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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　測定対象の周囲に外部磁場を発生させるための外部磁場発生手段と、
　測定対象に特定の共振周波数を有する高周波を放射することにより、測定対象の原子核
のスピンエネルギー準位の移行を励起して、ＭＲ信号を発生させるための高周波照射手段
と、
　測定対象に導入される展開可能なフレームを有するステントと、
　前記ＭＲ信号を信号応答として検出するための信号応答検出手段とを有し、
ステント内部または周囲の局所的に限定された領域において生成される前記信号応答の変
化に基づいて、この変化した信号応答の領域を位置解析し画像化するための、ＭＲ画像化
システムであって、
　前記ステントは、インダクタ(2、2'、2''、2''')とキャパシタ(3、3'、3''')とを備え
た少なくとも1つの共振回路(4、4''')を有し、該共振回路の共振周波数が、前記高周波照
射手段からの放射高周波の共振周波数とほぼ同じであり、ステントの展開可能な前記フレ
ームがインダクタ(2、2'、2''、2''')として構成され、或いはインダクタ(2、2'、2''、2
''')が前記フレームに組み込まれていて、前記フレームの展開時に該フレームとともに展
開することを特徴とするＭＲ画像化システム。
【請求項２】
　高周波放射の適用によって前記共振回路が励起され、それによって、局所的に限定され
た領域において測定対象の核スピンの励起の増幅が生じることを特徴とする請求項１のＭ
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Ｒ画像化システム。
【請求項３】
　核スピンの励起の増幅が生じる局所的に限定された領域がステント(1)の内部にあるこ
とを特徴とする請求項２のＭＲ画像化システム。
【請求項４】
　高周波放射の適用によって前記共振回路が離調し、または前記キャパシタが短絡して、
局所的に限定された領域での核スピンの励起の増幅は生じないが、局所的に限定された領
域の信号応答の測定時には前記共振回路の離調またはキャパシタの短絡が中止されて、信
号応答に変化が生じることを特徴とする請求項１のＭＲ画像化システム。
【請求項５】
　ステントの前記共振回路が、ステントを測定対象へ挿入した後にステントが展開するこ
とによって前記共振周波数に調整されることを特徴とする請求項１～４の少なくとも１つ
のＭＲ画像化システム。
【請求項６】
　前記共振回路の共振同調のため、インダクタおよび/またはキャパシタが調節されるこ
とを特徴とする請求項１～５の少なくとも１つのＭＲ画像化システム。
【請求項７】
　ステントに形成または配置された少なくとも2つの前記共振回路が利用され、それらの
各インダクタのコイルが異なる方向に、特に互いに直交する方向に配置されているか、ま
たは互いに前後に配置されていることを特徴とする請求項１～６の少なくとも１つのＭＲ
画像化システム。
【請求項８】
　展開可能なフレームをもつステントであって、インダクタ(2、2'、2''、2''')とキャパ
シタ(3、3'、3''')とを備えた少なくとも1つの共振回路(4、4''')を有し、該共振回路の
共振周波数が、MR画像化システムの放射高周波の共振周波数とほぼ同じであり、ステント
の展開可能な前記フレームがインダクタ(2、2'、2''、2''')として構成され、或いはイン
ダクタ(2、2'、2''、2''')が前記フレームに組み込まれていて、前記フレームの展開時に
該フレームとともに展開することを特徴とするステント。
【請求項９】
　前記フレームが前記インダクタを形成する導電性に優れた少なくとも1つの層(82)を有
する材料からなっていることを特徴とする請求項８のステント。
【請求項１０】
　ステント材料が少なくとも2つの層(81、82)を有し、少なくとも1つの層(82)が導電性に
優れ、導電性の低い他の層(81)がステント本来の機能のための材料で形成されていること
を特徴とする請求項９のステント。
【請求項１１】
　導電性に優れた層(82)が所定の箇所(91)で分離されて、互いに分離された隔離領域がイ
ンダクタを形成していることを特徴とする請求項９もしくは１０のステント。
【請求項１２】
　前記フレームがハニカム構造(101)を有しており、その導電層が、コイルを形成するた
めハニカム構造(101)の交点の上下で規則的に分離されていることを特徴とする請求項１
１のステント。
【請求項１３】
　ステントの前記フレーム(2、2'、2'')が一重螺旋形、二重螺旋形、または多重螺旋形で
あることを特徴とする請求項８～１２の少なくとも1つのステント。
【請求項１４】
　前記共振回路のインダクタ(2')が、ステントの展開時に前記フレームとともに展開する
別個のコイル(5)からなっていることを特徴とする請求項８のステント。
【請求項１５】
　ステントの前記キャパシタが少なくとも部分的に、ステント材料から、とくにインダク
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タのループ(21、22)からなっており、これらのループの間に誘電体（６）が配置されてい
ることを特徴とする請求項８～１４のうちの少なくとも1つのステント。
【請求項１６】
　ステントの前記キャパシタが、別個のコンデンサ、とくにプレートコンデンサまたはシ
リンダコンデンサからなっていることを特徴とする請求項８～１４のうちの少なくとも１
つのステント。
【請求項１７】
　ステントが、高周波放射の適用時に前記共振回路を離調させる手段(13)を備えているこ
とを特徴とする請求項８～１６のうちの少なくとも1つのステント。
【請求項１８】
　高周波放射の適用時の少なくとも一つの前記共振回路の離調のための前記手段が、コン
デンサ(13)を前記共振回路のキャパシタ(3''')と並列に接続することを特徴とする請求項
１７のステント。
【請求項１９】
　高周波放射の適用時の少なくとも一つの前記共振回路の離調のための前記手段が、コイ
ル（１４）を前記共振回路のインダクタ(2''')と並列に接続することを特徴とする請求項
１７のステント。
【請求項２０】
　ステントが、高周波放射の適用時にキャパシタ(3''')を短絡させるための手段(12)を有
していることを特徴とする請求項８～１６のうちの少なくとも1つのステント。
【請求項２１】
　前記キャパシタを短絡させるための手段が、キャパシタ(3''')と並列に接続されたダイ
オード(12)を有していることを特徴とする請求項２０のステント。
【請求項２２】
　少なくとも1つの共振回路をオン/オフするためのスイッチ(10)が備えられていることを
特徴とする請求項８～２１の少なくとも１つのステント。
【請求項２３】
　前記共振回路のインダクタ(2)および/またはキャパシタ(3)が、MRシステムの共振周波
数との同調のために調節可能であることを特徴とする請求項８～２２の少なくとも１つの
ステント。
【請求項２４】
　前記共振回路のインダクタとキャパシタとは、ステント使用時にその形状が変わったと
き、その形状変化に応じてインダクタのインダクタンスとキャパシタのキャパシタンスと
が変化して、これらの積がほぼ一定に維持されることを特徴とする請求項８～２３の少な
くとも１つのステント。
【請求項２５】
　前記共振回路(4) は広域の帯幅を有するものであることを特徴とする請求項８～２４の
少なくとも1つのステント。
【請求項２６】
　前記共振回路(4)が並列または直列に接続された複数のインダクタ(2a、2n)および/また
はキャパシタ(3a、3n)を有することを特徴とする請求項８～２５の少なくとも１つのステ
ント。
【請求項２７】
　ステントが、互いに直交する方向に配置されているか、または互いに前後に配置されて
いる複数のインダクタを有する複数の共振回路(2''、7; 4a、4b)を有していることを特徴
とする請求項８～２６の少なくとも1つのステント。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明はステントの位置を表示し決定するためのMR画像化システムと、同システムで用
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いられるステントに関する。
【０００２】
【発明の背景】
　MR画像化方法は長らく周知である。これは、高周波交番電磁場と、強い外部磁場内に置
かれた測定対象の原子核、とくに人間や動物の体の原子核との共鳴現象を利用した方法で
ある。原子核は、磁場(B0)中では、磁場強度に比例するラーモア周波数で歳差運動を行う
。強い磁場(B0)の方向に垂直の交番磁気成分(B1)をもつ電磁波を原子核に照射することに
より、原子核をスピン回転させ、そのスピンの緩和時間を測定することができる。
【０００３】
　学問的モデルで説明するため、総磁化に対する核スピンの磁化について要約する。総磁
化は、平衡状態では外部磁場に対して平行であり、これを称して平衡磁化という。磁化は
、ラーモア周波数(共振周波数)で照射されたHFパルスにより、磁場の方向を基準として角
度α分、偏向させることができる。角度αは、HFパルスの照射時間とHFパルスの磁場強度
(B1)に比例する。角度αの励起のあと、総磁化は磁場の方向を中心として歳差運動する。
歳差運動する磁化は、磁場の方向に垂直に置かれたコイルにより、電圧信号として記録す
ることができる。この電圧信号の強さは、sin(α)に比例し、信号生成ボリューム内のス
ピン密度に比例し、かつ温度に反比例する。
【０００４】
　与えられたボリュームの最大信号応答はしたがって、90゜励磁のあと得られる。個々の
スピンは磁場の変動のためその位相関係を失うことから、記録された信号振幅は、緩和時
間T2

*とともに指数関数的に減少する。同時に磁場の方向の総磁化は、緩和時間T1ととも
に平衡磁化に向かって指数関数的に増大する。勾配磁場を適切な時点で印加することによ
り、スピン密度と両緩和時間との様々な組合せを、位置情報とともにグレイコード化画像
で実現することができる。
【０００５】
　さらに、共振回路を用いて核スピンの励起を局所的に増幅する方法も公知である。これ
に関連して、共振回路に取り囲まれ、信号示強液で充填された特殊なコンパートメントを
有する、いわゆる「フィデューシャルマーカー（fiducial markers）」も公知である(Bur
l他：「組織磁化の最小摂動による部位同定のための同調フィデューシャルマーカー」、J
ournal of Magnetic Resonance in Medicine誌、1996、491～493頁)。この場合、共振回
路はMRシステムの共振周波数を有している。
【０００６】
　このようなフィデューシャルマーカーを核スピン断層撮影装置の画像生成ボリュームへ
入れると、共振周波数を有する電磁波を照射したとき共振回路が励磁する。これにより、
共振回路のインダクタ内で交番磁場が増幅される。交番磁場モーメントが高くなると、イ
ンダクタ内で陽子の回転角度αが大きくなる。核スピン系を通る陽子の励起角度が小さい
場合(α<90゜)、インダクタ内の陽子の励起角度が大きくなる。理想的な場合、画像生成
ボリューム内の陽子の励起角度は１゜～１０゜と小さいのに対し、インダクタ内の陽子は
90゜で励起する。両緩和時間が同じで、かつスピン密度が同じであっても、共振回路に取
り囲まれたコンパートメントの信号は、他の画像成分の信号よりも明らかに強くなる。こ
の信号強化現象は局所的なので、位置決定に使用することができる。
【０００７】
　また、相反則によっても、共振回路に取り囲まれたコンパートメント(フィデューシャ
ルマーカー)内の陽子のMR応答信号は増幅される。コイル内のスピンにより発生した磁力
線は、インダクタにより束ねられ、その結果、より多くの信号がインダクタ内のボリュー
ムから放射され、対応する受信コイルへ入る。このような、放射/受信信号の増幅は、励
起の増幅に依存しない。両方の効果により、フィデューシャルマーカーの信号応答が変化
する。
【０００８】
　「フィデューシャルマーカー」の欠点は、それが使用する信号生成ボリュームが、MR画
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像で見えるようにするために少なくとも数立法ミリメートルの大きさでなければならず、
かつ測定対象内に精確に配置されているか、または測定対象内に置かれる系に統合されて
いなければならないことである。これは、不可能なことが多い。
【０００９】
　一方、閉MRシステムにおいて開放磁石と新しい技術を使用することにより、MR断層撮影
で患部を見ながら、穿刺、カテーテル法、手術などの介入的で最小侵入の治療法を実行す
ることが可能になっている。この場合、強磁性または常磁性金属、または他の材料の不純
物によって、画像にアーチファクト(Artefaｋten)が現われる。
【００１０】
　介入的で最小侵入の方法のための器具において問題となるのは、これら器具のほとんど
が強磁性体や常磁性体からなっていること、および/またはこれら装置がMR画像ではピク
セルサイズ(約1mm)の大きさで表示されることである。とくに金属製またはプラスチック
製のステントは、その小ささのためMR画像上ではほとんど見えず、せいぜいアーチファク
トによってその位置を判断できるにすぎない。MR画像で見えない素材が使用されている限
り、ステントは「影」としてしか認識できない。これら欠点のため、MRによるモニタリン
グは往々にして不充分であり、代わりにX線撮影法を使用しなければならないが、この方
法にも周知の欠点がある。
【００１１】
　ドイツ連邦共和国特許公開公報第195 10 194号（DE 195 10 194 A1）から、選択的血管
造影図を生成するための能動侵入的磁気共鳴システムが公知である。このシステムはHFコ
イル付きの侵入器具が備わっており、これによって、血管内を流れる血液の核スピン磁化
を局所的に変化させる。このシステムでは、特殊なMR画像パルスシーケンスによって、核
スピン磁化が変化した血液だけを選択的に検出し、画像化する。
【００１２】
　アメリカ合衆国特許第5,445,151号（US-PS 5,445,151）は、流動する液体、とくに血液
の流量測定のための方法を記載している。この方法では、侵入的器具に少なくとも2つのH
Fコイルが備わっており、片方のHFコイルが核スピン磁化を局所的に変化させ、その変化
をもう一方のHFコイルが検出して、遅延時間から流速を確定する。
【００１３】
　上述の両公報とも、体内に導入される医療器具の画像化については何も触れていない。
さらにこれらの公報は、導入された器具が体外部品と常にケーブル接続されているという
欠点を有している。
【００１４】
　ドイツ連邦共和国特許公開公報第195 07 617号（DE 195 07 617 A1）は、先端にマイク
ロコイルが取り付けられた外科的器具、たとえばカテーテルを測定対象へ挿入するMR方法
を記載している。マイクロコイルの位置は、特定のシーケンス技術を使用して確認される
。
　欧州特許公開公報第０７６８５３９号（EP-A-0 768 539） は患者の体内に導入される
物体の位置を決定するためのＭＲ方法を開示している。体外部品に接続されていないコイ
ル構造が体内に導入される物体、例えばカテーテルや手術器具に取り付けられており、コ
イルによって生じる信号変化が物体の位置の決定に利用されている。
【００１５】
【発明が解決しようとする課題】
　本発明の課題は、測定対象へ導入されたステントの位置を表示して決定するためのMR画
像化システムと、MR画像内のステントの明確な信号示強表示を可能にするとともにより正
確な流量測定を可能にするステントを提供することにある。
【００１６】
【課題を解決するための手段】
　この課題は、本発明では、請求項1の特徴をもつMR画像化システムと、請求項８の特徴
をもつステントとによって解決される。本発明の有利な好ましい実施様態はこれらの従属
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項に示されている。
【００１７】
　本発明による解決策では、測定対象に挿入されるステントのフレームに共振回路が組み
込まれ或いはフレームから共振回路が形成されており、この共振回路がステント内または
ステント周囲の局所的に限定された領域で信号応答変化を生成し、これが位置解析によっ
てイメージ化される。共振回路の共振周波数は、適用するMR画像化システムの高周波放射
の共振周波数とほぼ同じである。ステントの位置はMR画像内の強調領域から明確に認識す
ることができ、その理由は、この領域は内部または外部からステントに直に隣接している
からである。測定対象の信号応答変化もそれ自身で生成されるので、ステントの材料によ
って生成されるアーチファクトしか現われない。
【００１８】
　MR画像にステントが明確に表示されることにより、精密な位置決定が可能である。さら
に信号変化の状態から、ステントを貫流する、またはステントに沿って流れる媒体の流量
をより正確に測定することができる。これは、ステントの内部と外部で励起が異なるとい
う現象を利用している。
【００１９】
　本発明による解決策は、適切な共振回路をステントそれ自体に形成または配置すること
ができるという驚異的発見に拠っている。本発明では、共振回路を構成するインダクタと
キャパシタとがステントの材料から形成されており、これによって相乗効果が生じる。ま
た、これに代えて、インダクタとキャパシタとをステントに別個の部品として組み込み、
そしてインダクタをステントの展開可能なフレーム内に織り込まれた別個のコイルにより
形成して、ステントの展開時にフレームとともに展開するようにすることもできる。
【００２０】
　本発明では、インダクタ内のスピンの信号応答が変化する。これには2つのステップが
関与している。最初のステップでは、高周波放射線の適用によって共振周波数に同調する
共振回路が励起され、そして共振回路の磁界で検出された核スピンが、インダクタ内また
はその付近の交番磁界の局所的増幅によって増幅励起される。換言すると、誘導磁界の磁
力線に捕らえられた陽子は、この誘導磁界の外側にある陽子より偏向角度が大きくなる。
つまり核スピンの倒れ角が大きくなる。これにより、受信コイルによって検出されて画像
表示のために解析される信号応答を増幅することができる。また、インダクタ内のスピン
だけを飽和させ、周囲に向かう信号は減衰させることもできる。いずれの場合も信号応答
の変化が起こる。
【００２１】
　もうひとつのステップでは、－増幅励起と関係なく－インダクタンス内の陽子のMR応答
信号が増幅される。つまりインダクタによって、インダクタ内部のスピンに起因する磁力
線が束ねられ、その結果、より多くの信号が放出されて受信コイルへ受信され、受信コイ
ルは増幅信号を受け取って、MR画像化システムへと送る。この効果は、J. Tanttu著の刊
行物「Floating Surface Coils」(XIV ICMBE AND VII ICPM, Espoo, Finland 1985)に記
載されている。
【００２２】
本発明による方法では、上述の両効果が信号応答の変化に使用されている。ただし二番目
の効果、すなわちMR応答信号の増幅だけを利用することもできる。
【００２３】
　かくして本発明の第一の実施形態は、高周波放射線を照射することにより共振回路を励
起させて、局所的に限定された領域での測定対象の核スピンの増幅励起を引き起こすこと
を特徴としている。核スピンの増幅励起が起こる局所的に限定された領域がステントの内
部にあることが好ましい。これは、明らかにステントのフレームがインダクタをなしてい
る場合のことである。
【００２４】
　これに対して本発明の第二の実施形態では、高周波放射線の照射によって共振回路が離
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調するかまたはキャパシタが短絡し、そのため局所的に限定された領域における核スピン
の増幅励起が起こらない。しかしながら、局所的に限定された領域の信号応答の測定に際
しては、共振回路の離調またはキャパシタの短絡が中止され、その結果、共振回路は陽子
から発せられるMR応答信号を増幅する。この方法は、ステント内またはその周囲の領域を
高品質で画像化できる、すなわち、単に位置決定だけでなく局所的画像化を与えることが
できることが判明している。MR画像から、ステントの位置のほか、その内部構造やその周
囲の構造などに関する情報を把握することができるのである。
【００２５】
　核スピンの励起の増幅はたとえば、共振回路のコンデンサを交差ダイオードにより励起
時に短絡させることによって抑えることができる。放射された信号の増幅はしたがって影
響を受けない。というのは、放射時に起こるインダクタ内部のスピンによる僅かの誘導電
圧は、ダイオード導通電圧よりも低いからである。
【００２６】
　本発明による信号応答の変化はほとんどの場合、信号応答の増幅である。ただしこれは
多くの要因、とくに使用する励起シーケンスに左右される。たとえばシーケンスが高速で
連続する場合、インダクタ内部でスピンの励起の飽和が起こるため、信号が生成されない
ことがある。しかしながらインダクタ外部の、核スピンの励起が少ない領域では、飽和が
起こらないために信号が生成される。つまりこの例では、インダクタの磁界が支配する領
域で信号応答の減衰が生じる。
【００２７】
　本発明の好ましい実施形態ではステントを測定対象に挿入した後にステントが展開する
ことによって共振回路が共振周波数に調節される。
　共振回路の共振同調のためにインダクタおよび/またはキャパシタを調節できることが
好ましい。これはとくに、ステントの適応後または展開後にインダクタンスとキャパシタ
ンスの積すなわち共振回路の共振周波数が変化する場合に有意義である。
【００２８】
　本発明の好ましい実施形態においては、ステントに形成または配置された少なくとも2
つの共振回路が利用され、各インダクタのコイルが互いに直交する方向にあるか、または
前後に配置される。互いに直交するようにコイルを配置することによって、ステントが外
部磁界中でどんな姿勢にあるときでも、インダクタの1つのコンポーネントが外部磁界の
磁界方向に直交することになり、このため信号応答の変化が確実に行われる。コイルの前
後配置は、適当なシーケンス技術を用いて、ステントを貫流する流体、またはステントに
沿って流れる媒体の流量測定(すなわち流速測定)を行う場合に、とくに適している。
　このMR画像化システムとしては、いかなる便宜的なシステムも利用することができる。
【００２９】
　本発明によるステントの実施形態では、インダクタがステントの材料またはフレームに
よって形成される。これによって、追加部品が不要であるほか、インダクタを簡単に、し
かもステントの展開時に自動的に形成できる。
【００３０】
　ステントは、インダクタを形成する導電率に優れた少なくとも1つの層と、ステント本
来の機能のためのフレームを構成する導電率の低い別の層とからなっているのが好ましい
。導電率に優れた層を適当な箇所で分離し、フレームにいくつかの互いに隔離された領域
を形成することでインダクタを構成できる。
【００３１】
　これに代えて、共振回路のインダクタをステントの構造に組み込まれた別個のコイルか
ら形成することができる。コイルは例えばステントのフレームに織り込まれるか、編み込
まれるか、溶接されるか、蝋付けされるか、または接着される。この場合コイルはステン
トの展開時にフレームと同時に弾性的に自己拡張するか、塑性的または熱誘導的に拡張す
るようにフレームに連結される。
【００３２】
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　ステントのフレームは、一重螺旋形、2重螺旋形、または多重螺旋形をなす金属フレー
ム、あるいは編成、裁断、またはエッチング加工された金属板または管であるのが好まし
い。
【００３３】
　ステントのキャパシタも、少なくともその一部がステントの材料から構成されており、
とくにインダクタの平行なループによって構成されており、誘電体がこれらのループの間
に配置されているのが好ましい。対応する面は、ステント製造時に形成することができる
。キャパシタは一般に、適当な導電性の層とステントフレームのような材料とから誘電体
として形成できる。コンデンサを形成するエレメントを対応する形状とすることによって
、移植組織を誘電体として使用することもできる。
【００３４】
　または、ステントのキャパシタを、ステント本体と結合した別個のコンデンサにより構
成することもできる。
【００３５】
　本発明の装置は適用時に装置の形状が変わったとき、たとえばステントを広げたときに
、共振回路のインダクタのインダクタンスとキャパシタのキャパシタンスとの積がほぼ一
定に維持されること、とくにインダクタンスが増大するとキャパシタンスが減少する、ま
たはその逆になるように構成されているのが有利である。これにより、共振周波数をほぼ
不変に維持することができる。
【００３６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態を図面を参照して詳細に説明する。
【００３７】
　図1は、たとえばプラチナ、チタン、またはチタン合金およびチタン化合物などの金属
、あるいはプラスチックまたは炭素繊維からなる本発明によるステント1を図示したもの
である。ステントの提供領域としてはとくに、腫瘍などに起因する臓器の狭い場所(たと
えば胃腸や気管支)の橋絡や、動脈や静脈の狭窄部、抹消血管や中心血管の狭窄部の、と
くに冠状動脈性心疾患時の橋絡がある。また、内臓、とくに肝臓での新しい血流路(シャ
ント)の形成も用途として挙げられる。
【００３８】
　この場合ステントは、当該部位の機械的シールと永続的拡張を行い、平滑な面により血
流を改善し、血管容積を拡大し、従来のバルーンによる拡張法ではしばしば見られた再閉
塞を防止するものである。
【００３９】
　ただしステントの機能にも制約があって、それはフレーム部分で、たとえば腫瘍組織の
成長や凝血などによって、管腔を急激に閉塞させるいわゆる血栓が生じるおそれがあるか
らである。フレームに接触する増殖組織によって、新たな動脈硬化性沈着が生じ、ステン
トの管腔が狭窄または閉塞する可能性がある。狭窄はひどくなって初めて臨床的症状が現
われ、狭窄の程度によっては血栓による急性閉塞の危険があるため、ステントの機能を監
視することが非常に重要である。しかしこの監視はこれまで、当該血管の侵入カテーテル
法、低アレルゲン造影剤注入法、およびX線撮影法を用いるしか方法がなかった。従来の
ステントはアーチファクトの感受性が大きいため、MRによる監視はほとんど不可能である
。超音波検査も、ステントのフレームからの音響エコーが大きいため制約がある。ステン
トの内部は従来、医学的診断画像化によってカバーできなかった。
【００４０】
　ステントは通常、金属製フレーム、たとえば連続する金属製ワイヤや一種の編成ホース
から、またはレーザーまたはスパーク侵食法により金属管から作られている。本願でいう
"フレーム"とは、これらのあらゆる実施形態のステントのフレームを指す。実際の使用時
にはステントは、バルーンカテーテルに装着され、カテーテルによって挿入箇所へ運ばれ
、そこで展開されるが、このときバルーンがステント直径を押し広げるとともに、血管壁
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を押す。バルーンによって拡大する塑性変形可能なステントのほか、自ら拡大する弾性変
形ステントや熱により拡大するステントが知られている。
【００４１】
　これら周知のステントは、金属製であるためMR画像に写らず、部分的に目立つアーチフ
ァクトを形成することから、磁気共鳴断層撮影装置用いて画像化を行ったとき、精密な配
置や処置の間の配置の監視や配置後の機能監視は困難である。
【００４２】
　MR画像でのステントの画像化と機能監視を改善するため、本発明によるステント1は、
図1に示すとおりインダクタ2とキャパシタ3とを備えている。ステント1のインダクタンス
は、ステント1のフレーム2を構成している。ここではフレーム2の各コンポーネントは、
図3に例示するとおり互いに絶縁されている。フレームの各コンポーネントの絶縁は製造
時に行うことができ、このとき金属管からなるステントの各製造段階で、形成済みのフレ
ームへ絶縁層が付加される。
【００４３】
　インダクタ2はキャパシタ3と電気的に結合されており、インダクタ2とキャパシタ3とが
共振回路を構成している。コンデンサ3には、図1ではプレートコンデンサが使用されてお
り、プレート31、32を備えている。ただしこれ以外の任意のコンデンサを使用することも
できる。本発明では、コンデンサ3はそれ自体が独立したエレメントであるわけではなく
、インダクタ2と同じステント1の材料から、たとえばワイヤフレームの平行なワイヤから
構成されている。ただし図1では、コンデンサプレート32とインダクタ2との電気的結合は
、繁雑を避けるため示されていない。
【００４４】
　図2aは、ステント1内で、インダクタ2とキャパシタ3とから構成された共振回路4を示し
たものある。図2bでは、オプションとしてスイッチ10が追加されており、これはたとえば
ステントを取り付けるカテーテルによって機械的に、または電気的に、或いは磁気的にオ
ン/オフすることができる。
【００４５】
　共振回路4は様々な形態で構成することができる。図2cの共振回路は、並列接続された
複数のインダクタ2a～2nを有しており、図2dの共振回路は、並列接続された複数のキャパ
シタ3a～3nを有している。さらに、複数のインダクタおよび/またはキャパシタを直列接
続することも可能である。また1つのステントに、それぞれが1つのスイッチと直列および
/または並列接続された複数のインダクタおよび/またはキャパシタを有する複数の共振回
路を備えることもできる。複数のインダクタを並列または直列に接続した場合にはとくに
、適当なシーケンスにより流量を精密に測定することができる。
【００４６】
　共振回路4は、ステントが挿入される人体が置かれるMR画像化システムの照射高周波電
磁波の共振周波数に対応する共振周波数を有している。
【００４７】
　本発明によるステント1では、共振回路4はMRシステムの照射高周波パルスによって励起
される。これは共振回路の共振周波数が、照射HFパルスの周波数に対応するからである。
共振回路の励起により、共振回路のインダクタ内またはインダクタ付近の磁界強度が高ま
り、それによってさらに、測定部位の陽子がより強く励起される。インダクタ外部の原子
核の励起角度が90゜より小さいと、インダクタ内部の原子核は90゜で励起し、よってその
応答信号の振幅が最大となる。インダクタ内部の陽子すなわち原子核はかくして、インダ
クタ外部の陽子よりも強く励起される。
【００４８】
　インダクタ内部での偏向角は、インダクタ外部の陽子のそれよりも最高45倍まで大きく
することができる。したがって、インダクタ外部または共振回路によって生成された磁界
外部の陽子の励起角度が2゜～10゜と小さくても、インダクタ内部の陽子は90゜の角度で
偏向させることが可能である(最大信号応答)。この結果、MR画像においてステント内部が
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、他の周辺部よりも明るく表示される。よって、人体内部のステントの位置を精密に測定
することができる。
【００４９】
　共振回路の共振周波数を照射HFパルスの周波数に同調させるための共振回路4の構造は
様々に考えられる。
【００５０】
　ひとつの変形例として、共振回路のグレードを少し下げて、できるだけ広域の帯幅の共
振回路を実現し、できるだけ幅広い共振周波数をカバーするという方法が考えられる。
【００５１】
　第二の変形例として、ステントの形状が変化したあとも、ここでの例ではステントが展
開したあとも、インダクタンスとキャパシタンスの積を一定に保つよう装置を構成するこ
とが考えられる。これは、ステントが展開する際のその特性の変化を最小限に抑える構造
を有し、とくにインダクタンスとキャパシタンスの積を一定となるようにすることにより
実現可能である。これにより、移植場所でステントが拡張しても、共振回路の共振周波数
がほとんど変化しないこととなる。
【００５２】
　インダクタンスとキャパシタンスの積の不変性は、インダクタンスが変化したとき、そ
の変化がキャパシタンスの変化によって補償されるようにすることによっても実現可能で
ある。インダクタンスの変化をキャパシタンスの変化によって補償するためには、たとえ
ば、コンデンサ面をシフト可能に配置してキャパシタンスをコンデンサ面間の距離に応じ
て増減させる方法が考えられる。コンデンサプレート32のコンデンサプレート3１に対す
る可動性とキャパシタンスの調節可能性が、図1に両方向の矢印で示してある。
【００５３】
　第三の変形例として、核スピン断層撮影装置の磁界内での共振回路の適合化を、インダ
クタおよび/またはキャパシタを配置後に変更または調節することにより行う方法が考え
られる。これはたとえば、体内に適用される器具、たとえばカテーテルにより、コンデン
サ面を変化させることにより行うことができる。インダクタンスを減少させて共振回路を
核スピン断層撮影装置の共振周波数に適合させることは、コイルセグメントをレーザー誘
導法により、または機械的に、または電解法により絶縁することにより実現可能である。
キャパシタンスを変化させることも、同じくキャパシタンスをレーザー誘導法により、ま
たは機械的に、または電解法により絶縁することにより可能である。
【００５４】
　図3は、図1のステントの実施様態を図解したものである。ここでステントの材料は、図
4a及び4bに示すように2つ以上の層81、82からなっている。層81は、ステント本来の機能
のための材料である。これは導電率が低く、高い安定性と弾性を有している。この材料と
してはとくに、ニッケル-チタン、プラスチック、または炭素繊維が考えられる。層82は
、インダクタを構成するための材料である。層82はそのため、高い導電率を有している。
この材料としてはとくに、金、銀、またはプラチナなど、導電率が高く、しかも生体適合
性に優れた材料が考えられる。銅などの生体適合性の低い導電体を使用する場合には、プ
ラスチックやセラミックで適宜コーティングすることにより、絶縁性と生体適合性を確保
できる。
【００５５】
　図4a、4bに示すステント材料の製造は、たとえばチタンやチタン合金、またはチタン化
合物製の管を、インダクタを形成するための材料で被覆し、次いで周知のレーザー侵食法
またはスパーク浸食、またはウォータジェット切断法により切断することにより行われる
。
【００５６】
　図4aの材料を用いたコイルは、図3では次のように形成されている。ステント1は、たと
えばレーザー切断法を用いて管から切断した、ハニカム構造101をなす二層材料からなっ
ている。図3は、折りたたむようにした管を示したものである。したがって右側と左側は



(11) JP 4271847 B2 2009.6.3

10

20

30

40

50

同じである。ハニカム構造の導電層は、線9のところで遮断されている。このためステン
トの製造時にハニカム構造形成後、導電層が箇所91で、化学的、物理的、または機械的方
法によって分離されている。実際のステント材料に設けられた導電層82の分離箇所91は図
５に図解してある。
【００５７】
　分離箇所91によって、図3で矢印11により示されているような導電材料を通る電流路が
限定される。これによって、ステント1のインダクタをなすコイル構造2が形成される。コ
イル機能を得るため、導電性材料は、ステントの一端から他端までの導電性材料により形
成された導体による抵抗が、ステント材料の抵抗よりも小さくなるよう選定されている。
【００５８】
　インダクタ2は、ステントの適用中にステント材料を展開したときに自動的に形成され
る。
【００５９】
　図4bの3層材料を使用した場合も、同様にインダクタが形成され、両導電性材料層に電
流路を形成するための分離箇所が設けられる。第二の導電層を利用すること、導電路の断
面積が2倍になるという利点がある。
【００６０】
　図3～図5の実施例の発展形では、隣接する血液を流れる電流によってコイルのインダク
タンスが低下するのを確実に防止するため、導電層82が、パイロール(pyrolene)のような
絶縁プラスチックがさらに追加コーティングされている。パイロールが適しているのは、
これが生体適合性を有することと、合金とよく結合するからである。パイロールコーティ
ングは、製造後のステントを、たとえばパイロールを満たした槽に入れるか、またはパイ
ロールを蒸着させることにより行う。
【００６１】
　本発明について分かりやすく説明するため、必要なキャパシタンスとインダクタンスを
算定する。ここでの例では、コンデンサはプレートコンデンサで、コイルは巻き数が一定
の螺旋形であると想定する。核スピン系の共振周波数は通常2 MHzから90 MHzの範囲にあ
る。核スピン系の共振周波数はこの場合、磁界強度と磁気回転比gとの積に等しい。中央
磁界強度が1テスラの場合、共振周波数は約42 MHzとなる。共振回路の共振周波数は、ト
ムソンの振動方程式から求められ、インダクタンスとキャパシタンスの積の平方根に反比
例する。
【００６２】
　キャパシタンスとインダクタンスとの積は、1.4 ( 10-19 S2に等しい。ステントの直径
が8 mm、長さが40 mmと想定すると、巻き数からインダクタンスは約4 ( 10-6Vs/Aとなる
。したがって、比誘電率が2で、プレートコンデンサの各プレートの距離が0.1 mmの場合
のプレートコンデンサの面積は、約0.2 mm2である。プレートコンデンサの面積をこのよ
うに小さくすることは、ステントでは簡単である。磁界強度や周波数が高いと、プレート
コンデンサの面積はさらに、0.014 mm2まで小さくできる。
【００６３】
　図6はインダクタ2’およびキャパシタ3’からなるステント1’の別の実施形態を示した
ものである。インダクタ2’はこの例では、らせん状コイル5の形態をしており、ステント
フレーム101自体によって構成されているのではなく、ステントフレーム101内で追加ワイ
ヤとして巻き込まれている。この実施例では、ステントの機能とコイルの機能は分かれて
いる。
【００６４】
　コイル5は一方、共振回路を形成するためコンデンサ3’と結合されているが、このコン
デンサもそれとして別個のエレメントをなしているか、あるいは隣接するコイルループま
たはステントの組み込み面によって形成されているかのいずれかである。
【００６５】
　ステント使用時には、コイル5は小径のステント材料101とともに、カテーテルのような
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適用器具に巻き付けられていて、適用場所でステント材料101とともに所望の直径に拡張
される。このためにワイヤまたはコイル5は、形状を記憶しているか、または適用器具上
で予負荷が与えられている。
【００６６】
　コンデンサ3’の両コンデンサプレートの重なり面または距離は、共振回路の共振周波
数の適合化のためシフト可能に構成されている。ただし、共振周波数の適合化を上述の方
法と別の方法で行うことも、本発明の範囲に含まれる。
【００６７】
　図7は、ステントのインダクタ2”の実施形態を図解したものである。このインダクタは
、ステント材料から構成するか（図3）、または追加ワイヤのかたちをなしている（図6）
かのいずれかである。この実施形態の場合、とくに別個にコンデンサがあるわけではない
。そうではなく、インダクタ2”の2つのループ21、22がキャパシタを構成しており、キャ
パシタンスの増大のため、できるだけ高い誘電率をもつ誘電体6がループ21、22間に配置
されている。
【００６８】
　インダクタ2”に加えて、インダクタ7がコイル対7のかたちで備わっており、その軸は
インダクタ2”に対して垂直である。コイル対7はたとえば、ステントフレームに組み込ま
れた2つの螺旋状のコイルにより構成することができる。これにより、ステントが組織内
でどのように配置されていようと、均一な外部マグネットの磁界の方向に直角の成分が存
在することになる。または、両インダクタに直角の別のインダクタを設けることもできる
。これによって、ステントが磁界内でどのように配置されていようと、観察範囲内でのス
ピンの励起が確実に強化されることになる。
【００６９】
　本発明の2つの変形例を、図2e及び図2fの回路図を用いて説明する。図2eでは、コンデ
ンサ3'''が、ステントのフレームに追加エレメントとして設けられている2つの交差ダイ
オード12によって、励起段階で短絡される。ダイオード12は、高周波電磁波照射時に生成
される通常1ボルトとを越える電圧よりも低い約1ボルトの導通電圧を有している。そのた
めダイオード12は高周波電磁波の照射時に導通し、コンデンサ3'''が励起時に短絡されて
共振回路が形成されないようにしている。
【００７０】
　これはすなわち、高周波電磁波の照射時に、これまで実施例とは違って核スピンの増幅
された局所励起が起こらないことを意味する。ただし、インダクタ2'''がカバーする境域
の信号応答の測定時には、キャパシタ3'''の短絡は中止される。このためダイオード12は
導通電圧がスピン信号応答時に生成される電圧よりも高くなるように構成されている。
【００７１】
　つまり、コンデンサ3'''は、原子核のMR応答信号の放射時には短絡されず、陽子の放射
MR応答信号を増幅して測定応答信号を変化させる共振回路4'''を形成する。
【００７２】
　ダイオード12は、ステントフレーム内で多様な方法で実現することができる。とくに、
部品としてのダイオードを使用することもできれば、ステント材料によってまたはステン
ト材料と協働して、ステントフレームに組み込まれた構造としてダイオードを形成するこ
ともできる。
【００７３】
　図2fでは、原理的に図2eと同じ構造のコンデンサ3'''は短絡されないが、共振回路4'''
はもうひとつのコンデンサ13の接続によって励起時にのみ離調し、その結果、核スピンの
励起の増幅程度が限定されている。MR応答信号の放射時にはダイオード12は遮断されるの
で、共振回路4'''の離調は起こらず、放射MR応答信号が増幅されて、MR画像に表示される
変換信号応答が生じる。
【００７４】
　図2gでは、コンデンサの接続によってではなくコイル14を接続することで、励起段階で
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共振回路4'''の離調が起こるようになっている。
【００７５】
　本発明を発展させて、装置を貫流する血液の速度を測定することが可能である。これに
は、公知のシーケンス技術が利用される。たとえば、測定する血液運搬組織の領域に飽和
パルスを与え、飽和パルスの位置、または飽和パルスと小角度励起との時間間隔を変える
ことによって流速の算出を行うことができ、したがって血管の状態に関する機能的情報を
得ることができる。任意の公知の流量測定方法を本発明によるステントと組み合わせて用
いることが可能である。新しいシーケンス技術にステントの特性、すなわち増幅された励
起と増幅された受信、またはステントに囲まれた領域の増幅受信だけを特に利用すること
ができる。
【００７６】
　図８は、流量測定用のステント1''''を示したものである。このステントには、図示の
ように互いに前後に配置された2つの共振回路4a、4bがある。これらの共振回路4a、4bは
、上記の実施形態で説明したように、ステント材料から、または追加エレメントから形成
することができる。共振回路4aは、図2eに示したような2つの交差ダイオードを備えてい
るので、励起時にキャパシタが短絡される。もうひとつの共振回路4bはダイオードをもた
ない。
【００７７】
　したがって、高周波MR励起パルスをステントの部分領域、すなわちダイオードをもたな
い共振回路4bで取り囲まれた部分領域へ照射すると、増幅励起が起こる。ただし、共振回
路4aに取り囲まれた他の部分領域でも、図2eについて説明したように、取り囲んでいる組
織に対して変更された信号応答が生じる。このような構成は、適切なシーケンス技術を利
用すると、流量測定にとくに有効であり、したがってステントの機能監視にも適している
。
【００７８】
　本発明のさらなる発展形（図示しない）では、カテーテルまたはバルーンが受信コイル
装置を備えている。MRシステムの外部受信コイルの代わりに、またはそれに追加するかた
ちで、カテーテルまたはバルーンが、ステントによって増幅された信号を受信し、体外へ
送信する。この場合カテーテルには、上記と同一または類似のインダクタ、キャパシタ、
およびダイオードが備えられ、ステントの信号を増幅して、導電経路を介して、または光
学式カップリングと光ファイバーを介して、体外の断層撮影装置へ送ることができる。外
部受信コイルを使用するのと比較して、この変形例は信号検出能力に優れている。
【００７９】
　本発明のまた別の発展形(図示しない)では、ステントのインダクタが、MR応答信号を獲
得する受信コイルとしても利用され、この場合インダクタは、ケーブル接続により体外の
機能コンポーネントと接続される。これにより、共振回路のインダクタを補完的に画像化
のために利用することができる。ただしこの変形例は、体外の機能コンポーネントとケー
ブル接続する必要があるために、一般にはステントの移植中にしか適用できない。
【００８０】
　本発明の実施形態は、上述の実施形態に限定されるものではない。本発明の本質は、ス
テントが、インダクタとキャパシタとを備えた少なくとも1つの受動共振回路を有してい
ることにある。
【図面の簡単な説明】
【図１】　インダクタとキャパシタとを有する共振回路を形成する本発明によるステント
を示す図。
【図２ａ】　本発明による電気回路を示す図。
【図２ｂ】　本発明による電気回路を示す図。
【図２ｃ】　本発明による電気回路を示す図。
【図２ｄ】　本発明による電気回路を示す図。
【図２ｅ】　本発明による電気回路を示す図。
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【図２ｆ】　本発明による電気回路を示す図。
【図２ｇ】　本発明による電気回路を示す図。
【図３】　図1のステントのフレームの詳細図。
【図４ａ】　ステント材料の構造の例を示す図。
【図４ｂ】　ステント材料の構造の例を示す図。
【図５】　図４ａのステント材料の断面図。
【図６】　コイルが組み込まれた本発明によるステントを示す図。
【図７】　第１のインダクタに対して垂直な第２のインダクタを有する本発明によるステ
ントを示す図。
【図８】　互いに前後に配置された2つの共振回路を有する本発明によるステントを示す
図。
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【図２ａ】

【図２ｂ】

【図２ｃ】
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【図２ｅ】
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