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(57)【要約】
本発明は、急性冠症候群などの粥腫性血栓事象のリスク
がある対象に対する予防的光活性化治療法を提供する。
一実施の形態では、対象は、アテローム性動脈硬化に関
連する血管新生における感光性物質の濃度が効果的な光
活性化治療を可能とする結果をもたらすのに十分な量の
感光性物質を投与される。感光性物質を励起するが、血
管の外膜層には有意な程度に浸透しない波長の光が、血
管部位に付与される。次に続く段階で付与されてよい治
療的光線量は、新生血管系の漏出を閉鎖させるのに十分
であり、粥腫の安定化と有害な臨床結果の減少につなが
る。本発明は、本発明の方法を実施する際に有用な光伝
達装置およびシステムをさらに提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　急性冠症候群を治療あるいは予防する方法であって、
急性冠症候群のリスクがある対象を選択することと、
　全身静脈注射によりあるいは直接冠状動脈血管系内に、アテローム粥腫に関連する血管
新生における感光性物質の濃度が効果的な光活性化治療を可能とする結果をもたらすのに
十分である投与量の感光性物質を該対象に供給することと、
　該感光性物質を励起するが、該血管の外膜層には有意な程度に浸透しないように、適切
な波長の光を１つ以上の冠状動脈あるいはこれらの血管部位に付与することと
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記感光性物質を活性化するように前記光が付与された前記一つ以上の冠状動脈あるい
はこれらの血管部位からの血液を洗浄することをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記光を付与することは、約４１０～約４７５ｎｍの範囲の前記波長の光を付与するこ
とを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記感光性物質は、タラポルフィンナトリウムあるいはその誘導体である、請求項１に
記載の方法。
【請求項５】
　前記感光性物質の活性化に使用される前記光は、コヒーレントあるいは非コヒーレント
光である、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記光の付与は、前記血管の内面に対しておこなわれる、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記感光性物質を活性化させるための前記光の付与は、前記全治療過程で流れを閉塞さ
せずに血管の全長にわたり処置が行われるよう、血液再かん流の間隔によって部位的に分
割される、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　血管内へ挿入できる大きさのカテーテルであって、膨張式バルーンおよび内腔を備える
前記カテーテルと、
　該カテーテルの内腔を通して収容され、伸展できる大きさのガイドワイヤと、
　該カテーテルの内腔に設置され光を組織に供給する光源であって、該光は、感光性物質
の励起波長に近い励起波長で供給される前記光源と
　を備える、システム。
【請求項９】
　前記光源はレーザ光源である、請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記光源は発光ダイオード（ＬＥＤ）を含む、請求項８に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記組織に物質を提供する物質供給システムをさらに備え、該物質供給システムは、前
記カテーテルの内腔を通して伸展する供給管を含む、請求項８に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記カテーテルは、前記物質を前記血管内に放出するポートを含む、請求項１１に記載
のシステム。
【請求項１３】
　前記物質は生理食塩水である、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記物質は、ある量の感光性物質と組み合わせた生理食塩水である、請求項１１に記載
のシステム。
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【請求項１５】
　前記感光性物質は、約４１０～約４７５ｎｍの範囲の励起波長を有する、請求項１４に
記載のシステム。
【請求項１６】
　約４１０～約４７５ｎｍの範囲の励起波長を有する感光性物質をさらに備える、請求項
８に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記感光性物質は、タラポルフィンナトリウムおよびその誘導体から選択される、請求
項１６に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記感光性物質は、ベルテポルフィンおよびその誘導体、ロスタポルフィンおよびその
誘導体から成るグループから選択される、請求項１６に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記カテーテルのバルーンは、光力学的処置手順の段階における、前記バルーンの収縮
のための流体流出ポートと、後続する前記バルーンの再膨張のための流体流入ポートとを
備える、請求項８に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記光源を格納するための拡張可能な伸展部材をさらに備える、請求項８に記載のシス
テム。
【請求項２１】
　前記拡張可能な伸展部材は、前記カテーテルの前記内腔内における第一の位置から、該
カテーテルの該内腔外であり前記血管の壁のより近接における第二の位置に移動可能であ
る、請求項２０に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アテローム性動脈硬化、および心血管系における血管新生に関連するその他
の増殖性疾患の治療と予防に関する。具体的には、本発明は、光線力学療法を利用してア
テローム性動脈硬化の疾病過程を改善する方法とシステムを提供する。
【背景技術】
【０００２】
　心血管疾患（ＣＶＤ）は、世界中で重大な健康問題となっている。米国のみでも、心血
管疾患が原因で毎日およそ２６００人が死亡している。ＣＶＤは、脳、心臓自体、および
その他の生命に関わる臓器など、体内の重要な生命維持部に酸素を供給する心臓、動脈、
および静脈の機能不全状態を含む。心血管閉塞性疾患および急性冠症候群の二つは、有名
な心血管疾患である。
【０００３】
　心血管閉塞性疾患は、虚血性心疾患あるいは狭窄とも称され、心臓への血流の閉塞に起
因する。これは一般的に、過剰な脂肪あるいは粥腫の沈着物が、酸素を含んだ血液を心臓
に供給する血管を狭めることにより発生する。脂肪あるいは粥腫の過剰な堆積は、それぞ
れ動脈硬化、アテローム性動脈硬化と呼ばれる。通常これらの閉塞は、心筋組織の酸素欠
乏を引き起こし、後続する組織損傷は多くの場合不可逆的であり、致命傷となる。脳への
不十分な酸素の流入は同等に重大で、脳卒中を起こす可能性がある。
【０００４】
　近年、血管閉塞性疾患の治療に対し相当な数の研究がなされ、バルーン血管形成術など
の治療法が狭窄の標準治療となってきた。この方法では、既知の各種手法により狭窄の場
所が特定されると、ガイドワイヤを使用して、閉鎖血管に血管形成術用カテーテルが挿入
される。閉塞位置でカテーテルのバルーンを膨張させ、閉鎖血管を押し広げる。
【０００５】
　しかし残念ながら、多くの場合短期間で、血管は元の狭められた内腔へ反跳するか、あ
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るいは再狭窄する（粥腫および／またはバルーンによる血管の拡張が原因となる損傷に起
因する瘢痕組織によって再閉塞する）。反跳および／または再狭窄を予防する試みとして
は、血管内に永久的に埋め込まれるステント装置を使用して、血管形成術の位置で血管が
開いた状態を維持し、それにより血管形成術後の血管の弾性反跳を予防する方法がある。
この方法は反跳の予防には成功しているが、ステント自体が再狭窄への刺激となることが
わかってきた。その結果、ステントに対する身体の反応を低下させるための被膜を備える
新しいステントが作成された。これには薬剤（通常は抗増殖剤）が被膜に含まれ、再狭窄
の発症をさらに抑えるステントが含まれる。このような薬剤溶出ステントは、現在、狭心
症患者の治療に広く使用されており、狭心症は、アテローム粥腫により大幅に狭められた
冠状動脈の症候的な結果である。
【０００６】
　光力学的療法（ＰＤＴ）は、心血管閉塞性疾患および再狭窄の治療に対する代替的アプ
ローチとして検討されてきた。光治療を利用する試みがなされており、例えば、アテロー
ム性動脈硬化患者における、血流を制限する血管閉塞の初期治療としてのＰＤＴなどであ
る。例えば、特許文献１には、感光性物質が局所的あるいは全身的に患者に供給され、感
光性物質を励起するために３９０～６１０ｎｍの範囲の波長で光が加えられる方法が記述
されている。選定された波長は、下層の血管組織への光の浸透を低減し、それにより組織
への損傷を減少させると言われている。ＰＤＴは、心血管系における閉塞を抑制、安定化
、あるいは低減すると言われている。しかし、使用する光の波長のために、血液は光と標
的組織との間の部位から除去されなければならない。なぜなら、血液中のヘモグロビンが
光を吸収する可能性があるからである。この公報は、処置は血管の下の心筋組織あるいは
肺組織への損傷を避けるべきであり、また光とこれらの組織との間に介在する血液は、光
を吸収することにより防御盾の役割をしてしまうと警告している。
【０００７】
　特許文献２には、ＰＤＴによる、動静脈フィステルにおける内膜過形成あるいは狭窄の
治療が記述されている。具体的には、この公報は、血液透析をおこなう目的で形成される
グラフトあるいはフィステルにおける、これらの症状の予防あるいは治療を扱う。このよ
うなグラフトあるいはフィステルは、時間が経つと増殖と血栓により塞がれる。一実施の
形態では、静脈の外側（外膜層）は、６９０ｎｍ波長の光に４０分間暴露されるが、この
いわゆる「低線量」ＰＤＴは、血管組織の大規模な破壊を避けるために望ましいと言われ
ている。この提供される線量は、感光性物質の濃度、光照射強度、および暴露時間の関数
であると言われている。
【０００８】
　再狭窄治療のためのＰＤＴの使用は、例えば特許文献３および特許文献４に記述される
。しかし、ステント留置術を併用する、あるいはしない光治療は、血管形成術後の再狭窄
を予防あるいは低減するためには、例えあったとしても広くは使用されていない。
【０００９】
　急性冠症候群は、不安定狭心症、急性心筋梗塞、および突然心臓死を含む重大な突然発
症の心血管疾患の一部である。急性冠症候群は、記録された心血管疾患の病歴のない患者
に発症することがしばしばある。急性冠症候群に関連する心血管疾患は、しばしば「不安
定粥腫」として知られる特定の種類の活性アテローム粥腫の侵食あるいは破裂によって引
き起こされる。この粥腫は、「薄い線維性アテローム」とも呼ばれる。例として、非特許
文献１参照。
【００１０】
　不安定粥腫により部分的に閉塞された静脈の断面を図１に示す。図示されるように、血
管は、血液が流れることができる開口部（内腔）を有し、線維性被膜および脂質コアを有
する構造により部分的に閉塞されている。この脂質に富むコアは、組織因子を生成するマ
クロファージだけでなく、リポタンパク（ａ）など血栓を形成する脂質形態を含有するた
め、最も強力な種類の粥腫であると示唆されている。そのため、脂質コアが血液にさらさ
れると（例えば、粥腫の線維性被膜が侵食あるいは破裂すると）、血栓を形成する高い危
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険性があり、血栓は、血管を閉塞させる可能性があり、対象に重大な結果を引き起こす恐
れを伴う。
【００１１】
　比較的安定を保ち、血管系をゆっくりと閉塞させる粥腫病変の大部分とは異なり、不安
定粥腫は、破裂のより高い頻度を有し、近年８０～８５％に達すると推定されている心臓
発作、卒中、および突然死症例の主な原因となっている。不安定粥腫は、アテローム粥腫
とは構造的および機能的に区別できるが、現在利用される粥腫要素および被膜の厚さにつ
いての精密な情報を提供しない画像診断法では、静止期のあるいは安定したアテローム粥
腫から容易に検出あるいは区別することはほぼ不可能である（ＭＲＩ、ＣＴ、心筋血流イ
メージング、血管造影法、血管内超音波法、サーモグラフィ、ＯＣＴ、反射率、およびス
ペクトロスコピーなど）。
【００１２】
　検死によると、不安定粥腫の破裂が、冠状動脈の５０％狭窄以下の部分で最も頻繁に起
きていることが示唆される。バイパス手術や血管形成術など、アテローム粥腫の閉塞作用
を改善するための現在の療法は、５０％狭窄を超える部分に重点を置き、不安定粥腫を除
去したり、あるいは急性冠症候群の発症を低減することはほとんどない。かかる粥腫を治
療するために現在開発中の薬剤には、例えばＡＣＥ阻害剤がある。
【００１３】
　しかし、急性冠症候群に関連する重大な健康問題が与えられ、下層にある不安定粥腫の
存在の検出に関する近年の進歩を考慮すると、ＰＤＴによって不安定粥腫の成長と破裂を
防ぐ方法と装置を含む、急性冠症候群を治療するさらに高度な方法と装置が今すぐに必要
であることは明らかである。
【特許文献１】米国特許出願公開第２００２／０１８３３０１号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００４／０２０８８５５号明細書
【特許文献３】米国特許第５，３７０，６０８号明細書
【特許文献４】米国特許第５，４１７，６５３号明細書
【非特許文献１】Ｍａｍｏｏ　Ｎａｋａｍｕｒａら、Ｒｅｖｉｅｗｓ　ｉｎ　Ｃａｒｄｉ
ｏｖａｓｃｕｌａｒ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ、２００４年、第５巻補足２、ｓ２２－３３
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明は、急性冠症候群（不安定狭心症、急性心筋梗塞および突然心臓死）のリスクの
ある対象の治療法を提供する。急性冠症候群には冠状動脈のアテローム性動脈硬化に起因
するものが含まれるが、これに限定されない。一実施の形態では、方法は予防的方法であ
る。本発明は、本発明を実施する際に有用な新しいシステムも提供する。
【００１５】
　本発明によるアテローム性動脈硬化患者における一つ以上の心外膜冠動脈の予防的治療
は、アテローム粥腫に関連する新生血管からの漏出を閉鎖することによりアテローム性動
脈硬化を改善し、急性冠症候群を引き起こす粥腫の侵食あるいは破裂の発生を低減する。
従って、本発明は、アテローム硬化性および心血管系内のその他の場所における血管新生
に関連するその他の増殖性疾患の治療法も提供する（例えば、頸動脈疾患、脚の血管系に
おける末梢動脈疾患、透析患者における動静脈グラフトの機能障害、あるいは冠動脈バイ
パスグラフト手術を受ける患者における静脈グラフト病）。特定の実施の形態では、本発
明により提供される治療法は、短期間であり、血管形成術などの既知の手順に適する、標
準的な経皮的インターベンション条件のもとで実施することができる。
【００１６】
　一実施の形態では、本発明は急性冠症候群を治療あるいは予防する方法を提供するが、
これには、一つ以上の冠状動脈のアテローム性動脈硬化を有する対象、あるいは急性冠症
候群のリスクがあるかもしれない対象の特定および選択が含まれる。リスクの特定は、病
歴、危険因子評価、あるいは画像化などを含む非侵襲的あるいは侵襲的診断試験に基づい
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て行うことができる。本発明に提供される処置では、対象は、経静脈全身投与あるいは罹
患血管への直接脈管内注射により、アテローム粥腫に関連する前記血管新生における感光
性物質の濃度が効果的な光活性化療法を可能とする結果をもたらすのに十分である投与量
を投与される。実施の形態では、分布された感光性物質の光活性化を開始する前に、処置
を受ける動脈は、生理食塩水などの生体適合性の半透明液で洗浄されるが、これは処置を
受ける血管から一時的に血液を血液中に含まれる感光性物質とともに移動させる。この洗
浄過程は、例えば処置を受ける血管の近位でのバルーン閉塞、およびバルーン閉塞より遠
位地点への洗浄媒体の導入により容易となる。本方法は、標的新生血管において感光性物
質を励起するが、血管の外膜層の外に存在する栄養血管には有意な程度に浸透しない波長
の光の血管内面への照射を進める。照射の後、方法は、閉塞装置を除去あるいは無効にす
ることによって（バルーン収縮など）、血管の洗浄された部分に血液を再かん流させる。
次に、十分な（治療的）光線量が与えられるまで、洗浄、閉塞、照射のステップを一つ以
上のサイクルで繰り返して、アテローム性動脈硬化血管域の希望する部位あるいは全域を
処置してよい。このように与えられた光は、感光性物質を活性化させ、アテローム粥腫に
関連する新生血管系を封じる生物学的効果をもたらし、それにより、粥腫への血液および
炎症細胞の侵入を防ぐ。本発明によって提供される処置の成果は、粥腫の拡張を緩和し、
粥腫の安定性を高める。
【００１７】
　別の実施の形態では、本発明は、本発明の方法を実施する際に有用なシステムを提供す
る。一実施の形態では、システムは、光活性化治療により処置を受ける血管内へ挿入でき
る大きさのカテーテルを含む。カテーテルは、膨張式近位閉塞バルーンを含み、多管内腔
を備えており、多管内腔は、標準ガイドワイヤ上での罹患血管内へのカテーテル送入を可
能にし、またバルーンの膨張、洗浄、および発光モジュールの供給を含むその他のインタ
ーベンションユーティリティーのためのものである。一実施の形態では、システムは、約
４１０ｎｍ～約４７５ｎｍの範囲の可視光の青紫色域において最大エネルギー吸収を有す
る感光性物質も含む。システムは、感光性物質の励起波長に適合する出力波長により選定
された血管内発光モジュールを含む。青紫光は、光活性化にも望ましい。なぜなら、その
血管壁での高レベルの散乱が、治療標的内に供給される光線量の均一性を最大限に引き上
げ、アテローム性動脈硬化のよく知られた多発性分布に対応するからである。発光モジュ
ールは、カテーテルの内腔に挿入できる大きさで、感光性物質の治療的活性化のために必
要なエネルギー量で、血管壁に光を供給する。さらに、さまざまな実施の形態では、シス
テムは、インターベンション室、あるいは処置がおこなわれるその他の場所において、必
要あるいは好ましい付属物を含む。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　図面では、同一の参照番号は、類似の要素あるいは作用を特定する。図面における要素
の大きさと相対位置は、必ずしも一定の縮尺で描かれていない。例えば、さまざまな要素
の形状および角度は、一定の縮尺で描かれておらず、これらの要素のいくつかは、図面を
見やすくするために、適宜、拡大および位置付けがなされる。
【００１９】
　以下の説明では、開示されるさまざまな実施の形態を十分に理解できるよう、特定の具
体的詳細が述べられる。しかし、当業者には、これらの具体的詳細のうち一つ以上を使用
せずに、あるいは他の方法、要素、材料等によって、実施の形態を行ってもよいことは明
らかである。また、実施の形態について理解を難しくするような不必要な説明を避けるた
め、発光体、発光ダイオード、レーザ、カテーテル、ガイドワイヤ、および制御装置に関
連する既知の構造については詳細を図示あるいは説明しない。
【００２０】
　文脈上他の意味に解すべき場合を除き、明細書および続く請求項を通して、「備える」
をいう言葉および「備えた」や「備えている」などのその変形は、広義の、包括的な意味
、すなわち「含むが、それに限定されない」と解釈されるものとする。
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【００２１】
　本明細書を通して、「一実施の形態」あるいは「実施の形態」とは、その実施の形態に
関連して記述される具体的な特長、構造、あるいは特徴が、少なくとも一つの実施の形態
に含まれることを意味する。従って、本明細書を通してさまざまな部分に記載される「一
実施の形態では」あるいは「実施の形態では」と言う表現は、必ずしも全てが同一の実施
の形態を指すとは限らない。さらに、具体的な特長、構造、あるいは特徴は、一つ以上の
実施の形態において、いかなる適切な方法で組み合わせてもよい。
【００２２】
　本発明は主に、新生血管の漏出を減少あるいは予防する新しい方法の発見に基づいてお
り、新生血管の漏出は、アテローム粥腫の新生血管の漏出および破裂を含み、アテローム
粥腫は、例えば、不安定粥腫を含む。従って、一実施の形態では、本発明は、光活性化治
療（ＰＤＴ）に関する方法、器具、およびシステムを提供し、該光活性化療法（ＰＤＴ）
は、アテローム粥腫からの新生血管の漏出、およびアテローム粥腫の破裂を減少あるいは
予防し、したがって、急性冠症候群を予防し、該急性冠症候群は、不安定狭心症、急性心
筋梗塞、および突然心臓死を含むがこれに限定されない。
【００２３】
　近年、感光性物質の使用を含み、不安定粥腫の検出が向上してきた。例として、米国特
許公開公報第２００３０１０３９９５号参照。開発された一つの方法に従うと、ＰＤＴ感
光性物質、蛍光性あるいは光反応性化合物は、不安定粥腫における肩部のマクロファージ
、リンパ球、あるいは平滑筋細胞への結合の標的にされ、望ましくは表面のスカベンジャ
ー受容体に結合するリガンドに結合される。あるいは、ＰＤＴ構成は、粥腫コアの増加す
る脂質群への標的にされ、または線維性被膜において見られるプロテアーゼへの標的にさ
れる。ヒトにおける不安定粥腫に類似するウサギモデル系での病変を選択的に検出するた
めに、複数のＰＤＴ化合物（クロリン－ｅ６複合体）が使用されてきた。一つの方法に従
うと、光活性化は、特別に設計された血管内装置を使用して実施され、該血管内装置は、
動脈内の粥腫表面に励起光を供給し、放射された蛍光信号を受信し、該蛍光信号は、分析
器に送信される。
【００２４】
　別の方法では、放射性核種（ベータまたはガンマ放射体）あるいは常磁性造影剤は、高
分子標的化キャリアおよび／またはＰＤＴ化合物に結合され、高分子標的化キャリアおよ
び／またはＰＤＴ化合物は、不安定粥腫要素あるいは活発に形成する粥腫要素に局在化し
ている。標識された造影剤は、小分子であり、選択的かつ不可逆的に、迅速に（６時間以
内）病変部位に局在化する。造影剤は、単独あるいはＰＤＴ化合物と併せて与えることが
できる。ベータおよびガンマの両方の放射性核種検出プローブ（１８Ｆ－ＦＤＧ、９９ｍ
Ｔｃ－ｆＭｅｔ－Ｌｅｕ－Ｐｈｅ、９９ｍＴｃ－Ａｐ４Ａ）は、ヒトにおける不安定粥腫
に類似するウサギモデル系での病変を選択的に検出することにより、使用することに成功
してきた。
【００２５】
　これらのＰＤＴあるいは核剤を使用して、既存の要素を安定化させるか、または不安定
化させる炎症細胞、脂質、あるいはプロテアーゼの群を特異に排除するかのいずれかによ
り、粥腫の破裂を予防してもよいことも提案されてきた。さらに、不安定粥腫または活発
に形成する粥腫を処置するためのＰＤＴ化合物の使用が記述されてきており、該記述は、
細胞外基質タンパク質を架橋するＰＤＴ剤の使用を含み、それにより、第二の種の検出あ
るいは投与に使用された同じ色素の活性化による破裂に対して、線維性被膜を安定化させ
てきた。肩部のマクロファージ、リンパ球、またはその他の炎症細胞へＰＤＴ感光性物質
構成をさらに標的とすることにより、光活性化およびアポトーシスによる選択的破壊が可
能となると考えられている。制御されたＰＤＴの適用により、細胞は、壊死の細胞応答を
誘発せずにアポトーシスのみを受け、それによりリスクの高い部分における炎症反応を減
少させることができる。これらの細胞死は、プロテアーゼまたはその他の細胞外基質生成
を抑制する要素の放出の減少、またプロトロンビン合成要素の局所分泌の全体的減少によ



(8) JP 2008-530235 A 2008.8.7

10

20

30

40

50

り、部位の安定性の向上につながる。この技術は、ウサギ粥腫モデル系において、クロリ
ン－ｅ６複合体および市販のレーザを使用して粥腫のマクロファージの標的化破壊のため
に使用され、成功を収めてきた。
【００２６】
　粥腫表面に励起光を供給し、放射された蛍光信号を受信して分析器に送信する診断プロ
ーブ／カテーテル装置の設計についても、記述されてきた。適切な診断信号が検出される
と、同装置が光療法を供給し、特定の標的とされる要素を排除する。診断および治療のた
めの光は、適切な血管内カテーテルと組み合わせたレーザまたは光ファイバによって供給
される。あるいは、手術による開口部位に対し適切とみなされる光源は、従来の広帯域光
源、広範囲のＬＥＤ、および焦点をぼかしたレーザ光線を含む。
【００２７】
　本発明に従うと、アテローム性動脈硬化に冒された血管壁内での病的血管新生は、光活
性化治療によるインターベンションの治療的標的である。いかなる特定の理論にも縛られ
ることなく、アテローム性動脈硬化の部位あるいはその周辺に存在する新生血管からの血
液および／または炎症細胞の漏出を食い止めることは、急性冠症候群の罹患率および死亡
率の減少に貢献することは理解でき、そうしなければアテローム粥腫が漏出、侵食、ある
いは破裂した場合に急性冠症候群が発生し得る。さまざまな実施の形態では、本発明の方
法、器具、およびシステムは、粥腫の新生血管の漏出を、一つの血管内での部位単位で、
あるいは一つ以上の血管内で全部位的に予防あるいは低減する。処置は、急性冠症候群を
発現するリスクのある患者に対し、単独であるいは緊急および長期治療戦略（薬物療法が
後続する光活性化治療など）の一環として提供することができる。
【００２８】
　本発明の側面をより理解するために、典型的な心臓血管は、血液供給（栄養血管）を備
える外膜として知られる外層（厚さ３００～４００ミクロン）、脈管内膜として知られる
内層（厚さ１００～１５０ミクロン）、およびこれらの層の間にあり中膜として知られる
層の３層を有する壁を備えることに留意されたい。これは図２の血管の縦断面図で、概略
的に図解される。
【００２９】
　冠状動脈のアテローム性動脈硬化の進行は、複雑な生物過程であり、生物学的活性の多
種多様のうち、一方では生物学的に不活性であるが血行動態に影響を及ぼす（血流を妨げ
る）ものから、他方では生物学的に活性であり血行動態に影響を及ぼさない（血流を妨げ
ない）ものまでに渡る病変の連続形成に特徴付けられる。上述のように、生物学的に活性
な病変は、通常「不安定粥腫」を言われる。これは図１に示すように、薄い線維性アテロ
ーム、高密度のマクロファージを有する大きい脂質コア（多くの場合壊死の）に特徴付け
られる。重要なものとしては外膜層の栄養血管から伸展する新生血管系もあり、これはア
テローム粥腫の進行に起因する低酸素症によって引き起こされる血管新生刺激に反応して
発現し、脈管内膜を肥厚させる。栄養血管は、粥腫を拡張および炎症させることにより、
粥腫の不安定性の一因となる。侵食あるいは破裂が起こると、これらの粥腫は血管を完全
に閉鎖させ得る凝固を引き起こすことがあり、これは急性冠症候群につながる。
【００３０】
　本発明に従うと、粥腫の侵食あるいは破裂に対する脆弱性を低下させる治療は、命にか
かわる可能性のある冠状動脈の血栓の重大なリスクを軽減する。従って、本発明の特定の
実施の形態は、破裂のリスクを低減するための、光活性化療法によるアテローム性動脈硬
化の予防的治療を対象とする。具体的には、本発明は、侵食あるいは破裂に対する粥腫の
脆弱性と、動脈壁内でアテローム粥腫が発現すると発生する血管新生刺激により発現する
下層の血管新生との関係を認める。
【００３１】
　アテローム硬化性病変には、血管壁の積極的な再形成に関連するものがあり、これは、
必ずしも血流を制限することなく、蓄積する粥腫を収容する。通常、重大な急性冠動脈症
候群につながる責任病変（ｃｕｌｐｒｉｔ　ｌｅｓｉｏｎｓ）は、破裂前には有意に狭窄
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性ではない。例えば、Ｓｃｈｏｅｎｈａｇｅｎ，Ｐ．らによるＡｍ．Ｊ．Ｃａｒｄｉｏｌ
．（８９：１３５４－１３５９、２００２年）によると、心筋梗塞と診断された患者の７
０％が、血栓事象の部位において５０％未満の冠状動脈狭窄を有する。従って、これらの
病変は、心筋梗塞の時点では無症候性である可能性がある。これは、その他の粥腫の沈着
とは対照的であり、その他の粥腫の沈着は、血管の内腔内で成長する可能性があり、次第
に血流を閉塞して心筋虚血を引き起こし、通常、特に労作時の狭心症に関連する。従って
、疾病過程全体において、種々の病変が混在することがありえることを理解すべきである
。
【００３２】
　図１に示すアテローム粥腫は、侵食および／または破裂の影響を受けやすくなり、本発
明に従って処置を受け、以下に述べる一つ以上の特徴を含む多数の特徴を有し得る。
【００３３】
　多くの粥腫において、脂質に富むコア（脂質を持ったマクロファージあるいは泡沫細胞
の死、および細胞外基質における脂質の蓄積に由来する）は、偏心的に肥厚した脈管内膜
の中心部に存在する。脂質に富むコアを覆う線維性被膜の肩部は、通常、マクロファージ
およびマクロファージ由来の泡沫細胞によって構成される。破壊しやすい粥腫は、肩部の
薄い線維性被膜、増加する炎症細胞、および平滑筋細胞の相対欠乏を特徴とする。
【００３４】
　アテローム粥腫は、マクロファージに浸潤された上層の薄い線維性被膜（＜６５ミクロ
ン）を備える大きい壊死コアを有し得る。かかる粥腫は、薄い繊維性被膜（ＴＣＦＡ：Ｖ
ｉｒｍａｎｉ、Ｒ．ら、Ｊ．Ｉｎｔｅｒｖ．Ｃａｒｄｉｏｌ．、１６：２６７－２７２、
２００３）として記述されてきた。重要なことに、５０％を超えるＴＣＦＡは冠状動脈枝
の近位部に位置し、４０％を超えるＴＣＦＡは左冠動脈前下行枝（ＬＡＤ）で見られる。
３０％のみが、責任病変（ｃｕｌｐｒｉｔ　ｌｅｓｉｏｎ）として同動脈に位置し、急性
冠症候群に対する脆弱性を多発的に発現する傾向がある。
【００３５】
　単球、マクロファージ、およびＴ－リンパ球は、アテローム粥腫あるいは破裂の表面侵
食部に存在する主要炎症細胞である。マクロファージによって生成されるマトリックスメ
タロプロテイナーゼは、線維性被膜におけるコラーゲンおよびその他の細胞外基質要素の
分解が亢進されることにより、粥腫破壊の一因となることがある。
【００３６】
　正常な冠状動脈は、血管の最外層である外膜内の小血管の組織網から補給を受ける。こ
の組織網は、栄養血管として知られており、これらの組織網は、通常の拡散によって酸素
および栄養素を受け取るには、血管の内腔から遠すぎる血管の筋鞘にこれらの必須物を供
給する。アテローム硬化性血管において、脈管内膜での粥腫沈着は、血管壁における酸素
負債（低酸素症）を悪化させ、血管内皮増殖因子のような下流の血管新生因子の誘因とな
り、罹患部位における新血管の形成（血管形成）につながる。アテローム硬化過程が続く
と、新生血管の増殖は、外膜栄養血管外で出芽し、中膜を通り、アテローム粥腫部位の肥
厚した脈管内膜内へと成長する。
【００３７】
　外膜から発現する血管新生に加え、血管新生は、動脈内腔自体から、粥腫に向かって外
向きに成長することもあるということは、以前仮定されている。しかしながら、最新の研
究では、ヒトの動脈（およびおそらくその他全般的な動脈）では、このような「内腔の血
管新生」は発生しない、あるいは発生するとしても、アテローム粥腫の部位では、いかな
る内腔の血管新生も妨害され、機能しない可能性が高いと思われる。
【００３８】
　従って、いかなる特定の理論にも縛られることなく、血管新生が粥腫の不安定性を引き
起こすことは、本発明に従って理解される。新生内膜の毛細血管は、薄い繊維性被膜（不
安定粥腫）の、基部あるいは肩部に存在する。血管新生はタンパク質分解性であり、それ
によりコラーゲンおよびフィブリン基質の分解を引き起こし、またそれにより粥腫を不安
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定化させる。血管新生は、炎症細胞動員により増大し、炎症細胞動員を促進する（病理学
的正のフィードバック）。粥腫の新生血管は、粥腫内に微小出血を起こし、炎症およびそ
の他の不安定化過程を増進する。
【００３９】
　さらに、血管新生が粥腫の進行の原因となることも理解される。新生血管の粥腫におけ
る密度は、炎症細胞の密度およびアテローム硬化性病変の進行と相関する。アテローム性
動脈硬化が進行すると、新生血管の内皮は動脈内腔の内皮に対し優勢となる。粥腫の新生
血管は、マクロファージ、炎症性メディエータ、および成長因子の原因であり、また微小
出血により赤血球膜を通してのコレステロールの供給源である。粥腫内出血、壊死コアの
拡大化、および粥腫における病変の不安定性との間には、関連性がある。粥腫内の血管新
生からの出血は、脆弱な病変における不安定性を誘発する重大な事象を表す。
【００４０】
　従って、血管新生は、粥腫破裂に至る生物過程の基礎となるメディエータであると理論
化される。さらに、アテローム粥腫の基部および肩部における血管新生の進展は、安定粥
腫から不安定粥腫への移行の重大な要因となる。従って、本発明に従うと、粥腫における
血管新生の閉鎖あるいは低減をもたらす治療は、冠状動脈と、頸動脈など粥腫の血管新生
が発生するその他の血管配置との両方における、粥腫破裂、血栓、および急性虚血性事象
のリスクを個別にあるいは集合的に軽減する有益な成果につながる。
【００４１】
　これらの有益な成果には、粥腫内出血の低減、粥腫内への炎症性細胞浸潤の低減、およ
び血管新生刺激の低減が含まれる。粥腫内のもろい新生血管からの出血の低減は、血小板
および赤血球の管外溢出を減少させ、これは遊離コレステロールの沈着、泡沫細胞生成、
およびセロイド生成の減少、および壊死コアの大きさおよび粥腫の体積の安定化につなが
る。白血球接着分子の発現を下方制御することによる、粥腫内への炎症性細胞浸潤の低減
は、マクロファージ生成のマトリクス・メタロプロテイナーゼの減少につながり、またコ
ラーゲンとその他の細胞外基質要素との破壊を減少させることにつながり、該その他の細
胞外基質要素は、粥腫を覆うフィブリンキャップの構造的完全性に対して重要なものであ
る。血管新生刺激の低減は（粥腫部位における炎症の軽減による）、血管新生のこれ以上
の形成を遅らせ、したがって、全身療法（コレステロール低下、抗血栓、抗血管新生）の
疾患改善効果が治療レベルに達する間までの架橋となる処置を提供する。
【００４２】
　さまざまな実施の形態において、本発明の各方法、器具、装置、およびシステムは、上
記の利益のうち一つ以上を提供する。
【００４３】
　アテローム性動脈硬化および急性冠症候群の治療および予防方法
　さまざまな実施の形態において、本発明は、心血管疾患と急性心症候群とを治療および
予防する方法を提供し、心血管疾患は、例えば狭窄および再狭窄などのアテローム性動脈
硬化を含み、急性心症候群は、不安定狭心症、急性心筋梗塞、および突然心臓死を含むが
これに限定されない。これらの方法は、通常、アテローム粥腫を有する血管の少なくとも
一部位の光線力学療法（ＰＤＴ）を備え、例えば、該粥腫は新生血管系を備える。さらに
、本命最初に記述された方法および装置は、血管新生に関連する心血管系の他の疾患の治
療に使用し得ることは理解され、他の疾患は、頸動脈疾患、脚の血管系における末梢動脈
疾患、動静脈グラフトの機能障害、静脈グラフト病を含むがこれらに限定されない。
【００４４】
　ＰＤＴとは、特定の波長あるいは波帯の光が、光反応性、光起動性、あるいは感光性物
質の投与により感光性を与えられた標的細胞、組織、あるいは生物学的構造方向に向けら
れる過程である。この光反応性物質は、特徴的な光吸収波帯を有し、一般的に、静脈注射
、経口投与、あるいは処置部位への局所供給により、対象に投与される。アテローム性動
脈硬化の処置の流れにおいて、光反応性物質が、標的粥腫およびその周囲の血管新生に分
布されると、アテローム性動脈硬化は、光反応性物質の吸収波長あるいは波帯に実質的に
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対応する適切な波長あるいは波帯の光に、血管新生を暴露することにより処置することが
できる。光反応性物質により処置を受ける血管新生に供給される光の波長は、特定された
標的細胞において、光反応性物質に酸素による光化学反応を起こさせ、特定された細胞の
溶解あるいは壊死を引き起こすフリーラジカル種（一重項酸素など）を産生する。これに
より、粥腫の安定化につながる。
【００４５】
　本発明の方法は、血管の特定された部位に実施されてよく、あるいは血管またはその部
位全体が、例えば予防的に処置されてもよい。本発明の方法に従って処置を受ける対象は
、アテローム性動脈硬化と診断された対象であってよく、あるいはアテローム性動脈硬化
のリスクがあると考えられる対象であってもよい。従って、本発明の方法は、先在のアテ
ローム性動脈硬化の処置、およびアテローム性動脈硬化あるいは急性冠症候群または事象
を防ぐための予防的治療を含む。特定の実施の形態では、対象は哺乳類であり、一実施の
形態では対象はヒトである。
【００４６】
　一実施の形態では、本発明の方法は通常、対象に適切な投与量の感光性物質を供給し、
標的粥腫およびその周囲の血管新生に感光性物質が分布されると、罹患（あるいは罹患の
疑いがある）血管内で発光することを含む。特定の実施の形態では、光は血管内面に与え
られる。特定の実施の形態では、感光性物質は、例えば静脈内あるいは動脈内に、全身的
に投与される。別の実施の形態では、感光性物質は、処置を受ける血管あるいはその部位
に局所的に投与される。
【００４７】
　特定の実施の形態では、血管内で発光し、したがって感光性物質を活性化させる前に、
処置を受ける血管の部位は、例えば生理食塩水などの物質により洗浄される。この洗浄は
部位から光吸収性血液を除外し、それにより（１）感光性物質を励起し、（２）血管の外
膜内には有意な程度に浸透せず、（３）処置部位内の正常な動脈内皮に損傷を与えない波
長の光で、血管壁を照らす光源の使用を可能にする。従って一実施の形態では、感光性物
質は、処置を受ける血管あるいはその部位の洗浄に使用される物質に与えられる。従って
特定の実施の形態では、洗浄に使用される物質は、感光性物質を備える。そのため感光性
物質は、洗浄前あるいは洗浄中に投与されてよいことは理解される。さらに、感光性物質
を備える洗浄物質の投与後に、過剰な感光性物質を除去するために、例えば感光性物質を
含まない生理食塩水などの物質により追加洗浄をおこなってよい。
【００４８】
　血管における疾患の程度により、あるいは心臓の動脈全体が予防的に処置される場合、
本発明による方法の特定の実施の形態は、処置を受ける動脈を通る血液を再かん流させ、
続いて標的部位全体に所定の光活性化線量が与えられるまで、生理食塩水によりさらなる
洗浄をおこなうサイクルを含むことにより、その血管により供給を受ける下流の組織を定
期的にかん流する必要性に対応する。従って一実施の形態では、感光性物質を活性化させ
るための光の付加は、全処置過程で流れを閉塞させずに血管の全長にわたり処置がおこな
われるよう、血液の再かん流間隔により部位的に分割される。粥腫の血管新生における血
流は、主に動脈の外層および中間層に供給をおこなう正常な血管網である外膜栄養血管を
起源とするため、粥腫下層の新生血管床に存在する血液および感光性物質は、アテローム
性動脈硬化に冒された動脈を洗浄することにより阻害されない。
【００４９】
　発光体が処置を受ける血管壁に対し直接並列するものを含む別の実施の形態では、光の
付加の前に血管の血液を洗浄する必要がない。
【００５０】
　本発明に従うと、感光性物質は、アテローム性動脈硬化を含む（あるいはそれを含むこ
とが疑われる）脈管内膜での良好な光子エネルギー分布を確保する波長であるが、外膜に
おける栄養血管の閉鎖は望ましくないため、外膜内に浸透する前に実質的に減衰される波
長である光により励起されなければならない。従って、活性化する波長および光強度は、
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中膜を超えて伝わる際の光の放射照度が、一重項酸素の生成が不可逆な損傷を与える閾値
を実質的に下回るように減衰されるよう選定される。これは、適切な感光性物質を選択す
るために使用できる波長パラメータを決定する。一実施の形態では、感光性物質の活性化
に使用される光は、コヒーレントあるいは非コヒーレント光である。
【００５１】
　さらに、冠状動脈配置において、動脈内および動脈の栄養血管の血管、およびそこから
発現したあらゆる血管新生の酸素ヘモグロビンは、光を強く吸収する。全血は、主に動脈
の血液における高濃度の酸素ヘモグロビン発色団により、５４０ｎｍおよび５７７ｎｍに
おける二つの強い吸収帯、４１５ｎｍおよび９４０ｎｍにおける別の二つの吸収ピークを
示す。４１５ｎｍでは、組織表面へのエネルギー入射が３７％（１／ｅ）まで消滅する地
点の距離と定義される浸透深度は、約１００－１５０ミクロンである。従って、この波長
の光は、アテローム硬化性動脈壁の脈管内膜および中膜内にＰＤＴの効果を含有するため
に、特に有用であると考えられる。これは、外膜栄養血管の血液中の酸素ヘモグロビンに
より光がさらに、また急速に減衰され、そのため処置による周辺の正常組織への損傷を軽
減することから、安全な処置という観点からも重要であると考えられる。
【００５２】
　本発明の一部の実施の形態では、光波長は、約４１０から約４７５ｎｍの範囲にある。
一実施の形態では、光波長は、４１０から４７５ｎｍの範囲にある。従って、この範囲に
ある励起波長を有する感光性物質は、使用に適している。この範囲の波長の光により励起
される感光性物質は、伝達中に青紫色光を広く散乱し、エネルギーを急速に減衰するため
望ましい。このように本発明は、外膜栄養血管における感光性物質の不要な活性化が最小
限に抑えられる、あるいは完全に抑制するための基盤を提供する。従って、青紫色光は、
処置を受ける血管の内腔内に生成されると、粥腫の血管新生における感光性物質の強い活
性化を提供するが、正常な栄養血管が位置する血管外膜層に到達する前に減衰される。本
発明の特定の実施の形態では、感光性物質は、モノ－Ｎ－アスパルチルクロリンｅ６（タ
ラポルフィンナトリウム）であり、それは、４１０－４１５ｎｍ範囲の波長を有する光に
より強く励起される。
【００５３】
　本明細書に記載されるその他の基準を満足する限り、特定の範囲にある励起波長を有す
るその他の感光性物質も使用してよい。有用な感光性物質は、参照により完全に開示に含
まれる米国特許第６，８００，０８６号６－２０欄に記載されるものから、本明細書に記
載される基準を用いて選択してよい。
【００５４】
　一実施の形態では、本発明の方法は、供給の際、処置を受ける血管に速やかに分布し、
インターベンションの時間を最低限に抑える感光性物質を使用する。それでもなお、血管
組織内でそれほど即座に分散しないその他の感光性物質もまた有用である。ＰＤＴ構成（
感光性物質など）は、当技術分野で周知の標準色素、または高分子標的化キャリア（成長
因子、ミクロスフェア、リポソーム、ペプチド、抗体、あるいはリポタンパク）との連鎖
により形成される誘導体であることが可能である。
【００５５】
　使用する感光性物質がタラポルフィンナトリウムである場合、薬剤投与量は、特定の対
象により異なるが、通常は約０．１～約２．０ｍｇ／体重ｋｇの範囲内である。一部の実
施の形態では、薬剤投与量は０．１～約１．０ｍｇ／ｋｇの範囲内である。別の実施の形
態では、薬剤投与量は約０．５ｍｇ／ｋｇ以下の範囲である。投与量はさまざまな要因に
より異なり、そのため通常、効果的なＰＤＴをおこなうために、処置を受けるべき組織中
に治療的用量が確実に存在するのに十分な量であるべきこと以外の検討材料により制限さ
れないことは明らかである。かかる投薬量は、当業者により容易に決定することができる
。
【００５６】
　さまざまな実施の形態において、光源は、放射される光の波長が本明細書に記載する基
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準を満たし、かつＰＤＴ手順の時間内に、効果的な光線量を供給して手順を行うのに十分
なエネルギーを有する限り、レーザ光源あるいは非レーザ光源、またコヒーレント光源あ
るいは非コヒーレント光源である。
【００５７】
　別の実施の形態では、本発明は、冠状動脈疾患に起因する有害な冠状動脈事象のリスク
がある対象のための予防的治療を提供する。この場合、「予防的」と言う表現は、（ａ）
無症候性（例えば、急性冠症候群に対し実質的に高い危険因子を有するが、狭心症を有さ
ない対象）の対象、あるいは（ｂ）血流閉塞症状（狭心症など）の徴候、および／または
非侵襲的検査（例えば、Ｃ反応性タンパクの上昇、磁気共鳴（ＭＲ）またはマルチスライ
スコンピュータ断層（ＣＴ）撮影法）、および／または侵襲的検出（例えば、血管造影法
、血管内超音波法（ＩＶＵＳ）、光コヒーレンス断層映像法（ＯＣＴ）、またはその他の
手法による）により、冠状動脈のアテローム性動脈硬化の確定診断を有する対象、に対し
行われる処置を含むことが広く理解されるべきである。
【００５８】
　一実施の形態では、本発明の方法は、任意の血管におけるアテローム性動脈硬化の位置
を正確に認識せずに実施される。本発明の本実施の形態は、アテローム粥腫のマッピング
および個々の粥腫部位の侵食あるいは破裂に対する脆弱性についての判定を行うための、
侵襲的な診断手順の必要性を排除するという有意な利点を示す。あるいは、本発明に従う
と、アテローム性動脈硬化により罹患していると疑われる血管は、必要であれば全体にお
いて処置される。実際は罹患していない部分は、実質的に処置の影響を受けないが、病的
血管新生が存在する患部は、効果的に処置される。
【００５９】
　従って本発明は、有害な冠状動脈事象あるいは症候群を治療あるいは予防する方法を提
供し、該方法は、有害な冠状動脈の事象あるいは症候群のリスクがある対象に対して、適
切な投与量の感光性物質を投与することと、処置を受ける血管部位の血液を除去するため
に洗浄することと、処置される血管内に光を投与することとを備え、該光は、感光性物質
を活性化させるのに適切な波長である。
【００６０】
　特定の実施の形態では、本発明の方法は、不安定粥腫などを含む粥腫の成長あるいは破
裂を抑制するために実施される。関連する実施の形態では、本発明の方法は、粥腫内の新
生血管から、血液および／または細胞の漏出を減少させるために実施される。
【００６１】
　一部の実施の形態では、感光性物質は全身的に、例えば静脈内あるいは動脈内に投与さ
れるが、別の実施の形態では、感光性物質は処置を受ける血管に局所的に投与される。
【００６２】
　本発明の一部の実施の形態は、粥腫の血管新生における血流を罹患動脈の内腔における
血流から明らかに分離することに基づく。これは、全身静脈注射などにより、感光性物質
を血液中に広く分布する機会を与え、その後、罹患動脈を分離し、そこからの血液を洗浄
することにより、感光性物質は病的血管新生中に留まるが、光活性化が起きる動脈内腔か
らは移動させられる。従って、本発明は、アテローム粥腫に関連する病的血管新生の部位
特異的な処置を創造し、同時に光活性化治療による処置を受ける動脈への付随する損傷を
軽減する、非常に望ましい方法を提供する。
【００６３】
　本発明は、正常な外膜栄養血管への損傷の軽減も目指している。この点において、上述
のような適切な波長の光の使用は、組織を通過する際の光の自然減衰により、治療の選択
性をますます上昇させる。血管新生における感光性物質の存在は、光から漸次的にエネル
ギーを吸収することによりこの減衰を増進し、さらに処置の安全性に貢献する。
【００６４】
　本発明の方法は、市販の試薬および装置、また以下に詳細を記載するものを使用して実
施してよい。
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【００６５】
　アテローム性動脈硬化の光力学的療法のための装置およびシステム
　この説明は、一般に以下の特長のうち一つ以上を有する装置および／またはシステムに
関する。その特長は、心血管部での使用を容易にするガイドワイヤと；処置部位への血流
を徐々に閉塞させ、同時に他の装置がカテーテルを通って、またそれを越えて処置部位に
設置されることを可能にするバルーンあるいはその他の手段を有する、ガイドワイヤを使
用して送入されるカテーテルと；例えば、洗浄ポートに連結する注入ポートなど、血管に
液体洗浄をおこない、処置部位の動脈からの血液を洗い流す何らかの手段と；血管壁内に
感光性物質を活性化する波長の光を放射する発光体とである。特定の実施の形態では、カ
テーテルは多管内腔を有する。一実施の形態では、光線力学療法のための光治療システム
は、これら全ての特長を備える。
【００６６】
　本発明は、例えば本発明の方法を実施するために使用できる、新規な装置、器具、およ
びシステムを提供する。これらの特定の実施の形態は、図３－８に示される。
【００６７】
　図３は、ガイドカテーテル１１２に挿入および通過させるガイドワイヤ１０２、および
閉塞バルーン１０４を備える光治療システム１００を図示する。ガイドカテーテル１１２
は、ガイドワイヤ１０２を収容する内腔、血管（注入ポートなど）の生理食塩水洗浄手段
１０６、および発光体１１０を含む。図示される実施の形態では、カテーテル１１２は、
ガイドワイヤ１０２および生理食塩水溶液の供給管を収容する通路を含み、またカテーテ
ル先端１１６にあるいはその近隣に生理食塩水流出ポートを備えるが、これは軟質プラス
チックであってよい。バルーン１０４は、カテーテル本体を中心に膨張し、膨張時に血管
の所定の位置に留置するよう配置される。バルーン１０４は、カテーテル本体の近位端で
出口あるいは洗浄ポート１０８を通して、その膨張流体（生理食塩水溶液など）を放出す
ることにより収縮されてよい。
【００６８】
　使用中、カテーテル１１２は、ガイドワイヤ１０２を使用して、血管の罹患部位あるい
は処置を希望する部位の位置に誘導される。矢印（図２）は、カテーテル１１２の遠位か
ら近位端への血流を示す。患者は１回分の感光性物質により処置され、感光性物質が処置
を受ける血管のアテローム性動脈硬化罹患域へと移動するのに十分な時間が経過したのち
、バルーン１０４を膨張させ、注入ポート１０６を介して生理食塩水洗浄を行い、血液は
区域から洗い流される。そして発光体は活性化され、１回分の光を供給する。一実施の形
態では、光は、カテーテル１１２における短放射部位から放射され、照射中、光活性化を
成功させるために十分なエネルギー付与をおこなうよう制御される運動速度で、処置を受
けている血管部位を通って移動する。別の実施の形態では、カテーテルは固定位置に維持
される。患者の耐容性に応じた時間ののち、放射体１１０は、停止されて血管表面に対し
て固定され、またバルーン１０４は、血流を再開させ、その範囲を再かん流させるために
収縮される。次に、バルーン１０４は再び膨張され、区域は再び生理食塩水により洗浄さ
れ、固定発光体１１０からあるいはもう一度血管に沿って輸送された放射体から、さらに
１回分の光が与えられる。このバルーンの膨張、生理食塩水洗浄、ＰＤＴ、およびバルー
ン収縮のサイクルは、所定の治療的光線量が付加され血管が処置されるまで継続される。
【００６９】
　一つの処置手順では、一つまたは複数のレーザあるいは非レーザ発光体を使用してよい
。必要な光線量を供給するのに適切な大きさ、波長、パワーの発光体が有用であるが、図
４－７は、発光体構成のさまざまな実施の形態のいくつかを示している。
【００７０】
　図４は、血管に挿入された光源２００の前端または「先端」を示す。光は、発光ダイオ
ード（ＬＥＤ）あるいはレーザ放射体などの固体発光体２０２から放射され、生成された
光は円錐形反射体２０４に入射し、円錐形反射体２０４は、光を半径方向外向きに、血管
２０６の壁に向けて反射する。その結果、光源を中心に均一な照射帯２０８が形成される
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。従って、実施の形態は３６０度の照射帯を可能とする。
【００７１】
　図５は、光源３００の別の実施の形態を示し、この場合、光波長を変更しない、あるい
は予想されるように変更する半透明ポリマースリーブ３０２に包まれたあるいは入れられ
たレンズ３１０およびダイ３１２を含む。さらに、実施の形態は、軟性ポリマー先端３０
４を特徴とし、血管壁３０８との接触による血管外傷を最小限に抑え得る。
【００７２】
　図６および７は、ダイの輪４０２およびレンズ４０４を含む光源と、少なくともガイド
ワイヤを収容できる大きさの内腔４０６とを有する実施の形態を示す。発光体を提供する
ために、図３の装置あるいはその他任意の適切なカテーテルとの組み合わせで使用できる
この実施の形態は、内腔を中心に円あるいは輪４０２に配列される複数の放射体４１０を
有する。従って、放射体の全て、あるいはそのいくつかのみを活性化し、特定の粥腫を処
置するために希望する光パターンを獲得することができる。ガイドワイヤ４０８の挿入は
、通常心臓血管外科の分野で医師が希望する必要な制御を提供する。
【００７３】
　図８は、光放射部５０５全体を覆うバルーン５０２を組み込む光放射装置５００の実施
の形態を示す。バルーン５０２は、血流を閉塞させ、血管壁への障害物のない光路を提供
し、また光放射部５０５に冷却を提供する役割を果たす。ガイドワイヤ５０４は、バルー
ン５０２の外部を通過し、装置５００の先端５０６を通る様子が示される。装置５００が
、処置を受ける部位に設置されると、バルーン５０２は低い圧力で膨張され、光が活性化
され、放射先端５０５はバルーン５０２の全長に沿って中心内腔を通って移動する。必要
であれば、動作を停止し、バルーン５０２を収縮してその範囲を再かん流させることがで
きる。次にバルーン５０２を再度膨張し、処置再開することができる。
【００７４】
　図９は、図３と類似であるが、光放射部６０４の少なくとも一部の周囲に移動可能なシ
ール６０２を、装置６００の全長に沿って一連の洗浄ポート６０６を組み込む実施の形態
を示す。移動可能なシールは、処置中に、光放射部近接での限局的洗浄を可能にする。こ
れは、非常に限局され、かつ制御可能な方法で、処置部から血液を除去し、また光放射部
６０４を冷却する役割も果たす。
【００７５】
　図１０は、光放射装置７０２が、ニチノールなどの基材でラミネートされ、光拡散材料
で覆われた、一連の柔軟なポリマー突起７０４に取り付けられる実施の形態を示す。この
構成により、設置中に装置をカテーテルシース７０６中に圧縮させ、治療部位への容易な
ナビゲーションを可能とする。処置前にシースは回収され、治療標的の近接に発光体を設
置する突起を血管壁７０８に合わせる。これにより、放射体が血管壁に近接しているため
、血管を洗浄あるいは閉塞させる必要は最小限に抑えられる、あるいは排除される。装置
は、処置中、固定されたままでよく、再びシース内に引き込んで装置を取り除いてよい。
【００７６】
　別の実施の形態では、本発明の装置は、表面に一つ以上の発光ダイオード（ＬＥＤ）を
有するカテーテルを備えてよい。特定の実施の形態では、ＬＥＤは柔軟である。特定の一
実施の形態では、二つのバルーンはカテーテルの離散位置に位置し、ＬＥＤは二つのバル
ーンの間に位置する。特定の実施の形態では、カテーテルは、例えば洗浄および／または
感光性物質の投与に適する一つ以上のポートをさらに備える。特定の実施の形態では、一
つ以上のポートは二つのバルーンの間に位置する。その結果、膨張されたバルーンは、バ
ルーンのどちら側の血管も閉鎖することができる。
【００７７】
　本発明は、上に述べられるもののうちの一つなど、光放射カテーテル装置を備える本発
明の方法を実施するためのシステムをさらに含む。示されるカテーテル、および同じ機能
を果たすその他のカテーテルの実施の形態は、発光体のための、また本発明のその形式が
実行される場合には、そのガイドワイヤに沿っての動作のための電源など、補助装置を必
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要としてよいことは、当業者には明らかである。本発明による処置がおこなわれる環境に
おいて、電源は、例えばあらゆる種類の使い捨てあるいは充電式のバッテリーからでよく
、あるいは電気によって作動してもよい。本発明の一部の実施の形態は、血管を洗浄する
ために使用する溶液のための洗浄および／または排出ポンプも必要とする。さらに、本発
明の一部の実施の形態では、膨張および収縮のためのバルーン制御装置も必要としてよい
。さまざまな実施の形態では、本発明のシステムは、カテーテル装置の他に、これらのう
ち一つ以上の要素を備える。手術室環境における使用を容易にするために、これらは全て
制御盤を備える単一の形態装置に統合されることが望ましいが、必ずしもそうでなくてよ
い。特定のさらなる要素については図３で説明する。
【００７８】
　一実施の形態では、本発明のシステムは、血管内に挿入できる大きさのカテーテルであ
って、膨張式バルーンおよび内腔を備えるカテーテルと；カテーテルの内腔を通して収容
され、伸展できる大きさのガイドワイヤと；カテーテルの内腔に設置され光を組織に供給
する光源とを備え、光は、感光性物質の励起波長に近い励起波長で供給される。一実施の
形態では、システムは、組織に物質を提供する物質供給システムであって、カテーテルの
内腔を通して伸展する供給管を含む前記物質供給システムをさらに備える。従って、カテ
ーテルは物質を血管内に放出するポートを含んでよい。一部の実施の形態では、物質は処
置を受ける血管部位を洗浄するために使用されてよいが、関連する実施の形態では、物質
は処置を受ける血管部位に感光性物質を供給するために使用される。従って特定の実施の
形態では、物質は、生理食塩水、あるいは有る量の感光性物質組み合わせた生理食塩水で
ある。
【００７９】
　特定の一実施の形態では、本発明のシステムは、光線力学療法によって処置される血管
内に挿入できる大きさのカテーテルであって、膨張式バルーンおよびガイドワイヤを収納
できる大きさの内腔を備えるカテーテルと；約４１０～約４７５ｎｍの範囲の励起波長を
有する感光性物質と；ある濃度の感光性物質を含む組織に光を供給する、カテーテルの内
腔内に挿入できる大きさの光源であって、感光性物質の励起波長で光を供給する光源と；
処置を受ける血管に洗浄液を供給する生理食塩水洗浄システムであって、カテーテルの内
腔内に挿入できる大きさの生理食塩水供給管を備える洗浄システムと、を備える。本発明
のシステムの一実施の形態では、カテーテルのバルーンは、光力学的処置手順の段階にお
ける、バルーンの収縮のための流体流出ポートと、続くバルーンの再膨張のための流体流
入ポートとを備える。
【００８０】
　本発明によるシステムおよび方法の特定の実施の形態では、光源はレーザ光源である。
さらなる実施の形態では、感光性物質は、タラポルフィンナトリウムまたはその誘導体、
ベルテポルフィンまたはその誘導体、ロスタポルフィンまたはその誘導体である。
【００８１】
　要約に記述される説明を含む、上記の図示される実施の形態の説明は、包括的であるこ
と、あるいは本発明を開示されるものと同一の形式に制限することを意図しない。例示の
目的で、特定の実施の形態および例が本明細書に記載されるが、当業者には明らかなよう
に、本発明の精神および範囲を逸脱しない範囲で、相当するさまざまな変更を加えること
が可能である。本明細書に提供される本発明の教示は、必ずしも上記に概要を述べる光伝
達システムだけでなく、さまざまな光伝達装置および／またはシステムに適用することが
できる。上述のさまざまな実施の形態は、組み合わせることでさらなる実施の形態を提供
することができる。
【００８２】
　米国特許第６，９５８，４９８号、６，７８４，４６０号、６，６６１，１６７号、お
よび６，４４５，０１１号、米国公報第２００５／０２２８２６０号、国際特許出願第Ｐ
ＣＴ／ＵＳ２００５／０３２８５１号および第ＰＣＴ／ＵＳ０１／４４０４６号、米国特
許出願第１１／３２３，３１９号、および米国特許仮出願第６０／６４０，３８２号を含
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許、米国特許出願公報、米国特許出願、外国特許、出願、および非特許公報は、参照によ
り全体として開示に含まれる。必要であれば、本発明の側面に変更をおこない、さまざま
な特許、出願、および公報の側面、特長、概念を採用し、本発明のさらなる実施の形態を
提供することができる。
【００８３】
　上述した詳細を記述を考慮して、これらおよびその他の変更を発明に対して行うことが
可能である。全般的には、以下の請求項において、使用される用語は、本発明を明細書と
請求項に開示される特定の実施の形態に限定すると解釈されず、本明細書に従って操作さ
れる全ての光伝達システムを含むと解釈されるものとする。従って、本発明は本開示によ
って制限されることなく、その範囲は完全に以下の請求項によって決定される。
【図面の簡単な説明】
【００８４】
【図１】図１は、血管の端面断面図に示される、アテローム性動脈硬化の概略である。
【図２】図２は、血管壁の層を示す、典型的な血管の縦断面図である。
【図３】図３は、本発明による、バルーン、生理食塩水洗浄管、および光源を備えるカテ
ーテルの実施の形態の概略であるが、実施の形態では、ガイドワイヤが挿入された状態で
示される。
【図４】図４は、本発明に従って、血管内の粥腫を処置するために光を提供するのに有用
な発光体図の概略であり、発光体は円錐形反射体を含む。
【図５】図５は、本発明に従って、血管内の粥腫を処置するために光を提供するのに有用
な発光体図の概略であり、発光体は軟性の損傷を与えない先端を含む。
【図６】図６は、本発明に従って、血管内の粥腫を処置するために光を提供するのに有用
な発光体図の概略であり、発光体はダイの輪を含む。
【図７】図７は、本発明に従って、血管内の粥腫を処置するために光を提供するのに有用
な発光体図の概略であり、直径約１．１ｍｍ（＜４Ｆ）の断面において、０．２５ｍｍの
ダイに囲まれる０．０１４ガイドワイヤを描写する概略図である。
【図８】図８は、光放射部を覆うバルーンを含む本発明によるカテーテルの実施の形態の
概略である。
【図９】図９は、光放射部近隣に移動可能な洗浄ポートを含む、本発明によるカテーテル
の実施の形態の概略である。
【図１０】図１０は、血管壁の近隣における光供給を可能とする、配置可能な光放射部を
含む本発明によるカテーテルの実施の形態の概略である。
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