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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人体組織に傷痕部を形成するためのアブレーション器具であって、
　遠位端および近位端を有する長形部材と、
　前記長形部材の遠位端に配置されかつ２つの自由端を有する要素配列部と、
　前記要素配列部に配置された少なくとも１つのエネルギー放射要素と、
　前記エネルギー放射要素に連結され、前記エネルギー放射要素に押し付けられる人体組
織に傷痕部を形成するためのエネルギーを前記エネルギー放射要素に供給可能なエネルギ
ー源と、を備えるものにおいて、
　前記長形部材および前記要素配列部は、前記エネルギー放射要素を治療対象部位に対し
て非経腔的に配置するための大きさ形状に構成され、前記治療対象位に配置される以前に
予め所望形状に変形できかつ前記治療対象部位に前記要素配列部を所望の傷痕パターンで
位置決めすべく前記所望形状を実質的に維持可能であるような可撓性および保形性を有す
ることを特徴とするアブレーション器具。
【請求項２】
　前記要素配列部は、さらに温度検知要素を備えたことを特徴とする請求項１に記載のア
ブレーション器具。
【請求項３】
　前記エネルギー放射要素は、さらに高周波エネルギーを放射できる電気伝導材からなり
、前記エネルギー源は高周波を生成できることを特徴とする請求項２に記載のアブレーシ
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ョン器具。
【請求項４】
　前記要素配列部はさらに平面を有し、該平面に前記エネルギー放射要素が配置され、人
体組織に対して前記平面を押し付けることによって、前記エネルギー放射要素を人体組織
に押し付けることを特徴とする請求項１に記載のアブレーション器具。
【請求項５】
　前記エネルギー放射要素は、円形の傷痕部を形成できる形状を有していることを特徴と
する請求項４に記載のアブレーション器具。
【請求項６】
　前記エネルギー放射要素は、少なくとも１つの長形の傷痕部を形成できる形状を有して
いることを特徴とする請求項４に記載のアブレーション器具。
【請求項７】
　前記要素配列部は長形であり、少なくとも１つの前記エネルギー放射要素が前記要素配
列部の長手方向に沿って配置され、人体組織に前記要素配列部を押し付けることによって
長形の傷痕部を形成できることを特徴とする請求項４に記載のアブレーション器具。
【請求項８】
　前記要素配列部は湾曲していて、少なくとも１つの前記エネルギー放射要素が前記要素
配列部の長手方向に沿って配置され、前記要素配列部を人体組織に押し付けることによっ
て、湾曲した傷痕部を形成できることを特徴とする請求項７に記載のアブレーション器具
。
【請求項９】
　前記要素配列部は、前記要素配列部を人体組織に押し付けることによってＬ字形の傷痕
部を形成できることを特徴とする請求項７に記載のアブレーション器具。
【請求項１０】
　前記要素配列部は、前記要素配列部を人体組織に押し付けることによってＵ字形の傷痕
部を形成できることを特徴とする請求項７に記載のアブレーション器具。
【請求項１１】
　前記長形部材は可撓性材料によって形成され、人体組織に対して前記エネルギー配列部
を容易に位置決めできるように曲げることができることを特徴とする請求項１に記載のア
ブレーション器具。
【請求項１２】
　前記要素配列部は、前記長形部材と略交差する方向に延在する長形円筒ロッド形状をな
し、少なくとも１つの前記エネルギー放射要素が前記要素配列部の長手方向に沿って配置
され、前記要素配列部を人体組織に押し付けることによって前記エネルギー放射要素を人
体組織に押し付け可能に構成されていることを特徴とする請求項１に記載のアブレーショ
ン器具。
【請求項１３】
　前記エネルギー放射要素は、前記要素配列部の外周面に周方向に配置された帯状要素で
あることを特徴とする請求項１２に記載のアブレーション器具。
【請求項１４】
　前記要素配列部は、複雑な形状に曲げられることができ、前記要素配列部を人体組織に
押し付けることによって複雑な形状の傷痕部を形成できることを特徴とする請求項１２に
記載のアブレーション器具。
【請求項１５】
　前記長形部材は可撓性材料によって形成され、人体組織に容易に位置決めされるように
曲げることができることを特徴とする請求項１４に記載のアブレーション器具。
【請求項１６】
　人体組織に傷痕部を形成するためのアブレーション器具であって、
　各々が遠位端および近位端を有し近位端において互いに接合され遠位端において互いに
分離した少なくとも２つの長形部材と、
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　前記長形部材のそれぞれの遠位端に配置された要素配列部と、
　前記要素配列部のそれぞれに配置された少なくとも１つのエネルギー放射要素と、
　前記エネルギー放射要素のそれぞれに連結され、前記エネルギー放射要素に押し付けら
れている人体組織に傷痕部を形成するためのエネルギーを前記エネルギー放射要素に供給
可能なエネルギー源と、を備えるものにおいて、
　前記各長形部材は、前記治療対象位に配置される以前に予め所望形状に変形できかつ前
記治療対象部位に前記各要素配列部を非経腔的に所望の傷痕パターンで位置決めすべく前
記所望形状を実質的に維持可能であるような可撓性および保形性を有し、前記要素配列部
の各々を同時に人体組織と接触させることによって前記エネルギー放射要素の各々を人体
組織に接触させ、人体組織に少なくとも１つの傷痕部を形成させるように、撓曲可能であ
ることを特徴とするアブレーション器具。
【請求項１７】
　人体組織に傷痕部を形成するためのアブレーション器具であって、
　遠位端および近位端を有するとともに、前記遠位端と前記近位端との間に延びる内腔を
有する長形部材と、
　前記長形部材の遠位端に配置され、少なくとも１つのオリフィスと少なくとも１つの内
腔とを有し、該内腔が前記長形部材の内腔と連通され前記オリフィスにおいて終端してい
る要素配列部と、
　前記要素配列部に配置された少なくとも１つのエネルギー放射要素と、
　前記エネルギー放射要素に連結され、前記エネルギー放射要素に押し付けられる人体組
織に傷痕部を形成するためのエネルギーを前記エネルギー放射要素に供給可能なエネルギ
ー源と、
　前記長形部材の内腔に連結され、該内腔および前記要素配列部の内腔を通じて前記オリ
フィスに流体を供給するための流体源と、を備えるものにおいて、
　前記要素配列部は、互いに反対側に位置する上面と下面とを有するブロック状に形成さ
れ、前記上面または前記下面のいずれか一方に前記エネルギー放射要素が配置され、前記
上面または前記下面の他方で前記長形部材の遠位端が終端しており、前記長形部材および
前記要素配列部により前記エネルギー放射要素を治療対象部位に対して非経腔的に位置決
め可能であるとともに、前記要素配列部の側面に前記オリフィスが配置され、前記オリフ
ィスから流出する流体によって、前記治療対象部位の周囲の人体組織を冷却可能であるこ
とを特徴とするアブレーション器具。
【請求項１８】
　前記長形部材は、前記治療対象位に配置される以前に予め所望形状に変形できかつ前記
治療対象部位に前記要素配列部を非経腔的に所望の傷痕パターンで位置決めすべく前記所
望形状を実質的に維持可能であるような可撓性および保形性を有することを特徴とする請
求項１７に記載のアブレーション器具。
【請求項１９】
　前記要素配列部が、前記長形部材の遠位端に旋回可能に取り付けられていることを特徴
とする請求項１に記載のアブレーション器具。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
技術分野
　本発明は一般的に医学器具に関し、さらに詳細には人体組織に傷痕部を形成するための
アブレーション器具に関する。
【０００２】
背景技術
　外科医は、心臓律動の障害や良性前立腺肥大を含む種々の医学的疾患を治療するために
、アブレーション法を用いる。アブレーション法は、治療の対象となる組織部位にエネル
ギーを付与して生理機能が喪失した傷痕部を形成するプロセスである。付与されるエネル
ギーとして、高周波、マイクロ波、超音波、光エネルギーまたは極低温などが挙げられる
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。心臓の機能障害を治療する場合、心房の細動や心室の心拍高進などの治療に合わせて傷
痕部を異なった形状と寸法にしている。
【０００３】
　心臓の組織に対してアブレーションを行うには、多くの場合、皮膚から挿入される管状
構造の内腔を介してアブレーションを行うカテーテル（ＰＴＡカテーテル）が用いられる
。ＰＴＡカテーテルは、皮膚の小さな切り口から動脈または静脈のような血管内に挿入さ
れて治療部位に進入させるために、細長い形状でかつ柔軟性を有している。治療部位に到
達すると、カテーテルは、該当する組織を選択的に破壊、すなわち、焼灼し、その治療部
位の生理機能を消失させる。このような治療によって、電気的刺激の伝達を阻止し、正常
な器官の機能に悪影響を与える異常な心臓の律動を矯正することができる。
【０００４】
　ＰＴＡカテーテルは、アブレーションエネルギーを組織に与える多くの方法のうちのい
ずれか１つを用いている。それらの方法として、例えば、高周波やマイクロ波などが挙げ
られる。アブレーション要素またはアブレーション電極とも呼ばれる、エネルギー付与要
素が、ＰＴＡカテーテルの遠位端または遠位端の一部に沿って配置されている。ＰＴＡカ
テーテルが血管を介して治療部位に進入すると、電極の型式に応じてＰＴＡカテーテルの
遠位端またはその側方部のいずれかがアブレーションされる組織に対して押し付けられる
。
【０００５】
　左右心房に線状の傷痕部を形成することによって、正常洞調律が回復するまで、心房の
活動機能を漸進的に向上させることができる。Ｍ．ハイスサグエール氏らは、右心房に３
つの線状傷痕部（２つの縦方向の傷痕部とそれらと接合される１つの横方向の傷痕部）を
特殊な構成のカテーテルによって形成することによって、発作的心房細動を起こす患者の
心房細動をうまく取り除くことができたと報告している（ハイスサグエーレＭ、ゲンセル
Ｌ、フィッシャＢ、メタヤーＰＬ、ポクエットＦ、マーカスＦＩ、クレメンティＪ、心房
細動に対する好ましいカテーテルによるアブレーション治療，心臓の電気生理学５月号（
１９９４年）、第１０４５頁ないし第１０５２頁）。
【０００６】
　好ましいアブレーション治療は、正常洞調律への復帰をなす治療である。この治療を行
うには、傷痕部が連続的に延長して他の傷痕部または解剖組織上の構造部と接合され、心
房の律動伝達を阻止する必要がある。推奨される傷痕部は以下の７つである。（１）右心
房の峡部のアブレーション治療において、三尖弁の環帯と耳管隆起部との間の右心房に線
状の傷痕部が形成される。（２）右心房内大静脈のアブレーション治療において、上大静
脈と下大静脈との間の右心房の後部位に沿って傷痕部が形成される。（３）右肺の静脈（
ＲＰＶ）のアブレーション治療において、バッハマン束の下から右上肺静脈（ＲＳＰＶ）
を経て右下肺静脈（ＲＩＰＶ）に達して僧帽弁の環帯と接合されるように左心房に線状傷
痕部が形成される。（４）左肺の静脈（ＬＰＶ）のアブレーション治療において、バッハ
マン束の下から左上肺静脈（ＬＳＰＶ）を経て左下肺静脈（ＬＩＰＶ）に達して僧帽弁の
環帯と接合されるように左心房に線状傷痕部が形成される。（５）上肺静脈（ＳＰＶ）の
アブレーション治療において、右上肺静脈を経て左上肺静脈に達するように左心房に線状
傷痕部が形成される。（６）左心房天井（ＲＯＯＦ）のアブレーション治療において、左
心房の天井を経て左上肺静脈に達する三角部位に傷痕部が形成される。（７）左心房中隔
（ＳＥＰ）のアブレーション治療において、右上肺静脈に達する卵円孔に線状傷痕部が形
成される。なお、右心房内の大静脈に傷痕部を形成している間、横隔膜の刺激の不足を補
うために、高出力の各電極対によって心臓に電気的刺激が与えられる。
【０００７】
　ＰＴＡカテーテルは、経腔的に、すなわち、最小限の体内侵入手術を経てアブレーショ
ン治療がうまくなされるように設計されている。しかし、心臓切開手術中にアブレーショ
ン治療を行う場合のように、経腔的でないアブレーション治療も必要とされている。例え
ば、房室弁疾患の治療を受ける患者の中には、心房または心室の不整脈を矯正するために
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アブレーション治療を行うのが好ましい場合がある。また、僧帽弁の取り換えを必要とす
る患者の４０％以上は、心房内に線状に長い傷痕部を形成することによって治療可能な併
発性心房細動（心房の急速な律動）の症状を患っている。心臓切開手術中に、外科医は、
アブレーション治療がなされるべき該当組織を直接観察することができ、その治療部位に
経腔的に器具を到達させる必要がない。ＰＴＡカテーテルは、このような心臓切開手術中
のアブレーション治療には不向きである。その理由は、ＰＴＡカテーテルは、治療部位に
対して直接電極を押し付けるのに必要な支持構造を有していない点、また、ＰＴＡカテー
テルは幅が狭くて曲がりくねった脈管構造を有しているので、電極の寸法、形状および構
成が制限される点にある。
【０００８】
概要
　本発明は、一般的に、治療の対象である組織に対して１つのアブレーション要素または
アブレーション要素配列を正確に制御して位置決めできる器具を提供する。このような治
療は、アブレーション要素から放射されるエネルギーによって該当組織内の細胞を選択的
に変質または破壊させて傷痕部を形成することによってなされる。
【０００９】
　本発明の器具によれば、人体の器官の内側および外側を含めて人体のあらゆる部位にお
いて治療の対象となる組織の細胞を破壊させるのに適した、正確に制御された治療を提供
することができる。本器具は、心房細動のような心臓の機能異常に対して特に有用であり
、以下、説明を簡単にするために、一例として心臓の治療時における本発明の器具を説明
する。心臓の切開手術中においてアブレーション治療を行う場合のように、露出された心
臓の組織を直接観察しながらアブレーション治療を行う場合には、心内膜又は心外膜のい
ずれに対してもより直接的に、より簡単に器具を到達させてアブレーション治療を行うこ
とができる。本器具による傷痕部は、アブレーション治療用カテーテルによって得られる
ものと同等であるが、その一方、本器具によるアブレーション治療は心臓切開手術中に行
うので器具を接近しやすいという利点があり、傷痕部の形成という点において、アブレー
ション治療用カテーテルによって得られるものと著しく異なっている。例えば、肺静脈を
心房の他の部分から隔離させる場合、組織を直接観察しながら本器具を用いる治療は、ア
ブレーション治療用のカテーテルを用いる治療とは著しく異なった手法で行われる。ただ
し、本器具は、体内侵入手術によって接近可能な人体のいかなる空洞または組織位置にお
いて行われる組織の変質または損壊にも用いることができ、切開された心臓だけの用途に
制限されないことは当業者にとって明らかである。すなわち、あらゆる器官および組織へ
の本器具の適用は本発明の範囲に包含される。
【００１０】
　本器具の一態様によれば、複雑な形状および寸法の傷痕部を形成することができる。こ
のような態様によれば、外科医は、現在用いられている経皮的内腔アブレーション（ＰＴ
Ａ）カテーテルの場合には何度も繰り返して適用させる必要があるのに対して、本器具の
場合では一回または数回適用させるだけで、必要な傷痕部のパターンを形成することがで
きる。本器具は１つの要素配列部を有している。この要素配列部は、１つ以上のエネルギ
ー放射（アブレーション）要素を備えている。付与されるエネルギーとして、高周波、マ
イクロ波、超音波、光エネルギー、極低温などが挙げられる。また、要素配列部は、熱電
対やサーミスタのような温度検知要素を１つ以上備えている。さらに、この要素配列部は
、要素配列部および/または周囲組織を冷却するために、冷却流体を循環させる流体シス
テムを含んでいるとよい。
【００１１】
　一実施態様として、要素配列部は、長形部材の遠位端に配置される単一のエネルギー放
射要素からなるとよい。さらに本器具の具体的な他の実施態様として、この単一のエネル
ギー放射要素が温度検知要素を含むように構成されるとよい。この単一のエネルギー放射
要素は、点状の傷痕部または長形の傷痕部を１つまたは２つ以上を組合せて形成する特性
を有しているとよい。長形の傷痕部は、直線状、曲線状、または円のような閉鎖形状を有
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しているとよい。
【００１２】
　一実施態様として、要素配列部は、１つの長形部材の遠位端に配置された多重エネルギ
ー放射要素からなる。さらに具体的な他の態様として、多重エネルギー要素は、熱電対ま
たはサーミスタのような温度検知要素を１つ以上備えているとよい。多重エネルギー放射
要素の各要素は、点状の傷痕部または長形の傷痕部を１つまたは２つ以上を組合せて形成
する特性を有している。長形の傷痕部は、直線状、曲線状、または円のような閉鎖形状を
有しているとよい。このような要素の配置と形状を組み合せることによって、本器具は、
複雑な形状および寸法の傷痕部を形成することができる。さらに具体的な他の実施態様と
して、要素配列部は平面を有し、エネルギー放射要素および温度検知要素はその平面に配
置されるとよい。一実施態様として、例えば、略長形の１つの傷痕部または一連の傷痕部
を形成するために、平面は長形であるとよい。他の実施態様として、傷痕部の全体の形状
を、治療に有益なＬ字状、Ｕ字状またはＶ字状などの形状に形成させることができるさら
に複雑な平面であるとよい。
【００１３】
　長形部材の遠位端に配置された１つ以上のエネルギー放射要素からなる要素配列部の他
の実施態様として、要素配列部は可撓性があり、形状が変更可能であるとよい。要素の配
置と形状、および可撓性を組み合せることによって、本器具は、特定の治療対象部位に合
わせた複雑な形状と寸法の傷痕部を形成することができる。エネルギー放射要素と温度検
知要素は、円板、帯、リボン、ワイヤまたはコイルなどの形状に形成されるとよい。
【００１４】
　さらに具体的な実施態様として、要素配列部は円筒形状を有している。この場合、エネ
ルギー放射要素および温度検知要素は、帯、リング、コイル、円板、リボンまたはワイヤ
などの形状に形成されるとよい。円筒形状の要素配列部を可撓性材料から形成することに
よって、捻れ欠陥を最小限に抑えた複雑な形状に変形させることができる。要素は要素配
列部を取り囲んで配置されるので、対象となる組織が直接観察されない場合でも、すなわ
ち、突起物、塊状物または段差などの裏側に組織が隠れて直接肉眼で確認できない場合で
も、その組織に要素を接触させることができる。
【００１５】
　アブレーション器具が心臓切開手術中に用いられるとき、要素配列部は、エネルギー放
射要素および温度検知要素が、治療の対象となる組織に対して押し付けられる位置に配置
されるように、位置決めされる。要素配列部を組織に対して押し付けながら、エネルギー
がエネルギー放射要素に付与され、温度検知要素がユーザに温度データを伝達する。他の
実施態様として、要素配列部は、その要素配列部を組織に対して押し付けて接触させるの
みでなく、組織が障害物または突起物などの背後に隠れている場合は、その組織に対して
手前に引っ張るようにして接触させるように設計される。この実施態様において、エネル
ギー放射要素および温度検知要素が要素配列部を取り囲むように配置されるので、治療の
対象となる組織に対する位置決めがそれほど厳密でなくても、その対象となる組織に接触
させることができる。
【００１６】
　アブレーション器具のいくつかの実施態様を簡単に述べたが、この要約における記述は
限定的なものではなく、本発明の範囲は請求の範囲とそれらの等価物によって定められる
。
【００１７】
詳細な説明
　以下、本発明を添付の図面を参照して説明する。図面は必ずしも一定比率の縮尺による
ものではない。また、図面は本発明の一部を示すものであり、本発明による器具の具体的
な実施形態を例示するにすぎない。これらの実施形態は、当業者が本装置を実施するに十
分な程度に記載されたものであり、本実施形態をさらに組み合せたり、他の実施形態を行
ったりすることも可能であり、さらに本発明の精神と範囲から逸脱することなく構造を変
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更することも可能である。従って、以下の詳細な説明は限定的ではなく、本発明の範囲は
請求の範囲とそれらの等価物によって定められる。なお、以下の図面において、同一の参
照番号は実質的に同等の構成要素を示すものである。
【００１８】
　本発明の装置を心臓アブレーションの用途を例にして説明する。但し、本発明の装置は
、他の組織アブレーションの用途にも適用可能である。
【００１９】
　図１は、人体組織に傷痕部を形成するためのアブレーション器具１１０の一実施形態を
示している。アブレーション器具１１０は長形部材１２０を備えている。この長形部材１
２０は、一端に設けられた要素配列部１４０と、ハンドル１２６と、このハンドル１２６
からケーブルプラグ１８４に延長するケーブル１８６とを有している。複数のエネルギー
放射要素１３０および複数の温度検知要素１５０が要素配列部１４０に配置されている。
エネルギー放射要素１３０と温度検知要素１５０は、要素配列部１４０と同一平面を成す
ように、要素配列部１４０に埋設されている。アブレーション器具１１０を心臓切開手術
中に使用する場合、エネルギー放射要素１３０と温度検知要素１５０が人体組織と接触す
るように、要素配列部１４０が体内に配置される。エネルギーがエネルギー放射要素１３
０に付与され、温度検知要素１５０は、ユーザに温度データを伝達する。
【００２０】
　一実施形態として、長形部材１２０は、好ましい形状に変形可能であり、要素配列部１
４０が人体組織に押し付けられるときにはほぼ変形に耐えるだけの剛性を維持できるよう
な可撓性を有しているとよい。さらに一実施形態として、長形部材１２０は、可撓性のワ
イヤを内部に埋設した柔軟性のある材料から形成されるとよい。また、他の実施形態とし
て、長形部材１２０は、変形可能であり、いったん変形された形状を維持することができ
るニッケル－チタンのような可撓性のある材料から形成されるとよい。
【００２１】
　図２は、要素配列部の一実施形態を示している。要素配列部２４０は、その要素配列部
２４０内に埋設された１つのエネルギー放射要素２３０を有している。エネルギー放射要
素２３０は、使用状況に応じて、円形または矩形などのいかなる形状に形成されてもよい
。このような単一のエネルギー放射要素２３０は、比較的小さな傷痕部、または器具を繰
返し使用することによって、連続的または非連続的な形状の大きな傷痕部を形成するのに
用いられる。
【００２２】
　図３は、要素配列部の他の実施形態を示している。要素配列部３４０は、複数のエネル
ギー放射要素３３０と複数の温度検知要素３５０を含んでいる。エネルギー放射要素３３
０と温度検知要素３５０との配置および数は、使用状況に応じて変更させるとよい。小さ
な傷痕部を形成する場合は、エネルギー放射要素３３０と温度検知要素３５０の数を少な
くするとよい。また、複雑な形状の大きな傷痕部を形成する場合には、エネルギー放射要
素３３０と温度検知要素３５０の数を多くするとよい。
【００２３】
　図４は、要素配列部のさらに他の実施形態を示している。要素配列部４４０は、略Ｕ字
状パターンに配列されたエネルギー放射要素４３０を有している。この構成のパターンに
おいて、付与されるエネルギーの種類、強さおよび継続時間によって、不連続的なまたは
連続的な傷痕部を形成することができる。要素配列部４４０は、このような複雑な形状の
傷痕部を一度に形成できるので、外科医は、要素配列部４４０を備える器具を一回使用す
るだけで、人体組織内に所望の傷痕部を形成することができる。その結果、治療に要する
時間および治療の複雑さを可能な限り少なくすることができる。
【００２４】
　図５は、要素配列部のさらに他の実施形態を示している。要素配列部５４０は、単一の
複雑な形状を有するエネルギー放射要素５３０と温度検知要素５５０とを有している。こ
の実施形態によれば、図４に示される多重非連続的エネルギー放射要素４３０を有する要
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素配列部と比較して、形状がより大きくてより複雑な連続的傷痕部を、より低いエネルギ
ーでしかもより短い継続時間で形成することができる。温度検知要素５５０は、エネルギ
ー放射要素５３０によって生じる温度変化を監視するために設けられる。
【００２５】
　図６は、要素配列部のさらに他の実施形態を示している。要素配列部６４０は円形状に
形成されている。エネルギー放射要素６３０は、略湾曲状または円形の形状を有している
。また、温度検知要素６５０は、温度を監視するために配置されている。
【００２６】
　図７は、要素配列部のさらに他の実施形態を示している。要素配列部７４０は、略Ｌ字
状または略Ｖ字状に形成されている。このような構成によって、器具を一回用いるだけで
略Ｌ字状または略Ｖ字状の傷痕部を得ることができる。一方、他の形状の配列部の場合は
、Ｌ字状またはＶ字状の傷痕部を得るために、器具を何度か繰返し用いる必要がある。図
８は、要素配列部８４０のさらに他の実施形態を示している。要素配列部８４０は略Ｕ字
状に形成されている。この形状の傷痕部は、通常、心臓疾患の治療に必要とされる。図９
は、要素配列部のさらに他の実施形態を示している。要素配列部９４０は流体オリフィス
９４４を含んでいる。この流体オリフィス９４４は流体源と接続され、治療の対象となる
組織の周囲に流体を供給し、その周囲の組織が付随的に加熱されるのを抑制する。
【００２７】
　図１０、図１１および図１２は、さらに他の実施形態である要素配列部１０４０、１１
４０、１２４０をそれぞれ示している。一般的に、要素配列部１０４０、１１４０、１２
４０は、棒状または円筒状に形成されている。エネルギー放射要素１０３０、１１３０、
１２３０と温度検知要素１０５０、１１５０、１２５０は、各々、帯状、コイル状または
円板状の形状を有しているとよい。このような構成の要素配列部を有する器具は、図１な
いし図９に示されるような平面的な形状の要素配列部を有する器具では適用できない種々
の目的に用いることができる。図１０ないし図１２の要素配列部１０４０、１１４０、１
２４０は、組織に対してそれらの要素配列部１０４０、１１４０、１２４０を押し付ける
ことによって接触させるだけではなく、治療の対象となる組織が障害物または突起物の背
後に位置する場合には、組織に対して手前に引っ張るようにして接触させることができる
。エネルギー放射要素１０３０、１１３０、１２３０と温度検知要素１０５０、１１５０
、１２５０は、それぞれ、要素配列部１０４０、１１４０、１２４０を取り囲むように配
置されているので、治療の対象となる組織に対する要素配列部の接触位置に関して、厳密
な正確さを必要としない。
【００２８】
　図１０ないし図１２に示される要素配列部は可撓性があり、用途に応じて曲げられても
よい。要素配列部１０４０、１１４０、１２４０は円筒形状を有しているので、他の形状
の要素配列部と比較して、捩れを生じることなく曲げることができる。
【００２９】
　図１３は、アブレーション器具の一実施形態を示している。本器具は、ハンドル１３２
６と２つの長形部材１３２０とを有している。各長形部材１３２０は、エネルギー放射要
素１３３０を有する要素配列部１３４０を備えている。２つの長形部材１３２０は、２つ
の要素配列部１３４０が所定の組合せ形状でかつ所定の位置において同時に組織に対して
接触できるような所定の相補的な形状に曲げられるように可撓性材料から形成される。他
の実施形態として、要素配列部１３４０は、所望の複雑な形状に曲げられるような可撓性
のある材料から形成されるとよい。このようにして、単一の要素配列部１３４０からは得
ることができないシステムを、ユーザは得ることができる。図１４は、複合長形部材の他
の実施形態を示している。複合長形部材１４２０は、それらの近位端において互いに接合
されている。
【００３０】
　図１５は、アブレーション器具のハンドルの一実施形態を示す、一部を破断した図であ
る。ハンドル１５２６は、流体源１５７０を、図１６を示す要素配列部の内腔１６２４お
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よび図９に示すオリフィス９４４に繋ぐ通路としての内腔１５２４を含んでいる。図１６
は、長形部材１６２０と要素配列部１６４０の一部を示す実施形態の断面図である。長形
部材の流体内腔１６２４は、要素配列部１６４０の流体内腔と流体的に流通している。
【００３１】
　前述の説明に用いた図から明らかなように、エネルギー放射要素並びに、温度検知要素
の数、形状および構成とともに要素配列部は広範囲にわたって変更可能であり、そのよう
な変更によって、アブレーション器具は、人体組織のアブレーションを必要とする種々の
手術に対して多くの異なった形状および寸法の治療のための傷痕部を形成することができ
る。例えば、図６のエネルギー放射要素６３０は、図１７Ａに略示される傷痕部１７０１
を形成することができる。また、図１ないし図３、図７、図９、図１０および図１２ない
し図１４のエネルギー放射要素１３０、２３０、３３０、７３０、９３０、１０３０、１
２３０、１３３０、１４３０は、それぞれ図１７Ｂに略示される傷痕部１７０２を形成す
るのに用いられるとよい。同様に、図１ないし図３、図１０および図１２ないし図１４の
エネルギー放射要素１３０、２３０、３３０、１０３０、１２３０、１３３０、１４３０
は、それぞれ図１７Ｃに略示される傷痕部１７０３を形成するのに用いられるとよい。さ
らに、図１ないし図５、および図７ないし図１３のエネルギー放射要素１３０、２３０、
３３０、４３０、５３０、７３０、８３０、９３０、１０３０、１１３０、１２３０、１
３３０、１４３０は、それぞれ図１７Ｄに略示される傷痕部１７０４を形成するのに用い
られるとよい。エネルギー源の種類および継続時間によって、傷痕部の最終的な形状と寸
法を決定することができる。
【００３２】
　以下、アブレーション器具の一実施形態の操作と使用状況について、簡単に説明する。
なお、この例は限定的なものではなく、本発明の範囲は請求の範囲とそれらの等価物によ
って定められる。高周波（または、マイクロ波、超音波、光、極低温などの他の破壊エネ
ルギー）を心室を形成する組織に導き、心筋層のアブレーションを行うと仮定する。また
、通常の心臓切開手術中に人体の心室に器具を導くと仮定する。オペレータの経験と好み
によって、器具は、要素配列部が被アブレーション側に容易に接近して所定の形状の傷痕
部を形成できるような所定の形状に曲げられる。要素配列部は、エネルギー放射要素およ
び温度検知要素が組織に接触するように、組織に対して押し付けられる。エネルギー放射
要素に高周波が付与され、それらのエネルギー放射要素が組織を破壊する。温度検知要素
（例えば、サーミスタあるいは熱電対）は、エネルギー放射要素および/または要素配列
部の温度を測定する。流体は、流体源から長形部材および要素配列部の流体内腔を介して
要素配列部のオリフィスから流出し、効果的に周囲組織を冷却し、その組織の付随的な損
傷を可能な限り抑制する。要素配列部を長形部材の遠位端に旋回可能に取り付けるとよい
。
【００３３】
　上記の説明は例示的なものであり、本発明をなんら制限するものではない。当業者にと
って、上記の説明を再検討することによって他の多くの実施形態をなすことができる。従
って、本発明の範囲は、請求の範囲とその等価物の範囲によって定められる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　アブレーション器具の一実施形態の斜視図である。
【図２】　図１のアブレーション器具の要素配列部の一実施形態の斜視図である。
【図３】　図１のアブレーション器具の要素配列部の他の実施形態の斜視図である。
【図４】　図１のアブレーション器具の要素配列部の他の実施形態の斜視図である。
【図５】　図１のアブレーション器具の要素配列部の他の実施形態の斜視図である。
【図６】　図１のアブレーション器具の要素配列部の他の実施形態の斜視図である。
【図７】　図１のアブレーション器具の要素配列部の他の実施形態の斜視図である。
【図８】　図１のアブレーション器具の要素配列部の他の実施形態の斜視図である。
【図９】　図１のアブレーション器具の要素配列部の他の実施形態の斜視図である。
【図１０】　図１のアブレーション器具の要素配列部の他の実施形態の斜視図である。
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【図１１】　図１のアブレーション器具の要素配列部の他の実施形態の斜視図である。
【図１２】　図１のアブレーション器具の要素配列部の他の実施形態の斜視図である。
【図１３】　アブレーション器具の他の実施形態の斜視図である。
【図１４】　アブレーション器具の他の実施形態の一部を表した斜視図である。
【図１５】　アブレーション器具の他の実施形態の一部を破断して示す斜視図である。
【図１６】　アブレーション器具の長形部材および要素配列部の断面図である。
【図１７】　Ａは、アブレーション器具で形成した傷痕部の平面図であり、Ｂは、アブレ
ーション器具で形成した他の傷痕部の平面図であり、Ｃは、アブレーション器具で形成し
た他の傷痕部の平面図であり、Ｄは、アブレーション器具で形成した傷痕部の他の平面図
である。

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】

【図１７Ａ】

【図１７Ｂ】

【図１７Ｃ】

【図１７Ｄ】
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