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はじめに 

虚血性心疾患に対する冠動脈バイパス術は、心臓手術の中で最多で、米国で約 42万人、

本邦でも約 1.4 万人の患者に毎年施行されている。手術に用いられるバイパスグラフ

トは、自己の動脈あるいは静脈が用いられるが、動脈グラフトの長期開存率は静脈グ

ラフトのそれを上回るため、動脈グラフトは多用されている。動脈グラフトの種類と

して、左右内胸動脈(ITA; internal thoracic artery)、胃大網動脈(GEA; gastro-epiploic artery)、

橈骨動脈(RA; radial artery)などが用いられている。しかし、動脈グラフトの最大の欠点

は動脈攣縮であり、冠動脈血流の減少や虚血を招くだけでなく、生命予後を左右する

場合もある。従って、攣縮を抑制するために様々な試みが臨床の現場でなされている。

カルシウム(Ca)拮抗剤、フォスフォジエステラーゼ(PDE; phosphodiesterase)Ⅲ阻害剤な

どが血管拡張剤として、グラフト採取時にグラフトへ直接局所投与されたり、あるい

は術後全身投与されている。しかし、グラフトへの局所投与は効果的ではあるが作用

時間が短く、術後に発症する動脈攣縮には対応できない。一方、全身投与は作用が一

定でなく、心機能抑制など副作用の発生も危惧される。従って、これらの血管拡張剤

を局所的で且つ低用量で持続的に作用させることが理想的な動脈攣縮予防法と考えら

れる。 

 我々は、生体吸収性ポリマーに薬剤を混和し、それをエレクトロスピニング(E-spin)

法でナノファイバー化し、そのファイバーから混和した薬剤を溶出・徐放させるドラ

ッグデリバリーシステム(DDS: drug delivery system)を開発した。このファイバーの薬



剤溶出のメカニズムは極めてシンプルで、生体内でポリマーが加水分解されるときに、

混和した薬剤を放出するという仕組みである。ナノスケールのファイバーを綿状の構

造に形成しているため、様々な形状に加工が可能で、どのような形状の部位にでも適

応可能である。また、使用薬剤は、ポリマーの溶媒を調整することで様々な薬剤への

応用が可能で、抗癌剤、抗生剤、ヘパリン等様々な薬剤への応用が報告されている。

本研究の目的は、血管拡張剤としてPDE III阻害剤のミルリノン、Ca拮抗薬であるジ

ルチアゼムを用い、ミルリノン徐放性生体吸収性ナノファイバー(milrinone releasing 

biodegradable nano-scaled fiber: MRBNF)、ジルチアゼム徐放性生体吸収性ナノファイバ

ー(diltiazem releasing biodegradable nano-scaled fiber: DRBNF)、を作製し、動脈周囲に留

置することで、血管攣縮予防効果を検討することである。 

方法 

血管拡張薬徐放性生体吸収性ナノファイバーの作製 

血管拡張薬としてミルリノン、ジルチアゼムを使用し、生体吸収性材料としては、ポ

リ乳酸−ポリグリコール酸(PLGA; poly lactic glycolic acid)の共重合体(50:50)を用いた。

血管拡張薬と、PLGAを混和し、E-spin法を用いてナノファイバーを作製した。出来

上がった、繊維塊は綿花様の構造で、薬剤の含有濃度は 1wt%とした。(Figure 1) 

薬剤溶出試験 

in vivoにおけるファイバーからの薬剤溶出の速度を検討するために、マウスを用いて

薬剤溶出試験を行った。マウスの背部皮下を切開し、滅菌された 5 mg のファイバー



を同部に埋入し、縫合閉鎖した。術後 1,2,3,7日目にファイバーのみを取り出し、高性

能液体クロマトグラフィー(HPLC)を用いて、摘出したファイバーに残留した薬剤の量

を計測した。 

ラット大腿動脈攣縮モデルを用いた効果判定 

ラットの大腿動脈周囲の皮下組織にノルアドレナリン（NA）を注射することでラット

大腿動脈攣縮モデルを確立した。パルスドップラー血流計を用いて、経皮的に大腿動

脈の血流量をNA注射前、NA注射後で測定した。 

MRBNF、DRBNFの動脈攣縮予防効果を判定するために、ラットの大腿動脈を露出し、

MRBNFを大腿動脈直上に留置した群（group M）、DRBNFを留置した群（group D）、

薬剤を含まない生体吸収性ナノファイバーを留置した群（group C）、sham手術群（group 

S）、を作成した。各群を術後 1 日目に、経皮的に大腿動脈血流を計測した後、NA を

大腿動脈周囲に注射し、強制的に血管攣縮を起こさせ、血流量がどの程度変化するか

を観察した。評価として、NA注射後血流量 / 注射前血流量比を血流維持の指標とし

て算出した。 

副作用試験 

薬剤徐放性生体吸収性ナノファイバーによる副作用がないか調べるために、ラットの

皮下にファイバーを埋め込んだのち、1,2,3,7 日後に採血検査を行った。薬剤の血中濃

度、赤血球数、白血球数、血小板数、ヘモグロビン値、尿素窒素（BUN）、クレアチ

ニン（Cr）、アミラーゼ（AMY）、アスパラギン酸トランスアミナーゼ（AST）、アラ



ニントランスアミナーゼ（ALT）の値を測定した。結果を sham手術群と比較した。 

結 果 

薬剤溶出試験 

MRBNF、DRBNFからの in vivoにおける、薬剤の経時的徐放量を、ファイバー内の薬

剤残存率として算出した。MRBNF は、1 日目で約 78%のミルリノンを徐放した。さ

らに、2日目で約 95%を徐放することが分かった。DRBNFは 1日目で約 50%、2日目

で約 60%のジルチアゼムを徐放することが分かった。(Figure 2) 

ラット大腿動脈攣縮抑制効果 

すべての群（group M, D, C, S）において、NA注射によって、注射前より有意に血流

量が低下した(NA注射前 vs. NA注射後; group M 3.29 ± 0.92 vs. 2.40 ± 0.72 ml/min, 

P<0.05; group D 3.37 ± 0.17 vs. 2.41 ± 0.11 ml/min, P<0.05; group C 3.20 ± 0.80 vs. 

1.72 ± 0.59 ml/min, P<0.05; group S 3.73 ± 0.85 vs. 2.02 ± 0.57 ml/min, P<0.05) 

(Figure 3) (Table 1) . 各群間で、NA注射前の血流量は有意な差はなかったが(group M 

vs. group D vs. group C vs. group S; 3.29 ± 0.92 vs. 3.37 ± 0.17 vs. 3.20 ± 0.80 vs. 3.73 

± 0.85 ml/min, n.s.) NA注射後血流量は group M,D にて group C,S よりも有意に高か

った。（group M and group D vs. group C and group S; 2.40 ± 0.72 and 2.40 ± 0.72 vs. 

1.72 ± 0.59 and 2.02 ± 0.57, P<0.05) NA注射後の血流量を注射前の血流量で除した

前後血流量比（血流維持の指標）では group M,D にて group C,S よりも有意に高かっ

た。（group M and group D vs. group C and group S; 0.74 ± 0.16 and 0.72 ± 0.12 vs. 0.55 



± 0.16 and 0.54 ± 0.09, P<0.05) (Figure 4). MRBNF、DRBNFは、NAを注射すること

により生じるラット大腿動脈の攣縮に伴った血流低下を軽減できることが示唆された。 

副作用試験 

薬剤徐放性生体吸収性ナノファイバーを埋め込んだ群と sham 手術群との間では、赤

血球数、白血球数、血小板数、ヘモグロビン値、BUN、Cr、AMY、AST、ALT の項

目で差はなく、血中から薬剤は検出されなかった。(Table 2) 

考 察 

今回の我々が開発したMRBNF、DRBNFは、動脈グラフト周囲に留置することで、数

日間かけてミルリノン、ジルチアゼムをグラフト周囲に局所的に徐放し、全身状態に

作用を及ぼさずに、術後の動脈攣縮を抑制できる、いわば理想的な予防法であると考

えている。また、薬剤の徐放速度は、薬剤の種類にも依存するが、生体吸収性材料の

素材の違い、およびその分子量の違いでコントロールすることが可能である。本研究

における組み合わせ（PLGA 50:50）では、ミルリノンは 2日間で約 95%、ジルチアゼ

ムは 2日間で約 60%が徐放される短期間徐放システムとなった。冠動脈バイパス術後

の動脈グラフト攣縮は術直後から数日以内に発生することが多いので、徐放速度とし

ては適当であると判断した。 

本研究結果で、MRBNF、DRBNFに一定の効果が期待できることは分かったが、今後

の臨床応用に向けて、徐放量を含めて諸条件を調節することによるシステムの最適化

を進めていく必要がある。 



結論 

薬剤徐放性生体吸収性ナノファイバーを用いて、ラット大腿動脈攣縮モデルにおける

血流量低下を抑制することが可能であった。冠動脈バイパス術における動脈グラフト

攣縮予防デバイスとして、開発したファイバーの臨床応用の可能性が示唆された。 


