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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　血管内の１つ又はそれよりも多くの所定の場所で圧力を測定するよう構成される圧力組
立体と、
　血管内の前記１つ又はそれよりも多くの場所で血管の幾何学的形状を測定するよう構成
される光コヒーレンス断層撮影組立体と、
　プローブとを含み、
　前記光コヒーレンス断層撮影組立体は、前記プローブ内に配置され、
　前記光コヒーレンス断層撮影組立体は、第１の波長域及び第２の波長域の光を送信する
よう構成される光ファイバと、該光ファイバと隣接し且つ該光ファイバと同軸のビームデ
ィレクタとを含み、
　前記圧力組立体は、前記ビームディレクタ及び前記光ファイバと同軸であり、且つ前記
ビームディレクタより遠位に位置付けられる光学圧力変換器を含み、
　該光学圧力変換器は、前記第２の波長域の光を変調させるよう構成される、
　データ収集システム。
【請求項２】
　プローブを更に含み、前記光コヒーレンス断層撮影組立体は、前記プローブ内に配置さ
れる、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記光コヒーレンス断層撮影組立体は、光ファイバを含み、
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　該光ファイバは、
　第１の直径を有し且つ第１の空腔を定める第１のトルクワイヤと、
　第２の直径を有し且つ第２の空腔を定める第２のトルクワイヤとを更に含み、
　前記第１及び第２のトルクワイヤは繋がれ、
　前記光ファイバは、前記第１及び第２の空腔を通じて進む、
　請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記光コヒーレンス断層撮影組立体及び前記圧力組立体と連絡するプロセッサを更に含
み、該プロセッサは、血管内の前記１つ又はそれよりも多くの場所での幾何学的境界及び
血管内の前記１つ又はそれよりも多くの場所で測定される前記圧力に応答して、血管のた
めの補正された血流予備量比を計算するプログラムを実行するよう構成される、請求項２
に記載のシステム。
【請求項５】
　前記プロセッサは、流体力学方程式及び前記光コヒーレンス断層撮影組立体で測定され
る血管の前記幾何学的境界を使用して初期的な血流予備量比を補正するために前記プログ
ラムを実行するよう構成される、請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
　前記プロセッサは、予想される圧力降下に対する測定された圧力降下の比として心筋障
害指数を出力するために前記プログラムを実行するよう構成される、請求項４に記載のシ
ステム。
【請求項７】
　流体制限装置とパージ流体源とを含むパージ組立体を更に含み、前記流体制限装置は、
前記プローブの壁によって定められるパージポートと流体連絡する、請求項２に記載のシ
ステム。
【請求項８】
　前記流体制限装置は、調節可能であり、付勢素子と、孔を定める滑動可能な部材とを含
み、前記孔は、前記パージ流体源からのパージ流体を受け入れるよう位置付けられ、前記
付勢素子は、前記滑動可能な部材の上に付勢力を適用するよう構成される、請求項７に記
載のシステム。
【請求項９】
　空気充填キャビティが前記圧力変換器と前記ビームディレクタとの間に定められる、請
求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記プローブの壁と、
　該壁によって定められる空腔とを更に含み、
　前記光コヒーレンス断層撮影組立体は、前記空腔内に配置される回転可能な光ファイバ
を含み、前記圧力組立体は、前記壁に配置されるポケット内に配置される圧力変換器を含
む、
　請求項２に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記圧力変換器は、前記ポケット内に位置付けられるゲルによって前記空腔から分離さ
れる、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　パージ溶液を供給するよう構成される流体源と、
　該流体源と流体連絡する逆止弁と、
　該逆止弁と流体連絡する流体流制御装置と、
　前記プローブの壁によって定められるパージポートに前記パージ溶液を輸送するよう構
成される流体供給通路とを更に含む、
　請求項２に記載のシステム。
【請求項１３】
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　前記流体流制御装置は、制約部、調節可能な制約部、膨張可能なチューブ、及び膨張リ
ミッタ内に配置される膨張可能なチューブで構成される群から選択される、請求項１２に
記載のシステム。
【請求項１４】
　前記第１の直径の長さは、前記第２の直径の長さの約１０倍である、請求項３に記載の
システム。
【請求項１５】
　前記第１のトルクワイヤは、前記第２のトルクワイヤに当接し、前記第１及び第２のト
ルクワイヤは、前記第１及び第２のトルクワイヤの周りで熱収縮されるチューブ内に配置
され、且つ該チューブによって一体に保持される、請求項３に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記プローブは、空腔を定める壁を有するカテーテルと、パージポートとを含み、更に
、
　流体源と、
　前記空腔と連絡する第１のポート、前記流体源と連絡する第２のポート、及び前記圧力
組立体と連絡する第３のポートを有する三方向弁とを含み、
　前記圧力組立体は、圧力変換器であり、第１の位置にあるとき、前記三方向弁は前記流
体源を前記空腔と接続し、第２の位置にあるとき、前記三方向弁は前記空腔及び前記圧力
変換器を接続する、
　請求項２に記載のシステム。
【請求項１７】
　測定される光学データ及び測定される圧力データに基づき血管の１つ又はそれよりも多
くのパラメータを決定するプロセッサに基づくデータ収集システムの作動方法であって、
　圧力組立体を使用して血管内の１つ又はそれよりも多くの場所で圧力値を測定するステ
ップと、
　光コヒーレンス断層撮影組立体を使用して前記１つ又はそれよりも多くの場所で血管の
幾何学的境界を決定するステップと、
　プロセッサを使用して、血管内の前記１つ又はそれよりも多くの場所で測定される前記
幾何学的境界及び血管内の前記１つ又はそれよりも多くの場所で測定される前記圧力値に
応答して、血管の血流予備量比を決定するステップと、
　血管内で前記圧力組立体を使用することに関連する誤差を減少させるために、１つ又は
それよりも多くの補正が行われるよう、前記血流予備量比を反復的に取得するステップと
を含む、
　作動方法。
【請求項１８】
　前記血管の幾何学的境界を決定するステップは、ガイドワイヤによって光コヒーレンス
断層撮影から隠される前記血管の前記幾何学的境界の一部を推定するステップを含む、請
求項１７に記載の作動方法。
【請求項１９】
　小孔内で測定される第２の圧力によって狭窄より遠位に測定される第１の圧力を除算す
ることによって初期的な血流予備量比を決定するステップを更に含む、請求項１７に記載
の作動方法。
【請求項２０】
　前記プロセッサは、三次元流体力学方程式及び前記光コヒーレンス断層撮影組立体を用
いて測定される血管の前記幾何学的境界を使用して前記初期的な血流予備量比を補正する
ことによって、前記血流予備量比を更に決定する、請求項１９に記載の作動方法。
【請求項２１】
　前記プロセッサを使用して血流予備量比を決定するステップは、
　プロセッサを使用して、血管内の第１の血流予備量比を決定するステップと、
　前記プロセッサを使用して、第１の補正された血流予備量比を決定するために、血管を
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塞ぐ第１のプローブによって導入される誤差を補正するステップと、
　前記プロセッサを使用して、血管内の第２の血流予備量比を決定するステップと、
　前記プロセッサを使用して、第２の補正された血流予備量比を決定するために、前記血
管内の障害によって導入される誤差を補正するステップと、
　前記第１の補正された血流予備量比と前記第２の補正された血流予備量比とを比較する
ステップとを更に含む、
　請求項１７に記載の作動方法。
【請求項２２】
　前記障害は、前記第１のプローブ、第２のプローブ、狭窄、又はステントである、請求
項２１に記載の作動方法。
【請求項２３】
　前記比較するステップに応答して障害指数を出力するステップを更に含む、請求項２１
に記載の作動方法。
【請求項２４】
　前記圧力組立体及び前記光コヒーレンス断層撮影組立体は、前記第１のプローブ内に配
置される、請求項２１に記載の作動方法。
【請求項２５】
　前記圧力組立体は、血管内に配置されるカテーテルのパージポートと流体連絡する圧力
変換器であり、前記圧力値は、前記パージポート付近の所定の場所で測定される、請求項
１７に記載の作動方法。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　部分的に、一般的には、本発明はカテーテル及び医療診断の分野に関し、より具体的に
は、管腔内の圧力測定及び撮像装置の分野に関する。
【０００２】
（関連出願の参照）
　この出願は２０１１年５月２７日に出願された米国仮特許出願第６１／４９０，９２５
号及び２０１１年８月３１日に出願された米国仮特許出願第６１／５２９，５９４号の利
益及び優先権を主張し、それらの全文を参照としてここに援用する。
【背景技術】
【０００３】
　狭窄障害及び他の完全な又は部分的な閉塞を伴う血管の治療は、臨床医に多くの挑戦を
提示する。血管の狭められた或いは狭窄の領域を通じる流れの量を決定することは、臨床
医が閉塞の厳しさを評価し、治療を選択するのを助ける。狭窄の前後の場所で血管内に挿
入される圧力ワイヤが、動脈を通じて流れる血液を確認するために使用し得る圧力値を検
出する。治療養生法を提供するために圧力値を使用し得る。
【０００４】
　典型的には、圧力読取りに基づく診断決定を行うために、アデノシンが患者に投与され
、圧力読取りが先ず血管の小孔又は初期開口で行われ、次に狭窄障害より遠位で行われる
。遠位に測定される圧力は小孔圧力によって分割され、その結果はＦＦＲ（血流予備量比
）として定められる。ＦＦＲは重要な測定値であり、ステントを動脈内に挿入しなければ
ならないか否かを決定するためにＦＦＲを使用し得る。治療を成功として特徴付け得るよ
う、ステントが血管を十分に広げたか否かを決定するために、配置後ＦＦＲも取得し得る
。
【０００５】
　より大きな圧力ワイヤは狭窄領域において血管を部分的に塞ぎ、過剰に大きな圧力降下
を引き起こすので、スタンドアローン（独立型）圧力ワイヤは、０．０１４インチ（０．
３５５６ミリメートル）の最大直径に限定されるのが普通である。この大きな圧力降下は
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、正確なＦＦＲ測定値を得るのを妨げる。
【０００６】
　狭窄を通じる圧力ワイヤの導入によって引き起こされる部分的な閉塞を矯正するために
は、血管の幾何学的形状を理解することが重要である。血管の幾何学的形状を決定する１
つの方法は、血管を撮像することである。光コヒーレンス断層撮影（ＯＣＴ）プローブを
備えるような光コヒーレンス断層撮影（ＯＣＴ）を使用して撮像を行い得る。ＯＣＴプロ
ーブはガイドワイヤの上に配置されるのが一般的である。光ファイバが均一に回転するた
めに、高速ＯＣＴプローブは、回転する光ファイバの上に配置される外部ねじり装置を含
むのが典型的である。
【０００７】
　この場合、トルクワイヤの直径は、プローブの全長に亘ってトルクを伝達するよう大き
くなければならない。トルクワイヤとＯＣＴプローブとの組み合わせは、血管内の障害を
横断して配置されるＯＣＴプローブを用いて行われるあらゆる圧力測定を妨げるのが典型
的である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　従って、望ましくない圧力降下を引き起こさず或いは評価される管腔を塞がない、さも
なければ管腔内圧力読取りに関連づけられる誤りを減少させ或いは正す、圧力測定を向上
させる方法及び装置が必要とされる。本発明の実施態様は、これらの必要及び他の必要に
取り組む。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　部分的に、本発明は狭窄を有する血管内で矯正されたＦＦＲを得るための方法及び装置
に関する。１つの特徴において、本発明は狭窄を有する血管の矯正されたＦＦＲを測定す
るための装置に関する。１つの実施態様において、装置は、ＯＣＴ組立体及び圧力組立体
と、ＯＣＴ組立体及び圧力組立体と連絡するプロセッサとを含む。
【００１０】
　１つの実施態様において、圧力組立体は血管内の所定の場所における圧力の値を測定し
、それらの値をプロセッサに連絡する。他の実施態様において、ＯＣＴ組立体は、所定の
場所における血管の幾何学的構成を測定する。他の実施態様において、プロセッサは、血
管内の所定の場所での幾何学的構成及び血管内の所定の場所で測定される圧力に応答して
、血管お補正されたＦＦＲを決定する。
【００１１】
　他の実施態様において、圧力は狭窄より遠位で小孔(ostium)内で測定される。更に他の
実施態様では、小孔内で測定される圧力によって狭窄より遠位に測定される圧力を除算す
ることによって初期的なＦＦＲが計算される。一層更なる他の実施態様において、プロセ
ッサは、流体力学方程式及びＯＣＴを用いて測定される血管の幾何学的構成を使用して初
期的なＦＦＲを補正する。更に他の実施態様において、プロセッサは、例えば、心臓障害
指数のような、障害指数(damage　index)を計算する。１つの実施態様において、障害指
数は、予想される圧力降下に対する測定された圧力降下の比率として計算される。更に他
の実施態様において、プロセッサは、ガイドワイヤによってＯＣＴ撮像から隠される壁幾
何学的構成を推定することによって空腔壁の幾何学的構成を計算する。他の実施態様にお
いて、プロセッサは、補正されたＦＦＲを反復的に計算する。
【００１２】
　他の特徴において、本発明は、狭窄を有する血管内の補正されたＦＦＲを計算する方法
に関する。１つの実施態様において、方法は、血管内の所定の場所における圧力の値を測
定するステップと、所定の場所における血管の幾何学的形状を測定するステップと、血管
内の所定の場所での幾何学的構成及び血管の所定の場所で測定される圧力に応答して血管
の補正されたＦＦＲを計算するステップとを含む。他の実施態様において、圧力は狭窄よ
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り遠位で小孔内で測定される。他の実施態様では、小孔内で測定される圧力を狭窄より遠
位に測定される圧力によって除算することによって初期的なＦＦＲが計算される。更に他
の実施態様において、方法は、ガイドワイヤによってＯＣＴ撮像から隠される壁幾何学的
形状を推定することによって空腔壁の幾何学的形状を計算するステップを更に含む。一層
更なる他の実施態様において、プロセッサは、流体力学方程式及びＯＣＴを用いて測定さ
れる血管の幾何学的形状を使用して初期的なＦＦＲを補正する。一層更なる他の実施態様
において、補正されたＦＦＲは反復的に得られる。他の実施態様では、障害指数が予想さ
れる圧力降下に対する測定された圧力降下の比率として計算される。
【００１３】
　他の特徴において、本発明は、第１の波長及び第２の波長の光を送信し得る光ファイバ
と、光ファイバに隣接し且つ光ファイバと同軸の角度付きファイバ（傾斜ファイバ）と、
角度付きファイバ及び光ファイバと同軸であり且つ角度付きファイバより遠位に位置付け
られる光学圧力変換器とを含み、角度付きファイバは第１の波長の光を全反射することが
でき、光学圧力変換器は第２の波長の光を変調させるよう構成される、圧力感知光コヒー
レンス断層撮影プローブに関する。１つの実施態様において、角度付きファイバは、ある
種類のビームディレクタである。角度付きファイバの代わりに他のビームディレクタも使
用し得る。
【００１４】
　１つの実施態様において、第２の波長は、角度付きファイバを通じて進む。他の実施態
様において、光学圧力変換器及び角度付きファイバはシース内に配置される。更に他の実
施態様では、シースの一部の上にマーカが位置付けられる。一層更なる他の実施態様にお
いて、プローブは、ビームシェーパと、角度付きファイバと光ファイバとの間に位置付け
られるビームエキスパンダとを含む。１つの実施態様において、プローブは空腔を定める
トルクワイヤを含み、空腔内には光ファイバが配置される。更に他の実施態様では、空気
充填キャビティが圧力変換器と角度付きファイバとの間に定められる。
【００１５】
　他の特徴において、本発明は、第１の波長の光を送信し得る光ファイバと、光ファイバ
に隣接して光ファイバと同軸に位置付けられる光学圧力変換器と、光学圧力変換器より遠
位に光学圧力変換器と同軸に位置付けられる角度付きファイバとを含み、光学圧力変換器
は、第１の波長の光を変調させることでき、角度付きファイバは、第１の波長の光を全反
射させるよう構成される、組合わせ光学及び圧力プローブに関する。１つの実施態様にお
いて、光学圧力変換器及び角度付きファイバはシース内に位置付けられる。他の実施態様
において、組合わせプローブは、シースの一部の上に位置付けられるマーカを含む。更に
他の実施態様において、組合わせ光学及び圧力プローブは、シースと角度付きファイバと
の間に形成される間隙を含む。
【００１６】
　他の実施態様において、組合わせプローブは、更に、ビームシェーパと、光学圧力変換
器と光ファイバとの間に位置付けられるビームエキスパンダとを含む。更に他の実施態様
において、組合わせプローブは、空腔を定めるトルクワイヤを含み、空腔内には光ファイ
バが配置される。一層更なる他の実施態様において、組合わせプローブは、光学圧力変換
器と角度付きファイバとの間に配置されるゲルを含む。組合わせ光学及び圧力プローブに
おいて、ゲルは、シース内に定められるポートを通じるプローブによって定められる容積
と連絡する。
【００１７】
　他の特徴において、本発明は組合わせ光学及び圧力カテーテルに関する。１つの実施態
様において、カテーテルは、空腔を定めるカテーテル壁と、空腔内に移動可能に位置付け
られるＯＣＴ光学プローブと、カテーテルの壁内のポケット内に位置付けられる電気圧力
変換器とを含む。１つの実施態様において、電気圧力変換器は、カテーテルの壁内に埋設
されるリード線を含む。他の実施態様において、電気圧力変換器は、カテーテルの壁内の
ポケット内に位置付けられるゲルによってカテーテルの環境から分離される。
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【００１８】
　他の特徴において、本発明は、第２の直径を有する第２のトルクワイヤに繋がれる、第
１の直径を有する第１のトルクワイヤを有するトルクワイヤ組立体に関する。１つの実施
態様において、第１のトルクワイヤは、環を用いて第２のトルクワイヤと繋がれる。他の
実施態様において、トルクワイヤ組立体は、環に溶接される。更に他の実施態様において
、第２のトルクワイヤは、環内に位置付けられる。一層更なる実施態様において、第１の
直径のトルクワイヤの長さは、第２の直径のトルクワイヤの長さの実質的に１０倍である
。他の実施態様において、第１の直径は、０．５ｍｍよりも大きく、第２の直径は、０．
３５ｍｍ未満である。更に他の実施態様において、第１のトルクワイヤは、第２のトルク
ワイヤに当接し、２つのトルクワイヤはチューブ内に配置され、且つチューブによって一
体に保持される。一層更なる他の実施態様において、トルクワイヤ組立体は、更に、チュ
ーブ内の充填チューブを含む。１つの実施態様では、トルクワイヤの周りにチューブを収
縮させ得る。
【００１９】
　他の特徴において、本発明は、空腔を定めるトルクワイヤと、トルクワイヤから延び且
つトルクワイヤ内に位置付けられる光ファイバと、光ファイバがトルクワイヤから出る位
置でトルクワイヤから光ファイバまで延びる移行塗膜とを有する、ＯＣＴカテーテルに関
する。
【００２０】
　一層更なる他の実施態様において、本発明はＯＣＴカテーテルに関する。１つの実施態
様において、ＯＣＴカテーテルは、第１の直径を有し且つ第１の空腔を定める第１のトル
クワイヤと、第２の直径を有し且つ第２の空腔を定める第２のトルクワイヤと、光ファイ
バとを含み、第１及び第２のトルクワイヤは繋がれ、光ファイバは第１及び第２の空腔を
通じて進む、ＯＣＴカテーテルに関する。１つの実施態様において、ＯＣＴカテーテルは
、環を更に含み、環は、第１及び第２のトルクワイヤを繋ぎ、且つ整合させる。更に他の
実施態様において、ＯＣＴカテーテルは、第１及び第２のトルクワイヤ並びに光ファイバ
を覆うシースを更に含む。
【００２１】
　更に他の特徴において、本発明は、狭窄を有する血管の補正された血流予備量比を決定
するシステムに関する。システムは、血管内の所定の場所における圧力を測定するよう構
成される圧力組立体と、血管内の所定の場所での血管の幾何学的形状を測定するよう構成
される光コヒーレンス断層撮影組立体と、光コヒーレンス断層撮影組立体及び圧力組立体
と連絡するプロセッサとを含む。血管内の所定の場所での幾何学的形状及び血管内の所定
の場所で測定される圧力に応答して血管のための補正された血流予備流比を計算するため
にプログラムを実行するようプロセッサを構成し得る。
【００２２】
　システムの一部の実施態様において、所定の場所は、血管の小孔を含み、血管内の狭窄
より遠位である。一部の実施態様において、初期的な血流予備流比は、小孔内で測定され
る圧力によって狭窄より遠位に測定される圧力を除算することによって計算される。一部
の実施態様において、プロセッサは、流体力学方程式及び光コヒーレンス断層撮影組立体
を用いて測定される血管の幾何学的形状を使用して初期的な血流予備流比を補正するプロ
グラムを実行するよう構成される。一部の実施態様において、プロセッサは、予想される
圧力降下に対する測定された圧力降下の比として心臓障害指数を出力するプログラムを実
行するよう構成される。一部の実施態様において、プロセッサは、ガイドワイヤによって
光コヒーレンス断層撮影から隠される壁幾何学的形状を推定することによって血管の幾何
学的形状をモデル化するプログラムを実行するよう構成される。一部の実施態様において
、システムはプローブも含み得る。光コヒーレンス断層撮影組立体及び圧力組立体はプロ
ーブ内に配置される。
【００２３】
　一部の実施態様において、光コヒーレンス断層撮影組立体は、プローブ内に配置される
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。光コヒーレンス断層撮影組立体は、光ファイバも含み得る。加えて、プローブは、第１
の直径を有し且つ第１の空腔を定める第１のトルクワイヤと、第２の直径を有し且つ第２
の空腔を定める第２のトルクワイヤとを含み、第１及び第２のトルクワイヤは繋がれ、光
りファイバは第１及び第２の空腔を通じて進む。一部の実施態様において、光コヒーレン
ス断層撮影組立体は、第１の波長域及び第２の波長域の光を送信するよう構成される光フ
ァイバと、光ファイバに隣接して光ファイバと同軸のビームディレクタとを含み、ビーム
ディレクタは、第１の波長域の光を反射するよう構成される。圧力組立体は、ビームディ
レクタ及び光ファイバと同軸であり、且つビームディレクタより遠位に位置付けられる光
学圧力変換器であり、光学圧力変換器は、第２の波長域の光を変調させるよう構成される
。
【００２４】
　他の特徴において、本発明は、狭窄を有する血管内の補正された血流予備流比を決定す
る方法に関する。方法は、圧力組立体を使用して血管内の所定の場所での圧力の値を測定
するステップと、光コヒーレンス断層撮影組立体を使用して所定の場所での容器の幾何学
的境界を決定するステップと、プロセッサを使用して、血管内の所定の場所で測定される
幾何学的境界及び血管内の所定の場所で測定される幾何学的境界に応答して血管の補正さ
れた血流予備流比を決定するステップとを含む。
【００２５】
　方法の一部の実施態様において、圧力は血管内の狭窄より遠位で小孔内で測定される。
一部の実施態様において、血管の幾何学的境界を決定するステップは、ガイドワイヤによ
って光コヒーレンス断層撮影から隠される血管の幾何学的境界の部分を推測するステップ
を含む。一部の実施態様において、方法は、血流予備流比を反復的に取得するステップを
含み得る。一部の実施態様では、小孔内で測定される圧力によって狭窄より遠位に測定さ
れる圧力を除算することによって初期的な血流予備流比が計算される。一部の実施態様に
おいて、プロセッサは、三次元流体力学方程式及び光コヒーレンス断層撮影を用いて測定
される血管お幾何学的境界を使用して、初期的な血流予備流比を補正する。一部の実施態
様では、心臓障害指数が予想される圧力降下に対する測定された圧力降下の比として計算
される。
【００２６】
　他の特徴において、本発明は血管内のステント配置を評価する方法に関する。方法は、
プロセッサを使用して、ステント配置に先立って、血管内の第１の血流予備流比を決定す
るステップと、プロセッサを使用して、第１の補正された血流予備流比を決定するために
血管を塞ぐ第１のプローブによって導入される誤差を補正するステップと、プロセッサを
使用して、ステント配置後の血管内の第２の血流予備流比を決定するステップと、第１の
補正された血流予備流比と第２の補正された血流予備流比とを比較するステップとを含む
。
【００２７】
　本発明の一部の実施態様において、障害は、第１のプローブ、又は第２のプローブであ
る。
【００２８】
　一部の実施態様において、方法は、比較するステップに応答して、ステント配置後の有
効性のレベルを決定するステップを含む。一部の実施態様において、方法は、比較のステ
ップに応答して、障害指数を出力するステップを含む。
【００２９】
　他の特徴において、本発明はデータ収集プローブに関する。プローブは、第１の波長域
及び第２の波長域の光を送信するよう構成される光ファイバと、光ファイバに隣接し且つ
光ファイバと同軸のビームディレクタと、ビームディレクタと同軸であり且つビームディ
レクタより遠位に位置付けられる光学圧力変換器とを含み、ビームディレクタは、第１の
波長域の光を反射するよう構成され、光学圧力変換器は、第２の波長域の光を変調させる
よう構成される。
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【００３０】
　データ収集プローブの一部の実施態様において、ビームディレクタは、第２の波長域の
光を送信するよう構成される。一部の実施態様において、プローブはシースを含み、光学
圧力変換器及びビームディレクタはシース内に配置される。一部の実施態様において、プ
ローブは、シースの一部の上に位置付けられる血管造影マーカを含む。一部の実施態様に
おいて、プローブは、ビームシェーパと、ビームディレクタと光ファイバとの間に位置付
けられるビームエキスパンダとを含む。一部の実施態様において、プローブは、光ファイ
バを配置する空腔を定めるトルクワイヤを含む。一部の実施態様では、空気充填キャビテ
ィ（空洞）が圧力変換器とビームディレクタとの間に定められる。一部の実施態様におい
て、プローブは、流体制限装置とパージ流体源とを有し、流体制限装置は、シースによっ
て定められるパージポートと流体連絡する、パージ組立体を含む。一部の実施態様におい
て、流体制限装置は調節可能であり、付勢素子と、孔を定める滑動可能な部材とを含み、
孔は、パージ流体源からパージ流体を受け取るよう位置付けられ、付勢素子は、滑動可能
な素子の上に付勢力を適用するよう構成される。
【００３１】
　他の特徴において、本発明は組合わせ光学及び圧力プローブに関する。プローブは、第
１の波長域の光を送信するよう構成される光ファイバと、光ファイバに隣接して光ファイ
バと同軸に位置付けられる光学圧力変換器と、光学圧力変換器より遠位に光学圧力変換器
と同軸に位置付けられるビームディレクタとを含み、光学圧力変換器は、第１の波長域の
光を変調させることができ、ビームディレクタは、第１の波長域の光を全反射するよう構
成される。
【００３２】
　組合わせ光学及び圧力プローブの一部の実施態様において、光学圧力変換器及びビーム
ディレクタはシース内に配置される。一部の実施態様において、プローブは、シースの一
部の上に配置されるマーカを含み得る。一部の実施態様では、シースとビームディレクタ
との間に間隙が定められる。一部の実施態様において、プローブは、ビームシェーパと、
光学圧力変換器と光ファイバとの間に位置付けられるビームエキスパンダとを含み得る。
一部の実施態様において、プローブは、光ファイバを配置する空腔を定めるトルクワイヤ
を含み得る。一部の実施態様において、プローブは、光学圧力変換器とビームディレクタ
との間に配置されるゲルを含む。一部の実施態様において、ゲルは、シース内に定められ
るポートを通じてプローブによって定められる容積と流体連絡し得る。
【００３３】
　他の特徴において、本発明は組合わせ光学及び圧力カテーテルに関する。カテーテルは
、カテーテルの壁と、壁によって定められる空腔と、空腔内に配置される回転可能な光フ
ァイバと、壁に配置されるポケット内に配置される電気圧力変換器とを含み得る。
【００３４】
　組合わせ光学及び圧力カテーテルの一部の実施態様において、電気圧力変換器は、壁内
に埋設されるリード線を含む。一部の実施態様において、電気圧力変換器は、ポケット内
に位置付けられるゲルによって空腔から分離される。一部の実施態様において、カテーテ
ルは、回転可能なファイバと光連絡するビームディレクタを含み、リード線の大きさは、
ビームディレクタに進入する光の量を増大させるよう構成される。
【００３５】
　他の特徴において、本発明はトルクワイヤ組立体に関する。トルクワイヤ組立体は、第
１の直径を有する第１のトルクワイヤと、第２の直径を有する第２のトルクワイヤとを含
み得る。第１のトルクワイヤは、第２のトルクワイヤに繋がれる。
【００３６】
　トルクワイヤ組立体の一部の実施態様において、第１のトルクワイヤは、環を用いて第
２のトルクワイヤに繋がれる。一部の実施態様において、トルクワイヤ組立体は、光ファ
イバを含み得る。第１のトルクワイヤは、第１の軸方向ボアを定め、第２のトルクワイヤ
は、第２の軸方向ボアを定め、光ファイバは、第１の軸方向ボア及び第２の軸方向ボアの
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うちの少なくとも一方の内に配置される。一部の実施態様において、第２のトルクワイヤ
は、環内に配置される。一部の実施態様において、第１の直径の長さは、第２の直径の長
さの約１０倍である。一部の実施態様において、第１の直径は、約０．５ｍｍよりも大き
く、第２の直径は、約０．３５ｍｍ未満である。一部の実施態様において、第１のトルク
ワイヤは、第２のトルクワイヤに当接し、第１及び第２のトルクワイヤは、第１及び第２
のトルクワイヤの周りに熱収縮されるチューブ内に配置され、且つチューブによって一体
に保持される。一部の実施態様において、トルクワイヤ組立体は、チューブ内に配置され
る充填チューブを含む。一部の実施態様において、トルクワイヤ組立体は、シースを含み
得る。光ファイバは角度付きビームディレクタと光連絡し、光ファイバはシース内に少な
くとも部分的に配置される。
【００３７】
　他の特徴において、本発明はトルクワイヤ組立体に関し、トルクワイヤ組立体は、空腔
を定めるトルクワイヤと、トルクワイヤから延び且つ空腔内に位置付けられる光ファイバ
と、ある位置でトルクワイヤから光ファイバに延びる保護塗膜とを含んでよく、光ファイ
バは、トルクワイヤから出る。
【００３８】
　トルクワイヤ組立体の一部の実施態様において、保護塗膜は、遷移プラスチックである
。トルクワイヤ組立体の一部の実施態様において、トルクワイヤ及び光ファイバは、干渉
嵌めによって結合される。トルクワイヤ組立体の一部の実施態様において、保護塗膜は、
外径を有するチューブである。トルクワイヤ組立体の一部の実施態様において、外径は、
非均一回転歪みを減少させるよう構成される螺旋形状を有する。
【００３９】
　他の特徴において、本発明はトルクワイヤ組立体に関し、トルクワイヤ組立体は、第１
の直径を有し且つ第１の空腔を定める第１のトルクワイヤと、第２の直径を有し且つ第２
の空腔を定める第２のトルクワイヤと、光ファイバとを含み得る。第１及び第２のトルク
ワイヤは繋がれ、光ファイバは第１の空腔及び第２の空腔を通じて進む。
【００４０】
　一部の実施態様において、トルクワイヤ組立体は環を含み得る。環は第１及び第２のト
ルクワイヤを繋ぎ、且つ整列させる。一部の実施態様において、トルクワイヤ組立体は、
第１及び第２のトルクワイヤと光ファイバとを覆うシースを含み得る。一部の実施態様に
おいて、第１及び第２のトルクワイヤは同軸に整列させられる。一部の実施態様において
、トルクワイヤ組立体は、金属環を含み得る。第１及び第２のトルクワイヤは金属環によ
って繋がれる。一部の実施態様において、光ファイバは、第１のトルクワイヤ及び第２の
トルクワイヤのうちの少なくとも一方と干渉嵌めを有する。一部の実施態様において、シ
ースはパージポートを定め、パージポートと流体連絡する圧力変換器を含む。一部の実施
態様では、圧力変換器を使用して血管の狭められた領域に亘って測定される圧力降下が第
１の直径の大きさの減少と比例する量において正確に増大するよう、第１の直径の大きさ
は、第２の直径に対して減少させられる。１つの実施態様において、プローブは、空腔を
定める壁を有するカテーテルと、パージポートとを含み、更に、流体源と、空腔と連絡す
る第１ポート、流体源と連絡する第２のポート、及び圧力組立体と連絡する第３のポート
を有する三方向弁とを含み、圧力組立体は、圧力変換器であり、第１の位置にあるとき、
弁は流体源を空腔と接続し、第２の位置にあるとき、弁は空腔及び圧力変換器を接続する
。
【００４１】
　他の特徴において、本発明は圧力測定装置に関する。圧力測定装置は、データ収集プロ
ーブのパージポートにパージ溶液を供給するよう構成される流体供給通路と、パージポー
トと流体連絡する流体源と、流体供給通路と流体連絡する圧力変換器と、流体源及び圧力
変換器と流体連絡する弁とを含み得る。
【００４２】
　一部の実施態様において、圧力測定装置はデータ収集プローブを含み得る。一部の実施
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態様において、データ収集プローブは、空腔を定める壁を有するカテーテルと、パージポ
ートと、カテーテル内に配置される回転可能な光ファイバとを含み得る。一部の実施態様
において、弁は、三方向弁であり、空腔と連絡する第１のポートと、流体源と連絡する第
２のポートと、圧力変換器と連絡する第３のポートとを有する。一部の実施態様において
、三方向弁は、第１の位置にあるとき、三方向弁が流体源を空腔と接続し、第２の位置に
あるとき、三方向弁は、空腔及び圧力変換器を接続する。一部の実施態様において、圧力
測定装置は、圧力変換器と電気連絡する信号調整回路を含み得る。一部の実施態様におい
て、圧力測定装置は、信号調整回路と電気連絡する無線送受信器を含み得る。一部の実施
態様において、圧力測定装置は、光コヒーレンス断層撮影システム送受信器を有する光コ
ヒーレンス断層撮影システムを含み得る。光コヒーレンス断層撮影システム送受信器は、
無線送受信器と電気連絡する。一部の実施態様において、光コヒーレンス断層撮影システ
ム送受信器は、無線送受信器と電気連絡する。一部の実施態様において、圧力変換器は、
パージポート及び流体源と流体連絡し、パージポートと流体源との間に配置される。一部
の実施態様において、圧力変換器は空腔と流体連絡し、データ収集プローブ内に配置され
る。一部の実施態様において、圧力測定装置は、パージポートと流体連絡し且つ流体源と
圧力変換器との間に配置される流体制御装置を含み得る。一部の実施態様において、圧力
測定装置は、パージ溶液の流速を制御するよう構成される制約部を含み得る。制約部は、
回転可能な光ファイバ及び壁によって定められる間隙を含み、制約部はパージポートと流
体連絡する。
【００４３】
　他の特徴において、本発明は血管内の圧力を測定する方法に関する。方法は、プローブ
のパージポートと流体連絡する圧力変換器を使用して圧力データを収集するステップと、
パージを開始した後に血管に対する光コヒーレンス断層撮影データを収集するステップと
、プロセッサを使用して、収集圧力データに応答して、第１の場所に関する圧力に基づく
測定値を出力するステップとを含み、パージポートは、第１の場所で血管内に配置される
。
【００４４】
　一部の実施態様において、測定の方法は、圧力変換器を使用して測定される圧力データ
を安定化させるステップを含み得る。一部の実施態様において、安定化させるステップは
、圧力変換器に対するパージ溶液の流れを制限することを含む。一部の実施態様において
、測定する方法は、圧力変換器の減衰レベルを減少させるステップを含み、プローブは、
光学断層撮影プローブである。一部の実施態様において、減衰レベルを減少させることは
、データ収集期間中に圧力変換器と直列なパージ溶液流のレベルを実質的に一定に維持す
ることを含む。一部の実施態様において、測定する方法は、三方向弁のそれぞれのポート
を、流体貯槽に、プローブの空腔に、そして、圧力変換器に接続するステップと、流体貯
槽をプローブの空腔に接続し且つ空腔から空気を除去する第１の位置に３ポート弁を設定
するステップと、プローブを関心の血管内に配置し、且つパージポートが狭窄を超えて位
置付けられるようプローブを血管内に移動させるステップと、圧力変換器をプローブの空
腔に接続する第２の位置に３ポート弁を設定するステップとを含み得る。
【００４５】
　他の特徴において、本発明はパージシステムに関する。パージシステムは、パージ溶液
を供給するよう構成される流体源と、流体源と連絡する逆止弁と、逆止弁と流体連絡する
流体流制御装置と、パージポートを有するデータ収集プローブにパージ溶液を輸送するよ
う構成される流体供給通路とを含み得る。
【００４６】
　他の特徴において、本発明は圧力測定カテーテル装置に関する。装置は、空腔、パージ
ポート、及び流体充填ポートを定める壁を有するカテーテルと、流体源と、圧力変換器と
、三方向弁とを含み得る。三方向弁は、空腔と連絡する第１のポートと、流体源と連絡す
る第２のポートと、圧力変換器と連絡する第３のポートとを有し、第２の位置にあるとき
、弁は空腔及び圧力変換器を接続する。装置は、圧力変換器と電気連絡する信号調整回路
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を更に含む。装置は、信号調整回路と電気連絡する無線送受信器を更に含み得る。装置は
、ＯＣＴシステム送受信器を含むＯＣＴシステムを更に含み得る。ＯＣＴシステム送受信
器は、装置送受信器と電気連絡する。一部の実施態様において、装置と電気連絡するＯＣ
Ｔシステム送受信器は無線通信する。
【００４７】
　他の特徴において、本発明は血管内の圧力を測定する方法に関する。方法は、三方向弁
のそれぞれのポートを、流体貯槽に、パージポートを定めるカテーテルの空腔に、そして
、圧力変換器に接続するステップと、流体貯槽をパージポートを定め且つ空腔から空気を
除去するカテーテルの空腔に接続する第１の位置に三方向弁を設置するステップと、カテ
ーテルを関心の血管内に配置し、且つパージポートが狭窄を超えて位置付けられるようカ
テーテルを血管内に移動させるステップと、圧力変換器をパージポートを定めるカテーテ
ルの空腔に接続する第２の位置に三方向弁を設置するステップと、圧力変換器を使用して
圧力を測定するステップとを含み得る。
【００４８】
　パージシステムの一部の実施態様において、流体制御装置はパージポートと流体連絡し
、流体源と流体供給通路との間に配置される。一部の実施態様において、流体制御装置は
、制約部、調節可能な制約部、膨張可能なチューブ、及び膨張リミッタ内に配置される膨
張可能なチューブで構成される群から選択される。一部の実施態様において、流体制御装
置は、膨張リミッタと、第１の開口及び第２の開口を有する膨張可能なチューブと、膨張
可能なチューブを少なくとも部分的に取り囲む膨張リミッタとを含む。一部の実施態様に
おいて、パージシステムは、流体制限素子を含み得る。一部の実施態様において、流体制
限素子は、固定的な制約部を有するよう構成される。一部の実施態様において、流体制限
素子は、調節可能な制限装置である。一部の実施態様において、調節可能な制限装置は、
付勢素子と、プラグ（栓）と、ボアを定めるハウジングとを含み、付勢素子はプラグに対
して滑動可能に配置される。一部の実施態様において、付勢素子は、パージ溶液から適用
される圧力に応答して圧縮するよう構成されるバネである。
【００４９】
　一部の実施態様において、パージシステムは、データ収集プローブを含み得る。プロー
ブはシースを有し、パージポートはシースによって定められ、データ収集プローブはシー
ス内に配置される回転可能な光ファイバを有する。一部の実施態様において、パージシス
テムは、流体源と流体供給通路との間に配置される圧力変換器を含み得る。一部の実施態
様において、流体制御装置は、データ収集プローブのパージ中にパージ溶液のレベルを実
質的に一定に維持するよう構成される。一部の実施態様において、パージシステムは、圧
力変換器と流体連絡する信号調整器を含み得る。
【００５０】
　他の特徴において、本発明はデータ収集プローブをパージする方法に関する。方法は、
パージ溶液の受取り後に可撓な細長いチューブを膨張させるステップと、可撓な細長いチ
ューブの膨張を抑制するステップと、膨張可能な可撓な細長いチューブ内に貯蔵された受
取りパージ溶液を放出するステップと、放出されたパージ溶液をデータ収集プローブのパ
ージポートに輸送するステップとを含み得る。
【００５１】
　一部の実施態様において、パージする方法は、データ収集プローブを用いて光コヒーレ
ンスデータを収集することを含み得る。一部の実施態様において、パージする方法は、可
撓な細長いチューブを膨張させるに先立ち、逆止弁を通じてパージ溶液を輸送することを
含み得る。一部の実施態様において、パージする方法は、データ収集プローブのパージ中
にパージ溶液流のレベルを実質的に一定に維持することを含み得る。一部の実施態様にお
いて、パージする方法は、制限素子を使用して、放出されるパージ溶液の流れを制限する
ことを含み得る。一部の実施態様において、パージする方法は、パージ溶液の適用圧力が
閾値より下に降下するとき、可撓な細長いチューブを非膨張状態に戻させることを含み得
る。一部の実施態様において、パージする方法は、制限素子を通じる放出パージ溶液の流
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れを調節することを含み得る。
【００５２】
　１つの実施態様において、本発明はデータ収集システムに関する。システムは、血管内
の１つ又はそれよりも多くの所定の場所で圧力を測定するよう構成される圧力組立体と、
血管内の１つ又はそれよりも多くの所定の場所で血管の幾何学的形状を測定するよう構成
される光コヒーレンス断層撮影組立体とを含む。システムはプローブを更に含み得る。光
コヒーレンス断層撮影組立体をプローブ内に配置し得る。１つの実施態様において、光コ
ヒーレンス断層撮影組立体は、光ファイバを含み得る。プローブは、第１の直径を有し且
つ第１の空腔を定める第１のトルクワイヤと、第２の直径を有し且つ第２の空腔を定める
第２のトルクワイヤとを更に含み、第１及び第２のトルクワイヤは繋がれ、光ファイバは
第１の空腔及び第２の空腔を通じて進む。
【００５３】
　１つの実施態様において、システムはプローブを更に含み得る。光コヒーレンス断層撮
影組立体はプローブ内に配置され、光コヒーレンス断層撮影組立体は、第１の波長域及び
第２の波長域の光を送信するよう構成される光ファイバと、光ファイバに隣接して光ファ
イバと同軸のビームディレクタとを含み得る。圧力組立体は、ビームディレクタ及び光フ
ァイバと同軸であり且つビームディレクタより遠位に位置付けられる光学圧力変換器を含
み得る。光学圧力変換器は、第２の波長域の光を変調させるよう構成される。
【００５４】
　１つの実施態様において、システムは、光コヒーレンス断層撮影組立体及び圧力組立体
と連絡するプロセッサを更に含み得る。プロセッサは、血管内の１つ又はそれよりも多く
の場所での幾何学的形状及び血管内の１つ又はそれよりも多くの場所で測定される圧力に
応答して、血管のための補正された血流予備量比を計算するプログラムを実行するよう構
成される。１つの実施態様において、プロセッサは、流体力学方程式及び光コヒーレンス
断層撮影組立体を用いて測定される血管の幾何学的形状を使用して初期的な血流予備量比
を補正するプログラムを実行するよう構成される。１つの実施態様において、プロセッサ
は、予想される圧力降下に対する測定された圧力降下の比率として心臓障害指数を出力す
るプログラムを実行するよう構成される。システムはパージ組立体を更に含み得る。パー
ジ組立体は、流体制限装置と、パージ流体源とを含み、流体制限装置は、プローブの壁に
よって定められるパージポートと流体連絡する。１つの実施態様において、流体制限装置
は調節可能であり、付勢素子と、孔を定める滑動可能な部材とを含み、孔はパージ流体源
からのパージ流体を受け入れるよう位置付けられ、付勢素子は滑動可能な部材の上に付勢
力を適用する構成される。圧力変換器とビームディレクタとの間に空気充填キャビティ（
空洞）を定め得る。システムは、１つの実施態様において、プローブの壁と、壁によって
定められる空腔とを更に含み得る。光コヒーレンス断層撮影組立体は、空腔内に配置され
る回転可能な光ファイバを含み、圧力組立体は、壁に配置されるポケット内に配置される
圧力変換器を含む。
【００５５】
　１つの実施態様では、ポケット内に位置付けられるゲルによって圧力変換器を空腔から
分離し得る。システムは、パージ溶液を供給するよう構成される流体源と、流体源と流体
連絡する逆止弁と、逆止弁と流体連絡する流体流制御装置と、プローブの壁によって定め
られるパージポートにパージ溶液を輸送するよう構成される流体供給通路とを更に含み得
る。１つの実施態様において、流体制御装置は、制約部、調節可能な制約部、膨張可能な
チューブ、及び膨張リミッタ内に配置される膨張可能なチューブで構成される群から選択
される。１つの実施態様において、第１の直径の長さは、第２の直径の長さの約１０倍で
ある。１つの実施態様において、第１のトルクワイヤは、第２のトルクワイヤに当接し、
第１及び第２のトルクワイヤは、第１及び第２のトルクワイヤの周りに熱収縮させられる
チューブ内に配置され、且つそのようなチューブによって一体に保持される。
【００５６】
　１つの特徴において、本発明は測定光学データ及び測定圧力値に基づき血管の１つ又は
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それよりも多くのパラメータを決定するプロセッサに基づく方法に関する。方法は、圧力
組立体を使用して血管内の１つ又はそれよりも多くの場所で圧力値を測定するステップと
、光コヒーレンス断層撮影組立体を使用して１つ又はそれよりも多くの場所で血管の幾何
学的境界を決定するステップと、プロセッサを使用して、血管内の１つ又はそれよりも多
くの所定の場所で測定される幾何学的境界及び血管内の１つ又はそれよりも多くの所定の
場所で測定される圧力値に応答して、血管の血流予備量比を決定するステップとを含む。
１つの実施態様において、血管の幾何学的境界を決定するステップは、ガイドワイヤによ
って光コヒーレンス断層撮影から隠される血管の幾何学的境界の部分を推定するステップ
を更にｈくむ。
【００５７】
　１つの実施態様において、方法は、血管内で圧力測定組立体及び光コヒーレンス断層撮
影組立体を使用することに関連する誤差を減少させるために１つ又はそれよりも多くの補
正が行われるよう、初期的に血流予備量比を取得するステップを更に含む。方法は、小孔
内で測定される第２の圧力によって狭窄より遠位に測定される第１の圧力を除算すること
によって、初期的な血流予備量比を決定するステップを更に含み得る。１つの実施態様に
おいて、プロセッサは、三次元流体力学方程式及び光コヒーレンス断層撮影組立体を用い
て測定される血管の幾何学的境界を使用して初期的な血流予備量比を補正することによっ
て血流予備量比を更に決定する。
【００５８】
　１つの実施態様において、プロセッサを使用して血流予備量比を決定するステップは、
プロセッサを使用して、血管内の第１の血流予備量比を決定するステップと、プロセッサ
を使用して、第１の補正された血流予備量比を決定するために、血管を塞ぐ第１のプロー
ブによって導入される誤差を補正するステップと、プロセッサを使用して、血管内の第２
の血流予備量比を決定するステップと、プロセッサを使用して、第２の補正された血流予
備量比を決定するために、血管内の障害によって導入される誤差を補正するステップと、
第１の補正された血流予備量比と第２の補正された血流予備量比とを比較するステップと
を更に含む。１つの実施態様において、障害は、第１のプローブ、第２のプローブ、狭窄
、又はステントである。方法は、比較のステップに応答して障害指数を出力するステップ
を更に含み得る。１つの実施態様において、圧力測定組立体及び光コヒーレンス断層撮影
組立体は第１のプローブ内に配置される。１つの実施態様において、圧力組立体は、血管
内に配置されるカテーテルのパージポートと流体連絡する圧力変換器であり、圧力値はパ
ージポート付近の所定の場所で測定される。
【００５９】
　この要約は特定の着想を導入するために提供されるに過ぎず、請求される主題の如何な
る鍵となる或いは本質的な機能を特定するものではない。
【００６０】
　以下に記載する図面及び付随する記述を参照することによって、本発明の目的及び機能
をより完全に理解し得る。図面では、様々な図を通じて同等の部品を示すために同等の番
号を使用する。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】本発明の例示的な実施態様に従ったＯＣＴカテーテルを示す概略図である。
【図１Ａ】本発明の例示的な実施態様に従った狭窄血管内に位置付けられる圧力感知ＯＣ
Ｔプローブを示す概略図である。
【図２】血管内に位置付けられるプローブを備える血管の断面図であり、本発明の例示的
な実施態様に従った様々の計算及び分析を行うために使用される座標システムを示してい
る。
【図３】血管内に位置付けられるプローブを備える血管の断面図であり、本発明の例示的
な実施態様に従った線セグメントを使用して決定されるような空腔の近似的な形状を示し
ている。
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【図４】本発明の例示的な実施態様に従ったトルクワイヤを示す概略図である。
【図５】図４のトルクワイヤの実施態様を示す縦断面図である。
【図６】血管の狭窄領域内に配置されるＯＣＴ／圧力プローブ実施態様のある実施態様を
示す概略図である。
【図７】トルクワイヤの他の実施態様を示す縦断面図である。
【図８】トルクワイヤの更に他の実施態様を示す縦断面図である。
【図９】トルクワイヤの実施態様を示す側面図である。
【図１０】図９のトルクワイヤを示す縦断面図である。
【図１１】シース内のトルクワイヤの実施態様を示す縦断面図である。
【図１２】圧力感知ＯＣＴカテーテルの実施態様を示す断面図である。
【図１３】圧力感知ＯＣＴカテーテルの他の実施態様を示す断面図である。
【図１４】組合わせＯＣＴ／圧力プローブの実施態様を示す縦断面図である。
【図１５】シース内の組合わせＯＣＴ／圧力プローブの実施態様を示す側面図である。
【図１６】ＯＣＴカテーテルで撮った血管を示す画像である。
【図１７】カテーテル内のＯＣＴ光学ヘッドの実施態様を示す断面図である。
【図１８】本発明に従って構成された圧力測定システムの他の実施態様を示すブロック図
である。
【図１９】本発明の例示的な実施態様に従ってステントパラメータを決定するための方法
の実施態様を示すフロー図である。
【図２０】本発明の例示的な実施態様に従ったパージ装置及び圧力監視装置を含むデータ
収集システムを示す概略図である。
【図２１】本発明の例示的な実施態様に従ったパージ装置、流体流制御装置、及び圧力監
視装置を含むデータ収集システムを示す概略図である。
【図２２】本発明の例示的な実施態様に従ったパージ装置、調節可能な流体制御装置、及
び圧力監視装置を含むデータ収集システムを示す概略図である。
【図２３】本発明の例示的な実施態様に従った調節可能な流体制御装置を示す概略図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００６２】
　この出願の所有者に譲渡され且つここにその全文を参照として援用する公開番号２０１
１／００７１４０４を有する米国特許出願は、管腔内の圧力降下を計算する方法及びＦＦ
Ｒ（血流予備量比）を得る関連方法を記載している。以下に記載するようにＯＣＴプロー
ブ、圧力データプローブ、又はＦＦＲ若しくは関連パラメータを測定し或いは決定するた
めに使用される他のプローブのような、データ収集プローブを使用し得る。１つの実施態
様において、血管に関するデータを収集するとき、データ収集プローブが血管の管腔内に
配置される。
【００６３】
　簡潔な概要において、管腔内の圧力降下を計算して血流予備量比（ＦＦＲ）を測定する
１つの方法は、狭窄領域より遠位の血管内で測定される圧力が、狭窄領域を通じる流れを
部分的に妨げるプローブの影響のために矯正されることを必要とする。これを行うために
、狭窄のＯＣＴ画像が作成され、狭窄内で直面する最大直径に基づき非狭窄流の推定が行
われ、次に、ＯＣＴ画像から決定されるような血管の幾何学的形状を使用して、狭窄領域
を通じる非狭窄の流体力学的シミュレーションが計算される。流体力学的シミュレーショ
ン計算の１つの出力は、動脈に沿う圧力の推定である。血管の幾何学的形状は、血管、管
壁、空腔、若しくは空腔によって定められる容積、又は前述のいずれかの一部の半径、直
径、円周、長さ、又は厚さのような、１つ又はそれよりも多くの距離測定値を含み得るが
、それらに限定されない。
【００６４】
　血管がその全長に沿って狭窄されるならば、狭窄付加の影響であるように、推定される
基準直径は過小評価されるので、この方法は幾分限定的である。血管が虚血事象の故に機
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能を失った心臓の一部に血液を供給しているならば、心臓の損傷区画への流れは実際には
より少ないので、狭窄の寄与は過大評価される。
【００６５】
　図１を参照すると、血管の壁を見るのに使用されるＯＣＴカテーテルの１つの実施態様
は、光学コア２を含み、光学コア２は、光ファイバ３と、ビームディレクタ４（ビーム導
波器）とを含み、シース５内で回転する。光源（図示せず）から放射され且つ光ファイバ
３を通じて進む光がビームディレクタ４によって方向付けられシース５の壁を通じて血管
壁に至るよう、光学コア２はトルクワイヤによって駆動される。血管壁によって反射され
る光はプローブに再進入し、ビームディレクタ４によって方向変更させられ、光ファイバ
３を通じて検出エレクトロニクス（同様に図示せず）に戻る。より良い画像を得るために
、カテーテルの管腔は、その壁を撮像する血管内の液体の屈折率と近い屈折率を有する液
体で充填される。ＯＣＴカテーテルは、ＯＣＴ圧力感知カテーテルが患者の脈管構造内の
関心場所に移動するのを許容するガイドワイヤ６を収容するための管腔も含む。圧力感知
ＯＣＴカテーテルは圧力センサも含み、直ぐに圧力センサについて更に記載する。
【００６６】
　図１Ａを参照すると、標準的な技法におけるように、アデノシンを使用して充血が誘発
させられ、血管１２への小孔１０又は開口での大動脈圧（Ｐａ）及び狭窄１４より遠位の
圧力（Ｐｄ）が測定される。これらの圧力の間の差は、狭窄の厳しさの直接的な測定値で
ある。図１Ａに示すように、遠位圧力測定値（Ｐａ）を得るために、ガイドワイヤ１８及
びＯＣＴ圧力感知カテーテル（又はプローブ）２２は狭窄障害１４を横断しなければなら
ない。このデータ収集プロセスが機能するために、圧力変換器２６及びＯＣＴビームディ
レクタ３０は、両方とも狭窄障害１４より遠位になければならない。１つの任意的な実施
態様において、圧力変換器２７はＯＣＴプローブと別個であるが、ＯＣＴプローブ付近に
ある。カテーテルの容積及び幾何学的形状は有意な閉塞を狭窄に加え、圧力読取りに有害
な影響を与える。次いで、これはあらゆる抽出されるＦＦＲ値に対する信用を減少させる
。幸いなことに、ＯＣＴ画像の取得は、圧力読取りの誤りを補正する方法を可能にする。
【００６７】
　図２に示すように、ＯＣＴ画像の表示は、シース１００、管腔壁１０４、ガイドワイヤ
１１０、及びガイドワイヤ陰影１１４を示している。ＯＣＴソフトウェアは、管腔壁１０
４を位置を捜し出し、壁全周に沿って管腔壁に座標（Ｘｉ，Ｙｉ）を付与する。管腔の輪
郭は、管腔壁を定める１つ又はそれよりも多くの輪郭セグメントの任意の可能なグルーピ
ングである。１つの実施態様において、最長の有効なセグメントは、輪郭の根（輪郭に加
わる第１のセグメント）として定められる。次に、各潜在的輪郭セグメントの最近接の時
計回り及び反時計回り隣接セグメントが特定される。有効である（即ち、隣接するセグメ
ントに接続可能である）と見做されるために、隣接するセグメントは、角距離閾（弧のど
れぐらいが対されているか）、径方向距離閾（セグメントは中心からどれぐらい離れてい
るか）、ユークリッド（直接接続）距離閾を通らなければならない。次に、各潜在的輪郭
は時計回り及び反時計回りにトラバース測量され、最大の結果として得られる輪郭が外郭
線として選択される。
【００６８】
　次に、欠落する輪郭データが補間される。１つの実施態様では、余弦関数を使用して２
つの地点の間の滑らかな曲線が補間される。標準的な余弦（コサイン）の値の範囲は、定
義域０～π内で、両端の値を含めて、＋１～－１である。２つの地点の間の補間は、－１
～＋１よりもむしろ、両端の値を含めて、０～１の重み付け範囲を必要とするので、余弦
範囲を調節するのが望ましい。関数（１－ｃｏｓ）を使用することは、両端の値を含む０
～２の範囲をもたらし、その関数を２で除算すると、０～１の所要範囲を備える（１－ｃ
ｏｓ）／２を生む。
【００６９】
　代替的に、２つの代わりに４つ又はそれよりも多くの制御地点を使用して、欠落するデ
ータを補間するために、三次関数又はエルミート関数のような任意の適切な関数を使用し
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は、ｘ１とｘ２との間の事前選択される曲線上の地点の値を計算する。一般的関係は、（
１－α）ｙ１＋（α）ｙ２によって与えられ、ここで、αは、ｘ１での０～ｘ１＋Δｘで
の１に亘る補間重量である。前述した余弦重量法を使用するならば、ｘ１からの所与の距
離ｄにある地点での重量は、α＝（１－ｃｏｓ（π＊ｄ／Δｘ）／２によって計算される
。この発明は如何なる１つの特定の補間法にも限定されないことが留意されるべきである
。
【００７０】
　壁管腔の位置を推定することによって、ガイドワイヤ陰影の背後で管腔又は血管の外周
を完成させ或いは閉塞し得る。管壁の座標は、Ｘ＝０，Ｙ＝０に配置されるレンズに対し
て測定される。本発明において、シース外径１０２は、一組のＸ，Ｙ座標Ｓｘｉ，Ｓｙｉ

によって見い出され且つ定められる。一般的に、シース１００は、レンズと同心であり且
つ同軸であるが、シース１００がレンズから偏心している場合、シース外径（ＯＤ）の特
定は、より多くの精度を可能にする。本発明では、ガイドワイヤ１１０場所も特定される
。ガイドワイヤ１１０は不透明であるので、ＯＣＴ撮像プローブはガイドワイヤ１１０を
通じて見えず、ＯＣＴレンズに最近接する縁１１１のみが特定される。
【００７１】
　本発明において、この既知の縁は、所定の直径（１つの実施態様においては約０．０１
４インチ（３．５５６ミリメートル）の直径）、カテーテルを使用することを意図するガ
イドワイヤ直径の円のセグメントとして推定される。ＯＣＴレンズに対してガイドワイヤ
を定める円Ｇｘｉ，Ｇｙｉの円周状の地点の場所が定められる。ガイドワイヤの背後の管
腔外周を推定し且つガイドワイヤの位置及び形状を推定する上記プロセスは、ＯＣＴ画像
のフレームの各々のために繰り返される。図３に示すように、シースの座標Ｘｉ，Ｙｉ、
プローブの座標Ｓｘｉ，Ｓｙｉ、及びガイドワイヤの座標Ｇｘｉ，Ｇｙｉは、３Ｄコンピ
ュータ流体力学プログラム内への入力値であり、シース及びガイドワイヤの境界は、別個
の接続線セグメントとして近似される。次に、ガイドワイヤ１８及びカテーテル２２を所
定場所（Ｐｃ）に備える圧力降下は、当該技術分野において既知であるように流体力学プ
ログラムによって計算される。この圧力Ｐｃは、圧力プローブによる測定値から得られる
Ｐａ－Ｐｄと比較される。
【００７２】
　血管の断面積が決定されるや否や、任意の狭窄領域の厳しさが次に特徴付けられる。Ｏ
ＣＴによって撮像される狭窄障害の厳しさの１つの測定値は、血管抵抗比（ＶＲＲ）と呼
ばれるパラメータによってもたらされる。ＶＲＲは、周辺冠状脈管構造の最大血管拡張を
推定して、血管分枝全体の流れ抵抗に対する狭窄管セグメントの血流抵抗を定量化する。
ＶＲＲは、
【数１】

として定められ、ここで、Ｒｓは、狭窄セグメントの血流抵抗であり、ＲＴは、狭窄領域
が配置される枝管の全流抵抗である。ＶＲＲは、０（管の狭まりがない）から１（狭窄に
起因する全流れ抵抗）に亘る。
【００７３】
　ＶＲＲの計算は、充血条件の下での冠状動脈の狭窄枝を通じる血流の集中パラメータモ
デルに基づく。このモデルにおいて、動脈血圧Ｐａと冠状静脈圧Ｐｖとの間の差によって
動かされる血流Ｑは、血液が流れている管の枝の全流抵抗（ＲＴ）によって制限される。
ＲＴは、以下のように３つの抵抗成分の合計で構成され、
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【数２】

ここで、Ｒｓは、狭窄セグメントの血流抵抗であり、Ｒｅは、枝の残余の心外膜長の血流
抵抗であり、Ｒｍｖは、外周冠状血管床の微小血管抵抗である。
【００７４】
　一般的に、全ての３つの抵抗成分の値は、血流に依存するが、ここで、Ｒｓだけは、実
質的にＱに依存すると考えられる。何故ならば、Ｒｍｖ及びＲｅは、最大血管拡張の条件
の下で弱く流れ依存的であるに過ぎないからである。薬品誘発充血の間、Ｒｍｖは、ほぼ
一定であり、以下によって与えられ、
【数３】

ここで、Ｑｍａｘは、心外膜動脈に亘る圧力降下が無視可能（即ち、Ｒｓ＋Ｒｅ→０）で
あるときに枝内で達成し得る最大血流である。Ｑｍａｘは、動脈の通常基準セグメント内
で測定される平均充血ドップラ血流速度ｖｍａｘと同じ場所において測定される動脈の断
面積Ａｎとの積と等しい、即ち、Ｑｍａｘ＝ｖｍａｘＡｎである。ストリーム内の粒子に
よって引き起こされ且つＯＣＴ画像内で検出されるスペックルを使用して速度を測定し得
る。これらの関係に基づき、充血速度に関して等式３を以下の通り再公式化し得る。

【数４】

【００７５】
　ｍｍＨｇｃｍ－１ｓの単位を有するブレース量は、Ｈ＿ｍｒｖとして指定される微小血
管抵抗指数である。流れの代わりに速度を使用して充血抵抗を決定する重要な利点は、速
度が分枝化の故の動脈直径の差のために流れを正規化し、近位セグメントと遠位セグメン
トとの間で維持されることである。値は、治療済み血管及び未治療血管の両方に関して、
比較的狭い範囲内にある。推定される流れ（Ｆｅｓｔ）は、血管の最大撮像面積（Ａｉ）
に基づく。
【数５】

【００７６】
　Ｈ＿ｍｒｖは、類似の血管の生理学的測定値から得られる。動脈、走査が動脈内でどれ
ぐらい遠位又は近位であるか、患者の高さ、心臓の推定重量、患者の性別、及び、動脈の
全体的な疾病状態の推定に基づき、血管を分類し得る。Ａｉは、概ね血管の最大撮像面積
に基づく。しかしながら、ポジティブ血管リモデリングを用いるならば、最大血管面積が
正しい血管サイズを示し得ないことが起こり得る。狭窄の遠位端部及び枝の面積を合計す
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ることによってもＡｉを推定し得る。この合計を計算するためにマレーの法則を用い得る
。Ａｉは、プルバックにおける平均面積又は血管造影法から撮られる枝の面積にも基づき
得る。
【００７７】
　Ｈ＿ｍｒｖの上記値は、シミュレーションにおいて推定値、Ｈ＿ｍｒｖ＿ｇｕｅｓｓと
して使用される。以下に従う新しい値（Ｈ＿ｍｒｖ＿ｃｏｒｒｅｃｔｅｄ）をもたらすよ
う、それは上方又は下方に修正される。
【数６】

【００７８】
　測定圧力降下（Ｐａ－Ｐｄ）が所定の誤差限界内の計算値（Ｐｃ）と等しくなるまで、
Ｈ＿ｍｒｖ＿ｃｏｒｒｅｃｔｅｄの上記値は、流体力学シミュレーションに反復的に適用
される。１つの実施態様では、新しい反復値が以前の値から０．００１％だけ異なるとき
に、限界に達する。１つの実施態様において、新しい反復値と以前の値との間の差は、０
よりも上の値から以前の値の約１０％の値に亘り得る。反復値と以前の値との間の差が所
定の限界内、例えば、上述の範囲内にあるとき、反復は収束したと定め得る。圧力の予期
される形状－狭窄の流れ曲線を考慮に入れる、より洗練されたアルゴリズムを使用するこ
とによって、この反復解決収束を行うプロセスを加速させ得る。これらは乱流の効果及び
ゼロ流での非ゼロ圧力を含む。収束を加速させるために、連続的な圧力の洗練されたサー
チアルゴリズムを使用し得る。これらはパウエルサーチアルゴリズム及び線形外挿を含む
。
【００７９】
　測定値及び計算値を完全計算流体力学シミュレーションルーチンよりも迅速に収束させ
るルーチンも使用し得る。これらは集中定数代数法を含む。一部の実施態様において圧力
ワイヤから得られる追加的な情報を条件として、ここに記載した外挿及び他の反復計算を
所定の誤差限界内で行うために、代数法及び他のコンピュータに基づく近似又は他の方法
を使用し得る。
【００８０】
　Ｈ＿ｍｒｖ＿ｃｏｒｒｅｃｔｅｄが構築されるや否や、カテーテル幾何学的形状Ｓｘｉ

，Ｓｙｉが流体力学シミュレーション及びシミュレーション再実行から取り除かれる。そ
の場合には、シミュレーションから得られる圧力降下は、圧力ワイヤの圧力降下及びガイ
ドワイヤの大きさと直接的に比較可能である。この補正された圧力降下が利用可能である
ならば、より自信を持ってＦＦＲ＜０．７５の共通治療決定地点を適用し得る。
【００８１】
　他の実施態様において、他の計算技法も、シミュレーションからガイドワイヤ幾何学的
形状Ｇｘｉ，Ｇｙｉを取り除く。これは狭窄の厳しさをより厳格に反映するが、ガイドワ
イヤがなければ、圧力降下のための臨床的基準がない。そのような基準が開発されるなら
ば、ガイドワイヤの除去を含む計算は、より正確なシミュレーションである。
【００８２】
　外挿から圧力が得られるとき、これは懸念の原因であり得る。しかしながら、ＯＣＴ／
ＦＦＲカテーテルの大きさがガイドワイヤの大きさに近いならば、中間の大きさの狭窄を
備える血管内で使用されるとき、外挿誤差は有意でない。
【００８３】
　大きな狭窄を備える血管は、ＯＣＴプローブへの圧力変換器の追加又はＯＣＴプローブ
と共に使用されることから依然として利益を享受する。大きな狭窄と関連付けられる大き
な圧力降下がないならば、この結果は撮像された動脈によって供給される心筋が厳格に妥
協させられることを示す。予期される圧力降下に対する測定される圧力降下の比率を、心
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筋損傷指数のような損傷指数として定め得る。
【数７】

【００８４】
　小さい狭窄を備える動脈も、ＯＣＴプローブへの圧力変換器の追加から利益を得る。圧
力変換器は、動脈内の圧力降下の正確な表示をもたらし、心臓の疾患状態を決定するのに
有用な全体的な生理学的影響を決定するのを助ける。
【００８５】
　狭窄に亘る圧力降下に対するプローブの影響を減少させるために、ワイヤ及びプローブ
は可能な限り小さくなければならない。一部のより小さいＯＣＴプローブは、２．７Ｆ狭
窄横断プロファイルを有する。この大きなサイズは、２つの要因、即ち、トルクワイヤの
大きさ及びレンズの大きさによって推進される。狭窄を横断するカテーテルの区画におい
て、これらの双方を減少させ得る。
【００８６】
　トルクワイヤが、回転中のワイヤの撓みによって引き起こされる最小非均一回転歪み（
ＮＵＲＤ）内で回転し得なければならない。最新技術は、二重層トルクコイルを使用する
。０．０２０インチ（０．５０８ミリメートル）より下の外側ＯＤを備えるトルクワイヤ
と関連付けられるＮＵＲＤは、現在のところ、精密画像を得るためには高すぎる。
【００８７】
　液体中の撮像コアの回転によって引き起こされる剪断力がカテーテル長に沿って均一で
あると推定すると（それは直径移行がないならば正しい）、トルクワイヤに沿って伝達さ
れるトルクは、カテーテルの近位端でのその最大値から撮像コアの遠位端での約ゼロまで
線形に減少する。近位端でより大きなトルクを有することは、遠位端でエネルギが最も必
要とされる場所により多くのエネルギ移転をもたらす。
【００８８】
　ワイヤ自体によって引き起こされる圧力降下を低減させるトルクワイヤの１つの実施態
様を図４に示す。１つの実施態様では、トルクワイヤ直径の単一の減少がある。図４に示
すように、直径の単一の減少は、２つのトルクワイヤ１２０及び１２４の間で起こり、よ
り大きな直径のトルクワイヤが近位にある。この実施態様において、２つのトルクワイヤ
１２０，１２４の結合は、金属繋ぎ１２８で行われる。ＯＣＴカテーテルにおいて使用さ
れるとき、光ファイバ１３２（図５）は、トルクワイヤ１２０，１２４の中間を通じて走
る。他のカテーテルのために、ワイヤ又は他の信号送信装置は、トルクワイヤ１２０，１
２４の中央を通じて走り得る。トルクワイヤ１２０，１２４を繋ぐために使用される継手
の要件は、２つのトルクワイヤ１２０，１２４を互いに同軸に整列させられた状態に維持
することである。
【００８９】
　繋ぎ１２８の１つの実施態様を図５に示す。その外径がより大きなトルクワイヤと整合
する金属環１２８がより大きなトルクワイヤ１２０に突合わせ溶接される。環１２８の内
径は、より小さなトルクワイヤ１２４の外径よりも僅かに大きいように選択され、より小
さなトルクワイヤ１２４が環１２８内に滑り込むのを可能にする。１つの実施態様におい
て、より大きな直径は、約０．５ｍｍであり、より小さな直径は、約０．３５ｍｍ未満で
ある。次に、より小さなトルクワイヤ１２４は、環１２８に接着又は溶接される。１つの
実施態様において、より小さなトルクワイヤの各ワイヤの直径は、約０．００１インチ（
０．０２５４ミリメートル）であり、二重層、即ち、各層ごとに４～８個の繊条組織（フ
ィラメント）を備える逆巻き構造内に包まれる。その結果は、環１２８で中心化される極
めて短い非撓み区画を備える中心化され且つ整列させられた繋ぎである。より長い剛性区
画は、特に繋ぎが遠位端付近に配置されるときに、カテーテルが曲がりくねった幾何学的
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形状を進むことを可能にすることの困難性を作り出す。
【００９０】
　繋ぎの場所は、カテーテルに沿ってどこでもよい。１つの実施態様（図６）において、
継手又は環１２８は、狭窄領域４０に入るカテーテルの区画に近接して配置される。この
構造を用いるならば、より大きな、より頑健なトルクワイヤ１２０が、カテーテル長の殆
どに亘ってトルクを伝え得るし、より小さなトルクワイヤ１２４は、カテーテルの直径が
小さくあることが最も重大である場所に存在する。
【００９１】
　二重―ねじりワイヤカテーテル又はトルクワイヤ組立体の他の実施態様を図７に示す。
この実施態様では、ＰＥＴ又はテフロン（登録商標）のような材料で構成される熱収縮チ
ューブ１５０が両方のトルクワイヤに亘る。重点材料シリンダ１５４が、トルクワイヤを
中心化させ且つ整列させ続ける。トルク供給要件に耐え且つトルクワイヤを整列させ続け
得る他の方法も使用し得る。
【００９２】
　カテーテルの遠位区画は短いので、トルクワイヤの使用は絶対的に必要ではない。何故
ならば、短い距離に亘るＮＵＲＤに起因する画像品質の軽い劣化は性能に大きな影響を与
えないからである。図８に示すように、短い距離に亘って裸ファイバ１３２をトルク送信
装置として使用し得る。遷移プラスチックのような保護カバー又は保護層１３８が、トル
クワイヤ１２０の端部での移行を円滑にするために、トルクワイヤ１２０の末端を覆う。
この構成は幾分脆弱であるが、それは光ファイバ１３２を通じて十分なトルクを伝え、レ
ンズ組立体１３７を所望の速度で回転させる。他の実施態様は、熱収縮チューブ１３６を
裸ファイバ１３２の上に配置することを含む。熱収縮チューブ１３６は、保護層又はカバ
ーとしても働き得る。これはファイバをより頑健にし、ＮＵＲＤ性能を向上させ得る。代
替的に、プラスチックチューブをファイバの上に滑動させ得る。ＮＵＲＤ性能を向上させ
るために、このチューブ外径を縦剛性を回転剛性から切り離す螺旋の形態にも切断し得る
。
【００９３】
　図９に示すような１つの実施態様では、トルクワイヤ１２８と光ファイバ１３２との間
に干渉嵌めがある。トルクワイヤ１２８をファイバ１３２の上に滑動させるために、トル
クワイヤ１３８は、内径を拡張させるよう、回転的に応力が加えられた開放状態に保持さ
れるのに対し、ファイバ１３２は、トルクワイヤ空腔内に挿入される。次に、トルクワイ
ヤ１２８が光ファイバ１３２の上に位置付けられるや否や、応力が解放される。代替的に
、１つの実施態様において、トルクワイヤ１２８の直径は、約０．００３インチ（０．０
７６２ミリメートル）であり、この組立体が１２５μｍファイバ１３２の上に巻かれると
きに、それは組立体に約０．０１２インチ（０．３０４８ミリメートル）の外径をもたら
す。カテーテルの全長に亘る光ファイバ１３２に亘って形成されるトルクワイヤ１２８を
備えて形成されるカテーテルの小さなサイズは、カテーテルの近位区画がより小さくある
ことを可能にし、撮像領域から血液を取り除く洗浄器を使用してカテーテル空腔の手動洗
浄を行うことを容易化する。トルクワイヤと光ファイバとの間の干渉嵌めは、組み合わせ
の機械的安定性を向上させ、長い、小さい直径のトルクワイヤに関連付けられるＮＵＲＤ
問題を回避する。
【００９４】
　１つの実施態様（図１０）では、空気へのアクセスを制限するよう、ポリイミド又はア
クリル酸塩バッファ層１６０がガラスファイバ１３２の上に配置され、それによって、水
素脆化を減少させる。それは光ファイバ１３２とトルクワイヤ１２８との間のコンプライ
アンスももたらし、それはそれらの間の干渉嵌めを助ける。組立体のＮＵＲＤ性能を向上
させるために、バッファ層１６０厚さを変更し得る。
【００９５】
　段階直径変化を有するトルクワイヤ組立体のために、被覆シースも直径段階を有する。
シースにおける直径変化を図１１に示す。画像コアはシース内で完全に前進させられた状
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態で示されている。シースを動かさずに標的血管のある区画を撮像するために、画像コア
を近位に引っ込め得る。引込み中に機械的干渉はない。遠位のより小さな直径の断面にお
けるシースと画像コアとの間の間隙の大きさは小さい。小さな遠位間隙サイズは狭窄横断
プロファイルを減少させ、遠位シースチューブが小さな直径でよじれ得る可能性を減少さ
せる。
【００９６】
　ＯＣＴ光学の構造と比べて、プローブの圧力区画はより単純である。図１２に示すよう
に、ＯＣＴプローブと共に光学圧力変換器２５０を使用し得る。それらの両方は情報送信
のために同じファイバ２１６を共用する。光学圧力変換器２５０は、隔壁２５２と、変換
器空気間隙２５３を有する変換器本体２５４とを含む。変換器２５０はガラスシース２５
８によって光学トレイン上に保持される。単一モードファイバ２１６を通じて下る光は、
光学トレインの芯なしファイバ部分２５９によって拡張させられ、光学トレインの多モー
ドファイバ部分２６０によって成形される。この光は斜め切断芯なしファイバプリズム２
６１内に進み、全反射によってファイバプリズム２６１と空気間隙との間の界面によって
反射させられるか、或いは圧力変換器２５０に通される。
【００９７】
　空気間隙２６３との界面によって反射させられる光は、プローブの側方から出て集束さ
せられる。ファイバプリズム２６１を通じて圧力変換器２５０に至る特定波長の光は、変
換器部分２５４に対する隔壁２５２の位置の変化によって変調させられ、ファイバ２１６
に沿って光学トレインを通じて反射して戻される。光の変調は検出され、圧力測定値に変
換される。圧力変化が反射光のスペクトルの変調として検出されるよう、圧力変換器をフ
ァブリ－ペロ空洞として構成し得るし、或いはその特定の波長での反射率が適用圧力に依
存するミラーとして構成し得る。
【００９８】
　１つの実施態様において、圧力測定のために使用される光は、ＯＣＴ画像を作成するの
に使用される光とは異なる波長の帯域内に位置する。ファイバの先端は、二色性薄膜で塗
装され、圧力測定のために使用される光の波長は、ファイバの側方を通じた偏向を伴わず
に、光が光学トレインのレンズ組立体及びファイバプリズム２６１を通過するのを可能に
するよう選択される。次に、圧力変換器２５０に衝突するファイバ２１６からの光は反射
して戻されて、光学トレイン及びファイバ２１６を下る。圧力が変化すると、光は変調さ
れ、変調から圧力を計算し得る。１つの実施態様では、放射線不透性マーカ２６４がレン
ズ組立体の位置を印す。
【００９９】
　代替的な組合わせ圧力及びＯＣＴプローブを図１３に示す。図１３に示すように、圧力
を測定するために、電気圧力変換器２６９が使用される。図１２と対照的に、変換器２６
９は、画像ファイバ２１６上ではなく、シース２１２内に取り付けられる。ファイバ２１
６と圧力変換器２６９との間に機械的又は光学的な接続はない。圧力変換器２６９からカ
テーテルの近位端に走るワイヤ２６７は、シース壁２１２内で同時押出しされる。シース
２１２は細長いキャビティを定め、１つ又はそれよりも多くのワイヤ２６７がキャビティ
内に配置される。ＯＣＴファイバプリズム２６１の光閉塞（遮光）を最小限化するよう小
さく維持される。１つの実施態様において、圧力変換器２６９は、可撓なシリコンゲル２
６８によってシース壁のポケット内に保持される。１つの実施態様において、プローブの
光学部分の光学トレインは、ガラスキャップ２７０によって所定の場所に保持される。
【０１００】
　電気圧力変換器は、プローブの非可撓区画がより短い点において、光学圧力変換器に優
る利点を有する。光学圧力変換器を用いるならば、ガラスシース区画２５８（図１２）は
可撓でない。電気圧力変換器のみを用いるならば、ガラスキャップ２７０は可撓でない。
より短い非可撓の長さは変換器がより気密な径方向の屈曲で血管内に入ることを可能にす
る。
【０１０１】
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　図１４は、ＯＣＴ圧力／プローブの更に他の実施態様を示している。この実施態様にお
いて、圧力変換器２５４は、光学トレインのビームシェーパ（成形器）２６０部分に隣接
して配置される。単一モードファイバ２１６から進む光は、再びビームエキスパンダ２５
９を通過し、変圧器本体２５４を通過する前に、ビームシェーパ２６０を通過する。変換
器２５４の隔壁２５２に隣接しているのは、透明ゲル２７８が充填された領域である。ゲ
ルは、圧力変換器隔壁と傾斜研磨芯なしファイバプリズム２６１との間に挿入される低デ
ュロメータシリコンゲルである。その目的は、傾斜研磨芯なしファイバプリズムと圧力変
換器隔壁との間の指数不整合を減少させることである。これは光透過を減少させる。ゲル
２７８は、圧力を隔壁に正確に伝えるのに十分な程に低く且つ隔壁の運動と干渉しない、
デュロメータである。ゲル２７８は、（図１５の外部側面図にも示す）一連の圧力ポート
２７４を通じてプローブの環境に対して開放している。ポート２７４に適用される圧力は
ゲル２７８を通じて隔壁２５２に伝えられる。図１５に示すように、トルクワイヤ２００
は放射線不透性マーカ２６４の隣にある。
【０１０２】
　ゲル２７８を通じて進む光は、ファイバプリズム２６１に入り、空気間隙２６３光プリ
ズム２６１界面で全反射によって反射させられる。反射ビーム２６２はプローブの側方を
通じて外に進み、血管の壁に衝突する。壁によって反射させられる光は、光学トレインの
残部を下って伝えられる前に、ファイバプリズム２６２、ゲル２７８、及び圧力変換器本
体２５４を通じて逆方向に進む。この実施態様では、ＯＣＴ撮像及び圧力感知のために、
同じ帯域の光学波長が使用される。
【０１０３】
　圧力変換器を含む光学トレインは、シース３０２の中心に近接するＯＣＴ画像（図１６
）内の円３００として現れている。プローブは、空腔壁３０４に対して軸から外れている
。圧力変換器の使用中であるとき（普通はＯＣＴプローブが回転していないとき）、圧力
変動はセンサからのスペクトル干渉パターンを変更させ、次いで、図１２の実施態様にお
いて起こることに類似して、それは円３００の位置を僅かに変調させる。変換器のファブ
リ－ペロ空洞間隔は、画像中の円の位置がＯＣＴ画像と干渉しないように選択される。こ
の実施態様の利益は、圧力データが測定されるのと同時に、空腔に関するＯＣＴデータを
測定し得ることである。
【０１０４】
　図１７を参照すると、組合わせ圧力及びＯＣＴプローブ３１０は、先ず血管内に挿入さ
れるガイドワイヤ３１３の上で血管内に挿入されるカテーテルシース３１２内に配置され
る。シース２１２は、ガイドワイヤポート３１４を通じるガイドワイヤ３１３の遠位端の
上でシース３１２のモノレール先端を通すことによって血管内に位置付けられる。環境（
矢印３１８）によって加えられる流体圧力は、流体ポート３１６を通じて空腔３２０内の
流体に伝えられ、ＯＣＴプローブ又は組合わせＦＦＲ／ＯＣＴプローブのようなプローブ
３１０の圧力ポート３２２に伝えられる。
【０１０５】
　介入前にＦＦＲ測定を行うことに加えて、組合わせＦＦＲ／ＯＣＴプローブは、ステン
トが適切に配置されたか否かを決定する上でも有用である。そのようなプローブを用いる
ならば、ＯＣＴはステントの過小拡張又は配置間違いを確認するために使用され、ＦＦＲ
は全ての有意な狭窄が除去されたことを保証するために使用される。
【０１０６】
　図１８は、カテーテル内で変換器を使用せずに血管圧力を正確に測定するために使用さ
れるシステムの実施態様を描写している。そのようなシステムは、ガイドワイヤ空腔３５
４と光学プローブ３７４を配置する空腔３５８とを有するＯＣＴカテーテル３５０を含む
。光学プローブ３６２は、その遠位端にＯＣＴレンズ３６６を含み、その近位端に光学コ
ネクタ３７４を含む。
【０１０７】
　空腔３５８は、ヘパリン化サリン又はＯＣＴレンズの屈折率と実質的に整合する屈折率
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を有する他の実質的に非圧縮性の流体のようなパージ溶液で充填される。パージ溶液は許
容可能な限界を超える搬送圧力波を減衰させないように構成される。これが起こるのは、
圧力波が過剰に減衰されるならば、カテーテルが圧力測定のために適切に配置されないか
否かを区別するのはより困難だからである。液体シール３７８が空腔３５８内の流体をフ
ァイバ－光コネクタ３７４への漏れから守る。空腔３５８は通孔３７０を含み、流体は通
孔３７０を通じて流れ、空腔３５８からの空気をパージする。空腔３５８は、三方向弁を
３８６を通じて、流体源３８２、１つの実施態様では、洗浄器に接続される。第１の弁位
置において、流体源３８２からの流体は空腔３５８内に進む。第２の弁位置において、空
腔３５８は圧力変換器３９０に接続される。１つの実施態様において、弁位置は自動的に
制御される。１つの実施態様において、流体源３８２は、水、サリン、又は他の流体のよ
うなパージ溶液を計量分配するよう構成される洗浄器（注射器）であり、圧力変換器を含
む図２０～２３に示すような１つ又はそれよりも多くの流体流制限素子又は流体流制御素
子と流体連絡する。
【０１０８】
　図１８に示すように、圧力変換器３９０の電気出力部は、信号調整回路３９４に接続さ
れ、次いで、信号調整回路の出力部は、１つの実施態様において、無線送信器３９８に接
続される。無線送信器３９８は、ＯＣＴ－ＦＦＲシステム無送受信器４０２と連絡する。
他の実施態様において、信号調整器３９４は、取り外し可能なコネクタを備える電気ケー
ブルによって、ＯＣＴ－ＦＦＲシステム送受信器４０２に接続される。ＯＣＴ－ＦＦＲシ
ステム送受信器は、大動脈圧力送信器４０６とも連絡し得る。１つの実施態様において、
圧力変換器３９０及び調整組立体３９４は使い捨て可能であり、パージ洗浄器３８２に前
もって取り付けられた殺菌パッケージにおいて使用者に供給される。１つの実施態様にお
いて、空腔３５８の高圧パージ中、圧力変換器３９０への接続は遮断される。他の実施態
様では、連続パージ、定期パージ、又は１回パージのような、１つ又はそれよりも多くの
パージ処置中に、圧力変換器３９０を使用し得る。
【０１０９】
　空腔３５８が圧力変換器３９０に接続されるとき、弁３８６を通じて、圧力は、空腔３
５８を通じて、パージポート３７０を通じる血管環境から、圧力変換器３９０に伝えられ
る。圧力波形は、ＯＣＴプローブの内部空腔３５８を通じる圧力の伝達によって減衰させ
られることが予期される。大動脈圧力波形及び遠位圧力波形が類似である限り、ＦＦＲ測
定精度を維持し得る。好適な実施例では、２つの波形の間の適切なレベルの類似性を維持
するために、適応電子デジタルフィルタを使用し得る。回路に基づく方法又はソフトウェ
アが、大動脈圧力波形及び／又はパージポート圧力波形を成形するよう構成される。デジ
タルフィルタリングソフトウェア機能は、最良の一時的な応答のために大動脈圧力波形及
び遠位圧力波形を調節するように向けられている。フィルタの一例は、正規化された大動
脈圧力波形及び遠位血圧波形を様々の程度の適合度に整合させるよう調節し得る可変時定
数を備える一次低域フィルタである。異なる大きさの時定数を導入し得る空腔内の微視的
な気泡の存在を補償するために、１つよりも多くの調節可能なパラメータを備えるより高
い次数のフィルタも使用し得る。
【０１１０】
　ＦＦＲ決定システム上で電流圧力測定において利用されるものに類似する時間同期法を
使用して、２つの波形（大動脈波形及び遠位圧力波形）を処理して表示し得る。よって、
手術中、臨床医は、先ず、３ポート弁を流体貯槽をカテーテルの空腔に接続する第１の位
置に設置する。カテーテルの空腔はパージポートを定める。次に、流体貯槽からの流体は
、空腔を通じて汲み出されて空腔から出て、それによって、空腔から空気を除去する。次
に、臨床医は、カテーテルを関心の血管内に配置し、パージポートが狭窄より上に位置付
けられるようにカテーテルを血管内に移動する。次に、３ポート弁を圧力変換器をカテー
テルの空腔に接続する第２の位置に設置することによって、圧力変換器３９０を使用して
空腔内の圧力（故に、血管自体内の圧力）が測定される。カテーテルの空腔はパージポー
トを定める。
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【０１１１】
　圧力補正ソフトウェアが、標準的な圧力ワイヤの断面と比べてより大きなカテーテルの
断面によって引き起こされる過剰な圧力降下ΔＰｅｘを計算する。本発明の好適実施態様
によれば、ＦＦＲの補正値は（Ｐｄ＋ΔＰｅｘ）／Ｐａとして計算され、ここで、Ｐｄは
、パージ出口ポートで測定される平均遠位圧力であり、Ｐａは、平均大動脈圧力である。
測定される圧力及び計算される抵抗から推定される充血流での空腔のＯＣＴ平均―直径／
面積プロファイルから得られる予期される圧力降下に基づき、ΔＰｅｘを分析的に計算し
得る。代替的に、より大きな精度のために、３Ｄ計算流れ（有限要素）モデルを利用し得
る。殆どの条件の下で、過剰な圧力降下は数ｍｍＨｇに過ぎないので、ΔＰｅｘの精密な
推定は不要であるはずである。
【０１１２】
　図１９を参照すると、ステントが血管内に導入されるべきか否かを決定するためのＯＣ
Ｔ／圧力プローブ及びプロセッサを含むシステムの使用が示されている。ＯＣＴ画像デー
タを取ることによって決定を開始する（ステップ１０）。その画像データから、空腔壁、
カテーテルシース、及びガイドワイヤを特定する（ステップ１４）。ガイドワイヤ及び空
腔壁の完全な輪郭を決定し（ステップ１８）、壁輪郭に基づきＨ＿ｍｒｖ＿ｇｕｅｓｓの
値を計算する（ステップ２２）。
【０１１３】
　次に、患者にアデノシンを与えて充血を誘発させ、Ｐａ及びＰｄを測定する（ステップ
２６）。流体力学シミュレーションを行い（ステップ３０）、Ｐｃ及びＨ＿ｍｒｖ＿ｃｏ
ｒｒｅｃｔｅｄを計算する（ステップ３４）。次に、プロセッサは、Ｈ＿ｍｒｖ＿ｃｏｒ
ｒｅｃｔｅｄが所定の差においてＨ＿ｍｒｖ＿ｇｕｅｓｓと等しいか否かを決定する（ス
テップ３８）。もし値が一致しないならば、流れ及びＨ＿ｍｒｖ＿ｇｕｅｓｓを再計算し
（ステップ４２）、シミュレーション（ステップ３０）を再実行する。Ｈ＿ｍｒｖ＿ｃｏ
ｒｒｅｃｔｅｄが所定の差においてＨ＿ｍｒｖ＿ｇｕｅｓｓと等しくなるまで、このルー
プを続ける。その時点で、高い圧力降下の領域及びＦＦＲの計算の領域を表示する。これ
らの測定値から、ステントが必要とされるか否かの決定を行う（ステップ５０）。もし不
要であるなら、手順は完了する（ステップ５４）。
【０１１４】
　しかしながら、もしステントが必要とされるなら、システムは、ステント場所の提案を
表示し（ステップ５４）、必要であるならば、ステントの影響が何であるか決定するため
に、他のシミュレーションを実行する（ステップ６４）。次に、ステントを所定の位置に
配置する。次に、ステント後のＦＦＲを測定して表示し（ステップ６８）、手順は完了す
る（ステップ７２）。
【０１１５】
圧力測定及びパージ組立体実施態様
　部分的に、本発明は、カテーテルのような、パージポートを有するデータ収集プローブ
の一部のパージ（除去）を行い、且つパージポート圧力測定を行うするのに適した、シス
テム、方法、及び装置にも関する。この種の測定を図１８に関して上で議論した。１つの
実施態様では、パージポートと流体連絡する圧力測定装置を使用することによって、空腔
内に配置されるパージポートを通じて、血管の空腔のある位置での圧力を測定し得る。図
２０乃至２３に示すようなパージング及び圧力測定を行うために、様々の種類の流体供給
又は流れ規制システム又は構成部品を使用し得る。図１８に示すシステム又は構成部品と
共に、或いは図１８に示すシステム又は構成部品の代わりに、これらのシステム及び構成
部品の一部を使用し得る。
【０１１６】
　画像データ収集、圧力データ収集のようなデータ収集手続き中に、或いはプローブを使
用して関心の他のデータを収集するときに、ある量の気泡が血管内に導入されるのを防止
し或いは低減させるために、パージングはカテーテルから空気を除去する。血液がカテー
テル内に逆流するのを防止しながら、水又はサリンのようなパージ溶液を用いて撮像カテ
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ーテルをパージするために、図２０～２３のシステム及び／又は構成部品を使用し得る。
パージ溶液の連続的な滴下が血液進入を防止するのを助け得る。加えて、例えば、変換器
をパージ溶液源と直列にさせることによって、データ収集プローブ内で変換器を使用せず
に血管圧力を正確に測定するために、図２０～２３のシステム及び構成部品を構成し得る
。
【０１１７】
　一般的には、血液侵入防止システム及び洗浄システムもパージポート測定システムの一
部としてここに記載するように実施し得る。血管が撮像される前に血管から血液を取り除
くためにも、洗浄溶液を使用して洗浄を行い得る。このようにして、洗浄は、画像データ
が収集される前に血液場を洗浄することによって、血液侵入に起因する撮像アーチファク
ト及び他の望ましくない影響を緩和し得ることを補償するのを助ける。
【０１１８】
　上述のように、関心の血管内で画像データ又は他のデータを収集するときにおいて異な
る位置又は地点で圧力を測定することは、関心の血管及び使用される撮像プローブに関す
る利点及び追加的な情報をもたらす。圧力変換器のような圧力モニタをパージシステムの
一部として様々の構造中に据え付け得る。この変換器は、単独で又は同じ血管に関して収
集されるＯＣＴデータと共に使用し得るＦＦＲ測定値及び他の関心の測定値を取得するの
を容易化する。
【０１１９】
　図２０は、動脈又は空腔４６７を有する他の血管のような関心の血管４６５と共に使用
するのに適したデータ収集システム４５０の概略図である。カテーテル及び／又は画像デ
ータ収集素子を内部に備える１つ又はそれよりも多くの細長いシースを含むＯＣＴプロー
ブのような収集プローブ４７０を血管４６５の空腔４６７内に配置し得る。プローブ４７
０は、回転可能な光ファイバを内部に備えるカテーテルを含み得る。プローブ４７０は、
圧力データ収集素子を含み、或いは圧力データ収集素子と連絡し得る。図示のように、プ
ローブ４７０を前進させ、狭窄障害によって引き起こされるような血管４７５の狭まりに
関する画像データを収集するためにプローブ４７０を使用し得る。同様に、圧力データを
、異なる時点で及び狭まった領域４７５の両側のような血管内の異なる地点で収集し得る
。１つの実施態様では、カテーテル内に配置される回転可能な光ファイバ素子を空腔４６
７を通じて引っ張り得る。プローブ４７０は、ＯＣＴプローブ又は多モードデータ収集プ
ローブであり得る。プローブ４７０は、パージポート４７２も含み得る。
【０１２０】
　図２０のシステムは、パージ溶液を単独で含み得る或いは空気４８１も含み得る洗浄器
のような、流体源４８０を含む。流体源４８０は、圧力変換器４８３と直列である。よっ
て、１つの実施態様において、パージ溶液は圧力変換器４８３の周りを或いは圧力変換器
４８３を通じて進む。流速変化及び圧力変化は、望ましくない振動又は変換器４８３を使
用して得られる圧力読取りに関する減衰を引き起こし得るが、ここに概説するように、こ
れを軽減し得る。次いで、圧力変換器４８３は、無線又は有線送信器４８５と電気連絡す
る。送信器は、変換器４８３を使用して得られるデータを送信するよう構成される。プロ
ーブ４７０と連絡する光ファイバコネクタも示されている。光ファイバコネクタ４８７を
患者インターフェースユニット（ＰＩＵ）に取り付け得る。１つの実施態様において、光
ファイバコネクタ４８７は回転可能であり、データ収集プローブ内に配置される光ファイ
バを回転させるよう構成されるモータと連絡する。プローブ４７０は、回転可能な光ファ
イバを含むのが典型的であるが、プローブ４７０は、前方走査プローブ又は他の種類のプ
ローブを含み得る。流体源４８０から図２０～２２に示す様々の素子を通じてカテーテル
又は図示のプローブ４７０に洗浄溶液を供給するために、導管、コネクタ、通路等のよう
な、様々の種類の経路を使用し得る。
【０１２１】
　図２０に示すような構成を用いるならば、洗浄器内のある量の空気４８１は、圧力波形
の減衰レベルを変更し、よって、平均圧力読取りを変更し得る。洗浄器内のある量の絵北
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は、空気４８１が存在するときの圧力読取りにも影響を与え得る。これらの減衰関連の挑
戦の一部を解決する１つのアプローチは、図２１及び２２に示すような追加的なパージ流
体制御素子を追加することである。これらの機能は、変換器４８３を使用して得られる圧
力読取りを安定化させるのを助ける。図２０のシステム４５０は、ＯＣＴシステムを走査
する手順が不変のままであり或いは実質的に不変のままであることである。
【０１２２】
　図２１は、動脈又は空腔４６７を有する他の血管のような関心の血管４６５と共に使用
するのに適したプローブシステム４５５の概略図である。システム４５５は、逆止弁４９
０と流体連絡する洗浄器のような流体源４８０と、流体流制御装置４９１とを含む。逆止
弁４９０は、液体が流体源４８０内に逆流しないようにするよう構成される。１つの実施
態様において、逆止弁４９０は、洗浄器の充填及び空気のパージを容易化する三方向弁を
含む。
【０１２３】
　１つの実施態様において、流体制御装置４９１は、膨張リミッタ又はハウジング４９５
内に配置される膨張可能なチューブ４９２を含む。チューブが細長くなるのに応じて一方
又は両方の端部が移動し得るよう、膨張可能なチューブ４８２は、一部の実施態様におい
て、径方向及び長手方向に膨張し得る。膨張リミッタ４９５は、他のチューブ、環、容積
制限チャンバ、又は他の膨張制限素子を含み得る。流体流制御装置４９１は、他の制限チ
ューブ又は環４９５内に配置される膨張可能なチューブ４９２を含み得る。流体流制限装
置又は制約部４９７は、図示のような装置４９１とも流体連絡する。
【０１２４】
　図示の制約部又は制限装置４９７は、流体流制限装置４９１と流体連絡するチューブ又
は他の通路に形成されるクリンプ又は狭まりを含み得る。制約部又は制限装置４９７は、
１つの実施態様では調節可能でなく、１つの実施態様では任意的な設計素子であり得る。
１つの実施態様において、制約部又は制限装置４９７は、流体制御装置４９１、例えば、
チューブ４９２を有する実施態様におけるチューブ４９２、及び図示のような圧力変換器
４８３と流体連絡する。送信器４８５は、図示のような圧力変換器４８３から受信するデ
ータを送信する。送信データは、圧力測定値又は圧力測定値を導出し得るデータを含み得
る。
【０１２５】
　運転中、流体源から放出される流体は、選択的に通され、或いは流体流制御装置４９１
に入る前に弁４９０によって制約される。流体源４８０からの流体が流体流制御装置４９
１に入ると、１つの実施態様では、膨張リミッタ４９５が流体収容及び膨張チューブ４９
２を制限するまで、膨張可能なチューブ４９２が膨張して、進入する流体を収容する。１
つの実施態様において、流体流制御装置４９１は、例えば、流体源４８０から流体が適用
されないとき或いは実質的にチューブ４９２を膨張させずに流体がチューブ４９２ないに
あるときのような、第１の容積を有する第１の状態から膨張する膨張可能な装置を含み得
る。チューブ４９２又は他の膨張可能な素子を含み得る膨張可能な装置は、チューブ４９
２が完全に膨張させられ且つ膨張リミッタ４９５によって更なる膨張が制約されるときの
ような、第２の容積を有する第２の状態に膨張し得る。１つの実施態様では、チューブが
膨張するとき、チューブの長さ、幅、及び高さは変化し得る。
【０１２６】
　流体流制御装置４９１が流体源４８０からのパージ溶液のボーラスで充填され、追加的
なパージ溶液が流体源４８０から供給されないや否や、チューブ４９２のような膨張させ
られた素子がその非膨張状態に戻るとき、チューブ４９２のような膨張可能な素子は、そ
の内部に配置されるパージ溶液に対して力を適用する。このようにして、パージ溶液のボ
ーラスは、流体流制御装置４９１から制約部又は制限素子４９２内に推進させられる。制
約部又は制限装置４９７と流体連絡する且つ／或いは直列である圧力変換器４８３を使用
して、制約部又は制限装置４９７を離れる流体の圧力を測定し得る。同様に、変換器４８
３を使用して、パージポート４７２からの背圧も測定し得る。流体変換器４８３を通過す
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るパージ溶液は、プローブ４７０のシース内に進み続け、シース内で、パージ溶液は、パ
ージポート４７２を通じて空腔４６７内に放出され、或いは、パージ溶液が本体の外に除
去されるならば、大気中に放出される。１つの実施態様において、パージポート４７２が
圧力変換器４８３と流体連絡するとき、１つ又はそれよりも多くのＦＦＲ値又は他の圧力
に基づく関心のパラメータを決定するために測定し且つ使用し得る圧力が、空腔４６７か
ら圧力変換器４８３に伝えられる。これらのＦＦＲ値は、補正ＦＦＲ値、又は同じ若しく
は異なるプローブを用いて異なる時点で得られるＦＦＲ値を含み得る。
【０１２７】
　１つの実施態様において、本発明は、パージ溶液源と流体連絡する圧力変換器を含むパ
ージシステムを作動する方法に関する。方法は、逆止弁４９０に取り付けられる三方向弁
を開くステップと、カテーテル又はプローブをパージするステップと、逆止弁を閉じるス
テップとを含み得る。１つの実施態様では、使用者が例えばレバーを用いて能動的に逆止
弁を開放又は閉塞しないでも逆止源が開閉するよう、逆止弁４９０は受動的である。追加
的なステップは、変換器４８３から得られるＯＣＴデータ及び／又は圧力データを使用し
てＦＦＲ測定値を決定することを含み得る。加えて、ＦＦＲ測定値が決定されるや否や、
例えばＯＣＴプルバックを行うことによって画像データを収集することを含む追加的なス
テップを行い得る。図２１のシステムは、ここに記載する方法ステップの１つ又はそれよ
りも多くを行うのに適している。この種類のシステムは、流体源４８０と関連付けられる
コンプライアンス問題を解消する。加えて、一部の実施態様では、連続的な或いは実質的
に連続的なパージが行われ、それは画像データ収集中にプローブ４７０を十分に血液が除
去された状態に維持する。装置４９１で形成するパージ溶液のボーラスは、連続的なパー
ジを維持するのに適している。
【０１２８】
　１つの実施態様において、装置４９１内に配置される膨張可能なチューブ４９２又は他
の膨張可能な素子が一杯である程度は監視される。変換器４８２又は装置４９１と連絡す
る加圧帯(cuff)若しくは他の素子、又はその構成部品を使用して、監視を行い得る。膨張
可能なチューブ４９２又は素子が十分に大きな容量及び／又は流体流を有する、或いは装
置４９１からの滴下速度が十分に遅い実施態様において、チューブ膨張又は充満性の監視
は任意的であり、しばしば不要である。
【０１２９】
　１つの実施態様において、図２１のシステムの動作は、一連のステップとして起こる。
初期的に、流体源４８０が、例えば、プランジャによって圧縮される。次いで、流体源４
８０によって生成される圧力が膨張可能なチューブ４９２の膨張圧力を超えると、チュー
ブ４９２の外径が膨張制限素子４９５を圧迫するまで、チューブ４９２は膨張する。よっ
て、膨張リミッタが内径を有する管状部材であるならば、膨張リミッタの内径は膨張可能
なチューブ４９２の膨張を制限する。チューブ４９２の長さも膨張可能であり、チューブ
４９２の一端が固定されるならば、他端はその長さに沿って膨張し且つ収縮し得る。
【０１３０】
　チューブ４９２から出るパージ流体に関して、そのようなパージ流体は制約部又は制限
装置４９７を通じて、プローブ又はカテーテル４７０内に流入する。１つの実施態様では
、プローブ４７０からのパージ液体の流れを制御するために、流体流通路における狭まり
のような制限４９７が使用される。パージ流体がプローブ４７０内にあるや否や、パージ
流体はパージ期間中に血管４６７内に放出される。図２１では、変換器４８３が流体源４
８０又は装置４９７から異なる流体流及び圧力波を受け取る結果としての圧力測定値を安
定させるのを助けるために、別個の制約部４９７が圧力変換器４８３と流体源４８０との
間に位置付けられる。代替的に、制約部は、制約部４９７が使用される場合におけるよう
に、プローブ４７０内に配置される光ファイバとシース内径（ＩＤ）との間の間隙がパー
ジ溶液の流れを制約するような大きさであるよう構成することによって、プローブ４７０
の一部であるカテーテルのようなシースの長さに沿ってあり得る。プローブ実施態様にお
いて制約を達成するよう間隙をこの種類の大きさにすることはパージ溶液流を制限するが
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、ファイバの外径とシースの内径との間の距離は、圧力の伝達が変換器を使用して依然と
して測定可能であるように設定される必要がある。
【０１３１】
　１つの実施態様において、膨張可能なチューブ４９２は、第１又は開始圧力閾のような
適用圧力に応答して拡大し、且つ適用圧力が閾値より下に効果するときに収縮又は閉塞す
るよう構成される。チューブ４９２を膨張させる圧力を、例えば、流体源４８０として働
く洗浄器によって生成し得る最大圧力のような、流体源４８０によって生成し得る圧力と
等しく設定し得る。例えば、流体源が１０ｍｌの洗浄器であるならば、１つの実施態様に
おいて、最大圧力は約１５０ｐｓｉである。チューブ４９２を膨張させる適用圧力は、チ
ューブ４９２の内径によって除算されたチューブ４９２の弾性率によって乗算されたチュ
ーブ４９２の壁厚と比例する。特定の材料の所与のチューブ４９２に関して、上記で議論
したチューブ４９２の他の測定値に適用圧力を関係付ける比例定数を決定するために、歪
みレベルに対するチューブ４９２のための弾性率曲線の変化を評価することを使用し得る
。
【０１３２】
　１つの実施態様において、膨張可能なチューブ４９２は、流体源４８０からの圧力によ
って引き起こされるような歪みに晒されるときにその弾性を維持する材料を含む。膨張可
能なチューブを形成するのに適した１つの材料は、（Ｔｈｅ　Ｌｕｂｒｉｚｏｌ　Ｃｏｒ
ｐｏｒａｔｉｏｎ　Ｗｉｃｋｌｉｆｆｅ，Ｏｈｉｏから入手可能な）Ｔｅｃｏｆｌｅｘ８
０である。約０．０２インチ（０．５０８ミリメートル）の壁厚を有する約０．１２イン
チ（３．０５ミリメートル）の内径のチューブが、本発明の実施態様との使用に適してい
る。しかしながら、他のチューブ幾何学的構成及び形状を非限定的に使用し得る。
【０１３３】
　膨張リミッタ４９５は、膨張可能なチューブ４９２が過剰に膨張するのを防止し、１つ
の実施態様ではチューブ４９２に剛性をもたらす。膨張リミッタ４９５を両端で膨張可能
なチューブ４９２に取り付け得る。膨張可能なチューブ４９２の長さは、所与の種類のパ
ージのための並びに使用者の便宜のための正しい容積をもたらすよう選択される。１つの
実施態様において、膨張可能なチューブの長さは約２５ｃｍであるが、他の実施態様にお
いて、膨張可能なチューブの長さは約１ｃｍ～約８０ｃｍ（以上）に亘り得る。
【０１３４】
　図２２には、図２１のシステムと共通する一部の構成部品を有する素子又はサブシステ
ム及び１つ又はそれよりも多くの追加的な構成部品を含むシステム４６０が示されている
。具体的には、システム４６０は、固定的な制約部４９７を、調節可能な流体制限素子５
００のような調節可能な制約部と置換する。図２３に関して、例示的な調節可能な制限素
子５０１に関する追加的な詳細を以下に記載する。調節可能な流体制限素子５００の据付
けは、図２２に示すような幾つかの利益を有する。これらはデータ収集プローブ４７０を
使用するときの単純化されたパージ操作を含む。システム４６０の実施態様は、異なる又
は過剰な減衰の圧力読取りに関して如何なる有意な影響をも引き起こさない。加えて、画
像データを収集し得るよう撮像領域内への血液侵入を防止する調節可能な制約部５００，
５０１を備えるパージシステムを構成し得る。
【０１３５】
　図２２のシステム４６０に関して、パージが開始されるとき、パージ解決策は、膨張可
能なチューブ４９２を移動させ、チューブを取り囲む膨張リミッタ４９５と接触させる。
次いで、膨張可能なチューブ４９２のこの動作は、チューブ４９２内の流体圧力に応答し
て、調節可能な制限装置５００を開放させる。同様に、プランジャを押し下げることによ
って初期パージが完了させられると、調節可能な流体制限素子５００は、調節可能な流体
制限素子５００を開放するのに必要とされる閾よりも下に降下するチューブ４９２内の流
体の圧力に応答して閉塞する。装置５００，５０１のような調節可能な流体制限素子及び
／又はその構成部品の使用は、パージ中の一貫した性能を促進する。図２０～２２のシス
テムは自動脱気する。即ち、源４８０からの液体流は流路内の空気を除去する。別個の脱
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気ステップは必要とされない。
【０１３６】
　図２３は、図２２のシステム又は他の画像データ収集システムと使用し得るような、調
節可能な流体制御装置５０１の概略図である。図２２では、装置５００は装置５０１を含
み得るし、或いは装置５０１のその１つ又はそれよりも多くの構成部品の代わりに装置５
００を使用し得る。代替的に、装置５００のために他の調節可能な流体制御又は制約装置
を使用し得る。パージ溶液の初期又は第１のボーラス又は放出がプローブ４７０に向けら
れ、引き続きパージポート４７２から放出され、次に、適用圧力の減少に応答してパージ
溶液の第２のより連続的な放出が起こるように、調節可能な装置５０１，５００を構成し
得る。パージ溶液の第２の放出は、パージ溶液の連続的な流れであり得る。これらの装置
５０１，５００は、圧力測定値における変動の削減を伴う一貫性のある操作を有するよう
構成される。調節可能な流体制御装置５０１は、チューブ４９２と、或いはより一般的に
装置４９１及び圧力変換器４８３と流体連絡し得る。
【０１３７】
　図示のように、調節可能な制約部又は流体制御装置５０１は、圧力変換器又は他の圧力
検出装置４８３と流体連絡し得る。装置５０１は、孔又はボア５１４を定める滑動可能な
部材又はプラグ５１２（栓）を含み得る。プラグ又は滑動可能な部材を任意の適切な基板
で作成し得るし、ディスク、ワッシャ、又は他の環状又は他の孔又は空洞（キャビティ）
を定める部材として成形（形成）し得る。孔５１４は、プラグ５１２によって定められる
円筒形の空洞又は他の空洞であり得る。孔５１４は封止シート５１５に対して配置される
。更に、孔５１４を定めるワッシャ又はディスクのような滑動可能な部材又はプラグ５１
２は、バネのような付勢又は圧縮可能素子５１７によってシート５１５に対して保持され
る。孔５１４を装置５２０の本体又は本体５２０とプラグ５１２との間にも作製し得る。
それはプラグ５１２内に完全に組み込まれる必要はない。それは単に制約された方法にお
いて４９２と５３０との間の流体と連絡する。
【０１３８】
　１つの実施態様において、シート５１５は、図示のような貫通チューブ４９２のような
装置４９１と接触する境界を含む。付勢素子５１７からの力の適用の結果として部材がシ
ート５１５に対して付勢されるときに滑動可能な部材５１２に当接するようシート５１５
を構成し得る。滑動可能な部材５１２と流体密なシール（封止）を形成するようシート５
１５を構成し得る。次いで、流体が特定のパージシナリオの下で孔５１４を通じ、引き続
き、通路５３０を通じてのみ流れるよう、滑動可能な部材５１２は表面５２５と流体密な
シールを形成し得る。
【０１３９】
　装置５０１は、付勢又は圧縮可能素子５１７が十分に圧縮されるときに付勢又は圧縮可
能素子５１７を収容し且つ滑動可能な部材又はプラグ５１２を受け入れるような大きさと
されるハウジング５２０を含む。ハウジング５２０は、少なくとも部分的にある容積を定
め、その容積は素子５１７を含み、且つＡ方向に沿うような力の適用に応答して素子が容
積内で移動するのを可能にする。ハウジングは、滑動可能な部材５１２を受け入れる頂面
５２５のような表面を有する異なる側面を有し、滑動可能な部座５１２は、Ｂ方向のよう
な１つ又はそれよりも多くの方向に沿って移動するよう構成される。これらの方向Ａ及び
Ｂは、典型的には同じであるが、素子５１７及び滑動可能な部材５１２の両方が移動し得
ることを示すよう図示されている。装置５０１は、パージ溶液が通路５３０から出て圧力
変換器４８３と直列に流れるのを可能にするよう構成される１つ又はそれよりも多くの内
部流体流路も含む。１つの実施態様では、付勢素子５１７が圧縮されると、洗浄器のよう
な供給源からのパージ溶液は、通路５３０を通じて流れ得る。１つの実施態様において、
チューブ４９２又は装置４９１から流れる流体に由来する圧力は、滑動可能な部材又はプ
ラグ５１２をハウジング５２０によって定められる容積内で移動させ且つ底壁５３５に接
近させるのに十分である。例えば、１つの実施態様における操作中、シート５１５は表面
５２５と接触し、プラグ５１２は、通路５３０を通じて流れる前に、チューブ４９２から
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侵入するパージ溶液のボーラスによって、壁５３５に向かって推進させられる。
【０１４０】
　操作中、バネ５１７が付勢素子として使用されるとき、パージ溶液を収容する洗浄器が
十分なレベルの圧縮に晒されるとき、膨張可能なチューブ４９２は、入って来るパージ溶
液の故に膨張する。膨張が十分に大きいとき、チューブ４９２の内側の圧力は、滑動可能
な部材５１２に対する圧力がバネ５１７を圧縮し、調節可能な制約部５０１を開放させる
程に高い。１つの実施態様において、チューブ４９２の長さは拡張し、プラグ５１２に対
して移動し、プラグ５１２をハウジング５２０によって定められるチャンバ内に移動させ
る。パージ溶液を適切に収容し且つパージ溶液をパージポートに向けるのに適するように
、図示しない追加的な流体制約壁及びハウジングをハウジング５２０及びシート５１５の
周りに配置し得る。
【０１４１】
　１つの実施態様において、パージが完了すると、操作者は洗浄器から圧力を解放し、プ
ラグ５１２は再びシート５１５に対して押しつけられる。プラグ５１２がシート５１５に
当接すると、パージ溶液は孔５１４を通じてだけ流れる。撮像領域を空に維持するために
遅いパージ流をもたらすのに十分な程に小さく孔５１４を作製し得る。流れは圧力読取り
を過度に異ならせない程に十分に遅いよう構成される。素子５１７のバネ定数、プラグ５
１２の大きさ、及び孔５１４の寸法及びハウジング５２０及び装置５０１の他の寸法及び
大きさは、所与のパージ及びパージ溶液の所望の流速の目的に対して素子５０１の調節可
能性を仕立てるときの柔軟性を許容する。
【０１４２】
　本発明の特徴、実施態様、機能、及び実施例は、全ての側面において例示的であると考
えられるべきであり、本発明を限定することは意図されていない。本発明の範囲は、請求
項によってのみ定められる。他の実施態様、変形、及び使用は、請求される発明の精神及
び範囲から逸脱せずに当業者に明らかである。
【０１４３】
　明細書中の標題及び区画は、本発明を限定する意図ではなく、各区画は、本発明の如何
なる特徴、実施態様、又は機能にも当て嵌まる得る。
【０１４４】
　明細書を通じて、構成が、特定の構成部品を有する、包含する、又は含むとして記載さ
れる場合、或いは、プロセスが、特定のプロセスステップを有する、包含する、又は含む
として記載される場合、本教示の構成が、列挙される構成部品で本質的に構成され、或い
は構成されること、並びに本教示のプロセスが、列挙されるプロセスステップで本質的に
構成され、或いは構成されることが意図される。
【０１４５】
　明細書において、素子又は構成部品が、列挙される素子又は構成部品のリストに含まれ
る且つ／或いは列挙される素子又は構成部品のリストから選択されると言われる場合、素
子又は構成部品は列挙される素子又は構成部品のいずれかであり得ること、並びに素子又
は構成部品を列挙される素子又は構成部品の２つ又はそれよりも多くから成る群から選択
し得ることが理解されなければならない。更に、ここにおいて明示的であれ黙示的であれ
、本教示の精神及び範囲から逸脱せずに、ここに記載する構成、装置、又は方法の素子及
び／又は機能を様々の方法において組み合せ得ることが理解されなければならない。
【０１４６】
　「包含する」、「含む」、「含んでいる」、「有する」、又は「有している」という用
語は、特段の断りのない限り、端部開放及び非限定的であると概ね理解されなければなら
ない。
【０１４７】
　ここにおける単数形の使用は、特段の断りのない限り、複数を含む（或いはその逆）。
その上、文脈が明らかに他のことを規定しない限り、単数形態は、複数形態を含む。加え
て、「約」という用語の使用が定量的な値の前にある場合、本教示は、特段の断りのない
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限り、その特定の定量的な値も含む。
【０１４８】
　本教示が動作可能なままである限り、ステップの順序又は特定の行為を行う順序は重要
でないことが理解されるべきである。その上、２つ又はそれよりも多くのステップ又は行
為を同時に行い得る。
【０１４９】
　値の範囲又はリストが提供される場合、その範囲又はリストの値の上限と下限との間の
介在値は個別に意図され、且つあたかも各値が特別に列挙されているかのように本発明内
に含まれる。加えて、所与の範囲の上限及び下限の間の並びに所与の範囲の上限及び下限
を含む類似の範囲は、本発明内にあることが意図され、且つ本発明内に含まれる。例示的
な値又は範囲の列挙は、所与の範囲の上限及び下限の間の並びに所与の範囲の上限及び下
限を含む他の値又は範囲を否認するものではない。
【０１５０】
圧力監視及び関連機能のための非限定的なソフトウェア実施態様
　プロセッサ（例えば、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロ
セッサ、又は汎用コンピュータ）と共に使用するためのコンピュータプログラム論理、プ
ログラム可能な論理装置（例えば、現場でプログラム可能な論理列（ＦＰＧＡ）又は他の
ＰＬＤ）と共に使用するためのプログラム可能な論理、別個の構成部品、集積回路（例え
ば、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ））、又はそれらの任意の組合せを含む任意の他の
手段を非限定的に含む多くの異なる形態において、本発明を具現し得る。本発明の典型的
な実施態様において、ＯＣＴプローブ及びプロセッサに基づくシステムを使用して収集さ
れるデータの処理の一部又は全部は、一組のコンピュータプログラム命令として実施され
、コンピュータプログラム命令は、コンピュータ実行可能な形態に変換され、例えば、コ
ンピュータ読取り可能な媒体内に記憶され、且つオペレーティングシステムの制御の下で
マイクロプロセッサによって実行される。よって、問合わせ応答及び入力データは、ＯＣ
Ｔデータ、ＯＣＴ画像、血管抵抗、ＦＦＲ計算、圧力感知、輪郭検出、並びに上述の他の
機能及び実施態様を生成するのに適した、プロセッサが理解可能な命令に変換される。
【０１５１】
　ソースコード形態、コンピュータ実行可能な形態、及び様々の中間形態（例えば、アセ
ンブラ、コンパイラ、リンカー、ロケーターによって生成される形態）を非限定的に含む
様々の形態において、前述の機能性の全部又は一部を実施するコンピュータプログラム論
理を具現し得る。ソースコードは、様々のオペレーティングシステム又はオペレーティン
グ環境と共に使用するための様々のプログラム言語（例えば、オブジェクトコード、アセ
ンブリ言語、又はフォートラン、Ｃ、Ｃ＋＋、ＪＡＶＡ（登録商標）、若しくはＨＴＭＬ
のような高レベル言語）のいずれかにおいて実施される一連のコンピュータプログラム命
令を含み得る。ソースコードは、様々のデータ構造及び通信メッセージを定め且つ使用し
得る。ソースコードは、（例えば、インタープリターを介した）コンピュータ実行可能な
形態にあり得るし、或いはソースコードを（例えば、トランスレータ、アセンブラ、又は
コンパイラを介して）コンピュータ実行可能な形態に変換し得る。
【０１５２】
　半導体記憶装置（例えば、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＦＲＯＭ、ＭＥＰＲＯＭ、又はフラッシュ
－プログラム可能なＲＡＭ）、磁気メモリ装置（例えば、ディスケット又は固定ディスク
）、光学メモリ装置（例えば、ＣＤ－ＲＯＭ）、ＰＣカード（例えば、ＰＣＭＣＩＡカー
ド）、又は他のメモリ装置のような有形記憶媒体内に恒久的にであれ或いは一時的にであ
れ、コンピュータプログラムを任意の形態（例えば、ソースコード形態、コンピュータ実
行可能な形態、又は中間形態）に固定し得る。アナログ技術、デジタル技術、光学技術、
無線技術（例えば、ブルートゥース）、ネットワーク技術、及びインターネット作業技術
を非限定的に含む様々の通信技術のいずれかを使用してコンピュータに送信可能な信号内
の任意の形態にコンピュータプログラムを固定し得る。コンピュータシステム（例えば、
オンシステムＲＯＭ又は固定ディスク）を用いて事前ロードされる、或いは通信システム
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（例えば、インターネット又はワールドワイドウェブ）上でサーバ又は電子掲示板から配
布される、付随する印刷済み又は電子文書を伴う取り外し可能な記憶媒体のような任意の
形態においてコンピュータプログラムを配布し得る。
【０１５３】
　前述の機能性の全部又は一部を実施する（プログラム可能な論理装置と共に使用するた
めのプログラム可能な論理を含む）ハードウェア論理を従来的な手作業方法を用いて設計
し得るし、或いは、コンピュータ支援設計（ＣＡＤ）、ハードウェア記述言語（例えば、
ＶＨＤＬ又はＡＨＤＬ）又はＰＬＤプログラム言語（例えば、ＰＡＬＡＳＭ、ＡＢＥＬ、
又はＣＵＰＬ）のような様々のツールを使用して電子的に設計し、キャプチャし、シミュ
レーションし、或いは文書化し得る。
【０１５４】
　半導体メモリ装置（例えば、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、又はフラッシ
ュ－プログラム可能ＲＡＭ）、磁気メモリ装置（例えば、ディスケット又は固定ディスク
）、光学メモリ装置（例えば、ＣＤ－ＲＯＭ）、又は他のメモリ装置のような有形記憶媒
体内に恒久的であれ一時的であれ、プログラム可能な論理を固定し得る。アナログ技術、
デジタル技術、光学技術、無線技術（例えば、ブルートゥース）、ネットワーク技術、イ
ンターネット作業技術を非限定的に含む任意の通信技術のいずれかを使用してコンピュー
タに送信可能な信号中にプログラム可能な論理を固定し得る。コンピュータシステム（例
えば、オンシステムＲＯＭ又は固定ディスク）を用いて事前ロードされた、或いは通信シ
ステム（例えば、インターネット又はワールドワイドウェブ）上でサーバ又は電子掲示板
から配布される、（例えば、収縮包装された）付随する印刷済み又は電子文書を伴う取り
外し可能な媒体としてプログラム可能な論理を配布し得る。
【０１５５】
　適切な処理モジュールの様々の実施例を以下により詳細に議論する。ここで使用される
とき、モジュールは、特定のデータ処理又はデータ送信作業を行うのに適したソフトウェ
ア、ハードウェア、又はファームウェアを指す。典型的には、好適実施態様において、モ
ジュールは、ソフトウェアルーチン、又は、命令、若しくはＯＣＴデータ、ＯＣＴ走査デ
ータ、干渉計信号データ、圧力計算、外挿、フォーミュラ、及び他の関心の情報のような
様々の種類のデータを受信し、変換し、経路指定し、且つ処理するのに適した他のメモリ
常駐アプリケーションを指す。
【０１５６】
　ここに記載するコンピュータ及びコンピュータシステムは、データを取得し、処理し、
記憶し、且つ／或いは通信するのに使用されるソフトウェアアプリケーションを記憶する
ためのメモリのような、動作的に関連するコンピュータ読取可能な媒体を含み得る。その
ようなメモリは、その動作的に関連するコンピュータ又はコンピュータシステムに対して
内部的、外部的、遠隔、又は局所的であり得ることが理解され得よう。
【０１５７】
　メモリは、例えば、ハードディスク、光ディスク、フロッピー（登録商標）ディスク、
ＤＶＤ（デジタル多用途ディスク）、ＣＤ（コンパクトディスク）、メモリスティック、
フラッシュメモリ、ＲＯＭ（読出し専用記憶装置）、ＲＡＭ（ランダムアクセス記憶装置
）、ＤＲＡＭ（ダイナミックランダムアクセス記憶装置）、ＰＲＯＭ（プログラム可能な
ＲＯＭ）、ＥＥＰＲＯＭ（拡張消去可能なＰＲＯＭ）、及び／又は他の同等のコンピュー
タ読取り可能な媒体を非限定的に含む、ソフトウェア又は他の命令を記憶するための任意
の手段も含み得る。
【０１５８】
　一般的に、ここに記載する本発明の実施態様と関連付けられて適用されるコンピュータ
読取り可能なメモリ媒体は、プログラム可能な装置によって実行される命令を記憶し得る
任意のメモリ媒体を含み得る。適用可能である場合には、ここに記載する方法ステップを
コンピュータ読取り可能なメモリ媒体又はメモリ媒体上に記憶される命令として具現し或
いは実行し得る。これらの命令は、Ｃ＋＋、ＪＡＶＡ（登録商標）、及び／又は本発明の
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実施態様に従った命令を作り出すために適用し得る様々の他の種類のソフトウェアプログ
ラム言語において具現されるソフトウェアであり得る。
【０１５９】
　特定の例示的な好適実施態様に関して本発明を記載したが、当業者は本発明がそのよう
に限定されないこと、並びに好適実施態様に対する多くの追加、削除、及び変更を以下の
請求項の範囲内で行い得ることを直ちに理解しよう。従って、本発明の範囲は、付属の請
求項の範囲によってのみ限定される。

【図１】 【図１Ａ】
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【図６】 【図７】

【図８】 【図９】



(37) JP 6141264 B2 2017.6.7

【図１０】 【図１１】
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【図１３】
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【図１５】

【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】

【図２１】
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【図２２】 【図２３】
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