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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　埋込み可能なリードレスペーシングデバイスであって、
　ハウジングを備えるペーシングカプセルであって、該ハウジングが近位領域および遠位
領域を有する前記ペーシングカプセルと、
　前記遠位領域に沿って配置されている第１電極と、
　前記遠位領域の外周に互いに離間して配置されている複数の係止部材であって、各係止
部材は湾曲部と基部領域とを含み、かつ前記基部領域の各々が前記遠位領域に結合されて
いる、前記複数の係止部材と、を備え、
　前記複数の係止部材は、第１の形態と配置される形態との間で移行可能であり、かつ、
前記各係止部材の湾曲部は、前記配置される形態であるときに、湾曲部の複合体を有する
領域を含み、前記湾曲部の複合体を有する領域は、第１の方向に配向される第１湾曲部分
と、前記第１の方向とは反対の方向である第２の方向に配向されている第２湾曲部分と、
を有し、
　前記各係止部材の少なくとも一部は、前記第１の形態及び前記配置される形態のいずれ
においても、前記遠位領域の遠位側に延びている、埋込み可能なリードレスペーシングデ
バイス。
【請求項２】
　直線状領域が前記第１湾曲部分と前記第２湾曲部分との間に配置されている請求項１に
記載の埋込み可能なリードレスペーシングデバイス。
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【請求項３】
　前記複数の係止部材の各々は尖った先端部分を備える請求項１に記載の埋込み可能なリ
ードレスペーシングデバイス。
【請求項４】
　前記第１湾曲部分、前記第２湾曲部分、または前記第１湾曲部分と前記第２湾曲部分と
の双方は、前記複数の係止部材が目的組織内に延びる場合に、前記複数の係止部材を前記
第１電極から側方に離間するように移動させる請求項１に記載の埋込み可能なリードレス
ペーシングデバイス。
【請求項５】
　前記第１湾曲部分、前記第２湾曲部分、または前記第１湾曲部分と前記第２湾曲部分と
の双方は、変化する曲率半径を有する請求項１に記載の埋込み可能なリードレスペーシン
グデバイス。
【請求項６】
　埋込み可能なリードレスペーシングデバイスシステムであって、前記システムは、
　近位部分、遠位保持部分、ならびに該近位部分および遠位保持部分内に構成されている
内腔を有する送達カテーテルと、
　前記内腔内に摺動可能に配置されている押圧部材と、
　前記遠位保持部分内に摺動可能に受容されるリードレスペーシングデバイスと、を備え
、
　前記リードレスペーシングデバイスは、
　　近位領域および遠位領域を有するハウジングと、
　　前記遠位領域に沿って配置されている第１電極と、
　　前記遠位領域の外周に互いに離間して配置されている複数の係止部材であって、前記
複数の係止部材の各々が湾曲部と基部領域とを含み、かつ前記基部領域の各々が前記遠位
領域に結合されている、複数の係止部材と、を備え、
　前記複数の係止部材の各々は第１の形態と第２の形態との間で移行可能であり、前記第
１の形態は前記リードレスペーシングデバイスが前記遠位保持部分内に配置されるときの
形態であり、前記第２の形態は前記リードレスペーシングデバイスが前記遠位保持部分か
ら進出するときの形態であり、
　前記遠位保持部分は長手方向軸線を有し、
　前記複数の係止部材は、同複数の係止部材が前記第１の形態であるときに、前記長手方
向軸線に略平行に配置され、
　前記複数の係止部材の各々は、同複数の係止部材が前記第２の形態であるときに、湾曲
部の複合体を有する領域を備え、
　前記複数の係止部材の各々の少なくとも一部は、前記第１の形態及び前記第２の形態の
いずれにおいても、前記遠位領域の遠位側に延びている、埋込み可能なリードレスペーシ
ングデバイスシステム。
【請求項７】
　前記湾曲部の複合体を有する領域は第１湾曲部分および第２湾曲部分を備える請求項６
に記載のシステム。
【請求項８】
　前記第１湾曲部分は第１の方向に配向され、前記第２湾曲部分は、前記第１の方向とは
異なる第２の方向に配向される請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記第１の方向は前記第２の方向とは反対の方向である請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記複数の係止部材が前記第１の形態であるときに、前記複数の係止部材の各々の当接
部分は、前記遠位保持部分の内壁面に当接する請求項７に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記当接部分は前記複数の係止部材の各々の遠位端の近位に配置されている請求項１０
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に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記当接部分は、前記複数の係止部材の各々の前記遠位端と前記遠位端の近位に配置さ
れる地点との間に延びている請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記第１湾曲部分、前記第２湾曲部分、または前記第１湾曲部分と前記第２湾曲部分と
の双方は、前記複数の係止部材の各々が心臓組織内に延びる場合に、前記複数の係止部材
の各々を前記第１電極から側方に離間するように移動させる請求項７に記載のシステム。
【請求項１４】
　埋込み可能なリードレスペーシングデバイスシステムであって、前記システムは、
　近位部分、遠位保持部分、ならびに該近位部分および遠位保持部分内に構成されている
内腔を有する送達カテーテルと、
　前記内腔内に摺動可能に配置されている押圧部材と、
　前記遠位保持部分内に摺動可能に受容されるリードレスペーシングデバイスと、を備え
、
　前記リードレスペーシングデバイスは、
　　近位領域および遠位領域を有するハウジングと、
　　前記遠位領域に沿って配置されている第１電極と、
　　前記遠位領域の外周に互いに離間して配置されている複数の係止部材であって、前記
複数の係止部材の各々が湾曲部と基部領域とを含み、かつ前記基部領域の各々が前記遠位
領域に結合されている、複数の係止部材と、を備え、
　前記複数の係止部材の各々は第１の形態と第２の形態との間で移行可能であり、前記第
１の形態は前記リードレスペーシングデバイスが前記遠位保持部分内に配置されるときの
形態であり、前記第２の形態は前記リードレスペーシングデバイスが前記遠位保持部分か
ら進出するときの形態であり、
　前記複数の係止部材が前記第１の形態であるときに、前記複数の係止部材の各々の当接
部分は、前記遠位保持部分の内壁面に当接し、
　前記当接部分は前記複数の係止部材の各々の遠位端の近位に配置されており、
　前記複数の係止部材の各々は、同複数の係止部材が前記第２の形態であるときに、湾曲
部の複合体を有する領域を備える埋込み可能なリードレスペーシングデバイスシステム。
【請求項１５】
　前記湾曲部の複合体を有する領域は第１湾曲部分および第２湾曲部分を有する請求項１
４に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記第１湾曲部分は第１の方向に配向され、前記第２湾曲部分は、前記第１の方向とは
反対の方向である第２の方向に配向されている請求項１５に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、医療デバイス、および、医療デバイスを製造する方法に関する。より詳細に
は、本開示は、リードレス心臓ペーシングデバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　医学的用途、例えば心臓に用いられる多種多様な医療デバイスが開発されている。これ
らのデバイスのうちのいくつかは、カテーテル、リード線、ペースメーカー等を含む。こ
れらのデバイスは、種々の異なる製造方法のうちのいずれか１つによって製造され、種々
の方法のうちのいずれか１つに従って使用することができる。既知の医療デバイスおよび
方法のうち、それぞれが特定の利点および不都合点を有する。代替的な医療デバイス、な
らびに、医療デバイスを製造および使用する代替的な方法を提供することが依然として必
要とされている。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本開示は、医療デバイスの設計、材料、製造方法および使用の代替案を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　例示的な医療デバイスは、埋込み可能なリードレスペーシングデバイスを備える。埋込
み可能なリードレスペーシングデバイスはペーシングカプセルを備える。ペーシングカプ
セルはハウジングを備える。ハウジングは近位領域および遠位領域を有する。第１電極が
遠位領域に沿って配置される。１つ以上の係止部材は遠位領域に結合される。各係止部材
は湾曲部の複合体を有する領域を含む。
【０００５】
　埋込み可能なリードレスペーシングデバイスシステムは、近位部分、遠位保持部分、な
らびに近位部分および遠位保持部分内に構成されている内腔を有する送達カテーテルを備
える。押圧部材が内腔内に摺動可能に配置されている。リードレスペーシングデバイスが
遠位保持部分内に摺動可能に受容される。リードレスペーシングデバイスは、近位領域お
よび遠位領域を有するハウジングを備える。第１電極が遠位領域に沿って配置される。第
１の係止部材を含む複数の係止部材は遠位領域に結合される。第１の係止部材は第１の形
態と第２の形態との間で移行可能であり、第１の形態はリードレスペーシングデバイスが
遠位保持部分内に配置されるときの形態であり、第２の形態はリードレスペーシングデバ
イスが遠位保持部分から進出するときの形態である。遠位保持部分は長手方向軸線を有す
る。第１の係止部材は、第１の形態であるときに、長手方向軸線に略平行に配置される。
第１の係止部材は、第２の形態であるときに、湾曲部の複合体を有する領域を備える。
【０００６】
　別の例示的な埋込み可能なリードレスペーシングデバイスシステムは、近位部分、遠位
保持部分、ならびに近位部分および遠位保持部分内に構成されている内腔を有する送達カ
テーテルを備える。押圧部材が内腔内に摺動可能に配置されている。リードレスペーシン
グデバイスが遠位保持部分内に摺動可能に受容される。リードレスペーシングデバイスは
、近位領域および遠位領域を有するハウジングを備える。第１電極が遠位領域に沿って配
置されている。第１の係止部材を含む複数の係止部材は遠位領域に結合される。第１の係
止部材は第１の形態と第２の形態との間で移行可能であり、第１の形態はリードレスペー
シングデバイスが遠位保持部分内に配置されるときの形態であり、第２の形態はリードレ
スペーシングデバイスが遠位保持部分から進出するときの形態である。第１の係止部材が
第１の形態であるときに、第１の係止部材の当接部分は遠位保持部分の内壁面に当接する
。当接部分は第１の係止部材の遠位端の近位に配置されている。第１の係止部材は、第２
の形態であるときに、湾曲部の複合体を有する領域を備える。
【０００７】
　いくつかの実施形態の上記概要は、各開示される実施形態または本開示の全ての実施態
様を記載することを意図しない。以下の図面および詳細な説明は、これらの実施形態をよ
り詳細に例示する。
【０００８】
　本開示は、添付の図面と関連して以下の詳細な説明を考慮してより完全に理解され得る
。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】心臓内に埋め込まれた例示的なリードレスペーシングデバイスの平面図である。
【図２】例示的なリードレスペーシングデバイスの斜視図である。
【図３Ａ】３Ａ－３Ａ線に沿った断面図である。
【図３Ｂ】別の断面図である。
【図３Ｃ】別の断面図である。
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【図４】心臓組織に近接して配置される例示的な医療デバイスシステムの部分縦断面図で
ある。
【図５】心臓組織に取り付けられる例示的なリードレスペーシングデバイスの部分縦断面
図である。
【図６】心臓組織に近接して配置される別の例示的な医療デバイスシステムの部分縦断面
図である。
【図７】心臓組織に近接して配置される別の例示的な医療デバイスシステムの部分縦断面
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本開示は種々の変更形態および代替的な形態に従うことが可能であるが、その詳細は、
図面に例として示されており、詳細に説明される。しかし、本発明を記載された特定の実
施形態に限定することを意図しないことを理解されたい。それどころか、本開示の趣旨お
よび範囲にある全ての変更形態、均等物および代替形態を包含することを意図する。
【００１１】
　以下で定義される用語に関して、これらの定義は、異なる定義が特許請求の範囲または
本明細書の他の箇所において与えられない限り、適用されるものとする。
　本明細書において、全ての数値は、明示されているか否かにかかわらず、「約」という
用語によって修飾されるとみなされる。「約」という用語は、概して、記載されている値
と同等である（すなわち、同じ機能または結果を有する）と当業者がみなすある範囲の数
字を指す。多くの場合、「約」という用語は、有効数字に四捨五入される最も近い数字を
含むことができる。
【００１２】
　端点による数字の範囲の列挙は、その範囲内の全ての数字を含む（例えば、１～５は、
１、１．５、２、２．７５、３、３．８０、４、および５を含む）。
　「１つの（「ａ」、「ａｎ」）」および「前記（「ｔｈｅ」）」という単数形は、本明
細書および添付の特許請求の範囲において用いられる場合、その内容に別段はっきりとし
たが指示ない限り、複数の指示対象を含む。「または」という用語は、本明細書および添
付の特許請求の範囲において用いられる場合、その内容に別段はっきりとした指示がない
限り、概して「～および～の少なくとも一方」を含む意味で用いられる。
【００１３】
　なお、本明細書における、「一実施形態」、「いくつかの実施形態」、「他の実施形態
」等への言及は、記載される実施形態が、１つ以上の特定の特徴、構造や特性を含み得る
ことを示す。ただし、これらの言及は、全ての実施形態がその特定の特徴、構造や特性を
含むことを必ずしも意味するものではない。さらに、特定の特徴、構造や特性が一実施形
態との関連で記載される場合、相反することがはっきりと記載されない限り、明示記され
るか否かにかかわらず、そのような特徴、構造や特性が他の実施形態との関連においても
使用され得ることは理解されるべきである。
【００１４】
　以下の詳細な説明は、図面を参照して読まれるべきであり、種々の図において同様の要
素には同一の参照番号を付す。必ずしも縮尺通りではない図面は、例示した実施形態を図
示し、本発明の権利範囲を限定することを意図しない。
【００１５】
　心臓ペースメーカーは心臓組織に電気刺激を与えることで心臓を収縮させ、これにより
血管系を通って血液が送り出される。従来のペースメーカーは典型的に、皮下または筋肉
下に埋め込まれたパルス発生器から、心室の内側の壁または外側の壁に近接して配置され
る電極まで延びる電気リード線を備える。従来のペースメーカーの代わりに、内蔵型心臓
ペースメーカーやリードレス心臓ペースメーカーが提案されている。リードレス心臓ペー
スメーカーは、心室において心臓内の埋込み部位に固定され得る比較的小型のカプセルの
形状をしていてもよい。拍動する心臓内にリードレスペーシングデバイスを埋込むことは
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、心臓が動いているときに取り除かれる可能性があることが容易に理解され得る。したが
って、心臓へのペーシングデバイスの固定を補助するためにリードレスペーシングデバイ
スが係止機構および１つ以上の係止部材の少なくとも一方を備えることが望まれている。
【００１６】
　図１は、例えば右心室ＲＶのような心臓Ｈの室に埋め込まれる例示的なリードレス心臓
ペーシングデバイス１０を示す。デバイス１０は、遠位領域１４および近位領域１６を有
するシェルまたはハウジング１２を備えることができる。１つ以上の係止部材１８を遠位
領域１４に近接して配置してもよい。デバイス１０を心臓Ｈの壁組織に取り付けるために
、あるいは他の態様で埋込み可能なデバイス１０を患者の人体に係止するために係止部材
１８を用いてもよい。ドッキング部材２０をハウジング１２の近位領域１６に近接して配
置してもよい。埋込み可能なデバイス１０の送達および回収の少なくとも一方を容易にす
るためにドッキング部材２０を用いてもよい。
【００１７】
　図２は、デバイス１０の斜視図である。この図から、ドッキング部材２０がハウジング
１２の近位領域１６から延びていてもよいことが理解され得る。少なくともいくつかの実
施形態では、ドッキング部材２０は、頭部２２およびハウジング１２と頭部２２との間を
延びる首部２４を備えていてもよい。頭部２２は送達カテーテルおよび回収カテーテルの
少なくとも一方と係合可能であってもよい。例えば、患者からデバイス１０を回収するこ
とが望まれる場合、デバイス１０に近接する位置まで回収カテーテルを前進させることが
できる。例えばスネア、テザー、アーム、または他の好適な構造の回収機構が回収カテー
テルから延び、頭部２２と係合してもよい。好適に係合した場合に、デバイス１０が心臓
組織から引き出され、最終的に患者から取り除かれてもよい。
【００１８】
　埋込み可能なデバイス１０は、ハウジング１２の遠位領域１４に近接して配置される第
１電極２６を備えることができる。また、第２電極２８がハウジング１２に沿って規定さ
れていてもよい。例えば、ハウジング１２は導電材料を備えていてもよく、ハウジング１
２の長さ部分に沿って絶縁されていてもよい。近位領域１６に沿った部分は、第２電極２
８を規定するように絶縁体がなくてもよい。電極２６，２８は、電気療法および検知能力
の少なくとも一方を実現するために検知電極およびペーシング電極の少なくとも一方であ
ってもよい。第１電極２６は、心臓Ｈの心臓組織に当接して配置することや、他の態様で
心臓Ｈの心臓組織に密着して配置することが可能であってもよく、一方で第２電極２８は
、第１電極２６から離間されることによって心臓組織から離間されていてもよい。
【００１９】
　デバイス１０はまた、電極２６，２８に電気信号を供給するために、パルス発生器（例
えば電気回路）および電源（例えば電池）をハウジング１２内に備えていてもよい。パル
ス発生器と電極２６，２８との間の電気通信により、心臓組織への電気刺激および生理的
状態の検知の少なくとも一方が実現されてもよい。
【００２０】
　名前が示すように、デバイス１０を目的組織に係止するために係止部材１８を用いても
よい。好適な数の係止部材１８がデバイス１０に用いられ得る。例えばデバイス１０は、
１つ、２つ、３つ、４つ、５つ、６つ、７つ、８つ、またはそれ以上の係止部材を備えて
いてもよい。少なくともいくつかの実施形態では、係止部材１８は、心臓組織を穿刺し、
心臓組織の部分をくくって心臓組織から後退させて外部に出すことが可能である引っかけ
フックの形状をしていてもよい。そうした場合、係止部材１８は心臓組織内に比較的浅く
穿通する部分を有することが望ましい。その上、係止部材１８は、第１電極２６から離間
するように配置されることが望ましい。他の構成も意図する。
【００２１】
　これらの目的または他の目的を達成するために、係止部材１８は湾曲した複合構造を有
することができる。本開示の意図として、湾曲した複合構造は、複数種の湾曲した領域を
有する構造として理解される。例えば、少なくとも係止部材１８のいくつかは、基部領域
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３０、第１湾曲領域３２、略直線状領域３４、第２湾曲領域３６、および端部領域３８を
有していてもよい。基部領域３０を係止部材１８とハウジング１２との接続箇所に配置し
てもよい。いくつかの実施形態では、基部領域３０は、ハウジング１２に固定されていて
もよい。他の実施形態では、基部領域３０は、ハウジング１２に対して回動可能に取り付
けられていてもよい。これらの実施形態において、基部領域３０がハウジング１２に対し
ていくらかの可動域を有していてもよい。いくつかの例において、臨床医が埋込みを行う
間に係止部材１８が回動し得るように作動機構を係止部材１８に結合してもよい。例えば
、ワイヤまたはテザー等のような平行移動が可能な機械的特徴をハウジング１２に結合し
てもよく、これにより係止部材１８まで動作を伝達することが可能である。
【００２２】
　第１湾曲領域３２はハウジング１２から離間するように湾曲していてもよい。言い換え
れば、第１湾曲領域３２の湾曲によって、ハウジング１２から径方向に次第に離間するよ
うに少なくとも係止部材１８の一部が配置され得る。例えば、第１電極２６と心臓の壁と
の当接部位に近接する組織への刺激が可能な限り最小化されるように、第１電極２６から
離間するように係止部材１８が側方に向かって延びたり、他の態様で側方に配置されたり
することが望ましい。その上、第１湾曲領域３２の湾曲（や係止部材１８の他の領域）は
、心臓の壁にしっかりとデバイスを保持することが可能である一方、組織内に比較的浅く
穿通する部分を有することが可能であってもよい。浅く穿通する部分は、局所的な組織へ
の刺激および心臓壁の損傷の少なくとも一方を低減することを補助することができる。
【００２３】
　いくつかの実施形態では、第１湾曲領域３２の曲率半径が一定であってもよい。他の実
施形態では、曲率半径は、第１湾曲領域３２に沿って変化してもよい。例えば第１湾曲領
域３２は、放物線状の湾曲、双曲線状の湾曲、指数関数的な湾曲、一次多項式で規定され
る湾曲、二次多項式で規定される湾曲、三次多項式で規定される湾曲、四次多項式で規定
される湾曲、またはそれ以上の次数の多項式で規定される湾曲等を含んでいてもよい。第
１湾曲領域３２は（例えば第１湾曲領域３２が二次元においてのみ延びて）その全体が単
一平面内に位置してもよく、あるいは第１湾曲領域３２は（例えば第１湾曲領域３２が三
次元において延びて）１より多い平面内に存在してもよい。これらは単なる例である。他
の湾曲、形状、構成等も意図する。
【００２４】
　略直線状領域３４は、その名前が示すように、実質的に湾曲部がなくてもよい。略直線
状領域３４は適切な長さを有していてもよい。例えばいくつかの実施形態では、第１湾曲
領域３２と第２湾曲領域３６との間が大きく離間していることが望ましい。こうした実施
形態において、略直線状領域３４は比較的長い長さを有することが望ましい。他の実施形
態では、湾曲領域３２，３６間が離間せずに、略直線状領域３４が比較的短いことが望ま
しい。さらに他の実施形態では、係止部材１８が略直線状領域３４を有していなくてもよ
い。言い換えれば、第１湾曲領域３２は、第２湾曲領域３６に直接的に取り付けられてい
たり、他の態様で第２湾曲領域３６に連続していたりしてもよい。
【００２５】
　第２湾曲領域３６はハウジング１２に向かって湾曲していてもよい。少なくともいくつ
かの実施形態では、第２湾曲領域３６の湾曲は第１湾曲領域３２とは反対側に配向されて
いてもよい。第１湾曲領域３２のように、第２湾曲領域３６は一定の曲率半径または変化
する曲率半径を有することができる。
【００２６】
　端部領域３８は略直線状であったり、湾曲部を有していたりしてもよい。少なくともい
くつかの実施形態では、端部領域３８は尖った端部または比較的鋭利な端部を有していて
もよく、これにより組織を穿刺することが可能であってもよい。
【００２７】
　デバイス１０が患者の心臓にしっかりと係止されることを可能にすることに加え、係止
部材１８はデバイス１０の迅速な位置変更も可能であってもよい。例えばデバイス１０は
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、係止部材１８を介して患者の心臓に固定されてもよい。デバイス１０の再配置が望まれ
る場合には、位置変更（例えば係止部材１８を組織から移動させたり他の所望の位置にデ
バイス１０を移動させたりすること）および再係止が可能なように、適切な回収デバイス
および適切な位置変更デバイスの少なくとも一方をデバイス１０の係合に用いてもよい。
【００２８】
　係止部材１８の断面形状は変更されてもよい。例えば図３Ａに示すように、少なくとも
係止部材１８のいくつかは、略矩形状の断面形状を有していてもよい。これらの実施形態
において、係止部材１８の幅Ｗは厚さＴよりも大きくてもよい。しかし他の実施形態では
、厚さＴは幅Ｗより大きくてもよい。他の実施形態では、少なくとも係止部材１８のいく
つかは、図３Ｂに示すような直径Ｄを有する略円形状の断面形状を有していてもよい。他
の断面形状も意図する。例えば係止部材１８は、（例えば図３Ｃに示すような）楕円状の
断面形状、半円状の断面形状、多角形状（三角形、正方形、四角形、五角形、六角形、八
角形等）の断面形状、それらの組み合わせ（例えば曲面形状の縁部または角部を有する複
合形状）、または他の適切な任意の形状を有することができる。係止部材１８は、それら
の実質的な全長に沿って同一の断面形状を有していてもよい。代替的に、断面形状を係止
部材１８の長さに沿って変更してもよい。例えば、係止部材１８の部分が円形ではない断
面形状を有し、係止部材１８の他の部分が略円形状の断面形状を有していてもよい。さら
に、いくつかの実施形態では、係止部材１８の全部が同一の断面形状および同一の輪郭の
少なくとも一方を有していてもよい。他の実施形態では、所定のデバイス１０の様々な係
止部材１８が互いに異なっていてもよい。
【００２９】
　図４は、例えば人体（例えば心臓）の内部の適切な位置にデバイス１０を送達するため
に用いられ得る送達カテーテル１００を示す。カテーテル１００は、近位部材または近位
領域１４０と、遠位部材または遠位保持部分１４６とを備えることができる。押圧部材１
４２を近位領域１４０内に配置しても（例えば摺動可能に配置しても）よい。押圧部材１
４２の頭部領域１４４を遠位保持部分１４６内に配置してもよい。頭部領域１４４はデバ
イス１０のドッキング部材２０に係合可能であってもよい。目的領域１４８（例えば右心
室のような心臓の領域）内にデバイス１０を配置し係止するように、遠位保持部分１４６
から外部にデバイス１０を「押す」ために押圧部材１４２を用いてもよい。カテーテル１
００を目的領域１４８まで血管系を通して前進させてもよい。例えば、カテーテル１００
を、大腿静脈を通して下大静脈内へ、右心房内へ、三尖弁を通して右心室内へと前進させ
てもよい。目的領域１４８は右心室の部分であってもよい。例えば目的領域１４８は、心
臓の尖部付近の右心室の部分であってもよい。目的領域１４８はまた、心臓の他の領域（
例えば右心房、左心室、左心房）、血管または他の好適な目的領域を含む他の領域とする
ことができる。
【００３０】
　係止部材１８は第１の形態と第２の形態との間で移行可能である。例えば、デバイス１
０が送達カテーテル１００の遠位保持部分１４６内に配置されるときには、係止部材１８
が第１の形態であってもよい。このように構成された場合、係止部材１８は、一層、略直
線化された形態でデバイス１０から遠位方向に延びていてもよい。言い換えれば、係止部
材１８は遠位方向に配向されてもよい。例えば、カテーテル１００は長手軸線Ｘを有し、
係止部材１８は、カテーテル１００の長手軸線Ｘに略平行である、対応する長手軸線Ｙを
有していてもよい。ただし、係止部材１８は、カテーテル１００の長手軸線Ｘに正確に平
行に延びる必要はなく、その代わりに全体として遠位方向に配向されていてもよい。
【００３１】
　デバイス１０が目的領域１４８に近接して好適に配置される場合には、係止部材１８が
目的領域１４８に係合するように、デバイス１０を遠位方向に押すために押圧部材１４２
を遠位方向に前進させることができる。そうした場合、図５に示すように、係止部材は第
２の形態に移行することができる。第２の形態であるときに、係止部材１８は湾曲した複
合構造を有していてもよい。係止部材１８における湾曲部の複合体は、係止部材１８を組
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織進入点から側方に案内し、進入点から側方に離間した位置で組織を後退させて外部に出
すことを補助することができる。
【００３２】
　少なくともいくつかの実施形態では、一層直線化された形態であるときにも、係止部材
１８は湾曲の複合体を（例え別の形状になっても）維持してもよい。例えば、デバイス１
０が送達カテーテル内に配置されるときにも、係止部材１８は湾曲部の複合体を維持して
いてもよい。他の実施形態では、係止部材１８に形成された１つ以上の湾曲部は実質的に
直線化されていてもよく、これにより係止部材１８は、一層直線化された形態であるとき
には湾曲部の複合体を有していないことが理解され得る。第２の形態（例えば配置される
形態、埋込まれる形態、送達される形態、または「偏見のない」形態が考えられ得る）に
移行する際、係止部材１８は、湾曲部の複合体を含む形状を有していたり、他の態様で同
形状に戻ったりしてもよい。
【００３３】
　第１の形態であるときに、係止部材１８の部分は遠位保持部分１４６の内壁面に係合す
ることができる。遠位保持部分１４６の内壁面に係合する係止部材１８の部分は、係止部
材１８の遠位端の近位に配置されていてもよい。例えば図４に示すように、第２湾曲領域
３６が遠位保持部分１４６の内壁面に係合してもよい。他の配置も意図する。例えば図６
は、係止部材１１８およびドッキング部材１２０を備えるデバイス１１０（本明細書に開
示した他のデバイスの形状および機能と同様のデバイスである）を示す。この図から、第
１湾曲領域１３２は遠位保持部分１４６の内壁面に係合できることが理解され得る。
【００３４】
　図７は、係止部材２１８およびドッキング部材２２０を備えるデバイス２１０（本明細
書に開示した他のデバイスの形状および機能と同様のデバイスである）を示す。この実施
形態では、第２湾曲領域２３２から先端２３８まで延びる係止部材２１８の部分は、遠位
保持部分１４６の内壁面に対して平たく横たわっている。
【００３５】
　デバイス１０およびカテーテル１００（や本明細書において開示される他のデバイスま
たはカテーテル）の種々の構成要素に用いることができる材料は、医療デバイスに通常関
連付けられる材料を含んでいてもよい。例えば、デバイス１０およびカテーテル１００の
少なくとも一方は、金属、金属合金、ポリマー（いくつかの例を以下で開示する）、金属
－ポリマー複合材料、セラミック、それらの組み合わせ等、または他の好適な材料から製
造されてもよい。好適なポリマーのいくつかの例は、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴ
ＦＥ）、エチレンテトラフルオロエチレン（ＥＴＦＥ）、フッ素化エチレンプロピレン（
ＦＥＰ）、ポリオキシメチレン（ＰＯＭ、例えば、デュポン（ＤｕＰｏｎｔ）から入手可
能なＤＥＬＲＩＮ（登録商標））、ポリエーテルブロックエステル、ポリウレタン（例え
ば、ポリウレタン８５Ａ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）、ポリ
エーテル－エステル（例えば、ＤＳＭエンジニアリングプラスティックス（ＤＳＭ　Ｅｎ
ｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　Ｐｌａｓｔｉｃｓ）から入手可能なＡＲＮＩＴＥＬ（登録商標））
、エーテルまたはエステルベースの共重合体（例えば、ブチレン／ポリ（アルキレンエー
テル）フタレート、およびデュポン（ＤｕＰｏｎｔ）から入手可能なＨＹＴＲＥＬ（登録
商標）等の他のポリエステルエラストマーの少なくとも一方）、ポリアミド（例えば、バ
イエル（Ｂａｙｅｒ）から入手可能なＤＵＲＥＴＨＡＮ（登録商標）またはエルフ・アト
ケム（Ｅｌｆ　Ａｔｏｃｈｅｍ）から入手可能なＣＲＩＳＴＡＭＩＤ（登録商標））、弾
性ポリアミド、ブロックポリアミド／エーテル、ポリエーテルブロックアミド（ＰＥＢＡ
、例えば、ＰＥＢＡＸ（登録商標）という商品名で入手可能）、エチレン酢酸ビニル共重
合体（ＥＶＡ）、シリコーン、ポリエチレン（ＰＥ）、Ｍａｒｌｅｘ高密度ポリエチレン
、Ｍａｒｌｅｘ低密度ポリエチレン、線状低密度ポリエチレン（例えば、ＲＥＸＥＬＬ（
登録商標））、ポリエステル、ポリブチレンテレフタレート（ＰＢＴ）、ポリエチレンテ
レフタレート（ＰＥＴ）、ポリトリメチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート
（ＰＥＮ）、ポリエーテルエーテルケトン（ＰＥＥＫ）、ポリイミド（ＰＩ）、ポリエー
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テルイミド（ＰＥＩ）、ポリフェニレンスルフィド（ＰＰＳ）、ポリフェニレンオキシド
（ＰＰＯ）、ポリパラフェニレンテレフタルアミド（例えば、ＫＥＶＬＡＲ（登録商標）
）、ポリスルホン、ナイロン、ナイロン－１２（例えばＥＭＳアメリカングリロン（ＥＭ
Ｓ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｇｒｉｌｏｎ）から入手可能なＧＲＩＬＡＭＩＤ（登録商標））
、パーフルオロ（プロピルビニルエーテル）（ＰＦＡ）、エチレンビニルアルコール、ポ
リオレフィン、ポリスチレン、エポキシ、ポリ塩化ビニリデン（ＰＶｄＣ）、ポリ（スチ
レン－ｂ－イソブチレン－ｂ－スチレン）（例えば、ＳＩＢＳおよびＳＩＢＳ５０Ａの少
なくとも一方）、ポリカーボネート、アイオノマー、生体適合性ポリマー、他の好適な材
料を含んでいてもよく、またはそれらの混合物、それらの組み合わせ、それらの共重合体
、ポリマー／金属複合材料等を含んでもよい。いくつかの実施形態において、シースは、
液晶ポリマー（ＬＣＰ）と混合することができる。例えば、混合物は、最大で約６パーセ
ントのＬＣＰを含むことができる。
【００３６】
　好適な金属および金属合金のいくつかの例としては、３０４Ｖ、３０４Ｌおよび３１６
ＬＶステンレス鋼等のステンレス鋼、軟鋼、線形弾性や超弾性ニチノール等のニッケル－
チタン合金、ニッケル－クロム－モリブデン合金（例えば、ＩＮＣＯＮＥＬ（登録商標）
６２５等のＵＮＳ：Ｎ０６６２５、ＨＡＳＴＥＬＬＯＹ（登録商標）Ｃ－２２（登録商標
）等のＵＮＳ：Ｎ０６０２２、ＨＡＳＴＥＬＬＯＹ　Ｃ２７６（登録商標）等のＵＮＳ：
Ｎ１０２７６、他のＨＡＳＴＥＬＬＯＹ合金等）、ニッケル－銅合金（例えば、ＭＯＮＥ
Ｌ（登録商標）４００、ＮＩＣＫＥＬＶＡＣ（登録商標）４００、ＮＩＣＯＲＲＯＳ（登
録商標）４００等のＵＮＳ：Ｎ０４４００）、ニッケル－コバルト－クロム－モリブデン
合金（例えば、ＭＰ３５－Ｎ（登録商標）等のＵＮＳ：Ｒ３００３５等）、ニッケル－モ
リブデン合金（例えば、ＨＡＳＴＥＬＬＯＹ　ＡＬＬＯＹ　Ｂ２（登録商標）等のＵＮＳ
：Ｎ１０６６５）、他のニッケル－クロム合金、他のニッケル－モリブデン合金、他のニ
ッケル－コバルト合金、他のニッケル－鉄合金、他のニッケル－銅合金、他のニッケル－
タングステンまたはタングステン合金等の他のニッケル合金、コバルト－クロム合金、；
コバルト－クロム－モリブデン合金（例えば、ＥＬＧＩＬＯＹ（登録商標）、ＰＨＹＮＯ
Ｘ（登録商標）等のＵＮＳ：Ｒ３０００３等）、白金富化ステンレス鋼、チタン、それら
の組み合わせ等、または任意の他の好適な材料が挙げられる。
【００３７】
　本明細書において示唆されるように、市販のニッケル－チタンすなわちニチノール合金
の系統には、化学的には従来の形状記憶および超弾性の種類に類似する可能性があるが、
特有かつ有用な機械特性を示すことができる、「線形弾性」または「非超弾性」と呼ばれ
るカテゴリがある。線形弾性および非超弾性の少なくとも一方を有するニチノールは、そ
の応力／歪み曲線において、超弾性ニチノールのような実質的な「超弾性プラトー」また
は「フラグ領域」を示さないという点で、超弾性ニチノールと区別することができる。そ
の代わりに、線形弾性および非超弾性の少なくとも一方を有するニチノールでは、回復可
能な歪みが増大するにつれて、塑性変形が始まるまでは、または超弾性ニチノールで見ら
れる超弾性プラトーおよびフラグ領域の少なくとも一方よりも少なくとも線形である関係
では、応力は、実質的に線形関係、または幾分線形であるが必ずしも完全に線形ではない
関係において増大し続ける。したがって、本開示の目的では、線形弾性および非超弾性の
少なくとも一方を有するニチノールは、「実質的に」線形弾性および非超弾性の少なくと
も一方を有するニチノールとも呼ぶこともできる。
【００３８】
　場合によっては、線形弾性および非超弾性の少なくとも一方を有するニチノールは、実
質的に弾性のままである間（例えば塑性変形前）に最大約２～５％の歪みを許容すること
ができ、一方で超弾性ニチノールは塑性変形前に最大約８％の歪みを許容することができ
るという点で、超弾性ニチノールから区別可能であり得る。これらの材料はともに、塑性
変形前に約０．２～０．４４パーセントの歪みしか許容することができないステンレス鋼
等の他の線形弾性材料から区別することができる（その組成によっても識別することがで
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きる）。
【００３９】
　いくつかの実施形態では、線形弾性および非超弾性の少なくとも一方を有するニッケル
－チタン合金は、示差走査熱量計（ＤＳＣ）および動的金属熱分析（ＤＭＴＡ）分析によ
って広い温度範囲にわたって検出可能ないかなるマルテンサイト相／オーステナイト相変
化も示さない合金である。例えばいくつかの実施形態では、線形弾性および非超弾性の少
なくとも一方を有するニッケル－チタン合金において、約－６０℃～約１２０℃の範囲で
ＤＳＣおよびＤＭＴＡ分析により検出可能なマルテンサイト相／オーステナイト相変化が
ないこともあり得る。こうした材料の機械的曲げ特性は、この非常に広い温度範囲にわた
る温度の効果に対して概ね不活性であり得る。いくつかの実施形態では、周囲温度または
室温における線形弾性および非超弾性の少なくとも一方を有するニッケル－チタン合金の
機械的曲げ特性は、例えば、超弾性プラトーおよびフラグ領域の少なくとも一方を示さな
いという点で、体温における機械特性と実質的に同じである。言い換えれば、線形弾性お
よび非超弾性の少なくとも一方を有するニッケル－チタン合金は、広い温度範囲にわたっ
て、その線形弾性および非超弾性の少なくとも一方の特徴や特性を維持する。
【００４０】
　いくつかの実施形態では、線形弾性および非超弾性の少なくとも一方を有するニッケル
－チタン合金は、約５０～約６０重量％の範囲がニッケルで、残りは本質的にチタンであ
ってもよい。いくつかの実施形態では、組成物は、約５４～約５７重量％の範囲がニッケ
ルである。好適なニッケル－チタン合金の一例は、日本国神奈川県の株式会社古河テクノ
マテリアルから市販されているＦＨＰ－ＮＴ合金である。ニッケルチタン合金のいくつか
の例は、米国特許第５，２３８，００４号明細書および同第６，５０８，８０３号明細書
に開示されており、これらは参照により本明細書に援用される。他の好適な材料としては
、ＵＬＴＡＮＩＵＭ（商標）（ネオメトリックス（Ｎｅｏ－Ｍｅｔｒｉｃｓ）から入手可
能）およびＧＵＭ　ＭＥＴＡＬ（商標）（トヨタ（Ｔｏｙｏｔａ）から入手可能）を挙げ
ることができる。いくつかの他の実施形態では、所望の特性を達成するために、超弾性合
金、例えば超弾性ニチノールを用いることができる。
【００４１】
　少なくともいくつかの実施形態では、デバイス１０およびカテーテル１００の少なくと
も一方の部分または全部に放射線不透過性材料をドープするか、放射線不透過性材料で製
造するか、または他の態様で放射線不透過性材料を含んでいてもよい。放射線不透過性材
料は、医療処置の間にＸ線透視スクリーンまたは別の撮像技法において比較的明るい画像
を生成可能な材料であるものと理解される。この比較的明るい画像は、デバイス１０およ
びカテーテル１００の少なくとも一方の使用者がその位置を特定するのに役立つ。放射線
不透過性材料のいくつかの例としては、これらに限定されないが、金、白金、パラジウム
、タンタル、タングステン合金、放射線不透過性充填材が装填されたポリマー材料等を挙
げることができる。さらに、同じ結果を達成するように、他の放射線不透過性マーカバン
ドやコイルをデバイス１０およびカテーテル１００の少なくとも一方の設計に組み込むこ
ともできる。
【００４２】
　いくつかの実施形態では、デバイス１０およびカテーテル１００の少なくとも一方に、
ある程度の磁気共鳴画像法（ＭＲＩ）適合性が与えられる。例えば、デバイス１０および
カテーテル１００の少なくとも一方（あるいはそれらの部分）は、画像を実質的に歪めず
実質的なアーティファクト（すなわち、画像における空隙）をもたらすことがない材料で
製造されてもよい。例えば特定の強磁性材料は、ＭＲＩ画像においてアーティファクトを
もたらす可能性があるため、好適ではない場合がある。デバイス１０およびカテーテル１
００の少なくとも一方（あるいはそれらの部分）は、ＭＲＩマシンが撮像することができ
る材料で製造されてもよい。これらの特性を示すいくつかの材料としては、例えば、タン
グステン、コバルト－クロム－モリブデン合金（例えば、ＥＬＧＩＬＯＹ（登録商標）、
ＰＨＹＮＯＸ（登録商標）等のＵＮＳ：Ｒ３０００３）、ニッケル－コバルト－クロム－
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モリブデン合金（例えば、ＭＰ３５－Ｎ（登録商標）等のＵＮＳ：Ｒ３００３５等）、ニ
チノール等および他のものが挙げられる。
【００４３】
　本開示は、多くの点で例示的なものに過ぎないことを理解されたい。本開示の範囲を超
えることなく、細部、特に形状、サイズ、およびステップの配置に関して変更を行っても
よい。これは、適切な範囲で、１つの例示的な実施形態の特徴のうちのいずれかが他の実
施形態で使用されることを含むことができる。本発明の範囲は、当然ながら、添付の特許
請求の範囲が表現される文言で規定される。

【図１】 【図２】
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