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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　体腔のプローブ検査及び治療のためのシステムであって、
　長手方向軸に沿って延びる可撓性管路であって、近位端および遠位端を有する可撓性管
路と、
　前記可撓性管路に沿って位置決めされた少なくとも１つの送達導波路および少なくとも
１つの収集導波路であって、約７５０～２５００ナノメートルの範囲内の波長で放射を伝
送するように構成されて配置された少なくとも１つの送達導波路および少なくとも１つの
収集導波路と、
　前記管路の一部分の周りに配設された内腔拡張膨張可能バルーンと、
　前記可撓性管路の周りに配設された光学要素と、
を備え、前記少なくとも１つの送達導波路の伝送出力端と前記少なくとも１つの収集導波
路の伝送入力端とが、前記バルーンの近傍に配置され、前記少なくとも１つの送達導波路
の伝送出力端と、前記少なくとも１つの収集導波路の伝送入力端とは、あらかじめ定めら
れた間隔を開けて配置されており、前記少なくとも１つの収集導波路は前記体腔の壁から
反射された光学的な放射を受け取るように配設されており、
　前記光学要素が、前記放射が前記少なくとも１つの送達導波路の長手方向軸に対して横
向きの方向に放出されるように、前記少なくとも１つの送達導波路の前記長手方向軸に沿
って伝送される放射の方向を変えるために、前記可撓性管路の前記長手方向軸に対して鋭
角をなす複数のファセットのアレイを含む
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ことを特徴とするシステム。
【請求項２】
　請求項１に記載のシステムであって、前記少なくとも１つの送達導波路が、２つ、３つ
、または４つの送達導波路を備え、前記少なくとも１つの収集導波路が、２つ、３つ、ま
たは４つの収集導波路を備えることを特徴とするシステム。
【請求項３】
　請求項１に記載のシステムであって、前記少なくとも１つの送達導波路は第１及び第２
の送達導波路を備え、前記少なくとも１つの収集導波路は第１及び第２の収集導波路を備
え、前記第１の送達導波路の伝送出力端と第２の送達導波路の伝送出力端とは、前記可撓
性管路に関して互いに円周方向について反対側に配置されており、前記第１の収集導波路
の伝送入力端と第２の収集導波路の伝送入力端とは、前記可撓性管路に関して互いに円周
方向について反対側に配置されていることにより、前記体腔の内壁の３６０度部分を規定
する区域が前記バルーンを通して前記放射により照明され、前記内壁の前記区域で反射さ
れた放射が前記バルーンを通して受け取られる、ことを特徴とするシステム。
【請求項４】
　請求項１に記載のシステムであって、前記少なくとも１つの送達導波路の前記伝送出力
端と、前記少なくとも１つの収集導波路の前記伝送入力端とは、前記バルーンの内部に配
置されていることを特徴とするシステム。
【請求項５】
　請求項１に記載のシステムであって、前記少なくとも１つの収集導波路の前記伝送出力
端が分光計に接続され、前記分光計は、約７５０～２５００ナノメートルの範囲内の波長
で放射を走査して分光法を実施するように構成されて配置されていることを特徴とするシ
ステム。
【請求項６】
　請求項５に記載のシステムであって、前記分光計が、拡散反射分光法を実施するように
構成されることを特徴とするシステム。
【請求項７】
　請求項５に記載のシステムであって、前記分光計が、約１１００～１３８５ナノメート
ルの波長範囲、及び約１６５０～１８５０ナノメートルの波長範囲から選択された範囲で
放射を走査して分光法を実施するように構成されて配置されることを特徴とするシステム
。
【請求項８】
　請求項１に記載のシステムであって、前記１つ以上の波長範囲を使用する走査が、１つ
以上の離散的な波長を使用する走査を含むことを特徴とするシステム。
【請求項９】
　請求項１に記載のシステムであって、さらに、前記システムによって収集されたデータ
の分析をさらに制御するために、前記少なくとも１つの送達導波路の伝送入力端に接続さ
れた、前記少なくとも１つの送達導波路に放射を伝達するための少なくとも１つの放射源
、の作動および非作動の制御を自動化するようにプログラムされた制御装置を備えること
を特徴とするシステム。
【請求項１０】
　請求項９に記載のシステムであって、前記制御装置が、化学成分の存在、組織形態学的
構造、水含有量、血液含有量、温度、ｐＨ、および色の少なくとも１つを含む、対象組織
の１つ以上の特性を識別するようにプログラムされることを特徴とするシステム。
【請求項１１】
　請求項９に記載のシステムであって、前記制御装置は、前記バルーンの拡張の体積を測
定するようにプログラムされていることを特徴とするシステム。
【請求項１２】
　請求項９に記載のシステムであって、さらに、前記少なくとも１つの放射源と前記少な
くとも１つの送達導波路との間に結合されたスイッチであって、前記少なくとも１つの送
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達導波路に対して前記少なくとも１つの放射源を選択的に適用するスイッチを備えること
を特徴とするシステム。
【請求項１３】
　請求項１に記載のシステムであって、前記可撓性管路と、前記少なくとも１つの送達導
波路と、前記少なくとも１つの収集導波路と、前記バルーンとを含むカテーテルの最大外
径が、前記バルーンが膨張していないときに約１．５ミリメートル未満であることを特徴
とするシステム。
【請求項１４】
　請求項１に記載のシステムであって、前記少なくとも１つの送達導波路の伝送出力端及
び前記少なくとも１つの収集導波路の伝送入力端が前記バルーンの外側に取り付けられて
いることを特徴とするシステム。
【請求項１５】
　請求項１に記載のシステムであって、前記少なくとも１つの送達導波路の伝送出力端と
前記少なくとも１つの収集導波路の伝送入力端とが、前記バルーンの内面に取り付けられ
ることを特徴とするシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、内腔の分析および治療のためのシステムおよび方法を対象とする
。より詳細には、本発明は、血管内病理の血管形成術を行うために使用されるバルーンカ
テーテル、およびそのようなバルーンカテーテルを使用する治療の方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本出願は、２００５年９月３０日出願の米国仮特許出願第６０／７２２７５３号、２０
０６年１月２４日出願の米国仮特許出願第６０／７６１６４９号、２００６年８月７日出
願の米国仮特許出願第６０／８２１６２３号、２００６年８月２９日出願の米国仮特許出
願第６０／８２３８１２号、および２００６年９月８日出願の米国仮特許出願第６０／８
２４９１５号の利益を主張するものであり、各仮特許出願の内容を本願に引用して援用す
る。
【０００３】
　医学における低侵襲性処置の継続的な拡大に伴って、近年脚光を浴びている１つの処置
は、経皮経管的血管形成術、すなわち「ＰＴＡ」である。この処置の最も普及している使
用法は、冠動脈におけるものであり、これは、より具体的には経皮経管的冠動脈血管形成
術、すなわち「ＰＴＣＡ」と呼ばれている。これらの処置は、膨張管腔を有する可撓性カ
テーテルを利用して、カテーテルの遠位端にあるバルーンを比較的高い圧力の下で拡張し
、狭窄病理を拡張する。
【０００４】
　ＰＴＡおよびＰＴＣＡ処置は、現在、ステントとして知られている拡張可能な管状構造
に関連して一般に使用されており、血管形成術用バルーンは、しばしば、内腔の内部でス
テントを拡張して永久的に配置するために使用される。ステントと共に利用される血管形
成術用バルーンは、ステント送達（デリバリ）システムと呼ばれる。従来のステントは、
ほとんどのタイプの病理において開存性を保ち、また他の短期（ニアターム:near-term）
血管内イベントを減少する点で、血管形成術のみよりも効果的であることが示されている
。しかし、従来のステントに伴う危険性は、ステントを取り囲む組織の成長によるステン
トの有効性の減少であり、組織の成長は、しばしば再狭窄と呼ばれる内腔の狭窄を再びも
たらすことがある。近年、しばしばポリマーと組み合わせて製薬剤で被覆された新たなス
テントが導入されており、再狭窄の割合を大幅に減少することが示されている。これらの
被覆されたステントは、一般に薬物溶出ステントと呼ばれるが、いくつかの被覆されたス
テントは、能動的な製薬剤ではなく受動的なコーティングを有する。
【０００５】
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　ＰＴＡおよびＰＴＣＡに関するこれらの先進の技術の出現と共に、再狭窄または血栓症
など他の急性イベントに寄与する血管内病理での病態生理学的または形態学的因子に関す
る、公開されているかなりの量の臨床および病理学文献がある。これらの特徴は、プラー
ク内部でのコラーゲン含有量と、脂質含有量と、カルシウム含有量と、可燃性因子と、こ
れらの特徴の相対的な位置付けとを含むが、それらには限定されない。可視および／また
は近赤外分光法（すなわち約２５０～２５００ｎｍの間の範囲にある波長にわたる）の使
用によって上述の因子を識別する見込みを示すいくつかの研究が提供されており、カッセ
ルスＩＩＩ（Ｃａｓｓｃｅｌｌｓ，ＩＩＩ）等による米国公開特許第２００４／０１１１
０１６Ａ１号、マーシク－ゲールツ（Ｍａｒｓｈｉｋ－Ｇｅｕｒｔｓ）等による米国公開
特許第２００４／００７７９５０Ａ１号、キットレル（Ｋｉｔｔｒｅｌｌ）等による米国
特許第５３０４１７３号、およびリチャーズ－コルトゥム（Ｒｉｃｈａｒｄｓ－Ｋｏｒｔ
ｕｍ）等による米国特許第６０９５９８２号で言及される研究を含み、各特許文献の内容
を本願に引用して援用する。しかし、ＰＴＡまたはＰＴＣＡ処置において診断と治療とを
組み合わせるためにこの分光データを利用する非常に安全で商業的に実現可能な応用例は
、あったとしても非常に少ない。
【０００６】
　残念ながら、ＰＴＡまたはＰＴＣＡと関連付けられる最も一般的な診断処置は、蛍光透
視法による血管形成術である。このＸ線技術は、内腔内部の血流の画像を供給するだけで
あり、それにより狭窄を識別するが、プラークの血管内の壁に関する情報は提供しない。
患者の生命にかかわる脆弱なプラークなど、非狭窄領域またはわずかな狭窄の領域にある
いくつかの重要な疾患がしばしば見過ごされる。血管内超音波など他の技術は、高価な追
加のカテーテル、および場合によっては危険な追加の処置を必要とし、これは、効果より
も害をもたらす可能性があり、やはりプラークに関する有益な十分な情報を提供しない。
現在、患者に関する妥当なリスクプロファイルを提示する内腔壁に関するこの有用な情報
を、正確で、費用対効果が高く、かつ効率的な方法で医師が得るための選択肢はない。
【０００７】
　従来のバルーンカテーテルは、いくつかの欠点があり、内腔拡張部位での内腔壁の病態
生理学的または形態学的特徴の分析以外の目的のために使用される。血管形成術用カテー
テル内部での光ファイバの従来の使用によって、可視化などの機能を行うことはできるが
、光学的分析は得られない。したがって、従来のバルーンカテーテルは、血管内の壁の表
面を越えて何らかの情報を収集することはできない。カテーテルの光学的分析窓の近位で
血流を妨げるために低圧バルーンカテーテルが利用可能であるが、内腔拡張は行われず、
バルーン自体の内部で分析を行うことはできない。他のシステムは、バルーンカテーテル
と血管内の壁との間の血液経路を、傷つけずにできるだけ小さくするために、バルーンカ
テーテル内部での光フィードバックの使用をサポートする。しかし、これらのシステムで
も同様に、内腔壁の完全な光学的分析を行うことはできない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本明細書で説明するシステムおよび方法は、内腔拡張処置を行う医師に、処置時間また
はコストの大幅な増加を何ら伴わずに、かつ患者に対する追加の危険性をほとんどまたは
全く伴わずに、内腔壁に関する非常に有用な情報を提供する。内腔壁の照明と、得られる
光信号の収集とを最適な形で容易にするために、遠位光ファイバ構成のいくつかの実装形
態が含まれる。また、これらの実装形態は、使い捨ての医療デバイスに必要とされる量産
性および比較的低コストでの生産を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の態様によれば、内腔拡張と内腔壁の光学的分析との両方を行うシステムおよび
方法が提供される。一実施形態では、装置は、拡張を受ける内腔を取り囲む組織の光学的
分析を行うために、１つ以上の送達導波路と１つ以上の収集導波路とを有する内腔拡張バ
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ルーンカテーテルを備える。この方法では、光放射の送達および収集は、カテーテル自体
のバルーン内部で行われる。内腔拡張バルーンを十分に膨張させて、拡張された内腔壁へ
の光経路を比較的妨げないようにしているときに光学的分析を行うことが好ましい。内腔
拡張処置および光学的分析を行う際、コンピュータを利用して、光信号を分析して、内腔
壁に関する病態生理学的または形態学的情報を提供し、それにより適切な追加の治療に導
くことができる。
【００１０】
　一実施形態では、プラーク（plaque）の光学的分析は、ＰＴＡまたはＰＴＣＡ処置中に
血管形成術のために利用されるのと同じカテーテルの内部で行われる。この光学的分析は
、ラマン分光法、赤外分光法、蛍光分光法、光コヒーレンス反射測定法、光コヒーレンス
トモグラフィ、しかし最も好ましくは拡散反射近赤外分光法を含むことができるが、それ
らには限定されない。この実施形態は、大きな追加のコスト、危険性、または医師の作業
を何ら伴わずに、血管形成術処置中のプラークの光学的分析、したがって病態生理学的ま
たは形態学的特徴の診断を提供する。この情報を入手することで、医師は、場合により、
様々な投薬量または薬剤を有する薬物溶出ステントの選択肢から選択を行うことができ、
あるいはさらに、指示される場合には、薬物を有さないステントを選択することもできる
。患者が１回来院する間に複数回の血管形成術を実施することによって、医師は、患者の
血管系の大まかな状態に関してより多くを知ることができ、これによって、体系的な療法
に導くことができる。生体吸収性ステントなど新たに出現している技術は、本発明の実施
形態によって、適正な病理タイプにおいて最適に使用できるようにすることができる。
【００１１】
　内腔拡張バルーンを通した照明および内腔壁の光信号の収集の光学的方法および設計を
含む他の利点および新規の特徴は、本明細書の様々な実施形態の詳細な説明において説明
する。
【００１２】
　一態様では、体腔の内部に配置するためのカテーテルが、長手方向軸に沿って延びる可
撓性管路であって、近位端および遠位端を有する可撓性管路と、可撓性管路に沿って位置
決めされた少なくとも１つの送達導波路および少なくとも１つの収集導波路であって、約
２５０～２５００ナノメートルの範囲内の波長で放射を伝送するように構成されて配置さ
れた少なくとも１つの送達導波路および少なくとも１つの収集導波路と、管路の一部分の
周りに配設された内腔拡張膨張可能バルーンとを備え、少なくとも１つの送達導波路の伝
送出力端と少なくとも１つの収集導波路の伝送入力端とが、バルーン内部に配置される。
【００１３】
　一実施形態では、内腔拡張バルーンが、血管形成術用バルーンを備えることができる。
【００１４】
　別の実施形態では、少なくとも１つの送達導波路の伝送出力端と少なくとも１つの収集
導波路の伝送入力端とが、可撓性管路に隣接して維持される。
【００１５】
　別の実施形態では、カテーテルが、さらに、少なくとも１つの送達導波路の伝送出力端
と少なくとも１つの収集導波路の伝送入力端とを可撓性管路に隣接して維持する、管路の
周りに配設されたファイバホルダを備える。
【００１６】
　別の実施形態では、ファイバホルダが、管路に取り付けられるときに管路の長手方向軸
と実質的に位置合わせされる複数の穴を有する少なくとも１つのホルダ本体を備え、少な
くとも１つの送達導波路と少なくとも１つの収集導波路とが、それら穴においてファイバ
ホルダに固定される。
【００１７】
　別の実施形態では、ファイバホルダが、表面に複数の溝を有する少なくとも１つのホル
ダ本体を備え、少なくとも１つの送達導波路と少なくとも１つの収集導波路とが、それら
溝においてファイバホルダに固定される。
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【００１８】
　別の実施形態では、複数の溝が、螺旋状に配列される。
【００１９】
　別の実施形態では、複数の溝が、ファイバホルダが管路に取り付けられるときに、管路
の長手方向軸と実質的に位置合わせされる。
【００２０】
　別の実施形態では、ファイバホルダが、少なくとも１つの送達導波路の伝送出力端と少
なくとも１つの収集導波路の伝送入力端とが管路の第１の長手方向位置と第２の長手方向
位置との間で並進可能であるように、可撓性管路の長手方向軸に関して長手方向に並進可
能である。
【００２１】
　別の実施形態では、ファイバホルダが、少なくとも１つの送達導波路の伝送出力端と少
なくとも１つの収集導波路の伝送入力端とを管路の周りで回転させることができるように
、可撓性管路の長手方向軸の周りで回転可能である。
【００２２】
　別の実施形態では、少なくとも１つの送達導波路の伝送出力端と少なくとも１つの収集
導波路の伝送入力端とが、所定の深さの組織から放出される放射(radiation)を内腔拡張
膨張可能バルーンから伝送出力端を通して収集するのを容易にするために、所定の距離だ
け間隔を空けられる。
【００２３】
　別の実施形態では、少なくとも１つの送達導波路が、少なくとも１つの送達光ファイバ
を備え、少なくとも１つの収集導波路が、少なくとも１つの収集光ファイバを備える。
【００２４】
　別の実施形態では、少なくとも１つの送達光ファイバが、テーパ付き端部を有し、その
テーパ付き端部が、放射がファイバの長手方向軸に対して横向きの方向に放出されるよう
に、送達光ファイバの長手方向軸に沿って伝送される放射の経路の方向を変えるための反
射面として機能する。
【００２５】
　別の実施形態では、少なくとも１つの収集光ファイバが、テーパ付き端部を有し、その
テーパ付き端部が、放射が収集光ファイバの長手方向軸に沿って伝送されるように、収集
光ファイバの伝送入力端に伝送される放射の経路の方向を変えるための反射面として機能
する。
【００２６】
　別の実施形態では、カテーテルが、さらに、可撓性管路の周りに配設された光学要素を
備え、その光学要素が、放射が少なくとも１つの送達導波路の長手方向軸に対して横向き
の方向に放出されるように、少なくとも１つの送達導波路の長手方向軸に沿って伝送され
る放射の方向を変えるために、可撓性管路の長手方向軸に対して鋭角に位置する複数のフ
ァセット(facet)のアレイを含む。
【００２７】
　別の実施形態では、カテーテルが、さらに、可撓性管路の周りに配設された光学要素を
備え、光学要素が、放射が収集導波路の長手方向軸に沿って伝送されるように、少なくと
も１つの収集導波路の伝送入力端に伝送される放射の方向を変えるために、可撓性管路の
長手方向軸に対して鋭角に位置する複数のファセットのアレイを含む。
【００２８】
　別の実施形態では、伝送入力端の領域内での少なくとも１つの収集導波路の遠位端が、
管路の長手方向軸の周りで螺旋経路に沿って位置する。
【００２９】
　別の実施形態では、伝送出力端の領域内での少なくとも１つの送達導波路の遠位端が、
管路の長手方向軸の周りで螺旋経路に沿って位置する。
【００３０】
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　別の実施形態では、少なくとも１つの送達導波路の伝送出力端と少なくとも１つの収集
導波路の伝送入力端とが、管路の長手方向軸に沿って長手方向で所定の距離だけ間隔を空
けられている。
【００３１】
　別の実施形態では、バルーンが、約２５０～２５００ナノメートルの範囲内の波長での
放射に対して実質的に透明であるポリマー材料を備える。
【００３２】
　別の実施形態では、ポリマー材料が、ナイロンおよびポリエチレンからなる材料の群か
ら選択される。
【００３３】
　別の実施形態では、少なくとも１つの送達導波路が複数の送達導波路を含み、少なくと
も１つの収集導波路が複数の収集導波路を含む。
【００３４】
　別の実施形態では、少なくとも１つの送達導波路が２つ、３つ、または４つの送達導波
路を含み、少なくとも１つの収集導波路が２つ、３つ、または４つの収集導波路を含む。
【００３５】
　別の実施形態では、バルーンが内腔の内部で膨張しているときに、複数の送達導波路の
複数の伝送出力端が、内腔の内壁を、バルーンを通して内壁の３６０度部分の周りで照明
するように構成され、複数の収集導波路の複数の伝送入力端が、バルーンを通して内壁の
照明された３６０度部分の周りで内腔の内壁から放射を受け取るように構成される。
【００３６】
　別の実施形態では、少なくとも１つの送達導波路が、第１および第２の送達導波路を備
え、少なくとも１つの収集導波路が、第１および第２の収集導波路を備え、第１および第
２の送達導波路の伝送出力端が、可撓性管路に関して互いに円周方向で反対側に位置決め
され、第１および第２の収集導波路の伝送入力端が、可撓性管路に関して互いに円周方向
で反対側に位置決めされ、それにより、内腔の内壁の３６０度部分の４つの象限を、バル
ーンを通した放射によって照明することができ、反射された放射を、内壁の４つの象限か
らバルーンを通して受け取ることができる。
【００３７】
　別の実施形態では、少なくとも１つの送達導波路の伝送出力端が、約２５０～２５００
ナノメートルの範囲内の波長での放射に対して実質的に透明であるカバー内部に封着され
た非クラッドファイバコアを備える。
【００３８】
　別の実施形態では、実質的に透明なカバーが、ある屈折率を有する材料を含む円筒形カ
プセルを備えて、入射放射を所定の方向に向けるように非クラッドファイバコアとカプセ
ル内の材料との界面を提供する。
【００３９】
　別の実施形態では、少なくとも１つの送達導波路の伝送出力端が、少なくとも１つの送
達導波路の長手方向軸に対して横向きの方向に放射を向けるように、散乱粒子群と反射終
端部材とを備える。
【００４０】
　別の実施形態では、バルーンが、可撓性管路の第１の長手方向位置と第２の長手方向位
置とで可撓性管路に封着される。
【００４１】
　別の実施形態では、バルーンが、バルーンの第１の部分にある管路の第１の長手方向位
置で管路に結合され、バルーンが、バルーンの第２の部分にある管路の第２の長手方向位
置で管路に結合され、少なくとも１つの送達導波路の伝送出力端と少なくとも１つの収集
導波路の伝送入力端とが、管路の第１および第２の長手方向位置の間でバルーン内部に配
置される。
【００４２】
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　別の実施形態では、カテーテルが、さらに、管路の遠位端で管路に結合されたガイドワ
イヤシースを備え、バルーンが、バルーンの第１の部分でガイドワイヤシースおよび管路
に結合され、バルーンが、バルーンの第２の部分でガイドワイヤシースに結合される。
【００４３】
　別の実施形態では、可撓性管路が、ガイドワイヤ管腔を含むコア管を備える。
【００４４】
　別の実施形態では、少なくとも１つの収集導波路と少なくとも１つの送達導波路とが、
コア管の長さの大部分に沿って、コア管の流体移送管腔の内部に配置される。
【００４５】
　別の実施形態では、少なくとも１つの収集導波路と少なくとも１つの送達導波路とが、
コア管の長さの大部分に沿って、コア管を取り囲むカテーテルシースの内部に位置決めさ
れる。
【００４６】
　別の実施形態では、少なくとも１つの送達導波路と少なくとも１つの収集導波路との少
なくとも一方が、グレーデッドインデックス光ファイバを備える。
【００４７】
　別の実施形態では、少なくとも１つの送達導波路と少なくとも１つの収集導波路との少
なくとも一方が、約０．２２～０．４の間の開口数を有する。
【００４８】
　別の実施形態では、少なくとも１つの送達導波路が、約９～１００マイクロメートルの
間のファイバコア直径を有するファイバを備える。
【００４９】
　別の実施形態では、少なくとも１つの収集導波路が、約５０～２００マイクロメートル
の間のファイバコア直径を有するファイバを備える。
【００５０】
　別の実施形態では、少なくとも１つの送達導波路が、約５０マイクロメートルのファイ
バコア直径を有するファイバを備え、少なくとも１つの収集導波路が、約１００マイクロ
メートルのファイバコア直径を有するファイバを備える。
【００５１】
　別の実施形態では、可撓性管路と、少なくとも１つの送達導波路と、少なくとも１つの
収集導波路と、バルーンとを含むカテーテルの最大外径が、バルーンが膨張していないと
きに約１．５ミリメートル未満である。
【００５２】
　別の態様では、体腔をプローブ検査して治療するためのシステムが、体腔内への挿入に
適した長手方向軸に沿って延びる可撓性管路であって、近位端および遠位端を有する管路
と、可撓性管路と一体化された少なくとも１つの送達導波路および少なくとも１つの収集
導波路と、少なくとも１つの送達導波路の伝送入力端に接続された少なくとも１つの放射
源であって、約２５０～２５００ナノメートルの範囲内の波長で放射を提供するように構
成されて配置された放射源と、少なくとも１つの収集導波路の伝送出力端に接続された少
なくとも１つの光検出器と、管路の一部分の周りに配設された内腔拡張膨張可能バルーン
とを備え、少なくとも１つの送達導波路の伝送出力端と少なくとも１つの収集導波路の伝
送入力端とが、バルーン内部に配置される。
【００５３】
　一実施形態では、少なくとも１つの収集導波路の伝送出力端が、分光計に接続され、分
光計が、約２５０ｎｍ～２５００ｎｍの範囲内の波長で放射を走査して分光法を実施する
ように構成されて配置される。
【００５４】
　別の実施形態では、分光計が、蛍光法、光散乱法、光コヒーレンス反射測定法、光コヒ
ーレンストモグラフィ、スペックル相関法、ラマン分光法、および拡散反射分光法からな
る分光方法の群から選択される分光法を実施するように構成される。
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【００５５】
　別の実施形態では、分光計が、約７５０ｎｍ～２５００ｎｍの範囲内の波長で放射を走
査して分光法を実施するように構成されて配置される。
【００５６】
　別の実施形態では、分光計が、１つ以上の波長範囲を使用して放射を走査して分光法を
実施するように構成されて配置される。
【００５７】
　別の実施形態では、１つ以上の波長範囲を使用するスキャンが、１つ以上の離散的な波
長を使用するスキャンを含む。
【００５８】
　別の実施形態では、システムが、さらに、システムによって収集されたデータの分析を
さらに制御するために、少なくとも１つの放射源および少なくとも１つの光検出器の作動
および非作動の制御を自動化するようにプログラムされた制御装置を備える。
【００５９】
　別の実施形態では、システムが、病院または外来部門を含む医療施設内で使用するよう
に構成されて配置される。
【００６０】
　別の実施形態では、制御装置が、分光法のデータおよび分析に関するフィードバックを
操作者に提供する人間対話型インターフェースを動作させるようにプログラムされ、イン
ターフェースが、リアルタイム診断に関する情報を提供する。
【００６１】
　別の実施形態では、制御装置が、化学成分の存在、組織形態学的構造、水含有量、血液
含有量、温度、ｐＨ、および色の少なくとも１つを含む、対象組織の１つ以上の特性を識
別するようにプログラムされる。
【００６２】
　別の実施形態では、制御装置が、組織特性と、カテーテルの要素および体腔内に人工的
に導入される他の要素を含む非関連アーティファクトとを区別するようにプログラムされ
る。
【００６３】
　別の実施形態では、人工的に導入される要素が、ステントと、ステントのコーティング
との少なくとも１つを含む。
【００６４】
　別の実施形態では、システムが、さらに、少なくとも１つの送達導波路への放射の適用
のために複数の放射源から選択する、少なくとも１つの放射源と少なくとも１つの送達導
波路との間に結合されたスイッチを備える。
【００６５】
　別の実施形態では、システムが、さらに、少なくとも１つの送達導波路に対して少なく
とも１つの放射源を選択的に適用する、少なくとも１つの放射源と少なくとも１つの送達
導波路との間に結合されたスイッチを備える。
【００６６】
　別の実施形態では、システムが、さらに、治療送達サブシステムを備える。
【００６７】
　別の実施形態では、治療送達サブシステムが、さらに、治療薬物および治療剤の少なく
とも１つを中に通して送達することができる、可撓性管路と関連付けられた管を備える。
【００６８】
　別の実施形態では、１つ以上の放射源が、膨張したときにバルーンの外側の位置で約２
０ミリワット未満の放射の出力を生成するように構成される。
【００６９】
　別の態様では、体腔の内部に配置するためのカテーテルが、長手方向軸に沿って延びる
可撓性管路であって、近位端および遠位端を有する可撓性管路と、可撓性管路に沿って位
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置決めされる少なくとも１つの送達導波路および少なくとも１つの収集導波路と、管路の
一部分の周りに配設された内腔拡張膨張可能バルーンとを備え、少なくとも１つの送達導
波路の伝送出力端と少なくとも１つの収集導波路の伝送入力端とが、バルーン内部に配置
され、可撓性管路と、少なくとも１つの送達導波路と、少なくとも１つの収集導波路と、
バルーンとを含むカテーテルの最大外径が、バルーンが膨張していないときに約１．５ミ
リメートル未満である。
【００７０】
　一実施形態では、少なくとも１つの送達導波路と少なくとも１つの収集導波路とが、約
２５０～２５００ナノメートルの範囲内の波長で放射を伝送するように構成されて配置さ
れる。
【００７１】
　別の実施形態では、少なくとも１つの送達導波路と少なくとも１つの収集導波路との少
なくとも一方が、グレーデッドインデックス光ファイバを備える。
【００７２】
　別の実施形態では、少なくとも１つの送達導波路と少なくとも１つの収集導波路との少
なくとも一方が、約０．２２～０．４の間の開口数を有する。
【００７３】
　別の実施形態では、少なくとも１つの送達導波路が、約９～１００マイクロメートルの
間のファイバコア直径を有するファイバを備える。
【００７４】
　別の実施形態では、少なくとも１つの収集導波路が、約５０～２００マイクロメートル
の間のファイバコア直径を有するファイバを備える。
【００７５】
　別の実施形態では、少なくとも１つの送達導波路が、約５０マイクロメートルのファイ
バコア直径を有するファイバを備え、少なくとも１つの収集導波路が、約１００マイクロ
メートルのファイバコア直径を有するファイバを備える。
【００７６】
　別の態様では、体腔の分析および治療を提供するための方法が、可撓性管路と、内腔拡
張バルーンと、少なくとも１つの送達導波路と、少なくとも１つの収集導波路とを含むカ
テーテルを体腔内に挿入するステップであって、少なくとも１つの送達導波路の伝送出力
端と少なくとも１つの収集導波路の伝送入力端とが、バルーン内部に配置されるステップ
と、治療または分析のために指定された体腔の指定領域内に管路を操作するステップと、
体腔の指定領域内でバルーンを拡張するステップと、約２５０～２５００ナノメートルの
範囲内の波長での放射を使用して、少なくとも１つの送達導波路の伝送出力端で供給され
る放射を体腔の指定領域に照射することによって、体腔の指定領域の分光分析を実行する
ステップであって、供給される放射が、バルーンを通過し、放射が、体腔の指定領域に入
射し、放射が、バルーンを通して、少なくとも１つの収集導波路の伝送入力端に戻される
ステップとを含む。
【００７７】
　一実施形態では、治療的にバルーンを拡張するステップが、体腔を拡張する。
【００７８】
　別の実施形態では、治療的に体腔を拡張するためにバルーンを拡張するステップが、指
定領域内で体腔を開拡する。
【００７９】
　別の実施形態では、分光分析を実行するステップが、バルーンが拡張される間に行われ
る。
【００８０】
　別の実施形態では、管路の挿入および操作と、バルーンの拡張とが、経皮経管的血管形
成術に従った手順に従う。
【００８１】
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　別の実施形態では、管路の挿入および操作と、バルーンの拡張とが、経皮経管的冠動脈
血管形成術に従った手順に従う。
【００８２】
　別の実施形態では、バルーンが、バルーンと周囲の内腔組織との間の血液の流れが実質
的に阻止されるように拡張される。
【００８３】
　別の実施形態では、分光分析が、血管内領域内部の周囲組織の１つ以上の病態生理学ま
たは形態学因子の特徴付けを含む。
【００８４】
　別の実施形態では、病態生理学または形態学因子が、血管内領域内部のプラークの存在
、体積、および位置決めを特徴付けることを含む。
【００８５】
　別の実施形態では、病態生理学または形態学因子が、さらに、プラーク内部でのコラー
ゲン含有量、脂質含有量、カルシウム含有量、可燃性、または病態生理学的状態の相対的
な位置付けの少なくとも１つを含むプラークの特性を含む。
【００８６】
　別の実施形態では、方法が、さらに、バルーンを拡張するときに指定領域に送達される
ように内腔拡張バルーンにステントを提供するステップを含む。
【００８７】
　別の実施形態では、分光分析を実行するステップが、さらに、少なくとも１つの収集導
波路を通して戻される放射に基づいて分析データを収集するステップと、指定領域内の対
象組織に関連付けられる収集された分析データと、バルーン、バルーン拡張媒体、ガイド
ワイヤ、ステント、およびステントに配置された人工材料の少なくとも１つを含むアーテ
ィファクトに関連付けられる分析データとを区別するステップとを含む。
【００８８】
　別の実施形態では、ステントに配置された人工材料と関連付けられる分析データが、ポ
リマーと関連付けられるデータを含む。
【００８９】
　別の実施形態では、ステントに配置された人工材料と関連付けられる分析データが、薬
物と関連付けられるデータを含む。
【００９０】
　別の実施形態では、方法が、さらに、分光分析を使用して、指定領域のための適切な治
療を決定するステップを含む。
【００９１】
　別の実施形態では、適切な治療を決定するステップが、挿入に最も適したステントのタ
イプを選択するステップを含む。
【００９２】
　別の実施形態では、挿入に最も適したステントのタイプを決定するステップが、ステン
トから溶出すべき薬物および投薬量を選択するステップを含む。
【００９３】
　別の実施形態では、分光分析を実行するステップが、バルーンが部分的に膨張している
間に行われる。
【００９４】
　別の実施形態では、バルーンが部分的に膨張している間に行われる分光分析が、損傷さ
れた組織の位置を計算するために使用される。
【００９５】
　別の実施形態では、損傷された組織の位置の計算が、バルーンの完全な膨張の前に、内
腔内での管路の位置をガイドするために使用される。
【００９６】
　別の実施形態では、方法が、さらに、分光分析を使用してバルーンの拡張のレベルを決
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定するステップを含む。
【００９７】
　別の実施形態では、分光分析が、内腔の壁の３６０度部分で実行される。
【００９８】
　別の実施形態では、分光分析を実行するステップが、少なくとも１つの送達導波路の個
々の送達導波路ごとに放射の送達を選択的に切り換えるステップを含む。
【００９９】
　別の実施形態では、選択的な切換えが、バルーンの円周の周りのあらかじめ定められた
象限を照射するために放射を分散する。
【０１００】
　別の実施形態では、選択的な切換えが、複数の放射源の選択的な操作を含む。
【０１０１】
　別の実施形態では、分光分析を実行するステップが、１つ以上の波長範囲にわたって選
択的に走査するステップを含む。
【０１０２】
　別の実施形態では、分光分析を実行するステップが、約７５０ｎｍ～２５００ｎｍの間
の１つ以上の波長範囲を使用して走査するステップを含む。
【０１０３】
　別の実施形態では、１つ以上の波長範囲が、約２５０～９３０ナノメートル、１１００
～１３８５ナノメートル、１６００～１８５０ナノメートル、および２１００～２５００
ナノメートルの範囲から選択される。
【０１０４】
　別の実施形態では、１つ以上の波長範囲にわたって選択的に走査するステップが、１つ
以上の離散的な波長を使用して走査するステップを含む。
【０１０５】
　別の実施形態では、バルーンを拡張するステップが、放射の散乱、歪、および偏向の影
響を実質的に最小限にする生体適合性流体を用いてバルーンを拡張するステップを含む。
【０１０６】
　別の実施形態では、生体適合性流体が、二酸化炭素、食塩水(saline)、酸化ジュウテリ
ウム、およびグリセリンからなる群から選択される少なくとも１つである。
【０１０７】
　別の実施形態では、生体適合性流体が、過飽和食塩水溶液を備える。
【０１０８】
　別の実施形態では、分光分析を実行するステップが、さらに、少なくとも１つの収集導
波路を通して受け取られる放射に基づいて分析データを収集するステップを含む。
【０１０９】
　別の実施形態では、分析データを収集するステップが、約１秒未満の時間内に行われる
。
【０１１０】
　別の実施形態では、方法が、さらに、収集された分析データを分析するステップを含む
。
【０１１１】
　別の実施形態では、分光分析中に内腔拡張バルーンから放出されるパワーの量が、約２
０ミリワット未満である。
【０１１２】
　別の態様では、体腔の内部に配置するためのカテーテルを形成する方法が、体腔内への
挿入に適した長手方向軸に沿って延びる可撓性管路を提供するステップであって、可撓性
管路が、近位端および遠位端を有するステップと、可撓性管路に沿って少なくとも１つの
送達導波路および少なくとも１つの収集導波路を提供するステップであって、少なくとも
１つの送達導波路と少なくとも１つの収集導波路とが、約２５０～２５００ナノメートル
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の範囲内の波長で放射を伝送するように構成されて配置されるステップと、少なくとも１
つの送達導波路の伝送出力端と少なくとも１つの収集導波路の伝送入力端とがバルーン内
部に配置されるように、管路の一部分の周りに内腔拡張膨張可能バルーンを提供するステ
ップとを含む。
【０１１３】
　一実施形態では、方法が、さらに、外側ジャケットの導波路の端部分を剥離すること、
導波路の非剥離部分を固定すること、螺旋状に配置すべき導波路の端部分に、端部分を可
鍛性(展性)にするのに十分な熱源を適用すること、およびコアセグメントの周りで導波路
を回転するため、および導波路の固定された非剥離部分の方向に導波路の端部分を長手方
向で並進するために力を加えることによって、少なくとも１つの送達導波路と少なくとも
１つの収集導波路の遠位部分とを螺旋配置で形成するステップを含む。
【０１１４】
　別の実施形態では、導波路が、導波路の端部を回転させて長手方向に並進させるために
力を所定の方法で加えることによって、所定の角度で螺旋状に配置される。
【０１１５】
　別の実施形態では、導波路の非剥離部分を固定するステップが、コアセグメントの周り
に配設された少なくとも１つの係止部材を使用して行われ、回転および並進のための力が
、コアセグメントの周りに配設された回転運動および並進運動可能な部材を用いて加えら
れる。
【０１１６】
　別の実施形態では、導波路の端部分が、約２マイクロメートル～２ミリメートルの範囲
の距離だけ並進され、一方、導波路の端部分が、コアセグメントの周りで約３０～３６０
度回転される。
【０１１７】
　別の実施形態では、熱源が、約１６００℃で熱を提供する。
【０１１８】
　別の実施形態では、バルーンが、管路にレーザ溶接される。
【０１１９】
　別の実施形態では、方法が、さらに、少なくとも１つの送達導波路と少なくとも１つの
収集導波路とを可撓性管路に隣接して維持するための導波路ホルダを提供するステップを
含む。
【０１２０】
　別の実施形態では、少なくとも１つの送達導波路と少なくとも１つの収集導波路とが、
前記少なくとも１つの送達導波路と少なくとも１つの収集導波路とを可撓性管路に沿って
提供する前に、前記導波路ホルダと組み立てられる。
【０１２１】
　別の実施形態では、方法が、さらに、導波路ホルダとの組立て後に、前記少なくとも１
つの送達導波路の伝送出力端を整形するステップを含む。
【０１２２】
　別の実施形態では、方法が、さらに、前記導波路ホルダとの組立て後に、前記少なくと
も１つの収集導波路の伝送入力端を整形するステップを含む。
【０１２３】
　別の実施形態では、少なくとも１つの送達導波路および少なくとも１つの収集導波路を
保持するための導波路ホルダが、複数の穴を有するホルダ本体を備える。
【０１２４】
　別の実施形態では、方法が、さらに、複数の穴を可撓性管路の長手方向軸と位置合わせ
して固定するステップを含む。
【０１２５】
　別の実施形態では、方法が、さらに、対応して、複数の穴を１つ以上の反射面と位置合
わせして固定するステップを含む。
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【０１２６】
　別の実施形態では、前記１つ以上の反射面が、多面反射要素の一部として、可撓性管路
の周りで半径方向に配設される。
【０１２７】
　別の実施形態では、前記１つ以上の反射面が、可撓性管路の長手方向軸と位置合わせさ
れた円錐形状反射要素を備える。
【０１２８】
　別の実施形態では、少なくとも１つの送達導波路と少なくとも１つの収集導波路とを保
持するための導波路ホルダが、可撓性管路の周りで半径方向に配設された複数の溝を有す
るホルダ本体を備える。
【０１２９】
　別の態様では、体腔の内部に配置するためのカテーテルが、長手方向軸に沿って延びる
可撓性管路であって、近位端および遠位端を有する可撓性管路と、可撓性管路に沿って位
置決めされた少なくとも１つの送達導波路および少なくとも１つの収集導波路であって、
約２５０～２５００ナノメートルの範囲内の波長で放射を伝送するように構成されて配置
された少なくとも１つの送達導波路および少なくとも１つの収集導波路と、管路の一部分
の周りに配設された内腔拡張膨張可能バルーンとを備え、少なくとも１つの送達導波路の
伝送出力端と少なくとも１つの収集導波路の伝送入力端とが、バルーンの外面に沿って位
置決めされる。
【０１３０】
　一実施形態では、カテーテルが、さらに、少なくとも１つの送達導波路と少なくとも１
つの収集導波路との本体部分を可撓性管路に結合するリングを備える。
【０１３１】
　別の実施形態では、少なくとも１つの送達導波路の伝送出力端と少なくとも１つの収集
導波路の伝送入力端とが、バルーンの外面に取り付けられる。
【０１３２】
　別の態様では、体腔の内部に配置するためのカテーテルが、長手方向軸に沿って延びる
可撓性管路であって、近位端および遠位端を有する可撓性管路と、可撓性管路に沿って位
置決めされた少なくとも１つの送達導波路および少なくとも１つの収集導波路であって、
約２５０～２５００ナノメートルの範囲内の波長で放射を伝送するように構成されて配置
された少なくとも１つの送達導波路および少なくとも１つの収集導波路と、管路の一部分
の周りに配設された内腔拡張膨張可能バルーンとを備え、少なくとも１つの送達導波路の
伝送出力端と少なくとも１つの収集導波路の伝送入力端とが、バルーンの内面に取り付け
られる。
【０１３３】
　一実施形態では、カテーテルが、さらに、少なくとも１つの送達導波路と少なくとも１
つの収集導波路との本体部分を可撓性管路に結合するリングを備える。
【０１３４】
　本発明の前述および他の目的、特徴、および利点は、添付図面に例示される本発明の好
ましい実施形態のより詳細な説明から明らかになろう。添付図面中、様々な図を通じて、
同様の参照符号は同じ部分を指す。図面は、必ずしも縮尺が合っておらず、本発明の原理
を例示する際に強調が加えられている。
【発明を実施するための最良の形態】
【０１３５】
　以下、本発明による例示実施形態が図示されている添付図面を説明する。本明細書で開
示される特有の構造的および機能的詳細は、代表的なものにすぎない。本発明は、多くの
代替形態で具現化することができ、本明細書に記載される例示実施形態に限定されるとみ
なされるべきではない。
【０１３６】
　したがって、特有の実施形態が、図面中に例として図示される。しかし、開示する特定
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の形態に本発明を限定する意図はなく、逆に、本発明は、特許請求の範囲の精神および範
囲内に入る全ての変形、等価形態、および代替を網羅するものと理解すべきである。図の
説明を通じて、同様の参照番号は同様の要素を表す。
【０１３７】
　本明細書では、様々な要素を説明するために用語「第１の」、「第２の」などを使用す
ることがあるが、これらの要素がこれらの用語によって限定されるべきではないことを理
解されたい。これらの用語は、ある要素を別の要素から区別するために使用される。例え
ば、本開示の範囲から逸脱することなく、第１の要素を第２の要素と呼ぶこともでき、同
様に第２の要素を第１の要素と呼ぶこともできる。本明細書で使用する際、用語「および
／または」は、関連の列挙された項目のうち１つ以上の項目のあらゆる組合せを含む。
【０１３８】
　要素が別の要素の「上にある」、別の要素に「接続される」、または別の要素に「結合
される」と表現されるとき、要素は、別の要素の直接上にあってもよく、別の要素に直接
接続されていてもよく、または別の要素に直接結合されていてもよく、あるいは間に介在
する要素が存在していてもよいことを理解されたい。対照的に、要素が別の要素の「直接
上にある」、別の要素に「直接接続される」、または別の要素に「直接結合される」と表
現されるとき、介在要素は存在しない。要素間の関係を説明するために使用される他の用
語も同様に解釈されるべきである（例えば、「…と…との間にある」と「…と…との直接
の間にある」、「隣接する」と「直接隣接する」など）。
【０１３９】
　本明細書で使用される術語は、特定の実施形態を説明する目的のものであり、本発明を
限定するものとは意図されていない。本明細書で使用する際、単数形は、文脈上に明示さ
れていない限り、複数形も含むものと意図されている。さらに、用語「備える」および／
または「含む」は、本明細書で使用するとき、指定された特徴、整数、ステップ、操作、
要素、および／または構成要素の存在を規定するが、１つ以上の他の特徴、整数、ステッ
プ、操作、要素、構成要素、および／またはそれらの群の存在または追加を排除しないと
いうことを理解されたい。
【０１４０】
　本明細書で使用する際、用語「隣接して維持される」は、送達および収集導波路と、そ
れらが取り付けられるカテーテルの可撓性管路との相互関係に言及するとき、導波路が、
管路の近位またはその付近の位置に維持されることを意味する。例えば、導波路は、例え
ばとりわけ以下の図２～５の実施形態と関連して図示されて説明されるように、管路に直
接接合することができ、あるいは導波路は、例えばとりわけ以下の図６および７の実施形
態と関連して図示されて説明されるように、管路に結合された保定器に接合することがで
き、あるいは導波路は、例えばとりわけ以下の図８の実施形態と関連して図示されて説明
されるように、管路に関して摺動または回転する保定器に接合することができる。これら
の各場合に、導波路は、直接的に、あるいは管路にさらに結合される固定または可動保定
器を介して間接的に、管路に物理的に接続される。したがって、用語「隣接して維持され
る」は、これらの構成および他の関連構成を包含するものと意図される。
【０１４１】
　図１Ａは、本発明の実施形態による、内腔を分析して医学的に治療するための集積光学
系を有するバルーンカテーテルアセンブリ１１０の例示図である。カテーテルアセンブリ
１１０は、１つ以上の送達ファイバ１１２および１つ以上の収集ファイバ１１３を有する
カテーテルシース１３８と、ガイドワイヤ１４５を有するガイドワイヤシース１３１とを
含む。カテーテルアセンブリ１１０の遠位端は、バルーン１１１を含み、バルーン内部に
、（１つ以上の）送達ファイバ１１２および（１つ以上の）収集ファイバ１１３のそれぞ
れ送達および収集端部が閉じ込められる。バルーンカテーテルアセンブリ１１０の近位端
は、カテーテルシース１３８をコネクタサブアセンブリ２５５に取り付ける継手１５を含
む。ファイバ１１２および１１３は、市販の光源および／または（図１Ｂの高レベルの図
に示されるような）分光計１５０などの分析デバイスと共に使用するのに互換性のあるコ
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ネクタ１２０（例えば、ＦＣ／ＰＣタイプ）と嵌合される。別法として、ファイバ１１２
および１１３は、商業的に流通している様々なマルチポートコネクタ（図示せず）と嵌合
させることができる。２つの放射線不透過性マーカーバンド２６０が、ガイドワイヤシー
ス１３１の周りに固定されて、（例えば、Ｘ線透視装置を用いて）患者の体内のカテーテ
ル１１０の位置に関する情報を操作者が得られるようにする。
【０１４２】
　コネクタサブアセンブリ２５５は、バルーン１１１を拡張または収縮するためにポート
７０を通して液体／気体２５８を供給または除去するためのフラッシングポート２５０を
含む。液体／気体２５８は、タンク２５６内に保持され、タンク２５６からノブ２５４の
作動によってバルーン１１１内に注入される、またはバルーン１１１から除去される。別
法として、液体／気体２５８は、自動化された構成要素（例えばスイッチ／圧縮機／真空
）の使用によって注入することもできる。バルーンの拡張のための溶液は、好ましくは人
体に無毒であり（例えば食塩水）、選択される光放射に対して実質的に半透明である。
【０１４３】
　次に図１Ｂをさらに参照すると、概略的な高レベルのブロック図が、本発明の実施形態
による、体腔の分析および医学的治療のための器具１００を例示する。器具１００は、例
えば被験者１６５の動脈、静脈、器官、または他の体腔など、治療を受ける被験者１６５
の体腔内に挿入されるように構成されて配置されたカテーテル１１０を備える。（１つ以
上の）送達ファイバ１１２が、分光計１５０に一体化された光源１８０に接続され、（１
つ以上の）収集ファイバ１１３が、（やはり分光計１５０に一体化された）検出器１７０
に接続される。分光計１５０は、処理装置１７５を用いて分光法を処理することができる
。分光計１５０に接続されたコンピュータ１５２は、器具１００を操作するためのインタ
ーフェースを提供することができ、さらに分光データを処理して（例えば、ケモメトリッ
ク分析によるものを含む）、被験者１６５の状態を診断および／または治療する。入出力
構成要素（Ｉ／Ｏ）および閲覧構成要素１５１が提供されて、例えば記憶装置および／ま
たはネットワークデバイスなどの間で情報を通信し、器具１００の動作に関係付けられる
情報を操作者が閲覧できるようにする。
【０１４４】
　さらに、カテーテル１１０は、例えば罹患動脈を治療するために使用することができる
療法システムに取り付けられた治療管（図示せず）を備えることができる。この実施例で
は、治療管を介して罹患動脈に薬物を送達することができる。
【０１４５】
　図２Ａは、本発明の実施形態による図１のカテーテル１１０の治療端部の拡大例示図で
ある。図２Ｂは、図２Ａの断面線Ｉ－Ｉ'に沿って取られた図２Ａのカテーテル１１０の
断面図であり、図２Ｃは、図２Ａの断面線ＩＩ－ＩＩ'に沿って取られた図２Ａのカテー
テルの断面図である。カテーテル１１０は、バルーン１１１と、長手方向ガイドワイヤ管
腔１３０および流体移送管腔１１６を含むコア管１３１と、少なくとも１つの送達ファイ
バ１１２と、少なくとも１つの収集ファイバ１１３とを含む。一実施形態では、カテーテ
ル１１０は、血管形成術用バルーンカテーテルである。この方法では、カテーテル１１０
は、体腔、例えば動脈内に配置されるときに、任意選択で、バルーン血管形成術を実施す
るため、および／または動脈内にステントを配置するために使用することができる。代替
実施形態では、送達ファイバ１１２が、単一の送達ファイバまたは複数の送達ファイバを
備えることができ、あるいは収集ファイバ１１３が、単一収集ファイバまたは複数の収集
ファイバを備えることができる。
【０１４６】
　少なくとも１つのエネルギー源１８０が、送達ファイバ１１２の近位端に取り付けられ
る。少なくとも１つの検出器１７０が、収集ファイバ１１３の近位端に取り付けられる。
エネルギー源１８０は、電磁放射、例えば光放射を発生し、これが、送達ファイバ１１２
の近位端から遠位端に伝送される。送達ファイバ１１２の遠位端は、バルーン１１１内部
に位置決めされ、バルーン１１１で光放射を放出し、それにより放射は、体腔壁の内面に
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あるターゲット領域に誘導される。放射は、体腔壁から反射され、カテーテル１１０の治
療端部にある収集ファイバの遠位端で収集される。内腔壁のスペクトル特徴が、内腔壁か
ら反射および／または他の方法で放出される放射の量およびタイプを決定する。収集され
た放射は、収集ファイバ１１３の遠位端で捕捉され、収集ファイバ１１３によって近位端
に送られ、それにより検出器１７０が、反射された放射を信号データとして処理する。
【０１４７】
　図１Ｂに示されているように、放射源１８０および検出器１７０は、分光計システム１
５０と接続される、および／または分光計システム１５０内に組み込まれる。様々な実施
形態が、約２５０～２５００ナノメートルの間の波長範囲内で分光分析を行うように構成
された分光計を提供し、特に約７５０～２５００ナノメートルの間の近赤外スペクトルの
範囲を有する実施形態を含む。さらなる実施形態は、例えば約２５０～９３０ｎｍ、約１
１００～１３８５ｎｍ、約１６００～１８５０ｎｍ、および約２１００～２５００ｎｍを
含む１つ以上のサブレンジ内で分光法を実施するように構成される。他の実施形態では、
単一の波長、複数の離散的な波長、またはある範囲の連続波長が、分析中に走査するため
に使用される。スキャン範囲を大きくしたりスキャンを繰り返したりすれば、より正確な
データが提供されるが、処置の時間が安全性を伴わずに増大する可能性があり、処置の時
間は、一実施形態では約１秒を超えないことが好ましい。また、一回のスキャンの速度は
、心臓のポンピング（拍動）からのものを含めたモーションアーティファクトの影響を最
小限にするのに十分であることが好ましい。バルーン材料およびバルーン拡張媒体を通る
進行と関連付けられるものを含めた送達および収集経路に沿った様々な損失を緩和するた
めに、放射源のパワー出力は、約１０ミリワットよりも大きいことが好ましい。好ましい
パワー出力を提供する分光計の実施形態は、レーザ走査分光計を含む。
【０１４８】
　いくつかの実施形態は、複数の帯域にわたって走査するために１つ以上の市販の分光計
を含む。例えば、ＡＸＳＵＮ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ，Ｉｎｃ．（Ｂｉｌｌｅｒｉｃ
ａ，ＭＡ）　ＩｎｔｅｇｒａＳｐｅｃ　ＸＬ（Ｕｎｏ）ＣＨ分光計など単一の分光計を採
用することができ、この分光計は、スキャン当たり約２５ミリ秒で約１５５０～１８００
ｎｍの完全スキャン範囲を提供し、約３２回走査して約０．８秒で１組のデータを捕捉す
る。別の実施形態は、１つ以上のＳｔｅｌｌａｒＮｅｔ，Ｉｎｃ．（Ｔａｍｐａ，ＦＬ）
ＥＰＰ２０００光ファイバ分光計を含み、この分光計は、約１９０～１７００ｎｍの波長
範囲内でのスキャンを提供する。Ｏｃｅａｎ　Ｏｐｔｉｃｓ，Ｉｎｃ．（Ｄｕｎｅｄｉｎ
，ＦＬ）は、約２００～１１００ｎｍの間の波長範囲内での出力のために、多くのユーザ
設定可能な分光計を提供する。
【０１４９】
　反射されて収集された放射は、内腔壁での化学成分の変化、組織形態学的構造、水／血
液含有量(water/blood content)、および生理学的パラメータ（例えば温度、ｐＨ、色、
強度）など、内腔壁のいくつかの特性を得るために分光分析することができる情報を含む
。分光分析システム１５０は、検出器１７０に接続されて、検出器１７０によって受信さ
れた信号データを処理する。処理された信号データは、ユーザ可読のテキストおよびグラ
フィックスの形態でディスプレイ１５１に出力することができる。この方法では、ユーザ
、例えば医師が、望まれる場合にはリアルタイムでデータを分析することができる。
【０１５０】
　この方法では、医師は、治療を施される罹患領域からリアルタイム情報を得ることがで
きる。この情報は、全ての病理学的および／または病態生理学的結果を含むことがあり、
これらの結果は、従来の手法では、内腔壁から組織および／または血液を採取することを
必要とし、情報を分析するために最大で数日かかることがある。本発明は、受け取られた
光放射から得られて処理される情報に従って、医師が、自分の患者に最も適した治療を即
座に選択できるようにする。
【０１５１】
　図２Ａ～２Ｃに示されているように、バルーン１１１は、コア管１３１の本体の周りに
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、コア管１３１の遠位端またはその付近でコア管１３１に装着される。バルーン１１１は
、光エネルギーが出力される送達ファイバ１１２の遠位端と、反射された光エネルギーが
収集される収集ファイバ１１３の遠位端とを取り囲む。一つの実施形態では、バルーン１
１１は、コア管１３１の本体を取り囲み、２箇所、例えば位置ａ、ｂで、コア管１３１の
本体に封着され、または光ファイバ１１２および１１３とコア管とを取り囲む保護シース
１３８に封着され、したがってコア管１３１の遠位端は、長手方向でバルーン１１１を越
えて延在する。保護シース１３８は、ポリエチレン、ポリプロピレン、およびポリウレタ
ン、またはシリコンなど非常に優れた潤滑性および生体適合性を提供する材料から構成さ
れる。一実施形態では、バルーン１１１は、バルーンをコア管１３１または保護シースに
溶接する熱を位置ａ、ｂに加えることによって、位置ａ、ｂに封着される。別法として、
バルーン１１１をコア管１３１に封着するために、糊（glue)または接着剤、あるいは他
の既知の技法を適用することができる。この方法では、医学的処置中、バルーンカテーテ
ルに先立って、ガイドワイヤを、体腔を通してターゲット領域まで通すことができる。次
いで、その後、従来の血管形成術処置に従ってガイドワイヤをたどることによって、コア
管１３１または保護シースに取り付けられたバルーン１１１をターゲット領域内に位置決
めすることができる。
【０１５２】
　好ましい実施形態では、バルーン１１１は、血管形成術用バルーンである。血管形成術
用バルーン１１１は、流体を用いて膨張させることができ、流体は、流体源（図示せず）
から、流体移送管腔１１６を通して、ガイドワイヤ管腔１３０と平行に移送され、このと
き、流体移送管腔１１６とガイドワイヤ管腔１３０とはどちらもコア管１３１によって取
り囲まれている。流体は、流体移送管腔１１６に接続されたポート１１７を通してバルー
ン１１１に出力される。ポート１１７は、バルーン１１１によって取り囲まれるコア管１
３１の部分内に配置される。また、ポート１１７と流体移送管腔１１６とは、バルーンの
収縮中に、例えば体腔からカテーテルを取り除く前に、バルーンから流体を除去できるよ
うにする。送達ファイバ１１２からの誘導された光放射、例えば光と、内腔壁からの反射
された光放射、例えば光とはどちらも、内腔壁データ収集中に、流体で充填されたバルー
ンを通して伝送されることがある。したがって、流体の性質は、光放射が、内腔壁へと／
内腔壁から、バルーン１１１を通って進むときに生じることがある光放射の吸収、散乱、
偏向、または歪など任意の望ましくない光学的影響をその流体が最小限にするようなもの
であることが好ましい。この方法では、バルーン１１１を充填する流体は、液体または気
体であってよく、好ましくは、食塩水、酸化ジュウテリウム、グリセリン、あるいは上述
した光学的影響を最小限にする他の液体または気体を含む。
【０１５３】
　本明細書で説明する光学的な内腔壁分析処置と関連して実施することができるバルーン
血管形成術療法治療中、血管形成術用バルーン１１１は、治療のための狭窄領域に接する
ようにバルーン１１１が十分に拡張されるまで、十分な圧力で、ポート１１７を通して供
給される流体によって膨張する。この時点で、内腔壁に対するバルーン１１１の圧力は、
血流を遮断するのに十分であることが好ましい。この特徴は、バルーン１１１が壁と直接
接触するので、血管壁からの光放射収集のために好ましい。バルーン１１１と内腔壁との
間に血液が介在されないことが好ましく、血液の介在は、吸収などの光損失、または他の
望ましくない光学的影響を生じさせることがある。バルーン１１１と内腔壁との間に血液
がほとんどまたは全く存在しないので、したがって、内腔壁１６０のスペクトル特徴を高
い精度で測定することができる。また、本開示の実施形態は、従来のバルーンカテーテル
よりも有利であり、従来のバルーンカテーテルは治療目的にしか使用することができない
。対照的に、開示される実施形態は、光学的分析と、血管形成術処置またはステント挿入
など血管形成術治療との両方を同時に行うことを可能にして、治療と診断との両方の利益
を得て、このとき、２つの異なる目的のために異なるカテーテルを取り外して挿入する必
要なく、分光分析と血管形成術治療との両方を同じカテーテルによって同じ手順で行うこ
とができる。
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【０１５４】
　ファイバ構成およびサイズは、行われる分析のタイプ、分析される個々の領域の数およ
びサイズ、空間、強度、および可撓性の制約、および／またはコスト制約に関係するパラ
メータに基づいて選択することができる。様々な実施形態において、ファイバは、様々な
材料および厚さのコア、クラッド、およびジャケット（被覆）から構成されることがある
。また、ファイバは、小さなコア直径を維持しながら開口数およびパワーを増加するため
に、グレーデッドインデックスコアから構成されることもある。本発明の実施形態は、約
０．２２～０．４の間の開口数のグレーデッドインデックスファイバを含む。いくつかの
実施形態は、約９～１００マイクロメートルの間のコア直径を有する送達導波路の使用と
、約５０～２００マイクロメートルの間のファイバコアを有する収集導波路の使用とを含
む。例えば、Ｌｕｃｅｎｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｆｉｂｅ
ｒ　Ｇｒｏｕｐが、約６２．５μｍ～１５００μｍの間のコア直径と、約０．１１～０．
４８の間の開口数とを有するファイバを提供する。Ｙａｎｇｔｚｅ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｆ
ｉｂｅｒ　ａｎｄ　Ｃａｂｌｅ　Ｃｏ．，Ｌｔｄ．（Ｗｕｈａｎ，Ｃｈｉｎａ）（ｈｔｔ
ｐ：／／ｙｏｆｃｆｉｂｅｒ．ｃｏｍ参照）が、約９μｍの小さい直径を有するシングル
モードファイバコアを提供する。
【０１５５】
　一実施形態では、２つの送達ファイバと２つの収集ファイバとが含まれ、送達ファイバ
は、約０．３１の開口数と、約５０マイクロメートルのグレーデッドコア直径と、約９～
１０マイクロメートルのクラッド層厚さと、約４～５マイクロメートルのジャケットとを
有する。対応する収集ファイバは、例えば、約０．２２のコア開口数と、約１００マイク
ロメートルのコア直径と、約１０マイクロメートルのクラッド層厚さと、約１０マイクロ
メートルのジャケット厚さとを有して屈折率推移させることができる。比較的高い開口数
（ＮＡ）（例えば約０．２２～０．４の間）を有するより小さなサイズのファイバが、心
血管系内部での滑らかな展開を提供することができる膨張していないバルーンを仮定して
、約１．５ｍｍ以下の最大外径を有する本発明によるカテーテルシステムの実施形態を可
能にする。
【０１５６】
　一実施形態では、収集ファイバ１１３は、反射された光放射を、コア管１３１の長手方
向軸に対して横向きの方向で内腔壁からバルーン１１１を通して受け取り、反射された光
放射を、収集ファイバ１１３の遠位端から収集ファイバ１１３の近位端へ長手方向に送り
、それにより、受け取られた光放射が検出器１７０に伝送される。収集ファイバ１１３は
、送達ファイバ１１２と同様に、コアと、ドープされたクラッドと、保護ジャケットとを
含む光ファイバを備えることができる。光放射は、各収集ファイバ１１３の遠位端で受け
取られ、収集ファイバ１１３の遠位端から近位端に送られる。例えばファイバコアまたは
管路の長手方向軸に関する放射の放出または収集の方向に言及するときに本明細書で使用
される用語「横向き」は、鋭角であれ、鈍角であれ、または垂直であれ、ファイバまたは
管路の長手方向軸に平行以外の全ての角度を含む。
【０１５７】
　収集ファイバ１１３は、送達ファイバ１１２が治療領域で放射を伝送するのとほぼ同様
に、しかし反対方向で、治療領域で光放射を受け取るように構成することができる。例え
ば、一実施形態で、収集ファイバ１１３は、長手方向軸に沿って延在し、送達ファイバ１
１２およびコア管１３１と平行に、かつそれらに近接して配置される。各収集ファイバ１
１３の遠位端は、送達ファイバ１１２が放射を分散するのと同様に、反射された光放射を
受け取り、それにより、反射された光放射は、収集ファイバ１１３の遠位端にある光学構
成要素に当たる。光学構成要素は、レンズ、ミラー、または光反射器を含むことができる
。光学構成要素は、例えば図１１Ａを参照してさらに説明する「サイドファイア(side-fi
re)」構成に従って、各収集ファイバ１１３および／または送達ファイバ１１２のそれぞ
れの遠位端に任意選択で一体化することができる。また、光学構成要素は、反射された光
放射を内腔壁１６０から受け取るために収集ファイバ先端の十分に近位にあるものを含め
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て、収集ファイバ１１３の外部にあってもよい。一実施形態では、収集ファイバ１１３は
、ファイバホルダまたはコア管にある溝に取り付けられ、溝は、互いに平行に形成され、
コア管の本体の大部分に沿って、かつ治療領域の遠位端で螺旋経路に沿って、長手方向で
回される。この方法では、収集ファイバ１１３は、反射された光放射が各収集ファイバ１
１３の近位端から遠位端へ螺旋経路に沿って進むように溝に従う。
【０１５８】
　バルーン１１１は、ナイロンまたは他の半透明ポリマーなどの材料から構成することが
できる。一実施例では、バルーン１１１は、例えば、薄い光学的に透明なポリエチレンバ
ルーンを備える。バルーンの表面を通して光放射が誘導される実施形態では、バルーンの
表面は、十分に透明または半透明であり、任意の反射または損失を最小にしながら、誘導
されて反射される最大量の光放射がバルーン表面を透過できるようにすることが好ましい
。
【０１５９】
　図１Ａおよび１Ｂに戻り、また図９Ａおよび９Ｂも参照すると、放射源１８０は、送達
ファイバ１１２の近位端に取り付けられ、分析すべき内腔壁の表面に向けて送達ファイバ
１１２によって伝送される放射を発生する。放射源１８０は、例えば、例えば光放射を放
出する電磁放射源を備える。光放射は、例えば１つ以上の光スイッチを使用して、放射源
１８０によって複数の送達ファイバに送達することができる。図９Ａおよび９Ｂに示され
ているように、１つの放射源１８０を２つ以上の送達ファイバ１１２１および１１２２に
よって共有することができる。図９Ａに示されているように、放射源１８０は、光スイッ
チ１８１が位置ａにあるとき、送達ファイバ１１２１を通して体腔壁１６０の象限Ｉおよ
びＩＩを照明するようになされる。収集ファイバ１１３１および１１３２が、それぞれ象
限ＩおよびＩＩから光放射を受け取る。図９Ｂに示されているように、光スイッチ１８１
が位置ｂにあるとき、放射源１８０は、象限ＩおよびＩＩではなく、送達ファイバ１１２

２を通して象限ＩＩＩおよびＩＶを照明する。光スイッチは、プログラム可能な制御装置
またはコンピュータ（図示せず）の制御の下で位置ａと位置ｂとで切り換わるように成す
ことができる。次いで、収集ファイバ１１３１および１１３２が、図９Ｂに示されている
ように、象限ＩおよびＩＩではなく、象限ＩＩＩおよびＩＶから光放射を受け取る。した
がって、この共有放射源構成は、内腔の複数の領域からデータを収集するときに、放射源
、送達および収集ファイバ、ならびに検出器の数を減少することができる。別法として、
複数の放射源１８０を使用して複数の送達ファイバ１１２に放射を送達することもできる
。放射源１８０が、約７５０ｎｍ～約２５００ｎｍの近赤外範囲内の１つ以上の波長でエ
ネルギーを発生することが好ましい。また、放射源１８０は、任意選択で、約１００ｎｍ
～約７５０ｎｍの波長を含む可視範囲内で放射を提供してもよい。
【０１６０】
　動作中、各送達ファイバ１１２は、放射源１８０によって出力された光放射を、送達フ
ァイバ１１２の近位端から遠位端に伝送する。次いで、ファイバの遠位端で、光放射は、
内腔壁にあるターゲット領域に誘導される。放射は、送達ファイバ１１２の遠位端から、
バルーン１１１の内部の流体を通って、かつ内腔壁と接触するバルーン１１１の表面を通
って伝播し、内腔壁のターゲット領域に入射する。
【０１６１】
　光放射は、本明細書で開示される１つ以上の実施形態によれば、各送達ファイバ１１２
の近位端から軸方向および／または半径方向にターゲット領域に誘導される。一実施形態
では、送達ファイバ１１２は、コア管１３１およびバルーン１１１の長手方向軸に沿って
、それらに平行に位置決めされる。放出される光放射は、各送達ファイバ１１２の遠位端
の角度付きファイバ先端に取り付けられた光学構成要素に当たる。そのような光学構成要
素は、送達ファイバ１１２のそれぞれの遠位端に一体化されたミラーまたは光反射器を含
むことができる。別法として、光学構成要素は、送達ファイバ１１２の外部、ただし送達
ファイバ１１２の遠位端の比較的近位、に配置して、光放射がカテーテル１１０から横方
向、半径方向、または軸方向に出ることができるようにしてもよい。ファイバの外部にあ
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る光学構成要素は、例えば、ミラーまたは反射器の反射面角度を変えるために分光分析シ
ステム１５０によって制御してもよい。別法として、本明細書で詳述するいくつかの実施
形態によれば、放出されて収集される放射は、送達ファイバ１１２から直接伝送し、収集
ファイバ１１３によって直接受け取ることができる。
【０１６２】
　本明細書で説明する例示実施形態では、光放射は、バルーン１１１を通して伝送され、
分析すべき内腔壁にあるターゲット領域に当たり、内腔壁はバルーン１１１の外面に当接
している。また、本明細書で説明する実施形態では、より広いまたはより狭い光放射ビー
ムをターゲット区域に送達するように、へき開または研磨されたファイバ、ミラー、また
は光反射器の反射面を調節または整形することができ、それにより放射の面積を増加また
は減少させる。さらに、それに従って、複数の送達ファイバを、それぞれが特定のターゲ
ット領域に光放射ビームを誘導させるように間隔を空けて配置することができ、このとき
、複数の光放射ビームが複数のターゲット領域に当たる。ターゲット領域、例えば罹患領
域は、より特定の領域に区画化することができ、それにより、より小さな罹患領域に関す
る追加の詳細情報を得ることができる。ここで、各ビームが、バルーンの表面を通過し、
ターゲット領域の当該の区域、例えばターゲット領域の１つ以上の象限に当たる。別法と
して、それぞれの反射面を有する各ファイバは、送達ファイバの複数の光放射ビームが互
いに重畳または交差し、それにより単一のターゲット領域に当たることを可能にするよう
に構成することができる。
【０１６３】
　反射された放射は、各収集ファイバ１１３の遠位端で収集され、近位端に向けて検出器
１７０まで伝送される。検出器１７０は、受け取られた放射から、非常に正確な信号を発
生する。分光分析システム１５０が、検出器から信号を受信し、信号を処理し、例えば血
管壁のプラークの量またはタイプなど内腔性質を求めるためにシステムオペレータが使用
することができるデータをもたらす。分光分析システム１５０は、収集ファイバの近位端
に取り付けられ、処理された信号データを、ユーザ可読のテキストおよびグラフィックス
の形式でディスプレイ１５１に出力する。
【０１６４】
　分光分析システム１５０は、市販の分光計を使用することによって、従来の分光法、例
えばラマン分光法を実施することができる。別法として、赤外および近赤外分光法、蛍光
分光法、光コヒーレンス反射測定法、光コヒーレンストモグラフィ、または拡散反射近赤
外分光法が実施されることもある。さらに、分光分析システム１５０は、任意選択で、放
射源１８０および検出器１７０など器具１００の様々な要素の制御および管理機能を行う
ことができる。例えば、分光分析システム１５０は、所定の波長または波長範囲および／
または所要のパワーで光放射ビームを発生するように、放射源１８０を制御することがで
きる。別の実施例では、分光分析システム１５０は、ファイバ先端と一体化された、また
はファイバ先端の外部に提供されたミラーおよび反射器の角度を調節することができる。
これは、バルーン表面での放射の面積を変更できるようにし、それによりターゲット領域
の面積を増加または減少する。
【０１６５】
　一実施形態では、内腔壁分析の前に、カテーテル１１０は、データを収集するように成
すことができ、分光分析システム１５０は、データを処理し、対象組織からのデータなど
、診断を実施するための関連データと、例えばバルーン１１１のスペクトル特徴に関する
データを含めた、診断の実施に関係しない他のデータとを区別するように成すことができ
る。そのような特徴は、例えば、バルーンのスペクトル強度、または膨張しているバルー
ンの拡張の領域、またはガイドワイヤおよび／またはステントの「影」、またはバルーン
１１１内の流体のスペクトル強度を含むことがある。これらのスペクトル特徴は、受け取
られる放射に干渉する危険があるが、この危険は、そのような特徴を補償する分光分析シ
ステム１５０によるデータ分析処置でのソフトウェアプログラムによって緩和することも
でき、あるいはなくすこともできる。
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【０１６６】
　図３Ａ～３Ｆは、本発明の実施形態による、螺旋構成で配置された複数のファイバを有
するカテーテルの拡大例示図である。図３Ａ～３Ｆにおいて、送達ファイバ１１２と収集
ファイバ１１３とが、螺旋経路に沿ってコア管１３１に取り付けられ、等距離で互いから
間隔を空けられ、したがってコア管１３１に取り付けられたファイバは互いに平行である
。この方法では、ファイバ先端は、ファイバの螺旋構成により、コア管１３１の軸に関し
て角度を付けられる。この角度は、ファイバの螺旋湾曲の角度に応じて、０度（すなわち
、コア管１３１の軸に平行）～９０度（すなわち、コア管１３１の軸に垂直）の範囲を取
ることができる。光放射は、送達ファイバ１１２から、ある角度で内腔壁のターゲット領
域に直接誘導される。この方法では、光放射は、追加の反射器を必要とせずに、内腔壁に
あるターゲット領域から、角度を付けられた収集ファイバ１１３によって直接受け取るこ
とができる。送達ファイバ１１２および収集ファイバ１１３からのそれぞれの放射角度は
、同じであっても異なっていてもよい。
【０１６７】
　図３Ａは、本発明の実施形態による、螺旋構成で配置された複数のファイバを有する図
２Ａのカテーテル１１０の拡大例示図である。図３Ｂは、図３Ａの断面線Ｉ－Ｉ'に沿っ
て取られた図３Ａのカテーテルの断面図である。この実施形態では、例えば２つの送達フ
ァイバと２つの収集ファイバとを備える４つのファイバが採用される。２×ｎ倍（２ｎ）
の任意の数のファイバを、光放射の送達および受取りのために螺旋構成で配置することが
できる。ここでｎは、少なくとも１に等しい整数（１、２、３など）である。ｎ個の送達
ファイバが光放射を送達することができ、ｎ個の収集ファイバが光放射を受け取ることが
できる。この方法では、追加の送達ファイバは、送達される光放射をより大きなターゲッ
ト領域または複数のターゲット領域が受け取ることができるようにし、追加の収集ファイ
バは、１つ以上のターゲット領域から、反射された光放射のより大きな窓を受け取る。他
の実施形態では、奇数個の送達または収集ファイバを使用することができる。送達および
収集ファイバの数は、所望の用途に応じて、同じであっても異なっていてもよい。
【０１６８】
　図３Ａ～３Ｂの例示実施形態では、２つの送達ファイバ１１２と２つの収集ファイバ１
１３とが、例えば糊または接着剤を使用してコア管１３１の外面に取り付けられる。ファ
イバ１１２、１１３は、コア管１３１の周りで螺旋経路に沿って形成される。螺旋経路は
、コア管１３１の周りで３０～１８０度の範囲の回転角度で形成される。この方法では、
送達ファイバ１１２は、３６０度範囲で内腔壁に沿った任意の位置にあるターゲット領域
に光放射を誘導することができる。例えば、３６０度範囲を有する内腔壁の部分は、９０
度区域、すなわち象限に区画化することができる。したがって、送達ファイバ１１２およ
び収集ファイバ１１３は、共同で、内腔壁の任意の象限からデータを獲得できるようにす
ることができる。
【０１６９】
　図３Ｃは、螺旋構成で配置された４つのファイバを有する図３Ａのカテーテル１１０の
拡大例示図であり、ここでファイバは、本発明の実施形態に従って、螺旋に沿ってコア管
の周りで角度方向に延在するように形成されている。具体的には、２つの送達ファイバ１
１２と２つの収集ファイバ１１３とが、コア管１３１の外面に取り付けられ、コア管１３
１の周りで角回転を受ける。平坦面(flat-faced)ファイバ出力を仮定して、この実施例で
は最大で約９０度の最大光反射角度を実現することができる。光反射角度が大きくなるほ
どは、流体で充填されたバルーン１１１内の送達チャネルと収集チャネル両方の光放射経
路が短くなり、それにより、流体で充填されたバルーン１１１内の光放射のエネルギー損
失が減少される。
【０１７０】
　図３Ｄは、螺旋構成で配置された４つのファイバを有する図３Ａのカテーテル１１０の
拡大例示図であり、ここでファイバは、本発明の実施形態に従って、螺旋状に配置される
ように形成される。具体的には、ファイバ１１２、１１３が、コア管１３１の外面に取り
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付けられ、コア管１３１の周りで角回転を受ける。螺旋経路は、送達ファイバ１１２と収
集ファイバ１１３との先端の間でコア管１３１の長手方向軸に沿った所望の離隔距離ｄを
得ることができるように間隔を空けられて位置決めされる。ファイバ離隔距離ｄは、ター
ゲット壁のどの（１つ以上の）層からデータが収集されるかを決定するのに重要である。
例えば、ファイバ離隔距離ｄが大きくなるほどは、ターゲット壁のより深い層内でデータ
を収集できるようにする。
【０１７１】
　図３Ｅおよび３Ｆは、螺旋構成で配置された４つのファイバを有する図３Ａのカテーテ
ル１１０の拡大例示図であり、ここでファイバは、コア管１３１の周りで角回転を受ける
ように形成され、ファイバ１１２、１１３は、送達／収集ファイバ離隔距離ｄだけ長手方
向で離隔され、かつ半径方向で離隔される。これらの２つの実施形態は、異なるファイバ
配置を使用したファイバ離隔距離ｄを例示する。最適なｄは、ターゲット壁の層の所定の
深さまたは位置から最適な信号を収集するために予め決定することができる。最適なｄは
、光線軌跡アルゴリズム、実験データを使用して、および／またはモンテカルロ法などの
シミュレーション技法を使用して計算することができる。いくつかある因子の中でもとり
わけ、（１つ以上の）ファイバ、（１つ以上の）放射源、（１つ以上の）検出器、放射、
バルーン媒体、およびバルーン材料のタイプが、ｄと信号の組織深さとがどのように相関
するかを決定する。
【０１７２】
　図４は、本発明の実施形態による、血管形成術用バルーンによって取り囲まれるコア管
に取り付けられた４つのファイバを含むカテーテルの遠位部分の例示実施形態である。図
４で、バルーン１１１は、コア管１３１の遠位端の近くに装着され、コア管１３１の遠位
端を同軸に取り囲む。図５は、本発明の実施形態による、バルーン１１１の領域内のカテ
ーテル１１０の遠位部分のみに限定された短縮されたガイドワイヤシース２３１に取り付
けられた４つのファイバを含む例示カテーテル実施形態の拡大例示図である。図５の実施
形態では、伝送および収集ファイバ１１２、１１３と、移送管２１８とは、可撓性シース
またはジャケットを備えるカテーテル管（図示せず）内に閉じ込めることができ、可撓性
シースまたはジャケットが、カテーテルの本体にあるファイバ１１２、１１３および移送
管２１８を取り囲む。バルーン１１１は、ファイバ１１２、１１３の遠位端と、短縮され
たガイドワイヤシース２３１の一部分とを同軸に取り囲み、バルーン１１１の第１および
第２の端部でガイドワイヤシースに封着される。この方法では、ガイドワイヤ管腔２３０
の遠位端がバルーン１１１を越えて延在し、したがって、バルーンカテーテルの位置決め
に先立って、ガイドワイヤを、ガイドワイヤ管腔２３０を通して、かつ体腔を通して、タ
ーゲット領域まで通すことができる。その後、バルーンカテーテルを、従来の血管形成術
処置に従ってガイドワイヤをたどることによってターゲット領域に挿入および位置決めす
ることができる。短縮されたガイドワイヤシース２３１は、カテーテルの本体でのガイド
ワイヤシースがなくされ、より大きなカテーテル可撓性をもたらすという点で有益である
。
【０１７３】
　図６Ａは、本発明の実施形態による、可動ファイバホルダ１３３に取り付けられた複数
のファイバを有する図２Ａのカテーテルの拡大例示図である。図６Ｂは、図６Ａの断面線
Ｉ－Ｉ'に沿って取られた図６Ａのカテーテルの断面図である。図６Ａ～６Ｂで、可動フ
ァイバホルダ１３３は、コア管１３１の周りに位置決めされ、コア管１３１と同軸である
。送達および収集ファイバ１１２、１１３は、ファイバホルダ１３３に形成された溝１１
２０内に位置決めされ、結合剤を使用してそこに接合される。可動ファイバホルダ１３３
およびファイバ１１２、１１３は、ファイバ１１２および１１３の近位端を前進、後退、
および回転させることによって、コア管の長手方向軸に沿って前進および／または後退さ
せることができ、および／またはコア管１３１の軸の周りで回転させることができ、ここ
でファイバの遠位端はファイバホルダ１３３に取り付けられている。ファイバホルダ１３
３と、取り付けられたファイバとの前進および／または後退は、カテーテル１１０を移動
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させる必要なく、ターゲット領域内のある範囲の位置にわたって分析を実施できるように
する。ここでカテーテル１１０は通常、血管形成術処置または他の療法中、拡張されたバ
ルーン１１１によって定位に固定されている。この方法では、送達ファイバ１１２および
収集ファイバ１１３の回転は、内腔壁の３６０°区域に沿った任意の領域からデータを受
け取ることができるようにし、長手方向の前進および後退は、内腔壁に沿ったある範囲の
位置での分析を可能にする。
【０１７４】
　ファイバホルダ１３３は、ステンレス鋼、合金鋼、および金など、ステントで一般に使
用される材料と同様の材料から形成することができる。例示される実施形態では、ファイ
バ１１２、１１３の遠位端は、ある角度で、例えば長手方向軸に関して４５度でへき開お
よび／または研磨される。この実施形態では、光放射は、送達ファイバ１１２の先端から
ある角度で部分反射または全反射され、それにより光放射は、送達ファイバ１１２の側壁
または送達窓を通って送達ファイバ１１２から半径方向に出る。これは、例えば図１１Ａ
を参照して以下にさらに詳細に説明する。
【０１７５】
　図６Ｃ～６Ｄは、本発明による別のファイバ保持構成を例示する。ファイバ保持リング
２１０が、穴２１５を含み、穴２１５内にファイバ１１２および１１３が保持される。保
持リング２１０とそれらの内部のファイバとは、結合剤２０５を使用して、図示されてい
るように定位に装着することができ、あるいは別法として、摺動または回転することを許
され、前述したのと同様に、長手方向ファイバ先端位置決めに関する制御を提供する。フ
ァイバは、例えば結合剤を使用して保持リング２１５に装着することができる。一体とし
て、リング２１０とファイバ１１２、１１３とは、結合剤２０５を使用してコア管１３１
に接合することができ、あるいはコア管１３１に関して摺動または回転するように成すこ
とができ、上述したようにファイバ先端位置決めに関する制御を提供する。
【０１７６】
　図７Ａは、本発明の実施形態による、着脱可能ファイバホルダ１３３に取り付けられ、
螺旋構成で配置された複数のファイバを有するカテーテル実施形態の拡大例示図である。
図７Ｂは、図７Ａの断面線Ｉ－Ｉ'に沿って取られた図７Ａのカテーテルの断面図である
。
【０１７７】
　図７Ａ～７Ｂの例示実施形態では、ファイバ１１２、１１３がファイバホルダ１３３に
装着され、ここでファイバホルダ１３３は、ファイバ１１２、１１３を螺旋状に湾曲した
姿勢で案内するように螺旋経路に沿って形成された溝１１２０を備える。一実施形態では
、螺旋経路は、ファイバホルダ１３３の周りでの角回転の角度を３０～１８０度の範囲、
またはそれよりも大きくして形成される。この方法では、送達ファイバ１１２は、３６０
度区域に沿って内腔壁に沿った任意の位置にあるターゲット領域に光放射を誘導すること
ができる。
【０１７８】
　図７Ａおよび７Ｂの例示実施例では、ファイバ１１２、１１３の遠位端は、角度方向ま
たは半径方向で離隔される。ある実施形態では、それぞれのファイバの遠位端が、外に向
かう角度で湾曲され、それにより各ファイバの先端は、ファイバホルダ１３３から離れる
ように誘導され、このとき、送達ファイバの遠位端は、光放射を軸方向でターゲット領域
に誘導することができる。別の実施形態では、ファイバ先端は、ある角度でへき開（切断
）され、このとき、光放射は、送達ファイバ１１２から半径方向に出て、放射は、それぞ
れの送達ファイバまたは収集ファイバの側壁または送達窓を通って、収集ファイバ１１３
によって受け取られる。
【０１７９】
　図７Ｃ～７Ｆは、本発明の実施形態による、螺旋状に配置されたファイバのためのファ
イバ保持構成を例示する。この実施形態では、送達および収集ファイバ１１２、１１３は
、例えば図６Ｃ～６Ｄと関連して上に例示したタイプの第１のファイバ保持リング２１０
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に通して位置決めされ、例えば結合剤２０５、または万力（図示せず）などの一時保持機
構を使用して定位に維持される。ファイバ１１２および１１３が比較的直線状の姿勢であ
る状態で、第２のファイバ保持リング２３０が、ファイバ１１２、１１３の端部が穴２３
５を通って突出するようにコア管１３１に位置決めされる。第２のファイバ保持リング２
３０は、角度を付けられた長円形状の穴２３５を有し、穴２３５内で、螺旋状に配置され
たファイバ１１２および１１３は、コア管１３１の長軸に関してある角度ａで所定位置に
保持される。図７Ｅ～７Ｇを参照すると、軌跡線２３２が、角度ａでリング２３０を通過
する穴２３５の概して側面図での外形を表す。次いで、第２の保持リング２３０は、矢印
２１２に従って、同時に、回転され、かつカテーテル１３１に沿って長手方向に移動され
、それによりファイバ１１２および１１３の端部が螺旋形状を成す。ファイバ１１２およ
び１１３の位置決めと、角度ａとは、カテーテルの周りで所定の光送達および収集パター
ンを生成するように適合されるようにしてもよい。保持リング２３０を所定位置に固定す
るために、結合剤２０５を適用することができる。別法として、第１および第２の保持リ
ング２１０、２３０の間にブレース（支持具）（図示せず）を装着することもでき、螺旋
構成を保つと共に、任意選択で、ファイバ構成がカテーテル１３１の周りで摺動および回
転できるようにする。
【０１８０】
　図７Ｅ～７Ｇを参照すると、幅０．０８ｍｍのファイバに関する実施形態は、０．１ｍ
ｍの主軸長２４２と、約０．８５ｍｍの短軸長とを有する概して楕円の形状を有する穴２
３５を含む。リング２３０は、約０．９９ｍｍの外径２４０と、約０．６２ｍｍの内径２
３６とを有することができる。適合形態は、約７５～８５度の間の角度ａを含む。追加の
実施形態は、同じカテーテル内部に異なるサイズのファイバ（例えば、幅０．０８ｍｍの
送達ファイバと、幅０．１４０ｍｍの収集ファイバ）を組み込むために、異なる寸法のフ
ァイバ穴を有するように第２の保持リング２３０を適合させることがある。
【０１８１】
　図８Ａは、可動ファイバホルダ１３３に取り付けられ、カテーテルシース１３８によっ
て取り囲まれた複数のファイバを含むカテーテルの実施形態の例示図である。図８Ｂは、
図８Ａの断面線Ｉ－Ｉ'に沿って取られた図８Ａのカテーテルの断面図である。図８Ａ～
８Ｂで、ファイバ１１２、１１３は、ファイバホルダ１３３に形成された溝１１２０に装
着され、溝１１２０は、ファイバホルダ１３３の周りで螺旋経路に沿って形成される。様
々な実施形態で、螺旋経路は、ファイバホルダ１３３およびコア管１３１の周りで３０～
１８０度の範囲の回転角度で形成される。螺旋回転の他の角度も、本発明の実施形態に同
様に適用可能である。一実施形態では、ファイバホルダ１３３と、取り付けられたファイ
バ１１２、１１３とが、カテーテルシース１３８内部に位置決めされる。この方法では、
カテーテルシース１３８は、固定されたまま、すなわち静止したままであり、一方、ファ
イバホルダ１３３は、コア管１３１の長手方向軸Ａの周りで回転し、かつコア管１３１の
長手方向軸Ａに沿ってバルーン１１１内部で前進および／または後退される。したがって
、回転するこの実施形態の構成要素は、患者の内腔壁に対して直接には回転していない。
【０１８２】
　上述したのと同じ方法で、この実施形態では、コア管１３１と、ファイバ１１２、１１
３と、ファイバホルダ１３３と、バルーン１１１と、カテーテルシース１３８とが、長手
方向軸Ａに沿って向けられ、ファイバホルダ１３３は、バルーン１１１および内腔壁に関
して長手方向軸Ａに沿って並進可能である。この方法では、内腔のターゲット領域のスペ
クトル測定は、長手方向軸Ａの長さに沿った並進の範囲と、長手方向軸Ａの周りでの約３
６０度の回転との領域内で測定することができる。
【０１８３】
　図８Ｃ～８Ｅは、本発明の他の実施形態による、螺旋構成でファイバホルダに取り付け
られた複数のファイバを有する図８Ａのカテーテルの拡大例示図である。
【０１８４】
　図８Ｃの実施形態では、ファイバ１１２、１１３は、螺旋に沿って角回転を受ける。具
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体的には、ファイバ１１２、１１３は、例えばファイバホルダ１３０に形成された溝に沿
ってファイバホルダ１３３に取り付けられ、ファイバホルダ１３３の周りで約３０～１８
０度の角回転を受ける。螺旋経路は、ファイバ１１２、１１３が長手方向で所定の距離ｄ
だけ離隔され、角度方向で位置合わせされるように形成される。この方法では、送達ファ
イバ１１２は、内腔壁の２つの象限、すなわち１８０度に光放射を送達することができ、
収集ファイバ１１３は、内腔壁の２つの象限から光放射を受け取ることができる。ファイ
バホルダ１３３と、関連のファイバ１１２、１１３とは、図８Ａに例示されるファイバホ
ルダと同様の方法で、コア管の本体の周りで自由に回転する。
【０１８５】
　図８Ｄの実施形態は、この実施形態では単一の送達ファイバ１１２と単一の収集ファイ
バ１１３とが採用されることを除いて、上の図８Ａおよび図８Ｂの実施形態と同様である
。この実施形態では、送達ファイバと収集ファイバとの先端は、長手方向でずらされ、か
つ角度方向でずらされる。
【０１８６】
　図８Ｅの実施形態は、上の図８Ｄの実施形態と同様であり、ただし、この実施例では、
送達および収集ファイバ１１２、１１３の先端は、長手方向ではずらされているが、角度
方向ではずらされていない。
【０１８７】
　図９Ａは、体腔の第１および第２の象限に関する光学的分析を実施するプロセスにおけ
るカテーテルの実施形態の断面を例示する概略図であり、図９Ｂは、本発明の実施形態に
よる、体腔の第３および第４の象限に関する光学的分析の実施を例示する概略図である。
この実施例では、カテーテルは定位に配置され、バルーンは、内腔壁１６０に接するよう
に拡張され、血液の流れが内腔を通って分析に干渉するのを実質的に阻止する。本発明の
実施形態では、内腔の伸張および拡張は、例えば血管形成術の方法のように、治療的なも
のである。拡張および伸張は、拡張された領域内への後続のステント送達のための準備（
事前開拡処置として）であってよく、ステントの配置を容易にして最適化し、内腔に対す
るステントの留着を保証する。
【０１８８】
　バルーンが、内腔を治療的に拡張することが可能なものであるという意味で、本明細書
では、このバルーンを「内腔拡張」バルーンと呼ぶ。本明細書で使用する際、内腔の「治
療的な拡張」は、単なる内腔壁でのバルーンの係留、または内腔内の血流の妨害もしくは
阻止以上のことを表し、さらに、血管形成術処置の場合と同様に、内腔の直径または断面
積を増大するように内腔組織を実際に拡張、開拡、または伸張することも表す。
【０１８９】
　この実施形態では、放射源１８０は、光スイッチ１８１に結合され、光スイッチ１８１
はさらに、第１の送達ファイバ１１２１および第２の送達ファイバ１１２２に結合される
。第１の検出器１７１が、第１の収集ファイバ１１３１に結合され、第２の検出器１７２
が、第２の収集ファイバ１１３２に結合される。この実施例では、内腔壁１６０は、第１
の象限Ｉと、第２の象限ＩＩと、第３の象限ＩＩＩと第４の象限ＩＶとに区画化される。
追加の光源、収集ファイバ、または検出器を必要とせずに、追加の光スイッチを使用して
、第３および第４の象限に関する光学的分析を行うことができる。
【０１９０】
　図９Ａの実施例では、光スイッチ１８１は第１の位置にあり、このとき放射源１８０は
、光放射を第１の送達ファイバ１１２１に提供する。第１の送達ファイバ１１２１は、光
放射を、内腔壁１６０のターゲット領域に誘導する。図９Ａに図示されるターゲット領域
は、第１の象限Ｉおよび第２の象限ＩＩによって定義される。第１の収集ファイバ１１３

１は、内腔壁１６０の第１の象限Ｉから、反射された光放射を受け取り、第２の収集ファ
イバ１１３２は、内腔壁１６０の第２の象限ＩＩから、反射された光放射を受け取る。収
集ファイバ１１３１、１１３２は、反射された光放射を、内腔壁１６０からバルーン（図
示せず）を通して受け取ることができる。第１および第２の収集ファイバ１１３１、１１
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３２は、第１および第２の象限から受け取られた反射された光放射を、それぞれ第１の検
出器１７１および第２の検出器１７２に伝送する。
【０１９１】
　図９Ｂの実施例では、光スイッチ１８１は第２の位置にあり、このとき放射源１８０は
、光放射を第２の送達ファイバ１１２２に提供する。第２の送達ファイバ１１２２は、光
放射を、内腔壁１６０のターゲット領域に誘導し、ターゲット領域は、この実施例では、
第３の象限ＩＩＩおよび第４の象限ＩＶによって定義される。第１の収集ファイバ１１３

１は、内腔壁１６０の第４の象限ＩＶから、反射された光放射を受け取り、第２の収集フ
ァイバ１１３２は、内腔壁１６０の第３の象限ＩＩＩから、反射された光放射を受け取る
。第１および第２の収集ファイバ１１３１、１１３２は、第３および第４の象限から受け
取られた反射された光放射を、それぞれ第１の検出器１７１および第２の検出器１７２に
伝送する。
【０１９２】
　この方法では、図９Ａ～９Ｂに図示されているように、検出器１７１、１７２は、全て
の象限から非常に正確な信号データを捕捉し、その結果、光放射を発生するために単一の
光源１８０を使用して内腔壁の３６０度区域に関してスペクトル特徴を測定することがで
きる。
【０１９３】
　図１０Ａおよび１０Ｂは、４ファイバカテーテル構成３００を図示し、側面から見た光
放出および収集経路のサンプル光線軌跡を含む。ファイバ１１２、１１３は、体腔（図示
せず）の内面と接触するバルーン１１１の表面の窓にわたって、窓を通して放射３１０を
投射および収集するように設計されて配置される。窓は、概略的に言えば、バルーン１１
１の「肘」部分３１５同士の間、バルーン１１１の円周にわたって、延在する。ファイバ
１１３の開口数（ＮＡ）および先端の研磨角度は、所望の窓が実現されるように、（拡張
された）バルーンの形状およびサイズに適合されるようにしてもよい。上で言及した高い
ＮＡのグレーデッドインデックスファイバが好ましい。
【０１９４】
　図１０Ｃおよび１０Ｄを参照すると、別の実施形態では、カテーテル３２０のファイバ
１１２の受取りおよび収集のための端部は、バルーン１１１の近位端の内部に配設される
。この実施形態は、ステント（図示せず）を、下にあるファイバ１１２なしでバルーン１
１１の一部分の周りに圧着できるようにし、したがって、圧着されるステントの直径を減
少して、より簡単に内腔を通過できるようにする。ファイバ１１２は、光線軌跡３１０に
よって概略的に示されているように、バルーン１１１の表面にわたる光分散を提供するよ
うに構成される。
【０１９５】
　図１０Ｅ～１０Ｇを参照すると、別の実施形態では、ファイバ１１２に関して、単一の
円錐セグメント反射器要素３４０が、カテーテルコア管３３１の周りに位置決めされる。
反射器３４０は、研磨された表面３４２を有するステンレス鋼などの反射材料を備えてい
てもよい。別法として、反射器３４０は、プラスチックなど複合材料を備えていてもよく
、これは後で、金などの反射材料で被覆される。ファイバ１１２の開口数に加えて、反射
器３４０の角度３５２を選択することもでき、コア３４２に対するファイバ１１２の位置
３５０および３５５は、軌跡３１０によって概略的に表されるように、放射が所定のパタ
ーンでバルーン１１１の表面にわたって投射されるように変えることができる。さらに図
１０Ｈを参照すると、別の実施形態では、複数の反射ファセット（小面）３４７を含む多
面反射要素３４５が提供される。ファセット３４７は、互いに同様の、または互いに異な
る平坦または湾曲形状で形成することができ、カテーテルの周りでの放出および収集経路
をさらに画定する。反射器に対するファイバ１１２の位置決めに関する制御を提供するた
めに、本発明の詳細な説明の他の実施形態に示されるようなファイバホルダまたは螺旋構
成を採用することができる。また、図１０Ｅおよび１０Ｈの実施形態では、送達および収
集ファイバ１１２、１１３は、コア管３３１の流体移送管腔１１６内部に配置され、流体
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移送管腔１１６は、バルーン１１１に入ると終端する。この実施例では、ガイドワイヤシ
ース１３０が、内腔１１６に近接して、そして内腔１１６を越えて延在し、カテーテル３
３１の端部につながる。
【０１９６】
　図１０Ｉは、図１０Ｈの多面反射器の実施形態のクローズアップ斜視図である。この実
施形態では、反射器本体７３０が、複数のファセット７２２を含む。遮光カラム７２４が
、ファセット７２２間に設けられていてもよく、放射が最初にターゲット区域内の組織に
入射せずに、送達ファイバと収集ファイバとの間で偶然に伝送されるのを防止する。ファ
セット７２２は、例えば、ファセットが送達ファイバと関連付けられるか、または収集フ
ァイバと関連付けられるかに応じて、異なる長さまたは幅を有するようにサイズ設定また
は整形することができる。例えば、送達ファイバに関して指定されるファセット７２２は
、収集ファイバに関して指定すべきファセット７２２に関する幅（すなわち、幅７３２）
よりも小さい幅（すなわち、幅７３３）を有することができる。例えば、より大きなサイ
ズのファセットは、収集される光の量を増加するために収集ファイバと関連付けるのに適
当であることがある。反射器本体７３０は、反射器本体７３０をコア管３３１に取り付け
るために、コア管３３１が中に配置される開口７３１を含む。別法として、ファセット７
２２を有する反射器７３０を、コア管３３１と一体に形成することができる。一実施形態
では、反射器本体７３０は、ファイバホルダ、例えば図６Ｃに関連して上述したタイプの
ファイバホルダ２１０に接続させる、および／またはファイバホルダと位置合わせさせる
ことができる。ファイバホルダ２１０は、反射器７３０の様々な対応するファセットと位
置合わせしてファイバを維持するように動作する。
【０１９７】
　図１０Ｊは、本発明の実施形態による、６つのファイバを含み、体腔に関する光学的分
析を行うカテーテル実施形態の断面図である。この実施形態では、第１および第２の送達
ファイバ１１２１、１１２２と収集ファイバ１１３１～１１３４とが、コア管１３１に取
り付けられる。代替実施形態では、第１および第２の送達ファイバ１１２１、１１２２と
収集ファイバ１１３１～１１３４とは、本明細書に例示して説明したように、コア管１３
１に装着されたファイバホルダに取り付けることができる。第１の送達ファイバ１１２１

は、内腔壁１６０のターゲット領域の第１の象限Ｉおよび第２の象限ＩＩに光放射を誘導
する。第４の収集ファイバ１１３４が、内腔壁の第１の象限Ｉから、反射された光放射を
受け取り、第３の収集ファイバ１１３３が、第２の象限ＩＩから、反射された光放射を受
け取る。第３および第４の収集ファイバ１１３３、１１３４は、第１および第２の象限か
ら受け取られた反射された光放射を、それぞれの検出器（図示せず）に伝送する。
【０１９８】
　さらに、第２の送達ファイバ１１２２は、内腔壁１６０のターゲット領域の第３の象限
ＩＩＩおよび第４の象限ＩＶに光放射を誘導する。第１の収集ファイバ１１３１が、内腔
壁の第４の象限ＩＶから、反射された光放射を受け取り、第２の収集ファイバ１１３２が
、第３の象限ＩＩＩから、反射された光放射を受け取る。第１および第２の収集ファイバ
１１３１、１１３２は、第３および第４の象限から受け取られた反射された光放射を検出
器（図示せず）に伝送する。
【０１９９】
　ファイバは、第１の送達ファイバ１１２１が第３および第４の収集ファイバ１１３３、
１１３４それぞれから距離ｄだけ離隔され、第２の送達ファイバ１１２２が第１および第
２の収集ファイバ１１３１、１１３２それぞれから距離ｄだけ離隔されるように、互いに
関して位置決めされる。送達／収集ファイバ離隔距離とも呼ばれるこの距離ｄは、収集フ
ァイバ１１３によって収集される内腔壁への光の経路の深さの決定に一部関わるものであ
る。組織を通る進行経路が長くなるとき信号が弱まることがあるが、より大きなファイバ
離隔距離は、内腔壁１６０内のより深くの組織に関するより多くの情報を提供する。
【０２００】
　図１１Ａは、本発明の実施形態による、塗布された金属反射コーティング１２３を有す
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る斜めの研磨端部を有する角度付き先端１２２と、光学窓１２４とを含むファイバの例示
図である（「サイドファイア(side-fire)」構成として知られている）。図１１Ｂは、図
１１Ａの断面線Ｉ－Ｉ'に沿って取られた図１１Ａの器具の断面図である。図１１Ａおよ
び１１Ｂの実施例では、へき開された先端の領域内でのファイバクラッド１２７が除去さ
れて、ファイバの側壁に送達または収集窓１２４を提供し、半径方向に誘導された光放射
がその窓１２４を通過することができる。コーティング１２３は、光放射がファイバ１２
２の長手方向軸に沿ってファイバ１２２の先端を通過するのを防止し、送達／収集窓１２
４を通ってファイバ１２２の側部または本体壁から半径方向または横方向に出るように光
放射を誘導する。ファイバ１２２は、送達ファイバとして動作可能であり、このとき、放
射源からの長手方向に誘導された光放射が斜面に入射し、半径方向に反射されて送達窓１
２４を通る。ファイバはまた、収集ファイバとしても動作可能であり、反射された光放射
を収集窓１２４を通して受け取り、この光放射が、金属反射コーティング１２３によって
反射されて、収集ファイバの近位端に向けて長手方向に誘導される。
【０２０１】
　図１１Ｃは、本発明の実施形態による斜角ファイバ先端１２２の例示図である。図１１
Ｃでは、ファイバ１２２のジャケットおよびクラッド１２７の一部分がファイバ１２２の
先端から除去され、ファイバコア１２５を露出する。露出されたファイバコア１２５を取
り囲むように、円筒形の光学窓をファイバ先端１２２に装着することができる。この方法
では、光放射は、送達ファイバに関しては、光学窓を通ってファイバコアから外方向に放
射し、または放射は、収集ファイバに関しては、光学窓によって受け取られる。
【０２０２】
　図１１Ｄは、本発明の実施形態による、透明カプセルを含むファイバの端部の例示図で
ある。図１１Ｄに例示されているように、透明カプセル１３４が、光ファイバ１２２の斜
角先端に装着される。カプセル１３４は、液体、気体、またはファイバの外部にある他の
材料がファイバ先端１２２と直接接触しないように、ファイバ先端１２２に封着される。
環境大気、または他の気体もしくは流体を、カプセル内部に閉じ込めることができる。こ
の方法では、透明カプセル１３４は、ファイバが処置中に流体内に浸漬されているにも関
わらず、ターゲット領域への光放射の伝送中に、ファイバの斜角先端の界面で正確な屈折
率の変化を保つことが可能である。屈折率の変化は、斜角先端の領域内での光の適切な内
部反射を保証する。さらに、ジャケットおよびクラッド１２７の一部分がファイバ１２２
の先端から除去され、ファイバコア１２５を露出する。透明カプセル１３４は、露出され
たファイバコア１２５の周りに装着される。一実施形態では、金属反射コーティングがフ
ァイバ先端１２２に塗布されず、したがって、送達ファイバから放出される放射は、軸方
向または半径方向でターゲット領域に誘導されることがあり、あるいは、収集ファイバに
よって受け取られる放射は、軸方向または半径方向でターゲット領域から受け取られるこ
とがある。透明カプセルは、ガラス、シリカ、テフロン、またはポリイミドなど光学的に
適した材料から構成することができる。
【０２０３】
　図１２は、別の実施形態による、光エネルギーの送達、収集、または送達および収集の
ために採用することができる二重クラッド光ファイバ８１２の斜視図である。この実施形
態では、二重クラッド光ファイバ８１２が送達ファイバと収集ファイバとの両方の機能を
提供するので、別々の送達ファイバと収集ファイバとが必要ない。二重クラッドファイバ
８１２は、保護緩衝体８２４内に閉じ込められた一次コア８２１と、二次コア８２２と、
クラッド８２３とを備える。光放射は、一次コア８２１を通して二重クラッドファイバの
近位端から遠位端に伝送され、そこで光放射は遠位端から出る。反射された光放射は、フ
ァイバ８１２の遠位端で二次コア８２２によって収集されることがあり、このとき二次コ
ア８２２は、反射されて収集された光放射をファイバ８１２を通して近位端に伝送し、そ
こで検出器（図示せず）が、反射された光放射を受け取る。二次コア８２２は、好ましく
は、一次コア８２１とクラッド８２３との間に挿間される。また、二重クラッドファイバ
は、その遠位端で２つの個々のファイバに分離することもでき、上述したように送達ファ
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イバ１１２と収集ファイバ１１３との機能を行うことができる。
【０２０４】
　図１３Ａは、本発明の別の実施形態による、拡散ヘッド４１５を有する送達ファイバ１
１２を含むバルーンカテーテル４００の例示図である。図１３Ｂは、本発明による、図１
３Ａの断面線Ｉ－Ｉ'に沿って取られた図１３Ａの器具の断面図である。図１３Ａおよび
１３Ｂの例示実施例では、拡散ヘッド４１５が、送達ファイバ１１２の遠位端に取り付け
られる。少なくとも１つの収集ファイバ１１３が、送達ファイバ１１２と並置され、送達
ファイバ１１２に平行に配置される。光放射は、放射源（図示せず）によって、送達ファ
イバ１１２の近位端から、遠位端にある拡散ヘッド４１５に伝送されるので、１つ以上の
収集ファイバ１１３が、内腔壁からの反射された光放射を任意の方向で受け取るように配
置されることが好ましい。光放射は、拡散ヘッド４１５から外方向に、内腔壁に向かって
全方向で放射する。
【０２０５】
　バルーン１１１は、送達ファイバ１１２および収集ファイバ１１３の遠位端と、コア管
１３１の一部分とを取り囲む。この方法では、バルーン１１１の内面は、光放射によって
３６０度範囲で照明されてもよい。拡散ヘッド４１５が全方向に光放射を出力するので、
かつコア管１３１が光放射の一部の経路内にあるので、コア管１３１は、吸収材料から構
成されることが好ましく、これは、内腔壁にあるターゲット領域によって受け取られるよ
うに意図された光放射と干渉するかもしれない任意の光放射がガイドワイヤシースに当た
る危険を低減する。受け取られた放射におけるガイドワイヤシースによって引き起こされ
た「影」は、その影響を打ち消すデータ分析処置でのソフトウェアプログラムによって、
背景としてなくすことができる。
【０２０６】
　図１３Ｃは、本発明の実施形態による、反射器２２８と散乱粒子２２６とを有する図１
３Ａの送達ファイバの拡大例示図である。散乱粒子２２６は、コア２２２の出口で送達フ
ァイバ１１２の先端に置かれ、送達ファイバ１１２の軸に沿った均一な光放射を可能にし
、送達ファイバ１１２の軸から外れるように光放射を反射して反射窓２２４を通して内腔
壁を照明する。散乱粒子２２６の端部にある反射器２２８は、散乱粒子２２６を集中させ
、それにより軸方向での光放射を遮る。反射窓２２４は、ポリマー、シリカ、およびガラ
スなど高い透過性の材料から構成することができる。
【０２０７】
　図１３Ｄは、本発明の別の実施形態による拡散器２２５を有する図１３Ａの送達ファイ
バの拡大例示図である。拡散器２２５は、送達ファイバ１１２の遠位端に配置され、送達
ファイバ１１２から半径方向に光放射を拡散することができ、均質な３６０°半径領域の
照明を内腔壁に提供する。反射窓２２４は、ファイバシース２２７から延在し、拡散器２
２５を含み、それにより光放射を拡散器２２５から伝送させる。
【０２０８】
　図１４Ａは、本発明の実施形態による、長手方向軸に沿って配置されたガイドワイヤシ
ース５３１と送達ファイバ５１２とを含むバルーンカテーテル５００の例示図である。図
１４Ｂは、図１４Ａの断面線Ｉ－Ｉ'に沿って取られた図１４Ａの器具の断面図である。
図１４Ｃは、図１４Ａの断面線ＩＩ－ＩＩ'に沿って取られた図１４Ａの器具の断面図で
ある。図１４Ａおよび１４Ｃに図示されているように、送達ファイバ５１２は、コア管１
３１の内部に配置される。さらに、１つ以上の収集ファイバ５１３が、コア管１３１の外
面に装着される。この方法では、光放射は、コア管１３１内部で送達ファイバ５１２の経
路に沿って伝送される。一実施形態では、拡散ヘッド、例えば図１３Ｃ～１３Ｄに例示さ
れるタイプの拡散ヘッドが、送達ファイバ５１２の遠位端に配置される。図１４Ｂに図示
されているように、光放射は、コア管１３１内部に配置されたファイバ５１２の端部にあ
る拡散ヘッドから出ることができる。バルーン５１１の遠位端でのコア管１３１の第２の
部分は、ガイドワイヤシース５３１およびガイドワイヤポート５３４を含み、それにより
ガイドワイヤ（図示せず）をガイドワイヤシース５３１内に挿入することができる。
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【０２０９】
　拡散ヘッドを含む送達ファイバ５１２を有するコア管１３１の第１の部分と、ガイドワ
イヤシース５３１およびガイドワイヤポート５３４を有するコア管１３１の第２の部分と
は共に、長手方向軸に沿って配置される。上に例示した実施形態では、コア管１３１は、
プラスチック、または光伝送のための他の適切な媒体から構成することができる。図１４
Ａ～１４Ｂに例示される実施形態では、コア管１３１は、光伝送に適さない材料から構成
することもでき、このとき、送達ファイバ５１２の端部にある拡散ヘッドにてコア管１３
１の一部分を除去して光学窓を形成することができる。この実施形態では、収集ファイバ
５１３は、コア管１３１の第１の部分に装着され、各収集ファイバ５１３が、内腔壁から
、反射された光放射を受け取る。バルーン５１１の外側に配置されたガイドワイヤとの干
渉によって引き起こされた「影」が、受け取られた放射に含まれることがあり、これはさ
らに、不正確な結果を引き起こすことがある。しかし、放射のこの部分は、影の影響を打
ち消すデータ分析処置でのソフトウェアプログラムによってなくすことができる。
【０２１０】
　図１５Ａは、本発明の実施形態による、本明細書で説明するバルーンカテーテルと形態
が同様のステント送達カテーテル６１０と、ステント６２０とを備える、ステント送達の
ために使用される器具６００の例示側面図である。図１５Ｂは、本発明による、図１５Ａ
の断面線Ｉ－Ｉ'に沿って取られた図１５Ａの器具６００の断面図である。ステント挿入
を含む血管形成術処置などの医学的処置では、図１５Ａに例示されるカテーテル６１０は
、体腔に挿入されて、治療すべき体腔の領域に位置決めされる。バルーンを拡張すること
によってステント６２０が所定位置に挿入された後、ステント留置された内腔壁のスペク
トル特徴に関係するデータが、光ファイバを通して収集される。この方法では、図１５Ａ
～１５Ｂに例示されるカテーテル６１０は、ステント送達システムとして使用することも
でき、内腔に対してステント挿入を行い、かつ内腔壁のスペクトル測定を行い、両方の処
置が、内腔ターゲット領域からカテーテル６１０を取り外す必要なく行われる。器具６０
０は、内腔壁がステント処置された後に内腔壁からスペクトルを獲得することができる。
受け取られた放射における、ステント６２０によって干渉された「影」は、影の影響を打
ち消すデータ分析処置でのソフトウェアプログラムによって、背景としてなくすことがで
きる。
【０２１１】
　図１６Ａは、本発明の実施形態による、バルーン１１１の外面に近接する送達ファイバ
および収集ファイバを含むカテーテル実施形態の例示図である。図１６Ｂは、図１６Ａの
断面線Ｉ－Ｉ'に沿って取られた図１６Ａのカテーテルの断面図である。ある実施形態で
は、送達ファイバ１１２および収集ファイバ１１３は、バルーン１１１の外面に装着また
は成形される。送達ファイバ１１２および収集ファイバ１１３は、膨張したバルーン１１
１によって内腔壁（図示せず）に対して押圧される。バルーン１１１は、ガイドワイヤ管
腔１３０の遠位端付近でガイドワイヤ管腔１３０の一部分を同軸に取り囲む。この方法で
は、光放射は、軸方向または半径方向でターゲット領域に誘導することができる。この実
施形態では、バルーン表面も、膨張したバルーン内の液体も、伝送される光放射の経路内
にない。ファイバ１１２、１１３の遠位端がバルーン１１１の膨張中に外方向に拡げられ
るので、制限リング１１８がファイバの周りに配置され、ガイドワイヤ管腔１３０に接す
るようにファイバを維持する。
【０２１２】
　図１７Ａは、本発明の実施形態による、バルーン１１１の内面に装着または成形された
送達ファイバおよび収集ファイバを含むカテーテル実施形態のクローズアップ例示図であ
る。図１７Ｂは、図１７Ａの断面線Ｉ－Ｉ'に沿って取られた図１７Ａのカテーテルの断
面図である。送達ファイバ１１２および収集ファイバ１１３は、生体適合性紫外線硬化接
着剤(biocompatible ultraviolet glue)、組織接着剤(tissue adhesive)、またはエポキ
シなどの接着剤１１９によってバルーン１１１の内面に装着または成形される。この実施
形態では、光放射は、バルーン表面を通過することによって、軸方向または半径方向でタ
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ーゲット領域に誘導されるが、この光放射は、膨張しているバルーン内に含まれている流
体を通らないように伝送されるか、または最小限にしか通らないように伝送される。
【０２１３】
　図１８Ａは、本発明による、ファイバアセンブリを螺旋状に湾曲させるための湾曲デバ
イスの例示図である。図１８Ｂは、図１８Ａの断面線Ｉ－Ｉ'に沿って取られた図１８Ａ
の器具の断面図である。図１８Ｃは、図１８Ａの断面線ＩＩ－ＩＩ'に沿って取られた図
１８Ａの器具の断面図である。図１８Ｄは、図１８Ａの断面線ＩＩＩ－ＩＩＩ'に沿って
取られた図１８Ａの器具の断面図である。
【０２１４】
　図１８Ａ～１８Ｄで、湾曲デバイスは、本明細書で様々な実施形態で例示したように、
光放射のビームを内腔壁のターゲット領域に送達することができるように、または内腔壁
のターゲット領域から収集することができるように、ファイバアセンブリ内で各ファイバ
を螺旋状に湾曲させる。このデバイスは、ファイバがコア管、例えば図２Ａのコア管１３
１、またはファイバホルダ、例えば図６Ａのファイバホルダ１３３に取り付けられる前に
、送達および収集ファイバ７１２の両方を熱源（図示せず）によって特定の角度で螺旋状
に湾曲できるようにする。デバイスは、２つのファイバ係止（ロック）リング７０１、７
０２と、溝７０６を有する溝付き管７０３と、金属コア７０５と、回転管７０４とを含む
。ファイバを螺旋状に湾曲させるためのデバイスに１つ以上のファイバが取り付けられる
前に、１つ以上のファイバ７１２の遠位部分での外側ジャケットが剥離される。ファイバ
７１２は、ファイバ係止リング７０１、７０２を通して、金属コア７０５および溝付き管
７０３に沿って挿入される。ファイバの先端は、図１８Ｄに示されているように回転管７
０４の対面する断面に配置された浅い穴７０７内に挿入され、したがって（螺旋状に整形
すべき）ファイバの剥離部分が、溝付き管７０３と回転管７０４との間に延在する（７０
３から７０４まで延びている）。ファイバは、溝付き管７０３の表面に沿って形成された
溝／スロット７０６に配置される。ファイバ係止リング７０１およびファイバ係止リング
７０２は、それぞれ図１８Ｂおよび１８Ｄに示されているように、係止位置で配置される
。２つのファイバ係止リング７０１、７０２は、ファイバ係止リング７０１、７０２に締
め付けられるねじによって、ファイバ７１２を固定位置で保持する。ファイバ係止リング
７０１は、図１８Ｂに示されているように、金属コア７０５とリング７０１の内側部分と
の間にファイバ７０１をクランプすることによって、ファイバ７０１の非剥離部分を固定
位置に保持し、ファイバ係止リング７０２は、図１８Ｃに示されているように、溝付き管
７０３とリング７０２の内側との間にファイバ７１２をクランプすることによって、ファ
イバの剥離部分を所定位置に固定する。次いで、熱源（図示せず）が、溝付き管７０３（
そこにファイバ７１２がリング７０２によって定位置に係止された）と回転管７０４との
間に延在する剥離されたファイバ７１２の部分に、最大で約１６００°Ｆの熱を加える。
ファイバ７１２が加熱されるとき、回転管７０４は、回転され、それと同時に、溝付き管
７０３から所定の距離まで溝付き管７０３に向けて前進される。加熱されたファイバ７１
２は、所定の角度を有する螺旋湾曲を成すために、金属コア７０５の表面に接しながら湾
曲される。ファイバ７１２の螺旋湾曲の角度は、ファイバの加熱中の回転管の回転角度お
よび前進距離によって決まる。回転管７０４によって回転される角度が大きくなり、かつ
前進される距離が長くなるほど、処理されたファイバで得られる螺旋湾曲角度は大きくな
る。回転管７０４の回転角度は、一実施例では、３０°～３６０°の範囲であってよい。
回転管によって前進される距離は、一実施例では、処理されるファイバのサイズに応じて
、２マイクロメートル～２ミリメートルの範囲であってよい。回転管７０４の内部管腔に
接する金属コア７０５の表面にある螺旋フランジが、回転管７０４による回転角度と前進
距離とを制御する助けをすることができる。ファイバが螺旋状に湾曲された後、ファイバ
係止リング７０１およびファイバ係止リング７０２でのねじが緩められる。ファイバ係止
リング７０１とファイバ係止リング７０２とがどちらも１８０°回転される。湾曲された
ファイバ７１２は、両方の係止リング窓から取り外される。得られた湾曲ファイバ７１２
は、次いで、例えば前述した実施形態のコア管１３１またはファイバホルダ１３３に取り
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付けることができる。
【０２１５】
　図１９Ａ～１９Ｄは、本発明の実施形態による、器具製造プロセスの順次ステップの例
示図である。この方法は、カテーテルの製造時に回転シェーパ(shaper)９０２を使用して
、送達および収集ファイバ９１２の両方を同じ角度で斜めに研磨できるようにする。図１
９Ａに示されているように、複数のファイバ９１２が、ファイバホルダ９３１の周りに互
いに平行に位置決めされる。ファイバホルダ９３１は、例えばとりわけ図６Ａ～６Ｄを参
照して説明したものと同様のタイプであってよい。各ファイバ９１２は、接着剤(glue)ま
たはエポキシ（図示せず）を使用してファイバホルダ９３１に装着される。ファイバ先端
９１３は、ファイバホルダ９３１を越えて延在する。しかし、鈍いファイバ先端９１２は
、保護のために、かつファイバ先端９１３をホルダ９３１に装着するために、接着剤(glu
e)またはエポキシによって完全に覆うことができる。金属リング９０３が、ファイバ先端
９１３の遠位端と接着剤またはエポキシとの上に配置されるようにしてもよい。図１９Ｂ
に示されているように、金属リング９０３は、ファイバ先端９１３がシェーパ９０２によ
って斜めに研磨されるときに、ファイバ先端９１３を一時的に保護することができる。
【０２１６】
　図１９Ｂに示されているように、シェーパ９０２は、１０００～１０００００ｒｐｍの
範囲にある適切な回転速度で回転する。シェーパ９０２は、接着剤またはエポキシ９０１
によって包まれ且つ保護体９０３によって保護されたファイバ先端９１３に対してゆっく
りと適用される。これにより、シェーパ９０２によってファイバ先端９１３を斜めに研磨
する。
【０２１７】
　図１９Ｃに示されているように、ファイバ先端９１３'が、ある角度で、例えば４５度
で斜めに研磨された後、次の研磨ステップ中にファイバ先端を保護する保護リング９０３
が取り外される。窓カッター９０４が、ファイバ先端９１３'の周りに位置決めされ、先
端および先端を被覆する接着剤またはエポキシ９０１コーティングからファイバクラッド
およびジャケットを剥離して、各ファイバ先端９１３'のための光学窓を形成する。次い
で、ファイバ先端９１３'の斜めの面が、金、ニッケル、およびアルミニウムなどの金属
材料で被覆される。次いで、残りの接着剤またはエポキシ１０６によってファイバホルダ
９３１に装着された先端研磨されたファイバ９１２が、コア管（図示せず）に取り付けら
れる。
【０２１８】
　角度および研磨シェーパ９０２が、角度付きファイバ先端９１３'に適用され、それに
より先端９１３'がさらに整形および研磨されて、高反射率特性など所望の組み込まれた
光学的性質を有する正確で最適なファイバ先端角度を実現する。
【０２１９】
　図１９Ｄに示されているように、角度付きファイバ先端９１３'を有する光ファイバ９
１２を備えるカテーテル９１０が形成される。その後、バルーン、放射源、検出器、およ
び分光計が、従来の順序でカテーテル９１０に取り付けられることがあり、バルーンカテ
ーテル製造プロセスを完了させる。
【０２２０】
　図２０Ａ～２０Ｇは、本発明の実施形態による、バルーン血管形成術処置を行う順次ス
テップを例示する断面図である。図２０Ａは、内腔壁１０６０を有する狭窄体腔１０６１
の断面図である。内腔１０６１は、閉塞、例えば脂質含有分の蓄積によって引き起こされ
た閉塞１０６２により狭窄されていることがある。
【０２２１】
　図２０Ｂに示されているように、例えば本明細書で説明したタイプのバルーンカテーテ
ル１０１０が、従来の手順に従って、狭窄内腔１０６１内に挿入される。一実施形態では
、バルーンカテーテル１０１０は、ガイドワイヤ管腔１０３０を含むコア管１０３１と、
バルーン１０１１と、少なくとも１つの送達／収集ファイバとを備える。治療処置中、医
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師は、始めに、鼠径部または手首に位置する穿孔点を通して、狭窄内腔１０６１内にガイ
ドワイヤを挿入する。次に、医師は、ガイドワイヤにバルーンカテーテル１０１０を配置
する。バルーンカテーテル１０１０は、バルーン１０１１を備え、バルーン１０１１は、
狭窄内腔１０６１への進入時には収縮状態である。
【０２２２】
　図２０Ｃに示されているように、位置決めされたバルーン１０１１は、コア管１０３１
のポートを通してバルーン１０１１内に流体を送達することによって部分的に膨張する。
カテーテル１０１０は、送達ファイバから内腔壁に光放射を送達し、内腔壁から放出され
て収集ファイバによって受け取られる光放射を収集することによって、内腔壁１０６０の
スペクトル特徴のデータの収集を可能にする。内腔壁のスペクトル特徴のデータの収集は
、ターゲット領域に関するバルーンカテーテル１０１０の位置を決定するために使用され
る。内腔壁情報はリアルタイムでスペクトル解析によって得られるので、医師は、この情
報に依拠して、対象の領域、例えば内腔の罹患領域に関してカテーテル１０１０をどこに
配置するか、それに従って必要な処置（例えば、バルーン血管形成術および／またはステ
ント挿入）をどこで行うかを決定することができる。
【０２２３】
　この特徴は、従来のカテーテル、例えば蛍光透視法に依拠するカテーテルよりも有利で
ある。なぜなら、蛍光透視法は、ユーザが従来のカテーテルを罹患領域に案内できるよう
にするだけだからである。しかし、蛍光透視法は、内腔の罹患領域に関する情報を２次元
で提供することしかできず（例えば、２次元断面での血管狭窄）、したがって不完全な分
析が提供される。これは、いくつかの罹患領域に治療が必要とされるいくつかの用途では
特に重要であるが、蛍光透視法を含む従来の方法は、非狭窄領域またはわずかな狭窄の領
域内の脆弱なプラークを識別することができない。本発明は、内腔壁のターゲット領域で
血管形成術用バルーンを展開する前に内腔壁に沿った脆弱性を識別することもできるので
、血管形成術処置中または処置後に、閉塞１０６２またはその付近で生じる破裂の危険を
低減することができる。
【０２２４】
　別の実施形態では、カテーテル１０１０は、バルーン１０１１のスペクトル特徴に関す
るデータを収集する。このデータは、バルーン１０１１の膨張または収縮中にガイドワイ
ヤ管腔１０３０からのバルーン表面の距離を求めるため、および膨張中にバルーン１０１
１の拡張の体積を測定するために使用することができる。
【０２２５】
　図２０Ｄに示されているように、カテーテル１０１０が、識別された罹患位置の領域内
に配置された後、バルーン１０１１は完全に膨張し、それにより、バルーン血管形成術お
よび／またはステント挿入（ステントは図示せず）の治療のためにターゲット領域で内腔
１０６１を開拡する。内腔壁１０６０に対する膨張したバルーン１０１１の圧力は、血流
を遮断し、バルーン１０１１の外面と測定すべき内腔壁１０６０との間の経路内の任意の
血液を除くのに十分である。バルーンは、例えば、約８～１２気圧の範囲の圧力まで加圧
することができ、この状態で、内腔内部で実質的に円筒形状であってよい。
【０２２６】
　バルーン血管形成術治療などの治療後または治療中、スペクトル特徴の別の収集を行う
ことができる。図２０Ｅに示されているように、光放射は、送達ファイバの遠位端から伝
送され、バルーン１０１１を通して、内腔壁１０６０に当接するバルーン表面に伝送され
る。光放射は、バルーン表面を通過し、内腔壁１０６０のターゲット領域に当たり、例え
ば蛍光、ルミネセンス、および／または拡散反射の方法で、ターゲット領域内部の組織／
流体と相互作用することができる。収集ファイバは、バルーン１０１１を通過する内腔壁
１０６０からの放出された光放射を受け取ることができる。放出された光放射は、１つ以
上の検出器によって受け取られ、検出器は、受け取られた光放射から信号を生成する。信
号は、分光分析システムによって処理することができ、そこで、処理された信号は記憶さ
れ、コンピュータまたはディスプレイを介してユーザに提示される。バルーン１０１１は
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、バルーンと内腔壁との間に血液がほとんどまたは全くないように内腔壁と直接接触する
ので、質の高いスペクトルデータを得ることができる。この追加のスペクトルデータは、
医師が、リアルタイムで治療結果、ならびに治療に関する現行の生理学的および病理学的
変化を受け取ることができるようする。医師は、後続の療法を迅速に決定することができ
、例えば、第２次治療のためのサンプルバルーン血管形成術後のステント挿入および／ま
たは薬物局部注射療法である。また、スペクトルデータは、内腔壁に関する病理学的結果
を分析することによって、何らかの所要の将来の治療などの治療のために選択すべき好ま
しいステントを示すことができる。また、スペクトルデータは、（１つ以上の）現行の治
療に対する将来の分析または比較のために記憶することができる。
【０２２７】
　図２０Ｆに示されているように、治療およびスペクトルデータ収集後、バルーン１０１
１が収縮され、それにより流体は、コア管１０３１内に配置されるフラッシュ（排出）ポ
ートを通してバルーン１０１１から除去される。
【０２２８】
　図２０Ｇに示されているように、バルーンカテーテル１０１０が、内腔１０６１から取
り外される。内腔１０６１は、バルーン血管形成術またはステント挿入（図示せず）によ
って大幅に増大された開口を有する。
【０２２９】
　したがって、本発明の実施形態は、血管壁に関する重要な情報の収集と、内腔拡張療法
およびステント留置を含めた、閉塞／罹患血管のための多くの治療とを一体化することが
できる。例えば、ステント処置の対象となる領域はしばしば塞がれているので、一般に、
事前開拡ステップ（全てのステント留置処置の約７０パーセントで行われるステップ）を
有することが好ましく、このステップにおいて、血管形成術バルーンは、ステントを伴わ
ずに展開され、血管内部で拡張されて、始めに対象領域の閉塞を開く。この事前開拡ステ
ップは、ステントの配置を容易にして最適化し、血管に対する留着を保証する助けとなる
。この事前開拡ステップを伴う本発明の実施形態の使用は、ステントの挿入前に収集され
る情報の量を大幅に増やす。この情報は、ステントが好ましい治療過程であるか否か、配
備すべきステントがもしあればその位置、タイプ、およびサイズ、ならびに、ステント上
のコーティングおよび／またはステントから溶出すべき薬物の好ましいタイプについての
改良された推定を含むことができる。
【０２３０】
　代替のまたは様々な形態または材料の使用、および開示された方法に対する変形が明ら
かであることが、当業者には理解されよう。本開示は、本発明が関係する技術分野の範囲
内にある特定の実施形態からのこれらおよび他の変更、用途、または他の逸脱を網羅する
ものと意図される。
【図面の簡単な説明】
【０２３１】
【図１Ａ】本発明の実施形態による、内腔を分析して医学的に治療するための器具を例示
する概略ブロック図である。
【図１Ｂ】本発明の実施形態による、内腔を分析して医学的に治療するための器具を例示
する概略ブロック図である。
【図２Ａ】本発明の実施形態による、図１のカテーテルの治療端部の拡大例示図である。
【図２Ｂ】図２Ａの断面線Ｉ－Ｉ'に沿って取られた図２Ａのカテーテルの断面図である
。
【図２Ｃ】図２Ａの断面線ＩＩ－ＩＩ'に沿って取られた図２Ａのカテーテルの断面図で
ある。
【図３Ａ】本発明の実施形態による、螺旋構成で配置された複数のファイバを有する図２
Ａ～２Ｃのカテーテルの拡大例示図である。
【図３Ｂ】図３Ａの断面線Ｉ－Ｉ'に沿って取られた図３Ａのカテーテルの断面図である
。
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【図３Ｃ】本発明の他の実施形態による、螺旋構成で配置された複数のファイバを有する
図３Ａ～３Ｂのカテーテルの拡大例示図である。
【図３Ｄ】本発明の他の実施形態による、螺旋構成で配置された複数のファイバを有する
図３Ａ～３Ｂのカテーテルの拡大例示図である。
【図３Ｅ】本発明の他の実施形態による、螺旋構成で配置された複数のファイバを有する
図３Ａ～３Ｂのカテーテルの拡大例示図である。
【図３Ｆ】本発明の他の実施形態による、螺旋構成で配置された複数のファイバを有する
図３Ａ～３Ｂのカテーテルの拡大例示図である。
【図４】本発明の実施形態による、血管形成術用バルーンによって取り囲まれたコア管に
取り付けられた４つのファイバを含むカテーテル実施形態のクローズアップ例示図である
。
【図５】本発明の実施形態による、短縮されたガイドワイヤシースに取り付けられた４つ
のファイバを含むカテーテル実施形態のクローズアップ例示図である。
【図６Ａ】本発明の実施形態による、ファイバホルダに取り付けられた複数のファイバを
有する図２Ａ～２Ｃのカテーテルの拡大例示図である。
【図６Ｂ】図６Ａの断面線Ｉ－Ｉ'に沿って取られた図６Ａのカテーテルの断面図である
。
【図６Ｃ】本発明の実施形態による、ファイバが穴付きファイバホルダ内に維持された、
カテーテルの遠位部分の例示図である。
【図６Ｄ】図６Ｃの断面線Ｉ－Ｉ'に沿って取られた図６Ｃのファイバホルダの断面図で
ある。
【図７Ａ】本発明の実施形態による、ファイバホルダに取り付けられ、螺旋構成で配置さ
れた複数のファイバを有するカテーテル実施形態の拡大例示図である。
【図７Ｂ】図７Ａの断面線Ｉ－Ｉ'に沿って取られた図７Ａのカテーテルの断面図である
。
【図７Ｃ】本発明の実施形態による、螺旋状に配置されたファイバが穴付きファイバホル
ダ内に維持された、カテーテルの遠位部分の例示図である。
【図７Ｄ】図６Ｃの断面線Ｉ－Ｉ'に沿って取られた図７Ｃのファイバホルダの断面図で
ある。
【図７Ｅ】螺旋状に配置されたファイバを内部に維持することができる穴の軌跡線を示す
、図７Ｃ～７Ｄのファイバホルダの例示斜視図である。
【図７Ｆ】図７Ｃ～７Ｅのファイバホルダのそれぞれ長手方向および側面斜視例示図であ
る。
【図７Ｇ】図７Ｃ～７Ｅのファイバホルダのそれぞれ長手方向および側面斜視例示図であ
る。
【図８Ａ】本発明の実施形態による、可動のファイバホルダに取り付けられ、カテーテル
シースによって取り囲まれた複数のファイバを有するカテーテルの例示図である。
【図８Ｂ】本発明の別の実施形態による、図８Ａの断面線Ｉ－Ｉ'に沿って取られた図８
Ａ～８Ｂのカテーテルの断面図である。
【図８Ｃ】本発明の他の実施形態による、螺旋構成でファイバホルダに取り付けられた複
数のファイバを有する図８Ａのカテーテルの拡大例示図である。
【図８Ｄ】本発明の他の実施形態による、螺旋構成でファイバホルダに取り付けられた複
数のファイバを有する図８Ａのカテーテルの拡大例示図である。
【図８Ｅ】本発明の他の実施形態による、螺旋構成でファイバホルダに取り付けられた複
数のファイバを有する図８Ａのカテーテルの拡大例示図である。
【図９Ａ】本発明の実施形態による、体腔の第１および第２の象限に関して光学的分析を
行うカテーテルを例示する概略図である。
【図９Ｂ】本発明の実施形態による、体腔の第３および第４の象限に関して光学的分析を
行うカテーテルを例示する概略図である。
【図１０Ａ】「サイドファイア」先端ファイバ構成を有する本発明の実施形態による光伝
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送のサンプル光線軌跡を例示するカテーテルの図である。
【図１０Ｂ】「サイドファイア」先端ファイバ構成を有する本発明の実施形態による光伝
送のサンプル光線軌跡を例示するカテーテルの図である。
【図１０Ｃ】螺旋ファイバ構成を有する本発明の別の実施形態による光伝送のサンプル光
線軌跡を例示するカテーテルの図である。
【図１０Ｄ】螺旋ファイバ構成を有する本発明の別の実施形態による光伝送のサンプル光
線軌跡を例示するカテーテルの図である。
【図１０Ｅ】円錐形反射器を有する本発明の別の実施形態による光伝送のサンプル光線軌
跡を例示するカテーテルの図である。
【図１０Ｆ】円錐形反射器を有する本発明の別の実施形態による光伝送のサンプル光線軌
跡を例示するカテーテルの図である。
【図１０Ｇ】円錐形反射器を有する本発明の別の実施形態による光伝送のサンプル光線軌
跡を例示するカテーテルの図である。
【図１０Ｈ】多面反射器を有する本発明の別の実施形態による光伝送のサンプル光線軌跡
を例示するカテーテルの図である。
【図１０Ｉ】図１０Ｈの多面反射器の実施形態のクローズアップ斜視図である。
【図１０Ｊ】本発明の別の実施形態による、６つのファイバを有し、体腔に関して光学的
分析を行うカテーテルの断面図である。
【図１１Ａ】本発明の実施形態による、塗布された金属コーティングを有する斜角先端（
「サイドファイア」構成）と光学的窓とを含むファイバの例示図である。
【図１１Ｂ】図１１Ａの断面線Ｉ－Ｉ'に沿って取られた図１１Ａのファイバの断面図で
ある。
【図１１Ｃ】本発明の実施形態による、遠位部分にクラッドがない斜角ファイバ先端の例
示図である。
【図１１Ｄ】本発明の実施形態による、透明カプセルを含むファイバの端部の例示図であ
る。
【図１２】本発明の別の実施形態による、光エネルギーの送達、収集、または送達および
収集のために採用することができる二重クラッド光ファイバの斜視図である。
【図１３Ａ】本発明の別の実施形態による、拡散ヘッドを有する送達ファイバを含むバル
ーンカテーテルの例示図である。
【図１３Ｂ】図１３Ａの断面線Ｉ－Ｉ'に沿って取られた図１３Ａの器具の断面図である
。
【図１３Ｃ】本発明の実施形態による、拡散器と散乱粒子とを含む図１３Ａの送達ファイ
バの出力端部の拡大例示図である。
【図１３Ｄ】本発明の別の実施形態による、拡散器を含む図１３Ａの送達ファイバの出力
端部の拡大例示図である。
【図１４Ａ】本発明の実施形態による、バルーンの遠位端にガイドワイヤシースが配置さ
れた、コア管内部に位置決めされた送達ファイバを含むバルーンカテーテルの例示図であ
る。
【図１４Ｂ】図１４Ａの断面線Ｉ－Ｉ'に沿って取られた図１４Ａの器具の断面図である
。
【図１４Ｃ】図１４Ａの断面線ＩＩ－ＩＩ'に沿って取られた図１４Ａの器具の断面図で
ある。
【図１５Ａ】本発明の実施形態による、バルーンカテーテルとステントとを備える器具の
例示側面図である。
【図１５Ｂ】図１５Ａの断面線Ｉ－Ｉ'に沿って取られた図１５Ａの器具の断面図である
。
【図１６Ａ】本発明の実施形態による、バルーンの外面に近接する送達ファイバおよび収
集ファイバを含むカテーテル実施形態のクローズアップ例示図である。
【図１６Ｂ】図１６Ａの断面線Ｉ－Ｉ'に沿って取られた図１６Ａのカテーテルの断面図
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である。
【図１７Ａ】本発明の実施形態による、バルーンの内面に装着または成形された送達ファ
イバおよび収集ファイバを含むカテーテル実施形態のクローズアップ例示図である。
【図１７Ｂ】本発明の実施形態による、図１７Ａの断面線Ｉ－Ｉ'に沿って取られた図１
７Ａのカテーテルの断面図である。
【図１８Ａ】本発明の実施形態による、ファイバアセンブリを螺旋状に湾曲するためのデ
バイスの例示図である。
【図１８Ｂ】図１８Ａの断面線Ｉ－Ｉ'に沿って取られた図１８Ａの器具の断面図である
。
【図１８Ｃ】図１８Ａの断面線ＩＩ－ＩＩ'に沿って取られた図１８Ａの器具の断面図で
ある。
【図１８Ｄ】図１８Ａの断面線ＩＩＩ－ＩＩＩ'に沿って取られた図１８Ａの器具の断面
図である。
【図１９Ａ】本発明の実施形態による、器具製造プロセスの順次ステップの例示図である
。
【図１９Ｂ】本発明の実施形態による、器具製造プロセスの順次ステップの例示図である
。
【図１９Ｃ】本発明の実施形態による、器具製造プロセスの順次ステップの例示図である
。
【図１９Ｄ】本発明の実施形態による、器具製造プロセスの順次ステップの例示図である
。
【図２０Ａ】本発明の実施形態による、バルーン血管形成処置を行う順次ステップを例示
する断面図である。
【図２０Ｂ】本発明の実施形態による、バルーン血管形成処置を行う順次ステップを例示
する断面図である。
【図２０Ｃ】本発明の実施形態による、バルーン血管形成処置を行う順次ステップを例示
する断面図である。
【図２０Ｄ】本発明の実施形態による、バルーン血管形成処置を行う順次ステップを例示
する断面図である。
【図２０Ｅ】本発明の実施形態による、バルーン血管形成処置を行う順次ステップを例示
する断面図である。
【図２０Ｆ】本発明の実施形態による、バルーン血管形成処置を行う順次ステップを例示
する断面図である。
【図２０Ｇ】本発明の実施形態による、バルーン血管形成処置を行う順次ステップを例示
する断面図である。
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