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(57)【要約】
　血栓除去用カテーテルとして用いることができる、湾
曲した先端部分を有する吸引カテーテルに関する。吸引
ルーメンはカテーテルの基部側端部またはその近くから
カテーテルの先端部分のまたはその近くの吸引ポートま
で延びる。血栓除去用カテーテルの湾曲は、吸引を血栓
の方向に指令することに由来する血栓のより効果的な除
去のために吸引ポートを管壁に、またはその近くに設置
するように選択することができる。いくつかの具体例に
おいて、カテーテルの先端部分は、カテーテルの管への
送達のための第一の配置から、吸引するための所望の設
計を持つ第二のより湾曲した配置まで移行できる。カテ
ーテルは周および／または横方向に移動して、内側管壁
の選択された部分を被覆することができる。いくつかの
具体例において、複数の閉塞構造を用いて、管内の流れ
を低下させ、および／または再度指令して、血栓除去の
性能を改良することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸引部と、
　前記吸引部になめらかに連結する基部側部と、
　前記基部側部の基部側に設けられた管状シャフトと、
　前記管状シャフトの末端部側の先端に備えられた末端側端部と、
　を備え、
　前記末端側端部は、吸引ルーメンと滑らかにつながった吸引ポートを有し、
　前記末端側端部は、前記基部側部から該末端側端部まで連続する吸引ルーメンを有し、
前記末端側端部は、第１配置位置と該第１配置位置から湾曲した位置である第２配置位置
とを有する、
　血栓除去用カテーテル。
【請求項２】
前記吸引部は、シリンジである、
請求項１に記載の血栓除去用カテーテル。
【請求項３】
前記管状シャフトは、外径が約０．２６ｍｍないし約３．０ｍｍである、
請求項１に記載の血栓除去用カテーテル。
【請求項４】
前記管状シャフトは、ポリエーテル－アミドブロックコポリマー、ナイロン（ポリアミド
）、ポリオレフィン、ポリテトラフルオロエチレン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリ
カルボネート、これらの混合物、およびそのコポリマーよりなる群から選択されるポリマ
ーである、
請求項１に記載の血栓除去用カテーテル。
【請求項５】
前記末端側端部は、ポリウレタン、ポリジメチルシロキサン、ポリテトラフルオロエチレ
ン、及びこれらの混合物よりなる群から選択されるポリマーである、
請求項１に記載の血栓除去用カテーテル。
【請求項６】
前記末端側端部は、１又は２以上の放射線不透過性マーカーを含む、
請求項１に記載の血栓除去用カテーテル。
【請求項７】
　請求項１に記載の血栓除去用カテーテルであって、
　前記末端側端部を前記第１配置位置から前記第２配置位置へ移動することができる作動
部を備える、
血栓除去用カテーテル。
【請求項８】
前記作動部は、ガイド部材とガイド出口ポートを有する前記末端側端部と末端部側ガイド
ルーメンを有する、
請求項７に記載の血栓除去用カテーテル。
【請求項９】
前記作動部は、栓子と該栓子に連結されたワイヤとを含む作動部である、
請求項７に記載の血栓除去用カテーテル。
【請求項１０】
前記作動部は、可動性末端部が前記末端側端部と適切に並ぶとき、カテーテルが前記第２
配置位置に移動するために十分な柔軟性を有する可動性末端部を有する作動部である、
請求項７に記載の血栓除去用カテーテル。
【請求項１１】
　請求項１に記載の血栓除去用カテーテルであって、
　高速交換用セグメントを形成するためのガイド部材を備える、
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血栓除去用カテーテル。
【請求項１２】
　前記末端側端部の先は、出口に向かって徐々に細くなっている、
請求項１に記載の血栓除去用カテーテル。
【請求項１３】
　吸引部と、
　基部側部と、
　基部側端部と末端側端部とに操作可能に取り付けられ、該基部側端部から前記基部側部
にかけて吸引ルーメンを形成するシャフトと、
　を備え、
　前記吸引部は、操作可能に前記吸引部と前記吸引ルーメンと前記シャフトとを結合して
おり、且つ、前記基部側部に取り付けられ又は取り付け可能な状態であり、
　前記シャフトは、末端部側の先端部が開放されており、
前記先端部は、一般軸に対して湾曲している、
　吸引カテーテル。
【請求項１４】
　前記末端側端部は、該末端側端部の一般的な外径よりも少なくとも２ｍｍだけ湾曲がず
れている、
請求項１３に記載の吸引カテーテル。
【請求項１５】
　前記末端側端部は、一つの湾曲を有する、
請求項１３に記載の血栓除去用カテーテル。
【請求項１６】
　前記末端側端部は、少なくとも２つの湾曲を有する、
請求項１３に記載の血栓除去用カテーテル。
【請求項１７】
　請求項１３に記載の血栓除去用カテーテルであって、
　前記湾曲の一つに沿った位置に配置される吸引ポートを備える、
　血栓除去用カテーテル。
【請求項１８】
　前記吸引ポートは、前記カテーテルの末端部側先端部に位置する、
請求項１３に記載の血栓除去用カテーテル。
【請求項１９】
　請求項１３に記載の血栓除去用カテーテルであって、
　高速交換用セグメントを形成するためのガイド部材を備え、
　前記ガイド部材は、ガイド構造を通過するのに適切な大きさである、
血栓除去用カテーテル。
【請求項２０】
　前記吸引部は、シリンジを有し、
　前記シリンジは、ルアーロックの取り付けが可能である、
請求項１３に記載の吸引カテーテル。
【請求項２１】
　前記吸引部は、ポンプを有する、
請求項１３に記載の吸引カテーテル。
【請求項２２】
　前記シャフトは、長さが約５０ｃｍないし約３００ｃｍである、
請求項１３に記載の吸引カテーテル。
【請求項２３】
　前記軸は、外径が約０．０１０インチないし約０．０６５インチである、
請求項１３に記載の吸引カテーテル。
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【請求項２４】
　前記シャフトは、金属強化ポリマーを含むポリマーである、
請求項１３に記載の吸引カテーテル。
【請求項２５】
　前記シャフトは、第１セグメントと該第１セグメントの末端部側に第２セグメントを有
し、
前記第１セグメントは、金属補強体を備えたポリマーを含み、
前記第２セグメントは、金属補強体を含まないポリマーを含む、
請求項１３に記載の吸引カテーテル。
【請求項２６】
　前記シャフトは、前記第２セグメントの端又は近傍の表面と該第２セグメントとに操作
可能に取り付けられた高速交換用セグメントを備え、
　前記高速交換用セグメントは、金属強化ポリマーを含む、
請求項２５に記載の吸引カテーテル。
【請求項２７】
　前記シャフトは、網目状の金属を埋め込んだポリマーからなる、
請求項１３に記載の吸引カテーテル。
【請求項２８】
　前記湾曲は、先端が約３０度ないし約６０度湾曲している、
請求項１３に記載の吸引カテーテル。
【請求項２９】
　前記湾曲は、先端が約４ｍｍ未満の長さである、
請求項１３に記載の吸引カテーテル。
【請求項３０】
　前記シャフトは、前記吸引ルーメンと連続的につながったサイドポートを有する、
請求項１３に記載の吸引カテーテル。
【請求項３１】
　吸引部と、
　前記吸引部になめらかに連結する基部側部と、
　前記基部側部の近位側に設けられた管状シャフトと、
　前記管状シャフトの遠位側の先端に備えられた末端側端部と、
　を備え、
　前記末端側端部は、吸引ルーメンと滑らかにつながった吸引ポートを有し、
　前記末端側端部は、前記基部側部から該末端側端部まで連続する吸引ルーメンを有し、
　前記末端側端部は、少なくとも３つの湾曲を有する、
　血栓除去用カテーテル。
【請求項３２】
　前記吸引ポートは、前記湾曲に沿って位置する、
請求項３１に記載の血栓除去用カテーテル。
【請求項３３】
　前記末端側端部の先は、出口に向かって徐々に細くなっている、
請求項３１に記載の血栓除去用カテーテル。
【請求項３４】
　請求項３１に記載の血栓除去用カテーテルであって、
　高速交換用セグメントを形成するためのガイド部材を備えた、
血栓除去用カテーテル。
【請求項３５】
　血栓除去用カテーテルの大部分の長さを形成する管状シャフトと吸引ポートとを有し、
前記管状シャフトの末端部側に吸引ポートから伸びている吸引ルーメンと接続した吸引部
と、
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少なくとも管の直径より大きく管を貫通できるよう湾曲している末端側端部と、
を有する血栓除去用カテーテルの管状シャフトの吸引ポートを通して血栓を患者の血から
除去する血栓除去方法。
【請求項３６】
　前記末端側端部は第１配置位置と第１配置位置に対して湾曲した位置である第２配置位
置とを有し、
　患者の管の中で第１配置位置から第２配置位置へ前記末端側端部がずれるステップを含
む、
　請求項３５に記載の血栓除去方法。
【請求項３７】
前記末端側端部を第１配置位置から第２配置位置に移動させることができる作動部を有す
る血栓除去用カテーテルを用いた、
　請求項３６に記載の血栓除去方法。
【請求項３８】
　ガイド部材を設けた前記作動部と、ガイド出口と末端部側ガイドルーメンとを有する末
端側端部と、
　基部の湾曲に沿って末端部側ガイドルーメンを通過し、ガイド部材をよけて前記第１配
置位置から前記第２配置位置へ前記末端側端部を移動する、
　請求項３７に記載の血栓除去方法。
【請求項３９】
　栓子と該栓子に連結されたワイヤとを含む前記作動部を有し、
　前記栓子を動かすための前記ワイヤの動きを含む前記末端側端部の前記第１配置位置か
ら前記２配置位置へ前記末端側端部を前記第２配置位置から移動することの妨げにならな
いように移動する、
　請求項３７に記載の血栓除去方法。
【請求項４０】
　前記吸引ポートは前記血栓除去用カテーテルの末端部側の端に位置する、
　請求項４０に記載の血栓除去方法。
【請求項４１】
　前記末端側端部は複数の湾曲を有し、前記吸引部は該湾曲のひとつに沿って配置される
、
　請求項３５に記載の血栓除去方法。
【請求項４２】
　前記末端部端部は、少なくとも３つの湾曲を有する、
請求項４１に記載の血栓除去方法。
【請求項４３】
　前記吸引ポートは、管壁から管の直径の約１０％以下の距離に近接する、
請求項３５に記載の血栓除去方法。
【請求項４４】
　請求項３５に記載の血栓除去方法であって、
　前記カテーテルを動かしながら吸引する移動吸引ステップを含む、
　血栓除去方法。
【請求項４５】
　前記移動吸引ステップは、前記カテーテルを基部側方向へ移動するステップである、
請求項４４に記載の血栓除去方法。
【請求項４６】
　前記移動吸引ステップは、前記カテーテルを周辺方向に移動させるステップである、
請求項４４に記載の血栓除去方法。
【請求項４７】
　請求項３５に記載の血栓除去方法であって、
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　前記カテーテルの通常の外径を超えて伸びる部材が前記管を部分的に閉塞させる閉塞ス
テップと、
　を含む血栓除去方法。
【請求項４８】
　流体及び／又はデブリを取り除く前記カテーテルの長さの大部分を形成する管状シャフ
トと先端ポートとを設けた末端側端部を有し、
前記末端側端部は前記シャフの末端部側で吸引部から吸引ポートに伸びている吸引ルーメ
ンとつながり、
前記末端側部は　管壁から管の直径の約１０％以下の距離で湾曲している血栓除去用カテ
ーテルの吸引ポートを通じて、
患者の管から血栓を除去する方法。
【請求項４９】
　吸引部と、
　前記吸引部になめらかに連結する基部側部と、
　前記基部側部の基部側に設けられた管状シャフトと、
　前記管状シャフトの末端部側の先端に備えられた末端側端部と、
　前記カテーテルの他の部分から外側に延びるフラップ、または該カテーテルの周囲の周
りに部分的にだけ延びるバルーンを有する部分的に閉塞した部材と、
　を備え、
　前記末端側端部は、吸引ルーメンと滑らかにつながった吸引ポートを有する、
血栓除去用カテーテル。
【請求項５０】
　前記カテーテルの先端は湾曲しており、前記部分的に閉塞した部材が該湾曲上又は該湾
曲の末端部側に有する、
請求項４９に記載の血栓除去用カテーテル。
【請求項５１】
　前記部分的に閉塞した部材は、平面部を有し、
　前記フラップはプルワイヤで作動可能である、
請求項４９に記載の血栓除去用カテーテル。
【請求項５２】
　流体を取り除く前記カテーテルの長さの大部分を形成する管状シャフトと吸引ポートを
有する末端側端部とを有し、
前記末端側端部は前記シャフトの末端部側で吸引部から前記吸引ポートに伸びている吸引
ルーメンとつながり、流れが該カテーテルの外径から部分的に閉塞させる部材により部分
的に妨げられるカテーテルを用いて、
患者の管から血栓を除去する方法。
【請求項５３】
　請求項５２に記載の血栓を除去する方法であって、
　前記部分的な閉塞構造は、フラップを有し、
　前記フラップが低プロファイル構造から膨張した部分的閉塞構造に動かすステップを含
む、
　血栓を除去する方法。
【請求項５４】
　前記部分的に閉塞させる部材は、バルーン構造である、
　請求項５２に記載の血栓を除去する方法。
【請求項５５】
　吸引カテーテルが前記塞栓症保護材にむけて末端部側に移動させつつ吸引するステップ
と、
　吸引カテーテルで吸引しつつ、前記塞栓症保護材を元の場所に回収するステップ、
　を含む患者の管から塞栓症保護材を除去する方法。
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【請求項５６】
　前記塞栓症保護材を吸引カテーテル内に引き込むステップと、
　を含む請求項５５に記載の方法。
【請求項５７】
　塞栓症保護材を超えて吸引カテーテルをスライドするステップと、
　を含む請求項５５に記載の方法。
【請求項５８】
　カテーテルの先の湾曲部からガイド部材に沿って該カテーテルを追跡するステップを含
み、
　前記カテーテルは、該カテーテルの全長に沿ってトルクの伝達を増やすための金属編物
を含む、
　末端部側に吸引ポートを有する吸引カテーテルを動かす方法。
【請求項５９】
　曲がった先端部及び吸引ポートを有するカテーテルを用いて患者の管の中で手術する方
法であって、
　前記カテーテルは、ガイドポートを含む高速交換カテーテルであり、
　管の中でガイド部材上を前記カテーテルを運搬し、前記ガイド部材は前記ガイドポート
を通って伸張するステップと、
　管からデプリを取り除くために吸引するステップと、
　を含む方法。
【請求項６０】
　前記吸引ポートは、前記カテーテルの末端側端部に位置し、
　前記ガイド部材は、運搬中に前記吸引ポートから伸張する、
請求項５９に記載の方法。
【請求項６１】
　前記先端部が自然に曲がった構造を取るに十分可能な程度に前記ガイド部材を引き込む
ステップと、
を含む請求項５９に記載の方法。
【請求項６２】
　前記ガイド部材が前記吸引ルーメンを通って伸張するステップと、
を含む請求項６１に記載の方法。
【請求項６３】
　前記曲がった先端部は、単一の湾曲を有し、
前記吸引ポートは、前記シャフトの前記末端側端部に位置する、
請求項５９に記載の方法。
【請求項６４】
　前記曲がった先端部は、複数の湾曲を有し、
前記吸引ポートが前記湾曲の１つに沿って位置する、
請求項５９に記載の方法。
【請求項６５】
　前記吸引ポートは、管壁から管の直径の約１０パーセント以下の距離内で管壁に隣接す
る、
請求項５９に記載の方法。
【請求項６６】
　前記吸引するステップは、前記カテーテルの移動中に吸引するステップである、
請求項５９に記載の方法。
【請求項６７】
　前記吸引するステップは、前記カテーテルの回転中に吸引するステップである、
請求項５９に記載の方法。
【請求項６８】
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　カテーテルと、運搬ツールと、を備え、
　前記カテーテルは吸引部と、前記吸引部に操作可能に接続された基部側部と、前記基部
側部に取り付けられた軸と、を備え、
　前記シャフトは、該シャフトの末端側端部に沿ってガイドポートを有し、
　前記運搬ツールは、ロットとガイド部材とかみ合わせ可能で、前記ロットが通るのに十
分な大きさを有する凹みを有する、
　高速交換カテーテルシステム。
【請求項６９】
　前記吸引部は、シリンジである
請求項６８に記載のカテーテルシステム。
【請求項７０】
　前記シャフトは、外径が約０．２６ｍｍないし約３．０ｍｍである、
請求項６８に記載のカテーテルシステム。
【請求項７１】
　前記シャフトは、ポリエーテル－アミドブロックコポリマー、ナイロン（ポリアミド）
、ポリオレフィン、ポリテトラフルオロエチレン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリカ
ルボネート、ポリジメチルシロキサン、その混合物、およびそのコポリマーよりなる群か
ら選択されるポリマーを含む、
請求項６８に記載のカテーテルシステム。
【請求項７２】
　請求項６８に記載のカテーテルシステムであって、
　前記シャフトは、先端部を有し、
前記先端部は少なくとも１つの湾曲を有する、
カテーテルシステム。
【請求項７３】
　前記吸引ポートは、側壁に沿って位置する、
請求項７２に記載のカテーテルシステム。
【請求項７４】
　前記吸引ポートは、前記カテーテルの末端部側先端に位置する、
請求項７２に記載のカテーテルシステム。
【請求項７５】
　前記シャフトは、基部側端部から末端側端部にポリマー内に包埋された金属補強体を有
する、
請求項６８に記載のカテーテルシステム。
【請求項７６】
　前記カテーテルは、先端部を有し、
前記先端部分はただ１つのルーメンを有する、
請求項６８に記載のカテーテルシステム。
【請求項７７】
　前記カテーテルは、先端部を有し、
前記先端部は補強網物を有する、
請求項６８に記載のカテーテルシステム。
【請求項７８】
　前記カテーテルは、放射線不透過性マーカーバンドを有する先端部を有する、
請求項６８に記載のカテーテルシステム。
【請求項７９】
　運搬ツールは急速交換ポートを通って取り除かれるにつれて、ガイド部材が該急速交換
ポートを通って運搬ツールとかみ合うステップと、
を含む急速交換カテーテルの運搬方法。
【請求項８０】
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　前記ガイド部材は、ガイドワイヤを有する、
請求項７９に記載の方法。
【請求項８１】
　前記ガイド部材は、コアワイヤおよびオーバーチューブを含む一体化されたガイド部材
である、
請求項７９に記載の方法。
【請求項８２】
　前記ツールがロッドおよび末端部側ロッドを有する、
請求項７９に記載の方法。
【請求項８３】
　前記ツールは、前記ガイド構造体を受け入れるサイズを持つチューブを有する、
請求項７９に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、血栓除去、または患者の血管内で容易に血栓を除去できるよう改良した血栓
除去用カテーテルに関する。さらに、本発明は改良されたカテーテルを用いて血栓除去を
行うための手法に関する。さらに、本発明は改良された追跡部を有し、かつ血栓除去にお
いて、塞栓症保護材の回収で用いることができる湾曲した先端を有する吸引カテーテルに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　塞栓は外来性および／または内因性の要因で起こり得、身体の血管系又は他の管に進入
して、血流の閉塞を引き起こす可能性がある。塞栓はフィブリン、血液細胞またはその断
片、コラーゲン、コレステロール、プラーク、脂肪、石灰化プラーク、泡、動脈組織およ
び／または他の雑多な断片またはそれらの組合せの凝集体から形成され得る。塞栓は、狭
くなりつつある領域、または主な器官に供給する小さなサイズの血管に生じやすい。周囲
の組織への血流の喪失は部分的な細胞の死滅または梗塞を引き起こす。脳梗塞は発作を引
き起こしかねず、混乱、スピーチの乱れ、麻痺、視覚の乱れ、バランスの乱れ、および死
亡にさえ至る。心臓においては、塞栓は心筋梗塞、すなわち、心臓発作を引き起こしかね
ない。心筋梗塞とは、心筋または心臓筋肉の一部の死滅を言う。心筋梗塞は冠動脈または
その支流の少なくとも一部に由来し得る。冠動脈に関連する毛細血管の閉鎖の結果、対応
するミクロ梗塞形成／ミクロ梗塞になり得る。得られた損傷は短期間または永久的なもの
であり得る。
【０００３】
　場合によっては、血栓は、具体的には、一般にフィブリンおよび／または血小板を含む
血塊の呼称として用いられてきた。しかしながら、管からの除去に関して本明細書中で用
いるように、血栓は、流動を制限し、または潜在的に制限する管内のいずれかのデブリに
ついても広く用いられている。このため、血栓は、デブリと、塞栓との両方の意味で用い
る。血栓の結果、管内の流動の望ましくない制限がもたらされ得る。加えて、特定の位置
から血栓が放出された結果、最初の放出位置から下流により深刻な閉鎖が起こり得る。ま
た、外的要因によって流れが乱れたり、低下したりすることもある。このような流動条件
は、感染の速度を増加させることが示されている。血栓は流動を制限するのみならず、感
染の危険性も増大させる。
【０００４】
　例えば、アテローム性動脈硬化症および深静脈血栓症を含めた病気状態、老化、および
妊娠さえもが血管壁でのプラークおよびフィブリンの形成を引き起こし得る。このプラー
クを緩め、または破壊するものが塞栓／血栓を生成し得る。塞栓の臨床的な問題は驚くほ
ど大きなものである。頸動脈単独のアテローム性硬化症から生じた塞栓は、合衆国におい
て毎年５００，０００件起こる発作の２５％を占める（２００２年アメリカ心臓関連およ
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び発作年次統計）。
【０００５】
　皮肉なことに、動脈性硬化症のプラークを除去し、または迂回するのに用いられる経皮
および外科的介入（例えば、バルーン膨張血管形成術、動脈内膜切除術、バイパス移植術
およびステンティング）は、それ自体がプラークを破壊する。最も一般的な心血管介入の
１つは冠動脈バイパス移植術（ＣＡＢＧ）である。歴史的には、バイパス移植体における
全ての経皮冠動脈介入の１０ないし２０％は、心筋梗塞を引き起こすのに十分な大きさの
塞栓を生じさせる。これは、用いる移植体が伏在静脈起源のものである場合に特に当ては
まる。他の手法もまた、塞栓を生じさせる可能性を有する。事実、ドップラー超音波は、
ほとんど全ての心臓および頸動脈介入の症例においてミクロ塞栓形成の証拠を示す。毎年
行われる１８０万を超える介入手法のうち、神経認識の障害および／または虚血性イベン
トをもたらすものが１0％を超える。これらの損傷の多くは短期間であるが、永久的にな
ることもある。
【０００６】
　腎臓動脈狭窄の治療のための経皮介入手法および外科的手法もまた塞栓を生じ得る。治
療されたものの３６％はアテローム塞栓によって引き起こされた細動脈腎硬化症を罹って
いることを示唆する臨床的証拠がある。アテローム塞栓事象を持つ患者が５年生存できる
かどうかは、アテローム塞栓を持たない患者よりも有意に悪い（各々、５４％　ｖｓ．８
５％）［Ｋｒｉｓｈｍａｍｕｒｔｈｉ　ｅｔ　ａｌ．Ｊ　Ｕｒｏｌ．１９９９，１６１：
１０９３－６］。
【０００７】
　脚の深静脈からの肺動脈への肺塞栓症は、しばしば、大きな塞栓負荷を伴ったもう１つ
の主要な臨床的問題である。肺塞栓症に対する可能性を持つ患者は血栓除去が有効になり
える。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の第１の態様において、本発明のカテーテルは、吸引部と、前記吸引部になめら
かに連結する基部側部と、前記基部側部の基部側に設けられた管状シャフトと、前記管状
シャフトの末端部側の先端に備えられた末端側端部と、を備え、前記末端側端部は、吸引
ルーメンと滑らかにつながった吸引ポートを有し、前記末端側端部は、前記基部側部から
該末端側端部まで連続する吸引ルーメンを有し、記末端側端部は、第１配置位置と該第１
配置位置から湾曲した位置である第２配置位置とを有する。
【０００９】
　本発明の他の態様において、本発明のカテーテルは、吸引部と、前記吸引部になめらか
に連結する基部側部と、前記基部側部の基部側に設けられた管状シャフトと、前記管状シ
ャフトの末端部側の先端に備えられた末端側端部と、を備え、前記末端側端部は、吸引ル
ーメンと滑らかにつながった吸引ポートを有し、前記末端側端部は、前記基部側部から該
末端側端部まで連続する吸引ルーメンを有する。本実施形態において、前記末端側端部は
、該末端側端部の一般的な外径よりも少なくとも２ｍｍの湾曲のずれを有していてもよい
。
【００１０】
　他の実施形態において、本発明のカテーテルは、吸引部と、前記吸引部になめらかに連
結する基部側部と、前記基部側部の基部側に設けられた管状シャフトと、前記管状シャフ
トの末端部側の先端に備えられた末端側端部と、を備え、前記末端側端部は、吸引ルーメ
ンと滑らかにつながった吸引ポートを有し、前記末端側端部は、前記基部側部から該末端
側端部まで連続する吸引ルーメンを有する。本実施形態において、前記末端側端部は、少
なくとも３つの湾曲を有する湾曲部材を有していてもよい。
【００１１】
　他の実施形態において、本発明のカテーテルは、流体及び／又はデブリを取り除くカテ
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ーテルの長さの大部分を形成する管状シャフトと吸引ポートとを設けた末端側端部を有し
、前記末端側端部は前記シャフトの末端部側で吸引部から吸引ポートに伸びている吸引ル
ーメンとつながる吸引カテーテルを用いて患者の管から流体及びデプリを取り除く方法に
関する。本実施形態において、前記末端側端部は　管壁から管の直径の約１０％以下の距
離で湾曲している血栓除去用カテーテルの吸引ポートを有していても良い。また、前記末
端側端部は、該末端側端部は、少なくとも管の直径より大きく管を貫通できるよう湾曲を
有していても良い。
【００１２】
　他の実施形態において、本発明のカテーテルは、吸引部と、前記吸引部になめらかに連
結する基部側部と、前記基部側部の基部側に設けられた管状シャフトと、前記管状シャフ
トの末端部側の先端に備えられた末端側端部と、部分的に閉塞した部材とを備えている。
本実施形態において、前記部分的に閉塞した部材は、前記カテーテルの他の部分から外側
に延びるフラップ、または該カテーテルの周囲の周りに部分的にだけ延びるバルーンを有
していてもよい。また、前記末端側端部は、吸引ルーメンと滑らかに連結する吸引ポート
を有していても良い。
【００１３】
　他の実施形態において、本発明の血栓を除去する方法は、流体を取り除くカテーテルの
長さの大部分を形成する管状シャフトと吸引ポートを有する末端側端部とを有し、前記末
端側端部は前記シャフトの末端部側で吸引部から前記吸引ポートに伸びている吸引ルーメ
ンとつながり、流れが該カテーテルの外径から部分的に閉塞させる部材により部分的に妨
げられるカテーテルを用いて、患者の管から血栓を除去する方法である。
【００１４】
　他の実施形態において、本発明のカテーテルは、吸引部と、基部側部と、基部側端部と
末端側端部とに操作可能に取り付けられ、該基部側端部から前記基部側部にかけて吸引ル
ーメンを形成するシャフトと、を備え、前記吸引部は、操作可能に前記吸引部と前記吸引
ルーメンと前記シャフトとを結合しており、且つ、前記基部側部に取り付けられ又は取り
付け可能な状態であり、前記シャフトは、末端部側の先端部が開放されており、前記先端
部は、一般軸に対して湾曲している。
【００１５】
　他の実施形態において、本発明の患者の管から塞栓症保護材を除去する方法は、吸引カ
テーテルが前記塞栓症保護材にむけて末端部側に移動させつつ吸引するステップと、吸引
カテーテルで吸引しつつ、前記塞栓症保護材を元の場所に回収するステップ、とを含む。
【００１６】
　また、本発明の末端部側に吸引ポートを有する吸引カテーテルを動かす方法は、カテー
テルの先の湾曲部からガイド部材に沿って該カテーテルを追跡するステップを含み、前記
カテーテルは、該カテーテルの全長に沿ってトルクの伝達を増やすための金属編物を含む
。
【００１７】
　更に、本発明の曲がった先端部及び吸引ポートを有するカテーテルを用いて患者の管の
中で手術する方法は、前記カテーテルは、ガイドポートを含む高速交換カテーテルであり
、管の中でガイド部材上を前記カテーテルを運搬し、前記ガイド部材は前記ガイドポート
を通って伸張するステップと、管からデプリを取り除くために吸引するステップとを含む
方法である。
【００１８】
　他の実施形態において、本発明の高速交換カテーテルシステムは、カテーテルと、運搬
ツールと、を備え、前記カテーテルは吸引部と、前記吸引部に操作可能に接続された基部
側部と、前記基部側部に取り付けられたシャフトと、を備え、前記シャフトは、該シャフ
トの末端側端部に沿ってガイドポートを有し、前記運搬ツールは、ロットとガイド部材と
かみ合わせ可能で、前記ロットが通るのに十分な大きさを有する凹みを有する。
【００１９】
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　更に、本発明の高速交換カテーテルを運搬する方法は、運搬ツールが急速交換ポートを
通って取り除かれるにつれて、ガイド部材が該急速交換ポートを通って運搬ツールとかみ
合うステップと、を含む。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　改良された血栓除去用カテーテルは、その末端側端部近くに該カテーテル中の湾曲、お
よび該カテーテルの末端側端部または近くの吸引ポートを、該吸引ポートが患者の管内で
の展開に際して管の壁に、またはその近くに位置できるような適当な配置で有する。トル
クの該カテーテルへの適用を通じて、吸引ポートは管の内部周辺の周りを掃引されて、管
内の種々の位置から血栓を効果的に除去することができ、同様に、横方向の移動を用いて
、管の長さを掃引して血栓を除去することができる。いくつかのタイプの湾曲した部材は
、吸引ポートのための所望の配置を供しつつ、カテーテル先端を供することができる。い
くつかの具体例において、カテーテル先端を、管内の選択された位置への送達用のより真
っ直ぐな配置に曲げることができる。吸引ポートを管壁に、またはその近くに位置させる
能力は、壁に付着した血栓を除去する有意に改良された能力を提供する。というのは、吸
引は血栓に向けられているからであり、期誘引を一般には血栓の近くに向けるよりもより
効果的であり得る。カテーテル先端材料の柔軟性をバランスさせることによって、先端は
、サイドポートが血栓が付着した近くの管壁またはその近くに維持できるような十分に固
定された配置を有しつつ、効果的な送達に十分に柔軟であり得る。いくつかの具体例にお
いて、吸引カテーテルの設計は、送達の間に改良されたトラッキングを供しつつ、塞栓症
保護デバイスの検索のために、塞栓症保護デバイスのカテーテル内へ引き込むこと取り外
しを供することができる。
【００２１】
　本発明のデバイスおよび対応するプロセスは、吸引して患者の管からの血栓の直接的除
去を目的とする。本明細書中に記載された血栓除去用カテーテルは、単独で、あるいは他
の治療アプローチと共に用いることができる。かくして、血栓の適当な沈積は、代替法と
して、あるいはステントおよび／または他の処置の送達のための前処理において直接的に
除去することができる。可視化技術を用いて、カテーテルを所望の位置に位置させること
ができる。吸引効率を上げることで、血栓除去は、血栓をゆるめるための機械的なまたは
他の磨耗の必要性なくし、かつ管を通る自然な流れの途絶がより少なく、より効果的であ
り得る。いくつかの具体例において、該流れは部分的に閉塞され、吸引の有効性を増大さ
せることができる。もし吸引カテーテルが末端側吸込み開口を有するならば、吸引カテー
テルを用いて塞栓症保護デバイスを回収することができる。
【００２２】
　また、もし血栓除去用カテーテルを他の処置アプローチと共に用いるならば、吸引は他
の処置デバイスの使用に先立って、または使用の後に適応することができる。例えば、血
栓除去用カテーテルを他の処置アプローチの適用に先立って用いることで、血栓の分散し
た部分を除去し、他の処置アプローチの使用に先立って血栓を良好に局在化させることが
できる。加えて、あるいは別法として、血栓除去用カテーテルをもう１つ別の処置アプロ
ーチの適用後に用いて、最初のアプローチを用いて適切に処置されなかった残存する血栓
を除去することができる。いずれかの適用において、管の壁に、またはその近くに吸引ポ
ートを予測通りに設置することができるため、該手法の性能、および最終的な結果の制御
が改善される。
【００２３】
　血栓除去用カテーテルに取り込んでいる医療システムは、侵入性が低い経皮手法を実行
するための一般的な器具および方法を用いることができる。特に、カテーテルの使用を容
易とするガイドカテーテル、止血バルブおよび他の器具は、本発明のカテーテルシステム
に用いることができる。血栓除去用カテーテルで用いる具体的な手段は、例えば、ガイド
部材、任意のフィルターおよび任意のさらなる処置構造体を含む。適当なガイド部材は、
例えば、後述するガイドワイヤ、およびコアワイヤおよびオーバーチューブを有する一体
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化されたガイド部材を含む。任意のフィルターは、三次元濾過マトリックスを形成する繊
維を含むことができ、一体化されたガイドデバイスを用いて展開のために適合させること
ができる。任意のさらなる処置構造体は、例えば、血管形成バルーン、ステント、および
磨耗ベースの血栓除去用部材を含む。
【００２４】
　本明細書中に記載された血栓除去用カテーテルは、管壁に隣接してより効果的に吸引を
行うように適合された吸引カテーテルである。血栓除去用カテーテルはオーバーザワイヤ
設計または高速交換設計を有することができる。オーバーザワイヤ設計において、カテー
テルは、ガイド部材が、カテーテルの基部側端部近くの地点から、カテーテル内のカテー
テルの末端側端部近くの地点まで移動するように設計される。高速交換設計においては、
ガイド部材は、カテーテルの末端側端部における、またはその近くの高速交換部を除いて
カテーテルの外側に存在する。ガイド部材は高速交換セグメントの少なくとも一部の内側
を延びる。吸込みの送達、およびカテーテルの末端側先端の向きおよび構造に関する機能
的特徴は、オーバーザワイヤ対高速交換構造体から一般には独立しているが、いくらかの
微細な設計考慮は、特定のデバイスの高速交換性質によって影響され得る。
【００２５】
　一般には、血栓除去用カテーテルは吸引部、該吸引部に連結された基底部、該基底部に
対してその基部側端部に付着された管状シャフト、および該管状シャフトの末端側端部に
おける先端部分を含む。連続的吸引ルーメンは、基底部および先端部分の間に形成される
。連続ルーメンは、先端部分に位置したポートへの、基底部におけるシリンジのような吸
引部からの吸込みの伝達を提供する。吸引ポートは、該ポートをサイドポートということ
ができるように、カテーテルの末端側端部に、あるいは末端側端部から変位した位置に位
置させることができる。いくつかの具体例において、先端部分は複数の吸引ポートを有す
ることができる。
【００２６】
　吸引ポートの位置には無関係に、末端側部分は、適切なサイズの管のための管壁におけ
る吸引するために該ポートを管の壁またはその近くに略位置させる配置を有する。かくし
て、末端側部分は、通常複数地点における管壁との接触を通し、管壁またはその近くの該
ポートを抑圧するために、管直径と匹敵するか、またはそれよりも大きな血管直径を横切
る変位を与えるための湾曲した配置を有する。該湾曲の結果、カテーテルを使用中、吸引
ポートが血管の壁に略隣接するように用いられるほとんどの管の直径よりも大きなカテー
テル先端の変位をもたらし得る。管壁に、またはその近くに適切に位置した吸引ポートを
有しつつ、単一のカテーテルを一定範囲の管サイズで用いることができる。
【００２７】
　いくつかの具体例において、カテーテル先端部分は２つの配置を有する。第一配置は、
送達の間に管内の特徴と相互作用する機会をより少なくして、所望の部位におけるカテー
テルの送達を容易とするように設計される。特に、この送達配置は、一般には、デバイス
の管状シャフトに沿って走る軸に関してより直線的な向きを有する。第二配置はより湾曲
した向きを有する。より湾曲した向きにおいて、該ポートは、それが適切なサイズの管の
ための管壁の近くに束縛されるように変位される。第一の向きから第二の湾曲した向きへ
の先端の開放は、ガイド構造体に対して、または別々の作動エレメントに対してカテーテ
ルを相対的に位置させることを通じて行うことができる。第二の向きは、第一のより直線
的な向きが、先端をより直線的な配置への変形を生じさせるように、先端の自然な位置で
あり得る。より直線的な配置は、第二のより曲がった位置へ移ることができるように、開
放されるまで維持される。
【００２８】
　他の具体例において、先端部分は、一旦カテーテルが選択された位置に置かれると、該
ポートを管壁に、またはその近くに固有に位置させる湾曲を有する。先端部分は、先端の
輪郭を形成して、所望の結果を生じる複数の湾曲を有することができる。特に、先端部分
は、先端部分の１つの端部が管壁近くに位置して、先端部分のもう１つの部分が管壁の反
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対側近くとなるような配置を有する。吸引ポートは、管壁またはその近くに位置するこれ
らの部分の一方または双方近くに置くことができる。適当な配置を先端における単一の湾
曲で達成することができるが、複数の湾曲の結果、便宜には標的部位に向けることができ
る所望の輪郭をもたらすことができる。いくつかの具体例において、デバイスは複数の湾
曲およびサイドポートを有する。
【００２９】
　一般には、血栓除去用カテーテルの末端側先端は、カテーテルの軸よりも柔軟な材料か
ら作製する。この軸は、一般には、患者の管をすり抜けるのに十分に柔軟であるが、基部
側端部からのカテーテルの移動を制御するのに十分な堅さをもつ。末端側先端部分または
その一部は、カテーテルの操作を改良させるために、さらに柔軟であってもよい。なぜな
ら、カテーテルは患者の血管系または他の管を通り抜けるからである。先端の柔軟性は、
管壁に対する損傷を誘発することなく、管壁と接触するという点でやはり有益であり得る
。なぜなら、先端は、管壁が壁との接触で損傷しないのに十分に柔軟性であるべきだから
である。
【００３０】
　塞栓症保護部材は、一般には、管内を流動する流体を濾過して、流れ内の塞栓を捕獲す
る。塞栓症保護部材は、種々の状況に応答して送達することができる。例えば、塞栓症保
護部材は、塞栓の放出をもたらす可能性を有する医療的手法の実行に先立って送達するこ
とができる。同様に、塞栓の形成および／または放出をもたらし得る負傷または外傷に続
いて、１つ以上のデバイスを移植することができる。加えて、塞栓が発生し得る生理学的
条件が過去に発症した人に、１つ以上の塞栓症保護部材を移植することができる。塞栓症
保護部材は、他の治療部材および／または薬物療法のような療法と組み合わせて用いるこ
とができる。バルーンベースの塞栓症保護部材のような他の部材は実質的にまたは完全に
流れをブロックし得るが、特に注目する塞栓症保護部材は、後にさらに記載するように、
三次元フィルタリングマトリックスを有する。塞栓症保護部材の特別な具体例は、ここに
引用して援用する、「Ｅｍｂｏｌｉｓｍ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅ」と題さ
れたＯｇｌｅに対する同時係属米国特許出願第１０／４１４，９０９号、ここに引用して
援用する、「Ｆｉｂｅｒ　Ｂａｓｅｄ　Ｅｍｂｏｌｉｓｍ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ　Ｄｅ
ｖｉｃｅ」と題されたＧａｌｄｏｎｉｋ　ｅｔ　ａｌ．に対する２００４年３月６日に出
願された同時係属米国特許出願第１０／７９５，１３１号、およびここに引用して援用す
る「Ｓｔｅｅｒａｂｌｅ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｈａｖｉｎｇ　Ａ　Ｃｏｒｅｗｉｒｅ　Ｗｉｔ
ｈｉｎ　Ａ　Ｔｕｂｅ　Ａｎｄ　Ｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎ　Ｗｉｔｈ　Ａ　Ｆｕｎｃｔｉ
ｏｎａｌ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ」と題されたＧａｌｄｏｎｉｋらに対す
る同時係属米国出願第１１／０７２，００１号に記載されている。
【００３１】
　部材が移植された状況とは無関係に、多くの具体例は、引き続いて、部材の引き続いて
の取り出し、すなわち、回収を要求する適応症を有する。特に、ほとんどの場合、塞栓保
護部材は、一般には、塞栓事象の原因がもはや存在しなくなって後に流れから除去される
。患者からの部材を除去することによって部材が破壊され、部材から塞栓の一部が放出さ
れる可能性がある。放出された塞栓は下流に流れ危険性を患者に与えかねない。
【００３２】
　回収は、例えば、特定の医療手法の完了の後に、特別な危険が過ぎ去った後に、あるい
はもう１つの置換塞栓症保護部材の設置と組み合わせて行うことができる。塞栓症保護部
材の操作は、血液または他の流体であるかにかかわらず、部材に捕獲された塞栓の除去、
および塞栓の患者の流体の流れへの放出に伴う危険性を作り出しかねない。本明細書中に
記載された装置および手法は、装置の取り出しの間に起こる、捕獲された塞栓の喪失を低
下または排除し、塞栓症保護部材の取り出しを容易とする。該装置および手法は、送達後
に付着されない塞栓症保護部材、あるいは送達後も付着されたままの塞栓症保護部材に関
して用いることができる。
【００３３】
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　一般に、吸引カテーテルは、一定範囲の塞栓症保護部材の検索で用いることができる。
しかしながら、特に注目する塞栓症保護部材は三次元濾過マトリックスを含む。さらに、
塞栓症保護部材は後の取り出しまでの一定期間の間、連結されていない管内に残り得るが
、特別に注目する具体例においては、塞栓症保護部材は、手法および引き続いての取り出
しの間に管内への連結された設置のための一体化されたガイド構造体の一体構成要素とし
て形成される。塞栓症保護部材の三次元濾過マトリックスは、その展開の間、自然な流れ
の制限が低下または排除され、改良された塞栓捕獲を供し、本明細書中に記載された吸引
カテーテルは、回収プロセスの間に下流で塞栓を放出する危険性が低下または排除された
、塞栓症保護デバイスの改良された検索を供する。一般に、連結されたまたは連結されて
いない塞栓症保護部材の回収のための吸引カテーテルの使用は、ここに引用して援用する
、「Ｅｍｂｏｌｉ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｅｘｐｏｒｔ　Ｓｙｓｔｅｍ」と題されたＧａｌｄｏ
ｎｉｋ　ｅｔ　ａｌ．に対する同時係属米国特許出願第１０／８５４，９２０号にさらに
記載されている。
【００３４】
　血栓除去用カテーテルは、カテーテルのシャフトの存在によって誘導される束縛を超え
て血管の部分的閉塞を誘導するための部材を含むことができる。血栓除去用カテーテルの
吸引は、管内の自然な流れにある程度逆らって働く。管の全閉塞の回避は、停止された流
れに由来し得る患者に対する危険性を低下させる。また、多少の流れがあることで、血栓
のより完全な除去を供するために部位を活性化させるのを助けることができる。しかしな
がら、管中の流量が全開の場合、カテーテルによる過剰な吸引を必要となりえるため、吸
引により血栓をカテーテル内から除去できる前に、部位から除去された血栓を流動させる
可能性がある。
【００３５】
　管から血栓をバランスよく除去するためには、管の部分的閉塞が好ましい。血栓除去用
カテーテルに関しては、流れを血栓除去用カテーテルの吸引ポートから離れるように仕向
けることによって部分的に閉塞させるのがより好ましい。吸引ポートから流れを反らすこ
とによって、管中の流れは近くの血栓を吸引ポートから離れるよりはむしろ吸引ポートに
向ける傾向がある。この乱流は、吸引部から血栓を除去して該手法の目的を無効にするよ
りはむしろ血栓除去の効率を増大させる傾向がある。
【００３６】
　血栓除去を行うためには、外科的手法を用いて管を露出させることもできるが、一般に
は、適切な低い侵入性の送達手法を用いてカテーテルを血栓近くに位置させる。例えば、
一般には、心臓手法には、心臓に至る動脈にアクセスするための鼡径部または手首の切開
を含む。適当な可視化アプローチを用いて、カテーテルの先端を位置させることができる
。血栓は、血栓除去手法に先立って、および／またはその間に突き止めることができる。
【００３７】
　一旦、カテーテル先端を血栓の領域に位置させたならば、もしそれが湾曲した配置で送
達されないならば、カテーテル先端を湾曲させる。具体的には、カテーテルの管への導入
の間や標的位置へのトラッキングの間に、吸引しても良い。また、先端がその湾曲した配
置に移動している間は、吸引しても良い。湾曲した配置において、吸引ポートを管壁又は
その近傍に位置させる。吸引しつつ、吸引カテーテルを移動させて、管壁の内側に沿って
吸引ポートを掃引することができる。カテーテルの先端は管壁に沿って周方向に、および
／または横方向に移動させることができる。横方向の運動は末端側および／または基部側
方向とすることができる。カテーテルの先端の動作の程度は、管内の血栓の評価に基づい
て選択することができる。
【００３８】
　さらなる保護として、ガイド部材は、吸引を逃れて管内で移動する塞栓となるいずれの
血栓も捕獲するための塞栓症保護部材を含むことができる。適当な塞栓症保護部材は、例
えば、管ルーメンを横切って拡大して、塞栓を収集する繊維から形成された塞栓症保護部
材を含む。コアワイヤおよびオーバーチューブを備えた一体化ガイド部材を、一体化ガイ
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ド部材を用いて、塞栓症保護部材を展開し、回収することができるように、カテーテル用
のガイド部材として用いることができる。所望であれば、別々の吸引、回収カテーテルを
用いて、塞栓症保護部材の回収を容易にすることができる。
【００３９】
　さらに、血栓除去用カテーテルを他の処置構造体と組み合わせて用いることができる。
例えば、血栓除去用カテーテルを用いて、血管形成手法の実行および／またはステントの
送達に先立って血栓の一部を除去することができる。選択された血栓をあらかじめ除去す
ることで、適応症、および血管形成／ステント送達についての予測される結果を改善する
ことができる。別法として、あるいは加えて、例えば、血管形成／ステント送達に続いて
血栓除去用カテーテルを用いて、例えば、緩んでいる血栓および／または最初の手法の後
の残存する血栓を除去することができる。特別な例として、血栓除去用カテーテルを用い
て、ステントの送達に続いてステントの内部に沿って吸引することができる。
【００４０】
　他の実施形態では、もう１つの血栓除去用機器をあらかじめ又は同時又は後に使用する
ことで、改良された血栓除去用カテーテルを用いることができる。いくつかの血栓除去機
器は、磨耗力を管壁に送達して、血栓を除去する。例えば、これらの装置はカッティング
表面を管壁に送達して、血栓の除去および／または断片化をすることができる。
【００４１】
　塞栓症保護部材の検索については、吸引カテーテルは、一般には、展開された部位に比
較的近く位置する。いくつかの具体例において、塞栓症保護部位が吸引カテーテルの開口
に進入できるように、カテーテルのガイド構成要素を検索位置に移す。吸引を行う前に移
動しても良いが、吸引しつつ又は吸引中止後にしてもよい。
【００４２】
　一般に、塞栓症保護部材が展開した配置から引抜のためのより狭いプロフィールを持つ
配置へ変換されるにつれ、吸引することができる。塞栓症保護部材は、該部材を展開した
配置から回収配置へ直接的に転換される、ハイポチューブ－コアワイヤ一体化システムの
ようなアクチュエーターで展開した配置から変換することができる。別法として、あるい
は加えて、塞栓症保護部材は機械的に回収配置に圧縮することができる。回収配置におい
て、部材は、それが一般にはガイドワイヤおよび／またはカテーテルに沿って管から引き
抜くことができるように、管ルーメンの断面を横切って延びない。
【００４３】
　単独で用いるか、あるいはもう１つの処置構造体と組み合わせて用いるかを問わず、本
明細書中に記載された改良された血栓除去用カテーテルの設計は、患者の管内の流れを少
なくとも部分的にブロックしている血栓の除去に関して治療医師に対してかなりの柔軟性
を提供する。特に注目する具体例において、血栓除去用カテーテルは、吸引ルーメンのた
めのより大きな内側断面を供するために、ハブから先端にかけて単一のルーメンを有する
。吸引により血栓を直接的に除去する能力は、深刻な医学的状態についての効果的な処置
アプローチの選択にもう１つの次元を加える。
【００４４】
血栓除去用カテーテルの構造
　特に注目する血栓除去用カテーテルは、適当な管に入れた場合に、吸引ポートが管壁ま
たはその近くに位置するように、吸引ポートを変位させる湾曲を有する配置の末端側先端
を有する。種々の湾曲構造体は、後に記載されるいくつかの具体例と共に、吸引ポートの
適当な設置を供することができる。一般に、血栓除去用カテーテルは、尿管、生殖管、ま
たは血管のような、患者のいずれかの管内で処置すること、すなわち、血栓除去を行うよ
うに設計することができる。なお、以下に血管内で用いる方法について説明するが、当業
者であれば、本明細書の記載に基づいて他の特定の管で容易に用いることができる。
【００４５】
　一般に、患者の管への送達の間における吸引カテーテルのための改良されたトラッキン
グは、材料の選択を介して達成して、カテーテルの末端側端部に、またはその近くにより
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柔軟な部材を供することができ、あるいは別法として、または加えて、カテーテル選択の
、またはカテーテル先端と会合した部材の改良された設計の選択を介してそうすることが
できる。一般に、より柔軟な先端部はガイド部材に沿ってより信頼性よく追跡し、管内の
部材へのスナッギングよりはむしろ容易に撓む。改良された先端の設計は、特に、管中の
ベンドまたは分岐における改良されたトラッキング、ならびに邪魔する尤度の低下を供す
る先端部の湾曲に基づくことができる。曲がった先端の吸引カテーテルのいくつかの実施
例を以下の詳細に記載する。まず、より一般的な吸引カテーテル、続いて、吸引ポートを
管壁の近くに設置するように設計された実施例を記載する。この実施例では高速交換配置
の関係を一般的に説明するが、対応する「オーバーザワイヤ」配置は同様に本明細書中に
おける開示に基づいて、適宜設計することができる。
【００４６】
　湾曲した先端のため改良されたトラッキングを持つ吸引カテーテルの具体例を図１に示
す。吸引カテーテル５０は基部側セクション５２、シャフト５４、高速交換セグメント５
６、および軸５４と高速交換セグメント５６の界面におけるガイドポート５８を有する。
高速交換セグメント５６は湾曲した先端部６０を有する。一般に、湾曲した先端部は、一
定の範囲に配置することができる。真っ直ぐな先端に対する湾曲した先端部の角度は、一
般には、９０度未満であり、例えば、約１０度ないし約６０度としてもよい。選択された
角度は曲率半径に依存する。湾曲後の先端の真っ直ぐな部分は１ｃｍ未満の長さであって
もよく、約０．１ｍｍないし約６ｍｍであってもよく、また、約０．５ｍｍないし約４ｍ
ｍの長さであってもよい。更に、この湾曲は、それに対して末端側の真っ直ぐなセクショ
ンを持たない漸次の弧よりなる。当業者であれば、前述した角度及び長さは前述された記
載に限定されるものではなく、本発明の技術的思想の範囲内であれば適宜選択することが
できる。
【００４７】
　湾曲した先端部は、湾曲した先端部の所望の配置への成型、または湾曲したマンドレル
上での、または湾曲したトラフ中での材料の軟化温度までの加熱、次いでの、マンドレル
上での／トラフ中での形状を固定するための材料の冷却のような、いずれかの適当な手法
で形成することができる。カテーテルの開口における湾曲した先端部のエッジ６２は、該
開口において、あるいは真っ直ぐな切断に対して一定角度での先端のシャフトに垂直に真
っ直ぐに切断してもよいし、エッジ６２は非－平面輪郭にしてもよい。
【００４８】
　ガイド部材上へのカテーテル５０の送達の間に、ガイド部材は、一般に、ガイドポート
５８を通って、エッジ６２におけるカテーテルの開口から外へ延びる。吸引カテーテル５
０がガイド部材に沿って進行している場合、ガイド部材は、一般には、種々の湾曲および
／または分岐に従う患者の管を通って延びる位置を有する。湾曲した先端部から延びるガ
イド部材は、湾曲した先端部における弾性力に抗して、自然な湾曲配置に従う傾向がある
湾曲した先端に張力を導入する。一般に、もしガイド部材における張力が先端における張
力を超えれば、湾曲した先端はガイド部材によって歪む。ガイド部材６４上の湾曲した先
端部６０におけるこの張力は、先端部に力をかけ、図２に模式的に示すように、特定の配
置とする傾向がある。この配置において、先端部の開口はスナッギングについての小さな
プロフィールを示し、それがガイド部材に沿って押されるにつれて、ガイド部材の経路に
沿って密接に追随する。また、湾曲した先端部は該先端部の鋭いエッジを管壁から離れさ
せるように撓ませ、ほとんどドリフティングなくしてガイド部材に沿って自然に追随する
。というのは、該湾曲は、該湾曲の一方側でワイヤからカテーテルへの密接な移行を生じ
させるからである。
【００４９】
　湾曲した先端部を持つ実施例の一つを図３（Ａ）および図３（Ｂ）により詳細に示す。
カテーテル７０は冠動脈への送達のために設計されるが、サイズ決めおよび配置調整は、
この設計に基づいて患者の他の位置で用いるために当業者が適宜選択することができる。
カテーテル７０は４つのセグメント、メスのルーエル連結７２、第一のシャフトセグメン
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ト７４、第二のシャフトセグメント７６および高速交換セグメント７８を有する。カテー
テル７０の全長は約１５０センチメートル（ｃｍ）である。
【００５０】
　メスのルーエルコネクター７２は、一般には、第一シャフトセグメント７４に接合する
ことができる、ポリカルボネートのような、適切な材料から形成された成型ハブである。
この実施例において、第一シャフトセグメントは、０．００１インチ×０．００２インチ
の寸法を持つ包埋されたステンレス鋼編物平坦ワイヤでもって、ナイロン１１のようなナ
イロンから形成することができる。第一シャフトセグメント７４は約１２０ｃｍの長さを
有する。二色に着色されたポリマーバンド９０、９２は、各々、カテーテルの基部側端部
、すなわち、ルーエルコネクター端部から約４５ｃｍおよび５５ｃｍに設置される。
【００５１】
　第二シャフトセグメント７６は、金属補強体無しのナイロンポリマーから形成すること
ができる。適当なナイロンは、ストレスクラッキングに対する良好な抵抗性、および良好
な引張および曲げ強度を持つものとして種々の供給業者から商業的に入手可能である。第
二シャフトセグメント７６は２４．５ｃｍの長さを有することができる。第一シャフトセ
グメント７４および第二シャフトセグメント７６の双方は約０．０５３インチの外径を有
することができるが、用途に応じて適宜選択することができる。このサイズは、所望の量
の吸引に適した内径に適宜選択することができる。第二シャフトセグメント７６は、カテ
ーテルの末端側端部に向けての追加の柔軟性を供する。
【００５２】
　高速交換セグメント７８は約７．５ｃｍの全長を有する。高速交換セグメント７８は、
ポリマーに包埋されたステンレス鋼コイルまたは編物と共にナイロンポリマーから形成す
ることができる。適当なステンレス鋼は、６ｃｍのコイル長、０．０１０インチのピッチ
、および０．００１×０．００５インチの平坦ワイヤ寸法を有する。図３（Ｂ）は、高速
交換セグメント７８およびその第二のシャフトセグメント７６との連結の拡大図を示す。
ポート９４は高速交換セグメント７８および第二のシャフトセグメント７６の間の連結に
より形成される。ポート９４は約０．０１４５インチの直径を有する。白金－イリジウム
放射線不透過性マーカーバンド９６は高速交換セグメント７８の近くに位置する。開口部
９８は、外側への湾曲よりも約０．０３０インチ短い内側への湾曲を持つルーメンの中心
軸に対して垂直な角度で切断される。
【００５３】
　図４（Ａ）に他の実施例を示す。図４（Ａ）に示すように、吸引カテーテル７１は、メ
スのルーエルロックコネクター７３、シャフト７５、および高速交換セグメント７７を含
む。ルシャフト７５はその全長に沿って、編まれたワイヤを有する。２色に着色されたバ
ンド７９、８１はシャフト７５に沿って位置し、カテーテルの位置についての情報をオペ
レータに提供する。高速交換セグメント７７は約２２ｃｍの全長を有し、その全長をカバ
ーできる編まれたワイヤも有し、あるいは、数ｍｍ以下の隣接シャフト７５の小さなギャ
ップがあってもよい。他の実施形態において、高速交換セグメント７７は、シャフト７５
とほぼ同等またはわずかに小さな直径を有してもよいし、高速交換セグメント７７はシャ
フト７５とほぼ同等な、または丁度わずかにより大きな直径を有してもよい。高速交換セ
グメント７７は、図４（Ｂ）に示されるように、湾曲した先端部８３を有する。湾曲を含
めた先端部の末端側１．５センチメートルは、特に柔らかい材料から作成される。放射線
不透過性マーカー８５を先端部近くに設置することができる。図４（Ｃ）に示すように、
シャフト７５および高速交換セグメント７７の直径の差が小さい実施例では、ガイドポー
ト８７は、トラフ８９をシャフトの末端側エッジへ変形させることによって形成させるこ
とができ、ここに、それは高速交換セグメントを満足する。異なるサイズの血管で用いる
には、シャフトの外径は約０．０５インチないし約０．０７インチの範囲であってよく、
厚みは概略０．０１インチであってもよい。高速交換セグメントはシャフトと同様な外径
、または約０．０２インチ以下だけシャフト外径よりも大きな外径を有してもよい。
【００５４】
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　吸引ポートを管壁近くに設置した実施形態について詳しく説明する。図５に示すように
、血栓除去用カテーテル１００は、一般に、吸引部１０２、基底部１０４、管状シャフト
１０６および末端側先端部分１０８を有する。血栓除去カテーテル１００は、さらに、放
射性不透過性マーカー１１０、１１２を含む。マーカー１１０はカテーテルの末端側端部
にあり、マーカー１１２は吸引ポート１１４近くに位置する。可視化のための放射性不透
過性材料を以下更に詳述する。もし吸引ポートが末端側端部に位置すれば、１つのマーカ
ーを用いて、この位置を同定することができる。さらなるまたは代替マーカー設置を、所
望であれば可視化で用いることができる。一般に、図５の適当な特徴は図１ないし図４に
記載の実施例と組み合わせることができる。
【００５５】
　吸引部１０２は、例えば、シリンジのような、選択された時間の間、容量に関して所望
の吸引を行う吸引部であれば、ペリスタポンプまたはピストンポンプのようなポンプ、圧
縮された嚢などであってもよい。基底部１０４は、一般には、吸引部１０２に、および管
状シャフト１０６の基部側端部に操作可能に連結されている。基底部１０４はハンドル、
血栓除去用カテーテル１００を操作するためのポートまたは他の便宜な制御部材および／
または血栓除去用カテーテル１００および他の介入デバイスの界面を含むことができる。
基底部１０４は、一般には、基底部１０４と吸引部１０２との連結を要する吸入連結部１
２０を含む。吸入連結部１２０は、便宜には、基部側端部、あるいは基部側端部近くの他
の位置に設置することができる。一般に、吸引連結１２０は嵌合１２２などを含んで、吸
引部１０２とのシールされた連結を供することができる。そのような嵌合は、例えば、そ
れを通ってシリンジの針を挿入することができるエラストマーダイアフラム、またはルー
エルロックのような慣用的な嵌合であってもよい。吸引部１０２は、所望により、いくつ
かの実施例においては、チューブなどの部分とで吸入連結部１２０へ連結してもよい。
【００５６】
　管状シャフト１０６は、一般には、その基部側端部において基底部１０４に連結されて
いる。管状シャフト１０６は、内部ルーメンを経て吸引部から吸引することができる内部
ルーメンを有する。吸引ルーメンの一部は基底部１０４を通過することができる。
【００５７】
　管状シャフト１０６の寸法は、一般には、装置の使用形態により適宜選択することがで
きる。例えば、心臓への冠動脈、頭部または末端側脚管への脳管のような中程度のサイズ
の血管からの血栓からの除去；頸動脈、腎臓または腸骨大腿骨管のようなより大きな管か
らの血栓の除去；肺への肺動脈からの、およびその支流からの血栓の除去等に使用するこ
とができる。管状シャフト１０６はほぼ一定した直径、変化する直径、および／または異
なる直径を持つセクションを有することができる。管状シャフト１０６の平均外径は約０
．０１０インチ（０．２６ｍｍ）ないし約０．１１５インチ（３．０ｍｍ）であってもよ
く、約０．０２０インチ（０．５ｍｍ）、約０．０８０インチ（２．１ｍｍ）であっても
よく、約０．０３０インチ（０．７８ｍｍ）ないし約０．０５５インチ（１．４ｍｍ）で
あってもよい。外形はシャフト１０６の長さにわたって一定であってもなくてもよい。心
臓近くの血管への介入のためには、シャフト１４２は、一般には、一定長さ、例えば、約
７５ｃｍないし約２００ｃｍであってもよいし、約８５ｃｍないし約１８０ｃｍであって
もよいし、約１００ｃｍないし約１７０ｃｍであってもよい。頸動脈内膜切除の実行のた
めの血栓除去用カテーテルは、一般には、７５ｃｍ（２９．５インチ）未満の長さであり
、５ｃｍ（２．０インチ）ないし５０ｃｍ（１９．７インチ）であってもよく、約８ｃｍ
（３．１インチ）ないし約４０ｃｍ（１５．７インチ）であってもよい。なお、血栓除去
用カテーテルの長さは、これに限定されるものではなく、用途に応じて適宜選択すること
ができる。
【００５８】
　血栓除去用カテーテルの２つの一般的な形態は、例えば、オーバーザワイヤ設計または
高速交換設計を有する。高速交換設計は、それを通ってガイドワイヤ／ガイド構造体がカ
テーテルに進入することができるポートを有する。また、オーバーザワイヤ設計において
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は、ガイド部材は、患者内のカテーテルの長さの大部分、または全長に沿ってカテーテル
内を移動する。例えば、先端部分が開始する点、およびシャフト端部を特定するのは幾分
任意であろうが、ある構造体は先端部分に会合する。また、先端またはその部分は、一般
には、シャフトとは異なる材料から形成され、この材質の変化により、先端をシャフトか
ら区別することができる。オーバーザワイヤ設計または高速交換設計いずれであってもも
って、ガイド部材は吸引ルーメンを通って、または別々のルーメンを通って移動すること
ができる。
【００５９】
　高速交換設計を持つカテーテルは、末端側先端部分を含む高速交換セグメントを有する
。図６に示すように、カテーテル１３０は高速交換セグメント１３２、およびそれを通っ
てガイド部材１３６が通過することができるガイドポート１３４を有する。血管用の標準
的なガイドワイヤは約０．０１４インチと好適なポートの直径である約０．０１４５イン
チよりわずかに大きいため、ガイド部材が通過することができる。末端側端部部分１３８
は側方吸引ポート１４０を含む。ガイドポートの位置決定は、少なくとも、先端の湾曲、
および吸引ポートの位置に基づいて選択することができる。例えば、もしカテーテルが側
方吸引ポートを有するならば、図６に示すように、管状構造の反対側に沿って位置させる
ことができ、これは、ガイド部材が吸引ルーメン内を移動する具体例を備え、ガイド部材
へ高速交換セグメントを負荷するのに有利であり得る。さらに、管または他の負荷ツール
は、ガイドポート１３４を通って予め負荷して、ガイド構造体が患者内に設置されている
場合に、ガイド構造体の末端側開口からのガイドポートへの負荷を容易とすることができ
る。負荷管または負荷ツールは、一旦、ガイド構造体がガイドポート１３４を通ってガイ
ドされると、取り出すことができる。以下の設計の多くは、適当なガイドポートを含める
ことを介して高速交換配置で適合させることができる。
【００６０】
　側方吸引ポートを備えた実施例では、カテーテルの先端はテーパーを付して、カテーテ
ルの末端側端部において効果的にガイド出口ポートを有するようにすることができる。こ
れらの先端構造体は、高速交換設計またはオーバーザワイヤ設計いずれかに適用可能であ
る。図５に示すように、ガイド出口ポート１５０は末端側先端部分１０８の末端側端部に
位置する。同様に、図６に示すように、ガイド出口ポート１５２は高速交換セグメント１
３２の末端側端部に位置する。出口ポートを備えたカテーテル端部のテーパリングは、先
端部の端部からの吸引を効果的にブロックする。なぜなら、吸引ポートのみから効果的に
吸引させるために、ガイド部材が出口ポートをブロックするためである。しかしながら、
２つの側方ポートまたは側方ポートおよび末端側ポートのような複数の吸引ポートを用い
ることができる。
【００６１】
　他の実施例において、吸引ポートは末端側先端部分の端部に位置する。図７（Ａ）に示
すように、末端側先端部分１６０はシャフト１０６から延びる。末端側先端部分１６０は
その末端側端部において吸引ポート１６２を有する。高速交換セグメントは、同様に、そ
の末端側端部において吸引ポートを有することができる。ガイド部材は、一般には、末端
側端部におけるカテーテルから延びるが、それは吸引ルーメン内のカテーテルシャフトの
長さに沿って、あるいは別のガイドルーメンを通って逆に伸びてもよい。図７（Ａ）に示
すように、末端側先端部分１６０は、カテーテルが患者の管内にある場合に、管壁に吸引
ポート１６４の位置を管壁に向ける湾曲１６４を有する。図７（Ａ）に示すように、末端
側先端部分の端部は、ルーメンの軸に対して略垂直である向きを有する。図７（Ｂ）に示
す他の実施例において、末端側先端部分１６６は、ルーメンの軸に対して一定角度である
末端側先端部分１６６において吸引ポート１６８を有する。該角度は管の壁に沿ってポー
トをかなりのレベルに向けて、壁に沿った吸引を容易とすることができる。
【００６２】
　末端側吸引ポートを備えた血栓除去カテーテルの高速交換の具体例を図８（Ａ）に示す
。血栓除去用カテーテル１７０は、その末端側端部における角度をつけた開口を備えた吸
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引ポート１７２、およびガイドポート１７４を有する。送達のためのガイド部材１７６は
、ガイドポート１７４および吸引ポート１７２を通って外へ延びる。血栓除去用カテーテ
ル１７０の末端側先端１７８は、図８（Ｂ）に示すように、自然な湾曲形状を示す。図８
（Ａ）に示すように、末端側先端１７８の柔軟性は、末端側先端１７８をガイド部材１７
６の経路向きに適合させる。末端側先端１７８を自由にして、血栓除去を行うためのその
自然な湾曲配置に従わせることで、ガイド部材１７６をガイドポート１７４を通って引き
抜くことができる。ガイド部材は、図８（Ｂ）に示すように、引き続き使うために、その
元来の位置に戻すことができ、あるいはガイド部材１７６を患者から引き抜くことができ
る。
【００６３】
　図８（Ｃ）に示すように、運搬ツール１８０を用いて、ガイドポート１７４を通っての
ガイド部材１７６の設置を容易とすることができる。運搬ツール１８０は、ロッド１８２
、およびポリマーチューブのようなチューブ１８４を含む。ガイド部材１７６の端部はチ
ューブ１８４内に保持し、ガイドポート１７４を通じて引っ張ることができる。ガイド部
材が運搬された後、運搬ツール１８０を取り出すことができる。運搬ツールの他の実施例
を図８（Ｄ）に示す。運搬ツール１８６は吸引ポート１７２内に嵌合する。運搬ツール１
８６は、一方側に沿って延びるチャネル１８８を備えた略円筒形状を有する。吸引ポート
１７２内の運搬ツールにて、チャネル１８６は、図８（Ｅ）に示すように、ガイド部材１
７６をガイドポート１７４に向けることができる。チャネル１８６内のガイド部材の断面
図を図８（Ｆ）に示す。
【００６４】
　湾曲した末端側先端部分は、通常管壁またはその近傍に吸引ポートを向けるように配置
される。一般に、この位置決定は、吸引ポートが必然的に管壁またはその近傍に存在する
ように、その自然な位置に沿ったカテーテルの吸引ポートおよびもう１つの部分が、少な
くとも、概略管の直径だけ相互から変位するのに十分なベンドをカテーテル先端に有する
ことで達成される。これは模式的に図９における断片図に示さる。末端側端部の部分１９
０は１以上の湾曲を有する。湾曲した部分についてのいくつかの特別な具体例は先におよ
び後に提示される。図９に示すように、末端側端部部分がデバイスの変位の限界近くに吸
引ポート１９２および／または１９４を有することができる。吸引ポート１９４は側方ポ
ート、あるいはカテーテル先端の末端側端部におけるポートであり得るが、図９において
、このポートを側方ポートとして示す。
【００６５】
　カテーテルのシャフト１０６に沿って走る軸に対して、湾曲した末端側先端部分１９０
は、図９に示すように、垂直変位「Ｄ」を有する。変位「Ｄ」は、それが、末端側端部の
部分が延びることができる、管を横切っての最大程度であるように、管によって課された
束縛なくして先端が自然に延びる距離に対応する。かくして、もし「Ｄ」が管直径よりも
大きい、またはそれに近いならば、吸引ポート１９２および１９４は管壁またはその近傍
に存在する。多くの具体例では、「Ｄ」は、先端部分が、湾曲した先端部分の変位を効果
的に「Ｄ」未満の値に拘束する管壁との接触から曲げられるように、対応する管の直径よ
りも大きい。また、「Ｄ」は、図９にやはり示されるカテーテル「ｄ」の自然な外径を超
える変位をしてもよい。
【００６６】
　現実的には、１以上の選択された変位「Ｄ」を持つカテーテルは、一般には、医師が管
のために適当なサイズのカテーテルを選択できるように商業的な流通している。例えば、
先端部は、冠動脈のような特別な管タイプについてのワン－サイズ－フィット－オールで
ある。これらの具体例では、「Ｄ」は、デバイスの使用で予測される最大管直径と同程度
、またはそれよりも大きいように選択される。このため、適当なサイズとされたカテーテ
ルのほとんどの管は、先端が管壁との接触によって歪められる。末端側先端部分は、管壁
との接触が管壁を損傷しないように十分に柔軟性である材料から形成することができる。
例えば、異なる先端サイズの組が、各設計が一定範囲のサイズにわたる管での使用で意図
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されるように販売することができる。しかしながら、選択されたカテーテルサイズについ
ての管壁との予測される接触は、吸引ポートが管壁において、またはその近くに存在する
ことを保証することができる。
【００６７】
　（一般に、約２ないし約７ｍｍの直径を持つ）冠動脈に向けられたいくつかの具体例に
おいて、Ｄは少なくとも約７．５ｍｍであるように選択することができ、約７．０ｍｍと
なるように選択してもよい。（一般に約６ないし約１０ｍｍの直径を持つ）頚動脈、およ
び同様な口径の他の管に向けられた具体例では、Ｄは少なくとも約１１ｍｍであってもよ
く、約１０ｍｍであってもよい。（一般に、約２０ないし約３５ｍｍの直径を持つ）大動
脈での使用に向けられた具体例では、Ｄは少なくとも約４０ｍｍであってもよく、約３５
ｍｍであってもよい。カテーテルの自然な外径を超える変位に関しては、「ｄ」は少なく
とも約２ｍｍであってもよく、少なくとも約４ｍｍであってもよく、少なくとも約５ｍｍ
であってもよい。なお、前述したD及びｄの値はこれに限定されるものではなく、用途に
応じて適宜選択することができる。他の方法として、特定の管サイズにより特異的にマッ
チするより特異的サイズを設けることができる。
【００６８】
　送達配置および区別される湾曲配置を有する他の実施例を、図１０ないし図１２に示す
。このカテーテルでは、末端側端部部分２００は、角度を付けた末端側吸引ポート２０２
、湾曲した柔軟性端部セクション２０４、ガイド部材出口ポート２０６、およびガイド部
材２１０を収容する末端側ガイド構造体ルーメン２０８を有する。図１０（Ａ）に示すよ
うに、吸引ルーメン２１４内に位置したガイド部材を備えたガイド部材２１０を別法とし
て設計することができるが、ガイド部材２１０はカテーテルの長さのほとんどに沿ったガ
イドルーメン２１２中に位置する。
【００６９】
　送達配置を図１０（Ａ）に示す。この配置において、ガイド構造体２１０は出口ポート
２０６および末端側ルーメン２０８を通って外側に延びる。ガイド部材２１０又はその一
部は管の湾曲および分岐ネットワークを通っての通過を供するのに十分に柔軟でありつつ
、末端側先端部分２００の患者内の選択された位置への通過を容易とするために末端側セ
クション２０４を比較的真っ直ぐ保持するのに十分に堅くすることができる。図１０（Ａ
）はワイヤ配置に合致する。他の実施例において、カテーテルは、図１０（Ｂ）に示すよ
うに、高速交換配置とすることができる。この配置において、ガイド部材２１０がガイド
ポート２０６および２１６の間のカテーテル２００に、ならびに末端側ガイドルーメン２
０８に会合するように、ガイド部材２１０はやはりガイドポート２１６を通過する。図１
０（Ｃ）に示す他の実施例において、ガイド部材２１０は、末端側吸引ポート２０５と隣
接する末端側ガイドルーメン２０３を通って血栓除去用カテーテル２０１と会合する。
【００７０】
　図１０（Ａ）のデバイスの湾曲した配置を図１１（Ａ）に示す。この配置において、ガ
イド部材２１０は出口ポート２０６を通って出るが、末端側ルーメン２０８を通過しない
。湾曲した柔軟性端部セクション２０４がこの配置において拘束されないので、端部セク
ション２０４はその自然な湾曲構造を回復するが、これは、それが管内に位置した場合に
患者の管によって幾分拘束され得る。この配置を展開するためには、一般に、末端側端部
分２００を患者内の所望の位置に配置する。次いで、ガイド部材２１０を末端側ルーメン
２０８を通って引き抜いて、端部セクション２０４を自由とする。端部セクションを自由
とした後、ガイド部材を末端側方向に進めて、カテーテルが吸引の間に移動させつつ、ガ
イド構造体が出口ポート２０６へ継続することを保証しても保証しなくてもよい。同様な
アプローチを、図１０（Ｂ）および図１０（Ｃ）における実施例で用いることができる。
別法として、図１１（Ｂ）に示されるように、ガイド部材２２０はブレード２２２、２２
４で形成することができる。ブレード２２２、２２４が末端側ガイドルーメンに吸い込ま
れるにつれて、ブレードが部材を通ることで切断し、図１１（Ａ）に示すように、血栓除
去用カテーテルがその湾曲配置を採るように、ガイド部材は末端ガイドルーメンから解放
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される。ブレードを用いて、図１０（Ａ）ないし図１０（Ｃ）における具体例のいずれに
ついても末端側ガイドルーメンを切断することができる。１以上のブレードの数、形状お
よび位置は、本明細書に基づいて当業者によって適切に選択され得る。
【００７１】
　血栓除去用カテーテル配置の他の実施例を図１２に示す。この配置において、ガイド部
材２１０は、第一材料２２６および第二材料２２８を含み、第一材料２２６は第二材料ほ
どは柔軟でない。一般に、図１１（Ａ）および１１（Ｂ）に示されたガイド部材は、同様
に、異なる柔軟性を持つ材料を有することができるが、ガイド部材の構造は、図１１（Ａ
）に示された湾曲配置を得ることに依拠しない。図１２に示すように、もし第一材料２２
６を出口ポート２０６へ引き込めば、湾曲したか柔軟性の端部セクション２０４は曲げら
れる。なぜなら、端部セクション２０４を比較的真っ直ぐに維持するのに必要な力は、ガ
イド部材２１０の第二材料２２８を真っ直ぐな向きに保持するのに必要な力よりも大きい
からである。
【００７２】
　２つの配置を持つ先端部分を有する血栓除去用カテーテルのもう１つの実施例を図１３
（Ａ）および図１３（Ｂ）に示す。この実施例において、血栓除去用カテーテル２３０は
、高速交換ポート２３４を備えた湾曲した柔軟な先端部分２３２を含む。栓子２３６は、
先端部分２３２よりも剛直である構造体である。栓子２３６は、先端部分２３２の末端側
端部における吸引ポート２３８に対して滑らせることができる。延びた場合、栓子２３６
は先端部分２３２をより真っ直ぐな配置に保持する。引っ込めた場合、拘束されていない
先端部分２３２はその束縛されていない湾曲配置を採る。延びた栓子２３６を図１３（Ａ
）に示し、引っ込めた栓子を持つカテーテル２３０を図１３（Ｂ）に示す。ここで、先端
部分２３２は天然の湾曲を有する。栓子２３６は、スリット２４０を通って突出するレバ
ー２３８に連結されている。レバー２３８はワイヤ２４２に連結されている。図１３（Ａ
）および図１３（Ｂ）に示すように、ワイヤ２４２は、カテーテル２３０の外部に沿って
その基部側端部２４４まで通過する。しかしながら、他の実施例において、ワイヤ２４２
は、吸引ルーメン２４６を介するなどして、カテーテル２３０内を延びることができる。
適当な栓子２３６は、例えば、先端部分２３２のルーメン内を滑ることができる円筒管状
エレメントとすることができる。
【００７３】
　図１４（Ａ）は、カテーテルの長さに沿って延びる栓子２３３を備えた血栓除去用カテ
ーテル２３１の他の実施例である。栓子は血栓除去用カテーテルの吸引ルーメンの実質的
割合を満たすことができるが、栓子はその長さにわたって概略一定の直径を有しても有し
なくてもよい。血栓除去用カテーテル２３１は、その末端側端部において角度を付けた切
断された開口２３５を有する。
【００７４】
　血栓除去用カテーテル２３１は、患者への送達のために栓子２３３によって真っ直ぐな
配置に保持された湾曲した先端２３７を有する。栓子２３３は、患者への送達のために栓
子２３３がガイド部材２４１に乗っかることができるようにガイドルーメン２３９を有す
る。用いるために、一般には、栓子２３３およびガイド部材２４１が取り出される。栓子
が取り出されれば、血栓除去用カテーテル２３１が図１４（Ｂ）に示すように、湾曲した
先端２３７を備えたその自然な配置を採る。栓子２３３は同様な柔軟性を有することがで
き、カテーテル２３１と同様な材料から形成することができる。
【００７５】
　血栓除去用カテーテル２３１で用いられる高速交換栓子２５１を図１４（Ｃ）に示す。
本実施例において、栓子２５１はガイドポート２５３、および末端側ガイドポート２５７
を備えたテーパーを付した先端２５５を有する。また、栓子２５１は、末端側ガイドポー
ト２５７および側方ガイドポート２５３の間を延びるガイド部材２４１に乗る。ガイド部
材２４１および栓子２５１の取り出しに際して、吸引カテーテル２３１は、再度、図１４
（Ｂ）に示す湾曲した先端を備えた配置を採る。この実施例において、ガイド構造体２４
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１は、さらなる目的のために患者中に残されつつ、栓子２５１を放出するのに十分に引き
抜くことができる。運搬ツールを用いて、ガイドポート２５３を通じてのガイドワイヤの
設置を容易とすることができる。
【００７６】
　図１４（Ａ）中の実施例と同様、血栓除去用カテーテルの具体例を図１４（Ｄ）および
図１４（Ｅ）に示し、ここに、栓子が取り出された後にガイド部材を備えたカテーテルを
用いることができる。図１４（Ｄ）に示すように、栓子および２３３およびガイド構造体
２４１を備えた血栓除去用カテーテル２８１を用いる。吸引カテーテル２８１は、展開の
ために栓子２３３によって真っ直ぐ保持された湾曲した先端２８３を有する。また、カテ
ーテル２８１は、末端側吸引開口２８７から延びるスリット２８５を有する。図１４（Ｅ
）に示すように、ガイド部材は、湾曲した先端２８３がその自然な湾曲配置にある場合に
、スリット２８５を通って延びて、吸引カテーテル２８１から延びることができる。ガイ
ド部材２４１がスリット２８５を通って延びる位置近くを除いて、スリット２８５が実質
的に閉じたままであるように、湾曲先端２８３はＮｉｔｉｎｏｌ（登録商標）のような包
埋されたバネ金属、または弾性ポリマーで形成することができる。
【００７７】
　送達のための栓子を備えた血栓除去用カテーテルの他の実施例を図１５（Ａ）および図
１５（Ｂ）に示す。血栓除去用カテーテル２６１は、湾曲したセグメント２６５に沿って
側方吸引ポート２６３を有する。血栓除去用カテーテル２６１の末端側先端は、末端側ガ
イドポート２６７に向けてテーパーが付されている。栓子２６９は、カテーテル２６１の
吸引ルーメン２７１内に嵌合する。栓子２６９は送達のために湾曲したセグメント２６５
を真っ直ぐに配置する。栓子２６９はガイド構造体２７５のためのガイドルーメン２７３
を含む。血栓除去用カテーテル２６１の送達では、ガイド部材２７５がガイドポート２６
７を通って、およびガイドルーメン２７３を通って延びる。栓子２６９の取り出しに際し
ては、湾曲したセグメント２６５は、図１５（Ｂ）に示すように、その自然な湾曲した配
置を回復し、これは、血栓除去手法を実行するための適当な配置である。湾曲した配置に
おいて、ガイド構造体は所定の位置に残っても残らなくてもよい。
【００７８】
　２つの配置を持つ血栓除去用カテーテルのさらなる実施例を図１６（Ａ）および図１６
（Ｂ）に示す。この実施例は、ガイド部材それ自体が栓子として機能することを除いて、
図１５（Ａ）および図１５（Ｂ）と同様である。図１６（Ａ）および図１６（Ｂ）に示す
ように、カテーテル２４８は、先端部分２５０の末端側端部において吸引ポート２５２を
備えた湾曲した柔軟性先端部分２５０を含む。ガイド部材２５４は、より堅い部分２５６
およびより柔軟な部分２５８を含む。図１６（Ａ）に示すように、ガイド部材２５４が末
端側方向に十分に延びる場合、吸引ポート２５２から延びるガイド部材の慣性を備えたガ
イド構造体２５４のより堅い部分２５６は、湾曲先端部分を比較的真っ直ぐな配置へと歪
める。図１６（Ｂ）に示すように、ガイド構造体が基部側方向に移動する場合、湾曲がそ
の自然な湾曲配置を近似的に採ることができるように、より柔軟な部分２５０はカテーテ
ル２４８の湾曲部分２５０と整列する。
【００７９】
　前記したように、いくつかの実施例においては、血栓除去用カテーテルは、設置の間に
デバイスを真っ直ぐとする構造的特徴がない湾曲した配置を有する。そのような具体例を
図１７に示す。血栓除去カテーテル２６０は、側方吸引ポート２６４、および該カテーテ
ルの端部におけるガイド出口ポート２６６を備えた湾曲先端部分２６２を有する。先端部
分２６２は３つの湾曲２７２、２７４、２７６を有する。吸引ポート２６４は、該吸引ポ
ートが患者内の管の壁またはその近くに位置することができるように湾曲２７４に沿って
位置する。吸引ポートは、同様に、湾曲２７２または２７６に沿って設置することができ
よう。３つの湾曲を持つ先端部分を有してもよく、先端部分は２つの湾曲（図５および６
）、４つの湾曲、または４を超える湾曲を有してもよい。先端部分２６２は、一般には、
湾曲から容易に先端部分２６２の設置を供するのに十分に柔軟性である。本具体例はオー
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バーザワイヤ設計として示すが、高速交換設計を備えた匹敵するデバイスを形成してもよ
い。
【００８０】
　３つの湾曲を持つ他の実施例を図１８（Ａ）に示す。本実施例においては、血栓除去用
カテーテル２８０はシャフト２８２および先端部分２８４を有する。先端部分２８４は３
つの湾曲２８６、２８８、２９０を有する。吸引ポート２９２は曲線２８８に沿って位置
する。ガイド部材出口ポート２９４は、カテーテルの末端側端部に位置する。
【００８１】
　血栓除去用カテーテルとガイド部材との会合は、カテーテルの自然な曲率に干渉しても
よい。この干渉を効果的に用いて、図１６（Ａ）に関して前述したように、部材の送達を
容易とすることができる。しかしながら、そのような干渉は望ましくない場合もあるであ
ろう。血栓除去用カテーテルの具体例を図１８（Ｂ）に示す。これは、ガイド部材との会
合の結果としてのカテーテルの曲率との望ましくない干渉を回避する。カテーテル３００
は、吸引開口３０４および末端側ガイドポート３０６を備えた湾曲した先端３０２を有す
る。湾曲した先端３０２は、バンプの上側表面の基部側エッジに沿った吸引開口３０４を
備えたバンプ、およびバンプの下側表面に沿ったスリット３０８の形態を有する。ガイド
構造体３１０は、ガイド構造体からの力のため曲率が有意に歪まないように、末端側ガイ
ドポート３０６を通過し、スリット３０８に沿ってカテーテルを出る。血栓除去用カテー
テル３００は、栓子、または送達を容易とするための本明細書中に記載された部材の他の
もので展開することができる。
【００８２】
　同様な実施例を図１８（Ｃ）に示す。血栓除去用カテーテル３０１は、吸引開口３０５
および末端側ガイドポート３０７を備えた湾曲した先端３０３を有する。血栓除去用カテ
ーテル３０１は、図１８（Ｂ）における血栓除去用カテーテル３００のスリット３０８に
対する代替物として２つのガイドポート３０９、３１１を有する。ガイド部材３１３は、
湾曲した先端３０３の自然な湾曲との有意な干渉なくして、血栓除去用カテーテル３０１
がガイド部材３１３と会合したままとできるように、ガイドポート３０９、３１１および
末端側ガイドポート３０７を通過する。血栓除去カテーテル３０１は栓子または他の構造
体で送達して、送達を容易とすることもできる。
【００８３】
　湾曲したセグメントに沿った末端側ガイドポートおよび吸引ポートいずれかを備えた血
栓除去用カテーテルの他の実施例を図１８（Ｄ）に示す。血栓除去用カテーテル３２１は
末端側ガイドポート３２３および高速交換ポート３２５を含むが、適当なカテーテルが、
対応して、オーバーザワイヤで形成することができる。ガイド部材３２７は、図１８（Ｄ
）に示すように、末端側ガイドポート３２３および高速交換ポート３２５を通って延びる
ことができる。湾曲した吸引アーム３２９は、該アームの端部において吸引ポート３３１
を有する。この配置において、ガイド構造体３２７は吸引にほとんど干渉しない。この配
置にて、もし吸引アーム３２９が柔軟な材料から形成されていれば、アーム３２９は、一
般には、それが血栓除去手法の間に基部側方向に移動するにつれ、吸引するために適切な
位置でありつつ、便宜な展開のための途からそれる。
【００８４】
　同様な実施例を図１８（Ｅ）に示す。血栓除去用カテーテル３３９は、ガイド構造体３
４１がそれを通って図面に示すように延びることができる末端側ガイドポートを有する。
図１８（Ｅ）の配置において、高速交換ヴァージョンが本明細書中に記載された高速交換
配置に基づいて形成できるが、該カテーテルはオーバーザワイヤ設計を有する。吸引アー
ム３４３はシャフト３４５から延びる。吸引アーム３４３は側方吸引ポート３４７を有す
る。吸引アーム３４３の端部３４９はシャフト３４５に付着してもしなくてもよい。吸引
アーム３４３は、それがカテーテルの展開の間に撓んで、展開を容易とするように、柔軟
な材料から形成することができる。吸引アームの曲率は、血栓除去手法の間に吸引ポート
３４７が管壁に位置するように選択することができる。
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【００８５】
　血栓除去用カテーテルの他の実施例を図１８（Ｆ）に示す。本実施例において、血栓除
去用カテーテル３６１は栓子３６３およびガイド構造体３６５で展開される。栓子３６３
の取り出しに際して、カテーテル３６１は、血栓除去用カテーテル２６１に関して図１５
（Ｂ）に実質的に示された配置を採る。図１８（Ｆ）に示すように、血栓除去用カテーテ
ルは吸引開口３６７および伸長可能な先端部３６９を有する。図１８（Ｆ）に示すように
、栓子３６３は延びることができる先端３６９を通って延びることができる。栓子３６３
の取り出すとき、吸引が実質的に吸引開口３６７を介してのみ行われるように、延びるこ
とができる先端３６９は、図１５（Ｂ）に示すように、その延びを低下させて、ガイドポ
ートを形成する。延びることができる先端３６９は、例えば、Ｎｉｔｉｎｏｌ（登録商標
）のようなバネ金属、ポリマー内に包埋されたＮｉｔｉｎｏｌ（登録商標）、または弾性
ポリマーで形成することができる。
【００８６】
　管における流速が低下するように、流れを部分的に閉塞するのが望ましい。流速の低下
は、血栓除去手法の間の吸引効果を高めることができる。この部分的閉塞を達成するため
に、一般には、カテーテル上の特徴は作動または膨張し、吸引ポートから上流および／ま
たは下流の位置において流れを部分的にブロックする必要がある。シャフトの外部に設置
されたバルーンは、部分的な閉塞を供するための１つの方法である。例えば、一旦カテー
テルが位置にトラックされたら、低圧バルーンを膨張させることができる。血栓の取り出
しの後、バルーンをしぼませ、カテーテルを取り出すことができる。
【００８７】
　バルーンにより部分的な閉塞させるための実施例の一つを図１９に示す。この実施例に
おいて、吸引カテーテル３１２は、カテーテル本体の周囲にバルーン部材３１４を有する
。セーラインまたは他の非毒性流体のような流体をバルーンルーメン３１６を通って送達
し、バルーンを膨張させることができ、流体の取り出しに対応してしぼませることができ
る。流体は、例えば、慣用的なアプローチを用いてカテーテルの基部側端部から送達する
ことができる。吸引カテーテル３１２は、湾曲３１８および末端側吸込み開口３２０を有
する。他の実施例を図２０に示す。血栓除去用カテーテル３２２は、カテーテル本体の周
囲の部分の周りにバルーン構造体３２４を有する。バルーンルーメン３２６を用いて、バ
ルーンの膨張を制御することができる。バルーン構造体３２４のサイズ、形状および位置
決定を選択して、望むように管中の流れを変えることができる。
【００８８】
　他の実施例において、フラップまたは他の目立つ特徴を機械的に作動させ、カテーテル
の全体プロフィールを増加させることができる。適当なフラップ等は、例えば、シリコー
ン、ナイロン、ＰＥＢＡＸ（登録商標）、ポリウレタン、その組合せ等のような形状記憶
を持つ柔らかいポリマーから形成することができる。ステンレス鋼および／またはＮｉｔ
ｉｎｏｌ（登録商標）のような合金を用いて、ポリマーの形状記憶をさらに増強させるこ
とができる。フラップは、長手方向に滑らせて、部材を展開することができる外部鞘でカ
テーテルのシャフトに対して拘束することができるか、あるいは部材をシャフトに設置し
て、部材がガイドカテーテルルーメンから出れば、自己－延長することができる。そのよ
うな部材の例を図２１に示す。血栓除去用カテーテル３３０は、エッジ３３４においてカ
テーテル本体に固定されたフラップ３３２を有する。プルワイヤ３３６を用いて、フラッ
プを部分的に閉塞された位置まで展開することができる。フラップのサイズおよび位置を
選択して、流れの所望の部分的閉塞を生じさせることができる。
【００８９】
　他の実施例において、シャフトにまたはシャフト上に一体化された編物を用いて部分的
閉塞を導入することができる。編物は、Ｎｉｔｉｎｏｌ（登録商標）のステンレス鋼のよ
うな合金から作製することができる。編物は露出させるか、あるいは柔らかいエラストマ
ーポリマーで被覆することができる。編物を長手方向に圧縮すると、直径を増大させる。
プルワイヤを用いて、圧縮を誘導することができる。具体例を図２２に模式的に示す。血
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栓除去用カテーテル３４０は、エッジ３４４においてカテーテル本体に固定された編物構
造３４２を有する。プルワイヤ３４６を用いて、編物構造を部分的に閉塞する配置まで展
開することができる。図１９ないし図２２に示されるように、血栓除去用カテーテル３０
０、３１６、３２６、３４０はカテーテルの末端側端部において単一の湾曲および吸引ル
ーメンを有するが、同様に部分的に閉塞させる部材を本明細書中に記載された他の血栓除
去部材に置くことができる。
【００９０】
　前記部材の材料の選択は重要である。血栓除去用カテーテルの部分は、例えば、ステン
レス鋼または合金、例えば、Ｎｉｔｉｎｏｌ（登録商標）のような金属、ポリエーテル－
アミドブロックコポリマーＰＥＢＡＸ（登録商標）ナイロン（ポリアミド）、ポリオレフ
ィン、ポリテトラフルオロエチレン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリカルボネート、
その混合物、そのコポリマー、または他の適当な生体適合性ポリマーのようなポリマーを
含めた１以上の生体適合性材料から形成することができる。放射線不透過性が、白金－イ
リジウムまたは白金－タングステンのようなマーカーの添加で、あるいはポリマーに添加
された、硫酸バリウム、酸化ビスマス、ビスマスサブカルボネート、粉末化タングステン
、粉末化タンタル等のような放射線不透過材を介して達成することができる。
【００９１】
　一般に、血栓除去用カテーテルの異なる吸引は他のセクションとは異なる材料から形成
することができ、カテーテルのセクションは異なる位置および／または特定の位置におい
て複数の材料を含むことができる。例えば、嵌合等は、１以上の金属および／または１以
上のポリマーのような適当な材料から形成することができる。加えて、適当なポリウレタ
ン、ポリジメチルシロキサンおよびポリテトラフルオロエチレンのようなエラストマーポ
リマーからカテーテルの末端側吸引またはその部分を形成するのが望ましいであろう。加
えて、カテーテルの選択されたセクションは、カテーテルの特定のセクションのために所
望の堅さ／柔軟性を導入するための材料で形成することができる。例えば、カテーテルの
末端側端部に、またはその近くに柔軟な部分を有するのが望ましいであろう。いくつかの
実施例において、適当に柔軟性の部分は、カテーテルの設置用の所望のトラッキング特性
を達成するために、５０以下のショアーデュロメーターＤ値を持つ材料を有することがで
きる。
【００９２】
　特に注目する１つの材料は、包埋された金属ワイヤを備えた熱可塑性ポリマーである。
適当なポリマーは、例えば、ポリアミド、すなわち、ナイロンを含む。該ワイヤは編、コ
イル状とし、またはそうでなければいくらか張力でもってポリマーチューブライナーにわ
たって設置することができる。次いで、ポリマージャケットを頂部上に置く。ポリマーの
軟化温度にわたって加熱し、引き続いて冷却するに際して、ワイヤはポリマー内に包埋さ
れるようになる。ライナーおよびジャケットは同一または異なる材料のものとすることが
できる。適当なワイヤは、例えば、平坦なステンレス鋼ワイヤを含む。いくつかの特別な
例を以下に記載する。ワイヤは、適当な量の柔軟性を維持しつつ、さらなる機械的な強度
を加える。
【００９３】
　一般に、カテーテルの長さの大部分を形成するシャフト１０６は幾分剛直であるが、患
者の血管系または他のシリーズの管に沿って曲げるのに十分に柔軟性である。シャフト１
０６の湾曲は、管中の分岐および／または反転近くの管壁との接触を引き起こすことがで
きるが、チューブの柔軟性は管を損傷することなくこの接触を可能とする。いくつかの具
体例において、シャフト１０６は、金属ワイヤをポリマーチューブ内に包埋することによ
って、適当な柔軟性を持つ所望の弾性エネルギーを有するように形成される。例えば、金
属ワイヤは、厚みが約０．０００５インチないし約０．００２インチ、および幅が約０．
００１インチないし約０．００５インチのサイズを持つステンレス鋼またはＮｉｔｉｎｏ
ｌ（登録商標）から作製された平坦なリボンであり得る。ポリマーは、ナイロン、ＰＥＢ
ＡＸ（登録商標）、ポリウレタン、シリコーンまたはその混合物のような熱可塑性ポリマ
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ーであり得る。１つの具体例において、コイルまたはブレードをポリテトラフルオロエチ
レン被覆マンドレルにかける。熱可塑性チューブを縦方向に裂き、マンドレル上のワイヤ
に運搬する。不活性なポリマー熱収縮チューブを熱可塑性樹脂上に置くことができる。適
当な熱収縮チューブは、Ｚｅｕｓ　Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｅｄ、Ｏｒｅｎｇｅｂｅｒｇ，
Ｓｏｕｔｈ　Ｃａｒｏｌｉｎａから入手可能な、フッ素化エチレンプロピレンコポリマー
（ＦＥＰ）およびポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）のような種々のポリマーにお
いて入手可能である。次いで、ポリマーがコイルの周りに流れて、複合体を生じるまで、
組み立て体を熱可塑性樹脂の融解温度を過ぎて過熱することができる。熱収縮スリーブお
よび被覆されたマンドレルを、次いで、取り出す。
【００９４】
　前述したように、末端側端部は、一般には、シャフト１０６よりも柔軟である。末端側
端部は、一般には、末端側端部の湾曲が送達の間にデバイスを操作する間に失われない程
度に十分に弾性である。熱セットされたポリマー材料を用いて、カテーテルの先端を形成
することができる。いくつかの具体例において、５０以下のショアーＤデュロメーター値
を持つ材料を用いて、カテーテルの設置用の所望のトラッキング特性、ならびに管壁との
所望の接触特性を達成することができる。加えて、側方ポートを持つ具体例では、側方ポ
ートにおける先端の小さな部分は、吸引機能が材料の変形から余り影響されないように、
余り柔軟でない材料から形成することができる。その例を図２３に示す。先端部分３５０
のこの断片図において、セグメント３５２は、セグメント３５４、３５６を合わせたより
も堅い材料から形成される。図２３に示すように、セグメント３５２は隣接するセグメン
ト３５４、３５６と角度をつけた界面で接合されるが、他の具体例においては、全周の周
りの真っ直ぐな界面を用いてもよく、より堅い部分はカテーテル本体の全周を含まなくて
もよい。一般に、材料は、慣用的な熱ボンディング技術のような熱ボンディング技術を用
いて接合することができる。特に、適当なポリウレタン、ナイロン、ＰＥＢＡＸ（登録商
標）、ポリジメチルシロキサン、ポリテトラフルオロエチレンまたはその混合物のような
エラストマーポリマーから先端部分またはそのセクションを形成するのが望ましい。先端
の一部は、一般には、放射線不透過性とされる。これは、前述した放射線不透過性材料の
ような適当な材料の導入を介してなすことができる。放射線不透過性マーカーバンド３５
８、３６０、３６２を適当な設置の例として図２３に示す。
【００９５】
補助的な医療デバイス
　前述したように、本明細書中に記載された血栓除去用カテーテルは、他の医療処置装置
、一般には、血栓症の治療および／または塞栓の除去／収集で有用な装置と組み合わせて
用いることができる。適当な補助的な装置は、例えば、フィルター、血管形成バルーン、
ステント、磨耗デバイスなどを含む。血栓除去用カテーテルと同一のガイド構造を備えた
これらの部材を用いても用いなくても良い。これらのさらなる処置装置と組み合わせて用
いる場合、治療する医師または他の健康看護専門家は、特定の患者のための適当な処置を
設計する柔軟性を有している。
【００９６】
　フィルターを用いて、血栓除去手法から漏れたが、吸引による除去を回避する血栓に由
来する塞栓を収集することができる。商業的に入手可能な濾過デバイスは、例えば、Ｇｕ
ｉｄａｎｔ，Ｉｎｄｉａｎａｐｏｌｉｃｅ，ＩＮから入手可能なＲＸ　ＡｃｃｕｎｅｔＴ

Ｍ塞栓症保護システムを含む。このＧｕｉｄａｎｔフィルターはメッシュ状のニッケル－
チタン合金から形成される。また、Ｂｏｓｔｏｎ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ（Ｂｏｓｔｏｎ
，ＭＡ）はＦｉｌｔｅｒ　Ｗｉｒｅ　ＥＺＴＭ塞栓症保護システムを市販している。該Ｂ
ｏｓｔｏｎ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃデバイスはポリウレタンフィルタを有する。また、共
にここに引用して援用する、「Ｅｍｂｏｌｉｃ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅｓ
」と題されたＢｏｙｌｅ　ｅｔ　ａｌ．に対する米国特許第６，６９５，８１３号、およ
び「Ｖｅｎａ　Ｃａｖａ　Ｆｉｌｔｅｒ」と題されたＫｉｍ　ｅｔ　ａｌ．に対する米国
特許第６，３９１，０４５号も参照する。
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【００９７】
　いくつかの具体例において、塞栓症保護部材はポリマー基材（媒体、スポンジ）、特に
、膨張ポリマー、記憶ポリマーまたは圧縮されたポリマーのような延びることができるポ
リマーを含むことができる。ヒドロゲルおよび／または形状記憶繊維のような膨張ポリマ
ーを含む塞栓症保護部材は、さらに、ここに引用して援用する、「Ｅｍｂｏｌｉｓｍ　Ｐ
ｒｏｔｅｃｔｉｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅｓ」と題されたＯｇｌｅに対する同時係属米国特許出
願第１０／４１４，９０９号に記載されている。この同時係属出願もまた、塞栓症保護装
置と組み合わせた生物活性剤の送達を記載する。繊維－ベースの具体例において、繊維は
、管内で展開される束に組織化することができる。表面毛細管繊維のような繊維から形成
された塞栓症保護デバイスは、さらに、ここに引用して援用する、「Ｆｉｂｅｒ　Ｂａｓ
ｅｄ　Ｅｍｂｏｌｉｓｍ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅ」と題されたＯｇｌｅ　
ｅｔ　ａｌ．に対する同時係属米国特許出願第１０／７９５，１３１号、およびここに引
用して援用する、「Ｓｔｅｅｒａｂｌｅ　Ｄｅｖｉｃｅ　ｈａｖｉｎｇ　Ａ　Ｃｏｒｅｗ
ｉｒｅ　Ｗｉｔｈｉｎ　Ａ　Ｔｕｂｅ　Ａｎｄ　Ａ　Ｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎ　Ｗｉｔｈ
　Ａ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ」と題されたＧａｌ
ｄｏｎｉｋ　ｅｔ０　ａｌ．に対する第１０／９７９，４３９号に記載されている。
【００９８】
　適当な血管形成バルーンは、さらに、例えば、ここに引用して援用する「Ｍｕｌｔｉｌ
ｙｅａｒ　Ｃａｔｈｅｔｅｒ　Ｂａｌｌｏｏｎ」と題されたＨａｍｌｉｎに対する米国特
許第６，１３２，８２４号に記載されている。ステント送達は、さらに、例えば、ここに
引用して援用する「Ｃａｔｈｅｔｅｒ　Ｓｕｐｐｐｏｒｔ　Ｆｏｒ　Ｓｔｅｎｔ　Ｄｅｒ
ｉｖｅｒｙ」と題されたＥｕｔｅｎｅｕｅｒ　ｅｔ　ａｌ．に対する米国特許第６，６１
０，０６９号に記載されている。種々のステントおよび血管形成バルーンは商業的に入手
可能である。Ｂｏｓｔｏｎ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃからのパクリタキセル溶出Ｔａｘｕｓ
ＴＭステント、Ｊｏｈｎｓｏｎ　＆　Ｊｏｈｎｓｏｎからのシロリムス溶出Ｃｙｐｈｅｒ
ＴＭステントのような、および薬物被覆ステントは、現在商業的に入手可能である。治療
剤と合わせたステントおよびバルーンは、さらに、ここに引用して援用する、「Ｍｅｄｉ
ｃａｌ　Ａｒｔｉｃｌｅｓ　Ｔｈａｔ　Ｒｅｇｉｓｔ　Ｒｅｓｔｅｎｏｓｉｓ」と題され
たＯｇｌｅ　ｅｔ　ａｌ．に対する米国特許第６，４９１，６１７号に記載されている。
血栓除去用カテーテルは、血栓を除去するためのバルーンの使用またはステントの送達前
および／または後に用いることができる。ステント送達と組み合わせた現在の血栓除去用
カテーテルの使用はさらに以下に記載される。
【００９９】
　力を管壁に適応して血栓症を破壊する種々の装置が記載されている。例えば、ここに引
用して援用する、「Ｉｎｔｒａｃａｒｄｉａｃ　Ｃａｔｈｅｔｅｒ」と題されたＢａｊａ
ｊに対する米国特許第５，０５３，００８号は、プラークを破壊するための音波エネルギ
ーの使用を記載する。ここに引用して援用する「Ｃａｔｈｅｔｅｒ　Ａｔｈｅｒｏｔｏｍ
ｅ」と題されたＲｅｇｅｒ　ｅｔ　ａｌ．に対する米国特許第５，２１１，６５１号は、
プラークを切断するように設計されたバスケット形状のブレードを記載する。同様に、「
Ｐｅｒｃｕｔａｎｅｏｕｓ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｆｒａｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ　Ｃａ
ｔｈｅｔｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍ」と題されたＴｒｅｒｏｔｏｌａに対する米国特許第５，７
６６，１９１号はプラークを切断するためのデバイスを記載する。除去された血栓に由来
する塞栓をフィルターで収集することができる。血栓除去用カテーテルは、血栓への機械
的または他の破壊的エネルギーの送達前および／または後に用いることができ、ここに、
吸引除去しやすい血栓除去前および従前の操作によって緩められた血栓除去の後に用いら
れる。
【０１００】
血栓除去用カテーテルを用いるための方法
　血栓除去用カテーテルは、患者の特定の管から血栓を除去するために用いることができ
る。個々の管は共通の特徴があり、これを以下に説明する。共通の特徴とは、血栓がある
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病巣に隣接してカテーテル先端を設置することを含む。あるカテーテルの実施例において
、末端側端部を送達配置から湾曲した配置に変換することができる。一旦、カテーテルの
先端が所望の位置に来れば、吸引を開始することができる。カテーテルの位置決定の後に
ガイド部材を取り出しても取り出さなくてもよく、適当な手法の選択はカテーテルの設計
および／または補助的な医療デバイスの使用によって影響され得る。カテーテルを移動さ
せて、掃引された領域から血栓を除去することができる。いくつかの実施例において、ほ
とんどの手法におけるカテーテルの共通の設置のための末端側ないし基部側方向に一般的
には対応する、上流方向にカテーテルを移動するのが望ましい。一般には、血栓除去用カ
テーテルを余り侵入的でない手法で用いるのが望ましいが、いくつかの実施例においては
、外科的手法におけるエントリーのために管を露出させることができる。３つの具体的な
適用を以下により詳細に記載して、該方法の特徴をさらに説明する。
【０１０１】
　前述したように、特定の血栓除去用カテーテルは、一般には、一定範囲のサイズにわた
っての管での使用が考えられる。血栓除去用カテーテルが管壁に隣接する吸引ポートを有
するのを保証するために、撓み距離「Ｄ」は、一般には、特定のカテーテルでの使用のた
めに選択された最大管直径よりも大きいように選択される。かくして、管壁は、先端部分
の湾曲に対する吸引ポートの位置に依存して、管壁または近傍の吸引ポートに関する歪ん
だ配置までカテーテルを撓ませる。そのような撓みを図２４に示す。図２４の左側部分に
おいて、撓んでいない先端部分３７０が描かれる。図２４の右側部分においては、先端部
分３７０は管３７２内の歪み、撓んだ配置で示される。
【０１０２】
　図２4に示すように、先端部分はカテーテルの末端側端部における吸引ポートを備え、
同様な撓みが側方ポートで起こる。次いで、カテーテルの末端側端部における吸引ポート
は管壁と実質的に接触することができる。側方吸引ポートは、先端部の湾曲に対する吸引
ポートの位置決定に依存して、管壁と実質的に接触してもしなくてもよい。一般に、吸引
ポートは管壁の直径の１０パーセント以内であってもよく、管壁の直径の約５パーセント
以内であってもよく、管壁の直径の約２パーセント以内であってもよい。なお、吸引ポー
トの位置はこれらに限定されるものではなく、本発明の技術的範囲に属する限り適宜選択
することができる。
【０１０３】
　図２５に示すように、管４００は、ガイドカテーテル４０４から延びるガイドワイヤ４
０２を有する。管４００は血栓／デブリを伴う病巣４０６を有する。図２６に示すように
、血栓除去用カテーテル４０８は、ガイドワイヤ４０２に沿って管に運ぶことができる。
図２７に示すように、血栓除去用カテーテル４０８の先端部４１０は病巣４０６を過ぎて
挿入される。図２６ないし図２９に示すように、血栓除去用カテーテル４０８は、図１０
ないし図１２におけるカテーテルに対応する構造を有する。ガイドワイヤ４０４を引き抜
いて、先端部をその吸引配置まで開放することができ、次いで、図２８に示されるように
ガイドワイヤを再度外側へ延ばすことができるが、別法として、ガイドワイヤを患者から
取り出すことができる。代替先端設計を持つ血栓除去用カテーテルも同様に用いることが
でき、先端は、対応して、カテーテル設計が送達配置を有さないのでなければ、湾曲した
配置で位置決定することができる。
【０１０４】
　図２９に示すようにカテーテル４０８を介して病巣４０６から血栓を吸引除去する。除
去された血栓（塞栓）４１２は、吸引ルーメン４１４を通じてカテーテル内に導かれる。
カテーテル先端４１０は、管４００の選択された長さに沿って長手方向に、ならびに管の
内周の周りに周方向に移動させることができる。管内部の所望のセクションが吸引に付さ
れてしまうまで吸引することができる。図３０に示すように、ステントまたは血管形成バ
ルーンのような処置装置４２０は、吸引プロセスの完了、および血栓除去用カテーテル４
０８の除去に続いて病巣４０６において適用されつつある。
【０１０５】
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　一般に、吸引は、特定の患者に対する所望の目的を達成するために選択された時点で開
始することができる。また、吸引は連続的にまたは間歇的に適用することができる。例え
ば、一旦カテーテル先端がガイドカテーテルを片付けてしまうと、いつでも吸引を開始す
ることができる。送達配置を伴ういくつかの具体例において、吸引は、所望により、カテ
ーテル先端を湾曲した配置まで移動させる前に開始することができる。例えば、より広い
病巣では、引き続いて先端部を湾曲配置まで湾曲させる前に、より真っ直ぐな先端配置に
ていくらか吸込みを適用するのが望まれるであろう。
【０１０６】
　吸引は、管内の流れとは反対である。一般に、吸引速度は、管内の流れ、または流れの
いくらかの割合よりも大きくすることができる。具体的には、吸引速度は管の流れの約１
２５パーセント以下であってもよく、管の流れの約１１０パーセント以下であってもよく
、管を通じての拘束されない流れの約２５パーセントないし約１００パーセントであって
もよく、約５０パーセントないし約８０パーセントであってもよい。例えば、もし冠動脈
を通じての拘束されない流れが１分当たり１００ミリリットル（ｍｌ）であれば、吸引速
度は流れの１２５パーセント、または１分当たり１２５ｍｌであってもよく、１分当たり
約５０ｍｌないし約９０ｍｌであってもよい。なお、流速及び流れの割合はこれに限定さ
れるものではなく、本発明の技術的範囲内であれば、適宜選択することができる。シリン
ジベースの吸引の実施例では、シリンジのサイズは管中の流れに基づいて選択することが
できる。かくして、シリンジは、例えば、いずれかのサイズの管について、概略１０ない
し３０秒以内に満たすことができる。複数のシリンジを満たして、所望の程度の吸引を生
じさせることができる。
【０１０７】
　種々のアプローチを用いて、管壁の所望の部分に沿ってカテーテル先端を移動させるこ
とができる。例えば、カテーテル先端を選択された経路に沿って長手方向に移動させ、管
壁の周囲に沿って異なる向きに回転させ、次いで、再度長手方向に移動させることができ
る。これは所望により反復することができる。いくつかの具体例において、カテーテル先
端は管内側壁の周りを周方向に移動させ、次いで、長手方向に移動させて、カテーテルの
先端をもう１つの横方向に位置させ、そこで、それを再度周方向に移動させ、該プロセス
を、管の所望のセクションが処理されてしまうまで反復する。いくつかの具体例において
、周方向および長手方向移動を結合させて、らせん状の動きに組み合わせることができる
。移動の選択された組合せを用いて、所望の血栓除去を生じさせることができる。いくつ
かの具体例において、カテーテルの長手方向移動については、末端側から基部側方向とす
るのが望ましい。
【０１０８】
　他の実施例を図３１に示す。本実施例においては、管４００はステント４２２を有する
。ステントは、吸引に基づいた血栓除去に続いて送達してもしなくてもよい。しかしなが
ら、血栓除去用カテーテル４０８を送達して、カテーテルの先端４１０をステント４２２
の内部内に位置させる。カテーテルの適当な移動に沿った吸引を用いて、ステントの展開
に続いてステントの内部に沿って血栓を除去することができる。かくして、血栓除去用カ
テーテルを用いて、ステント送達の産物による副作用、すなわち、塞栓の最終的形成を緩
和することができる。
【０１０９】
　図３２に示すように、冠動脈４３６内のガイドワイヤ４３４上の血栓除去用カテーテル
４３２と共に心臓４３０を描く。血栓除去用カテーテル４３２は、例えば、大動脈に至る
、および冠動脈への動脈を介する患者の鼡径部または手首における切開を通じての慣用的
アプローチを用いて送達することができる。図３３に示すように、患者の首への切開にお
ける止血バルブ４５４を介して患者の頸動脈４５２に導入された血栓除去用カテーテル４
５０を用いる頸動脈内膜切除が描かれる。この余り侵入性でない手法においては、頸動脈
内の血栓の除去を介して発作を軽減することができる。
【０１１０】
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塞栓症保護装置の除去のための吸引カテーテルの使用
　一般に、本明細書中に記載された吸引カテーテルは、種々の手法で用いることができる
。具体的には、改良された吸引カテーテルは、吸引カテーテルを用いて、カテーテルの改
良された送達を利用するいずれの方法でも用いることができる。しかしながら、ある具体
例においては、もし吸引カテーテルが末端側端部において吸引ポートを有するならば、吸
引カテーテルは、患者の管からの塞栓症保護装置の除去で特に有用である。特に、該吸引
は、塞栓症保護デバイスが展開された向きから除去のために適当な向きに変換されつつあ
る間に、放出され得る塞栓を捕獲するのに効果的であり得る。回収プロセスを安定化する
ためには、塞栓症保護デバイスを鞘、一般には、吸引カテーテルの末端側端部に吸い込む
ことができる。一旦、塞栓症保護部材が安全に吸引カテーテル内に入れば、塞栓の放出の
危険性は、吸引を停止し、塞栓症保護デバイスを吸引カテーテルにそって患者から安全に
抜き取ることができるように、十分に低下される。いくつかの具体例において、塞栓症保
護部材が濾過配置に展開されている間に、吸引カテーテルが所定の位置に入れられる器官
の一部の間に吸引を適用することができる。医療デバイス上の放射線不透過性マーカーを
、該プロセスの種々の工程の間に位置決定のために用いることができる。
【０１１１】
　前記した改良された設計の多くは、展開の間におけるガイド部材にわたるカテーテルの
改良されたトラッキングを供する。設計の多くは、ガイド部材に沿ってのより密接なトラ
ッキングおよび／または末端側ポートの少なくとも部分的な閉塞を有して、送達の間にお
けるカテーテルのスナッギングの機会を低下させる。もし送達の間にスナッギングがあれ
ば、カテーテルを温和に引き戻し、回転させ（例えば、１／４回転）、次いで再度前進さ
せることができる。一般には、このアプローチは、カテーテルの送達を管に到達するのを
非常に困難であるときさえ成功し得る。塞栓症保護装置は、カテーテルの先端へ引き抜く
ことができる。これを行うには、一般には、カテーテルを静止したままとし、部材をカテ
ーテルに引き入れるが、原理的には、別法として、あるいは部材を移動させるのに加えて
、カテーテルをプロセスに移動させることができる。
【０１１２】
　一般に、吸引の適用のための時間を維持して、値を低下させて、管を通っての流れの望
ましくない破壊を回避するのが望ましい。本明細書中およびここで引用した同時係属出願
で記載された改良された塞栓症保護部材を用いると、患者の管を通っての流れをブロック
することなく安全に実行することができる。同様に、三次元マトリックスを備えた塞栓症
保護部材の使用は、マトリックスを通る流れを通じてのカテーテルへの吸引をブロックす
ることなく、および／または流れをブロックしない回収配置を有することによって、吸引
カテーテルへのデバイスの除去を供するが、吸引カテーテルにおける側方ポートはカテー
テルの末端側端部を通じての吸引を補うことができる。管に依存して、安全に許容できる
流れの破壊の量は、塞栓症保護部材の回収のためのプロセスをそれに従って決定すること
ができるように評価することができる。
【０１１３】
　流れの破壊をより小さなレベルに維持するために、一般に、回収プロセスが始まる少し
前に吸引を開始する。しかしながら、いくつかの具体例においては、塞栓症保護デバイス
が濾過配置にて展開されつつ吸引カテーテルが所定の位置に設置されつつ吸引を適用する
ことができる。一旦、吸引カテーテルがイントロデューサーカテーテルを除去すれば、吸
引カテーテルがフィルター近くになるまで、あるいはこの時間のいくらかの割合の間に吸
引することができる。いくつかの具体例において、フィルターの回収のための吸引カテー
テルの位置決定の間に、１以上のシリンジを引き出すことができる。一般には、吸引カテ
ーテルの開口内への嵌合についてのデバイス配置の制限の間に、かつデバイスがカテーテ
ル内に吸われている間に吸引を維持することができる。一旦、装置が吸引カテーテル内に
入ると、吸引は一般的には停止され、装置は、吸引カテーテルに対してさらに移動されな
い。
【０１１４】
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　一般的に、塞栓症保護装置を吸引カテーテル内に吸い取るためには、塞栓症保護部材を
、管ルーメンを横切る展開した配置から、デバイスが吸引カテーテル内に嵌合する、管ル
ーメンの断面を横切る面積が低下した回収配置へ変換することができる。塞栓症保護部材
を回収配置に直接的に変換することによって、塞栓症保護装置を金属ストラットのような
構造エレメントなくして形成して、カテーテル端部に対する圧力を通じてデバイスの機械
的崩壊を容易とすることができる。配置のこの変化は、装置を異なる配置の間で直接的に
変換する作動エレメントで達成することができる。回収配置は送達配置と同様であっても
なくてもよい。いくつかの具体例において、作動エレメントは、塞栓症保護部材を、送達
配置ないし展開した配置、および引き続いて、展開した配置ないし回収配置の間で変換す
る。他の具体例において、いくつかのタイプのグリッピングまたは係合ツールを用いて、
塞栓症保護部材を回収配置まで機械的に圧縮することができる。追加の具体例において、
塞栓症保護部材の末端側区画への吸引プロセスは、塞栓症保護部材を回収配置まで圧縮す
ることができる。この機械的圧縮を容易とするために、末端側区画の端部にテーパーを付
すことができ、および／または塞栓症保護部材の基部側末端にテーパーを付して、デバイ
スの初期部分の区画への進入を容易とすることができる。かくして、回収配置への変換、
およびデバイスの末端側区画への負荷は同時の工程または順次の工程とすることができる
。
【０１１５】
　回収プロセスを総じてのタイミングは、吸引の適用期間を所望の範囲内に維持する総じ
ての目的内のいくつかの因子の間でバランスをとる。目的を満足させるためには、塞栓症
保護部材を回収配置に変換し、塞栓症保護デバイスを吸引カテーテルに比較的に高速に運
搬するのが望ましい。一般に、部材を回収配置に変換し、部材を末端側区画内に運搬する
ための合計時間は約５分以下であってもよく、約３分以下であってもよく、約２秒ないし
約２分であってもよく、約５秒ないし約１．５分であってもよい。一般に、デバイスの回
収配置への変換を開始するに先立って吸引する時間は約１０秒以内であってもよく、約５
秒以内であってもよく、約２秒以下であってもよい。同様に、一般には、塞栓症保護部材
が末端側区画に運搬された後に吸引する時間は約１０秒以内であってもよく、約５秒以内
であってもよく、約２秒以内であってもよい。なお、この時間は特に限定されるものでは
なく、本発明の技術的範囲内において適宜選択し得るものである。
【０１１６】
　吸引方向は管の流れと反対方向であり、比較的ほかからの制限を受けない。吸引速度は
、血管内の流れ、または流れのいくらかの割合よりも大きいものとすることができる。も
し吸引速度が自然な流速よりも大きければ、塞栓症保護部材の両側から流体を吸引カテー
テルに吸い込む傾向がある。もし吸引速度が自然な流速未満であれば、吸引カテーテルの
開口に隣接した血管の一部から流体を吸う傾向がある。吸引速度は、流れの破壊をいずれ
の放出された塞栓についての収集速度ともバランスさせるように選択することができる。
【０１１７】
　もう１つのアプローチである病巣吸引を用いて、管の流れに対する影響を低下させるこ
とができる。病巣吸引は、管内の全てではなく管の小さな領域中の流れを効果的に逆流さ
せる。この病巣吸引は、塞栓症保護部材のベースからデブリを効果的に除去し、そのよう
な用量の血液を吸って、管中の流れを完全に逆中させる必要性なくして、フィルターから
放出された塞栓を捕獲することができる。いくつかの具体例において、流速は回収プロセ
ス中の異なる時点で変化させることができる。可変吸引速度の具体例では、吸引速度は一
般には、回収プロセスの開始時においてより高く、一旦、デバイスが回収位置まで下がれ
ば低下する。
【０１１８】
　現場での医師による慣用的な手法に基づいて、適宜シリンジを使用できは。望ましい結
果は、３０立方センチメートル、すなわち、３０ｍｌのシリンジで得られてきた。シリン
ジを充填する速度は、一般には、カテーテルのシャフトの直径に依存する。シリンジを充
填する典型的な時間は約１０秒ないし約２５秒であり、一般には、より大きな血管で用い
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られるより大きな直径のカテーテルではより短い時間である。いくつかの具体例において
、第一シリンジは、カテーテルの所定の位置への送達の間に充填される。第二シリンジは
、フィルターを崩壊させ、次いで、フィルターをカテーテルの先端へ引き抜く間に充填さ
れる。繊維ベースの塞栓症保護部材では、医師はデバイスを検索配置へ首尾よく変換し、
ヒト患者における現実的な臨床的条件下では、部材を略１０ないし１２秒の内に吸引カテ
ーテルへ引き抜いてきた。研究上ベンチシミュレーションにおいては９６ないし１００％
の塞栓捕獲効率がこの手法で達成されてきた。一般には、シリンジを充填するための時間
は、部材をへこませ、検索する時間を有するのと、塞栓回避の機会を低下させるためのカ
テーテルへの十分な流れを有するとのバランスである。
【０１１９】
　図３４ないし図３７は、繊維ベースの塞栓症保護部材の一般的回収を示す。図３４は、
塞栓症保護デバイス５０４から短い距離だけ下流にある患者管５０２内の吸引カテーテル
５００を示す。塞栓５０６は、デバイス５０４内で、かつ該デバイスの下流表面にそって
模式的に描かれる。管を通っての流れの矢印５０８でもって描かれる。図３５に示される
ように、塞栓症保護デバイス５０４が回収配置へ再度配置される丁度前に吸引される。吸
引の流れは矢印５１０で描かれる。図３６は、回収配置へ再度配置された塞栓症保護部材
５０４を示す。吸引は依然として適用されつつある。図３７に示すようにし、塞栓症保護
部材５０４は吸引カテーテル５００へ引き抜かれる。吸引は図３７において終了されてお
り、実質的に拘束されていない流れが管５０２において貯蔵されている。
【０１２０】
流通およびパッキング
　本明細書中に記載された医療装置は、一般には、用いる医療専門家への流通のために滅
菌容器中にパッケージされる。製品は、電子線照射、γ線照射、紫外線照射、化学的滅菌
、および／または滅菌製造およびパッケージング手法の使用のような種々のアプローチを
用いて滅菌することができる。製品は、例えば、製品がそれを通じて十分に機能的な状態
のままとなることが予測される適当な日付を標識することができる。構成要素は個々にま
たは一緒にパッケージすることができる。
【０１２１】
　本明細書中に記載された種々の装置は、便宜のために一緒にキットにパッケージするこ
とができる。該キットは、さらに、例えば、食品および薬物の投与による含有のために特
定された情報のような使用および／または警告用の指示での標識を含むことができる。そ
のような標識は、パッケージの外側および／またはパッケージ内の別々の紙の上とするこ
とができる。
【０１２２】
以上、本発明の実施の形態について実施例を用いて説明したが、本発明はこうした実施例
に何等限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において、種々なる形
態で実施し得ることは勿論である。
【図面の簡単な説明】
【０１２３】
【図１】図１は、湾曲した先端を持つ高速交換吸引カテーテルの側面図である。
【図２】図２は、ガイド部材と接続する図１の吸引カテーテルの湾曲した先端の断片図で
ある。
【図３】図３は、湾曲した先端を有するカテーテルを説明するための説明図である。
【図４】図４は、湾曲した先端を高速交換カテーテルを説明するための説明図である。
【図５】図５は、湾曲した先端部分を備えた血栓除去用カテーテルの部分側面図である。
【図６】図６は、高速交換セグメントを備えた血栓除去用カテーテルの末端側端部の部分
側面図である。
【図７】図７は、吸引ポートを供えた血栓除去用カテーテルの説明図である。
【図８】図８は、吸引ポート及び角度をつけた開口を備えた高速交換血栓除去用カテーテ
ルを説明するための説明図である。
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【図９】図９は、適切にマークされた変位距離「Ｄ」がある血栓除去用カテーテルの湾曲
した先端の末端側端部の部分側面図である。
【図１０】図１０は、血栓除去用カテーテルの先端側端部を説明するための説明図である
。
【図１１】図１１は、図１０に示す血栓除去用カテーテルの部分側図面である。
【図１２】図１２は、カテーテル先端における柔軟性部分と共に位置決定されたガイド構
造体による湾曲した配置の先端を備えた図１０の血栓除去用カテーテルの断片側面図であ
る。
【図１３】図１３は、先端を送達配置に維持する栓子を備えた血栓除去用カテーテルの状
態を説明するための説明図である。
【図１４】図１４は、血栓除去用カテーテルの他の実施形態を説明するための説明図であ
る。
【図１５】図１５は、血栓除去用カテーテルの部分側面図である。
【図１６】図１６は、血栓除去用カテーテルの側面図である。
【図１７】図１７は、先端の３つの湾曲および側方吸引ポートを備えた血栓除去用カテー
テルのもう１つの別の具体例の側面図である。
【図１８】図１８は血栓除去用カテーテルの他の実施例を説明するための説明図である。
【図１９】図１９は、その周囲の周りに部分的に閉塞するバルーン構造を備えた血栓除去
用カテーテルの斜視側面図である。
【図２０】図２０は、カテーテルの湾曲に沿ったカテーテル周囲の一部の周りに部分的に
閉塞するバルーンエレメントを備えた血栓除去用カテーテルの斜視側面図である。
【図２１】図２１は、展開されていない配置で示された部分的に閉塞するフラップを備え
た血栓除去用カテーテルの斜視側面図である。
【図２２】図２２は、管の部分的閉塞についてのカテーテルの周囲の周りに編物構造を供
えた血栓除去用カテーテルの斜視側面図である。
【図２３】図２３は、やはり示されるいくつかの放射線不透過性マーカーを備えた隣接す
るより柔軟な材料に対して吸引ポートの周りにより堅い材料を有する血栓除去カテーテル
の先端部分の部分側面図である。
【図２４】図２４は、拘束されていない図（左側）および管内の撓み歪んだ配置（右側の
図）における湾曲カテーテル先端部分の模式的な部分側面図である。
【図２５】図２５は、ガイド構造体が血栓病変を通過する患者血管の模式図である。
【図２６】図２６は、血栓除去用カテーテルが管内に位置した図２５の管の模式的側面図
である。
【図２７】図２７は、血栓除去用カテーテルが所定の位置にありかつその先端が送達配置
から湾曲した配置へと開放されつつある、図２５の管の模式的側面図である。
【図２８】図２８は、図２７の血栓除去用カテーテルが湾曲配置にある、図２５の管の模
式的側面図である。
【図２９】図２９は、図２８の血栓除去用カテーテルが管から血栓を除去している、図２
５の管の模式的側面図である。
【図３０】図３０は、血栓除去用カテーテルでの血栓の除去に続いてステントが送達され
ている、図２５の管の模式的側面図である。
【図３１】図３１は、管内のステント、および該ステント内から血栓を除去している血栓
除去用カテーテルの模式的側面図である。
【図３２】図３２は、血栓除去用カテーテルが冠動脈内から血栓を除去している模式図で
ある。
【図３３】図３３は、血栓除去用カテーテルが頸動脈内から血栓を除去している模式図で
ある。
【図３４】図３４は、展開された塞栓症保護デバイスに隣接する患者の管内に位置する吸
引カテーテルの側面図である。
【図３５】図３５は、吸引されつつある、図３４の吸引カテーテルの側面図である。
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【図３６】図３６は、吸引されつつあり、かつ塞栓症保護部材が回収配置に変換された、
図３４の吸引カテーテルの側面図である。
【図３７】図３７は、吸引カテーテル内の塞栓症保護部材を備えた図３４の吸引カテーテ
ルの側面図である。

【図１】

【図２】



(37) JP 2009-504343 A 2009.2.5

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】



(38) JP 2009-504343 A 2009.2.5

【図７】

【図８】



(39) JP 2009-504343 A 2009.2.5

【図９】

【図１０】

【図１１】



(40) JP 2009-504343 A 2009.2.5

【図１２】

【図１３】

【図１４】



(41) JP 2009-504343 A 2009.2.5

【図１５】

【図１６】

【図１７】



(42) JP 2009-504343 A 2009.2.5

【図１８】

【図１９】

【図２０】

【図２１】



(43) JP 2009-504343 A 2009.2.5

【図２２】

【図２３】

【図２４】

【図２５】



(44) JP 2009-504343 A 2009.2.5

【図２６】

【図２７】



(45) JP 2009-504343 A 2009.2.5

【図２８】

【図２９】



(46) JP 2009-504343 A 2009.2.5

【図３０】

【図３１】



(47) JP 2009-504343 A 2009.2.5

【図３２】

【図３３】

【図３４】

【図３５】

【図３６】

【図３７】



(48) JP 2009-504343 A 2009.2.5

10

20

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,NL,PL,PT,RO,SE,SI,SK,TR),OA(BF,
BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CN,CO,
CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,L
C,LK,LR,LS,LT,LU,LV,LY,MA,MD,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT,RO,RS,RU,SC,SD,SE,SG
,SK,SL,SM,SV,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,ZA,ZM,ZW

(72)発明者  ウェブスター，マーク，ダブリュ．，アイ．
            ニュージーランド国　オークランド，マウント・イーデン，ペンカロウ　アベニュー　２４
(72)発明者  ガルドニック，ジェイソン，エイ
            アメリカ合衆国　ミネソタ州　５５３４１，ハノヴァー，セトラーズ　レーン　１０８７０
(72)発明者  ボルドノウ，グレゴリー，エイ．
            アメリカ合衆国　ミネソタ州　５５３７６，セント・ミッチェル，３７番　ストリート　エヌイー
            　１１９１０
(72)発明者  アンダーソン，エドワード
            アメリカ合衆国　ミネソタ州　５５３１１，メイプル　グローブ，ティンバー　クレスト　ドライ
            ブ　６８４３
Ｆターム(参考) 4C160 MM33 
　　　　 　　  4C167 AA01  AA31  BB02  CC09  HH08 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

