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(57)【要約】
　体外心肺バイパスを必要とすることなく、実行又は使
用可能な外科的処置を行うため、患者の心臓の血管内、
心内膜、又は内腔内の対処をするための方法及び複合的
な機械器具に関するものである。更に、これらの処置は
、比較的少ない数の小さな切開部を介して実施すること
ができる。これらの処置には、実例として、心臓弁移植
、心臓弁治療、罹患した心臓弁の切除、心臓弁の置換、
心室瘤の治療、不整脈の治療、大動脈解離の治療等が含
まれる。このような低浸襲的処置は経心尖で（即ち、左
心室心尖部又は右心室心尖部で心筋を介して）行われる
のが好ましい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　心臓弁を移植するための装置であって、前記心臓弁を半径方向に拡張させる手段と、前
記心臓弁の移植中に前記装置を介して血流量を補充するための手段とを有する、心臓弁を
移植するための装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の装置において、前記装置は、更に、自己弁の弁尖を下方に引っ張る手
段を有する、前記装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の装置において、前記心臓弁の放射方向への拡張は、好ましくは
多段バルーンによって、二以上の段階で生じる、前記装置。
【請求項４】
　患者の心臓の心室にアクセスするための器械器具であって、前記心臓は心筋を有し、前
記器械器具はカテーテルを有し、前記カテーテルは、前記心筋の近位面に対して前記カテ
ーテルを密封するための近位面密封装置を有し、前記器械器具は、前記カテーテルを介し
て出血するのを防止するための手段を有する、患者の心臓の心室にアクセスするための器
械器具。
【請求項５】
　請求項４に記載の器械器具において、前記器械器具は、更に、前記心筋の遠位面に対し
て前記カテーテルを密封するための遠位面密封装置を有する、前記器械器具。
【請求項６】
　組織支持構造と、生体弁の弁尖とを有する、移植可能な心臓弁であって、前記生体弁の
弁尖は、遺伝子工学によって、前記組織支持構造の内部で成長させられる、前記心臓弁。
【請求項７】
　請求項６に記載の心臓弁において、前記組織支持構造はステントであり、前記ステント
は、好ましくは自己拡張材料によって構成され、特に、ニチノール又はスレンレススチー
ルによって構成されている、前記心臓弁。
【請求項８】
　患者の体内に二本以上のガイドワイヤーを挿入するためのガイドワイヤー挿入装置であ
って、前記ガイドワイヤー挿入装置は、ワイヤー配置装置と、前記ワイヤー配置装置に取
り付けられたガイドワイヤーとを有し、前記ワイヤー配置装置は、既に配置されたガイド
ワイヤーの跡をたどるように構成されている、前記ガイドワイヤー挿入装置。
【請求項９】
　請求項８に記載のガイドワイヤー挿入装置において、前記ガイドワイヤーは、前記ワイ
ヤー配置装置に取り外し可能に取り付けられ、前記ワイヤー配置装置は、好ましくは、固
定機構を有する、前記ガイドワイヤー挿入装置。
【請求項１０】
　薄型の心臓弁であって、前記心臓弁は、少なくとも三つの弁尖を有し、前記各弁尖の一
方の側面は、前記少なくとも三つの弁尖が、連続して開き、かつ、連続して閉じるように
、隣接する弁尖に部分的に重なっている、前記心臓弁。
【請求項１１】
　内周縁と外周縁とを有する心臓弁であって、前記内周縁は、前記心臓弁の複数の弁尖に
よって形成された環帯の周縁であり、前記外周縁は、流体密封隔壁の周縁であり、前記隔
壁が前記内周縁と前記外周縁の間の空間を占有する、前記心臓弁。
【請求項１２】
　手術面を画成する第１ヘッドと、前記第１ヘッドに操作可能に取り付けられ、かつ、前
記手術面に関して弁尖を移動させるように構成された、第２ヘッドとを有する、僧帽弁治
療装置。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の治療装置において、前記第１ヘッドは、Ｕ字形のヘッドであり、そ
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して、好ましくは、前記弁尖の少なくとも二つの部分に付着するための付着機構と、前記
第１ヘッドに関して前記第２ヘッドを操作するためのハンドルとの、いずれか一方又は双
方を有する、前記治療装置。
【請求項１４】
　患者の大動脈の内部に挿入されるように構成された、環状に拡張可能な構成要素と、大
動脈解離によって生じた空所を閉鎖するための手段とを有する、大動脈解離治療装置。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の装置において、前記空所を閉鎖する手段は、組織シーラントを注入
するための複数のニードルを有する、前記装置。
【請求項１６】
　請求項１４又は１５に記載の装置において、前記組織シーラントは生物学的に親和性を
有する接着剤と、機械的な縫合と、外科的な留め金のうちのいずれか一つ又は二つ以上で
ある、前記装置。
【請求項１７】
　請求項１５又は１６に記載の装置において、前記環状に拡張可能な構成要素は、治療中
に前記構成要素を介して血流を補うための手段を有する、前記装置。
【請求項１８】
　罹患した心臓弁を切除するための装置であって、前記装置は、第１の長手方向軸と近位
切断歯とを有する、環状に拡張可能な第１の構成要素の組と、第２の長手方向軸と遠位切
断歯とを有する、環状に拡張可能な第２の構成要素の組とを有し、前記装置は、前記第１
の構成要素の組が前記罹患した心臓弁の遠位側面で拡張され、前記第２の構成要素の組が
前記罹患した心臓弁の近位側面で拡張され、そして、前記第１及び第２の構成要素が前記
第１及び第２の長手方向軸に沿って軸方向に同時に引っ張られると、前記病気の心臓弁を
切除するように構成された、前記装置。
【請求項１９】
　請求項１８に記載の装置において、前記第１の長手方向軸と前記第２の長手方向軸は同
軸に配置されている、前記装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、２００４年１０月２日付けでアメリカ合衆国に出願されたプロビジョナル（仮
）特許出願第６０／６１５，００９号の利益を主張し、これによって前記プロビジョナル
（仮）特許出願の内容は完全に本願中に組み込まれる。
【０００２】
　本発明は、全体として、心臓血管処置を行うための複数の方法及び装置に関し、この心
臓血管処置では、大動脈の心臓弁又はセグメントは、生体外の心肺支援処置を使用するこ
となく（一般的には「オフ・ポンプ」処置と呼ばれている。）、治療され、又は、交換さ
れる。例えば、本発明は、心臓弁のうちの一つに、特に、大動脈弁に到達し、その一部を
切除し、治療し、交換するという処置のいずれか一つ又は二つ以上の処置を行うための複
数の装置又は方法に関する。本発明は、また、例えば、心臓弁の血管内、心臓内、管腔内
の配置、移植又は除去、及び、心臓弁の連続的な交換のような、器具などを生体内に最小
限に挿入することを要する心臓病の処置を行うための複数の方法及び複合的な装置に関す
る。これらの技術は、一般的には、直接アクセスによる経皮的な弁交換（“ＤＡＰＶＲ”
）と呼ばれている。
【背景技術】
【０００３】
　胸骨切開のように、生体外のバイパス形成手術や侵襲的な外科治療手術を用いる必要の
ない、特に、心臓弁の配置や除去及び交換というような、種々の心臓血管処置を満足に実
行するための複合的な装置と複数の方法を開発することが望ましい。更に、患者の極めて
小さい複数の切開を介して（例えば、幾つかの小さな開胸術によって）、このような処置
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を行うことが望ましい。このような複数の装置や方法は、病気にかかった心内構造物（例
えば、一つ又はそれ以上の心臓弁）へのアクセス、切除、治療、移植、交換のうちのいず
れか一つ又は二つ以上を容易にすることが好ましい。このような複数の装置や方法は、好
ましくは、閉胸心処置の間に要求される動静脈穿通の数を最小にするべきであり、そして
、望ましくは、一回の心臓穿通も一回の大腿動脈穿通も必要とすべきでない。本発明はこ
れらの要求を満たし、その他の要求も満たす。
【０００４】
　カテーテルに搭載された弁は、ステントのような折り畳み可能な円筒構造体に組み込ま
れる（通常は、弁付きステントと呼ばれる。）。
　順行性及び逆行性という記述的な用語は、この明細書で患者の脈管構造（血管系）に関
して使用されるときには、それぞれ、血液が流れる方向と、血液が流れる方向とは逆の方
向とを意味する。動脈系においては、順行性とは下流方向（即ち、生理学的な血流と同じ
方向）を指示するのに対し、逆行性とは上流方向（即ち、生理学的な血流とは反対の方向
）を指示する。近位及び遠位という用語は、この明細書で処置に使用される器具に関して
使用されるときには、それぞれ、より心臓に近い方向と、心臓から遠ざかる方向とを指示
する。置換という用語は、通常は、罹患した弁の除去と新しい弁の移植とを意味する。し
かしながら、新しい弁は罹患した弁の先端部の上に、直接、移植されることもできる。移
植処置は、罹患した弁の除去を除けば、置換処置と同様であろう。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の主題は、生体外の心肺バイパス回路を必要とせず、かつ、限られた数の小さな
切開を介して実行し得る、手術を行うために、患者の心臓に血管内、心内膜、又は、管腔
内から接近し、これにより、胸骨切開の必要性を減少させる方法に使用される複合的な装
置にある。本発明は、少なくとも本発明の好ましい実施形態においては、大動脈弁移植、
大動脈弁治療、大動脈弁切除、大動脈弁置換術の全てを、生体外の心肺バイパス、胸骨正
中切開、又は、その他の肉眼で見える程の胸部切開を必要とすることなく、有効に行う可
能性を企図している。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、心臓の４つの弁のいずれの弁をも、適当な心室の壁を介して、順行性アプロ
ーチによって置換することを企図している。好ましくは、弁は、経心尖で（すなわち、心
筋をその左心室心尖部又は右心室心尖部で通過して）、移植される。しかしながら、この
場合には、僧帽弁及び三尖弁の置換は、逆行性アプローチによって実行可能である。その
理由は、左心室心尖部又は右心室心尖部を介してこれらの弁に到達するには、その弁を通
過する血流に逆らって、これらの弁に接近する必要があるからである。
【０００７】
　本発明によれば、患者に最小限の侵襲性の手術を実施可能であり、この手術は、患者の
心臓に到達して、その心臓壁にアクセス器具を取付け、このアクセス器具は、このアクセ
ス器具を介して出血することを防止する手段を有する。新しい心臓弁は、このアクセス器
具を通って移植することができる。このような処置の間に心臓弁を移植することに加えて
、外科医は罹患した自己心臓弁を切除することもできる。外科医は、また、このような処
理を利用して、大動脈解離を治療することができる。外科医は、また、類似する技術を使
用して、損傷した心臓弁を治療することを選択することができる。前述のアクセス器具は
、心臓の心尖部に取り付けられることが好ましい。
【０００８】
　移植装置は、新しい心臓弁が自己弁の内部に取り付けられている間に、自己弁の葉状器
官を下方に引っ張るための機構を有することができる。
【０００９】
　罹患した心臓弁を切除するための本発明の装置は、環状に拡張可能な第１の構成部品の
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組と、環状に拡張可能な第２の構成部品の組とを有し、前述の第１の組は、第１の長手方
向軸と近位切断刃とを有し、前述の第２の組は、第２の長手方向軸と遠位切断歯とを有す
る。この装置は、第１の構成部品の組が罹患した心臓弁の遠位側で拡張され、第１の構成
部品の組が罹患した心臓弁の近位側で拡張され、第１及び第２の構成部品の組が、それぞ
れの長手方向軸に沿って、同時に軸方向に引張られると、罹患した心臓弁を切除する。こ
れらの第１及び第２の組の環状に拡張可能な構成要素は、同軸であることができる。
【００１０】
　本発明によれば、患者に取り付けられた（例えば、患者の大動脈の内部に）外科的な装
置を通る血流は、心室補助装置のような人造装置によって補充される。その手術部位はダ
イレクト・オプティカル・テクノロジーによって視覚化され得る。例えば、透明な酸素運
搬流体を患者の循環系の一部に注入することが可能であり、そして、手術部位の画像を伝
送するために、この透明な流体中に光学装置を挿入することができる。このような技術を
使用して、患者の循環系の全血液は前述の透明な酸素運搬流体と一時的に交換され得る。
【００１１】
　患者の心臓の心室に到達するための器具類にはカテーテルが含まれ、このカテーテルは
、心筋の近位面に対してカテーテルを密封させるための近位密封装置を有する。この器具
類には、また、カテーテルを介しての出血を防止する手段が含まれる。いくつかの実施形
態においては、この器具類には、心筋の遠位面に対してカテーテルを密封させるための遠
位密封装置が含まれる。
【００１２】
　本発明によれば、移植可能な心臓弁は、組織支持構造体と、この組織支持構造体の内部
に遺伝子工学によって成長させた生体弁尖（生体弁小葉）とを含むことができる。この遺
伝子工学の産物である弁尖（弁小葉）は、ステンレススチールのステントや、ニチノール
のステントや、その他の適当な組織支持構造体の内部で成長させることができる。少なく
とも３つの弁尖を含むロー・プロファイルの心臓弁を使用することも可能である。これら
の弁尖が連続的に開き、連続的に閉じるように、各弁尖の一方の側面は隣接する弁尖に部
分的に重なっている。過度に拡張した心臓弁輪を治す代替心臓弁を使用することも可能で
ある。このような心臓弁は、心臓弁の弁尖によって画成された内周と、流体密封ダイヤフ
ラムの外側限界によって画成された外周とを含む。このダイヤフラムは、この内周と外周
の間の空間を満たす。
【００１３】
　外科医は、患者に二本以上のガイドワイヤーを挿入するための装置によって補助される
。このような装置は、環状ワイヤー配置装置と、この環状ワイヤー配置装置に着脱可能に
取り付けられた一つ又はそれ以上のガイドワイヤーとを含む。この環状ワイヤー配置装置
は、既に配置されたガイドワイヤーを追跡するように構成されている。
【００１４】
　本発明によれば、心臓弁の石灰化は、カテーテル・ベースの超音波装置を石灰化心臓弁
に挿入し、かつ、超音波照射を石灰化した心臓弁に集中させて、石灰化した部位を破壊す
ることにより、破壊することができる。このような処置は、石灰化した心臓弁に反射器を
挿入し、超音波照射を増幅することによって、より優れたものになり得る。
【００１５】
　本発明の僧帽弁治療装置は、手術面を画成する第１ヘッドと、第１ヘッドに動作可能に
取り付けられた第２ヘッドとを含むことができる。第２のヘッドは、手術面に関して弁尖
を置換するように構成される。第１ヘッドはＵ字形を成し、僧帽弁弁尖の少なくとも二つ
の部分に付着する付着装置を含む。この治療装置は、第１ヘッドに関して第２ヘッドを操
作するためのハンドルを含む。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、大動脈解離は、患者の心臓に到達し、かつ、アクセス器具を通って出
血することを防止するように構成されたアクセス器具を心臓壁に配置することによって、
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治療することができる。大動脈解離を治療するため、解離治療装置がアクセス器具を介し
て挿入される。この装置は、患者の大動脈に挿入されるように構成された環状拡張コンポ
ーネントと、大動脈解離によって形成された空間を閉鎖する手段とを含むことができる。
この空間は、ニードル（注射針）を介して、生物学的に適合した接着剤（例えば、フィブ
リン、トロンビン、又は、その他の適当な化学的又は生物学的な物質）を、前記空間内に
注入することによって閉鎖することができる。この空間は、例えば、機械的縫合や外科的
止め金によっても閉鎖可能である。
【００１７】
　本発明の更に他の特徴、その本質、及び、種々の利点は、以下の詳細な説明と添付図面
とから、より明らかになるであろう。この詳細な説明と添付図面を通じて、類似する参照
文字は類似する構成要素を表す。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明は多くの異なる用途を有し、器具の寸法及び形状のような複数の要因の幾つかを
、各用途に合わせて、変更することを保証するのは当然であるから、やや包括的な概略図
を参照して、本発明の幾つかの態様を記載するのが最良であると信ずる。しかしながら、
この議論が抽象的になり過ぎることを避けるために、そして、本発明がより良く理解され
、正しく認識されることの助けとして、本発明の具体的使用について頻繁に言及される。
ほとんどの場合、これらの参照は、順行性の外科的アプローチによって大動脈弁を切除し
、かつ、置換又は移植するために、本発明を使用することについてなされる。しかしなが
ら、この使用は、本発明の考えられる数多の用途のうちの一つに過ぎないということを、
再度、強調しておく。
【実施例】
【００１９】
　本発明が大動脈弁を切除し、かつ、置換又は移植するために使用されると仮定して、そ
の処置は、外科医がその処置中に種々の基準点を設定し、使用することを可能にするため
、透視装置を調整することによって開始することができる。外科医は、外科処置のための
アクセス部位を生成するための開胸術を実行することにより開始することができる。本発
明の血管内の、心内膜の、又は、管腔内の外科用の複合的な装置は、心筋を直接貫通する
ことによって、好ましくは、左心室心尖部又は右心室心尖部で心筋を貫通することによっ
て（以下、「尖部貫通」という。）、連携して心臓の内部に入る。開胸部位は、図１に示
されているように、患者１１の第３肋間間隙１２、第４肋間間隙１４、第５肋間間隙１６
、又は、剣状突起の下の部位１８（すなわち、剣状突起１９の直ぐ下の部位）のいずれに
も準備することができる。いずれの肋間間隙も適当な手術部位としての要求を満たすこと
ができ、本発明のいくつかの実施形態では、第４、第５、第６肋間間隙が好ましい部位で
ある。これらの部位の全てが、手術によって心臓１０の心尖部１７に到達する部位である
。これらの部位のうちのいずれかひとつに形成された５乃至１０ｃｍの切開によって、外
科医は、一つのアクセス部位を介して、全ての処置を行うことができる。しかしながら、
もう一つの方法として、外科医は内視鏡の技法を使用し、複数の部位に形成された１乃至
３ｃｍの切開を利用して、種々の器具を挿入することもできる。
【００２０】
　心臓が露出されると、心尖部の手術部位の周りに、一つ又は複数の巾着縫合を施すこと
ができる。これにより、外科医は、出血を防止するため、手術中に心臓壁を貫通させられ
るあらゆる器具の周りに、心筋を同期させることができる。手術のためにアクセスされた
心腔からの出血を防止するための他の技法は、以下に、より詳細に記述される。
【００２１】
　図２は、心臓１０の４つの心腔である、右心房２４、左心房２５、左心室２６、及び、
右心室２７を示す。図２は、また、心臓１０の４つの弁である、大動脈弁２０、僧帽弁２
１、肺動脈弁２２、及び、三尖弁２３を示す。上行大動脈２８及び下行大動脈２９も、ま
た、図示されている。大動脈弁２０を置換するための処置は、左開胸と、心筋に到達する
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までの左経心尖切開とを必要とするかも知れない。また、肺動脈弁２２を置換するための
処置は、右開胸と、心筋に達するまでの右心尖切開とを必要とするかも知れない。三尖弁
２３と僧帽弁２１とに順行性アプローチを可能にするため、複数の切開を介して、右心房
２４と左心房２５とに同様に直接アクセスすることができる。この処置が、患者のいずれ
の心臓弁の順行性及び逆行性治療に使用可能であるのに対して、次の実施形態としての処
置は、大動脈弁２０の切除及び順行性置換に関する。この切除措置は、次の処置では省く
ことが可能であり、そして、置換弁は、また、罹患弁の内部に同軸に配置可能である。
【００２２】
　この開胸アクセス部位に加えて、外科医は、また、管腔内への（例えば、経皮的な）ア
クセス部位、好ましくは、患者の大腿部の静脈又は動脈を介してのアクセス部位を必要と
するかも知れない。大腿部の静脈アクセス部位は、図３に示すように、大動脈弁２０とシ
ノ・チューブラー・ジャンクション（バルサルバ洞と上行大動脈の接合部）３６の付近の
患者の右心房の内部に、超音波機器３４を配置するために使用することができる。超音波
機器３４は、例えば、AcuNav（商標）診断用超音波カテーテルであることができる。超音
波機器３４は、また、内頚静脈(IJV)を介して配置可能である。大腿部又は腸骨のアクセ
ス部位を介して超音波機器３４を配置するのと、内頚静脈(IJV)部位を介して超音波機器
３４を配置するのとでは、超音波装置３４の向きが逆になる場合がある（すなわち、いず
れの方向から超音波機器３４が患者の右心房に入るかによって）。経皮的な超音波装置に
代わるものとして、外科医は、例えば、標的の弁置換部位の画像を提供する経食道心エコ
ー図(“TEE”)のような、食道経由の視覚化技術を使用することを選択することができる
。
【００２３】
　上述のように、一又はそれ以上の開胸を介して心筋に到達した後、アクセス部位３２の
心膜３０に切開が施される。次に、図４に示すように、心筋４０がニードル４２又はその
他の適当な器具で刺され、心臓の内部構造（この実施例では、左心室２６）にアクセスす
る。ガイドワイヤー４４は、左心室２６の内部に、順行性の方向４６に供給される。血流
方向に進んで、ガイドワイヤー４４は大動脈弁２０を通って前進し、大動脈２８に進入す
る。ガイドワイヤー４４は、更に前進して、腸骨動脈又は大腿動脈に進入する。このよう
な実施形態において、係蹄ループを備えたワイヤーが、ガイドワイヤー４４を回収するた
めに、大腿部の管腔内部アクセス部位から前進し、ガイドワイヤー４４を大腿部の管腔内
部アクセス部位から引き出す。これは、患者の脈管構造を通して、ガイドワイヤー４４を
経心尖アクセス部位から大腿部の管腔内部アクセス部位まで通すことを可能にする。
【００２４】
　ガイドワイヤー４４は、比較的薄くかつ可撓性を有するガイドワイヤーであることがで
きる。外科器具の交換に、よりしっかりした支持を提供するため、ガイドワイヤー４４を
、より堅いガイドワイヤーと交換することが必要とされる場合がある。これは、図５に示
すように、カテーテル５０をガイドワイヤー４４に被せて挿入し、カテーテル５０がその
位置を保持している間に、ガイドワイヤー４４を患者から取り外し、そして、より堅いガ
イドワイヤーを挿入することによって達成される。この堅いガイドワイヤーがカテーテル
５０を貫通すると、堅いガイドワイヤーをその場所に置いたまま、カテーテル５０を取り
外すことができる。両端を患者の外部に（すなわち、経心尖アクセス部位と大腿部の管腔
内部アクセス部位とに）突出させたガイドワイヤーは、双方向使用を可能にするであろう
。ワイヤーに案内された器具を両端から挿入することが可能であろうし、ワイヤーで案内
された器具を順行性及び逆行性の方向から挿入することができる。
【００２５】
　本発明の幾つかの実施形態では、より多くの外科器具がアクセスできるように、複数の
ガイドワイヤーを配置することができる。複数のガイドワイヤーを使用すると、２つの器
具を隣り合わせに配置することができる（例えば、血管内超音波法を弁配置装置の次に作
動させることができる。）というような利点を提供することができる。複数のガイドワイ
ヤーは、図１９及び１９Ａに示したように、同時に配置することができる。ガイドワイヤ
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ー１９８は、既に配置された最初のガイドワイヤーである（例えば、図６のガイドワイヤ
ー６６）。ワイヤー配置装置１９０又は１９５は、中空の開口部１９１又は１９７によっ
て、ガイドワイヤー１９８上を滑るように進む。追加のガイドワイヤー１９２、１９４及
び１９６は、３本のガイドワイヤーの全てが同時に配置されるように、ワイヤー配置装置
１９０に取り付けられる。追加のガイドワイヤー１９３はワイヤー配置装置１９５に取り
付けられる。ワイヤー配置装置１９０又は１９５には何本のガイドワイヤーでも取り付け
ることが可能であり、この結果、所望の数の追加のガイドワイヤーを同時に配置すること
ができる。ワイヤー配置装置１９０又は１９５は、追加のガイドワイヤーが人体を貫通し
て設置されると、追加のガイドワイヤーから取り除かれ又は切り取られる。ワイヤー配置
装置１９０又は１９５は、また、固定装置を内蔵することができる。これにより、追加の
ガイドワイヤーが人体を貫通しないように、第２の端部で表面に出てくるような場合には
、これらのワイヤーは適当な位置に固定可能である（例えば、ワイヤー配置装置１９０又
は１９５は、追加のガイドワイヤーを適切な位置に保持するために、最初に配置されたガ
イドワイヤーに固定することができる。）。
【００２６】
　次に、ニードル４２（図４）によって心筋４０に形成された開口部を拡張するため、よ
り堅いガイドワイヤー６６（図６）上の拡張器（図示せず。）を前進させることができる
。心筋４０の開口部が必要な寸法まで拡張されると、アクセス器具６０を取付けることが
できる。アクセス器具６０は、心腔からの出血を防止する一方で、左心室２６の内部の手
術部位に到るアクセス・ポートを提供する。アクセス器具６０（図６参照）は、工具、装
置、器具、ワイヤー、カテーテル、及び、運搬システムを、容易に、かつ、迅速に、挿入
することを可能にし、罹患した心臓弁の治療又は切除、又は、新しい心臓弁の移植又は交
換を可能にする。
【００２７】
　第２のアクセス器具又は導入器を末梢動脈（例えば、管腔内部アクセス部位の大腿動脈
）の内部に配置することができる。更に、追加のガイドワイヤーを管腔内部アクセス部位
から配置することができる。上記に、より詳細に記載されたピギーバック・アプローチを
使用して、一つ又はそれ以上の追加のガイドワイヤーを取付けることができる。
【００２８】
　アクセス器具６０は、先端バルーン６１と基端バルーン６２を有するカテーテル６４を
含むことができる。バルーン６１及び６２は、左心室２６からの出血を防止するように、
心筋４０を挟むことができる。アクセス器具６０は、出血を防止するために左心室２６が
適当に密封されるのであれば、冠状動脈を通る血流が妨げられないように、他の適当な方
法で固定することができる。アクセス器具６０は、また、弁６３を含む。弁６３は、カテ
ーテル６４を介して出血するのを防止する一方で、ガイドワイヤー６６の通過と外科器具
の挿入を許容する。弁６３は、虹彩絞りのように（例えば、レンズの絞りのように）機械
的に動作可能である。弁６３は、また、小さな中央開口を備えた弾性材料で構成可能であ
り、この中央開口は、どのような機器が挿通されても拡張するが、挿通された機器によっ
て常に流体密封を維持する。弁６３は、いずれかの流体密封弁構造を構成する。
【００２９】
　アクセス器具６０は、弁６３のような、一つ又は複数の弁状構造体を含むことができる
。直列に配置された複数の弁は、心腔からの漏れに対する別の防御装置として機能するこ
とができる。更に、複数の工具の周囲から漏れる可能性があるから、アクセス器具６０は
並列に配置された複数の弁を含むことができる。このようにして、各器具はそれ自身の弁
を通って挿入可能であろう。これは、手術中に使用される各工具の周囲に適当なシールが
形成されることを確実にする。
【００３０】
　本発明の幾つかの実施形態では、血管内、心内膜、及び、管腔内部のうちのいずれか一
つ又は二つ以上の視覚化を補助する種々の器械を使用することができる。このような器械
は、図７に示されている。更に、体外Ｘ線に基づくＸ線写真撮影装置を使用することがで
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きる。好ましくは、心腔内超音波装置３４が大腿静脈を介して右心房に配置され、そして
、血管内超音波法(IVUS)装置７０がガイドワイヤー６６上に配置されて、心腔内又は罹患
した弁内に挿入される。外部透視装置は、また、手術部位の地図を作り、視覚化するため
に利用される。
【００３１】
　IVUS７０は、大動脈弁２０、シノ・チューブラー・ジャンクション３６、及び、腕頭動
脈７２の位置を見つけて示すために使用可能である。各々の正確な位置を決定するために
、IVUSプローブ７０の位置はAcuNav（商標）３４及び透視法によって同時に追跡される。
各目標の位置が確認されると、生体外の透視法が、手術部位の内部の場所を取るIVUS７０
を用いることなく、これらのポイントを再配置するために後で使用可能であるように、放
射線不透過性の標識が患者の皮膚の上か、心臓の表面上に配置される。収縮期の自己弁尖
の端部も、また、一時的に標的領域を画成するために、放射線不透過性の標識でマークさ
れ得る。心臓及び大動脈の内部の目標は、人体の外部の患者の皮膚上又は鼓動を打ってい
る心臓の表面上に配置された放射線不透過性の目標によってマークされているから、この
技術は、患者及び透視機器が処置中に動かされないことを必要とする。これらの放射線不
透過性の目標は、心臓又は大動脈上に直接配置される必要がある。
【００３２】
　IVUS７０、AcuNav（商標）３４及び前述の透視機器は、また、罹患した弁を計測するた
めに使用可能である。これは、外科医が適当な寸法の交換用心臓弁を選択することを可能
にする。透視法に代わるものとして、外科医は血管造影法のような通常の染料による視覚
化技術の使用を選択することができる。この交換用の心臓弁を製造するには材料上の限界
が生じるであろうが、標的の手術部位を視覚化する代替手段として、MRI技術を使用する
ことができる。更に、血液を通して見ることができるカメラの進歩によって、標的となる
部位の像を生成するためにダイレクト光技術を使用することが可能であろう。超音波デー
タの同時三次元構造は、現在のところ開発途上であるが、適当な代替手段を提供すること
ができると思われる他の視覚化手段である。
【００３３】
　ダイレクト光技術に関して、標的部位付近の循環系の大動脈その他の構成要素に、澄ん
だ液体（クリアー・リキッド）が導入され得る。患者の循環系に酸素を運ぶことができる
（即ち、一時的に血液の生物学的機能を維持することができる）澄んだ液体を使用するこ
とは、ダイレクト光技術を使用する能力を向上させるであろう。更に、心臓は鼓動を打っ
ているから、患者は、処置継続期間中、酸素運搬流体の輸血を受けることが可能であり、
その結果、処置の間中、ダイレクトな光学的視覚化を行うことができる。患者の正規の血
液は、処置の終わりに返血される。
【００３４】
　ダイレクトな視覚化技術の他の選択は、（水のような透明な流体で満たされた）透明な
バルーンをカメラの前に配置することを含む。カメラと液体を充填されたバルーンは、外
科医の見たい表面に対して押し付けられる。透明なバルーンはカメラの視線から血液を排
除し、バルーンを介してカメラが見ている像は外科医に伝達される。
【００３５】
　更に、図８に示すように、本発明は、カテーテルの手段によって、上行大動脈中に塞栓
症予防器具８０を配置することを含むことができる。塞栓症予防器具８０は、大腿部の管
腔内部アクセス部位から大動脈弁部位まで、逆向性アプローチで配置されることが好まし
い。塞栓症予防器具８０は、いずれかの適当な材料で作られたろ過メッシュ又はネットを
有することができる。選択された材料は、複数回にわたって、潰され、広げられ、そして
、再度、潰されることができる材料でなければならない。塞栓症予防器具８０は、代替的
に、順行性方向から配置されることができる。本発明に従って挿入されたガイドワイヤー
６６又は追加のガイドワイヤーを使用して、どちらかのアプローチを実施することができ
る。
【００３６】
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　単一の塞栓症予防器具８０は、大動脈２８と環状静脈洞８２、８４に供給する大動脈弁
の流出領域を保護するための固有の特性を有することができる。器具８０は、円錐状に形
成された密なメッシュ２００（図２０参照）を有することができる。円錐形のメッシュ２
００は、大動脈２８の壁に半径方向外方への力を及ぼす周辺部２０４で終端することがで
きる。器具８０はカテーテル２０２を介して動作し、前述の大動脈及び環状静脈洞への供
給血液をろ過することができるような寸法を有する。
【００３７】
　幾つかの実施形態では、塞栓症予防器具８０は、図９に示すように、複数の塞栓症予防
器具９０、９２、及び９４によって置換可能である。図９においては、冠状静脈洞８２及
び８４は、それぞれ、それ自身の塞栓症予防器具によって（塞栓症予防器具９２及び９４
によって個々に）保護され、そして、大動脈２８は塞栓症予防器具９０によって保護され
る。塞栓症予防器具９２及び９４は、大動脈の内部の手術部位をできる限り透明に維持す
るため、更に、冠状動脈の内部に配置することもできる。図８の塞栓症予防器具８０は、
単一の保護器具を適切に配置することにより、塞栓症物質の流れが大動脈２８及び冠状静
脈洞８２及び８４のいずれにも流入することを防止するように設計されている。
【００３８】
　本発明の実施形態のいくつかにおいては、この塞栓症予防器具は順行性のアプローチで
配置され得る。例えば、図１０は、順行性方向に挿入された塞栓症予防器具９２’及び９
４’を示す。順行性方向から冠状静脈洞内に機器９２’及び９４’を配置するには、ガイ
ドワイヤー１０１及び１０２を開胸アクセス部位で患者から出るままにしておく。冠状静
脈洞８２及び８４は、新しい大動脈弁を配置するのに有用な目標を提供する。このように
、器具９２’及び９４’をこのやり方で配置することにより、外科医は新しい弁を適切に
配置するための案内（すなわち、冠状静脈洞８２及び８４で終端するガイドワイヤー１０
１及び１０２）を手に入れる。新しい弁は、適切に配置されることを確実にするため、ガ
イドワイヤー１０１及び１０２に沿って順行性方向に挿入可能である。
【００３９】
　更に、大動脈弓の腕頭動脈、左総頸動脈、及び左鎖骨下動脈に、塞栓症フィルターを配
置することができる。
【００４０】
　本発明の幾つかの実施形態は、切除又は除去の間及びその後に、新しい弁が配置されて
作動するまで、自己弁の機能を一時的に果たすことができる、弁が先端に付いたカテーテ
ルや他の一時的な弁装置を使用する。このような一時的な弁装置は、条件を満たす場所に
いくつでも配置可能である。例えば、大動脈弁の機能を置換するときには、当該暫定弁を
、自己の大動脈弁のすぐ遠位にある上行大動脈に配置することが好ましい場合がある。し
かし、下行大動脈に配置された装置によって、大動脈弁の機能を一時的に置換させること
ができる。このような配置は、心臓をより激しく働かせることになるという不利益を有す
るが、かかる配置は、前述の外科処置で容認できるという実績がある。
【００４１】
　更に、本発明の幾つかの実施形態は、経皮的に配置される、回転翼を有する小型の孔型
血液ポンプ（例えば、VAD（心室補助装置））の使用を含むことができる。VADは、ガイド
ワイヤー６６上を、逆向性又は順行性の方向に挿入される。あるいは、VADは第２のガイ
ドワイヤー上に挿入可能である。順行方向に挿入される切除及び移植機器のために、経皮
的な大腿部アクセス部位から逆行性アプローチでVADを配置することが必要な場合がある
。VAD又は他の一時的なポンプ装置は、自己弁が切除又は治療されている間、心臓の自然
な機能を支持するために使用される。この暫定的な補助装置は、新しい装置が配置されて
機能するまで、所定の位置に配置されている。
【００４２】
　図３９は、塞栓症フィルターと暫定弁とVADの可能な組合せの一つを示す。図３９の実
施例は、塞栓症フィルター３９４と暫定弁３９５を貫通するVAD３９３を示す。これらの
構成要素は、上行大動脈３９６の大動脈弁３９２よりも遠位に配置される。塞栓症フィル
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ター３９４は、また、冠状動脈３９０及び３９１を保護するように設計されている。塞栓
症フィルター３９４、VAD３９３、及び暫定弁３９５は、全て、ガイドワイヤー３９７に
おって案内され得る。これは、弁の治療又は交換処置に使用可能な、ほんの一つの構成要
素配置例にすぎない。
【００４３】
　本発明の幾つかの実施形態では、新しい弁の配置は、第１に、罹患した弁や心内構造物
の全体又は部分の切除を含む。罹患した弁の切除を行うために、外科医は、図１１に示す
ような弁除去器具１１０を使用することができる。弁除去器具１１０は、外部膨張ルーメ
ン１１１と、外部膨張ルーメン１１１の内部に同軸に配置された内部膨張ルーメン１１２
とを合体させている。外部膨張ルーメン１１１は基部バルーン１１３で終端する。内部膨
張ルーメン１１２は末端バルーン１１４で終端する。同軸のカテーテル１１１及び１１２
は、ガイドワイヤー６６上を前進して、アクセス器具６０の弁６３を通過することができ
る。半径方向に膨張可能な基部切断装置１１５は、基部バルーン１１３の表面に搭載され
る。半径方向に膨張可能な末端切断装置１１６は、末端バルーン１１４の表面に搭載され
る。弁除去器具１１０は、末端切断装置１１６が罹患した大動脈弁２０の直ぐ遠位に位置
し、かつ、基部切断装置１１５が罹患した大動脈弁２０の直ぐ近位に配置されるまで、下
向きに湾曲した状態のバルーン１１３及び１１４と折り畳まれた状態の切断装置１１５及
び１１６と共に、前進させられる。
【００４４】
　図１２に示されているように、バルーン１１３及び１１４は、切断装置１１５及び１１
６が半径方向に拡大し、罹患した弁のほぼ直径の大きさになるまで膨張させられる。次に
、内部膨張ルーメン１１２、末端バルーン１１４、及び末端切断装置１１６が、逆向性方
向に引張られる。これによって、切断装置１１５及び１１６を協働させ、図１３に示すよ
うに、罹患した大動脈弁の葉状部分１３０を切断する。バルーン１１３及び１１４は収縮
可能であり、切断装置１１５及び１１６は折り畳み可能であり、バルーン１１３及び１１
４が収縮状態を維持し、切断装置１１５及び１１６が折り畳まれた状態を維持している間
に、弁の葉状部分１３０を切断する。こうして、弁除去器具１１０と切除された葉状部分
１３０は、アクセス器具６０を介して取り去られる。
【００４５】
　更に、弁除去装置１１０はセルフ・センタリング（自己心出し）特性を有することがで
きる。弁除去装置１１０の切断機構は、弁除去装置１１０によって、心臓腔内又は血管系
内の石灰化した、又は、罹患した如何なる組織をも切断又は切除することを可能にする。
弁除去装置の各切断動作による切断寸法及び切取り量並びに切取り形状は、弁除去装置を
調整することによって、外科医が決定可能である。
【００４６】
　患者の血管系の内部に外科手術手技を実施するとき、血液がバルーンを通って循環する
ことができるように、環状のバルーンを使用すると有益である。また、リング状のバルー
ンを使用する場合も、より標準化されたバルーンを使用する場合も、バルーンを選択的に
膨張させることができるように、一つ以上の室を有するバルーンを使用すると有益である
。図３７及び３８に、一つ又はそれ以上の膨張室を有するリング形状のバルーンと円筒状
のバルーンの例が、それぞれ、図示されている。
【００４７】
　図３７は、リング形状のバルーン３７０を示す。バルーン３７０は、仕切板３７３’、
３７３’’、及び３７３’’’によって、３つの膨張室に分割可能である。各膨張室は、
膨張フランジ（例えば、フランジ３７４’、３７４’’、及び３７４’’’）に取付けら
れている。各膨張フランジは、カテーテル３７１の対応する膨張ルーメン（例えば、膨張
ルーメン３７２、３７２、及び３７２）に取付けられる。こうして、血流は、膨張フラン
ジ３７４’、３７４’’、及び３７４’’’の間に残存する３つの開口を通って、連続す
ることができる。更に、外科用器具（例えば、VIDs等）は、これらの開口を通過すること
ができる。バルーン３７０はガイドワイヤー３７５によって案内され得る。
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【００４８】
　図３８は、膨張室３８１、３８２、及び３８３を有する、円筒状のバルーン３８０を示
す。これらの膨張室は、カテーテル３８７の膨張ルーメン３８４、３８５、及び３８６に
よって、それぞれ、選択的に膨張可能である。バルーン３８０は、ガイドワイヤー３８８
によって案内され得る。いずれの形式のバルーンにおいても選択的に膨張可能な室を設け
ることにより、外科医は、例えば、患者の脈管構造の内部で組織を操作し、又は、外科用
器具と人工器官を適切に配置する能力を持つことができる。
【００４９】
　本発明の幾つかの実施形態においては、ロンジュール装置２１０のような弁除去用具が
使用可能である（図２１参照）。ロンジュール装置２１０は、ハンドル２１６及び２１４
によってヒンジ２１１を介して手術可能に制御することができる、スプーン形のヘッド２
１６及び２１４を有することができる。スプーン形のヘッド２１２及び２１４は、それぞ
れ、先端部２１３及び２１５を鋭利にすることができる。ロンジュール装置２１０は、罹
患した弁の葉状部分を切断し、切り裂かれた組織をスプーン形のヘッド２１２及び２１４
の内部に捕捉するために使用可能である。ロンジュール装置２１０はアクセス器具６０を
介して動作可能である。
【００５０】
　本発明の他の実施形態では、図２２の弁切除器２２０を罹患した弁を切除するのに使用
することができる。弁切除器２２０は、ハンドル２２２、軸２２４、凹所２２６、及び切
除器の先端部２２８を有する。切除器の先端部２２８は、自己弁の罹患した葉状部分を切
り取り、又は、むしり取るために使用可能である。凹所２２６は、切除された組織を取り
除くために保持するように使用可能である。切除器の先端部２２８は、また、罹患した葉
状部分を切り取るために、機械的に動作可能である。切除器２２０は、また、アクセス器
具６０を介して動作可能である。罹患した弁を切除するための他の適当な技術技法を、新
しい弁を移植する前に使用することもできる。
【００５１】
　弁切除のための準備において、罹患した弁の石灰化を軟化させ、又は、破砕させること
は有益な場合がある。集中的な超音波は、弁の石灰化を破砕するために使用可能であろう
。同様の処置は、患者の腎臓結石を破砕するために使用されている。大動脈弁の石灰化は
、しばしば、組織片用のポケットに捕捉される。よって、破砕された石灰が弁の葉状部分
によって保持されるおそれがある。しかしながら、これらの葉状部分は、既に、曲げやす
くなっており、新しい弁の裏で圧縮し、又は、取り除くことが容易になっている。管腔内
超音波装置は、前述の集中的な超音波を供給するために使用可能である。更に、管腔内反
射器は、超音波の強度を増幅し、カルシウム沈積物をより迅速に破砕するために使用可能
である。
【００５２】
　更に、あるいは、罹患した弁を切除する代わりに、罹患した弁のプラーク又は石灰化は
化学的に溶解可能である。所定の位置に配置された塞栓症予防装置９０、９２、及び９４
によって、プラーク沈積物を溶解し、又は、解放する化学物質を罹患した弁に導入するこ
とができる。標的弁の部位は、この処置中、当該化学物質を包含するように、最初に隔離
されることができる。この隔離は、２つのバルーンを膨張させ、大動脈壁と２つのバルー
ンとによって画成される化学的除去（アブレーション）室を生成することによって、達成
可能である。
【００５３】
　隔離は、また、図３６に示す除去室３６０のような装置によっても行うことができる。
除去室３６０は、患者の脈管構造（例えば、大動脈３６２）の内部に配置される。この室
は、直接アクセスによって経皮的に配置可能であり、又は、これ以外の適当な技法手法に
よっても配置可能である。除去室３６０は環状のバルーン３６１及び３６３を有する。バ
ルーン３６１及び３６３は、血液に除去室をバイパスさせる溝を生成する、管状部材３６
７によって連結されている。心室補助装置は、患者の血流が一時的に細い通路を流れるこ
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とを補助するため、開口３６５から管状部材３６７の内部に挿入可能である。除去室３６
０は、化学物質を除去部位に導入するための化学物質導入装置３６４と、処置が終了した
とき、除去部位から化学物質を一掃するための化学物質排出装置３６６とを有する。この
ようにして、この化学的除去処置は、通常の血液循環を行いつつ、大動脈の隔離された区
画である前述の室内で実行される。このような技法手法は、使用されている化学物質が患
者の循環系に入らないように隔離する。この治療は、罹患した弁を治療し、罹患した弁を
弁除去用具で切除する前に罹患した弁から石灰を除去し、又は、罹患した弁の内部に又は
先端部上に新しい弁を配置する前に罹患した弁から石灰を除去するために、実行可能であ
る。レーザー光線による切断は、弁の石灰化を崩壊させ、又は、罹患弁の葉状部分を除去
及び破壊するために、使用することができる。
【００５４】
　他の代替手段として、罹患しかつ石灰化した弁はそのまま残しておくことができ、新し
い弁をその罹患した弁の内部に又は先端部上に移植することができる。本発明のいくつか
の実施形態においては、罹患弁の葉状部分を経皮的に破壊するために、弁形成術を実行す
る必要がある場合がある。罹患した弁の一部が破壊されていれば、この新しい弁で罹患し
た弁を拡張することは容易であろう。
【００５５】
　罹患した弁の操作が完了すると（例えば、複数の目標位置に印を付けたり、罹患した葉
状器官を切除したり、石灰化した部分を化学的に溶解させたり等）、塞栓症予防器具９０
、９２、及び９４を取り外すことができる（図１４）。罹患した葉状器官１３０（図１３
）の切除は、弁の縁部１４１（図１４）を置き去りにすることができる。塞栓症予防器具
が取り除かれると、弁搬送装置１４２がアクセス器具６０を介して左心室２６の内部に挿
入され得る。弁搬送装置１４２は、半径方向に圧縮された状態の新しい弁１４０を搬送す
る。弁１４０は、搬送装置１４２の上に丸められている。あるいは、弁１４０は、その他
のいずれかの適当な方法で、折られ又は折り畳まれていることができる。弁搬送装置１４
２はガイドワイヤー６６に沿って前進させられる。
【００５６】
　図１０に示したような実施形態において、弁搬送装置１４２は、弁１４０を解放し配置
する前に弁１４０の安全な方向付けを確実に行うため、ガイドワイヤー１０１及び１０２
によって案内することができる。このような配送のための進入は、ガイドワイヤー１０１
及び１０２が管状静脈洞８２及び８４で終端しているから、冠状動脈閉塞の危険を減少さ
せるであろう。弁１４０の継ぎ目支持部の間の複数の空間は、冠状動脈に流れる血流量を
最大にするために、冠状動脈洞８２及び８４と適正に整列することができる。
【００５７】
　本発明の他の実施形態においては、弁１４０の配置は、心臓内超音波装置（例えば、図
７の超音波装置３４）と蛍光透視装置とによって補助することができる。弁１４０の配置
、解放、及び、展開は、心臓内の超音波及び透視装置によって同時に監視することができ
るであろう。この蛍光透視装置は、この処置のより早い段階で配置された放射線不透過性
の標識に基づいて、標的領域を監視するであろう。蛍光透視（標識位置）の標的部位と超
音波（心臓内超音波）の標的部位とが一致すると、弁を展開するための適正な位置が決定
される。その瞬間に、弁１４０は下記のように展開される。
【００５８】
　更に、弁搬送装置１４２は、２つの放射線不透過性の標識を含むことができる。透視に
よって視覚化された冠状動脈によって、外科医は、搬送装置１４２上の２つの標識の組の
配列を視覚化することが可能であろう。こうして、外科医は、接合部ポスト(commissure 
posts)が弁配置上に正しく置かれるように、弁を適正に配置することができるであろう。
【００５９】
　弁搬送装置１４２は、図１５に示すように、二相バルーン１５０内で終端することがで
きる。或いは、弁１４０を支持する装置１４２の端部は、別々に動作可能な２つのバルー
ンを有することができる。バルーン１５０の第一相は、膨張させられて、弁１４０を配置
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するための案内を提供することにある。バルーン１５０の第一相は緩衝装置を提供し、バ
ルーン１５０（即ち、バルーン１５０の第一相）の近位端が大動脈弁部位の直近位にある
左心室の領域に達するとき、搬送装置１４２が更に前進することを防止するように構成さ
れる。
【００６０】
　バルーン１５０の連続した膨張は、弁１４０のベースリング１５４を膨張させる。ベー
スリング１５４が膨張すると、複数のフック１５６が残存する大動脈弁の縁部１４１に食
い込む。或いは、フック１５６が縁部１４１を貫通することはできないが、正しくは、縁
部１４１を強く挟む。接合部支持組織１５８は、また、開き始める。本発明の幾つかの実
施形態では、シノ・チューブラー・ジャンクション３６で環状静脈洞８２及び８４より遠
位の交換大動脈弁を支持するために、弁１４０は末端のステント状構造１５２を含む。
【００６１】
　膨張中、心臓内の超音波及び傾向透視は、弁１４０の姿勢及び配置を監視するために使
用可能である。弁１４０が完全に膨張する前に、外科医は、接合部支持部１５８の間の空
間が環状静脈洞８２及び８４に整列するように、搬送装置１４２を回転させることができ
る。リング１５４（図１６参照）が完全に膨張すると、複数のフック１５６の全てが縁部
１４１に係合し、そして、フック１５６及び縁部１４１は大動脈壁１５１に部分的に埋め
込まれる。ステント状構造体１５２は、シノ・チューブラー・ジャンクション３６で大動
脈壁１５１と係合することができる。接合部支持部１５８は、また、完全に膨張する。支
持部構造体１５２はベースリング１５４と調和して膨張可能である。或いは、弁配置は段
階的なプロセスによって実行され、このプロセスでは、支持構造体１５２が膨張して弁の
遠位端を固定する前に、ベースリング１５４が膨張して弁の基部を固定する。新しい弁１
４０の位置と機能は、IVUS、心臓内超音波、及び、蛍光透視のいずれか又は幾つかによっ
て、確認され、監視される。外科医が弁の配置と機能に満足すると、バルーン１５０は縮
小され、そして、弁運搬装置１４２は左心室２６から取り除かれる。
【００６２】
　大動脈の完全閉鎖が短時間行われるから、この移植プロセスは迅速に行われなければな
らない。心臓への血流の流入を遮断する必要がある場合がある。これにより、心臓は血液
を押し出すために緊張せず、患者の心拍が危険なほど低下することを防止することができ
る。
【００６３】
　弁搬送装置１４２は、新しい弁が現在の自己弁の先端部上に移植されるとき、自己弁の
葉状器官を下方へ引張るように設計されることができる。これらの自己の葉状器官は、環
状動脈に流入する血液を遮断する可能性がある。しかしながら、自己の葉状器官を大動脈
壁に押圧する前に下方へ引張ると、このような閉塞は防止されるであろう。
【００６４】
　本発明の幾つかの実施形態においては、新しい弁１４０は、バルーンを使用することな
く移植可能な自己膨張式弁であることができる。ベースリング１５４、フック１５６、及
び、ステント状構造体１５２は、ニチノール又はその他の形状記憶材料又は自己展開材料
によって構成可能である。幾つかの実施形態においては、弁１４０は、弁１４０の外面を
包囲する輪縄を解放したり、また、弁１４０の内部に配置された機械的な展開装置を作動
させる等の機械的な手段によって、展開可能である。
【００６５】
　本発明の実施形態のうちのある形態では、弁１４０はその末端部にステント状支持構造
（即ち、ステント状構造体１５２）を有することができない。もしも、接合部支持部材１
５８が十分に堅い支持柱で構成されるか、このような支持柱で支持されている場合には、
弁１４０はその末端部で大動脈に固定され得ない。ベースリング１５４に取付けると、弁
１４０を正常に動作させ、かつ、冠状動脈への血流を阻害することなく、弁１４０を所定
の場所に十分に堅固に固定することができる。
【００６６】
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　弁１４０は、体内に組織を固定するためのいずれかの適当な方法によって、所定位置に
固定され得る。ベースリング１５４の半径方向への展開力は、放射方向強度のみによる所
定位置からの移動に対して、弁１４０を固定するために十分に強固であり得る。もしも、
自己弁の縁部が残存していない場合には、大動脈壁１５１をしっかりとつかむように、フ
ック１５６を設計することができる。弁１４０を所定位置に固定するために、機械的に配
置される縫い目や止め金を使用することができるであろう。更に、弁１４０を適当な位置
に固定するために、生体適合性接着剤を使用することができるであろう。
【００６７】
　弁移植処置中に、新しい弁１４０の展開を収縮させる能力が必要とされる場合がある。
接合面が冠状動脈に適正に整列していない場合や、前述の弁が自己の環体の内部に適正に
配置されていない場合には、弁の展開を収縮させることによって弁の再配置や再整列が可
能になるであろう。このような収縮のための技術は、図２３に示されており、ここで、弁
２３０は弁１４０の可能な実施形態の一つの図解である。
【００６８】
　弁２３０は、放射方向に展開可能な支持リング２３２と、放射方向に転回可能な搭載構
造２３１とを有する。搭載構造２３１は、ニチノール製ワイヤーで作られた正弦曲線リン
グである。搭載構造２３１は、ポイント２３４、２３５、及び２３６で、それぞれ、ワイ
ヤー２３７、２３８、及び２３９に取付けられている。チューブ２３３を前進させるか、
又は、ワイヤー２３７、２３８、及び２３９を引っ込めることによって、搭載構造２３１
は半径方向の内方に引かれ、弁２３０の展開を効果的に収縮させることができる。弁の展
開を収縮させるための他の手段は、本発明の原理・原則に従って使用可能であろう。
【００６９】
　本発明の或る実施形態では、心筋４０の拡張された開口は、自動閉鎖装置で密封される
。この自動閉鎖装置は、アクセス器具６０の一部であることができる。或いは、アクセス
器具６０を取り外すと自動閉鎖装置が残されるように、自動閉鎖装置をアクセス器具６０
を介して挿入することができる。
【００７０】
　例えば、図１７は、閉鎖体搬送装置１７０と共に納入された自動閉鎖装置１７２を示す
。閉鎖装置１７２は、近位かさ１７４と、遠位かさ１７８と、これらの間の連結軸１７６
とを有することができる。配送軸１７１は、近位かさ１７４が開くように、搬送装置１７
０から近位かさ１７４を前進させるために使用可能である。アクセス器具６０のバルーン
６１及び６２は萎まされている。次いで、アクセス器具６０と搬送装置１７０が心臓１０
から引抜かれる。かさ１７４は、図１８に示すように、心筋４０の内面に接触する。アク
セス器具６０と搬送装置１７０が更に引抜かれると、遠位かさ１７８は展開可能になる。
かさ１７８が展開すると、心筋４０に形成された孔は密封される。心筋４０は、条件に合
ういずれかの自動閉鎖装置を使用して閉鎖することができる。或いは、心筋４０は縫合に
よって閉鎖可能である。更に、心筋４０は、Amplatzer（商標）閉塞装置、他のダブルー
ボタンの装置、プラグ、又は、レーザープラグのような、既知のいずれかの閉鎖装置によ
って閉鎖可能である。
【００７１】
　心筋と心膜の間の空間への出血は防止されなければならない。心筋は、心膜を閉鎖する
必要なく、閉鎖可能である。しかしながら、心膜が自動閉鎖装置で密封されるのであれば
、その密封は、心筋と心膜の間の空間に出血することを防止するのに十分に緊密でなけれ
ばならない。
【００７２】
　経皮的な大腿部アクセス部位も、また、密封される必要がある。これは、縫合によって
、又は、Angioseal（商標）収斂性孔閉鎖装置のような自己閉鎖装置によって、行われ得
る。
【００７３】
　本発明の好ましい実施形態による移植可能な弁は、種々の形態を持つことができる。し
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かしながら、この移植可能な弁は、いくつかの有益な特徴を提示するであろう。移植可能
な弁は、できる限り少ない材料で構成されることが好ましく、容易に折り畳むことができ
なければならない。この弁は、搬送するために、その展開された直径よりも遙かに小さな
寸法まで半径方向に圧縮可能である。この移植可能な弁又はこの弁の支持要素は、この弁
が移植されたときに、この弁を効果的に支持し、保持するように、ゴシックアーチ型の構
造支持要素を含むことができる。
【００７４】
　この移植可能な弁は、この弁構造を展開する前に設置される外部ステントを有すること
ができる。本発明の原理・原則に従って製造された弁は、生体適合性を備えた材料で構成
されることが好ましい。これらの材料の幾つかは生体吸収性であり、この結果、移植処置
直後には、その固着装置と生体人工弁のみが移植されて取り外せないように残る。その弁
尖（弁小葉）は、同綴異義語である弁組織（バルブ・ティッシュ）、動物性組織、弁復元
材料、心膜、合成繊維、又は、薄いニチノール製メッシュのような合金によって構成可能
である。
【００７５】
　本発明の原理・原則による移植可能な弁は、細胞分裂を抑止することによって、又は、
カルシウムの再成長を防止することによって、再狭窄を防止するために薬物を投与するこ
とを巧みに避けることができる。これらの薬剤は、弁にカルシウムが形成されることを防
止する積極的な防壁として機能することができる。更に、これらの薬剤は大動脈に付けら
れた新しい弁の回復を刺激することができる。更に、これらの移植可能な弁は、石灰化を
阻止するための処理が施されることが好ましい。この移植可能な弁の支持要素は、弁の外
に（例えば、新しい弁組織と大動脈壁との間に）位置することも、弁の内に（例えば、弁
組織が前記支持要素と大動脈壁の間に位置する等）位置することも可能であり、又は、前
記弁の内骨格を形成する（例えば、前記弁の支持要素は、前記移植可能な弁の組織内に位
置することが可能である。）ことができる。
【００７６】
　図２４乃至２６は、本発明の原理・原則に従って、置換又は移植処置に使用可能な新し
い弁を示す。図２４の弁２４０は、接合部ポスト２４２、２４３、及び２４４の基部を取
り囲む正弦曲線の取付け部材２４１を有する。取付け部材２４１は、半径方向に圧縮可能
でかつ拡張可能ないずれかの部材であることができる。図２４の部材２４１は、複数の近
位突出部２４５と、外方へ折り曲げ可能な複数の遠位突出部２４６とを有する。突出部２
４５及び２４６は、これらの突出部が外方へ折り曲げられたときには、大動脈壁に係合す
るためにより適した状態になる。突出部２４５及び２４６は、また、これらの突出部が大
動脈壁を貫通するように、先の尖った状態、又は、先を鋭利にすることができる。切除後
に、自己弁の小さな縁部が残す実施形態では、突起部２４５及び２４６は、残された組織
の縁部を効果的にかみ合うように、外部に向かって終端するように偏向されている。搬送
のため部材２４１が放射方向に圧縮されているときには、接合部ポスト２４２、２４３、
及び２４４とこの弁の弁尖（弁小葉）とは折り畳まれている。
【００７７】
　弁２４０は、幾つかの実施形態では、末端部取付けリング２４８を有することができる
。リング２４８は、シノ・チューブラー・ジャンクションの末端部に係合する。リング２
４８は複数のセグメント２４９を有し、これらのセグメント２４９は、大動脈壁により強
固に係合するように放射方向の外方へ偏向されている。置換弁は、シノ・チューブラー・
ジャンクションの自然湾曲によく似るように設計されている。この湾曲は自然隆起を生成
し、ここで前述の置換弁は固定位置から無理に移動させられることのないように堅固に固
定可能である。
【００７８】
　図２５の弁２５０は、ステントフレーム２５４の内部の組織２５２を示す。移植弁の弁
尖（弁小葉）を形成する組織２５２は、ステントフレーム２５４の内部で技術的に処理さ
れるか、直接成長させられ、或いは、技術的に処理されて直接成長させられる。或いは、
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組織２５２は、ステントフレーム２５４に接着され、又は、縫合される。ステントフレー
ム２５４は、外部方向に曲がった複数の突起部を組み込むことが可能であり、これらの突
起部は、図２４の弁２４０に関して記載された突出部のように、先の尖った先端部、又は
、先を鋭利にした先端部を有することができる。また、リング２５６は、図１５のフック
１５６のようなフックの特徴を有することができる。ステントフレーム２５４は、形状記
憶材料又はその他の自己拡張型材料で構成することができる。或いは、ステントフレーム
２５４は、ステンレススチールで構成することが可能であり、又は、バルーンで拡張され
又は機械的に拡張される、他の材料で構成することが可能である。
【００７９】
　図２６の弁２６０は、薄型弁の一実施例を示す。このような薄型弁は、冠状動脈狭窄の
可能性を減少させることができる。弁２６０は、何枚の小葉を含んでも良い。弁２６０は
、実例として、５枚の小葉（即ち、小葉２６１、２６２、２６３、２６４、及び２６５）
を有するものが示されている。これらの小葉は、ドミノ型の配列で、互いに一部が重なり
合っている。小葉２６５は最上部の小葉であり、小葉２６４の左側に重なっている。小葉
２６４の右側は小葉２６３の左側に重なり、以下同様に、小葉２６１が最下部の小葉にな
るように重なり合う。これらの小葉は、時計方向又は反時計方向に互いに一部重複するよ
うにして配置可能である。弁２６０は、上部から見ると（図２６に示されているように）
、写真機の絞りのように開くように見える。これらの小葉は、実際には、弁輪の面から飛
び出している。しかしながら、この弁は極めて薄型であるから、接合部支持部材を必要と
しない。
【００８０】
　更に、これらの移植又は置換処置では、スパイラル弁やロール弁を使用することができ
る。これらの弁は、放射方向に拡張される代わりに、巻いたものを解き放つ。ロール弁は
、弁材料を螺旋状に巻回することにより、経皮的な又は浸襲の少ない移植のために、直径
を減じられる。
【００８１】
　不適当な弁を、罹患弁の寸法まで膨張しないように設計された新しい弁と交換すること
は、有益な場合がある。不適当な弁は、完全に閉鎖することはなく、血流に逆流を可能に
する。これは、複数の弁尖（弁小葉）が中央部で衝突することを不可能にする、拡張弁輪
の結果として、しばしば起こることである。それ故、この新しい弁がより小さな輪（アニ
ュラス）を塞ぐことが必要な場合がある。これは、図２７の弁２７０のような弁を設計す
ることによって達成することができる。弁２７０は、流体密封メンブレイン２７６を有す
る。これにより、支持構造体２７２が罹患した弁の輪（アニュラス）の直径まで拡張され
るが、置換弁の弁尖（弁小葉）２７４は、メンブレイン２７６によって決定された固定寸
法の輪（アニュラス）内で機能する。
【００８２】
　本発明のいくつかの実施形態においては、新しい弁は交換可能なように設計することが
できる。置換心臓弁の多くは、推定で、１０乃至２０年の製品寿命を有する。このため、
多くの患者は、将来、追加の弁置換を求めることになる。心臓弁のいくつかの構造部品（
例えば、ベースリング、フック等）は交換不要にすることができるであろうが、弁尖組織
は交換可能である必要がある。新しい弁で古い弁を単に拡張させるのが好ましいかも知れ
ない。
【００８３】
　本発明の幾つかの実施形態においては、弁移植処置は「オフ・ポンプ」で行われるが、
患者の心臓は一時的に停止させられる。患者の心臓は、細動を使用して停止される。外科
医は、患者を害する危険を冒さずにこの外科手術を行うには、３分未満の時間を有するの
みである。しかしながら、脳障害の危険を増加させることなく、外科医により多くの時間
を提供するため、麻酔をかけられた患者を冷やすことが可能であろう。
【００８４】
　患者の心臓が停止させられると、大動脈弁のすく遠位の大動脈に切開が施される。外科
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医が弁部位を視認することができるように、血液はこの領域から除去される。前述したよ
うな搬送装置を使用して（この場合、逆行性アプローチを行うことを除いて）、新しい弁
は罹患弁上に直接移植される。この弁は逆行性アプローチで取付けられるから、自己の弁
尖（弁小葉）は、大動脈壁に押し付けられる前に、下方へ押圧されることになる。このた
め、冠状動脈閉塞の心配はない。
【００８５】
　新しい弁が取付けられると、大動脈内部の手術部位は空気が除去され、そして、側部咬
合クランプが病巣に配置される。この心臓は、心臓を停止させるために使われた電極によ
って再始動される。再び心臓が鼓動を開始すると、クランプされた病巣は縫合されて閉じ
られる。導入装置（アクセス器具６０に類似する）は、手術部位から血液を除去し、その
後、空気を除去する必要を回避するため、切開部位で使用可能である。
【００８６】
　本発明の本質に従って経心尖で実行可能な数多の処置が存在する。以下に、経心尖アク
セス装置によって実行可能な実例となる処置の幾つかを記載する。
【００８７】
　不適当な僧帽弁は、しばしば、拡張された後尖に起因する。図２８乃至３０は、経心尖
アクセス装置を介して、不適当な僧帽弁を治療するために使用することが可能な器具を示
す。治療器具２８０は、Ｕ字型のヘッド２８２と、単一の叉のあるヘッド２８４とを有す
ることができる。ヘッド２８２及び２８４は、ヒンジ２８８によって、動作可能に取付け
られている。後尖２９０（図２９）がヘッド２８２及び２８４の間に挿入されると、ハン
ドル２８２及び２８４を共にきつく握り、後尖２９０の一部を下方へ引下げることができ
る。ここで、後尖２９０を束縛された状態に保持し、僧帽弁輪の過度の拡張を治療するた
め、取付け器具２８６が連結器３００（図３０）を配置することができる。連結器３００
は、手術用ステープル、機械的な縫合、又は他の適当な連結手段で構成することができる
。
【００８８】
　大動脈解離は、心臓に対する経心尖アクセスによって治療可能な他の欠点である。大動
脈解離は、裂傷又は損傷から大動脈の内壁まで発生する。大動脈解離は、外傷や、例えば
、マルファン症候群やエーラー・ダンロス症候群のような結合組織の疾患によって生じる
可能性がある。大動脈解離は、アステローム性動脈硬化や高血圧症をもたらす可能性があ
る。図３１に示すように、大動脈解離３１８は間隙３１９をもたらす可能性がある。
【００８９】
　大動脈解離治療器具３１０は、アクセス器具３１１（図６のアクセス器具６０と実質的
に同一）を介して、経心尖で患者に挿入される。治療装置３１０はバルーン３１２とカテ
ーテル３１４を含むことができ、ガイドワイヤー３１６によって案内され得る。図示され
ていないが、カテーテル３１４は幾つかのルーメンを含むことができる（例えば、バルー
ン膨張ルーメン、ガイドワイヤー・ルーメン、及び接着剤送出ルーメン）。
【００９０】
　治療装置３１０が適正に配置されると、バルーン３１２は、図３２に示すように、膨張
可能である。バルーン３１２の膨張は、ニードル３２０の先端が間隙３１９に露出するよ
うに、ニードル３２０を大動脈解離３１８に貫通させる。生物学的に適合した接着剤が、
カテーテル３１４の接着剤送出ルーメン（図示せず。）を介して、ニードル３２０を通っ
て射出可能である。バルーン３１２が更に膨張することにより、生物学的に適合した接着
剤によって大動脈解離３１８が大動脈壁に堅固に付着されることを確実にすることができ
る。
【００９１】
　生物学的に適合した接着剤が間隙３１９にのみ注入され、大動脈の残りの部分（これは
、生物学的に適合した接着剤を循環系に導入する可能性がある。）には注入されないこと
を確実にするため、選択した溝（例えば、ニードル３２０）を介して、染料を最初に注入
することができる。これは、外科医が、注入された接着剤が所望の場所にのみ達するか否
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かを決定することを可能にする。次いで、治療装置３１０は、生物学的に適合する接着剤
を間隙３１９に注入するニードルに整列するように回転され得る。或いは、接着剤を注入
するために使用される複数のニードルが選択可能であり、この結果、外科医は間隙３１９
と整合したニードルのみを作動させる。
【００９２】
　バルーン３１２は大動脈を完全に閉塞するから、図３３のバルーン３３０のように、バ
ルーン３１２は、血液を通過可能にするために、ドーナツ形であることができる。更に、
バルーン３３０は、バルーン３３０の近位側（複数の入口ポート３３４で）から、バルー
ン３３０の遠位側（複数の出口ポート３３６で）まで、血液を送り込むために血管アクセ
ス装置(VAD)３３２を含むことができる。治療装置は、更に、ニードル３３８を含むこと
ができる。この大動脈解離治療処置は、より詳細に前述したいずれかの視覚化装置によっ
て視認可能である。大動脈解離が治療されると、バルーン３１２又は３３０は収縮され、
そして、治療装置３１０は患者から取り除かれる。
【００９３】
　左心室瘤は、経心尖処置を受けた心臓の他の奇形である。血管閉塞の領域の心筋は、時
間の経過と共に死滅する可能性がある。治癒過程では、薄くなることができると共に、心
室瘤を形成するように延びることができる、瘢痕が形成され得る。このような動脈瘤は、
以下に記載されるように、治療することができる。
【００９４】
　左心室瘤３４０は、図３４に示すように、患者の左心室３４１に形成される。動脈瘤３
４０は時間の経過と共により激しく心臓を働かせ、最終的には心臓麻痺をもたらすから、
左心室瘤は処置されなければならない。動脈瘤治療装置３３６は、アクセス装置３４４（
図６のアクセス器具６０と実質的に同じ）を介して挿入される。治療装置３４６は、左心
室瘤３４０の内部に装着される、液体が充填されたボルスター３４２を有することができ
る。ボルスター３４２は、生物学的に適合する接着剤、機械的な手段、又は、その他の適
当な取付け技術によって、装着される。
【００９５】
　本発明の幾つかの実施形態においては、動脈瘤３４０は、図３５に示すように、動脈瘤
３４０の両端を一緒に引張ることによって、治療され得る。このような実施形態では、動
脈瘤治療装置３５０は、フック３５２及び３５４を展開して使用される。フック３５２及
び３５４は、動脈瘤の両極端で心臓の内面をしっかりとつかみ、次いで、動脈瘤を引張っ
て閉鎖させる。動脈瘤が一緒に引張られると、いずれかの適当な技術が使用されて、動脈
瘤を閉鎖位置に固定する（例えば、生物学的に適合する接着剤、機械的に配置される縫合
等）。動脈瘤が完全に密封されると、治療装置３５０は患者から引抜かれる。
【００９６】
　本発明の幾つかの実施形態においては、内部人工器官が、経皮的に、経心尖で、又は、
外科的なアプローチの組合せによって、配置され得る。内部人工器官は、上行大動脈に配
置され、冠状動脈に伸びることができる複数のアームを有する。上行大動脈のための内部
人工器官は、また、置換弁又は弁付きステントを含むことができる。下行大動脈のための
内部人工器官は、また、例えば、腹部大動脈瘤を治療するために、経心尖で又は経皮的に
配置可能である。
【００９７】
　更に、内部人工器官は大動脈弓に配置することもできる。大動脈弓のための内部人工器
官は、図４０に示されている。内部人工器官４０２は大動脈弓４００の内部に配置されて
いる。更に、内部人工器官４０２はアーム４０３、４０５、及び４０７を有することが可
能であり、これらのアームは、腕頭動脈、左総頸動脈、及び左鎖骨下動脈に、それぞれ、
進入している。
【００９８】
　内部人工器官４０２は、図４１に示すように、ガイドワイヤー４１０、４１２、４１４
、及び４１６を使用して、配置することができる。ガイドワイヤー４１０は内部人工器官
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４０２の本体を貫通することが可能であり、これに対して、ガイドワイヤー４１２、４１
４、及び４１６は、アーム４０３、４０５、及び４０７の端部の孔４０３’、４０５’、
及び４０７’を貫通することができる。内部人工器官４０２が大動脈弓４００の内部に適
正に配置されると、アーム４０３、４０５、及び４０７は、内部人工器官４０２の本体に
ほぼ直角をなす位置まで延長可能である。内部人工器官４０２のこれらのアームを各々の
動脈枝に挿入することを補助するために、小さなカテーテル又はその他の押圧装置が、内
部人工器官のアームを操作する（例えば、押す）ために、ガイドワイヤー４１２、４１４
、及び４１６上に挿入され得る。これらのアームと内部人工器官４０２の本体とは、内部
人工器官が適正に配置されると、放射方向に延長され得る。
【００９９】
　近年、心室性不整脈は、障害を起こしている組織に経皮的に高周波、低温、熱、又はマ
イクロ波を適用して不整脈源を破壊し、治療されている。心室性不整脈は、本発明の本質
に従って、経心尖で治療することができるであろう。高周波装置、低温装置、加熱装置、
又はマイクロ波装置は、図６のアクセス器具６０に類似のアクセス装置を介して導入する
ことができる。
【０１００】
　肥大性閉塞症（即ち、心臓弁に対して末梢側の閉塞症）及び弁下部狭窄（即ち、心臓弁
の近位の閉塞症）は、また、経心尖で治療可能である。罹患した弁を切除するための前述
の切除用具のような装置は、肥大性又は弁下部の障害を切り取るため、経心尖で挿入され
得るであろう。余分な組織は、罹患した弁が切除され、取り除かれるのと同様なやり方で
、心臓から取り除くことができる。
【０１０１】
　近年、手術室で使用されているロボット利用技術に類似する技術は、心臓弁の除去及び
置換又は移植処置を行う幾つかの段階を実施するために使用可能であろう。例えば、ロボ
ットに、アクセス器具を介して繊細な切除処置を実行させることが必要な場合がある。更
に、ロボットは、置換弁を正確に回転させ、接合部ポストを適正に整列させて、正確に配
置することができるであろう。
【０１０２】
　心臓弁の操作は一つ又はそれ以上の心室内で行われているから、前述した全ての機器は
、心臓の内皮壁に対する損傷を最小限にするため、組織を傷つけないものでなければなら
ない。
【産業上の利用可能性】
【０１０３】
　前述の事項は。本発明の本質の単なる実例であり、本発明の範囲と精神とから離れるこ
となく、種々の変更態様が当業者によって実施可能であることが理解されるであろう。不
可欠ではないと記述されている処置の幾つかの段階の順序は、必要な場合には、変更する
ことができる。また、種々の段階は種々の技術技量で実行可能である。例えば、罹患した
弁は、置換弁が経皮的に移植されている間に、経心尖で取り除かれることが可能であり、
また、この逆も可である。視覚化装置及び技術が患者の内部の装置の監視に使用される方
法は、変更可能である。多くの外科的な治療処置が、本発明の本質に従って、心臓で又は
心臓付近で実行可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１０４】
【図１】本発明による手術部位を表す図である。
【図２】図１に表された手術部位の詳細な切断図である。
【図３】本発明による装置を説明するための実施例の斜視図である。
【図４】図３によって部分的に描かれた、本発明の実施形態としての処置のより後の段階
を、関連する装置と共に示す、図３に類似する図である。
【図５】図３及び４によって部分的に描かれた、本発明の実施形態としての処置の更に後
の段階を、関連する装置と共に示す図である。
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【図６】図３乃至５によって部分的に描かれた、本発明の実施形態としての処置の更に後
の段階を、関連する装置と共に示す図である。
【図７】図３乃至６によって部分的に描かれた、本発明の実施形態としての処置の更に後
の段階を、関連する装置と共に示す図である。
【図８】図３乃至７によって部分的に描かれた、本発明の実施形態としての処置の更に後
の段階を、関連する装置と共に示す図である。
【図９】図８に示した装置の代替となる関連する装置を示す図であり、かつ、図３乃至７
によって部分的に描かれた、本発明の実施形態としての処置の更に後の段階を、関連する
装置と共に示す図である。
【図１０】図８及び９に示された装置の代替となる関連する装置を示す図であり、かつ、
図３乃至７によって部分的に描かれた、本発明の実施形態としての処置の更に後の段階を
、関連する装置と共に示す図である。
【図１１】図３乃至１０によって部分的に描かれた、本発明の実施形態としての処置の更
に後の段階を、関連する装置と共に示す図である。
【図１２】図３乃至１１によって部分的に描かれた、本発明の実施形態としての処置の更
に後の段階を、関連する装置と共に示す図である。
【図１３】図３乃至１２によって部分的に描かれた、本発明の実施形態としての処置の更
に後の段階を、関連する装置と共に示す図である。
【図１４】図３乃至１３によって部分的に描かれた、本発明の実施形態としての処置の更
に後の段階を、関連する装置と共に示す図である。
【図１５】図３乃至１４によって部分的に描かれた、本発明の実施形態としての処置の更
に後の段階を、関連する装置と共に示す図である。
【図１６】図３乃至１５によって部分的に描かれた、本発明の実施形態としての処置の更
に後の段階を、関連する装置と共に示す図である。
【図１７】図３乃至１６によって部分的に描かれた、本発明の実施形態としての処置の更
に後の段階を、関連する装置と共に示す図である。
【図１８】図３乃至１７によって部分的に描かれた、本発明の実施形態としての処置の更
に後の段階を、関連する装置と共に示す図である。
【図１９】本発明の装置の一実施形態の斜視図である。
【図１９Ａ】本発明の装置の一実施形態の斜視図である。
【図２０】本発明の装置の一実施形態の斜視図である。
【図２１】本発明の装置の一実施形態の斜視図である。
【図２２】本発明の装置の一実施形態の斜視図である。
【図２３】本発明の装置の一実施形態の斜視図である。
【図２４】本発明の装置の一実施形態の斜視図である。
【図２５】本発明の装置の一実施形態の斜視図である。
【図２６】本発明の装置の一実施形態の斜視図である。
【図２７】本発明の装置の一実施形態の斜視図である。
【図２８】本発明の装置の一実施形態の斜視図である。
【図２９】本発明の装置の一実施形態の斜視図である。
【図３０】図２９によって部分的に描かれた、本発明の実施形態としての処置のより後の
段階を、関連する装置と共に示す、図２９に類似する図である。
【図３１】関連する装置と共に描かれた、本発明の実施形態としての処置の初期の段階を
示す図である。
【図３２】図３１によって部分的に描かれた、本発明の実施形態としての処置のより後の
段階を、関連する装置と共に示す、図３１に類似する図である。
【図３３】本発明の装置の一実施形態の斜視図である。
【図３４】本発明の実施形態としての処置の初期の段階を、関連する装置と共に示す図で
ある。
【図３５】本発明の実施形態としての処置の初期の段階を、関連する装置と共に示す図で
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ある。
【図３６】本発明の装置の一実施形態の斜視図である。
【図３７】本発明の装置の一実施形態の斜視図である。
【図３８】本発明の装置の一実施形態の斜視図である。
【図３９】本発明の装置の一実施形態の斜視図である。
【図４０】本発明の装置の一実施形態の斜視図である。
【図４１】図４０によって部分的に描かれた、本発明の実施形態としての処置の初期の段
階を、関連する装置と共に示す、図４０に類似する図である。
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【手続補正書】
【提出日】平成19年9月19日(2007.9.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正の内容】



(29) JP 2008-514345 A 2008.5.8

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(30) JP 2008-514345 A 2008.5.8

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】

【図９】



(31) JP 2008-514345 A 2008.5.8

【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】



(32) JP 2008-514345 A 2008.5.8

【図１４】 【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図１９Ａ】



(33) JP 2008-514345 A 2008.5.8
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【図３１】 【図３２】
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【図３５】 【図３６】
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【図３９】 【図４０】

【図４１】

【手続補正書】
【提出日】平成19年12月12日(2007.12.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　心臓弁を移植するための装置であって、前記心臓弁を半径方向に拡張させる手段と、前
記心臓弁の移植中に前記装置を介して血流量を補充するための手段とを有する、心臓弁を
移植するための装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の装置において、前記装置は、更に、自己弁の弁尖を下方に引っ張る手
段を有する、前記装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の装置において、前記心臓弁の放射方向への拡張は、好ましくは
多段バルーンによって、二以上の段階で生じるように構成された、前記装置。
【請求項４】
　患者の心臓の心室にアクセスするための器械器具であって、前記心臓は心筋を有し、前
記器械器具はカテーテルを有し、前記カテーテルは、前記心筋の近位面に対して前記カテ
ーテルを密封するための近位面密封装置を有し、前記器械器具は、前記カテーテルを介し
て出血するのを防止するための手段を有する、患者の心臓の心室にアクセスするための器
械器具。
【請求項５】
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　請求項４に記載の器械器具において、前記器械器具は、更に、前記心筋の遠位面に対し
て前記カテーテルを密封するための遠位面密封装置を有する、前記器械器具。
【請求項６】
　組織支持構造と、生体弁の弁尖とを有する、移植可能な心臓弁であって、前記生体弁の
弁尖は、遺伝子工学によって、前記組織支持構造の内部で成長させられるように構成され
た、前記心臓弁。
【請求項７】
　請求項６に記載の心臓弁において、前記組織支持構造はステントであり、前記ステント
は、好ましくは自己拡張材料によって構成され、特に、ニチノール又はステンレススチー
ルによって構成されている、前記心臓弁。
【請求項８】
　患者の体内に二本以上のガイドワイヤーを挿入するためのガイドワイヤー挿入装置であ
って、前記ガイドワイヤー挿入装置は、ワイヤー配置装置と、前記ワイヤー配置装置に取
り付けられたガイドワイヤーとを有し、前記ワイヤー配置装置は、既に配置されたガイド
ワイヤーの跡をたどるように構成されている、前記ガイドワイヤー挿入装置。
【請求項９】
　請求項８に記載のガイドワイヤー挿入装置において、前記ガイドワイヤーは、前記ワイ
ヤー配置装置に取り外し可能に取り付けられ、前記ワイヤー配置装置は、好ましくは、固
定機構を有する、前記ガイドワイヤー挿入装置。
【請求項１０】
　薄型の心臓弁であって、前記心臓弁は、少なくとも三つの弁尖を有し、前記各弁尖の一
方の側面は、前記少なくとも三つの弁尖が、連続して開き、かつ、連続して閉じるように
、隣接する弁尖に部分的に重なるように構成された、前記心臓弁。
【請求項１１】
　内周縁と外周縁とを有する心臓弁であって、前記内周縁は、前記心臓弁の複数の弁尖に
よって形成された環帯の周縁であり、前記外周縁は、流体密封隔壁の周縁であり、前記隔
壁が前記内周縁と前記外周縁の間の空間を占有するように構成された、前記心臓弁。
【請求項１２】
　手術面を画成する第１ヘッドと、前記第１ヘッドに操作可能に取り付けられ、かつ、前
記手術面に関して弁尖を移動させるように構成された、第２ヘッドとを有する、僧帽弁治
療装置。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の治療装置において、前記第１ヘッドは、Ｕ字形のヘッドであり、そ
して、好ましくは、前記弁尖の少なくとも二つの部分に付着するための付着機構と、前記
第１ヘッドに関して前記第２ヘッドを操作するためのハンドルとの、いずれか一方又は双
方を有する、前記治療装置。
【請求項１４】
　患者の大動脈の内部に挿入されるように構成された、環状に拡張可能な構成要素と、大
動脈解離によって生じた空所を閉鎖するための手段とを有する、大動脈解離治療装置。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の装置において、前記空所を閉鎖する手段は、組織シーラントを注入
するための複数のニードルを有する、前記装置。
【請求項１６】
　請求項１４又は１５に記載の装置において、前記組織シーラントは生物学的に親和性を
有する接着剤と、機械的な縫合と、外科的な留め金のうちのいずれか一つ又は二つ以上で
ある、前記装置。
【請求項１７】
　請求項１５又は１６に記載の装置において、前記環状に拡張可能な構成要素は、治療中
に前記構成要素を介して血流を補うための手段を有する、前記装置。
【請求項１８】
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　罹患した心臓弁を切除するための装置であって、前記装置は、第１の長手方向軸と近位
切断歯とを有する、環状に拡張可能な第１の構成要素の組と、第２の長手方向軸と遠位切
断歯とを有する、環状に拡張可能な第２の構成要素の組とを有し、前記装置は、前記第１
の構成要素の組が前記罹患した心臓弁の遠位側面で拡張され、前記第２の構成要素の組が
前記罹患した心臓弁の近位側面で拡張され、そして、前記第１及び第２の構成要素が前記
第１及び第２の長手方向軸に沿って軸方向に同時に引っ張られると、前記病気の心臓弁を
切除するように構成された、前記装置。
【請求項１９】
　請求項１８に記載の装置において、前記第１の長手方向軸と前記第２の長手方向軸は同
軸に配置されている、前記装置。
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