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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自己拡張型閉塞装置を支持して展開するためのシステムであって、
　自己拡張型閉塞装置と、導入シースと、前記自己拡張型閉塞装置を支持するためのアセ
ンブリとを備え、
　前記アセンブリが、前記自己拡張型閉塞装置の第１の端部を内側部分内において同軸的
に受けるための保護コイルであって前記内側部分から前記自己拡張型閉塞装置の前記第１
の端部が開放されるように前記自己拡張型閉塞装置に対して回転可能な保護コイルを備え
た閉塞装置保持部材を有する長尺柔軟部材と、前記自己拡張型閉塞装置の第２の端部と係
合するための基端側に位置された保持部材と、前記長尺柔軟部材の一部に沿って延び且つ
前記自己拡張型閉塞装置の内面と係合するための外面を有する支持体とを備え、前記自己
拡張型閉塞装置が前記支持体に対して移動できるシステム。
【請求項２】
　前記長尺柔軟部材が、柔軟な非外傷性チップを有するガイドワイヤを含む、請求項１に
記載のシステム。
【請求項３】
　前記ガイドワイヤが前記導入シースに対して移動できる、請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記ガイドワイヤが、異なる直径を有する少なくとも２つのセクションを有する、請求
項３に記載のシステム。
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【請求項５】
　前記ガイドワイヤが異なる湾曲のセクションを有する、請求項３に記載のシステム。
【請求項６】
　前記支持体が前記長尺柔軟部材の一部を取り囲んでいる、請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　基端側に位置された前記保持部材が、前記自己拡張型閉塞装置が前記支持体上に位置さ
れるときに前記自己拡張型閉塞装置を前記柔軟部材の先端へ向けて付勢する付勢部材を含
む、請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　基端側に位置された前記保持部材が前記長尺柔軟部材の一部を含む、請求項１に記載の
システム。
【請求項９】
　前記閉塞装置保持部材が、前記自己拡張型閉塞装置の第１の端部を受けるための内部開
口を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　カテーテルを更に備え、このカテーテル内へと前記アセンブリ及び前記自己拡張型閉塞
装置を位置決めすることができる、請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記支持体が、前記長尺柔軟部材の一部の上に位置された長尺コイルを備える、請求項
１に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記長尺柔軟部材が、前記導入シース及び前記自己拡張型閉塞装置に対して回転可能な
柔軟なガイドワイヤを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記閉塞装置保持部材が、前記長尺柔軟部材の外面から前記支持体の外面よりも遠くへ
延びる外面を有する、請求項１に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記閉塞装置保持部材が、前記自己拡張型閉塞装置の第１の端部を保護するための部分
を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項１５】
　自己拡張型閉塞装置を支持して展開するためのシステムであって、
　自己拡張型閉塞装置および前記自己拡張型閉塞装置を支持するためのアセンブリを備え
、
　前記アセンブリが、柔軟な先端チップ部を含む長尺部材と、前記自己拡張型閉塞装置の
第１の端部を内側部分内において同軸的に受けて保持するための部分を有する保護コイル
を備えた保持部材であって、前記自己拡張型閉塞装置が長手方向に収縮するまで前記自己
拡張型閉塞装置の前記第１の端部を保持する保持部材と、前記長尺部材の一部に沿って延
びる支持体であって、前記自己拡張型閉塞装置が前記支持体に対して移動できるように前
記自己拡張型閉塞装置と係合して前記自己拡張型閉塞装置を前記長尺部材に対して支持す
るための外側支持面を形成する支持体とを備えるシステム。
【請求項１６】
　前記保持部材が、前記長尺部材の外面から前記支持体の外面よりも遠くへ延びる外面を
有する、請求項１５に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記アセンブリを支持するための導入シースを更に備える、請求項１５に記載のシステ
ム。
【請求項１８】
　前記長尺部材が柔軟なガイドワイヤを含む、請求項１５に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記ガイドワイヤが、異なる直径を有する少なくとも２つのセクションを有する、請求
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項１８に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記ガイドワイヤが異なる湾曲のセクションを有する、請求項１８に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記先端チップ部が非外傷性チップを含む、請求項１５に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記保持部材が、前記自己拡張型閉塞装置の展開前に前記自己拡張型閉塞装置の第１の
端部を受けて保持するための内側凹部を含む、請求項１５に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記第１の保持部材から離間されると共に、前記自己拡張型閉塞装置の一部と係合して
前記第１の保持部材へ向けて前記自己拡張型閉塞装置を付勢するための第２の保持部材を
更に備える、請求項１５に記載のシステム。
【請求項２４】
　カテーテルを更に備え、このカテーテル内へと前記アセンブリ及び前記自己拡張型閉塞
装置を位置決めすることができる、請求項１５に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記長尺部材が、前記カテーテル及び前記自己拡張型閉塞装置に対して回転できる柔軟
なガイドワイヤを含む、請求項２４に記載のシステム。
【請求項２６】
　前記支持体が、前記長尺部材の一部分上にわたって延びて当該一部分を取り囲む柔軟な
コイルを含む、請求項１５に記載のシステム。
【請求項２７】
　前記保持部材が、前記自己拡張型閉塞装置の第１の端部を保護するための部分を含む、
請求項１５に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【発明の分野】
【０００１】
　[01]本発明は、一般に、管路内に医療装置を供給して展開するためのシステム及び方法
に関し、特に、動脈瘤、特に脳動脈瘤を閉鎖して塞ぐために患者の脈管構造内に管腔内治
療装置を供給して展開するシステム及び方法に関する。
【発明の背景技術】
【０００２】
　[02]脈管構造の壁、特に動脈壁は、動脈瘤と呼ばれる病的拡張領域を発現する場合があ
る。良く知られているように、動脈瘤は、破裂し易い薄くて弱い壁を有する。動脈瘤は、
病気、怪我又は先天的異常によって血管壁が弱められた結果であるということができる。
動脈瘤は身体の様々な部分で見出すことができ、最も一般的なものが神経脈管構造内の脳
動脈瘤及び腹部大動脈瘤である。動脈瘤の弱まった壁が破裂すると、特にそれが脳動脈瘤
の破裂である場合には、死に至る可能性がある。
【０００３】
　[03]動脈瘤は、一般に、血管の弱まった部分を動脈循環から排除することにより処置さ
れる。脳動脈瘤を処置するため、そのような補強は、（i）動脈瘤の基部の周囲に金属ク
リップが固定される外科的クリッピング、（ii）小さい柔軟なワイヤコイル（マイクロコ
イル）を用いて動脈瘤を包む（iii）塞栓性材料を使用して動脈瘤を「満たす」、（iv）
取り外し可能なバルーン又はコイルを使用して動脈瘤を与える親血管を閉塞する、（v）
血管内ステント留置術を含む多くの方法で行なわれる。
【０００４】
　[04]血管内ステントは、血管狭窄又は動脈瘤の治療のために医療技術において良く知ら
れている。ステントは、血管の潰れに抗する支持を与えるために血管又はルーメン内で径
方向又は別な方向に拡張するプロテーゼである。これらの血管内ステントを供給するため
の方法も良く知られている。
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【０００５】
　[05]圧縮されたステントを血管内へ導入してステントを狭窄領域又は動脈瘤内に位置決
めする従来の方法では、先端チップを有するガイドカテーテルが患者の脈管系内へ経皮的
に導入される。ガイドカテーテルは、その先端チップが狭窄又は動脈瘤に最も近接するま
で血管内へ押し進められる。第２の内部カテーテルの内部ルーメン内に位置されたガイド
ワイヤ及び上記内部カテーテルがガイドカテーテルの先端を通じて押し進められる。その
後、ガイドワイヤは、圧縮ステントを支持するガイドワイヤの先端部が血管内の病変点に
位置されるまで、ガイドカテーテルの先端から血管内へと押し進められる。圧縮ステント
が病変に位置されると、ステントが血管を支持するようにステントを解放して拡張させる
ことができる。
【発明の概要】
【０００６】
　[06]本発明の態様は、管路内で閉塞装置を展開するシステム及び方法を含む。閉塞装置
は、例えば首部再建術又はバルーン再形成によって管路内の動脈瘤を再形成するために使
用できる。閉塞装置は、導入された材料が動脈瘤内から逃げないように動脈瘤内にマイク
ロ治療による（ＯＮＹＸ）などの粘性流体或いは良く知られたコイル等の閉塞材料を保持
するバリアを形成するために使用できる。また、展開中、閉塞装置とカテーテルの内面と
の間に形成される摩擦に応じて閉塞装置の長さを調整することができる。これが行なわれ
ると、処置を行なう医師により望まれるように閉塞装置の展開長及び周方向サイズを変え
ることができる。
【０００７】
　[07]本発明の一態様は、閉塞装置を支持して展開するためのシステムを含む。システム
は、導入シースと、閉塞装置を支持するためのアセンブリとを備える。アセンブリは、閉
塞装置の第１の端部を受けるための閉塞装置保持部材を有する長尺柔軟部材と、閉塞装置
の第２の端部と係合するための基端側に位置された保持部材と、長尺柔軟部材の一部を取
り囲む支持体とを含んでおり、支持体上に閉塞装置を位置させることができる。
【０００８】
　[08]本発明の他の態様は、閉塞装置を支持して展開するためのシステムを含む。システ
ムは、閉塞装置を支持するためのアセンブリを備える。アセンブリは、柔軟な先端チップ
部を含む長尺部材と、閉塞装置の第１の端部を受けるための保持部材と、長尺柔軟部材の
一部を取り囲んで閉塞装置を支持するための支持体とを備える。
【０００９】
　[09]本発明の更なる態様は、管路内に閉塞装置を導入して展開する方法を含む。方法は
、ガイドワイヤアセンブリを支持する導入シースを含む長尺シースをカテーテル内へ導入
するステップと、ガイドワイヤアセンブリをシースから押し出してカテーテル内へと押し
進めるステップとを含む。また、方法は、カテーテルの端部を動脈瘤に最も近接させて位
置決めするステップと、ガイドワイヤアセンブリの一部をカテーテルから押し出すステッ
プと、動脈瘤の領域で閉塞装置を展開させつつガイドワイヤアセンブリの一部を回転させ
るステップとを含む。
【発明の詳細な説明】
【００１０】
　[21]ここでは、断面が小さい部分を有し且つ非常に柔軟な閉塞装置供給アセンブリにつ
いて説明する。図１は、閉塞装置１００を受けて収容すると共に、個体の脈管構造内に位
置させるために柔軟なマイクロカテーテル１に対して閉塞装置１００を供給する本発明の
一態様に係る導入シース１０を示している。閉塞装置１００は、参照することによりその
全体が本願に組み入れられる２００５年５月２５日に出願された（ＦＬＥＸＩＢＬＥ　Ｖ
ＡＳＣＵＬＡＲ　ＯＣＣＬＵＤＩＮＧ　ＤＥＶＩＣＥ）と題される同時係属の米国特許出
願（代理人整理番号００６２５８．０００１０）に開示された実施形態を含むことができ
る。
【００１１】
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　[22]図１及び図２に示されるように、導入シース１０の先端１２は、マイクロカテーテ
ル１のハブ２内に受けられるように寸法付けられて構成されている。ハブ２は、マイクロ
カテーテル１の基端に位置させることができ、或いは、マイクロカテーテル１の長さに沿
って離間された他の場所に位置させることができる。マイクロカテーテル１は、患者の脈
管構造を通じて導入して押し進めることができる任意の周知のマイクロカテーテルであっ
てもよい。一実施形態において、マイクロカテーテルは０．０４７インチ以下の内径を有
する。他の実施形態において、マイクロカテーテルは約０．０２７インチ～約０．０２１
インチの内径を有する。他に採りうる実施形態において、マイクロカテーテルは約０．０
２５インチの内径を有することができる。しかしながら、カテーテル１は、０．０４７イ
ンチよりも大きい或いは０．０２１インチよりも小さい内径を有することができると考え
られる。導入シース１０がカテーテルハブ２内に位置された後、患者の脈管構造内での閉
塞装置１００の展開に備えて、閉塞装置１００を導入シース１０からマイクロカテーテル
１内へ押し進めることができる。
【００１２】
　[23]マイクロカテーテル１は、ハブ２に隣接して配置され或いはその長さに沿う他の位
置に配置された少なくとも１つの流体導入ポート６を有していてもよい。ポート６がマイ
クロカテーテル１の先端と流体連通し、それにより、脈管構造内へ挿入する前に流体、例
えば生理食塩水をマイクロカテーテル１へ通して、マイクロカテーテル１内に捕捉された
空気又は残骸及びマイクロカテーテル内に位置されたガイドワイヤなどの任意の器具を洗
い流すことができるのが好ましい。また、ポート６は、望み通りに脈管構造内に薬物又は
流体を供給するために使用されてもよい。
【００１３】
　[24]図３は、導入シース１０、導入シース１０内で移動できる細長い柔軟な供給ガイド
ワイヤアセンブリ２０、及び、閉塞装置１００を示している。図示のように、ガイドワイ
ヤアセンブリ２０及びガイドワイヤアセンブリ２０により支持された閉塞装置１００はマ
イクロカテーテル１内に導入されていない。その代わり、図示のように、これらは導入シ
ース１０内に位置されている。導入シース１０は、様々な熱可塑性プラスチック、例えば
ＰＴＦＥ、ＦＥＰ、ＨＤＰＥ、ＰＥＥＫなどから形成されても良く、場合によって、シー
スの内面又は隣接面上がＰＶＰなどの親水性材料又は何らかの他のプラスチックコーティ
ングで覆われてもよい。また、所望の結果に応じて、いずれかの表面が異なる材料の様々
な組み合わせでコーティングされてもよい。
【００１４】
　[25]導入シース１０は、閉塞装置１００を覆う領域の近傍の壁に形成された排液ポート
又はパージ穴（図示せず）を含んでいてもよい。単一の穴又は複数の穴、例えば３つの穴
が導入シース１０に形成されてもよい。これらのパージ穴により、導入シース１０をカテ
ーテルハブ２と接触した状態に位置させる前にシースをパージする際、例えば捕捉された
空気又は残骸を除去するために、導入シース１０とガイドワイヤアセンブリ２０との間か
ら流体、例えば生理食塩水を容易に逃がすことができる。
【００１５】
　[26]図４に示されるように、ガイドワイヤアセンブリ２０は細長い柔軟なガイドワイヤ
２１を含む。ガイドワイヤ２１の柔軟性により、ガイドワイヤアセンブリ２０は、必要に
応じて湾曲して脈管構造の曲率に適合し、脈管構造内で閉塞装置１００を位置的に動かす
ことができる。ガイドワイヤ２１は、従来のガイドワイヤ材料によって形成されても良く
、また、中実な断面を有していてもよい。或いは、ガイドワイヤ２１をハイポチューブに
よって形成することができる。いずれの実施形態においても、ガイドワイヤ２１は約０．
０１０インチ～約０．０２０インチの範囲の直径Ｄ５を有する。一実施形態において、ガ
イドワイヤ２１の最大直径は約０．０１６インチである。ガイドワイヤ２１のために使用
される材料は、例えばニチノール等の超弾性金属を含む任意の周知のガイドワイヤ材料で
あってもよい。或いは、ガイドワイヤ２１は、ステンレス鋼などの金属によって形成する
ことができる。ガイドワイヤの長さＬ４は約１２５ｃｍ～１９０ｃｍであってもよい。一
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実施形態において、長さＬ４は約１７５ｃｍである。
【００１６】
　[27]ガイドワイヤアセンブリ２０は、その全長に沿って同じ湾曲度合いを有することが
できる。他の実施形態において、ガイドワイヤアセンブリ２０は複数の長手方向セクショ
ンを有することができ、各長手方向セクションは異なる湾曲／剛性度合いを有する。ガイ
ドワイヤアセンブリ２０における異なる湾曲度合いは、ガイドワイヤ２１の異なる長手方
向セクションの中で異なる材料及び／又は厚さを使用して形成することができる。他の実
施形態において、ガイドワイヤ２１の湾曲は、供給ガイドワイヤ２１中に形成された離間
する切れ込み（図示せず）によって制御できる。これらの切れ込みは、長手方向及び／又
は周方向に互いに離間させることができる。切れ込みは、供給ガイドワイヤ２１中に正確
に形成することができる。供給ガイドワイヤ２１の異なるセクションは、これらの別個の
セクションに異なる大きさの湾曲及び剛性を与えるために、異なる間隔及び異なる深さで
形成された切れ込みを含むことができる。前述した任意の実施形態において、ガイドワイ
ヤアセンブリ２０及びガイドワイヤ２１は、術者によってガイドワイヤアセンブリ２０に
対して加えられるトルクに応答する。後述するように、ガイドワイヤ２１を介してガイド
ワイヤアセンブリ２０に対して加えられるトルクは、ガイドワイヤアセンブリ２０から閉
塞装置１００を解放するために使用できる。
【００１７】
　[28]供給ガイドワイヤ２１中に形成される切れ込みのサイズ及び形状は、大きな柔軟性
又は小さな柔軟性を与えるように制御されてもよい。切れ込みの深さ或いは全体の形状を
変えることなく切れ込みの幅を変えることができるため、供給ガイドワイヤ２１のねじれ
強度に影響を与えることなく供給ガイドワイヤ２１の柔軟性が選択的に変えられてもよい
。このように、供給ガイドワイヤ２１の柔軟性及びねじれ強度が選択的に且つ独立に変え
られてもよい。
【００１８】
　[29]切れ込みの長手方向に隣接する対は、横方向及び垂直方向に曲げを与えるため、供
給ガイドワイヤ２１の周方向に互いに約９０度回転され得ることが有益である。しかしな
がら、切れ込みは、１つ以上の所望の方向で選択的曲げを与えるために所定の場所に配置
されてもよい。無論、切れ込みは、全ての方向又は面内で均等に差異無く曲げを許容する
ように無作為に形成することができる。１つの実施形態において、これは、切れ込みを周
方向に離間させることにより達成できる。
【００１９】
　[30]柔軟な供給ガイドワイヤ２１は、同一の或いは異なる湾曲度合いを有する任意の数
のセクションを含むことができる。例えば、柔軟な供給カイドワイヤ２１は２つ以上のセ
クションを含むことができる。図４に示される実施形態では、柔軟な供給ガイドワイヤ２
１が３つのセクションを含み、各セクションが異なる直径を有する。各セクションは約０
．００５インチ～約０．０２５インチの直径を有することができる。一実施形態では、１
つ以上のセクションの直径が約０．０１０インチ～約０．０２０インチであってもよい。
第１のセクション２２は、閉塞装置１００の位置と反対側に位置付けられる基端２３を含
む。第１のセクション２２は、その長さに沿って一定の厚さを有することができる。或い
は、第１のセクション２２は、その全長にわたって或いはその長さの一部のみにわたって
先細る厚さ（直径）を有することができる。先細りの実施形態では、第１のセクション２
２の厚さ（直径）が第２の移行セクション２４の方向で減少する。ガイドワイヤ２１が円
形断面を有する実施形態では、厚さがセクションの直径である。
【００２０】
　[31]第２の移行セクション２４は、第１のセクション２２と第３の先端セクション２６
との間で延びている。第２のセクション２４は、第１のセクション２２の大きい直径から
第３のセクション２６の小さい直径へと厚さが次第に小さくなっている。第１のセクショ
ン２２と同様に、第２のセクション２４は、その全長にわたって或いはその長さの一部の
みにわたって先細ることができる。
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【００２１】
　[32]第３のセクション２６は、供給ガイドワイヤ２１の他のセクション２２，２４と比
べて小さい厚さを有する。第３のセクション２６は、閉塞装置１００を支持する先細りの
第２のセクション２４から離れて延びている。第３のセクション２６は、第２のセクショ
ン２４から供給ガイドワイヤ２１の先端２７へとその全長にわたって先細ることができる
。或いは、第３のセクション２６は、一定の直径を有することができ、或いは、その長さ
の一部のみにわたって先細ることができる。そのような実施形態において、第３のセクシ
ョン２６のテーパ部分は、第２のセクション２４から或いは第２のセクション２４から離
間された１つの点から、供給ガイドワイヤ２１の先端２７から離間された１つの点へと延
びることができる。供給ガイドワイヤ２１の３つのセクションについて説明されて図示さ
れているが、供給ガイドワイヤ２１は３つ以上のセクションを含むことができる。また、
これらの各セクションは、それらの全長にわたって或いはそれらの長さの一部のみにわた
ってそれらの厚さ（直径）を次第に小さくすることができる。開示された任意の実施形態
において、供給ガイドワイヤ２１は、ニチノールなどの形状記憶合金から形成することが
できる。
【００２２】
　[33]図４及び図５に示されるように、供給ガイドワイヤ２１の先端２７にはチップ２８
及び柔軟なチップコイル２９が固定されている。図示のように、チップ２８は、チップコ
イル２９の先端をしっかりと受ける連続的なエンドキャップ又はカバーを含むことができ
る。湾曲制御は、チップコイル２９によって供給ガイドワイヤ２１の先端部に対して行な
われる。しかしながら、一実施形態では、チップ２８にコイル２９が無くてもよい。チッ
プ２８は非経皮的な非外傷性端面を有する。図示の実施形態では、チップ２８が丸みを帯
びた面を有する。他の実施形態において、チップ２８は、それが導入される管路を傷付け
ない他の非経皮的形状を有することができる。図４に示されるように、チップ２８は、ハ
ウジング４５の内面の開口４６内でガイドワイヤ２１の先端をしっかりと受けるハウジン
グ４５を含む。ガイドワイヤ２１は、任意の周知の手段によって開口内に固定することが
できる。
【００２３】
　[34]図４に示されるように、チップコイル２９はガイドワイヤ２１の一部を取り囲んで
いる。チップコイル２９は柔軟であり、それにより、チップ２８が患者内の管路に沿って
押し進められてガイドワイヤ２１が曲がって脈管構造の曲がりくねった経路に追従する際
、チップコイル２９が前記管路の経路に適合して追従するようになっている。図示のよう
に、チップコイル２９は、基端２３へと向かってチップ２８から後方へ延びている。
【００２４】
　[35]チップ２８及びコイル２９は約０．０１０インチ～約０．０１８インチの外径Ｄ１

を有する。一実施形態において、それらの外径Ｄ１は約０．０１４インチである。また、
チップ２８及びコイル２９は約０．１ｃｍ～約３．０ｃｍの長さＬ１を有する。一実施形
態において、これらは約１．５ｃｍの全長Ｌ１を有する。
【００２５】
　[36]図１及び図４に示されるように、チップコイル２９の基端３０は、保護コイル３５
の先端２４でハウジング３２内に受けられる。ハウジング３２及び保護コイル３５は約０
．０１８インチ～約０．０３８インチの外径Ｄ２を有する。一実施形態において、それら
の外径Ｄ２は約０．０２４インチである。ハウジング３２及び保護コイル３５は約０．０
５ｃｍ～約０．２ｃｍの長さＬ２を有する。一実施形態において、それらの全長Ｌ２は約
０．１５ｃｍである。
【００２６】
　[37]ハウジング３２は非経皮的な非外傷性形状を成している。例えば、図５に示される
ように、ハウジング３２は略鈍的な外形を有する。また、ハウジング３２は、それが管路
を通過する際に管路を開放／支持するように寸法付けることができる。また、ハウジング
３２は、導入シース１０の内面から離間されるように寸法付けられた傾斜側壁を含むこと
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ができる。
【００２７】
　[38]ハウジング３２及び保護コイル３５は、柔軟なガイドワイヤアセンブリ２０上にお
ける閉塞装置１００の位置を維持し且つ閉塞装置の供給及び脈管構造の管路内での展開前
に閉塞装置１００を圧縮状態に保持するのに役立つ先端保持部材を形成する。図４に示さ
れるように、保護コイル３５は、供給ガイドワイヤ２１の基端２３へ向けてハウジング３
２から延びている。保護コイル３５は任意の周知の方法でハウジング３２に対して固定さ
れている。第１の実施形態において、保護コイル３５はハウジング３２の外面に対して固
定することができる。他の実施形態において、保護コイル３５は、ハウジング３２が保護
コイル３５の先端５１を取り囲んで内部で受ける（図４）ようにハウジング３２の開口内
に固定することができる。図３及び図４に示されるように、閉塞装置１００の先端１０２
は基端５２内に保持されており、それにより、閉塞装置１００は、シース１０又はマイク
ロカテーテル１内に位置されている間において展開することができない。
【００２８】
　[39]閉塞装置１００の基端において、バンパコイル６０及びキャップ６２は、基端２３
へと向かう方向での閉塞装置１００のガイドワイヤ２１の長さに沿う横方向移動を防止す
る（図３参照）。バンパコイル６０及びキャップ６２は約０．０１８インチ～約０．０３
８インチの外径Ｄ４を有する。一実施形態において、それらの外径Ｄ４は約０．０２４イ
ンチである。キャップ６２は、閉塞装置１００の基端１０７と接触して、閉塞装置が保護
コイル３５から離れるようにガイドワイヤ２１の長さに沿って移動することを防止する。
バンパコイル６０は、保護コイル３５へ向かう方向でキャップ６２と接触してこれを押圧
し、それにより、閉塞装置１００に対する付勢力を形成するスプリングの形態を成すこと
ができる。この付勢力（圧力）は、閉塞装置１００の先端１０２と保護コイル３５との間
の強固な被覆関係を維持するのに役立つ。供給ガイドワイヤ２１に沿って位置される任意
のコイルと同様、バンパコイル６０は、半田付け、溶接、ＲＦ溶着、糊、及び／又は、他
の周知の接着剤によって供給ガイドワイヤ２１に対して固定させることができる。
【００２９】
　[40]図１０に示される他の実施形態では、バンパコイル６０が利用されていない。その
代わり、閉塞装置１００の基端１０７は、導入シース１０又はマイクロカテーテル１内に
位置される間、一組のバネ荷重アーム（ジョー）１４０によって所定位置に保持される。
マイクロカテーテル1及び導入シース１０の内面は、アーム１４０の径方向の拡張を制限
する。閉塞装置の基端がマイクロカテーテル１から抜け出ると、図１１に示されるように
、アーム１４０がバネ開放して閉塞装置を解放する。
【００３０】
　[41]他の実施形態では、バンパコイル６０及びキャップ６２を排除することができると
共に、ガイドワイヤ２１のテーパ状のセクションによって閉塞装置１００の基端を保護コ
イル３５に対して所定位置に保持することができる。そのような実施形態において、この
テーパ状のセクションの拡大された断面は、閉塞装置１００を供給ガイドワイヤ２１の長
さに沿う所定位置に保持すると共に、基端２３へ向かう方向での閉塞装置１００の移動を
防止するために使用できる。
【００３１】
　[42]図４に示されるように、ガイドワイヤアセンブリ２０は閉塞装置１００のための支
持体７０を含む。第１の実施形態において、支持体７０は、閉塞装置１００がガイドワイ
ヤアセンブリ２０上に装填される際に閉塞装置１００の内面と接触するように寸法付けら
れる供給ガイドワイヤ２１の外面を含むことができる。この実施形態において、供給ガイ
ドワイヤ２１の外面は、閉塞装置１００を支持すると共に、閉塞装置をいつでも展開でき
る状態に維持する。図に示される他の実施形態において、支持体７０は、保護コイル３５
の基端側の位置からバンパコイル６０へ向かって後方へ延びる中間コイル７０を備える。
図１に示されるように、中間コイル７０は、閉塞装置１００の下側で且つ供給ガイドワイ
ヤ２１上にわたって延びている。中間コイル７０は、供給ガイドワイヤ２１の１つ以上の
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セクションと同一の広がりを持つことができる。例えば、中間コイル７０は、供給ガイド
ワイヤ２１の第２のセクションだけと共に延在することができ、或いは、供給ガイドワイ
ヤ２１の第３のセクション２６及び第２のセクション２４の両方の一部分に沿って延在す
ることができる。
【００３２】
　[43]中間コイル７０は、閉塞装置を支持して閉塞装置１００をいつでも展開できる状態
に維持するのに役立つように、閉塞装置１００の内面と接触するように寸法付けられる外
側へ延びる面をガイドワイヤアセンブリ２０に対して与える。ここで説明して図示した他
のコイルと同様、中間コイル７０は、そのコイル形態により、供給ガイドワイヤ２１が患
者の脈管構造を通じて押し進められる際に供給ガイドワイヤ２１と共に湾曲できる。中間
コイル７０は、閉塞装置１００の下側の供給ガイドワイヤ２１のテーパとは無関係に、閉
塞装置１００によって覆われる供給ガイドワイヤ２１の長さに沿って一定の直径を与える
。中間コイル７０は供給ガイドワイヤ２１をテーパ状にすることができ、それにより、供
給ガイドワイヤ２１は、閉塞装置１００に対して与えられる支持に支障を来たすことなく
、脈管構造の経路に追従するために必要な柔軟性を得ることができる。中間コイル７０は
、閉塞装置１００が展開される前に供給ガイドワイヤ２１のテーパにかかわらず閉塞装置
１００に対して一定の支持を与える。また、閉塞装置１００の圧縮状態時の最小直径は、
中間コイル７０のサイズによっても制御される。また、中間コイル７０の直径は、閉塞装
置１００の展開前に閉塞装置１００とマイクロカテーテル１の内壁との間に適切な間隔（
間隔が無いことも含む）が形成されるように選択することができる。また、中間コイル７
０は、閉塞装置の展開中に閉塞装置１００を供給ガイドワイヤ２１から離れるように付勢
するべく使用することもできる。
【００３３】
　[44]いずれの実施形態においても、支持体７０は約０．０１０インチ～約０．０１８イ
ンチの外径Ｄ３を有することができる。一実施形態において、外径Ｄ３は約０．０１４イ
ンチである。また、支持体７０は約２．０ｃｍ～約３０ｃｍの長さＬ３を有することもで
きる。一実施形態において、支持体７０の長さＬ３は約７ｃｍである。
【００３４】
　[45]また、閉塞装置１００は、ガイドワイヤアセンブリ２０の長さに沿って位置された
無線を透過しない随意的なマーカバンド対間で中間コイル７０上に配置されてもよい。或
いは、保護コイル３５、バンパコイル６０、及び／又は、中間コイル７０が無線不透過マ
ーカを含むことができる。他の実施形態では、ガイドワイヤアセンブリ２０が１つの無線
不透過マーカだけを含んでいてもよい。無線不透過マーカの使用により、ガイドワイヤア
センブリ２０及び閉塞装置１００を脈管構造内に配置している最中に視覚化することがで
きる。そのような視覚化技術は、蛍光透視、Ｘ線撮影、超音波検査、磁気共鳴イメージン
グ等の従来の方法を含んでいてもよい。
【００３５】
　[46]閉塞装置１００は、以下の方法及びその変形にしたがって供給して動脈瘤Ａの部位
で展開させることができる。閉塞装置１００の供給は、処置を必要する部位にマイクロカ
テーテル１が達するまでマイクロカテーテル１を脈管構造内へ導入することを含む。マイ
クロカテーテル１は、従来の血管ガイドワイヤ（図示せず）上にわたって或いは当該血管
ガイドワイヤと同時に押し進められるなど、従来の技術を使用して脈管構造内へ導入され
る。マイクロカテーテル１の位置決めは、マイクロカテーテルがガイドワイヤアセンブリ
２０を受ける前又はマイクロカテーテルがガイドワイヤアセンブリ２０を収容している間
に行なうことができる。脈管構造内におけるマイクロカテーテル１の位置は、マイクロカ
テーテル１上又はマイクロカテーテル１内に位置された無線不透過マーカを識別すること
により決定することができる。
【００３６】
　[47]マイクロカテーテル１が所望の場所に位置された後、ガイドワイヤが除去され、図
１に示されるように導入シース１０の先端がマイクロカテーテル１の基端内へ挿入される
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。一実施形態において、導入シース１０の先端は、マイクロカテーテル１の基端にあるハ
ブ２を通じて導入される。導入シース１０は、導入シース１０の先端がマイクロカテーテ
ル１内に楔留めされるまでマイクロカテーテル１内に押し進められる。この位置では、導
入シース１０をマイクロカテーテル１内に更に押し進めることができない。その後、導入
シース１０は、閉塞装置１００が導入シース１０から押し出されてマイクロカテーテル１
内に押し込まれるまで閉塞装置１００を支持する供給ガイドワイヤアセンブリ２０が導入
シース１０を通じて押し進められる間、強固に保持される。
【００３７】
　[48]ガイドワイヤアセンブリ２０及び閉塞装置１００は、チップコイル２９がマイクロ
カテーテル１の先端に最も近接するまでマイクロカテーテル１を通じて押し進められる。
この時点で、マイクロカテーテル１及びガイドワイヤアセンブリ２０の位置を確認するこ
とができる。その後、ガイドワイヤアセンブリ２０は、マイクロカテーテル１から押し出
されると共に患者の脈管構造内に押し込まれ、それにより、閉塞装置１００の基端１０７
がマイクロカテーテル１の先端の外側に被処置領域に隣接して位置される。これらのステ
ップ中の任意の時点で、閉塞装置１００が正確に所望の場所で展開されるであろうことを
決定するために閉塞装置１００の位置をチェックすることができる。これは、前述した無
線不透過マーカを使用することにより達成できる。
【００３８】
　[49]閉塞装置１００の先端１０２がマイクロカテーテル１の外側に位置されると、基端
１０７は、先端１０２が保護コイル３５によって覆われたままの状態の間、脈管構造内で
図７に示される矢印の方向に拡張し始める。閉塞装置１００が適切な位置にある場合、閉
塞装置１００の先端１０２が保護コイル３５から離れるように移動して脈管構造内の所望
の場所で拡張するまで供給ガイドワイヤ２１が回転される（図８参照）。供給ガイドワイ
ヤ２１は、閉塞装置１００を展開させるために必要に応じて時計周り或いは反時計周りに
回転させることができる。一実施形態において、供給ガイドワイヤ２１は、例えば、いず
れかの方向或いは両方向で２～１０回転にわたって回転されてもよい。他の実施例におい
て、閉塞装置は、５回転未満にわたって、例えば３～５回転にわたって時計周りに供給ガ
イドワイヤ２１を回転させることにより展開されてもよい。閉塞装置１００が展開された
後、供給ガイドワイヤ２１をマイクロカテーテル１００内に引き込んで身体から除去する
ことができる。
【００３９】
　[50]図９に示される代わりの或いは更なる展開ステップでは、閉塞装置１００とマイク
ロカテーテル１の内面との間の摩擦により、閉塞装置１００の先端が保護コイル３５から
分離される。この摩擦は、閉塞装置１００の開放によって、及び／又は、中間コイル７０
がマイクロカテーテル１の内面へ向けて閉塞装置１００を付勢することによって形成する
ことができる。マイクロカテーテル１と閉塞装置１００との間の摩擦は、閉塞装置１００
の展開を補助する。展開中に閉塞装置１００が開放せず保護コイル３５から離間しない場
合には、閉塞装置１００とマイクロカテーテル１の内面との間の摩擦により、供給ガイド
ワイヤ２１及びマイクロカテーテル１が互いに対して移動するため、閉塞装置１００が保
護コイル３５から離れるように移動する。その後、供給ガイドワイヤ２１を回転させて閉
塞装置１００を管路内で展開させることができる。
【００４０】
　[51]閉塞装置１００が動脈瘤Ａの首部を閉塞するために径方向に自己拡張して管路の壁
と穏やかであるが確実に接触した後、マイクロカテーテル１の全体が患者の身体から除去
されてもよい。或いは、更なる器具の挿入ができるように或いは処置部位の近傍に薬物を
塗布できるように、マイクロカテーテル１が脈管構造内の所定の位置に残されてもよい。
【００４１】
　[52]本発明では周知の材料を使用することができる。閉塞装置１００及びガイドワイヤ
２１と共に使用できる１つの一般的な材料は、ニチノール、すなわち、低温で成形でき、
アニールでき、変形できると共に、身体内における体温での展開時など加熱によりその当
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マーカは、視覚化を補助するためにプラチナなどの金属又はビスマスやタングステンを含
有するドーププラスチックを含む無線不透過材料によって形成することができる。
【００４２】
　[53]本明細書中で説明した装置及び方法は、脈管系内での展開及び使用に限定されず、
任意の数の更なる処置用途を含んでもよい。他の処置部位としては、身体臓器などの身体
の領域又は部位を挙げることができる。本発明を実施するための前述した装置及び方法の
それぞれの変更、及び、当業者にとって明らかな本発明の態様の変形は、請求項の範囲内
に入るものである。また、要素、コンポーネント、又は、方法ステップは、これらが請求
項中に明示的に列挙されているかどうかにかかわらず、公衆にささげられるように意図さ
れていない。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明の一態様に係る閉塞装置及び閉塞装置供給アセンブリの断面である。
【図２】図１に示される導入シース及びカテーテルを示している。
【図３】閉塞装置が装填されたガイドワイヤアセンブリを支持する図２の導入シースの部
分断面図である。
【図４】図３に示されるガイドワイヤアセンブリの断面である。
【図５】図４のガイドワイヤアセンブリの概略図である。
【図６】図４のガイドワイヤアセンブリの第２の概略図である。
【図７】カテーテルの外側に位置されたガイドワイヤアセンブリの一部及び閉塞装置を示
すと共に、閉塞装置の基端がどのように管路内で展開し始めるのかを示している。
【図８】閉塞装置を展開する方法における１つのステップを示している。
【図９】本発明の一態様に係る閉塞装置の展開を示している。
【図１０】本発明の他の実施形態に係るガイドワイヤアセンブリの概略図である。
【図１１】図１０のガイドワイヤアセンブリによって展開された後における展開された閉
塞装置の概略図である。
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