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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
血管に付随する心臓弁の修復のための処置カテーテルであって：
　近位端、遠位端およびそれらの間の管腔を備えるカテーテル本体；
　該カテーテル本体の遠位端近傍の吸引ハウジングであって、該吸引ハウジングは拡大形
態と退却形態との間を移動可能であり、該拡大形態は該弁の小葉に一致するような形態で
あり、そして該退却形態では該吸引ハウジングは該管腔内に少なくとも部分的に配置され
、そして該吸引ハウジングは塞栓残渣を捕捉するための障壁を備え、該吸引ハウジングは
該心臓弁上の石灰性部位の周りに一致し、血管をブロックまたは閉塞することなく該石灰
性部位のすぐ上に塞栓の閉じ込め領域を生成する吸引ハウジング；および
　該石灰性部位を破壊するように適合された作業要素であって、該塞栓の閉じ込め領域内
に位置決め可能であり、そして該吸引ハウジングに対して関節運動可能であって、該作業
要素の配置を該石灰性部位に対して調節する作業要素、を備え、
　ここで、該吸引ハウジングが該作業要素を該拡大形態に安定化または局在化するように
構成される、処置カテーテル。
【請求項２】
前記作業要素が、前記石灰性部位で石灰性沈着物を破壊するように選択された条件下でエ
ネルギーを送達するように構成されたエネルギー送達要素を備え、該エネルギー送達要素
が、超音波トランスデューサー、ＲＦ電極、または回転可能な先端部を備え得る、請求項
１に記載の処置カテーテル。
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【請求項３】
前記カテーテル本体が操縦可能またはそうでなければ位置決め可能であり、使用者が前記
遠位端を前記石灰化部位に向けることを可能にする、請求項１～２のいずれか１項に記載
の処置カテーテル。
【請求項４】
前記処置カテーテルを、前記石灰性部位に位置決め、そして／または安定化することを支
援するよう適合された、前記カテーテル本体上の位置決めまたは安定化特徴をさらに備え
る、請求項１～３のいずれか１項に記載の処置カテーテル。
【請求項５】
前記吸引ハウジングがさらに、成形バルーン、バスケット、またはフィルターを備える、
請求項１～４のいずれか１項に記載の処置カテーテル。
【請求項６】
前記吸引ハウジングが、疾患大動脈弁を通る流れをなお可能にしながら、前記処置カテー
テルが処置される位置に接近することを可能にするような形状であるフィルターを備える
、請求項５に記載の処置カテーテル。
【請求項７】
撮像アセンブリをさらに備え、該撮像アセンブリが、心臓内超音波心臓検査法（ＩＣＥ）
アセンブリ、経食道超音波心臓図検査（ＴＥＥ）アセンブリ、血管内超音波アセンブリ、
または血管顕微鏡検査アセンブリを備え得る、請求項１～６のいずれか１項に記載の処置
カテーテル。
【請求項８】
前記処置カテーテルを受容するような形態である内部管腔を備えるガイドカテーテルをさ
らに備える、請求項１～７のいずれか１項に記載の処置カテーテルを備える、システム。
【請求項９】
前記ガイドカテーテルの内部管腔内、および前記処置カテーテルの周りに位置決め可能で
ある第２の位置決めカテーテルをさらに備える、請求項８に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　（発明の背景）
　大動脈弁狭窄は、毎年、合衆国で約６５，０００の大動脈置換手術を生じる一般的な心
臓疾患である。大動脈弁狭窄は、リウマチ病、先天性石灰性狭窄および変性石灰性狭窄を
含むいくつかの病因を経由して生じ得る。発展途上国では、リウマチ熱が弁組織の厚化お
よび進行性不動状態を生じている。石灰性疾患は、合衆国において、およびリウマチ疾患
が稀である国における大動脈狭窄のほとんどすべての場合の原因である。
【０００２】
　経時的に、カルシウムの構築は、弁の輪中、小葉尖頭に沿って、および小葉上または小
葉内で生じ得る。結節性石灰性沈着物のようなこの石灰性材料は、下にある線維性大動脈
弁小葉上に重ねられ得るか、または石灰性沈着物は、大動脈弁小葉の本体（海綿体）の全
体に拡散して分配され得る。沈着物の分布およびタイプは、弁の幾何学的形状（二尖、三
尖）に依存して異なり得るが、これら沈着物は、一般に、小葉不動性、厚化および変性弁
機能に至るその他の病因に寄与する。この疾患の存在および進行は、弁の疾患機能領域お
よび劇的に減少した心拍出量に至る。
【０００３】
　１９８０年代後半および１９９０年代前半には、大動脈弁のバルーン拡張、または弁形
成術が、大動脈弁狭窄のための一般的な治療になった。順行性（経中隔）アプローチまた
は逆行性（大動脈）アプローチのいずれかからの大きな血管形成術バルーンを用いる大動
脈弁の拡張は、左心室駆出率（増加した心拍出量）、弁を横切る圧力勾配における減少、
および弁断面積における増加を生じた。エネルギーを基礎にした治療を含む種々の弁形成
術バルーン設計が、Ｌａｐｋｉｎによる特許文献１、Ｍｅｎｏによる特許文献２、Ｈｏｆ
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ｆｍａｎによる特許文献３、Ｃｒｉｂｉｅｒによる特許文献４、Ｃｒａｙｚｅｌによる特
許文献５および特許文献６、Ｓｈｉｍａｄａによる特許文献７、Ｏｗｅｎｓによる特許文
献８、Ｓｃｈｔｕｒｎｍａｎによる特許文献９および特許文献１０、Ｃｌａｙｍａｎによ
る特許文献１１、Ｔｏｗｅｒによる特許文献１２および特許文献１３に開示されており、
これらの開示は、明示して本明細書喪中に参考として援用される。
【０００４】
　さらに、上記バルブ損傷を脱石灰するための種々の外科的アプローチが、石灰性物質を
創傷清拭するか、または除去するための超音波デバイスを利用して試みられた。このよう
なデバイスは、ＣＵＳＡ　ＥｘｅｌＴＭＵｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ａｓ
ｐｉｒａｔｏｒおよびハンドピース（２３ｋＨｚおよび３６ｋＨｚ、Ｒａｄｉｏｎｉｃｓ
、ＴＹＣＯ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ、Ｍａｎｓｆｉｅｌｄ、ＭＡ）を含む。さらなる作業
、アプローチおよび結果は、非特許文献１、非特許文献２、および非特許文献３に記載さ
れ、これらの開示は、本明細書中に明示して援用される。
【０００５】
　デバイスおよび技法は、しかし、弁断面積を増加する最も穏やかな能力のみを持つ。例
えば、多くの研究は、約０．６ｃｍ２の拡張前面積が、僅か約０．９～約１．０ｃｍ２ま
でに開かれ得ることを示した。このような狭窄を、約１．２～約１．５ｃｍ２により近い
面積に開くことが所望され得る。この断面積を開くことに加え、弁を硬くし、流れ動力学
を損ない、そしてそうでなければ弁機能を変性する石灰性沈着物を除去するために、小葉
および周辺の輪を処置することが所望され得る。この目的のために、カルシウム沈着物の
直接的外科的超音波創傷清拭のようなその他の技法がある程度の成功を有したが、開放外
科的切開を必要とし、それによって患者のリスクを増大する。
【０００６】
　バルーン拡張は、患者に、生存し得る、侵襲性のより少ない代替物を提供したが、それ
は、主に、処置後の弁の急速な再狭窄の結果として１９９０年代初期から半ばに好まれな
くなった。６ヶ月目に、再狭窄率の報告は、一般に、７０～８０％を超えた。今日では、
バルーン血管形成術は、主に、共存症状態に起因して外科的置換の候補でない年老いた患
者における緩和ケアのためにとって置かれている。
【０００７】
　経皮的弁置換技術を配置するための技術に関する最近の臨床の注目の的はまた、弁形成
術および大動脈弁修復をある程度再び行うようにした。Ｃｏｒａｚｏｎ，Ｉｎｃ．は、大
動脈弁の小葉を、デバイスの中心を通る血流が、カルシウム溶解剤または軟化剤が小葉の
上および小葉の周りに循環される間で保たれるように単離するシステムを開発している。
例えば、その開示が明示して本明細書中に参考として援用される特許文献１４を参照のこ
と。希望は、カルシウムを軟化することにより小葉の剛直性を減少することが、弁がより
正常に機能すること、および増加した心拍出量を可能にすることである。このシステムは
複雑であり、３０分を超える軟化剤曝露時間を必要とし、そしていく人かの患者で完全Ａ
Ｖブロックおよび緊急ペースメーカー移植を生じている。
【０００８】
　さらに、その他の技術が記載され、種々の方法で大動脈狭窄を取り扱っている。Ｐｅｄ
ｅｒｓｏｎによる特許文献１６は、大動脈狭窄の血管形成術および処置での使用のための
、バルーン材料および設計、ならびにリングインプラントを開示し、の開示は、明示して
本明細書中に参考として援用される。さらに、Ｐｅｄｅｒｓｏｎ博士は、最近、大動脈弁
狭窄治療にためのＲＡＤＡＲ研究の初期結果を提示した。この研究は、伝統的なバルーン
血管形成術を、外部ビーム照射と組み合わせ、拡張後に生じる再狭窄を防ぐことを試みる
。照射治療は、冠状動脈血管形成術で再狭窄に対しポジティブな衝撃を有することが示さ
れたが、このＲＡＤＡＲ研究で採用された方法は、患者が最小限４～６の別個の手順、初
期弁形成術プラス３～５の別個の照射治療セッションを受けることを要求する。これらの
照射治療セッションは、癌の照射処置のために用いられるのと類似している。
【０００９】
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　過去３年に亘り、冠状動脈バルーン血管形成術およびステント使用後の再狭窄の予防に
おける劇的な進歩が、Ｂｏｓｔｏｎ　ＳｃｉｅｎｔｉｆｉｃおよびＪｏｈｎｓｏｎ＆Ｊｏ
ｈｎｓｏｎのような企業よる薬物溶出ステントの導入によってなされている。これらのデ
バイスは、亜急性創傷治癒を管理し、そして裸の金属ステント中または孤立した血管形成
術で再狭窄を引き起こした長期間の過剰増殖治癒応答を防ぐために、冠状動脈の壁に、制
御され、そして持続する用量の抗増殖剤を送達する。さらに、その開示が明示して本明細
書中に参考として援用される特許文献１７に詳述されるように、種々の進歩が、ＡＣＥイ
ンビター、スタチン、およびアンギオテンシン、特にアンギオテンシンＩＩを含む抗石灰
化薬物の投与に関してなされた。
【特許文献１】米国特許第３，６６７，４７４号明細書
【特許文献２】米国特許第４，４８４，５７９号明細書
【特許文献３】米国特許第４，７８７，３８８号明細書
【特許文献４】米国特許第４，７７７，９５１号明細書
【特許文献５】米国特許第４，８７８，４９５号明細書
【特許文献６】米国特許第４，７９６，６２９号明細書
【特許文献７】米国特許第４，８１９，７５１号明細書
【特許文献８】米国特許第４，９８６，８３０号明細書
【特許文献９】米国特許第５，４４３，４４６号明細書
【特許文献１０】米国特許第５，２９５，９５８号明細書
【特許文献１１】米国特許第５，９０４，６７９号明細書
【特許文献１２】米国特許第５，３５２，１９９号明細書
【特許文献１３】米国特許第６，７４６，４６３号明細書
【特許文献１４】米国特許第６，７４６，４６３号明細書
【特許文献１５】米国特許出願公開第２００４／００８２９１０号明細書
【特許文献１６】米国特許出願公開第２００５／００７２１９号明細書
【特許文献１７】米国特許出願公開第２００４／００５７９５５号明細書
【非特許文献１】「狭窄二尖大動脈弁　対　狭窄三尖大動脈弁からの石灰化小葉の組織構
造の対比」、Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　ｏｆ　Ｃａｒ
ｄｉｏｌｇｙ　１９９０年４月；１５（５）：１１０４－８、
【非特許文献２】「超音波大動脈弁脱石灰化：直列式ドップラー超音波心臓検査フォロー
アップ」、Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　ｏｆ　Ｃａｒｄ
ｉｏｌｏｇｙ　１９９０年９月；１６（３）：６２３－３０
【非特許文献３】「経皮的バルーン大動脈血管形成術：順行性経中隔　対　従来の逆行性
経中隔アプローチ」、Ｃａｔｈｅｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃａｒｄｉｏｖａｓｃ
ｕｌａｒ　ｉｎｔｅｒｖｅｎｔｉｏｎｓ　６４：３１４－３２１（２００５）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　従来の方法が、合理的に首尾良いことが証明されているけれども、大動脈弁狭窄および
血管形成術後の引き続く再狭窄の問題またはその他の介入はなお、より良好な解決法を必
要としている。本発明は、大動脈狭窄のためにより有効な処置を生成し、そして大動脈再
狭窄の発生および／または重篤度を防ぐかまたは減少する種々のデバイスおよび方法を提
供する。さらに、本発明は、孤立した治療であるか、または伝統的弁形成術、ステント使
用、および経皮的または外科的弁置換のような従来の技法と組み合わせたいずれかで、大
動脈狭窄の脱石灰化または除去のための方法およびデバイスを提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　（発明の簡単な要旨）
　本発明は、大動脈弁およびその他の心臓弁の修復に、そしてより詳細には、このような
修復を達成するためのカルシウム除去および抗再狭窄システムのためのデバイスおよび方
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法に関する。本発明は、多くの異なる形態をとり得、大動脈修復もしくは弁形成術のとき
に実施される装置、急性介入、または一時的もしくは永久的インプラントなどを含む。
【００１２】
　１つの局面では、石灰化を破壊するためにエネルギーの付与または除去による弁上また
は弁の周りの石灰化の減少または除去の方法およびデバイスである。本発明は、弁に対し
て超音波エネルギー、ＲＦエネルギー、機械的エネルギーなどを付与し得、この弁から石
灰化を除去する。あるいは、それに代わって、この石灰化からエネルギーを除去すること
が所望され得（例えば、寒剤で冷却する）、弁から石灰化の除去を促進する。すべての場
合において、心臓弁上またはその近傍の局在化石灰性部位上に塞栓封じ込め領域を生成す
ることが所望され得る。このような封じ込めは、この局在化部位の周りに構造物を生成す
ることにより、そして／またはこの部位からそれらが生成されるとき塞栓粒子を能動的に
吸引することにより達成され得る。適切な構造物は、フィルター、バスケット、バルーン
、ハウジングなどを含む。
【００１３】
　本発明の別の局面では、処置カテーテルが提供され、作業要素を疾患弁の近傍に送達す
る。作業要素は、超音波要素、または心臓弁中またはその周りの石灰性沈着物を破壊、例
えば、裂くかまたは拭い去ることができる任意のその他の送達機構または要素を含み得る
。このような要素は、操縦可能であり得るか、またはそうでなければ位置決め可能であり
、使用者が、カテーテルの遠位端を肉眼で見て、初期配置が患者の動脈を通って弁に向け
、そして次に処置の前および／またはその間に配置を正確に調節することを可能にする。
【００１４】
　別の局面では、本発明は、大動脈弁中またはその周りの石灰性沈着物を破壊、例えば、
裂くかまたは拭い去ることができる機械的要素を含む処置カテーテルを提供する。超音波
を基礎にするカテーテルと同様に、機械的要素を備えるこのカテーテルは、操縦可能であ
り得るか、またはそうでなければ位置決め可能であり、使用者が、初期配置、および次い
で処置の間の微細調整配置のためにカテーテルの遠位端を肉眼で見て方向付けることを可
能にするように関節運動可能であり得る。
【００１５】
　本発明のさらなる局面では、ガイドカテーテルを含むシステムがまた、別個のカテーテ
ルとして、または処置デバイスの一部としてのいずれかで、処置されるべき疾患の部位で
処置カテーテルを位置決めするために採用され得る。１つの実施では、主ガイドカテーテ
ルが、大動脈弁に対する処置カテーテルを含む第２の位置決めカテーテルを中心付けるた
めに用いられ得る。この処置カテーテルは、次いで、さらに関節運動され得、作動端部に
なおさらなる指向性を提供する。種々のその他の装置および方法が、この処置カテーテル
を位置決めおよび安定化するために採用され得、成形バルーン、バスケットおよび心臓を
整調する方法を含む。
【００１６】
　本発明のさらなる局面では、処置部位または処置部位の下流いずれかの処置カテーテル
上に位置するフィルター、処置カテーテル上に位置する吸引ハウジング、吸引デバイスと
連結された灌流バルーン、別個の吸引カテーテル、別個のフィルターデバイス、および／
または外部フィルターおよび灌流システムを用いる方法が、石灰化部位を破壊するため、
そして処置部位から塞栓およびその他の残渣を捕捉および排出するために用いられ得る。
特定のフィルターの実施形態は、弁を通る流れをなお可能にしながら、上記処置カテーテ
ルが処置されるべき位置に接近することを可能にするような形状であり得る。
【００１７】
　特に、本発明による心臓弁を処置するための方法は、石灰性部位上に塞栓封じ込め領域
を生成する工程、およびこの部位を破壊し、そしてこの封じ込め領域中に含まれる塞栓を
生成し得るためにエネルギーを送達する工程を包含する（低温療法を含む）。この封じ込
め領域は、代表的には、標的部位上に直接局在化され、通常、関連する大動脈またはその
他の血管がブロックまたは閉塞されないような限られたサイズを有する。この封じ込め領
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域は、石灰化部位上に、フィルター構造、バスケット、またはバルーンのような障壁を用
いて生成され得る。あるいは、またはさらに、この封じ込め領域は、局在化吸引により、
実質的にすべての塞栓をそれが形成されるとき除去して生成され得る。付与されるエネル
ギーは、超音波、高周波、マイクロ波、機械的、低温であり得るか、または弁石灰化を破
壊し得る任意のその他のタイプのエネルギーであり得る。
【００１８】
　本発明のさらなる局面では、上記方法は、ＧＥ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ（ｗｗｗ．ａｍ
ｅｒｓｈａｍｈｅａｌｔｈ－ｕｓ．ｃｏｍ／ｏｐｔｉｓｏｎ／）によって販売されるＯｔ
ｔｉｚｏｎＴＭのようなマイクロスフェアまたはマイクロバブルを含む媒体の使用を通じ
て上記石灰化を実際に分解し得る。上記媒体への超音波エネルギー（その他の形態のエネ
ルギー、例えば、レーザー、ＲＦ、熱エネルギー）の送達は、マイクロスフェアを破壊さ
せ得、これは、弁に向かってエネルギーの放出を引き起こし、これは、弁の周り、および
弁上の石灰化を除去することを支援する。音響学的キャビテーション泡密度および細胞密
度における変化による引き起こされる生物影響：細胞と泡との比率およびブラスト半径に
基づく統一された説明、Ｇｕｚｍａｎら、Ｕｌｔｏｒａｓｏｕｎｄ　ｉｎ　Ｍｅｄ．＆Ｂ
ｉｏｌ．、Ｖｏｌ．２９、Ｎｏ．８、１２１１～１２２２頁（２００３）。
【００１９】
　特定の撮像およびその他のモニタリングの使用の様式が、本発明の手順の間、またはそ
の後に、心臓内超音波心臓検査法（ＩＣＥ）、経食道超音波心臓図検査（ＴＥＥ）、Ｘ線
透視、血管内超音波、血管顕微鏡検査、または、Ｃａｒｄｉｏ－Ｏｐｔｉｃｓ，Ｉｎｃ．
による開発の下にあるような「血液を通して見る」ために赤外技術を用いるシステムのよ
うな種々のシステムを利用して採用され得る。
【００２０】
　種々のエネルギー源が、本発明の処置を行うために利用され得、ＲＦ、種々の治療範囲
にある超音波エネルギー、および機械的（非超音波）エネルギーを含む。本発明のＲＦ、
超音波処置カテーテル、および機械的処置カテーテルの遠位先端部は、種々の遠位先端部
形態を有し得、そして種々の処置パターンで用いられ得、そして弁内の特定の位置を標的
にする。
【００２１】
　さらに、血管内インプラントが、本発明によって企図され、弁の輪、輪の上、輪の下、
またはそれらの組み合わせ内に配置されるインプラントを含み、機能的弁オリフィスを維
持することを支援する。このようなインプラントは、種々の薬学的薬剤を取り込み得、再
狭窄を減少することによって効目を増加し、そしてそうでなければ、弁機能を支援する。
インプラントは、種々の金属、生分解性材料、またはそれらの組み合わせから形成され得
る。
【００２２】
　これらのデバイスは、すべて、逆行性アプローチを経由して、大腿動脈から大動脈中に
、そして上行大動脈から弁を横切り、または順行性アプローチ-経中隔により、僧帽弁を
横切り、左心室を通り、そして大動脈弁を横切って導入され得る。
【００２３】
　その他の局面では、本発明は、大動脈弁修復のための抗再狭窄システムを提供する。急
性介入が、大動脈修復または弁形成術のときに実施され得、そして一時的インプラントま
たは永久的インプラントの形態をとり得る。
【００２４】
　これらのデバイスは、すべて、逆行性アプローチを経由して、大腿動脈から大動脈中に
、そして上行大動脈から弁を横切り、または順行性アプローチ-経中隔により、僧帽弁を
横切り、左心室を通り、そして大動脈弁を横切って導入され得、そして抗再狭窄薬剤また
はエネルギーの送達を提供し、弁再狭窄を阻害および／または修復する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
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　（発明の詳細な説明）
　（処置カテーテル設計－総説）
　本発明の処置カテーテル１０（図１）は、代表的には、近位端１４、遠位端１６、およ
びカテーテル本体内の１つ以上の管腔１８、２０を備える細長いカテーテル本体１２を備
える。遠位端１６は、必要に応じて、処置の間に小葉を隔離し、かつ処置の間に残渣排出
経路を提供し、そして塞栓副作用から血管系を保護するためにカテーテル本体１２の遠位
端から遠位方向に延びる吸引ハウジング２２（図４および５）を備え得る。エネルギー伝
達要素２４（例えば、駆動シャフト、ワイヤ配線、またはガイドワイヤ－超音波伝達要素
など）は、上記細長い本体１２中の管腔の１つ内に位置決めされ得、そして、代表的には
、カテーテルの近位端から遠位端まで延びる。ハンドル２６は、この細長いカテーテル本
体１２の近位端１４に連結される。発生器（例えば、ＲＦ電源、超音波発生器、モーター
、光学的エネルギー供給源など）が、このハンドルに連結され得、エネルギーを、活動す
る遠位端２８、カテーテル本体の管腔内に配置されるエネルギー伝達要素２４に送達する
。本明細書中に記載されるように、遠位作業要素２８は、エネルギー伝達要素２４の遠位
端に連結され得、大動脈弁上のカルシウム沈着へのエネルギーの送達を容易にする。
【００２６】
　代表的には、本発明の処置カテーテル１０は、「ワイヤ上」を標的領域まで導入される
ような形態である。この処置カテーテルは、ガイドカテーテルまたはシースを通って大動
脈弁に隣接して位置され得る。従って、本発明の処置カテーテルは、ガイドワイヤＧＷを
受容するための中央のガイドワイヤ管腔２０を備え得る（図２）。本発明の処置カテーテ
ルのガイドワイヤ管腔２０はまた、標的領域を灌注または吸引するために用いられ得る。
例えば、図示されてはいないが、上記ハンドルは、標的小葉の灌注および／または標的領
域の吸引を可能にするように１つ以上のポートを備え得る。灌注供給源および／または吸
引供給源は、ポート（単数または複数）に連結され得、そして上記標的領域は、カテーテ
ルの管腔の１つを通じて吸引され得、そして／またはカテーテルの管腔の１つを通じて灌
注され得る。１つの実施形態では、灌注供給源および吸引供給源の１つは、中央ガイドワ
イヤ管腔（中央管腔）に連結され得、そして灌注供給源および吸引供給源の他方は、この
ガイドワイヤ管腔に同軸である管腔に連結され得る。しかし、いくつかの実施形態では、
内側のガイドワイヤ管腔はなく、そしてガイドワイヤは、図３、４および６に示されるよ
うに、超音波導波管および回転可能な駆動シャフトを通って延びる。
【００２７】
　上記で注記したように、本発明の処置カテーテル１０は、拡大形態および退却形態を有
し、そして処置されるべき弁小葉に一致するような形態であるカテーテル本体の遠位端に
位置決めされる吸引ハウジングを備え得る。この吸引ハウジング２２は、この遠位端に固
定して取り付けられ得るけれども、好ましい実施形態では、この吸引ハウジングは、退却
形態（図３）と拡大形態（図４および５）との間を移動可能である。別個のシースがまた
、この吸引ハウジングを剥き出すために退却し、そしてこのハウジングを折り畳むために
進行し得る。この吸引ハウジングは、シリコーンまたはウレタンから作製され得、そして
内部フレームまたはメッシュ補強で補強され得、構造的支持を提供するか、または弁小葉
の特定領域上のハウジングの配置を増強する。このハウジングは、本明細書で後に詳述す
るように塞栓フィルターとしてさらに作用し得る。
【００２８】
　図４の実施形態では、エネルギー伝達要素２４は、カテーテル本体１２の遠位端を超え
、そして吸引ハウジング２２中に進行される。ガイドワイヤＧＷが、遠位先端部中の開口
部を通って位置決めされる。図５中ように、一旦、処置カテーテルが標的領域に位置決め
されると、ガイドワイヤＧＷが引き抜かれ、そして遠位作業要素２８が石灰化を処置する
使用のために準備が整う。
【００２９】
　図６では、吸引ハウジング２２は、二尖弁小葉の形状に実質的に一致するような形状で
ある。この吸引ハウジングを小葉の形状に一致するように形状化することにより、この吸
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引ハウジングは、標的小葉を隔離するためにより良好な形態であり得る。その他の実施形
態では、この吸引ハウジングは、三尖弁（図７および８）などに実質的に一致するような
形状であり得る。
【００３０】
　この吸引ハウジングの深さは、処置されるべき弁と適合するような多くの形態をとり得
る。例えば、この吸引ハウジング２２は、浅く（図９）または深く（図１０）あり得る。
カップに関する深さは、処置下の小葉の１つが冠状動脈小葉である場合、冠状動脈口を妨
害することを減少または無くし得る。
【００３１】
　吸引カップ／ハウジングはまた、このハウジングの周縁または周縁の一部の周りに剛直
性または半剛直性部材を有し得、輪のような特定の弁の特徴上にカップを優先的に整列す
る。吸引カップハウジングは、０．１インチから０．５インチまでの範囲の深さ、および
１５ｍｍ～３０ｍｍの直径を有する。このカップまたはハウジングは、図１１、１２、お
よび１３に示されるように、フィンガー３０または長軸方向安定化要素３２を有し得、弁
に対してハウジングを配置することを支援する。
【００３２】
　このような安定化要素はまた、プリーツ、リングまたは半球形要素、またはその他の補
強物の形態であり得、上記デバイスを、弁の輪内または小葉に対して静止するために支援
する。このような補強物または安定化要素は、ステンレス鋼、ＮｉＴｉ（超弾性または形
状記憶処理）、Ｅｌｇｉｌｏｙ（登録商標）、コバルトクロム、種々のポリマーから形成
され得るか、または膨張可能な環状カップの形態であり得る。本発明のカップまたはハウ
ジングは、塞栓事象をまた最小にしながら、上記作業要素を安定化または局在化するよう
に処置領域との十分な接近を提供するように機能することが意図される。その意味で、そ
れは、処置領域に対して実質的にシールしているが、このようなシールは、必ずしも「気
密」シールではないが、その接近は、上記に列挙した所望の機能を行う。
【００３３】
　さらに、特定の安定化デバイス３６、３８が、主カテーテルシャフト１２上に位置され
得、大動脈内の安定化を提供し、そしていくつかの場合には、図１４に示されるように、
弁の下の弁小葉Ｌを通って延び、処置デバイスをさらに安定化する。
【００３４】
　小葉ごと、および患者ごとに種々の小葉の幾何学的形状（例えば、サイズ、湾曲）があ
るので、処置されるべき特定の幾何学的形状に依存して、それを通って種々のサイズおよ
び形状のカップまたはハウジングが通過し得る主処置カテーテルを提供することが所望さ
れ得る。例えば、システムは、図１５に描写されるような処置領域上に配置された主ガイ
ドカテーテルＧＣを含み得：処置領域（小葉）は、冠状動脈小葉（ＣＬ）、非冠状動脈小
葉（ＮＣＬ）および非冠状動脈小葉（中央）（ＮＣＬＣ）を含む。図１６の下に示される
ように、一旦、ガイドカテーテルＧＣがその場にあると、ＮＣＬに一致するように適合さ
れた遠位ハウジング４２を有する第１の処置カテーテル４０が、矢印Ｓ１によって示され
るように進行される。小葉が処置され、そしてＮＣＬハウジングカテーテルは、Ｓ２によ
って示されるように引き抜かれる。カイドカテーテル位置は、次いで、矢印Ｓ３によって
示されるようにＣＬにより良好に接近するように調節され得る。ＣＬハウジングカテーテ
ルは、矢印Ｓ４によって示されるようにガイドを通って進行される。一旦、ＣＬ位置が処
置されると、ＣＬハウジングカテーテルは、矢印Ｓ５によって示されるように除去される
。図１７にさらに描写されるように、ガイドカテーテルＧＣは、次いでＮＣＬＣを処置す
るために、矢印Ｓ６によって示されるように再位置決めされ、そして最後にＮＣＬＣハウ
ジングカテーテルが、矢印Ｓ７に従って、ガイドを通って進行される。一旦、処置が終了
すると、ＮＣＬＣが矢印Ｓ８によって示されるように除去され、そしてガイドが除去され
、そして手順は終了する。
【００３５】
　標的とされた領域を処置するために、任意の順序でこれらのステップの任意の１つを用
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いることは本発明の範囲内であり、例えば、石灰化のタイプ、患者の健康、標的領域の幾
何学的形状または操作者の選択に従って、１つの小葉のみが、１つ以上の小葉が、そして
任意の順序で処置され得る。
【００３６】
　（超音波処置カテーテル）
　本発明の１つの局面によれば、処置カテーテル５０は、小葉を脱石灰化するための超音
波プローブを有して提供される。超音波プローブ５２は、フレームまたはシース５４によ
って取り囲まれ得る。フレームおよびシースの両方は、超音波振動の供給源（図示されず
）に連結され得る。特定の実施形態では、このプローブ５２はシースまたはハウジングに
よって取り囲まれ、これは、システムが、このカテーテルシステムの近位端に取り付けら
れ、そしてカテーテル本体中の吸引管腔を経由してカテーテルハウジングに連結される吸
引の供給源を経由して処置表面に対して実質的にシールされることを可能にする。あるい
は、このシステムは、処置領域（輪または小葉）に上記ハウジングを物理的に取り付ける
機械的クリップまたはインターフェースで処置部位に配置または局在化され得る。操作に
おいて、この超音波プローブ５２は、小葉上のカルシウムを分解するために能動化され、
次いでカテーテル本体５０中の吸引管腔を通って除去され得る残渣を生成する。いくつか
の場合には、吸引の付与と同時またはその前にハウジング領域中に生理食塩水またはその
他の流体をまた注入することが所望され得る。同様に超音波導波管に、そしてデバイスの
遠位端にＰＺＴスタックを備えるようなその他の実施形態に、冷却流体を提供することが
有利であり得る。弁の部位に抗石灰化療法を注入することがまた有利であり得、鉄塩およ
び／もしくは錫塩、または、小葉をなめすため、もしくはそうでなければカルシウム増強
に対して抵抗性にする公知のようなその他の溶液を含み、これには、その内容が本明細書
中に明示して援用される米国特許第５，７８２，９３１号に提示されるタイプのものがあ
る。シリコーンカップを有する超音波プローブ６０の別の実施形態が図１９に示され、こ
こでは、注入液が矢印６２によって示され、そして吸入が矢印６４によって示される。
【００３７】
　フィルターデバイス７４が主カテーテルシャフト上に配置される実施形態（図２０に示
される）では、超音波プローブ７０は別個の要素であり得、超音波処置カテーテル７２が
シールされた領域内で独立に移動することを可能にする。処置プローブ７０は、種々の方
向およびパターンで作動され得、これらは、明細書中でさらに詳述され、各小葉の尖頭に
沿って円形パターンで掃引すること、および、必要であれば、全小葉を有効に処置するた
めの処置の間に同心円を生成することを含む。フィルターデバイスの不在下では、上記超
音波要素は、吸引ハウジングと同軸であり得、そしてその中で独立に動くように適合され
る。
【００３８】
　図２１に示されるように、本発明の別の実施形態によれば、処置カテーテル８０は、一
連のガイドカテーテル８２、８４を通って配置され得、配置正確さを支援する。第１のガ
イド部材８４は、大動脈根中に、大動脈壁に対して係留するためのこのガイドの形状、ま
たは別個のバルーンまたはフィルターデバイスのいずれかを用いて配置および係留され得
、形状記憶材料もしくはカテーテルが処置部位に向けられるようにするための安定化を提
供し得るその他の適切な材料から作製されるガイドもしくは安定化リングを安定化する。
第２の操縦可能または関節運動可能なカテーテル８２が、次いで、初期ガイドを通って配
置され得、処置カテーテルを小葉の１つの領域またはその他に向ける。この処置カテーテ
ル８０は、次いで、一旦これらのガイドがその場にあると、上記システムを通って配置さ
れ得、そして標的とされた弁領域に直接展開される。１つの小葉を一度に処置する方法の
場合には、操縦可能なガイドは、次いで、次の処置位置を標的にするために作動され得、
それによって、処置カテーテル（そして関連するフィルター処理デバイス）を次の部位に
向ける。処置カテーテルの前に１つのガイドカテーテルを配置することのみが必要であり
得るか、またはその代わりに、この処置カテーテルは操縦可能であり得、それが、その他
のガイドカテーテルの支援なしに処置部位に直接配置されることを可能にする。ガイドカ
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テーテルはまた操縦可能であり得、そして処置カテーテルの組み込まれた一部であり得る
。米国特許公開第２００４／００９２９６２号および同第２００４／００４４３５０号中
に描写されるような操縦可能なガイドが例であり、それらの内容は、その全体が参考とし
て明示して援用される。処置デバイスは、次いで、図２２中に示されるように、第２の処
置部位に再方向付けされ得る。
【００３９】
　本発明の処置カテーテルの遠位部分９０は、標的とされる小葉Ｌの形状に実質的に対応
する形状であり得る（例えば、図２３に示されるような小葉形状に一致するような形状で
あるハウジングの口とともに、小葉尖頭の形状内に適合するような形状）。これはまた、
小葉の表面を処置のために安定化されるようにする。遠位部分は、展開および処置の間に
遠位セクションを支持するが、それが処置カテーテルまたはシース中に折り畳まれ引き抜
きを支援するように可撓性である内部フレームを有し得る。
【００４０】
　あるいは、本発明の処置カテーテル１００は、処置されるべき輪にエネルギー／振動を
付与するために周縁の輪処置１０２を有して形成され得る。この実施形態では、カテーテ
ルは、順行性または逆行性で配置され得るか、または図２４に示されるように、２つの周
縁処置面が、互いと組み合わされて用いられ得る。
【００４１】
　種々の超音波仕事端部が、処置されるべき疾患のタイプおよび位置に依存して用いられ
得る。例えば、超音波カテーテルの遠位先端部は、超音波伝達部材または導波管に連結さ
れ得る。この遠位先端部は、以下の種々の例から選択され得、鈍い先端部、面取り先端部
、丸められた先端部、尖った先端部を含み、そしてさらに、この先端部の表面から突出し
、カルシウムの崩壊を増大する節（ノジュール）またはリブをさらに含み得る（図２５Ｃ
）。矢印は、例示の使用のパターンを示す。
【００４２】
　本発明の超音波カテーテルの遠位先端部はまた、その内容が本明細書中に参考として明
示して援用される米国特許第５，３０４，１１５号中に示され、そして記載される導波管
先端部の形状をとり得る。その内容が本明細書中に参考として明示して援用される米国特
許第５，９８９，２０８号（「Ｎｉｔａ」）は、図２～７Ａ中に、弁小葉を脱石灰化する
ために有用であり得るさらなるいくつかの先端部を示す。
【００４３】
　本発明の超音波伝達部材は、拡大された遠位仕事端部に連結される中実チューブを備え
得る。中央管腔は、超音波伝達部材全体を通じて延び、そして吸入、吸引のために、そし
て／またはガイドワイヤを受容するために用いられ得る。図２６、２７および２８に示さ
れる実施形態では、拡大された仕事端部１１０（これは、細長い近位部分より大きな直径
を有する）は、複数の細長い部材１１２を備える円筒形部分を備え得る。例示の形態では
、これら細長い部材は、城のようなパターンで整列され（例えば、これら細長い部材の各
々が遠位方向に延びる円形パターン）、そして超音波伝達部材の長軸方向軸に沿って開口
部を提供する。これら細長い部材は、円筒形の形状であるが、その他の実施形態では、こ
れら細長い部材は、丸められ得るか、鋭いか、などであり得る。
【００４４】
　遠位仕事端部のさらなる実施形態では、上記に示した実施形態と同様に、中央管腔が、
超音波伝達要素を通り、そして拡大遠位仕事端部を通って延び得る。図２９、３０および
３１に示される形態では、この遠位仕事端部１２０は、拡大され、かつ丸められている。
【００４５】
　代替の実施形態では、遠位仕事端部に隣接している超音波伝達部材（または導波管）の
部分は、この仕事端部からの超音波の送達を増幅するように改変され得る。導波管は、管
材中に複数の軸方向スロットを含み得、これはこの管材から複数の「細いワイヤ」を生成
するように作用し、これは、超音波の波が軸方向よりはむしろ半径方向に移動するように
する。拡大された遠位仕事端部は、次いで、複数の細いワイヤに取り付けられ得る。この
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ような形態の２つの実施形態は、図３２および３３中に示される。代替の実施形態では、
各城造りは、デバイスの近位端に戻って延びるそれ自体のシャフト上に収容され得る。そ
の他の可能な先端部の幾何学的形状は以下に描写される。
【００４６】
　本発明の超音波カテーテルは、振動性、点描性、円形、側生またはそれらの任意の組み
合わせである遠位先端部に動きを付与するように適合され得る。本明細書中に記載される
任意のこのような遠位先端部について、出願人らは、カテーテル本体の内径に対して小さ
な遠位先端部の使用がより良好な大きさの運動を提供し、そして改良された脱石灰化を提
供し得ることを見出した。さらに、本発明の超音波先端部は、とりわけ、処置されている
小葉または輪の領域に依存して、種々の処置パターンで作動され得る。例えば、この処置
パターンは、使用者によって制御されるか、処置デバイス中にプログラムされるかのいず
れかであり、１つの小葉または領域が一度に処置されるとき、処置されている表面上の脱
石灰化のリングを提供するような円形運動、カルシウムのより大きな沈着物を破壊する交
差ハッチングパターン（図２４）、または半球形（図３６）もしくは、くさび形状（図３
７）パターンであり得る。列挙されたパターンの任意の組み合わせを用いること、または
よりランダムなパターンを採用すること、または単に直線運動は、本発明の範囲内である
。
【００４７】
　特定の安全機構が、処置カテーテル上および関連する構成要素上に取り込まれ得、処置
デバイスが小葉を穿孔しないか、またはそうでなければ小葉を劣化しないことを確実にす
る。１つの実施形態では、力制限特徴が、図３８に示されるように処置カテーテルシャフ
ト中に組み込まれ得、ここで、構造物１４０が、矢印１４４の方向でカテーテル１４２に
付与された力に応答して接触し得る。
【００４８】
　別の実施形態では、カテーテルシャフトの特徴が、組織に送達される力を制限し得る。
比較的剛直性のカテーテルシャフト１５２上の軟遠位先端部１５０（図３９）では、図４
０に示されるように力は、この先端部を偏向し得る。
【００４９】
　さらに、処置カテーテル２００は、図４１および４２に示されるように処置カテーテル
への深さ制限器として作用するシース２０２を通って進行され得る。これらの種々の安全
特徴は、採用されるエネルギーにかかわらず、本発明の処置デバイスのいずれにも組み込
まれ得る。
【００５０】
　本発明の超音波カテーテルのアセンブリが図４３中に示され、超音波伝達部材２１０、
伝達ヘッド２１２、ガイドワイヤＧＷ、吸引カップ２１４、スプリング２１６、およびカ
テーテル本体２１８を含む。
【００５１】
　超音波カテーテル２２０の別の実施形態は、図４４に示されるように、ＰＺＴスタック
２２２および遠位ホーン２２４を含む。
【００５２】
　図４４の実施形態の利点は、それが、長い導波管および長い導波管を用いるとき生じる
損失をなくすることである。この実施形態では、吸引ハウジングは、ＰＺＴスタックおよ
び超音波ホーン上に適合し得る。特定の有用な超音波要素は、Ｂｒｉｓｋｅｎによる米国
特許第５，７２５，４９４号、Ｚａｌｅｓｋｙにより同第５，０６９，６６４号、Ｃａｒ
ｔｅｒによる同第５，２６９，２９１号および同第５，３１８，０１４号に描写され、そ
れらの内容は、それらの全体が参考として明示して援用される。
【００５３】
　本発明の超音波カテーテルの近位端は、図４５に描写された概略に従って構成され得る
。近位ハウジング２３２上のノブ２３０は、デバイスの遠位端に連結される制御ワイヤに
連結される。これらのノブは、これら制御ワイヤを引っ張るように作動し、それによって
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遠位端の角度を操作する。ギア、ピン、およびシャフトのような、操縦可能なガイドのた
めの制御２３４は、制御ボックス２３６中に収容され、このボックスの上にノブが位置さ
れる。処置デバイスの主本体は、外側シャフトおよびスライドノブに連結される内側シャ
フトをさらに備える。順に、この内側シャフトは、デバイスの遠位端でハウジングに、上
記スライドノブが退却されるとき、ハウジングが退却位置から拡大位置に転置するように
作動可能に連結され、その逆も同じである。図４５にされに描写されるのは、駆動コイル
に運動を与えるために、エネルギー供給源またはプライム移動器に作動可能に連結されて
いる駆動シャフトまたは駆動コイル２３０である。駆動コイルは、デバイスの遠位端中、
処置されるべき組織に接触する作業要素で終わる。あるいは、超音波を利用する設計では
、超音波導波管または伝達要素が、外側シャフトおよび／または内側シャフト内に位置決
めされ得る。
【００５４】
　（機械的処理カテーテルおよび方法）
　上記に記載の超音波処置カテーテルに加え、本発明は、小葉上のカルシウムを機械的に
破壊または除去するために能動化可能な先端部を用いる処置カテーテルおよび方法をさら
に提供する。一般に、これらカテーテルは、１つ以上の管腔を備えるカテーテル本体を備
える。駆動シャフト（または類似の要素）が、これら管腔の１つの近位端から、この管腔
の遠位端まで延び得る。遠位作業要素は、この駆動シャフトに連結され（またはそれから
一体に形成され）得、そしてカテーテル本体の遠位端を少なくとも部分的に超えて延びる
ような形態である。この駆動シャフトの近位端は、機械的運動（回転、振動および／まは
軸方向移動）の供給源に連結され得、駆動シャフトおよび遠位作業要素を駆動する。
【００５５】
　本発明のカテーテルは、小葉を脱石灰化するために種々の形態を用い得る。用いられ得
るこれらの作業要素およびカテーテル本体の遠位端のいくつかの例は、以下に説明される
。
【００５６】
　１つの実施形態（図４６）では、カテーテル２４０の遠位端は、脱石灰化されている小
葉と接触そして／または隔離するために用いられ得る吸引ハウジング２４２を備える。こ
の吸引ハウジングは、漏斗形状要素として示されているが、代替の実施形態では、この吸
引ハウジングは、（上記に記載のように）処置されるべきである小葉と類似の形状であり
得る。この吸引ハウジング２４２は、カテーテル本体２４０の遠位端に固定して連結され
得るか、または、それは、遠位端部分に移動可能に連結され得る。このような移動可能な
実施形態では、この吸引ハウジングは、この吸引ハウジングがカテーテル本体の管腔内に
少なくとも部分的に配置される退却位置（示されず）から、拡大形態（以下に示す）まで
移動され得る。あるいは、機械的クリップ、クランプまたはその他の固定要素が、以下に
描写されるような処置されるべき輪または小葉に処置デバイスを局在化するために用いら
れ得、小葉を固定するために逆行性方向および順行性方向から配置される要素を含む。
【００５７】
　図４７の形態では、遠位作業要素は、回転可能な偏心的に負荷されるコイル２５０を備
え得る。このコイルの遠位部分は、遠位方向にテーパー状であり得、そしてその遠位端ま
たは遠位端の近傍にボール２５２（またはその他の形状の要素）を備え得る。必要に応じ
て、１つ以上の秤量要素（示されず）がコイルの種々の部分に沿って連結され得、コイル
の振動の動力学を変える。認識され得るように、この重量がコイルの長軸方向軸から離れ
て位置決めされると、コイルの回転プロフィールは変化する。結果として、１つ以上の重
量の戦略的配置は、単純回転からコイルの振動を、軸方向振動成分もまた有するコイルに
変更し得る。
【００５８】
　別の実施形態（図４８）では、作業要素は、偏心して負荷された非テーパー状コイル２
６０を備え得る。このコイルは、その遠位端にボールまたは重量を備えても良いし、また
は備えなくても良い。
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【００５９】
　なお別の実施形態（図４９）は、遠位コイルは、細長い遠位ワイヤ先端部２７０を備え
得、そこでは、少なくとも一部分が、遠位コイル作業要素の外径を超えて半径方向に延び
る。示されるように、この遠位ワイヤ先端部は、１つ（またはそれ以上）のボールまたは
重量を備え得る。この遠位ワイヤ先端部は、湾曲、真っ直ぐ、またはそれらの組み合わせ
であり得る。前述の遠位コイルの代替として（またはこれに加え）、遠位作業要素は、石
灰化に接触し、そして小葉からこの石灰化を機械的に除去するような形態である「ドリル
ビット」型インペラーまたはＤｒｅｍｅｌ型振動または回転部材を遠位先端部に備え得る
。認識され得るように、このような実施形態は、非超音波範囲の作動で、そして代表的に
は１０Ｈｚ～２０，０００Ｈｚ、好ましくは１００Ｈｚ～１０００Ｈｚで、回転および振
動される。このような形態では、形状のあるインペラーの回転は、代表的には、カテーテ
ル本体中の管腔に向かって近位方向に移動される石灰化残渣を生じる。いくつかの実施形
態では、このインペラーは、小葉にある程度の保護を提供するように丸められたエッジを
備え得る。上記に記載の実施形態の各々では、シースが回転する要素を覆い得、保護を提
供するか、または、このシースを通じて回転移動および軸方向移動を伝達することにより
方向付けられた力を提供する。
【００６０】
　上記作業要素はまた、機械的に回転するデバイスを備え得る。図５０の実施形態では、
卵形形状のバール（かえり、ｂｕｒｒ）２８０が、その配向が、デバイスの中央軸（回転
軸）との垂直の整列から、デバイスの中央軸から９０゜以上までの範囲で示される。この
軸を離れる配向は、所定範囲の創面切除位置可能にし、そして弁の輪内に偏心して位置さ
れる狭窄、またはデバイスの中心軸に対して角度をなしている小葉表面を処置するような
特定の状況により適用可能であり得る。処置デバイスの中央軸に対する処置先端部の角度
付けは、先端部領域における増加した速度を提供することにより石灰化の断片化を容易に
する。類似の配列が図５１に示されるが、異なる形状で、より細長いバール２８２である
。さらに、図５２は、ディスクの面に穴を有するディスクの形態にあるバール要素２８４
を示し、このバール要素を通る残渣の排出を可能にする。任意の機械的作業要素が、粗く
された表面、カーバイド先端部材料、またはダイヤモンド被覆を有し得、標的とされた材
料の断片化を増大することが本発明の範囲内である。代表的なバール要素は、Ｄｉｔｅｃ
　Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ（Ｃａｒｐｅｎｔｅｒｉａ、ＣＡ）、Ｄｉａｍｏｎｄ　Ｔ
ｏｏｌ（Ｐｒｏｖｅｄｅｎｃｅ、ＲＩ）、およびＣａｒｂｉｄｅ　Ｇｒｉｎｄｉｎｇ　Ｃ
ｏ．（Ｗａｕｋｅｓｈａ、ＷＩ）のようないくつかの会社によって製造されている。
【００６１】
　代替の方法では、第動脈弁に近接して、そして小葉に実際に接触せずにインペラー要素
を位置決めすることが可能であり得る（図５３）。このインペラーの回転は、渦動を引き
起こし得、小葉から離れ、そして吸引ハウジングおよびカテーテル本体中に石灰性物質を
除去する。このインペラーは、その内容が、本明細書中に参考として明示して援用される
Ｋｅｎｓｅｙによる米国特許第４，７４７，８２１号に記載されるインペラーのような種
々の形状をとり得る。
【００６２】
　別の形態では、回転するグラインダーヘッド２９２（図５４）が、遠位コイル２９４に
連結され得る。この回転するグラインダー遠位先端部は、種々の形状をとり得る。以下に
示される形態では、このグラインダー遠位先端部は、凸状形状であり、そして駆動シャフ
トの軸方向管腔と連通している中央開口部の周りの半径方向円形パターンにある複数の穴
を備える。このような形態では、このグラインダー遠位先端部は、遠位コイルおよび駆動
シャフトの残りの長軸方向軸の周りに対称的に位置決めされる。半径方向の開口は、粒子
の灌注および吸引を可能にする。いくつかの形態では、このグラインダー遠位先端部は、
ダイヤモンドダストのような研磨材料を備え得、大動脈弁から石灰性物質の除去を支援す
る。
【００６３】
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　図５５および５６に示される別のグラインダー遠位先端部形態では、このグラインダー
遠位先端部は、平坦なプレート３００を備え得る。この平坦なグラインダー遠位先端部は
、研磨材料、穴、および／または機械加工突出部またはナブを備え得る。このような要素
は、小葉からの石灰化除去を促進するために用いられ得る。
【００６４】
　図５７に示されるような代替の形態では、グラインダー遠位先端部３０４は、遠位コイ
ル３０６の周りに偏心して取り付けられ得、回転に際し、このグラインダー先端部は、グ
ラインダー遠位先端部のサイズを拡大する必要性なくして小葉のより大きな断面積を覆い
得る。以下の図は、平坦なグラインダー遠位先端部を示すが、本明細書中に記載される任
意の遠位先端部は、遠位端コイルと偏心して取り付けられ得ることが認識されるべきであ
る。
【００６５】
　別の実施形態では、遠位作業要素は、超音波作業要素について上記で示されたような、
城造りの機械的先端部を備え得る。必要に応じて、この城造り先端部は、この遠位先端部
から後方に設置されるインペラーを有し得る。
【００６６】
　なお別の実施形態では、本発明は、小葉を脱石灰化するために、その全体の開示が参考
として本明細書中に明示して援用される、米国特許第５，３１４、４０７号または同第６
，８１８，００１号に記載されるＲｏｔａｂｌａｔｏｒデバイスを使用し得る。このＲｏ
ｔａｂｌａｔｏｒデバイス（以下に示される）は、当初記載されるように用いられ得るか
、または遠位先端部は、この先端部を平坦化することにより、この先端部上にダイヤモン
ドダストを付与することにより、この遠位先端部をより球根状にすることよりなどによっ
て改変され得る。上記「４０７特許」からとられる図５８を参照のこと。
【００６７】
　このＲｏｔａｂｌａｔｏｒのために用いられる空気タービンは、前述の機械によること
を基礎にする処置カテーテルのいくつか、またはすべてに動力を与えるために用いられ得
る。この空気タービンは、小葉上のカルシウムの破壊のために適切な大きさのトルクおよ
び速度を提供する。本発明の駆動シャフトと遠位先端部の低い慣性モーメントと組み合わ
せたこのトルクと速度とは、災害的駆動シャフト破損のリスクを減少する。例えば、遠位
先端部が、石灰性沈着物と接触に起因して「負荷される」ようになるとき、回転の速度は
、駆動シャフトにかみつく（スナップする）ことなく、またはそれを壊すことなくゼロま
で減少する。この空気タービンの代替物として、モーターが適切な時間にスローダウンさ
れ得るようにトルクおよび速度を感知し得る電子的フィードバックシステムを備えたモー
ターを用いることもまた可能であり得る。
【００６８】
　上記処置カテーテルのいくつかの実施形態は、遠位作業要素を取り囲む随意のシースを
備え得る。図５９に示されるように、このシースは、この遠位作業要素を取り囲む球形形
状の遠位先端部３１０を備え得る。細長い近位部分は、この球形の遠位先端部に取り付け
られ、そしてカテーテル本体の管腔内にある駆動シャフトのいくらか、またはすべてを覆
うようなサイズおよび形状である。この球形形状の遠位先端部は、媒体（例えば、対比媒
体、冷却剤など）の送達および／またはガイドワイヤの通路を可能にし得る開口部３１２
を備え得る。上記機械的要素または超音波伝達要素は、シースの先端部を超えて延び得る
。類似の描写は、Ｎａｓｈによる米国特許第６，８４３，７９７号中に示され、その開示
は、本明細書中に明示して援用される。
【００６９】
　いくつかの実施形態では、上記シースは、シースの端部が偏向し、延び、そして／また
は退却することを可能にする、ふいごまたは可撓性部分を備え得る。このシースは、代表
的には回転せず、そしてこのシースは、代表的には、上記遠位作業要素および駆動シャフ
トがこのシース内で回転することを可能にするサイズである。この遠位作業要素のシース
内の回転は、シースを関節運動させ（これは、駆動シャフトの作動の形状およびタイプに
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依存する）、そして石灰化沈着物に対する「擦り洗う効果」を生成し得る。有利なことに
、このシースは、駆動シャフトの機械的運動を伝達し、その一方、上記作業要素の振動を
制御することにより小葉に対する保護の層を提供する。このシースは、当該技術分野で公
知の種々の材料から作製され、そして上記球形遠位先端部内の遠位作業要素の回転からの
摩擦に耐えるような様式で補強される。結果として、このシースのための１つの有用な材
料は、スチールであるか、または編組まれたか、もしくはその他のカテーテル補強技法で
ある。
【００７０】
　任意の機械的実施形態では、組織によって、観察される熱エネルギーを減少し、そして
壊死組織切除の間の残渣の除去を支援し得る冷却流体を循環または注入することが所望さ
れ得る。このような流体はまた、超音波実施形態または機械的実施形態のいずれかでキャ
ビテーション効果を提供することによって組織断片化を支援し得る。
【００７１】
　（マイクロスフェアおよび／またはマイクロバブルの実質的な使用）
　上記のように、超音波処置カテーテルおよび機械的処置カテーテルの大部分の実施形態
は、カテーテル本体を通ってその遠位端まである管腔を備える。冷却流体、超音波造影流
体などのような媒体を管腔を通って標的小葉に送達し、小葉上の包埋された石灰化の塊へ
のエネルギー送達の影響を増幅することが有用であり得る。１つの好ましい形態では、こ
の媒体は、マイクロスフェアまたはマイクロバブルを含み得る。本発明の方法および処置
カテーテルと用いられ得る１つの有用な造影媒体は、ＯｐｔｉｓｏｎＴＭ造影剤（ＧＥ　
Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ）である。治療効果を増大するためのキャビテーションおよび／ま
たはマイクロバブルを利用する技法の種々の描写は、Ｔａｃｈｉｂａｎａによる米国特許
第ＵＳＲＥ０３６９３９号、およびＢｅｎ－Ｈａｉｍによる同第６，３２１，１０９号中
に見出され得、その内容は、それらの全体が本明細書中に参考として明示して援用される
。
【００７２】
　マイクロバブルを含む造営媒体を通る超音波の波の送達は、小葉に送達されるキャビテ
ーションまたは断片化エネルギーの量を増大し得る。この手順の間に吸引を付与すること
はまた、ＣｉｍｉｎｏおよびＢｏｎｄ、「組織断片化を用いる超音波手術の物理学：第Ｉ
部および第ＩＩ部」、Ｕｌｔｒａｓｏｕｎｄ　ｉｎ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ　ａｎｄ　Ｂｉｏ
ｌｏｇｙ、２２巻、第１号、８９～１００頁、および１０１～１１７頁、１９９６によっ
て記載されるように断片化エネルギーを増大し得る。ガス本体（例えば、マイクロバブル
）の超音波パルスとの相互作用は、非熱摂動（例えば、キャビテーションに関連する機械
的現象）を増大する。従って、マイクロバブルとともに制御された量の造影剤を用いるこ
とは、小葉からの石灰化の除去を増大し得る。マイクロバブルの超音波エネルギーとの使
用のより完全な記載は、Ｇｕｚｍａｎら、「音響キャビテーション泡密度および細胞濃度
における変化によって引き起こされた生体効果：細胞－対－泡の比および芽細胞半径に基
づく統合化された説明」、Ｕｌｔｒａｓｏｕｎｄ　ｉｎ　Ｍｅｄ．＆Ｂｉｏｌ．、２９巻
、第８号、１２１１～１２２２頁、およびＭｉｌｌｅｒら、「造影剤ガス本体の診断超音
波活性化による類表皮および食細胞単層の溶解およびソノポレーション」、Ｕｌｔｒａｓ
ｏｕｎｄ　ｉｎ　Ｍｅｄ．＆Ｂｉｏｌ．２７巻、第８号、１１０７～１１１３頁、２００
１に記載され、これらの全体の開示は、本明細書中に参考として援用される。
【００７３】
　しかし、マイクロバブルの使用は、超音波または機械的処置カテーテルに制限されない
ことが認識されるべきである。例えば、以下に示されるように、ＲＦカテーテル実施形態
において、カテーテル本体は、カテーテルの遠位端または遠位端近傍に位置決めされる２
つのＲＦ電極を備え得る。マイクロバブルをともなう媒体は、カテーテルの管腔を通って
標的小葉に送達され得、そしてＲＦエネルギーが２の配線間に送達され得、エネルギーを
マイクロバブルに送達する。いくつかの実施形態では、マイクロバブルの使用なくして小
葉上の石灰化にＲＦエネルギーを送達することが所望され得る。その他の実施形態では、
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その他のタイプのエネルギー供給源を用いることが所望され得、小葉にエネルギーを送達
する。
【００７４】
　ＲＦ電極の代替物として、カテーテルの遠位先端部に圧電フィルム３３０を位置決めす
ることが可能である（図６０）。ワイヤ配線は、カテーテル本体の管腔を通り、その中（
または外側）を延び得、そして電源に連結され得る。ワイヤ配線がカテーテル本体の管腔
内に配置される場合、このカテーテルは、ワイヤを絶縁するための内側チューブを備え得
る。媒体は、カテーテル本体の内側管腔を通って送達され得、そしてこのカテーテル本体
の遠位端で圧電フィルムに曝され、そしてエネルギーは、圧電フィルムから、そしてマイ
クロバブルをともなう媒体中に送達され得る。
【００７５】
　（保護）
　本発明のさらなる局面では、保護デバイスおよび方法が、処置部位から残渣を捕捉およ
び排出するために用いられ得る。図６１および６２に示される実施形態では、フィルター
デバイス３３６が、ガイドカテーテル３３８のシャフト上に位置される。この構造はまた
、大動脈根中にガイドカテーテルの係留を提供し、弁への安定な接近システム、またはさ
らなる処置カテーテルを配置することを提供する。
【００７６】
　別の実施形態（図６３）では、フィルターデバイスが、処置の全体領域を保護するため
に提供され、そして血液および吸引物が、濾過された血管系の動脈側から除去され、静脈
循環中の戻して注入するような全身フィルター装置３４０を含み得、さらに詳細は、Ｐａ
ｒｏｄｉによる米国特許第６，４２３，０３２号中に記載され、その開示は、本明細書中
に明示して援用される。吸引ポート３４２が、カテーテル３４６の遠位端で超音波プロー
ブ３４４を取り囲む。
【００７７】
　処置部位により局所的に緊密に（例えば、一度に１つの小葉）付与される濾過を有し、
大動脈弁のすぐ上に位置する冠状動脈の口のような局所的構造を保護することが有利であ
り得る。このような濾過装置は、図６４中に示される超音波吸引カテーテルのような処置
デバイスと組み合わせて用いられ得、ここでは、フィルターデバイス３５０が、吸引ポー
ト３５４で超音波プローブ３５２によって係合される単一の小葉を覆う。さらに、このフ
ィルターの形状は、図６に示されるように、最も関連のある小葉または処置部位に接近す
るために最適化され得る。上記の濾過または保護システムのいずれもは、本明細書中に開
示される任意の処置カテーテルと用いられ得る。
【００７８】
　本発明の多くの特徴は、処置されるべき疾患の部位で最適に処置カテーテルを方向付け
、位置決めし、そして安定化することを支援する。カテーテルおよびガイド特徴に加え、
弁内に静止するバスケット、アンカーまたはフィルター形態が、カテーテルを位置決めす
るために用いられ得る。例えば、心臓は、ペースをとる配線に連結され得、そして心臓は
、次に、増加した速度、例えば、１分間あたり２００拍動のペースにされ、これは、次に
、血流を阻止する比較的固定された位置に大動脈小葉を保持し、そして本発明の処置カテ
ーテルが、少なくとも１つの小葉に適用されることを可能にする。吸引ハウジンクのよう
なカテーテルの配置の後、ペースどりは停止され、そして残りの小葉は、カテーテルによ
って係合されず、正常に機能する。すべての小葉が一度に係合される事例では、灌流バル
ーンまたは当該技術分野で公知のデバイスにおけるような、処置カテーテルを通る流れを
提供することが必要であり得、そのいくつかの特徴は、Ｇｏｌｄｂｅｒｇによる米国特許
第４，９０９，２５２号中に示され、その開示は、本明細書中に参考として明示して援用
される。
【００７９】
　（撮像法）
　本発明の特徴は、手順の前、その間、およびその後のモニタリングおよび撮像のための
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種々のデバイスおよび方法を含む。種々の撮像診断様式が、この目的のために採用され得
、心臓内超音波心臓検査法（ＩＣＥ）、経食道超音波心臓図検査（ＴＥＥ）、蛍光透視、
血管内超音波（ＩＶＵＳ）、血管顕微鏡検査、赤外、Ｓｅｎｓａｎｔ，Ｉｎｃ．／Ｓｅｉ
ｍｅｎｓ（Ｓａｎ　Ｌｅａｎｄｒｏ、ＣＡ）から入手可能な容量性超音波トランスデュー
サー（ｃＭＵＴ）または当該分野で公知のその他の手段を含む。例えば、処置カテーテル
は、位相アレイ血管内超音波要素のような、ハウジングまたは処置要素カテーテル中に組
み込まれる撮像デバイスを有し得る。いくつかの実施形態では、本発明のデバイスを、そ
れらの作動要素が、シースと同軸である別個で取り外し可能な要素であるように構築する
ことが有利であり得、操作者が作業要素を取り外し、そしてその場所に撮像要素を配置す
る。
【００８０】
　撮像は、疾患のタイプおよび位置を診断すること、処置カテーテルを配置すること、処
置プロセスを評価すること、および一旦処置されたなら弁の機能を確認することを含む手
順の種々のステージで重要になり得る。撮像デバイスは、カテーテル先端部、もしくはカ
テーテル本体、処置カテーテルと平行して、または当該技術分野で公知のようなより遠隔
の位置（例えば、上大静脈、食道、または右心房）のような処置部位に局所的に配置され
得る。撮像要素が処置カテーテル上に配置される場合、それは、「前方を見ること」、例
えば、処置デバイスの前の平面または複数平面中の撮像であるように適合され得る。
【００８１】
　呼び掛け（インターロゲーション）技法、またはその他の撮像様式を採用することがま
た本発明の範囲内である。例えば、処置部位の直接可視化のために血液を透視するための
赤外撮像、またはエラストグラフィー、組織運動の超音波測定、どのタイプの組織が標的
であるかを感知すること、例えば、小葉組織またはカルシウム、または最も石灰化でされ
ている弁の領域を感知することである。この文脈におけるエラストグラフィーは、その内
容が本明細書中に参考として明示して援用される、「Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ
　ｏｆ　ｐｌａｑｕｅ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ　ａｎｄ　ｖｕｌｎｅｒａｂｉｌｉｔｙ　
ｗｉｔｈ　ｉｎｔｒａｖａｓｃｕｌａｒ　ｕｌｔｒａｓｏｕｎｄ　ｅｌａｓｔｏｇｒａｐ
ｈｙ」、Ｐｈｙｓ．Ｍｅｄ．Ｂｉｏｌ．４５（２０００）、１４６５～１４７５に記載さ
れるような、機械的トランスデューサーまたは位相アレイシステムのいずれかである、血
管内超音波（ＩＶＵＳ）カテーテルを用いて実施され得る。実際、このトランスデューサ
ーは、弁上の処置部位に、そして外部から付与された力、あるいは外部から付与され力も
しくは（弁小葉の開放および閉鎖のような）組織自身中の自然に起こる運動いずれかによ
る組織領域の「周期的興奮」のいずれかを用いて進行され得、初期ベースライン読み取り
値がとられ得る。このベースラインは、本発明の吸引カテーテル（処置部位内で循環する
流体を含む）で処置されるべき領域または小葉を係合すること、この処置カテーテルを通
って処置部位まで超音波トランスデューサーを挿入すること、およびこの超音波トランス
デューサーで標的とされた領域に呼び掛け領域の弾性（ストレス／歪みプロフィール）を
確立することによって設定され得る。小葉の特定領域について、注入が次いで停止され、
（吸引単独により）小葉をさらなるストレス下に置き、そしてこのストレス／歪みプロフ
ィールにおける位置ずれが記録および評価され、処置デバイスをより少ない弾性を示すよ
うな領域（カルシウム沈着物の存在を示す「より剛直性の」領域。本明細書中に参考とし
て明示して援用される「エラストグラフィー－動きが開始する」Ｐｈｙｓ．Ｍｅｄ．Ｂｉ
ｏｌ．４５（２０００）１４０９～１４２１および「生物学的組織の弾性性質を撮像する
ために選択された方法」Ａｎｎｕ．Ｒｅｖ．Ｂｉｏｍｅｄ．Ｅｎｇ．（２００３）５：５
７～７８に提示されるような技法をまた参照のこと）に向ける。
【００８２】
　いくつかの例では、例えば、超音波またはレーザーとともに、上記領域に呼び掛けまた
は撮像するために用いられるのと同じトランスデューサーまたは光ファイバーがまた、下
にあるカルシウム沈着物を分解または処置するために用いられ得る。特定のパラメーター
が、治療デバイスを診断から治療に遷移するために調節され得、周波数、電力、送達され
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る全エネルギーなどを含む。
【００８３】
　さらに、その他の特徴付け技法が、処置されるべき石灰化領域を標的にするため、また
は処置の結果を評価するための両方で採用され得、ＭＲＩ、Ｄｏｐｐｌｅｒ、および抵抗
性データ、インピーダンス／インダクタンスフィードバックなどを利用する技法を含む。
記載のような撮像およびその他のモニタリング技法を用いることは、カルシウム沈着物を
除去することに焦点をあてたより標的とする手順を生じ得、そして所望されない増殖応答
に至り得る小葉および輪への可能な組織損傷を制限する。
【００８４】
　（処置のエネルギー供給源／方法）
　種々のエネルギー様式が、本発明によって想定される処置カテーテルで用いられ得る。
カルシウム沈着物を分解または除去するためにより詳細に有用な様式は、超音波エネルギ
ー、レーザーエネルギーなどであり得る。特に、特定のＥｒ：ＹＡＧレーザーが、適切な
範囲で作動されるとき、カルシウムを特異的に標的とし得る。これを支持する標的とされ
る骨切除する特定の詳細は、「Ｅｒ：ＹＡＧレーザーおよびＣＯ２レーザーを用いる骨除
去の走査電子顕微鏡法およびＦｏｕｒｉｅｒ変換赤外分光法分析」Ｊ　Ｐｅｒｉｏｄｏｎ
ｔｏｌ．２００２年６月；７３（６）：６４３～５２に記載され、その内容は、本明細書
中に参考として明示して援用される。あるいは、エネルギーは、高エネルギーパルス化ま
たは走査型二酸化炭素レーザー、短パルス化Ｅｒ：ＹＡＧ、および調節（短－および－長
－パルス化）Ｅｒ：ＹＡＧシステムのような、制御された組織蒸発を生じる水を含有する
組織を選択的に標的とする表面付け替えレーザーを採用することにより、カルシウム沈着
物の周り、またはその上から組織を選択的に除去するために送達され得る。エネルギーの
付与は、小葉間に分布されるプラークまたはカルシウム（海綿体）に接近するために有用
であり得る。実際、大部分の小葉が無傷で残り、そして不必要な熱損傷からシールドされ
るように沈着物を覆う組織の層を除去することが所望され得る。さらに、このような特定
組織破壊はまた、本発明の処置の一部として弁の輪内の瘢痕組織または肥大の領域の除去
に適用され得る。
【００８５】
　本発明の超音波処置カテーテルは、１０～２００ミクロンの範囲、例えば、７５～１５
０ミクロンの振動速度（２０～４００ミクロン間の最大行程）で、５～１００ｋＨｚ間の
範囲、例えば、１０～５０ｋＨｚで作動され得る。さらに、熱損傷またはその他の組織損
傷の可能性を最小にするため、５～５０％の衝撃係数、例えば、５～２０％の衝撃係数の
ようなパルス化様式で上記処置デバイスを作動することが有利であり得、最も病気の領域
にエネルギー送達を注意深く標的とすることによってこのエネルギー付与に曝される組織
を最少にする。
【００８６】
　さらに、病気の弁の特定の位置上の処置に焦点をあてることが有利であり得、この場所
で、カルシウム沈着物を除去すること、または減少することが、最大量の回復された小葉
様相および得られる弁機能を生じる。例えば、小葉の中央セクション内の小葉の天頂で、
または交連にある弁の輪内の沈着物が、最初に標的とされ得る。弁にともなうこれらの種
々の位置の概略描写は、図６６、６７、および６８に描写され、ここで、図６７および６
８は、図６６の線Ａ－ＡおよびＢ－Ｂにそれぞれ沿った断面である。
【００８７】
　用いられるエネルギーのタイプおよび周波数に依存して、本発明の処置カテーテルはま
た、カルシウムを除去するのみならず、Ａｎｄｅｒｓｏｎによる米国特許第５，８４０，
０８１号および同第６，５８２，４６２号、Ｗｉｌｓｏｎによる米国特許出願第２００４
／００９２８５８号、ＫｈａｉｒｋｈａｈａｎによるＷＯ２００４／０９３７２８、Ｈｅ
ｒｍａｎｎによるＷＯ２００５／００９２８５などに記載のような、最少侵襲的補綴具弁
の移植のために調製におけるように、小葉自体を除去または取り除くために利用され得、
これらの開示は、本明細書中に参考として明示して援用される。本発明のデバイスでの前
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処理は、このような補綴具弁の配置を容易にし得る。なぜなら、移植の部位からカルシウ
ムを除去することは、弁周囲の漏れ、取り外れを減少し得、そして増加した有効弁オリフ
ィスに起因して移植されているより大きな補綴具を生じ得るからである。
【００８８】
　（移植可能なデバイス）
　一旦修復が達成されると、除去される上記のデバイスの代替物または付属物として、大
動脈弁を横切って、または大動脈弁内に一時的または永久的に移植されるデバイスが提供
され得る。以下に出現するデバイスは、再石灰化、小葉の融合、および再狭窄のいずれか
により、弁が変性することを防ぐか、または遅延するために、狭窄が終了した後に、身体
内で少なくとも所定の時間の間残ることがすべて意図される。本発明のインプラントは、
輪の下３６０または輪の上の位置３６２いずれかで図６７に描写される。
【００８９】
　いくつかの実施形態では、以下に描写されるコイルのようなインプラントを配置し、輪
の下および輪の上の両方に延ばし、弁へのさらなる支持を提供し、そして弁を横切るより
大きな処置領域を提供することが所望され得る。この実施形態のコイル設計は、２つのリ
ング部分を接続する単一の支柱を有するが、弁の輪のすぐ上の冠状動脈を閉塞しないよう
に十分低プロフィールである。図６８を参照のこと。その開放構造のため、インプラント
の輪の上の位置は、さらなる係留のために冠状動脈の上で大動脈根に延び得る。図６９を
参照のこと。
【００９０】
　さらなる実施形態において、上記インプラントは、ワイヤ、一連のワイヤ、または周縁
ステントまたは冠状動脈ステントで用いられるのと類似であるセル構造から形成される。
弁の輪中、または弁の下により良好に静止するために、弁の尖頭に正弦形態で従うように
イプラントリングを形成することが有利であり得る。さらに、このインプラントリングは
、弁の輪に対して静止するように延びる支柱を有し得、構造物を提供するか、または特定
の弁部位で薬学的被覆をさらに広める。図７０、７１、および７２を参照のこと。
【００９１】
　なお別の実施形態では、上記インプラントは、互いから１２０゜の３つのループ１２０
のような複数のループから形成され得る。図７３～７６を参照のこと。
【００９２】
　この実施形態、およびワイヤ形態を描写するその他において、ワイヤは、所望の力に依
存して０．０２０インチと０．２５０インチとの間の直径を有し得る。さらに、ワイヤは
平坦であり得、そして構造物は、ループ間にメッシュを含み得、弁を支持するため、また
は薬学的薬剤の送達のためのより大きな表面積を提供する。このデバイスのループは、周
期的様式で遠位方向および近位方向に移動され得、弁小葉をさらに開放し、そして単独治
療としてプラークを破壊する。このデバイスは、次いで、上記のように永久的に移植され
得る。一旦、弁が治療されたなら、または適正な配置を確実にするために永久的なインプ
ラントの位置決めの間に、デバイスを再捕獲することが所望され得る。再捕獲デバイスは
、それからインプラントが展開される送達カテーテルであり得るか、または回収カテーテ
ルの遠位端上の拡大可能な漏斗を含み得るか、またはインプラント上のフックと嵌合する
グラスパーまたはフックを含む任意の数の機械的デバイスを含み得るか、またはインプラ
ントが送達シース中に引かれ得、そして身体から除去され得るように特定の点でインプラ
ンを握る。
【００９３】
　本明細書中に記載される任意のインプントの構造は、当該分野で公知であるような手順
評価の目的のために、それらを放射線不透過性またはエコー発生性にする表面増強または
被覆を有し得る。冠状動脈ステント処理の分野でさらに公知であるように、記載されるデ
バイスは、永久的、除去可能、または生腐食性であり得る。それらは、デバイス中または
デバイス上に設計される、被覆、穴、デポー、ポアまたは表面不規則性の形態にある、上
記で提示されるような抗再狭窄薬剤または材料を取り込み得る。さらに、上記インプラン
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トは、その内容が本明細書中に明示して援用される米国特許第６,２５４,６３５号中に提
示されるような特定の石灰化抵抗性材料から形成され得る。さらに、本発明のインプラン
トは、僅かな電気的荷電を発するような形態であり得る。カルシウムは正に荷電されるの
で、大動脈インプラントの表面を正に荷電することによりカルシウムを反発することが有
利であり得る。さらに、電気的エネルギーがインプラントによって供給され得、本明細書
中に参考として明示して援用される米国特許第６,５０５,０８０号中に記載されるような
移植可能なペースメーカータイプのデバイスによって石灰化を最少にする。
【００９４】
　さらに、特定の機械的手順およびインプラントを、先に列挙されたような種々の適切な
薬学的薬剤と組み合わせることが本発明の範囲内である。この適用に有用であり得る抗再
狭窄薬剤は、当該技術分野で公知の任意のファミリーの薬剤またはエネルギー様式から選
択され得る。例えば、ラパマイシン、パクリタキセル、シロリムスまたは窒素酸化物促進
剤のような薬学的薬剤またはそれらのアナログが、意図的に生成された表面不規則性、ま
たは穴もしくは芝生（ディボット）のような特定の表面特徴中に取り込まれる溶出性被覆
を用いてこれらのデバイス上に被覆され得る。上記デバイスは、本発明の手順を実施する
ために利用されるインプラントに上記薬剤を接着するために、被覆またはその他の表面の
取り込みによる薬剤注入のために設計され得るか、または本発明の手順に従う口腔投与の
ために処方され得る。例えば、本発明の処置に従い、患者は、所定用量のスタチン、ＡＣ
Ｅインヒビター、または上記介入によって提供される弁機能を延長するためのその他の薬
剤を処方され得る。
【００９５】
　図７７～８９は、急性または亜慢性手順のために意図されたシステムの種々の実施形態
を提示する。これらのデバイスは、大動脈弁を横切って配置され得、そして再拡大されて
大動脈弁を再開放し、そして次に所定の時間の間処置された弁を、修復を容易にし、そし
て／または再狭窄を防ぐために設計された抗再狭窄薬剤またはエネルギー様式に曝すため
にその場に残る。図７７および７８に示されるデバイスは、外方に延び、交連で融合され
た小葉を係合および分離する機械的羽根（ベーン）４００を特徴とする。これらの羽根は
、任意の適切な金属、プラスチックまたは組み合わせから作製され得る。それらは、自己
拡大性であるか（例えば、ニチノールまたはエルジロイから作製される）、またはそれら
は、空気力、水力、ねじ、またはその他の機械的作動システムを用いて機械的に作動され
得る。これらの羽根は、上記に示されるような変形可能な部材であり得るか、または各羽
根は、ヒンジ部分で連結されたいくつかのより剛直性のパーツから構成され得、このユニ
ットの拡大および退却を可能にする。上記の羽根は、融合された小葉の分離を容易にする
よう、そして弁が閉鎖される場合にその能力に衝撃を与えることなく交連内に適合するよ
うに設計されたより狭いエッジを備えた、形状が矩形である断面を備えて設計され得る。
これらの矩形の羽根のより広い面は、小葉の新たに分離されたエッジと接触し得る。この
矩形の断面の代替物として、これらの羽根は、いっそう多くの翼形状またはその他の断面
形状を有するように設計され得、血流内の乱流を最少にし、そして弁の小葉に対する外傷
を最少にする。
【００９６】
　図７９および８０のデバイスは、本発明の方法に従って用いられるバルーンシステムを
示す。このバルーン４１０は、以下により詳細に記載されるような抗再狭窄薬剤の注入の
ために用いられる複数の穴４１２を特徴とし得る。これらの穴は、注入されるべき薬剤の
わずかな滲出のみを可能にするに十分小さくあり得るか、またはそれらは、より迅速な注
入またはより大きな容量の注入液が送達されることを可能にし得るサイズであり得る。こ
れらの穴は、バルーンの周縁の周りに均一な分布で配置され得るか、またはそれらは、交
連の位置とより直接的に整列するように配置され得る。
【００９７】
　図８１および８２のデバイスは、図７７および７８の特徴を、７９および８０のそれら
と組み合わせるバルーンシステムを備える。いくつかのバルーンは、各バルーンが交連４
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２４と整列するように配置される。このデバイスの膨張は、心臓から、そしてこのデバイ
スがその場にある身体中への連続した灌流を可能にし得る。これは、次に、抗再狭窄薬剤
のより持続する送達のために少なくあり得る。穴が、図７９および８０中のデバイス上の
穴についての説明と同様に図３のバルーン上に配置され得る。
【００９８】
　本出願で有用であり得る抗再狭窄薬剤は、当該技術分野で公知の任意のファミリーの薬
剤またはエネルギー様式から選択され得る。例えば、ラパマイシン、パクリタキセル、シ
ロリムスまたは酸化窒素促進薬剤のような薬学的薬剤またはそれらのアナログが、意図的
に生成された表面不規則性、または穴もしくは芝生（ディボット）のような特定の表面特
徴中に取り込まれる溶出性被覆を用いて任意の本発明のデバイス上に被覆され得る。記載
されるように、これらデバイスは、図面に示されるようなバルーンまたは交連切開羽根の
ようなデバイスの仕事実施要素中の注入チャネルおよび注入穴の取り込みによる薬物注入
のために設計され得る。
【００９９】
　エネルギー送達は、いくつかの異なる様式によって、そして異なる目的のために達成さ
れ得る。高周波エネルギーは、交連切開羽根にエネルギーを与えることにより、または湿
潤電極を達成するためのバルーン上の穴を用いることにより付与され得る。マイクロ波、
超音波、高周波超音波エネルギー、またはパルス化電場（細胞のエレクトロポーレーショ
ンを誘導する目的のため）が、アンテナまたは電極を、羽根、バルーンまたはこれらの仕
事を実施する要素を支持するカテーテルシャフト中に組み込むことによって用いられ得る
。寒冷療法は、上記仕事を実施する要素を通じて相変化ガスまたは液体窒素のような冷却
流体を循環することによって達成され得る。複数の様式が、耐久性大動脈弁修復の目的を
達成するために単一のデバイス中に組み込まれ得る。
【０１００】
　このエネルギーは、例えば、融合された小葉を分けることをより容易にすることによっ
て弁修復を容易にするために用いられ得る。あるいは、このエネルギーは、処置された弁
の再狭窄を遅延または防ぐために用いられ得る。再狭窄の予防のためのエネルギー送達の
使用の１つの例は、細胞のアポトーシスを誘導するためのパルス化電場の使用である。ナ
ノ秒の大きさの持続時間の電気のパルスの印加が細胞の細胞内装置を改変し得、そしてパ
クリタキセルまたはシロリムスのような臨床的に証明された抗再狭窄薬物の作用の機構の
鍵となる局面であることが知られる、アポトーシス、またはプログラム化された細胞死を
誘導することが知られる。
【０１０１】
　これらの薬剤またはエネルギーの付与は、数分～数時間の経過に亘って、患者がカテー
テル使用ラボにいる間に投与される。あるいは、上記デバイスは、患者がその場にあるデ
バイスとともに、薬剤の注入またはエネルギーの印加が、数時間または数日の経過に亘っ
て進行し得るように、病院床に戻ることを可能にするように設計され得る。
【０１０２】
　Ｂ．一旦、修復が達成されると取り出され、そして抗再狭窄薬剤の投与が終了する上記
に記載のデバイスの代替物または付属物として、大動脈弁を横切るか、またはその中に一
時的または永久的に移植されるデバイスが提供され得る。以下に出現するこれらのデバイ
スは、すべて、狭窄の修復の終了した後、弁が互いに再接着すること、および再狭窄する
ことを防ぐか、または遅延するために、少なくとも所定の時間の間残ることが意図される
。
【０１０３】
　記載されるデバイスは、永久的、取り外し可能、または生腐食性であり得る。それらは
、被覆、穴、デポー、ポア、またはデバイス中もしくはデバイス上に付与されるように設
計された表面不規則性中に、抗再狭窄薬剤または材料を取り込み得る。
【０１０４】
　支柱４３０は、図８３および８４に示されるような、任意の適切な金属、プラスチック
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または組み合わせから作製され得る。それらは、自己拡大性であり得るか（例えば、ニチ
ノールまたはエルジロイから作製される）、またはそれらは、空気力、水力、ねじまたは
その他の機械的作動システムを用いて移植の間、機械的に能動化され得、そして次に、送
達システムからのデバイスの展開に先立って、それらの最終位置中にロックされる。上記
の支柱は、上記に示されるような変形可能な部材であり得るか、または各支柱は、ヒンジ
作用部分で連結されたいくつかのより剛直性のパーツから構築され得、ユニットの拡大お
よび収縮を可能にする。上記支柱は、融合された小葉の分離を容易にするよう、そして弁
が閉鎖される場合にその能力に衝撃を与えることなく交連内に適合するように設計された
より狭いエッジを備えた、形状が矩形である断面を備えて設計され得る。これらの矩形の
支柱のより広い面は、小葉の新たに分離されたエッジと接触し得る。この矩形の断面の代
替物として、これらの支柱は、いっそう多くの翼形状またはその他の断面形状を有するよ
うに設計され得、血流内の乱流を最少にし、そして弁の小葉に対する外傷を最少にする。
【０１０５】
　図８５～８９は、移植可能なデバイスについて代替の設計を示す。修復された小葉の処
置された領域に長期間の抗再狭窄薬剤またはエネルギー様式を提供する目的を達成するイ
ンプラントのための任意の設計が、本発明の主題であるとして考慮されるべきである。大
動脈の壁に対して横たわり、そして（図８５および８６におけるような）支柱と再構築す
る前に大動脈の中心に接続する、支柱とほぼ連続的である（図８３および８４に示される
ような）係留要素、または支柱自体が係留要素である設計は、すべて、本発明の実施形態
である。
【０１０６】
　上記移植可能でかつ生腐食性デバイスは、すべて、ラパマイシン、パクリタキセル、シ
ロリムスまたは酸化窒素増強薬剤のような薬学的薬剤またはそれらのアナログを特徴とし
得、これらは、薬物溶出性被覆を用いて、または意図的に生成された表面不規則性もしく
は穴もしくはデポーのような特定の表面特徴中に取り込まれ、任意の本発明のデバイス上
に被覆され得る。
【０１０７】
　さらなる抗再狭窄薬剤またはエネルギー様式が、例えば、上記送達システムの特徴とし
て、イプラント上に取り込まれるような薬剤とは別個、そして／またはそれに加えて送達
され得る。
【０１０８】
　本発明は、種々の改変、および代替形態をとり得るが、その特定の例が図面中に示され
、そして本明細書中に詳細に記載される。しかし、本発明が、開示される特定の形態もし
くは方法に制限されることはないことが理解されるべきであり、反対に、本発明は、本開
示および添付の請求項の思想および範囲に入るすべての改変物、等価物および代替物を包
含する。
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