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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遠位端と、近位端と、前記遠位端と近位端との間に延伸する管腔と、を有する第１の概
ね管状の部材と；
　磁気共鳴イメージング（ＭＲＩ）を利用したイメージングのための、前記第１管状部材
に取り付けられた検出器コイルと；を備え、
　前記第１管状部材が、前記検出器コイルに対する少なくとも２つの状態間を移動可能で
あり、前記第１の状態では、前記検出器コイルが前記管腔内部に配置されかつ第１の収縮
した状態となっており、前記第２の状態では、前記検出器コイルが前記管腔から延伸して
イメージングを可能にしかつ前記検出器コイルが第２の伸張した状態となる、磁気共鳴イ
メージング（ＭＲＩ）を利用したイメージングのための装置。
【請求項２】
　前記検出器コイルをＭＲＩスキャナに電気的に接続するための電気的伝送部材を更に備
えた、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記電気的伝送部材が前記第１の管状部材の前記外表面に接していることを特徴とする
、請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記電気的伝送部材が同軸ケーブルであることを特徴とする、請求項２に記載の装置。
【請求項５】
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　前記同軸ケーブルが前記第１の管状部材中に埋入されかつ、前記同軸ケーブルの芯とし
て作用する第１の編組と、前記同軸ケーブルの一次シールドとして作用する第２の編組と
を備えたことを特徴とする、請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　平衡不平衡変成器として作用する第３の編組を更に備えた、請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　前記電気的伝送部材が三軸ケーブルであることを特徴とする、請求項２に記載の装置。
【請求項８】
　前記第１の概ね管状の部材と同軸に配置された第２の概ね管状の部材を更に備えた、請
求項１に記載の装置。
【請求項９】
　前記第２の概ね管状の部材が前記第１の概ね管状の部材に対して滑動可能であることを
特徴とする、請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記検出器コイルに、ループ状伸張式コイル、クワドラチャループ状伸張式コイル又は
非ループ状伸張式コイルのうちの少なくとも１つが含まれることを特徴とする、請求項１
に記載の装置。
【請求項１１】
　前記第１の概ね管状の部材が身体内への挿入に適した大きさであることを特徴とする、
請求項１に記載の装置。
【請求項１２】
　前記第１の概ね管状の部材が、医療機器がその中を通行するのに適した大きさであるこ
とを特徴とする、請求項１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記検出器コイルがソレノイドを備えたことを特徴とする、請求項１に記載の装置。
【請求項１４】
　前記管状部材をその取付先の機器に取り付けるための、前記遠位端に配置された取付ポ
イントを更に備え、前記取付先の機器に医療機器が永久的又は一時的に取り付けられてい
ることを特徴とする、請求項１に記載の装置。
【請求項１５】
　前記近位端に配置されると共にストレインリリーフを含んだコネクタハブを更に備えた
、請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　前記コネクタハブにストレインリリーフが含まれることを特徴とする、請求項１に記載
の装置。
【請求項１７】
　同調／整合回路及び減結合回路を有するインターフェースシステムであって、前記検出
器コイルとＭＲＩイメージングシステムとの間に配置されているインターフェースシステ
ムを更に備えた、請求項１に記載の装置。
【請求項１８】
　前記第１管状部材の外表面と内表面とのうちの少なくとも一方が潤滑性の材料で被覆さ
れていることを特徴とする、請求項１に記載の装置。
【請求項１９】
　前記検出器コイルが前記第２の状態では伸張しており、前記第１の状態の前記検出器コ
イルの大きさが、前記第２の状態の前記検出器コイルの大きさと異なることを特徴とする
、請求項１に記載の装置。
【請求項２０】
　前記検出器コイルが、前記第１の状態で被検体内に配置され、前記第２の状態で前記被
検体中の磁気共鳴を検出することを特徴とする、請求項１に記載の装置。
【請求項２１】
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　前記検出器コイルが、カテーテル内への挿入及びその中での通行に適した大きさである
ことを特徴とする、請求項１に記載の装置。
【請求項２２】
　前記検出器コイルが、前記第１の状態でイメージング可能であることを特徴とする、請
求項１に記載の装置。
【請求項２３】
　体腔閉塞機器を更に備えた、請求項１に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
発明の背景
１．発明の分野
本発明は、概略的には磁気共鳴イメージング（ＭＲＩ）に関し、具体的には、生体ＭＲＩ
のための装置に関する。
【０００２】
２．先行技術
低侵襲の外科技法では、しばしば、（天然の又は人工の）体腔の内側に、例えば内視鏡な
どの医療機器を導入して、被検体の解剖学的構造を視覚化する。生検針、切開／縫合機器
などの外科手術用の器具を、前記内視鏡の視覚的誘導のもとに使用する。この方法の限界
は、視野（ＦＯＶ）が、前記機器の前方の体腔終端までに限定されることがあるという点
にある。とりわけ、内視鏡の周囲の組織の表面化を見ることは不可能である。このことが
外科医に制約を与え、手術の効率を損なっている。この問題を回避する方法の一つに、可
視光ではなく信号によって周囲組織の像を生じさせる画像化システムがある。そのような
システムの一例が、磁気共鳴イメージング（ＭＲＩ）である。
【０００３】
ＭＲＩは、よく知られた、非常に有用な物体の画像化技術である。ＭＲＩは、人体又はそ
の他の生体組織を、侵襲的方法によることなく、又はＸ線やＣＴスキャンで用いられる有
害な放射線又は化学物質に曝露することなく画像化するのに特に有用である。ＭＲＩは、
幾つかの特定の元素の原子核の角運動量または「スピン」の変化を利用して、物体中のこ
れらの元素の位置を示す。ＭＲＩを利用した一方法では、一般におよそ０．２から４テス
ラの大きな静磁場を有するイメージング機器内に被検体を挿入するが、これよりも高いか
又は低い強度の磁場を有する機器も開発され、使用されている。この静磁場は、その中に
配置された原子核の磁気ベクトルを前記磁場と平行にする傾向を有する。次に前記被検体
に、高周波（ＲＦ）エネルギーのパルスを、当該技術分野で共鳴周波数又はラーモア周波
数と呼ばれている特定の周波数を有する第２の振動高周波（ＲＦ）磁場の形で印加する。
この周波数は、前記スピンの回転又は歳差運動の速度に等しい。
【０００４】
この第２の磁場は、一般に、その磁場が前記静磁場の磁場の横断面内に位置し、前記静磁
場の磁場よりも一般に有意に小さくなるように設けられている。前記第２の磁場は、前記
原子核の正味の磁気を、その本来の磁場の軸外に引っ張る。前記第２の磁場の振動に伴い
、前記スピンが軸外に引っ張られる。第２の磁場パルスの印加を止めると、前記スピンは
、「緩和」し、最初の磁場に対して元の位置へと戻る。スピンが緩和する速度は、分子レ
ベルの環境に左右される。この緩和過程の間に、前記ラーモア周波数の歳差運動を起こす
磁場が、この周波数に同調されたアンテナにより検出可能な信号電圧を誘起する。この磁
気共鳴信号は、スピンが緩和するのに必要な時間の間、持続する。組織によって分子レベ
ルの環境が異なるために生じる緩和時間の相違が、ＭＲＩの組織コントラストの機序であ
る。磁気共鳴信号は、前記歳差運動を起こす磁場が近くに配置されたアンテナ内で誘起す
る電圧の形で検出される。
【０００５】
磁気共鳴信号の画像化には、共鳴スピンの位置を符号化することが必要である。このため
に、主磁場の３つの次元のそれぞれに、傾斜磁場のパルスを印加する。これらの磁場を作
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ることで、共鳴している核の位置を特定することができる。これは、これらの核は、置か
れている磁場が隣接する核の磁場とは異なるために、異なるラーモア周波数で共鳴するた
めである。磁気共鳴（ＭＲ）画像は、磁気共鳴信号を二次元的に又は三次元的に画面上に
描出したものである。この画像は、通常、被検体中の目的の軸に沿った断面画像、任意の
次元又は複数の次元の組み合わせの断面画像、二次元断面画像をコンピュータで三次元「
投影」した画像を含めた三次元画像、或いはこれらの任意の組み合わせであるが、当業で
周知のいかなる画像であってもよい。
【０００６】
ＭＲ信号は非常に弱く、このため、アンテナがこれらの信号を検出する能力は、アンテナ
の大きさ及びこれらの信号の発信源との距離の双方に左右される。良好なＭＲＩ信号を得
るために、アンテナを、画像化する被検体の近く又は内部に配置してもよい。このような
改良によって、分解能を有意に向上させ、また走査時間を短縮させることが可能であろう
。ＭＲＩアンテナ自体の形跡をＭＲＩ画像上に表示して、このＭＲＩアンテナの挿入作業
を行っている個人が、アンテナが向かっている方向を把握できると同時に、その方向を前
記ＭＲ画像を用いて操作できるようにすることが望ましいであろう。このような利点は、
腔内機器の位置追跡と、この体腔の周囲構造の評価との双方にＭＲＩを使用する医療処置
において有用であろう。例えば、ＭＲＩを用いて、血管内で血管内カテーテルを案内し、
前記血管の目的の領域に到達させてもよく、更に、ＭＲＩ装置を用いて、血管内の解剖学
的構造又は近傍の組織を描出し、特定の治療的介入が必要であるか否かを調べてもよい。
ＭＲＩを用いたカテーテルの案内及びＭＲＩを用いた関連する解剖学的構造の描出は、イ
ンターベンショナルラジオロジー又はインターベンショナル心臓病学或いは低侵襲イメー
ジングの現場において、従来の血管造影技術を補うものとなろう。カテーテルが、ＭＲＩ
の案内のもとに所望の解剖学的目標部位に到達し、この目標病変部位の形状又は関連する
解剖学的構造がＭＲＩによって描出されると、介入を指示すべき場合はその介入の種類と
、介入を行うべき位置とを、臨床医が決定することが可能である。
【０００７】
Ｘ線イメージング技術を利用した従来の血管介入方法では、多くの場合、静脈又は動脈内
にガイドワイヤ又はカテーテルを挿入し、心臓内の特定の位置まで案内して、診断及び治
療処置を行う。しかしながら、通常のＸ線利用血管介入方法には、（１）検査中の身体及
び血管の解剖学的構造の視覚化に限界がある、（２）目的の血管の断面を描出する能力が
限られている、（３）アテローム斑の重要な病的特徴を特定することが不可能である、（
４）関連する臓器の機能状態に関する情報を得る能力が限られている、（５）被検体に有
害なＸ線が照射される、といった様々な制約が伴う。
【０００８】
ＭＲＩ技術を用いることで、これらの障害を克服できる可能性がある。しかし、従来の腔
内器具は、ＭＲＩ画像に重大なアーチファクトを出現させるおそれがあり、また磁場の作
用に起因する予期しない動作もしくはオーム加熱の誘発によって患者に傷害を与えるおそ
れのある鋼材又は磁性材料が含まれるために、ＭＲＩ装置への使用には適さないものが多
い。更に、（例えばポリマーなどの）非磁性材料からなる腔内機器では、ＭＲＩによる視
覚化が困難である。人体内部での使用を目的として製造されたアンテナであっても、多く
の種類の介入的処置では有用ではない。これらの介入機器の多くは、単に大き過ぎるため
に、被検体に損傷を与えることなくアンテナと一緒に細い血管内に入れられる程度に十分
に小型化することが出来ない。更に、これらの機器の多くは、アンテナの空間上及び設計
上の要件のために、多くの種類の処置で広く用いられている介入器具と組み合わせて使用
することが出来ないので、有用ではない。そのような装置には、拡張脈管形成用、ステン
ト配置用、薬剤注入用及び例えば遺伝子治療などの局所脈管治療用のバルーン付きカテー
テル；プラーク切除及び減縮用のアテロトーム（原語ａｔｈｅｒｏｔｏｍｅ）及びその他
の機器；薬剤送達カテーテル；腔内切除器具；電気生理学的マッピング手段；レーザ、高
周波及びその他の切除手段が含まれるが、これらに限定されることはない。従来のアンテ
ナは、これらの機器の挿入及び使用とこれらのアンテナによる画像取得とを同時に行うこ
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とができないという点で、不十分である。
【０００９】
インターベンショナルＭＲＩのための様々なイメージングコイルが当業で知られている。
Ｋａｒａｓａｗａによる米国特許第５，７３８，６３２号は、末端にＭＲＩコイルが設け
られた内視鏡／硬性内視鏡を開示している。Ａｔａｌａｒ他による米国特許第５，６９９
，８０１号（以下「Ａｔａｌａｒ’８０１」）には、インターベンショナルＭＲＩ用及び
内視鏡用のループアンテナが記載されている。このループの両端の間隔は、およそ２ｍｍ
から３ｍｍに固定されている。この間隔は比較的短く、このために、より間隔が大きい場
合と比較すると、受信する信号の信号対雑音比（ＳＮＲ）が低い。しかし、このような機
器の口径は、その機器が挿通されるであろう最も小さい身体構造の寸法に限定される。例
えば、Ａｔａｌａｒ’８０１に基づく機器を、最初に直径５ｍｍの脈管に挿入し、次いで
直径１５ｍｍの第２の脈管を経由して直径４０ｍｍの心室に到達させなければならない場
合には、前記機器と、そのコイルと、その他全ての部品との口径が、５ｍｍ未満でなけれ
ばならない。Ａｔａｌａｒ’８０１に基づく、例えば口径２５ｍｍの機器を、上述の例で
使用することは、機器の寸法が固定されているため、所望の経路中で最も小さな構造内を
通過させることができないことから、不可能である。
【００１０】
上記のようなＭＲＩコイルを使用する際には、ＭＲＩアンテナの隣に、ＰＴＣＡカテーテ
ル、トロカール、その他の低侵襲の外科器具又はＭＲＩアンテナなどのその他の装置を、
診断的又は治療的介入の目的で設けることが望ましいであろう。このような機構は、従来
技術では提供されていない。
【００１１】
上記のようなＭＲＩコイルの使用に当たっては、ＭＲＩアンテナを、非常に狭い体腔を介
してのみ到達可能な空洞内に導入することも望ましい。例えば、心室への到達は、心臓に
出入りしている血管の直径によって制約される。従って、そのような空洞内に到達するた
めには、断面の小さい機器が必要となる。この必要性のために、断面の小さい既存の装置
に様々な制約、特に低いＳＮＲの問題が生じる。加えて、狭い体腔の到達経路が脈管構造
である場合には、この体腔を完全に塞いでしまう機器を用いると、この体腔の開通性に血
液の供給を依存している組織が酸素不足となってしまうため、そのような機器を用いるこ
とはできない。従来技術では、ＭＲＩアンテナを、その到達に至るまでの構造よりも大き
な体腔を有する空洞内に完全に挿通させた後に更に残された空間を利用するための、又は
ＭＲＩアンテナをある構造中に配置する一方で、その構造の少なくとも一部分を、全長に
わたって開通したままに保つための手段は提供されていない。
【００１２】
各種のカテーテルが、検査、診断及び介入を目的とした別の医療機器を挿通して目的の解
剖学的位置に到達させるためのスリーブとして、長い間用いられてきた。しかし、カテー
テルを通過させるには、カテーテルがねじれたり、損傷を与えたり、機械的に破損したり
せずに正しい構造内を通過しているか否かを確認するために、及び当業で周知のその他の
理由で、カテーテルを常に監視している必要がある。このような監視のための当業で現在
用いられている方法には、Ｘ線によるカテーテルの視覚化及び、ＭＲＩアンテナで認識可
能に設計されたカテーテル部品の追跡がある。しかし、これらの方法の有用性には限界が
あり、例えばＸ線を用いた方法では、被検体及び機器操作者が有害なＸ線を浴び、またＭ
ＲＩ追跡の場合は、カテーテルをカテーテル配置に用いることはできるが、イメージング
に利用することはできない。従って、カテーテルの挿通作業を行っている者が予期しない
閉塞が起こった場合には、更なる介入器具又はイメージング方法を用いなければならない
。このことが、患者に損傷を与える危険性を高め、方法を困難なものにしている。
【００１３】
Ｓｃｈｎａｌｌ他による米国特許第５，３４８，０１０号は、バルーンを利用した膨張式
ＭＲＩ受信コイルを開示している。Ｓｃｈｎａｌｌの機器における同調整合要素は、患者
の体外に配置されるので、受信する信号のＳＮＲが低い。更に、バルーンをイメージ取得
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の間膨張させていなければならないので、バルーンが配置される脈管の直径全体が閉塞さ
れることとなる。このため、イメージ取得中の血流の確保が望ましい、又は長期にわたっ
て気道の確保が望ましい脈管においては、この装置の使用は制限されるか、又は不可能で
ある。また、Ｓｃｈｎａｌｌの装置では、受信コイル導体の間隔が、膨張過程を通してい
かなる点にも固定されないので、イメージングに用いる同調整合要素及び減結合要素を、
特定の大きさのループアンテナに合わせて予め決定することが出来ない。
【００１４】
従って、幅広い介入的用途に適した、柔軟に延伸するＭＲＩアンテナを組み込んだＭＲＩ
イメージング装置スリーブが、当業で必要とされている。
【００１５】
発明の概要
本発明の複数の実施態様に基づき、磁気共鳴イメージングを利用した画像化のためのシス
テム及び方法をここで提供する。
【００１６】
本明細書で使用される以下の用語には、以下の意味が包含されるが、これらの定義は、当
業者によって理解されるであろうこれらの用語の意味を限定するものではない。
【００１７】
「内部イメージング」という用語は、画像化対象の構造の境界内部又は画像化対象の構造
が含まれる身体の内部に配置されたアンテナから、画像として解析可能なデータを取得す
ることを総称して指す。
【００１８】
「隣接した」という用語は、基準となる物体の内側にあるか、これと隣り合っているか、
又はこれに近接した状態を総称して指す。基準となる物体を含有する同じ身体の内部に存
在する状態を指してもよい。
【００１９】
「検出器コイル」「イメージングコイル」及び「コイル」は、磁気共鳴データを送受信す
るアンテナとして動作する、導電性の及び磁気共鳴適合性の材料からなるあらゆる装置を
総称して指す同義の用語である。
【００２０】
「スリーブ」は、管腔を包囲している、又は当業者が中空とみなす物体を総称して指す。
いかなる形状であってもよいが、本明細書では、スリーブは管状の形状を指す場合が多い
であろう。
【００２１】
「イメージングスリーブ」は、内部イメージングのための検出器コイルに取り付けられた
スリーブを総称して指す。
【００２２】
「ＭＲＩスリーブ」は、大きさ及び／又は構造が磁気共鳴イメージングへの使用に適した
イメージングスリーブを総称して指す。
【００２３】
「大きさが異なる」とは、基準となる物体が占める空間の形状が、その物体のある状態と
別の状態とで異なることを総称して指す。
【００２４】
「プローブ」は、概ね管状の部材内を通行させるべく設けられた任意の物体を総称して指
す。
【００２５】
複数の実施態様においては、磁気共鳴イメージングを利用した内部イメージングのための
装置が、遠位端及び近位端並びに内表面及び外表面が含まれる第１の概ね管状の部材と、
前記管状の部材に取り付けられた、ＭＲＩを利用した内部イメージングのための検出器コ
イルと、を有する。一実施態様においては、前記検出器コイルが前記管状部材の前記遠位
端に近接して設けられている。別の一実施態様においては、前記検出器コイルが、前記外
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表面上に配置されている。
【００２６】
更に別の一実施態様においては、前記検出器コイルが、前記管状部材内に埋入されている
。別の一実施態様においては、前記装置が、前記検出器コイルをＭＲＩスキャナに電気的
に接続するための電気的伝送部材を更に備えている。一実施態様においては、前記電気的
伝送部材が、前記第１の管状部材の前記外表面上に配置されている。一実施態様において
は、前記電気的伝送部材が同軸ケーブルである。一実施態様においては、前記電気的伝送
部材が三軸ケーブルである。
【００２７】
一実施態様においては、前記装置が、前記第１の概ね管状の部材と同軸に配置された第２
の概ね管状の部材を更に備えている。一実施態様においては、前記第２の管状部材は、前
記第１の管状部材に対して滑動可能である。
【００２８】
一実施態様においては、前記検出器コイルに、ループ状コイル、クワドラチャループ状コ
イル、非ループ状コイル、ループ状伸張式コイル、クワドラチャループ状伸張式コイル又
は非ループ状伸張式コイルのうちの少なくとも１つが含まれる。一実施態様においては、
前記第１の管状部材は、身体内への挿入に適した大きさである。一実施態様においては、
前記第１の管状部材は、その中で医療機器を通行させるのに適した大きさである。
【００２９】
一実施態様においては、前記検出器コイルは、フレキシブル回路基板上に設けられている
。一実施態様においては、前記検出器コイルがソレノイドを備えている。
【００３０】
一実施態様においては、前記装置が、プローブを更に備えている。一実施態様においては
、前記プローブに、プローブ検出器コイルが含まれている。一実施態様においては、前記
プローブ検出器コイルに、ループ状コイル、クワドラチャループ状コイル、非ループ状コ
イル、ループ状伸張式コイル、クワドラチャループ状伸張式コイル又は非ループ状伸張式
コイルのうちの少なくとも１つが含まれる。
【００３１】
一実施態様においては、前記装置が、前記第１の管状部材の前記遠位端に配置された、前
記管状部材を取付先の機器に取り付けるための取付ポイントを更に備えている。一実施態
様においては、前記取付先の機器に、医療機器が含まれる。一実施態様においては、前記
取付先の機器が、前記第１の管状部材に永久的に取り付けられている。一実施態様におい
ては、前記取付先の機器が、前記第１の管状部材に一時的に取り付けられている。一実施
態様においては、前記装置が、前記第１の管状部材の前記近位端に配置されたコネクタハ
ブを更に備えている。一実施態様においては、前記コネクタハブに、ストレインリリーフ
が含まれている。
【００３２】
一実施態様においては、前記装置は、前記検出器コイルとＭＲＩイメージングシステムと
の間に配置された、同調／整合回路及び減結合回路を有するインターフェースシステムを
更に有する。
【００３３】
一実施態様においては、前記外表面と内表面とが、潤滑性の材料で被覆されている。一実
施態様においては、前記潤滑性の材料に、ポリビニルピロリドン、ポリアクリル酸又はシ
リコーンのうちの少なくとも１つが含まれる。
【００３４】
一実施態様においては、磁気共鳴イメージング（ＭＲＩ）を利用した画像化のための装置
に、遠位端と、近位端と、前記遠位端と前記近位端との間に延伸している管腔と、を有す
る概ね管状の部材と、磁気共鳴イメージング（ＭＲＩ）を利用した画像化のための検出器
コイルと、が含まれ、ここで、前記管状の部材は、前記検出器コイルに対して少なくとも
２つの状態の間を可動であり、第１の状態では、前記検出器コイルは前記管腔の内部に配
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置され、第２の状態では、前記検出器コイルは、前記管腔の外側に延伸してイメージング
可能である。
【００３５】
一実施態様においては、前記検出器コイルに、ループ状伸張式コイル、クワドラチャルー
プ状伸張式コイル又は非ループ状伸張式コイルのうちの少なくとも１つが含まれる。一実
施態様においては、前記第２の状態の前記検出器コイルが伸張している。一実施態様にお
いては、前記第１の状態の前記検出器コイルは、前記第２の状態の前記検出器コイルとは
大きさが異なる。一実施態様においては、前記検出器コイルが、前記第１の状態で被検体
中に配置され、前記第２の状態で前記被検体中の磁気共鳴を検出する。一実施態様におい
ては、前記検出器コイルは、カテーテル内での通行に適した大きさである。一実施態様に
おいては、前記検出器コイルは、前記第１の状態でイメージング可能である。
【００３６】
複数の実施態様においては、前記装置が、体腔閉塞機器を更に備えている。一実施態様に
おいては、前記装置が、同調／整合回路及び減結合回路を有するインターフェースシステ
ムを更に備え、前記インターフェースシステムが、前記検出器コイルとＭＲＩイメージン
グシステムとの間に配置されている。
【００３７】
別の一実施態様は、第１の及び第２の検出器コイルを被検体内部のイメージング対象範囲
に隣接して配置することと、前記範囲内に磁気共鳴を発生させることと、前記第１の検出
器コイルを、前記第２の検出器コイルに対して、これらのコイルの組み合わせが前記磁気
共鳴を検出するような具合に移動させることと、を含む、磁気共鳴イメージングを利用し
た画像化方法を提供する。
【００３８】
一実施態様においては、前記配置のステップにおいて、前記第１の検出器コイルと前記第
２の検出器コイルとのうちの少なくとも一方が、磁気共鳴を検出可能である。一実施態様
においては、前記配置のステップで磁気共鳴が発生する。
【００３９】
別の一実施態様は、磁気共鳴の内部検出のための第１の検出器コイルと、磁気共鳴の内部
検出のための第２の検出器コイルと、前記第１の検出器コイルと前記第２の検出器コイル
とを組み合わせて用いてイメージング対象範囲内における磁気共鳴を検出するための制御
装置と、を備えた、磁気共鳴イメージングを利用した画像化システムを提供する。
【００４０】
別の一実施態様は、第１及び第２の検出器コイルを被検体内部のイメージング対象範囲に
隣接して配置するための手段と、前記第１の検出器コイルを、前記第２の検出器コイルに
対して、これらのコイルの組み合わせが磁気共鳴を検出するような具合に移動させるため
の手段と、を備えた、磁気共鳴イメージングを利用した画像化システムを提供する。
【００４１】
別の一実施態様は、ＭＲＩを利用した内部イメージングのための検出器コイルと、前記検
出器コイルと連絡したトリガ機構と、を備え、前記トリガ機構が動作することで、前記検
出器コイルが収縮した状態から膨張した状態へと変化する、ＭＲＩを利用した内部イメー
ジングのための装置を提供する。一実施態様においては、前記トリガ機構が引張りワイヤ
を有する。一実施態様においては、前記収縮した状態の前記検出器コイルは、前記膨張し
た状態の前記検出器コイルとは大きさが異なる。
【００４２】
発明の詳細な説明
本発明を、幾つかの図示された実施態様及び幾つかの実施例と関連させながら以下に説明
するが、以下は本発明を単に例示的に説明したものであり、本発明の範囲を限定すべく意
図されていないことが理解されるべきである。本発明を他の形の外科的評価、診断及び治
療に応用可能であることは、当業者に明らかとなろう。以下に記載した実施態様は、磁気
共鳴イメージング（ＭＲＩ）を利用した構造の内部イメージングのための装置の使用方法
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に主に関する。被検体の内部イメージングのために、イメージングを行う機器を前記被検
体内に配置し、画像をこの機器から記録する。ここに開示した原理を外部イメージングに
も使用可能であることは、当業者に理解されよう。以下の複数の実施態様においては、磁
気共鳴は一般に、Ｓｉｅｍｅｎｓ又はＧＥなどにより製造された当業者に周知の外部ＭＲ
Ｉを用いて印加されるが、磁気共鳴をいかなる方法で発生させてもよく、例えば本発明の
装置自体から発生させてもよい。更に、以下の複数の実施態様は主に、生きている被検体
中の人体を対象としたイメージングを目的とするが、本発明の原理を、ヒト又はヒト体部
、ヒト以外の動物又はヒト以外の動物の体部、生物、或いは、例えば建物の壁の内部など
の画像化が望ましいあらゆる種類の物体を含めた被検体に応用可能であることは、当業者
に理解されよう。
【００４３】
図１を参照すると、一実施態様に基づくＭＲＩイメージング装置（１００）に、遠位端（
１０５）及び近位端（１０３）と、これらの間に設けられた管腔（１０１）と、を有する
概ね管状の部材（９９）が含まれている。前記概ね管状の部材（９９）は、一般に、表面
（１０２）と内表面（１１６）とを有する。磁気共鳴信号を受信及び／又は送信可能ない
かなる構成であってもよいイメージングコイル（１０４）も含まれている。図１に図示さ
れたコイルは、非ループ状構成である。非ループ状コイルは当業で周知であり、非ループ
状コイルには、その開示全体が本願中に参考文献として編入された、Ｏｃａｌｉ他による
米国特許第５，９２８，１４５号及びＬａｒｄｏ他による２０００年３月２４日出願の米
国特許出願第０９／５３６，０９０号「磁気共鳴イメージングガイドワイヤプローブ」（
以下「Ｌａｒｄｏ’０９０」）に記載された構成が含まれてもよいが、これらに限定され
ることはない。
【００４４】
図１に図示した装置では、前記管状部材（９９）内にコイル（１０４）が埋入されている
が、必ずしもこのような構成でなくてもよい。別の複数の実施態様においては、コイルが
、前記管状部材（９９）の前記内表面（１１６）又は前記外表面（１０２）上に配置され
ていてもよい。
【００４５】
一実施態様においては、スリーブを、（例えばＰＣＴＡカテーテル、内視鏡、膨張脈管形
成用のバルーン機器、ステント配置器具、薬剤送達器具、腔内切除器具、ガイドワイヤ、
電気生理学的マッピング手段、アテローム斑除去及び減縮のためのアテロトーム（原語ａ
ｔｈｅｒｏｔｏｍｅ）、ＭＲＩコイルなどの別のイメージング機器、及びカテーテル又は
スリーブ内での使用を目的として構成されたその他の任意の機器などであるが、これらに
限定されることはない）医療機器などの別の機器に取り付けるための取付ポイント（１０
８）が、前記遠位端（１０５）に含まれていてもよく、また、ストレインリリーフが設け
られていることが望ましいコネクタハブ（１０８）が前記近位端（１０３）に含まれてい
てもよい。取付ポイント（１０８）は、一時的な又は永久的な取付のためのいかなる種類
のものであってもよく、また、当業者に周知の取付先の機器とのインターフェースのため
のいかなる種類のコネクタを備えていてもよい。ここでは同軸ケーブル（１１４）である
電気的伝送部材が、ＭＲＩスキャナ（図示せず）と前記コイル（１０４）との間の信号の
伝送のために、前記コイルを前記ＭＲＩスキャナに接続している。図１の実施態様では、
前記電気的伝送部材は、前記管状部材（９９）内にも埋入されている。一実施態様におい
ては、前記同軸ケーブル（１１４）が、減結合回路コネクタ（１１２）に接続されて、前
記コイル（１０４）を減結合回路（図示せず）に接続している。前記減結合コネクタを接
続可能な減結合回路の一例が、Ｌａｒｄｏ’０９０に記載されている。一実施態様におい
ては、前記コネクタハブ（１１０）及び減結合回路コネクタ（１１２）が前記近位端に配
置されており、一方、前記イメージングコイル（１０４）が前記遠位端に配置されている
。しかし、前記両端（１０３、１０５）に対してこれらの要素を異なる配置とすることは
、当業者に容易に明らかであろう。
【００４６】
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図１４に、以下のように構成された本装置の一実施態様を示す。同軸ケーブル（１１４）
を、前記管の壁内に、内部編組（９５）及び外部編組（９６）の形で設け、ここで前記内
部編組（９５）が前記同軸ケーブルの芯として、前記外部編組（９６）が一次シールドと
して作用するようにしてもよい。このような構成とすることにより、前記管腔（１０１）
を、例えばガイドワイヤ、治療用カテーテル、造影剤などの様々な装置を送達させるため
に完全に開通させておくことが可能となる。
【００４７】
アンテナは、ループ状アンテナであっても、クワドラチャループ状アンテナであっても、
ホイップが巻き付けられた非ループ状アンテナであっても、又は図１４Ａに図示するよう
に、コイル（１０４）の内部編組（９５）がスリーブの遠位端（１０５）に向かって延長
している非ループ状アンテナであってもよい。図１４Ｂに一例を挙げる一実施態様におい
ては、前記一次シールドを被覆する別の編組層が、平衡不平衡変成器（９７）として作用
するように設けられていてもよい。また、芯となる前記編組の下に更にもう一つの接地し
た編組（図示せず）を設けて、装置をスリーブに挿入して内部で動かす際の減結合／負荷
変動を防止するようにしてもよい。
【００４８】
一実施態様においては、前記編組に、銅、タンタル又はその他の、ＭＲ下での磁化率アー
チファクトの低い任意の非磁性材料が含有されている。別の一実施態様においては、前記
編組が、金、銀又はその他の任意の金属を、ポリマー表面上に施されためっきとして、又
は、例えばスパッタリングなどの別の方法を用いて含有している。一実施態様においては
、前記複数の金属導電層が電気的に連続していてもよいが、物理的に連続している必要は
ない。
【００４９】
上記のように作製された同軸ケーブルのインピーダンスは、概ね、１０オームから５０オ
ームまでのいずれであってもよい。また、前記イメージングスリーブの前記遠位端は、例
えば異なる複数のガイドカテーテルを形成するために、様々な形状に形成可能である。
【００５０】
一実施態様においては、前記イメージングスリーブが、前記コイルの能動追跡能力を高め
るための造影剤を更に備えている。前記造影剤は、前記管状部材又は前記コイル中に、例
えば前記造影剤を含有した被覆を施すことにより、前記造影剤を押出し加工の間に又はそ
の前に前記スリーブの材料に混入することにより、又はその他の当業者に明らかな手段に
よって、組み込まれている。この造影剤を、前記スリーブの全体にわたって組み込んでも
よいし、又はその一部に限定して組み込んでもよい。能動追跡の際に、前記スリーブが前
記機器の周囲の解剖学的構造を、前記コイルからの増幅された信号を含めてイメージング
するので、前記コイルの輪郭が実際の機器よりも大きくなる。前記造影剤は、画像中の前
記機器の大きさが概ね実際の大きさとなるように、前記輪郭を細くすることができる。造
影剤の例には、ガドリニウム、酸化ジスプロシウム及びその他の当業者に周知の任意の造
影剤が含まれるが、これらに限定されることはない。
【００５１】
イメージング中のデータ取得を、複数の異なるモードで行ってもよい。一実施態様におい
ては、前記コイルを用いて前記スリーブを被検体の解剖学的構造に対して位置決めする際
に、高速データ取得及び表示技術を用いてもよい。この場合、造影剤を使用すると、前記
造影剤がＭＲＩ画像中で高強度の信号を発するので、特に有用である。この場合、イメー
ジ抽出をより高速に行うことができる。別の一実施態様においては、高分解能イメージン
グモードを用いて、可能な限り高画質のイメージを得る。この場合、取得の速度は高速モ
ードにおけるよりも低速となる。我々の目的は、最高画質のイメージを得ることである。
【００５２】
図１６に一例を挙げる別の一実施態様においては、前記装置が、ラピッドエクスチェンジ
型の又はモノレール型のカテーテルを備え、イメージングコイル（１０４）の下側に、イ
メージングスリーブ（１００）と、２ワイヤポートを有するガイドワイヤ管腔（６５）と
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が設けられている。イメージングアンテナがシングルループ状アンテナであってもよく、
固定式の構成であっても伸張式の構成であってもよく、クアドラチャループ状アンテナで
あっても非ループ状アンテナであってもよい。
【００５３】
一実施態様においては、前記装置が、更なる概ね管状の部材を有してもよい。例えば、第
２の管状部材が、図１６に図示するガイドワイヤ管腔（６５）であってもよい。別の一実
施態様においては、例えばバルーンカテーテル又はバスケット機器などの更なる医療機器
の展開のための管腔が設けられている。一実施態様においては、前記近位端（１０３）が
、例えば前記管状部材が包囲する空間への到達のための複数のポートと、水又はその他の
任意の液体を前記スリーブ内に排出するための接続部と、前記検出器コイルに接続してそ
の形状を変化させるための、及びその他の当業者に明らかであろう用途のためのコネクタ
と、を有する。
【００５４】
図１８に例示した一実施態様においては、前記スリーブが、通常の脈管形成術及び脈管造
影法で用いられるものと同様のガイドカテーテル（６４）の形をとってもよい。前記ガイ
ドカテーテルは、右冠状動脈系又は左冠状動脈系への到達を容易にすべく予成形された形
状を有する。前記スリーブが、脈管形成術を実施するための、例えばバルーンなどの体腔
閉塞装置を更に備えてもよい。前記スリーブに、硬度及びトルクの調節のための編組が埋
入されていてもよい。前記編組の硬度が、前記スリーブ内の位置によって異なってもよい
。
【００５５】
一実施態様においては、前記管状部材は、ポリマーから構成されている。前記ポリマーが
単一のポリマーであってもよいし、又は複数のポリマーを使用してもよい。特定のポリマ
ー又は複数のポリマーの組合せを選択する理由は、当業者に明らかであろうが、前記管状
部材（９９）の任意の部位の特定の機械的又は電気的特性を調節することが含まれてもよ
い。好適なポリマーの例には、ナイロン、ＰＥＢＡＸ、ポリウレタン、ポリエチレン、シ
リコーンポリマー、フルオロポリマー又はその他の当業者に周知の同様のポリマーがある
。前記管状部材の機械的特性をその全長にわたって調節するような具合に、前記管状部材
の長さ方向の全て又は一部が、単一の又は複数のポリマーから形成されていてもよい。本
装置の内表面（１１６）及び／又は外表面（１０２）を、例えば前記外表面を親水性の被
覆材で被覆し、前記内表面をシリコーンで被覆するなど、適切な被覆材で被覆して、更に
望ましい機械的又は電気的特性を付与してもよい。好適な被覆材の例には、ＰＶＰ、ポリ
アクリル酸及びその他の親水性ポリマーが含まれる。
【００５６】
一実施態様においては、前記管状部材が、位置によって様々に異なる硬度を有する構成で
あってもよい。例えば、前記スリーブの挿入及び配置の際の被検体の損傷を防止するよう
な具合に、前記遠位端が前記近位端と比較してより柔軟であってもよい。
【００５７】
図１では、コイルが、管状部材（９９）の遠位端（１０５）の周囲の構造をイメージング
可能であるような具合に形成されている。そのようなコイルの形成方法を、以下に記載す
る。移行点（１１８）で、同軸ケーブル（１１４）が終了し、その芯（１２０）が前方に
延伸して巻かれ、コイル（１０４）を形成している。前記コイル（１０４）の一例が、図
１に、らせん状に巻いた導線として示されている。一実施態様では編組の形をとる二次シ
ールド（１２２）が設けられ、前記同軸ケーブルのシールドに、前記遠位端（１０５）で
接続されていてもよい。前記編組が、ＭＲＩ／ＭＲＳ無線周波数で好適な電気導体を備え
ていてもよい。好適な電気導体の例に、銅又は、ニチノールとして知られているニッケル
チタン合金に金、銀（或いは、金、銀又は銅及び／又は金を交互にニチノール上に積層し
たもの）又は銅でめっきを施したもの、ＭＲ適合性のステンレススチール又はアルミニウ
ム、或いは金又は銀で被覆したＭＲ適合性のステンレススチールが含まれてもよい。
【００５８】
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前記二次シールド（１２２）が、前記コイルを前記管状部材に取り付ける際の前記コイル
の電気的特性及びイメージング特性の変化を防止してもよい。加えて、前記編組が、前記
スリーブの内側で使用される装置から電気的に分離していてもよい。例えば、前記スリー
ブの内側に挿入されたイメージングガイドワイヤが前記スリーブ内で前記検出器コイルと
結合し、イメージングアーチファクトを発生させることがある。一実施態様においては、
前記二次シールド（１２２）が電気的に接地していることによって、前記イメージングス
リーブの内側に別のコイルが存在するために起こりうる負荷状態の変化が防止されてもよ
い。
【００５９】
図１Ａは、図１の装置の近位端（１０３）を図示したものであり、前記管状部材（９９）
と、前記同軸ケーブル（１１４）及びその内側の前記管腔（１０１）との関係を示してい
る。
【００６０】
図１Ｂに図示した一実施態様においては、コイルが、第１の管状部材（９９）の外表面（
１０２）に取り付けられており、第２の管状部材（９８）が前記第１の管状部材（９８）
と同軸に配置されている。この第２の管状部材を、図１Ｂに示すように、前記コイル（１
０４）の外面を被覆するような具合に配置してもよい。この第２の管状部材（９８）は、
緩く設けられていてもよいし、又は前記第１の管状部材（９９）に接着されていてもよい
。一実施態様においては、前記第２の管状部材（９８）は緩く設けられており、前記第１
の管状部材（９９）の長さ方向の少なくとも一部分に沿って滑動可能である。
【００６１】
図２は、ループ状イメージングコイル（２２４）をコイル（１０４）として用いた別の一
実施態様を図示したものである。外表面（２０２）及び内表面（２１６）、コネクタハブ
（２１０）、コネクタ（２１２）及びクリップ（２０８）は、図１に図示したものと同様
であってもよい。前記ループ状イメージングコイル（２２４）は、上述のイメージングコ
イルと類似しているが、非ループ状イメージング要素の代わりに、例えばイメージングル
ープ（２２６）、同調整合コンデンサ（２２８ａ、２２８ｂ）及び受信した信号をスキャ
ナに送信するための三軸ケーブル（２１４）などのループ状要素を設けて、平衡不平衡変
成器回路が組み込まれている点が異なる。前記二次シールド（２２２）が、前記ループア
ンテナのイメージングスリーブ内に含まれていてもよい。例えば同調／整合コンデンサ（
３４０）が遠位端に設けられた図３の実施態様に図示されるように、同調／整合コンデン
サが前記ループの周囲に配置されて、性能を向上させるようになっていてもよい。同調／
整合コンデンサが、前記ループの近位端に設けられていてもよいし、又は、図２に図示す
るように、１つの同調コンデンサが遠位端に、別の同調コンデンサが近位端に設けられて
いてもよい。図２Ａは、この実施態様の近位端を図示したものであり、前記外表面（２０
２）及び前記内表面（２１６）と前記三軸ケーブル（２１４）との関係を示している。
【００６２】
前記ループ状イメージングコイル（２２４）は、その開示全体が本願中に参考文献として
編入された、Ａｔａｌａｒ他による米国特許第５，６９９，８０１号（以下「Ａｔａｌａ
ｒ’８０１」）及び、１９９８年１１月１３日に出願された、Ａｔａｌａｒによる米国特
許出願第０９／１９１，５６３号「Ｍｉｎｉａｔｕｒｅ　ｍａｇｎｅｔｉｃ　ｒｅｓｏｎ
ａｎｃｅ　ｃａｔｈｅｔｅｒ　ｃｏｉｌｓ　ａｎｄ　ｒｅｌａｔｅｄ　ｍｅｔｈｏｄｓ」
（以下「Ａｔａｌａｒ’５６３」）を含めた、当業者に周知のいかなる構成のものであっ
てもよい。図３は、使用可能なループ状イメージングコイルの一実施態様を図示したもの
である。この実施態様では、検出器コイルがフレキシブル回路基板上に配置されている。
前記検出器コイルが、例えばカプトン又はその他の当業者に周知の材料からなる任意の基
板（３３０）上に配置されていてもよく、また、例えばエッチング、溶着又はその他の当
業者に周知の方法で接着されていてもよい。銅心線（３３２）、同調／整合コンデンサ用
の遠位パッド（３３４ａ、３３４ｂ）、減結合回路（３４０）及び、前記同軸ケーブル（
２１４）を接続するための近位パッド（３３８ａ、３３８ｂ）が設けられていてもよい。
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一実施態様においては、前記銅心線の厚さが少なくとも５マイクロメータ、幅が０．１ミ
リメータであってもよい。別の一実施態様においては、前記銅心線の厚さが１８マイクロ
メータ、幅が０．７ミリメータであってもよい。
【００６３】
図４は、別の種類のループ状イメージングコイル、この場合はクワドラチャループ状イメ
ージングコイル（４０４）を用いた別の一実施態様を図示したものである。２つの概ね直
交するループを用いて、前記コイルをより均一に概ね直交するように配置する。これらの
コイルを、概ね直交する以外の角度に配置してもよいことは、当業者に理解されよう。同
調／整合コンデンサ（４２８ａ、４２８ｂ）を、前記クワドラチャループを用いた実施態
様に同様に組み込んでもよい。前記ループ及び機器の大きさは、特定の用途、即ち目的の
方法及び解剖学的構造、並びに望ましい画像分解能によって異なるであろう。クワドラチ
ャループはＡｔａｌａｒ’５６３に記載されている。図４Ａは、図４を線Ａ－Ａに沿って
切った断面図であり、前記クワドラチャループ状イメージングコイル（４０４）の前記２
つのループコイル（４０７ａ、４０７ｂ）の一実施態様を図示したものである。
【００６４】
図５は、管腔（５０１）内で展開させる第２の医療機器と組み合わせて使用してもよい別
の一実施態様を図示したものである。この実施態様の内表面（５１６）を、上述の潤滑性
の被覆材料（５４２）で被覆して、例えばＰＴＣＡカテーテル、内視鏡、拡張脈管形成用
のバルーン機器、ステント配置器具、薬剤送達器具、腔内切除器具、電気生理学的マッピ
ング手段、アテローム斑切除及び減縮のためのアテロトーム（原語ａｔｈｅｒｏｔｏｍｅ
）例えばＭＲＩコイルなどの別のイメージング機器又はその他の、スリーブ内で展開可能
な任意の機器などであるがこれらに限定されることはない別の医療機器への本願装置の取
付を容易にしてもよい。検出器コイル（５０４）が、上述の並びにＯｃａｌｉ他による米
国特許出願第５，９２８，１４５号、Ａｔａｌａｒ’８０１及びＡｔａｌａｒ’５６３に
記載の種類のコイルを含めた、当業者に周知のいかなる種類の非ループ状イメージングコ
イル又はループ状イメージングコイルを備えていてもよい。
【００６５】
上記のような構成を、ある機器をある解剖学的領域又は構造へと進行させるか或いは前記
機器を使用して前記領域又は構造を検査、特定、採取、診断、治療、除去、切除又はその
他の当業者に容易に理解される方法で操作するのと同時に前記領域又は構造を画像化する
ことが望ましいいかなる場合に用いてもよい。可視光線による視覚化の代わりにＭＲＩを
用いることが特に有用であろう。可視光線カメラでの視覚化には、光路が遮断されないこ
とが必要である。スリーブの管腔中の機器は、それ自体が光路を遮断し、操作対象の解剖
学的構造又は領域の視覚化を妨げることがある。本願中に開示するようなＭＲＩアンテナ
は、このような要件がないため、前記スリーブの管腔中にいかなる機器が存在しても、完
全かつ損なわれていない画像を提供することが可能である。またＭＲＩは、目的の前記構
造又は領域の表面下の解剖学的構造の画像データを提供することも可能である。この更な
るデータは、この実施態様に基づく機器の操作者にとって非常に有用であろう。ＭＲＩは
、例えば可視光線による視覚化では明らかに出来ない組織の損傷を明らかにすることが可
能である。
【００６６】
図６は、伸張式ループ状イメージングコイル（６４４）を設けた更に別の一実施態様を図
示したものである。第２の管状部材（６９８）が、前記スリーブの長手方向の軸に沿って
、延伸した位置と引き込まれた位置との間を滑動可能に設けられている。前記第２の管状
部材（６９８）が引き込まれた状態である時には、前記伸張式ループ状イメージングコイ
ル（６０４）は伸張した状態である。前記第２の管状部材（６９８）が延伸した状態であ
る時には、前記伸張式ループ状イメージングコイル（６０４）は収縮した状態である。前
記第２の管状部材（６９８）は、図６では引き込まれた位置で、図６Ａでは延伸した位置
で図示されている。図６及び６Ａでは、前記ループの大きさが前記２つの状態で異なるが
、これが構成に必要な訳ではない。前記第１の管状部材（６９９）の外表面（６０２）と
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内表面（６１６）とは、互いに関して固定されており、前記内表面（６１６）が、他の機
器を挿入可能な前記スリーブの管腔を規定している。図６Ｂに図示するように、前記伸張
式イメージングループ（６４４）が、絶縁体（６４８）によって包囲かつ被覆された芯（
６５０）を備えていてもよい。一実施態様においては、前記絶縁体（６４８）がポリマー
の管を備えている。前記芯（６５０）は、予成形された超弾性の導電性材料であるか、又
はニチノールとして一般に知られたニッケルチタン合金などの金属である。しかし、ベリ
リウム－銅合金及び非磁性のステンレススチールを含めたその他の周知の超弾性の導電性
材料も、使用可能な材料の例である。前記伸張式ループを形成する前記予成形された超弾
性の材料には、前記ループ内の高周波伝導度を向上させるために、金、銀（又は金、銀及
び金の層を交互にニチノール上に積層したもの）或いはその他の導電性材料でめっきが施
されている。同調コンデンサを、図２の実施態様と同様に、前記ループの遠位端又は近位
端又は両端に組み込んでもよいことが理解されよう。図６Ｃは、図６を線Ｃ－Ｃに沿って
切った断面図であり、前記伸張式イメージングループ（６４４）の両端を収容する２つの
ポート（６５２ａ、６５２ｂ）が図示されている。図６を再び参照すると、前記第２の管
状部材（６９８）は、完全に延伸した状態においても、前記伸張式イメージングループ（
６４４）の両端、同調／整合コンデンサ（６２８）、２つのポート（６５２ａ、６５２ｂ
）及び同軸ケーブル（６１４）を収容可能である。この実施態様が、ＭＲＩ機器、減結合
回路又はその他の機器（図示せず）への接続のためのＢＮＣコネクタ又は小型ＢＮＣコネ
クタであってもよいコネクタ（６１２）を更に備えていてもよい。前記伸張式イメージン
グループ（６０４）が、上述の全てのループ状イメージングコイル及びＯｃａｌｉ他によ
る米国特許第５，９２８，１４５号、Ａｔａｌａｒ’８０１、及びＡｔａｌａｒ’５６３
に記載されたその他の全てのループ状イメージングコイルを含めた、当業者に周知の任意
のループ状イメージングコイルの構成を有してもよい。伸張式ループ状アンテナが、一実
施態様においては非ループ状の構成であってもよい。
【００６７】
図６Ｄは、伸張式イメージングループ（６０４）がクワドラチャループ式コイルを備えた
、スリーブの一実施態様を図示したものである。前記伸張式イメージングループ（６０４
）の２つのループ（６０７ａ、６０７ｂ）は、収縮した状態では、、図４Ａに図示した２
つのループ状コイル（４０７ａ、４０７ｂ）と同様に、概ね直交している。図６Ｅに図示
するように、前記２つのループ状コイル（６０７ａ、６０７ｂ）が、収縮した状態で互い
に並列していてもよい。第２の管状部材（６９８）が引き込まれると、前記２つのループ
状コイル（６０７ａ、６０７ｂ）のうちの一方、例えばループ状コイル（６０７ａ）は、
前記クワドラチャループ式コイル（６０４）が伸張した状態へと移行するのに伴って、例
えばループ状コイル（６０７ｂ）に対して回転するか、又は概ね直交するような具合に配
置されるか、ばね荷重されるか、又は取り付けられる。前記２つのループ状コイルのその
他の構成は、当業者に容易に明らかとなろう。
【００６８】
再び図６を参照すると、前記伸張式イメージングループ（６０４）を収縮した状態にする
ために、前記第２の管状部材（６９８）を滑動させて、前記伸張式イメージングループ（
６０４）よりも前方の位置にまで延伸させることにより、前記ループを収縮させてもよい
。前記スリーブを挿入してある点又は目的の解剖学的部位まで進行させる間、図６Ａに示
すように前記伸張式イメージングループ（６０４）が収縮した状態を保持する。このこと
により、前記目的の解剖学的部位への進行及びここからの後退の際に断面の小さい機器を
使用し、前記装置を前記目的の解剖学的部位に配置した後に、イメージングループを伸張
させてイメージングを実施し、より良好な診断値を得ることが可能となる。一実施態様に
おいては、前記伸張式イメージングループ（６０４）が、例えばニチノールなどの、非常
に高度な「記憶」を有する超弾性の材料を備えている。このため、前記ループを再び伸張
させた際に、前記ループが予め定められた形状へと正確に分離する。ループの伸張及び収
縮の多数のサイクルにわたってこの分離形状が保たれるので、前記同調及び整合要素を一
定の正確に同調された状態に設定することが可能である。
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【００６９】
前記伸張した状態をイメージ取得の間保持して、断面の小さな他のコイルよりも良好なＳ
ＮＲを得てもよい。前記伸張式イメージングループ（６０４）を伸張した状態にするため
に、前記第２の管状部材（６９８）を滑動させて、前記伸張式イメージングループ（６０
４）の近位端のみを被覆する位置にまで引き込んでもよい。
【００７０】
ループ状コイルの場合の画質又はＳＮＲは、ループ内の面積によって、即ち２本の並列な
導線間の距離によって決定される。一般に、この距離が大きいほど、ＳＮＲが大きく、こ
のため、目的の位置がループの展開に適している場合には、固定式ループ（図２）よりも
伸張式ループの方がＳＮＲの点で有利である。伸張式ループを、例えば特定の寸法まで開
いた、対象の解剖学的内腔に応じて伸張した、又は別の機器もしくは導管中の管腔の内側
などの様々な形状に作製可能である。
【００７１】
前記伸張式ループ及びその他の当業で周知の又はここに記載の任意のコイルは、例えばバ
ルーン又はその他の当業で周知の同様の機器などの体腔閉塞機器中に収容されていてもよ
い。そのような閉塞機器を用いて、本装置が配置される体腔中の任意の物質の流れを閉塞
してもよい。例えば、本装置を血管内に配置している間に、閉塞機器を展開させてもよい
。この場合、前記閉塞機器が、前記血管中の血流を閉塞させる。具体的には、任意の冠状
動脈中又はその主要な枝の中で、例えば体腔閉塞機器などの脈管形成手段を、前記検出器
コイルを用いて患部動脈まで案内してもよい。前記バルーンは、直径が膨張圧力に基づき
可変であるか又は固定された円形又は楕円形であってもよい。しかし、ループの間隔によ
って同調整合が異なるので、ループの間隔が異なる場合には、最適な特性を得るために前
記機器を再同調させることが必要であろう。
【００７２】
前記伸張式ループを、例えばＭＲＩスリーブ内でガイドワイヤとして展開させるために、
又はＡｔａｌａｒ’８０１に記載されたプローブのうちの何れかとして構成されたＭＲＩ
イメージングプローブ中で用いてもよい。図７に図示するように、そのようなプローブが
、前記伸張式イメージングループ（７０４）が受信した信号をＢＮＣコネクタ又はその他
のコネクタ（７６４）を介してＭＲＩスキャナなどに送信する同軸ケーブル（７１４）に
結合した同調／整合回路（７６２）にポート（７５２ａ、７５２ｂ）によって接続された
両端（７５４ａ、７５４ｂ）を有する検出器コイル（７０４）を備えていてもよい。例え
ばフレキシブル回路基板などのインターフェースシステムを用いて、前記同調／整合回路
（７６２）と減結合回路とを配置してもよい。フレキシブルポリマー管（７６６）が前記
伸張式イメージングループ（７０４）の両端（７５４ａ、７５４ｂ）、ポート（７５２ａ
、７５２ｂ）、同調／整合回路（７６２）及び同軸ケーブル（７１４）を収容している。
【００７３】
管腔（７０１）を有する管状部材（７０２）が、前記集合体を収容しており、一実施態様
においては、入口から距離を隔てた領域への接近のためのポリマー材料の管を備えている
。但し、前記材料は、その中を通して介入器具を案内するためのトロカール又は誘導針と
して使用する金属であってもよい。前記検出器コイル（７０４）を伸張した状態にするた
めに、図７に図示するように、前記管状部材（７０２）を、前記検出器コイル（７０４）
の近位端（７５４ａ、７５４ｂ）のみを被覆可能な位置にまで滑動させる。このため、前
記検出器コイル（７０４）は、伸張した状態では、その少なくとも一部のみが、前記管状
部材（７０２）の前記管腔（７０１）の外側に配置されることになる。この伸張した状態
を、イメージ取得の間保持し、断面の小さな他のプローブよりも良好な信号対雑音比を得
てもよい。図７Ａは、図７の実施態様に基づく機器を図示したものであるが、前記伸張式
イメージングループ（７０４）が収縮した状態となっており、その全体又は一部が前記管
腔（７０１）内に収容されている。
【００７４】
前記伸張式イメージングループ（７０４）を収縮した状態にするためには、前記管状部材
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（７０２）を前記伸張式イメージングループ（７０４）の前方にまで滑動させて、前記ル
ープを収縮させる。前記収縮した状態を、前記機器の挿入及び目的のポイント又は解剖学
的構造への進行の間保持してもよい。一実施態様においては、前記伸張式イメージングル
ープ（７０４）が、例えばニチノールなどの、非常に高度な「記憶」を有する超弾性材料
を備えている。このため、前記ループを再び伸張させた際に、前記ループが予め定められ
た形状へと正確に分離する。ループの伸張及び収縮の多数のサイクルにわたってこの分離
形状が保たれるので、前記同調及び整合要素を一定の正確に同調された状態に設定するこ
とが可能である。
【００７５】
前記伸張式イメージングループを用いた前記イメージングプローブを、本明細書及び上述
の参考文献に記載の任意のイメージングコイル構成を用いたいかなるＭＲＩスリーブと組
み合わせて使用してもよい。収縮した状態の前記伸張式イメージングプローブを、図８に
図示するように、非ループ状スリーブコイルを備えたＭＲＩスリーブ中に挿入してもよい
。前記組合せ機器のＭＲＩスリーブ要素に、当業で周知のいかなる種類のイメージングコ
イルを用いてもよいことは、当業者に理解されるであろう。前記組合せ機器は、ＭＲＩス
リーブ（８６８）と、伸張式プローブ（８７０）とを備えている。前記組合せ機器を、例
えば血管、食道、小腸、胆管系及びその他の当業者に明らかな狭い管状構造を介して、目
的の解剖学的構造に到達させてもよい。前記組合せ機器を所定の位置に配置した後に、前
記伸張式プローブ（８７０）を前進させて、コイル領域（８０４）を前記スリーブから突
出させてもよい。図８Ａに図示するように、前記管状部材（８０２）を引き込んで前記コ
イル領域（８０４）を露出させることにより、前記コイル領域（８０４）を伸張させても
よい。別の一実施態様においては、前記滑動する外装（８０２）を設けずに、前記スリー
ブの内表面（８１６）で前記伸張式プローブ（８７０）を収縮した状態に保持するように
してもよい。前記コイル（８０４）が前記スリーブ（８６８）から突出するような具合に
前記伸張式プローブ（８７０）を前進させて、前記伸張式プローブ（８７０）を伸張させ
てもよい。
【００７６】
前記伸張式プローブをＭＲＩスリーブと一緒に用いることで、それぞれを単独で用いる場
合と比較して様々な利点が得られる。例えば、イメージングスリーブを体内に挿入して目
的の構造に向かって前進させるのと同時に、前記スリーブを用いて周囲の組織及び前記ス
リーブ自体を画像化することが可能である。前記組合せスリーブを所定の位置に配置した
後に、前記伸張式プローブインサートを前進及び伸張させて、より断面の小さいコイルよ
りも良好なＳＮＲをイメージ取得の間に得てもよい。又は、前記スリーブ自体が進行不可
能な大きさの構造内に前記伸張式プローブをを前進させてもよい。この場合は、前記スリ
ーブの内表面を用いて前記収縮した状態を保持する。
【００７７】
ＭＲＩスリーブと組み合わせて用いるプローブインサートが、スリーブ又はカテーテル内
への挿入に適した大きさの非伸張式ＭＲＩプローブを更に備えていてもよい。前記プロー
ブインサートのコイルと前記ＭＲＩスリーブのコイルとは、双方共に、上述の参考文献に
記載のコイルを含めた当業で周知のいかなる種類のコイルであってもよい。図９は、ルー
プ状イメージングコイルプローブ（９７２）が非ループ状イメージングコイルスリーブ（
９７４）内に挿入された一実施態様を図示したものである。図９Ａは、非ループ状イメー
ジングコイルプローブ（９７８）がループ状イメージングコイルプローブ（９７６）内に
挿入された別の一実施態様を図示したものである。前記ＭＲＩスリーブとＭＲＩプローブ
とは、双方共に、当業で周知の又は本明細書に記載の任意の種類のイメージングコイルを
１つ又は複数備えていてもよい。その他の組合せは、当業者に容易に明らかとなろう。
【００７８】
上述の及び図８、８Ａ、９、９Ａに図示された複数の実施態様に記載のＭＲＩコイルの組
合せにより、前記イメージングコイルの組合せの長さ方向全体にわたって、単独のコイル
と比較してより優れたＳＮＲ及びイメージング感度が得られる。ループ状イメージングコ
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イルでは、近視野で高分解能のイメージングが可能であり、一方、非ループ状イメージン
グコイルでは、低分解能であるが遠視野でのイメージングが可能である。図１０Ａは、非
ループ状イメージングコイルの感度プロフィールを概略的に示したものである。信号強度
が、前記イメージングコイルの長さ方向のうちで直径が一定である領域内でピークに達す
る。このため、限られた範囲内のみでの高度な視覚化が可能である。これに対し、図１０
Ｂは、ループ状イメージングコイルの感度プロフィールを概略的に示している。前記非ル
ープ状コイル構成では、その長さ方向のいずれの箇所においても、前記ループ状構成によ
って得られたピーク信号強度は得られない一方で、その長さ方向全体にわたって、より低
い感度が得られる。それぞれの構成（即ち非ループ状スリーブを有するループ状スリーブ
又はループ状プローブを有する非ループ状スリーブ）の２つのイメージングコイルを併用
することで、図１０Ｃに図示するように、それぞれの構成の強度特性を併せ持つ感度プロ
フィールが得られる。非ループ状プローブと非ループ状スリーブとの組み合わせ及びルー
プ状プローブとループ状スリーブとの組み合わせによって、それぞれの構成の信号強度特
性が増強される。全ての組み合わせにおいて、ループ状又は非ループ状のコイルは、非ル
ープ状コイル、らせんコイル、ソレノイドループ、ループ、クワドラチャループ、伸張式
ループ又は伸張式クワドラチャループが含まれるがこれらに限定されることはない、当業
で周知の又は本明細書中に記載したいかなる種類及び構成であってもよい。
【００７９】
上述のように、一実施態様においては、全てのコイルを画像化する被検体の内側に配置し
てもよい。別の一実施態様においては、ある組み合わせのうちの少なくとも一方のコイル
を画像化する被検体の外側に配置し、少なくとも他方のコイルを前記被検体の内側に配置
してもよい。更に別の一実施態様においては、全てのコイルを画像化する被検体の外側に
配置してもよい。
【００８０】
イメージングコイルからの信号を、コンピュータ、コンピュータソフトウェア、ＭＲＩス
キャナ用のイメージ取得システム又はその他の当業者に周知の任意のシステムなどである
がこれらに限定されることはないコンピュータを用いて結合させてもよい。
【００８１】
図１５は、インターフェース回路の一実施態様を図示したものである。前記インターフェ
ース回路は、ループ状検出器コイルと組み合わせて使用した場合には、前記ループ状コイ
ルを、ループ状＋非ループ状組合せアンテナとして動作させる。前記インターフェース回
路が、例えばＢＮＣコネクタ（６８）、小型ＢＮＣレセプタクル（６７）、平衡不平衡変
成器ケーブルトラップ（９４）、減結合コンデンサ（９３）、直流安定化回路（９２）、
ＰＩＮダイオード（７１）並びにインダクタ（７０）とコンデンサ（６９）とを有する同
調／整合回路を備えていてもよい。前記インターフェース回路は、いかなるループ状コイ
ルに接続されていてもよい。こうして、前記コイルのＳＮＲ特性を、ループ状＋非ループ
状コイル（組合せコイル）のＳＮＲ特性と同様に振る舞うように変化させる。前記ループ
状コイルは、それ自体が同調整合回路及び減結合回路を有する。上述の回路が、前記ルー
プ状コイルを非ループ状アンテナ＋ループ状アンテナとして動作させる。前記ケーブルト
ラップ（９４）は、前記ループ状アンテナと前記非ループ状アンテナとの双方に対して、
平衡不平衡変成器として作用する。上述のボックス中の前記減結合回路は、前記非ループ
状アンテナを減結合させて直流電流を通すことにより、前記ループ状アンテナを減結合さ
せる。この直流電流は、前記回路（９２）中の抵抗器又はインダクタを通って、前記コイ
ルに結合した前記ＰＩＮダイオード（７１）を動作させる。次に、これら双方のコイルの
出力を、前記ボックス中の同調整合回路（インダクタ（７０）及びコンデンサ（６９））
を用いて同調及び整合させる。
【００８２】
ループ状イメージングコイルと非ループ状イメージングコイルとの組み合わせを、前記Ｍ
ＲＩスリーブ自体に直接組み込んでもよい。そのような組み合わせにより、図１０Ｃに概
略的に図示するように、信号強度とイメージング感度との向上を図ることができると共に
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、別の医療機器を前記ＭＲＩスリーブの管腔中で同時に展開させて使用することが可能と
なる。図１１は、実施態様の一例を図示したものである。ループ状コイル同軸ケーブル（
１１８４）に接続したループ状イメージングコイル（１１８０）と、非ループ状コイル同
軸ケーブル（１１１４）に接続した非ループ状イメージングコイル（１１８２）との双方
が、図１及び図２の実施態様の場合と同様に、管状部材（９９）中に埋入されていてもよ
い。前記管腔（１０１）が、上述の医療機器を通過させるべく開通していてもよい。図１
１Ａは、この関係を示す図１０の実施態様の左端面図である。全ての組み合わせにおいて
、ループ状又は非ループ状のコイルは、非ループ状らせんコイル、ソレノイドコイルルー
プ、ループ、クワドラチャループ、伸張式ループ又は伸張式クワドラチャループが含まれ
るがこれらに限定されることはない、当業で周知の又は本願中に記載のいかなる種類及び
構成のコイルであってもよい。
【００８３】
別の一実施態様においては、ＭＲＩスリーブが、前記管状部材（９９）に埋入された少な
くとも１つのループ状イメージングコイルと、少なくとも１つの非ループ状イメージング
コイルと、を有する。これらのイメージングコイルは、それぞれ、ループ状コイル、クワ
ドラチャループ状コイル、伸張式イメージングループ状コイル及び非ループ状イメージン
グコイルが含まれるがこれらに限定されることはない、当業で周知の又は本願中に記載の
いかなる種類のコイルであってもよい。
【００８４】
更に別の一実施態様においては、組合せ機器が、管状部材（９９）に埋入された少なくと
も１つのループ状イメージングコイル及び少なくとも１つの非ループ状イメージングコイ
ルと、当業で周知の又は本願中に記載の任意の構成のＭＲＩプローブと、を備えている。
この結果、少なくとも３つのコイルが組み合わせられることになる。３つを超える数のコ
イルを備えた組合せも作製可能であり、当業者に容易に明らかとなろう。
【００８５】
一般に、ＳＮＲの最適化並びにイメージングスリーブアンテナとその他のコイル及びアン
テナとの間の電磁相互作用の最小化のためには、前記イメージングスリーブを、１つ又は
複数の減結合同調／整合回路及び／又は平衡不平衡変成器を介してＭＲＩスキャナにイン
ターフェースさせることが有用であろう。前記同調及び整合回路は、過度の実験を実施す
ることなく当業者に明らかな様々な位置に配置可能である。図１２に示す一実施態様では
、任意の種類のループ状イメージングコイルの両端（６４４ａ、６５４ｂ）が、並列コン
デンサ（６５８）と直列コンデンサ（６６０）とを有する同調／整合回路によって同軸ケ
ーブル（６１４）に取り付けられている。前記直列コンデンサ（６６０）を、例えばルー
プの遠位端などの、ループのいかなる位置に配置してもよい。図１３は、前記直列コンデ
ンサ（６６０）がコイルの遠位端に配置された一実施態様を図示したものである。このよ
うな配置によって、スリーブのイメージング性能を向上させてもよい。
【００８６】
これらの構成では、当業者に明らかであろうそれぞれ独自のＳＮＲ特性が得られる。一実
施態様においては、前記減結合回路（ダイオード）が、減結合を最大にすべく、前記プロ
ーブの近位端又は前記アンテナに対して好適な位置に配置される。
【００８７】
一実施態様においては、前記ＭＲＩスリーブによって、解剖、診断、画像を利用した生体
組織検査を実施するための、及び、例えば低侵襲的の介入及び外科手術などの治療手段を
案内するためのＭＲ画像を内科医及び外科医が取得することが可能となる。その他の用途
は、当業者に容易に明らかとなろう。前記スリーブを、更なるＭＲＩ機器を含めた、内科
医又は外科医が選択したいかなるＭＲＩ適合性の機器と共に使用してもよい。例えば、一
回の介入の間に、生体組織検査に続いて外科処置を行う場合には、挿入した機器を必要に
応じて容易に取り出して別の機器と交換可能であるようになっていてもよい。前記スリー
ブ内の前記アンテナが金属で形成されていることによって、前記アンテナがＸ線下で視認
可能であり、このために、所望の場合には前記アンテナの体内での位置を確認することが
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可能である。例えば、本発明に基づく装置が接続されているＭＲＩ機器が使用中に故障し
た場合でも、本発明に基づくＭＲＩスリーブの位置をＸ線を用いて確認することが可能で
ある。ＭＲＩの使用が不適切である場合には、前記ＭＲＩスリーブを、位置確認可能なカ
テーテルとして用いてもよい。例えば、（ペースメーカー又は強磁性成分を含有する人工
器官を埋植されているなどの理由で）ＭＲＩの使用が禁忌である被検体においても、ＭＲ
Ｉ取得で必要とされる磁場に前記被検体を曝露することなくＭＲＩスリーブの位置をＸ線
を用いて確認可能であることから、ＭＲＩスリーブは有用である。
【００８８】
一実施態様に基づくＭＲＩスリーブを、Ｌａｒｄｏ’０８０に開示されたイメージングガ
イドワイヤのいずれかと組み合わせて使用してもよい。
【００８９】
典型的な一用途においては、前記スリーブを、例えば内視鏡又は腹腔鏡などの市販のＭＲ
Ｉ適合性の外科用機器に取り付け、これを次に身体内に挿入して、例えば診察、画像を利
用した生体組織検査又は低侵襲の外科手術のために胃腸（ＧＩ）管内に進行させてもよい
。前記イメージングスリーブを、トロカール又はその他の低侵襲の外科的処置のための外
科用機器と一緒に使用してもよい。また、前記スリーブを、別の器具と組み合わせてその
導入のために使用してもよいし、或いは、器具の先端に取り付けて使用するのではなく、
内視鏡又は腹腔鏡の管腔の内側で使用して、壁を介した視覚化を可能にしてもよい。
【００９０】
前記イメージングスリーブは、例えばＭＲＩ適合性の内視鏡、腹腔鏡、低侵襲の外科器具
（例えばトロカールなど）の多くの医療機器と一緒に使用可能であり、また一つのスリー
ブを複数の機器と一緒に使用可能であるという利点を有する。前記イメージングスリーブ
を、目的の部位に外科用機器を導入するための接近用機器として独立に用いてもよい。Ｍ
ＲＩと内視鏡検査とを同時に実施できるので、表面の視覚的情報と、ＭＲＩによって検知
可能なその下の解剖学的構造及び機能とを直接に対応させてその相関関係を把握すること
が可能である。本発明に基づく機器を、コンピュータと一体化してこれを利用する外科技
術と組み合わせてもよい。本発明は、外科手術部位のリアルタイムのかつ三次元的な視覚
化により、低侵襲の外科手術を可能にする。本発明のその他の具体的な用途には、管状動
脈の食道イメージング、前立腺、尿道、膀胱、胃腸管、血管系などのイメージングが含ま
れる。前記スリーブ又は本発明の複数のアンテナの組み合わせを用いて得られる視野は、
表面コイル又はその他のイメージング方式で得られる視野よりも一般に大きい。
【００９１】
本発明は、他の機器と比較して大幅な利点を有する。本発明に基づくアンテナの断面が小
さいことから、例えば血管系及び胃腸管などの小さな又は狭い解剖学的構造内への配置が
可能である。本発明を利用することにより、高いＳＮＲが得られるので、分解能及び画質
の向上を図ることができる。血管への使用に際しては、当該血管系により血液を供給され
る組織の低酸素性障害を防ぐために、血液の連続的な供給が重要であるが、本発明の機器
は、血流を遮断することなく使用可能であり、このため、組織を損傷又は壊死に至らしめ
たり又はそのような危険に曝すことなく、比較的長時間にわたって血管内に配置すること
が可能である。加えて、本発明に基づく機器を、例えば誘導針、ガイドカテーテル、ＰＴ
ＣＡバルーン、アテローム切除器具などのプラーク除去器具、薬剤送達カテーテル、遺伝
子送達カテーテル、放射線カテーテル、ステント配置及びその他の当業者に容易に明らか
であろう用途の冠状動脈又は末梢血管介入器具として機能させてもよいし、又はこれらと
組み合わせて使用してもよい。前記ループの近くに、前記平衡不平衡変成器、同調、整合
及び減結合回路を配置して、信号損失を緩和してもよい。
【００９２】
ここで図１７を参照すると、上述の本発明の機器によって検出されたＭＲＩ信号の励磁及
び受信に好適な多チャンネルＭＲＩシステムが図示されている。この図面では、Ａｔａｌ
ａｒ’８０１の図１において参照番号２、４、６、８、１０及び１２で表される「ＲＦ源
」、「患者」、「磁場」、「受信器」、「Ａ／Ｄ変換器」及び「コンピュータ」の各部分
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が、より詳細に図示されている。磁場６は、磁石手段によって生成される、強度０．１か
ら４テスラの磁場であるが、より一般的には０．３テスラから３テスラで全身用臨床ＭＲ
Ｉに使用される。上述のＭＲＩプローブを従来の外部コイルと組み合わせて使用する多チ
ャンネルＭＲＩシステム及びその好適な使用方法について、以下に説明する。
【００９３】
一実施態様においては、検査対象の患者又は物体４を、前記ＭＲＩシステム６で発生させ
た磁場の中に配置する。当業者に周知のＲＦ電力増幅器手段２２と伝送コイル手段２１と
が含まれるＲＦ源２によって、ＭＲＩ信号を励磁する。最初に、外部ＭＲ検出器コイル手
段８５ａ及び／又は８５ｂ及び／又は８５ｃ及び同様の手段を用いて、前記励磁した信号
を検出する。前記外部ＭＲ検出器コイルは、単一の表面コイル８５ａであってもよいし、
或いは、複数の信号を連続的に検出するための、又はＰ．Ｂ．Ｒｏｅｍｅｒ他によって雑
誌“Ｍａｇｎｅｔｉｃ　Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ　ｉｎ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ”第１６巻１９２
－２２５ページ（１９９０年）に記載された、フェーズドアレイとして知られている並列
イメージング構成における複数のコイルであってもよい。前記コイルからの前記ＭＲＩ信
号は、同調及び送信／受信スイッチ８２ａ、８２ｂ、８２ｃ及び同様のスイッチを通過し
て、前置増幅器手段８４ａ、８４ｂ、８４ｃ及び同様の手段並びにアナログ又はデジタル
受信器手段８７ａ、８７ｂ、８７ｃ及び同様の手段が含まれる受信器８へと供給される。
前記ＭＲＩシステムの低雑音増幅器８６ａ、８６ｂ、８６ｃなど及び８７ａ、８７ｂ、８
７ｃなどは、それぞれが、ＭＲＩで通常使用されている当業者に周知の前置増幅器の個々
の利得及び雑音指数とほぼ等しいか又はこれに匹敵する。前記信号は、Ａ／Ｄ変換器１０
でデジタル化され、コンピュータ１２に供給される。ここで前記画像信号は、フーリエ変
換法による画像再構成又はその他の当業者に周知の方法を用いて再構成及び表示され、Ａ
ｔａｌａｒ’８０１の図１の、陰極線管であってもよい表示手段１６上に表示される。上
述の及び図１－１３に図示した内部ＭＲＩ用の本発明の機器を使用したＭＲＩ検査におい
て、内部ＭＲＩコイルの配置及び導入のために、前記表示された画像を用いて解剖学的内
部構造を視覚化する。
【００９４】
前記内部ＭＲＩコイルから発生した画像の視覚化が望ましい時点で、又はそれ以前に、上
述の複数の内部ＭＲＩコイルの出力のうちの１つ又は複数が、その要素構成の例がＡｔａ
ｌａｒ’８０１の図４及び図５、Ｏｃａｌｉ他による米国特許第５，９２８，１４５号の
図３及び図７に記載され、その全体が本願中に参考文献として編入された同調及び整合手
段並びに送信／受信スイッチ８１ａ、８１ｂ、８１ｃ他に入力される。次に、各機器から
の出力のそれぞれが、前置増幅器手段８３ａ、８３ｂ、８３ｃ他、受信器手段８６ａ、８
６ｂ他が含まれる前記多チャンネル受信器の個別のチャンネルへと送信され、９０ａ、９
０ｂ他によってデジタル化された後に、コンピュータ手段１２へと送信される。前記内部
コイルを増幅するために用いられる前置増幅器８３ａ、８３ｂ、８３ｃ他の利得は、一般
的には外部コイル用の前置増幅器８４ａ、８４ｂ他の利得に匹敵するものであろうが、内
部コイルと外部コイルとの間及び異なる内部コイル間で、固有の電圧信号強度が異なって
いてもよく、また、増幅器８３ａ、８３ｂ、８３ｃ他の利得を、例えば自動的な又は固定
した手段によってコンピュータ制御下で、又は更なる増幅手段を適切な受信器チャンネル
中に挿入することによって調整し、画質を向上させてもよい。次に、コンピュータに送信
された前記信号を、３つの方法のうちの１つによって再構成する。前記複数の入力チャン
ネルのうちの１つから信号を選択して独立に再構成するか、前記複数のコイルのうちの１
つからの信号と別の複数のコイルのうちの１つからの信号とを交互に再構成して表示する
か、又は、外部コイルから選択しても内部コイルから選択してもよい２つ以上のコイルか
らの信号を、画像再構成の目的でフェーズドアレイ信号として並列に処理することによっ
て再構成する。
【００９５】
この手段を用いることにより、前記内部コイルの検査被検体内部への導入途上で、例えば
身体内の目的領域に感応する全てのコイルのフェーズドアレイ再構成によって、イメージ
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ングを迅速に実施することができる。目的の領域への到達後に、より小さな視野の内部コ
イルに切り換えて高分解能の情報を得ること及び／又は、前記局所において介入処置を行
うことが望ましいであろう。前記所望の構造を視覚化した後、前記内部コイルをイメージ
による案内のもとで切り換えるが、この時に、複数のコイルを並列に用いてより広い視野
が得られるように一旦元に戻し、その後、前記複数の内部コイルのうちの１つ又は複数を
再び高分解能のイメージング用に切り換えることが望ましいであろう。従って、ＭＲＩコ
ンピュータ手段１２に、様々な入力機器８０ａ、ｂ、ｃ・・・のうちの１つ及び複数と８
５ａ、ｂ、ｃ・・・他とを、ソフトウェアを介してオペレータの制御下で切り換え及び選
択するための手段が含まれることが望ましい。
【００９６】
別の一実施態様では、ＭＲＩを利用した内部イメージングのための検出器コイルと前記検
出器コイルと連絡したトリガ機構とを備えた、ＭＲＩを利用した内部イメージングのため
の装置が提供されるが、ここで、前記トリガ機構の作動によって、前記検出器コイルが、
収縮した状態から伸張した状態へと変化する。一実施態様においては、前記トリガ機構が
引張りワイヤを有する。一実施態様においては、収縮した状態の前記検出器コイルは、伸
張した状態の前記検出器コイルとは大きさが異なる。
【００９７】
本発明の範囲内のその他の様々な実施態様が予想される。本発明のイメージングスリーブ
を、頭部構造への到達に用いられる様々に異なる穿刺針、静脈採取用の低侵襲の機器、Ｇ
Ｉイメージング用内視鏡への取付用に作製されたスリーブ、トロカール、ロボット誘導外
科手術用の機器、（弁置換手術、バイパス移植などの）低侵襲の心臓外科手術用の機器、
整形外科機器、尿道カテーテル並びに結腸鏡検査及び下部胃腸管診断用のリニアエクスト
ルージョン（原語ｌｉｎｅａｒ　ｅｘｔｒｕｓｉｏｎ）カテーテルと一緒に使用してもよ
い。
【００９８】
従って、本発明をその多数の実施態様を参照しながら具体的に図示し説明したが、本発明
の精神及び範囲から逸脱することなく形状及び詳細を様々に変更可能であることは、当業
者によって理解されよう。
【図面の簡単な説明】
本発明の以上の及びその他の実施態様、特徴及び長所は、添付の図面に図示された好適な
実施態様の以下の詳細な説明を参考にすることにより、より十二分に理解されることであ
ろう。前記の図面において、異なる図面を通じ、同様の参照記号は同様な要素を言及する
ものである。図面は、実寸ではないが、本発明の原理の実例を強調して示したものである
。
【図１】　図１は、非ループ状イメージングアンテナを有する第１の実施態様に基づくイ
メージングスリーブの断面図である。図１Ａは、図１に図示された実施態様の近位端面図
である。図１Ｂは、２つの管状部材を有する一実施態様の断面図である。
【図２】　図２は、ループ状アンテナイメージングコイルを有する第２の実施態様に基づ
くイメージングスリーブの断面図である　図２Ａは、図２に図示された実施態様の近位端
面図である。
【図３】　図３は、ループ状イメージングコイルの一実施態様の断面図である。
【図４】　図４は、クワドラチャループ状イメージングコイルを有する一実施態様に基づ
くイメージングスリーブの断面図である。図４Ａは、図４に図示された実施態様を図４に
示す線Ａ－Ａに沿って切った断面図である。
【図５】　図５は、第２の医療機器に使用される一実施態様に基づくイメージングスリー
ブの断面図である。図５Ａは、図５に図示された実施態様の近位端面図である。
【図６】　図６は、伸張式ループ状イメージングコイルを有する一実施態様に基づくイメ
ージングスリーブの、前記伸張式ループ状イメージングコイルが伸張した状態を示す断面
図である。図６Ａは、伸張式ループ状イメージングコイルを有する一実施態様に基づくイ
メージングスリーブの、前記伸張式ループ状イメージングコイルが収縮した状態を示す断
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面図である。図６Ｂは、図６のイメージングループコイルの断面図である。図６Ｃは、図
６に図示した実施態様を図６に示す線Ｃ－Ｃに沿って切った断面図である。図６Ｄは、伸
張式クワドラチャループ状イメージングコイルを有する一実施態様に基づくイメージング
スリーブの、前記コイルが伸張した状態を示す断面図である。図６Ｅは、伸張式クワドラ
チャループ状イメージングコイルを有する一実施態様に基づくイメージングスリーブの、
前記コイルが収縮した状態を示す右端面図である。
【図７】　図７は、伸張式ループ状イメージングコイルを有する一実施態様に基づくイメ
ージングプローブの、前記コイルが伸張した状態を示す断面図である。図７Ａは、伸張式
ループ状イメージングコイルを有する一実施態様に基づくイメージングプローブの、前記
コイルが収縮した状態を示す断面図である。
【図８】　図８は、スリーブ内に埋入された非ループ状イメージングコイルと、伸張式ル
ープ状イメージングコイルを有するプローブインサートと、を有する一実施態様に基づく
組合せイメージング機器の、前記伸張式コイルが伸張した状態を示す断面図である。図８
Ａは、スリーブ内に埋入された非ループ状イメージングコイルと、伸張式ループ状イメー
ジングコイルを有するプローブインサートと、を有する一実施態様に基づく組合せイメー
ジング装置の、前記伸張式コイルが収縮した状態を示す断面図である。
【図９】　図９は、スリーブ内に埋入された非ループ状イメージングコイルと、ループ状
イメージングコイルを有するプローブインサートと、を有する一実施態様に基づく組合せ
イメージング装置の断面図である。図９Ａは、スリーブ内に埋入されたループ状イメージ
ングコイルと、非ループ状イメージングコイルを有するプローブインサートと、を有する
一実施態様に基づく組合せイメージング装置の断面図である。
【図１０】　図１０Ａ、１０Ｂ及び１０Ｃは、ループ状、非ループ状及び組合せイメージ
ングループに沿った位置の関数としての信号強度の略図である。
【図１１】　図１１は、ループ状イメージングコイルと、スリーブ内に埋入された非ルー
プ状イメージングコイルと、を有する一実施態様に基づくＭＲＩスリーブの断面図である
。図１１Ａは、図１１に図示した実施態様の左端断面図である。
【図１２】　図１２は、ループ状イメージングコイルを有する一実施態様に基づく本発明
の同調／整合回路の複数のコンデンサの配置を図示した断面図である。
【図１３】　図１３は、ループ状イメージングコイルを有する一実施態様に基づく本発明
の同調／整合回路の直列コンデンサの配置を図示した断面図である。
【図１４】　図１４は、イメージングスリーブの一例の断面図である。図１４Ａは、イメ
ージングスリーブの一例の断面図である。図１４Ｂは、イメージングスリーブの一例の断
面図である。
【図１５】　図１５は、インターフェース回路の一実施態様を図示したものである。
【図１６】　図１６は、モノレール型イメージングカテーテルの一例の断面図である。
【図１７】　図１７は、多チャンネルＭＲＩシステムの一実施態様を図示したものである
。
【図１８】　図１８は、イメージングガイドカテーテルの一例の断面図である。
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