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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　柔軟性を有する材料から作られた持続注入カテーテルであって、前記カテーテルは、近
位端及び遠位端領域をそれぞれ有する少なくとも第１及び第２内腔を具備し、前記第１及
び第２内腔は、前記カテーテルが切開部及び当該切開部に隣接する皮膚トンネルを通って
患者の体内に挿入され得るように、共通のカテーテル外壁内にありかつ共通の内壁によっ
て互いに分離されており、前記各遠位端領域は、前記カテーテルのユーザの体内への或い
は体内からの物質の通過の為の少なくとも１つの開口部を具備し、前記第１及び第２内腔
は、前記第１内腔を通る第１の方向と前記第２内腔を通る第２の方向との同時の流れを提
供し、前記第２内腔が前記第１内腔より長く、前記第２内腔の前記遠位端領域がコイルの
形状を有し、前記第１内腔の少なくとも１つの開口部に被さるように、圧縮性のディフュ
ーザが前記カテーテルに取り付けられたことを特徴とする持続注入カテーテル。
【請求項２】
　物質が前記第１内腔を通ってカテーテルのユーザの体内に流入し、物質が前記第２内腔
を通ってカテーテルのユーザの体内から排出されることを特徴とする、請求項１に記載の
持続注入カテーテル。
【請求項３】
　前記第２内腔が前記ディフューザを超えてカテーテルのユーザの体内のより遠位に伸び
ていることを特徴とする、請求項１に記載の持続注入カテーテル。
【請求項４】
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　前記第２内腔が前記ディフューザを貫通して伸びていることを特徴とする、請求項３に
記載の持続注入カテーテル。
【請求項５】
　前記カテーテルが腹膜透析に用いられることを特徴とする、請求項１に記載の持続注入
カテーテル。
【請求項６】
　前記カテーテルが更に少なくとも１つのカフを具備することを特徴とする、請求項５に
記載の持続注入カテーテル。
【請求項７】
　前記少なくとも１つのカフの１つが腹膜の近位に配置されていることを特徴とする、請
求項６に記載の持続注入カテーテル。
【請求項８】
　前記カテーテルが更に１つのハブを具備し、前記少なくとも２つの内腔の前記近位端が
前記ハブ内に配置されていることを特徴とする、請求項１に記載の持続注入カテーテル。
【請求項９】
　前記ハブがカテーテルのユーザの体内を皮下を通って通過できることを特徴とする、請
求項８に記載の持続注入カテーテル。
【請求項１０】
　前記ハブが着脱可能であることを特徴とする、請求項８に記載の持続注入カテーテル。
【請求項１１】
　各前記内腔が「Ｄ」字形であることを特徴とする、請求項１に記載の持続注入カテーテ
ル。
【請求項１２】
　前記少なくとも２つの内腔の少なくとも１つが放射線不透過性の条片を含むことを特徴
とする、請求項１に記載の持続注入カテーテル。
【請求項１３】
　前記第２内腔の前記遠位端領域が内腔の側面に物質の通過の為の少なくとも１つの開口
部を有することを特徴とする、請求項１に記載の持続注入カテーテル。
【請求項１４】
　前記第２内腔の前記遠位端領域が内腔の側面に物質の通過の為の複数個の開口部を有す
ることを特徴とする、請求項１３に記載の持続注入カテーテル。
【請求項１５】
　前記複数個の開口部が前記コイルの内側に配置されていることを特徴とする、請求項１
４に記載の持続注入カテーテル。
【請求項１６】
　柔軟性を有する材料から作られたカテーテルであって、前記カテーテルは少なくとも２
つの内腔を具備し、それぞれの前記少なくとも２つの内腔が近位端及び遠位端領域を有し
、それぞれの前記少なくとも２つの内腔のそれぞれの遠位端領域がカテーテルのユーザの
体内への或いは体内からの物質通過の為の少なくとも１つの開口部を具備し、前記少なく
とも２つの内腔の１つが第１内腔であり且つ前記少なくとも２つの内腔の１つが第２内腔
であり、前記第２内腔が前記第１内腔より長く；前記物質が前記第１内腔を通ってカテー
テルのユーザの体内に流入し、前記物質が前記第２内腔を通ってカテーテルのユーザの体
内から排出され；前記カテーテルが更に圧縮性のディフューザを具備し、前記ディフュー
ザが前記第１内腔の前記少なくとも１つの開口部に被さるように配置され且つ前記第２内
腔が前記ディフューザを貫通してユーザの体内のより遠位に伸びており；前記ディフュー
ザが内側部分及び外側部分及び前記内側部分と前記外側部分との間の１つより多くの開口
部を有し；前記カテーテルによって投与されるべき物質が前記ディフューザに入り前記１
つより多くの開口部を通って拡散状態で体内に投与される、ことを特徴とするカテーテル
。
【請求項１７】
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　前記カテーテルが持続注入腹膜透析に用いられることを特徴とする、請求項１６に記載
のカテーテル。
【請求項１８】
　前記第２内腔の前記遠位端領域がコイルの形状を有し、前記第２内腔の前記遠位端領域
が物質の通過の為の複数個の開口部を有することを特徴とする、請求項１７に記載のカテ
ーテル。
【請求項１９】
　前記開口部が前記コイルの内側に配置されていることを特徴とする、請求項１８に記載
のカテーテル。
【請求項２０】
　前記カテーテルが更に少なくとも１つのカフを具備することを特徴とする、請求項１７
に記載のカテーテル。
【請求項２１】
　前記少なくとも１つのカフの１つが腹膜の近位に配置されていることを特徴とする、請
求項２０に記載のカテーテル。
【請求項２２】
　前記カテーテルが更に１つのハブを具備し、前記少なくとも２つの内腔の前記近位端が
前記ハブ内に配置されていることを特徴とする、請求項１６に記載のカテーテル。
【請求項２３】
　前記ハブがカテーテルのユーザの体内を皮下を通って通過できることを特徴とする、請
求項２２に記載のカテーテル。
【請求項２４】
　前記ハブが着脱可能であることを特徴とする、請求項２２に記載のカテーテル。
【請求項２５】
　各前記内腔が「Ｄ」字形であることを特徴とする、請求項１６に記載のカテーテル。
【請求項２６】
　前記少なくとも２つの内腔の少なくとも１つが放射線不透過性の条片を含むことを特徴
とする、請求項１６に記載のカテーテル。
【請求項２７】
　柔軟性を有する材料から作られた持続注入腹膜透析カテーテルであって、前記カテーテ
ルは少なくとも２つの内腔を具備し、それぞれの前記少なくとも２つの内腔が近位端及び
遠位端領域を有し、それぞれの前記少なくとも２つの内腔のそれぞれの遠位端領域がカテ
ーテルのユーザの体内への或いは体内からの物質通過の為の少なくとも１つの開口部を具
備し、前記少なくとも２つの内腔の１つが第１内腔であり且つ前記少なくとも２つの内腔
の１つが第２内腔であり、前記第２内腔が前記第１内腔より長く；前記物質が前記第１内
腔を通ってカテーテルのユーザの体内に流入し、前記物質が前記第２内腔を通ってカテー
テルのユーザの体内から排出され；前記カテーテルが更に圧縮性のディフューザを具備し
、前記ディフューザが前記第１内腔の前記少なくとも１つの開口部に被さるように配置さ
れ且つ前記第２内腔が前記ディフューザを貫通してユーザの体内のより遠位に伸びており
；前記ディフューザが内側部分及び外側部分及び前記内側部分と前記外側部分との間の１
つより多くの開口部を有し；前記カテーテルによって投与されるべき物質が前記ディフュ
ーザに入り前記１つより多くの開口部を通って拡散状態で体内に投与され；前記第２内腔
の前記遠位端領域がコイルの形状を有し前記コイルの内側に物質の通過の為の複数個の開
口部を有し；前記カテーテルが更に少なくとも１つのカフを具備し、前記少なくとも１つ
のカフが腹膜の近位に配置される、ことを特徴とする持続注入腹膜透析カテーテル。
【請求項２８】
　前記カテーテルが更に１つのハブを具備し、前記少なくとも２つの内腔の前記近位端が
前記ハブ内に配置されていることを特徴とする、請求項２７に記載の持続注入腹膜透析カ
テーテル。
【請求項２９】
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　前記ハブがカテーテルのユーザの体内を皮下を通って通過できることを特徴とする、請
求項２８に記載の持続注入腹膜透析カテーテル。
【請求項３０】
　前記ハブが着脱可能であることを特徴とする、請求項２８に記載の持続注入腹膜透析カ
テーテル。
【請求項３１】
　各前記内腔が「Ｄ」字形であることを特徴とする、請求項２７に記載の持続注入腹膜透
析カテーテル。
【請求項３２】
　前記少なくとも２つの内腔の少なくとも１つが放射線不透過性の条片を含むことを特徴
とする、請求項２７に記載の持続注入腹膜透析カテーテル。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　本出願は、「持続注入腹膜透析」と題され、クラウディオ・ロンコ及びアンジェラ・グ
ロウコフを発明者とする、２００１年１０月５日に出願された米国仮出願整理番号第６０
/３２７，５１５号による利益を主張するものである。
　持続注入腹膜透析は、常に腹部に在る一定量の液体、概して透析液、を利用する技術で
ある。当技術分野において従来知られている既知の持続注入腹膜透析は、１つの内腔を有
する腹膜透析カテーテルを２本、或いは修整大口径血液透析カテーテルを利用してきた。
流入カテーテル及び摂取カテーテルは流入量及び流出量を一定に維持できる様にする。し
かしながら、腹膜腔内部におけるチャネリング或いは混合不良に起因する、高い透析液流
量及び再循環は持続注入腹膜透析に付き物の問題である。
【０００２】
　持続注入腹膜透析技術において、腹膜透析溶液はシングルパス或いは再循環ループで利
用される。吸収剤カートリッジ或いは透析装置のような、種々の再循環システムが知られ
ている。問題は新鮮な溶液が腹膜の交換表面に接触する前に急速に排液されることであっ
た。
【０００３】
　再生システムは、適量の準備された液体の１回分（バッチ）を利用すること及びその液
体が飽和するまで再循環させることを含む。別の方法では、プライミング（priming）の
ために最初の一定量の市販の透析溶液を供給し、その後、使用済みの透析液を継続再生す
る。再生は血液透析フィルタ或いは吸収によって行うことができる。更に別の方法は、オ
ンライン限外濾過法を用いた濃縮液から溶液を準備する方法である。
【０００４】
　２つの内腔の近位端は、当技術分野において周知の透析液の再生手段に取り付けられる
。再生された或いは新鮮な透析液を供給する為の手段に接続されたカテーテルの１本を通
って、再生された透析液、或いは新鮮な透析液が腹部に導入され、それは当技術分野にお
いて周知である。
【０００５】
　前述の全ての理由から、腹膜壁への損傷を減らしつつも、効率的に透析液が腹膜内に混
入することを可能とする持続注入腹膜透析カテーテル及びその方法を有することは重要で
ある。更に、カテーテルを流れる物質を徐々に投与する様なカテーテル及びカテーテル用
ディフューザを有することは重要である。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は概して、少なくとも２つの内腔を有する持続注入カテーテルに関連しており、
その一方は短内腔でありもう一方は長内腔である。この発明において、摂取内腔である長
内腔はコイル状になっている。長内腔は、概してコイルの内側に配置される、カテーテル
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を流れる物質を取り入れる為の複数個の開口部があっても良い。
【０００７】
　カテーテルはまた、短内腔の遠位端に被さって配置される、ユーザの体内に物質を投与
する為のディフューザを含んでも良い。長内腔はディフューザを超え且つ／或いは通り抜
けて伸びていても良い。
【０００８】
　カテーテルはまた、少なくとも２つの内腔の近位端に１つのハブを含んでも良い。ハブ
はカテーテルのユーザの体内を皮下を通って通過できるものであっても良いし、ハブは着
脱可能であっても良い。
　本発明のカテーテルは腹膜透析に用いられても良い。
　更に、カテーテルは、皮下組織の粘着の為に腹膜の近位に配置される少なくとも１つの
カフを含んでも良い。カテーテルは「Ｄ」字形をした内腔を含んでも良い。
【０００９】
　本発明はまた、ディフューザを有するカテーテルのみならずカテーテル用のディフュー
ザにも関連する。ディフューザは、内側部分と外側部分、及びユーザの体内に物質を投与
する為の少なくとも１つの開口部を有する。更に、ディフューザは、物質がそこを通って
ユーザの体内に拡散状態で投与され得るような複数個の開口部を有しても良い。複数個の
開口部は、カテーテルの長手方向の軸に対し略垂直状態になるようディフューザ側面に放
射状に配置されても良い。ディフューザの形状は概して、円筒形、涙滴形、釣鐘形、円形
、楕円形、半円形、半楕円形及びそれらの形状の組み合わせで構成される。ディフューザ
及びディフューザを有するカテーテルは、持続注入腹膜透析に用いられるカテーテルに用
いられても良い。
【００１０】
　本発明はまた、ユーザの体に切開部を作り生体組織層を分離するステップ、腹膜に円形
の縫合をするステップ、腹膜に切開部を作るステップ、カテーテルを挿入するステップ、
壁側腹膜を締めつけるステップ、を含む、持続注入腹膜透析方法も含む。この方法はまた
、皮膚及び腹膜の表面に麻酔をかけることを含んでも良い。更に、この方法は、ユーザの
皮膚に側方切開部を作ること、皮膚トンネルを作ること、カテーテルを皮膚トンネルに貫
通させること、カテーテルにアタッチメントを接続すること、及び皮膚の切開部を縫合す
ることを含んでも良い。この方法はディフューザを有するカテーテルを提供することも含
んでも良い。
【００１１】
　明細書に組み込まれその一部を構成する添付図面は、本発明の実施例を図示し、説明と
共に、当発明の原理を説明する役を果たす。図面において、幾つかの図を通じて同一の要
素を表す為に同一の参照番号を使用する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　図面に図示された当発明の実施例を説明するにあたって、明確にする為に特定の専門用
語が用いられる。しかしながら、当発明はこのように選択された特定の用語に限定される
ことを意図しておらず、それぞれの特定の用語は同様な目的を達成する為に同様な動作で
機能するあらゆる技術的同等物を含むことは言うまでもない。「近位」、「遠位」、「短
」及び「長」という単語は、ここに例示目的で用いられており、本発明に対する限定と解
釈されるべきものではない。「近位」及び「遠位」という単語は、本発明における第１内
腔及び第２内腔の挿入先端から離れる方向及び近づく方向を、それぞれ意味する。「短」
及び「長」という単語は、もう一方の内腔と比較した内腔の長さを表す。
【００１３】
　本発明のカテーテル１０、１０’を示す図２Ａ、図２Ｂ、図２Ｃ、図２Ｄ、及び図３を
これより参照、説明する。これらの図に見られる様に、カテーテルは少なくとも２つの内
腔、第１内腔１２及び第２内腔１４、を含む。第２内腔１４は第１内腔１２より長い。説
明目的から、第２内腔１４は長内腔１４とも呼ばれ、第１内腔１２は短内腔１２とも呼ば
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れる。内腔はそれぞれ近位端１６、１８及び遠位端領域２０、２２を有する。少なくとも
２つの内腔１２、１４のそれぞれの遠位端領域２０、２２はそれぞれに、カテーテル１０
、１０’のユーザの体内へ或いは体内から物質４２が通過する為の、少なくとも１つの開
口部２４，２６を有する。物質４２は、内腔壁９０により規定される長手方向の内腔通路
１１２を通過する。
【００１４】
　本発明のカテーテル１０、１０’は、体液、薬物或いは他の溶液が体内に導入されたり
排出されたりする、灌流、輸液、血漿分離交換法、血液透析、化学療法、及びこれらに類
似した、種々の用途での使用に適している。カテーテルが挿入される領域は腹膜でも良く
、また体内の適切な領域であればどこでも良い。カテーテル１０、１０’が用いられても
良い他の領域は、例えば、いかなる膿瘍腔、術後腔、及び腹部間、横隔膜下及び肝臓下の
領域を含む体内の他の領域を含む。この開示から、これらの領域は例示であり、カテーテ
ル１０、１０’はカテーテルが挿入される種々の領域で物質を排出したり導入したりする
のに用いられても良いことが当業者に理解されるであろう。更に、この開示に基づいて、
物質が体内に導入されたり且つ／或いは体内から排出されたりする他の医療用途にカテー
テル１０、１０’が有益に用いられるように、カテーテルのサイズ及び／或いはカテーテ
ル及び／或いは内腔の数を減らしたり増やしたりすることでカテーテル１０、１０’は形
成され且つ改作され得ることが、当業者に理解されるであろう。
【００１５】
　物質４２は、送達内腔とも呼べる短内腔１２を通ってカテーテルのユーザの体内に流入
しても良い。物質は、摂取或いは帰還内腔とも呼べる長内腔１４を通ってカテーテル１０
のユーザの体内から排出されても良い。しかしながら、当発明の範囲内であれば長内腔１
４が送達内腔であっても良く、短内腔１２が摂取内腔であっても良いということは言うま
でもない。
【００１６】
　長内腔１４はコイル状にされ且つ物質が内腔を通過する為の少なくとも１つの開口部２
６を有しても良い。少なくとも１つの開口部２６は、内腔１４の遠位端９６にあっても良
い。更に、長内腔１４の遠位端領域２２の側方９８に沿って少なくとも１つの遠位開口部
２６を配列することはこの発明の範囲内である。
【００１７】
　長内腔１４は、内腔の遠位端領域２２の側方９８に沿って複数個の開口部２６を有して
も良い。
【００１８】
　複数個の開口部２６はまた、内腔のコイル状の遠位端領域２２内に全ての複数個の開口
部２６が配置される状態で内腔の遠位端領域２２の側方９８に沿って配置されても良い。
例示目的としてのみコイルを広げたものである図８Ａが、この実施例を図示する。更に、
遠位開口部２６を内腔１４の遠位端領域２２の終端９６に任意に含んでも良い。
【００１９】
　図８Ｂに見られるように、内腔１２、１４はそれぞれ「Ｄ」字形を有しても良い。しか
しながら、図８Ｃに見られるような、形状が丸い内腔１２、１４を有することは当発明の
範囲内にある。図８Ｂ及び図８Ｃで示される内腔１２、１４の形状は本発明において用い
ることが可能な内腔の多様な形状の例示にすぎないと意図している。この開示に基づき、
本発明が図８Ｂ及び図８Ｃに示される構成に制限されないことは言うまでもない。当技術
分野で既知の或いは今後発見される全ての形状は当発明の範囲内にあることを、当業者は
正しく認識するであろう。更に、それぞれの内腔はもう一方の内腔或いは他の内腔と異な
る形状及びサイズを有していても良い。
【００２０】
　当技術分野で既知であるように、随意に、内腔を他の内腔から識別する為に、短内腔１
２或いは長内腔１４の内腔壁９０、特に内腔の近位端１６、１８に、放射線不透過性の条
片９４を含めても良い。概して、放射線不透過性の条片９４は、その長さがより長いほど
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ユーザがより容易に放射線不透過性の細長片９４を認識できることから、長内腔１４に設
置される。
【００２１】
　ディフューザ３０を図示する、図１Ａから図１Ｅ、図２Ａから図２Ｄ、図４、図５Ａ及
び図５Ｂをこれより参照、説明する。図３で図示されるカテーテル１０’の実施例は、デ
ィフューザを含まないということに留意すべきである。ディフューザ３０は、カテーテル
１０に加えられ、短内腔１２の少なくとも１つの遠位開口部２４に被さるように配置され
ても良い。長内腔１４は、ディフューザ３０を超えカテーテルのユーザの体内のより遠位
まで伸びる。図１Ｃ－１、図１Ｃ－２、及び図４で最も明らかに見られるように、長内腔
１４はディフューザ３０を貫通して伸びていても良い。図１Ｃ－１において、長内腔１４
は「Ｄ」字形である。図１Ｃ－２において、長内腔１４は円形である。
【００２２】
　ディフューザ３０は、内側部分３２及び外側部分３４及び内側部分３２及び外側部分３
４の間の少なくとも１つの開口部３６を有する。ユーザの体内に投与される物質４２は、
短内腔１２を流れ内腔１２の遠位端開口部２４にあるディフューザ３０に流入する。その
後、物質４２はディフューザの少なくとも１つの開口部３６を流れユーザの体内に流入す
る。
【００２３】
　ディフューザ３０は、物質４２がそこを通って拡散状態でユーザの体内に入る、複数個
の開口部３６を有しても良い。更に、複数個の開口部３６は、カテーテル１０の長手方向
の軸に対して略垂直状態になるようディフューザ３０の側面に放射状に配置されても良い
。
【００２４】
　本発明のカテーテル１０は、持続注入腹膜透析に用いられても良い。腹膜透析において
、カテーテルを流れる物質４２は透析液であっても良い。本発明のディフューザ３０は、
高い透析液流量という効果から腹膜構造に対する穏やかな相互作用を可能にし、腹膜腔４
０に透析溶液が容易に混入することを可能にする。持続注入腹膜透析に用いられる場合、
放射状に配置された開口部３６は、透析液４２がディフューザから略３６０度方向に垂直
に流出することを可能にする。
【００２５】
　図１Ａから図１Ｅまではディフューザ３０の、形成され得る種々の形状を図示する。図
１Ａは円筒形を図示し、図１Ｂは楕円形及び／或いは円形を図示し、図１Ｃ－１は半楕円
形を図示し、図１Ｃ－２は半円形を図示し、図１Ｄは涙滴形を図示し、図１Ｅは釣鐘形を
図示する。更に、ディフューザ３０は図１Ａから図１Ｅまでに図示される形状の組み合わ
せから作られても良い。図１Ａから図１Ｅに示されるディフューザ３０の構成は、本発明
で達成可能な構成の多様性の例示にすぎないと意図している。この開示に基づき、本発明
が図１Ａから図１Ｅで示される構成に限定されないことは言うまでもない。
【００２６】
　持続注入腹膜透析に用いられる場合、ディフューザ３０は透析液４２の均等な分配を提
供する。複数個の開口部３６は透析液４２の送達圧力を拡散させるので、腹膜３８に対す
る穏やかな相互作用を提供できることとなる。
【００２７】
　当発明の寸法は、異なるカテーテルのサイズ、実施例、及びカテーテルのユーザ特有の
異なる特徴によって変動し得ることは言うまでもない。用いられる可能性のある寸法の例
は以下を含む：ディフューザ３０の近位端は腹膜３８から１ｍｍ未満に配置されても良い
。また、ディフューザ３０の遠位端と長内腔１４の遠位端領域２２にある螺旋の始まりと
の間の距離は、長さ約１５ｃｍであっても良い。長内腔１４の螺旋状の遠位端領域２２の
長さは変化し得るが、その長さは約８.８７５インチであっても良い。内腔抵抗値は１０
０から３００ｍｌ／分の範囲で与えても良い。ディフューザ３０が円筒形である場合、円
筒１Ａの幅２８は長さ０．５ｃｍであっても良い。どんな数の開口部３６を用いても良い
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が、ディフューザ３０は６から２４までの範囲の数の開口部を有しても良い。これらの寸
法が例示にすぎず、当発明に対する限定と解釈されるべきではないことは言うまでもない
。
【００２８】
　図４で明らかに図示されるように、ディフューザ３０の内側部分３２は、長内腔１４の
内腔壁９０がディフューザ３２に接着され得る領域である、近位接着領域８２及び遠位接
着領域８４を有しても良い。接着は、接着剤、粘着剤、熱接着、或いは当技術分野で現在
既知の或いは今後発見される他の手段によって達成されても良い。
【００２９】
　カテーテル１０が持続注入腹膜透析に用いられる場合の、腹膜１００におけるカテーテ
ル１０の一般的な配置を示す図５Ａをこれより参照、説明する。ディフューザ３０は腹膜
３８のすぐ遠位側に配置される。長内腔１４のコイル状の遠位端領域２２は、腹膜１００
の低位ダグラス腔９２に配置される。使用時には、カテーテル１０は透析液４２の送達と
戻しとを分離する。結果として、使用済みの透析液４２の再循環は最小になる。使用時に
は、新鮮な透析液４２はディフューザ３０を通って腹膜１００に入る。透析液４２は、必
要な生理的及び化学的なプロセスが生じ、新鮮な透析液を使用済み透析液に変える、腹膜
１００を通過する。血漿と継続的に再生される透析液溶液４２との間で高い溶質濃度勾配
を維持する為の高い透析液流量により、一定の腹膜組織内の容量が維持できる。使用済み
透析液４２は、腹膜１００の外に長内腔１４の少なくとも１つの開口部２６を経て吸引さ
れて戻される。
【００３０】
　長内腔１４の遠位端領域２２のコイル状の設計は、腹膜１００の壁側板と臓側板とを分
離するバルクチュービング（かさばるようにチューブを入れること）を増大させるので、
使用済み透析液４２の流出の為の少なくとも１つの遠位開口部２６を壁側板と臓側板とが
塞ぐことを防止できる。複数個の開口部２６を用いることで流出量を増加することができ
る。長内腔１４のコイル状の遠位端領域２２を用いることは、直線状の内腔の先端を用い
るよりは内臓に優しいことから、腹膜透析に好ましい。
【００３１】
　カテーテル１０、１０’は、好ましくは、硬度測定計値の低いシリコンから作られる。
しかしながら、ポリウレタン或いは当技術分野で既知の或いは今後開発される他の生体適
合性の材料を用いても良い。硬度測定計値の低いシリコンは、その生体適合性及び、比較
的柔軟な体組織である腹膜１００での使用に有益な柔軟性の観点から、望ましい。更に、
硬度測定計値の低いシリコンは、広範囲の温度状況において柔軟性があり、臨床上有害な
浸出し得る可塑剤を有さない。
【００３２】
　第１内腔１２、第２内腔１４、及び２つより多い内腔を有するカテーテル内の補助内腔
、及びディフューザ３０は、生体適合性の合成樹脂或いはエラストマー、より好ましくは
生体適合性のエラストマーで作られても良い。適切な生体適合性の合成樹脂としては、例
えば、ポリエチレン、エチレン酢酸ビニル共重合体等の酢酸ビニルの単独重合体（homopo
lymers）及び共重合体（copolymers）、ポリ塩化ビニル、ポリメタクリル酸メチル等のア
クリレーツの単独重合体及び共重合体、ポリメタクリル酸エチル、ポリメタクリル酸塩、
エチレングリコールジメタクリル酸塩、エチレンジメタクリル酸塩及びヒドロキシメチル
メタクリル酸塩、ポリウレタン、ポリビニルピロリドン、２?ピロリドン、ポリアクリロ
ニトリル系ブタジエン、ポリカーボネート、ポリアミド、ポリテトラフルオロエチレン及
びポリ弗化ビニルの単独重合体及び共重合体等のフルオロポリマー、ポリスチレン、スチ
レンアクリロニトリルの単独重合体及び共重合体、酢酸セルロース、アクリロニトリルブ
タジエンスチレンの単独重合体及び共重合体、ポリメチルペンテン、ポリスルホン、ポリ
エステル、ポリイミド、ポリイソブチレン、ポリメチルスチレン及び当業者に既知の他の
同様な化合物等の材料を含む。これらの可能性のある生体適合性のポリマーは例示目的で
上記に含まれたのであって、制限事項と解釈されるべきではないことは言うまでもない。
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カテーテル１０、１０’を形成する為に生体適合性の高分子材料が用いられる場合、高分
子材料がポリウレタン或いは、以下に指定されるように、なるべく柔軟な硬度測定計値を
有するポリオレフィン高分子材料を含むことが最も好ましい。
【００３３】
　カテーテル１０、１０’の形成に用いられるのに適切且つ好ましい生体適合性のエラス
トマーは、医療用級のシリコンゴム、ポリ塩化ビニル系エラストマー、ポリオレフィンの
単独重合体及び共重合体系エラストマー、ウレタンベースのエラストマー、及び天然ゴム
或いは他の合成ゴム等の生体適合性のエラストマーを含む。カテーテル１０、１０は、柔
軟性に富み、耐久性があり、柔らかく、且つカテーテルを挿入する領域及び／或いは皮下
領域の形状に容易に適合でき、血管壁への損傷の危険性を最小化できるようなエラストマ
ー材料から作られても良い。カテーテル１０、１０’が血液透析用途に用いられる場合、
ショアー押込硬度計の尺度で少なくとも約８０－Ａの硬さを有するソフトシリコンエラス
トマーで形成されても良い。このようなエラストマーは、ダウ・コーニング（Dow Cornin
g）から入手可能であり、放射線不透過性を提供する為にエラストマーに２０％硫酸バリ
ウムを含むことができる。生体適合性のエラストマーを、特に血液透析に対して用いる場
合、より高いショアー押込硬度計値を有するのが好ましいが、当発明の思想から逸脱する
ことなく、より低いショアー押込硬度計値を有するエラストマーから装置を作ることも可
能である。この開示に基づき、カテーテル１０、１０’はその意図される用途次第で更に
放射線不透過性であっても良いことは言うまでもない。
【００３４】
　随意であるハブ５０を有する当発明を示す図２Ｂ、図２Ｃ、図２Ｄ、図３、図５Ｃ、図
５Ｄ及び図６Ａから図６Ｃをこれより参照、説明する。ハブ５０が提供される場合、少な
くとも２つの内腔１２、１４の近位端１６、１８はハブ５０内に配置される。内腔１２、
１４は、図２Ｂに見られるように、着脱不可能な状態でハブ５０に取り付けられても良い
。あるいは、内腔１２、１４は、図２Ｃに見られるように、着脱可能なハブ５０’に取り
付けられても良い。着脱可能なハブは、係属中の出願であり、「着脱可能なハブ」と題さ
れ、本願に引用して援用する米国仮出願整理番号第６０/３２９，５９３号において開示
されている。更に、図２Ｄ及び図３で図示されるように、当技術分野で現在既知の或いは
今後発見される全てのハブ１１０を用いることは当発明の範囲内にある。しかしながら、
図２Ａで図示されるように、ハブは随意であり、例示目的で含まれたハブは制限事項と解
釈されるべきではない。本発明のカテーテル１０、１０’がハブ５０と一緒に用いられて
も、着脱可能なハブ５０’と一緒に用いられても、ハブ無しでも、或いはハブ１１０、或
いは当技術分野で現在既知の或いは今後発見される他のアタッチメント１１０と一緒に用
いられても良いことを、当業者は正しく認識するであろう。
【００３５】
　当発明の実施例において、図２Ｂ、図５Ｃ、図５Ｄ及び図６Ａから図６Ｃに見られるよ
うに、取り外し不可能なハブ５０を利用しても良い。これらの図に見られるように、少な
くとも２つの内腔１２、１４の近位端１６、１８はハブ５０内で終わる。更に、エキステ
ンダ５６、５８の遠位端も同様にハブ５０内で終わる。この実施例では、内腔１２、１４
が「Ｄ」字形である場合、内腔１２、１４の近位端開口部１０２、１０４はそれぞれ「Ｄ
」字形である。更に、図６Ａから図６Ｃに図示される実施例に見られるように、エキステ
ンダ５６、５８の遠位開口部１０６、１０８は、それぞれ円形を有していても良い。少な
くとも２つの内腔１２、１４の延長遠位端開口部１０６、１０８及び近位端開口部１０２
、１０４は、ハブ５０に成形されたハブ通路５２、５４を媒介して相互間で液体を通すよ
うにされる。ハブ５０は、一端が円形で他端が「Ｄ」字形である取り外し可能な内部ピン
（図示しない）の周囲に成形される。ハブ５０と一緒に利用される内腔及びエキステンダ
の形状、サイズ及び数は例示であり、限定事項を意図するものではない。延長近位端（図
示しない）は、好ましくはそれぞれのメス型ルアーロックに従来の方法で接続される。こ
のように決定した場合、メス型ルアーロックは、いかなる好適な種類の簡易接続具類、フ
ェルール接合具、挿通可能な接合具、或いはカテーテル１０、１０’を通した物質の流出
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入を達成する為の当技術分野で既知の或いは今後発見されるいかなる接続手段に取り替え
ても良い。エキステンダは、当技術分野で既知であるように、透析装置、他の液体移送器
具、或いはカテーテル１０、１０’の目的を果たす為に必要な他の装置のそれぞれの液体
吸引口及び流出口に液体を通すように接続されても良い。
【００３６】
　前述した様に、ハブ５０、５０’及びカテーテル１０、１０’とエキステンダ５６、５
８は随意である。本発明のカテーテル１０、１０’は単に少なくとも２つの内腔１２、１
４だけで形成することができる。ハブ或いは追加のエキステンダが無い内腔の近位端１６
、１８にルアー或いは他の接合具を提供することによって、内腔の近位端１６、１８が透
析装置或いは他の装置に接続可能となる。
【００３７】
　カテーテル１０、１０’が着脱不可能なハブ５０を有する場合、概して、ハブ５０はカ
テーテルのユーザの体内の皮下層４８を通過可能である。図５Ｃ及び図５Ｄに見られるよ
うに、近位端１６、１８、ハブ５０及びエキステンダ５６、５８を、種々のトンネル技術
を用いて体内の皮下層４８の皮下トンネルに貫通させても良い。近位端１６、１８、ハブ
５０及びエキステンダ５６、５８は、トンネル入口切開部８６に挿入され皮下層４８をト
ンネル出口切開部８８へと潜り抜けさせても良い。あるいは、内腔近位端１６、１８、ハ
ブ５０及びエキステンダ５６、５８は、カテーテル入口切開部４０に挿入され皮下層４８
をトンネル出口切開部８６へと潜り抜けさせても良い。同様な手法で、ハブを有さない或
いは着脱可能なハブ５０’を有するカテーテル１０、１０’では、内腔近位端１６、１８
を皮下を潜り抜けさせても良い。
【００３８】
　随意である、少なくとも１つのカフ４４を含むことを図示する図２Ａから図２Ｄ、図３
、図４及び図５Ａから図５Ｄをこれより参照、説明する。更に、随意である第２カフ４６
も含んでも良い。当技術分野で既知のように、少なくとも１つのカフ４４は、カテーテル
１０、１０’をユーザの体に固定する為にカテーテルのユーザの組織がその上に成長し得
る材料、概してポリエステル、から作られている。カフ４４は、カテーテル１０，１０’
が持続注入腹膜透析に用いられる場合、腹膜３８のすぐ近位に配置される。カフ４４は、
腹膜３８から０から５ｍｍの間の近位に配置されても良い。カテーテル１０、１０’の切
開場所で腹膜３８が縫合される場合、縫合が引っ張られる際に薄膜３８に皺壁を作る可能
性がある為、付加的なゆとりが必要となる可能性がある。好ましくは、ディフューザ３０
とカフ４４との間の空間は０．５から１０ｍｍの間の範囲にある。第１カフ４４と第２カ
フ４６との間の距離の範囲は、好ましくは１０ｃｍである。カフ４４、４６の寸法は、異
なるカテーテルのサイズ、実施例、及びカテーテルのユーザ特有の異なる特徴によって変
動し得ることは言うまでもない。列挙した寸法は限定事項を意図するものではなく、むし
ろ例示目的で含まれる。
【００３９】
　図５Ｃに見られるように、第２カフ４６はカテーテル１０、１０’の為の出口孔８６か
らは遠位側に皮下に配置されても良い。
【００４０】
　本発明の持続注入腹膜透析方法のフローチャートである図７をこれより参照、説明する
。この方法はユーザの体に切開部を作り腹膜に行きあたるまで生体組織層を分離すること
６２；腹膜に円形の縫合をすること６４；流出内腔の中の半硬質のワイヤーに誘導されて
腹膜のダグラス腔にカテーテルの遠位端を挿入し６８、腹膜の円形縫合を締め付けること
によりディフューザとカフとの間の壁側腹膜を締めつけること７０を含む。また、この方
法は、注射器で皮下から腹膜の表面まで麻酔をかけること６０を含んでも良い。更に、こ
の方法は、ユーザの皮膚に側方切開部を作ること７２；皮膚トンネルとしても知られてい
る皮下トンネルを作ること７４；トンネルを掘る手段によって達成し得る、皮下トンネル
を通って皮下にカテーテルの遠位端を貫通させること７６；内腔に接続アタッチメントを
接続すること７８；及び皮膚の切開部を縫合すること８０、も含んでも良い。
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【００４１】
　当方法はディフューザ３０を有するカテーテル１０を提供することも含んでも良い。
【００４２】
　ステップ６２の切開部は長さ約３ｃｍで、ステップ７２の切開部は長さ約１０ｃｍであ
っても良い。切開部の寸法は異なるカテーテルのサイズ、実施例、及びカテーテルのユー
ザ特有の異なる特徴によって変動し得ることは言うまでもない。列挙した寸法は限定事項
を意図するものではなく、むしろ例示目的で含まれる。
【００４３】
　当技術分野で一般に既知であるように、カテーテル１０を体内に挿入する前にシース（
図示しない）をディフューザに被せるように挿入しても良い。ディフューザ３０は、好ま
しくは硬度測定計値の低いシリコンから作られている為、随意のシース内に容易に圧縮さ
れ得る。シースはディフューザ３０の容量を漸減させ、この結果、シースを用いない場合
に見込まれる大きさの切開部より小さい切開部を利用してディフューザ３０を含むカテー
テル１０の挿入を可能にする。クイル・シース（Quill seath）が当技術分野では一般に
既知であり、ハブを有さないカテーテル１０で用いられても良い。カテーテル１０が取り
外し不可能なハブ５０を有する場合、当技術分野で一般に既知であるはぎ取り式のシース
を用いても良い。
【００４４】
　着脱不可能なハブ５０を有するカテーテル１０、１０’が、皮膚トンネルを皮下を通っ
て貫通した場合７６、皮下層４８はハブ５０を通過可能にする為に引き延ばされなければ
ならない。通常、皮下層４８の弾力性は、ハブ５０の通過後に皮下組織が内腔１２、１４
を封入できる程度である。着脱可能なハブ５０’がカテーテル１０、１０’で利用される
場合、ハブ５０’はカテーテルにアタッチメントを接続するステップ７８中に、カテーテ
ルに接続されるアタッチメントの一つである。
【００４５】
　当技術分野で既知のように、ルアーロックの開口端が、透析を開始する為に、透析装置
或いは他の液体移送器具のそれぞれの吸引口及び流出口に液体を通すように接続されても
良い。
【００４６】
　本発明を種々の実施例によって説明且つ図示したが、あきらかに本発明の範囲内に収ま
る変更及び修整が可能なことは当業者に明らかであろう。従って、本発明は添付請求の範
囲で定義される本発明の精神及び範囲内で広く保護を受けるものである。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１Ａ】図１Ａは、円筒形のディフューザの斜視図であり；
【図１Ｂ】図１Ｂは、円形及び／又は楕円形のディフューザの側面図であり；
【図１Ｃ－１】図１Ｃ－１は、「Ｄ」字形をした長内腔を有する半楕円形のディフューザ
の斜視図であり；
【図１Ｃ－２】図１Ｃ－２は、円形の長内腔を有する半円形のディフューザの斜視図であ
り；
【図１Ｄ】図１Ｄは、涙滴形のディフューザの斜視図であり；
【図１Ｅ】図１Ｅは、釣鐘形のディフューザの側面図であり；
【図２Ａ】図２Ａは、ディフューザを有しハブを有さないカテーテルの上面図であり；
【図２Ｂ】図２Ｂは、ディフューザ及びハブを有するカテーテルの上面図であり；
【図２Ｃ】図２Ｃは、ディフューザ及び着脱可能なハブを有するカテーテルの上面図であ
り；
【図２Ｄ】図２Ｄは、ディフューザ及び種類を問わない任意のハブを有するカテーテルの
上面図であり；
【図３】図３は、ディフューザを有さず種類を問わない任意のハブを有するカテーテルの
上面図であり；
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【図４】図４は、ディフューザの断面図であり；
【図５Ａ】図５Ａは、利用時のカテーテルを示し；
【図５Ｂ】図５Ｂは、利用時のディフューザの図であり；
【図５Ｃ】図５Ｃは、トンネルを潜った状態の近位端の図であり；
【図５Ｄ】図５Ｄは、トンネルを潜った状態の近位端の図であり；
【図６Ａ】図６Ａは、ハブの断面図であり；
【図６Ｂ】図６Ｂは、ハブ内の二重「Ｄ」字形内腔の断面図であり；
【図６Ｃ】図６Ｃは、ハブ内のエキステンダの断面図であり；
【図７】図７は、持続注入腹膜透析の方法のフローチャートであり；
【図８Ａ】図８Ａは、広げられた長内腔の側面図であり；
【図８Ｂ】図８Ｂは、２つの二重「Ｄ」字形内腔を示す断面図であり；
【図８Ｃ】図８Ｃは、２つの円形内腔を示す断面図である。
【符号の説明】
【００４８】
　１０　　カテーテル
　１０’　カテーテル
　１２　　第１内腔（短内腔）
　１４　　第２内腔（長内腔）
　１６　　近位端
　１８　　近位端
　２０　　遠位端領域
　２２　　遠位端領域
　２４　　開口部
　２６　　開口部
　３０　　ディフューザ
　３２　　内側部分
　３４　　外側部分
　３６　　開口部
　４０　　腹膜腔
　４２　　物質
　４４　　カフ
　４６　　第２カフ
　４８　　皮下層
　５０　　ハブ
　５０’　ハブ
　５２　　ハブ通路
　５４　　ハブ通路
　５６　　エキステンダ
　５８　　エキステンダ
　８２　　近位接着領域
　８４　　遠位接着領域
　８６　　トンネル入口切開部
　８８　　トンネル出口切開部
　９０　　内腔壁
　９２　　低位ダグラス腔
　９６　　遠位端
　９４　　放射線不透過性の条片
　９８　　側方
１００　　腹膜
１０２　　近位端開口部
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１０４　　近位端開口部
１０６　　遠位開口部
１０８　　遠位開口部
１１０　　ハブ
１１２　　長手方向の内腔通路

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図１Ｃ－１】

【図１Ｃ－２】

【図１Ｄ】

【図１Ｅ】
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【図２Ａ】 【図２Ｂ】

【図２Ｃ】 【図２Ｄ】
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【図３】 【図４】

【図５Ａ】

【図５Ｂ】

【図５Ｃ】

【図５Ｄ】

【図６Ａ】
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【図６Ｂ】

【図６Ｃ】

【図７】

【図８Ａ】

【図８Ｂ】

【図８Ｃ】



(17) JP 4288165 B2 2009.7.1

10

20

30

フロントページの続き

(72)発明者  ワーク，　ジヤツク
            アメリカ合衆国，ジヨージア州，アトランタ，マーセイル　ドライブ　８６０
(72)発明者  ウエントリング，　アンジエラ
            アメリカ合衆国，ペンシルベニア州，ハーレイスビル，アパートメント　ナンバー７８，　メイン
            　ストリート　４２２
(72)発明者  ロンコ，　クラウデイオ
            イタリア共和国，ヴイチエンツア，８，ヴイアーレ　アステイチエツロ

    審査官  高田　元樹

(56)参考文献  特開平１１－０３３１１２（ＪＰ，Ａ）
              特開平０５－２５３２９４（ＪＰ，Ａ）
              国際公開第００／０２００５０（ＷＯ，Ａ１）
              特表２００２－５３１１４９（ＪＰ，Ａ）
              特表昭６２－５０１７５２（ＪＰ，Ａ）
              米国特許第０４９４１８７２（ＵＳ，Ａ）
              特公平０６－０５７２５８（ＪＰ，Ｂ２）
              特開平１１－００９６８６（ＪＰ，Ａ）
              特公平０２－００４３０９（ＪＰ，Ｂ２）
              特公平０３－０５６０６１（ＪＰ，Ｂ２）
              特表２００４－５３２６５５（ＪＰ，Ａ）
              米国特許第０５５０９８９７（ＵＳ，Ａ）
              米国特許第０３９８１２９９（ＵＳ，Ａ）
              米国特許第０４９３５０４４（ＵＳ，Ａ）
              特表平１１－５０３３３６（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              A61M  25/00
              A61M   1/28


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

