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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前端範囲に配置された拡張鉗子を備えた慢性完全閉塞カテーテル（ＣＴＯカテーテル）
により光コヒーレンス断層画像化（ＯＣＴ）による監視の下に完全血管閉塞を除去するた
めの装置において、ＣＴＯカテーテルがＯＣＴカテーテルと一体化されて１つのユニット
に組み込まれ、ＣＴＯカテーテルのカテーテル管（１）内に、拡張鉗子（２）のための機
械的操作線（５，６）のほかに、回転するＯＣＴ信号線（８）が配置され、ＯＣＴ信号線
（８）は、拡張鉗子（２）の開口（１５）を通して移動可能であり拡張鉗子（２）の直ぐ
前方に配置可能であるＯＣＴセンサ（９）まで導かれており、ＯＣＴセンサ（９）は移動
可能にカテーテル管（１）に支承され、完全狭窄の最初の観察後にＯＣＴセンサ（９）が
ＣＴＯカテーテルのカテーテル管（１）の中に引き戻されて、拡張鉗子（２）が使用可能
になり、作業結果を観察するためにＯＣＴセンサ（９）が再び押し出され、
　装置はガイドワイヤもしくはガイドカテーテルを有することを特徴とする光コヒーレン
ス断層画像化による監視の下に完全血管閉塞を除去するための装置。
【請求項２】
　ＯＣＴセンサ（９）は回転ミラーであることを特徴とする請求項１記載の装置。
【請求項３】
　ＯＣＴ信号線（８）はグラスファイバ線として形成され、ＯＣＴセンサ（９）のための
中空の可撓性駆動軸（７）内にあることを特徴とする請求項１又は２記載の装置。
【請求項４】
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　拡張鉗子（２）の前方にＯＣＴセンサ（９）を配置するために、ＯＣＴセンサ（９）の
ための駆動軸（７）が、駆動軸（７）内を延びるＯＣＴ信号線（８）と共に拡張鉗子（２
）の開口（１５）を通して移動可能にカテーテル管（１）に支承されていることを特徴と
する請求項３記載の装置。
【請求項５】
　ＣＴＯカテーテルのカテーテル管（１）は端部側に造影剤もしくは洗浄液のための入口
もしくは出口を備えていることを特徴とする請求項１乃至４の１つに記載の装置。
【請求項６】
　ＣＴＯカテーテルの先端範囲に血管内磁気式ナビゲーションのための磁石が配置されて
いることを特徴とする請求項１乃至５の１つに記載の装置。
                                                                        
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、前端範囲に配置された拡張鉗子を備えた慢性完全閉塞カテーテル（ＣＴＯカ
テーテル）により光コヒーレンス断層画像化（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　Ｔ
ｏｍｏｇｒａｐｈｙ；ＯＣＴ）による監視の下に完全血管閉塞を除去するための装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　死という結果をともなう最も頻発する病気の一つは血管の病気、特に心筋梗塞である。
これは冠状血管の病気（動脈硬化症）によって惹き起こされる。冠状血管が沈着（動脈硬
化プラーク）によって詰まった状態となる。特に重い場合には冠状血管の完全閉塞、所謂
“慢性完全閉塞”（Ｃｈｒｏｎｉｃ　Ｔｏｔａｌ　Ｃｏｒｏｎａｒｙ　Ｏｃｃｌｕｓｉｏ
ｎ、又はＣｈｒｏｎｉｃ　Ｔｏｔａｌ　Ｏｃｃｌｕｓｉｏｎ；ＣＴＯ）が生じる。この閉
塞は過去において大概はバイパス手術によってしか治療できなかった。最近では、特に長
い狭窄（＞２ｃｍ）且つ完全閉塞の場合、プラークの除去を行なうのに、付加的にレーザ
血管形成術（ＰＴＬＡ）が確立された。しかしながら、ＰＴＬＡの場合、血管壁の出血、
損傷または穿孔／切開の形での負傷の些細ではない危険が存在する。なお、慢性完全閉塞
は慢性完全閉塞病変とも呼ばれている。
【０００３】
　米国食品医薬品局（ＦＤＡ）によって２００２年２月にＣＴＯ除去のための新しい器具
、所謂“慢性完全閉塞カテーテル（ＣＴＯカテーテル）”が認可された。この装置は拡張
鉗子に似た動作をし、冠状血管内のプラークを少しずつ押し崩し、血管閉塞全体の段階的
除去を可能にする。ＣＴＯ除去のためのこのようなＣＴＯカテーテルは、「血管閉塞治療
用カテーテルシステムの手動操作器」や「血管閉塞治療法」として文献に開示されている
（例えば、特許文献１、特許文献２（特に図１８）参照）。製品としては米国カリフォル
ニア州Ｒｅｄｗｏｏｄ　ＣｉｔｙのＬｕＭｅｎｄ社の「Ｆｒｏｎｔｒｕｎｎｅｒ　ＣＴＯ
　Ｃａｔｈｅｔｅｒ」が知られている。
【０００４】
　ＣＴＯカテーテルによるインターベンション治療は血管撮影システムによるＸ線監視下
で行なわれる。この方法の欠点は、冠状血管が２次元で表示され、Ｘ線画像において本来
の狭窄しか表示されないことにある。血管をはっきりと見えるようにするためには、付加
的に造影剤が冠状血管内に注入されなければならない。若干の患者において造影剤アレル
ギーが知られており、あるいは突然の熱感を訴える患者もいる。その上に、医師は術中に
プラークと血管壁とをほとんど区別することができない。それによって、誤った部位で「
拡張鉗子」が当てがわれ、血管壁の損傷を生じる危険が増大する。
【０００５】
　血管内への血管内超音波カテーテル（ＩＶＵＳカテーテル）の導入は画像形成情報を改
善したが、しかし比較的高価なカテーテルが患者に挿入されなければならず、しかもＣＴ
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Ｏカテーテルの挿入前に血管から引き抜かれなければならない欠点を有する。このような
ＩＶＵＳシステムは公知である（例えば、特許文献３および特許文献４参照）。
【０００６】
　単独で血管内に挿入される光コヒーレンス断層画像化カテーテル（ＯＣＴカテーテル）
は、特に関心のある近傍範囲において明らかに良好な空間分解能を与える。このようなＯ
ＣＴ法は公知である(例えば、特許文献５および特許文献６参照)。この技術は超音波画像
化と類似の動作をする（Ｂモード）。物理学的な基本原理はマイケルスン干渉計に基づい
ている。この方法の欠点はＣＴＯカテーテルが挿入されるときにその都度ＯＣＴ装置が血
管から引き出されなければならないことにある。
【特許文献１】米国特許第５７４１２７０号明細書
【特許文献２】米国特許第６１２０５１６号明細書
【特許文献３】欧州特許出願公開第０８８５５９４号明細書
【特許文献４】米国特許第５１９３５４６号明細書
【特許文献５】米国特許第５９２１９２６号明細書
【特許文献６】欧州特許出願公開第０８１５８０１号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の課題は、場合によっては血管拡張中にもインターベンション治療部位の直接観
察を種々のカテーテルの面倒な交換なしに実施することができる簡単に取扱い可能な最適
な装置を使用できるように、冒頭に述べた装置を構成することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この課題の解決のために、本発明によれば、ＣＴＯカテーテルがＯＣＴカテーテルと一
体化されて１つのユニットに組み込まれる。特にＣＴＯカテーテルのカテーテル管内に、
拡張鉗子のための機械的操作線のほかに、回転するＯＣＴ信号線が配置され、ＯＣＴ信号
線は、カテーテル管の周囲を取巻く環状窓の内側において拡張鉗子の直ぐ背後に、又は、
拡張鉗子の開口を通して移動可能であり拡張鉗子の直ぐ前方に配置可能であるＯＣＴセン
サ、特に回転ミラーまで導かれている。
【０００９】
　本発明によって、ＣＴＯカテーテルとこのＣＴＯカテーテル内に組み込まれて一体化さ
れたＯＣＴカテーテルとから成る１つのユニットが構成され、このユニットは完全な血管
狭窄を開けるための最適なシステムである。本発明による大きな利点は、方法ステップの
低減および使用されるカテーテルの低減並びに適用されるＸ線の低減にある。ＯＣＴシス
テムの画像は、特にプラークおよび血管壁の近傍範囲における重要な付加的な医療情報を
高い分解能で供給する。従って、その都度プラークを識別して、正しい部位でＣＴＯ拡張
鉗子によりプラークの除去を行い、引続いて即座に結果をチェックすることができ、しか
も造影剤またはＸ線による患者の不必要に大きな負担なし行なうことができる。それに加
えて、血管壁の損傷の危険が低減される。
【００１０】
　本発明の実施態様において、ＯＣＴ信号線は特にグラスファイバ線として形成され、Ｏ
ＣＴセンサのための中空の可撓性駆動軸の内部にある。
【００１１】
　拡張鉗子の前方へのＯＣＴセンサの配置は治療の開始前に完全狭窄の直接観察を可能に
するが、拡張鉗子の前方にＯＣＴセンサを配置するために、ＯＣＴセンサのための駆動軸
が、駆動軸内を延びるＯＣＴ信号線と共に、既に述べた拡張鉗子の中心における開口を通
して移動可能にカテーテル管に支承されているとよい。完全狭窄の最初の観察後にＯＣＴ
センサはＣＴＯカテーテルのカテーテル管の中に引き戻されるので、その後に拡張鉗子が
使用可能になる。引続いて、ＯＣＴセンサを再び押し出して作業結果を観察することがで
きるので、損傷のないように大切に扱いながら段階的に完全狭窄の開通を達成することが
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できる。
【００１２】
　ＣＴＯカテーテルのカテーテル管は、本発明の他の実施態様によれば、端部側に造影剤
もしくは洗浄液のための入口もしくは出口を備えるとよい。それにより、血管内のその都
度観察すべきインターベンション治療範囲をきれいに洗浄することができ、従ってより良
好な観察が可能になる。
【００１３】
　ＣＴＯテーテルの先端範囲に配置可能な血管内磁気式ナビゲーションのための磁石のほ
かに、場合によっては、ＣＴＯカテーテル先端に、血管内でのカテーテル固定および／ま
たは血管拡張に役立つ好ましくは多室構造の膨張可能なバルーンが配置されもよい。
【００１４】
　更に、装置が、貫通するガイドワイヤもしくはガイドカテーテルを有することも本発明
の枠内である。
【００１５】
　本発明による装置の使用時における典型的な方法経過は例えば次のように展開される。
【００１６】
　ガイドワイヤまたはガイドカテーテルが、場合によって造影剤を用いてＸ線監視下にお
いて目標位置（狭窄）まで挿入される。
【００１７】
　ＣＴＯ・ＯＣＴ複合カテーテルが、場合によって造影剤を用いてＸ線監視下において目
標位置（狭窄）まで挿入される。
【００１８】
　所望の目標位置に到達後、ＯＣＴ法のために洗浄液が注入され、プラークを除去すべき
部位が高分解能で観察される。
【００１９】
　引続いて、ＣＴＯインターベンション治療がプラークにおいて段階的に行なわれる。こ
の際にその都度の拡張経過後に進行をＯＣＴによりチェックすることができる。
【００２０】
　インターベンション治療の完了後に完成された血管部分がもう一度ＯＣＴでチェックさ
れる。本発明による装置は、既に述べたＣＴＯ・ＯＣＴ複合カテーテルのほかに、プラー
クの除去に用いられる一体化カテーテルの一部のためのユーザインターフェースに本発明
によるカテーテルを接続するための装置を含む。ＯＣＴ画像データのための信号インター
フェースユニットおよび前処理部のほかに、画像メモリを含む画像処理ユニットおよび画
像表示ユニットが設けられている。勿論、電源ユニットおよびネットワークインターフェ
ースが存在する。
【００２１】
　ＯＣＴ画像システムは、除去すべき狭窄の定量化を可能にするために、例えばインター
ベンション治療の前および後における狭窄率を得るために、メニューを拡張されるとよい
。更に、ユーザインターフェースは、キーボードおよび／またはバーコードもしくはマウ
スを介して患者データおよびカテーテルパラメータのデータを入力する入力手段を含んで
いる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下における図面に基づく幾つかの実施例の説明から本発明の他の利点、特徴および詳
細を明らかにする。
【００２３】
　図１は慢性完全閉塞カテーテル（ＣＴＯカテーテル）を示す。
【００２４】
　図２ａ～２ｄはインターベンション治療の異なる時点でのこのようなＣＴＯカテーテル
による完全狭窄の除去の概略説明図を示す。
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【００２５】
　図３は拡張鉗子の直ぐ背後に配置されたＯＣＴセンサを備えた本発明によるＣＴＯ・Ｏ
ＣＴ複合カテーテルの概略構成図を示す。
【００２６】
　図４および図５は本発明によるＣＴＯ・ＯＣＴ複合カテーテルの一部変更された実施例
を、拡張鉗子を通して移動可能なＯＣＴセンサの異なる動作位置において示す概略構成図
である。
【００２７】
　図６はＯＣＴセンサの移動のための開口を備えたＣＴＯカテーテルの先端の前部拡大図
を示す。
【００２８】
　図１は、可撓性のカテーテル管１を有するＣＴＯカテーテルを示し、カテーテル管１の
先端には拡張鉗子２が配置されている。拡張鉗子２は同様に鉗子状のハンドグリップ３に
より操作することができる。従って、拡張鉗子２は、鉗子脚２ａ，２ｂの図２ａ，２ｄに
示されている閉じた位置から外側へ広げることができ、これは図２ｂ，２ｃから認識でき
る。これらの図２ａ～２ｄはプラーク４の開通の異なる段階を示す。
【００２９】
　図３には、狭窄除去に使用される本発明によるＯＣＴ監視機能内蔵のＣＴＯカテーテル
の構成が概略的な原理図で示されている。可撓性のカテーテル管１の内部には操作用ハン
ドグリップ３から拡張鉗子２へ通じている操作線５，６が設けられており、一方の操作線
は鉗子脚２ａ，２ｂの開脚運動を生じさせ、他方の操作線は鉗子脚２ａ，２ｂの閉脚運動
を生じさせる。これは可撓性のロッドによって行なうことができるが、あるいは簡単に引
張ワイヤによっても行なうこともできる。可撓性のカテーテル管１内には、操作線５，６
のほかに、中空の可撓性駆動軸７がこの中空の可撓性駆動軸７内に配置されたグラスファ
イバ信号線８と共に配置されている。グラスファイバ信号線８は、ミラーとして構成され
たＯＣＴセンサ９のための信号線である。ＯＣＴセンサ９は、拡張鉗子２の直ぐ背後にお
いてカテーテル管１の透明な環状窓１０の内側に配置されている。１１は造影剤および洗
浄液の接続管である。造影剤および洗浄液は、カテーテル管１を通って環状窓１０の範囲
に配置された図示されていない出口に向かってポンプで送り出される。機械的接続システ
ム１２を介して、複合カテーテルはＯＣＴシステムのための信号インターフェースおよび
駆動ユニットに接続されている。これらのインターフェースおよび駆動ユニットはボック
ス１３によって簡略化されて示されている。この機械的接続システム１２は接続のための
回転カップリング１４を有する。
【００３０】
　図４および図５は本発明によるＣＴＯ・ＯＣＴ複合カテーテルの一部変更された実施例
を示す。この実施例においてはＯＣＴセンサ９が拡張鉗子２の背後に配置されているので
はなく、拡張鉗子２における開口１５を通して移動可能にされている。従って、ＯＣＴセ
ンサ９は、鉗子２が操作される図４に示された作業位置から、図５による観察位置へ移動
可能である。そのほかについては、図１による実施例と同じ構成である。図６はＯＣＴセ
ンサ９の移動のための開口１５を備えたＣＴＯカテーテルの先端を示す。
【００３１】
　ＯＣＴセンサ９のための中空の可撓性駆動軸７とこの中空の可撓性駆動軸７内に配置さ
れたＯＣＴグラスファイバ信号線８との引戻しおよび押出しの移動は１６で概略的に示さ
れている。
【００３２】
　本発明は図示の実施例に限定されない。例えば、カテーテル先端もしくはカテーテルに
永久磁石または電磁石を備えた磁気式ナビゲーションも可能である。これらの磁石および
磁石位置は画像内に表示されない。更に、カテーテル先端をインターベンション治療中に
所望の位置にもたらしもしくは保持するために、そして場合によっては付加的に拡張バル
ーンとしても使用するために、膨張可能な、しかも好ましくは多室構造のバルーンを先端
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範囲に取付けることもできる。このバルーンも図に示されていない。更に、公知のＸ線マ
ーカをカテーテルシャフトに設けてもよく、しかも勿論ガイドワイヤのための開口を設け
てもよい。完全狭窄の除去のためのＣＴＯ・ＯＣＴ複合カテーテルの本発明により提案さ
れた解決策は冠状血管についての使用に限らず、基本的には全ての種類の体内血管に適し
ている。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】公知のＣＴＯカテーテルを示す概略図
【図２】ＣＴＯカテーテルによる完全狭窄の除去における異なる段階での状態を示す説明
図
【図３】本発明によるＣＴＯ・ＯＣＴ複合カテーテルの第１実施例を示す概略図
【図４】本発明によるＣＴＯ・ＯＣＴ複合カテーテルの第２実施例を動作位置状態で示す
概略図
【図５】本発明によるＣＴＯ・ＯＣＴ複合カテーテルの第２実施例を観察位置状態で示す
概略図
【図６】本発明によるＣＴＯ・ＯＣＴ複合カテーテルの第２実施例における先端の前面図
【符号の説明】
【００３４】
　１　　　　カテーテル管
　２　　　　拡張鉗子
　２ａ　　　鉗子脚
　２ｂ　　　鉗子脚
　３　　　　操作用ハンドグリップ
　４　　　　プラーク
　５　　　　操作線
　６　　　　操作線
　７　　　　駆動軸
　８　　　　ＯＣＴグラスファイバ信号線
　９　　　　ＯＣＴセンサ
１０　　　　環状窓
１１　　　　造影剤および洗浄液のための接続管
１２　　　　機械的接続システム
１３　　　　ＯＣＴシステムのための信号インターフェースおよび駆動ユニット
１４　　　　回転カップリング
１５　　　　開口
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