、手関節、
及び肩関節インプラント、脛骨、腓骨、大腿骨、橈骨、及び尺骨の骨折修復及び外部固定
用等の長骨インプラント、固定装置を含む脊髄インプラント、頭蓋骨固定装置を含む顎顔
面インプラント、人工骨置換、歯科用インプラント、ポリマー、樹脂、金属、合金、プラ
スチック及びその組合せから構成される整形外科用セメント及び接着剤、釘、ネジ、プレ
ート、固定装置、ワイヤー及びピンの少なくとも１種から選択することができる。複数の
ナノ構造コンポーネントは例えば複数のナノファイバー又はナノワイヤーを含むことがで
きる。複数のナノファイバー又はナノワイヤーはシリコン、ガラス、石英、プラスチック
、金属、ポリマー、ＴｉＯ、ＺｎＯ、ＺｎＳ、ＺｎＳｅ、ＺｎＴｅ、ＣｄＳ、ＣｄＳｅ、
ＣｄＴｅ、ＨｇＳ、ＨｇＳｅ、ＨｇＴｅ、ＭｇＳ、ＭｇＳｅ、ＭｇＴｅ、ＣａＳ、ＣａＳ
ｅ、ＣａＴｅ、ＳｒＳ、ＳｒＳｅ、ＳｒＴｅ、ＢａＳ、ＢａＳｅ、ＢａＴｅ、ＧａＮ、Ｇ
ａＰ、ＧａＡｓ、ＧａＳｂ、ＩｎＮ、ＩｎＰ、ＩｎＡｓ、ＩｎＳｂ、ＰｂＳ、ＰｂＳｅ、
ＰｂＴｅ、ＡｌＳ、ＡｌＰ、ＡｌＳｂ、ＳｉＯ１、ＳｉＯ２、炭化ケイ素、窒化ケイ素、
ポリアクリロニトリル（ＰＡＮ）、ポリエーテルケトン、ポリイミド、芳香族ポリマー、
及び脂肪族ポリマーから構成される群から独立して選択される材料を含むことができる。
ナノファイバー又はナノワイヤーは本体構造の１個以上の表面にナノファイバーを直接成
長させるか、あるいは（例えば共有的、イオン的等により）ナノファイバーを１個以上の
表面に別個に結合することにより前記１個以上の表面に付着させることができる。装置の
本体構造は処理済み天然組織、実験室で作製した組織、変性動物組織、ステンレス鋼、金
属、合金、セラミック又はガラス繊維、ポリマー、プラスチック、シリコーン、及び合成
ポリマー繊維の１種以上から作製することができる。本体構造は本体構造の１個以上のナ
ノ構造表面に付設された１個以上の生体適合性又は生体活性コーティングを含むことがで
きる。
【００１４】
　本発明の別の態様では、複数のナノ構造コンポーネントを結合したベースメンブレン又
はマトリックスを含む神経再生用スカフォールドを提供するためのバイオエンジニアドス
カフォールド装置が開示される。メンブレン又はマトリックスは天然もしくは合成ポリマ
ー、導電性ポリマー、金属、合金、セラミック、グラスファイバー、又はシリコーンの１
種以上から作製することができる。複数のナノ構造コンポーネントは例えば複数のナノフ
ァイバー又はナノワイヤーを含むことができる。メンブレン又はマトリックスのナノ構造
表面は軸索伸長と機能的神経活動を助長するために１種以上の薬剤、細胞、繊維芽細胞、
神経増殖因子（ＮＧＦ）、細胞播種用化合物、神経栄養増殖因子もしくは前記因子を産生
する遺伝子組換え細胞、ＶＥＧＦ、ラミニン又は他の薬剤を含浸させるか又はこれらと結
合することができる。
【００１５】
　本発明の別の側面では、表面と前記表面に結合した複数のナノファイバー又はナノワイ
ヤーを含む子宮又は卵管内植込み用医療装置が開示される。
【００１６】
　本発明の別の側面では、１個以上の表面が体液の結晶化を防ぐように構成された医療装
置が開示され、前記装置は表面と前記表面に結合した複数のナノファイバー又はナノワイ
ヤーを含む。
【００１７】
　本発明の別の態様では、装置の１個以上の表面が血栓形成を防ぐように構成された医療
装置が開示され、前記装置は表面と複数のナノファイバー又はナノワイヤーを含む。
【００１８】
　本発明の別の態様では、１個以上の表面が組織浸潤を防ぐように構成された医療装置が
開示され、前記装置は、表面と前記表面に結合した複数のナノファイバー又はナノワイヤ
ーを含み、前記ナノファイバー又はナノワイヤーは疎水性に構成されている。
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【００１９】
　本明細書に開示する医療装置の任意１種以上で患者を治療するための方法も開示され、
例えば、表面と前記表面に結合した複数のナノファイバーを含む医療装置と患者を接触さ
せる段階を含む患者の治療方法が挙げられる。患者の身体に薬剤化合物を投与するための
方法も開示され、例えば少なくとも１個の表面と、前記表面に結合した複数のナノファイ
バーと、前記複数のナノファイバーに結合した薬剤化合物を含む薬剤溶出装置を提供する
段階と；前記薬剤溶出装置を患者の体内に導入する段階と；患者の体内に薬剤化合物を送
達する段階を含む。１態様における薬剤溶出装置は冠動脈ステントを含むが、疾患（例え
ば病変）部位への局所薬剤送達の恩恵を受ける任意装置を本発明の方法では使用すること
ができる。冠動脈ステントを薬剤溶出装置として使用する場合には、薬剤化合物は例えば
パクリタキセル又はシロリムス、又は他の各種薬剤を含むことができ、限定されないが、
抗炎症性免疫調節剤（例えばデキサメタゾン、Ｍ－プレドニソロン、インターフェロン、
レフルノミド、タクロリムス、ミゾリビン、スタチン、シクロスポリン、トラニラスト、
及びバイオレスト）；抗増殖性化合物（例えばタキソール、メトトレキセート、アクチノ
マイシン、アンギオペプチン、ビンクリスチン、マイトマイシン、ＲｅｓｔｅｎＡＳＥ、
及びＰＣＮＡリボザイム）；遊走抑制剤（例えばバチマスタット、プロリルヒドロキシラ
ーゼ阻害剤、ハロフギノン、Ｃ－プロテイナーゼ阻害剤、及びプロブコール）；及び治癒
と再内皮細胞化を促進する化合物（例えばＶＥＧＦ、エストラジオール、抗体、ＮＯ供与
剤、及びＢＣＰ６７１）の１種以上が挙げられる。薬剤化合物は薬剤溶出装置のナノファ
イバー表面に直接吸着させてもよいし、１個以上のシラン基、リンカー分子又は他の共有
、イオン、ファン・デル・ワールス等の結合手段の使用により結合してもよい。ナノファ
イバー表面は薬剤化合物が時間をかけてゆっくりと溶出するように構成してもよい。複数
のナノファイバーは場合によりナノファイバーの耐久性を強化するように生体適合性非血
栓形成性ポリマーコーティングに埋込まれる。
【００２０】
　本発明の上記及び他の目的と特徴は添付図面と併せて以下の詳細な記載を読むと、より
十分に理解されよう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　当然のことながら、ナノファイバー増大表面積を含む使用又は装置等の本発明の特定態
様及び例証は限定的であるとみなすべきではない。換言するならば、本明細書の記載によ
り本発明を例証するが、特に指定しない限り、本発明は個々の細かい記載に拘束されない
。これらの態様は増大表面積ナノファイバー表面とその構造体の各種使用／適用を例証す
るものである。この場合も、本明細書に列挙する特定態様は本発明の増大表面積ナノファ
イバー構造を含む他の使用／適用を制限するとみなすべきではない。
【００２２】
　図１に示すように、ナノファイバーは場合によりナノファイバーを付設する医療装置表
面に複雑な三次元パターンを形成する。この場合も、当然のことながら本発明の他の態様
ではナノファイバーは高さ、形状等がより均一である。このような複雑さの程度は例えば
ナノファイバーの長さ、ナノファイバーの直径、ナノファイバーの長さ：直径アスペクト
比、（使用する場合には）ナノファイバーに付着した部分、及びナノファイバーの成長条
件等に部分的に依存する。二次表面との緊密接触度を変化させるのに有用なナノファイバ
ーの屈曲、絡み合い等は場合により例えば単位面積当たりのナノファイバー数の調節や、
ナノファイバーの直径、ナノファイバーの長さ及び組成等により操作される。従って、当
然のことながら、本発明のナノファイバー基板の生体有用性は場合により上記及び他のパ
ラメーターを操作することにより調節される。ナノファイバー（又は他のナノ材料）はナ
ノファイバーを本体構造の材料中又は材料上に組込む前又は組込んだ後にファイバーを焼
結（又は例えば化学的手段によりファイバーを架橋）して剛性と強度を強化することによ
り補強することができる。
【００２３】
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　同様に当然のことながら、ナノファイバーは選択態様では湾曲又はカール等することに
より、ナノファイバーと該当基質表面の接触表面積を増加することができる。ナノファイ
バーと第２の表面を複数点で接触させることにより緊密接触度が増すので、ナノファイバ
ーと第２の基質の間のファン・デル・ワールス引力、摩擦力、又は他の同様の接着／相互
作用力が増加する。例えば、カールした１本のナノファイバーは場合により第２の基質と
多数回緊密接触することができる。当然のことながら、所定の選択態様では、ナノファイ
バーは第２の表面から第１の表面側に再びカール／湾曲する場合には第１の表面と再接触
することもできる。単一ナノファイバーと第２の基質／表面の間に複数の接触点（又は例
えば湾曲したナノファイバーがその先端直径よりも大きな緊密接触面積をもつ場合、例え
ばナノファイバーの側長が基質表面と接触する場合には更に大きな接触点）を介在させる
ことが可能になるので、カール／湾曲ナノファイバーからの緊密接触面積はナノファイバ
ーがカール又は湾曲しない傾向にある場合（即ち一般に第２の表面に対して「直線状」の
外観をもつ場合）よりも大きくなる場合がある。従って、本発明の全態様ではないが、所
定態様では、本発明のナノファイバーは屈曲、湾曲又はカール形状を含む。当然のことな
がら、単一ナノファイバーが表面全体に蛇行又は螺旋状の場合（但し、第１の表面に結合
している単位面積当たりのファイバーが１本である場合）にも、ファイバーは二次表面と
場合により各々比較的大きな接触面積で接触する複数の緊密接触点を提供することができ
る。
　Ｉ）静菌性疎水性抗血栓性カテーテル内腔としてのナノファイバー表面
【００２４】
　カテーテルは例えば静脈内、動脈、腹腔、胸膜、髄腔内、硬膜下、泌尿器、滑膜、婦人
科、経皮、胃腸、膿瘍ドレン、及び皮下用途等の医療用途に広く使用されている。静脈内
注入は体液、栄養、血液又は血液製剤、及び薬剤を患者に導入するために使用される。こ
れらのカテーテルは短期、中期、及び長期用として配置される。カテーテルの種類として
は標準ＩＶ、末梢挿入中心静脈カテーテル（ＰＩＣＣ）／ミッドライン、中心静脈カテー
テル（ＣＶＣ）、血管造影用カテーテル、ガイドカテーテル、栄養管、内視鏡カテーテル
、Ｆｏｌｅｙカテーテル、導尿カテーテル、及びニードルが挙げられる。カテーテル合併
症としては静脈炎、局所感染及び血栓症が挙げられる。
【００２５】
　静脈内療法は患者治療における重要な要素である。米国では年間８人に１人が何らかの
静脈内療法を受ける。今日では輸液療法がほぼ日常的である。病院では、外科患者の９０
％と非外科入院患者の３分の１が何らかの静脈内療法を受ける。米国の医療装置製造業者
はカテーテル産業を席巻しており、世界中で使用されているカテーテルの７０～８０％を
生産している。１９９７年の全世界のカテーテル製品の総売上高は約７３億ドルであり、
毎年１０．４％ずつ堅調に増加している。しかし、最大部門は尿カテーテルと透析カテー
テルから主に構成される腎臓市場である。現在は４０億ドルの部門であるが、ほどなく７
１億ドルに達すると予想される。
【００２６】
　最もよく知られている泌尿器カテーテルはＦｏｌｅｙカテーテルであり、１９３０年代
から市販されている。Ｆｏｌｅｙカテーテルや他の体内留置及び外部コンドーム型カテー
テルは失禁、瀕死患者、及び多くの場合には外科手術後又は怪我もしくは疾病で能力を奪
われた後の膀胱導尿用に使用されている。これらの比較的使いやすいカテーテルは世界中
の病院、老人ホーム、及び在宅看護環境で使用されている。透析カテーテルには血液透析
と腹膜透析の２種類がある。このカテーテル部門の末端消費者は血管外科医とインターベ
ンショナルラジオロジストであるが、一旦長期カテーテルポートを設置すると、腎臓医が
挿入部位とカテーテル診断治療をモニターすることになる。
【００２７】
　従って、本発明の各種態様では、カテーテル及び関連医療装置を作製するために材料表
面内、表面上又は表面下でナノファイバー増大表面を使用する。本発明のナノファイバー
表面カテーテルの静菌性は場合により感染を減らすことができ、他方、疎水性は場合によ
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り液体流動性を増すことができる。このような装置の抗血栓性は場合によりカテーテルを
閉塞させる血栓症と塞栓を減らすことができる。カテーテル製造業者は生体適合性を増し
、より良好な感染防除を提供するようなカテーテル材料とカテーテルデザインの改良を望
んでいる。しかし、進歩したとは言え、現時点で感染は依然として大きな問題である。し
かし、カテーテルの作製にナノファイバー増大表面を使用すると、場合によりこのような
問題を改善することができる。
【００２８】
　ナノファイバー増大表面の使用により感染を減らし、流動性を増し、血栓形成を減らし
たカテーテル内腔の性能利点が本発明の特徴である。このような特徴は場合により（ナノ
ファイバーをコーティングしたカテーテル内腔を使用する結果として）カテーテル合併症
を減らし、カテーテルを交換するまでに留置可能な時間を延ばすことができる。
【００２９】
　カテーテルは場合により体内の任意場所に設置され（即ちカテーテルの分類はＩＶに止
まらない）、一般に例えば静脈内に設置するために十分な強度をもち且つ患者の体内で屈
曲するために十分な弾性をもつプラスチック製である。カテーテル管理（例えば交換時間
）を減らし、例えば皮膚「接触」、生物汚染等によるカテーテル汚染を減らすことが一般
に望ましい。静脈炎や、血栓を例えば下流に押し流すために「フラッシュ」を使用するこ
とに起因し得る流動性を低下させる任意問題を避けることも望ましい。本発明の態様は本
質的に静菌性、疎水性及び抗血栓性であるため、このような問題がない。
【００３０】
　本発明の付着防止の側面は場合により創傷ドレナージ用カテーテルでも有用である。こ
のようなカテーテルは一般に細菌汚染等の問題がある。従って、本発明の態様を使用する
と、薬剤使用（例えば抗生物質）を減らし、苦痛を減らし、付加操作の必要を減らし、感
染率を減らすことができる。本明細書に説明するように、本発明のカテーテルは場合によ
り感染低下等を更に助長することが可能な化合物（例えば銀化合物、酸化チタン、抗生物
質等）をコーティングする。
　ＩＩ）使い捨て外科用リトラクター、歯科用リトラクター及び配置装置におけるナノフ
ァイバー増大表面
【００３１】
　外科では露出、外科的アプローチ、及びインプラント配置の目的で臓器や組織を位置決
め又は移動（例えば操作）するのにリトラクターと鉗子が一般に使用されている。歯科で
は小型の歯修復物（例えばクラウン、インレー、オンレー、ベニア、インプラント／イン
プラントアバットメント等）を配置するためや、各種歯周、口腔外科及び歯内処置で歯肉
組織を位置決めするために一般に鉗子を使用している。この市場部門における既存歯科装
置は末端が粘着性のプローブ（Ｇｒａｂｉｔｓ（登録商標））であるが、非滅菌性であり
、生体組織に接着することができず、接着したインプラントから取り外しにくいため、歯
科医に嫌われている。
【００３２】
　ナノファイバー増大表面により最低圧で発生される強い牽引力は場合により外科臓器移
動及び後退における組織損傷を最小にすることができる。弱い点負荷で発生される強い牽
引力は場合により歯科修復物の歯科外科的調節及び配置を改善することができる。生体組
織と不活性インプラントに付着する滅菌可能なプローブの利点は既存技術に対して顕著な
利点を提供すると考えられる。
【００３３】
　歯付きの破砕用（鋸歯付き）鉗子に勝る性能利点、外科処置速度の増加及び組織損傷の
低下は特に本発明の大きな利点である。ナノファイバーをコーティングした本発明のリト
ラクターを使用すると、使用し易く、歯科外科処置速度が増し、インプラントの操作が安
全であるため、外科手術後の組織外傷とそれに伴う炎症が減ると共に治癒率が増加すると
予想される。
【００３４】
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　本発明の所定態様はナノファイバー増大表面をもつ使い捨てリトラクターを含む。更に
、他の態様は例えば逆ピラミッド型（例えば高さ１ｃｍ）を含む。このようなピラミッド
の頂点を使用して神経等に接触することができる。また、大型の対象には平坦面を使用す
ることができ、更に他の異なる寸法の対象には稜部を使用することができる。本発明のリ
トラクターは場合により特定用途に応じて各種寸法と形状にすることができる。この場合
も、例えば歯科でクラウン等を操作及び配置するために本発明のリトラクターを使用する
ことができる。
　ＩＩＩ）ナノファイバー増大表面の使用による腹腔鏡クリップにおける牽引増加
【００３５】
　胆嚢手術中には閉鎖用クリップが腹腔鏡で利用される。６０ドルの使い捨てカートリッ
ジに約１０個のクリップが組込まれている。胆嚢手術中に動脈、静脈及び導管を密閉する
ために一般に５個又は６個のクリップが使用される。ほぼホッチキスの針の寸法の小さな
Ｕ字形クリップはチタンから製造され、適所でかしめられる。クリップは牽引面をもたず
、適所に配置するのにかしめ力に依存する。クリップにより生じた外傷が癒着したり、血
管に傷がつく恐れがある。
【００３６】
　本発明のナノファイバー表面により最低圧で発生される強い牽引力により、このような
クリップは腹腔鏡手術や他の外科手術に理想的になると思われる。
【００３７】
　本発明のナノファイバー増大装置による有意に広い牽引面（～２倍）の性能利点は非常
に望ましい。この点は、特に米国だけでも年間約６００，０００件の胆嚢摘出が行われて
いることから明らかである。虫垂切除等の他の腹腔鏡手術も加えると、この数は１，００
０，０００件を越える。１回の手術で１個６０ドルのカートリッジが使用されるならば、
売上高は少なくとも６０，０００，００ドルである。
【００３８】
　このようなクリップ又はクランプの他の用途としては、例えば大動脈を挟んだり締め付
けるためや、非外傷性クランプとしての使用等が考えられる。このようなクランプは心臓
運動の安定化を助けるための心拍動下手術にも有用であると予想される。このような製品
は場合により（ナノファイバー等を付着した）パッド付きアームを含む。眼及び／又は瞼
手術にも眼を固定するためにこのようなクランプが必要である。更に他の一般外科用途と
しては、例えば頭皮を切開するために硬膜を後退させたり、心臓手術で心膜を保持したり
、皮膚移植片を固定したり、臓器／組織を固定する等の用途が挙げられる。更に他の態様
は基質が溶解性のもの（例えば肝袋等）を含む。
【００３９】
　外科手術ではドロドロしたり、ヌルヌルしたり、傷つきやすい等の臓器等を処置するこ
とが多い。また、管状又は層状の解剖学的要素は縫合器等でつかむことができるが、より
不規則な形状の臓器（例えば肝臓、心臓等）は問題である。従って、ナノファイバー表面
を含む無数のクランプ型用のリトラクター、使い捨てスリーブ、及び汎用接触面がいずれ
も必要である。これらは医療装置を常時再配置する必要をなくすことができる（例えば点
リトラクターは組織と接触し、解放が必要になるまで保持することができる）。本発明の
装置は腹腔鏡装置及び安定化パッドに配置することもできる。
　ＩＶ）創外固定具インプラント静菌性表面材
【００４０】
　創外固定具は骨折治癒の目的で皮膚を通して骨に挿入されるピンとワイヤーである。こ
れらのピンとワイヤーはその後、骨折した骨が治癒できるように剛性と安定性を提供する
ために外部のロッド及びクランプに連結される。内部に配置するプレート、スクリュー、
ピン及びワイヤーにまさるこれらの外部装置の利点は内部インプラントの外科的配置に比
較して組織及び血管破壊量が少ないことである。このように外科的侵襲性が低いため、骨
折を著しく速く治癒することができ、筋肉及び皮下瘢痕、インプラントに関連する骨肉腫
、骨関節変形、又は苦痛を伴う低温感覚合併症が少なく、後日にインプラントを外科的に
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除去する必要がなくなる。最近十年間では内部インプラントよりもこの「生物学的」整形
外科治癒方法に向かう傾向がある。組織損傷が最少になるので、骨治癒に最も重要な治癒
時間が短縮する。創外固定具の使用に起因する合併症は皮膚からの細菌感染と、連結装置
が十分安定でない場合のピンの過剰な移動である。ナノファイバー静菌性表面材の使用は
これらの２つの問題の主要部分と認められるものを軽減又は解消すると期待される。
【００４１】
　ナノファイバーをコーティングした創外固定具の静菌性ステンレス表面は皮膚表面が細
菌と接触し、ネジ付きピン挿入部と骨の界面が汚染し、ピンが緩んで骨折を治癒できなく
なる程度を軽減する。外部に配置した静菌性ピンの性能利点は特に手術後感染とピンが緩
む問題を軽減するために明らかに望ましいと思われる。各種態様では、全移植材料にナノ
ファイバーをコーティングする。他の態様では、ネジ山、ピン、及び／又は結合材にナノ
ファイバーをコーティングする。他の態様はプレートの底面とネジ山の頂点、弾性ワイヤ
ー（例えばｋワイヤー、ｋピン等）、ストレートピン等のナノファイバーコーティングを
含む。当然のことながら、本発明のこのような創外固定具は場合により四肢伸長法でも使
用される。
　Ｖ）バタフライ型皮膚バンデージ／パッチ
【００４２】
　多くの皮膚裂傷はスパッと切れた傷口であり、縫合できない場合やその必要がない場合
には単純な表面閉鎖が必要である。現在市販されているバタフライ型皮膚バンデージは良
好に機能するが、皮膚の運動とバンデージ部位の加湿と共に接着が弱まるので急速に機能
低下する。ナノファイバー表面を含む疎水性接着性バタフライ型バンデージはこの欠点の
エレガントな解決方法である。
【００４３】
　角膜擦過傷は眼瞼痙攣、毛様体筋痙攣及び疼痛を誘発する一般眼科傷害である。これら
の傷害の大半は治癒するのに２４～７２時間を要する。角膜潰瘍は治癒するのに３～５日
間を要する。毛様体筋痙攣を抑える散瞳薬を投与すると、毛様体疼痛は緩和するが、光恐
怖症が増す。従って、患者は暗環境のほうが安心感を得られる。眼瞼を閉鎖するためにナ
ノファイバー表面を含む皮膚接着性疎水性バタフライ型パッチを使用すると、光恐怖症の
問題を解決し、眼瞼を閉鎖した状態での涙分泌により角膜の水濡れ性が増すため、角膜治
癒速度が増す。
【００４４】
　最低圧で発生される強い牽引力と疎水性により、ナノファイバーをコーティングした弾
性バタフライ型皮膚パッチは皮膚創傷と眼瞼を閉鎖するのに理想的になる。このようなバ
タフライ型装置の性能利点は非常に望ましいと期待される。所定態様では、接着装置は肌
色であるか、又は患者が装置を外さずに入浴することができる。このような装置は患者が
外科処置を受けるのを避けると共に、縫合後の「ひだ」を避けるのに役立つ（形成外科に
特に重要）。このような装置の他の利点としては、例えば接着剤を硬化させる必要がなく
、良好な副木材であり、プラスターを水で浸す等の必要がなく、例えばナノファイバーを
メッシュ材料に付着すると装置を「通気性」にできる等の点が挙げられる。このような装
置は更に場合により（持続的、温度上昇に伴う等の方法で）経皮放出すべき薬剤等を含む
ことができる。このような装置は場合により静脈硬化症状況下の褥瘡性潰瘍にも使用され
る（糖尿病患者では、皮膚と骨に圧力がかかると、糜爛と潰瘍を生じる）。更に、このよ
うな創傷被覆装置は創傷治癒（例えば細胞増殖）を増進できるような部分と結合すること
ができる。バンデージ上のナノファイバー寸法は細胞を補足するように設計することがで
きる。
　ＶＩ）心臓外科用高牽引クランプ装置
【００４５】
　心臓外科では血流を一時的に停止するためにクランプが広く使用されている。この十年
間では従来のスチール製ジョー付きクランプに比較して動脈損傷の少ない使い捨てゴム製
非外傷性クランプインサートに向かう傾向がある。損傷が最少になると、回復時間が短縮
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し、瘢痕に起因する合併症が減る。ゴム製インサートは市場に進出しているが、牽引力が
限られているため、多数の動脈を損傷してしまうほど強いクランプ力がまだ必要である。
本発明の装置により最低圧で発生される強い牽引力により、ナノファイバーをコーティン
グしたクランプインサートは心臓外科に理想的になる。有意に広い牽引面（～２倍）の性
能利点は例えば手術後合併症を減らすために明らかに望ましい。
　ＶＩＩ）接着性疎水性耳栓
【００４６】
　鼓膜穿孔、裂傷又は破裂はシャワー時や水泳時に一般に患者に問題となる。機械的な耳
栓は不快であり、漏れやすく、前庭炎（バランス低下）や中耳炎（内耳感染）を生じるこ
とが多い。接着性と疎水性を兼備するナノファイバー表面を使用した改良型耳栓は数百万
人の鼓膜裂孔患者に著しい改善をもたらすと期待される。最低圧で発生される強い牽引力
により、ナノファイバーをコーティングした疎水性耳栓はより快適であり、既存技術より
も良好に水の侵入から密閉することができる。有意に広い牽引面（～２倍）の性能利点は
特に中耳炎後合併症と前庭炎を減らすために望ましい。
【００４７】
　ナノファイバーの疎水性作用と牽引力は安全な耳栓を形成すると期待される。各種態様
では耳栓は耳道内に嵌め込まれるが、他の態様では耳又は耳道に被せるためのキャップ又
はディスクを含む。場合により（例えば鼻血を抑える等のために）他の道又は孔に同様の
態様が使用される。所定態様では、ナノファイバーは例えば痂皮や血塊を剥がさないよう
にするために、例えば患者側に残るようにその基板から剥離される。他の態様は場合によ
り生物汚染防止特性及び／又は抗微生物性をもつことができる。下記参照。所定態様は場
合により尿道栓等に使用することが期待される。例えば、所定態様は場合により避妊のた
めに卵管を遮断するために使用することができる。
　ＶＩＩＩ）外科用癒着防止材
【００４８】
　手術後癒着は一般的な外科合併症である。現在及び従来、手術後癒着の防止方法を開発
するために多大な労力が払われている。このようなアプローチには興味深いアプローチが
あり、例えば鉄粉を混入したオートミールを摂取させた後に磁石を腹部に当て、腸に沿っ
て進行させ、癒着を防ぐ方法がある。癒着は例えば開胸心臓手術後の心膜と胸骨の間、腸
処置後の腹腔内、特に婦人科再建に関連する後腹膜腔内等の各種位置で特に問題となる。
主に２つのアプローチが検討されている。第１のアプローチは例えばヒアルロン酸又は水
素酸又は酸化セルロースから製造した移植可能なバリヤーフィルムであるが、癒着を防止
するためにフィルムを配置すべき位置が確定できないので成功していない。第２のアプロ
ーチは癒着が予想される一般領域を浸すように例えばＮ，Ｏ－アセチルキトサンの溶液ボ
ーラスを点滴注入する。これは優れた治療方法であると思われるが、この方法による満足
な製品は市販されていない。折り紙付きの適切な製品が市販されるようになれば、実際に
全外科処置で予防的に使用できよう。なお、手術後癒着は通常手術後の最初の１週間の間
に形成され、この期間に形成されない場合には一般に発生しない。従って、最初の１週間
の間に細胞付着がなければ癒着は形成されないので、（コラーゲン線維の癒着を生じる）
繊維芽細胞が局所組織表面に付着しないようにする必要がある。本発明の癒着防止方法は
このような細胞付着を防止すると期待される。本発明の癒着防止態様は場合により種々の
形態をとる（例えば液体適用形態、フィルム適用形態等）。癒着の形成は特に受精手術に
問題となる。比較的急速に癒着が形成されるので、手術後５日間は繊維芽細胞を付着させ
ないことが望ましい。
【００４９】
　吸収性天然（例えばコラーゲン）又は合成（例えばポリグリコール酸）ポリマーから製
造され、高い潤滑性を提供するようにナノファイバー表面をコーティングした水性マイク
ロカプセル又は粒子懸濁液が本発明の特徴である。この懸濁液約２００ｍｌを適当な体腔
内に注入すると、繊維芽細胞付着とその後の癒着形成を受けにくい表面で組織を覆うこと
ができる。材料は数週間後に無害に吸収される。所定態様は場合により体腔壁を直接覆う
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ナノファイバー又はナノワイヤーをコーティングしたメッシュ（例えば合成、金属、繊維
）とすることができる。
　ＩＸ）内視鏡及びカテーテル
【００５０】
　内視鏡（例えば結腸内視鏡）の困難な側面の１つは管状臓器（例えば腸、尿道、食道、
気管、血管等）を通過する装置の摩擦抵抗である。内視鏡又はカテーテルを移動しにくい
ことに加え、摩擦は患者に大きな不快感を与える。通過し易くするために例えばポリビニ
ルピロリドンを被覆した滑りやすいカテーテルが設計されているが、これらの装置は市場
に広く受け入れられていない。本発明のナノファイバー表面を含む潤滑性内視鏡又はカテ
ーテルは患者の使用感を著しく改善し、医師が移動し易いと期待される。
　Ｘ）腔内カメラ
【００５１】
　最新診断革新の１つは内蔵を観察するための超小型ワイヤレスカメラの使用である。ピ
ルサイズのこのようなカメラを飲み込むか又は注射して流下させ、医療観察者に画像を送
る。本発明のナノファイバー表面による潤滑性の改善はこのような装置の性能を強化する
と期待される。適切なナノファイバーコーティングはカメラを飲み込み易くすると共に、
その経路に沿って操作し易くすると期待される。他の同様の態様は例えばカメラ等の装置
に疎水性シールド（例えば窓）を形成するためや、装置にコーティング層（例えばヒアル
ロン酸等）を保持するためや、コンタクトレンズに透明コーティングを形成するため（場
合により蛋白質蓄積を防ぐのにも役立つ）等の目的で装置にナノファイバーコーティング
を含む。
　ＸＩ）心臓機械弁
【００５２】
　大動脈弁及び僧帽弁の置換に使用されている心臓弁プロテーゼは２種類ある。機械弁は
一般に収縮期に血液を流すために開き、拡張期に逆流を防ぐために閉じるディスクを備え
る金属ケージである。これらの弁は永久に使用できるが、血栓性合併症を防ぐために抗凝
血剤を毎日投与する必要がある。用量は血栓形成と内出血を防ぐように注意深く調節しな
ければならない。他方の型の弁は組織弁であり、ブタ心臓から一括して分離する場合や、
ウシ心膜組織から作製する場合がある。これらの弁尖は天然弁によく似ており、通常は抗
凝血剤を投与する必要がない。しかし、劣化し易く、機械弁よりも寿命が短い。幸いにも
、組織弁は機能低下が遅いので、外科的置換に十分な時間がある。耐用期間の長い機械弁
が抗凝血剤を投与せずに良好に機能できるならば計り知れない医療上の利益となろう。こ
のように使用される本発明のナノファイバー増大表面も本発明の一部である。更に、左室
補助装置（ＬＶＡＤ）の血行性能の改善にもナノファイバー表面を使用することができる
。
【００５３】
　ナノファイバーを特別に組込んだ心臓機械弁を使用すると、層流により血行が改善され
、収縮期当たりの血流量が改善され、凝血防止の必要がなくなるか又は著しく減り、血栓
症が発生しなくなるか又は著しく減り、溶血レベルが低下するか又はゼロになると期待さ
れる。
　ＸＩＩ）小径血管グラフト
【００５４】
　現在、直径約６ｍｍを上回る各種血管プロテーゼは腸骨／大腿部を通して胸大動脈から
移植した場合に十分に機能している。直径約６ｍｍを下回ると、このようなグラフトは完
全な内腔血栓形成後に挿入又はバイパスグラフトとして移植した場合に機能できない。同
様に、静脈再建に利用できるグラフト材料もない。多年来、研究者らは下肢から伏在静脈
を採取する必要をなくすように、特に冠動脈バイパス処置用の小径血管グラフトを開発し
ようと努力してきた。一般に、厚さ０．５～１．０ｍｍの蛋白質層が内腔表面に迅速に堆
積して内腔直径が更に減少し、壁在血栓の形成を誘発するため、２～５ｍｍの小径グラフ
トは利用できない。ポリテトラフルオロエチレン（Ｔｅｆｌｏｎ（登録商標））やポリウ
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レタン等の従来の非濡れ性表面でも蛋白質の内膜積層を阻むことができない。
【００５５】
　ナノファイバー増大表面の超非濡れ性は２つの非常に重要な要因になると思われる。第
１に、内腔表面に血漿蛋白質が堆積しなくなるので、元のグラフト直径が維持される。同
じく重要な点として、ナノファイバー表面は理想に近い層流血流を提供することができる
ので、内腔血栓形成を減らすか又は完全になくすと期待される。これは場合によりグラフ
ト血栓形成を防ぎ、及び／又は特に縫合吻合部における乱流に付随するグラフト障害の周
知原因である吻合部内膜過形成を最小にするのに非常に重要である。
【００５６】
　具体的には、ナノファイバー表面は以下のグラフト：大腿／膝窩（及び下膝窩）血行再
建；冠動脈バイパスグラフト（場合により伏在静脈置換とＩＭＡ処置）；Ａ－Ｖシャント
（血液透析アクセス）；微小血管再建（例えば手の手術）；及び静脈再建に有益に利用す
ることができる。特に糖尿病患者集団でＡ－Ｃバイパスグラフトや末梢血管再建にナノフ
ァイバー表面を使用することも考えられる。微小血管、Ａ－Ｖシャント及び静脈用途も考
えられる。無縫合吻合法におけるナノファイバー増大表面の使用に関する詳細な記載につ
いては後述する。
　ＸＩＩＩ）美容用充填剤
【００５７】
　コラーゲン充填ビジネスは美容分野で急増しており、２００３年には～８００，０００
件が実施されたと考えられる。材料供給業者の年間収益は５億ドルに迫っている。コラー
ゲンを美容用（例えば唇や深い皺等）に使用する際の主要な問題は持続性である。典型的
なコラーゲン充填は～３～４カ月持続した後に効果が低下し、再注入が必要になる。従っ
て、持続性のある美容効果を生じるためには非吸収性でありながら生体適合性のマイクロ
スフェアが望ましい。
【００５８】
　この分野では標準ゲージ針で注入可能であり、バイオバーデンを排除したマイクロスフ
ェアを作製できることが非常に望ましく、特にこれらのマイクロスフェアが注入し易く、
注射可能であり、配置し易いように十分に潤滑性であり；持続性の結果が得られ；生体適
合性の問題がなく；時間と共に移動しないことが望ましい。マイクロスフェアキャリヤー
で（例えばナノファイバーによる疎水性と親水性のバランスにより）最適化された潤滑性
をバイオバーデン排除技術と組み合わせることができるならば十分に競争に勝てると考え
られる。他の態様としては、瘢痕組織の減少が可能な態様と、場合により機能化されたナ
ノファイバースカフォールドを腐食性ポリマーに付けた態様が挙げられる。
　ＸＩＶ）高流動性低血栓形成性心臓機械弁
【００５９】
　置換弁移植は１０億ドルの売上高に迫る貴重な大市場である。第１に、寿命、血栓形成
性及び流動性に関して現実に認められている相違により機械弁移植と組織弁移植の間で揺
れ動きつつある。第２に、法的／臨床的要件がますます厳しくなっているために新製品開
発サイクルが長引き、製品競争が硬直化している。主要な弁基準の２つ（血栓形成性と流
動性）を潜在的に改善するように既存製品を改造する（その結果、法規制に対応する過程
を著しく短縮する）可能性があるため、ナノファイバーは機械弁市場内に加え、機械弁製
品と組織弁製品の間の市場占有率にも潜在的に劇的な効果があると思われる。
【００６０】
　完全には解明されていないが、血栓形成と流動性は相関する問題である。実際に、最も
よく知られている２枚弁デザインのヒンジシートの下流に形成された乱流はこのような製
品の血栓形成効果の要因であるとされている。ナノファイバー増大表面により得られるよ
うな疎水性表面コーティングはこのような問題を緩和するのに劇的な効果があると思われ
る。
【００６１】
　本発明の本態様は現行製品に追加することによりサイクル時間を劇的に短縮する利点と
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同時に、製品自体の差別的利点がある。
　ＸＶ）埋込型センサー及びペーシングリードの高持続性機能
【００６２】
　埋込型センサー市場は未成熟期にあり、各種初期用途としてはグルコースセンサー、心
機能センサー（リード有又は無）及び各種ストリップスの神経インプラントが挙げられる
。これらの企業の多くは経時的生物汚染と持続性試薬ベッドの形成しにくさに関連する同
様の問題を抱えている。高疎水性構造と組み合わせて配置された試薬ドーピングパッドを
併用すると、全種センサーの持続機能時間が著しく延びると考えられる。現行技術はこの
欠点（例えばグルコースセンサーは３日間しか機能しない）を容認しているか、又は機械
的パッケージング及び／又は大規模な平行処理を伴う高価で実施しにくい方法でこの問題
に対処している。
【００６３】
　本発明のナノファイバーの別の関連用途は組織との良好な電気接点と非汚染性のシャフ
トを提供するためのペーシングリードのコーティングである。これらの市場で利用されて
いるセンサー／試薬技術の多くは従来の非インプラント診断の成熟期が長いために工業所
有権が消滅しており、パッケージングは実際に工業所有権を主張できる技術として参入の
余地のある重要な技術であると思われる。人体の高腐食性で被包形成のさかんな環境で長
期間耐えられるようにセンサー（試薬又は電気センサーを問わず）を如何にパッケージン
グするかが問題である。これは留置型に携わる全企業に大きな課題である。本発明のナノ
ファイバーによるユニークな非汚染性アプローチは非汚染性表面の下流又は近傍に痕跡を
残さないという付加的特徴もある。このため、試薬／センサーの独創的なパッケージング
で正確な読取りが得られる。更に、試薬持続性に関しては、薬剤溶出ステントの概説で以
下に記載する薬剤ドープパッドとほぼ同様にナノファイバーを含む試薬ドープパッドを作
成することが可能であると思われる。
【００６４】
　ペースメーカーリードの分野では、臨床医を悩ませる問題が２つある。誤ってリードが
外れたり、きちんと配置されていないと組織への電流が不十分になり、時間と共にリード
の周囲の組織が過増殖し、長期にわたって複数のリードを配置している所定の患者では、
実際に流動抵抗を生じることがある。その結果、後続処置／手術が更に複雑になりかねな
い。更に、遺棄されたリードが合併症の原因となることもある。本発明のナノファイバー
を含むこのような装置はセンサーヘッドを覆うナノファイバーとシャフトに沿って取り付
けられた生物汚染防止コーティングによりこれらの問題を２つとも解決できると思われる
。
【００６５】
　グルコースセンサー：～２０億ドルの世界中のグルコースセンサー市場の聖杯はフィン
ガースティック装置を離れ、真に非侵襲性のアプローチ又は留置アプローチによる持続的
グルコース装置に移りつつある。どちらのアプローチも商品化又は商品化までの時間に関
して他方よりも明白な優勢を示すには至っておらず、基本的な技術的競合状態に至ってい
ない。今日開発中の埋込型グルコースセンサー技術はいずれも実質的な制約があるため、
広く市場に受け入れられると思われない。この点は非侵襲性アプローチについては当ては
まらないが、非侵襲性アプローチにしても実用可能な装置を求める市場リーダーたちを１
５年間にわたって阻んできた開発の障害に直面している。このようなセンサーにナノファ
イバーを加えると、上記のいくつかの問題を防止／改善できると思われる。
【００６６】
　心臓センサー：この市場は最初期にあるが、（恐らく警報として継続的に）インターベ
ンショナルカーディオロジー法の必要なしに完全な心臓出力測定を提供すること及び／又
は活動中の心臓装置（例えばＢＶ－ペーサー、左室補助装置（ＬＶＡＤ））の優れたリア
ルタイム制御を提供することが見込まれる。この場合も、このような装置にナノファイバ
ーを加えると、上記の多くの問題を防止／改善できると思われる。
【００６７】
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　神経センサー／エミッター：この分野も初期参入余地があるが、この場合にはセンサー
よりも刺激に重点がおかれている。神経調節及び神経刺激は神経組織との一貫した連続的
接触に依存している。リードの組織接触端にナノファイバーを配置すると、リードを保護
することができ、瘢痕形成（例えばグリア瘢痕）を防ぎ、導電を改善することができる。
更に、ナノファイバーはリードのシャフトで導電材料として使用することができる。
【００６８】
　ＩＣＤ及びペースメーカーリード：複合市場における単位生産高は非常に大きく、年間
～１，０００，０００件の移植が行われている。両室ペーシングがあらゆる安易で楽観的
な予測を越えて急速に普及し始めているので、この市場は一層成長しつつある。リードの
問題は一時は価値連鎖の非常に大きなシェアを占めたが、その統一小売価格がじわじわと
低下していることである。
　ＸＶＩ）血管ステント及び次世代薬剤溶出冠動脈ステント
【００６９】
　血管ステントはバルーン血管形成術後に血管を開いておくために使用される小型金属装
置である。冠動脈ステントの開発は例えばこの１０年間にわたってインターベンショナル
カーディオロジーの実地に変革をもたらしている。７０件を越える冠動脈ステントがヨー
ロッパで認可され、Ｇｕｉｄａｎｔ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（Ｉｎｄｉａｎａｐｏｌｉ
ｓ，ＩＮ）から市販されているＭｕｌｔｉ－Ｌｉｎｋ　Ｖｉｓｉｏｎ（登録商標）Ｃｏｒ
ｏｎａｒｙ　Ｓｔｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍや、Ｍｅｄｔｒｏｎｉｃ，Ｉｎｃ．（Ｍｉｎｎｅ
ａｐｏｌｉｓ，ＭＮ）から市販されているＤｒｉｖｅｒ（登録商標）Ｃｏｒｏｎａｒｙ　
Ｓｔｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍ又はＢｅＳｔｅｎｔ２（登録商標）をはじめとして２０件を越
えるステントが米国で市販されている。
【００７０】
　市販ステントは種々の形態のものがある。例えば１例として、例えば図２Ａ～Ｂに示す
ようなステント２１０はステンレス鋼ワイヤー製であり、バルーンを膨らませることによ
り拡張する。ステント２１０は血管２１６（例えば冠動脈）の患部２１４に送達するため
に図２Ａに示すようにバルーン２１２にクリンプすることができる。分かりやすくするた
めに、血管壁２１６の多重層を単層として示すが、当業者に自明の通り、病変部は一般に
血管２１６の内膜内のプラーク沈着である。
【００７１】
　ステント２１０の送達に適したバルーンの１例はＢｏｓｔｏｎ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ
　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（Ｎａｔｉｃｋ，ＭＡ）から市販されているＭａｖｅｒｉｃｋ
（登録商標）ＰＴＣＡバルーンである。次に、ステントを搭載したバルーン２１２をガイ
ドワイヤーとガイドカテーテル２０５の使用等により、従来通りに患部に進行させ、病変
部２１４の両端間に配置する。適切なガイドワイヤーはＢｏｓｔｏｎ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆ
ｉｃ　Ｃｏｒｐ．製０．０１４”Ｆｏｒｔｅ（登録商標）であり、適切なガイドカテーテ
ルはＥＴ　０．７６内腔ガイドカテーテルである。
【００７２】
　バルーン２１２が図２Ａに示すように病変部２１４の両端間に配置されたら、同様に実
質的に従来通りにバルーン２１２を膨らませる。バルーンの選択に当たっては、ステント
２１０がピークの各々に沿って均等に拡がるようにバルーンが径方向に均一に膨らむよう
にするとよい。バルーン２１２が膨らむと、ステント２１０はそのクリンプ形状から図２
Ｂに示す拡張位置に拡がる。膨らませる量とこれに見合ったステント２１０の拡張量は病
変部自体に応じて変えることができる。
【００７３】
　血管２１６の内側でバルーン２１２を膨らませてステント２１０を拡げた後、バルーン
をしぼめて取り出す。血管２１６の外壁は弾性収縮により元の形状に戻る。しかし、ステ
ント２１０は血管内で拡張形状に維持され、血管のその後の再狭窄を防ぐ。再狭窄傾向が
ステント２１０の機械的強度以下である限り、ステントは図２Ｂに示すように血管内に開
放通路を維持する。
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【００７４】
　別の形態のステントはＮｉｔｉｎｏｌ製品のような自己拡張型ステント装置である。ス
テントを移植部位で露出させ、自己拡張させる。
【００７５】
　従来技術のステントにはいずれも大きな問題があった。いずれも血栓症、再狭窄及び組
織浸潤の可能性があり、程度は異なるが、配置しにくいという問題もあった。従来技術の
ステントの少なくとも一部には血管形状に合致しにくいという問題もあった。従来は、設
置後少なくとも最初の３カ月間は抗凝血剤が必要であった。
【００７６】
　従って、有意血栓症を生じずに血管を開いておくのに有効であり、患部に送達し易く、
患部血管に合致し易いがステントがかねてより切望されてきた。
【００７７】
　本発明の本態様は一般に既存通路、チャネル、導管等、特に動物、特に哺乳動物又はヒ
ト内腔、例えば血管又は他の導管臓器を拡げ、支持するために使用される血管内支持装置
（例えば「ステント」と通称されるもの）に関する。特に、本発明の本態様はステントと
これを使用する通路との相互作用を強化するために、例えば図１及び図２Ｄに示すような
ナノ構造コンポーネントを利用するこのようなステント装置を提供する。一般に、このよ
うなナノ構造表面は対象通路内の装置の開存性を強化するように装置の接着、摩擦、バイ
オインテグレーション又は他の特性を改善するために使用される。このような相互作用の
強化は一般に通路の表面（例えば内壁又は外壁表面）と相互作用してこの表面との結合又
は付着を助長するナノ構造表面を提供することにより得られる。ナノ構造コンポーネント
（例えばナノファイバー）は例えばステントの外面及び／又は内面にナノファイバーを直
接成長させるか、又はナノファイバーをステント表面に別個に共有的もしくはイオン的に
結合することにより、ステントの外面又は内面に付着させることができる。更に、ステン
トを挿入する血管内におけるステントの剛性と強度を強化するために、ナノファイバー又
は他のナノ構造をステント材料自体に埋込むこともできる。ナノファイバーの形状と寸法
及びグラフト表面上のその密度はステントの接着性（又は他の性質）を所望レベルにする
ように変えることができる。特に好ましい側面では、アスペクト比の大きいナノファイバ
ーがナノ構造として使用される。このようなナノファイバーの例としては従来記載されて
いるようなポリマーナノファイバー、金属ナノファイバー及び半導体ナノファイバーが挙
げられる。
【００７８】
　本発明のステントはその生体有用性を更に強化するために内面及び／又は外面に他の材
料をコーティングしてもよい。適切なコーティングの例は薬剤入りコーティング、（下記
に記載するような）薬剤溶出コーティング、親水性コーティング、スムージングコーティ
ング、コラーゲンコーティング、ヒト細胞播種用コーティング等である。ステントに設け
た上記ナノファイバーコーティングはステントがこれらのコーティングを保持し易くする
広い表面積を提供することができる。コーティングはステントのナノ構造表面に直接吸着
させることができる。あるいは、ナノ構造コンポーネント（例えばナノファイバー）及び
これに付けるコーティング材料と結合を形成することが可能な結合剤をナノ構造表面に加
えてもよい。このような場合には、例えばシラン基を介してコーティングをナノ構造表面
に直接結合してもよいし、リンカー結合基又は結合剤との結合化学（誘導体化）に加わる
のに適した他の化学反応基を介して結合してもよく、このような基としては例えば置換シ
ラン、ジアセチレン、アクリレート、アクリルアミド、ビニル、スチリル、酸化ケイ素、
酸化ホウ素、酸化リン、Ｎ－（３－アミノプロピル）３－メルカプトベンズアミド、３－
アミノプロピル－トリメトキシシラン、３－メルカプトプロピル－トリメトキシシラン、
３－マレイミドプロピル－トリメトキシシラン、３－ヒドラジドプロピル－トリメトキシ
シラン、ヒドロキシスクシンイミド、マレイミド、ハロアセチル、ピリジルジスルフィド
、ヒドラジン、エチルジエチルアミノプロピルカルボジイミド、及び／又は同等物が挙げ
られる。
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【００７９】
　冠動脈ステント市場は巨大であり、最大手装置製造企業により激しい競争が繰り広げら
れている。現在、薬剤溶出冠動脈ステントという最新部門で製品開発／獲得により利益を
得るために参入企業間でゴールドラッシュが進行中であり、例えば、米国ＦＤＡに認可さ
れたＣｏｒｄｉｓ　Ｃｙｐｈｅｒ（登録商標）シロリムス溶出用ステントや、Ｂｏｓｔｏ
ｎ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　Ｔａｘｕｓ（登録商標）パクリタキセル溶出用ステントシス
テムが上市されている。薬剤溶出ステントは急速に市場シェアを獲得しつつあり、２００
５年までに冠動脈血管再生治療の標準になると思われる。この新規治療は冠動脈インター
ベンション部位における瘢痕組織の形成を防ぐことができる薬剤を添加したポリマー薄層
を標準冠動脈ステントの外面にコーティングするものである。現在市販されているステン
トで使用されている薬剤の例はシロリムスとパクリタキセルに加え、抗炎症性免疫調節剤
（例えばデキサメタゾン、Ｍ－プレドニソロン、インターフェロン、レフルノミド、タク
ロリムス、ミゾリビン、スタチン、シクロスポリン、トラニラスト、及びバイオレスト）
；抗増殖性化合物（タキソール、メトトレキセート、アクチノマイシン、アンギオペプチ
ン、ビンクリスチン、マイトマイシン、ＲｅｓｔｅｎＡＳＥ、及びＰＣＮＡリボザイム）
；遊走抑制剤（例えばバチマスタット、プロリルヒドロキシラーゼ阻害剤、ハロフギノン
、Ｃ－プロテイナーゼ阻害剤、及びプロブコール）；及び治癒と再内皮細胞化を促進する
化合物（例えばＶＥＧＦ、エストラジオール、抗体、ＮＯ供与剤、ＢＣＰ６７１等）であ
る。例えば、シロリムスは従来は臓器移植後の拒絶反応を予防するために使用されていた
。残念ながら、ステントにポリマーコーティングを使用すると血栓症や他の合併症を誘発
する可能性があり、これらの問題を部分的に緩和するためには、一般に設置後少なくとも
最初の３カ月間は抗凝血剤が必要である。
【００８０】
　しかし、本発明の教示に従ってこれらの新型ステントにナノ構造表面を付けると、この
ようなポリマーコーティングの必要をなくし、従って、これらの合併症のいくつかを最小
限にすることができる。（例えばばねコイル、マイクロポケット等により）ナノファイバ
ー間の表面積を増すことが極めて望ましい。従って、より持続的な効果と良好な薬剤放出
が得られるように場合によりナノファイバーを組織に埋込む。ナノファイバー表面は表面
積を著しく増加し、溶出時間を延ばし、濃度を増加する。薬剤はナノファイバー（又は他
のナノ構造コンポーネント）に直接吸着させてもよいし、上記のような適切な結合化学に
より（例えばシラン基又は他のリンカー分子を介して共有的に）ナノファイバーに結合し
てもよい。結合化学はカスタマイズされた薬剤溶出プロフィルを提供すると共に薬剤化合
物を経時的に制御放出するように選択することができる。あるいは、アルブミン等の第１
の分子をナノファイバー表面に吸着させ、薬剤をアルブミンに吸着させる。
【００８１】
　薬剤溶出ステントの製造業者はコーティングした金属と動脈壁の間の接触表面積の増加
；コーティングの深さ／耐久性の増加と溶出時間の延長；及び新規溶出プロフィルに合わ
せた異なる薬剤の複数の層という魅力的な可能性といったこの新技術のいくつかの面に大
きな関心を寄せている。基本的なステント構造（形状合致性、配置し易さ、分岐利用等）
も他の製品との競争から医師を獲得するのに極めて重要である。
【００８２】
　接触表面積と「用量密度」を増加することができ、全既存ステントに付設できると思わ
れるコーティングを開発することにより、本発明のナノファイバー装置は例えば内側の疎
水性表面コーティングによる流動性の改善、薬剤溶出の改善等により、種々の市場戦略を
進めることができる。ステントの外面にナノファイバーコーティングを付けることにより
、ナノファイバー技術の不在下で得られるよりも厚く耐久性に優れた薬剤コーティングを
ステントに備えることが可能になると思われる。更に、ナノファイバー技術に固有の広い
表面積接触により、付着薬剤に対する組織応答が改善されると思われる。更に、特に小動
脈内の流動性を改善するためにステントの内面に疎水性コーティングを付けてもよい。
【００８３】
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　冠動脈ステント以外に、ナノ構造表面は患者の身体の他の部分で使用される他のステン
ト（例えば尿道ステントや胆管ステント）にも有益に適用することができる。これらの体
内腔では、ステントのストラットに結晶しないようにすることが望ましい。例えば、胆管
系では、縫合糸や永久又は一時的ステント等の外来表面にビリルビン結晶が析出する。こ
のような析出は一般にステントの有効寿命を縮め、治療を成功させるには患者を複数回処
置することが必要になる。尿道でも同様の状況が存在する。ステントに尿酸が析出し、「
ステントインクラステーション」を生じ、最終的に装置が機能できなくなる。この欠点が
なければ、ステントは前立腺肥大症（ＢＰＨ）等の疾患にも有望な治療法であると思われ
る。水相はステントを「認識」せず、結晶誘導成分が析出する可能性がなくなるので、超
疎水性ナノファイバーコーティングを付けたステントは結晶形成を防ぐと思われる。
　ＸＶＩＩ）小径血管グラフト
【００８４】
　現在、直径約６ｍｍを上回る各種血管プロテーゼは腸骨／大腿部を通して胸大動脈から
移植した場合に十分に機能している。直径約６ｍｍを下回ると、このようなグラフトは完
全な内腔血栓形成後に挿入又はバイパスグラフトとして移植した場合に機能できない。同
様に、静脈再建に利用できるグラフト材料もない。多年来、研究者らは下肢から伏在静脈
を採取する必要をなくすように、特に冠動脈バイパス処置用の小径血管グラフトを開発し
ようと努力してきた。一般に、厚さ０．５～１．０ｍｍの蛋白質層が内腔表面に迅速に堆
積して内腔直径が更に減少し、壁在血栓の形成を誘発するため、２～５ｍｍの小径グラフ
トは利用できない。ポリテトラフルオロエチレン（Ｔｅｆｌｏｎ（登録商標））やポリウ
レタン等の従来の非濡れ性表面でも蛋白質の内膜積層を阻むことができない。末梢血管市
場は小径グラフトの制約により比較的未開発の巨大市場である。本発明のナノファイバー
表面は生物汚染を減らし、疎水性を増すことができる。
【００８５】
　ナノファイバー表面の超非濡れ性（疎水性）は２つの非常に重要な要因になると考えら
れる。第１に、内腔表面に血漿蛋白質が堆積しなくなるので、元のグラフト直径が維持さ
れる。同じく重要な点として、ナノファイバー表面は理想に近い層流血流を提供すること
ができるので、内腔血栓形成を減らすか又は完全になくすと期待される。これはグラフト
血栓形成を防ぎ、及び／又は特に縫合吻合部における乱流に付随するグラフト障害の周知
原因である吻合部内膜過形成を最小にするのに非常に重要であると思われる。
【００８６】
　ナノファイバー表面は以下のグラフト：大腿／膝窩（及び下膝窩）血行再建；冠動脈バ
イパスグラフト（場合により伏在静脈置換とＩＭＡ処置）；Ａ－Ｖシャント（血液透析ア
クセス）；脳（浅側頭動脈／中大脳動脈［ＳＴＡ／ＭＣＡ］）；微小血管再建（例えば手
の手術）；静脈再建に有益に利用することができる。冠動脈バイパスグラフトが圧倒的に
医療商品価値があり、大腿血行再建がこれに続く。所定態様では、グラフト材料に単に本
発明のナノファイバーをコーティングし、他の態様はナノファイバーコーティング用に特
別に設計された完全に新規な基板を含む。特に胸骨骨折を避けるために最新の最低侵襲性
外科処置を使用して移植できる場合には、ナノファイバーＡ－Ｃバイパスグラフトが非常
に望ましい。特に糖尿病患者集団では、末梢血管再建に大市場が存在する。微小血管、Ａ
－Ｖシャント及び静脈市場は比較的小さいが、総合するとかなりのビジネスになる。血管
グラフトビジネスは全く新しい業績レベルになる可能性がある。
【００８７】
　小血管の現行グラフトには問題がある。現行選択肢としては、例えばＤａｃｒｏｎ繊維
、ＰＴＴＦＥ（ゴアテックスに類似）等がある。小径と蛋白質層の堆積の問題がある（特
に直径６ｍｍ未満）。理想的なグラフトは血管が血管構造への侵入を遮断するために湿っ
たヌードル様であり、膜形成しないことが必要である。従って、血管内の蛋白質蓄積の防
止と完全な層流に達することが望ましい。また、低侵襲性の処置であることも望ましい。
本発明のナノファイバー装置は場合によりこれらの要件を満足することができ、例えばプ
レロードすることができ、例えば血管内にステープルで固定することができるので、低侵
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襲性にすることができる。本発明の各種態様の疎水性は典型的用途で極めて有用である。
本発明のグラフトは場合により患者の体内に一時的又は永久的に留置される。他の態様で
は、ナノファイバーグラフトは更に薬剤コーティング等（例えばヘパリン等）を含む。
【００８８】
　他の態様は例えばコラーゲンを紡糸した血管グラフトの取扱いの問題に対処する。また
、グラフトに縫合した宿主血管は縫合糸との界面にひだが寄り、界面に乱流が生じる可能
性がある。界面に血栓が形成され、内膜過形成の結果、吻合部の血管が狭窄する可能性が
ある。その結果、血管が閉鎖する前に血管の狭窄が生じる可能性がある。これは通常、大
血管では問題とならないが、小血管では相当な問題になる場合がある。従って、本発明の
ナノファイバー表面をこのような界面でグラフトに組込むことができる。場合により除去
されるコーティング付き螺旋構造も本発明に含まれる。縫合糸、ステープル等も場合によ
りナノファイバーで強化される。
【００８９】
　他の態様としては、例えば血管治療、左室補助装置（ＬＶＡＤ）治療レジメン（例えば
血栓症予防）、卵円孔開存（ＰＦＯ）、心房中隔欠損症（ＡＳＤ）、左心房動脈瘤の治療
、糖尿病性小血管障害の治療（即ち切断の代替治療）、静脈血栓症の治療（例えば長期等
）におけるナノファイバー強化が挙げられる。本発明のナノファイバー表面は一般に寿命
が長く、フレキシビリティがあり、ステープル／縫合糸を保持する強度を提供することが
できる。ナノファイバー表面は骨増殖を生じさせるため等のスカフォールドとして例えば
創傷治癒のために特定細胞を増殖させるのに使用することができる。例えば、心房中隔欠
損症では、右心房と左心房の間に大きな孔があると、酸素濃度の高い血液は心臓の右側に
逆流してしまう。その結果、肺高血圧となる可能性がある。心房中隔欠損症は開心術によ
り外科的に治療することが多い。開胸手術に伴う死亡率を考慮すると、永久的に孔に近接
するように経皮的に配置することができる装置が望ましい。ナノファイバーを組込んだ装
置はカテーテルにより心房系内に配置することができ、欠損を覆うパッチ又は欠損を塞ぐ
プラグとして機能することができる。
　ＸＶＩＩＩ）時限放出ナノワイヤーボール
【００９０】
　最近２０年間には経口送達標的デリバリードラッグビヒクルを対象とした多くの研究が
行われている。特に、制御放出と低毒性は解決しにくい問題であり、これらの研究の大半
がまだ研究段階に止まっている。ポリマー、デンドリマー、リポソーム及び抗体は４種の
よく研究されている薬剤キャリヤーである。これらの構造はミクロンサイズから数ナノメ
ートルに至る。粒子が大きいと所望組織に粘着する傾向があり、その後、薬剤が溶出する
が、構造が小さいと数個しか薬剤分子を輸送せず、接触してから機能するか又は結合が切
断されてキャリヤー構造となるときに機能することが多い（デンドリマー）。ナノ構造は
小ドット（３～１０ｎｍ）からナノワイヤー束（２０～５００ｎｍ）までのこのサイズ範
囲をとることができる。これらの構造は薬剤分子に容易に共役させることができ、水溶液
に分散させることができる。
【００９１】
　薬剤容量が大きく、機能化し易いことは本発明の典型的な利点である。典型的態様は例
えば患者用毒性試験や、ナノファイバー蓄積に基づいて選択される。所定態様は腸溶コー
ト錠を含み、例えば酵素又は適正ｐＨの認識により時限放出するように胃内ｐＨに依存す
ることができる。他の態様は例えば超音波造影剤等として空気充填ナノファイバーボール
を含む。ＲＥＳ（網膜内皮系）により吸収されないＰＥＧ化リポソームも含む。
　ＸＩＸ）外科用針
【００９２】
　本発明の所定態様はナノファイバーをコーティングした外科用針を含む。角針は鋸歯付
きのほうがよい。針を組織に通す際に、見掛け鋭角度は通しにくさに基づく（鈍角度に相
関）。このような針の表面に蛋白質が付着すると見掛け鈍角になる。従って、蛋白質付着
を防ぎ、鈍角度を小さくする（例えばナノファイバーによる）コーティングは針の「鋭角
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度」よりも重要であると思われる。このような概念は外科用メス等にも当てはまる。
　ＸＸ）創傷包帯
【００９３】
　創傷包帯は外傷、カテーテルの皮膚挿入部位及び手術後用途に広く使用されている。こ
れは競争の激しい分野であり、過剰のＯＴＣ及び医療用備品が出回っている。感染が最小
限であること、通気性、接着性、撥水性、装着し易さ、外し易さはいずれも医師、看護士
及び患者が製品を選択する際の基準となる重要な特徴である。これらの特徴はいずれも個
別の創傷包帯には認められるが、「オールインワン」パッケージには認められない。片面
が弾性、通気性、疎水性、静菌性であると共に裏面が接着性、静菌性である包帯が得られ
るならば、医療分野の革新となるであろう。本発明のナノファイバー表面は場合によりこ
のような特徴の多く又は全てを提供することができる。この包帯は医療市場とＯＴＣ市場
に参入することができよう。
【００９４】
　ナノワイヤーコーティングの特徴の組合せにより、患者はシャワー又は入浴することが
でき、感染を避け、治癒すると共に、苦痛を伴う包帯交換の必要がなくなる。各種態様は
静菌性包帯及び／又は殺菌性包帯を含むことができる。各種態様は酸化銀及び／又は酸化
亜鉛及び／又は酸化チタンを含むことができる。このような包帯は特に例えば火傷被害者
等に使用することが考えられる。
【００９５】
　本発明はナノファイバー増大表面積基板と（例えば医療装置／用途における）その使用
に関する多数の各種態様を含む。本明細書と特許請求の範囲を検討すると明らかなように
、このような増大表面積をもつ基板は広範な医療用途で有益なユニークで改善された側面
をもつ。当然のことながら、本発明の増大表面積は「ナノファイバー増大表面積」又は「
ＮＦＳ」と言う場合があり、あるいは状況によっては「ナノワイヤー増大表面積」又は「
ＮＷＳ」と言う場合もある。
【００９６】
　本発明の態様の共通の要素は場合により１種以上の部分で機能化されたナノファイバー
表面の特殊な形態（本発明では一般に酸化ケイ素ナノワイヤーであるが、他の組成及び形
態も含む）である。
　ＸＸＩ）腹部（又は胸部）大動脈瘤（ＡＡＡ）医療処置
【００９７】
　ナノ構造表面増大コーティングに関連して本明細書に記載する組成物、装置、システム
及び方法は例えば胸部又は腹部大動脈瘤の修復中にプロテーゼの機能と配置を装置におい
て補助するために使用することができる。
【００９８】
　大動脈瘤は一般に身体の主要臓器に血液を送る心臓からの大動脈である胸部又は腹部大
動脈の異常拡張、伸長又は肥大である。胸部及び腹部大動脈瘤とは夫々上部の弓状部分と
下部の腹部部分の大動脈を意味する。動脈瘤の正確な原因は不明であるが、アテローム性
動脈硬化症や高血圧の危険がある。共通の合併症は動脈瘤が破れて大量出血する医学的緊
急事態である大動脈瘤破裂である。動脈の内壁が裂けて血液が動脈壁内に漏れると、大動
脈解離が起こる。動脈瘤解離により破裂の危険が更に増す。米国だけで６０歳以上の約５
～７％に大動脈瘤が発生している。動脈瘤破裂による年間死亡者は１５，０００人を上回
り、米国における死亡原因の１３位に位置する。
【００９９】
　一般に、胸部又は腹部大動脈瘤は約５ｃｍに達すると、外科的インターベンションが必
要である。胸部又は腹部大動脈瘤を術中処置により修復するためには、開胸法の場合には
正中もしくは後腹膜切開、又は最低侵襲性エンドグラフト法では経皮的進入により胸腔に
進入し、自家又は人工グラフトを使用して血流と血圧から動脈瘤を分離し、動脈瘤拡大を
防ぐと共に破裂の危険を最小限にする。一般に、置換の第１の選択は一般に自家伏在静脈
（ＡＳＶ）であるが、移植に利用できない場合には、人工グラフトを使用してもよい。一
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般に、人工グラフトは大動脈瘤修復等の大径血管に使用されるが、最近では中径や小径血
管修復にも適した方法の開発が研究されている。
【０１００】
　大動脈プロテーゼが正確に配置されないと動脈瘤が十分に密閉されず、グラフトの周囲
の血流により動脈瘤が更に拡大したり、及び／又は動脈により供給される側副血管（例え
ば腎動脈）が偶発的に遮断される可能性がある。大動脈プロテーゼの位置がずれる可能性
もある。今日まで、以下に記載するように、少なくとも２種類のステントグラフトが危険
率の高さにより市場から撤収され、その他も失敗が続いている。接着性を増すようにグラ
フトの材料を改善し、漏出及び／又はプロテーゼ装置の配置不良もしくはずれ等の問題に
起因する従来装置の欠陥を最小限にするか又は解消することにより、大動脈瘤修復の結果
を改善する必要がある。
【０１０１】
　本明細書に開示する方法及び組成物を使用すると、大動脈プロテーゼを動脈瘤の部位に
正しく配置した場合に、組織表面に固着し、従来装置よりも長期間にわたってその開存性
を維持するように、開胸法と最低侵襲法の両者の血管内修復処置を実施することができる
。グラフトの表面にナノファイバーを直接成長させるか、又は別個に成長させて回収した
ナノファイバーをグラフトにコーティングし、グラフトに乾燥接着性表面を付与すること
により、ナノファイバー（又はナノテトラポッド、ナノチューブ、ナノワイヤー、ナノド
ット等の他のナノ構造材料）をグラフトプロテーゼの外（及び／又は内）径にコーティン
グする。本明細書に開示する本発明の上記方法は動脈瘤又は他の疾患もしくは損傷症状を
もつ患者の大動脈領域内にプロテーゼを配置する際に例えば位置と方向に関して確度を増
すことができる。
【０１０２】
　本発明の技術は開胸法と最低侵襲法の両者の胸部又は腹部大動脈瘤処置（又は大動脈も
しくは他の身体領域における他の任意動脈瘤処置）を容易にするために使用することがで
きるが、以下の例証では開胸法よりも患者に外傷の少ない最低侵襲法による血管内修復処
置のみについて記載する。しかし、当業者に自明の通り、本明細書に開示する技術は開胸
法にも容易に適用することができ、その場合には、例えば部分もしくは正中胸骨切開、小
開胸、又は後腹膜切開により胸腔に進入する。
【０１０３】
　図３Ａ～Ｂを参照し、本発明の方法及び組成物を使用して閉胸下の胸部又は腹部大動脈
瘤修復処置中にプロテーゼグラフトを配置するためのシステムを模式的に例証する。１態
様では、患者を麻酔し、一般に従来通りに外科処置の準備をする。次に、ステントグラフ
ト配置メカニズムとステントグラフト３７２（図３Ｂ）を動脈瘤３７０の部位の腹部大動
脈３５４（又は胸部大動脈３５６）内に配置する。大動脈瘤修復に使用することができる
血管内装置としては例えばバルーン拡張型又は自己拡張型装置が挙げられる。バルーン拡
張型ステントデザインは例えばその開示内容を参考資料として本明細書に組込むＰａｒｏ
ｄｉら，Ａｎｎ．Ｖａｓｅ．Ｓｕｒｇ．１９９１；５：４９１－４９９及びＷｈｉｔｅら
，Ｊ．Ｅｎｄｏｖａｓｃ．Ｓｕｒｇ．１９９４；１：１６－２４に記載されている。以下
の装置は腹部大動脈用としてＦＤＡ認可を受けており、本発明の実施に使用することがで
きるシステムの例である。
・（１）Ａｎｃｕｒｅ（登録商標）Ｅｎｄｏｇｒａｆｔ（登録商標）Ｓｙｓｔｅｍ（Ｇｕ
ｉｄａｎｔ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）。１９９９年に認可されたこのシステムでは、エ
ンドグラフトを大動脈内に配置し、バルーンを膨らまして拡げる。グラフトは無縫合フッ
クを使用して上端と下端を血管壁に固定する。２００１年３月１６日にＧｕｉｄａｎｔは
このシステムの生産を中止し、全在庫のリコールを発表した。同社は多数の装置故障と有
害イベント（装置の配置の問題に伴う重症血管損傷を含む）の報告を怠ったことをＦＤＡ
に報告した。ＦＤＡに正しく報告されていない製造変更もあった。ＦＤＡはこの装置とＡ
ｎｅｕＲｘ装置に関して「公衆衛生通知：腹部大動脈瘤の治療用血管内グラフトの問題（
Ｐｕｂｌｉｃ　Ｈｅａｌｔｈ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ：Ｐｒｏｂｌｅｍｓ　ｗｉｔｈ
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　Ｅｎｄｏｖａｓｃｕｌａｒ　Ｇｒａｆｔｓ　ｆｏｒ　Ｔｒｅａｔｍｅｎｔ　ｏｆ　Ａｂ
ｄｏｍｉｎａｌ　Ａｏｒｔｉｃ　Ａｎｅｕｒｙｓｍ（ＡＡＡ））」を発表した。
・（２）Ａｎｃｕｒｅ（登録商標）Ａｏｒｔｏｉｌｉａｃ　Ｓｙｓｔｅｍ（Ｇｕｉｄａｎ
ｔ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）。この新バージョンは２００２年に認可され、大動脈回腸
動脈用Ａｎｃｕｒｅ（登録商標）グラフトでは上下アタッチメントシステムに縫合ループ
を設けたが、それ以外は先のＧｕｉｄａｎｔ　Ｅｎｄｏｖａｓｃｕｌａｒ　Ｇｒａｆｔｉ
ｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍと同じである。この装置は解剖学的に単管又は二股エンドグラフト装
置の使用に適さない患者での使用を目的としている。
・（３）ＡｎｅｕＲｘ（登録商標）Ｓｔｅｎｔ　Ｇｒａｆｔ　Ｓｙｓｔｅｍ（Ｍｅｄｔｒ
ｏｎｉｃ　ＡＶＥ）。ＡｎｅｕＲｘシステムは１９９９に認可され、ポリエステル織布内
面と自己拡張型Ｎｉｔｉｎｏｌ外骨格から構成される。拡張中のステントの径方向力によ
り外骨格が動脈瘤壁に埋込まれ、アタッチメントメカニズムを構成する。この装置も上記
ＦＤＡ公衆衛生通知の対象となった。２００３年１２月にＦＤＡは上市前調査からの長期
追跡データの分析に基づき、ＡｎｅｕＲｘ（登録商標）Ｓｔｅｎｔ　Ｇｒａｆｔ　Ｓｙｓ
ｔｅｍに伴う死亡危険に関する更新情報を発表した。調査結果に基づき、ＦＤＡは「妥当
なリスク便益プロフィルを満たし、使用上の注意に従って治療できる患者のみに」Ａｎｅ
ｕＲｘ（登録商標）Ｓｔｅｎｔ　Ｇｒａｆｔを使用するように通告した。
・（４）ＥＸＣＬＵＤＥＲ（登録商標）Ｂｉｆｕｒｃａｔｅｄ　Ｅｎｄｏｐｒｏｓｔｈｅ
ｓｉｓ（Ｗ．Ｌ．Ｇｏｒｅ　ａｎｄ　Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ，Ｉｎｃ．）。この装置は２
００２年に認可され、大動脈の内側で大動脈及び腸骨動脈の直径まで自己拡張し、動脈瘤
を密閉し、動脈壁を再び覆う。
・（５）Ｚｅｎｉｔｈ（登録商標）ＡＡＡ　Ｅｎｄｏｖａｓｃｕｌａｒ　Ｇｒａｆｔ　ａ
ｎｄ　Ｈ＆Ｌ－Ｂ　Ｏｎｅ－Ｓｈｏｔ（登録商標）Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔ
ｅｍ（Ｃｏｏｋ，Ｉｎｃ．）。この装置は２００３年に認可され、自己拡張型であり、突
起を介して血管壁に付着する。
【０１０４】
　これらの装置はいずれも動脈瘤を血流循環から有効に「排除」した後に正常血流を復元
するように動脈瘤の両端間に配置される。上記システムは一般にエンドグラフトプロテー
ゼ３７２（図３Ｂ）と対応するデリバリーカテーテル３３０から構成される。プロテーゼ
は動脈瘤３７０を血流と血圧から分離して動脈瘤拡大を防ぐと共に破裂の危険を最小限に
する血管グラフトである。デリバリーカテーテル３３０は開腹又は経皮的方法（例えばＳ
ｅｌｄｉｎｇｅｒ法）等の公知技術を使用して鼠蹊部の大腿又は腸骨動脈３５０，３５２
に皮下挿入されるワイヤー輸送システムである。デリバリーカテーテル３３０は画像（例
えば蛍光透視、心エコー、ＭＲＩ、又はＣＴスキャン）案内下に大動脈３５４内を動脈瘤
３７０の部位まで進行し、プレロードされたプロテーゼを大動脈に輸送するように設計さ
れている。圧縮されたプロテーゼは特殊なデリバリーシース内にプレロードされる。所定
プロテーゼはデリバリーが主プロテーゼと１又は２個の「ドッキングリム」から構成され
るようにモジュラーコンポーネントから構成される。デリバリーシースの寸法が大きいた
め、一方又は両方の鼠蹊部を外科的に切開して血管に進入する必要がある。動脈系に進入
後、蛍光透視法により腸骨動脈内を動脈瘤部位までプロテーゼを案内した後、規格に準拠
した低圧バルーンを使用してプロテーゼを配置する。
【０１０５】
　人工グラフトとしては例えば処理済み天然組織、実験室で作製した組織、及び合成ポリ
マー繊維が挙げられる。Ｄａｃｒｏｎ（登録商標）やＴｅｆｌｏｎ（登録商標）（即ち発
泡ポリテトラフルオロエチレン（ｅＰＴＦＥ））等の合成ポリマーが最も一般的に使用さ
れている合成グラフトである。例えば、その開示内容全体を参考資料として本明細書に組
込む“Ｔｉｓｓｕｅ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　ｏｆ　Ｖａｓｃｕｌａｒ　Ｐｒｏｓｔｈ
ｅｔｉｃ　Ｇｒａｆｔｓ，”Ｐ．Ｐ．Ｚｉｌｌａ，Ｈ．Ｐ．Ｇｒｉｅｓｌｅｒ，ａｎｄ　
Ｐ．Ｚｉｌｌａ，Ｌａｎｄｅｓ　Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅ発行（Ｍａｙ　１９９９）参照。
ポリ（α－ヒドロキシエステル）、ポリ酸無水物、ポリオルトエステル、ポリホスファゼ
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ン等の他の合成材料や、チロシン由来ポリカーボネート及びポリアクリレート、ラクチド
系ポリデプシペプチドポリマー、ポリ（Ｌ－乳酸－コ－Ｌ－アスパラギン酸）、及びラク
チド系ポリ（エチレングリコール）等の合成材料も使用することができる。ステンレス鋼
、チタン、又はＮｉｔｉｎｏｌ金属メッシュ等の金属や、ガラス繊維（例えばニットガラ
ス又はスパンガラス）又はセラミック等他の合金も合成グラフト材料として使用すること
ができる。本発明の本態様は例えば図１に示すようにその使用場所である通路とグラフト
の相互作用を強化するためにナノ構造コンポーネント（例えばナノファイバー又はナノワ
イヤー）を更に使用する。一般に、このようなナノ構造表面は対象通路内の装置の開存性
を強化するように装置の接着性、摩擦、バイオインテグレーション又は他の特性を改善す
るために使用される。このような相互作用の強化は一般に通路の表面（例えば内壁又は外
壁表面）と相互作用してその結合又は付着を助長するナノ構造表面により提供される。
【０１０６】
　上述したように、ナノ構造コンポーネントは用途に応じてナノファイバーや他のナノ構
造コンポーネント（例えばナノワイヤー、ナノロッド、ナノテトラポッド、ナノドット等
）等の種々の形態及び形状をとることができ、接着性等のその特性を改善するために合成
グラフト内又は合成グラフト上に組込まれる。ナノファイバーは例えばグラフトの外面及
び／又は内面にナノファイバーを直接成長させるか、又はナノファイバーをグラフト表面
に別個に共有的に（又は他の方法で）結合することにより、合成グラフトの外面又は内面
に付着させることができる。更に、大動脈内における剛性と強度の改善等の特性を強化す
るために、ナノファイバー又は他のナノ構造をグラフト材料自体に埋込むこともできる。
ナノファイバーの形状と寸法及びグラフト表面上のその密度はグラフトの接着性を所望レ
ベルにするように変えることができる。
【０１０７】
　本発明の人工グラフトはその生体有用性を更に強化するために（管状グラフトの場合に
は内面及び／又は外面に）他の材料をコーティングしてもよい。適切なコーティングの例
は薬剤入りコーティング、親水性コーティング、スムージングコーティング、コラーゲン
コーティング、ヒト細胞播種用コーティング等である。グラフトに設けた上記ナノファイ
バーコーティングはグラフトがこれらのコーティングを保持し易くする高い表面積対体積
比を提供する。例えば、グラフトの血栓形成性を最小限にするように他の生体適合性材料
を人工グラフトにコーティングすることができる。自家血管、ポリマー、多糖類等に存在
する内皮細胞ライニング等のコーティングは内皮細胞増殖を増すために非血栓形成表面を
提供することができる。グラフトは細胞接着、成長、及び増殖を増加するように更に１種
以上の蛋白質又は成長因子（例えばＶＥＧＦ、ＦＧＦ－２及び他のＨＢＧＦ（ヘパリン結
合性成長因子））で修飾することができる。
【０１０８】
　コーティングを使用する場合には、グラフトのナノ構造表面に直接吸着させることがで
きる。あるいは、ナノ構造コンポーネント（例えばナノファイバー）及びこれに付けるコ
ーティング材料と結合を形成することが可能な結合剤をナノ構造表面に加えてもよい。こ
のような場合には、例えばシラン基を介してコーティングをナノ構造表面に直接結合して
もよいし、リンカー結合基又は結合剤との結合化学（誘導体化）に加わるのに適した他の
化学反応基を介して結合してもよく、このような基としては例えば置換シラン、ジアセチ
レン、アクリレート、アクリルアミド、ビニル、スチリル、酸化ケイ素、酸化ホウ素、酸
化リン、Ｎ－（３－アミノプロピル）３－メルカプトベンズアミド、３－アミノプロピル
－トリメトキシシラン、３－メルカプトプロピル－トリメトキシシラン、３－マレイミド
プロピル－トリメトキシシラン、３－ヒドラジドプロピル－トリメトキシシラン、ヒドロ
キシスクシンイミド、マレイミド、ハロアセチル、ピリジルジスルフィド、ヒドラジン、
エチルジエチルアミノプロピルカルボジイミド、及び／又は同等物が挙げられる。
　ＸＸＩＩ）脳及び他の身体臓器における血管閉塞
【０１０９】
　ナノ構造表面コーティングに関連して本明細書に記載する組成物、装置、システム及び
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方法は更に血管閉塞により有効に治療される循環系及び他の身体臓器の各種疾患及び病態
の治療に使用することができる。例えば、ナノファイバー（又は他のナノ構造コンポーネ
ント）で処理された血管内コイル、ビーズ、合成グラフト又は他の液体塞栓剤を使用して
関連血管を遮断することにより治療することができる多数の疾患の例としては、動静脈（
ＡＶ）瘻孔、ＡＶ奇形、動脈瘤及び偽性動脈瘤、動脈管開存症、卵円孔開存、胃腸出血、
腎及び骨盤出血、並びに腫瘍が挙げられる。
【０１１０】
　血管内に各種物質（例えばイソブチルシアノアクリレート（ＩＢＣＡ）等の液体接着剤
）を配置する方法は血栓（血塊）の形成を促進し、血管を完全に閉塞する方法の１つであ
る。血管を閉塞するために閉塞コイルも使用されてきた。コイルの目的はコイルの周囲に
迅速な血栓形成を促進することである。
【０１１１】
　塞栓コイルで治療することができる多くの疾患のうちでは、脳動脈瘤が特に重要である
。破裂したものとしていないものを含めた脳動脈瘤は場合により、動脈瘤を直接可視化し
た後に外科的にクリップすることにより動脈瘤への血流を遮断する外科的アプローチによ
って治療することができる。動脈瘤が血流から排除されると、出血の危険はなくなる。脳
動脈瘤治療の別の低侵襲性アプローチは血管内アプローチであり、大腿動脈等の末梢挿入
点から脳血管系にカテーテルを導入し、体内の動脈瘤に進行させる。その後、カテーテル
を使用してバルーンやコイル等の塞栓装置を動脈瘤の部位に送り、動脈瘤への血流を遮断
する。しかし、塞栓コイルは時間と共に収縮し、動脈瘤が再び拡大し、破裂の危険がある
ため、塞栓コイルの使用には問題がある。
【０１１２】
　本発明の本態様は例えば、脳又は動脈血管構造の他の場所における側壁動脈瘤を修復す
るために内腔内パッチを使用する。特に脳側壁動脈瘤の治療に関して本方法を説明するが
、当然のことながら、本発明のシステム及び方法はその内側にコイルや塞栓パッチ材料等
の塞栓装置を配置することができる各種血管及び身体臓器における他の各種塞栓療法でも
使用することができる。
【０１１３】
　本明細書に開示するシステム及び方法は図４Ａ～Ｃに模式的に示すように、動脈瘤部位
等の患者の脳血管系内で塞栓装置及び／又は材料を正確に配置し易くするために使用する
ことができる。例えば金属メッシュ、合金、処理済み天然組織、実験室で作製した組織、
及び合成ポリマー繊維又は他のポリマー材料等の任意の適切な生体適合性材料のパッチの
外面（及び／又は内面）の全部又は選択部分にナノ構造コンポーネント（例えばナノファ
イバー、ナノワイヤー、ナノテトラポッド、ナノドット等）をコーティングし、接着性に
する。ナノファイバーの寸法、形状及び密度は上記態様に関して上述したようにパッチの
接着性を改変及び制御するように変化させることができる。例えばナノファイバーはパッ
チの外面（及び／又は内面）に直接成長させてもよいし、別個に成長させて回収後にパッ
チ材料に付設してもよい。ナノファイバーをパッチ材料自体に組込み、その剛性を更に強
化してもよい。
【０１１４】
　本発明の人工パッチはその生体有用性を更に強化するために他の材料をコーティングし
てもよい。適切なコーティングの例は薬剤入りコーティング、親水性コーティング、スム
ージングコーティング、コラーゲンコーティング、ヒト細胞播種用コーティング等である
。パッチに設けた上記ナノファイバーコーティングはパッチがこれらのコーティングを保
持し易くする。例えば、パッチの血栓形成性を最小限にするように他の生体適合性材料を
パッチにコーティングすることができる。自家血管、ポリマー、多糖類等に存在する内皮
細胞ライニング等のコーティングは内皮細胞増殖を増すために非血栓形成表面を提供する
ことができる。パッチは細胞接着、成長、及び増殖を増加するように更に１種以上の蛋白
質又は成長因子（例えばＶＥＧＦ、ＦＧＦ－２及び他のＨＢＧＦ（ヘパリン結合性成長因
子））で修飾することができる。
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【０１１５】
　コーティングはパッチのナノ構造表面に直接吸着させることができる。あるいは、ナノ
構造コンポーネント（例えばナノファイバー）及びこれに付けるコーティング材料と結合
を形成することが可能な結合剤をナノ構造表面に加えてもよい。このような場合には、例
えばシラン基を介してコーティングをナノ構造表面に直接結合してもよいし、リンカー結
合基又は結合剤との結合化学（誘導体化）に加わるのに適した他の化学反応基を介して結
合してもよく、このような基としては例えば置換シラン、ジアセチレン、アクリレート、
アクリルアミド、ビニル、スチリル、酸化ケイ素、酸化ホウ素、酸化リン、Ｎ－（３－ア
ミノプロピル）３－メルカプトベンズアミド、３－アミノプロピル－トリメトキシシラン
、３－メルカプトプロピル－トリメトキシシラン、３－マレイミドプロピル－トリメトキ
シシラン、３－ヒドラジドプロピル－トリメトキシシラン、ヒドロキシスクシンイミド、
マレイミド、ハロアセチル、ピリジルジスルフィド、ヒドラジン、エチルジエチルアミノ
プロピルカルボジイミド、及び／又は同等物が挙げられる。
【０１１６】
　内腔パッチ４９０（図４Ｃ）はその開示内容を参考資料として本明細書に組込む米国特
許第４，７３９，７６８号及び第４，８８４，５７５号に示されているような規格に準拠
した低圧バルーンカテーテルに搭載されている。これらの方法は体内の動脈瘤に接近する
ために末梢挿入点（例えば大腿動脈）から脳血管系に導入されたカテーテルを使用する。
カテーテルはパッチ４９０を動脈瘤４８０の部位に送り、動脈瘤への血流を遮断するため
に使用することができる。塞栓剤送達カテーテル４４０は側壁動脈瘤又は他の病態をもつ
脳の血管に導入される。患部としては、図４Ａに示すような動脈瘤４８０、又は瘻孔、Ａ
Ｖ奇形、又は病変部もしくはその近傍に配置すると異常領域への血流が低下又は停止する
他の疾患が挙げられる。これを実施するために、図４Ａ～Ｃは動脈瘤に流入する血液を遮
断するためにデリバリーカテーテル４４０により動脈瘤頸部に塞栓装置（この場合はパッ
チ４９０）を配置する１使用例を示す。カテーテル４４０は一般に大腿動脈等の末梢挿入
点から患者の脳血管系に導入され、大動脈４５６と頸（又は椎骨）動脈４６７の１本を通
して蛍光透視法により脳に案内される。挿入カテーテル４４０とパッチが血管系を通して
脳内の動脈瘤４８０部位に送られると、パッチはＸ線透視案内下に動脈瘤頸部４９２と整
列される。パッチはパッチを血管壁にプレスフィットするようにバルーンカテーテル４４
０を膨らませることにより血管壁に押し付けられる。
【０１１７】
　更に別の態様では、例えば図４Ｄに示すＣｏｏｋ，Ｉｎｃ．（Ｂｌｏｏｍｉｎｇｔｏｎ
，ＩＮ）から市販されているＨｉｌａｌ　Ｅｍｂｏｌｉｚａｔｉｏｎ　Ｍｉｃｒｏｃｏｉ
ｌｓ（登録商標）等の動脈瘤コイル又はビーズ等の塞栓装置上にナノ構造（例えばナノフ
ァイバー）を成長させ、形成中の粘着性血栓からの親水性天然血小板により塞栓装置の血
栓形成性を強化することができる。
　ＸＸＩＩＩ）無縫合グラフトプロテーゼ
【０１１８】
　上記に概説した本発明の方法、装置及びシステムは、血管、管路、内腔又は他の管状臓
器の吻合の実施、例えば縫合を使用せずにある血管を別の血管につなぐ無縫合吻合法に使
用することもできる。
【０１１９】
　動脈バイパス手術は閉塞性血管疾患の一般的な治療方法である。このような手術は一般
に閉塞した血管を切開して露出させた後にグラフト、例えば哺乳動物動脈、伏在静脈、又
は合成グラフト（以下、「バイパスグラフト」と総称する）を閉塞の（下流の）遠位の閉
塞血管（以下、「天然血管」と言う）に結合する。バイパスグラフトの上流ないし近端は
閉塞の上流の適切な血管（例えば大動脈）に固定し、遮断部の周囲に血流を迂回させる。
頸動脈等の他の閉塞又は疾患血管も同様に治療することができる。更に、透析患者の動脈
と静脈の間にグラフトを配置するためにも同様の方法を実施する。
【０１２０】
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　吻合を形成するために利用可能な現行方法としては、血管を手で縫合する方法がある。
吻合部の縫合は時間がかかり、リークフリーシールを得られないことが多く、閉塞部に血
流乱流部位を生じる可能性がある。従って、血管吻合形成の問題を減らし、グラフト血管
と動脈の確実な吻合を行う迅速な方法を提供することが望ましい。
【０１２１】
　現在利用可能な１つの方法はステープル装置を使用する。これらの装置は血管吻合用に
応用しにくい。血管の側壁に誤って穴を明けることなしにこれらの装置を血管内で操作す
るのは困難なことが多い。操作しにくいことに加え、これらの装置は確実なリークフリー
シールを得られないことが多い。
【０１２２】
　有効な無縫合吻合技術を開発しようとする他の無数の試みは例えば米国特許第３，２２
１，７４６号、３，３５７，４３２号、３，６４８，２９５号、３，６８３，９２６号及
び４，２６７，８４２号に記載されている。これらはいずれも吻合しようとする血管の内
側に配置される体内管状装置に関する。血管もしくは他の導管、管路、内腔又は他の管状
臓器の吻合を実施するための他の種々の装置及び使用方法も開示されている。このような
装置及び方法の例は例えばその開示内容を参考資料として本明細書に組込む米国特許第３
，２２１，７４６号、３，３５７，４３２号、３，６４８，２９５号、４，３６６，８１
９号、４，４７０，４１５号、４，５５３，５４２号、５，５９１，２２６号、５，５８
６，９８７号、５，５９１，２２６号、及び６，４０２，７６７号に記載されている。
【０１２３】
　本発明の本態様は血管吻合を実施するための従来の装置及び方法を改善するものである
。本発明はある血管を別の血管の流路に配置して両者の流量結合を増加し易くする。本発
明は好ましくは縫合を使用せずに血管、卵管、腸管、尿管、輸精管及び神経外鞘等の解剖
学的構造を吻合する人工グラフト管を提供する。新規管は（例えば図５Ａに示すような）
単純な管又は例えば図５Ｂに示すようなＴチューブ、又は適切な他の任意管形状もしくは
構造の人工グラフト管とすることができる。あるいは、新規管は人工管と天然管の組み合
わせ（例えば人工管の内側に実質的に同心円状に配置した天然管）でもよい。
【０１２４】
　人工管は任意の適切な生体適合性材料から作製することができ、このような材料として
は例えば弾性半多孔質メッシュ（例えばＮｉｔｉｎｏｌメッシュ、ステンレス鋼メッシュ
、チタンメッシュ等）、処理済み天然組織、実験室で作製した組織、及び合成ポリマー繊
維又は他のポリマー材料（例えばＤａｃｒｏｎ（登録商標）、ＰＴＦＥ、ポリイミドメッ
シュ）、セラミック、ガラス繊維等が挙げられる。
【０１２５】
　本発明の本態様は例えば図１に示すようにその使用場所である通路と管の相互作用を強
化するためにナノ構造コンポーネントを更に使用する。一般に、このようなナノ構造表面
は対象通路内の装置の開存性を強化するように装置の接着性、摩擦、バイオインテグレー
ション又は他の特性を改善するために使用される。このような相互作用の強化は一般に通
路の表面（例えば内壁又は外壁表面）と相互作用してその結合又は付着を助長するナノ構
造表面により提供される。
【０１２６】
　無縫合吻合用新規管はその外面（及び／又は内面）の全部又は選択部分にナノファイバ
ーや他のナノ構造コンポーネント（例えばナノワイヤー、ナノテトラポッド、ナノドット
等）をコーティングして接着性にする。ナノファイバーを管材料自体に組込み、剛性と強
度を強化した複合材料を形成してもよい。ナノファイバーの寸法、形状及び密度は上記態
様に関して上述したように管の接着性を改変及び制御するように変化させることができる
。ナノファイバーは管の外面（及び／又は内面）に直接成長させてもよいし、別個に成長
させて回収後に管材料に付設してもよい。
【０１２７】
　本発明の人工グラフトはその生体有用性を更に強化するために（管状グラフトの場合に
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は内面及び／又は外面に）他の材料をコーティングしてもよい。適切なコーティングの例
は薬剤入りコーティング、親水性コーティング、スムージングコーティング、コラーゲン
コーティング、ヒト細胞播種用コーティング等である。グラフトに設けた上記ナノファイ
バーコーティングはグラフトがこれらのコーティングを保持し易くする。例えば、管の血
栓形成性を最小限にするように他の生体適合性材料をグラフト管にコーティングすること
ができる。自家血管、ポリマー、多糖類等に存在する内皮細胞ライニング等のコーティン
グは内皮細胞増殖を増すために非血栓形成表面を提供することができる。ナノファイバー
又は管材料は細胞接着、成長、及び増殖を増加するように更に１種以上の蛋白質又は成長
因子（例えばＶＥＧＦ、ＦＧＦ－２及び他のＨＢＧＦ（ヘパリン結合性成長因子））で修
飾することができる。コーティングは管のナノ構造表面に直接吸着させることができる。
あるいは、ナノ構造コンポーネント（例えばナノファイバー）及びこれに付けるコーティ
ング材料と結合を形成することが可能な結合剤をナノ構造表面に加えてもよい。このよう
な場合には、例えばシラン基を介してコーティングをナノ構造表面に直接結合してもよい
し、リンカー結合基又は結合剤との結合化学（誘導体化）に加わるのに適した他の化学反
応基を介して結合してもよく、このような基としては例えば置換シラン、ジアセチレン、
アクリレート、アクリルアミド、ビニル、スチリル、酸化ケイ素、酸化ホウ素、酸化リン
、Ｎ－（３－アミノプロピル）３－メルカプトベンズアミド、３－アミノプロピル－トリ
メトキシシラン、３－メルカプトプロピル－トリメトキシシラン、３－マレイミドプロピ
ル－トリメトキシシラン、３－ヒドラジドプロピル－トリメトキシシラン、ヒドロキシス
クシンイミド、マレイミド、ハロアセチル、ピリジルジスルフィド、ヒドラジン、エチル
ジエチルアミノプロピルカルボジイミド、及び／又は同等物が挙げられる。
【０１２８】
　管の内径及び／又は外径に設けたナノファイバーは天然宿主血管の内径（又は外径）に
緊密にプレスフィットできるように又は他の合成グラフト血管を接続できるように実質的
な乾燥接着性をもつ。
【０１２９】
　人工管の代表的な１形態としては第１の高弾性材料（例えばＮｉｔｉｎｏｌ）の管フレ
ームを第２の高弾性材料（例えばシリコンラバー）で被覆してフレームのアパーチャーを
実質的に充填するようにしたものが挙げられる。この組み合わせにより、天然動脈等の天
然身体臓器管と同様に膨張性の人工グラフトが作製される。本発明の人工グラフトには（
上記）弾性と膨張性があり、小径管内に配置することができ（その後、自動的にその最大
径に戻る）、モジュラー構成にすることができ、天然身体臓器管をその内側に同心円状に
受容することができ、内皮層の成長に対応することができ、ＭＲＩ法に適合可能であり、
蛍光透視法により目視可能である等の利点もある。
【０１３０】
　本発明の第１の方法は第１の血管５０２と第２の血管５０４を端端吻合（例えば図５Ａ
）で結合する方法であり、一般にナノファイバーコーティングを付けた上記のような人工
管状グラフト５０６をバイパスグラフト血管（天然グラフト血管でも合成グラフト血管で
もよい）と接続しようとする天然血管の開口に挿入する段階と、好ましくは（例えばバル
ーンカテーテルの使用により）管状グラフトの少なくとも一部を径方向に拡張し、管状グ
ラフトを血管の内壁に気密にプレスフィットして固定する段階を含む。管状グラフト部材
は管状部材を径方向に拡張した後に管状部材をその予め形成された形状に実質的に維持す
るために十分に剛性であることが好ましい。管状グラフト部材は（例えば管用形状記憶合
金（例えばＮｉｔｉｎｏｌ）の使用により）予め形成された形状まで径方向に自己拡張可
能であるため、バルーンカテーテル等の挿入装置を使用せずに気密結合するように血管内
でプレスフィット形状をとることができる。本発明の別の側面では、管状部材は端側吻合
用Ｔチューブ５０８の形態であり、図５Ｂに示すように天然血管５１２の側壁の開口５１
１にバイパスグラフト血管５１０を固定する。以上、管状グラフトについて記載したが、
本発明の所定側面は所望用途に応じて他のグラフト法や例えば円形、楕円形、多角形（例
えば正方形、長方形、五角形、六角形、八角形、台形、菱形等）等のほぼ任意の横断面形
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状をもつグラフトにも同様に適用可能である。更に、当然のことながら、グラフトの本体
構造の横断面形状は例えばグラフトを作製するために使用する方法、及び／又はその所望
用途等の多数の因子に応じて、グラフトを挿入する血管の横断面形状と同一でも異なって
いてもよい。
　ＸＸＩＶ）整形外科用インプラント
【０１３１】
　ナノ構造（例えばナノワイヤー、ナノロッド、ナノテトラポッド、ナノドット及び他の
類似構造）を整形外科用インプラント中又はインプラント上に組込むと、生体適合性、感
染抵抗、骨統合、望ましくない細胞増殖の防止、並びに骨、靭帯、筋肉等の整形外科的組
織内及びその周囲で使用する場合のインプラントの耐久性を改善することができる。ナノ
ファイバー増大表面積の恩恵を受けることができる整形外科用インプラントの例としては
限定されないが、人工膝関節、人工股関節、軟骨を置換又は補強するものを含む足関節、
肘関節、手関節、及び肩関節インプラント、脛骨、腓骨、大腿骨、橈骨、及び尺骨の骨折
修復及び外部固定用等の長骨インプラント、固定装置を含む脊髄インプラント、頭蓋骨固
定装置を含む顎顔面インプラント、人工骨置換、歯科用インプラント、ポリマー、樹脂、
金属、合金、プラスチック及びその組合せから構成される整形外科用セメント及び接着剤
、このようなインプラントで使用される釘、ネジ、プレート、固定装置、ワイヤー及びピ
ン等、並びに当業者に公知の他の整形外科用インプラント構造が挙げられる。例えば図６
Ａに示すように、股関節ステム６１２の形態の整形外科用インプラント６１０は基板６１
１と多孔質層６１４を含む。多孔質層６１４はビーズ、繊維、ワイヤーメッシュ並びに多
孔質層６１４を形成されるために使用される他の公知材料及び形状を含むことができる。
本明細書に記載する任意方法によりナノ構造コンポーネントを基板６１１に付設し、例え
ば図１に示すようなナノ構造表面を形成することができる。
【０１３２】
　特に、本発明の本態様はこのような埋込型整形外科用装置が移植部位で接触する組織、
関節、軟骨、骨及び他の身体構造と装置の相互作用を強化するようにナノ構造コンポーネ
ントを取付けた装置を提供する。ナノ構造コンポーネント（例えばナノファイバー）は例
えば埋込型装置の外面及び／又は内面にナノファイバーを直接成長させるか、又はナノフ
ァイバーを装置表面に別個に共有結合することにより、装置の外面又は内面に付着させる
ことができる。インプラント表面に設けたナノ構造は繊維芽細胞や他の望ましくない細胞
に対して骨芽細胞の増殖を促進及び強化することによりインプラント部位における骨増殖
反応を強化することができる。骨増殖活性の強化により、時間と共にインプラントの良好
な固定が促進され、繊維芽細胞応答による緩みが防止される。更に、整形外科用インプラ
ントに設けたナノ構造表面は、例えば細菌及び他の感染性生物（例えばウイルスや真菌）
の増殖を防ぐことにより、インプラント部位の感染を防ぐことができる。ナノファイバー
の形状及び寸法とインプラント表面上のその密度は細胞型の変動に応じて変化させること
ができる。
【０１３３】
　代替又は付加態様として、耐久性と負荷を受ける移植部位に生じる摩耗に対する耐性を
強化することにより、微視的分解とその結果として関節に破片がたまるのを防ぐために、
ナノファイバー又は他のナノ構造をインプラント材料に埋込むこともできる。
【０１３４】
　本発明のインプラントはその生体有用性を更に強化するために内面及び／又は外面に他
の材料をコーティングしてもよい。適切なコーティングの例は薬剤入りコーティング、薬
剤溶出コーティング、薬剤又は他の化合物、親水性コーティング、スムージングコーティ
ング、コラーゲンコーティング、ヒト細胞播種用コーティング等である。例えば、整形外
科用インプラントに設けたナノ構造表面は薬剤又は他の化合物を移植部位に送達すること
ができる。例えば溶出、結合、溶解、及び／又はナノワイヤー自体の溶解によりナノワイ
ヤーから送達される薬剤は感染を防止し、骨成長を増進し、瘢痕組織、過増殖を防ぎ、イ
ンプラントの拒絶を防止することができる。インプラントに設けた上記ナノファイバーコ
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ーティングはインプラントがこれらのコーティングを保持し易くする広い表面積を提供す
ることができる。コーティングはインプラントのナノ構造表面に直接吸着させることがで
きる。あるいは、ナノ構造コンポーネント（例えばナノファイバー）及びこれに付けるコ
ーティング材料と結合を形成することが可能な結合剤をナノ構造表面に加えてもよい。こ
のような場合には、例えばシラン基を介してコーティングをナノ構造表面に直接結合して
もよいし、リンカー結合基又は結合剤との結合化学（誘導体化）に加わるのに適した他の
化学反応基を介して結合してもよく、このような基としては例えば置換シラン、ジアセチ
レン、アクリレート、アクリルアミド、ビニル、スチリル、酸化ケイ素、酸化ホウ素、酸
化リン、Ｎ－（３－アミノプロピル）３－メルカプトベンズアミド、３－アミノプロピル
－トリメトキシシラン、３－メルカプトプロピル－トリメトキシシラン、３－マレイミド
プロピル－トリメトキシシラン、３－ヒドラジドプロピル－トリメトキシシラン、ヒドロ
キシスクシンイミド、マレイミド、ハロアセチル、ピリジルジスルフィド、ヒドラジン、
エチルジエチルアミノプロピルカルボジイミド、及び／又は同等物が挙げられる。
　ＸＸＶ）バイオエンジニアド神経スカフォールド
【０１３５】
　外傷、他の外科処置、及び怪我では末梢神経と中枢神経の損傷が生じる。一般に、損傷
した神経の間隙を埋め、神経再生の足場を提供するためには患者自身の神経片（例えば自
家移植片）が使用されている。これらの自家移植片の効果は５０％未満である。一般には
神経増殖を強化するための化合物を含浸させた人工基質上に新しい末梢神経を増殖させる
試みが行われてきた。特に脊髄損傷と脳損傷については、間隙を埋めて神経修復を誘導す
るための新規マイクロ装置が有用であると思われる。
【０１３６】
　本発明は神経細胞増殖を刺激及び促進するために、スカフォールド内及び／又はスカフ
ォールド上に組込んだナノ構造コンポーネント（例えばナノファイバー）の表面積が大き
いことにより実質的に三次元となり得るナノスケールバイオエンジニアドスカフォールド
を想定する。更に、三次元形状のナノ構造は神経再生を促進できると思われる。バイオエ
ンジニアドスカフォールドはその上及び／又はその中にナノ構造コンポーネント（例えば
ナノファイバー）を組込むベースメンブレン又はマトリックスを含むことができる。ベー
スメンブレン又はマトリックスは天然もしくは合成ポリマー（導電性ポリマーを含む）、
金属、合金、セラミック又はグラスファイバー、シリコーン等の各種材料から作製するこ
とができる。本発明で有用であり得る方法として、例えば導電性ポリマーから適切なメン
ブレン又はマトリックスを製造するための有用な方法はその開示内容全体を参考資料とし
て本明細書に組込む米国特許第６，０９５，１４８号及び６，６９６，５７５号に開示さ
れている。
【０１３７】
　スカフォールド材料はポリマーフィルム又はポリマービーズ等の適切な支持体にブレン
ド又はコーティングすることができる。その開示内容を参考資料として本明細書に組込む
Ｌａｎｇｅｒら，Ｊ．Ｐｅｄ．Ｓｕｒｇ．２３（１），３－９（１９８８）、ＷＯ８８／
０３７８５及びＥＰＡ　８８９００７２６．６（Ｍａｓｓａｃｈｕｓｅｔｔｓ　Ｉｎｓｔ
ｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）に記載されているように、新しい組織を形成
するための移植用マトリックスは柔軟で非毒性の血管浸潤用多孔質鋳型とすべきである。
細孔は細胞又は患者を損傷せずに血管浸潤と細胞播種を可能にするように選択すべきであ
る。細孔は一般に約１００～３００ミクロンの連続細孔である。マトリックスは表面積を
最大にし、細胞への栄養と成長因子の十分な拡散を可能にするような形状とすべきである
。代表的な１態様では、マトリックスはポリ酸無水物、ポリオルトエステル、又はポリヒ
ドロキシ酸（例えばポリ乳酸、ポリグリコール酸）、及びそのコポリマー又はブレンド等
の生体吸収性又は生分解性合成ポリマーから形成される。非分解性材料を使用してマトリ
ックスを形成することもできる。適切な材料の例としてはエチレン酢酸ビニル、ポリビニ
ルアルコール誘導体、テフロン、ナイロン、ポリメタクリレート及びシリコンポリマーが
挙げられる。
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【０１３８】
　あるいは、限定されないが、上記及び下記に記載するような有機及び無機ナノ結晶等の
ナノ構造（例えばナノワイヤー、ナノドット、ナノテトラポッド及びナノスケールの他の
形状）のみからスカフォールドを作製することもできる。薬剤、細胞（例えばシュワン細
胞等の神経細胞、幹細胞又は胚性細胞）、繊維芽細胞、又は他の特定化合物（例えば神経
増殖因子（ＮＧＦ）、細胞播種用化合物、神経栄養増殖因子（又は前記因子を産生する遺
伝子組換え細胞）、ＶＥＧＦ、ラミニン又は他の同等化合物）が移植時に軸索伸長及び機
能的神経活動を促進するようにこれらの化合物をバイオエンジニアドスカフォールドに含
浸させるか又は結合することができる。ｉｎ　ｖｉｖｏ移植のために神経外植片をｉｎ　
ｖｉｔｒｏで培養及び再生させてもよい。例えば、一次座骨神経外植片を哺乳動物組織か
ら単離し、例えばグルコース、胎仔ウシ血清（ＦＢＳ）、ピルビン酸ナトリウム及びＮＧ
Ｆを補充した高グルコースＤＭＥＭで培養することができる。１６日齢ニワトリ胚から座
骨神経を単離する方法はＹ．－Ｗ．Ｈｕ　ａｎｄ　Ｃ．Ｍｅｚｅｉ，Ｃａｎ．Ｊ．Ｂｉｏ
ｃｈｅｍ．，４９：３２０（１９７１）に記載されている。神経細胞の増殖と再生を強化
するように培養対象の特定神経細胞に合わせて最適化された血清、代用血清、増殖因子（
例えば神経増殖因子）、ホルモン、及び／又は薬剤等の各種組成物を培地で使用すること
ができる。
【０１３９】
　コーティングはスカフォールドのナノ構造表面に直接吸着させることができる。ナノ構
造コンポーネントの広い表面積は化合物コーティングをスカフォールドに保持するのに役
立つ。あるいは、ナノ構造コンポーネント（例えばナノファイバー）及びこれに付けるコ
ーティング材料と結合を形成することが可能な結合剤をナノ構造表面に加えてもよい。こ
のような場合には、上述したように、例えばシラン基を介して所望化合物を添加したコー
ティングをナノ構造表面に直接結合してもよいし、リンカー結合基又は結合剤との結合化
学（誘導体化）に加わるのに適した他の化学反応基を介して結合してもよい。
【０１４０】
　スカフォールド表面上のナノファイバー（又は他のナノ構造コンポーネント）は場合に
よりナノファイバー表面をより頑丈にするために低速溶解性生体適合性ポリマー（又は他
の）マトリックスに埋込むことができる。ポリマーマトリックスは各ナノファイバーの長
さの殆どを保護することができ、末端のみが損傷を受け易い。水溶性ポリマーの作製は多
様な方法で実施することができる。例えば、モノマーと酸化剤から主に構成される希水溶
液中でポリマー鎖をｉｎ　ｓｉｔｕ形成することができる。この場合には、ポリマーは実
際に溶液中で形成された後、厚さ約１０～２５０オングストローム以上、より好ましくは
１０～１００オングストロームの均一な超薄膜としてナノファイバー表面に自然吸着され
る。
【０１４１】
　このようなスカフォールドで治療する神経間隙は約５ｍｍ～約５０ｍｍ、例えば約１０
～約３０ｍｍ、例えば約２０ｍｍ～３０ｍｍの寸法範囲とすることができる。スカフォー
ルド装置は用途に適合するような各種寸法と形状で作製することができ、ナノ構造は必要
に応じて神経電気シグナルを神経線維に伝達するために導電性を強化するようにドーピン
グすることができる。スカフォールド装置は損傷細胞又は組織（例えば神経系組織）を修
復又は置換するための治療を必要とする患者にｉｎ　ｖｉｖｏ移植することができる。移
植に使用することができる材料としては、縫合糸、チューブ、シート、接着防止装置（一
般にフィルム、ｉｎ　ｓｉｔｕ重合される液体として塗布されるポリマーコーティング、
又は他の物理的バリヤー）、及び創傷治癒物質（治癒すべき創傷に応じてフィルムやコー
ティングから支持構造まで多様）が挙げられる。
【０１４２】
　治療効力を増すために、蛋白質、抗体、神経増殖因子、ホルモン、及び接着分子等の神
経組織治癒を更に促進する組成物をスカフォールドと併用し、上述したように、場合によ
りナノファイバー及び／又はスカフォールド支持材料に共有結合することができる。当業
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者は過度の実験なしにこれらの材料と必要な条件の正確な使用方法を容易に決定すること
ができる。スカフォールドは処置すべき細胞に隣接するように移植してもよいし、処置す
べき細胞を播種してもよい。スカフォールド装置は場合により電圧又は電流源に電気的に
接続される。電気接続は例えばスカフォールドと接触するように挿入された針、又は適当
な電力源に外部接続することが可能なナノ構造表面もしくはスカフォールドメンブレンに
付着した電極とすることができる。細胞を損傷せずに細胞に所望効果を誘導する範囲の電
圧又は電流をナノ構造及び／又はスカフォールドメンブレンに印加することができる。
　ＸＸＶＩ）ナノファイバー表面基板の特徴
【０１４３】
　上述したように、表面積の増加は多くの分野（例えばアッセイ用基板又は分離用カラム
マトリックス）で追求されている特性である。例えば、トライボロジー等の分野や分離と
吸着を伴う分野は表面積を最大にすることに深い関係がある。本発明は表面積を増加ない
し増大（即ちナノファイバーをもたない構造又は表面に比較して増加ないし増大）した表
面と応用を提案する。
【０１４４】
　本発明の「ナノファイバー増大表面積」は基板の所定「フットプリント」内の表面積が
ナノファイバーをもたない同一フットプリント内の表面積に比較して増加するように基板
に付着した複数のナノファイバー（例えばナノワイヤー、ナノチューブ等）を含む基板に
対応する。本発明の典型的態様では、ナノファイバー（及び多くの場合には基板）は酸化
ケイ素から構成される。当然のことながら、このような組成は本発明の所定態様では多数
の利点がある。また、本発明の多くの好ましい態様では、複数のナノファイバーの１本以
上を１個以上の部分で機能化する。下記参照。しかし、同様に当然のことながら、本発明
は特に指定しない限り、ナノファイバー又は基板の組成により特に限定されない。
【０１４５】
　本発明の各種態様は多数の異なる用途に適応可能であり、有用である。例えば、以下に
詳述するように、例えば結合用途（例えばマイクロアレー等）、分離（例えば、（例えば
場合によりバイオフィルム等の形成を阻止する細胞培養及び／又は医療用インプラントの
ベースとしての）バイオスカフォールド）、及び制御放出マトリックス等で本発明の各種
変形を使用することができる。本明細書では他の用途及び態様も検討する。
【０１４６】
　本発明の種々の態様の他の有益な用途について以下に詳細に検討する。例えば、本発明
のナノファイバー表面の独特の形態は（ｉｎ　ｖｉｔｒｏ及びｉｎ　ｖｉｖｏ両者の）細
胞培養増殖用スカフォールド等の多数の生体医療用途で利用することができる。ｉｎ　ｖ
ｉｖｏ用途としては例えば骨形成の補助等が挙げられる。更に、所定の態様の表面形態は
バイオフィルム形成及び／又は細菌／微生物定着を妨げる表面を提供する。本発明の他の
可能な生体医療用途としては例えば薬剤の制御放出マトリックス等が挙げられる。上記参
照。
【０１４７】
　当業者に自明の通り、本発明の多くの側面は場合により変更可能である（例えばナノフ
ァイバー上の表面化学種、ナノファイバーの任意末端又は基板表面上の表面化学種等）。
従って、本発明の各種変形等の特定例証は本発明を限定するものではない。また、当然の
ことながら、以下に詳述するように、本発明のナノファイバーの長さと厚さの比は場合に
より例えばナノファイバーの組成と同様に変動する。更に、ファイバーを表面と接触させ
るためには種々の方法を利用することができる。更に、本発明の多数の態様は例えば部分
又は官能基とナノファイバーの付着により１種以上の方法で特に機能化されたナノファイ
バーを含むが、他の態様は非機能化ナノファイバーを含む。
　ＸＶＩＩ）ナノファイバー及びナノファイバー作製
【０１４８】
　本発明の典型的態様では、表面（即ちナノファイバー増大面積表面）とナノファイバー
自体は場合により任意数の材料を含むことができる。表面とナノファイバーの実際の組成
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は多数の可能な因子に依存する。このような因子としては例えば増大面積表面の所期用途
、表面を使用する条件（例えば温度、ｐＨ、光（例えばＵＶ）の存在、雰囲気等）、（例
えば患者の体内等で）表面を使用する反応、表面の耐久性及びコスト等が挙げられる。ナ
ノワイヤーの延性と破壊強度は例えばその組成により異なる。例えば、セラミックＺｎＯ
ワイヤーはシリコン又はガラスナノワイヤーよりも脆性であり、カーボンナノチューブは
引張強さが高いと考えられる。
【０１４９】
　以下に詳述するように、本発明のナノファイバー及びナノファイバー増大表面を作製す
るために使用される所定の可能な材料としては例えばシリコン、ＺｎＯ、ＴｉＯ、カーボ
ン、カーボンナノチューブ、ガラス、石英が挙げられる。下記参照。本発明のナノファイ
バーは更に場合により例えば特定性質を強化又は付加するためにコーティング又は機能化
される。例えば、ポリマー、セラミック又は小分子を場合によりコーティング材料として
使用することができる。場合により使用するコーティングは耐水性、機械的もしくは電気
的性質の改善又は所定検体に対する特異性等の特性を付与することができる。更に、特定
部分又は官能基を本発明のナノファイバーに付着又は結合することもできる。
【０１５０】
　当然のことながら、本発明は特定ナノファイバー及び／又は基板組成の記載に限定され
ず、特に指定しない限り、多数の他の材料の任意のものを本発明の各種態様で場合により
使用することが理解されよう。更に、ナノファイバーを構成するために使用される材料は
場合により基板表面を構成するために使用される材料と同一でもよいし、基板表面を作製
するために使用される材料と異なっていてもよい。
【０１５１】
　本発明の更に他の態様では、該当ナノファイバーは場合により例えばナノチューブル（
例えば中空コア構造）等の各種物理的構造を含むことができる。本発明では場合によりカ
ーボンナノチューブ、金属ナノチューブ、金属及びセラミック等の種々のナノファイバー
が使用される。
【０１５２】
　本発明は特定構成に限定されず、当然のことながら変更可能であると理解すべきである
（例えば場合により種々の長さ、密度等で存在するナノファイバーと基板と選択部分等の
各種組み合わせ）。同様に、本明細書で使用する用語は特定態様のみを記載する目的であ
り、限定的でないことも理解すべきである。本明細書と特許請求の範囲で使用する単数形
はそうでないことが前後関係から明白である場合を除き、複数形も含む。従って、例えば
「ナノファイバー」と言う場合には場合により複数のこのようなナノファイバーを含み、
他の用語についても同様である。特に定義しない限り、全科学技術用語はそれらの用語が
属する分野で一般に使用されていると同一の意味をもつ。本発明の目的で、他の特定用語
については明細書の各所で定義する。
　Ａ）ナノファイバー
【０１５３】
　本明細書で使用する「ナノファイバー」なる用語は一般に約１０００ｎｍ未満、約５０
０ｎｍ未満、約２５０ｎｍ未満、約１５０ｎｍ未満、約１００ｎｍ未満、約５０ｎｍ未満
、約２５ｎｍ未満、更には約１０ｎｍ又は５ｎｍ未満の少なくとも１個の物理的寸法を特
徴とするナノ構造を意味する。多くの場合には、領域又は特徴的寸法は構造の最短軸方向
の寸法である。
【０１５４】
　本発明のナノファイバーは一般に１本の主軸が他の２本の主軸よりも長く、従って、１
を上回るアスペクト比、２以上のアスペクト比、約１０を上回るアスペクト比、約２０を
上回るアスペクト比、又は約１００、２００、もしくは５００を上回るアスペクト比をも
つ。所定態様では、本発明のナノファイバーは実質的に均一直径をもつ。所定態様では、
直径は最大変動領域と少なくとも５ｎｍ、少なくとも１０ｎｍ、少なくとも２０ｎｍ、又
は少なくとも５０ｎｍの直線寸法にわたって約２０％未満、約１０％未満、約５％未満、
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又は約１％未満の分散を示す。例えば、コストの問題及び／又はよりランダムな表面を形
成するために、広い範囲の直径が望ましいと思われる。一般に直径はナノファイバーの両
端から（例えばナノファイバーの中心２０％、４０％、５０％、又は８０％にわたって）
測定される。更に他の態様では、本発明のナノファイバーは不均一直径をもつ（即ちその
長さ方向に直径が変動する）。更に所定態様では、本発明のナノファイバーは実質的に結
晶質及び／又は実質的に単結晶質である。
【０１５５】
　当然のことながら、ナノファイバーなる用語は場合により例えばナノワイヤー、ナノウ
ィスカー、半導体ナノファイバー、カーボンナノチューブ又はナノチューブル等の構造を
含むことができる。
【０１５６】
　本発明のナノファイバーは材料性質が実質的に均一でもよいが、所定態様では不均一（
例えばナノファイバーヘテロ構造）であり、１又は複数の適当なほぼ任意材料から作製す
ることができる。ナノファイバーは「純粋」材料、実質的に純粋な材料、ドープ材料等か
ら構成することができ、絶縁体、導体及び半導体を含むことができる。更に、本発明のナ
ノファイバーの所定の例は上述のようにシリコン（又は酸化ケイ素）から構成されるが、
特に指定しない限り、場合により多種多様の材料の任意のものから構成することができる
。ナノファイバーの組成は多数の因子、例えば（使用する場合には）ナノファイバーに結
合又は付着させる特定官能基、耐久性、コスト、使用条件等により変えることができる。
ナノファイバーの組成は当業者に非常によく知られている。従って、当業者に自明の通り
、本発明のナノファイバーは無数の可能な物質（又はその組み合わせ）の任意のものから
構成することができる。本発明の所定態様は１種以上の有機又は無機化合物又は材料から
構成されるナノファイバーを含む。本明細書中の特定ナノファイバー組成の記載は限定的
ではない。
【０１５７】
　更に、本発明のナノファイバーは場合により多種多様の方法の任意のものにより作製さ
れ、本明細書に記載する例は限定的ではない。従って、本明細書に特に記載しないが、本
明細書に記載するパラメーターに該当する手段により作製されたナノファイバーも本発明
のナノファイバーであり、及び／又は本発明の方法で使用される。
【０１５８】
　一般的な意味では、本発明のナノファイバーは（必ずしもそうでなくてもよいが）多く
の場合には固体で場合により平坦な基板から成長させた細長い突起（例えばファイバー、
ナノワイヤー、ナノチューブル等）を含む。当然のことながら、本発明の所定態様ではナ
ノファイバーをその最終基板上に堆積し、例えばファイバーを成長させた基板から分離し
、第２の基板に付着させる。第２の基板は平坦である必要はなく、実際にナノファイバー
を最初に成長させた基板と同様に無数の三次元構造を含むことができる。本発明の所定態
様では、基板は弾性である。同様に、以下に詳述するように、本発明のナノファイバーは
種々の構造の表面内又は表面上、例えばキャピラリーチューブ、シャント内等に成長／作
製することができる。下記参照。
【０１５９】
　本発明の各種態様では、該当ナノファイバーを場合により第１の基板上に成長させた後
に表面積を増大させようとする第２の基板に移送する。このような態様は所望基板を弾性
にする必要がある場合や、ナノファイバーを直接付加もしくは成長させにくい特定三次元
形状に合致させる必要がある場合に特に有用である。例えば、ナノファイバーは例えばシ
リコンウェーハや他の同様の基板等の剛性表面上に成長させることができる。こうして成
長させたナノファイバーをその後、場合により例えばゴム等の弾性支持体に移送すること
ができる。この場合も当然のことながら、本発明は特定ナノファイバー又は基板組成に限
定されない。例えば、場合により例えばアルミニウム等の弾性箔を含む各種表面の任意の
ものの上にナノファイバーを成長させる。更に、高温成長法には、本発明のナノファイバ
ーを成長させる基板として任意金属、セラミック又は他の熱安定材料を場合により使用す
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る。更に、ナノファイバーを成長させる多種多様な基板と組み合わせて溶液相法等の低温
合成法を利用することもできる。例えば、弾性ポリマー基板及び他の同様の基板を場合に
よりナノファイバー成長／付着用基板として使用する。
【０１６０】
　１例として、金触媒を使用して表面にナノファイバーを成長させる方法が文献に記載さ
れている。このようなファイバーに関する適用例はファイバーを基板から回収した後に装
置に組込むことを基本とする。しかし、本発明の多くの他の態様では増大表面積に加わる
ナノファイバーをその場で成長させる。従って、表面に堆積した金コロイドからナノファ
イバーを成長させる等の利用可能な方法が本発明では場合により使用される。得られる最
終製品はファイバーを成長させた基板（即ちナノファイバーにより表面積が増大した基板
）である。当然のことながら、本発明の特定態様及び使用は、特に指定しない限り、場合
によりその使用場所で成長させるか及び／又は他の場所で成長させたナノファイバーを回
収してその使用場所に移送したナノファイバーを含むことができる。例えば、本発明の多
くの態様はファイバーを成長基板上で無傷にしておき、ファイバーが基板に付与するユニ
ークな性質を利用するものである。他の態様はファイバーを第１の基板で成長させ、ファ
イバーを第２の基板に移送し、ファイバーが第２の基板に付与するユニークな性質を利用
するものである。
【０１６１】
　例えば、本発明のナノファイバーを例えば非弾性基板（例えば所定種のシリコンウェー
ハ）上に成長させた場合には、このような非弾性基板から弾性基板（例えばゴム又は織布
層材料）に移送することができる。この場合も、当業者に自明の通り、本発明のナノファ
イバーは場合により最初から弾性基板上に成長させてもよいが、このような決定は種々の
所望パラメーターによると思われる。
【０１６２】
　ナノファイバーを作製した表面から別の表面に移送するには種々の方法を利用すること
ができる。例えば、ナノファイバーを液体懸濁液（例えばエタノール）中に回収した後に
、別の表面にコーティングすることができる。更に、第１の表面からのナノファイバー（
例えば第１の表面上で成長させるか又は第１の表面に移送したナノファイバー）は場合に
よりナノファイバーに粘着性コーティング又は材料を付与した後にこのようなコーティン
グ／材料を第１の表面から剥離することにより「回収」することができる。粘着性コーテ
ィング／材料をその後、場合によりナノファイバーを堆積する第２の表面に配置する。こ
のような移送に場合により使用される粘着性コーティング／材料の例としては限定されな
いが、例えばテープ（例えば３Ｍ　Ｓｃｏｔｃｈ（登録商標）テーブ）、磁気ストリップ
、硬化性接着剤（例えばエポキシ、ラバーセメント等）等が挙げられる。ナノファイバー
を成長基板から取り出し、プラスチックと混合した後に、このようなプラスチックの表面
をアブレーション又はエッチングしてファイバーを露出させることができる。
【０１６３】
　本発明の実際のナノファイバー構造は場合により複雑である。ナノファイバーは複雑な
三次元パターンを形成することができる。種々の高さ、カーブ、屈曲部等が絡み合い、（
例えばナノファイバーをもたない表面に比較して）単位基板当たりの表面積が著しく増加
した表面を形成する。当然のことながら、本発明の他の態様ではナノファイバーは複雑で
ある必要はない。即ち、本発明の多くの態様では、ナノファイバーは「直線状」であり、
屈曲、湾曲、又はカールする傾向がない。しかし、このような直線状ナノファイバーも本
発明に含まれる。いずれの場合も、ナノファイバーは非蛇行性で著しく増大した表面積を
もつ。
　Ｂ）機能化
【０１６４】
　本発明の所定態様はファイバーに１個以上の機能部分（例えば化学反応基）を付着又は
結合したナノファイバー及びナノファイバー増大面積表面を含む。機能化ナノファイバー
は場合により例えば分離やバイオアッセイ等の反応で所望検体に特異性を付与するために
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多くの各種態様で使用される。本発明の増大表面積の典型的態様は多様な部分で適切に修
飾した酸化ケイ素から構成すると有利である。当然のことながら、本発明の他の態様は場
合により同様に特定目的のために機能化した他のナノファイバー組成（例えばポリマー、
セラミック、ＣＶＤ又はゾル－ゲルスパッタリングによりコーティングされた金属等）か
ら構成される。場合により本発明で使用される多数の機能化と機能化技術は当業者に自明
である。
【０１６５】
　例えば、関連部分及び他の化学種とその作製／使用方法に関する詳細は例えばＨｅｒｍ
ａｎｓｏｎ　Ｂｉｏｃｏｎｊｕｇａｔｅ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ　Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐ
ｒｅｓｓ（１９９６），Ｋｉｒｋ－Ｏｔｈｍｅｒ　Ｃｏｎｃｉｓｅ　Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅ
ｄｉａ　ｏｆ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（１９９９）Ｆｏｕｒｔｈ　Ｅ
ｄｉｔｉｏｎ，Ｇｒａｙｓｏｎら（ｅｄ．）Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　＆　Ｓｏｎｓ，Ｉｎ
ｃ．，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ及びＫｉｒｋ－Ｏｔｈｍｅｒ　Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　ｏｆ
　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｆｏｕｒｔｈ　Ｅｄｉｔｉｏｎ（１９９８
及び２０００），Ｇｒａｙｓｏｎら（ｅｄ．）Ｗｉｌｅｙ　Ｉｎｔｅｒｓｃｉｅｎｃｅ（
印刷版）／Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　＆　Ｓｏｎｓ，Ｉｎｃ．（電子版）に記載されている
。その他の関連情報はＣＲＣ　Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ　
Ｐｈｙｓｉｃｓ（２００３）８３ｒｄ　ｅｄｉｔｉｏｎ，ＣＲＣ　Ｐｒｅｓｓに記載され
ている。更に本発明のナノファイバーにプラズマ法等により組込むことができる導体及び
他のコーティングに関する詳細はＨ．Ｓ．Ｎａｌｗａ（ｅｄ．），Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏ
ｆ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ　Ｍｏｌｅｃｕｌｅｓ　ａｎｄ　Ｐｏｌｙｍ
ｅｒｓ，Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　＆　Ｓｏｎｓ　１９９７に記載されている。更に、ＯＲ
ＧＡＮＩＣ　ＳＰＥＣＩＥＳ　ＴＨＡＴ　ＦＡＣＩＬＩＴＡＴＥ　ＣＨＡＲＧＥ　ＴＲＡ
ＮＳＦＥＲ　ＴＯ／ＦＲＯＭ　ＮＡＮＯＣＲＹＳＴＡＬＳ　ＵＳＳＮ　６０／４５２，２
３２（出願日２００３年３月４日，Ｗｈｉｔｅｆｏｒｄら）も参照されたい。例えば付加
部分をナノファイバーの機能化表面に結合するための関連有機化学に関する詳細は例えば
Ｇｒｅｅｎｅ（１９８１）Ｐｒｏｔｅｃｔｉｖｅ　Ｇｒｏｕｐｓ　ｉｎ　Ｏｒｇａｎｉｃ
　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ，Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅ　ａｎｄ　Ｓｏｎｓ，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ；Ｓ
ｃｈｍｉｄｔ（１９９６）Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　Ｍｏｓｂｙ，Ｓｔ　Ｌ
ｏｕｉｓ，ＭＯ；及びＭａｒｃｈ’ｓ　Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｃｈｅｍｉ
ｓｔｒｙ　Ｒｅａｃｔｉｏｎｓ，Ｍｅｃｈａｎｉｓｍｓ　ａｎｄ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ，
Ｆｉｆｔｈ　Ｅｄｉｔｉｏｎ（２０００）Ｓｍｉｔｈ　ａｎｄ　Ｍａｒｃｈ，Ｗｉｌｅｙ
　Ｉｎｔｅｒｓｃｉｅｎｃｅ　Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　ＩＳＢＮ　０－４７１－５８５８９－
０に記載されている。本発明のＮＦＳの機能化に利用可能な他の多くの関連文献及び技術
は当業者に自明である。
【０１６６】
　従って、この場合も当然のことながら、該当基板、（例えば基板に付着又は堆積された
）該当ナノファイバー、及び場合により実施されるナノファイバー及び／又は基板の任意
機能化等は変更することができる。例えば、ファイバーの長さ、直径、構造及び密度は、
ファイバーの組成及びその表面化学種と同様に変更することができる。
　Ｃ）密度及び関連事項
【０１６７】
　密度については、当然のことながら、表面から突出するナノファイバーを多くすること
により、基礎となる下位の基板から拡大する表面積の量も自動的に増加する。その結果、
表面とナノファイバー表面に接触する任意検体等との間の緊密接触面積が増加する。以下
に詳述するように、本発明の態様は場合により表面上のナノファイバーの密度が基板表面
μｍ２当たりナノファイバー約０．１～約１０００本以上である。この場合も当然のこと
ながら、このような密度は個々のナノファイバーの直径等の因子により異なる。下記参照
。ナノファイバーの数が多いほど表面の総面積が増加する傾向があるので、ナノワイヤー
密度は増大表面積に影響する。従って、本発明のナノファイバーの密度は表面の総面積の
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因子であるので、一般に増大表面積材料の所期用途に関係がある。
【０１６８】
　例えば、典型的な平坦基板の１例（例えば酸化ケイ素チップ又はガラススライド）は１
平方ミクロン当たり（即ち１平方ミクロンフットプリント内に）検体との可能な結合部位
を１０，０００個又は可能な機能化部位等を１０，０００個含むことができる。しかし、
このような基板表面にナノファイバーをコーティングしたならば、利用可能な表面積は著
しく増加する。本発明の所定態様では表面上の各ナノファイバーは表面積約１平方ミクロ
ンである（即ち各ナノファイバーの側面と先端は著しく大きな表面積をもつ）。同等の基
板１平方ミクロンにナノファイバー１０～約１００本／平方ミクロンが含まれるならば、
利用可能な表面積は平坦表面の１０～１００倍となる。従って、この例では、増大表面積
は１平方ミクロンフットプリント当たり可能な結合部位、機能化部位等を１００，０００
～１０，０００，０００個もつことになる。当然のことながら、基板上のナノファイバー
の密度は例えばナノファイバーの直径やナノファイバーの機能化等により変動する。
【０１６９】
　本発明の各種態様はこのような種々の密度（即ちナノファイバーを付着する基板の単位
面積当たりのナノファイバー数）を含む。単位面積当たりのナノファイバー数は場合によ
り約１本／１０μｍ２～約２００本以上／μｍ２；約１本／μｍ２～約１５０本以上／μ
ｍ２；約１０本／μｍ２～約１００本以上／μｍ２；又は約２５本／μｍ２～約７５本以
上／μｍ２とすることができる。更に他の態様では、密度は場合により約１～３本／平方
ミクロン～約２，５００本以上／平方ミクロンとすることができる。
【０１７０】
　個々のファイバー寸法については、当然のことながら、各ファイバーの厚さ又は直径を
増加することによりファイバーの総面積は自動的に増加し、従って基板の総面積も増加す
る。本発明のナノファイバーの直径は例えばナノファイバーの組成と成長条件、部分の付
加、コーティング等の選択により調節することができる。好ましいファイバー厚みは場合
により約５ｎｍ～約１ミクロン以上（例えば５ミクロン）；約１０ｎｍ～約７５０ｎｍ以
上；約２５ｎｍ～約５００ｎｍ以上；約５０ｎｍ～約２５０ｎｍ以上、又は約７５ｎｍ～
約１００ｎｍ以上である。所定態様では、ナノファイバーは直径約４０ｎｍである。
【０１７１】
　直径に加え、ナノファイバーの表面積（従って、ナノファイバーを付着する基板の表面
積）はナノファイバーの長さによっても異なる。当然のことながら、ファイバー材料によ
っては長さを増すと脆性が増すものもある。従って、好ましいファイバー長は一般に約２
ミクロン（例えば０．５ミクロン）～約１ｍｍ以上；約１０ミクロン～約５００ミクロン
以上；約２５ミクロン～約２５０ミクロン以上；又は約５０ミクロン～約１００ミクロン
以上である。所定態様は長さ約５０ミクロンのナノファイバーを含む。本発明の所定態様
は直径約４０ｎｍ及び長さ約５０ミクロンのナノファイバーを含む。
【０１７２】
　本発明のナノファイバーは種々のアスペクト比をもつことができる。即ち、ナノファイ
バー直径は例えば約５ｎｍ～約１ミクロン以上（例えば５ミクロン）；約１０ｎｍ～約７
５０ｎｍ以上；約２５ｎｍ～約５００ｎｍ以上；約５０ｎｍ～約２５０ｎｍ以上，又は約
７５ｎｍ～約１００ｎｍ以上とすることができ、前記ナノファイバーの長さは例えば約２
ミクロン（例えば０．５ミクロン）～約１ｍｍ以上；約１０ミクロン～約５００ミクロン
以上；約２５ミクロン～約２５０ミクロン以上；又は約５０ミクロン～約１００ミクロン
以上とすることができる。
【０１７３】
　少なくとも一部を表面から高くしたファイバーが多くの場合は好ましく、例えば検体等
と接触させるために利用可能な増大表面積を提供するためには、例えばファイバー表面の
ファイバーの少なくとも一部を表面から少なくとも１０ｎｍ、又は少なくとも１００ｎｍ
高くする。
【０１７４】
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　ナノファイバーは場合により複雑な三次元構造を形成する。このような複雑さの程度は
例えばナノファイバーの長さ、ナノファイバーの直径、ナノファイバーの長さ：直径アス
ペクト比、（使用する場合には）ナノファイバーに付着した部分、及びナノファイバーの
成長条件等に部分的に依存する。利用可能な増大表面積の程度を変化させるのに有用なナ
ノファイバーの屈曲、絡み合い等は場合により例えば単位面積当たりのナノファイバー数
の調節や、ナノファイバーの直径、ナノファイバーの長さ及び組成等により操作される。
従って、当然のことながら、本発明のナノファイバー基板の増大表面積は場合により上記
及び他のパラメーターを操作することにより調節される。
【０１７５】
　同様に、本発明の全態様ではないが所定の態様では、本発明のナノファイバーは屈曲、
湾曲、又はカール形状を含む。当然のことながら、１本のナノファイバーが表面上で蛇行
又はコイル状になっている（但し単位面積当たり１本のファイバーしか第１の表面に結合
していない）場合にも、ファイバーはその長さ等により増大表面積を提供することができ
る。
　Ｄ）ナノファイバー作製
【０１７６】
　当然のことながら、本発明は本発明のナノファイバーの作製手段により限定されない。
例えば、本発明の所定のナノファイバーはシリコンから構成されるが、シリコンの使用は
限定的ではない。ナノファイバーの形成は当業者に周知の多数の異なるアプローチにより
可能であり、いずれも本発明の態様に利用可能である。
【０１７７】
　本発明の典型的態様は当業者に自明の既存のナノ構造作製方法及び本明細書に言及又は
記載する方法で使用することができる。全態様ではないが、本発明の典型的な態様は医療
環境で無害（例えば非反応性、非アレルギー誘発性等）となるように選択された物質を含
む。換言するならば、ナノファイバー及びナノファイバーを含む構造の各種作製方法が記
載されており、本発明の各種方法、システム及び装置で使用するように応用することがで
きる。
【０１７８】
　ナノファイバーは適当なほぼ任意材料（例えば半導体材料、強誘電性材料、金属、セラ
ミック、ポリマー等）から作製することができ、本質的に単一材料から構成することもで
きるし、ヘテロ構造でもよい。例えば、ナノファイバーは半導体材料から構成することが
でき、例えば周期表の２族又は１２族から選択される第１の元素と、１６族から選択され
る第２の元素を含む材料（例えばＺｎＳ、ＺｎＯ、ＺｎＳｅ、ＺｎＴｅ、ＣｄＳ、ＣｄＳ
ｅ、ＣｄＴｅ、ＨｇＳ、ＨｇＳｅ、ＨｇＴｅ、ＭｇＳ、ＭｇＳｅ、ＭｇＴｅ、ＣａＳ、Ｃ
ａＳｅ、ＣａＴｅ、ＳｒＳ、ＳｒＳｅ、ＳｒＴｅ、ＢａＳ、ＢａＳｅ、ＢａＴｅ等の材料
）；１３族から選択される第１の元素と１５族から選択される第２の元素を含む材料（例
えばＧａＮ、ＧａＰ、ＧａＡｓ、ＧａＳｂ、ＩｎＮ、ＩｎＰ、ＩｎＡｓ、ＩｎＳｂ等の材
料）；１４族の元素を含む材料（Ｇｅ、Ｓｉ等の材料）；ＰｂＳ、ＰｂＳｅ、ＰｂＴｅ、
ＡｌＳ、ＡｌＰ、及びＡｌＳｂ等の材料；又はその合金もしくは混合物が挙げられる。
【０１７９】
　本発明の所定態様では、ナノファイバーは場合によりシリコン又は酸化ケイ素から構成
される。当業者に自明の通り、本明細書で使用する「酸化ケイ素」なる用語は任意酸化度
のケイ素を意味する。即ち、酸化ケイ素なる用語は化学構造ＳｉＯｘを意味し、式中、ｘ
は０以上２以下である。他の態様では、ナノファイバーは例えばシリコン、ガラス、石英
、プラスチック、金属、ポリマー、ＴｉＯ、ＺｎＯ、ＺｎＳ、ＺｎＳｅ、ＺｎＴｅ、Ｃｄ
Ｓ、ＣｄＳｅ、ＣｄＴｅ、ＨｇＳ、ＨｇＳｅ、ＨｇＴｅ、ＭｇＳ、ＭｇＳｅ、ＭｇＴｅ、
ＣａＳ、ＣａＳｅ、ＣａＴｅ、ＳｒＳ、ＳｒＳｅ、ＳｒＴｅ、ＢａＳ、ＢａＳｅ、ＢａＴ
ｅ、ＧａＮ、ＧａＰ、ＧａＡｓ、ＧａＳｂ、ＩｎＮ、ＩｎＰ、ＩｎＡｓ、ＩｎＳｂ、Ｐｂ
Ｓ、ＰｂＳｅ、ＰｂＴｅ、ＡｌＳ、ＡｌＰ、ＡｌＳｂ、ＳｉＯ１、ＳｉＯ２、炭化ケイ素
、窒化ケイ素、ポリアクリロニトリル（ＰＡＮ）、ポリエーテルケトン、ポリイミド、芳
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香族ポリマー、又は脂肪族ポリマーから構成することができる。
【０１８０】
　当然のことながら、所定態様では、ナノファイバーは１個以上の基板表面（例えばナノ
ファイバーを付着又は結合する表面）と同一材料から構成することができ、他の態様では
、ナノファイバーは基板表面と異なる材料から構成される。更に、基板表面は場合により
ナノファイバーと同一材料又は同一種の材料（例えば本明細書に例示する材料）の任意１
種以上から構成することもできる。
【０１８１】
　上述のように、本発明の全態様ではないが、所定の態様はシリコンナノファイバーを含
む。シリコンナノファイバーの一般的作製方法としては、気相－液相－固相成長（ＶＬＳ
）、レーザーアブレーション（レーザー触媒成長）及び熱蒸着が挙げられる。例えば、Ｍ
ｏｒａｌｅｓら（１９９８）“Ａ　Ｌａｓｅｒ　Ａｂｌａｔｉｏｎ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏ
ｒ　ｔｈｅ　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ　ｏｆ　Ｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕ
ｃｔｏｒ　Ｎａｎｏｗｉｒｅｓ”Ｓｃｉｅｎｃｅ　２７９，２０８－２１１（１９９８）
参照。アプローチの１例では、長手方向序列ヘテロ構造をもつ半導体ナノファイバーの合
成用ハイブリッドパルスレーザーアブレーション／化学蒸着（ＰＬＡ－ＣＶＤ）法とその
変形を使用することができる。Ｗｕら（２００２）“Ｂｌｏｃｋ－ｂｙ－Ｂｌｏｃｋ　Ｇ
ｒｏｗｔｈ　ｏｆ　Ｓｉｎｇｌｅ－Ｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅ　Ｓｉ／ＳｉＧｅ　Ｓｕｐｅ
ｒｌａｔｔｉｃｅ　Ｎａｎｏｗｉｒｅｓ，”Ｎａｎｏ　Ｌｅｔｔｅｒｓ　Ｖｏｌ．０，Ｎ
ｏ．０参照。
【０１８２】
　一般に、多数のナノファイバー作製方法が記載されており、本発明の方法、システム及
び装置で適用することができる。Ｍｏｒａｌｅｓら及びＷｕら（前出）の文献に加え、例
えば、Ｌｉｅｂｅｒら（２００１）“Ｃａｒｂｉｄｅ　Ｎａｎｏｍａｔｅｒｉａｌｓ”Ｕ
ＳＰＮ　６，１９０，６３４　Ｂ１；Ｌｉｅｂｅｒら（２０００）“Ｎａｎｏｍｅｔｅｒ
　Ｓｃａｌｅ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｙ　Ｐｒｏｂｅｓ”ＵＳＰＮ　６，１５９，７４２；
Ｌｉｅｂｅｒら（２０００）“Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　Ｐｒｏｄｕｃｉｎｇ　Ｍｅｔａｌ　
Ｏｘｉｄｅ　Ｎａｎｏｒｏｄｓ”ＵＳＰＮ　６，０３６，７７４；Ｌｉｅｂｅｒら（１９
９９）“Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｎａｎｏｒｏｄｓ”　ＵＳＰＮ　５，８９７，９４５
；Ｌｉｅｂｅｒら（１９９９）“Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｃａｒｂｉｄｅ　Ｎａ
ｎｏｒｏｄｓ”ＵＳＰＮ　５，９９７，８３２；Ｌｉｅｂｅｒら（１９９８）“Ｃｏｖａ
ｌｅｎｔ　Ｃａｒｂｏｎ　Ｎｉｔｒｉｄｅ　Ｍａｔｅｒｉａｌ　Ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ　
Ｃ２Ｎ　ａｎｄ　Ｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｍｅｔｈｏｄ”ＵＳＰＮ　５，８４０，４３５；
Ｔｈｅｓｓら（１９９６）“Ｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅ　Ｒｏｐｅｓ　ｏｆ　Ｍｅｔａｌｌ
ｉｃ　Ｃａｒｂｏｎ　Ｎａｎｏｔｕｂｅｓ”Ｓｃｉｅｎｃｅ　２７３：４８３－４８６；
Ｌｉｅｂｅｒら（１９９３）“Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　Ｍａｋｉｎｇ　ａ　Ｓｕｐｅｒｃｏ
ｎｄｕｃｔｉｎｇ　Ｆｕｌｌｅｒｅｎｅ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ　Ｂｙ　Ｒｅａｃｔｉ
ｎｇ　ａ　Ｆｕｌｌｅｒｅｎｅ　ｗｉｔｈ　ａｎ　Ａｌｌｏｙ　Ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ　
Ａｌｋａｌｉ　Ｍｅｔａｌ”ＵＳＰＮ　５，１９６，３９６；及びＬｉｅｂｅｒら（１９
９３）“Ｍａｃｈｉｎｉｎｇ　Ｏｘｉｄｅ　Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍｓ　ｗｉｔｈ　ａｎ　Ａ
ｔｏｍｉｃ　Ｆｏｒｃｅ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ：Ｐａｔｔｅｒｎ　ａｎｄ　Ｏｂｊｅｃ
ｔ　Ｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｏｎ　ｔｈｅ　Ｎａｎｏｍｅｔｅｒ　Ｓｃａｌｅ”ＵＳＰＮ５
，２５２，８３５参照。最近では、一次元半導体ヘテロ構造ナノ結晶が記載されている。
例えばＢｊｏｒｋら（２００２）“Ｏｎｅ－ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　Ｓｔｅｅｐｌｅｃ
ｈａｓｅ　ｆｏｒ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｓ　Ｒｅａｌｉｚｅｄ”Ｎａｎｏ　Ｌｅｔｔｅｒｓ
　Ｖｏｌ．０，Ｖｏｌ．０参照。
【０１８３】
　なお、本明細書に引用する文献にはナノファイバーに特定した文献ではないが、場合に
より本発明に適用可能なものもある。例えば、作製条件等のバックグラウンド事項はナノ
ファイバーと他のナノ構造（例えばナノ結晶等）間で適用可能である。
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【０１８４】
　本発明のナノファイバーを作製するために場合により使用される別のアプローチでは、
個々のナノファイバーを表面上にバルク作製するための合成法が例えばＫｏｎｇら（１９
９８）“Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ　ｏｆ　Ｉｎｄｉｖｉｄｕａｌ　Ｓｉｎｇｌｅ－Ｗａｌｌｅ
ｄ　Ｃａｒｂｏｎ　Ｎａｎｏｔｕｂｅｓ　ｏｎ　Ｐａｔｔｅｒｎｅｄ　Ｓｉｌｉｃｏｎ　
Ｗａｆｅｒｓ，”Ｎａｔｕｒｅ　３９５：８７８－８８１、及びＫｏｎｇら（１９９８）
“Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｍｅｔｈａｎｅ　ｆｏ
ｒ　Ｓｉｎｇｌｅ－Ｗａｌｌｅｄ　Ｃａｒｂｏｎ　Ｎａｎｏｔｕｂｅｓ，”　Ｃｈｅｍ．
Ｐｈｙｓ．Ｌｅｔｔ．２９２：５６７－５７４に記載されている。
【０１８５】
　更に別のアプローチでは、例えばＳｃｈｏｎ，Ｍｅｎｇ，ａｎｄ　Ｂａｏ，“Ｓｅｌｆ
－ａｓｓｅｍｂｌｅｄ　ｍｏｎｏｌａｙｅｒ　ｏｒｇａｎｉｃ　ｆｉｅｌｄ－ｅｆｆｅｃ
ｔ　ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒｓ，”Ｎａｔｕｒｅ　４１３：７１３（２００１）；Ｚｈｏｕ
ら（１９９７）“Ｎａｎｏｓｃａｌｅ　Ｍｅｔａｌ／Ｓｅｌｆ－Ａｓｓｅｍｂｌｅｄ　Ｍ
ｏｎｏｌａｙｅｒ／Ｍｅｔａｌ　Ｈｅｔｅｒｏｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ，”Ａｐｐｌｉｅｄ
　Ｐｈｙｓｉｃｓ　Ｌｅｔｔｅｒｓ７１：６１１；及びＷＯ９６／２９６２９（Ｗｈｉｔ
ｅｓｉｄｅｓら，公開日１９９６年６月２６日）に記載されているもの等のマイクロコン
タクトプリント法により、基板と自己結合単層（ＳＡＭ）形成材料を使用してナノファイ
バーを作製することができる。
【０１８６】
　本発明の所定態様では、金属触媒を使用してナノファイバー（例えばナノワイヤー）を
合成することができる。このような態様の利点の１つは性質を強化するために表面修飾に
適したユニークな材料を使用できる点である。このようなナノファイバーのユニークな性
質とは、触媒、一般に金で一端がキャップされていることである。この触媒末端は場合に
よりワイヤーの残余を変化させずに例えばチオール化学種を使用して機能化することがで
きるので、適切な表面に結合することができる。このような態様では、このような機能化
等の結果としてナノファイバーを末端結合した表面が作製される。従って、その結果とし
て得られる「ファジー」な表面は（ナノファイバーをもたない表面に比較して）表面積が
増加すると共に他のユニークな性質をもつ。所定のこのような態様では、多くの用途で有
用な広範な性質を与えるために（必ずしもそうでない場合もあるが、一般には金先端を変
化させずに）ナノワイヤーの表面及び／又はターゲット基板表面を場合により化学修飾す
る。
【０１８７】
　他の態様では、表面積を僅かに増加又は増大するために、ナノファイバーを基板と末端
結合するのでなく表面上の化学的又は静電的相互作用によりナノファイバーを場合により
「平坦」に（例えば基板表面と実質的に平行に）延在させる。本発明の更に他の態様では
、ファイバーが表面に延在するのでなく末端結合するようにナノファイバー上の極性に反
発する官能基を基板表面にコーティングする。
【０１８８】
　各種組成のナノ構造（例えばナノ結晶）の合成は例えばＰｅｎｇら（２０００）“Ｓｈ
ａｐｅ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｏｆ　ＣｄＳｅ　ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌｓ”Ｎａｔｕｒｅ　
４０４：５９－６１；Ｐｕｎｔｅｓら（２００１）“Ｃｏｌｌｏｉｄａｌ　ｎａｎｏｃｒ
ｙｓｔａｌ　ｓｈａｐｅ　ａｎｄ　ｓｉｚｅ　ｃｏｎｔｒｏｌ：Ｔｈｅ　ｃａｓｅ　ｏｆ
　ｃｏｂａｌｔ”Ｓｃｉｅｎｃｅ　２９１：２１１５－２１１７；ＵＳＰＮ　６，３０６
，７３６，Ａｌｉｖｉｓａｔｏｓら（２００１年１０月２３日）発明の名称“Ｐｒｏｃｅ
ｓｓ　ｆｏｒ　ｆｏｒｍｉｎｇ　ｓｈａｐｅｄ　ｇｒｏｕｐ　ＩＩＩ－Ｖ　ｓｅｍｉｃｏ
ｎｄｕｃｔｏｒ　ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌｓ，ａｎｄ　ｐｒｏｄｕｃｔ　ｆｏｒｍｅｄ　
ｕｓｉｎｇ　ｐｒｏｃｅｓｓ”；ＵＳＰＮ　６，２２５，１９８，Ａｌｉｖｉｓａｔｏｓ
ら（２００１年５月１日）発明の名称“Ｐｒｏｃｅｓｓ　ｆｏｒ　ｆｏｒｍｉｎｇ　ｓｈ
ａｐｅｄ　ｇｒｏｕｐ　ＩＩ－ＶＩ　ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　ｎａｎｏｃｒｙｓｔ
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ａｌｓ，ａｎｄ　ｐｒｏｄｕｃｔ　ｆｏｒｍｅｄ　ｕｓｉｎｇ　ｐｒｏｃｅｓｓ”；ＵＳ
ＰＮ　５，５０５，９２８，Ａｌｉｖｉｓａｔｏｓら（１９９６年４月９日）発明の名称
“Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　ＩＩＩ－Ｖ　ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　ｎａｎｏ
ｃｒｙｓｔａｌｓ”；ＵＳＰＮ　５，７５１，０１８，Ａｌｉｖｉｓａｔｏｓら（１９９
８年５月１２日）発明の名称“Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌｓ
　ｃｏｖａｌｅｎｔｌｙ　ｂｏｕｎｄ　ｔｏ　ｓｏｌｉｄ　ｉｎｏｒｇａｎｉｃ　ｓｕｒ
ｆａｃｅｓ　ｕｓｉｎｇ　ｓｅｌｆ－ａｓｓｅｍｂｌｅｄ　ｍｏｎｏｌａｙｅｒｓ”；Ｕ
ＳＰＮ　６，０４８，６１６，Ｇａｌｌａｇｈｅｒら（２０００年４月１１日）発明の名
称“Ｅｎｃａｐｓｕｌａｔｅｄ　ｑｕａｎｔｕｍ　ｓｉｚｅｄ　ｄｏｐｅｄ　ｓｅｍｉｃ
ｏｎｄｕｃｔｏｒ　ｐａｒｔｉｃｌｅｓ　ａｎｄ　ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　ｍａｎｕｆａｃ
ｔｕｒｉｎｇ　ｓａｍｅ”；及びＵＳＰＮ　５，９９０，４７９，Ｗｅｉｓｓら（１９９
９年１１月２３日）発明の名称“Ｏｒｇａｎｏ　ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｔ　ｓｅｍｉｃｏ
ｎｄｕｃｔｏｒ　ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌ　ｐｒｏｂｅｓ　ｆｏｒ　ｂｉｏｌｏｇｉｃａ
ｌ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ　ａｎｄ　ｐｒｏｃｅｓｓ　ｆｏｒ　ｍａｋｉｎｇ　ａｎ
ｄ　ｕｓｉｎｇ　ｓｕｃｈ　ｐｒｏｂｅｓ”に記載されている。
【０１８９】
　制御された直径をもつナノファイバー等の各種アスペクト比をもつナノワイヤー等のナ
ノファイバーの成長に関するその他の情報は例えばＧｕｄｉｋｓｅｎら（２０００）“Ｄ
ｉａｍｅｔｅｒ－ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ　ｏｆ　ｓｅｍｉｃｏｎｄｕ
ｃｔｏｒ　ｎａｎｏｗｉｒｅｓ”Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．１２２：８８０１－８８
０２；Ｃｕｉら（２００１）“Ｄｉａｍｅｔｅｒ－ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　ｓｙｎｔｈｅ
ｓｉｓ　ｏｆ　ｓｉｎｇｌｅ－ｃｒｙｓｔａｌ　ｓｉｌｉｃｏｎ　ｎａｎｏｗｉｒｅｓ”
Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．Ｌｅｔｔ．７８：２２１４－２２１６；Ｇｕｄｉｋｓｅｎら（２０
０１）“Ｓｙｎｔｈｅｔｉｃ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｄｉａｍｅｔｅｒ　ａｎ
ｄ　ｌｅｎｇｔｈ　ｏｆ　ｓｉｎｇｌｅ　ｃｒｙｓｔａｌ　ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ
　ｎａｎｏｗｉｒｅｓ”Ｊ．Ｐｈｙｓ．Ｃｈｅｍ．Ｂ　１０５：４０６２－４０６４；Ｍ
ｏｒａｌｅｓら（１９９８）“Ａ　ｌａｓｅｒ　ａｂｌａｔｉｏｎ　ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏ
ｒ　ｔｈｅ　ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ　ｏｆ　ｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅ　ｓｅｍｉｃｏｎｄｕ
ｃｔｏｒ　ｎａｎｏｗｉｒｅｓ”Ｓｃｉｅｎｃｅ　２７９：２０８－２１１；Ｄｕａｎら
（２０００）“Ｇｅｎｅｒａｌ　ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｕｎｄ　ｓｅｍ
ｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　ｎａｎｏｗｉｒｅｓ”Ａｄｖ．Ｍａｔｅｒ．１２：２９８－３０
２；Ｃｕｉら（２０００）“Ｄｏｐｉｎｇ　ａｎｄ　ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ｔｒａｎｓ
ｐｏｒｔ　ｉｎ　ｓｉｌｉｃｏｎ　ｎａｎｏｗｉｒｅｓ”Ｊ．Ｐｈｙｓ．Ｃｈｅｍ．Ｂ　
１０４：５２１３－５２１６；Ｐｅｎｇら（２０００），前出；Ｐｕｎｔｅｓら（２００
１），前出；ＵＳＰＮ６，２２５，１９８，Ａｌｉｖｉｓａｔｏｓら，前出；ＵＳＰＮ６
，０３６，７７４，Ｌｉｅｂｅｒら（２０００年３月１４日）発明の名称“Ｍｅｔｈｏｄ
　ｏｆ　ｐｒｏｄｕｃｉｎｇ　ｍｅｔａｌ　ｏｘｉｄｅ　ｎａｎｏｒｏｄｓ”；ＵＳＰＮ
５，８９７，９４５，Ｌｉｅｂｅｒら（１９９９年４月２７日）発明の名称“Ｍｅｔａｌ
　ｏｘｉｄｅ　ｎａｎｏｒｏｄｓ”；ＵＳＰＮ５，９９７，８３２，Ｌｉｅｂｅｒら（１
９９９年１２月７日）発明の名称“Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｃａｒｂｉｄｅ　ｎ
ａｎｏｒｏｄｓ”；Ｕｒｂａｕら（２００２）“Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ　ｏｆ　ｓｉｎｇｌ
ｅ－ｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅ　ｐｅｒｏｖｓｋｉｔｅ　ｎａｎｏｗｉｒｅｓ　ｃｏｍｐｏ
ｓｅｄ　ｏｆ　ｂａｒｉｕｍ　ｔｉｔａｎａｔｅ　ａｎｄ　ｓｔｒｏｎｔｉｕｍ　ｔｉｔ
ａｎａｔｅ”Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．，１２４：１１８６；Ｙｕｎら（２００２）
“Ｆｅｒｒｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ　ｏｆ　Ｉｎｄｉｖｉｄｕａｌ　
Ｂａｒｉｕｍ　Ｔｉｔａｎａｔｅ　Ｎａｎｏｗｉｒｅｓ　Ｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｅｄ　ｂ
ｙ　Ｓｃａｎｎｅｄ　Ｐｒｏｂｅ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｙ”Ｎａｎｏ　Ｌｅｔｔｅｒｓ　
２，４４７；並びに公開ＰＣＴ出願ＷＯ０２／１７３６２号及びＷＯ０２／０８０２８０
号に記載されている。
【０１９０】
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　分岐ナノファイバー（例えばナノテトラポッド、トライポッド、バイポッド及び分岐テ
トラポッド）の成長は例えばＪｕｎら（２００１）“Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　ｓｙｎｔｈ
ｅｓｉｓ　ｏｆ　ｍｕｌｔｉ－ａｒｍｅｄ　ＣｄＳ　ｎａｎｏｒｏｄ　ａｒｃｈｉｔｅｃ
ｔｕｒｅｓ　ｕｓｉｎｇ　ｍｏｎｏｓｕｒｆａｃｔａｎｔ　ｓｙｓｔｅｍ”Ｊ．Ａｍ．Ｃ
ｈｅｍ．Ｓｏｃ．１２３：５１５０－５１５１；及びＭａｎｎａら（２００１）“Ｓｙｎ
ｔｈｅｓｉｓ　ｏｆ　Ｓｏｌｕｂｌｅ　ａｎｄ　Ｐｒｏｃｅｓｓａｂｌｅ　Ｒｏｄ－，Ａ
ｒｒｏｗ－，Ｔｅａｒｄｒｏｐ－，ａｎｄ　Ｔｅｔｒａｐｏｄ－Ｓｈａｐｅｄ　ＣｄＳｅ
　Ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌｓ”Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．１２２：１２７００－１２
７０６に記載されている。ナノ粒子の合成は例えばＵＳＰＮ５，６９０，８０７，Ｃｌａ
ｒｋ　Ｊｒ．ら（１９９７年１１月２５日）発明の名称“Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　ｐｒｏ
ｄｕｃｉｎｇ　ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　ｐａｒｔｉｃｌｅｓ”；ＵＳＰＮ６，１３
６，１５６，Ｅｌ－Ｓｈａｌｌら（２０００年１０月２４日）発明の名称“Ｎａｎｏｐａ
ｒｔｉｃｌｅｓ　ｏｆ　ｓｉｌｉｃｏｎ　ｏｘｉｄｅ　ａｌｌｏｙｓ”；ＵＳＰＮ６，４
１３，４８９，Ｙｉｎｇら（２００２年７月２日）発明の名称“Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ　ｏ
ｆ　ｎａｎｏｍｅｔｅｒ－ｓｉｚｅｄ　ｐａｒｔｉｃｌｅｓ　ｂｙ　ｒｅｖｅｒｓｅ　ｍ
ｉｃｅｌｌｅ　ｍｅｄｉａｔｅｄ　ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ”；及びＬｉｕら（２００１）
“Ｓｏｌ－Ｇｅｌ　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ　ｏｆ　Ｆｒｅｅ－Ｓｔａｎｄｉｎｇ　Ｆｅｒｒ
ｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｌｅａｄ　Ｚｉｒｃｏｎａｔｅ　Ｔｉｔａｎａｔｅ　Ｎａｎｏｐａ
ｒｔｉｃｌｅｓ”Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．１２３：４３４４に記載されている。ナ
ノ粒子の合成はナノ結晶とナノファイバー（例えばナノワイヤー、分岐ナノワイヤー等）
の成長に関する上記文献に記載されている。
【０１９１】
　コア－シェルナノファイバー（例えばナノ構造ヘテロ構造）の合成は例えばＰｅｎｇら
（１９９７）“Ｅｐｉｔａｘｉａｌ　ｇｒｏｗｔｈ　ｏｆ　ｈｉｇｈｌｙ　ｌｕｍｉｎｅ
ｓｃｅｎｔ　ＣｄＳｅ／ＣｄＳ　ｃｏｒｅ／ｓｈｅｌｌ　ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌｓ　ｗ
ｉｔｈ　ｐｈｏｔｏｓｔａｂｉｌｉｔｙ　ａｎｄ　ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　ａｃｃｅｓｓ
ｉｂｉｌｉｔｙ”Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．１１９：７０１９－７０２９；Ｄａｂｂ
ｏｕｓｉら（１９９７）“（ＣｄＳｅ）ＺｎＳ　ｃｏｒｅ－ｓｈｅｌｌ　ｑｕａｎｔｕｍ
　ｄｏｔｓ：Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ　ａｎｄ　ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　
ａ　ｓｉｚｅ　ｓｅｒｉｅｓ　ｏｆ　ｈｉｇｈｌｙ　ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｔ　ｎａｎｏ
ｃｒｙｓｔａｌｌｉｔｅｓ”Ｊ．Ｐｈｙｓ．Ｃｈｅｍ．Ｂ　１０１：９４６３－９４７５
；Ｍａｎｎａら（２００２）“Ｅｐｉｔａｘｉａｌ　ｇｒｏｗｔｈ　ａｎｄ　ｐｈｏｔｏ
ｃｈｅｍｉｃａｌ　ａｎｎｅａｌｉｎｇ　ｏｆ　ｇｒａｄｅｄ　ＣｄＳ／ＺｎＳ　ｓｈｅ
ｌｌｓ　ｏｎ　ｃｏｌｌｏｉｄａｌ　ＣｄＳｅ　ｎａｎｏｒｏｄｓ”Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ
．Ｓｏｃ．１２４：７１３６－７１４５；及びＣａｏら（２０００）“Ｇｒｏｗｔｈ　ａ
ｎｄ　ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ　ｏｆ　ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　ｃｏｒｅ／ｓｈｅｌ
ｌ　ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌｓ　ｗｉｔｈ　ＩｎＡｓ　ｃｏｒｅｓ”Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ
．Ｓｏｃ．１２２：９６９２－９７０２に記載されている。他のコア－シェルナノ構造の
成長にも同様のアプローチを適用することができる。例えば、ＵＳＰＮ６，２０７，２２
９（２００１年３月２７日）及びＵＳＰＮ６，３２２，９０１（２００１年１１月２７日
）Ｂａｗｅｎｄｉら，発明の名称“Ｈｉｇｈｌｙ　ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｔ　ｃｏｌｏｒ
－ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　ｍａｔｅｒｉａｌｓ”参照。
【０１９２】
　異なる材料がナノファイバーの長軸に沿って異なる位置に分布されたナノファイバーヘ
テロ構造を含むナノファイバーの均一集団の成長は例えば公開ＰＣＴ出願ＷＯ０２／１７
３６２号及びＷＯ０２／０８０２８０号；Ｇｕｄｉｋｓｅｎら（２００２）“Ｇｒｏｗｔ
ｈ　ｏｆ　ｎａｎｏｗｉｒｅ　ｓｕｐｅｒｌａｔｔｉｃｅ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ　ｆｏ
ｒ　ｎａｎｏｓｃａｌｅ　ｐｈｏｔｏｎｉｃｓ　ａｎｄ　ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ”Ｎａ
ｔｕｒｅ　４１５：６１７－６２０；Ｂｊｏｒｋら（２００２）“Ｏｎｅ－ｄｉｍｅｎｓ
ｉｏｎａｌ　ｓｔｅｅｐｌｅｃｈａｓｅ　ｆｏｒ　ｅｌｅｃｔｒｏｎｓ　ｒｅａｌｉｚｅ
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ｄ”Ｎａｎｏ　Ｌｅｔｔｅｒｓ　２：８６－９０；Ｗｕら（２００２）“Ｂｌｏｃｋ－ｂ
ｙ－ｂｌｏｃｋ　ｇｒｏｗｔｈ　ｏｆ　ｓｉｎｇｌｅ－ｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅ　Ｓｉ／
ＳｉＧｅ　ｓｕｐｅｒｌａｔｔｉｃｅ　ｎａｎｏｗｉｒｅｓ”Ｎａｎｏ　Ｌｅｔｔｅｒｓ
　２，８３－８６；並びに米国特許出願６０－３７０，０９５（２００２年４月２日）Ｅ
ｍｐｅｄｏｃｌｅｓ，発明の名称“Ｎａｎｏｗｉｒｅ　ｈｅｔｅｒｏｓｔｒｕｃｔｕｒｅ
ｓ　ｆｏｒ　ｅｎｃｏｄｉｎｇ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ”に記載されている。同様のア
プローチを他のヘテロ構造の成長と本発明の各種方法及びシステムにも適用することがで
きる。
【０１９３】
　所定態様では、高い強度と耐久性をもつナノファイバーを作製するために、増大表面積
を形成するために使用されるナノファイバーは窒化物（例えばＡｌＮ、ＧａＮ、ＳｉＮ、
ＢＮ）又は炭化物（例えばＳｉＣ、ＴｉＣ、炭化タングステン、炭化ホウ素）から構成す
ることができる。あるいは、低強度（例えばシリコン又はＺｎＯ）ナノファイバー上の硬
質コーティングとして前記窒化物／炭化物を使用する。シリコンナノファイバーの寸法は
増大表面積を必要とする多くの用途に優れている（例えば“Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ，Ｓｙ
ｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｊｏｉｎｉｎｇ　Ａｒｔｉｃｌｅｓ　ａ
ｎｄ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　ａｎｄ　Ｕｓｅｓ　Ｔｈｅｒｅｆｏｒｅ，”出願日２００３
年４月１７日，ＵＳＳＮ６０／４６３，７６６等参照）が、用途によっては低脆性で破壊
しにくいナノファイバーが必要である。従って、本発明の所定態様は例えばＳｉ、ＳｉＯ

２又はＺｎＯよりも高い結合強度をもつ窒化物及び炭化物等の材料を利用する。窒化物と
炭化物は場合により低強度ナノファイバーを強化するためのコーティングとして又はナノ
ファイバー自体として使用される。
【０１９４】
　炭化物と窒化物はスパッタリングやプラズマ法等の堆積技術により低強度ファイバーに
コーティングとして付設することができる。所定態様では、炭化物及び窒化物コーティン
グの高強度ナノコーティングを得るために、亀裂伝播を避けるようにランダム粒子配向及
び／又は非晶質相を成長させる。ファイバーが基板表面に垂直に成長しているならば場合
によりナノファイバーの最適コンフォーマルコーティングを達成することができる。この
ような配向のファイバーの硬質コーティングはファイバーの基板接着を強化する機能もあ
る。ランダム配向ファイバーでは、コーティングはファイバー上層に優先する。
【０１９５】
　シリコンナノファイバーを作製するための低温法は金触媒の存在下に約４００℃でシラ
ンを分解させることにより実施される。しかし、上述のように、シリコンナノファイバー
は用途によっては脆弱過ぎ、耐久性ナノファイバーマトリックス（例えば増大表面積）を
形成することができない。従って、本発明の所定態様では場合により例えばＳｉＮの形成
と使用を利用する。これらの態様では、約３００℃で分解するＮＨ３をシランと併用し、
（同様に金触媒を使用することにより）ＳｉＮナノファイバーを形成する。このようなナ
ノファイバーを形成するための他の触媒表面としては例えばＴｉ、Ｆｅ等が挙げられる。
【０１９６】
　溶融液から炭化物及び窒化物ナノファイバーを直接形成するのは液相の温度が一般に１
０００℃よりも高いので困難な場合がある。しかし、金属成分を気相と併用することによ
りナノファイバーを成長させることができる。例えば、（ＧａＮの場合は）Ｇａ溶融液を
ＮＨ３に暴露し、（ＳｉＣの場合は）グラファイトをシランと併用することによりＧａＮ
及びＳｉＣナノファイバーを成長させている（例えばＰｅｉｄｏｎｇ，Ｌｉｅｂｅｒ，前
出参照）。金属－有機蒸気種（例えばタングステンカルボニル［Ｗ（ＣＯ）６］を炭素表
面上で化合させて炭化タングステン（ＷＣ）を形成するか、又は炭素表面上でジメトキシ
ジネオデカン酸チタンを化合させてＴｉＣを形成することにより、他の型の炭化物及び窒
化物ナノファイバーを形成するために場合により同様の概念が使用される。当然のことな
がら、このような態様では、スパッタリング及びＣＶＤ法の温度、圧力、出力はいずれも
場合により例えば最終ナノファイバーに所望される特定パラメーターに応じて変化させる
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。更に、ナノファイバーを形成するために使用される数種の金属有機前駆体及び触媒表面
、ナノファイバーのコア材料（例えばＳｉ、ＺｎＯ等）並びにナノファイバーを含む基板
も例えば作製しようとする特定増大ナノファイバー表面積に応じていずれも態様毎に変更
することができる。
【０１９７】
　本発明は典型的なナノ構造の寸法範囲に該当しないような構造で使用することができる
。例えば、Ｈａｒａｇｕｃｈｉら（ＵＳＰＮ　５，３３２，９１０）は場合により本発明
で使用されるナノウィスカーを記載している。半導体ウィスカーはＨａｒａｇｕｃｈｉら
（１９９４）“Ｐｏｌａｒｉｚａｔｉｏｎ　Ｄｅｐｅｎｄｅｎｃｅ　ｏｆ　Ｌｉｇｈｔ　
Ｅｍｉｔｔｅｄ　ｆｒｏｍ　ＧａＡｓ　ｐ－ｎ　ｊｕｎｃｔｉｏｎｓ　ｉｎ　ｑｕａｎｔ
ｕｍ　ｗｉｒｅ　ｃｒｙｓｔａｌｓ”Ｊ．Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．７５（８）：４２２０－
４２２５；Ｈｉｒｕｍａら（１９９３）“ＧａＡｓ　Ｆｒｅｅ　Ｓｔａｎｄｉｎｇ　Ｑｕ
ａｎｔｕｍ　Ｓｉｚｅｄ　Ｗｉｒｅｓ，”Ｊ．Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．７４（５）：３１６
２－３１７１；Ｈａｒａｇｕｃｈｉら（１９９６）“Ｓｅｌｆ　Ｏｒｇａｎｉｚｅｄ　Ｆ
ａｂｒｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｐｌａｎａｒ　ＧａＡｓ　Ｎａｎｏｗｈｉｓｋｅｒ　Ａｒ
ｒａｙｓ”；及びＹａｚａｗａ（１９９３）“Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｎａｎｏｗ
ｈｉｓｋｅｒｓ”Ａｄｖ．Ｍａｔｅｒ．５（７８）：５７７－５７９にも記載されている
。このようなナノウィスカーは場合により本発明のナノファイバーである。上記文献（及
び本明細書に引用する他の文献）は場合により本発明のナノファイバーの作製とパラメー
ター決定に使用されるが、同様に本発明の方法と装置に利用することができる他のナノフ
ァイバー作製／設計方法等も当業者に自明である。
【０１９８】
　本発明の所定態様はナノワイヤー合成と金膜堆積の反復サイクリングにより「ナノ－ツ
リー」を作製し、共晶シリコンを形成しない材料の同時蒸着により核形成を妨害し、より
小型のワイヤーを形成することを含む。
【０１９９】
　このような方法はナノファイバー成長技術による超大容量表面構造の作製で例えば表面
間の接着促進、非汚染性表面等のために使用される。ナノファイバーの作製に単段階金属
膜型の方法を使用すると、出発金属膜厚、表面粗面度等を制御する能力が制限され、従っ
て表面からの核形成を制御する能力が制限される。本発明はこれらの問題に対処する。
【０２００】
　ナノファイバー増大表面の所定態様では、多分岐ナノファイバーを作製することが望ま
しい場合がある。このような多分岐ナノファイバーは非分岐ナノファイバー表面よりも表
面積を更に増加することができる。多分岐ナノファイバーを作製するためには、ナノファ
イバー表面（即ち既にナノファイバーを成長させた表面）に場合により金膜を堆積する。
炉に入れると、元の成長方向に垂直なファイバーが得られ、こうして元のナノファイバー
に分岐を形成することができる。核形成と分岐形成をより厳密に制御できるようにするた
めに場合により金膜の代わりにコロイド金属粒子を使用することができる。例えば異なる
膜厚、異なるコロイド粒度、又は異なる合成時間で分岐サイクルを場合により多数回反復
し、寸法を変化させた付加分岐を作製することができる。最後に、隣接ナノファイバー間
の分岐を場合により接合し、連続した網目構造を形成することができる。場合により焼結
を使用して微細分岐の結合を改善する。
【０２０１】
　更に他の態様では、より微細なナノファイバー（例えばナノワイヤー）を形成すること
が望ましい。これを達成するために、本発明の所定態様は場合により金又は他の合金形成
金属蒸着中に非合金形成材料を使用する。このような材料を低百分率で導入すると、場合
により金属膜を破壊し、成長中により小さい液滴を形成し、従って、相応により細いワイ
ヤーを形成することができる。
【０２０２】
　このようなアプローチはナノファイバー形成の制御を改善し、多少厚い初期金属膜層か
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らより細くより多くのナノファイバーを作製することができる。ナノアレー等の用途では
、制御の改善は場合によりナノファイバーから平坦表面へのシグナル比を改善したり、又
は単に制御の程度を増すことができる。より細いナノファイバー作製に使用することがで
きる材料としては例えばＴｉ、Ａｌ２Ｏ３及びＳｉＯ２が挙げられる。
【０２０３】
　更に他の態様では、ガラスの蒸着等の後処理段階によりナノファイバー間のより強い固
定又は機械的接着と相互結合が得られ、従って、付加強度を必要とする用途における機械
的堅牢性を改善すると共にナノ構造表面の総表面積対体積比を増加することができる。
　Ｅ）生体材料とナノファイバー増大表面積基板の相互作用
【０２０４】
　典型的態様では、本発明のナノファイバー増大表面積基板は各種医療製品用途で使用さ
れる。例えば、薬剤放出、潤滑、細胞接着、低い生物吸着性、電気接点等のために医療製
品にコーティングを施す。上記参照。例えば、（例えば本発明のような）表面繊維をポリ
マーインプラントの表面に付設すると、細胞付着が著しく増加することが示されている。
例えばＺｈａｎｇら“Ｎａｎｏｓｔｒｕｃｔｕｒｅｄ　Ｈｙｄｒｏｘｙａｐａｔｉｔｅ　
Ｃｏａｔｉｎｇｓ　ｆｏｒ　Ｉｍｐｒｏｖｅｄ　Ａｄｈｅｓｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｒｒｏ
ｓｉｏｎ　Ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ　ｆｏｒ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｉｍｐｌａｎｔｓ”Ｓｙｍ
ｐｏｓｉｕｍ　Ｖ：Ｎａｎｏｐｈａｓｅ　ａｎｄ　Ｎａｎｏｃｏｍｐｏｓｉｔｅ　Ｍａｔ
ｅｒｉａｌｓ　ＩＶ，Ｋｏｒｍａｒｅｎｉら（ｅｄｓ．）２００１，ＭＲＳ　Ｐｒｏｃｅ
ｅｄｉｎｇｓ，ｖｏｌ．７０３参照。本態様の他の医療用途としては例えば遅延放出薬剤
送達が挙げられる。例えば、生理的環境（例えば患者の体内）に時間をかけてゆっくりと
放出することが可能な種々の医薬的に許容可能なキャリヤーに薬剤を組込むことができる
。このようなキャリヤー（例えばポリマー層等）に組込んだ薬剤は（例えばナノファイバ
ー間の間隙に存在する）キャリヤー層に取り込まれるため、体液との直接接触から少なく
とも部分的に保護される。体液と（ナノファイバー層の上部の）キャリヤー層の間の界面
にある薬剤等はかなり迅速に拡散するが、キャリヤー層の深部の薬剤はゆっくりと拡散す
る（例えば体液はキャリヤー層内に拡散してから薬剤と共に外部に拡散する）。このよう
なキャリヤーは当業者に周知であり、ナノファイバー基板の表面（即ちナノファイバー間
）に堆積又はウィッキングすることができる。
【０２０５】
　留置カテーテル、整形外科用インプラント、ペースメーカー及び他の医療装置のバイオ
フィルム形成及び感染は患者の健康を常に脅かす。従って、本発明の所定態様はその有利
な形態により細菌定着を最小限にする新規表面を含む。他方、本発明の更に他の態様は所
望条件下又は所望位置における細胞増殖を助長するためにナノファイバー増大表面積基板
のユニークな表面形態を利用する。本発明の大表面積／非蛇行性の側面は（所定態様では
）栄養素／流体等に対する付着面積と接近性を増すと共に、増殖等が（細胞が増殖する細
孔内の表面積とスペースの意味での）スペースにより制限される多孔質表面にまさる初期
付着効果を生じることができる。
【０２０６】
　本発明の基板は表面積が大きく、易接近性（例えば非蛇行性）であるため、例えば細胞
培養、移植、及び制御薬剤又は薬品放出用途でバイオスカフォールドとして極めて有用で
ある。特に、本発明の材料の大表面積は例えば細胞培養で所望生体細胞と付着するため又
はインプラントと付着するための非常に大きな面積を提供する。更に、栄養素はこれらの
細胞に容易に接近することができるので、本発明はこれらの用途の良好なスカフォールド
又はマトリックスを提供する。この最後の点は組織付着を確保するために一般に多孔質又
は粗面表面を利用する移植材料で特に重要である。特に、このような小さな進入しにくい
細孔は初期付着できるが、付着した細胞を容易に持続維持することができず、細胞はその
後劣化して死滅するため、付着の効果が減る。本発明の材料の別の利点は本質的に非生物
汚染性であり、例えば一般にインプラント等の汚染の原因となる細菌種からバイオフィル
ムを形成しにくいという点である。
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【０２０７】
　特定理論又は作用方法に結び付けるものではないが、ナノファイバー表面のユニークな
形態は例えばＳ．ｅｐｉｄｅｒｍｉｄｉｓ等の細菌種の定着率を約１０分の１に低下する
ことができる。例えば、化学蒸着法により平坦酸化ケイ素基板の表面から成長させた直径
約６０ｎｍ及び長さ約５０～１００ミクロンのシリコンナノワイヤーを含むもの等の態様
は細菌定着の低下を示す。下記参照。当然のことながら、本発明の実施例には特定細菌種
を例証するが、その態様の有用性は必ずしもこれらの種に対する使用に止まらない。換言
するならば、他の細菌種も場合により本発明のナノファイバー表面により定着を阻止され
る。更に、本発明の実施例は同様の基板で酸化ケイ素ナノワイヤーを使用するが、当然の
ことながら、他の態様も場合により同様に利用される（例えばナノファイバーの他の構造
；プラスチック等の非シリコン基板上のナノファイバー；基板上のナノファイバーの他の
パターン等）。
【０２０８】
　当然のことながら、高密度のナノファイバー（例えばシリコンナノワイヤー）で被覆さ
れた本発明の基板は細菌定着と哺乳動物細胞増殖を阻止する。例えば、ナノワイヤーで被
覆された基板で生じる細菌増殖は同一平坦表面に比較して約１０分の１（又はそれ以下）
になる。本発明の各種態様では、細菌定着に対する抵抗性を最適化及び特徴付けるように
ナノファイバー増大表面積基板の物理的及び化学的性質を変化させる。
【０２０９】
　細菌定着の防止とは対照的に、本発明の他の態様は細胞外結合蛋白質等又は他の部分で
機能化することによりナノファイバー表面への哺乳動物細胞の付着を誘導する基板を含み
、こうして、高い効率の組織組込み性をもつ新規表面を達成する。
【０２１０】
　例えば無菌等を必要とする環境でＮＦＳ基板を使用する本発明の所定態様では、場合に
よりナノファイバーを二酸化チタンでコーティングするか又は二酸化チタンから構成する
。このような二酸化チタンはこのようなナノファイバーに自己滅菌性又は酸化性を付与す
る。従って、二酸化チタンを含むナノファイバーは表面への迅速な拡散を維持しながら従
来の平坦ＴｉＯ２表面に比較して迅速な滅菌と酸化を可能にする。
【０２１１】
　酸化チタンを含むナノワイヤー（例えばコーティング付きナノワイヤー等）を含む本発
明の態様では、これは場合により多数の方法の任意のものにより達成することができる。
例えば、本発明の所定態様では、コーティングによる（ＳｉＯ４）ｘ（ＴｉＯ４）ｙナノ
ワイヤーの分析モニターを含むアプローチと分子前駆体アプローチによりナノワイヤーを
設計及び作製することができる。層厚と空隙率は場合により試薬濃度、浸漬速度、及び／
又はテトラエトキシチタネート又はテトラブトキシチタネート等の浸漬コーティング用前
駆体の選択、空気中のゲル化、風乾及び焼成により制御される。Ｍ［（ＯＳｉ（ＯｔＢｕ
）３］４（式中、Ｍ＝Ｔｉ、Ｚｉ、又は他の金属酸化物）等の分子前駆体を分解してイソ
ブチレン１２当量と水６当量を遊離し、メソ多孔質材料又はナノワイヤーを形成すること
ができる。これらの前駆体をナノ結晶合成（湿式化学）でＣＶＤ又は界面活性剤と共に使
用し、所望粒度分布のジメタルナノ結晶を生成することもできる。材料は湿式化学標準無
機化学技術により作製することができ、酸化性はアルケン基質を使用するエポキシ化反応
の単純な速度モニター（ＧＣ又はＧＣＭＳ）により測定することができる。空隙率は標準
ＢＥＴ空隙率分析によりモニターすることができる。コポリマーポリエーテル鋳型を使用
して湿式化学法の一部として空隙率を制御することもできる。
【０２１２】
　酸化チタン材料は周知酸化触媒である。酸化チタン材料の鍵となる点の１つは空隙率と
粒度又は形状の均質性の制御である。表面積が増加すると、一般に酸化プロセスにおける
材料の触媒回転率は良好になる。酸化物形成速度（材料形態）は溶液中で制御しにくいと
思われるので、従来ではこれは困難であった。
【０２１３】
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　周知の通り、最近では酸化触媒表面（自浄表面）としてのＴｉＯ２に関心が寄せられて
おり、「環境に優しい化学」洗剤の商品化が期待されている。しかし、この材料の自浄効
率は例えば表面積と空隙率に依存する。ナノワイヤーは自浄材料として現在使用されてい
るバルク材料（例えばナノファイバー増大表面をもつ材料）よりも著しく表面積が大きい
。従って、シリコンナノワイヤー技術をＴｉＯ２コーティング又はＴｉＯ２ナノワイヤー
又は分子前駆体と併用してワイヤーを形成すると、場合により自浄性、滅菌性及び／又は
非生物汚染性表面で有用な従来未知の材料を獲得することができる。
【０２１４】
　所定態様では、このような滅菌作用はＵＶ光照射又は他の同様の励起と連携して生じる
。このような因子は場合により例えば医療環境や食品加工環境における滅菌表面等の用途
で重要である。従って、本発明のＮＦＳによる表面積の増加（例えば１００～１０００倍
等の面積増加）はこのような表面の消毒率／能力を著しく増加すると考えられる。
　ｉ）医療装置の細菌汚染の現行防止手段
【０２１５】
　細菌及び他の微生物による生体医療用インプラントの表面定着とその結果として形成さ
れるバイオフィルムを防ぐために各種方法が使用されている。従来の方法は装置で使用さ
れる基本的生体材料を変更したり、親水性、疎水性又は生体活性コーティングを施したり
、生物活性剤を含む装置に多孔質又はゲル表面を形成する方法であった。汎用生体材料表
面を作製する作業は特定材料に対する種の特異性により複雑になる。例えば、Ｓ．ｅｐｉ
ｄｅｒｍｉｄｉｓは親水性表面よりも疎水性表面に結合し易いことが報告されている。Ｓ
．ａｕｒｅｕｓはポリマーよりも金属に強い親和性をもつが、Ｓ．ｅｐｉｄｅｒｍｉｄｉ
ｓは金属よりもポリマー上に迅速に膜を形成する。
【０２１６】
　多孔質生体材料に組込まれた抗生物質やポリクローナル抗体等の抗微生物剤はインプラ
ント部位における微生物接着を積極的に防止することが示されている。しかし、このよう
な局所放出療法の有効性は抗生物質治療に対する細菌の耐性増加と抗体に関連する特異性
により損なわれることが多い。最近のｉｎ　ｖｉｔｒｏ研究はインプラント表面の細菌を
非特異的に除去するために亜酸化窒素等の小分子を放出する生体材料の使用を検討してい
る。しかし、亜酸化窒素放出は毒性を制限するように局限しなければならない。
　ｉｉ）ナノファイバー増大表面積によるバイオフィルム形成の防止
【０２１７】
　本発明の結果、シリコンナノワイヤー表面は細菌Ｓ．ｅｐｉｄｅｒｍｉｄｉｓによる定
着とＣＨＯ、ＭＤＣＫ及びＮＩＨ　３Ｔ３細胞株の増殖を積極的に阻止することが判明し
た。これは細菌又は細胞を天然親水性ナノワイヤー表面又はフッ素化疎水性ナノワイヤー
表面と接触培養した場合に実際に認められる。酸化ケイ素平坦対照表面とポリスチレン平
坦対照表面はＳ．ｅｐｉｄｅｒｍｉｄｉｓと前記３種の細胞株の大量増殖を生じたので、
ナノワイヤー形態は表面を細胞忌避性にすると推察される。当然のことながら、この場合
も本発明の有用性は特定理論又は作用方式により限定されない。しかし、表面形態は抗微
生物作用の基礎であると考えられる。前記基板上のナノファイバーは細菌が下位の固体表
面に物理的に侵入しないように十分緊密に配置される。付着に利用可能な提示可能な表面
積の量は一般に下位平坦表面の１．０％未満である。典型的な態様では、ナノファイバー
は直径約４０ｎｍであり、固体表面から上方に約２０ｕＭの高さまで立ち上がっている。
従って、医療装置に見られる典型的な膜表面と異なり、本発明のナノワイヤー表面は不連
続であり、スパイクされており、細胞付着を助長する規則的構造をもたない。実際に、本
発明の表面は従来の膜とほとんど正反対であり、有孔固体表面ではなく、開放スパイク表
面である。このユニークな形態により、該当ナノファイバーが疎水性であるか親水性であ
るかに関係なく通常のバイオフィルム付着を阻止すると考えられる。
【０２１８】
　本明細書の各所に詳述するように、ナノファイバー成長法は平坦又は複雑な形状をもつ
多様な基板上で実施することができる。即ち、本発明の各種基板は完全に被覆することも
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できるし、パターニングすることもできるし、特定位置にナノファイバーをもつこともで
きる。しかし、本発明の焦点を絞り易くするために、酸化ケイ素又は金属基板上のシリコ
ンナノファイバーについて最も詳細に記載する。しかし、この場合も、各種材料からのナ
ノファイバーと、プラスチック、金属及びセラミック基板上のその成長も予想される。ナ
ノファイバー作製方法の汎用性により、ナノファイバー表面をもつ多様な製品を最終的に
生体医療分野用に大規模商品化し易い。
【０２１９】
　ナノファイバーを成長させる基板上の絶対表面積は増加するが、ファイバーは実表面積
対体積比が低く、不連続であり、ナノスケールであるため、細胞が付着しにくいと考えら
れる。本発明のこれらの例証で使用するナノファイバー表面はエレクトロニクス用に作製
し、この使用に最適化していないが、当然のことながら、このような表面はバイオフィル
ム蓄積も低下した。使用したシリコンワイヤーは直径～４０ｎｍ及び長さ５０～１００ｕ
ｍであり、４インチシリコン基板上に成長させた。ナノワイヤー作製方法を以下に記載す
る。本実施例では、この実験で使用したナノワイヤー断片は約０．２５ｃｍ２とした。培
地に導入する直前に１００％エタノールに浸漬し、窒素流でブロー乾燥した。シリコンウ
ェーハ対照（即ちナノワイヤーなし）もエタノールに浸漬し、ブロー乾燥した。Ｓ．ｅｐ
ｉｄｅｒｍｉｄｉｓを３５ｍｍペトリ皿でＬＢブロスに入れ、６時間３７℃で温和に振盪
しながら増殖させた。次にウェーハ切片を培養液に入れ、２４時間３７℃で元の培地に放
置した。２４時間インキュベーション後にウェーハスライスを取り出し、新鮮な培地で短
時間洗浄し、迅速に水に浸漬した後、３０秒間熱固定した後に０．２％クリスタルバイオ
レット溶液で染色した。ウェーハセグメントを水で十分に濯いだ。ウェーハに付着した微
生物を従来の明視野顕微鏡により可視化した。画像をデジタルカメラで撮影した。その結
果、ナノワイヤー基板上の細菌はシリコンウェーハ対照に比較して約１０分の１に減少し
た。ナノワイヤー層の厚さは顕微鏡の視野深度よりも大きいので、ナノワイヤー内に焦点
を合わせることにより顕微鏡で定量を行った。
【０２２０】
　ナノファイバー表面が哺乳動物細胞を排斥することを例証するために、ＣＨＯ細胞を５
％ＣＯ２雰囲気下に３７℃の完全培地（Ｈａｍｓ　Ｆ１２培地に１０％胎仔ウシ血清を補
充）で培養した。細胞培養液を加えた３５ｍｍペトリ皿にウェーハセグメントを入れた。
コンフルエント培養液からトリプシン処理後にＣＨＯ細胞を完全培地中１０６個／ｍｌの
密度でペトリ皿に播種した。細胞を一晩接着させた後に２４時間おきに顕微鏡で観察した
。３５ｍｍペトリ皿の表面は最初の観察を行った４８時間後にコンフルエントであった。
ナノワイヤー表面に細胞増殖は直接観察されなかった。表面をナイフでスクラッチするこ
とによりナノワイヤーを除去しておいた場合には細胞が接着し、増殖した。シリコンウェ
ーハ対照は細胞でコンフルエントになった。これらの実験では、哺乳動物細胞増殖の完全
な遅延と細菌増殖の約１０分の１の低下が観察された。対照表面はナノワイヤーと化学的
に一致していたので、細胞及び細菌増殖の低下はナノファイバー増大表面積基板のユニー
クな表面形態によると考えられる。
【０２２１】
　Ｓ．ｅｐｉｄｅｒｍｉｄｉｓは医療装置の感染に関与する代表的細菌であるので本明細
書の例証で使用した。更に、Ｓ．ｅｐｉｄｅｒｍｉｄｉｓは生体材料の評価に広く使用さ
れており、生体材料を中心とする感染の主要種として認められている。Ｓ．ａｕｒｅｕｓ
、Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ａｅｒｕｇｉｎｏｓａ及びＢ群溶血性連鎖球菌等の生体材料
関連感染に関与する他の細菌も本発明の態様の使用により防止できると考えられる。本明
細書に例証するＣＨＯ細胞以外に、例えばＭＤＣＫ、Ｌ－９２９及びＨＬ６０細胞等の他
の一般的な組織培養株も本発明の態様の使用により防止できると考えられる。このような
細胞株は広いダイバーシティの細胞型を表す。ＣＨＯ細胞とＭＤＣＫ細胞は上皮細胞の代
表的なものであり、Ｌ－９２９細胞は結合組織の形成に関与しており、ＨＬ６０株は免疫
監視細胞である。従って、本発明のナノファイバー増大表面積はこれらの細胞型及び他の
一般的なｉｎ　ｖｉｖｏ細胞型を防止できると考えられる。本明細書のｉｎ　ｖｉｔｒｏ
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例証で使用するナノファイバーはシリコンから作製され、本明細書の各所に詳述するよう
に、シリコンナノワイヤーの合成については数種の方法が文献に報告されている。例えば
、金属含有シリコンターゲットのレーザーアブレーション、Ｓｉ／ＳｉＯ２混合物の高温
蒸着、及び金を触媒として使用する気相－液相－固相（ＶＬＳ）成長が挙げられる。上記
参照。場合により任意作製方法が使用されるが、半導体ナノワイヤー成長に広く使用され
ていることからナノワイヤー合成アプローチは一般にＶＬＳ成長である。このような方法
については本明細書の他の箇所に記載している。
【０２２２】
　上述したように、本発明のナノファイバー表面による主要なバイオフィルム防止手段は
基板のユニークな形態によると考えられるが、このような基板が本質的な細胞忌避活性を
もつようにすることも可能である。
【０２２３】
　本発明のナノファイバー基板では種々の状況におけるバイオフィルム防止に個々に適応
するように増殖に及ぼす表面親水性又は疎水性の影響も場合により変化させる。このよう
な機能化はワイヤー長、直径及び基板上の密度の変動に従う。典型的なナノファイバー基
板の酸化ケイ素表面層はその天然状態では極めて親水性である。水が表面を濡らし易く、
均一に広がる。これは表面のウィッキング性が一因である。表面の機能化はワイヤーの表
面に形成される天然酸化物層により助長される。このＳｉＯ２層はワイヤーの外側に官能
基をもつように標準シラン化学を使用して修飾することができる。例えば、表面をヘキサ
メチルジシラン（ＢＩＤＳ）ガスで処理し、超疎水性にすることができる。上記参照。
　ｉｉｉ）ナノファイバー表面への細胞外蛋白質の付着
【０２２４】
　本明細書に記載するように、ナノファイバー表面は哺乳動物細胞又は細菌を増殖させに
くい。しかし、哺乳動物細胞株を表面で増殖させると有利な場合もある。従って、本発明
の態様は細胞外蛋白質又は他の部分をナノファイバーに付着することにより、このような
細胞増殖を助長する。蛋白質をナノファイバーに堆積するには単純な非特異的吸着を利用
することができる。他の態様はナノファイバー表面への細胞／蛋白質の共有結合を想定す
る。コラーゲン、フィブロネクチン、ビトロネクチン及びラミニン等の公知細胞外結合機
能をもつ蛋白質の使用が予想される。ナノファイバー基板と例えば骨等の生物材料や金属
骨ピン等の医療装置のグラフト及び／又は結合を行う態様では、各種態様は基板上に異な
るパターンのナノファイバーをもつことができる。従って、例えば、ナノファイバーは場
合によりグラフト又は結合が行われる医療インプラントの領域のみに存在することができ
る。この場合も、標準蛋白質付着法を使用してナノファイバーと共有結合させることがで
きる。
【０２２５】
　更に、生体適合性及び／又は生体組込み用途を助長するために本発明のナノファイバー
表面に各種ゾル－ゲルコーティングを堆積することができる。骨統合に関連する装置に関
する従来の研究は骨成長を助長するためにチタンインプラント上に多孔質材料を使用して
いた。本発明の所定態様において、本発明は本発明のナノファイバー表面と共に同様の材
料の付加を利用する。例えば、一般的なカルシウム系鉱物であるヒドロキシアパタイトを
場合によりナノファイバー表面に堆積し、ナノファイバー表面との骨統合を助長すること
ができる。ヒドロキシアパタイト堆積を行うには場合により通常のゾル－ゲル法を使用す
ることができる。このようなヒドロキシアパタイトをコーティングしたナノファイバー表
面は場合により骨統合を促進すると共に生物汚染防止性を示すという両面で有益であり、
従って、適正な骨成長／治癒が行われる可能性が高まる。
【０２２６】
　代替態様では、ナノワイヤーは実際に結晶質であるため、ナノワイヤーの直近にヒドロ
キシアパタイトの結晶化を誘導又は促進することができる。生体活性ガラスが整形外科用
材料の成分として多年来使用され、骨統合が優れていることが示されているという事実に
鑑みると、このような結果は意外なことではない。本発明によると、整形外科用インプラ
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ントの表面に大表面積生体活性ガラスを本質的に成長させ、表面形態を制御すると共に表
面の生化学的性質を改変するために化学結合、吸着、及び本発明に詳細に記載する他の技
術によりインプラントにプラットフォームを形成することができる。
【０２２７】
　当業者に自明の通り、本発明は（ヒドロキシアパタイト及び骨成長に関する応用に加え
て）広範な例えば適合性応用を実現するためにゾル－ゲル法によるセラミック型材料等の
堆積の使用も含む。
　ＸＶＩＩＩ）キット／システム
【０２２８】
　所定態様では、本発明は本明細書に記載する方法を実施するためのキットを提供し、前
記キットは場合により本発明の基板を含む。各種態様において、前記キットは１個以上の
ナノファイバー増大表面積基板（例えば１個以上のカテーテル、熱交換器、超疎水性表面
又はナノファイバー増大表面積基板を含む１個以上の他の装置等）を含む。
【０２２９】
　前記キットは更にナノファイバー増大表面積基板又は前記基板を含む任意装置を作製及
び／又は使用するために付加的に使用される必要な任意試薬、装置、設備、及び材料を含
むことができる。
【０２３０】
　更に、キットは場合によりナノファイバー増大表面積基板の合成及び／又は前記ナノフ
ァイバーへの部分の付加及び／又は前記ナノファイバー構造の使用のための指示（即ちプ
ロトコール）を含む説明書も含むことができる。好ましい説明書はキット内容物を利用す
るためのプロトコールを提供する。
【０２３１】
　所定態様では、説明書は１種以上の装置（例えば医療装置等）の作製における本発明の
ナノファイバー基板の使用方法を教示する。説明書は場合により本発明のナノファイバー
増大表面の作製及び／又は利用のための指示書（例えば紙、コンピューター読み取り可能
なディスケット、ＣＤもしくはＤＶＤ等の電子媒体、又は前記指示を与えるインターネッ
トウェブサイトへのアクセス）を含む。
【０２３２】
　以上、明確に理解できるように本発明を多少詳細に記載したが、本発明の真の範囲を逸
脱することなく形態や細目に種々の変更が可能であることは以上の開示から当業者に自明
である。例えば、上記全技術及び装置は種々に組合せて使用することができる。本明細書
に引用した全公報、特許、特許出願、及び／又は他の文献はその開示内容全体を全目的で
参考資料として組込み、各公報、特許、特許出願、及び／又は他の文献を全目的で参考資
料として組込むと個々に記載しているものとして扱う。
【図面の簡単な説明】
【０２３３】
【図１】本発明の代表的付着性ナノファイバー構造の顕微鏡写真を示す。
【図２Ａ】従来技術のステントとステントデリバリーカテーテルを示す。
【図２Ｂ】冠動脈等の患者の血管内の病変部位における図８Ａのステントの配置を示す。
【図２Ｃ】ナノ構造表面をステントに配置する前の血管ステントの顕微鏡写真を示す。
【図２Ｄ】ステントの露出表面上の複数のナノファイバーの成長後の血管ステントの顕微
鏡写真を示す。
【図３Ａ】患者の体内の大動脈瘤の部位へナノ構造表面をもつ大動脈瘤グラフトを送達す
るための血管内大動脈人工デリバリーシステムを模式的に示す。
【図３Ｂ】患者の体内の大動脈で動脈瘤に隣接して配置したナノ構造表面をもつ血管内大
動脈グラフトを示す。
【図４Ａ】本発明による患者の大脳血管の側壁における動脈瘤の治療用神経血管カテーテ
ルデリバリーシステムの進行を示す患者の頭部の詳細図を示す。
【図４Ｂ】患者の大脳血管における側壁動脈瘤を示す。
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【図４Ｃ】図４Ｂの側壁動脈瘤の部位におけるナノ構造表面をもつパッチの配置を示す。
【図４Ｄ】頭蓋内動脈瘤とＡＶ奇形の治療を強化するために本発明の教示に従ってナノ構
造表面を付加することができる市販塞栓装置の１例（即ちＣｏｏｋ，Ｉｎｃ．（Ｂｌｏｏ
ｍｉｎｇｔｏｎ，ＩＮ）から市販されているＨｉｌａｌ　Ｅｍｂｏｌｉｚａｔｉｏｎ　Ｍ
ｉｃｒｏｃｏｉｌｓ（登録商標））である。
【図４Ｅ】頭蓋内動脈瘤とＡＶ奇形の治療を強化するために本発明の教示に従ってナノ構
造表面を付加することができる市販塞栓装置の１例（即ちＣｏｏｋ，Ｉｎｃ．（Ｂｌｏｏ
ｍｉｎｇｔｏｎ，ＩＮ）から市販されているＨｉｌａｌ　Ｅｍｂｏｌｉｚａｔｉｏｎ　Ｍ
ｉｃｒｏｃｏｉｌｓ（登録商標））である。
【図４Ｆ】頭蓋内動脈瘤とＡＶ奇形の治療を強化するために本発明の教示に従ってナノ構
造表面を付加することができる市販塞栓装置の１例（即ちＣｏｏｋ，Ｉｎｃ．（Ｂｌｏｏ
ｍｉｎｇｔｏｎ，ＩＮ）から市販されているＨｉｌａｌ　Ｅｍｂｏｌｉｚａｔｉｏｎ　Ｍ
ｉｃｒｏｃｏｉｌｓ（登録商標））である。
【図５】図５Ａは端端吻合の実施用のナノ構造表面をもつ管状装置を示す。図５Ｂは端側
吻合の実施用のナノ構造表面をもつＴチューブ装置を示す。
【図６】図６Ａは例証態様に従ってナノファイバーを付着した代表的整形外科用インプラ
ント（この場合は股関節ステム）の斜視図である。図６Ｂは図６Ａの６Ａ－６Ａ線におけ
る横断面図である。

【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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