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ラット右室流出路再建における生体吸収性

心血管グラフ トの有用性についての検討
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【背景と目的】生体吸収性材料射 鋸 ､た心血管グラフ トはグラフ トの吸収とともに由己組織に

よって置換 されるため,既存の非吸収性グラフ トで見られる不具合 (血栓 閉 塞,感染,成長能の

欠如)を克服できる可能性がある.本実験ではラット石室流出路再建モデルを用いて,エレク

トロスピニング法で作製 したポリ乳酸-ポリグリコ-ル酸共重合体 (PLGA)ポリマーファイバ

-グラフ トの組織適合性および移植後の組織の耐圧性につき検討 した,

【方法】エレク トロスピニング法によりPLGAポ リマ-ファイバ-不織布を観糸 しシー ト状

のグラフ トを作製 した.ラット石室流出路に全層性の欠損を作製 し岡部を直径 7mmの円形に

トリミングしたグラフ トを用いて再建 した 比較対照として延伸多孔質ポリテ トラフルオロエ

チンン (epTFE)製のグラフ トを用いて同様の再建を行った グラフ ト植え込み後の組織を 1,

3,6ヶ月後に取 り出し,形態の評価,病理組織学的検討および耐圧試験を行った.

E結果】pLGA群,eFrFE群ともに,いずれの時点においてもグラフ ト植え込み部分の癌化や

血栓形成はなかった.経時的に PLGAは分解され術後 6ヶ月でほぼ完全に繊維性組織に置換 さ

れた.PLGAポ リマ-ファイバ-周囲には植え込み穣早期よりリンパ球等の炎症細胞の浸潤を

認めたが,PLGAの分解とともに炎症細胞は消退 した.心腔内面はi緋洋とも術後 1ケ月よりvon

部分への石灰沈着を認め経時的に増加する傾向がみ られたが,PLGA群では石灰沈着の所見は

認めなかった.PLGA植え込み後組織の破裂直前最大庄 (BurstPressure)は経時的に有意に上

昇 し (p-0.010上 各時点問の比較では 1ケ月と6ケ月の値の間に有意差 を認めた (p-
0,040).また,正常石室壁の BurstPress㍑reと比べ常に有意に高かった (1ケ月 :p-0.029,3
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ケ月:p-0.029,6ヶ月 :節-0.021),

【結論】エレクトロスピニング法で作製した生体吸収性ポリマーファイバ-グラフトは植え込

み後6ケ月で完全に分解されて自己組織に置換された 分解後の組織に炎症の遷延や石灰化の

所見はみられなかった.耐圧性は正常右室壁を上回り,十分な強度を有することが示された

キーワード:再生医療,生体吸収性材料,心血管グラフト,エレクトロスピニング法

緒 言

既存の心血管グラフ ト (延伸多孔質ポリテ トラ

フルオロエチレン (ePTFE)製やポリエチレンテ

レフタレー ト (PET)製など)は,長期遠隔期ま

での使用経験から血栓閉塞,グラフ ト感染,およ

び石灰化等の問題点が知られている 1).一方,隻

体吸収性材料を用いた心血管グラフ トは,吸収と

ともに自己組織によって置換 されるため異物の残

存がなく,上記の不具合を克服 しうるものとして

期待 されている.心血管グラフ ト作製に用いられ

る生体吸収性材料としてはポ リ乳酸-ポリグリコ

ール酸共重合休 (PLGA)などがよく知 られてい

る.PLGAはその共重合組成を変化 させることに

より分解吸収速度を調節することが可能であり応

用の幅は広い2).また外科手術用吸収性縫合糸の

材料としても広 く使用 されており3),生体使用の

実績のある材料である.

エレク トロスピニング法はナノスケール繊維か

らなる不織布を作製する方法のひとつで,紡糸灸

件を調節することにより繊維径や厚み,形状の異

なる様々な構造体を作製することが可能である.

稚梨 したポリマーファイバ-不織布は細胞外マ ト

リックスと類似の構造を有 し組織再生を促すとさ

れる4).pLGAを用いてエレク トロスピニング法

で稚製した心血管グラフ トは組織適合性に優れ生

理的環境下での使用に耐えうる強度を持つと報菖

されているが 5)6),これ らの報告は主にグラフ ト

そのものの力学的特性および invitroでの細胞親

和性評価に重点を置いたものであり,実際に心血

管部位にPLGAファイバ-グラフ トを移植 して

評価 した報告はない.

そこで,本研究ではエレク トロスピニング法で

作製 したPLGAファイバーグラフ トの組織適合

性および植え込み複の組織強度をinvivoで評価

するため,ラット右審流出路再建モデルを用いて

グラフ ト移植実験 を行 った.移植後の組織 を

PLGAグラフ ト群 とeFrFEグラフ ト群 とで比較

検討 し,またPLGA群につきグラフ ト植え込み後

の組織の耐圧性評価を行った.

材料と方法

心血管クラフ ト

PLGAをヘキサフルオ ロイソプロパ ノール

(HFIP)に溶解 し濃度 30(wt/vol)0/Oに調整 し

た.この溶液 をエ レク トロス ピニ ング装置

(NEW,KATOTECHCO.,LTD.,Kyoto,Japan)

に充填 し,印加電圧 6kV,シ リンジ押 出速度

0.1mm/min,紡糸時間 30分,電極間距離 6cmの

条件下に噴射 して PLGAポ リマーファイバ-香

織布を紡糸 しシ- 日英のグラフ トを作製した (図

I).グラフ トの厚 さは約 100Jtjmで,これを直径

7mmの円形に トリミングしてラットへの植え込

みに用いた,コン トロールとして,eFrFE製の

0.4mm厚の心臓修復用パ ッチを用いて同様の植

え込み実験を行った.

ラット右室流出路への植え込み

オズ Lewisラット (CharlesRiverLaboratories

Japanlnc,Yokohama,Japan)300- 350gを用い

て実験 を行った書 すべての実験 手順は Guidefor

theCareandUseofLaboratoryAn豆maまS佃IH

publicationNo.85-23,revised1996)に基づき愛

護的に行った.

ラットにキシラジン (0.5mg/kg)を前投薬 し

た後,塩酸ケタミン (24mg/kg)を筋肉内授与 し

セボフル レンを併用 して麻酔導入 し経口挿管 し
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図 I PLGAポ リマーファイバ-グラフ ト

左上 側面像. 右上 :正.面像. 左下 :全体像.
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3cmH20,600/o酸素,i-3%セポフルレンで麻

酔を維持 した.植え込みはFujimotoらの方法に

より行った7).胸骨正中切開し,石室流出路に7-

0モノフィラメント糸で直後7mmのタバコ縫合

をかけた,この糸をタニケ､ソトで締め石室流出路

の盛 り たこがった部分の心筋を全層性に切除 した.

PLGAグラフ ト (n-18)および ePTFEグラフ

ト (a- 6)のいずれかを用いて欠損部を覆うよ

うに 7-0モノフィラメン ト糸で連続縫合 した.

タニケットを纏めてタバコ縫合の糸を除去し,呈上

血を確認後,3-0シルク糸で3層に開削 した.痩

染予防のためベンジルペニシリンカリウム (3万

単位/body)を筋肉内投 与-し,痔痛緩和には塩酸

ププレノルフィン (0.02mg/kg)を8時間ごとに

術後 48時間まで投与 した.手術操作後は麻酔が

完全に蔑めるまで保温 しながら観察 し,ケ-ジに

戻した.

肉眼的評価

植え込みから1,3,6ヶ月後に,ヘパ リンナ ト

リウム300単位を筋肉内投与-してからペントバル

ビタールナ トリウム (50mg/kg)を腹腔内投与し

犠牲死させた.心臓を摘出して癌化や拡張の有無

および血栓の有無などを観察 した後,以下の組織

学的評価 (n- 12)または耐圧性評価 (n- 12)

を行った.

組織学的評価

摘出した心臓を20%ホルマリンで-＼昼夜固定
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図2 耐圧試験の模式図

グラフト中央の直径5mmの範囲のみに症がかかるように

切除組織を固定し,20mlのシリンジとデジタル圧力計を連結

した圧測定装置に接続した.

した (PLEA,ePTFE各群,各観察期間 n-2).

移植 したグラフ トの中央を通る線で分割 し,パ ラ

フィン包埋後,厚 さ5βmの連続薄切切片を作製

し,HE染色,vonKossa染色を行った.血管内皮

細胞はvonWi蓬lebrandfactor(VWF)に対す る抗

体 (N1505,Dako,Cal豆fornia,USA)を用いて染

色 した.

耐圧性評価

PLGAグラフ ト植 え込み後の心臓を摘出 し,移

植 したグラフ トとその周囲の石室自由壁とを一塊

として可及的に大 きく切除 した (PLGA群のみ,

各観察期間n-射.グラフ ト中央の直径5mmの

範囲にのみ圧がかかるように作製 した円筒状のデ

バイスに切除組織 を固定 し,20mlのシリンジとデ

ジタル庄力計 津G-208,NidecCopalElectronics

Corporation,Tokyo,Japan)を連結 した庄測定装

置に接続 した (図2).シリンジポンプ (pHD2000

Programmab首e,HarvardApparatus,Massachusetts,

USA)で 20mlシ リンジ内の生理食塩水 を流速

30ml/hrで送って加圧 していき,グラフ ト部分が

破裂に至る過程 をデジタルビデオカメラで記録 し

た.破裂する直前の最大庄 をBurstPressureと定

義 し,本測定装置の測定上眼圧である4500mmHg

で破 裂 しな い もの は ｢BurstPressure>4500

mmHg｣と判断 し測定終了 した.圧測定のコン ト

ロールとして,ラット正常右喜壁の BurstPressure

を同様にして測定 し比較検討 した (n-4).

統計処理

各時点 問の BurstPressureの比 較 は Kmskal

Wanis検 定 を行 い ,経 時 的 変 化 に つ い て は

Jonckheere-Terpstra検定 を行った,各時点にお

けるPLGAと正常右室 との比較はWilcoxonrank

sumtestを用いた.いずれ もp<0.05をもって有

意とした.

結 果

耐術 したすべてのラットが予定期間まで生存 し

た.

肉眼的評価

PLGAポ リマ-ファイバ-部分は植 え込み後 6
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図.1 yラフト移flll後糾純の締Il､叩)変化 (Hll染色)

卜搾 PLGA肝 締Lt叩)E二PLGA(火印)は'JIWfされ術後GヶJlではば'n令に繊維作紬鈍に;出換され

た PLGA川Llflへの知.1抑rLgrlとn'jはPLCAの/,'1㍍とともにJll腿 した

Fl貨 ePTFTT那 炎柿柵l胞rJ洞は群llLであったが

と糾耗E,fの1RL脂がみられた

ヶ11で内川u小 二はほぼllh収 され た PLCA群.

ePITEL汀ともに.いずれの時点においてもグラフ

ト糾え込み部/Jyの桁川二や拡張,および肉肘的な石

l火化の所仙 まなかった 心艦内はて17洞で均一なF人】

順が形成 されておりnL栓J軌針まなかった

組織学的評価

維時的に PLGAはLJy附 され術後 6ケHでほぼ

完令に泉削惟性組織に挺娩 された (図 3) PIJ3Aポ

リマーファイバーJ兼】畑には舶え込み綾■11畑は りリ

ンパ球等の炎症細胞の浸潤を認めたが,PLC.Aの

LJl解とともに炎 1.1二州胞は汀i辿 した iEf摸 された組

織では紺ISrrLJL二線維朋紳目地の減少,JlgJliミ線維のFn
Jn l.火状配列化を認めた ePTFE群では炎症州胞

ナJ洞は怖度であったが,術紋6ケ日においても//

ラフト周回に多核Ei鍬lJruと組織球の腿篠がみられ

た 心胆lノ､ITtllは両群ともJf･61校1ケHよりvWITF糊
作の -屑の細胞にililわれていた (図4)術後 1ケ

川11･よりeFrrFE脚ではグラフ ト榔/Jlへの石I火沈

fl:ri妾6ヶ日にお-､てもグラフrJPill叫(:多指｢-細胞

古 を認め媒時rrtJ(二増加1する傾IL'r)がみ られたが.

pL(I,Amでは石IiC沈Il'-のJVT兄は.-淀めなかった (図

4)

耐圧性評価

pLGA旭え込み縁の組織の BurstPI･eSSuleは縫

FhJLIL'rJo)比較では 1,rJIと6ヶJlの値のrE"lTに有意才一

を認めた (p-0040) pLCA抑え込み後の組織

の BurstPleSSUTeはLL荷ん室壁のfLgTと比へ'r;/Tに†J
iL;:にII,.r)かった (lケH p-O.029,3ウFll p-
0029,6ヶ月 p-0021)

考 察

l暮1′L怯娘はLJl己泉州l'dの桐梱 分化を,.兎却するこ

とによりノト体組織の再′1二引ズrるlk_府であり.近il=

各脚IJyJy野での研究が進んでいる 州Jrum鮒のた

めのiLi糊としてllJlll父性材料をFllいることで難物の
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PLGA

トT - -I

KossaIJ Tr

･ 弓L -

ePTFE

図 ｡l特殊淡色糾耕作

1llJxL vortwllkbraTlttf托CtOr(VWT)免峻淡色 ('tfr1枚1ヶ

JJよりVIVF帖作の一層の細胞に悩われていた

心PHI1両はr■E古郡とも約枚1ヶ

卜fJI vonKosstl染色 (術後6ケ11) ePTFE肝ではグラフト滞'Jlへのh吠沈rfを認め鐙叫的

にmJnする傾向がみられたが.PLGA肝ではr7r̂沈fiの所妃は..Rめなかった

ない完全なrl己軌l織での再生が期待できる 心nlL

管分野でのl吸収¶三グラフトのメリットとしては.

良好な内l文化によるJJt血栓性,輿物がなくなるこ

とによるLuQ染リスクの軽減.自己組織にFEitき椎わ

ることによる成良のl羽特などがあげられる8)_小

I)i先大性心挟瓜では心形態の略綬に何らかの柳城

物を繋する糊令が多く.既存の非吸収性グラフト

佼川 卜では成良E=作って.あるいはグラフトの石

灰化などにより.再7-1約 両挺換術を余隅なくさ

れるJA介も多い別 このような小児先天性心扶Iil1.

の丁術において.′T三体吸収M≡材料を用いた心血管

グラフトのhm性は人きい

Sllln'okaらはや髄紺地捕縄′l-体lIjl収作心血r?.

I/ラフ トを臨上木応用しており.石室流,LIJ.路や 卜人

Irf脈などのtLk旺系での臨床使rf7に倒して巾期まで

のIMT-な煤b.ほ 示 している 10㌧ 多分化能を持つ

竹髄細胞を価鮎することL=より内皮化がt:t進され

るが 11).感染 リスク軽減や手招の獅IMEを目指

す Lでは,細胞播種や培養を川いない生体吸収件

I/ラフトのILk川が甥ましい 1､vaiらは PLGAメソ

シュにコラーゲンマイクロスポンジを什加したグ

ラフ トを川いて.イヌ肺動脈への持場前のグラフ

トに糾胞価印した肝としない郡との比較廠訓を'li

∩.lll'J群ともに観察Ei]糊より内腔血のLJlll化が.iE

められたと封l/L=している 12) Jt休暇IJ火作心llLLJTY

グラフトで細胞価性をrrわずとも山W-なIJl伎化が
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図5 酎症試験

破裂直前最大症 (BurstPressure)は経時的に有意に上昇 し

た (p-0.01旺 各時点間の比較では 1ヶ月と6ケ月の値の間

に有意差 を認めた (p=0.040).PLGA植 え込み後の組織の

BurstPressureは正常石室壁の値 と比べ常に有意に高かった

(1ヶ)~巨 p-0.029,3ケ月:p-0.029,6ケ月 :p-0_021)_

得 られたとする載Jgiがあり7)W 1 14),細胞播種を

必要としない生体吸収性グラフ トの開発が可能と

考えられる.

内皮化の進むメカニズムとしては,吻合部断端

から内皮が増殖 し覆われていくほかに,末梢血幹

細胞が生者 し内皮細胞に分化する機序が考えられ

ているが 15),未だ解明されていない.エレク トロ

スピニング法によるナノスケ-ルの繊維では単位

体積あたりの表面積が大きいため,血嚢中の vi巨

Yonectinや あbronectinなどの接着性 タンパク質の

吸着が多くなる4).そのためグラフ トの内腔面に

付着する血管内皮前駆細胞がより多くなり,良好

な内皮化 をきたす もの と考えられる.Pektokら

はエレク トロスピニング法で作製 したポリカプロ

ラク トン (PCI｡)製の生体吸収性血管グラフ トと

epTFEグラフ トとをラッ ト腹部大動脈移植モデ

ルを用いて比較検討 し,PCLでは術後 3ケ月で完

全な内皮化が得 られたのに対 し,ePTFEでは術後

6ヶ月で も内皮化 は不完 全 で あ った と報告 してい

る 川

今回の実験は低圧系への植 え込みであるが,1

ケ月時から自己組織 (右室壁)よりも高い強度を

示 しその後 も経略的に耐圧性は増強 した.経過と

ともに高い強度が得 られたのは組織修復に伴い間
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質内に膠原線維が増生 した結果と考えられ,組織

学的にも経時的な器質化の進行が確認 された.令

回用いた PLGAグラフ トは異物の残存がなく組

織の成長が期待でき,ePTFEグラフ トでみられた

ような石灰沈着も認めず,かつ高い耐圧性が得 ら

れたため,低圧系のみならず動脈のような高圧系

への応用も期待できる.しかし,動脈用グラフトの

動物実験での良好な結果が報告される一方で 16)17),

植え込み早期,あるいはグラフ トが完全に吸収 さ

れた後での癌化の報告 もあり18)19),動脈圧下で

の使用に向けてはさらなる憤重な検討が望 まれ

る.

本実験の限界としては,観察数が少ないこと,

移植 したグラフ トのサイズが小 さいことが挙げら

れる.大動物を用いた十分に大きいサイズのグラ

フ トによる移植実験で長期間の評価を行う必要が

ある.

結 論

エレク トロスピニング法で作製 した PLGAポ

リマーファイバーグラフ トは石室流出路への植え

込み後 6ケ昂で完全に分解されて自己組織に置換

された.内腔面は術後 1ケ月で内皮細胞により覆

われた.ePTFEグラフ トでみられたような石灰沈

着の所見はなかった.耐圧性は正常右室壁を大き

く上回り,十分な強度を有することが示唆 された.
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