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(57)【要約】
装置は、血液損失または組織ドレナージのうちの１つ以
上を阻止するために、組織除去に伴う止血を提供するよ
うに構成される。多くの実施形態では、ノズルは、キャ
ビテーションおよび複数の飛散パルスを提供するために
、液体ジェットを液体媒体中に放出する。液体ジェット
、そのキャビテーション、および複数の飛散パルスは、
出血を阻止するための凝血を助長するために、血管組織
に影響を及ぼすことができる。多くの実施形態では、血
管組織の脈管は、ウォータージェットのキャビテーショ
ンが組織に接触する領域から所定の距離で影響を受ける
。多くの実施形態では、キャビテーションおよび複数の
飛散パルスは、血管の凝血助長変化に関連する血管に沿
って伝搬するパルス状剪断波に関連する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　血管組織をアブレーションする方法であって、
　ジェットを提供するノズルを液体媒体中の血管組織に向かって指向するステップと、
　前記血管組織を複数の飛散パルスを用いて除去するステップと、
　を含み、前記血管組織の出血が、阻止される、方法。
【請求項２】
　前記ノズルは、前記血管組織の脈管および非血管組織を類似速度で除去するために、前
記組織から遷移閾値距離を超えない距離に位置付けられる、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ジェットは、前記血管組織の脈管および非血管組織を類似速度で除去するために、
実質的に浸食性のジェットを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記複数の飛散パルスは、前記血管組織の脈管および非血管組織を類似速度で除去する
ために、実質的に浸食性の飛散パルスを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ノズルは、脈管の除去を阻止し、そして前記血管組織の非血管組織を異なる速度で
選択的に除去するために、前記組織から、遷移閾値距離を上回る距離に位置付けられる、
請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　組織は、除去プロファイルに伴って除去され、前記出血は、前記除去プロファイルから
所定距離で阻止される、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記血管組織の出血は、内皮傷害、剪断応力、および血流の低下に関連する毛細血管な
らびに細動脈内の誘発性血栓症；血小板の付着および凝集；フィブリンの沈着；閉塞性脈
管凝血に関連するフィブリンの沈着；影響を受ける域内の流体圧力；除去プロファイルか
ら所定距離における影響を受ける域内の流体圧力；前記影響を受ける脈管内の血流阻害；
前記影響を受ける血管の部分的圧潰；前記影響を受ける血管の完全圧潰；ならびにそれら
の組み合わせのうちの１つ以上に伴って阻止される、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記飛散パルスは、前記切断プロファイルから前記血管の影響を受ける場所までの距離
に延在する、パルス状剪断波を提供し、前記影響を受ける場所は、血液凝血を助長する、
請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　複数のポンプパルスが、除去のための組織の場所に指向され、前記複数のパルスはそれ
ぞれ、複数の飛散パルスを含み、前記組織は、前記ポンプパルスのそれぞれの複数の飛散
パルスを用いて、前記場所から除去される、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　血管組織をアブレーションするための装置であって、
　ポンプと、
　前記ポンプに結合されるノズルであって、液体中への浸漬のためのサイズにされる、ノ
ズルと、
　前記ポンプおよび前記ノズルに結合される回路であって、前記液体の中に放出されるジ
ェットを用いて、複数の飛散パルスを提供するように構成される、回路と、を備える、装
置。
【請求項１１】
　前記ポンプは、所定の流速を提供し、前記ノズルは、前記切断プロファイルから前記血
管の影響を受ける場所までの距離に延在するパルス状剪断波を提供するために、複数の飛
散パルスを提供するように構成され、前記影響を受ける場所は、血液凝血を助長する、請
求項１０に記載の装置。
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【請求項１２】
　前記ノズルは、前記組織から閾値遷移距離を超えない距離において、前記組織と配列さ
れる、請求項１０に記載の装置。
【請求項１３】
　前記ノズルは、前記組織から閾値遷移距離を上回る距離において、前記組織と配列され
る、請求項１０に記載の装置。
【請求項１４】
　前記ノズルを用いて前記血管組織を処置するための命令を備える、プロセッサをさらに
備え、前記プロセッサは、前記命令に応答して前記ノズルを移動させるための連結部に結
合され、前記プロセッサは、前記プロファイルからの選択的組織除去のために、閾値遷移
距離を超えない距離に位置付けられる前記ノズルを用いて、組織除去プロファイルに伴っ
て前記組織を除去するための命令を備える、請求項１０に記載の装置。
【請求項１５】
　前記ポンプは、複数のポンプパルスを送達するためのピストンを備え、前記ノズルおよ
び前記ポンプの流速は、複数のポンプパルスを提供するように構成され、前記複数のポン
プパルスはそれぞれ、複数の飛散パルスを提供する、請求項１０に記載の装置。
【請求項１６】
　前記請求項のいずれか１つに記載の装置を使用するステップを含む、方法。
【請求項１７】
　組織を切断する方法であって、
　液体ジェットを切断されるべき組織に向かって指向するステップを含み、ジェット流体
力学パラメータは、前記組織の機械的破壊を可能にするように構成され、前記ジェット流
体力学パラメータはまた、出血を阻止するように構成される、方法。
【請求項１８】
　前記流体力学パラメータは、流体ジェット速度または剪断応力場のうちの１つ以上を備
える、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記ジェットの流体力学パラメータは、出血の阻止とともに組織を切断するために、キ
ャビテーション場を制御する、請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
　血管新生組織を切断する方法であって、
　ジェットを提供するノズルを液体媒体中の前記血管組織に向かって指向するステップと
、
　前記血管新生組織を前記ジェットと前記組織の機械的相互作用によって切断するステッ
プと、
　を含み、前記血管組織内の切断された脈管の出血が阻止される、方法。
【請求項２１】
　前記血管組織内の切断された脈管の出血は、液体ジェットの１つ以上の流体力学パラメ
ータに応答して、血小板凝集または血栓形成のうちの１つ以上によって阻止され、前記液
体ジェットの１つ以上の流体力学パラメータは、速度、剪断応力、または圧力のうちの１
つ以上を備える、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　出血が、キャビテーションと前記切断された脈管の相互作用によって阻止される、請求
項２０に記載の方法。
【請求項２３】
　前記飛散パルスは、前記切断プロファイルから前記血管の影響を受ける場所までの距離
に延在するパルス状剪断波を提供し、前記剪断波は、前記影響を受ける場所における止血
を助長する、請求項１に記載の装置または請求項２０に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　（相互参照）
　本ＰＣＴ出願は、２０１４年６月３０日に出願された“ＦＬＵＩＤ　ＪＥＴ　ＴＩＳＳ
ＵＥ　ＡＢＬＡＴＩＯＮ　ＡＮＤ　ＩＮＤＵＣＥＤ　ＨＥＭＯＳＴＡＳＩＳ（ＡＱＵＡＢ
ＬＡＴＩＯＮ）　ＭＥＴＨＯＤＳ　ＡＮＤ　ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ”と題する米国出願番号
第６２／０１９，２９９号［代理人書類番号第４１５０２－７１２．１０１号］、および
２０１４年８月４日に出願された“ＦＬＵＩＤ　ＪＥＴ　ＴＩＳＳＵＥ　ＡＢＬＡＴＩＯ
Ｎ　ＡＮＤ　ＩＮＤＵＣＥＤ　ＨＥＭＯＳＴＡＳＩＳ（ＡＱＵＡＢＬＡＴＩＯＮ）　ＭＥ
ＴＨＯＤＳ　ＡＮＤ　ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ”と題する米国出願番号第６２／０３２，９５
８号［代理人書類番号第４１５０２－７１２．１０２号］に基づく優先権を主張しており
、これらの米国出願の全体の開示は本明細書中に参考として援用される。
【０００２】
　このＰＣＴ出願の主題は、出願人がともに所有する以下の米国特許および係属中の出願
に関連し、そしてこれらの全体の開示は参考として援用される：２０１３年９月６日に出
願された“ＡＵＴＯＭＡＴＥＤ　ＩＭＡＧＥ－ＧＵＩＤＥＤ　ＴＩＳＳＵＥ　ＲＥＳＥＣ
ＴＩＯＮ　ＡＮＤ　ＴＲＥＡＴＭＥＮＴ”と題する米国出願番号第６１／８７４，８４９
号［代理人書類番号第４１５０２－７０８．１０１号］；２０１４年３月３１日に出願さ
れた“ＡＵＴＯＭＡＴＥＤ　ＩＭＡＧＥ－ＧＵＩＤＥＤ　ＴＩＳＳＵＥ　ＲＥＳＥＣＴＩ
ＯＮ　ＡＮＤ　ＴＲＥＡＴＭＥＮＴ”と題する米国出願番号第６１／９７２，７３０号［
代理人書類番号第４１５０２－７０８．１０２号］；２０１４年６月３０日に出願された
“ＡＵＴＯＭＡＴＥＤ　ＩＭＡＧＥ－ＧＵＩＤＥＤ　ＴＩＳＳＵＥ　ＲＥＳＥＣＴＩＯＮ
　ＡＮＤ　ＴＲＥＡＴＭＥＮＴ”と題する米国出願番号第６２／０１９，３０５号［代理
人書類番号第４１５０２－７０８．１０３号］；２０１０年２月４日に出願され、“ＭＵ
ＬＴＩ　ＦＬＵＩＤ　ＴＩＳＳＵＥ　ＲＥＳＥＣＴＩＯＮ　ＭＥＴＨＯＤＳ　ＡＮＤ　Ｄ
ＥＶＩＣＥＳ”と題され、米国特許出願公開第２０１１０１８４３９１号として公開され
た米国出願番号第１２／７００，５６８号［代理人書類番号第４１５０２－７０３．５０
１号］。
【０００３】
　このＰＣＴ出願の主題はまた、２０１３年２月２８日に出願された“ＡＵＴＯＭＡＴＥ
Ｄ　ＩＭＡＧＥ－ＧＵＩＤＥＤ　ＴＩＳＳＵＥ　ＲＥＳＥＣＴＩＯＮ　ＡＮＤ　ＴＲＥＡ
ＴＭＥＮＴ”と題するＰＣＴ出願第ＰＣＴ／ＵＳ２０１３／０２８４４１号［代理人書類
番号第４１５０２－７０５．６０１号］および２０１１年２月４日に出願され、２０１１
年１１月８日に国際公開第ＷＯ２０１１０９７５０５号として公開された“ＭＵＬＴＩ　
ＦＬＵＩＤ　ＴＩＳＳＵＥ　ＲＥＳＥＣＴＩＯＮ　ＭＥＴＨＯＤＳ　ＡＮＤ　ＤＥＶＩＣ
ＥＳ”と題するＰＣＴ出願第ＰＣＴ／ＵＳ２０１１／０２３７８１号［代理人書類番号第
４１５０２－７０３．６０２］に関連し、これら出願の全体の開示は、本明細書中に参考
として援用される。
【０００４】
　（背景）
　本発明の分野は、組織の処置に関し、より具体的には、前立腺等の器官の外科手術処置
に関する。
【背景技術】
【０００５】
　患者等の対象の組織を切開する先行技術の方法および装置は、少なくとも場合によって
は、理想的とは言えない結果をもたらし得る。例えば、前立腺手術の先行技術の方法は、
少なくともいくつかの事例では、理想的であろうものより長い治癒時間および理想的とは
言えない結果をもたらし得る。少なくともいくつかの事例では、組織切除の先行技術の方
法および装置は、理想的であろうものより多くの出血をもたらし得る。また、組織を切断
する先行技術の方法および装置は、理想的であろうものより正確ではない切断を提供し得
る。電気焼灼器およびレーザ凝固は、出血の潜在的解決策として提案されているが、電気
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焼灼器またはレーザ凝固を用いた処置は、組織の除去に付加的ステップをもたらし得、出
血の制御は、理想的とは言えない。また、電気焼灼器と関連付けられた熱は、少なくとも
いくつかの事例では、理想的とは言えない結果をもたらし得る。
【０００６】
　先行技術の外科手術手技を用いた場合、患者の回復時間は、組織が除去される様式に関
連し得、回復時間が短縮された外科手術手技を提供することは、有用となるであろう。ま
た、組織ドレナージは、理想的であろうものを幾分上回り得、組織が切開される様式に関
連し得る。少なくともいくつかの事例では、患者は、外科手術後の輸血から利益を享受し
得、輸血が外科手術に続いて殆ど要求されない場合、より良好となるであろう。
【０００７】
　ウォータージェットを用いた組織の除去は、組織の除去の成功をもたらし得るが、実施
形態に関連する研究は、さらなる改良が有用であり得ることを示唆する。例えば、ウォー
タージェットを用いて組織を除去する先行技術の方法および装置は、少なくともいくつか
の事例では、理想的であろうものより幾分正確ではない切断および潜在的により多くの出
血をもたらし得る。組織切断の先行技術の方法は、組織への熱伝達低下を伴って、流体ジ
ェット技術を用いて組織を切断切除することができるが、実施形態に関連する研究は、少
なくともいくつかの事例では、従来技術のウォータージェット切断が、理想的であろうも
の幾分上回り得る出血の量をもたらし得ることを示唆する。
【０００８】
　前述に照らして、外科手術等の組織処置のための改良された方法および装置を提供する
ことが有用となるであろう。理想的には、そのような方法は、出血が減少し、結果が改良
された、組織の改良された切除を提供するであろう。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　（要旨）
　実施形態は、ウォータージェットを用いて組織を切断する改良された方法および装置を
提供する。多くの実施形態では、本装置は、血液損失または組織ドレナージのうちの１つ
以上を阻止するために、組織除去に伴って止血を提供するように構成される。多くの実施
形態では、ノズルは、キャビテーションおよび複数の飛散パルスを提供するために、液体
ジェットを液体媒体中で放出する。キャビテーションおよび複数の飛散パルスは、出血を
阻止するための凝血を助長するために、血管組織に影響を及ぼすことができる。多くの実
施形態では、血管組織の脈管は、ウォータージェットのキャビテーションが組織に接触す
る領域から所定の距離において影響を受ける。多くの実施形態では、キャビテーションお
よび複数の飛散パルスは、血管の凝血助長変化に関連する血管に沿って伝搬するパルス状
剪断波に関連する。多くの実施形態では、ノズルは、実質的浸食性組織除去を提供するた
めに、組織除去プロファイルから所定の距離に留置され、血管組織およびコラーゲンのよ
り少ない非血管組織は、類似速度で除去される。代替として、または組み合わせて、ノズ
ルは、実質的に選択的である組織除去を提供するために、組織除去プロファイルから所定
の距離に留置されることができ、血管組織およびコラーゲンのより少ない非血管組織は、
実質的に異なる速度で除去される。多くの実施形態では、脈管壁の内皮細胞内膜は、脈管
内の血液凝血を助長するために影響を受ける。
【００１０】
　多くの実施形態では、血管組織の出血は、内皮傷害、剪断応力、および血流の低下に関
連する毛細血管ならびに細動脈内の誘発性血栓症；血小板の付着および凝集；フィブリン
の沈着；閉塞性脈管凝血に関連するフィブリンの沈着；影響を受ける域内の流体圧力；除
去プロファイルからある距離における影響を受ける域内の流体圧力；影響を受ける脈管の
血液阻止；影響を受ける血管の部分的圧潰；影響を受ける血管の完全圧潰；ならびにそれ
らの組み合わせのうちの１つ以上を伴って阻止される。
【図面の簡単な説明】
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【００１１】
　本開示の原理が利用される、例証的実施形態を記載する以下の発明を実施するための形
態、および添付図面を参照することにより、本開示の特徴および利点のより深い理解が得
られるであろう。
【００１２】
【図１Ａ】図１Ａは、実施形態による、組織を処置するために好適なデバイスの概略図で
ある。
【００１３】
【図１Ｂ】図１Ｂは、実施形態による、組織を処置するために好適なコンピュータ制御デ
バイスを示す。
【００１４】
【図１Ｃ】図１Ｃは、実施形態による、組織を処置するためのノズルを示す。
【００１５】
【図２】図２は、実施形態による、ヒトの眼に可視であるアブレーション炎域を示す。
【００１６】
【図３】図３は、実施形態による、１秒の約１／４００の速度で撮影された図２における
ようなアブレーション炎域の高速画像を示す。
【００１７】
【図４】図４は、実施形態による、複数の重複場所９９７に平滑かつ制御された組織浸食
を提供するための複数の飛散パルス９９５およびアブレーションジェットの掃引を示す。
【００１８】
【図５】図５は、実施形態による、切断の最大組織浸透深さおよびノズルを通る流速を示
す。
【００１９】
【図６】図６は、実施形態による、図５に類似する最大組織浸透　対　流速を示す。
【００２０】
【図７】図７は、実施形態による、オフセットを伴って、最大浸透深さの傾きに類似する
傾きを含む、選択的除去から浸食性除去への閾値遷移を示す。
【００２１】
【図８】図８Ａおよび８Ｂは、実施形態による、選択的組織除去を示す。
【００２２】
【図９】図９Ａおよび９Ｂは、実施形態による、高度な浸食性組織除去を示す。
【００２３】
【図１０】図１０は、実施形態による、圧潰された脈管壁を示す。
【００２４】
【図１１Ａ】図１１Ａは、実施形態による、飛散パルスを用いて組織を除去する、ウォー
タージェット炎域を示す。
【００２５】
【図１１Ｂ】図１１Ｂは、実施形態による、血管への破壊を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　（詳細な説明）
　本開示の実施形態の原理が利用される、例証的実施形態を記載する以下の発明を実施す
るための形態、および添付図面を参照することにより、本開示の特徴および利点のより良
い理解が得られるであろう。
【００２７】
　発明を実施するための形態は、多くの詳細を含有するが、これらは、本発明の範囲を限
定するものと解釈されるべきではなく、本発明の異なる実施例および側面を例証するにす
ぎないと解釈されるべきである。本発明の範囲は、上記で詳細に議論されていない他の実
施形態を含むことを理解されたい。当業者に明白となるであろう、種々の他の修正、変更
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、および変化例が、本明細書で説明されるような本発明の精神および範囲から逸脱するこ
となく、本明細書で開示される本発明の方法および装置の配列、動作、および詳細に行わ
れてもよい。
【００２８】
　本明細書で使用されるように、用語「アクァビーム（ＡｑｕａＢｅａｍ）」は、キャビ
テーションを組織に提供するために液体中に提供される液体ジェットを包含する。
【００２９】
　本明細書に開示されるような組織切断に伴って止血を提供するための流体ジェット組織
アブレーション（以降、「アクァアブレーション（Ａｑｕａｂｌａｔｉｏｎ）」）ならび
に方法および装置は、多くの先行技術の外科手術手技および装置との組み合わせに非常に
好適である。多くの実施形態では、ジェットを用いた組織切開に関連する、改良された止
血が、提供される。多くの実施形態では、ジェットは、ジェットのキャビテーションを誘
発する、液体媒体中のジェットを含み、これは、冷炎域と称され得、高速度流体ジェット
とジェットに接触する脈管との間の実質的に機械的な剪断応力相互作用に関連し得る。多
くの実施形態では、ジェットは、ジェットの組織除去が、組織のタイプおよび組織のコラ
ーゲンの量に実質的に鈍感であって、血管および肉芽組織を類似速度で切断し得るように
、キャビテーションの閾値を上回る十分なエネルギーを含む。組織のジェットおよび対応
する剪断との機械的接触は、微小な血栓症を毛細血管内に誘発することができ、細動脈は
、改良された凝血および対応する止血を提供することができる。多くの実施形態では、内
皮細胞が、血液凝血因子の放出を促進するように影響を受け得る。本明細書に説明される
ような内皮細胞への影響は、改良された止血を提供するために、ジェットおよび液体媒体
のキャビテーションが組織に衝打する部位から所定の距離で生じ得る。多くの実施形態で
は、実質的に機械的な剪断応力は、内皮細胞への損傷を提供し、そして血流の低下を提供
することができ、閉塞性脈管凝血を提供するように、血小板の付着および凝集ならびにフ
ィブリンの沈着を促進かつ向上させ得る。
【００３０】
　多くの実施形態では、ジェットによって供給される剪断応力は、補体活性化から独立し
て、血小板凝集を誘発するために十分である。補体活性化から独立した血小板凝集は、前
述のような動脈狭窄等における高い血流力学剪断の面積に類似する様式で生じ得る。Ｂｌ
ｏｏｄ．Ｓｅｐ　１５，２００６；１０８（６）：１９０３－１９１０．ＰＭＣＩＤ：Ｐ
ＭＣ１８９５５５０　Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ－ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ　ｐｌａｔｅｌｅ
ｔ　ａｄｈｅｓｉｏｎ　ａｎｄ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ　ｕｎｄｅｒ　ｅｌｅｖａｔｅ
ｄ　ｓｈｅａｒ　ｓｔｒｅｓｓ（ＺＭ　Ｒｕｇｅｒｒｉ　ｅｔ　ａｌ）を参照されたい。
十分な期間の間、ウォータージェット剪断応力を影響を受ける脈管に直接提供することに
よって、血小板凝集は、初期止血を達成し、凝血カスケードが、影響を受ける脈管を血栓
症にし、持続的止血を達成することを可能にし得る。剪断が増加するにつれて、止血血小
板凝集を達成するための時間は、減少し得る。本明細書に説明されるようなアクァアブレ
ーションは、ポンプパワー（およびそれに伴って、流体速度ならびに剪断応力の大きさ）
およびウォータージェットの並進の速度を制御することによって、止血を改良するように
調整されることができる。多くの実施形態では、ポンプパワーがより高く、ジェットの並
進がより低速であるほど、促進性の止血となる（ｐｒｏ－ｈｅｍｏｓｔａｔｉｃ）。代替
として、または組み合わせて、種々の止血因子（局所圧力勾配、剪断変調止血、キャビテ
ーション誘発性血栓症）の相対的寄与は、ジェットノズル出口から進行した距離に伴う炎
域の発生に関連するため、ジェット（具体的ポンプパワーのための）位置に対する脈管位
置に応じて変動し得る。
【００３１】
　脈管凝血は、多くの方法のうちの１つ以上において提供されることができるが、多くの
実施形態では、ウォータージェットを用いた組織処置の間の影響を受ける域内の流体圧力
は、影響を受ける脈管から退出する血液を迅速に阻止し、実質的に低下させ得る。多くの
実施形態では、本明細書に説明されるような止血は、影響を受ける脈管の部分的または完
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全圧潰に関連する。多くの実施形態では、キャビテーションを用いて提供される実質的に
機械的な剪断応力は、流体ジェット組織切除および組織のアブレーションだけではなく、
また、熱を伴わない組織凝血を提供することができる。
【００３２】
　図１Ａは、本明細書に開示されるようなキャビテーション１０３を伴う軸方向の流れの
ウォータージェット１０１として加圧された流体を送達するように配向されるノズル１０
４を伴う遠位端を有するシャフト１０２を備え得る、ハンドヘルドデバイスを備える、装
置１００を示す。ジェットおよび組織Ｔは、生理食塩水または別の液体等の液体Ｌ中に浸
漬され、例えば、本明細書に開示されるようなキャビテーションを伴う飛散パルスを提供
することができる。液体は、液体の上方の空気等のガスＧとともに、組織上に提供される
ことができる。代替として、または組み合わせて、組織は、例えば、液体で被覆された内
部組織を含んでいてもよい。水または他の流体が、ノズルから圧力下で送達される。ハン
ドヘルドデバイス１００は、軸方向ウォータージェットまたは他の加圧された流体流れを
送達可能であって、例えば、組織または骨を手動切断するために有用である。ハンドヘル
ドデバイス１００は、典型的には、接続コード１２６によって、加圧された流体源１２０
、流体フローモニタ１２２、および制御回路１２４に接続される。流体フローモニタ１２
２は、例えば、圧力モニタを備えてもよい。ユーザは、したがって、制御回路を使用して
、軸方向および回転移動パラメータに加え、流体圧力、ノズルの移動（速度、方向、限界
等）および処置プロトコルの他の側面を制御することができる。随意に、図示されないが
、ノズル１０４は、処置のさらなる柔軟性を可能にするため、流体流れＦＳの幅および焦
点を調節するために調節可能であり得る。組織を切断するために使用されるとき、ハンド
ヘルドシャフトは、解剖刀として操作されることができる。代替として、ノズルは、回転
、並進、および発振プローブ等のコンピュータ制御される位置決めシステム、またはロボ
ットアーム、ならびにそれらの組み合わせ上に搭載されることができる。
【００３３】
　多くの実施形態では、加圧されたポンプは、例えば、ピストンポンプ等の高圧ポンプを
備える。制御回路は、制御された流速を提供するように、圧力モニタ１２２に結合される
ことができる。制御された流速は、ノズルと組み合わせて、本明細書に開示されるように
、組織を切開するために、所定の距離でキャビテーション炎域を提供することができる。
【００３４】
　図１Ｂは、実施形態による、組織Ｔを処置するために好適なコンピュータ制御デバイス
を備える、装置１００を示す。装置１００は、コンピュータコマンドに応答して組織を処
置するために、処置プローブに結合される、連結部１３０を備えてもよい。連結部は、例
えば、並進可能であるか、または回転、発振、および並進可能であるか、ならびにそれら
の組み合わせである、連結部を備えてもよい。連結部は、プロセッサ１３２に結合される
ことができ、そして例えば、ユーザ制御下、誘導されてもよい。本明細書に開示される実
施形態は、参照することによって本明細書のいずれかに組み込まれる、コンピュータ制御
式画像誘導処置装置等の組織を除去するための多くのデバイスとの組み合わせに好適であ
る。
【００３５】
　図１Ｃは、実施形態による、組織を処置するためのノズル１０４を示す。ノズルは、本
明細書に説明されるような多くの方法のうちの１つ以上で構成されることができ、本明細
書に説明されるような止血を伴う組織除去を提供するための流速と組み合わせるために好
適である。多くの実施形態では、ノズルを通る流速およびノズルの構成は、最大組織除去
距離を提供する。ノズルからのジェット１０１は、選択的組織除去領域１０５および非選
択的組織除去領域１０７を備えてもよい。ジェットの選択的組織除去領域１０５は、組織
のコラーゲンに応答した速度で組織を選択的に除去することができる。例えば、血管壁等
のコラーゲン性組織は、肉芽組織等のコラーゲンのより少ない組織より迅速に除去される
ことができる。ジェットの非選択的組織除去領域１０７は、異なる量のコラーゲンを有す
る組織を実質的に類似する速度で除去することができる。例えば、血管壁等のコラーゲン
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性組織は、肉芽組織等のコラーゲンのより少ない組織と実質的に類似する速度で除去され
ることができる。閾値遷移域１０９は、選択的組織除去領域と非選択的組織除去領域との
間に位置することができる。
【００３６】
　ノズルは、流体送達要素の流体送達要素および設計考察を備える、キャリア３８２上に
搭載されることができる。キャリア３８２は、例えば、回転し、並進し、そして発振する
プローブ上に提供されることができる。流体送達要素のジェットオリフィス１１１の設計
は、複数の飛散パルスを提供するように、本明細書で説明される多くの方法のうちの１つ
以上の方法で構成することができる。ジェットオリフィス幾何学形状を変化させることに
よって、流体ジェットアブレーション特性を変化させることができる。例えば、円錐角変
動１１３が、ノズル出口で発生するキャビテーション１０３の増加または減少をもたらし
得る。ジェットオリフィス設計は、オリフィス１１１の入口または出口のうちの１つ以上
に円錐を備えてもよい。円錐角は、例えば、０度から１８０度まで様々であり得る。
【００３７】
　多くの実施形態では、ジェットノズルプロファイルもまた、流体加速度およびキャビテ
ーションの量に影響を及ぼす。例えば、鋭いエッジのオリフィスは、大静脈効果（ｖｅｎ
ａ　ｃａｖａ　ｅｆｆｅｃｔ）から出口においてより高いジェット速度を誘発することが
でき、対応して、ジェット遠方場におけるより多くの量のキャビテーション１０３を伴う
。
【００３８】
　オリフィス直径１１５およびオリフィス長１１７変動が、ノズル背圧および流体流；の
退出速度の変動をもたらし得る。結果として生じるキャビテーション領域は、これらのパ
ラメータのそれぞれとともに変化する。キャビテーション領域は、ノズルによって生成さ
れるキャビテーション気泡雲を含み得る。組織浸透の深さは、本明細書に説明されるよう
に判定および制御されることができる。多くの実施形態では、キャビテーション領域は、
超音波撮像または光学撮像を用いて、それらの組み合わせで可視化することができる。キ
ャビテーション領域は、同伴領域が可視化されることを可能にし、流体炎域と称され得る
、気泡が形成される領域に対応する。キャビテーション領域の冷却切断は、最小限の組織
損傷を伴って、組織除去を可能にすることができる。多くの実施形態では、約４０度～約
８０度の範囲内の円錐角である。オリフィスの内径に対するオリフィス長の比は、約１～
１０の範囲内、例えば、約４～７の範囲内であり得る。当業者は、本明細書で提供される
教示に基づいて、本明細書で説明されるように組織を処置するようなジェットオリフィス
を設計することができる。
【００３９】
　ＣＯＬＤ炎域
【００４０】
　図２は、実施形態による、ヒトの眼に可視的なアブレーション炎域を示す。
【００４１】
　図３は、図２におけるようなアブレーション炎域の高速画像を示す。画像は、約１／４
００秒の速度で撮影された。
【００４２】
　図２および３のデータは、アブレーション炎域が、ノズルから放出されたときにアブレ
ーション流れで生成される複数の白色雲を含むことを示す。実施形態に関連する研究は、
キャビテーション雲が特徴的な飛散周波数でジェットから飛散できることを示している。
各雲の長さ９９２は、雲の飛散周波数および速度に関連する。ジェットの相対的に冷たい
アブレーション炎域は、本明細書で説明されるように組織を制御された深さまで切断する
ように調節することができる、ジェットの切断長に対応する長さ９９０を備える。多くの
実施形態では、ジェットのノズルは、雲が組織を衝打する前に、飛散雲が実質的に形成す
ることを可能にするために、図３に示されるような非切断構成で飛散雲の長さ９９２の少
なくとも約４分の１に配置される。より大きい断面サイズへのこの飛散雲の飛散はまた、



(10) JP 2017-520325 A 2017.7.27

10

20

30

40

50

雲をより大きい組織の領域に分配する際に改良された組織除去を提供し、ジェットのパル
ス間で改良された重複を提供することもできる。
【００４３】
　ジェットの衝撃圧力に加えて、画像の白色雲に対応する、高度乱流および侵襲的領域は
、本明細書で説明されるような組織のアブレーションに実質的に寄与する。白色雲は、複
数のキャビテーション領域を備える。水を含む加圧液体が水に注入されるとき、小さなキ
ャビテーションが、ノズル出口付近で、剪断層内の低い圧力の領域中に生成される。小型
キャビテーションは、キャビテーション渦を含んでもよい。キャビテーション渦は、相互
と合併し、高速画像内でキャビテーション雲として出現する、大きな離散キャビテーショ
ン構造を形成する。これらのキャビテーション雲は、組織と相互作用するときに効果的な
アブレーションを提供する。いかなる特定の理論によっても束縛されることなく、組織を
衝打するキャビテーション雲は、組織を衝打するキャビテーション雲を画定する高速流体
と組み合わせて、キャビテーションに関連する組織の大幅な浸食を引き起こすと考えられ
る。
【００４４】
　本明細書で説明されるようなノズルおよび圧力は、本明細書で提供される教示に基づい
て、例えば、当業者によるノズルの角度の制御により、パルス状の雲を提供するように構
成することができる。多くの実施形態では、流体送達要素のノズルは、組織のアブレーシ
ョンを向上させるために、キャビテーションジェットを備える。
【００４５】
　流体送達要素ノズルおよび圧力は、組織の除去に好適な飛散周波数を提供するように配
列することができる。流体送達要素は、本明細書に説明されるように、改良された組織切
除を提供するように、組織から所定の距離でプローブ上に位置することができる。
【００４６】
　多くの実施形態では、「炎域」の「白色雲」は、周辺の水がジェットに引き込まれるか
、またはその中に「同伴される」、「同伴」領域を備える。実施形態に関する作業は、流
体の同伴が飛散周波数に関連し得ることを示唆する。
【００４７】
　ジェットから飛散される雲の飛散周波数およびサイズは、実施形態によると、組織アブ
レーションを提供するために使用することができる。飛散周波数は、各雲が組織と相互作
用する場所の重複を提供するように、長手軸の周囲のプローブの角度掃引速度と組み合わ
せることができる。
【００４８】
　本明細書で説明されるような飛散パルスは、本明細書で説明されるように、ジェットの
スキャンと有利に組み合わせることができる。
【００４９】
　図４は、実施形態による、複数の重複場所９９７で円滑な制御された組織浸食を提供す
る、複数の飛散パルス９９５およびアブレーションジェットの掃引を示す。本飛散周波数
は、複数の飛散雲が脈動ポンプの各パルスについて提供されるように、ポンプが使用され
るときにポンプ周波数より実質的に速くあり得る。プローブの掃引速度は、例えば、重複
パルスを提供するように構成される飛散雲を用いて、改良された組織除去を提供するよう
に飛散周波数に関連し得る。
【００５０】
　多くの実施形態では、本システムは、ポンプの各パルスについて複数の飛散パルスを提
供するために、飛散パルスの周波数より小さい周波数を有するポンプを備える。ポンプは
、例えば、約５０Ｈｚ～約２００Ｈｚの範囲内で、少なくとも約５０Ｈｚのパルス繰り返
し数を有することができ、飛散パルスは、例えば、約１ｋＨｚ～約１０ｋＨｚの範囲内で
、少なくとも約５００Ｈｚの周波数を含む。
【００５１】
　ポンプのパルスが例証されているが、連続流れポンプを用いて、パルス状雲の類似スキ
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ャンを提供することができる。
【００５２】
　ノズルは、多くの方法のうちの１つ以上の方法で構成することができるが、多くの実施
形態では、ノズルは、約０．０２～約０．３の範囲内、例えば、約０．１０～約０．２５
の範囲内、そして多くの実施形態では、約０．１４～約０．２の範囲内のストローハル数
（以降、「Ｓｔ」）を含む。
【００５３】
　多くの実施形態では、ストローハル数は、以下によって定義される。
【００５４】
　Ｓｔ＝（Ｆｓｈｅｄ）＊（Ｗ）／Ｕ
【００５５】
　式中、Ｆｓｈｅｄは、飛散周波数であり、Ｗは、キャビテーションジェットの幅または
直径であり、Ｕは、出口におけるジェットの速度である。当業者は、本明細書で説明され
る実施形態による組み合わせに好適な飛散周波数を得るために、本明細書で説明されるよ
うなノズルを修正することができ、組織除去に好適な雲の長さ、および飛散周波数を判定
するように、実験を行うことができる。
【００５６】
　複数の飛散雲を提供するノズル構成は、本明細書で説明されるような処置プローブのう
ちの１つ以上とともに使用するために好適である。
【００５７】
　キャビテーション
【００５８】
　キャビテーションは、高圧ウォータージェットがノズルを通って液体媒体の中へ発射す
るときに起こる現象である。微量の蒸気および／またはガスを含有する核が、一般的に知
られている熱付加方法よりもむしろ圧力の降下を受けるとそれらは不安定になるため、局
所的蒸気ポケットが形成される。キャビテーションは、局所圧力が蒸気圧を下回るときに
起こり、これは、それぞれ以下の方程式によって統制される、負の圧力係数（－Ｃｐ）が
キャビテーション数（σ）より大きいときに起こる。

【数１】

【００５９】
　式中、ｐｒｅｆは、ノズル深さにおける静水圧であり、ｐは、ジェットにおける局所圧
力であり、ρは、流体密度であり、ｖｒｅｆは、ノズルにおけるウォータージェットの出
口速度であり、ｐｖは、蒸気圧である。液体が収縮領域を通って流れるとき、その速度は
、連続性を維持するように増加し、ベンチュリ効果として知られている、対応する圧力の
降下がある。これを水面下のウォータージェットに適用して、ノズルを通って退出する水
の速度が、収縮により著しく増加させられる一方で、ジェット流れの圧力は、実質的に低
減させられる。圧力低減が十分に有意であるとき、これは、蒸気圧を下回り、蒸気空洞形
成をもたらし得る。
【００６０】
　所定の流動力学のために、それを上回るとキャビテーションが起こらず、そしてそれを
下回ると増加したキャビテーションする領域サイズが存在し得る、キャビテーション数σ
が存在する。いくつかのより小さいポケットが、より大きい蒸気空洞を形成するように組
み合わされ得る。ウォータージェットのモーメントが、ノズルからさらに離れて周辺媒体
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の中へ蒸気雲を運搬すると、粘性力がジェット速度を降下させ、対応する圧力の上昇があ
る。この上昇は、蒸気空洞を崩壊させ、近くの水をさらに加速し、局在化マイクロジェッ
トを形成させる圧力パルスをもたらす。液体マイクロジェットおよび圧力パルスの両方が
、材料の損傷閾値エネルギーを超え、浸食を引き起こし得る。速度の急速な損失により、
ジェットが所定の距離を超えてノズルから離れて移動すると、流れの運動エネルギーが、
もはや閾値エネルギーを超えなくなり、崩壊したキャビテーション雲からの圧力波および
マイクロジェットが、浸食のための主な様式になる。
【００６１】
　多くの実施形態では、キャビテーションは、圧力の局所変化のみに依存しており、熱変
動が予期されないことを意味する、等温現象にする。実験的に、蒸気キャビテーションが
サイズを増大させると、潜熱が周辺液体から引き出され、温度の非常にわずかな降下（約
０．３５度）を観察することができる。多くの実施形態では、このプロセスは完全には等
温ではないが、温度のほぼ無視できる変化は、ウォータージェット切断が、熱の影響を受
けたゾーンを要求しない機械加工感受性部品に有用である理由である。
【００６２】
　多くの実施形態では、物質除去の主要な様式になる、圧力パルスおよびマイクロジェッ
ト浸食は、限定浸食半径である。キャビテーションが、周囲液体圧力に対するウォーター
ジェットの圧力差に起因して起こるため、ジェットが減速し、圧力が周辺液体と平衡状態
になるにつれて、空洞が崩壊する前に、蒸気空洞は最大距離までしか存在することができ
ない。結果として、水面下の水中ジェット切断は、それらが消散する前の圧力パルスおよ
びマイクロジェットの範囲に起因して、実質的に自己制限的になり、切断するための非常
に安全かつ高精度のツールとなる。代替実施形態では、減速させるようにジェットに作用
する比較的最小限の力があるため、ガス状ウォータージェットは、はるかに長い距離で閾
値エネルギーを超える高い運動エネルギーを有し得る。
【００６３】
　図５は、実施形態による、切断の最大組織浸透深さ、およびノズルを通した流速を示す
。最大浸透深さは、「冷たい」アクァアブレーション炎域を備える、ジェットのキャビテ
ーション気泡の長さに実質的に対応する。アブレーションの最大組織浸透深さは、流速に
直接対応し、多くの実施形態では、流速に直線的に関連する。
【００６４】
　キャビテーションを伴う炎域は、本明細書に説明されるようなノズルおよび回転プロー
ブを用いて、約５０ｍｌ／分～約２５０ｍｌ／分の範囲内の流速に対応する１０個のフロ
ー設定とともに示される。最大浸透深さは、５０ｍｌ／分で約４ｍｍ～２５０ｍｌ／分で
約２０ｍｍに及ぶ。
【００６５】
　図５の差込図は、実施形態による、前立腺ＢＰＨのモデルとして切断されたジャガイモ
を示す。ジャガイモの最大浸透深さは、ＢＰＨの最大切断深さに密接に対応する。ジャガ
イモは、本明細書で説明されるようなノズルおよび回転プローブを用いて、約５０ｍｌ／
分～約２５０ｍｌ／分の範囲内の流速に対応する６つのフロー設定を用いて切断されて示
される。最大浸透深さは、５０ｍｌ／分で約４ｍｍ～２５０ｍｌ／分で約２０ｍｍに及び
、本明細書に説明されるような冷「炎域」を含むジェットのキャビテーションの画像と一
致する。
【００６６】
　多くの実施形態では、キャビテーション雲の成長および長さは、本明細書で説明される
ような適切に構成されたノズルについて、注入圧力に比例する流速の関数を含み、その逆
も同様である。圧力が上昇するにつれて、最大浸食半径は、直線的に増加するように見え
、これは、図５の最大浸透深さとして示されている。
【００６７】
　連続またはパルス状流れのいずれかにおいて、ノズルを通して水を推し進めるために、
既知の高圧ポンプを使用することによって、高速キャビテーションジェットを作成するこ
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とができる。ポンプによって生成される流れのタイプにかかわらず、キャビテーション現
象は、蒸気空洞の不安定な性質に起因してパルス状であり得、空洞形成は、本明細書で説
明されるような連続流れジェットでさえもパルス状であり得る。特定の理論に束縛される
わけではないが、パルス状ウォータージェットおよび連続流れウォータージェットの両方
が、所定の時間量にわたって等価な量の物質浸食をもたらし得ると考えられる。多くの実
施形態では、ノズルの幾何学形状は、本明細書で説明されるような流動力学およびキャビ
テーションプロセスを提供するように構成される。多くの実施形態では、ノズルは、ノズ
ル自体の内側で起こり得るキャビテーションに関連し得る、ウォータージェット出口にお
ける緊密な収縮を阻止するように構成される。多くの実施形態では、鋭い角は、水を壁か
ら分離させてノズル中心線に向かって集中させ、ノズル壁によって引き起こされる摩擦効
果を同時に低減させながら、ウォータージェット経路をさらに収縮させる。これは、対応
する圧力降下および蒸気空洞形成とともに、増加した速度をもたらす。蒸気空洞形成は、
それらの最終的な崩壊が乱流をもたらし、浸食深さに影響を及ぼし得るため、全体の流動
力学に影響し得る。当業者は、過度の実験を伴わずに、本明細書で説明されるような組織
除去を提供するように、適切なノズルの幾何学形状および流速を判定する実験を行うこと
ができる。
【００６８】
　(アクァアブレーション)
【００６９】
　本明細書で説明されるような水面下のウォータージェット切断は、良性前立腺肥大（Ｂ
ＰＨ）がある患者を処置するためにキャビテーション現象を利用する能力を有する。ジェ
ットは、崩壊した蒸気空洞によって引き起こされる圧力パルスおよびマイクロジェットを
通して、ＢＰＨで見られる過剰な軟組織成長を除去する。ウォータージェット方向は、多
くの方法のうちの１つ以上において、デバイスのノズルの場所および配向を変化させるこ
とによって操作することができる。例えば、前後方向に沿ってノズルを並進させることに
よって、または、例えば、１８０度等の角度までノズルを回転させることによって、なら
びにそれらの組み合わせのうちの１つ以上によってである。ハンドピースプローブは、前
立腺の前方側に着座し得るため、所定の回転角度が、組織障害物をアブレーションするた
めに使用されることができる。
【００７０】
　蒸気空洞形成およびその浸食強さは、注入圧力および流動力学の両方の関数であるため
、圧力ならびにノズル幾何学形状を構成することによって、物質の深さを制御することが
できる。より大きい注入圧力が、より速い出口速度をもたらし得る。本明細書に説明され
るように、ノズル幾何学形状はさらに、収縮に応じて速度を増加させることができ、ウォ
ータージェットがベンチュリ効果を通して退出すると、圧力降下の程度に影響を及ぼし得
る。これらの因子は、崩壊して圧力パルスおよびマイクロジェットを放出する前に、キャ
ビテーション雲が成長して移動することができる、より長い距離をもたらし得る。アクァ
アブレーションシステムのノズル幾何学形状および圧力設定は、ユーザに精密制御を与え
、キャビテーションジェットが所望の良性組織成長のみを除去することを確実にするよう
に最適化されている。
【００７１】
　本明細書で提供される画像は、実施形態によると、どのように組織浸食深さが圧力の関
数であるかを示す。画像は、他の画像と比較して、より低い注入圧力について、より小さ
いキャビテーション雲の長さ、および対応する組織切除深さを示す。
【００７２】
　多くの実施形態では、本明細書で説明されるようなアクァアブレーションは、動脈と静
脈の実質的除去および損傷ならびに出血阻止を伴って、過剰な組織成長、例えば、ＢＰＨ
を除去可能である。多くの実施形態では、ジェットは、出血の減少を伴って、ＢＰＨ等の
成長組織および血管等のコラーゲン性組織の両方の閾値を上回るキャビテーションエネル
ギーを提供するように位置付けられる。キャビテーションによって提供される圧力パルス
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およびマイクロジェットは、軟組織成長およびはるかに高い閾値エネルギーを有する血管
のような他の構造を浸食するために必要とされる閾値エネルギーを超える。
【００７３】
　多くの実施形態では、有害な塞栓の生成が阻止される。蒸気空洞形成は、例えば、血流
中にすでに存在している微細な空気の核から利益を享受し得る。キャビテーションは、い
かなる付加的な空気もシステムに導入されることなく、核の成長をもたらし得る。さらに
、空気ポケットがそれらの元の核サイズに戻って縮小し得るように、いったん局所ジェッ
ト圧力が蒸気圧を超えると、空洞が崩壊し得る。多くの実施形態では、キャビテーション
が尿道周囲の生理食塩水に元来ある微量の空気に依存し、かつそれに制限されるので、塞
栓形成が阻止され、ジェット圧力が上昇し始めると、蒸気空洞が迅速に消散する。
【００７４】
　図６は、実施形態による、図５に類似する最大組織浸透１１０　対　流速を示す。組織
に対するノズル位置は、例えば、実質的浸食性、または実質的に選択的、ならびにそれら
の組み合わせとして、組織切開を判定するために使用されることができる。脈管等のコラ
ーゲン性組織より実質的により早い速度におけるＢＰＨ等の実質的に非コラーゲン性の組
織の選択的組織除去１０５は、遷移閾値１０９を超えた距離に提供されることができる。
高度に浸食性の実質的に非選択的な除去１０７は、例えば、閾値距離１０９未満の組織か
らの距離に提供されることができる。遷移閾値は、オフセットを伴って、実質的に線形関
数を含み得る。例えば、傾きは、オフセットを伴って、遷移閾値より幾分急峻であり得る
。
【００７５】
　選択的組織除去から高度に浸食性の実質的に非選択的な組織除去への閾値遷移は、流速
およびノズルからの距離の多くの関数のうちの１つ以上を含んでもよい。例えば、閾値遷
移は、例えば、線形関数、多項式関数、または実験的に判定された変換関数、ならびにそ
れらの組み合わせのうちの１つ以上を含んでもよい。当業者は、過度の実験を伴わずに、
本明細書に説明されるような教示に従って、選択的除去および実質的浸食性組織除去のた
めの距離を判定することができる。
【００７６】
　図７は、実施形態による、オフセットを伴って、最大浸透深さ１１０の傾きに類似する
傾きを含む、選択的除去１０５から浸食性除去１０７への閾値１０９遷移を示す。オフセ
ットは、本明細書に説明されるような流体ジェットパラメータに関連し得る。
【００７７】
　図８Ａおよび８Ｂは、実施形態による、選択的組織除去を示す。組織は、選択的組織除
去を提供するために、遷移閾値を上回る距離に位置付けられることができる。図８Ａは、
選択的除去に先立った組織Ｔを示す。軟肉芽組織ＧＴは、図８Ｂに示されるように、実質
的に除去され、血管Ｖ等のコラーゲン性組織ＣＴの除去は、阻止されることができる。実
施形態に関連する研究は、本明細書に説明されるような飛散パルスが、内皮に影響を及ぼ
し得、これは、いくつかの実施形態による、凝血および出血低下に寄与し得ることを示唆
する。
【００７８】
　図９Ａおよび９Ｂは、実施形態による、高度に浸食性の組織除去を示す。図９Ａは、除
去に先立った組織Ｔを示す。図９Ｂは、除去後の組織を示す。血管Ｖを含むコラーゲン性
組織ＣＴは、除去プロファイルＲＰを用いて示されるように、ＢＰＨ等の実質的にコラー
ゲンがより少ない肉芽組織ＧＴと実質的に同じ速度で除去されることができる。高度に浸
食性の組織除去は、本明細書に説明されるように提供される流速のための遷移閾値未満の
距離に位置付けられるノズルを用いて提供されることができる。
【００７９】
　多くの実施形態では、血管Ｖの内皮細胞内膜Ｅは、微小凝血、凝血、塞栓、または微小
塞栓、および本明細書に説明されるような１つ以上の生物学的応答のうちの１つ以上を提
供するように影響を受け得る。多くの実施形態では、誘発性微小凝血Ｃは、閉塞された組



(15) JP 2017-520325 A 2017.7.27

10

20

30

40

織の血管および毛細血管を実質的に閉塞することができる。
【００８０】
　図１０は、実施形態による、圧潰された脈管壁ＣＷを示す。圧潰された脈管壁ＣＷは、
本明細書に説明されるような高度に浸食性のキャビテーションを用いて生成されることが
できる。多くの実施形態では、キャビテーションおよびジェットは、脈管壁Ｗの圧潰を誘
発することができる。脈管壁の圧潰は、脈管Ｖの切開された端部を通る血流を阻止するこ
とができる。
【００８１】
　脈管壁は、キャビテーションに応答して、多くの方法のうちの１つ以上において、血流
を阻止することができる。多くの実施形態では、切断された脈管の端部は、増加した表面
積を提供し、血小板および血液細胞との相互作用を提供し、凝血を誘発させる、切断され
たコラーゲンの束を含み得る。血管のすり切れた端部は、例えば、出血を阻止するように
、切られた血管の端部に向かって内向きに延在し得る。代替として、または組み合わせて
、血管の内皮は、脈管内に凝血を提供するように影響を受け得る。
【００８２】
　図１１Ａは、実施形態による、飛散パルスを用いて組織を除去する、ウォータージェッ
ト炎域１０１を示す。多くの実施形態では、水飛散パルスは、血管Ｖの管腔に沿って剪断
波１２１を誘発する。本明細書に説明されるような複数の飛散パルスは、血管内の液体の
発振を提供することができる。多くの実施形態では、発振は、炎域が衝打する組織領域か
らある距離において脈管壁Ｗを横断して伝搬する剪断波を提供する。本剪断波は、図１１
Ａに示されるように、キャビテーション１０３と接触される領域からある距離において凝
血を誘発させることができる。ジェットからある距離における脈管の破壊は、例えば、脈
管の内皮層Ｅの剪断、ある距離における複数の内皮細胞の溶解、複数の赤血球ＲＢＣの剪
断、複数の赤血球の溶解、血小板の剪断、血管壁からの内皮細胞の部分的除去、内皮細胞
の完全除去、フィブリンまたは凝血の発生、ならびにそれらの組み合わせのうちの１つ以
上を含み得る。
【００８３】
　多くの実施形態では、複数の飛散パルスは、例えば、約５～約２０飛散パルス／ポンプ
のパルスの範囲内のポンプのパルス毎に少なくとも約２つの飛散パルスを含む。飛散パル
スは、例えば、本明細書に説明されるような高度に浸食性の飛散パルス、または本明細書
に説明されるような選択的飛散パルス、ならびにそれらの組み合わせを含んでいてもよい
。
【００８４】
　実施形態に関連する研究は、飛散パルスを含むジェットの実質的に浸食性の域が、本明
細書に説明されるような凝血増加の提供に効果的であり得ることを示唆する。代替として
、または組み合わせて、選択的組織除去域は、本明細書に説明されるような増加し凝血の
提供に効果的であり得る。
【００８５】
　図１１Ｂは、実施形態による、血管Ｖへの破壊１２３を示す。本明細書に説明されるよ
うな内皮Ｅの破壊および対応する凝血Ｃは、組織除去プロファイルＲＰからある距離１２
５に示される。
【００８６】
　本開示の好ましい実施形態が、本明細書で示され、説明されているが、そのような実施
形態は、一例のみとして提供されることが当業者に明白となるであろう。本開示の範囲か
ら逸脱することなく、多数の変形例、変更、および置換が当業者に明白となるであろう。
本発明の範囲から逸脱することなく、本明細書で説明される本開示の実施形態の種々の代
替案が採用されてもよいことを理解されたい。したがって、本発明の範囲は、添付の請求
項およびそれらの同等物の範囲のみによって、定義されるものとする。
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