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(57)【要約】
例えば風船型動脈瘤などの血管異常部を治療するための
デバイス及び方法が本明細書中に記載される。一実施形
態において、装置は、挿入部と、拡張可能な挿入物と、
を含む。拡張可能な挿入物は、動脈瘤内に配置されるよ
うに構成されており、かつ、挿入部に結合されている。
拡張可能な挿入物は、第１部分と、第１部分に結合され
た第２部分と、を有する。拡張可能な挿入物は、第１部
分と第２部分とが実質的に直線的に整列している第１構
成と、第２部分が第１部分に少なくとも部分的に重なっ
ている第２構成との間で移行可能である。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　挿入部と、
　動脈瘤内に配置されるように構成されて前記挿入部に結合された拡張可能な挿入物であ
って、当該拡張可能な挿入物は、第１部分と第２部分とを有しており、前記第２部分が前
記第１部分に結合されており、当該拡張可能な挿入物は、前記第１部分と前記第２部分と
が実質的に直線的に整列している第１構成と、前記第２部分が前記第１部分に少なくとも
部分的に重なっている第２構成と、の間において移行可能である、拡張可能な挿入物と、
を備える装置。
【請求項２】
　前記第１部分及び前記第２部分がそれぞれ多孔性メッシュを含み、前記多孔性メッシュ
が、前記第１構成にある場合に第１多孔率を有し、前記第２構成にある場合に第２多孔率
を有する、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記拡張可能な挿入物が、前記第１構成において、血管を通じた挿入のために構成され
ており、前記第２構成において、動脈瘤の嚢を占有するように構成されている、請求項１
に記載の装置。
【請求項４】
　前記挿入部が前記拡張可能な挿入物に脱着可能に結合されている、請求項１に記載の装
置。
【請求項５】
　前記第１部分及び前記第２部分が、前記第２構成において付勢されるように構成されて
いる、請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記第１部分が多孔性メッシュの第１層と多孔性メッシュの第２層とを含み、前記第１
層及び前記第２層が同じ多孔率又は異なる多孔率のいずれか一方を有する、請求項１に記
載の装置。
【請求項７】
　前記第１部分が多孔性メッシュの第１層と多孔性メッシュの第２層とを含み、前記第１
層が前記第２層からずれている、請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　前記拡張可能な挿入物が、前記第１構成において第１幅を有し、前記第２構成において
第２幅を有し、前記第２幅が前記第１幅よりも大きい、請求項１に記載の装置。
【請求項９】
　前記拡張可能な挿入物の前記第１部分が管状である、請求項１に記載の装置。
【請求項１０】
　前記拡張可能な挿入物の前記第２部分の少なくとも一部が前記第１部分の内腔に配置さ
れている、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記拡張可能な挿入物の前記第１部分が、第１端部と、その第１端部とは異なる第２端
部と、を含み、前記拡張可能な挿入物の前記第２部分が、第１端部と、その第１端部とは
異なる第２端部と、を含み、前記第１部分の前記第１端部が前記第２部分の前記第１端部
に結合されている、請求項１に記載の装置。
【請求項１２】
　前記第１部分及び前記第２部分がそれぞれ多孔性メッシュを含み、前記拡張可能な挿入
物が前記第２構成にある場合、前記第１部分の前記多孔性メッシュが第１幅を有する多次
元形状を有し、前記拡張可能な挿入物が前記第２構成にある場合、前記第２部分の前記多
孔性メッシュが、前記第１幅よりも小さい第２幅を有する多次元形状を有する、請求項１
に記載の装置。
【請求項１３】
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　前記第１部分及び前記第２部分がそれぞれ多孔性メッシュを含み、前記第１部分及び前
記第２部分の少なくとも一方の前記多孔性メッシュが、複数の編組ワイヤを含み、前記編
組ワイヤが、正に帯電した金属を含む、請求項１に記載の装置。
【請求項１４】
　前記第１部分及び前記第２部分がそれぞれ、ニチノール、白金、タンタル、延伸充填管
の少なくとも１つ又はそれらの組み合わせでできている多孔性メッシュを含む、請求項１
に記載の装置。
【請求項１５】
　前記第１部分及び前記第２部分の少なくとも１つが、前記第１部分又は前記第２部分の
前記少なくとも一方に結合された放射線不透過性マーカを含む、請求項１に記載の装置。
【請求項１６】
　前記第１部分及び前記第２部分の少なくとも一方が多孔性メッシュを含み、前記拡張可
能な挿入物が前記第２構成にある場合、前記多孔性メッシュの少なくとも一部が前記動脈
瘤の頚部上に配置されるように構成されており、前記多孔性メッシュの前記一部が前記動
脈瘤の前記頚部における内皮細胞の付着用の足場となっている、請求項１に記載の装置。
【請求項１７】
　前記第１部分が多孔性メッシュを含み、前記第１部分が、その第１構成において第１容
積を占有するように、及び、その第２構成において前記第１容積よりも大きい第２容積を
占有するように構成されており、
　前記第２部分が多孔性メッシュを含み、前記第２部分が、前記多孔性メッシュの第１セ
グメントが前記多孔性メッシュの第２セグメントと重なるように、その第２構成において
３次元構成に湾曲するように構成されており、その第２構成にある前記第２部分が、その
第２構成にある前記第１部分を受容するように構成された内部領域を規定している、請求
項１に記載の装置。
【請求項１８】
　前記拡張可能な挿入物が前記動脈瘤内に配置されると、前記拡張可能な挿入物の前記第
１部分及び前記第２部分の少なくとも１つの少なくとも一部が前記動脈瘤の頚部上に配置
され、前記動脈瘤の前記頚部上に配置された前記部分が血管から前記動脈瘤への体液の流
れを遮断するように構成されている、請求項１に記載の装置。
【請求項１９】
　第１端部及び第２端部を有する第１多孔性部材であって、前記第１多孔性部材が血管を
通じて挿入するための折畳構成を有し、前記第１多孔性部材は、実質的に細長く、かつ、
その折畳構成において第１幅を有し、前記第１多孔性部材は、動脈瘤の嚢を占有するため
の拡張構成を有し、前記第１多孔性部材はその拡張構成において第２幅を有し、前記第２
幅が前記第１幅よりも大きい、第１多孔性部材と、
　第１端部及び第２端部を有する第２多孔性部材であって、前記第２多孔性部材が前記第
１多孔性部材に結合されており、前記第２多孔性部材は、前記血管を通じて挿入するため
の折畳構成を有し、前記第２多孔性部材が実質的に細長く、かつ、その折畳構成において
第３幅を有し、前記第２多孔性部材は、前記動脈瘤の前記嚢を占有するための拡張構成を
有し、前記第２多孔性部材はその拡張構成において第４幅を有し、前記第４幅が前記第３
幅よりも大きい、第２多孔性部材と、を備える装置。
【請求項２０】
　前記折畳構成において、前記第１多孔性部材の前記第１端部が前記第１多孔性部材の前
記第２端部から第１距離だけ離間しており、前記拡張構成において、前記第１多孔性部材
の前記第１端部が前記第１多孔性部材の前記第２端部から前記第１距離より小さい第２距
離だけ離間している、請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　前記第１多孔性部材及び前記第２多孔性部材の少なくとも一方が、複数の正に帯電した
金属フィラメントのウィーブ又はブレードを含む、請求項１９に記載の装置。
【請求項２２】
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　前記第１多孔性部材及び前記第２多孔性部材の少なくとも一方がその拡張構成に向かっ
て付勢されている、請求項１９に記載の装置。
【請求項２３】
　前記第１多孔性部材及び前記第２多孔性部材の少なくとも一方が、前記第１多孔性部材
及び前記第２多孔性部材の他方によって規定された内腔に配置されている、請求項１９に
記載の装置。
【請求項２４】
　前記第２幅が前記第４幅よりも大きい、請求項１９に記載の装置。
【請求項２５】
　前記拡張構成において、前記第１多孔性部材の第１部分と前記第２多孔性部材の第１部
分とが重なっている、請求項１９に記載の装置。
【請求項２６】
　前記動脈瘤の頚部における内皮細胞の付着を促進するため、前記第１多孔性部材及び前
記第２多孔性部材の少なくとも一方の少なくとも一部が、前記拡張構成において、前記動
脈瘤の前記頚部上に配置されるように構成されている、請求項１９に記載の装置。
【請求項２７】
　前記第１多孔性部材がその折畳構成において第１容積を占有するように構成されており
、かつ、その拡張構成において前記第１容積よりも大きい第２容積を占有するように構成
されており、
　前記第２多孔性部材が、前記第２多孔性部材の第１セグメントが前記第２多孔性部材の
第２セグメントと重なるように、その拡張構成において３次元構成に湾曲するように構成
されており、その拡張構成にある前記第２多孔性部材が、その拡張構成にある前記第１多
孔性部材を受容するように構成された内部領域を規定している、請求項１９に記載の装置
。
【請求項２８】
　細長い内腔を規定するカテーテルの遠位部を血管の動脈瘤の近傍に位置決めする工程と
、
　拡張可能な挿入物を前記カテーテル内部の第１位置から前記カテーテル外部の第２位置
に移動させる工程であって、前記拡張可能な挿入物が第１部分と第２部分とを含み、前記
第１部分及び前記第２部分のそれぞれが、前記第１位置にある場合は第１構成、前記第２
位置にある場合は第２構成を有し、前記第２構成において前記第１部分が前記第２部分に
実質的に重なっている、工程と、を含む方法。
【請求項２９】
　前記拡張可能な挿入物の近位端から挿入部を取り外す工程と、
　前記カテーテルを通じて前記挿入部を除去する工程と、をさらに含む、請求項２８に記
載の方法。
【請求項３０】
　前記拡張可能な挿入物を移動する前記工程の前に、前記拡張可能な挿入物を前記カテー
テル内に挿入する工程であって、前記挿入する工程の前に前記拡張可能な挿入物をその第
２構成に付勢する工程をさらに含む、請求項２８に記載の方法。
【請求項３１】
　前記拡張可能な挿入物がその第２位置に移動すると、前記拡張可能な挿入物が前記動脈
瘤の嚢に入ることができるように、前記拡張可能な挿入物を前記動脈瘤と流体連通してい
る前記血管壁の開口部に配向する工程をさらに含む、請求項２８に記載の方法。
【請求項３２】
　前記第１部分及び前記第２部分がそれぞれ多孔性メッシュを含み、前記多孔性メッシュ
が、前記第１構成にある場合は第１多孔率、前記第２構成にある場合は第２多孔率を有す
る、請求項２８に記載の方法。
【請求項３３】
　前記第１部分及び前記第２部分のそれぞれがそれら各々の第２構成にある場合、前記第
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２部分が前記第１部分によって規定された内部領域に配置されている、請求項２８に記載
の方法。
【請求項３４】
　前記第１部分がその第２構成に移行する前に前記第２部分がその第２構成に移行する、
請求項２８に記載の方法。
【請求項３５】
　第１端部及び第２端部を有する第１多孔性部材であって、当該第１多孔性部材は、血管
を通じて挿入するための折畳構成を有し、当該第１多孔性部材は、その折畳構成において
実質的に細長く、当該第１多孔性部材は、動脈瘤の嚢を占有するための拡張構成を有し、
当該第１多孔性部材は、その拡張構成において、第２セグメントと重なるように構成され
ており、かつ、内部領域を規定している第１セグメントを含む３次元形状を有する、第１
多孔性部材と、
　第１端部及び第２端部を有する第２多孔性部材であって、当該第２多孔性部材は、前記
血管を通じて挿入するための折畳構成を有し、当該第２多孔性部材は、その折畳構成にお
いて実質的に細長く、当該第２多孔性部材は、前記動脈瘤の前記嚢を占有するための拡張
構成を有し、前記第１多孔性部材及び前記第２多孔性部材のそれぞれがそれらの拡張構成
にある場合、前記第２多孔性部材が前記第１多孔性部材の前記内部領域に配置されるよう
に構成されている、第２多孔性部材と、を備える装置。
【請求項３６】
　前記第２多孔性部材が前記第１多孔性部材に結合されている、請求項３５に記載の装置
。
【請求項３７】
　前記第１多孔性部材の前記第１端部が前記第２多孔性部材の前記第１端部に結合されて
いる、請求項３５に記載の装置。
【請求項３８】
　前記第１多孔性部材及び前記第２多孔性部材の少なくとも一方が放射線不透過性マーカ
を含む、請求項３５に記載の装置。
【請求項３９】
　前記折畳構成において、前記第１多孔性部材が第１長さを有し、前記第２多孔性部材が
前記第１多孔性部材の前記第１長さより短い第２長さを有する、請求項３５に記載の装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　[0001]　本出願は、２０１０年９月１０日出願の発明の名称「正に帯電した神経血管内
皮化デバイス」の米国仮特許出願第６１／３８１，７７０号の優先権及び利益を主張し、
その開示の全体が参照により本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　[0002]　本発明は、概して、医療デバイスに関し、特に、拡張可能な医療デバイス及び
血管異常を治療する方法に関する。例えば、本発明は、拡張可能な医療デバイス及び動脈
瘤を治療する方法に関する。動脈瘤は、血管壁の弱体化に起因する血管の拡張である。拡
張は、正常な血流によって生じる圧力によって生成され、これが原因で、血管の弱体化し
た部分が膨張し得る。場合によっては、この膨張は、主要血管又は親血管から突出した嚢
又は風船状ポリープを生じさせる。継続的な風船状の動脈壁の増殖及び／又は最終的な破
裂は患者にとって破滅的な結果となり得る。したがって、未破裂動脈瘤は、出血を防止す
るために治療されるべきである。さらに、破裂動脈瘤は、その後の破裂及び／又はさらな
る損傷を回避するために治療され得る。
【背景技術】
【０００３】
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　[0003]　動脈瘤の治療に使用される公知の医療デバイス及び治療方法は、動脈瘤の嚢へ
の白金コイルの送達を含む。白金コイルは、送達ワイヤから電解的に分離されるため、動
脈瘤に血栓性作用を引き起こし得るコイルに電荷を誘起する。公知の処置では、動脈瘤の
容積の約３０％がコイルで充填される。しかしながら、このような公知のデバイス及び方
法は約３０％の再疎通率を有することが多く、これは、血流が動脈瘤に再度戻ることを意
味するものであり、コイルで充填された動脈瘤がさらに膨張する原因となり得る。さらに
、そのような公知のデバイス及び方法は、患者に対する長期の処置時間を必要とし、同様
に、患者の放射線曝露量を増加させる。さらに、そのようなデバイス及び方法では、親血
管と動脈瘤の嚢との間の領域である動脈瘤の頚部は治療されない。
【０００４】
　[0004]　別の公知の治療方法は、コイル及びステントの両方の使用を含む。コイルは上
述のように動脈瘤の嚢に送達され、ステントは、ステントの一部が動脈瘤の頚部上に配置
されるように親血管内に配置される。このような処置にはいくつかの欠点がある。１つは
、２つの別個のタイプのデバイス（すなわち、コイル及びステント）の送達がより複雑な
処置であり、その結果、患者の処置時間が長くなる場合が多いことである。ステントは血
管のステント内狭窄につながることがある。さらに、患者が処置後無期限に血液希釈剤を
服用する必要があるものと思われる。さらに、そのようなデバイス及び方法は、血管の分
岐に（すなわち隣接する血管の分岐間に）位置する動脈瘤の治療に適切でない。
【０００５】
　[0005]　別の公知のデバイス及び治療方法は、動脈瘤の近傍の親血管の頚部に送達され
るフローダイバータの使用を含む。一般に、フローダイバータは親血管内の動脈瘤の頚部
上に配置される。現行の処置では、動脈瘤から血流を適切に分流することを確実にするた
め、１つの動脈瘤に２つ以上のフローダイバータを必要とする。そのようなデバイス及び
治療方法は、上述したステントの使用と類似の欠点を有する。具体的には、フローダイバ
ータは血管の狭窄につながることがあり、患者は、処置後無期限に血液希釈剤を服用する
必要がある可能性が高い。さらに、公知のフローダイバータは、血管の分岐に位置する動
脈瘤の治療に適さない。さらに、フローダイバータを使用して治療した患者の長期間の継
続管理では、動脈瘤の再疎通の比率が上昇することを示している。
【０００６】
　[0006]　したがって、本明細書中に記載される風船型動脈瘤などの血管異常を処置する
ための改良されたシステム、デバイス及び方法が求められている。
【発明の概要】
【０００７】
　[0007]　例えば、風船型動脈瘤などの血管異常を治療するためのデバイス及び方法が本
明細書中に記載される。一実施形態において、装置は、挿入部と、拡張可能な挿入物と、
を含む。拡張可能な挿入物は、動脈瘤内に配置されるように構成されており、かつ、挿入
部に結合されている。拡張可能な挿入物は、第１部分と、第１部分に結合された第２部分
と、を有する。拡張可能な挿入物は、第１部分と第２部分とがほぼ直線的に整列している
第１構成と、第２部分が第１部分に少なくとも部分的に重なっている第２構成との間にお
いて移動可能である。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】一実施形態に係る第１構成にある医療デバイスの概略図である。
【図２】一実施形態に係る第２構成にある医療デバイスの概略図である。
【図３】一実施形態に係る第１構成にある医療デバイスの側面図である。
【図４】一実施形態に係る第２構成にある医療デバイスの側面図である。
【図５Ａ】動脈瘤内への挿入中、第１構成にある図３の医療デバイスの図である。
【図５Ｂ】動脈瘤内への挿入中、第２構成にある図３の医療デバイスの図である。
【図５Ｃ】動脈瘤内への挿入中、第３構成にある図３の医療デバイスの図である。
【図６】一実施形態に係る拡張構成にある医療デバイスの一部の図である。



(7) JP 2013-537069 A 2013.9.30

10

20

30

40

50

【図７】実施形態に係る拡張構成にある医療デバイスの図である。
【図８】実施形態に係る拡張構成にある医療デバイスの図である。
【図９】実施形態に係る拡張構成にある医療デバイスの図である。
【図１０】実施形態に係る拡張構成にある医療デバイスの図である。
【図１１】実施形態に係る拡張構成にある医療デバイスの図である。
【図１２】実施形態に係る拡張構成にある医療デバイスの図である。
【図１３】実施形態に係る拡張構成にある医療デバイスの図である。
【図１４】一実施形態に係る部分的に折畳構成にある医療デバイスの図である。
【図１５】一実施形態に係る拡張構成にある図１４の医療デバイスの図である。
【図１６】一実施形態に係る、第１部分が第２部分から離間している拡張構成にある医療
デバイスの一部の図である。
【図１７Ａ】一実施形態に係る折畳構成にある医療デバイスの一部の図である。
【図１７Ｂ】一実施形態に係る拡張構成にある医療デバイスの一部の図である。
【図１８】一実施形態に係る方法のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　[0023]　循環血管内に動脈瘤などの血管異常を経験した患者、及び、出血性発作を含む
その異常による影響を経験した患者を治療するための医療デバイス及び治療方法が本明細
書中に記載される。例えば、本明細書中に記載されるデバイス及び方法は、蛇行状であり
小径の、及び／又はそうでなければ到達が困難な血管系に存在する血管異常の治療に有用
であり得る。より具体的には、本明細書中に記載されるデバイス及び方法は、嚢状（風船
型又はイチゴ型とも呼ばれる）動脈瘤、分部動脈瘤、瘻及び神経血管系内の異常を含む血
管系内の他の異常の治療に有用であり得る。本明細書中に記載される医療デバイス及び治
療方法では、動脈瘤と、動脈瘤膨隆が（例えば、動脈瘤の頚部に）形成している親血管と
の間における開口部の内皮化を促進しつつ出血事象を低減することができる。
【００１０】
　[0024]　動脈瘤の容積のすべて又はほぼすべてを占有するための、及び／若しくは、動
脈瘤における又はその近傍における内皮化を促進するための医療デバイスの種々の実施形
態を本明細書中に記載する。いくつかの実施形態では、医療デバイスは、正に帯電した織
材料又は編材料を含む拡張可能な挿入物を含む。ブレード又はウィーブを形成するフィラ
メント又はストランドは、デバイス、したがって、異常内における内皮細胞の補充及び／
又は保持を促進するように構成されている。拡張可能な挿入物は、管状の又は他の送達拘
束物（delivery constraint）（例えば、カテーテル又はカニューレ）からの解放時に動
脈瘤の嚢内において非線形の既定の３次元形状をとるように構成されている。正に帯電し
た織材料又は編材料は特定の多孔率を有しており、拡張可能な挿入物が拡張構成にある場
合、フィラメント又はストランド間に複数の開口部を含む。このような開口部は、血液環
境において部位に補充された内皮細胞を定着させるのに理想的である。材料の正の帯電は
血液及び体組織の負の電荷の存在下で内皮化を促進する。言い換えると、血液及び組織の
電荷に対する拡張可能な挿入物の正の帯電（比較すると負の）は、異常に内皮化を促進す
る環境を提供する。異常内の内皮化は、最終的には、異常を親血管から封じることにつな
がり得る。例えば、動脈瘤の頚部上における内皮層の成長及び発展により動脈瘤を親血管
から封じることができ、異常における流動力学が平衡することを可能にする。したがって
、デバイスは、異常の治癒を促進し、再疎通を防止するように構成され得る。これは、異
常血流に抗する体内から組織が形成され、異常を形成し得た血流圧力を再分配することが
理由である。内皮化による治癒時、治療後の異常における再疎通を予め排除する手法で圧
力が親血管に沿って一様に分配される。さらに、内皮化工程が終了すると親血管内からの
血液は封じた異常にそれ以上のアクセスを有しない。さらに、拡張可能な挿入物の少なく
とも一部は、挿入物が動脈瘤内に配置されると、この部分が親血管から動脈瘤への血液の
流れを阻害するように動脈瘤の頚部上に配置され得る。したがって、拡張可能な挿入物は
、動脈瘤の頚部上における内皮層の成長及び発展の前に及びそれに加えて血流の阻害を提
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供する。
【００１１】
　[0025]　本明細書中に記載される医療デバイスは、挿入部（例えばガイドワイヤ）と、
例えばメッシュ状の構成に織られた又は編まれたフィラメントで形成された拡張可能な挿
入物と、を含み得る。本明細書において、メッシュ及びブレードという用語はそれぞれ、
織られた又は編まれたフィラメントの布地又は材料、もしくはワイヤ又は高分子のストラ
ンドを意味し得る。医療デバイスの拡張可能な挿入物は、血管内送達のために圧縮される
か折り畳まれるように構成され得る。いくつかの実施形態では、医療デバイスは、折畳構
成又は圧縮構成にある間、例えばマイクロカテーテル、カニューレ、送達管又はシースな
どの送達デバイスを通じて挿入され得る。いくつかの実施形態では、医療デバイスは、そ
のような送達デバイスを使用することなく配置され得る。
【００１２】
　[0026]　医療デバイスの拡張可能な挿入物は、拡張可能な挿入物が神経血管系の狭い拘
束部（constraints）内及び／又は送達カテーテルの内腔内に適合し得る直径を有するよ
うに、折畳構成又は圧縮構成を有し得る。医療デバイスの拡張可能な挿入物は、例えば、
圧縮及び拡張することができるストランド（例えば、ストランド又はフィラメントのメッ
シュ又はブレード配置）の配置で形成され得る。そのような材料には、ニチノール、ＭＰ
３５Ｎ、ステンレス鋼、コバルトクロム、チタン、白金、タンタル、タングステン又はそ
れらの合金、もしくはポリエステル、ポリエチレン（ＰＥＴ）、ダクロン（Dacron）、Ｐ
ＥＥＫ、ベクトラン（vectron）及び縫合材料が含まれ、及び、Fort Wayne Metals of Fo
rt Wayne, Indiana, California Fine Wire Company of Graver Beach, California、他
の金属製造業者、Ethicon Inc. of Somerville, New Jersey, Genzyme of Cambridge, Ma
ssachusetts、 Poly-Med, Inc. of Anderson, South Carolina及び／又は他の医療グレー
ド縫合糸及び繊維製造業者から入手可能である。拡張可能な挿入物は、医療デバイスの挿
入部上及び／又は医療デバイスの挿入部に沿って圧縮され得る。挿入部は例えばワイヤで
あってよい。いくつかの実施形態では、医療デバイスは、送達デバイスの内腔内に移動可
能に配置可能な挿入部を含む。挿入部の遠位部は、拡張可能な挿入物に結合され得る。拡
張可能な挿入物は、異常部（例えば、動脈瘤）内に配置される間又は異常（例えば、動脈
瘤）内に挿入されているとき、折畳構成から拡張構成に移行し得る。
【００１３】
　[0027]　いくつかの実施形態では、拡張可能な挿入物は、超弾性材料又は形状記憶材料
（例えば、ニチノールなどの）のフィラメントによって形成されてよく、ブレード又はメ
ッシュは、拡張可能な挿入物を医療デバイスの挿入部に取り付ける前に既定の形状に設定
されてよい。このような一実施形態においては、拡張可能な挿入物は、配置されて拡張す
ると、付勢された既定の形状をとる。既定の形状は、球の形状などの一般的な形状であっ
てよく、又は、患者内の標的動脈瘤の形状に基づく特別仕様の形状であってもよい。適切
な材料についてはより詳細に本明細書中に記載される。
【００１４】
　[0028]　本明細書中に記載される医療デバイスは、（本明細書中において「開口部」又
は「孔」とも呼ばれる）可変的なサイズのアパーチャを有する織メッシュ又はブレードで
形成された１つ又は複数の拡張可能な挿入物を含み得る。言い換えれば、デバイスは、特
定の多孔率又は孔密度を有する材料で形成される。いくつかの実施形態では、拡張可能な
挿入物は、フィラメントの密度が変化するメッシュ又はブレードの部分を有してよく、か
つ、より低密度（すなわち、より高い多孔率）の部分又はバンドによって離間する高密度
に目の開いたフィラメント（すなわち、より低い多孔率）の部分又はバンドを含んでもよ
い。より低密度のブレード部分はより大きな開口部をブレードに有し得るが、より高密度
のブレード部分はより小さな開口部をブレードに有し得る。材料（例えば、内皮細胞など
の体組織）は、拡張可能な挿入物のメッシュの間隙に入る及び／又は付着することを促進
され得る。例えば、より高密度のブレード部分は、より大きな内皮細胞の付着を促進する
ために使用されてよく、より低密度のブレード部分は、全体の重量及び／又は患者内に植
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え込まれる材料を低減するために使用されてよい。より低密度の部分は、また、拡張可能
な挿入物の最終形状を左右し得る。例えば、より低密度の部分（より目の粗い）メッシュ
又はブレードは挿入物の拡張の作用を左右し得る。
【００１５】
　[0029]　いくつかの実施形態では、医療デバイスは、送達カテーテル（例えば、マイク
ロカテーテル）の内腔を通じて医療デバイスを挿入することによって血管系内の所望の治
療部位に送達され得る。拡張可能な医療デバイスは、折畳構成又は圧縮構成において送達
カテーテルを通じて挿入され得る。拡張可能な医療デバイスの拡張可能な挿入物は、送達
カテーテルの遠位端を通じて治療部位（例えば動脈瘤の嚢内）に出されることが可能であ
り、拡張構成に移行し得る。いくつかの実施形態では、送達カテーテルは、拡張可能な挿
入物を圧縮するため又は折り畳むために使用される。例えば、拡張可能な挿入物は、付勢
された拡張構成で形成されてよく、カテーテルの内腔内に配置されると圧縮される。拡張
可能な挿入物は、カテーテルの外部に出されると、その付勢された拡張構成をとることが
できる。拡張構成において、拡張可能な挿入物の第１部分は拡張可能な挿入物の第２部分
に実質的に重なっている。拡張可能な挿入物の第１部分と第２部分とは、別々の構造であ
ってよく、若しくは、一体型の又は一体的に構成されたデバイスの一部であってもよい。
【００１６】
　[0030]　本明細書中に記載される拡張可能な挿入物などの医療デバイスは、第１多孔性
部材と、第１多孔性部材に連結された第２多孔性部材と、を含み得る。第１多孔性部材及
び第２多孔性部材のそれぞれが第１端部と第２端部とを含む。第１多孔性部材及び第２多
孔性部材はそれぞれ、血管を通じた挿入のための折畳構成及び動脈瘤の嚢によって規定さ
れた容積の少なくとも一部を占有するための拡張構成を有する。いくつかの実施形態では
、第１多孔性部材は、実質的に細長く、かつ、その拡張構成においてその折畳構成よりも
大きな幅を有する。第２多孔性部材は、実質的に細長く、かつ、その拡張構成において折
畳構成よりも大きな幅を有する。いくつかの実施形態では、例えば第１多孔性部材及び第
２多孔性部材のそれぞれがそれらの拡張構成にある場合、第１多孔性部材の幅は第２多孔
性部材の幅よりも大きい。
【００１７】
　[0031]　いくつかの実施形態では、第１多孔性部材は、その折畳構成において第１容積
を占有するように、及び、その拡張構成においてより大きな第２容積を占有するように構
成されている。例えば、第１多孔性部材は、その拡張構成において、その折畳構成におけ
るほぼ細長形状の第１多孔性部材よりも大きな容積を占有するほぼ球形、長円形又は他の
適切な形状を有し得る。第２多孔性部材は、第２多孔性部材の第１セグメントが第２多孔
性部材の第２セグメントと重なるように、拡張構成において３次元構成に移行又は湾曲す
るように構成され得る。その拡張構成において、第２多孔性部材は、その拡張構成にある
第１多孔性部材を受容するように構成された内部領域を規定し得る。例えば、いくつかの
実施形態では、第２多孔性部材は、第１多孔性部材を受容するように構成された、開いた
内部領域を有するほぼ球形の形状を有する。
【００１８】
　[0032]　いくつかの実施形態では、本明細書中に記載される拡張可能な挿入物などの医
療デバイスは第１多孔性部材と第２多孔性部材とを含み得る。第１多孔性部材及び第２多
孔性部材のそれぞれは第１端部と第２端部とを含む。第１多孔性部材及び第２多孔性部材
はそれぞれ、血管を通じた挿入のための折畳構成と、動脈瘤の嚢によって規定された容積
の少なくとも一部を占有するための拡張構成と、を有する。第１多孔性部材及び第２多孔
性部材は、それぞれ折畳構成において実質的に細長い。その拡張構成において、第１多孔
性部材は、第２セグメントと重なるように構成されており、かつ、内部領域を規定する第
１セグメントを含む３次元形状を有する。第２多孔性部材は、第１多孔性部材及び第２多
孔性部材のそれぞれがそれら各々の拡張構成にある場合、第１多孔性部材の内部領域に配
置されるように構成されている。いくつかの実施形態では、第２多孔性部材は第１多孔性
部材と一体型に又は一体的に形成されてよい。いくつかの実施形態では、第２多孔性部材
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は、第１多孔性部材を形成するものと同じフィラメントを使用して織られてもよく又は編
まれてもよい。
【００１９】
　[0033]　いくつかの実施形態では、拡張可能な挿入物は、超弾性形状記憶合金繊維又は
高分子繊維を含む編組管の形態である。いくつかの実施形態では、拡張可能な挿入物は、
ほぼ球形の輪郭に誘導する形状変形を引き起こすことができる。いくつかの実施形態では
、拡張可能な挿入物は、螺旋輪郭に誘導する形状変形を引き起こすことができる。いくつ
かの実施形態では、形状変形には、半径方向の拡張及び／又は軸方向の短縮への誘導を含
み得る。
【００２０】
　[0034]　本明細書中に記載される医療デバイスは、動脈瘤の嚢によって規定された容積
の少なくとも一部を占有するために、及び／又は、例えば、出血性発作につながるおそれ
のある動脈瘤への血流を阻止又は停止するための動脈瘤の頚部の内皮化を促進するために
使用され得る。いくつかの実施形態では、拡張可能とすることができ、かつ動脈瘤におけ
る内皮細胞の付着を促進するような大きさのアパーチャを有し得る織メッシュ又は編スト
ランドを形成するためにワイヤ又は高分子フィラメントが使用され得る。
【００２１】
　[0035]　特に明示しない限り、本明細書及び添付の特許請求の範囲に使用される単数形
「ａ」「ａｎ」及び「ｔｈｅ」は複数形を含むことに留意されたい。したがって、例えば
、用語「内腔」は、単一の内腔又は内腔の組み合わせを意味するものである。さらに、用
語「近位」及び「遠位」は、医療デバイスを患者に挿入するであろう操作者（例えば、外
科医、医師、看護師、技術者等）にそれぞれ近づく及びそこから離れる方向を意味すると
ともに、デバイスの先端部（すなわち遠位端）は最初に患者の体内に挿入される。したが
って、例えば、最初に患者の体内に挿入される端部は医療デバイスの遠位端とされ得るが
、患者の体の外側にある、又は、患者の体内にその後に挿入される端部は医療デバイスの
近位端とされ得る。さらに、同様に識別される要素を説明するために使用される用語「第
１」、「第２」、「第３」等は、単に明確化の目的のためであり、優先順位を意味するも
のでも、そのような数値の識別子が特許請求の範囲内の特定の要素に関連するものでなけ
ればならないことを意味するものでもない。
【００２２】
　[0036]　図１及び図２は、一実施形態に係る第１構成及び第２構成それぞれにおける血
管用医療デバイス１００の概略図である。医療デバイスは、動脈瘤の治癒を促進するよう
に構成されている。さらに具体的には、医療デバイスの少なくとも一部は、動脈瘤の嚢に
よって規定された容積の少なくとも一部を占有するように構成されており、いくつかの実
施形態では、医療デバイスの少なくとも一部は、動脈瘤の頚部上における内皮細胞の付着
を促進するように構成されている。動脈瘤頚部上における内皮化が完了すると、親血管（
すなわち、動脈瘤が形成されている血管）からの動脈瘤嚢への血流が妨げられる。
【００２３】
　[0037]　医療デバイス１００は、挿入部１０２と、拡張可能な挿入物１１０と、を含み
得る。挿入部１０２は、拡張可能な挿入物１１０に、例えば拡張可能な挿入物１１０の近
位部１１２に結合されている。いくつかの実施形態では、挿入部１０２は拡張可能な挿入
物１１０に脱着可能に結合されている。このようにして、挿入部１０２は、動脈瘤への拡
張可能な挿入物の送達後に拡張可能な挿入物１１０から分離され得るとともに患者の血管
系から取り外され得る。挿入部１０２は、例えば、ガイドワイヤ又はワイヤの遠位端部で
あってよい。医療デバイス１００は、例えば、拡張可能な挿入物１１０を動脈瘤に送達す
るために（図１及び図２の破線で示される）カニューレ又はカテーテル１０４とともに使
用され得る。
【００２４】
　[0038]　拡張可能な挿入物１１０は、動脈瘤内（例えば、動脈瘤の嚢内）に配置される
ように構成されている。拡張可能な挿入物１１０は第１部分１２０と第２部分１３０とを
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有する。図１に示すように、拡張可能な挿入物１１０は、第１部分１２０と第２部分１３
０とがほぼ直線的に整列されている第１構成を有する。その第１構成において、拡張可能
な挿入物１１０は、血管を通じた挿入のために構成されている。拡張可能な挿入物１１０
は、その第１構成にある場合、動脈瘤の頚部を通じた挿入のためにも構成されている。
【００２５】
　[0039]　拡張可能な挿入物１１０は、その第１構成と、図２に示すような、第２部分１
３０が第１部分１２０に少なくとも部分的に重なっている第２構成との間で移行可能であ
る。例えば、第２部分１３０は、第１部分１２０及び第２部分１３０の複数のセグメント
が重なるように複数回屈曲する、湾曲する及び／又はねじれるように構成され得る。さら
に、第１部分１２０及び第２部分１３０の少なくとも一方は、第１部分又は第２部分のそ
れぞれがそれ自身と重なるように複数回屈曲又は湾曲するように構成され得る。いくつか
の実施形態では、拡張可能な挿入物１１０は、複数の第１部分及び複数の第２部分を有す
るものと理解され得る。言い換えれば、拡張可能な挿入物は、動脈瘤の容積のすべて又は
ほぼすべてを占有するため、その展開構成においてそれ自身に連続的に重なり得る。
【００２６】
　[0040]　その第２構成において、拡張可能な挿入物１１０は、動脈瘤の嚢によって規定
された容積の少なくとも一部を占有するように構成されている。いくつかの実施形態では
、拡張可能な挿入物１１０がその第２構成にある場合、拡張可能な挿入物の少なくとも一
部は動脈瘤の頚部上に配置されるように構成されている。例えば、拡張可能な挿入物１１
０の、第２部分１３０が第１部分１２０に重なっている部分が動脈瘤の頚部上に配置され
るように構成され得る。したがって、拡張可能な挿入物１１０の、動脈瘤頚部上に配置さ
れた部分は、増加した密度（例えば、第１部分１２０又は第２部分１３０個々と比較する
と二重の密度）を有し、これにより、血流が動脈瘤の嚢に入ることを制限する又は妨げる
。拡張可能な挿入物１１０の、動脈瘤頚部上に配置された部分は、動脈瘤頚部における内
皮細胞の付着のための足場とされ得る。例えば、拡張可能な挿入物１１０の、動脈瘤頚部
上に配置可能な部分は、本明細書中により詳細に記載されるように、多孔性メッシュを含
むことなどにより多孔性とされ得る。いくつかの実施形態では、拡張可能な挿入物１１０
の第１部分１２０及び第２部分１３０は第２構成に付勢される。
【００２７】
　[0041]　上記のように、いくつかの実施形態では、拡張可能な挿入物１１０の少なくと
も一部が多孔性である。例えば、いくつかの実施形態では、拡張可能な挿入物１１０の少
なくとも一部は、拡張可能な挿入物１１０の壁又は層が複数の開口部又は間隙１１８を規
定するように、メッシュ（例えば、織られた、編まれた又はレーザ切断された）材料を含
み得る、及び／又は、メッシュ（例えば、織られた、編まれた又はレーザ切断された）材
料で構成され得る。より具体的には、いくつかの実施形態では、拡張可能な挿入物１１０
の第１部分１２０及び第２部分１３０の少なくとも一方又は両方が多孔性メッシュを含み
得る。多孔性メッシュは、拡張可能な挿入物１１０がその第１構成にある場合に第１多孔
率を有し、拡張可能な挿入物がその第２構成にある場合に第２多孔率を有する。より具体
的には、いくつかの実施形態では、多孔性メッシュは、拡張可能な挿入物がその第１構成
にある場合よりも拡張可能な挿入物１１０がその第２構成にある場合に、より高い多孔率
を有し得る。例えば、１つ又は複数の個々の孔又は開口部は、第１構成にある場合よりも
第２構成にある場合に大きくなるため、多孔性メッシュの多孔率は上昇し得る。例えば、
多孔性メッシュは、第２構成において拡張され、それによって、メッシュのフィラメント
間の空間（したがって、メッシュの１つ又は複数の開口部の大きさ）が増加する。言い換
えれば、孔開口部の総量が増加され得る。別の例において、多孔性メッシュの多孔率は、
拡張可能な挿入物１１０がその第１構成に折り畳まれていたときには閉じていた１つ又は
複数の開口部が、拡張可能な挿入物がその第２構成に移行したときに再び開かれるために
増加され得る。言い換えると、いくつかの孔が増加され得る。
【００２８】
　[0042]　いくつかの実施形態では、第１部分１２０と第２部分１３０とは同じ多孔率又
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は異なる多孔率の１つを有し得る。例えば、第１部分１２０は、第２部分１３０の多孔率
よりも高い多孔率を有し得る。別の例においては、第２部分１３０は、第１部分１２０の
多孔率よりも高い多孔率を有し得る。さらに別の例においては、第１部分１２０と第２部
分１３０とは拡張構成においてほぼ同等の多孔率を有し得る。
【００２９】
　[0043]　いくつかの実施形態では、第１部分１２０及び第２部分１３０の少なくとも一
方は、１つ、２つ、３つ又はそれを超える層を含む。例えば、いくつかの実施形態では、
拡張可能な挿入物１１０の第１部分１２０は、多孔性メッシュの第１層（図１又は図２に
図示せず）と、多孔性メッシュの第２層（図１又は図２に図示せず）と、を含む。第１層
と第２層とは、同じ多孔率を有してもよく又は異なる多孔率を有してもよい。いくつかの
実施形態では、第１層は第２層からずれている。したがって、第１部分の多孔率は、第１
層及び第２層の多孔率と、第１層が第２層からずれている状態とによって決定される。
【００３０】
　[0044]　いくつかの実施形態では、第１部分１２０又は第２部分１３０の少なくとも一
方などの拡張可能な挿入物１１０の少なくとも一部は、例えば、ニチノールなどの形状記
憶材料を含むことができ、所望の形状をとるように予備形成することができる。したがっ
て、そのような一実施形態においては、拡張可能な挿入物１１０の一部（例えば、第１部
分１２０及び／又は第２部分１３０）は、第２拡張構成に付勢されることができ、拡張可
能な挿入物の一部を拘束する又は圧縮することによって第１折畳構成に移行させられ得る
。
【００３１】
　[0045]　いくつかの実施形態では、第１部分１２０又は第２部分１３０の少なくとも一
方などの拡張可能な挿入物１１０の少なくとも一部が、以下にさらに詳細に記載される、
正に帯電した材料を含み得る。
【００３２】
　[0046]　拡張可能な挿入物１１０は、拡張構成にある場合、種々の異なる形状、大きさ
及び構成を有し得る。例えば、いくつかの実施形態では、拡張構成にある場合、拡張可能
な挿入物１１０はほぼ球形とされ得る。いくつかの実施形態では、拡張可能な挿入物１１
０はほぼ螺旋状であってよい。いくつかの実施形態では、拡張可能な挿入物１１０は、ほ
ぼ環状、円盤形状又は輪形状であってよい。いくつかの実施形態では、拡張可能な挿入物
１１０は、患者内の標的動脈瘤の形状に基づく特別仕様の形状であってよく、例えば、撮
像デバイスによって検出された標的動脈瘤の形状に従い形状模型が作られる。例えば、動
脈瘤の形状の画像は、血管造影図を使用して取得され、拡張可能な挿入物１１０は、血管
造影図に示される動脈瘤の形状に従い模型が作られ得る。いくつかの実施形態では、拡張
可能な挿入物１１０は、様々な外周又は外径を有する複数の部分を含み得る。例えば、い
くつかの実施形態では、拡張構成にある場合、拡張可能な挿入物１１０は、第１外周を有
する第１部分と、第２外周を有する第２部分と、第３外周を有する第３部分と、を含み得
る。このような一実施形態においては、第２外周は、第１外周及び第３外周のそれぞれよ
りも小さくされ得る。
【００３３】
　[0047]　医療デバイス１００の使用の一例では、カテーテル１０４が血管内に挿入され
、動脈瘤などの血管異常近辺の所望の治療部位に誘導され得る。拡張可能な挿入物１１０
は治療部位への送達のためカテーテル１０４の細長い内腔内に挿入される。カテーテル１
０４の遠位部は血管内の動脈瘤の近傍に配置される。拡張可能な挿入物１１０はカテーテ
ル内部の第１位置からカテーテル外部の第２位置に移動させられる。拡張可能な挿入物１
１０がその第１位置にある場合、第１部分１２０及び第２部分１３０のそれぞれは第１構
成にある。例えば、第１構成において、第１部分１２０及び第２部分１３０のそれぞれは
、カテーテル１０４の内腔内において圧縮されることも折り畳まれることもでき、ほぼ線
形の構成である。
【００３４】
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　[0048]　拡張可能な挿入物１１０は、その第２位置に移動した場合に動脈瘤の嚢に入る
ことができるように、動脈瘤と流体連通している血管壁の開口部に対して配向され得る。
拡張可能な挿入物１１０が動脈瘤の嚢内に誘導され、かつ配置されるように、拡張可能な
挿入物１１０は、挿入部１０２の補助によりその第１位置からその第２位置に移動させら
れ得る。拡張可能な挿入物１１０がその第２位置にある場合、第１部分及び第２部分のそ
れぞれは第２構成を有する。例えば、第２構成において、第１部分１２０及び第２部分１
３０のそれぞれは３次元形状に拡張され得る。第２構成において、第１部分１２０の３次
元形状は第２部分１３０の３次元形状と類似してもよく又は異なってもよい。第２構成に
おいて、拡張可能な挿入物１１０の第１部分１２０は第２部分１３０に実質的に重なって
いる。いくつかの実施形態では、第１部分及び第２部分のそれぞれがそれら各々の第２構
成にある場合、第２部分１３０は、第１部分によって規定された内部領域に配置されてい
る。
【００３５】
　[0049]　第１部分１２０及び第２部分１３０はそれら各々の第２構成に同時に又は順次
移行し得る。例えば、いくつかの実施形態では、第２部分１３０は、第１部分１２０がそ
の第２構成に移行する前にその第２構成に移行する。拡張可能な挿入物１１０は、拡張可
能な挿入物１１０の壁が動脈瘤の壁の少なくとも一部に接触するように及び／又は拡張可
能な挿入物の一部が動脈瘤の頚部上に配置されるように、付勢された、拡張可能な構成を
とることができる。拡張可能な挿入物１１０が動脈瘤の頚部上にあると、親血管から動脈
瘤嚢内へのさらなる血流を実質的に低減することができる及び／又は妨げることができる
。その理由は、拡張可能な挿入物が、親血管から流れる血液の物理的な流れ阻害部（flow
 disruptor）として、ならびに頚部／血管壁の内皮化を促進するための、動脈瘤頚部にお
ける内皮細胞の付着のための足場として機能し得るからである。挿入部１０２は、その後
、拡張可能な挿入物１１０の近位端から取り外され、カテーテル１０４を通じて除去され
得る。
【００３６】
　[0050]　図３、図４、図５Ａ、図５Ｂ及び図５Ｃは、一実施形態による医療デバイスを
示す。医療デバイス２００は、医療デバイス１００について上述したものと同じ特徴及び
機能のすべて又はいくつかを含み得る。医療デバイス２００は、挿入部２０２と、拡張可
能な挿入物２１０と、を含む。拡張可能な挿入物２１０は、その近位端において挿入部２
０２の遠位端に脱着可能に結合されている。
【００３７】
　[0051]　拡張可能な挿入物２１０は第１部分２２０と第２部分２３０とを含む。図３及
び図５Ａに示すように、拡張可能な挿入物２１０は、第１部分２２０と第２部分２３０と
がほぼ直線的に整列された、第１構成すなわち折畳構成を有する。この手法で、拡張可能
な挿入物２１０は、血管Ｖを通じて動脈瘤Ａなどの治療部位に送達するためのカテーテル
２０４の内腔内に配置され得る。図２に示すように、その第１構成において、拡張可能な
挿入物２１０は第１幅Ｗ１を有する。図４及び図５Ｂ～５Ｃに示すように、拡張可能な挿
入物２１０は第２構成すなわち拡張構成又は展開構成に移行可能である。挿入部２０２は
、拡張可能な挿入物２１０を第１構成から第２構成に移行させるように構成されている。
拡張可能な挿入物２１０がその第２構成にある場合、挿入部２０２は拡張可能な挿入物２
１０から取り外され得る。
【００３８】
　[0052]　その第２構成において、拡張可能な挿入物２１０は、動脈瘤Ａの嚢によって規
定された容積の少なくとも一部を占有するように構成されている。したがって、拡張可能
な挿入物２１０は、第２の拡張構成において、その第１幅Ｗ１よりも大きい第２幅Ｗ２を
有する。例えば、拡張可能な挿入物２１０は、その第１構成においては、実質的に狭く、
細長くすることができ、その第２構成においては３次元形状をとることができる。図３～
図５Ｃに示す実施形態では、拡張可能な挿入物２１０は、その第２構成においてほぼ球形
の形状を有する。拡張可能な挿入物２１０は、その３次元形状が動脈瘤の形状のあらゆる
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不規則性に適応することができるように弾性を有してよい。第２構成において、拡張可能
な挿入物２１０の第２部分２３０は第１部分２２０に少なくとも部分的に重なっている。
拡張可能な挿入物が動脈瘤Ａの嚢内においてその第２構成にある場合、拡張可能な挿入物
２１０の少なくとも一部は、動脈瘤Ａの頚部Ｎ上に配置されるように構成されている。本
明細書中により詳細に記載されるように、拡張可能な挿入物２１０は、動脈瘤Ａの頚部Ｎ
における内皮細胞の付着を促進するように構成されている。
【００３９】
　[0053]　図３に示される実施形態では、第１部分（又は部材）２２０は第１リボン状の
ストランドであり、第２部分（又は部材）２３０は、第１部分とは別個の第２リボン状の
ストランドである。他の実施形態において、拡張可能な挿入物は、第１部分と、別個の部
分の代わりに、（例えば、一体型に又は一体的に構成された）単一リボン状のストランド
である第２部分と、を含み得る。第１部分２２０の第１端部２２２は第２部分２３０の第
１端部２３２に結合されている。接着剤、機械的なカプラ、溶接部等又は前述の任意の組
み合わせなどの、第１部分２２０の第１端部２２２を第２部分２３０の第１端部２３２に
結合するのに適切な任意の機構を使用できる。例えば、第１端部２２２、２３２はバンド
２４０によって結合され得る。バンド２４０は、また、挿入部２０２の、拡張可能な挿入
物２１０への結合を補助するように構成され得る。バンド２４０は、例えば放射線不透過
性マーカであってよく又は放射線不透過性マーカを含んでよい。
【００４０】
　[0054]　第１部分２２０の第２端部２２４及び第２部分２３０の第２端部２３４はそれ
ぞれ、それらに結合された放射線不透過性マーカ２４２、２４４をそれぞれ有している。
放射線不透過性マーカ２４２、２４４は、治療部位への送達時及び／又は植え込み後にお
ける拡張可能な挿入物２１０の画像化を容易にするように構成されている。拡張可能な挿
入物２１０がその第２構成にある場合、マーカ２４２、２４４は完全に動脈瘤Ａの嚢内に
配置されるように構成されている。したがって、マーカ２４２、２４４は動脈瘤Ａ又は血
管Ｖの壁を穿刺せず、マーカ２４２、２４４は動脈瘤頚部における内皮細胞の付着を妨げ
ない。マーカ２４２、２４４が動脈瘤の頚部に又はその近傍に配置された場合、親血管か
らの血液はマーカの周囲に凝塊する傾向があるためこれも有益である。
【００４１】
　[0055]　拡張可能な部材２１０がその第１構成とその第２構成との間で移行すると、第
１部分２２０及び第２部分２３０の少なくとも一方もまた第１構成と第２構成との間で移
行可能である。第１部分又は部材２２０は、第１部分２２０が実質的に細長くて第１幅を
有する第１の折畳構成を有する。第１部分２２０は、第１部分２２０が第１幅よりも大き
い第２幅を有する第２の拡張構成を有する。例えば、第１部分２２０は、ほぼ線形で細長
い、折畳構成から、拡張構成又は展開構成における多次元（例えば、３次元）形状に移行
可能とされ得る。図４及び図５Ｃに示すように、第１部分２２０は、拡張構成において、
拡張可能な挿入物２１０に全体的に球形の形状を付与する３次元形状を有し得る。第１部
分２２０は、その第２の拡張構成に付勢され得る。
【００４２】
　[0056]　第１部分又は部材２２０は多孔性であり、例えば、多孔性メッシュを含んでも
よく、又は、多孔性メッシュで構成されてもよい。多孔性メッシュは、拡張可能な挿入物
２１０が少なくともその第２構成にある場合、フィラメントの一部の間に開口部又は間隙
が存在する手法で共に織られた又は編まれたフィラメントを使用して形成され得る。例え
ば、多孔性メッシュは複数の編組ワイヤを含み得る。適切なメッシュ材料については本明
細書中により詳細に記載される。多孔性メッシュは、第１部分２２０が第１構成にある場
合は第１多孔率を有することができ、第１部分２２０が第２構成にある場合は第２多孔率
を有することができる。例えば、第１部分２２０が、その第１の折畳構成から、その第２
の拡張構成に移行すると、メッシュの開口部の大きさが増加するようにメッシュが拡張し
得るため、メッシュの多孔率が増加する。多孔性メッシュは、メッシュが動脈瘤Ａ内に配
置されると、凝塊形成及び内皮細胞付着を促進する足場として機能するように構成されて
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いる。具体的には、内皮細胞はメッシュの開口部に移動する。
【００４３】
　[0057]　拡張可能な挿入物２１０の第１部分２２０は多孔性メッシュの第１層と多孔性
メッシュの第２層とを含む。この手法で、第１部分２２０の密度は第１層又は第２層のい
ずれか個々の密度よりも高くなる。そのような二重の密度構造により、例えば、第１部分
２２０の第１層及び第２層が動脈瘤Ａの頚部Ｎ上に配置された場合、動脈瘤Ａへの血流を
制限する又は妨げることができる。多孔性メッシュの第１層と多孔性メッシュの第２層と
は、同じ多孔率を有してもよく又は異なる多孔率を有してもよい。多孔性メッシュの第１
層は多孔性メッシュの第２層からずらされることができる。この手法で、第１部分２２０
の全体的な多孔率は第１層又は第２層のいずれか個々の多孔率よりも高くなる。多孔性メ
ッシュの第１層と第２層とは任意の適切な手法で互いに結合され得る。例えば、第１部分
２２０は、中を貫通する細長い内腔を有する細長い管状メッシュを使用して形成され得る
。そのような一実施形態においては、細長いメッシュは、メッシュの第１側又は層がメッ
シュの第２側又は層上に、又はその近傍に配置され、したがって、二重の密度又は二重の
層のメッシュ構造を形成するように、管状構造からリボン状の構造に平らにされ得る。
【００４４】
　[0058]　拡張可能な挿入物２１０の第２部分又は部材２３０は、第１部分２２０と同じ
又は類似するように構成されることができ、かつ第１部分２２０と同じ又は類似の手法で
使用され得る。拡張可能な部材２１０がその第１構成とその第２構成との間において移行
すると、第２部分２３０も、第２部分が実質的に細長く、かつ第３幅を有する第１の折畳
構成と、第２部材が第３幅よりも大きい第４幅を有する第２の拡張構成との間において移
行可能である。例えば、第２部分２３０は、ほぼ線形で細長い、折畳構成から、拡張構成
における、多次元（例えば３次元）形状に移行可能とされ得る。図４及び図５Ｃに示すよ
うに、第２部分２３０は、拡張構成において、拡張可能な挿入物２１０に全体的に球形の
形状を付与する３次元形状を有し得る。第２部分２３０はその第２の拡張構成に付勢され
得る。
【００４５】
　[0059]　第２部分２３０は多孔性であり、多孔性メッシュを含むことも、多孔性メッシ
ュで構成することもできる。多孔性メッシュは、拡張可能な挿入物２１０の第１部分２２
０について上述した多孔性メッシュと同じ又は類似するように構成され得るとともに、そ
れと同じ又は類似の手法で使用され得る。例えば、多孔性メッシュは、拡張可能な挿入物
２１０が少なくともその第２構成にある場合に多孔性であるフィラメントのウィーブ又は
ブレードを含み得る。さらに、第２部分２３０の多孔性メッシュは、第２部分２３０が第
１構成にある場合は第１多孔率、第２部分２３０が第２構成にある場合は第２多孔率を有
し得る。いくつかの実施形態では、拡張可能な挿入物２１０の第２部分２３０は多孔性メ
ッシュの第１層と多孔性メッシュの第２層とを含み、これらは同じ又は異なる多孔率であ
ってよい。この手法で、第２部分２３０の総密度は第１層又は第２層のいずれか個々の密
度よりも高くなる。多孔性メッシュの第１層は、第２部分２３０の全体的な多孔率が第１
層又は第２層のいずれか個々の多孔率よりも高くなるように、多孔性メッシュの第２層か
らずらされ得る。第１部分２２０について上述したのと同様、第２部分２３０の多孔性メ
ッシュの第１層及び第２層は、リボン状の構造に平らにされた一体的に構成された細長い
管状メッシュから形成され得る。
【００４６】
　[0060]　拡張可能な挿入物２１０の第１部分２２０及び第２部分２３０は同じ大きさで
あってよく又は異なる大きさであってもよい。例えば、図５Ａに示すように、第１部分２
２０は、その第１の折畳構成において、その第１の折畳構成にある第２部分２３０の長さ
よりも短い長さを有し得る。この手法で、マーカ２４２、２４４は動脈瘤Ａの頚部Ｎを通
じて順次導入され、これにより、拡張可能な挿入物２１０をより狭い頚部Ｎを通じて導入
することが可能になる。別の例においては、第１部分２２０と第２部分２３０とは同じ幅
を有してもよく又は異なる幅を有してもよい。いくつかの実施形態では、例えば、その第
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１構成における第１部分２２０の第１幅は、その第１構成における第２部分２３０の第３
幅よりも広い。その第２構成における第１部分２２０の第２幅は、また、その第２構成に
おける第２部分２３０の第４幅よりも広くされ得る。別の例において、第２部分２３０の
第４の拡張幅は、第１部分２２０の第２の拡張幅よりも広くされ得る。いくつかの実施形
態では、拡張可能な挿入物２１０がその第２構成にある場合、第１部分２２０の多孔性メ
ッシュは、第１幅を有する多次元形状を有することができ、拡張可能な挿入物がその第２
構成にある場合、第２部分２３０の多孔性メッシュは、第１幅よりも小さい第２幅を有す
る多次元形状を有し得る。
【００４７】
　[0061]　いくつかの実施形態では、例えば、拡張可能な挿入物がその第２構成において
拡張される場合、第１部分２２０（又は第１部分の多孔性メッシュ）は約８ｍｍの幅を有
し得る。拡張可能な挿入物がその第２構成において拡張される場合、第２部分２３０（又
は第２部分の多孔性メッシュ）は約９．５ｍｍの幅を有し得る。したがって、第１部分２
２０が拡張構成において第２部分２３０よりも小さな全体サイズを有する実施形態におい
ては、その第２構成において、第１部分２２０は第２部分２３０によって形成された、開
いた内部領域内に配置されるように構成され得る。
【００４８】
　[0062]　いくつかの実施形態では、医療デバイス２００の変形が予期される。例えば、
そのような一実施形態においては、拡張可能な挿入物の第１部分は、中を貫通する内腔を
規定する第１管状メッシュを含むことができ、拡張可能な挿入物の第２部分は、第１管状
メッシュの内腔内に配置された第２管状メッシュを含むことができる。第１管状メッシュ
構造及び第２管状メッシュ構造は実質的にリボン状のストランドに形成され得る。したが
って、拡張可能な挿入物は４層密度を有する。拡張可能な挿入物は、第１部分及び第２部
分によって形成されたストランドに加えて追加のリボン状のストランドを含み得る。例え
ば、拡張可能な挿入物は、１つ、２つ、３つ、４つ、５つ、６つ、７つ、８つ又は９つの
ストランドを含むことができ、各ストランドは所望の層数（例えば、２つ、４つ又はそれ
を超える数の層）を有する。したがって、所望の量の密度を有する拡張可能な挿入物が形
成され得る。上記のように、高密度の構造により、親血管から動脈瘤内への血流が妨げら
れる。拡張可能な挿入物の各層又は一部は他の層又は部分と同じ密度を有してもよく又は
異なる密度を有してもよい。さらに、拡張可能な挿入物の各層又は一部は、他の層又は部
分と同じ多孔率を有してもよく又は異なる多孔率を有してもよい。
【００４９】
　[0063]　図６は、医療デバイスの別の実施形態の一部を示す。医療デバイス３００は、
前実施形態において上述したものと同じ又は類似の特徴及び機能を含むことができる。例
えば、医療デバイス３００は、拡張可能な挿入物３１０と、挿入部又は部材（図６に図示
せず）と、を含む。拡張可能な挿入物３１０は拡張構成で示され、拡張可能な挿入物２１
０について上述したものと同じ又は類似の手法で、拡張可能な挿入物が実質的に細長い、
圧縮構成又は折畳構成と、拡張構成との間で移行し得る。拡張構成において、拡張可能な
挿入物３１０の第１部分３２０には拡張可能な挿入物の第２部分３３０が重なっている。
さらに、拡張可能な挿入物３１０がその拡張構成にある場合、第１部分３２０の少なくと
も一部は、第２部分３２０によって規定された、開いた内部領域３３６内に配置されてい
る。
【００５０】
　[0064]　拡張可能な挿入物３１０は多孔性メッシュのリボン状のストランドを含む。多
孔性メッシュの少なくとも一部は、拡張可能な挿入物３１０が拡張構成において動脈瘤の
頚部上に配置されるように構成されている。拡張可能な挿入物３１０が拡張構成にある場
合、多孔性メッシュは、複数回屈曲する、湾曲する及び／又はねじれてほぼ球形の形状に
なるように構成されている。多孔性メッシュは、拡張可能な挿入物２１０の多孔性メッシ
ュよりも広いリボン状の構造とされ得る。この手法で、拡張可能な挿入物３１０の多孔性
メッシュは、拡張可能な挿入物２１０の多孔性メッシュよりも短い長さであってよいもの
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の、なお動脈瘤内（及び動脈瘤の頚部上）において、拡張可能な挿入物２１０と同様の量
の被覆度を提供する。多孔性メッシュは、拡張可能な挿入物３１０の所望の密度及び多孔
率によって、１つ、２つ又はそれを超える数の層を含み得る。いくつかの実施形態では、
第１放射線不透過性マーカ３４２が拡張可能な挿入物３１０の第１端部３１２に結合され
ており、第２放射線不透過性マーカ３４４が拡張可能な挿入物の第２端部３１４に結合さ
れている。拡張可能な挿入物３１０は、放射線不透過性マーカ３４２、３４４が完全に動
脈瘤の嚢内に配置され、多孔性メッシュが動脈瘤の頚部上に配置されるように完全に動脈
瘤内に配置されるように構成されている。いくつかの実施形態では、放射線不透過性マー
カは動脈瘤の側部に配置されるように構成されている（すなわち、動脈瘤の頚部から離れ
て配置されている）。
【００５１】
　[0065]　図７は、医療デバイスの別の実施形態を示す。医療デバイス４００は、前の実
施形態において上述したものと同じ又は類似の特徴及び機能を含むことができる。例えば
、医療デバイス４００は、拡張可能な挿入物４１０と、挿入部又は部材４０２と、を含む
。拡張可能な挿入物４１０は動脈瘤の嚢を占有するような大きさにされており、挿入部材
４０２は拡張可能な挿入物の動脈瘤の嚢内への送達を容易にするように構成されている。
拡張可能な挿入物４１０は拡張構成で示されており、前の実施形態において上述したもの
と同じ又は類似の手法で、圧縮構成又は折畳構成と拡張構成との間で移行し得る。
【００５２】
　[0066]　拡張可能な挿入物４１０は、３６０度の螺旋状又は輪状構造として動脈瘤内に
おいて拡張されるように構成された多孔性メッシュの少なくとも１つのリボン状のストラ
ンドを含む。拡張構成において、拡張可能な挿入物４１０の第１部分４２０には拡張可能
な挿入物の第２部分（図７に図示せず）が重なっており、これに拡張可能な挿入物の第３
部分４５０が重なっている。この手法で、拡張可能な挿入物４１０の少なくとも一部は、
挿入物材料（例えば、前実施形態に上述した多孔性メッシュ）の２つ、３つ、４つ又はそ
れを超える数の層を含み、これは、動脈瘤内から動脈瘤の頚部上に配置され、高密度の流
れ阻害部（dense flow disruptor）として機能し得る。
【００５３】
　[0067]　図８は、医療デバイスの別の実施形態を示す。医療デバイス５００は、医療デ
バイス４００について上述したものと同じ又は類似の特徴及び機能を含むことができる。
例えば、医療デバイス５００は、拡張可能な挿入物５１０と、挿入部又は部材５０２と、
を含む。医療デバイス５００は、マイクロカテーテル５０４を使用して動脈瘤又は他の血
管異常部に送達され得る。拡張可能な挿入物５１０は、動脈瘤の嚢によって規定された容
積の少なくとも一部を占有するような大きさにされており、挿入部材５０２は拡張可能な
挿入物の動脈瘤の嚢内への送達を容易にするように構成されている。拡張可能な挿入物５
１０は拡張構成において示されており、前実施形態において上述したものと同じ又は類似
の手法で、圧縮構成又は折畳構成と拡張構成との間で移行し得る。
【００５４】
　[0068]　拡張可能な挿入物５１０は、図８に示すように、動脈瘤内においてほぼ環状又
は円盤形状の構造として拡張されるように構成された多孔性メッシュを含む。拡張構成に
おいて、拡張可能な挿入物５１０の第１端部部分５１２は拡張可能な挿入物の第２端部部
分５１４と係合している及び／又は重なっている。拡張可能な挿入物５１０は、第１密度
の多孔性メッシュを有する第１部分５２０と、第２のより高い密度の多孔性メッシュを有
する第２部分５３０と、を含む。より具体的には、多孔性メッシュのウィーブ又はブレー
ドは、拡張可能な挿入物の第１部分５２０よりも第２部分５３０においてより高い密度を
有する。拡張可能な挿入物５１０は、第２部分５３０の少なくとも一部が動脈瘤の頚部上
に配置されるように動脈瘤内（又は他の血管異常部）に配置されるように構成されている
。その理由は、より高い密度が拡張可能な挿入物への内皮細胞の付着を促進するからであ
る。拡張可能な挿入物５１０は、（図８に示すように）第１端部部分５１２及び／又は第
２端部部分５１４の１つに配置され得る少なくとも１つの放射線不透過性マーカ５４２を
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含む。より高い密度の第２部分５３０が動脈瘤の頚部上に配置されるように拡張可能な挿
入物５１０がその拡張構成において動脈瘤内に配置される場合、少なくとも１つの放射線
不透過性マーカ５４２は動脈瘤の嚢内に動脈瘤の頚部から離れて配置される。
【００５５】
　[0069]　図９は、医療デバイスの別の実施形態を示す。医療デバイス６００は、前の実
施形態において上述したものと同じ又は類似の特徴及び機能を含むことができる。例えば
、医療デバイス６００は、拡張可能な挿入物６１０と、挿入部又は部材６０２と、を含む
。拡張可能な挿入物６１０は、動脈瘤の嚢によって規定された容積の少なくとも一部を占
有するような大きさにされており、挿入部材６０２は、拡張可能な挿入物の動脈瘤の嚢内
への送達を容易にするように構成されている。拡張可能な挿入物６１０は拡張構成で示さ
れており、前の実施形態において上述したものと同じ又は類似の手法で、圧縮構成又は折
畳構成と拡張構成との間で移行し得る。
【００５６】
　[0070]　拡張可能な挿入物６１０は、少なくとも２つのメッシュ層を有する多孔性メッ
シュのリボン状のストランドを含む。図９に示すように、拡張可能な挿入物６１０はほぼ
螺旋状又はコイル形状の構造として動脈瘤内に拡張するように構成されている。拡張可能
な挿入物６１０は、頚部における内皮細胞の付着を促進するため、挿入物の少なくとも一
部が動脈瘤の頚部上に配置されるように動脈瘤内（又は他の血管異常部）に配置され得る
。拡張可能な挿入物６１０は、図９に示すように、拡張可能な挿入物６１０の端部に配置
され得る少なくとも１つの放射線不透過性マーカ６４２を含む。挿入部材６０２は、放射
線不透過性マーカにおいて拡張可能な挿入物に脱着可能に結合され得る。
【００５７】
　[0071]　図１０は、医療デバイスの別の実施形態を示す。医療デバイス７００は、医療
デバイス６００について上述したものと同じ又は類似の特徴及び機能のすべてを含む。例
えば、医療デバイス７００は、拡張可能な挿入物７１０と、挿入部又は部材７０２と、拡
張可能な挿入物の端部に結合された放射線不透過性マーカ７４２と、を含む。拡張可能な
挿入物７１０は、管状又は丸められたブレード構造で形成された多孔性メッシュを含む。
丸められたブレード構造は、例えば、前述した平らなリボン状の構造よりも高い柔軟性を
拡張可能な挿入物７１０に付与することができる。
【００５８】
　[0072]　図１１は、医療デバイスの別の実施形態を示す。医療デバイス８００は、前の
実施形態において上述したものと同じ又は類似の特徴及び機能を含むことができる。例え
ば、医療デバイス８００は、拡張可能な挿入物８１０と、挿入部又は部材８０２と、を含
む。医療デバイス８００は、マイクロカテーテル８０４を使用して、動脈瘤又は他の血管
異常部に送達され得る。拡張可能な挿入物８１０は、動脈瘤の嚢の容積の少なくとも一部
を占有するような大きさであってよく、挿入部材８０２は、拡張可能な挿入物の、マイク
ロカテーテル８０４から動脈瘤の嚢内への送達を容易にするように構成されている。拡張
可能な挿入物８１０は拡張構成で示されており、前の実施形態において上述したものと同
じ又は類似の手法で、圧縮構成又は折畳構成と拡張構成との間で移行し得る。
【００５９】
　[0073]　拡張可能な挿入物８１０は第１部材８２０及び第２部材８３０を含む。第１部
材８２０及び第２部材８３０は拡張可能な挿入物８１０の第１端部８１２及び拡張可能な
挿入物の第２端部８１４において結合されている。第１部材８２０と第２部材８３０とは
、また、第１端部８１２と第２端部８１４との間にある拡張可能な挿入物８１０の少なく
とも１つの中間部において互いに結合されている。第１部材８２０と第２部材８３０とは
、例えば、放射線不透過性マーカ８４２、８４４、８４６を使用して結合され得る。結合
の各位置は、拡張可能な挿入物が動脈瘤内に送達され、動脈瘤の形状に適合するように動
脈瘤内において拡張する際、拡張可能な挿入物８１０が折れ曲がる箇所（folding point
）となるように構成されている。したがって、拡張可能な挿入物８１０は、例えば、動脈
瘤の形状に応じて屈曲することも折り曲げることもできない挿入物と比較すると、動脈瘤
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内においてより高密度に充填することができる。拡張可能な挿入物８１０の第１部材８２
０及び第２部材８３０の少なくとも１つは、管状又は丸められたブレード構造で形成され
た多孔性メッシュを含む。
【００６０】
　[0074]　図１２は医療デバイスの別の実施形態を示す。医療デバイス９００は、前の実
施形態において上述したものと同じ又は類似の特徴及び機能を含むことができる。例えば
、医療デバイス９００は、拡張可能な挿入物９１０と、挿入部又は部材９０２と、を含む
。拡張可能な挿入物９１０は動脈瘤の嚢を占有するような大きさにされており、挿入部材
９０２は、マイクロカテーテル（図１２に図示せず）から動脈瘤の嚢内への、拡張可能な
挿入物の送達を容易にするように構成されている。拡張可能な挿入物９１０は拡張構成で
示されており、前の実施形態において上述したものと同じ又は類似の手法で、圧縮構成又
は折畳構成と拡張構成との間で移行し得る。
【００６１】
　[0075]　拡張可能な挿入物９１０は、一連の収縮された部分９３０、９３２、９３４、
９３６によって分離された一連の拡張可能な部分９２０、９２２、９２４、９２６、９２
８を含む。拡張可能な部分９２０、９２２、９２４、９２６、９２８は、例えば、球、円
盤、放物線等に似た形状を含む、任意の適切な多次元形状に拡張するように構成され得る
。さらに、各拡張可能な部分９２０、９２２、９２４、９２６、９２８は、別の拡張可能
な部分の拡張した形状と異なる拡張した形状を有し得る。
【００６２】
　[0076]　図１２に示すように、拡張可能な挿入物９１０がその拡張構成にある場合、拡
張可能な部分９２０、９２２、９２４、９２６、９２８はより多孔であり、かつ密度が低
い。その後収縮された部分９３０、９３２、９３４、９３６。各拡張可能な部分９２０、
９２２、９２４、９２６、９２８の密度及び／又は多孔率は他の拡張可能な部分９２０、
９２２、９２４、９２６、９２８とは変えることができ、各拡張可能な部分９２０、９２
２、９２４、９２６、９２８の密度及び／又は多孔率は各々の拡張可能な部分の長さ及び
／又は幅に沿って変えることができる。例えば、第１拡張可能な部分９２０は、第１収縮
部分９３０の近傍においてより高密度及び／又はより低多孔性とすることができ、第１拡
張可能な部分９２０の中央の、より広い部分においてより低密度及び／又はより多孔性と
することができる。さらに、拡張可能な部分９２０、９２２、９２４、９２６、９２８は
それぞれ、拡張可能な挿入物９１０がその折畳構成にある場合よりも広い幅を有するよう
に構成されており、収縮された部分９３０、９３２、９３４、９３６はそれぞれ、拡張可
能な部分９２０、９２２、９２４、９２６、９２８の幅よりも狭い幅を有するように構成
されている。したがって、拡張可能な挿入物９１０は、動脈瘤の形状に適合させるため、
収縮された部分９３０、９３２、９３４、９３６において屈曲する、湾曲する及び／又は
折れ曲がるように構成されている。
【００６３】
　[0077]　拡張可能な挿入物９１０がその拡張構成にある場合、第１の拡張可能な部分９
２０は、他の拡張可能な部分９２２、９２４、９２６、９２８の幅よりも大きな幅を有す
るように構成されている。第１の拡張可能な部分９２０は、図１２に示されるように、拡
張可能な部分９２０、９２２、９２４、９２６、９２８の最近位とされ得る。拡張可能な
挿入物９１０がその拡張構成において動脈瘤内に配置されると、第１の拡張可能な部分９
２０は動脈瘤の頚部上に配置されるように構成されている。この手法で、第１の拡張可能
な部分９２０は、動脈瘤の頚部において親血管から動脈瘤への血液の流れを制限するため
の流れ阻害部として機能するように構成されている。残りの、より遠位の、拡張可能な部
分９２２、９２４、９２６、９２８は動脈瘤を塞栓するため動脈瘤内に充填されるように
構成されている。
【００６４】
　[0078]　拡張可能な挿入物９１０は、挿入物の第１端部９１２に結合されている第１放
射線不透過性マーカ９４２と、挿入物の第２端部９１４に結合されている第２放射線不透
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過性マーカと、を含む。放射線不透過性マーカ９４２、９４４は、拡張可能な挿入物９１
０がその拡張構成において動脈瘤内に配置されると、完全に動脈瘤の嚢内に配置されるよ
うに構成されている。
【００６５】
　[0079]　図１３は、医療デバイスの別の実施形態を示す。医療デバイス１０００は、前
実施形態において上述したものと同じ又は類似の特徴及び機能を含むことができる。例え
ば、医療デバイス１０００は、拡張可能な挿入物１０１０と、挿入部又は部材１００２と
、を含む。拡張可能な挿入物１０１０は動脈瘤の嚢を占有するような大きさにされており
、挿入部材１００２は、拡張可能な挿入物の、動脈瘤の嚢内への送達を容易にするように
構成されている。拡張可能な挿入物１０１０は拡張構成で示されており、前の実施形態に
おいて上述したものと同じ又は類似の手法で、圧縮構成又は折畳構成と拡張構成との間に
おいて移行し得る。
【００６６】
　[0080]　拡張可能な挿入物１０１０は、第１多孔性部材１０２０と第２多孔性部材１０
３０と、を含む。第１多孔性部材１０２０は、拡張可能な挿入物１０１０がその拡張構成
にある場合、多次元形状を有するように構成されている多孔性メッシュを含む。したがっ
て、第１多孔性部材１０２０は、拡張構成において、折畳構成にある第１多孔性部材の第
１幅よりも大きい第２幅を有する。第１多孔性部材１０２０は、例えば、図１３に示すよ
うな放物線、球、円盤等に似た形状を含む任意の適切な多次元形状に拡張するように構成
され得る。親血管から動脈瘤への血液の流れを遮断及び／又は停止するために拡張可能な
部材１０１０が動脈瘤の嚢内に配置されると、第１多孔性部材１０２０は動脈瘤の頚部上
に配置されるように構成されている。さらに、第１多孔性部材１０２０の多孔性メッシュ
は動脈瘤の頚部における内皮細胞の付着を促進するように構成されており、これにより動
脈瘤の頚部上を治癒する。
【００６７】
　[0081]　第２多孔性部材１０３０は、拡張可能な挿入物１０１０がその拡張構成にある
場合に多次元形状を有するように構成されている多孔性メッシュを含む。したがって、第
２多孔性部材１０３０は、拡張構成において、折畳構成における第２多孔性部材の第３幅
よりも大きい第４幅を有する。第２多孔性部材１０３０は、例えば、図１３に示すような
管、球、円盤、放物線等に似た形状を含む、任意の適切な多次元形状に拡張するように構
成され得る。図１３に示される実施形態では、第１多孔性部材１０２０の第２幅は第２多
孔性部材１０３０の第４幅よりも大きい。第２多孔性部材１０３０は、第１多孔性部材１
０２０が第２多孔性部材１０３０と動脈瘤の頚部との間に配置されるように動脈瘤の嚢内
に配置されるように構成されている。第２多孔性部材１０３０は動脈瘤を塞栓するために
動脈瘤内に充填されるように構成されている。
【００６８】
　[0082]　放射線不透過性マーカ１０４４が第１多孔性部材１０２０と第２多孔性部材１
０３０との間に配置されており、第１多孔性部材と第２多孔性部材とを結合するために使
用され得る。拡張可能な挿入物１０１０は、放射線不透過性マーカ１０４４において屈曲
する、湾曲する、及び／又は折れ曲がるように構成されており、これにより、拡張可能な
挿入物１０１０を動脈瘤の嚢の形状に適合させることができる。別の放射線不透過性マー
カ１０４２は拡張可能な挿入物１０１０の端部近傍に配置することができ、挿入部１００
２を拡張可能な挿入物に結合するために使用され得る。放射線不透過性マーカ１０４２、
１０４４は、拡張可能な挿入物１０１０がその拡張構成において動脈瘤内に配置されると
、完全に動脈瘤の嚢内に配置されるように構成されている。
【００６９】
　[0083]　図１４及び図１５は、医療デバイスの別の実施形態を示す。医療デバイス１１
００は、前実施形態において上述したものと同じ又は類似の特徴及び機能を含むことがで
きる。例えば、医療デバイス１１００は、第１多孔性部材１１２０と、第２多孔性部材１
１３０と、第１多孔性部材１１２０及び第２多孔性部材１１３０に脱着可能に結合可能な
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挿入部又は部材１１０２と、を含む。
【００７０】
　[0084]　第１多孔性部材１１２０は第１端部１１２２と第２端部１１２４とを有する。
図１４に示すように、第１多孔性部材１１２０は血管を通じた挿入のための折畳構成を有
する。その折畳構成において、第１多孔性部材１１２０は、実質的に細長く、第１長さを
有する。図１５に示すように、第１多孔性部材１１２０は動脈瘤の嚢を占有するための拡
張構成を有する。第１多孔性部材１１２０がその拡張構成にある場合、それは３次元形状
を有しており、開いた内部領域１１２６を規定する。第１多孔性部材１１２０は任意の適
切な３次元形状を有し得る。例えば、第１多孔性部材１１２０は、図１５に示すように、
ほぼ球形の形状に湾曲するように構成され得る。さらに、その拡張構成において、第１多
孔性部材１１２０は、第２セグメントと重なるように構成された第１セグメントを含み、
これは、例えば、拡張可能な挿入物２１０及び３１０について上述したものと多くの点に
おいて類似し得る。例えば、第１多孔性部材１１２０は、第１多孔性部材１１２０の高密
度部分を形成するため、多孔性メッシュの第２セグメントと重なるように構成された第１
セグメントを有するメッシュを含み得る。
【００７１】
　[0085]　第２多孔性部材１１３０は第１端部１１３２と第２端部１１３４とを有する。
第２多孔性部材１１３０は、血管を通じて挿入するための折り畳まれた第１構成（図１４
又は図１５に図示せず）を有する。その折畳構成において、第２多孔性部材１１３０は、
実質的に細長く、第１多孔性部材の第１長さより短い第２長さを有し、かつ第１容積を占
有するように構成されている。図１４及び図１５に示すように、第２多孔性部材１１３０
は、動脈瘤の嚢の容積の少なくとも一部を占有するための、拡張した第２構成を有する。
第２多孔性部材１１３０は、その拡張構成にある場合、３次元形状を有しており、第１容
積よりも大きい第２容積を占有するように構成されている。第２多孔性部材１１３０は任
意の適切な３次元形状を有し得る。例えば、図１４及び図１５に示すように、第２多孔性
部材１１３０は、ほぼボール（例えば、球形、丸形、長円形等）形状に拡張するように構
成され得る。拡張構成において、第２多孔性部材１１３０は、第１多孔性部材１１２０の
多孔率と同じ多孔率を有してもよく又は異なる多孔率を有してもよい。第２多孔性部材１
１３０は、第１多孔性部材及び第２多孔性部材のそれぞれが展開構成又は拡張構成にある
場合、第１多孔性部材１１２０の内部領域１１２６に配置されるように構成されている。
【００７２】
　[0086]　図１４及び図１５に示す実施形態では、第２多孔性部材１１３０は第１多孔性
部材１１２０に結合されている。特に、第１多孔性部材１１２０の第１端部１１２２は第
２多孔性部材１１３０の第１端部１１３２に結合されている。第１多孔性部材１１２０及
び第２多孔性部材１１３０の少なくとも１つは放射線不透過性マーカを含む。図１４に示
すように、第１放射線不透過性マーカ１１４２は、第１多孔性部材と第２多孔性部材とを
互いに結合するために第１多孔性部材１１２０及び第２多孔性部材１１３０の第１端部１
１２２、１１３２に配置され得る。第２放射線不透過性マーカ１１４４は第２多孔性部材
１１３０の第２端部１１３４に配置され得る。第１多孔性部材１１２０及び第２多孔性部
材１１３０がそれら各々の拡張構成にある場合、第２放射線不透過性マーカ１１４４は、
第１多孔性部材１１２０によって規定された内部領域内に配置されている。
【００７３】
　[0087]　使用時、第１多孔性部材１１２０及び第２多孔性部材１１３０並びに第１放射
線不透過性マーカ１１４２及び第２放射線不透過性マーカ１１４４は完全に動脈瘤内に配
置されている。まず、第２多孔性部材１１３０が動脈瘤内に挿入され、その中においてそ
の拡張構成をとり得る。その後、第１多孔性部材がその拡張構成に移行する際、第１多孔
性部材が湾曲する、巻く又はそうでなければ第２多孔性部材１１３０の周りを包むように
、第１多孔性部材１１２０が動脈瘤内に挿入され得る。第１多孔性部材１１２０は、第１
多孔性部材の一部が動脈瘤の頚部上に配置されるように動脈瘤内に配置されるよう構成さ
れている。例えば、第１セグメントが第２セグメントに重なっている第１多孔性部材１１
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２０の高密度部分は、動脈瘤頚部における内皮細胞の付着を促進するため動脈瘤の頚部上
に配置され得る。第２多孔性部材１１３０は、細胞付着及び／又は凝塊形成のため動脈瘤
の嚢内に追加の多孔性メッシュを提供することによって動脈瘤を塞栓させる。したがって
、動脈瘤を通る血流がさらに阻止されるように第２多孔性部材が動脈瘤の嚢の容積の一部
を占有する。
【００７４】
　[0088]　医療デバイス１１００は、別個の第１多孔性部材１１２０及び第２多孔性部材
１１３０それぞれを含むが、他の実施形態においては、第１多孔性部材及び第２多孔性部
材は、異なるように構成されることができる。例えば、図１６を参照すると、医療デバイ
ス１２００の一実施形態が示される。医療デバイス１２００は、医療デバイス１１００又
は他の前実施形態について上述したものと同じ又は類似の特徴及び機能を含むことができ
る。例えば、医療デバイス１２００は、第１多孔性部材１２２０と、第２多孔性部材１２
３０と、第１多孔性部材及び第２多孔性部材に脱着可能に結合可能な挿入部又は部材（図
１６に図示せず）と、を含む。第１多孔性部材１２２０及び第２多孔性部材１２３０のそ
れぞれは、形態及び機能において、上述した第１多孔性部材１１２０及び第２多孔性部材
１１３０それぞれに類似し得る。
【００７５】
　[0089]　図１６に示す実施形態では、しかしながら、第２多孔性部材１２３０は第１多
孔性部材１２２０と一体的に構成されている。図１６では、第１多孔性部材１２２０及び
第２多孔性部材１２３０は拡張構成で示されるが、単に説明目的のため、第２多孔性部材
１２３０は第１多孔性部材１２２０から離間して示されていることに留意されたい。使用
時、それら各々の展開された又は拡張構成において、第２多孔性部材１２３０は、医療デ
バイス１１００について図１５に示したものと類似の手法で第１多孔性部材１２２０によ
って規定された内部領域１２２６内に配置されている。さらに、医療デバイス１２００は
２つの放射線不透過性マーカ１２４２、１２４４を含む。第１放射線不透過性マーカ１２
４２は第１多孔性部材１２２０の多孔性メッシュの端部に配置されており、第２放射線不
透過性マーカ１２４４は第２多孔性部材１２３０の多孔性メッシュの反対端に配置されて
いる。
【００７６】
　[0090]　いくつかの実施形態では、医療デバイスは、拡張構成にある場合、実質的に連
続的な外部表面を有する拡張可能な挿入物を含む。図１７Ａ及び図１７Ｂを参照すると、
一実施形態による医療デバイス１３００の一部が折畳構成及び拡張構成のそれぞれにおい
て示される。医療デバイス１３００は、他の実施形態について本明細書中に記載されたも
のと同じ又は類似の特徴及び機能を含むことができる。例えば、医療デバイス１３００は
、（例えば、血管を通じて送達するための）折畳構成から（例えば、動脈瘤内おける配置
のための）拡張構成に移行するように構成された拡張可能な挿入物１３１０を含み得る。
拡張可能な挿入物１３１０は、少なくとも第１部分１３２０及び第２部分１３３０を含み
、かつさらなる部分１３４０、１３５０、１３６０を含み得る。拡張可能な挿入物１３１
０がその拡張構成にある場合、拡張可能な挿入物１３１０は、部分１３２０、１３３０、
１３４０、１３５０、１３６０の少なくとも２つの縁端が重なるように、実質的に連続的
な外部表面を有する３次元形状（例えば、ほぼ球形の形状）を有する。例えば、図１７Ｂ
に示すように、第１部分１３２０の縁端と第２部分１３３０の縁端は重なることができる
。言い換えれば、拡張可能な挿入物１３１０は、拡張可能な挿入物１３１０の部分１３２
０、１３３０、１３４０、１３５０、１３６０の縁端間に開口部又は空間がほとんど又は
全く残らないように拡張構成に移行する。
【００７７】
　[0091]　図１８は、一実施形態により本明細書中に記載される、動脈瘤への血流を遮断
し、動脈瘤の治癒を促進するために医療デバイスを使用する方法８０を示すフローチャー
トである。方法８０では、８２において、カテーテルを血管の動脈瘤の近傍に配置する工
程を含む。例えば、カテーテルの遠位部は血管から動脈瘤への開口部の近傍に配置され得
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る。カテーテルは、動脈瘤への送達のため医療デバイスの少なくとも一部を受容するよう
に構成され得る細長い内腔を規定する。
【００７８】
　[0092]　８４では、任意選択で、医療デバイスの拡張可能な挿入物がカテーテル内に挿
入される。拡張可能な挿入物は第１部分と第２部分とを含み、そのそれぞれが、第１（例
えば、挿入又は折畳）構成及び第２（例えば、展開又は拡張）構成を有する。第２構成に
おいては、第１部分が第２部分に実質的に重なっている。第１部分及び第２部分のそれぞ
れが、また、多孔性メッシュを含む。多孔性メッシュは、第１構成にある場合は第１多孔
率を有し、第２構成にある場合は第２多孔率を有する。第２多孔率は、例えば、第１多孔
率よりも高くされ得る。拡張可能な挿入物は、カテーテル内に挿入される前、その第２構
成において付勢され得る。拡張可能な挿入物がカテーテルの内腔に配置される際、拡張可
能な挿入物はその第１構成にある。拡張可能な挿入物は、カテーテルが血管内に配置され
た後、カテーテルが血管内に導入される前、又はその間の任意の時にカテーテル内に挿入
され得る。
【００７９】
　[0093]　８６では、拡張可能な挿入物が、任意選択で、動脈瘤と流体連通している血管
壁の開口部に対して配向される。本明細書中により詳細に記載されるように、この手法に
おいて、拡張可能な挿入物がカテーテルから出されると、拡張可能な挿入物は動脈瘤の嚢
に入るように配向される。
【００８０】
　[0094]　８８では、拡張可能な挿入物はカテーテル内部の第１位置からカテーテル外部
の第２位置に移動する。例えば、拡張可能な挿入物は、カテーテルの内腔内部の第１位置
から、カテーテル外部の血管又は動脈瘤の少なくとも１つにおける第２位置に移動し得る
。上記のように、拡張可能な挿入物は、カテーテル内部のその第１位置にある場合、その
第１構成にある。カテーテルの拘束物の外部のその第２位置にある場合、拡張可能な挿入
物はその第２構成に移行する。拡張可能な挿入物の第２部分は、第１部分がその第２構成
に移行する前に、その第２構成に移行し得る。それら各々の第２構成では、第２部分は第
１部分によって規定された内部領域に配置され得る。例えば、第２部分は、それが多次元
の拡張した形状を有するその第２構成に移行することができ、その後、第１部分は、それ
が第２部分の周りにおいて多次元の拡張した形状に湾曲するその第２構成に移行し得る。
【００８１】
　[0095]　医療デバイスは、拡張可能な挿入物をその第１位置からその第２位置に移動さ
せるように構成された挿入部を含み得る。挿入部は、例えば、拡張可能な挿入物の第１部
分又は第２部分の１つに結合されたワイヤであってよい。９０では、挿入部は、任意選択
で、拡張可能な挿入物から取り外される。例えば、挿入部は、拡張可能な挿入物が動脈瘤
内に挿入された後などに拡張可能な挿入物の近位端から取り外すことができる。９２では
、挿入部は、任意選択で、カテーテルを通じて血管から除去される。
【００８２】
　[0096]　拡張可能な挿入物が動脈瘤内又は他の標的血管異常部に配置された後、拡張可
能な挿入物が動脈瘤内に適切に配置されたかどうかを判断するために患者の体の動脈瘤を
含む部分が（例えば、Ｘ線又は他の適切な撮像技術を使用して）画像化され得る。例えば
、拡張可能な挿入物はＸ線を使用して視認可能な１つ又は複数の放射線不透過性マーカを
含み得る。別の例においては、処置後の内皮細胞の付着及び／又は動脈瘤の頚部の損傷部
修復の成功を判断するため、拡張可能な挿入物の植え込み後の所望の時間に、患者に放射
線不透過性色素を静脈内に注入することができる。放射線不透過性色素が動脈瘤の近傍に
ある親血管内において視認できるが、動脈瘤それ自体内において視認できなければ、拡張
可能な挿入物は正常に動作し動脈瘤内へのさらなる血流を妨げている。放射線不透過性色
素が動脈瘤内に視認できれば、親血管からの血流は完全に妨げられておらず、保健医療医
により追加の治療オプションが考慮され得る。
【００８３】
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　[0097]　本明細書中に記載される種々のデバイスは、例えば、延伸充填管ＤＦＴ（登録
商標）を含む、定義された目的に適した任意の材料で作製することができる。ＤＦＴはワ
イヤ、ケーブル又はリボンとして入手可能である。ＤＦＴは、２つ以上の材料の所望の物
理的及び機械的特性を、拡張可能な挿入物に使用され得る単一のワイヤ又はリボンシステ
ムに組み合わせるために開発された金属と金属との複合材料（metal-to-metal composite
）である。
【００８４】
　[0098]　ブレード又はメッシュ（例えば、拡張可能な挿入物）用のフィラメント又はワ
イヤには、例えば、ＭＰ３５Ｎ、ステンレス鋼、ニチノール、コバルトクロム、チタン、
白金、タンタル、タングステン又はそれらの合金、もしくはポリエステル、ポリエチレン
（ＰＥＴ）、ダクロン（Dacron）、ＰＥＥＫ、ベクトラン（vectron）などの材料のフィ
ラメント及び縫合材料を含み得る。各ストランドは、例えば、約．００２”の、．０００
５”～．０１０”の直径を有してもよい。いくつかの実施形態では、メッシュ又はブレー
ドの外部材料は体温において超弾性であるニチノールで形成することができ、内部材料は
放射線不透過性とすることができる。または、代わりとして、さらなる放射線不透過性を
提供するためにブレードに白金ワイヤを含んでもよい。
【００８５】
　[0099]　適切な材料は、それらの電気陽性度に基づき選択され得る。例えば、拡張可能
な挿入物には、以下の表１に示すチタン、タングステン又は別の材料又はそれらの任意の
組み合わせを含み得る。使用時、拡張した拡張可能な挿入物の正に帯電した材料は血管異
常内及び血液中の領域に電気的に良好な領域を形成し、血液、体液又は組織を含む異常は
その後内皮化を生じさせるために予め処置される。
【００８６】
【表１】

【００８７】
　[0100]　いくつかの実施形態では、本明細書中に記載される拡張可能な挿入物は、管状
ブレード又は（メッシュ、ウィーブ又は繊維を形成する）織られたフィラメントのシート
で形成され得る。フィラメントは、ワイヤ又は高分子又は他の適切な材料とされ得る。拡
張可能な挿入物は編組ワイヤ（例えば、ＮｉＴｉワイヤ）とすることができ、かつワイヤ
タイプ及びワイヤサイズを混合したものを含むことができる（例えば、ＮｉＴｉワイヤと
白金ワイヤ、及び例えば０．００１２５”ワイヤで編まれた０．００１”ワイヤ）。拡張
可能な挿入物は、また、高分子繊維で作製することも、高分子繊維と金属ワイヤとを共に
混合したもので形成されることもできる。
【００８８】
　[0101]　拡張可能な挿入物のメッシュは、編組、ウィービング、溶接又はレーザ切断を
含むが、それらに限定されない種々の異なる形態によって形成され得る。メッシュは、例
えば、約０．５ｃｍ～約７０ｃｍの範囲の作動長さを有し得る。いくつかの実施形態では
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、メッシュは３０ｃｍの長さを有し得る。いくつかの実施形態では、メッシュは約０．５
～６０ｍｍの範囲の直径を有し得る。いくつかの実施形態では、メッシュは、拡張した場
合、約１０ｍｍ以下の直径を有し得る（例えば、外部多孔性部材又は部分については約９
．５ｍｍ、内部多孔性部材又は部分については約８ｍｍ）。メッシュは、単一の密度を有
し得るか、２つ以上の密度を有し得る。例えば、いくつかの実施形態では、可変密度の数
は約２～約１０の範囲とされ得る。例えば、第１密度は約１００ＰＰＩとすることができ
、第２密度は約４０ＰＰＩとすることができる（ＰＰＩ＝ピックス／インチ）。ブレード
パターンは任意の適切なパターン、例えば、１目１本取り（one-over-one）構成又は１目
２本取り（two-over-one）構成等とすることができる。メッシュのストランド数は約４ス
トランド～約２８８ストランドの範囲とすることができる。いくつかの実施形態では、ス
トランド数は約４８ストランドである。ブレードには４、８、１６、２４、３２、６４、
７２、９６、１２８、１４４、１９２及び２８８の公倍数のストランドが商用編組機を使
用して入手可能である。
【００８９】
　[0102]　単一の拡張可能な挿入物は同じサイズのワイヤを含むことも、２つの異なるワ
イヤサイズの組み合わせを含むこともできる。例えば、拡張可能な挿入物は、２４の．０
０１”ワイヤ及び２４の．０００５”ワイヤを有し得る。より太いワイヤは拡張可能な挿
入物にさらなる強度を付与することができ、より細いワイヤは密度を提供することができ
る。加えて、拡張可能な挿入物のメッシュを作製するためにワイヤ数、ワイヤの直径、ブ
レード角度又は横糸打ち込み数／インチの任意の組み合わせを使用することができる。
【００９０】
結論
　[0103]　本発明の種々の実施形態を上述したが、それらは単に例として示したものにす
ぎず、限定的でないものと理解すべきである。上述した方法及び工程が特定の順序で起こ
る特定の事象を示す場合、本開示の利益を有する当業者は、特定の工程の順序は変更して
もよく、そのような変更は本発明の変形形態に従うものであることを理解するだろう。さ
らに、特定の工程は、可能である場合は並列工程で同時に実施してもよく、上述のように
順次実施してもよい。例えば、拡張可能な挿入物は拡張可能なカテーテルを動脈瘤の近傍
に配置するのと同時にカテーテル内に挿入され得る。
【００９１】
　[0104]　実施形態を特に示し、かつ記載したが、形態及び細部における種々の変更を実
施できることは理解されよう。例えば、特定の特徴及び／又は構成要素の組み合わせを有
する種々の実施形態を記載したが、本明細書中に記載される任意の実施形態の任意の特徴
及び／又は構成要素の任意の組み合わせ又は二次組み合わせを有する他の実施形態も可能
である。種々の構成要素の特定の構成もまた変更することができる。
【００９２】
　[0105]　例えば、１つ又は２つの多孔性部材又は部分（例えば、多孔性部材１０２０、
１０３０）を含む実施形態（例えば、医療デバイス１０１０）を本明細書中に示し、かつ
記載するが、他の実施形態においては、任意の適切な数の多孔性部材又は部分を含むこと
ができる。例えば、いくつかの実施形態では、医療デバイス１０１０は、また、第１端部
及び第２端部を有しており、第１多孔性部材１０２０及び第２多孔性部材１０３０の少な
くとも１つに結合されている第３多孔性部材（図示せず）を含むことができる。第１多孔
性部材１０２０及び第２多孔性部材１０３０と同様、第３多孔性部材は血管を通じて挿入
するための折畳構成と動脈瘤の嚢を占有するための拡張構成とを有し得る。第３多孔性部
材は実質的に細長くすることができ、かつその拡張構成において、その折畳構成における
その幅よりも大きな幅を有する。
【００９３】
　[0106]　別の例では、例示して記載した医療デバイスの放射線不透過性マーカが医療デ
バイスの拡張可能な挿入物に異なるように配置され得る。さらに、種々の構成要素のサイ
ズ及び特定の形状は示した実施形態とは異なり得るが、なお本明細書中に記載される機能



(26) JP 2013-537069 A 2013.9.30

を提供する。

【図１】 【図２】

【図３】



(27) JP 2013-537069 A 2013.9.30

【図４】

【図５Ａ】

【図５Ｂ】

【図５Ｃ】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】



(28) JP 2013-537069 A 2013.9.30

【図１１】 【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７Ａ】

【図１７Ｂ】



(29) JP 2013-537069 A 2013.9.30

【図１８】



(30) JP 2013-537069 A 2013.9.30

10

20

30

40

【国際調査報告】



(31) JP 2013-537069 A 2013.9.30

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,T
M),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,R
S,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,
BG,BH,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,I
D,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO
,NZ,OM,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,
VC,VN,ZA

(72)発明者  ロスケッタ，アルトゥーロ
            アメリカ合衆国，カリフォルニア州　９５１３２，サン　ノゼ，シエラビル　アベニュー　１５６
            ４
Ｆターム(参考) 4C160 DD53  DD62 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

