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  題 目   Experimental Application of Silk-based Cardiovascular Patches  
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             (シルク基盤人工血管パッチのラット腹部大動脈への実験的適用) 

 

   心臓血管疾患は世界において致死率の最も高い疾患である。房室中隔欠損症や肺

動脈狭窄症のような生命を脅かす心臓奇形ではパッチグラフトを用いて構造を修復

するための手術が必要となる。さまざまな種類のパッチ材料が現在では使用されて

おり, ポリテトラフルオロエチレン（PTFE）同種他家または異種由来の心膜などが

ある。しかし, これらのパッチは患者の臓器の成長とともに成長しない, 組織リモ

デリングが生じない, 狭窄や石灰化を生じやすいといった, 長期使用においていく

つかの欠点がある。そのため, 組織工学技術を用いた心臓修復用の生体材料パッチ

の開発が急務である。 

   シルクフィブロイン（SF）は Bombyx mori のカイコに由来する天然の高分子の

繊維タンパクである。近年, SFは他の天然生体高分子に比べて優れた特性を有する

ことから, 生体材料の代替候補として使用されるようになった。その利点としては, 

優れた組織親和性, 低い免疫原性, 機能改変のために容易に化学基にアクセス出来

る点が挙げられる。しかし, SF素材の制限としては, 柔軟性がないことと強度に欠

ける面である。これらの欠点に打ち勝つために, 本研究では SFを用いて柔軟性のあ

る生体適合性の高い素材を開発し, 新しい心臓血管パッチを作ることに焦点を当て

た。本研究ではポリウレタン（PU）を SFと組み合わせて柔軟性のある SF/PUパッチ

を作成した。我々が PUを選択した理由として, その高い柔軟性、良好な血液適合

性, および微生物に対しての抵抗性が挙げられる。我々の研究の目的は, ①ラット

の血管モデルに対して SF/PUパッチの可能性を調査すること, ②我々の新規パッチ

において生体適合性に寄与する因子を精査することである。これらの因子には

SF/PUパッチにおける異なる SF濃度やパッチ制作過程, パッチの組成が含まれる。 

   最初の実験では, PUエラストマーの代表としてペレセン® (PU®) (2363-80AE, 

DOW chemical)を使用した。PU®は SFと混合して, 10/0 (SF), 7/3 (SF7PU®3), 4/6 

and (SF4PU®6) (w/w)の比率となるようにエレクトロスピニング法を用いて作成し

た。それぞれのパッチ(n=18)はラットの腹部大動脈に埋植され, 埋植後 1, 3, 6ヶ

月後に病理組織学的に評価を行った。その結果, SF7PU®3 と SF4PU®6のいずれのパ

ッチにおいても十分に血流の拍動を感知できるだけの柔軟性を有しており, 埋植に



必要な手術時間の短縮に貢献するだけのハンドリングの改善が得られた。病理組織

学的評価では SF/PU®パッチにおける SF濃度の増加に伴って組織侵入や内皮化の効果

が認められた。さらに, SF7PU®3パッチは最適な混合比であり, 十分な強度と柔軟性

を有し, 炎症反応は少なく, 適度な平滑筋再生があり, 内皮化も完全で, 組織侵入

も多く, そして弾性繊維形成も認められた。 

   最初の実験では, SF7PU®3パッチが新規パッチを作成する上においての条件を満

たしていると考えられた。しかし, 中程度の組織侵入や上皮化の遅延において限界

があった。それ故, 第 2の実験では組織侵入の改善させるために新規パッチを加工

することに焦点を絞り, ソルーションブロースピニング（SBS）法とエレクトロスピ

ニング法を組み合わせて組織侵入を改善させた。我々のパッチは 2層構造で構成さ

れている。最初に SBS 法によりアルミ箔の上に SF3PU®7を作成した。その後, エレ

クトロスピニング法にて SF7PU®3を SF3PU®7の上に積層させることによって 2層パッ

チとした。この 2層パッチ（n=18）をラットの腹部大動脈に埋植し, SF7PU®3のエ

レクトロスピニング法のパッチ（n=18）をコントロールとして使用した。我々の所

見では, この 2層構造のパッチは多孔質構造の分布により組織侵入や早期内皮化を

実現し, SF7PU®3のエレクトロスピニング法のパッチの弱点を克服するものであっ

た。さらに, このパッチはネイティブの血管に見られるような組織構造をあらたな

血管においてリモデリングさせることが可能であった。 

   2層構造のパッチは血管再生において魅力的であるにも関わらず, 生分解性の特

徴は埋植後 6ヶ月後の組織学的評価では認められなかった。そのため, 第 3の実験

ではパッチの組成を変えることによって分解過程を促進させるという新たな戦略に

関して研究を行った。軟質セグメントとしての PCL diol より生分解性 PUを合成し, 

SFと配合することで新しい生分解性のパッチを作成した。生分解性 PU (BD-PU), 生

分解性 SF7PU3 (BD-SF7PU3), SFの 3つのタイプのパッチを作成し, それぞれのパッ

チ (n=18ずつ)をラットの腹部大動脈に埋植した。我々の所見では BD-PUの 50％, 

BD-SF7PU3の 30％が埋植後 6ヶ月において部分的に分解されていた。さらに, BD-

SF7PU3は SF や BD-PU パッチと比べて最も組織侵入, 弾性繊維形成が多く, 内皮化

が早いという魅力的な特徴を有していた。平滑筋細胞の増生は均一であり, 平滑筋

層の厚みはネイティブの血管のものと類似していた。このため, BD-SF7PU3パッチ

は心血管補填剤として有望であると考えられた。 

   結論として, 我々が得た結果は, 我々が作成した新しい生分解性SF/PUパッチが, 

心血管組織の修復に利用可能であるという本研究の目的を満たすものであった。さ

らにSF/PUパッチにおけるSF濃度の違い, パッチ作成過程, およびパッチの組成はパ

ッチの品質や生体適合性に大きな影響を与えることも明らかとなった。これらの所

見は心臓血管パッチの開発に大きく貢献することであろう。 
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      Cardiovascular diseases are the most common causes of serious morbidity 

worldwide. Life-threatening cardiac anomalies such as atrio-ventricular septal 

defects and pulmonic stenosis require surgery for structural repair with 

cardiovascular patches. Various patch materials currently used for 

cardiovascular tissue reconstruction include prosthetic materials such as 

polytetrafluoroethylene (PTFE) and allogenic-xenogenic pericardium. However, 

these patches have several disadvantages in long-term use due to their 

inability to grow with patient’s organ, their unsuitability for tissue 

remodeling, their susceptibility to stenosis and calcification. Therefore, 

alternative tissue engineered biomaterial patches for cardiovascular 

reconstruction are urgently required. 

   Silk fibroin (SF) is a natural biopolymer derived from Bombyx mori cocoons.  

Recently, SF is also used as an alternative candidate for biomaterial because 

of its excellent property superior to other natural biopolymers. The 

fascinating attributes include excellent tissue affinity, biodegradability, 

low immunogenicity and easily accessible chemical groups for functional 

modifications. However, the limitations of SF materials are their lack of 

elastomeric characteristics and of strength. In order to overcome these 

disadvantages, this study focused on developing an elastic biocompatible 

material using SF as the material base to create a novel cardiovascular patch. 

In this study, we combined polyurethane (PU) with SF to create an elastic 

SF/PU patch. We chose PU because it had high elasticity, good blood 

compatibility and resistance to microorganism. The proposes of our study were 

to (1) investigate the feasibility of a blended SF/PU patch in a rat vascular 

model and (2) inspect factors which might affect the biocompatibility of our 

novel patch. These factors included the effect of different SF concentration 

in SF/PU patch, the production process to create patch and the patch 

composition. 

   In the first study, we use Pellethane® (PU®) (2363-80AE, DOW chemical) to be 

a representative of PU elastomer. The PU® was blended with SF in three 

different weight ratio SF/PU = 10/0 (SF), 7/3 (SF7PU®3), 4/6 and (SF4PU®6) 

(w/w) using an electrospinning method. Each patch type (n = 18) was implanted 



into rat abdominal aorta and histopathology was assessed at 1, 3 and 6 months 

post-implantation. The results showed that both SF7PU®3 and SF4PU®6 patches 

possessed elasticity for efficient pulsatile blood flow and improved handling 

which helped decrease surgical time required during implantation. Histological 

evaluation revealed that with increasing of SF concentration in the SF/PU® 

patch had effects on the tissue infiltration and endothelialization. Moreover, 

the SF7PU®3 patch was the most suitable blend, based on the characteristics of 

sufficient practical strength and elasticity, less inflammation, proper smooth 

muscle cells (SMCs) formation, complete endothelialization, high tissue 

infiltration and elastogenesis. 

   From the first study, it seems that the SF7PU®3 patch satisfies some 

requirement to develop a novel patch. However, it had limitations in moderate 

tissue infiltration and delay endothelialization. Therefore, the second study 

focused on fabricating the novel patch that can improve the tissue 

infiltration by combining solution blow spinning (SBS) and electrospinning 

methods. Our patch was formed into the double layers structure. Firstly, the 

SF3PU®7 was created by SBS method on the aluminum foil. After that the 

electrospun fiber of the SF7PU®3 was layered on the SF3PU®7 which defined as 

double layer patches. The double layers patches were implanted into rat 

abdominal aorta and the electrospun SF7PU®3 patches were used as a control 

group. From our finding, the double layers patch could overcome the limitation 

of the electrospun SF7PU®3 patch in intensive tissue infiltration and early 

endothelialization due to its high pore-size distribution. Furthermore, this 

patch could induce the remodeling of a neo-artery composed of tissue present 

in native artery. 

   Even though, the double layers patch might be an attractive in vascular 

reconstruction. The biodegradable property was not found from histological 

evaluation within 6 months implantation. Therefore, the third study 

investigated new strategies that can accelerate the process of degradation by 

modifying the patch composition. We synthesized the biodegradable PU from PCL 

diol as a soft segment and blended it with SF to create the novel 

biodegradable patches. Three patch types included biodegradable PU (BD-PU), 

biodegradable SF7PU3 (BD-SF7PU3) and SF were created and each patch types 

(n=18) were implanted into rat abdominal aorta. Our findings exhibited that 

50% of BD-PU and 33% of BD-SF7PU3 patches were partially degraded at 6 month 

post-implantation. Moreover, the BD-SF7PU3 had fascinating characteristics 

over SF and BD-PU patches in the highest tissue infiltration, elastogenesis, 

and early endothelilization. The proliferation of SMCs was homogenous and the 

thickness of SMCs layers resembled that of native aorta. Thus, the BD-SF7PU3 

patch might be the promise to generate cardiovascular prostheses. 

   In conclusion, all of our findings may answer the main propose of this 

study that our novel biodegradable SF/PU patch had potential to apply for 



cardiovascular tissue reconstruction. Additionally, the different SF 

concentration in SF/PU patch, the production process to create patch and the 

patch composition had remarkable effect to patch quality and biocompatibility. 

These findings may be a key to succeeding in the development of cardiovascular 

patches. 

 


