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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
壁部を有する身体の管腔にて使用するためのフィルタ装置であって、前記フィルタ装置は
、
　長尺状部材を受承するべく構成された複数の連結部と、
　各々が連結部にその先端にて取り付けられるとともに別の連結部内を貫通する、複数の
第一の長尺状部材と、
　各々が連結部にその先端にて取り付けられ、かつ連結部に基端にて取り付けられている
、複数の第二の長尺状部材と、を含み、
　前記フィルタ装置は、長尺形状である第一の形態と、前記連結部が互いに近接する第二
の形態とを有し、前記第一の長尺状部材は円錐形状部材を形成し、かつ前記第二の長尺状
部材は、中心点から径方向外向きに広がる複数のループを形成する、フィルタ装置。
【請求項２】
前記円錐形状部材及び前記複数のループの各々は、前記身体の管腔の壁部に接触する、請
求項１に記載のフィルタ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は塞栓保護に関する。より詳細には、本発明は塞栓保護フィルタ及び同フィルタ
を形成する方法に関する。



(2) JP 4988714 B2 2012.8.1

10

20

30

40

50

【背景技術】
【０００２】
　医療行為において、医師が患者の血管系にフィルタを配置することが望ましい状況が数
多く存在する。血管フィルタの最も一般的な用途の一つに、深部静脈血栓症（ＤＶＴ）の
治療がある。深部静脈血栓症の患者は、身体下部の太い静脈内の血液凝固を経験する。こ
れらの患者では、血塊が放出され、それが下大静脈を経由して心臓及び肺にまで到達する
という危険性が常に存在している。これらの過程は肺塞栓として知られている。肺塞栓は
、多くの場合、生命にかかわり、例えば、その大きな血塊が心臓での生命維持のための拍
動を妨げる場合がある。血塊が心臓を通過すると、それが肺に送り込まれ、肺動脈を閉塞
し得る。肺におけるこの種の閉塞は、血液の酸素化を妨害し、ショック状態又は死亡の原
因となる。
【０００３】
　肺塞栓は患者の体内の血管系に血栓フィルタを適切に配置することにより、有効に回避
することができる。フィルタの配置は、全身麻酔状態にて患者を開腹することにより実施
され得る。しかしながら、静脈内挿入は、多くの場合、患者の血管系に血栓フィルタを配
置する好ましい方法である。
【０００４】
　血栓フィルタの静脈内挿入は侵襲性が低く、かつ局所麻酔を必要とするのみである。こ
の処置において、血栓フィルタは送達用カテーテル内に折り畳まれている。送達用カテー
テルを、医師にとって都合の良い部位にて患者の血管系に導入する。次に、送達用カテー
テルを、血管系内にて、フィルタを配置するのに望ましい場所まで前進させる。次いで、
血栓フィルタを送達用カテーテルから血管内に放出する。
【０００５】
　深部静脈血栓症の治療において、血栓フィルタは患者の下大静脈に配置される。下大静
脈は血液を身体下部から心臓まで戻す太い血管である。下大静脈は、患者の大腿静脈又は
頸静脈を介してアクセス可能である。
【０００６】
　血栓フィルタは深部静脈血栓症以外の症状を治療する場合にはその他の位置に配置する
ことも可能である。例えば、血塊が身体の上部から心臓及び肺に送達することが予測され
る場合には、血栓フィルタは上大静脈に配置され得る。上大静脈は、身体の上部から心臓
まで血液を戻す太い血管である。上大静脈は、患者の頸静脈又は大腿静脈を介してアクセ
ス可能である。
【０００７】
　血管内に血栓フィルタが配置されると、同フィルタは血塊を捕捉しかつ保持する。捕捉
された血塊の周囲の血液の流れは、身体の溶血作用により同血塊を溶解する。
　多くの場合、小さな管腔又は非常に閉塞された管腔を通過して血栓フィルタを装着する
ことが望ましい。従って、より小さな、又はより閉塞された管腔を貫通して装着するため
に、より小さな直径に折り畳むことが可能な血栓フィルタが望ましいということは当業者
の間にて認識されている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、上記した懸案を鑑みてなされたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一実施形態は、第一の長尺状部材と、第二の長尺状部材と、を有するフィルタ
装置に関し、同第二の長尺状部材は、その先端部にて第一の長尺状部材に取り付けられる
とともに同第一の長尺状部材に摺動可能に配置された一連の離間した連結部にて同第一の
長尺状部材に取り付けられている。フィルタ装置は、第一の長尺状形態と第二のフィルタ
形態との間にて移動可能である。第二のフィルタ形態において、連結部は互いにより接近
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し、第二の長尺状部材はフィルタ用ループを形成する。フィルタ装置は、プッシュ－ロッ
ク、バーブ、先端チップ又はその他の部品を含み得る。
【００１０】
　別の実施形態は、一連の離間された連結部を有するフィルタ装置に関し、隣接する一対
の連結部の各々は、可撓性の長尺状部材により取り付けられ、かつ各連結部は同連結部に
取り付けられるとともに基端側の連結部の内腔に摺動可能に配置される別の長尺状部材を
有する。装置は、フィルタ用ループの第一の領域と、フィルタ用又は配置用レッグの第二
の領域と、からなる形態を有する。
【００１１】
　幾らかの実施形態の上記概要は、本発明の開示された各実施形態又はあらゆる実施を記
載することを意図していない。図面及びより詳細に記載された詳細な説明は、これらの実
施形態を例示する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　本発明は、添付した図面に関連して、本発明の種々の実施形態の以下の詳細な説明を考
慮してより完全に理解され得るであろう。
　以下の記載は、図面を参照して読み取られるべきであり、異なる図面の同一の要素は同
一の様式にて符号化されている。必ずしも寸法化されていない図面は選択された実施形態
を記載しているが、本発明の範囲を制限することを意図していない。構成、寸法及び材料
の実施形態は種々の要素に対して図示されているが、提供された実施形態の多くは使用可
能な適切な代替例を有することを当業者は理解するであろう。
【００１３】
　図１はフィルタ装置１００の第一の形態における側面図である。フィルタ装置１００は
第一の長尺状部材１０２と、第二の長尺状部材１０４とを含む。長尺状部材１０４は長尺
状部材１０２に摺動可能に配置される連結部１０６を含む。連結部１０６は図１に示すよ
うに、規則的な間隔にて離間されている。長尺状部材１０４の基端部付近にはプッシュ－
ロック１０８が配置されている。連結部１０６及びプッシュ－ロック１０８は長尺状部材
１０２伝いに先端方向に前進可能であり、図２に示されるような、塞栓を捕捉するのに適
した第二の形態をなす。連結部１０６を先端方向に前進させると、長尺状部材１０４は円
錐形のフィルタに形状化されたフィルタ用ループ１１０を形成し、同フィルタ用ループ１
１０は、基端側マウスと中央の先端部に内向きに延びるアームとを有する。長尺状部材１
０２は同長尺状部材１０２が二片に分かれる分離地点１１２を有する。
【００１４】
　図１に示されるように、連結部１０６は長尺状部材１０２に沿って離間されている。連
結部１０６間の間隔の距離は基端方向に等しくなるように示されている。しかしながら、
間隔は等しくする必要はない。連結部１０６間の平均間隔は、連結部１０６間の距離を足
して、足した距離の数で割ることにより計算され得る。図３において、連結部１０６は長
尺状部材１０２の一方の端部に向かって摺動しているので、同連結部１０６間の平均距離
は図１に示されるものよりも小さい。
【００１５】
　フィルタ装置１００の連結部は、長尺状部材１０４から形成されたループとして示され
ている。同ループは、長尺状部材１０４を曲げて、溶接、ロウ付け、接着剤又はその他適
切な技術によりその位置にてループを選択的に固定することにより連結部１０６に形成さ
れ得る。連結部はその他適切な装置であり得る。例えば、連結部は、長尺状部材１０４に
、溶接又はその他適切な技術により取付けられる中空のシリンダ又はリングであり得る。
連結部は、例えば、部分的に開口しているＣ字型のリングであり得る。長尺状部材１０４
を長尺状部材１０２に摺動可能に取り付けるのに適した任意の装置が適切であり得る。
【００１６】
　第一の長尺状部材１０２は、ほぼ直線状の細長いワイヤであり得る。例えば、ステンレ
ス鋼、ニチノール又は適切なポリマーのような任意の適切な材料から形成され得る。第一
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の長尺状部材は、分離地点１１２を含み得る。図１の実施形態において、分離地点は第一
の形態にある場合に、第二の長尺状部材の基端部の基端側にある。その他の分離地点も実
施される。例えば、分離地点は、図２に示されるように第二の長尺状部材が第二のフィル
タ形態にある場合にプッシュ－ロックのちょうど基端側に配置され得る。分離地点は、ね
じ継手、かぎホック留め接合部、ボール－ループ接合部又はその他適切な接合部であり得
る。第一の長尺状部材は任意の適切な断面形状を有し得る。例えば、断面形状は、円形、
正方形、六角形であり得るか、又はスロットを有し得る。連結部は第一の長尺状部材の形
状を追従するのに適した管腔形状を有し得る。例えば、第一の長尺状部材が正方形の断面
を有する場合には、連結部の管腔は、第一の断面に沿って回転することなく摺動するのに
適したサイズの正方形の断面を有し得る。これはループを第二の形態に位置決めする際に
役立つ。別の代替例において、第一の長尺状部材は、螺旋状の断面を有し、それにより第
二の長尺状部材は、第二のフィルタ形態にてループを形成する際に第一の長尺状部材の周
囲を回動する。
【００１７】
　第二の長尺状部材１０４は可撓性の大きい細長いワイヤであり得る。第二の長尺状部材
は図１に示されるほぼ長尺状の形態から図２に示される第二のフィルタ形態まで移動可能
であるべきである。ステンレス鋼又はニチノール材料が適切である。第二の長尺状部材は
円形の断面を有し得るか、又は楕円形の断面を有し得る。第二の長尺状部材の断面は均一
である必要はなく、第二の長尺状部材に沿った特定の位置にて容易に湾曲するようにその
断面を変更することもできる。フィルタの断面積は、所望とする可撓性に応じて変更可能
である。例えば、可撓性を大きくすることが望ましい場合には、第二の長尺状部材は比較
的小さな断面積を有するワイヤから形成され得る。第二の長尺状部材はほぼ長尺状である
第一の形態となるように変形可能である。第二の長尺状部材は、第一の長尺状部材及び第
二の長尺状部材がほぼ平行であるより長尺状の形態となり得るのに十分な可撓性を備え得
る。例えば、フィルタ装置は連結部又はプッシュ－ロックよりもほんのわずかだけ大きい
内腔を有するカテーテルに装填され得る。第二の長尺状部材はまた、第二の形態に変形可
能である。即ち、カテーテル又はその他の装置の制約から解放された場合に、第二の長尺
状部材は第二の形態の形状をとり得る。第二の長尺状部材は単一の部材として記載されて
いるが、複数のフィラメントであって、各フィラメントが一つ以上の連結部に取り付けら
れているフィラメントであり得る。例えば、一実施形態は４つのフィラメントであって、
それらの各々が連結部の対応するものに取り付けられているフィラメントから構成された
第二の長尺状部材を有する。
【００１８】
　プッシュ－ロック１０８は先端側への移動を可能にし、かつ基端側への移動を妨げるよ
うに構成される。例えば同プッシュ－ロック１０８は、基端側に対面し、かつ内向きであ
るスパイクを有し、それはシャフトに食い込んで、基端側への移動を回避するが、先端側
への移動を可能にする。別の実施形態において、同プッシュ－ロック１０８は、先端側へ
の移動のみを可能にする第一の形態と、基端側への移動及び先端側への移動の両方を可能
にする第二の形態とを有する。代替的に、同プッシュ－ロックは、基端側への移動及び先
端側への移動を可能にする形態と、第一の長尺状部材にロックされ得る形態とを有し得る
。プッシュ－ロックは、その基端部を回転することにより、又は別の適切な方法により、
二つの選択可能な形態の間にて作動され得る。基端部は歯又は戻り止めを有することがで
き、同歯又は戻り止めは、第一の長尺状部材伝いに摺動するカテーテルの先端部で係合す
る。プッシュ－ロックは第二の長尺状部材の基端に取り付けられた状態にて示されている
。別の代替例において、連結部１０６は、第二の長尺状部材の基端部に配置され、プッシ
ュ－ロックは連結部の基端側に配置され、かつ第二の長尺状部材に取り付けられているか
又は取り付けられていない。
【００１９】
　プッシュ－ロックを備えていない代替的な実施形態において、第三の長尺状部材は第二
の長尺状部材の基端から基端方向に延びる。この長尺状部材は第一の長尺状部材の基端部
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に配置されるカテーテルであり得るか、またはワイヤであり得る。第三の長尺状部材は、
第二の長尺状部材をその第一の形態と第二の形態との間にて移動させるために第一の長尺
状部材に対して基端方向又は先端方向に前進され得る。無論、第三の長尺状部材を有する
実施形態は、プッシュ－ロックを含み得る。第三の長尺状部材は、第二の長尺状部材から
解放可能であり、かつプッシュ－ロックを制御し得る。プッシュ－ロックを備えていない
別の代替例において、第二の長尺状部材は第二の形態に変形可能である。カテーテル又は
その他の装置の制約から解放された場合、第二の長尺状部材は第二の形態をとり得る。
【００２０】
　フィルタ用ループ１１０は、フィルタを形成するために径方向に均一なパターンにて長
尺状部材１０２から外向きに広がるように構成されている。４つのループ１１０が図示さ
れているが、任意の適切な数のものが使用され得る。例えば、３つの、５つの、６つの、
７つの、又は８つのループであり得る。ループ１１０は重ならないように示されている。
その他の実施形態において、フィルタ用ループは重なっているか、又は第一の長尺状部材
から螺旋状に外向きに広がっている。ループは、円錐状のフィルタを形成するものとして
記載されているが、同フィルタは任意の適切な形状であり得る。例えば、フィルタはベル
型であり得る。各ループ１１０は花弁状の形状に図示されているが、各ループは任意の適
切な形状であり得る。例えば、ループは三角形であり得る。ループの角度は、第一の長尺
状部材の軸に対してほぼ垂直な角度から、任意の適切な角度まで変更され得る。ループの
角度は、同ループの全長に沿って変更され得る。例えば、フィルタ用ループは円錐状のフ
ィルタ部を形成するために第一の角度にて広がり、次に管腔の壁部に沿って配置される第
二の角度にて広がる。フィルタは、基端側に対面するマウスを有するように示されている
が、ループは先端側に対面するマウスを形成するように構成され得る。フィルタ用ループ
はまた、同フィルタの位置を血管壁に対して保持するようにデザインされた外向きの突出
部を含み得る。例えば、フィルタ用ループは「Ｗ」のように形状化された端部を有し、同
「Ｗ」の形状の中央部が、同「Ｗ」の側方部から径方向外向きに延びている。
【００２１】
　フィルタ用ループはまた、ニードル、フック、バーブまたは突起部のような固定部材を
含み、フィルタを血管壁に更に固定するために使用され得る。固定装置は、展開時に血管
壁を擦り取らないように構成され得る。例えば、バーブの鋭い端部は、第二の長尺状部材
の展開時に移動方向から離間するように指向している。別の代替例において、バーブは、
展開時に、流体流中に溶解してバーブを解放する化合物によって貫通されない状態にて保
持される。
【００２２】
　フィルタ装置は、治療剤を含み得る。例えば、第二の長尺状部材は、凝固又は溶解を高
める薬剤、又は新生内膜過形成を低減する薬剤、或いは別の適切な化合物でコーティング
されていると望ましい。
【００２３】
　フィルタ装置はまた、先端チップ１１４を含み得る。フィルタ装置１００は第一の長尺
状部材及び第二の長尺状部材が連結された丸みを帯びたチップを有するものとして図示さ
れている。代替的な構成が図３に示されている。図３に示されている実施形態において、
長尺状部材１０２及び長尺状部材１０４は互いに対して鋭角にて取り付けられている。無
論、任意の適切な角度を使用することができる。接合部から先端側に延びているのが先端
チップである。チップは組織を傷つけない端部若しくは柔軟な端部又はその他の適切な形
態を有し得る。金、タンタル又は白金のような放射線不透過性材料が、所望の放射線不透
過性による視認を提供するためにフィルタ装置の種々の成分とともに所望に応じて使用さ
れ得る。
【００２４】
　フィルタ装置２００の第一の形態にある側面図が図４に示されている。フィルタ装置２
００は複数の連結部２０６を含み、同連結部は第一の形態にて離間されている。長尺状部
材２０２は各連結部に取り付けられており、かつ基端側の連結部の内腔内に摺動可能に配
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置され得る。図４において、長尺状部材２０２の各々は、最も近い基端側の連結部内腔に
配置されている。長尺状部材２０４は隣接する一対の連結部の間にて連結されている。長
尺状部材２０４は最先端側の連結部から先端方向に延びており、最先端側の連結部に摺動
可能に配置されている長尺状部材２０２に取り付けられている。
【００２５】
　フィルタ装置２００は図４に示されているような第一の形態と、図５に示されている側
面図及び図６に示される上面図にある第二の形態との間にて移動可能である。フィルタ装
置２００は、第二の形態に向かって変形可能である。従って、カテーテルのような制約部
材から解放されると、長尺状部材２０４はループ２１０を形成し、連結部２０６とともに
移動する。長尺状部材２０２は連結部２０６を介して基端側に前進され、径方向外向き、
かつ基端方向に拡大し、円錐部２１４を形成し、同円錐部２１４は捕捉又は位置決めに適
切である。第二の形態のフィルタ用ループ及び円錐部は、ほぼ同じ半径方向の距離を有し
、それにより、ループ及び円錐部のいずれをも血管内腔壁と接触し、フィルタの位置決め
を助ける。フィルタ装置２００は、フィルタ装置１００に関して上記した多くの方法にて
修正され得る。例えば、ループの数は変更され得る。別の例として、フィルタ用ループは
、図示されているようなほぼ平坦なものよりはむしろ円錐部又はベル型を形成し得る。別
の実施例の変更において、図３に示される先端チップが使用され得る。フィルタ装置２０
０はまた、同様のその他の様式にて変更され得る。例えば、長尺状部材２０２は最も基端
側の連結部２０６から基端側に伸張し得る。別の例において、連結部２０６は、第二の形
態にある場合に螺旋状にねじれており、針又はバーブのような固定部材を含み得る。使用
時において、フィルタ装置２００は、カテーテル内に装填され、同カテーテルは所望の捕
捉位置まで前進され、かつフィルタ装置は、カテーテルからさらに前進されて第二の形態
をとり得る。
【００２６】
　フィルタ装置１００はカテーテル内に装填され、同カテーテルは所望の捕捉位置まで前
進され得る。カテーテルが大きすぎて閉塞部を貫通して適合しない場合には、同フィルタ
装置は、カテーテルから閉塞部を貫通して先端側に前進され得る。次に、第一の長尺状部
材上にてプッシュ－ロックを先端方向に前進させることによって、又は第一の長尺状部材
を先端方向に後退させることによって、フィルタ装置を第二の形態に移動させることがで
きる。第一の長尺状部材の基端部は所望に応じて取り付け地点にて除去され得る。フィル
タ装置は、プッシュ－ロックを解放し、かつ同フィルタ装置を第一の形態に移動させるこ
とにより除去され得る。次に、フィルタ装置はカテーテルの内部に後退され、体腔から除
去され得る。無論、その他の操作方法も装置１００の実施形態の使用に適切である。
【００２７】
　本明細書にて包含される本発明の種々の利点について上述のように記載した。しかしな
がら、この開示は多くの点において例示のみであることは理解されるであろう。詳細につ
いて、特に形状、サイズ、部品の配置については本発明の範囲を超えることなく変更され
得る。無論、本発明の範囲は添付された特許請求の範囲に表現されている文言にて定義さ
れる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】フィルタ装置１００の第一の形態における側面図である。
【図２】フィルタ装置１００の第二の形態における斜視図である。
【図３】先端チップの代替的な実施形態を示す。
【図４】フィルタ装置２００の第一の形態の側面図である。
【図５】フィルタ装置２００の第二の形態の側面図である。
【図６】フィルタ装置２００の第二の形態の上面図である。



(7) JP 4988714 B2 2012.8.1

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(8) JP 4988714 B2 2012.8.1

【図５】 【図６】



(9) JP 4988714 B2 2012.8.1

10

フロントページの続き

    審査官  村上　聡

(56)参考文献  特表２００５－５０６８７１（ＪＰ，Ａ）
              特表２００５－５０３１９９（ＪＰ，Ａ）
              特表昭５８－５０１４５８（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              A61B  17/00


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

