
JP 2014-8079 A 2014.1.20

(57)【要約】
【課題】心膜を心臓の表面から安定的に離間させた状態
に維持して、穿刺針をより確実に心膜のみ刺す。
【解決手段】先端開口２を有する筒状のシース本体３と
、該シース本体３の先端開口２近傍の内壁面に対して半
径方向に間隔を空けて周方向に沿って配置された円弧状
の針状部材４とを備える医療用シース１を提供する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　先端開口を有する筒状のシース本体と、
　該シース本体の前記先端開口近傍の内壁面に対して半径方向に間隔を空けて周方向に沿
って配置された円弧状の針状部材とを備える医療用シース。
【請求項２】
　前記針状部材が、その先端から基端側に向かうに従って、前記シース本体の基端側に延
びる請求項１に記載の医療用シース。
【請求項３】
　前記針状部材が、その基端部が前記シース本体に固定されたコイル状に形成されている
請求項２に記載の医療用シース。
【請求項４】
　前記針状部材が、複数備えられ、各該針状部材の先端が、前記シース本体の周方向に間
隔を空けて配置されている請求項１から請求項３のいずれかに記載の医療用シース。
【請求項５】
　各前記針状部材の先端が、前記シース本体の長さ方向の略同一位置に配置されている請
求項４に記載の医療用シース。
【請求項６】
　前記針状部材の長手方向の少なくとも一部に、前記シース本体の長さ方向の略同一位置
に配される平坦部が設けられている請求項１から請求項５のいずれかに記載の医療用シー
ス。
【請求項７】
　前記シース本体の内部を減圧する減圧手段を備える請求項１から請求項６のいずれかに
記載の医療用シース。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療用シースに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、シース内を減圧し、心膜を吸着して心臓から引き離した状態で穿刺針を心膜に刺
す心膜の穿刺方法が知られている（例えば、特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特表２００１－５１６６２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、吸引力を過度に大きくすると心膜を損傷し、延いては、心臓を吸着して
しまって心臓の拍動を阻害してしまうため、吸引力を低く抑えると、心臓の拍動に伴って
動いている心膜を安定して吸着状態に維持することが困難であり、穿刺針を心膜のみに確
実に刺すことは困難であるという不都合がある。
【０００５】
　本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであって、心膜を心臓の表面から安定的
に離間させた状態に維持して、穿刺針をより確実に心膜のみ刺すことができる医療用シー
スを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明は以下の手段を提供する。
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　本発明の一態様は、先端開口を有する筒状のシース本体と、該シース本体の前記先端開
口近傍の内壁面に対して半径方向に間隔を空けて周方向に沿って配置された円弧状の針状
部材とを備える医療用シースを提供する。
【０００７】
　本態様によれば、シース本体の先端開口を心膜に密着させ、シース本体内部を減圧する
ことにより、心膜をシース本体内に引き込んだ状態で、シース本体をその軸線回りに回転
させることにより、シース本体の先端開口近傍に設けた円弧状の針状部材が、心膜に穿刺
され、心膜の一部が針状部材に引っ掛かって懸架される。この後に、シース本体内の減圧
状態を解除しても、心膜をシース本体内に吸引した状態に維持することができる。すなわ
ち、心膜を強い吸引力によってシース本体内に引き込み続けなくても、心膜を心臓から離
間させた状態に維持して、シース本体内部を介して基端側から先端側まで導入した穿刺針
によって、心臓を傷つけることなく、心膜のみを穿刺することができる。      
【０００８】
　上記態様においては、前記針状部材が、その先端から基端側に向かうに従って、前記シ
ース本体の基端側に延びていてもよい。
　このようにすることで、シース本体をその軸線回りに回転させると、針状部材が心膜に
穿刺されるとともに、シース本体の回転に伴って、穿刺した部分をシース本体の基端側に
徐々に移動させることができる。すなわち、心膜を低い吸引力でシース本体内に吸引して
も、シース本体の回転によって徐々にシース本体内に引き込むことができ、心膜を心臓か
ら十分に離間させることができる。
【０００９】
　また、上記態様においては、前記針状部材が、その基端部が前記シース本体に固定され
たコイル状に形成されていてもよい。
　このようにすることで、シース本体をその軸線回りに回転させると、コイル状に形成さ
れた針状部材のリードに従って、心膜を徐々にシース本体内に引き込むことができる。
【００１０】
　また、上記態様においては、前記針状部材が、複数備えられ、各該針状部材の先端が、
前記シース本体の周方向に間隔を空けて配置されていてもよい。
　このようにすることで、複数の針状部材が、シース本体の周方向に異なる位置で心膜に
穿刺され，シース本体の回転によって複数箇所で心膜を引き込むので、より安定して心膜
を懸架することができる。
【００１１】
　また、上記態様においては、各前記針状部材の先端が、前記シース本体の長さ方向の略
同一位置に配置されていてもよい。
　このようにすることで、シース本体の回転によって複数箇所で略同等に心膜を引き込む
ので、引き込んだ心膜をシース本体の長手軸に直交させて配置することができ、穿刺針に
よる穿刺作業をより容易にすることができる。
【００１２】
　また、上記態様においては、前記針状部材の長手方向の少なくとも一部に、前記シース
本体の長さ方向の略同一位置に配される平坦部が設けられていてもよい。
　このようにすることで、引き込んだ心膜を平坦部で支えることにより、心膜をシース本
体の長手軸に直交させかつ平坦に張られた状態に配置することができ、穿刺針による穿刺
作業をさらに容易にすることができる。
【００１３】
　また、上記態様においては、前記シース本体の内部を減圧する減圧手段を備えていても
よい。
　このようにすることで、減圧手段の作動により、シース本体内を減圧して先端開口に近
接させた心膜を容易に先端開口内に吸引し、フック部に懸架させることができる。
【発明の効果】
【００１４】
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　本発明によれば、心膜を心臓の表面から安定的に離間させた状態に維持して、穿刺針を
より確実に心膜のみ刺すことができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態に係る医療用シースを示す縦断面図である。
【図２】図１の医療用シースと組み合わせて使用されるダイレータを示す斜視図である。
【図３】図１の医療用シースを用いて心膜内にガイドワイヤを導入する処置を説明する図
であり、体外から穿刺針を穿刺した状態を示す図である。
【図４】図３で穿刺した穿刺針を介してガイドワイヤを導入する工程を説明する図である
。
【図５】図３で導入したガイドワイヤを残して、穿刺針を抜去する工程を説明する図であ
る。
【図６】医療用シースとダイレータとの組立体を示す図である。
【図７】図６の組立体を図５で体内に残されたガイドワイヤをガイドとして体内に導入す
る工程を説明する図である。
【図８】図７で導入された医療用シースを残して、ダイレータを抜去する工程を説明する
図である。
【図９】シース本体の内孔内に心膜を吸引してフック部に懸架させる工程を説明する図で
ある。
【図１０】図９においてフック部に懸架させた心膜に穿刺針を穿刺する工程を説明する図
である。
【図１１】図１０において穿刺した穿刺針を介してガイドワイヤを心膜内に導入する工程
を説明する図である。
【図１２】図１の医療用シースの第１の変形例を示す平面図である。
【図１３】図１の医療用シースの第２の変形例を示す平面図である。
【図１４】図１の医療用シースの第３の変形例を示す縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明の一実施形態に係る医療用シース１について、図面を参照して以下に説明する。
　本実施形態に係る医療用シース１は、図１に示されるように、先端開口２を有する円筒
状のシース本体３と、該シース本体３内部の先端開口２近傍に配置された針状部材４と、
シース本体３内を減圧する減圧ポンプ５とを備えている。
【００１７】
　シース本体３は、その長手方向の全長にわたって貫通する内孔３ａを備え、後述するダ
イレータ６、ガイドワイヤ７、穿刺針８等を基端側から先端開口２まで貫通させることが
できるようになっている。
【００１８】
　針状部材４は、シース本体３の内孔３ａ内の先端開口２近傍に、内孔３ａの内壁面から
半径方向内方に一定の隙間をあけて配置されたコイル状に形成されるとともに、その基端
部がシース本体３の内孔３ａに固定されている。
　これにより、針状部材４は、その尖鋭な先端を周方向に向けて配置されている。
【００１９】
　次に、本実施形態に係る医療用シース１の先端を心膜Ａに近接配置させるためのダイレ
ータ６について説明する。
　ダイレータ６は、図２に示されるように、シース本体３の内孔３ａ内に挿入される筒状
部材であって、その全長にわたって貫通し、先端に開口を有する貫通孔６ａを有している
。貫通孔６ａはガイドワイヤ７，９を挿入することができる口径を有している。
【００２０】
　ダイレータ６の外径寸法は、シース本体３の内孔３ａの内径寸法より若干小さく、ダイ
レータ６を内孔３ａに挿入すると、ダイレータ６がシース本体３の内孔３ａにぴったり嵌
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合するようになっている。
　また、ダイレータ６には、先端からなだらかに外径寸法が広がる先細形状の先端部６ｂ
と、該先端部６ｂよりも基端側に配置され、コイル状の針状部材４の内径よりも小さい外
径寸法を有する小径部６ｃとが設けられている。
【００２１】
　このように構成された本実施形態に係る医療用シース１を用いて、心膜Ａにガイドワイ
ヤ７を貫通させる処置について以下に説明する。
　まず、図３に示されるように、体外から剣状突起Ｂの下部に中空の穿刺針１０を刺して
、穿刺針１０の先端を心膜Ａ近傍に配置し、図４に示されるように、穿刺針１０の内孔を
介してガイドワイヤ９を心膜Ａ近傍まで導入する。そして、図５に示されるように、ガイ
ドワイヤ９を残して穿刺針１０を抜去する。
【００２２】
　次いで、図６に示されるように、医療用シース１のシース本体３の内孔３ａ内に、ダイ
レータ６を挿入し、ダイレータ６の先細形状の先端部６ｂをシース本体３の先端開口２か
ら突出させた状態とした組立体を用意する。この組立体のダイレータ６の貫通孔６ａの先
端からガイドワイヤ９の基端を貫通孔６ａ内に挿入する。
【００２３】
　次に、図７に示されるように、ガイドワイヤ９を案内として、ダイレータ６の先端部６
ｂにより皮下組織を押し分けながら、医療用シース１とダイレータ６の組立体を皮下組織
内に挿入していく。そして、ダイレータ６の先端が心膜Ａに近接して配置された状態で、
図８に示されるように、医療用シース１を残してダイレータ６を抜去する。
【００２４】
　これにより、医療用シース１が、そのシース本体３の先端開口２を心膜Ａに対向させ、
基端側の開口を体外に露出させた状態に配置される。この状態で、減圧ポンプ５を作動さ
せ、シース本体３の内孔３ａ内を減圧することにより、シース本体３の先端開口２に近接
させていた心膜Ａを吸着し、先端開口２から内孔３ａ内に吸引する。
【００２５】
　図９に示されるように、心膜Ａが、針状部材４の先端位置まで、シース本体３の内孔３
ａ内に引き込まれた状態で、シース本体３をその長手軸回りに回転させることにより、心
膜Ａに対して針状部材４をシース本体３の周方向に沿って移動させ、その尖鋭な先端によ
って心膜Ａに穿刺することができる。これにより、心膜Ａが針状部材４に引っ掛かって、
シース本体３の先端開口２側に抜け出さないように維持される。
【００２６】
　すなわち、心膜Ａはシース本体３の回転に伴って、コイル状の針状部材４のリードに従
い、シース本体３内に引き込まれることにより、心臓Ｃの表面から離間させられ、針状部
材４に懸架されるので、減圧状態が解除されても心臓Ｃの表面から離間させられた状態に
維持される。
　なお、心膜Ａが針状部材４に引っ掛かったか否かを確認するには、シース本体３の内孔
３ａを介して内視鏡（図示略）を導入することにより、容易に確認することができる。
【００２７】
　この状態で、シース本体３の内孔３ａを介して中空の穿刺針８を導入し、図１０に示さ
れるように、心臓Ｃの表面から浮かせた状態に維持している心膜Ａに穿刺する。心膜Ａは
心臓Ｃの表面から離間させられているので、心膜Ａを貫通した穿刺針８の先端が心臓Ｃの
表面に接触することが回避され、心臓Ｃに損傷を与えることを防止することができる。
【００２８】
　そして、穿刺針８の内孔を介してガイドワイヤ７を導入し、穿刺針８の先端からガイド
ワイヤ７を突出させることにより、心臓Ｃに損傷を与えることなく、ガイドワイヤ７の先
端を心膜Ａ内に配置することができる。この後に、図１１に示されるように、穿刺針８を
抜去することにより、先端を心膜Ａ内に配置した状態にガイドワイヤ７を留置することが
できる。そして，留置したガイドワイヤ７をガイドとして、図示しない内視鏡を心膜Ａ内
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に容易に導入することができるという利点がある。
【００２９】
　このように、本実施形態に係る医療用シース１によれば、シース本体３内に吸引した心
膜Ａを針状部材４に引っ掛けるので、シース本体３内を高い減圧状態に維持せずに済み、
強く吸引することによる心膜Ａの損傷を防止することができる。また、心膜Ａが一旦針状
部材４に引っ掛かった後には、シース本体３内の減圧状態を解除することができ、心臓Ｃ
が拍動しても、心膜Ａを安定的に、心臓Ｃの表面から離間した状態に維持することができ
る。その結果、穿刺針８による心膜Ａのみの穿刺作業を容易にすることができ、かつ、穿
刺針８の先端によって心臓Ｃを傷つけずに済むという利点がある。
【００３０】
　また、本実施形態においては、針状部材４をコイル状に形成したので、シース本体３を
その長手軸回りに回転させるだけで、針状部材４のリードに従って心膜Ａをシース本体３
内に引き込んでいくことができる。したがって、先端開口２近傍に配置した針状部材４の
先端位置まで、比較的低い減圧状態で心膜Ａを引き込むだけで、シース本体３を回転させ
れば心膜Ａを内孔３ａの奥まで引き込むことができるという利点がある。
【００３１】
　また、本実施形態によれば、シース本体３を一方向に回転させて心膜Ａを引き込むこと
ができるとともに、シース本体３を逆方向に回転させて、心膜Ａを解放することができる
。したがって、シース本体３を体内から抜去するときには、シース本体３を逆方向に回転
させるだけで、心膜Ａを容易に解放することができ、心膜Ａに与える損傷を最小限に抑え
ることができるという利点もある。
【００３２】
　なお、本実施形態においては、単一の針状部材４を備えた例を示したが、これに代えて
、図１２に示されるように、２つの針状部材４を備えていてもよいし、３以上の針状部材
４を備えていてもよい。
　図１２に示す例では、２つの針状部材４の先端は、シース本体３の長手方向の略同一位
置に配置され、２つの針状部材４のリードも略同等に設けられている。
【００３３】
　このようにすることで、シース本体３内に引き込んだ心膜Ａに２カ所で同時に針状部材
４を穿刺し、かつ、同じリードに従って同じだけ引き込むことができる。これにより、心
膜Ａにかかる引き込み力を２カ所に分散し、過大な引き込み力が心膜Ａに局所的にかかる
ことを防止できる。
【００３４】
　また、コイル状の針状部材４を例示したが、これに代えて、図１３に示されるように、
シース本体３の同一の長さ方向位置に周方向に沿って配置される円弧状の針状部材４を採
用してもよい。このようにすることで、シース本体３内を減圧して、針状部材４の位置ま
で心膜Ａを内孔３ａ内に引き込んだ状態で、シース本体３を長手軸回りに回転させること
により、針状部材４を心膜Ａに穿刺することができる。
【００３５】
　これにより、心膜Ａが針状部材４に引っ掛かった状態に維持されるので、減圧状態を解
除しても、心膜Ａを心臓Ｃから離間した状態に維持することができる。この場合に、２つ
の針状部材４に懸架された心膜Ａは、シース本体３の長手方向に直交する平坦な平面状に
懸架されるので、穿刺針による貫通作業を容易にすることができる。
【００３６】
　また、コイル状の針状部材４に代えて、図１４に示されるように、シース本体３の周方
向に沿って徐々に長手方向に位置を変える傾斜部４ａと、該傾斜部４ａよりも基端側に、
周方向に沿って長手方向の略同一位置に配置される平坦部４ｂとを有する針状部材４を採
用してもよい。
　このようにすることで、針状部材４に穿刺された心膜Ａは、シース本体３の回転ととも
に傾斜部４ａによって内孔３ａ内に引き込まれ、その後、平坦部４ｂによって平坦に張ら
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れた状態に懸架される。
【符号の説明】
【００３７】
　Ａ　心膜
　１　医療用シース
　２　先端開口
　３　シース本体
　４　針状部材
　４ｂ　平坦部
　５　減圧ポンプ（減圧手段）

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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