
JP 5290573 B2 2013.9.18

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　補綴具弁アセンブリであって：
　半径方向に折り畳み可能、かつ拡大可能なほぼ円筒形の支持構造であって、該支持構造
が、複数の支持ビームと、該複数の支持ビーム間に延びそして該複数の支持ビームを連結
する複数のほぼ洞様形状の支柱を含むフレームによって形成され、該支持ビームが、入口
端部および出口端部を有し、該複数の支持ビームが該フレームとともに同じ広がりをもつ
ように形成され、そして該洞様形状の支柱を超えて長軸方向に延びて該出口端部を形成し
、該支持構造が、身体導管内の標的位置に位置決めされるように構成されており、ここで
、該複数の長軸方向に延びる支持ビームが、該支持構造が折り畳み位置と拡大位置との間
で移動するときに、該支持構造の入口と該支持構造の出口近くの支持ビームの端部との間
の距離よって規定される長軸方向長さが、実質的に一定のままであるように、該支持構造
に対して長軸方向の剛性を提供するためである、支持構造；および
　入口端部、出口端部、複数の小葉部分、および該出口端部に位置決めされ、そして該複
数の小葉部分から一体に形成される複数の交連タブを有する柔軟な弁であって、各交連タ
ブが、該支持ビームのそれぞれに取り付け可能である、弁；を備え、
　前記弁の弁周囲の漏れを低減するために、前記支持構造の入口に取り付け可能であるカ
フ部材をさらに備え、
　前記カフ部材が、第１直径を有する円筒状の第１カフ部分、第２直径を有する円筒状の
第２カフ部分、および該第１カフ部分と該第２カフ部分との交差によって規定される段差
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を備え、該段差が、前記身体導管内に該弁を適切に位置付け、固定するのを補助するよう
に構成されており、
　前記第１直径は前記第２直径より大きく、
　各支持ビームが、前記カフ部分の反対側の端部に単一の小穴取り付け部分を備え、前記
交連タブを前記取り付け部分に縫いつけすることを可能にする、補綴具弁アセンブリ。
【請求項２】
　請求項１に記載の補綴具弁アセンブリであって、該弁アセンブリを前記身体導管内の標
的位置に展開するためのバルーンカテーテルをさらに備える、補綴具弁アセンブリ。
【請求項３】
　請求項１に記載の補綴具弁アセンブリであって、前記支持構造および前記弁が、生体適
合性材料から形成される、補綴具弁アセンブリ。
【請求項４】
　請求項１に記載の補綴具弁アセンブリであって、前記フレームが、輪状フレームを備え
、該フレームが、該支持構造が前記折り畳み位置と前記拡大位置との間で移動するときに
変動するフレーム直径を有する、補綴具弁アセンブリ。
【請求項５】
　請求項４に記載の補綴具弁アセンブリであって、前記支持ビームが、前記輪状フレーム
に化学的に接着されている、補綴具弁アセンブリ。
【請求項６】
　請求項１に記載の補綴具弁アセンブリであって、前記支持ビームが、実質的に同じ長さ
を有するか、または該支持ビームが、互いに実質的に平行であるか、または該支持ビーム
が、互いに等距離に位置付けられる、補綴具弁アセンブリ。
【請求項７】
　各交連タブを実質的に覆うための複数の布タブカバーをさらに備える、請求項１に記載
の補綴具弁アセンブリ。
【請求項８】
　請求項１に記載の補綴具弁アセンブリであって、前記交連タブが、前記支持ビームの小
穴取り付け部分に取り付けられる、補綴具弁アセンブリ。
【請求項９】
　請求項１に記載の補綴具弁アセンブリであって、前記交連タブが、前記支持ビームの小
穴取り付け部分にリベット付けされている、補綴具弁アセンブリ。
【請求項１０】
　請求項１に記載の補綴具アセンブリであって、前記支持構造が自己拡大可能である、補
綴具アセンブリ。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の補綴具弁アセンブリであって、前記カフ部材が、前記身体導管内の
標的位置に対する前記弁の移動を妨げるための手段をさらに備える、補綴具弁アセンブリ
。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の補綴具弁アセンブリであって、前記移動を妨げるための手段が、前
記カフ部材を囲む布材料であり、該布材料が、組織の内成長を誘導するように構成されて
いる、補綴具弁アセンブリ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２００４年４月２３日に出願された米国仮出願第６０／５６５,１１８号の
利益を主張する。
【０００２】
　（発明の分野）
　本発明は、移植可能なデバイスに関する。より詳細には、本発明は、心臓移植のための
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心臓弁補綴デバイスに関する。本発明はまた、その他の身体の腔、血管、または導管で利
用され得る。
【背景技術】
【０００３】
　（発明の背景）
　ヒト身体中の生命維持に必要な流体の輸送は、弁によって多いに調節されている。生理
的な弁は、血液、リンパ液、尿、胆汁などのような体液の逆流を防ぐように設計され、そ
れによって、身体の流体動力学を適正な恒常性のための一方向性に維持する。例えば、静
脈弁は、特に下部四肢からの血液の上方流れを心臓に向かって戻して維持し、その一方、
リンパ管弁は、リンパ管内のリンパ液、特に手足のリンパ液の逆流を防ぐ。
【０００４】
　それらの共通の機能のため、弁は、相対サイズの変動にかかわらず、特定の解剖学的特
徴を共有している。心臓弁は、３０ｍｍを超える直径を備えた身体中で最大の弁の１つで
あり、その一方、より小さい血管の弁は、１ミリメートルの一部分よりは大きくないかも
知れない。しかし、それらのサイズにかかわらず、多くの生理学的弁は、洞（ｓｉｎｕｓ
）として知られる特有の解剖学的構造中に配置される。弁の洞は、この弁を収容する血管
壁中の拡張または隆起として説明され得る。この洞の幾何学的形状は、弁の操作および流
体動力学における機能を有する。１つの機能は、流体流れを、弁小葉が、収縮期の間のよ
うな、流れ速度のピークにおける血管の壁に接着することを防ぐ渦流れを生成するように
案内することである。この洞の幾何学的形状の別の機能は、逆流圧力の開示時に、上記小
葉の正確な閉鎖を容易にする流れを発生することである。この洞の幾何学的形状はまた、
弁小葉または尖端に対する差次的流体流れ圧力によって奏されるストレスを減少すること
で重要である。
【０００５】
　従って、例えば、自然の大動脈根中のヴァルサルヴァ洞の洞内で生じる渦流れは、収縮
期における大動脈弁の円滑な、段階的および温和な閉鎖を生成することで重要であるこが
示されている。血液は、この洞の湾曲した輪郭に沿って、そして弁小葉上に辿ることが許
容されてそれらの閉鎖を行い、それによって、そうでなければ、弁小葉上への直接流体流
れによって奏され得る圧力を減少する。このヴァルサルヴァ洞の洞はまた、冠状動脈口を
含み、これは、心筋に供給する動脈の流出開口部である。弁の洞が、このような流出開口
部を含むとき、それらは、心臓周期の全体で、このような血管に血液流れを提供するさら
なる目的に供される。
【０００６】
　弁が、弁疾患または損傷の結果として異常な解剖学的構造および機能を示すとき、それ
らが調節するように設計された生理学的流れの一方向性流れは破壊され、増加した静水学
的圧力を生じる。例えば、静脈の弁の機能不全は、血液の逆流および下部脚における貯留
に至り、痛み、腫大および浮腫、皮膚の色の変化、および治療することが極度に困難であ
り得る皮膚潰瘍形成を生じる。リンパ管弁機能不全は、組織線維症および罹患した身体部
分のひどい膨張をともなうリンパ水腫を生じ得る。心臓の弁疾患は、肺高血圧および浮腫
、動脈細動、および僧帽弁および三尖弁狭窄の場合、右心臓不全；または僧帽弁逆流およ
び大動脈狭窄の場合、肺うっ血左心室収縮損傷およびうっ血性心不全に至り得る。それら
の病因学にかかわらず、すべての弁の疾患は、弁が適正に開かず、それを横切って流体流
れを妨げ、そして流体圧力における上昇を引き起こし、弁が適正に閉じず、そして流体が
弁を横切って戻って漏れ、逆流を生成するいずれかの狭窄を生じる。いくつかの弁は、狭
窄および機能不全の両者を患い、その場合には、弁は完全に開かないか、または完全に閉
鎖もしない。
【０００７】
　弁疾患の臨床結果の潜在的な重篤度のため、弁置換手術は、多くの本および論文で説明
され、および示されるように、広範に用いられる医療手順になっている。弁の置換が必要
であるとき、疾患または異常弁は、代表的には、切除され、そして機械的または組織弁の
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いずれかで置換される。従来の心臓弁置換手術は、胸部における長軸方向切開を通じて気
患者の胸腔中の心臓に接近することを含む。例えば、胸骨正中切開は、胸骨を通って切断
すること、および胸郭の２つの半分体が離れて広げられること、胸腔および中の心臓への
接近を可能にすることを必要とする。患者は、次いで、心肺バイパス上に配置され、これ
は、内部チャンバーへの接近を許容するために心臓を停止することを含む。このような開
放心臓手術は、特に侵襲的であり、そして長くかつ困難な回復期間を含む。患者が手術に
おいて費やす時間を減少または無くすことは、従って、真っ先に取り組むべき臨床優先度
の目的である。
【０００８】
　手術において費やされる時間を減少するための１つの戦略は、置換弁を位置に縫合する
必要性を無くすか、または減少することである。この目的に向かって、最小のまたは縫合
糸の無い移植を可能にする弁アセンブリが、多いに有利であり得る。組織弁のような弁を
ステントのような支持構造に取り付けることは、最小または縫合糸の無い移植を可能にす
る弁アセンブリを可能にし得る。このような弁構築物は、組織小葉または支持弁が、崩れ
るかもしくは拡大された状態のいずれかの間、または摩耗を防ぐために両方の間、支持構
造と接触しないような形態であることが重要である。このような接触は、弁小葉に対する
所望されないストレスに寄与し得る。さらに、このような支持構造が、その全体が本明細
書中に参考として援用される米国特許出願番号第０９／７７２，５２６号に開示されるよ
うな貝状（ｓｃａｌｌｏｐｅｄ）流入環を有する組織弁を適正に支持するような形態であ
ることが有利である。
【０００９】
　従って、最小または縫合糸が無い、位置に固定され得る崩壊可能でかつ拡大可能な弁ア
センブリを備え；弁の解剖学的最適位置を容易にし；弁の洞中に位置され得る血管のその
他の血管開口部のための開放経路を維持し；そして組織弁小葉へのストレスを最小にする
か、または減少する弁置換システムに対する必要性が存在する。本発明の弁は、対応する
数の交連タブを備えて接続された複数の小葉を含み得る。一般に、しかし、所望の弁は、
２～４の小葉および交連タブを含む。その他の適切な弁の例は、米国特許出願第０９／７
７２，５２６号、同第０９／８５３，４６３号、同第０９／９２４，９７０号、同第１０
／１２１，２０８号、同第１０／１２２、０３５号、同第１０／１５３，２８６号、同第
１０／，１５３，２９０号に開示され、これらすべての開示は、それらの全体が、本明細
書中に参考として援用される。同様に、２００４年４月２３日に出願された米国特許出願
第１０／８３１，７７０号に開示されたシステムおよび方法は、本明細書中に参考として
全体が援用される。
【００１０】
　上記で述べられたように、開放－心臓弁置換は、長い冗漫な手順である。大動脈位置に
おける生物義装具弁の移植には、外科医は、代表的には、大動脈を開き、そしてネイティ
ブな弁を切除する。外科医は、次いで、この補綴弁を大動脈壁中の開口部を通って挿入し
、そしてこの補綴具を、大動脈と左心室との接続部で固定する。弁の流入環は、左心室に
、そして外科医の視野に対して面し、遠位環と称され得、その一方、弁の流出環は、大動
脈に面し、そして近位環と称され得る。
【００１１】
　左心房および大動脈または僧帽弁に接近するための代替の手順は、大腿静脈から、右心
房と左心房を分離する心臓中隔を通り血管内カテーテル法による。左心房および大動脈ま
たは僧帽弁に接近するためのなお別の代替は、大腿動脈から大動脈弁までの血管内カテー
テル法による。
【００１２】
　その全体の内容が本明細書中に参考として援用されるＡｎｄｅｒｓｅｎらによる特許文
献１は、内壁を有する身体チャネル中の移植のための弁補綴具を開示し、この補綴具は、
半径方向に折り畳み可能、かつ拡大可能なステントを備え、このステントは、円筒面を有
する円筒形支持手段；および交連点を有する折り畳み可能、かつ拡大可能な弁を含み、こ
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の弁は、交連点でステントにマウントされ、ここで、このステントおよび弁は、カテーテ
ル法によって身体中に移植される形態である。組織弁と連結されるバルーン拡大可能なス
テントを利用することが本発明の１つの局面である。バルーン拡大可能なステントを利用
する本発明における代替の実施形態は、自己拡大可能なステントを利用することである。
バルーン拡大可能なステントを利用する本発明のなお別の代替の実施形態は、機械的手段
で拡大され得るステントを利用することである。
【００１３】
　その全体の内容が参考として援用されるＳｔｅｒｍａｎらの特許文献２は、胸骨正中切
開またはその-他の全体の開胸切開の形態の必要性なくして、外傷、合併症のリスク、回
復時間、および患者にとっての痛みを実質的に減少する、心臓または大血管内の介入を容
易にするデバイスシステムおよび方法を開示する。この発明のデバイスシステムおよび方
法を用いて、外科的手順が、患者の胸郭の肋間空間内の皮下貫通を通じて、患者の肋骨ま
たは胸骨のいずれの切断、取り出し、または有意な置換なくして実施され得る。このデハ
イスシステムおよび方法は、心臓弁修復および置換のために特に良好に適合され、患者の
胸部の腔内の可視化、患者の自然の弁の修復または除去、および必要であれば、自然の弁
位置への置換弁の取り付けを容易にする。
【００１４】
　その全体の内容が本明細書中に参考として援用されるＨａｌｕｃｋの特許文献３は、内
視鏡手順を実施することにおける使用のための外科用器具を開示し、ハンドル、および解
剖学的腔の外部に配置されるためのハンドルと連結される近位端、および解剖学的腔内に
配置されるための遠位端を有する細長い管状部材を有する。この遠位端は、上記ハンドル
の操作によって作動可能な握る部分を形成する、一対の対向する、相対的に移動可能な顎
をさらに含み、離脱可能なトロカールを離脱可能に握る。この離脱可能なトロカールは、
相補的な形状のシャンク、比較的鋭い先端を有し、そしてこのトロカールの外面から外方
に突出する、一対の鈍いエッジの組織分離器を含み得る。
【００１５】
　内視鏡検査法、および腹腔鏡検査法のような、最小侵襲的医療手順は、手術および病気
の診断のために広く受容されるようになった。これは、患者への減少した外傷、および減
少した入院時間に起因する。その他の技法が、身体の腔内に作業空間を生成するために存
在する。大部分の腹腔鏡検査法の事例の開始時には、小切開が、そして次に、この腔への
接近を得るように、組織壁の残存する層中に小（約１ｃｍ）ポートが作製される。
【００１６】
　その全体の内容が本明細書中に参考として援用されるＨｕｎｓｂｅｒｇｅｒの特許文献
４は、遠位端および近位端を有するシャンク、および２つの実質的に平坦な面および切断
輪郭を有する平面状の穿孔ブレードを含むトロカールアセンブリを開示し、ここで、この
穿孔ブレードは、上記シャンクの遠位端に一体に取り付けられる。このシャンクは、上記
穿孔ブレードの対向する平坦な面に向かって内方にテーパー状である。
【００１７】
　さらに、その全体の内容が本明細書中に参考として援用されるＭｃＦａｒｌａｎｅの特
許文献５は、医療分野で用いられるタイプであり、そしてトロカールアセンブリに関連す
る閉塞具の形態で具現化されても良いか、またはそうでなくても良い組織貫通器具を開示
し、ここで、この器具は、もその１つの端部上に取り付けられた貫通先端を有する細長い
シャフトを含む。この貫通先端は、シャフトの１つの端部に固定されるベース、およびこ
のベースから長軸方向の外方に間隔を置かれ、そして点または身体組織の貫通または穿刺
を容易にする特有の構造のその他の形態によって規定され得る頂点に形成される遠位末端
を含む。
【００１８】
　Ｓｐｅｎｓｅｒらは、それらの全体の内容が参考として本明細書中に援用される米国特
許出願第０９／９７５，７５０号、同第１０／２７０，２５２号、および同第１０／６３
７，８８２号で、標的位置まで身体導管を通るカテーテル法に適切な狭い形態で初期に圧
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縮される支持ステントを備える移植可能な補綴弁を開示する。
【特許文献１】米国特許第６，５８２，４６２号明細書
【特許文献２】米国特許第６，２８３，１２７号明細書
【特許文献３】米国特許第６，６８５，７２４号明細書
【特許文献４】米国特許第６，６１３，０６３号明細書
【特許文献５】米国特許第６，４７８，８０６号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１９】
　置換弁を位置に保持するための縫合糸が無くされるか、または減少されるべき任意の弁
の鍵となる特徴は：耐久力、弁を横切る低圧勾配、血管周囲の漏れを防ぐためのこの弁の
周りの十分なシール、および移動を防ぐことである。従って、耐久性を増加し、弁を横切
る圧力勾配を減少し、そしてこの弁の周りで適切なシールを提供し、そして移動を防ぐこ
とを狙う特徴を備えた移植可能な弁を提供することが所望され得る。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　（発明の要旨）
　本発明は、１つの実施形態では、標的位置まで身体導管を通るカテーテル法に適切な狭
い形態に初期には縮められるよう適合され、そして上記標的位置内で展開された状態まで
展開デバイスにより中から実質的に半径方向の力を奏することによって展開されるよう適
合された展開可能な形態を備える支持ステントであって、複数の、固定された長さの長軸
方向に剛直な支持ビームが提供される支持ステント；および入口端部および出口を有し、
上記支持ビームに取り付けられた、曲げやすい（従順な）材料から作製され、上記出口で
導管の折り畳み可能なゆるみ部分を提供し、それによって、流れが、該入口から該出口ま
で弁補綴具デバイスを通過することが可能とされるとき、バルブアセンブリが開放位置に
維持され、その一方、このバルブアセンブリの上記折り畳み可能なゆるみ部分が内方に折
り畳まれ、逆流に対するブロックを提供するとき逆流が防がれる可撓性導管を備える弁ア
センブリ、を備える弁補綴具を提供する。
【００２１】
　本発明の別の実施形態では、上記支持ステントは、環状のフレームを備える。
【００２２】
　本発明のなお別の実施形態では、上記支持ステントは、ステンレス鋼から作製される。
【００２３】
　本発明のなお別の実施形態では、上記弁アセンブリは、三つの先端がある形態を有する
。
【００２４】
　本発明のなお別の実施形態では、上記弁アセンブリは、生体適合性材料から作製される
。
【００２５】
　本発明のなお別の実施形態では、上記弁アセンブリは、心嚢組織、またはその他の生物
学的組織から作製される。
【００２６】
　本発明のなお別の実施形態では、上記弁アセンブリは、生体適合性ポリマーから作製さ
れる。
【００２７】
　本発明のなお別の実施形態では、上記弁アセンブリは、ポリウレタンおよびポリエチレ
ンテレフタレートからなる群から選択される材料から作製される。
【００２８】
　本発明のなお別の実施形態では、上記弁アセンブリは、ポリエチレンテレフタレートか
ら作製される本体、およびポリウレタンから作製される小葉を備える。
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【００２９】
　本発明のなお別の実施形態では、上記支持ステントは、ニッケルチタン合金から作製さ
れる。
【００３０】
　本発明のなお別の実施形態では、上記支持ビームは、上記バルブアセンブリのための係
留を提供するように、実質的に等距離で、かつ実質的に平行である。
【００３１】
　本発明のなお別の実施形態では、上記支持ビームは、上記弁アセンブリのこのビームへ
の縫いつけまたは結ぶことを可能にするように、ボアが提供される。
【００３２】
　本発明のなお別の実施形態では、上記支持ビームには、上記弁支持構造に特別の剛直性
を可能にするようにボアが提供されない。
【００３３】
　本発明のなお別の実施形態では、上記支持ビームは、上記支持ステントに化学的に接着
される。
【００３４】
　本発明のなお別の実施形態では、上記弁アセンブリは、上記支持ビームにリベット付け
される。
【００３５】
　本発明のなお別の実施形態では、上記ビームは、鋳型を用いる注入により、または機械
加工により製造される。
【００３６】
　本発明のなお別の実施形態では、上記弁アセンブリは、上記入口で上記支持ステントの
上に巻かれる。
【００３７】
　本発明のなお別の実施形態では、上記弁デバイスは、鍛造技法または浸漬技法を用いて
製造される。
【００３８】
　本発明のなお別の実施形態では、上記弁アセンブリの小葉は、上記出口を正確に閉鎖す
るために必要であるより長く、それ故、それらが折り畳まれた状態にあるとき、互いに対
して落ちるこの小葉の実質的部分がより良好なシールを生成する。
【００３９】
　本発明のなお別の実施形態では、上記弁アセンブリは、同じポリマーの被覆層によって
被覆されたポリマーのコイルから作製される。
【００４０】
　本発明のなお別の実施形態では、上記ポリマーはポリウレタンである。
【００４１】
　本発明のなお別の実施形態では、上記支持ステントには、上記弁デバイスの位置および
配向を追跡すること、および決定することを可能にするように重金属マーカーが提供され
る。
【００４２】
　本発明のなお別の実施形態では、上記重金属マーカーは、金、白金、イリジウム、コバ
ルト、クロム、およびチタン合金もから選択される。
【００４３】
　本発明のなお別の実施形態では、上記弁アセンブリの小葉には、インビボで上記弁デバ
イスの操作を追跡することを支援するように、上記出口で放射線不透過性材料が提供され
る。
【００４４】
　本発明のなお別の実施形態では、上記放射線不透過性材料は、金の糸を備える。
【００４５】
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　本発明のなお別の実施形態では、上記支持ステントの直径は、完全に展開されるとき、
約１５～３３ｍｍの範囲内である。
【００４６】
　本発明のなお別の実施形態では、上記支持ステントの直径は、約４ｍｍから約２５ｍｍ
まで拡大され得る。
【００４７】
　本発明のなお別の実施形態では、上記弁支持ステントの直径は、約１０ｍｍから約２５
ｍｍまで拡大され得る。
【００４８】
　本発明のなお別の実施形態では、上記支持ビームにはボアが提供され、そしてここで、
上記弁アセンブリは、この弁アセンブリに固定され、しかも、上記支持ビーム上の一致す
るボアに適合する突出部分が提供されるＵ形状の剛直性部材によって上記支持ビームに取
り付けられる。
【００４９】
　本発明のなお別の実施形態では、上記支持ビームは、フレーム構築の形状にある剛直性
の支持ビームを備え、そして上記弁アセンブリの曲げやすい材料が、上記フレーム中のギ
ャップを通って挿入され、そして固定ロッドが、この曲げやすい材料とフレームとの間に
形成されたポケットを通って挿入され、そして上記弁をその位置に保持する。
【００５０】
　本発明のなお別の実施形態では、上記弁アセンブリの本体は、被覆材料で被覆されたコ
イル状ワイヤから作製される。
【００５１】
　本発明のなお別の実施形態では、上記弁コイル状ワイヤおよび被覆材料は、ポリウレタ
ンから作製される。
【００５２】
　本発明のなお別の実施形態では、強化ワイヤが、上記弁アセンブリの折り畳み可能なゆ
るい部分が周りにあたり得る断層線を規定するように、上記導管の出口で、上記弁アセン
ブリ中に絡み合わされる。
【００５３】
　本発明のなお別の実施形態では、上記強化ワイヤは、ニッケルチタン合金から作製され
る。
【００５４】
　本発明のなお別の実施形態では、身体導管中の移植のために適切である弁補綴具デバイ
スが提供され、このデバイスは、入口および出口を有する本体、および流れが入口から出
口までこの導管を通って通過するとき、上記小葉が開放位置にあり、この流れがこの出口
を出ることを可能にし、そしてこの流れが逆であるとき、上記小葉が上記出口をブロック
するように折り畳まれるように上記出口に取り付けられた曲げやすい小葉を備え、ここで
、この本体は、ポリエチレンテレフタレートから作製され、そして折り畳み可能な小葉は
、ポリウレタンから作製される。
【００５５】
　本発明のなお別の実施形態では、ポリウレタンから作製される支持ビームが上記本体上
に提供され、そしてここで上記小葉が、上記支持ビームで上記本体に取り付けられる。
【００５６】
　本発明のなお別の実施形態では、上記支持ビームは、上記本体に化学的に接着される。
【００５７】
　本発明のなお別の実施形態では、身体導管中の移植のために適切なバルブ補綴具デバイ
スが提供され、このデバイスは：
　支持ステントであって、初期には、標的位置まで身体導管を通るカテーテル法に適切な
狭い形態に縮められるよう適合され、そして標的位置における展開された状態に展開デバ
イスにより中から実質的に半径方向の力を奏することにより展開されるよう適合された展
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開可能な形態を備え、複数の、固定された長さの長軸方向に剛直性の支持ビームが提供さ
れる支持ステント；
　支持ビームに取り付けられる曲げやすい材料から作製され、入口および出口を有する可
撓性導管を備える弁アセンブリであって、上記出口でこの導管の折り畳み可能なゆるい部
分を提供する弁アセンブリ；および
　長軸方向に整列された、上記弁アセンブリ材料のゆるい部分に絡み合うか、または取り
付けられる実質的に等距離の剛直性の支持ビーム、を備える。
【００５８】
　本発明のなお別の実施形態では、複数のプレートが、レバーおよびトランスミッション
により同時に移動するように適合されている。
【００５９】
　本発明のなお別の実施形態では、患者の心筋の左心室への入口にある自然の大動脈弁位
置で、移植可能な補綴具弁デバイスを展開するための方法が提供され、この方法は：
　（ａ）近位端および遠位端を有し、第１および第２の独立に膨張可能な部分を有し、こ
の第１の膨張可能な部分がカテーテルの遠位端に位置し、そしてこの第２の膨張可能な部
分がこの第１の膨張可能な部分の後に隣接するバルーンカテーテルを提供する工程；
　（ｂ）このバルーンカテーテルを患者の血管系に案内するための案内ツールを提供する
工程；
　（ｃ）このバルーンカテーテルの第２の膨張可能な部分上に取り付けられるよう適合さ
れた展開可能で移植可能な弁補綴具デバイスを提供する工程；
　（ｄ）上記案内ツールを用いて患者の大動脈を通って上記バルーンカテーテルを案内す
る工程であって、上記弁デバイスが、上記バルーンカテーテルの第１の膨張可能な部分が
左心室中に挿入されるまで上記バルーンカテーテルの第２の膨張可能な部分の上に取り付
けられ、その一方、上記バルーンカテーテルの第２の膨張可能な部分が自然の大動脈弁位
置に位置決めされる工程；
　（ｅ）上記自然の大動脈弁を通って流れる血液を実質的にブロックし、そして上記バル
ーンカテーテルの遠位端を位置に係留するように上記バルーンカテーテルの第１の膨張可
能な部分を膨張する工程；
　（ｆ）上記膨張可能な補綴具弁デバイスを、上記自然の大動脈弁位置にある位置に展開
するように上記バルーンカテーテルの第２の膨張可能な部分を膨張する工程；
　（ｇ）上記バルーンカテーテルの第１および第２の膨張可能な部分をしぼませる工程；
および
　（ｈ）上記バルーンカテーテルを退却し、そしてそれを患者の身体から除去する工程、
を包含する。
【００６０】
　本発明のなお別の実施形態では、上記案内ツールは、案内ワイヤを折衷する。
【００６１】
　いくつかのさらなる実施形態では、本発明は、患者の心筋の左心室への入口で自然の大
動脈弁位置で移植可能な補綴具弁デバイスを展開するための方法を提供し、この方法は：
　（ａ）近位端および遠位端を有し、第１および第２の独立に膨張可能な部分を有し、こ
の第１の膨張可能な部分がカテーテルの遠位端に位置し、そしてこの第２の膨張可能な部
分がこの第１の膨張可能な部分の後に隣接するバルーンカテーテルを提供する工程；
　（ｂ）このバルーンカテーテルを患者の血管系に案内するための案内ツールを提供する
工程；
　このバルーンカテーテルの第１の膨張可能な部分上に取り付けられるよう適合された展
開可能で移植可能な弁補綴具デバイス、およびこのバルーンカテーテルの第２の膨張可能
な部分上に取り付けられるように適合された展開可能な環状ステントを提供する工程であ
って、この展開可能で移植可能な弁補綴具デバイスおよび展開可能な環状ステントが所定
の距離で離れて維持される工程；
　（ｄ）上記案内ツールを用いて患者の大動脈を通って上記バルーンカテーテルを案内す
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る工程であって、上記弁デバイスが、上記バルーンカテーテルの第１の膨張可能な部分上
に取り付けられ、そして上記バルーンカテーテルの第１の膨張可能な部分が、上記自然の
大動脈位置に位置決めされるまで、上記展開可能な環状ステントが、上記バルーンカテー
テルの第２の膨張可能な部分上に取り付けられる工程；
　（ｅ）上記展開可能なステントデバイスが上記大動脈内で展開され、それ故、上記展開
可能な環状ステントおよび連結された弁デバイスを位置に係留するように上記バルーンカ
テーテルの第２の膨張可能な部分を膨張する工程；
　（ｆ）上記自然の大動脈弁位置で位置に上記膨張可能な補綴具弁デバイスを展開するよ
うに上記バルーンカテーテルの第１の膨張可能な部分を膨張する工程；
　（ｇ）上記バルーンカテーテルの第１および第２の膨張可能な部分をしぼませる工程；
および
　（ｈ）上記バルーンカテーテルを退却し、そしてそれを患者の身体から除去する工程、
を包含する。
【００６２】
　本発明で説明される弁デバイスの１つの目的は、支持構造に組織弁を取付ける新規な手
段を提示することである。この支持構造に上記弁を取付ける手段は、この弁の耐久性を増
加し、この弁を横切る圧力勾配を減少し、弁周囲の漏れを防ぐためにこの弁の周りにシー
ルを提供し、そして移動を防ぎ得る。本発明の弁は、対応する数の交連タブを備えた複数
の接続された小葉を備え得る。一般に、しかし、所望の弁は、２～４の小葉および交連タ
ブを含む。
【００６３】
　本発明の実施形態では、上記の弁は、米国特許出願第０９／７７２，５２６号、同第０
９／８５３，４６３号、同第０９／９２４，９７０号、同第１０／１２１，２０８号、同
第１０／１２２，０３５号、同第１０／１５３，２８６号、同第１０／１５３，２９０号
に開示される弁と類似であり、これらすべての開示は、それらの全体が本明細書中に参考
して援用される。これら出願に記載される弁の直径は、弁の支持構造のオリフィス外径に
等しいか、またはそれより小さくても良い。
【００６４】
　本発明のなお別の実施形態では、米国特許出願第０９／７７２，５２６号、同第０９／
８５３，４６３号、同第０９／９２４，９７０号、同第１０／１２１，２０８号、同第１
０／１２２，０３５号、同第１０／１５３，２８６号、同第１０／１５３，２９０号に開
示される弁は、弁が、有効弁直径が、弁の支持構造のオリフィスの直径より１～５ｍｍよ
り小さい。このサイズは、弁小葉が、この支持構造を打つことを防ぐ。
【００６５】
　本発明のなお別の実施形態では、上記弁は、ウマの心嚢から作製される。
【００６６】
　本発明のなお別の実施形態では、弁アセンブリのカフ（例えば、布）部分が、入口で支
持ステントの周りに巻かれる。これは、ステントの安定性を高め得るが、さらに、本発明
に記載されるカフ部分は、縫合糸を取付けるために用いられ得る。最も重要なことに、本
発明のカフ部分は、弁の周りの血管周囲の漏れを低減することが意図される。弁構造と大
動脈との間にシールを生成するためにこのようなカフを用いることは、血管周囲の漏れを
防ぎ、そしてその環（または弁をのせるゾーン）が石灰化または不規則である患者で特に
重要である。このカフはまた、弁デバイスと周辺との間の摩擦が増加されるとき、弁の移
動を防ぎ得る。布カフを用いることはまた、組織内成長を誘導し得る。この布は、それが
血液に曝されるとき最初に凝塊し得る。この布は、内皮および線維芽細胞を、そしてそれ
故、布カフ中への組織内成長をさらに誘導し得る。
【００６７】
　本発明のなお別の実施形態では、上記布カフは、上記弁アセンブリ中でわずかにさらな
る下流で、かなりより厚い布カフまで昇る弁アセンブリの入口部分の周りで薄い布被覆間
にステップを生成する。このような「リップ」または「ステップ」は、正確な位置に弁補
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綴具を支援して位置決めおよび固定し得る。
【００６８】
　本発明のなおその他の実施形態では、米国特許出願第０９／７７２，５２６号、同第０
９／８５３，４６３号、同第０９／９２４，９７０号、同第１０／１２１，２０８号、同
第１０／１２２，０３５号、同第１０／１５３，２８６号、同第１０／１５３，２９０号
に開示される、貝殻状（ｓｃａｌｌｏｐｅｄ）の流入エッジは、上記に記載の弁アセンブ
リのカフ部分上に固定される。カフの別の使用は、従って、貝殻状の流入エッジを備えた
弁が非貝殻状のステントに取り付けられることを可能にすることである。
【００６９】
　本発明のなお別の実施形態では、上記ステントの支持ビームは、上記流入部分で拡大さ
れ、米国特許出願第０９／７７２，５２６号、同第０９／８５３，４６３号、同第０９／
９２４，９７０号、同第１０／１２１，２０８号、同第１０／１２２，０３５号、同第１
０／１５３，２８６号、同第１０／１５３，２９０号に開示されるもののような、より長
い長さの弁を収容する。
【００７０】
　本発明のなお別の実施形態では、上記支持ビームは、米国特許出願第０９／７７２，５
２６号、同第０９／８５３，４６３号、同第０９／９２４，９７０号、同第１０／１２１
，２０８号、同第１０／１２２，０３５号、同第１０／１５３，２８６号、同第１０／１
５３，２９０号に記載される弁のタブが取り付けられ得る流出エッジで小穴（ｅｙｅｌｅ
ｔ）を形成する。これらバルブタブは、この小穴の周の周りでこれら小穴に縫合され得る
。このような形態は、タブの周りのストレスを支援して分散し、そして弁の交連ポスト上
の摩耗および裂けを減少する。
【００７１】
　本発明のなお別の実施形態では、上記に記載の支持ビームの小穴は布で覆われる。これ
ら小穴およびタブを布で覆うことは、支援して組織内成長を誘導し得る。
【００７２】
　本発明のなお別の実施形態では、上記弁デバイスは、代表的な大腿動脈または大腿静脈
の直径を超えて縮められることができないように作製される（ここで、上記カテーテルは
代表的には８ｍｍを超えることはできない）。換言すれば、弁デバイスは、それが大腿動
脈または大腿静脈を通じて移植されることができないように作製される。
【００７３】
　本発明のなお別の実施形態では、上記弁デバイスは、それが製造された直後に縮められ
、そして製造業者から、病院またはそれが移植される場所に縮んだ状態で出荷される。
【００７４】
　本発明のなお別の実施形態では、上記ステントは、形状記憶金属または形状記憶ポリマ
ーから作製される。
【００７５】
　本発明のなお別の実施形態では、上記弁デバイスのステントは、バルーン拡大可能であ
るように作製される。
【００７６】
　本発明のなお別の実施形態では、上記弁デバイスのステントは、自己拡大可能であるよ
うに作製される。
【００７７】
　本発明は、生理学的弁の置換のためのシステムおよびデバイスを提供する。本発明の１
つの実施形態では、この置換弁アセンブリは、弁の洞内に実質的に適合するように適合さ
れる。本発明によって提供されるデバイスおよび手順は、縫合の必要性を無くするか、ま
たは減少するので、手術における時間浪費が有意に減少され、そして手術にともなうリス
クが最小にされる。さらに、本発明のデバイスは、カニューレまたはカテーテルによる送
達に適切である。
【００７８】
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　本発明のなお別の実施形態では、上記弁デバイスのステントは、バルーン拡大の間に洞
の領域中に拡大するように作製される。
【００７９】
　本発明のなお別の実施形態では、上記弁デバイスのステントは、自己拡大の間に洞の領
域中に拡大するように作製される。
【００８０】
　本発明のなお別の実施形態では、弁係留構造は、上記弁の洞内に実質的に配置されるよ
うな寸法で提供される。この実施形態では、この弁係留構造は、上記弁の洞領域の長さを
実質的に横切って延びる。
【００８１】
　本発明の別の実施形態では、弁アセンブリが提供され、弁および係留構造を備え、ここ
で、この弁は、近位端および遠位端を有する本体、この近位端にある入口，およびこの遠
位端にある出口を備える。この入口は、貝殻状または真っ直ぐなエッジのいずれかを備え
る、流入環を備える。この出口は、この遠位端で係留手段によって支持される複数のタブ
を備える。本発明の実施形態では、この複数のタブは、上記弁の周縁の周りで均一に間隔
を置かれる。
【００８２】
　本発明のなお別の実施形態では、上記弁と係留構造との間に最小の接触または接触がな
い弁アセンブリが提供される。
【００８３】
　本発明のなお別の実施形態では、上記バルブが、上記係留構造に接触することなく完全
開放および完全閉鎖を達成し得る弁アセンブリが提供される。
【００８４】
　本発明のなお別の実施形態では、上記係留構造の垂直構成要素が、洞の腔の間の交連ポ
ストに制限され、それによって、機械的構成要素と流体との間の接触を最小にし、および
弁の洞中に位置される血管の流れを提供する弁アセンブリが提供される。
【００８５】
　本発明のなお別の実施形態では、上記弁の洞に強固に固定され、上記弁の配置を固定す
るような縫合の必要性を未然に防ぐ弁が提供される。
【００８６】
　本発明のなお別の実施形態では、上記係留構造が、その最大直径の少なくとも５０％ま
で折り畳まれ得る弁アセンブリが提供される。
【００８７】
　本発明のなおさらなるの実施形態では、拡大および縮小デバイスが提供され、上記弁お
よび係留構造の移植を容易にするために提供される。
【００８８】
　別の実施形態では、本発明は、上記弁アセンブリを弁の洞に固定するための接着手段を
提供する。
【００８９】
　本発明のなお別の実施形態では、弁サイジング装置が、ネイティブな弁サイズの非侵襲
的決定のために提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００９０】
　本発明をより良好に理解し、そしてその実際の適用を認識するために、以下の図が提供
され、そして本明細書で以後参照される。これらの図は、例示のみとして与えられ、そし
ていかなる方法でも本発明の範囲を制限しないことに注目すべきである。
【００９１】
　（例示の実施形態の詳細な説明）
　本発明の主要な局面は、移植可能な補綴具弁のためのいくつかの新規な設計の導入であ
る。本発明の別の局面は、本発明による移植可能な補綴具弁の製造のためのいくつかの製



(13) JP 5290573 B2 2013.9.18

10

20

30

40

50

造方法の開示である。本発明のさらなる局面は、本発明の弁に適切な新規な展開および位
置決め技法の提供である。
【００９２】
　基本的には、本発明の移植可能な補綴具弁は、出口において折り畳み可能な壁を提示す
るように配列された曲げやすい材料から作製され、入口端部および出口を有する導管から
なる。この弁アセンブリは、身体導管内の標的位置で位置決めされるように適合されたス
テントのような支持構造上に取り付けられ、バルーンカテーテルまたは類似のデバイスの
ような展開手段の使用によりこの弁アセンブリを展開する。安全かつ簡便な皮下位置決め
および展開に適切な実施形態では、上記環状フレームは、２つの位置、すなわち、提示さ
れる導管通路断面がデバイスをその標的位置に向かって進行することを許容するように小
さい縮んだ位置、およびこのフレームが、身体導管壁に対して支持を提供するように（展
開手段により）その中から奏される力によって半径方向に展開され、上記弁を位置に固定
し、そしてこの導管を通って流れることを可能にするようにそれ自身を開放する展開され
た位置をとらせられ得る。
【００９３】
　上記弁アセンブリは、天然組織、心嚢組織またはその他の生物学的組織のような、生物
学的材料から作製され得る。あるいは、上記弁アセンブリは、生体適合性ポリマーまたは
類似の材料から作成され得る。同綴異義語の生物学的弁は、ときどきの置換を必要とし（
通常、５～１４年）、そして、これは、外科医が、患者のタイプに従って適正な弁インプ
ラントを選択するときに考慮しなければならない考慮である。より良好な耐久性品質を有
する金属の機械的弁は、長期間の抗凝固処置にともなうリスクを保持している。
【００９４】
　上記フレームは、ニッケルチタンのような形状記憶合金（商標名Ｎｉｔｉｎｏｌの下で
市販されているような、ニッケルチタン形状記憶合金、またはＮｉＴｉ）、またはその他
の生体適合性金属から作製され得る。本発明の移植可能な弁の経皮的に移植可能な実施形
態は、所望の標的位置の位置に係留するように位置決め、そしてより広い展開された形態
に展開可能であるための狭い形態に縮められるために適切でなければならない。
【００９５】
　上記支持ステントは、好ましくは環状であるが、所望の標的位置通路の断面形状に依存
して、また、その他の形状で提供され得る。
【００９６】
　本発明の移植可能な補綴具弁の製造は、種々の方法、例えば、浸漬すること、注入、エ
レクトロスピニング、回転、アイアニング、またはプレッシングによりなされ得る。
【００９７】
　上記弁アセンブリの上記支持ステントへの取り付けは、それを支持ステント上のいくつ
かの係留点に縫うこと、またはそれをリベット付けすること、それをピンで留めること、
またはそれを接着することによるような、いくつかの方法で達成され得、支持ステント上
にキャストもしくは成形される弁アセンブリを提供するか、または任意のその他の適切な
取り付けの方法を用いる。
【００９８】
　上記入口からの漏れを防ぐために、必要に応じて、上記フレームのエッジの上に、この
入口で巻き上げられたスリーブ様部分を提示するようにこの入口の特定のたるんだ壁を巻
き上げることが可能である。
【００９９】
　さらに、浮遊支持体が、上記デバイスの安定性を増大するため、およびそれが裏返しに
なることを防ぐために付加され得る。
【０１００】
　本発明の特定の実施形態の重要な局面は、全体の支持ステントが長軸方向にまたは側方
に延ばされ得る間に、その長軸方向寸法を保持する支持ステントを取り込んだ剛直性の支
持ビームの提供である。
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【０１０１】
　前述の実施形態およびその他の実施形態、製造方法、異なる設計および異なるタイプの
デバイスが、添付の図面を参照して以下に論議および説明される。これらの図面は、本発
明を理解するため、そして本発明のいくつかの好ましい実施形態を提示するためのみで与
えられるが、これは、いかなる様式においても、添付の請求項で規定されるような本発明
の範囲を制限しないことに注目のこと。
【０１０２】
　ここで、図１への参照がなされ、これは、展開された位置で示された弁支持構造または
フレームを示す。このフレームは、入口９および出口側１０を有する。このフレームは、
狭い形態を提示するように均一に縮められるよう設計されたネット様フレームで整列され
、そして身体導管中の移植のために標的位置で通路を占めるよう延びるように半径方向に
展開可能である。支持ビーム３は、環状支持ステント２上に提供され、この弁に対する剛
直性および係留を提供する。支持ビーム３は、ボアとともに提供され得、弁に対する取り
付けを提供する。現在の図では、上記支持ビームは、ステントに対する特別の剛直性を提
供するように中実である。この支持ビーム３は、流出エッジで卵形小穴１中に移行する。
【０１０３】
　図２～４は、異なる視野から図１で観察されるのと同じフレームを示す。
【０１０４】
　全体の弁構造が半径方向に縮められ、そして半径方向に拡大されるように適合され、そ
してこれが、このデバイスの位置決め、および最終位置上の適切な展開の間に、血管系中
の狭い経路を通る操縦の容易さを提供するために役に立つことに注目のこと。これは、折
り畳み可能な支持ステント構造の提供によって可能にされる。しかし、この支持ビームは
、常に、同じ長さを維持する。この支持ビームは、同じ長さを維持するので、この弁の流
入エッジとタブ取り付け物との間の距離は、縮みおよび拡大の間に維持される。これは、
この弁が、適正に機能することを可能にする。先行技術の移植可能な弁デバイスでは、全
支持構造は、その寸法を、その最初の縮んだ位置および最終展開位置からその寸法を変化
し、そしてこれは、この支持構造への弁アセンブリの取り付けにおいて、これらの寸法変
化を考慮に入れなければならず、そしてたるんだ材料を、このデバイスの展開に際し、弁
アセンブリが裂けないか、または変形しないように残すことを意味する。本発明の弁デバ
イスでは、弁アセンブリと支持ビームとの間の（デバイスの長軸方向中央軸に沿う）相対
的移動はない。結果として、本発明の弁デバイスは、より大きな耐久性を獲得し、そして
心臓内で一般的な厳しい条件に耐え得る。本発明の弁デバイスの新規な設計は、長軸方向
強度および剛直性に至り、その一方その折り畳み得る支持構造は、半径方向の可撓性を生
じる。
【０１０５】
　図５は、ステントの流入エッジにおける布カフ（４および５）を示す。この布カフは、
薄い布カフ５およびより厚い布カフ４からなり得、そしてそれ故、これら２つのカフの間
の交点でリップ１１を生成する。この「リップ」または「ステップ」は、正確な位置に弁
を配置および固定することを支援し得る。それは、例えば、大動脈位置に配置されるとき
、流入環において弁補綴具を支援して保持し得る。
【０１０６】
　図６～８は、異なる視野からの、図５に見られるのと同じフレームおよび組織カフを示
す。
【０１０７】
　図９は、米国特許出願第０９／７７２，５２６号、同第０９／８５３，４６３号、同第
０９／９２４，９７０号、同第１０／１２１，２０８号、同第１０／１２２，０３５号、
同第１０／１５３，２８６号、同第１０／１５３，２９０号に開示される弁の１つを示す
。この弁のタブ７は、支持ビームの小穴１と整列される。この小穴１の全体のサイズは、
タブ７のサイズに一致する。この弁６は、フレーム９の流入側に取り付けられ、そして布
カフ５および４に縫合される。
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【０１０８】
　図１０～１２は、異なる視野から、図９で観察されるのと同じ弁アセンブリを示す。
【０１０９】
　図１３は、完全な弁アセンブリを示す。この図では、タブ７および小穴１は布８で覆わ
れる。布カフでタブ７を覆うことは、組織内成長を誘導し得る。この布は、それが血液に
曝されるとき、最初は、血餅が付き得る。この布は、さらに内皮および線維芽細胞、そし
てこれ故組織内成長を誘導し得る。このようにしてタブ７および小穴１を覆うことはまた
、全体のタブを横切る交連ポストよって観察される負荷を支援して分散する。
【０１１０】
　図１４～１６は、異なる視野からの図１３に見られるのと同じ弁アセンブリを示す。
【０１１１】
　図１７は、米国特許出願第０９／７７２，５２６号、同第０９／８５３，４６３号、同
第０９／９２４，９７０号、同第１０／１２１，２０８号、同第１０／１２２，０３５号
、同第１０／１５３，２８６号、同第１０／１５３，２９０号に開示される小葉１２の１
つを示し、そしてこれがどのようにフレーム１５およびフレーム小穴１３と整列されるの
かを示す。流入エッジの周りの布カフは、明瞭さのために除去されている。図１７で明瞭
である別の実施形態は、小葉１４の貝殻状エッジが、ステント１５の入口に対してどのよ
うな位置決めされるのかを示す。
【０１１２】
　図１８～２０は、アセンブルされたプロトタイプの弁の写真を示す。
【０１１３】
　図２１は、７．５ｍｍまで縮められたステントの写真を示す。
【０１１４】
　図２２は、フレーム小穴への弁タブの組立てを示す。
【０１１５】
　図２３は、タブ／小穴アセンブリの最終の布被覆を示す。
【０１１６】
　大動脈補綴具弁の代表的なサイズは、直径が約１９～約３１ｍｍである。大腿動脈中に
挿入されるカテーテールの最大サイズは、直径が８ｍｍを超えない。本発明は、その直径
が約４ｍｍ～約３３ｍｍまで変化する能力を有するデバイスを導入する。人工弁は新規で
はない；しかし、本発明により人工弁は、送達の目的のために形状およびサイズを変化す
る能力を所有し、そしてそれ故、新規である。これらの新たに設計された弁は、新規な製
造方法および技術的発明および改良を必要とし、これらのいくつかが本明細書で説明され
た。
【０１１７】
　先に記載されたように、本発明の１つの実施形態は、大腿動脈または静脈のサイズ未満
にステントが縮められることを不可能にすることである。換言すれば、ステントが、大腿
動脈または静脈のサイズを超えるよりさらに縮められ得ることを防ぐような様式で、機械
的ストップを生成し得るか、または組織もしくは布を付加し得る。このようにして、この
ステントは、それが、大腿静脈または大腿動脈接近を通じて意図的に用いられ得るように
される。弁アセンブリに対してこのようなサイズ束縛を生成することは、弁アセンブリの
寿命を延長するためのより頑丈なデバイスを生成することを可能にし得る。このようなデ
バイスは、「心臓弁送達のための方法およびシステム」と題する、２００４年４月２３日
に提出された米国特許出願に詳細に記載されるように、心臓の尖部を通じて移植され得る
。この特許の初期版は、現在の仮出願と同時に提出される。現時点で出願番号は存在して
いない。この出願は、この仮特許出願に追加され、そしてその全体が本明細書によって本
出願に含められる。
【０１１８】
　先に述べたように、上記弁が作製され得る材料は、生物学的または人工のいずれでもあ
り得る。いずれの事例においても、このような弁を生成するために新たな技法が必要であ
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る。
【０１１９】
　身体にこの弁を取付けるために、血管が、送達の間のサイズ、およびそれが効率的に作
動するための条件を決定し、小サイズに縮められ、より大きなサイズまで拡大され、そし
て弁機能のための支持体として作用するに十分強くあり得る、折り畳み可能な形態でそれ
を取り付ける必要性がある。大きな「ステント」にいくぶん類似しているこの形態は、Ｎ
ｉｔｉｎｏｌ、生体適合性ステンレス鋼、ポリマー材料またはすべての組み合わせのよう
な異なる材料から作製され得る。ステントのための特別の要求は、本明細書中で論議され
た、いくつかの実施形態の主題である。
【０１２０】
　折り畳み可能なステント上への弁の取り付けは、課題の新たな分野である。この課題に
対する新たな解決が本明細書中で説明される。
【０１２１】
　本発明の弁の設計の別の主要な局面は、身体への取り付けである。
【０１２２】
　この弁装置のなお別の主要な局面は、弁のフレームへの取り付けである。
【０１２３】
　伝統的な手順では、上記弁は、複雑な縫合手順によって場所に縫合される。経皮的手順
の場合には、移植部位への直接接近はなく、それ故、異なる取り付け技法が必要である。
【０１２４】
　本明細書中で扱われる別の新たな課題は、送達手順であり、これは、新規かつ特有であ
る。正確な位置および配向で身体中に上記デバイスを位置決めすることは、本明細書で開
示されたような上記デバイスおよび外科部位の特別のマーク付け、および測定方法を必要
とする。
【０１２５】
　人工ポリマー弁は、棚（ｓｈｅｌｆ）の上に維持されるときの特別な処理および特別な
条件、および特別の滅菌手順を必要とする。棚処理の結果の１つは、移植手順の間に弁を
縮ませる必要性である。一連のデバイスおよびこの縮ませる手順を可能にする発明が本明
細書中に開示されている。
【０１２６】
　本明細書中に提示される実施形態の説明および添付の図面は、添付の請求項によって包
含されるようなその範囲を制限することなく、本発明のより良い理解のためにのみ供され
ることは明瞭である。
【図面の簡単な説明】
【０１２７】
【図１】図１は、側面から観察される弁構造、ステント、またフレームを示す。
【図２】図２は、側面から観察される弁構造、ステント、またフレームを示す。
【図３】図３は、等角図法から観察される弁構造、ステント、またフレームを示す。
【図４】図４は、頂部（すなわち、流出側）から観察される弁構造、ステント、またフレ
ームを示す。
【図５】図５は、流入エッジの周りの布カバーを備えたフレームを示す。
【図６】図６は、流入エッジの周りの布カバーを備えたフレームを示す。
【図７】図７は、流入エッジの周りの布カバーを備えたフレームを示す。
【図８】図８は、流入エッジの周りの布カバーを備えたフレームを示す。
【図９】図９は、流入エッジの周りの布カバーを備えたフレームを示す。弁がまた、この
図では取り付けられている。この弁のタブは、フレームの小穴と整列されている。
【図１０】図１０は、流入エッジの周りの布カバーを備えたフレームを示す。弁がまた、
この図では取り付けられている。この弁のタブは、フレームの小穴と整列されている。
【図１１】図１１は、流入エッジの周りの布カバーを備えたフレームを示す。弁がまた、
この図では取り付けられている。この弁のタブは、フレームの小穴と整列されている。
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【図１２】図１２は、流入エッジの周りの布カバーを備えたフレームを示す。弁がまた、
この図では取り付けられている。この弁のタブは、フレームの小穴と整列されている。
【図１３】図１３は、流入エッジの周りの布カバーを備えたフレームを示す。弁がまた、
この図では取り付けられている。この弁のタブは、フレームの小穴と整列されている。布
が付加され、そしてフレームの小穴に取り付けられた弁のタブを維持する。
【図１４】図１４は、流入エッジの周りの布カバーを備えたフレームを示す。弁がまた、
この図では取り付けられている。この弁のタブは、フレームの小穴と整列されている。布
が付加され、そしてフレームの小穴に取り付けられた弁のタブを維持する。
【図１５】図１５は、流入エッジの周りの布カバーを備えたフレームを示す。弁がまた、
この図では取り付けられている。この弁のタブは、フレームの小穴と整列されている。布
が付加され、そしてフレームの小穴に取り付けられた弁のタブを維持する。
【図１６】図１６は、流入エッジの周りの布カバーを備えたフレームを示す。弁がまた、
この図では取り付けられている。この弁のタブは、フレームの小穴と整列されている。布
が付加され、そしてフレームの小穴に取り付けられた弁のタブを維持する。
【図１７】図１７は、米国特許出願第０９／７７２，５２６号、同第０９／８５３，４６
３号、同第０９／９２４，９７０号、同第１０／１２１，２０８号、同第１０／１２２，
０３５号、同第１０／１５３，２８６号、同第１０／１５３，２９０号に記載される小葉
の１つを示し、そして、これが、フレームおよびフレーム小穴とどのように整列されるの
かを示す。上記流入エッジの周りの布カフは、明瞭さのために除去されている。
【図１８】図１８は、プロトタイプの弁補綴具の流出側を示す。
【図１９】図１９は、プロトタイプの弁補綴具の流入側を示す。
【図２０】図２０は、プロトタイプの弁補綴具の側面図である。
【図２１】図２１は、７．５ｍｍまで縮められた弁アセンブリのステントを示す。
【図２２】図２２は、フレーム小穴への弁タブの組立てを示す。
【図２３】図２３は、タブ／小穴アセンブリの最終布被覆を示す。
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】
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