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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　健康組織と疾患組織の両方を有する身体管腔の周りに位置している身体組織に対して血
管拡張を誘発するシステムであって、
　標的ロケーションにおいて前記組織に結合可能なエネルギー送出部分を有する脈管内カ
テーテルを備え、前記エネルギー送出部分は複数のエネルギー送出領域を有し、
　前記カテーテルに結合可能なエネルギー源を備え、このエネルギー源は、前記エネルギ
ー送出領域のそれぞれの領域に制御された量のエネルギーを送出するよう構成されており
、それにより、前記所望の量の組織リモデリング・エネルギーが前記組織の複数のリモデ
リング・ゾーンを加熱し、前記所望の量の組織リモデリング・エネルギーは、筋肉収縮を
回避し、かつ、前記管腔の短期と長期の両方の閉塞を防止するよう構成され、
　前記複数のリモデリング・ゾーンは、健康組織、疾患組織または健康組織と疾患組織の
両方の組合せを含み、前記リモデリング・ゾーンの少なくとも１つは健康組織を含み、前
記健康組織の前記加熱は、前記健康組織による前記管腔の短期収縮を防止するのに十分で
あり、かつ、前記健康組織による前記管腔の治癒反応誘発性閉塞を防止するのに十分に制
限され、かつ、
　前記複数のエネルギー送出領域は複数のエネルギー伝送表面を有し、当該複数のエネル
ギー伝送表面は前記組織に結合され、それぞれのリモデリング・ゾーンは、少なくとも１
つのエネルギー伝送表面に関連し、前記複数のリモデリング・ゾーンの少なくとも１つは
疾患組織を含み、前記複数のリモデリング・ゾーンについての前記所望の量の組織リモデ
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リング・エネルギーは、低温処置のエネルギー範囲内にあり、この低温処置による熱は、
前記少なくとも１つの疾患組織リモデリング・ゾーンおよび前記少なくとも１つの健康組
織リモデリング・ゾーンに関連する前記エネルギー伝送表面を識別することなく印加され
、さらに、
　前記エネルギー伝送表面は複数の双極電極対を備え、前記電極対は、バルーンに取り付
けられて、前記バルーンを前記組織に結合係合するよう膨張させることによって半径方向
外側に付勢され、各電極対は、少なくとも部分的に、関連するリモデリング・ゾーンを画
定し、それぞれの離散的なリモデリング・ゾーンについての前記所望の量の組織リモデリ
ング・エネルギーは前記対の前記電極間に前記低温処置の範囲のエネルギーを印加するこ
とによって伝送されるシステム。
【請求項２】
　前記リモデリング・ゾーンが未処置の組織のゾーンに隣接している、請求項１に記載の
システム。
【請求項３】
　前記疾患組織は、前記健康組織に比べて、低い固有熱伝導率、低い比熱容量および／ま
たは低い質量密度を有し、前記所望の量の組織リモデリング・エネルギーは、リモデリン
グ・ゾーン内の前記疾患組織の少なくとも一部を疾患組織処置温度まで加熱するとともに
、前記リモデリング・ゾーン内の前記健康組織を、前記疾患組織処置温度より低い健康組
織温度まで加熱することを含む請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記健康組織温度は、健康組織が前記熱を十分に取り去ることができ、当該健康組織を
損傷しない温度である、請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
　前記所望の量の組織リモデリング・エネルギーは、血管拡張後の反動による再閉塞の要
因となる前記組織のアクチンおよびミオシン蛋白質を変性させる温度まで加熱するに十分
である、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記組織内の加熱の深さは、前記所望の量の組織リモデリング・エネルギーを制限する
ことによって、組織加熱時間を制限することによって、かつ／または、前記少なくとも１
つのエネルギー伝送表面の構成によって制限される請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記所望の量の組織リモデリング・エネルギーは、双極電極対間の前記組織を５０～６
５℃の間まで加熱することによって、前記複数のリモデリング・ゾーンを加熱するよう構
成されている、請求項１に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　<<関連出願の引用>>
　本出願は、２００６年１０月１８日に出願された「Ｔｕｎｅｄ　ＲＦ　Ｅｎｅｒｇｙ　
Ａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　Ｔｉｓｓｕｅ　Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ　Ｆ
ｏｒ　Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　Ｔｒｅａｔｍｅｎｔ　Ｏｆ　Ｔａｒｇｅｔ　Ｔｉｓｓｕｅｓ
」という名称の米国仮出願第６０／８５２，７８７号、２００７年４月４日に出願された
「Ｔｕｎｅｄ　ＲＦ　Ｅｎｅｒｇｙ　Ａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　Ｔｉｓｓｕｅ　Ｃ
ｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ　Ｆｏｒ　Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　Ｔｒｅａｔｍｅｎｔ　
Ｏｆ　Ｔａｒｇｅｔ　Ｔｉｓｓｕｅｓ」という名称の米国仮出願第６０／９２１，９７３
号および２００７年１０月１日に出願された「Ｉｎｄｕｃｉｎｇ　Ｄｅｓｉｒａｂｌｅ　
Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　Ｅｆｆｅｃｔｓ　Ｏｎ　Ｂｏｄｙ　Ｔｉｓｓｕｅ」という名称
の米国仮出願第６０／９７６，７５２号の米国特許法第１１９条（ｅ）項の下での利益を
主張し、それらの全開示は参照により本明細書に組み込まれる。
【０００２】
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　本出願は、また、２００６年３月２８日に出願された「Ｔｕｎｅｄ　ＲＦ　Ｅｎｅｒｇ
ｙ　ｆｏｒ　Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　Ｔｒｅａｔｍｅｎｔ　ｏｆ　Ａｔｈｅｒｏｍａ　ａｎ
ｄ　Ｏｔｈｅｒ　Ｔａｒｇｅｔ　Ｔｉｓｓｕｅｓ　ａｎｄ／ｏｒ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ
」という名称の米国特許出願第１１／３９２，２３１号、２００４年９月１０日に出願さ
れた「Ｓｅｌｅｃｔａｂｌｅ　Ｅｃｃｅｎｔｒｉｃ　Ｒｅｍｏｄｅｌｉｎｇ　ａｎｄ／ｏ
ｒ　Ａｂｌａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ａｔｈｅｒｏｓｃｌｅｒｏｔｉｃ　Ｍａｔｅｒｉａｌ」と
いう名称の米国特許出願第１０／９３８，１３８号、２００６年１０月１８日に出願され
た「Ｔｕｎｅｄ　ＲＦ　Ｅｎｅｒｇｙ　Ａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　Ｔｉｓｓｕｅ　
Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ　Ｆｏｒ　Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　Ｔｒｅａｔｍｅｎｔ
　Ｏｆ　Ｔａｒｇｅｔ　Ｔｉｓｓｕｅｓ」という名称の米国特許出願第６０／８５２，７
８７号、２００７年４月４日に出願された「Ｔｕｎｅｄ　ＲＦ　Ｅｎｅｒｇｙ　Ａｎｄ　
Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　Ｔｉｓｓｕｅ　Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ　Ｆｏｒ　Ｓ
ｅｌｅｃｔｉｖｅ　Ｔｒｅａｔｍｅｎｔ　Ｏｆ　Ｔａｒｇｅｔ　Ｔｉｓｓｕｅｓ」という
名称の米国仮出願第６０／９２１，９７３号、および、２００７年１０月１日に出願され
た「Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｉｎｄｕｃｉｎｇ　Ｄｅｓｉｒａｂｌｅ　Ｔｅｍｐｅｒａｔ
ｕｒｅ　Ｅｆｆｅｃｔｓ　Ｏｎ　Ｂｏｄｙ　Ｔｉｓｓｕｅ」という名称の米国仮出願第６
０／９７６，７３３号に関連し、それらの全開示が参照により本明細書に組み込まれる。
【０００３】
　<<技術分野>>
　本発明は、一般に、医療デバイス、システムおよび方法に関する。例示的な実施形態に
おいては、本発明は、管腔疾患のための、特に、アテローム硬化性プラーク、不安定プラ
ークまたは「ホット（ｈｏｔ）」プラークおよび同様なもののためのカテーテル・ベース
処置を提供する。本発明の構造は、熱を使用して動脈組織をリモデリングすることを可能
にする。
【背景技術】
【０００４】
　医師は、身体の組織の内部、特に、血管などの身体管腔内にアクセスし、管腔内を修復
するためにカテーテルを使用する。たとえば、アテローム動脈硬化性疾患によって狭隘化
した動脈を開口させるために、バルーン血管形成カテーテルおよび他のカテーテルが使用
されることが多い。
【０００５】
　バルーン血管形成は、閉塞した血管を開口させるときに有効であることが多いが、バル
ーン拡張に伴う傷害は、重大な損傷をもたらす可能性があるため、バルーン拡張の利益は
時間的に制限される場合がある。ステントは、一般に、血管の有益な開口を延長させるの
に使用される。
【０００６】
　バルーン拡張と連携したステント留置は、アテローム性動脈硬化症についての好ましい
処理であることが多い。ステント留置では、折畳まれた金属枠体は、身体内に導入される
バルーン・カテーテル上に取り付けられる。ステントは、閉塞部位に入るよう操作され、
下にあるバルーンの拡張によって所定場所で拡張する。ステント留置は、幅広く承認を得
ており、また、多くの事例において一般的に許容可能な結果をもたらす。血管（特に、冠
状動脈）の処置と共に、ステントは、また、生殖性閉塞、胃腸閉塞および肺閉塞の処置な
どの、身体内の多くの他の管状閉塞を処置するときに使用されることができる。
【０００７】
　ステント留置後の、再狭窄または身体管腔の事後狭隘化が、かなりの数の事例で起こっ
ている。より最近では、薬剤コーティング・ステント（Ｊｏｈｎｓｏｎ　ａｎｄ　Ｊｏｈ
ｎｓｏｎのサイファー（Ｃｙｐｈｅｒ）（商標）ステント、シロリムス（Ｓｉｒｏｌｉｍ
ｕｓ）（商標）を含む関連薬剤など）は、著しく減少した再狭窄率を実証しており、他の
ステントは、開発中の、また、商業化されている代替の薬剤溶出ステントである。さらに
、（経静脈的なまたは経口的な）全身薬剤送出に関する研究も始められており、手技的な
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血管形成の成功率を改善する可能性もある。
【０００８】
　薬剤溶出ステントは、多くの患者のアテローム性動脈硬化症の処置についてかなりの有
望さを与えるように見えるが、ステントが、使用されることができないか、または、重大
な欠点を呈する多くの事例が存在する。一般に、ステント留置は、身体内にインプラント
を残す。こうしたインプラントは、特にインプラントの除去が難しくかつ侵襲的手術を含
むときに、機械的疲労、腐食および同様なものを含むリスクを呈する可能性がある。ステ
ント留置は、散在性動脈疾患を処置する場合、分岐部を処置する場合、押しつぶしを受け
易い身体エリアを処置する場合、ならびに、ねじれ、伸張および短縮を受け易い動脈を処
置する場合、さらなる欠点を有する場合がある。
【０００９】
　しばしば、バルーン血管形成および／またはステント留置と組み合わせて、脈管内放射
、低温処置、超音波エネルギーおよび同様なものを含む、種々の修正再狭窄処置または再
狭窄防止処置モダリティも提案されている。これらのまた異なる手法は、血管形成および
ステント留置に続く血流の事後低下を低減することについて、いろいろな程度の有望さを
示すが、血管形成によって組織に最初に課される傷害は問題のまま残っている。
【００１０】
　狭窄した動脈を開口させるための、ステント留置およびバルーン血管形成に対するいく
つかの代替法も提案されている。たとえば、いろいろなアテローム切除デバイスおよび技
法が開示され、試みられている。血管形成およびステント留置に欠点および制限があるに
もかかわらず、アテローム切除は、拡張ベース手法の幅広い使用および成功率を獲得して
いない。より最近では、拡張のなおさらなる欠点が明らかになった。これらは、心筋梗塞
または心臓発作を引き起こすことある物質を断裂させ、放出する可能性がある不安定プラ
ークの存在を含む。
【００１１】
　上記に照らして、動脈組織に対する血管拡張を誘発し、身体の管腔をリモデリングする
ための方法およびシステムを提供することが有利であろう。極端な拡張の傷害に訴える必
要なしに、身体管腔をリモデリングすることができる構造を提供しながら、かなりのコス
トまたは複雑さを回避すること、および、ステント留置に適さない血管および他の身体管
腔の開口を可能にすることがさらに望ましいであろう。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は、一般に、動脈組織、特に、疾患組織に対して所望の温度作用を誘発するため
の方法およびシステムを提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　一実施形態では、健康組織と疾患組織の両方を有する動脈管腔の周りに位置している動
脈組織に対して血管拡張を誘発するが方法が開示される。方法は、標的ロケーションにお
いてプローブ表面を動脈組織に結合させること、および、結合されたプローブから動脈組
織内の複数の離散的な組織容積（「リモデリング・ゾーン（ｒｅｍｏｄｅｌｉｎｇ　ｚｏ
ｎｅｓ）」）のそれぞれに、組織をリモデリングすることを意図される所望の量のエネル
ギー（「組織リモデリング・エネルギー（ｔｉｓｓｕｅ　ｒｅｍｏｄｅｌｉｎｇ　ｅｎｅ
ｒｇｙ）」）を伝送することであって、それにより、組織リモデリング・エネルギーは複
数のリモデリング・ゾーンを加熱する、伝送することを含み、リモデリング・エネルギー
は、筋肉収縮を回避し、かつ、管腔の短期と長期の両方の閉塞を防止するよう構成される
。
【００１４】
　別の実施形態では、熱支援バルーン血管形成術を使用して動脈管腔の周りに位置してい
る動脈組織をリモデリングする方法が開示される。方法は、動脈管腔内のカテーテル・バ
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ルーンを動脈組織に接触するように拡張させることを含み、複数の電極は、カテーテル・
バルーンの周りに配設され、かつ、動脈組織に結合されて、バルーンが動脈組織に接触し
ているときに、動脈組織内に複数のリモデリング・ゾーンを画定する。複数の電極対は、
その後、関連する所望の量の双極組織リモデリング・エネルギーで駆動されて、関連する
所望の組織リモデリング・エネルギーで複数のリモデリング・ゾーンのそれぞれを加熱す
る。リモデリング・エネルギーは、筋肉収縮を回避し、かつ、管腔の短期と長期の両方の
閉塞を防止するよう構成される。
【００１５】
　なお別の実施形態では、血管内の処置エリアを処置する方法が開示される。方法は、エ
ネルギー送出部分を有するカテーテルを設けること、カテーテルのエネルギー送出部分を
前記血管内に挿入し、前記カテーテル部分を処置エリア内に位置決めすること、処置エリ
ア内の複数のエネルギー送出ゾーンで血管にエネルギーを送出するためにカテーテル部分
を使用することを含み、エネルギー送出ゾーンはそれぞれ処置エリアと比較して小さい。
前記エネルギーの送出は、偏心した疾患のある血管内で、エネルギーが健康組織と疾患組
織の両方を加熱するようにカテーテル部分からエネルギーを送出すること、および、長期
閉塞反応を誘発するのに十分な健康組織に対する熱損傷を引き起こすことなく、疾患組織
を効果的に改質するのに十分な温度まで疾患組織を加熱するためにエネルギーを使用する
ことを含む。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】５０℃～６５℃の表面温度を達成するための、種々の電極エネルギー設定の温度
対時間曲線を示す図である。
【図２】図１の曲線と比較した、ＦＥＡコンピュータ・モデリング・シミュレーションか
らの時間対温度曲線を示す図である。
【図３】有限要素モデル構成を示す図である。
【図４】有限要素モデル構成を示す図である。
【図５】健康組織への３０秒間の処置電力０．５ワット（ピーク＝５１℃）についての有
限要素モデル結果を示す図である。
【図６】不安定プラークへの３０秒間の処置電力０．５ワット（ピーク＝６１℃）の場合
の有限要素モデル結果を示す図である。
【図７Ａ】かなりの長さの複数に血管が制限された有効径を有する散在性（ｄｉｆｆｕｓ
ｅ）アテローム動脈硬化性疾患を示す図である　。
【図７Ｂ】血管内の不安定プラークを示す図である。
【図７Ｃ】一部の血管の急激な屈曲または曲がりを示す図である。
【図７Ｄ】分岐部におけるアテローム動脈硬化性疾患を示す図である。
【図７Ｅ】血管内の解離を示す図である。
【図７Ｆ】健康動脈の周りの動脈壁を示す図である。
【図７Ｇ】再狭窄した動脈を示す図である。
【図８】本発明によるバルーン・カテーテル・システムを概略的に示す図である。
【図９】双極エネルギー処置で使用するための電極対の配置を概略的に示す図である。
【図１０】単極エネルギー処置で使用するための電極の配置を概略的に示す図である。
【図１１Ａ】動脈組織を処置するバルーン・カテーテル・システムを使用する方法を示す
図である。
【図１１Ｂ】動脈組織を処置するバルーン・カテーテル・システムを使用する方法を示す
図である。
【図１１Ｃ】動脈組織を処置するバルーン・カテーテル・システムを使用する方法を示す
図である。
【図１２】組織の周波数ターゲッティングを示す図である。
【図１３】８秒間の１ワットの印加の場合の、７日目における組織学的結果を示す図であ
る。
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【図１４】２秒間の２ワットの印加の場合の、８日目における組織学的結果を示す図であ
る。
【図１５Ａ】１秒間の４ワットの印加の場合の、７日目における組織学的結果を示す図で
ある。
【図１５Ｂ】１秒間の４ワットの印加の場合の、７日目における組織学的結果を示す図で
ある。
【図１５Ｃ】１秒間の４ワットの印加の場合の、３０日目における組織学的結果を示す図
である。
【図１６Ａ】４秒間の２ワットの印加の場合の、７日目における組織学的結果を示す図で
ある。
【図１６Ｂ】４秒間の２ワットの印加の場合の、７日目における組織学的結果を示す図で
ある。
【図１６Ｃ】４秒間の２ワットの印加の場合の、３０日目における組織学的結果を示す図
である。
【図１７Ａ】２秒間の３ワットの印加の場合の、７日目における組織学的結果を示す図で
ある。
【図１７Ｂ】２秒間の３ワットの印加の場合の、３０日目における組織学的結果を示す図
である。
【図１８Ａ】ベンチ・トップ試験の結果を示す図である。
【図１８Ｂ】ベンチ・トップ試験の結果を示す図である。
【図１８Ｃ】ベンチ・トップ試験の結果を示す図である。
【図１８Ｄ】ベンチ・トップ試験の結果を示す図である。
【図１８Ｅ】ベンチ・トップ試験の結果を示す図である。
【図１８Ｆ】ベンチ・トップ試験の結果を示す図である。
【図１８Ｇ】ベンチ・トップ試験の結果を示す図である。
【図１９】本発明の実施形態で使用するための、異なる電極幾何形状についての有利な処
置電力および時間範囲を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明は、プラークの負荷を軽減し、管腔血流を増加させ、プラーク塞栓受攻性を減少
させるために、制御された量の熱エネルギーを用いて血管プラークに影響を及ぼすシステ
ムおよび方法を提供する。非標的プラークを有する偏心疾患では、低温が使用されて、プ
ラーク（「疾患組織（ｄｉｓｅａｓｅｄ　ｔｉｓｓｕｅ）」）と非疾患動脈組織（「健康
組織（ｈｅａｌｔｈｙ　ｔｉｓｓｕｅ）」）の両方が同時に処置される場合がある。この
シナリオでは、バルーン拡張によるリコイルまたは将来の血管収縮を低減するか、または
、なくす熱治療が適用されなければならない。しかし、熱治療は、即座のコラーゲン萎縮
および狭窄がない状態で、組織リモデリング、減量および安定化を促進するために、十分
な熱擾乱も与えなければならない。平滑筋を４７～４８℃に加熱することによって、平滑
筋を実際に殺すかまたは焼灼することなく、平滑筋収縮が無力にされることができる。ア
クチンおよびミオシン蛋白質は変性するが、生命の酸化代謝酵素は元のまま残る。これは
、管腔拡張を促進するか、または、最低でも、収縮（すなわち、急性狭心症発作に対する
一因としてしばしばリンクされる血管形成バルーン拡張血管リコイルまたは血管攣（れん
）縮）を妨げる可能性がある。同様に、熱エネルギーは、「熱的固定（ｔｈｅｒｍａｌ　
ｆｉｘａｔｉｏｎ）」を妨げるのに十分低くなければならない。この場合、組織は、所望
の免疫系活性化組織減量を妨げるホルマリン固定と同様に「固定される（ｆｉｘｅｄ）」
。組織－温度作用に対する一般的な指針として、以下は、２～１０秒継続時間範囲内に入
る相互関係のリストである。
　４２℃＝蛋白質変性
　４１℃～４４℃＝ＤＮＡ感受性
　４３℃＝自発性脱分極



(7) JP 5479901 B2 2014.4.23

10

20

30

40

50

　４５℃＝ミトコンドリア分解
　４７．５℃＝収縮性蛋白質分解
　４８℃＝分極不能
　５０℃＝血液細胞がアモルファス状になる
　５０℃＝細胞内毒性
　５０℃＝非可逆的細胞死
　＞５０℃＝腫瘍症
【００１８】
　非標的偏心疾患についての治療の場合、５０℃未満の上記組織－温度作用はほとんどが
有利になると推定されることができる。たとえ１秒間でも無線周波数（ＲＦ）エネルギー
を用いて治療温度を誘発することは、周囲組織に熱拡散し続ける蓄積した「顕熱（ｓｅｎ
ｓｉｂｌｅ　ｈｅａｔ）」のために、継続時間の長い高温を有する組織温度をもたらす可
能性がある。非可逆的細胞死温度は、先に示されるが、実際には、こうした作用を可能に
する広範囲の温度を含む。これらの温度は、（ｙ＝‾０．０１１ｘ＋５５．０１）の「直
線当てはめ（ｌｉｎｅ－ｆｉｔ）」アルゴリズムによって数学的に記述されることができ
、ここで、ｙ軸は温度（℃）であり、ｘ軸は時間（秒）である。これは、１秒で５５℃か
ら始まり、１０００秒で４５℃に達する上述した傾斜を有する温度対時間の関係として非
可逆的細胞死を実証する。５５℃より高い温度では、細胞死についての時間は短すぎて有
効に測定できず、４５℃未満では、必要とされる時間は、長すぎて有用でなくなる。
【００１９】
　高温で起こるが、周囲の健康な組織に適用されることなく、わかっており、かつ、ター
ゲッティングされる疾患プラークにだけ適用されるべきである他の組織－温度作用が存在
する。６０℃を超える組織温度は、プラーク内での即座の組織減量を可能にするが、健康
な血管を、狭窄させる、炭化させる、穿孔する、または、気化させる可能性がある。これ
らの組織－温度作用の例は
　７２℃～８６℃＝タイプ１コラーゲン分解
　８５℃＝血液凝固／凝集
　８２℃～９６℃＝タイプ３コラーゲン分解
　１００℃＝細胞内／間隙流体相変化－「ポッピング（ｐｏｐｐｉｎｇ）」
　＞１００℃＝組織乾燥
　１００℃～２００℃＝組織グルコースが電極に付着する
　＞２００℃＝急速気化／細胞破裂（切断）、炭素化
である。
【００２０】
　一部の脂肪は、５１℃程度に低い温度で溶解し始め、一方、他の脂肪は、最高９０℃の
温度を必要とする。したがって、脂肪は全て、高温で溶解されることができるが、一部の
脂肪は、低温治療で溶解しリモデリングされることができる。
【００２１】
　大きな脂質コアを囲む薄い線維性キャップを有するプラーク（不安定プラーク）は、約
５０～５５℃の温度に反応するはずであり、また、組織は、そのプラークを除去すること
なく、非可逆的に損傷されるはずである。その結果の免疫系反応は、食細胞組織減量およ
び瘢痕組織発生であるはずである。理論的に、これは、血栓または急性心筋梗塞をもたら
す、将来の断裂および結果としてのカスケード事象から不安定プラークを保護する可能性
がある。この処置は、また、減量およびリモデリング・プロセスによって、適度に管腔を
開口させる可能性を有する。
【００２２】
　熱ショック蛋白質は、熱ショック蛋白質（ＨＳＰ）の活性化による熱治療後の組織減量
において役割を担う場合がある。最初に、ＨＳＰは、ほとんどの生体細胞、すなわち、哺
乳類、植物および酵母に存在する蛋白質である。ＨＳＰは、細胞の正常機能蛋白質が、正
しいときに正しい場所にあることを確保するために、「シャペロン（ｃｈａｐｅｒｏｎｅ
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ｓ）」のように作用することが多い。ＨＳＰの濃度は、熱さ、寒さまたは酸素不足などの
ストレスに応じて増加する可能性がある。ＨＳＰの存在の増加は、除去を必要とする病ん
だ細胞または壊死細胞についての免疫系に対する信号であり、したがって、熱処置後の組
織減量において役割を担う可能性がある。
【００２３】
　本発明は、管腔を開口し、血流を増加させるために、部分的に閉塞した身体管腔または
動脈に沿う物質をリモデリングするのに特に有用であることになる。本明細書で開示され
る、デバイス、システムおよび方法は、任意の身体管腔、たとえば、大腿動脈、膝窩動脈
、冠状動脈および／または頚動脈などの動脈管腔において使用されてもよい。本開示は脈
管系における技術の使用に焦点を当てるが、技術は、任意の管腔閉塞にも有用であろう。
本発明が使用されてもよい他の解剖学的構造は、食道、口キャビティ、鼻咽頭キャビティ
、聴覚管および鼓室、脳の洞、動脈系、静脈系、心臓、喉頭、気管、気管支、胃、十二指
腸、回腸、結腸、直腸、膀胱、尿管、射精管、精管、尿道、子宮腔、膣管および頚管であ
る。
【００２４】
　本明細書で述べる一部の実施形態が使用されて、適度のまたは標準的な拡張と組み合わ
された適度の加熱によってアテローム動脈硬化性疾患を処置してもよい。（適度の加熱お
よび拡張は以下で規定される。）たとえば、電極が上に配設されている血管形成バルーン
・カテーテル構造は、任意選択で、標準的な非加熱式血管形成拡張圧より著しく低いこと
を可能にする場合がある拡張圧と組み合わされて、拡張前に、拡張中に、かつ／または、
拡張後に血管壁に電位を印加しうる。１０～１６標準大気圧のバルーン膨張圧が、たとえ
ば、特定病変の標準的な血管形成拡張について適切である場合、適切な電位と組み合わせ
た修正拡張処置は、６標準大気圧以下、おそらく、１～２標準大気圧程度に低い圧力で行
われてもよい。適したバルーン・カテーテル・デバイスの一例は、「Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏ
ｒ　Ｉｎｄｕｃｉｎｇ　Ｄｅｓｉｒａｂｌｅ　Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　Ｅｆｆｅｃｔｓ
　ｏｎ　Ｂｏｄｙ　Ｔｉｓｓｕｅ」という名称の２００７年１０月１日に出願された米国
仮出願第６０／９７６，７３３号に開示され、その全体の開示が参照により本明細書に組
み込まれる。
【００２５】
　多くの実施形態では、血管の拡張前、拡張中、かつ／または、拡張後に付加される適度
の加熱エネルギーは、合併症を低下させながら、拡張効果を増加させる可能性がある。一
部の実施形態では、バルーンと一緒のこうした制御された加熱は、リコイルの減少を示し
、インプラントの欠点を持たないステントに似た拡張の利益の少なくとも一部を提供する
ことができる。外膜層の加熱を有害反応閾値未満に制限することによって、動脈を加熱す
る利益が高められてもよい（かつ／または、合併症が防止されてもよい）。内膜および／
または中膜のこうした加熱は、約１０秒未満の加熱時間（しばしば、３（またはさらに２
）秒未満である）を使用して行われてもよい。
【００２６】
　本発明における組織のリモデリングは、電極対間の組織に対する、通常、ＲＦエネルギ
ー、マイクロ波エネルギーおよび／または超音波エネルギーの形態の、組織リモデリング
・エネルギーの印加を用いて、リモデリング・ゾーンにおいて行われる。このエネルギー
は、標的組織および／または側副組織の表面またはバルク温度を制限する、たとえば、不
安定プラークの線維性キャップまたは動脈構造の内膜層の加熱を、次の通りにより具体的
に述べられる、４７℃と９９℃との間のどこかの範囲内の最高温度に制限するように制御
されることになる。この温度範囲は、２つのドーズ処置範囲、すなわち、５０℃と６５℃
との間の低いまたは「適度の（ｇｅｎｔｌｅ）」表面温度処置、および、６５℃と９９℃
との間の範囲の高い表面温度処置に分割されてもよい。低温処置の意図は、バルク組織温
度が、多くは、５０℃～５５℃未満のままとなるように、５０℃と６５℃との間の表面温
度を生成することであり、そのことが、偏心疾患において見出される健康組織を重篤に損
傷しないことになる。意図される結果は、バルーン拡張によるリコイルを低減することで
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ある。この低温処置ドーズは、選択性を使用することなく、全ての組織について安全であ
る。６５℃と９９℃との間の高い表面温度処置の意図は、疾患組織を萎縮させ、溶解させ
、減量することである。意図される結果は、プラークの負担を低下させ、溶解させること
である。この高温処置ドーズは、処置部位の選択性が利用可能であるときに使用されるこ
とが意図されるだけである。
【００２７】
　他の組織（内膜層または線維性キャップなど）の加熱を防止しながら、脂質プールの溶
解を誘発するのに十分になるよう、約５０℃～約６５℃の範囲の表面温度に、不安定プラ
ークの脂質に富むプールの加熱を制限することは、普通なら再狭窄または同様なものをも
たらす可能性がある免疫反応を最小にする、または、防止する場合があり、また、処置に
対する組織の治癒反応によって、処置中に、処置直後に、かつ／または、処置後、１時間
以上して、１日以上して、１週間以上して、または、さらに１カ月以上して、蛋白質結合
を変性させ、破壊するのに十分であり、それにより、より大きな血管管腔がもたらされ、
血流が改善される場合がある。
【００２８】
　組織の表面温度を、約５０℃～約６５℃の範囲に保つために、リモデリング・ゾーン（
電極対間の組織）に留まるように較正される電力と時間の組合せを使用して、リモデリン
グ・ゾーンに電力が印加される。図１は、死体の大動脈に関して行われた試験の一部の結
果を示し、時間に対して達成される種々の電極エネルギー設定および表面温度を示す。０
．５秒と１０秒との間について１ワットと５ワットとの間に平均電力があることによって
、達した表面温度は、５０℃と６５℃との間であった。サンプル・ドーズは、以下の表１
に示される。
【００２９】
【表１】

【００３０】
　図２は、システムのコンピュータ・シミュレーションの時間対温度曲線を示し、ベンチ
・トップ・データ（図１に示す）とＦＥＡコンピュータ・モデルとの間の強い相関を示す
。高い電力設定は、低い電力設定に比べてより強い相関を示す。これは、２Ｄモデルに長
手方向熱移動が存在しないこと、および、図２のコンピュータ・シミュレーションに同様
に含まれていないバイオクーリング作用によるものと思われる。両方のモードは、低電力
設定で大きな冷却作用を有するであろう。それでも、ＦＥＡモデルとベンチ・トップ実験
との間の相関は非常に良好である。
【００３１】
　本明細書で述べる方法およびシステムは、組織タイプがわかっていても、または、わか
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に使用される可能性がある。アテローム性動脈硬化症は、事例の５０％以上にわたって、
おそらく、７５％程度の（または、さらにそれ以上の）事例で血管の軸に対して偏心して
いる場合があるため、この非選択性処置は特に有利である。本発明は、さらに、組織特性
の差を利用してもよい。１つの組織は、別のタイプの組織に比べてより良好な熱伝導率（
ｋ）を有する場合、より急速に熱を取り去ることになる。１つの組織が、別のタイプの組
織に比べて低い比熱容量（ｃp）を有する場合、同じ量のエネルギーが同じ質量（また、
（相対的に類似の組織密度を仮定すると）容積）に印加される場合、その温度はより増大
することになる。１つのタイプの組織は、密な脈管系を有するか、または、十分に灌流さ
れたエリアに確実に非常に近い場合、より急速に熱を取り去ることになる。
【００３２】
　本発明は、以下の特性、すなわち、相対的に乏しい（低い）熱伝導性、低い比熱容量、
乏しい生得の血液灌流および／または十分に灌流されたエリアから離れた相対的に長い距
離の１つまたは複数を有するタイプの組織を優先的に加熱することを可能にする。非常に
重要なことには、本発明は、異なる組織のロケーションを知ることなく優先的な加熱が達
成されることを可能にする。
【００３３】
　動脈疾患の場合、上記特性は全て当てはまる。疾患は、一般に、脂質性の脂肪に似た疾
患組織および／または線維性のコラーゲンに似た組織からなる。両方とも、健康な脈管組
織と比べて低い比熱容量および低い伝導率を有する。健康な脈管組織は、また、微小脈管
を有し、また、十分に灌流された組織に非常に近く、したがって、健康組織はより効率的
に熱を取り去ることができる。
【００３４】
　非選択的処置の１つの利点は、疾患組織と健康組織との生得の差、たとえば、「熱慣性
（ｔｈｅｒｍａｌ　ｉｎｅｒｔｉａ）」および灌流のために、エネルギーが、所望のタイ
プの組織内に優先的に／選択的に蓄積することである。
【００３５】
　「熱慣性」は、岩の温度が経時的にどのように変化するかを記述するために、地質学で
主に使用される概念である。高い熱慣性を有する物質は、加熱し冷却するのに長く時間が
かかり、また、その逆である。量は、また、「熱浸透率（ｔｈｅｒｍａｌ　ｅｆｆｕｓｉ
ｖｉｔｙ）」として知られており、（ｋ ρ ｃp）

1/2として定義される。ここで、ｋは固
有熱伝導率であり、ｃpは比熱容量であり、ρは質量密度である。
【００３６】
　この同じ概念は組織に当てはめられてもよい。疾患のある動脈組織は、健康な動脈組織
と比較して、低いｋ、ｃpおよびρを有する。したがって、３つ全ての量が低い場合、熱
慣性は、疾患組織、特に、脂肪質不安定プラークについてかなり低い（表２を参照された
い）。
【００３７】
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【表２】

【００３８】
　健康な動脈組織（たとえば、内膜および外膜）と疾患組織（たとえば、不安定プラーク
）との間の熱慣性の差はかなりのものである、すなわち、約２倍の開きがある。
【００３９】
　この熱「慣性」の概念は、「熱時定数（ｔｈｅｒｍａｌ　ｔｉｍｅ　ｃｏｎｓｔａｎｔ
）」として考えられることもできる。「熱時定数」という用語は、等価的なＲＣ回路の時
定数に由来する。ＲＣ回路、抵抗器とコンデンサを直列に有する回路は、貯蔵されるエネ
ルギー・チャージと消散モード（電流を熱に変える抵抗器）を有する回路である。組織に
関する例は類似の例である。
【００４０】
　伝導がそこを通して起こるおおよその寸法と共に、物質の固有熱抵抗率を使用して熱抵
抗が計算される場合、おおよそのＲ値が計算されることができる。静電容量は、貯蔵され
るエネルギーであり、比熱容量とおおよその容積または質量を使用して計算されることも
できる。これは、物質の熱伝導率、比熱容量および密度に正比例する値（秒単位）を与え
る。そして、組織特性が変動している間、寸法は一定に保たれることができるため、この
値は、どんな正確な寸法が仮定されるかを心配することなく、特性の２つのセット間で相
対的に比較されることができる。
【００４１】
　熱慣性公式は、物理的寸法を全く仮定しないことを除いて同じである。したがって、熱
慣性公式は、「固有（ｓｐｅｃｉｆｉｃ）」熱慣性－幾何形状と共に変動しない熱慣性で
ある。熱慣性から「熱時定数」を得るために、熱慣性項を２乗し、熱伝導経路について指
定された容積および寸法において乗算することが必要になる。これらの初期近似は、健康
組織および疾患のある動脈組織が、それぞれ、７秒および１４秒の熱時定数を有すること
を示した。
【００４２】
　異なる組織自体の熱特性における利点に加えて、健康な脈管組織は、また、さらなる微
小脈管を有し、また、十分に灌流された組織に非常に近く、したがって、健康組織はより
迅速に熱を取り去ることができる。健康な動脈組織と疾患のある動脈組織との間の脈管灌
流の差は、表３に示され、その作用は、方程式１および２に示す、Ｐｅｎｎｅｓによる生
物学的熱移動方程式によって定量化される。
【００４３】
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【表３】

【００４４】
【数１】

　　　ｑp＝－ωbρbｃbρ（Ｔ－Ｔa）
　　　方程式２：血液灌流項
【００４５】
　血液灌流ωは、健康組織よりおよそ７倍大きい。そして、組織は、４３℃などのわずか
に高い温度に達すると、拡張し、血流をさらに改善することになる。これは、健康組織が
、速く熱を消散させることができるようにするさらなる利益である。
【００４６】
　この技術の考えられる利点を評価するために、いくつかのモデルが作られた。加熱パラ
メータ（電力対時間、考えられるＰＷＭの包含など）を最適化するために、さらなる研究
が行われる場合がある。そして、モデルはどれも、血液灌流からの冷却を含まない。一方
、これらのモデルは、最適化なしで明確な利点を示す。電力が、デューティ・サイクルま
たはオン時間とオフ時間の比と呼ばれるレートでオン／オフされるパルス幅変調（ＰＷＭ
）。これは、過剰加熱の可能性を減少させ、より制御された投与レートを可能にする可能
性がある。
【００４７】
　ＦＥＡモデル構成は図３および４に示される。図５は、健康組織への３０秒間の０．５
ワットの処置電力を示す（ピーク＝５１℃）。図６は、不安定プラークへの３０秒間の０
．５ワットの処置電力０．５ワットを示す（ピーク＝６１℃）。健康組織と不安定プラー
クとの温度差が見られることができる。ピーク温度の差は１０℃である。このことは、同
じエネルギーで加熱される組織の容積は、健康組織よりも疾患組織においてより高い温度
に達することを示す。
【００４８】
　これらのモデルは、冷却または灌流の差を適切に利用せず、加熱の差だけを利用するこ
とに留意されたい。３Ｄモデルでは、健康組織の高い熱伝導率の作用は、動脈の長手方向
への損失の増加によって増幅されるべきである。
【００４９】
　この技術の別の重要な態様は、時間と温度との関係および時間と温度との関係が細胞死
にどのように影響を及ぼすかである。発見された時間－温度関係は、一般的なルールとし
て、温度の１℃の増加ごとに、細胞死を引き起こすのに必要とされる時間量は半分になる
ように指数関数的である。たとえば、４５℃では、細胞死を引き起こすのにおよそ１００
０秒を必要とすることになる。５５℃では、１秒かかるだけである。したがって、１０℃
熱いという差は、実際には、１０００倍効果的である。
【００５０】
従来技術との区別
　サーマル・バルーンを使用するときに本発明と従来の試みとの間で行われる重要な区別
が存在する。本発明は、離散的なドーズで局在化方式で投与され、エネルギーは、サーマ
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ル・バルーンなどによって、単に表面に印加されるのではなく、組織内で生成される。本
明細書で説明するように、本発明は、動脈疾患（脂肪）の絶縁特性を、欠点ではなく利点
として使用する。サーマル・バルーン血管形成術における従来の試みは、熱を絶縁体（伝
導率が低い脂肪）内に優先的に押し込もうとしたために失敗した。疾患内に熱伝導させる
代わりに、従来のサーマル・バルーンによって投与される熱は、無差別にまたは優先的に
健康組織内に伝導された。
【００５１】
　本発明は、ステント留置と組み合わせて、かつ／または、ステント内再狭窄を処置する
ために使用することができるが、血管の開口径を増加させることに特によく適しており、
そこでは、ステント留置が実行可能なオプションでない。潜在的な用途は、アテローム性
動脈硬化症が、１つのエリアに局在化するのではなく、動脈のかなりの長さに沿って広が
る散在性疾患の処置を含む。本発明は、また、ステントが、多くの血管の急激な屈曲内に
進められるか、または、急激な屈曲内で拡張される必要が全くないため、急激に湾曲した
曲がった血管の処置について有利な使用を見出す場合がある。なおさらなる有利な用途は
、（側面分枝閉塞が問題になる場合がある）分岐部に沿う処置、および、（破砕および／
またはステント破損故障が問題になる場合がある）脚、足、腕、首、腹などの体肢におけ
る処置を含む。
【００５２】
　散在性疾患および不安定プラークは、それぞれ、図７Ａおよび７Ｂに示される。図７Ｃ
は脈管屈曲度を示す。図７Ｄは、分岐部におけるアテローム硬化性物質を示す。
【００５３】
　動脈解離および再狭窄は、図７Ｅ～７Ｇを参照して理解されてもよい。動脈は、３つの
層、すなわち、内皮層、中膜層および外膜層を備える。従来の血管形成中に、内側層は、
壁から部分的に剥離するか、または、離脱して、図７Ｅに示すように解離を形成する可能
性がある。こうした解離は、分かれ、血流を妨げる場合がある。図７Ｆと７Ｇを比較する
ことによって理解されることができるように、従来の血管形成術は、血管の組織を損傷す
る可能性がある比較的攻撃的な手技である。この損傷に応じて、ステントなどの異物の存
在に応じて、かつ／または、元々のアテローム動脈硬化性疾患の進行が継続することに応
じて、開口した動脈は、図７Ｇに示すように、再狭窄するか、または、その後、径が減少
する可能性がある。薬剤溶出ステントは、再狭窄を減少させることが示されているが、埋
め込み後数年経ってからの、これらの新しい構造の有効性は、十分に調査されておらず、
こうした薬剤溶出ステントは、多くの血管において適用可能でない。
【００５４】
　図７Ｅ～７Ｇに示すような従来の血管形成術に伴う問題の一部を回避するために、本発
明は、カテーテル・システムを使用して動脈組織をリモデリングする方法を開示し、カテ
ーテル・システムは、中程度の熱を使用して、組織表面に約５０℃と６５℃との範囲の温
度をもたらし、それにより、組織を適度にリモデリングし、動脈が開口することを可能に
することができる。方法は、第１の圧力で動脈管腔内でカテーテル・バルーンを拡張する
ことを含み、拡張することによって、バルーンが動脈組織に接触する。バルーンが動脈組
織に接触すると、複数の電極が動脈組織に結合して、動脈組織内に複数のリモデリング・
ゾーンを画定する。複数の電極対は、その後、関連する所望の量の双極組織リモデリング
・エネルギーで駆動されて、関連する所望の組織リモデリング・エネルギーで複数のリモ
デリング・ゾーンのそれぞれを加熱し、リモデリング・エネルギーは、筋肉収縮を回避し
、かつ、管腔の短期と長期の両方の閉塞を防止するよう構成される。
【００５５】
　一部の事例では、組織シグネチャおよび／またはシグネチャ・プロファイルが人によっ
て異なる場合があるため、隣接組織を弁別するのに役立つために、処置される組織のベー
スライン測定（脈管内超音波、光干渉断層撮影または同様なものによって特徴付けられる
場合がある）を得ることが望ましい場合がある。さらに、組織シグネチャおよび／または
シグネチャ・プロファイル曲線は、異なる組織間の関連する傾斜、オフセットおよび同様
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なものの識別を容易にするために正規化されてもよい。その全開示が参照により本明細書
に組み込まれる、「Ｔｕｎｅｄ　ＲＦ　Ｅｎｅｒｇｙ　Ａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　
Ｔｉｓｓｕｅ　Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ　Ｆｏｒ　Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　Ｔｒ
ｅａｔｍｅｎｔ　Ｏｆ　Ｔａｒｇｅｔ　Ｔｉｓｓｕｅｓ」という名称の米国特許出願第６
０／８５２，７８７号および２００７年４月４日に出願された「Ｔｕｎｅｄ　ＲＦ　Ｅｎ
ｅｒｇｙ　Ａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　Ｔｉｓｓｕｅ　Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔ
ｉｏｎ　Ｆｏｒ　Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　Ｔｒｅａｔｍｅｎｔ　Ｏｆ　Ｔａｒｇｅｔ　Ｔｉ
ｓｓｕｅｓ」という名称の米国仮出願第６０／９２１，９７３号に開示される技法のうち
の任意の技法が、本発明と組み合わされてもよい。
【００５６】
　本発明で使用するためのカテーテル・システムの一実施形態は、図８に示され、血管形
成バルーンの外側に取り付けられた電気接点を有する血管形成カテーテルを含む。無線周
波数コントローラ、発生器または電力源および接続ケーブルは、カテーテルにエネルギー
を供給する。カテーテルは、長さがおよそ１３５ｃｍであり、まずは人の大腿動脈および
膝窩動脈の最も一般的なサイズに対処するために３．０ｍｍ、４．０ｍｍ、５．０ｍｍお
よび６．０ｍｍのバルーン径ではじめに設けられる。カテーテルは、動脈プラークを変成
させ（ｍｏｄｉｆｙ）、プラーク負担を減少させるように意図された機械的エネルギーお
よび輻射エネルギーを使用し、より大きな動脈管腔をもたらす。発生する温度は低く、総
適用時間は、今日実施されるほとんどの血管形成手技と比べて短い。カテーテル・デバイ
スは、標準的な血管形成術機器と互換性があり、それにより、従来の血管形成技法を使用
して、対側性または同側性の一般的な手法によって下肢脈管系のアクセスを可能にする。
【００５７】
　図８は、動脈組織に対して所望の温度作用を誘発するカテーテル・システム１０の一実
施形態を示す。カテーテル・システム１０は、近位端１６および遠位端１８を有するカテ
ーテル本体１４を有するバルーン・カテーテル１２を含む。カテーテル本体１４は、可撓
性があり、カテーテル軸１５を規定し、ガイドワイヤ管腔および膨張管腔など１つまたは
複数の管腔を含んでもよい。所望である場合、なおさらなる管腔が、灌流、流体送出、撮
像または同様なものなどの他の処置または用途のために設けられてもよい。カテーテル１
２は、膨張可能バルーン２０を含む。ハウジング２９は、ガイドワイヤ管腔２２に連通す
る第１コネクタ２６および膨張管腔２４に流体連通する第２コネクタ２８を含む。膨張管
腔２２は、バルーン２０と第２コネクタ２８との間に延在する。第１と第２の両方のコネ
クタ２６、２８は、任意選択で、Ｌｕｅｒ－Ｌｏｃ（商標）コネクタなどの標準的なコネ
クタを備えてもよい。ハウジング２９は、また、導体３６を介して電極３４に電気結合さ
れる電気コネクタ３８を収容する。これは、電極３４が容易に駆動されることを可能にし
、電極は、コントローラ４０、および、双極または単極ＲＦエネルギー源、マイクロ波エ
ネルギー源、超音波エネルギー源または他の適したエネルギー源などの電力源４２によっ
て駆動されることが多い。一実施形態では、電気コネクタ３８は、コントローラ４０を介
してＲＦ発生器に結合され、コントローラ４０は、エネルギーが電極３８に選択的に送ら
れることを可能にする。単極ＲＦエネルギーが使用されると患者グラウンドは、（たとえ
ば）外部電極またはカテーテル本体１４上の電極によって提供されてもよい。
【００５８】
　電極３４は、バルーン２０の表面上に取り付けられ、関連する導体３６は、電極から近
位に延在する。電極３４は、バルーン２０上で多くの異なるパターンまたはアレイで配列
されてもよい。システムは、エネルギーの単極または双極印加のために使用されてもよい
。単極エネルギーの送出の場合、グラウンド電極パッドなどのグラウンド電極が、カテー
テル軸上か、または、患者の皮膚上で使用される。双極エネルギーの送出の場合、隣接す
る電極を円周の周りに離間して、隣接する電極間に双極エネルギーを導くことが可能にな
る。他の実施形態では、電極をバルーンの周りでバンドで配列して、遠位電極と近位電極
との間に双極エネルギーを導くことを可能にすることができる。
【００５９】



(15) JP 5479901 B2 2014.4.23

10

20

30

40

50

　図９は、疾患組織の双極処置を概略的に示す。電極対３４Ａおよび３４Ｂを有するバル
ーン２０は、脂肪質疾患／壊死性コア４８、線維性疾患／線維性キャップ４４、健康組織
４５を有する動脈管腔内に位置決めされる。処置は、対３４Ａと３４Ｂとの間で双極エネ
ルギーを使用することによって、健康組織４５、脂肪質疾患／壊死性コア４８および線維
性疾患／線維性キャップ４４に対して行われる。電極対は、バルーン上の任意の電極対で
あってよく、たとえば、一部の実施形態では、電極対は、３４Ａと３４Ｃまたは３４Ａと
３４Ｄまたは、３４Ａ～３４Ｄの任意の組合せであってよい。この配置構成は、電極対間
で特定の深さに容積を有する、電極対間の動脈組織に対する特定の処置ゾーンまたはセグ
メント５２（「リモデリング・ゾーン」）にエネルギーまたは熱（「組織リモデリング・
エネルギー）を送出する、組織を通るエネルギー経路５０を生成する。電極対の異なる組
合せを使用することは、オーバラップする対を使用することによって、リモデリング・ゾ
ーン間のギャップを減少させるか、または、なくす場合がある。双極エネルギーで電極対
を使用することは、単極手法の考えられる一部の問題を回避する可能性がある。疾患動脈
組織４８は、健康動脈組織に比べて高い電気抵抗率を有する。双極システムにおいて電極
対３４Ａ、３４Ｂを使用することによって、組織リモデリング・エネルギーは、リモデリ
ング・ゾーン内において電極対間で、健康組織、疾患組織または健康組織と疾患組織の両
方の組合せを通過することになる。任意の数の電極対が、異なるパターンまたはアレイで
使用されて、多数のリモデリング・ゾーンを生成してもよい。コントローラは、どれが最
も大きな利点を有するとしても、定電力、定電流または定電圧を適用してもよい。
【００６０】
　図１０は、疾患組織の単極処置に使用するためのバルーン・カテーテル・システムの一
実施形態を示す。電極対３４Ａおよび３４Ｂを有するバルーン２０は、脂肪質疾患／壊死
性コア４８、線維性疾患／線維性キャップ４４、健康組織４５を有する動脈管腔内に位置
決めされ、患者の皮膚上に位置決めされるような１つまたは複数の電気グラウンドが使用
される。動脈管腔の円周の周りに配列した複数の単極電極３４に電力が印加されると、エ
ネルギー５４は、動脈壁を通って半径方向外側に送られ、疾患動脈組織と健康動脈組織の
両方を処置する。
【００６１】
　加熱によって動脈組織をリモデリングするためのカテーテル・システム１０の使用は、
図１１Ａ～１１Ｃを参照して理解されることができる。図１１Ａに見られるように、処置
部位のアクセスは、しばしば、血管５８内で疾患組織４８の標的領域にガイドワイヤ５６
を進めることを含むことになる。バルーン２０の位置特定は、Ｘ線不透過性マーカによっ
て、Ｘ線不透過性構造のバルーン２０（または、バルーン２０上に、または、バルーン２
０に隣接して設置された対応するＸ線不透過性マーカ）によって、かつ／または、Ｘ線不
透過性電極３４の使用によって容易にされてもよい。ガイドワイヤ５６は蛍光透視鏡によ
る（または他の）撮像のもとで位置決めすることができる。
【００６２】
　カテーテル１２は、ガイドワイヤ５６上を遠位に進められ、アテローム硬化性物質４８
に隣接して位置決めされる。バルーン２０は、血管の管腔内で半径方向に拡張するため、
電極３４または電極３４Ａおよび３４Ｂは、動脈組織に半径方向に係合する。疾患組織４
８はカテーテル１２を中心にして偏心して分布する可能性があるため、電極３４は、図９
および１０を参照して理解されることができるように、疾患組織４８、健康組織６０また
は両方の組織の組合せに係合してもよい。
【００６３】
　先に説明したように、電極３４は、バルーン２０の周りに円周方向に位置決めされる。
ＲＦエネルギーなどのエネルギーは、電極３４または隣接する電極対３４Ａおよび３４Ｂ
に送られ、疾患組織４８と健康組織６０の両方を処置する。コントローラ４０は、１～１
８０秒間、約０．２５～５ワットの平均電力で、または、約４～４５ジュールで電極を駆
動してもよい。高いエネルギーの処置は、９０秒間０．５ワットまたは１８０秒間０．２
５ワットなどの長い継続時間でかつ低い電力で行われる。２～４ワット範囲のほとんどの
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処置は、１～４秒で実施される。広い電極間隔を使用すると、処置の電力および継続時間
をスケールアップするのに適切であることになり、その場合、平均電力は５ワットより大
きく、総エネルギーは４５ジュールを超える可能性がある。同様に、短い、または、小さ
い電極対を使用することは、平均電力をスケールダウンすることを必要とすることになり
、総エネルギーは４ジュール未満になる可能性がある。電力および継続時間は、重篤な損
傷を引き起こすのに十分でないよう、特に、血管内の疾患組織４８を焼灼するのに十分で
ないように較正される。血管内のアテローム硬化性物質を焼灼するメカニズムは、その全
開示が参照により本明細書に組み込まれる、Ｓｌａｇｅｒ等によって、「Ｖａｐｏｒｉｚ
ａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ａｔｈｅｒｏｓｃｌｅｒｏｔｉｃ　Ｐｌａｑｕｅ　ｂｙ　Ｓｐａｒｋ
　Ｅｒｏｓｉｏｎ」（Ｊ．ｏｆ　Ａｍｅｒ．Ｃａｒｄｉｏｌ．，ｐｐ．１３８２－６，１
９８５年６月）という名称の論文において、また、Ｓｔｅｐｈｅｎ　Ｍ．Ｆｒｙによって
、「Ｔｈｅｒｍａｌ　ａｎｄ　Ｄｉｓｒｕｐｔｉｖｅ　Ａｎｇｉｏｐｌａｓｔｙ：ａ　Ｐ
ｈｙｓｉｃｉａｎ’ｓ　Ｇｕｉｄｅ」（Ｓｔｒａｔｅｇｉｃ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｄｅｖ
ｅｌｏｐｍｅｎｔ，Ｉｎｃ．，１９９０年）において申し分なく記載されている。
【００６４】
　ここで図１１Ｃを参照すると、上述したように、バルーン２０は、加熱を動脈管腔の開
口と組み合わせる血管形成バルーンであってよい。一部の実施形態では、駆動された電極
または他のエネルギー放出面によってアテローム硬化性物質に対して引き起こされる損傷
が、損傷された組織病変のその後の吸収をもたらし、それにより、治癒プロセスの一部と
して、処置の終了後に血管のさらなる開口をもたらす場合がある。
【００６５】
　一部の実施形態では、バルーン２０は、繰返し収縮してもよく、カテーテル１２の軸方
向移動が使用されて、バルーン２０が再位置決めされ、疾患組織に沿う複数の処置ロケー
ションのそれぞれにおいてバルーン２０がその後拡張される。
【００６６】
　組織の周波数ターゲッティングは図１２に示される。異なる組織タイプは、異なる特性
電気インピーダンスを有し、異なる特性電気インピーダンスによって、組織は、他の組織
と比べて、特定の周波数または周波数範囲のエネルギーをより容易に吸収する。組織がよ
り伝導性が高い特定の周波数または周波数範囲のエネルギーを印加することによって、エ
ネルギーは、より容易に組織に浸透する。一般に、疾患組織のサンプルは、健康組織のサ
ンプルに比べて高いインピーダンス特性を示すことが示された。図１２に示すように、組
織７８の疾患エリアが比較的健康な組織８０によって囲まれる場合、健康組織は、健康組
織のインピーダンスが低いために、疾患組織を電流から遮蔽する可能性がある。そのため
、双極電流が電極３４Ａと３４Ｂとの間で伝送されると、最小の（または、所望より少な
い）電流８２が疾患組織７８を通過し、大きな電流８４は、インピーダンスが低い健康組
織８０において見られる場合がある。通常、組織インピーダンスが有用な程度に変動する
周波数範囲は、３０キロヘルツと３０メガヘルツとの間で起こる。
【００６７】
　周波数ターゲッティングは、疾患組織のインピーダンスが健康組織のインピーダンス以
下になる周波数または周波数範囲を決定することによって、たとえば、閾周波数における
、または、閾周波数未満の動作によって、疾患組織に対してより多くのエネルギーを送出
しようとする。特定の周波数または周波数範囲で送出されるエネルギーは、特定の周波数
以外で送出されるエネルギーに比べて疾患組織においてより多くの熱を消散させることに
なる。
【００６８】
　図１３～１７Ｂは、動物の調査において行われた試験の組織学的結果を示す。図１３は
、７日目における８秒間の１ワットの印加を示し、ベンチ・トップ試験において５０℃の
最高表面温度があり、挿入された矢印の部位において平滑筋の中程度の短縮を示す。図１
４は、８日目における２秒間の２ワットの印加を示し、ベンチ・トップ試験において同様
に５０℃の最高表面温度があった。図１５Ａ、１５Ｂは、７日目における１秒間の４ワッ
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トの印加を示し、図１５Ｃは、３０日目における１秒間の４ワットの印加を示す。各電極
に対応する明らかな熱印加（黒矢印）が存在する。血管壁のコラーゲン・エリアの一部に
対して熱変化があるようにも見える。これは、６０℃をほんのわずかに超えたバルク組織
温度を示唆する。図１６Ａ、１６Ｂは、７日目における４秒間の２ワットの印加を示し、
図１６Ｃは、３０日目における４秒間の２ワットの印加を示す。スライドは、各電極－組
織界面における熱治療を示す（黒矢印は処置ゾーンの縁を示す）。コラーゲン・エリア内
の深いところの対応する熱作用および組織萎縮の大まかな観測結果も存在する。図は、ま
た、同様にコラーゲン変性をもたらした、処置ゾーンの中間における組織内へのある程度
の熱拡散を示す。これは、電極の下の熱堆積の局所エリアが７０℃以上に達したことを示
す。もちろん、電極の中間で、電極から離れて半径方向に傾斜する、また、脈管および周
囲組織の深いところの温度勾配が存在する。図１７Ａは、７日目における２秒間の３ワッ
トの印加を示し、図１７Ｂは、３０日目における２秒間の３ワットの印加を示す。
【００６９】
　図１８Ａ～１８Ｇは、長さが５ｃｍで遠位端に閉塞を有する、新しく切除されたヒトの
膝窩動脈に関して行われたベンチ・トップ試験の一部の結果を示す。動脈は、図１８Ａお
よび１８Ｂに示すように、フロー・タンク内に接続され、その後、全動脈の処置前ベース
ラインＩＶＵＳスキャンを受けて、処置のための適した病変部を位置特定された。それぞ
れ、２．２ｍｍおよび２．４ｍｍの最小および最大管腔径を有する４．５ｍｍ2の管腔面
積、ならびに、それぞれ、５．８ｍｍおよび６．８ｍｍの最小および最大径を有する３２
．７ｍｍ2の固有血管面積を有する部位が選択された。
【００７０】
　この実験の場合、動脈組織に対して所望の温度作用を誘発するための、４ｍｍバルーン
を有するカテーテル・システムが使用された。カテーテルは、動脈内に挿入され、所望の
ロケーションに達し、６標準大気圧まで膨張させられた。処置が実施され、カテーテルは
、収縮され、動脈から除去された。処置は、２秒間、４ワットで適用された。図１８Ｃお
よび１８Ｄに示すように、全動脈の処置後スキャンがその後実施され、それぞれ、４．６
ｍｍおよび５．５ｍｍの最小および最大径を有する２０．５ｍｍ2への管腔面積の増加、
ならびに、それぞれ、６．５ｍｍおよび７．３ｍｍの最小および最大径を有する３７．２
ｍｍ2への血管面積の増加を示した。これが、ベンチ・トップ調査でなく臨床状況であっ
た場合、６ｍｍバルーンが、固有血管径によりよく一致する（ｍａｔｃｈ）ために実施さ
れ、より大きな管腔開口をもたらすであろう。
【００７１】
　処置に続いて、動脈は、図１８Ｅ～１８Ｇに示すように、染色され、ホルマリンに固定
され、切断され、写真撮影された。図１８Ｅは、処理エリアに対して近位に切取ったコン
トロール断面である。図１８Ｆおよび１８Ｇは、それぞれ、処置エリア内の約４ｍｍおよ
び８ｍｍのところの処理エリアの断面であり、処置、ＴＴＣ染色および固定後の切断され
た動脈の画像を示す。
【００７２】
　ここで図１９を参照すると、標的組織の所望の加熱をもたらし、かつ／または、側副組
織に対する加熱を制限するための適した電力範囲は、少なくとも部分的に、電極（または
他のエネルギー伝送面）にエネルギーが印加される時間、幾何形状および同様なものに依
存する可能性がある。最初に、電極を用いて組織に対して本明細書で述べる処置を適用す
るとき、特に、本明細書で述べる範囲内の電力を印加するとき、所望の範囲以外の電圧お
よび／または電流を印加しなければならないことを回避するための、回路内の組織の好ま
しい負荷インピーダンス範囲が存在してもよい。適した負荷インピーダンス範囲は、一般
に約２０オーム～約４５００オームの範囲内にあり、より典型的には、約４０オーム～約
２２５０オームの範囲内にあり、好ましくは、約５０オーム～約１０００オームの範囲内
にあるであろう。
【００７３】
　回路内の組織の負荷インピーダンスは、組織の特性に、また、同様に（たとえば）、電
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極の幾何形状が、回路内に有効に含まれる組織の幾何形状に影響を及ぼすため、組織に係
合する双極電極対の幾何形状に依存する可能性がある。エネルギーが送られる先の組織は
、約０．２シーメンス／メートル～約０．５シーメンス／メートルの範囲の電気伝導率を
有してもよい。異なるタイプの疾患組織は、異なる範囲の電気伝導率を有する場合があり
、あるタイプの疾患組織は、約０．２シーメンス／メートル～約０．３５シーメンス／メ
ートルの範囲の電気伝導率を有し、一方、他のタイプの疾患組織は、約０．３５シーメン
ス／メートル～約０．５シーメンス／メートルの範囲内に入る。電極対間の間隔および（
間隔を横切る）電極の長さは、共に、負荷インピーダンスに影響を及ぼすことになり、ほ
とんどの実施形態は、０．２５ｍｍと２．５０ｍｍとの間の電極対間隔（隣接する縁から
縁までの）を有し、例示的な実施形態は、０．５０ｍｍと２．００ｍｍとの間の電極対間
隔を有し、好ましい実施形態は、０．７５ｍｍと１．５０ｍｍとの間の電極対間隔を有す
る。
【００７４】
　特定の対内の電極の長さおよび間隔に関して、これらの因子は電力およびインピーダン
スに相互に関連する。電極の長さが減少するにつれて、発生器によって見られるインピー
ダンスは増加する（ｇｏ　ｕｐ）が、組織の容積が減少することになるため、発生器に関
する電力設定は減少する場合がある。電極間のギャップが広くなるにつれて、発生器によ
って見られるインピーダンスは同様に増加するが、組織の容積も増加することになるため
、発生器に関する電力設定は増加する場合がある。そのため、電極長さおよび電極間隔を
減少させると、負荷インピーダンスに対するおよそ反対の作用が存在する。
【００７５】
　所望の電力、エネルギーおよび処置時間は、同様に、相互関連しており、同様に、少な
くとも電極幾何形状に関連する場合がある。非常に一般的に言うと、長い期間にわたって
印加される低電力の処置は、比較的高い総エネルギーによる処置をもたらす傾向があり、
一方、短い期間にわたる高い電力の処置は、低いエネルギーの処置をもたらす傾向がある
。より具体的には、比較的低い平均電力（１Ｗ以下）では、処置当たりの総エネルギー送
出は８～４５ジュールの範囲にある場合がある。高い（１Ｗを超える）電力では、処置当
たりの総エネルギー送出は４～１５ジュールの範囲にある場合がある。電極間隔が２倍に
なると、電力は４倍増加する場合がある。組織内に伝送される電力は、しばしば電力およ
びエネルギー密度を所望の範囲内に維持するために、特定の電極構成に対して較正され、
スケーリングされることができる。例示的な電力範囲は、たとえば、約１～５ワットであ
ってよい。継続時間は、低い電力設定の場合に長く、通常、約１秒から８秒まで変動する
。１０秒よりずっと長い継続時間を使用して、１Ｗ未満の非常に低い電力設定も可能であ
る。
【００７６】
　電極構成を変更することによって、電力設定を大幅にスケーリングすることも可能であ
る。たとえば、電極の内側の縁から縁までの間隔が２倍になる場合、組織の容積がおよそ
４倍になるため、およそ４倍の電力が印加されてもよい。したがって、本明細書で述べる
例示的な実施形態と多少異なる電極構成は、およそ４～２０ワットの電力範囲内で使用さ
れる可能性がある。電極を短縮すること、そのため、リモデリング・ゾーンの容積を短縮
し、減少させることは、また、組織容積に印加するのに適切である電力の大きさに影響を
及ぼすであろう。
【００７７】
　依然として図１９を参照すると、この複雑な関係のセットを定量化し、例示的な処置デ
バイスが動作することができる空間を境界付けるために、これらのパラメータのいくつか
の安全値の間の経験的な関係が、生成され、かつ、グラフで、表形態で、または、数学的
関係によって提供されてもよい。特に有利な関係を記述する例示的な式は、
　電力＝ｂ*ｘ2*Ｌ*（ｔ(-0.59)）
である。式中、ｂは０．２～０．６の範囲のパラメータであり、ｘは電極の内側の縁から
縁までの間隔（ミリメートル単位）であり、Ｌは電極の長さ（ミリメートル単位）（また
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、同様に、リモデリング・ゾーンの近似の長さ）であり、電力はワット単位であり、ｔは
時間（秒単位）である。ｂは、ワット／（ｍｍ3）*（秒0.59）の単位を有する。この式で
記述される範囲の例示的な処置は、本明細書で述べる例示的な電極幾何形状を用いて、２
秒間で４ワット、３秒間で３ワット、４秒間で２ワットおよび１２秒間で１ワットなどの
処置を含む。さらに、１８０秒間で０．２５ワットなどの長い継続時間で非常に低い電力
の処置もカバーされる。代替の適した処置範囲は、電極寸法による最大電力および時間に
ついてのおよその数値を示す図１９に示す曲線のセット内か、または、それの近くになる
。なおさらなる代替の処置パラメータ値は、表４を参照して理解されることができ、表４
は、少数の異なる電極対幾何形状についての電力と時間の異なる組合せについての総エネ
ルギーを示す。
【００７８】
【表４】

【００７９】
　組織を特徴付け、かつ／または、処置するエネルギーおよび電力は比較的低いため、電
力源は、任意選択で、電池に貯蔵されたエネルギーを利用してもよく、電力源および／ま
たは関連するコントローラは、任意選択で、手持ち式ハウジング内に含まれる。こうした
電池で動くシステムの使用は、混雑した手術室内で利益がある場合があり、また、不注意
の過剰処置を回避するのに役立つ場合がある。電池は、１回使用カテーテルを有するキッ
ト内に含まれるのに適した使い捨て構造であってよく、一方、プロセッサ回路は再使用可
能であってよい。他の実施形態では、電池は充電式であってよい。
【００８０】
　アテローム硬化性物質のリモデリングは、アテローム硬化性プラークおよび他のプラー
クの萎縮、溶解および同様なものを含んでもよい。動脈層内のアテローム硬化性物質は変
性し、溶解する場合があり、かつ／または、処置は、血流を改善するために、動脈層内で
のアテローム硬化性物質の萎縮を含んでもよい。本発明は、また、偏心病変を含む場合が
ある、不安定プラークまたは不安定プラークが問題となる血管の処置にとって特定の利点
を提供する場合がある。本発明は、また、（キャップの肥厚化を誘発し、破裂に対するプ
ラークの受攻性を低くするための）キャップ構造の中程度の加熱および／または（脂質に
富むプールをリモデリングし、変性させ、溶解し、萎縮させ、かつ／または、再分配する
ための）不安定プラークの脂質に富むプールの加熱のための応用範囲を見出すであろう。
【００８１】
　例示的な実施形態が、例として、また、理解を明確にするために、ある程度詳細に述べ
られたが、種々の修正、適応および変更が使用されてもよいことを当業者は認識するであ
ろう。そのため、本発明の範囲は、添付特許請求の範囲によってだけ制限されるべきであ
る。
【符号の説明】
【００８２】



(20) JP 5479901 B2 2014.4.23

１０　カテーテル・システム；　１２　バルーン・カテーテル１２；　
１４　カテーテル本体；　１５　カテーテル軸；　１６　近位端；　１８　遠位端；　
２０　膨張可能バルーン；　２２　ガイドワイヤ管腔；　２４　膨張管腔；　
２６　第１コネクタ；　２８　第２コネクタ；　２９　ハウジング；　
３４　電極；　３８　電気コネクタ；　４０　コントローラ；　４２　電力源。
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