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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プロテーゼの経皮的送達のためのシステムであって、
　細長外側シースと制御ワイヤを備える送達ツールであって、該外側シースは該外側シー
スを通って配置される管腔を有し、該制御ワイヤが該管腔内に配置される送達ツールと、
　該送達ツールの遠位端を患者内の標的位置近傍に前進させる手段と、
　該送達ツールの該遠位端の直径を増加させる手段と、
　該送達ツールの該遠位端によって該標的位置にプロテーゼを展開する手段と、
　該送達デバイスを通る血流を可能にしながら、該プロテーゼが、該送達ツールの該遠位
端の直径を越えて前進しないように防止する手段と
　を備える、システム。
【請求項２】
　前記送達ツールの前記遠位端の直径を、前記プロテーゼの所望の拡張直径に減少させる
手段と、
　該プロテーゼが該所望の拡張直径に拡張するように、該プロテーゼを通して、該送達ツ
ールの該遠位端を移動させる手段と
　をさらに備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記送達ツールの前記遠位端の直径を減少させる手段と、
　該送達ツールの該遠位端を前記プロテーゼ内に移動させる手段と、



(2) JP 5759949 B2 2015.8.5

10

20

30

40

50

　該送達ツールの該遠位端の直径を増加させることによって、該プロテーゼの直径を増加
させる手段と
　をさらに備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記送達ツールの前記遠位端の直径を増加させる手段が、該遠位端のメッシュ部分の構
成を修正する手段をさらに備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記患者内の標的位置近傍に送達ツールの遠位端を前進させる手段が、血管系内の弁を
通して、該送達ツールの遠位端を前進させる手段をさらに備える、請求項１に記載のシス
テム。
【請求項６】
　血管系内にプロテーゼを送達するためのデバイスであって、
　そこを通して配置される管腔を有する細長外側シースと、
　該管腔内に配置される制御ワイヤと、
　第１の直径を有する第１の構成と、第２の直径を有する第２の構成とを有し、該第２の
直径は、該第１の直径より大きい、メッシュ部材と
を備え、該デバイスを通って血液が流れることを可能にしながら、該プロテーゼを標的位
置で展開するために、該細長外側シースに対する該制御ワイヤの相対運動が、該第１の構
成と該第２の構成との間の該メッシュ部材を変形させる、デバイス。
【請求項７】
　前記制御ワイヤの遠位端が、前記メッシュ部材の遠位端に固定され、前記細長外側シー
スの遠位端は、前記メッシュ部材の近位端に固定される、請求項６に記載のデバイス。
【請求項８】
　前記メッシュ部材の前記第２の構成が、広がった形状を備える、請求項６に記載のデバ
イス。
【請求項９】
　前記メッシュ部材の前記第２の構成が、中実円錐形状を備える、請求項６に記載のデバ
イス。
【請求項１０】
　前記メッシュ部材の前記第２の構成が、中空円錐形状を備える、請求項６に記載のデバ
イス。
【請求項１１】
　血管系内でプロテーゼを送達するためのデバイスであって、
　そこを通して配置される管腔を有する細長外側シースと、
　該管腔内に配置される制御ワイヤと、
　複数のアームを有する拡張可能領域であって、第１の直径を有する第１の構成と、第２
の直径を有する第２の構成とを有し、該第２の直径は、該第１の直径より大きい、拡張可
能領域と
　を備え、該デバイスを通って血液が流れることを可能にしながら、該プロテーゼを標的
位置で展開するために、該細長外側シースに対する該制御ワイヤの相対運動が、該第１の
構成と該第２の構成との間で該拡張可能領域を拡張または収縮させる、デバイス。
【請求項１２】
　前記アームが、超弾性ワイヤをさらに備える、請求項１１に記載のデバイス。
【請求項１３】
　前記アームが、超弾性ワイヤのループをさらに備える、請求項１２に記載のデバイス。
【請求項１４】
　前記デバイスが、第２の外側シース内に摺動可能に配置される、請求項１１に記載のデ
バイス。
【請求項１５】
　前記第２の外側シースの遠位端が、ピグテールをさらに備える、請求項１４に記載のデ
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バイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、米国仮特許出願第６０／８２７，３７３号（２００６年９月２８日出願、名
称「Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　Ｔｏｏｌ　Ｆｏｒ　Ｐｅｒｃｕｔａｎｅｏｕｓ　Ｄｅｌｉｖｅｒ
ｙ　Ｏｆ　Ａ　Ｐｒｏｓｔｈｅｓｉｓ」）に基づく優先権を主張し、この内容は、参照に
より本明細書に援用される。
【背景技術】
【０００２】
　経皮的アプローチを使用した心血管手術の開発および施行において、著しい進展が見ら
れる。例えば、大腿動脈を通して導入される１つ以上のカテーテルの使用によって、ツー
ルおよびデバイスを心血管系内の所望の領域に送達し、任意の数の複雑な手技を行うこと
ができる（そうでなければ、通常、侵襲的手術手技を必要とすることになる）。そのよう
なアプローチは、患者が耐えることになる外傷を大幅に軽減し、回復期間を有意に短縮す
ることができる。経皮的アプローチは、開心術を行う代替として、特に魅力的である。
【０００３】
　弁置換術は、経皮的解決法が開発されている領域の一実施例を提供する。いくつかの疾
患は、心弁尖の肥厚、およびその後の不動状態または可動性の低下をもたらす。また、そ
のような不動状態は、弁を通る通路の狭小または狭窄につながる場合がある。狭窄弁が存
在する血流に対する抵抗の増加は、最終的に心不全につながり、究極的には死をもたらし
得る。
【０００４】
　弁狭窄または逆流の治療は、開心手技を通して、既存の自然弁を完全除去後、人工弁の
移植を伴っていた。必然的に、これは、非常に侵襲的手技であって、身体に多大な外傷を
負わせることになり、通常、著しい不快感および相当な回復時間につながる。また、豊富
な専門知識と施行能力を要する高度な手技でもある。
【０００５】
　歴史的には、そのような弁置換術は、従来の開心術を使用して行われており、開胸し、
心臓を停止させ、患者を心肺バイパス装置に設置し、自然弁を切除し、置換弁を取着けて
いた。一方、提案される経皮的弁置換代替方法は、特許文献１に開示されており、参照す
ることによって、全体として本明細書に組み込まれる。本特許では、人工弁は、カテーテ
ル内に適合するサイズに折り畳まれるステント内に装填される。カテーテルは、次いで、
患者の脈管構造内に挿入され、折り畳まれたステントを自然弁の位置に位置付けるように
移動される。展開機構を作動させ、置換弁を含むステントを弁尖に対し拡張する。拡張さ
れた構造は、自然弁の機能をともに担う弁尖支持部とともに、弁形状を有するように構成
されたステントを含む。その結果、弁全置換が達成されるが、患者への物理的影響を有意
に低減する。
【０００６】
　より最近の技術は、特許文献１に内在する欠点をさらに改良している。例えば、あるア
プローチは、特許文献２（２００６年５月２６日出願、「Ｓｔｅｎｔｌｅｓｓ　Ｓｕｐｐ
ｏｒｔ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ」）に見られ、その内容は、参照することによって本明細書
に組み込まれる、ステンレス支持構造を採用する。ステンレス支持構造は、患者の血管内
の新しい人工または生体弁を支持する管状メッシュ骨組を提供する。骨組は、典型的には
、形状記憶特性を呈し、送達の際、少なくとも１回、場合によっては複数回、骨組の全長
をそれ自体の上に折り重ねるように促進する。この点において、骨組は、比較的小径の標
的領域に経皮的に送達可能であるが、血管内で拡張および折り重なり、実質的により厚い
直径をとり、強度を増加させることができる。
【０００７】
　典型的には、ステンレス支持構造は、患者内の罹患または低機能弁の位置に送達される
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。構造は、自然弁の弁尖に対し拡張し、それらを血管の側面に対し押動する。自然弁が恒
久的に開放されると、新しい弁は、自然弁に代わり機能を開始する。最適にステンレス支
持構造を留置するステップは、経皮的に構造を、罹患弁を通過させるステップと、遠位端
が外向きに広がるまで、構造の遠位端を展開するステップと、次いで、ユーザが、構造の
広がった遠位端が罹患弁の遠位側に接触していると触知し得るまで、罹患弁を通して構造
を引き戻すステップとを伴う。構造の広がった遠位端が、罹患弁の遠位側に当接している
と確信が得られると、構造の残りの部分が罹患弁内で展開される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】米国特許第６，１６８，６１４号明細書
【特許文献２】米国特許出願第１１／４４３８１４号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　前述の経皮的弁デバイス移植手技のいずれにおいても、デバイス機能に対する重要な課
題は、移植片の正確な留置である。構造が、最適なデバイス位置よりも下方または上方に
展開される場合、自然弁尖は、人工支持構造によって捕捉されない場合があり、移植片の
動作をさらに干渉し得る。さらに、支持構造の誤った留置は、人工デバイスと、心臓の近
傍構造との間の干渉をもたらす場合があるか、または構造周囲の血液の漏出を生じさせ、
置換弁を迂回し得る。
【００１０】
　これらのデバイスの自然弁内への正確な留置は、相当の技術的熟練および訓練を必要と
し、良好な成果は、技術依存性であると言える。必要とされるのは、標的展開領域をより
確実に特定し、経皮的大動脈弁置換デバイス、もしくは移植の際のデバイス位置が重要と
なる他の人工デバイス（例えば、血管心房中隔欠損症、心室中隔欠損、卵円孔開存症、あ
るいは心臓または脈管構造の穿孔のための閉塞器）を位置付け、次いで、そのようなデバ
イスを展開し、より確実な移植成果を提供するための送達ツールである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　一実施形態では、本発明は、患者内でプロテーゼデバイスを展開するための拡張可能送
達ツールを提供する。送達ツールは、外側に直径が広がる拡張可能遠位端領域とともに、
略細長形状を有する。
【００１２】
　一側面では、送達ツールは、弁等の所望の標的領域の触知性指標を提供する。例えば、
患者の血管内で拡張すると、送達デバイスは、所望の標的弁と接触するまで、ユーザの方
へ近位に引張られ得る。本接触は伝達され、それによって、患者外側のデバイスの近位端
上のユーザによって触知され、所望の標的位置が特定された指標を提供する。
【００１３】
　別の側面では、送達ツールは、展開され得るプロテーゼに対し静止逆転防止装置を提供
し、さらに、プロテーゼが患者内の所望の標的位置に送達されるのを確実にする。例えば
、送達ツールの拡張された逆転防止装置は、患者内の自然弁の直遠位の位置に位置付けら
れる。プロテーゼは、自然弁内かつ拡張された逆転防止装置に対し展開され、プロテーゼ
が、自然弁内のその意図された標的位置に保持されるのを確実にする。
【００１４】
　さらに別の側面では、送達ツールを使用して、展開後、プロテーゼをさらに拡張させる
。例えば、拡張可能逆転防止装置は、所望の拡張直径（すなわち、ユーザが所望するプロ
テーゼ拡張直径）にサイズを縮小され、次いで、展開されたプロテーゼを通して引張られ
、プロテーゼの直径を拡張させる。さらに、本拡張は、プロテーゼを血管に対して係留し
、その位置が保持され、プロテーゼ周縁を越えて生じる漏出が最小限となるようにする。
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代替として、送達ツールの遠位端は、プロテーゼ内で拡張され、プロテーゼを患者の血管
内でさらに拡張することができる。
　例えば、本発明は以下を提供する。
（項目１）
　プロテーゼを経皮的に送達するためのデバイスであって、
　　第１の部材と、
　　開口を有する第２の部材と、
　　上記部材のうちの一方の遠位端を、閉位置から開位置に、他方から離すように回転さ
せるために使用可能な制御機構と、
　　上記第１の部材に取付けられた係止ピンと
　　を含む、少なくとも１つの連結機構
　を備え、上記係止ピンは、上記閉位置では、上記開口内に延在し、上記開位置では、上
記開口から離間する、デバイス。
（項目２）
　上記制御機構は、少なくとも１つの制御ワイヤを含む接続部材を備える、項目１に記載
のデバイス。
（項目３）
　上記制御機構は、上記係止ピンの縦軸に垂直な縦軸を有する、項目１に記載のデバイス
。
（項目４）
　上記少なくとも１つの連結機構は、３つの連結機構を備える、項目１に記載のデバイス
。
（項目５）
　上記少なくとも１つの連結機構を囲繞するシースをさらに備える、項目１に記載のデバ
イス。
（項目６）
　プロテーゼを経皮的に送達する方法であって、
　送達ツールの遠位端を患者内の標的位置近傍に前進させるステップと、
　上記送達ツールの上記遠位端の直径を増加させるステップと、
　上記送達ツールの上記遠位端に隣接する上記標的位置にプロテーゼを展開するステップ
と、
　上記プロテーゼが、上記送達ツールの上記遠位端の直径を越えて前進しないように防止
するステップと
　を包含する、方法。
（項目７）
　上記送達ツールの上記遠位端の直径を、上記プロテーゼの所望の拡張直径に減少させる
ステップと、
　上記プロテーゼが上記所望の拡張直径に拡張するように、上記プロテーゼを通して、上
記送達ツールの上記遠位端を移動させるステップと
　をさらに包含する、項目６に記載の方法。
（項目８）
　上記送達ツールの上記遠位端の直径を減少させるステップと、
　上記送達ツールの上記遠位端を上記プロテーゼ内に移動させるステップと、
　上記送達ツールの上記遠位端の直径を増加させることによって、上記プロテーゼの直径
を増加させるステップと
　をさらに包含する、項目６に記載の方法。
（項目９）
　上記送達ツールの上記遠位端の直径を増加させるステップは、上記遠位端のメッシュ部
分の構成を修正するステップをさらに包含する、項目６に記載の方法。
（項目１０）
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　上記患者内の標的位置近傍に送達ツールの遠位端を前進させるステップは、血管系内の
弁を通して、上記送達ツールの遠位端を前進させるステップをさらに包含する、項目６に
記載の方法。
（項目１１）
　血管系内にプロテーゼを送達するためのデバイスであって、
　そこを通して配置される管腔を有する細長外側シースと、
　上記管腔内に配置される制御ワイヤと、
　第１の直径を有する第１の構成と、第２の直径を有する第２の構成とを有し、上記第２
の直径は、上記第１の直径より大きい、メッシュ部材と
を備え、上記細長外側シースに対する上記制御ワイヤの相対運動は、上記第１の構成と上
記第２の構成との間の上記メッシュ部材を変形させる、デバイス。
（項目１２）
　上記制御ワイヤの遠位端は、上記メッシュ部材の遠位端に固定され、上記細長外側シー
スの遠位端は、上記メッシュ部材の近位端に固定される、項目１１に記載のデバイス。
（項目１３）
　上記メッシュ部材の上記第２の構成は、広がった形状を備える、項目１１に記載のデバ
イス。
（項目１４）
　上記メッシュ部材の上記第２の構成は、中実円錐形状を備える、項目１１に記載のデバ
イス。
（項目１５）
　上記メッシュ部材の上記第２の構成は、中空円錐形状を備える、項目１１に記載のデバ
イス。
（項目１６）
　血管系内でプロテーゼを送達するためのデバイスであって、
　そこを通して配置される管腔を有する細長外側シースと、
　上記管腔内に配置される制御ワイヤと、
　複数のアームを有する拡張可能領域であって、第１の直径を有する第１の構成と、第２
の直径を有する第２の構成とを有し、上記第２の直径は、上記第１の直径より大きい、拡
張可能領域と
　を備え、上記細長外側シースに対する上記制御ワイヤの相対運動は、上記第１の構成と
上記第２の構成との間で上記拡張可能領域を拡張または収縮させる、デバイス。
（項目１７）
　上記アームは、超弾性ワイヤをさらに備える、項目１６に記載のデバイス。
（項目１８）
　上記アームは、超弾性ワイヤのループをさらに備える、項目１７に記載のデバイス。
（項目１９）
　上記デバイスは、第２の外側シース内に摺動可能に配置される、項目１６に記載のデバ
イス。
（項目２０）
　上記第２の外側シースの遠位端は、ピグテールをさらに備える、項目１９に記載のデバ
イス。
（項目２１）
　血管系内でプロテーゼを送達するためのデバイスであって、
　そこを通して配置される管腔を有する細長外側シースと、
　上記外側シースの遠位端上に配置され、上記管腔と連通する複数のバルーンであって、
第１の直径を有する第１の構成と、第２の直径を有する第２の構成とを有し、上記第２の
直径は、上記第１の直径より大きい、複数のバルーンと
　を備え、上記管腔を通しての膨張媒体の送達は、上記第１の構成と上記第２の構成との
間で上記複数のバルーンを拡張または収縮させる、デバイス。
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【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、本発明の好ましい実施形態による、送達ツールの側面図を示す。
【図２】図２は、図１の送達ツールの側面図を示す。
【図３】図３は、図１の送達ツールの斜視図を示す。
【図４】図４は、本発明の好ましい実施形態による、弁プロテーゼの側面図を示す。
【図５】図５は、本発明の好ましい実施形態による、支持構造に接続される係止ピン機構
の側面図を示す。
【図６】図６は、図５の係止ピン機構の拡大側面図を示す。
【図７】図７は、図５の係止ピン機構の側面斜視図を示す。
【図８】図８は、図５の係止ピン機構の裏面斜視図を示す。
【図９】図９は、図１の送達ツールの側面図を示す。
【図１０】図１０は、図１の送達ツールの側面図を示す。
【図１１】図１１は、展開の初期段階の弁プロテーゼとともに、図１の送達ツールの側面
図を示す。
【図１２】図１２は、さらに展開されたプロテーゼの初期部分とともに、図１の送達ツー
ルの側面図を示す。
【図１３】図１３は、さらに展開されたプロテーゼの初期部分とともに、図１の送達ツー
ルの側面図を示す。
【図１４】図１４は、図１の送達ツールと、模擬弁部位内に待避されたプロテーゼとの側
面図を示す。
【図１５】図１５は、模擬弁部位内に展開されたプロテーゼとともに、図１の送達ツール
の側面図を示す。
【図１６】図１６は、その拡張構成から弛緩した、図１の送達ツールの側面図を示す。
【図１７】図１７は、完全に展開されたプロテーゼとともに、図１の送達ツールの斜視図
を示す。
【図１８】図１８は、人工弁内に引き込まれた、図１の送達ツールの斜視図を示す。
【図１９】図１９は、人工弁内に引き込まれ、拡張され、デバイスを自然弁内に完全に着
座させるための手段を提供する、図１の送達ツールの斜視図を示す。
【図２０】図２０は、プロテーゼと、図１の送達ツールとの斜視図を示す。
【図２１】図２１は、プロテーゼと、人工弁から完全に引き出された状態の図１の送達ツ
ールとの側面図を示す。
【図２２】図２２は、反転円錐形を構成する拡張形状に形成されたメッシュとともに、送
達ツールの好ましい実施形態の側面図を示す。
【図２３】図２３は、メッシュ層の反転を伴わない円錐形カップ形状に形成されたメッシ
ュとともに、送達ツールの好ましい実施形態の側面図を示す。
【図２４】図２４は、配置および留置のために、一連の超弾性ワイヤループで構築された
送達ツールの好ましい実施形態の側面図を示す。
【図２５】図２５は、配置および留置のために、一連のバルーンで構築された送達ツール
の好ましい実施形態の側面図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　図１は、本発明による、拡張可能送達ツール１００の実施形態を示す。概して、拡張可
能送達ツール１００は、患者の血管内に除去可能に位置付けられ、標的領域へのプロテー
ゼの送達および位置付けを補助する。この点において、ユーザは、プロテーゼをより正確
に展開可能である一方、望ましくない展開による合併症を最小限にする。
【００１７】
　拡張可能送達ツール１００は、図１に見られる減少した直径構成から、図２および３に
見られる広がった拡張直径構成に拡張する、変形可能メッシュ領域１０２を含む。メッシ
ュ領域１０２の直径は、メッシュ領域１０２の近位端と遠位端との間の距離を加減するこ
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とによって調節される。より具体的には、遠位係留部１０４は、メッシュ領域１０２の遠
位端を、メッシュ領域１０２を通って、ユーザの方へ近位に延在する制御ワイヤ１１０を
固定する。外側シース１０８は、制御ワイヤ１１０上を摺動し、近位係留点１０６に固定
される。したがって、外側シース１０８は、ユーザによって、制御ワイヤ１１０に対し遠
位に移動されると、メッシュ領域１０２の直径を増加させ、制御ワイヤ１１０に対し近位
に移動されると、メッシュ領域１０２の直径を減少させることができる。
【００１８】
　メッシュ領域１０２のメッシュは、複数の細長フィラメントを一緒に編組し、略管状形
状を形成することによって生成されてもよい。これらの細長フィラメントは、ニチノール
等の形状記憶材料から成ってもよく、しかしながら、ステンレス鋼またはポリマー化合物
等の非形状記憶材料もまた、使用可能である。メッシュ領域１０２の強度および形状は、
フィラメントの特性を変更することによって修正することができることに留意されたい。
例えば、使用されるフィラメントの材料、太さ、数、および編組パターンを変更し、メッ
シュ領域１０２の可撓性を調節することができる。
【００１９】
　より具体的実施例では、各フィラメントのメッシュ領域１０２は、直径０．００８イン
チを有し、インチ当たり８乃至１０本で編組されるニチノールワイヤから成る。これは、
約７５度の交差ワイヤ間の編組内角をもたらし得る。
【００２０】
　メッシュ領域１０２のためのメッシュが示されているが、本領域の選択的拡張を可能に
する一方、多量の血液を送達デバイス１００に通過させる他の材料または構成も可能であ
る。
【００２１】
　メッシュ領域１０２の拡張構成の最大径は、メッシュ領域１０２の全長を増加させ、し
たがって、メッシュ領域１０２の両端をより離れた距離からともに引き寄せることによっ
て、または編組ニチノール管の編組角を減少させることによって、増大されてもよい。同
様に、最大径は、メッシュ領域１０２の全長を短縮することによって、または編組ニチノ
ール管の編組角を増加させることによって、減少されてもよい。言い換えると、メッシュ
領域１０２の全長および使用される編組角は、概して、メッシュ領域１０２が達成し得る
最大拡張径を決定することになる。したがって、メッシュ領域１０２の最大径は、標的血
管の直径に基づいて、手技に対し選択することができる。
【００２２】
　示される実施形態では、近位係留部１０６および遠位係留部１０４は、メッシュ領域１
０２を、それぞれ外側シース１０８および制御ワイヤ１１０に締め付ける金属バンドであ
る。しかしながら、接着剤、溶接、または係止機械的構成等の他の係留方法も使用するこ
とができる。
【００２３】
　メッシュ領域１０２の近位および遠位端は、放射線不透過性マーカバンド（図示せず）
を含み、手技の際、蛍光透視下による視覚化を提供してもよい。例えば、これらの放射線
不透過性バンドは、メッシュ領域１０２内に組み込まれてもよく、または近位および遠位
係留部１０６および１０４とともに含まれてもよい。この点において、ユーザは、メッシ
ュ領域１０２の位置および患者内のその拡張状態をより良く観察することができる。
【００２４】
　図４は、送達デバイス１００によって送達および位置付け可能なプロテーゼの実施例を
示す。具体的には、プロテーゼは、２００６年５月２６日出願米国特許出願第１１／４４
３，８１４号「Ｓｔｅｎｔｌｅｓｓ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ」に見られる
ようなステンレス支持構造１２０であって、その内容は、参照することによって本明細書
に組み込まれる。
【００２５】
　前述で組み込まれた米国特許出願第１１／４４３，８１４号に記載のように、支持構造



(9) JP 5759949 B2 2015.8.5

10

20

30

40

50

１２０は、典型的には、送達の際、反転または内側に折り重ねられ、多層支持構造を生成
する。支持構造１２０の所望の構造を達成する際に、ユーザを補助するために、送達カテ
ーテルは、典型的には、支持構造１２０のはと目１３２に除去可能に連結する接続部材ま
たはアームを含む。この点において、ユーザは、支持構造１２０を操作し、接続部材を分
離し、最終的に、送達カテーテルを患者から除去することができる。
【００２６】
　図５－８は、送達カテーテルの接続部材１２４と支持構造１２０との間の除去可能な連
結機構の好ましい実施形態を示す。具体的には、係止ピン機構１３０は、図７および８に
最も良く見られるように、係止ピン１３４を有する第１の顎部材１３６と、係止ピン機構
１３０が閉鎖すると、係止ピン１３４を捕捉するための開口１４０を有する第２の顎部材
１３８とを含む。顎部材１３６および１３８は、接続部材１２４内に摺動可能に含まれる
制御ワイヤ（または、代替としてロッド）を調節することによって、開閉位置（すなわち
、非係止および係止位置）間を移動することができる。制御ワイヤの遠位端は、顎部材１
３６および１３８に接続され、顎部材１３６および１３８を互いに近接または互いから離
間するように移動させる。
【００２７】
　図５および６に最も良く見られるように、係止ピン機構１３０は、支持構造１２０のは
と目１３２を通過する。係止ピン機構１３０が閉位置にある時、はと目１３２は、接続部
材１２４の付近に係止される。ユーザが、支持構造１２０の解除を所望するとき、顎部材
１３６および１３８は開放され、はと目１３２を係止ピン１３４から摺動させ外す。この
点において、ユーザは、身体外側の近位位置から制御ワイヤを移動させることによって、
支持構造１２０を選択的に解除することができる。
【００２８】
　好ましくは、係止ピン１３４は、接続部材１２４の縦軸に直角な縦軸を有する。係止ピ
ン１３４は、機構１３０が閉位置にある時、顎部１３６および１３８両方によって支持さ
れ、係止ピン１３４上にかかる結果として生じる力は、係止ピン１３４の縦軸に垂直であ
るため、係止ピン機構１３０は、荷重を受けると、開位置の方へ促されない。故に、ユー
ザが、顎部１３６、１３８を開放することによって、係止ピン機構１３０をはと目１３２
から係脱するまで、係止ピン機構１３０は、はと目１３２との強固かつ壊れない接続を提
供する。
【００２９】
　接続部材１３０の構成およびはと目１３２の位置の利点の１つは、３つすべての接続部
材１３０が、はと目１３２（例えば、図２１参照）に取付けされる場合でも、接続部材１
３０と弁尖１２５の動作との間に干渉が生じないことである。加えて、血液は、送達機構
の周囲と、プロテーゼを通って流動し得る。したがって、プロテーゼの動作および位置は
、解除前に、検証され得る。プロテーゼの位置が望ましくない場合、または弁尖１２５が
動作していない場合、プロテーゼは、送達機構内に待避されてもよい。
【００３０】
　代替として、他の連結機構を使用して、支持構造１２０を保定および解除することがで
きる。例えば、接続部材１２４は、フックまたは壊れやすいフィラメントをその遠位端に
有し、ユーザに支持構造１２０を選択的に解除させてもよい。
【００３１】
　次に、デバイスの動作を詳述する。図９－２１を参照すると、送達ツール１００は、患
者内の自然弁１１４（例えば、大動脈弁）を表す一片のクリアなチューブにプロテーゼを
送達するように示される。本実施例では、プロテーゼは、前述のステンレス支持構造１２
０である。しかしながら、本発明は、前述のＡｎｄｅｒｓｅｎの米国特許第６，１６８，
６１４号に見られるステントデバイス、ならびに心臓または脈管構造の開口あるいは穿孔
の閉塞のために使用される他のデバイスを含む、種々のプロテーゼデバイスの送達のため
に使用可能であることを理解されたい。
【００３２】
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　ガイドワイヤおよび導入器（図示せず）の遠位端は、典型的には、患者の血管内の所望
の標的領域に前進される。この場合、標的領域は、自然弁１１４である。次に、送達シー
ス１１２は、その遠位端が送達シース１１２のおおよその位置に来るまで、ガイドカテー
テル上を摺動し、そしてガイドワイヤおよび導入器が除去される。
【００３３】
　図９を参照すると、送達ツール１００は、メッシュ領域１０２が、送達シース１１２の
遠位端から脱出し、標的領域の遠位位置を通過する（すなわち、本実施例では、自然弁１
１４である標的位置を越える）まで、送達シース１１２を通って前進される。
【００３４】
　次に図１０を参照すると、ユーザは、制御ワイヤ１１０の近位端で外側シース１０８に
対し引張ることによって、送達ツール１００をその拡張構成に移行させる。これによって
、制御ワイヤ１０８の遠位端を外側シース１０８の端部へ移動させ、メッシュ領域１０２
の全長を圧縮する一方、その直径を増加するかまたは広げる。
【００３５】
　図１１に見られるように、ステンレス支持構造１２０（置換弁を係留するため）は、送
達ツール１００のメッシュ領域１０２に接触するまで、送達シース１１２の遠位端から前
進される。図１２および１３に見られるように、送達シース１１２からの前進に伴って、
支持構造１２０は、直径を拡大する。この点において、支持構造１２０は、自然弁１１４
に対し遠位に、少なくとも部分的または完全に展開される。
【００３６】
　次に、図１８、２０、および２１に最も良く見られるように、ステンレス支持構造１２
０は、複数の接続部材１２４によって、送達シース１１２から前進される。接続部材１２
４のそれぞれは、その遠位端でステンレス支持構造１２０に除去可能に接続され、送達シ
ース１１２内で縦方向に摺動可能である。この点において、ユーザは、構造１２０が部分
的に展開された後でも、接続部材１２４の近位露出端を操作し、ステンレス支持構造１２
０を前進させ、さらに先に位置付けることができる。ステンレス支持構造１２０が所望の
位置を達成し、プロテーゼの動作が検証されると、接続部材１２４は、構造１２０から分
離され、患者から除去することができる。
【００３７】
　図１４を参照すると、送達ツール１００およびステンレス支持構造１２０の両方が、自
然弁１１４の方へ近位方向に待避される。送達ツール１００が待避すると、メッシュ領域
１０２の拡張直径は、自然弁１１４に接触し、ユーザに触知性指標を提供する。したがっ
て、ユーザは、支持構造１２０が自然弁１１４内で所望の標的位置を達成すると、警告を
受けることになる。
【００３８】
　本出願で前述のように、ステンレス支持構造１２０は、それ自体上で内側に折り重なり
、二重層（または複数層）支持構造を生成する。本折り重なり構成によって、ステンレス
支持構造１２０は、送達シース１１２内で比較的小送達断面を達成する一方、展開し、増
大した壁厚を有する。本折り重なりは、概して、支持構造１２０の形状記憶材料の予め構
成された特性によって自然に生じ得るが、遠位方向における追加力が、その最終構成を達
成する際に、支持構造１２０を補助するために必要とされてもよい。典型的には、この追
加力は、支持構造１２０に対し、送達シース１１２を前進させる（すなわち、送達シース
１１２を押動するかまたは接続部材１２４を前進させる）ことによって生成されてもよい
。しかしながら、送達シースによるこの追加の移動は、特に遠位方向に、自然弁１１４か
ら支持構造１２０を遊離させ得る。
【００３９】
　支持構造１２０の前述の移動を防止するために、拡張されたメッシュ領域１０２は、自
然弁１１４の縁部に対し定位置に保持され、支持構造１２０の遊離を防止する。言い換え
ると、送達デバイス１００のメッシュ領域１０２は、静止逆転防止装置として作用し、自
然弁１１４からの支持構造の遠位移動を防止し、したがって、ユーザは、患者内の支持構
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造１２０の展開された位置をより正確に判断することができる。
【００４０】
　ある状況では、ユーザは、単に、メッシュ領域１０２をその収縮構成に調節し、送達デ
バイスを患者から除去することを所望する場合がある。他の状況では、ユーザは、支持構
造１２０をさらに拡張して、自然弁に対し追加係留力を提供し、支持構造１２０下、自然
弁の弁尖が捕捉されたままとなるように確実にすることを所望する場合がある。
【００４１】
　支持構造１２０のさらなる拡張は、バルーンカテーテル同様に、送達ツール１００のメ
ッシュ領域１０２によって達成することができる。より具体的には、図１５に見られるよ
うに、送達ツール１００は、自然弁１１４から離れて遠位方向に前進される。図１６およ
び１７に見られるように、メッシュ領域１０２の直径は、支持構造１２０の所望の標的直
径に減少される（すなわち、ユーザが所望する支持構造１２０の拡張直径）。
【００４２】
　図１８および１９を参照すると、メッシュ領域１０２の所望の直径が達成されると、ユ
ーザは、支持構造１２０を通して近位方向に送達デバイス１００を待避し、自然弁１１４
に対し、支持構造１２０をさらに拡張させる。支持構造１２０の結果として生じる拡張は
、図１７の斜視図と、図２０に示される図とを比較することによって、より良く実証され
得る。
【００４３】
　送達デバイスが、支持構造１２０および自然弁１１４を通して最後まで引張られると、
図２１に見られるように、メッシュ領域１０２は、さらに直径が減少し、患者から除去す
ることができる。最終的に、接続部材１２４は、支持構造１２０から分離され、送達シー
ス１１２とともに除去することができる。
【００４４】
　代替として、支持構造１２０のこの同一の拡張は、最初に、メッシュ領域１０２の直径
を減少させ、メッシュ領域１０２を支持構造１２０内に位置付け、次いで、メッシュ領域
１０２を所望の直径に拡張することによって、達成することができる。支持構造１２０の
所望の拡張が達成されるとメッシュ領域１０２は、直径を減少させ、患者から引抜かれる
ことができる。
【００４５】
　本発明の他の実施形態は、拡張断面において種々の形状を形成するメッシュ領域の構成
を含んでもよく、他の用途（例えば、支持構造１２０と類似あるいは異なる形状または構
造を有する植え込み型人工デバイス）のために使用することができる。例えば、図２２は
、概して、前述の送達デバイスに類似し、外側シース２０４に接続される反転円錐形状メ
ッシュ領域２０２をさらに含む、送達デバイス２００を示す。この点において、メッシュ
領域２０２は、支持構造の送達のための円錐形状に選択的に拡張されてもよい。
【００４６】
　加えて、ピグテール２０６が、外側シース２０４の端部または送達デバイス２００の遠
位端に含まれ、緩衝器として作用し、それによって、送達の際、デバイス２００の遠位端
によって生じ得る損傷の可能性を最小限にすることができる。ピグテールは、可撓性ポリ
マーから成る短管から構成されてもよく、略曲面または円形形状を有する。
【００４７】
　別の実施例では、図２３は、概して、前述の好ましい実施形態１００および２００に類
似の円錐形カップ形状メッシュ領域３０２を含む、送達デバイス３００を示す。同様に、
デバイス３００は、外側シース３０４と、デバイス３００の遠位端にピグテール３０６と
を含み、患者への損傷を防止する。しかしながら、送達デバイス２００の比較的平坦遠位
端と異なり、送達デバイス３００は、反転し、開放遠位端を有するカップ形状を形成する
。
【００４８】
　図２４に見られるように、送達デバイス４００の遠位端は、可撓性または超弾性ワイヤ
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４０２から構築される個々のアーム４０１によって構成されてもよい。これらのアーム４
０１は、前述の実施形態と同様に、拡張または収縮可能であって、また、外側シース４０
４または送達デバイス４００の遠位端に配置されるピグテール４０６を含んでもよい。
【００４９】
　図２５を参照すると、送達デバイス５００の遠位端は、代替として、カテーテル５０４
にともに連結される一連の拡張可能バルーン５０２を含み、前述の実施形態と同様に、送
達および位置付け機能を提供する一方、バルーン間隔を通して血液を流動させてもよい。
バルーン５０２は、膨張可能であってもよく、前述の実施形態と同様に、機構によって、
互いに対しさらに拡張可能であってもよい。さらに、ピグテールが、送達デバイス５００
の遠位端に含まれてもよい。
【００５０】
　ステンレス支持構造１２０が、図に関連させて説明されたが、他のプロテーゼデバイス
も同様に、本発明によって送達され得る。例えば、送達ツール１００を使用して、機能低
下した標的弁において、取付けされる置換弁を伴うステントを展開させてもよい。加えて
、本デバイスを単独でツールとして使用して、例えば、手技の際に、バルーン大動脈弁形
成術、またはデバイスの多孔性および血液貫流が所望される他のバルーン技術を施行して
もよい。
【００５１】
　本発明は、特定の実施形態および用途に関して説明されたが、当業者は、本教示に照ら
して、請求される発明の範囲の精神から逸脱することなく、またはその範囲を超越するこ
となく、追加実施形態および修正を成すことができる。故に、本明細書の図面および説明
は、一例として、本発明の理解の促進を提供するものであって、その範囲を限定するもの
と解釈されるものではないことを理解されたい。
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