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 coronary stent is one of the medical devices to re-canalize stenotic coronary artery, and its 
effectiveness has been clinically confirmed. however, recent clinical data shows that stent fracture 
occurs approximately 7% in patients. we have developed an accelerated durability test system which 
can simulate cyclically-bended behavior of proximal right coronary artery during heart beat. In this 
study, an ultra-high-frequency-drive accelerated durability tester operating at 50hz was developed. 
Bending behavior and inner pressure of the coronary artery model were investigated at 1hz, 10hz, 
20hz, 30hz, 40hz, and 50hz, respectively. throughout the durability tests of coronary stents at 50hz, 
effectiveness and limitation of the accelerated durability tests were elucidated.

１．は　じ　め　に
　心臓の回りを走行している内径3mm程度の冠動脈と
いう血管が動脈硬化等で狭窄すると，心筋全体に十分な
血液が送れなくなり心機能が低下する虚血性心疾患に陥
る．この狭窄血管病変に対して，ステンレスやコバル
ト・クロム合金からなる網目状の金属を標的血管内で拡
張・留置して血流を確保するステントという治療機器が
ある．
　ステントはバルーンという風船状に広がる高分子表面
に予めかしめてあり，足や腕の血管からカテーテルで標
的狭窄血管に運ばれて拡張されるものであり，開胸して
行う外科手術と比較して低侵襲で，その有効性は臨床実
績で広く認知されている．バルーンのみでの治療で30

～50%あった再狭窄率は，金属性ステントの登場によ
り20～30%に低減するとの報告がされ 1），2），さらに，
金属表面に薬剤をポリマーコーティングを介して塗布し
た薬剤溶出型ステントの登場により，現在では再狭窄率
は数%までに抑えられることがわかってきている3）–5）．
我が国では2008年には年間32万本程度の冠動脈ステン
トが治療に使われており，より複雑な病変の治療にも使
用されてきている．一方，2002年に初めて冠動脈ステ

ントの生体内での断裂報告がなされて以来6），ここ数年
ステントの断裂報告が相次ぎ，7%程度ステント断裂が
起こるという報告がある7），8）．ステント断裂は，断端部
が血管を損傷して再び血管を詰まらせる再狭窄の原因
や，表面の粗い断端面で血が固まる血栓症を引き起こす
原因となりうるため，ステント破損を予測する試験方法
の確立が急務である．現状では，動脈血管内の血圧変動
負荷を作用させて10年間相当の耐久試験を行うことが
義務付けられており，各ステントメーカは耐久試験で問
題がないことを確認して製品化している．したがって，
実際の臨床と血圧変動を模擬した耐久試験の間には大き
な乖離があると考えられる．我々は，心臓の収縮・拡張
にともない心臓表面を走行する冠動脈血管が繰り返し屈
曲変形することに注目し，札幌整形循環器病院の山本匡
医師，中下健医師の協力のもと，57人の患者の血管造
影像を解析して屈曲角度を定量化している9），10）．さら
に，生体内での耐久性をその約1/20の短期間で検証する
屈曲負荷を作用させる加速耐久試験装置を開発し，臨床
で破損報告の多いステントaが他のステントと比較して
早期に断裂することを明らかにしてきている．また，ス
テントaについて1.2hz（毎分72回）という正常ヒト心
拍数で耐久試験を行ったところ，20hzの加速耐久試験
結果と破断部位は一致し，さらに破損に至るまでの日数
もほぼ一致する結果を得ている11）．新規開発のステント
を臨床応用する前に求められる体外での耐久試験の期間
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モデルの片端をモータに接続して直線往復運動を作用さ
せ，最大屈曲時の角度が105°となるようにした．血管
の力学的特性を表すstiffness parameterがヒトの冠動脈
の値である29.812）になるように製作した9），10）．なお
stiffness parameter bは式（1）で表される．

ln（P/Ps）= b（D0/Ds – 1）	 （1）

 P： 内　　圧（60~140mmhg）
 Ps： 基準内圧（100mmhg）
 D0： 外　　径
 Ds： P=Psの時の外径

stiffness parameterが29.8に合致するように製作した屈
曲チューブのデータをFig. 3に示す．

2.3　駆動周波数特性
　製作した加速屈曲負荷耐久試験装置の周波数特性を把
握するため，1hz，10hz，20hz，30hz，40hz，50hz

の計6条件で基礎試験を行った．各駆動周波数におい
て，デジタルマイクロスコープでチューブの屈曲角度が
105°～ 125°となるようにモータのストロークを制御し，
それぞれの条件でのストロークとチューブ内圧力を計測
した．
2.4	 加速屈曲負荷耐久試験
　製作した加速屈曲負荷型耐久試験装置を用い，ステン
トaについて50hzという超高周波数で耐久試験を行っ

は10年と定められており，20hzの加速耐久試験でも約
7ヶ月の実験が必要となる．本研究では，高周波駆動耐
久試験の有効範囲及び限界を探索することを目的とし，
下記の3項目を行った．
（1） 50hzという超高周波数で駆動可能な屈曲負荷型

加速耐久試験装置を開発
（2） 試験装置の駆動周波数特性を実験的に取得
（3） 超高周波数（50hz）でのステントaの加速耐久

試験評価

２．方　　法
2.1	 超高周波駆動屈曲負荷型加速耐久試験装置の開

発
　高周波駆動での耐久試験の有効範囲と限界を探索する
ため，Fig.1に示す50hzまで駆動可能な屈曲負荷型加速
耐久試験装置を開発した．

　駆動源には特注の定格推力250Nのボイスコイルモー
タを使用した．モータの直線往復運動によって，接続さ
れた屈曲弾性血管模擬チューブを繰り返し屈曲変形させ
る仕組みにしている．屈曲変形角度はモータのストロー
クとチューブの剛性によって決まる．ボイスコイルモー
タのストロークは正弦波で駆動し，ポジションセンサー
で変位を計測する．血管模擬チューブ内はリン酸緩衝生
理食塩水で満たし，チューブ内平均圧力をヒト動脈平均
圧力と同程度の100mmhgに調節した．装置全体を鋼板
で箱状に囲い，箱状装置内の温度が37℃となるように
ヒータで制御した．
2.2	 ヒト冠動脈代替弾性屈曲血管モデルの製作
　57人を対象とした心臓の収縮・拡張に伴う右冠動脈
の収縮期末角度および拡張期末角度を計測し，米国心臓
学会／米国心臓病協会分類のtype Bに該当する屈曲変
形を模擬する血管モデルを製作した．具体的には，計測
したヒトデータの収縮期末屈曲角度平均値105°と拡張
期末屈曲角度平均値125°の屈曲変形を作り出すシステ
ムを構築するため，Fig.2に示すように拡張期末屈曲角
度125°の内径3mmの屈曲血管モデルを製作した．この

Fig. 3　製作した弾性屈曲冠動脈モデルのstiffness parameter

Fig. 1 50hzで駆動可能な屈曲負荷型加速耐久試験装置：
 1つのシステムで同時に8本のステントを試験可能

Fig. 2　弾性屈曲冠動脈モデル：内径3mm
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た．ヒト心拍数を代表値として毎分72回とし，50hzで
駆動時のステント破損までの時間 t50hzは，実時間 t1.2hzに
換算し，t1.2hz=（50/1.2）t50hz相当で破損とした．

３．実験結果及び考察
3.1	 加速耐久試験装置の駆動周波数特性
　駆動周波数1hz，10hz，20hz，30hz，40hz，50hzに
おける屈曲血管模擬チューブ内圧とストローク波形を
Fig.4，また，各駆動周波数での駆動ストローク，圧力
幅，駆動ストローク波形と圧力波形の位相差をまとめた
ものをtable 1に示す．全ての駆動周波数で，ストロー
クは正弦波になっており，50hzという超高周波数まで
本加速耐久試験装置は駆動可能であることがわかる．圧
力波形はストローク波形に応じて正弦波様の波形に全て
の周波数でなるが，40hz近傍で圧力振幅が顕著に小さ
くなり，またストローク波形と圧力波形の位相差も顕著
に大きくなる現象が観察された．したがって，血管模擬
チューブ等の耐久試験システムの共振周波数が40hz近
傍にあると考えられ，本加速耐久試験装置では40hz近
傍を避けて駆動する必要があることが判明した．50hz

の駆動ではチューブ自体の周波数依存粘弾性はもちろん
効いているが，耐久試験は実施可能であることがわかっ
た．
3.2	 加速屈曲負荷耐久試験
　ステントaについて3本実験を行った．ステントaの
破損プロセスをFig.5に示す．全て中央部でステント断
裂に至り，臨床での破損断裂形態と合致していた．50hz

の駆動周波数での耐久試験では，2±2日相当（n=3）で

最初のステント破損が起こり，3±3日相当（n=3）で断
裂した．20hzの駆動周波数での耐久試験では8±7日相
当（n=6）で最初のステント破損が起こっており，
50hzの耐久試験では破損に至るまでの期間は短くなっ
た．したがって寿命期間を予測するためには，各駆動周
波数で実験を行い，それらのデータをもとに寿命予測関
数式を作るなどのアプローチが今後重要であると考えら
れた．しかし，50hzの加速耐久試験でも，Fig.5に示す
ように屈曲血管模擬チューブに入れられたステントaの
屈曲中央部の屈曲内側で始めのステント破損が起き，続

Table	1　加速耐久試験装置の駆動周波数特性
駆動周波数

hz
屈曲角度

deg
ストローク

mm
圧　力　幅
mmhg

位　相　差
deg

01

105~125 2.0

5.2 04.2

10 6.0 26.4

20 5.2 32.4

30 4.0 40.2

40 2.5 75.0

50 5.6 45.0

Fig. 5 50hz加速耐久試験でのステント破損プロセス：
 屈曲中央部の内側，外側，中央部と破損が進行し最終的に断

裂

Fig. 4　開発した加速耐久試験装置での駆動ストロークと屈曲血管模擬チューブ内圧波形
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いて屈曲外側，そして最後に中央部で破損して断裂に至
るというステントの破損プロセスと形態は，1.2hzつま
り正常ヒトの心拍数で行った耐久試験結果と一致するこ
とが明らかとなった．したがって，破損する可能性のあ
る部位を早期に実験的に検証して明らかにし，設計の改
良に生かしていくためのデータ取得には，50hzの加速
耐久試験は十分利用可能であると考えられた．50hzの
駆動で顕著にステント破損に至るまでの期間が短くなっ
た理由の1つとしては，屈曲血管模擬チューブの貯蔵弾
性率が周波数が高くなるにしたがって大きくなり，
チューブ自体の曲げ剛性が貯蔵弾性率に比例して大きく
なり，結果としてステントに作用する負荷が大きくなる
ためであると考えられた．

４．ま　　と　　め
　冠動脈ステントの生体内での耐久性を予測する超高周
波数駆動耐久試験装置を開発し，駆動周波数に関する装
置の基礎特性を取得した．さらに，50hzの駆動条件で
ステントの耐久試験を行い，有効範囲と限界を探索し
た．その結果，ステントの破損部位と破損プロセスは
50hzと1.2hz（一般的ヒト心拍数）で一致することが
判明し，破損の危険性のある部位を短期間で解明するに
は有効であると考えられた．破損に至るまでの期間に関
しては，50hzという超高周波駆動では顕著に短くなる
ことが分かり，今後，寿命予測関数式を実験的に導出し
ていく等のアプローチを行っていく．
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