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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　治療用超音波振動移送システムであって、
　遠位端および近位端を有する細長い超音波伝達デバイスと、
　前記超音波伝達デバイスの前記近位端に結合された超音波ドライバと
　を備え、
　前記超音波ドライバは、前記超音波伝達デバイスをパルスモードおよび連続モードで駆
動するように構成されるとともに、パルス超音波信号の伝達と、連続超音波信号の伝達と
、の間で切り替えるように構成され、
　前記パルスモードは、第１の期間に少なくともゼロよりも大きい第１の周波数を適用す
ることと、第２の期間に、前記第１の周波数とは異なるとともにゼロ以上である第２の周
波数を適用すること、を備え、
　前記第１の期間および前記第２の期間は、前記パルスモードにおけるパルス周期よりも
長い
　システム。
【請求項２】
　請求項１に記載のシステムであって、
　前記パルスモードは、約５０％のデューティサイクルを有する、システム。
【請求項３】
　請求項１に記載のシステムであって、
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　前記パルスモードは、約６０ないし７０％のデューティサイクルを有する、システム。
【請求項４】
　請求項１に記載のシステムであって、
　前記パルスモードは、約３０ないし４０％のデューティサイクルを有する、システム。
【請求項５】
　請求項１に記載のシステムであって、
　前記パルスモードは、特定の閉塞基質に対して最適化されたデューティサイクルを有す
る、システム。
【請求項６】
　請求項１に記載のシステムであって、
　前記第１の周波数は、少なくとも１８ｋＨｚである、システム。
【請求項７】
　請求項１に記載のシステムであって、
　前記第２の周波数は、約０ｋＨｚである、システム。
【請求項８】
　請求項１に記載のシステムであって、
　前記第１の期間および第２の期間は、約５ミリ秒ないし３０ミリ秒の間にある、システ
ム。
【請求項９】
　請求項１に記載のシステムであって、
　前記超音波伝達デバイスは、カテーテル本体の内腔内に配置される超音波伝達部材を備
える、システム。
【請求項１０】
　請求項１に記載のシステムであって、
　前記超音波ドライバは、超音波トランスデューサに接続される信号発生器を備える、シ
ステム。
【請求項１１】
　治療用超音波振動移送システムであって、
　遠位端および近位端を有する細長い超音波伝達デバイスと、
　前記超音波伝達デバイスの前記近位端に結合された超音波ドライバと
　を備え、
　前記超音波ドライバは、所定範囲の超音波周波数において前記超音波伝達デバイスをパ
ルスモードおよび連続モードで駆動するように構成されるとともに、パルス超音波信号の
伝達と、連続超音波信号の伝達と、の間で切り替えるように構成された
　システム。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のシステムであって、
　前記超音波ドライバは、所定範囲の超音波周波数で連続的に掃引することによって前記
超音波伝達デバイスを駆動するように構成される、システム。
【請求項１３】
　請求項１１に記載のシステムであって、
　前記超音波周波数の前記所定範囲は、約１ｋＨｚないし１０ＭＨｚの間にある、システ
ム。
【請求項１４】
　請求項１１に記載のシステムであって、
　前記超音波周波数の前記所定範囲は、約１０ｋＨｚないし５０ｋＨｚの間にある、シス
テム。
【請求項１５】
　請求項１１に記載のシステムであって、
　前記超音波周波数の前記所定範囲は、約１８ｋＨｚないし２２ｋＨｚの間にある、シス
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テム。
【請求項１６】
　請求項１１に記載のシステムであって、
　前記超音波周波数の前記所定範囲は、前記超音波伝達デバイスの少なくとも１つの共振
周波数を含む、システム。
【請求項１７】
　請求項１６に記載のシステムであって、
　前記超音波周波数の前記所定範囲は、前記超音波伝達デバイスの共振周波数の約±１０
％の間にある、システム。
【請求項１８】
　請求項１１に記載のシステムであって、
　前記超音波ドライバは、さらに、パルスモードで動作するように構成される、システム
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　［0001］本開示は、概して、超音波振動を発生させて治療部位に伝達するデバイス、シ
ステムおよび方法に関する。より詳細には、本開示は、血管などの管状の解剖学的構造体
内の障害を除去するための超音波デバイス、システムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　［0002］アテローム、プラーク、石灰化物質などで塞がれる脈管障害または静脈障害を
治療するための多くの処置およびシステムがある。このような障害は脈管閉塞と呼ばれる
ことが多い。閉塞は、例えば、血管形成などの外科バイパス処置またはカテーテルによる
インターベンションによって治療することができる。
【０００３】
　［0003］血管から障害物質を切除または除去する際に使用するための超音波システムお
よびデバイスが提案されている。超音波カテーテルは、人間および動物の血管から様々な
種類の障害を除去するために利用されてきた。冠動脈などの細い血管に超音波エネルギー
をうまく加えるには、比較的小さい直径の超音波カテーテルを使用する必要がある。この
超音波カテーテルは、大動脈弓および冠動脈枝の曲がりくねった脈管を通して経腔的に前
進させるのに十分に細く柔軟である。こうした超音波カテーテルは、このようなカテーテ
ルを通って延びる非常に小さい直径の超音波伝達部材を内蔵する。
【発明の概要】
【０００４】
　［0004］いくつかの実施形態では、治療用超音波振動移送システムは、遠位端および近
位端を有する細長い超音波伝達デバイスと、伝達デバイスの近位端に結合され、伝達デバ
イスの遠位端が少なくとも１８ｋＨｚの周波数で振動するように伝達デバイスを駆動する
ように構成された超音波ドライバと、を備える。いくつかの態様では、伝達デバイスは、
カテーテル本体の内腔内に配置された超音波伝達部材を備える。超音波ドライバは、超音
波トランスデューサに結合された信号発生器を備えていてもよい。超音波ドライバは、超
音波振動のパルスを移送するように構成されてもよい。超音波ドライバは、伝達デバイス
の共振周波数で伝達デバイスを駆動するように構成されてもよい。
【０００５】
　［0005］いくつかの実施形態では、血管の管腔を再開通させる方法は、遠位端を有する
超音波デバイスを閉塞血管の管腔内の第１の位置に位置決めする工程と、超音波デバイス
を通じて少なくとも１８ｋＨｚの超音波振動を伝達する工程と、閉塞血管を通じて遠位端
を前進させて血管を再開通させる工程と、を備える。位置決め工程は、曲がりくねった経
路を通ってデバイスを蛇行させる工程を備えていてもよい。いくつかの態様では、伝達さ
れる振動は約４０ｋＨｚである。
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【０００６】
　［0006］いくつかの実施形態では、治療用超音波振動移送システムは、遠位端および近
位端を有する細長い超音波伝達デバイスと、伝達デバイスの近位端に結合され、伝達デバ
イスをパルスモードで駆動するように構成された超音波ドライバと、を備える。パルスモ
ードでは、デバイスを約５０％のデューティサイクルで駆動してもよく、このデューティ
サイクルは、特定の基質を除去するために最適化されてもよい。
【０００７】
　［0007］いくつかの実施形態では、血管の管腔を再開通させる方法は、遠位端を有する
超音波デバイスを血管の管腔内の第１の位置に位置決めする工程と、超音波デバイスを通
じてパルス超音波振動を遠位端に伝達する工程と、血管を通って遠位端を前進させてその
血管を再開通させる工程と、を備える。パルス超音波振動により、超音波デバイスの遠位
端の変位を増大させることができる。
【０００８】
　［0008］いくつかの実施形態では、治療用超音波振動移送システムは、遠位端および近
位端を有する細長い超音波伝達デバイスと、伝達デバイスの近位端に結合され、伝達デバ
イスを超音波周波数の所定範囲で駆動するように構成された超音波ドライバと、を備える
。超音波ドライバは、所定範囲の超音波周波数で連続的に掃引することによって伝達デバ
イスを駆動するように構成されてもよい。この超音波周波数の所定範囲は、約１８ｋＨｚ
以上、約２２ｋＨｚ以下であってもよく、伝達デバイスの少なくとも１つの共振周波数を
含んでいてもよい。
【０００９】
　［0009］いくつかの実施形態では、血管の管腔を再開通させる方法は、遠位端を有する
超音波デバイスを血管の管腔内の第１の位置に位置決めする工程と、超音波デバイスを通
じて所定範囲の超音波振動を遠位端に伝達する工程と、血管の管腔を通って遠位端を前進
させてその血管を再開通させる工程と、を備える。
【００１０】
　［0010］いくつかの実施形態では、治療用超音波振動移送システムは、遠位端および近
位端を有する細長い超音波伝達デバイスと、超音波伝達デバイスの共振周波数を決定する
ように構成された検出器と、伝達デバイスの近位端に結合され、超音波伝達デバイスを共
振周波数で駆動するように構成された超音波ドライバと、を備える。共振周波数は、伝達
デバイスを通じて伝達される測定パルスを使用することによって決定されてもよい。
【００１１】
　［0011］いくつかの実施形態では、治療用超音波振動移送システムは、遠位端および近
位端を有する細長い超音波伝達デバイスと、伝達デバイスの近位端に結合され、伝達デバ
イスを通じて超音波振動を伝達するように構成された超音波ドライバと、伝達デバイスに
結合され、伝達デバイスの遠位端の変位を決定するように構成された検出器と、を備える
。検出器は、少なくとも部分的には、反射振動を検出することによって伝達デバイスの遠
位端の変位を決定するように構成されてもよい。
【００１２】
　［0012］いくつかの実施形態では、超音波デバイスに加えられる振動の周波数を制御す
る方法は、超音波周波数を有する振動を超音波デバイスに加える工程と、反射振動を検出
する工程と、検出された振動に少なくとも部分的に基づいて第２の振動を加える工程と、
を備える。
【００１３】
　［0013］いくつかの実施形態では、血管の管腔を再開通させる方法は、遠位端を有する
超音波デバイスを血管の管腔内の第１の位置に位置決めする工程と、超音波伝達デバイス
の共振周波数を決定する工程と、共振周波数で超音波伝達デバイスを振動させる工程と、
閉鎖血管を通って遠位端を前進させてその血管を再開通させる工程と、を備える。決定す
る工程は、遠位端が閉塞血管の管腔内にあるときに行われてもよい。
【００１４】
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　［0014］いくつかの実施形態では、治療用超音波振動移送システムは、遠位端および近
位端を有する細長い超音波伝達デバイスと、伝達デバイスの近位端に結合され、伝達デバ
イスの遠位端が少なくとも２０ｋＨｚの周波数で振動するように伝達デバイスを駆動する
ように構成された超音波ドライバと、を備える。超音波ドライバは、超音波振動のパルス
を移送するように構成されてもよい。このパルス移送は、約５ミリ秒以上、約３０ミリ秒
以下のパルス繰り返し周波数を含むことができる。いくつかの実施形態では、パルス移送
は、第１の期間に第１の振動を移送する工程と、第２の期間に第２の振動を移送する工程
と、を備える。いくつかの実施形態では、パルス移送は、第１の期間に第１の振動を加え
る工程と、次いで、第２の期間にドライバをオフにする工程と、その後に、第３の期間に
第３の振動を加える工程と、を備える。いくつかの実施形態では、治療用超音波デバイス
を駆動する方法は、超音波伝達デバイスの共振周波数を決定する工程と、その共振周波数
で超音波伝達デバイスを振動させる工程と、を備える。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】［0015］本発明の好ましい実施形態による超音波システムの斜視図である。
【図２Ａ】［0016］図１に示された超音波デバイスの側面図である。
【図２Ｂ】［0017］図２Ａに示された超音波デバイスの断面側面図である。
【図３】［0018］１つの動作モードの超音波デバイスの概略側面図である。
【図４】［0019］いくつかの実施形態による血管を再開通させる方法を示すフロー図であ
る。
【図５】いくつかの実施形態による血管を再開通させる方法を示すフロー図である。
【図６】いくつかの実施形態による血管を再開通させる方法を示すフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　［0020］以下の記述および添付の図は、好ましい実施形態を記述および図示すると共に
、デバイス、システムおよび方法のいくつかの実現可能な構成を示す。これらの説明は、
本発明の開示された態様および特徴を特定の実施形態に限定するものではなく、説明され
るデバイスと共に使用することだけに限定するものでもない。当業者には、本発明の開示
された態様および特徴が、本明細書に記載された本発明の態様および特徴の１つまたはそ
れ以上を含み得るデバイスのいかなる特定の実施形態にも限定されないことが理解されよ
う。
【００１７】
　［0021］デバイスのこれらの構成要素について説明する助けになるように、以下の座標
用語が使用される。「長手方向軸線」は、概して、デバイスの一部分と平行であると共に
、デバイスが通って移動することができる血管の軸線と平行である。「横方向軸線」は、
長手方向軸線と直角である。「直交方向軸線」は、長手方向軸線および横方向軸線の両方
に対して直角に延びる。加えて、本明細書では、「長手方向」とは長手方向軸線と実質的
に平行な方向を指し、「横方向」とは横方向軸線と実質的に平行な方向を指し、「直交方
向」とは直交方向軸線と実質的に平行な方向を指す。本明細書で「軸線の」という用語は
デバイスの軸線を指し、したがって、本明細書で使用される「長手方向の」という用語と
実質的に同義である。また、本システムを説明するのに使用される「近位」および「遠位
」という用語は、例示的な適用例（すなわち、使用用途の説明的な例）についての説明で
一貫して使用される。したがって、近位および遠位は、デバイスのそれぞれの端部に関し
ても使用される。
【００１８】
　［0022］実施形態を完全に理解しやすいようにするために、以下では、システムについ
て図を参照して説明する。複数の実施形態での同様の要素は、以下の説明全体を通して同
様の符号を用いて参照される。
【００１９】
　［0023］図１は、血管障害を除去するために使用できる超音波システム１００の斜視図
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の一例を示す。超音波システム１００は、超音波トランスデューサ１２６に取り外し可能
に結合される超音波デバイス１２０を備える。超音波トランスデューサ１２６は、信号発
生器１２７に電気的に接続される。
【００２０】
　［0024］超音波デバイス１２０は、近位部分１２２および遠位部分１２１を有する細長
い本体を備えていてもよい。超音波デバイス１２０は、超音波エネルギー移送部材、すな
わち、長手方向に延在する少なくとも１つの内腔を有し、超音波伝達部材がその中に延在
するカテーテルであってもよい。
【００２１】
　［0025］超音波デバイス１２０は、また、超音波トランスデューサ１２６に動作可能に
接続されるＹコネクタ１２３を備えていてもよい。例えば、Ｙコネクタ１２３は、デバイ
スノブ１２４および摺動カラー１２５によって超音波トランスデューサ１２６に接続され
てもよい。超音波トランスデューサ１２６は、信号発生器１２７に接続されてもよく、信
号発生器１２７は、足踏み式オンオフスイッチ１２８に接続されてもよい。信号発生器１
２７は、点滴（ＩＶ）ポール１２９によって支持され得る。オンオフスイッチ１２８が押
し下げられると、信号発生器１２７は、電気信号を超音波トランスデューサ１２６へ送信
することができ、超音波トランスデューサ１２６は、その電気信号を超音波エネルギーに
変換する。このような超音波エネルギーは、その後、超音波デバイス１２０を通過し、遠
位部分１２１へ移送され得る。従来のガイドワイヤがデバイス１２０と一緒に利用されて
もよい。遠位部分１２１は遠位端３００を備えていてもよい。
【００２２】
　［0026］Ｙコネクタ１２３の正面部分は、当技術分野でよく知られている技法を用いて
超音波デバイス１２０の近位端１２２に接続されてもよい。注入ポンプ１３０、点滴バッ
グまたは注射器は、注入管１３１を用いてＹコネクタ１２３の注入ポートすなわちサイド
アーム１３２に接続されてもよい。注入ポンプ１３０は、冷媒流体をデバイス１２０の中
へ、および／または、デバイス１２０を通って注入するのに使用することができる。冷媒
流体のこのような流れは、超音波伝達部材の過熱を防止するのに利用することができ、ま
た、超音波伝達部材の外面を濡らすように機能し、それによって冷媒流体と超音波伝達部
材との間に温度平衡をもたらすことができる。冷媒流体の温度および／または流量は、超
音波伝達部材の適切な冷却および／または他の温度制御が行われるように調整されてもよ
い。灌注流体は、薬剤および／または微小気泡を含むことができる。上記に加えて、注入
ポンプ１３０または注射器は、撮像の目的でＸ線撮影造影剤をデバイス１２０に注入する
のに利用することもできる。注入ポンプ１３０を介して超音波デバイス１２０の中に選択
的に注入され得るヨードＸ線撮影造影剤の例として、Ｂｅｒｌｅｘ　Ｌａｂｓ、Ｗａｙｎ
ｅ、Ｎ．Ｊ．からＡｎｇｉｏｖｉｓｔ　３７０が、また、Ｍａｌｉｎｋｒｏｄｔ、Ｓｔ．
Ｌｏｕｉｓ、ＭｏからＨｅｘａｂｒｉｘが、それぞれ市販されている。
【００２３】
　［0027］概して、超音波デバイス１２０は、ガイドワイヤを通すため、吸引をかけるた
め、灌注流体、色素および／または類似物を注入および／または引き出すための、適切な
任意の数のサイドアームもしくはポート、または、他の適切な任意のポートもしくは接続
部を備えていてもよい。また、このデバイスは、適切な任意の超音波トランスデューサ１
２６、信号発生器１２７、結合デバイス（単数または複数）および／または類似物と共に
使用されてもよい。したがって、図１に示された例示的な実施形態、ならびに、超音波デ
バイス１２０と共に使用するための近位の装置またはシステムについての以下のいずれの
説明は、添付の特許請求の範囲で定義される本発明の範囲を限定するものと解釈されるべ
きではない。
【００２４】
　［0028］図２Ａは、図１に示された超音波デバイス１２０の側面図である。図示のよう
に、Ｙコネクタ１２３の遠位部分はカテーテル本体２０４に接続される。超音波伝達部材
２３０は、デバイスノブ１２４、Ｙコネクタ１２３およびカテーテル本体２０４を通るこ
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とができ、また、カテーテル本体２０４の遠位ヘッドの少なくとも一部分に当接すること
ができる。いくつかの実施形態では、超音波伝達部材２３０は、カテーテル本体２０４の
遠位端に当接するのではなく、カテーテル本体２０４の遠位端を通って延出していてもよ
い。いくつかの実施形態では、超音波伝達部材２３０の遠位先端は、カテーテル本体２０
４の遠位端に直接的に固定される。
【００２５】
　［0029］図２Ａを続けて参照すると、デバイスノブ１２４は近位ハウジング２０８を備
える。ハウジング２０８は、ハウジング２０８の外表面積を増大するための１つ以上の表
面構造２１２を備えていてもよい。表面積の増大により、超音波伝達部材２３０によって
発生した熱を放散するハウジング２０８の能力を向上させることができる。表面構造２１
２は、適切な任意のサイズおよび形状とすることができ、例えば、隆起、ぎざぎざ、凹凸
、溝などを備えていてもよい。適切な任意の数の表面構造２１２が使用されてよい。加え
て、ハウジング２０８は、アルミニウム、ステンレス鋼、他の任意の伝導性金属（単数ま
たは複数）、または、適切な任意の非金属伝導性材料など、１つ以上の熱放散材料で作ら
れていてもよい。
【００２６】
　［0030］カテーテル本体２０４は、脈管障害に到達するための適切な任意の直径および
長さを有する、全体として柔軟で管状の細長い部材であってもよい。いくつかの実施形態
では、例えば、カテーテル本体２０４は約１００～２００ｃｍの範囲の長さを有する。一
実施形態では、カテーテル本体２０４は約０．５～５．０ｍｍの範囲の外径を有する。別
の実施形態では、例えば比較的細い脈管で使用するために、カテーテル本体２０４は約０
．２５～２．５ｍｍの範囲の直径を有する。ただし、本発明の範囲から逸脱することなく
、他の適切な任意の長さまたは直径が使用されてもよい。本発明で使用できるこれらと類
似のカテーテル本体の例は、米国特許第５，２６７，９５４号および第５，９８９，２０
８号に記載されている。これらは参照によりその全体が本明細書に組み込まれる。一実施
形態では、カテーテル本体２０４は、Ａｔｏｃｈｉｍｉｅ、Ｃｏｕｒ　ｂｅ　Ｖｏｉｅ、
Ｈａｕｔｓ　Ｖｅ－Ｓｉｎｅ、Ｆｒａｎｃｅによって製造されたナイロン（Ｐｅｂａｘ（
商標））などの可撓性ポリマー材料から形成される。カテーテル本体２０４は、超音波伝
達部材２３０を絶縁し、デバイスの使用時に操作者の手が超音波伝達部材２３０に触れな
いようにすることができる。
【００２７】
　［0031］いくつかの実施形態では、カテーテル本体２０４は、カテーテル本体２０４の
遠位部分２１４に設置された１つ以上のＸ線不透過性マーカーを備える。一実施形態では
、遠位部分２１４は、Ｘ線不透過性ポリマー、または、当技術分野で知られている類似の
材料で作られる。Ｘ線不透過性材料により、蛍光透視下での可視性を向上させ、デバイス
を正しく位置決めしやすくすることができる。別の実施形態では、血管内超音波法または
他の画像診断法を使用することができる。代替の撮像技法には、患者体内で遠位部分２１
４をさらに位置決めしやすくするための光干渉断層撮影法（ＯＣＴ）および／または磁場
（Ｓｔｅｒｅｏｔａｘｉｓ　Ｉｎｃ．）備えていなくてよい。
【００２８】
　［0032］図２Ｂは、図２Ａに示された超音波デバイス１２０の断面図を示す。図示のよ
うに、ハウジング２０８は内部空洞２４４を備えていてもよい。空洞２４４の中に音波コ
ネクタ２５２が配置される。超音波伝達部材２３０は、音波コネクタ２５２から空洞２４
４を通って遠位方向に延在する。
【００２９】
　［0033］内部空洞２４４は、１つ以上の振動吸収部材２５０を備えていてもよい。振動
吸収部材２５０により、超音波伝達部材２３０からハウジング２０８を通って伝達される
振動を低減することで、使いやすさを向上させることができる。音波コネクタ２５２によ
り、超音波伝達部材２３０を超音波トランスデューサデバイス１２６に接続しやすくする
ことができる。超音波伝達部材２３０は、音波コネクタ２５２から内部空洞２４４、Ｙコ
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ネクタ１２３およびカテーテル本体２０４を通って遠位方向に延在してもよい。
【００３０】
　［0034］図２Ｂを続けて参照すると、サイドアーム１３２は、Ｙコネクタ１２３内の内
腔２２３と流体連通する内腔２３２を備えていてもよい。Ｙコネクタ１２３内の内腔２２
３は、カテーテル本体２０４を通って延在する内腔と流体連通してもよい。したがって、
サイドアーム１３２に導入された流体は、カテーテル本体２０４に流れ込み、そこを通っ
て超音波伝達部材２３０と接触してもよい。この流体は、カテーテル本体２０４自体に設
置された開孔など、遠位部分の開口または他の適切な任意の開孔を通ってカテーテル本体
２０４から流出してもよい。
【００３１】
　［0035］適切な任意の流体がサイドアーム１３２およびカテーテル本体２０４に通され
てもよい。適切な流体には、例えば、冷却流体、潤滑流体、生理食塩水、飽和食塩水、過
飽和食塩水、造影剤／生理食塩水の混合物などが含まれる。超音波伝達部材２３０を冷却
および／または潤滑することにより、超音波伝達部材２３０の摩擦および／または摩耗を
低減することができ、それによって超音波伝達部材の耐用寿命を引き延ばし、全体的性能
を向上させることができる。
【００３２】
　［0036］図２Ｂに示されるように、カテーテル本体２０４は主内腔を形成する。しかし
、カテーテル本体２０４は、１つ以上の内腔が長手方向に貫通する細長い管を備えていて
もよい。続けて図２Ａを参照すると、近位端を有する細長い超音波伝達部材２３０がカテ
ーテル本体２０４の主内腔を通って長手方向に延在している。この近位端は、音波コネク
タ２５２を介して超音波トランスデューサに取り外し可能に接続可能としてもよく、その
結果、超音波エネルギーは、超音波伝達部材２３０の近位端から遠位端まで超音波伝達部
材２３０を通って進むことができる。
【００３３】
　［0037］いくつかの実施形態では、超音波伝達部材２３０、ワイヤまたは導波路は、カ
テーテル本体２０４の内腔を通って長手方向に延在する。超音波エネルギーは、ハウジン
グ２０８の近位端に接続された超音波トランスデューサ１２６からデバイスの遠位部分ま
で、超音波伝達部材２３０を伝わることができる。超音波伝達部材２３０は、約１８ｋＨ
ｚから約１５０ｋＨｚまでの周波数で機能することができる。一実施形態では、振動の周
波数は約２０ｋＨｚである。いくつかの実施形態では、超音波伝達部材２３０は、約４０
ｋＨｚから約１５０ｋＨｚまでの周波数で機能する。一実施形態では、振動の周波数は約
４０ｋＨｚよりも高い。超音波伝達部材２３０は、連続モード、パルスモード、または、
これら両方の組合せで機能することができる。
【００３４】
　［0038］超音波伝達部材２３０は、超音波エネルギーを超音波トランスデューサから超
音波伝達部材２３０の遠位端まで効果的に伝達できる任意の材料から形成されてもよい。
これらの材料には、それだけには限らないが、純チタンまたはアルミニウム、ＮｉＴｉな
どのチタン合金またはアルミニウム合金が含まれる。超音波伝達部材２３０は、１つ以上
のテーパ領域および／または段部を備えていてもよい。これらテーパ領域および段部は、
超音波伝達部材２３０の全長に沿って遠位方向に、幅または直径が増大および／または減
少していてもよい。一実施形態では、超音波伝達部材２３０は、近位端から遠位側に延び
る方向にテーパが付いた少なくとも１つの部分を備える。別の実施形態では、超音波伝達
部材２３０は、近位端から遠位側に延びる方向に連続してテーパ状に形成される。一実施
形態では、超音波伝達部材２３０は、その直径が近位側の約８００μｍから遠位側の約２
００μｍまでテーパ状に形成される。
【００３５】
　［0039］超音波伝達部材（およびその遠位先端）、カテーテル本体（およびその遠位先
端）、超音波トランスデューサ、音波コネクタ、およびこれらの超音波デバイスとの接続
部を備える超音波システムおよびデバイスのさらなる詳細が、例えば、米国特許第５，８
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２７，２０３号、第６，００７，５１４号、第６，４２７，１１８号、第６，７０２，７
４８号、第６，８５５，１２３号、第６，９４２，６２０号、第６，９４２，６７７号、
第７，１３７，９６３号、第７，２２０，２３３号、第７，２９７，１３１号、第７，３
３５，１８０号、第７，３９３，３３８号、第７，５４０，８５２号、第７，６０４，６
０８号、第８，１３３，２３６号に、また、米国特許出願公開第２００６／０１６１０９
８号、第２００７／０２３９０２７号、第２００８／０１０８９３７号、第２００８／０
２８７８０４号、第２０１０／０３１７９７３号に開示されている。これらの開示は、参
照によりその全体が本明細書に組み込まれる。
【００３６】
　［0040］図１に戻って参照すると、信号発生器１２７は、電気信号を超音波トランスデ
ューサ１２６へ送信することができる。次に、超音波トランスデューサ１２６は、その電
気信号を超音波振動に変換することができる。次に、この超音波振動は、超音波伝達部材
を通って伝達され、治療部位まで移送されることができる。治療部位は、狭窄または再狭
窄がある血管および／または血管壁の領域であってもよい。血管には静脈および動脈が含
まれ得る。本明細書に記載の方法およびデバイスは、身体の他の内腔および器官（例えば
、胆管）に適用することもできる。
【００３７】
　［0041］使用の際、治療上の利点を得るために、システムは、十分な超音波振動を治療
部位に与えなければならない。例えば、全面的または部分的に閉塞された血管または内腔
を開放または再開通させるために使用される場合、システム１００は、閉塞物を貫通また
は除去するのに十分な振動を与えなければならない。多くの場合、閉塞された血管を治療
した後に、ステントをその血管内に配置して血管を拡張および／または支持することがで
きる。以下で説明するように、様々なパラメータを調整および最適化することができる。
【００３８】
　［0042］いくつかの実施形態では、曲がりくねった経路の端部の治療部位に超音波振動
を移送するために、力の移送を最適化することができる。例えば、曲がりくねった経路に
超音波デバイス１２０が通される場合に、信号発生器１２７、超音波トランスデューサ１
２６、および／または、他の適切な任意の構成要素は、超音波デバイス１２０が閉塞を貫
通および／または除去できるように構成することができる。すなわち、超音波デバイス１
２０が治療部位まで脈管構造中を通される場合、超音波デバイス１２０は曲がらなければ
ならない。脈管構造を通る経路が曲がりくねっていればいるほど（例えば、冠状動脈適用
時に）、超音波デバイス１２０には屈曲部をより多くしなければならない。高い周波数（
短い波長）の超音波エネルギーは、低い周波数（長い波長）の超音波エネルギーよりも屈
曲部をまわって容易に伝わる。高い周波数の超音波エネルギー（例えば、４０ｋＨｚ以上
）は、低い周波数の超音波エネルギーよりも屈曲部をまわって容易に伝わるので、超音波
デバイス中を伝わるときに失われるエネルギーが少なく、より多くのエネルギーが治療部
位まで移送される。したがって、本明細書で開示されるシステムは、約１８ｋＨｚ以上の
周波数で超音波デバイス１２０を駆動するように構成された信号発生器１２７および／ま
たは超音波トランスデューサ１２６を備えていてもよい。いくつかの実施形態では、信号
発生器１２７は、約１８ｋＨｚから約１５０ｋＨｚまでの駆動周波数を提供するように構
成される。いくつかの実施形態では、超音波トランスデューサ１２６は、約１８ｋＨｚか
ら約１５０ｋＨｚまでの超音波振動を、超音波デバイスを通じて移送するように構成され
る。いくつかの実施形態では、より高い駆動周波数、例えば４０ｋＨｚを超える駆動周波
数で動作させるために、超音波トランスデューサ１２６の質量が低減される。
【００３９】
　［0043］いくつかの実施形態では、力の移送が、治療部位にパルス超音波振動を移送す
ることによって最適化される。図１を参照すると、いくつかの実施形態では、信号発生器
１２７、超音波トランスデューサ１２６、および／または、他の適切な任意の構成要素は
、超音波デバイス１２０を通る超音波エネルギー伝達の２つ以上のモードまたは種類を切
り替えるための１つ以上のアクチュエータ１１９を備える。アクチュエータ１１９を使用
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して、例えば、パルス超音波信号の伝達と連続超音波信号の伝達とを切り換えてもよい。
２つ以上の異なる種類の超音波信号を与えることで、脈管閉塞の破壊を増強することがで
き、また、様々な実施形態において、切換えおよび／または類似のことを行うために超音
波エネルギーの伝達を停止させることなく、信号の種類の切換えを、所望の任意の順序で
所望の回数だけ実施することができる。図１では、アクチュエータ１１９が信号発生器１
２７上に示されているが、アクチュエータ１１９は、他の任意の位置および構成としても
よい。いくつかの実施形態ではアクチュエータを備えておらず、信号発生器１２７および
／または超音波トランスデューサ１２６は、むしろ、パルスモード時のみに、もしくは、
連続モード時のみに動作するように構成されるか、または、少なくとも部分的に遠位の環
境および／または反射エネルギーに基づいて、自己切換えモードで動作するように構成さ
れる。
【００４０】
　［0044］パルス動作では、所与の期間内に発生するパルスの数（パルス周波数）、１つ
のパルスの始まりから次のパルスの始まりまでの時間（パルス周期）、１つのパルスが生
じるのに要する時間（パルス持続時間）などのパラメータをすべて調整および選択するこ
とができる。例えば、いくつか特定の実施形態では、パルス間の時間が５ミリ秒であり、
その結果として非常に速い「穿孔（drilling）」になる。信号発生器１２７は、さらに、
より高い周波数（例えば、１３５ｋＨｚ）で動作されてもよい。
【００４１】
　［0045］いくつかの実施形態では、信号発生器１２７、超音波トランスデューサ１２６
、および／または、他の適切な任意の構成要素は、パルス超音波信号を提供するように構
成されてもよい。パルス超音波信号は、適切な任意のデューティサイクルを有することが
できる。いくつかの実施形態では、デューティサイクルは、およそ３０～７０％（すなわ
ち、７０～３０％オフ）の範囲、または、他の適切な任意の範囲であってもよい。デュー
ティサイクルの周波数は、適切な任意の周波数とすることができ、また、使用前または使
用中に調整されてもよい。言い換えると、所与の期間内でデバイスがオンまたはオフにな
っている時間の長さは、操作および最適化することができる。例えば、デューティサイク
ルは、デバイスが遭遇し得る特定の物質に対して最適化することができる。特に、このデ
バイスは、より硬い物質をパルス動作で貫通することができる。したがって、利用される
波形は変更および／または最適化されることができる。
【００４２】
　［0046］いくつかの実施形態では、超音波エネルギーが超音波デバイスを伝わるときに
、超音波デバイスの遠位先端が、同じ活性化サイクルの後の期間よりも不規則かつ活動的
に振動する初期期間がある。その理由は、一部には、先端振動が定常状態に落ち着くから
である。これらの初期振動は、より硬い基質に対する最大の浸食の働きを行うことができ
る。したがって、エネルギーを高速でオンオフにパルス化することによって、この始動エ
ネルギーは、所与の期間により多くの回数で供給することができる。例えば、いくつかの
実施形態では、３０ｍｓオンおよび３０ｍｓオフのパルスによる５０％デューティサイク
ルでは、６０ｍｓごとに１つの始動バーストを提供することができる。１０ｍｓオンおよ
び１０ｍｓオフのパルスによる５０％デューティサイクルでは、６０ｍｓごとに３つの始
動バーストを提供することができる。さらに、１０ｍｓオンおよび２０ｍｓオフのパルス
による３３％デューティサイクルでは、６０ｍｓごとに２つの始動バーストを提供するこ
とができる。いくつかの実施形態では、超音波デバイスは、より低い温度で動作し、疲労
までの時間がより長い期間となることが可能である。その理由は、一部には、デューティ
サイクルが低減されるからである。
【００４３】
　［0047］信号発生器１２７は、方形波信号または正弦波信号を超音波トランスデューサ
１２６に供給するように構成されてもよい。いくつかの実施形態では、信号発生器１２７
は、プログラムされた任意の波形を供給するように構成される。例えば、一実施形態では
、信号発生器１２７は、信号が供給されない時間の空白によって分離された１つ以上の入
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力信号を超音波トランスデューサ１２６に供給するように構成される。パルス周期、パル
ス周波数、およびパルス持続時間は、選択および最適化することができる。
【００４４】
　［0048］本明細書で開示されるデバイスのパルス動作により、遠位先端３００の変位を
増大させることができ、また、遠位先端３００を不規則に動かすことができる。この変位
の増大および不規則な動きにより、硬質および／または高密度の物質を貫通する遠位先端
３００の能力が増強される。言い換えると、パルス超音波モードでデバイスを動作させる
と、超音波デバイスの遠位端の動きを増大させて、例えば所望の物質を除去することによ
って、デバイスの有効性を向上させることができる。
【００４５】
　［0049］図４は、パルス超音波振動を用いて血管を再開通させる方法４００を示すフロ
ー図である。この方法は、ブロック４０１で、遠位端を有する超音波デバイスを血管の管
腔内の第１の位置に位置決めすることによって開始することができる。この第１の位置は
、閉塞に対し近位側にあってもよい。閉塞は、部分的なものでも全体的なものでもよい。
超音波デバイスは、前述の構成要素のうちの１つ以上を備えていてもよい。方法４００は
、ブロック４０５で、パルス超音波振動を超音波デバイスの遠位端に伝達することによっ
て継続することができる。パルス超音波振動は、遠位先端の変位を増大させることができ
、従来のデバイスよりも速く広い範囲で閉塞を除去することによって超音波デバイスの性
能を改善することができる。いくつかの実施形態では、パルス振動には、第１の周波数を
第１の期間に伝達することと、その後に第２の周波数を第２の期間に伝達することと、が
含まれる。いくつかの実施形態では、振動は第１の期間に加えられ、次に、振動が加えら
れない第２の期間が続き、次に、振動が再び加えられる第３の期間が続く。振動するデバ
イスの遠位端は、超音波振動がデバイスの近位端に加えられている間、閉塞を貫通して前
進してもよい。方法４００は、ブロック４０９で、血管を通して遠位端を前進させて血管
を再開通させることによって終了することができる。
【００４６】
　［0050］図１を参照すると、いくつかの実施形態では、超音波システム１００を、使用
時に少なくとも所定期間だけ超音波デバイス１２０の共振周波数で動作するように構成す
ることによって、力の移送が最適化される。一般に、超音波デバイス１２０に適用される
超音波周波数が超音波デバイス１２０の固有周波数と一致するとき、超音波デバイスは共
振し始める。超音波デバイス１２０の遠位端３００が動く振幅は共振時に最大になるので
、超音波デバイス１２０の有効性は共振時に増強される。こうして、遠位端３００は、共
振振動中に、遠位端３００が最大距離間を前後に動き、より多くのエネルギーが閉塞物に
対して与えられるので、いっそう効果的に物質および／組織を貫通することができる。
【００４７】
　［0051］いくつかの実施形態では、信号発生器１２７、超音波トランスデューサ１２６
、および／または、他の適切な任意の構成要素は、使用時に所定の超音波デバイス１２０
の共振周波数で動作するように構成されてもよい。例えば、所定の超音波デバイス１２０
には、デバイス１２０に付随する特定の共振周波数がある。共振周波数は、超音波デバイ
ス１２０の固有の特性（例えば、所定の超音波伝達部材、および／または、使用されるカ
テーテル本体、および／または、遠位端の特定の構成）に依存し得る。超音波伝達部材お
よび／またはカテーテル本体の長さ、厚さおよび材料などの要因もまた、共振周波数に影
響を及ぼし得る。したがって、使用前に、所定の超音波デバイス１２０の共振周波数を決
定することができる。一般に、共振周波数は、所定の超音波デバイス１２０については製
造公差内で類似していると予測することができる。しかし、いくつかの実施形態では、所
定の超音波デバイスそれぞれの共振周波数は、使用前に決定することができる。
【００４８】
　［0052］さらに、使用時に、所定の超音波デバイス１２０の共振周波数は、超音波デバ
イス１２０および／またはその構成要素が被る曲がりの量、温度、および、遠位端３００
への負荷などの要因のために変化する。超音波デバイス１２０の使用時のこれらの変化要
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因により、デバイスの共振周波数は、例えば約±１０％変化し得る。
【００４９】
　［0053］いくつかの実施形態では、超音波システム１００は、動作時に適用される超音
波周波数をある範囲にわたって連続して掃引することによって、超音波デバイス１２０が
少なくとも所定期間は共振周波数で動作するように構成される。例えば、信号発生器１２
７、超音波トランスデューサ１２６、および／または、他の適切な任意の構成要素は、所
定範囲の周波数で前後に掃引して超音波振動を超音波デバイス１２０に加えるように構成
されてもよい。所与の範囲の周波数にわたって掃引することによって、超音波デバイス１
２０は、掃引中の時間の少なくとも一部分で共振を実現する可能性がある。
【００５０】
　［0054］図５は、所定範囲の超音波振動を超音波伝達デバイスに加えることによって血
管を再開通させる方法５００を示すフロー図である。この方法は、ブロック５０１で、遠
位端を有する超音波デバイスを血管の管腔内の第１の位置に位置決めすることによって開
始することができる。この第１の位置は、部分的または全面的な閉塞に対して近位側にあ
ってもよい。超音波デバイスの遠位端は、閉塞と接触することができる。超音波デバイス
は、前述の構成要素のうちの１つ以上を備えていてもよい。方法５００は、ブロック５０
５で、所定範囲の超音波振動を超音波デバイスの遠位端に伝達することによって継続する
ことができる。超音波振動の範囲は、１ｋＨｚ以上、１０ＭＨｚ以下であってもよい。い
くつかの実施形態では、この範囲は１８ｋＨｚと２２ｋＨｚの間にあり、および／または
、伝達デバイスの少なくとも１つの共振周波数を含む。所定範囲の超音波振動を移送する
ことによって、遠位先端の変位を増大させて、従来のデバイスよりも速く広い範囲で閉塞
を除去することにより超音波デバイスの性能を改善することができる。方法５００は、ブ
ロック５０９で、血管を通して遠位端を前進させて血管を再開通させることによって終了
することができる。
【００５１】
　［0055］いくつかの実施形態では、デバイスを使用する前に、所定の超音波デバイス１
２０の設計用の共振周波数を決定することができる。その場合、システム１００は、既知
の共振周波数の約±１０％の範囲で、この共振周波数を横切って掃引するように構成され
てもよい。一実施形態では、例えば、超音波デバイス１２０に加えられる振動は、１８ｋ
Ｈｚから２２ｋＨｚまでの範囲を行き来して連続的に掃引する。別の実施形態では、超音
波デバイス１２０に加えられる振動は、１８ｋＨｚから２２ｋＨｚまで連続的に掃引し、
その後、１８ｋＨｚから再び始まる掃引を繰り返す。超音波周波数の範囲は、約１ｋＨｚ
以上、約１０ＭＨｚ以下であってもよい。いくつかの実施形態では、超音波周波数の範囲
は、約１０ｋＨｚと５０ｋＨｚの間にある。一実施形態では、超音波デバイス１２０に適
用される超音波周波数は、所与の周波数範囲で離散的な漸進的工程で増大および／または
低減される。例えば、適用される周波数は、１８ｋＨｚから開始し、２２ｋＨｚに達する
まで０．１ｋＨｚ刻みで高くなることができ、次に、１８ｋＨｚに達するまで０．１ｋＨ
ｚ刻みで低くなることができる。掃引間隔、すなわち、所与の周波数範囲で掃引するのに
要する期間もまた、調整および最適化することができる。
【００５２】
　［0056］超音波デバイス１２０の材料は、超音波デバイス１２０による貫通および／ま
たは除去が容易になるように選択することができる。これらの異なる材料は、硬度または
密度など、異なる物理的特性を有していてもよい。このような材料の物理的特性に応じて
、別の振動周波数が他よりも好ましいことがある。いくつかの実施形態では、デバイスは
、硬質のプラークおよび／または剛性を有する沈着物を貫通するように最適化および／ま
たは調整され、他の実施形態では、デバイスは、柔らかい組織を貫通するように最適化お
よび／または調整される。いくつかの実施形態では、デバイスは、繊維質の組織を貫通す
るように最適化および／または調整される。そのため、所定範囲の周波数で掃引するよう
にシステム１００を構成することにより、特定の物質を取り除くのに最適な特定の周波数
および／または波形で超音波デバイス１２０が振動する可能性を増大させることもできる
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。
【００５３】
　［0057］いくつかの実施形態では、信号発生器１２７、超音波トランスデューサ１２６
、および、他の適切な任意の構成要素は、所定の超音波デバイス１２０の使用時の共振周
波数を決定するように構成されてもよい。共振周波数が決定されると、次に、システムは
、使用時に共振点で動作するように構成されてもよい。上述したように、超音波デバイス
１２０の共振周波数は、例えば、超音波デバイス１２０が被る曲がりの量、温度、および
、遠位端３００への負荷などの要因により、使用時に変化し得る。システムの共振周波数
は、トランスデューサが温度を変化させた場合にも変化し得る。一実施形態では、デバイ
ス使用時の共振周波数は、信号発生器１２７、超音波トランスデューサ１２６、および／
または、他の適切な任意の構成要素を使用時に短い間休止させるように構成することによ
って決定することができる。言い換えると、超音波トランスデューサ１２６は、超音波デ
バイス１２０を通じての振動の移送を瞬間的に停止させることができる。このような停止
は、間欠的および／または周期的であってもよい。
【００５４】
　［0058］振動の移送が瞬間的に止められている間、超音波トランスデューサ１２６およ
び／または、他の適切な構成要素は、超音波デバイス１２０を通じて測定パルスを送信す
ることができる。次に、この測定パルスを使用して、超音波デバイス１２０の実際の共振
を決定することができる。次に、信号発生器１２７、超音波トランスデューサ１２６、お
よび／または、他の適切な任意の構成要素は、この共振周波数が超音波デバイス１２０を
通じて移送されるように調整されることができる。いくつかの実施形態では、この測定お
よび調整は自動的に行われる。後の時点で、振動の移送を再び瞬間的に停止することがで
き、デバイスを通じて測定信号を送信することができ、共振周波数を決定することができ
、また、この共振周波数が移送されるようにシステムを調整することができる。そのため
、いくつかの実施形態では、超音波デバイス１２０の共振周波数を決定し、このデバイス
を、処置時に共振またはその近くで動作するように調整することができる。
【００５５】
　［0059］いくつかの実施形態では、超音波システム１００は、使用時に超音波デバイス
１２０の遠位端３００の変位が測定および制御されるように構成される。例えば、図３に
示されるように、超音波が超音波トランスデューサから超音波伝達部材２３０を通じて伝
達されるとき（入力波５０５）、伝達波の一部分が反射され（反射波５１０）、波の一部
分が遠位ヘッド５００に達する（伝達波５２０）。波は、例えば図３に示されるように、
超音波伝達部材２３０の屈曲部で反射され得る。
【００５６】
　［0060］超音波トランスデューサ１２６または他のトランスデューサもしくはデバイス
は、反射波５１０の振幅を検出および測定するように構成されてもよい。入力波５０５と
反射波５１０との振幅の差を少なくとも部分的に用いて、伝達波５２０の振幅を決定して
もよい。このように、超音波システム１００は、伝達波５２０の振幅の値と反射波５１０
の振幅の値とを比較することによって、伝達波５２０の振幅を決定することができる。デ
バイスは、伝達波５２０の振幅に少なくとも部分的に基づいて、入力波の振幅を調整して
もよい。例えば、入力波は、伝達波５２０の振幅を比較的一定に保つように調整されても
よい。言い換えると、超音波デバイスの遠位端の変位をリアルタイムで監視することがで
き、超音波駆動システムは、遠位先端の変位を制御できるように連続的に調整され得る。
【００５７】
　［0061］以下では、上述の超音波システム１００を使用する例示的な方法について説明
する。この実施態様および例示的な使用方法についての説明は、上記の本発明についての
説明を増強するものであり、両方を合わせて読まれたい。脈管構造内の閉塞物を貫通およ
び／または除去する方法は、遠位端を有する超音波デバイス１２０を血管内に位置決めす
ることから開始することができる。超音波デバイス１２０は、カテーテル本体に取り囲ま
れた超音波伝達部材を備えていてもよい。
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【００５８】
　［0062］この方法は、遠位端が閉塞物に隣接するまで超音波デバイス１２０を前進させ
ることによって継続する。超音波デバイス１２０は、モノレールまたはオーバ・ザ・ワイ
ヤ技法を使用して、別のガイドワイヤを用いて、または、それを用いずに前進されてもよ
い。いくつかの実施形態では、超音波デバイス１２０は、閉塞物に当接するように位置決
めされる。閉塞物は冠動脈内に位置し得る。超音波デバイス１２０は、当技術分野で知ら
れている適切な技法を用いて可視化すること、または、位置を特定することができる。例
えば、超音波デバイス１２０は、１つ以上のＸ線不透過性マーカーを備えていてもよい。
この方法は、約１８ｋＨｚ以上の振動を超音波デバイス１２０の遠位端に伝達することに
よって継続することができる。いくつかの実施形態では、伝達される振動は約４０ｋＨｚ
を超える。
【００５９】
　［0063］いくつかの実施形態では、超音波デバイス１２０を通じて伝達される振動はパ
ルス化されており、所定のデューティサイクルを有する。デューティサイクルおよび／ま
たはデューティサイクルの周波数は、特定のデバイスに対して、および／または、デバイ
スが遭遇しそうな特定の基質に対して最適化することができる。一定の振動を連続的に加
えることとは対照的に、パルス超音波振動を加えることにより、超音波デバイスの遠位部
分の変位をより大きくすることができ、および／または、当該遠位部分の移動をより不規
則にすることができ、これにより硬質の物質を貫通するデバイスの能力を増大させること
ができる。
【００６０】
　［0064］いくつかの実施形態では、超音波デバイス１２０を通じて伝達される振動は、
第１の周波数で開始し、第１の周波数とは異なる少なくとも第２の周波数に変化する。い
くつかの実施形態では、加えられる振動周波数は、第１の周波数から第２の周波数までの
周波数範囲で掃引する。この掃引は、予め定められた周波数範囲での連続掃引であっても
よい。いくつかの実施形態では、所定の周波数範囲での掃引は、所定の周波数範囲で上下
する離散的な漸進的工程を備える。いくつかの実施形態では、デバイスに加えられる超音
波周波数の範囲は、不規則および／または不連続である。いくつかの実施形態では、その
周波数範囲には、超音波デバイスの少なくとも１つの共振周波数が含まれる。
【００６１】
　［0065］いくつかの実施形態では、デバイスの共振周波数が決定され、システムは、デ
バイスのその共振周波数またはその近くで超音波デバイスを駆動する。共振周波数は、デ
バイスの使用前または使用中に決定することができる。いくつかの実施形態では、デバイ
スを通じて伝達されるエネルギーが中断されてもよく、また、デバイスを通じて測定信号
が送信されてもよい。この測定信号を使用して、特定の時点におけるデバイスの実際の共
振周波数を決定することができる。次に、システムは、その実際の共振周波数でデバイス
を駆動するように調整してもよい。
【００６２】
　［0066］いくつかの実施形態では、システムはデバイスの遠位端の変位を決定する。反
射振動を監視して、デバイスの遠位端に達する超音波エネルギーの量を決定する助けにす
ることができる。次いで、エネルギーがどれだけ反射されるかに少なくとも部分的に基づ
いて、加えられる振動を調整してもよい。つまり、システムが、加えられた振動の大部分
が反射されていると判定した場合、システムは、デバイスに加えられる入力波の振幅を増
大させてもよい。このようにして、十分なエネルギーがデバイスの遠位端に達しているこ
とを確実にする助けになるように、駆動が継続的に調整され得る。いくつかの実施形態で
は、遠位先端の変位は、加えられる波形を、反射されるエネルギーの量に少なくとも部分
的に基づいて調整することによって、比較的一定に保たれる。
【００６３】
　［0067］この方法は、閉塞物を貫通して超音波デバイス１２０の遠位端３００を前進さ
せることによって継続することができる。その後、超音波デバイス１２０は患者から取り
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外すことができる。いくつかの実施形態では、ステントが血管内に配置される。
【００６４】
　［0068］図６は、血管を再開通させる方法６００を示すフロー図である。この方法は、
ブロック６０１で、遠位端を有する超音波デバイスを血管の管腔内の第１の位置に位置決
めすることによって開始することができる。血管は、部分的または全体的な閉塞を含み得
る。方法６００は、ブロック６０３で、超音波振動を超音波デバイスの遠位端に伝達する
ことによって継続することができる。ブロック６０５で、少なくとも１つの反射振動を検
出することができる。この方法は、ブロック６０９で、加えられる振動（単数または複数
）を、検出された振動（単数または複数）に少なくとも部分的に基づいて修正することに
よって継続することができる。検出された振動（単数または複数）を用いて、超音波デバ
イスの共振点を決定することができる。次に、加えられる振動を調整することができる。
いくつかの実施形態では、この調整は、少なくとも部分的に反射振動（単数または複数）
によって決定された共振周波数を適用することを含む。この方法は、血管を通じて遠位端
を前進させて、その血管を再開通させることによって終了することができる。
【００６５】
　［0069］このように、上記の様々な実施形態は、閉塞血管の治療を行うためのいくつか
の方法を提供する。加えて、説明した技法は、様々な医療処置と併せて使用することで広
く応用することができる。もちろん、このような目的または利点のすべてが、本明細書に
記載のシステムを使用する任意の特定の実施形態によって、必ずしも達成できるとは限ら
ないことを理解されたい。すなわち、例えば、システムは、本明細書で教示または提案で
きる他の目的または利点を必ずしも達成しなくても、本明細書で教示された１つの利点ま
たは一群の利点を達成または最適化するようにして開発できることが、当業者には理解さ
れよう。
【００６６】
　［0070］さらに、当業者には、別々の実施形態の様々な特徴を相互に置換できることが
理解されよう。これらの技法およびデバイスは、特定の実施形態および例に関して開示さ
れたが、当業者には、これらの技法およびデバイスが、具体的に開示された実施形態以外
に、他の実施形態および／または用途に、また、これらの明らかな修正形態および均等物
に拡張できることが理解されよう。加えて、記載された本発明の様々な態様および特徴は
、別々に、一緒に組み合わせて、または、互いに置換して実施できること、ならびに、こ
れらの特徴および態様の様々な組合せおよびサブコンビネーションをなすことができ、そ
れらも本発明の範囲内に入ることが意図されている。したがって、本明細書に開示された
システムの範囲は、上記の特定の開示された実施形態によって限定されるべきものではな
い。
【符号の説明】
【００６７】
　　１００…超音波システム
　　１１９…アクチュエータ
　　１２０…超音波デバイス
　　１２１…遠位部分
　　１２２…近位部分
　　１２４…デバイスノブ
　　１２５…摺動カラー
　　１２６…超音波トランスデューサ
　　１２７…信号発生器
　　１２８…オンオフスイッチ
　　１２９…ポール
　　１３０…注入ポンプ
　　１３１…注入管
　　１３２…サイドアーム
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　　２０４…カテーテル本体
　　２０８…近位ハウジング
　　２０８…ハウジング
　　２１２…表面構造
　　２１４…遠位部分
　　２２３…管腔
　　２３０…超音波伝達部材
　　２３２…管腔
　　２４４…空洞
　　２５０…振動吸収部材
　　２５２…音波コネクタ
　　３００…遠位端
　　５００…遠位ヘッド
　　５０５…入力波
　　５１０…反射波
　　５２０…伝達波

【図１】 【図２Ａ】
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