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(57)【要約】
インプラントデバイスであって、瘻孔内にインプラント
されて、涙器および副鼻腔を、流体接続するように構成
されている。外科用ツールは、インプラントであって、
キャリアー上に装着されたインプラントデバイスを有す
る。種々の方法が、涙器と副鼻腔との間の瘻孔に関する
。あるキットは、瘻孔を形成するために使用する進入デ
バイスと、瘻孔の形成後にインプラントデバイスをイン
プラントするために使用するインプラントツールとを備
える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　涙器と副鼻腔との間で形成される瘻孔を通じて涙器を副鼻腔へ流体接続するための、ヒ
トでのインプランテーションのためのインプラントデバイスであって、前記インプラント
デバイスが、
　前記デバイスの第一の長軸方向端での近位端と、
　前記第一の長軸方向端と長軸方向に向かい合う前記デバイスの第二の長軸方向端での遠
位端と、
　近位端付近から遠位端付近に延びる導管と、
　前記導管を通じて前記近位端と前記遠位端との間に延びる内部通路であって、前記内部
通路は、前記近位端で第一の末端開口および前記遠位端で第二の末端開口を有している、
内部通路と、
　前記近位端と前記遠位端との間で、２ミリメートルから５０ミリメートルの範囲の、前
記デバイスを長軸方向に沿ったデバイスの長さと、
　０．２５ミリメートルから５ミリメートルの範囲の長さを横切る内部通路の幅と、
　突起部エリアおよび陥凹エリアを備える固定表面特徴を備える導管の外部とを備え、
　インプラントされて涙器から副鼻腔へ瘻孔を通じて流体接続するように構成された、イ
ンプラントデバイスであって、その結果、インプラントされた場合、
　　前記近位端が、涙器における内部通路開口部の第一端に配置され、
　　前記遠位端が、副鼻腔内に配置され、前記内部通路の第二端が副鼻腔内で開口してお
り、かつ
　　前記導管が、瘻孔を通じて配置されており、陥凹エリアの少なくとも一部が前記瘻孔
内に配置され、かつ前記突起部エリアの少なくとも一部が前記瘻孔内に配置され、前記瘻
孔内に配置された組織を係合してインプラントデバイスをアンカーする、
インプラントデバイス。
【請求項２】
　前記突起部エリアが、少なくとも０．１ミリメートルという前記陥凹エリアに対する高
さを有する、請求項１に記載のインプラントデバイス。
【請求項３】
　前記突起部エリアの高さが、１ミリメートル以下である、請求項２に記載のインプラン
トデバイス。
【請求項４】
　前記突起部エリアの高さが、少なくとも０．２５ミリメートルである、請求項２または
請求項３のいずれか１項に記載のインプラントデバイス。
【請求項５】
　前記突起部エリアの高さが、０．５ミリメートル以下である、請求項２～４のいずれか
１項に記載のインプラントデバイス。
【請求項６】
　前記突起部エリアが、少なくとも０．７５ミリメートルという中心間距離を有する突起
部の存在を備える、請求項１～５のいずれか１項に記載のインプラントデバイス。
【請求項７】
　前記突起部の存在の前記中心間距離が２．５ミリメートル以下である、請求項６に記載
のインプラントデバイス。
【請求項８】
　前記突起部の存在の前記中心間距離が、少なくとも１ミリメートルである、請求項６ま
たは請求項７のいずれか１項に記載のインプラントデバイス。
【請求項９】
　前記突起部の存在の前記中心間距離が、少なくとも１．５ミリメートルである、請求項
６～８のいずれか１項に記載のインプラントデバイス。
【請求項１０】



(3) JP 2014-501542 A 2014.1.23

10

20

30

40

50

　前記突起部の存在の前記中心間距離が、２ミリメートル以下である、請求項６～９のい
ずれか１項に記載のインプラントデバイス。
【請求項１１】
　前記突起部の存在の前記中心間距離が、１．７５ミリメートル以下である、請求項６～
１０のいずれか１項に記載のインプラントデバイス。
【請求項１２】
　前記突起部エリアが、前記内部通路に向かう基部を有する少なくとも１つの突起部の存
在と、前記基部に対向し、かつ前記内部通路から離れている頂部とを備え；
　前記少なくとも１つの突起部の存在が、前記頂部に向かって基部からの方向で先細にな
る幅の傾斜部分を有する、請求項１～１１のいずれか１項に記載のインプラントデバイス
。
【請求項１３】
　前記突起部エリアが、前記内部通路に向かう基部を有する少なくとも１つの突起部の存
在と、前記基部に対向し、かつ前記内部通路から離れている頂部とを備え；
　前記少なくとも１つの突起部の存在が、１．５ミリメートル以下である基部の幅を有す
る、請求項１～１１のいずれか１項に記載のインプラントデバイス。
【請求項１４】
　前記突起部エリアが、前記デバイスの前記長さに沿って少なくとも２ミリメートル延び
る前記導管の長軸部分にある、請求項１～１３のいずれか１項に記載のインプラントデバ
イス。
【請求項１５】
　前記導管の前記長軸部分が、前記デバイスの前記長さに沿って少なくとも３ミリメート
ル延びる、請求項１４に記載のインプラントデバイス。
【請求項１６】
　前記導管の前記長軸部分が、前記デバイスの前記長さに沿って少なくとも５ミリメート
ル延びる、請求項１４に記載のインプラントデバイス。
【請求項１７】
　前記導管の前記長軸部分が、前記デバイスの前記長さに沿って少なくとも８ミリメート
ル延びる、請求項１４に記載のインプラントデバイス。
【請求項１８】
　請求項１４～１７のいずれか１項に記載のインプラントデバイスであって、前記突起部
エリアが、前記導管の長軸部分に沿って配置され；かつ
　前記突起部エリアが、前記導管の前記長軸部分に沿った前記エリアの２５パーセント以
下をカバーする、インプラントデバイス。
【請求項１９】
　請求項１～１８のいずれか１項に記載のインプラントデバイスであって、前記突起部エ
リアが、前記導管がインプランテーションのために瘻孔を通じて挿入される場合、瘻孔内
に露出した組織と接触するとき、可塑性に変形するように構成されている、インプラント
デバイス。
【請求項２０】
　前記突起部エリアが、前記導管の全外周に沿って延びる少なくとも１つの外周リッジを
備える、請求項１～１９のいずれか１項に記載のインプラントデバイス。
【請求項２１】
　前記突起部エリアが、少なくとも２つの間隔の空いた外周リッジを備え、各々の前記外
周リッジが、前記導管の全外周に沿って延びる、請求項１～１９のいずれか１項に記載の
インプラントデバイス。
【請求項２２】
　前記外周リッジの少なくとも３つを含んでいる、請求項２１に記載のインプラントデバ
イス。
【請求項２３】
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　前記外周リッジの少なくとも５つを含む、請求項２１に記載のインプラントデバイス。
【請求項２４】
　前記突起部エリアが、ノブを含む、請求項１～１９のいずれか１項に記載のインプラン
トデバイス。
【請求項２５】
　前記突起部エリアが、らせん状リッジを含む、請求項１～１９のいずれか１項に記載の
インプラントデバイス。
【請求項２６】
　請求項１～１９のいずれか１項に記載のインプラントデバイスであって、前記固定表面
特徴が、ざらつきのある表面を備え、前記突起部エリアは、前記ざらつきのある表面の突
起部部分を備え、かつ前記陥凹エリアが、前記ざらつきのある表面の陥凹部分を備える、
インプラントデバイス。
【請求項２７】
　請求項１～２６のいずれか１項に記載のインプラントデバイスであって、前記導管が、
１ミリメートルから８ミリメートルの範囲内である、前記長さに対して横切る前記突起部
エリアの程度によって規定される外部幅を有する、インプラントデバイス。
【請求項２８】
　前記導管の前記外側幅が、少なくとも２ミリメートルである、請求項２７に記載のイン
プラントデバイス。
【請求項２９】
　前記導管の前記外側幅が、３ミリメートル以下である、請求項２７または請求項２８の
いずれか１項に記載のインプラントデバイス。
【請求項３０】
　前記導管に隣接するヘッドを前記近位端で備える、請求項１～２９のいずれか１項に記
載のインプラントデバイスにおいて、
　前記ヘッドは、前記インプラントデバイスがインプラントされる際、前記瘻孔の外側で
かつ隣接する組織を係合するように、前記導管に向かって配置され、かつ構成されている
、前記ヘッドの側面上のフランジ状の組織係合表面を備える、インプラントデバイス。
【請求項３１】
　請求項３０に記載のインプラントデバイスにおいて、前記ヘッドが、前記フランジ状の
組織係合表面の前記外側エッジ上のポイントの間の最大離隔距離である第一の寸法を有し
、前記第一の寸法が、前記デバイスの前記長さを横切る前記突起部エリアの程度によって
規定される前記導管の外側幅よりも大きな、インプラントデバイス。
【請求項３２】
　請求項３１に記載のインプラントデバイスにおいて、前記ヘッドが、前記第一の寸法を
横切るライン上の前記外側エッジ上のポイントの間の最大離隔距離である前記第一の寸法
に対して横切る第二の寸法を有し、前記第二の寸法に対する前記第一の寸法の比が、少な
くとも１．５である、インプラントデバイス。
【請求項３３】
　前記第二の寸法に対する前記第一の寸法の比が４以下である、請求項３２に記載のイン
プラントデバイス。
【請求項３４】
　前記第二の寸法が、前記導管の前記外側幅以下である、請求項３２または請求項３３の
いずれか１項に記載のインプラントデバイス。
【請求項３５】
　前記導管の前記外側幅に対する前記ヘッドの前記第一の寸法の比が、少なくとも２であ
る、請求項３２～３４のいずれか１項に記載のインプラントデバイス。
【請求項３６】
　前記導管の前記外側幅に対する前記ヘッドの前記第一の寸法の比が、４より小さな、請
求項３５に記載のインプラントデバイス。
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【請求項３７】
　涙器と副鼻腔との間で形成される瘻孔を通じて前記涙器中の位置から副鼻腔へ涙器を流
体接続する、ヒトでのインプラントのためのインプラントデバイスにおいて、
　前記デバイスの第一の長軸方向端での近位端と、
　前記第一の長軸方向端と長軸方向に向かい合う前記デバイスの第二の長軸方向端の遠位
端と、
　前記近位端付近から前記遠位端付近に延びる導管と、
　前記導管を通じて前記近位端と前記遠位端との間に延びる内部通路であって、前記内部
通路は、前記近位端で第一の末端開口および前記遠位端で第二の末端開口を有している、
内部通路と、
　前記近位端と前記遠位端との間で、２ミリメートルから５０ミリメートルの範囲の、前
記デバイスの長軸方向に沿った前記デバイスの長さと、
　０．２５ミリメートルから５ミリメートルの範囲の前記長さを横切る前記内部通路の幅
と、
　前記近位端で前記導管に隣接するヘッドであって、前記ヘッドは、長さ寸法および前記
長さ寸法を横切る幅寸法を有し、前記幅寸法に対する前記長さ寸法の比は、少なくとも１
．５であるヘッドとを備えており、
　前記インプラントデバイスは、前記瘻孔を通じて前記眼窩の前記涙器と前記副鼻腔とを
流体接続するようにインプラントされるように構成され、その結果、インプラントされた
場合、
　　前記近位端および前記ヘッドが、前記涙器に開口する前記内部通路の前記第一端に配
置され、
　　前記遠位端が、前記副鼻腔内に配置され、前記内部通路の前記第二端が前記副鼻腔内
で開口しており、かつ
　　前記導管が、前記瘻孔を通じて配置されている、インプラントデバイス。
【請求項３８】
　前記比が、５以下である、請求項３７に記載のインプラントデバイス。
【請求項３９】
　前記比が、少なくとも２である、請求項３７または請求項３８のいずれか１項に記載の
インプラントデバイス。
【請求項４０】
　前記比が、４以下である、請求項３７～３９のいずれか１項に記載のインプラントデバ
イス。
【請求項４１】
　前記ヘッドの前記長さが、１ミリメートルから１０ミリメートルの範囲である、請求項
３７～４０のいずれか１項に記載のインプラントデバイス。
【請求項４２】
　前記ヘッドの前記幅が、０．７５ミリメートルから５ミリメートルの範囲である、請求
項３７～４１のいずれか１項に記載のインプラントデバイス。
【請求項４３】
　前記ヘッドの前記長さが、少なくとも４ミリメートルである、請求項３７～４２のいず
れか１項に記載のインプラントデバイス。
【請求項４４】
　前記ヘッドの前記幅が、少なくとも１．５ミリメートルである、請求項３７～４３のい
ずれか１項に記載のインプラントデバイス。
【請求項４５】
　前記ヘッドの奥行きが、０．２５ミリメートルから２ミリメートルの範囲である、請求
項３７～４４のいずれか１項に記載のインプラントデバイス。
【請求項４６】
　前記デバイスの前記長さが、少なくとも５ミリメートルである、請求項１～４５のいず
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れか１項に記載のインプラントデバイス。
【請求項４７】
　前記デバイスの前記長さが、２０ミリメートル以下である、請求項１～４６のいずれか
１項に記載のインプラントデバイス。
【請求項４８】
　前記デバイスの前記長さが、８ミリメートルから１５ミリメートルの範囲である、請求
項１～４７のいずれか１項に記載のインプラントデバイス。
【請求項４９】
　前記内部通路が実質的に環状の断面を有する、請求項１～４８のいずれか１項に記載の
インプラントデバイス。
【請求項５０】
　前記内部通路が実質的に前記第一端から前記第二端へ真っ直ぐである、請求項１～４９
のいずれか１項に記載のインプラントデバイス。
【請求項５１】
　前記導管が、５０から１００の範囲のデュロメータ（ショアＡ）を有する高分子材料か
ら構築される、請求項１～５０のいずれか１項に記載のインプラントデバイス。
【請求項５２】
　請求項１～５１のいずれか１項に記載のインプラントデバイスであって、前記導管の外
側から前記内部通路へ前記導管を通じた流体連通を提供する、前記導管の壁を通じた複数
の開口部を備え、前記開口部の少なくともいくつかは、前記近位端から少なくとも５ミリ
メートルの前記長さに沿って位置する、インプラントデバイス。
【請求項５３】
　請求項１～５２のいずれか１項に記載のインプラントデバイスであって、前記デバイス
がヒトにインプラントされ、前記導管が前記涙器と前記副鼻腔との間の瘻孔を通り、前記
近位端が、前記涙器内に配置され、かつ前記遠位端が前記副鼻腔内に配置される、インプ
ラントデバイス。
【請求項５４】
　請求項５３に記載のインプラントデバイスであって、前記遠位端が、篩骨洞、上顎洞お
よび前頭洞からなる群から選択される、副鼻腔に配置され、かつ前記近位端が、前記眼窩
に配置される、インプラントデバイス。
【請求項５５】
　前記近位端が、前記半月襞と前記涙丘との間に配置される、請求項５４に記載のインプ
ラントデバイス。
【請求項５６】
　請求項１に記載のインプラントデバイスにおいて、
　前記突起部エリアが、前記陥凹エリアに対する高さを０．１ミリメートルから１ミリメ
ートルの範囲で有しており、
　前記突起部エリアが、０．７５ミリメートルから２ミリメートルの範囲という中心間距
離を有している突起部の存在を含み、
　前記突起部エリアが、前記デバイスの前記長さに沿って少なくとも３ミリメートル延び
る前記導管の長軸部分上にあり、
　前記長さが、５ミリメートルから１５ミリメートルの範囲であり、
　前記導管が、１．５ミリメートルから３ミリメートルの範囲内である、前記長さを横切
る前記突起部エリアの程度によって規定される外側幅を有し、
　前記インプラントデバイスが、前記近位端で前記導管に隣接するヘッドを備え、
　前記ヘッドが、前記インプラントデバイスがインプラントされる際、前記瘻孔の外側で
かつ隣接する組織を係合するように、前記導管に向かって配置され、かつ構成されている
、前記ヘッドの側面上のフランジ状の組織係合表面を備え、
　前記フランジ状の組織係合表面が、外側エッジを備え、かつ
　前記ヘッドが、前記フランジ状の組織係合表面の前記外側エッジ上のポイントの間の最
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大離隔距離である第一の寸法を有し、前記第一の寸法が、前記導管の前記外側幅よりも大
きな、インプラントデバイス。
【請求項５７】
　請求項５６に記載のインプラントデバイスにおいて、
　前記ヘッドが、前記第一の寸法を横切るライン上の前記外側エッジ上のポイントの間の
最大離隔距離である第二の寸法を有し、
　前記第二の寸法が、前記導管の前記外側幅以下であり、
　前記第二の寸法に対する前記第一の寸法の比が、２から４の範囲であり、
　前記第一の寸法が、４ミリメートルから１０ミリメートルの範囲であり、かつ
　前記第二の寸法が、１．５ミリメートルから４ミリメートルの範囲であり、かつ
　前記第二の寸法に対する前記第一の寸法の比が、少なくとも１．５である、インプラン
トデバイス。
【請求項５８】
　前記突起部エリアが、複数の間隔の空いた外周リッジを備え、各々の前記外周リッジが
、前記導管の全外周に沿って延びる、請求項５７に記載のインプラントデバイス。
【請求項５９】
　前記内部通路が、実質的に環状の断面を有し、かつ前記内部通路が、前記第一端から前
記第二端まで実質的に真っ直ぐである、請求項５８に記載のインプラントデバイス。
【請求項６０】
　外科用ツールにおいて、
　請求項１～５９のいずれか１項に記載のインプラントデバイスと、
　キャリアーであって、
　　遠位先端部を有する部材であって、前記部材は、前記涙器と前記副鼻腔との間の瘻孔
を通じて配置されるように適合されており、前記遠位先端部は前記副鼻腔内に位置してい
る、部材と、
　　前記部材に接続された、手で操作可能なハンドルとを備え、
　前記インプラントデバイスが、前記ハンドルと前記遠位先端部との間の前記キャリアー
に装着されており、前記部材が、前記内部通路を通じて配置されており、かつ前記インプ
ラントデバイスの前記近位端が、前記ハンドルに向けて配置されており、かつ前記インプ
ラントデバイスの前記遠位端が、前記遠位先端部に向けて配置されており、かつ
　前記キャリアーが、前記瘻孔を通じて配置された前記インプラントデバイスのインプラ
ント位置について前記インプラントデバイスから離脱可能である、外科用ツール。
【請求項６１】
　前記部材が中実部材である、請求項６０に記載の外科用ツール。
【請求項６２】
　前記部材が中空部材である、請求項６０に記載の外科用ツール。
【請求項６３】
　請求項６２に記載の外科用ツールであって、前記中空部材と流体連通したシリンジハブ
を備え、前記シリンジハブが、前記中空部材を通じた前記シリンジからの流体の注入、お
よび前記中空部材を通じた前記シリンジへの流体の吸引からなる群から選択される、少な
くとも１つの操作の実施を可能にするために前記シリンジと接続するように適合されてい
る、外科用ツール。
【請求項６４】
　前記ハブが、前記シリンジとのルアー接続を作製するように構成される、請求項６３に
記載の外科用ツール。
【請求項６５】
　請求項６０～６４のいずれか１項に記載の外科用ツールであって、前記遠位先端部が、
前記インプラントデバイスの前記遠位端から少なくとも０．５センチメートルに位置する
、外科用ツール。
【請求項６６】



(8) JP 2014-501542 A 2014.1.23

10

20

30

40

50

　前記遠位先端部が、前記インプラントデバイスの前記遠位端から４センチメートル以下
に位置する、請求項６０～６５のいずれか１項に記載の外科用ツール。
【請求項６７】
　前記遠位先端部が、前記インプラントデバイスの前記近位端から少なくとも０．７５セ
ンチメートルに位置する、請求項６０～６６のいずれか１項に記載の外科用ツール。
【請求項６８】
　前記遠位先端部が、前記インプラントデバイスの前記近位端から７センチメートル以下
に位置する、請求項６０～６７のいずれか１項に記載の外科用ツール。
【請求項６９】
　前記部材が中空部材であり、かつ前記ツールが、前記中空部材を通じて配置され、かつ
前記中空部材の近位端からスライドして取り外し可能である中実部材を備える、請求項６
９に記載の外科用ツール。
【請求項７０】
　前記遠位先端部が、前記瘻孔を形成するために組織に穴を開けるために適合された貫通
先端部である、請求項６０～６９のいずれか１項に記載の外科用ツール。
【請求項７１】
　長期間にわたって副鼻腔内において医療処置または医療手技を行うことを可能にするた
めにヒトの副鼻腔へのアクセスを提供するための方法であって、前記方法は、ヒトの涙器
と前記副鼻腔との間で外科的に形成される、永続開存性の瘻孔を創出する工程を包含する
、方法。
【請求項７２】
　請求項７１に記載の方法において、
　創出の間、少なくとも２ミリメートルの直径を有する前記瘻孔を外科的に形成する工程
と、
　前記瘻孔を通じて、前記瘻孔の前記長さに沿って延びる内部通路を備えているインプラ
ントデバイスを配置する工程と、
　前記瘻孔に隣接する組織を縫合して前記瘻孔の開存性を維持する工程と、
　前記瘻孔に隣接する組織をステープルして、前記瘻孔の開存性を維持する工程と、
　前記瘻孔に隣接する組織を、前記瘻孔の自然な修復を阻害するために有効な物質で処置
する工程とからなる群のうちの１つ以上の工程を行う、方法。
【請求項７３】
　請求項７１または請求項７２のうちのいずれか１項に記載の方法であって、前記外科的
に形成される、永続開存性の瘻孔を創出する工程が、前記瘻孔を通じて配置される導管を
有するインプラントデバイスをインプラントして、前記瘻孔の開存性を維持する工程を包
含する方法。
【請求項７４】
　請求項７３に記載の方法であって、前記インプラントデバイスが、以下：
　前記インプラントデバイスの第一の長軸方向端の近位端と；
　前記第一の長軸方向端に対して長軸方向に対向する前記インプラントデバイスの第二の
長軸方向端の遠位端と；
　前記近位端の付近から前記遠位端の付近まで延びる導管と；
　前記インプラントデバイスの前記近位端と前記インプラントデバイスの前記遠位端との
間に、および前記導管を通って延びる内部通路であって、前記近位端で第一の末端開口お
よび前記遠位端で第二の末端開口を有する内部通路と；
　前記近位端と前記遠位端との間の前記デバイスに長軸方向に沿った長さであって、２ミ
リメートルから５０ミリメートルの範囲の長さと；
　０．２５ミリメートルから５ミリメートルの範囲の前記長さを横切る前記内部通路の幅
と；
を備える、方法。
【請求項７５】



(9) JP 2014-501542 A 2014.1.23

10

20

30

40

50

　請求項７４または請求項７５のうちのいずれか１項に記載の方法であって、前記インプ
ラントデバイスが、請求項１～５９のうちのいずれか１項に記載のインプラントデバイス
である、方法。
【請求項７６】
　請求項７５に記載の方法であって、前記インプラントする工程が、請求項６０～７０の
いずれか１項に記載の外科用ツールの前記キャリアーを後退させて、前記瘻孔を通じて配
置された前記導管を用いてインプラントされた前記インプラントデバイスを残す工程を備
える、方法。
【請求項７７】
　請求項７４～７６のいずれか１項に記載の方法であって：
　最初に、第一の外科用ツールの第一の部材で所望のサイズまで前記瘻孔を形成する工程
と；
　前記最初に形成する工程の後、前記インプラントする工程であって、第二の外科用デバ
イスを用いるインプランテーションのために前記インプラントデバイスを配置する工程と
、前記インプラントデバイスを前記第二の外科用デバイスの第二の部材から切り離す工程
とを含んでなる工程と；
を備える、方法。
【請求項７８】
　前記第一の部材が前記第二の部材より大きな幅を有する、請求項７７に記載の方法。
【請求項７９】
　請求項７７または請求項７８のいずれか１項に記載の方法であって、前記最初に形成す
る工程が、
　進入ツールの前記部材で前記最初の瘻孔を形成する工程と、
　前記進入ツールの部材を最初の瘻孔から取り出す工程と、
　前記取り出し工程の後に、前記第一の外科用ツールの前記第一の部材を用いて前記最初
の瘻孔を拡張する工程とを含んでなる、方法。
【請求項８０】
　請求項７１～７９のいずれか１項に記載の方法であって、前記瘻孔を通じて配置された
中空部材を通じて少なくとも１つの手技を行う工程であって、前記手技は、前記中空部材
から前記副鼻腔内へ薬物処方物を注入する工程と、前記中空部材から前記副鼻腔内へ洗浄
流体を注入する工程と、前記中空部材を通じた前記副鼻腔からの流体の吸引とからなる群
から選択される、方法。
【請求項８１】
　副鼻腔炎のための治療に関する前記瘻孔を通じた手技を行う工程を備える、請求項７１
～８０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８２】
　前記瘻孔を通じて前記副鼻腔から流体を吸引する工程を備える、請求項７１～８１のい
ずれか１項に記載の方法。
【請求項８３】
　前記瘻孔を通じて前記副鼻腔内へ導入された洗浄流体内で前記副鼻腔を洗浄する工程を
備える、請求項７１～８２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８４】
　前記瘻孔を通じて前記副鼻腔内へ薬物処方物を導入する工程を備える、請求項７１～８
３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８５】
　前記瘻孔が、篩骨洞、上顎洞および前頭洞からなる群から選択される、前記眼窩と副鼻
腔との間である、請求項７１～８４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８６】
　前記瘻孔が、前記眼窩と篩骨洞との間である、請求項７１～８４のいずれか１項に記載
の方法。
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【請求項８７】
　前記瘻孔が、前記鼻涙管と、篩骨洞または上顎洞のいずれかとの間である、請求項７１
～８４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８８】
　前記創出工程の間、少なくとも３ミリメートルの直径を有する前記瘻孔を外科的に形成
する工程を備える、請求項８６または請求項８７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８９】
　前記創出工程の間、６ミリメートル以下の直径を有する前記瘻孔を外科的に形成する工
程を備える、請求項８６～８８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９０】
　前記創出工程の間、前記瘻孔が前記鼻涙管を通じて形成される、前記涙器における位置
にアクセスする工程を備える、請求項８６～８９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９１】
　前記創出工程の間、前記瘻孔が小管を通じて形成される、前記涙器における位置にアク
セスする工程を備える、請求項８６または請求項８７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９２】
　請求項７１～９１のいずれか１項に記載の方法であって、前記瘻孔に隣接する組織を、
前記瘻孔の自然な修復を阻害するために有効な物質で処置する工程を包含し、前記物質が
、抗肉芽形成剤および抗瘢痕化剤からなる群から選択される、少なくとも１つの部材を含
む、方法。
【請求項９３】
　前記物質が、ステロイドおよびマイトマイシンＣからなる群から選択される、少なくと
も１つの部材を含む、請求項９２に記載の方法。
【請求項９４】
　ヒトの副鼻腔へ治療処方物を送達するための方法であって、前記方法は、ヒトの涙器と
前記副鼻腔との間で形成される瘻孔を通じて前記副鼻腔へ送達するために前記治療処方物
を投与する工程を備える、方法。
【請求項９５】
　前記投与する工程が、前記瘻孔を通じて配置される中空部材から前記副鼻腔内へ前記治
療処方物を注入する工程を備える、請求項９４に記載の方法。
【請求項９６】
　前記投与する工程が、前記瘻孔を通って、かつ前記副鼻腔内へ流れるように眼の近傍へ
前記治療処方物を投与する工程を備える、請求項９４に記載の方法。
【請求項９７】
　前記治療処方物が、点眼剤として投与される眼科用組成物の形態である、請求項９６に
記載の方法。
【請求項９８】
　前記投与する工程が、前記瘻孔を通じて配置されたインプラントデバイスの導管を通じ
た前記副鼻腔への前記治療処方物の送達を生じる、請求項９４～９７のいずれか１項に記
載の方法。
【請求項９９】
　前記瘻孔が、外科的に創出された、永続的に開存性の瘻孔である、請求項９４～９８の
いずれか１項に記載の方法。
【請求項１００】
　前記治療処方物が、副鼻腔炎の治療のための薬物処方物を含む、請求項９４～９９のい
ずれか１項に記載の方法。
【請求項１０１】
　前記治療処方物が、抗炎症薬、抗菌剤、鎮痛薬、粘液溶解薬、抗ウイルス薬、充血除去
薬、ステロイド、抗ヒスタミン剤、抗生物質および抗真菌剤からなる群から選択される、
少なくとも１つの薬物を含む、請求項９４～１００のいずれか１項に記載の方法。
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【請求項１０２】
　前記治療処方物が、ステロイド、および抗ヒスタミン剤からなる群から選択される、少
なくとも１つの薬物を含む、請求項９４～１０１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０３】
　前記治療処方物が、抗生物質を含む、請求項９４～１０２のいずれか１項に記載の方法
。
【請求項１０４】
　前記治療処方物が、前記副鼻腔を洗浄するための洗浄流体を含む、請求項９４～９９の
いずれか１項に記載の方法。
【請求項１０５】
　前記瘻孔が、篩骨洞、上顎洞および前頭洞からなる群から選択される、前記眼窩と副鼻
腔との間である、請求項９４～１０４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０６】
　前記瘻孔が、前記眼窩と篩骨洞との間である、請求項９４～１０４のいずれか１項に記
載の方法。
【請求項１０７】
　前記瘻孔が、前記鼻涙管と篩骨洞または上顎洞のいずれかとの間である、請求項９４～
１０４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０８】
　ヒトの副鼻腔を治療するための方法であって、ヒトの涙器と副鼻腔との間の外科的に形
成された、永続開存性の瘻孔を通じて前記涙器から涙液を伝達する工程を備える、方法。
【請求項１０９】
　請求項１０８に記載の方法であって、前記瘻孔の開存性が、前記瘻孔を通じて配置され
たインプラントデバイスによって維持され、前記インプラントデバイスが、前記涙器から
前記副鼻腔へ涙液を伝達するために前記涙器と前記副鼻腔との間の流体連通を提供する内
部通路を備える、方法。
【請求項１１０】
　前記インプラントデバイスが、請求項１～５９のいずれか１項に記載されている、請求
項１０９に記載の方法。
【請求項１１１】
　前記瘻孔に隣接する組織が、前記瘻孔の自然な修復を阻害するために有効な物質で処置
された、請求項１０８に記載の方法。
【請求項１１２】
　前記物質が、抗肉芽形成剤および抗瘢痕化剤からなる群から選択される、少なくとも１
つの部材を含む、請求項１１１に記載の方法。
【請求項１１３】
　前記瘻孔に隣接する組織が、前記瘻孔の開存性を維持するために縫合される、請求項１
０８に記載の方法。
【請求項１１４】
　前記瘻孔に隣接する組織が、前記瘻孔の開存性を維持するためにステープルされる、請
求項１０８に記載の方法。
【請求項１１５】
　前記瘻孔が、篩骨洞、上顎洞および前頭洞からなる群から選択される、前記眼窩と副鼻
腔との間である、請求項１０８～１１４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１６】
　前記瘻孔が、前記眼窩と篩骨洞との間である、請求項１０８～１１４のいずれか１項に
記載の方法。
【請求項１１７】
　前記瘻孔が、前記鼻涙管と、篩骨洞または上顎洞のいずれかとの間である、請求項１０
８～１１４のいずれか１項に記載の方法。
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【請求項１１８】
　副鼻腔内で医療手技を行うための方法であって、前記方法は、医療デバイスの導管を通
じて前記副鼻腔から流体を吸引する工程か、または前記副鼻腔内へ流体を注入する工程を
包含し、ただし前記導管が、前記涙器と前記副鼻腔との間の瘻孔を通じて配置されている
方法。
【請求項１１９】
　前記導管が、前記副鼻腔内に配置された中空部材の先端部で前記瘻孔を通じて配置され
た前記中空部材を備える、請求項１１８に記載の方法。
【請求項１２０】
　前記医療デバイスがインプラントデバイスである、請求項１１９に記載の方法。
【請求項１２１】
　前記インプラントデバイスが、請求項１～５０のいずれか１項による、請求項１２０に
記載の方法。
【請求項１２２】
　請求項１１８～１２１のいずれか１項に記載の方法であって、前記副鼻腔内へ前記流体
を注入する工程を包含し、前記流体が、副鼻腔炎の治療のための薬物処方物を含む、方法
。
【請求項１２３】
　前記薬物処方物が、抗菌剤、抗ウイルス薬、抗真菌剤および抗炎症剤からなる群から選
択される、少なくとも１つの薬物を含む、請求項１２２に記載の方法。
【請求項１２４】
　前記薬物処方物が、ステロイド、抗ヒスタミン剤、抗生物質、粘液溶解薬、および充血
除去薬からなる群から選択される、少なくとも１つの薬物を含む、請求項１２２または請
求項１２３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２５】
　前記流体が、前記副鼻腔の洗浄のための洗浄流体を含む、請求項１１８～１２４のいず
れか１項に記載の方法。
【請求項１２６】
　前記瘻孔が、篩骨洞、上顎洞および前頭洞からなる群から選択される、前記眼窩と副鼻
腔との間である、請求項１１８～１２５のうちのいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２７】
　前記瘻孔が、前記眼窩と篩骨洞との間である、請求項１１８～１２６のうちのいずれか
１項に記載の方法。
【請求項１２８】
　前記瘻孔が、前記鼻涙管と篩骨洞または上顎洞のいずれかとの間である、請求項１２８
～１２６のうちのいずれか１項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インプラントデバイス、外科用ツールおよび方法に関するものを含む、副鼻
腔の疾患の治療に関する。
【背景技術】
【０００２】
　米国のみで、１年間に３５００万人が副鼻腔感染、または副鼻腔炎に関する治療を受け
、そのうち７００万人が、慢性副鼻腔炎に罹り、処方薬物の治療に対する反応はごくわず
かである。現在の外科的介入では、単なる軽度の症状の改善をもたらすことがやっとであ
り、治癒は期待できない場合がある。
【０００３】
　現在の薬物療法としては、丸剤としての経口投与、および鼻の局所的投与が挙げられる
が、いずれも、関係する副鼻腔に対して十分な濃度の医薬を送達するものではない。医薬
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に加えて、頻繁に副鼻腔洗浄をすれば、細胞片、刺激物および閉塞性の粘液を洗い流すた
めに有用であり得るが、一般に患者が自宅でこの手当を満足に行うことはできない。
【０００４】
　特に重篤な症状を有する患者については、外科的ドレナージが、追加的な唯一の選択肢
であり得る。初期の外科的手技は、コールドウェル・ルック（Ｃａｌｄｗｅｌｌ－Ｌｕｃ
）手術であり、これは、副鼻腔の基部から前方の上顎切歯上の口腔へ永続的な瘻孔を創出
する手技を備える。さらに近年では、副鼻腔に対する他の外科的アクセスポイントが企図
されている。鼻を通じて副鼻腔にアクセスする種々の内視鏡技術が開発されており、これ
には、機能的内視鏡下副鼻腔手術（ＦＥＳＳ：ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ　ｅｎｄｏｓｃｏｐ
ｉｃ　ｓｉｎｕｓ　ｓｕｒｇｅｒｙ）およびバルーンサイナプラスティー（ｂａｌｌｏｏ
ｎ　ｓｉｎｕｐｌａｓｔｙ）が挙げられる。全てが、ドレナージを増大しようとするもの
であるが、異なる経路またはツールを利用するものである。これらの外科的アプローチは
、いずれも広く成功したわけではなく、数百万人の慢性副鼻腔炎患者が、長期の機能障害
や不快感を被り続けている。
【発明の概要】
【０００５】
　副鼻腔に関する種々の医療処置および医療手技は、涙器と副鼻腔との間で形成され得る
瘻孔を通じて行われ得る。このような瘻孔によって、涙器から副鼻腔へ、侵襲が最小限の
方式で直接的アクセスがもたらされる。このような直接的アクセスによって、全身的な薬
物治療に依拠する必要性なしに、副鼻腔での局所的治療のために薬物を都合よく投与する
ことが可能になる。このような直接的アクセスによって、洗浄流体を、副鼻腔に都合よく
導入することが可能になる。このようなアクセスによって、流体を、副鼻腔から都合よく
除去することが可能になる。このようなアクセスによって、種々の医療手技を、副鼻腔で
都合よく行うことが可能になる。
【０００６】
　本発明の第一の側面は、瘻孔などを通じて涙器から副鼻腔へ流体接続するためにヒトに
インプラントするためのインプラントデバイスに関する。このインプラントデバイスは、
このデバイスの反対側の長軸方向端に位置する近位端と遠位端とを有する。導管は、近位
端付近から遠位端付近まで延びる。内部通路は、近位端と遠位端との間に延びて、これは
、導管を通じている。この内部通路は、第一の末端開口をインプラントデバイスの近位端
に、および第二の末端開口をインプラントデバイスの遠位端に有する。このインプラント
デバイスは、このデバイスの長軸方向に沿って近位端と遠位端との間に、２ミリメートル
から５０ミリメートルの範囲の長さを有する。この長さを横切る内部通路の幅は、０．２
５ミリメートルから５ミリメートルの範囲である。このインプラントデバイスは、インプ
ラントされて涙器から副鼻腔へ瘻孔を通じて流体接続するように構成され、その結果、こ
のインプラントデバイスがインプラントされた場合：この近位端は、涙器における内部通
路開口部の第一端に配置され；この遠位端が、副鼻腔内に配置され、この内部通路の第二
端が副鼻腔内で開口しており；かつこの導管は、瘻孔を通じて配置されている。
【０００７】
　多数の特徴の微調整および追加的な特徴が、本発明の第一の側面にあてはまる。これら
の特徴の微調整および追加的な特徴は、個々に用いられても、または任意の組み合わせで
用いられてもよい。従って、以下の特徴の各々は、本発明の第一の側面または任意の他の
側面の任意の他の特徴または特徴の組み合わせとともに用いられてもよいが、ただし、必
ずしも用いる必要はない。
【０００８】
　導管は、その導管の外側が、インプラントデバイスがインプラントされた際にそのデバ
イスをアンカーすることを補助する固定表面特徴を備えるように構成され得る。この固定
表面特徴は、突起部エリアと陥凹エリアとを備える。このインプラントデバイスは、イン
プラントされた際、この導管が、瘻孔を通じて配置され、ここで陥凹エリアの少なくとも
一部が瘻孔内に配置され、かつ突起部エリアの少なくとも一部が瘻孔内に配置されて、瘻
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孔内に露出した組織を係合してインプラントデバイスをアンカーするように構成され得る
。この突起部エリアにおける突起部の存在の構造的および機械的な特徴は、突起部エリア
のアンカー能力に影響し得る。この陥凹エリアに対する突起部エリアの高さは、インプラ
ントデバイスがインプラントされる際、アンカーの有効性に影響し得る。高さが高いほど
、アンカーの有効性は大きくなり得るが、瘻孔に挿入されなくてはならないインプラント
デバイスの全体的な幅も大きくなる場合がある。この突起部エリアは、陥凹エリアに対し
て少なくとも０．１ミリメートル、少なくとも０．２ミリメートル、少なくとも０．２５
ミリメートルまたは少なくとも０．３ミリメートルという高さを有し得る。突起部エリア
は、陥凹エリアに対して、２ミリメートル以下、１．５ミリメートル以下、１ミリメート
ル以下、０．７５ミリメートル以下、０．５ミリメートル以下、または０．４ミリメート
ル以下という高さを有し得る。この高さは、陥凹の隣接エリアに対する特定の突起部の存
在であり得る。突起部の存在はまた、本明細書においては、アンカー突起部とも呼ばれる
。このようなアンカー突起部は、導管がインプランテーションのために瘻孔を通じて挿入
される際、可塑性に変形されるように、例えば、アンカー突起部が、挿入の際に瘻孔に位
置する組織と接触するときに挿入の方向と反対方向に可塑性に変形するように構成され得
る。挿入後、このアンカー突起部は、経時的にその元の形状に復帰し得、かつ隣接組織へ
さらに深く延びて、インプラントデバイスをさらによくアンカーし得る。このアンカー突
起部の機械的特性は、構築物の材料によって影響され得る。突起部エリアのため、および
またインプラントデバイスの部分のための構築物の好ましい材料は、高分子材料である。
この高分子材料は、好ましくは、医薬等級の材料であり得る。いくつかの好ましい高分子
材料は、シリコーン類およびポリウレタン類である。能力増強のために、構築物の材料は
、例えば、負荷分散および良好な固定を促進するために、瘻孔の近くの組織と正に相互作
用する剛性を有するべきである。構築物の１つの好ましい材料は、５０、６０、７０また
は８０という下限、および１００、８０、７０または６０という上限を有する範囲で、デ
ュロメータ（ショアＡ）を有する高分子材料（例えば、シリコーンまたはポリブレタン）
であり、ただし、この上限は、下限よりも大きくなければならない。１つの好ましい範囲
は、６０から１００というデュロメータ（ショアＡ）であり、ただし、８０から１００と
いう範囲がさらに好ましい。いくつかの実施態様に関しては、高分子材料は、約６０、約
８０または約１００というデュロメータ（ショアＡ）を有する。この突起部エリアの突起
部の存在の機械的特性はまた、突起部の存在の形状によっても影響される。この突起部の
存在は、突起部の存在の基部から頂部に向かう方向で、先細になるか、または狭くなる幅
を有し得、ここでこの基部は、導管の内部通路に向かって配置された突起部の存在の一部
であり、この突起部の存在の頂部は、導管の内部通路から離れた突起部の存在の先端であ
る。この幅は、導管の長さを横切ってもよい。この突起部の存在は、２ミリメートル以下
、１．５ミリメートル以下、１．２５ミリメートル以下、または１ミリメートル以下であ
る基部の幅を有してもよい。１つ以上の突起部の存在は、少なくとも０．２ミリメートル
、少なくとも０．３ミリメートル、少なくとも０．５ミリメートル、少なくとも０．７５
ミリメートルまたは少なくとも１ミリメートルである、基部の幅を有してもよい。この突
起部の存在が有し得る頂部近くの幅は、基部の幅の０．７５倍以下、基部の幅の０．５倍
以下、または基部の幅の０．２５倍以下である。この突起部の存在が有し得る基部と頂部
との間の中間の幅は、基部の幅の０．８倍以下、基部の幅の０．７倍以下、基部の幅の０
．６倍以下、または基部の幅の０．５倍以下である。
【０００９】
　この突起部エリアは、インプラントデバイスがインプラントされる際に、瘻孔の内側と
対応するように配置された単一の突起部の存在の特徴によって提供され得る。さらに好ま
しい実施態様では、この突起部エリアは、導管の外側に、間隔を空けて複数の突起部の存
在を備える。この突起部の存在は、少なくとも０．５ミリメートル、少なくとも０．７５
ミリメートル、少なくとも１ミリメートルまたは少なくとも１．７５ミリメートルという
中心間距離を、１つ以上の方向で有し得る。この突起部の存在は、２．５ミリメートル以
下、２ミリメートル以下、または１．７５ミリメートル以下という中心間距離を有し得る
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。この突起部の存在は、導管に沿って長軸方向に、中心間距離を有し得る。この突起部の
存在は、突起部の存在の基部の幅の少なくとも０．５倍、または突起部の存在の基部の幅
の少なくとも１倍、または突起部の存在の基部の幅の少なくとも２倍である中心間距離を
有し得る。この突起部の存在は、突起部の存在の基部の幅の５倍以下、突起部の存在の基
部の幅の３倍以下、または突起部の存在の基部の幅の２倍以下である中心間距離を有し得
る。
【００１０】
　この突起部エリアは、インプラントデバイスがインプラントされる際に、瘻孔内に配置
される、導管の少なくとも一部を含む、導管の長軸部分上に位置され得る。この突起部エ
リアは、インプラントデバイスの長さに沿って少なくとも２ミリメートル延びるか、イン
プラントデバイスの長さに沿って少なくとも３ミリメートル延びるか、インプラントデバ
イスの長さに沿って少なくとも４ミリメートル延びるか、インプラントデバイスの長さに
沿って少なくとも５ミリメートル延びるか、またはインプラントデバイスの長さに沿って
少なくとも８ミリメートル延びる導管の長軸部分上であり得る。突起部エリアを含む導管
の長軸部分は、２０ミリメートル以下であっても、１５ミリメートル以下であっても、ま
たは１０ミリメートル以下であってもよい。この突起部エリアを含んでいる導管の長軸部
分は、このデバイスの近位端から少なくとも２ミリメートルに配置されても、このデバイ
スの近位端から少なくとも３ミリメートルに配置されても、またはこのデバイスの近位端
から少なくとも４ミリメートルに配置されてもよい。このインプラントデバイスがヘッド
を有する場合、突起部を含む導管の長軸部分は、このヘッドから少なくとも１ミリメート
ル、少なくとも２ミリメートルまたは少なくとも３ミリメートルに配置され得る。ヘッド
と突起部エリアの開始との間に有意な距離をとることによって、このヘッドは、組織の表
面上に良好に「浮遊する」ことが可能になり、これによって、患者の快適性およびデバイ
スの能力が向上し得る。この突起部エリアは、導管の長軸部分に沿って配置されてもよく
、ここで突起部エリアは、導管のその長軸部分に沿った突起部エリアの３５％以下、導管
のその長軸部分に沿ったエリアの２５％以下または導管のその長軸部分に沿ったエリアの
２０％以下をカバーしている。突起部の存在の間に有意な間隔をとることによって、表面
特徴を固定することによる、組織のより良好な係合が可能になり得る。
【００１１】
　この突起部エリアは、少なくとも１つの外周リッジを含んでもよい。外周リッジとは、
導管の全外周の周りに延びるリッジを意味する。この突起部エリアは、少なくとも２つ、
少なくとも３つまたは少なくとも５つの外周リッジを備えてもよい。この突起部エリアは
、らせん状リッジを備えてもよい。このようならせん状リッジは、導管の長軸部分に沿っ
て延びてもよい。この突起部エリアは、ノブを含んでもよいし、または複数のノブを含ん
でもよい。この固定表面特徴は、ざらつきのある表面を含んでもよく、この突起部エリア
は、ざらつきのある表面の突起部部分を備え、この陥凹エリアは、ざらつきのある表面の
陥凹部分を備えている。
【００１２】
　このインプラントデバイスは、インプラントされた場合、副鼻腔内に配置される、遠位
固定または保持の特徴を備え得る。このような遠位の特徴は、例えば、インプラントデバ
イスがインプラントされた際、瘻孔の遠位および副鼻腔内に配置されるように、および瘻
孔の近位端から引き抜くことによって瘻孔からインプラントデバイスを取り除くための障
壁を提供するように構成されたバルブまたは他の特徴を備えてもよい。このような特徴は
、瘻孔を通じた挿入の際に、自動的に配置につき得る。このような遠位の特徴はまた、瘻
孔内の組織を係合するためのアンカー突起部の使用とともに、または使用なしで用いられ
てもよく、かつこのような遠位の特徴は、インプラントデバイスがまた、瘻孔内の組織を
係合するためにこのようなアンカー突起部を備える場合、このようなアンカー突起部の末
端への延びを超えて末梢に延びてもよい。
【００１３】
　インプラントデバイスの長さは、瘻孔に対して近位の涙器において、および瘻孔に対し
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て遠位の副鼻腔において、瘻孔の全長に加えて所望される任意の伸長距離全体にわたって
延びるために十分な導管の長さを得るように、上述の一般的な範囲内で選択され得る。導
管の長さは、２ミリメートル、３ミリメートル、４ミリメートル、５ミリメートルまたは
８ミリメートルという下限、および５０ミリメートル、４０ミリメートル、３０ミリメー
トル、２０ミリメートル、１５ミリメートルまたは１０ミリメートルという上限を有する
範囲内であり得る。いくつかの実施態様についての１つの好ましい範囲は、瘻孔が、眼窩
と篩骨洞または上顎洞との間である場合、インプラントデバイスの長さについては、５ミ
リメートルから２０ミリメートルの範囲であり、８ミリメートルから１５ミリメートルの
範囲がさらに好ましい。インプラントデバイスの長さとは、近位端から遠位端へデバイス
に沿った長軸方向の寸法を意味し、内部通路を通って長軸に沿ってもよい。この長さは、
例えば、内部通路が真っ直ぐである場合、真っ直ぐなラインであってもよく、またはこの
長さは、例えば、内部通路が直線でない場合、曲線であっても、またはその他の形状であ
ってもよい。本明細書において、この長さに対して横切るとの言及がある場合、この言及
は、そのポイントでの長さの長軸方向に対して直角である（例えば、その長さのラインに
対して、またはその長さの曲線に対する接線に対する直角）。
【００１４】
　このインプラントデバイスは有利には、瘻孔の所望のサイズ内にぴったりあてはまるよ
うな適切な幅の寸法の導管で設計され得る。このインプラントデバイスは、このデバイス
の長さを横切る突起部エリアの最大程度によって規定される第一の外側幅寸法を有し得、
この外側幅は、０．７５ミリメートル、１ミリメートル、１．２５ミリメートル、１．５
ミリメートル、１．７５ミリメートルまたは２ミリメートルという下限、および８ミリメ
ートル、７ミリメートル、６ミリメートル、５ミリメートル、４ミリメートル、３ミリメ
ートル、２ミリメートルまたは１．７５ミリメートルという上限を有する範囲内であり、
ただし、当然ながら、その上限は、下限よりも大きくなければならない。この導管は、こ
のデバイスの長さを横切る陥凹エリアの最大程度によって規定される第二の幅の寸法を有
し得、この第二の外側幅寸法は、突起部エリアによって規定される第一の外側幅寸法より
も小さい。陥凹エリアによって規定される第二の外側幅寸法は、０．２ミリメートル、０
．２５ミリメートル、０．３５ミリメートルまたは０．５ミリメートルという下限を有し
、かつ１．５ミリメートル、１ミリメートルまたは０．７５ミリメートルという上限を有
する範囲内の量による、突起部エリアによって規定される外側幅寸法よりも小さくてもよ
い。この突起部エリアの高さは、第一の外側幅と第二の外側幅との間の差異の二分の一で
あり得る。第一の外側幅および第二の外側幅のうちいずれか１つまたは各々１つは、円の
直径であり得る。
【００１５】
　このインプラントデバイスは、導管の外側から導管中の内部通路への流体連通を提供す
るために、導管の壁を通じて複数の開口部を備えてもよい。この開口部は、インプラント
デバイスがインプラントされる際、瘻孔に対して遠位であるように設計された導管の一部
上に配置されて、副鼻腔内に配置され得る。開口部のいくつかまたは全ては、デバイスの
長さに沿って、近位端から少なくとも５ミリメートル、近位端から少なくとも８ミリメー
トル、または近位端から少なくとも１０ミリメートルに配置され得る。このような開口部
の幅は、開口部がその中に開口する、内部通路の一部の幅と等しくてもよいし、またはそ
れよりも小さくてもよい。
【００１６】
　このインプラントデバイスは、インプラントデバイスの近位端で導管に対して隣接する
ヘッドを備えてもよい。このインプラントデバイスは、このインプラントデバイスがイン
プラントされる際、ヘッドが涙器中に配置され、好ましくはこのヘッドが眼窩に位置する
ように構成され得る。このヘッドは、有利には、インプラントデバイスのインプランテー
ション後に、副鼻腔に向けて瘻孔を通じて移動しないようにインプラントデバイスを保持
し得る。このヘッドは、インプラントデバイスがインプラントされる際、導管に向かって
配置され、瘻孔に対して外側かつ隣接する組織を係合するように構成された、ヘッドの側
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面上のフランジ状の組織係合表面を備え得る。このフランジ状の組織係合表面は、平坦な
表面であってもよい。このフランジ状の組織係合表面は、例えば、インプランテーション
後の瘻孔内のインプラントデバイスの回転を阻害するなどのために、組織に対する表面の
据え付けを改善するように構成された非平坦な表面特徴を有してもよい。このヘッドは、
インプラントデバイスがインプラントされる際、フランジ状の組織係合表面に対向してお
り、かつまた導管から離れて配置され、かつこのフランジ状の組織係合表面によって係合
される組織から離れて配置されるフェイス表面を有し得る。このフェイス表面は、実質的
に平坦であり得る。このフェイス表面は、インプラントデバイスの近位端に配置されても
よく、かつ内部通路は、フェイス表面で開口してもよい。このフェイス表面とフランジ状
の組織係合表面との間の離隔距離は、０．２５ミリメートル、０．５ミリメートルまたは
０．７５ミリメートルという下限を有し、２ミリメートル、１．５ミリメートルまたは１
ミリメートルという上限を有する範囲であり得る。このような離隔距離は、フランジ状の
組織係合表面およびフェイス表面にわたって一定である必要はない。フェイス表面とフラ
ンジ状の組織係合表面との間の最大離隔距離は、ヘッドの奥行きと呼ばれてもよいし、こ
のような奥行きは、このフェイス表面とフランジ状の組織係合表面との間の離隔距離につ
いて上記される範囲であってもよい。このフランジ状の組織係合表面は、連続している必
要はなく、かつ複数の別個の表面部分に分けられてもよい。例えば、このフランジ状の組
織係合表面は、内部通路の片側に配置される第一のフランジ状部分と、この第一の側に対
向する、内部通路の第二の側に配置される第二のフランジ状表面部分とを備え得る。フェ
イス表面およびフランジ状の組織係合表面の各々は、それぞれの表面の外側エッジ上のポ
イントの間の最大離隔距離に相当する長さ寸法を有してもよく、かつ長さの寸法に対して
横切る外側エッジ上のポイントの間の最大離隔距離である幅寸法を各々が有してもよい。
フェイス表面とフランジ状の組織係合表面の長さ寸法は、同じであってもよいし、または
異なってもよい。フェイス表面およびフランジ状の組織係合表面の幅寸法は、同じであっ
てもよいし、または異なってもよい。フェイス表面およびフランジ状の組織係合表面は、
対応する外側エッジを有し得る。フェイス表面、フランジ状の組織係合表面およびヘッド
のうちのいずれかまたは全ての長さ寸法は、インプラントデバイスが、上記でまとめたよ
うな、固定表面特徴を備える場合、インプラントデバイスの長さを横切る突起部エリアの
程度によって規定される導管の第一の外側幅よりも大きくてもよい。フェイス表面、組織
係合表面およびヘッドのうちのいずれかまたは全ての長さ寸法は、１ミリメートル、２ミ
リメートル、３ミリメートル、４ミリメートルまたは５ミリメートルという下限、および
１０ミリメートル、８ミリメートルまたは７ミリメートルという上限を有する範囲内であ
り得る。フェイス表面、組織係合表面およびヘッドのうちのいずれかまたは全ての幅寸法
は、０．５ミリメートル、１ミリメートル、１．５ミリメートルまたは２ミリメートルと
いう下限、および５ミリメートル、４ミリメートルまたは３ミリメートルという上限を有
する範囲内であり得る。フェイス表面、フランジ状の組織係合表面およびヘッドのうちの
いずれかまたは全ての長さ寸法は、インプラントデバイスが上記でまとめたような固定表
面特徴を備える場合、突起部エリアの程度によって規定される導管のこのような第一の外
側幅よりも少なくとも１ミリメートル、少なくとも２ミリメートル、少なくとも３ミリメ
ートルまたは少なくとも４ミリメートル大きくてもよい。導管のこのような第一の外側幅
に対する、フェイス表面、フランジ状の組織係合表面およびヘッドのうちのいずれかまた
は全ての長さの比は、少なくとも２であり得る。このような比は、４未満であってもよい
。フェイス表面、フランジ状の組織係合表面およびヘッドのうちのいずれかまたは全ての
幅は、インプラントデバイスが上記でまとめたような固定表面特徴を備える場合、突起部
エリアの程度によって規定される導管のこのような第一の外側幅以下であってもよいし、
または未満であってもよい（例えば、少なくとも０．１ミリメートルまで、または少なく
とも０．２ミリメートルまで）。フェイス表面、フランジ状の組織係合表面およびヘッド
のうちのいずれかまたは全てについて、幅寸法に対する長さ寸法の比は、１、１．５、２
または２．５という下限、および５、４、３または２．５という上限を有する範囲内であ
ってもよく、ただし、当然ながら、その上限は、下限よりも大きくなければならない。ヘ
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ッドの幅寸法に対して長さ寸法が大きければ、このヘッドが、涙丘と半月襞の間の眼窩に
配置される場合に、特に好ましい。なぜなら、長さ寸法は、有利には、眼球の隣に垂直方
向に整列され得、近位端上にインプラントデバイスを効果的にアンカーするための十分な
フランジ状の表面積を提供することを補助し、インプラントデバイスの内部通路への開口
を結膜組織が覆わないように妨げ、幅がより狭くなることを補償する。これは、上記のよ
うな構築物の高分子材料を用いる場合、特に有利である。
【００１７】
　内部通路は、インプラントデバイスの全長に沿って、実質的に均一な形状を有してもよ
いし、または種々の形状を有してもよい。内部通路は、このデバイスの近位端からこのデ
バイスの遠位端まで実質的に真っ直ぐであってもよい。この内部通路は、インプラントデ
バイスの近位端から遠位端まで実質的に均一である流れのために利用可能な断面（デバイ
スの長さに対して横切る）を有し得る。この内部通路は、実質的に環状の断面を有し得る
。この内部通路は、実質的に楕円形の断面を有し得る。導管の幅（流れのために利用可能
な内部通路の断面を横切る最大寸法）は、０．２５ミリメートル、０．５ミリメートルま
たは０．７５ミリメートルおよび１ミリメートルという下限、ならびに５ミリメートル、
または４ミリメートルまたは３ミリメートル、２ミリメートルまたは１．５ミリメートル
という上限を有する範囲内であり得る。
【００１８】
　このインプラントデバイスは、眼窩内の涙器と、前頭洞、篩骨洞、上顎洞およびちょう
形骨洞からなる群から選択される、副鼻腔との間の位置の瘻孔を通る導管での実施態様の
ために構成され得、ここで前頭洞、上顎洞または篩骨洞が好ましく、篩骨洞または上顎洞
がさらに好ましく、篩骨洞が特に好ましい。このインプラントデバイスは、鼻涙管内の涙
器の位置と、篩骨洞および上顎洞からなる群から選択される、副鼻腔との間の瘻孔を通る
導管での実施態様のために構成され得る。鼻涙管内の位置は、涙嚢内であってもよい。
【００１９】
　インプラントデバイスは、涙器と副鼻腔との間の瘻孔を通る導管で、ならびに涙器内に
位置する近位端、および副鼻腔内に位置する遠位端で、インプラントされるように人体内
に配置されてもよく、ここで、好ましい実施態様には、篩骨洞、上顎洞および前頭洞から
なる群から選択される、副鼻腔内に位置する遠位端および眼窩に位置する近位端が関係し
、さらに好ましいのは、半月襞と涙丘との間に配置された近位端である。
【００２０】
　インプラントデバイスは、涙器と副鼻腔との間で形成され得る瘻孔にインプラント可能
であり涙器から副鼻腔への通路をもたらすインプラントデバイスを主に指し、主に構成さ
れ、かつ本明細書に記載される。このインプラントデバイスはまた、涙器（例えば、涙丘
と半月襞との間の眼窩の内側部分の角から）と、鼻腔との間で形成され得る瘻孔に、例え
ば、涙液の排出の増強のために、インプラント可能であり、かつ鼻腔に対するこのような
適用は、本発明の異なる側面の範囲内である。
【００２１】
　本発明の第二の側面は、インプラントデバイスおよびキャリアーを備える外科用ツール
によって提供される。このキャリアーは、遠位先端部を有する部材を備え、この部材は、
涙器と副鼻腔との間の瘻孔を通じて配置され、ここで遠位先端部が副鼻腔内に位置するよ
うに適合されている。このキャリアーはまた、この部材に接続された手技操作可能なハン
ドルを備える。このインプラントデバイスは、ハンドルと遠位先端部との間のキャリアー
上に装着され、ここでこの部材は、内部通路を通じて配置され、このインプラントデバイ
スの近位端は、ハンドルに向かって配置され、かつこのインプラントデバイスの遠位端は
、遠位先端部に向かって配置される。このキャリアーは、瘻孔を通じて配置されたインプ
ラントデバイスのインプラント位置については、インプラントデバイスから離脱可能であ
る。
【００２２】
　多数の特徴の微調整および追加的な特徴が本発明の第二の側面にあてはまり得る。これ
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らの特徴の微調整および追加的な特徴は、個々に用いられても、または任意の組み合わせ
で用いられてもよい。従って、以下の特徴の各々は、本発明の第二の側面または任意の他
の側面の任意の他の特徴または特徴の組み合わせとともに用いられてもよいが、ただし、
必ずしも用いる必要はない。
【００２３】
　このインプラントデバイスは、本発明の第一の側面によるインプラントデバイスであり
得る。このインプラントデバイスは、本発明の第一の側面による設計以外のものであって
もよい。
【００２４】
　この部材の遠位先端部は、瘻孔を形成するために組織に穴を開けるために構成された貫
通先端部であってもよい（例えば、尖った先端部）。この部材の遠位先端部は、既に形成
された瘻孔を通じて進入して前進するように設計された、尖っていない先端部であり得る
。このキャリアーは、ハンドルとこの部材とを通じて延びる内部通路を備えてもよく、こ
の通路を通ってガイドワイヤが通されて、キャリアーが、インプラントデバイスが瘻孔に
インプラントされるべき位置に導かれるように補助され得る。
【００２５】
　この部材は、中実部材であって、その遠位先端部が中実部材の遠位端である。このイン
プラントデバイスは、中実部材上に装着されてもよく、ここでこの中実部材は、インプラ
ントデバイスの内部通路を通じて配置されている。この中実部材は、トロカールまたはス
タイレットを備えてもよい。
【００２６】
　この部材は、中空部材であってもよい。このインプラントデバイスは、中空部材上に装
着されてもよく、この中空部材は、このインプラントデバイスの内部通路を通じて配置さ
れる。遠位先端部は、中空部材の遠位端を備え得る。この中空部材は、中空針またはカニ
ューレであってもよい。このキャリアーは、この部材の中空内部と流体連通してシリンジ
ハブを備え得る。このシリンジハブは、中空部材の近位端と接続され得る。このシリンジ
ハブは、ハンドルの一部であってもよく、またはハンドルの一部を含んでもよい。このシ
リンジハブは、シリンジと接続して、中空部材を通じたシリンジからの流体の注入、およ
び中空部材を通じたシリンジへの流体の吸引からなる群から選択される、少なくとも１つ
の処置を実行可能にするように、適合され得る。このようなハブは、シリンジとのルアー
接続を行うように構成され得る。このキャリアーは別の部材を備えてもよく、この部材は
、このような中空部材を通じて配置された中実部材であってもよい。このキャリアーの遠
位先端部は、中実部材の遠位端を備え得る。この中実部材は、中空部材の近位端からスラ
イドして取り外し可能であり得る。この中実部材は、中空部材から離脱可能であり得る。
この中実部材は、スタイレットであっても、またはトロカールであってもよい。この中実
部材は、遠位端（尖っていない先端部の形態であるか、または中空部材の遠位端と一緒に
なって尖っていない先端部を形成し得る）を有してもよい。
【００２７】
　この部材の遠位端、および遠位先端部は、インプラントデバイスの遠位端から少なくと
も０．３センチメートル、少なくとも０．５センチメートル、少なくとも０．７５センチ
メートルまたは少なくとも１センチメートルに位置し得る。この部材の遠位端、および遠
位先端部は、インプラントデバイスの遠位端から、５センチメートル以下、３センチメー
トル以下、または２センチメートル以下に位置し得る。この部材の遠位端、および遠位先
端部は、インプラントデバイスの近位端から、少なくとも０．７５センチメートル、少な
くとも１センチメートルまたは少なくとも２センチメートルに位置し得る。この部材の遠
位端、および遠位先端部は、インプラントデバイスの近位端から７センチメートル以下、
６センチメートル以下、５センチメートル以下、４センチメートル以下、または３センチ
メートル以下に位置し得る。
【００２８】
　第一の側面と同様に、第二の側面の外科用ツールもまた、涙器と鼻腔との間の瘻孔を通
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じて（例えば、第一の側面の）インプラントデバイスをインプラントするために用いられ
得る。
【００２９】
　本発明の他の側面は、ヒトの涙器と副鼻腔との間に形成された瘻孔に関係する種々の方
法によって提供される。任意のこれらの方法に関係する瘻孔は、ヒトの涙器と副鼻腔との
間の位置で任意の適切な技術によって外科的に形成され得る。この瘻孔は、例えば、針、
切断カニューレ、トロカールまたはスタイレットのような貫通または切断装置によって形
成され得る。瘻孔を形成するための他の技術例としては、ドリル、レーザ、ラジオ周波数
（ＲＦ）および超音波が挙げられる。瘻孔は、本発明の第二の側面の外科用ツールを用い
て形成され得る。瘻孔は、涙器中の位置と目的の副鼻腔とを接続する任意の適切な経路に
よって形成され得る。瘻孔の経路は、眼窩から前頭洞、篩骨洞または上顎洞であってもよ
い。この経路は、（場合によっては）結膜下で眼窩から、および前頭骨、篩骨または上顎
骨の壁を通じてでもよい。瘻孔は、鼻涙管と、上顎洞または篩骨洞のいずれかとの間であ
ってもよい。この位置および鼻涙管（瘻孔が形成される）は、涙嚢として公知の鼻涙管の
頂部であってもよいし、または涙嚢の下の鼻涙管の位置であってもよい。一般には好まし
い経路ではないが、瘻孔は、ちょう形骨洞へ、例えば、結膜下で眼窩からおよびちょう形
骨の壁を通じてちょう形骨洞まで通じるものであってもよい。瘻孔は、例えば、副鼻腔へ
のアクセスが長期間にわたって望まれる場合には、永続開存性の瘻孔であってもよい。こ
の瘻孔は、本来は、それよりも一時的であり、単回の手技を行うために形成され、その後
は素早く修復して閉じることが望まれる。
【００３０】
　本発明の方法に関する瘻孔は、その瘻孔の近位端が位置すべき涙器中の位置にアクセス
することによって形成され得、次にその瘻孔は組織を通じて標的の副鼻腔へ形成される。
鼻涙管中の位置は、瘻孔が形成されるべき位置が鼻涙管に配置される場合などに、鼻涙管
を通じてアクセスされ得る。涙器中の位置（例えば、鼻涙管の涙嚢部分）は、小管を通じ
てアクセスされ得る。涙管または涙嚢に対するアクセスはまた、経皮的経路または結膜下
の経路を介してであってもよく、この位置から、瘻孔は涙管または涙嚢から標的の副鼻腔
へ形成され得る。鼻涙管へのアクセスはまた、上顎洞を通る、頬側歯肉反射を通じてであ
ってもよく、次いで、瘻孔は、鼻涙管から篩骨洞へ形成され得る。瘻孔が形成される位置
が眼窩である場合、アクセスは、眼窩に直接であってもよい。ある状況では、瘻孔は標的
の副鼻腔に最初にアクセスすること、次いで瘻孔を外科的に副鼻腔から涙器系の標的位置
に形成することによって外科的に形成され得る。例えば、上顎洞は、経皮的に、結膜下に
または頬側歯肉反射を通じてアクセスされ得、次いで上顎洞からの瘻孔が、上顎洞から鼻
涙管または涙嚢へ形成され得る。別の例では、前頭洞は、経皮的にアクセスされてもよく
、次いで、前頭洞からの瘻孔が、前頭洞から眼窩または涙嚢へ形成され得る。瘻孔が、鼻
涙管または涙嚢にある涙器と副鼻腔との間の位置である場合の状況に関して、涙器の全て
または一部が、その涙点から鼻涙嚢または鼻涙管中の位置へ挿管され得る。このような挿
管としては、例えば、涙点から小管を通って、かつ涙嚢または鼻涙管中の位置まで延びる
導管を挙げることができる。このような導管は、瘻孔を副鼻腔へ通すインプラントデバイ
スの、欠くことのできない部分であり得る。
【００３１】
　ある方法が、治療用の処方物（治療組成物とも呼ばれる）に関する場合、この治療処方
物とは、例えば、鼻炎またはその他の疾患の治療のための薬物処方物（薬物組成物とも呼
ばれる）であってもよい。このような薬物処方物は、１つ以上の薬物を含んでもよい。こ
のような薬物処方物に含まれ得るいくつかの例となる薬物としては、抗炎症薬、抗菌剤、
鎮痛薬、粘液溶解薬、抗ウイルス薬、充血除去薬、ステロイド、抗ヒスタミン剤、抗生物
質および抗真菌剤が挙げられる。このような治療処方物は、副鼻腔を洗浄するための洗浄
流体であってもよい。
【００３２】
　ヒトの涙器と副鼻腔との間の瘻孔に関する本発明のいくつかの具体的な方法を、以下に
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まとめる。
　本発明の第三の側面は、長期間にわたり副鼻腔内で医療処置または手技を行うことを可
能にする、ヒトの副鼻腔に対するアクセスを提供するための方法によって提供される。こ
の方法は、ヒトの涙器と副鼻腔との間で外科的に形成された永続開存性の瘻孔を創出する
工程を備える。
【００３３】
　多数の特徴の微調整および追加的な特徴が本発明の第三の側面にあてはまり得る。これ
らの特徴の微調整および追加的な特徴は、個々に用いられても、または任意の組み合わせ
で用いられてもよい。従って、以下の特徴の各々は、本発明の第三の側面または任意の他
の側面の任意の他の特徴または特徴の組み合わせとともに用いられてもよいが、ただし、
必ずしも用いる必要はない。
【００３４】
　長期間にわたって瘻孔の永続開存性を維持することを補助するために１つ以上の技術が
用いられ得る。永続開存性を付与するための１つの技術は、創出の際に、比較的大きな直
径を有する、そして好ましくはスパッと切れた切り口を有する瘻孔を外科的に形成して、
瘻孔を形成することである。スパッと切れた切り口の組織のこのような大きな直径の開口
部は、天然の修復機構に対して極めて耐性が高く、このような瘻孔は、十分な期間におよ
んで開口を保持し得、これは本質的に永続的であり得る。この瘻孔は、少なくとも２ミリ
メートル、または少なくとも３ミリメートルの直径で形成され得る。この瘻孔は、６ミリ
メートル以下、５ミリメートル以下、４ミリメートル以下、または３．５ミリメートル以
下であってもよい。瘻孔に対して永続開存性をもたらすための別の技術は、瘻孔を通じて
インプラントデバイスを配置する工程を備える。このインプラントデバイスは、瘻孔内の
スペースを占有し、組織が修復すること、および瘻孔が閉じることを妨げる。インプラン
トデバイスは、瘻孔の全長にわたって延びる内部通路を備え得る。瘻孔を通じて配置され
るように作製されたインプラントデバイスの導管は、開存性を維持する。このインプラン
トデバイスは、本発明の第一の側面によるものであり得る。このインプラントデバイスは
、本発明の第一の側面によるもの以外であってもよい。このインプラントデバイスは、本
発明の第二の側面の外科用ツールを用いてインプラントされ得る。この瘻孔は、本発明の
第二の側面による外科用ツールを用いて形成され得る。瘻孔を形成することは、１つの外
科用ツールを用いる瘻孔の形成、および異なる外科用ツールによるインプラントデバイス
のインプランテーションを包含し得る。この瘻孔は、瘻孔の最初の形成と、インプラント
デバイスのインプランテーションとの間で拡張されてもよい。１つ以上の手技は、瘻孔を
通じて延びるガイドワイヤの使用によって補助され得る。例えば、インプラントデバイス
のインプランテーションは、このようなガイドワイヤの使用を包含し得る。別の例として
、瘻孔の拡張は、このようなガイドワイヤの使用に関し得る。瘻孔に対して永続開存性を
付与するために用いられ得る別の技術は、組織修復および瘻孔閉鎖を阻害するための、瘻
孔に隣接する組織の機械的な処置を備える。１つの機械的な処置技術は、瘻孔に隣接する
組織を縫合することであり得る。別の機械的な処置技術は、瘻孔に隣接する組織をステー
プルで固定することであり得る。瘻孔に対して永続開存性を付与するための別の機械的な
処置技術は、瘻孔の自然な修復を阻害するために有効な物質（例えば、薬物）を用いて、
瘻孔に隣接する組織を処置することである。この物質としては、抗肉芽形成剤または抗瘢
痕形成剤を挙げることができる。この物質は、ステロイドを含んでもよい。この物質は、
マイトマイシンＣを含んでもよい。
【００３５】
　この方法は、瘻孔を通じた副鼻腔への治療処方物の導入に関する手技を行うことを包含
し得る。このような治療処方物としては、薬物処方物を挙げることができる。このような
治療処方物としては、副鼻腔を洗浄するための洗浄流体を挙げることができる。この方法
は、副鼻腔からの流体の除去に関する手技を包含し得る。このような除去は、瘻孔が、副
鼻腔よりも低くなっている涙器中の位置へ向かう場合（例えば、前頭洞から眼窩への瘻孔
）には、重力ドレナージによって達成され得る。副鼻腔へ治療処方物を導入すること、ま
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たは副鼻腔から流体を取り除くことは、場合によっては、瘻孔を通じて配置された中空部
材を通じて行われ得る。治療処方物は、このような中空部材から副鼻腔へ注入されてもよ
く、流体は、このような中空部材を通じて副鼻腔から吸引によって除去されてもよい。こ
のような中空部材は、瘻孔の形成と同時に瘻孔を通じて配置され得る。この中空部材は、
本発明の第二の側面による外科用ツールの中空部材であってもよい。本発明は、瘻孔を形
成するのと同時ではなく、遅れて手技を行う工程を包含してもよい。この方法は、涙器か
ら瘻孔を通って副鼻腔内へ流れるように眼の近傍へ治療処方物を投与することを含んでな
る治療を行うことを包含し得る。この治療処方物は、点眼剤の形態で投与されてもよい。
この治療組成物は、眼科用の組成物であり得る。
【００３６】
　本発明の第四の側面は、ヒトの副鼻腔へ治療処方物を送達するための方法によって提供
される。この方法は、ヒトの涙器と副鼻腔との間で形成された瘻孔を通じて副鼻腔へ送達
するために治療処方物を投与することを包含する。
【００３７】
　多数の特徴の微調整および追加的な特徴が本発明の第四の側面にあてはまり得る。これ
らの特徴の微調整および追加的な特徴は、個々に用いられても、または任意の組み合わせ
で用いられてもよい。従って、以下の特徴の各々は、本発明の第四の側面または任意の他
の側面の任意の他の特徴または特徴の組み合わせとともに用いられてもよいが、ただし、
必ずしも用いる必要はない。
【００３８】
　この投与は、瘻孔を通じて配置された中空部材から副鼻腔へ治療処方物を注入すること
を包含し得る。このような中空部材は、中空針であっても、またはカニューレであっても
よい。この瘻孔は、外科的に形成される、永続開存性の瘻孔であってもよい。この瘻孔は
、永続開存でなくてもよい。この中空部材は、治療組成物を送達する目的で、瘻孔を通じ
て配置されてもよく、その後、その中空部材は、瘻孔が修復して閉じることを可能にする
ために取り出されてもよい。
【００３９】
　この投与は、涙器から瘻孔を通じて副鼻腔内へ流れるように眼の近傍へ治療処方物を投
与することを包含し得る。この治療組成物は、点眼剤の形態で投与されてもよい。この点
眼剤は、眼科用の組成物であってもよい。
【００４０】
　本発明の第五の側面は、副鼻腔で医療手技を行うための方法によって提供される。この
方法は、涙器と副鼻腔との間の瘻孔を通じて導管を配置しながら、医療器具の導管を通じ
て副鼻腔から流体を吸引する工程、または副鼻腔へ流体を注入する工程を包含する。
【００４１】
　多数の特徴の微調整および追加的な特徴が本発明の第五の側面にあてはまり得る。これ
らの特徴の微調整および追加的な特徴は、個々に用いられても、または任意の組み合わせ
で用いられてもよい。従って、以下の特徴の各々は、本発明の第五の側面または任意の他
の側面の任意の他の特徴または特徴の組み合わせとともに用いられてもよいが、ただし、
必ずしも用いる必要はない。
【００４２】
　この導管は、インプラントデバイスの導管であってもよい。このインプラントデバイス
は、本発明の第一の側面によってもよい。このインプラントデバイスは、本発明の第一の
側面によるもの以外であってもよい。この導管は、副鼻腔内に配置された中空部材の先端
部によって瘻孔を通じて配置された中空部材を備えてもよい。このような中空部材は、例
えば、中空針であっても、またはカニューレであってもよい。この流体は、治療処方物を
含んでもよい。
【００４３】
　本発明の第六の側面は、ヒトの副鼻腔を治療するための方法によって提供される。この
方法は、ヒトの涙器と副鼻腔との間の、外科的に形成された永続性の開存性の瘻孔を通じ
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て涙器から涙液を送達する工程を包含する。
【００４４】
　多数の特徴の微調整および追加的な特徴が本発明の第六の側面にあてはまり得る。これ
らの特徴の微調整および追加的な特徴は、個々に用いられても、または任意の組み合わせ
で用いられてもよい。従って、以下の特徴の各々は、本発明の第六の側面または任意の他
の側面の任意の他の特徴または特徴の組み合わせとともに用いられてもよいが、ただし、
必ずしも用いる必要はない。
【００４５】
　涙液（涙）は、有意な治療特性を有し、副鼻腔へ涙液を供給することによって、副鼻腔
炎のような副鼻腔の疾患に関する有益な効果がある場合がある。瘻孔は、上で考察した技
術のような任意の適切な技術（１または複数）によって永続開存が維持され得る。瘻孔は
、涙器から副鼻腔へ涙液を送達するための、涙器と副鼻腔との間の流体連通を提供する内
部通路を有するインプラントデバイスによって、永続開存として維持され得る。このイン
プラントデバイスは、本発明の第一の側面によるものであってもよい。この瘻孔は、上で
述べたように、涙器と副鼻腔との間の位置であってもよい。１つの好ましい瘻孔経路は、
眼窩と篩骨洞との間である。別の好ましい瘻孔経路は、眼窩と上顎洞との間である。
【００４６】
　本発明の第七の側面は、複数の外科用ツールを備えるキットによって提供される。この
キットは、最初に瘻孔を形成するために設計された第一の外科用ツールと、インプラント
デバイスを備えており、かつ瘻孔が既に所望のサイズに形成された後に、インプラントデ
バイスを瘻孔内にインプラントするために設計された第二の外科用ツールとを備える。
【００４７】
　多数の特徴の微調整および追加的な特徴が本発明の第七の側面にあてはまり得る。これ
らの特徴の微調整および追加的な特徴は、個々に用いられても、または任意の組み合わせ
で用いられてもよい。従って、以下の特徴の各々は、本発明の第七の側面または任意の他
の側面の任意の他の特徴または特徴の組み合わせとともに用いられてもよいが、ただし、
必ずしも用いる必要はない。
【００４８】
　このキットは、第一の外科用ツールを用いて最初に形成された瘻孔を拡張するように設
計された第三の外科用ツールを備えてもよい。このキットは、瘻孔へ、および瘻孔を通じ
てツールをガイドするために用いられ得るガイドワイヤを備えてもよい。この第二の外科
用ツールは、本発明の第二の側面による外科用ツールであり得る。第二の外科用ツールの
インプラントデバイスは、本発明の第一の側面によるものであってもよい。この第二の外
科用ツールのインプラントデバイスは、本発明の第一の側面によるものでなくてもよい。
【００４９】
　本発明のさらなる他の側面を以下にまとめる：
　本発明の方法および下に記載の発明は、最新の外科的技術よりも格段に侵襲が少ない副
鼻腔炎を治療する新規な方法を目的とする。自然な涙は、リゾチームならびに強力な抗菌
活性および抗炎症特性を有する他の因子が豊富である。ヒトの眼は、１日に平均で３００
マイクロリットルの涙を産生する。これらの涙は、眼の内眼角の領域から、収集槽、鼻－
涙嚢（ＮＬＳ：ｎａｓｏ－ｌａｃｒｉｍａｌ　ｓａｃ）（本明細書では涙嚢とも呼ばれる
）へ流出し、次に鼻－涙管（ＮＬＤ：ｎａｓｏ－ｌａｃｒｉｍａｌ　ｄｕｃｔ）を通じて
、鼻腔へポンピングされ、副鼻腔をバイパスする。涙の流出は、部分的には、眼輪筋の収
縮に加えて、ＮＬＤを構成するコラーゲンおよびエラスチンファイバーのらせん配置に起
因する涙腺のポンピング機構による受動的な関与および能動的な関与のうちの少なくとも
一方によって支配される。ＮＬＳは、篩骨洞（孤立性副鼻腔炎の一般的な部位）とは、薄
い骨の壁で隔てられている。ＮＬＤの中央部分はまた、薄い骨の壁で上顎洞から隔てられ
ている。
【００５０】
　診断および治療を目的として、涙器系の小管は、種々のプローブでカニュレーション可
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能である。さらに、内視鏡または放射性物質（蛍光透視鏡的なまたはコンピュータ断層撮
影法（ＣＴ））による可視化によって、ＮＬＳおよびＮＬＤにカニュレーションするため
の優れたナビゲーションによる誘導を得ることができる。ＮＬＳと前篩骨洞との間の永続
的または一時的な連通の創出によって、抗生物質の液滴の副鼻腔への直接の一定流が可能
になる。同様に、ＮＬＤと同側の上顎洞との間のさらに下方に永続的または一時的な連通
を創出することによって、この副鼻腔への涙の流路の迂回が生じる。急性感染媒体を排出
するための新規な方法を得ることに加えて、涙腺の流れのこの再経路設定によって、宿主
の副鼻腔内への直接的な、眼に安全かつ活性な医薬の有効な送達経路が得られ、副鼻腔炎
の医療処置に対する大きな制限が回避される。急性／慢性の副鼻腔炎を予防する可能性お
よび治療する可能性のうちの少なくとも一方が極めて高い医薬としては、抗生物質（例え
ば、オフロキサシン点眼剤、抗ヒスタミン剤、ステロイド、およびさらには静菌性生理食
塩水点眼剤（自然涙）が挙げられる。
【００５１】
　一旦、ＮＬＳ／ＮＬＤと所望の副鼻腔との間の骨切り術（これに関する一般的な用語は
、ダクロシストシノトミー（ｄａｃｒｏｃｙｓｔｏｓｉｎｏｔｏｍｙ）であろう）が行わ
れれば（涙小管または鼻開口部のいずれかから）、一時的または永続的なステントまたは
ポータルが長期の開存性を保証するために挿入され得る。このような瘻孔形成術は、現在
行われている涙嚢鼻腔吻合（ここで、ＮＬＤは、正常な排出開口部よりも上の位置で鼻腔
内に開口される）と類似の、ダクロシストエトモイドトミー（ＮＬＳから篩骨洞へ）また
はダクロシストマキロトミー（ＮＬＤから上顎洞へ）と呼ばれてもよい。ＮＬＤ内へのア
クセスの別の経路は、下鼻甲介の下で下鼻道を通るものであろう。以下の方法および装置
は、機能的な解剖学および生理学を利用して、所望のエリアへの流路迂回を最適化し、か
つＮＬＳ／ＮＬＤの正常なポンピング機能を損なうことなく、骨切り術（１または複数）
の開存性を維持する。追加的な解剖学的詳細に関しては、図１から図３を参照のこと。
【００５２】
　本発明のいくつかの具体的な追加的側面は、本発明の他の側面、またはその任意の特徴
との任意の組み合わせで組み合わされてもよく、これには以下が考えられる：
１．涙管経路（１または複数）を、上部小管および下部小管からＮＬＳおよびＮＬＤへ、
および標的の副鼻腔へ向かう下鼻道を迂回する方法であって、ＮＬＳ／ＮＬＤ系の自然な
ポンピング機構を利用する種々の副鼻腔疾患を治療する目的のための導管を創出する方法
。
２．一旦、この導管が確立されれば、標的の副鼻腔の吸引、ドレナージ、洗浄のうちの少
なくともいずれか１つを行う方法。
３．誘導システムの有無にかかわらない、標的副鼻腔のドレナージを補助するためのツー
ルまたは装置。
４．種々の疾患を治療するために標的副鼻腔に対して所望の薬物または他の物質が送達さ
れるように、導管形成術の開存性を維持するための方法およびツールであって、ステント
、ドレーン管、特定の薬物またはエネルギー源、例えば、光、音響、ＲＦ、熱、または冷
凍の装置を包含するもの。
５．涙の自然な抗菌特性および抗炎症特性が、感染性疾患または炎症性疾患の再発、ぶり
返し、または慢性化を軽減するために標的の副鼻腔に送達され得る方法。
６．２つ以上の副鼻腔が、片側または両側のいずれかを標的とする場合、優先的に、所望
の副鼻腔内への、または副鼻腔を離れての流動動態を最適化するための方法およびツール
。
７．蛍光透視鏡的誘導、断面画像化誘導、内視鏡誘導、触知性および指向性のフィードバ
ックであって無誘導のもの、またはそれらの組み合わせを用いて全身麻酔なしに診療室で
の手技としてこの手技を行う方法。
８．必要に応じて開放または画像誘導手技として操作環境でこの手技を行うための方法。
９．３Ｄおよび定位固定誘導によってこれらの手技を行うための方法。
１０．経皮的または結膜下経路を介してＮＬＳおよびＮＬＤのうちの少なくとも一方にア
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クセスするための方法およびツール。
１１．頬側歯肉反射を通じて上顎洞にアクセスし、これによってＮＬＤ中にポータルを創
出するための方法およびツール。
１２．上部小管および下部小管を通じてＮＬＳにアクセスし、それによって導管またはポ
ータルを創出し、これを通じて他の装置が送達され得る、専門的な装置。
１３．所望の解剖エリア全体にわたって剛性および可塑性の両方のデバイスのナビゲーシ
ョンを改善するためのツールの特殊コーティング。
１４．上部小管または下部小管からＮＬＳへのチャネルは、お互いに対する鏡像であり；
これらの専門的な装置は、挿入のいずれかのポータルにアクセスするために可逆性であり
、かつ人間工学的に効率的であるように設計される。
１５．涙嚢造影を行って、蛍光透視鏡的誘導を補助するための方法およびツール。
１６．下鼻道を通ってＮＬＤにアクセスし、それによって導管またはポータル（これを通
じて他の装置が送達され得る）を創出するための専門的な装置。
１７．下鼻道を介して装置にアクセスを提供するためのハスナー（Ｈａｓｎｅｒ）のバル
ブを越えて、ＮＬＳおよびＮＬＤを通じて剛性、可塑性、半可塑性もしくは操舵可能なガ
イドワイヤまたは他のナビゲーションデバイスを通すための方法および装置。
１８．下部小管および上部小管から、ＮＬＳおよびＮＬＤを通じて剛性、可塑性、半可塑
性もしくは操舵可能なガイドワイヤまたは他のナビゲーションデバイスを通すための方法
および装置。
１９．ＮＬＳ／ＮＬＤと前篩骨胞との間の瘻孔形成術を行うための方法および装置。
【００５３】
　ａ）このような瘻孔形成術を創出するためのツールとしては、ドリルおよびパンチのよ
うな機械源ならびにエネルギー源（例えば、ＲＦ、レーザおよび音響）が挙げられる；
　ｂ）このような瘻孔形成術の位置を最適化するための、このような装置の専門的な形状
；
　ｃ）瘻孔形成の安全性を最大限にするための専門的な保護デバイス；ならびに
　ｄ）所望の解剖でデバイスをアンカーして、それによって安定したプラットフォームを
創出して瘻孔形成するためのバルーン、フック、または他の摩擦デバイスの使用。
２０．蛍光透視鏡的ゆうどうもしくは内視鏡誘導、または他の形態の画像化誘導、例えば
３Ｄまたは立体的な仮想の誘導およびナビゲーションによる、このような瘻孔形成術を通
じた篩骨洞全体にわたるナビゲートのための方法およびツール。
２１．篩骨洞と、ちょう形骨洞と、前頭洞との間の開存連通を創出して保証し、その結果
これらの副鼻腔の各々が、本明細書に記載の方法によっても治療され得るような、篩骨洞
全体にわたるナビゲーションのための方法およびツール。
２２．ＮＬＳ／ＮＬＤと上顎洞との間の瘻孔創出術のための方法および装置。
【００５４】
　ａ）このような瘻孔形成術のためのツールとしては、ドリルおよびパンチのような機械
源ならびにエネルギー源（例えば、ＲＦ、レーザおよび音響）が挙げられる；
　ｂ）このような瘻孔形成術の位置を最適化するための、このような装置の専門的な形状
；ならびに
　ｃ）瘻孔形成の安全性を最大限にするための専門的な保護デバイス。
２３．ＮＬＳおよびＮＬＤの自然な機能的解剖を利用して所望のエリアに対する流路迂回
を最適化する方法および装置。
２４．このような瘻孔形成術の開存性を維持するための、薬物溶出のための特殊な材料お
よびコーティングのうちの少なくとも一方または容量を含む、方法、ツールおよび装置。
２５．開存性の治癒を補助するか、または治療を最適化するための任意の一次的または永
続的なインプラントデバイスの薬物溶出能力を提供するための技術。
２６．ドリル、パンチ、骨鉗子、プローブまたは拡張性のバルーンのような機械的方法を
介して、所望の最終直径まで瘻孔形成を拡張するための方法およびツール。
２７．光、熱、ＲＦまたは音響の装置のようなエネルギー源を介して、所望の最終直径ま
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で瘻孔形成を拡張するための方法およびツール。
２８．ある場合には、このような瘻孔形成術の開存性を維持することを補助するための瘻
孔形成術を通じた、バルーン拡張性または自己拡張性のステントまたは導管の送達のため
の方法。
２９．長期の開存性を保証するためのこのようなステントまたは導管を製造するための特
殊な設計および技術。
３０．流路迂回を最適化し、かつこのような経路の開存性の維持を補助するための、この
ようなステントまたは導管の特殊な形状。
３１．所望の副鼻腔内へ、かつ鼻腔から離れて流路迂回を最適化するために、一時的また
は永続的な方式でＮＬＤを最適に閉鎖するための方法および装置であって、これは副鼻腔
を閉鎖するためのエネルギー源の使用、または一時的もしくは永続的な閉塞性構造の設置
を包含している。
３２．鼻涙嚢および鼻涙管から標的の副鼻腔への涙管経路（１または複数）を迂回するた
めの治療方法であって、この方法は以下の工程を有する：
　ａ）下部小管または上部小管を介して涙嚢または涙管内へ外科用ツールを挿入する工程
と；
　ｂ）標的の副鼻腔に隣接する標的のスポットに対して外科用ツールの先端部をガイドす
る工程と；
　ｃ）涙嚢または涙管と標的の副鼻腔との間の中隔に瘻孔を開口するためにこの外科用ツ
ールを用いる工程と；
　ｄ）種々の副鼻腔疾患を治療する目的で、標的の副鼻腔内への涙または薬剤の流れのた
めの導管を創出するために、このような外科用ツールを取り除く工程。
３３．標的の副鼻腔が篩骨洞である、３２番に記載の方法。
３４．前頭洞を、前頭篩骨陥凹での篩骨洞とのその連通を介して、またはこの副鼻腔内へ
の直接穿孔によって、前頭洞炎の治療のためにカニュレーションするための方法およびツ
ール。
３５．ちょう形骨洞を、ちょう形篩骨陥凹での篩骨洞とのその連通を介して、またはこの
副鼻腔内への直接穿孔によって、ちょう形骨洞炎の治療のためにカニュレーションするた
めの方法およびツール。
３６．標的の副鼻腔が上顎洞である、３２番に記載の方法。
３７．涙の経路の迂回が、鼻－涙嚢および涙管系の自然なポンピング機構を利用する、３
２番に記載の方法。
３８．３２番に記載の方法であって、前記手技が、蛍光透視鏡的誘導、断面画像化誘導、
内視鏡誘導、触知性および指向性のフィードバックであって無誘導のもの、または上記の
組み合わせを用いて、全身麻酔の有無にかかわらず、診療室での手技として行われ得る方
法。
３９．３２番に記載の方法であって、外科用ツールを用いて、鼻－涙嚢および涙管と標的
の副鼻腔との間の組織および骨を切断または切除する方法。
４０．鼻涙嚢および涙管から標的の副鼻腔へ涙管経路（１または複数）を迂回させるため
の治療方法であって、この方法は以下の工程を有する：
　ａ）ハスナーのバルブを介して外科用ツールを涙管内に挿入する工程と；
　ｂ）標的の副鼻腔に隣接する標的のスポットに対して外科用ツールの先端部をガイドす
る工程と；
　ｃ）涙管と標的の副鼻腔との間の中隔に瘻孔を開口するためにこの外科用ツールを用い
る工程と；
　ｄ）種々の副鼻腔疾患を治療する目的で、標的の副鼻腔内への涙の流れのための導管を
創出するために、このような外科用ツールを取り除く工程。
４１．４０番に記載の方法であって、標的の副鼻腔が篩骨洞であり、拡張による方法、３
４番および３５番にあるこれらの副鼻腔の正常なまたは創出された連通経路を通じた前頭
洞およびちょう形骨洞の両方を治療するための、方法およびツール。
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４２．上記標的の副鼻腔が上顎洞である、４０番に記載の方法。
４３．上記涙の経路の迂回が、鼻－涙嚢および涙管系の自然なポンピング機構を利用する
、４０番に記載の方法。
４４．４０番に記載の方法であって、前記手技が、蛍光透視鏡的誘導、断面画像化誘導、
内視鏡誘導、触知性および指向性のフィードバックであって無誘導のもの、または上記の
組み合わせを用いて、全身麻酔の有無にかかわらず、診療室での手技として行われ得る方
法。
４５．４０番に記載の方法であって、外科用ツールを用いて、鼻－涙嚢および涙管と標的
の副鼻腔との間の組織および骨を切断または切除する方法。
４６．鼻涙嚢および涙管から標的の副鼻腔へ涙管経路（１または複数）を迂回させるため
の治療方法であって、この方法は以下の工程を有する：
　ａ）経皮的な方法を介して上顎洞に直接外科用ツールを挿入し、次いで涙管への連通を
創出する工程と；
　ｂ）標的の副鼻腔に隣接する標的のスポットに対して外科用ツールの先端部をガイドす
る工程と；
　ｃ）涙管と標的の副鼻腔との間の中隔に瘻孔を開口するためにこの外科用ツールを用い
る工程と；
　ｄ）種々の副鼻腔疾患を治療する目的で、標的の副鼻腔内への涙の流れのための導管を
創出するために、このような外科用ツールを取り除く工程。
４７．４６番に記載の方法であって、標的の副鼻腔が篩骨洞であり、拡張による方法、こ
れらの副鼻腔の正常な連通経路を通じた前頭洞およびちょう形骨洞の両方を治療するため
の、方法およびツール。
４８．上記涙の経路の迂回が、鼻－涙嚢および涙管系の自然なポンピング機構を利用する
、４６番に記載の方法。
４９．４６番に記載の方法であって、前記手技が、蛍光透視鏡的誘導、断面画像化誘導、
内視鏡誘導、触知性および指向性のフィードバックであって無誘導のもの、または上記の
組み合わせを用いて、全身麻酔の有無にかかわらず、診療室での手技として行われ得る方
法。
５０．４６番に記載の方法であって、外科用ツールを用いて、鼻－涙嚢および涙管と標的
の副鼻腔との間の組織および骨を切断または切除する方法。
５１．鼻涙嚢および涙管から標的の副鼻腔へ涙管経路（１または複数）を迂回させるため
治療の方法であって、この方法は以下の工程を有する：
　ａ）外科用ツールを鼻涙嚢または涙管へ、経皮的または結膜下のアプローチを介して直
接挿入し、次いで涙管から標的の副鼻腔内への連通を創出する工程と；
　ｂ）標的の副鼻腔に隣接する標的のスポットに対して外科用ツールの先端部をガイドす
る工程と；
　ｃ）涙管と標的の副鼻腔との間の中隔に瘻孔を開口するためにこの外科用ツールを用い
る工程と；
　ｄ）種々の副鼻腔疾患を治療する目的で、標的の副鼻腔内への涙の流れのための導管を
創出するために、このような外科用ツールを取り除く工程。
５２．５１番に記載の方法であって、標的の副鼻腔が篩骨洞であり、拡張による方法、お
よびこれらの副鼻腔の正常な連通経路を通じた前頭洞およびちょう形骨洞の両方を治療す
るための、方法およびツール。
５３．前記標的の副鼻腔が上顎洞である、５１番に記載の方法。
５４．上記涙の経路の迂回が、鼻－涙嚢および涙管系の自然なポンピング機構を利用する
、５１番に記載の方法。
５５．５１番に記載の方法であって、前記手技が、蛍光透視鏡的誘導、断面画像化誘導、
内視鏡誘導、触知性および指向性のフィードバックであって無誘導のもの、または上記の
組み合わせを用いて、全身麻酔の有無にかかわらず、診療室での手技として行われ得る方
法。



(28) JP 2014-501542 A 2014.1.23

10

20

30

40

50

５６．４６番に記載の方法であって、外科用ツールを用いて、鼻－涙嚢および涙管と標的
の副鼻腔との間の組織および骨を切断または切除する方法。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】涙器の構成要素を示す図。
【図２】副鼻腔の一般的な位置を示す図。
【図３】涙器と副鼻腔との間の瘻孔に関するいくつかの経路の例を示す図。
【図４】インプラントデバイスの一実施形態の斜視図。
【図５】図４に示されるようなインプラントデバイスの同じ実施形態の側面図。
【図６】図４に示されるようなインプラントデバイスの同じ実施形態の端面図。
【図７】図４に示されるようなインプラントデバイスの同じ実施形態の部分的な斜視図。
【図８】インプラントデバイスの、ある実施形態の部分的な側面図。
【図９】インプラントデバイスの、ある実施形態の部分的な側面図。
【図１０】インプラントデバイスの、アンカー突起部のための種々の構成の断面の図。
【図１１】インプラントデバイスの、種々のヘッド構成の図。
【図１２】インプラントデバイスの、ある実施形態の斜視図。
【図１３】図１２に示されるインプラントデバイスの同じ実施形態の端面図。
【図１４】涙丘と半月襞との間のインプラントデバイスの配置のための実施形態を示す図
。
【図１５】インプラントデバイスの、ある実施形態の側面図。
【図１６】外科用ツールの、ある実施形態の斜視図。
【図１７】いくつかの構成要素を展開図で示す、外科用ツールの、ある実施形態の斜視図
。
【図１８】完全に組み立てられた外科用ツールを示す、図１７に示される外科用ツールの
同じ実施形態の斜視図。
【図１９】図１７および図１８に示されるツールの同じ実施形態の第一のキャリアーピー
スを示す斜視図（ここでは第一のキャリアーピースがシリンジと接続されている）。
【図２０】外科的手技の際の、眼窩と篩骨洞との間に瘻孔を形成するための外科用ツール
の使用を示す図。
【図２１】外科的手技の際の、瘻孔の形成後のガイドワイヤの挿入を示す図。
【図２２】外科的手技の際の、瘻孔へのガイドとしてのガイドワイヤを適所に示す図。
【図２３】外科用手技の際の、インプラントデバイスのインプランテーションのための外
科用ツールの使用を示す図。
【図２４】外科的手技の際の、インプランテーション後のインプラントデバイスの配置を
示す図。
【図２５】外科用手技の際の、瘻孔の最初の形成の後の、瘻孔を拡張するための外科用ツ
ールの使用を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００５６】
　「涙器」および「涙器系」という用語は、本明細書において交換可能に用いられて、眼
球を潤滑するための涙液の産生および分泌、眼窩の涙液のリザーバへの涙液の封入、なら
びに眼窩から鼻腔への涙液の排出を達成する、生理学的構成要素の集合を指す。涙器は、
涙腺、涙液排出系および涙腺と涙液排出系との間に位置する涙液のリザーバを備える。涙
液のリザーバは、眼瞼辺縁および結膜嚢を備える（涙湖と呼ばれることもある、下部の結
膜円蓋における涙のプールを備える）。涙液排出系は、涙点、小管および鼻涙管（鼻涙管
の頂部に位置するいわゆる涙嚢を含む）を備え、これを通って、余分な涙液が、ハスナー
のバルブに、および鼻腔に排出される。図１は一般には、涙器を示す。涙液は、産生され
、涙腺１０２から分泌されて、眼窩内に位置する眼球１０４の表面を潤滑させる。涙液は
、眼球１０４の上にコーティングを形成し、一般には、結膜嚢（下部のまぶた１０６、上
部のまぶた１０８および眼球１０４（裏に結膜がある）の間の空間）内に含まれる。余分
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な涙液が、内眼角（眼の内側の角）の近傍に伝達され、涙点１１０を通じて涙小管１１２
へ、および鼻涙管１１６の涙嚢１１４へ流れ出る。次いで、涙液は、ハスナーのバルブを
通じて鼻涙管１１６から鼻腔内へ流れ出る。
【００５７】
　本明細書において用いる場合、涙器と副鼻腔との間の瘻孔とは、涙器と副鼻腔とを流体
接続する、人工的に作製された通路を指す。副鼻腔は、前頭洞、上顎洞、篩骨洞およびち
ょう形骨洞を備えるが、これらは、それぞれ前頭骨、上顎骨、篩骨およびちょう形骨に含
まれる空洞である。副鼻腔は、鼻腔内へ排出を行う。図２は、前頭洞１２２、上顎洞１２
４および篩骨洞１２６の位置を一般的に示す、ヒト頭部の略図である。ちょう形骨洞（図
示せず）は、一般に、篩骨洞１２６の後ろに位置する。図３は一般に、涙器系と副鼻腔と
の間の瘻孔に関して考えられる、いくつかの経路を示す。参照番号は、注記したものを除
いて、図１および図２に示すものと同じ特徴を示す。図３は、涙器の特徴に対する、前頭
洞１２２、上顎洞１２４および篩骨洞１２６の一般的な近接性を示す。瘻孔経路のいくつ
かの例を、図３に破線で示す。瘻孔経路の第一の例１３０は、眼窩から前頭洞への経路で
ある。瘻孔経路の第二の例１３２は、眼窩から篩骨洞１２６への経路である。瘻孔経路の
第三の例１３４は、眼窩から上顎洞１２４への経路である。瘻孔経路の第四の例１３６は
、鼻涙管１１６の頂部の涙嚢１１４から篩骨洞１２６への経路である。瘻孔経路の第五の
例１３８は、涙嚢１１４の下の位置の鼻涙管１１６から篩骨洞１２６への経路である。瘻
孔経路の第六の例１４０は、涙嚢１１４の下の位置の鼻涙管１１６から上顎洞１２４への
経路である。図３に示される瘻孔経路の例は、一般的な図示の目的でしかなく、瘻孔が涙
器の一部と対応する副鼻腔と接続するように形成され得る正確な位置を示すものではない
。図３には示されないが、ちょう形骨洞への瘻孔経路の例は、眼窩からちょう形骨洞、お
よび鼻涙管１１６からちょう形骨洞への経路を備える。ちょう形骨洞に接続する瘻孔を形
成することは一般に、篩骨洞に接続するように瘻孔を形成するほど好ましくない。この理
由は例えば、後者の方がより簡便であり、かつ、篩骨洞と直接接続するからである。また
、篩骨洞１２６または上顎洞１２４のいずれかに対して瘻孔を形成することは一般には、
瘻孔から前頭洞１２２へ形成することより好ましく、１つの理由は、涙器系と篩骨洞１２
６または上顎洞１２４のいずれかとの間の瘻孔は、瘻孔を通じた涙器系から対応する副鼻
腔への涙液のドレナージを補助するために重力の力を借りるような方式で形成され得ると
いうことである。前頭洞は、一般に眼窩上に位置し、副鼻腔内への涙液の重力ドレナージ
と同じ方法では利点がない。しかし、重力ドレナージは、前頭洞からの流体のドレナージ
を有益に補助し得る。
【００５８】
　引き続き、図３を参照する。瘻孔経路の第一、第二および第三の例である１３０、１３
２および１３４は、結膜に浸透して、対応する副鼻腔へ結膜嚢内の涙液リザーバに直接接
続する結膜下経路である。このような結膜下経路に沿う瘻孔は、結膜および（対応する副
鼻腔が位置する）骨の隣接壁を通じた外科用ツール穿刺によって外科的に形成され得る。
例えば、瘻孔経路１３０の第一の例に関しては、瘻孔は、結膜下で眼窩から前頭骨の壁を
通って、前頭洞１２２へ通じる。例えば、瘻孔の経路の第二の例１３２による瘻孔は、結
膜下で眼窩から篩骨の壁を通って篩骨洞１２６へ通じる。例えば、瘻孔経路の第三の例１
３４による瘻孔は、結膜下で眼窩から上顎骨の壁を通って上顎洞１２４へ通じる。瘻孔の
結膜下経路、例えば、瘻孔の経路の第一、第二および第三の例である１３０、１３２およ
び１３４の経路は、一般に、アクセスが比較的容易である位置で形成されるため、好まし
い。瘻孔の経路の第一、第二および第三の例である１３０、１３２および１３４の好まし
い実施態様では、眼窩内へ開口する瘻孔の近位端は、図３に示される涙丘１４２と半月襞
１４４との間に位置する。
【００５９】
　引き続き、図３を参照する。瘻孔経路の第四、第五、第六の例による瘻孔１３６、１３
８および１４０は、鼻涙管１１６内の位置への近位端開口を有する。このような位置にお
ける瘻孔の形成は、涙点１１０および小管１１２を通じて鼻涙管１１６へアクセスするよ
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うな、または鼻を通じて鼻涙管１１６へアクセスするような、涙器排出系への外科用ツー
ルの挿入を必要とする。例えば、瘻孔経路の第四の例による瘻孔１３６は、涙点１１０の
１つに挿入された穿刺装置（例えば、トロカールまたはトロカール／カニューレアセンブ
リ）によって、小管１１２の１つを通り、涙嚢１１４を横切って、瘻孔経路の第四の例１
３６の位置で穴を穿刺するように形成され得る。別の例としては、瘻孔は、涙点１１０の
１つに挿入されたガイドワイヤを用いて、小管１１２の１つを通り、涙嚢１１４へ、およ
び鼻涙管１１６を下向きに通る、瘻孔経路の第四、第五および第六の例である１３６、１
３８および１４０のうちの１つで形成され得る。このガイドワイヤを用いて、外科用ツー
ルを係合し、かつ、この外科用ツールを鼻からハスナーのバルブ（図示せず）を通じて、
鼻涙管１１６内の適切な位置までガイドして、その位置での外科手術の実施によって、所
望の瘻孔を形成することを可能にしてもよい。
【００６０】
　図４から図７は、インプラントデバイスの一実施形態を示す。図４から図７に示される
とおり、インプラントデバイス２００は、近位端２０２および遠位端２０４（インプラン
トデバイス２００の反対側の長軸方向端に対向して位置する）を有する。インプラントデ
バイス２００は、近位端２０２にヘッド２０６を、およびこのヘッド２０６から遠位端２
０４へ延びる導管２０８を備える。内部通路２１０は、近位端２０２から遠位端２０４に
延びて、ヘッド２０６および導管２０８を通る。内部通路２１０は、近位端２０２および
遠位端２０４で開口し、それによってインプラントデバイス２００の長軸全体を通る通路
がもたらされる。図４に示される実施形態の内部通路２１０は、均一な環状断面（インプ
ラントデバイス２００の長さを横切る）を有する円筒状形状であり、その内部通路の幅は
、断面の環の直径に等しく、インプラントデバイス２００の長さに沿って均一である。イ
ンプラントデバイス２００の長さは、近位端２０２と遠位端２０４との間でインプラント
デバイス２００に長軸方向に沿った最小距離であり、典型的には、近位端２０２から遠位
端２０４の内部通路２１０の軸に沿った距離に等しい。インプラントデバイス２００は、
導管２０８の外側に複数のアンカー突起部２１２を備える。図４から図７に示される実施
形態では、アンカー突起部２１２は、導管２０８の全外周に沿って各々が延びる、間隔の
空いた外周リッジの形態である。アンカー突起部２１２の隣接する外周リッジは、導管２
０８の外側上の陥凹２１４のエリアである。
【００６１】
　引き続き、図４から図７を参照する。インプラントデバイスが、瘻孔を通じて涙器を副
鼻腔へ流体接続するようにインプラントされている場合、ヘッド２０６は、涙器中に配置
され、近位端２０２は、副鼻腔内に配置され、ここで導管２０８の少なくとも一部は、こ
のインプラントデバイス２００をアンカーするように瘻孔内の組織を係合するアンカー突
起部２１２のうちの少なくとも１つ、および好ましくは２つ以上によって、瘻孔を通じて
配置される。この方式でインプラントされた場合、内部通路２１０は、近位端２０２で涙
器内へ、および遠位端２０４で副鼻腔内へ開口する。ヘッド２０６は、導管２０８に向か
って配置されたヘッド２０６の側面上のフランジ状の組織係合表面２１６を有し、このフ
ランジ状の組織係合表面２１６は、瘻孔の近位端に隣接する組織を係合して、インプラン
テーション後の瘻孔へインプラントデバイス２００の近位端２０２が移動しないよう妨げ
るために有利に構成されている。このフランジ状の組織係合表面２１６の反対側のヘッド
２０６の片側は、ヘッド２０６のフェイス表面２１８であり、このフェイス表面２１８は
、インプラントデバイスがインプラントされる際、フランジ状の組織係合表面２１６によ
って係合される組織から離れて配置される。ヘッド２０６は、第一の寸法２２０および第
二の寸法２２２を、フランジ状の組織係合表面２１６およびフェイス表面２１８の双方の
上に有する。この第一の寸法２２０は、それぞれの表面の長さであり、かつ第二の寸法は
、それぞれの表面の幅である。このような長さおよび幅の寸法はまた、主要寸法および小
寸法を指す場合もある。表面２１６または２１８の第一の寸法２２０は、この表面の外側
エッジ上のポイントの間の最大離隔距離に相当し、かつ表面２１６または２１８の第二の
寸法２２２は、この表面の外側エッジ上のポイントの間の最大離隔距離（これは、第一の
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寸法を横切るライン上である）に相当する。好都合なことに、フェイス表面２１８および
フランジ状の組織係合表面２１６は、対応する外側エッジで作製され、その結果、対向す
る表面２１６および２１８は実質的に等しい長さおよび幅の寸法を有し得るが、これは必
須ではない。第一の寸法２２０および第二の寸法２２２は、図４から図７に示される実施
形態の場合のように、表面２１６および２１８が対応する形状を有する場合、一般にはそ
れぞれ、ヘッド２０６の長さおよび幅と呼ばれる場合がある。表面２１６および２１８が
対応する形状を有さない場合、ヘッドの長さおよび幅の寸法は、表面２１６および２１８
の長さおよび幅の寸法のうち１つ以上と異なる。このヘッド２０６は、表面２１６と２１
８との間の奥行き寸法２２３を有する。この奥行き寸法２２３は、ヘッド２０６が、イン
プラントデバイス２００が瘻孔の近位端に隣接する組織を係合するフランジ状の組織係合
表面とインプラントされる際、瘻孔の近位端に隣接する薄い形状を有するように、好まし
くは、小容積に保持されるべきである。
【００６２】
　引き続き、図４から図７を参照する。導管２０８は、導管２０８の長さを横切るアンカ
ー突起部２１２の最大程度によって規定されるような導管２０８の最大外側幅である第一
の外側幅２２４を有する。導管２０８は、陥凹２１４のエリアの最も陥凹した部分の間で
規定される導管２０８の最小外側幅である第二の外側幅２２６を有する。図４から図７に
示される実施形態では、アンカー突起部２１２の高さは、導管２０８の第一の外側幅２２
４と第二の外側幅２２６との間の差の二分の一に等しい。図４から図７に示されるヘッド
２０６の構成では、このヘッドの第一の寸法２２０は、導管２０８の第一の外側幅２２４
および第二の外側幅２２６の両方よりも大きいが、このヘッドの第二の寸法２２２は、こ
の導管２０８の第二の外側幅２２４に対してほぼ等しい。
【００６３】
　引き続き、図４から図７を参照する。アンカー突起部２１２は、陥凹２１４のエリアに
隣接して位置するリッジの底で最大である幅を有する外周リッジの形態であり、その幅は
、陥凹エリア２１４から離れて位置するリッジ２１２の頂部で最小にまで先細にする。ア
ンカー突起部の他の構成が可能であり、インプラントデバイス上の全てのアンカー突起部
は、同じサイズ、形状または高さである必要はない。同様に、陥凹のエリアは、異なる構
成を有してもよく、あるインプラントデバイス上の全ての陥凹が同じサイズまたは構成で
ある必要はない。インプラントデバイス２００は、ヘッド２０６の奥行き２２３と、導管
２０８の長さとを含む長さ２２８を有する。アンカー突起部２１２は、導管２０８の長軸
部分２３０上である。
【００６４】
　ここで、図８を参照する。ノブまたはボタン、およびアンカー突起部２４２に隣接する
陥凹２４４の形態で、アンカー突起部２４２を有するインプラントデバイスの導管２４０
の別の実施形態が示される。導管２４０は、アンカー突起部２４２によって規定される、
第一の外側幅２４６、および陥凹２４４のエリアによって規定される（第一の外側幅より
も）小さな第二の外側幅２４８を有する。アンカー突起部のための別の構成の例は、図９
に示される。図９に示すように、インプラントデバイスの導管２５０は、アンカー突起部
２５２および陥凹２５４のエリアを、導管２５０の外部表面上に有する。アンカー突起部
２５２は、導管２５０の長軸方向の長さのある部分に沿って延びる、連続らせん状リッジ
の形態である。導管２５０は、アンカー突起部２５４によって規定される第一の外側幅２
５６、および陥凹２５４のエリアによって規定される、（第一の外側幅よりも）小さな、
第二の外側幅２５８を有する。図４から図７に示される実施形態と同様に、図８および図
９に示される導管の実施形態は、それぞれの導管の大きな方の外径と小さな方の外径との
間の差の半分に等しいアンカー突起部の高さを有する。図８および図９の実施形態から理
解されるとおり、第一の外側幅は、アンカー突起部を含む外被容積の幅として決定される
。
【００６５】
　図１０は、アンカー突起部の頂部に向かうアンカー突起部の基部からの方向で先細りす
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る幅を備える、アンカー突起部について、いくつかの形状の例を示す。図１０は、各々が
頂部よりも基部で大きな幅を有する、アンカー突起部構成の断面（Ａ－Ｄの記号で表示）
を示す。アンカー突起部の高さ（Ｈ）および基部の幅（Ｗ）は、図１０に示す。図１０に
示される断面は、例えば、リッジ（例えば、外周リッジ、らせん状リッジ）、ノブ突起部
または他のアンカー突起部型であってもよい。図１０のアンカー突起部Ａ－Ｄの全てが、
アンカー突起部の右側のアンカー突起部の先行側、および左側の後続側で示される。先行
側とは、アンカー突起部に接触する導管が、インプランテーションのために瘻孔に挿入さ
れる場合、最初に瘻孔に進入する側を意味する。後続側とは、先行側に対向する側であっ
て、先行側よりも後に瘻孔に進入する側を意味する。理解されるとおり、瘻孔への挿入際
に、アンカー突起部を含む組織によってアンカー突起部へ加えられる力は、アンカー突起
部に対して、アンカー突起部の構築の材料で許容される程度まで応力を与え、このような
応力は、後続側に向かう方向でアンカー突起部を変形する傾向がある。このような変形は
、挿入を補助し、一般にはある程度まで好ましい。構造Ａ－Ｄの異なる形状は、瘻孔内へ
の導管の挿入および瘻孔からの導管の除去の相対的な容易性に影響する。構造Ａは、瘻孔
への挿入および瘻孔からの除去を等しく容易にするように設計されているが、構造Ｂ－Ｄ
の各々は、瘻孔への挿入に関してさらに容易であり、かつ瘻孔からの除去が困難となるよ
うに設計されている。構成ＢおよびＣは、瘻孔へのさらに容易な挿入およびさらに困難な
除去を促進する方式に角度付けされている。構成Ｄは、後続側に組織を係合して瘻孔から
の除去を挿入よりも困難にさせるように鉤付きの末端を備えている。
【００６６】
　図１１は、インプラントデバイスのヘッドに関するいくつかの異なる例の構成（Ｅ－Ｈ
の記号で表示）を示す。各々のヘッド構成に関して、ヘッドの長さ寸法（Ｌ）および幅寸
法（Ｗ）を示す。構成Ｅ－Ｈのヘッドは、フェイス表面（インプラントされた際、瘻孔と
離れて面する表面）を末端上で示しており、かつインプラントデバイスの近位端で内部通
路の開口を示す。ヘッド構成Ｅ－Ｈの各々に関して、フェイス表面の長さおよび幅、なら
びに対向するフランジ状の組織係合表面は同じである。図１１に示されるとおり、ヘッド
構成Ｅは、環状の外側エッジを有し、従って、等しい長さおよび幅の寸法を有する。ヘッ
ド構成Ｆは、図４から図７を参照して記載されるインプラントデバイスの実施形態で示さ
れるものと同様に、幅の寸法に対して細長い長さ寸法を有する。ヘッド構成Ｇは、構成Ｆ
と同様に、幅の寸法に対して細長い長さ寸法を有するが、構成Ｇについては、インプラン
トデバイスの近位端で開口する内部通路開口は、環状断面ではなく、構成ＥおよびＦにつ
いての場合と同様に楕円形の断面を有する。ヘッド構成Ｈは、幅の寸法よりも有意に大き
な長さの三日月形のヘッドを有する。構成Ｈの内部通路もまた、楕円形の断面で示される
。幅よりも長さが長い構成Ｆ－Ｈは、有利には、半月襞と涙丘との間で眼窩内へ開口する
瘻孔での使用のために構成され、ここでヘッドの長さ寸法は一般に、眼窩の底から眼窩の
頂部に向かって眼球に沿った方向に延び、そして構成Ｈに関しては、三日月の凹面は、眼
球に向けて配置され、三日月の凸側は、涙丘に向けて配置されている。
【００６７】
　図１２および図１３は、インプラントデバイスの別の実施形態を示す。図１２および図
１３に示すとおり、インプラントデバイス３００は、近位端３０２および遠位端３０４を
有し、ここでヘッド３０６は、遠位端３０４に位置しており、導管３０８が、ヘッド３０
６から遠位端３０４に延びる。導管３０８は、円筒状形状を有する、近位端３０２および
遠位端３０４で開口する内部通路３１０を備える。導管３１０は、アンカー突起部３１２
を備える外面を、先細りする幅を有する外周リッジ、およびアンカー突起部３１２に隣接
する陥凹３１４のエリアの形態で有する。ヘッド３０６は、幅寸法３１８よりも有意に長
い寸法の３１６を有する細長い形状を有する。図１２に示されるとおり、フランジ状の組
織係合表面３２０は、インプラントされた場合、インプラントデバイス３００の回転を妨
げる方式で組織に対して定着することを補助する構成（中央ラインから延びる傾斜の半分
）を有する。フェイス表面３２２は、インプラントデバイス３００がインプラントされる
際、ヘッド３０６に対して薄い形状をもたらす平坦な表面である。ヘッド３０６の構成は
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、眼窩内への瘻孔の開口が、半月襞と涙丘との間に位置する、眼窩からの結膜下瘻孔経路
での使用のための半月襞と涙丘との間の位置に、よく適する。長さ寸法３１６と幅寸法３
１８は、フェイス表面３２２とフランジ状の組織係合表面３２０の各々の長さおよび幅に
相当する。
【００６８】
　図１４は、涙丘３５０と半月襞３５２との間で、結膜下で形成される瘻孔を通る導管を
有するインプラントデバイスの例を示し、このインプラントデバイスのヘッド３５４につ
いて例示的な位置を示している。ヘッド３５４は、例えば、図４から図７に示されるヘッ
ド構成、図１１に示されるヘッド構成Ｆ－Ｈのうちの１つ、または図１２および図１３に
示されるヘッド構成のような、細長い構成で示される。
【００６９】
　図１５は、インプラントデバイスの別の実施形態を示す。図１５に示すとおり、インプ
ラントデバイス４００は、近位端４０２および遠位端４０４を有する。このインプラント
デバイス４００は、近位端４０２にヘッド４０６を、およびこのヘッド４０６から遠位端
４０４に延びる導管４０８を備える。導管４０８は、アンカー突起部４１２を有する外面
と、アンカー突起部４１２に隣接する陥凹４１４のエリアとを有する。内部通路４１０（
破線で示される）は、近位端４０２から遠位端４０４に延びる。導管４０８の長軸部分は
、導管４０８の壁を貫通する開口部４１５を備え、内部通路４１０から導管４０８の外側
への流体連通を提供する。開口部４１５は、インプラントデバイス４００がインプラント
される際、副鼻腔内の異なる位置へ内部通路から出すための、薬物処方物、洗浄溶液また
は他の治療組成物の経路を提供する。インプラントデバイス４００がインプラントされる
際、アンカー突起部４１２のうち少なくとも１つ以上が、固定のために組織を係合するた
めに瘻孔内に位置し、開口部４１５の少なくともいくつか、および好ましくは全てが副鼻
腔の内側の瘻孔の遠位端を越えて配置される。図１５に示される構成は、導管４０８が、
副鼻腔の多数の腔を通じて延びる場合の状況、または導管４０８が１つの副鼻腔から別の
副鼻腔に延びる場合の状況に特に有利である。図１５に示される実施形態は、開口部４１
５が配置される導管４０８の長軸部分上にアンカー突起部４１２を有さない。別の構成と
して、開口部４１５を有する導管４０８の長軸方向部分は、アンカー突起部４１２の構成
と同じ構成の、または異なる構成の、アンカー突起部を備え得る。
【００７０】
　図１６は、外科用ツールの一実施形態を示す。図１６に示されるように、外科用ツール
５００は、例えば、図４から図１５のいずれかに関して上で記載した、ヘッド５０４およ
び導管５０６を有するインプラントデバイス５０２を備える。インプラントデバイス５０
２は、キャリアー５１０に装着される。キャリアー５１０は、外科用ツール５００の近位
端に隣接するハンドル５１１を備える。このキャリアー５１０は、ハンドル５１１に接続
された作業部材５１２を備える。作業部材５１２は、ハンドル５１１からインプラントデ
バイス５０２の内部通路を通じて、外科用ツール５００の遠位端まで延びる。作業部材５
１２の遠位端は、遠位先端部５１４である。ハンドル５１１は、構築物の任意の適当な材
料、例えば、プラスチックまたは金属組成物からできていてもよい。作業部材５１２は、
例えば、医療等級のステンレス鋼のような、医療等級の金属組成物からできていてもよい
。一般には、部材が本明細書において「作業部材」と呼ばれる場合、この用語は、この部
材の少なくとも一部が、この部材を備えるツールが、例えば、瘻孔の形成の間に用いられ
る場合、または瘻孔内かもしくは瘻孔を通じて何らかの手技を行う間に用いられる場合、
瘻孔内にかもしくは瘻孔を通じて配置されるように設計されていることを示す。作業部材
のいくつかの例としては、種々の中空部材（例えば、皮下注射針、カニューレ）および種
々の中実部材（例えば、トロカール、スタイレット、拡張部材、インプラント送達部材）
が挙げられる。このような作業部材は、瘻孔内かまたは瘻孔を通じて、この部材が瘻孔内
の組織に接触する方式で配置されても、または瘻孔中の組織に接触しないような方式で、
配置されてもよい（例えば、瘻孔を通るインプラントデバイスの通路の内側）。
【００７１】
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　引き続き、図１６を参照する。インプラントデバイス５０２は、インプラントデバイス
５０２の内部通路を通じて配置される作業部材５１２によってキャリアー５１０上に装着
される。インプラントデバイス５０２の内部通路を通じて配置される作業部材５１２の幅
は、有利には、それらの間の緊密な嵌合のために、インプラントデバイスの内部通路より
も少しだけ小さいようにサイズ決めされてもよく、ただし、その嵌合は、インプラントデ
バイス５０２が、遠位先端部５１４に向けて作業部材５１２を下にスライドすることが難
しいほどには緊密ではない。
【００７２】
　引き続き、図１６を参照する。外科用ツール５００は、涙器系と副鼻腔との間で瘻孔を
形成するために、および瘻孔内のインプラントデバイス５０２のインプランテーションを
容易にするために用いられ得る。外科医は、ハンドル５１１を把持することによって外科
用ツール５００を操作し得る。外科医は、標的の副鼻腔に対して瘻孔が形成されるべき涙
器内の位置へ遠位先端部５１４を前進させ得る。次いで、外科医は、涙器と標的の副鼻腔
とを隔てる組織に対し、遠位先端部を強制的に貫通させて、瘻孔を形成するようにしても
よい。瘻孔を通じて配置される作業部材５１２の先行部位を考慮すれば、外科医は、イン
プラントデバイス５０２を、作業部材５１２に沿って遠位先端部５１４の方へ、インプラ
ントデバイス５０２が、瘻孔および涙器における瘻孔の近位端に隣接する組織に対して配
置されたヘッド５０６のフランジ状の組織係合表面を通じて配置された導管５０６でのイ
ンプランテーションのために配置されるまで、スライドしてもよいし、またはキャリアー
は前進させられ続けて、導管５０６を瘻孔に押し入れてもよい。インプラントデバイス５
０２が、インプランテーションのために配置された後、次に外科医はハンドル５０４を操
作して、作業部材５１２を後退させ、インプラントデバイス５０２の内部通路から作業部
材を引き抜いて、インプラントデバイス５０２からキャリアー５１０を完全に切り離し、
瘻孔を通じて副鼻腔内へ延びる導管５０６でインプラントされたインプラントデバイス５
０２を残す。
【００７３】
　引き続き、図１６を参照する。作業部材５１２は、中実部材（例えば、トロカール、ス
タイレット）であってもよく、または中空部材（例えば、中空針、切断カニューレ）であ
ってもよい。作業部材５１２が、遠位先端部５１４で開口する中空部材であるならば、組
織は、外科用ツール５００を用いて瘻孔を形成する場合、作業部材５１２の中空内部にコ
アリングされ収集される傾向にある。作業部材５１２が中実部材であるならば、組織のコ
アリングは生じないはずである。多くの場合、コア組織でない中実部材である作業部材５
１２を有することが好ましい場合がある。なぜならインプラントデバイスは、組織コアリ
ングなしで形成される瘻孔内での方が、より確実に保持される傾向にあるからである。図
１６で示される外科用ツール５００は、眼窩から結膜下で副鼻腔への瘻孔を形成するよう
に、特に、半月襞と涙丘との間の眼窩中のある位置で瘻孔が形成される場合、特によく適
合される。
【００７４】
　図１７および図１８は、別の外科用ツールを示す。図１７は、外科用ツール５２０のい
くつかの特徴の展開図を示し、図１８は、外科用ツール５２０が完全に組み立てられた場
合の同じ外科用ツール５２０を示す。図１７に示すとおり、外科用ツール５２０は、ヘッ
ド５２４および導管５２６を有するインプラントデバイス５２２を、例えば、図３から図
１６のいずれかに関して上で記載したように備える。外科用ツール５２０は、２つのピー
ス、すなわち、第一のキャリアーピース５３０と第二のキャリアーピース５３２とを有す
るキャリアーを備える。第一のキャリアーピース５３０は、シリンジハブ５３４（例えば
、ルアー接続を生じるため）と、ハブ５３４と接続された中空作業部材５３６（例えば、
中空針、カニューレ）とを有する。この中空作業部材５３６は、遠位先端部５３８を有す
る。第二のキャリアーピース５３２は、ハンドル５４０と、このハンドル５４０と接続さ
れた中実作業部材５４２（例えば、スタイレット、トロカール）とを有する。中実作業部
材５４２は、遠位先端部５４４を有する。組み立てられた場合、外科用ツール５２０は、
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ハブ５３４の内部を通じて、かつ中空作業部材５３６の中空内部を通じて挿入された中実
作業部材５４２を備える。組み立てられた場合、第二のキャリアーピース５３２のハンド
ル５４０は、ハブ５３４の内部に挿入された係合部材５４４でハブ５３４の遠位に配置さ
れる。理解されるとおり、ハブ５３４、係合部材５４４およびハンドル５４０のうちの少
なくとも１つについての特徴は、組み立てられた際、第一のキャリアーピースおよび第二
のキャリアーピースの着脱可能な係合を整列させるか、および／または可能にするキーイ
ング特徴および係合特徴を備えてもよい。図１８は、完全に組み立てられた様を呈する、
同じ外科用ツール５２０を示す。図１８に示すとおり、第一のキャリアーピース５２２と
第二のキャリアーピース５３２は、中空作業部材５３６の中空内部を通じて配置された中
実作業部材５４２と係合される。
【００７５】
　引き続き、図１７および図１８を参照する。外科用ツール５２０を用いて、涙器と副鼻
腔との間の瘻孔を形成してもよい。第一および第二のキャリアーピース５３０および５３
２の遠位先端部５３８および５４４は、意味合い的にはコア組織ではない遠位先端部を形
成する。外科医は、ハンドル５４０を把持して、遠位先端部を涙器の位置に前進させ、こ
こで瘻孔が形成され（例えば、眼窩内で、鼻涙管内で）、この遠位先端部が次に、組織か
ら強制的に副鼻腔へ貫通し、標的の副鼻腔に瘻孔を形成し得る。瘻孔を通じて配置される
中空作業部材５３６の先行部分を考慮すれば、インプラントデバイス５２２は、中空作業
部材５３６を下に、インプランテーションのための位置までスライドされてもよく、ここ
で導管５２６は、瘻孔を通じて配置され、ヘッド５２４は、瘻孔の近位端に隣接して配置
されるか、または中空作業部材５３６は、導管５２６を瘻孔内へ押すように、さらに前進
させられ得る。次いで、中空作業部材５３６は、インプラントデバイス５２２から後退さ
せられ、切り離されて、インプラントされた位置にインプラントデバイス５２２を残して
もよい。
【００７６】
　引き続き、図１７および図１８を参照する。中空作業部材５３６は、副鼻腔から流体を
吸引する工程または副鼻腔内へ流体を導入する工程を包含する、補助的医療手技の実施を
容易にする。例えば、インプランテーションのための適切な位置にインプラントデバイス
５２２を配置する前後に、第二のキャリアーピース５３２を、第一のキャリアーピース５
３４から切り離して、中空作業部材５３６の中空内部から中実作業部材５４２を取り出す
。次いで、中空作業部材５３６は、副鼻腔からの流体の吸引または副鼻腔内への流体の注
入のために利用可能である。ハブ５３４は、シリンジの対応する接続構造と係合されても
よく、このシリンジは、副鼻腔からシリンジ内へ流体を吸引するために、またはシリンジ
から流体を副鼻腔内へ注入するために操作され得る。副鼻腔へ注入され得る流体としては
、例えば、副鼻腔炎の治療のために薬物ボーラスを注入するための、薬物を含有する洗浄
流体または治療組成物が挙げられる。本明細書において用いる場合、「流体」としては、
流動可能な組成物が挙げられ、この組成物としては、流体媒体中で分散または懸濁される
固体材料を有し得る組成物が挙げられる。インプラントデバイスがインプランテーション
のために適切に配置された後、および任意の所望の補助的医療手技を行った後、第一のキ
ャリアーピースは、後退させられて、中空作業部材５３６をインプラントデバイス５２２
の内部通路から切り離して、インプラントデバイス５２２をインプラントとして残しても
よい。図１９は、シリンジ５５０と接続された外科用ツール５００の第一のキャリアーピ
ース５３６を示す。
【００７７】
　ここで、図２０から図２５を参照する。瘻孔を形成すること、およびインプラントデバ
イスをインプラントすることを包含する、外科的手技のいくつかの追加的な例、ならびに
それらと使用するための外科用ツールのいくつかの例がここで記載される。
【００７８】
　図２０では、外科用ツールは、進入ツール６００の形態であって、涙丘１４２と半月襞
１４４との間の組織を通じて瘻孔を作製するプロセスにおいて示している。解剖部分の番
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号付けは、図１および図３と同じである。瘻孔は、眼窩中の結膜嚢と篩骨洞１２６との間
の組織を通じて形成される。瘻孔の経路は、図３に示されるように、一般的な瘻孔経路１
３２と一致している。進入ツール６００は、第一のピース６０２および第二のピース６０
４を備える。第一のピース６０２は、中空作業部材６０６とハブ６０８とを備える。第二
のピース６０４は、中空作業部材６０６の中空内部を通じて配置される中実作業部材（図
示せず）を備える。第一のピース６０２の中空作業部材６０６の遠位先端部分および第二
のピース６０４の中実作業部材の遠位先端部分は、組織を通じた挿入に適している形状を
有する遠位先端部６１０を形成して、瘻孔を結膜嚢から篩骨洞１２６へ形成する。第二の
ピース６０４は、手で操作可能なハンドル６１２を備える。ハブ６０８は、たとえばルア
ー接続を通じて、シリンジまたは他の流体操作デバイスとの接続のために構成され得る。
ハンドル６１２は、ハブ６０８に対して後退させられ、中空作業部材６０６の内部から中
実作業部材が取り出されて、第二のピース６０４が第一のピース６０２から切り離され得
る。図２０に示されるとおり、遠位先端部６１０は、涙丘１４２と半月襞１４４との間の
結膜嚢の位置から前進させられて、結膜嚢と篩骨洞１２６との間で瘻孔が形成された。示
したとおり、瘻孔は、涙丘１４２、小管１１２および鼻涙管１１６の後ろを通って、篩骨
洞１２６にアクセスする。進入ツール６００の第一のピース６０２は、中空作業部材６０
６が特定の距離を越えて組織を通って前進しないように妨げるカラーストップ６１４を備
える。第一のピース６０２および第二のピース６０４は、例えば、図１７のツールアセン
ブリ５２０の第一のキャリアーピース５３０および第二のピース５３２と実質的に同じで
あってもよいが、ここではカラーストップ６１４が追加されており、その上にインプラン
トデバイスは装着されていない。
【００７９】
　進入ツール６００を用いて、最初に篩骨洞１２６まで瘻孔を形成した後、次に、第二の
ピース６０４が、第一のピース６０２から切り離されて、ガイドワイヤが中空作業部材６
０６を通じる内部通路を通って挿入され得る。図２１は、第一のピース６０２を示してお
り、これは第二のピース６０４の切り離し後、ならびに第一のピース６０２を通じたガイ
ドワイヤ６２０の挿入後であって、篩骨洞１２６における第一のピース６０２の遠位端か
ら延びている。ガイドワイヤ６２０の挿入後、第一のピース６０２は、瘻孔から後退させ
られ、瘻孔から取り出されてもよく、瘻孔を通してガイドとして適所にガイドワイヤ６２
０を残す。図２２は、第一のピース６０２の取り出し後の瘻孔を通じて配置されたガイド
ワイヤ６２０を示す。ガイドワイヤ６２０はこの際、篩骨洞１２６内へ、瘻孔へおよび瘻
孔を通じて追加的ツールをガイドするために利用できる。
【００８０】
　ここで、図２３を参照する。ガイドワイヤ６２０は、インプラントツール６２４の形態
で外科用ツールをガイドするために用いられた。インプラントツール６２４は、中空作業
部材６２６と手で操作可能なハンドル６２８とを備える。インプラントツール６２４は、
ハンドル６２８および中空作業部材６２６を通る内部通路を備える。図２３に示されると
おり、ガイドワイヤ６２０は、インプラントツール６２４の内部通路内を通り抜けて、中
空作業部材６２６を瘻孔へ、かつ瘻孔を通じて、および篩骨洞１２６内へガイドした。イ
ンプラントツール６２４はまた、中空作業部材６２６上に装着されたインプラントデバイ
ス６３０を備える。図２３は、インプラントデバイス６３０の遠位端が結膜嚢へ開口する
瘻孔の近位端の近傍であるポイントまで前進したインプラントツール６２４を示す。この
位置から、インプラントデバイス６３０は、瘻孔内に前進させられてもよく、ここでイン
プラントデバイス６３０のヘッドは、結膜嚢中の結膜に隣接して位置しており、インプラ
ントデバイス６３０の遠位端は、篩骨洞６２６内に延びる。インプラントツール６２４は
、例えば、図１６における外科用ツール５００について示されるような設計のツールであ
ってもよく、ここでは、作業針５１８について中空針がある。インプラントツール６２４
のインプラントデバイス６３０は例えば、図４から図１９のいずれかに関して記載された
ような特徴を有する。引き続き、図２３を参照する。ツール６２４の中空作業部材６２６
は好ましくは、尖っていない先端部を備える。ハンドル６２８および中空作業部材６２６
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は、インプラントデバイス６３０のキャリアーを形成する。ハンドル６２８は格納されて
、中空作業部材６２６は、インプラントデバイスが瘻孔を通じたインプランテーションの
ために適切に位置決めされた後に、インプラントデバイス６３０から切り離され得る。図
２３に示されるようなインプラントツール６２４の構成のための代替法としては、インプ
ラントツール６２４は、他の流体操作デバイスのシリンジとの接続（例えば、ルアー接続
による）のためのハブを備えるように構成され得る。例えば、インプラントツール６２４
は、図２１に示される第一のピース６０２の構成と同様の方式のハブで、およびインプラ
ンテーションのために適切に装着されたインプラントデバイスで構成されてもよい。イン
プラントツール６２４の構成に対する別の変化形として、作業部材６２６は、カラースト
ップ（例えば、図２１に示されるような）または他の装着補助具と嵌合されてもよく、こ
れに対してインプラントデバイス６３０が配置されて、インプラントデバイス６３０の近
位端とハンドル６２８との間のある程度の追加的な距離が得られ得る。図２４は、インプ
ラントされた場合、およびインプラントツール６２８の中空作業部材６２６の切り離し後
のインプラントデバイス６３０を示す。インプラントされた場合、インプラントデバイス
６３０の近位端のヘッド６３２は、涙丘１４２と半月襞１４４との間の眼窩内の結膜嚢に
おける結膜に隣接して位置し、インプラントデバイス６３０の遠位端６３４は、副鼻腔６
２６に位置する。アンカー突起部６３６のいくつかは、瘻孔内に配置されて、組織を係合
して、インプラントデバイス６３０のアンカーを補助する。
【００８１】
　図２０から図２４を参照して記載される手技によって、進入ツール６００の作業部材６
０６が、より大きな直径の作業部材６２６を有して、インプラントデバイス６３０に適合
するために適切なサイズの瘻孔を形成することが可能になり、このインプラントデバイス
６３０が次に、瘻孔を形成するために用いられる作業部材６０６よりも小さな直径を有す
る場合が有利であり得る、作業部材６２６に対して担持されるインプラントデバイス６３
０を有するインプラントツール６２４を用いて別の工程でインプラントされる。代替法と
して、インプランテーションのため望ましいサイズまで瘻孔を拡張する中間段階は、進入
ツール６００での最初の瘻孔形成と、インプラントツール６２４を用いるインプラントデ
バイス６３０のインプラントとの間で行われ得る。図２５は、中空作業部材６４２と、手
で操作可能なハンドル６４４とを有する拡張ツール６４０の形態の外科用ツールを示す。
作業部材６４２は、拡張ツール６４０を通じて内部通路を通るガイドワイヤ６２０によっ
てガイドされ、瘻孔を通じて配置される。図２５に示されるように、作業部材６４２は、
作業部材６４２に結合されるストップカラー６４６が、瘻孔の近位端に隣接する結膜嚢に
おいて結膜組織を係合したポイントまで前進させられた。この代替的なインプランテーシ
ョンに関しては、拡張ツール６４０の中空作業部材６４２は、図２０および図２１に示さ
れる進入ツール６００の中空作業部材６０６よりも大きな直径を有する。従って、拡張ツ
ール６４０の中空作業部材６４２は、瘻孔を、インプラントデバイス６３０のさらに容易
な挿入に適合する望ましいサイズまでさらに広げる。示される拡張の中間工程は必要ない
が、これによって、瘻孔の最初の形成の間の、より小さな直径の作業部材６０６の使用が
可能になる。最初に瘻孔を形成するための作業部材６０６に関してさらに小さな直径を用
いることで、この手技を行う外科医にとって良好な可視性が提供され、および手技管理が
可能になる。作業部材６４２は好ましくは、尖っていない先端部を備えてもよい。
【００８２】
　長期間にわたって副鼻腔内の医療処置または医療手技の実施を可能にするために、ヒト
へ副鼻腔へのアクセスを提供するための方法では、外科的に形成された永続開存性の瘻孔
を、ヒトの涙器と副鼻腔との間で創出してもよい。外科的に形成されるとは、瘻孔が、外
科手術によって意図的に形成される組織を通じた人工的な通路であることを意味する。例
えば、瘻孔は、トロカール、スタイレット、針またはカニューレを用いて形成され得る。
この瘻孔は、図１６から図１９のいずれかを参照して記載されるような外科用ツールによ
って形成され得る。「永続開存」とは、瘻孔が、長期間にわたって自然な組織修復機構に
よって閉鎖することに耐性を有し、かつ開口（開存）を保持して、長期間にわたって副鼻
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腔へのアクセスを提供することを意味する。長期間とは、任意の所望の医療処置または医
療手技を、瘻孔を通じて行うために十分な任意の期間であり得る。長期間とは、例えば、
少なくとも７日、少なくとも１４日、少なくとも３０日、少なくとも１８０日、またはそ
れ以上であり得る。長期間とは、永続的であってもよい。
【００８３】
　瘻孔は、種々の技術によって長期間にわたって永続開存として維持され得る。瘻孔開存
性を維持するための１例として、インプラントデバイスを、瘻孔を通じて配置して、瘻孔
を閉鎖から防いでもよく、インプラントデバイスは、瘻孔を通じて副鼻腔内へのアクセス
を提供するための内部通路を備えてもよい。副鼻腔へのアクセスがもはや必要ない場合、
インプラントデバイスを取り出し、組織を修復させて、瘻孔を閉鎖してもよい。このイン
プラントデバイスは、例えば、図４から図１９のいずれかに関して記載されるような構成
を有してもよいし、または異なる構成を有してもよい。瘻孔の開存性を維持するめの別の
例としては、瘻孔は、比較的大きな直径で、好ましくはスパッと切れた切り口で最初に形
成され得る。大きくスパッと切れた穴には、自然に開存性を保持する傾向があり、少なく
とも十分な期間、修復しない。瘻孔の比較的大きな直径は、例えば、上記のように、少な
くとも２ミリメートル以上であってもよい。瘻孔がこのような大きな直径で形成される場
合、瘻孔は好ましくは、鼻涙管のある位置で形成される。瘻孔開存性を維持するための別
の例としては、瘻孔が形成された後、瘻孔に隣接する組織は、瘻孔を閉鎖する組織修復に
対して機械的な妨害を形成するように機械的に処置され得る。機械的な処置とは、例えば
、瘻孔に隣接する組織を縫合する工程、または瘻孔に隣接する組織をステープルして、瘻
孔を閉鎖する組織修復を阻害するような方式で、組織を機械的に保持する工程を包含し得
る。瘻孔開存性を維持するための別の例としては、瘻孔に隣接する組織は、例えば、抗肉
芽形成剤または抗瘢痕化剤（例えば、ステロイド、マイトマイシンＣ）での処置のような
、天然の組織修復および瘻孔の閉鎖を阻害するために有効な物質（例えば、薬物）で処置
されてもよい。
【００８４】
　種々の医療処置および医療手技を、瘻孔が永続開存していようがいまいが、涙器と副鼻
腔との間で形成される瘻孔を通じて行ってもよい。１つ以上の医療デバイスが、瘻孔を通
じて副鼻腔内に挿入され得る。例えば、中空作業部材（例えば、中空針、カニューレ）は
、瘻孔を通じて副鼻腔内に挿入されて、これによって副鼻腔からの治療処方物（例えば、
薬物処方物、洗浄流体）の流体の吸引、または副鼻腔への治療処方物の注入が可能になり
得る。別の例としては、治療処方物（例えば、薬物処方物、洗浄流体）が、瘻孔を通じて
、涙器系からの自然な流れによって副鼻腔内へ伝達され得る。治療処方物は、瘻孔を通じ
て、涙器から、および副鼻腔内へ自然に流れるように、眼の近傍に（例えば、点眼剤とし
て）投与され得る。瘻孔は、永続開存性の瘻孔であってもよいが、そうである必要はない
。例えば、医療デバイスの導管は、涙器から組織を通じておよび副鼻腔内へ挿入され、流
体は、導管を通じて吸引されてもよいし、または導管から注入されてもよく、次いで、こ
の導管が取り出されて、導管の挿入によって形成される瘻孔が迅速に修復することが可能
になり得る。このような導管は、例えば、皮下注射針であっても、またはカニューレ（例
えば、シリンジ、点滴システム、または他の流体注入／吸引システムに接続される）であ
ってもよい。瘻孔は、針またはカニューレを含む部材の挿入によって形成されてもよく、
導管の除去後に自然に修復して、急速に閉鎖し得る。例えば、瘻孔は、皮下注射針の挿入
によって形成されてもよく、流体は、皮下注射針を通じて注入または吸引されてもよく、
そして皮下注射針は、瘻孔が修復することを可能にするために取り除かれてもよい。別の
例としては、瘻孔は、トロカール／カニューレの組立によって形成されてもよく、次いで
トロカールが取り除かれてもよく、カニューレ（例えば、流体注入または吸引）を通じて
医療手技が行われ、次いでカニューレが取り除かれて、瘻孔が修復することが可能にされ
てもよい。別の例としては、瘻孔は、切断カニューレ、カニューレを通じて行われる医療
手技（例えば、流体注入または吸引）によって形成されてもよく、次いでカニューレが取
り除かれて、瘻孔が修復されることが可能にされてもよい。
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【００８５】
　外科的に作製された、永続開存性の瘻孔は、副鼻腔に対して涙液（涙）を伝達するため
に配置されることが有利である場合がある。涙器からの涙液は、副鼻腔内へ流れ出すこと
が可能にされ得る。好ましいインプランテーションでは、外科的に創出された、永続開存
性の瘻孔は、眼窩または鼻涙管のいずれかから、篩骨洞または上顎洞のいずれかに対して
のものであって、眼窩からの瘻孔経路であることがさらに好ましい。
【００８６】
　本発明の前述の考察およびその異なる側面は、例示および説明の目的のために示した。
前述の内容は、本明細書に具体的に開示される形態（１または複数）にのみ本発明を限定
する意図ではない。結果として、上の技術と対応する変更および改変、ならびに関連の分
野の技術または知識は、本発明の範囲内である。本明細書において上記した実施形態はさ
らに、本発明を行うために公知のベストモードを説明して、他の当業者が本発明を利用す
ることを、このようなまたは他の実施形態において、および本発明の特定の適用または用
途によって必要とされる種々の改変によってできるようにする意図である。添付の特許請
求の範囲は、先行技術によって可能になる程度まで別の実施形態を含むものと解釈される
ものとする。本発明の詳細な説明は、１つ以上の可能な実施態様ならびに特定の変更およ
び改変の詳細な説明を含んだが、他の変更および改変は、本発明の範囲内であり、例えば
、同様に、本開示を理解した後では、当該分野の技術および当業者の知識の範囲内であり
得る。特許請求された範囲に対して、代替の、交換可能な、および／または等価な構造、
機能、範囲または工程を含んで、可能な程度まで別の実施形態を含む権利を、このような
代替の、交換可能な、および／または等価な構造、機能、範囲または工程が本明細書に開
示されるか否かにかかわらず、ならびに任意の特許可能な主題を公的に捧げる意図はなし
に、得るものとする。さらに、任意の開示された実施態様に関して記載または特許請求さ
れる任意の特徴は、任意の他の実施態様（１または複数）の１つ以上の任意の他の特徴と
の任意の組み合わせで、その特徴が技術的に必ずしも不適合ではない程度まで、組み合わ
されてもよく、全てのこのような組み合わせが本発明の範囲内である。
【００８７】
　「含んでいる」、「含有している」、「包含している」および「有している」という用
語ならびにこれらの用語の文法上の変化形は、このような用語の使用が、いくつかの条件
または特徴の存在を示すが、任意の他の条件または特徴の存在を排除するものではないと
いう点で、包括的であり、非限定的であるものとする。「含んでいる」、「含有している
」、「包含している」および「有している」という用語、ならびにこれらの用語の文法上
の変化形の使用は、１つ以上の構成要素、下位構成要素または材料の存在について述べる
場合、また、この「含んでいる」、「含有している」、「包含している」または「有して
いる」という用語（またはこのような用語の変化形）が場合によっては、「本質的に～か
らなる」または「～からなる」または「～のみからなる」という任意の狭義の用語（また
はこのような狭義の用語の適切な文法的変化）によって置き換えられる、さらに具体的な
実施形態を包含し、かつ開示するものとする。例えば、言及した要素（１または複数）を
何物かが「含む」と言うことはまた、言及された要素（１または複数）「から本質的にな
る」もの、および言及された要素（１または複数）「からなる」ものの、さらに具体的な
狭義の実施形態を包含しかつ開示するものでもある。種々の特徴の例は、例示の目的のた
めに提供され、「例」、「例えば」などの用語は、限定されておらず、任意の特定の例に
対して特徴（１または複数）を限定すると受け取られるべきでもなく、解釈されるべきで
もない、例示的な実施例を示す。「少なくとも」という用語の後に数が続けば（例えば、
「少なくとも１つ」）、その数またはその数よりも大きな数を意味する。「少なくとも一
部分」という用語は、全てまたは全体未満の一部分を意味する。「少なくとも一部」とい
う用語は、全てまたは全体未満の一部を意味する。
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