
JP 4271375 B2 2009.6.3

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　組織内にスポンジを注入するためのシステムであって、
　先端側横断面積よりも基端側横断面積の方が大きいものとされているスポンジ製ガーゼ
と；
　流体と；
　前記流体により、前記組織に対して、湿潤状態の前記ガーゼを搬送するための套管と；
　前記流体により、前記ガーゼを湿潤させて前記套管に対して前記ガーゼを搬送し得るよ
う、前記套管に対して連結可能とされたアダプタと；
を具備してなり、
　前記アダプタが、大径基端部と小径先端部とを有したテーパー形状管腔を備え、
　前記小径先端部に対して、前記套管が連結可能とされていることを特徴とするシステム
。
【請求項２】
　請求項１記載のシステムにおいて、
　前記ガーゼが、スポンジ材料製シートを折り曲げて基端側横断面積が比較的大きくなる
ようにしたものとされていることを特徴とするシステム。
【請求項３】
　請求項１記載のシステムにおいて、
　前記ガーゼの前記基端側横断面積が、前記ガーゼの前記先端側横断面積の１．２～４倍
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とされていることを特徴とするシステム。
【請求項４】
　請求項１記載のシステムにおいて、
　前記ガーゼのうちの、比較的横断面積の大きな基端部が、前記ガーゼの全体長さの１／
８～３／４という長さにわたって延在していることを特徴とするシステム。
【請求項５】
　請求項１記載のシステムにおいて、
　前記スポンジが、生体吸収可能スポンジ材料であることを特徴とするシステム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、創傷閉塞デバイスに関するものであり、より詳細には、本発明は、生体吸収可
能スポンジの挿入によって、生検管路の止血や他の刺し傷の止血を容易とするためのデバ
イスおよび方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術および発明が解決しようとする課題】
中実器官の経皮的針生検は、最も一般的な医学的処置手法のの１つである。米国も含めて
全世界において１年あたり、数百万回に及ぶ針生検が行われている。経皮的生検は、様々
な目的のための例えば皮膚の生検や肝臓の生検といったような手術的生検に取って代わっ
た安全な手法である。
【０００３】
針生検において存在する煩雑さは、生検部位における出血である。出血量は、針のサイズ
や組織試料のサイズや患者の凝固状態や生検部位の位置といったような様々な要因に関連
する。共通の生検ターゲットであるような例えば肝臓のような脈管系器官の場合には、針
生検後においてかなりの出血が発生する可能性がある。生検部位からの出血を最小化する
ために、典型的には、小寸法の針が使用される。しかしながら、小寸法の針は、あまり良
好な試料をもたらすことがない。それよりも、感覚的に安全さを確認できることから、そ
れより寸法の大きな孔付き針が好まれることが多い。生検後の内部出血の機会を最小化す
るために、外圧が印加され、患者は、しばしば不快な体位を強要される。例えば、特に肝
臓の生検後には、何時間にもわたって、側面位を強要される。
【０００４】
例えば Gelfoam（登録商標）といったような殺菌スポンジは、出血制御のために手術時に
充填材料として使用される乾燥殺菌シート内において使用される。スポンジシートは、止
血のために手術後に手術部位内に埋設され、１～６週間をかけて生体内に吸収される。出
血を最小化したり防止したりするためにこのような生体吸収可能殺菌スポンジ材料によっ
て生検管路を塞ぐに際しては、多数の手法が使用される。生体吸収可能スポンジは、管路
の機械的閉塞や凝固の促進をもたらし、生検管路からの出血を最小化する。生検管路を閉
塞するために生体吸収可能スポンジを使用することの利点にもかかわらず、この技術は、
スポンジ材料の準備の困難さや生検管路内へのスポンジ材料の搬送の困難さのために、広
く使用されるには至っていない。
【０００５】
膨張可能なスポンジを使用した生検創傷閉塞デバイスの一例は、米国特許明細書第５，３
８８，５８８号に開示されている。この文献においては、生体吸収可能発泡材料からなる
円形スポンジは、前もってカットされ、先端にスポンジを取り付けたアプリケータロッド
によって生検部位内へと挿入される。スポンジが埋設された後には、スポンジは、血液を
吸収して膨潤し、これにより、管路を充填して、生検部位におけるさらなる出血を防止す
る。しかしながら、スポンジは、搬送が困難であるとともに、搬送後の膨張が遅い。加え
て、この搬送方法では、限られたサイズのスポンジしか搬送することができず、そのため
、要望されるほどの局所圧縮をもたらすことができず、対象部位の充填が不十分である。
そのため、生検管路のうちの、スポンジが搬送されていない部分に沿って、出血が継続す
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る。
【０００６】
したがって、簡単かつ信頼性のある方法で生検管路に対して生体吸収可能スポンジを搬送
し得るデバイスおよび方法が要望されていた。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明は、生体吸収可能スポンジを注入することによって、生検管路や他の刺し傷の止血
を容易とするためのデバイスおよび方法に関するものである。本発明によるシステムによ
れば、生検針や他の套管を通して刺し傷部位にまで直接的に湿潤状態で搬送することがで
きる。
【０００８】
本発明のある見地においては、組織内にスポンジを注入するためのシステムは、先端側横
断面積よりも基端側横断面積の方が大きいものとされているスポンジ製ガーゼと；組織に
対して、湿潤状態のガーゼを搬送するための套管と；ガーゼを湿潤させて套管に対してガ
ーゼを搬送し得るよう、套管に対して連結可能とされたアダプタと；を具備している。ア
ダプタは、大径基端部と小径先端部とを有したテーパー形状管腔を備えている。小径先端
部は、套管に対して連結可能である。
【０００９】
本発明の付加的な見地においては、組織に対して搬送するためのスポンジガーゼを形成す
るための方法として、スポンジ材料からなるシートからスポンジストリップをカットし；
ストリップを折り曲げることによって、第１横断面積を有した第１端部と、第２横断面積
を有した折曲第２端部と、を有したガーゼを形成する。この場合、第２横断面積の方が、
第１横断面積よりも大きい。
【００１０】
本発明のさらなる見地においては、湿潤スポンジを作製して、この湿潤スポンジを套管に
対して搬送し、さらに、組織に対して搬送するためのシステムであって、アダプタとテン
プレートとを具備している。アダプタは、長尺部材とルアーコネクタとテーパー形状の管
腔とを備えている。長尺部材は、第１端部と第２端部とこれら第１端部および第２端部の
間に延在する管腔とを有している。ルアーコネクタは、套管に対する連結のために長尺部
材の第２端部に設けられている。管腔のテーパー形状部は、第１端部における第１直径か
ら、この第１直径よりも小さな、第２端部における第２直径にかけて延在するとともに、
第２直径よりも大きな幅を有した乾燥スポンジガーゼが湿潤されたときには第２端部を通
過できるようにガーゼを圧縮することができる。テンプレートは、套管に対しての搬送の
ために長尺部材内に受領され得るようなサイズへと、スポンジをカットし得るよう構成さ
れている。
【００１１】
本発明の付加的な見地においては、組織に対して搬送することを目的として、湿潤スポン
ジを套管に対して搬送するためのアダプタシステムは、長尺アダプタと着脱可能ベントキ
ャップとを具備している。長尺アダプタは、先端部と、基端部と、基端部における大径か
ら先端部における小径までにわたって延在する管腔テーパー形状部と、先端部に設置され
たルアー連結具と、を有している。着脱可能なベントキャップは、ルアー連結具に対して
係合し得るよう構成されている。ベントキャップは、アダプタからの流体の排出は許容し
かつスポンジの飛び出しは防止するような抜き穴を有している。
【００１２】
本発明の他の見地においては、組織に対して搬送することを目的として、湿潤スポンジを
套管に対して搬送するためのアダプタシステムは、長尺アダプタとトレイル中継チャンバ
とを具備している。長尺アダプタは、先端部と、基端部と、基端部における大径から先端
部における小径までにわたって延在する管腔テーパー形状部と、先端部に設置されたルア
ー連結具と、を有している。トレイル中継チャンバは、長尺アダプタから着脱可能なベン
トキャップまでの間にわたって延在するように設けられている。着脱可能ベントキャップ
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を貫通しさらにトレイル中継チャンバ内へと延在するロッドが、設けられている。ロッド
は、着脱可能ベントキャップとは反対側に、係止部材を有している。係止部材は、トレイ
ル中継チャンバを通って延在する管腔に対しての界面適合をもたらす。係止部材は、ベン
トキャップを通してのアダプタからの流体の排出は許容しつつもベントキャップからのス
ポンジの飛び出しは防止する。
【００１３】
本発明の他の見地においては、組織アクセス管路内へとスポンジを搬送するための方法で
あり、組織アクセス管路内に配置された套管を通して湿潤スポンジガーゼを、速度（Ｅ）
でもって搬送するのと同時に、組織から速度（Ｖ）でもって套管を引き戻し、これにより
、スポンジガーゼを配置して組織アクセス管路をシールする。この場合、速度（Ｅ）の方
を、速度（Ｖ）以上とする。
【００１４】
本発明の他の見地においては、組織に対して搬送することを目的として、湿潤スポンジを
作製して、この湿潤スポンジを套管に対して搬送するためのシステムは、アダプタを具備
してなり、このアダプタは、第１端部と第２端部とこれら第１端部および第２端部の間に
延在する管腔とを有した長尺部材を有している。取付具が、套管に対する連結のために第
２端部に設けられている。このため、テーパー形状部は、第１端部における第１直径から
、この第１直径よりも小さな、第２端部における第２直径にかけて延在するとともに、第
２直径よりも大きな幅を有した乾燥スポンジガーゼが湿潤されたときには第２端部を通過
できるようにガーゼを圧縮することができる。視認可能透明チャンバは、長尺部材の第２
端部に設けられた取付具に対して連結可能に設けられている。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、添付図面に例示された好ましい実施形態を参照しつつ、より詳細に説明する。複数
の添付図面にわたっては、同様の部材には同じ符号が付されている。
【００１６】
本発明によるシステムは、湿潤状態の生体吸収可能スポンジ材料を搬送し、これにより、
単純かつ安全な態様で、生体管路や他の刺し傷の止血を容易とする。湿潤した生体吸収可
能スポンジの搬送デバイスにつき、経皮的な針による生検後における生検管路の処置に関
連して、以下、説明する。しかしながら、本発明は、他のタイプの刺し傷や組織アクセス
管路の止血を容易とするためにも使用することができ、これら傷からの出血を防止するこ
とができる。
【００１７】
生検管路の止血を容易とするためのシステムは、生体吸収可能スポンジ材料からなるガー
ゼ（１８）をシートの形態からカットするためのパンチ（１０）と、ガーゼを生検針（１
６）に対して搬送するためのアダプタ（１２）と、ガーゼを湿潤させてガーゼを注入する
ためのシリンジ（１４）と、を備えている。アダプタ（１２）は、比較的大きな生体吸収
可能スポンジ材料製ガーゼを圧縮することができ、湿潤状態で生検管路内に挿入すること
ができる。止血を容易とするために使用する生体吸収可能スポンジ材料は、湿潤時に変形
することにより生検針や他の套管内を流体圧力によって搬送され得るような任意の生体吸
収可能スポンジとすることができる。
【００１８】
本発明を詳細に説明するに先立って、いくつかの用語を定義しておく。
【００１９】
『ガーゼ』とは、生検針や他の套管内を湿潤状態で注入され得るようなサイズとされた全
体的に長尺形状をなす、生体吸収可能スポンジの一部を意味している。
【００２０】
『スポンジ』とは、湿潤することができるとともに湿潤状態において弾性圧縮可能である
ような生体適合性材料を意味している。好ましくは、スポンジは、非抗原性であり、生体
吸収可能であるかもしれないし生体吸収不可能であるかもしれない。
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【００２１】
『生体吸収可能スポンジ』とは、人体や哺乳類の体内に埋設されたときに、生体によって
吸収されるスポンジを意味している。
【００２２】
『湿潤』とは、例えば生理的食塩水や水や造影剤やトロンビンや治療剤等といったような
流体でもって部分的にまたは完全に浸されることを意味している。
【００２３】
生体吸収可能スポンジ材料の『鍛錬』とは、スポンジ材料の形状を圧縮したり広げたりあ
るいは変化させたりしてスポンジ材料の拡張応答特性を改良させるような、乾燥状態でも
または湿潤状態でのスポンジ材料に対しての操作を意味している。
【００２４】
図１は、ダイカッターとも称されるパンチ（１０）の一例を示している。パンチ（１０）
は、生体吸収可能スポンジシート（２０）を、生検管路に対しての搬送に際して適切なサ
イズのガーゼ（１８）へと、カットするためのものである。パンチ（１０）は、ハンドル
（２６）付きのプレート（２４）に対して固定された矩形ブレード（２２）を備えている
。パンチ（１０）を、市販の生体吸収可能スポンジからなるフラットシート（２０）に対
して押圧することにより、適切なサイズのガーゼ（１８）がカットされる。ガーゼ（１８
）の作製に際しては、図１に示すようなパンチ（１０）の他にも、例えばハサミタイプの
ハンドパンチや自動パンチ機械やテンプレートおよびナイフといったような他のカットデ
バイスを使用することができる。代替可能なガーゼ形成システムについては、図１１～図
１３を参照して後述することとする。
【００２５】
図２は、本発明によるアダプタ（１２）を示しており、アダプタ（１２）内には、湿潤し
て生検針（１６）を通して搬送されるためのガーゼ（１８）が配置されている。アダプタ
（１２）は、比較的大きな横断面積の複数個の生体吸収可能スポンジ材料を、ずっと小さ
な横断面積の生検針（２６）を通して、より容易に搬送することを可能とする。アダプタ
（１２）は、また、ガーゼ（１８）から空気を除去し得るよう機能する。
【００２６】
湿潤ガーゼ（１８）を針（１６）に対して供給するアダプタ（１２）は、シリンジ（１４
）との連結のための環状リップ（３２）またはメス型ルアー取付具を有した第１端部（３
０）を有している。アダプタ（１２）の第２端部（３４）は、生検針（１６）または他の
套管に対しての連結のためのオス型ルアー取付具（３６）を有している。ルアー取付具（
３６）は、テーパー形状の外面（３８）と、生検針の環状リップを受領し得る内部ネジ山
付きの保持リング（４０）と、を備えている。アダプタ（１２）は、内部管腔を有してお
り、第１端部（３０）における内部管腔の内径は、第１内径Ｄ1 とされており、第２端部
（３４）における内部管腔の内径は、第２内径Ｄ2 とされている。アダプタ（１２）の第
１端部と第２端部との間においては、テーパー部（４２）が、生検針（１６）および針ハ
ブ（２８）を通して注入するに先立って湿潤ガーゼ（１８）を押圧するための漏斗形状を
もたらしている。
【００２７】
アダプタ（１２）は、プラスチック材料の成型といったような任意の公知手段によって形
成することができる。好ましくは、アダプタ（１２）は、アダプタ越しにガーゼ（１８）
を見ることができて、ガーゼをアダプタ内に導入する際にさらにガーゼを針内へと搬送す
る際に、視覚的に観測し得るよう、透明体とされる。アダプタの管腔には、搬送特性を向
上させ得るよう、摩擦低減コーティングを施すことができる。また、搬送流体は、ガーゼ
（１８）の外面を湿潤させることによって摩擦を低減させ、これによっても、搬送特性が
改良される。
【００２８】
シリンジ（１４）は、オス型ルアー取付具（４６）と、流体チャンバ（４８）と、プラン
ジャー（５０）と、を備えている。アダプタ（１２）の第１端部（３０）は、従来のシリ
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ンジ（１４）のルアー取付具（４６）に対して連結することができる。シリンジ（１４）
には、所定量の流体をシリンジ（１４）内に自動的に充填するための、スプリング（５２
）を設けることができる。これに代えて、シリンジは、少量の流体を正確に注入するため
の図７に示すようなネジ付きシリンジプランジャーを備えることができる。シリンジ容積
は、ガーゼの湿潤と生体針（１６）を通してのガーゼ（１８）の搬送とに必要な流体量に
応じて、変更されることとなる。
【００２９】
本発明において使用するための生検針（１６）は、好ましくは、例えば２軸生検針や３軸
生検針といったような同軸生検針である。同軸生検針は、外側針または套管を備えている
。この外側針を通して、組織すくい取り器具や他の生検器具とともに組織試料が取り出さ
れる。組織試料の取出後には、外側套管は、図６に示すように患者の体内に残ったままと
される。スポンジガーゼの搬送用の套管を生検針として上述したけれども、套管は、カテ
ーテルやシースや他の任意のタイプの套管とすることができる。
【００３０】
生検管路の止血を容易とするための好ましい方法について、図４を参照して説明する。図
４は、アダプタ（１２）内におけるガーゼ（１８）の導入および湿潤を示している。ガー
ゼ（１８）は、上述のようにしてカットされ、アダプタの第１端部（３０）からアダプタ
（１２）内へと配置される。シリンジ（１４）には、例えば生理的食塩水といったような
所定量の流体が充填される。シリンジは、ルアー取付具（４６）によってアダプタ（１２
）の第１端部（３０）に対して連結される。そして、シリンジ（１４）のプランジャ（５
０）をゆっくりと押し込むことにより、流体がアダプタ（１２）内へと進入し、ガーゼ（
１８）を湿潤させ、アダプタ内を所定量の流体でもって充填する。このとき、アダプタの
第２端部（３４）からガーゼが飛び出してしまわないように、流体をゆっくりと注入する
よう注意すべきである。好ましくは、使用者は、アダプタ（１２）内への流体の注入後に
ガーゼ（１８）が適切に湿潤してガーゼ上に滑り性表面が形成されるまで、数秒待つ。ガ
ーゼ（１８）は、アダプタ内において拡張し、アダプタの管腔を充填するあるいはほぼ充
填することができる。湿潤したガーゼ（１８）が基端部材内に収容した状態のアダプタ（
１２）は、生検管路内の止血を容易とし得るよう生検管路内へとガーゼを注入するための
、待受状態となっている。アダプタ（１２）は、生検手術の開始前に導入することができ
る。
【００３１】
生検手術が完了した後においても、それを通しての生検試料の採取が既に行われた生検針
（１６）の外側シースは、図６に示すように生検管路内の所定位置に維持される。生検針
（１６）は、生体吸収可能スポンジ生体吸収可能スポンジ製ガーゼ（１８）の搬送のため
の搬送部位の目標位置を既に確立している。アダプタ（１２）のルアー取付具（３６）は
、図６に示すように、生検針ハブ（２８）に対して連結される。生検針（１６）が生検管
路に沿って１～２０ｍｍといったようなわずかな距離だけ引き戻される。これにより、ガ
ーゼ（１８）の受領のためのスペースが、生検管路内に形成される。さらなる流体がシリ
ンジによって急速に注入され、これにより、ガーゼ（１８）が生検針（１６）内へと駆動
される。アダプタ内において既に湿潤している湿潤ガーゼ（１８）によってアダプタ管腔
が既に閉塞されている場合には、さらなる流体の注入が、アダプタのテーパー部（４２）
を通してガーゼを押し込むこととなる。アダプタ管腔が未だ完全にはガーゼ（１８）によ
って閉塞されていない場合には、ベンチュリ効果によって、アダプタのテーパー部（４２
）に向けてのガーゼの移動が補助される。ガーゼ（１８）が生体針（１６）へと移動した
後には、シリンジ（１４）によるさらなる流体の急速注入によって、ガーゼ（１８）が針
（１６）から生検管路内へと搬送される。搬送されたときには、湿潤ガーゼ（１８）は、
急速に拡張（膨張）し、生検管路内の空きスペースを充填し、止血を容易として、局所圧
縮をもたらす。
【００３２】
図７の側断面図に示すように、針ハブ（２８）の一例は、アダプタ（１２）の先端部（３
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４）における内径（Ｄ2 ）よりも大きい内径（Ｄ3 ）を有している。内径が大きな針ハブ
（２８）により、アダプタのテーパー部（４２）によって既に圧縮されている湿潤ガーゼ
（１８）は、針管腔内において再度圧縮されるよりも前に、針ハブ内において膨張するこ
とができる。湿潤生体吸収可能スポンジ材料のこのような圧縮と膨張とは、湿潤ガーゼの
搬送にとって不利な影響をもたらすものではなく、実際は、詳細に後述するように、搬送
されるスポンジ材料の膨張特性を改良する。
【００３３】
針ハブ（２８）の管腔と針管腔との間における円滑なテーパー状遷移領域は、ガーゼ（１
８）の挿入を容易とする。しかしながら、針ハブ（２８）と針（１６）との間に存在する
内部段部を有している針が使用されたにしても、ガーゼ（１８）は、うまく注入される。
本発明による代替可能な実施形態においては、針ハブ（２８）は、アダプタの先端部（３
４）のところにおける内径（Ｄ2 ）とほぼ同じ内径を有するように構成されている。
【００３４】
好ましくは、ガーゼのサイズやアダプタ（１２）の寸法や針（１６）の寸法や針ハブ（２
８）の寸法に応じた各処理手順を行い得るように、特定に測定された量の流体が使用され
る。ガーゼ（１８）は、流体によって生検管路内へと完全に搬送されるべきであり、搬送
に使用する外来流体の量は、最小とすべきである。例えば、針の内部に配置されたガーゼ
（１８）は、使用する針（１６）のサイズに応じて、０．０２～１．５ｍｌという量の流
体でもって搬送することができる。より多くの量の流体を注入すると、生検管路を膨張さ
せたり、あるいは、器官内におけるガーゼの位置をずらせてしまったり、しかねない。
【００３５】
一例においては、市販されている Gelfoam（登録商標）製の約１．５ｍｍ厚さのシートか
らカットされた２０ｍｍ×２ｍｍというサイズのガーゼ（１８）は、湿潤した上で、１８
ゲージという規格の約１５ｃｍ長さの生検針を通して、０．９ｍｌという量の流体でもっ
て注入することができる。この例におけるアダプタは、約０．３８ｃｍという第１直径（
Ｄ1 ）と、約０．１４ｃｍという第２直径（Ｄ2 ）と、約３．８０ｃｍという全体長さと
、約４５°というテーパー角度と、を有している。約０．３ｍｌの流体をゆっくりと注入
することにより、ガーゼ（１８）を湿潤させ、所定量の流体でもってアダプタを充填する
。その後、約０．３ｍｌの流体を注入することにより、アダプタ（１２）から生検針（１
６）内へとガーゼ（１８）が注入される。最後に、約０．３ｍｌの流体を注入することに
より、ガーゼ（１８）を、生検管路内へと搬送する。アダプタ（１２）から針（１６）内
へのガーゼの導入、および、針から生検管路へのガーゼ（１８）の搬送は、約０．６ｍｌ
という量の流体を注入することによって、１ステップでもって行うことができる。最少の
外来流体を使用してのガーゼの正確かつ完全な注入は、このような容量注入技術によって
得られる。
【００３６】
図５に示すアダプタの代替可能な実施形態においては、ガーゼ（１８）の導入時に流体を
抜くための抜き穴（４４）が、アダプタ（１２）の第２端部（３４）のところにおいて先
端からわずかに離間した位置において、壁を貫通して延在している。図５に示すように、
使用者は、アダプタ（１２）の第２端部（３４）の開口を指で押さえる。これにより、ア
ダプタからのガーゼの飛び出しが防止される。シリンジ（１４）のプランジャ（５０）を
ゆっくりと押圧することにより、流体がアダプタ（１２）内へと進入し、ガーゼを湿潤さ
せる。好ましくは、アダプタ（１２）内へと流体が進入してからガーゼ（１８）が湿潤さ
れるまで、数秒間だけ待つ。ガーゼ（１８）が湿潤された後には、さらなる流体を、アダ
プタ（１２）内へと急速に注入する。これにより、ガーゼ（１８）は、アダプタの第１端
部（３０）からアダプタの第２端部（３４）に向けて、移動する。ガーゼ（１８）がアダ
プタ（１２）のテーパー部（４２）によって圧縮される際には、空気や流体は、抜き穴（
４４）を通ってアダプタから抜けることができる。ガーゼ（１８）が、図５に示すような
第２端部（３４）に対しての隣接位置にまで移動したときには、流体注入が停止される。
湿潤ガーゼ（１８）が先端部内に配置された状態のアダプタ（１２）は、生検管路内の止
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血を容易とし得るよう生検針を通してガイドワイヤを挿入することの待受状態となってい
る。
【００３７】
テーパー部（４２）を通してのガーゼ（１８）の前進時にアダプタ（１２）の先端部を指
で押さえる代わりに、着脱可能なキャップを使用することができる。また、抜き穴（４４
）を省略して、スクリーン、または、スクリーンを有したキャップを使用することによっ
て、ガーゼ（１８）の飛び出しをスクリーンによって防止しつつも、スクリーンを通して
流体を通すことができる。ベントキャップ（抜き穴付きキャップ）の一例については、図
１４および図１５を参照して詳細に後述する。
【００３８】
搬送システムの代替可能な実施形態が、図７に示されている。この場合、アダプタ（１２
）には、ガーゼの注入を観測するための圧力指示器（６４）が設けられている。好ましく
は、圧力指示器（６４）は、アダプタ（１２）の側面上に形成されたルアー取付具（６６
）のところに、着脱可能に取り付けられる。圧力指示器（６４）は、アダプタ（１２）内
の圧力に依存して、図７に示すような凸形状に膨出した状態と、フラット状態と、の間に
わたって移行可能とされている。ガーゼ（１８）が生検針から生検管路内へと押し出され
たときには、生検針（１６）とアダプタ（１２）とシリンジ（１４）との内部圧力が、低
下することとなる。これにより、圧力ドーム（６８）は、図７に示すような凸状態から、
フラット状態へと、移行する。これにより、ガーゼの搬送が完了したことを認識すること
ができる。
【００３９】
図８は、アダプタの代替可能な実施形態（１２ａ）を示している。このアダプタ（１２ａ
）においては、テーパー部（４２ａ）が短く、急峻である。図２や図８におけるアダプタ
の特定のサイズおよび形状は、生検針のサイズや組織試料のサイズや、搬送すべきガーゼ
のサイズに応じて、変更することができる。１８ゲージの生検針を通して生体吸収可能ス
ポンジ製ガーゼ（１８）を搬送する場合の図８のアダプタ（１２ａ）の一例は、第１アダ
プタ直径（Ｄ1 ）が約０．２５ｃｍあるいはそれ以上であり、好ましくは０．３０～０．
８０ｃｍであり、第２アダプタ直径（Ｄ2 ）が約０．２５ｃｍあるいはそれ以下であり、
好ましくは０．０５～０．２３ｃｍである。テーパー部（４２ａ）の壁がアダプタ（１２
ａ）の長さ方向軸に対してなす角度は、５°～９０°にわたって変更することができ、好
ましくは３０°～６０°である。テーパー部（４２ａ）は、断面視において実質的に直線
状の内面を有するものとして図示されている。しかしながら、テーパー部（４２ａ）は、
断面視において、凸状面や凹状面を有することもできる。アダプタ（１２ａ）に関して上
述した寸法は、肝臓の生検において最も一般的に使用されている１８ゲージの生検針に対
して適切なものである。皮膚や肺に対して使用されるより大径の生検針または套管のいく
つかに対しては、アダプタ寸法を、それらに応じて大きいものとすることができる。
【００４０】
また、図８は、アダプタの基端が、標準的なシリンダ取付具よりも大径である場合に、ア
ダプタ（１２）とシリンジ（１４）とを連結するためのコネクタ（７０）を示している。
コネクタ（７０）は、シリンジ（１４）に対しての連結のための第１端部（７２）と、ア
ダプタ（１２）に対しての連結のための第２端部（７４）と、を有している。
【００４１】
本発明において使用するのに好適な生体吸収可能スポンジ材料の１つのタイプは、Upjohn
社によって製造されている Gelfoam（登録商標）である。Gelfoam は、多孔質の柔軟な架
橋されたゼラチン材料であり、予圧縮したスポンジとしてまたは非圧縮のスポンジとして
、シートの形態で市販されている。この材料は、ガーゼ（１８）として予成形することが
できる、あるいは、パンチ（１０）やステンシルやテンプレートやナイフを使用して、上
述のようにガーゼとして形成することができる。湿潤後には、ガーゼ（１８）は、容易に
圧縮することができ、ガーゼの元々の横断面積よりも小さな横断面積を有した管腔内に適
応することができる。加えて、搬送時の湿潤ガーゼの鍛錬は、Gelfoam 内に拘束されてい
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る空気を追い出して流体と置換することを推進し、これにより、搬送時の急速な膨張を可
能とする。予圧縮された Gelfoamからなるガーゼ（１８）が湿潤されて搬送時に鍛錬され
た（空気が追い出された）ときには、ガーゼは、吸収能力を有することとなり、搬送時に
、元々の乾燥時容積の数倍（例えば、３倍あるいはそれ以上）へと急速に膨張することが
できる。非圧縮の Gelfoamからなるガーゼ（１８）が湿潤されて搬送時に鍛錬された（空
気が追い出された）ときには、ガーゼは、吸収能力を有することとなり、搬送時に急速に
膨張することができる。これらの特性は、Gelfoam 製スポンジ材料を、生検部位の止血を
容易とするに際して、特に有効なものとする。
【００４２】
アダプタ（１２）内におけるまたアダプタ（１２）と針（１６）との間における急峻な管
腔内径の変化は、生体吸収可能スポンジ材料の『鍛錬』を改良して生体吸収可能スポンジ
材料の湿潤を改良する。これにより、湿潤状態で搬送される生体吸収可能スポンジの膨張
特性が改良される。図９および図１０に示すアダプタの代替可能な実施形態においては、
アダプタの管腔内には、拡径領域や凹所領域や不規則形状領域が、設けられている。これ
により、生体吸収可能スポンジ材料に対して付加的な鍛錬作用がもたらされ、スポンジの
膨張特性をさらに改良する。
【００４３】
図９のアダプタ（１２ｂ）は、管腔に、２つの拡径領域（７２）を備えている。生体吸収
可能スポンジ製ガーゼ（１８）がアダプタ（１２ｂ）の管腔を通って移動したときには、
アダプタによってスポンジ材料が膨張と圧縮とを繰り返すこととなり、ガーゼの鍛錬が増
強される。図１０は、アダプタの他の代替可能な実施形態（１２ｃ）を示している。この
アダプタ（１２ｃ）は、生体吸収可能スポンジ製ガーゼ（１８）の鍛錬度合いを改良し得
るよう、複数のジグザグ状の不規則形状部（７４）を備えている。不規則形状部（７４）
は、好ましくは、比較的円滑な表面とされていて、生体吸収可能スポンジ材料が不規則部
に引っ掛かってしまうことを防止する。
【００４４】
図１１は、アダプタの代替可能な実施形態（１１２）を示しており、アダプタには、ガー
ゼ形成テンプレート（１２２）が取り付けられている。図１１に示すように、アダプタ（
１１２）は、メス型ルアー（１３２）を有した基端部（１３０）と、オス型ルアー（１３
６）を有した先端部（１３４）と、を備えている。ガーゼ（１１８）は、基端部（１３０
）内に挿入されている。アダプタ（１１２）内には、ガーゼ（１１８）を生検針内へと圧
入するためのテーパー部（１４２）が設けられている。
【００４５】
生体吸収可能スポンジ材料製ガーゼ（１１８）の搬送時に際しては、最少の流体量でもっ
て所望量のスポンジ材料を搬送することが重要である。最少量の流体でもってスポンジ材
料を搬送し得るいくつかのデバイスおよび方法においては、図１１に示すようなガーゼ配
置と、図１４および図１５に示すようなガーゼ係止用ベントキャップと、を使用し、図１
６に示すように、搬送時に生検針を引き抜く。
【００４６】
基端側の横断面積方が大きいガーゼ（１１８）の方が、横断面積が一定のガーゼや基端側
の横断面積の方が小さいガーゼよりも、より容易に搬送される。図１１は、基端側の横断
面積が先端側の横断面積のほぼ２倍であるようなガーゼ（１１８）を図示している。ガー
ゼ（１１８）の先端部における質量が小さいことにより、アダプタ（１１２）内へのガー
ゼの挿入が容易とされている。ガーゼの先端部が細いことにより、套管を通してのガーゼ
の搬送に抵抗性をもたらす大きな背圧を生成することなく、搬送套管または生検針を通過
することができる。ガーゼ（１１８）の基端部が大きいことにより、アダプタ（１１２）
および套管（１６）の内部において良好なシールがもたらされる。これにより、ガーゼの
推進のために、最少量の流体を使用するだけで良い。ガーゼ（１１８）の基端部における
質量の大きさは、生検管路に対して搬送されるスポンジ材料の量を多くする。
【００４７】
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基端部の横断面積が大きいガーゼ（１１８）は、様々な方法で作製することができる。例
えば、スポンジ材料製シートからガーゼ（１１８）が形成される場合には、基端部におけ
る大きな質量は、基端部が大きくなるようにしてガーゼをカットすることにより、得るこ
とができる。これに代えて、ガーゼ（１１８）は、折曲や、巻付（ローリング）や、圧縮
や、あるいは、スポンジ材料を所望形状へと変更するその他の手法によって、形成するこ
とができる。ガーゼの基端側質量は、また、ガーゼの基端部に対して別の材料片を追加す
ることによっても、増大させることができる。この追加的な材料は、層状化や巻付や巻回
や他の任意の方法によって、ガーゼに対して取り付けることができる。ガーゼは、また、
モールド成型やバンプ押出やディッピング等によって、形成することもできる。基端部に
おける大きな横断面積は、一般に、先端部の横断面積の１．２～４倍とされる。加えて、
横断面積の大きな基端部は、好ましくは、ガーゼの全体長さの１／８～３／４という割合
の長さとされる。
【００４８】
図１１に示すガーゼ（１１８）は、図１３に示すようなテンプレート（１２２）を利用す
ることによって、生体吸収可能スポンジ製シート（２０）から材料ストリップをカットす
ることにより形成されたものである。ストリップがカットされた後に、ストリップの基端
部を折り曲げてストリップ自身の上に重ねることにより、基端部の横断面積と質量とが大
きいガーゼ（１１８）が形成された。２０ゲージの生検針または套管内の搬送に適した G
elfoam製ガーゼの好ましい実施形態の一例は、２．５４×３８．１×１．５２４ｍｍ（０
．１×１．５×０．０６インチ）というサイズであり、全体長さが２２．８６ｍｍ（０．
９インチ）となるように、図１１の示すような形態に折り重ねられている。３．１７５ｍ
ｍ（０．１２５インチ）という最大内径のアダプタ（１１２）内にこのガーゼ（１１８）
を配置することにより、ガーゼを、２０ゲージのまたはこれよりも大きな生検針に対して
搬送することができる。他の共通の生検手順においては、わずかに大きなガイド套管を通
して１８ゲージのまたはこれよりも大きな生検針を使用し、この生検針内にやや大きめの
ガーゼを受領する。コア試料を採取しガイド套管から生検針を引き抜いた後には、ガーゼ
（１１８）は、生検部位にまで套管を通して搬送することができる。１８ゲージのまたは
これよりも大きな生検針を使用しているシステムにおいて使用するためのガーゼ（１１８
）は、２．７９４～３．０４８ｍｍ（０．１１～０．１２インチ）という幅と７９．３７
５ｍｍ（３．１２５インチ）という長さと１．５２４ｍｍ（０．０６インチ）という厚さ
とを有したストリップから形成することができ、全体長さが５５．８８ｍｍ（２．２イン
チ）となるように折り重ねることができる。一重厚さの先端部と二重厚さの基端部とを有
してなるガーゼは、最大内径が約３．１７５ｍｍ（０．１２５インチ）であるようなアダ
プタから、搬送することができる。
【００４９】
テンプレート（１２２）を利用して、大きな基端部を有したガーゼ（１１８）を形成する
ための一方法が、図１３に示されている。テンプレート（１２２）は、全体的にはフラッ
トプレートであって、テンプレートの１つまたは複数のエッジに沿って、凹所（１２４）
を有している。これら凹所（１２４）は、ガーゼとして好ましい幅および長さに対応した
、幅および長さとされている。凹所（１２４）は、ガーゼを折り曲げるべきところに、隆
起バー（１２６）を形成している。テンプレートが、生体吸収可能スポンジ材料からなる
シート（２０）上に押し付けられたときには、バー（１２６）が、スポンジ材料に凹みま
たはグルーブを形成する。使用者は、ブレードでもって、テンプレート（１２２）の側方
エッジ（１２８）および端部エッジ（２９）に沿ってカットする。これにより、スポンジ
材料からなるストリップが形成される。その後、ストリップを、バー（１２６）により形
成されたグルーブまたは折り目に沿って折り曲げる。これにより、ガーゼ（１１８）が形
成される。カット時には、テンプレート（１２２）に対して下向き圧力を印加することに
よってスポンジシートを固定的に保持することが重要である。これは、スポンジ材料の裂
けや破断を防止するためである。ガーゼを形成しようとしてスポンジ材料製ストリップを
折り曲げる前に、ストリップを、テンプレートのフラット面でもって押圧することができ



(11) JP 4271375 B2 2009.6.3

10

20

30

40

50

る。これにより、スポンジを圧縮して、アダプタ（１１２）内へのガーゼ導入を容易とす
ることができる。
【００５０】
アダプタ（１１２）に対して取り付けられたプレートとしてテンプレート（１２２）が図
示されているけれども、テンプレートを別部材とし得ることは、理解されるであろう。加
えて、テンプレート（１２２）は、様々なサイズの生検針を通しての搬送に好適であるよ
う様々なサイズのガーゼを形成するためのガイドをもたらすことができる。テンプレート
（１２２）には、折り目形成バー（１２６）を設けてもあるいは設けなくても良い。テン
プレート（１２２）は、透明体とすることも不透明体とすることもできる。不透明体の形
態においては、凹所（１２４）のエッジを使用して、スポンジシート（２０）のエッジに
対してのテンプレートの位置合わせを行うことができる。一方、テンプレートが透明体で
ある場合には、凹所を省略することができて、スポンジシートのエッジとテンプレートと
の位置合わせの補助をなす視覚的表示すなわちラインを設けることができる。
【００５１】
図１４および図１５は、アダプタ（１１２）と関連して使用するための好ましいベントキ
ャップ（抜き穴付きキャップ）（７０）を示している。図５を参照して上述したように、
抜き穴を使用することによって、アダプタ内におけるガーゼの湿潤および前進を補助する
ことができる。特に、抜き穴は、搬送を行うに先立って、アダプタ（１１２）内の好まし
い軸方向位置にまで移動させることができる。加えて、抜き穴は、搬送に先立っての、ガ
ーゼへの流体注入とガーゼからの空気抜きとを可能とする。図１４に示すベントキャップ
（７０）は、メス型ルアー連結具（７２）を備えている。メス型ルアー連結具（７２）フ
ランジ（７４）を有しており、このフランジは、アダプタ（１１２）のオス型ルアー（１
３６）に受領される。ベントキャップ（７０）は、さらに、円錐形状部（７６）を備えて
いる。この円錐形状部は、アダプタ（１１２）の先端部（１３４）内へと進入し得るよう
に構成されている。円錐形状部（７６）は、１つまたは複数の流体通路すなわち抜き穴（
７８）を有している。抜き穴（７８）は、ベントキャップを通しての空気および流体の通
過を可能としつつも、生体吸収可能スポンジ製ガーゼ（１１８）のベントキャップを通し
ての通過は阻止することができる。これに代えて、抜き穴は、ベントキャップ（７０）と
アダプタ（１１２）との間に配置することもできる。好ましくは、円錐形状部（７６）の
外面は、アダプタ（１１２）の先端部においてアダプタ（１１２）の管腔に対してのシー
ルを形成する。抜き穴（７８）の内径は、０．１２７～０．５０８ｍｍ（０．００５～０
．０２インチ）とされ、好ましくは０．２５４ｍｍ（０．０１インチ）とされる。この小
さな抜き穴（７８）は、アダプタ（１１２）のパージ、および、アダプタ（１１２）から
の流体や空気の抽出を可能とする。しかしながら、例えば３４．５ｋＰａ（５ｐｓｉ）あ
るいはそれ以上といったような高圧がかかったとしても、抜き穴を通してガーゼを通過さ
せることはない。ベントキャップ（７０）を使用することにより、シリンジによって高圧
を印加して、ガーゼを湿潤させることができる。高圧によって流体がガーゼを移動させ、
これにより、スポンジ材料の湿潤が急速に行われる。シリンジによって流体パルスを繰り
返すことにより、より完全なガーゼの湿潤がもたらされる。
【００５２】
ベントキャップ（７０）は、さらに、ガーゼ（１１８）を、図１５に示すようなアダプタ
（１１２）の先端近傍という好ましい軸方向位置に配置する。アダプタの先端からは離間
しているというガーゼ（１１８）の図示のような配置は、アダプタ（１１２）と、アダプ
タの先端に対して取り付けられている生検針ハブ（２８）と、の間にガーゼが引っ掛かる
ことを防止する。加えて、ガーゼを湿潤させ終わってベントキャップ（７０）を取り外し
たときには、スポンジ材料は、膨張することによって、アダプタ（１１２）の先端から飛
び出そうとする傾向がある。したがって、ベントキャップ（７０）の円錐形状部（７６）
は、好ましくは、アダプタ（１１２）内へと、０．２５４～２．５４ｍｍ（０．０１～０
．１インチ）だけ進入する、より好ましくは、０．２５４～０．７６２ｍｍ（０．０１～
０．０３インチ）だけ進入する。
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【００５３】
本発明においては、ベントキャップ（７０）のうちの、アダプタ（１１２）の管腔内へと
進入する部分は、例えばドーム形状や円筒形状やあるいは他の形状といったように、任意
の所望の形状とすることができる。
【００５４】
上述したように、ガーゼは、生検針または套管（１６）を静止状態に保持したまま生検管
路へと搬送することができ、生検針を通してガーゼを注入することができる。さらなるガ
ーゼの搬送が要望されたときには、さらなるガーゼを収容し得る距離だけ生検針を引き出
し、その後、さらなるガーゼを注入することができる。
【００５５】
本発明の代替可能な実施形態においては、生検管路内へとガーゼを搬送する方法として、
ガーゼ（１８）の搬送時に生検針または套管（１６）を引き抜き、生検管路へとつながる
長尺トレイル内においてガーゼを搬送することができる。生検管路全体を充填しているト
レイル内への生体吸収可能スポンジ材料の配置は、生検管路全体にわたった止血をもたら
すというさらなる利点がある。これは、肝臓や腎臓や脾臓や他の脈管系器官といったよう
な過度の出血を起こす傾向のある器官内の生検管路の出血を停止させるという点において
、特に有効である。
【００５６】
生検管路内において生体吸収可能スポンジ材料のトレイルを得るために、本発明のある方
法においては、所定量の流体によって生検針内へのガーゼの搬送を行う。その後、生検針
が速度（Ｖ）でもって引き抜かれ、一方、ガーゼ材料は、生検針に対しての速度（Ｅ）で
もって生検針から放出される。生検針が引き抜かれる速度（Ｖ）は、生体吸収可能スポン
ジ材料が搬送される速度（Ｅ）と等しいかあるいは速度（Ｅ）よりも小さい速度とされる
。生検管路内における生体吸収可能スポンジ材料のための所望トレイルを得るために、流
体注入および針の引き抜きの制御は、注入制御デバイスによって制御することができる。
【００５７】
図１６に示されている本発明の代替可能な実施形態においては、アダプタを使用して生検
針（１６）内へとガーゼを搬送し、その後、アダプタを生検針から取り外すことができる
。その次に、生検針の挿入のために通常生検針（１６）に設けられているプランジャーす
なわちスタイレット（８０）を使用することにより、生検針からガーゼが搬送される。図
１６に示すように、生検針は、組織（８４）を貫通しており、組織コアの採取のために、
器官（８６）内へと進入している。生検後には、ガーゼが針（１６）内へと注入され、プ
ランジャー（８０）が、プランジャの先端がガーゼ（１１８）の基端に当接するようにし
て、生検針内に配置される。そして、プランジャー（８０）を静止状態に維持したまま、
生検針（１６）が、生検部位から引き抜かれる。プランジャー（８０）は、生検管路を充
填しているトレイル（８８）内へとガーゼ（１１８）を押し出す。トレイル（８８）は、
好ましくは、器官（８６）の表面のところにまであるいは器官表面を超えたところにまで
、生検管路全体にわたって延在している。生体吸収可能スポンジ材料からなるトレイル（
８８）の搬送は、生体吸収可能スポンジ材料からなる複数の個別の断片を搬送することと
比較して、利点をもたらす。なぜなら、トレイルは、管路全体にわたっての止血をもたら
すことができるからである。これとは逆に、生体吸収可能スポンジ材料からなる断片が、
器官の表面から１～２ｃｍの深さのところにおいて管路内へと搬送された場合には、この
１～２ｃｍの生検管路は、かなりの出血を続けてしまうこととなる。
【００５８】
トレイルとしてのガーゼ搬送の変形例として、ガーゼは、プラグとして搬送することがで
きる。プラグを搬送するためには、プランジャー（８０）を針（１６）内へと前進させ、
針の先端を静止状態に維持しつつ、針の先端からガーゼを押し出す。また、プラグとトレ
イルとの搬送の組合せを使用することもできる。ガーゼ材料は、単一の解剖学的構造内へ
と全体的に搬送することができる、あるいは、例えば器官とこの器官を囲む組織や表層と
いったような２つのまたはそれ以上の解剖学的構造にまたがって搬送することができる。
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【００５９】
本発明は、生体吸収可能スポンジの搬送を主として意図するものではあるけれども、本発
明によるデバイスやシステムや方法においては、生体吸収不可能なスポンジを搬送するこ
ともできる。生体吸収不可能なスポンジは、手術後に生検部位または生検管路に配置する
必要がある場合には、望ましい。
【００６０】
ガーゼ（１８）は、矩形横断面を有するものとして図示され説明されたけれども、他の形
状のガーゼを使用することもできる。例えば、ガーゼは、例えば矩形横断面や円形横断面
といったような任意の形状に予成形することができる、また、ガーゼは、生体吸収可能ス
ポンジ材料からなる薄いシートから丸めることができる。ガーゼ（１８）は、複数の横断
面形状や、星形横断面や、折畳み横断面を有するものとすることができ、乾燥ガーゼ内に
は、貫通孔やブラインドホールを形成することができる。加えて、ガーゼのサイズおよび
形状は、特定の搬送部位のサイズおよび形状に適合したものとすることができる。例えば
フィンといったような特徴物が設けられることによって表面積が増大されたガーゼ形状で
あると、より急速に湿潤を行うことができる。
【００６１】
生体吸収可能スポンジ製ガーゼ（１８）がなす連続構造は、ペーストや液体と比較して、
より固定的でありかつより信頼性の高い配置をもたらし、搬送済みガーゼの部分的引き戻
しや取出や移動さえも可能とする。しかしながら、場合によって、ある種の細い針を使用
してガーゼが搬送され、搬送済みガーゼを生検管路内においていくつかの部分としたとき
には、ガーゼが、剪断したりあるいは裂けたりあるいは破断したりする可能性がある。図
１７に示すようなトレイル中継チャンバ（１５０）を使用すれば、生検針や他の套管内に
ガーゼを搬送するに先立って、延伸したガーゼを視覚的に観測することができる。
【００６２】
トレイル中継チャンバ（１５０）は、長尺の搬送チューブ（１５２）を備えており、搬送
チューブは、アダプタ（１２）に対しての連結のための基端取付具（１５４）と、生検針
または套管に対しての連結のための先端取付具（１５８）と、を有している。先端取付具
（１５８）に対して連結可能なベントキャップ（１５６）を、使用することもできる。ベ
ントキャップ（１５６）は、アダプタ（１２）からトレイル中継チャンバ（１５０）への
ガーゼの搬送時に、ガーゼの連続性の維持能力を増大させる。
【００６３】
使用時には、ガーゼが、流体の注入によってアダプタ（１２）からトレイル中継チャンバ
（１５０）へと搬送され、ガーゼの先端部がベントキャップ（１５６）に当接した状態と
される。延伸されたガーゼは、中継チャンバ（１５０）内において視認することができ、
これにより、ガーゼの連続性が維持されているかどうかを決定することができる。ギャッ
プとか空隙とかが観測されたときには、ベントキャップ（１５６）を取り外してガーゼを
追い出すことによって、そのガーゼは、廃棄される。その後、新たなガーゼが、中継チャ
ンバ（１５０）内へと注入される。中継チャンバ（１５０）内においてガーゼの連続性が
確認された後に、ベントキャップ（１５６）が取り外され、中継チャンバには、生検套管
が連結される。そして、上述のようにして、生検管路に対してガーゼが搬送される。ベン
トキャップ（１５６）は、アダプタと関連して使用し得るよう上述したような様々な構造
とすることができる。ベントキャップに代えて、抜き穴を使用することもできる。
【００６４】
ガーゼの不連続性は、多くの場合、ガーゼの前進を制御していないことの結果である。ガ
ーゼの不連続性により、ガーゼの一部が裂けてしまったり、ガーゼが分裂したりする。ベ
ントキャップ（１５６）は、アダプタ（１２）からトレイル中継チャンバ（１５０）への
ガーゼ搬送時に、ガーゼの連続性の維持を補助する。ある実施形態においては、ベントキ
ャップ（１５６）には、ガーゼがアダプタからトレイル中継チャンバ（１５０）へと搬送
される際に十分な背圧または抵抗性が得られるようなサイズの抜き穴が形成されている。
ガーゼがトレイル中継チャンバ（１５０）へと搬送される際には、ガーゼは、ガーゼの前
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方側の媒体を移動させる。移動された媒体は、抜き穴を通して流出する。抜き穴によって
形成された抵抗性は、アダプタ（１２）からトレイル中継チャンバ（１５０）へのガーゼ
の部分的な望ましくない急激な前進を効果的に制限するためのダンパとして機能する。し
たがって、ガーゼの不連続性が最小化される、あるいは、除去される。
【００６５】
当業者には、媒体として非圧縮性流体または粘性流体を使用することにより、アダプタ（
１２）からトレイル中継チャンバ（１５０）へのガーゼの搬送時に、ガーゼに対してのさ
らなるダンピング効果が得られることは、明らかであろう。
【００６６】
図１８～図２４を参照して、ベントキャップの代替可能な実施形態について説明する。ベ
ントキャップは、開状態と閉状態との間にわたって移行可能とされているバルブ部材を備
えている。バルブ部材は、閉状態においては、アダプタ（１２）からのガーゼの搬送時に
、トレイル中継チャンバ（１５０）内においてガーゼに対する背圧または抵抗性を生成し
得るものとして、構成されている。バルブ部材に対して所定以上の力が印加されたときに
は、バルブ部材は、閉状態から開状態へと移行する。開状態においては、ガスおよび／ま
たは流体は、ベントキャップを通して流出することができる。
【００６７】
例えば、ベントキャップの代替可能な実施形態が、図１８に示されている。この場合、ベ
ントキャップ（２５６）は、抜き穴（２５５）とスプリング（２５７）とを備えている。
スプリング（２５７）は、ボールバルブ（２５８）を付勢している。抜き穴（２５５）は
、ベントキャップ（２５６）を貫通して延在しており、一連の開口から形成されている。
一連の開口とは、基端側開口（２５５ａ）と、先端側開口（２５５ｂ）と、これら基端側
開口および先端側開口の間に位置した中間開口（２５５ｃ）と、である。図示の状況では
、ボールバルブ（２５８）は、閉状態であって、スプリング（２５７）がボールバルブを
付勢して、先端側開口（２５５ｂ）を閉塞している。
【００６８】
動作時には、湿潤ガーゼ（１１８）が、アダプタ（１２）からトレイル中継チャンバ（１
５０）へと前進駆動される。その場合、ガーゼは、ガーゼよりも前方側に位置したガスお
よび／または流体（すなわち、媒体）を、追い出す。このような媒体の追出によって、ト
レイル中継チャンバ（１５０）がパージされる。媒体がボールバルブ（２５８）に打ち勝
つほど十分な力を印加したときには、ボールバルブが、閉状態から開状態へと移行し、こ
れにより、媒体は、先端側開口（２５５ｂ）を通過することができる。したがって、スプ
リングによって付勢されたボールバルブ（２５８）は、一方向バルブとして機能し、ガス
または流体を、抜き穴（２５５）を通過させることができる。
【００６９】
図１９に示すようなベントキャップの他の実施形態においては、ベントキャップ（３５６
）は、抜き穴（３５５）とフラッパバルブ（３５８）とを備えている。フラッパバルブ（
３５８）は、閉状態で図示されている。抜き穴（３５５）は、ベントキャップ（３５６）
を貫通して延在しており、基端側開口（３５５ａ）と、先端側開口（３５５ｂ）と、を有
している。図１８の実施形態の場合と同様に、ガーゼが、媒体を追い出したときには、フ
ラッパバルブ（３５８）に対して力を印加する。媒体がフラッパバルブ（３５８）に対し
て十分な力を印加したときには、フラッパバルブは、閉状態から開状態へと移行し、これ
により、媒体は、先端側開口（３５５ｂ）を通過することができる。したがって、フラッ
パバルブ（３５８）は、一方向バルブとして機能し、ガスまたは流体を、抜き穴（３５５
）を通過させることができる。
【００７０】
図２０に示すようなベントキャップのさらに他の実施形態においては、ベントキャップ（
４５６）は、指（４５７）をバルブ部材として機能させる点を除いては、図１９の実施形
態と実質的に同様である。指（４５７）が抜き穴（４５５）を閉塞しているときには、指
は、アダプタ（１２）からのガーゼの搬送時にトレイル中継チャンバ（１５０）内におい
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てガーゼに対しての背圧または抵抗性をもたらす。
【００７１】
図２１および図２２には、ベントキャップの代替可能な実施形態が、図示されている。こ
の場合、ベントキャップ（５５６）は、抜き穴（５５５）とネジ山部（５５７）と少なく
とも１つの排出穴（５５８）とを備えている。ニードルバルブ（５５９）は、針状長尺部
材（５６０）と、ベントキャップ（５５６）のネジ山部（５５７）と螺合するネジ山部（
５６１）と、を有している。抜き穴（５５５）は、基端側開口（５５５ａ）と、先端側開
口（５５５ｂ）と、を有している。図２１に示すようにニードルバルブ（５５９）が閉状
態にあるときには、針状長尺部材（５６０）は、先端側開口（５５５ｂ）を貫通している
。これにより、この先端側開口を閉塞しているとともに、排出穴（５５８）を閉塞してい
る。ニードルバルブ（５５９）を回転させることにより、ニードルバルブの位置を変える
ことができる。特に、ニードルバルブは、矢印Ａの向きに移動させることができ、これに
より、図２１に示す閉状態から図２２に示す開状態へと移行させることができる。開状態
においては、針状長尺部材（５６０）は、先端側開口（５５５ｂ）を閉塞しておらず、そ
のため、ガスまたは流体は、先端側開口（５５５ｂ）を通過しさらに排出穴（５５８）を
通過して、ベントキャップ（５５６）から排出される。
【００７２】
図２３および図２４に示すような、ベントキャップのさらに他の実施形態においては、ベ
ントキャップ（６５６）は、ベントキャップを貫通する抜き穴（６５５）を備えている。
抜き穴（６５５）は、基端側開口（６５５ａ）と先端側開口（６５５ｂ）とを有している
。ストップコックバルブ（６５７）は、通路（６５８）を有したものであって、ハンドル
（６５９）に対して連結されている。ストップコックバルブ（６５７）は、ベントキャッ
プ（６５６）内において、基端側開口（６５５ａ）と先端側開口（６５５ｂ）との間に、
回転可能に取り付けられている。図２３においては、ストップコックバルブ（６５７）は
、閉塞状態であり、通路（６５８）が妨害されるような配置とされている。図２４におい
ては、ストップコックバルブ（６５７）は、スライド可能であって、ハンドル（６５９）
によって矢印（Ｂ）で示す向きにストップコックバルブを回転させることによって、スト
ップコックバルブが図２３に示す閉塞状態から開状態へと移行する。ストップコックバル
ブ（６５７）が、開状態にあるときには、ガスおよび／または流体は、先端側開口（６５
５ｂ）を通過することができ、さらに、通路（６５８）を通過することができて、ベント
キャップ（６５６）から排出される。また、ストップコックバルブ（６５７）は、ベント
キャップ（６５６）に対してのシールを形成し、これにより、ストップコックバルブが閉
塞状態にあるときには、ガスや流体の漏洩が防止される。
【００７３】
当業者であれば、手動バルブや自己駆動型バルブや調節可能なバルブといったような多く
のタイプのバルブを使用することは、容易である。これに代えて、バルブ部材としては、
任意の適切な手段を使用することができる。限定するものではないものの、例えば、Touh
y-borst バルブや、あるいは、アダプタ（１２）からトレイル中継チャンバ（１５０）へ
のガス流または流体流を制御し得るような他の手段を使用することができる。これら任意
の態様を、トレイル中継チャンバの先端部との界面に配置したりあるいはトレイル中継チ
ャンバの先端部内に組み込み得ることは、明瞭であろう。
【００７４】
図２５および図２６に示すような代替可能な実施形態においては、例えばロッドといった
ような機械的インターフェース（７５８）が、ガーゼの一部が不用意に急激に突出するこ
とを制限するためのダンパとして機能する。ロッド（７５８）は、ベントキャップ（７５
６）の抜き穴（７５５）を貫通しており、ベントキャップ（７５６）に対してスライド可
能に移動可能である。また、ロッド（７５８）は、トレイル中継チャンバ（７５０）の長
尺透明チューブ（７５２）に対してスライド可能に適合するように、構成されている。ベ
ントキャップ（７５６）は、トレイル中継チャンバ（７５０）の先端部（７６０）に対し
て連結することができる。ロッド（７５８）は、長尺透明チューブ（７５２）の管腔（７
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６２）のうちの少なくとも一部を占めるようにして延在する。好ましくは、管腔（７６２
）の長さ全体を占めるようにして延在する。ロッド（７５８）は、さらに、トレイル中継
チャンバ（７５０）内の所望先端側位置においてガーゼを係止するための係止部材（７６
４）を備えている。係止部材（７６４）が、長尺透明チューブ（７５２）の管腔（７６２
）に対してスライド可能に適合することは、理解されるであろう。係止部材（７６４）は
、係止部材と、長尺透明チューブ（７５２）の管腔（７６２）と、の間の引っ掛かり（グ
リップ）を容易とするよう、粗面化された表面を有することができる。粗面化された表面
は、面どうしの間の摩擦を増大させる。粗面化表面は、限定するものではないが例えばグ
ルーブやリッジやリブといったような任意の適切な手段を有することができる。
【００７５】
代替可能な実施形態においては、ロッド（７５８’）は、ロッドをベントキャップに対し
て移動させるに際して、媒体から所定軸方向力を受ける必要があるように、ベントキャッ
プ（７５６’）に対して界面適合する。この界面適合度合いは、ベントキャップ（７５６
’）に調節可能な圧縮リングを設けることによって、あるいは、ベントキャップ内に調節
ネジを設けることによって、調節することができる。
【００７６】
他の実施形態においては、係止手段（７６４”）は、長尺透明チューブ（７５２”）の管
腔（７６２”）に対しての界面適合される。この構成においては、係止手段（７６４”）
とロッド（７５８”）とを、長尺透明チューブ（７５２”）に対して移動させるためには
、媒体から印加された力といったような所定の軸方向力が要求される。この実施形態にお
いては、ベントキャップ（７５６”）を省略することができる。
【００７７】
図２７に示すさらに別の実施形態においては、例えばスプリング（８６０）によってロッ
ド（８５８）に対して外部からの軸方向力が印加される。このスプリング（８６０）は、
ベントキャップ（８５６）と、ロッド（８５８）の一端と、を連結している。あるいは、
他の代替可能な実施形態においては、スプリング（８６０）に代えて、ダッシュポット機
構を使用することができる。
【００７８】
ロッドに対して外力を印加するための任意の手段が、アダプタ（１２）からトレイル中継
チャンバ（１５０）へとガーゼを搬送するに際して、ガーゼに対しての抵抗性またはダン
ピング機能をもたらすことは、当業者であれば理解されるであろう。例えば、操作者の指
によってロッドに対しての外力を印加する場合であっても、適切な印加であれば、上述の
実施形態と同様の所望の背圧または抵抗性が生成される。
【００７９】
生検管路へとガーゼ材料からなる連続トレイルを搬送し得ることは、ある種の生検におい
ては非常に重要であり、他の生検においてはそれほど重要ではない。例えば、肺の生検を
行うに際しては、ガーゼ材料の搬送が不連続的であると、気胸や血胸が起こり得る。気胸
は、胸膜空間内にガスが集積することによって起こり、血胸は、胸膜空間内に血液が集積
することによって起こる。
【００８０】
透明チューブ（１５２）の内径は、アダプタの最大内径（Ｄ1 ）よりも小さく、好ましく
は、アダプタの最小内径（Ｄ2 ）と針または套管の内径との中間である。透明チューブ（
１５０）の長さは、搬送すべきガーゼ材料製トレイルの長さに応じて変更される。
【００８１】
トレイル中継チャンバ（１５０）の好ましい実施形態は、透明または半透明であるけれど
も、中継チャンバの内径が、アダプタの内径（Ｄ2 ）と針の内径との中間である場合には
、余分の連続トレイルが、視覚によらなくてもトレイル中継チャンバを使用することによ
って改良される。よって、不透明なトレイル中継チャンバ（１５０）を使用することもで
きる。
【００８２】
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いくつかの例においては、とりわけ長い生検管路の場合においては、生検管路に沿って互
いに離間して配置された複数のガーゼを搬送することが要望されることもある。追加のガ
ーゼを搬送するためには、追加のガーゼ（１８）を収容するだけのスペースを十分にもた
らし得るだけ、生検針（１６）が引き戻され、追加のガーゼについて（あるいは、追加の
複数のガーゼについて）上述の注入手順が繰り返される。特に大きな生検部位すなわちキ
ャビティの場合には、キャビティが充填されるまで、初めに注入されたガーゼに加えて、
追加の複数のガーゼ（１８）を注入することができる。
【００８３】
生検は、最も一般的には、生検針によって行われるけれども、生検は、例えばカテーテル
や長尺針や内視鏡等といったような他の套管によっても行うことができる。本発明による
処置手順は、針やカテーテルや内視鏡等といったような様々なタイプの套管を使用しての
、刺し傷の止血の補助のために使用することができる。加えて、本発明による処置手順や
システムは、他の処置における生体吸収可能スポンジまたは生体吸収不可能スポンジの搬
送のために使用することができる。例えば、スポンジを、化粧や整形用埋設のために、あ
るいは、他の一時的なまたは恒久的な脈管内塞栓形成のために搬送することができる。
【００８４】
生体吸収可能スポンジ製ガーゼ（１８）を使用することにより、例えば造影剤やトロンビ
ンや放射治療剤等といったような有効な薬剤を搬送することができる。また、ガーゼを使
用することによって、例えば腫瘍の局所的治療のための放射活性同位体や抗ガン剤や抗転
移剤等といったような治療剤を搬送することができる。抗ガン剤の例としては、5-fluoro
uracil や、cisplatin や、prednisone や、米国特許明細書第４，６１９，９１３号に記
載されているような抗ガン剤がある。この文献は、参考のためここに組み込まれる。生体
吸収可能スポンジ製ガーゼ（１８）は、生検管路に対しての搬送のために有効な薬剤に予
め含浸させておくことができる。これに代えて、ガーゼ（１８）は、有効な液体薬剤でも
って湿潤させることができる。あるいは、生検管路内にガーゼを配置した後にガーゼに対
して薬剤を搬送することができる。
【００８５】
市販されている Gelfoam（登録商標）材料から形成されるガーゼは、１～６週間でもって
生体によって吸収される。しかしながら、ガーゼ材料は、様々な生体吸収速度をもたらす
ように構成することができる。例えば、Gelfoam は、架橋度合いを変更することによって
、吸収速度を様々に変更することができる。好ましくは、ガーゼは、１ヶ月以内に吸収さ
れるように構成される。
【００８６】
止血を容易とするよう生体吸収可能スポンジからなるガーゼ（１８）を湿潤させて注入す
るという生検管路の処置は、外圧法と比較して快適であるという実質的な利点をもたらす
。加えて、本発明は、アプリケータによる乾燥状態での生体吸収可能スポンジ材料の挿入
と比較して、利点をもたらす。特に、アダプタ（１２）により、比較的大きなガーゼを圧
縮することができて、湿潤状態で生検管路内に挿入することができる。注入されたガーゼ
（１８）の形状は、生検管路の形状に迅速に適合し、血液流の流出防止を即座に開始する
ことができる。これに対し、乾燥状態のスポンジ材料であると、生検管路の特定サイズに
カットしなければならず、血液がスポンジ材料内に十分に含浸されるまでは十分に膨張す
ることができす、管路を迅速に塞ぐことができない。そのため、かなりの時間がかかると
ともに、局所的に不適切な圧縮しかもたらさない。
【００８７】
本発明のいくつかの好ましい実施形態を参照して本発明について詳細に説明してきたけれ
ども、本発明の範囲を逸脱することなく様々な修正や変更を加えたりまた均等物を使用し
たりすることができることは、当業者には明らかであろう。
【図面の簡単な説明】
【図１】　ガーゼを形成するためのパンチを示す斜視図である。
【図２】　ガーゼを針に対して搬送するためのアダプタを示す側断面図である。
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【図３】　アダプタに対して連結するためのシリンジを示す側断面図である。
【図４】　ガーゼがアダプタ内に配置された状態での、アダプタとシリンジとの組合せを
示す側断面図である。
【図５】　ガーゼが湿潤されて既にアダプタの小径端部内に配置されている代替可能な実
施形態における、アダプタとシリンジとの組合せを示す側断面図である。
【図６】　生検針に対しての連結のための待受状態とされた、アダプタとシリンジとの組
合せを示す側断面図である。
【図７】　生検針に対して連結されたアダプタとシリンジとの代替可能な実施形態を示す
側断面図である。
【図８】　アダプタの代替可能な実施形態を示す側断面図である。
【図９】　ガーゼを鍛錬するための管腔内に拡径部が形成されているようなアダプタの代
替可能な実施形態を示す側断面図である。
【図１０】　ガーゼを鍛錬するための管腔内に不規則形状部が形成されているようなアダ
プタの代替可能な実施形態を示す側断面図である。
【図１１】　ガーゼを搬送するためのアダプタの代替可能な実施形態を示す側断面図であ
って、アダプタには、テンプレートが取り付けられている。
【図１２】　図１１のアダプタとテンプレートとを示す底面図である。
【図１３】　生体吸収可能スポンジシートからガーゼをカットするために使用する際のテ
ンプレートを示す平面図である。
【図１４】　アダプタを示す側断面図であって、アダプタの先端部には、ベントキャップ
が取り付けられている。
【図１５】　ガーゼがアダプタ内に配置されている状態での、図１４のアダプタとベント
キャップとを示す側断面図である。
【図１６】　器官の一部と、この器官内の生検管路内にガーゼを搬送するためのシステム
と、を示す側断面図である。
【図１７】　本発明において使用するためのトレイル中継デバイスを示す斜視図である。
【図１８】　ベントキャップの代替可能な実施形態を示す側断面図である。
【図１９】　ベントキャップの代替可能な実施形態を示す側断面図である。
【図２０】　ベントキャップの代替可能な実施形態を示す側断面図である。
【図２１】　ベントキャップの代替可能な実施形態を示す側断面図であって、閉塞状態を
示している。
【図２２】　ベントキャップの代替可能な実施形態を示す側断面図であって、開放状態を
示している。
【図２３】　ベントキャップの代替可能な実施形態を示す側断面図であって、閉塞状態を
示している。
【図２４】　ベントキャップの代替可能な実施形態を示す側断面図であって、開放状態を
示している。
【図２５】　トレイル中継デバイスを一部を破断して示す分解斜視図であって、ロッドが
、本発明において使用されるトレイル中継デバイス内に延在している。
【図２６】　ベントキャップの代替可能な実施形態を示す側断面図であって、ベントキャ
ップを貫通して延在するロッドを有している。
【図２７】　ベントキャップの代替可能な実施形態を示す側断面図であって、ベントキャ
ップを貫通して延在するロッドを有している。
【符号の説明】
１０　　パンチ
１２　　アダプタ
１２ａ　アダプタ
１４　　シリンジ
１６　　生検針
１８　　ガーゼ
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２０　　生体吸収可能スポンジシート
２６　　生検針
３０　　第１端部
３４　　第２端部
４２　　テーパー部
４２ａ　テーパー部
４４　　抜き穴
４８　　流体チャンバ
５０　　プランジャー
５２　　スプリング
７０　　コネクタ
１１２　　アダプタ
１１８　　スポンジガーゼ
１２２　　テンプレート

【図１】 【図３】
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