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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　涙器と副鼻腔との間に形成されるフィステルを通して副鼻腔に涙器を流体接続させる、
ヒトへの移植に有用な副鼻腔アクセス移植装置であって、
　前記移植装置の第１の長手方向端部における近位端と、
　前記第１の長手方向端部に対して長手方向反対側に位置される、前記移植装置の第２の
長手方向端部における遠位端と、
　前記近位端と前記遠位端との間の導管と、
　同導管を通した内部通路とを備え、
　前記近位端と前記遠位端との間における前記移植装置の長手方向に沿った長さは、８ミ
リメートル乃至５０ミリメートルの範囲にあり、
　前記長さを横断する前記内部通路の幅は、０．２５ミリメートル乃至５ミリメートルの
範囲にあり、
　前記導管は、少なくとも３ミリメートルの長さを有する第１の長手方向部分、および少
なくとも３ミリメートルの長さを有するとともに前記第１の長手方向部分に対して前記遠
位端に向かうように配置される第２の長手方向部分を含み、
　前記導管の前記第１の長手方向部分は、前記内部通路に隣接する第１の最小壁厚を有し
、
　前記導管の前記第２の長手方向部分は、前記内部通路に隣接するとともに前記第１の最
小壁厚より小さい第２の最小壁厚を有し、前記第１の最小壁厚は、前記第２の最小壁厚よ
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りも少なくとも０．０５ミリメートル大きく、前記導管の前記第２の長手方向部分の外側
部分は、突出領域および窪み領域を含むアンカー固定面を含み、前記第２の最小壁厚は、
１つ以上の前記窪み領域に対応する１つ以上の位置に生じ、
　前記移植装置は、前記涙器を前記副鼻腔に流体接続させるべく移植されるように構成さ
れ、これにより、移植の際に、
　　前記近位端は前記涙器に配置され、
　　前記遠位端は前記副鼻腔に配置され、
　　前記導管は、前記フィステルを通して前記涙器と前記副鼻腔との間に配置され、前記
導管の前記第１の長手方向部分および前記第２の長手方向部分の各々の少なくとも一部分
が前記フィステル内に配置され、前記導管の前記第２の長手方向部分の少なくとも一部分
が前記副鼻腔内に配置されることを特徴とする副鼻腔アクセス移植装置。
【請求項２】
　前記導管の前記第１の長手方向部分は、一様な壁厚、および円滑な外側表面を有するこ
とを特徴とする請求項１に記載の移植装置。
【請求項３】
　前記導管の前記第１の長手方向部分の前記長さは５ミリメートル乃至１５ミリメートル
の範囲にあり、前記導管の前記第２の長手方向部分の前記長さは５ミリメートル乃至１５
ミリメートルの範囲にあることを特徴とする請求項１または２に記載の移植装置。
【請求項４】
　前記第１の最小壁厚は０．３５ミリメートル乃至０．５５ミリメートルの範囲にあり、
前記第２の最小壁厚は０．１５ミリメートル乃至０．４ミリメートルの範囲にあることを
特徴とする請求項１乃至３のうちのいずれか一項に記載の移植装置。
【請求項５】
　前記導管の前記第１の長手方向部分は前記導管の前記第２の長手方向部分の第２の最大
の外側幅よりも少なくとも０．２ミリメートル小さい第１の最大の外側幅を有し、
　　前記導管の前記第１の長手方向部分は第１の最小の外側幅を有し、前記導管の前記第
２の長手方向部分は第２の最小の外側幅を有し、
　前記第２の最小の外側幅は前記第１の最大の外側幅よりも小さく、
　前記第１の最小の外側幅は前記第２の最小の外側幅よりも大きく、
　　前記第１の最大の外側幅および前記第１の最小の外側幅は各々、１．５ミリメートル
乃至２．５ミリメートルの範囲内にあり、
　前記第２の最大の外側幅は１．７５ミリメートル乃至３ミリメートルの範囲にあり、
　前記第２の最小の外側幅は１ミリメートル乃至２ミリメートルの範囲にあり、
　前記第１の最小の外側幅は前記第２の最小の外側幅よりも少なくとも０．１ミリメート
ル大きく、
　前記第２の最大の外側幅は前記第１の最大の外側幅よりも少なくとも０．２ミリメート
ル大きく、
　前記移植装置は、前記近位端に、前記導管に隣接する頭部を備え、
　　同頭部は、前記導管に向かって配置されるとともに前記移植装置が移植される際に前
記フィステルの外側かつ前記フィステルに隣接する組織と係合するように構成され、また
、該頭部の一側部にフランジ付き組織係合面を含み、
　　前記頭部は、前記フランジ付き組織係合面の外側縁上の地点間の最大の分離距離であ
る第１の寸法を有し、同第１の寸法は、前記装置の長さを横断する前記突出領域の範囲に
よって形成される、前記導管の外側幅よりも大きく、
　　前記頭部は、前記第１の寸法を横断する線上にある前記外側縁上の地点間の最大の分
離距離である前記第１の寸法を横断する第２の寸法、および１乃至４の範囲の前記第２の
寸法に対する前記第１の寸法の比を有することを特徴とする請求項１乃至４のうちのいず
れか一項に記載の移植装置。
【請求項６】
　前記第１の最小の外側幅および前記第１の最大の外側幅は等しいことを特徴とする請求
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項５に記載の移植装置。
【請求項７】
　前記第２の最小の外側幅は前記第２の最小壁厚に対応する位置に生じることを特徴とす
る請求項５または６に記載の移植装置。
【請求項８】
　前記突出領域は、少なくとも０．２ミリメートルの窪み領域に対する高さを有し、
　前記突出領域は前記装置の前記長さに沿って少なくとも５ミリメートルの長さで前記導
管の前記第２の長手方向部分上に設けられ、
　前記突出領域の始点は、前記移植装置の前記近位端から少なくとも４ミリメートルの位
置に配置されることを特徴とする請求項１乃至７のうちのいずれか一項に記載の移植装置
。
【請求項９】
　前記導管が移植のために前記フィステルを通して挿入される場合において、前記突出領
域は、前記フィステルに露出した組織と接触する際に柔軟に変形するように構成され、
　前記突出領域は、各々が前記導管の全周の周囲を延びる少なくとも３つの一定間隔で配
置された周方向隆起部を含むことを特徴とする請求項１乃至８のうちのいずれか一項に記
載の移植装置。
【請求項１０】
　前記導管の前記第２の長手方向部分の導管壁を通して前記内部通路への１つ以上の側方
開口部を含み、１つ以上の前記側方開口部は、１つ以上の前記窪み領域内に配置されるこ
とを特徴とする請求項１乃至９のうちのいずれか一項に記載の移植装置。
【請求項１１】
　前記導管は、５０乃至１００の範囲のデュロメータ硬さ（ショアＡ）を有する高分子材
料から形成されることを特徴とする請求項１乃至１０のうちのいずれか一項に記載の移植
装置。
【請求項１２】
　副鼻腔の処置に使用するためのキットであって、
　請求項１乃至１１のうちのいずれか一項に記載の副鼻腔アクセス移植装置と、
　前記副鼻腔へのアクセスを提供する前記移植装置の移植後に前記移植装置を通して副鼻
腔に輸送可能な流体の治療混合物とを備え、
　前記治療混合物は、抗生物質、ステロイド、抗ウイルス薬、抗ヒスタミン剤、抗真菌薬
、肥満細胞安定化薬、粘液溶解薬、非ステロイド性抗炎症薬（ＮＳＡＩＤ）、血管収縮薬
、および免疫抑制薬のうちの任意の１つ以上の任意の組み合わせを含む薬物治療混合物で
あることを特徴とする副鼻腔の処置に使用するためのキット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、副鼻腔の症状の治療に関し、副鼻腔アクセス移植装置、手術用具、方法およ
びキットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　米国では単独で、年間３５００万人が鼻腔感染症、すなわち副鼻腔炎のために処置され
、それらのうちの７００万人が慢性の副鼻腔炎に苦しみ、処方薬治療に対して最小の反応
を有する。従来の外科的介入は、せいぜい単に適度な症状改善をもたらすものであるが、
治療を行うものではない。
【０００３】
　従来の薬物治療は、錠剤として経口投与、および鼻の局所的投与を含む。そのいずれも
、複雑な副鼻腔に対して十分な濃度の薬剤を輸送することに資するものではない。薬剤に
付加的に、頻繁な鼻腔灌水は、残骸、刺激物、および妨害する粘性流体を洗い流すことに
おいて有用であるが、患者は通常家でこの処置を十分に行うことができない。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特に重い症状を有する患者にとって、外科的ドレナージュは最後の手段であった。初期
の外科的処置は、上顎洞篩骨洞根本手術（Ｃａｌｄｗｅｌｌ－Ｌｕｃ）であり、これは、
正面の上切歯の上で、副鼻腔の基部から口腔内に恒久的なフィステルを形成することを含
む。より最近、副鼻腔への他の外科的アクセスポイントが試みられた。機能的な内視鏡検
査法の鼻腔手術（ＦＥＳＳ）およびバルーン副鼻腔拡張術（ｂａｌｌｏｏｎ　ｓｉｎｕｐ
ｌａｓｔｙ）を含む鼻を通して副鼻腔にアクセスする様々な内視鏡技術が開発されている
。すべてドレナージュを高めることを試みるが、これらは異なる経路や器具を使用する。
涙器と副鼻腔との間にフィステルを外科的に形成することは、副鼻腔への直接的なアクセ
スを得るための技術であると認識されており、これを通して、様々な医療処置および医学
的処置が副鼻腔に向けられている。これらの外科的アプローチのいずれもまだ広く受け入
れられ、あるいは成功しているものではなく、何百万もの慢性の副鼻腔炎患者が長期的な
不能および不快を受け続けている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　副鼻腔アクセス移植装置は、この副鼻腔アクセス移植装置の内部通路を通して副鼻腔へ
の流体のアクセスを得るためにヒトに移植されるように構成される。この副鼻腔アクセス
移植装置は、副鼻腔の医学的処置および治療の実施において重要な可能性を有するが、そ
のような可能性はまだ実現されていない。移植装置を好適にアンカー固定し、患者にとっ
て快適であり、移植後の移植装置が耐久性を備え、医療処置を効果的に実施することがで
きる、容易且つ効果的な移植を促進する移植装置およびこれに伴う処置が継続的に要求さ
れている。本開示の様々な態様は、移植される移植装置を通した移植処置および治療のた
めの副鼻腔アクセス移植装置、器具、および方法、並びに副鼻腔アクセス移植装置を含む
キットに関する。簡潔に述べるために、副鼻腔アクセス移植装置は通常単に移植装置と呼
ぶ。
【０００６】
　本開示の第１の態様は、涙器と副鼻腔との間に形成されるフィステルを通して涙器を副
鼻腔に流体接続するための、ヒトにおける移植に有用な移植装置を含む。
　移植装置が、移植用のフィステルに挿入される導管に沿って突出領域および窪み領域を
含むアンカー固定面を含む場合、移植装置が移植後により良好に保持されることが分かっ
ている。アンカー固定は、フィステルに配置される突出領域によって形成される最大外径
が移植装置の導管を受承するために形成されるフィステルの径よりも大きい場合に、増強
される。これにより、フィステルに導管が嵌入し、アンカー固定面の窪み領域内に組織が
強制的に移動される。しかしながら、比較的柔軟なプラスチック材料で形成されるそのよ
うな移植用導管は例えば蛇腹状に束ねられるため、移植のためにフィステル内に導管を挿
入することは困難である。移植装置の導管の近位部により厚みのある導管壁を含むことに
より、フィステルに最初に挿入される遠位部に含む場合よりも、導管の挿入の容易さが相
当改善されることが分かっている。付加的に、導管の近位部のより厚みのある導管壁によ
り、移植装置の近位端に隣接する導管の付加的な機械的耐久性が得られ、また、移植処置
時や、移植後の医療処置および他の処置の実施時に使用される移植装置と器具との間に生
じる機械的相互作用による導管の近位部への機械的な損傷の可能性が低減される。
【０００７】
　第１の態様の移植装置は、装置の第１の長手方向端部における近位端と、第１の長手方
向端部に対して長手方向の反対側の、装置の第２の長手方向端部における遠位端と、近位
端と遠位端との間に配置される導管と、導管を通した内部通路と、２ミリメートル乃至５
０ミリメートルの範囲における、近位端と遠位端との間の移植装置に長手方向に沿った、
移植装置の長さと、０．２５ミリメートル乃至５ミリメートルの範囲の、長さを横断する
、内部通路の幅とを備え、導管は、第１の長手方向部分、および第１の長手方向部分に対
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して遠位端に向かって配置される第２の長手方向部分を含み、導管の第１の長手方向部分
は、内部通路に隣接して最小壁厚（第１の最小壁厚）を有し、導管の第２の長手方向部分
は、内部通路に隣接して第１の最小壁厚より小さな最小壁厚（第２の最小壁厚）を有し、
移植装置は、涙器を副鼻腔に流体接続するべく移植されるように構成され、これにより、
移植時に、近位端は涙器に配置され、遠位端は副鼻腔に配置され、導管は、フィステルを
通して配置され、導管の第１の長手方向部分および第２の長手方向部分の各々の少なくと
も一部分がフィステル内に配置され、導管の第２の長手方向部分の少なくとも一部分は副
鼻腔内に配置される。
【０００８】
　多くの特徴および付加的な特徴は本開示の第１の態様に適用可能である。これらの特徴
および付加的な特徴は、本開示の第１の態様や任意の他の態様の主題の範囲内で個別に、
あるいは任意の組み合わせにて使用される。従って、後述する特徴の各々は、任意の他の
特徴、あるいは本開示の第１の態様や任意の他の態様の特徴の組み合わせとともに使用さ
れるが、組み合わせた使用が要求されるものではない。
【０００９】
　導管の第１の長手方向部分は、一様な壁厚を有しても、有さなくてもよい。導管の第１
の長手方向部分は、円滑な外側表面を有する。導管の第１の長手方向部分の長さは、少な
くとも３ミリメートル、少なくとも４ミリメートル、少なくとも５ミリメートル、少なく
とも８ミリメートル、あるいは少なくとも１０ミリメートルである。導管の第１の長手方
向部分の長さは、通常２０ミリメートル以下、１５ミリメートル以下、１２ミリメートル
以下、あるいは１０ミリメートル以下である。
【００１０】
　第１の最小壁厚は、少なくとも０．２５ミリメートル、少なくとも０．３ミリメートル
、少なくとも０．３５ミリメートル、あるいは少なくとも０．４ミリメートルである。第
１の最小壁厚は、通常０．７５ミリメートル以下、０．６ミリメートル以下、０．５５ミ
リメートル以下、０．５ミリメートル以下、あるいは０．４５ミリメートル以下である。
導管の第１の長手方向部分の壁厚は、略同じであり、第１の長手方向部分の所定の部分あ
るいは全長にわたって第１の最小壁厚に等しい。
【００１１】
　導管の第２の長手方向部分の長さは、少なくとも３ミリメートル、少なくとも４ミリメ
ートル、少なくとも５ミリメートル、少なくとも８ミリメートル、あるいは少なくとも１
０ミリメートルである。導管の第２の長手方向部分の長さは、通常３０ミリメートル以下
、２５ミリメートル以下、２０ミリメートル以下、１５ミリメートル以下、１２ミリメー
トル以下、あるいは１０ミリメートル以下である。
【００１２】
　第２の最小壁厚は、０．６ミリメートル以下、０．５ミリメートル以下、０．４５ミリ
メートル以下、０．４ミリメートル以下、０．３５ミリメートル以下、０．３ミリメート
ル以下、０．２５ミリメートル以下、あるいは０．２ミリメートル以下である。第２の最
小壁厚は、通常少なくとも０．１ミリメートル、少なくとも０．１５ミリメートル、ある
いは少なくとも０．２ミリメートルである。導管の第２の長手方向部分の壁厚は、導管の
第２の長手方向部分の所定の一部分あるいは複数の部分にわたって略同じである。導管の
第２の長手方向部分は、突出領域および窪み領域を含むアンカー固定面を含む外側部分を
有する。窪み領域に対応する位置における壁厚は、突出領域に対応する位置における壁厚
よりも小さい。第２の最小壁厚は、この１つ以上の窪み領域に対応する１つ以上の位置に
生じる。
【００１３】
　第１の最小壁厚は、第２の最小壁厚よりも少なくとも０．０５ミリメートル、少なくと
も０．１ミリメートル、少なくとも０．１５ミリメートル、あるいは少なくとも０．１７
５ミリメートル大きい。第１の最小壁厚は、第２の最小壁厚よりも０．３ミリメートル以
下、０．２５ミリメートル以下、あるいは０．２ミリメートル以下だけ大きい。
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【００１４】
　導管の第１の長手方向部分は、導管の第２の長手方向部分の最大の外側幅（第２の最大
の外側幅）よりも小さい最大の外側幅（第１の最大の外側幅）を有する。第２の最大の外
側幅は、第１の最大の外側幅よりも少なくとも０．１ミリメートル、少なくとも０．２ミ
リメートル、少なくとも０．２５ミリメートル、少なくとも０．３ミリメートル、少なく
とも０．３５ミリメートル、少なくとも０．４ミリメートル、あるいは少なくとも０．５
ミリメートル大きい。第２の最大の外側幅は、第１の最大の外側幅よりも通常１ミリメー
トル以下、０．７５ミリメートル以下、０．５ミリメートル以下、あるいは０．４ミリメ
ートル以下だけ大きい。第１の最大の外側幅は、少なくとも１．２５ミリメートル、少な
くとも１．５ミリメートル、少なくとも１．７５ミリメートル、あるいは少なくとも２ミ
リメートルである。第１の最大の外側幅は、通常３ミリメートル以下、２．５ミリメート
ル以下、２．２５ミリメートル以下、あるいは２ミリメートル以下である。第２の最大の
外側幅は、少なくとも１．５ミリメートル、少なくとも１．６ミリメートル、少なくとも
１．７５ミリメートル、少なくとも２ミリメートル、少なくとも２．２５ミリメートル、
あるいは少なくとも２．５ミリメートルである。第２の最大の外側幅は、５ミリメートル
以下、４ミリメートル以下、３ミリメートル以下、２．７５ミリメートル以下、２．５ミ
リメートル以下、あるいは２．２５ミリメートル以下である。
【００１５】
　導管の第１の長手方向部分は最小の外側幅（第１の最小の外側幅）を有し、導管の第２
の長手方向部分は、第１の最大の外側幅よりも小さい最小の外側幅（第２の最小の外側幅
）を有する。第１の最小の外側幅は第２の最小の外側幅よりも少なくとも０．１ミリメー
トル、少なくとも０．２ミリメートル、少なくとも０．２５ミリメートル、少なくとも０
．３ミリメートル、少なくとも０．３５ミリメートル、少なくとも０．４ミリメートル、
あるいは少なくとも０．５ミリメートル大きい。第１の最小の外側幅は、３ミリメートル
以下、２．５ミリメートル以下、２．２５ミリメートル以下、あるいは２ミリメートル以
下である。第１の最小の外側幅は、少なくとも１ミリメートル、少なくとも１．２５ミリ
メートル、少なくとも１．５ミリメートル、少なくとも１．７５ミリメートル、あるいは
少なくとも２ミリメートルである。導管の第１の長手方向部分は、略一定の断面（例、一
定の円形の断面）を有し、この場合に、導管の第１の長手方向部分の最大および最小の外
側幅は、同じ（例、一定の円形の断面の径）である。第２の最小の外側幅は、２．５ミリ
メートル以下、２ミリメートル以下、１．７５ミリメートル以下、あるいは１．５ミリメ
ートル以下である。第２の最小の外側幅は、通常少なくとも１ミリメートル、少なくとも
１．２５ミリメートル、少なくとも１．５０ミリメートル、あるいは少なくとも１．７５
ミリメートルである。第２の長手方向部分は、第２の最小の外側幅が第２の長手方向部分
の第２の最大の外側幅よりも小さい表面外形を有する。第２の最小の外側幅は、第２の最
小壁厚の位置に一致する。
【００１６】
　導管は、導管の第１および第２の長手方向部分の長さに沿った所定のあるいはすべての
地点において円形の断面を有する。第１の最小壁厚および第２の最小壁厚は、管状の壁部
である。
【００１７】
　導管は、装置が移植される際に導管の外側部分が移植装置をアンカー固定することを支
援するアンカー固定面を含むように構成される。アンカー固定面は、突出領域および窪み
領域を含む。第２の最小壁厚は、窪み領域の少なくとも１つに対応する位置に生じる。移
植装置は、移植時に導管がフィステルを通して配置され、窪み領域の少なくとも一部がフ
ィステル内に配置され、突出領域の少なくとも一部がフィステル内に配置されるとともに
移植装置をアンカー固定するためにフィステル内に露出した組織と係合するように構成さ
れる。突出領域の突出部の発生部位の構造的および機械的特性は、突出領域のアンカー固
定性能に影響する。窪み領域に対する突出領域の高さは、移植装置の移植時のアンカー固
定効果に影響する。より大きな高さにより、より大きなアンカー固定効果が得られるが、
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フィステル内に挿入されるべき移植装置のより大きな幅全体も含まれる。突出領域は、窪
み領域に対して少なくとも０．１ミリメートル、少なくとも０．２ミリメートル、少なく
とも０．２５ミリメートル、あるいは少なくとも０．３ミリメートルの高さを有する。突
出領域は、窪み領域に対して２ミリメートル以下、１．５ミリメートル以下、１ミリメー
トル以下、０．７５ミリメートル以下、０．５ミリメートル以下、あるいは０．４ミリメ
ートル以下の高さを有する。高さは窪み部の隣接した領域に対する所定の突出部の発生に
よるものである。突出部の発生部位は、以下アンカー突出部とも呼ぶ。このアンカー突出
部は、移植のために導管がフィステルを通して挿入される際に柔軟に変形するように、例
えば、挿入時にアンカー突出部がフィステル内に位置される組織に接触する際に、挿入方
向とは反対の方向に柔軟に変形するように構成される。挿入後、アンカー突出部は、所定
の時間にわたってその原形に復帰し、よりよく移植装置をアンカー固定するために隣接し
た組織内により深く延びる。アンカー突出部の機械的性質は構成材料によって影響を受け
る。突出領域、およびさらに移植装置の他の部分用の好ましい構成材料は、高分子材料で
ある。高分子材料は、好適に医療グレード材料である。いくつかの好ましい高分子材料は
シリコーンおよびポリウレタンである。性能を高めるために、例えば、負荷分散および良
好なアンカー固定を促進するために、構成材料は、フィステル近傍の組織と能動的に相互
に作用する剛性を有するべきである。好ましい１つの構成材料は、上限値が下限値よりも
大きい場合、５０、６０、７０、あるいは８０の下限値、および１００、８０、７０、あ
るいは６０の上限値を有する範囲のデュロメータ硬さ（ショアＡ）を有する高分子材料（
例、シリコーンまたはポリウレタン）である。好ましい一範囲は、６０乃至１００のデュ
ロメータ硬さ（ショアＡ）であり、８０乃至１００の範囲がより好ましい。いくつかの実
施において、高分子材料は、約６０、約８０、あるいは約１００のデュロメータ硬さ（シ
ョアＡ）を有する。突出領域の突出部の発生部位の機械的性質も突出部の発生部位の外形
によって影響されるであろう。突出部の発生部位は、突出部の発生部位の基部から頂部に
向かう方向に先端ほど細くなるか狭くなる幅を有し、基部は、導管の内部通路に向かって
配置される突出部の発生部位の一部であり、突出部の発生部位の頂部は、導管の内部通路
から離間する突出部の発生部位の末端である。導管の幅は長さを横断する。突出部の発生
部位は、基部において２ミリメートル以下、１．５ミリメートル以下、１．２５ミリメー
トル以下、あるいは１ミリメートル以下の幅を有する。１つ以上の突出部の発生部位は、
基部において少なくとも０．２ミリメートル、少なくとも０．３ミリメートル、少なくと
も０．５ミリメートル、少なくとも０．７５ミリメートル、あるいは少なくとも１ミリメ
ートルの幅を有する。突出部の発生部位は、基部における幅の０．７５倍以下、基部にお
ける幅の０．５倍以下、基部における幅の０．２５倍以下の、頂部に隣接した幅を有する
。突出部の発生部位は、基部の幅の０．８倍以下、基部の幅の０．７倍以下、基部の幅の
０．６倍以下、あるいは基部の幅の０．５倍以下の、基部と頂部との間の幅を有する。
【００１８】
　突出領域は、移植装置が移植される際に、フィステルの内部に一致するように位置され
る単一の突出部の発生部位要素によって設けられてもよい。より好ましい実施において、
突出領域は、導管の外側部分上に一定間隔で配置される複数の突出部の発生部位を含む。
突出部の発生部位は、１つ以上の方向に、少なくとも０．５ミリメートル、少なくとも０
．７５ミリメートル、少なくとも１ミリメートル、あるいは少なくとも１．７５ミリメー
トルの中心間の間隙を有する。突出部の発生部位は、２．５ミリメートル以下、２ミリメ
ートル以下、あるいは１．７５ミリメートル以下の中心間の間隙を有する。突出部の発生
部位は、導管に沿って長手方向に中心間の間隙を有する。突出部の発生部位は、突出部の
発生部位の基部幅の少なくとも０．５倍、突出部の発生部位の基部幅の少なくとも等倍、
あるいは突出部の発生部位の基部幅の少なくとも２倍である中心間の間隙を有する。突出
部の発生部位は、突出部の発生部位の基部幅の５倍以下、突出部の発生部位の基部幅の３
倍以下、あるいは突出部の発生部位の基部幅の２倍以下である中心間の間隙を有する。
【００１９】
　突出領域は、移植装置が移植される際、フィステル内に配置される導管の少なくとも一
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部を含む、導管の長手方向部分に位置される。突出領域は、移植装置の長さに沿って少な
くとも２ミリメートル延びる、移植装置の長さに沿って少なくとも３ミリメートル延びる
、移植装置の長さに沿って少なくとも４ミリメートル延びる、移植装置の長さに沿って少
なくとも５ミリメートル延びる、あるいは移植装置の長さに沿って少なくとも８ミリメー
トル延びる、導管の長手方向部分上にある。突出領域を含む導管の長手方向部分は、２０
ミリメートル以下、１５ミリメートル以下、あるいは１０ミリメートル以下である。突出
領域を含む導管の長手方向部分は、装置の近位端から少なくとも２ミリメートル、装置の
近位端から少なくとも３ミリメートル、あるいは装置の近位端から少なくとも４ミリメー
トルの位置に配置される。移植装置が頭部を有する場合、突出部を含む導管の長手方向部
分は、頭部から少なくとも１ミリメートル、少なくとも２ミリメートル、あるいは少なく
とも３ミリメートルの位置に配置される。頭部と突出領域の始点との間に相当な距離を設
けることにより、頭部は組織の表面でより良好に「浮かぶ」ことができ、これにより、患
者の快適さ、および装置の性能が高められる。突出領域は、導管の長手方向部分に沿って
配置され、導管の長手方向部分に沿った領域の３５％以下、導管の長手方向部分に沿った
領域の２５％以下、あるいは導管の長手方向部分に沿った領域の２０％以下を覆う。突出
部の発生部位間に相当な間隙を設けることにより、アンカー固定面によって組織とより係
合する。突出部の発生部位のうちのいくつかあるいはすべては導管の第２の長手方向部分
上にある。
【００２０】
　突出領域は少なくとも１つの周方向隆起部を含む。周方向隆起部は、導管の全周の周囲
を延びる隆起部を意味する。突出領域は、少なくとも２つ、少なくとも３つ、あるいは少
なくとも５つの周方向隆起部を含む。突出領域は螺旋状の隆起部を含む。この螺旋状の隆
起部は、導管の長手方向部分に沿って延びる。突出領域は１つ以上のノブを含む。アンカ
ー固定面は、テクスチャ面を含み、突出領域は、テクスチャ面の突出部を含み、窪み領域
は、テクスチャ面の窪み部を含む。
【００２１】
　移植装置の長さは、フィステルの全長を通して延びるために十分な導管の長さを設ける
ように、また、フィステルよりも近位側の涙器に、およびフィステルよりも遠位側の副鼻
腔に望ましい任意の拡張距離を設けるように選択される。移植装置および／または導管の
長さは、上限値が下限値よりも大きい場合、２ミリメートル、３ミリメートル、４ミリメ
ートル、５ミリメートル、８ミリメートル、１０ミリメートル、あるいは１２ミリメート
ルの下限値、および５０ミリメートル、４０ミリメートル、３０ミリメートル、２５ミリ
メートル、２０ミリメートル、１５ミリメートル、あるいは１０ミリメートルの上限値を
有する範囲にある。移植装置の長さ、および／または導管の長さに関して、フィステルが
眼窩と篩骨蜂巣または上顎洞との間にある場合のいくつかの実施における好ましい一範囲
は、１０ミリメートル乃至３０ミリメートルの範囲、より好ましくは、１５ミリメートル
乃至２５ミリメートルの範囲である。移植装置や導管の長さは、移植装置または導管に長
手方向に沿った寸法を示し、場合に応じて、移植装置または導管の近位端から遠位端まで
を示し、また内部通路を通した長手方向軸線に沿う。例えば内部通路が直線的である場合
、長さは直線的であり、また、例えば内部通路が直線的でない場合、長さは曲線、あるい
は他の所定の形状である。長さを横断して参照すると、ある点で長さの長手方向に対して
直角が参照される（例えば長さの線、あるいは長さの湾曲部に対する接線に対する直角）
。
【００２２】
　移植装置は、所望の寸法のフィステル内に嵌入する好適な幅寸法の導管により効果的に
設計される。移植装置は、装置の長さを横断する突出領域の最大の範囲によって形成され
る第１の外側幅を有し、この第１の外側幅は、上限値が下限値よりも大きい場合、０．７
５ミリメートル、１ミリメートル、１．２５ミリメートル、１．５ミリメートル、１．７
５ミリメートル、あるいは２ミリメートルの下限値、および８ミリメートル、７ミリメー
トル、６ミリメートル、５ミリメートル、４ミリメートル、３ミリメートル、２ミリメー
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トル、あるいは１．７５ミリメートルの上限値を有する範囲内にある。導管は、装置の長
さを横断する窪み領域の最小の範囲によって形成される第２の外側幅を有し、この第２の
外側幅は、突出領域によって形成される第１の外側幅よりも小さいであろう。窪み領域に
よって形成される第２の外側幅は、０．２ミリメートル、０．２５ミリメートル、０．３
５ミリメートル、あるいは０．５ミリメートルの下限値を有するとともに、１．５ミリメ
ートル、１ミリメートル、あるいは０．７５ミリメートルの上限値を有する範囲内の量だ
け突出領域によって形成される外側幅よりも小さい。突出領域の高さは、第１の外側幅と
第２の外側幅との間の差の２分の１である。第１の外側幅および第２の外側幅のいずれも
各々円の径である。
【００２３】
　移植装置は、導管の遠位部の導管壁を通して１つ以上の側方開口部を含み、遠位部は、
移植装置を通して副鼻腔に至る流体のアクセスを提供するために移植装置が移植される場
合に、副鼻腔内に配置されるように構成される導管の一部であるか、導管の一部を含む。
側方開口部は、導管を通して内部通路内に開放され、所定の理由により導管の遠位端にお
ける内部通路の遠位側開口部が閉塞または制限されたとしても、移植装置の内部通路と副
鼻腔との間の連通のための通路を提供する。１つ以上の側方開口部が、導管の第２の長手
方向部分の壁部を通して、また、第２の最小壁厚を有する壁部を通して設けられる。１つ
以上の側方開口部は、導管のアンカー固定面の１つ以上の窪み領域内（例えば周方向隆起
部間）に配置される。導管の第１の長手方向部分よりも導管の第２の長手方向部分の最小
壁厚がより肉薄であることにより、導管の第２の長手方向部分、特に、導管の第２の長手
方向部分の遠位端の近傍は、その遠位端における、あるいは遠位端近傍における導管の潰
れにより制限される傾向にあり、側方開口部８５０は、副鼻腔への代替的な流体のアクセ
スを提供する。
【００２４】
　移植装置は、移植装置の近位端に、導管に隣接する頭部を含む。移植装置は、移植装置
が移植される際、頭部が涙器に、また、好ましくは頭部が眼窩に配置されるように構成さ
れる。頭部は、移植装置の移植後に移植装置がフィステルを通して副鼻腔に向かって移動
しないように効果的に保持する。頭部は、導管に向かって配置されるとともに移植装置が
移植される際にフィステルの外側およびフィステルに隣接する組織と係合するように構成
される、頭部の一側部のフランジ付き組織係合面を含む。フランジ付き組織係合面は、平
坦面である。フランジ付き組織係合面は、組織に対する表面の着座を改善するように、例
えば移植後の移植装置のフィステル内での回転を防止するように構成される非平坦面を有
する。頭部は、フランジ付き組織係合面の反対側に、導管から離間するように位置される
とともに移植装置が移植される際に、フランジ付き組織係合面と係合する組織から離間す
るように位置されるフェース面を有する。フェース面は略平坦である。フェース面は移植
装置の近位端に配置され、また、内部通路はフェース面に開放される。フェース面とフラ
ンジ付き組織係合面との間の分離距離は、０．２５ミリメートル、０．５ミリメートル、
あるいは０．７５ミリメートルの下限値を有するとともに、２ミリメートル、１．５ミリ
メートル、あるいは１ミリメートルの上限値を有する範囲にある。この分離距離はフラン
ジ付き組織係合面およびフェース面を横断して一定である必要がない。フェース面とフラ
ンジ付き組織係合面との間の最大の分離距離は、頭部の深みと呼ばれ、この深みは、フェ
ース面とフランジ付き組織係合面との間の分離距離に関して上述した範囲にある。フラン
ジ付き組織係合面は連続的である必要はなく、複数の個別の表面部分に分割されてもよい
。例えば、フランジ付き組織係合面は、内部通路の片側に設けられる第１のフランジ部、
および内部通路の第１の側の反対側の第２の側に設けられる第２のフランジ付き表面部を
含む。フェース面およびフランジ付き組織係合面の各々は、それぞれの表面の外側縁上の
地点間の最大の分離距離を示し、各々は、長さを横断する外側縁上の地点間の最大の分離
距離である幅寸法を有する。フェース面およびフランジ付き組織係合面の長さ寸法は、同
じであるか異なる。フェース面およびフランジ付き組織係合面の幅寸法は、同じであるか
異なる。フェース面およびフランジ付き組織係合面は対応する外側縁を有する。フェース



(10) JP 6246835 B2 2017.12.13

10

20

30

40

50

面、フランジ付き組織係合面、および頭部のうちのいずれか、あるいはすべての長さ寸法
は、上述したように移植装置がアンカー固定面を含む場合、移植装置の長さを横断する突
出領域の範囲によって形成される、導管の第１の外側幅よりも大きい。フェース面、組織
係合面、および頭部のうちのいずれか、あるいはすべての長さ寸法は、１ミリメートル、
２ミリメートル、３ミリメートル、４ミリメートル、あるいは５ミリメートルの下限値、
および１０ミリメートル、８ミリメートル、あるいは７ミリメートルの上限値を有する範
囲にある。フェース面、組織係合面、および頭部のうちのいずれか、あるいはすべての幅
寸法は、０．５ミリメートル、１ミリメートル、１．５ミリメートル、あるいは２ミリメ
ートルの下限値、および５ミリメートル、４ミリメートル、あるいは３ミリメートルの上
限値を有する範囲にある。フェース面、フランジ付き組織係合面、および頭部のうちのい
ずれか、あるいはすべての長さ寸法は、上述したように移植装置がアンカー固定面を含む
場合、突出領域の範囲によって形成される、導管の上記第１の外側幅よりも少なくとも１
ミリメートル、少なくとも２ミリメートル、少なくとも３ミリメートル、あるいは少なく
とも４ミリメートル大きい。導管のこの第１の外側幅に対するフェース面、フランジ付き
組織係合面、および頭部のうちのいずれか、あるいはすべての長さの比は、少なくとも２
である。この比は４未満である。フェース面、フランジ付き組織係合面、および頭部のう
ちのいずれか、あるいはすべての幅は、上述したように移植装置がアンカー固定面を含む
場合、突出領域の範囲によって形成される導管の上記第１の外側幅よりも（例えば少なく
とも０．１ｍｍ、あるいは少なくとも０．２ｍｍだけ）大きいか小さい。フェース面、フ
ランジ付き組織係合面、および頭部のうちのいずれか、あるいはすべてにおける幅寸法に
対する長さ寸法の比は、上限値が下限値より大きいに相違ない場合、１、１．５、２、あ
るいは２．５の下限値、および５、４、３、あるいは２．５の上限値を有する範囲にある
。頭部が涙丘と半月ひだとの間で眼窩に位置する場合、頭部に幅寸法に対してより大きな
長さ寸法を有することが、特に好まれる。その理由として、長さ寸法が眼球の隣に縦方向
に効果的に整列し、十分なフランジ付き表面領域の形成を補助し、移植装置を近位端上に
効果的にアンカー固定するとともに結膜の組織が開口部を覆って移植装置の内部通路内に
至ることを防止し、より狭小な幅を補償することが挙げられる。上述したような構成の高
分子材料を使用する場合、これは特に効果的である。
【００２５】
　移植装置を通した内部通路は移植装置の全長に沿って略一様な形状を有してもよいし、
あるいは変化する形状を有してもよい。内部通路は、装置の近位端から装置の遠位端に向
かって略直線的である。内部通路は、流通可能な断面（装置の長さを横断する）を有し、
断面は、移植装置の近位端から遠位端に向かって略一様である。内部通路は略円形の断面
を有する。内部通路は略楕円形の断面を有してもよい。導管の幅（内部通路の流通可能な
断面を横断する最大の寸法部分）は、０．２５ミリメートル、０．５ミリメートル、ある
いは０．７５ミリメートル、および１ミリメートルの下限値、並びに５ミリメートル、４
ミリメートル、３ミリメートル、２ミリメートル、あるいは１．５ミリメートルの上限値
を有する範囲にある。
【００２６】
　移植装置が移植される場合、涙器と副鼻腔とは移植装置の内部通路を通して連通する。
導管は移植装置の近位端に隣接してそこから延びる。導管は移植装置の遠位端に隣接して
そこに向かって延びる。内部通路は、近位端に開放する第１の端、および遠位端に開放す
る第２の端を有し、また、移植装置が移植される際、内部通路の第１の端は涙器内に開放
され、内部通路の第２の端は副鼻腔内に開放される。
【００２７】
　移植装置は、導管が、眼窩内の涙器における位置と、前頭洞、篩骨蜂巣、上顎洞、およ
び蝶形骨洞から構成される一群から選択される副鼻腔との間のフィステルを通過するよう
に移植用に構成される。前頭洞、上顎洞、あるいは篩骨蜂巣が好ましく、篩骨蜂巣、ある
いは上顎洞がより好ましく、篩骨蜂巣が特に好ましい。移植装置は、導管が鼻涙管内の涙
器における位置と、篩骨蜂巣および上顎洞から構成される一群から選択される副鼻腔との
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間を通過するように、移植用に構成される。鼻涙管内の位置は涙嚢内にある。
【００２８】
　移植装置は、涙器から副鼻腔への通路を設けるように涙器と副鼻腔との間に形成される
フィステルにて移植可能な移植装置として主に構成され、この移植装置に主に言及して開
示される。さらに、移植装置は、例えば涙の流体のドレナージュを高めるために涙器（例
えば涙丘と半月ひだとの間の眼窩の中間部の隅部からの）と鼻腔との間に形成されるフィ
ステルにも移植可能であり、また、鼻腔に向けられたそのような適用は、本開示の異なる
態様の範囲内にある。
【００２９】
　本開示の第２の態様は、涙器と連通するように人工の流体通路を設けるための移植装置
の移植用要素を備えた移植キットを含む。第２の態様のキットは、副鼻腔アクセス移植装
置、および移植装置の移植や、移植装置による医療処置や処理の実施に関して有用な少な
くとも１つの付加的な要素を含む。
【００３０】
　多くの特徴および付加的な特徴は、本開示の第２の態様に適用可能である。これらの特
徴および付加的な特徴は、本開示の第２の態様や任意の態様の主題の範囲内で個別に、あ
るいは任意の組み合わせにて使用される。従って、次の特徴の各々は、任意の他の特徴の
範囲内、あるいは本開示の第１の態様、第２の態様や、任意の他の態様の特徴の組み合わ
せの範囲内において使用されるが、そのような使用が要求されるものではない。
【００３１】
　移植装置は、移植装置の対向する長手方向端部における近位端および遠位端と、近位端
と遠位端との間に位置される導管と、導管を通して延びる内部通路と、２ミリメートル乃
至５０ミリメートルの範囲における、移植装置の近位端と遠位端との間の長手方向長さと
、０．２５ミリメートル乃至５ミリメートルの範囲における、長さを横断する内部通路の
幅とを備え、移植装置は、移植装置の近位端が涙器に位置され、導管の少なくとも一部が
涙器へのフィステル開口部に位置されるように移植されるように構成される。移植装置は
本開示の第１の態様の移植装置であるか、あるいは例えば移植装置が第１の態様によるも
のでなくても、本開示の第１の態様において開示される任意の特徴あるいは特徴の組み合
わせを有する。
【００３２】
　キットは、ここに開示される装置、器具、機器、製品、要素、あるいは治療混合物のう
ちの任意のもの、あるいは任意の組み合わせを含む。
　キットは、副鼻腔への流体のアクセスを提供するための移植装置の移植後に移植装置を
通して副鼻腔に輸送可能な流体の治療混合物を含む。この流体の治療混合物は、例えば、
副鼻腔炎あるいは副鼻腔の他の症状について処置するために副鼻腔への輸送用の流体ディ
スペンサの操作により移植装置の内部通路に案内されるのに好適である。治療混合物は水
性の灌水液である。治療混合物は薬物治療混合物であってもよい。薬物治療混合物は、副
鼻腔炎あるいは副鼻腔の他の症状の処置のために少なくとも１つの薬を含む。薬物治療混
合物は、抗生物質、ステロイド、抗ウイルス薬、抗ヒスタミン剤、抗真菌薬、肥満細胞安
定化薬、粘液溶解薬、非ステロイド性抗炎症薬（ＮＳＡＩＤ）、血管収縮薬、および免疫
抑制薬のうちの１つ以上を含む。いくつかの例による抗生物質は、サルファ剤、あるいは
スルホンアミド、例えば、スルファセタミド（例えばＯＣＵＳＯＬにおける）　およびス
ルフィソクサゾール（例えばＧＡＮＴＲＩＳＩＮ（登録商標）における）のような薬；例
えば、アジスロマイシン（例えばＡＺＡＣＩＴＥ（登録商標）における）およびエリスロ
マイシン（例えばＥＲＹＰＥＤ（登録商標）における）のようなマクロライド薬；例えば
トブラマイシン（例えばＴＯＢＰｖＥＸ（登録商標）における）およびゲンタマイシン（
例えばＧＥＮＯＰＴＩＣ（登録商標）における）のようなアミノグリコシド薬；例えば、
シプロフロキサシン（例えばシロクサン（登録商標）における）、ベシフロキサシン（例
えばベシバンス（登録商標）における）、およびモキシフロキサシン（例えばＶＩ　ＧＡ
Ｍ　ＯＸ（登録商標）における）のようなフルオロキノロン薬；例えば、オキシテトラサ
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イクリン（例えばＣＯＤＥＸにおける）のようなテトラサイクリン薬；並びに例えば、バ
シトラシン、ネオマイシン、およびポリミクシンＢ（例えばＯＣＵＳＰＯＲＥ　Ｂにおけ
る）の組み合わせおよびグラミシジン、ネオマイシン、およびポリミクシンＢ（例えばＮ
ＥＯＣＩＮ　ＰＧにおける）の組み合わせを含むような抗生物質の組み合わせを含む。い
くつかの例による抗ウイルス薬は、ガンシクロビル（例えばＺＩＲＧＡＮ（登録商標）に
おける）およびトリフルリジン　（例えばヴィロプティック（登録商標）における）を含
む。いくつかの例によるステロイドは、ロテプレドノール（例えばロテマックス（登録商
標）における）およびプレドニゾロン（例えばプレド・フォルテ（登録商標）における）
を含む。抗ヒスタミン剤のいくつかの例は、ケトチフェン（例えばＡＬＡ　ＷＡＹ（登録
商標）における）、オロパタジン（例えばパタデイ（登録商標）における）、およびエピ
ナスチン（例えばエレスタット（登録商標）における）を含む。肥満細胞安定化薬のいく
つかの例は、ネドクロミルナトリウム（例えばＡＬＯＣＲＩＬ（登録商標）における）お
よびロドキサミド（例えばＡＬＯＭＩＤＥ（登録商標）における）を含む。抗真菌薬のい
くつかの例は、ナタマイシン　（例えばＮＡＴＡＣＹＮ（登録商標）における）およびｅ
ｕｃｏｎｚｏｌを含む。粘液溶解薬のいくつかの例は、Ｎ－アセチルシステイン（例えば
ＰＡＲＶＯＬＥＸにおける）を含む。ＮＳＡＩＤの材料のいくつかの例は、ネパフェナク
（例、ネバナック（登録商標）における）およびブロムフェナク（例えばＢＲＯＭＤＡＹ
（登録商標）における）を含む。血管収縮薬のいくつかの例は、ナファゾリン（例えばナ
フコンＡ（ＮＡＰＨＣＯＮ　Ａ）（登録商標）における）、およびテトラヒドロゾリン（
例えばバイシン（登録商標）における）を含む。免疫抑制薬のいくつかの例は、シクロス
ポリン（例、レスタシス（登録商標）における）を含む。上記材料はすべてその任意の薬
学的に許容される塩類を含む。
【００３３】
　流体の治療混合物は、キットにおいて提供されるような流体の容器内に配置される。流
体の容器は、任意の所望の量の治療混合物を含む。この量は、０．１、０．２５、０．５
、０．７５、あるいは１ミリリットルの下限値、および５、３、あるいは２ミリリットル
の上限値を有する範囲にある。この範囲は、流体の容器内に含まれる治療混合物の合計で
あるか、流体の容器から輸送可能な、流体の容器内に含まれる治療混合物の量であり、こ
れを輸送可能量と呼ぶ。輸送可能量は、流体ディスペンサから効果的に輸送可能な、流体
の容器内の流体の量を示す。輸送量は、流体の容器内や流体ディスペンサ内に保持される
残りの治療混合物により、流体の容器内に含まれる治療混合物の総量未満である。例えば
、残りの治療混合物は、流体の容器と、遠位側の流体放出先端（例、分配針に残る流体）
との間において、上記流体ディスペンサの内壁面（例、例えば注射器バレルの内壁面のよ
うな流体容器の内壁面）に付着するもの、あるいは上記流体ディスペンサの流体案内部に
残るものである。
【００３４】
　治療混合物を含む流体の容器は、流体ディスペンサの一部である。流体ディスペンサは
、移植装置の移植後に流体の容器から内部通路内に、あるいは内部通路を通して直接副鼻
腔内に治療混合物の少なくとも一部を分配するように操作可能である。流体の容器は注射
器によってキットにおいて提供され、これは、上記流体ディスペンサであるか上記流体デ
ィスペンサの一部である。流体の容器は、注射器バレルの少なくとも一部を含む。流体デ
ィスペンサは、流体の容器における治療混合物と連通する流体放出部材を含む。この流体
放出部材は移植装置の内部通路に挿入可能である。また、流体ディスペンサは、移植装置
が、流体放出部材の遠位端から移植装置の内部通路内に、あるいは遠位側の内部通路より
も遠位側から直接副鼻腔内に治療混合物の少なくとも一部を放出するように移植される場
合に、流体放出装置を移植装置の内部通路に挿入する際に、操作可能である。例えば、流
体放出部材の遠位側の流体放出先端は内部通路に配置され、治療混合物は副鼻腔に流れ込
むように内部通路に分配されるか、あるいは、先端が内部通路の遠位端よりも遠位側の副
鼻腔に位置されるまで流体放出部材が内部通路に挿入され、治療混合物が副鼻腔内に直接
分配される。流体放出部材はルアー接続等により注射器に接続される。流体放出部材は、
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内部通路内に挿入されるように構成される挿入部を有し、この挿入部は、１．７５ミリメ
ートル以下、１．５ミリメートル以下、１．２５ミリメートル以下、１ミリメートル以下
、あるいは０．９ミリメートル以下の最大の外側幅（例、径）を有する。流体放出部材は
、鈍い先端を有する中空の針（例えば鈍い先端の皮下注射針）であるか、これを含む。流
体放出部材は、取り払い可能な保護キャップにより覆われる。例えば、キットは、使用前
に針を保護する保護キャップにより覆われる皮下注射針が取り付けられるとともに治療混
合物を含む、予め充填した注射器を含む。キットは、複数の異なる治療混合物を含み、ま
た、各々異なる治療混合物を含む複数の流体の容器（例、複数の注射器）を含む。
【００３５】
　涙器と副鼻腔との間に流体の通路を設けるように移植装置の移植用のフィステルを形成
することは、副鼻腔の穴が位置する骨の壁部を通す穴を形成することを含む。ここに開示
されるように、移植装置の移植のための所望の寸法にフィステルを形成することに必要な
ため、この穴は探り針や他の中実な穿刺器具によって形成され、続いて拡幅される。例え
ば、最初の穴を形成するための最初の穿刺後に、穴は、所望の寸法となるまで穴を次第に
拡大させるべく拡張器を使用して拡張される。しかしながら、上記方法にて移植用のフィ
ステルを形成する場合、骨が穴近傍で割れて粉砕される傾向にあることが分かっている。
これは医学的課題を示すものではないが、骨が穴の近傍でより完全な状態に保持される場
合に、骨が移植装置を適所に固定することを補助するように機械的に支持するとともに移
植後に移植装置がフィステルから抜け出ることを防止することが分かっている。フィステ
ルの近傍の骨の完全性は、穴の貫通および拡張よりむしろフィステル用に穴を切断するこ
とによって改善される。骨を通すよう押圧するのではなく骨を切断して通すことによって
、骨は、穴の近傍においてより完全な状態に保持され、移植後に移植装置をフィステル内
の適所に保持することを支援するように機械的により支持する。第２の態様の移植キット
は、フィステル用の穴を切断するとともに移植装置を移植することに有用な器具を含む。
【００３６】
　キットは、フィステルを通して移植装置が移植処置の間に移植されるように、フィステ
ルを形成するべく組織を切り取るための少なくとも１つの切断器具を含む。この切断器具
は、フィステルを通して移植装置を移植するためにフィステルを所定の寸法に形成するべ
く組織を切断するように構成される切削部材の遠位端に中空の切断先端を有する中空部材
を含む。この切削部材は、移植中にフィステルを通して配置されるように構成される移植
装置の導管の最大の外側幅よりも小さい切断幅を有する。この切断器具はドリルである。
【００３７】
　キットは、切断器具の内部通路を通して配置可能な使い捨てのガイド部材によって案内
可能な切断器具を含む。切断器具は、フィステルを通して移植装置を移植するためにフィ
ステルを所定の寸法に形成するべく組織を切断するように構成される切削部材の遠位端に
中空の切断先端を有する中空の切削部材を含む。切断器具の中空の切断先端は、ガイド部
材を収容するように予め形成された小径の準備された切断部を拡大するべくより大きな径
を形成するように構成されるか、あるいは切断器具がより小型の最初のフィステルを予め
形成することなく最終的な所望の切断部を形成するように構成される。切削部材は、ガイ
ド部材と摺動自在に係合するように構成され、ガイド部材は、切削部材の通路を通して配
置され、ガイド部材の遠位端は、切削部材の遠位端よりも遠位側に配置される。ガイド部
材の遠位端は、切削部材がガイド部材を覆うように摺動可能となるようにフィステル内に
、あるいはフィステルよりも遠位側に配置されるように構成される。これにより、例えば
、より小さな最初のフィステルが既に形成されている場合に、移植組織装置を移植するた
めにフィステルを所定の寸法に形成するべく組織を切断するように切削部材の切断先端が
案内され、あるいは切削部材が後退されるとともにフィステルの位置に別の１つ以上の器
具を案内することに使用するべくガイド部材が適所に残される。器具は、例えば、移植用
の所望の寸法にフィステルを切断して形成した後に移植のためにフィステル内の適所に移
植装置を挿入するための移植器具である。
【００３８】
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　切断器具の切削部材は、中空の針あるいは切断カニューレであるか、これらを含む。切
削部材は、移植装置の導管の最大の外側幅よりも小さい切断幅、あるいは円形の切断の場
合は径を有する。移植装置の導管の最大の外側幅は、導管上にアンカー固定面の一部を形
成する１つ以上の突出領域に生じてもよい。切断幅は、移植装置の導管の最大の外側幅未
満であり、少なくとも０．１ミリメートル、少なくとも０．２ミリメートル、少なくとも
０．２５ミリメートル、少なくとも０．３ミリメートル、少なくとも０．３５ミリメート
ル、あるいは少なくとも０．４ミリメートルである。切断幅は、導管の最大の外側幅未満
であり、１ミリメートル以下、０．７５ミリメートル以下、０．６ミリメートル以下、あ
るいは０．５ミリメートル以下である。切断幅は、５ミリメートル、４ミリメートル、３
．５ミリメートル、３ミリメートル、２．５ミリメートル、２．２５ミリメートル、２ミ
リメートル、１．９ミリメートル、あるいは１．８ミリメートル以下である。切断幅は、
少なくとも１ミリメートル、１．５ミリメートル、１．７５ミリメートル、あるいは１．
８５ミリメートルである。
【００３９】
　キットは、近位端と遠位端とを備える移植物ガイド器具を含み、移植物ガイド器具は、
移植物ガイド器具の近位端から遠位端に向かう方向に長手方向に延びるガイド部材を含む
。ガイド部材および内部通路は、ガイド部材に移植装置を取り付けるように構成され、ガ
イド部材は、移植装置の内部通路を通して配置され、ガイド部材の遠位端は、移植装置の
遠位端よりも遠位側に配置され、ガイド部材の遠位端は、フィステル内またはフィステル
よりも遠位側に配置されるように構成され、これにより、ガイド部材に取り付けられた移
植装置は、ガイド部材の遠位端に向かってガイド部材上を摺動自在であり、移植装置を移
植するためにフィステル内に案内する。ガイド部材は、フィステルの部位に器具を案内す
るための器具（例えば切断器具あるいは輸送器具）により通路を通して挿入されるように
構成される。
【００４０】
　ガイド部材の一例において、ガイド部材は、ガイドワイヤあるいは小径の針（例、２０
ゲージのクモ膜下穿刺針）であり、切削部材は、ガイド部材が挿入されるより大きなゲー
ジの針（例えば１２乃至１４ゲージのクモ膜下穿刺針）であり、移植装置は、ガイド部材
が挿入される内部通路（例、１ｍｍ）を有する。
【００４１】
　ガイド部材は、ガイド部材によって案内される移植装置あるいは器具が、移植のために
ガイド部材に沿って摺動自在に案内されるような任意の好適な寸法に形成される部材であ
る。ガイド部材は、剛性、可撓性、あるいは順応性を備える材料である。ガイド部材は、
中実の部材、例えば中実のガイドワイヤあるいは探り針である。ガイド部材は中空の部材
であり、例えば、ガイド部材は針あるいはカニューレであるかこれらを含む。ガイド部材
は、その遠位端に、フィステルの少なくとも一部を形成するべく組織を切断するように構
成される切削刃を含む。切削刃を備えるこの中空のガイド部材は、針または切断カニュー
レである。切削刃を備えるこの中空のガイド部材は、移植装置の移植のために所望の寸法
となるようにより大きく続いて形成される最初の穴を切断することに有用である。
【００４２】
　キットは、移植処置の間に移植装置を搬送するために、移植器具とも呼ばれる輸送器具
を含む。この輸送器具は、先端を備える輸送部材を含み、輸送部材は、眼窩の涙器と副鼻
腔との間のフィステルを通して配置されるように構成され、先端は、副鼻腔に配置される
。輸送器具は、輸送部材に接続される、手操作可能な取っ手を含む。移植装置は、移植装
置の移植のために輸送部材に取り付け可能であり、取り付けられた移植装置は、取っ手と
先端との間に配置され、輸送部材は内部通路を通して配置され、移植装置の近位端は、取
っ手に向かって配置され、移植装置の遠位端は、部材の先端に向かって配置される。移植
装置が移植のために取り付けられる場合、輸送部材および輸送器具は、移植処置の間に移
植装置の移植のために移植装置から取り外し可能であり、副鼻腔への流体のアクセスを提
供する。移植装置が移植物配置用の輸送部材に取り付けられる場合の、移植装置の内部通
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路における輸送部材の空隙適合部は、確実な適合、および移植中の移植装置の側面の変形
の防止の確実な支援のために小さい。例えば、この空隙適合部は、０．５ミリメートル未
満、０．４ミリメートル未満、０．３ミリメートル未満、０．２ミリメートル未満、ある
いは０．１ミリメートル未満である。移植装置の内部通路における輸送部材が、これらの
間に気密な適合を有することにより、取り付けられた装置を備えた輸送器具が前進されて
、移植のためにフィステル内に輸送部材および取り付けられた移植装置を前進させる（押
圧付勢する）際に、移植処置時に移植装置が蛇腹状に束ねられることを防止することが支
援される。
【００４３】
　キットの任意の部分および全ての部分は、共通の箱、袋、あるいは他の共通の包囲物の
ような共通の包装内に好都合に含まれる。キットのうちのいくつかあるいはすべての要素
は、殺菌され、例えば密封された袋や包装物のような密封された包囲物内にシールされる
。
【００４４】
　本開示の第３の態様は、副鼻腔に対する医学的処置を行い、かつ／または治療混合物を
投薬し、あるいは副鼻腔に向けられた移植された移植装置を通して医療手術を行う方法を
含む。
【００４５】
　多くの特徴および付加的な特徴は、本開示の第３の態様に適用可能である。これらの特
徴および付加的な特徴は、本開示の第３の態様や任意の態様の主題の範囲内で個別に、あ
るいは任意の組み合わせにて使用される。従って、次の特徴の各々は、任意の他の特徴の
範囲内において、あるいは本開示の第１の態様、第２の態様、第３の態様、あるいは任意
の他の態様の特徴の組み合わせの範囲内において使用されるが、そのような使用が要求さ
れるものではない。
【００４６】
　第３の態様の方法の医学的処置は、涙器と連通する人工の流体の通路を設けるべく移植
装置を移植する工程を含む。第３の態様の方法は、移植装置の移植のためのフィステルを
形成するべく組織を切り取る工程を含む。これは、涙器と副鼻腔との間に人工的な流体の
通路を設けるように構成された移植装置の場合のように、フィステルが骨を通過する場合
、特に効果的である。組織を切り取ることにより、移植装置の導管の少なくとも一部を受
承するための寸法のフィステルが形成される。フィステルは、涙器への近位端開口部を有
する。移植装置の導管の少なくとも一部がフィステル内にあるように、移植装置が移植さ
れる。組織の切り取り後に、方法は涙器と副鼻腔とを流体接続するべく移植装置を移植す
る工程を含む。移植する工程は、輸送器具を使用して移植装置を移植位置に前進させる工
程を含む。移植する工程は、輸送器具が移植位置に移植装置を押圧付勢するように輸送器
具を前進させる工程を含む。移植する工程は、移植位置にガイド部材に沿って、あるいは
輸送器具の輸送部材に沿って移植装置を摺動させる工程を含む。移植する工程は、移植位
置に位置される移植装置から輸送器具を取り外す工程を含む。
【００４７】
　一変形において、第３の態様の方法は、涙器への近位端開口部および副鼻腔への遠位端
開口部を有するフィステルを形成するために組織を切り取る工程と、涙器と副鼻腔とを流
体接続させるべく移植装置を移植する工程とを含み、移植する工程は、移植装置が移植位
置に至り、導管の遠位端が副鼻腔内に位置されるまで、移植装置が取り付けられる輸送器
具を前進させ、導管をフィステルの近位端からフィステル内に押圧付勢する、輸送器具を
前進させる工程と、移植位置に位置された移植装置から輸送器具を取り外す工程とを含む
。
【００４８】
　別の変形において、第３の態様の方法は、涙器への近位端開口部を有し、かつ移植装置
の導管の少なくとも一部を受承する寸法のフィステルを形成するべく組織を切り取る工程
と、フィステル内またはフィステルよりも遠位側に配置される遠位端を有するガイド部材
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に沿って、移植装置をフィステルに向かって摺動させる工程と、移植装置の導管の少なく
とも一部をフィステル内に配置する工程とを含む。
【００４９】
　第３の態様の方法の方法処置は、涙器を副鼻腔に流体接続する移植装置を通して副鼻腔
に治療混合物を投与する工程であるか、工程を含む。
　第３の態様の方法、あるいはその一部は、本開示の第２の態様のキットあるいはそのよ
うなキットの部分を使用して行われる。方法が組織を切り取る工程を含む場合、組織を切
り取る工程は、そのようなキットの切断器具を使用して組織を切断する工程を含む。切り
取り工程やその一部の間に、切削部材は、ガイド部材による切断のために所定の位置を覆
うように位置されるか、位置されず、また、所定の位置に案内されるか、案内されない。
例えば、より小型の予備的な穴を形成するべく予備的な切断が行われ、ガイド部材は、遠
位端が予備的な穴内に、あるいは予備的な穴よりも遠位側に位置されるように配置され、
切削部材は、ガイド部材を覆うように摺動し、組織を切断し、移植装置を移植するための
所望の寸法のより大きなフィステルを形成する。別例として、単一の最終的な切断が行わ
れ、ガイド部材の支援を伴うことなく、かつ予備的な穴を形成することなく移植のための
最終的な所望の寸法の穴が形成されてもよい。この点において、眼窩に面する節骨の上の
肩部は、篩骨蜂巣の切断を配向するための好都合な目標であると認識されている。肩部は
ウィロビーの肩部と命名されている。方法が副鼻腔に治療混合物を投与する工程を含む場
合、治療混合物は、第２の態様のキットに関して上述したとおりである。
【００５０】
　組織を切り取る工程は、ドリルにより組織を通してドリリングすることによって組織を
取り払うことによって実施され、このドリルは第２の態様のキットにおいて提供される。
　第３の態様における（あるいは第２の態様における）移植装置は、移植装置の対向する
長手方向端部における近位端および遠位端と、近位端と遠位端との間に位置される導管と
、移植装置の近位端と遠位端との間を導管を通して延びるとともに、移植装置の近位端に
おける第１の端開口部と、移植装置の遠位端における第２の端開口部とを有する第１の内
部通路と、２ミリメートル乃至５０ミリメートルの範囲における、移植装置の近位端と遠
位端との間の長手方向長さと、０．２５ミリメートル乃至５ミリメートルの範囲における
、長さを横断する第１の内部通路の幅とを備え、移植装置は、移植装置の近位端が涙器に
配置されるように移植されるように構成される。
【００５１】
　第３の態様における移植装置は本開示の第１の態様における移植装置であるか、あるい
は例えば移植装置が第１の態様によるものでなくても、本開示の第１の態様に関して開示
される任意の１つ以上の特徴を含む。移植装置は第２の態様に関して開示されるものであ
るか、あるいは第２の態様に関して開示される任意の１つ以上の特徴を有する。
【００５２】
　これらおよび他の態様、並びにその特徴は、さらに後述されるか、図面および下記の明
細書から明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】涙器から副鼻腔に流体のアクセスを提供するための移植物用のいくつかの例によ
る経路を示す図。
【図２】一実施形態における移植装置を示す斜視図。
【図３】同実施形態における図２に示すような移植装置を示す側面図。
【図４】同実施形態における図２に示すような移植装置を示す端面図。
【図５】同実施形態における図２に示すような移植装置を部分的に示す斜視図。
【図６】一実施形態における移植装置を部分的に示す側面図。
【図７】一実施形態における移植装置を部分的に示す側面図。
【図８】移植装置のためのアンカー突出部のための様々な構成を示す断面図。
【図９】移植装置のための様々な頭部構成を示す図。
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【図１０】一実施形態における移植装置を示す斜視、正面、側面、および端面図。
【図１１】いくつかの可能な寸法の例を示す、一実施形態における移植装置の斜視、正面
、側面、および端面図。
【図１２】一実施形態における移植装置を示す斜視、正面、側面、および端面図。
【図１３】いくつかの可能な寸法の例を示す、一実施形態における移植装置の斜視、正面
、側面、および端面図。
【図１４】一実施形態における移植装置の頭部が涙丘と半月ひだとの間で眼窩内に配置さ
れる、移植装置の配置を示す図。
【図１５】外科的処置時に眼窩と篩骨蜂巣との間にフィステルを形成するための切断器具
の形態における手術用具の使用を示す図。
【図１６】外科的処置時におけるフィステルの形成後のガイドワイヤの挿入を示す図。
【図１７】外科的処置時におけるフィステルのガイド部としての適所におけるガイドワイ
ヤを示す図。
【図１８】外科的処置時における移植装置の移植のための輸送器具の形態における手術用
具の使用を示す図。
【図１９】外科的処置時における移植後の移植装置の配置を示す図。
【図２０】副鼻腔アクセス移植装置を移植し、この副鼻腔アクセス移植装置を使用して医
療処置を行うことに有用な、一実施形態におけるキットを示す図。
【図２１】一実施形態における移植装置を示す斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００５４】
　図面は本開示の様々な態様および可能な特徴、並びにこれらに適用可能な付加的な特徴
の理解を支援するべく含まれる。図面に示す特徴は、例示の目的のためにのみ示され、必
ずしも正確な縮尺ではなく、必ずしもすべての点を詳述するものではない。
【００５５】
　用語「涙器」および「涙器系」は、ここでは交換可能に使用され、眼球を円滑にすべく
涙の流体を生成および分泌し、眼窩における涙の流体の貯水池に涙の流体を含み、眼窩か
ら鼻腔に涙の流体をドレナージュ可能な生理学的要素の集合体を示す。涙器は、涙腺、涙
ドレナージュ系、および涙腺と涙ドレナージュ系との間に位置される涙の流体の貯水池を
含む。涙の流体の貯水池は、眼瞼縁および結膜嚢を含む（また、通常涙の湖と呼ばれるよ
り低い結膜円蓋における涙のプールを含む）。涙ドレナージュ系は、涙点、小管、および
鼻涙管を含み（鼻涙管の頂部に位置するいわゆる涙嚢を含む）、これらを通して過剰な涙
がハスネル弁、および鼻腔に流出する。図１は涙器を概略的に示す。眼窩内に配置される
眼球１０４の表面を円滑にするために、涙の流体は涙腺１０２から生成されるとともに分
泌される。涙の流体は、眼球１０４を覆うコーティングを形成し、通常結膜嚢（結膜によ
って並べられる下眼瞼１０６、上眼瞼１０８、および眼球１０４間の空間）内に含まれる
。過剰な涙の流体は、中間の眼角（目の中間部の隅部）の近傍に案内され、涙小管１１２
内に、および鼻涙管１１６の涙嚢１１４内に涙点１１０を通して流出する。涙の流体は、
続いて鼻涙管１１６からハスネル弁を通して鼻腔内に流出する。
【００５６】
　ここに使用されるように、涙器と副鼻腔との間のフィステルは、涙器を副鼻腔に流体接
続する人工的に形成された通路を示す。このフィステルは外科的に形成される。副鼻腔は
、前頭部洞、上顎洞、篩骨蜂巣、および蝶形骨洞を含み、これらはそれぞれ前頭骨、上顎
骨、篩骨、および蝶形骨内に含まれる穴である。副鼻腔は鼻腔に流出する。図１は、涙器
の面に対する前頭部洞１２２、上顎洞１２４、および篩骨蜂巣１２６の近傍の概略、並び
に点線によって示すフィステル経路のいくつかの例をさらに示す。第１の例のフィステル
経路１３０は、眼窩から前頭部洞までである。際２の例のフィステル経路１３２は、眼窩
から篩骨蜂巣１２６までである。第３の例のフィステル経路１３４は、眼窩から上顎洞１
２４までである。第４の例のフィステル経路１３６は、鼻涙管１１６の頂部における涙嚢
１１４から篩骨蜂巣１２６までである。第５の例のフィステル経路１３８は、涙嚢１１４
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よりも下方の位置の鼻涙管１１６から篩骨蜂巣１２６までである。第６の例のフィステル
経路１４０は、涙嚢１１４よりも下方の位置の鼻涙管１１６から上顎洞１２４までである
。図１に示す例によるフィステル経路は、概略的に示す目的のためのみのものであり、涙
器の一部を対応する副鼻腔に接続するためにフィステルが形成される正確な位置を示すも
のではない。図１に示さないが、蝶形骨洞へのフィステル経路の例は、眼窩から蝶形骨洞
まで、および鼻涙管１１６から蝶形骨洞までを含む。
【００５７】
　図２乃至５は、例えば、一実施形態において、図１に示す第１の経路１３０、第２の経
路１３２、あるいは第３の経路１３４でフィステルを通して移植される移植装置を示す。
図２乃至５に示すように、移植装置２００は移植装置２００の対向する長手方向端部に位
置される近位端２０２および遠位端２０４を有する。移植装置２００は、近位端２０２に
おける頭部２０６、および頭部２０６から遠位端２０４まで延びる導管２０８を含む。内
部通路２１０は、近位端２０２から遠位端２０４まで延び、頭部２０６および導管２０８
を通過する。内部通路２１０は、近位端２０２および遠位端２０４で開放され、これによ
り、移植装置２００の長手方向全長を通して通路を設ける。図２に示す実施形態の内部通
路２１０は、一様な円形の断面（移植装置２００の長さを横断する）を備える円筒形状を
有し、内部通路の幅は、断面の円の径と等しく、かつ移植装置２００の長さに沿って一様
である。移植装置２００の長手方向に沿った長さは、近位端２０２と遠位端２０４との間
の最小の距離であり、通常内部通路２１０の軸線に沿った近位端２０２から遠位端２０４
までの距離と等しい。移植装置２００は、導管２０８の外側部分上に複数のアンカー突出
部２１２を含む。図２乃至５に示す実施形態において、アンカー突出部２１２は、各々が
導管２０８の全周の周囲を延びる一定間隔で配置された周方向隆起部の形態にある。アン
カー突出部２１２の周方向隆起部に隣接して、導管２０８の外側部分上の窪み２１４の領
域が設けられる。
【００５８】
　頭部２０６は、頭部２０６の片側に導管２０８に向かって位置されるフランジ付き組織
係合面２１６を有し、このフランジ付き組織係合面２１６は、フィステルの近位端に隣接
する組織と係合するとともに移植装置２００の近位端２０２が移植後にフィステルから抜
け出ることを防止するように効果的に構成される。フランジ付きの組織係合面２１６の反
対側の頭部２０６の他方の側に、頭部２０６のフェース面２１８が設けられる。フェース
面２１８は、移植装置が移植される際、フランジ付き組織係合面２１６が係合する組織か
ら離間するように配置される。頭部２０６は、フランジ付き組織係合面２１６およびフェ
ース面２１８の両者に第１の寸法２２０および第２の寸法２２２を有する。第１の寸法２
２０は、各面の長さであり、第２の寸法は各面の幅である。この長さおよび幅は、主寸法
および副寸法とも呼ばれる。面２１６あるいは２１８の第１の寸法２２０は、面の外側縁
における地点間の最大分離距離（頭部を横断する最大の断面寸法）に相当し、面２１６あ
るいは２１８の第２の寸法２２２は、第１の寸法を横断（直交）する線上にある面の外側
縁上の地点間の最大分離距離に相当する。好適に、フェース面２１８およびフランジ付き
組織係合面２１６は、対応する外側縁により形成され、これにより、要求されるものでは
ないが、対向する面２１６および２１８は略等しい長さ寸法および幅寸法を有する。図２
乃至５に示す実施形態における場合と同様に、面２１６および２１８が対応する形状を有
する場合、第１の寸法２２０および第２の寸法２２２を、通常それぞれ頭部２０６の長さ
および幅と呼ぶ。面２１６および面２１８が対応する形状を有さない場合、頭部の長さ寸
法および幅寸法は、面２１６および面２１８の長さ寸法および幅寸法の１つ以上と異なる
であろう。頭部２０６は、面２１６と面２１８との間の深さ寸法２２３を有する。
【００５９】
　図２乃至５を継続的に参照して、導管２０８は、導管２０８の長さを横断するアンカー
突出部２１２の最大の範囲によって形成されるような導管２０８の最大の外側幅である第
１の外側幅２２４を有する。導管２０８は、窪み２１４の領域の最も窪んだ部分間に形成
される導管２０８の最小の外側幅である第２の外側幅２２６を有する。図２乃至５に示す
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実施形態において、アンカー突出部２１２の高さは、導管２０８の第１の外側幅２２４と
第２の外側幅２２６との間の差の２分の１に等しい。図２乃至５に示す頭部２０６の構造
体において、頭部の第１の寸法２２０は、導管２０８の第１の外側幅２２４および第２の
外側幅２２６の両者よりも大きく、頭部の第２の寸法２２２は、導管２０８の第１の外側
幅２２４と略等しい。
【００６０】
　図２乃至５を継続して参照すると、アンカー突出部２１２は、一定間隔で配置される周
方向隆起部の形態にあり、周方向隆起部は、窪み２１４の領域に隣接して位置される隆起
部の底部に最大の幅を有し、この幅は、窪み領域２１４から離間して位置される隆起部２
１２の頂部で最小となるように先端ほど先細である。アンカー突出部の他の構成が可能で
あり、移植装置上のすべてのアンカー突出部は同じ寸法、外形、あるいは高さである必要
がない。同様に、窪みの領域は変化する構成を有してもよく、移植装置上のすべての窪み
は同じ寸法あるいは構成である必要がない。移植装置２００は、頭部２０６の深さ２２３
および導管２０８の長さを含む長さ２２８を有する。アンカー突出部２１２は導管２０８
の長手方向部分２３０上にある。
【００６１】
　図６を参照して、別例による移植装置の導管２４０が示される。移植装置は、ノブ、あ
るいはボタンの形態のアンカー突出部２４２、およびアンカー突出部２４２に隣接する窪
み２４４の領域を有する。導管２４０は、アンカー突出部２４２によって形成される第１
の外側幅２４６、およびより小さな、窪み２４４の領域によって形成される第２の外側幅
２４８を有する。図７にアンカー突出部のための別の構成の一例を示す。図７に示すよう
に、移植装置の導管２５０は、導管２５０の外側表面にアンカー突出部２５２および窪み
２５４の領域を有する。アンカー突出部２５２は、導管２５０の長手方向長さの一部に沿
って延びる連続的な螺旋状の隆起部の形態にある。導管２５０は、アンカー突出部２５２
によって形成される第１の外側幅２５６、およびより小さな、窪み２５４の領域によって
形成される第２の外側幅２５８を有する。図２乃至５に示す実施形態と同様に、図６およ
び図７に示す実施形態の導管は、各導管のより大きな外径およびより小さな外径間の差の
２分の１に等しいアンカー突出部の高さを含む。図６および図７の実施形態から評価され
るように、第１の外側幅は、アンカー突出部を包含する包囲する量の幅として決定される
。
【００６２】
　図８は、アンカー突出部の基部からアンカー突出部の頂部に向かう方向に先端ほど細く
なる幅を含む、アンカー突出部のいくつかの形状の例を示す。図８は、アンカー突出部構
造体の断面（Ａ乃至Ｄで示す）を示し、それぞれ頂部におけるよりも基部においてより大
きな幅を有する。図８にアンカー突出部の高さ（Ｈ）および基部幅（Ｗ）を示す。
【００６３】
　図９は、移植装置の頭部のためのいくつかの異なる構造体の例（Ｅ乃至Ｈで示す）を示
す。各頭部の構造体における頭部の構造体の長さ寸法（Ｌ）および幅寸法（Ｗ）を示す。
構造体Ｅ乃至Ｈの頭部は、移植装置の近位端におけるフェース面（移植時にフィステルに
面していない面）および内部通路の開口部を示す端部上に示される。構造体Ｆ乃至Ｈは、
幅より大きな長さを有し、隣接する眼球の内眼角と中間部との間、例えば、半月ひだと涙
丘との間で眼窩内へのフィステル開口部と組み合わせた使用のために効果的に構成され、
好ましくは、頭部が眼球に隣接する眼窩の底部から眼窩の頂部に向かう方向に通常延びる
長さ寸法を有し、構造体Ｈにおいて、半月体の凹部が眼球に向かって配置され、半月体の
凸部が涙丘に向かって配置される。
【００６４】
　図１０は、頭部７０２および導管７０４を備える移植装置７００を示す。導管７０４は
、第１の長手方向部分７０６、および第１の長手方向部分７０６よりも遠位側に配置され
る第２の長手方向部分７０８を含む。第１の長手方向部分７０６は、円滑な外側表面を含
み、第２の長手方向部分７０８は、一定間隔で配置される周方向隆起部の形態のアンカー
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突出部７１０、およびアンカー突出部７１０間の窪み領域７１２を含むアンカー固定面を
含む。第２の長手方向部分７０８のアンカー固定面の始点の前に配置される第１の長手方
向部分７０６の長さは、患者の快適さのために「浮かぶ」ように移植されると、頭部７０
２に隣接する結膜組織に効果的に配置される。第２の長手方向部分７０８のアンカー固定
要素は、頭部７０２から所定の距離に効果的に配置され、これにより、１つ以上のアンカ
ー突出部７１０は、移植時に移植装置７００が貫通する副鼻腔の骨壁の近傍に位置され、
好ましくは１つ以上のアンカー突出部は骨の各側に配置される。図１０に示す実施形態に
おいて、導管７０４の外側幅は、第１の長手方向部分７０６の全長にわたって、および第
２の長手方向部分７０８の窪み領域７１２において略同じである。導管７０４は円形の断
面を有し、これにより、導管７０４に沿った任意の位置の導管７０４の外側幅は、その位
置の導管７０４の円形の断面の径によって示される。図１０に示すように、移植装置７０
０は、移植装置７００の近位端７１６から遠位端７１８までの長さ７１４を有する。第２
の長手方向部分７０８の始点は、近位端７１６よりも遠位側の距離７２０の位置に配置さ
れる。アンカー突出部７１０は、アンカー突出部７２２の基部に幅７２２、および隣接し
た窪み領域７１２の上に高さ７２４を有する。アンカー突出部７１０は、中心間の間隙７
２６に一定間隔で配置される。導管７０４は、アンカー突出部７１０の頂部に対応する最
大の外側幅７２８を有し、この最大の外側幅７２８は、アンカー突出部７１０の頂部にお
ける導管７０４を通した断面の円の径と等しい。導管７０４は、第１の長手方向部分７０
６の長さに沿って、および導管７０４の第２の長手方向部分７０８の窪み領域７１２に最
小の外側幅７３０を有し、この最小の外側幅７３０は、これらの位置における円形の断面
の径と等しい。頭部７０２は、長さ寸法７３２、幅寸法７３４、および深さ寸法７３６を
有する。移植装置７００は、導管７０４の長さを通して近位端７１６と遠位端７１８との
間を延びる内部通路７３８を有する。内部通路７３８は幅７４０を有し、この幅７４０は
、本実施形態における内部通路７３８の円形の断面の径と等しい。図１１は、図１０に示
すものと同じ移植装置７００を示し、１つの非制限的例における移植装置７００の構造体
のためのミリメートルのいくつかの例示的な寸法を示す。
【００６５】
　図１２は、導管の第２の長手方向部分のアンカー固定面の窪み領域よりも肉厚な壁部を
有する導管の第１の長手方向部分を含むこと以外は、図１０および図１１に示す移植装置
７００と同様の移植装置８００を示す。導管の第１の長手方向部分におけるより肉厚な壁
により、導管のその部分に付加的な剛性が得られ、これにより、移植処置の間に所定の位
置に移植装置８００を押圧付勢することが促進される。導管の第２の長手方向部分の窪み
領域のより肉薄な壁部により、その部分はより容易に変形し、移植時にフィステルを通し
て適合し、続いて組織と係合するように拡張し、移植装置８００をアンカー固定する。よ
り詳細に、図１２に示すように、移植装置８００は、頭部８０２および導管８０４を含む
。導管８０４は、第１の長手方向部分８０６、および第１の長手方向部分８０６よりも遠
位側に位置される第２の長手方向部分８０８を有する。第１の長手方向部分８０６は、略
一定の外側幅を備えた実質的に円滑な外側表面を含み、この略一定の外側幅は、第１の長
手方向部分８０６に沿った、導管８０４の円形の断面の径である。第２の長手方向部分８
０８は、周方向隆起部の形態のアンカー突出部８１０、およびアンカー突出部８１０間の
間隙の窪み領域８１２を含むアンカー固定面を含む。図１２に、図１０の移植装置７００
に例示されるものと同様の、移植装置８００の様々な寸法を示す。移植装置８００は、移
植装置８００の近位端８１６から遠位端８１８までの長さ８１４を有する。第２の長手方
向部分８０８の始点は、近位端８１６よりも遠位側の距離８２０の位置に配置される。ア
ンカー突出部は、基部に幅８２２、および隣接した窪み領域８１２の上に高さ８２４を有
する。アンカー突出部は、中心間の間隙８２６にて一定間隔で配置される。導管８０４お
よびさらに第２の長手方向部分８０８は、アンカー突出部８１０の頂部に生じる最大の外
側幅８２８を有し、この最大の外側幅８２８は、アンカー突出部８１０の頂部を通して導
管８０４の円形の断面の径と等しい。導管８０４、および導管８０４の第２の長手方向部
分８０８は、窪み領域８１２に位置される最小の外側幅８３０を有する。頭部８０２は、
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長さ寸法８３２、幅寸法８３４、および深さ寸法８３６を有する。移植装置８００は、導
管８０４の長さを通して近位端８１６と遠位端８１８との間を延びる内部通路８３８を有
する。内部通路８３８は幅８４０を有し、この幅８４０は、図１２に示す実施形態におい
て、内部通路８３８の円形の断面の径と等しい。
【００６６】
　図１２を継続的に参照して、導管８０４の壁厚（内部通路８３８と導管８０４の外側表
面との間の壁部の厚み）は、第２の長手方向部分８０８の窪み領域８１２におけるよりも
第１の長手方向部分８０６に沿ってより大きい。内部通路８３８は、導管８０４の長さに
沿って一定の幅を有し、第１の長手方向部分８０６に沿った導管８０４のより大きな壁厚
により、外側幅８４２は、窪み領域８１２の最小の外側幅８３０よりも大きくなる。アン
カー突出部８１０の最大の外側幅８２８は、第１の長手方向部分８０６に沿った外側幅８
４２よりも大きい。図１３は、１つの非制限的例における移植装置８００の構造体のため
のミリメートルのいくつかの例示的な寸法を示す。
【００６７】
　図２１は、図２０の移植装置８００の変形を示す。図２１の移植装置８００’は、移植
装置８００’が導管８０４’の遠位部の壁部を通して複数の側方開口部８５０（これらは
、孔、穴、あるいはポートとも呼ばれる）を含むこと以外は、図２０の移植装置８００と
同じ特徴を有する。側方開口部８５０は、移植装置８００’の移植時に、副鼻腔に配置さ
れる導管壁の一部上に配置され、これにより、導管８０４’の遠位端の内部通路の遠位側
開口部が所定の理由により閉鎖されるか制限されたとしても、側方開口部８５０により、
移植装置８００’の内部通路と副鼻腔との間の連通のための通路が得られる。図２１に示
す所定の実施において、移植装置８００’の側方開口部８５０は、導管８０４’のアンカ
ー固定面の一対の周方向隆起部間の窪み領域に位置される。図２１は、一対の周方向隆起
部間の１つのみの窪み領域に配置される側方開口部８５０を示すが、１つ以上の同様の側
方開口部が、さらに、あるいはこれに代えて、異なる１対の周方向隆起部間のより近位側
の窪み領域に配置されてもよい。
【００６８】
　図１４は、涙丘１４２と半月ひだ１４４との間で眼窩から結膜下に形成されるフィステ
ルを通過する導管を備える移植装置の一例を示し、涙丘１４２と半月ひだ１４４との間の
眼窩に配置される移植装置の頭部３０４のための位置の例を示す。頭部３０４は、例えば
、図２乃至５、図１０乃至１３のいずれかに示す頭部構造体、あるいは図１１に示す構造
体Ｆ乃至Ｈのような長尺状をなす構造体により示される。
【００６９】
　図１５乃至１８を参照して、フィステルを形成する工程、および副鼻腔へのアクセスを
提供するように移植装置を移植する工程を含む外科的処置のいくつかの例、並びにこれと
ともに使用される手術用具のいくつかの例を後述する。
【００７０】
　図１５に、涙丘１４２と半月ひだ１４４との間の組織を通してフィステルを形成する工
程における進入器具６００の形態の手術用具を示す。組織の参照符号は図１のものと同じ
である。フィステルは、眼窩の結膜嚢と篩骨蜂巣１２６との間の組織によって形成される
。フィステルの経路は図１に示すような通常のフィステル経路１３２と一致するであろう
。進入器具６００は、中空の切削先端６１０を備えた中空の作動部材６０６を含み、切削
先端６１０の形状は、結膜嚢から篩骨蜂巣１２６までフィステルを形成するべく組織を切
り取ることに好適である。進入器具６００は切断器具とも呼ばれ、作動部材は切削部材と
も呼ばれる。進入器具６００は手操作可能な取っ手６１２を含む。取っ手６１２は、中空
の作動部材６０６を前進または後退させるべく前進または後退される。図１５に示すよう
に、結膜嚢と篩骨蜂巣１２６との間にフィステルを形成するために、切削先端６１０は、
結膜嚢における所定の位置から丘１４２と半月ひだ１４４との間を前進されている。図示
のように、フィステルは、篩骨蜂巣１２６にアクセスするために丘１４２、小管１１２、
および鼻涙管１１６の背面を通過する。
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【００７１】
　進入器具６００が最初に篩骨蜂巣１２６へのフィステルを形成するために使用された後
に、ガイドワイヤあるいは他のガイド部材が、続いて取っ手６１２および中空の作動部材
６０６を通して延びる内部通路を通して挿入される。図１６は、取っ手６１２および作動
部材６０６を通して挿入されたガイドワイヤ６２０を示す。ガイドワイヤ６２０の挿入後
に、進入器具６００は、図１７に示すように、ガイドワイヤ６２０をフィステルへのガイ
ド、およびフィステルを通したガイドとして所定の位置に残し、フィステルから後退され
るとともに取り払われる。ガイドワイヤ６２０は、フィステルに向かって、およびフィス
テルを通して篩骨蜂巣１２６内に付加的な器具をガイドすることに利用可能である。
【００７２】
　図１８を参照して、ガイドワイヤ６２０は、移植器具６２４の形態における手術用具を
ガイドするために使用されている。移植器具は輸送器具とも呼ぶ。移植器具６２４は、中
空の作動部材６２６および手操作可能な取っ手６２８を含む。フィステルが最終的な所望
の寸法に既に形成されている場合、作動部材６２６はフィステルの形成後に進入器具６０
０を使用して付加的に組織を切断する必要がないので、作動部材６２６は、図１８に示す
ように、鈍い先端を有する。作動部材６２６は輸送部材とも呼ばれる。移植器具６２４は
、取っ手６２８および中空の作動部材６２６を通過する内部通路を含む。図１８に示すよ
うに、ガイドワイヤ６２０は、移植器具６２４の内部通路を通してねじ係合し、フィステ
ルに向かって、およびフィステルを通して篩骨蜂巣１２６内に中空の作動部材６２６をガ
イドする移植装置６３０は、移植器具６２４の中空の作動部材６２６に取り付けられる。
図１８は、移植装置６３０の遠位端が結膜嚢内へのフィステル開口部の近位端の近傍に位
置される地点に向かって前進される移植器具６２４を示す。この位置から、移植装置６３
０はフィステル内に前進され、移植装置６３０の頭部は結膜嚢における結膜に隣接して配
置され、移植装置６３０の遠位端は篩骨蜂巣１２６内に延びる。例えば、外科医は、移植
のためにフィステルを通して配置するための中空の作動部材６２６を下るように移植装置
６３０を摺動させるか、あるいは、外科医は、取っ手６２８が移植物配置のためにフィス
テル内に移植装置６３０を押し込むように取っ手６２８を前進させる。中空の作動部材６
２６の外径は、移植装置６３０の内径に気密に適合するような寸法に形成され、これによ
り、移植装置６３０がフィステル内に押圧付勢される際に、移植装置６３０が束ねられる
とともに横断方向に変形することを防止することが支援される。取っ手６２８および中空
の作動部材６２６は、移植装置６３０用の輸送具を形成する。移植装置６３０がフィステ
ルを通して移植のために適切に位置された後に、取っ手６２８は後退され、中空の作動部
材６２６は移植装置６３０から取り払われる。図１９は、移植器具６２４の中空の作動部
材６２６の取り外し後の移植される際の移植装置６３０を示す。移植されると、移植装置
６３０の近位端の頭部６３２は、丘１４２と半月ひだ１４４との間の眼窩内で結膜嚢にお
ける結膜に隣接して配置され、移植装置６３０の遠位端６３４は、篩骨蜂巣１２６に配置
される。組織と係合するとともに移植装置６３０をアンカー固定することを支援するため
に、移植装置６３０の導管のいくつかのアンカー突出部６３６は、フィステル内に配置さ
れる。移植装置６３０は、医学的処置または治療を行うために、例えば篩骨蜂巣に治療混
合物を投与するかあるいは篩骨蜂巣から流体を吸引するために、篩骨蜂巣１２６へのアク
セスを提供するために使用される。
【００７３】
　図１５乃至１９に関して開示されるような処置により、進入器具６００の作動部材６０
６はより大きな径の作動部材６２６を有し、移植装置６３０を収容するために好適な寸法
のフィステルを形成する。移植装置６３０は、続いて移植器具６２４を使用して別の工程
で移植され、移植装置６３０は、フィステルを形成するために使用される作動部材６０６
より小さな径を効果的に有する作動部材６２６で輸送される。代替として、フィステルを
拡大するか、あるいは移植のために所望の寸法の穴を形成するべく付加的に組織を切断す
る中間の工程が、進入器具６００によりフィステルを最初に形成する工程と、移植器具６
２４を使用して移植装置６３０を移植する工程との間に行われてもよい。
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【００７４】
　図１５を再び参照して、任意により１つ以上の処置が、中空の作動部材６０６を後退さ
せるに先立って行われてもよい。１つ以上の流体が中空の作動部材６０６を通して射出さ
れる。例えば、造影剤が中空の作動部材６１２を通して射出され、移植に移る前に、適切
な位置にフィステルが形成されたことを確認するために画像化される。
【００７５】
　切断は、例えば、組織を切断する針やカニューレのような切断器具、あるいは組織をド
リリングして通すドリルにより行われる。方法は所望のフィステルの位置に最初の穴を切
断して形成する工程、および移植処置を完了するためにガイド部材およびさらなる器具を
続いて使用する工程を含む。例えば、最初の切断は、予備的な穴を形成するためになされ
、より大きな標準規格注射針、あるいは切断カニューレが、移植装置の移植のためにフィ
ステルを最終的な所望の寸法に切断して形成するべくガイド部材によってガイドされる。
これに代えて、切断される最初の穴は、移植装置の移植のための最終的な所望の寸法であ
る。穴が所望の寸法に形成された後に、ガイド部材は、移植装置の移植のために移植装置
、あるいは移植装置が取り付けられる輸送器具をフィステルにガイドすることに続いて使
用される。一例として、小型の標準規格注射針が最初の切断を形成するために使用され、
ガイドワイヤがフィステルの制御を保持するために針を通してフィステル内に続いて挿入
される。より小型の標準規格注射針は続いて後退され、より大型の標準規格注射針の形態
の第２の切断器具が、ガイドワイヤを伝って摺動し、移植装置の移植に適切な寸法にフィ
ステルを切断して形成するために適切な位置に案内される。このような操作を行うための
キットは、移植装置、より小型の標準規格注射針、ガイドワイヤ（ガイド部材としての）
、および最終的な所望の寸法にフィステルを形成するための切断器具としてのより大型の
標準規格注射針を含む。別例として、最初の切断器具、あるいはその一部は、後の切断器
具のためのガイド部材として使用されてもよい。例えば、最初の切断は、クモ膜下穿刺針
や同様の構成による、取っ手を有するより小型の標準規格注射針を使用してなされる。最
初の切断後に、取っ手あるいは頭部は、切り取られるとともにより小型の標準規格注射針
から取り払われ、より大型の標準規格注射針の形態の切断器具はより小型の標準規格注射
針を伝って続いて摺動され、最終的な所望の寸法のフィステルに穴を切断する。より大型
の標準規格注射針は続いて取り払われ、移植装置は、より小型の標準規格注射針を伝って
摺動し、移植のための適切な位置に案内される。このような操作を行うためのキットは、
移植装置、より小型の標準規格注射針（ガイド部材として機能する）、および最終的な所
望の寸法にフィステルを形成するための切断器具としてのより大型の標準規格注射針を含
む。これに代えて、キットは、最終的な所望の寸法の穴を切断して形成する寸法に形成さ
れる１つの切断器具（例、中空の針あるいは切断カニューレ）を含み、さらなる切断また
は拡張により拡大されることなくこの穴を通して移植装置が移植される。
【００７６】
　図２０を参照して、副鼻腔アクセス移植装置を移植するとともに移植装置を通して副鼻
腔に治療混合物を輸送するための要素を含む、例による実施形態におけるキットが示され
る。図２０に示すように、キット９６８は副鼻腔アクセス移植装置９７０を含む。移植装
置９７０は、例えば図２乃至１３のうちのいずれかに関して開示される特徴による任意の
構成を有するか、異なる構成を有する。キットはさらに副鼻腔流体操作器具９７２を含み
、これは注射器９７４の形態の流体ディスペンサ、および鈍い先端の中空の針の形態の流
体放出部材９７７を含む流体輸送アタッチメント９７６を含む。流体輸送アタッチメント
９７６は、移植装置９７０の近位端における頭部と係合するように遠位端に係合構造体を
含み、これにより、注射器９７４のバレル内からの流体の輸送を促進し、流体放出部材９
７７の先端から放出する。注射器９７４は、注射器９７４のバレルに配置されるピストン
９７８を含み、これは、プランジャ９８０を前進または後退させることにより手操作可能
であり、これにより、注射器バレルのピストン９７８を移動させ、圧力を生じさせて注射
器バレルから流体輸送アタッチメント９７６を介して流体を放出するか、真空を生じさせ
て流体輸送アタッチメント９７６を通して注射器バレル内に流体を吸引する。流体操作器
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具９７２は、図２０に示すように組み立てられた注射器９７４および流体輸送アタッチメ
ント９７６を備えるか、あるいは図２０に示すようなアセンブリに組み立てることができ
る、個別の分解された部分としての注射器９７４および流体輸送アタッチメント９７６を
備える。いくつかの好ましい実施において、注射器９７４は、注射器９７４のバレル内に
配置される治療混合物で予め充填される。この予め充填した注射器９７４は、図２０に示
すような流体輸送アタッチメント９７６、および好ましくは流体輸送アタッチメント９７
６を覆う保護キャップと組み立てられるキット９６８に設けられる。保護キャップは、操
作器具９７２の使用のための医師によって取り払われ、副鼻腔へのアクセスを提供するた
めに移植装置９７０が移植された患者に治療混合物が投与される。注射器９７４のバレル
に配置される治療混合物は、上述したように、例えば灌水液あるいは薬剤である。
【００７７】
　図２０に示すようなキット９６８は、眼窩の涙器と副鼻腔、例えば前面の上顎洞、ある
いは篩骨蜂巣との間にフィステルを形成するための器具も含む。図２０に示すように、キ
ット９６８はさらなる切断あるいは拡張による拡大を伴うことなく移植装置９７０の移植
に好適な寸法のフィステルを形成するために組織を切り取るための中空の切削部材９８４
（例、中空の針）を有する切断器具９８２を含む。これに代えて、キットは、最初の穴を
形成するためのより小型の標準規格切削部材、あるいは貫通部材を備えた切断器具を含み
、また、１つ以上の付加的な器具（例、より大型の標準規格切削部材および／または拡張
器を備えた切断器具）が、移植のための最終的な所望の寸法に最初の穴を拡大するべくキ
ットに含まれてもよい。切断器具９８２は、例えば図１５および図１６のうちのいずれか
に関して開示される特徴によるまたは特徴を含む構成を有するか、異なる構成を有する。
【００７８】
　図２０に示すようなキット９６８は、輸送部材９８８を有する輸送器具９８６をさらに
含む。輸送部材９８８は、移植装置９７０の内部通路を通して輸送部材９８８を挿入でき
るような外径の寸法に形成され、これにより、輸送部材９８８に移植装置９７０を取り付
け、フィステルが所望の寸法に形成された後に移植するために移植装置９７０を輸送する
。輸送器具９８６は、例えば図１８に関して開示される特徴によるまたは特徴を含む構成
を有するか、異なる構成を有する。輸送器具９８６および移植装置９７０は、図２０に示
すような個別の組立可能な部品としてキット９６８に設けられる。これに代えて、輸送器
具９８６および移植装置９７０は、移植処置で使用するように準備される構成における輸
送部材９８８上に予め取り付けられる移植装置９７０を備えるキットに設けられてもよい
。
【００７９】
　流体放出部材９７７は、移植装置９７０を通して延びる内部通路に挿入されるように構
成される。副鼻腔へのアクセスを提供するための移植装置９７０の移植後に、流体放出部
材９７７は、移植後に眼窩に配置される移植装置９７０の近位端から内部通路に挿入され
る。移植装置９７０の内部通路内に流体放出部材９７７を挿入した後に、プランジャ９８
０がピストン９７８を前進させるべく押圧され、注射器９７４のバレル内の治療混合物を
流体放出部材９７７の遠位端に向かって強制的に流れさせるとともに遠位端から放出させ
る。流体放出部材９７７は移植装置９７０の内部通路に挿入され、これにより、治療混合
物が放出されかつ治療混合物が内部通路から副鼻腔に流れるその内部通路に治療混合物が
放出される際に、流体放出部材９７７の先端は内部通路に配置される。これに代えて、放
出部材９７７は、放出部材の遠位端が内部通路の遠位端を出て副鼻腔内に至るまで、移植
装置９７０の内部通路に挿入されてもよい。その場合には、治療混合物は流体放出部材９
７７から副鼻腔内に直接放出される。
【００８０】
　切断器具９８２および輸送器具９８６は、ガイド部材（例えばガイドワイヤ）を挿入す
るための、これらを通る内部通路を有する。キットはこのガイドワイヤあるいは他のガイ
ド部材を含む。
【００８１】
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　様々な医療処置および処理は、副鼻腔へのアクセスを提供するために移植される副鼻腔
アクセス移植装置を通して行われる。流体の治療混合物は、移植装置を通して副鼻腔に投
与される。流体は副鼻腔から移植装置を通して吸引される。１つ以上の医療器具が移植装
置を通して副鼻腔に挿入される。本発明およびその異なる態様の先の議論は、実例および
開示の目的のために示されている。
【００８２】
　先の議論は、本発明を特にここに開示される１つ以上の形態のみに限定するようには意
図されない。従って、上記の教示に均等な変更および修正、並びに関連する技術や知識は
、本発明の範囲内にある。上述した実施形態は、本発明の実施のための公知の最良の形態
をもっともよく説明すること、および当業者が本発明の所定の応用や使用により要求され
る様々な変形とともに上記あるいは他の実施形態において本発明を利用できるように意図
したものである。添付の特許請求の範囲は、先行技術によって許容される程度まで別例を
含めるように解釈されることが意図される。本発明の開示は、１つ以上の可能な実施およ
び所定の変更および変形の開示を含むが、他の変更および変形は、本発明の範囲内であり
、例えば、本開示を理解した後に当業者の技術および知識の範囲内にある。許容される程
度まで別例を含む権利を取得するように意図される。これには特許請求の範囲に記載の別
例の、交換可能な、および／または均等な構造体、機能、範囲や、工程が、ここに開示さ
れるかどうかに関わらず、かつ任意の特許可能な主題を公に奉仕することなく含まれる。
さらに、任意の開示される実施に関する開示されるか特許請求の範囲に記載される任意の
要素は、要素が技術的に互換性が必ずしもない程度まで１つ以上の任意の他の実施の１つ
以上の任意の要素との任意の組み合わせに組み合わされる。
【００８３】
　用語「備える」、「含む」、および「有する」、並びにこれらの用語の文法上の変形は
、包括的なものであると意図され、そのような用語の使用はある条件や特徴の存在を示す
が、さらに任意の他の条件や特徴の存在を排除するものではない点において非制限的なも
のである。１つ以上の要素、サブ要素、あるいは材料の存在に関する用語「備える」、「
含む」、および「有する」、並びにこれらの用語の文法上の変形の使用も、用語「備える
」、「含む」や、「有する」（あるいはこれらの用語の変形）が場合に応じて任意の下位
概念の用語「のみからなる」（あるいはこのような下位概念の文法上の好適な変形）によ
って代えられるより具体的な実施形態を含むとともに開示するように意図される。例えば
、ある物が記載される１つ以上の要素を「含む」という記載も、より具体的なより狭い実
施形態における物が「記載される１つ以上の要素のみからなる」ことを含むとともに開示
することを意図している。様々な要素の例は例示の目的のために設けられ、用語「例」、
「例えば」等は、非制限的な例示であり、１つ以上の特徴を任意の所定の例に制限するも
のと解釈されるものではない。数が後に続く用語「少なくとも」（例、「少なくとも１つ
」）は、その数、あるいはその数以上を意味する。用語「少なくとも一部」は、すべてあ
るいはすべて未満である一部を意味する。用語「少なくとも一部分」は、すべてあるいは
すべて未満である一部分を意味する。
【００８４】
　図面中の要素は例示の目的のために示され、相対的な位置および相互作用が通常示され
るものであり、図示の要素の縮尺は必ずしも正確なものではない。
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